本稿はフッサールが一九〇四年から一九〇九年ないし一九二一年

と結び付く︒それゆえ本稿のoにおいてはフッサリアーナニ十三

﹁現象学的還元﹂を具体的に遂行する現象学的反省のあり方の問題

﹁現象学的遺元﹂の思想の源滅

にかけての遺稿において展開した思索のうちに﹁現象学的還元しの

巻︑とりわけその買H﹄に依拠しつつ︑再現作用についての諾分析

造

思想の源流を看取し︑それが如何なる問題状況の中で如何なる連関

との密接な関連において︑﹁現象学的還元﹂の具体的遂行としての

栄

から産み出されたのかを吟味・﹂︑そしてまた﹁現象学的還元﹂の具

現象学的反省のあり方が如何なるものであるかを考察する︒

に先立ってゲッチソゲソ時代のフッサールが苦悩しつつ展開した思

〇一年︶と﹃イデーソ﹄︵一九一三年︶との間のゲッチソゲソ時代

局ユ暮g暮αq﹈についての分析を主として﹃論理学研究﹄︵一九〇〇︒

フッサールは空想見庁彗冨色︑像意識﹇里匡げ署易ω幕巨﹈︑想起

o﹁再現作用の学説﹂の形成

体的遂行としての現象学的反省のあり方は如何なるものであるかを
考察することを主眼とする︒

︵1︶
本稿は先ず以てフッサリアーナニ十三巻︵一九八○年︶︑とりわ

索の足跡を辿ってみようとする︒そしてその思索の足跡はまさに

□竃㎝o副隻oぼく①お晶窒峯時屠昌σq﹈として総括され︑それは直観的

の間に遂行していた︒空想︑像意識︑想起は直観的準現前化作用

けその編者による序文に依拠しながら︑﹃イデiソ﹄︵一九一三年︶

﹁再現作用の学説﹂の形成へ向けてのものである︒それゆえ本稿の

﹃論理学研究﹄以前においてもなされていたのであり︑とりわけ一

分析は如何たる意義をもっていたのか︒勿論直観的諸作用の分析は

それではゲッチソゲソ時代のフッサールにとって直観的諸作用の

諸作用﹇竃8臣皇o訂︾軍凸の分析の領圏に属するものである︒

︵2︶

○においては﹁再現作用の学説﹂が如何にして形成されたのかを考
察する︒この﹁再現作用の学説﹂の形成を巡る間題状況の諸連関の

る︒

うちにこそ﹁現象学的還元﹂の思想を産み出す素地が存するのであ

﹁再現作用の学説﹂は﹁現象学的還元﹂の理念の萌芽とともに

r現象学的還元」の思想の源流
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堀

既に空想と像表象を論じているのであるが︑一﹂の論文は刊論理学研

︵3︶
九〇四︒〇五年の冬学期の講義の基礎となった一八九八年の論文は

であり︑以後﹃形式的論理学と超越論的論理学﹄︵一九二九年︶に至

による影響を受けつつ一八九四年頃にはどうやら成立していたよう

究﹄が現象学において突き止めようと努めた表現と意味についての

あり︑直観的諸作用の分析に再び着手Lてそれを深化させることは

作用の分析はこの﹁第二の道﹂において枢要な地位を占めるもので

ソターノに従えぱ表象そのものの作用性格のうちに全く何ら差違は

全く一般的に次のようにブレソターノを非難する︒すたわち︑ブレ

の分析を深めた︒フッサールは一九〇四・〇五年の冬学期の構義で

チソゲソ時代にブレソターノを批判的に克服することによって自ら

ールはブレソターノによって刺激と示唆を受げっっもとりわけゲッ

るまで内的知覚に制隈された意味での直観と再現との記述的発生的
︵8︶
関係はフッサールに息をつく暇を与えなかったのであるが︑フッサ

ゲッチンゲソ時代のフッサールにとって司論理学研究﹄において辿

諸間題に関する道に対して︑反対側からの︑つまり経験および感性
︵4︶
的所与の側からの﹁第二の道﹂に属Lていたと認めうる︒直観的諸

られた﹁第一の道﹂を補完的に克服するという重大な意義を担って

るというように非難する︒っまりブレソターノに対して先ず以て向

存在しないというように︑そして表象は内容に即してのみ区別され
︵9︶

いたにちがいない︒ゲッチソゲソ時代のフッサールにとってとりわ

けられたフヅサールの主要た批判は︑ブレソターノが表象の作用的

︵5︶

け一九〇四︒〇五年の冬学期の講義は﹁第二の道﹂を改めてより一

層深い洞察の下に辿ろうとする企図の画期的な端緒であったといえ

側面の厳密な分析を怠っているということであった︒したがってフ

う伝統的間題の解明が成功しなかったのは︑﹁客体化的統握の概念

ッサールに先立つ時代において知覚表象と空想表象の問の区別とい

