
研究論文 

 
101 

1920 年代におけるハイデガーの真理論年代におけるハイデガーの真理論年代におけるハイデガーの真理論年代におけるハイデガーの真理論 

 

森永森永森永森永    駿駿駿駿（（（（名古屋大学名古屋大学名古屋大学名古屋大学）））） 

 

１１１１    はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

 本稿は、1920 年代におけるハイデガーの真理論上の変化を示し、その原因を考

察したものである。 

 ハイデガーといえば、「存在とは何か」を扱った哲学者として広く知られている。

しかし存在論と共に、彼はまた、「真理（Wahrheit）とは何か」も問い続けていた。 

 もともとアリストテレスを研究していたハイデガーは、通常「真理」と翻訳され

る古代ギリシアの「アレーテイア」という概念を、その語源から「隠れなさ

（Unverborgenheit）」と解釈する(1)。そして、この「隠れなさ」という真理概念を

前期思想から後期思想まで一貫して問い続けている。しかしその間、彼の真理論に

は様々な変化が生じる。ハイデガーの思想上の変化は、真理論だけでなく、彼の哲

学体系全体で見られるものである。特に『存在と時間』以降の 1920 年代後半から

1930年代の変化に関しては、いわゆる「転回（Kehre）」問題として、従来から様々

な解釈がなされてきた。 

 今回は、その『存在と時間』とその後の講義における真理論を比較検討し、両者

の違いを指摘した上で、その原因について考察した。取り上げたテキストは、主著

『存在と時間』(2)と1928/29年冬学期の「哲学入門」講義(3)である。 

 本稿の大まかな流れは以下の通りである。まず、次の第2節で『存在と時間』と

「哲学入門」講義における真理論を簡潔に整理し、両者の違いを示す。続いて第 3

節では、そもそもなぜハイデガーは「真理」を問題としているのかということを、

1927 年夏学期の「現象学」講義の記録を引用しつつ考える。ここで示される存在

論と真理論との関係を基にして、最後に第 4 節では、1920 年代における真理論上

の変化の原因について考察する。 

 

２２２２    『存在と時間』と「哲学入門」講義における真理論『存在と時間』と「哲学入門」講義における真理論『存在と時間』と「哲学入門」講義における真理論『存在と時間』と「哲学入門」講義における真理論 

 

 本節では、『存在と時間』と「哲学入門」講義における真理論を簡潔に整理し、
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両者の違いを示すことを目標としている。これら 2 つのテキストを見ていく前に、

ここで、『存在と時間』の思想がだいたい何年頃のものなのか確認しておきたい。 

 この主著が刊行されたのは 1927 年であるが、執筆や印刷などそれに至るまでの

時間を考慮すると、その思想自体はそれ以前に構想されたものであることが推測さ

れる。1953/54 年の「言葉についての対話」におけるハイデガーの回想によると、

『存在と時間』の執筆は1923年の夏から始められたようである(4)。そしてその後、

1926年の4月1日にはこの主著の印刷が開始されている(5)。これらのことから、刊

行は1927年であるものの、『存在と時間』の思想自体は1920年代前半（1923～1925

年）のものであることがわかる。 

 以上のことから、本稿では以下において、『存在と時間』における真理論を1920

年代前半のものとして、そして 1928/29 年の「哲学入門」講義における真理論を

1920年代後半のものとして扱うことにする。このことを踏まえた上で、まずは、『存

在と時間』の中から1920年代前半のハイデガーの真理論を読み取っていこう。 

 

２．１２．１２．１２．１    『存在と時間』における真理論『存在と時間』における真理論『存在と時間』における真理論『存在と時間』における真理論 

 

