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「確実性としての真理」 
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 ハイデガーが西洋哲学の歴史全体を、存在の問いの忘却の過程として批判したこと
はよく知られている。中でもデカルトは、探求の場を主観に定位させるための決定的
な一歩を刻んだとされている。そしてこの展開の根底で働くのは、非隠蔽性としての
本来の真理の、「確実性 Gewißheit」としての真理への変容であるという。こうした重
要性にもかかわらず、この「確実性としての真理」という評価はしばしば追認的に言
い伝えられるにとどまっており1、それ自体が正確にいってどのような意味であったの
かを明確化する作業は未だ行われていない。 
 なるほどこの診断は否定的な意図のもとにあるが、とはいえそれ自体興味深いもの
である。というのも、デカルトの真理概念それ自体を対象とした研究、すなわち、
（〈デカルトが何を真とみなしたか〉ではなく）〈デカルトにとって真であるとはいか
なることであったか〉を問う研究は現在も豊富であるとは言えず、したがって、「デカ
ルトでは真理Wahrheitや真であることWahrseinのいかなる概念が中心に据えられてい
るのか」（17, 121）2を問うたハイデガーの思索は貴重な考察材料になると思われる。
また、現状この問題に関して最もまとまった論考を提出している G. Olivoも、少なく
とも非常に近い理解に到達しており3、それとの比較検討の余地もある。 
 本稿の目標は、創造的なデカルト解釈を構築するための一歩として、ハイデガーに
よるこの解釈の内実を明らかにすることである。 
 ハイデガーによるデカルト言及を徹底的に収集した Perrin[2013]を参照する限り、特
に有用なテクスト二つある。一つは、ハイデガーが後にも先にもない綿密さでデカル
トを注釈した 1923/24年の講義録『現象学的研究入門』4（以下『入門』）であり、もう
一つは 1930年代末から 40年代初頭に及ぶ一連のテクストである。いずれも講義録と

 
1 Beaufretは「確実性としての真理」という論点に多く言及したが、いずれの場合もハイデガーの結論の
みを典拠を示さずに反復するような言及の仕方であり、先行研究としては扱いにくいものである
（Beaufret [1980], pp. 93–101; Beaufret[1992], pp. 79–86; Frédéric de Towarnicki[1993], pp. 290–296.）また Jan 
Patocka[1988], pp. 188f.にも言及があるが、彼はハイデガーへの参照指示を行なっていない。 
2 ハイデガーからの引用は括弧内に全集版の巻数と頁数を順に記す。邦訳全集を参考にしたが、翻訳は全
て発表者による。 
3 この論者は著書 G. Olivo, Descartes et l'essence de la vérité, PUF, 2005において「真理の本質は確実性であ
る」（背表紙）と結論づけている。本書で著者は仄めかすようにしかハイデガーを参照指示しないが、
Mehl[2007]が書評で指摘するように、ハイデガーのデカルト解釈が下敷きとなっていることは誰の目にも
明らかである。  
4 Einführung in die phänomenologische Forschung（GA17) 
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いう性格からか、記述がかなり散逸的であるゆえ、再構成するだけでもかなりの推理
を要した。それゆえ本稿は、それぞれの時期のテクストを順に総合して「確実性とし
ての真理」の意味を確定する、という作業に大半の紙幅を割き、デカルトとの関係は
末尾に展望として述べる。 
 
