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（１）問題設定 

 

2011 年の東日本大震災は、地震や津波など自然の途方もない力を再認識させると共に、

福島第一原子力発電所の事故を通して、知らずに、あるいは知っていながらも目を背けて

きた科学技術の危うさを私達に思い知らせた。経済的効果、環境汚染度、化石燃料の枯渇

への対策など、原発推進派の述べる原発の利点はそれぞれに頷けるところがあったかもし

れない。しかし、それらは「安全性」という大前提があったからこそ成り立っていた立論

であり、それに対する信用が崩れ去った今、多くの国民が原発に背を向けたとしても致し

方ないことだろう。「原発は安全だ。今回の事故は万分の一、億分の一の可能性がたまたま

来てしまっただけだ」。もしも原発推進派の誰かがこう主張したとして、そして実際に事故

が起きる可能性がその通りだとしても、やはり多くの者は不安を胸中に抱くだろう。なぜ

ならそれは単なる数字でしかなく、私達は「億分の一の可能性」が実際に起きてしまった

事例を生々しく目の当たりにしてしまったからである。 

これまで原発関係者は「事故の確率は低い」という言葉を何度も口にしてきた。そして、

私も含めて多くの人もまた、「事故の確率は低い」という言葉そのものは特に違和感もなく

受け止めていたことだろう。しかし、私は改めてこの言葉を振り返ってみて、根本的なと

ころに疑問を持つ。すなわち、「確率が低い」とは本当に客観的な言葉といえるのか、とい

う疑問である。本来的に言えば、確率――換言すれば数値とは単なる数値でしかなく、そ

れ自体には何の意味もないはずである。例えば、サイコロを投げて最初に一の目が出る確

率も、六連発式の鉄砲に銃弾を一発だけ込めてロシアンルーレットをやってみるのも、ど

ちらも数としては同じ六分の一でしかない。しかし、ちょっとした賭け事でサイコロを投

げる者からすれば、六分の一という当たり目は低く感じるだろうし、逆に自分の頭に向け

て銃の引き鉄を引く者からすれば、この六分の一は途轍もなく大きなものとして心に圧し

掛かってくるだろう。「六分の一」という数値そのものは客観的なものだとしても、それが

高いとか低いとかいう評価には、このように主観的な要素が入り込む余地があるのである。

「事故の確率は低い」という先の言葉に戻って考えてみると、この発言の客観的な部分と
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いえるのは「事故が起きる確率は～％である」という部分だけであり、「それが低い」とい

う言葉を付け加えた時点で、ある主観的な判断が介入してしまっていることになる。実際、

場合によっては一国の存亡に関わりかねない被害が起こりうることを考えると、「その確率

は高い」と言う人がいても、何ら不思議なところはないのではないだろうか。 

私はここで、原発関係者が恣意的に発言を歪めようとしているなどと主張したいのでは

ない。私が問題にしたいのはむしろ、数学やそれに基礎づけられた諸科学が示してくれる

データに対する認識の仕方。あるいは、それら実証科学の根本的な立ち位置や射程に対す

る、私達のある種の無頓着さだ。私達は普段――とりわけ自分に関わりが薄いと思う事柄

に対して――問題の大小の基準を、数字の見かけ上の大きさに求めがちである。しかし、

数学で語れる大小は本来、「六分の一は六分の三より小さい」など、あくまでも数値と数値

の間での関係性でしかない。その数値そのものが高いとか低いとかいう意味を持つには、

その数値が私達にとってどんな問題に関わるものなのか。そして、その問題が、喜んだり

傷ついたりしながら生活していく私達人間にとって、どれほど重要なことなのかという視

点が必要なのである。こうした問題は、いくら数学や物理学をやっても答えは出てこない。

私達はそれらの自然科学が、何をどのように語る学問なのかを再確認し、そして自然科学

が語りえないことをどのようにして語ればよいのかを考察しなくてはならない。この論文

では、20 世紀のドイツの哲学者、エドムント・フッサールの最晩年の著作『ヨーロッパ諸

学の危機と超越論的哲学』（以下『危機書』）を手がかりにして、こうした問題の中で哲学

がどのような役割を果たせるかを考察していく。 

 