 通常「真理」とは、命題や判断が現実と「一致（Übereinstimmung）」している

こと、と考えられている。例えば「チョークは白い」という命題の場合、実際にチ

ョークが白ければその命題は真（すなわち現実と一致している）とみなされ、白以

外であれば偽（現実と一致していない）とみなされる。 

 しかし『存在と時間』の中では、このような真理は、存在論上派生的なものに過

ぎないとみなされている(6)。なぜなら、そのような命題や判断が成立するには、そ

もそも対象となる何らかの存在者が出会われていなければならないからである。命

題や判断以前に存在者が我々現存在に出会われていることを、ハイデガーは「発見

性（Entdecktheit）」という術語で表す。さらに彼は、この発見性を以下の 2 つの

観点から分析して見せる。(1)命題や判断の対象となる存在者が「発見されて‐在る

こと（Entdeckt-sein）」、(2)命題を立てたり判断を下したりする者がその対象とな

る存在者を「発見しつつ‐在ること（Entdeckend-sein）」。この 2 つの側面の内、

現存在の「発見しつつ‐在ること」という在り方の方がより根源的であるとみなさ

れる。これに関しては、「開示性（Erschlossenheit）」という現存在の存在構造が大

きく関わっている。 
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現存在に対して何らかの存在者が出会われるためには、あらかじめ、存在あるい

は世界が開示されていなければならない。存在者との出会いは、存在が開示される

ことによって、また、開示された世界の内で、可能となる。そしてこの存在や世界

が開示されているという存在構造を備えた唯一の存在者が、我々現存在である。現

存在に固有なこの存在構造を、ハイデガーは「開示性」と呼び、これを最も根源的

な真理と見なす。 

 

 最も根源的な意味における真理とは、現存在の開示性であり、この開示性に、

世界内部的な存在者の発見性が属しているのである(7)。 

 

 あらかじめ存在が開示されているからこそ、我々に対して様々な存在者が出会わ

れるのであり、そうして出会われた存在者に対して、我々は何らかの判断や命題を

立て、その真偽を問うているのである。ハイデガーは『存在と時間』の中で、「開

示性」や「発見」という術語を用いつつ、このことを次のように記している。 

 

 開示性としての真理と、発見された存在者へと関わりながら発見しつつ在るこ

ととしての真理が、世界内部的な事物的存在者の一致としての真理へとなったの

である。これにより、伝統的真理概念の派生性が示されたのである(8)。 

  

 本節 2-1 で『存在と時間』の真理論を整理した結果明らかになったのは、1920

年代前半のハイデガーが、開示性としての真理、発見性としての真理、そして命題

上の真理という3重の真理構造を想定している、ということである。次節2-2で取

り上げる「哲学入門」講義から、この真理の3重性が、その後の真理論にも引き継

がれていることが読み取れる。 

 

２．２２．２２．２２．２    「哲学入門」講義における真理論「哲学入門」講義における真理論「哲学入門」講義における真理論「哲学入門」講義における真理論 

 

 この講義でも、命題上の真理は最も派生的なものとみなされている。そしてこの

真理を可能にするものとして、『存在と時間』同様、より根源的な真理（隠れなさ）

(9)が 2 つ挙げられている。しかしその内容を吟味してみると、前節で整理したのと

は少し異なった真理論が展開されていることがわかる。 
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上記の通り、命題上の真理を可能にするものとして、『存在と時間』では発見性

真理、そして開示性真理が挙げられていた。しかし「哲学入門」講義では、これら

の概念が受け継がれている一方で、「存在者
．．．

の隠れなさ」と「存在
．．

の隠れなさ」を

指すものとして、「存在者的真理（ontische Wahrheit）」および「存在論的真理

（ontologische Wahrheit）」という概念が新たに導入される。 

 まず、存在者的真理から見ていこう。「存在者的（ontisch）」と言われているよう

に、この真理は存在者が
．．．．

「顕わであること（Offenbarkeit）」を指している。そして

ここが『存在と時間』との大きな違いの一つであるが、この存在者的真理の中に、

発見性真理と開示性真理の2つが内包される。すなわち、存在者が顕わであること

を指す存在者的真理は、(1)事物的存在者および道具的存在者が顕わであることとい

う発見性、(2)現存在が顕わであることという開示性、これら2つに区分されている

のである。 

 存在者的真理は、しかし、最も根源的な真理ではなく、更にその根底に存する真

理として、存在の「露呈性（Enthülltheit）」、すなわち「存在論的真理」が提示さ

れる。我々現存在に「存在了解（Seinsverständnis）」が備わっており、それによ

って存在が露呈しているからこそ、我々には様々な存在者との出会いが可能なので

ある。 

 

