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ヘーゲル『大論理学』から迫る「歴史としての生命」の基準＝ゼロ
―生物学における時空間次元の問題―

Research on the Criterion=Zero of ʻLife as Historyʼ Based on Hegelʼs
Science of Logic: Question of the Space-Time dimension in Biology
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本稿の目的は，村瀬雅俊の生命論『歴史としての
(
生命』と，G. W. F. ヘーゲルの主著『大論理学』註 1)
とを緊密に関連づけ往還させることで，生物学的論
理と弁証法的論理との，換言すれば，生命の展開と
論理学の展開との関係性を明らかにすることであ
る。
生物学者の村瀬は，従来の生物学研究が暗黙の内
に基づく視点――村瀬との違いを明示するなら，外
的視点ないし第三者視点と呼ぶべきもの――を批判
的に捉え，生命を生きたままにその内側から理解す
ることを研究の根本姿勢としている。彼のこの姿勢
は，例えば次の文に示されている。「本書において，
私は生き生きとした生命の本質を，その初期段階や
最終段階からではなく，むしろそれらの段階間の飛
躍を伴う歴史的変遷過程に注目しながら，一つの全
体として理解できるように描きだしてみたい」( 村
瀬 , 2000, p. ⅷ )。また彼は次のようにもいう。「本書
が『生命とは何か』という本質的な疑問に答えよう
とする以上，読み進めていくうちに『理解するとは
どういうことか』を理解できるようでなければ，本
書の目的を達成できたことにはならない」( 同上 )。
つまり，生命をその内側から捉えようとする以上，
研究対象である生命を捉えようとする理解・認識自
体が対象の内側に入り込み，同じく研究の対象とな
らざるをえない，ということである。こうした課題
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学
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を担う村瀬の生命論は，通常の生物学の範疇に収ま
る，遺伝学，発生学，免疫学，進化論，エピジェネティ
クスなどだけでなく，発達科学〔J. ピアジェ〕，歴
史学〔A. トインビー〕
，西洋哲学〔H. ベルクソン〕
，
東洋哲学〔西田幾多郎〕をも視座に収め，従来の生
物学研究とは一線を画する極めて射程の広いものと
なっている。
我々のねらいはこの射程をさらに押し広げてヘー
ゲルにまで拡大し，村瀬の研究課題を共有しつつ，
彼が論理的に到達した地点をさらに深く掘り下げる
ことである。
村瀬が注目する「歴史的変遷過程」を学術的に究
明した者こそ，哲学の歴史をはじめて本格的に哲
学の研究対象としたことで知られる，ヘーゲルで
ある。分離と結合の論理学と称せられるヘーゲル論
理学は，生物同士が愛しあったり喰いあったりす
る日常に端的に示されている，分離と結合に彩られ
た生命の活動と，一見して親和的である。ヘーゲル
が植物の例を好んで取り上げているのも (cf., Hegel,
1994, p.591, p.595)，それが，胚，根，茎，枝，葉，
花，実へと次々に分離していく一方で，最後が最初
に戻って結合する関係にあることを，よく示してい
るからであろう。
我々は，分離と結合という観点を出発点として村
瀬とヘーゲルの通底性を探るうちに，両者の論理展
開において，共に時空間次元が根本問題となってい
ることを理解するようになった。そして両者はこの
次元を研究の定点とすることで緊密に結び付いてい
ると同時に，この次元こそが両者の違いを決定づけ
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先取りしてごく簡単にいうならば，ヘーゲルにおい

(1) 両項の相対的な関係
村瀬が『歴史としての生命』で展開する生命論は，

ては，分離へと向かう運動は，円環を描いて出発点

その副題が示しているように，
「自己」と「非自己」

の結合へと戻る運動であり〔図１参照〕，いうなれ
ば，未来に進むことがそのまま過去に戻ることであ
る。一方村瀬も，生物学者として誰よりも循環する
生命活動を肌で知っており，実際，上書の副題「自
己・非自己循環理論の構築」が示しているように，
(
生命のこの特性を研究の要に据えて 註 2)，一貫した
論理構成の下，様々なテーマを包含した総合的な生
命論を構築した。それにもかかわらず，彼にとって
は，分離運動と結合運動とが，あるいは，未来と過
去とが一致することにはならない。我々は，生命の
循環を重視しながらも，その運動が元には戻らない
と捉える村瀬の論理の根本を明らかにし，そこから
翻って，それと本質的に異なるヘーゲル論理学の内
実，およびそれに基づく生物学研究の意義と可能性
を明らかにしたい。
以下，本稿の流れを素描する。Ⅰにおいては，ま
ず１で生命における対立的共存に着目した村瀬の論
考を明らかにし，２では対立的共存の典型を示す免
疫機能について考察し，３で村瀬からヘーゲルへと
つなぐ接点として，基準＝ゼロという概念を導入す
る。Ⅱにおいては，ヘーゲルの対立論を取り上げる
にあたり，そこに至るまでの『大論理学』の概要を
１で押さえ，２で生物の諸事例と関連づけて対立論
を解釈する。Ⅲにおいては，まず１で対立の根本に
ある時空間次元について検討することにより，村瀬
の研究目的を果すための根本条件を明確にし，２で
対立のさらなる展開について論述する。そのなかで
空間次元と時間次元との交叉について考察すること
で，ヘーゲルに特有の回帰する論理運動をより明ら
かにし，３でその回帰運動と生物学との関係につい
て考察する。終章では，対立に続く 矛 盾 という

を基本的な術語としている。
(
彼は両者に特段の定義を与えていないが 註 1)，当
書に紹介される豊富な事例が，両概念の内実を自ず
と浮かび上がらせている。例えば，
「私達」と「自然」
( 村瀬 , 2000, p.42)，
「母体」と「胎児」( 同 , p.58) が，
それぞれ自己と非自己である。また，「私達ヒトの
細胞」と，私達の細胞に感染する「細菌」や「ウイ
ルス」( 同 , pp.171-172) も，自己と非自己の関係に
ある。あるいは，「永続的な分裂能を獲得してしま
う ･･････ がん細胞」も，私達の細胞が抑制できな
くなるという意味で，「自己から逃走」する非自己
(
である ( 同 , p.51) 註 2)。さらに，
「自己免疫疾患に見

ていることにも気づくこととなった。以降の考察を

概念について概観することで，出発点に戻る運動に
ついてなお一層明らかにする。最終的には「 一
であるゼロ」という概念が生物学研究の根本にある
べきことを示す。

Ⅰ

生物学が問題とする自己と非自己

村瀬の生命論とヘーゲル論理学とを往還させるに
あたり，まずは前者の内容をいくつかの論点に絞っ
て明らかにする。
１

村瀬の対立的共存論

られるような自己のあらゆる成分を攻撃対象として
しまう ･･････ 白血球細胞」( 同上 ) も非自己の一例
である。
私達人間に関わるものだけが自己であるとは限ら
ない。細菌とウイルスとの関係であれば，宿主細胞
としての細菌が自己で，それに寄生するウイルスが
(
非自己である (cf., 同 , p.288) 註 3)。また，私達にとっ
て恐るべき非自己であるがん細胞も，
それに寄生し，
その中で増殖するウイルスとの関係でいえば，がん
細胞が自己で，寄生ウイルスが非自己である (cf., 同 ,
(
p.172) 註 4)。さらには，
細菌に感染するウイルスに
「さ
らに感染するウイロイド」という病原体があること
からすると (cf., 同 , p.173)，何かに寄生せずには増
殖できないウイルスも，この病原体との関係では，
(
自己とみなすことができる 註 5)。このように，何が
自己であり何が非自己であるかは両項の関係次第で
あり、相対的である。このことは，村瀬が強調する，
「 自己 と 非自己 の境界はきわめて曖昧だとい
う事実」( 同 , p.42) と密接につながっている。
(2) 第三者視点
自己と非自己との相対的な関係には，両項をいわ
ば等分に見おろす第三者視点が関わっている。第三
者視点は，自己と非自己を画定し，両項の違いを明
確にするものであると共に，両項の相対的な関係を
導くものでもある。例えば，ヒトへのウイルス感染
の経路を明らかにし予防する，といった医学のスタ
ンスは，私達を自己，ウイルスを非自己とみなす，
いわゆる人間中心主義を暗黙の前提としている。こ
の前提を反転させ，力点をウイルスの方にもって
いって「ウイルス中心主義」にすることは，私達と
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ウイルスの「外」にある第三者視点を介してなされ
ることになる。この場合，私達という自己が反対極

これらは「どの細胞も，受精卵という単一細胞の子
孫」( 同上 ) である。このことは，がん細胞や自己免

に転じて非自己となり，それと相関してウイルスと

疫疾患を引き起こす白血球細胞にも該当し，「もと

いう非自己が自己となる

( 註 6)

。
自己・非自己のこうした関係は，日常的な自他関
係にも該当する。自は他ではなく，他は自ではない
ように，自と他は画然と異なり，対立している。だ
が，自は他からみれば他であり，むしろ，自は他の
他となることで，はじめて明確に自となる，といえ
る。「自我形成」がこのようにいえる典型であるが
(cf., Merleau-Ponty, 1962, pp.32-46)，ここでは卑近な
例を一つだけ挙げておこう。日本人である私がフラ
ンスに滞在している時，私は外国人であるが，それ
は，私にとって外国人であるフランス人にとって，
私は外国人である，という意味である。私は外国人
の外国人として，日本人である。一方，フランス人
は，外国人である私に対してフランス人であり，そ
の限り，彼・彼女も外国人の外国人としてフランス
人である。そもそも私が日本人というアイデンティ
ティーを保持しているのは，フランス人・ドイツ人・
中国人・韓国人・・・という外国人を介してである。
この例に示されるように，自は他の他として自であ
り，したがって，自他関係は相対的であることにな
る。そして，この関係は，第三者視点を前提にして
いる。というのも，自が他の他である，ということ
を私達に認識させてくれるのは，自と他を等分に見
おろし，両項を入れ替えうる第三者視点であり，こ
の視点を内在化させてはじめてこの認識が私達に可
(
能となるからである (cf., ibid.) 註 7)。こうした自他関

をたどれば，どれもたった一つの受精卵にまでさか
のぼることができる」( 同上 )。ここに，一つの全体
としての生命の典型例が認められる。
このたった一つの受精卵を自己とみなすなら，自
己を攻撃し破壊さえしてしまうがん細胞や白血球細
胞という非自己も，元々は自己から生み出されたも
のであることになる。
「もともと単一細胞として統一が成立していたか
に思われた受精卵が，発生を進めていくうちに，
自らの統一を破る不統一を次次と成立させること
になる。発生という過程を通して，生命は，自己
の 成立と破綻 にさらされているのである。こ
こに，“ 自己と非自己の対立的共存 ” というパラ
ドックスがある。
」( 同上 )

生命は，自己の成立と破綻を含みこむことによっ
て，あるいは，自己と非自己とが対立的に共存して
いることによって，
はじめて一つの全体としてある，
(
ということである cf., 同 , pp.52-53)。
自己から非自己が生み出されるという事態は，細
胞対ウイルスという自己・非自己関係にも認めるこ
とができる。細胞からウイルスが飛び出していくこ
(
とは夙に知られているが 註 8)，「RNA がんウイルス」
というウイルスの場合，「遠い昔の〔宿主細胞から
の〕出芽の際に，宿主細胞に存在していたがん遺伝
子を一緒に取り込んだ」( 同 , p.112) という事態が認
係については，Ⅱでより詳しく考察する。
められている。こうした取り込みがかつてなされて
いたために，このウイルスが細胞に感染すると，ウ
(3) 自己の成立と破綻
イルス由来の「がん遺伝子産物は，宿主細胞にとっ
村瀬の論考に戻ろう。
ては外来のたんぱく質である」にもかかわらず，
「細
自己と非自己の境界が曖昧であると捉えること
胞の増殖を直接に促進する」仕方で「宿主細胞の情
は，「生命を一つの全体として捉える」( 村瀬 , 2000,
報伝達を直接乱す」ことになる ( 同上 )。つまり，こ
p.86) ことと表裏一体である。例えば，正常細胞と
がん細胞とを，あるいは私達の細胞とウイルスとを， の「外来のたんぱく質」は，宿主細胞とは全く無関
係な外からやって来たものではなく，
「遠い昔」に，
異なるものと切り離してしまうのでなく，「生命と
(
)
宿主細胞に存在していたがん遺伝子をウイルスが取
いう一つの実在」 同上 における自己と非自己と捉
り込んで細胞外に飛びだし，その後その遺伝子が
えることである。
では，生命が一つの全体であるとはいかなること 「細胞増殖促進作用が強く働くように」( 同 , pp.112113) ウイルス内で変異し，それが再び宿主細胞に導
だろうか。
入されたことによってもたらされている，というこ
このことについて，村瀬はヒトの受精・発生過程
とである。この点で，この外来たんぱく質は，宿主
に着目している。私達の体には，筋肉，骨，神経，
皮膚，赤血球や白血球等々「200 種類以上の細胞型」 細胞という自己から出て来た外，すなわち宿主細胞
( 同 , p.51) がある。卵や精子という生殖細胞も含め， の非自己であり，この外＝非自己が再度自己内に取
3
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3

3

3

3

3

3

3

3
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り込まれた，ということになる 註 9)。細胞とウイル
スの分離と結合のサイクルがここに認められる。こ

自己

のサイクルが明示するように，生命は，発生とは時

p.104) という彼の着想に明示されている。では，こ

間の幅が全く異なるところでも，自己の成立と破綻
にさらされている。換言すれば，このサイクルは，
自己と非自己の対立的共存の現われである。しかも，
ウイルスという寄生体がそもそも誕生した出発点に
(
も，こうした共存が推測されているのである 註 10)。

の着想が免疫学になぜパラダイム転換をもたらした
のだろうか。
外界にある抗原が異物として体内に侵入し，或
る抗体と特異的・親和的に結合する (cf., 猪川 , 2012,
p.190)。 こ う し た 免 疫 機 能 に お い て， 免 疫 系 は，
「無限の種類の抗体をつくることができる」( 村瀬 ,
2000, p.95)。免疫系は，「何億年も後に出現するで
あろう新しい細菌やウイルスに対しても対処でき」
( 谷口 p.3)，さらには「自然界には存在しない人口
化合物に対してまでも抗体をつくることができる」
( 村瀬 , 2000, p.95)。
この驚くべき機構について，「1950 年代以前の免
疫理論」は，「外部環境から体内に浸入してきた抗
原が，
抗体を合成する際の直接的な鋳型として働く」
( 同上 )，と仮定していた。つまり，抗原という「外」
が抗体という「内」を決定する，と考えていた。こ
のように，
前者が後者に「直接作用することを前提」
とするならば，両者の「特異性・親和性」は容易に
説明がつく ( 同 , p.96)。ところが，
この前提に立つと，
免疫のいくつかの現象がうまく説明できない，とい
う問題があった (cf., 同 , pp.96-97)。
そこで，イエルネは，
「自己抗原を除くあらゆる
抗原――すなわち，あらゆる非自己抗原――に対す
る抗体が，
あらかじめ生体内に準備されている」( 同 ,
p.98; cf., p.104)，と考えた。この抗体は，外来抗原
が鋳型となってはじめてつくりだされるものではな
く，
生体内に元々「“ 自然 ” に存在している」( 同 , p.98)