（２）何が「危機」なのか 

 

『危機書』を読むにあたって、まず触れなくてはならないのは、フッサールが何を指し

て「諸学の危機」と言っているのかということである。フッサールの生きた時代、科学は

相対性理論や量子論の登場をはじめとして、各分野でまさに発展の時期にあったと言って

いい。当然、フッサールもこうした事情を知っていたし、それらの成果を評価してもいた。

つまり、フッサールの言う「危機」とは、学問の諸領域において研究が行き詰っていると

いうことを意味するのではない。それはまったく別の視点での危機意識、すなわち、「学問

一般が、人間の生存にとって何を意味してきたか、また何を意味することができるか」1と

いうものである。この危機意識は、ルネサンス以来、学問により裏打ちされてきた近代的

人間性が崩壊しつつあるのではないかという問題提起を意味している。 

この危機意識がどのような動機によるものかは、当時の社会状況を思い起こしてみると

分かりやすいだろう。フッサールが『危機書』を執筆したのは 1935 年頃だが、その約 20

年前には史上かつてない規模で起こった戦争――第一次世界大戦があり、そして 30 年代初

頭にはフッサールのいるドイツでナチスが台頭して、またも社会は剣呑な雰囲気を漂わせ

                                                   
1 E.フッサール『危機書』16 頁 
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ていた。フッサール個人に即して言えば、彼は戦争においては息子や弟子を亡くし、さら

にはナチスのユダヤ人排斥の対象として、ライフワークだった哲学の研究活動さえ極度に

制限されてしまった2。究極的な目的としては人間をより幸福な方向へと導いていくはずだ

った諸学は、このような事態が生じるのを未然に防ぐことはできなかったし、また、エス

カレートしていく事態を止めることもできなかった。学問が、このような人間的生に関わ

る問題に対して、まったく無力になっていることを目の当たりにした当時の人々の失望と

危機感はどれほどのものだったろうか。 

フッサールはこうした問題を、ルネサンス期にはあった「いっさいを包括する学、すな

わち存在者全体の学」3の構築を目指すという学問の理念から、哲学の要素が抜け落ちて、

単なる事実を扱う実証主義的な部分（事実学）だけが残ってしまったためだとしている。

ここでいう哲学の要素とは、人間が世界をどのように捉えているかという認識の問題や、

どのように生きるべきなのかという倫理の問題、総じて言えば人間の理性についての研究

を指す。つまり、学問は、「あの現象はこんな仕組みで動いている」といった説明をするこ

とだけに特化するようになってしまい、「人間はどんな存在で、どのように生きていけばい

いのか」といった人間的生について答える力を失ってしまったとフッサールは考えたので

ある。 

フッサールによれば、ヨーロッパの近代的人間性の成立はルネサンス期に遡る。このと

き、人々は古代ギリシャ人を模範とし、人間の本質を理性的な存在であることと考えた。

そして哲学は、人間や世界についての知識を与えてくれる「包括的な学」として、人間が

より理性的な存在になるように導いていく指導的立場にあった。今でいう数学や物理や生

物といった自然科学も、人間の生きる世界がどのような世界なのかを知るための、広い意

味での哲学的アプローチの一つだったのである。すなわち、哲学は自然科学と人文科学の

双方を基づけ、関係づける地盤となるものだったのである。 

しかし、人間の理性の正しい姿を知ろうとして難航する哲学とは対照的に、いわば哲学

から派生していった自然科学は着々と成果を上げていった。そして、徐々に人々は哲学へ

の信頼を失っていき、代わりに自然科学の方法論に即した形、つまり、人間から切り離さ

れた客観的な存在として世界を見ることが正しいのだと思うようになっていったのである。

しかし、フッサールによれば、この哲学への信頼の崩壊とは、人間の理性への信頼の崩壊