 存在了解は存在者の経験に対して先‐行的である。存在了解は先行しているた

め、我々はいわば、先行的な存在了解が我々に光を差し出すことによって生じる

明るみの内で初めて、存在者に出会うことが可能となるのである。我々は存在を

理解し、存在を先行的に理解している(10)。 

 

 以上のように「哲学入門」講義では、命題上の真理を可能にするものとして、存

在者が顕わであるという「存在者的真理」および存在が露呈しているという「存在

論的真理」の2つが挙げられており、さらに、存在論的真理が存在者的真理よりも

一層根源的である(11)、とその根源性が区別されているのである。 

 

２．３２．３２．３２．３    1920年代年代年代年代前半前半前半前半とととと後半後半後半後半の真理論の差異の真理論の差異の真理論の差異の真理論の差異 

 

 本節に先立つ 2 つの節（2-1 および 2-2）において、『存在と時間』からは 1920
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年代前半の真理論を、「哲学入門」講義からは1920年代後半の真理論を、大まかで

はあるものの、それぞれ整理してきた。第2節の最後として、ここで、これまでに

整理してきた両者の違いを確認しておこう。大まかな理論構造（すなわち「真理の

3重性」）に変化は無いものの、細かく見ていくと、1920 年代の前半と後半では幾

つかの違いが見られる。主に（1）使用される術語、（2）開示性概念の位置づけ、（3）

存在者のあり方の違いとそれに応じて異なる存在者の隠れなさ（真理）への注目、

この3点が指摘できる。 

 

（1）術語上の差異 

 術語上の変化としてはまず、Wrathallも指摘しているように(12)、1920年代後

半から「隠れなさ」という語が度々使用されるようになることである。『存在と

時間』の中でも「隠れなさ」という語は使用されていたものの、それは「アレー

テイア」という古代ギリシアの真理概念を解釈し、その本来の意味を示した箇所

においてのみである(13)。ところが 1928/29 年の「哲学入門」講義では、「隠れな

さ」という語が何度も登場し、「真理」という術語と同じ使われ方をしている。

この頃から後期に至るまでの様々な講義や講演において、ハイデガーは繰り返し

「隠れなさ」と「真理」という2つの術語を、同じ事柄を指す言葉として、混同

しつつ使用している(14)。 

 また、「哲学入門」講義においては、『存在と時間』では見られなかった「存在

者的真理」と「存在論的真理」、そして存在者の隠れなさを表す「顕わであるこ

と」および存在の隠れなさを表す「露呈性」という術語が導入されている。これ

により、『存在と時間』では命題真理・発見性真理・開示性真理という３重構造

であった真理論が、「哲学入門」講義では命題真理・存在者的真理（発見性およ

び開示性）・存在論的真理という構造で説明されることになる。 

 

（2）「開示性」の位置づけの変化 

 上記の存在者的真理および存在論的真理の導入に伴い、「哲学入門」講義では

開示性真理の位置づけが変化している。 

『存在と時間』の中では命題真理とは異なる根源的な真理現象として、まず、

「隠れなさ」という真理（アレーテイア）の根源的な意味が取り出される。続い

てその根源的真理の中に、現存在に対して存在者が出会われているという発見性
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真理、存在者ではなく存在が開示されているという開示性真理という2つの真理

現象が見出されていた。そして発見性と開示性という2つの真理現象に関しては

明確にその階層が分けられており、あくまでも開示性が最も根源的な真理現象と

考えられていた(15)。 

しかし「哲学入門」講義においては、最も根源的な真理として存在論的真理、

すなわち存在の露呈性が挙げられている。そしてこれに基づいて初めて可能にな

る派生的な真理として、存在者的真理（存在者が顕わであること）が提示される。

この存在者的真理の中に、発見性真理だけでなく、『存在と時間』で最も根源的

な真理とみなされていた開示性真理も含まれている。 

すなわち、1920 年代前半では「存在
．．

あるいは世界が開示されていること」と

捉えられていた開示性が、1920 年代後半には「現存在という存在者
．．．

が顕わであ

ること」と捉え直されているのである。そして、その真理論上の位置づけも、最

も根源的な真理現象から外されることになるのである。 

 

