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思 味 の 枠

フッサールの本質看取にっいて

布 施 伸 生

私たちの経験は,目 の前にある物を感性的 に把握するだけのことではない。経験に

は,そ れに尽 きない豊かな内容があ る。私た ちが何か,も のを見ている とき,個 別的

存在を越えた普遍的で理念的なものが,す でに,そ こに入 り込んでいる。それがなけ

れぽ,そ もそも,経 験は うま くいかない。ここに注 目して,そ の ような ものを対象 と

して確定 して,経 験的に基礎付け ることはできないか。 フッサ ールの 『経験 と判断』

な どにある 「イデ アチオ ン,イ デアの 看取」は,そ の対象化の 方法 として 理解で き

る。 これ を 手がか りに して,以 下,理 念的存在の 対象的 なあ り方の 可能性を探 りた

いo

それ は探 るまで もな く,典 型的に数学 の対象に見 られ るよ うに,明 らかに,私 たち

は理念的存在を確i実性をもって取 り扱 っている。 しか し,そ のよ うな学 問の領域の中

だけに興味があ るのでなければ,学 問の理念的な存在 と具体的な実在 とが,互 いに,

認識 の 対象 として どの ように 関係 しているか,こ れは 問題 になろ う。これ に 対 して

も,以 下 の考察は何 らか の役に立つのではないか。

1

私たちの経験の中に理念的な ものが見いだ され るのは,ど の よ うに してか。

私たちが何か物を 目の前 にした とき,実 際に 目に映 ってい るのは,事 物の或 る一面

だけである。それで も,私 たちはそれ 以上 のことを見て知 ってい る。つま り,そ の事

物には今は見xて いない側面 もあるはずだ し,そ の背面 は何 らかの色を してい るはず

である。 この ことは確か に言え る。 もしこれが言a7i..なけれぽ,私 たちは,見 えている

ものを何か或 る事物の一面 と捕 らえ られず,物 を物 として知 ることがで きない。だか
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意 味 の 枠

ら,実 際には 目に見xて いない ものをそれな りの仕方であ らか じめ知 っている。

あ らか じめ知る とはい},も ちろん,今 見}xて いない面を赤 とか青 とか特定 して知

ることは,私 たちにはで きない。繰 り返 しになるが,分 かるのは,た だ,そ れが何 ら

かの色をしてい るとい うことである。 この知っていることの中身は,一 般的なことで

あ り,規 定で きるが未だ規定 されていない といったあ り方を している。色一般 とい う

枠は,ま さにその ような未規定的一般者 として,あ らか じめ出来上が っている。逆に

言xぽ,私 た ちが後ろに回って背面を実際に見て,特 定 の色を知るのは,そ の ように

出来上がった枠の中でなのであ る。言わば,後 で細部を埋め る余地 を残 しなが ら,輪

郭が書 き上が っているわ けで ある。

当然,こ の大 まかな枠取 りは,実 際の各kの 状況か らしてあ りそ うなものを内に含

むだけではない。そ こには,考x.ら れるあ りとあ らゆるものがすべて,し か もそれ ら

が無差別に含 まれ る。 ここで,こ の二種類 の可能性をはっき り区別 してお く必要があ

る。例v/..ぽ,物の今見えているところが一様に 同じ色をしていれぽ,そ の色が後ろに

も続いている と予想で きる。 この よ うに状況か ら予想 され る可能性は,一 般的に枠取

りされ る可 能性 とは,そ の成 り立 ちか ら全 く別 のものである。 こ う考えれ ぽ,一 つ一

つ どんな色を思い浮かべてみ てもそれの中に入 るのだか ら,色 一般の枠 は,想 像の越

えることのできない限界になってい る。つ ま り,こ れは,境 界が しっか り定 まった空

間である。従 って,こ の一般者は,実 際に見て どの色 と特定 され る 「特殊化の活動空

間」,「可能性 の活動空間」 と規定 される。

以上 より,経 験 の中に理念的な ものが働 いてい るのが分か る。 この働 きか らしてそ

れは 「意味」 と呼べ,確 かに,理 念的で,普 遍的なあ り方を している。 さ らに,そ

の規定可能 な 未規定性か ら枠 のよ うな ものであ る。だか ら,「意味の枠」 と呼べる。

(Vgl.Husserliana(=Hua.)Bd.XI,DenHaag.)