(

２ 免疫における自己・非自己の対立的共存
以下では，免疫についての村瀬の論考をみること
で，自己と非自己の対立的共存をさらに明らかにし
ていく。
「自己」と「非自己」は，そもそも免疫学の極め
て重要なテクニカル・タームである (cf., 谷口 , 2013,
多田 , 1993)。Ⅰ- １- (1) で指摘したように，村瀬は
これらをことさら定義せずに用いているが，その理
由として，免疫学の用法をそのまま踏まえている，
ということがあるだろう。このことからも，村瀬の
免疫論をみておくことは，彼の生命論全体を理解す
るうえで必須となる。なお，免疫学の基本的事項に
ついては，谷口克の著書も参考にする。
(1) 抗原と抗体
免疫というと，一般には，「感染症から身を守る
ための防御システム」( 谷口 , 2000, p.1) と考えられ
がちである。だが，谷口によれば，これは免疫に対
する「固定観念」( 同 , p.11) であり，一面的な理解
である。実際には，免疫系は，「自己と非自己を区
別し，非自己を排除するシステム」( 同 , p.13) であっ
て，それ以上のものではない。感染症からの防御は
あくまで，そのシステムが「細菌やウイルスなど
の非自己を排除した結果」( 同 , pp.1-2) にすぎない。
したがって，そのシステムの機能次第では，自分自
身の細胞を非自己とみなして「攻撃」し，「アレル
ギー」や「自己免疫疾患」といった「自分自身に大
きな被害を与えてしまう」結果ともなりかねない
( 同 , p.13)。このように，
「免疫反応の行き着く先は，
(
(
紙一重なのである」 同上 ) 註 11)。

そのインパクトは，
「 自己

の内にあらゆる 非
のイメージを “ 自然抗体 ” として含む」( 同 ,

という意味で，「自然抗体」と名付けられた 註 12)。
つまり，
外来抗原という外＝非自己に対する備えは，
外から来るのではなく，内から生み出されてくる，
と理解されるようになったのである。
ここにおいて，
免疫系では，外が内を決定しているのではなく，い
わば内が外をつくりだしている，という発想の転換
がなされることとなった。この結果，従来の理論で
は理解しがたかった免疫の諸現象が説明可能となっ
たのである (cf., 同 , pp.99-100)。
この発想の転換は，「多様な抗体産生機構につい
したがって，自己と非自己の識別が，免疫シス
テムにとって極めて重要な意味をもつことになる。 てのパラダイム転換」であると共に，先に述べた，
N.K. イエルネによって提唱された学説が，免疫学 「 自己 と 非自己 の識別についてのパラダイム
転換」でもある ( 同 , p.98)。というのも，
この転換は，
に「パラダイム転換」( 村瀬 , 2000, p.104) をもたら
「 抗原 を絶対的な概念として捉えるのではなく，
したと評せられるのも，彼の説が，「自己と非自己
相対的な概念として捉えること」( 同 , p.105) を求め
の識別に関する概念を大きく転換するほどのインパ
るものだからである。つまりそれは，抗原は外にあ
クトを与えた」( 同 , p.103) からである。
(

ヘーゲル『大論理学』から迫る「歴史としての生命」の基準＝ゼロ

る非自己であり，抗体は内にある自己であるという，
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抗体と抗原，自己と非自己とを別ものと切り離して

と 非自己 の二面性を
兼ね備えた存在である」( 同上 )。したがって，第二

しまう常識を転覆させたのである。

の抗体に対する第三の抗体が，
「抗・抗・自己抗体」

この常識が転覆されてみると，免疫系にとって
「自己自身が産出する抗体」は，「文字どおり 抗
体 として認識する 自己 であると同時に，相対
的な概念の曖昧さゆえに 抗原 として認識される
非自己 とも言える」( 同上 ) ことになる。生体内
に産出された抗体は，同じ生体内の他の抗体を抗原
として認識し特異的に結合している。こうした「文
字どおり」の抗体機能を担っているという点で，そ
れは自己である。だがそれは，将来起こりうる抗原
の侵入への備えとして生体内に産生されたものであ
り，生体内の他の抗体により，いまだ免疫系が遭遇
していない未知の抗原として認識・結合されてもい
る。この意味で，抗体は他の抗体に対して抗原とし
ての機能を担っており，その限りそれは非自己でも
ある。このことから，「抗体という分子を “ 自己と
非自己の対立的共存 ” として捉え直すことができる
のである」( 同上 )。

るため，やはり「 自己

としてつくりだされる。以下同様にして「この連鎖
ははてしなく続き，全体として巨大なネットワーク
を形成する」( 同上 ) ことになる。
「こうして，ネットワークの中に，あらゆる 非
自己 が “ 内部イメージ ” として存在することに
なる。逆に，“ 内部イメージ ” に基づく 自己
の文脈の中で，あらゆる外来抗原は 非自己 と
して認識されることにもなる。外界の認識とは，
実は自己の変容だったのである。
」( 同上 )

外来抗原が生体内に浸入してはじめて抗体がつく
りだされるわけではなく，抗体は免疫系によってあ
らかじめつくられている。ということは，免疫ネッ
トワークは自己内に，いわゆる実体としてではな
く，将来遭遇する可能性をもった外来抗原に適合す
る「内部イメージ」として，あらゆる非自己を保持
している，ということである。免疫系の抗体産生機
(2) 免疫ネットワーク
構は，ほんの少しずつ変容した無限に近い種類の抗
「免疫ネットワーク説」と呼ばれるイエルネの学
体を，非自己を認識する自己としてつくりだしてい
説に関し，村瀬の論述をもう少し追うことにしよう。
る。そしてそれらの抗体が同時に，他の抗体によっ
免疫には，
「免疫系が抗原に遭遇する」と，その
て非自己として認識されてもいる。こうしたことが
抗原と特異的に「対応する抗体が選択されてたくさ
事前準備となることで，未知なる外来抗原が実際に
んつくられるようになる」，という機能がある ( 同
体内に侵入した時，免疫系がそれを非自己として認
)
上 。「議論を展開する便宜上，この抗体を第一の抗
識することが可能となる。以上のように，免疫系に
体と呼ぶことにする」と，「この第一の抗体がつく
おける「外界の認識」は，無限の種類に変容して
られたことは 非自己 が新たに出現したことと同
いく非自己 = 自己を前もって認識していることと，
等である」，といえる ( 同上 )。なぜなら，上で明ら
合致しているのである。
かにしたように，この第一の抗体は，抗原を認識す
ところで，以上のような「無限の自由度を秘めた
る抗体であると同時に，生体内の他の抗体に対して
“ ネットワーク説 ”」は，無限の自由度というその特
は抗原として機能しており，「 自己 と 非自己
徴ゆえに「逆に難題を背負うことにもなる。という
の二面性を兼ね備えた存在」( 同上 ) だからである。 のは，免疫ネットワークにとってみれば， 抗・自
「すると次に，この新たな 非自己 ，すなわち第一
己抗体 は，本来ならば 抗原 と同等に扱える
の抗体に対する第二の抗体，つまり 抗・自己抗体
〔と免疫ネットワーク説からは結論できる〕はずで
がつくられる」( 同上 ) ようになる。第一の抗体――
ある」( 同 , pp.105-106)。すなわち，
「抗・自己抗体」
これは自己の分子を抗原と認識し反応する自己抗体
は自己の分子を抗原と認識し結合してしまう抗体に
である――は他の抗体にとっては抗原であり，非自
対する抗体なのだから，
「その 抗・自己抗体 は，
己と認識されることになる以上，この抗体に対し，
新しいタイプのワクチンとして有用なはずである」
( 同 , p.106)。ところが，免疫ネットワーク説がもた
それを抗原と認識する第二の抗体が生体内につくり
だされることになる。この新たな抗体は，自己抗体
らすこのアイデアを簡単に実現することはできず，
に対する抗体ということで，「抗・自己抗体」と言
「臨床実験が示すとおり，その効果が免疫系を活性
い表すことができる。ところが，この第二の抗体も
化する方向に働くか，逆に抑制的に働くか，まった
また，他の抗体によって抗原と認識されることにな
く予断を許さない状況にある」( 同上 )。村瀬はこの
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事実を受けて，
「理論としての “ ネットワーク説 ” に

数の各段階・各次元を示している，といえる。ある

おいても，反応性を制御する高次機構が欠如してい

いは，分数の傍線もまた，基準＝ゼロの一例であろ

るのである。その意味するところは，免疫系という

う。それは線として表記されてはいるが，機能とし

一つの認識系が，認識系自体を認識することができ
ないということである」( 同上 )，としている。
村瀬の以上の免疫論については，Ⅲ - ３で詳論す
ることとする。

ては，その上と下の数を分子・分母として意味づけ，
両者を関係づけるという，基準としての役割を典型
的に担っている，といえる。
自と他がシンメトリーになる対立関係と，基準＝
ゼロである自と他の対立関係との違いを明示するた
め，本稿では，前者には「定立的」
，後者には「非
(
定立的」という術語を用いることにする 註 15)。
定立する (setzen, poser) は，『大論理学』本質論
における重要概念であり，これに関わる論理の展開
はⅡ -１で明らかにするが，要するに，或る事柄の
内に可能的・潜在的に含まれているものが現実化・
顕在化するプロセスのことである。定立を意識の作
用に限定せず，事柄そのものの作用・運動とみなし
ている点に，ヘーゲル論理学の一大特徴がある。こ
のことを踏まえ，本稿では，定立的は，
「自に対し
て他を立てること」を意味し，そこには「自を他と
して自それ自体に対し立てること」も含む，
とする。
一方，
非定立的は，
「自に対して他を立てることなく，
ただ可能的・潜在的にのみ自と他が分離しているこ
と」，とする。上に述べたように，定立が事柄その
ものの作用であるのに応じて，ここでいわれる自や
他も，人間に限られるものではない点に注意してお
(
きたい 註 16)。

３ 村瀬とヘーゲルの接点―‘基準＝ゼロ’という
概念の導入―
Ⅰ - １とⅠ - ２で明らかにした村瀬の生命論を
ヘーゲル論理学に関連づける際の接点となるのが，
Ⅰ- １- (2) で取り上げた自他関係である。そこで，
『大
論理学』の検討に入る前に，これについてより踏み
込んだ考察を行うことで，両者を往還させるための
基盤を整備しておきたい。
(1) 定立的・非定立的
Ⅰ- １- (2) では，第三者視点を介して相対的とな
る自と他の関係をみた。この関係は，自他が入れ替
え可能であるがゆえに，対称的・シンメトリーな関
係と捉えることができる。だが自他関係は，こうし
たものにはとどまらない。
自と他は相互に一体となっているが，対象化され
えないものと対象化されるもの，という違いがある。
例えば，他に対している この私 は，決して他には
ならない。私から他は見えるが，私自身は見えない。
私の手足や私のお腹は私に見えるが，それらは対象
(
としての私であり，自に対している他である 註 13)。
ここでいう，対象化されえない・見えないの ない
3

3

3

3

は， ある の反対の ない ， ある とシンメトリーな
関係にある ない ではない。実際，私が ない の
は，燃えてしまった家が ない ように ない のでは
ない。それは，座標軸の原点のように，基準となるゼ
ロ点として ない のである。なぜなら，自は常に見え
ず，
いわば ない という仕方で無数の他に対してあり，
他を対象化させる一種の基準点となっているからで
ある。この ない を， ある とシンメトリーな
関係にある ない と区別するため，本論では 基
(
準＝ゼロ と呼ぶことにする 註 14)。
基準＝ゼロは，上に例示した この私 に限られ
るものではない。例えば，十進法の位・桁もその一
例である。位・桁は，それ自体としては何も意味し
ない空間的な位置のずれによってその違いが示さ
れ，何か肯定的なもので表記されるわけではない。
それはまさしく，表記され ない 基準＝ゼロとして，

補遺

( 註 17)

ドイツ語では，動詞の文頭を大文字にするこ
とで，それを名詞化することができる。こう
した言語的特性により，例えば setzen〔定立す
る〕という動詞が意味する作用・運動が，名詞
化されうる一つの作用・運動であり，その一方，
3

3

3

das Setzen という名詞は変化・運動を内包した
ものである，ということが，ドイツ語では明瞭
に示されることになる。
定立的な自他関係では，自と他が独立して，互い
が互いに対し立てられている。自が他に対して立て
られるためには，
他もそれ自体の視点では自であり，
反対に，自は前もって，他として存在の水準で対象
化されている。対立という時に通常イメージされる
のは，両者の関係がシンメトリーとなる，こうした
定立的対立である。
それに対し，非定立的な自他関係では，他は他と
して独立しているわけではないので，自に対する他
を，存在の水準であらかじめ立てておくことができ
ない。といって，自が自であるのは，それが他と対

ヘーゲル『大論理学』から迫る「歴史としての生命」の基準＝ゼロ

になっているからである。自は，自だけしかなけれ
ば，そもそも自であることができない

( 註 18)
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自己を攻撃してしまうがん細胞や白血球細胞という

。自は自

非自己さえ，たった一つの受精卵という自己から生

であるために，自ではないという否定を内的に絶え

み出されている。この事実は，上で述べた，自は自

ず分泌しており，それがそのまま，非定立的な次元
(
での他となる 註 19)。こうした自己内の否定を無数の

ではないものを内的に分泌しており，その限りで自
は自である，ということと通底している。また，あ
る種の寄生ウイルスが，宿主細胞の遺伝子の一部を
自己に取り込んで細胞外に飛び出していく，という
事例を検討したように，自己内他の産生は，発生と
は時間幅が異なるところでも認められている。
しかも，この寄生ウイルスは，取り込んだ遺伝子
を自己内で変異させ，その後再び宿主細胞内に取り
込まれることになる。他と自己とのこうした分離と
結合のサイクルからすると，宿主細胞にとって他で
ある寄生ウイルスは，
宿主細胞と一対になっており，
いつでも自に転化する可能性のある他である，とい
う解釈が可能となる。
同様の解釈は，がん細胞についても可能である。
私達が恐れているがんの特徴に「転移」があり，転
移がどんどん進んでいけば，「身体すべてがいずれ
がんによって侵されていくことになる」( 同 , p.177)。
このことは，自から分裂増殖した他が，いずれ自を
飲み込んでしまう，ということに等しい。そうなる
と，他がそもそも他であるための基準である自を
失ってしまうことになる。既に述べたように，自だ
けの自，
他だけの他はありえず，
自と他は一対になっ
て ，自は自であり，他は他である。この点で，村
瀬が転移の「鏡像として，がんの 自然退行 があ
る」こと，つまり，がん細胞が「正常細胞へと再分
化していく」( 同上 ) 場合があることを指摘している
のは，非常に示唆的である。というのも，がんにみ
られるこの「鏡像」関係は，私達の生命にとって他
であるがんが，身体全体を他たらしめようとするも
のであると同時に，いつでも自に転化する可能性の
ある他であることを示している，と解釈できるから
である。
自から無数の他が生み出されていくことは，免疫
系では外が内を決定しているのではなく，内が外を
つくりだしている，というイエルネの発想にもま
さしく示されている。Ⅰ-２で明らかにしたように，
免疫系の抗体産生機構は，生体内に僅かずつ変容し
た無限に近い種類の抗体をつくりだしている。これ
らそれぞれの抗体は，他の抗体を認識する自己であ
ると共に，他の抗体によって認識される非自己とし
て増殖していく。こうした，抗体に備わっている自
己と非自己の二面性は，上で明らかにした非定立的
な次元における自と他の規定を具現している。すな

他として生み出していくことで，自はまさしく自と
なる。観点を変えれば，いかなる他も自と一対になっ
ており，いつでも自に転化する可能性のある他であ
る。他が他の他として自になることをⅠ- １- (2) で
みたように，そもそも他は自になりうるものとして，
他なのである。
以上については，Ⅱでヘーゲルに従ってより論理
学的に論述することとしよう。
補遺
非定立的な自他関係の具体例を提示しておき
たい。
右の反対は左であり，左の反対は右である。
一見自明なこのことは，定立的次元でのみ妥当
する。非定立的次元では，右の反対は自がある
ここ であり，左の反対も ここ である，
(
ということができよう 註 20)。何に向かってかを
言わなければ方向を示せないように

( 註 21)

，右・
左は相対的な概念であり， ここ という基準
＝ゼロから出発して，右は右であり，左は左で
ある。 ここ から見た右にある あそこ は，
そこにいけば ここ になる。そして新たな右
が生まれる。同様のことは左や上・下にも該当
し，日常生活における東・西・南・北の方角に
(
も該当する 註 22)。いずれの方向も自がある こ