1. 『入門』講義におけるハイデガーのデカルト解釈 
本書5でハイデガーは、フッサール現象学の、明証的で確実な認識の場たる意識を諸
学の基礎に据えようとする基本的発想が、デカルトに起源をもつとみなし、その起源
を解明し批判するために、デカルトの真理概念を分析する。そして最終的に、デカル
トにおいて真理は「第一に確実性として把握された真理Wahrheit primär gefaßt als 
Gewißheit」（17, 225）だと診断する。これは非隠蔽性としての真理からの「遠ざかりの
道」であり6、この過程を遡ることでハイデガーは、存在の問いの可能性と、本来の
「現象学」のあり方を回復しようとする。 
まずは「確実性としての真理」解釈の大枠を提示しよう。ハイデガーは『規則論』
において提示される「学知 scientia」の理念が『省察』においても前提されているとみ
なす。それは「確実 certusかつ明証的な認識」こそが「学知」の名に値する7、という
理念である。こうした理念に従って、常に確実な認識を供給しうる「方法」8と、探求
の「対象 objectum」が確定される9という順序でこの時期のデカルトは考えていた。こ
こには認識のあり方である「確実性 certitudo」が、第一の要請としてあらかじめあっ
て、それに沿うように認識の方法、そして探求の対象とが規定されるという順序があ
る。こうした、認識される事物よりもむしろ、認識が正当な手続きを経ているか否か
のあり方iを重視する態度をハイデガーは「認識された認識への気遣い die Sorge um die 
erkennte Erkenntnis」10と呼ぶ。ハイデガーにとってデカルトは、まずもって認識が特
定のあらかじめ認められた様式において遂行されているか否か、すなわち「真理がい
かに出会われるべきか、また出会われねばならないか」を気遣う者であった。「真理が
同意を受ける」のはこの様式に適合する限りにおいてである（17, 202）。数学に固有の

 
5 『入門』に関する文献は、Vetter[2007]; Dastur[2007], pp. 88–99; Shockey[2012]; Perrin[2013], pp. 86–126; 
黒岡[2016]; Kim Sang Ong-Van-Cung[2018]。中でも Dasturと Perrinのものとが最も包括的で要を得たまと
めである。 
6 17, 125. 
7 AT X, 362. 
8 AT X, 371f. 
9 「しかしここで以上全てから結論されるべきは、ただ数論と幾何学のみが学ばれるべきだということで
は全くなく、むしろただ、真理への正しい道を追求する者たちは、それについて数論と幾何学の論証に匹
敵する確実性を得られぬようないかなる対象にも関わるべきではない、ということである」。（AT X, 366） 
10 認識された認識への気遣いについてのハイデガー の説明は必ずしも明瞭ではない（17, §6, b）。我々は
Perrinによる次の明快なまとめを受け容れる。「認識された認識への関心は、認識の認識への関心であっ
て、認識の、認識自身による正当化の関心である。この関心は、その意味で、視界の内に捉えられている
諸事物よりもむしろそれらが捉えられる仕方に関わる」（Perrin[2013], p. 104）。Dastur[2007]も同様に
「正当化 la légtitimationへの気遣い」と表現している（p. 92）。 
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認識様式であった確実性が、真理一般を規定する性質として拡大解釈されたというこ
とである。 
 
「真理」把握に関するスコラ哲学との連続性 
 さて、以上の概観から言えるのは〈真であるとして同意を与えられるもの〉と〈確
実であるもの〉との外延が等しくなったということのみである。したがって、真理概
念がその意味すなわち内包に関していかなる変容を被ったのかは、全く明らかとなっ
ていない。しかるにハイデガーが目指していたのはデカルトの真理概念の「意味」を
明らかにすることに他ならなかった。この点でとりわけ重要なのは、ハイデガーがこ
の点でスコラの真理概念とデカルトの真理概念との関係を重視しているという点であ
る。彼は、デカルトにおいて「真であること esse verum」が「善くあること esse 
bonum」と並んで、「創造されてあること esse creatum」の一面であると認定するのだ
が、その内実はスコラ哲学における真理の「意味 Sinn」の解明を前提としてはじめて
理解される、と強調する11。 
従って我々は１）スコラの真理概念をハイデガーはどのように理解したか、２）そ
れがデカルトの真理概念とどう関係するか、を明らかにせねばならない。 
 スコラ哲学の真理概念を参照するに際して、ハイデガーはもっぱらトマスにそれを
代表させる。周知の通り、トマスは真理を知性と事物との「合致 adaequatio」と定義す
る。と同時に、合致するこれら二項のうち、本来、知性のうちにこそ真 verumは存す
るとも主張する。これは、ハイデガーの解釈によれば、真が知性に存するとは、真は
知性に述語づけられるということである12。では、知性が真である、とはいかなる事態
なのか。彼はトマスの真理概念を次のように再構成する。 
 1/合致することは、創造によって設定された知性の本性に他ならない。知性の「この本
性は同形性conformitasに存する」（17, 179）。 
 2/真は知性の「善bonum」である。ここで「善」の概念は目的因を前提として理解され
ている。すなわち知性の善とは、知性の運動の先にあり、かつ運動を導いているところの
終極である。知性が事物と合致状態に入り「真なる」知性となることは、こうした運動の
完遂に他ならない13。 
 3/こうした運動の設定者は、言うまでもなく創造主である。知性の運動は知性の本性と