（3）存在者の在り方とその隠れなさの多様性への注目 

 発見性真理と開示性真理が共に「存在者的真理」（存在者が顕わであること）

に位置づけられていることと関連して、「哲学入門」講義で見られるハイデガー

の分析方法の変化にも注意すべきであろう。 

『存在と時間』においては、現存在とそれ以外の存在者、というように、分析

の対象となる存在者は大まかに2つに分けられて扱われていた。ところが「哲学

入門」講義の中で、ハイデガーは繰り返し存在者の多様な在り方に注意を向けて

いる(16)。前者においては、現存在以外の存在者は（動植物も含め）全て、○○する

ために使用されるという道具的な在り方、すなわち「道具的存在性

（Zuhandenheit）」を具えた存在者と考えられていた。それ対して後者では、「全

ての存在者が使用されるモノという在り方を持つのではない」(17)と語られ、存在

者の在り方の多様性に注意が向けられている。 

なぜハイデガーは「哲学入門」講義の中で多様な存在者の在り方に注目してい

るのか。それは、彼自身がこの講義の中で述べているように(18)、存在者の在り方

に応じてその存在者の真理（隠れなさ）もまた様々であることを示すためである。

しかし『存在と時間』においては、この存在者の隠れなさの多様性については触

れられておらず、また、存在者の在り方とその隠れなさとの関係についての記述
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もみられない。 

 

以上の3 つの違いを踏まえた上で、ではなぜ1920 年代の前半と後半で上記のよ

うな変化が生じているのかについて考察したい。しかし原因究明に先立ち、ここで、

そもそもなぜハイデガー哲学において「真理」が問題となるのかについて簡単に示

しておこう。 

 

３３３３    なぜ存在論において「真理」が問題となるのかなぜ存在論において「真理」が問題となるのかなぜ存在論において「真理」が問題となるのかなぜ存在論において「真理」が問題となるのか 

 

『存在と時間』が刊行された1927年の夏学期講義(19)の中で、「存在とは何か」と

いう存在問題には以下の4つの根本諸問題が含まれると述べてられている(20)。 

 

1. 存在論的差異（ontologische Differenz）という問題 

2. 存在の根本分節化（Grundartikulation des Seins）という問題 

3. 存在の可能的変様（mögliche Modifikationen des Seins）と、存在概念の

その多義性における統一（Einheit des Seinsbegriffs in seiner 

Vieldeutigkeit）という問題 

4. 存在の真理性格（Wahrheitscharakter des Seins）という問題 

 

存在論的差異とは、「存在と存在者は異なるということ（Unterschied von Sein 

und Seiendem）」(21)であり、2の問題は、中世の存在論における「本質（essentia）」

と「現実存在（existentia）」のように、存在は「何で在るか（Wassein）」と「どの

ように在るか（Wiesein）」に分けられ得るということである(22)。 

3の存在の可能的変様とは、存在者の多様性に応じてそれらの存在も様々である、

ということである。存在の多様性に関して、例えば「哲学入門」講義では次のよう

に語られている。人間という存在者は「実存する（existieren）」、人間以外の動植

物は「生きる（leben）」、物質的なものは「事物的に存在する（vorhanden sein）」、

チョークや黒板といった使用される存在者は「道具的に存在する（zuhanden sein）」、

そして数や空間は「存立する（bestehen）」(23)。このように存在者の存在は多様で

あるものの、その一方で、それらは共通して「在る（存在する）」と言われる。こ

のすべての存在に共通する「在る」という統一性が、存在概念の多義性における統
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一という3のもう一つの問題である。このすべての存在に共通する「在る」という