こ から無限に放射していき，いずれの方向に
あるいかなる あそこ も ここ になりうる。
ここ に転じうることで，それらは上・下，左・
右にある あそこ である。言い換えれば，無
数の あそこ が ここ から増殖していく限
りで， ここ は ここ である，ということ
になる。
ʻ ここ ʼ と ʻ あそこ ʼ については，Ⅲ - １で空間
について論じる際に再び問題とする。
(2) 自から他へ
以上で考察した非定立的な自他関係が，Ⅰ-１とⅠ
-２で検討した村瀬の生命論と深く関わっているこ
とを明らかにしておこう。
発生過程に即して村瀬が規定していたように，い
かなる非自己も自己から生み出され，自己が成立と
破綻にさらされていることが，生命の本質である。
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といえることだけ指摘しておきたい。

Ⅱ

ヘーゲル論理学

立的共存という仕方で具現しているのである。
(3) 他から自へ
本稿では，自から他が増殖していく事例を中心に
みているが，生物界には，自が他を含みこむように
なる事例も数多くある，ということは，ぜひとも指
摘しておかなければならない。
例えば，細胞小器官であるミトコンドリアと葉緑
体は，それぞれ好気性細菌と光合成細菌が，宿主細
胞との共生によって進化したもの，とみられてい
る (cf., 同 , p.32)。つまり，細胞にとって他である細
菌が自に含み込まれ，ミトコンドリアや葉緑体に転
じることで，動物は呼吸をし，植物は光合成を行う
ことが可能になっている，ということである。ま
た，2003 年に発表された，ヒトゲノムの構成につ
いての研究成果により，ウイルス起源とみられるゲ
ノムがヒトゲノムに多数含まれていることが明らか
になった (cf., 山内 , 2012, pp.66-69)。こうした成果
に基づき，近年では，「ウイルスと生物の長い共生
の歴史の中でウイルスが生物の進化の推進に働いて
いた」( 同 , p.66)，と考えられるようになっている
(cf., Ryan, 2009)( 註 23)。あるいは，DNA や DNA の「衣」
であるヒストンに，メチル基やアセチル基といった
化学修飾が施されることで，DNA そのものに変異
が生じていなくても遺伝子の転写が変化する，エピ
ジェネティクスと呼ばれる現象が近年注目を集めて
いる (cf., Francis, 2011, 太田 , 2011, 太田 , 2013, 仲
野 , 2014)。この現象も，DNA やヒストンという自
に，メチル基やアセチル基という他が含み込まれる
生命の運動として捉えることができるだろう。遺伝
現象を全面的に決定していると長年考えられてきた
DNA も，実際には他を含みこむことで，基準＝自
として機能することが可能となっている，と解釈で
きるかもしれない。B. マクリントックが発見した
「動く遺伝子」は，この解釈と関わる重要な知見で
(
ある 註 24)。なお，メチル基やアセチル基は一旦付着
した後離脱することもあるので (cf., 同上 )，エピジェ
ネティクス自体が結合と分離の運動となっている，
と解釈可能なことも付言しておこう。
これらの事例はそれぞれ重要な意味をもっている
が，ここでは，自から他の増殖という「斥力」の方
向と，自への他の包含という「引力」の方向とが，
生命という一つの運動における「鏡像」関係にある，

Ⅰ -３では， 基準＝ゼロ と 非定立的 という
概念に基づくことで，村瀬とヘーゲルとの接点を浮
き彫りにした。以下では，両者をより緊密に往還さ
せるために，
『大論理学』に立ち入った考察を行う。
「対立的共存」の対立の側面に定位して，本稿で
はヘーゲルの対立論を詳しく検討する。ただし，そ
の検討に直ちに着手するわけにはいかない。という
のも，彼が描く論理は常に運動・変化しており，そ
の運動のなかで概念全てが一体となっているため，
対立論だけを取り出して考察しても，その真意は明
らかにならないからである。そこで，対立の論理を
理解する前提として，
そこに至るまでの『大論理学』
の内容を，
必要最小限に絞って概観することにする。
その際，静止は運動の取る一時的な姿であり，論
理自体が運動・変化していく，という，ヘーゲル論
理学の際立った特徴を常に念頭においておきたい。
１ 『大論理学』の概観―直接態から反射的規定の
多様性まで―
「対立」は，
『大論理学』第一巻第二書の本質論で，
「本質性」の一つとして登場する。本質論の前の第
一巻第一書は有論であるので，その概要を示すとこ
(
ろからはじめよう 註 1)。
(1) 有論
ヘ ー ゲ ル は， 物 事 が 私 達 に 直 接 的 に 示 さ れ
る 姿 を 捉 え よ う と す る 有 論， す な わ ち 直 接 態
(Unmittelbarkeit, immédiateté) に つ い て の 考 察 を，
で有る (sein, être) と で無い (nicht sein, ne pas
être) の論述からはじめている。
補遺
Sein, être は「 存 在 」，Nichts, néant は「 無 」
と通常訳されるが，ヘーゲルがいう Sein は， で
ある という繋辞・コプラの意味を強く帯び，
同一的・等しい，と理解するのが適切な場合
が多い。否定詞 nicht の名詞形である Nichts も
また， で有る の否定として 同じでは無い
の意味で用いられることが多く，その限り，い
わゆる無そのものではなく，この後述べるよう
に，境界や規定の核心をなしている。
で有る と で無い の結合は，
成 (Werden, devenir)
で， で有るところのものでは無い ・ で無いとこ
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ろのもので有る ，となる。 で無い 否定は，或る
も の (Etwas, quelque-chose) の 境 界 (Grenze, limite)

その他は自に回帰する他である，ということができ
る〔図３参照〕
。

となり，規定 (Bestimmung, détermination) ともなる。

この事例を導きとすると，色や音階やワインの味

「規定は否定である」という B. スピノザの命題
(
に則り 註 2)，ヘーゲルは規定を， で有るところのも

の多様性も，分裂・増殖の法則に従っている，とみ
なすことができるであろう。
この分裂・増殖は原理的には無限に続く。 A で
有る から出発して， A では無い ， A では無い
ところのもので有る ， B で有る ，となり，以下
同様のプロセスが無限に続く。
このように，で無い
の否定は，その都度 で有る の肯定に転ずるが，
それと共に，系列の外部すなわち他は系列の内部す
なわち自に置き換えられて，つまり揚棄 (aufheben,
sursumer) されて，対自 (für sich, pour soi) となり，
無限系列の果てで 一 (das Eine, le Un) に収束す
(
る 註 4)。ヘーゲルにとって， 一 は，他ないし外に
対して， では無い，では無い というように否定

のでは無いもの と，つまり，或るものの境界・限
界と捉えている。規定は，あらゆる個々のものを他
のものから区別する。或るものは，別の或るもので
は無く，その別の或るものは，そのまた別の或るも
のでは無い，という仕方で規定されている。 で有
る に境界が入り込みいわば安定的に規定されるよ
うになった で有る を，ヘーゲルは定有 (Dasein,
être-là) と 呼 ぶ。 規 定 は 質 (Qualität, qualité) の 構 成
因である。例えば，赤は黄では無い，黄は緑では無
い，緑は紫では無い，等々に共通の 無い が，質
を構成している。この 無い は，我々の言い方
でいうと，非定立的で大きさがなく，これに応じ
て，質にも大きさがない。したがって，質的な差異
性は，存在の水準には現れてこない。質は，赤いも
の，緑色のもの，などと存在の水準で捉えられる特
性 (Eigenschaft, propriété) とは明確に区別される。
なお，存在 (Existenz, existence) は本質論の術語で
あり，有 (Sein, être) や定有のことではない，という
点に留意しておきたい。
或るものの境界である で有るところのものでは
無いもの は，他 (das Andere, lʼautre) となる。例え
ば，色の名称の習得において，「これは赤い」とい
う認識から，
「あれは赤く無い」という否定形が生じ，
やがて「あれは黄色で有る」という肯定形に至る。
こうした否定から肯定への転換は，音声の識別，文
字の識別，味の識別等々にも該当するだろう。例え
ばソムリエは，普通の味覚にとっては同じ味でしか
ないワインに，或る味 では無い 味を嗅ぎ分ける
訓練を積み重ねていくことで，最終的には何百種類
ものワインを識別できるようになる，といえる。こ
のことは，細胞の分裂・増殖という，本稿のテーマ
に即した事例にも典型的に認められる。受精卵とい
うただ一つの細胞に，境界＝ で無い が出現して
分裂し，二つの細胞という で有る に転じて増殖
する〔図３参照〕
。このプロセスが継続し，人の場
(
合であれば約 60 兆もの細胞となるに至る 註 3)。
こうした否定から肯定への転換は，受精卵という
自の内から生じた否定が他になるプロセスとして
は，自から他への転換である。だが，否定を媒介と
して現出した 60 兆の細胞は，いずれも私という一
人の人間の細胞である，という点に定位するなら，

3

3

3

3

的に関係しているものであり，まさに対 - 自が形成
するところのものである。そして，他は自に置き換
えられ，回帰する他で有る限り，この関係は，純粋
に否定的な自己関係であり，揚棄を繰り返す行為で
ある。対自は，自の否定である他ないし外部に向け
て， では無い を連発し，それを否定する主体と
して，つまり，否定の否定という二重否定によって，
成立しているのである。
補遺
この論理に関連する事例として，遠い昔に細
胞から飛び出して外敵となったウイルスが (cf.,
武村 , 2013, pp.154-159)，再び細胞内に取り込
まれ，やがてその DNA の一部を構成するよう
になり，このことが生物進化の一要因となって
いる，という生物学の仮説 (cf., Ryan, 2009) を挙
げておきたい。
一 への収束に続くプロセスで，一 は多 (Viele,
multiple) を回復する。 一 の牽引力は，それを多
を含む 一 とさせ，また 一 の斥力は 一 を
無限な多に分裂・増殖させる。これが量 (Quantität,
quantité) であり，したがって，量は増減を本性とす
るものである。
(2)‘一’とゼロ
有論に続く本質論を概観する前に，後の考察に
とって重要となる， 一 とゼロとの関係について
検討しておきたい。
上でみたように，A という自は， では無い を
媒介 (Vermittlung, médiation) にして B という他にな
る。媒介であるこの では無い は，我々の用語で
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いうと，定立的否定とは峻別される非定立的否定で

あろう (cf., 水野 , 2008, p.159）
。私の死は，時間的に

ある。

は本来

無い

ものでしかないのに，「死後」とい

重要なのは，非定立的否定である境界は，ゼロで

う形で大きさを備えたものと考えることができる。

あり且つ 一 である，と解釈しうることである。
つまり，境界は，或るものの限界として，或るもの
を或るものたらしめる基準＝ゼロであるが，或るも
のから分離して他となって独立すれば，存在の水準
で捉えられる 一 として現れてくる。これを示す
端的な例として，数の各次元を画定する桁・位も，
数としては０という一つの数で表すことができる，
ということが挙げられるだろう。あるいは，ヘーゲ
ルが言及している立体と面と線の関係も (cf., Hegel,
1972, p.98)，この解釈に関連づけることのできる事
例である。
立体の面は，立体の限界で，大きさはゼロである。
その面が立体から分離されて，面として単独に定立
され，他の面と相対して現れれば，大きさを備え，
存在の水準で捉えられるようになる。同様に，面の
限界をなし，大きさゼロの線が，面から分離され，
他の線と相対すれば，それ自体として大きさを備え
るようになる。また同様に，線の限界としては大き
さゼロの点が，線から分離して他に相対してそれ自
体として定立されれば，一点として空間的に場を占
めることになる。これらいずれの場合でも，前者で
は，或るものに固有の限界・境界が，或るものを或
るものたらしめる基準＝ゼロとして現われ，後者で
は， では無い の否定が他性を帯びて独立し，空
間的な大きさをもつ肯定に転じることになっている
(cf., 水野 , 2008, p.159)。
以上は，大きさを備えた物体をはじめから前提と
している表象的な説明なので，生と死の関係につい
て考察することで以上を補完しておきたい。
死は生の限界として，生の基準＝ゼロとみなすこ
とができる (cf., 同上 )。私は私自身の死を直接知覚

そしてこの考えは，外的視点の下でのみ構成されう
る，一本の線のように空間化された時間を想定する
ことと，表裏一体の関係にある，といえる。
以上の考察を要約すると， では無い は，空間
的にみると 一 であり，
時間的にみるとゼロである，
ということになる。では無い がもつこの二重性は，
次の本質論において極めて重要な意味をもつことに
なる。

することができず，むしろ，私の死は私の知覚を可
能にしている地平である。全体としての人類や生命
界を媒介として，私ははじめて私の個別的な死を思
うことができる (cf., 同上 )。逆にいえば，全体は私
自身の死を媒介としてしか現われてこない，と推論
することもできるであろう (cf., 同上 )。ヘーゲルも
次のように述べている。「単に直接的であるにすぎ
ない個別的生命の死が，すなわち精神の出現である」
(Hegel, 1994, p.453)。
他方，生の限界である地平としての私の死が独立
して他性をもつようになると，外的視点の下で実在
的な時空間が構成される，とみなすことができるで

量とみなす常識に照らすなら，質的時間ないし無時
間的時間とでもいうべきものである。量的時間は，
量としての空間を時間に外的に適用することによっ
て成立する。具体的にいえば，X 軸で見て取られる
ところの太陽と地球の空間的位置関係により，持続
を量的に表象する，といった仕方で成立するもので
ある，といえる。
座標軸による説明を行うのは，有論では一次元で
の水平的な移り行き (Uebergang, passage) が問題と
なっていたのに対し，本質論では X 軸と Y 軸という
異次元間の往復運動が問題となっている，というこ
とを明示するためである。また，Z 軸を設定するこ

(3) 本質論
上に述べたように，本質 (Wesen, essence) につい
てのヘーゲルの論考を理解するうえで，時空間とい
う観点が不可欠となる。そこで，本質論の概観に際
し，時間と空間の違いを明確にしながら論述を進め
るため，座標軸を導入することにする〔図２参照〕
。
本来的にいうなら，座標による表象的な論述はヘー
ゲル論理学にとって適切ではないが，ここでは本質
論をできる限り手際よく概観するための一方便とし
てこれを採用する。なお，時空間については，Ⅲ １でヘーゲルの言葉に即した考察を行う。
座標の X 軸を， で有る 肯定や他に特徴づけら
れる空間次元とし，Y 軸を， で無い 否定に特徴
づけられる時間次元とする。有論が問題としていた
ことは，物事が私達に直接示される姿であり，水平
的な X 軸上の出来事である，と解釈できる。卑近な
例でいうと，太陽は，不動の平面である地球の東か
ら昇り西に沈む，という見方が，X 軸の直接性をよ
く示しているだろう。X 軸は空間次元であるため，
そこで時間が問題となるにしても，それは専ら空間
化された時間である。それに対して，Y 軸で問題と
なる時間は，大きさをもたない持続であり，時間を
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とで，対立しあう両軸が統合される第三の次元を示