 
11 「〔デカルトにおいて〕esse creatumとしての esse creatumは、esse bonum et esse verumとして特徴付け
られる。こうした純粋に命題としての確認では、何も得られていない。res cogitansの存在性格を把握する
ために、今や私たちは、スコラ学における verum esseの意味それ自体がいかに規定されているのか、とい
う点について明晰さを獲得せねばならない」。（17, 162） 
12 「intellectusは在るものを把握している限りにおいて、それ自身が真なのである」（17, 187） 
13 「知性が認識することの終極 terminus cognoscendiであるかぎり、［すなわち］認識運動の完遂［である
かぎり］、真なるもの verumの存在の固有性もまた、この完遂されたあり方 Vollendetseinのうちで見られ
ねばならない」（17, 178） 
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してあらかじめ組み込まれたものである14。 
 こうして、真であることは、被造物としての知性が本性的運動を完遂することにより完
成に至ることと規定される。こうした理解を経た上でハイデガーが強調するのは、この真
理概念が、存在者の存在の仕方を指すものに他ならないという点である。知性が真である
ということは、知性が認識される「事物へと向けられてあるEntgegengerichtetsein」（17, 
179）ことに他ならない。ここで知性に固有なその存在の仕方は、本性上定められた善に
向かう運動という、被造物一般に該当する論理の一適用事例に他ならない。その意味でハ
イデガーは、知性の働きは「被造物の統一的領域」における「客観的存在関係」15として
理解され、「真であること」は「ある存在の他へのある運動という、中立的な存在意味へ
と変容される」と述べるのである16。 
 
デカルトによる継承と改変 
 こうした「存在論的基礎付け」を基盤として保存した上で、それに「特有の改造」
を加えて成立するのがデカルトの真理概念だとハイデガーは見る17。では具体的に言っ
て、デカルトは何を継承し、それをどのように改変したのか。 
 1/周知の如く、デカルトにとって明晰判明な知得が真であることは、それが神によ
り創造された「何ものか aliquid」であることと不可分である18。そして「第四省察」
を参照すれば、デカルトが真理を、人間という被造物の本性の完成と考えているよう
に見える。人間は最完全な神と無との間におかれた「中間者 medium」であるが19、規
則に常に従うことで過誤を避ける習慣を確立することが「人間の最大で主要な完全性
maxima et praecipua hominis perfectio」である20。ここには、被造物としての人間の完
成、というトマス流の真理観が見出せる。これが、デカルトの継承したスコラ的な
「真であることの意味」（17, 162）である。 
 2/この伝統に対する改変のありようは、次の記述が明らかにしている。 
 

 
14 「そうしたものとして intellectusは、自身の特種な善へと向けられている。bonum intellectusは verumで
ある。このように把握するという仕方である存在者へと方向づけられた intellectusは、それ
［intellectus？］がある限定された bonumである限りにおいて、同時にまた神によって原因されたのでも
ある」（17, 187） 
15 「intellectusと resは ens creatumの統一的な領域に移しかえられ、そのようにして、〈認識すること〉
は esse creatumというこの存在における客観的な存在関係として理解される」。(17, 187) 
16 「むろん、〈認識していること〉はその元来の意味を失い、〈真であること〉と〈認識していること〉
とは、ある存在の他へのある運動という、中立的な存在意味へと変容される」（17, 187）。 
17 「この特有の改造は、彼が存在論的基礎づけ全体を放置しておいて真を確実として解釈したという点に
ある」（17, 226）。 
18 「「明晰判明な知得はいずれも疑いもなく何ものか（aliquid）であり、したがって無からあることはあ
りえず、必然的に神を—神とは、欺く者であるということが矛盾となる、あのこの上なく完全な神のこと
を言っているのだが—作者としてもっており、ゆえに疑いもなく真であるからである」（AT VII, 62, 15–
21）。 
19 AT VII, 54, l. 17. 
20 AT VII, 62, l. 8. 
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規則取得が示すのは、認識の気遣いが前もって真を確実の意味で把握するという
ことである。第一に確実性として把握された真理：意志の傾向はこの善