ところで,こ れ までの説 明は色一般の場合だけを頼 りにしたので,こ こで,日 常の

あ りふれた場面か ら例を引いて,少 し補 いたい。 これは,行 った ことのない家の中を

見るとき,例 えば,知 り合 いの家を初 めて案 内された り,家 具を備え付 けた売 り家の

中を見て 回る ときの ことである。 私たちは,玄 関を入って 廊下を進 み,こ こは何だ

ろ うと ドアを開けて 見渡す。 中の 様子を 見ない うちか ら,そ の準備 として,そ こは

「部屋」 として一般的に捕 ら}ら れている。それか ら私 たちが ドアを開け て中を見て

みて,そ こは,居 間である とか,書 斎,子 供部屋な どであると分かる。この部屋一般
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とで も言 うべ きものが,見 ることの枠 になってい る。つま り,こ れ が先 の理念的一般

者であ り,色 一般Yy当 る。

ここか らも考 え られる ように,意 味の枠 の働 きは私たちの経験の中に深 く入 って き

てい る。そ こで,フ ッサールの言葉を借 りて,こ う結論 できる。

「前 もって与 え られた私たちの 周囲世 界は,す でに,多 様に 型にはめ られた もの と

して 『前 もって与 え られ』,領域的 カテ ゴリーに従 って 型にはめ られ,多 種多様 な 特

殊類や種な どに従 って類型化され てい る。つま り,背 景で触発 し最初の能動的な着手

で捕 らえ られ るものは,遙 かに広い意味で既知な のである。そして,そ れがすでに背

景で受動的に把握 され るの も,『対象』,経験可能な もの,解 明可能な もの としてばか

りでな く,事 物,人 間,人 造物 としてであ り,そ れで,そ れか ら一層広範囲に及ぶ特

殊 性においてであ る。(ErfahrungandUrteil(=EU),Hamburg,S.35)

私た ちは,こ の ように,も のを見 るとい うご く普通の経験 の中で,理 念的 な存在が

働 いてい ることを確かめた。そのよ うな形で,た だ不完全 な仕方でではあるが,そ れ

は姿を現 している。 この現れがあってこそ,こ れ を主題化 して対象的に規定す ること

もできる。7cし て,私 た ちは,こ れ までの考察 でもって,理 念的対象のあ り方 を考x

るために,経 験的に知 られた ことを確かな足場 にす ることができる。

フ ッサ ールが イデアチオ ンと呼ぶのは,こ のよ うな意味の枠をそれ 自体 として取 り

出 して,そ れを個物 に還元せず にあ くまで も未規定的一般者 として捕 らえる方法であ

り,言 い換xれ ば,意 味の枠 として働 くイデアをそれに合 った仕方で把握す る方法で

ある。(Vgl.EU,皿.Abschnitt,II.Kapitel.)