る︒かくしてフッサールは一九〇四・〇五年︑再び﹁第二の道﹂に

向かい︑知覚︑空想︑時問に関する詳細な緒分析を遂行することに

︵11︶

が欠けていた﹂からだと主張されることとなる︒フッサールは表象

︵10︶

が︑そしてそれに属する統握内容︑統握意味︑統握形式の間の区別

直観的諸作用の領域の分析の主要な課題の一つは︑直接的で直観

の作用的側面を強く打ち出す術語として﹁統握﹇＞■詳錫冒αq﹈﹂と

ょって︑一九〇〇・〇一年の著作︵﹃論理学研究﹄︶ではっきりとし
︵6︶

的な意識つまり知覚ないし現前化作用の端的な根本形式とは︑その

への厳密た分析を欠くブレソターノの学説のうちには如何なる不傭

いう概念を用いているが︑この概念によって指示される作用的側面

た形で論じられた構想領圏を越え出たのである︒

志向的特性に関して徹底的に区別される直観的準現前化作用のあり

レソターノは﹁感覚と空想との間の本質的区別を拒んだ︒⁝：ここ

の点が見出されるのか︒フッサールの批判的眼差しにしてみれぼブ

︵7︶

方をきわだたせることのうちにある︒それでは一体ゲヅチソゲソ時
前化作用□Ω晶g峯ぎ一σq昌σq﹈と対比的にきわだたせつつ綿密に分析

︵12︶
な点からみれぼそれは強度の相違﹇軍9ω蔑誌昌雪8匡＆凸である︒﹂

に現れたあらゆる区別はむしろ絶えず媒介された区別である︒圭要

代のフッサールにとって︑準現前化作用nく蟹σq晶豊幸ぎ尉昌σq﹈を現

観概念の内的知覚□一冒Φ罵ミ亭昌亭冒§σq﹈への制隈はブレソターノ

することの意義は何だったのであろうか︒そもそもフヅサールの直
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て媒介された間接的表象である︒統覚の仕方□＞電竃①冨◎轟養一ω凸

ターノにおいては関係□黒・一穿彗σq彗Uによって概念冒晶H康凸によっ

覚は本来的表象であるが空想は非本来的表象であり︑つまりブレソ

そLて統握の区別に関しては﹁その区別はブレソターノに従えぼ知

観的準現前化作用の分析はきわめて重要た意義を担い︑枢要にして

析は判断論的諾連関におげる基底をなすものであるが︑とりわげ直

うとするゲッチソゲソ時代のフヅサールにとって直観的諸作用の分

となる︒前述の﹁第二の道﹂を改めてより一層深い洞察の下に辿ろ

ともかくブレソターノの知覚と空想についての学説を乗り越えよ

特異た地位を占めることとたる︒

ち︑フヅサールは空想表象を感性的に直観的な作用︑つまり個々の

うとするフッサールは先ず以て次のような把捉へと至る︒すなわ

の重要な進歩があるとはいえ︑しかしブレソターノは双方の統握の

が双方において異なったものであるという単純た思想のうちに一つ

深く突き進んだ現象学を遂行しはしなかった︒︵奇妙にもブレソタ

対象を現出へともたらす作用として把捉する︒そしてフッサールは

︵14︶

る︒︶﹂Lたがってフッサールはブレソターノが知覚と空想における

象作用を単たる﹁思い浮かべること□碗庁臣9訂巴﹂︑諸々の事態の

概念的にあるいは範瞬的に遂行される空想作用たいし非本来的な表

︵13︶

ーノはその際に表象作用のあり方におけるあらゆる区別を否定す

も︑ブレソターノが空想を概念によって媒介された間接的表象とみ

統覚の仕方の相違を見出Lている点を重要た進歩として認めつつ

してブレソターノを乗り越えんとするフヅサールの歩みの先ず以て

︵15︶
はっきりと判断論的諸連関において詳細に取り扱うのである︒かく

﹁単なる命題的表象﹇匡◎m義℃δ毫ωま畠崇ωくo﹃箒自聲﹈﹂として︑

なものとしては認めない︒フッサールは知覚と空想についてのブレ

特筆すぺき点は︑空想表象を感性的に直観的な作用として把捉した

なす隈りにおいて知覚と空想とのブレンターノによる区別を本質的

ソターノの学説に刺激と示唆を受げつつも︑ブレソターノの学説の

来性nO認狩彗艘o票①昌﹂を知覚表象の本来性に対Lて︑差し当た

サールは想起表象ないし予期表象のようた直観的空想表象の﹁非本

ものであった︒ゲッチソゲソ時代に先立つハレ時代において︑フッ

このような段階へと至るまでには自已批判的克服もまた不可避の

ことである︒

作用的側面に関する厳密な分析の欠落に伴う空想概念の不備の批判
的克服へと厳然として乗り出すのである︒ここにフヅサールが空想
つまり準現前化作用を現前化作用︵知覚︶と対比的にきわだたせつ