第一の否定を否定する，点の内部における二重否定

すこともできる。大きさを帯びず，それ自体とし

の運動である。そうである以上，出発点は純粋な絶

ては表現にもたらされえない質的時間としての Y 軸

対的ゼロ点であるが，帰着点は，媒介されたゼロ点

は，揚棄軸である Z 軸から翻って捉えられる限りで，
(
量的に示されることになる 註 5)。

であり，揚棄した形で他を含む， 一 としてのゼ
ロ点である，と解釈できる〔図１参照〕
。
前提の定立により自己に回帰する帰着点は，X 軸
上の直接態として過去に遡って見出される点であ
る〔図２参照〕
。つまり，定立の運動は，自己の内
に過去を見出すことになる。過去は，定立におい
て，
「既にそこにあったことが見出される (vorfindet,
trouvé-déjà-là)」(ibid., p.22) 点である。前述のように，
この点が前提としてあって定立はなされるが，この
点は定立によって見出されたものである。例えば，
自分の行動特性を理解すべく自分自身を反省し，記
憶を極限にまで遡ることで発見される原点のような
体験が，その一例である。直接態としてのこの点か
ら一切の定立が，すなわち自分の行動特性を捉える
といったことも含む定立が開始されている。それは
既にそこにあったことが見出される点であるが，そ
れは私が自らの行動特性を理解しようとする，未来
に向けての定立を通して発見されたものである。こ
のような，未来に向けて進むと過去が出現するとい
うこと，換言すれば，出発点の自己に帰着点が回帰
する，ということを，vorfindet という用語は端的に
示している。
別例を挙げよう。私達は呼吸をし，脳を含む全身
に酸素をくまなく行き渡らせて生命活動を維持し
ている。自己のこの現在を理解しようと未来に向
けて行った探求が，ミトコンドリアを，はるか昔に
好気性細菌から私達の一部に転じた細胞小器官と
いう，既にそこにあった直接態として見出すことに
なった。探求という精神活動をも支えているミトコ
ンドリアは，過去に遡って見出され，そこから翻っ
て新しい理解がなされていく折り返し (Gegenstoss,
contrecoup) 点である，といえる。これは，未来に
向けて進むと過去が出現する折り返し点であり，出
発点が帰着点となる折り返し点であるが，あくまで
自己の現在の内部に発見されるものなのである。
[2] 外的反射
反射運動が，自己のうちに前提として定立する直
接的な出発点＝帰着点は，既に与えられたものとし
ては他であり，反射はこの他の否定として作用して
いることになる。この他は外で，そこからみれば，
反射は外的 (äusserliche, extérieure) 反射だというこ
とになる。座標軸に従って分類するなら，定立的反
射が，否定性を表す Y 軸に基づいているのに対し，

①反射
[1] 定立的反射
重要なのは，この質的時間軸が，直接態，すな
わち有空間次元である X 軸で生起した事柄を反射す
る，いわゆる鏡軸ともなっている，という点である。
で無い という否定ないし無が， 反射 (Reflexion,
(
réflexion) 註 6) という運動へと接合されていくとこ
ろに，ヘーゲル本質論の大きな特徴がある。本質論
の最初で導入される，
「無から無への運動 (Bewegung
von Nichits zu Nichts, mouvement de rien à rien)」
(Hagel, 1976, p.18) とは，反射の運動のことである。
ちょうど，鏡はその表面に何もないゆえに諸物を十
(
全に映し出すことができるように 註 7)，反射の運動
は，それ自体大きさが無く，肯定的な何ものでも無
い基準＝ゼロの運動であり，比較・相対するものな
(
き絶対的な運動である 註 8)。このように，ヘーゲル
において，無は運動として捉えられている

( 註 9)

。無
は大きさをもたない以上，その運動も大きさを生ま
ない。大きさを生まない運動であるという点が，ま
さに反射の本性である。
運動が大きさを帯びず，無から無へと進む限り，
運動が未来に向かって進んで帰着するところは，ま
さにそれが出発したところだ，ということになる。
この運動は，有論において直接態として与えられ
ていた無を，無から無へという仕方で定立しよう
とする反射運動である。向かう先が無であるこの
反射運動は，通常の反省 (Reflexion) のような，反
省される事柄が予めあってなされる行為ではなく，
反射されるものを反射運動の前提 (Voraussetzung,
présupposition) として反射運動のなかで見出すこと
になる。換言すれば，無という未来に向けて定立
し，この定立という行為がその前提として過去を見
出し，この過去が定立を成立せしめていたものと捉
えられるようになる，すなわち，定立を定立するこ
とになる。こうした定立的 (setzende, posante) 反射
では，定立することを出発点とし，定立の前提を定
立することを帰着点とすることで，二つの点が一致
する。つまり，前提の定立において，帰着点は出発
点の自己へと回帰することになる。
無から無への運動は，定立が無に向けて出発する
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外的反射は，直接態の有を表す X 軸に基づいている，

は，この往復運動の静止化された不安定な一点であ

ということになる。

る，と解釈できるだろう。定立的反射についての考

ヘーゲルは，内部的な無から外部的な有の発生を

察を踏まえていうなら，規定は，Y 軸の否定性から

捉えるという基本姿勢の下，本質と有との関係を，
いわゆる鏡の効果である反射作用によって論じてい
る。外的反射の考察においては，直接態の有の規定
性が，いかに内的な鏡に反射して現われてくるかを
明らかにすることで，両次元の接点を見出そうとし
ている。
外 的 反 射 は， 上 で 論 述 し た 帰 着 点 が 出 発 点 に
回 帰 す る と こ ろ を， 定 立 さ れ た 有 ＝ 被 定 立 有
(Gesetztsein, être-posé) として立てている。有 (Sein,
être) が立てられている限り，外的反射は，直接的
な自己内反射としてまずは現われる。だが，その有
が定立された (gesetzt, posé) ものである限りでは，
それは次いで，直接的な自己を否定し，自己に否定
的に関係する反射として現われることになる。
[3] 規定的反射
Ⅱ - １- (1) で述べたように， で有る を本性と
する X 軸上の定有は，直接態として自己内に境界と
いう否定を含んでいるが，この否定もまた直接的で
ある。 では無い を本性とする Y 軸でこの定有に
相当するのが，上述した被定立有である。被定立有
は，揚棄されたものとしての規定性から成り立って
いる。
大きさの無い否定性としての Y 軸つまり内部から
出発した定立運動が，X 軸の定有つまり外部に真に
到達せず，二つの次元の間でいわば宙ぶらりんにと
どまっている場合，そこで定立された有は，ヘーゲ
ルにいわせると， 単に定立された直接的なもの
となる。つまり，否定性と有，出発点と帰着点とが
真に結合せず，その間にいわばずれが生じ，そのず
れを実在的な空間がうめる形になり，それに応じて，
定立されてはいるが，直接的でもある有が生じる，

出発し，X 軸上で，外的反射による定立を前提とし
て定立することで，既にそこにあったものとして
見出される (vorfindet) 点と合流し，そこから折り返
して出発点に回帰する自己内反射 (Reflexion in sich,
réflexion dans soi) である，ということになるだろう。
反射運動における規定について，ヘーゲルは次の
ようにいっている。

反射的規定は，一方では自己内という空を流れ動
いている反射運動であり，
他方では被定立有である。
それは一方では，自己内での否定的な運動であり，
他方では，
その前提となるところの，
外的反射によっ
て定立された直接態である。我々は，前者を Y 軸に，
後者を X 軸に関連づけてきたが，この両軸を揚棄軸
としての Z 軸が内的に結合することで，反射は自己
規定運動となる。こうした二元的一元性としての規
定的 (bestimmende, déterminante) 反射においては，

ということであろう。空間的表象の影響下にあるこ
の被定立有は，いわば定有に近い有として，外的反
射の視点から捉えられている。二次元の非収束をも
たらすこの外的で実在的な空間は，この後の論理展
開の各段階で一時的には廃棄され，論理が一元化す
るようにみえるものの，その後再び取り戻され，力
(Kraft, force) がテーマとなるところまで保持される
ことになる。
有論では，規定は空間次元の境界として不連続な
定有を構成していたが，本質論では，無時間的時間
次元である Y 軸の連続的な否定性が X 軸との間を往
復している運動こそが規定である。そして被定立有

他から他への移り行きに特徴づけられる有論とは異
なり，他は自己内に吸収されている。反射がこうし
た自己内での他に対する関係運動となることで，そ
れは，単なる見かけ (Schein, apparence) のように儚
く消失してしまうことなく，他ないし外という重し
をもった存続する規定運動となる。
こ の 存 続 に よ っ て， 反 射 と い う 運 動 は， 諸
本 質 性 と し て 出 現 す る こ と に な る。 そ れ が，
同 一 性 (Identität, identité)，差異性 (Unterschied,
différence)，多様性 (Verschiedenheit, diversité)，対
立 (Gegensatz, opposition)， 矛 盾 (Widerspruch,
contradiction)，である。換言すれば，本質性は，こ

「 反 射 的 諸 規 定 (Reflexionsbestimmungen,
déterminations-de-réflexion) は, 空 (Leere, vide) の
内を相互に牽引することも反発することもなく
流れ動いている，自由な諸本質性 (Wesenheiten,
essentialités) として現われる。これらの本質性の
なかで，規定性は，自己自身との関係を介して無
限に強化され固定される。〔これらの本質性にお
いて〕
規定されたものは，
〔直接態における外的な〕
移り行きや，単なる被定立有を，自らの下に従え
ている。つまり，他への反射を自己への反射に折
り曲げ自己に回帰させている。･･････ こうして，
規定的反射は，自己の外に到達した反射となって
いる。
」(ibid., p.31)
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れらをモーメントとして流れ動いている運動なので

は日本人です」，「私は中国人ではありません」，と

ある。

言う文は出てきても，「私はミンミンゼミではあり
ません」という文はまず出てこない。そうであるの

②本質性すなわち反射的規定
本質性のうち，以下では，同一性，差異性，多様
性までを略述し，Ⅱ - ２における対立の考察へとつ
なげていこう。
[1] 同一性と差異性
同 一 性，すなわち 一 であることは，はじめ
は無規定的 (unbestimmt, indéterminé) である。無規

も， 違い は， 同じ が前提となっているものに
対してのみ立てられるからである。前者の文では，
人類という，日常生活における自明な 同 一 性 が前
提とされているため，それに対してごく自然に差異
性が立てられることになるのである。
一方，差異性の展開した多様性という概念は，こ
うした 同じ から遠く隔たっている。多様性もま
た 一 に基づいてはいるが，多様性をなす個々の
他は相互に無関心 (Gleichgültigkeit, indifférence) で
あり，外的関係にとどまっている。
[2] 多様性から対立へ
どれほど大きな数も単位数としては一つの数であ
ることに示されているように，いかなる多も一であ
る。また，いかなる一も，分割によって多に増殖す
ることができる。こうしたことから，多は一に閉じ
(
ている，と表現することができる 註 10)。

定的，すなわち規定できない，ということもまた一
つの規定である，といえる。このことは，ゼロはゼ
ロとしては一つの数である，ということに示されて
いるだろう。あるいは，ゼロの只中における 一
の出現，と言い表すことも可能である。
無規定的な 一 であることから，ついで 一
の内部での分裂によって差異性が現われてくる。差
異性は総体としては 一 である。例えば，生命は，
プランクトン，小魚，大魚，鯨，鳥，家畜，人，な
どと，或る場から他の場へと移動するが，総体とし
ては 一 である。あるいは，原核生物のような単
純で同質的なものから分裂して，差異性・多様性と
して展開された，とみることもできる。前者は，空
間的多様性においてその本質が 一 であることを，
後者は，時間的 一 が展開して多様性を生み出し
ていることを，生命に見て取っている，といえる。
差異性は，無規定的な 一 すなわちゼロである
否定性が，自己内で否定を行い，それをまた否定
し，それをさらにまた否定する，といった仕方で現
われてくる。ちょうど受精卵が分裂・増殖していく
ように， 一 であるものが自己内で分裂を繰り返
して差異性が生み出されていく。反射についての考
察に従っていえば，それは，反射運動における，反
射するものと反射されるものとの差異性であり，否
定的な自己関係運動である。このように差異性が反
射において現われてくる限り，直接態の有の次元で
は，他が外的に相対しているものであったのに対
し，本質の次元では，他は非定立的否定として，自
との間に距離をもっていないことになる。差異性
は，自己内に差異性を生み出していく差異化の運動
(unterscheiden, différencier) である。
差異化という一つの運動により，差異化されたも
のが，一つの差異化作用とでも呼ぶべきものとなっ
て現われてくる。この意味で，差異性は，一つの運
動，つまり 一 に基づいている。このことを示す
卑近な例を挙げよう。外国語の初級テキストに，
「私

補遺
円環状の図形〔図１参照〕に従ってこのこと
を表象的にいうなら以下のようになる。左端の
極は，出発点の 一 ――これは既述のように
ゼロでもある――となり，右端の極は多――こ
れは媒介点としては他でもある――となる。左
極から出発した 一 の運動は，右極で折り返
して左極に帰着する。同じ 一 でも，出発点
の 一 は，他なる多を含まない純粋な 一
であるが，帰着点の 一 は，他なる多を含ん
でいる。換言すれば，前者は純粋な自，後者は
他化された自である。後者は，他を含んでいる
が，帰着点として，前者と同様に距離や大きさ
3

をいまだ帯びていない。それゆえ，両者の区別
は，大きさのないところでの区別である。
ところが，多様性では，多はばらばらなままで，
一 への収束は全く外的になされることになる。
多は，ほとんどの場合，全体を欠いた部分の集合で
あり，部分相互間は，外的で不連続的な空間によっ
て，換言すれば，第三者視点に立つ外的反射によっ
て隔てられている。第三者視点から捉えられる不連
続性の代表は，等 (Gleiche, égal) と不等 (Ungleiche,
inégal) である。
対立において等と不等に相当するものは，肯定的
なものと否定的なものである。後者の対は，前者の
対と同等の資格で，相互に外的に衝突しあう。他は
他，自は自でしかなく，両極は相互に何の交点もも
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たない。これが，外的反射による外的対立で，両極
間は，実在的な空間にうめられている。
これに対して，ヘーゲルが問題にする真の対立は，
Ⅱ - ２を先取りしていうなら，肯定的なものと否定
的なものとの対立という関係運動であり，両極間を
往復している運動である。我々の言い方でいうと，
空間に対応する X 軸の有と，無時間的時間に対応す
る Y 軸の否定性との往復運動が，真の対立である。
このことは，自と他，生と死，健康と病気，味方と敵，
平和と戦争，発展と崩壊，物質と精神，必然と偶然，
原因と結果，連続と不連続，波と粒子，細菌と抗体，
等々あらゆる対立に該当することである。これらを，
X 軸上に限定されたプラスとマイナスの二極対立と
みるか，それとも，両軸の関係運動とみるかは，こ
こまでの概観からも示されるように，論理展開の各
段階を構成する全く異なる見方なのである。
２

対立について―第一段階と第二段階―
以上で概観は終了とし，以下では，対立について
のヘーゲルの論述を，生物の事例とつき合わせなが
ら考察したい。
(1) 運動としての対立
上述のように，対立のモーメントは， 肯定的
なもの (das Positive, le positif) と否定的なもの (das
Negative, le négatif) である。「各項〔＝肯定的な
ものと否定的なもの〕は，各項の他の非有 (Nichtsein,
non-être) によって有る」(ibid, p.61)。非有とは，肯
定的なものという項が，その他である否定的なもの
で有る (sein) のでは無い (nicht) ，ということを，
換言すれば，否定的なもの では無いところのもの
で有る ，ということを意味している。このことは，
もう一方の項である否定的なものについても該当
し，否定的なものは，肯定的なものでは無いところ
のもので有る。例えば，健康は病気では無いところ
のもので有り，病気は健康では無いところのもので
有る。
「各項は第一に，他が有る限りで有る。各項が，
それで有るところのもので有るのは，他によって，
各項に固有の非有によってである；各項は，単な
る被定立有である；第二に，各項は，他が無い限
りで有る；各項が，それで有るところのもので有
るのは，他の非有によってである；各項は，自己
内反射である。」(ibid.)