を意味する。ここでいう理性とは、「存在すると思われているもののすべて、すべての事物、

価値、目的に究極的に意味を与えるもの」4のことを意味する。すなわち、理性の研究たる

哲学を放棄するとは、「科学をする人間とはどんな存在なのか」といった根本的な問題や、

さらには、「人間はなんのために科学をするのか」という科学自体の目的や役割さえなおざ

りにすることに等しいのである。そしてその行き着いた先が、高度に文明化したはずの国

                                                   
2 『現象学事典』554 頁「フッサール」の項参照 
3 E.フッサール『危機書』20 頁 
4 同上 26 頁 
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家が、高度な科学技術によって製造された兵器を用いて繰り広げた第一次世界大戦であっ

た。このような事態から、フッサールは、「こうして、世界がその意味を得るところの「絶

対的」理性への信頼、歴史の意味への信頼、人間性への、人間の自由への信頼が崩壊する

のである」5と指摘するのである。 

このような問題に対して自然科学――フッサールが言うところの事実学は、何ら答えを

与えてくれない。そもそも、事実学とは「包括的な学」の中の限局された一部分でしかな

い。事実学とは、存在するものの数学的・物理学的な側面だけを扱うものなのであり、そ

こに人間性を云々するよう求めるのは、元々お門違いであるとさえ言えるのである。しか

し、では哲学と事実学とを完全に切り離せるのかということについて、フッサールは、「認

識する理性が、存在者が何であるかを規定しているというのに、理性と存在者は分かたる

ものだろうか」6と問う。なぜなら、事実学の対象である存在する物事に意味づけをするの

は、哲学の対象である理性だからである。つまり、自然科学に限らず、学問とは結局は人

間が構築してきたものなのだから、人間自身についての学問と自然科学とを無関係なもの

のように考えるのは本来的にはおかしいということである。そして、フッサールによれば、

ますます細分化して、互いに何を研究しているのかも分からなくなっている諸科学の間を

取り持ち、学問全体に再び統一的な地盤を与えるのは、諸学の根本となる学、哲学の責務

なのである。 

 

（３）数学的世界観の台頭 

 

しかしそもそも、近代においてどのようにして哲学の力が失われていき、実証科学の世

界観、数学的世界観が人々に浸透していったのか。フッサールはこの経緯を、過去の哲学

者達の思想を辿ることによって明らかにしようとする。ここでは主に、数学的世界観の形

成に寄与した象徴的な人物として、ガリレオ・ガリレイに対するフッサールの言明を中心

に辿っていくことにしよう。 

いうまでもなく、ガリレイは近代の自然科学の先駆となった人物である。彼の業績は天

文や物理など多岐の分野に渡るが、とりわけここで強調すべきなのは、彼が科学的手法そ

れ自体の開拓者だったことが挙げられる。すなわち、ガリレイは、実験や観察のデータを

数学的に処理することを推し進めていった最初の一人だったのである。 

実験や観察の結果を数式に置き換えて理解することは、現代の私達にとっては、ごく当

たり前のこととして受け入れられるかもしれない。しかし、ガリレイが登場する前は、基

本的には数学とはあくまでも理念的で、抽象的な領域のものと考えられてきた。例えば、

二乗すると負の数になる「虚数」という数学の概念は、現実世界に生きる私達にとっては

幽霊のような概念に思えるが、それが理論上の要素として立派に通用するのが数学の世界

                                                   
5 同上 26 頁 
6 同上『危機書』25 頁 
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なのである。このように、私達の経験する世界とは一定の距離を取る数学というものを、