この方法は,次 の手順でな され る。

私た ちは,ま ず,意 味の枠が内に含む実例を何か取 る。 これ は,恣 意的に取 った実

例であるが,こ の過程 の中で指導 的な範型の性格 を持つ。そ して,私 たちは,そ の実

例がイデアの個別例 としては別な ようにもあ りうる と考 えて,こ の元の例をそのよ う

な別 の可能性へ 自由に変更 してい く。 これが,第 一 の 「変更作用の多様性を生み 出し

なが ら通覧す る段階」で ある。そ して,こ の結果 として,変 更体 の系列が得 られ る。

この系例を,変 更 され ないもの,同 一 の内容が貫 いてい る。それが なければ,そ もそ

も変更体が 同種の もの とは考tら れない。 この同一の内容は,変 更体を次kと 見てい

く中で重な り合 って際立 って くる。第二の 「重な り合いの中で結び付いて一つになる

段階」。そこで,私 たちは,変 更体それ ぞれに 固有 なものと 対比 して 「同一の ものを

一50一



意 味 の 枠

見て取 り能動的に同定す る」。 これが第三 の最後の段 階。

こ うして私 たちは意味の枠 をイデアとして対象化するわ けだが,こ こで対象 として

のイデアは,ど のよ うな ものか。 と りわけ,変 更体を貫 く同一 の内容 とは何か,こ れ

をは っき りさせ る必要がある。

例x.ぽ,赤 のイデアは,意 味の枠 として赤い ものの知覚や想像 に先だ って出来上が っ

ているが,そ れだけな ら,そ の未規定性のゆz.Y'目 に見}る ものではない。 これ に対

して,kな 色合 いの赤,赤 の実例は,直 観的な表象 の内容ではあるが,イ デアの内

に含む ものの一つ,特 殊化可能性の一つにす ぎない。従 って,私 た ちが赤の実例 の表

象の中で 目に見える 共通部分を捜すか ぎ り,不 変の内容は 見つか らない し,そ れで

は,赤 のイデアを捕 らえることもできない。

けれ ど,だ か らといって,実 例の表象 の一部以外 に,一 体,ど こに不変の内容を見

つける ことがで きるのか。結局,イ デアは2変 更作用 を外か ら限界付 ける形式的規則

で しかな く,意 識の中で 現前す る 内容L¥Tはな りxな いのか。 この ような 疑問が生ず

る。 しか し,イ デアは,「本質の看取」 とも表現 されるこの方法で,そ の言葉通 り 「見

ら」れているはずである。

そ こで,こ う考xて みた らど うか。

赤の イデアは,言 わぽ,あ らか じめ描かれた輪郭であ り,赤 の実例で細部を埋める

余地を残 している。 これはす でV'述 べた。それで,こ の輪郭は,実 際に赤 の実例で隙

間を埋め られた ときに も,書 き直 された り消 し去 られた りす ることはない。言い換え

ると,先 行 して指定 された事柄は,実 例の表象において訂 正や抹消を受 けない。 とい

うのも,も し訂 正や抹消が必要 な ら,そ の実例は赤一般の内に入 らないか らであ る。

従 って,出 来上が った絵を見ると,輪 郭そのものは,下 絵 となって今は見えていな

いが,私 たちは,そ れを忠実になぞった仕上 げのタ ッチを通 して輪郭を見ているとも

言える。 これ との類比か ら,私 た ちが様々な色合いの赤を見てい るとき,そ こで 同時

に赤一般の枠取 りを見てい るとは言えないか。ただ,下 絵 といっても,も ちろん比喩

である。字義通 りの下絵な ら,そ れを書いた当人な ら思い出せ るし,そ うでな くても

推 し量 ることがで きる。 これは イデアについては言 えない。それで も,こ の比喩 の助

けを借 りれぽ,イ デアの対象的なあ り方が少 しで も明かになるのではないか と思 う。

それでは,そ れの捕 らえ方のほ うには問題はないか。即ち,イ デアが内に含む実例

は,数 に限 りがないはずであ る。そのことごとくに 目を通す ことは,無 論で きない。
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従 って,私 た ちがするこ とが,も し,知 覚においてで あれ想像 においてであれ,現 に