第 10 巻

第１号

ここでヘーゲルは，肯定的なものが有るのは，否
定的なものという他が有る限りであり，且つ，それ
が無い限りである，と，一見背理なことをいってい
る。
非有は，一方が他方 では無いところのもので有
る 限り，一方から他方を分け隔てる境界の役割を
果している。肯定的なものがそれで有るのは，肯定
4 4
4 4
的なものでは無い否定的なものが有るからである。
例えば，健康が健康で有るのは，健康では無い病気
が有るからである。これが第一の場合である。
それに対して，第二の，他が無い限りで各項が有
る場合には，境界は肯定的なものの内に入り込み，
それに固有のものに転じることで，肯定的なものが
自己内反射となる。例えば，健康という肯定的なも
のが，病気という否定的なものを排除するのではな
く，むしろ含み込むことで自己内反射となり，抵抗
力をもつようになる，ということと解釈できる。実
際，毒素を内在化させる仕方で生命が維持されてい
る事例は，人間に限らず生物にはよくみられる。具
体的には，大腸菌の「プラスミド」という「染色体
外の自己複製因子」に，「コリシン」という「毒素
の遺伝子」
とその
「毒素を中和する 免疫 分子をコー
ドする遺伝子が共存している」( 村瀬 , 2000, p.117)，
といった事例である。この事例において，大腸菌
は，自身を殺す毒素とそれを中和する分子との境界
を己に内在化させている。つまり，大腸菌という肯
定的なものは，否定的なものの非有を内に含むよう
になっている，とみることができる。
(2) 両項の無関心
以上は対立の第一段階であるが，続く第二段階で
は，「肯定的なものと否定的なものは，外的反射の
モーメントに従って，この第一の同一性に対して無
関心である」(Hegel, 1976, p.62) ことになる。「第一
の同一性」とは，第一段階で対立が一つの運動とし
てもっている 同 一 性 のことである。そこでは，
一つの対立運動としての非有の移り変わりが前面に
出ていたように，各項の差異性よりも，運動として
の
一
が強調されていた。一方，第二段階で
は，この 一 に対して肯定的なものと否定的なも
のとが無関心である，
とされる。つまり，
運動の 一
よりも，そのモーメント間の差異性が前面に出るよ
うになる。そうなると，
「各項は，各項の非有にお
ける，自分自身のものである反射に対して無関心で
ある」(ibid.) ことにもなる。
既に明らかにしたとおり，非有は，各項の内に入
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なものとが交錯し，互いを反射しあっている。例え

側面の外にある視点」と，より大きくみるなら，外
(
的反射の視点と密接に関わっている，といえる 註 1)。

ば，「病気と健康の区別」は「ずいぶんと曖昧」で

それに対して，村瀬の生命論は，彼の言葉と非有と

あり，
「『がんは病気である』という前提」さえ「疑っ
てみることが必要なのかもしれない」( 村瀬 , 2000,
pp.164-165)，という村瀬の言葉は，病気と健康が互

いう概念が呼応しているように，第一段階と密接に
関わっており，第二段階とは対照的な視点から，生
物学に新たな次元を切り拓こうとするものである，
と解釈できる。
『歴史としての生命』
という書名が物語るように，
村瀬の研究目的は，
「生命という 存在 を，すで
にできあがってしまった空間的・同時的 構造 か
ら考えるのではなく，新しい構造を構成していく時
間的・歴史的 過程 から考えることである」( 村瀬 ,
2000, p. ⅲ )。空間的・同時並存的視点を基本とする
生物学に，時間という次元を開設するパラダイムシ
フトが彼の究極目的である。我々の言い方なら，種
や遺伝子などの多様性というＸ軸・空間軸の出来事
を，Ｙ軸・時間軸の内的な ʻ 一 ʼ の連続性に組み込も
うとしているところに，彼固有の独創的発想が認め
られる，ということになる。
「自己と非自己の対立的共存」という概念も，こ
の目的から導き出されている。例えば，細胞と細菌
やウイルス，正常細胞とがん細胞，といった自己と
非自己は，空間的・同時並存的にみるなら，全くの
別ものである。実際に，医学が目的とする，細菌や
ウイルスやがん細胞を死滅させて，私達の細胞を生
かすことが可能となるのは，前者と後者が空間的に
並存しており，空間から一方を排除することが可能
だからである。両者が「全くの別もの」というのは，
空間的に別ものという意味であり，空間上でそれら
が
「共存」
することはありえない，
ということである。
このことから，自己と非自己の対立的共存は，空間
では成立しえず，成立するとすれば時間の次元であ
る，ということが確かに推測できる。
だが，ここでいう空間と時間は，そもそもどうい
う意味だろうか。村瀬も特に論じていないこの難題
に本稿の範囲内で答えることは極めて困難である
が，対立的共存という概念を明確にするためには，
時空間について一定の理解を得ておく必要がある。
細胞や細菌やウイルスといった諸物体が空間的・
同時的に並存しているという前提には，諸物体がそ
の中に位置づくいわゆる三次元空間・絶対空間があ
る，ということがさらに前提とされている。このよ
うな前提は，「空間があって，その中に様々な物が
あり，それらが動く」，といった通常の考え方と合
致しているだろう。このような空間は，暗黙のうち
にそれに外的な視点がもちだされ，どこまでも延び

いを反射しあう境界をまさに問題としている，とい
える。
この反射に無関心になる，ということは，境界の
動的側面よりも，境界の静的側面と両項の分断が前
面に出ることを意味する。例えば，がんは病気であ
り，それ以外の何ものでもなく，がんが死滅すれば
健康になる，とか，細菌やウイルスは病原以外の何
ものでもなく，それらが撃退されると健康になる，
といった見方が，第二段階の無関心を具現している。
医学の根本にあるこうした見方においては，「二つ
の側面〔＝肯定的なものと否定的なもの〕は，単に
多様な側面である」(Hegel, 1976, p.62)。そのため，
何が肯定的で何が否定的かは，かえって両側面の外
にある視点に依存しており，その取り方次第では「入
れ替え可能」(ibid.) ともなる。実際，細菌感染＝否
定的なものは，人間の視点に立てば確かに病気＝否
定的なものであるが，細菌の視点に立てば健康＝肯
定的なものとなる。この入れ替え可能性は，細菌の
撃退にも，がんの発生にも死滅にも，同様に妥当す
る。そうである以上，第二段階における「両側面は，
肯定的なものとして捉えられるのと全く同様に，否
定的なものとしても捉えられるようなものである」
(ibid.)，ということになるのである。

Ⅲ

対立と時空間次元

Ⅱ - ２の考察内容を簡潔にまとめると，第一段階
は Y 軸における非定立的対立に，第二段階は X 軸に
おける定立的対立に相当する，ということになる。
したがって，続く第三段階では，両段階の揚棄が Z
軸でなされることになる。その論述を検討していく
にあたり，これまで曖昧であった時空間という概念
について考察しておく。このことは，村瀬の研究の
目的とその意味を一層明確にすることにも寄与する
はずである。
１ 空間と時間
(1) 三次元空間・絶対空間
従来の生物学研究が暗黙の内に基づいている外的
視点・第三者視点は，対立の第二段階における「二
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広がっている「何もないところ」とみなされている，

てはじめて，空間は距離として，ないし延長として

といえる。とするなら，対立的共存という概念を生

発生しうることになる。前者の観点は，二極間への

物学に確立するためにまず問題としなければならな

分離・分裂の運動，物理学的な意味での斥力・反発
力を問題としており，後者の観点は，一点への結合・
一体化の運動，引力・牽引力を問題にしている，と
(
いうことができるであろう 註 5)。

いのは，こうした空間観であることになる。
(2) デカルトの空間論
空間を空虚とみなすことは古代よりなされてきた
が，このことについて，近代哲学では次のことが問
われるようになった。すなわち，空間が何もない
「空虚」であるとするなら，何もないにもかかわら
ず，そこで物と物とが離れて並存し，互いに対して
いるのはなぜか，ということである。この問いに，
R. デカルトは次のように答えている。「二つの物体
の間に何も存しないならば，〔両者が〕相互に触れ
合うことは必定であり，両者が離れていて，即ちそ
れらの間に距りがあって，しかもその距りが無であ
ることは，明らかに不合理なのである」( デカルト
(
2010, p.133) 註 2)。デカルトのこの論証は，真空を否
定してエーテルの存在を認め，物体と同様，空間を
「延長」のある「実体」とみなすためになされてい
(
る 註 3)。
この論証は，科学的には誤りであるが

( 註 4)

，空虚
な空間という考えを否定することで，結果として，
空間がもつ有とゼロの二極間運動を素描することに
なっている，と解釈できる。デカルトは，二物体を
独立した別の有るものと前提し，これらが離れてい
るから，その間は延長としての，つまり実体として
の空間である，と論証している。この論証において
は，二物体が「触れ合う」場合を想定することがも
う一つの前提となっている。後者の前提が必要とな
るのは，二物体が「離れている」と表現できるのは，
それらが「触れ合う」可能性がある場合に他ならな
いからである。触れ合っていないものが離れること
はありえず，離れていないものが触れ合うこともあ
4
りえない。二物体の間に視点を移していうなら，
「間
とは離れていること，すなわち距離であり，延長で
ある」，という主張において，距離がゼロである場
合が想定されていなければ，その主張は意味をなさ
ない，ということである。例えば，3km という距離
は，0km という距離ゼロから出発し，この基準＝ゼ
ロに対して 3km という距離として捉えられている。
このことからすると，距離としての空間は，ゼロ＝
無い を基準とした 有る ものであり，ゼロを
基準に，3km・4km・5km・・・といった仕方で次々
と展開していくものであることになる。観点を変え
れば，距離の皆無なゼロ点に収束する場合を想定し

(3) ヘーゲルの時空間論
以上を踏まえて，以下では，ヘーゲルの時空間論
をみてみよう。
空間と時間は，
「自の外へと出て行く運動であ
り，流出であり」
，
「永遠の自己産出」である (Hegel,
1972, p.171)。ヘーゲルは両者の共通性をこう指摘
したうえで，次のようにいう。
「空間は，ただひたすら切れ目なく続いている
と こ ろ の， 絶 対 的 な (absolut, absolu) 自 己 外 有
であり，自と同一であるところの永続する他有
(Anderssein, être-autre) で あ る。 一 方， 時 間 は，
自から出ていく絶対的な運動・無に成る運動であ
り，それは，この〔無に成るという〕消失〔自体〕
が絶えず新たに無に成る運動である。この運動に
より非有が生まれるが，この運動は，やはり自と
単に等しく，単に同一である。
」(ibid.)
繰り返し述べてきたように，対立する自と他は一
対になって，自は自であり，他は他である。自を
ここ ，他を あそこ と読み替えるならば，
ここ は あそこ があって ここ となり，
あそこ は ここ があって あそこ となる，
といえる。 あそこ は， ここ ではない あそ
こ として， あそこ である。その あそこ に
行くと， あそこ は ここ に変わる。このこと
で，新たな あそこ が発生し，その あそこ
は， ここ ではない あそこ となる。この第二
の あそこ も，そこに行けば ここ になり，以
下，第三，第四・・・の あそこ も同様である。
こうした， あそこ を ここ に変えていく過程
を，「自己外」の「他」の視点で，言い換えれば，
で有る という有の次元で永続的に繰り返すの
が，空間の運動である。空間は，どこまで行こうと
も あそこ ＝他者視点が必ず現われてくる，とい
う意味で，「自と同一」である。
以上の空間論は一見すると，どこまでも延び広
がっている三次元空間の考え方と近いように思われ
る。だが，空間も「自己産出」であるとされている
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ように，ヘーゲルにとって，他は自から外へと出た
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のである。

他であり，自と切り離された第三者としての他では
ない，という点で，両者には画然とした違いがある。
この点に関連して重要なのは，以上の引用にある
「絶対的」という術語である。ヘーゲル論理学にお
いて，この言葉は，「非常に強い」などといった程
4
度の甚だしい様を示しているのではなく， 相対す
4
る何ものからも自由で (ab-solut)，比較を絶 してい
る ，という字義通りの意味で使われている。すな
わち，自己内で産出された では無い が自己の外
へと出て行って対象化されうる他となり，その他同
士が相対し比較可能となって「相対的」となるが，
こうした運動を可能ならしめている，自らは対象化
されえない出発点を，絶対的という概念は示してい
る。我々がいう基準＝ゼロは，まさに絶対的な出発
点のことなのである。
ヘーゲルは，空間と同様，時間についても絶対的
という視点から論じている。両者は基準＝ゼロとし
て共通し，空間の ここ は時間の いま に相当
している。ちょうど X 軸のゼロ点と Y 軸のゼロ点と
が同一の原点であるように，基準＝ゼロである こ
(
こ と いま は同一のものとみなすことができる 註 6)。
基準＝ゼロである絶対的な時間は，対象化されえ
ない。そこには他は発生せず，永遠の いま であ
り，すなわち持続である。Ⅱ-１-(3)- ① -[1] でみた
無から無への運動は，基準＝ゼロの いま におけ
る反射作用を表している。
注意が必要なのは，上に引用した時空間の論述は，
有論の量論においてなされている，ということであ
る。そのため，それは厳密には，時間本来の持続を
表現したものではなく，空間と同様に「自己外への
運動」として捉えられる時間を論述したものである。
すなわち，空間が， あそこ を次々と ここ に
変えていくその先にさらに あそこ が現われてく
る運動であるのと同様，時間は， いま が いま
ではない「その先」――これが空間における あそ
こ と対比可能である――を永遠に産出し続ける運
動として記述されている。
自己外への運動として共通している空間と時間の
唯一の違いは，空間が あそこ という他に置き換
えられて永遠に続いていくのに対し，時間は，無か
ら無へと，無に成る運動が永遠に続いてく，という
ことである。つまり，「絶対的無」ともいうべき時
間は，自と単に等しく単に同一である自が永遠に続
いていき，決して他にはならない，という点で，
「絶
対的他」ともいうべき空間とは次元を異にしている

(4) 生命運動の二極
以上の考察を具体化し，次の議論へとつなげてい
くために――時間の持続を表現するのは極めて困難
であるので，通俗的な解釈になる恐れがあるが――
生物同士の殺し合い・喰い合いを例としてみよう。
人を含むいかなる生物でもいえることだが，ライオ
ンがシマウマを殺して食べる場合を一例とする。後
者が前者に喰いちぎられ咀嚼されることは，生命の
空間的な移動である。一方，後者の肉が前者に完全
に消化され血肉化されることは，それが前者の生命
そのものとなり，時間的な持続と化すことである。
ここで問題となっているのは同じ一つの生命である
が，生命の移動は，空間次元の他者視点で理解され
るものであるのに対し，生命の内部化は，本来的に
は，時間次元の自己視点でしか理解されえない。内
部化される生命は，いま ここ で持続しており，
決して他として対象化されえない，自己の生命であ
る。生命の移動を他者視点から理解する典型は，
「食
物連鎖」という観点からの理解である。一方，自己
視点からの理解は，ブタやとりの肉を喰わねば自分
が生きていけないことを畏れたり嫌悪したりするこ
とが，その一例であろう。
持続する自の内的生命が時間次元で問題となるの
は，
人間のような「高等」動物にとってだけでなく，
いかなる「原始的」生物にとっても該当する。だと
すると，空間次元で「食物連鎖」と捉えられる生物
同士の殺し合いは，どのような捕食の場面であれ，
時間次元では自の内的生命を奪っていることにな
る。換言すれば，殺し合いにおいては，空間次元と
時間次元とが交叉することになる。この交叉は――
いささか外的・空間的な言い方になるが――以下の
ように表現することができる。ある生物から他の生
物への空間的な生命の移動は，自に内部化され，や
がて子孫にまで受け継がれていくような時間的持続
となる。
この持続は，
さらなる他の生物の捕食によっ
て中断し，その生物へと空間的に移動することにな
るが，そこで再び内部化され，時間的持続となる。
こうした過程が連綿と続いていく。以上表現したよ
うに，生命は一つであるが，その「住家」は，空間
次元と時間次元とに応じて，有と無とに分かれてい
る。実際，ライオンによるシマウマの捕食という一
つの出来事を，後者は前者に喰われてこの世界から
消えてなくなってしまった，と考えることもできれ
ば，後者は前者の血肉と成り，そのおかげで前者は
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他の視点と，時間・無・自の視点が，生命という一

