﹃デカルト的省察﹄における独我論批判
﹁他者﹂と ﹁私﹂の所在をめぐって

したがって我々が現象学において他者を問題として扱う場

樹

合︑その扱われる二つの次元を区別しなければならない︒つま

秀

サルトルが現象学に出会ったときのエピソードは︑彼の新鮮

林

な驚きを我々に率直に伝えてくれる︒彼は﹁目の前のコップに

る︒そこで問題となるのは︑この二つの次元がどのような関係

り︑超越論的次元と白然的態度における人格的交流の次元であ

一﹄一

ついて語る﹂希望を現象学に見いだした︒サルトルの期待がそ

におげる独我論の妥当性を問うことにより︑共同世界の先行性

のうちに﹁私﹂や﹁他者﹂が位置づけられるべきことを明らか

にあるのかという問いである︒本論文では︑﹃デカルト的省察﹄

にする︒

いて現象学が語る可能性を考察することである︒しかし超越論
の中で問題とされたにすぎない︒フッサールが求めたのは︑独

独我論という批判に対する問題

フッサールが危慎した現象学に向けられる独我論という批判

1

1

的応答の問題には至っていない︒それは︑より高次の段階の問

れはあくまで物体︵嚢︷＆としてであり︑その物体が別の他我

に﹃デカルト的省察﹄第五省察︶に他者は登場するものの︑そ

な問題点を指摘するものであったかを﹃デカルト的省察﹄にお

はどのような批判であったろうか︒まずはその批判がどのよう

現象学は世界に対する一般定立を﹁遮断曾ωωOぎ巨掃︶﹂し︑

ける論述の流れから具体的に明らかにしてみたい︒

現象学に向けられた独我論という批判

題として設定されているのである︒つまり他者経験の解明︵特

出会う他者を考察の端緒とするものではあるが︑彼らとの人格

他の白我である︒フッサiルの他者経験の解明は︑我々が日常

我論に対する反駁としての他我︵隼艘潟o︶であり︑超越論的な

的現象学において︑他者経験の問題はある特殊なコンテクスト

の意図は﹁目の前のコップ﹂と同様に︑﹁目の前の他者﹂につ

の後どれほど満たされたのかについては分からないが︑本論文

J
として統覚されるまでの構成理論が成立しない限り︑人格的応
答は基礎づけられるものではないとされる︒
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／、

