
ヘーゲルの｢物体論｣

Die Lehre

des

Körpers

in Hegels Philosophie

2008 年 3 月

新潟大学大学院現代社会文化研究科

氏　名　小林 裕明





0. はじめに

　

本論文は、主に、ヘーゲルの自然哲学の諸概念について執筆した｢空間-時間と物質につ

いて―ヘーゲルの物体論―｣、｢ヘーゲルの｢物体｣概念と｢光｣の意味｣、｢自然における主観

性の展開と有機体｣の 3 編の論文と、ヘーゲルの哲学体系について論じた 2 編の論文(｢ヘー

ゲルにおける｢学の自覚｣の構造｣, ｢ヘーゲル論理学における存在と本質の位置付け｣)および

1 つの発表草稿(｢様相論理と時間性について － ヘーゲルを中心として － ｣)の合計 6 編を

基に、終章と補論とを加え、一編の論文として纏め上げたものである。

さて、本論文は、｢ヘーゲルの物体論｣と題している。｢物体論｣というのは、その中にヘー

ゲルの考えの本質が含まれていると考えたからである。自然を、精神とは異なった独自の

体系としながら、精神によって構造化されているものとして見るところにヘーゲルの最も

重要な発想がある。本論文によって、そのことが理解されるものと思う。

最後に、本論文を書き上げるにあたって、佐藤徹郎教授を始め、栗原隆教授、井山弘幸

教授、そして、金子一郎教授ほかさまざまな先生方に大変御世話になった。ここに、心よ

り感謝申し上げるしだいである。
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凡例：

本論文において、基論文に対して、若干の修正がなされている。論文全体の一貫性のた

めの表現等の修正については、特に断りを入れなかったが、内容にかかわる変更と補足に

関しては、可能な限り断りを入れるよう努めた。なお、この際、基論文における註は、各

章末に置き、さらなる註釈は、ページ末に置くことを基本とした。

・文献の略号については、[文献と略号]に示す。

・P[数字]は、該当する箇所の段落番号を示す。

・An.は Anmerkung、Zu.は文献 E における Zusatz を示す。

・文献略号のなしの§[番号]は、文献 GW20 における節番号である。本論文では基本的に

この『エンチュクロペディー』第三版に従う。

・原文の隔字体(Gesperrt) は、引用において斜字体とした(訳においてはボールドとした)。

・引用中の[　]は、執筆者による補足を意味する。

・引用中の[...]は、中略を意味する。

・引用中の[ | ]は、原文中の改行を意味する。

2



文献と略号

[ヘーゲル原典]

[原文]

GW[1-22]：Gesammelte Werke, Rheinisch Westfälische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), 

Hamburg, Felix Meiner, Bd.1-22. 

GW5：Schriften und Entwürfe(1799-1808)

GW6：Jenaer Systementwürfe I

GW7：Jenaer Systementwürfe II

GW8：Jenaer Systementwürfe III

GW9：Phänomenologie des Geistes

GW11, od. LI：Wissenschaft der Logik Erster Band Die Objektive Logik(1812/13)

GW12, od. LI2：Wissenschaft der Logik Zweiter Band Die Subjektive Logik(1816)

GW13, od. HE：Enzyklopädie der philosophischen Wissenscaften in Grundrisse(1817)

GW19：Enzyklopädie der philosophischen Wissenscaften in Grundrisse(1827)

GW20：Enzyklopädie der philosophischen Wissenscaften in Grundrisse(1830)

GW21, od. LII：Wissenschaft der Logik Erster Teil Die Objektive Logik Erster Band Die 

Lehre vom Sein(1832)

SK[1-20]：Werke, E.Moldenhauer, K.M.Michel (Red.), Bd.1-20.

SK3：Phänomenologie des Geistes

SK5：Wissenschaft der Logik I Erster Teil Die Objektive Logik Erstes Buch

SK6：Wissenschaft der Logik II Erster Teil Die Objektive Logik Zweites Buch Zweiter Teil  

Die Subjektive Logik

SK7：Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 

Grundrisse

SK8：Enzyklopädie der philosophischen Wissenscaften in Grundrisse 1830 Erster Teil Die 

Wissenscaft der Logik

SK9：Enzyklopädie der philosophischen Wissenscaften in Grundrisse 1830 Zweiter Teil  

Die Naturphilosophie

SK10：Enzyklopädie der philosophischen Wissenscaften in Grundrisse 1830 Dritter Teil  

Die Philosophie des Geistes

E：Bd.8-10(SK8-10).

HV[1-17]：Vorlesungen, Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, Hamburg, Felix Meiner, Bd.1-17.

HV16：Vorlesungen über die Philosophie der Natur: Berlin 1819/20 nachgeschr. von 

Johann Rudorf Ringier

Verlesung über Naturphilosophie in: Hegeliana(Bd.12; Nachschrift(1823/24,Berlin) von v. 

Griesheim), Frankfrt, Peter Lang, 2000
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[英訳]

M. J. Petry , Hegel’s philosophy of nature,  Allen & Unwin , London , 1970 

A. V. Miller, Hegel’s Science of Logic, Humanity Books, 1998

[邦訳]

加藤尚武訳, 『自然哲学』上, 岩波書店, 1998

加藤尚武訳, 『自然哲学』下, 岩波書店, 1999

樫山欽四郎訳, 『エンチュクロペディー』, 河出書房新社, 1989

長谷川宏訳,『自然哲学』, 作品社, 2005

本多修郎訳,『自然哲学』上, 未来社,1973

本多修郎訳,『自然哲学』下, 未来社,1984

武市健人訳,『大論理学』上-1, 岩波書店, 1994

武市健人訳,『大論理学』上-2, 岩波書店, 1994

武市健人訳,『大論理学』中, 岩波書店, 1994

武市健人訳,『大論理学』下, 岩波書店, 1995

寺沢恒信訳,『ヘーゲル 大論理学』1-3, 以文社,1999

真下信一,宮本十蔵訳,『小論理学』, 岩波書店, 1996

松村一人訳,『小論理学』上/下, 岩波書店, 1978

長谷川宏訳,『論理学』, 作品社, 2005

田辺振太郎,『論理学・形而上学』, 未来社, 1998

加藤尚武他訳,『イェーナ体系構造』, 法政大学出版局, 1999

長谷川宏訳,『精神哲学』, 岩波書店, 1996

金子武蔵訳,『精神の現象学』上/下, 岩波書店,1995

樫山欽四郎訳,『精神現象学』上/下, 平凡社, 1997

村上恭一訳,『惑星軌道論』, 法政大学出版局, 1991

海老澤訳, 『ヘーゲルの｢キルナジウム論理学｣』,梓出版社, 1986

ローゼンクランツ,『ヘーゲル伝』, みすず書房, 1995

[その他諸文献]

[洋文献]

Wandschneider(1975)：D.Wandschneider, Räumliche Extension und das Problem der 

Dreidimensionalität in Hegels Theorie des Raumes: in Hegel Studien Bd.10, 1975

Hösle(1987)[1]：Vittorio Hösle, Raum, Zeit, Bewegung, in: Petry, Spekulation und Erfahrung II,2 

Hegel und die Naturwissenschaften, 1987(『知のトポス』, 新潟大学現代社会文化研究

科編, 2006 に邦訳した).

Wandschneider(1987)[1]：D.Wandschneider, Die Kategorien 'Materie' und 'Licht' in der 

Naturphilosophie Hegels, a.a.O.
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Ilting(1987)：Karl-Heinz Ilting, Hegels Philosophie des Orgaischen, a.a.O.

Hösle(1987)[2]：Vittorio Hösle, Pflanze und Tier, a.a.O.

Wandschneider(1987)[2]：D.Wandschneider, Anfänge des Seelischen in der Natur in der Deutung 

der hegelschen Naturphilosophie und in systemtheoretischer Rekonstruktion, a.a.O.

Wandschneider, Raum, Zeit, Relativität, Philosophische Abhandlungen Bd. 50, Vittorio Klostermann 

GmbH, Frankfurt, 1982

Konrad Gaiser , Die Ursprünge des idealistischen Naturbegriffs bei Platon Begrüßung,  in: Petry, 

Spekulation und Erfahrung II,2 Hegel und die Naturwissenschaften, 1987

M.Quante, Die Natur: Setzung und Voraussetzung des Geistes

Jan van der Meulen, Hegel Lehre von Leib,Seele,Geist. Hegel-Studien Bd.2,1963

Ludwig Siep, Die praktische Philosophie im Deutschen Idealismus,1992

Kant, Werke, Literatur im Kontext auf CD-ROM - vol.20, 2004 

Grundlage der gesammten Wissenscaftslere, in: Fichtes Werke, hrsg.v.I.H.Fichte, Walter de Gruyter, 

1971, Bd.I.

(邦訳：隈元忠敬訳, 『全知識学の基礎･知識学梗概』, 渓水社, 1986)

Fichte, Werke, Fichte im Kontext - Werke auf CD-ROM - 2. erweiterte Aufl.,1999 

E. Cassirer, Zur modernen Physik, 7. unveränderte Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 

Darmstadt,1994

(邦訳：山本義隆訳,『アインシュタインの相対性理論』, 河出書房新社, 1996)

(邦訳：山本義隆訳,『現代物理学における決定, 論と非決定論』, 学術書房, 1994)

ERNST CASSIRER - GESAMMELTE WERKE(CD-ROM), Felix Meiner Verlag, Hamburg 

1998-2003

Max Jammer, Concepts of Force, Dover Pubns, 1999

Max Jammer, Concepts of Mass, Dover Pubns, 1992

Max Jammer, Concepts of Space, Dover Pubns, 1994

J. Kepler, Epitome of Copernican Astronomz & Harmonies of the World, Prometeheus Books, 1995

H. F. Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik. Frankfurt/M. 1965.

(邦訳：久保,高山訳,『導入としての現象学』, 法政大学出版会, 2002)

L. Bruno Puntel, Darstellung, Methode und Struktur Untersuchungen zur Einheit der systematischen 

Philosophie G. W. F. Hegels. (Hegel-Studien /Beiheft 10, 1973)

[和文献]

[ヘーゲル]

酒井修, ｢絶対と限定｣, 『思想』555 号, 1970

酒井修, ｢始元｣, 『哲学研究』426,29,30 号, 京都哲学会編, 1949-50

高橋里美, ｢ヘーゲルの弁証法の論理的構造に関する考察並びに批判｣, 『高橋里美全集』第

3巻, 福村出版, 1973.6

安井邦夫, ｢循環と円環｣, 『思想』678 号, 1980
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近藤良樹,｢可能性・現実性・必然性｣,『理想』540 号

イポリット, 『ヘーゲル精神現象学の生成と構造』, 岩波書店

佐藤泰邦, 『ヘーゲルと目的論』, 昭和堂, 1991

武市健人,『ヘーゲル論理学の世界』, 福村出版, 1967

武市健人,『ヘーゲル論理学の体系』, こぶし書房, 1995

大橋良介, 『ヘーゲル論理学と時間性 』,創文社, 1983

船山信一,『ヘーゲル哲学体系の生成と構造』, 岩波書店, 1963

加藤尚武, 『ヘーゲル哲学の形成と原理』, 未来社, 1996

近藤良樹,『弁証法的範疇論への道程』, 九州大学出版会, 1988

L.Siep(山内訳),『ヘーゲルのフィヒテ批判と一八〇四年の｢知識学｣』, ナカニシヤ出版, 

2001

山内廣隆,『ヘーゲル哲学体系への胎動 フィヒテからヘーゲルへ』, ナカニシヤ出版, 2003

松本正男,『ドイツ観念論における超越論的自我論』, 創文社, 2002

ピエール・マシュレ,『ヘーゲルかスピノザか』, 新評論, 1998

加藤尚武, ｢解説｣ in:『自然哲学』, 岩波書店, 1999

クーノ・フィッシャー, 玉井茂,岸本晴雄訳,『ヘーゲルの論理学･自然哲学』, 勁草書房, 1983

速川治郎, 『科学理論におけるヘーゲル大論理学批判』, 青山社

伊坂青司, ｢イエーナ｢自然哲学｣構想の成立｣ in:『ヘーゲル哲学への新視角』, 創文社, 1999

長島隆, ｢体系期ヘーゲルにおける自然把握と自然哲学の基礎付け｣ in: a.a.O.

加藤尚武, ｢ドイツ観念論と自然哲学｣ in:『ドイツ観念論と自然哲学』, 創風社, 1994

黒崎剛, ｢理念と自然｣ in: a.a.O.

原崎道彦, ｢進化論とヘーゲル｣in: a.a.O.

松山寿一, ｢自然の威力と自然の無力｣ in:『ドイツ自然哲学と近代科学』, 北樹出版, 1992

松山寿一, ｢シェリング、ヘーゲルの自然哲学と現代科学｣ in: a.a.O.

本多修郎, ｢ヘーゲル自然哲学とシステム思考｣ in:『ヘーゲル読本』, 法政大学出版局, 1992

笹澤豊, ｢感覚・知覚・悟性｣ in: a.a.O.

上村芳郎, ｢心の魔術的な関係｣ in: a.a.O.

門倉正美, ｢ヘーゲルのニュートン批判｣ in: a.a.O.

松本正男, ｢時間・空間・エーテル｣ in: a.a.O.

伊坂青司, ｢物質はいかにして精神を生み出すか｣ in: a.a.O.

『続・ヘーゲル読本』, 法政大学出版局,1997

[その他]

P. プラース, 『カントの自然科学論』, 晢書房, 1992

『自然哲学とその射程』, カント研究会, 晃洋書房, 1993

松山寿一, 『ドイツ自然哲学と近代科学』, 北樹出版, 1992

松山寿一,『ニュートンとカント』, 晃洋書房, 2006
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伊坂青司, 松山寿一, 長島隆,『ドイツ観念論と自然哲学』, 創風社, 1994

加藤尚武編,『ヘーゲル哲学への新視角』,  創文社, 1999

シェリング, 『シェリング初期著作集』, 日清堂書店, 1977

『シェリング自然哲学とその周辺』, 梓出版, 2000

『シェリング論集 1 シェリングとヘーゲル』, 晃洋書房, 1995

『シェリング論集 2 シェリングとドイツロマン主義』, 晃洋書房, 1997

『シェリング論集 4 シェリング自然哲学への誘い』, 晃洋書房, 2004

H. J. ザントキューラー『シェリング哲学』, 昭和堂, 2006

ラウト,『フィヒテのヘーゲル批判』, 共同出版, 1987

隈元忠敬,『フィヒテ『全知識学の基礎』の研究』, 渓水社, 1986

クローナー, 『ドイツ観念論の発展 I』, 理想社, 1998

クローナー, 『ドイツ観念論の発展 II』, 理想社, 2000

日本現象学会編,『現象学と現代科学』, 北斗出版, 1987

プラトン,『メノン』(in:『プラトン全集 9』, 岩波書店, 1974)

プラトン,『饗宴』(in:『プラトン全集 5』, 岩波書店,1974)

プラトン,『パイドン』(in:『プラトン全集 1』, 岩波書店,1975)

プラトン, 『国家』(in:『プラトン全集 11』, 岩波書店, 1976)

プラトン,『パイドロス』(in:『プラトン全集 5』, 岩波書店, 1974)

プラトン, 『ティマイオス』 (in:『プラトン全集 12』, 岩波書店, 1975)

アリストテレス, 『カテゴリー論』(in:『アリストテレス全集 1』, 岩波書店,1971)

アリストテレス, 『自然学』(in:『アリストテレス全集 3』, 岩波書店,1968)

アリストテレス, 『天体論』(in:『アリストテレス全集 4』, 岩波書店,1968)

アリストテレス, 『形而上学』(in:『アリストテレス全集 12』, 岩波書店,1963)

アリストテレス, 『霊魂論』(in:『アリストテレス全集 6』, 岩波書店,1968)

ロス, 『プラトンのイデア論』, 晢書房, 1996

藤沢令夫,『イデアと世界』, 岩波書店, 1980

藤沢令夫, 『プラトンの哲学』, 岩波書店, 2006

山本光雄, 霊魂論｢解説｣(in:『アリストテレス全集 6』, 岩波書店,1968)

出隆, 『アリストテレス哲学入門』, 岩波書店, 1972

ロイド, 『アリストテレス』, みすず書房, 1973 

アクリル, 『哲学者アリストテレス』, 紀伊國屋書店, 1985

アラン, 『アリストテレスの哲学』, 以文社, 1979

桑子敏雄, 『エネルゲイア』,東京大学出版会, 1993

『ギリシャ哲学の最前線 II』, 東京大学出版会, 1986

アームストロング, 『古代哲学史』, みすず書房, 1999

ヒルシュベルガー, 『西洋哲学史 I』, 理想社, 1967

加藤信朗, 『ギリシア哲学史』, 東京大学出版会, 1996

中畑正志, ｢アリストテレス｣ in:『西洋哲学史 古代・中世編』(ミネルヴァ書房, 1997)
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パラケルスス, 『奇跡の医の糧』, 工作社, 2004

広松渉, 『相対性理論の哲学』, 勁草書房, 2005

アインシュタイン, 『アインシュタイン選集 2』, 共立出版 , 1970

ニュートン, 『世界の名著 26 ニュートン』, 中央公論社, 1971

[執筆者の論文等]

小林, ｢ヘーゲルの『精神現象学』における精神と自己｣, 2001(修士論文)

小林,｢Hegel の Anthropologie における Leib,Seele,Geist の考察｣, 広島大学文学部西洋哲学研

究室編, 『シンポジオン』復刊 47 号, 2002.3

小林,｢ヘーゲルの哲学体系と論理学｣, 広島大学文学部西洋哲学研究室編, 『シンポジオン』

復刊 48 号, 2003.3

小林,｢ヘーゲルの｢論理学｣における始元論｣, 広島哲学会編,『哲学』55集, 2003.10

小林,｢ヘーゲルの哲学体系と精神の意義についての研究｣, 2004(学位論文・博士(文学))

小林,｢ヘーゲルにおける｢学の自覚｣の構造｣, 広島大学文学部西洋哲学研究室編, 『シンポジオン』

復刊 49 号,2004.3

小林,｢ヘーゲル論理学における存在と本質の位置付け｣, 広島哲学会編,『哲学』56集,2004.10

小林,｢空間-時間と物質について―ヘーゲルの物体論―｣, 新潟大学現代社会文化研究科編, 

『現代社会文化研究』第 35 号, 2006.3

V. ヘスレ（翻訳;小林）, ｢空間、時間、運動｣, 新潟大学現代社会文化研究科編, ｢知のトポス｣, 

2006.3

小林,｢ヘーゲルの｢物体｣概念と｢光｣の意味｣, 新潟大学現代社会文化研究科編, 『現代社会文

化研究』第 37 号 2006.12

L.ジープ（共訳;小林）, 『応用倫理学』, 丸善, 2007.1

小林,｢自然における主観性の展開と有機体｣, 新潟大学現代社会文化研究科編, 『現代社会文

化研究』第 39 号 2007.7
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1. 序章 ― ヘーゲルの哲学体系と自然

1.0. 序 ― 本論文の主題と構成

・本論文の主題：

本論文は、ヘーゲルにおける｢物体｣の構造を、とりわけ、その｢自然哲学｣の展開の分析

を基に解明することを目的としている。ただし、ここで、｢物体｣(Körper)とは、必ずしも、

｢物質｣(Materie)と同じものを意味していない。本論文では、｢物体｣は、｢個体的物体｣一般

を意味すると考えてほしい。それは、一つの個体として、また何らかの諸規定をも持った、

物体であり、単なる｢物質的物体｣から、｢物理的｣個体性、そして、有機的個体性までを含

むものである。

しかし、このヘーゲルの｢物体｣概念は、｢自然｣のみに関わるものではない。それは、ヘー

ゲルにおいて、自然そのものが、自然のみではなく、精神と論理的なものの領域との関係

の上に成り立っているからである。従って、本論文においては、必然的に、体系全体の観

点が重視される。とりわけ、精神的なものの自然における働きが考察の対象となる。

以上に関連した本論文の諸課題については、序章の最後に論じることにするが、ここで

は、本論文の構成を、簡単に述べておくことにしたい。

・本論文の構成：

まず、序章においては、ヘーゲルの哲学体系全体の考察を通して、ヘーゲルにおける｢自

然｣の位置付けを行なう。ここでは、とりわけ、ヘーゲル哲学体系が｢3 重の推論｣の体系と

して理解されるとともに、その中で、自然と精神の体系的な関係を、そして、それに基づ

く、自然内部における一般的な規定を取り上げる。

2 章以降が、本論文の本論となる。2 章においては、ヘーゲルの｢空間と時間｣の展開を、

その推論体系において考察する。ヘーゲルは、自然哲学の第一の領域である｢力学｣を、｢空

間と時間｣から展開し、｢物質と運動｣、そして、｢絶対的力学｣として太陽系を論じている。

この 2 章では、これを、自然哲学におけるヘーゲルの叙述に沿って把握すると共に、その

｢論理学｣、そして、射影空間論への連関も示した。

3 章は、特に、｢力学｣から｢物理学｣への移行を対象としている。この 3 章においては、

｢力学｣から｢物理学｣への移行における｢物質｣概念から、｢物体｣概念、そして、｢光｣の概念

の意味を、｢内なるもの｣と｢外なるもの｣の統一という観点において、際立たせた。この｢内

なるもの｣と｢外なるもの｣の統一の構造が、太陽系においては｢限度｣の体系を形成し、｢光｣

をエレメントとする｢物理学｣を介して、真には、｢3 重の推論｣の統一として、自然におい

て、有機体へと完成させられる、というあり方が理解される。

4 章においては、2 章と 3 章において考察された｢物体｣構造を基に、いかに、｢物理的｣個
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体性が、有機体へと展開し、そして、有機体において、それが実現するかを考察する。こ

こでは、とりわけ、上の｢3 重の推論｣の自然における完成のあり方、自然における精神的

なものとしての有機体の｢主観性｣の意味を取り扱う。

最後に、終章は、ヘーゲル哲学体系における身体、魂、霊の関係を論じる論考である。

ここでは、歴史的諸思想との関連や精神哲学における｢人間学｣の位置付けを取り上げなが

ら、そして、序章において論じた体系全体の視点へと還帰しつつ、2 章から 4 章において

論じてた自然哲学における物体論の体系全体における意味を探究する。

・基本文献に関して：

なお、本論文では、F.Meiner 社版の『エンチュクロペディー』第 3 版を基本文献とし、

必要に応じて、Suhrkamp 版『エンチュクロペディー』第 3 版(特にその補遺)、そして、

『エンチュクロペディー』第 1 版、『諸講義』、また、イェーナ諸草稿などを参照する形

を採った。詳細は、凡例、及び、文献表(｢文献と略号｣)を参照してほしい。

そこで、以下、この序章において、ヘーゲルにおける｢自然｣の位置付けを、ヘーゲルの

哲学体系の構造を考察することによって示すことにしたい。最初に、1.1 として、｢ヘーゲ

ルにおける｢学の自覚｣の構造｣を論じる。これは、ヘーゲルの哲学体系を、｢3 重の推論｣の

体系として論じるものである。次に、転じて、1.2｢ヘーゲル論理学における存在と本質の

位置付け｣は、｢論理学｣内部での絶対的理念の｢実現｣における存在と本質の位置付けの論で

ある。ここでは、とりわけ、ヘーゲル推理論における｢3 重の推論｣の展開のより詳細な考

察に注目してほしい。さらに、1.3 において、カントの様相論とヘーゲルの論じるスピノザ

とライプニッツ論との対比においてヘーゲルの様相論を考察することを通して、ヘーゲル

の｢自然｣概念を、特徴付け、そして、最後に、1.4 において、ヘーゲルの自然哲学の内部に

おいて規定される｢自然｣概念を取り上げ、そのもとで、本論文の主題である｢物体論｣の課

題を提示することにしたい。

それでは、まず、｢ヘーゲルにおける｢学の自覚｣の構造｣を見る。
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1.1. ヘーゲルにおける｢学の自覚｣の構造

1.1.0. 序

ヘーゲルは、哲学にその総体性を要求している。周知のように、この要求から、ヘーゲ

ルの哲学体系が形成されている。このとき、ヘーゲルは、哲学の展開を内容の自己展開と

して位置付ける一方で、知に対する内容という構造をも認めている。このことが、ヘーゲ

ルにおいて、学の｢自覚｣の構造を生み出しており、さらに、この構造が、論理学を本来の

｢学｣とする一方で、実在的諸学、そして、また、『精神現象学』についてもその必要性と

位置付けをヘーゲルの学において与えている。

本節においては、ヘーゲルの学が、このような｢反省の立場｣を包含する｢学の自覚｣の構

造においてその｢総体性｣を形成していることを示したい。

1.1.1. 学の総体性と反省の立場

(1)学における区別と同一性

L.ジープは、彼の著書(『ﾍｰｹﾞﾙのﾌｨﾋﾃ批判と一八〇四年の｢知識学｣』)において、ヘーゲ

ルの立場をフィヒテの立場との区別において根源分割の立場として特徴付けている。この

ようにヘーゲルの哲学の特徴を根源分割とするのは確かに正しい。しかし、このことには、

注意が必要である。フィヒテは、ただ絶対者が自身と有限者へと根源分割するという立場

を独断として批判しているのであるが、確かに根源分割が始元においてただ端的に仮定さ

れるとすれば、それは独断的であると言える。ヘーゲルにおいて、この根源分割は如何に

位置付けられるのであろうか。

ヘーゲルは、『大論理学』｢絶対的理念｣の第 26 段において次のように述べている。

｢存在、論理的な学の内容の始元のもとでは、論理的な学の概念は、この学の内容に外

的な知として主観的な反省において現れる。｣(SK06 Die absolute Idee P26)1

ここでは、｢内容の始元｣とそれに｢外的な知｣との分離が考えられている。学は、このよう

な分離から始まり、｢内容そして対象としての自身の立場を止揚すること、そして、学の概

念を認識することでもって終わる。｣(ebd.)。ここで、この自身の概念を認識した理念、｢絶

対的理念｣が、｢内容の始元｣とそれに｢外的な知｣との始元における分離の統一である。この

ように分離から統一へと学の運動が語られるときには、この運動の結果、始元と帰結との

統一、即ち、学の｢円環｣(Kreis)(ebd.P25)が形成される。(始元における分離は、それが｢外

的な知｣による存在の前提を意味する限り、むしろ同一性であり、この同一性は、そのよう

なものである限りで区別である。始元において、区別は、直接的であるが故の区別であ

る。)

(2)｢方法｣の諸展開

ヘーゲルは、このような学の運動を｢絶対的理念｣において｢方法｣(Methode)の展開として

説明している。絶対的理念は、自己思惟である純粋な人格性として登場する。これは学の

それまでの展開(内容)に対して形式という意味を持つと同時に、｢方法｣の展開は、それ自
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身、形式と内容の展開である。形式と内容の展開は、本質論の｢根拠｣において論ぜられる

が、へーゲルは、その展開を本質論全体における｢現象｣から(｢現実性｣における)顕示への

運動としても説明している。しかし、顕示が還帰としても立てられるのは概念においてで

あり、概念の運動が(形式的に)定立されたものが推論の運動である。｢方法｣の展開は、理

念の展開として、この推論の展開として理解されうる。

へーゲルは、始元を、直接性という内容と普遍性の形式を持つものとして規定する。始

元は、概念の内的な運動(普遍、特殊、個別)であり、進行が、その定立された｢判断｣

(Urteil)である。この運動は、推論(Schluss)を形成して帰結し、(狭義の)始元、進行、帰結の

運動、弁証法(Dialektik)の運動を形成する2。しかし、｢方法｣において、この運動は、その

第一の展開を形成するにすぎない。というのは、この第一の展開の運動の結果において形

成される新たな始元から、｢方法｣の第二の展開が展開されるからである。新たな始元は、

第一の展開の運動の結果として、｢演繹されたもの｣(Abgeleitetes)(ebd.P18)という規定を持っ

ている。この規定によって、第二の展開における運動は、新たな始元と先の始元との区別

をその原理とすることになり、この規定性によって、新たな始元は、先の始元と対立する

ものである。その結果、この対立を止揚すること(という｢要求｣)として、第二の展開にお

ける運動は、第一の展開の進行に対して後退として規定される(ebd.P20)。

方法は、この第二の展開において初めて、内容と関わる。そして、方法は、この内容と

いう契機によって、自身を｢一つの体系｣へと拡大させる。ここで、方法は、直接的なもの

である始元に対して媒介の形式として関係し、その媒介のあり方において、共に直接的な

ものである始元を、存在、本質、普遍性(概念)という諸始元として規定する(ebd.P21)。即

ち、この展開においては、方法は、内容における展開と形式(思惟)における展開とに分裂

しており、方法は、それ自身としては、形式(思惟)の展開として、内容に関わるものとし

てある。この第二の展開から見れば、先の第一の展開は、抽象的な弁証法の進行の運動に

すぎない。しかし、第二の展開の運動も、その内容と形式の分離が故に無限進行の運動に

留まるものである(ebd.)。

さらに、ヘーゲルは、｢絶対的理念｣第 22 段から、第二の展開における運動を振り返る形

で、｢方法｣の第三の展開を述べ、その運動を規定している。そこで、ヘーゲルは、(度々用

いられる)概念(主観)－手段－客観という推論における第一の前提、即ち、概念(主観)－手

段という判断を引き合いに出し、第三の展開の運動を、全体としては、概念の普遍性の絶

対的に｢伝達｣する運動として規定する。このような側面は、｢方法｣の第一の展開に対応し

ている。しかし、ヘーゲルは、第三の展開の運動を、他方で、｢しかし、相関は、また、第

二の、否定的なあるいは弁証法的な側面をも持っている｣(ebd.P23)とも特徴付ける。ここで

｢弁証法的な側面｣とは、概念(主観)と客観との方法における対立の側面を意味しており、

これは、方法の第二の展開に対応している。

こうして、この第三の展開は、第一の展開と第二の展開の統一という意義を持っている。

この運動は、絶対的な｢伝達｣でもある対立において、自身を｢内容から内容へ｣(ebd.P22)と

概念の必然性に応じて進行させる。このような運動は、自身を自身の契機へと根源分割し

そこにおいて自身へ反省しているという概念の発展の運動に他ならなく、第三の展開の運
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動は、第二の展開のように方法(概念)が内容に関わるだけでなく、むしろ内容を定立する

という運動であり、ここにおいて内容と形式(思惟)との先の分離は止揚されている。こう

して、第三の展開の運動において、学は、自己思惟である純粋な人格性へと到達し

(ebd.P23)、絶対的理念における｢方法｣の展開において自身を認識する(ebd.P26)。このこと

によって、学は自身の始元へも還帰しているのであり、学は完結する(ebd.)。

・3 重の推論としての方法の展開：

以上のような｢方法｣の展開は、3 重の推論を形成していると言える。即ち、｢方法｣の第

一の展開は、現存在の推論としての概念－存在－本質であり、第二の展開は、反省の推論

としての存在－本質－概念である。第三の展開は、必然性の推論としての本質－概念－存

在であり、3 重の推論の形成する一つの推論である。学は、この展開において、客観的展

開と主観的展開へと自身を根源分割し、自身へ還帰しているが、この展開は、｢推論｣にお

ける根源分割として、それ自身としては、観察者の展開である。このとき、客観的展開と

主観的展開の分離(これは第一の展開と第二の展開との分離でもある)は、先の｢内容の始元｣

とそれに｢外的な知｣の分離に対応しており、学における｢反省の立場｣を形成している。こ

れらの両展開を、第三の展開が自身の契機として含んでいるのである。

このように、学の展開は 3 重の推論を形成している。だが、このときにも、学の｢内容の

始元｣は、存在であることには変わりはない。理念が｢内容の始元｣とそれに｢外的な知｣とに

根源分割し両者が始元において分離していることは、学の｢進行｣においては、始元が存在

として(｢外的な知｣によって)前提されることであり、この前提する判断が学の最後におい

て理念の根源分割として認識されるのである。学の区分、即ち、始元と帰結との分離を前

提とした構造は、この立場に基くものであり、この立場において、存在論、本質論、概念

論という区分がある。このとき、学の 3 重の進行は学の諸領域をまとめ上げ、逆に、諸領

域はそれぞれにおいて諸進行をまとめ上げている。｢方法｣が形成する総体性(3 つの推論の

一つの推論)は、このような内容的総体性と形式的総体性の統一でもあり、それ故に、｢方

法｣の 3 重の推論は、諸領域としても、諸進行としても考察されうる。

学は、このように諸総体性の総体性を形成することによって自身を理念として定立する。

このとき、確かに、｢始元は、ただ、哲学しようと決意する主観へのみ関係しているだけで

あり、学そのものには関係していない｣(E § 17)3と言いえるが、これは、ヘーゲルにとって

学が現象に留まることを意味していない。｢方法｣の展開は、このような学の諸領域を理念

の展開として規定する。ヘーゲルにとって、学は、現象であり顕示であり、学は、客観と

主観の分離における展開を即ち｢反省の立場｣を自身の中に含んでいることよって初めてそ

の｢自覚｣に至り、そうして初めて学である。これが、ヘーゲルにおける学のあり方である4。

(3)始元に関する諸見解に対して

以上から明らかなように、始元にただ存在と無の弁証法を置く見解は、不十分なもので

あろう。ヘーゲルの学において、内容は、確かに、それ自身の弁証法によって展開し、学

の諸展開は、ただ主観に属するものではない。しかし、このことは、学の展開が、ただ客

観的な展開であることを意味するものではなく、客観の展開をも主観の展開をも自身の中

に含んでいることを意味している。始元における総体性は、存在と無の動揺と見られるべ
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きではなく、存在とそれに｢外的な知｣と見られるべきである。

また、存在と無の動揺などが、学の抽象的本質としての前弁証法とされることにも、注

意が必要であろう5。前弁証法という見方は、それが絶対的理念の運動であり、学の展開が

現象でもあるという点において確かに正しいが、しかし、ヘーゲルにとって、学は、物自

体のように背後に留まっているものではなく、むしろ、事の全体であり、絶対的理念の運

動は、論理学に他ならない。学の現象は、顕示である。

このように、学は、絶対的理念である。絶対的理念は｢純粋な人格性｣であるが、この｢人

格性｣は、ヘーゲルにとっては、始元において端的に(｢人格性｣として)前提されてはならな

いものである。さもなければ、ヘーゲルにとって欺瞞に陥ることになる6。また、この人格

性は、無限に目標に留まるものではなく、学は、この｢人格性｣の自己思惟として自覚され

る。即ち、ヘーゲルにとって、学は、反省の立場に留まるものではなく、｢内容の始元｣と

それに｢外的な知｣への始元における根源分割は、この絶対的理念の自己判断であり、絶対

的理念が、根源分割するものである。

さらに、この絶対的理念は、認識の理念の運動における知と対象の統一の結果である無

限な思惟であり、これは『精神現象学』の結果に対応するものである。しかし、絶対的理

念は、｢思惟｣として登場するのであり、｢存在｣としては登場しない。ヘーゲルが｢始元論｣

において始元を｢純粋な存在｣として語るときに、｢純粋な存在｣は、対象との全くの統一に

ある知の｢反省の表現｣である｢直接性｣として説明される。このように知に前提されたもの

が始元としての｢存在｣であり、この自己定立の運動が、絶対的理念の運動、自己思惟の運

動であり、これがまた、学の始元と帰結における存在と思惟とを結び付けているのである

(ただし、『精神現象学』の絶対知における運動も、絶対的理念の運動も、存在と無の弁証

法に一致するものではない)。

1.1.2. ｢第一の学｣であり｢最後の学｣としての論理学

以上のようなヘーゲルの哲学の構造は、学の｢自覚｣の構造として示されうる。

(1)｢方法｣の運動と学の｢自覚｣

へーゲルは、『大論理学』｢絶対的理念｣の第 26 段において次のように述べている。

｢第一に、論理的な学がその固有の概念を把握したということが言及されなければなら

ない。存在、論理的な学の内容の始元のもとでは、論理的な学の概念は、この学の内

容に外的な知として主観的な反省において現れる。しかし、絶対的な認識することの

理念においては、論理的な学の概念は、理念の固有な内容となってしまっている。こ

の理念は、それ自身、純粋な概念であり、この純粋な概念は、自身を対象として持っ

ており、そして、それが自身を対象として持っていながらその諸規定の総体性を通り

抜けることによって、自身をその実在性の全体へと、学の体系へと形成し、そして、

このような自分自身を概念的に把握することを把握すること、従って、内容そして対

象としての自身の立場を止揚すること、そして、学の概念を認識することでもって終

わる。－ 第二に、[...]｣(SK06 Die absolute Idee P26)7

この下線部は、｢絶対的理念｣における運動、即ち、｢方法｣の展開において、学が自覚に至
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ることを示している。｢方法｣の運動は、論理学全体の理念の運動の回顧でもあるが8、これ

によって、学は自身を把握し、理念としての自身に還帰する。このように、学の自覚は｢方

法｣の運動において(主題的に)行われ、この｢自覚｣でもって学は完結する。また、ヘーゲル

にとって学の完結が学の｢自覚｣と相応していることは、『エンチュクロペディー』におい

ても語られている。｢学の概念、従って、最初の概念は、－ それが最初の概念である故に、

学の概念は、思惟が(言わば外的な)哲学する主観にとっての対象であるという分離を含ん

でおり、－ 学そのものによって把握されなければならない。哲学の概念の概念へ、そうし

て、哲学の還帰と満足へと到達するということこそ、学の唯一の目的、行為、目標であ

る。｣(E § 17)9。また対応して、｢論理学｣の最後にも、｢学は、このようなあり方で、自分

自身の概念を、理念がそれに対してあるところの純粋な理念として把握することをもって

完結する。｣(E § 243)10と言われている。

これらの叙述は、へーゲルにとって、｢方法｣の運動において学の｢自覚｣が行われ、これ

によって学が完結することを示しており、このことはまた、｢方法｣が論理学に属するもの

である限り、学は論理学において完結することを意味している。

(2)論理学の媒介の二面性

しかし、ヘーゲルは、このように論理学における学の完結を語りながら、他方で、論理

的理念の自然への移行をも述べている。この自然への移行は、先の学の完結に対して学の

自己還帰の第二の意義として述べられているのであるが11、ヘーゲルは、『大論理学』を

締めくくって、それを次のように語っている。

｢この媒介[理念の自己解放の決意によって定立された媒介]から、概念は、外面性から

自身へと至った自由な実存在として自身を高め、精神の学において、その解放を自身

によって完成させ、そして、自身を概念的に把握する純粋な概念としての論理的な学

において自分自身の最も高い概念を見出すのである。｣(SK06 Die absolute Idee P27)12

このように、学は、実在的領域の展開の結果、｢自分自身の最も高い概念｣を見出す。それ

は、論理学において見出されるのであり、これが論理学の媒介を形成している。このよう

な論理学の媒介に対応して、ヘーゲルは、『大論理学』の｢始元論｣において、学の始元の

媒介性について、それを論理学自身における媒介として述べる他に、『精神現象学』によ

る媒介としても述べている13。 この『精神現象学』による媒介は、諸学の円環における媒

介と考えられるべきであろう14。『エンチュクロペディー』第一版においては、ヘーゲル

は次のように述べている。

｢私は、以前、『精神現象学』を、意識の学的な歴史を、それが学の概念の生産である

のであるから純粋な学に先行していなければならないという意味において哲学の第一

部として取り扱った。しかし、同時に、意識とその歴史は、それぞれの他の哲学的な

学と同じ様に絶対的な始まりではなく、哲学の円環の中にある一つの分枝であるので

ある。｣(HE § 36 An.)15

このように、ヘーゲルは、1807年当時の『精神現象学』の意義を、『エンチュクロペ

ディー』第一版においては、(｢同時に｣としながらも)｢哲学の円環の中にある一つの分枝｣

に求めている。こうして、論理学、自然哲学、精神哲学の相互媒介の中で、論理学もまた、
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精神哲学に媒介されているのであるが、このような諸学の円環の意味と論理学と実在的諸

学の関係がさらに考察されなければならない。

(3)｢第一の学｣であり｢最後の学｣としての論理学

・諸学の円環の意味：

上のように、ヘーゲルは、諸学の円環を語るのであるが、『大論理学』｢認識の理念｣の

導入部(SK06 Erkennen P12)においては、論理学が｢第一の学｣であり｢最後の学｣であると述

べている。このことは、諸学の円環過程において、ただ、論理学、自然哲学、精神哲学が、

相互に同じ立場で媒介し合っているのではないことを意味している。このことは、次の E 

§ 18 における諸学の展開に関する叙述を見てもわかる。

｢ [(1)]理念は、端的に自己同一的な思惟として自身を明らかにし、同時に、[(2)]この

思惟は、対自的であるために、自身に自分自身を対立させ、[(3)]このような他者にお

いても、ただ、自分自身の許にあるという活動として自身を明らかにする。そうして、

学は、3 つの部分に分かれる。

I. 論理学、即且対自的な理念の学、

II. 自身の他在における理念の学としての自然哲学、

III. 自身の他在から自身へ還帰する理念の学としての精神の哲学。｣(E § 18)16

ここで、ヘーゲルは、下線部(1)、(2)、(3)という理念の展開に対応して学の諸部門を

I、II、III、即ち、論理学、自然哲学、精神哲学として述べている(｢そうして、学は、3 つ

の部分に分かれる。｣)。しかし、ここで、上の(1)と(2)の間に｢同時に｣があることは、ヘー

ゲルは理念の展開を単純に上の(1)から(3)への展開として述べているだけでなく、(1)、

(2)、(3) の関係が、(1)であり、また、｢同時に｣、(1)は(2)、(3)と展開するというように語ら

れていることを意味している。このような(1)であり(1)→(2)→(3)であるという構造は、第

一版(の HE § 11)においても基本的に変わらない。

こうして、論理学は、論理学として自己媒介であると同時に、自身の中に諸学の円環と

いう媒介を持っていると言えるだろう。そして、このようにして実在的諸学は論理学の自

己還帰の一つの｢契機｣であるが、この媒介において学は自身を論理学として見出すのであ

るから、論理学は、そのままの形で、｢即自的な｣学であり、｢即且対自的｣(E § 18)に学であ

ると言える。これが、諸学の円環、実在的諸学による論理学の媒介と論理学における自己

媒介が同時に言われることの意味であろう。

・｢方法｣と学の実在的領域：

このような二面性は、｢方法｣の二面性と考えられる。即ち、ヘーゲルは、自然を、理念

の｢直観｣(Anschuung)とするのであるが17、｢絶対的理念｣の始めにも、｢絶対的理念｣が、｢直

観｣であることを述べている18。また、｢方法｣に関する注釈的な叙述の中には、自然と精神

の例を挙げるものや、絶対的理念の自然と精神への｢映現すること｣(scheinen)もまた述べら

れている19。このように、｢方法｣として論じられる学の｢自覚｣の運動は、論理学の内部の

ものを指し示すと共に、自然と精神の領域をも指し示している。

論理学は、｢即自的な｣学としては、論理学の｢主観性｣(SK06 Die Absolute Idee P26)が故に、

論理学は、自然へと移行する。この学の｢主観性｣は、学は学としての｢外｣との媒介を経て

25



いないということ、あるいは、論理学が、｢私たちにとって｣の学にすぎないということを

意味している。このように、論理学がまだ自覚に至らない｢即自的な｣学としてもあること

は、ヘーゲルが、学の完結と自然への移行とを論理学の自己還帰の二つの意義として述べ

ていることの他に、｢精神哲学｣の｢精神の概念｣において、精神が論理的理念と自然の真理

と語られ、また、論理学における認識(Erkennen)がまだ｢対自的な｣認識ではないとの叙述な

どにも現れている20。しかし、このような論理学が｢即自的な｣学であることによる諸学の

展開の｢必然性｣は、その同じ論理学への還帰によって、この｢必然性｣と一致する｢自由｣と

なる。あるいは、精神は、理念の他在(自然)からの還帰としての反省の運動であるが、絶

対的精神における絶対的理念へと還帰によって、それが理念の自覚として語られうる。こ

れはかの｢必然性｣の主体としての概念の立場である。この｢自由｣の許で、その｢絶対的な威

力｣が故の自然と精神への自己解放が言われることができる。

しかし、諸学の展開の｢必然性｣が言われうるのは、同じ事であるが、論理学が｢即自的な｣

学としても理解されうることは、学の自覚が論理学の｢方法｣においてなされること、｢論理

学｣の自身における還帰の一つの契機として実在的諸学があることに基いている21。そして、

論理学の最後に学の自己還帰の二つの意義として学の完結と自然への移行が述べられるこ

とにおいて、論理学がそのままの形で｢即自的な｣学であると同時に｢即且対自的な｣学であ

ることが表現されており、このことにおいて、論理学とエンチュクロペディーの同一性も

また言われているのである。

1.1.3. ｢方法｣と｢3 つの推論｣の一致と『精神現象学』の必要性の議論

(1)｢3 つの推論｣と｢方法｣

ヘーゲルは、『エンチュクロペディー』の最後に所謂｢3 つの推論｣を論じている22。周知

のように、この｢3 つの推論｣は、論理的なもの、自然、精神において立てられた 3 重の推

論であり、ヘーゲル哲学体系理解に対してきわめて示唆的なものである。この｢3 つの推論｣

は、その簡潔さの故に様々に理解されてきた。しかし、｢3 つの推論｣の第一の推論が、論

理的なもの－自然－精神、第二の推論は、自然－精神－論理的なもの、第三の推論は、精

神－論理的なもの－自然であり、これらが、現存在の推論、反省の推論、必然性の推論の

形式を持ち、3 重の推論を形成しているという点に関しては諸説一致していると言ってよ

い。

さて、ヘーゲルは、この｢3 つの推論｣の直前にある E § 574 において、学の｢論理的なも

の｣への還帰を述べている。この｢論理的なもの｣は、絶対的理念を意味しており、ヘーゲル

は、そこで、『エンチュクロペディー』における｢絶対的理念｣の最初の節への参照を指示

している。そこで、｢3 つの推論｣は、｢方法｣との関連において理解されなければならない

であろう。

｢3 つの推論｣は、｢精神哲学｣の最後の｢C.哲学｣に属しているが、この｢哲学｣は、実在的

領域において概念把握されたその概念であり、これは、ヘーゲルによれば論理学である23。

それ故に、｢3 つの推論｣は、論理学の展開を表現しており、従って、｢3 つの推論｣は｢方法｣

であると考えられる。しかし、ここで｢論理的なもの｣は、実在的な領域においてその他在
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から還帰した｢論理的なもの｣であるから、｢3 つの推論｣は、このような｢論理的なもの｣の

媒介の運動を表現していなければならない。それ故に、｢3 つの推論｣は、エンチュクロペ

ディー全体の運動、即ち、諸学の円環過程の運動であり、第一の推論は自然哲学、第二の

推論は精神哲学、第三の推論は論理学を表現するものである。

このような諸推論の展開は、(同じく 3 重の推論である)｢方法｣の運動と同様である。そ

こで、必然性の推論としての第三の推論において、論理的理念の自然と精神への根源分割

が語られている。

｢この[第三の推論の]媒語は、自身を、精神と自然へと分割し、前者を、理念の主観的

活動の過程として、前提となし、後者を、即自的に客観的に存在する理念の過程とし

て、普遍的な極となす。｣(E § 577)24

こうして、｢3 つの推論｣は、その全体において(第一の推論と第二の推論の真理としての第

三の推論において)、論理学における自然と精神の自己分割と総合を語るものであり25、ま

た｢方法｣と同様に 3 重の推論として、学の領域としては自然哲学、精神哲学、論理学を表

現すると同時に、学の進行としては、客観的過程、主観的過程、観察者の過程を表現して

おり、両者において諸総体性の総体性の体系を形成している26。

以上のように、｢3 つの推論｣において、論理学が｢第一の学｣であり｢最後の学｣であるこ

とを示しており、この｢3 つの推論｣は、学の実在的領域が論理学の自己還帰の一つの契機

であることに応じて｢方法｣と一致するものである。これにおいて、論理学が、実在的領域

をも｢即且対自的｣に含む学として定立される。このとき、精神としての学の｢自覚｣は、同

時に、(論理)学の｢自覚｣としてある。

(2)学の自己解放と『精神現象学』の必要性

学の実在的領域が論理学の自己還帰の一つの契機であること、これが｢方法｣の本性であ

ることは、1.1.2.で論じた。論理学の自己還帰における二面性は、それぞれ｢第一の学｣と

｢最後の学｣としての論理学に対応しているが、ここで、学の完結の側面が度外視されると、

学の展開は、論理学→自然哲学→精神哲学という抽象的な進行となる。このときには、学

は、『エンチュクロペディー』であり、｢3 つの推論｣が、学の本来の｢方法｣であることに

なる(H.F.フルダは、このように理解していると思われる)。逆に、｢自然への移行｣の側面が

ただ度外視されると、勿論学は論理学であるが、この学は、｢最後の学｣に対応して、｢導入｣

(Einleitung)としての『精神現象学』を持つものとなる。

この両者において、｢学の自覚｣体系は表現されていない。学は、｢第一の学｣であり｢最後

の学｣であることによって｢自覚｣に至った学である。｢自覚｣は、学自身の過程におけるその

都度の諸形態との相互承認であり、これは、自身の過程の回顧であると同時に、その都度

の諸形態の解放でもあることによって、｢学の自覚｣は、かの二面性において表現される。

論理学は、そのままの形で、｢即自的な｣学であり、｢即且対自的｣(ebd.)に学であるが、学は、

｢即自的な｣学である限りで自然へと移行し、この｢即自的な｣学は、まだ自覚に至らない学、

自身の中の客観的・主観的過程との相互承認に至らない学である。従って、学の自然への

移行は、学の有限者に対する確証に、それ故にヘーゲル哲学の｢反省の立場｣の包含に基づ

いている。これに対して、｢即且対自的な｣学としての論理学は、このような有限者に対す
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る確証をも獲得しており、このときに、絶対的威力であるが故の自己解放が言われること

ができるが、この自己解放は、論理学の存在と本質への自己解放と一致する自然と精神へ

の自己解放であり、これが、学の唯一の自己解放である。こうして、この自己解放におい

て、論理学の中に私たちの全ての現実と歴史が含まれている27。

H.F.フルダが『精神現象学』の必要性の論において述べるように、ここで、このような

学の自己解放に『精神現象学』の必要性を求めることができる。即ち、『精神現象学』の

｢必要性｣(必然性)は、歴史的主観の｢哲学しようと決意する｣ことの｢偶然性｣を必然的なも

のとするという学の｢必然性｣であり、この｢必然性｣は、学の絶対的必然性、あるいは、む

しろその真理としての概念の必然性である28。『精神現象学』は、上述の学の 3 重の進行を、

対象、意識、観察者の展開として実在的に表現するものであり、その実体-主体論において

｢学の自覚｣が述べられている。さらに、｢精神哲学｣の｢精神現象学｣が意識の抽象的な高揚

のみを述べ、その歴史における確証を与えないのに対して、『精神現象学』はその実在的

な確証をも与えるものである。従って、『エンチュクロペディー』と『精神現象学』を学

の二つの抽象とし、この両者がかの｢3 つの推論｣において｢論理学｣に総合されるという見

解もまた意義を持ちうるものである。しかし、これは、私たちが考察してきた｢方法｣と｢3

つの推論｣の一致の意味を説明するものとしてのみ理解されなければならない。

以上考察したように、私たちは、ヘーゲル哲学の｢学の自覚｣構造において、｢反省の立場｣

が包含されていることを見出すことができる。このとき、｢反省の立場｣の包含は、論理学

に対して学の実在的領域を要求すると同時に、論理学と実在的領域との統一をも要求する

のである。

1.1 の註

1 „[...]－ Es ist von dieser Idee zum Schlusse nur noch dies zu erwähnen, daß in ihr erstlich die 
logische Wissenschaft ihren eigenen Begriff erfaßt hat. Bei dem Sein, dem Anfange ihres Inhalts 
erscheint ihr Begriff als ein demselben äußerliches Wissen in subjektiver Reflexion. In der Idee des 
absoluten Erkennens aber ist er zu ihrem eigenen Inhalte geworden. Sie ist selbst der reine Begriff, der 
sich zum Gegenstande hat und der, indem er sich als Gegenstand ((habend)) die Totalität seiner 
Bestimmungen durchläuft, sich zum Ganzen seiner Realität, zum Systeme der Wissenschaft ausbildet 
und damit schließt, dies Begreifen seiner selbst zu erfassen, somit seine Stellung als Inhalt und 
Gegenstand aufzuheben und den Begriff der Wissenschaft zu erkennen. － Zweitens  [...] “(SK06 Die 
absolute Idee P26)

2 ヘーゲルは、『大論理学』｢絶対的理念｣において、その第 5-7 段で｢1.｣として始元について

述べ、第 8 段から｢2.｣として進行について述べている。ここで、｢方法｣の第一の展開は、

『大論理学』｢絶対的理念｣の第 5-18 段、第二の展開は第 19-21 段、第三の展開を 22-24 段で

ある。ここで、この第一から第三の展開が、広義における始元、進行、帰結と言えるだろう。

3 „Auf diese Weise zeigt sich die Philosophie als ein in sich zurückgehender Kreis, der keinen Anfang 
im Sinne anderer Wissenschaften hat, so daß der Anfang nur eine Beziehung auf das Subjekt, als 
welches sich entschließen will zu philosophieren, nicht aber auf die Wissenschaft als solche hat. － 

Oder, was dasselbe ist, der Begriff der Wissenschaft und somit der erste － und weil er der erste ist, 
enthält er die Trennung, daß das Denken Gegenstand für ein (gleichsam äußerliches) 
philosophierendes Subjekt ist － muß von der Wissenschaft selbst erfaßt werden. Dies ist sogar ihr 
einziger Zweck, Tun und Ziel, zum Begriffe ihres Begriffes und so zu ihrer Rückkehr und 
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Befriedigung zu gelangen. “(E § 17)
4 へーゲルは、『大論理学』の区分論において、論理学を存在と思惟との区別に基づいて客観

的論理学と主観的論理学とに二区分した上で、存在論、本質論、概念論の三区分を述べてい

る。へーゲルの学において、これらの両区分は共に本質的な区分であり、概念の運動を表現

する三分論が、反省の運動である二分論を包含している

5 ヘーゲルは、第二版においては、｢始元論｣第 18 段から、第一版においては、第 17 段から、

所謂｢始元の分析｣の論を述べている。その論に、存在と無の所謂｢前弁証法｣を見出す試みも

あるが、ヘーゲルは、その論において、始元が｢存在｣であることを正当化しているのであり、

それは、｢前弁証法｣を叙述するものとは言えないであろう。また、ヘーゲルは、両版の第

26-9 段において、｢自我でもっての始元｣そして｢知的直観｣でもっての始元を批判している。

6 『大論理学』 ｢始元論｣第 26-9 段。

7 s. 註 1.
8 s. E § 237 Zu.
9 s. 註 3.
10 „Die Methode ist auf diese Weise nicht äußerliche Form, sondern die Seele und der Begriff des 

Inhalts, von welchem sie nur unterschieden ist, insofern die Momente des Begriffs auch an ihnen 
selbst in ihrer Bestimmtheit dazu kommen, als die Totalität des Begriffs zu erscheinen. Indem diese 
Bestimmtheit oder der Inhalt sich mit der Form zur Idee zurückführt, so stellt sich diese als 
systematische Totalität dar, welche nur eine Idee ist, deren besondere Momente ebensowohl an sich 
dieselbe sind, als sie durch die Dialektik des Begriffs das einfache Fürsichsein der Idee hervorbringen. 
－ Die Wissenschaft schließt auf diese Weise damit, den Begriff ihrer selbst zu fassen, als der reinen 
Idee, für welche die Idee ist. “(E § 243)
また、第一版においては、対応する箇所においてこのような学の自己把握に関しては述べら

れず、そして学の完結についても述べられていない。
11 s. SK06 Die absolute Idee P26.
12 „Dieser nächste Entschluß der reinen Idee, sich als äußerliche Idee zu bestimmen, setzt sich aber 

damit nur die Vermittlung, aus welcher sich der Begriff als freie, aus der Äußerlichkeit in sich 
gegangene Existenz emporhebt, in der Wissenschaft des Geistes seine Befreiung durch sich vollendet 
und den höchsten Begriff seiner selbst in der logischen Wissenschaft als dem sich begreifenden reinen 
Begriffe findet.“(SK06 Die absolute Idee P27)
また、引用において、[　]によって適宜補った。

13 s.『大論理学』｢始元論｣第二版の第 5 段、第一版の第 1 段。ヘーゲルは、学の始元を、媒介

性と直接性の二面性を持つものとして規定してするのであるが、これは、基本的には、論理

学における自己媒介において説明されている。

14 ヘーゲルは、『大論理学』第二版｢始元論｣第 4 段において、｢精神の学｣(die Wissenschaft vom 
Geiste)と｢精神の現象学｣(die Phänomenologie desselben)とを併記している。

15 „Ich habe früher die Phänomenologie des Geistes, die wissenschaftliche Geschichte des Bewußtseyns, 
in dem Sinne als ersten Theil der Philosophie behandelt, daß sie der reinen Wissenschaft vorausgehen 
solle, da sie die Erzeugung ihres Begriffs ist. Aber zugleich ist das Bewußtseyn, und dessen 
Geschichte, wie jede andere philosophische Wissenschaft, nicht ein absoluter Anfang, sondern ein 
Glied in dem Kreise der Philosophie.“(HE § 36 An.)
諸学の円環における論理学の媒介に関しては、『大論理学』においては、｢絶対的理念｣の第

25 段に示されている。また、ほぼ同様な内容が、『エンチュクロペディー』第三版の E § 15
に述べられている。｢ヘーゲルの｢論理学｣における始元論｣,哲学 55集,広島哲学会編,2003 に

示したように、基本的に、『大論理学』第一版における『精神現象学』による媒介は、諸学

の円環における｢精神哲学｣による媒介に重点がおかれるようになったと考えてよい。しかし、

『大論理学』第二版においても限定的ではあるが『精神現象学』による媒介が言われている

ことにも注意しなければならないであろう。

16 „Wie von einer Philosophie nicht eine vorläufige, allgemeine Vorstellung gegeben werden kann, denn 
nur das Ganze der Wissenschaft ist die Darstellung der Idee, so kann auch ihre Einteilung nur erst aus 
dieser begriffen werden; sie ist wie diese, aus der sie zu nehmen ist, etwas Antizipiertes. Die Idee aber 
erweist sich als das schlechthin mit sich identische Denken und dies zugleich als die Tätigkeit, sich 
selbst, um für sich zu sein, sich gegenüberzustellen und in diesem Anderen nur bei sich selbst zu sein. 
So zerfällt die Wissenschaft in die drei Teile: 
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I. Die Logik, die Wissenschaft der Idee an und für sich,
II. Die Naturphilosophie als die Wissenschaft der Idee in ihrem Anderssein,
III. Die Philosophie des Geistes als der Idee, die aus ihrem Anderssein in sich zurückkehrt. “(E § 18)

17 『エンチュクロペディー』第三版において、｢直感する理念は、自然である。｣(E § 244)と言
われている。『大論理学』においては、このような直接的な表現はないが、｢学は、自然へ

の神的な認識することの関係においてある。｣(SK06 Die absolute Idee P27)とは述べられてい

る。また、自然哲学においては、その基本的な立場を、精神と自然の統一、｢根源的な直観｣

(eine ursprüngliche Anschauung)として思い浮かべられるものとされている。そして、｢このよ

うな直観する理性は、神的な理性である。｣(E § 246 Zu. P2)と言われている。

18 s. E § 237 u. SK06 Die absolute Idee P5。また、『エンチュクロペディー』論理学の最後の節 E 
§ 244 の｢対自的である理念｣は、E § 243 の｢理念の単純な対自存在｣を受けたものであり、こ

れが理念の自己｢直観｣としての自然とされるのであるが、これは、理念の諸契機の弁証法的

な運動において出現したものであり、これは、上の E § 237 における｢直観するところの概念

の純粋な形式｣と同じものである。学が、存在において自身を見出すことは、｢直観｣として

は自然であるのである(同様に、学が本質において自身を見出すことは、｢表象｣あるいは｢反

省｣としては精神であり、概念において自身を見出すことは、｢認識｣においては、論理的な

ものであろう)。このことは、｢方法｣が、論理学の｢方法｣であると同時に、エンチュクロペ

ディー全体の｢方法｣でもあることを意味しており、そして、これは、ただ｢方法｣の外的な適

用としてではなく、｢学の自覚｣という学(即ち論理学とエンチュクロペディー)の本性に基い

ているのである。
19 s. SK06 Die absolute Idee P2, E § 239 Zu.
20 s. ｢ヘーゲルの哲学体系と論理学｣, ｼﾝﾎﾟｼﾞｵﾝ復刊 48 号, 広島大学文学部哲学研究室編,2003.3
21 論理学が｢学｣でなければ、諸｢学｣の展開の必然性はなく、また、論理学が学であるためには、

自身において｢自覚｣に至らなければならない。

22 『エンチュクロペディー』第三版 E § 575-7、第一版 HE § 475-7。なお第二版にはない。
23 s. SK06 Die absolute Idee P2.
24 „Der dritte Schluß ist die Idee der Philosophie, welche die sich wissende Vernunft, das Absolut-

Allgemeine zu ihrer Mitte hat, die sich in Geist und Natur entzweit, jenen zur Voraussetzung als den 
Prozeß der subjektiven Tätigkeit der Idee und diese zum allgemeinen Extreme macht, als den Prozeß 
der an sich, objektiv, seienden Idee. [...] “(E § 577)

25 第一の推論(論理的なもの-自然-精神)は、論理的なものと精神とを直接的に統一する自然(哲
学)の運動であり、第二の推論(自然-精神-論理的なもの)は、自然から論理的なものへの還帰

する精神の運動であるが、学の真の運動は、論理的理念の自然と精神への根源分割である。

また、第一の推論と第二の推論を外面的に見れば、学は、論理学、自然哲学、精神哲学とい

う流出的運動と自然哲学、精神哲学、論理学という反省的運動の二つの運動を自身の中に含

んでいる。

26 この後者において H.F.フルダ(H. F. Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft 
der Logik. Frankfurt/M. 1965)の見解も含まれていると言える。

27 このときに、論理学はエンチュクロペディーであり、｢方法｣は｢3 つの推論｣である。そして、

ヘーゲルの哲学の｢学の自覚｣の構造において、論理学は、実在的領域を含むものであり、こ

のことは、論理学が実在的諸学を｢すでに｣内在的に含んでいるのではなく、｢第一の学｣であ

り｢最後の学｣として、｢即且対自的｣に実在的領域を含んでいることを意味している。このと

き、論理学と区別されたものとしての実在的領域と、｢第一の学｣であり｢最後の学｣である論

理学において含まれるところの実在的領域とは区別されなければならない。また、武市氏

(武市健人,『ヘーゲル論理学の体系』, こぶし書房, 1995; 『ヘーゲル論理学の世界』, 福村出

版, 1967)やクーノ・フィッシャー(玉井茂,岸本晴雄訳,『ﾍｰｹﾞﾙの論理学･自然哲学』, 勁草書

房, 1983)も、基本的に、論理学が自然と精神の領域を含んでいると考えている。クーノ・

フィッシャーは、関連して、自然への移行は、｢論理学｣から自然哲学への移行であって、

｢論理的理念｣から自然への移行ではないと注意している。そして、L.B.プンテルも、形式と

内容の展開の議論と関連付けて、論理学の実在的領域の包含を論じている。また、この点に

関して、酒井氏（酒井修, ｢始元｣, 哲学研究 426,29,30, 京都哲学会編, 1949-50；　｢絶対と限

定｣, 思想 555, 1970）や安井氏（安井邦夫, ｢循環と円環｣, 思想 678, 1980）の見解も意義深い。
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28 フルダは、このような偶然性を含む必然性を｢絶対的必然性｣に求めるが、より真には、それ

は概念であろう。ヘーゲルが、『大論理学』概念論の導入部において述べているように、概

念は、｢偶然的なもの｣を｢必然的なもの｣とする威力である(SK06 Allgemeiner Begriff P6)。フ
ルダの『精神現象学』の｢必要性｣は、主観の決意の｢偶然性｣に対応する｢可能性｣であるが、

｢絶対的必然性｣は、これらを含むものである。また、プンテルのフルダの『精神現象学』の

｢体系外的｣必要性に対する批判(L. Bruno Puntel, Darstellung, Methode und Struktur 
Untersuchungen zur Einheit der systematischen Philosophie G. W. F. Hegels. (Hegel-Studien /Beiheft 
10, 1973),  S.331-3 D.III.2 P13)は、プンテルの誤解に基づくものであろう。
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1.2. ヘーゲル論理学における存在と本質の位置付け