第 三 段 階 に 特 徴 的 な の は，
「他への関わり
(Beziehung, rapport)」が，「各項の中に取り戻され

つの運動の二極を形成し，交叉しているのである。

ている」ことである (Hegel, 1976, p.62)。その結果，

「各項は，それ自身において，肯定的なものであり，
(5) 村瀬の研究目的との関係
且つ，否定的なものである」(ibid.)，ということに
Ⅲのここまでの考察内容を，Ⅲ - １の冒頭でみた
なる。このように，両項がいずれも肯定的なもので
村瀬の問題提起に関連づけてみよう。
あり，且つ，否定的なものであるならば，第二段階
村瀬がめざす，生物学に時間次元を確立するパラ
での両項が無関心になっていた，対立という一つの
ダイムシフトは，ここまでの論点に基づくなら，以
運動がもつ同一性が，第三段階において再び前面に
下の四つを必要とすることになる。第一に，空間を，
押し出さていることになる。
従来の生物学が暗黙に基づいている三次元空間・絶
だとすると，第三段階は第一段階とどのように異
対空間から，それ自体運動している 自己産出 と
なっているのだろうか。
捉え直すこと。第二に，空間と時間を，絶対的とい
う視点から基準＝ゼロと捉えること。第二を前提と
「肯定的なものは，他有を否定する自己内反射で
したうえで，第三に，空間と時間の違いを， 他
ある。しかし，自己の他，すなわち否定的なもの
と 無 の違いとして捉えること。第四に，空間次
は，それ自身，もはや被定立有あるいはモーメン
元と時間次元との，我々の言い方だと X 軸と Y 軸と
トではなく，一つの自律 (selbständig, autonome)
の統合を，生命という一つの運動にみてとること。
有である；かくして，肯定的なものという否定す
この四つが基盤となって，「自己と非自己の対立的
る反射は，自己の中で規定されて，自己から自己
共存」を問題とする研究態勢が整うことになる。
のものであるこの非有を排除する (ausschliessen,
この四つの内実を詳らかにすることは本稿を超え
exclure) ことになる。
」(ibid., p.63)
る課題だが，例えば第一に関しては，Ⅰ - １で考察
した，ウイルスが細胞という自己から飛び出す現象
や，Ⅰ - ２で考察した，自己が僅かずつ変容して無
数の非自己をつくりだしていく免疫系の働きが，自
己産出という運動とパラレルな関係にあることを指
摘しておきたい。とりわけ，一つの臓器として機能
しているわけではない免疫系にとっては，「外界の
認識は自己の変容である」という村瀬の言葉が示す
ように，その空間形成はまさしく自己産出に相当す
る，と考えることができるであろう。また，第一と
第二を合わせてその内実を明確化できる現象とし
て，発生の初期段階にみられる「原腸陥入」(cf., 村
瀬 , 2000, p.60) がある〔図３参照〕。これについての
考察は，今後の特に重要な課題となる。
以下では，検討を保留してきた対立の第三段階に
戻り，以上の四つのうち主に第三と第四に定位した
考察を行うことにする。
２ 自己内で存続する対 - 置―対立の第三段階―
(1) 取り入れ＝排除
Ⅱ - ２で明らかにしたように，対立の第二段階に
おいて，肯定的なものと否定的なものは互いの反射
に無関心で，両者間の差異性が前面に出ていた。そ
れに対して第三段階では，各項は再び，それ自身に
おいて，他を介して規定されるようになる。

第一段階で否定的なものの非有が内に入り込み，
自己に固有のものに転じて自己内反射となった肯定
的なものは，
第三段階では，
同じ自己内反射でも，他
有を否定する 自己内反射となる。上の引用文最後
にあるように，肯定的なものは，他の非有を自己の
ものとしているが，にもかかわらず，それを排除す
る。第三段階は，同一性が再び前面に出る点では第
一段階に戻っているといえるが，第二段階に媒介さ
れることにより， 排除 という側面も際立つよう
になる，という点で，第一段階とは決定的に異なっ
ている。
排除 の行が意味しているのは，肯定的なもの
は，自己のものにした非有を再び排除する，という
ことではない。このような排除は，三次元空間ない
し空間化された時間を前提にしたものでしかない。
そうではなく，
非有を自己のものとしていることが，
すなわちそれを排除することである，という，三次
元空間・空間化された時間を前提とする限り背理で
しかないことを，ヘーゲルはいわんとしている。
否定的なものが，もしも肯定的なものでは 無い
ところのもので有る だけでしかないならば，そし
て，それが肯定的なものに固有の境界に転じるもの
でしかないならば，それは真の意味で肯定的なもの
に対して有る他ではない。それは，それよりもいわ
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ば上位のものを成り立たせるモーメントでしかな
い。否定的なものがこうしたものでしかないならば，
例えば「食物連鎖」において，
「上位」の生物によっ
て喰われる「下位」の生物は，一方的に消失させら
れる単なるモーメントとなり，生命の本来的な循環
が生じえないことになってしまう。
否定的なものが，肯定的なものの中でその他とし
ての地位を保つためには，一つの自律有でなければ
ならない。といって，肯定的なものと切り離され，
それとの反射に無関心になった否定的なものは，一
見肯定的なものから独立しているようにみえて，Ⅱ
- ２-(2) で述べたように，視点の取りようによって，
肯定的なものでも否定的なものでもありうるような
ものでしかない。こうした空間次元が前面にでる第
二段階では，否定的なものは一つの自律有ではあり
えない。実際，ライオンに喰われたシマウマの肉は，
単に肯定的なものから否定的なものに転じるという
仕方で，空間的には消失してしまう。それが一つの
自律有であるのは，自己内の時間的持続としてであ
る。
否定的なものが肯定的なものに対して真に有るの
は，肯定的なものがそれを自己内に取り入れ，それ
と関わっているが，その関わりが同時にそれを排除
することになっている時である。ここでいわれる 取
り入れ＝排除 は，喰い合いの例を導きとするなら，
空間次元と時間次元とが或る個体の生命維持活動に
おいて交叉していること，と解釈できる。そして，
両者が厳密な意味でイコールで結ばれるのは，他の
肉が自己の血となり肉となっている時間的持続にお
いてである，といえる。
自己の生命を肯定的なものとするなら，他者視点
で「食物」と捉えられる他の生命を自己に空間的に
取り入れる ことが，同時に，消化という仕方で
時間的にそれを 排除する ことになり，このこと
で自己の生命は維持されていく。別の例として，自
己の健康を肯定的なものとするなら，他者視点で「病
原菌」と捉えられる他の生命を自己に空間的に 取
れいれ 病気を発症することが，同時に，その細菌
と特異的に結合する抗体を一挙に大量につくれよう
になるという仕方で時間的にそれを 排除する こ
ととなり，このことで，自己の健康は回復し維持さ
れていく。このように，肯定的なものは，否定的な
ものという自律有を自己に取り入れ，且つそれを排
除する仕方でそれと反射しあっているために，他有
を否定する自己内反射となっているのである。
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(2) 対自としての各項
同様のことは，肯定的なものに対する否定的なも
のにもいえる。
「否定的なものは，自己内反射として，他のもの
(Anderes, autre-chose) に対する自己の関わりを否
定する；否定的なものの他は，肯定的なもの，す
なわち一つの自律有である；――否定的なものが
肯定的なものに対してもつ否定的な関わりは，し
たがって，自己から肯定的なものを排除すること
である。否定的なものは，肯定的なものを前に
して，対自的に (für sich, pour soi) 存続する対 - 置
(Entgegengesetzt, op-posé) である。
」(ibid.)
否定的なものは，その他である肯定的なものを自
己の中で排除する。その際，肯定的なものは，排除
されながらも消失することはない。肯定的なものが
否定的なものに対して真に有るには，肯定的なもの
と否定的なものとの 対 - 置 が否定的なものの中
で 存続する のでなければならない。例えば，細
菌は，自らを滅ぼそうとする抗生物質という他を自
己から排除しようとするが (cf., 村瀬 , 2000, p.145)，
4 4 4
その他を単に消失させるのではなく，それに対して
耐性をもつことで自己を維持していくように，ま
(
さにその他との対 - 置を自己に存続させている 註 7)。
こうした存続する対 - 置が自己の中にある限り，否
定的なものは，自己自身が二極に，すなわち肯定的
なものと否定的なものとに分かれ，その二極が自己
4 4 4
同士として互いに対している，ということになる。
4

こうした対自としてある自己のあり方は，既述のこ
とからして，
肯定的なものにも該当する。上でみた，
「各項は，それ自身において，肯定的なものであり，
且つ，否定的なものである」，というヘーゲルの言
葉は，各項が共に対自としてあることを意味してい
るのである。
３ 生物学と前提
(1) 直線的時間
以上の考察を踏まえ，再び村瀬の論考に戻ること
にしよう。
Ⅰ - １-(1) でみたように，村瀬は「自己と非自己
の境界はきわめて曖昧」であるとしているが，さら
に，「その曖昧であることが，自己にとっても非自
己にとっても，進化の拠り所となっている」，とし
ている ( 同 , p.171)。つまり，自己と非自己という対
立するもの同士は，共に進化することで共存してい
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る。彼の別の言い方を用いるなら，「自己と非自己
とがどこまでも循環する」( 同上 ) ことで，進化し続

元空間・直線的時間は，私達の日常感覚に深く根ざ

もちろん，生物学が根本的に前提としている三次

ける一つの生命運動が成り立っている，ということ

したものでもあるため，その捉え直しは全く容易で

である。
はない。生物学に時間次元を新たに開設しようとす
この循環を我々は，空間次元と時間次元との交叉
る村瀬の研究の意義は，その目的の深さ・難しさに
と読み替えた。この読み替えに先立って行った，定
照らして，いくら強調してもし過ぎることはない。
立的対立と非定立的対立との区別，例えば，健康と
このことを確認したうえで，Ⅰ - ２で検討した村
シンメトリーな病気と健康と一体となっている病気
瀬の免疫論を再び取り上げよう。
彼が明らかにした，
との区別は，この次元区分と相関している。
「自己と非自己の二面性を兼ね備えた」抗体の役割
Ⅱ - ２でみたように，対立には，肯定的なものと
は，自己と非自己，内と外との対立的共存を明確に
否定的なものとの非定立的で非シンメトリーな対立
描き出しているだけでなく，「抗・抗・抗・・・自
がまず最初にある。この対立は，非有が絶えず対立
己抗体」という連鎖が現在の免疫系の只中で無限に
の両項を動いていることをヘーゲルと共にみたよう
続いていることを示している点で，免疫機能を時系
に，運動・変化としての対立である。運動は，非定
列的に理解する問題点を鋭く抉り出すものともなっ
立的次元では， で有るところのものでは無い ， で
ている。
無いところのもので有る という仕方で有と非有と
ただし，ヘーゲル論理学に基づくならば，この解
が一体となったものである。三次元空間・絶対空間
明だけでは，村瀬が免疫における対立的共存を真に
を基盤とする生物学は，その空間の静止的性格と相
一つの運動とみていることには必ずしもならない。
俟って，運動そのものを本来的には問題とすること
つまり，
現在における無限の連鎖という彼の視点は，
ができず，結果としてこの対立を捉えることもでき
直線的時間を根本から否定しているとは限らず，む
ない。有と非有が完全に分離・独立し，有の次元で
しろ，直線的時間上にしかないはずの静止点を暗に
二者が定立的に対立するようになってはじめて，そ
ないし素朴に前提としている，ともみることができ
れが生物学の対象となる。
る。免疫の場合でいうと，例えば，免疫系が，いか
注意が必要なのは，生物学が対象とする対立と
なる外部抗原にも対応できると共に，誤って自己を
ヘーゲルがいう第二段階の対立は，重なってはいる
攻撃することもない抗体をつくりだせるシステムと
が全く同じものではない，ということである。ヘー
して完成される時点が，静止点である。もちろん，
ゲルが第二段階で問題としているのは，あくまで自
村瀬自身が強調するように，こうした完成は現実に
己の内から外へと出てきた外的視点であり，それが
はありえず，だからこそ免疫ネットワークの連鎖は
捉える対立である。だからこそ，ヘーゲルの論理で
無限に続いていく。Ⅰ - ２-(2) でみた彼の表現を使
は，その視点を第一段階で問題となっていた運動へ
うなら，「無限の自由度」が免疫系に保たれること
と回帰させることができる。この論理展開は，例え
になる。これを我々の言葉で言い換えると，三次元
ばⅠ - １でみた，細胞から出て来たウイルスが，一
空間外にある視点を前提とすることで導かれる完全
旦空間的に細胞とシンメトリーな関係になった後， に静止した 有 の次元を想定するならば，非定立
再び細胞へと回帰しそこで影響を及ぼすことができ
的な次元で働いている で無い の運動がそこに必
る，という生命運動と親和的である。
こうした生命運動について三次元空間を前提に説
明しようとすると，三次元空間と一体となった「直
線的時間」というもう一つの前提を自ずと導き入れ
ることになってしまう。つまり，ウイルスと細胞が
或る時には一緒になり，別の時には分かれることを，
結合と分離の一つの運動としてではなく，「或る時」
と「別の時」を分断して時系列上に位置づけること
で，空間的に分断された二つの物体同士の静的な関
わりとみることになってしまう。
(2) 素朴な前提と前提の定立

ず復活してくることになる，ということである。免
疫の機能に関して村瀬が問題にしているのは，この
復活である。つまり，村瀬がみている「抗・抗・
抗・・・」は， で無い の運動が 有 の次元に
現れたものであり，
事実，
「抗」と表現できる限りで，
それは 有 の次元で静止状態にある何ものかを前
提としている，とみなすことができる。
序に述べたように，村瀬は，生命の運動が循環を
描いていることを誰よりもよく理解している。
また，
私達の認識・理解と生命そのものとが緊密に連関し
ていることを，鋭く見て取ってもいる (cf., 同 , p. ⅲ )。
村瀬とヘーゲルが分岐する地点は，前提についての
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理解にある。すなわち，村瀬は，前提が定立された

おける二者択一ではなく，対立を乗り越えてより

ものであり，且つその定立された前提が定立を可能

高い次元における二者共存を目指した結果である

にしている，という円環関係を見て取ってはいない

といえる。つまり，同一次元で相反するように見
えるものが共存するためには，より高次の構造の
構成 が必要であり，それなくしては新しい統
一は望めないのである。
」( 同 , p.129)

であろう。換言すれば，生物学研究が発見する諸事
象を，既にそこにあったことが見出される直接態と
はみなしていない，といえるだろう。
そうであるのも，村瀬の研究が，三次元空間と直
線的時間に基づいているとはいえないにしても，そ
れらを完全に否定するまでには至っていないからで
はないだろうか。換言すれば，で有る と で無い
を接近させようと努めてはいるが，結局二つの異な
るものとして並存させたままであるからではないだ
ろうか。この点に関し，彼が「共存」という言葉を
術語に用いていることは示唆的である。というのも，
それは，二つのものが共に存するという意味の，不
連続性を前提とした，空間的な概念だからである。
このように，免疫系を「ネットワーク」と捉え，
「抗・
抗・・・抗体」という無限の連鎖をそこに見て取る
ことが，直ちに一元論的理解につながるわけではな
いのである。
以上の問題は，村瀬が描き出す生命の只中にあ
る 無 限 が，「 そ の 先・ そ の ま た 先・・・」 と い う
仕方で果てしなく続き収束することのない悪無限
(Schlecht-Unendliche, mauvaise-infini) な の か， そ
れとも，自己へと回帰し， 一 に収束する真無限
(Wahrhaft Unendliche, infini véritable) なのか，とい
う問題とも密接に関わっている。
村瀬が，科学者としては――つまり 有 の次元
を本拠地とする者としては――驚くべき大胆さで，
無い を問題にしていることは，ここで強調して
おかねばならない。例えばⅠ -２-(2) でみたように，
彼は，
「免疫系という一つの認識系は，その認識系
自体を認識することができない」，としている。彼
3