こと、いわば何らかの存在者の存在へと分化する以前の存在、これこそ、ハイデガ

ーが解明しようとしている「存在一般（Sein überhaupt）」であると思われる。 

そして4の存在の真理性格、これは、本稿で繰り返し述べてきた我々に対して「存

在があらわであること」を指す。前節で整理した真理論の術語では、『存在と時間』

における「開示性」、そして「哲学入門」講義での「存在の露呈性」がこれに該当

する。 

以上のように、存在論とは4つの根本諸問題から構成されているのであり、真理

論はそれらの問題の一つとして存在論に組み込まれているのである。それゆえ、彼

は「存在とは何か」を明らかにする過程で「真理とは何か」も扱っているのである。 

 しかし、「存在の真理性格」という問題は、他の諸問題に比べ、特別な位置を占

めているように思われる。なぜなら、存在が我々に対して隠れずにあらわとなって

いるということ、これは、ハイデガー哲学の出発点でもあるからである。例えば『存

在と時間』において彼が現存在分析から出発して存在一般を解明しようとしたのも、

現存在にのみ存在了解が備わっているから、つまり、存在了解が備わる現存在にの

み存在が開示されていると考えたからである。また、何らかの仕方で存在があらわ

となっていなければ、そもそも「存在とは何か」を問うことは不可能である。この

意味で、存在の真理性格とは上記の他の諸問題に比べてとりわけ重要な問題であろ

う。終生一貫して「真理」あるいは「隠れなさ」を問い続けているハイデガーの姿

勢が、そのことを示しているように思われる。 

  

４４４４    1920年代における真理論の変化の原因年代における真理論の変化の原因年代における真理論の変化の原因年代における真理論の変化の原因 

 

 では、これまでに整理してきたことをもとに、1920 年代におけるハイデガーの

真理論の変化の原因について考えてみよう。 

 冒頭で述べたように、ハイデガーにとって「真理」という言葉で表されている現

象は「隠れなさ」であった。そして、ハイデガーがこの「真理」あるいは「隠れな

さ」ということで最も言いたかったことは、我々現存在に対して存在があらわであ

るという、存在の性格であった。 

 『存在と時間』も「哲学入門」講義も、最終目標は存在一般を解明することであ

る。しかし、結局、両者はその計画の途中で終わってしまっており、「存在一般と
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は何か」という問いに答えが出せていない。『存在と時間』が未完で終わってしま

ったというのは周知の事実であるが、その後の1920年代後半から1930年代まで、

上記の問いに答えを出すべく、ハイデガーは様々な試行錯誤を行っている。その試

行錯誤は、当然、彼の真理論にも影響を及ぼし、それにより、1920 年代の前半と

後半で真理論に差異が生じたのであろう。 

 先の 2-3 で触れたように、1920 年代の真理論上の変化は、主に、(1)「存在者的

真理」や「存在論的真理」等の新たな術語（概念）の導入、(2)「開示性」の位置づ

けの変化、(3)存在者の在り方とそれに対応する隠れなさの多様性への注目の3点で

ある。なかでも、とりわけ（2）の「開示性」概念の位置づけの変化には注目すべ

きであろう。 

 『存在と時間』の中で存在
．．

あるいは世界
．．

が開示されていることとして繰り返し扱

われていた開示性概念は、「哲学入門」講義の中では現存在という存在者
．．．

が顕わで

あることとして扱われている。1920 年代前半において「最も根源的な真理」と位

置づけられていた開示性概念は、1920 年代後半では、現存在という特定の存在者
．．．．．．

の隠れなさ（真理）へと捉え直されるのである。そのため、『存在と時間』の中で

登場する「存在一般の開示性（Erschlossenheit von Sein überhaupt）」(24)という表

現は、1920年代後半の真理論では不可能なものとなる。 

 そこで、上記の「存在一般の開示性」、すなわち存在一般の隠れなさ（真理）を

表現するために、「存在の露呈性」という存在論的真理が1920年代後半において導

入されたのではないだろうか。つまり、存在者の在り方やその隠れなさの多様性に

注目するようになったハイデガーは、『存在と時間』では「発見性」だけであった

存在者的真理に、現存在という存在者の隠れなさとして捉え直された「開示性」を

加えることで、存在者の隠れなさに多様性をもたせ、そして最も根源的な真理現象

として「存在の露呈性」である存在論的真理を導入したのではないだろうか。 

 1920 年代後半における開示性概念の位置づけの変化に関しては、先行研究の中

でも注目されている。例えば渡邊二郎は、「哲学入門」講義と同時期に発表された

論文「根拠の本質について」（1929年）における真理論に関して、そこで真理が命

題真理・存在者的真理・存在論的真理と3段階に分けられていることに触れ、次の

ように述べている（下記引用中の〔〕内は、執筆者が本稿との訳語統一のために挿

入したものである）。 
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 この場合興味深いのは、実存的現存在の開示性をも、ハイデッガーが存在〔者〕