ガリレイはむしろ世界の本質的な構造を司るものとして考えた7。この考えにおいて、天体

の動きは幾何学の図形で表され、物体の動きは運動量として数量化されて表される。この

とき、自然は我々の目に映る具体的な「月」とか「犬」とかいった姿ではなく、単なる数

量、物理量として捉えられる。つまり、それを見る人間の感性的な意味づけや文化的な価

値などを全て排除して、単なる「数」、単なる「モノ」として自然を見るのである。こうし

たことを、フッサールは以下のように述べている。「ガリレイ的な自然の数学化によって、

新しい数学の指導のもとに、自然自体が理念化されることになる。現代的に表現してみれ

ば、自然自体が数学的多様になるのである」8。 

フッサールは、ガリレイが自然を数学化するに至った動機づけを、私達の世界認識とい

う観点から捉えている。例えば、私達は日常的、感性的なレベルにおいては、世界はそれ

ぞれの主観に対して相対的なものであるとみなしている。しかし、それにも関わらず、私

達はいくつもの世界の中に自分達が生きているとは思わない。例えば、私達は、一つのリ

ンゴを二人で一緒に分け合って食べて、片方が「これはまずい」、片方が「これはおいしい」

と別々の感想を述べたとしても、自分達が本当は別々のリンゴを食べているのだと解釈し

たりはしない。私達は、世界を個々人で別々な風に認識しているとみなしながらも、世界

そのものは誰にでも妥当する一つの全体であり、自分達はその同じ一つの世界の中で生き

ていると確信しているのである。 

ガリレイはこの謎に対して、世界の客観性の源泉を数学に求めた。つまり、「リンゴの味」

など感性的な次元では物の見方が違うのに、なぜ私達がそれを私達共通の同じものだと認

識できるのかというと、それはリンゴの形や長さなど、数学化できる要素が同じだから、

ということである。このようにしてガリレイ以降、世界は数学的法則により基づけられ、

統一されているのであり、その世界を正しく理解するとは、それらを数値化して捉えるこ

とだと考えられるようになっていった。これが数学的世界観の台頭である。この観点は最

初、形や長さなど幾何学などで扱われるようなものに限られていたが、次第に色や音や味

などの感性的な性質、果てには人の感情にまで拡張されるようになった。つまり、「赤や青」

といった色は客観的には「光の波長の長さ」のことであり、「喜びや悲しみ」といった感情

は客観的には「脳のこれこれの部位の電位差」であるといった考え方にまで行き着くこと

になった。 

しかし、先述したように、フッサールはこのような自然科学的な世界観に対して注意を

呼びかける。というのも、フッサールにしてみれば、数学のような理念が本質にあって私

達の現実世界を規定しているといった考えは本末転倒なものと考えられるからである。こ

                                                   
7 ガリレイはその著作『偽金鑑識官』において、宇宙を一冊の書物に例えて次のように述べ

ている。「その書は数学の言語によって書かれており、その文字は三角形、円、その他の幾

何学図形であって、これらの手段がなければ、人間の力では、その言葉を理解することが

できないのです」（『偽金鑑識官』56 頁） 
8 E.フッサール『危機書』38 頁 
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の倒錯をフッサールは、ガリレイの思想の前提となっている数学や、数学の一部門である