つ綿密に分析せんとする一つの主要な契機が︑そしてその企図の意

しかし準現前化作用を綿密に分析せんとするゲッチソゲソ時代の

ようとした︒一﹂うした把提は長年の間施されていた︒そうした把捉

り像性局竃亭票①凸というスベチエス的作用性格によって限定し

義があるといえるのではあるまいか︒

フッサールの厳然たる企図は︑ブレソターノの学説の作用的側面に

はまた明らかに﹃論理学研究﹄の第二巻︵一九〇一年︶において表

︵16︶

関する研究の不備を克服するという初発的な契機にとどまるもので

現されるに至ったのである︒これに対してフッサールは一九〇四・

︵17︶

いう一っの大きな体系に組み込まれて新たに大きな意義を担うこと

はなく︑判断論的諸違関﹇昌置一ω庄8尋ぎ汗No圏冒冒g憲晶彗﹈と

r現象学的還元」の思想の源流
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︵脇︶
〇五年の講義で以前の自らの学説の間題点を批判的に研究し︑次の

ここに準現前化作用を現前化作用の再現とみる﹁再現作用の学

性的に直観的た作用である圭言いうるのである︒

説﹂と結び付くことによって﹁変様の理論﹂を獲得し体系化される

説﹂の基礎が確立されたのであるが︑それは次に﹁時間意識の学

ような結論を導く︒すたわち︑フッサールは今や空想と像意識との

念へともたらしうる︒つまり﹁像意識は空想意識であり︑それ自体

の︶関係の︑並びに直観的準現前化作用一般の本質規定におげる歩

で語った知覚と表象との間の︵現前化作用と準現前化作用との間

こととなる︒フッサールが一九〇四・〇五年の講義の第三主要部分

内的親縁性およびそれでもやはり両者の鋭い区別性を次のように概
では対応する空想意識から区別されるものとは全くみなされない﹂

みは︑﹁時間意識の分析﹂に捧げられた第四主要部分においてある

1このことは今やそれが精確に示された意味での準現前化の意識
であることを意味している︒1﹁しかしそれはこの場合現前化の
︵19︶

意識を以て貫かれている﹂のであり︑それとともにそれは純粋で端

とって現前化作用と準現前化作用との間の関係の彼のそれまでの規

深められた継続を見出Lた︒同時にこの分析の場合︑フッサールに

︵20︶

意識と空想意識を明確に区別することによって︑直観的空想表象な

的な現前化の意識ではないのである︒フッサールはここにおいて像

ωO訂竃巴﹂︵感覚同轟忌巳昌胴9﹈1空想されたもの見げ竃募富9﹈お

よびそれらに対応する統握︶に関する最大の困難が明らかとなっ

定にとって指導的であった﹁内容−統握−図式﹂□曇筆㎝−︾■蒙窃昌σqω−

作用﹇く①漏晶8ミ苧爵§σq﹈とLて把捉し︑それを現前化作用として

よって構成的次元へと到達し︑その視点からすれぱ﹁内容−統握−図

た︒すたわち︑フッサールは根源的な時間意識へと遡行することに

いし直観的準現前化作用の﹁非本来性﹂という規定の変更を招来す

の知覚に対置させる図式をとり︑そのことによって直観的準現前化

る︒フッサールは一九〇四︒〇五年の講義において空想を準現前化

作用としての空想はもはや﹁非本来的﹂表象作用としては格付けされ

作用の本質的区別を介しての現前化作用と準現前化作用といった関

本来的表象と非本来的表象といった関係ではもはやなくなり︑統握

なくなるのである︒かくして知覚と空想との関係は像性を介しての

しろ意識は徹底して意識にもとづいてあり︑空想されたもの同様感

式﹂の修正を獲得し︑それにおいて次のように語る︒すなわち︑む

は一九〇九年だと査定しうる主要テキストにおいて﹁内容−統握−図

有するものとして批判さるべきものにみえたのである︒フヅサール

式﹂を採る分析は既製のものを分析するといった経験主義的性格を

︵21︶

係として︑ゲヅチソゲソ時代のフッサールの画期的な獲得物たる意

︵24︶

義を有する︒ゲッチンゲソ時代のフッサールにとって準現前化作用

覚は意識である︒そしてその場合我々は差し当たり知覚を印象的な

︵原的な︶現前化の意識︑それ自身そこにあるという意識などとL

は非本来的な表象作用であるど一﹂ろか︑むLろフッサールは絶えず

それをはっきりとは言わずに空想︑想起および類比的に予期を本来

てもち︑空想を再生的に変様された現前化の意識︑あたかも現前す

︵22︶

的表象作用とみなしていたといっても過言ではない︒このように把

るかのようたもの︑現前する空想の意識としてもつ︑と︒ここにお

︵25︶

捉された空想表象は直観的準現前化作用として︑前述したように感
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いて内在と超越を一層厳密な意味で区分し一切を意識体験へと還元