的真理の一つに数えて、更にその底に「存在の露顕性〔露呈性〕」としての存在

論的真理を考えていることであろう。言ってみれば、『存在と時間』での現存在

分析よりも更に根源的に、存在一般そのものの露顕性〔露呈性〕を最根底的なも

のとして、ここに究極の真理を考えているのであり、これは明らかに、『存在と

時間』に一歩先んじて、存在そのものの探求に向かっていることを示していよう

(25)。 

 

上記引用からわかるように、渡邊もまた、存在論的真理を存在一般
．．．．

の露呈性と捉え、

開示性の位置づけの変化と存在の露呈性の導入に注目し、ここに『存在と時間』後

の 1920 年代後半におけるハイデガー哲学の進歩を読み取ろうとしているのである。 

 1920 年代における真理論の変化は、結局のところ、この時期のハイデガー哲学

全体がそうであるように、未だ達せられていない存在一般の解明を目指したハイデ

ガーの試行錯誤の一つだったのではないだろうか。『存在と時間』における「発見

性」と「開示性」を共に「存在者的真理」として扱うことで、1920 年代前半には

触れられていなかった存在者の隠れなさの多様性に言及し、そして、特定の存在者
．．．

の存在
．．．

ではない存在一般
．．．．

の隠れなさを表わすために、新たに「存在の露呈性」とい

う真理現象が導入されたのであろう。このように、1920 年代における真理論の変

化は、存在一般の解明へと向かうハイデガーの姿として読み取れるのではないか。 

 

５５５５    おわりにおわりにおわりにおわりに 

 

 今回は、主著『存在と時間』と1928/29年の「哲学入門」講義を取り上げ、1920

年代の前半と後半での真理論上の差異を指摘し、その原因について考察した。その

際、執筆者の力量不足と紙幅の制限もあって、幾つかの重要な問題には触れること

ができなかった（例えば、『存在と時間』では「開示性」の中でも更に「覚悟性

（Entschlossenheit）」が最も根源的な真理として位置づけられていることなど）。

本稿第3節で示したように、ハイデガー哲学において、真理論は重要な位置を占め

ている。そのため、彼の真理概念（「隠れなさ」という存在の真理性格）は彼の哲

学全体と密接に結びついており、真理論だけ取り上げてその変化の原因について考

察するのには限界があるだろう。今回扱うことのできなかった問題は、別稿に譲り
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たい。 

 

注注注注 

 

(1) ハイデガーは「アレーテイア」というギリシア語を、「否定」や「欠如」を表わ

す「ア」と「忘却」などを意味する「レーテー」の2語から成ると解釈する。そ

れゆえ彼はこのギリシア語を「隠れなさ」と翻訳しているのであるが、彼のこの

解釈に関しては、これまで、様々な批判がなされてきた。これらの批判に対し、

渡邊二郎は、下記の論文の中で「‹alētheia›を‹a-lētheia›と解釈することは、啻に

ハイデッガーのみならず、総じて現代のギリシア語源辞典の等しく採る立場であ

るばかりか、夙に古代後期の辞苑類が採用した見解であり、その意味では極めて

伝統的な解義として、一般に広く流布しているものなのである」と述べている（渡

邊二郎「アレーテイア小考――フリードレンダーのハイデッガー論駁に関連して」、

高山守（他）編『渡邊二郎著作集第3巻 ハイデッガーⅢ』、筑摩書房、2011年、

14頁）。 

(2) Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer, 1927 (2006)［以

下SZと表記］. 

(3) Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie (Martin Heidegger 

Gesamtausgabe Bd. 27), Vittorio Klostermann, 1996［以下GA27と表記］. 

(4) Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache (Martin Heidegger 

Gesamtausgabe Bd.12), Vittorio Klostermann, 1985, S. 90. 