さて一般に我々は世界や他者の存在を自明のものとしてい

る︒しかしその一般定立を遮断し︑あらゆる経験を意識の構成

この素朴無造作な定立に﹁エポケー一判断中止︶﹂を加えて停
止させ︑経験の対象をそのつどの現象︑すなわち意識体験とし

論的主観性の領野だけでしかないことになる︒世界とは︑この

作用によるものとするなら︑存在しているのは︑この私の超越

超越論的主観性を中心としたパースペクティブにおいて現出

て超越論的主観性の領野に還元一現象学的還元︶する︒そして︑

り︑そこで機能する意識の志向的構成能作を解明しようとする

の超越論的主観性の圧倒的な存在論的優位に向けられたものな

し︑意味を与えるものに他ならない︒独我論という非難は︑こ

開示された意識体験の領域を反省のまなざしにさらすことによ
のである︒このとき現象学が間おうとしているのは︑我々の経

そのためフッサールの現象学は超越論的現象学であるとされ

もし還元という方法を経る現象学が独我論であるとき︑﹁われ

のである︒

験を可能にしている意識の働き一能作一の特質・本質である︒

た︒

て取り戻すことが可能なのであろうか︒独我論という非難に対

する反駁として︑フッサールが他者経験の解明を試みる必要に

われにとって﹂という世界の共同主観的性格は︑どのようにし

観に他ならない︒しかしフッサール現象学における主観は︑意

迫られた理由は︑まさにこの点にある︒したがって他者経験の

フッサールの現象学において様々な意識作用を支える主観と

味構成の具体層までも一貫して支える概念であり︑﹁今・ここ﹂

られるのであり︑﹃デカルト的省察﹄ではその主題に貢献する

現象学的解明は︑超越論的相互主観性理論の核心部に位置づけ

は︑上述したように経験を可能にするという意味で超越論的主

にいる﹁この私﹂に重なり合うものである︒つまりフッサール

範囲内で論じられている︒

における超越論的主観とは︑経験を可能にする顕在的・潜在的
な︑また能動的・受動的な意識であり︑﹁この私﹂が自覚的あ

る過渡的な相貌であって︑他者経験の現象学的解明を通じ︑超

る﹂ことは宣言されていた︒だが彼はそれが方法論上要請され

フッサールの企図する現象学が︑最初﹁独我論的様相を帯び

主観が﹁この私﹂の意識に他ならない以上︑それは自己意識

越論的相互主観性は構成可能であると考えていた︒彼の﹁第五

るいは無自覚的に遂行する意識に他ならない︒

サール自身︑同じ資格において超越論的主観性と超越論的自我

すなわち﹁自我︵潟O︶﹂と言いかえることが可能である︒フッ

連合原理︑それに基礎づけられた自己移入︵雲■曽巨§⑧による

省察﹂における分析は︑類似性に基づく対化角印胃冒胴︶という

を基礎づけた﹁私がそこにいるかのように言①奉g己9まユ

他我構成理論として展開される︒しかし周知のように自已移入

とを用い︑自らの現象学を﹁自我論︵向管一〇魁①︶﹂であるとする︒

あり︑志向対象を手がかりとして︑この超越論的自我による統

すなわちこの超越論的自我は意識による構成能作の機能中心で
覚を後から再構成的に解明しうるとするのである︒
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ミ腎①︶﹂というフッサールの定式化は︑K・ヘルトの指摘に
よって︑二つの準現在化作用の合成であることが明らかとされ

る一主体である私とその客体としての他者一︒一3一私と同様︑他

る認識や行為の主体であり︑他者はその世界における客体であ

界である一世界の同一性・唯一性一︒一2︶私はその世界におけ

とっての世界は︑他者にとっても同一のしかも唯一の客観的世

た︒自己移人によって構成される意識は︑自我の擬似二重化に

者もまた認識や行為の主体であり︑他者から見れば私は世界の

他ならず︑他者の定立的な意識とはなり得ないのである︒その

限りにおいて︑フッサールの他我構成論は共同主観の定立的意

も言うべき自明性において素朴に信じられている︒フッサール

自然的態度においては︑我々にはこれらのことが暗黙の知とで

によっても︑﹁私﹂がこの世界に対する主観であると同時に客

中の一客体である一主体である他者とその客体としての私一︒

他者経験の解明そしてそれに連なる超越論的相互主観性理論

観であるということはすでに指摘されていた一﹁人間的主観性の

識を解明したとは言えず︑独我論という非難を回避できたとは

は︑そもそも独我論に対する反駁となり︑超越論的現象学を完

言い難いことになる︒

遂するものであった︒しかしそれが十分に遂行されていないと

しかし問題なのは︑反省によって見いだされる主体と客体と

逆説﹂一︒

の関係である︒両者の関係は︑私の反省のうちで捉えられる限

で問題としたいのは︑いわゆる他我構成論が目指した共同主観

すれば︑現象学は独我論という非難を免れな・い︒しかし︑ここ

の定立的意識とは︑どのようなものでなければならなかったの

り実際に相互的であるとは言えない︒特に問題が生じるのは

私自身が反省している場面Aで見いだされた私︑すなわち﹁反

︵3一の信念に関してである︒一3︶における客体としての私は︑

かということである︒解明を目指された他者経験ははたして妥
当なものであっただろうか︒

はあっても他者の客体とは言えない︒つまり当の場面Aにおい

省された私﹂であり︑その限りで場面Aにおいては私の客体で

﹁相互主観性﹂ と は ど の よ う な こ と か

はじめに共同主観の定立的意識というものがどのようなもの

2

いる私﹂でなければならないはずである︒

重要であるのは︑通常我々は︑主体としての私が︑他者を何

て︑他者から見た客体であるべき私とは︑﹁今まさに反省して

らかの仕方で客体化するか否かに関わらず︑同じ信念を持った

であるのかを明らかにしたい︒そのため︑自然的態度において

う観点から︑詳しく反省してみよう︵以下私が反省するこの場

どのような素朴な信念が形成されていなければならないかとい

ある︒つまり場面Aを例に取るならその確信とは︑﹁今まさに

他の主体が同時的に存在することを確信しているということで

相互主観的世界が成立している事態について︑主観相互の間に

こととして次のように確信していることがわかる︒一1︶私に

面をAとしておく︶︒すると我々は普段気づかないが︑自明の
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生活を送ることができる︒しかし現象学は︑認識の客観性・妥