与え られた実例か らそれ に共有 され た ものを取 り出すだけの ことな ら,次 に新たに与

え られ る実例 も,そ の同 じものを分 かち持 っている とは限 らない。

そ こで,イ デアチオ ンの過程の中で最初 の実例やその変更体は,ど のよ うな もので

あ って,そ のあ り方に よってこの過程 の成果が どうなるか,こ れ をまず,振 り返 って

み よ う。

私たちが,ど んな実例か ら始め ようと,ど の よ うにそれを変更 していこ うと,い つ

で も同 じものが意識の中に浮かび上がって くる。 この手続 きはい くらでも好 きなだけ

続け ることがで きる。実際に,ど れだけ続け よ うと,ど れだけで止めてしまお うと,

それは,こ こでは ど うで もよい。 まさに この 「続け ることがで きる」 とい う意識があ

るために,対 応 して 「好 きなだけ以下同様 に」 とい う形で,限 りな く多 くのものが意

識 に与 えられ ていると考える ことがで きる。これが,私 たちに とって実例に限 りがな

い とい うことである。

ところが,イ デアの枠は,こ のよ うな限 りな く多 くの ものを生み出す変更作用に対

して,あ らか じめ規則を与えている。つま り,変 更作用が生 んだ ものか ら,そ れが生

じた後になって何かが対象的存在 として出て くるわけではない。従 って,新 たな変更

作用に よって,後 にな って,そ れ まで共有 され ていた ものがそこには見いだされず,

新 たに別の ものが,す でに獲得された対象に取 って変わ るとい うことはない。このよ

うに,イ デアチオ ソの方法は,当 の対象を先立つ もの として,ま さに この意味で アプ

リオ リな もの として把握する。イデアのこの性格 は,冒 頭の考察で示 されているわけ

だが,そ れを踏 まえて,こ の方法 の提示の中で確かに守 られ ている。

イデ アチオ ンの仕組みは,な るほど,こ うなってい る。だが,そ の実際の遂行 に当っ

ては,問 題は残 っていないだろ うか。

II

イデアをア プリオ リな もの として把握す るためには,私 たちは,自 分の置 かれた状

況に捕 らえ られて,言 わば 「あ りそ うな」 ものばか りに 目をやっていてはな らない。

そ うしていては,限 られた範囲の可能性 しか見えてこない。それでは,実 際の結果が

どうなるにせ よ,結 局は,イ デアチオ ンの第二の段階で行 き詰まって先に進 めない。
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だか ら,最 初に取 られた範例を好 きなよ うに変更 していき,無 制限 の可能性を 自由に

想像することが私たちに要求 されているのである。果た して,こ れ に十分答}る だけ

の能力を私たちは持 っているだろ うか。

これ を問題にす るのには理由がある。 イデアチオ ンの現実的な遂行は,文 化的,歴

史的な環境世界の中で育 った人間 としての 「私(あ るいは私たち)」がなけれぽ,不 可

能である。即 ち,そ の遂行 のために 必要 な 変更作用 の 主体は,具 体的な 人間であっ

て,エ ゴrコ ギ トの形式 を 満たすだけの 抽象的な 自我ではない。 抽象的 自我だけで

は,対 象一般な どの形式的本質は別に して,意 味の枠 と考え られる もののほ とん どは

説明できない。最初の ところで考えた 「部屋一般」 とか,フ ッサールが何気な く使 っ

てい る 「家屋」 の例な ど,こ れを考えれぽ分か ることだろ う。そ うだ とすれば,「 私」

の事実的存在に よって想像 力が制約 され ていて,ア プ リオ リ性を言 うのに十分なだけ

の広が りを もった変更体 を得 ることがで きない とい うことも考え られる。

この疑念 に対 しては,フ ッサ ールの次の言葉を引いてお くべ きだろ う。歴史主義,

相対主義を退けてこ う言っている。

「私た ちは,自 分 の人間的,歴 史的存在や,そ こで 生活世界 として 解釈 され るもの

を,完 全tYr自由に思考や想像 の中で改変で きる能力を もっているし,ま たその能力を

もってい ることを知 って もいる。そ して,ま さにこの 自由変更を行い,生 活世界につ

いて考xら れ るかぎ りのことに 目を通す ことで,本 質普遍的な構成要素が必当然的な

明証性 において現れ 出る。その要素 は,本 当に必当然的な確実性 で私た ちが確信で き

る通 り,す べての変更体を貫いている。その際,私 たちは,事 実 として妥当 している

歴史 的な世界 のあ らゆる拘束か ら解放 されて,そ の世界 自体を,考 えることので きる

ものの うちの一つ とみな していた。」(Hua.VI,S。383)