(5) W. ビーメル／H.ザーナー編、渡邊二郎訳『ハイデッガー＝ヤスパース往復書簡

1920‐1963年』名古屋大学出版会、1994年、81頁. 

(6) しばしば、ハイデガーは命題真理を否定している、と誤解されることがある。

しかしそれは間違った解釈である。彼は命題真理を批判
．．

しているだけであり、否
．

定
．
しているのではない。彼は、命題真理が成り立つためにはその背後にさらに別

の現象が必要である、と主張しているのであり、『存在と時間』の中で彼が提示

する「発見性」や「開示性」という真理現象によって、命題真理を基礎づけてい

るのである。 

(7) SZ, S. 223. 

(8) SZ, S. 225. 



 
112 

(9) 1920年代後半から、「真理（Wahrheit）」と同じような使われ方で、「隠れなさ

（Unverborgenheit）」という術語を頻繁に使われるようになる。本稿の冒頭で

述べたように、「隠れなさ」とは「アレーテイア」の語源的解釈から取り出され

たものである。この時期のハイデガーは、「真理」と「隠れなさ」の両方を「何

かが覆いや隠れから取り出されてあらわとなって状態」を指す術語として使用し

ている。 

(10) GA27, S. 191-192. 

(11) 「存在者的真理よりも根源的であるのは、存在論的真理である。後者は前者を

可能にするものなのである」（GA27, S. 205）。 

(12) M. A. Wrathall, Heidegger and Unconcealment: truth, language, and 

history, Cambridge, 2011, pp. 16-17. 

(13) SZ, S.219. 

(14) しかし、晩年（1964 年）の「哲学の終焉と思索の課題」（Das Ende der 

Philosophie und die Aufgabe des Denkens）という講演において、「真理」と「隠

れなさ」という 2 つの術語を混同して使用したことは誤解を招くものであり不

適切であった、と自己反省が行われる。そして、「真理」という術語は伝統的な

真理概念である判断や命題上の「一致」を指すものとして、「隠れなさ」は古代

ギリシアの「アレーテイア」に相当する根源的な真理現象を指すものとして、両

者は明確に区別されることになる（Martin Heidegger, Zur Sache des Denkens, 

Tübingen: Max Niemeyer, 1969, S. 76-77）。 

(15) 本稿2-1を参照。あるいは『存在と時間』の以下の記述を参照。 
 

 開示性と共に
．．．

そして開示性によって
．．．．

、発見性は存在しているのであり、し

たがって現存在の開示性
．．．

でもって初めて真理の最も根源的な
．．．．．．

現象が達成され

るのである（SZ, S. 220-221）。 

(16) 『存在と時間』で扱われた存在者の在り方としては、現存在の「実存」、道具

的存在者の「道具的存在（Zuhandensein）」、そしてこの道具的存在から派生し
．．．．．．．．．．

たもの
．．．

として「事物的存在（Vorhandensein）」の3つしか扱われていなかった。

しかし「哲学入門」講義では、人間の在り方として「実存」、人間以外の動物や

植物の在り方として「生（Leben）」、チョークやドアなどの道具の在り方として

「道具的存在」、石などの単なるモノの在り方として「事物的存在」、そして数や
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空間の在り方として「存立（Bestand）」が挙げられている（GA27, S. 71-72, 83）。 

(17) GA27, S. 82. 

(18) GA27, S. 149. 

(19) Martin Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie (Martin 

Heidegger Gesamtausgabe Bd. 24), Vittorio Klostermann, 1975［以下GA24］. 

(20) GA24, S.33, 321. 

(21) GA24, S. 312. 
(22) これに関しては、「哲学入門」講義でも、存在は「何で在るか」と「どのよう

に在るか」の2つから成る、として触れられている。 
 

 諸物の何で在るか（Wassein）とどのように在るか（Wiesein）の密接な結

びつきにおいて、我々はそれを簡潔にその都度の存在者の存在と呼んでいる

（GA27, S. 184）。 

(23) GA27, S. 71. 

(24) SZ, S. 142. 

(25) 高山守（他）編『渡邊二郎著作集第 2 巻 ハイデッガーⅡ』、筑摩書房、2011

年、44頁. 
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