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ベベルルククソソンンははロロママンン主主義義のの夢夢をを見見るるかか 
―ベベルルククソソンンににおおけけるるテテククスストト解解釈釈学学のの可可能能性性― 

 
長長谷谷川川 暁暁人人 

 

1.ははじじめめにに 
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の正当性を検討するものである。解釈学はディルタイらによって学問として確立さ

れたが、こうした初期の解釈学は後にガダマーなどからロマン主義的であるとして

批判されることになった。この批判の要点は、ディルタイに代表される初期解釈学者

たちが、あまりに安易にテクストから著者の心情への遡行を正当化している、という

ことにある。この批判がベルクソン解釈学にも妥当するかどうかが論考の中心とな

る。 

 ベルクソンは、その時代的な近似性もあり、ディルタイと同じ「生の哲学」と呼ば

れる潮流に属する。そして、ベルクソンの著作からうかがえる解釈観には、ディルタ

イの解釈学に通じる視点も多い。とりわけ、ベルクソンのテクスト解釈には直観によ

る著者への共感という側面が強く打ち出されており、その意味で解釈はベルクソン

哲学の中心概念と深く関わる問題であるとも言える。だとすれば、ガダマーらによる

ディルタイへの批判がそのままベルクソンにも敷衍されるとしたら、それはベルク

ソン哲学にとっても大きな瑕疵となりうる。 

 論考の前半では、まずディルタイの解釈学がどのようなものかを概観する。その後、

ベルクソンにおける解釈観とディルタイ解釈学との類似性や相違点を明らかにする。

その上で、後半部分ではガダマーとリクールによるディルタイへの批判を検討する。

最終的に、その批判がどの程度ベルクソンの解釈学に当てはまるのかを考察し、論を

締めくくることとする。ベルクソンの解釈観は、著者への共感を目標とする点におい

て、ディルタイと根本的に通じる部分がある。他方で、ベルクソン哲学にはリクール

やガダマーの批判にも耐えうる強度もある。具体的には、リクール解釈学に通じるよ

うな、分析と直観の相補的な方法論がある。また、ガダマーが提示する解釈者と著者
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解が普遍妥当性にまで高められるかどうかにかかっている」(5)。この普遍妥当性を、

ディルタイは人間全体の同質性に求める。「解釈者の個性と著者の個性は、理解にお

いて、比較不可能な二つの事実として対立するのではなく、両者は普遍的人間本性と

いう基礎の上に形成されている」(6)。 

 すなわち、人間の個別性や特殊性というものは、人間精神というものの根本的な同

質性の上に成り立つ程度の差異に過ぎないということである。「あらゆる個人的な区

別は、最終的には、人間相互の質的な差異によってではなく、ただ、その人の心理的

過程の程度的な差異によって条件付けられているに過ぎない」(7)のだとディルタイは

語る。こうした人間の同質性は、客観的精神(der objektive Geist)という概念によって

説明される。この客観的精神をディルタイは以下のように定義する。 

 

客観的精神とは、人々の間に成立している共通性が客観化されて感覚の世界に表

された多様な形式である、と私は考える。このような客観的精神において、過去

は私たちにとってそのまま現在として残っている。客観的精神という領域は、生

活様式、交際の形式から、社会が定めた諸目的の連関、つまり習俗、法律、国家、

宗教、芸術、科学、哲学にまで及ぶ(8)。 

 

私たちを根拠づけるこうした共通性のもとで書かれたテクストが、理解できないこ

となどありえない。 

 

2-3. 追追体体験験にによよっってて著著者者のの心心情情にに迫迫るるこことと 
 

 では、解釈の眼目であるところの著者の精神の理解は具体的にどのような方法に

よって可能となるのだろうか。ディルタイの考えるところでは、テクストは著者の精

神が文字として客観化されたものである。「文字によって固定された生の表示の技巧
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

的理解を
．．．．

、私たちは解釈
．．．．．．

(interpretation / Auslegung)と呼ぶ
．．．

」(9)とディルタイは語るが、

文字によって構成されるテクストと、生との間にはどのような関係があるのか。私た

ちが目の前にしているのはあくまでテクストであり、著者の生そのものではない。

「外から感覚的に与えられる表れ(Zeichnung)から私たちが内面的なものを認識する
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との時代的な隔たりを乗り越えるような、存在者同士の普遍的な連続性がある。こう

した観点から、ベルクソン解釈学の現代的な意義を強調することが、本論の最終的な

到達点となる。 

 

2-1. デディィルルタタイイににおおけけるる解解釈釈学学 
 

西洋中世を通じて神学の中心的な作業であった解釈が、「解釈学」として確立され

たのは、シュライアマハーの貢献によるところが大きい。シュライアマハーは解釈を

文法的解釈(grammatische Interpretation)と技術的解釈(technische Interpretation)とに分け、

後者の技術的解釈を重視した(1) 。文法的解釈とはテクストを文法に即して客観的に

読み込むことであり、それに対し技術的解釈とはテクストの背後に想定される著者

の心情へと主観的に迫っていくような読み方を指す。 

このようなシュライアマハーの解釈学を引き継ぎ、そこに透徹した人間観による

明確な根拠を与えたのがディルタイである。ディルタイは自らの標榜する精神科学

(Geisteswissenschaften)に自然科学と同じだけの普遍的妥当性ないしは客観性を与え

るため、理解(Verstehen)という語に特別な意味合いを付与する。それは、自然科学に

おける説明(Erklären)という語に対応するものである。すなわち、ディルタイいわく

「自然を私たちは説明し、心的生を私たちは理解する」(2)のである。私たちは自然を

対象とし、因果法則によってその運動を説明する一方で、人間の精神を対象とし、解

釈によってその内面を理解する。解釈学とはこの理解という認識に基づく学問であ

り、テクスト(3)から著者の精神を理解することを目標とするものである。 

既にシュライアマハーにおいて、「解釈の眼目は、人が自己の心情から、著者の心

情へと、移行することができねばならないということである」(4)という形で、解釈の

究極的な対象がテクストの意味論的な理解を超えた著者の精神への共感であること

が示されていた。 

 

2-2. 解解釈釈のの妥妥当当性性をを支支ええるるもものの 
 

 解釈学が普遍妥当的な学問として成立しうるかどうかは、「一個の人間に対する理
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ものを呼び戻すという関係が生じる」(15)のだという。体験の表現、すなわち生がテク