1.2.0. 序

ヘーゲルは、『大論理学』において、存在と思惟の区別に基づいて客観的論理学と主観

的論理学という区分を立てる。このとき、本質もまた客観的論理学に属するものとされる。

しかし、論理学の具体的叙述は、基本的に存在(論)、本質(論)、概念(論)に基づいて論じら

れる。前者は二分論、後者は三分論と言えるが、これらの両区分の関係は如何なるもので

あろうか。さて、ヘーゲルは、(論理)学の体系性、総体性を強調し、それを自己還帰する

円環しかも諸円環の円環の体系とする。具体的には、ヘーゲルはこのような構造を諸推論

の体系として語るのであるが、これは概念の自己確証あるいはヘーゲルの学が包含する反

省の構造に由来している。本節においては、論理学における諸｢領域｣の意味を掘り下げる

ことによって、論理学における存在と本質の位置付けを明らかにすると共に、その真理が

｢方法｣の運動にあることを示したい。

1.2.1. 論理学の諸領域

まず 1.2.1.においては、ヘーゲルが語る論理学の二分論と三分論を考察し、その上で存在

と本質の概念に対する関係を考察したい。

(1)客観的論理学と主観的論理学

ヘーゲルは、『大論理学』の区分論(第一版：„UEBER DIE ALLGEMEINE 

EINTHEILUNG DERSELBEN.“, 第二版：„ALLGEMEINE EINTEILUNG DER LOGIK“ ここ

では第一版を中心に考察する)において、論理学をまず客観的論理学と主観的論理学とに二

区分している。ヘーゲルにとって、論理学は純粋な思惟のエレメントである。この純粋な

思惟は、｢主観的なものと客観的なものの統一｣(GW11 Einteilung P2)1であり、｢このような

学のエレメントは、存在が純粋な概念自体であり、そして、ただ純粋な概念のみが真なる

存在であるという統一である｣(ebd.)。しかし、ヘーゲルは、このような統一は論理学の展

開において再び｢分離の形式｣(ebd. P3)をその諸規定において取らなければならないとする。

その結果、この区別は｢このような統一そのものの内部の契機｣(ebd.)としてのみ登場するの

であるが、この区別に基づいて次のように言われる。

｢それ故に、論理学は、一般に、存在の論理学と思惟の論理学へ、客観的論理学と主観

的論理学へ区分されることができる。｣(GW11 Einteilung P4)

このように、ヘーゲルは、論理学の 3区分の前に｢存在の論理学｣としての｢客観的論理学｣

と｢思惟の論理学｣としての｢主観的論理学｣という論理学の二分論を述べている。客観的論

理学は、｢直接的な存在の思惟諸規定を自身の中に含んでいる｣(ebd. P6)のであるが、客観

的論理学には存在論だけでなく、｢媒介された存在の思惟諸規定をも、本来的な反省諸規

定｣、即ち｢本質論｣(ebd.)も含まれる。その理由は、｢本質｣はそれが存在に対して｢差異的な

自己内存在｣(ein differentes Insichseyn)(ebd.)であるに留まっているものであるからである。

こうして本質は｢存在から出現し｣、｢概念への運動としての反省の領域｣(ebd.)を形成してい
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る。

これに対して、主観的論理学は｢概念の論理学｣(die Logik des Begriffs)(ebd. P8)即ち概念論

であるが、これが｢存在へのあるいは存在の仮象への関係を止揚してしまい、そしてその規

定において外的にはもはやなく、自由な自立的な主観的なもの、あるいはむしろ主観その

ものであるところの本質の論理学｣(ebd.)とされる。ここで、概念は本質のように存在との

相関の中にある｢自己内存在｣ではない。概念はまさに｢自己内存在｣そのものであり、それ

が概念論において｢自由な自立的な主観的なもの｣、｢主観そのもの｣として展開されるので

ある。

ヘーゲルは上のように論理学を客観的論理学と主観的論理学に区分した上でこの｢区分論｣

の最後に次のように論理学の 3区分を述べている。

｢－ 論理学は、確かに、一般に客観的論理学と主観的論理学へ分かれる。しかし、よ

り規定的には、論理学は 3 つの部分を持つ。I.存在の論理学、II.本質の論理学、そして、

III.概念の論理学。｣(GW11 Einteilung P9)

ヘーゲルは、存在論、本質論、概念論という 3区分をこのように簡潔に述べ｢区分論｣を締

めくくっている。以上のようにヘーゲルは二分論をも三分論をも述べるのであるが、論理

学の展開の中では客観的論理学と主観的論理学という区別よりも、存在、本質、概念とい

う論理学の諸契機に基いて説明されることが普通である。これに対して『エンチュクロペ

ディー』においては、客観的論理学と主観的論理学という区分はなされない。このような

事情を理解するために、存在、本質と概念の関係をさらに考察したい。

(2)存在・本質と概念の関係

ヘーゲルは、存在、本質と概念の関係に関して本質論の最後や概念論の導入部など各所

で述べているが、ここではその中で特に重要な叙述を考察したい。

・存在と本質の真理としての概念：

ヘーゲルは、E § 162 の注釈において、存在と本質に関して｢それらの移行において、弁

証法的な諸契機において、そしてそれらの自身と総体性への還帰において、それらの諸規

定は自身を諸概念として示す｣(E § 162 An. P2)と述べている。存在と本質の両規定は、｢即

自的な概念｣、｢私たちにとって｣(für uns)の概念であるにすぎず、概念としての概念として

はまだ定立されていない。これは、これらの諸規定とその弁証法的な運動即ち概念の運動

とがまだ分離していることを意味している。この分離は、存在と本質の領域における｢進行｣

が｢移行｣や｢映現｣に留まっている理由でもある。概念としての概念において初めて、概念

は自身において概念であり、その諸規定もその運動も自身において持っている。こうして、

｢移行｣や｢映現｣において｢他者｣(ebd.)への運動であったものが、概念においては自身におけ

る運動であり、その諸規定において｢規定のその対立したものにおける同一性｣あるいは｢自

由｣(ebd.)が定立されている。概念のこのようなあり方における諸規定が、普遍性、特殊性、

個別性である。

・概念の展開としての存在と本質：

存在、本質と概念の関係について、ヘーゲルはさらに｢存在と本質の両者はそれらの根拠

としての概念へ還帰してしまったが、概念は存在と本質の真理として自身を示したことに
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よって、概念は、逆に、その根拠としての存在から自身を発展させてしまったのである｣(E 

§ 159 An. P1)と述べている。即ち、存在と本質からの概念の出現は、存在と本質が｢それら

の根拠としての概念へ還帰してしまった｣ことを意味しているが、これは概念が存在と本質

の真理であること2を意味している。このときに、存在からの概念の出現は概念の自己発展

として見られることができる。しかし、このように概念へと還帰した存在と本質は果して

かの概念諸契機として見なされ得るであろうか。

・概念の諸契機と存在・本質：

概念の諸契機と存在、本質の関係に関して、ヘーゲルは『大論理学』の概念論の初め

(SK06 Begriff Im allgemeinen P2)に言及している。それによれば、概念はそこに存在と本質

が沈み込みそして含まれている同一性であり、｢基礎｣、｢真理｣であるが、しかしこのとき、

存在と本質は、存在と本質としては概念に含まれていない。そこで、存在と本質という規

定は、両者が｢それらの統一へと還帰してしまっていない限りにおいてのみ｣(ebd.)、即ち概

念へと還帰していない限りにおいてのみあるものとされている。逆に言えば、｢存在と本質

の諸規定は、[...] それらの自身と総体性への還帰において｣(E § 162 An. P2)諸概念であり、

存在と本質は概念においてはその固有の諸契機としてある。このことは、存在と本質の媒

語として概念が登場したことに応じている。

1.2.2. 論理学の諸領域と諸推論

以上のように、存在と本質は、概念の外に置かれたものとしてのその諸契機である。こ

こでは、それらの｢総体性への還帰｣の意味をさらに考察したい。

(1)還帰と推論

｢還帰｣の運動は、本質そのものあるいは｢反省｣の運動とも言える。というのは、ヘーゲ

ルは本質を存在の自己還帰として語り、その運動を反省として説明しているからである。

一方、｢総体性｣はこのような還帰の運動の全体であると言える。従って、自身への還帰は

｢総体性への還帰｣である。しかし、｢反省｣は、定立された｢総体性｣でも定立された｢総体性

への還帰｣でもない。だが、存在と本質を学において位置付けることは、この｢総体性への

還帰｣の定立である。さて、｢総体性｣とは本来的には｢概念｣であるが、ヘーゲルは『大論理

学』の｢推論｣の最後で推論の媒語が形成する(｢べき｣)総体性のあり方に応じてその諸段階

を規定している。即ち、｢諸推論の相違した諸類は、媒語の充実あるいは具体化の諸段階を

表現する｣(SK06 Schluß der Notwendigkeit c. P5)。そこで｢総体性への還帰｣の定立はこの｢推

論｣の運動に求められ得る。この｢推論｣の展開を考察しよう。

①現存在の推論：

ヘーゲルは、推論の展開を｢現存在の推論｣、｢反省の推論｣、｢必然性の推論｣としている。

最初の｢現存在の推論｣は｢質的推論｣(SK06 Schluß des Daseins a. P5)とも言われるが、この推

論においては個別－特殊－普遍という図式が基本となっている(｢個別性は、特殊性におい

て、普遍性と推理連結される。｣(ebd.P1))3。しかし、この推論において媒語は両極に対し

て外的な｢第三者｣としてあり、両極の関係も外的である。

このとき、｢個別的なもの｣は｢そのものとして自身への無限な関係であり従ってただ内的
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なものである｣(ebd.P2)が、この個別的なものは｢特殊性を介して、そこにおいて個別的なも

のがもはやただ自分自身にのみ属しておらず外的な関連においてあるところの普遍性とし

ての現存在へと現れ出る｣(ebd.)。この運動は、その媒介の外面性によって存在の領域にお

ける｢移行｣の運動に特徴付けられる。主語に対する述語は主語の述語への偶然的な｢移行｣

(ebd. P5)であり、その両前提の根拠付けることへの運動は質的な｢無限進行｣を生み出し

(ebd. P9)、また他の格への移行も｢存在の移行のように、他に成ること｣(SK06 Schluß des 

Daseins b. P8)である。

従って、この｢形式的な推論｣は、それぞれにおいては自身で自身へと還帰するものでは

ない。だが、現存在の推論もその諸格の運動全体、即ち｢相互的な前提することの円環｣

(SK06 Schluß des Daseins d. P5)において自分自身へと還帰し、そのことによって、自身にお

いて還帰を示すものとなる(｢そこへとそれぞれの個別的な推論が指し示すところの他者を

抽象によって円環の外に持っているのではなく、円環の内部に把握している。｣(ebd.))。そ

れ故に、｢総体性｣もまた、諸格の運動全体の形成するものであって初めて自身において総

体性である。

②反省の推論：

上の｢形式的な推論においては、媒語は、ただ全ての諸規定性がしかしそれぞれ個別的に

媒介の機能を通り抜けることによってのみ、総体性として定立される｣(SK06 Schluß der 

Notwendigkeit c. P5)。この運動を通して、媒介は｢媒介へ関係する媒介、あるいは、反省の

媒介｣(SK06 Schluß des Daseins d. P5)となっている。この媒介に基く推論が｢反省の推論｣で

ある。こうして、｢反省の諸推論においては、媒語は、両極の諸規定を外的に総合する統一

としてある｣(SK06 Schluß der Notwendigkeit c. P5)のであり、反省の推論は、その諸格の運動

全体によってではなく、各推論において媒語は｢外的に｣ではあるが総体性としてある。

反省の推論の諸規定も、反省の推論における統一が｢反省の統一｣(SK06 Schluß des 

Reflexion P2)であることによって、｢映現するところの規定性｣(ebd.P1)として定立されてお

り、この推論においてそれらの｢関係｣も現れている。さらに、結論命題において、この関

係が｢媒介されたそして必然的な関係｣(ebd.)として定立され、それと共にそれぞれの規定性

はその他の両規定性の｢関係｣としての｢具体的な規定性｣として定立されている(ebd.)。こう

して、反省の推論は｢そこにおいて本質的に他の規定が映現するところのものあるいは媒介

されたものとして定立されているところのものとしての諸規定を持つ推論｣(SK06 Schluß 

Einleitung P5)である。

③必然性の推論：

必然性の推論においては、さらに｢媒語は、発展しておりそして相対的でも単純でもある

統一へと自身を規定し｣(SK06 Schluß der Notwendigkeit c. P5)ているものとなる。反省の推論

においてその諸規定は相互に映現し媒介されているが、必然性の推論においては、この｢映

現することあるいは媒介されていること｣(SK06 Schluß Einleitung P6)が｢自分自身へと反省

する｣(ebd.)ことによって、反省の推論において外的であった反省の働きが定立されて、｢媒

介するもの｣が｢媒介するもの｣として定立されている。これと共に、この媒介するものは

｢事の客観的な本性｣(ebd.)であり、またそれは抽象的にすぎない普遍性ではなく内容に満ち
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た普遍性であり｢類｣である(SK06 Schluß der Notwendigkeit Einleitung P1)。

こうして、この必然性の推論の諸項の関係は｢必然的｣となっているが、だがこのとき媒

語と諸項との関係は実体と偶有性の関係とは異なる(ebd. a. P2)。即ち、必然性の推論の媒

語は｢実体｣の意味を持っているが、ここではその定立された主体的運動として、それが概

念の諸契機の形式において定立されている。こうして必然性の推論においてその諸項の関

係が形式においても内容においても概念の諸契機の関係となっていることによって、この

推論の諸規定は、媒語である普遍性の｢実在化｣あるいは顕示の意味を持っている。

｢このような推論の実在化は、両極が同様にさしあたって媒語であるところのこのよう

な総体性として定立され、そして、さしあたってただ実体的な内容であるにすぎない

ところの関係の必然性が定立された形式の関係であるというように、内容を規定しな

ければならない。｣(ebd. Einleitung P3)

このように、必然性の推論は、｢概念の両極を同様に諸総体性として｣(SK06 Schluß 

Einleitung P6)規定するのであるが、この推論において、概念における発展の運動、即ち媒

語が両極(両総体性)へ自身を根源分割しそれにおいて自身へと反省していると同時に媒語

自身もまた総体性として定立されているという運動が表現されている。

以上のような｢推論｣の展開において、現存在の推論は、その諸格全体が形成する総体性

において存在に即した総体性、｢存在論｣を表現しており、反省の推論は｢本質論｣の総体性

を形成する運動を、必然性の推論は｢概念論｣を表現するものと言える。このように、推論

の諸形態は存在論、本質論、概念論における媒介の諸形式を表現するだけでなく、その媒

介のあり方における総体性をも表現している。これらの諸推論が絶対的理念(｢方法｣)にお

いて現れるときには、まさに存在論、本質論、概念論と展開する学の運動そのものを表現

するものとなるのである。次にこれを考察することにしたい。

(2)論理学の諸領域と諸推論

さて、ヘーゲルは『エンチュクロペディー』第三版において｢方法｣を次のように締めく

くっている。

｢方法は、このようなあり方において、外的な形式ではなく、概念の諸契機が、それら

の規定性においてある諸契機そのものに即しても、概念の総体性として現象すること

へと至る限りで、方法がそれからただ区別されているにすぎないところの内容の魂と

概念である。このような規定性あるいは内容が、形式といっしょになって、理念へと

導き戻されることによって、理念は、体系的な総体性として自身を表現する。この体

系的な総体性は、ただ唯一の理念であるにすぎない。この唯一の理念の特殊な諸契機

は、即自的に理念であり、同様に、諸契機は、概念の弁証法によって、理念の単純な

対自存在を生じさせる。学は、このようなあり方で、自分自身の概念を、理念がそれ

に対してあるところの純粋な理念として把握することをもって完結する。｣(E § 243)

ここで、｢概念の諸契機｣は普遍性、特殊性、個別性であるが、これらの諸契機が｢それらの

規定性においてある諸契機そのものに即して｣自身を展開させ総体性へと至るとされている。

ここでは、上に考察した諸推論の展開を踏まえて、普遍性、特殊性、個別性という概念の

諸契機と、存在(論)、本質(論)、概念(論)との関係を考察したい。
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①E § 243 の理解

1.で考察したように、概念の諸契機はそれが｢統一へと還帰してしまっていない｣という

あり方においては存在と本質であった。ここではこのような｢統一への還帰｣の運動が問題

となっているのであるから、上で｢概念の諸契機｣が｢それらの規定性においてある諸契機そ

のものに即して｣(E § 243)総体性を形成することは、概念諸契機が存在、本質、概念(普遍

性)としてそれぞれ総体性を形成することである。従って、ここで形成される総体性は概念

－存在－本質、存在－本質－概念、本質－概念－存在という諸推論において形成されると

言える。

これらの諸推論において存在、本質、普遍性(概念)という諸始元が媒介され、これらの

諸推論がそれらの媒介の特殊性を形成する。このとき、上の｢このような規定性あるいは内

容が、形式といっしょになって、理念へと導き戻されることによって、理念は、体系的な

総体性として自身を表現する｣(E § 243)は、次のことを意味している。即ち、｢概念の諸契

機が、それらの規定性においてある諸契機そのものに即して｣諸総体性として現象する限り

では、これらの諸総体性は｢内容｣として｢方法がそれからただ区別されているにすぎない｣

(E § 243)のであるから、このような諸推論において概念の諸契機がそれぞれ総体性になり

諸総体性の体系を形成することは、概念の諸契機が｢内容｣としてそれぞれ総体性を形成し、

それらの総体性が｢方法｣としての概念の諸契機として概念に統一されていることである。

こうして、諸推論の運動は内容としても方法としても総体性を形成するのであり、このこ

とにおいて｢方法｣は内容と統一されている。このようにして存在論、本質論、概念論が概

念の諸契機のそれぞれの展開として概念において統一されることによって、諸総体性の総

体性として一つの総体性が形成される。

このような運動が｢方法｣の運動であり、この諸総体性の運動においてそれらの対自存在

としての絶対的理念が現れ、｢方法｣の展開においてこの諸総体性の総体性としての理念の

運動が自覚される。この概念が存在と本質が自身の展開であったと自覚すること、しかも

概念が自身を解放することによってこのような自覚に至ることそのものが理念である。

②推論としての｢方法｣の諸展開の意味

以上、論理学の諸領域における諸推論が｢方法｣において展開されていることが理解され

た。一方、ヘーゲルは、『大論理学』において｢方法｣をその第一の展開(5-18 段)、第二の

展開(19-21 段)、第三の展開(22-24 段)として論じている。ここで、この｢方法｣の諸展開を諸

推論の展開として考察したい。

・第一の展開：

考察したように、存在論の総体性を形成しているのは、概念－存在－本質という現存在

の推論(の全体)である。この推論において、媒語である存在は概念を前提としている。こ

の第一の前提、概念－存在は、概念が存在を定立する判断を意味している。この判断は内

在的判断としての｢始元｣｢第一のもの｣であり、これによって始元が立てられるのであるが、

このことにおいて｢第一のもの｣と｢第二のもの｣が立てられており、それは｢第一のもの｣か

ら｢第二のもの｣へと｢移行するあるいは移行してしまっている｣4というように立てられてい

る。
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こうして第二の前提、存在－本質は、存在がその｢否定的なもの｣、｢反省の契機｣として

立てるところの｢理念の定立された判断｣(E § 239)としての｢進行｣である5。ここで、この判

断は｢第二のもの｣を立てるものであるが、｢第二のもの｣はそれ自身｢第一のもの｣と｢第二の

もの｣とを｢媒介する｣もの、両者の｢相関｣(SK06 ebd. P14)であり、この｢第二のもの｣におい

てかの判断そのものが定立されている。このような｢反省の契機｣が、第二の前提(存在－本

質)であり、存在－本質そのものが｢第二のもの｣である6。さらに結論命題(概念－本質)にお

いて、概念が規定的なもの･｢演繹されたもの｣として立てられており、これは｢第二のもの｣

の内部にある対立が統一される契機である。これが｢第三のもの｣である(｢第三のものは、

[...]結論命題である。｣(ebd. P17))。このように、概念－存在－本質は、｢方法｣の第一の展開

における｢弁証法｣の展開である。

概念は、即自(｢第一のもの｣)、対自(｢第二のもの｣)、即且対自(｢第三のもの｣)という｢三重

性｣(Triplizität)(ebd.)において展開するのであるが、この最初の両契機は、弁証法的・否定

的な契機であり、自身の否定性によって自身を主観になす。このとき、概念そのものは、

これらの 3 つの契機をそれぞれ通過し、それらのいずれでもあるが、同時に、｢推論の全て

の諸契機を通過するところの普遍的なもの｣(ebd.)である。しかし、第一の推論(概念－存在

－本質)において概念と存在は｢第一のもの｣と｢第二のもの｣に対応しているのではなく、む

しろ概念は｢第三のもの｣である。従って、｢第一のもの｣(存在)、｢第二のもの｣(本質)、｢第

三のもの｣(概念)という展開は、むしろこの第一の展開の推論が反省された内容的進行を示

すものであり、これが形式において定立されたものが次の第二の展開の推論を形成してい

る。

・第二の展開：

本質論の総体性を形成しているのは、存在－本質－概念という反省の推論であった。こ

の推論においては諸契機は媒語において｢外的に｣統一されているが、この運動は｢方法｣の

第二の展開における内容と形式の分離における展開である7。ここで本質は存在を前提とし

概念となるが、この概念への還帰の運動は本質論における運動であり、このような存在、

本質、概念という進展が論理学の内容的な進展を形成している。しかし、存在－本質－概

念はこのような客観的・内容的進行を意味しているのはなく、この推論においては内容を

主観的に反省し媒介する運動が表現されているのである(｢媒介の特殊性は、また、その未

規定性に、それによって、存在、本質、そして、普遍性が相互から区別されているところ

のある特殊性を与えもする。｣(SK06 Die absolute Idee P21))。こうして、第一の展開が客観

的展開と言い得るのに対して第二の展開は主観的展開である。

・第三の展開：

概念論の総体性を形成しているのは、本質－概念－存在という必然性の推論である。｢方

法｣の第三の展開は概念が媒語として内容を定立する展開であり、｢内容から内容へ｣(ebd. 

P22)の展開である。この推論は、概念が本質を前提としながら自身を存在として定立する

ものとしては概念論を通して行われる運動であるが、しかし概念論そのものが自身の総体

性の形成であると同時に存在論と本質論という両総体性への自己解放である。

さて自己解放は還帰を意味しているが、この還帰によって学は完結する。学は、概念に
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よって初めて還帰するのであり、この還帰の全体が学である。このとき、存在は｢始まる｣

もの、本質は｢終わる｣ものであるが、概念は始めであり終わりであり、｢始める｣ものであ

り｢終わらせる｣ものである。こうして、概念は理念として存在と本質を総体性となし自身

から解放する。このように第三の展開は第一の展開と第二の展開の真理であり、3 重の推

論の一つの推論である。これが絶対的理念に他ならないのであるが、学が自身の中でかの

両展開を還帰させるときに、概念自身がこのような両展開の還帰への導きの糸となる。

以上によって、学は、概念が存在と本質への根源分割によって自己確証する運動である

こと、そして存在と本質を学において位置付けることがまさに｢方法｣でありそれが学であ

ることが明らかになった。

1.2.3. 学の領域と進行：結び

こうして客観的論理学と主観的論理学という論理学の二分論と存在論、本質論、概念論

という三分論は共に論理学における本質的な区分であると言える。即ち、後者は概念の諸

契機の形成する諸推論の運動に基づいているが、これは概念の確証であり、これが概念の

その他在における確証であるという点において二分論もまた含まれている。

しかし、この学の確証は、｢方法｣にける内容的諸総体性と形式的諸総体性の統一である

諸総体性の総体性である。推論の総体性はそのものとして領域であり進行であるから、概

念が概念でありながら存在と本質へと自己判断し自らも定立されているという推論の運動

は、論理学の領域としては存在論、本質論、概念論という 3 つの領域として、論理学全体

の進行としてはその客観的展開、主観的展開、観察者の展開という 3 重の進行として表現

される。このとき、この 3 重の進行は学の諸領域をまとめ上げ、諸領域もそれぞれにおい

て諸進行をまとめ上げており、これらの二つの表現において内容的総体性と形式的総体性

の統一、3 つの推論の一つの推論の運動が表現されている。

学の確証がこのような展開であることは、そのまま論理学の実在的諸学の包含を意味し

ているが、この学の確証はヘーゲルの(論理)学が哲学体系であることを要求する。これは、

｢学｣である論理学の自己確証(自覚)であると同時に、私たちに対する学の確証でもある。

ここで、存在と本質は、学の現象として学の(前提する)判断においてあり、そこにおいて

学は私たちに差し出されている。存在と本質を位置付けることは、真には、このような構

造において理解されるのである。
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1.2 の註

1 LI：Gesammelte Werke, Rheinisch Westfälische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), 
Hamburg,Felix Meiner, Bd.11.  LI2：Bd.12.

2 概念が存在と本質の真理であることは、E § 159や『大論理学』概念論の導入部などにもあ

り、またズールカンプ版§ 83 補遺、§ 159 補遺にもある。

3 個別(E)－特殊(B)－普遍(A)は、推論の基本的な形式でもあり、これは推論の第 1格である。

それに対して、第 2格と第 3格は『エンチュクロペディー』においてはそれぞれ A - E - 
B、B - A - E であるが、『大論理学』においては曖昧ではあるがそれぞれ B - E - A、E - A - B
とされている。また現存在の推論が第 1格を基本としているように、反省の推論と必然性の

推論はそれぞれ第 2格、第 3格を基本としている(SK06 Schluß des Reflexion c. P6)。
4 ｢直接的なものが第一の前提の中で直接的にその他者へと関係し、そして、それ故に、その

他者へと移行するあるいは移行してしまっている｣(SK06 Die absolute Idee P15)
5 関連して、酒井氏はその論文*において｢純粋有｣は悟性が必然的に結論付ける始元であり、

｢第一のもの｣と誤解された｢第二のもの｣としている。

*酒井修, ｢始元｣, 『哲学研究』426,429,430, 京都哲学会編, 1949-50 を参照されたい。

6 第二の前提においては、第二のものにおいて統一が回復されるのであり、これは特殊性の普

遍性への還帰であるから、第二の前提は個別性の契機である(｢第二の前提は、個別性によっ

て規定されている｣(SK06 Die absolute Idee P15))。
7 第二の展開は、第一の展開の｢第三のもの｣を新たな始元とする展開として(｢方法｣の第 19 段

から)述べられている。

40



1.3. ヘーゲルの様相論理と時間性について

1.3 においては、以上の考察を踏まえて、ヘーゲルの｢自然｣の位置付けに関連して、ヘー

ゲルの｢現実性｣概念を考察してする。その中で、カントの様相論や、ヘーゲルのスピノザ

とライプニッツ論も取り上げる。そして、ヘーゲルの｢現実性｣概念は、スピノザとライプ

ニッツの統一として、理解されるi。

1.3.0. 序

ヘーゲルは、その論理学の｢本質論｣の最後に可能性、現実性、必然性という諸様相を展

開している。ヘーゲルがこれらを論じるのは、まさに、客観的論理学から主観的論理学へ

の転換点にあって、事物の真理として主観が出現する場所においてである。このエレメン

トをヘーゲルは全体として｢現実性｣とし、ここにおいて、｢実体性の相関｣、｢因果性の相

関｣、｢交互作用｣もまた論じられる。カントにおいては、これらは、関係のカテゴリーの適

用として｢経験のアナロギー｣において論じられ、それらは時間において理解されうる。一

方、ヘーゲルにおいては、時間-空間における直観は、論理学では論じられない。しかし、

ヘーゲルにおいても諸様相は、｢経験｣そのものに関係し、それは、ヘーゲル哲学体系にお

いて、｢経験｣と｢現実性｣とが時間性において統一されているという形においてである。本

節においては、ヘーゲルを中心として諸様相と時間性に関して考察したい。

1.3.1. カントにおける諸様相

ヘーゲルの様相論理を考察する前に、カントにおける諸様相について見ておきたい。周

知のように、カントは、『純粋理性批判』において、諸様相を｢様相｣のカテゴリーの中に

位置付けている。そこで、｢必然性｣は、｢可能性そのものによって与えられている実存在｣

(96:111)であるとされるが、むしろ、諸様相の意味は、判断表に関するカントの説明の中で

述べられている。カントは次のように述べている。

｢諸判断の様相は、諸区別を自身において持っているところの、諸判断の全く特殊な機

能である。それが判断の内容に如何なる寄与もせず(というのは、量[Größe]、質、そし

て、関係は、ある判断の内容を形成するところのものではもはやないからである)、た

だ、思惟一般への関係における繋辞の価値のみに関係する。｣(B99-100)1

このように、様相の諸判断(蓋然、実然、必然判断)は、判断の｢内容｣に関わるのではなく、

判断の｢繋辞の価値｣にのみ関わるとされている。このことは、カテゴリーそのものだけで

なく、むしろその｢適用｣である｢図式｣に関係している。｢図式｣は、(『純粋理性批判』第一

版と第二版の位置付けの相違はあるが)悟性と感性の間の｢第三のもの｣であり、時間や経験

そのものに関係しているからである(ここで、｢図式｣を、広くその制約のもとに展開される

｢純粋悟性の諸原則｣も含めて用いることにしたい)。そこで、｢様相｣の意味を見るために、

i この論は、広島哲学会, 2004.11 における発表｢様相論理と時間性について － ヘーゲルを中

心として － ｣に基づくものである。基本的に発表(資料)をそのまま保つようにしたが、若

干の修正と一部の補足をなした。
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まず、｢経験のアナロギー｣(B218)2を考察したい。

カントは、｢経験のアナロギー｣を三段階で論じているが、第一のアナロギーにおいては、

｢諸現象の全ての交互[変化]のもとで、実体が持続しており、そして、実体の量は自然にお

いて減らされも増やされもしない。｣(B224)3と言われる。このような｢実体｣は、カントに

とって｢現象｣の中にあるものであるが、カントは、この｢実体｣を｢経験の全総合的統一の可

能性の制約｣(B226-7)4とするのである。こうして、このとき、｢変化｣はこの｢実体｣を前提し

ているのであるから、｢諸現象の全ての交互(漸次)は、ただ、諸変化であるにすぎない｣

(B232-3)5。このような持続する実体における時間継起についてカントは、第二のアナロギー

で述べている。

第二のアナロギーは、｢全ての諸変化は、原因と結果の結合の法則に従って生じる。｣

(B232)6である。このように、カントは、時間における諸変化を原因-結果関係においてある

とする。この時間継起と因果関係に関するカントの叙述をさらに見よう。

｢相互継起する諸現象の客観的関係が、今、規定されたものとして認識されるためには、

それによって、先行して定立されなければならないところの状態、続いて定立されそ

の逆には定立されてはならないところの状態が必然的なものとして規定されるように、

両状態の関係が思惟されなければならない。しかし、総合的統一の必然性を自身に伴っ

ているところの概念は、ただ、知覚においてはないところの純粋な悟性概念でのみあ

ることができ、そして、これは、ここで、原因と結果の関係の概念であり、それによっ

て、最初のものが最後のものを時間において結果として規定するのであり、単に空想

において先行すること(あるいは全くいたるところで知覚されないこと)ができるとこ

ろの或るものとしては規定しない。従って、私たちが諸現象の結果をそれ故に全ての

諸変化を因果性の法則に従属させることによってのみ、因果性の経験、即ち、因果性

の経験的な認識があり、それ故に、諸現象そのものは経験の諸対象として、ただまさ

に法則に従ってのみ可能である。｣(B234)7

このような因果関係において、｢私の想像力｣(meine Imagination)が、｢一方を先行するもの

として他方を続くものとして定立する｣のであるが、｢私たちの経験的な諸判断の客観的な

妥当性の制約｣(B247)8であり、この関係が｢必然的｣である。しかし、この必然性は、カテ

ゴリーにおいてあるが、ただ純粋なものとしてのカテゴリーのそれではない。ここにおい

ては、カテゴリーの経験的なものへの適用、即ち、｢図式｣が問題であり、｢経験｣が問題と

されるからである。｢必然性｣とは、このような、(因果性の)カテゴリーの経験的なものへ

の適用における必然性であり、｢経験｣の必然性、あるいは、経験を可能ならしめる必然性

である。

このことは、｢4.経験的な思惟一般の要請｣において次のように示されている。

｢1. (直観と諸概念に応じて)経験の形式的諸制約と一致しているものは、可能的であ

る。｣

｢2. 経験の(感覚の)質料的な諸制約と連関しているものは、現実的である。｣

｢3. 経験の普遍的な諸制約に応じた現実的なものとのその連関が規定されているものは、

必然的にある(に実存在している)。｣(B265-6)9
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カントは、原則の分析論で｢図式｣を(所謂｢図式｣も｢純粋悟性の諸原則｣も)論じるに当たっ

て、その分類をカテゴリーのそれに対応させているが、｢様相｣のカテゴリーに対応して論

じられるのが、この｢経験的な思惟一般の要請｣あるいは｢様相の諸原則｣である。｢可能性｣、

｢現実性｣、｢必然性｣は、｢様相｣のカテゴリーに属するものであるが、先に判断の｢繋辞の価

値｣とされた｢判断｣の諸様相そのものは、むしろ、｢図式｣としてのこの原則に関わるもので

あり、純粋なカテゴリーとしてではなく、具体的｢経験｣に関わるものである。諸現象は、

因果性の法則に従ってのみ｢経験｣の諸対象として認識｢可能｣であり、(純粋直観である)時

間への関係においてのみ悟性によって(客観において)認識・経験される。こうして、ここ

で、ただ想像されうるにすぎない可能な諸関係が｢必然的｣なのではなく、具体的経験が、

総合的統一が｢必然性｣である。このような意味において、経験的な諸状態は、｢必然的なも

のとして｣規定されている。

カントは、第三のアナロギー(｢全ての諸実体は、それらが空間において、同時のものと

して知覚されることのできる限り、[相互]浸透的な交互作用においてある。｣(B256)10)にお

ける空間における諸実体の同時存在(共同)も含めて、3 つのアナロギーを、｢経験の可能性

の制約｣として、そしてカテゴリーの｢現実性｣への関わりとして述べるのである。しかし、

上のように、｢経験｣は、上の｢様相の諸原則｣、｢経験的思惟一般の要請｣において本質的に

あるいは全体において論じられていると言える(｢様相の諸原則｣は、他の諸図式が時間にお

ける規範であるのに対してむしろその｢時間そのもの｣(B184-5)11である)。｢様相の諸原則｣

がまさに｢経験｣そのものの原則であると言えるだろう。

以上、最初に、カントの様相論理について簡単に触れたが、このような様相と｢経験｣と

の関係を念頭に置きながら、ヘーゲルの様相論理を考察していきたい。

1.3.2. ヘーゲルの様相論理

それでは、ヘーゲルの様相論理を考察したい。ここでは、まずヘーゲルの様相論理が展

開される場所としての｢現実性｣(Wirklichkeit)において考察し、続いて、その具体的展開と

その意味を論じることにしたい。

(1)スピノザとライプニッツの統一としての｢現実性｣

ヘーゲルにおいて、｢現実性｣は、論理学・本質論における、｢本質｣(Wesen)そのものと

｢現象｣(Erscheinung)の真理として登場する。従って、両者は、ただ｢規定のない存立｣と｢存

立のない多様性｣であって、｢現実(性)｣の両抽象である。しかし、ヘーゲルにとっては、こ

のような両抽象が、外的な反省によってのみあるものに留まるのではなく、両者は、｢現実

性｣という場所において、自身を実現している。

①エネルゲイアとしての｢現実性｣：

『エンチュクロペディー』において、ヘーゲルは次のように述べている。

｢現実性は、本質と実存在の、あるいは内的なものと外的なものの直接的になった統一

である。現実的なものの外化は、現実的なものそのものであり、その結果、現実的な

ものが、外化において同様に、本質的なものに留まっており、そして、ただ、現実的

なものが直接的な外的な実存在においてある限りでのみ、本質的なものである。｣(E § 

142)12
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この｢現実性｣において、｢現実的なものの外化は、現実的なものそのもの｣である。現実性

は、本質でありながら存在するものである。即ち、｢現実的なものの現存在は、ただ自分自

身の顕示であり、他者の顕示ではない。｣(E § 142 An.)13。ここで、｢顕示｣(Manifestation)と

｢現象｣との違いは、｢顕示｣はそのふさわしいあり方で十全に顕示されている点にある。こ

のような現実性のあり方において、ヘーゲルは、｢現実的なものの外面性は、現実的なも

のの現実態[Energie]である。｣(ebd.)とし、この補遺においても、アリストテレスのエネル

ゲイアについて言及している14。しかし、さらに具体的には、ヘーゲルは、ライプニッツ

のモナドを念頭において｢現実性｣のエレメントを論じている。

②ヘーゲルにおけるライプニッツのモナド理解：

ヘーゲルは、ライプニッツのモナドについて『大論理学』の｢現実性｣の注釈の中で論じ

ている。ライプニッツにとって、モナドは、エンテレケイアである諸実体であるが15、ヘー

ゲルは、ここに、スピノザの実体、属性、様相という展開の真理を見るのである(｢絶対者

のスピノザ的な開示と流出論が自身において持っているところの自身への反省の欠如は、

ライプニッツのモナドの概念において補完されている。｣16)。

そこで、ヘーゲルは、ライプニッツのモナドを、｢― モナドは、一者、自身へと反省し

た否定的なものである。｣17と規定し、スピノザの実体に対して、モナドを｢表象するもの｣

(ebd.)として特徴付ける。この表象することにおいて、モナドは、｢世界の内容の総体性｣

(ebd.)であるが、その多様は、モナドにおいて、｢否定的なあり方で保存されている｣(ebd.)

のである。こうして、｢モナドは、それが一つの有限なものであるとしても、如何なる受動

性をも持っておらず、モナドにおける諸変化と諸規定は、モナドのそれ自身における諸顕

示である｣(ebd.)。この意味において、ヘーゲルにとって、｢モナドは、エンテレケイアであ

る。｣(ebd.)。

しかし、ヘーゲルは、スピノザの実体に対して、｢スピノザの実体は、全ての内容の統一

である。｣とするのに対して、ライプニッツのモナドを、｢形式の総体性｣とも位置付ける

(｢― 諸モナドの制限がより詳しく考察されると、このような諸表現から、諸モナドに帰属

しているところの諸モナド自身の顕示が形式の総体性であることが明らかである。｣18)。こ

のことは、ヘーゲルの｢現実性｣を理解する上できわめて重要である。即ち、ヘーゲルにとっ

て、｢最も高く重要な概念であるのは、諸モナドの諸変化が没受動性的な諸活動として、諸

モナドそのものの諸顕示として表象され、そして、自身への反省の原理、あるいは、個体

化の原理が本質的なものとして出現することである｣(ebd.)が、まさに、ライプニッツのモ

ナドは、その｢制限｣が故に、即ち、(それによって予定調和が言われるところの)その他の

本質としてのその｢即自存在｣に属しているところの｢絶対的な限界｣が故に、スピノザの実

体に対する一面性に留まるのである19。

③スピノザとライプニッツの統一としての｢現実性｣：

こうして、ヘーゲルにとって、｢現実性｣は、スピノザの実体とライプニッツのモナドを

両立させるものとなる。これが、ヘーゲルの｢現実性｣の展開(また｢反省｣の運動そのものの)

あり方を規定している。ヘーゲルは、ライプニッツのモナドの概念の中にも、それを見出

しはする。
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｢しかし、今、絶対的な諸モナドの概念においては、形式と内容のかの絶対的な統一だ

けでなく、自身を自身から突き離しそれによってそれが定立するものであり創造する

ものである自分自身へと関係する否定性としての反省の本性もまた見出され得る。｣20

即ち、ヘーゲルは、モナドの中に、本来的には、｢反省｣の本性、｢自身を自身から突き離し

それによってそれが定立するものであり創造するものである自分自身へと関係する否定性｣

を見出す。この｢反省｣の運動は、本質が、ただ絶対的な自己内反省、ただ自身の中でのみ

充足しているスピノザ的実体であるだけでなく、ライプニッツの諸モナドのように、｢創造

された[諸]本質｣としての諸実体でもあり、その真理は、｢概念｣の根源分割(と還帰の運動)

においてある。この｢概念｣の運動の中に、ヘーゲルの｢現実性｣の運動が本来的に見出され

ることができる。しかし、概念に対して｢現実性｣のエレメントはどのように位置付けられ

るであろうか。

(2)ヘーゲルにおける諸様相(可能性, 現実性, 必然性)の展開とその意味

この｢現実性｣の論で、ヘーゲルは、ヘーゲルの諸様相の展開を論じている。それを考察

し、その上で、その｢概念｣に対する位置付けを論じたい。

①｢現実性｣における諸様相の展開：

｢現実性｣の展開は、可能性、現実性、必然性の展開である。これは｢現実性｣の展開であ

るが、ヘーゲルは、その中の諸表題にも現れているように、それを｢必然性｣の展開として

描いている。これは、必然性が可能性と現実性の統一、可能態の実現であり、｢現実性｣の

展開は、これらの諸様相の関係のあり方の展開であるからであろう。

こうして、ヘーゲルは、必然性を、形式的必然性(偶然性)、実在的必然性、絶対的必然

性と展開している。｢形式的必然性｣は、現実性と可能性の直接的転倒であり、形式的・抽

象的な同一性であり、これは｢偶然性｣にすぎない。それに対して、｢実在的必然性｣は、規

定的な内容を持った必然性である。しかし、実在的必然性においては、(実在的)可能性は、

実在的な事と諸制約の全体であるが、これは、前提されたものにすぎない。この点におい

て、実在的必然性は、それ自身、偶然性である。このことは、必然性そのものと、必然性

の諸契機としての可能性と現実性とが、あるいは、必然性の運動における可能性から現実

性への運動と、現実性から可能性への運動とが分離していることを意味している。

｢示されたように、このような他在が自身を止揚すること、そして、このような被措定

有そのものが定立されることによって、実在的可能性は、確かに、必然性となるが、

しかし、この必然性は、それと共に、可能的なものと現実的なもののかの自身へとま

だ反省していない統一から始める。― このような前提することと自身へ還帰する運動

は、まだ分かたれている。― あるいは、必然性は、自身をまだ自分自身から偶然性へ

と規定したのではない。｣21

｢実在的必然性は、現実性と可能性の相互に対するかの不静止な他在からの自己への還

帰であるが、しかし、自分自身から自身への還帰ではない。｣22

このような実在的必然性における分離が統一されたものが、｢絶対的必然性｣である。この

絶対的必然性における運動において、形式と内容は統一されているだけでなく、この統一

とその諸契機も分離しておらず、区別は自身に浸透する区別である23。実在的必然性にお
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いては、この統一とその諸契機の分離が、その内容を単に前提された内容としていた。こ

のような分離、前提が止揚されることによって、この絶対的必然性の運動は、自己前提的

な運動として24、現実性から現実性への運動、そして、内容から内容への運動となる。

②｢現実性｣と｢概念｣：

しかし、この絶対的必然性は、｢概念｣が自身を顕示したもの、実体の内的な同一性、即

ち、外的に見られた概念の運動である。これに対して、概念そのものは、顕示するもので

あり、創造するものである。ヘーゲルは、『大論理学』の概念論の初めや『エンチュクロ

ペディー』の本質論の最後などで、｢必然性｣と｢概念｣の関係について言及している。『大

論理学』｢概念一般｣の第 10 段において次のように述べられている。

｢実体の統一が絶対的必然性の契機によって自身を定立することによって、実体の統

一は、顕示されたあるいは定立された同一性、そして、それ故に、概念の同一性であ

るところの自由となる。概念、交互作用から結果する総体性は、両実体の統一である

が、しかし、その結果、両実体は、それらがもはやそれらの同一性を盲目的なもの即

ち内的なものとして持っておらず、本質的に映現あるいは反省諸規定としてあるとい

う規定を持っていることによって、今や自由に属している。このことによって、それ

ぞれは、その他者あるいはその被措定有と同様に直接に一致してしまっており、それ

ぞれは、その非措定有を自分自身において含んでおり、従って、その他者において端

的にただ自身と同一的なものとして定立されている。｣(GW12 S.15)25

即ち、概念においては、実体の絶対的必然性の運動における同一性が、自由として定立さ

れている。こうして、自由は、必然性の真理である。このことの意味は、ヘーゲルの次の

叙述において述べられている。

｢普遍的なものは、その限り、また、自身の諸規定の実体でもあるが、しかし、実体そ

のものに対してある偶然的なものであったところのものが、自分自身との概念の固有

な媒介、自分自身の内在的な反省であるというようにそうである。しかし、偶然的な

ものをさしあたって必然性へと高めるところのこのような媒介は、顕示された関係で

ある。概念は、没形式的な実体の深溝、あるいは、相互から相違しているそして自身

を制限する諸物あるいは諸状態の内的な同一性としての必然性ではなく、絶対的な否

定性として、編成するものそして創造するものであり、そして、規定は制限としては

なく、端的に、止揚されたものとしても、被措定有としてもあるのであるから、仮象

は、同一的なものの現象としての現象である。｣(GW12 S.34-5)26

まず、第一に、概念は、｢偶然的なものをさしあたって必然性へと高めるところのこのよ

うな媒介｣である。これは、概念において、実体において偶然的にある諸遇有と実体との関

係が、必然的なものとなっていることだけでなく、概念が、それを必然的なものとする媒

介の働きそのものであることを意味している。また、これは、実体と遇有性の間にある(絶

対的)必然性が、概念においては、｢顕示された関係｣としてあることである。即ち、偶然性

と必然性との統一は、絶対的必然性であるが、概念においては、この絶対的必然性が、本

質論の現実性の領域におけるような単に｢内的な同一性｣としての必然性ではなく、｢顕示

された｣ものとしてあり、むしろ、概念は、このような｢顕示された｣あるいは定立された
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絶対的必然性である。このとき、概念は、そこで実体においてのように外的に諸遇有が定

立されているものではなく、諸遇有を定立するもの、即ち、顕示するもの、｢創造するもの｣

である。

③カントの自由論に関して：ii

ここで、カントの自由論にも触れられなければならないであろう。というのも、それは、

上で問題となっていた必然性と自由の関係を示しているものであるからである。カントは、

『純粋理性批判』において、純粋理性の第 3 のアンチノミーとして、このような自由と必

然性の問題を扱っている。それによれば、テーゼとして、｢自然の法則に従った因果性は、

それから世界の諸現象が全体として導かれることができるところの唯一のものではない。

さらに、自由による因果性を正解の諸現象の説明のために受け入れることが必要である。｣

(B472)が立てられると同時に、アンチテーゼとして、｢如何なる自由もなく、世界における

全ては、自然の諸法則に応じてのみ生じる。｣(B473)も立てられうるとされる。

さて、カントは、因果性を、｢可想的[intelligibel]なもの｣と｢感性的なもの｣に分けている

(B566)。｢可想的｣というのは、感覚の対象におけるものであるが、それ自身は現象ではな

いところのものを意味する。即ち、｢物自体｣としての振る舞いに応じた因果性である。こ

の可想的な因果性は、自然必然的な因果系列に対して、新たな系列を始めるものであり、

カントは、これなくしては、自由はひっくり返されるものとなることを注意している

(B565)。しかし、カントは、可想的な因果性の非時間-空間性に基づいて、或る行為におい

て、自由と必然性、可想的な因果性と感性的な因果性が、両立可能なものであると論じる。

つまり、カントにとって、可想的存在者(Noumenon)である行為的存在は、｢行為をそれ自身

において始めることなしに、その諸結果を感覚世界において、自身から始める｣(B569)ので

ある。しかし、このような自由と必然性の両立の可能性は、自由の可能性の証明も、自由

の現実性の証明をも意味しない。これは、超越論的な理念としての自由の取り扱いのもと

での議論に留まるからである。しかし、実践的なこの自由の想定のもとで、このことは、

大きな意味を持つのであるiii。

上で、ヘーゲルにおいて、概念の自由は、自らを必然的なものとして規定するものであ

ると論じた。このことは、カントの両因果性の両立と次の意味において関係している。ヘー

ゲルにとって、概念の自由とは、2 重の反省構造に他ならない。つまり、概念は、自らの

外へと出て行くと同時に、自身の中に還帰している存在である。即ち、概念は、本質論的

総体性として自らを規定しつつ存在論的総体性へと歩み入ると共に、概念の総体性として

自らの許に留まっている。このような存在の水平的総体性(必然性)に対する垂直的必然性

が、概念の自由なのであるiv。この関係は、カントの両因果性に類比されよう。

また、このような立体的な把握を、水平的に見るならば、次のようになろう。ヘーゲル

は、時間の諸次元である過去、未来、現在において、現在をその真理とし、現在における

ii この論は、発表(原稿)への補足である。

iii これに対して、ヘーゲルの概念把握のあり方は、ただ｢理論的｣であるだけでなく、｢実践的｣

なものとの統一においてある。本論文の 1.4.1(1)を見よ。

iv 本来的には、両者の統一そのものである。
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絶え間ない創造を説くv。これは、現在において、まさに、時間が止揚されており、そこに

おいて、自由があることを意味している。この自由は、時間に対して、創造的に、過去、

現在、未来を規定する。即ち、時間的必然性(自然)は、絶え間なく創造されるvi。カントの

両因果性の両立も、勝義においては、このように理解されるだろう。それでは、ヘーゲル

に立ち返ることにしたい。

1.3.3. 様相論理と時間性

最後に、ヘーゲルにおける諸様相のエレメントとしての｢現実性｣を、時間との関係にお

いて考察し、そして諸様相と時間性の関係を考察したい。

(1)時間と実体

最初に見たように、カントは、その｢図式｣(｢純粋悟性の諸原則｣)において、カテゴリー

の適用を｢時間｣において論じている。それが、3 つの｢アナロギー｣において端的に表現さ

れており、様相の諸原則においては、｢時間そのもの｣、あるいはむしろ｢経験｣そのものに

関わっていた。

そしてすぐ上で考察したように、ヘーゲルの｢現実性｣の運動においては、両実体の間の

必然性が定立されて概念(主観)が登場する。こうして、ヘーゲルにおいて、諸様相の運動

の統一である必然性は、そのものとしては定立されていない主観、あるいは外的な主観で

ある。この位置付けは、ヘーゲルにとって｢時間｣の位置付けと同じである。しかし、たと

えこのような純粋否定性が時間であるとしても、本質論に属する｢現実性｣においては、｢本

質｣が、純粋否定性あるいは媒介性として定立されるときには、その実在性あるいは直接性

は定立されていない。従って、絶対的相関において継起的運動が示されるにしても、相互

継起を貫いた実体としてのこのような必然性は、それが相互継起のそのような実体である

限り、絶対的否定性としてではなくある前提としてある。即ち、｢現実性｣において、｢現実

的なもの｣は、それ自身、｢可能的なもの｣であり、自身の中に他の｢現実的なもの｣を含むと

ころの必然性であり、こうして｢現実的なもの｣はエネルゲイアであるが、このような時間

と空間の統一は、中身のない形式的な統一に留まり、私たちの時間｢経験｣の形式(カテゴ

リー)を表現しているに留まるのである。

(2)経験と現実性

そこで、(カントにとって様相の諸原則は｢経験｣そのものに関わるが、)ヘーゲルにとっ

ては諸様相と｢経験｣の関係はいかなるものであろうか。確かに、ヘーゲルにおいて、｢現実

性｣のエレメントは、｢経験｣がそのものとして展開される場所ではない。しかし、ヘーゲル

にとって、｢現実性｣と｢経験｣とは表裏一体のものである。例えば、ヘーゲルは、『エンチュ

クロペディー』の E § 6 において、哲学の内容に関して次のように述べている。

｢他の側面から、哲学の内容は、生きている精神の領域において根源的に作り出された

v これについては、E § 258 An. u. Zu.における過去と未来の否定的統一としての｢現在｣とその

永遠性の議論、及び、E § 247 Zu.における永遠性と創造についての議論を見よ。後者におい

ては、神による創造と永遠性の問題が、単なる自然の永遠性との対立において論じられてい

る。この議論は、始元(カントの einen schlechthin ersten Anfang (B582))との関連において、こ

こでの自由と必然性の問題となる。

vi 具体的現実的な行為者にとっては、全体系の中で、相互に限定的な創造となろう。
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内容、自身を作り出し世界へ意識の外的なそして内的な世界へとなしたところの内容

以外のものではないこと、― 哲学の内容は  現実  [  性  ]  [  die   Wirklichkeit  ]  である  ことについ

て知らされているということも同様に重要である。｣(E § 6)27

この哲学の内容が｢現実性｣であることについて、ヘーゲルは、E § 6 の注釈において自らの

『法の哲学』の序文から｢理性的なものは、現実的であり、現実的なものは、理性的であ

る。｣を引用し、その｢現実性｣の意味を、論理学の本質論における意味として規定している。

そこで、ヘーゲルは、このような現実と理性の一致を、哲学が真理であることの一つの外

的な｢試金石｣(Prüfstein)であり｢最終目的｣(Endzweck)であるとするのであるが28、このよう

な｢最終目的｣への学の歩みが、学の歴史である。しかし、他方で、ヘーゲルはこのような

内容の最寄の意識を｢経験｣とする。哲学の内容が｢現実性｣であることを、ヘーゲルは主観

の｢経験｣の側から次のように言い換えている。

｢経験の原理[Das Prinzip der Erfahrung]は、ある内容の受け入れと確かに獲得すること

のために、人間が、それ自身、そのもとにあらねばならず、より明確には、そのよう

な内容を自分自身であるという確信との一致において見出し一致されているのを見出

すことという無限に重要な規定を含んでいる。｣(E § 7 An.)29

即ち、｢経験の原理｣は、客観と主観の統一の主観的原理であり、哲学は、現実性、即ち、

｢存在する理性｣と一致していなければならないのと同じように、｢経験の原理｣と一致して

いなければならないのである。それを、ヘーゲルは、｢省察｣(Nachdenken)の発展として語

り(E § 7 から§ 9)、その成果として、普遍的なものの必然性としての思惟、即ち、｢思弁的

な思惟｣(das spekulative Denken)が登場する(E § 9)。ここで、この｢思弁的な思惟｣でもって

カントが意味されている。

このように、ヘーゲルにとって、｢現実(性)｣と｢経験｣とは本来一致するものである。し

かし、このことが示されるのはヘーゲルの哲学体系全体においてであり、論理学の本質論

における｢現実性｣は、それだけでは、｢経験｣そのものという意味をも提示するものではな

い。このことは、ヘーゲルにおいて、時間と空間が、論理学においては問題とならず、続

く自然哲学において初めて自然の諸規定として述べられることに関係している。

(3)結び ― ヘーゲルにおける時間性と自然

上のように、本質論においては、｢時間｣は時間としては定立されておらず、主観として

の概念は、そのようなものではあるが、これもまた実在的なものではない。ヘーゲルにとっ

て、｢時間｣は自然の規定である。そして、ヘーゲルにとって、｢時間｣は、ただ主観的なも

のではなく、(絶対的)理念の他在(｢存在としての理念｣)である自然の規定として、有限な主

観(精神)に対する客観的なものでもある。両者は、ヘーゲル哲学の円環構造において統一

されている。

ヘーゲルは、『エンチュクロペディー』第一版において、次のように述べて論理学を締

めくくっている。

｢従って、そのように対自的に理念であるところの思弁的な理念は、無限な現実性で

ある。この無限な現実性は、このような絶対的な自由において、単に生命へと移行す

るのでも、また、有限な認識することとして、生命を自身の中で映現させるのでもな
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く、自分自身の絶対的な真理において、自身の特殊性あるい最初の規定することと他

在の契機、直接的な理念を自身の反映として、自身を自然として、自身から自由に解

放しようと決意するのである。｣(HE § 192)30

この箇所は、第三版の対応する E § 244 と全体として同じ内容である。ここで、｢無限な現

実性｣は、自身を｢自然｣として解放するとされている。しかし、第三版においては、この

｢無限な現実性｣が、｢直観｣の働きと言われている。このことは、ヘーゲルにとって、｢対

自的な理念｣が、｢無限な現実性｣であることと、｢直観｣の働きであることは同じことを意

味していると考えてよいであろう。即ち、論理的理念と自然との分割が、有限な精神にとっ

て、その｢経験｣の前提であり、そこにおいて主観も客観もあるが、これは、論理的理念に

内在的なものである。絶対的理念は、その完成がかの｢現実性｣である客観的論理学と(概念

論である)主観的論理学との統一としてあり、これが、論理学自身と諸学の円環という主観

的円環と客観的円環との統一である｢無限な現実性｣である31。ヘーゲル哲学のこのような

構造において、主観的な時間と客観的な時間が統一されており、ここに、ヘーゲル哲学に

おける時間性がある言えるだろう32。カントにとってカテゴリーの｢適用｣(anwenden)がまさ

に｢経験｣であるように、ヘーゲルにとっても(無限な)｢現実性｣は｢適用｣でもあり、諸学の

円環の中で｢経験｣と｢現実(性)｣が統一されているのである。
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1.3 の註

1 „4. Die Modalität der Urtheile ist eine ganz besondere Function derselben, die das Unterscheidende an 
sich | hat, daß sie nichts zum Inhalte des Urtheils beiträgt (denn außer Größe, Qualität und Verhältniß 
ist nichts mehr, was den Inhalt eines Urtheils ausmachte), sondern nur den Werth der Copula in 
Beziehung auf das Denken überhaupt angeht.“(Kant B99-100[in: Kant im Kontext])

2 „Erfahrung ist nur durch die Vorstellung einer nothwendigen Verknüpfung der Wahrnehmungen 
möglich.“(Kant B218)

3 „Bei allem Wechsel der Erscheinungen beharrt die Substanz, und das Quantum derselben wird in  
der Natur weder vermehrt noch vermindert.“(Kant B224)

4 „Nun kann die Zeit an sich selbst nicht wahrgenommen werden; mithin ist dieses Beharrliche an den 
Erscheinungen das Substratum aller Zeitbestimmung, folglich auch die Bedingung der Möglichkeit 
aller synthetischen Einheit der Wahrnehmungen, d.i. der Erfahrung, | und an diesem Beharrlichen 
kann alles Dasein und aller Wechsel in der Zeit nur als ein modus der Existenz dessen, was bleibt und 
beharrt, angesehen werden. Also ist in allen Erscheinungen das Beharrliche der Gegenstand selbst, d.i. 
die Substanz (phaenomenon), alles aber, was wechselt || oder wechseln kann, gehört nur zu der Art, 
wie diese Substanz oder Substanzen existiren, mithin zu ihren Bestimmungen.“(Kant B226-7)

5 „(Daß alle Erscheinungen der Zeitfolge insgesammt nur Veränderungen, d.i. ein successives Sein und 
Nichtsein der Bestimmungen der Substanz, seien, die da beharrt, folglich das Sein der Substanz selbst, 
welches aufs Nichtsein derselben folgt, oder das Nichtsein derselben, welches aufs Dasein folgt, mit 
anderen Wor|ten, daß das Entstehen oder Vergehen der Substanz selbst nicht stattfinde, hat der vorige 
Grundsatz dargethan. Dieser hätte auch so ausgedrückt werden können: Aller Wechsel (Succession) 
der Erscheinungen ist nur Veränderung; denn Entstehen oder Vergehen der Substanz sind keine 
Veränderungen derselben, weil der Begriff der Veränderung eben dasselbe Subject mit zwei 
entgegengesetzten Bestimmungen als existirend, mithin als beharrend voraussetzt. — Nach dieser 
Vorerinnerung folgt der Beweis).“(Kant B232-3)

6 „Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache und 
Wirkung.“(Kant B232)

7 „Damit dieses[das objective Verhältniß der einander folgenden Erscheinungen] nun als bestimmt 
erkannt werde, muß das Verhältniß zwischen den beiden Zuständen so gedacht werden, daß dadurch 
als nothwendig bestimmt wird, welcher derselben vorher, welcher nachher und nicht umgekehrt müsse 
gesetzt werden. Der Begriff aber, der eine Nothwendigkeit der synthetischen Einheit bei sich führt, 
kann nur ein reiner Verstandesbegriff sein, der nicht in der Wahrnehmung liegt; und das ist hier der 
Begriff des Verhältnisses der Ursache und Wirkung, wovon die erstere die letztere in der Zeit als die 
Folge und nicht als etwas, was bloß in der Einbildung vorhergehen (oder gar überall nicht 
wahrgenommen sein) könnte, bestimmt. Also ist nur dadurch, daß wir die Folge der Erscheinungen, 
mithin alle Veränderung dem Gesetze der Causalität unterwerfen, selbst Erfahrung, d.i. empirisches 
Erkenntniß von denselben, möglich; mithin sind sie selbst als Gegenstände der Erfahrung nur nach 
eben dem Gesetze möglich.“( Kant B234)

8 „Also ist das Verhältniß der Erscheinungen (als möglicher Wahrnehmungen), nach welchem das 
Nachfolgende (was geschieht) durch etwas Vorhergehendes seinem Dasein nach nothwendig und nach 
einer Regel in der Zeit bestimmt ist, mithin das Verhältniß der Ursache zur Wirkung, die Bedingung 
der objectiven Gültigkeit unserer empirischen Urtheile in Ansehung der Reihe der Wahrnehmungen, 
mithin der empirischen Wahrheit derselben und also der Erfahrung. Der Grundsatz des 
Causalverhältnisses in der Folge der Erscheinungen gilt daher auch vor allen Gegenständen der 
Erfahrung (unter den Bedingungen der Succession), weil er selbst der Grund der Möglichkeit einer 
solchen Erfahrung ist.“(Kant B247)

9 „4. Die Postulate des empirischen Denkens überhaupt.
1. Was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung (der Anschauung und den Begriffen nach) 
übereinkommt, ist möglich.
2. Was mit den materialen Bedingungen der Erfahrung (der Empfindung) zusammenhängt, ist 
wirklich.
3. Dessen Zusammenhang mit dem Wirklichen nach allgemeinen Bedingungen der Erfahrung 
bestimmt ist, ist (existirt) nothwendig. || “(Kant B265-6)

10 „Alle Substanzen, so fern sie im Raume als zugleich wahrgenommen werden können, sind in 
durchgängiger Wechselwirkung.“(Kant B256)

11 „Man sieht nun aus allem diesem, daß das Schema einer jeden Kategorie, als das der Größe die 
Erzeugung (Synthesis) der Zeit selbst in der successiven Apprehension eines Gegenstandes, das 
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Schema der Qualität die Synthesis der Empfindung (Wahrnehmung) mit der Vorstellung der Zeit oder 
die Erfüllung der Zeit, das der Relation das Verhältniß der Wahrnehmungen unter einander zu aller 
Zeit (d.i. nach einer Regel der Zeitbestimmung), endlich das Schema der Modalität und ihrer 
Kategorien die Zeit selbst als das Correlatum der Bestimmung eines Gegenstandes, ob und wie er zur 
Zeit gehöre, enthalte und vorstellig mache. Die Schemate sind daher nichts als Zeitbestimmungen a 
priori nach Regeln, und diese gehen nach der Ordnung der Kategorien auf die Zeitreihe, den 
Zeitinhalt, die Zeitord|nung, endlich den Zeitinbegriff in Ansehung aller möglichen 
Gegenstände.“(Kant B184-5)
また、カントの｢図式｣と時間性とに関しては、大橋良介, 『ヘーゲル論理学と時間性』, 創文

社, 1983 が参考となる。

12 „Die Wirklichkeit ist die unmittelbar gewordene Einheit des Wesens und der Existenz oder des 
Inneren und des Äußeren. Die Äußerung des Wirklichen ist das Wirkliche selbst, so daß es in ihr 
ebenso Wesentliches bleibt und nur insofern Wesentliches ist, als es in unmittelbarer äußerlicher 
Existenz ist.“(E § 142) [E：Werke, E.Moldenhauer, K.M.Michel (Red.), Bd.8-10]

13 „Früher sind als Formen des Unmittelbaren Sein und Existenz vorgekommen; das Sein ist überhaupt 
unreflektierte Unmittelbarkeit und Übergehen in Anderes. Die Existenz ist unmittelbare Einheit des 
Seins und der Reflexion, daher Erscheinung, kommt aus dem Grunde und geht zu Grunde. Das 
Wirkliche ist das Gesetztsein jener Einheit, das mit sich identisch gewordene Verhältnis; es ist daher 
dem Übergehen entnommen, und seine Äußerlichkeit ist seine Energie; es ist in ihr in sich reflektiert; 
sein Dasein ist nur die Manifestation seiner selbst, nicht eines Anderen.“(E § 142 An.)