これを見るかぎ り,先 の疑念は,少 な くとも彼に とっては,な か った ようであ る。

果 たして,こ の ような ことが言えるのだろ うか。特に,フ ッサールが イデア的対象を

考察す るときに,そ こに係わる事実的な ことを軽視 してはいないだ ろ うか。そ して,

一方で
,複 数の可能性の一つ とみなされ る 「事実的に妥 当す る世界」 と,他 方,「(そ

れに対 しては)複 数形が無意味であるよ うな唯一性」,つ まわ,「普遍的地盤」 として

の世界 とを,は っきり二つに分けて考 えることは,そ れほ ど簡単なことであるだろ う

か。

それ では,イ デアチオンの遂行主体 の事実的なあ り方が問題 であるとすれ ぽ,ま ず
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初めに,そ の過程の中で主体,い わゆる 「自我」が どの ように係わっているか
,振 り

返 って確かめ る必要があるだ ろ う。そ うすれぽ,難 点 の有無 も含め,事 情がはっき り

するだろ う。それ を前述 の 三つの段階に分けて各k見 てい こう。 そ の際,「 自我 の能

動的関与」 とい う観点を取 り入れて,そ れ の有無に よって,フ ッサールの言 う 「能動

的 ・受動的」の対概念で特徴付 ける。

第一の通 覧の段階については,フ ッサール自身の記述を見ると,表 現上は,能 動的 ・

受動的,両 方 の場合がある ように受け取 れる。 しか しなが ら,私 たちは,イ デアチオ

ソの遂行に当ってまず初めに,物 を見て何かを知 ろ うとい う関心のあ り方 を 自分で転

換 して,そ れ とは別種の対象 に 目を 向けて 別 の仕方で 経験を 展開 させ ていこ うとす

る。 これ は,ま さに 自我の能動的行為である。従 って,変 更体の通覧 とい う第一の段

階渉完了す るまでに,少 な くともこの能動的関与が見いだ され るので,こ の段階は全

体 としても能動的 と特徴付け られ る。

次の第二の段 階は どうであったか 。そ こでは,私 た ちが多様 な変更体を意識 の中で

つか んだ ままでいるだけで,自 ずか ら,変 更体は重な り合って,同 一ゐ ものは一つに

融合 し,そ れ とは違 った ものは別れ る。 ここまで来 ると,後 は,一 つに融合 した もの

に注視を向けて,そ れを異なった もの と分 けて単独で見て取 るだけである
。注視 とい

う能動的行為に対 してそこまで準備ができてい る。 このことは,例 えぽ,視 覚野で赤

い斑点が 同じ赤 と溶 け合 って一つにな り,白 に対 して際立 って見xる とい うことと同

じ形で理解できる。 どち らで も能動的関与が見 られず,そ れゆx,意 識 の受動的な層

のことなのである。

そ して,第 三 の段階は,す でに 明 らか なよ うに,「能動的に 同定す る」 とい う言葉

通 り,能 動的な 過程である。 さらに,こ れは,「 自我 の能動性の最低段階 としての受

容性 」 と規定 される。

そ こで全体を通 して見ると,最 初 の段階 として,能 動的行為,あ るいは 自我の能動

性 に発す る過程がまずあ る。その上で,第 二 の段階が 自我 の関与な しに進展す る。ここ

で,対 象にな りうるものがすでに形成 され てい る。それが,第 三の段 階で,関 心を向