ストとして記号化される際、そこには著者の意識していた以上のものが含まれる。そ

うした無意識のうちに示されている事柄をも含めて解釈することで、私たちは著者

以上に著者を理解することができるのである。解釈がただ著者の生を同じだけ追構

成するだけならば、解釈者は必要ない。著者の無意識をこそ追構成することが求めら

れているのである(16)。 

こうした「著者よりもよく理解する」というテーゼは、既にシュライアマハーにお

いても「人は、著者と同程度に理解しなければならず、そして、著者よりも良く理解

しなければならない」(17)という形で表れていた(18)。そして、その理由もまたディルタ

イと同様、「著者たちは、その言語について、あくまで不明瞭な意識しか有していな

い。それゆえに人は、いつも確定的なものを勘定に入れなければならない」(19)からだ

という(20)。 

著者は、自らの作品の最も深い理解者であるとは限らない。むしろ、著者は常に自

らの生を主観的に捉えているのだから、そこからこぼれ落ちてしまう無意識の表現

を見逃してしまいがちである。解釈者は著者の生を追体験するとともに、そうした無

意識をも解釈の対象とすることが可能であるため、解釈者は著者よりもよく著者を

理解することができるのである。 

 

3-1. ベベルルククソソンンににおおけけるる二二つつのの方方法法 
 

 ここでディルタイ解釈学の正当性を検討する前に、ベルクソンの解釈学とでも呼

べるものについて明らかにしておきたい。ベルクソンはディルタイと同じ「生の哲学」

という名によって形容されることがあるが、その呼び名以上に両者には共通点が多

い。ただし、ベルクソンは解釈学を論じたことはなく、また言語やテクストを主題と

した著書を残してもいないため、ベルクソンの著書からその理論を再構成する必要

がある。しかし、そのようにして取り出されるベルクソンの解釈観はベルクソン哲学

の理解にとっても、また解釈学という学問にとっても非常に豊かな実りをもたらす

はずである。 

 ベルクソンにおいても、ディルタイと同様、自然科学では捉えきれないような対象
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過程を、理解
．．

(Verstehen)と呼ぶ」(10)のならば、内面的な生と外的な表れとの関連が語

られなくてはならない。 

 ディルタイは、ここで体験(Erleben)および表現(Ausdruck)という語を使う。すなわ

ち、理解とは著者の表現を通じて著者の体験に迫ろうとするものなのである。「理解

は何よりもまず、いかなる体験－これは理解として特徴付けられている－にも含ま

れている、表現とそこに表現されているものの関係に基づいている」(11)のであって、

表現から体験へと遡ることが理解の過程なのである。理解を方法とする解釈の目標

はあくまで体験すなわち生そのものであり、表現はその通過点に過ぎない。こうして、

「理解の技術の中心点は、文書の含んでいる
．．．．．．．．

、人間存在の名残を
．．．．．．．．

、解釈することにあ
．．．．．．．．

る
．
」(12)ということになる。 

 こうして、一度テクストすなわち表現を媒介して著者の生および心情へと遡ると

いうことは、追構成(Nachkonstruieren)または追体験(Nacherleben)という性格を持つ。

解釈者はテクストを通じて、著者の生を再び辿り直す。理解とは、そうした遡行の行

為なのである。「理解は単純に思考の能力として把握されるべきではないということ

も、示されたところである。すなわち転換、追構成、追体験－これらの事実はこの経

過において作用している、精神生活の全体を示していた」(13)とディルタイは語る。テ

クストは著者の生の名残としての表現なのだから、それを通じて私たちは著者の精

神を追体験することが可能になるのである。 

 

2-4. 著著者者よよりりももよよくく理理解解すするるこことと 
 

 こうして著者の生を追体験することによって可能となる著者の精神の理解である

が、ディルタイにおいて、それはときに著者自身の理解をも超えることがあるとされ

る。ディルタイは、「解釈学的方法の究極の目標は、著者が自分自身を理解したより

も著者をよく(besser)理解することである」(14)と語る。 

 なぜ、解釈者である私たちが、著者よりもよく著者の精神を理解することができる

のだろうか。それは、私たちが著者の無意識をも解釈の対象とすることができるから

である。ディルタイは「体験の表現は詩人や芸術家の意識していた以上のものを含ん

でいるため、その表現を理解する者の心に、詩人や芸術家の意識の中にあった以上の
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．．．．．．．．
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．．．．．．．．

、解釈することにあ
．．．．．．．．

る
．
」(12)ということになる。 

 こうして、一度テクストすなわち表現を媒介して著者の生および心情へと遡ると

いうことは、追構成(Nachkonstruieren)または追体験(Nacherleben)という性格を持つ。

解釈者はテクストを通じて、著者の生を再び辿り直す。理解とは、そうした遡行の行

為なのである。「理解は単純に思考の能力として把握されるべきではないということ

も、示されたところである。すなわち転換、追構成、追体験－これらの事実はこの経

過において作用している、精神生活の全体を示していた」(13)とディルタイは語る。テ

クストは著者の生の名残としての表現なのだから、それを通じて私たちは著者の精

神を追体験することが可能になるのである。 

 

2-4. 著著者者よよりりももよよくく理理解解すするるこことと 
 

 こうして著者の生を追体験することによって可能となる著者の精神の理解である

が、ディルタイにおいて、それはときに著者自身の理解をも超えることがあるとされ

る。ディルタイは、「解釈学的方法の究極の目標は、著者が自分自身を理解したより

も著者をよく(besser)理解することである」(14)と語る。 

 なぜ、解釈者である私たちが、著者よりもよく著者の精神を理解することができる

のだろうか。それは、私たちが著者の無意識をも解釈の対象とすることができるから

である。ディルタイは「体験の表現は詩人や芸術家の意識していた以上のものを含ん

でいるため、その表現を理解する者の心に、詩人や芸術家の意識の中にあった以上の



 

 

185 

通の表面に沿って互いに試し合いながら、その結果が豊かになる」(PM1287)という。

すなわち、ベルクソンが科学と哲学の間に見ているのは「方法(méthode)」の違いであ

り、「価値(valeur)」の違いではない(PM1285)。 

 これは、テクストという対象においても同様のことである。ベルクソンは『思考と

動くもの』の「哲学的直観」において、スピノザとバークリを例に取り哲学者の学説

を読み込む過程について語っている。テクストにはまず文章同士の論理的な関係が

あり、その記述には他の哲学者からの影響があり、ときに錯綜した全体がある。「私

たちはまずその作品に取りかかり、その出どころに遡り、影響関係を推し量り、類似

点を見つけ出す」(PM1346)ことになる。それは著者の持続に到達するために必要な一

連の「準備的努力(effort préalable)」(PM1346)である。一方で、「その哲学者の思考の

周辺をまわることをやめ、内側に入り込もうとより一層努力するにつれて、私たちは

彼の学説が姿を変えていくのを見る」(PM1347)ことになる。そこにはその哲学者が生

涯語ろうとし続けた「何か単純なもの」(PM1347)があるという。 

 ここで、テクストは外的な記号的表現でありながらも、そこには著者の内面的持続

が浸透しているのだということがうかがえる。そして、このテクストという対象にお

いて、分析的な読みと直観的な読みとが順序立てて、相補的に働き合うことが語られ

ている。 

 