O﹁現象学的還元﹂の具体的遂行としての

現象学的反省のあり方

﹃再生作用ないし二重の準現前化作用の学説の導入のための空想

う︒かくして意識は徹底して意識によって成り立っているという事

する﹁内的意識の学説﹂が明確な形で確立されたと言いうるであろ
態の洞察のために一九〇九年夏から秋にかけてのテキストで明白に

〜は︑一九〇四年から一九〇九年たいし一九二一年にかげてのゲッ

および想起における再現作用の理論について﹄と題された遺稿≠H■

このように﹁時間意識の学説﹂の導入を介して﹁内的意識の学

重の統握︒すなわち現世的自我との関連におげる知覚現出の空想と

く一九〇四年のものと思われる遺稿︿㈲アポリア︒同一の現出の二

る深化された分析の足跡を如実に物語ってくれる︒先ず以ておそら

チソゲソ時代のフッサールの画期的ともいえる準現前化作用に関す

遂行されはじめる経験主義的感覚主義的﹁内容−統握−図式﹂の修正
︵26︶

は︑正当にもフッサールの現象学的意識理論にとって根本的なもの

説﹂がフッサールの現象学にとって確固たる地位を築き上げるに伴

とみなされうる︒

い︑もはや空想は空想されたものを統握内容とする固有の統握作用

の統握︒再現作用の意識において一つの現出を描き出すことは︑あ

らゆる空想表象および想起表象の本質に属するか否か︒空想表象作

しての︑あるいは空想自我との関連における知覚現出としての二重

用に対する反省︒﹀においては︑この表題から察せられるように空

として知覚から区別されるのではなく︑空想はそれに対応する知覚
る︒つまりこの﹁変様の理論﹂は︑﹁時間意識の学説﹂を中核とす

の変様であるとする﹁変様の理論﹂が確固たる意義を担うようにた

る﹁内的意識の学説﹂のうちにあって﹁再現作用の学説﹂を可能な

想自我による統握とそれに対する現世的自我による反省の間題︑再

現作用の意識の空想表象への本質的帰属性の間題︑空想表象に対す

らしめる決定的契機となるのである︒

以上見てきたように︑ゲッチソゲソ時代のフッサールによる直観

である︒先ず空想自我による統握とそれに対する現世的自我による

ではなく︑究極的には空想表象に対する反省の間題に収赦するもの

になるが︑他方で﹁再現作用の学説﹂を体系的に確立することとな

反省の間題を見てみよう︒空想において私の自我︵ある一定の空想
︵27︶
された情況︑立場における私の自我︶に対Lて対象が対置するので

る反省の間題が扱われる︒しかLこれらの三つの間題は別個のもの

る︒そLて実はこの﹁再現作用の学説﹂が現象学の方法論たる﹁現

あるが︑一﹂れは空想自我による対象の統握であり︑今や私が空想作

Lて進展L判断論的諸連関に組み入れられて重要な意義を担うこと

象学的還元﹂の理念と密接な関係にあるのである︒それゆえ次の論

的準現前化作用の分析はブレソターノの学説の克服を初発的契機と

考においてその間題に言及Lなけれぼならたい︒

の作用は一つの私の現世的︹芽gg﹈自我に調和する︒すなわちこ

用という作用を反省するとき私は現在nΩ晶9幸算︺の中にいる︒こ
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いに対してフッサールぽ次のように答える︒すなわち︑現出する対