、、、
へと照準

を合わされていることへと向けられている。善はもはや真となるのではなく、確
実としての真となる。（17 224f. 強調はハイデガーによる） 

 
 ここに表現されている順序に注意を払おう。「前もって」「第一に」成立しているの
は、真理の意味が確実性として把握されることである。こうした真理把握をデカルト
はまずもって
．．．．．

前提し、それに従って
．．．．．．

伝統的な存在論が意味をすり替えられる、こうし
た順序が上の引用には現れている。この順序に沿った概念の再編は、善の概念をいわ
ばてこ
、、
とする。「この善

、、、
」という強調が明確に示すように、デカルトは真理を善への運

動と捉える図式全体を継承しつつ、その善とは具体的に何のことであるか、という規
定を彼なりの仕方で固定した。それがすでに述べたように、数学をモデルとした確実
性 certitudoである。この項を固定することからの帰結として、善へと向かう人間の本
性は、確実へと向かう本性であることになり、人間はそうした本性をもつ被造物とし
て創られていることになる。真の意味を確実と置き換える置換を通して「人間の存在
についてのある解釈が遂行される」（17, 226）と述べられる所以である。Dasturの言
葉を借りれば、「存在論的な決定 décision « ontologique »」21をデカルトはここで下し
ているのである。 
 
残された問題 
 しかしハイデガーは、この certitudoという性質そのものについては、それがデカル
ト的な学の理念であったとしか述べていないように思われる。 
 さらに、本書でハイデガーは「確実性 Gewißheit」ときわめてよく似た「保証
Sicherheit」の語も用いており、こちらはデカルトの数学的確実性に限られない意味を
もつ。というのもハイデガーは合致としてのトマスの真理が、他に類を見ない「保証
Sicherheit」を有すると記している22。また、デカルトの真理概念について、それが
「根本的な存在の不確かさ Seinsunsicherheitのあらゆる可能性をあらかじめ遮断」して
おり、「被造物としての人間の存在の解釈を併せて受容することを通してあらかじめ
自らの気を休めて beruhigenいた」（17, 226）と評価してもいる。これはあたかも、保
証がスコラ的な被造物としての人間理解によってデカルトにもたらされるかのようで
ある23。 
 確かなことは、ハイデガーが被造物としての人間解釈がある種の保証をもたらすと

 
21 Dastur[2007], p. 99. 
22 すなわち一つの存在様態という意味での合致の方向づけを通して、真理「関係」の解釈は一つの保証を
勝ち取る。そして認識することと認識していることとに関する他の解釈においては、同様の仕方で確実性
に到達されるということははないのである。（17, 187） 
23 この点に唯一着目している先行研究は Kim Sang Ong-Van-Cung[2018]である。 
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みなしていることである。 
 

この中間的存在者が一つの被造物である限り、この中間的存在者はその諸可能性
において被造物として規定され、またその諸可能性に関して保証される
gesichert。それに伴い、ある一つの善への傾向がその可能性において保証され
る。（17, 225） 

 
この保証とはいかなることか。ハイデガーはここで明示的に説明せず、トマスをしきりに
引用して、真と善への決定determinatioという点を強調している24。保証ということが、自
らが行く末をめぐる人間の自己理解に関係していることはおそらく確かであろう。 
 こうした「保証」や「気休め」と、デカルト的確実性とを区別しているのか、いないの
かハイデガーは曖昧であるように思われる25。 
 
2. 中期における解釈の発展 
 次にハイデガーがデカルトの真理概念に集中的に言及するのは、三十年代末から四十
年代初頭にかけてであり、我々は主に、覚書「西洋思想（形而上学）の形而上学的根本
姿勢」（1937/38）26、そしていずれも『ニーチェ II』所収の「ヨーロッパのニヒリズム」
（1940）、「存在の歴史としての形而上学」（1941）に依拠する27。ここでは『入門』に匹
敵する詳細な註釈は行われない。他方で特筆すべきは、「確実性」の概念に新たな内実
が挿入され、キリスト教の伝統とデカルトとの連続性がより強調されるようになるとい
う点である。 
   