3-3. 言言語語とといいうう障障碍碍 
  

ベルクソンは、学説を著した哲学者は自身の根源的な持続の直観を言語化しようと

試みるのだが、その単純な直観を言語化することは著者自身にとって困難を極める

という。 

 

この点には何か単純なもの、無限に単純なもの、あまりに並外れて単純であるた

めに哲学者が言うことに決して成功しなかったものがある。それが、彼が一生語

り続けた理由なのである。彼は精神のうちにあるものを定式化しようとして、そ

の定式を訂正し、その訂正をさらに訂正することを余儀なくされる。（中略）彼の

学説の複雑さのすべては、単純な直観を表現するために彼の用いる手段が、その
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の内面的な生が問題となっていた。ベルクソンは、「科学的説明(explication scientifique)」

(PM1253)は外的な不動の「物質的世界(monde materiel)」(PM1255)を対象とするもので

あり、それは方法論として「分析(analyse)」という手続きを取るという。これに対し、

「形而上学(metaphysique)」はまず生の流れそのものである「内面的持続(durée 

interieure)」(PM1272)に向かうものであり、認識の方法として「直観(intuition)」を必要

としている。 

 この二つの認識方法は、対象を外側から捉えるか、内側から捉えるか、という形で

区別することができる。 

 

形而上学の諸定義と絶対性の諸概念を比較してみると、見かけ上の多様性にも関

わらず、ものを知るために根本的に異なった二つの方法を区別するという点にお

いて、哲学者たちが一致していることがわかる。第一の方法は、それらのものの

周りをまわることであり、第二の方法は、その内に入ることである(PM1392-1393)。 

 

第一の方法、すなわち自然科学における実証的な分析は、「ある事物をそれでないも

のとの関係において表現する」(PM1395)ゆえに、対象の周りを回り続け、相対的な認

識しかもたらさない(21)。これに対し、第二の方法、すなわち形而上学における「直観

は対象の内部に身を移すための共感
．．

(sympathie)」(PM1395) であり、それゆえに対象
と一体化し、視点に関わりなくそのものを直接に把握することができる(22)。 

 

3-2. ベベルルククソソンンににおおけけるるテテククスストト解解釈釈 
 

 ベルクソンは、無機の物質には自然科学的な分析を、生の持続には形而上学的な

直観を割り当てることが多いが、分析と直観という認識方法は、対象によって分けら

れるものではない。外的事物に分析が用いられるのは、それがそうした事物の把握に

とって有用であるからに過ぎず、また逆に内面的持続に対して直観が用いられるの

も、それがそのような生をそのまま捉えるために有用であるからに他ならない。 

 それゆえ、分析と直観とは、ベルクソンにおいて相補的なものとして位置づけられ

る。ベルクソンは「精神と物質は触れ合っているのだから、形而上学と科学はその共



 

 

185 

通の表面に沿って互いに試し合いながら、その結果が豊かになる」(PM1287)という。

すなわち、ベルクソンが科学と哲学の間に見ているのは「方法(méthode)」の違いであ

り、「価値(valeur)」の違いではない(PM1285)。 

 これは、テクストという対象においても同様のことである。ベルクソンは『思考と

動くもの』の「哲学的直観」において、スピノザとバークリを例に取り哲学者の学説

を読み込む過程について語っている。テクストにはまず文章同士の論理的な関係が

あり、その記述には他の哲学者からの影響があり、ときに錯綜した全体がある。「私

たちはまずその作品に取りかかり、その出どころに遡り、影響関係を推し量り、類似

点を見つけ出す」(PM1346)ことになる。それは著者の持続に到達するために必要な一

連の「準備的努力(effort préalable)」(PM1346)である。一方で、「その哲学者の思考の

周辺をまわることをやめ、内側に入り込もうとより一層努力するにつれて、私たちは

彼の学説が姿を変えていくのを見る」(PM1347)ことになる。そこにはその哲学者が生

涯語ろうとし続けた「何か単純なもの」(PM1347)があるという。 

 ここで、テクストは外的な記号的表現でありながらも、そこには著者の内面的持続

が浸透しているのだということがうかがえる。そして、このテクストという対象にお

いて、分析的な読みと直観的な読みとが順序立てて、相補的に働き合うことが語られ

ている。 

 

3-3. 言言語語とといいうう障障碍碍 
  

ベルクソンは、学説を著した哲学者は自身の根源的な持続の直観を言語化しようと

試みるのだが、その単純な直観を言語化することは著者自身にとって困難を極める

という。 

 

この点には何か単純なもの、無限に単純なもの、あまりに並外れて単純であるた

めに哲学者が言うことに決して成功しなかったものがある。それが、彼が一生語

り続けた理由なのである。彼は精神のうちにあるものを定式化しようとして、そ

の定式を訂正し、その訂正をさらに訂正することを余儀なくされる。（中略）彼の

学説の複雑さのすべては、単純な直観を表現するために彼の用いる手段が、その

 

 

184 

の内面的な生が問題となっていた。ベルクソンは、「科学的説明(explication scientifique)」

(PM1253)は外的な不動の「物質的世界(monde materiel)」(PM1255)を対象とするもので

あり、それは方法論として「分析(analyse)」という手続きを取るという。これに対し、

「形而上学(metaphysique)」はまず生の流れそのものである「内面的持続(durée 

interieure)」(PM1272)に向かうものであり、認識の方法として「直観(intuition)」を必要

としている。 

 この二つの認識方法は、対象を外側から捉えるか、内側から捉えるか、という形で

区別することができる。 

 

形而上学の諸定義と絶対性の諸概念を比較してみると、見かけ上の多様性にも関

わらず、ものを知るために根本的に異なった二つの方法を区別するという点にお

いて、哲学者たちが一致していることがわかる。第一の方法は、それらのものの

周りをまわることであり、第二の方法は、その内に入ることである(PM1392-1393)。 

 

第一の方法、すなわち自然科学における実証的な分析は、「ある事物をそれでないも

のとの関係において表現する」(PM1395)ゆえに、対象の周りを回り続け、相対的な認

識しかもたらさない(21)。これに対し、第二の方法、すなわち形而上学における「直観

は対象の内部に身を移すための共感
．．

(sympathie)」(PM1395) であり、それゆえに対象
と一体化し、視点に関わりなくそのものを直接に把握することができる(22)。 

 