のかという一﹂とが問われねばたらなくたるのである︒そしてその間

︵秘︶

の作用は知覚される︒つまり︑現世的自我は空想の中に身を置くの

︵28︶

ではなくむしろ空想の外から現世的な反省の眼差しを向げて空想的

であり︑その際に体験された第一次的□冨嘗岬凸諸内容は色などで

象は再現作用の意識︵準現前化されたもの︶によって空想されたの

ある︒再現されたものはそれだげでは体験されない第一次的た内容

れはなるほどこの現世的自我と同一化されはするが︑あたかも空想
自我の空想体験が今や現世的体験でありうるかのような意味におい

なのだから必然的に現出もまた知覚現出の再現作用としてとらえら

統握作用を知覚するのである︒空想自我は現世的自我ではなく︑そ

てではない︒したがって当然の事ながら︑空想におげる知覚現出は

は︑知覚現出とはみなされず準現前化作用として理解される現出が

説を介して深化せしめられ︑それは再現作用の意識への反省という

もまたそれに含まれるということである︒ともかくも空想自我によ

︵29︶

現世的自我および空想白我の両者にとってそれぞれ違った意味をも

Lて注昌すぺき事は︑再現されるものは対象のみではなく現出作用

れる︑と︒このようにフッサールが再現作用の学説を導入するに際

れは空想自我に関しては知覚現出である︒LかL現出は今の自我に

現作用の意識についてフッサールは次のように語る︒すなわち︑再

︵34︶

つこととなる︒現世的た今の自我□芽gg窃寅臥σq窮H艮﹈に対して

関Lては知覚現出の空想であり︑かの情況におげる自我の空想と一
︵躯︶
致して現前化する自我に対して空想として現世的にはめ一﹂まれる︒

nσq匡o訂則畠㎝①屋9尉﹈である︒その対象はかくかくの現出において

現作用の意識において対象はあたかもそれ自体そこにあるかのよう

別されねぱならない︒また逆に言えぱこの区別があるからこそ︑空

なく知覚現出の再現されたものである︒空想の意識は知覚ではたく

かくかくの側面について等においてある︒この現出は知覚現出では

間題︑つまり空想表象に対する反省の間題へと進展する︒そして再

る統握とそれに対する現世的自我による反省の間題は再現作用の学

ここで空想自我が現前化するのは非現世性︵空想性︶においてであ

想自我にとっての非現世性︵空想性︶は現実性nオ庁竃o寿①凸を意

あたかも知覚のよう□σq匡庄爵冒オ監昌県嚢竃σq﹈である︒意識全体

はめ︸﹂まれる﹇＆謁ム晶凸︒・﹂の同じ現出は二重にとらえられる︒そ
︵30︶

り︑それは現世的自我が空想外部から反省する場合の現世性とは区

味しないのである︒つまり私が空想現出のうちへと身を置くとき︑

n寄肩朕窒↓昌凸である︑と︒Lたがって︑空想表象つまり知覚を表

は準現前化された﹇毒握晶g峯叫まσq凸ものであり再現されたもの

いうこの空想現出の非現実性を識別可能にするものは何か︒こ一﹂に

かしいまだ表象すらされぬ知覚現出に対して︶として受げ取り︑同

象することは︑空想のうちにある対象の現出を再現されたもの︵し

︵35︶

諾対象︑諸事象は現実的□色﹃彗o巳意味でのここおよび今として

再現作用の意識の空想表象への本質的帰属性の問題が間われねばな

して受げ取ることと同義である︒こうした事が分析的に解明されう

様に空想措定︵変様されたもの︶を現実的措定の再現されたものと

︵32︶

は現れたいのである︒それでは空想現出が現実的なものではないと

らなくたる︒すたわち︑空想表象が再現作用の意識においてある現

︵36︶

出を描き出すということが︑あらゆる空想表象の本質に属しはせぬ

眺

るのは︑再現作用の意識っまり空想表象を反省することによってで

た︒すなわち︑反省の可能性が知覚の本質に属する︒つまり対象に

稿㈲においても反省の可能性については次のように述べられてい

するかわりに対象の現出︑対象がそこにあるものとLて空想される

び信懸される一﹂とに対して注目しうる︒空想の本質には対象に注目

げ箒嚢訂序窪﹈およびそこにあるものとして受け取られることおよ

注目するかわりに私は対象の知覚作用︑対象の自已現出作用□ω①−

ある︒再現作用の意識を反省することはそれに対して目を向げる
□匡箏竃県馨﹈ことを意味L︑この表象が存在L一﹂の空想が存在する
︵37︶

るということを私が空想において表象するという・﹂と︑それゆえ私

こと︑対象が空想において信懸されることに対して注目するという

ことを知覚することを意味する︒すなわち︑私があるものを知覚す
があるものの知覚作用を表象するということに注目しn8犀窒﹈たり

可能性が属する︑と︒したがって知覚および空想にはそれぞれ反省

の可能性が本質的に帰属することが主張されていたわけだが︑遺稿

︵41︶

のようにということ﹇Ω①げぎ色︑再現されたものである︒その場合

気づい﹇冒胃訂巴たりするときにのみ︑空想の意識はあたかも⁝⁝

ωの時点に至っては知覚および空想との関連において反省の諾々の

︵38︶

に私は知覚作用を反省しうるのであり︑知覚作用を再現されたもの

この分析において空想□厚竃募芭のかわりに想像n家晶庄邑9﹈と

あり方の分析が類型的により綿密に遂行されるわけである︒但し︑

とみなしあるいは知覚作用を再現されたものとして見出す︒したが
って空想の意識を再現作用の意識たらしめるものは︑空想の意識に

いう語が用いられているが︑両者はこの場合知覚と対置されるとい

う意味において同じものとみなしてもよいだろう︒ところでこの分

対して注目することあるいは気づくことという現世的自我の反省的
機能だといえる︒勿論私が再現作用の意識を︑空想表象を反省する
︵39︶
とき︑それは一つの現世的に知覚されたものであり今であり︑そこ

︵42︶

析において掲げられる主要た三つの類型は︑αあるものAの想像の

︵

知覚︑βあるものAの知覚の想像︑γあるものAの想像の想像︑で

︶

には非現世性︵空想性︶と現世性という時間意識の位相的識別が存

ッサールは次のように語る︒すなわち︑勿論Aの想像は対象化され

ある︒先ずαAの想像の知覚︑について見てみよう︒αについてフ

︶

する︒おそらく一九〇四年のものと思われるこの遺稿においては既
︵ω︶
に︑ある時間意識が至る所で共に含まれているという時問意識の学

とだ︑と︒したがってAの想像の知覚とはAの想像を対象化すること

うる︒想像を遂行することと想像を知覚の対象とすることは別のこ

説の萌芽が見出されるということも重要であるが︑時間意識の学説
および再現作用の学説をうみだす契機となる反省の可能性の探究の

の想像︑について見てみよう︒βについてフッサールは次のように

であり︑Aの想像を反省的に把捉することである︒次にβAの知覚

︵娼︶

遂行がとりわげ重要な意義を担うものといえる︒

次いで一九〇五年頃のものと思われる遺稿︿㈹想像︑想起﹁につ

に対して想像的な対をなすものではない︒それは単にAの想像的意

語る︒すなわち︑Aの知覚の想像は何を意味するのか︒勿論Aの知覚

いての□さ巴﹂現世的表象と想像︑想起におげる﹇ま﹈表象︵想像的

てなされた反省の可能性の探究がさらに綿密に押し進められる︒遺

な対をなすもの︶︒空想における反省︒﹀においては︑遺稿㈲におい
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⁝⁝についての想像︵対象化する︶﹂ということが考えられている