我々は上述したような確信を疑うことがないゆえに︑日常の

象であるという暗黙の自覚のことでなければならない︒そして

の他者がそのような信念を持つ共同主観と一一冒えるかどうかを問

当性を基礎づけようとしてあえて疑いをたてる︒それは目の前

反省している私﹂が他者にとっては客体化される︵された︶対

でない限り︑主観の間の相互性は成立しないからである︒これ

うことによってなされる︒他者が私に直接見せるものはその物

同じことが他者の側にも妥当するのでなければならない︒そう
が我々が共通に了解し て い る 確 信 の 内 容 で あ る ︒

の様々な心の働きを見て取ることができ︑それを確証できると

体の外観だけである︒したがって︑なぜそこに私は他者として

いえるのかと︒この問いとはまさに第一節で論じた独我論の問

他者の側でも︵1︶︵2︶︵3︶の信念体系が同じく共有されて

り私が主体として他者を何らかの仕方で客体化するか否かに関

おり︑そのことを各々の﹁私﹂が確信し疑うことがない︒つま
わらず︑私は同じ信念を持った他の主体が同時的に存在するこ

おいて本質的なこととは︑・相互主観性が反省のうちで見いださ

題に他ならない︒しかしすでに確認したように︑相互主観性に

が通常理解している各々の主体とそれに対する客観的世界のあ

相互主観性が成立していることを前提に出発する限り︑我々

るかと問う以前に︑すでにそのように問う﹁私﹂であることが︑

いう観点を忘却しない限り︑私がそれをどのようにして知りう

相互の関係性でなければならないということである︒相互性と

れ取り出されることよりも︑相互主観性とは反省する当の主体

一り二

とを確信している︒主体が成立している状況とは︑すでにその

り方とは︑上に述べたようなものでなければならないはずであ

とが︑相互主観性の間題にとっては本質的なことなのである︒

相互主観的な主体としての自己を示しているのである︒このこ

ような相互拘束的な状況なのである︒

る︒そして自他の区別は︑この主体問の相互拘束的な状況を前

以上のことから︑目の前の物体葛︷＆がどのようにして他

提としており︑そのうえで相互に規定しあう関係に他ならない︒

この相互性のうちに拘束された主体であるという共通理解が︑

よりも︑論理的に先立つ次元に他者は存在し︑その他者との相

者として把握されるか否かを明らかにするという認識論的問題

互性を前捉にしてこそ反省する主体が﹁私﹂であると考えられ

私達が白らを﹁私﹂と名指すことを可能にし︑﹁我々﹂を可能
係を問わずに他者存在を問題とすることが︑共同主観の存在へ

る︒しかしここで︑﹁私﹂の反省の外部に︑他者が独立にしか

にすると考えられる︒したがって︑﹁反省している私﹂との関
の問いとして設定されるなら︑およそそれは事象に即している

ても︑そのこと自体をどのようにして確証しうるのかという疑

も﹁私﹂と同時的に存在することをいくら論理的に導いたとし

問は生じるであろう︒しかしこのように私と他者を再び反省に

とは言えない︒なぜなら︑今現在を反省によって生きる私白身
が看過されていくからである︒

が︑他者によって相互的に客体化される対象であるということ
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の場所を確保しているのでなければならない︒なぜなら新たな

することは︑反省の反省を反省するといった循環を生じるから

い︒つまり反省の外部にいる他者を反省によってとらえようと

よって捉えようとすることは反省の無限後退に陥らざるを得な

的に確証されるにすぎないのである︒しかし他者の現前化とい

他我︵﹄雪潟o︶はその物体に伴う仕方で間接的に現前し︑間接

者がただ物体として登場するという意識体験から分析される︒

すなわち超越論的自我に固有の原初的θユ旨o﹃霞昌領域に︑他

は︑まだ他者を直接・間接に志向する構成能作を含まない領域︑

いだされないであろう︒なぜならその場合には︑他者経験は

う意識体験には︑本来経験されるはずの複数主観の相互性は見

である︒しかしその構造に組み込まれない所に他者はすでにそ

反省の外部にも︑変わらず他者が存在するのでなければ︑相互

のは︑フッサールが﹁超越論的主観性の外部というようなこと

フッサール白身も認めていた︒しかし独我論との関連で重要な

﹃デカルト的省察﹄における独我論再考

に求められるであろうか︒

されている事態を解明するための糸口は︑現象学においてどこ

﹁反省している私﹂を含む複数主観の相互性が︑すでに構造化

している私﹂との関係については問われないからである︒では

﹁私の﹂意識体験として記述・分析されるだけであり︑﹁反省

性は成立しないことになるからである︒他者の存在を再び反省
によって捉えようとするこの努力は︑他者の他者性とでも言う
べき独白性を失わせ︑独我論的構造に自ら陥ることを意味する

本来超越論的に解明されねばならなかった事態とは︑このよ

だろう︒

うな主観相互の構造ではないだろうか︒相互主観性において本
質的なこととは︑相互主観性が反省のうちで取り出されるとい

ば︑相互主観性の問題は︑﹁私がそれをどのようにして知りう

は︑そもそも無意味﹂︵H盲べ︶だと論じていたことにある︒こ

主観性が︑相互主観的であるがゆえに主観性であることは︑

るか﹂という問題以前に︑﹁すでに﹃私﹄であることが︑相互

れは︑客観的世界についての経験は内在的な意識体験に還元さ

3

主観的な主体としての白己を示す﹂こととして定式化される︒

れ反省の対象になるということであり︑還元がなされないよう

ているということである︒そして︑相互性という観点からすれ

したがって他我構成論において目指されるべき共同主観の定立

うことよりも︑それが反省する当の主体相互の関係性を意味し

的意識の解明とは︑このような複数主観の相互性がどのように

な例外的対象はありえないことを意昧している︒独我論の核心

サールの現象学は︑独我論の誘りを免れないといわざるを得な

がこうした認識主観の絶対性︑唯一性に求められるなら︑フッ

して構造化されているかを問うことに他ならない︒

主観的経験を直接取り上げることができなかった︒フッサール

いであろう︒

ところが周知のように︑フッサールはこうした他者との相互
は他者経験の例として︑他者の現前化を取り上げる︒他者経験
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かし私が反省する以上︑超越論的主観性は﹁私の﹂超越論的主