3-2. ベベルルククソソンンににおおけけるるテテククスストト解解釈釈 
 

 ベルクソンは、無機の物質には自然科学的な分析を、生の持続には形而上学的な

直観を割り当てることが多いが、分析と直観という認識方法は、対象によって分けら

れるものではない。外的事物に分析が用いられるのは、それがそうした事物の把握に

とって有用であるからに過ぎず、また逆に内面的持続に対して直観が用いられるの

も、それがそのような生をそのまま捉えるために有用であるからに他ならない。 

 それゆえ、分析と直観とは、ベルクソンにおいて相補的なものとして位置づけられ

る。ベルクソンは「精神と物質は触れ合っているのだから、形而上学と科学はその共



 

 

187 

ディルタイとベルクソンのこの違いが、私たちが解釈者としてテクストに向き合う

際の違いとなって表れてくる。ディルタイにおいては、解釈者は著者の無意識をも含

めた全体を理解することが可能であると言われていた。しかし、ベルクソンも直観的

な認識によって著者の精神そのものに向かっていく可能性を指摘してはいたが、現

実的にはそれは限りなく困難な道のりとなる。なぜなら、既にテクストとして記号化

された文章から著者の心情そのものへと遡るためには、やはり言語と精神や思考そ

のものの間にあるギャップを乗り越えなければならないからである。著者とテクス

トの間だけでなく、テクストと解釈者の間にも、言語による障壁が存在しているので

ある。その壁を乗り越えるには、言語以外のアプローチが必要になる。 

 私たちが哲学者の文章を分析的に読むという準備的な作業を行なったのち、その

哲学者の思想そのものに馴染んで内部へと入り込もうとするとき、そこに単純な印

象が現れてくるとベルクソンは言う。すなわち、哲学者の思想を共感的に把握しよう

と努めている「解釈者(interprète)」(PM1355)の精神のうちには、「媒介的イマージュ
．．．．．．．．

(image médiatrice)」(25) (PM1355)と呼ばれるある視覚的なイマージュが現れてくると

いうのである(26)。イマージュは言語ではなく、具体的な視覚的映像である。ベルクソ

ンは、哲学者の思想を共感的にテクストを分析的に読むだけでなく、直観的にそこに

入り込んでいくとき、しばしばこうしたイマージュが私たちに浮かんでくることが

ある。このイマージュは、「同じ原文(original)について別の言語を持って試みられた

二つの翻訳(traduction)」(PM1356)のようなものであり、著者が抱いていたイマージュ

とは別種の、しかし限りなく近いものとして描かれる。こうしたイマージュによる共

感は、「記号的な概念的表現(expression conceptuelle)」(PM1347)を論理的に読み解く理

解よりもはるかに著者の精神に近いものとして規定される。ベルクソンが「精神的聴

診(ausculation spirituelle)」(PM1408)とも表現するこうした認識方法は、明らかに分析

的な読みよりも上位に置かれている。 

 しかし、この媒介的イマージュによる直観的な共感は、著者の持続そのものの直接

的な把握ではなく、あくまでそこへの近似的な接近に過ぎない。なぜなら、解釈者は

あくまで言語を通じて著者の精神を捉えているからである。ベルクソン自身、それは

あくまで翻訳であり、原文そのものではないと考えていた(27)。しかし、それでもこの

方法論そのものは有効なものとして採用されているのである。 
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直観にどうしても通訳不可能であるというところによるのである(PM1347)。 

 

哲学者は、自分の根源的な持続を言語の形にして表現しようとするが、それは説明に

説明を、訂正に訂正を重ねても「近似値(approximation)」(PM1347)にしかたどり着け

ないのだという。それはなぜだろうか。ベルクソンはその理由を、「物質的対象の間

にあるのと同じはっきりとした明確な区別、同じ不連続」(DI3)によってしか表現で

きないという言語の根本的な性質のうちに見る。すなわち、言語は分析が可能な外的

対象であり、物的な事物と同様、固定化された不動性によって特徴づけられているの

である。私たちの内面的な持続、生はそうした固定化を受け入れることができない(23)。

というよりも、言語という記号によって表現され、テクストとして固定された思考は、

もはやその本来の持続を失ってしまっているのである。 

 著者の無意識を理由としたディルタイとは少々異なるが、ベルクソンにおいても

テクストと著者の間には越えがたい間隙があるということになる。ディルタイの枠

組みでは、著者が自らの体験を表現としてテクスト化するときに、無意識の思考が入

り込むことになる。これに対し、ベルクソンにおいては、著者とテクストの距離は思

考と言語の間の通訳不可能性そのもののうちにある。 

 

3-4. 媒媒介介的的イイママーージジュュにによよるる解解釈釈 
 

ディルタイにおいては、著者とテクストの間に距離が生じる理由はあくまで著者の

側にあった。他方で、ベルクソンにおいては言語そのものが精神の動きを固定してし

まうと言われる。ベルクソンは次のように語る。 

 

私たちの各々がそれぞれの愛し方や憎しみ方を持つのであって、そしてその愛情、

その憎悪は各人の人格(personnalité)全体を反映している。しかし言語はこれらの

状態をどの人の場合にも同じ語で示す。それゆえ言語は、愛情や憎悪、人の魂を

揺さぶる無数の感情の、客観的で非個人的な側面しか固定できなかったのである

(24)(DI108-109)。 
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直観にどうしても通訳不可能であるというところによるのである(PM1347)。 
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入見」(34)を解釈に持ち込もうとする。 

 このような先入見、すなわちある地平に立ってテクストに向き合う私たちは、必然

的に著者の心情ではなくテクストの意味に参入することになる。そうしたガダマー

の枠組みでは、私たち解釈者が著者の生を追体験することは不可能であり、それはあ

くまで個人の体験の追体験でしかない。すなわち、他者の生を追体験することは不可

能なのだ。 

 他方で、同じことは著者についても言える。著者はあくまでその時代の影響を受け

ながらそれをテクストとして表したに過ぎない。それゆえ、「テクストの意味がその

著者を超えるのは、単にときおりではなく、つねになのである」(35)ということになり、

テクストの真正性を著者の精神に帰することがそもそも間違いだとされる。ガダマ

ーによれば、テクストを理解するということは、テクストを解釈者の存在する状況に

適用すること(Anwenden)に他ならない。 

 こうして、ディルタイ的な生の哲学の立場による解釈観は、ロマン主義的な安易さ

の象徴として退けられることになる。 

 