幾何学がどのように生じたものなのかを考察することによって示そうとする。 

まずフッサールは、私達が幾何学の問題にあたるとき、「完全な円」や「完全な直線」な

どの完璧な図形、つまり理念的な図形を想定していることを確認する。例えば、試験用紙

に描かれた「１０㎝四方の正方形」が、正確には尐しずれていたとしても、私達はそんな

ことには構わず、それが１０cm ぴったりの図形なのだとみなして問題に取り掛かる。問題

文にこれは１０㎝だと書かれているのだから、１０㎝ということでいいのだ、というわけ

である。しかし、もう尐し深く考えてみると、そもそも私達は現実世界の中で、完璧な図

形など見たことがないということに気がつく。どれほど真っ直ぐ立っているように見える

柱も、実際には微妙に傾いているのであり、どれほど平らに感じられる紙でも、拡大して

見てみれば微妙にでこぼこがあるものである。では、私達は、実際には「およそ丸い」、「お

よそ真っ直ぐ」など不完全なものしか経験したことがないのに、どのようにして幾何学の

「完全な円」や「直線」などの理念を考え出したのだろうか。 

フッサールは、この問題について、これら幾何学の理念の起源は、「すでに学以前の直観
．．．．．．．．．

的な環境において
．．．．．．．．

、最初はまったく幼稚な仕方で、次いで技術的に行われていた測量や、
．．．．

一般に測定によって、物を
．．．．．．．．．．．．

規定する方法にまで遡る」9と述べる。すなわち、理念的な幾何

学の成立の前提には、実際に見たり触ったりできる物の測定や測量という、実践的な知の

発展が先んじているということである。例えば、その初期の段階では、手頃な棒や石など、

大雑把なもので何かの大きさを測る程度だったかもしれない。しかし、家を建てたり、土

地や川の測量を行ったりする段階になると、測定技術はいい加減なものでは済まなくなっ

てくる。柱の長さがバラバラでは家が傾いてしまうし、川の水量を見誤れば洪水で生活が

脅かされてしまうかもしれない。そこでは誰もが納得できるような、より正確な測定、客

観的な尺度が必要になってくるのである。そして、この正確さを求める努力、完全さを求

める努力こそが、幾何学や数学などの理念的な学問を生み出した原動力であるとフッサー

ルは主張する。例えば、なるべくなめらかな板を作ろうとする努力の中で、究極的な目標

値として「完全な平ら」という理念が想定される。あるいは、なるべく真っ直ぐ柱を建て

ようとする努力の中で、その理想的な形態として「直角」という理念が想定される。１cm

や１kg などの「単位」といったものも、作ったり切ったりするのが誰であろうとも、まっ

たく同じようにその大きさを揃えたいといった現実的な要請から生じてきたものであろう。 

フッサールはこのように、最初から人間の中に「完全な円」などの理念があったのでは

なく、それらは日々の実践の中、現実的な要請から生じてきたものであると考察する。何

かしらの実践の中から、その究極的な目標値として「完全な円」や「直角」などの理念が

生じ、その後で、それら理念と理念の間の関係を扱う幾何学と呼ばれるものが生じてきた

のである。この実践から理念へという成立過程は、数学にも通じるだろう。例えば、６個

のリンゴを３人で食べるというとき、手ずから順にリンゴを分けるのを繰り返すうちに、

                                                   
9 同上 43 頁 
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手で選り分けるより先に「６個のリンゴを３人で分けるなら２個ずつ」ということを理解