﹁⁝：についての﹂ということが︑つまり﹁⁝⁝についての知覚︑

識であるにすぎない︒ここでは至る所でまさにそうであるように

想像の知覚とβAの知覚の想像との問には︑現世的反省と変様され

くにっれて明らかにされてゆくであろう︒ともかくもここでαAの

いうことである︒しかしこの重大な間題は本稿の論考が進展してゆ

での屋台骨を背負うことになるとみることができるのではたいかと

︵44︶

のだ︒それゆえ私は想像Lその際に対象化する︒つまりAの知覚を

い︒ところで変様された反省において反省さるべきものは知覚ぼか

た反省という裁然たる区別があることを銘記しておかねぱならな

りではなく︑想像もまた反省さるべきではないのか︒この間題がま

である︑と︒したがってAの知覚の想像とはAの知覚を想像しつつ

る︒ここでαAの想像の知覚とβAの知覚の想像とを対比的に検討

る︒フッサールはこの遺稿ωにおいて空想の空想□爵§募一竃−厚彗−

さに三つめの類型γAの想像の想像において間題にされるのであ

対象化することであり︑Aの知覚を想像しつつ反省する・﹂とであ
してみれぼ︑前者は﹁想像に対する現世的反省﹂であり後者は﹁知

それ以前の想定に苦悩していたのであるが︑この遺稿㈲におそらく

募一窒︺︵第二の変様□署艮①竃◎筆宗邑塞﹈︶は可能ではないという

︵蛎︶

覚に対する変様された仕方での反省﹂つまり﹁知覚に対する空想に
﹁空想表象作用に対する反省しと同じである︒それゆえこの遺稿㈲

おげる反省﹂である︒前者はこの遺稿ωに先立つ遺稿㈲におげる

語る︒すなわち︑Aの想像についての想像は︑Aの想像の変様と混

一九〇八・〇九年に付加されたと思われる箇所において次のように

﹇肉堅襲一§庄尉﹃勺︸竃募一凸Lである︒そして実はこの﹁空想にお

において斬新で注目すべきものは︑後者の﹁空想におげる反省﹂
ける反省﹂の主題化一﹂そフッサールの現象学の方法論にとって決定

つの空想表象であり︑後者の場合には端的な知覚Aに対する端的な

同されてはならない︒前者の場合にはAの空想表象を対象にもつ一

的な意義をもつのではないかと思われる︒フッサールは遺稿㈲にお
いて空想表象に対する反省を現世的知覚としてとらえ︑現世的に知

の一つの変様である︑と︒Lたがっておそらく一九〇八︒〇九年の

空想Aと同じ関係においてAの空想表象に対してあるAの空想表象

想を二種類に︑つまり﹁Aの想像についての想像﹂と﹁Aの想像の

の事は現世的知覚という反省的方法を以てしては心理学的色彩を帯

︵姻︶

覚されるものは﹁心□ω①①一凸﹂の領域に属すると言っているが︑こ

づいていた・﹂とを証示しうるのではたいのか︒そうだとすれぼ遺稿

変様﹂とに峻別Lている事に注目しなけれぼならない︒前者は﹁想

いたといえるであろう︒そLてここにおいてフヅサールは空想の空

㈲において主題化される空想における反省という方法の導入は︑心

像に対する変様された仕方での反省﹂たいし﹁想像に対する想像に

時点で︑フッサールは空想の空想は可能であるという結論に達して

理学的色彩を仏拭し現象学的内実を獲得せんとする大いなる飛躍の

この両考の区別に関してはおそらく早くとも一九〇九年︑場合によ

おける反省﹂であり︑後者は﹁想像に対する単なる変様﹂である︒

びた内容Lか把捉することができないということにフッサールが気

という方法が︑現象学的還元という方法論を具体的に遂行するうえ

企図とみることもできるのではないのか︒つまり空想における反省
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︵反省︶と空想についての空想﹀においても主題化されている︒但