4-2. リリククーールルにによよるるデディィルルタタイイ批批判判 
 

 同様に、リクールもまたディルタイ解釈学に対する批判を行なう。リクールは『解

釈の革新』において、「了解(Verstehen)と説明(Erklären)との間の非生産的な対立を克服

する」(36)ことを目指すと宣言する。リクールは、ディルタイの解釈学が理解の概念に

偏っていると指摘する。ディルタイはこの理解という概念を自然科学における説明

に匹敵するようなものとして高めようとしたが、リクールいわく、「生が記号におい

て表現され、したがって生がそれ自身を解釈している限り、その哲学は依然として、

ロマン主義的」(37)であるという。リクール自身は理解と説明を相互排除的ではなく、

相互浸透的なものとして関係づけようと試みる。すなわち、「理解は説明を包含する。

説明は理解を展開させる」(38)という形でこの両者を相補的なものと捉えるのである。 

 この理解と説明の相補的な関係性はリクール以前に既にボルノウやウリクトによ

って指摘されており(39)、リクールの発想もおそらくここに由来するものだと思われ

るが、リクール哲学の独自性は、書かれたテクストの独自の位置を定めたことにある。
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4-1. ガガダダママーーにによよるるデディィルルタタイイ批批判判 
 

 ここまで、ディルタイとベルクソンにおけるテクスト解釈観の類似点と相違点を

見てきた。細かな違いはあるが、両者ともテクストを通じて著者の精神へと遡ってい

く運動を、解釈の根本的な方法論として提示していることがわかる。 

しかし、ディルタイの解釈学は、後に多くの批判にさらされることになる。例えば

ガダマーは『真理と方法』において、ディルタイ解釈学に対して厳しい批判を加える。

それは、ディルタイのような天才との同質性に基づいた普遍的理解は安易なロマン

主義の伝統を引き継ぐものである、とガダマーは言う。こうしたロマン主義は、ガダ

マーが重視する解釈者の歴史性を軽視している。ガダマーによれば、「テクストの意

味は、つねに解釈者の歴史的状況によっても、それゆえ、歴史の客観的な進行の全体

によっても同時に規定されている」(28)のであって、「テクストの意味を理解するため

には、解釈者は自分自身を、そして自分がおかれた具体的な解釈学的状況を度外視し

ようとしてはならない」(29)のだという。そして解釈は「著者の意図」ではなく、「言

説の意味(sensus orationum)」に向かっていくべきだという (30)。すなわち「理解

(Verständnis)の奇跡とは、魂と魂の秘密に満ちた交感といったものではなく、共通の

意味への参与なのである」(31)。 

ディルタイやベルクソンにおいて、解釈者の時代性というものは考慮されていな

かった。しかし、ガダマーによれば、解釈者でさえも、その時代の価値観から自由で

あることはできない。「実際には、歴史がわれわれに属するのではなく、われわれが

歴史に属するのである」(32)とガダマーは語る。ガダマーは、歴史の中に生きる私たち

を取り巻く状況を伝承(Überlieferung)と呼ぶ。「人間存在の歴史的有限性の特徴は－根

拠があって理解されるものだけではなく－伝承されてきたものの権威もまたたえず

われわれの行動や態度を支配している」(33)のだとガダマーは言う。歴史的に有限なも

のとして、ある時代への帰属(Zugehörigkeit)から逃れられない私たちに、歴史全体の

普遍妥当的な認識は不可能なのである。こうして、ディルタイのように人間の同質性

に理解の根拠を求めることは間違いであり、客観的精神から生そのものへと遡るこ

とはできない、とガダマーは言う。むしろガダマーはそうした私たちを取り巻く伝承

によって、私たちが依って立つ何らかの立場ができるのだとし、そうした「正当な先
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世界なのである。 

 ここでリクールは、ガダマーから疎隔(Verfremdung, distanciation aliénante)という概

念を積極的な意味を持ったものとして取り出す。疎隔とは「それによって精神科学も

しくは人間科学を支配すべき客観化が可能となるような態度」(44)であり、テクストと

の距離こそがテクストの理解を可能にするのだとリクールは語る。すなわち、解釈者

とテクストが時間的に隔てられているというまさにそのことが、理解を可能にする

のである。「私にとり、テキストとは人間内コミュニケーションの一特殊事例という

より、はるかに重大なもので、テキストこそコミュニケーションにおける疎隔の範型

なのである」(45)と言われるように、意味として著者から自律したテクストは、それ自

体が疎隔の典型的な例として扱われることになる。疎隔とは理解を可能とする条件

そのものである。ガダマーは伝承の中に帰属する私たちという性格を強調したが、リ

クールにとってはむしろ疎隔こそが理解を遂行するための条件なのである。 

 

5-1. ベベルルククソソンンににおおけけるる分分析析とと直直観観 
 

 こうして、ガダマーやリクールによって、ディルタイを代表とするロマン主義的

な解釈は安易なものとして退けられてしまうことになる。ここで、批判の要点を二つ

に絞ろう。リクールによって指摘されていたのは、ディルタイが説明と理解という概

念を単純な二項対立として分離してしまった、という点である(46)。これがまず第一に

検討すべき点であろう。そして、第二に挙げられるのは、著者とテクスト、そしてテ

クストと解釈者の距離である。ガダマーが指摘していたのは、私たち解釈者が帰属し

ている伝承すなわち時代性である。そしてリクールは、意味として著者から自律した

テクストと、そこから隔てられた私たち解釈者という構図を指摘していた。これらは、

著者の精神が文字として客観化されたものがテクストであり、私たちはそのテクス

トに何のバイアスもなく向き合えるのだ、というロマン主義的な解釈観への批判と

なっている。 

 本論では、これらの批判が、ベルクソン的な解釈学にも当てはまるものかどうかを

検討する。これはベルクソンのテクスト観だけでなく、ベルクソンにおける重要概念

である直観にも関わる問題である。また、おそらくガダマーとリクールの指摘を受け
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リクールは書かれたテクストを言述(discours)と呼ぶが、これまでの解釈学においてテ

クストは対話の理解の特殊例として同一の平面上で考えられていた、とリクールは

指摘する。 

 しかし、リクールによれば、言述すなわちテクストは、書かれた瞬間に著者から離

れ、自律したものとなる。そして著者や原読者らを取り巻く状況からも自由になる。

「言述はすべて出来事として実現される－だがいかなる言述も意味として了解され

る」(40)とリクールは述べる。話される言葉も、書かれた言葉も、その瞬間には出来事

である。しかし、書かれた言葉はその状況を離れて、意味として著者から独立するの

である。 

 リクールは、テクスト解釈に説明と理解の概念を適用した場合、この両者はそれぞ

れ違う役割を担うという。「物語の構造分析は、説明の、もっとも注目に値する実践

となる」(41)とリクールは語る。これに対し、理解は解釈学の仕事として残っている。

しかし、リクールにおける理解は、ディルタイのそれとは大きく異なっている。 

 