するようになってくる。次いで、このことはリンゴに限らず、他の何であろうと「６個を

３人で分けるなら２個ずつ」というのは、いつも妥当することであると理解するようにな

る。そして最終的には、リンゴやミカンなどその時々の具体的な個物は捨象して、「６÷３

=２」のように、数と数の関係として物事を考えられるようになってくるのである。 

このように、実践的な活動や要請から生じてきた幾何学や数学は、物事の見通しを良く

するという仕方で実践的な場で役立つようになってくる。例えば、幾何学は設計図という

形で様々な現場で活用され、算術は物の分配など「数える」という作業を効率化させる。

しかし、忘れてはならないのは、実践の場でも適用されるからといって、それらが実践よ

り先にあったとか、実践より優位なものであるというわけではないということである。幾

何学や数学など、理念的な学問の源泉はあくまでも私達の生きる実践的な現場、生活世界

にあるのであり、それらは生活世界によって基づけられているものなのである。それは科

学者と呼ばれる人達さえ、研究からひとたび離れるごとに舞い戻るような、そういう世界

なのである。そして、自然科学の求める「客観性」といったものも、結局はこの生活世界

から生じてくるものなのである。フッサールは、ガリレイにはこうした視点、つまり、幾

何学など客観的と呼ばれる学問がどこから生じてきたのかという視点が欠けていたと指摘

する。ガリレイは、世界という書物は数学という言語で書かれている
．．．．．．

と言うが、実際には

それは、世界の中に生きる私達人間がそのように書いた
．．．

だけの話なのである。このように

考えるフッサールからすれば、ガリレイのように世界の本質が数学的法則にあるのだとす

る考えは、当の数学が生まれてきた地盤、私達の具体的な生活世界をないがしろにするこ

とに繋がる。フッサールは、ガリレイが自然を数学化（理念化）して捉えようとしたこと

が物理学などの発展に多大に寄与したことを認めつつも、それは同時に、それら諸科学が

発生する学以前の場、生活世界の重要さを覆い隠してしまうことにもなったと嘆いている

のだ10。数学や幾何学というものは、私達の生活をより豊かにするための一つの方法として

生み出されてきたのであり、もっとも根本的な学を目指すのであれば、それらの土壌とな

る生活世界や、その中に生きる私達自身に焦点を当てた学でなければならないのである。 

 

（４）日常の中から哲学をはじめること 

 

 生活世界とは学以前の生活の場、あるいは学以外の生活の場のことを意味する。それは

私達が色々な風に感じたり、動いたりする日常的な環境のことである。そして、ここまで

見てきたことによれば、すべての自然科学はここを前提にして生じているのであった。つ

                                                   
10 「ガリレイは発見する天才であると共に隠蔽する天才でもある。彼は数学的自然、また

方法的理念を発見し、無限の物理学的発見者と発見のために道を開いた。（中略）これらは

すべて、発見であるとともに隠蔽であるのに、われわれはこれを、今日まで掛け値のない

真理として受け止めている」（『危機書』74 頁） 
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まり、生活世界についての学とは、学問以前の世界についての学ということになる。自然