14 『大論理学』の｢矛盾｣論の注釈 3 には次のように述べられている。
„Eben so ist die innere, die eigentliche Selbstbewegung, der Trieb überhaupt, (Appetit oder Nisus der 
Monade, die Entelechie des absolut einfachen Wesens) nichts anderes, als daß Etwas in sich selbst, 
und der Mangel, das Negative seiner selbst, in einer und derselben Rücksicht ist.“
｢同様に、内的な自己運動、本来の自己運動は、衝動一般、(モナドの欲求あるいは傾動

[Appetit oder Nisus der Monade]、絶対に単純な本質の絶対的な現実態[Entelechie])は、或るも

のが一にして同一な顧慮において、自分自身においてあり、そして、欠如、それ自身の否定

的なものであること以外のことではない。｣(GW11 S.287) [GW11：Gesammelte Werke, 
Rheinisch Westfälische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Hamburg,Felix Meiner, Bd.11. また

P*は該当箇所(„Einteilung“等)の第*段を示す。GW12：同 Bd.12]
15 „18. On pourrait donner le nom d'entéléchies à toutes les substances simples ou Monades créées, car 

elles ont en elles une certaine εχουσι το εντελες, il y a une suffisance αυταρκεια qui les rend sources 
de leurs actions internes et pour ainsi dire des automates incorporels.“ (G.W.Leibniz, La 
Monadologie, écrite en 1714; édition française de 1840)

16 下の下線部 1。
„1Der Mangel   der Reflexion in sich  , den die Spinozistische Auslegung des Absoluten wie die   
Emanationslehre an ihr hat, ist in dem Begriffe der   Leibnizischen Monade   ergänzt.   ― Der 
Einseitigkeit eines philosophischen Princips pflegt sich die entgegengesetzte gegenüber zu stellen, 
und, wie in Allem, die Totalität wenigstens als eine zerstreute Vollständigkeit vorhanden zu seyn. ― 
Die Monade ist ein Eins, ein in sich reflectirtes Negatives; sie ist die Totalität des Inhalts der Welt; 
das verschiedene Mannichfaltige ist in ihr nicht nur verschwunden, sondern auf negative Weise 
aufbewahrt; die Spinozistische Substanz ist die Einheit alles Inhalts; aber dieser mannichfaltige Inhalt 
der Welt ist nicht als solcher in ihr, sondern in der ihr äusserlichen Reflexion. Die Monade ist daher 
wesentlich vorstellend; sie hat aber, ob sie wohl eine endliche ist, keine Passivität; sondern die 
Veränderungen und Bestimmungen in ihr sind Manifestationen ihrer in ihr selbst. Sie ist Entelechie; 
2das Offenbahren ist ihr eigenes Thun. ― Dabey ist die Monade auch   bestimmt  ,   von andern   
unterschieden  ; die Bestimmtheit fällt in den besondern Inhalt und die Art und Weise der   
Manifestation. Die Monade ist daher   an sich  , ihrer   Substanz   nach, die Totalität,   nicht in ihrer   
Manifestation  . Diese   Beschränkung   der Monade fällt nothwendig nicht in die   sich selbst setzende   
oder   vorstellende   Monade, sondern in ihr   Ansichseyn  , oder ist absolute Grenze, eine   Prädestination  ,   
welche durch ein anderes Wesen, als sie ist, gesetzt wird. Ferner da Begrenzte nur sind, als sich auf 
andere Be | grenzte beziehend, die Monade aber zugleich, ein in sich geschlossenes Absolutes ist, so 
fällt die   Harmonie   dieser Begrenzungen, nemlich die Beziehung der Monaden auf einander, ausser   
ihnen und ist gleichfalls von einem andern Wesen oder   an sich   prästabilirt.  “(GW11 S.378-9)

17 前註の下線部 1 と 2 の中間箇所参照。
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18 „Es erhellt, daß durch das Princip der Reflexion-in-sich, welches die Grundbestimmung der Monade 
ausmacht, zwar das Andersseyn und die Einwirkung von aussen überhaupt entfernt ist, und die 
Veränderungen der Monade ihr eigenes Setzen sind, ― daß aber auf der andern Seite die Passivität 
durch anderes, nur in eine absolute Schranke, in eine Schranke des Ansichseyns verwandelt ist. 
Leibnitz schreibt den Monaden eine gewisse Vollendung in sich zu, eine Art von Selbstständigkeit; sie 
sind geschaffene Wesen. ― Näher ihre Schranke betrachtet, so ergibt sich aus dieser Darstellung, daß 
die Manifestation ihrer selbst, die ihnen zukommt, die   Totalität der Form   ist.   Es ist ein höchst 
wichtiger Begriff, daß die Veränderungen der Monade als Passivitätslose Actionen, als 
Manifestationen ihrer selbst vorgestellt, und das Princip der Reflexion in sich, oder der Individuation 
als wesentlich hervorsteht. Ferner ist es nothwendig, die Endlichkeit darin bestehen zu lassen, daß der 
Inhalt oder die Substanz von der Form unterschieden, und dann weiter jene beschränkt, diese aber 
unendlich ist. 2Aber nun wäre im Begriffe der   absoluten Monade   nicht nur jene absolute Einheit der   
Form und des Inhalts, sondern auch die Natur der Reflexion, als die sich auf sich selbst beziehende 
Negativität sich von sich abzustossen, wodurch sie setzend und schaffend ist, zu finden. Es ist zwar im 
Leibnitzischen Systeme das Weitere gleichfalls vorhanden, daß Gott die Quelle der Existenz und des 
Wesens der | Monaden ist, d. h. daß jene absoluten Schranken im Ansichseyn der Monaden nicht an 
und für sich seyende sind, sondern im Absoluten verschwinden. Aber es zeigen sich in diesen 
Bestimmungen nur die gewöhnlichen Vorstellungen, die ohne philosophische Entwicklung gelassen 
und nicht zu speculativen Begriffen erhoben sind. So erhält das Princip der Individuation seine tiefere 
Ausführung nicht; die Begriffe über die Unterscheidungen der verschiedenen endlichen Monaden, und 
über ihr Verhältniß zu ihrem Absoluten, entspringen nicht aus diesem Wesen selbst oder nicht auf 
absolute Weise, sondern gehören der räsonnirenden, dogmatischen Reflexion an, und sind daher zu 
keiner innern Cohärenz gediehen. | “(GW11 S.379)

19 前々註下線部 2参照。

20 前々註下線部 2参照。

21 „Diese Nothwendigkeit aber ist zugleich relativ. ― Sie hat nemlich eine Voraussetzung, von der sie 
anfängt, sie hat an dem Zufälligen ihren Ausgangspunkt. Das reale Wirkliche als solches, ist nemlich 
das bestimmte Wirkliche, und hat zunächst seine Bestimmtheit als unmittelbares Seyn darin, daß es 
eine Mannichfaltigkeit existirender Umstände ist; aber diß unmittelbare Seyn als Bestimmtheit, ist es 
auch das Negative seiner, ist Ansichseyn oder Möglichkeit; so ist es reale Möglichkeit. Als diese 
Einheit der beyden Momente ist sie die Totalität der Form, aber die sich noch äusserliche Totalität; 
sie ist so Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit, daß 1) die mannichfaltige Existenz unmittelbar 
oder positiv die Möglichkeit ist; ― ein mögliches, mit sich identisches überhaupt, darum weil sie ein 
wirkliches ist; 2) insofern diese Möglichkeit der Existenz gesetzt ist, ist sie bestimmt | als nur 
Möglichkeit, als unmittelbares Umschlagen der Wirklichkeit in ihr Gegentheil, ― oder als 
Zufälligkeit. Daher ist diese Möglichkeit, welche die unmittelbare Wirklichkeit, indem sie Bedingung 
ist, an ihr hat, nur das Ansichseyn als die Möglichkeit eines Andern. Dadurch daß, wie gezeigt, diß 
Andersseyn sich aufhebt, und diß Gesetztseyn selbst gesetzt wird, wird die reale Möglichkeit zwar 
Nothwendigkeit; aber diese fängt somit von jener noch nicht in sich reflectirten Einheit des Möglichen 
und Wirklichen an; ― dieses Voraussetzen und die in sich zurükkehrende Bewegung ist noch 
getrennt; ― oder die Nothwendigkeit hat sich noch nicht aus sich selbst zur Zufälligkeit  
bestimmt.“(GW11 S.388-9 Relative Notwendigkeit P11)

22 „In der That ist somit die reale Nothwendigkeit an sich auch Zufälligkeit. ― Diß erscheint zunächst 
so, daß das real Nothwendige, der Form nach, zwar ein Nothwendiges, aber dem Inhalte nach ein 
Beschränktes sey, und durch ihn seine Zufälligkeit habe. Allein auch in der Form der realen 
Nothwendigkeit ist die Zufälligkeit enthalten; denn wie sich gezeigt, ist die reale Möglichkeit nur an 
sich das Nothwendige, gesetzt aber ist sie als das Andersseyn der Wirklichkeit und Möglichkeit gegen 
einander. Die reale Nothwendigkeit enthält daher die Zufälligkeit; sie ist die Rükkehr in-sich aus 
jenem unruhigen Andersseyn der | Wirklichkeit und Möglichkeit gegen einander, aber nicht aus sich 
selbst zu sich.“(GW11 S.389 Relative Notwendigkeit P13)

23 „So hat die Form in ihrer Realisirung alle ihre Unterschiede durchdrungen und sich durchsichtig 
gemacht, und ist als absolute Nothwendigkeit nur diese einfache Identität des Seyns in seiner  
Negation oder in dem Wesen mit sich selbst. ― Der Unterschied von dem Inhalte und der Form 
selbst ist eben so verschwunden; denn jene Einheit der Möglichkeit in der Wirklichkeit und umgekehrt 
ist die in ihrer Bestimmtheit oder im Gesetztseyn gegen sich selbst gleichgültige Form, die 
inhaltsvolle Sache, an der sich die Form der Nothwendigkeit äusserlich verlief. Aber so ist sie diese 
reflectirte Identität beyder Bestimmungen, als gegen sie gleichgültig, somit die Formbestimmung des 
Ansichseyns gegen das Gesetztseyn, und diese Möglichkeit macht die Beschränktheit des Inhalts aus, 
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den die reale Nothwendigkeit hatte. Die Auflösung dieses Unterschieds aber ist die absolute 
Nothwendigkeit, deren Inhalt dieser in ihr sich durchdringende Unterschied ist. |“(GW11 S.390-1 
Absolute Nothwendigkeit P6)

24 このような絶対的必然性を、近藤氏は諸モナドを見出す(近藤良樹,｢可能性・現実性・必然

性｣,『理想』No.540)。また、絶対的必然性は、偶然的なものを必然的なものとするものであ

る。これは、｢十分な理由｣、あるいは、ヘーゲルの理解する(必ずしも心身の間におけるも

のでない)｢調和｣であろう。しかし、この段階では、｢概念｣の創造の働きとしてではなく、

外的なものであり、それ故に、絶対的必然性は、絶対的偶然性でもあろう。

25 „― Die Einheit der Substanz ist ihr Verhältniß der Nothwendigkeit; aber so ist sie nur innre 
Nothwendigkeit; indem sie durch das Moment der absoluten Negativität sich setzt, wird sie 
manifestirte oder gesetzte Identität, und damit die Freyheit, welche die Identität des Begriffs ist. 
Dieser, die aus der Wechselwirkung resultirende Totalität, ist die Einheit der beyden Substanzen der 
Wechselwirkung, so daß sie aber nunmehr der Freyheit angehören, indem sie nicht mehr ihre Identität 
als ein blindes, das heißt innerliches, sondern daß sie wesentlich die Bestimmung haben, als Schein 
oder ReHexionsmomente zu seyn, wodurch jede mit ihrem Ändern oder ihrem Gesetztseyn eben so 
unmittelbar zusammengegangen und jede ihr Gesetztseyn in sich selbst enthält, somit in ihrem 
Ändern schlechthin nur als identisch mit sich gesetzt ist. |“(GW12 S.15 Begriff Im allgemeinen P10)

26 „Eben so scheint es aber nicht nur in sein Anderes, wie die Renexionsbestimmung. Diese als ein 
relatives bezieht sich nicht nur auf sich, sondern ist ein Verhalten. Sie gibt sich in ihrem Ändern 
kund; aber scheint nur erst an ihm, und das Scheinen eines jeden an dem ändern oder ihr 
gegenseitiges Bestimmen hat bey ihrer Selbstständigkeit, die Form eines äusserlichen Thuns. ― Das 
Allgemeine dagegen ist gesetzt als das Wesen seiner Bestimmung, die eigene positive Natur 
derselben. Denn die Bestimmung, die sein Negatives ausmacht, ist im Begriffe schlechthin nur als ein 
Gesetztseyn, oder wesentlich nur zugleich als das Negative des Negativen, und sie ist nur als diese 
Identität des Negativen mit sich, welche das Allgemeine ist. Dieses ist insofern auch die Substanz 
seiner Bestimmungen; aber so, daß das, was | für die Substanz als solche ein zufälliges war, die eigne 
Vermittlung des Begriffes mit sich selbst, seine eigene immanente Reflexion ist. Diese Vermittlung, 
welche das Zufällige zunächst zur Nothwendigkeit erhebt, ist aber die manifestirte Beziehung; der 
Begriff ist nicht der Abgrund der formlosen Substanz, oder die Nothwendigkeit, als die innre Identität 
von einander verschiedener und sich beschränkender Dinge oder Zustände, sondern als absolute 
Negativität das formirende und erschaffende, und weil die Bestimmung nicht als Schranke, sondern 
schlechthin so sehr als aufgehobene, als Gesetztseyn ist, so ist der Schein die Erscheinung als des 
Identischen.“(GW12 S.34-5 Allgemeine Begriff P6)

27 „Von der andern Seite ist es ebenso wichtig, daß die Philosophie darüber verständigt sei, daß ihr 
Inhalt kein anderer ist als der im Gebiete des lebendigen Geistes ursprünglich hervorgebrachte und 
sich hervorbringende, zur Welt, äußeren und inneren Welt des Bewußtseins gemachte Gehalt, ― daß 
ihr Inhalt die Wirklichkeit ist.“(E § 6)

28 „diese Übereinstimmung kann für einen wenigstens äußeren Prüfstein der Wahrheit einer Philosophie 
angesehen werden, [so wie] es für den höchsten Endzweck der Wissenschaft anzusehen ist, durch die 
Erkenntnis dieser Übereinstimmung die Versöhnung der selbstbewußten Vernunft mit der seienden 
Vernunft, mit der Wirklichkeit hervorzubringen.“(E § 6)

29 „Das Prinzip der Erfahrung enthält die unendlich wichtige Bestimmung, daß für das Annehmen und 
Fürwahrhalten eines Inhalts der Mensch selbst dabei sein müsse, bestimmter, daß er solchen Inhalt mit 
der Gewißheit seiner selbst in Einigkeit und vereinigt finde.“(E § 7 An.)

30 „Die speculative Idee, welche so für sich die Idee ist, ist damit die unendliche Wirklichkeit, die in 
dieser absoluten Freyheit, nicht bloß ins Leben übergeht, noch als endliches Erkennen dasselbe in 
sich scheinen läßt, sondern in der absoluten Wahrheit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer 
Besonderheit oder des ersten Bestimmens und Andersseyns, die unmittelbare Idee, als ihren 
Wiederschein, sich als Natur frey aus sich zu entlassen. | “(HE § 192)

31 vgl. ｢ヘーゲルにおける｢学の自覚｣の構造｣, 広島大学文学部 西洋哲学研究室編, シンポジオ

ン復刊 49 号(~本論文 1.1)、｢ヘーゲル論理学における存在と本質の位置付け｣, 広島哲学会編, 
｢哲学｣第 56集(~本論文 1.2)

32 この点に関しては、学位論文｢ヘーゲル哲学体系と精神の意義についての研究｣において、ま

た、｢ヘーゲルの空間-時間論と物(Ding)｣(西哲研究会発表, 2004.7.24)においても論じた。
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1.4. ヘーゲルの｢自然｣概念と｢物体論｣の課題について

1.4.0. 序

それでは、序章の最後に、ヘーゲルの｢自然哲学｣と｢自然｣概念に関して、｢自然哲学｣内

部において語られる諸規定について取り上げたい。そして、それに基づいて、本論文にお

いて展開される｢物体論｣の課題を提示することにしたい。

1.4.1. ヘーゲルの自然の一般的規定と自然哲学論について

まず、ヘーゲルが、｢自然哲学｣の序論(とその補遺;ズールカンプ版)において語っている

ところの自然と自然哲学についての重要な議論を考察したい。

(1)ヘーゲルの自然哲学論

ここで、｢自然哲学｣は、ヘーゲルの『エンチュクロペディー』の第二部門として当てら

れているものであり、｢自身の他在における理念の学｣(§ 17)viiとされるものである。このこ

との体系的意味については、この序章においてこれまで述べてきた通りである。そこで、

ここでは、｢自然哲学｣の内部において語られるところの自然哲学の規定について考察した

い。

①ヘーゲルの自然哲学への姿勢

ヘーゲルにとって、自然哲学は、その学の体系の一部として高い意味を持つものである。

しかし、ヘーゲルは、同時に、(他の部門における既存の諸学に対してもそうなのではある

が、)所謂｢自然哲学｣の批判に労をさいている(ズールカンプ版の冒頭および E § 245 の諸補

遺)。そこでの批判は、シェリングviiiなどを念頭においたものであるが、｢粗野な経験主義

と非悟性的な思想諸形式を、妄想の全くの恣意と表面的な類似に応じて振る舞うという最

もひどいやり方を無秩序に混ぜ合わせ、そして、そのような合成を、理念、理性、学とし

て、神的な認識として偽証し、そして、全ての方法と学問性の欠如を学問性の最も高い頂

点として偽証した｣(Zu. vor E § 244 P1)とするものである。しかし、勿論、ヘーゲルにとっ

て、｢理念のそのような道に迷うことと誤解のために自然哲学そのものを退けることは、あ

る全く他のものである｣( Zu. vor E § 244 P2)から、ヘーゲルは、｢自然哲学に対する現前し

ている諸誤解と諸偏見を顧慮して適切であると思われるのは、この学の真なる概念を立て

るころである｣とし、｢想像力の事柄｣、｢空想力の事柄｣ではなく、｢概念の事柄｣、｢理性の

事柄｣( Zu. vor E § 244 P2)としての自然哲学を打ち立てるとする。

ヘーゲルは、同じ序論の中で、自然哲学について、次のように規定する。

｢自然哲学が概念把握する考察であることによって、自然哲学は、[物理学と]同じ普遍

的なものを持つが、しかし、それをそれだけで対象として持ち、そして、概念の自己

規定に応じたその固有の内在的な必然性においてそれを考察する。｣(GW20 §. 246.)　

このヘーゲルの規定は、一方で、上のヘーゲルが批判する自然哲学のあり方に対して、ヘー

ゲルの立場を主張するものでなければならないが、他方では、所謂自然科学に対しても、

vii ｢[...]そうして、学は、3 つの部分に分かれる。I. 論理学、即且対自的な理念の学、II. 自身の

他在における理念の学としての自然哲学、III. 自身の他在から自身へ還帰する理念の学とし

ての精神の哲学。｣(GW20 §. 17.)
viiiヘーゲルの自然哲学が、シェリングの自然哲学の影響のもとにあることも言うまでもない。
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ヘーゲルの立場を主張するものである。続いて、このことを考察しながら、ヘーゲルの立

場をより詳しく理解することにしたい。

②自然哲学と物理学との区別とヘーゲルの立場

・自然哲学と物理学との区別

ヘーゲルが述べる｢自然哲学｣論において、自然哲学と物理学との区別は、重要な論点で

ある。確かに、｢物理学[Physik]と呼ばれるところのものは、かつては、自然哲学を意味し

ており、そして、同様に、自然の理論的な考察、しかも、思惟する考察である｣(§ 246)。し

かし、ヘーゲルは、｢物理学と自然哲学は、自然の思惟的な両認識である｣(Zu. vor E § 244 

P4)とも言う。ここで、｢思惟的な｣というのは、それらが、｢知覚と思惟のように｣区別され

るのではなく、｢思惟のあり方とやり方によって｣(ebd.)のみ区別されるからである(ヘーゲ

ルにとって、物理学は、物理学が思っている以上に思想なのである)。

これらの区別は、もう少し大きな学の展開の中で位置付けられなければらなない。ヘー

ゲルは、§ 245 において、"自然への実践的な関係"を述べ、§ 246 において、"理論的な関係

"を述べている。ここで、前者の"自然への実践的関係"は、｢目的論的な立場｣(§ 245)へと導

く。これについて、ヘーゲルは、アリストテレスの｢諸物の本性 ｣(ebd.)についての考察な

どを挙げている。しかし、これは、｢特殊な有限な諸目的｣(ebd.)からなされるものではなく、

｢自然そのものに内在的であるところの概念｣(ebd.)からなされなければならないとされる。

そこで、他方の、"自然への理論的関係"が、さしあたって、自然哲学の立場であり、ま

た、物理学の立場となる。この"自然への理論的関係"において、ヘーゲルは、α)自然的な

諸物からの後退、β)普遍性の規定の獲得、γ)理論的な関係を自分自身の内部で矛盾してい

るものとして見出すこと、があるとし(E § 246 Zu. P1)ix、それについて詳しく説明を加えて

いるのであるが、ヘーゲルの叙述そのものにおいて、なぜか、自然哲学と物理学の区別は、

はっきりとしたものではない。しかし、ヘーゲルは、物理学の思惟規定の不十分性として、

｢物理学の普遍的なものは抽象的であり、あるいは、ただ形式的であるにすぎない｣、｢規定

された内容は、普遍的なものの外にあり、[...]まさにそれ故にただ有限な内容としてある｣

(E § 246 Zu. P7)xとしている。それ故に、ヘーゲルにとって、上の α)～γ)(引用中のではない)

の内、β)の立場への固執に物理学の欠陥があると考えてよいであろう。そこで、上の γ)の

立場こそ、ヘーゲルの立場へと導くものであると言える。

・ヘーゲルの自然哲学の立場

しかし、この γ)の立場は、むしろ、自身を止揚したところの自然への理論的関係とでも

いうべき自然哲学の立場であるxi。即ち、この立場において、自然への理論的関係は、自然

ix このような(歴史的な)諸学の展開の論は、ここ自然哲学の導入部(における講義)だけでなく、

他にも、『エンチュクロペディー』の序論等でも展開されている。

x ｢α)物理学の普遍的なものは抽象的であり、あるいは、ただ形式的であるにすぎない。物理

学の普遍的なものは、自身の規定を自分自身において持っておらず、あるいは、特殊性へは

移行しない。β)まさにそれ故に、規定された内容は、普遍的なものの外にあり、それ故に、

自分自身において必然的な連関なしに粉々に砕かれ、分割され、個別化され、特殊化されて

おり、まさにそれ故にただ有限な内容としてある。｣(E § 246 Zu. P7)
xi ヘーゲルは、｢自然哲学は、それ自身、物理学であるが、しかし、合理的物理学である。｣

(Zu. vor E § 244 P4)とも述べている。
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への実践的関係と統一されることになる。

｢私たちは、自然へと、一方で、実践的に、他方で、理論的に関係する。理論的な考察

のもとでは、矛盾が、私たちに示されるだろう。この矛盾は、第三に、私たちを私た

ちの立場へと導くであろう。私たちが矛盾の解体のために実践的な関係に特有なもの

を付け加えなければならないことによって、実践的な関係に特有なものは、総体性へ

と統合されるだろうし、そして、理論的なものと統一されるだろう。 ｣(Zu.2 vor E § 

245 P3)

このような｢実践的な関係に特有なもの｣とは何であろうか。それは、ヘーゲルにとって、

上でも述べたように、アリストテレスにも見出される目的論的立場(E § 245 Zu. P3)であり、

それが加わることによって、ヘーゲルの立場が現れるのである。それが、｢概念把握する認

識｣に他ならない。｢概念把握する認識は、理論的な態度と実践的な態度の統一である｣(E § 

246 Zu. P8)。これを、ヘーゲルは、規定性のない普遍性と普遍性の無い個別性との統一と

して、次のように述べている。

｢概念把握する認識の働きは、そこにおいて普遍性が諸対象である個別性に対している

私の中にある此岸に留まっていないところの媒語であり、この媒語は、諸物に対して

否定的に関係し、そして、諸物を自身に同化することによって、諸物においても同様

に個別性を見出し、諸物を好きなようにさせ、そして、自由に自身において規定させ

る。｣(E § 246 Zu. P8)

これが、ヘーゲルの立場であり、所謂自然哲学の外的な反復でも、所謂自然科学の抽象で

もなく、その実践性との統一において、自然の客観性と経験との一致として展開される自

然の叙述となる。そして、これが、自然哲学として完成するときに、ヘーゲルにとって、

｢今、精神が、自分自身の本質を、即ち、概念を自然の中に見出し、自身の似像を自然の中

に見出すことが、自然哲学の使命と目的である｣(E § 246 Zu. P9)xiiことを意味することとな

るのである。このことは自然の体系的位置付けにおいても理解できるものであり、そして、

実際には、説明されたこの立場そのものも、(この 1 章で考察してきたことからわかるよう

に)体系全体において確証されるものなのである。以上のようなヘーゲルの自然哲学の立場

と目的を念頭に置きながら、｢自身の他在における理念の学｣(§ 17)としての自然についてヘー

xii ｢神は、自然としての啓示と精神としての啓示という二様の啓示を持っている。神の両形態

化は、それを神が満たしそしてそれにおいて神が現在しているところの神の両神殿である。

ある抽象概念としての神は、真なる神ではなく、ただ生きている過程として、世界を定立す

るその他者、神的な形式において把握されるとその息子であるところの他者としてのみある。

そして、その他者との統一において初めて、精神において初めて、神は主観である。今、精

神が、自分自身の本質を、即ち、概念を自然の中に見出し、自身の似像を自然の中に見出す

ことが、自然哲学の使命と目的である。そうして、自然研究は、自然における精神の解放で

ある。というのは、精神は、精神が他者へ関係するのではなく自分自身へ関係する限りで、

自然において生じる。これは、同様に自然の解放でもある。｣(E § 246 Zu. P9)
　また、自然哲学の最後の節に置かれた補遺においては、次のようにも述べられている。

｢この諸講義の目的は、自然の像[Bild;形成]を与えること、このプロテウスを屈服させるこ

と、この外面性においてただ私たち自身の鏡のみを見出すこと、― 神を認識することであ

る, 精神の考察においてではなく、このような精神の直接的な現存在において。｣(E § 276 Zu. 
P3)
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ゲルが与えるところの諸規定を、次に考察することにしたい。

(2)ヘーゲルの自然の規定

ヘーゲルの｢自然｣概念一般について、主に、｢自然哲学｣の序論におけるヘーゲルの叙述

に基づいて、その規定を取り上げることにしたい。

①自然の無力

ヘーゲルは、｢自然の無力｣(Ohnmacht der Natur)と言う。この有名な言葉は、§ 250 におい

て次のように述べられているxiii。

｢[...] 即ち、直接的に具体的なものは、諸性質の群れであり、相互並在的に、そして、

多かれ少なかれ相互に無関心的であり、まさにそれ故に、それらの諸性質に対して、

単純なそれだけで存在する主観性が、同様に無関心的であり、そして、それらの諸性

質を、外的な従って偶然的な規定にゆだねる。概念諸規定をただ抽象的にのみ保持し、

そして、特殊なものの実行を外的な規定性にさらすことが、自然の無力である。｣

(GW20 §. 250.)

このように、自然の無力は、｢概念諸規定をただ抽象的にのみ保持し、そして、特殊なもの

の実行を外的な規定性にさらすこと｣である。これは、自然においては、概念の展開の特殊

化が｢外的な従って偶然的な規定にゆだねる｣ことによっていることを意味している。これ

は、例えば、虫にとって、その生まれた木の葉を食べて成長することは、外的な必然であ

り、偶然的なことであるが、その虫が、それを食べることによって、美しい蝶となること

は、内的な必然である、といったことである。概念は、自然においては、その自己を、そ

の他者に身をさらすことによってのみ、展開し実現することができるのであり、むしろ、

そのような外面性の領域が、｢自然｣と言われるのであるxiv。

｢自然は、自身を他在の形式における理念として明らかにする。そのように、理念は、

自分自身の否定的なものとして、あるいは、自身に外的なものとしてあるのであるか

ら、自然は、このような理念に対して(そして、理念の主観的な実存在、精神に対して)

外的に、ただ関係的にのみあるだけでなく、外面性は、そこにおいて、理念が自然と

してあるところの規定を形成する。｣(GW20 §. 247.)

このような｢自然の無力｣は、(論じて来たように)理念の外在という｢自然｣そのものの概念

に由来するものなのである。

②自然の偶然性と必然性

これに関連して、自然の｢偶然性｣についても、触れて置かなければならないだろう。

｢このような外面性において、概念諸規定は、相互に無関心な存立と個別化の仮象を持っ

ている。それ故に、概念は、内的なものとしてある。それ故に、自然は、その現存在

xiii"Ohnmacht der Natur"という言葉は、E § 314 Zu.や E § 368 Zu.にも登場するが、本文において、

その意味が規定されているのはここのみであろう。また、勿論、 "ohnmächtig"等は各所にあ

る。

xiv松山寿一(『ドイツ自然哲学と近代科学』, 北樹出版, 1990, S.212 あるいは S.252 以下)は、概

念推理(類-種-個)が環境推理(類-個体-環境)によって乱されることに、この｢自然の無力｣を見

ている。｢自然の無力｣については、その他、同、9 章、あるいは、長島隆, ｢体系期ヘーゲル

における自然把握と自然哲学の基礎付け｣ in:『ヘーゲル哲学への新視角』, 創文社, 1999, S.
134 も見よ。
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において、如何なる自由をも示さず、必然性と偶然性を示す。｣(GW20 §. 248.)

ここで、ヘーゲルは、自然は、｢必然性と偶然性｣を示すとしている。これは、特に奇妙な

ことがらではない、ヘーゲルにとって、｢偶然｣とは、｢外的な必然性｣であって、概念は、

自然にあっては、このような｢必然性｣にさらされているとされているのである。

さて、ここで、｢概念は、内的なものとしてある｣から、｢内的な必然性｣もまた、まさに

｢内的｣である。しかし、この内的な必然性も、｢個体性｣として、そして、｢主観性｣として

次第に形を現してくる。このような構造は、本論文では、主に、4 章で論じるが、いわば、

このとき、この｢内的な必然性｣は、深い樹間の中へ射し入った光のように、自然の中に射

し入った精神の輝きであると言える。このとき、この｢内的な必然性｣は、ただ｢外的な必然

性｣にさらされる｢無力｣なのではなく、自らを｢外的な必然性｣としても示すものである。自

然の中にも、少なくとも、そのような形式的構造が用意されている(先に 1.3 において、概

念こそ自由であり、それが、自らを、現実性の領域において、必然的なものをして定立す

るとも述べたように)xv。

精神にとって外的なものとして現れくる自然とその必然性は、考察したように、絶対的

理念の根源分割に由来するものである。それ故に、自然の必然性＝偶然性は、単に主観的

なものではなく客観的なものである。しかし、これは、精神そのものの根拠においてある

ものであることも忘れられてはならない。このような自然の必然性に身をさらすことは、

精神本来の自由に他ならないのである。

③自然における｢展開｣について

このことによって、ヘーゲルの次の難解な言葉も理解できよう。

｢自然は、諸段階の一つの体系としてみなされなければならない。その諸段階の一つの

段階は、他の段階から必然的に出現し、そして、それから最初の段階が結果するとこ

ろの次の真理である。しかし、ある段階が他の段階から自然的に生み出されるのでは

なく、自然の根拠を形成する内的な理性において生み出されるのである。概念の変化

はもっぱら発展であるのであるから、変容は概念そのものに帰属している。しかし、

概念は、自然においては、部分的には、ある内的なものであり、部分的には、ただ生

きている個体としてのみ実存在するものである。それ故に、生きている個体にのみ、

実存在する変容は制限されている。｣(GW20 §. 249.)

ここで、ヘーゲルは、｢ある段階が他の段階から自然的に生み出されるのではなく、自然

の根拠を形成する内的な理性において生み出されるのである｣と述べている。このことを、

理解するのは、ここだけからは比較的困難である。しかし、これは、自然において、展開

は、自然の｢内的な理性｣においてなされるのであって、外面的に捉えられた或る段階、あ

るいは、或る段階の外面性は、その展開の運動にとって他者、あるいは、外的なものであっ

xv 自然がこのような内的な必然性と外的な必然性＝偶然性とが倒錯する領域であるからこそ、

自然においては、ただ必然的に決定されることも、ただ偶然的であることもなく、自然必然

性にとっては、精神の内的必然性が偶然的なものとして現れ、精神にとってはその逆である

という状況が生まれることになる。しかし、自然においても、その真の絶対的必然性＝絶対

的偶然性である自由は、真なる精神的存在である理念においてあると言えよう。

　この点に関しては、松山寿一, 『ドイツ自然哲学と近代科学』の S.221 におけるヘンリッ

ヒの論の紹介も見よ。
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て、これは、偶然性の契機であるということであると理解できる。このような偶然性が、

｢自然的｣といって、概念の展開に関与することはないのであるxvi。

そして、概念である自然の｢内的な理性｣は、自然において、ただ｢内的なもの｣でも、｢実

存在するもの｣でもある。後者は、｢生きている個体｣としてであって、このような個体、即

ち、有機体においてのみ、｢実存在する変容｣がある。この｢実存在する変容

[Metamorphose]｣は、まさに、このような個体における概念の展開の運動を意味しているが、

ここでは、ゲーテにおけるような、植物の葉のその他の分枝への変容ではなく(これも無関

係ではないが)、むしろ、昆虫における、例えば、幼虫、サナギ、蝶といった変容が考えら

れている(E § 249 Zu. P3)。このような変容において、同一性と区別の同一性である概念の

発展が実存在しており、ヘーゲルは、この中に、｢自然の理性｣を見るのであり、｢自然の理

念｣の実現を見るのであるxvii。

従って、ヘーゲルにとって、自然の諸段階の展開は、それぞれの段階から他の段階が｢自

然的に｣出現するようにあるのではなく、即ち、自然には、段階から段階への外面的な進化

は実存在せず、自然の諸段階は、｢自然の理性｣によって、いわば、その背後でなされる。

例えば、有機体における、鉱物、植物、動物、そして、人間の諸段階においても、これら

の外面的な進化ではなく、理性の展開においてある諸区分、諸段階が、今、実存在してい

る。自然には、歴史はないのであり、人間も、植物や動物から進化したのではないのであ

るxviii。

xviこれは、偶然に依拠する進化論批判ともなろう。

xvii内在的な必然性としての概念は、有機体において実存在に至る。しかし、内在的な必然性

としての概念は、自然において実存在するものとしては、やはり、外面性においてある。自

然は、概念がその外在においてあるにとどまるが故に自然であり、概念が、そのものとして

現れてきたならば、それは精神である。

xviiiへーゲルは、 E § 249 Zu. P2 において、自然における段階進行として把握される 2 つの形式

である｢進化｣(進展;Evolution)と｢流出｣(Emanation)について批判している。また、｢有機的物

理学｣に属する E § 249 Zu. P7 においては、ヘーゲルは、｢人間は、動物からは形成されてお

らず、動物も、植物から形成されていない; それぞれは、突然に、完全に、それであるとこ

ろのものである。｣(E § 249 Zu. P7)と述べており、自然において、有機的個体における展開

は認めるが、植物、動物、鉱物と貫く展開の主体を認めない。ヘーゲルが、自然に歴史がな

いと言うときに、このような、自然にはまだ歴史を貫く主体がないということを意味してい

ると言える。つまり、ヘーゲルにとって、自然の段階進行はあるものであるが、鉱物、植物、

動物、あるいは、人間については、これらは、言わば、同時にそのように区別され存在する

ものであり、現在ある区別における鉱物から植物、そして、動物、人間へといった進化があ

るわけではないのである。鉱物、植物、動物、人間の区別は、より大きな区別と統一の中に

位置付けられるものであろう。また、この点に関しては、Hösle(Pflanze und Tier  in: II. 
Naturphilosophie und die Einzelwissenschaften, 1987)の S.383 以下、あるいは、原崎道彦, ｢進化

論とヘーゲル｣ in:『ドイツ観念論と自然哲学』, 創風社, 1994 も見よ。

　ただし、松山氏は、『ドイツ自然哲学と近代科学』(第 9 章｢自然の威力と無力｣)において、

自然の無力について、｢クーノー･フィッシャーが早計にもそこにダーウィニズムの先駆を見

た｣ことについて指摘していると共に、シュランジェから｢ヘーゲルにあっては如何なる自然

的全体性の有機体論もない｣と引き、自然の威力を認めるシェリングの進展論と対比してい

る。また、同論考によれば、松山氏自身は、基本的に、｢ヘーゲルの洞察によれば、生物の

進化は、｢生物に対する環境的条件の偶然的作用｣｢生物に対する環境的要因の錯乱作用｣(渡
辺)による｣とする渡辺祐邦氏の見解に同調的のようである。一方、本多氏は、自然をシステ

ムとして特徴付けると共に(｢ヘーゲル自然哲学とシステム思考｣ in:『ヘーゲル読本』)、ア
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1.4.2. ヘーゲルの｢物体論｣の課題について

以上、ヘーゲルの｢自然｣概念一般に関する諸規定について論じた。本論文のテーマであ

るヘーゲルの｢物体論｣についても、以上論じてきた｢自然｣概念の規定のもとで、あるいは、

体系全体的視野のもので捉えられなければならない。ここで、ヘーゲルの｢物体論｣の諸課

題について述べることにするが、その前に、加藤尚武氏の論じる自然哲学の諸問題とその

ヘーゲル的解決について見ておきたい。

(1)ヘーゲル｢自然哲学｣の諸問題

①ヘーゲル｢自然哲学｣の諸問題

加藤尚武氏は、その翻訳『自然哲学』(岩波書店)の解説においてxix、自然哲学の基本問題

を幾つか提示し、哲学史・科学史的観点、19 世紀自然哲学の潮流の中で、ヘーゲルの自然

哲学を特徴付けている。加藤氏が挙げる自然哲学の基本問題とは、次のものである(｢五 自

然哲学の基本問題｣にて基本的な枠組みを説明した後、各章にて個別に論じられている)。

精神と物質(八 精神と物質の統一)

エーテル(九 エーテル)

天上界と地上界(一〇 天上界と地上界)

粒子説と流動説(五 自然哲学の基本問題, 一一 アトムの演繹)xx

しかし、これらは相互に連関した問題であるので、以下、(この章立てにあまりとらわれず

に)主要論点をまとめると、次のようになる。

・物質と精神の統一と無限性としてのエーテル

シェリングは、物質と精神の統一、心身一元論の立場を取り、これは、アニミズムに親

リストテレスからの影響と共に、ベーメからの影響を強調している(『自然哲学 下』解説)。
｢このキリスト教神学[三位一体]とアリストテレス自然学[自然の階層観をバックとした地球

中心主義的宇宙観、地・水・空気・火の四元素説、有機体論的宇宙観]との結びつきには、

ヘーゲルの場合ドイツ神秘主義の影がさしていたことを忘れてはならない。この神秘主義思

想とは、そのころ｢テュートンの哲学者｣(philosophus teutonicus)ともよばれたベーメ(Jakob 
Böhme, 1575-1624)の神智学的自然哲学と、これを通して影響したパラケルスス(Paracelsus, 
1493-1541)の錬金術的自然観とであった。｣(本多修郎訳,『自然哲学 下』, 未来社, 1984, S.
393)。

xix『自然哲学』(岩波書店)の 709-768頁。章立ては以下の通りである：一 詰めこみすぎた箱舟、

ニ つくられた｢壮大な哲学体系｣、三 エンツュクロペディー、 四 ヘーゲルの｢自然哲学｣、

五 自然哲学の基本問題、六 一九世紀自然哲学と二〇世紀科学哲学、七 『惑星軌道論』、

八 物質と精神の統一、九 エーテル、一〇 天上界と地上界、一一 アトムの演繹、十二 ギ

ムナジウム講義。

xx 粒子説と流動説については、特に章立てなく、｢五 自然哲学の基本問題｣のなかで言及され

ている。｢すると自然哲学の根本問題は、一九世紀の科学的な状況の中では、自然界の多様

性と変化は、究極的には変化していない粒子の外部的な条件の変化で説明されるのか、それ

とも存在そのものの変化を認めるような体系で説明されるのかということである。｣(『自然

哲学』S.722)とされ、ヘーゲルの立場を基本的には流動説とし、そして、｢あるゆる形態の

粒子説を、存在の根柢にある原理のレベルで批判しようと考えた｣(ebd.)とされる。また、上

では、内容上の関連から、｢一一 アトムの演繹｣も挙げておいた。それは、ヘーゲルにとっ

ては、所謂、粒子説と流動説との統一がそこで述べられるべきものであったと思われるから

である。しかし、加藤氏は、｢反原子論的な存在イメージから原子を導出するというヘーゲ

ルの意図が成功しているとは言えない。そして[実在哲学 I]以後ヘーゲルは、原子の演繹を

行なわなくなっている。｣(ebd. S.760)としている。
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近性を持つものである(S.734)。しかし、これに対して、ヘーゲルは、イエナ初期において

シェリングの｢同一哲学｣へと服従し、基本的に、心身一元論の立場に立つことには変わり

ないものの、次第に、精神の絶対性の立場を取り(S.729)、シェリングにおける自然と精神

のそれぞれの段階での同一性を否定し、精神の自由のために、両者の分離を主張するよう

になる(S.733)xxi。加藤氏は、このことが、ヘーゲルの論理学、自然哲学、精神哲学という

(『エンチュクロペディー』における)体系構想の戦略であるとしている(S.733)。これは、

重要な論点であろう。

ヘーゲルは、イエナ期にはほぼ濫用的に｢無限性｣という概念を、異なるカテゴリーにま

xxi自然に対する精神の優位ではなく、自然の優位を強調するような論者もいる。例えば、｢ヘー

ゲルはデカルト等に見られる精神の先天的能力という理解とは異なって、人間精神を有機体

のなかに漸次的に形成される能力とする。このように精神を自然内の形成プロセスから捉え

るヘーゲルの発想は、初期の｢自然哲学｣草稿 I から一貫している。｣(伊坂青司, ｢イエーナ｢自

然哲学｣構想の成立｣ in:『ヘーゲル哲学への新視角』, 創文社, 1999)。これは、1805/06 の講

義草稿についての説明箇所に属しており、著者が体系期も含めてこのように考えていたかは

はっきりしないが、体系期についても、｢自然はいわば精神を生み出す母体としての位置を

与えられ｣と述べられていることから、先の理解を、体系期にも見出そうという著者の指向

は感じられる(vgl. auch 同氏,｢物質はいかにして精神を生み出すか｣ in:『ヘーゲル読本』)。
また、長島氏は、ヘーゲルの｢自然哲学は自然と精神の分裂を克服し、精神に自然のなかで

その本質の認識を保証するものである。｣(§ 247 Zu.;長島氏の訳を使用)を引きながら、｢自然

とは哲学にとってまさに現存在の全領域を示すものであった。この現存在の全領域をも貫通

し強靭な思惟の力で存在領域を明るみに出し、人間存在のあり方に迫ろうとするところに自

然哲学の営みが存したと言えるのではないか。｣とし、さらに、｢自然哲学とは人間から区別

され、哲学の特殊的対象と化する特殊的自然を対象とする｢自然の哲学(Philosophie der 
Natur)｣ではもはやない。｢自然哲学(Naturphilosophie)｣は現存在の本性(Natur)の学となるだろ

う。｣(長島隆, ｢体系期ヘーゲルにおける自然把握と自然哲学の基礎付け｣ in:『ヘーゲル哲学

への新視角』, 創文社, 1999)と述べている。

　これに対して、加藤氏は、イエナにおいても、エーテルが精神を意味することを強調する

ことによって、自然の前提に精神があることを暗示し、それが、後期において、論理学、自

然哲学、精神哲学という体系となって行くことを示している。また、加藤氏は、自然と精神、

そして、論理学の関係を次のように描いてもいる。｢右手が精神であり、左手が自然である

とすれば、両方の手の間で絶えず姿を変えている綾取りの紐は、精神と自然との関係の図式

を描き出していることになる。この動く図柄を右手からも左手からも独立の、綾取りの紐の

自己運動として描き出したとしよう。それは認識された自然というよりは、認識されるはず

の自然の姿を先取りした自然の骨格を映し出しているだろうし、また自然認識という形で働

くすがた以前の精神の肖像画でもあるだろう。この右手でも左手でもないものとしての綾取

りの紐それ自体の自己運動の記述が、ヘーゲルの論理学である。｣(『自然哲学』解説) これ

は、自然に対して精神が優位を持ちながら、自然と精神の区別において運動する全体をうま

く描き出していると言える。ヘーゲルの自然哲学の理解において、自然と精神が共に総体性

を持ちながらも、精神が優位であるという関係において相互に浸透している様を捉えること

が最も肝要なことであろう。

　また、松山氏は、｢確かに自然の歩みは、ヘーゲルの説くように、それが精神、自由へと

一歩一歩近づいていく過程だと言えなくはない。だが、彼の目的論的自然把握には、厳密に

は｢自然が精神になる｣といった言い方すら許さないような自然への過小評価が潜んでいる。｣

(松山寿一, 『ドイツ自然哲学と近代科学』, S.227)とする。さらに、｢ヘーゲルの自然哲学も

また、シェリングのそれと同様、カントの反省的-主観的原理の現実化-客観化によって成立

していることは言うまでもない。だが、自然の｢なんらかの根源的有機化｣(Kant, V 418)とい

うものを、カントと共にシェリングも認める―すでに見たように前者は控えめに、後者は大

胆に―のに対し、ヘーゲルの場合は、そうした自然の威力を認めないという点で、両者は異
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たがる同一性として用い、精神と物質、物質界と精神界の統合についても、この｢無限性｣

がその鍵となる(S.731)。両『実在哲学』は、自然哲学、精神哲学という構成を持っており、

その冒頭におかれるのが、｢エーテル｣である。そこで、このエーテルは、精神と同じ意味

のものとして語られている(｢これが精神と同じ意味だということは明らかである｣)xxii。そ

して、『LMN』は、論理学、精神哲学、自然哲学という構成であり、精神から自然が導き

出される。そこでも、エーテルが精神と同じ意味であることは明らかであるが(S.739)、エー

テルは、｢その存在において自己を否定する無限性のもつ、こうした自己同一性である｣と

も語られている(S.741)。

さて、古代においては、このエーテルという精神によって天上界が満たされており、地

上界は、四大元素から成り立つとされ、天上界と地上界は不均質なものであった。しかし、

近代においては、これらの均質性が主張されるようになる(S.721)。加藤氏は、このことに

ついても、ヘーゲルにおける解決を論じている。

・天上界と地上界の統一

加藤氏は、ヘーゲルの自然哲学は、イエナ以前(『惑星軌道論』)から、イエナにおける、

1801/02 と 03 のメモ(GW5)、『実在哲学 I』、『LMN』、『実在哲学 II』といった展開のも

とで、ヘーゲルの自然哲学の 2 つの構成原理、｢天体系から地上系への転換｣と、力学、化

学、有機体という構成原理の内、前者の構成原理が消滅していった結果、後者の構成原理

のみにて構成されるようになったとしている(S.742)。

アリストテレス-プトレマイオスの自然哲学は、天体界と地上界の質的対立(エーテルと

四大,永遠運動と有限運動)を主張し、それに対して、ガリレオ・ガリレイは、天上界と地

上界の等質性を主張する。加藤氏は、この後者を、｢近代科学のセントラルドグマ｣とする

(S.750-1)。これに対して、ヘーゲルは、一方で、｢天上界の存在構造と地上界の存在構造が

同じである｣(S.751)という理論体系によって指示したが、他方では、｢天上界と地上界の異

質性｣(ebd )を残すべきだと考えていたとされる。ヘーゲルにおける天上界と地上界の非均

等主義の否認は、『体系断片』(1800)におけるように、マクロコスモスとミクロコスモス

の同形性の主張という形で行なわれる(S.751)。加藤氏は、ヘーゲルの自己内存在と自己外

存在の論を、スピノザの『エチカ』からその公理一｢存在するものはすべて、自分自身の内

にあるか、他者の内にあるかどちらかである｣を下敷きにするものとして取り上げながら

(S.751-2)、太陽系における統一の構造を説明し、｢天上界と類比的に同形であるものが地上

界の存在として個体性を保持する｣(S.752)とする。個体化は、ヘーゲルにおいて、｢存在は

本質と媒介されることによって｣(S.753)なされる(｢本質と結合して存在が成り立つ｣(ebd.))の

であるが、マクロコスモスの原理がミクロコスモスの存在を可能するのであり、真実の個

体である太陽系と同形な原理を含む限りで、有限者の個体性が成り立つ(S.753)(ここでは割

なっている。｣(ebd. S.230)としている。

xxiiエーテルに関して、松本氏は、｢｢エーテル｣は、自然哲学と、ヘーゲルの体系の他の部門、

精神哲学、論理学との繋がりを示す概念であって、自然哲学の問題がそもそも何なのかを示

す概念である。だから、それは物理学的概念であるよりも、ある意味の論理的概念なのであ

る。｣(松本正男, ｢時間・空間・エーテル｣ in:『ヘーゲル読本』, 法政大学出版局, 1992)とし

ている。
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愛するが、この個体化の問題に｢一一 アトムの演繹｣の論点は関わろう)。さらに、天上界

と地上界の移行に関しては、(これは非常に重要な論点であるのであるが、)加藤氏は、

『実在哲学 I』における｢地上の体系への移行｣を説明しながら、｢天体がもつ自己関係と他

者関係の同一性という存在の構造が、地球に成り立つというところに、天体系から地上系

への転換点がある。｣(S.750)としているxxiii。

②ヘーゲル｢自然哲学｣における諸問題

以上が、(すべてとはいえないものの)加藤氏の述べる自然哲学の諸問題とヘーゲルにお

けるその解決である。ここで、"精神と物質の統一"、"天上界と物質界の統一"といった課

題が、ヘーゲルにおいて、その哲学体系の構成と、不可分であることがうかがえる。この

ことを明確に描き出すこと、しかも、ヘーゲル哲学体系全体の観点からと、自然哲学に内

在する観点からそれを描きだすことは、非常に重要なテーマであり、これが、私たちの｢物

体論｣の中心テーマともなる。

ヘーゲルの哲学体系全体の考察を通しての自然と精神の位置付け一般に関しては、この

序章(1.1-1.3)における課題であった。そして、自然哲学の内部における展開については、こ

れからの 2-4 章の課題である。とくに、マクロコスモスとミクロコスモスの統一、｢天体系

から地上系への転換点｣に関しては、ここにヘーゲルの論理構造が極めてよく現れているも

のであり、『エンチュクロペディー』においても、同様の構造そのものが、自然の内部に

見出せないということは考えられない。これを自然の展開の内部で描き出すこと、あるい

は、『エンチュクロペディー』においてこれに関連する構造を自然の内部に見出すことは、

非常に重要な課題となる。

しかし、｢天体系から地上系への転換点｣の構造は、より根源的な論理構造において理解

されなければならない。というのは、これは、自然全体の構造と、そして、また、この自

然内部の問題は、先の体系全体の構造とも関わっているはずであるからである。自然全体

の構造は、ヘーゲルにおいては、全てではない。自然の構造は、必然的に、自然、精神、

論理的なものという体系全体の構造と関わっている。というより、そもそも、｢天体系から

地上系への転換｣とは、このような構造の問題ではないのだろうか。ヘーゲルにおいて、こ

の問題に答えることは、自然哲学の内部における構成とヘーゲル哲学体系の成熟とが如何

なる関係にあるかに対する答えともなるだろう。

そして、わたしたちは、哲学的立場において、所謂、プラトンとアリストテレスが、一

つの大きな対立軸を持っている。それは、イデア論と質料-形相論の対立、あるいは、質料ｰ

形相論と分離実体論との整合性である。上の問題は、ヘーゲルにおいて、これが如何に解

決されているかに答えることにもなろう。

(2)ヘーゲルの｢物体論｣の課題

さて、以上に留意しながら、上の 1.4.1 において論じた諸観点において、ヘーゲルの｢物

体論｣の課題を次のように提示することにしたい。

xxiiiヘーゲルの言葉においては、｢無限性のこの一者は本質的にその実在性において自己を対抗

的に定立する自己関係と他者関係の運動の一者である。地球と彗星とはともにこうした総合

である。｣(『実在哲学 I』;加藤氏の訳をそのまま使用)
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①物体(Körper)と物(Ding) ― ヘーゲルの｢物体｣概念の位置付け

本論文で論じるところの｢物体｣は、„Körper“である。これは、｢論理学｣においては、登

場してこない概念であり、自然哲学に特有な概念と言ってよいであろう。しかし、論理学

における„Ding“も、(｢物事｣とも訳されるが)｢物｣であり、｢物体｣を考えるとき、これとの

区別はなされなければならない。

ヘーゲルが、｢物｣(Ding)を論じるのは、(『大論理学』と『エンチュクロペディー』とで

は異なるもののいずれも)本質論においてである。Ding は、言わば、存在論の総体性その

ものであるが、この位置付けは、自然哲学の内部においても、その｢力学｣と｢物理学｣にお

ける個体的な物体(Körper)との関係として登場してくる。

このような関係は、｢物体｣を、どのようなものとして捉えるかということに関わる重要

な課題であり、これについては、本論文全体を通じて問題とされる(特に 2 章を見よ)。

②｢光｣の問題

関連して、どのようにして、｢力学｣の世界と｢物理学｣の世界が分けられるかが理解され

なければならない。このことに、深く関係しているのが｢光｣である。ヘーゲルの自然哲学

において、｢光｣が、その物理学の冒頭に登場する。これが、如何にして、登場し、どのよ

うな位置にあるのかを理解することが、｢力学｣と｢物理学｣との区別を、あるいは、｢物質｣

と(個体的な)｢物体｣との区別を理解する鍵であろう。

論理学において、存在論と本質論が、単純な連続ではなく、明確に区別される 2 つの領

域を形成しているように、自然哲学においても、力学の領域と物理学の領域は、はっきり

と区別されていなければならない。｢光｣の考察は、このような自然における 2 つの領域の

区別(そして同一性)の鍵を握っているのである。この課題は、次の｢身体｣の問題と共に、

自然における精神のあり方に深く関係する問題を含んでいる(特に 3 章を見よ)。

③｢身体｣としての物体 ― 物体と精神

さて、Körper は、英語の Body に対応する語であり、ドイツ語においても｢身体｣という

意味を持っている。本論文においては、特に、有機体論において問題となる。物体が、｢身

体｣としてあるのは、有機体の主観性に対してである。これと共に、自然哲学における精神

のあり方が問題となってくる。

ヘーゲルにおいて、自然と精神は、シェリングのように(その分極における)量的な連続

においてあるものではなく、ヘーゲルの全哲学体系において、｢論理的なもの｣と共に、そ

れぞれ一つの世界を形成しているものである。このことは、自然に属する有機体における

主観性と、精神哲学における精神との区別を理解することの必要性をもたらすものである。

それと共に、これは、自然そして自然哲学における｢有機体｣の位置付け、あるいは、論理

学においては、存在論の第 3領域である｢限度｣(Mass)の役割の問題とも関わる。

このような問題は、勿論、｢自然｣内部においてだけでなく、体系全体の視点で論じられ

なければならない(終章)。しかし、自然哲学内部においては、自然における主観性の登場

とその展開において、｢身体｣としての物体である｢有機体｣を位置付けることは、非常に重

要な課題となる(特に 4 章を見よ)。
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以上が、本論文のテーマである｢物体論｣の課題とするところである。これは、自然が理

念の外在であるというその最大の規定において生じてくるものであり、上で論じてきた、

自然の無力、必然性と偶然性、自然における諸展開の問題を、｢物体論｣において捉え直し

たものであるとも言える。しかし、私は、｢物体論｣は自然哲学の根幹であると考える(この

ことを示すことも本論文の重要な課題である)。従って、この｢物体論｣は、上で論じたまだ

大いに抽象的である自然の諸規定を、極めて具体的に、あるいは、それ故に、正確に、理

解するものとなることと思う。それでは、以下、論じていきたい。
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2. 空間-時間と物質について

2.0. 序
本章は、ヘーゲルの空間-時間概念の考察を通じて、その｢物体｣概念を把握することを目

的とする1。空間-時間概念(そして物質-物体概念)については、もとより、古代から論じら

れてきたものである。ヘーゲルの空間-時間論の考察において、そこに、古代の質的空間か

ら近代的空間論までが総合されており、それだけでなく、カント的批判をも取り込んでい

ることが見て取れる。そして、その結果、本章において｢物体論｣として考察されるものの

体系的位置付けもまた、古代、中世から近代に至る哲学的課題の総括であることが理解さ

れるだろう。

そこで、まず、2.1 においてヘーゲルの空間-時間論を考察する。そして、その上で、2.2

において、ヘーゲルにおける｢物体｣論の位置付けについて論ずることにしたい。

2.1. ヘーゲルの空間-時間論

それでは、ヘーゲルにおける空間-時間論を考察したい。そこで、まず、ヘーゲルにおい

て、空間と時間という形式は、ただ客観的なものでも主観にのみ属するものでもないこと

を注意しておきたい。しかも、カントの空間と時間が、カント的意味(主観的観念論)にお

いて主観客観であることとは異なって、ヘーゲルにとって、空間と時間は、学そのものに

おける円環構造によって、主観的なものであると同時に客観的なものであるように媒介さ

れている。この構造がまた、｢自然｣の最初の規定としての空間と時間の位置付けにも関係

している。

2.1.0. 空間-時間の展開と量 - ｢自然｣の論理学に対する位置付け

ヘーゲルは、『エンチュクロペディー』の｢自然哲学｣において、｢自然｣の最初の諸規定

として空間と時間を展開している2。ここで、ヘーゲルが述べるところの論理学との関係に

おける空間-時間の位置付けを考察しておこう。

ヘーゲルは、E § 254 An.において、次のように、空間と時間を、そのものとしては、論

理学における｢量｣(Quantität)に帰している。

｢点、対自存在は、そのために、むしろ、空間の否定、しかも、空間において定立され

たその否定である。― 空間の無限性に関する問いは、同様にこれによって決定される

(§ 100 Anm.)。空間は、一般に、純粋な量である。もはやただ論理的な規定としての量

にすぎないのではなく、直接的にそして外的に存在するものとしての量である。― そ

れ故に、自然は、質的なものではなく、量的なものでもって始まる。というのは、自

然の規定は論理的な存在のようには抽象的な最初のものそして直接的なものではなく、

本質的にすでに自身において媒介されたもの、外在そして他在[das in sich Vermittelte, 

Äußerlich- und Anderssein]であるからである。｣(E § 254 An.)

ここで、自然においては、｢質的なもの｣ではなく、｢量的なもの｣から始まるとされ、その

理由が、自然が｢自身において媒介されたもの、外在そして他在｣であるからとされている。
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ヘーゲルにとって、質とは、そもそも、｢存在と同一的な規定性｣(E § 254 Zu.)であり、論理

学-存在論はそれ故に質から始まる3。しかし、自然は、そのような直接性においてはなく、

(絶対的)理念の外在・他在として｢自身において媒介されたもの｣である。このことが｢自然｣

の根本的な規定を形成している。論理学の｢量｣においては、質論の結論である一者(Eins)の

運動、連続と不連続の間の運動が、量的運動原理であった。これに対して、ここでは、｢絶

対的理念｣を｢一者｣(上の｢対自存在｣4)として量的運動が展開される。こうして、自然は、論

理学とは異なり、｢量的なもの｣から始まるのであり、このような意味で、自然において展

開された量的運動が、空間と時間と見なされうる5。そして、それ故に、ヘーゲルにとって、

空間と時間は、論理学において扱われるものではなく、本来的に、｢自然｣の規定であり、

｢自然｣において初めて問題となるのである。

この｢自然｣の哲学において、ヘーゲルは、まずその｢力学｣を、｢a. 空間｣、｢b. 時間｣、｢c. 

場所と運動｣と展開している6。これに従って、以下、｢自然哲学｣における空間-時間の展開

を考察したい。

2.1.1. 空間の展開

(1)空間の展開とその 3 次元性

それでは、空間の展開を見ていきたい。上のように、自然が｢量的なもの｣から始まるに

しても、やはり、自然は、その展開においてその直接的なものから始まる(ヘーゲルは、時

間に対しては空間を質的な規定としている)。それが、空間である7。

ヘーゲルは、始めに、空間の持つ｢3 つの次元｣について次のように述べる。

｢空間は、即自的な概念として、一般に、その区別をそれに即して持っており、[しか

も、]8α)その無関心性において直接に、ただ相違しているにすぎない全く没規定的な 3

つの次元を持っている。｣(E § 255)

このように、ヘーゲルはある総体性を前提し、まず、α)として空間が相違的全く没規定的

に区別を持つとする。これは、同Anmerkung に述べられているように、高さ(Höhe)、長さ

(Länge)、幅(Breite)という相互に無関心な諸方向だろう9。しかし、ヘーゲルにとって、｢空

間がまさに 3 つの次元を持っているという必然性を演繹すること｣(E § 255 An.)は、｢概念の

本性｣に基づくものであり、ヘーゲルは、E § 256 において β)としてその展開を論じている10。

①点：｢β)しかし、区別は、本質的に、規定された質的な区別である。そのような区別とし

て、区別は、1. さしあたって、空間が直接的な区別のない相互外在であるのだから、

空間そのものの否定であり、点である。｣(E § 256)

②線：｢2. しかし、否定は、空間の否定である。即ち、この否定は、それ自身空間的であ

る。点は、本質的にこのような関係としては、即ち、自身を否定するものとしては、

線、点の第一の他在、即ち、点の空間的存在である。｣(ebd.)

③面：｢3. しかし、他在の真理は否定の否定である。それ故に、線は面へと移行する。｣

(ebd.)

④表面：｢面は、一面においては、線と点に対している規定性、そうして、面一般である

が、しかし、他面においては、止揚された空間の否定であり、従って、今や否定的

な契機を自身において持っているところの空間的な総体性の回復、― 個別的な全
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体の空間を分離するところの取り囲む表面である。｣(ebd.)