テキストを了解することは、著者の志向するものに追いつくことではない、と言

おう。おそらくこの点で、ロマン主義的解釈学との対立がもっとも際立ってくる。

この点で「同質性」という理念が不幸な役割を果たしたのである。ロマン主義者

よりもはるか以前にさかのぼる次のようなスローガン－というのはカントがす

でにそれを知っていて、引用しているのであるから－は有名である。すなわち、

他者が了解している以上に、他者を了解すること。意味と志向との分離は、まっ

たく新しい状況を作り出す。我々は著者の志向という「救い」を失ってしまった

のであり、著者の志向はほとんど我々に知られることはなく、せいぜいのところ、

テキスト自体から推測されねばならない(42)。 

 

リクールは、テクストを理解するとは、著者の精神に追いつくことではない、と言う。

「了解はけっして著者をよみがえらせて、それを対象とするのでないのみならず、著

者の状況に向かうこともしない。了解は、テキストの指示によって開かれた世界の提

示のほうに向かう」(43)とリクールは述べる。理解すべきなのはテクストの背後で語っ

ている人物ではなく、テクストにおいて語られ、そのテクストによって開かれている
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世界なのである。 
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リクールは書かれたテクストを言述(discours)と呼ぶが、これまでの解釈学においてテ
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向けられていた。これに対し、ベルクソンが解釈の到達点としたのは、やはり著者の

精神の持続である。同様に著者の精神を解釈の対象としたディルタイにおいても、こ

の点こそがガダマーやリクールによってロマン主義的であるとして批判されていた

のである。ガダマーにおいては解釈者の時代性が、そしてリクールにおいては著者か

らのテクストの自律が、それぞれそうした読みを不可能にするものとして指摘され

ていた。 

 ２節で考察したように、ディルタイにおいては人間同士の同質性がこうした理解

の根拠として想定されていた。ベルクソンにおいて著者の精神の持続へ迫ることを

保証しているものは何であったのか。ベルクソンが標榜する直観とはそもそもどの

ような認識方法であり、それはどこまで対象を拡大することができるのか。 

 ベルクソンは、私たちの直観は、まずは自分自身へと向かう、と語る。 

 

私たち全員がうちから、単なる分析ではなく直観によって把握する実在が少な

くとも一つある。それは時間を通じて流れる私たち自身の人格(personne)である

(PM1396)。 

 

自分自身の持続こそが、まず私たちにとって直観的に捉えられる持続である。しかし、

ベルクソンは次第にその直観の対象を広げていっている。メルロ＝ポンティの指摘

によれば、ベルクソンの直観の対象はまず自己自身の内的な生から始まり、それから

意識一般、生命全体、そして無機物にまで拡張されていくという(47)。 

 ベルクソンにおいては、分析と直観は対象の違いではなく方法の違いに過ぎない

のだから、直観が最終的にあらゆる存在者に向けられることはありえないことでは

ない。しかし、問題はそれが実際に可能になるかどうかである。自然科学が分析とい

う手法を精神の持続にまで持ち込んだことが批判されたように、ベルクソン自身も

直観という手法を過剰に拡大し自然科学の領分を侵しているのではないか。こうし

たベルクソンの直観概念の曖昧さはコラコウスキーによっても指摘されている(48)。

こうした直観概念の正当性を検討するためには、ベルクソンの存在論的そのものを

参照する必要がある。 
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入れることは、ベルクソン哲学の存在論的な前提そのものを揺るがしかねない事態

に発展することになる。 

 まずは、リクールによって相補的なものとして提示された説明と理解の概念につ

いてである。リクールは、客観的な説明を物語の構造分析に、理解をテクストの開く

世界の解釈にそれぞれあてはめた。このことは、確かにディルタイが説明を自然科学

の領域のみに割り当て、精神科学は理解の遂行という形で二分法的に分離していた

ことと対照的である。私たちの認識方法にこうした二つの形式があるのだとしたら、

それは対象によって分けられるのではなく、むしろその方法によって分けられるも

のであると言えるだろう。 

 しかし、この点において、ベルクソン哲学はリクール（および先行するボルノウや

ウリクト）と軌を一にしている。既に 3節で検討したように、ベルクソンにおいては

分析と直観とが相補的なものとして定義されていた。一般に、ベルクソンにおいても

自然科学は分析を、形而上学は直観を方法として主に用いることが前提とはなって

いる。しかし、ベルクソンが一貫して批判したのは直観によって捉えるべきである内

面的持続に対して、自然科学的な分析を適用することであった。すなわち、適切な方

法があることをわきまえ、それを自覚しているのであれば、分析も直観も対象を問わ

ず使用することができるのである。実際、ベルクソンはテクスト解釈において、分析

的な読みを準備的な努力の作業として位置づけ、その後に直観的な読みによって著

者の持続へと遡っていくような過程を提示していた。ここでは明確にテクストとい

う同一の対象に二つの異なる（あるいは順を追った）認識方法が適用されている。そ

して、こうしたテクスト解釈の段階論は、リクールが提示した構造分析による説明と

解釈による理解、という構図と酷似していると言えよう。ここでまず、説明と理解の

二項対立に対する批判が、ベルクソンには該当しないことが確認された。 

 

5-2-1. 直直観観にによよるる著著者者のの持持続続のの理理解解ににつついいてて 
 

 しかし、ベルクソンもリクールも説明（分析）と理解（直観）という二つの認識方

法を相補的なものと捉えていたとはいえ、この理解（直観）の対象は両者で大きく異

なる。リクールが掲げる理解は、あくまでテクストの意味とそれが指示する世界へと
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持続の形態である継起は、私たちの精神だけでなく、物質においても微弱な形で見

出される。それは、物質界にも持続が浸透していることの証左なのである。もちろ

んそれは限りなく弱められているから、科学は分析という無機の対象を認識する方

法を用いて、外的事物を捉えることができる。科学は物質を静止したもの、持続の

継起を含まないものとして取り扱うが、その不確定性は切り捨てられる誤差のうち

に収まる。だからこそ科学はここまで発展することができたのである。しかし、そ

れは極限まではいかない。例えば生物の進化も、内的な持続が身体という外的な事

物のうちで自らのエネルギーを爆発的に消費することで促される。こうして、宇宙

全体の持続、というテーゼが提出される。 

 

宇宙は持続する。私たちが時間の本性を究めるにつれて、持続は発明を、形態

の創造(création)を、絶対的に新しいものを作るための継続的な生成を意味するこ

とが分かってくるのである。科学が局限した諸々の系も、宇宙の残りの部分と

分かちがたく結びついているからこそ、持続するのである(EC503)。 

 