科学の研究成果は、生活世界に生きる私達の感性や文化などの様々な要素を削ぎ落として

生み出されてきたものであるから、それらは学以前の生活世界そのものを説明するには適

さない。つまり、ここで必要な学問とは、生活世界を生きる私達の豊かな経験を全て余さ

ず汲みつくし、そこからどのようにして学問の理念や客観性が生じるのかさえも説明しう

るような学なのである。そこで問われるのは、私達の「日常」なるものの認識が、どのよ

うにして可能になっているのかという問題なのである。フッサールは、この部分こそが諸

学の基礎としての哲学が避けては通れない部分であると主張する。 

しかし、「学以前の学」というのは一見、ちぐはぐな言葉にも聞こえるのではないだろう

か。また、「私達の生きる日常なんてものは、哲学とは縁の薄いものだ」と思う人もいるの

ではないか。たしかに私達は、日常の中を平穏に生きる上では、そこに哲学的な問題視点

を持つ必要など感じないだろう。しかし、この論文の冒頭で述べたような災害のときはど

うだろうか。私達は当たり前の「日常」が崩れる中で、今まで生きてきた「日常」という

ものがいかなるものだったのか、これまでとは尐し違った視点で見るようになったのでは

ないだろうか。それは安全で、便利で、好きに電気が使える生活のはずだった。しかし、

この安全とは誰にも保証できないものだったし、私達が殆ど無自覚に使っていた電気の一

部は原発の電気だったのである。原発が事故を起こせば大変なことになるというのは、多

くの人が知っていたことだろう。しかし、どれほどの人がその「大変なこと」の内実を、

リアルな感覚をもって想定したことだろうか。結局のところ、私達――いや、私は、それ

は自分には関係のないこととみなして、便利さをただ享受していたのである。 

あるいは、原発についての議論などを目にしたとき、科学者が挙げる経済的効率性とか

安全性とかを「具体的な数字」と感じ、事故の可能性について訴える反対者の不安などを

「根拠のない不安やエゴ」と感じたことがないだろうか。しかし、現に事故の起きてしま

った今、そのように問題を一蹴することが誰にできようか。私達はそこで、以前の自分が

人の感情よりも数字の方に共感を覚えるという、奇妙な倒錯に陥っていたことを知るので

ある。そしてそのとき、科学者の言う客観性なるものがそもそもどのように生じ、保証さ

れるものなのか、根本的に考える必要を覚えるのである。 

自分が日常生活をどのような態度で過ごしていたのかに気づき、改めてそのことに疑問

を持つこと。そのきっかけは、上に挙げたような異常事態でなくてもいい。例えば、これ

まで順調だった人間関係が急に立ち行かなくなったとき、人と人とが分かり合うとはどう

いうことなのかと苦悩したなんてことでもいい。あるいは、病気にかかったとき、健康で

あってこそ一切が成り立っていたことに改めて気づいたなんてことでもいい。私達が自分

の日常的な生活や感覚に思いを馳せ、それがどのようなものだったのか、あるいはそれが

どのようなものであるべきなのかを問いに付すとき、そこで既に哲学が始まっている。な

ぜなら、それは「私」とか「あなた」だけの問題ではなく、そこに生きる「みんな」にと

って共通の問題だからである。それは単に、「人それぞれの意見がある」なんて形で、お茶
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を濁していい問題のはずがないからである。 

先に述べたように、これら日常の生々しい感覚を伴った問題は、客観的な自然科学が導

くデータからでは答えるのが難しい領域のものである。しかし、人それぞれに好き勝手考

えていればいいというスタンスでは、人間の進歩はないだろう。つまりそこでは、私達の

生の感覚や感情の事実を尊重しつつも、学問的な思考の厳密さを保持した哲学が要求され

るのである。そしてフッサールはこうした哲学として、自分が研究してきた「現象学」と

いう哲学の有効性を説く。 

では、この現象学とはいったいどのような哲学だろうか。詳述したいところだが、ここ

では紙幅が限られているので、要点を述べるに留めておこう。現象学とは、前節までに述

べたような自然科学的な先入観などを取り除くところから始まる。それはつまり、客観的

とか物理的とかいう枠組みを取り払い、私達の意識に現れては流れていく様々な現象を、

あるがままに受け止めるということを意味する。私が悲しいと思ったなら、それは脳科学

的データを持ち出すまでもなく、たしかに私は悲しんでいるのであり、私が赤い色を見た

と言うなら、それは光の波長の長さのことなどを言っているのではなく、目の前に映るこ

の色そのものを言っているのである。フッサールはこのように、意識に立ち現れる現象が

「客観的に」正しいとか正しくないという仕方で捉えるのではなく、「そのように意識に与

えられている」ということ自体を受け止めるところから哲学を始め、次いでその現象が意

識において成立するための様々な本質的な規則性などを考えていくのである。フッサール

は、どんなに考察が深められていったとしても、「私達の意識に照らしながら」という態度

は、考察の最初から最後まで一貫して続けられるべきだと考える。どんな難解な問題に当

たるときでも、それが現に私の意識に現れてくるものと、どのように関係しているのかと

いう視点に立ち戻ること。フッサールはこれを「現象学的還元」と呼ぶが、この還元を通

してこそ、私達の生々しい日常的な意識から離れることなく、厳密な学問が構築されうる

のである。 

 

（５）結語 

 

 したがって現象学は、現代の私達に大きな影響を与えている自然科学がどのような学問

であるかを考察し、その限界を超えた場所、その源泉となる場所に、哲学の役割を見るこ

とを可能とする哲学である。この哲学によってこそ、冒頭に提示した「確率の高低」とい

う問いについて、私達が確率が高いとか低いとか言うとき、実はそこで主観性と客観性が

混同され、自然科学的な見方が拡大解釈されすぎていることを問題視できるのである。そ

してその問いは、世界観の数学化とはどのようにして生じたのかという問いに繋がり、数

学化の地盤となっている、私達が生きる日常というものを哲学する必要性へと向かってい

くのである。哲学というと浮世離れしたことを言っているようなイメージがあるが、フッ

サールのいう現象学はまったくそのようなものではない。そこでは学問的な厳密さが保た
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れつつも、いつも私達の生々しい意識体験が問題にされているのである。そして、そのよ

うな特性をもった哲学だからこそ、豊かな内容をもった日常を生きる私達と、高度に理念

化された自然科学とを繋げることができるような学になりえるのである。 
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