自我であらざをを得ない︒このような反省の構造によって︑超

観性であらざるを得ないし︑超越論的自我は﹁私の﹂超越論的

そもそもフッサiルの現象学において︑現象学的還元によっ

て開示される超越論的自我は︑厳密には﹁私の﹂という人称的

は意識体験を反省するが︑今まさに﹁反省する私﹂は︑そのま

ことが︑﹃デカルト的省察﹄においては︑看過されている︒私

﹁反省する私に﹂内在的︒な意識体験の領野に他ならないという

越論的自我が﹁反省する私の﹂それであり︑超越論的主観性が

意味さえ遮断されるはずのものであった︒超越論的自我は意識
の構成能作の機能中心であり︑﹁私の﹂といった人称的意味は︑

る︒そのため︑フッサールにおける超越論的自我とは︑超越論

なざしを向けるものであるがゆえに︑気づかれることがない︒

本来なら志向的構成の統一体として統覚されるはずなのであ

理由によるのである︒

かう意識体験に残していくのである︒このような仕方で第五省

そして気づかれることなく﹁私の﹂という痕跡だけは反省の向

的独我に他ならず︑超越論的相互主観性が模索されるのもこの

ところが︑﹃デカルト的省察﹄におけるフッサールの自我概

察においても﹁反省する私﹂は︑絶えず背景に退いており︑明

念には常に動揺が見られる︒例えば第五省察の中でフッサール
は︑﹁省察を行う私は︑︑超越論的白我としての私﹂︵H㌧ω◎︶であ

確な主題として把握されることがないのである︒

るのは︑すでに何らかの他者との関係性をもつ生身の自然的人

に同一化されている︒しかし﹁私﹂という人称代名詞が指示す

するものでなければならない︒なぜなら前節の考察によれば︑

察からして︑それはすでに相互主観的な主体という意味を含意

のような﹁反省する私の﹂超越論的自我であるなら︑前節の考

ゆえに生じる問題である︒しかしその独我論の・﹁独我﹂が︑こ

独我論という問題は認識主観の絶対性︑唯一性に依拠するが

ると述べている︒このとき︑超越論的自我と﹁反省する私﹂と

間に他ならない︒超越論的白我とこの﹁私﹂という意味とを明

は︑還元を介して生じ理論上の相異を考慮されることなく単純

確に区別していないことにより︑第五省察における他我構成論

﹁すでに﹃私﹄であることが︑相互主観的な主体としての自己

を示す﹂ことであったからである︒そしてこのことが正しけれ

は二義的な解釈を招来する︒すなわち白然的態度における分析
であるのか超越論的態度における分析であるのかが慶昧となる

ば︑フッサー−ル現象学における独我論は﹁私﹂が︑反省の場面

るという批判もまた暖昧にならざるを得ない︒つまり独我論の

る独我論ということになり︑それは根本的な背理であることに

主観の相互性を前提にしつつ︑それを忘却するがゆえに成立す

ることから生じていることになる︒つまりこの独我論は︑複数

において︑目下の﹁反省する私﹂白身と他者との関係を看過す︑

のである︒

いう﹁独我﹂が︑﹁反省する私﹂を意味するのか︑ぞれとも超

以上のような事情のゆえに︑フッサール現象学が独我論であ

越論的自我を意味するのかが︑実は明確でないからである︒し
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なる︒こうして現象学に妥当すると思われた独我論という批判
﹁私﹂という意味を考慮するかぎり︑無意味なものに転化して