 このことは、ベルクソン哲学の曖昧さを示すものではない。持続と物質が収縮と

弛緩という形で調停された時点で、物質における持続は既に認められることにな

る。直観は持続を認識するための方法なのだから、それが外的事物に向けられたと

て不思議なことではない。 

 

5-3-3. テテククスストトににおおけけるる著著者者のの持持続続へへとと遡遡るるこことと 
 

 こうして、原理的には外的事物における持続の存在が確認されたことになる。問

題は、テクストという外的事物において、そこから著者の持続にまで遡ることがで

きるのか、ということである。ベルクソンはテクストに対する直観的な読みとし

て、媒介的イマージュによる著者の持続への接近、という方法論を提示していた。

記号によって表現された物質的対象、というテクストの性質を考慮すると、このテ

クストそのものが著者の持続との親和性を示していなければならないはずである。 

 ベルクソンは、朗読術の要点を、リズムや句読点に気をつけながら著者の思考を
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5-2-2. ベベルルククソソンンににおおけけるる持持続続のの拡拡ががりり 
 

 直観とは、対象の内部への共感を意味していた。そして、そうした共感が成立する

ためには、自らの持続と対象となる持続という二つの存在が要請される(49)。自分自身

の持続はよいとして、生命一般や外的な事物の持続の存在はどのようにして確証さ

れるのだろうか。 

 ベルクソンは、『物質と記憶』において、物質においても持続が薄められた形で存

在している、と語る。すなわち、持続という唯一の実在が、いわば汎心論的に世界全

体を形作っており、物質とは持続が緩められた形で表れたものだというのである。ド

ゥルーズはこれを以下のように簡潔に定義する。 

 

持続は物質のもっとも収縮した(contracté)段階に他ならず、物質は持続のもっとも

弛緩した(détendu)段階に他ならない(50)。 

 

私たちの精神は、確かに持続である。それはもっとも収縮した、もっとも本来的な

形の持続であると言えよう。これに対し、物質における持続は弛緩し、極限にまで

薄められている。しかしその存在そのものの根拠は持続に与っているのである。 

 ベルクソンは、物質の特徴は空間において捉えられることであり、そうである限

りにおいて無時間的に認識されるはずである、と語る。しかし、物質の中にも薄め

られた形ではあるが持続の時間性が存在している。だからこそ、物質の変化につい

ても私たちは待機する、という手続きを取らなくてはならない。 

 

継起は物質界(monde matériel)においても争いえぬ事実である。孤立した諸々の系

についての私たちの推論は、各系の過去、現在そして未来の歴史を扇のように

一度に展開することを含意している。しかしこの歴史は私たちの持続に似たあ

る持続を占めるかのように次第に繰り広げられるのである。私が一杯の砂糖水

を作ろうとする場合、とにもかくにも、砂糖が溶けるのを待たなければならな

い。この小さな事実の教えるところは大きい(EC502)。 
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5-2-2. ベベルルククソソンンににおおけけるる持持続続のの拡拡ががりり 
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んで著者自身の精神を理解する可能性が開けてくる。それは困難な道かもしれない

が、私たちが向かうべき方向を指し示している。 

 とりわけ、ここまで検討してきたように、ベルクソン的な解釈学は持続の一元論と

いう存在論的な前提に立って展開されたものである。それはディルタイの同質性と

は異なり、人間だけではなくテクストをも含めたあらゆる存在者の根源的な一性に

担保されている。こうしたベルクソンの解釈学をロマン主義的であると形容するこ

とは不可能ではないだろう。だが、それはガダマーやリクールが安易に切り捨てたロ

マン主義とは一線を画するものである。ベルクソン解釈学を批判するためには、その

存在論的な基礎をも考察の対象としなくてはならない。この意味において、ベルクソ

ン解釈学はロマン主義的な解釈学を新たな形で復権するための有力な糸口となるか

もしれない。 

 また、ベルクソンが考える解釈は、必ずしも著者への短絡的な賛同ではない、とい

うことを最後に付け加えておこう。リクールは、著者の生を再構成しようと望むよう

な解釈学は批判的理解の道を閉ざしてしまうとしばしば語る。だが、ベルクソンは解

釈において、むしろ批判や否定から自らの創作活動への力が生まれる、と語る。直観

はまず何よりも、「否定
．．

(négation)」(PM1347)から始まる。それは科学でも形而上学で

も、直観的である限り同じことである。 

 

直観は禁止する。一般に受け入れられている観念や、明白と思われていた定理や、

それまでは科学的なものとして通っていた主張を前にして、直観は科学者の耳に

「不可能だ」という語をささやく(PM1348)。 

 

著者の持続へと遡る解釈は、必ずしも著者への全面的な同一化を意味するわけでは

ない。むしろ、解釈者と著者との根本的な見方の相違によって、新たな学説への志向

が生まれるのである。そこで目指されているのは単純な再生産ではなく、批判からの

創造である。それゆえ、ディルタイやベルクソンのような解釈学は、単に著者の心情

を理解することにとどまるのではなく、そこから出発し、自らの思考を練り上げてい

くような、終わりない解釈学的な循環への旅立ちを標榜しているのである。 
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辿りなおすことであると語る(PM1326-7)。なぜ文章のリズムや句読点が著者の思考

への手がかりになるかと言えば、ベルクソンいわく「話し言葉のリズムは、思考の

リズムの再生に他ならない」(ES85)からである。話し言葉でも書かれた言葉でも、

そこには著者の思考のリズムが表れている。だから、それを自らの身体を使って追

認することで、著者の持続に近づくことができるというのである。 

 ここでも、著者の持続のリズムがテクスト上に残滓として表れていること、そこ

から著者の持続へと遡っていくことの正当性が語られている。ベルクソンにおい

て、言語は確かに持続を固定化するものであり、そうである以上テクストは弱めら

れた持続しか有していない存在である。しかし、持続というものはあまねく行きわ

たっているこの宇宙全体の本質なのだから、そこには根源的な共通性があるのだと

言える。ガダマーの文句をもじっていえば、持続が私たちに属するのではなく、私

たちが持続に属するのである。そしてまさにそれゆえに、私たちは自らの持続でも

って対象の持続を認識する直観が可能になるのである。 

 ここでベルクソンの存在論が提示しているのは、ディルタイのような人間同士の

同質性ではなく、より広い存在者全体の根源的な共通性である。それゆえ、ベルクソ

ン的な解釈学は、ベルクソン哲学の最も深い存在論に対応しているのである。このよ

うな存在論の上に打ち立てられたベルクソンの解釈観は、ガダマーが語るような解

釈者と著者の属する歴史的な隔絶を乗り越える一つの根拠となりうるだろう。 

 

6. ままととめめ 
 

 ここまでの議論をまとめよう。ガダマーやリクールのように、テクストは書かれ

た瞬間に著者から独立するのだという前提を受け入れ、また、解釈者の歴史的な有限

性も承認してみる。この場合、解釈者の持つバイアスは当然テクストの解釈にも反映

されることになるし、そうしたバイアスを訂正すべき唯一の正解を著者は持たない

ことになる。ここでは、生産的な解釈とはすなわちテクストの意味ないしそれが指し

示す世界に向けられたものである、ということになる。 

 これに対し、もしディルタイやベルクソンのように、解釈者と著者が普遍的な根源

的同一性によって結ばれているのだと考えるのであれば、テクストの内部に入り込
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(17) シュライアマハー、前掲書、p.79.  