確実性と、救済の確実性 
 まず確実性一般は次のように規定される。 
 

真理はその間、（人間のあるいは神的な）知性の特徴へと変えられて、確実性
、、、

と
呼ばれるその最終的な本質へと至る。この語が表現するのは、次のことである。
真理は、意識に基づいた〈知ること〉そして表象すること（=前に立てること）
として、意識することに関わるのだが、それは、次のことが成り立つような仕方
で関わる。すなわち、〈知ること〉と呼ばれるに値するのは、自己と、知られる
ものとを同時にそのようなものとして知り、かつこうした〈知ること〉のうちで

 
24 17, 227f. 
25 Perrin[2013]はこれらを同一視しているように思われる。「確実性 certitudeの気遣い、すなわち安心
rassérènementの気遣い Sorge der Beruhigung」（p. 110）。 
26 Die metaphysischen Grundstellungen des abendländischen Denkens(Metaphysik)（GA88） 
27 この選定は Perrin[2013]に倣った。この時期のデカルト解釈を「真理」という観点で取り上げたものと
しては、本書が唯一の研究文献であると思われる。 
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自己自身を保証されてversichernいるような、〈知ること〉だけなのである。（6-
2, 384） 

 
論点を抽出しよう。真理の本質をなす確実性は、知性を有する者の意識に基づいた認
識のあり方である。そこでは、１）認識者は自身と認識されるものとを共に何らかの
仕方で知っており、２）そのように知ることによってなんらかの「保証」を実現して
いる。 
 こうした確実性の一種として、キリスト教の信仰において成立するのが「救済の確
実性Heilsgewißheit」である28。この確実性は、純粋現実態として他の全ての現実性の
原因たる神に依って成立する。その神こそが、「至福としての永遠なる存立を保証す
るverbürgen救済の源泉にして場」である（6-2, 385）。ここで神が実現する「保証」と
はいかなる事態を指すのか。一般に、神は万物の原因性であることによって、未来永
劫の全事象を予定し先知すると考えられる。そして神の知性は、未来の出来事を意識
していると同時に、その出来事を思うように現実化することのできる自らの力能を根
拠として、その意識が事象を正しく言い当てているという意識もまた持つだろう、と
いうことは推理できよう。 
 しかしこの予知は神だけが所有するものであって、人間は果たして自らが救われる
か否かを知ることができない。「この救済を人間は自ら無条件に確信することもgewiß 
werden、あるいは確信していることもgewiß seinできない」（6-2, 385）。神の予定は神
自身から見れば確実に実現するが、それは人間には「根源において隠されている必然
性」（ibid.）なのである。 
 一方、無条件的な確信が人間に不可能であるとするこの文は、条件付きの確信が可
能であることを示唆している。その条件は信仰に他ならない。ハイデガーの述べる確
実性を正確に把握しようとする我々にとって重要なのは、こうした「信仰」を条件と
して人間が救済を「確信するgesiß sein」ことは一つの「確実性」だという点である。 
 

信仰においては確実性が支配する。ただしそこで支配するのは、信仰自体の不確
実性、すなわち信仰されているところのものの不確実性Ungewißheitの中におい
てさえもなお確保されversichern続けるような類の確信Gewißseinなのである。
（6-2, 388） 

 
信仰を通した「救済の確実性」が「不確実性」と両立するという、一見矛盾したこと
が述べられている。えてして不確かなものへ向かうものである信仰が、いかなる意味

 
28 「人間の自然な存続性の（人間自身によって遂行可能な）自己確保 Selbstsicherung、これを以上のよう
に要求するということは、信仰の教えに対する反乱に端を発するのではない。逆にそれは、最高の
Wahrheitが救済の確実性 Heilsgewißheitという性格を持つことの必然的帰結である」（6-2, 389）。 
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で「確実」と言えるのか。 
 ここで、「確実性一般の本質」を共有しているとされる人間的な確実性についての
次の記述を考え併せよう。 
 

自身と自身の活動とについての保証 Sicherheitが人間の現実性を規定する。この
ことのうちには、人間が確実性一般の本質（自己保証）に従って自分自身から
von sich aus確実性の本質を規定し、かくして人間形態を現実的なもののうちに
おいて支配の座に就かしめる可能性が含まれている。人間は現実的なものを、耕
作や組み立てのうちで人間に働きかけるものとして、あるいは人間が働きかける
ところのものとして、受け取る。（6-2, 386） 