は︑現象学的な反省において絶えず還元をすり抜けている
しまう︒

﹁私﹂と﹁他者﹂の所在

したLニフントグレーべの研究を足がかりとしたい︒
皿

一3一

挫折した︒ところが今や我々が問題としなければならないの

は他者経験の現象学的解明という形でそれを反駁しようと試み

である︒超越論的自我とは構成する意識の機能中心であり︑能

に集中的に取り組んだ超越論的白我の存在様式をあらわす概念

﹁生き生きした現在﹂とはフッサールが一九三〇年代のはじめ

ヘルト﹃生き生きした現在﹂における超越論的自我の分析

は︑超越論的現象学に対する独我論という批判の妥当性であ

動的・受動的︑顕在的・潜在的な意識能作によって︑我々の世

1

る︒なぜなら前節の考察によれば︑すでに﹁私﹂であることが

界経験を可能にしている自我極である︒ヘルトはフッサールの

現象学とは独我論ではないかという批判に対し︑フッサール

相互主観的な世界に対する一つの開けである以上︑独我論はそ

遺稿に基づき︑この超越論的自我の存在様式を考察した︒この

ヘルトによる分析は︑﹁超越論的自我とか絶対的主観性というも

一一一

の﹁反省する私﹂を忘却した現象学的な反省場面においてのみ
成立するからである︒

ヘルトによれば︑フッサールは晩年にすぺての超越論的な対

象構成を時間化として理解するようになった︒対象構成が時間

のは本来何であるのか﹂戸ρ≦︶という問いに答えるものである︒

化として理解されるということは︑意識体験を意識作用と意識

そこでより根本的な問題として明らかになるのは︑還元に
いて絶えずそれをすり抜けていく﹁私﹂との関係構造であろ

よって開示される絶対的な超越論的主観性の領野と︑反省にお
う︒そして他者という存在を主題としている我々にとっては︑

対象との志向的関係において静態的に分析するだけではなく︑

して位置づけることである︒その際︑存在するものとして構成

は意識体験を内在的な時間系列のうちに局在化あるいは客観化

一貫した意識体験の流れとして把握することを意味する︒それ

この関係構造を問う中で﹁反省する私﹂を含む複数主観の相互

性が︑共同主観としてすでに構造化されているという事態をど
のように位置づけるかが問題となる︒

そこで次章では︑まず反省の場面における﹁私﹂が超越論的

に綜合される︒この意味で︑対象構成を時間化として捉えるこ

される諸対象は︑自我のもつ豊かな具体性として自我極を中心

とは︑自我の時間的自已構成をも意味する︒超越論的な意識体

自我とどのような関係を結んでいるのかを明らかにする︒この
てフッサールに内在的に考察し︑彼の田仙索を継承・発展させた

験の流れとは︑志向的な意味で世界を経験する生に他ならない︒

問題にアプローチするために︑超越論的自我の存在様式につい

K・ヘルトと︑共同世界の先行性を指摘してフッサールを批判
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このような生の機能中心である超越論的自我を問うことが目