(18) ボルノウは、こうした「著者よりもよく理解する」という考え方はドイツ哲学の

中で伝統的に使われてきた決まり文句であるとして、フィヒテやカントに見られ

る同様の記述を提示している。cf. ボルノウ、前掲書、pp.23-4. 

(19) シュライアマハー、前掲書、p.105. 

(20) このシュライアマハーよりも先に遡ると、カントの次の発言がある。「普通の会

話においても、また著作においても、ある著者が自己の対象について述べている

諸思想を比較することによって、その著者が自己自身を理解している以上にかえ

って一層その著者をよく理解するということは、決して珍しいことではないとい

うことである。というのは、その著者が自己の概念を十分には規定しておらず、

そのために自己自身の意図と反対のことを語ったり、考えたりすることがしばし

ばあるからである」カント(1961), p.28. 

(21) 「分析は、対象を既知の、すなわちその対象と他のものとに共通な要素に帰する

操作である。それゆえ分析は、一つの事物をそれでないものとの関係において表

現するものである(PM1396-7)」。 

(22) 「第一の方法は、私たちがよって立つ視点と、私たちが表現に用いる記号に依存

する。第二の方法は、どのような視点にも関係なく、どのような記号にも頼らな

い。第一の認識は相対にとどまるが、第二の認識は、それが可能であれば、絶対

に到達する」(PM1393)。 

(23) 例えば一人一人の悲しみは豊かな質を持った比較不可能なもののはずなのに、

「悲しみ」という語を与えた瞬間に単なる量の差異として規定されてしまう。こ

うした言語の暴力性についてはジャンケレヴィッチが障碍(empêchement)として

の言語という形で述べている。Jankélévitch (1959), p.167. 

(24) 「実際は同一の感覚も多様な嗜好もあるわけではない。なぜなら感覚も嗜好も、

それらを孤立させ名前をつけるや否や、事物(chose)として現れるが、人間の心の

中にはほとんど進展(progrès)しかないのだから」(DI87)も参照。 

(25) ベルクソンはここではバークリとスピノザを例に挙げているが、例えばバーク

リであれば人間と神との間の物質を透明な薄膜と捉えていた、というイマージュ

を挙げている。 
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註註 
 

(1) 「おそらく本来的に、文法的解釈は客観的解釈であり、技術的解釈は主観的解釈

である。それゆえに、構文(Construction)の側面から見るならば、前者は単に消極

的な、限界を支持するだけの解釈であり、後者は積極的な解釈である」シュライ

アマハー(1984), p.11. 

(2) Dilthey(1990), Gesammelte Schriften(以下 GS), Bd. 5, 144. 

(3) ディルタイ自身は小説や音楽、身振り、経済秩序や制度まで、様々なものにこの

理解が適用できると考えていたが、さしあたってここではテクストを問題とする。 

(4) シュライアマハー、前掲書、p.12. 

(5) GS, Bd. 5, 317. 

(6) GS, Bd. 5, 329. ブルトマン は、ディルタイのいう著者と解釈者の同一性や親縁性

はテクストの中で直接あるいは間接に言い表されている事柄に対する解釈者の

「生きた関係 Lebensverhältnis」にあると語り、数学的なテキストなどではテクス

トと解釈者の間の交流は生まれないと語る。Bultman(1950) , p.217. 

(7) GS, Bd. 5, 329-330. 

(8) Dilthey(1992), Gesammelte Schriften(以下 GS), Bd. 7, 208. 

(9) GS, Bd. 5, 332. 

(10) GS, Bd. 5, 318. 

(11) GS, Bd. 7, 218. 

(12) GS, Bd. 5, 319 

(13) GS, Bd. 7, 218. 

(14) GS, Bd. 5, 331. 

(15) GS, Bd. 7, 214. 

(16) ボルノウはこの「よく理解する」の意味を①断片的なものや、未完成なものの補

足と説明、②著者において表明されなかった前理解の解明、③表現の創造的理解

の三つに区別しており、これを理解の深まりの過程と捉えている。cf. ボルノウ 

(1978), pp.39-54. 
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ププララトトンン『『テテアアイイテテトトスス』』ににおおけけるる数数学学とと哲哲学学 

 

松松井井 貴貴英英 

 

１１  ははじじめめにに 
 

 プラトンが自身の哲学を作り上げていくにあたり、数学（もちろん幾何学も含む）

からの影響がみられるのは、よく知られている。特に、知識獲得や認識に関わる面に

おいて、その影響が強くみられるようにも思われる。たとえば、『メノン』における召

使の少年による想起の実演(1)、仮設の前提に基づいた探究、根拠の思考(2)や、『パイド

ン』における魂の浄化に関する問答での διάνοια や λογισμός 系の語の使用や想起説、

また対話相手がピュタゴラス派の影響を受けた者であるシミアスであること、『国家』

における線分の比喩、『テアイテトス』における主要登場人物がテオドロスと若き天才

数学者テアイテトスであり、この対話篇ではテオドロスが 17 まで具体的に逐一示す

のみで終わった通約不能な数に関する問題を証明したというエピソードが序盤で述

べられるといったことからも、明らかであるといえよう。このように、プラトンは、

数学に所縁のある登場人物を登場させたり、数学をエピソードとして用いたり、さら

にはそれに関わることであるが、プラトン自身の哲学探究、特に知識獲得のための探

究の方法に数学を採用したりしている。 

 本論文では、『テアイテトス』において数学が「知識とは何か」という哲学探究にど

のようにかかわっているかを、主に第二部における虚偽の思いなしの成立の可能性に

関する検討をしつつ行っていく。特に、この箇所が仮設の前提に基づく探究であり、

間接的証明がなされていることを示すことを目指す。その上で、なぜこの箇所におい

てそれがなされているかを検討する。そのような考察を通して、プラトンにおける哲

学探究と数学の探究の関わりについて考える。その際、『テアイテトス』には登場しな

いけれども、プラトンの知識獲得理論である想起説や、仮設の前提に基づいた探究と

いったものに関しても、適宜言及していくこととなる。 
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