 
この確実性は、信仰を経由せず人間が「自分自身から」実現可能な確実性であり、そ
れが耕作や機械の組み立てといったテクノロジーにおいて成り立つとされている。こ
うしたテクノロジーにおいては、人間が働きactusによって、原因として事象を生起さ
せ、その結果を受け取る、という関係が成立する。 
 だとすれば、ここで成り立つ「確実性」についても容易に次のように推定すること
ができる。人間は技術によって機械が実現する動きや来年の収穫といった、自らの生
の行先に関わる事柄について、先立って知ることができる。それと同様に、人間は信
仰を通して、終末において自らに起こるであろうことに関する何らかの証を得ること
ができる。この証それ自体は不可疑なものではないが、それは証が証たりうる上で問
題とはならない。確実性一般の本質を構成していた「確かめSicherung」という要素
は、人間が自身の行末を先取りするための証という一点を指すものである。あるテク
ストでは確実性が「人間の確信、すなわち自己自身に関する確信、自己の原存在につ
いて確かめられていること」と言い換えられているように29、人間の自己自己の保身へ
の気遣いが確実性の本質を成しているのである。 
 
救済の真理 
 さて、確実性が以上のようなものであるとして、その真理概念との結びつき、およ
びデカルトの真理概念の形成の経緯はいかなるものだろうか。順に論じよう。 
 まず議論の出発点として、ハイデガーは中世における真理概念を、言明が事物と
「同等化」すると言う意味での「正しさRichtigkeit」として、つまりいわゆる対応説と
して捉えている30。しかるにこうした規定だけでは、真理＝対応が確実である可能性を
考えることができても、確実性が真理の本質を構成するとは言えない。実際ハイデガ
ーは、「真理の本質が思惟的な言明の正しさから表象の確実性へと変化する」（6-2, 
387）と述べているが、これは「正しさ」と確実性とが異なることを示している。しか

 
29 „die »Gewißheit«, das Gewißsein des Menschen bzw. Seiner selbst, die Gesichertheit seines Seyns[...]“ （88, 
86） 
30 6-2, 380 
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し他方で、「最高の真理が救済の確実性という性格を持つ」iiとも述べられていること
から、真理性と確実性はデカルト以前になんらかの密接な関係を既に結んでいたこと
も窺える。 
 キリスト教における真理概念と確実性概念についてハイデガーはどう考えていたの
か。彼は中世の神学者にとっての真理を古代のそれと比較して次のように特徴付け
る。それは「徹頭徹尾、救済の真理Heilswahrheitであり」、「個々の不死なる魂の救済
を確かめることが重要なのである」と。「重要である」ということはより明確に言え
ば、「すべての知識は救済の秩序に関係づけられ、救済を確かめ促進することに奉仕
して」おり、この観点から、「知るに値するものWissenwerte」を定める「唯一の様
式」が定まる31ということである。存在への問いを問うことをやめた32神学者たちにと
って問題となるのは、救済に関連する事柄を知ることのみである。 
 つまりハイデガーは、「知るに値するもの」、すなわち真理が、すでにキリスト教
によって限定を受け変容していると診断しているのである。ここで対応説的な真理定
義に、さらなる特徴付けが上乗せされていると言える：真理とは、言明と事物との合
致に他ならないが、ここでいう事物とは、未来の救済を先取りして確かめておくこと
に関わる事物のことであって他ではない、と33。つまり、確実性は真理の本質規定のう
ちに含まれているということである。とはいえ、これは確実性と真理が同一の概念だ
ということではない。 
 
デカルト版「確実性としての真理」 
 したがって、真理を確実性として把握することを専らデカルトに帰した初期のハイ
デガーや、「［コギト命題］は、確実性が真理の本質そのものを成す、真理と確実性は
同一である、という思考の出発点の役割を果たす」と述べるパトチカとは34異なったこ
とを、この時期のハイデガーの考えていたと言える。 