このように、ヘーゲルは、空間の諸規定として、点から線、面、表面へと空間を展開させ

る11。ここで、｢点｣は、｢空間そのものの否定｣であるとされている。しかし、先に、点は

｢対自存在｣とされていたのであるから、点は、この｢対自存在｣が空間という相互外在への

入り込む接触点と言ってもよいであろう12。そして、線は点の現存在であるが、線が点の

現存在であることが面であり、点の自己還帰である13。さらに、この面が点の自己還帰で

あることそのものが立体であり、この立体であることは、｢直観｣(Anschauung)に他ならな

い14。空間の展開は、｢空間の総体性の回復｣であり、空間の自己還帰であるが、面の展開

は、その自覚である。｢空間の総体性の回復｣のこのような運動において｢時間｣がある15。

ここで、空間がその否定性である時間との関係においてのみ考察される場合には、それ

は時間と共にのみ総体性を形成しうるのであるから、｢立体｣は、空間の規定としては定立

されていない(同様に｢立体｣は空間の契機ではない)。｢個別的な全体の空間｣は、｢表面｣に

よって分離されているに留まる16。即ち、それ自身全体であるような個別的空間は、ここ

ではまだ定立されていない17。ここで、空間そのものは、時間として定立されているので

ある。

(2)空間の｢質｣性に関して ― 概念の展開との比較において

上の空間の展開において、空間の諸契機、点、線、面は、｢質的｣区別である(E § 256)。

これは、勿論、｢量｣論において登場してくるその質的規定性に関連付けられるであろう。

しかし、論理的展開を見るときに、｢空間｣の展開は、｢存在｣の展開、即ち、存在、無、成

ることの展開と理解されうる。このとき、点、線、面は、むしろ、現存在(Dasein)において

定立された｢質的区別｣である。

ここで、これらの点、線、面に関して、形式的に、空間-点-線、点-線-空間(面)、線-空

間-点という諸図式を考えることができる。点、線、面(表面)は、本来、それぞれ、これら

の諸図式と異なるものではない。しかし、これらの諸推論の推論(諸円環の円環)の完成は、

｢自然｣の運動全体の目標である。この展開を、論理学における概念の展開との比較すると

以下のようになろう。

概念の形式的展開においては、概念の諸契機(普遍、特殊、個別)の端的な展開がまずな

される。そして、それが、その現存在として概念の判断が定立され、その展開の結果、推

論の体系が形成される。ここでは、A.｢空間と時間｣の展開全体が、概念諸契機の展開と考

えることができる。普遍、特殊、個別の展開が、それぞれ、｢空間｣、｢時間｣、｢場所と運動｣

に対応している。概念の諸契機の展開においては、普遍は、まずその内部で特殊と個別へ

と展開されるが、その還帰は、普遍の外部としての特殊と個別への展開を介して完成され

る。これに対して、｢空間｣の展開においては、空間の内部におけるその諸契機の展開が、

点、線、面を形成し、その外部への展開が、｢空間｣、｢時間｣、｢場所と運動｣を形成する。

即ち、｢空間｣の展開において、その成果は表面(~Dasein)であり、この内的展開において、

総体性としてその成果は定立されていない。この内的展開の成果は、むしろ、無限遠点を

含む射影直線と言うべきものである18。さらなる外的展開と併せて、即ちA.｢空間と時間｣

全体において初めて、諸個別の総体性が定立され、｢判断｣へと移行する。この還帰の成果
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は、空間-線という｢判断｣である。さらに空間-点-線、点-線-空間(面)、線-空間-点の諸推

論が全部出揃い｢3 重の推論｣が(機械論的に)形成されるのは、｢力学｣全体においてである。

このように、｢空間｣の展開における点、線、面は、それ自身、具体的(計量的な19)もので

はなく、点とその否定、否定の否定として端的に立てられた諸区別として、立体の｢表面｣

に浮かび上がっているにすぎない。これが｢質的｣の意味である。そして、｢立体｣そのもの

が定立されていない以上、そのことの意味もまだ定立されておらず、｢空間｣の展開の成果

である｢表面｣も、A.｢空間と時間｣の展開によって真に(~射影空間として)定立されるのであ

るi。

2.1.2. 時間の展開

それでは、｢時間｣の展開を考察していきたい。ヘーゲルは、E § 257 より、b.として｢時

間｣を論じている。ヘーゲルは次のように述べる。

｢しかし、点として空間へと関係しそして空間においてその諸規定を線と面として展開

するところの否定性は、自己外存在の領域において同様に対自的にあり、そして、自

己外存在の領域におけるその諸規定をしかし同時に[自ら]自己外存在の領域における

諸規定として定立するものでも、その際に静止的な相互並在に対して無関心的なもの

として現象するものでもある。そのように対自的に定立されると、この否定性は、時

間である。｣(E § 257)

空間の展開における否定性は、点が線となる運動そのもの、即ち、点が線として現存在す

ることの定立であり、そして、このことが、点、線、面という空間の展開全体である。こ

こで、時間は、上で考察した意味において、この空間の展開の｢否定性｣であり、時間は、

空間の対自態である。こうして、時間である否定性は、自己外存在の領域において｢定立す

るもの｣(ebd.)として定立されている。これは、ここで、空間の展開の否定性が、空間にお

いて原理として定立されていることを意味している。この原理によって、空間は相互並在

であり、そして、この原理と共に、空間の位置付けが可能となる。しかし、それは、空間

と時間とをただ分離したものとのみ考える表象20に対しては、｢静止的な相互並在に対して

無関心的に現象するもの｣(ebd.)である。

この時間も、｢直観された成ること｣(das angeschaute Werden)(E § 258)としては、空間と

同様に諸区別を持っており、ヘーゲルはそれを、｢過去｣、｢現在｣、｢未来｣という時間の 3

次元として語る。｢現在｣は、｢外面性の成ることそのもの｣(E § 259)であり、｢過去｣は、｢無

へと移行することとしての存在｣ (ebd.)、｢未来｣は、｢存在へと移行することとしての無｣

(ebd.)である21。しかし、｢現在｣は、個別性として他の契機を｢排除するもの｣(ausschließend)

(ebd.)且つ他の契機に｢連続的｣なものとしては、過去と未来の｢否定的統一｣、｢今｣である22。

ここで、これらの時間の諸契機を、空間の諸契機に対応させるならば、過去は点に、未来

は線に、現在(今)は面に対応されうるであろう(点が線となることが面である; 但し、｢無関

心的なものとして現象するもの｣(E § 257)としては逆であろう)。

この｢今｣が、時間の真理であり、こうして、この｢今｣から時間は空間へとも還帰する。

ヘーゲルは、時間と空間との関係を次のように述べている。

i 本章における射影空間論との比較の論は、基論文に対して修正を含んでいる。
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｢有限な現在は、存在するものとして固定された｢今｣であり、[...]時間の過去と未来は、

自然において存在するものとしては、空間である。というのは、空間は、否定された

時間であるからである。そうして、止揚された空間は、さしあたって、点であり、そ

して、対自的に展開されると時間である。｣(E § 259 An. P1)

しかし、このように述べられた(波打たされたロープの輪が移動するような)空間と時間の

関係は、両者の真理である｢場所と運動｣である。次に、これを考察したい。

2.1.3. ｢場所と運動｣の展開とその物質(Materie)への解体

ヘーゲルは、空間と時間の真理として、場所(Ort)と運動(Bewegung)を、それぞれ E § 260

と§ 261 において語っている。順に考察していきたい。

(1)空間と時間の同一性としての｢場所｣

ヘーゲルは、空間と時間の統一をまず｢場所｣として述べる。

｢空間は、自分自身において、無関心的な相互外在と区別のない連続性との矛盾、自分

自身の純粋な否定性、そして、さしあたって時間へと移行することである。同様に、

時間は、一者へと総合された・対立したその諸契機が直接に自身を止揚するのである

から、無差別へと、区別されていない相互外在あるいは空間へと直接的な崩壊し一致

すること[Zusammenfallen]である。そうして、空間において、否定的な規定、排除的

な点は、もはや、ただ自体的にのみ概念に応じているのではなく、定立されており、

そして時間であるところの総体的な否定性によって自身において具体的であり、その

ように具体的な点は、場所である(§ 255, 256)。｣(E § 260)

空間の｢時間へと移行すること｣、時間の｢空間へと直接的な崩壊し一致すること｣という両

者の相互移行全体が、｢運動｣を形成するものである。しかし、さしあたっては、空間と時

間の展開の成果として空間における(両者の一致としての)｢点｣の定立としてある。この｢点｣

は、空間の展開の始めにおけるかの対自存在である。それが、今や、対自存在が対自存在

として空間において定立されたもの、即ち、空間の展開の運動そのものを背負った点となっ

ている。これが｢場所｣(Ort)である。そして、同時に、それは｢今｣であったのであるから、

｢ここ｣でも｢今｣でもある｢具体的な点｣である。これは、わかりやすく言えば、｢今｣いる場

所であろう(身体性)。このようにして、この｢点｣は、結果としての｢諸次元の総体性｣ (E § 

260 Zu.)であり、常に｢今｣である持続(Dauer)の点である(ebd.)。

このように時間の展開の結論は｢具体的な点｣であり、こうして、時間は、定立された特

殊性であり、(それ自体としては)空間-点という｢判断｣に対応する(これに対して｢空間｣の展

開の成果はそれ自体としては点-線に対応する)23。この成果において、｢空間｣の 3次元性(点、

線、面)が時間の原理そのものであることが、｢場所｣において定立されている。定立された

｢具体的な点｣は、3次元性を、内的にも外的にも持っており、外的には、空間において 3

次元的であり、内的には、時間においてこの同じ 3次性が時間原理でもあることが定立さ

れている。そして、次に、これが(全ての点にとってそうであるように)｢展開｣されなけれ

ばならない。これが｢運動｣である。
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(2)空間と時間の矛盾としての｢運動｣

①｢運動｣の概念

このように、ヘーゲルは、時間と空間の統一を｢場所｣として語る。しかし、｢場所｣は、

空間と時間の展開の直接の成果としての、このような空間と時間の｢定立された同一性｣ (E 

§ 261)であると同様に、｢定立された矛盾｣(E § 261)、即ち、｢運動｣である。

｢[...] 時間が自身を空間的に場所として定立し、しかしこのような無関心的な空間性が

同様に直接に時間的に定立されるという、空間の時間への、そして時間の空間へのこ

のような消え去ることと自己再生することは、運動である。｣(E § 261)

空間と時間におけるそれぞれの｢矛盾｣において(E § 261)、空間は時間になり、時間は空間

になる。ここで、空間と時間は、空間は｢肯定的なもの｣、｢存在｣として、時間は｢否定的な

もの｣として(E § 260 Zu.)、相互に移行する。これが｢運動｣である。こうして、｢運動｣は、

真には、(時間との対立において空間が空間として定立されていることによって)空間が空

間の否定であるという矛盾の完成であると言える。そして、この｢運動｣の展開は、点の運

動、線の運動、面の運動として理解される。

②｢運動｣の諸展開

E § 261 補遺において24、運動が、(直線運動の真理としての)｢円運動｣、｢半径の運動｣、

｢面そのものの運動｣と展開されている。ここで、簡単にその要点を見ておきたい。

ヘーゲルは、円運動を、｢時間の諸次元の空間的なあるいは存立する統一｣(E § 261 Zu. 

P2)と語る。これは、還帰する運動が空間的に定立されているからである。円運動において、

｢今｣という中心が、｢前が後であり、同様に、後が前である。｣(ebd.)という形で、そして、

｢未来がではなく過去が目標である｣という｢時間の真理｣(ebd.)において、両者が｢無力化｣

(Paralyse｢麻痺｣)されて実在的に定立されている。

こうして、円運動から、半径の運動、面そのものの運動が述べられるii。そして、その結

果、ヘーゲルは、｢面そのもの｣の｢運動｣の成果を次のように、｢質量｣(Masse)として語って

いる。

｢― あるいは、自身へと還帰していること、静止的な中心は、そこにおいて全体が静

止へと沈められているところの普遍的な点となる。即ち、運動は、｢今｣、｢前｣そして

｢後｣の区別をその諸次元あるいはその概念を止揚したところのその本質においてある。

円環において、それらの諸次元は、まさに、一つのものにおいてある。円環は、持続

の回復された概念、自身へと消えた運動である。質量[Masse]が、自分自身によって自

身を濃くしそしてその可能性としての運動を示すところの持続するものが、定立され

ている。｣(E § 261 Zu. P2)

ここで、運動の展開の媒介によって(｢質量｣の定立に対応して)｢物質｣への解放がなされる

と言えるだろう。そして、この｢質量｣の定立は、円運動が、渦動における太陽のように中

心に集中し、そこでは観念的なものともなっているというようになされている。このよう

ii これに関するヘーゲルの叙述は分かりにくいが、直線運動の真理である円運動は、即ち、半

径の回転である｢半径の運動｣であり、さらに、その真理が、｢面の運動｣として立てられる。

この｢面の運動｣は、後との関連から、面積速度一定の運動である楕円運動(自己内と自己外

の 2 つの焦点(中心)の統一)であろう。

73



な｢運動｣の論を、一般に、｢純粋な軸回転運動｣の論として理解し、円の中心と円周を、観

念的中心あるいは時間の純粋否定性の、円周としての空間への実在化として理解すること

は可能であるし、それは正しいだろう(｢場所｣における内在的円運動(今,前,後)が実在化さ

れて｢運動｣になる。また、観念性の実在性への移行に関しては、E § 261 An.の第 3 段に論

じられている)。しかし、ここでは、同時に、｢時間の諸次元の空間的なあるいは存立する

統一｣としての｢円周運動｣(Kreisbewegung)(ebd.)が論じられており、観念的なものと実在的

なもの、(空間的)中心と円周という両関係が統一されている。即ち、ここにおいて、空間

における円運動そのものが時間的原理ともなっている。

③｢運動｣の展開の意味 ― 射影空間論との比較において

ここで、このことの意味を、射影空間論と比較しながら考察したい。そうすると、まず、

｢場所と運動｣は、｢空間｣の成果である射影直線(円環)と、｢時間｣原理(計量運動)である射影

直線(円環)との直接的統一であると言えよう。このように定立された空間と時間の(両-射影

直線の)統一は、射影平面である。この射影平面が、｢空間｣の展開の成果である｢表面｣の定

立された展開である(あるいは｢表面｣であることそのもの; 何ら中身のないあるいは何ら外

部のない表面そのもの)25。射影平面が 3次元空間の全ての方向に対応していることによっ

て、ここで、最初に言われた｢全く没規定的な 3 つの次元｣(E § 255)が、空間の 3 方向(のみ

の計量のない空間)として定立されている。始元的空間の表面に漂っていた 3次元性は、真

には概念諸契機に他ならない。一方、次元(dimension)は、そもそも｢計測｣を意味する。対

応して、空間における量的展開において、概念の運動は、一面においては計量運動として

現れる。A.｢空間と時間｣の展開において、概念、即ち、始端と終端の統一としての円環が、

空間を形成し、対自的には時間を形成することによって、最後に、射影平面として(不完全

ながら)円環の円環を形成する(計量の計量, 自己計量)。そこで、当初の概念諸契機が、個別

的に定立されており、これが、空間の 3 方向なのである(さらに、この 3 方向が、それぞれ

計量として定立されることによって｢力学｣は完成する)。

このようにして、｢運動｣においては、｢空間｣の展開における否定性(時間)そのものが空

間の中に定立されている(あるいは、時間は直線の計量運動の原理であると言えるが、｢運

動｣はそのものとしてはこの原理の定立である)。即ち、A.｢空間と時間｣においては、まだ、

判断も推論図式もそのものとしては展開されていないが、ここで潜在的に対応する空間-点

-線において、点-線が、点の線への運動、(射影直線としては)円運動であり、さらに、空間

-点は、(円周と中心点との関係としての)半径の運動、即ち、線の面への運動、そして、空

間-線は、面(射影平面)の運動である(これが射影空間の定立である)。これらの諸展開にお

いて、円運動が、そのものとしてと同時に、その原理としても射影空間の無限遠平面上の

円(運動)(=時間的原理)として空間的に定立され、かの概念であった｢場所｣が空間的であり

時間的であることそのものが、ここで定立されている。

これが、A.｢空間と時間｣の展開全体の成果である。(この展開全体においてそれ自体とし

ては空間-点-線という｢推論｣があるのだがやっと)ここで定立されているのは、(｢空間｣の内

部における還帰と同じ還帰である)｢空間｣から｢時間｣、｢場所と運動｣への展開の還帰の結果、

空間の概念の｢個別性｣であり、その完成としての｢判断｣である。
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このように完成した｢円運動｣が上の E § 261 補遺において｢質量[Masse]｣と言われていた

のである。それでは、次に、2.1.の最後として｢場所と運動｣から｢物質｣への解放について考

察したい。

(3)｢運動｣と空間の自己還帰

｢運動｣において、空間は、自己還帰として定立されており、｢運動｣は空間と時間の現実

性である。こうして、｢運動｣は、(一つの推論として考察すると)空間と時間という両円環

(判断)を結ぶものであり、空間と時間を連結し、｢諸円環の円環｣を形成する第三の円環(結

論命題)である。しかし、これは、この形成された推論そのものとしては、｢物質｣(Materie)

である。

｢― しかし、このような成ること[運動]は、同様に、その矛盾が自身へと崩壊し一致

すること[Zusammenfallen]、両者の直接に同一的な現存在する統一、物質[Materie]であ

る。｣(E § 261)26

｢運動｣である、空間と時間の｢矛盾｣の結果は、｢両者の直接に同一的な現存在する統一｣、

即ち、空間と時間の統一の現存在であり、これが｢物質｣(Materie)である(ebd.)27。さて、ヘー

ゲルは、E § 254 の補遺で、次のように語っている。

｢しかし、相対空間は[絶対空間に対して]或るずっと高いものである。というのは、そ

れは何か或る物質的物体[materieller Körper]が規定された空間であるからである。しか

し、抽象的な空間の真理は、むしろ、物質的物体としてあることである。｣(E § 254 

Zu. P1)

ここで、ヘーゲルは、絶対空間を抽象的なものと見なし、それに対して、｢物質的物体｣

(materieller Körper)をその真理としている。相対空間は、むしろ｢場所｣であろうが28、｢物質

的物体｣こそ、｢空間と時間｣の真理として定立されたものである。この｢物質的物体｣が、

｢本質的に、空間的且つ時間的｣なものとして、B.｢物質と運動｣において登場する。

｢[...] 同様に、直接的には、物体は、その観念性から区別されており、そして、確かに、

本質的に、空間的且つ時間的であるが、しかし、空間の中に且つ時間の中にあるもの

としてあり、そして、空間と時間のこのような形式に対して無関心的な内容として現

象する。｣(E § 263)

｢物体｣は、言わば、運動の主体、運動するものである。こうして、この｢力学｣(Mechanik)

の B.そして C.において、このような｢物体｣が、(空間の自己還帰によって、しかし、さし

あたって)空間-時間に無関心的なものとして29、その中を運動し、この｢物体｣に対して、慣

性や衝突・落下などの力学的な諸法則が問題となりうる。しかし、このような力学的な運

動30は、真には、｢空間｣の展開において個別化された諸空間が、自らの内部で時間的であ

りながら相互に外的な空間において｢運動｣している姿であると言えよう。換言すれば、物

質と運動(中心)は、(形式的に解放され)現実化された空間と時間であり、物質と運動のこの

ような連関が、C.｢絶対的力学｣(Absolute Mechanik)において諸推論の体系として回復(実現)

されるのである31。
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2.2. ヘーゲルにおける｢物体｣論

以上、ヘーゲルの｢自然哲学｣における空間と時間の展開を見てきた。自然哲学において、

この後、B. 物質と運動、C. 絶対的力学と展開がなされる。以下では、ヘーゲルにおける

｢物体｣概念が如何なるものであるかを、自然哲学における展開と論理学における展開にお

いて位置付けることによって明らかにしたい。

2.2.0. 自然における｢円環の円環｣の展開

そこで、まず、｢力学｣を中心として｢自然｣の領域における展開を追うことにしたい。

(1)｢有限な力学｣の展開

ヘーゲルは、｢B. 物質と運動. 有限な力学｣(Materie und Bewegung. Endliche Mechanik)を、

｢a. 感性的物質｣(Die träge Materie)、｢b. 衝突｣(Der Stoß)、｢c. 落下｣(Der Fall)と展開させる。

①物質と中心

最初に、ヘーゲルは、｢物質｣(Materie)の｢反発｣(Repulsion)と｢牽引｣(Attraction)という(む

しろ｢動力学的｣)原理を述べている(E § 262)。反発は｢個別化の契機｣であり、牽引は｢連続｣

をもたらす。これらは、｢物質｣という普遍に対する特殊な 2力と言ってよいであろう。そ

して、両者の統一である｢個別性｣が｢中心｣(Mittelpunkt)である。

｢個別性は、それ故に、理念の規定として確かに現前しているが、しかし、ここでは、

物質的なものの外にある。物質は、それ故に、第一に、本質的に、それ自身、重い。

それは物質に外的なまたそれから分かたれうる性質ではない。重さは、物質の実体性

を形成しており、それそのものは、― しかし、(これは他の本質的規定であるのだが)

物質の外に属する ― 中心への努力である。｣(E § 262 An.)

ここで、｢中心｣は、さしあたっては、まだ｢観念的｣である。即ち、｢物質的なもの｣にとっ

て、その中心はその｢外｣にあり、｢物質的なもの｣に内在的なのは中心への努力である。こ

れに対して、｢重さ｣は物質に属し、その｢有限性｣を特徴付けている。即ち、｢重さは、言わ

ば、その対自存在における物質の自己外存在の否定性、その非自立性、その矛盾の告白で

ある｣(ebd.)。そして、ヘーゲルは、(カントと異なって)｢重さ｣を物質に本質的なもの、｢自

己内存在｣(ebd.)として位置付けるのである32。

②物質と質量そして物体

ここで、｢物質｣と｢質量｣そして｢物体｣の区別に関して、次のヘーゲルの言及が参照され

よう。

｢物質[Materie]は、さしあたって、単に普遍的そして直接的にすぎないものとして、た

だ量的な区別を持っているにすぎず、そして、相違した諸定量へと特殊化されている, 

― 諸質量[Massen]、これは、ある全体あるいは一者という表面的な規定においては、

物体[Körper]である。｣(E § 263)

即ち、｢物質｣は、この領域の普遍的なエレメントであるが、これがここで｢量的な区別｣の

みを持っている。先の A.｢空間と時間｣の展開はこの物質の領域に対して質的である(点、

線、面、あるいは、過去、現在、未来という区別は質的である)。これに対して、｢空間と

時間｣の展開の結果、｢立体｣(Körper)が定立され、ここでは、この｢立体｣を｢一者｣として量

的な展開がなされるのである。このような一者が、｢物体｣(Körper=｢立体｣)である。そこで、
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その定量が、｢質量｣(Masse)33であり、諸物体はこれによってのみ区別される。即ち、｢立体｣

とは言っても、(物質それ自体は｢空間的距離｣(E § 262 Zu.)であり空間における｢実在的限界｣

(E § 263 Zu.)ではあるが)その｢運動｣を論ずるときには｢点｣にすぎず、ここでは、(運動にお

いて)アトムあるいは質点のようなものが考えられているに留まる34。

③｢絶対的力学｣への移行

このような抽象的な｢物体｣の領域が、｢有限な力学｣である(E § 264 An.)。しかし、さらに

｢衝突｣(Stoß)と｢落下｣(Fall)を通して、当初の内在的な｢力｣、牽引と反発が実在的なものと

なり、そして、これら牽引と反発の矛盾が諸中心の間で定立されるに至る。即ち、

｢このような関係は、それらの自立的な対自存在とそれらの概念において結合されてい

ることとの矛盾であり、それらの実在性とそれらの観念性とのこのような矛盾の現象

が運動であり、しかも、絶対的に自由な運動である。｣(E § 268)

このことをもって、｢有限な力学｣は｢絶対的力学｣に移行する35。

(2)｢絶対的力学｣の展開

C.｢絶対的力学｣(Absolute Mechanik)は、｢力学｣の最後に位置しその完成である。この｢絶

対的力学｣においては、一つの｢体系｣(System)―｢太陽系｣(Sonnensystem)―の形成が展開さ

れる。ヘーゲルは、E § 269 において次のように述べている。

｢引力[Gravitation]は、理念へと実在化されているところの、物質的な物体性の真なる

そして規定された概念である。普遍的な物体性は、本質的に、特殊な諸物体へと自身

を判断し、そして、運動の中にある現象する現存在としての個別性あるいは主観性の

契機へと自身を総合し、これによって、この運動は直接に多くの諸物体の一つの体系

である。｣(E § 269)

このような｢多くの諸物体の一つの体系｣(ein System mehrerer Körper)は、｢理念へと実在化

されている｣ところの｢概念｣であるが故に、(3 重の)｢推論｣の体系を形成している36。この 3

重の推論は、かの｢円環の円環｣の形式に他ならず、この推論の運動の成果は、論理学にお

ける｢機械論｣に対応して、諸項のそれぞれが｢中心｣であることである。

｢[...] その自己外存在のこのような否定における物質は、先に探究されたにすぎない中

心、その自己、形式規定を、それそのものおいて獲得した。[...]｣(E § 271)

このように、自身の外に探究されそれに向かって運動が行われた｢中心｣が自身の中に獲得

されるに至ることによって、物質は、｢個体性｣(Individualität)を持っている。

｢物質は、対自存在を物質において発展させられておりそして物質がそれと共にそれ自

身において規定されているというようにそれ自身において持っている限り、個体性を

持っている。物質は、このようなあり方で、重さから自身を離し、自分自身において

自身を規定することによって、自身を顕示し、そして、それに内在的な形式によって、

先に物質に対して他の、物質によってただ探究された中心としてのそれにこのような

規定することが帰属していたところの重さに対抗して自ずから空間的なものを規定す

る。｣(E § 272)

こうして、空間と時間の展開から始まった｢力学｣は、ここで、｢円環の円環｣を(｢機械論的｣

に)完成させた。これによって、｢太陽系を形成している形式諸規定は、物質そのものの諸
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規定であり、そして、このような諸規定が物質の存在を形成する｣(ebd. Zu.)ことになる。こ

うして、物質は｢個体性｣を持っており、その結果、｢物理学｣(Physik)という新たな領域にお

いて、物質は、｢質化された物質｣(E § 271)として、各々の質的な規定を獲得することがで

きる。ここにおいて、｢物体｣の内在的な大きさ(比重)も問題となりうる。そして、この展

開は、｢生命｣へ向けての｢物質的な自己内反省｣(E § 262 An. P2)の萌芽となるのである。

(3)自然における｢円環の円環｣

それでは、｢力学｣の展開をヘーゲルの｢自然哲学｣全体に対して位置付けることにしたい。

①自然の諸区分

ヘーゲルは、E § 252 において、｢自然｣の展開の区分を、力学、物理学、有機学としてい

る。これに従うと、｢力学｣は、自然における普遍性の領域と言ってよい(｢形式の統一｣が内

在化しておらず、観念的な中心への運動が展開される)。この｢力学｣の領域から、｢物理学｣

そして｢有機学｣(有機的物理学)の領域への展開は、普遍性から、｢特殊性｣(E § 252)、個別性

(｢主観性｣(ebd.))への展開である。

これは、自然哲学全体の論理学全体への対応に従ったものであり、この対応は、自然哲

学を一つの｢学｣(論理学こそ｢学｣である)とするものである37。このとき、｢力学｣全体は、論

理学の｢存在論｣に対応し、物理学と有機学は、それぞれ、本質論と概念論に対応する(E § 

274 ff.の補遺において｢物理学｣と本質論との｢論理的｣対応が述べられている)。そこで、A.

｢空間と時間｣全体が、質に、B.｢物質と運動｣は、量に、C.｢絶対的力学｣は、限度(Maß)に対

応する。A.｢空間と時間｣の中では、｢空間｣、｢時間｣、｢場所と運動｣は、それぞれ存在、現

存在、対自存在に対応する。

②自然における｢円環の円環｣の意味

従って、｢自然｣におけるの｢円環の円環｣は以下のように意味付けられる。｢力学｣の展開

は、概念諸契機の展開が、さらに判断、推論の展開を形成していく運動と言える(vgl. 2.1.1.

(2))。このような展開の結果生じる総体性は、さしあたっては、｢現存在の推論｣の総体性で

あり、｢存在論｣の総体性に対応する38。｢現存在の推論｣の総体性が形成する｢円環の円環｣、

即ち｢3 重の推論｣は、｢力学｣全体の展開において形成され、C.｢絶対的力学｣においてその

本来的な形式である｢3 重の推論｣において表現されている。この｢3 重の推論｣が、かの空間

-点-線、点-線-空間(面)、線-空間-点である39。

A.｢空間と時間｣の展開の結果、確かに、空間は｢立体｣(Körper)として定立されてはいる。

しかし、それはまだ抽象的なものに留まる。物質は空間的広がりではあるが、物質の運動

が考えられる際には、それは質点のように広がりのないものであった。これが、B.｢物質と

運動｣の展開によって｢重さ｣を獲得し、C.｢絶対的力学｣の展開によって(内的)体系性(個体性)

を獲得することによって、｢力学｣の領域全体を通して初めて具体的な｢立体｣(Körper)として

定立されるのである40。このような｢物体｣の完成は、｢物体｣の｢物体｣自身に対する(しかし

それに留まる)解放であり、｢物理学｣的世界の形成である41。しかし、｢円環の円環｣の形成

が｢絶対的力学｣(現存在の推論)に留まらず、論理学-概念論の｢客観｣の展開に対応して、｢物

理学｣(Physik)の最後に｢化学的過程｣(反省の推論)、そして、｢生命｣(必然性の推論)へと展開

されて初めて(即ち｢自然｣全体において)、｢3 重の推論｣の総体性は(現存在の推論、反省の
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推論、必然性の推論が形成する｢3 重の推論｣として)完成し、そのとき、自然に｢対して｣、

精神もその姿を現してくるのである。

以上に対して、論理学の本質論における｢物｣(Ding；事物)の考察は非常に意味がある。

これを次に論じ、結論として、ヘーゲルの｢物体｣概念の意味を理解することにしたい。

2.2.1. 論理学における｢物｣(Ding)の位置付け

ヘーゲルは、『大論理学』において、｢物｣(Ding)を主にその本質論の B.｢現象｣(『エンチュ

クロペディー』の｢論理学｣においては A.｢実存在の根拠としての本質｣)の中で論じている。

ヘーゲルは、そこで、｢直観｣(Anschauung)との関係において｢物｣(Ding)を論じていない。ヘー

ゲルにとって、｢直観｣は存在論に対応しており、本質論はむしろ｢表象｣の領域である。そ

こで、まず、存在論において｢物｣(Ding)が如何に考えられうるかを考察し、その上で、そ

れと本質論における｢物｣(Ding)との関係は如何なるものかを考察したい。

(1)存在論と｢物｣(Ding)

存在論においても„Ding“や„Ding an sich“という語は(主に注釈的な箇所において)用いられ

てはいる。しかし、これらの文脈においては、それらは｢或るもの｣(Etwas)と明確に区別さ

れているとは言えない。ヘーゲルは、｢或るもの｣を｢現存在するもの｣(Daseinendes)として

述べる。これは、一応は、現存在(Dasein)の諸区別の｢自己内存在｣とされる。しかし、｢或

るもの｣(Etwas)は、｢対自存在｣(Fürsichsein)と異なり、その限界をその外に持っている。こ

れに対して、対自存在は、限界と存在との統一であり、確かにこれが本質論における｢物｣

(Ding)に繋がって行く。しかし、対自存在の｢単純な自己関係｣は、むしろ、限界そのもの

としてのものであり、存在論全体において初めて、還帰の運動(反省)は完成する。

ヘーゲルは、『大論理学』本質論の導入部で(GW11 S.243)、本質と量を｢限界｣に対する

｢無関心性｣において対比している。対自存在のように、量も限界そのものではあるが、そ

れ故に、｢量における限界は、直接に、外的な規定性である｣ (ebd.)。量においては、限界は

量において｢ある｣ものである。これに対して、本質においては、｢規定性は、ただ本質その

ものによって定立され｣(ebd.)、｢本質の統一への関係の中にのみ｣(ebd.)ある。対自存在は限

界そのものではあっても、自らを限界付けるものではないのに対して、本質は、限界付け

る働き｢そのもの｣である(それ故に本質は限界に対する｢絶対的無関心性｣(ebd.)である)。こ

うして、本質は、限界の限界、無限界であり、さらには｢限界付けるもの｣として｢物｣

(Ding)なのである。｢物｣(Ding)は、そのような実存在した本質として、存在論の総体性その

ものと言える。

(2)本質と｢物｣(Ding)

本質は、存在論の領域における自己還帰そのもの、存在論の総体性の真髄であるが、こ

のことが本質の領域を、反省の領域として特徴付ける。これは、本質が自らの足場そのも

のを転倒させることである。

ヘーゲルは、本質論において、｢実存在するもの｣(existierendes)として｢物｣(Ding)を語っ

ている。｢物｣(Ding)は｢本質｣が｢実存在する｣ものである。｢物｣(Ding)は、｢反省｣の運動の限

界である。反省は｢無から無への｣運動であり、これは他者(das andere、das negative)から自

身への還帰である。これは、反省が他者を自身と見なすことであるが、反省が｢他者｣を定
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立することは、反省が｢自身｣を前提することであり、これは自己定立である。即ち、前提

される｢他者｣(否定的なもの)の存在は反省自身であり、このような構造において反省はそ

の存在を持っている。こうして、｢反省諸規定｣における反省の運動を介して、｢物｣(Ding)

として定立される。この意味において、｢物｣(Ding)は、反省そのものであり、しかも、(根

拠全体において)他者への反省を介して、自己内反省＝自身への反省となった反省である。

本質は、存在に対するものとしての概念である。それは、あるときには、｢物｣(Ding)で

あり、あるときには、反省の働きである。｢物｣(Ding)もまた反省であり、主観も、それ自

身、｢物｣(Ding)であると言える42。本質論は、それらの反省関係をも｢現象｣として展開する。

ここで、｢現象の法則｣として、力学的諸法則もその場所を獲得し、全体と諸部分、力とそ

の発現、内なるものと外なるものの本質的相関の結果、｢現実性｣において諸｢物｣(Ding)の

総体性へと至る。

(3)｢物｣(Ding)と現実性

｢現実性｣は、様相論理の展開される領域である。そこで、ヘーゲルは、｢現実的なもの｣

を、それ自身可能性として、他の現実性を定立するものとして描いている。このような運

動は、｢絶対的必然性｣においては、完全に自己媒介運動となり、 (現実性そのものがスピノ

ザ的実体であるのに対して)これはライプニッツのモナドロギーとも比較されうる43。諸物

は、それ自身絶対的なものとして自己充足しており、それぞれ、自己発展するが、互いに

調和している44。これは｢概念｣の形式的顕現である。

以上が、論理学における｢物｣(Ding)概念である。それでは、本章の最後として、論理学

と自然哲学との対応においてヘーゲルの｢物体論｣はどのように理解されるべきかを結論す

ることにしたい。

2.3. 結論

以上の考察から、ヘーゲルにおける｢物体｣論は次のように理解されるべきである。

自然と論理学との論理的対応に対して、内容的対応として、学の自己確証、哲学体系(論

理学、自然哲学、精神哲学)と論理学との一致に由来して、自然全体が存在論に対応させら

れうる。その結果、存在論は、論理構造においては｢力学｣に対応するものであるが、その

質、量、限度(Maß)といった諸規定は、それぞれ、力学、物理学、有機学の内容を受け入れ

る形式となる。即ち、｢力学｣の A.｢空間と時間｣における｢空間｣、｢時間｣、｢場所と運動｣は、

それぞれ、質、量、限度(Maß)に対応し、A.｢空間と時間｣の成果である｢物質｣(Materie;質料)

は、存在論(に対応する｢力学｣)の中で内的に具体化されて、内在的体系性(個体性)を獲得す

ることによって、さらなる内容(本質論そして概念論、あるいは、物理学、有機学)を受け

入れることが可能となる。このような予定的体系化は、そもそも存在の展開あるいは空間

の展開の始元にあった理念の体系によって予め用意されている。このとき、本質と概念の

展開は具体的内容の付与であり、自然は、存在論に対応するものとしては、本質と概念の

影響においてその内容を獲得する45。

このことは、わかりやすくは次のように言ってもよい。対自存在は、まだ普遍的形態を

持っていない。言い換えれば、それは、まだ本質的内容を受け入れる器の原石にすぎない。
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本質そのものに移行するためには、存在において、この原石が掘られ本質を受け入れるた

めの器が形作られる必要がある。これが、量と限度(Maß)の展開である。本質を受け入れて

それらが一見解体することによって、本質そのものが展開していく。しかし、真には、本

質論の展開は、器に水とぶどう酒を注ぎ込み皿とパンをのせる過程にほかならない。即ち、

概念が｢現象｣し｢顕示｣されるのである。従って、対自存在は直観そのものであるが、本質

は直観として定立された直観である。そして、｢物｣(Ding)が、直観の中身であり、そこに

真理が映っている。そして、それに留まらず、かの原石そのもの(空間)もまた概念の威力

においてある。

こうして、｢物体｣は、器となり、精神を受け入れることによって、生命であると言えよ

う。このようにして、ヘーゲルの弁証法はその内容に最もふさわしい器であり、その｢物体｣

論において、プラトンとアリストテレスも、スピノザとライプニッツも統一されているの

である。
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2 章の註

1 本章の基論文である小林,｢空間-時間と物質について―ヘーゲルの物体論―｣, 新潟大学現代社

会文化研究科編, 『現代社会文化研究』第 35 号, 2006.3 は、日本哲学会 2005.5 における発表

に修正・加筆したものである。

2 『エンチュクロペディー』第三版においては、Erste Abteilung Mechanik の A において論じら

れる。第一版においては、Erste Abteilung は Mathematik であり、その中で、第三版の Erste 
Abteilung Mechanik の A に対応する内容のみが展開されており、第三版の Mechanik の B, C
に対応する箇所は、Zweite Abteilung Physik の A である Mechanik において論じられている。

3 『大論理学』(GW21 S.66-7)においては、それが｢量｣からではなく｢質｣から始まることを、

まず始めに存在と一体となった諸規定が述べられるべきであるからと明示されている。

4 絶対的理念がここで空間的な点として定立されることは、ライプニッツにおけるモナドと点

の関係を思わせるものであろう。

5 『大論理学』(GW21 S.178 L.23)において、空間と時間は(質料や自我もまた)純量の例として

扱われている(u. vgl. GW21 S.168, E § 99 etc.)。また、空間と時間は、『大論理学』において

例として度々登場する。本質論においては、特に｢現象の法則｣における法則の例として空間

と時間の関係が取り上げられている。

6 『エンチュクロペディー』は、論理学、自然哲学、精神哲学の 3部門からなるが、｢自然哲

学｣の区分は、『エンチュクロペディー』第三版においては、Mechanik, Physik, Organische 
Physik であり、Mechanik においては、A. Raum und Zeit, B. Materie und Bewegung. Endliche 
Mechanik, C. Absolute Mechanik と展開される。さらに、 A. Raum und Zeit の区分は、a. Der 
Raum, b. Die Zeit, c. Der Ort und die Bewegung である。なお、上註 2 のように、第三版と第一

版の区分は異なる。

7 イェーナ諸体系構想の 02/03 においては、Mechanik は論じられるものの空間-時間論は主題

的に論じられていない。また、03/04 と 04/05 においては、『エンチュクロペディー』諸版

と異なり、｢エーテル｣(Ähter)論がその最初に登場し、その後に、空間と時間が展開される。

ただし、04/05 では、時間の展開が空間の前に置かれている。イェーナ諸体系構想について

は、GW6-8 の他、本田修朗氏の邦訳も参照させていただいた。

8 GW20 には、｢[しかも、]｣([und zwar])はない。

9 これらの諸規定は、相違的であるだけで｢区別されているべきであるがまだ如何なる区別で

もない｣諸方向である。なお、イェーナ体系構想 05/06 においては、｢空間｣の„dritte Stellung 
der Dimensionen“に、空間の諸次元が、高さ、長さ、幅の相違的諸規定として位置付けられ

ている。s.下註 11。『エンチュクロペディー』においても、空間が„an ihm“に持っているも

のがこれから展開され演繹されるのである。

10 点から線、面へといった空間の展開は古代から(近代まで)あるものであるが、ヘーゲルにお

いては、これがイェーナ体系構想(04/05,05/06)において、また｢惑星の軌道に関する哲学的論

考｣においても登場している。しかし、それぞれ、位置付けが異なっている。｢惑星の軌道に

関する哲学的論考｣においては、空間の展開は精神と時間との関係において論じられており、

｢運動｣の概念への顧慮が前面に出ている。この傾向は、イェーナ体系構想 04/05,05/06 と徐々

に背後に退いている。

11 ヘーゲルはこの逆の展開もまた同じ必然性として述べている(E § 256 An. P1)。また、イェー

ナ体系構想 04/05 においては逆の展開が｢空間｣において論じられ、点から線、面への運動は、

｢運動｣において展開されている。イェーナ体系構想 05/06 では、点から線、面への展開によっ

て規定された空間が定立され、そこでの展開として逆の展開が｢空間｣の論において述べられ

ている。『エンチュクロペディー』においては、両展開の関係をヘーゲルは述べていないが、

点から線、面への展開が基本に考えられていると言える。しかし、v. Griesheim の

Nachschrift(1823/24)には、空間の相違的な 3 方向が述べられた後に、両展開が der eine Weg 
と der zweite Weg として簡潔に述べられている。

12 点がこのような接触点であることは、後に(vgl. 1-3.,さらには｢自然｣全体において)定立され

る。

13 反省の運動において、自己内反省、他者への反省、自身への反省は一つの自己内反省＝自身
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への反省である。このような 2 重の反省構造は、概念において、諸円環の円環構造となる。

これは 3 重の｢推論｣展開の諸図式をとる。｢円環の円環｣と哲学体系そして学の自己解放に関

しては、vgl. ｢ヘーゲルにおける｢学の自覚｣の構造｣, 広島大学文学部・文学研究科哲学研究

室編, シンポジオン復刊 49 号, 2004.3(~本論文 1.1)
14 ここで、ヘーゲルは„Anschauung“とは言っていないが、理念あるいは精神が空間であること

そのものが、„Anschauung“であると言ってよい。

15 ｢空間において、面は、確かに、否定の否定であるが、しかし、その真理に応じては、面は、

空間から区別されている。空間の真理は、時間であり、そうして、空間は時間になる。｣(E 
§ 257 Zu.)。また、このことは、後で｢運動｣として定立される。

16 このような囲まれた空間と表面は、Etwas と Bestimmtheit と考えてよいだろう。｢表面｣とい

う表現は、『大論理学』(GW21 S.112, GW11 S.73)の｢有限性｣においても登場し、また、その

(GW21 S.115)b.の最後などにも点から｢全空間｣(der totale Raum)への弁証法について述べられ

ている。ただし、ここで(E § 256)、｢個別的な全体の空間｣そのものが定立されているわけで

はない。

17 それは、A.｢空間と時間｣の結果、(物質的)｢物体｣として登場し、｢力学｣全体において完成す

る。

18 かの直線そのものはむしろ｢無｣である。また、この射影直線は、方向のみを含んだ(計量の

ない)2次元空間に等しい(詳しくは、射影空間論に関する文献を参照されたい)。ここに面の

概念がある。

19 „dimension“は、もともとラテン語として｢計測｣の意味を持っている。

20 vgl. E § 257 Zu.. この空間と時間の分離は、そのものとしては B.物質と運動において定立さ

れる。

21 E § 259 An.において、｢時間の諸次元は、ただ主観的表象においてのみ必然的である｣(sie 
sind notwendig nur in der subjektiven Vorstellung,)と述べられているように、時間の 3次元は、

自然においては、｢存続する区別｣(der bestehende Unterschied)には至らず、｢必然的｣に、ある

いは、時間を貫く主観に内在的に区別があるわけではない。このことは、時間の 3次元が自

然の規定でないことを意味しない。ヘーゲルにとって、時間は外的な自己である。｢時間は、

空間のように、感性あるいは直観の純粋な形式、非感性的な感性的なものである。― しか

し、空間と同様に、時間にもまた、客観性と客観性に対する主観的な意識との区別は何ら関

係していない。このような諸規定が空間と時間へと適用されるときには、空間は、抽象的な

客観性であるが、しかし、時間は、抽象的な主観性であるであろう。時間は、純粋な自己意

識の Ich = Ich と同じ原理である。しかし、この原理あるいは単純な概念は、まだその完全な

外面性と抽象においてあり、― 直観された単なる成ることとして、端的に自身の外に至る

こととしての純粋な自己内存在としてある。｣(E § 258 An. P1)。ただし、自然はまた、絶対

的理念の自然と精神への根源分割においてある。ヘーゲルにとって、時間は、主観的である

と同時に客観的であり、諸学の円環の体系において両者は統一されている。また、空間と時

間が、主観客観であることについては、次のようにも述べられている。｢空間の本性につい

ては、昔から多様に述べられている。私は、空間も時間も感性的直観の形式であるというカ

ントの規定のみに言及する。[...] カントの概念において主観的観念論とその諸規定に属して

いるところのものが無視されるときには、空間は単なる形式即ちある抽象でありしかも直接

的な外面性の抽象であるという正しい規定が残っている。｣(E § 254 An.)
22 ヘーゲルは、｢真なる現在は、永遠性である。｣(E § 259 Zu. P1)とも言う。また、永遠性につ

いては、Zusatz 以外においては E § 258 An.にある。

23 ここで、空間の 3次元性(点、線、面)は、射影直線の中にあると言えるが、この射影直線は、

無限遠(射影)直線としては、時間の原理そのものである。｢場所｣において、この両者が統一

されている。

24 E § 261 本文において｢運動｣と｢物質｣が述べられた後、その注釈において｢物質｣について 4
段落にわたって述べられているが、｢運動｣については、(編集者によって)補遺に取り上げら

れているに留まる。しかし、そこで、(イェーナ体系構想 05/06 と同様に)直線運動が、自己

止揚の運動として述べられ、その真理として、円運動が展開されている。イェーナ体系構想
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(05/06)の｢運動｣の論において最初にある｢持続｣(Dauer)は、E § 260 の補遺に挙げられている。

また、特に、円運動の展開の叙述は、簡潔に述べらているが、イェーナ体系構想(05/06)の記
述にほぼ対応している。ただし、イェーナ体系構想(04/05)においては、対応する円運動の論

は、実在的な運動の論の中で論じられている他(勿論『エンチュクロペディー』(第三版)でも、

円運動は C.｢絶対的力学｣の中でケプラーやニュートンなどと共に取り上げられている)、
『諸講義』では、空間と時間の統一が、物質と運動として端的に立てられ、運動から物質へ

の移行を円運動の論が媒介する形式となっていない。

25 アリストテレスの｢場所｣はこのようなものであろう。抽象的な点は、射影平面において射影

直線を運動の原理として(この射影直線の上に乗っかってあるいは包まれて)運動する。

26 第三版のこの箇所に対応して、第一版においては、｢― 成ること、しかしそれ自身同様に直

接に両者の同一的な現存在する統一、物質であるところの成ることである。｣(HE § 204)となっ

ている。ここで、第三版では、｢運動｣から｢物質｣へと｢矛盾｣が解消することが明確である。
27 vgl. „Die Materie ist so die abstrakte oder unbestimmte Reflexion-in-Anderes oder die Reflexion-in-

sich zugleich als bestimmte;“(E § 127)
28 より正確には、B.｢物質と運動｣の a.慣性的物質における｢静止｣としての運動が相対空間と言

えるだろう。B.における物質と運動の分離と、統一への運動は、絶対空間と相対空間につい

ても同様と言えよう。

29 このような無関心性は、｢場所｣に対しては発展であるが、しかし、さらなる展開において克

服されるべきものである。即ち、物体と、空間、時間あるいは運動との関係の内在化、ある

いは、空間と時間の非静止的関係の物質への内在化(vgl. E § 263 An.)こそ今後の展開であり、

これは、最終的に、｢生命｣へとなっていくものである。vgl. E § 274 Zu..
30 B.｢物質と運動｣の導入部(E § 262)は、カント的な意味での｢動力学｣に対応していよう。

31 これが、かの諸円環の(一応の)完成、解放である。こうして、物質の｢個体性｣(Individualität)
と言いうるのは、C.｢絶対的力学｣における諸物体の 3 重の推論の成果としての Physik におい

てである。

32 しかし、まだ抽象的な｢自己内存在｣に留まる。なお、ヘーゲルは、｢比重｣(die spezifische 
Schwere)を内包量とする。この｢比重｣は、Physik の B.a.で論じられるものである。｢物質と運

動｣においても、E § 266 において、｢重心｣(Schwerpunkt)に集中させられた重さを内包量とし

ている。しかし、｢比重｣のように或る物体の特殊な規定は、本来｢力学｣では論ぜられない。

33 vgl. E § 293 Zu.. なお、ここで、｢質量｣は、｢重さ｣に関係しては重力質量である。他方で、物

体は空間と時間に無関心的なものとしては、｢静止｣である(これは空間と時間への無関心性

であるから絶対的静止を意味せず慣性運動を意味する)。後者において、｢質量｣は(抵抗を意

味する)慣性質量である(E § 264 Zu.)。
34 E § 274 Zu.において、｢力学｣における運動が、(おそらく B.｢物質と運動｣においては)運動と

物質の相互移行として特徴付けられている。運動における物体が点としてあることについて

は、vgl. E § 271 Zu..
35 B.｢物質と運動｣の展開は、慣性が線-空間(時間-運動)、衝突が点-線(空間-時間)、落下が点-空

間(空間-運動)であり、全体において、点-線-空間(面)(空間-時間-運動)が定立される。

36 vgl. E § 269, 同An. u. § 198, 同An.. ｢このさらに詳しい規定は、それ自身 3 つの諸推論の一つ

の体系であるところの総体性の推論おいてあるが、それは客観性の概念において述べられて

いる(s. § 198)｣(E § 269 An.)。これは、(例えば、)｢太陽系｣の 3 重の推論(太陽, 地球, 月)である。

｢太陽系｣は Mechanik の C.において論じられる他、Physik の A. a. Die freien physischen Körper
においても論じられる。両者の違いは、前者が、｢重さ｣の体系あるいは或る｢中心｣の体系で

あるのに対して、後者においては、｢個体性｣を獲得したそれぞれの(物理的な)規定の獲得で

ある。なお、｢3 重の推論｣に関しては、｢ヘーゲル論理学における存在と本質の位置付け｣, 
広島哲学会編, ｢哲学｣第 56集, 2004.10(~本論文 1.2)等で論じた。

37 例えば、B.の初めに｢物質｣(Materie)の反発と牽引が論じられているが、これは、論理学にお

いては、存在論の｢対自存在｣に対応されるものである。この対応に対して、他方では、｢自

然｣全体が存在論に対応し、力学、物理学と有機学は、それぞれ、質、量と限度(Maß)に対応

している。これは、哲学体系全体、即ち、論理学、自然哲学、精神哲学を｢学｣とみて、学で
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ある論理学の区分において自然を存在論に対応するとするものである。自然は、存在する理

念として、絶対的理念の論理学内部への解放が存在(論)であるのに対して、論理学外部への

解放が自然である。しかし、論理学が学でありながら、諸学の体系において自身を学として

確証するという学の円環構造に、両者のズレ(諸円環と円環の区別)は由来しているのである

から、本来、両者は一致すべきものである。そこで、両者の真理である第 3 の対応として、

｢力学｣、｢物理学｣、｢有機学｣が、それぞれ｢学｣であるとする対応がある。つまり、この｢諸

円環の円環｣の解放は、論理学が学として確証されると同時に、このことが、同様に円環の

円環である論理学の内部で存在論が一つの学として解放されることを意味している。なお、
D. Wandschneider(Räumliche Extension und das Problem der Dreidimensionalität in Hegels Theorie 
des Raumes: in Hegel Studien Bd.10, 1975)は、｢空間｣の展開を｢質論｣の展開に対応させている。

38 s. ｢ヘーゲル論理学における存在と本質の位置付け｣, 広島哲学会編, ｢哲学｣第 56集, 2004.10(~
本論文 1.2)

39 ヘーゲルの弁証法の｢円環｣の形成は、第一に、｢空間｣の展開において、第二の否定としての

｢面｣が定立されるに留まらず、面が｢表面｣として展開することに現れていた。空間は、｢空

間｣、｢時間｣、｢場所と運動｣と展開することによって、自己還帰として定立される。しかし、

これはさしあたっては｢判断｣の定立であり、B.｢物質と運動｣の展開の結果、推論の形式が定

立される。この展開の結果初めて、A.｢空間と時間｣も一つの円環(即ち推論：空間-点-線)と
して定立され、B.｢物質と運動｣も C.｢絶対的力学｣も、それぞれ、点-線-空間(面)、線-空間-点
として定立される。

40 A.｢空間と時間｣において射影空間(RP3)が定立された。力学の展開は、この諸契機の実在的

定立であり、これによってのみ、個々の射影空間としての具体的個物がある。力学における

機械論的体系を支える背後の空間構造は、RP9 を必要としよう。

41 本来の｢3 重の推論｣において、空間-点-線、点-線-空間(面)、線-空間-点という 3 つの円環は、

力学、物理学、有機学の総体性である。｢自然｣の解放において、これらの 3 つの円環と同時

に、例えば、A.｢空間と時間｣、｢力学｣、｢自然｣といった垂直的な円環の 3 重構造も形成され、

ここで、かの｢物質｣も解放されている。

42 このとき Ding は、むしろ Seele と言うべきである。

43 こうして、｢現実性｣の運動はスピノザとライプニッツの統一であり、その完成が｢概念｣であ

る。

44 ヘーゲルにとって、｢現実性｣はエネルゲイアであり(vgl. E § 142 An. u. Zu.)、諸様相の展開の

エレメントである。真に現実的なものは、可能性、現実性、必然性を含み、自らを展開させ

る。また、ヘーゲルは、『エンチュクロペディー』第一版を締めくくる GW13.  § 192 におい

て、｢対自的に理念であるところの思弁的な理念｣である｢無限な現実性｣が自身を｢自然｣とし

て解放するとしている。しかし、第三版においては、この｢無限な現実性｣が｢直観｣の働きと

言われている。このことは、｢対自的な理念｣が、｢無限な現実性｣であることと、｢直観｣の働

きであることは同じことを意味していると考えてよいであろう。

45 ここに、存在論内部と、存在論と本質との関係における、二重の Form-Materie 構造がある。
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3. ヘーゲルの｢物体｣概念と｢光｣の意味

3.0. 序
｢自然｣は、一つの総体性を形成している。しかし、それが、｢全て｣ではない。ヘーゲル

の｢3 重の推論｣の体系は、論理的なもの、自然、そして、精神が、それぞれ総体性であり

ながら、それらが連関していることの中に絶対的理念の実現を見る。｢自然｣は、そのよう

な他の領域を受け入れる中に存立しており、その中の｢自然的なるもの｣においても、その

ような円環的・立体的構造のもとに考察されなければならない。

そこで、本章においては1、とりわけ論理的展開に着目しながら、ヘーゲルが｢純粋な同

一性｣と見なすところの｢光｣(Licht)が、どのような意味において｢物理学｣の領域独自の｢エ

レメント｣であり、そして、2 重に展開される太陽系が、如何に総体的個体性や生命へとなっ

ていくかを、｢力学｣における｢物体｣との関係において把握し、｢物体｣と｢光｣において、か

の円環的・立体的構造が、きわめて特徴的に現れていることを示したい。

3.1. ｢限界｣としての｢物質｣(Materie)の概念と運動

｢自然哲学｣は、『エンチュクロペディー』の｢論理学｣に続くその第二部門である
2
。ヘー

ゲルは、この｢自然哲学｣の第一部として｢力学｣(Mechanik)を展開する。｢力学｣において、

まず、空間が展開され、この A.｢空間と時間｣の成果として｢物質｣(Materie)が定立される。

そこで、B.｢物質と運動｣において、｢物質｣の運動が論じられ、そして、C.｢絶対的力学｣に

おいて、｢力学｣は、｢太陽系｣(の 3 重の推論)として総体性を(機械論的に)完成させるに至る。

こうして、自然哲学の第二部としての｢物理学｣において、最初に、諸物体の｢純粋な同一性｣

として登場するのが｢光｣である。3.1 においては、｢力学｣における｢物質｣の概念の展開を中

心に、｢光｣の概念の萌芽を見ていくことにしたい。

3.1.0. 空間、時間の展開と｢物質｣

｢物質｣は、A.｢空間と時間｣の展開の最後にその成果として定立される3。即ち、｢運動｣に

おいて、空間は、自己還帰として定立され、それは空間と時間の現実性である。このよう

な(｢運動｣である)空間と時間の｢矛盾｣の結果は、｢両者の直接に同一的な現存在する統一｣

(§ 261)、空間と時間の統一の現存在であり、これが｢物質｣(Materie)である(ebd.)。まず、こ

の｢物質｣について、｢論理学｣の量論との関係において考察したい。

(1)｢対自存在｣としての物質とその量的展開

①｢対自存在｣における一者と空虚

ヘーゲルは、｢物質｣を｢現存在する対自存在｣(E § 260 Zu. P3)と語っている4。ヘーゲルは、

『大論理学』の｢対自存在｣(の B.｢一者と多者｣)において、｢一者｣と｢空虚｣について論じて、

｢一者｣において無が定立されると、｢一者におけるものとして、無は空虚なものとしてあ

る。― 空虚なものは、そうして、このような直接性における一者の質である｣(GW21. S.

152)と述べている。このようにして、｢自己内存在｣が定立され、｢無｣は、空虚なものとし

て一者の外にあり、一者の｢質｣を形成している5。そして、｢空虚｣は、他の｢一者｣として立

てられ、一者と他者との反発と牽引が展開され、その成果として｢量｣が出現することにな
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る。

②量的展開としての物質

上の展開は、自然哲学においては、A.c.｢場所と運動｣において展開されているものであ

る。｢場所｣は、一者であり、｢運動｣は、一者の反発と牽引(としての無限性の運動)へと定

立される6。そして、この成果が、物質である。｢空虚｣は、運動の根拠として抽象的に登場

するにすぎない。

この物質が(純)量として空間を形成し、その中で運動する質点(質量; Masse)が問題とな

る7。このような｢量｣としての｢物質｣が B.｢物質と運動｣のエレメントを形成する。ヘーゲル

は、B.｢物質と運動｣の最初の§ 262 において8、物質の｢反発｣(Repulsion)と｢牽引｣(Attraction)

を述べながら、｢物質｣は、｢対自存在｣とはいっても、｢相互外在的に存在する対自存在の否

定的統一｣であり、｢従って、連続的｣なものであるとしている。このように、｢物質｣におい

ては、反発と牽引はすでに内在化されており、量的なものとして、その｢連続性｣が問題と

なっている9。

こうして、｢物質｣において、かの｢対自存在｣の構造が、そして、｢自己内存在｣が、｢重さ｣

(質点)として、純量としての｢空虚｣な空間の中に置かれていることになっていく。

(2)｢限界｣(Grenze)としての物質

この｢物質｣概念は、｢限界｣(Grenze)との関係において理解されなければならない。現存

在(Dasein)は、｢限界｣を持ち、そして、量において、対自存在の｢一者｣は、｢端的に規定さ

れた限界｣(GW21.S.166)10である。この｢一者｣は、自身を越え出て連続する限界(分離)その

ものであるから、｢如何なる限界でない限界｣(ebd.S.173)あるいは｢限界に対するそれ自身に

おける限界の無関心性｣(ebd.S.173)とも言われる。

物質は、このような｢限界｣である。物質が、このように、｢空間における最初の実在的な

限界｣(E § 261 Zu. P3)であることは、注目に値する規定である。｢空間｣の展開(点,線,面)の成

果である｢表面｣は全空間の限界であったが、ここで、それが、｢端的に｣定立されているi。

しかし、ここで定立された｢表面｣は、｢如何なる限界でない限界｣として無限性の運動を行

う限界であり、言わば、表と裏の統一としての表面である11。

このように、｢物質｣の運動は、｢限界｣が自身を越え出て行くことそのものである。物質

は、自己反発し、他者を排斥する。そして、その上で自身を他者と連続させる。これが、

物質の空間における運動である。こうして、運動は、物質の自己外存在そのものである12。

3.1.1. 物質と純粋運動

それでは、このような自己外存在としての｢物質｣について、その純粋運動との関係にお

いて論じていきたい。

(1)物質と運動

上で見たように、｢物質｣は、A.｢空間と時間｣の展開の成果であり、B.｢物質と運動｣のエ

レメントである。この｢物質と運動｣において、物質である｢点｣(｢物質的物体｣)は、空間的

i これは、A.｢空間と時間｣において定立された射影空間の契機として射影平面(表面)が定立さ

れていることを意味する。物質全体は、射影空間であるが、この射影空間に内在する計量運

動の原理において、射影平面が、物質的物体としての点としての(一次元的)運動を表現する。
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であると同時に時間的である(§ 263)。ここで、｢物質的物体｣は、このようなあり方を、自

ら構成する。即ち、或る物質の(点～物質的物体としての)運動が問題となるときには、他

の物質への関係が同時に想定されなければならない。物質は、自ら、その自己外存在であ

る時間軸と空間軸からなる座標系として他の物質へと関係し、これにおいて、運動が可能

となる13。

この｢物質｣における空間と時間の構造こそが、物質運動であり、｢物質｣(あるいは量的自

己外在)において、このような構造が念頭に置かれねばならず、そして、この構造において

のみ、他の物質が現れてくる。あるいは、物質は、物質の中に現れ、物質において運動す

ると言える。こうして、｢物質｣は、運動において他者と関わるのである14。

(2)純粋運動と絶対的静止

ヘーゲルは、｢慣性的物質｣(die träge Materie)を論じて、静止と運動が、物質にとって｢無

関心的なもの｣であると述べている(§ 264)。このことは、その自己外存在において現われ出

た物質である｢物質的物体｣に関して、その慣性運動と同時に、ヘーゲルにとっては、相対

性原理をも述べるものである15。しかし、これは、物質の｢有限性｣における規定である。

物質的物体においては、時間と空間の統一としての運動が、｢それらの発展した不静止な統

一｣、｢内在的なものとしての運動｣(ebd.An.)とはなっていない。このような｢有限性｣の克服

は、有限な相対的運動からの(かの｢運動｣の概念である)純粋運動そのものの回復であるが、

これは、絶対的静止と純粋運動との統一である16。物質そのものは、その概念においては、

絶対的に静止していると同時に、絶対的に運動している。それ故に、物質の静止(物質)と

運動への分離と統一が、｢力学｣の展開の主要課題となる17。これはまた、或る物質と他の

物質の分離と統一である。

(3)物質運動と純粋運動

さて、A.｢空間と時間｣における｢空間｣の展開において、｢点｣の展開は｢線｣(円)を形成し、

これにおける否定性としての時間において、その展開が反省されていた。これは、逆の流

れ(｢線｣から｢点｣へ)である。それ故に、｢場所｣は、これらの両流れの衝突、それらの限界

点であり、｢運動｣(の概念)は、(定立された)衝突するこれらの流れそのものであると言え

る18。これが、純粋運動である。こうして、これらの流れは、全体として、(時間)円環を形

成する。これが、｢物質｣(の概念)であり、このような純粋運動の両抽象が、空間と時間で

ある(物質の自己外存在としての所謂空間軸と時間軸)。この純粋運動は、そのものとして

は、無限性の純粋自己媒介運動である円環であるが、その自己外存在においては、さしあ

たって、(フィヒテの自我などがそのように描写されるように)無限な空間的拡大運動とし

て表象されうる19。これは、物質運動においては、時間軸と空間軸との間に斜めに延び原

点で交わる 2 つの直線となろう。

詳細には立ち入らないが、自己外存在としての物質運動において、この純粋運動が、物

質の概念を現し、物質運動を規定するものであり20、B.｢物質と運動｣において展開される、

慣性的物質、衝突、落下は、純粋運動の回復(純粋運動と絶対的静止の統一)への過程とな

る。
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3.2. ｢物体｣の総体性としての太陽系

上で考察した純粋運動と絶対的静止との統一は、C.｢絶対的力学｣における太陽系におい

て｢重さ｣の体系として定立される。ここでは、この｢重さ｣の体系において、上で考察した

｢物質｣の概念の総体的定立を見ることにしたい。

3.2.0. 物質の全体性と引力

それでは、まず、｢有限な力学｣から｢絶対的力学｣への移行から見ていきたい。

(1)物質運動の局所性と全体性

(有限な)物質運動において、或る物質において他の物質が(点として)あり、これは静止と

運動の分離であった。この関係が、｢慣性的物質｣、｢衝突｣、そして、｢落下｣と展開されて

いる。この｢落下｣において、かの静止と運動とが統一へと｢移行する｣(§ 266)。そして、こ

の｢移行する｣ことは、諸物質の｢一つの中心を定立すること｣(§ 268)である(引力)。｢物質｣

の概念は、その自己外存在(としての物質運動)においては、純粋運動において表される。

この純粋運動は、言わば、質的限界でもある量的限界であり(限度;Mass)、これによって、

物質と他の物質、物質の内なるものと外なるものが限界付けられている。今、｢物質｣の概

念の総体的定立において、このような(質的限界でもあり量的限界でもある)限界が、その

ようなものとして定立される21。

このとき、このような物質の自己外存在の全体の定立に対して、先の物質運動は、局所

的と言えよう。そして、この物質の全体構造は、一つの体系として論じられる。しかし、

それは、さしあたっては、(かの力そのものとしての)｢引力｣の定立である22。

(2)引力における相関と運動

それでは、上のことが C.｢絶対的力学｣において如何になされるかを考察していきたい。

①引力(Gravitation)

ヘーゲルは、C.｢絶対的力学｣を、｢引力｣(Gravitation)でもって始めている。｢普遍的物体

性｣は、特殊な諸物体へと自身を判断することによって、自らを｢運動｣の中に置き、｢運動｣

の全体が個別的な契機を形成する。このことが、｢引力｣と言われるのは、｢物質的物体性の

真なるそして規定された概念｣(§ 269)が、｢運動｣へと定立されるからである。ここに、運動

と物質(静止)の統一(物質の実在性と観念性の統一)がある。

ここで真に｢内なるもの｣は、この引力(物質の概念)であり、｢外なるもの｣は、運動であ

る。物質(運動)における内と外は、時間と空間であり、これらの統一が物質であった。こ

れに対して、引力においては、物質そのものと運動が内と外を形成している。

②実在的に定立された力としての物質

ヘーゲルは、空間と時間の矛盾として登場した｢運動｣を、｢絶対的力学｣への移行に際し

て(§ 268)、実在性と観念性の矛盾として語っている。実在性は、｢自立的な対自存在｣の諸

区別であり、観念性は、それらの｢概念において結合されていること｣である(ebd.)。そもそ

も、物質は、それらの両者の統一であるが、ここでは、両者が、運動において実在的に定

立されて統一されている(｢概念の諸契機に応じたそれらの規定、そして、相互へのこのよ

うな概念に応じて区別された定立された諸中心の本質的な関係｣(ebd.))。

このようにして、前には、物質にとって外的と見なされるに他なかった力、そして、運
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動が23、ここでは、物質の諸契機として内在化されている。引力は、物質に内在する力で

ある。さらに、ここで、物質そのものが、その観念性と実在性とに実在的に分かれ、そし

て、その統一が問題となることによって、物質そのものが、｢内なるもの｣として力となっ

ているのである。このことが、｢太陽系｣において定立されている。

3.2.1. 太陽系における｢物体｣の総体性(｢重さ｣の体系)

ヘーゲルは、§ 270 において、｢太陽系｣の推論について説明して、｢重さの概念｣は、これ

は｢物質｣(の有限性; 物質運動)を意味するが24、これが、｢重さ｣の体系においては、その諸

契機が諸物体において｢実在化｣されているとする。太陽が、｢普遍的中心｣であり、月が、

｢直接的な自己外存在する没中心的な個別性｣(§ 270)である。そして、地球が、両者を、特

殊として統一している。しかし、この推論式は、まだ、抽象的であり、他の 2 つの推論式

と共に、｢3 重の推論｣として完成する25。しかし、ここで、ヘーゲルは、これを見通し良く

展開しているとは言えない。そこで、同箇所においてヘーゲルが指示する｢論理学｣の記述

を考察したい。

(1)｢論理学｣における｢機械論｣の展開

ヘーゲルは、｢論理学｣の概念論、B.｢客観｣において、その最初に、a.｢機械論｣を述べて

いる。そこで、ヘーゲルは、それを、｢形式的機械論｣(§ 195)、｢差別的機械論｣(§ 196)、｢絶

対的機械論｣(§ 197-8)と展開させる。ここで、｢3 重の推論｣が述べられるのは、最後の｢絶対

的機械論｣(absoluter Mechanismus)においてである。そこでも26、まず、太陽(｢或る客観(抽象

的中心)の中心的個別性としての内在的な否定性｣)と、月(｢非自立的な客観｣)との、地球

(｢諸客観の中心性と非自立性を自身において統一しているところの媒語、実在的中心｣)を

介しての統一が、推論として述べられている。ここで、太陽が個別(E)、月が普遍(A)、地

球が特殊(B)である(月が普遍であるというのは、｢それらにおいて形式的な機械論が特有的

であるところの非自立的な諸客観の悪い個別性は、非自立性であると同じ程度に、外的な

普遍性である｣(§ 198)からである)。即ち、E - B - A という推論が形成されている。これは、

(3 重の推論として)次のように展開する27。

E - B - A(太陽(絶対的中心)-地球(相対的中心)-月(非自立性))において、A は、月であるが、

このような普遍的な非自立性こそ、個別性に他ならなく、これが、特殊と普遍を分けてい

るものである。従って、｢絶対的中心と相対的中心の間の媒語｣であり、その結果、A - E - 

B(地球-月-太陽)という推論となる。さらに、ここで、B である太陽は、個別である月の目

標、｢純粋な否定性であると同様に個別性を自身の中に含んでいるところの実体的に-普遍

的なものとしての絶対的中心性｣であり、これが、普遍として、特殊(純粋な否定性)と個別

を統一することになる。従って、推論、B - A - E(月-太陽-地球)が結果する。この最後の推

論において、媒語は、｢しかも、普遍性に応じては、同一的な連合そして邪魔されない自己

内存在としてあるのと同様に、本質的に、内在的な個別性に応じては、区別するものとし

てある｣。これが、3 重の推論としては、本来的な推論である。しかし、｢機械論｣において

は、第 1 の推論である太陽-地球-月が、中心的な推論となっている。

(2)自然哲学における太陽系の推論

これらの推論において、第 1 の推論、太陽-地球-月は、実際には、すでに、｢形式的機械
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論｣(太陽-地球-月)においてあったものが、推論において定立されたものである。しかし、