け られて見て取 られ る。注意すべ きことは,第 二の段階 で対象が用意 されていて もそ

の受動性の基底には 自我の能動的行為の結果が横たわ ってい ることである
。従 って,

遂行主体 によって その結果に違いが 出る とすれば,こ の能動性に 注 目す るのは当然

である。
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意 味 の 枠

しか し,第 一の通覧 の段階に主体 の能動的な係わ りが見 られ るか らとい って,も ち

ろん,直 ちにそ こY'問題があ るとは言えない。なぜな ら,私 たちは変更過程 の任意性

をす でに見たか らである。つ ま り,ど んな実例か ら始め よ うと,ど んな変更体 の系列

を辿 ろ うと,ど れ だけ この系列 を 伸ぽそ うと,同 じ結果に なるはずである。 とはい

え,自 我の行為 そのものとい うより,自 我のあ り方に よって,と りわけ,自 我 の関

心,立 場な どに よって違 った結果 にな りは しないか。そ うい うものに よって,自 我に

対 して現れて くる可能性の地平が変わ って こないか。

皿

そ こで,具 体的に詳 しく検討で きる ように,生 活者 の立場か らの実践的関心,異 文

化理解を第一 とす る文化人類学的関心,普 遍的妥当性を求める学問的,理 論的関心,

この三つのタイプの関心を考 えてみる。

そ して,先 回 りして言 うと,こ こで示 したい要点は次 のことである。この三つの う

ちの どの関心が イデアチオ ンの根底にあるか によって,求 めよ うとする当のイデ アそ

れぞれの内に属す る個別例は,違 って くる。従 って,関 心や立場に応 じてイデアがあ

り,そ の相互 に包含関係はな く,そ れ ぞれ に独 自の意味が ある。 このこ とを,婚 姻,

親族 とい う社会関係を例 として考えなが ら,明 らかに した い。

その ような関係は,人 類学者 の野外 調査 によれば,人 類 に普遍的に存在 し,多 種多

様な形態を取 ってい る。私 たちには思い もつかない ような形 のもの もあるだ ろ う。そ
　

れ も,同 じ一つ の婚姻,親 族 関係 と考えるな ら,私 たちは,真 の普遍的本質 を獲得す

るためには,こ の種の事実の調査に積極 的に取 り組 まなけれぽな らないだろ う。 とい

うのも,そ うせず に想像を巡 らせてい るだけでは,限 られ た範 囲の例 しか 見えていな

いわけだか らである。

ここで想像力に過大な役割を押 しつけてはな らない。想像力が必要なのは,結 婚の

実際に取 りうる奇妙 な形態を,何 の資料 もな しに頭 の中でひね り出して くるためでは

な くて,異 文化 との出会いを可能にす る条件,そ のための私たちの側の用意 としてな

のである。とい うのは,そ の意味で の想像力を欠 けぽ,い くら異文化 の中に入って行 っ

て新奇 なものを 目に しても,誰 もその新 しさに気付か ない ままに終わ って しまうか ら

である。
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確かに,異 文化理解を第一 の 目的にす るな ら,私 たちは,そ の ような報告を前にし