 
31 「ここで真理と言われるものは、全く異なっているのである[…]doctrina christianaは存在者に関わる
知、すなわち存在者とは何であるかについての知を伝達しようとはせず、むしろこの教義の真理は徹頭徹
尾、救済の真理 Heilswahrheitである。個々の不死なる魂の救済を確かめること Sicherungが重要なのであ
る。すべての知識 Kenntnisは救済の秩序に関係づけられ、救済を確かめ促進することに奉仕している。
〔…〕これにより、どの唯一の様式で（すなわち方法によって）知るに値するもの das Wissenwerteが規
定され、伝達されるべきなのか、もまた確定される」（6-2, 116）。 
32 「教会の教えが絶対的拘束力として告知する啓示の真理によって、存在者とは何であるかというあの問
いは無用なものになった。存在者の存在は、神によって創造されたということにある（omne ens est ens 
creatum）」（6-2, 115） 
33 これは形而上学の歴史に関するハイデガーの一般的な見通しと合致する。「真理についてのあらゆる形
而上学的な本質規定の基調 Grundzugは、真理を認識と存在者との合致として把握する begreifen命題に表
現されている：veritas est adaequatio intellectus et rei。しかし今や我々は、既述のことからして、容易に次の
ことを見てとる。この流布した真理「定義」は、認識がそれと合致すべきところの存在者をいかに把握す
るか次第で、あるいは存在者との合致のうちに立たねばならないところの認識をいかに把握するか次第
で、変化する」（6-2, 150）。 
34 Patočka[1988], p. 188. なおパトチカはここでハイデガー解釈を提案しているわけではないので、パトチ
カが誤っているとは言えない。 
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 実際、キリスト教信仰における救済の確実性という性格に言及した後で、「したが
ってsomit、現実的なものの自然的な（人間自身によって実現される）表象もまた
auch、確実性としての真理によって支えられ導かれるのならば[...]」（6-2, 389）と記さ
れている。この「もまた」から、確実性としての真理が、デカルトの真理概念だけを
支配するものではないことが窺える。 
 つまり、確実性概念の真理概念との合流はデカルト以前のものであったということ
である。デカルトの為したことはといえば、こうした真理概念をむしろ継承しなが
ら、その要素を重要な次の二点において換骨奪胎することであった。 
 1/救済の論理：従来、死後の至福として達成されるものだった救済は、現世におい
て実現可能な「人間の創造可能性の自由な自己発展die freie Selbstentfaltung」となる
35。明証性の一般規則によって自らを束縛する被決定性は、かえって人間の自立性を示
す36。こうした自立性それ自体が、近代的な自由と救済とを定義するものとなる。 
 2/命題が合致すべき存在者：以上の「自己立法Selbstgesetzgebungとしての新しい自
由」のためにデカルトが行なったのは、それに「形而上学的基礎」を与えること37、す
なわち、存在者の存在に関する独自の把握を提出することであった。それは、よく知
られているとおり、「表象Vorstellung」という形式に則ってであった38。長大なcogito
解釈に裏付けられたこの特徴付けの意味をここで十分に展開して示すことはできな
い。いま我々が問題とすべきは、こうした存在者規定もまた、確実性としての真理と
いう伝統的枠組みによって強く規定されているという点である。 
 

存在は計算する表象作用のうちで確かめられているsichergestelltところの表象さ
れていること（＝前に建てられていること）である。これによって（durch die）
［...］人間自身も自分自身で、自身の固有な確かめと保証との主人となることが
できる。（150） 

 
存在の意味が、「表象されていること」として把握されることは、その成果として、
人間が自らについて「確かめと保証」を実現することができるiii。このことは、表象と

 
35 「救済の確実性という本質的にキリスト教的な思想は踏襲されるが、その《救い》は彼岸における永遠
の至福ではなく、そこへの道は脱我ではない。健全無事なるものは人間の創造可能性の自由な自己発展の
うちに探し求められる。」（6-2, 116f.） 
36 「今や自由であるとは、あらゆる真理に基準を与える救済の確実性に代わって、つぎのような確実性を
定立することである。すなわち、この確実性の力で、この確実性の中で人間が自ら自身について―自立す
る存在者であると―、自ら確信する gewißような、そうした確実性である。」（6-2, 125） 
37 「近代形而上学の基礎にとって、デカルト形而上学は決定的な開始点である。その使命は、自己自身に
ついての確かめをもたらす自己立法 die ihrer selbst sihere Selbstgesetzgebungとしての新しい自由の中で人間
を自由にするために、形而上学的基礎を築くこととなった。」（6-2, 129） 
38 「表象はそれ自身、真理の本質と存在の本質とを設立し固定することになった。表象はここでその固有
の本質空間のうちに自らを立て、この本質空間を、存在者の存在の本質と真理の本質とを測る基準として
据え付けるのである」（6-2, 147）。 
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いう形式の選択じたいが、確実性という伝統的な真理性格を満たすことのできるもの
であるということを示している。存在の意味の確定は、あくまで確実性という要請に
主導されて起こるのである39。  
 この要請に従って命題が対応すべき存在者が選ばれることで、デカルトの真理概念
が完成する。 
 