｢絶対的機械論｣において、それが推論の展開として、｢形式的機械論｣(太陽-地球-月)、｢差

別的機械論｣(地球-月-太陽)、そして、本来的な｢絶対的機械論｣の推論(月-太陽-地球)自身と

して展開されている。そして、このような展開は、自然哲学の｢力学｣の展開としては、そ

れぞれ、A.｢空間と時間｣、B.｢物質と運動｣、C.｢絶対的力学｣の展開となる(ヘーゲルは、差

別的機械論の例として｢落下｣をも挙げている)。

自然哲学の｢絶対的力学｣の叙述においては、§ 26928と§ 270 において、第 1 の推論が述べ

られ、§ 271 において、推論が第 3 の推論へと展開された結果としての物質の個体性の獲得

が述べられている。このように、｢絶対的力学｣本文においては、第 2 の推論については登

場しない。しかし、｢物理学｣における光の体系の展開において、ヘーゲルは、太陽系の推

論を、太陽-地球-月を第 1 の推論として述べ、そして、これを、｢直接的なただ形式的にす

ぎない推論｣(E § 279 Zu. P4)であるとして、さらに、｢他のより規定された関係｣(ebd.)とし

て、地球-月-太陽を、第 2 の推論、月-太陽-地球を、第 3 の推論としている。

(3)太陽系の推論における太陽と地球の位置

さて、ヘーゲルは、太陽を抽象的なものとし、｢惑星｣を、太陽より高いものとする。例

えば29、｢諸惑星体は、その実存在における直接に具体的なものとして、最も完全なもので

ある｣(§ 279 An. P1)と述べられている。このように、ヘーゲルは、地球のような惑星を｢最

も完全なもの｣とするが、これは、上の諸推論においては、第 3 の推論に属する規定であろ

う。しかし、推論の展開に従っては、｢惑星｣は、第 1 の推論である太陽-惑星-月の推論で

あり、｢太陽｣は、第 3 の推論である月-太陽-地球の推論である。従って、太陽が、抽象的

と言われるのは、太陽-惑星-月における太陽のことである(ヘーゲルは同一性としての光を

個体性としては太陽であるとしている(§ 275))。この太陽は、実体的なものに留まり、地球

においてその姿を現すにすぎないからである。それ故に、この地球は、むしろ、或る惑星

的なものとしての太陽天体のことである。しかし、月-太陽-地球としての｢太陽｣は、それ

自身、普遍でありながら、自身を推論的に根源分割し自身に還帰するという具体的な普遍

である。このような｢太陽｣は、むしろ、現実的なものとしての地球に他ならない。それ故

に、むしろ、この諸推論の運動は、最初の普遍的地球から、太陽と月が分かれ、再び統一

されて、具体的地球となると理解するのが適切である。具体的地球において、太陽と月と

地球が統一されており、ここに、太陽系が実現している。

以上のようにして、かの普遍的物体性の判断は、｢諸物体の一体系｣(§ 269)、太陽、月、

地球からなる(3 重の)｢推論｣を形成し、これは、A.｢空間と時間｣の諸契機である空間、時間、

運動に応じては、運動-空間-時間、空間-時間-運動、時間-運動-空間となる30。

3.2.2. ｢限度｣(Mass)の体系としての太陽系

それでは、この太陽系の推論のさらなる意味を考察しよう。

(1)ヘーゲルの｢諸限度の王国｣

ヘーゲルは、｢物理学｣の A.a.γ.｢個体性の物体｣において、天文学が、惑星系列の｢間隔｣

について、その｢現実的法則｣をまだ発見していないとしながら、ケプラーの試みを、太陽

系の配列に｢理性｣を見出したものとして、極めて高く評価している(§ 280 An. P2)。このよ
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うな法則は、ヘーゲルにとって、｢必然的な問い｣(E § 270 Zu.)なのである。このケプラーの

太陽系構造について、ヘーゲルは、E § 270 の補遺(第 18 段)において、次のように具体的に

説明している31。

・第 1 のグループ

｢第 1 の惑星である水星の間隔を、a とすると、金星の軌道は、a + b であり、地球の軌道

は、a + 2b、火星の軌道は、a + 3b である｣。そして、これが、｢これらの 4 つの最初の諸惑

星が、太陽系の 4 つの物体のように、一つの全体を、ひとがそう望むなら、一つの体系を、

一緒に形成している｣。

・第 2 のグループ

そして、a + 4b は、｢新たなグループを形成するところの、Vesta, Juno, Ceres, そして,  

Pallas という 4 つの小惑星｣である(｢ここでは、諸惑星の統一は、全ておよそ一つの軌道を

持っているところの小惑星の群れへと砕けた; このような第 5 の位置において、粉砕、相互

外が、優勢である｣)。これが第 2 のグループである。

・第 3 のグループ

さらに、第 3 のグループは、｢その 4 つの衛星を持った木星｣である。これは、a + 5b で

ある。そして、さらに、｢諸リングと 7 つの衛星を持った土星｣、｢一群の諸衛星を持った天

王星｣が続く(これらは、第 3 のグループの中の諸グループと理解されるべきだろう)。

これらが、ヘーゲルにとって、見出されるべき｢法則｣の発端、｢諸惑星の関係のより詳し

い規定の観点における発端｣である。そして、ヘーゲルは、E § 270 の補遺の続く段におい

て、このケプラーの｢それらの諸間隔の関係[比例]における諸惑星の系列｣(ebd. P18)を、｢諸

限度のこのような自由な王国｣(dieses freie Reich der Maße )(ebd. P19)と呼んでいる。

(2)｢3 重の推論｣として限度の体系 ― 物体における内と外の総体性(現実性)

さて、上で、純粋運動が、質と量の限界、即ち、｢限度｣(度量: Mass)としてあることを見

た。そこで、この｢限度｣の体系が、考察されなければならない。上のヘーゲルの考察にお

いて、｢限度の王国｣と言われるのは、惑星諸軌道を表す a + nb, n = 1,2,3...の系列が、諸限

度(結節線: Knotenlinie)を形成しているからであろう。しかし、ここで、これらを、ヘーゲ

ルが太陽系の体系との関係において論じており、また、それぞれの惑星グループを一つの

体系と見なしていることが重要である。これは、太陽系の｢3 重の推論｣において、その第 3

の推論に属する諸推論が、それぞれ、上の第 1 から第 3 のグループを形成し、惑星系を形

成していることを意味している。即ち、第 3 の推論は、(諸限度をたどる)惑星系列形成の

運動であり、具体的地球は、惑星系として実現する。そのようにして、限度は、｢量｣の自

由な運動において、質的-量的体系を形成し、或る限度として、或る惑星を定立し、その体

系として、惑星系を形成する。このとき、この｢限度の無いもの｣(das Masslose)としての量

は、無限に広がるべき空間である(これが絶対的速度で無限に直進すべき光につながる)。

このように、空間が無限であるべきことが、太陽系という質的-量的体系を形成しているの

である。

このようにして、｢力学｣において｢物体｣の総体性が完成した。そして、その成果として、

いよいよ｢光｣が登場することになる。
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3.3. ｢光｣の概念とその展開

光が登場する｢物理学｣(Physik)は、自然哲学の第 2部である。｢光｣の含まれる A.｢普遍的

個体性の物理学｣
32
は、a.自由な物理的物体、b.諸元素、c.元素的過程と区分されており

33
、

そして、この a.｢自由な物理的物体｣の最初に、α.｢光｣(DAS LICHT)が置かれている
34
。

3.3.0. 本来的な光の登場とその概念

それでは、まず、太陽系からの｢光｣の登場とその概念を考察したい。

(1)｢力学｣の成果としての光

①力学の成果

ヘーゲルは、｢物理学｣への移行に関係して、太陽系における形式の全体を、｢物質一般の

概念｣としながら、｢しかし、今や、自己外存在は、それぞれの規定された実存在において、

展開された概念全体であるべきである｣(E § 271 Zu.)と述べる。こうして、物質は、｢その全

現存在において、対自的にあるべき｣であり、｢対自的に存在する対自存在｣(ebd.)である。

これは、物質の｢個体性｣(§ 272)の獲得である。このようにして、｢太陽系を形成している形

式諸規定は、物質そのものの諸規定であり、そして、このような諸規定が物質の存在を形

成｣(ebd.)し、｢物理学｣において、物質は、｢質化された物質｣(§ 271)として質的な規定を獲

得する。これによって、｢物体｣の内在的な大きさ(比重)なども問題となりうる。

②光の位置

しかし、ヘーゲルは、｢物理学｣において、このような個体的物体を、｢比重｣(B.特殊的個体

性の物理学の a.Die spezifische Schwere)や｢形態｣(C.総体的個体性の物理学の a.Die Gestalt)として述べる

前に、｢普遍的な個体性、直接的な自由な諸質｣(§ 273)を展開させている。この最初に｢光｣

が置かれている。§ 271 において、ヘーゲルは、形式の質料(物質)化と質料(物質)の形式化

を述べている。これは、｢質化された物質｣(§ 271)への文脈において、形相-質料の形成を述

べるものである。｢重いこと一般としてのその抽象的な鈍い自己内存在は、形式へと決定さ

れている[entschlossen]｣(ebd.)。自己内存在である｢重さ｣は、自身を投げ出しそして閉じ込

め、形式規定となったのである(ebd.)。

しかし、このことは、より後の｢比重｣や｢形態｣ではなく、｢光｣においては、それが、純

粋な規定としての形式そのものであり、｢光｣が、そのようなものとしての体系、言わば、

｢光｣の体系を形成すると理解されねばならない。これは、物体における(そしてそれに対す

る)諸限界の総体性である。より以降の展開においては、｢質料(物質)化された｣形式は、空

間、時間(あるいは運動)といった形式(｢規定の単なる空間性｣(E § 271 Zu.))が、それらにお

いて総体性を形成し、内在化されて、物体の質的規定となる。しかし、｢力学｣の成果とし

ての｢実在的な対自存在｣、｢対自存在の展開の総体性｣は、｢物質における形式の自由になる

こと｣(E § 271 Zu.)であり、このような規定そのものが、a.｢自由な物理的物体｣において展

開されるのである。

(2)光の概念

こうして、｢光｣(Licht)が登場する。ヘーゲルは、この｢光｣の概念を、§ 275 本文において

次のように述べている。
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｢最初の質化された物質は、自身とのその純粋な同一性としての、自己内反省の統一、

従って、第一のそれ自身まだ抽象的な顕示としての物質である。現存在している自然

において、物質は、総体性の他の諸規定に対して独立しているものとしての自身への

関係である。物質のこのような実存在する普遍的な自己は、光であり、― 個体性とし

ては、星、そして、総体性の契機としての星、太陽である。｣(GW20 §. 275.)

このように、｢光｣は、｢純粋な同一性｣として登場する。そして、このとき、論理学の｢本

質論｣における反省諸規定(同一性、区別、根拠)が念頭に置かれている35。

そして、さらに、ヘーゲルは、E § 275 の補遺(第 1 段落)において、｢[...]光は、空間充実

のこのような純粋な現存在する力であり、光の存在は、絶対的な速度、現在の純粋な物質

性、自己内  存在す  る現実的な現存在  、あるいは、透明な可能性としての現実性である。[...]｣
(E § 275 Zu. P1)と光を規定している。これは注目に値する規定である。以下、これらにつ

いて、｢同一性｣としての光の意味として、考察したい。

3.3.1. 光の意味

(1)｢同一性｣としての光

①内と外の同一性、｢顕示すること｣としての光

｢力学｣が形成する物体の 3 重の推論は、運動-空間-時間、空間-時間-運動、時間-運動-空

間であった。そして、第 3 の推論、時間-運動-空間において、純粋運動そのものが、即且

対自的な統一を形成している。｢光｣は、現存在する純粋運動である。光は、｢直接的な自身

へと還帰した自由な自立的な運動としての物質｣(E § 275 Zu. P1)であり36、物質は、(太陽系

の推論において)自身へ還帰することによって、運動と統一された(純粋運動と絶対的静止

の統一)。こうして、｢運動｣は、｢自己内存在｣(ebd.)でありながら、｢それ自身現存在してい

る｣(｢自己内存在するそしてそれ故に純粋な現存在｣)(ebd.)。光は、このような絶対運動で

あることによって存在している(｢光の存在は、絶対的な速度、[...]である｣(ebd.))。｢内なる

もの｣と｢外なるもの｣の統一は、｢重さ｣の統一として、(機械論的に)太陽系においてもなさ

れていたが、ここでは、｢自身とのその純粋な同一性としての、自己内反省の統一｣(§ 275)

となっている。さて、ヘーゲルは、次のように述べている。

｢物質の抽象的な自己として、光は、絶対的に-軽いものであり、そして、物質として

は、光は、無限な自己外存在であるが、しかし、純粋な顕示することとしてのそれで

あり、物質的な観念性は、不可分そして単一な自己外存在である。｣(GW20 §. 276.)

物質の｢自己内存在｣は、｢重さ｣であり、そして、これは、物質の｢有限性｣を示していた。

光は、｢現存在する自己内存在｣として、このような｢有限性｣(＝｢重さ｣)を克服し(｢絶対的に

-軽いもの｣)、自身とその自己外存在との一致であり、｢顕示すること｣としての｢重さ｣であ

る。これが、上の｢空間充実のこのような純粋な現存在する力｣37である。

②｢限界｣と光

さて、上で、｢物質｣を｢限界｣(表面)そのものとして考察したが、光は、｢対自的に存在す

る対自存在｣(E § 271 Zu.)である。本質が｢限界｣を内在化した存在であるように38、｢光｣にお

いて、｢点｣は、それ自身の内部に表面を総体的に内在化させている39。即ち、光において

は、物質の総体性である太陽系が｢点｣に内在するに至っている40。それ故に、光は、止揚
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された物質である直接性として、｢抽象的な顕示としての物質｣(§ 275)である。

｢力学｣の成果としての物質は、相互外在するのではなく、｢それに内在的な形式によって、

[...]自ずから空間的なものを規定する｣(§ 272)働きそのものであるが、これは、光としては、

次のようになる。

｢このような抽象的な顕示は、第二に、同時に、空間的であり、空間における絶対的

な拡大である, そして、無限な主観性の統一点へのこのような拡大の取り戻しである。

光は、無限な空間的分散、あるいは、むしろ空間の無限な生産である。｣(E § 275 Zu. 

P4)

ここで、顕示が、｢空間における絶対的な拡大｣と言われている。この｢空間における絶対

的な拡大｣は、先に、｢純粋運動｣において考察したものと同じである。これは、光が、絶対

的な｢限界｣であることに応じている。それ故に、｢光の存在｣が｢絶対的速度｣(E § 275 Zu.)41

とも言われるのであるが、しかし、さらに、光は、空間的でありながら、｢空間の無限な

生産｣である。これは、光が、本質のように、自己限界付けとしてあることに応じている。

光は、(顕示としての)｢内なるもの｣と｢外なるもの｣の同一性である｢空間的なもの｣でなの

である。

③｢共同性｣としての光

このような｢光｣における｢内なるもの｣と｢外なるもの｣の同一性は、｢内なるもの｣と(他の)

｢内なるもの｣との同一性でもある。｢光｣は、諸物体の同一性として、｢内なるもの｣と｢内な

るもの｣とを対他存在として統一する｢空間的なもの｣である。このような｢空間的なもの｣は

言わば場であろう42。一方で、諸物体が、それぞれ、｢内なるもの｣として一つの空間に現

れるのであり、他方で、一つの物体が、幾つもの空間として現れるのである。太陽系の｢推

論｣の完成において、諸物質は、それぞれにおいて総体性を形成し、それらの同一性が光で

あった43。光において、物質が相互に空間-時間を差し出し合うことそのものが実在性を獲

得し、空間と物質が即且対自的に統一されている。光は、それ自身、物質であり、空間で

ある44。

光において、｢物質が光として対他存在へと歩み入り、従って、自身を顕示することを始

めるときに、また、重い物質も、自身を顕示する｣(E § 275 Zu. P2), このとき、光は、(抽象

的な)｢共同性｣であり45、｢私たちは、対他存在がここで共同性であることによって、今や、

肯定的な顕示を持っている｣(ebd.), それが｢物理学｣の領域のエレメントを形成している。こ

のような(｢光｣における)｢重い物質｣と｢光｣の統一は、非物体的-質料46といったものをもた

らす。これが諸元素(空気, 火, 水, 土)である。これらは、｢力学｣における物質でも物体でも

なく、言わば、それらをもたらす力である47。これが、まさに、この領域の｢エレメント｣

である。

(2)太陽系の二重構造と｢光｣の体系

それでは、最後に、E § 275 の補遺においてヘーゲルが語る｢空間充実｣(Raumerfüllung)に

ついての言及を考察したい。上で考察したように、｢光｣は、｢空間充実のこのような純粋な

現存在する力｣(E § 275 Zu. P1)であった。ヘーゲルは、これに続く叙述において、この｢空

間充実｣を、その二義性に関連して、次のように述べている。
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｢しかし、空間充実は、二義的である; そして、1空  間充実が対自存在において存立して  

いるときには、光は、抵抗することのもろ  さ  [  Sprödigkeit  ]  が混じり合った  [verflossen]  の  

であるから、空間を満たしておらず、光はただ空間においてのみ現在的であり、しか

も、個別的なもの、排除的なものとしてではない。空間は、ただ、抽象的な存立、あ

るいは、自体存在である, 2し  かし、光は、現存在する自己内存在、あるいは、自己  内  

に  存在するそしてそれ故に純粋な現存在として、自身の外にあるという普遍的な現実  

性の力であり、全ての混じり合う可能性として  は  、自己  内  に留まっているところの  、  

全てのものとの共同である  ,   それによって、現存在するものは、その自立性を何らも損  

なわない。｣(E § 275 Zu. P1)

このように、｢空間充実｣は、一方で(下線 1)、確かに、｢対自存在において存立して｣いる。

即ち、空間に物質が存在している。このときには、｢光｣は、この(対自存在である)物質の

外の｢空間においてのみ現在的｣である。これは、｢光｣が、物質そして空間そのものに対す

るものとしては虚空の中でのみ｢現在的｣であることを意味していよう。

しかし(下線 2)、｢光｣は、対自存在として｢空間充実｣である物質の｢現存在する自己内存

在｣である。即ち、｢光｣は、物質の｢自身の外にあるという普遍的な現実性の力｣である48。

物質の存立形式とは異なり、このような｢光｣は、｢自己内存在するそしてそれ故に純粋な現

存在｣である。従って、光こそが｢空間充実｣そのものである(このとき、それは｢全てのもの

との共同｣ではあるが、しかし｢自己内に留まっている｣ものとしての｢全てのものとの共同｣

である)。

ところで、｢力学｣において、(Ding に対応させられうる)｢物体｣(Körper)の総体性が形成さ

れ、｢物理学｣において、その個体的諸質が獲得され、｢有機的物理学｣において、それは、

鉱物、植物、動物の生命体となる。これに対して、｢光｣は、｢物理学｣の領域における独自

の｢エレメント｣を形成し、そして、独自の働きを行うものである。本質が、自身を否定す

ることによって自身との媒介である直接性であり、｢限界｣でありながら、｢限界に対する絶

対的無関心性｣であるように、｢光｣は、真に定立された物質の概念そのものとして、それ自

身、絶対的静止であると同時に絶対的運動であった(｢光の存在｣が｢絶対的速度｣であるこ

と)。このことは、物体の｢空間充実｣において、｢光｣が、或る物体(さしあたって対自的物

質)にとって静止的にそのエレメントとしてその物体を形成すると同時に絶対的に運動し自

身を諸物体へと延長することによって物体に存在を与える力であることを意味している49。

この｢光｣は、その個体性としては、｢太陽｣であり(§ 275)、これが、a.｢自由な物理的物体｣

において、月と彗星、そして地球と展開される50。ヘーゲルは、太陽系を、｢重さ｣の体系

として展開した。しかし、｢光｣においても、太陽系が展開されている(｢光｣(絶対的軽さ)の

体系)。このように、太陽系は、二重に形成されている。この太陽系の二重性は、｢光｣にお

いて各点に太陽系が内在化していることに由来する、｢光｣の体系における｢重さの体系｣と

の自己同一性である。

しかし、この両太陽系はさしあたっては直接的あるいは外面的に一致しているにすぎな

い51。

｢太陽系の契機としての太陽と自分で輝くものとしての太陽との結合は、太陽が両状況
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において同じ規定を持っていることである。力学において、太陽は、ただ自分自身へ

のみ関係する物体性である; このような規定は、また、抽象的な顕示の同一性の物理

的な規定でもある; そして、それ故に、太陽は輝く。｣(E § 275 Zu. P6)

両太陽系において｢太陽｣は、一方で(｢重さ｣の体系において)｢ただ自分自身へのみ関係する

物体性｣であり、他方で、これは、(｢光｣の体系における)｢抽象的な顕示の同一性｣である。

そして、｢それ故に、太陽は輝く｣52。

しかし、さらに、二重の太陽系の進展した相関において、これらの(調和的)統一は、上

の(光である)物体形成の定立された力と外面的物体の統一であり、これが、総体的に個体

的な物体を形成するのであり、その統一そのものが、生命なのである53。このようにして、

太陽系は、言わば、自らの光に照らされて実存在する現実的生命54となるのであり、｢光｣

は、(｢内なるもの｣と｢外なるもの｣の統一という)そのような魂の抽象的運動であったので

ある。

3.4. 結論

自然の展開は、点、線、面という｢空間｣の展開から出発した。この展開そのものが、｢太

陽系｣において概念の諸契機の体系として実在的に定立されている。光は、この体系の｢限

度のないもの｣である
55
。こうして、光そのものは、点としての自らを否定して自らと媒介

される運動である。しかし、それは、(個体的)物体に対しては、外的なものとして振る舞

う。即ち、太陽系は｢限度｣の体系として考察されたが、これに対して、(本質の登場に応じ

て、)光は、限度としての限度として、｢限度のないもの｣であり、第 3 のものとして、限度

を越えて無限に貫くことによって、限度の体系を形成し、それによって、物質化、即ち、

空間-時間化に関係する(空間-時間形成)。このとき、光は、内と外の限界(限度)そのもので

あり、両者の統一であるが、それは、｢限度のないもの｣として、その働き(媒介運動)その

ものとしてある。これは、むしろ内と外に対する｢上｣である(｢本質｣の抽象的高さではあ

る)。光は、限度の体系にとって、｢上｣から射し入ることによって、物体を形成し、これに

よって、物体は、存立している(物質(点)が、光によって内なるものと結合され物体(太陽系)

となる)。即ち、光が、自ら、光でありながら、物体の形相として自らを差し出し、物体を

形成するのである。ただし、これらの関係は、光においては、点という抽象的なものにお

いてあり、物体としては外的な関係に留まっている。

これが内在化されたものが生命である。しかし、生命は精神に対して、同様な構造を持っ

ている。精神そのものは、このように物体に宿り込み、自ら物体の内在的形相になること

によって生命となるが、同時に、それらの第 3 のものとして、自我として、働き存立し続

けるものである
56
。光には、｢内なるもの｣でも｢外なるもの｣でもある｢上なるもの｣という

このような構造の端緒がある。即ち、光とは、まさに、(精神に対して)外面的なものとし

ての｢自己｣なのであり(E § 275 Zu. P3 ff.)、これは、上からの接触点であり、そして同時に、

上へと差し出されている接触点であると言えよう。
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3.5. 補論 ― 相対性理論について

3.5.0. 序

ここで、補論として、｢相対性理論｣について考察しておきたい。まず、3.5.1 において、

E.カッシーラーにおける｢相対性理論｣の位置付けを、光の役割に関連して、論じたい。こ

れは、Ernst Cassirer, Zur Einsteinschen Relativitätstheorieiiの V. Der Raum- und Zeitbegriff des 

kritischen Idealismus und die Relativitätstheorie の議論からなされる。

続いて、3.5.2 において、ヴァントシュナイダーの論を考察したい。これは、ヘーゲルの

自然哲学における相対性理論の位置付けに関するものである。そして、さらに、3.5.3 にお

いて、私の考えを少し述べておくことにしたい。

3.5.1. E.カッシーラーにおける｢相対性理論｣の位置付け

(1)構成

"Zur Einsteinschen Relativitätstheorie"は、その名の通りアインシュタインの｢相対性理論｣

に対して、E.カッシーラーが解説と解釈をなしたものである。｢序文｣(Vorwort)においては、

この草稿は、アインシュタインも読み、助力したとされている。この本の I から IV 章は、

カッシーラーによれば、相対性理論を｢とりわけその物理的な側面に応じて｣解説したもの

であり、V 章から、カッシーラーは、その表題のごとく｢批判的観念論｣の立場からそれに

解釈をなすiii。すなわち、ここで、カッシーラーは、自身の立場から｢相対性理論｣を特徴付

け、そして、科学史上の位置付けをも行っている。

しかし、カッシーラーの意図を、カッシーラー自身が相対性理論の言い回しを援用して

述べている箇所に従って簡潔に述べるならば、純粋空間と時間の概念が規定された正当化

された意味を持つときに、その意味は、｢経験的｣空間、時間測定の理論が経験する全ての

変換に対して不変でなければならず、そして、

｢これらの諸変形は、空間-と時間概念そのものの純粋に哲学的な"超越論的"批判に属

するものと、ただこれらの概念の特殊な諸適用にのみ属するところのものとの間に厳

しく線を引くことを私たちに教える。｣(ECW10 S.70 P2)

ということになる。こうして、｢相対性理論｣は、カッシーラーにとって｢一般的認識批判｣

に役に立つものとなるのである。

・第 V 章の段落構成：

さて、ここで論じる第 V 章は全 14 段において構成されている。それは大きくは 2 つの部

分に分けることができる。まず、第 1 段から第 8 段までであり、ここにおいて、カッシー

ii なお、本節において、ERNST CASSIRER - GESAMMELTE WERKE, Felix Meiner Verlag, 
Hamburg 1998-2003, CD-ROM 版を用い、適宜、Zur modernen Physik(1994), また山本義隆氏

の邦訳を参照した。以下、ECW10 と記す。また、P*は、その第 5 章における段落を示す。

iii カッシーラーは、｢相対性理論｣を論じるにあたって、物理的側面に応じた論じ方がその本来

的視点であり、安易な哲学的・形而上学的再解釈を警告している。しかし、この理論が持つ、

数学と物理学の思惟方法に対する「完全な意識性」を、批判的観念論に結び付ける(P1)。
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ラーは主に超越論的立場から｢絶対空間｣と｢絶対時間｣を批判している。そして、第 9 段か

ら第 14 段において、空間と時間の｢連合｣が問題とされる。さらに、前者においても、第 5

段までが、空間と時間に関する超越論的立場、あるいは空間と時間の客観性の概念的説明

であり、第 6 段以降で、その意味が具体的に｢相対性理論｣の不変性として論じられる。

・第 V 章の内容的論点：

そこで、本節においては、この第 V 章の内容的論点を、①(超越論的立場における)空間

と時間の客観性と、共変性、②空間と時間の｢連合｣、③｢相対性理論｣の科学史的位置付け

と整理し、以下(主に①を中心に)論じることとしたい。

(2)空間と時間の｢客観性｣とその意味

ここでは、空間と時間の客観性に関して考察する。

①超越論的空間・時間論

カッシーラーは、相対性理論と批判的観念論における空間と時間に関して、両者の違い

を、相対性理論が、純粋空間と時間ではなく、経験的空間と時間の理論である点にあると

する。

・カントにおける空間・時間論の進展：

まず、カッシーラーが述べる空間-時間論に関するカントの進展を見ておこう。カントの

空間-時間論は、その重要な部分においてでさえ物理的問題の基盤において成長させられた

ものであり、カントは、18 世紀自然科学における絶対空間、絶対時間の実存在をめぐる抗

争に初めから動機づけられていたと言える。カッシーラーはその進展を第 3 段において論

じているが、それを簡単にまとめるなら、

・｢運動と静止の新学説｣(1758)において、全ての運動の相対性の原則を立て、ここか

ら、慣性の命題（法則）の定式化を把握するものの、この後、カントはこの規範に

忠実ではなく、

・｢負量の概念を哲学に導入する試み｣(1763)において、オイラーの側に立って、絶対

空間と絶対時間というニュートンの概念の妥当性を弁護した。

・そして、空間における方向の区別の第一根拠についての論文(1769)において、カン

トは、絶対空間の現存在のためにオイラーが数学の諸原理から導出しようと試みた

ところの証明を、純粋に幾何学的に方向付けられた考察によって裏付けようとした。

・しかし、｢教授就任論文｣(1770)において、空間-時間問題における決定的な批判的転

回が成就し、問題は、物理学の基盤から超越論的哲学の基盤へと移植された。(P3)

となる。こうして、カッシーラーは、超越論的立場から考察を進める。

・超越論的哲学の諸原理による空間・時間論：

超越論的哲学は、カッシーラーによれば、空間と時間の(超越論的な)実在性を問題とせ

ず、私たちの経験的認識の全建築に対する両概念の客観的意味を問うものである。空間と

時間は、実験と観察の｢経験の可能性の制約｣として、私たちに決して個別的な対象として

は与えられない経験の形式であって、経験の内容として私たちに対置されない。このこと

は、カッシーラーの述べる次の箇所に端的に纏められている。

｢空間と時間の両者は、ただ、精神の固定的な法則、それによって全ての感性的に知覚
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されたものが相互並在そして相互継起の規定させた諸関係へと置かれるところの結合

の図式を意味するにすぎない。そうして、両者は、それらの超越論的観念性にもかか

わらず、勿論、経験的実在性を持っているが、― しかし、このような実在性は、絶え

ず、ただ、全ての経験に対するその[空間と時間の]妥当性のみを意味しているにすぎ

ない、しかし、この妥当性は、まさにこのような経験そのもののはがれた客観的内容

としてのその[空間と時間の]現存在と取り違えられることが決して許されない。｣

(ECW10 S.72-3 P4)iv

これは、カントの有名な空間と時間の｢超越論的観念性｣と｢経験的実在性｣、そして、｢客観

的妥当性｣を述べる箇所(A27-8/B43-4))と関係していよう。このような(おそらくはカントに

そのまま由来する)空間と時間に関する見解を、カッシーラーは次のように咀嚼しながら彼

の議論とつなげている。

②空間と時間の客観性

カッシーラーはカントを引用して次のように言う。

｢空間を規定する(満たすあるいは限界づける)、あるいは、むしろ空間の形式に適合的

な経験的直観を与えるところの諸物に先ずる空間は、絶対的空間という名のもとでは、

外的な諸現象の単なる可能性以外のものではない。｣(ECW10 S.73 P4)v

カッシーラーは、これから空間の客観性は｢絶対空間｣のような形であるのではないとする。

勿論、ここで、｢絶対空間｣でもってニュートンが念頭に置かれている。こうして、｢経験的

諸物体と経験的諸出来事から切り離された実存在を持っているだろうところの絶対空間あ

るいは絶対時間｣(ebd. S.72 P4)は投げ捨てられる。経験は、現存在を(絶対)時間に直接に割

り当てることもできないし、時間は、｢心理的な実在｣としても予め想定されていることは

できない。｢ただ、秩序付けられたものにおいて、そして、それと共にのみ、秩序原理一般

の意味は、把握されうるし、そして、示されうる。｣(ebd. S.73 P5)viのである。

iv Beide, Raum und Zeit, bedeuten nur ein festes Gesetz des Geistes, ein Schema der Verknüpfung, 
durch welches alles | sinnlich Wahrgenommene in bestimmte Beziehungen des Neben- und 
Nacheinander gesetzt wird. So haben beide, trotz ihrer »transzendentalen Idealität«, freilich 
»empirische Realität« ― aber diese Realität bedeutet stets nur ihre Gültigkeit für alle Erfahrung, die 
aber niemals mit ihrem Dasein als losgelöste objektive Inhalte ebendieser Erfahrung selbst 
verwechselt | werden darf.(ECW10 S.72-3)

v »Der Raum ist bloß die Form der äußeren Anschauung (formale Anschauung), aber kein wirklicher 
Gegenstand, der äußerlich angeschauet werden kann. Der Raum, vor allen Dingen, die ihn bestimmen 
(erfüllen oder begrenzen) oder die vielmehr eine seiner Form gemäße empirische Anschauung geben, 
ist unter dem Namen des absoluten Raumes nichts anderes, als die bloße Möglichkeit äußerer 
Erscheinungen […] Will man eines dieser zween Stücke außer dem anderen setzen (Raum außerhalb 
allen Erscheinungen), so entstehen daraus allerlei leere Bestimmungen der äußeren Anschauung, die 
doch nicht mögliche Wahrnehmungen sind, z. B. Bewegung oder Ruhe der Welt im unendlichen 
leeren Raum, eine Bestimmung des Verhältnisses beider untereinander, welche niemals 
wahrgenommen werden kann und also auch das Prädikat eines bloßen Gedankendinges ist.«[86]
(ECW10 S.73 P4)

　　[86] Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 309 Anm. (B 457 Anm.).
vi 関連して、カッシーラーは Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 309 Anm. (B 457 Anm.)から引用

もしている。｢時間規定のこのような統一は、まったく、動的である。即ち、時間は、そこ

において経験が直接にそれぞれの現存在にその位置を規定するところのものとしてはみなさ

れない。これは不可能であって、その理由は、絶対時間は、それによって諸現象が関連付け

られることができるところの知覚の如何なる対象ではなく、それによってのみ諸現象の現存
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こうして、カッシーラーにとって、空間の客観性は唯一次の点にある。

｢そこにおいてこのような諸形式の何か或る"客観性"が表現されており述べられうると

ころの唯一可能なあり方は、それらの諸形式が、私たちがそれらに必然性と普遍性と

いう価値を認めなければならないところの規定された諸判断へと通じていることにお

いてある。これと共に初めて、それにおいて、今後、空間と時間の客観性がただ問わ

れることができるところの方向が示されている。｣(ebd. S.72 P4)vii

このような空間と時間の役割は、｢超越論的批判によって正確に規定されうる｣のであり、

必然的で普遍的な｢規定された諸判断｣について、カッシーラーによって、さらに、｢幾何学

あるいは算術、数学的あるいは経験的物理学と呼ぶところの判断複合｣とも規定されること

によって、相対性理論は、批判的観念論の立場の最も明確な適用となるviii。

③局所時と共変性

それでは、このような空間と時間の客観性の具体的意味を見ていきたいix。カッシーラー

によれば、考えられうる無限に多くのそして無限に多様な｢局所時｣(Ortszeiten)(ECW10 S.

75)は、カントの｢空間と時間の統一｣に対立するものではなく、むしろ、それによって初め

て、｢空間と時間の統一｣は、｢機能統一｣として根拠付けられるものである。このことを弁

護するものとして、カッシーラーは、物理学者の立場から Laue に次のように語らせている。

｢2 人の相違して動かされた観察者が、各々が自分自身を静止しているとみなすときに、

このような位置付けを同じ自然法則の根拠において相違して行うことは、如何なる論

理的な不可能性をも含んでいない。それにもかかわらず、両位置付けは、客観的意義

を持っている。というのは、それらのそれぞれから、演繹されるべき変換形式の媒介

において、異なって運動かされた観察者に対して妥当する位置付けが一義的に演繹さ

在が総合的統一を時間関連に応じて獲得することができるところの悟性の規範が、諸現象の

それぞれに時間におけるその位置を、従って、アプリオリに、そして、全ての且つそれぞれ

の時間に対して妥当的に、規定するからである。｣
vii Vielmehr besteht die einzig mögliche Art, in der sich irgendwelche »Objektivität« dieser Formen 

ausdrücken und darstellen kann, darin, daß sie zu bestimmten Urteilen führen, denen wir den Wert der 
Notwendigkeit und Allgemeinheit zuerkennen müssen. Damit erst ist die Richtung gewiesen, in 
welcher fortan nach einer Objektivität des Raumes oder der Zeit allein gefragt werden kann.(ECW10 
S.72)

viiiカッシーラーは、アインシュタインが、相対性理論によって空間と時間から｢物理的対象性

の最後の残余｣が取り去られると特徴付けられると述べていることを引いている。

ix カッシーラーは、第 6 段(S.74)以降、諸物の｢共同｣(相互作用)と｢経験｣について語っているが、

このように｢共同｣と｢経験｣について論じられるのは、それまでの空間と時間の議論の具体的

議論であると言える。すなわち、判断形式の必然性・普遍性が、空間と時間の客観性を形成

しているが、このことが具体的意味が論じられている。この中に、空間と時間の｢客観性｣と

しての相対論的不変性の議論もまた含まれる。

　　そこで、カッシーラーは、｢私たちの目と世界諸物体との間で戯れるところの光が、私たち

と世界諸物体との間の媒介的共同(Gemeinschaft)をもたらし、そして、世界諸物体の同時存

在を証示すること｣(ECW10 S.74 P6; Kant, Kritik der reinen Vernunft, S. 191 f. (B 260))とカント

から引く。空間的秩序は、普遍的法則へと向かう思想的構成の結果であり、それにおいて、

空間-時間的統一としての経験の統一が根拠付けられている。このような議論のなかで、こ

こでの｢局所時｣(Ortszeiten)や｢変換形式の媒介｣の論が展開されている。そうして、カッシー

ラーは、絶対空間を現実的な物のようにみなすことは論理的普遍性と物理的普遍性の取り違

えに他ならないと再び｢絶対空間｣を論駁するのである(P8 S.77)。
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れうるからである。｣(ECW10 S.75-6 P7)x

ここで、｢演繹されるべき変換形式の媒介｣は、｢それらのもとで素朴な感性的世界観がまだ

個別的な系から獲得された空間的そして時間的な特殊な計量諸規定[Maßbestimmungen]の不

変性｣(ebd. S.77)をもった媒介である。即ち、

｢特殊相対性理論において、そのような規範として、光速度不変の原理が使われる。一

般相対性理論においては、この原理が、全てのガウス座標系が普遍的自然法則の定式

化に対して同価値であるというより包括的な思想によって代わられる。｣(ebd. S.76)xi

こうして、光速度不変、(ローレンツそして)一般共変性が、｢悟性の規範｣として規定され

る。これが、空間と時間の客観性の意味である。

(3)空間と時間の｢連合｣

カッシーラーは、さらに、空間と時間の｢連合｣(Union)としての 4次元の｢世界｣(Welt)を

論じている(P9-14)xii。ここではそれについて簡潔に取り上げておきたい。

x »Darin liegt gerade die Kühnheit und die hohe philosophische Bedeutung des Einsteinschen 
Gedankens«, so heißt es z. B. bei Laue, »daß er mit dem hergebrachten Vorurteil einer für alle 
Systeme gültigen Zeit aufräumt. So gewaltig die Umwälzung auch ist, zu welcher er unser ganzes 
Denken zwingt, so liegt doch nicht die mindeste erkenntnistheoretische Schwierigkeit in ihm. Denn 
die Zeit ist wie der Raum in Kants Ausdrucksweise eine reine Form unserer Anschauung; ein Schema, 
in welches wir die Ereignisse einordnen müssen, damit sie im Gegensatz zu subjektiven, in hohem 
Maße zufälligen Wahrnehmungen objektive Bedeutung gewinnen. Diese Einordnung kann nur auf 
Grund der empirischen Kenntnis der Naturgesetze vollzogen werden. Ort und Zeit der beobachteten 
Veränderung an einem Himmelskörper […] kann nur auf Grund der optischen Gesetze fest|gestellt 
werden. Daß zwei verschieden bewegte Beobachter, wenn jeder sich selbst als ruhend betrachtet, diese 
Einordnung auf Grund derselben Naturgesetze verschieden vornehmen, enthält keine logische 
Unmöglichkeit. Objektive Bedeutung haben beide Einordnungen dennoch, da sich | aus jeder von 
ihnen vermittels der abzuleitenden Transformationsformeln die für anders bewegte Beobachter gültige 
eindeutig ableiten läßt.«[92](ECW10 S.75-6 P7)

   [92] Laue, Das Relativitätsprinzip (1911), S. 36 f.
xi In der speziellen Relativitätstheorie dient als solche Regel das Prinzip der Konstanz der 

Lichtgeschwindigkeit; in der allgemeinen wird dieses Prinzip durch den umfassenderen Gedanken 
ersetzt, daß alle Gaußschen Koordinatensysteme für die Formulierung der allgemeinen Naturgesetze 
gleichwertig sind. (ECW10 S.76 P7)

xii ここで、｢連合｣(Union)については次の点を注意しておきたい。カッシーラーは、｢連合｣

(Union)(山本義隆氏は｢結合｣としている)を、空間と時間の｢連合｣として使っており、さらに、

この｢連合｣(Union)において、ミンコフスキーの 4次元時空連続体(における世界線)が念頭に

おかれているが、これに関連して、カッシーラーは、カントの｢就任論文｣や『純粋理性批判』

を引きながら、図式との関連を示唆している。そして、本文中で引用したように｢空間と時

間が｢心の中に｣(»im Gemüte«)持っているところの｢観念的な｣(das »ideale«)存在は、空間と時

間が諸物に前もってそして諸物に非依存におよそ持っているべきところの、或る種の特別実

存在[Sonderexistenz]を自身の中に含んでおらず、むしろ、この存在はこの実存在をむしろ明

確に否定する。｣(ECW10 S.88 P14)とも述べているが、ここで、このような図式との関係が

厳密に何を意味しているかについて、また空間、時間と｢或る種の特別実存在

[Sonderexistenz]｣については慎重である必要がある。一方で、カントにおいては空間と時間

は最後まで分離的に考えられるべきであり、また、ここでカッシーラーが空間と時間の｢連

合｣(Union)を『純粋理性批判』の図式と｢経験の類推｣を念頭において述べているとすると、

(さらに『純粋理性批判』の｢経験の類推｣はニュートンの 3法則を顧慮しているののことで

あることからも)｢法則｣という意味においては、ここでカッシーラーの語るものはロックや

ヒュームの｢観念連合｣に関係するかもしれない。実際に、カッシーラーは、経験の重要性と

法則の前提性において経験主義と観念論の共通点を見出しながら、経験主義も相対性理論に

関係させている。しかし、カッシーラーにとって、相対性理論は、ただ｢観念連合｣をではな

102



カッシーラーは、ミンコフスキーを引用して、｢»両者の連合というあり方のみが自立性

を確証する«｣、｢ミンコフスキーの»世界公理«に応じて、― ただ、空間と時間における 4

次元的世界のみが与えられているが、しかし、»空間へそして時間への射影は、まだ或る自

由でもって行われる«ことができる｣とするのだが(P13)、このようなミンコフスキーの命題

は、｢現実性｣のもとに(カントとの関連において)理解される。即ち、

｢空間と時間が»心の中に«持っているところの»観念的な«存在は、空間と時間が諸物

に前もってそして諸物に非依存におよそ持っているべきところの、或る種の特別な実

存在を自身の中に含んでおらず、むしろ、この存在はこの実存在をむしろ明確に否定

する。― 諸物からの純粋空間と純粋時間の理念的な分離は、空間と時間の経験的な»

連合«(Union)を許すだけでなく、まさにそれを要求する。｣(ECW10 S.88 P14)xiii

とされるのである。

(4)｢相対性理論｣の科学史的位置付け

最後に、カッシーラーの述べる｢相対性理論｣の科学史的位置付けを取り上げて本節の結

論に代えることにしたい。カッシーラーは、物理学史を一般に次のように規定するxiv。

｢物理学の歴史は、このようなあり方で、｢諸事実｣(»Tatsachen«)の単純な系列の発見の

歴史を表現するのではなく、絶えず新しい特殊な思惟方法の発見の歴史を表現する。

しかし、このような思惟方法の変化全体において、物理学が｢或る学の不断の歩み｣

(den stetigen »Gang einer Wissenschaft«)を歩むのが真であるまさにそれだけ、それらに

その問題設定そのものが基づいているところのかの方法的諸原理の統一が確証され

る。｣(ECW10 S.83 P11)xv

このことは、空間と時間もまた、｢方法的諸原理の統一｣への運動において発展してきたこ

とを意味している。具体的には、カッシーラーは、空間と時間に関する物理学史を次のよ

うに展開している。

①｢古代の直観は、まだ、直接に空間的なそして時間的な統一を表象において持ちそし

て含むと信じていた。｣

②｢コペルニクスの改革と共に、このような所有の信頼性が、永久に駄目になった。｣

く、まさに空間と時間の｢連合｣(Union)(ミンコフスキー時空)を実証することを通して、空間

と時間の超越論的観念性を示すものと言えるのである。
xiiiDas »ideale« Sein, das Raum und Zeit »im Gemüte« besitzen, schließt also irgendeine Art von 

Sonderexistenz, die sie vor den Dingen und unabhängig von ihnen etwa besitzen sollen, so wenig in 
sich, daß es sie vielmehr ausdrücklich verneint ― die ideelle Trennung des reinen Raumes und der 
reinen Zeit von den Dingen (genauer von den empirischen Erscheinungen) duldet nicht nur, sondern 
fordert geradezu ihre empirische »Union«.(ECW10 S.88 P14)

xivまた、カッシーラーは、物理学を、一般に、感覚的諸質料と形式的諸原理という 2 つの領域

の間に立てられているように見えるとし、｢物理学の課題は、｢諸形式｣»Formen«の領域をし

だいしだいに経験的観察の資料にそして逆に前者を後者に関係されることを目指す｣として

いる。
xv Die Geschichte der Physik stellt auf diese Weise nicht die Geschichte der Entdeckung einer einfachen 

Reihe von »Tatsachen«, sondern der Entdeckung immer neuer | spezieller Denkmittel dar. Aber in 
allem Wandel dieser Denkmittel bewährt sich nichtsdestoweniger, so wahr die Physik den stetigen 
»Gang einer Wissenschaft« geht,[104] die Einheit jener methodischen Prinzipien, auf denen ihre 
Fragestellung selbst beruht. Im Ganzen dieser Prinzipien nehmen Raum und Zeit ihre feste Stelle ein, 
wenngleich sie nicht in der Art fester Ding- oder Vorstellungsinhalte zu fassen sind.(ECW10 S.83 
P11)
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③｢現代科学は、諸現象の規定された空間的-時間的な位置付けが、現代科学がそれを

前進的に立てることによってのみ、認識に対して与えられているにすぎなく、そし

て、この位置付けを立てる唯一の方法が、学の法則思惟においてあることを知って

いる。｣

・｢相対性理論の功績は、このこと[思惟が厳しくその諸道具を操作しなければならな

いこと]をただ新しい道において示すことだけではなく、全ての任意の諸変換に対す

る普遍的な自然諸法則の共変性という根本命題において、それによって思惟がそれ

が自ずから要求するところの相対性を自ずからもまた支配することができるところ

の一つの原理を立てたことである。｣(ebd.)xvi

このように、カッシーラーは、｢相対性理論｣の意義を、科学史的に位置付け、それを、特

に時間と空間とにおけるその思惟方法に関する科学自身の自覚の道程と考えていると思わ

れる。即ち、カッシーラーは、相対性理論を、数学と物理学の思惟方法に対する「完全な

意識性｣(die volle Bewußtheit)(S.69 P1)として特徴付けている。カッシーラーにとって、この

ことは、批判的観念論に結び付けられうるものであり、｢経験の可能性｣に関連した批判的

観念論と相対性理論との関係が、本節において考察したカッシーラーの主題であったので

ある。

カッシーラーは、最後に、観念論と経験論(そして実証主義)とを対比させ、経験の重要

性と、法則の前提性という点に共通点を見出すのであるが、純粋な経験的思惟の結果とし

ての相対性理論は、まさに、｢それによって物理的認識の体系が単なる»諸知覚の狂詩曲«か

ら区別されるところの構成的な力｣(ebd. S.92 P14)の証明と確認となるとされるのであり、

冒頭に述べたカッシーラーの意図は相対性理論によって果たされうるのである。

3.5.2. ヴァントシュナイダーの論 ― ヘーゲルの力学の展開と相対性理論の連関性

それでは、続いて、D.ヴァントシュナイダーの｢相対性理論｣に関する論について考察し

たい。これは、D. Wandschneider, Die Kategorien 'Materie' und 'Licht' in der Naturphilosophie 

Hegels(in: Petry, Spekulation und Erfahrung II,2, Hegel und die Naturwissenschaften,1987)に基づ

くものである。

この論文(講義)は、6 つの章そして[結び]から構成されており(その後に同書の他の論文と

xvi Die antike Anschauung glaubte die räumliche und zeitliche Einheit des Seins noch unmittelbar in der 
Vorstellung zu besitzen und zu umspannen. »[V]ergleichbar der Masse einer wohlgerundeten Kugel« 
war dem Parmenides und im Grunde der gesamten antiken Welt das Sein gegeben. Mit der Reform 
des Kopernikus war die Sicherheit dieses Besitzes ein für allemal dahin. Die moderne Wissenschaft 
weiß, daß es eine bestimmte räumlich-zeitliche Ordnung der Erscheinungen für die Erkenntnis nur 
gibt, indem sie sie fortschreitend aufstellt, und daß das einzige Mittel, sie aufzustellen, im 
Gesetzesdenken der Wissenschaft besteht. Aber die Aufgabe einer solchen allgemeinen Orientierung 
bleibt für den Gedanken bestehen, und sie wird für ihn nur um so schärfer und dringender, je mehr er 
sich ihrer als einer abschließend niemals lösbaren Aufgabe bewußt wird. Gerade weil die Einheit des 
Raumes und der Zeit vor unserer empirischen Erkenntnis, vor all unseren empirischen Messungen 
ewig zu fliehen scheint, begreift das Denken, daß es sie ewig zu suchen hat und daß es sich hierbei 
immer neuer und immer schärferer Instrumente bedienen muß. Es ist das Verdienst der 
Relativitätstheorie, dies nicht nur auf einem neuen Wege erwiesen, sondern zugleich, im Grundsatz 
der Kovarianz der allgemeinen Naturgesetze gegenüber allen beliebigen Substitutionen, ein Prinzip 
aufgestellt zu haben, vermöge dessen das Denken die Relativität, die es aus sich heraus fordert, auch 
aus sich heraus zu beherrschen vermag.(ECW10 S.83 P11)
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同様に"Diskussion"も所収されている)、その前書きには、次のように述べられている。

｢事的-体系的相のもとで、ここ[光へまでのヘーゲル自然哲学の展開のアプリオリな解

釈]から、アインシュタインの相対性理論への可能な関係について問うことがすぐに思

い浮かぶ。[...] それは、ヘーゲルの光の概念が実際に光の運動の特有に絶対的な即ち

座標系非依存な性格の哲学的理解を可能にすることが示されることによってである。

運動の古典的相対性原理のみでなく、光の運動の絶対性もまた、― 特殊相対性理論の

さしあたっては両立しないものと思われる両根本原理は、― ここで、運動概念と物体

概念そのものの必然的な含意として理解可能となる。｣(vorrede)xvii

これが、ヴァントシュナイダーの基本的な発想である。ヴァントシュナイダーのこの論文

において、｢アインシュタインの相対性理論｣に対して重要であるのは、とりわけ、その 5

章(Die Sonderstellung der Lichtbewegung)と 6 章(Hegels Deutung in physikalischer Perspektive)で

ある。しかし、それまでに論じられる前提なしにそれは理解できない。従って、以下、ま

ず、(1)として、1 章から 3 章までで論じられるヘーゲルの諸概念のうち主要な論を取り上

げ、続いて、(2)として、4 章においてヴァントシュナイダーが行なっている｢相対性理論｣

の性格付けを取り上げる。そして、最後に、(3)として、5 章と 6 章のヘーゲルと相対性理

論の関係の論を考察することにしたい。

(1)ヘーゲルの諸概念についてのヴァントシュナイダーの論

ヴァントシュナイダーは、1 章から 3 章にわたって、｢運動｣、｢重さ｣、｢光｣といったヘー

ゲルの自然哲学における諸概念を取り上げ、その本質を簡明に説明している。

①物体運動の相対性(1. Die Relativität der Körperbewegung)

ヴァントシュナイダーは、まず、ヘーゲルの｢運動｣概念と｢物質｣概念について論じてい

る。そこで、とりわけ特徴的であるのは、その"Bezugsinstanz"(基準系)との関係づけである。

即ち、運動概念の論理学から要求されるべき実体的なものが、物質であるが、それは、そ

の空間的個別化においては、とりわけ、物質的物体である。この物質的物体は、｢対自的に

存在する個別性｣(Hegel 1970 f, 9,57;[ヴァントシュナイダーによる引用])として、いわば、

実体的場所、その[自分の]場所を構成し、これは、可能的運動の静止する"Bezugsinstanz"と

して規定されている、とするのである。

それ故に、ヴァントシュナイダーによれば、運動においては、不変な実体的場所、物質

的物体への関係が絶えず同時に置かれていることになる。こうして、｢動かされた物体は、

そのものとして運動の Bezugsinstanz であることができるところの実体的場所を代表する｣

(1.P2)。そして、このような、(諸物体の運動への顧慮における)運動学的関係の転倒が、ガ

リレイ以来の古典的運動の｢相対性原理｣であるとされるのである。ただし、ここで、ヴァ

ントシュナイダーが、｢相対性理論の哲学的解釈にとって決定的な諸結果｣を持つとするの

は、上に応じて、｢運動学的相対性原理において、相対的運動は物体運動と絶えず同じ意義

を持っていること｣(1.P3)が本質的に根拠付けられてもいることであるxviii。

xvii以下、D. Wandschneider の同論文からの引用は、"章番号"と"その段落数"のみを付す。

xviiiこれが、さらに、物体の慣性を帰結するとされる。即ち、物体運動が必然的に相対運動で

あることは、或る物体の運動状態がそのつどの基準物体(Bezugskörper)に依存していること

を意味しており、従って、運動と静止は、物体に外的である。｢物体は、運動状態の単なる
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②ヘーゲルの｢光｣の概念(3. Hegels Begriff des Lichts)

続いて、ヴァントシュナイダーは、2 章(Hegels Begriff der Schwere)において、ヘーゲルの

論じる力学のその他の諸概念(質量、速度、重さ、重力)を説明している。しかし、後の論

においてとりわけ重要であるのは、｢光｣の概念の考察(3.Hegels Begriff des Lichts)である。

ヴァントシュナイダーは、｢物理学｣の｢普遍的個体性｣のうち、｢光｣のみを、｢第一の質化

された質料｣としてテーマとし、そして、とりわけ、光が、｢質料の観念的同一性｣である

ことを強調している。

｢｢重い質料の実在性と反対に｣、光は、まさに、ヘーゲルが言明しているように、｢同

一性の本性において現前して｣いるように、｢完全な物理的同一性｣を持つ(Hegel 1970 f, 

9,112 Zu.)。そのような｢非物体的な、まったくに非物質的な質料｣として、光は、結局、

｢絶対的に軽いもの｣でもあらなければならない(Hegel 1970 f, 9,116)。｣(3.P5))。

これは、勿論、ヘーゲルの光の規定に基づくものである。しかし、ここで、同時に、ヴァ

ントシュナイダーが、この光が"非-物体"であることをことさら強調していることが注意さ

れねばならない(｢全てのこのような諸規定は、全体として、光が個別化された質料の端的

な反対として性格付けられていることにおいて一致している｣(3.P6))xix。これが、ヴァント

シュナイダーの後の論において中心的な論点となってくる。

(2)運動学的相対性原理と絶対運動(4. Kinematisches Relativitätsprmzip und absolute 

Bewegung)

以上取り上げられたヘーゲルの諸概念の｢相対性理論｣への関連を論ずる前に、ヴァント

シュナイダーは、4 章において、一旦、ヘーゲルから離れた考察を行なっている。それは、

主に、相対性理論と絶対運動との関係についての議論である。勿論、相対性理論は、｢光の

運動が運動の相対性原理には支配されておらず、座標系に非依存な速度の意味において絶

対的性格を持っている｣(4.P1)ことを拠り所としている。しかし、｢或る絶対的運動の実存在｣

は｢運動学的相対性原理そのものから演繹可能であることさえ示されうる｣(ebd.)xx。しかも、

光運動は、運動学的かつ動力学的運動としてとしてあるxxi。ここにおいて、ヴァントシュ

担い手あり、そして、その限りで、慣性的である。｣(1.P4)。
　なお、この箇所のヴァントシュナイダーの論は、運動学的相対性と力学的相対性との統一、

そして、相対性原理と慣性の法則が、諸｢物体｣の統一のもとで論じられていることに特徴が

ある。そして、そこに、相対性原理と光速度不変の原理との統一としてのアインシュタイン

の(特殊)相対性理論の意義が見出されているのであろう。これは、ヴァントシュナイダーの

この論文の最後に特に強調される点である。

xix｢ヘーゲルは、この意味において、具体的な物体性の範囲から取り出されているところの全

ての諸表象を、光に対して拒否し、そして、それと共に、ただ、ニュートンによって代表さ

れた粒子理論に反して決定されているように振る舞うだけでなく、それぞれのまだ物体的な

諸類似に根ざした光の波動理論に対してもそうである。ヘーゲルの時代の支配的な諸把握の

反対に、ヘーゲルは、そのようなやり方で、光と物体的な質料との厳しい差別に固執し、そ

して、それと共に、相対性理論の根本思想を慧眼でもって先取りする。｣(3.P6)
xx これは、次のようにも言い換えられる。｢相対性原理に支配されていない絶対的な運動の概

念は、相対性原理への矛盾においてなく、まさに、その妥当のために、論理的に要求されて

いる。»規範的な«諸運動の相対性は、必然的に、»非規範的な«、即ち、絶対的な運動事象の

実存在もまた含んでいる。｣(4.P1)
xxi｢このこと[すぐ上の引用]は、座標系非依存の運動の構成要件が、加速系と、邪魔されない
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ナイダーが導くのは、｢その絶対的性格が故に、光運動は、いわば比較のための第三者

[tertium comparationis]的な加速されたそして慣性的に運動する座標系になる｣(4.P2)ことであ

り、｢ニュートンがさらに絶対空間に与えたところのこのような基礎付ける機能は、より

本来的には、絶対運動に帰属している｣(4.P3)ことである。これが、ヴァントシュナイダー

にとっての、｢絶対運動｣としての光運動の意味となる。

(3)ヴァントシュナイダーの｢相対性理論｣理解

それでは、ヴァントシュナイダーの｢相対性理論｣理解を考察していくこととしよう。

①光運動の特別な地位(5. Die Sonderstellung der Lichtbewegung)

ヴァントシュナイダーは、質料概念と運動概念との関係が光の概念においても首尾一貫

しているという理解のもとで、光運動の｢特別な地位｣について議論している。そこで、ヴァ

ントシュナイダーは、相対運動が物体運動と同義であるというヘーゲルの運動概念の中に、

｢非-相対的運動｣の可能性を求める。

｢この非-相対的運動は、相対的運動と物体運動との等価に適合して非-物体-運動でなけ

ればならない。ヘーゲルにならって、この際に光が問題であることは疑いない。この

ときに、光は、運動の相対性原理に実際に支配されていない。｣(5.P2)

このことは、物体の場合と異なり、光の場合のような非-物体は、静止においてはあること

ができす、ただ動かされてのみあることができることを意味している。さらに、ヴァント

シュナイダーは、このことを、物体概念そのものからも演繹する。即ち、物体の静止と運

動に対する(»慣性的なもの«としての)無関心性に対して、非-物体は、運動学的観点におい

て、この無関心性を持っていないはずであるから、｢非-物体は、ただ動かされているのみ

か、ただ静止しているのみかのいずれか｣(5.P4)であり、この内、後者はすぐに除外される

からであるxxii。このようにして、ヴァントシュナイダーは、

｢(そのつどの Bezugsinstanz に非依存な)光一般がただ運動にしかすぎなくあることがで

き、その限り、｢光の存在は、絶対的な速度｣(Hegel 1970 f, 9,112 Zu.)ある。｣(5.P5)

と結論する。

以上のようなあり方で、ヴァントシュナイダーは、ヘーゲルの運動概念は、｢物体運動の

相対性そして光-運動の非-相対性という二重の結果を、運動概念そのものの必然的に一体

慣性運動を行う座標系、所謂慣性系とを区別することを可能にするという趣旨で厳しくされ

うる。｣(4.P2) これは、おそらくは、相対性理論における運動方程式のローレンツ共変性の

要請と関係していよう。

xxii｢純粋に形式的に、その際に、さしあたって、2 つの可能性が残っている: 非-物体は、ただ

動かされているのみか、ただ静止しているのみかのいずれかである。しかし、すぐに、後者

が除外されることがわかる。というのは、静止しているものは、他のものへの関係において、

相対的にその動かされた物体そのものへと動かされているであろうし、従って、仮定への矛

盾において、もっぱらには静止においてあることはできないからである。従って、静止の可

能性を除いた運動の他の二者択一のみが残っている。従って、非-物体は、実際に、端的に

静止においてはあることのできない或るものとして規定されている。しかし、静止において

はあることのできなものの運動は、そのつどの Bezugsinstanz には依存していない。という

のは、さもなければ、それに関してかの動かされたものが静止しているところの

Bezugsinstanz もまた存在しなければならないであろうからである。それ故に、非-物体の運

動は、bezugsinstanz に非依存的な絶対的性格を持っていなければならない。｣(5.p4)
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を成している諸契機として持っている｣(5.P6)とし、｢相対的運動と絶対的運動の関係の自然

哲学的解釈の可能性｣(ebd.)をはっきり浮かび上がらせたとする。そして、科学史的なパー

スペクティブに配慮しつつも、J. N. フィンドレイ(Findlay)の言葉、｢ヘーゲルが光について

語ることの幾つかにおける相対性物理学の香り｣に同意を与えるのである。

②物理学的パースペクティヴにおけるヘーゲル解釈(6. Hegels Deutung in physikalischer 

Perspektive )

最終章において、ヴァントシュナイダーは、非-物体としての光の物理学的解釈の可能性

について論じている。

運動学的相対性原理は、(その運動学的同権の意味において)質料的諸物体の等価を定め

ている。しかし、諸物体は、その個別化と相違性に対応して全く異なって動かされている

ように現れている(運動の二重性)。光運動こそ、それらの相違したパースペクティブの統

一、｢その観念的な同一性をその物体的な個別化と相違性を越えて純粋に妥当へともたらす

ところの相違したものどもの共通なもの｣(6.P2)である。即ち、各物体の、自分自身への関

係における静止が、｢光運動の形式において、全ての諸物体に共通な性質として今物理的

にも現象する｣(6.P2)に至っている。このとき、｢諸物体の相違性は、光へのその運動学的関

係においては、完全に重要でないもの(irrelevant:非-関連的;非-相対的)となる｣(6.P2)のであ

り、光に対して、それぞれの物体は、｢静止するものとして絶えず規定される｣(6.P2)のであ

る。

しかし、ヴァントシュナイダーが強調するのは、このような同一性が、そもそも、｢それ

ぞれの物体は、個別的物体である。その点において、全ての物体は相互に等しく、そして、

同時に、まさにその点においてそれらの相違性も根拠付けられている｣こと(物体の個別化

の二重性格)においてあること、｢物体的な個別化のこのような二重性格は、相対的運動と

絶対的運動というかの先に明かされた二重の意味の本来的根拠として概念把握されなけれ

ばならない｣(6.P4)ことである。｢相対的であるのは、他の物体への関係における或る物体の

運動である(相違性の契機) ｣(ebd.)のであり、｢しかし、このことが全ての物体に一貫して妥

当しているという点で、このような相対性において、最初から、すでにまた、全般的状況

の意味における絶対性の観点も、それぞれの特殊な物体に非依存に、共に含まれている(同

一性の契機)｣(ebd.)のである。ヴァントシュナイダーは、このことこそ、｢相対性理論的着

想の哲学的説明｣(ebd.)に対して、本来的中心的な事柄であるとして論を締めくくっている。

3.5.3. ヘーゲルの内と外の統一の論理と相対性理論

以上のように、カッシーラーとヴァントシュナイダーの相対性理論に関する論考には、

非常に興味深いものがある。カッシーラーの議論は、光の運動に、" 経験の可能性の制約"

を見出すところにその中心がある。これは、明示されいるとは言えないが、カッシーラー

にとって、特殊相対性理論と一般相対性理論を貫いているものであろう。この点が、カッ

シーラーの非常に評価できる点である。

上(3.5.1)で論じた V 章に続いて、カッシーラーは、VI 章(｢ユークリッド幾何学と非ユー

クリッド幾何学｣)xxiiiにおいて、一般相対性理論の問題、VII 章(｢相対性理論と実在性の問

xxiiiVI. EUKLIDISCHE UND NICHTEUKLIDISCHE GEOMETRIE
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題｣)xxivにおいて、相対性理論における実在性の問題を論じている。カッシーラーは、｢｢現

実的な｣[»wirklichen«]空間において妥当しているところの諸関係を、ただ、私たちが 4次元

非ユークリッド多様体という言葉において言い表わすときにのみ、理論的に理解し、そし

て、理論的に表現することができる。｣(ECW10 VI. P1)とするのであるが、ここで、｢幾何

学的なものと物理学的なものの相互関係｣(ECW10 VI. P10 が問題となる。これに対して、

カッシーラーは、それらのいずれかへの一面的な還元ではなく、｢この[空間-時間]多様体が、

何か或る意味において、経験的-物理的なものの外部でそして前に存立しておりそして与え

られているであろうようにではなく、この多様体が、経験的-物理的諸関係の全ての経験の

原理そして基礎的制約を形成している｣(S.107 P10)ことの重要性を述べているxxv。しかし、

カッシーラーが VII 章において論じる｢実在論｣は、結局のところ、そのカント解釈、ある

いは、カントそのものの影響のもとにあると言える。これには、ヘーゲルのカントに対し

て主観的観念論との批判が、そのまま当てはまるかもしれないxxvi。

xxivVII. DIE RELATIVITÄTSTHEORIE UND DAS PROBLEM DER REALITÄT
xxvカッシーラーは、この章において、空間はそもそもユークリッド空間であるのか非ユークリッ