3

は人間の認識にも，これと同様の特性を認めている
(cf., 同 , p.106, p.171)。このない は，単なる欠如を
3

3

意味する， ある の反対の ない ，定立的な な
い ではない。認識系が認識系であるための条件と
して，それ自体は認識できない視点が認識系の内か
らその外へと出てくる，という意味の，動的な な
い である。このことは，彼の以下の言葉からも明
らかである。
「一つの統一が成立すると，必ずその統一を破る
例外が現れる。しかし，その例外を取り込むこと
ができれば，以前の統一が強化される形で新しい
枠組みが成立するのである。これは，同じ次元に

先に検討した免疫系の無限の連鎖を思い起こすな
ら，免疫系という一つの統一にも，村瀬のこの言葉
がまさしく該当することは明らかであろう。
それと同時に，彼の以上の言葉は，彼が問題とす
る ない が，「乗り越える」という意味であるこ
とも理解させてくれる。
先の考察と関連づけるなら，
彼のいう ない は，
「その先・またその先・・・」
と続いていく ない のことであり，空間的な な
い ・X 軸上の ない の意味合いが強く，出発点
がすなわち帰着点となる基準＝ゼロとしての 無い
の意味合いは弱い，といえるであろう。
コントラディクション

(3) 矛 盾 へ
以上我々は，村瀬の対立共存論をヘーゲルの対立
論へと接合することで，前者の研究目的のなかに，
時間次元と空間次元とを可能な限り接近させ，一元
的な往復運動として解釈する，という課題がうめ込
まれていることを見出した。この課題の追求は，科
学研究としてはまさしく画期的なことである。ただ
し，ヘーゲルの視座からするなら，我々が村瀬と共
に明らかにした対立共存には，いまだ三次元空間な
いし実在的な空間の残余がみられる。換言すると，
我々はいまだ，研究対象を被定立有とは捉えず，単
に有るものと素朴にみなすか，
定有とみなしている。
あるいは，それを被定立有に近いものとみなしてい
たとしても，研究対象が本質的に不安定であり，そ
の不安定さは論理の運動が静止することで出来する
問題であること，したがってそれを揚棄すること自
体がさらなる課題となる，ということを十分捉える
までには至っていない。それゆえ，村瀬の研究目的
をより徹底的に追求しようとする我々としては，Z
軸上の揚棄を一層突き進めることが重要な課題とな
るのである。
この課題は実のところ，ここまでのヘーゲル解
釈だけでは我々にしても遂行することができない。
『大論理学』の本質論は，対立から 矛 盾 へと変
化していくが，それと相関して，この課題は我々を
矛 盾 についての考察へと誘っている。
矛

盾 は，本質性についての考察全体を総括
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し，それを締めくくる結論部分である。それと同

統一と分裂が同時に働いているのがこの段階であ

時に，それは有論への回帰を含んでいるところで

る。したがって，この段階では，自律性はいまだ外

もある。本質性の考察は，最初の同一性と最後の
矛 盾 ――これが根拠の一元性へと接続してい
く――とが，両者の間にある，差異性，多様性，対
立を囲み，閉じる構造をしている。つまり，それは，
一 から出発して他を通り，再び対立ゼロである
一 に回帰する運動である。したがって，出発点
の 一 と，媒介点の他や多との双方を含むという
点で， 矛 盾 は，本稿で我々が明らかにしようと

を内に含んだままで，
本当には一元化されていない。

した生命運動の核心を端的に示す概念である，とい
うことになる。しかもそれは，Ⅱ - １-(3)- ① -[3] で
みた，空の内を相互に牽引することも反発すること
もなく流れ動いている反射運動の，一つの完結した
領域を代表しており，さらに，後に極めて重要とな
る，全体と部分との関係についての，すなわち，力
についての考察の布石ともなっている。このことか
らすると，対立という概念に定位した本稿は，生命
運動における 矛 盾 を考察するためのいわゆる準
備的考察の位置づけにある，ということができる。
そこで終章では，ヘーゲルの 矛 盾 論を概観
し，本稿後に問題となる論点を明確にしておきたい。
これはⅡ - １と同様の要約的な概観でしかなく，対
立論について行ったような引用と生物の事例とを往
還させた解釈ではないが，次の研究課題を示すこと
はできるであろう。またこの概観は，我々が本稿に
導入した基準＝ゼロという概念を一層明確にし，そ
の重要性を示すことにも寄与するはずである。

終章―ヘーゲル論理学におけるゼロ―
1

自律性
本稿では，図１に示したような，自＝ゼロ点から
出発して，他との差異性・対立を媒介して，より高
次元の 一 である自＝ゼロ点に回帰する運動につ
いて論述してきたが，この運動をヘーゲルは一言で，
自律性 (Selbständige, autonomie) と呼んでいる。
対立の第三段階では，肯定的なものと否定的なも
のは，自己に対して無関心な自律性をもっている，
といえる。Ⅲ - ２で論述したように，両項はそれぞ
れ，他に対する関わりを内在させることで，全面的
な対立を自己内にもっている。それらは，全体とし
ては，自己の他性を通じて自己と媒介され，他を内
に含んでいる。他方で，それらは，他では無いこと
を通じて自己と媒介されている。Ⅲ -２-(1) で 取
り入れ＝排除 と定式化したように，牽引と反発，

真の自律性では，自他，内外の区別は消失し，一元
化される。
補遺
牽引と反発，統一と分裂が同時に働き，前者
に収束せずに両者の間に ずれ が生じている，
ということを具体的に示す事例として，近代と
りわけフランス革命以降，通信・交通・交換手
段が発達して世界空間を縮小させ，それによっ
て世界市場を一点化・同質化するのに比例して
ナショナリズムが強まり，各国が反発しあって
大戦争が起きた，ということ，あるいは，ユダ
ヤ人や華僑のように，アイデンティティーが強
ければ強いほど，多民族，多国籍相互間の他性
を生きる能力が発達し，どのような国・地域で
も逞しく生き抜くことができる，ということな
どを挙げることができるだろう。
自律性という概念を，免疫の機能とつき合わせて
考えてみよう。
以上に述べたように，自律性は他を含んでのみ自
律性である一方で，それ自体としては他を排除して
いる概念である。後者の側面が強まると自のみの純
粋培養のようになって他を失い，結果として自律
性を失ってしまう。いわば自己免疫疾患に陥るよ
うなものである。この同質性による自己崩壊 (sich
auflösen, se dissoudre) の内から，再び他性が芽生え
てくる。
自己の自律性が自己から自律性自体を排除するの
は，自律性が以下のような条件によって成立してい
るからである。1) 自己に対して他である規定を自己
内に含み，2) そのことによって外的なものに対する
関わりを否定し，3) それによって直接的な仕方で自
己であり，4) 自己に対する否定的な規定，つまり他
に属する規定を自己から排除する。
これらの成立条件をⅠ - ２で検討した村瀬＝イエ
ルネ理論に適用していうならば，1) 生体には自然抗
体が，すなわち内なる外としての抗原があり，2) そ
のことによって，外部抗原が生体内の抗体の直接の
鋳型となるような接触ないし攻撃を避けることがで
き，3) 生体内に生み出される抗体＝抗原が自己の枠
組みをつくりあげ，4) それが細菌や化学物質などの
外を自己から排除してくれる，ということになるだ
ろう。
補遺
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る。ここから，4) が自ずと導かれることになる。

除をも排除し，排除自体を自己内対立として受

実際，13 世紀ヨーロッパでペストにより人口

け入れることを意味する。より広い視点からい

が激減し農奴が不足した際に起きた農奴の集団

うと，生きることは，生を排除する死を排除す
ると同時に，そのなかでその排除も排除し，死
を受け入れている。つまり，死との対立・闘争
を受け入れている。この対立・闘争が無くなれ
ば，すなわち排除すべき他が無くなれば，自も
また無くなる。つまり，死ぬ。鎖国や，階級か
ら完全に他を排除したいわゆる同質国家が，自
らの滅亡を招く，という歴史上枚挙に暇がない
事例も，同じ視点から理解することができるだ
ろう。とすると，量に特化した社会が，例えば，
早くて便利で大きくて強いだけで自己消滅して
いく，ということも，やはり同じ視点から容易
に推測しうるであろう。
Ⅲ - ２でみたように，肯定的なものと否定的なも
のとは，相互に排除しあうものとして，相互に規定
しあう。排除する運動は，差異性を立てるという 一
の運動である。この自律性の運動は，具体的には，
免疫系の形成にだけでなく，細胞の栄養の吸収と老
廃物の排泄，毎日何百万と生まれては同数が死んで
いく細胞群などにもみられ，自と他の間の一つの往
復運動として展開されている。この運動において立
てられた相互に異なるものは，排除するものとして，
自己のうちで全面的に排除する運動となり，自己自
身をも排除する。
この運動の論理の具体例として，「主人は奴隷の
奴隷である」という命題を取り上げよう。この命題
を以上の論理に引き付けると，次のように解釈する
ことができる。1) 主人は主人として，奴隷とは無関
心に，外的な関係のうちで定立されている。2) この
定立は，主人は奴隷 では無い という非定立的な
否定性により Y 軸上で媒介されている。主人は，Y
軸と X 軸との往復・循環運動がもつ自律性の外に奴
隷を排除し，奴隷と対立することによって主人であ
る，ということが顕在化する。3) 根本には往復運動
がある限り，つまり，自は他と対をなしてのみ自で
ある限り，主人が奴隷という他を排除することは，
結局は自を排除することになる。排除の論理は自己
内に入り込み，主人は自己内奴隷になる。4) 主人か
ら排除された奴隷は，排除するものから自由となり，
主人を排除する。
補遺
3) の自己内奴隷となった主人とは，具体的に
は，奴隷無しには何もできない主人のことであ

逃亡は，農奴に依存して主人である領主の姿を
浮き彫りにしたことであろう。
2

自己崩壊＝ゼロ＝根拠
矛 盾 は対立の運動を引き継ぎ，肯定的なも
のと否定的なものとからなる二極間往復運動である
が，この二極のそれぞれが，対立よりも一層強く反
対極を内在化させると，両極はついに同質化し，結
果として対立は消え，
「ゼロ (Null, zéro)」（Hegel,
1976, p.72）になる。この対立ゼロは， 矛 盾 に
続く 根拠 (Grund, fondement) の運動がもつ同質
性の基盤となる。
根拠という概念を理解する一助として，軸間・次
元間の運動について，これまで明らかにしたことの
復習を交えながら整理しておきたい。
X 軸・空間軸上で相互に孤立した肯定的なものと
否定的なものは，それぞれプラス地点とマイナス地
点におかれ，外的対立をなす。ここで問題となる否
定的なものは，定立された否定的なもので，それ自
体としては肯定されている。これに対し，Y 軸は本
質的に否定的で，
非定立的な次元にとどまっている。
繰り返し述べてきたように，これは質的で大きさを
もたない限り，本来は軸を構成せず，原点にとどま
る。一方，Z 軸は，はじめは第三者視点として，つ
いで両軸を揚棄する次元として立てられることで，
根拠を構成するようになる。Z 軸の視点こそが，空
間軸の量＝大きさを，大きさの無い Y 軸の時間性に
反映させる。Y 軸の非定立的否定性は，反射運動を
なさしめる鏡の原理をもっている。空間軸上でプラ
ス次元にある肯定的なものは，この非定立的否定軸
に反射して，同じく空間軸上のマイナス次元上に，
定立的な否定的なものであるところの像・イメージ
を生み出す。この空間軸上の否定的なものは，再び
非定立的な時間軸の鏡の反射を通過して，元の空間
軸上のプラス地点に戻る。この運動は，いまや単な
る往復ではなくて螺旋状をなし，常に外部に向かっ
て拡大すると同時に内部に向かって収縮する。この
拡大・収縮運動は一体であり，斥力と牽引力との一
体性に対応している。
先にみた主人と奴隷の関係がそうであったよう
に，はじめは孤立して相互に無関心な X 軸上の関係
にある肯定的なものと否定的なものは，
次の段階で，
では無い という Y 軸の非定立的否定性によって

100

新潟大学教育学部研究紀要

第 10 巻

第１号

連続化することになる。この連続化において，ヘー

極それぞれの他に対する否定的な関わり，
すなわち，

ゲルは――及び彼に導かれた我々は――Z 軸・揚棄

肯定的なもの では無い ，
否定的なもの では無い ，

軸の全体化する視点に立って，相互に対立する肯定

という関わりによって潜在化されている。ついで，

的なものと否定的なものとを，自律的運動が通過す
るモーメントとして，対立関係を内在化させたもの
とみなすようになる。換言すれば，それぞれのモー
メント自体が，X 軸，Y 軸，Z 軸の三次元を含むも
のとなるように，全体を構成することになる。
歴史，進化，社会は，いずれも，無数の個の自律
的循環運動の複合体から成り立っている，といえる
が，生命の運動・変化は，モーメントで閉じること
のない自律的循環運動を，とりわけよく示している
だろう。それは，例えばライオンとシマウマ，人間
と家畜の対立を X 軸上に並ばせ，他方，例えば個の
誕生と死をもって Y 軸を構成せしめ，両軸の揚棄と
して全体を構成する。このことで，それは 殺す 殺される ， 生まれる - 死ぬ の対立――X 軸上の
出来事としてのみ通常捉えられる対立――を超え
て，永遠に続いていく。この全体を構成するために
は，根拠の一元性に立たなければならないだろう。
要するに，外的・空間的ないかなる二者対立も，
実際には非定立的な否定に媒介されて，内的・時間
的に連続して，全体・ 一 を形成し，循環運動を
なしている。そして，この循環運動を循環運動とし
て定立する次元が，我々のいう Z 軸であり，根拠で
ある，といえる。
矛 盾 は，肯定的なものと否定的なものとが
それぞれの内部で相互に定立しあっている限りでの
自律性である。したがって，両極の同質化によって
対立も自律性も消失すれば，総体性及び排除性が顕
在化することになる。ここで排除性が問題となるの
は，先の例に即していうと，主人は奴隷を排除する
ことによって結局は自己を排除することになるから
である。それは主人としての自己の崩壊であり，両
者の対立はゼロに至る，ということになる。
以上のことを，自律性の運動の側からみてみよう。
両極は元々自律性という一つの運動が生み出したも
ので，その運動が互いを定立させている。有論の冒
頭では，有と無の二極が提示され，すぐに成に移行
するが，本質論の視点からすると，そうした直接態
における移り行きの背景では，自律性の論理が働い
ていた，とみることができる。被定立有――直接態
の有に相当する本質論における有――が，排除の運
動により揚棄され，対自的な有，すなわち，二重否
定によって自己に回帰した有として，独立した自律
性に変わる。そうした自律性は，最初のうちは，両

両極それぞれの自律性が定立される。このことによ
り，両極が共に，自己に等しいものとして，すなわ
ち否定運動・他への関わりという自己同等性として
自己規定されることで，自己崩壊しゼロに至るので
ある。
補遺
この他を排除する反射運動は，それ自体であ
る自律性で，被定立有，すなわち他として定立
された有を揚棄する。この揚棄によって，それ
は，対自的な統一，したがって自律的な統一運
動となる。
自律性がもつ，
他を排除するこの反射運動は，
他を排除する限りでは自己を被定立有とする。
しかしながら，それはこの被定立有をも揚棄す
る。この反射運動は，揚棄する自己関係性であ
る。つまり，それは第一に否定運動を揚棄し，
第二に自己を否定運動として定立する。換言す
れば，それは否定運動の揚棄において，その運
動を定立しつつ，同時に揚棄する。
他を排除する反射が行う被定立有の揚棄は，
他を否定するものとして再び被定立有になるこ
とではなく，自己と合体することであり，自己
との肯定的な統一である。自律性は，自己に固
有の否定運動によって，自己に回帰する。この
回帰は，被定立有の否定――これは否定と肯定
の交代作用の停止という意味をもつ――によっ
て，なされることになる。自律性は本質の統一
で，
本質は否定運動による他との一致ではなく，
自己自身との一致からなる。この一致が，ゼロ
の同質性を，したがって根拠の一元性を導く。
根拠――これは自己崩壊でもあり，ゼロになるこ
とでもある――は， 矛 盾 すなわち自己内対立の
解消であり，肯定運動と否定運動の融合である。根
拠は，自律性の完成された形態で，否定運動は，そ
れにおいて自律的本質となっている。それは，この
否定運動のうちで，肯定運動となり，自己同一的と
なっている。しかしこの自己同一性は，否定性とし
ての自己関係に関係し，それを規定している。そし
て，それは排除され，被定立有と化している。本質
は根拠であるが，この根拠は，自己否定における自
己同一的で，且つ肯定的なものである。
根拠が，自己崩壊により導かれるゼロと一致す
る，という点は，ヘーゲル論理学の要である。これ