真理についてのあらゆる形而上学的な本質規定の基調Grundzugは、真理を認識と
存在者との合致として把握する命題に表現されている［...］デカルトにとっても
また認識は存在者へと向かうのだが、しかし存在者と認められるのは、上で示し
た、自らにむけて表象するという仕方で確かめsicherstellenられるもののみであ
る。（6-2, 150） 

 
 
結び 
 以上、ハイデガーの見るデカルトの真理概念を、二つの時期に渡って再構成してき
た。『入門』とその後の展開を総合し、解釈の最終的な形を再構成するならば、それ
は次のものとなる。すなわち、デカルト（および近代人）を特徴付けていたのは、自
らの行末を保証する何らかの手がかりを得たいという気遣いである。こうした気遣い
から要請されて、真とは何であるかが限定される。「明晰判明な知得にのみ同意す
る」という自ら立てた法で自己を拘束することそれ自体が、キリスト者の自由にとっ
て代わる価値として設定される。そして、こうした価値の安定的な実現に寄与する基
盤として役立つがゆえに、表象が存在の意味として採用され、表象において見出され
るものが「知るに値するもの」すなわち真なるものとなる。 
 もちろん、これらは全て、存在の問いを忘却する悪しき形而上学の歴史の一コマと
して記述されており、ハイデガーの解釈を好意的に読むことはデカルト哲学の価値を
貶めることにしかならないように見える。またこの解釈に従うと、デカルトの真理の
全てを下支えしているのは自己立法の倫理であって、それが救済をもたらすはずだと
いう思いそれ自体に根拠はない。こうした解釈は、ともすればデカルトの哲学を、宗
教という地盤を失った空虚な体系としてしまいかねない。 
 しかし、こうした問題点から頭をいったん離して、彼の解釈の中核のみを取り出せ
ば、一つの有用な仮説を得ることができるとは考えられないだろうか。すなわち、人
間という存在のあり方、その行先について何らかの見通しをもつことを通して、真理
とは何か、何が知るべきことなのか、が定まってくる、中世の存在論的基盤を背景と
した解釈の筋道である。すくなくともここには、しかるべき修正を加えて一つの新し

 
39 「確実性 certitudoから出発して、確実性を通してはじめて、真とは、そして存在者としての存在者と
は、何であり、何でなければならないかを規定することに意味がある」（88, 87）。 
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い解釈を創造する可能性が示されているように思われる40。 
 

  

 
40 本日は私の発表にご参加くださり誠にありがとうございました。感染症の影響により懇親会が開催され
ず、皆様とディスカッションできる場を普段より持てないことがとても残念です。厚かましいお願いでは
ございますが、本稿に関するご意見・ご批判を有賀（yuta.keb@gmail.com）までいただければ大変嬉しく
思います。 
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i 蛍光マーカーの付された⾏は、⽇仏哲学会 HP にて 9 ⽉ 10 ⽇に公開されてた原稿に改訂
を加えた箇所。 
ii 註 28 参照。 
iii なぜ表象が「確かめと保証」を実現することができるのか。少なくとも⾔えるのは、ハイデガーのいう
表象されたものとは、「明晰判明に表象されたもの」に他ならない。 
「真なるものEin Wahres は、人間が自らによって明晰判明に自らの前にもたらすもの、そして、そのよ
うな仕方で自らの前にもたらされたもの（前に立てられたものVor-gestelltes）として人間が自らに送り
届ける zustellen〔塞ぐ〕ところのものである」（6-2, 389 強調引用者）。 
 明晰判明な内容を表象することは、明証性の一般規則に従うことであり、それにより自己立法の自由が
実現され、この自由が人間の将来的救済の証となる、といった連関があるように思われる。 