ド空間であるのかという問いに対して、ユークリッド空間は純粋直観の空間であり(ここに

ユークリッド空間の方法的優位がある)、｢動力学的空間｣においては非ユークリッド空間が

妥当しており、これが｢世界｣や｢経験｣の統一の制約であると答えていると言える。これは、

(ゲージ理論を顧慮して、)一般相対性理論における物質の空間への還元は、図式が空間であ

ることを意味している、あるいは、諸直観の統一を、諸純粋直観の統一として考えたのが一

般相対性理論と言え、ここにおいて、物と空間あるいは諸物の統一という課題が一応は果た

されている、そして、ここで、例えば、光が直線の図式でありそれによって時を刻む時計で

あるというのが特殊相対性理論であるとすると、この図式を適用したら円などになる空間、

あるいは、諸図式的空間としての空間が、時間-空間という｢動力学的空間｣であり、これが、

ユークリッド空間とリーマン多様体そのもの(物自体)との間にある、と理解できるかもしれ

ない。

xxvi若干の補足をすると、カッシーラーは、｢相対性原理は、客観的にして主観的な意味、対象

的にして方法的な意味を持っている｣(„Das Relativitatsprinzip hat einen zugleich objektiven 
undsubjektiven, einen gegenstandlichen und einen methodischen Sinn.“(ECW10 VII. P1))と述べ、

これに次のように続けている。「ミンコフスキーの表現に応じてこの原理を自身の中に含ん

でいるところの｢絶対的世界の要請｣[Postulat der absoluten Welt]は、最後には、絶対的方法の

要請である。すべての場所、時間そして物差しの普遍的相対性は、物理学の究極の言葉を形

成しなければならない。というのは、相対化、純粋計量関係への自然の対象の解体が、物理

的方法の核を形成しており、それが物理学の根本的認識機能を形成しているのだからである｣

(ebd.)。ここで、｢相対性原理｣が、｢対象的意味｣においては｢絶対的世界の要請｣へと、そし

て、｢方法的意味｣においては、｢絶対的方法の要請｣へと通じていることが示唆され、さらに、

｢絶対的方法｣が、｢時間そして物差しの普遍的相対性｣として説明されている。このように、

物理学の目指す方向は、このような客観化=主観化(｢相対化、純粋計量関係への自然の対象

の解体｣(ebd.))であり、その完成とも言えるのが、相対性理論であると考えられている。

　しかし、このような物理学の課題は、カッシーラーにとって、観念論哲学の課題と一致す

るものではない。カッシーラーにとって、｢体系的哲学｣の課題は、｢それらの適用から私た

ちにとって概念が自身の中で分枝化された現実性に一致しているところの ― それらによっ

て私たちにとって主観と客観、自我と世界が分離しそして規定された形態化の中で対抗する

ところの ― シンボル諸形式の全体を把握し、そして、それぞれの個別的なものにこのよう

な全体性においてその確固とした位置｣(ebd. P3)を示すことにあり、それに対して、｢認識論｣

の課題は、ただ、｢認識の相違した諸様式の中から選ばず、もっぱら、それらのそれぞれが

何で｢あり｣(ist)そして何を意味しているかを確定｣(ebd. P7)することにある。そこで、相対性

理論の観念論に対する関係に関しては、カッシーラーは、VII 章の最後(つまり『アインシュ
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これに対して、ヴァントシュナイダーは、ヘーゲル的立場のもとで、相対性理論を論じ

ている。そして、その中心議論は、相対運動と絶対運動の 2 重性を、｢物体｣概念の本性に

求めたところにある。しかし、ヴァントシュナイダーの議論においては、まだ、次の 2 つ

の点で不十分なものがあると言えるだろう。それは、第 1 に、(重力を含むなど)本来、一

般相対性理論との関連で論じられるはずの議論が、特殊相対性理論の範囲内の議論に留まっ

ているいる点であり、第 2 に、物体あるいは物質的物体概念は、その本性上、その｢内なる

もの｣と｢外なるもの｣の統一の展開として特徴付けられるべきものであることが、少なくと

も明示されていない点である。しかし、これらの 2 つの点が、互いに密接に関連しており、

その展開こそ、ヘーゲルの｢物体｣論の本質であることが、3 章の論において理解されたの

ではないかと思う。

さて、ヘーゲルにおいては、光は、内と外の構造の中にあり、これを、本論において、

現象の制約として、あるいは、その無限な運動が空間構造をも生み出すものとして特徴付

けた。このとき、ヘーゲルの議論は、カッシーラーの特殊相対性理論と一般相対性理論を

貫いた光の可能性の制約の議論をも、その中に含んでいると言えよう。ヘーゲルの自然哲

学の力学が、物体の総体性を形成することは、まさに、Ding そのものがそこに定立されて

いることなのであり、これが、物体の内なる構造であると同時に宇宙的構造である(3 重の

推論体系という)内と外の総体性の中心にある｢光｣であることが、｢空間｣の展開である力学

の結論なのである。

タインの相対性理論』の最後(この VII の最終段落においては、物理学がシンボルの体系の

中に位置付けられる)で、極めて慎重に、｢体系的哲学｣、あるいは｢認識論｣的課題に対して、

相対性理論はそれを解決することはできないが、｢相対性理論がこれ[相対性理論自身]につ

いて下すところの決断を、認識論は先取りすることはできないが、しかし、認識論は、物理

学の普遍的原理論がこの理論によって経験したところの新たな諸示唆を今感謝して受け入れ

ることが許される｣(ebd. P8)と述べており、また、V 章の最後においては(本文においても触

れたが)、｢ひとは相対性理論を純粋な経験思惟の或る成果と結果として理解するときにまさ

に、相対性理論は、これと共に同時に、このような思惟そのものに内在しているところの、

そして、それによって物理的な認識の体系が単なる｢諸知覚の狂詩曲｣( Rhapsodie von≫  
Wahrnehmungen )≪ から区別されるところの構成的な力のある証明とある確認として現象する｣

とされている。
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科編, 『現代社会文化研究』第 37 号 2006.12 は、京都ヘーゲル読書会平成 18年度夏期研究例
会発表(2006.7.2)に修正を施したものである。

2 『エンチュクロペディー』は、論理学、自然哲学、精神哲学の 3部門からなるが、｢自然哲

学｣の区分は、『エンチュクロペディー』第三版においては、Mechanik, Physik, Organische 
Physik であり、Mechanik においては、A. Raum und Zeit, B. Materie und Bewegung. Endliche 
Mechanik, C. Absolute Mechanik と展開される。さらに、 A. Raum und Zeit の区分は、a. Der 
Raum, b. Die Zeit, c. Der Ort und die Bewegung である。なお、下註 32 のように、第三版と第一

版の区分は異なる。

3 vgl.小林,｢空間-時間と物質について―ヘーゲルの｢物体論｣―｣,新潟大学現代社会文化研究科

編,『現代社会文化研究』第 35 号, 2006.3(~本論文 2 章). また、D.Wandschneider, Räumliche 
Extension und das Problem der Dreidimensionalität in Hegels Theorie des Raumes: in Hegel Studien 
Bd.10, 1975 と Vittorio Hösle, Raum, Zeit, Bewegung, in: Petry, Spekulation und Erfahrung II,2 
Hegel und die Naturwissenschaften, 1987(Hösle(1987[1]);『知のトポス』,新潟大学現代社会文化

研究科編, 2006 に邦訳した)も参照されたい。

4 ｢力学｣において、｢点｣が初めから｢対自存在｣として言われてきているのであるが、ここで対

自存在と言われているのは、むしろ、存在論の質論の結論としての対自存在である。

5 ｢一者は、自身への否定の抽象的関係としての空虚なものである。しかし、一者の単純な直

接性、肯定的でもある存在と、無として空虚なものは端的に相違しており、そして、その直

接性が一つの関係、即ち一者そのものの関係においてあることによって、その相違性が定立

されている; しかし、存在するものと相違して、空虚なものとしての無は、存在する一者の

外に  ある  。｣(GW21. S.153)
6 GW20 §. 268.において、｢絶対的力学｣への移行に際して｢観念性｣と｢実在性｣の矛盾が運動で

あるとされている。なお、E § 268 においては、同じ箇所が、｢同一性と実在性の矛盾｣となっ

ている。

7 vgl. §. 263. この領域の普遍的なエレメントとしての｢物質｣がここで｢量的な区別｣のみを持っ

ている(これに対して A.｢空間と時間｣の展開は質的である(点、線、面、あるいは、過去、現

在、未来という区別))。こうして、｢空間と時間｣の展開の結果である｢立体｣(Körper; =｢物体｣)
の｢一者｣としての量的な展開がなされ、その定量が｢質量｣(Masse)であり、諸物体はこれに

よってのみ区別される。このように、物質それ自体は、｢空間的距離｣(E § 262 Zu.)であり空

間における｢実在的限界｣(E § 263 Zu.)であるが、その｢運動｣においては、｢点｣にすぎず、ア

トムあるいは質点のようなものとしてある。
8 vgl. § 262 An., u. E § 261 Zu. P3 auch.
9 ヘーゲルは、『大論理学』の量論を次のように始めている。｢質からの量の区別は述べられ

た。質は、第一の直接的規定性であり、量は、存在に無関心的になったところの規定性、同

様に如何なる限界でもないところの限界である; 端的に対他存在と同一的にあるところの対

自存在、― 直接にそれらの無-反発、それらの連続性であるところの多くの一者の反発であ

る。｣(GW21.S.173)
10 „Das Eins ist zugleich als über sich hinausgegangen und als Einheit bestimmt, das Eins damit, die 

schlechthin bestimmte Grenze, als die Grenze, die keine ist, die am Sein aber ihm gleichgültig ist, 
gesetzt.“(GW21.S.166)

11 このような｢表面｣は、射影平面に対応されうる。vgl.上掲:小林(2006.3;~本論文 2 章)。
12 勿論、量においては、対他即対自、自己外即自己内-存在である。

13 これに関係して、D.Wandschneider は、｢｢対自的に存在する個別性｣(Hegel 1970f, 9,57)として、

物質的物体は、いわば、実体的場所を、その[自分の]場所を構成し、そうして、この場所は、

可能的運動の静止する関係的実体[Bezugsinstanz; 座標系]として規定されている。それ故に、運

動において、絶えず同時に、不変な実体的場所、物質的物体への関係が共に置かれている。｣
(D.Wandschneider, Die Kategorien 'Materie' und 'Licht' in der Naturphilosophie Hegels, in: Petry, 
Spekulation und Erfahrung II,2, Hegel und die Naturwissenschaften,1987 (Wandschneider(1987[1])), S.
294)と述べている。
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14 ヘーゲルは、｢衝突｣(Stoß)を説明して次のように述べている。｢従って、さしあたって、物質

の対自存在が私たちに現象し, この対自存在によって、物質が、その外面性に対する(力とも

呼ばれるところの)内面性、即ち、ここで、対他存在、即ち、或る他者がその中にあること

[In-ihr-Sein]として自身を主張する。対自存在の観念性は、他者が自身を質量の中で妥当して

いるようになし、そして、質量が、自身を他者の中で妥当しているようになすことである。

外から来るように見えるところの、観念性のこのような規定が、それ自身同時にその内面性

に属しているところの物質の固有の本質として、現れる; それ故に、物理学は、力という反

省の表象へと移行する。｣(E § 265 Zu. P2) これは、上のような、相互に空間-時間として自ら

を差し出す諸物質の関係のより具体的な定立であろう。さらには、これが、｢落下｣(Fall)と
なり、太陽系において、この関係の全体が定立される。

15 慣性の法則と相対性原理はもとより異なるものであるが、ヘーゲルにとっては、物質の自己

外存在のもとで同時に成立しているものと考えられる。なお、上掲の V.Hösle(1987[1])及び

D.Wandschneider(1987[1])においては、ガリレイの相対性原理について、A.c.｢場所と運動｣の

展開に対して言及されている。

16 この｢有限性｣に関しては、｢それ故に、今私たちが考察しなければならないところのこの第

二の領域は、有限な力学である, というのは、ここで、物質はその概念にまだ適合していな

いからである。物質のこのような有限性は、運動と物質そのものが区別されていることであ

る; 従って、有限であるのは、その生命、運動が物質に外的である限りの物質である[...]｣(E 
§ 262 Zu.)とも述べられている。また、同箇所のこれ以降についても興味深い。なお、｢純粋

運動｣,｢絶対的静止｣という表現はヘーゲルにはない。

17 これが、B.｢物質と運動｣においてもなされ、その一応の成果が、｢絶対的力学｣における太陽

系である。太陽系における太陽は、絶対的静止(中心)である。そして、その全体において(3
者の運動として)絶対的運動が表現されている。また、E § 274 ff.の Zu.や E § 275 Zu.において、

｢力学｣における運動が、運動と物質の相互移行と両者の統一として特徴付けられている。

18 これによって、(時間)円環が形成されており、この円環全体が、｢物質｣である。この諸契機

の定立が太陽系である。これらは原子と原子構造に対応されうる(s.註
43)。D.Wandschneider(1987[1])もまた、その註釈 15 において、太陽系と(ただしボーアの)原
子構造の類比を述べている。

19 ヘーゲルは、E § 275 Zu. P4 の｢光｣についての言及において、これを、｢純粋な同一性｣、｢自

己意識｣、｢自己の絶対的な主観性｣と共に論じている。またフィヒテについては村下氏によ

る。

20 このような運動の｢概念｣は、絶対的なものである。即ち、全ての物質に、(その現れの状態

によらず)共通なものである。従って、この純粋運動が、あらゆる物質(運動)において共通で

ある実体を形成している。これに対して、位置や速度などの他の諸規定は、諸物質にとって

偶有的な規定である。そして、(純粋)運動は(これはそもそも計量運動であったが)、これそ

のものが、さしあたって現れることはなく、これは、その他の偶有的諸現象の制約、物質構

造における諸計量の基準としてのみある。

　物質運動における現象が全てこの規範に従うとき、純粋運動(の速度; "有限な"純粋運動は、

円環が有限な無限者であるのと同様に純粋運動と絶対的静止の統一において定立される)を
越える速度は計量できず、現象できない。それ故に、物質運動において、現象的領域(量的

領域)と即自的領域(質的領域)が区分される。現象的領域においてのみ、他の物質は現象する。

現象的領域は、もともとの物質の外部として現象し、それに対して、即自的領域が、内部と

してある。こうして、或る物質(運動)において他の物質が現れるときには、内と外が転倒し

ている。即ち、空間は、時間となり、時間は、空間になる。位置は、運動となり、運動は、

位置になる。このように、物質(運動)において、現象的領域と即自的領域が寄木のように組

み合わせられて、或る物体に対して他の(諸)物体が現象する。

　上の物質運動の構造は、特殊相対性理論のミンコフスキー時空に対応されうる*。そして、

このような構造そのものが、太陽系において定立される。空間の円環と時間の円環の直接的

一致である場所が、物質において、即自的な時間円環になったが、これが、ここでは、それ

ぞれの契機が時間の円環でありながら、空間の円環でもあることが定立されている。全宇宙
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は、そのようなものとして、太陽系によって張られているのである。そして、Hösle は、ヘー

ゲルの無限概念に適合的な空間を楕円空間であると主張し、ヘーゲル空間論の完成がそこに

あることを示唆しているが、太陽系において、一般相対論的な諸時空の統一が(Gravitation と

して)なされうるだろう。しかし、これは、むしろ、物質である射影空間(RP3)に対して、こ

の射影空間を内部空間とする射影空間としての幾何学構造になろう。後で論ずる、光が｢限

度のないもの｣として無限に(絶対的速度で)直進すべきことこそが、太陽系を、即ち、この

ような時空構造を形成するのである。

*[補註]純粋運動=光は、ヌルラインとして、無限者, 非量的存在の現存在(無限と有限の統一)
である。

21 ここで、物質の概念は、その全体として、時間円環(時-空の中に置かれた円環)として定立さ

れなければならない。

22 ｢落下｣においては、｢落下｣という現象が述べられるにすぎないのに対して、｢引力｣は、その

内的な力、あるいは、｢物質｣の即且対自的な定立として登場する。｢有限な力学｣は抽象的な

｢物体｣の領域である(E § 264 An.)、しかし、｢衝突｣と｢落下｣を通して、当初の内在的な｢力｣、

牽引と反発が実在的なものとなり、そして、これら牽引と反発の矛盾が諸中心の間で定立さ

れるに至る。即ち、｢このような関係は、それらの自立的な対自存在とそれらの概念におい

て結合されていることとの矛盾であり、それらの実在性とそれらの観念性とのこのような矛

盾の現象が運動であり、しかも、絶対的に自由な運動である｣(§ 268)。このことをもって、

｢有限な力学｣は｢絶対的力学｣に移行する。また、vgl. D.Wandschneider(1987[1]), 2. Hegels 
Begriff der Schwere P5.

23 vgl. GW20 §. 261. An. P3 u. GW20 §. 261. An. P4. また、ヘーゲルは、A.c.｢場所と運動｣に属す

る E § 261 Zu.において、｢運動｣を、点の運動(直線運動)、線の運動(半径の運動;円運動)、面
の運動(面積速度一定の運動;楕円運動)と展開させているが、引力における運動において、こ

れらが実現している。楕円は、2 つの焦点(中心)を持ち、単なる自己内反省であるだけでな

く、一つの焦点において自身に留まりながら他方の焦点において他者へと自身を投げ出して

いるところの、他者への反省を介した自己内反省=自身への反省を意味していよう。
24 vgl. GW20 §. 262. An.
25 vgl. E § 269, ebd. An. u. § 198, ebd. An. ｢このさらに詳しい規定は、それ自身 3 つの諸推論の一

つの体系であるところの総体性の推論おいてあるが、それは客観性の概念において述べられ

ている(s. § 198)｣( § 269 An.)。｢太陽系｣は Mechanik の C.において論じられる他、Physik の A. 
a. Die freien physischen Körper においても論じられる(推論式については vgl. E § 279 Zu.)。な

お、｢3 重の推論｣に関しては、｢ヘーゲル論理学における存在と本質の位置付け｣,広島哲学会

編,｢哲学｣第 56集, 2004.10(~本論文 1.2)等で論じた。

26 § 197; なお、具体例として太陽系が挙げられながらも、必ずしも太陽系に限定して説明がな

されているわけではない。

27 A(普遍性)、B(特殊性)、E(個別性)は、3 重の推論において、太陽、月、地球と逆に展開する。

28 s. 註 30.
29 vgl. E § 280 u. ebd. An., u. Zu.
30 これは、A.c.｢場所と運動｣の諸契機である場所(静止)、運動、物質に応じては、地球：物質-
静止(中心)-運動、月：静止-運動-物質、太陽：運動-物質-静止という諸推論となる。このと

き、§ 269 の普遍的物体性の判断は、第 1 の推論式、物質-静止-運動となり、これが、｢内的

なもの｣としての物体と運動との関係、力としての｢引力｣の関係を形成している。しかし、

この§ 269 の運動を普遍的物体性が自身を根源分割する運動と理解するならば、それは本来

的な第 3 の推論式として理解されなければならない。

　なお、ヘーゲルは、§ 271 において(s.unten)、｢重さ｣の｢形式の総体性｣の諸規定を、空間、

時間、運動に対応させてもいる。むしろ、これが、空間の諸展開から始まった｢力学｣全体の

総体性を表していると言える(vgl.上掲:小林(2006.3;~本論文 2 章))。｢物質の実体、重さは、

形式の総体性へと発展させられると、物質の自己外存在をもはやその外に持っていない。形

式は、さしあたって、空間、時間、そして、運動という観念的な諸規定におけるその諸区別

に応じて、そして、その対自存在に応じて、自己外存在する物質の外で規定された中心とし

て現象する; [...]｣(GW20 §. 271.)
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31 ここで、ヘーゲルは、｢ケプラーは、そうして、例えば、プラトンの『ティマイオス』

[Timaios]における諸数に再び取り組んだ｣として説明を始めている。また、ここで、ケプラー

の諸プラトン立体による諸惑星軌道の秩序付けや音楽的調和については触れられていない。

ただし、§ 280 の註釈において、ケプラーの｢音楽的調和の法則｣については言及されている。

また J.E.Bode の名も E § 279 Zu.にある。

32 ヘーゲルは、｢物理学｣を、A.普遍的個体性の物理学、B.特殊的個体性の物理学、C.総体的個

体性の物理学と展開させる。また、§ 273 によれば、｢物理学は、その内容として次を持って

いる。A.普遍的な個体性、直接的な自由な諸質。B.特殊な個体性、重さへの物理的な規定と

しての形式の関係とそれによる重さの規定。C.相対的な自由な個体性｣と言われている。な

お、『エンチュクロペディー』第一版(GW13)においては、第一部が｢数学｣で、第二部であ

る「物理学」が、A.力学、B.元素的物理学(ELEMENTARISCHE PHYSIK)、C.個体的物理学

と区分されている。そこで、光は、B.元素的物理学に含まれている。

33 ｢物理的な諸質は、a. 直接的なものとしてあり、相互に外的に、自立的なあり方において、

今や物理学的に規定された諸天体としてある; b. その総体性の個体的な統一へと関係付けら

れたものとしてある, ― 物理的諸元素; c. その個体をもたらすところの過程としてある, ― 気
象学的過程。｣(HE §. 274.)

34 a.自由な物理的物体は、α.光、β.対立の物体、γ.個体性の物体と区分されている。

35 第一版においては(HE §. 219.)、｢反省諸規定｣と明示されて述べられている。なお、第三版の

§ 220 においては、｢他の概念-諸契機において質化された物質｣との表現が見られる。また、

｢反省諸規定｣との表現は、この文脈で第三版には見られない(ただし E § 272 の補遺, E § 275
の補遺には登場する)。そして、｢物理学｣と論理学の｢本質論｣との対応については、§ 275 本

文の前に置かれた補遺に述べられている。

36 ｢直接的な自身へと還帰した自由な自立的な運動としての物質は、単純な自分自身に等しい

均質性[Gediegenheit]である。運動が自身へと還帰してしまったことによって、天球は、その

自立的な観念的生命を自分自身において完成させ、そして、終結させた; 完全な自己内存在

は、まさに、その均質性である。｣(E § 275 Zu. P1)。こうして、｢光｣は、物質の｢即且対自的

に存在するものへの還帰、そして、現存在に対して現存在しているところの自己内存在｣

(ebd.)である。天球の回転において、対立的な諸区別は全て消え去り、そこには、光のみが、

｢自分自身へとのみ関係するところの純粋な線｣(ebd.)として、即ち、現存在する円環そのも

のとして空間に偏在している。光は、｢空間充実のこのような純粋な現存在する力｣(ebd.)で
ある。

37 続く箇所で｢自身の外にあるという普遍的な現実性の力｣とも言われている。

38 ｢物質｣が、定立された表面であり、運動としては、連続としてのその自己超出の運動である

のに対して、｢光｣においては、このことそのものが定立されている。即ち、｢光｣は、点であ

る表面、表面である点である。このことは、太陽系において、その諸契機に割り当てられて

定立されていたが、太陽系の対自存在が定立されることによって(その諸契機が全体へと転

倒することによって)、全ての点におけるものとして定立されている。これは、本質が、そ

れ自身存在そのものである媒介、｢自分自身の否定によって自身との媒介そして自分自身へ

の関係であるところの存在あるいは直接性｣(GW20 §. 111.)であるのに応じている。諸物質運

動が太陽系において統一されていたが、これが各点に内在化されることによって、各点にお

いて諸物質運動が内在化されている。それ故に、光は、全ての運動に対して純粋運動として

存在する絶対的運動(=存在;静止)である。また、本質と｢限界｣については、ヘーゲルの『大

論理学』｢本質論｣の導入部における言及(GW11.S.243)を参照されたい。

39 このことは、空間と時間の同一性としての｢場所｣における点の中への線(円環)の内在と同じ

である。

40 光は、｢純粋な力、自身を自身において保持する内包的生命｣(E § 275 Zu. P1)として、｢物質

の自身の中に閉じ込められた総体性｣(ebd.)でありながら、現存在している。｢現存在するも

のとして、天球は、自己内存在している, 即ち、総体性の自己内存在が、それ自身現存在し

ている。｣(ebd.)。また、物質において｢物質｣の自己外在として空間と時間が定立されていた。

｢重さ｣の体系においては、空間と時間は、言わば、太陽系という支柱において(テントのよ
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うに)支えられていた。これに対して、太陽系の運動の結果は、点が、太陽系全体が内在化

されたものであることをもたらす。｢光｣において、空間と時間の諸規定が内在的なものであ

ることが定立されている。これは、(物質がその自己外在において自らを他者に差し出して

いたように、)個体的物体(太陽系)が、他の個体的物体(太陽系)に対して自らを差し出してい

ることである。これが、太陽系の二重性(同一性)において予示されている。

41 あらゆる座標系から見て等しい有限な速度を持つということは、運動が現存在を持っており、

しかも純粋であるということであり、また、光は内と外の同一性であるが、この内と外の分

離は、純粋運動の有限性によるものである。光速度は、むしろ、比であり、或る速度に対し

て関数として関わる。このような光速度が、限度としての質的な量的限界を形成している。

ただし、｢時間｣との関係において、ヘーゲルの E § 276 Zu. P4 における光の運動に関する叙

述も興味深い。さらに、同箇所から明らかなように(E § 276 Zu. P4; ハーシェルに触れられて

いる)、ヘーゲルは光の速度が有限であることを知っていたのであるから、この｢絶対的速度｣

(E § 275 Zu. P1)という言葉をもって、無限な速度が理解されるべきではなく、絶対的な光速

度一定の原理というべきものが考えられていると理解されるべきである。

　D.Wandschneider(1987[1])(5. Die Sonderstellung der Lichtbewegung)は、独自の考察において、

｢光の存在｣が｢絶対的速度｣と言われることについて特殊相対性理論の光速度一定の原理との

対応において考察している。さらに、カッシーラーは、光速度一定の原理について以下のよ

うに考察している。カッシーラーによれば、相対性理論において考えられうる無限に多くの

そして無限に多様な｢局所時｣(Ortszeiten)(ERNST CASSIRER - GESAMMELTE WERKE, Felix 
Meiner Verlag, Hamburg 1998-2003, Bd.10 CD-ROM, S.75)は、カントの｢空間と時間の統一｣に

対立するものではなく、むしろ、それによって初めて、｢空間と時間の統一｣は、｢機能統一｣

として根拠付けられるものであるとする。このことを弁護するものとして、カッシーラーは、

物理学者である Laue の言を引きながら、異なった観察者の｢演繹されるべき変換形式の媒介｣

が、｢それらのもとで素朴な感性的世界観がまだ個別的な系から獲得された空間的そして時

間的な特殊な計量諸規定[Maßbestimmungen]の不変性｣(ebd. S.77)をもった媒介とし、｢特殊相

対性理論において、そのような規範として、光速度不変の原理が使われる。一般相対性理論

においては、この原理が、全てのガウス座標系が普遍的自然法則の定式化に対して同価値で

あるという包括的な思想によって代わられる。｣(ebd. S.76)とする。こうして、光速度不変、

(ローレンツそして)一般共変性が、｢悟性の規範｣として規定される。これが、空間と時間の

客観性の意味であるとされる。

42 正確には、ゲージ場であろう。

43 時間-空間に埋め込まれた時間円環を考えるとき、この円環を、一筆書き(同一性)ではなく、

時間に沿って上昇するとき、円環下端において根源分割が生じ、相違から区別、そして(上
端における)矛盾を介して再び統一へと至る展開がある。途中の｢区別｣の段階において(現在)、
円環上の 2点が区別されているが、これは過去(円環下端)において一つであった, このことが、

区別に対する純粋媒介性としての(現在における)｢光｣であり、これが両点を関係付ける共同

である。即ち、光は、(一つであった)過去の物体である(光は本質の同一性であり、本質は

Wesen~gewesen として過去の存在とも見なされうる)。この時間円環を、電子と陽電子(時間

逆行する電子)(の状態関数)からなる円環とすると、この全体は、原子(～光)構造にも対応さ

れうるものであり、これが個物を形成していると考えられる。

44 ヘーゲルは、｢光｣の規定性を｢振動｣とも述べている(｢[光の]規定性は、振動すること

[Oszillieren]であるが、しかし、ただ自分自身においてのみのそれである｣(E § 275 Zu. P3))。
ただし、これは、力学的な媒体の運動を意味するのではない(E § 276 Zu.)。むしろ、｢振動｣

あるいはむしろ｢波動｣は、運動と静止(物質)の統一である。しかも、光においては、太陽系

において(機械論的に)定立されたこの統一が点に内在することによってこれが実現している。

45 ｢全ての混じり合う可能性としては、自身の中に留まっているところの、全てのものとの共

同である｣(E § 275 Zu. P1)とも言われている。光は、純粋な顕示することであると同時に、

同じことは光によって諸物体が顕示されることでもある。このことが、｢純粋な同一性｣であ

る α.｢光｣から、β.｢対立の物体｣、γ.｢個体性の物体｣への展開において、｢光｣が自身を定立し、

体系へと展開することとして現れる。しかし、ここではまだ、これら(自己内反省と外への
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反省を介した自身への反省)は、直接的に一致している。

46 ヘーゲルは、諸天体を光からなるとしているので、光-質料は、｢エーテル｣と考えてもよい

であろう。そして、ヘーゲルは、その続く展開において、四大元素を展開させるのである。

47 諸ゲージ場との対応も可能であろう。

48 これは、上の｢空間充実のこのような純粋な現存在する力｣と同じである。

49 光は、あらゆる物のこのような自己同一性である。また、これは、本来物体の内にあってそ

の物体を形成していた｢力｣が、今、｢外｣に出て、まさに｢普遍的な｣力となっていることをも

意味している。この力によって客観的に妥当するに至るのである。関連して、ヘーゲルは、

｢自然的な諸物[Dinge]が光によって生命を与えられ、個体化され、そして、それらの開示

[Aufschließung]が力を与えられ、そして、まとめられる限り、ここではさしあたって抽象的

な同一性がただ特殊性の還帰と止揚としてのみ個別性の否定的統一であることによって、光

の自己的本性は、物質の個体化において初めて姿を現す。[...]｣(E § 276 Zu. P1)と述べている。

また、vgl. D.Wandschneider (1987[1]), S.308ff.
50 そして、β.｢諸元素｣において、空気、火と水、土といった諸元素が展開され、(c.｢元素的過

程｣における)それらの諸過程の結果として、｢比重｣などの特殊的個体性が論じられる

51 vgl. E § 275 Zu. P6. また、s. 上註 45.
52 ヘーゲルは、両太陽系の展開において、同じ｢太陽｣を考えている。月や彗星、そして、地球

に関する同様の記述はない。

53 天球としての太陽系と、個体的物体に内在する太陽系。これらの直接的一致から調和的相関

(総体的な個体性)そして統一(生命)へと展開する。また、太陽系と生命の関係について、ヘー

ゲルは、E § 270 Zu. P17、E § 279 Zu. P5 において言及している。そこで、｢普遍的な生命は、

むしろ、個体性に対して受動的であり、そして、個体性がより力強くなればなるほど、星の

諸威力の力は、ますます効力がなくなる｣については、個体性、そして、生命こそ、天球と

しての太陽系と個体的物体に内在する太陽系との統一であることを意味していよう。

54 光そのものは｢自立的な観念的生命｣,｢自身を自身において保持する内包的生命｣(E § 275 Zu. 
P1)である。

55 こうして、光は、太陽系において定立された点から線へそして線から面へ至り自己還帰する

運動が、点において空間そのものを定立するものとなったものである。このようにそれ自身

物質として定立されたかの運動こそ実体的なものであり、それにおいて、点、線、面は、契

機にすぎない。このような諸契機であることに、各量子化の根拠があろう。そして、光速度

一定もこの点と線の同一性に根拠がある。

56 質料もまた、精神そのものの契機であるから、本来的には、霊、魂、身体の諸領域の 3 重の

推論の運動、即ち、霊が、自らを自我としながら魂と身体に推論的に根源分割し、魂を身体

に宿らせ、それらを契機として自身に還帰する運動となる。ここに、プラトンとアリストテ

レスの統一がある。
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4. 自然における主観性の展開と有機体

4.0. 序
ヘーゲルは、スピノザのような汎自然論にも、ライプニッツの諸モナドにも、あるいは、

プラトンにおける単なる普遍的なイデアの分有のみにも、アリストテレスにおける個物の

統一のみにも留まることはない。ヘーゲルは、それら両者の統一を、｢自然｣、｢精神｣、｢論

理的なもの｣という 3 重の世界の連関の上での個体的統一において構想する(小林 2004.3, 

2004.10)1。

生命は、有機体として、自然の中で生きている。これを、ヘーゲルは、その｢自然哲学｣

の最終部問として論じている。もとより、｢主観性｣は、精神の世界に属するものであるが、

この有機体において、｢主観性｣が問題となる。また、この自然哲学の｢有機体｣に先行する

｢物理学｣の領域の冒頭においても、｢光｣が、｢外的な自己｣として登場して来ている。本章

は、これらの自然における｢精神的なもの｣の出現と諸展開の構造を把握し、その意味を明

らかすることを目的とする。

4.1. ｢物理的｣世界と主観性

ヘーゲルの｢自然哲学｣は、『エンチュクロペディー』の第 2部であり、｢自然｣は、絶対

的理念の相互外在の領域、外面性の領域を形成している。ここでは、その第 2 の領域であ

る｢物理学｣(PHYSIK.)において、｢主観性｣が如何に現れてくるかを考察することにしたい。

4.1.0. 物理学における｢魂的なもの｣

自然の領域の完成は、自然哲学の第 3部門である｢有機体｣の領域である。この領域の前

提を｢物理学｣と共に形成しているのが、第 1部門である｢力学｣である。自然の展開は、｢空

間と時間｣の展開でもって始まり、それは、｢物質｣を結果する。この物質が｢重さ｣を克服す

る過程が、｢力学｣全体の展開である。それは、｢太陽系｣としてその諸契機の体系(｢重さの

体系｣)を形成することを通して、｢絶対的軽さ｣である｢光｣へと移行する(小林 2006.3, 

2006.12)i。こうして、｢光｣が、物理学の出発点となる。A. ｢普遍的な個体性の物理学｣、B. 

｢特殊な個体性の物理学｣、C. ｢総体的な個体性の物理学｣と展開されるこの物理学において、

抽象的な主観性としての｢光｣が、如何に展開し｢自由な個体性｣へと結果するかを見ていき

たい。

(1)魂的なものそのものとしての｢光｣

①｢光｣の展開とその目標

｢光｣は、力学における太陽系のもとでの内と外の統一そのものとして登場した。物理学

において、これが、内の側面に即して展開される2。そこで、ヘーゲルは、物理学の始めに、

｢光｣を、再び｢太陽系｣へと展開させる。これは、かの力学における｢重さの体系｣に対する

｢光｣の体系であり、ここに、太陽系の 2 重構造がある(小林 2006.12)ii。この光の｢太陽系｣の

i 本論文 2, 3 章。

ii 本論文 3 章。
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展開において、論理学の｢本質論｣における｢反省諸規定｣に対応して3、｢同一性｣である光

(太陽)が、月と彗星として｢区別｣され、地球として｢根拠｣(Grund)に至る。ここで、この｢反

省｣の展開が、本来、2 重の反省構造を形成していることが重要である。即ち、｢同一性｣の

自己内反省(の総体性)は、他者への反省(｢区別｣)を介した自身への反省＝自己内反省(｢根

拠｣)であり、自己内で総体性を形成すると同時に、外的な総体性をも形成する4。しかし、

これは、まだ実現していない。従って、ここでは、まだ、この 2 つの総体性、即ち 2 つの

｢太陽系｣は、直接に一致しているにすぎず、｢絶対的な同一性｣(E § 290 Zu.)へとは至ってい

ない。それ故に、これらの媒介的統一が、｢物理学｣の展開の目標となる。

ヘーゲルは、物理学の B. ｢特殊な個体性｣の最初に次のように補足している。

｢自己性は、その諸規定を、まだ[ここ特殊な個体性の始めにおいては]、自身において

は、外に置いてしまっておらず、それに対して、総体的な個体性は、諸天体の諸規定

を自分自身において外に置いてしまっている; 総体的な個体性は、形態である, しかし、

ここで、私たちは、やっと、形態の生成を持っている。｣(E § 291 Zu.)

このように、｢物理学｣の最終段階である C. ｢総体的な個体性｣において初めて、個体性は、

｢諸天体の諸規定を自分自身において外に置いてしまって｣おり、展開された 2 つの太陽系

は、｢形態｣(GESTALT)として、統一に至っている。そこで、それまでの｢物理学｣の展開は、

まず、｢自己性が全体となること｣(ebd.)を目指す5。

②｢特殊な個体性｣への移行

上の｢光｣とその太陽系は、A.a. ｢自由な物理的諸物体｣で展開される。これに続く b. ｢諸

元素｣(空気、火、水、土; 4 大元素)6と c. ｢元素過程｣は、それぞれ、その｢実存在｣、｢物｣

(Ding)である。即ち、｢諸元素｣は、光あるいは個体的物体に根拠付けられた実存在であり、

そして、｢元素過程｣は、諸元素の統一としての｢個体的な同一性｣である(§ 286)。このよう

な個体的なものそのものの｢現象｣、あるいは、｢現象｣としての個体性が、物理学の第 2 の

領域を形成する B.｢特殊な個体性｣である。

(2)｢特殊な個体性｣における魂的なもの ― ｢響き｣

①｢特殊な個体性｣の概念

この｢特殊な個体性｣は、(｢元素過程｣において)｢相互外在する抽象的な諸元素の否定的な

統一として、従って、実在的な個体性として｣(§ 289)定立された質料である。ここで、光は、

｢諸区別の魂｣として、｢物質そのものの自己性｣となっている(E § 290 Zu.)。そこで、B. ｢特

殊な個体性｣の領域は、全体としては、物質を前提として個体(物; 物質と光との統一)へと

向かう観念化された諸実存在(4 大元素)の働きの領域である。ここで示される｢現象｣は、そ

のような統一として、魂(的なもの)の宿ったものとして現われ出る。しかし、この個体的

統一の背後には、｢自由な個体性｣さらには｢有機体｣において本来的には定立されるところ

のその魂自身である両契機間の相関7としての諸実存在があり、そのもとで、｢特殊な個体

性｣は、a. ｢比重｣、b. ｢凝集｣、c. ｢響き｣(DER KLANG)、d. ｢熱｣と展開される(§ 292)。次に、

この内、特に、｢響き｣について考察することにしたい。

②響き ― ｢対自的に実存在しているもの｣となった光

｢響き｣は、｢特殊な個体性｣(の比重と凝集)における｢内的な形式｣が、｢自由｣となり(§ 
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300)、｢特殊な個体性｣の領域において再び、｢相互外が、自己内存在に対する対立において

現象する｣(E § 290 Zu.)ようになったものある。ここで、｢自己内存在によって、他の中心点、

他の統一が定立され｣(ebd.)ている8。このことを考察しよう。

ヘーゲルは、｢響きそれだけは、個体性の自己である, しかし、光のように抽象的な観念

的なものではなく、いわば、機械論的な光であり、ただ、凝集における運動の時間として

のみ登場するものである｣(E § 300 Zu. P1)と述べている。即ち、｢響き｣は、｢質料的空間性

の質料的時間性へと移行すること｣(§ 300)によって、｢物体のそれ自身における内的な振動

すること[Erzittern]としての一つの観念性｣(§ 299)となった個体性である。しかし、光が物

理学の始元である｢純粋同一性｣であるのに対して、｢響き｣は、｢対自的に実存在している

もの｣(§ 300)である。即ち、｢響き｣は、時間的形式の総体性として(｢響きは、時間において

自身を知らせるところのこのような総体的な形式である｣(ebd. Zu. P1))、物体の外面的(空間

的)総体性と相関している｢他の中心点｣(E § 290 Zu.)(｢重さの体系｣と相関する｢光｣の体系)で

あり、同時に、それらの相関そのものである。このように、｢響き｣は、質料の諸実存在と

それらの本質との交代(｢響きは、質料的な諸部分の特殊な相互外在とその否定されている

ことの交代である; ｣(§ 302))として、空間性と時間性の交代としての｢振動｣(波動)としてあ

る光なのである。

ここで、物(Ding)における統一であったものが、判断として立てられている。しかも、

この｢響き｣は、外なるものを｢支配｣する一なる総体性として(E § 300 Zu. P1)9、現象として

相関するものでありながら、言わば、観念的統一と実在的統一の相関そのものとして定立

された｢物｣(自体)なのである10。｢響き｣において、このような｢内なるもの｣が、一つの総体

性として立てられ、そして、それが現象としては振動(波動)とされるのは興味深い。この

ようにして、響きは、振動(波動)として、力学的(機械論的)世界に作用する力(光)である。

(3)現実性としての｢自由な総体性｣への移行

このように、物理学の｢特殊な個体性｣において、特に｢響き｣として、物体の｢魂的なもの｣

が登場する。しかし、これは、まだ、言わば、｢内なるもの｣と｢外なるもの｣の偶然的な結

合にすぎない。｢現象｣における内容と形式の相関が、｢特殊な個体性｣において展開された

のだが、しかし、次に、｢その自体が質料であるところの形式の当為｣であるように、｢普遍

的なものとして、質料は、自身において規定されたものであることへと｣(E § 308 Zu.)規定

されなければならない。それ故に、次なる｢形態｣(GESTALT.)においては、概念の総体性が

定立され、それが、｢内から発展する諸契機としてあるところの形式諸規定の観念性として、

質料に内在的である｣(§ 308)ことによって、質料が、その概念に基づいて、自身を形態化す

る(～形式になる)。ここでは、このような｢必然性｣が、問題である。こうして、｢自由な個

体性｣は、物理学の第 3 段階として、論理学においては本質論の｢現実性｣に対応する11。

4.1.1. ヘーゲルの｢形態｣論と｢自由な個体性｣の展開

それでは、｢有機体｣の直前の段階である C.｢総体的な個体性｣を考察したい。

(1)｢自由な個体性｣の概念

｢自由な個体性｣においては、物理学の始元に｢光｣として登場してきたところの｢自身へと

関係する無限な形式としての自己性｣(§ 307)が、物理学の最終段階として、｢自身を、それ
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に従属させられた外面性において維持｣(ebd.)しながら、｢実在性｣へと歩み入っている。即

ち、｢光｣として普遍的な個体性が、(比重、凝集、音、熱の)特殊化から自身へと還帰した

ことによって、｢総体的｣な個体性となっており、その還帰によって、対自的に存在してい

ることによって、｢自由｣な個体性となっている。こうして、個体性は、｢自由にこの質料的

なものを規定する総体性｣(ebd.)としてある。

(2)｢自由な個体性｣の諸展開

ヘーゲルは、C. ｢自由な個体性｣を、a. ｢形態｣、b. ｢個体的物体の特殊化｣、c. ｢化学的過

程｣と展開させる(§ 309)。これらの展開は、有機体における 3 つの過程に対応するものでも

あると同時に12、その中での｢光｣の働きが明確に示されている点で興味深いものである。

①｢形態化の原理｣としての磁気

さて、｢自由な個体性｣は、さしあたって、｢形態｣である。｢形態｣の展開は、｢形態化｣で

あり、｢個体化｣である。しかも、これは、光の活動、即ち、｢自身へと関係する無限な形式

としての自己性｣(§ 307)の活動として定立された｢物｣の総体性である。

｢形態｣は、点、線、面の形態化と展開される(E § 311 Zu.)13。｢点｣の形態は、｢点性｣(脆弱

性)と｢球体となる流動性｣という 2極においてあり、これらは、｢無形態性としての形態｣(§ 

311)である。この｢脆弱なものと流動的なものという両原理の過程として｣(ebd. Zu. P1)外化

されたものが、｢線｣の形態、｢磁気｣(Magnetismus)である。この磁気が、｢形態化の原理｣(§ 

312)14である。しかも、両極において｢展開された規定性｣においてあり、ここに、ヘーゲル

は、｢概念｣の推理連結を見る(vgl. ebd.)。こうして、磁気は、｢主観の統一における区別の

形式的な現存在｣(ebd. Zu. P1)とされる。

この磁気における｢活動｣の生産物、｢磁気の統一｣、両極の｢中性｣が初めて、｢形態｣であ

る。これが、｢結晶｣(Kristall)である。このような｢形態｣は、｢無限な形式と物質性の中性｣

(E § 315 Zu. P1)であり、相互に必然的な両極である磁気においてはなかった合目的性がこ

こにある。即ち、それは、｢形式の原理｣によって内から規定されている個物である(ebd.)。

このような個体化によって、｢力学｣から｢物理学｣への移行のように、｢物理学的な特殊化｣

へと移行がなされる。これが、b. ｢個体的物体の特殊化｣である。

②個体的物体の特殊化と電気

｢個体的物体の特殊化｣は、光(と物質との直接的統一)と物の相関における 4 大元素の働

きであり、4 大元素は、光を前提としながら物を目指す(個体的物体は 4元素の統一である)

のである。こうして、ここで、4 大元素との関係において、｢色｣、｢香り｣そして｢味｣、｢電

気｣が展開される15。その結果、色が｢形態｣と光との関係として登場するのに対して、｢電

気｣においては、光が、物体の｢実在的な自己性｣(§ 323)として現れてくる。この光は、｢そ

れそのものにおいて差別的な光｣(ebd.)である。勿論、光そのものは｢無差別な光｣(§ 324)で

あるが、それが、電気的な両極の｢区別の止揚｣(ebd.)として生じ、このような過程全体が、

｢差別的な光｣なのである。こうして、｢電気は、自分自身と差別的であるところの無限な

形式であり、そして、このような諸差別の統一である;｣(ebd. Zu.)。このような電気におけ

る｢光｣の統一は、(｢形態｣における)｢形態｣からの自由を示しており、磁気が形態化の原理

であるのに対して、(時間が空間形成の否定性として出現したように)電気はその対自的活
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動性である16。それ故に、電気において、両極は、それだけで存在する。従って、磁気が

空間的形態形成の原理であるならば、電気は時間的形態形成(＝過程)の原理であろう。こ

うして、次に、磁気と電気の統一、｢形態｣(磁気)と、自己性である｢電気｣との統一として、

｢化学的過程｣が、登場する17。

③化学的過程

対立の両極は、｢磁気｣において形態から分離できないものであり、そして、｢電気｣にお

いても分離した極へと高められはしたが、まだ観念的なものであった。この対立の両極が、

化学的過程においては、｢物質的特殊化｣(E § 324 Zu. P10)において定立され、｢化学的に差

別的な物体｣(§ 309)とその関係となっている。このような実在性は、｢光の身体｣(§ 325)であ

り、必然的に、その諸契機は過程へと入る。このように、｢抽象的な純粋な自己性、光原理｣

(ebd.)が｢過程｣へと移行することによって、｢光｣は、その｢実在性｣において(一応の)実現に

至っている。それ故に、これらの過程の結果として生み出される総体性、形態は、｢実存在

から形成されたもの｣となっており(これが有機体の自己形態形成へと繋がる)、化学的過程

は、｢物体をその諸契機として持っているところの個体性、自身を総体性として実在化する

もの｣(§ 309)である。

化学的過程においては、｢特殊な諸物体全体｣がその諸契機となっていることそのものが、

その個体性となっている(§ 326)。従って、化学的過程において、｢区別されたものを同一的

に定立すること｣と｢差別化すること｣がその規定をなす。この運動において、｢化学的過程

は、確かに、一般に、生命である｣(§ 335)が、その同一化と差別化は相互に｢中断｣している

(目的的過程になっていない)ため、まだ、生命ではない18。だが、化学的過程において、

｢直接的な諸前提｣である｢無関心的に存立する物体的なもの｣が｢否定されたもの｣あるいは

｢個体性の契機｣として定立される(§ 336)ことによって、｢非有機的自然は、自分自身を無化

し、そして、無限な形式[｢純粋な没物体的な個体性｣(ebd. Zu.)]のみを、その真理として示

す｣(ebd. Zu.)。その結果、次に、｢有機体｣が、｢持続するものとなされた化学的過程｣(E § 

335 Zu.)として登場することになる19。

4.1.2. ｢有機体｣への移行と｢光｣の自己還帰

冒頭で述べたように、物理学の展開は、光の太陽系と重さの太陽系との展開であった。

当初、直接的に一致していた両者は、｢特殊な個体性｣において 2 つの総体性の(反省的な)

相関として定立され、次に、この｢自由な総体性｣において統一されることによって、外的

な総体性は内的な総体性の顕示としての意味を持っている。形態においては、(必然性とし

ての)個体性が、物体的形式において(実体)、4 大元素として顕示されており、色・香り・

味・電気においては、4 大元素の働きに媒介されて、物体が、個体性と相関していた。最

後に、化学的過程においては、個体性に媒介されて、4 大元素が、諸物体と相関している。

即ち、それぞれの物体が、或る元素という規定を持ち、相互に連関している。

このような個体性は、物理学の領域において、光として登場したものである。しかし、

その展開の中では、これは異なった意味を持っている。これらの相関において媒介の働き

をしてきた必然性としてのこの個体性は、もともと本来的には、有機体において登場して

くるべき｢主観性｣である。個体性は、自由な個体性として花咲かせ、この必然的なものが、
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自由となることによって有機体の主観性となる。この主観性は、それだけでそのものとし

て定立された光の自己還帰である20。しかし、これこそが、かの光の太陽系を介して重さ

の太陽系を形成した主体なのであり、この働きが、｢有機体｣において本来的に登場する。

4.2. 有機体の概念とその展開

有機体が展開される｢有機的物理学｣は、自然哲学の第 3部門である。この有機的物理学

は、A.｢地質学的自然｣、B.｢植物的自然｣、C.｢動物的有機体｣と区分されている。まず、｢有

機体｣の概念から考察していこう。

4.2.0. 有機体の概念

｢有機的物理学｣の最初に、ヘーゲルは、まず、｢有機体｣の概念を次のように述べている。

｢物体の実在的総体性は、個体性が特殊性あるいは有限性へと規定され、そして、この

同じものを否定し、そして、自身へと還帰し、過程の最後において、始元へと再び自

身を回復させるという無限な過程としては、これと共に、自然の第 1 の観念性への高

揚である, しかし、それは、満たされた、そして、本質的に、自身へと関係する否定

的統一、自己的そして主観的統一として生じた。従って、理念は、実存在へと、さし

あたって、直接的な実存在、生命へとなってしまっている。｣(GW20. §. 337)

このように、自然は、｢有機体｣において、その｢第 1 の観念性｣へまで到達した。この｢自然

の第 1 の観念性｣は、｢生命の理念｣を意味している。まず、このことから考察を始めたい。

(1)｢生命の理念｣と自然における生命

ヘーゲルは、『大論理学』｢理念｣の｢生命｣において、(外面性から区別された概念に対す

る) 生命あるものの｢客観性｣が｢有機体｣であると述べている21。つまり、｢有機体｣は、生命

そのものではない。自然哲学において展開されている｢有機的物理学｣の対象についても、

｢自然の生命として、存立の外面性へと投げ出されており非有機的な自然においてその制約

を持っている限りでの生命｣(GW12 das Leben P2)と、｢生命｣の導入部において言及されてい

る。そして、このような生命は、｢外面性が自身へと至ってしまいそして自身を主観性へと

止揚することによってその外面性から到達されるところの最も高い段階として現象する｣

(ebd.)とされる。これが、ここでの考察の対象である｢有機体｣であるのだが、このことが、

同時に、｢自然の限界｣を示している22。即ち、自然における｢生命｣の理念への還帰は、｢生

命の理念｣への還帰であって、自らを自然として外化した｢絶対的理念｣への還帰ではなく、

従って、自然のその本来の根源的始元への還帰ではない。この自然の｢限界｣によって、自

然は、｢精神｣へと移行する。

このように、自然哲学においては、有機体として、｢存立の外面性へと投げ出されてお

り非有機的な自然においてその制約を持っている限りでの生命｣が展開される。このような

｢有機体｣としての生命の規定についてさらに考察したい。

(2)｢概念｣の実現としての有機体

上のように、自然は、｢生命｣の理念へまで到達した。それは、｢満たされた、そして、

本質的に、自身へと関係する否定的統一、自己的そして主観的統一として生じた｣(§ 337)の

であり、｢物体の実在的総体性は、個体性が特殊性あるいは有限性へと規定され、そして、
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この同じものを否定し、そして、自身へと還帰し、過程の最後において、始元へと再び自

身を回復させるという無限な過程｣(ebd.)である(vgl. § 336 auch.)。即ち、有機体は、｢実在性

へと至ったところの概念｣(E § 336 Zu.)である。このように、ヘーゲルは、力学を存在論、

物理学を本質論、有機的物理学を概念論に対応させているのであるが(Zu. vor E § 275)、自

然における概念の出現は、有機体という理念において現れて来る。

(3)｢主観性｣としての生命と｢生命あるもの｣としての有機体

しかし、この｢有機体｣において、本来的に、｢主観性｣がある23。主観性とは、他者にお

いて自身に留まっていることであるが、これは、概念が、その 2 重の反省構造、円環の円

環構造において、自身を他者へと差し入れ外的な総体性を形成しながら、自分自身におい

ても自己内反省していることを意味している。生命においては、これが、有機体という他

者(客観)へと主観が自身を差し入れる形で実現している(｢それに応じて有機的なものが個別

的なものとしてあるところの主観性は、自身を、客観的な有機体、相互から区別されてい

るところの諸部分へと分枝化する身体[Leib]としての形態へと展開させる。｣(§ 343))24。そ

して、このような全体が、｢生命あるもの｣としての有機体である。それでは、この有機体

の諸展開を見ていきたい。

4.2.1. 有機体の展開 ― 鉱物と植物

ヘーゲルは、有機体を、｢地質学的有機体｣(der geologische Organismus)、｢植物的有機体｣

(der vegetabilische)、｢動物的有機体｣(der animalische Organismus)と展開する(§ 337)25。そこ

で、まず、この展開の意味するところを考察したい。

(1)｢有機体｣の諸展開

ヘーゲルは、｢地質学的有機体｣の最初の節である§ 338 において、｢第 1 の有機体は、そ

れがさしあたって直接的な有機体あるいは即自的に存在する有機体として規定されている

限りですでに、生命あるものとしては実存在していない;｣(§ 338)としながら、自然におけ

る生命の本質を述べている。

生命は、その本来の運動を、｢主観そして過程として｣、｢自身を自身と媒介する運動｣

(ebd.)とするものである。この本来的運動は、植物(特)-動物(普)-鉱物(個)という 3 重の推論

の第 3 の推論において表現される。この図式は、動物の主観的普遍性が、自身を、植物と

鉱物へと根源分割し、それにおいて自ら両者を統一していることを意味しているが、これ

は、｢主観的な生命｣(植物)から見ると、｢自身をその前提へとなすこと、自身にそのように

直接性のあり方を与えること｣(ebd.)であり(上の結論命題、植物(特)-鉱物(個))、｢自身に直

接性においてその生命の制約と外的な存立することを対抗させること｣(ebd.)を意味してい

る。

自然における理念の展開において｢有機体｣が出現することも、このような判断である

(｢主観的生命性とさらには精神的な生命性への自身においてある自然理念の内化は、自身

とかの没過程的直接性への判断である｣(ebd.))。しかし、この判断は、自然における 3 重の

推論の先行する 2 つの推論を前提として行われている。即ち、自然は、第 1 の推論：動物

(個)-鉱物(普)-植物(特)と第 2 の推論：鉱物(普)-植物(個)-動物(特)26を、それぞれ、｢力学｣の

総体性、｢物理学｣の総体性として、自身の前提として形成してきたのであり、それらが、
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それらの媒語であり自然における本来的推論である第 3 の推論：植物(特)-動物(普)-鉱物(個)

において統一されることになる27。

このような自然における展開が、｢有機体｣の中で繰り返されたのが、鉱物、植物、動物

の有機体の展開である。これらは、それぞれ、上のように、鉱物：動物(個)-鉱物(普)-植物

(特)、植物：鉱物(普)-植物(個)-動物(特)、動物：植物(特)-動物(普)-鉱物(個)という推論図

式28を持っており、それぞれの有機体の内部では、形態化(個体化)の過程、同化の過程、類

の過程という 3 つの過程を形成する。

(2)｢地質学的有機体｣とその展開

それでは、｢地質学的有機体｣の展開から、｢有機体｣の展開を見ていきたい。

①｢形態｣、｢生命の普遍的像｣としての地質学的有機体

｢有機体｣は、さしあたって、｢地質学的有機体｣であり、それは、｢形態、生命の普遍的

像｣(§ 337)と規定される。そして、これは、上の§ 338 において、次のように言われている。

｢このような、主観的な総体性によって自身に前提された直接的な総体性は、ただ、

有機体の形態にすぎない, ― 個体的物体の普遍的な体系としての地球体[Erdkörper]で

ある。｣(GW20. §. 338.)