ヘーゲル『大論理学』から迫る「歴史としての生命」の基準＝ゼロ

は，Ⅱ - １- (2) に示した， 一

とゼロとが一致する，
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ロペディー』第一巻の論理学を「小論学」と呼ぶ

という点と対応している。 矛 盾 におけるゼロの

ことで，両者の区別がなされている。
『大論理学』

概念は，二極の自己崩壊であり，それが根拠という

第一巻第一書の有論には，1812 年刊行の「初版」

一 ，つまり一元性の復活そのものとなるのである。
以上の要約に従うなら，本稿で我々が村瀬と共に
問題としてきた対立は，対立自体を排除し，対立ゼ
ロという次元を根拠の同質性に置き換えていること
になる。このことは実のところ，生物の進化の特性
をなしている，とみなすことができる。現在多くの
生物学者が支持している細胞内共生説に基づくなら
ば (cf., 林 , 2002, pp.28-31)，真核生物の発生以前に酸
素を放出する原核生物と他の生物との対立があり，
この対立が多くの生物を滅亡の危機に追い込んだ
が，この危機が好気性の原核生物を生み，その生物
がやがてミトコンドリアへと転じていくことで，こ
の外的対立は内部対立に，ついで対立ゼロに，つま
り同質化という根拠に到達し，ほとんどの真核生物
の根拠となった，と解釈することが可能であろう。
この解釈に則るなら，その後生物の進化運動が辿っ
た，「ハプロイド体制」「ディプロイド体制」
「上皮
体制」
「間充織体制」
「上皮体腔体制」( 団 , 1996, p.47)，
という各体制も，運動が次々と根拠をつまり次元を
更新していった各プロセスを示している，と考える
ことができるであろう。
この考えを深化させることが，本稿に続く研究の
第一の課題となる。

【註】
序
(1) ヘーゲル『大論理学』については，P.-J. ラバリ
エールと G. ヤーチィックによる仏訳書 Science de
la logique(1972, 1976) に依拠し，適宜，独語原典
および A.V. ミラーの英訳書と G. ジオヴァンニー
の英訳書を参照した。文献一覧には独語原典と上
記仏訳書を記載する。仏訳には同じ二人による改
訳版 (2006, 2010) もあるが，大掛かりな改訳では
なく，また初版にあった訳者注釈が改訳版からは
大幅に削除されているので，初版に基づくことに
した。詳細を極める初版の注釈は，我々からみて
非常に優れたものであり，ヘーゲル解釈の礎とし
て，本稿執筆に際し終始大きな助けとなった。引
用頁数は上記仏訳書のもののみ記載する。必要に
応じて，日本語訳に該当する独語原語と仏訳語を
この順番で丸括弧内に表記する。なお，当書は一
般に『大論理学』と呼ばれており，『エンチュク

と 1832 年刊行の「第二版」があるが，本稿は「初
版」に基づくことにする。
(2) このことは，生命が循環を描いている図を村瀬
が当書表紙に載せていることにも明示されてい
る。この図は付録にも掲げられている (cf., 村瀬 ,
2000, p.371)。
Ⅰ
(1)『歴史としての生命』の最後に「付録」として
付加されているもののうち，
「付録３“ 自己・非自
己循環理論 ” の提唱」には，
「 自己 (self) とは，
境界を自ら構成することのできる 内部 (endo-)
を持つ閉鎖構造を指す。一方， 非自己 (nonself)
とは 自己 の境界によって隔てられた 外部
(exo-) を指す」( 同 , p.369)，という文がある。
(2) 引用に際し，･･････ は引用者による省略箇所を
示す。また，〔 〕は引用者による補足を示す。
この二つ以外の引用文中の記号，すなわち丸括弧
やダッシュなどは，原文のままである。
(3)「ウイルスの増殖と細胞の増殖とは相容れない」
( 同 , p.172)。つまり，非自己である寄生ウイルス
が細菌内で増殖しだすと，自己である宿主細菌は
増殖できないことになる。
(4) この関係を利用して，
「ウイルスを用いたがんの
治療法」が「検討され研究されて」いる ( 同上 )。
(5) ウイロイドについては，
『歴史としての生命』第
一章を参照。
(6) ウイルスを哺乳類進化の動因とみる，といった
研究は (cf., Ryan, 2009)，この反転の典型例であろ
う。
(7) ピアジェが「脱中心化」という用語で示そうと
していることも，まさにこのことであるだろう
(cf., ピアジェ , 2007, p.46)。
(8)「ウイルスが細菌に感染して，ウイルスの遺伝
子が細菌細胞の染色体に取り込まれたり，逆に，
細菌染色体からウイルス粒子が飛びだしていった
りする，いわゆる 自然界での遺伝子組み換え 」
( 村瀬 , 2000, p.128) は，古くからよく知られてい
る。
(9)「外」を「非自己」とみなす村瀬の見方は，註
Ⅰ -(1) に紹介した「付録 3」における自己と非自
己の定義にも示されている。
(10) ウイルスは細胞から分離することで出現した，
というウイルス起源についての仮説がある (cf., 武
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村 , 2013, pp.154-159)。
(11) もっとも，『エッセンシャル免疫学 第３版』の
監訳者笹月健彦は，「監訳者の序」で，「免疫シス
テムは，感染症に対する必須の防御機構として進
化」( パーハム , 2016, p. ⅲ ) した，と記している。
このことからするなら，谷口が固定観念とする免
疫理解は必ずしも「素人理解」とはいえず，むし
ろ免疫学者の間でも，免疫をそもそもどのように
捉えるかに相違がある，ということなのではない
だろうか。
(12)「自然抗体」は，現代生物学では，
「糖鎖など
(
の異種抗原に対する抗体」 谷口 , 2013, p.301)，
あるいは，
「特異性の低い抗体」( 巌佐 , 2013, p.457)
といった，もう少し狭い意味の用語として使われ
ているようである。本論では村瀬の論述を導きに，
イエルネ免疫説の文脈に即してこの言葉を解釈し
た。
(13) 私にとっての私の身体というテーマは，主に現
象学において，E. フッサール，J.-P. サルトル，M.
メルロ＝ポンティ等による突っ込んだ議論が展開
されており，我々のこの論述とも関わるものであ
るが，両者がどのように関わっているかを明らか
にすることは今後の課題とする。
(14) 我々がこのように呼ぶのは， 矛 盾 について
の論考で，ヘーゲル自身がゼロという概念を導入
しているからである。これについては終章で考察
する。なお，本稿とほぼ同じ意味で，水野道夫
が「基準＝ゼロ」という言葉を用いている (cf., 水
野，2008，p.159, p.161)。また，『見えるものと見
えないもの』においてヘーゲル哲学と対峙したメ
ルロ＝ポンティが，「否定−基準（･･･ のゼロ）」
(négation-référence（zéro de...))(Merleau-Ponty,
1964, p.311) という概念を提示している。
(15) ヘーゲル自身は「非定立的」という言い方をし
ていない。註Ⅰ - (16) 参照。
(16)「 定 立 的 (positionnel)」 と「 非 定 立 的 (nonpositionnel)」という区別について，我々はサルト
ルに倣っている (cf., Sartre, 1976)。ただし，サル
トルは，定立的にせよ非定立的にせよ，それらを
意識の作用と捉えている点で，我々とは全く異
なっている。
(17) 本稿では，本文の補遺となる文章を，註とは別
に本文に組み込んだ仕方で提示することにする。
(18) 例えば，自が行動を起こす出発点である こ
こ は，発達の最初期から自明なものとして私達
に与えられているのではない。それは，諸物との
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経験を介した発達の結果成立するものである (cf.,
Piaget et Inhelder, 1966, pp.22-23)。
(19) ヘーゲル論理学における，否定が他になる，と
いう点については，例えば受精卵の分裂・増殖と
いう生物学的事実に定位して，分裂という否定的
出来事が増殖という肯定的他に転化していく，と
いうところにその具体的論証を見て取ることがで
きる〔図３参照〕
。ただし，哲学的には，サルト
ル等によるヘーゲル批判とつき合わせて，慎重な
考察を要する問題である。
(20) 換言すれば，定立的次元と非定立的次元とでは，
「反対」が異なる意味で使われている。
(21) したがって，身体が哲学の重要なテーマとなる。
註Ⅰ - (13) 参照。
(22) 方角の場合には極点すなわちゼロ点との関係が
関わってくるので，
実際には話はより複雑になる。
ここでは，日常生活における方角に関して述べて
いる。
(23) 註Ⅰ - (10) で述べたように，ウイルスは細胞か
ら分化して誕生したという，ウイルス起源につい
ての仮説がある。このように，方向の異なる二つ
の見方があること自体が，ウイルスと細胞との間
の結合と分離の運動を，つまり両者の間の斥力と
引力の運動を，如実に示している，といえる。
(24)「動く遺伝子」については，
『歴史としての生命』
第五章を参照。なお，太田邦夫が提言する「自己
変革する DNA」という観点も (cf., 太田 2011)，こ
の解釈と関わり重要である。
Ⅱ
(1)『大論理学』全体にわたって出てくる用語につ
いては，その引用箇所を指示しない。
(2) ヘーゲルは，「規定性は否定である，というこ
とは，スピノザ哲学の絶対原理である」(Hegel,
1976, p.239)，と述べている。これについては，
スピノザの次の言葉が参考になる。
「限定は，有
が問題となっている限りにおいての物には関係せ
ず，反対にそれは，その物の非有を意味するもの
であります。このようにして，形態は限定にほか
ならずまた限定は否定なのですから，形態は私の
申したように否定以外の何物でもあり得ないとい
うことになります」( スピノザ , 1958, p.239)。
(3) 註Ⅰ - (19) を参照。
(4) では無い という否定項の無限系列が 一
として収束する具体例として，いかなる無限数も
単位数としては一つの数である，ということを挙
げることができよう。
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(5) 質的時間次元を Y 軸とすることで，それが必然
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問，
「対象がない以上，言葉もないはず。

的に大きさをもったものと表現されてしまう，と

およそもののあるなしは，問題になりませ

いう点にこの図式化の難点がある。本稿では，図

ん。いまうつすと言われるのは，いったい

２のように，Y 軸を破線で表現することで，それ
が大きさをもっていないことを示すことにする。
(6)Reflexion は，
「反射」以外に，
「反省」，
「反映」，
「反
照」
，
「鏡映」
，などとも訳すことができ，ヘーゲ
ルの用語としては，これら全ての意味を含みこん
でいる。日本語訳としては，「反省」とするほう
が文脈に適合している場合も少なくないが，本稿
では，一貫して「反射」という訳語を採用する。
これは，第一に，Y 軸という否定性が鏡の作用を
もっていることを，第二に，Reflexion が X 軸と Y
軸との間で往復する運動であることを，第三に，
ヘーゲルにとって，学術研究の基盤にある反省は
反射運動であることを，明示するためである。
(7)『大論理学』の読解からは外れることになるが，
無と反射運動との関係を理解するうえで，柳田聖
山が紹介している，玄宗朝の宰相・張燕公と禅師・
神会との次の問答は，非常に参考となる。
張燕公がたずねた，「禅師は日ごろ，無
念ということを人に学習させていられる。
いったい，無念というものはあるのですか」
答，「無念はあるともいえず，ないとも
いえない。あるといえば，世間でものがあ
るのとおなじことになり，ないといえば，
世間でものがないのとおなじになってしま
う。だから，無念はあったりなかったりす
るものとおなじでない」
問，「何とよべばよろしきや」
答，「何ともよばぬ」
問，「どうすればよろしきや」
答，「どうするということもない。それ
で，無念は説くことができない。いま，わ
たしが説いているのは，問に答えてのこと
だ，問がなければ，説くこともない。あた
かも明鏡のごとくである。像に対しないと
き，鏡中に像をうつすことはない。いま，
像をあらわすのは，物に対していうからだ，
それで像がある」
問，「像に対しないときは，うつします
か（照），うつしませぬか（不照）」
答，
「いま，ものに対してうつすという
なら，対する場合と対しない場合を分たず，
いつもうつしている」

どんなうつしかたです」
答，
「いまうつすというのは，鏡がそれ
みずから明浄であるからだ。自性そのもの
にうつす力があるのである。衆生もまた心
は清浄のゆえに，自然に大知の光があり，
無限の世界をうつすのだ」
問，
「そうだとしても，どういう場合に
可能でしょうか」
答，
「無を見るだけでよい」
問，
「無であるのに，何を見るのです」
答，
「見ても，
それが何だとよびはしない」
問，
「それが何だとよばぬのに，どうし
て見たといえますか」
答，
「無なるものを見るのが，つまり真
に見たこと，つねに見ることなのだ」
神会はここで無念を明鏡にたとえる。明鏡は
ものが来るからうつすけれども，ものがうつら
ぬからといって，無くなるわけではない。むし
ろ何ものもうつしていないときに，明鏡の真価
が発揮されるのである。ここを基点に考えるな
ら，それは対象のあるなしにかかわらぬ，鏡み
ずからの働きといってよい。
うつしていながら，
何もうつさぬといわれる消息がここにある。見
性とか，頓悟とか，自然知といわれる立場は，
そんな明鏡の譬えにおいてもっとも具体的とな
る。( 柳田 , 1975, pp.93-95)
我々からみると，以上の問答，及びそれについ
ての柳田の解説は，ヘーゲル本質論における反射
運動を理解するための格好の導きとなってくれて
いる。柳田はまた，
「ものを映すという作用の中
に，
映すものと映されるもののすべてを映しだす」
( 同 , p.93) といっているが，この言葉も同様に重
要な示唆を含んでいる。
ヘーゲル論理学と禅思想との関係については，
註Ⅱ -(9) も参照。
(8)「絶対的」という言葉についてはⅢ -１-(3) で考
察する。
(9) 註Ⅱ -(7) で，ヘーゲル論理学と禅思想との接点に
言及したが，無をダイナミックな運動と捉えると
いう点は，おそらく前者に特有のことであろう。
(10) 註Ⅱ -(4) を参照。
Ⅲ

104

新潟大学教育学部研究紀要

(1) ただし，この後に述べるように，両者は同じも
のではない。
(2) この論証を支持している哲学者にスピノザがい
る (cf., スピノザ , 1959, p.94)。
(3)「物体が長さと幅と深さとに延長しているもの

第 10 巻

第１号

図３〔団 (1996, p.165) より引用，原著の図番号は省略，図下キャ
プションの「著者」は団まりな〕

であることから，我々はそれが実体であることを
正当に結論する――なぜならば，無に延長なるも
のがあることは全く不合理だから，――従って，
同じことは空虚と想定される空間についても，結
論されねばならない ･･････，即ち，空間には延
長があるのだから，また実体もなければならない
と」( デカルト , 2010, pp.130-131)。
(4) 周知のように，エーテルの存在は，マイケルソ
ン＝モーリーの実験によって否定された。
(5) このことはⅠ - ３の論述と通底している，という
ことが理解されるであろう。
(6) 諸々の他との比較が，すなわち， あそこ とい
う他や， いつか や かつて という他との比
較がなされると，両者の違いが認められるように
なる。
(7) 私達人間が薬物に対して耐性をもち，以前と同
量の投薬では同様の薬効が出なくなることも，同
じ意味をもつ事例である。
図１

図２
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