て,も ちろん 自ら現地調査 を実行 しないにして も,自 分が異文化の中にい るつ も りに

なって,そ この成員 として,全 く別の形態を取 ったそれを同 じ本質の一つの可能性 と

理解す ることができる。

しか し,立 場 によっては,そ うとばか り言えない。まず,そ れが私たち 自身 の文化

の中にあ った とした ら,ど うか と想像 してみる必要がある。それで,か えって,他 の

文 化の中ではその ような場合があった として も,私 た ちの文化の中ではそれ はそれた

りrxない と,は っき り言}xる こともあ るだろ う。こ うい うときは,異 文化 との接触,

影響 の下で私たちの文化のあ り方 そのものが変 化して,私 たちの文化の中で もそのよ

うな場合があ って もやむを得ない と思 えるようにな るまで,持 たねぽな らない。 これ

が生活者の立場 である。

それでは,生 活者 の立場を離れて,学 問的関心か ら見た らどうか。そ こで私 たちが

追求す るのは,少 な くとも,自 他いずれの文化で も通用す る普遍 的な ものでなけれぽ

な らない。 さらに この場合,自 分 が結婚す る身になってみれぽ,当 然それに不可欠 と

思われ るもの も,研 究者 の立場か らは,生 活者 の実感 よ りも普遍妥 当性,理 論的簡潔

性を重視 して切 り捨 て られ るか もしれない。従って,こ こで得 られた普遍的本質は,

いずれ の文化の中であれ,そ れぞれ の 「結婚」を真剣に,自 分 のこととして考 えてい

る人にとって意味をなさない。

もう少 し,こ の学 問的関心が どの ような ものか,は っき り させたほ うが よいだ ろ

う。 この関心のあ り方は,何 よ りまず,普 遍的妥 当性を追求する ところで特徴付 け ら

れる。 そ うは 言って も,そ の普遍性 に 程度の差が あって,そ れ に応 じて立場 も別れ

る。先 の場合では,当 の関係の担い手でもあ る認識主体が生物学的に人間であ ること

が前提 されていた。 これ も事実的である。文化人類学,人 間行動学 の成果を見る と,

この事実か ら,つ ま り,「人類に」普遍的 とい うことか ら色kと 普遍的要因が 出て く

るようである。

だか ら,こ の事実か ら離れて純 粋な可能性を求め,一 層の普遍性を 目指す立場 もあ

るだろ う。例}ぽ,主 体が人間に限 らず動物な ら,世 界は どう類型化 され るか,こ れ

に関心のある立場 もあろ う。 さらに,学 問研究の 目的か らい って,そ の事実 も前提 と

して認 め られなか った ら,ど うだろ う。結局の ところは,た と}無 制限の普遍 性を求

め るに しても,こ うして一歩つつ事実の前提を外 してい くしかないのではないか。
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意 味 の 枠

ところで,こ れ まで の考察は,婚 姻,親 族 といった特に文化的,社 会的な事柄を中

心に置 いていた。 しか し,そ の ような事柄は極めて特殊で,例 外的であ って,ど この

誰であろ うと自然の もの,基 本の ものについては同 じ理解を得 られ るのではないか。

この ような異論を完全 に消 し去 ることは難 しいが,次 のことを指摘 してお きたい。

第一,動 植物を始め として自然環境 は,土 地に よって一変す る。だか ら,異 文化 の

現地調査 は,自 然 も含 めた周囲世界の変化を伴 うことを見過 ごしてはな らない。そし

て,さ らに 「同じ」 自然物に して も,例 えぽ,牛 や豚 は世界に比較的広 く見 られ る動

物だが,そ れ らの持つ意味や価値は文化によって異な り,或 る人たちに とっては,そ

れを食べることが,習 慣 として禁 じられ てい るとい うよりも,む しろ,そ れは生理 的

に受け付 けない ことなので ある。だか ら,私 たちは,こ こで,自 然の上 の,そ れに付

け加え られた文化 といった図式で ものを考 えるのでな く,生 活の基本に深 く浸透する

文化的な意味 の層を見つめるべ きであ る。

とはいax,先 の 「婚姻」,「親族」な どは,確 かに特別 な例であ って,そ れを用いて

の説明は,意 味 の枠すべてには 当てはま らないか もしれなし1・。 しか し,そ れが特別な

のは次の二点においてである。 まず何 より,婚 姻,親 族 と呼ぽれ るものが,ど んな も

のであれ人類 の どこにで も存在す る点である。そ うでな く,何 かの意 味を持つ概念が

他 の文化に翻訳,移 転で きなか った ら,比 較文化的考察は,不 可能か,極 めて複雑な も

のにな る。 もう一つ の点は,言 うまで もな く,婚 姻や親族 の現実の形態が文化に よっ

て多種多様であることである。そ うでなけれ ば,比 較文化的考察は不必要である。 も

ちろん,そ の ような意味の枠 もあろ う。

これ くらいで話 を元に戻 して,先 の考察か ら帰結を示 したい。

そ こで直接示 された ことだが,或 る個別例が当の普遍的本質 の中に属するか,否 か

は,主 体の関心や立場に よって左右 され る。従って,私 たちに現れ る理念的存在,つ

ま り意味 の枠そのものは,私 たち 自身 の立場に よって決 まる と言 える。 ところで,経

験世界は,も ちろん事実的に存在す るものの総体 でもあ るが,多 様な意味の枠 によっ

て型にはめ られた全体で もあ る。だか ら,私 たちの経験世界は,今 の或 る程度の保留

を考慮 に入れて も,私 た ち自身の立場 によってかな り様変わ りしてしま う。そ こで,

複数 の世界を考えたほ うが よいのか もしれない。

しか し,だ か らといって,世 界は,対 象すべてがそ こか ら取 り出され る 「普遍的地

盤 」の性格,「 複数形が無意味であるよ うな唯一性」を失 うことはない。 とい うのは,
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私たち主体 のあ り方に応 じて世界は一つに決 ま り,私 た ちはそれ以外 の世界を持ち よ