っては一九一二年のものと思われる遺稿︿ω空想についての知覚

の空想のうちで変様せしめられることにより現象学的内実とLて把

において心理学的色彩を帯びた内容とLて把捉される空想は︑空想

機となったといえるであろう︒つまり空想表象に対する現世的反省

捉されうるようになるのである︒やはりまさに現世的反省をなす態

L︑この遺稿ωにおいては遺稿㈲および遺稿㈲におげる﹁空想に対

度から空想におげる反省をたす態度への態度変更こそ︑自然的態度

めて︑現象学的還元を具体的に遂行する方法としての﹁空想におけ

いう語句が用いられ︑また遺稿㈲におげる﹁想像の変様﹂に相当す

る反省﹂の射程は十分に拡張されえたともいえるのではないのか︒

する現世的反省﹂に相当するものとLて﹁空想についての知覚﹂と

﹁空想についての知覚の変様﹂という語句が用いられている︒・﹂こ

つまり空想において反省さるべきもの︑換言すれぼ現象学的に分析

から現象学的態度への態度変更だといえるのではあるまいか︒そう

で﹁空想についての知覚の変様﹂は﹁空想についての知覚﹂が変様

さるべきものは︑知覚ぼかりでなく空想にまで拡張されたのであ

だとすれぼ空想の空想の存在に対するフッサールの是認によって初

されたものであり︑換言すれぼ﹁空想に対する変様された仕方での

るものとして﹁空想についての空想﹂という語句が用いられ︑さら

反省﹂は﹁空想に対する現世的反省﹂が変様されたものであるとい

る︒したがって現象学の方法にとって変様およびさまざまの変様の

に遺稿ωにおげる﹁想像についての想像﹂に相当するものとして
︵理︶

うことである︒このような現世的反省と空想された仕方での反省と

系列は重要なものとなる︒おそらく早くとも一九〇九年︑場合によ

おける反省﹂においては︑現世的反省のうちにある空想は空想の空

れゆえ﹁空想についての知覚の変様﹂つまり﹁空想に対する空想に

る︑と︒Lたがって現世的反省と変様された仕方での反省との間に
︵51︶
は知覚とその変様としての空想との関係と類比的な関係がある︒そ

の変様された反省は﹁Aの知覚についての空想﹂という意識であ

か︑と︒そしてそれに対する答えとして︑フッサールは変様系列の
︵54︶
反復を可能なものとして認め︑その重要性を洞察している︒

うこうLた変様の系列を一連の反復される変様として記述Lうるの

わち︑︑人は実際︑知覚現出︑空想現出︑空想における空想現出とい

空想における空想現出﹂という変様の系列は一連の反復される変様

っては一九一二年のものと思われる遺稿︿⑧﹁知覚現出−空想現出−

の間の変様の関係については︑遺稿㈹において既に次のように明言

想見げ竃募一叩勺プ§募芭のうちでの変様へと変化することを求めら

これまでの論考から明らかなように︑一九〇四年の時点で時間意

されていた︒すなわち︑現世的反省に変様された反省が対応L︑そ

れ︑第二段階の空想□雲§募庁薯⑦まHωε冷凸の存在を是認せざる

れ︑それに伴ってその後に遂行される一﹂とになる諸々の反省のあり

識の学説の萌芽が見出されるとともに再現作用の学説の導入がなさ

︵53︶

であるかどうか﹀においては︑次のような間いが立てられる︒すな

をえなくなる︒この﹁第二段階の空想﹂たる﹁空想の空想﹂の是認

方に対する諸分析の契機となる現世的反省についての分析が企図さ

︵50︶

は︑遺稿㈲での空想表象に対する現世的反省のもつ欠陥の︑すなわ

︵52︶

ち心理学的色彩を仏拭しきれぬという欠陥の克服へと至らしめる契
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﹇ま昌①竃◎亀寿茎塞竃目①一畠亭竃﹈ということが明証的た正当性を
︵56︶