たがってこの機能現在の︿立ちとどまり性﹀を単純な静止態の

下の問題である︒この問いの出発点を規定するため︑ヘルトは

た現在﹂はこの︿立ちとどまること﹀とく流れることVとして

ように捉えることはできないのである︒こうして﹁生虐生きし

こと﹀とは︑反省により露呈されるだけであって︑それに向か

特徴を指摘した︒まず︑この﹁生き生きした現在﹂の︿流れる

ヘルトはこの﹁生き生きした現在﹂を分析して重要な三つの

規定される︒

志向的生に前提とされている﹁意識流﹂あるいは﹁体験流﹂の

存在を括弧にいれる︒すなわち︑﹁世界を経験する生が担う過

去地平と未来地平とが現象学的に﹃括弧﹄に入れられる﹂

う構成能作を見いだすことが出来るようなものではない︒そし

︵−ρ竃︶のである︒これは超越論的白己省察が︑私の﹁私は作

した還元﹂である︒この還元によって見いだされるのは﹁純粋

動する﹂という機能現在を集中的に反省するために行う﹁徹底

として理解されてはならない﹂︵ピρ轟︶︒この現在は﹁私の現在

ところがこの﹁作動しつつある自我の現在は一つの時間位置

いう点で﹁先反省的eS⑦篶宗皇﹂であるとされる︒この時︑

において発生する隔たりを︑すでに反省以前に架橋しでいると

をすでに果たすものであり︑この白己同一化は︑︿流れること﹀

の︿流れること﹀の中で︑究極的に作動する自我は白已同一化

﹁原受動的︵■︷轟ω3﹂な次元に生じるものである︒そしてこ

て︑︿流れること﹀はすでに受け入れられているという意味で︑

化そのものの永続しつつ存続する﹃現﹄﹂であり︑対象を現前

て︑﹁現在﹂と呼ぶ以外にないものである︒

な現θ凸﹂︵−ρ竃︶であり︑意識の機能が作動している場であっ

化させる作用そのものが立ちとどまっている現前の場だかちで

できるが︑しかし機能現在である﹁生き生きした現在﹂は︑こ

のような時間位置現在とは区別される︒なぜならすでに述べた

反省は﹁先反省的﹂に同一化している自我を対象化することが

ように︑この﹁生き生きした現在﹂は︿流れること﹀として時

ある︒この﹁現在化しつつ現在的である自我は︑むしろまさに

の機能現在は︑一つの時間位置としての現在が過去へと沈降し

経験する生の中心﹂︵−P竃︶である︒したがって超越論的自我

間化の根拠だからであり︑そうである以上︑この現在は﹁先−

そのく立ちとどまり性︵ω蔓巨何ぎ5Vにおいて︑自我の世界を

ていくのとは異なる意味で﹁生き生きした現在﹂として理解さ

きした現在﹂は︑すでに﹁原受動的﹂に︿流れること﹀であり︑

﹁先反省的﹂に自已を同一化しており︑﹁先−時間的﹂に機能

時間的？亭零彗9︶﹂という特徴を持つ︒このように﹁生き生

している現在として特徴づけられるのである︒超越論的自我は

り性﹀と一つになって︑流れつつあるものとしても経験してい
る﹂︵−P竃︶のでなければならない︒そうでなければ︑そもそ

そのような様式において存在する︒

れる︒しかし他方では︑﹁白我は白己白身をこの︿立ちとどま

が移行すること︑すなわちく流れることVを意味している︒し

も反省自体が可能とはならないからである︒これは﹁純粋な現﹂
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つある﹁私は作動する﹂でなければならないとする︒しかし私

の匿名的な機能現在が︑反省によっては自分自身に対時するも

我がそうであるように︑他の自我もまた一つの立ちとどまりつ

のとして︑対象的には知られないものにとどまったように︑当

こうした考察から導かれる結論として︑ヘルトは﹁超越論的
い﹂︵−P崖①︶とする︒なぜなら﹁超越論的白我は︑それ自身︑

自我は自分自身の機能現在をまなざして把握することはできな
この現在を決して自分自身に対酵するものとして所持すること

るものになることもない︒ヘルトによれば︑﹁他者の内在的な

然他者の﹁私は作動する﹂という機能現在が︑対象的に知られ

生の流れは︑私自身の生への反省のもつ無媒介性においては近

﹃私は作動する﹄の現在である﹂︵Sk①︶からに他ならない︒

はなく︑立ちとどまりつつ永続するという仕方で︑それ自身︑

フッサールは白ら把捉することができないというこの意味

は感性的に知覚可能なものに即してのみ示されうる﹃表現﹄を

づくことができず︑私自身の生の構成的な産物を経て︑あるい

通じて︑いつも間接的にのみ近づきうる﹂︵−ρHS︶のである︒﹁他

で︑自我は自らにとって﹁匿名的﹂にとどまると述べている︒

ると述べる︒このように述べることができる根拠は︑﹁究極的

さらにヘルトは︑この機能現在を﹁絶対的事実﹂戸PH畠︶であ

者は︑この意味では︑無媒介的に私に現在しているのではなく︑

いう同一の謎を︑ただ異なった観点から名指しているにすぎな

る︒﹁﹃事実﹄と﹃匿名性﹄︒という概念は︑﹃私は作動する﹄と

異なっているのは︑﹁汝のアプリオリな明証﹂戸PH塞︶を前提

ることが窺える︒しかしヘルトにおいてフッサールと決定的に

り︵−pH串︶︑フッサールの他者存在に関する分析を踏襲してい

ヘルトは﹁自己移入﹂や﹁付帯現前化﹂についても触れてお

﹃準現在化された﹄もの﹂なのである︒

に作動している白我の背後では︑もはや構成的に︑より根源的

い﹂︵−PHお︶︒こうして今や我々はヘルトの考察を通じて︑﹃デ

な自我へとさかのぼらせることができない﹂︵−PHお︶からであ

カルト的省察﹄では暖昧であった超越論的自我に対するはっき

るのに対し︑﹁他者は一挙に︑全く直接的に与えられている﹂

ラントグレーべは︑外的客観が諸々の射映を通して与えられ

するよう注が付されている︒

は︑彼が師事したLニフントグレーべの﹃現象学の道﹄を参照

一一﹂一

としている点にある︒この﹁汝のアプリオリな明証﹂について

ヘルトおよびラントグレーべの他者存在に関する理解

りとした概念規定を得ることが出来る︒

2

反省の限界点に︑﹁匿名的﹂な超越論的自我の存在を﹁絶対的

我々はヘルトの﹁生き生きした現在﹂に関する考察を通じて︑

事実﹂として見いだした︒それは私の反省によっては追いつく

て直接内在的にという意味ではない︒ラントグレiべは﹁汝の

Q亮虐︶とする︒だがここで﹁全く直接的に﹂とは︑自我にとっ

存在とそのあり様を示す諸々の指示が実際にどの程度まで正し

こと が で き な い ﹁ 原 事 実 a ﹃ 歓 〆 巨 昌 ︶ ﹂ で あ る ︒

ヘルトは他者経験について言及している箇所で︑超越論的自
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いかは︑経験における吟昧と確証の事柄﹂であるとしながら
も︑﹁この吟味と確証が可能なのは︑汝としての把握という図