まず、このことの意味を｢地質学的有機体｣の文脈において考察したい。地質学的有機体は、

｢ただ直接的にすぎない理念としての生命｣(§ 337)である。しかし、これは、｢非-生命｣であ

り、物理学の展開によって定立された総体性、即ち、力学の総体性と物理学の総体性との

統一としての総体性である。この総体性は、上で見たように、本来的には、その第 3 段階

である動物的有機体を意味している。しかし、これが、ここで、(現存在の推論としての)

第 1 の推論：動物(個)-鉱物(特)-植物(普)の推論図式に従って、その外面性に即して登場し

て来ている。即ち、個別的なものとして前提された生命(動物)の現存在である。従って、

｢有機体｣の第 1 の段階である｢地質学的有機体｣は、｢形態｣、｢生命の普遍的像｣として現れ

てくるのである。これが、｢地球体｣であり29、このことが、上の§ 338 の引用の意味である。

②｢地質学的有機体｣における諸過程

この地球体は、｢普遍的｣有機体である。さらに、｢地質学的有機体｣の展開において、こ

の｢地球体｣が分化され、諸大陸、そして、諸鉱物と展開されていく30。このような｢地質学

的有機体｣の展開は、｢個体的な形態化｣(§ 343)の展開であるが、しかし、｢地質学的有機体｣

は、｢観念性のない形態化することの単なる体系｣(ebd. Zu.)であるとされる。即ち、｢地質学

的有機体｣の展開は、確かに、｢個体的な形態化｣であるが、それは、地球体という｢地質学

的有機体｣全体の体系において、個体化・形態化される当のものの外からの諸威力によって、

個体化・形態化がなされるのである。

それぞれの｢有機体｣の本来の展開は、形態化(個体化)の過程、同化の過程、類の過程で

あるが、植物的有機体や動物的有機体と異なり、｢地質学的有機体｣においては、これらの

諸過程において十分に展開されているとはいえない(§ 338 から§ 340 までの展開は、形態化・

個体化の過程と言えるとしても、同化と類の過程は、あるとしても、§ 341 と§ 342 にわず

かに触れられているに留まるだろう)。これは、｢地質学的有機体｣において、それらの過程

が、一つの過程において同時に展開されているものであるからであろう。即ち、地球体、
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諸大陸、諸鉱物という展開は、形態化・個体化の過程であると同時に、他の諸威力を受け

いれる同化の過程であり、これは、(ここでそもそも個体からの個体の再生ではないが、)

同時に、個体を生み出す類の過程でもあるということである31。

③｢地質学的有機体｣における主観性と｢生命を入れられた有機体｣への移行

しかし、このような外的な諸威力の中心点で｢生命性｣が輝くことになる(§ 341)。上のよ

うな展開・分化の結果、｢地質学的有機体｣は、｢主観性｣へと到達する。上の｢形態化｣の結

果である生命の｢結晶｣(ebd.)は、｢死んでいるもの｣であるが、分化の結果として、自身へと

還帰した｢地球体｣として、(空気、火、水、土の元素過程、｢気象学的過程｣によって、)｢生

命性｣(ebd.)という中心となる。これは、還帰したものとして、｢点的なそして一時的な生命

性｣(ebd.)であり、まだ、｢客観的有機体｣をその外部に持っているが、このような分離が、

｢生命を入れられた[belebten]有機体｣(§ 342)へと止揚される。これが、｢植物的有機体｣であ

る。

(3)｢植物的有機体｣とその展開

それでは、この｢植物的有機体｣とその展開を見ていこう。

①｢植物的有機体｣の概念

植物的有機体が初めて、｢主観的な生命性｣、｢生命あるもの｣である(§ 337)。即ち、｢植物

的有機体｣において、｢主観性｣が、｢それに応じて有機的なものが個別的なものとしてある｣

(§ 343)とされる。この｢主観性｣の登場が、植物的有機体を特徴付けるものである。それに

よって、植物は、｢自身を、客観的な有機体、相互から区別されているところの諸部分へ

と分枝化する身体[Leib]としての形態へと展開させる｣(§ 343)。このような｢展開｣は、本来、

概念の展開に応じるものであり(点(種)、線(茎)、面(枝)、そして丸(花))、有機体は、自身を

その諸契機へと区別しながら自身へと還帰していることによって一つの｢個別的なもの｣

(ebd.)となっている。

しかし、植物は、まだ、｢特殊な形式的主観性｣(§ 337)、｢ただやっと直接的にすぎない主

観的な生命性｣(§ 343)であり、あるいは、植物において、｢客観的な有機体とその主観性は、

まだ、直接に同一的である｣(ebd.)である。従って、植物においては、まだ、(動物における

ような)｢有機体｣本来の概念的展開は実現していない。それによって、｢植物的主観の分枝

化と自己保存の過程は、自己外へ至ること、そして、幾つかの諸個体へと崩壊すること｣

(ebd.)である。即ち、植物の成長は、蕾、枝などの諸部分へとバラバラになることである。

これらの諸部分は、それぞれ全体であり、それらの差別は、｢表面的な変容

[Metamorphose]｣(ebd.)にすぎない。そのため、諸部分から容易にまた全体へと移行しうる32。

植物は、本来概念諸分枝である諸部分へと崩壊しており、植物の形態化過程において、そ

れぞれの諸部分が、動物のようにもともと総体性として展開するのではなく、バラバラに

展開され、出現あるいは消滅する。

植物的有機体は、(反省の推論である)鉱物(普)-植物(個)-動物(特)の推論図式を持っている。

このため、植物は、鉱物即ち大地を前提として、反省的に、動物へと向かう。植物は、言

わば、悪無限的に成長する特殊的な有機体であり、そして、その諸部分もまた、全体から

切り離されても、そのまま全体になるべく成長するバラバラの特殊性である。これが、す
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でに個別へと至っている動物的有機体との違いである。｢分枝化された身体は、植物のもと

で、従って、まだ、魂の客観性ではない; 植物は、自身にとってまだ客観的でさえない｣(E 

§ 344 Zu. P1)。植物は、大地と光との間にある特殊性、あるいは、非有機的自然と類との間

にある特殊性である。あるいは、植物は、根と蕾を繋ぐ茎である33。

②植物とその自己としての｢光｣

・植物の自己の探究

｢光｣は抽象的な｢主観性｣である。上のように、植物は、まだ真には｢主観性｣を持たず｢個

別的なもの｣ではない。従って、植物は、その自己を、その外なる｢光｣として探究する

(ebd.)。植物は、｢反省の段階｣(E § 337 Zu. P5)であり、その本来の｢自己｣を、光として、自

身の外に持っている。植物の成長あるいは運動の原理は、植物の外にある。｢植物は、むし

ろ、光から、そのそれに外的な自己としての光から引きちぎり出され、諸個体の多性へと

枝分かれしながら、光に向かって巻き登る｣(§ 347)のである。

・植物における光としての｢花｣

こうして、植物は、芽(点)、気質繊維(線)、葉(面)と成長する。しかし、その終着点、｢花｣

(表面→立体)において、再び、｢自己｣(光)と出会う34。｢花｣は、植物におけるその自己(光)

との同化であり(E § 348 Zu. P1)、植物は、｢花｣において、｢光｣を受け、そして、それを、

自らに｢固有な自己｣として、即ち、｢色｣として生産する(§ 348)。このように、｢花｣は、植

物における分裂、その外面性と内面性との接点、媒語である。それ故に、｢花｣は、植物に

おける再生の契機として、植物-動物-鉱物の推論図式を持つ動物的なものである。しかし、

植物は、その自己還帰において、｢自己｣を、｢外面性に対する内的な主観的な普遍性におい

て｣は結果として持つことはなく、それ故に｢自己感情｣へも至ることはない(§ 347)。これら

の事情は35、植物は、｢花｣において、いわば外的に｢感情｣を持つことを意味している。植

物は、｢光｣に触れることによって、｢自己｣を外に輝かせる36。

こうして、花は、(悪)無限的に成長しようとする植物の結び目である(E § 350 Zu. P1)。こ

のように、植物は、鉱物(普)-植物(個)-動物(特)として、｢反省の段階｣の有機体として、大

地(根)と花(光)との間を繋ぐあるいはそれらの間で引き裂かれる｢茎｣である。このような植

物のあり方を、ヘーゲルは、｢中和の領域｣、｢水の領域｣(E § 337 Zu.)とも呼んでいる。植物

は、自らを引き裂く｢非有機的自然｣の諸威力に｢無力｣な中間なのである。

③｢植物的有機体｣における諸過程のあり方

植物の過程も、｢有機体｣の 3 つの過程、形態化、同化、類の過程を持っており(｢生命性

であるところの過程は、それが唯一の過程であると同じ程度に、諸過程の 3 性へと自身を

バラバラになす(§. 217-220.)｣(§ 346);これは｢生命｣の理念の展開である)、ヘーゲルも、それ

を、§ 346-8 と展開している。しかし、ヘーゲルは、｢個別的個体の形態化と再生の過程は、

このようなあり方で、類の過程と一致し、そして、新たな諸個体の多年性の生産すること

である｣(§ 344)、あるいは、｢形態化過程と同化過程は、すでに、それ自身、再生、新たな

固体の生産である｣(§ 348)と述べている。このような｢形態化の過程｣と｢再生の過程｣と｢類

の過程｣の一致は、植物の、枝、蕾への｢形態化｣が、即ち、新たな個体を作り出す｢再生｣、

類の過程でもあることを意味しており、また、これは、自己の新たな部分的個体の再生に
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おいて自己を維持する｢再生｣でもある。植物の形態化は、｢根源的な同質性｣の｢再生｣(§ 

345)なのである。

4.2.2. ｢動物的有機体｣への移行

しかし、植物の過程の全体において、概念においては、｢さしあたって諸個体としてある

ところの諸部分を、また、媒介に属しそして媒介における一時的な諸契機としても、従っ

て、植物的生命の直接的個体性と相互外を、止揚されたものとして示すこと｣(§ 349)、即ち、

｢自分自身と一致する個体性｣(ebd.)、本来的な｢主観性｣が定立されている。このことは、もっ

ぱら、再生の過程においてあろう。動物は、いわば、他から独立しあるいは他を含むこと

によって自由になった花である(vgl. E § 350 Zu. P1.)。

これでもって、｢植物的有機体｣は、｢動物的有機体｣へと移行する。それでは、次に、章

を改めて、｢動物的有機体｣を主にその主観性の実現に限定して論じていきたい。

4.3. ｢動物的有機体｣と自然の中の精神

｢動物的有機体｣が初めて、｢個別的具体的主観性｣(§ 337)を持つ。ここでは、この本来的

な有機体である動物的有機体、そしてその精神との関係を自然全体の観点から考察してい

きたい。

4.3.0. ｢動物的有機体｣の概念

ヘーゲルは、｢動物｣の概念を、C. ｢動物的有機体｣の冒頭において(§ 350)、上で見た｢有

機体｣一般の概念と同様のことを述べ、それを、｢動物的本性｣(ebd.)としている(vgl. § 337 

auch.)。｢動物｣は、植物(特)-動物(普)-鉱物(個)の推論図式を持っており、ここで、｢動物｣の

普遍性は、｢主観的普遍性｣(ebd.)となっている。これが、有機体本来の推論図式であり、そ

れがここで実現しているのである。｢自然｣は、この動物において、その最高の形式を獲得

した。

(1)自己運動

この｢動物的有機体｣の特質として、｢自己運動｣と｢自己感情｣が挙げられる。ヘーゲルは、

§ 351 において、｢光｣との類比において、動物の｢主観性｣を、｢光が重さから救い出された

観念性であるように、実在的な外面性から取り出されたものとして、内的な偶然に応じて、

自分自身から、自身を場所へと規定するところの自由な時間｣(§ 351)37と規定する。

光は、抽象的な主観性として、(機械論の 3 重の推論である)｢重さの体系｣においてその

一つの契機として実在化されていた｢時間｣が｢光｣への移行において一つの総体性として｢自

由｣になったものであり38、この意味で、｢光｣は、｢自由な時間｣である。しかし、そうであ

りながら、動物の主観性は、(自己還帰した｢光｣、自覚的な｢光｣として、)｢自分自身から、

自身を場所へと規定する｣ことによって自身の場所(位置)を自己規定する。こうして、動物

は、動く39。

(2)｢自己感情｣と｢光｣の自己還帰

さらに、動物は、｢感情｣を持つ。これは、｢規定性において直接に普遍的な単純に自身

の許に留まっているそして自身を保持する個体性｣(§ 351)である｢規定されていることの実

存在する観念性｣(ebd.)である。植物が、｢光｣を探究する有機体であったのに対して、動物
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にとって、｢光｣は、もはや、そのような探究する対象ではない(｢動物において、光は、自

分自身を見出した｣(E § 350 Zu.;vgl.E § 362 Zu.P2 auch))。動物の主観性は、むしろ、自己還

帰した光である。このような｢自己に対しているところの自己、― 両者を通り抜けるとこ

ろの、諸区別の実存在する統一｣(E § 350 Zu.)として、動物は、｢自己感情｣を持っている。

こうして、光は、外化され一面的となった自己感情である。

4.3.1. ｢動物的有機体｣における推論図式と自然

述べたように、｢動物的有機体｣は、(必然性の推論である)植物(特)-動物(普)-鉱物(個)とい

う推論図式に従う。この推論図式が、｢有機体｣における本来的推論図式である。そして、

この推論図式において、さらに、地質学的有機体と植物的有機体と同様に、3 つの過程を、

3 つの推論として持っている(§ 352)。この、｢形態｣の過程、｢同化｣の過程、｢類の過程｣を、

ヘーゲルは、この｢動物的有機体｣においては、(表題においても区分しながら;第一版を除

く)詳細に論じている。

これらの諸過程は、動物において初めて本来的な連関を持っている。それは、｢類の過程｣

が、動物的有機体において初めて本来的である(E 348 Zu.)ことによる。｢類の過程｣が、動

物の本来的過程として動物の諸過程を支配しそれらを構造化する。これによって、動物の

諸過程において、形態の質的構造化と同化の量的構造化が、｢類の過程｣における限度的構

造において統一されている。動物は、有機体の最高段階であると同時に、自然における最

高段階である。動物における諸過程は、自然における諸推論全体に他ならない。動物は、

まさに、｢小宇宙｣(E § 350 Zu. P1)なのである。

ヘーゲルは、自己感情を同化の過程において展開する(§ 357)。それ故に、｢類の過程｣に

おいても自己感情が登場するとしても、｢類の過程｣は、主観性そのものにおける過程とし

て、むしろ自我に近いものが出現する過程と言える。それは内と外のただ直接的な統一で

はない。これ故に、動物は、自ら｢死｣へと赴きもする(§ 375)。しかし、ヘーゲルによれば、

動物は自己感情に留まり自我へとは至らない(E § 24 Zu. u.a.)。｢自己感情｣が動物における

最高の主観性である。本来的精神の存在である人間の自我は、自然においては、特に｢類の

過程｣において完成された有機体としてのその全体において初めて出現すると言えよう40。

それでは、最後に、自然へと射し入り宿りこんだ精神としての主観性の自然における働

きについて考察したい。

4.3.2. 有機体の主観性と精神

(1)宿り込んだ精神としての有機体の主観性

有機体の主観性は、自然の中に差し入れられた精神である41。この有機体の主観性は、

動物の自己感情である(｢しかし、とりわけ、感情を、規定性において直接に  普遍的な単純  

に  自身の許に留まっているそして自身を保持する  個体性として持っている; 規定されてい

ることの実存在する観念性。｣(§ 351))。生命は、主観性をその中心に置き、その物理学的

総体性(形式)と力学的総体性(物質)とを統一することによって、自身を有機体へと客観化す

る。それと同時に、この主観性は、有機体の中で、自己感情として規定されている(人間に

おいてはさらにこの自己感情の中心に自我が輝いている)。｢生命あるもの｣において、精神

の世界におけるこのような主観性の連鎖が入り込んでいる42。
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(2)有機体の主観性の道具としての光

さて、光は、外面的な自己であり、外なるものとなった主観性であった。この光を主観

性との関係において論じたい。

①光と 4 大元素の働き

4 大元素は、物質の内と外の統一(限界)である光を通して、その内側から43世界を規定す

る力である。見たように、この 4 大元素を介して、｢自由な個体性｣において、物体と主観

性との相関が、色、香り、味として定立された。これと同じ働きを、動物は、それ自身の

過程の中に持っている。即ち、(理論的過程としての)｢同化｣の過程である。これによって、

動物は、色、香り、味などの感覚を持っている。動物の感覚において、4 大元素の働きが

ある。このとき、光そのものは、主観を物体的に規定する直接的自己感情であり、これは、

感覚としては触覚である。

②主観性の道具としての光

動物は、｢見る｣(vgl.E § 362 Zu.P2)ものであり、このことにおいて、光は自身に還帰して

いる。しかし、この感官において規定される特殊的規定は、自身を止揚しなければならな

い。この衝動は、本能として、その内容を持っている。同化の過程においては、光は、類

を目指す特殊的(種的)な無限進行を行なうにすぎない。しかし、この無限進行が、光の体

系を結果する44。この光の体系が、諸感官や諸本能的行動範型である。この体系は、類の

主観性に奉仕するものとして位置付けられる。この本来的主観性における過程、｢類の過程｣

における再生は、主観性が、個体的な光を介して自身を物体化するプロセスである。即ち、

主観性が、気象学的過程や化学的過程をコントロールすることによって、物質的世界にお

いて自身を物体的に実現する受動的かつ能動的過程である。ここにおいて、有機体は、光

の体系と重さの体系の直接的統一としての形態であるだけでなく、光の体系によって重さ

の体系を支配するものとなっている。個体性は、このような自らを道具として立てたとこ

ろの主観性なのである。

このように、精神は、自然の中に根を降ろすことによって、自然を構造化しているので

あり、そして、このような形で、冒頭に論じた太陽系の 2 重構造、2 重の反省構造は、自

然の 3 重の推論体系として自然において実現しているのである。

4.4. 結論

有機体は、その｢類の過程｣によって、自ら｢死｣に至る45。これによって、｢精神｣が登場

する(§ 376)。｢類の過程｣は、自然における主観性本来の過程である。しかし、｢類｣は、個

体において実現しているとしても、自然においては、この｢類｣が個体化しているわけでは

ない。このような｢類｣は、やはり、自然的なものに留まるのである。しかし、本来的な｢精

神｣は、このような｢類｣を越えて、自らを個体化する(小林 2002.3)iii。｢人間｣は、精神にお

いて個体的なものであり、従って、人間の魂は、死を超えて自身を維持する。勿論、人間

も自然においては或る有機的なものである。即ち、人間の魂も、動物と同じ様に、個体的

な光の総体性を介して物質的総体性を形成・維持することによって、自然に宿り込み、動

iii 本論文 5.1.3。
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物的自己感情を獲得している。しかし、動物的自己感情は、個体的なものとしては、動物

の精神的没個体性によって、言わば、自然における精神的個体性あるいは｢自我｣の模造、

あるいは、自然という洗濯機によって掻き回された結果としての中心のごときであり、自

発的中心ではない。従って、動物的自己感情に留まることは人間のあり方ではない。人間

は、自然にあっても、動物的自己感情を克服し、自ら止揚することによって、人間なので

ある。

このように、理念は、(自ら根源分割した)自然の世界と精神の世界の区別において、主

観性(あるいは光)の連鎖を自然へと深く根を降ろさせることによって、自然を構造化し、

諸々の有機体を存立させると共に、その総体性を形成させる。そして、このような自然と

精神と論理的なものの世界の壮大な円環の中で、自然のみでなく、精神自身の完成もなさ

しめるのである。これが、冒頭に掲げた 3 重の推論としてのヘーゲルの哲学体系の意味で

ある。
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4 章の註

1 本論文 1.1,1.2 。
2 光は、いわば、内の世界と外の世界の境界(限界)である。

3 ｢物理学｣は、論理学の｢本質論｣に対応している(Zu. vor E § 275)。
4 この 2 重の反省構造の意味は、後で、有機体の｢主観性｣として考察する。

5 これが｢響き｣である(｢このような満たされた自己性を、私たちは、響きとして見るだろう。｣

(E § 291 Zu.))。そして、その上で、｢物質的なものとの統一において、響きは、形態であ

る。｣(ebd.)
6 この諸元素(4 大元素)の展開は、空間の点、線、面、(表面)の展開と同様にしばしば出現する。

後者が、まさに、(形態などので現れる)空間的展開であるのに対して、前者は、主に、その

対自的展開、時間的展開において出現する。

7 B.｢特殊な個体性｣は、論理学の｢本質論｣においては特に｢反省の相関｣に関連する。そして、

ヘーゲルが自然哲学の始めに規定している｢II. 特殊性の規定においてある。その結果、実在

性は、内在的な形式規定と共に、そして、その実存在する差異において定立されている。そ

の自己内存在が自然的な個体性であるところの反省の相関,―物理学｣(§ 252)は、特にこの領

域に関連していよう。また、｢凝集は、相互を止揚する諸規定の交代、物体のそれ自身にけ

る内的な振動することとしての一つの観念性｣となるが、これが、｢凝集の単なる観念的な止

揚すること｣としての｢実存在する観念性｣(§ 291)としての｢響き｣(Klang)である。なお、｢重さ

が被るところの規定性は、a.抽象的に単純な規定性であり、そして、それと共に、それにお

ける単に量的な関係としてある,―比重; b.質料的な諸部分の関係の特殊なあり方,―凝集であ

る。c.質料的な諸部分の対自的なこのような関係、実存在する同一性として、しかも、α)た
だ観念的な止揚することとして,―響き; β)凝集の実在的な止揚することとして,―熱｣(§ 
292)。なお、第一版では、この B.｢特殊な個体性｣の内容は、C. INDIVIDUELLE PHYSIK.の
a) DIE GESTALT.の中に混在的にある。

8 こうして、｢重さからの自由が現前している｣(E § 290 Zu.)こととなる。また、ここで、｢相互

外が、[...]自己内存在によって規定されている｣(ebd.)。vgl. 註 5 auch.  なお、§ 292 において、

｢響き｣は｢熱｣と共に、｢特殊的な個体性｣の第 3 段階とされている。

9 ｢響き｣は、物体が打たれることによって現象する自己内存在であるが、それは、光のように、

自由となった空間と時間と言える。これは、さらに、｢動物｣の声として、その恣意に基づい

て空間と時間を支配するものとなる(さらには言語として思惟の形式となる)。
10 響きは観念性であるが、このような相関においては、この観念性そのもの(主観性)は定立さ

れていないし、媒語ともなっていない。響きは物体の総体性と諸元素の総体性との相関とし

て現象することによってこの観念性を表現する。さらに、｢響き｣がこのような観念的な観念

性、｢凝集｣の｢ただ観念的な止揚すること｣(§ 292)であるのに対して、｢熱｣は｢質料をその没

形式性、その流動性へと自身を回復させること｣(§ 303)として、｢凝集｣の｢実在的な止揚する

こと｣(§ 292)である。そして、相関両項の統一として｢形態｣が出現する。

11 ｢現実性｣は、(｢現象｣において展開された)｢内なるもの｣と｢外なるもの｣との統一として登場

する。

12 ｢自由な個体性｣の展開、｢形態｣、｢色｣・｢香り｣・｢味｣・｢電気｣、｢化学的過程｣は、有機体に

おいて、形態化、同化、類の過程という 3 つの過程に対応するものである。これらは、個体

性のふさわしいあり方での｢顕示｣である。しかし、これら 3 つは、｢有機体｣のようには、統

一されていない。

13 自然哲学の始めに展開されている点、線、面という空間の展開は、ここでのように、各所で

登場する。

14 ヘーゲルは、｢凝集｣と｢磁気｣を区別し別の段階として論じているのではあるが、シェリング

を引きながら両者を対応させている。

15 b. ｢個体的物体の特殊化｣は α)｢光への関係｣,β)｢特殊な物体性における区別｣,γ)｢特殊な個体性

における総体性;電気｣と区分されている。なお、物理学の内部において、形態が A.｢普遍的

な個体性｣(光、諸元素、元素過程)という個体化に対応しているように、この｢個体的物体の

特殊化｣は、B.｢特殊的な個体性｣(比重、凝集、響き、熱)という諸物理的特殊性に対応してい

131



る。そして、後で述べるように、これは、また、有機体の同化の過程において、諸感覚(5 感)
や欲求,本能となるものである。

16 磁気においては、その両極は、｢まだ端的に主観[主体]の一者のもとで結ばれている｣(E § 312 
Zu. P1)にすぎず、｢それらの対立はまだ自立性として現前していない｣(ebd.)ものであり、単

極のみでは存在しない。

17 vgl. E § 326 Zu. P2. ｢磁気｣と｢電気｣は、化学的過程の 2 つの側面であり、化学的過程がそれ

らの総体性である。光は、自身から自由に(対自的に)なった空間と時間であるが、この光が、

今、化学的過程の中で磁気と電気において(物における定立として)実現している。電気、磁

気、化学過程の同等性は、OerstedやGalvani からのものであろう(vgl. E § 324 Zu.)。
18 化学的過程において、区別から同一性への過程と同一性から区別への過程がバラバラに定立

されている。化学的過程は、物(物質と光との統一)を中心とした、結晶化であるか元素化で

あるかである。これらの統一は、かの｢反省｣の展開がその内的な必然性において定立された

ことを意味する。これが概念である。

19 こうして、｢概念が、それに対応する実在性において定立されている;｣(§ 336)のであり、｢有

機体｣は、主観性を持つ。化学的過程は生命ではないが、そこに主観性が舞い降りることに

よって有機体となる。有機体は、主観性の宿った｢総体的な個体性｣である。

20 この還帰は、同時に、(概念が本質と存在の統一であるように)光と空間の統一でもある。こ

こで、光は、それ自身が自身の媒体でもある自己媒介する波動＝粒子として定立されている。

こうして、主観性は、空間的なものとしての光と時間的なものとしての光の統一である。こ

の空間と時間の光との統一、光の自己還帰において、(本来的有機体である)動物は、自覚的

な光そのもの(自己感情)として、自身において、空間と時間を形成する。

21 ｢生命あるものに概念が内在しているのだから、生命あるものの合目的性は、内的なものと

して把握されるべきである; 概念は、生命あるものにおいて、規定された、その外面性から

区別された、そして、その区別することにおいて外面性に浸透する、そして、自己同一的な

概念としてある。生命あるもののこのような客観性は、有機体である;｣(GW12 A. DAS 
LEBENDIGE INDIVIDUUM. P5)

22 ｢自然がその外面性からこの理念へと到達することによって、自然は、自身を越え出て行く。

自然の帰結は、自身の始元としてはなく、そこにおいて自然が自分自身を止揚するところの

自然の限界としてある。｣(GW12 DAS LEBEN P2)
23 自然哲学の始めに、｢自然の理念は、[...] III. 主観性の規定においてある。この規定において

は、形式の実在的な諸区別は、同様に、自分自身に見出されておりそして対自的にあるとこ

ろの観念的な統一へと戻されている。― 有機学。｣(§ 252)とされている。

24 vgl. 註 18. また、目的論においても、｢概念は、自身をその主観性の他者へとなす、自身を客

観化する｣(§ 204)が、このような｢生命あるもの｣は、自己目的としての目的論的なものであ

る。なお、ヘーゲルは、力学、物理学、有機的物理学を、それぞれ、論理学｢客観｣において

展開される、機械論、化学論、目的論に対応させている(E § 337 Zu. P2)。物理学の｢化学的

過程｣におけるような化学論の統一と分裂の過程の全体が、目的論的過程である。

25 ただし、表題においては、A.｢地質学的自然｣、B.｢植物的自然｣、C.｢動物的有機体｣(DER 
THIERISCHE ORGANISMUS.)と区分されている。これは、｢動物的有機体｣が、本来的な｢有

機体｣であることと関係あろう(但し第一版 HE § 262 では、｢地質学的有機体｣、｢植物的自然｣、

｢動物的自然｣;表題は第三版と同じ)。また、E § 337 の補遺では、｢鉱物領域｣、｢植物領域｣、

｢動物領域｣ともされている。

26 これらは、主観性-空間-光、空間-光-主観性、光-主観性-空間と言ってもよいがあえて有機体

における推論図式で示した。これらが、｢力学｣においては、運動-空間-時間、空間-時間-運
動、時間-運動-空間となっていたのは、小林 2006.3(~本論文 2 章)で示した通りである。

27 ヘーゲルは、E § 342 の補遺において、有機体における諸推論(個体化の過程、栄養摂取の過

程、類の過程)を｢3 つの円環の総体性｣として説明し、それぞれ、非有機的自然(特殊)-有機的

なもの(個別)-類(普遍)、有機的なもの(個別)-類(普遍)-非有機的自然(特殊)、類(普遍)-非有機

的自然(特殊)-有機的なもの(個別)とされている。ただし、そこでは、類、非有機的自然、有

機的なものが、それぞれ、普遍、特殊、個別として固定されて諸推論が説明されている(本
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来はそれぞれの推論において異なって割り当てられるべき)。また、それぞれの推論の意味

を考えると、ここで、｢有機的なもの｣(個別)は外面的な意味で使われ、また、｢類｣も単なる

類であるむしろ種の意味で使用されている。そして、類の過程の媒語である非有機的自然が

本来の類であることは明らかである。従って、ヘーゲルが E § 342 の補遺において示す諸図

式は内容的には類(個)-個(特)-種(普)、個(普)-種(個)-類(特)、種(特)-類(普)-個(個)ということに

なろう(ここで｢個｣は外面性の意味)。これは、本文で示した図式に一致するものである。

28 それぞれ、現存在の推論、反省の推論、必然性の推論である。また｢3 重の推論｣については
vgl. [2][3].

29 これは、｢その  概念  を自身の外なる星的  [siderisch]  連関において  、しかし、その特有な過程を

前提された過去として持っているところの地球の死んでいる[todtliegend]有機体｣(§ 341)とも

言われる。

30 ヘーゲルは、花崗岩の中に、概念の 3 性を見ている。

31 このような事情は植物的有機体の場合も同様であるが、植物的有機体では全過程の叙述があ

る。

32 vgl. § 337 u. § 345 auch. また、ゲーテは植物的諸形態を｢葉｣のそれの｢変容｣として見る。こ

れは、植物が、有機体の第 2 段階として、｢線｣の展開、線から面(葉)への進行を目指すこと

に対応していよう。

33 ｢根と葉への形態化することの区別化[Diremtion]は、それ自身、地そして水への方向へと、

光そして空気への方向への、水の吸収へと、葉と樹皮によっても光と空気によっても媒介さ

れた水の同化への区別化[Diremtion]である｣(§ 347)。また、｢これらの諸個体に対して、唯一

の全個体は、むしろ、ただ、諸分枝の主観的統一としての基盤[Boden]にすぎない[od. 諸分
枝の主観的統一である以上に大地にすぎない];｣(§ 343)。即ち、植物の諸分枝は、植物が大地

に根ざして本来の個でないように、植物全体において完全に個ではない(vgl. E § 350 Zu. 
P1)。

34 ｢細胞組織の点的な基礎あるいは最初の芽から、木質繊維の線的なものそして葉の面によっ

て、植物は花と果実において丸の形態へと至った;諸葉の多重なものは自身を再び点へと集

中する｣(E§347Zu.P12)
35 ｢植物が決して本来的に自己へと至ることができないとしても、花は、まさに、それ自身、

このような還帰の契機、対自存在の契機である｣(E § 347 Zu.)こと。

36 いわば、植物にとって、その内部と外部は転倒している。

37 重さに捕らわれた時間が物質であり、それ故に物質的物体は落下するが、その解放が光であ

る。

38 光の展開は、自然全体の推論体系において、空間、時間、運動を契機として使うならば、空

間-時間-運動という推論に対応している。

39 ヘーゲルは、§ 351 において動物の｢声｣と｢熱｣そして｢断続的な栄養摂取｣についても述べて

いる。｢声｣は E § 351 Zu.において｢響き｣との関連で述べられている。｢響き｣は打ち鳴らされ

ることによってしか現象しないが、それが、｢自由な自分自身において振動すること｣、恣意

的な｢響き｣として登場して来ている。これは、｢現実的観念性(魂)として、時間と空間の抽

象的観念性の支配｣(§ 351)としての｢自己運動｣にも関連していよう。そして、動物は、｢諸部

分の凝集｣と｢自立的存立｣とを持続的に解体するものとして、｢熱｣を持っている。有機体は、

そもそも、持続的な化学的過程として登場したきたが(｢形態｣の持続する保持)、E § 351 Zu.
においては、動物は、このような持続する化学的過程において熱を持っていると言われてい

る。動物は、その自己保持において、｢熱｣における凝集と解体(溶解)をも支配しているので

ある。さらに、植物が連続的な｢栄養摂取｣しかを持っていないのに対して(§ 344)、動物は、

｢断続的な栄養摂取｣を持っている。これは、動物が｢個体的なもの｣であるからである。

40 ｢類は、ただ、交尾の過程において、その規定を充たし、そして、それが如何なるさらなる

規定を持たない限り、それと共に死に近づくところの諸個体の没落によってのみ自身を保持

する。｣(GW20. §. 370)
また、ヘーゲルは、｢人間の有機体｣を｢完全な動物｣と見なし(E § 352 Zu.)、それを｢生命性の

最も完全な有機体｣、｢最高の発展段階｣とする(E § 368 Zu. P4)。そして、人間においては、
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その有機体は、｢精神の道具｣となっている(E § 368 Zu. P13)。
41 ヘーゲルにおいて自然と精神は単なる量的な相違ではなく、その体系において、異なった総

体性(世界)を形成する(小林 2004.3, 2004.10; ~本論文 1.1,1.2)。
42 有機体の主観性が内在的であるにもかかわらず、精神との関係においてこのような状況にあ

るのは、｢自然｣の推論構造が、哲学体系の 3 重の推論において、｢現存在の推論｣に留まるか

らである。

43 あるいは外側から。いずれを内あるいは外とするのは観点による。

44 光の無限進行は、光の体系をも重さの体系をも形成する。光の無限進行による太陽系の形成

については、vgl. 小林 2006.12(~本論文 3 章). また、｢自然｣は次のようにも表象できるだろう。

(私たちが考察を始めた)光は、過去から未来への物質的流れと未来から過去への形相的流れ

の衝突点にあたる。この光が物質に反射されることによって個体的光の世界が形成され、同

時に、物質的世界もその総体性を獲得する。これが物理学の領域における展開である。これ

らの両者の調和的統一、あるいは、総体性こそ有機体である。｢有機体｣というのは、このよ

うな光の円環に他ならない。これこそが、光を光として確証し、精神、本来的魂の領域へと

通じて行くのである。

45 所謂自殺ではなく、むしろ老衰(大往生)である。
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5. 終章 ヘーゲル哲学体系における物体論 ― プラトンとアリストテレスの統

一としてのヘーゲル

5.0. 序
これまで(2-4 章)、ヘーゲル自然哲学における｢物体論｣を考察してきた。それは、｢物質

的物体｣から、物理的な個体的物体、そして、｢有機体｣としての物体(即ち、身体;Body)ま

でに及んでいる。その結果、ヘーゲルの自然哲学は、｢物体｣論として、物体的個体性の展

開として特徴付けられることが理解されたと思うi。そして、そのときに、その中において、

その中心として位置付けられる主観性が問題とされた。しかし、ここで、次の問題が注意

深く議論されなければならない。

一般に、｢個物｣を論ずる際には、所謂、プラトンのイデア(の分有)論を取るか、アリス

トテレスの質料-形相論を取るかが問題となる。それぞれその理解に諸議論があるとしても、

この 2 つの類型が、大きな対立軸を形成していることにはまちがいはない。ヘーゲルにお

いて｢物体｣論を読み解いていく際にも、この対立軸は考察の外に置くことはできない。し

かし、この課題は、ヘーゲル哲学体系全体の中でのみ成し遂げられうる。それ故に、5 章

においては、再び、1 章で論じた、体系全体の観点に立ち返りたいと思う。しかし、これ

まで論じてきた自然における｢物体｣概念を踏まえ、精神と物体との関係において、｢物体｣

論を捉えたいと思う。そのため、5 章では、必然的に、霊魂論との関連において論じられ

ることになる。その中で、ヘーゲルの哲学体系において、如何にプラトンとアリストテレ

スが克服されているかを理解し、これを、この本論文の結論とすることにしたい。

5.1. 物体論と霊魂論

5.1.0. 

5.1 では、まず、｢物体論｣に内在する問題点として、プラトンとアリストテレスの霊魂論

を対比し、その上で、ヘーゲルにおける、自然から精神の移行の局面と、その精神哲学の

｢人間学｣の議論を考察ことによって、その物体論と霊魂論における課題を見出すことにし

たい。

5.1.1. プラトンとアリストテレスの物体論と霊魂論

それでは、最初に、考察の導きの糸として、プラトンとアリストテレスの物体論と霊魂

論を取り上げることにしたいii。

i 有機体の｢死｣は精神への移行であるが、これは、同時に、自然が自らを物体として示したこ

とを意味している。

ii 以下引用(邦訳)は、『プラトン全集』(岩波書店)、『アリストテレス全集』(岩波書店)からの

ものである(なお B.Jowett, J.A.Smith, W. D. Ross の英訳も適宜参照させていただいた)。その

他、ロス,『プラトンのイデア論』、藤沢令夫,『イデアと世界』、『プラトンの哲学』、ロ

イド, 『アリストテレス』、『ギリシャ哲学の最前線 II』、出隆, 『アリストテレス哲学入

門』、等を参照した(また赤井清晃氏の講義資料に負った点も多い、ここに感謝申し上げた

い)。

135



(1)プラトンとアリストテレスの物体論

①超越的なものとしてのイデア

プラトンは、その中期の著作(『饗宴』以降)から、イデア論を発展させている。『饗宴』

において導入された美のイデアは、『パイドン』において一般化され、イデアは、或るも

のの性質それ自体であるとされる。しかも、イデアは、或るものがこのイデアを分有する

ことによってその性質を持つその原因でありiii(｢〈美〉によって、美しいものは、美しい｣

(『パイドン』100E))、そして、このイデアのみが、端的にそのようなものそのものである

(美のイデアのみがまったく無条件的に"美しい")iv。イデアは、超越的なものであると特徴

付けられるv、即ち、イデア界に属する永遠なものであるvi。それに対して、感覚界とその

個別的事物は、｢洞窟の比喩｣に見られるように(『国家』VII, 514A-518B)、プラトンにとっ

て、仮象にすぎないvii。このようなプラトンのイデア論は、後期においてより明確化され、

場(χώρα)にviii、それが、それ自身は不変のままに、イデア(｢常にあるもの｣)の似像を受け入

れる形で、イデアが映し出されることによって、その似像である諸性格が現象するとされ

る(『ティマイオス』48E-52D)ix。

②質料-形相の統一体としての個物

このように、プラトンが、感覚的な個物の実在性を否定するのに対して、アリストテレ

スは、そのようでもある現にある個物こそ実体であると考えるx。そして、事物は、質料と

iii ｢美そのもの、のほかにも、なにかが美しくあるとすると、それが"美しくある"というのは、

かの〈美そのもの〉をまさにそれが分有しているからなのであって、けっして他のなにを原

因としているのでもない。そして、そのことは他のすべてについても同様である｣(『パイド

ン』100C)。なお、或るものがイデアを"分有する"こととそれによって或る性質を持つこと

に区別の重要性ついては、『イデアと世界』第 4 章を見よ。

iv vgl.『パイドン』100C. また、『イデアと世界』p.105-6 も見よ。

v 初期については、ソクラテス的立場であり、超越性は強調されない。

vi 『国家』においては、善のイデアの許に諸イデアが位置付けられる。

vii 『イデアと世界』第 4 章 3 によれば、"分有"概念は、後期になると使用されなくなり、(中期
において｢分有｣概念と共に登場した)"範型-似像"概念にとって代わられる、とされる。

viiiアリストテレスは、この"場"の概念を、"質料"と同一視しつつ、プラトンを批判した。また、

ロスは、プラトンには、アリストテレスの｢質料｣に対応する概念はないとする(『プラトン

のイデア論』p.172-3)。
ix ここで、感覚的な個物の実在性は明確に解体されている(『イデアと世界』第 4 章)。
x アリストテレスは、一方では、実体を、主語となって述語とならない基体であるとする

(『形而上学』VII,c.3,1028b-1029a)。そして、他方では、実体を、｢その何であるか｣(本質）

(z.B. ebd. III,c.3)とする(例えば、ソクラテスについては、人間)。いずれの場合にも、アリス

トテレスは、実体を、形相とみなすのであるが、おそらくは、アリストテレスにおいて、実

体は、"このもの"である基体であり、普遍的なものでもあるという、形相概念の 2 つの側面

の統一、即ち、実現した形相概念として登場するものなのであろう。このことは、質料と形

相の結合体が現実性と考えられながら、それが、現実性は、形相であるとされる点にも見出

される(即ち、形相は、対立の一方の契機でありながら、それ自身全体でもあるという反省

概念なのである)。これについては、アリストテレスは、次のようにも述べている。

｢ところで、動物の霊魂は(これは生命あるもの〔生物〕の実体だからして)この動物の説明

方式での実体であり、形相であり、この〔生ける〕物体のこうした〔生ける〕物体であるゆ

えんの本質である。けだし、動物の各部分は、いやしくもそれが正しく定義されるかぎり、

それの働きをぬきにしては定義されず、そしてこの働きは感覚〔霊魂の部分なる感覚〕をぬ

きにしては当の各部分に属しえないからである。したがって、霊魂の諸部分は、そのすべて
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形相の結合からなるが、形相こそ、この結合体より、そして、質料より先なるもの(原因)

であり、実体であるとされる。しかし、アリストテレスにとって、この両者は、切り離さ

れるものではない。形相のない質料は、ただ可能態にすぎず、事物は、両者の結合体とし

て、現実態たるを目標とする。(質料ではなく)この現実態こそ、実在的なものであり、そ

の結果、全てのものは、余すことのない最高の現実態である神(不動の動者)を、目指すこ

とになるxi。

(2)プラトンとアリストテレスの魂論

以上のようなプラトンとアリストテレスの物体論は、その霊魂論と不可分なものである。

しかし、両者において、その内容は大きく異なっている。

①プラトンの魂論

通常イデア論と関係付けられる想起説は、『メノン』(81C-E)において、不死なる魂の転

生輪廻における学びの想起として導入される。これが、イデア論と関係付けられるのは、

『パイドン』(74A sqq.)においてである。この『パイドン』において、魂(ψυχή)は、肉体

(σωμα)との対立において語られる。死とは、身体から魂が離れることであり(｢死とは、何

かであると、われわれは思っているだろう？[...] ほかでもなくそれは、魂が、肉体から離

れ別れることではないだろうか。｣(ebd. 64C))、哲学(｢知を求めること｣)はまさに｢死の練習｣

(ebd. 81A)に他ならない。｢魂は、不死であり、不滅であり、そして、真実のところ、われ

われの魂はハデスに存在しつづけることになる｣(ebd.107A)のであるが、死後、魂は、｢た

だみずからの学びと養いのしるしだけ｣を伴い、各人のダイモーンに導かれて、裁きの場所

に立ち、｢その魂にふさわしく定められた場処｣(ebd.107A)に住むことになる。そして、｢魂

は、ここより、かしこに至りて、かしこに存在し、さらには再び、ここに至り、死せる者

から生れいづ｣(70C)のように、魂は、死と生を、｢ちょうど円環をめぐるかのように｣(72B)

繰り返す。このように、プラトンにとって、魂は、死後、風に吹かれて消え去ってしまう

ものでも、そのような身体の｢調和｣でもない(このような説は批判される)xii。さらに、この

ような魂論が、『国家』においては、魂の 3部分説(欲望的部分、気概的部分、知的部分)

の部分またはそのいずれかの部分は、これらと質料との結合した全体なる動物よりもより先

である。そして個々の動物についてもまさにこれと同様である。しかし物体〔肉体〕および

その諸部分はそれぞれの実体〔霊魂〕よりもより後である。そして、質料の意味での諸部分

に分割されるのは、この実体ではなくて、あの結合した全体なのである。｣(『形而上学』
VII,c.10,1035b)
　なお、この点については、加藤信朗, 『ギリシア哲学史』(東京大学出版会, 1996), p.206 の

｢実体論｣における｢同一性の述語｣の論、また、中畑正志, ｢アリストテレス｣（in:『西洋哲学

史 古代・中世編』, ミネルヴァ書房, 1997), p.90 の｢実体とは何か｣の論も参照。

xi アリストテレスは、完全な現実態を、可能態を含まない純粋形相とする。これはまた、分離

実体ともされる。これは、反省概念である可能態-現実態の完成としての現実態として、自

身の契機である可能態と現実態にとらわれない(分離可能な、光のような可能態を現実態へ

と転化させる原理である)実体とも理解できる。アリストテレスの基本概念である質料-形相

と可能態-現実態は、質料-形相の統一である実体(形相)において、さらに、質料(可能態)-形
相(現実態)の運動が考えられ、その統一として、完全な現実態(=純粋形相)が分離実体として

置かれるという 2 重の統一(質料-形相)構造になっていると考えられる。このような構造は、

ヘーゲルの本質論全体の展開においてもみられる。

xii vgl. 『パイドン』85E sqq.
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へと発展し、さらに、『パイドロス』(245C-246A)においては、魂(ψυχή)は、｢自分自身を

動かすもの｣(245C)xiiiと定義され、後期『ティマイオス』に見られるような宇宙論的魂へも

つながっていく。

魂は、イデアに似た不死なものであるxiv。確かに、プラトンの魂論は、イデア論を根拠

にするとも言える。しかし、プラトンの想起説もイデア論も、以上のような魂論の中で論

じられる。プラトンにとっては、むしろ、『ゴルギアス』や、『パイドン』、『パイドロ

ス』の中で、そして、『国家』の｢エルの物語｣において、実に生々しくそして具体的に論

じられるミュートスこそ中心にあるものなのであり、ただ観念的に抽象化されたイデア論

は、プラトンのものではないのである。

②アリストテレスの魂論

プラトンと異なり、アリストテレスにとって、魂は、"自分自身を動かすもの"ではなく、

魂もまた、"動かすもの"と"動かされるもの"の連鎖の中にある。アリストテレスは、｢霊魂

は可能的に生命を持つ自然的物体の第一の現実態である｣(『霊魂論』II,c.1)とする。即ち、

魂は、身体の形相であり、｢霊魂は身体なしには存しえない｣(ebd. II,c.2)。さらに、アリス

トテレスは、この魂を、栄養魂、感覚魂、理性魂に区別し、それぞれ詳細に既定しxv、理

性魂のみを人間固有のものとし、残りの 2 つは、植物と動物と共有のものとされる。

しかし、ここで、アリストテレスが、理性魂のなかで、(受動的な)理性を現実態たらし

める能動的な理性のみは、(身体から)分離できるものとしている点が注意されなければな

らない。｢それ[能動的な理性]は、分離された時、それがまさにあるところのものだけであ

り、そしてただそれだけが不死で永遠である｣(ebd. III,c.5)xvi。そして、理性は、｢何か実体

xiiiあるいは、｢自分で自分を動かすもの｣(『パイドロス』246A)。また、『法律』においては、

｢自分で自分を動かすことのできる動｣(896A)と言われる(両者の区別については『イデアと

世界』第 5 章, p.192 を見よ)。
xivプラトンにとって、魂こそ真なるものであり、身体はその影にしかすぎない。しかし、ロス

(『プラトンのイデア論』p.39)によれば、プラトンは、｢魂がイデアそのものである｣とは示

唆していない。ただ、プラトンは、魂を、或る意味において、感覚的なものとイデアとの中

間者として語るのみである(『プラトンのイデア論』p.38-9,p301 以下)。また、プラトンは、

魂を、身体との対比において語る一方(『パイドン』)、(魂を一つのものとし、精神魂・理性

魂を本来的としながら)、それを、理性魂、勇気魂、情欲魂に分ける(『国家』)。そして、

『ティマイオス』においては、(感覚的な)可死的な魂についても語っている。

xv 感覚魂は、栄養魂を含み、理性魂は、感覚魂を含む。アリストテレスにとって、魂は、一つ

のものである。
xvi "Since in every class of things, as in nature as a whole, we find two factors involved, (1) a matter 

which is potentially all the particulars included in the class, (2) a cause which is productive in the 
sense that it makes them all (the latter standing to the former, as e.g. an art to its material), these 
distinct elements must likewise be found within the soul.
 And in fact mind as we have described it is what it is what it is by virtue of becoming all things, while 
there is another which is what it is by virtue of making all things: this is a sort of positive state like 
light; for in a sense light makes potential colours into actual colours.
 Mind in this sense of it is separable, impassible, unmixed, since it is in its essential nature activity (for 
always the active is superior to the passive factor, the originating force to the matter which it forms).
 Actual knowledge is identical with its object: in the individual, potential knowledge is in time prior to 
actual knowledge, but in the universe as a whole it is not prior even in time. Mind is not at one time 
knowing and at another not. When mind is set free from its present conditions it appears as just what it 
is and nothing more: this alone is immortal and eternal (we do not, however, remember its former 
activity because, while mind in this sense is impassible, mind as passive is destructible), and without it 
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であって、われわれの中に生じてき、そして滅しないもののようである｣(ebd. I,c.4)、(身体

が滅びたとしても)｢理性はそのものとしては害を受けないものである｣(ebd. )とされている。

また、『動物発生論』においては、｢理性だけが外から体内に入り、これだけが神的なもの

である、ということである。なぜなら、身体的活動は理性の活動とは何の関係もないから

である。｣(『動物発生論』II,c.3)とも言われるxvii。このように、アリストテレスは、(いわ

ゆる)能動知性に関しては、身体から分離可能な、永遠なものとしたのである。

以上、プラトンとアリストテレスの物体論と魂論を簡単に見たが、最後の能動知性論に

関しては、プラトンとアリストテレスとの対比として語られるイデア・形相の超越と内在

の枠では捉えられないように思われる。しかし、それらが単純に一見して矛盾と思われる

ような問題にすぎないならば、アリストテレスが、それを見過ごしていたとは思われな

いxviii。このようなイデア・形相の超越と内在の問題、質料-形相論と(いわゆる)分離実体と

の問題について、ヘーゲルの｢物体｣論の考察を通して、ヘーゲル的な解決を見出すことが、

ここでの大きな課題である。

5.1.2. ヘーゲルの｢霊魂論｣の諸可能性 ― 自然から精神への移行において

そこで、まず、ヘーゲルが語る自然から精神への移行の局面における諸論及を考察する。

(1)有機体のその概念との不適合性とその死

ヘーゲルの自然哲学の締めくくりは、個体的生命の｢死｣である。これは、有機体のその

概念からの不適合性に由来する。｢普遍性に対する動物の不適合性は、動物の根源的病気

であり、そして、死の先天的な芽である｣(GW20 §. 375.)xix。(病気の克服を含めて)この｢不

適合性｣を止揚することそのものが、｢死｣である。そうして、｢個体は、自覚的に、そのよ

うに、自分自身から死ぬ｣。

このような｢自然的なものの死｣(§ 376)によって、｢自然においてただ即自的にのみ存在す

る概念は、対自的になってしまっている｣。こうして、自然は、その真理、｢その客観性が、

それ自身、個別性の止揚された直接性、具体的な普遍性であるところ概念の主観性｣、｢そ

れに一致する実在性、概念をその現存在として持っているところの概念｣、即ち ｢精神｣へ

と移行するのであるxx。

nothing thinks."(J.A.Smith,On the Soul,III,c.5,430a10-25)
xviivgl. 山本光雄, 霊魂論｢解説｣ in:『アリストテレス全集 6』, 岩波書店,1968
xviii｢なぜなら、実体は、ただその実体それ自らに属するかまたはそれをその実体とするところ

のそのものを含有するものに属するかであるより以外には、他のなにものにも属さないもの

であるから。なおまた、一つであるものは同時に多くのところに存在することはできないは

ずであるが、共通的なものは同時に多くのところに存属するからである。こうして、それゆ

えに、明らかに、いかなる普遍もその諸個物から離れて別には存在しえない。 

　だが、エイドスを語る人々は、それらを離れて存在するものと説いているが、いやしくも

それらが〔かれらの主張するように〕実体であるかぎり、この点ではかれらは正しい、しか

し、かれらは、「多くのものの上に立つ一つのもの」がエイドスであると説いている点では、

正しくない。｣(『形而上学』VII,c.16,1040b-41a)とあるように、アリストテレスは、また、実

体(=形相)を、本来的には、分離的なものと考えていたとも思われる。

xix以下、GW20 からの引用は、§[数字]のみで示す。

xx ｢しかし、このような到達された、普遍的なものとの同一性は、直接的個別性と個体性の普

遍性の形式的対立を止揚することであり、そして、これは、ただ、一つのしかも抽象的な側

面にすぎず、自然的なものの死である。しかし、主観性は、生命の理念において、概念であ
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(2)身体と魂の｢分離｣と、精神の永遠性

さて、このような精神の出現、｢死｣を、ヘーゲルは、次のように、｢魂と身体の分離可能

性[Trennbarkeit]｣と関係させている。

｢このような普遍的な不適合性において、魂と身体の分離可能性[Trennbarkeit]がある, 

それに対して、精神は永遠で不死である; というのは、精神は、真理として、それ自

身その対立であるのだから、精神は、その実在性から分離不可能であり、自分自身を

普遍的なものとして表現するところの普遍的なものであるからである。｣(E § 375 Zu.)

このような、分離可能性[Trennbarkeit]といった表現や、その永遠性の議論は、アリストテ

レスの能動知性、分離実体論(de anima, III,c.5)が念頭に置かれていると思われる。あるいは、

プラトンと同様に、ヘーゲルにとっても、｢死｣とは、魂と身体の分離であると言えよう。

さらに、

｢自然のこのような死の上に、このような死んだ覆いから、より美しい自然、精神が出

現する。生命あるものは、このような分離[Trennung]そしてこのような抽象的な自身

への一致でもって終わる。｣(E § 376 Zu. P1)

とも言われている。ここで、｢死んだ覆い｣とは身体のことである。そして、この｢死｣が、

一方で、｢分離｣[Trennung]とされ、もう一方で、｢一致｣とされている。これは、身体と魂

の分離が、自身への還帰であり、そのような自己との一致が精神であることを意味してい

る。ヘーゲルは、これを、精神がこのような分離と一致の統一であるというようにも述べ

るのであるが(ebd.)、これが、より具体的には、次のことを意味するとされる。

｢生命の概念、類、その普遍性における生命は、その自身において総体的となった実在

性を自身から突き離すが, しかし、即自的には、この実在性と同一的であり、理念であ

り、自身を絶対的に保持し、神的なもの、永遠なものであり、従って、この実在性に

おいて留まっており、そして、ただ、自然的な不適合性、時間と空間のただまだ抽象

的にすぎない外面性といった形式が、止揚されたにすぎない。｣(ebd.)

このような永遠性が、本来的な精神のあり方である。この永遠性は、不死性とも言い換え

られる。ヘーゲルは、上の E § 375 Zu.において、｢精神｣の不死性を、その実在性からの分

離不可能性によるものとしていた。これは、｢思惟｣の様式を意味し、｢自分自身に対して存

在するこのような普遍的なものとしての思惟は、不死なるものである; 死ぬべきものは、

理念、普遍的なものが自身に適合的でないことである｣(E § 376 Zu. P1)と言われる。このよ

うな着想は、アリストテレスを想起させるものであろう。このように、ヘーゲルにおいて、

死は、身体と魂の分離であり、その結果として、永遠なる精神が登場すると言える。

り、それは、そうして、それ自体に即しては、現実性の絶対的な自己内存在、そして、具体

的な普遍性である; 示された、この主観性の実在性の直接性を止揚することによって、この

主観性は、自分自身と一致してしまっている; 自然の最後の自己外存在は、止揚されている, 
そして、それと共に、自然においてただ即自的にのみ存在する概念は、対自的になってしまっ

ている。― それと共に、自然は、その真理へと、その客観性が、それ自身、個別性の止揚

された直接性、具体的な普遍性であるところ概念の主観性へと、移行してしまった, その結

果、それに一致する実在性、概念をその現存在として持っているところの概念が定立されて

いる, ― 精神。｣(GW20 §. 376.)
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(3)精神の時間的永遠性と自然

しかし、この精神に関して、ヘーゲルは、

｢精神は、自然の後にあると同様に、自然の前にあり、自然の形而上学的な理念にすぎ

ないのではない。｣(E § 376 Zu. P2)

とも述べている。これが検討されなければならない。ここで、｢後｣、｢前｣というのは、時

間的な前後を意味しているのだろうか。もしそうであるならば、ヘーゲルにおいて、永遠

性が、自然から"分離"していることを意味し、時間的でもあることから、精神が"自然の後

にあると同様に自然の前にある"ことは、プラトンの『パイドン』における魂の不滅性の論

証(c.14-17 のもの)と同様に、転生輪廻を指し示すものともなろう。しかし、すぐこの後で、

ヘーゲルは、それが｢経験的｣なものではないと理解できる発言も加えているxxi。

しかし、ヘーゲルは、『エンチュクロペディー』の最後に、アリストテレスの『形而上

学』から引用し、"思惟の思惟"としての神についての論及している(1072 b 18-30)。アリス

トテレスのかの分離実体論の文脈における"永遠性"は、時間的永遠性を意味しているし、

それ以外に、"分離的"(χωρισ)ということは、意味をなさない。それは、アリストテレスの

神についても同じであろう。このことから、ヘーゲルは、永遠性を語るときに、(カントが

英知界を一方で無時間的とし他方で道徳性の無限な完成のためにその不死性を要請するよ

うに)その無時間的永遠性を語ると同時に、時間的永遠性も念頭においていたのではなかろ

うか。つまり、永遠性は、概念が反省を含むように、時間的永遠性をも含むのである。精

神は、｢自然の形而上学的な理念にすぎないのではない｣(E § 376 Zu. P2)のである。

また、ヘーゲルは、続けて、｢自然の目的として、精神は、まさにそれ故に、自然の前に

あり、自然は、精神から出現した, しかし、経験的にではなく、精神が、それが自身に前提

しするところの自然の中に、すでにずっと含まれているというように。｣(ebd.)と述べてい

る。これは、精神は個体的生命に先立つものであるが、それは自然の外部にあるものでは

なく、普遍的な自然の中に永続していたものであることを意味しているように思われる。

このような精神は、｢自然の形而上学的な理念｣と自然そのものとの何らかの中間的なもの

のように思われる。この｢自然の中に｣永続することを、文字通り理解するならば、狭義の

アリストテレス的質料-形相論、あるいは、(プラトンにおいては天界というより)ハデスの

世界、あるいは、一般に、アニミズム的な世界観に通じていくものであろう。

しかし、ヘーゲルは、同じ箇所においても、他方では、｢自然は、確かに、直接的なもの

であるが、― しかし、同様に、精神の他者として、ただ、相対的なものにすぎず、そして、

それと共に、否定的なものとして、ただ、定立されたものにすぎない。｣(ebd.)と述べてい

るのだから、このことは、違和感を感じさせるものである。あるいは、｢これは、自然的な

ものの精神への移行である; 生命あるものにおいて、自然は、自身を完成させ, そして、自

然がより高いものへと転倒することによって、その和解をなした。精神は、そのように、

自然から出現した。自然の目標は、自分自身を殺し、そして、直接的なものの自然の皮、

感性的なものを、このような外面性から若返り、精神として現れるために、破り、自身を

xxiまた、ここで、｢自然｣は、文脈上、｢生命あるもの｣の自然を意味しており、普遍的な自然で

はないから、ここでは、個体的生命に、時間的に先立って、その精神があり、かつ、個体的

生命の後にも、それが存続していることが言われていると言える。
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フェニックスとして燃やすことである。自然は、自身を理念として再び認識し、そして、

自身を自身と和解させるために、自身の他者となった。[...]｣(ebd.)というようなヘーゲルの

｢精神｣像とは、それは、少し異なるものと言わざるえない。

しかし、ここでは、精神の永続性が時間的なものとして述べられていることが、問題の

鍵となっていると考えられるxxii。即ち、ここでは、永遠性という、直接にあるいは媒介に

おいて無時間的なものが考えられてるいるのではなく、自然における時間性との関わりに

おける精神の永遠性が考えられている。従って、そのときに、この｢自然の中に｣永続する

ことは、時間の中に時間的に永続することを意味していると言い換えるべきではないかと

思われる。その結果、ヘーゲルにおける自然と精神の区別という契機とも整合的なものと

して理解できるだろう。このことは、以下の考察において、確かめていきたいと思う。

ここにおいては、ヘーゲルが、精神の"時間的な"永遠性をもまた考えていることを結論

しておきたい。それでは、次に、このような自然からの移行において登場してくる精神の

最初の段階で展開される｢魂｣(Seele)についての論を考察することにしたい。

5.1.3. ヘーゲルの｢人間学｣の位置

精神哲学は、主観的精神、客観的精神、絶対的精神と区分される。その中でも、｢人間学｣

(A. ANTHROPOLOGIE.)は、主観的精神の第 1 の部門であり、精神の領域の最初に位置付け

られるものである。ヘーゲルは、この人間学を｢魂｣(Seele)のエレメントであると特徴付け

るxxiii。ここでは、この｢人間学｣において、ヘーゲルの｢魂｣概念を明確化すると同時に、先

に掲げた課題に関わるヘーゲル内部における課題を見出すことにしたいxxiv。

(1)｢人間学｣のエレメント ― 魂(Seele)とは

ヘーゲルのエンチュクロペディーにおいて、その｢精神哲学｣は、｢人間学｣をその始めと

する。この人間学の対象は、｢魂｣である。ここでは、身体(Leib)、魂(Seele)、精神(Geist)を

考察することを通して、ヘーゲルの｢人間学｣の位置付けと、その意味を考察する。

①創造するものとしての精神

『エンチュクロペディー』において、理念が、論理学、自然哲学、精神哲学と自己展開

し、一つの体系、総体性が形成される(§ 14)。そこで、精神は、理念の展開において自然に

続くものであり、｢その他在から自身へと還帰する理念｣(§ 18)と規定される。精神は、自然

を前提とするxxv。しかし、精神は、自身で自身に前提を立てるものである(E § 381 Zu., S.

24)。それ故、精神は、自然の真理であり、むしろ、自然を創造するものである(§ 384)。

xxiiこのことは、(2)の最後の引用にあるような無時間的永遠性としての精神の示唆とは矛盾す

るように思われるが、これは、第 1 に、上では、自然との相関の中にある精神における時間

性であり、第 2 に、永遠性あるいは無時間性も、絶対的なものとしては、自身の契機として、

時間性を含むことから、両立するものである。

xxiii表題においても、„A. ANTHROPOLOGIE. [ | ] DIE SEELE.“となっている。

xxivこの節の以下の論は、｢Hegel の Anthropologie における Leib,Seele,Geist の考察｣, 広島大学文

学部西洋哲学研究室編, 『シンポジオン』復刊 47 号, 2002.3 を改変したものである。
xxvs. § 381(„Der Geist hat für uns die Natur zu seiner Voraussetzung, deren Wahrheit, und damit 

deren absolut Erstes er ist.[...]“)。この§ 381 の詳しい分析については、vgl. M.Quante, Die 
Natur: Setzung und Voraussetzung des Geistes.
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②精神と身体の｢中間者｣としの魂

それでは、ヘーゲルの言う｢魂｣とは何であろうか。まず、次の『エンチュクロペディー』

｢論理学｣の予備概念(VORBEGRIFF.)(の補遺 in:E)における叙述を見てみたい。

｢精神は、身体性と精神との間のいわば中間者[das Mittlere]、あるいは、両者の紐帯

[Band]であるところの魂から自身を区別する。魂としての精神は、身体性へと沈み込

んでおり、そして、魂は、肉体[物体;Körper]に生命を吹き込むものである。｣(E § 34 

Zu.)

この箇所は、合理的心理学に対するヘーゲルの批判の中に含まれ、この見解が、精神と魂

そして身体に対するヘーゲルの見解として見なされうるかは微妙なところではあるが、見

ていくように、この見解そのものは、ヘーゲルのものであると言えるだろう。

ここで、｢魂｣は、精神と身体の｢中間者｣であり、｢紐帯｣である。この魂は、｢肉体に生命

を吹き込むもの｣(das Belebende des Körpers)である。4 章において考察したように、精神が、

物体( Körper)に宿ることによって、物体は有機体となる。しかし、ここで、この魂が、｢魂

としての精神｣として語られていることに注意したい。つまり、ここで、精神が、身体に宿

ることによって｢魂｣となることが示されている。このことについては、後で、より詳しい

考察が必要である。さらに、次のことも注意されねばならない。

③"Ding としての精神"としての魂

ヘーゲルは、上の箇所(E § 34 Zu.)に続いて、魂を、合理的心理学への批判として、

"Ding"としての精神とも、また、別の箇所では、"Seelending"(E § 378 Zu.)ともしている。こ

のような表現は、ヘーゲルが二義性があるとしている Ding の意味のうち｢直接的に実存在

するもの｣という意味で使用されている(E § 34 Zu.)。即ち、｢肉体へのただ外的な関係の中

にある魂的な物[Seelending]｣である。

しかし、Ding のもう一つの意味はどうであろうか。これは、ヘーゲルは明示していない

が、Ding an sich としての Ding であろう。ヘーゲルにとっては、この側面もまた、一つの

抽象として、批判されるべきものであろう。これらの二義的な側面は、Ding そのものの弁

証法の中にあるものであり、Ding がその運動の中で捉えられなければならないように、魂

もまた、その運動の中で捉えられなければならない。ヘーゲルの合理的心理学(rationelle 

Psychologie)や心霊学(Pneumatologie)への批判も、主に、精神が、そのような魂としては、

まるで、｢静止的なもの｣として固定されてしまっていることに存しているのであるxxvi。

④概念諸契機としての身体、魂、精神

ヘーゲルは、身体、魂、精神を、独立した固定的なものとしては考えない。ヘーゲルに

とって、精神は、｢絶対的に不静止｣なものであり、身体、魂、精神は、概念の関係におい

て理解されなくてはならないのであるxxvii。

xxvis. § 34 Zu., § 378. また、E § 36 Zu.において、ヘーゲルは、同様の観点から、神(Gott)の取り

扱いに関して、rationelle Psychologieや Pneumatologie よりも、むしろ、Platon、Aristotelesや
Scholastiker を肯定している。また、vgl. § 378.

xxviis. E § 379 Zu. u. § 378 Zu. 
｢精神は、ある安らいでいるものではなく、むしろ、絶対的に不静止なもの、純粋な活動、

否定する働き、あるいは、全ての固定的な悟性諸規定の観念性であり、― 抽象的に単純な

ものではなく、その単純性においても、同時に、自身を自分自身から区別することであり、
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｢精神は、ある安らいでいるものではなく、むしろ、絶対的に不静止なもの、純粋な活

動、否定する働き、あるいは、全ての固定的な悟性諸規定の観念性であり、― 抽象的

に単純なものではなく、その単純性においても、同時に、自身を自分自身から区別す

ることであり、― その現象することの前に既に完成して自分自身を諸現象の背後に秘

密に保っている本質ではなく、ただ、その必然的な自己啓示の働きの規定された諸形

式によってのみ真に現実的であり、そして、(かの心理学が考えるように)肉体へのた

だ外的な関係の中にある魂的な物ではなく、概念の統一によって内的に肉体と結び付

けられている。｣(E § 378 Zu.) 