なすというような変様として遂行される︑と︒したがって空想にお

る﹂ということである︒但しその場合︑﹁変様のうちに入り込むこ

げる反省を行うということは︑まさに﹁変様のうちに入り込んで見

えできわめて重要な礎石とたった︒そしてそれを踏み台として一九

れたことは︑7ヅ一サールが現象学的還元という方法論を着想するう

そ・﹂には同時に﹁現象学的還元﹂という理念の最初の萌芽があった

ベソ﹂n勇邑県9﹈﹂を意味したい︒アイソレーベソとは例えば小説

と﹂は﹁自分をある立場に置いてみること﹂とLての﹁アイソレー

〇五年に﹁空想における反省﹂に対する分析が遂行されたのだが︑

ものと思われる︒現象学的還元という理念の着想が空想における反

合にはアイソレーベソのように反省さるべきものとしての空想され

の登場人物の立場に身を置くことであるが︑空想における反省の場

︵57︶

省に対する分析と密接不離たものと考えれぼ︑フッサールが一九〇
る反省について究明しようとした一﹂ともうなずける︒そしてまた︑

五年から一九〇九年ないL一九二一年に至るまで執鋤に空想におけ

ろ空想におげる反省の場合には反省さるべきものがアイソレーベソ

の形式で空想され︑それとは位相を異にして空想しつつ反省する主

たもののうちへと素朴に入り込んでしまうことは許されない︒むし

〇五年のものと思われる遺稿︿㈲空想における反省︵および現象学

体が空想のうちに立つのである︒それゆえ﹁変様のうちに入り込む

フヅサールが空想における反省を分析する際に現象学的還元の理念

的還元︶﹀である︒それにおいてフッサールは次のように語ってい

こと﹂とは︑このように﹁変様︵空想︶のうちにある反省の場に立つ

を着想Lたということを裏づげる証拠もある︒それはおそらく一九

る︒すなわち︑私は﹁空想において反省する﹂一﹂とができ︑そLて

こと﹂である︒そしてこれ一﹂そ自然的態度から現象学的態度への態

空想されたものと空想のうちで変様された反省の眼差しとの位相的

度変更に他ならたい︒それとともにまた︑アイソレーベソの形式で

差違こそ︑エポケーの可能的条件に他ならぬのではないのか︒

﹁内容﹂に目を向ける冒序雷県窒Uことができるのであり⁝⁝と︒

したがって空想において反省することによって現象学的還元が可能

また空想において現象学的に還元しうるように︑私は空想現出の

となるのであり︑現象学的内実に目を向けることが可能となるので

フッサiルはまた遺稿㈲において︑﹁空想におげる反省﹂つまり

世的自我による﹁注目すること﹂は空想の意識を再現作用の意識た

の﹁見る一﹂と﹂が問題である︒遺稿㈲について既に述べた通り︑現

しかしまたここで︑﹁変様のうちに入り込んで見る﹂という場合

﹁空想しつつ反省する空想作用﹂について次のように語っている︒

る反省的自我による﹁注目すること﹂は如何なる機能を果たすので

らしめるものとして根本的な機能をなしたのだが︑変様のうちにあ

ある︒

おいて知覚作用である︶統握作用として遂行され︑しかも例えぼ家

おそらく一九〇七・○八年のものと思われる遺稿く㈹二通りの知

あろうか︒

すなわち︑空想作用は現前化作用の変様である︵そしてこの意味に

の知覚作用の準現前化作用︵しかも家が現世的に与えられているこ

とに相関するものの準現前化作用︶を変様のうちへ入り込んで見る
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てゆきうる︒他方︑私は体験しつつ家を注目する﹇8津彗﹈ことがで

げてゆく﹇ま邑員o昆県竃﹈︒注意作用はさらに内的空想を通り抜け

体験する例えぼ家の空想現出︵空想意識︶を家へと向かって通り抜

に述べられている︒すたわち︑注意作用□声亀勇鶉訂巴は私が単に

覚⊥一通りの空想﹀においては︑﹁注目すること﹂に関して次のよう

いる︒すたわち︑私が遂行する反省は何ら現実的反省ではなく︑知

のである︒また︑フヅサール自身遺稿㈲において次のように語って

想性の制約を免れ︑中立的に専ら現象学的内実を把捉しようとする

げる反省﹂においてこそ﹁注意﹂は現実性の制約を免れ︑同時に空

空想のうちにある反省的自我の現世性である︒それゆえ﹁空想にお

覚についての知覚の再生作用︵それゆえ反省の再生作用︶であり︑

サールが一九〇四年から一九〇九年ないL一九一二年にかけて究極

﹁現世的反省﹂の再生作用としてとらえるのである︒それゆえフッ

︵60︶

きる︒そしてまた私は知覚現出に関係L︑この知覚作用において知

サールは︑﹁空想における反省﹂を﹁知覚についての知覚﹂つ童り

それは﹁空想において反省すること﹂である︑と︒したがってフッ

は空想において反省さるべきものとLての空想されたものを貫くと

句を用いているが︑この変様された仕方での反省において注意作用

的還元という理念の具体的実現をめざすものであったといえるので

的に導入しようとしたこの﹁再生作用の学説﹂とは︑まさに現象学

︵58︶

における反省﹂に対して﹁内的空想口竃Φ轟哨訂津邑凸﹂という語

覚現出に注目することができる︑と︒この遺稿㈹においては﹁空想

て︑おそらく一九〇八年のものと思われる遺稿︿〇二重の準現前化

ある︒

注

ともに︑さらにそれを対象化する反省作用をも貫くのである︒そし

作用︒﹁あるものの空想﹂に対Lて﹁あるものの再生作用﹂︵空想表
象︶﹀においては︑﹁空想における反省﹂におげる﹁注意﹂について
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さらに次のように語られる︒すなわち︑注意﹇＞艮冒蟹訂饒冒訂己は
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同時に現世的にしかも変様されずに空想された家へと向かう︑と︒

困＞O頃−一⑩oo◎︶

'**"**

したがって空想におげる反省においては反省さるべきものがアイソ

レーベソの形で空想されるのはもちろんのこと︑反省作用自体も空

一八九八年の論文の今なお保存された断片が思一纂巴︑︑勺甲

︵2︶ま似．ω﹄属く

られている︒

︵3︶

想的に変様を被るのであるが︑注意は現世的にしかも変様されるこ

︵4︶爵己内×冒ω1×閑×く

彗募討昌胆匡肇O訂くO房邑一昌σq︑．として黒己×曽HHに収め

想における反省を遂行する自我の現世的注意であり︑それ自体は変

︵5︶ 一九〇四・〇五年の冬学期にゲッチソゲソで行われた週四

となく反省さるべき空想されたものと変様された反省作用とを貫く

様されぬままである︒しかしこの場合の現世性は遺稿㈲および㈲で

のである︒それゆえ﹁空想における反省﹂におげる﹁注意﹂は︑空

扱われた現世的反省の場合のように現実性を意味するものではなく︑
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