うがないか らである。つま り,複 数の世界が 同時に与え られ,私 たちはゴ中立の立場

か らそれ らを比較 して,自 分 の対象世 界を自由に選べるわけではない。

も う一つ,考 察 の帰結 として重要な ことは,先 ほ どの三つの関心,立 場で求める普遍

的本質がそれぞれ異な るばか りでな く,相 互 に包含関係が見 られなかった点であ る。

これに対 しては別 の考え方 もできるか もしれ ない。つま り,ま ず前提 として,生 活

者 の実践的関心に対 して,哲 学者 の 「理論的関心」を特別視 した り,哲 学者 を 「関与

しない傍観者」,「無関心な観察者」 とみなす。その上で,実 践 的関心を中断す ること

に より純粋な可能性の地平が一挙に開け ると考えて,そ れゆえ,学 問的関心か らの普

遍的本質が,他 のいずれ の関心か らのそれを も包括す ると結論する。この考え方か ら

すれぽ,こ の普遍的本質のみが真の意味 で 「普遍的本質」,「意味の枠」,「イデア」 と

呼べ るものなのであ る。 このよ うな考え方は,フ ッサールの書いた ものか ら引 き出す

ことがで きるか もしれない。

しか しなが ら,反 相対主義 の議論の評価は別 にして,こ こでの考察の次元では,つ

ま り意味の枠を個kに 見 るときは,学 問的関心 をそ こまで特別視す る理 由はない よ う

に思われる。なるほど,私 たちが実践的生に専心 していては,純 粋な可 能性を考xる

ことはで きない。 しか し,そ れ で実践的関心を中断す るといっても,む しろ,関 心の

転換 によって,理 念的存在 とい う新たな対象G'目 を向け るところに意味があるのでは

ないか 。私た ちの生きている世界に対 して興味を失 って しまっては,そ の中で働 いて

いる意味 の枠のほ うも取 り逃が して しま う。

ここで,意 味の枠 とい う理念的存在 に関連 して事 実的な ものを,ど う考えるか 問題

であ る。世界が私たちに与 え られていることは,な るほど事実である。 しか し,世 界

の存在の唯一性か らして この事実は避けるこ とはで きない。む しろ,そ のよ うな私た

ちの世界を もっ と深 く知 るため に,イ デアを取 り出す と考 えると,こ の事実を受け入

れ ることY'も 積極的な意味が 出て くる。 しか し,こ れでイデアの本性が損 なわれたわ

けではないだろ う。つ ま り,私 たちは,第 一,イ デアチオ ンの遂行に よって,世 界の

中に在 る個別的実在 の持つ偶有性を避けて捨てるこ とはで きる。 さ らに,こ れ までの

ように,事 実性を,対 象の側でな く主体の側Y'引 きつけて考 えれば,敢 えて これを忌

避す る必要 もないだろ う。

〔哲学 博士課程〕
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Sinnesrahmen 

   Uber die Husserlshce Ideation

Nobuo FUSE

   Die Husserlsche Methode der Ideation (Ideenshau) bedeutet die themasie-

rende Erfassung des Sinnesrahmens, der die Dingerfahrung, darin latent fungier-

end, ermoglicht. Wir betrachten zuerst, nach seiner Darstellung, die Ideation 

and Idea in Korrelation. AnschlieBend stellen wir die Frage, ob wir in der Idea-

tion das Exempel der Idea frei genug variieren konnen, um die Aprioritat der 

Idea zu behaupten. Dieses Problem betrifft nicht nur unser Vermogen, frei zu 

variieren, sondern auch das gegenstandliche Sein der Idea. Unter diesem 

Gesichtspunkt denken wir den Sinngehalt der Husserlschen ,,Idea."
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