しかし、このような概念の関係において何が理解されるべきかは、まだ不明確である。こ

れを論ずる前に、次に、｢人間学｣の諸展開について考察を進めたい。

(2)｢人間学｣の諸展開

さきに述べたように、エンチュクロペディーにおいて、精神は、｢その他在から自身へと

還帰する理念｣として規定され、人間学は、その精神が登場する精神哲学の最初の部分をな

している。

①人間学における Leib、Seele、Geist 

・普遍的な魂

それ故に、人間学の対象は、｢直接的な精神｣(der unmittelbare Geist)(E § 387 Zu.)、あるい

は、｢自然精神｣(Naturgeist)xxviiiとされる。これが、魂(Seele)と言われる。人間学においては、

その直接性がゆえに、｢意識｣(Bewußtsein)に対して、その外なる他在という構造は存在しな

い。従って、この領域においては、次の段階である｢精神現象学｣においてとは違い、意識

の経験は問題とならない。問題となるのは、精神と身体の直接的な関係、精神の｢実体的｣

な形式の展開である。しかし、精神と自然とのこの｢直接的な統一｣において、単に、身体

そのものが対象とされているのでも、単に、個別的な身体に限定された精神が対象とされ

ているのでもないxxix。身体あるいは生命そのものについては、自然哲学において取り扱わ

― その現象することの前に既に完成して自分自身を諸現象の背後に秘密に保っている本質

ではなく、ただ、その必然的な自己啓示の働きの規定された諸形式によってのみ真に現実的

であリ、そして、(かの心理学が考えるように)肉体へのただ外的な関係の中にある魂的な物

ではなく、概念の統一によって内的に肉体と結び付けられている。｣(E § 378 Zu.) 
　しかし、魂もまた、Ding のようなものとして固定されてはならないとしても、ヘーゲル

にとって、魂は、精神と身体の中間者(das Mittlere)であり、Geist の持つ Leib に｢生命を入れ

ること｣(beleben)という一つの契機である(„Der Geist als Seele ist in die Leiblichkeit versenkt, und 
die Seele ist das Belebende des Körpers.“(E § 34 Zu.)) 。また、ヘーゲルは、次のように言ってい

る。„Wie schon bemerkt, hat der tierische Magnetismus dazu beigetragen, die unwahre, endliche, 
bloß verständige Auffassung des Geistes zu verdrängen.“(E § 379 Zu.)、„[...] der spekulativen 
Philosophie notwendig macht, für welche allein der tierische Magnetismus kein unbegreifliches 
Wunder ist.“(E § 379 Zu.)。このように、ヘーゲルは、magnetisch な現象をも、否定的にみて

いない。むしろ、ヘーゲルは、magnetisch な現象に対して、肯定的であり、人間学の die 
fühlende Seele においては、このような現象が、大きなテーマとして取り扱われている。

xxviii„Der subjective Geist ist: [ | ]A. An sich oder unmittelbar; so ist er Seele oder Naturgeist; ― 
Gegenstand der [ | ]ANTHROPOLOGIE.“(§ 387)

xxix人間学の最初の対象は、„die allgemeine Seele“である。この„die allgemeine Seele“に関して、

ヘーゲルは、次のように注意している。„Die allgemeine Seele muß nicht als Weltseele 
gleichsam als ein Subject fixirt werden, denn sie ist nur die allgemeine Substanz, welche ihre 
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れたのであり、人間学の出発点である｢普遍的な魂｣は、個別的な身体において、その実在

性を持つものではあるが、普遍的なものである。人間学においても、精神は、個別的なも

のであると同時に普遍的なものであり、精神と自然との関係が、その総体性が、問題とな

るのである。

・｢身体化｣(Verleiblichung)と｢精神化｣(Vergeistigung)

人間学において、｢魂｣の働きは、｢身体化｣(Verleiblichung)と｢精神化｣(Vergeistigung)であ

る。これらは、a. ｢自然的な魂｣、b. ｢感じる魂｣、c. ｢現実的な魂｣という人間学の展開にお

いてxxx、主に、その a. ｢自然的な魂｣と c. ｢現実的な魂｣において論じられる。｢自然的な魂｣

と｢現実的な魂｣とにおける両者の違いは、魂の｢個別化｣(Vereinzelung)の違いである。｢自

然的な魂｣において、魂は普遍的であるのに対して、｢現実的な魂｣において、魂は個別的あ

る。ここで、魂の｢個別化｣は、｢身体化｣を意味しているのではなく、個別的な魂の具体化

を意味している。｢個体的な魂｣(individuelle Seele)は、すでに、(a.｢自然的な魂｣の)｢自然的

な諸質｣(α) NATÜRLICHE QUALITÄTEN.)の第三段階において出現する。しかし、そこでの

｢個体的な魂｣は、自然的な体質、気質であり、形式的な｢個体的な魂｣にすぎない。｢自然的

な魂｣において問題となるのは、あくまでも、精神の直接的な身体化、あるいは、｢不随意

的な｣(unfreiwillig)な身体化であるxxxi。b. ｢感じる魂｣において初めて、魂は、個体的なもの

として、内容を持ち、｢現実的な魂｣に至って、魂は、個別的なものととしての自身の内容

を身体化するに至るのである。ここにおいて、魂の｢随意的｣(freiwillig)な身体化が登場する。

このように、人間学において、｢身体化｣と｢精神化｣が、魂そのものの｢個別化｣に従って

述べられているxxxii。ここで、｢感じる魂｣においては、それが身体との関係から自身に閉じ

こもった魂であり、魂の内的な総体性、あるいは、精神との関係が問題となるがゆえに、

｢身体化｣と｢精神化｣もまた、内的な形式で展開する。即ち、｢感じる魂｣においては、魂に

wirkliche Wahrheit nur als Einzeinheit, Subjectivität, hat.“(§ 391)。これは、„die allgemeine 
Seele“が、ただ個体的なものであることを意味しているのではない。Jan van Der Meulen が、

“in der[Weltseele] auch etwa das sogenannte „kollektive Unbewußte“ im Sinne JUNGS zur Geltung 
käme“(Jan van der Meulen,Heidelburg,Hegel Lehre von Leib,Seele,Geist.(Hegel-Studien Bd.2,1963))
と言うように allgemein なものである。

xxxa. DIE NATÜRLICHE SEELE.、b. DIE FÜHLENDE SEELE.、c. DIE WIRKLICHE SEELE. また、
s. § 390.

xxxia.｢自然的な魂｣において、α) NATÜRLICHE QUALITÄTEN.、β) NATÜRLICHE 
VERÄNDERUNGEN.、γ) EMPFINDUNG.と展開がなされる。natürliche Qualitäten における

｢個体的な魂｣は、自然的な体質、気質であり、形式的な個体的な魂である。その内容は、外

的に規定されている。natürliche Veränderungen においても、個体における諸変化が論じられ

る。しかし、そこで、個体的な Seele そのものが論ぜられるわけではない。論ぜられるのは、

一般的な諸変化である。さらに、Empfindung においては、Verleiblichung と Vergeistigung が、

｢個体的な魂｣のものとなる。しかし、これも、形式的なものであって、Empfindung におい

て、｢目覚めている魂｣(die erwachende Seele)の獲得する内容は、すべて Seele an sich の内容で

あるが、これも、｢個体的な魂｣のものではない。

xxxii人間学の展開が、Seele の Vereinzelung、あるいは、Individualisierung であることは、„Der 
Gegensatz von Seele und Körper muß freilich gemacht werden. Sowie die unbestimmte allgemeine 
Seele sich bestimmt, sich individualisiert, sowie der Geist eben dadurch Bewußtsein wird -“(E § 389 
Zu.)からもわかる。

145



おける内的な諸連関xxxiiiが問題となる。

②｢魂｣における内的諸連関

身体、魂、精神の関係に関して、人間学においては、精神の｢自身に外的なもの｣が身体

であり、｢内的なもの｣が魂である。しかし、人間学において、精神が、精神として登場す

ることはない。精神が、精神として登場する最初の形態は、｢自我｣(Ich)であり、｢精神現象

学｣においてである。しかし、魂に対する精神の｢魂的なもの｣(Seelenhaftes)としての登場は、

人間学においても起こる。それが、｢守護神｣(Genius)である。

｢守護神｣は、人間学の第二段階である｢感じる魂｣において、｢人間の魂がその総体性の感

情へと至る第三のあり方｣xxxivとして登場する。この｢あり方｣の第一のものは、｢夢見ること｣

(Träumen)であり、第二のあり方は、｢母体の中における胎児の振る舞い｣xxxvである。そして、

｢個体のその守護神への関係｣xxxviは、それら両者の統一であるxxxvii。従って、守護神は、｢個

体に対している自己的な他者｣であると同時に、個体と｢同様に不可分な統一｣を形成して

おり、｢個体」の｢守護神｣への関係は、｢私たちの秘密の内的な生命｣への関係、｢私たちの

規定された精神的な本性｣への関係であるxxxviii。

この｢守護神｣に関して、J.v.d.メーレ(J. van der Meulen)は、次のように指摘している。

｢私たちは、魂の生命のこのようなあり方において根拠付けられた全領域を、意識され

ていないあるいはただやっと｢形式的な｣間主観性[Intersubjektivität]の領域を呼ぶことが

できる。真なる間主観性は、やはり、｢精神現象学｣において意識とのその交互運動に

おいて展開されるところの普遍的な自己意識の領域である。｣xxxix

このように、魂の精神に対する対立は、魂にとって、他者である｢精神的｣な魂の出現とし

て現れる。そして、この内的な魂と魂の関係は、人間学の領域における他と同じように、

xxxiii J.v.d.Meulen は、これを｢間主観性｣(Intersubjektivität)として、｢感じる魂｣における｢守護神｣

(Genius)を特徴付けている(s. 5.1.3(2)②)。ただし、ヘーゲルが Intersubjektivität と述べている

わけでなく、｢間主観性｣といっても、ここでは、自己意識としての主観ではありえない。

xxxiv„die dritte Weise, wie die menschliche Seele zum Gefühl ihrer Totalität kommt“(E § 405 Zu., S.
131)

xxxv„das Verhältniß des Kindes im Mutterleibe“(GW20 §. 405. An.) また、
„Die zunächst zu besprechende erste Form dieses Zustandes enthält ihrerseits dreierlei Zustände,
αα) das natürliche Träumen,
ββ) das Leben des Kindes im Mutterleibe und
γγ) das Verhalten unseres bewußten Lebens zu unserem geheimen inneren Leben, zu unserer 
bestimmten geistigen Natur oder zu demjenigen, was man den Genius des Menschen genannt hat.“(E 
§ 405 Zu., S.129) 

xxxvi„das Verhältnis des Individuums zu seinem Genius“(E § 405 Zu., S.131)
xxxvii„Das Verhältnis des Individuums zu seinem Genius unterscheidet sich aber andererseits von den 

beiden vorher betrachteten Verhältnissen der fühlenden Seele dadurch, daß es deren Einheit ist, ― 
daß es das im natürlichen Träumen enthaltene Moment der einfachen Einheit der Seele mit sich 
selber und das im Verhältnis des Fötus zur Mutter vorhandene Moment der Doppelheit des 
Seelenlebens in eins zusammenfaßt, da der Genius einerseits, wie die Seele der Mutter gegen den 
Fötus, ein selbstisches Anderes gegen das Individuum ist und andererseits mit dem Individuum eine 
ebenso untrennbare Einheit bildet wie die Seele mit der Welt ihrer Träume.“(E § 405 Zu., S.132) 

xxxviii„das Verhalten unseres bewußten Lebens zu unserem geheimen inneren Leben, zu unserer 
bestimmten geistigen Natur oder zu demjenigen, was man den Genius des Menschen genannt hat.“(E 
§ 405 Zu., S.129)

xxxixJan van der Meulen,Heidelburg,Hegel Lehre von Leib,Seele,Geist. in:Hegel-Studien Bd.2,1963.
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｢意識｣の経験ではなく、精神の実体的な形式あるいは構造である。しかし、守護神におい

ては、守護神が、｢自己的な個体性｣(selbstische Individualität)(§ 405)であり、当の｢個体｣は、

｢非自立的な述語｣にすぎない。しかし、魂と精神の立場の逆転が起こる。これは、ヘーゲ

ルが、｢感じる魂の実在的な主観性｣(E § 406 Zu.)と呼ぶものである。そこでは、

｢精神は、それが自身に属する魂的なものに対して主であることを失うことによって、

自分自身に威力を持ち続けていなく、それ自身、魂的なものの形式へと沈み込む。｣(E 

§ 406 Zu., S.139)

こととなる。しかし、また、｢自己感情｣(Selbstgefühl)においてxl、主観(Subjekt)は、｢特殊な

もの｣あるいは｢ある特殊なもの｣であると共に、同時に、｢主観的な一者としての自身｣( § 

407)と総合される。｢自己感情｣は、先のように自身の他者としての｢守護神｣に対してただ

｢受動的｣にすぎない魂ではない。それ自身、｢守護神｣としてある魂である。そのような魂

における区別は、特殊な諸魂と言ってもよいであろう。この諸魂に応じて、魂は、｢諸感情｣

を持つ。魂は、諸魂(諸感情)でありながら一つの｢魂｣であり、一つの｢魂｣でありながら｢諸

魂｣であるxli。これが、自己感情である。即ち、魂は、｢特殊的｣であると同時に｢普遍的｣で

ある。このような在り方において、魂は、自己感情を感じる。即ち、自己感情は、自身の

｢総体性｣の感情である。

しかし、自己感情は、｢諸感情の特殊性｣に沈み込んでいる。この自己感情が｢普遍性｣を

回復したものが、｢習慣｣(Gewohnheit)である。即ち、習慣は、｢直接性｣における魂と精神

の統一である。さらに、この統一をもとに、身体と魂の関係が、論じられなければならな

い。これが、｢現実的な魂｣(wirkliche Seele)である。

③｢随意的な身体化｣(freiwillige Verleiblichung)

｢現実的な魂｣の｢現実的｣は、｢現実性｣(Wirklichkeit)を意味する。

｢魂は、内的なものに支配されているところの外的なものとの内的なもののこのような

同一性として、現実的である。｣(GW20 §. 411.)

｢そうして、その身体性からの魂の分離によってそしてこの分離の止揚によって媒介さ

れたかの内的なものとかの外的なものとの統一が生じる。もたらされたものから直接

的なものになるこのような統一を、私たちは、魂の現実性と呼ぶ。｣(E § 411 Zu.)

そこで、｢個体的な魂｣の身体への｢随意的｣(freiwillig)な関係が登場する。ヘーゲルは、次の

ように言う。

｢これと共に到達された立場において、身体は、もはや、その有機的な過程の側面に

応じて考察されるのではなく、ただ、身体がそれ自身その現存在において観念的に定

立された外的なものであり、そして、自身にとって、この外的なものにおいて、その

内的な諸感覚のもはや不随意的な身体化において制限されていない魂を現象へと自由

でもってもたらす限りでのみ考察される。この自由は、矛盾するものどものその観念

性の克服によって今までに獲得した限りでの自由である。｣(ebd.)

xl  b. DIE FÜHLENDE SEELE.は、α) DIE FÜHLENDE SEELE IN IHRER 
UNMITTELBARKEIT.、β) SELBSTGEFÜHL.、γ) DIE GEWOHNHEIT.と展開される。

xli  ヘーゲルは、§ 408 の補遺において、｢人格の二重性｣(Zweiheit der Persönlichkeiten)などの精

神錯乱に関しても論じている。
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しかし、ここで到達された｢随意的な身体化｣(die freiwillige Verleiblichung)(ebd.)は、絶対的

な｢その身体性への魂の生産[Hineinbildung]｣ではなく、部分的なものである。｢それ故に、

身体性における幾つかのものは、純粋に有機的なものに留まっており、その結果、魂の威

力から逃れているままである｣xliiのである。

上で、｢不随意的な身体化｣(unfreiwillige Verleiblichung)は、｢感覚｣における｢内的な諸感

覚の身体化｣を意味している。これは、｢人間｣が、｢動物｣と共有しているものであるxliii。こ

れに対して、｢矛盾するものどものその観念性の克服によって今までに獲得した限りでの

自由でもって｣(E § 411 Zu.)は、｢人間｣に特有な｢身体化｣を意味している。ここで、｢随意的｣

は、｢個体的な魂｣にとっての｢随意｣であり、｢個体的な魂｣が、自身の｢内的なもの｣を、｢外

化｣(Entäußerung)するのである。この例として、ヘーゲルは、表情や、手、声、直立の姿勢

などを挙げているxliv。

人間学の領域においては、精神と自然あるいは身体との直接的な関係が問題となってい

る。人間学の領域を通して、魂は、｢世界霊魂｣(Weltseele)としての魂から随意的な｢個体的

な魂｣になった。それに伴って、｢身体化｣も、｢世界霊魂｣としてのものから｢個体的な魂｣と

してものとなった。しかし、｢現実的な魂｣における｢随意的な身体化｣は、むしろ、個的な

魂としての｢身体化｣の形式という意味においてとらえるのが妥当である。ここでは、｢随意

的｣は、意識が｢自由｣を獲得したことを意味しているのではないのである。個体の意志的な

活動あるいは、個体の自由の獲得は、本来的には、｢精神現象学｣において論ぜられるので

ある。

(3)｢人間学｣の意味 ― 人間学の魂と他のエレメントにおける魂

①身体、魂、精神の関係

自然哲学において、｢自然｣もまた、概念の諸形態を表現しており、｢魂｣も、自然哲学に

おいて、概念の実存在として語られていた。｢魂｣は、自然哲学において、｢生命｣であり、

自然哲学においても、単なる内的な概念を意味するものではない。｢そうして、没概念性に

おいてただ内的な概念にすぎないところの概念は、やっと、生命において、魂として実存

在へと至る。｣(E § 248 Zu.)。この生命が、｢死｣へ至り、身体と魂が分離することによって、

｢個別的なもの｣が止揚され、精神が出現したのである。｢このような普遍的な非適合性にお

いて、魂と身体の分離可能性があり、それに対して、精神は、永遠であり、不死である。｣

xlii„Die in den beiden vorhergehenden Paragraphen betrachtete Hineinbildung der Seele in ihre 
Leiblichkeit ist keine absolute, keine den Unterschied der Seele und des Leibes völlig aufhebende. 
Die Natur der alles aus sich entwickelnden logischen Idee fordert vielmehr, daß dieser Unterschied 
sein Recht behalte. Einiges in der Leiblichkeit bleibt daher rein organisch, folglich der Macht der 
Seele entzogen, dergestalt, daß die Hineinbildung der Seele in ihren Leib nur die eine Seite desselben 
ist. Indem die Seele zum Gefühl dieser Beschränktheit ihrer Macht gelangt, reflektiert sie sich in sich 
und wirft die Leiblichkeit als ein ihr Fremdes aus sich hinaus. Durch diese Reflexion-in-sich 
vollendet der Geist seine Befreiung von der Form des Seins, gibt er sich die Form des Wesens und 
wird zum Ich.“(E § 412 Zu.)

xliii„Die am Schluß des ersten Hauptabschnitts der Anthropologie § 401 betrachtete unfreiwillige 
Verleiblichung der inneren Empfindungen ist zum Teil etwas dem Menschen mit den Tieren 
Gemeinsames.“(E § 411 Zu.)

xlivs. E § 411 Zu.
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(E § 375 Zu.)xlv。

また、自然哲学においても、すでに、｢動物的な有機体｣の中で、｢感覚｣や、｢性関係｣、

｢目覚め｣と｢眠り｣、｢自己感情｣が登場するxlvi。しかし、人間学においては、自然哲学にお

いてのように、ただの｢生命｣としての｢魂｣ではなく、精神と自然の関係としての魂が、魂

としての魂が、精神の直接態としての魂が展開されているのであるxlvii。そして、これは、

自然哲学に対して、あくまで人間学として語られているのであり、精神としての精神に対

しては、その｢魂的な｣(seelisch)な｢形式｣の展開として語られているのである。

精神哲学において、｢人間学｣以外に、｢魂｣そのものをテーマとする箇所はない。しかし、

魂は、意識となるのであり、意識は、｢精神｣の精神としての現れの端緒である。そこで、

精神現象学において論じられるのは、最初には抽象的な｢自我｣が、自らを｢精神｣として自

覚する過程、｢自我｣が、具体的な｢自我｣、自身の本質を知る｢自我｣となる過程である。こ

れは、｢意識｣の経験の過程である。

しかし、人間学は、精神現象学に対して、｢意識｣の低い段階ではない。人間学は、精神

現象学より、精神哲学の｢精神｣の展開という点で、低い段階であるのである。魂は、自我

(意識)になったのであり、自我は、｢魂｣の真理である。自我と魂は、そのエレメントを異

にするものである。一面において、自我が、身体であるように、自我は、一面において、

魂なのである。｢概念は、魂として、ある身体において実在化されている｣xlviiiのであり、他

方で、精神は、自我(意識)として現象する。前者は、精神は、｢魂｣として、｢身体｣におい

て、実在化されると言ってもよい。そして、そのような魂と身体の中心にある(真理である)

第 3 のものが、｢自我｣なのであるxlix。しかし、精神現象学の｢意識｣は、｢精神｣そのもので

はない。精神は、意識(自我)として現象するのである。従って、精神は、魂として、身体

において、実在化されるのであるが、その際に、自我を、両者の中心に据えるのであり、

両者の真理として、精神そのものが、現象するのである。自我(意識)と魂の関係は、この

ような関係であるl。

xlv s. 5.1.2.
xlvi｢感覚｣(Empfindung)については、｢人間学｣においてのように表題化されてはおらず、動物的

有機体の同化(の理論的)過程において(むしろ Gefühl あるいは Sinn として)登場する。また、

｢目覚め｣(Wachen)と｢眠り｣(Schlafe)については、(これは人間学においても同じであるが)表
題化はなされずに、同化の過程において、本能(Instinkt)の例として登場してきている。

xlvii この点に関して、L.Siep は、次のように言っている。
“Daß auch in der organischen Natur Gattung und Individuum noch unaufhebbar getrennt bleiben, die 
Gattung nur durch das Erzeugen und Sterben der Individuen »existiert«, aber nicht als ganze in ihnen 
und für sie präsent wird, bedeutet ja für Hegel eine wesentliche Differenz zum Geist.[ | ] Die Präsenz 
und Selbstpräsenz eines überindividuellen »konkreten Allgemeinen« im Individuum setzt aber für 
Hegel bereits ein ganz anderes Verhältnis von Leiblichkeit und Gefühl bzw. Selbstgefühl voraus, als es 
dem Tier möglich ist. Deswegen können die »psychosomatischen« Phänomene des menschlichen 
Lebens noch einmal unter einer anderen Perspektive als der naturphilosophischen betrachtet werden: 
nämlich als Bedingungen und Vorstufen der bewußten und »willentlichen« Selbstdifferenzierung und 
Selbstdarstellung eines Ganzen in seinen Momenten. Dies geschieht in der »Anthropologie«, dem 
ersten Teil von Hegels »Philosophie des Geistes«.“(Ludwig Siep,Die praktische Philosophie im 
Deutschen Idealismus,1992, S.198 )

xlviii„Der Begriff ist als Seele in einem Leibe realisirt,“(GW20 §. 216.)
xlix次の②の議論を見よ。

l この精神が"魂として身体において実在化されること"については、5.2 以下でさらに検討す
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②身体、魂、精神の推論の体系

こうして、この節の冒頭に述べた身体、魂、精神の推論と、人間学における身体、魂、

精神との関係が、次のように理解しうる。人間学において、魂は、精神の直接性として規

定され、その出発点においては、普遍的であった。精神の直接性は、一方で、外的な存在

であり、これが、身体を形成している。他方で、内的には、魂である。 確かに、人間学に

おいても、その背景には、それらの真理としての精神が存在し、真には、人間学の運動は、

推論の運動である。しかし、人間学の展開そのものにおいては、それらの推論は表現され

ない。この推論そのものが表現されるのは、｢心理学｣(C. PSYCHOLOGIE. DER GEIST.)に

おいてである。このことは、次からもわかる。

｢しかし、このような同一性は、一方で、スピノザ的な同一性のように、抽象的すぎ、

他方では、ライプニッツの諸モナドのモナドのように、確かに、創造するものでもあ

るが、しかし、ただ、判断するものとしてのみあり、その結果、魂と身体的なもの、

物質的なものの区別へと至るが、しかし、同一性は、ただ、判断の繋辞としてのみあ

り、発展へと、そして、絶対的な推論の体系へと進行しない。｣(GW20 §. 389. An.)li

また、この補遺において、

｢魂と肉体[Körper]の対立は、勿論、形成されなければならない。未規定な普遍的な魂

が自身を規定し、自身を個体化する限り、精神がまさにそれによって意識になる、― 

そして、意識へと、精神は、必然的に進行する、― 限り、精神は、自分自身とその他

者との対立の立場へと自身を立て、精神に、その他者が、実在的なものとして、精神

にそして自分自身に外的なものとして、或る物質的なものとして現象する。｣(E § 389 

Zu.)

この上の引用においては、人間学において、同一性が｢判断の繋辞｣(Copula des Urtheils)と

してあるとされ、これは、ただ直接的な同一性のみがあることを意味している。そして、

下の引用において、この｢判断｣そのものは、精神現象学において定立されていることがわ

かる。従って、人間学の結果である精神現象学において、｢判断の繋辞｣としての｢精神｣あ

るいは｢自我｣が、意識として現象すると言えるだろう。そして、心理学において、本来の

推論として展開されるのであるlii。

る。
li „Diese Identität[der Gott in Descartes,Malebranche,Spinoza,Leibniz] ist jedoch bald zu abstract, wie 

die Spinozisrische, bald wie die Leibnitzische Monade der Monaden, zwar auch schaffend, aber nur 
als urtheilend, so daß es zu einem Unterschiede der Seele und des Leiblichen, Materiellen kommt, die 
Idendtät aber nur als Copula des Urtheils ist, nicht zur Entwicklung und dem Systeme des absoluten 
Schlusses fortgeht.“(GW20 §. 389. An.)

lii  このことは、｢主観的精神｣のつぎのような区分の説明からも理解できる。
„Der subjective Geist ist:
A. An sich oder unmittelbar; so ist er Seele oder Naturgeist; ― Gegenstand der [ | ] 
ANTHROPOLOGIE.
B. Für sich oder vermittelt, noch als identische Reflexion in sich und in Anderes; der Geist im 
Verhältniß oder Besonderung; Bewußtsein, ― der Gegenstand der [ | ] PHÄNOMENOLOGIE des 
Geistes.
C. Der sich in sich bestimmende Geist, als Subject für sich, der Gegenstand der [ | ] 
PSYCHOLOGIE.“(GW20 §. 387.)
　さらに、これ(本文)から、なぜ、Phänomenologie des Geistes (1807)において、精神が、自
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そして、先も注意したように、精神哲学の｢主観的精神｣において、人間学、精神現象学、

心理学と、｢精神｣の展開がなされる。人間学において、｢精神｣の実体的な形式が展開され、

精神現象学においては、意識の経験が、展開される。そして、最後の心理学は、両者の統

一であり、ここでは、もはや、最初の段階である人間学と同様に、｢意識の経験｣は問題と

ならない。心理学においては、人間学において展開された｢精神｣の実体的な構造が、対自

的でもある形で展開される。ここで展開されるものは、精神そのものの｢能力｣(Vermögen)

であり、意識にとっては、a priori なものである。このような精神の能力は、｢知性の何か

ある他の関心に合目的｣(§ 442 An.)にあるのではなく、それ自身、概念として、精神として、

｢最終目的｣であるものであるliii。このような精神の能力が、｢魂｣と｢自我｣の真理なのであ

る。

以上、ヘーゲルの｢人間学｣の叙述から、その｢魂｣(Seele)についての論を考察した。ここ

で、まず、｢人間学｣全体の展開において、人間においては、魂そのものが個別化されてい

ることが示された。このことも重要な結論である。そして、さらに、身体、魂、精神の関

係において、"精神は、魂として、身体において、実在化される"ことと、それについて、

体系的視点からの一定の理解がなされた。しかし、この後者において、"精神が魂として身

体において実在化されること"は、一般に、精神が有機体に宿っていることを意味している

と言えるのではあるが、これも、やはり、冒頭に述べた、プラトン的立場によるか、アリ

ストテレス的立場によるかによって(あるいは、スピノザ的立場によるか、ライプニッツ的

立場によるかによってliv)、その理解は大きな違いとなる。以下、これが、ヘーゲルにおい

て、如何に理解されるべきかが明らかにされねばならない。

5.2. 感性的な世界と超感性的な世界

5.2.0. 

この 5.2 においては、まず、ヘーゲルが、『大論理学』において論じる｢超感性的世界｣

の論について考察し、｢物体論｣へと戻りつつも、上で論じた、精神の実在化としての魂に

ついて、その意味を明確にすることにしたい。

5.2.1. 法則の国と｢即且対自的に存在する世界｣

ヘーゲルは、『大論理学』の｢現象｣の中で、｢現象の世界｣(die Welt der Erscheinung)lvに対

身を、自己意識となし、自ら、経験をなすとともに、自らを Verwirklichung することが、

Phänomenologie des Geistes の結論であるとともに、出発点として語られるのかが、理解され

る。„― Die Bildung des Individuums in dieser Rücksicht besteht, von seiner Seite aus betrachtet, 
darin, daß es diß Vorhandne erwerbe, seine unorganische Natur in sich zehre und für sich in Besitz 
nehme. Diß ist aber ebensosehr nichts anders, als daß der allgemeine Geist oder die Substanz sich ihr 
Selbstbewußtseyn gibt, oder ihr Werden und Reflexion in sich.“(GW9 VORREDE., S.25)。また、

Phänomenologie des Geistes (1807)と Enzyklopädie における Phänomenologie des Geistes とは、

同じ立場に立つものであるが、両者の関係については、1.1 を参照。
liii s. § 442 An. u. § 442.
liv 1.3 節を見よ。

lv この｢現象の世界｣(die Welt der Erscheinung)は、その他、｢現象する世界｣(die erscheinende 
Welt)、｢実存在する世界｣(die existirende Welt)とも言われる。表題では、B. DIE 
ERSCHEINENDE UND DIE AN-SICH-SEYENDE WELT.である。
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する｢超感性的世界｣(die übersinnliche Welt)lviについて論じている。ヘーゲルは、本質論の第

2 段階であるこの｢現象｣(DIE ERSCHEINUNG.)を、｢実存在｣、｢現象｣、｢本質的相関｣と展

開させるlvii。この中の｢現象｣は、さらに、A.｢現象の法則｣、B.｢現象する世界と即自存在す

る世界｣、C.｢現象の解体｣と展開されるlviii。ヘーゲルにとって、｢法則｣(Gesetz)は、現象の

多様な内容がそこにおいてその存立を持つ｢現象の自身とのこのような単純な同一性｣(B. 

P1)lixである。このような直接的な統一としての法則も、一つの国(Reich)を形成しているも

のの、｢諸法則の国は、ただ、実存在する世界の単純な変化のないしかし様々な内容を含ん

でいるにすぎない｣(B. P5)。しかし、これが、現象の非本質的な内容を含んだ一つの｢世界｣

(Welt)として定立される。これを、ヘーゲルは、｢現象する世界｣、あるいは、｢感性的世界｣

に対して、｢即且対自的に存在する世界｣(B. P4)、あるいは、｢超感性的世界｣(ebd. P6)と呼

ぶのである。

この即且対自的に存在する世界においては、変化性も本質的なものに高められ、｢絶対的

な否定性｣となっている。それ故に、この契機は、法則の単なる抽象でも、現象の単なる多

様でもなく、内容と形式の相関的な統一となるlx。ヘーゲルは、この｢始まり｣として、｢物｣

(Ding)を挙げている。

｢諸物は、やっと、他の超感性的な世界の諸物として、定立されており、第 1 に、真な

る諸実存在として、そして、第 2 に、存在するものに対する真なるものとして定立さ

れている; ― この諸物において、直接的な存在から区別された存在があることが承認

されており、それが、真なる実存在である。｣(GW11 Erscheinung B. P6)

物(Ding)は、｢存在するものに対する真なるもの｣として、しかも、｢真なる諸実存在｣とし

て定立されるのである。ヘーゲルは、同じ箇所で、このような実存在を、没意識的反省も

lvi この｢超感性的世界｣(die übersinnliche Welt)は、その他、｢即且対自的に存在する世界｣(die an- 
und für-sich seyende Welt)とも言われる。また、表題(B. DIE ERSCHEINENDE UND DIE AN-
SICH-SEYENDE WELT.)では、｢即自的に存在する世界｣(DIE AN-SICH-SEYENDE WELT)と
なっているが、これは、本文中には、DIE ERSCHEINUNG.章の導入部において、一度、｢自

身へと反省した即自的に存在する世界｣(die in sich reflectirte, an sich seyende Welt )(S.323)とし

て登場する限りである。あるいは、｢本質的世界｣(die wesentliche Welt)という表現も見られる。

また、『精神現象学』においては、その｢意識｣章の III(｢力と悟性、現象と超感性的世界｣)に
おいて、類似の議論が展開されている。

lviiZWEYTERS BUCH. DAS WESEN の ZWEYTER ABSCHNITT. DIE ERSCHEINUNG.は、

ERSTES KAPITEL. DIE EXISTENZ.、ZWEYTES KAPITEL. DIE ERSCHEINUNG.、DRITTES 
KAPITEL. DAS WESENTLICHE VERHÄLTNISS.と展開される。

lviiiA. DAS GESETZ DER ERSCHEINUNG.、B. DIE ERSCHEINENDE UND DIE AN-SICH-
SEYENDE WELT.、C. AUFLÖSUNG DER ERSCHEINUNG.

lix ZWEYTES KAPITEL. DIE ERSCHEINUNG. B. DIE ERSCHEINENDE UND DIE AN-SICH-
SEYENDE WELT.からの引用を、以下、B.と記し、P[段落番号]を添えることにする。

lx ｢しかし、今、諸法則の国が実存在する世界の総体的な反省であることによって、諸法則の

国は、また、その没本質的な多様性の契機をも含んでいる。自身へと反省したもの、本質的

なものとしての変化性と変化のこのような契機は、絶対的な否定性、あるいは、形式一般で

あるが、しかし、その諸契機は、即且対自的に存在する世界において、自立的なしかし反省

した実存在の実在性を持っているところのそれである; 同様に、逆に、このような反省した

自立性は、今や、形式を、それ自身において持っており、そして、それによって、その内容

は、ただ多様にすぎない内容ではなく、本質的に自身と連関している内容である。｣(GW11 
Erscheinung B. P5)
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またそれを立てているものとして、｢諸物、諸力、内的なもの｣(ebd.)と列挙してもいる。こ

れは、本質的相関における展開に対応していよう。しかし、この少し後の箇所でヘーゲル

の挙げている例が、このような超感性的世界の諸実存在を理解する上できわめて示唆的で

ある。

5.2.2. 超感性的世界の諸実存在

(1)内容の総体性としての超感性的世界

その箇所で、まず、ヘーゲルは、｢即且対自的に存在する世界は、現象する世界の規定さ

れた根拠である｣(C. P1)lxiと述べるlxii。｢規定された根拠｣は、本質論の第一段階(DAS 

WESEN ALS REFLEXION IN IHM SELBST.)において｢根拠｣章の B.として展開されているも

のである。しかし、ヘーゲルは、これに、次のように、続けている。

｢そして、これは、ただ、即且対自的に存在する世界がそれ自身において否定的な契機

であり、そして、従って、現象する世界に一致するがしかし同時にその全く対立させ

られた側面を形成しているところの、内容諸規定とその諸変化の総体性である限りで

のみである。｣(GW11 Erscheinung C. P1)

即ち、かの｢規定された根拠｣が単に実在的な根拠として登場したようにではなく、それ自

身、｢内容諸規定とその諸変化の総体性｣である。しかし、これは、現象する世界の単なる

全体を意味しているのではない。それは、｢現象する世界に一致するがしかし同時にその全

く対立させられた側面｣を形成しているのである。

(2)現象する世界と超感性的世界の関係

現象する世界と超感性的世界は、対立した世界である。

｢この総体性は、同時に、現象する世界の否定的なものであり、そうして、それは、現

象する世界に対立させられた世界である。｣(GW11 Erscheinung B. P8)

このような対立は、根拠関係の回復ではあるが、｢現象の根拠関係｣(ebd.)としてのそれであ

る。この関係は、｢対立したものどもとしての内容の本質的な関係｣(ebd.)であり、相互に他

者の被措定有であるだけでなく、否定的統一として、｢それ自身において、その他の内容｣

(ebd.)であり、それ故に、｢その他者｣(ebd.)を持つ。

それ故に、両世界は、一方の世界において肯定的であるものは、他方の世界において否

定的であるという相関を形成している。例えば、｢現象する世界の北極は、即且対自的には、

南極であり、そして、逆; 正電気は、即自的には、負電気であるなど｣(C. P1)である。これ

を、ヘーゲルは、｢転倒した世界｣(B. P9)とも言っている。超感性的世界における実存在は、

現象する世界の実存在にこのように対立するものでありながら、その統一としてあり、こ

のような世界が、現象する世界の総体性と同時に両世界の総体性なのである。

(3)両世界の間の相互移行

｢即且対自的に存在する世界は、それ自身、自身において多様な内容の総体性へと区別

lxi ZWEYTES KAPITEL. DIE ERSCHEINUNG. C. AUFLÖSUNG DER ERSCHEINUNG.
lxii GW11 Erscheinung B. P7-9 において、ヘーゲルは、｢即且対自的に存在する世界｣を、現象す

る世界の｢根拠｣から｢規定された根拠｣へと説明し、最後に、｢転倒された世界｣として GW11 
Erscheinung C.の P1 に繋げている。
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された世界である;｣(B. P9)lxiii

両世界の対立は、次のようにしてある。

｢諸法則の国が今このような否定的な契機そして対立をそれにおいて持っており、そし

て、従って、総体性として自分自身から即且対自的に存在する世界と現象する世界へ

と自身を突き離すことによって、両世界の同一性は、対立の本質的な関係である。｣

(ebd. P8)

そして、このような両世界の対立の中で、次のことが言われる。

｢しかし、そのような諸規定の同一性は、本質的に、成ること、そして、移行すること

であり、もはや、根拠関係そのものではない。｣(ebd.)

現象する世界の実存在と超感性的世界の実存在は、もはや単なる根拠関係ではなく、相互

に移行するものとしてある。このような相互移行は、上のように、超感性的世界の中に立

てられたものであり、或る実存在に対する外的反省とは区別されなければならない。現象

する世界の或る実存在は、それ自身が、超感性的世界との間を移行することによって、そ

の規定を獲得しているのである。このような相互移行の円環運動が、その実存在の本質な

のである。

5.2.3. ｢真なる実存在｣の世界としての超感性的世界

それでは、この超感性的世界についてさらに考察しよう。

(1)現象する世界の上なる世界

本質論の展開において、本質は、存在との統一へと向かう。その真なる統一は概念であ

るが、本質論の第 3 段階である｢現実性｣においてはこの統一が形式的に定立されている。

しかし、この｢現象｣の段階においては、このような統一は、まだ出現していない。従って、

次のようにも言われる。

｢本質は、まだ、如何なる現存在をも持っていない; しかし、本質は、存在する, そし

て、より深い意味において、存在として、存在する; ｣(GW11 Erscheinung B. P6)

超感性的なものは、このような真なる存在である。しかし、私たちが、"真なる存在"と言

うとき、目指されているものは、超感性的なものである。そして、このような世界が、現

象する世界の上にあり(｢自身へと反省した現象は、今、世界であり、それは、即且対自的

に存在する世界として、現象する世界の上に開かれている｣(ebd. P4))、それが、私たちに

とって、真なる実在の世界なのである。

(2)｢世界｣概念と理念

このような実在の世界としての超感性的世界は、単なる反省概念であろうか。

①｢世界｣概念一般について

｢世界｣は、言うまでもなく、カントの超越論的理念の一つである。ヘーゲルもそれにな

らって、イエーナ形而上学・論理学においては、理念を、魂、世界、最高本質と展開して

lxiii｢即且対自的な世界は、対立を含んでいる, そして、自身を、本質的な世界としての自身と

そして、他在の世界あるいは現象の世界としての自身へと突き離す。そうして、即且対自的

な世界は、それが総体性であるが故に、また、ただ、総体性の一つの側面としてのみ、そし

て、このような規定において、現象の世界に対して相違した自立性を形成する。｣(GW11 
Erscheinung B. P7)
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いるlxiv。しかし、『大論理学』と『エンチュクロペディー』においては、理念は、生命、

認識、絶対的理念であって、｢世界｣概念は、直接に登場することはない。

しかし、ヘーゲルは、『エンチュクロペディー』においては、本質論の B.｢現象｣の第 1

段階を a.｢現象の世界｣としているlxv。そこで、この｢現象の世界｣は、総体性へと発展させ

られた実存在である。そして、それは、形式(Form)との媒介によって形成される。エンチュ

クロペディーの議論においては、ヘーゲルは、現象する世界と超感性的世界との相関では

なく、内容と形式の相関を展開させている。そして、この内容と形式の相関が、そのまま、

本質的相関へとなって行く。

②本質的相関としての｢世界｣

『大論理学』においては、ヘーゲルは、｢現象｣の C.｢現象の解体｣の最後に、｢世界｣につ

いて、次のように述べている。

｢世界は、一般に、多様性の没形式的な総体性を表現している; このような世界は、本

質的な世界としても、現象する世界としても、多様性が単に相違的な多様性であるの

をやめたことによって、根拠に至った; そうして、世界は、まだ、総体性、あるいは、

宇宙であるが、しかし、本質的相関としてのそれである。｣(GW11 Erscheinung C. P5)

本質的相関は、現象として立てられた両総体性の相関である。このようにして、しかし、

本来、非本質的世界と本質的世界との関係であったものが、全体と部分、力と発現、内と

外といった一つの世界における相関として現象する。感性的なものと超感性的なものとの

相関において世界が成立している。このようにして、現象の世界そのものの中に、本質的

な世界が根を下ろす。そして、その結論が、｢内なるもの｣と｢外なるもの｣の統一なのであ

るがlxvi、これが、｢世界｣の完成であり、同時に、その止揚である。

このような｢世界｣の止揚は、次のように理解されるべきであろう。

③実体としての個別者の諸様相 ― 世界の止揚としての現実性の意味について

さて、本質的相関の展開において、現象の中の実存在が、それ自身、総体性へと、現象

を克服して実体へと高まっている。このような運動は、かの実存在の現象する世界と超感

性的世界との交代運動に他ならない。ここで、そのような運動そのものが、今、実体とし

て、定立されている。このような内容と形式の一致は、｢現象｣ではなく、｢顕示｣であり、

それにおける諸様態を一つの実体が貫いている。このような実体としての個別者の交代運

動は、ここで、可能態、現実態といった諸様相の交代(としての必然性)として示されなけ

ればならないであろう。

lxivイエーナ形而上学・論理学(GW7)においては、B. METAPHYSIK DER OBJECTIVITÄT にお

いて、I. DIE SEELE.、B. DIE WELT.、C. DAS HÖCHSTE WESEN と展開されている。

lxv『大論理学』においては、本質論第二段階である｢現象｣の中に、｢実存在｣論(とこの中に

Ding 論)があるのに対して、『エンチュクロペディー』においては、第一段階(｢実存在の根

拠としての本質｣)の中に、その b.と c.として｢実存在｣論と Ding 論が置かれ、第二段階の｢現

象｣が、a.｢現象の世界｣(DIE WELT DER ERSCHEINUNG.)、b.｢内容と形式｣(INHALT UND 
FORM.)、c.｢相関｣(DAS VERHÄLTNISS.)と展開されている。

lxviヘーゲルは、この本質的相関に関して、｢相関は、他者への反省と自身への反省とのまだ不

完全な統一である。両者の完全な相互浸透は、現実性である｣(Erscheinung 導入部 P5)と述べ
ている。
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水平的総体性と垂直的総体性が絶え間なく交代する(悪無限的な)反省運動は、両者を貫

く実体、即ち、定立された両世界の交代そのものにおいて、止揚されている。このような

実体は、その中に、諸世界を内包していながら、その諸様相において、諸世界の実存在と

して現れる。(いわゆる)アリストテレス的な個物は、このような実体の実現、現実性では

あるが、この個物は、そのような統一でありながら、その諸様相を絶え間なく変転する。

それにおいて、諸様相の実体への還帰がある。そして、この変転において、プラトン的な

イデアの世界へともまた向かうのである。

このような変転する実体の定立が、自ら顕示する主体が初めて、存在と本質の統一であ

り、このような自らを変転の中に置きながら自身を維持する個別者こそ、概念である。"精

神の実在化としての魂"は、このような概念の契機として、理解されなければならないので

ある。しかし、このことは、｢実体｣概念において潜在的に含まれている事柄にすぎない。

この実体あるいは現実性は、理念の反省的な定立、言わば、経験の形式として定立された

理念である。従って、これは、概念と理念の立場から考察されなければならない。これを、

次に見ていきたい。

5.3. ヘーゲルの哲学体系における物体論 ― ヘーゲルの概念的統一の論理の意味

5.3.0. 

前節では、個別者が、現象する世界と超感性的世界を貫く実体であり、そして、このよ

うな個別者こそ、実体＝主体としての概念に他ならないことを確認した。ここでは、ヘー

ゲルが描く概念の体系において、このことを位置付け、そこにおいて、所謂、プラトンの

イデア論とアリストテレスの質料-形相論との統一の構造を理解することにしたい。

5.3.1. ヘーゲルのなかの質料-形相論と分離実体論

この 5 章の最初に、"アリストテレスの質料-形相論といわゆる分離実体論が、ヘーゲル

的観点から、いかに調和されうるか"という課題を掲げた。これに答えることが、本論文に

おける諸課題への解答ともなろう。

(1)2 重の質料-形相構造

アリストテレスは、能動的な理性を分離するものとした。この(所謂)分離実体、能動知

性は、現実態たる純粋形相である。ここで、なぜ、(完全な)現実態＝純粋形相であり、分

離しているものであるか問題となる。これは、ヘーゲルの｢現実性｣概念そのものから、次

のように理解されよう。

①実体の概念

ヘーゲルにおいて、質料(Materie)-形相(Form)構造は、主に、(『エンチュクロペディー』

においては)本質論の｢物｣(Ding)論において展開される(即ちDing の総体性は質料-形相構造

を持っている)lxvii。同様の構造が、｢現象｣章においては、内容と形式の相関として現れてい

る。しかし、この両者は、全く同じものなのではなく、いわば、方向の異なる相関である。

lxvii『大論理学』においては、Ding は、｢現象｣の第一段階に置かれた｢実存在｣論の中で論じら

れているが(vgl. 註 lxv)、質料-形相構造に関しては、むしろ、｢本質自身における反省として

の本質｣の最後の｢根拠｣論の中で論じられている。

156



即ち、水平的質料-形相構造と垂直的質料-形相構造である。それ故に、現実性は、これら 2

つの質料-形相構造の統一として、(水平性への)実体の顕示として登場する。｢実体｣とは、

このような構造において出現したのであるlxviii。

この現実性における実体の顕示すること、あるいは、啓示の働きこそ、現実活動そのも

のであり、これが、アリストテレスの言ったエンテレケイアに他ならない。しかし、ヘー

ゲルの反省の論理において、反省的相関の全体は、常に、その契機の一つに位置付けられ

る。本来的には、概念の 3項関係がその真理であり、それらの背後には、両契機の統一が

存在する。従って、形相と質料の相関において、形相は、質料に対立するものであると同

時に、両者の全体である。前者の形相は、アリストテレスにおいては、動力因しての形相、

後者の形相は、形相因としての形相であると言って良いであろう。

②分離実体としての概念

さて、現実活動そのものとしての実体は、この相関の統一としての実体である。(実体は、

本質論において、反省的相関である絶対的相関において位置付けられるものではあるが、)

実体そのものは、本来、このような統一そのものである。これが、アリストテレスにおけ

る純粋形相と分離的｢実体｣に対応していよう。このような相関の統一者は、ヘーゲルにお

いては、｢概念｣として登場する。ヘーゲルにとって、概念が、また、主観性そのものであ

り、思惟そのものであることは、アリストテレスが、能動的な理性を、現実活動としてみ

なし、分離的なもの、即ち、不死で永遠なものと見なしていたことに応じていよう(de 

anima, III, c.5)lxix。

このような実体=主体としての概念が、絶対的相関においては、その背後にある必然性

であり、絶対的相関において、概念は、自身を対立項の一つとしての実体へと引き下げる

ことによって自身を顕示している。このように、概念の運動こそ、本来的な水平的な質料-

形相構造と垂直的な質料-形相構造の統一に他ならない。これは、そもそも、概念が、反省

の構造において展開された他者への反省と自己内反省との統一そのものであることに存し

ている。このような 2 重の質料-形相構造において、概念は、自分自身に留まりながら、自

身を顕示するものなのである。

このように、アリストテレスが、なぜ、現実性を、その完全なものとしては、純粋形相

であり、分離的なものであるとしたかが、ヘーゲルにおいては、現実性の真理が概念であ

ることの中に見出される。実体は、絶対的"相関"におけるものであり、水平性へと差し入っ

lxviiivgl.註 X.
lxixアリストテレスは、次のように述べている。

｢しかし自然全体のうちでは、或るものはそれぞれの類のための質料であり、他のものは原

因であり、しかもちょうど術がその質料に対して果たすような役割を果たしながら、すべて

のものを作ることによって、作出的原因であるから、霊魂においてもそれらの差異がなくて

はならない。そして、一方の理性はすべてのものどもになることにおいて質料のようなもの

であり、他方の理性はすべてのものを作ることにおいて、その作出的原因のようなものであ

る、そして後者は例えば光のように、ある種の状態としてある。[...]｣(『霊魂論』第 3巻 5 章)
これは、自然内部における質料-形相との類比において霊魂内部の受動的な理性と能動的な

理性の関係が語られている箇所である。この内、能動的な理性のみが身体から分離的なもの

として語られるのであるから、受動的な理性は、身体的なものとも言え、ここに、水平と垂

直の質料-形相構造があると言える。
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たものとして(の実体そのもので)ある。このようである限り、形相は、質料との結合の中

にある。しかし、本来的には、実体は、"分離実体"としての概念(実体=主体)である。こう

して、質料-形相構造は、その完成においては、必然的に、"分離実体"である概念の運動の

一つの契機に位置付けられることになる。

しかし、この概念を、再び、物に単に内在するものと考えるのは正しくない。というの

は、ここで、もうすでに、そのような内的なものは、破棄されているからである。むしろ、

これは、本来的超感性的世界そのもの、そして、超感性的なものそのものとして理解され

るべきものである。ヘーゲルにとって、概念とは、本来的に理念であり、理念とは、自己

に現実性を与える運動そのものに他ならないからである。このようなイデアの働きが全て

の根本にある。そして、これは、絶対的理念の根源分割においてある。絶対的理念が、自

身を、感覚的世界と超感覚的世界に根源分割し、実体=主体をその中で円環運動させるの

である。これを見ていこう。

(2)現実性を定立するものとしての理念：イデアとしての理念

このことを、ヘーゲルの｢理念｣(Idee)論において考察することにしたいlxx。

①｢理念｣の過程

ヘーゲルは、理念(Idee)の登場を次のように語る。

｢理念は、即且対自的に真なるもの、概念と客観性の絶対的統一である。理念の観念

的な内容は、その諸規定の中にある概念以外のものではない; 理念の実在的な内容は、

ただ、概念が外的な現存在において自身に与えるところの、この観念的な内容の表現

にすぎない, そして、概念は、このような形態を、その観念性において閉じ込め、その

威力において保持し、そうして、この形態において自身を保持する。｣(GW20 §. 213.)

このような統一は、一般に、｢主観と客観の統一｣であるが、それは、｢魂と身体の統一｣で

もあり、また、｢その現実性をそれ自身において持っているところの可能性｣、｢その自然

がただ実存在するものとしてのみ概念把握されることができるところのもの｣(§ 214)である

(｢魂と身体の統一｣は、理念の第 1 段階である｢生命の理念｣におけるものであろう)。

そこで、ヘーゲルは、｢理念は、本質的に、過程[Proceß]である｣(§ 215)と言う。しかし、

ここで、理念が｢過程｣であるというのは、そのそれぞれの段階における過程のことではな

く、生命の理念、認識(精神)の理念、絶対的理念という理念の 3 つの段階のことが念頭に

置かれている(｢理念は、過程として、その展開において、3 つの諸段階を通り抜ける｣(E § 

215 Zu.：理念の諸段階を説明している個所))。

②理念の時間性と無時間性

この理念の過程が、無時間的なものか、時間的なものかが問題となる。反省の相関にお

いては、その絶対的相関において、時間性が予期されているとしても、それ自身は、時間

的なものではなく、無時間的なものである。これに対して、理念の過程は、時間的かつ無

時間的であると言えよう。ヘーゲルにとって、｢過程｣(Prozess)は、概念の展開を意味し、

変転(移行)の中にありながらそこに貫くものが定立されている(移行と反省の統一としての

lxxヘーゲルにとって、概念とは、本来、理念である。
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発展)。このとき、時間的なものがそこに含まれているlxxi。しかし、これは、反省の相関に

おいて定立された移行そのものでもあるから、単に、時間的であるのではなく、同時に、

無時間的である。このような過程、あるいは、発展とも言われるものにおいて、主観性と

経験の観点から、次のことが含まれている。少し図式的に述べてみたい。

今、還帰を意味する時間の円環を考え、さらに、それを、これに外的な時間の中に置く

ことを考える。そのとき、外的な時間の同一時間においてある時間円環上に 2点は、時間

円環の下端で根源分割され、相関しながら時間の経過と共に上昇し、上端で再び一つにな

る。これが、生成と発展と消滅の展開である。しかし、この運動は、時間円環内部の過程

においては、ただ、点が上昇し、上端で下降に転じ、下端に還帰するという円環運動を意

味している。この運動が、むしろ、主観の経験を意味している。ただし、上昇の過程と下

降の過程とでは、同じ事柄を、反対の観点において、内と外が逆転した観点(即ち感性的世

界と超感性的世界)において経験することになる。勿論、この主観性は、この点が身体を意

味するなら、感性的な主観性に限定されたものであり、この円環も限定された総体性にす

ぎず、主観の経験も限定的なものを意味しているにすぎないであろうがlxxii、移行と相関の

統一とは、あるいは、時間性と無時間性の統一とは、ただ、(2点の)移行運動でも、相関で

もなく、このような円環全体という、主観性を中心とした時間円環運動を意味しているの

であるlxxiii。

有機体は死によって精神へと移行する(§ 376)。絶対的理念が、このような｢過程｣として

の展開の運動、円環運動の根拠であり、絶対的理念自身も(s. 註 lxxiv)、その契機である諸

客観、あるいは、諸総体性、諸様態を貫いて、自身を実現している。これらの運動が、理

lxxi例えば、自然哲学における、｢気象学的過程｣、｢化学的過程｣、あるいは、生命過程などで

ある。また、歴史哲学講義においても、その序論において、歴史の展開が、｢過程｣としても

述べられているが、歴史も時間的なものであろう。このことは、概念においては、それが、

主観の経験そのものとも関わることとも関係していよう。

lxxii理性的な主観性は、主観的時間とそれに外的な時間の統一するものであろう。従って、こ

こでの主観的時間は、それに外的な時間の中を螺旋運動するようになろう。この全体は、

(時間の)諸円環の円環である。時間円環は、そもそも、無時間性と時間性の統一であるが、

(時間の)諸円環の円環は、その主観性と客観性の統一であり、これがまた、感性的世界と超

感性的世界の時間的並行性の構造を生み出している。

　カントは、形而上学講義(『形而上学 L1』,『形而上学 L2』)において、魂の永遠性につい

て述べて、魂は、死後、｢精神的な直観｣を持ち、世界を、｢それが存在するように直観する｣

(｢これが来世なのである｣とされる)(Akademie Ausg.Bd. XXVIII.1. S.297)と述べている。この

ことは、上の一つの時間円環における主観の経験を意味していよう。しかし、ここで、この

時間円環の(時間性との統一としての)無時間性は、諸時間円環の円環において位置付けられ、

客観的時間の中にも、その経験は位置付けられる、というべきであろう。主観の総合的経験

は、ただ外的な時間に対する時間円環ではなく、時間諸円環の時間円環においてあり、そし

て、これは、客観的時間の中に時間諸円環を螺旋的に含む運動をその内部に持ち、この感性

界と超感性界との往復運動の全体が、或る主観の全経験を示し、これが、精神を表現するも

のなのである。

lxxiiiこの円環運動において、かの移行は、円周運動になっており、相関は、円周と中心との相

関であるが、これは、ヘーゲルが、運動の展開において、点の運動、線の運動と呼んでいた

ものである。しかし、運動の展開は、面の運動として完成する。これは、楕円運動である。

楕円運動において、(本来一つである)2 つの焦点を往復する運動、感性的世界と超感性的世

界を往復する運動が表現されている。
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念の｢現実性｣であり、生命的形態にも、精神的形態にも留らず、これらの諸客観全体にお

ける円環運動全体を意味するものなのである。

③永遠の理念

時間的なもの、つまり、客観性と対立するものとしては、理念は、生命と精神という両

総体性、両様態を貫いて経過する主体=実体であるlxxiv。しかし、このような理性的存在者

は、そのものとしては、一つの世界を形成している(天球の裏側の世界)lxxv。この世界は、

それ自身の諸様態の一つではあるが、その全体の意味をもつ世界であり、(天界の星々の回

転が自身の中に時間を持っているように)その内部に自身の時間を持つものとして存在して

いるのである。そして、実体＝主体としての私たちの本質もまた、このようなイデアなの

である。

以上のように、理念、あるいは、理念の過程は、時間性と無時間性の統一であり、これ

は、感性的世界と超感性的世界とを往復する時間的な過程、実体＝主観の経験を意味する

ものなのである。

5.3.2. ヘーゲルの概念的統一の論理の意味

さて、ヘーゲルの概念の体系とは、3 重の推論の体系であるlxxvi。これにおいて、実体＝

主体たる魂の諸様態の展開が、理解されなければならない。

(1)身体、魂、霊の 3 重の推論

身体、魂、霊は、概念の 3 重の推論に対応して、精神-身体-魂、身体-魂-精神、魂-精神-

身体の 3 重の推論を形成しよう。

①精神-身体-魂の推論：偶有性としての魂

"精神が魂として身体において実在化される"ことは、魂は、精神の実在性の一つの契機

であることを意味している。即ち、魂は、身体(物体)に対している精神である。このよう

な位置付けは、概念に対する｢本質｣の位置付けと同じである。しかし、これは、存在論の

推論である概念-存在-本質に対応して、精神-身体-魂という推論である。というのも、ここ

で、魂は、身体と直接に一致しているものとして定立されているからである。この推論が、

精神が、自然における物体的形式において(即ち有機体において)魂として宿っていること

を示しており、このとき、精神が、"実体"として、魂は、存在の規定(否定)としてある。従っ

て、このような魂は、精神の偶有性である。この魂が、その中心に(諸感情など)主観性を

置きながら、身体の組織化を規定する。

②身体-魂-精神の推論：実体としての魂へ

論理学の本質論は、｢無から無への｣運動が展開とされる。ここでは、存在が登場すると

しても、それは、本質の内部に位置付けられた仮象としての意味を持っている。そこで、

｢実体｣は、現象する世界における身体を否定し、本来の世界としての超感性的世界におけ

lxxiv｢絶対的精神｣の B.啓示宗教の過程におけるイエスの誕生と死は、このような両世界の統一

を意味している。このイエスを全ての個人の体験となすのがこの B.啓示宗教の課題であり、

その結論として C.哲学が登場する。

lxxv｢絶対的精神｣の B.啓示宗教の諸過程も参照せよ。

lxxvi理念の諸展開は、この 3 重の推論の展開(3 つの推論の一つの推論)に他ならない(1 章を見

よ)。
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る規定(実存在)となる。そのことによって、魂は、精神を自らの内に定立する。このよう

な魂のあり方は、本質論の推論である存在-本質-概念に対応して、身体-魂-精神の推論にお

いて規定されよう。

考察したように、人間の魂は、魂において個別化されている。このような個別化は、そ

ぞれの魂が、このような実体であることを意味している。ただし、これは、スピノザの実

体ではなく、むしろ、ライプニッツの実体である。この実体は、｢自我｣なのであるが、自

我は、精神へと単なる魂であることを克服する魂、あるいは、現象する精神である。この

実体が、魂の諸偶有的なものを貫いている。

そして、実体は、一つの契機でありながら全体であることを意味しているから、本来的

には、この実体が、魂の諸展開をも貫いているものである。即ち、この実体が、感性的世

界と超感性的世界との交代を貫き、これら世界の存在であることをその様態として持つ実

体であるlxxvii。しかし、この実体は、主体としては、精神そのものであり、これが、人間の

本質である。

③魂-精神-身体の推論：実体＝主体としての魂

概念の推論である本質-概念-存在に対応する魂-精神-身体の推論が、この｢精神｣の推論で

ある。魂-精神-身体の推論は、精神が、魂と身体との根源分割において、両者を交代させ

る運動そのものを意味している。この推論は、魂が、精神の契機として、このような主体

を自我として自身の中心に添えて、諸世界を展開する運動であるとも言えるlxxviii。このよ

うな円環運動において、自我の中に、精神の内容が、現象する。実体であり主体であるこ

とは、このような普遍的な個体性を意味しlxxix、それが同時に唯一の精神であるところの諸

精神として永遠なる精神への還帰である(スピノザとライプニッツの統一)。そして、精神-

身体-魂、身体-魂-身体、そして、魂-精神-身体 (即ちそれ自身)の 3 つの推論の一つの推論

としてのこの推論は、感性的世界と超感性的世界とへと自身を根源分割する絶対的理念の

運動である。このようにして、絶対的理念は、その根源分割において、諸世界を形成し、

実体=主体をその中で円環運動させるのである。

以上のように、"精神の実在化"としての魂は、一般には、第 1 の推論：精神-身体-魂にお

いてのみ、即ち、魂が身体に宿った状態のみを持つのではない。つまり、魂は、所謂、ア

リストテレスの質料-形相論の枠内で論じられる身体の形相としての魂に限定されるもので

はなく、それ以外に、超感性的世界における実存在(分離実体)であるという様相をも持つ。

他方で、魂は、所謂、プラトンのイデアの分有のように、(例えば全ての各人に)共通な単

lxxviiしかし、超感性的世界において、その関係は｢転倒｣している。感性的世界において、身体

が外的なものであり、魂は内的なものであるのに対して。超感性的世界においては、身体が

内的なものであり、魂は外的なものである。

lxxviii上で示した、3 つの推論、精神-身体-魂、身体-魂-精神、魂-精神-身体は、｢魂｣の 3 つの

Mode としても位置付けられる。

lxxixベーコンにとっても自然の支配は｢服従することなくして｣なかったが、理性の確信は、本

来、精神を受け入れることの中にある。理性の確信とは、神的なるものの代理人としての確

信なのである。カントにとって、信仰こそが、純粋(実践)理性であるが、信仰は、普遍的個

体性の必然的な契機として、理性であり、この意味で、理性は、完成された信仰である。こ

の意味で、信仰は、本来的に、人間であることの可能性の制約であり、自由もそこにおいて

ある。
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なる普遍的なものが身体に宿っているのでもない。植物や動物においては、魂そのものは

個体化されていないとしても、人間においては、個体化された実体＝主体としての魂がそ

の全過程を貫いている。このような魂の一つの様相として、魂は、イデア的な(論理的なも

のとしての)様相を持つとしても、そもそも個体化された個々の魂が、身体に宿るのであ

るlxxx。

このように、概念の 3 重の推論において示される展開は、所謂、アリストテレス的な個

体論も、プラトン的な個体論とも一致するものではなく、両者を統一するものなのである。

このようにして、私たちは、1 章において掲げた課題、"精神と物質の統一"、"天上界と物

質界の統一"を、ヘーゲルの体系構成との関連において描き出すという、しかも、それを、

自然哲学に内在する観点からlxxxiとヘーゲル哲学体系全体の観点から描き出すという課題を、

この論文全体を通して成し遂げたと言えるだろう。

(2)ヘーゲルの概念的統一の論理の意味

ヘーゲルの 3 重の推論の論理は、自然、精神、論理的なものという 3 つの世界を定立す

るだけでなく、それらの諸世界を、実体＝主体としての魂が変転することによって、全体

の統一を形成しているという構造を持っている。即ち、感性的世界と超感性的世界は、時

間的に平行しながら存在し、その中を、実体＝主体としての魂が円環運動することによっ

てその統一を形成している。あるいは、この円環運動において、両世界は、平行的な両総

体性として存在するのである。このように、感性的世界と超感性的世界の交代は、単に観

念的なもの、あるいは、単に、無時間的なものとして理解されるものではなく、実体＝主

体としての私たち個人の経験において把握されるべきものなのであり、そして、私たち各

人である実体＝主体こそ、両世界の統一として、イデアそのものであり、これが、また、

(絶対的理念の許で)無時間的永遠なる存在とその世界を形成しているのである。

これが、ヘーゲルの概念の体系、即ち、論理学内部における総体性の形成が、同時に、

自然、精神、論理的なものの哲学体系の形成であるという体系構造の意味でありlxxxii、以上

論じてきたことの結論である。以上により、アリストテレスの質料-形相論といわゆる分離

実体論(あるいはプラトンのイデア論)は、ヘーゲルの概念の統一の論理において統一され

ており、これが、質料-形相構造と、分離実体論そしてイデア論lxxxiiiの真実であると言える

だろう。アリストテレスは、自ら、プラトンのイデア論を批判し、独自の立場を築き上げ

lxxxプラトンの諸ミュートスには、これが、表現されている。

lxxxi私たちは、2-4 章(特に 4 章)において自然哲学内部における質料-形相構造が精神と自然との

関係において、即ち、精神が自然に(自然内部における質料-形相構造の中心として)差し入る

ことによって形成されることを示し、この終章において、この自然内部における質料-形相

構造が分離実体論における質料-形相構造と 2 重の質料-形相構造を形成していることを、体

系全体の 3 重推論における、自然と精神と論理的なもののという諸総体性の形成と、3 重の

推論の 1 つの推論における、それらの総体性の連関と統一において示した。

lxxxii論じてきた身体、魂、霊の推論は、ヘーゲル哲学体系全体においては、自然、精神、論理

的なものとして理解されるべきである(勿論、精神哲学内部において、それが、限定されて

登場することがある)。従って、精神哲学においては、全体として反省的な段階として、魂

の展開がなされ、本来的な精神は、論理学において展開される。

lxxxiiiアリストテレスが伝えるプラトンの"イデア＝数"論も、イデア的限定と感覚的限定の統一

を表すものとして、概念の運動全体を形成しているように思われる。
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ながらも、その分離実体論において、プラトンのそば近くにきていたのであり、あるいは、

その本来的完成の立場へときていたのである。従って、アリストテレスの分離実体論を、

単に矛盾として見たり、アリストテレスが捨てきれなかったプラトン主義として位置付け

たりするのは、一面的である。概念の本性からは、むしろ、アリストテレスの自らの立場

の徹底こそが、分離実体論であったのであり、プラトンへの還帰であったのである。

そして、ヘーゲルも、直接に、その自然から精神への移行に際して、

｢[有機体の外面性と概念の]このような普遍的な非適合性において、魂と身体の分離可

能性があり、それに対して、精神は、永遠であり、不死である。｣(E § 375 Zu.)

と言うのである。

さて、ヘーゲルは、その『エンチュクロペディー』の最後に、アリストテレスを引用し

ている。それは、"思惟の思惟"としての神が語られる個所である(Metaphysica, 1072 b 

18-30)。しかし、我々は、同じ理由から、むしろ、最後に、プラトンを取り上げ、本論文

を締めくくることにしたい。理性的でもある"神話"が真実として理解されることが、｢新た

な宗教｣(｢ドイツ観念論最古の体系プログラム｣)の課題であろう。

5.4. 結び ― 転生輪廻の論理学としてのヘーゲル体系

示してきたように、ヘーゲルの 3 重の推論の論理、概念的統一の論理は、絶対的理念の

根源分割(創造)lxxxivの許での 3 つの世界における主体の変転を意味するものである。これは、

プラトンが、『パイドン』や『パイドロス』、あるいは、『国家』において描いているよ

うな魂の転生輪廻の世界観を指し示すものである。プラトンは、『国家』の第七巻におい

て、有名な"洞窟の比喩"を語る。そして、その最後に次のように述べている。

いま話したこの比喩を全体として、先に話した事柄に結びつけてもらわなければなら

ない。つまり、視覚を通して現われる領域というのは、囚人の住いに比すべきもので

あり、その住いのなかにある火の光は、太陽の機能に比すべきものであると考えても

らうのだ。そして、上へ登って行って上方の事物を観ることは、魂が〈思惟によって

知られる世界〉へと上昇していくことであると考えてくれれば、ぼくが言いたいと思っ

ていたことだけは、― とにかくそれを聞きたいというのが君の望みなのだからね ― 

とらえそこなうことはないであろう。lxxxv

ここで、〈思惟によって知られる世界〉は、イデア界であるが、プラトンは、このことで

もって、魂の具体的な経験を語っている。プラトンは、『国家』の最後に、魂の｢不死｣を

論証した上で(｢魂が不死であるということのほうは、たったいまの議論によっても、ほか

lxxxivヘーゲルの体系は、｢流出｣の体系でも、｢反省｣の体系でもなく、人格神による｢創造｣

(erschaffen)の体系である。しかし、そこにおいてこそ、プラトンとアリストテレスの統一も

また見出されうる。

lxxxvプラトン,藤沢訳, 『国家』第 7巻 3
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のいくつかの議論によっても、どうしても認めざるをえないところであろう｣lxxxvi)、次のよ

うに言う。

そのむかし、エルは戦争で最後をとげた。10日ののち、数々の屍体が埋葬のために収

容されたとき、他の屍体は、すでに腐敗していたが、エルの屍体だけは腐らずにあっ

た。そこで彼は家まで運んで連れ帰られ、死んでから 12日目に、まさにこれから葬ら

れようとして、野辺送りの火の薪の上に横たえられていたとき、エルは生きかえった。

そして生きかえってから、彼はあの世で見てきたさまざまな事柄を語ったのである。 

･･･　lxxxvii

これが、｢エルの物語｣である。"洞窟の比喩"と異なり、プラトンにとって、イデアの世界、

あるいは、(中間的な)魂の世界は、"比喩"ではない。プラトンにとって、どうしても、論証

されなければならないことがらであった。そして、プラトンは、この｢エルの物語｣の最後

に次のように語り、『国家』を締めくくっている。これを、本論文の結語に代えることに

したい。

このようにして、グラウコンよ、物語は救われたのであり、滅びはしなかったのだ。もし

われわれがこの物語を信じるならば、それはまた、われわれを救うことになるだろう。そ

してわれわれは、〈忘却の河〉をつつがなく渡って、魂を汚さずにすむことだろう。しか

しまた、もしわれわれが、ぼくの言うところに従って、魂は不死なるものであり、ありと

あらゆる悪をも善をも堪えうるものであることを信じるならば、われわれはつねに向上の

道をはずれることなく、あらゆる努力をつくして正義と思慮とにいそしむようになるだろ

う。そうすることによって、この世に留まっているあいだも、また競技の勝利者が数々の

贈物を集めてまわるように、われわれが正義の褒章を受け取るときが来てからも、われわ

れは自分自身とも神々とも、親しい友であることができるだろう。そしてこの世において

も、われわれが物語ったかの千年の旅路においても、われわれは幸せであることができる

だろうlxxxviii。

了

lxxxvi『国家』第 10巻 11; 魂の不死については、その他、『パイドン』,『パイドロス』を見よ。

lxxxvii『国家』第 10巻 13
lxxxviii『国家』第 10巻 16
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