こに位置づけられるのであろうか︒そして両者はどのような関
係にあるだろうか︒

ない地点を機能しているが︑それが﹁匿名的﹂とされた以上︑

﹁生き生きした現在﹂は︑反省によって追いつくことの出来

しているから﹂責湯︶であるとする︒この﹁汝としての把握﹂

式︵ωoぎ冒饅︶が我々の意識のアプリオリな存立︵零ω↓彗︷︶に属

連なりである意識流を﹁私め﹂と呼ぶ契機は︑この流れの内部

名的な機能現在の連なりにすぎない︒それにも関わらず︑この

る︒しかしこの︿流れつつ立ちとどまる現在﹀の流れとは︑匿

どまりつつ流れることによって︑その意識能作は反省されう

﹁匿名的﹂な機能中心から発し︑この作動する︿今﹀が立ちと

それを﹁私﹂と呼ぶことは困難に思える︒一つの意識能作は

リオリな図式から区別されると共に︑それより根源的﹂責湯︶

という図式は︑﹁﹃諸標識︵雪①寿昌昌をもった客観﹄というアプ

なものである︒ラントグレiべがここで意図しているのは︑
の客観の中に表現をそなえた客観をもつというのではなく︑む

﹁我々は意識の相関者として︑まず諸々の客観をもち︑これら

の地平という先行的な開け︵O序亭①δに基礎づけられている﹂

しろ客観性のこのアプリオリな構造が︑相互性︵；匡§己＆

﹁私﹂そのものは見いだすことはないであろう︒超越論的主観

としても︑諸々の﹁意識体験﹂を見いだすことはで岩ても︑

﹁反省する私﹂が﹁私の﹂超越論的主観性の領野を見渡した

に見いだされるだろうか︒

實湯︶ということである︒

この﹁相互性の地平﹂とは︑世界が﹁私にとって﹂という意

識体験野に他ならず︑あくまで﹁私の﹂経験を還元したもので

性の領野は︑素朴な存在信懸を保留するべく括弧の付された意

味だけでなく︑﹁他者にとって﹂あるいは﹁我々にとって﹂とい︒

う意味を持つ相互世界︑共同世界として︑世界と自己の関係に

以上のものを含意するのでなければならない︒そして﹁私﹂と

ある︒したがって﹁私﹂とは︑当然この超越論的主観性の領野

関する白已把握に先立って︑すでに先行的に与えられているこ
や相互性の明証性を基礎にしてのみ可能であり︑この相互性に

いう人称代名詞が︑超越論的主観性の領野を越えて意味してい

とを意昧している︒それゆえ自我の明証性は︑﹁その意味上︑汝

おいてのみ白我の明証性として構成される﹂實鵠︶のである︒

﹁生き生きした現在﹂としての超越論的白我の存在は︑反省

刻印が︑他ならぬこの主体を指示する﹁私﹂という人称代名詞

造化されているのである︒そしてこの構造化されていることの

いるのであった︒我々は︑その相互性の地平のうちにすでに構

自我には︑その明証性に先立って﹁相互性の地平﹂が開けて

るものこそ︑﹁相互性の地平﹂に他ならない︒

によっては追いつくことのできない﹁匿名的﹂な﹁原事実﹂で

3 ﹁私﹂と﹁他者﹂の所在

ある︒しかしこの超越論的自我に対し︑人格的な﹁私﹂とはど
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には既に刻まれているのである︒したがってこの﹁私﹂という

に関する超越論的考察は︑可能であるし必要であろう︒しかし

らせる様々な意識体験が︑充実や確証あるいは幻滅される仕方

性の領野が︑唯一絶対的な権利源泉ではないことを告示してい

と超越論的自我との関係をめぐって我々が取り上げたヘルトの

立的な意識に到達することは出来ないのである︒そして﹁私﹂

﹁私﹂の意識に内在する志向的体験の分析から︑﹁他者﹂の定

語によって名指されるものは︑内在的な生の流れすなわち意識

るのが﹁私﹂なのである︒内在的な生の流れとは︑﹁私﹂が共

な﹁原事実﹂であることを示した︒このことは︑純粋に現象学

分析は︑超越論的自我が﹁生き生きした現在﹂として﹁匿名的﹂

体験の流れへと完全に還元されるものではない︒超越論的主観

同世界の経験を現象学的な態度から解釈したものでしかない︒

方をしていないのである︒

根源的には超越論的主観性の内部で問題とされうるような在り

だされないことを明らかにしている︒﹁他者﹂と同様︑﹁私﹂も

には︑私の﹁意識体験﹂は見いだされても︑﹁私﹂白身は見い

的に考えた場合︑︿流れつつ立ちとどまる現在Vの流れの内部

そして﹁他者﹂は︑先行的に与えられた共同世界の住人として︑

語

その明証性をアプリオリに与えられているのである︒
結

我々は︑﹃デカルト的省察﹄第五省察における独我論の妥当

﹁私﹂とはあくまでも白然的人間であり︑白然的態度の素朴

界の先行性として︑客観性のアプリオリな構造を基礎づけてい

性を間うことから︑日常の相互主観的な世界経験について反省

ることが明らかにされた︒つまり﹁私﹂や﹁他者﹂とは︑その

である︒ラントグレーべの考察からは︑相互性の地平が共同世

サール現象学に対する独我論という批判は︑現象学が他者経験

共同世界の参与者として存在するのであり︑したがってその明

な一般定立のうちに︑共同世界の先行性をすでに受け取るもの

の解明に成功していないがために妥当するというよりも︑むし

証性はアプリオリに構造化されているのである︒独我論が依拠

した︒そして﹁すでに﹃私﹄であることが相互主観的な主体と︒

ろフッサiルの現象学が﹁反省する私﹂を主題的に考察せず︑

する主観の絶対性・唯一性もそれに基礎づけられたものに他な

しての自己を示す﹂ことを導いた︒この帰結を考慮すると︑フッ

る︒なぜなら︑独我論という批判においては︑﹁私﹂に含意さ

看過していることにより生じた問題であることが明らかとな

に他ならないという点で︑すでに相互主観的なのである︒

らない︒独我論が意昧する主観とは︑それが常に﹁私﹂の主観

したがって﹁私﹂と同位的な資格を持って存在する﹁他者﹂

れている共同世界の先行性が考慮されていないからである︒

が問題とされねばならない根源的次元とは︑超越論的主観性の

次元ではないということである︒もちろん﹁他者﹂の存在を知
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かっこ内に記した︒
§ぎざき§§ぎミ§§ミき喜ミ；ミ鳶

を隠蔽するものとして退けている︒永井が主張しようと
ては同書を参照のこと︒

しているのは﹁︿私﹀の独我論﹂であるが︑それについ

匿警ω︸①員ζざミ膏Ω§§ミs鼻雪胃旨易暑旨◎鼻畠寓

一3︶

一邦訳﹃生き生きした現在﹄北斗出版︑一九八八︶

引用の際は略号として−Ωを用い︑ぺiジ数をアラビア

ωpH一9鳶り
〜ω咋く印oo吋易ω貝︸§堕H㊤お

え︑訳者による︿﹀の区切りは踏襲してある︒

ら内部のものへとさかのぼって推論していくことではな

ただしヘルトは﹁こうした準現在化とは︑外部のものか

bミ

凄き︑§〜§§§ミ§ぎ

できる本源的な接近の仕方である﹂と注意を促している︒

く︑他者が私に︑彼が実際にあるがままに出会うことが
冒巨尉﹃争9

ア数字で本文に付す︒

一こばやし・ひでき

筑波大学犬学院哲学・思想研究科︶

引用の際は略号として一ヨ〜を用い︑ぺージ数をアラビ

木鐸社︑一九八〇一

Ω巨①邑o戸お竃一邦訳﹃現象学の道−根源的経験の問題﹄

巨o皇帽
一7︶

おF旨ざミ嘗o餐§§s鼻印旨◎

﹃生き生きした現在﹄に基づき考察を行うこととする︒

ることはできない︒そのためこの論考ではヘルトの著作

おらず︑ヘルトにより論及されている遺稿を直接手にす

されるところであるが︑それは部分的にしか公開されて

本来ならこのフッサールの遺稿に基づいた論述が必要と

数字で本文に付す︒日本語訳に関しては読みやすさを考

︵4︶

ωp曽一b§奉 象き︑向§ミミ ωき§萎§切き喜§§︑き

書店︑一九六 一 二 ︑ 二 孟 頁
一2︶永丼均﹃︿私﹀のメタフィジックス﹄︑勤草書房︑一九八六

独我論をめぐる間題に関しては︑永井の前掲書が分明
かつ有益な示唆を与えてくれる︒

永井は︑﹁他人を心あるものとして認める︵他我の存
もう一つの原点の存在を承認することであり︑自己の方

在を認める一ということは︑そこから世界が開けている

から出発しては究極のところ捉えることのできない一点
の存在︵それが捉えられないということ︶を承認するこ

否定できないその可能性に目をつぶることこそが︑他我

と﹂一八頁︶に他ならないと指摘した︒﹁論理のうえでは

の存在を承認することであり︑現実を現実として成り立

論と呼ぶのであれば︑独我論は真理︑しかもほぼ必然的

たせること﹂一九頁一である︒そして﹁もしそれを独我

しかし永井自身は︑これを彼が意図する本来の独我論

と言ってよい真 理 ﹂ 一 九 頁 ︶ だ と す る ︒
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その巻数をローマ数字︑ぺージ数をアラビア数字で本文中の

本稿で以下の目易ω①﹃冒§から引用・参照した箇所については

註

10O

