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現象学と自然科学の相補関係に関する一考察（1） 

 

武藤 伸司（国際哲学研究センター） 

 

 

 

 

 

０．はじめに 

科学がその出自を「生活世界（Lebenswelt）」（HuaVI, S. 42）1に持つこと2からすれば、現象学は、

科学に対して常に批判的かつ反省的な態度を採ることができる。このことはつまり、科学の成果（科

学に関する知識、技術そして理論）それ自体に対して、現象学が意識の志向性の原理から基づける

（fundieren）ことができるということである3。例えば、科学的な技術や理論において、何らかの不

合理やパラダイムの変換が起これば、現象学は、科学に生じるそうした事態の「意味」を根本から問

い直すことができ、また、科学的な観測によって量化された対象や事態の「本質」を、我々の「体験」

へと引き戻して考えることができる。このことは、科学に対する現象学の寄与の一つであると言い得

るだろう4。 

 では、反対に、科学の側から現象学への寄与というのはあり得るだろうか。上で言及したように、

両者の基づけ関係からすれば、構造上、根本的かつ原理的である志向的な意識の構成は、高次の客観

的かつ理念的な学問の形成に先行する。この構成の先後関係において、もし、後のものが先のものに

影響を及ぼすことがあるとしたら、それは一体どのようなことであろうか。この問題を考える際に、

鍵となるのは、そうした科学の成果としての諸法則や理論といった理念的な対象の構成に関わる「本

質直観（Wesensanschauung）」（HuaIII, S. 14）であると考えられ得る。現象学にしろ、その他の学

問にしろ、事象や事実の本質を看て取ることが、学問の共通性格として挙げられる。つまり、我々は、

諸学問ないし、特に諸科学の成果として提示される法則や理論などから看て取ることができる、理念

的な「本質」を通じて、それを共通項とし、その構成を現象学的に分析することができるのである（vgl. 

                                                  
1凡例：Husserliana（Den Hagg, Kluwer Academic Publishers, 1950-.）からの引用は巻数をローマ数字、頁数を

アラビア数字によって（）内に示し、原書による強調を強調
、、

、筆者による強調を強調
．．

とする。また、引用文に無い

語句を補足する場合、〔〕内に示す。そして、『経験と判断』を EU. と表記する。 
2 フッサールの晩年の著書、『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』の中心的な主張である（vgl. HuaVI）。 
3 ここでは単に、現象学が自然主義的な諸科学を学問論的に基礎づける（begrunden）こと（vgl. HuaXXV）だけ

でなく、その本質規則性としての志向性によって構成されている生活世界と諸科学の理念性を問題にしているこ

とから、両者の非独立的な関係として、基づけ（Fundierung）と考えるのが適切であろう。 
4 このことについて、山口一郎『感覚の記憶―発生的神経現象学の試み』知泉書館、2011 年、106- 111 頁参照の

こと。 

キーワード：現象学、自然主義、領域存在論、本質直観、自由変更 
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HuaIII, §§3f.）。この点で、諸科学の成果が現象学にとって新たな探求領域をもたらすことに寄与す

るのではないかと考えられ得る。 

以上のことから、本論では、現象学と科学的な学問の関係について、両者の協同的かつ相互的な研

究に関する原理的な可能性の呈示を目的とする。まず我々は、１．科学ないし科学的な思考の基本形

式である因果性（自然科学的な法則）に対する現象学的な考察を行い、それが素朴な実在論の視点に

おける因果性ではなく、我々の身体を根にして規定されていることを明らかにする。そして、そのよ

うな精神物理的な因果性としての諸科学の成果を、領域的な存在として現象学的な考察の主題にする

ことができる、ということも呈示する。ここで領域的な存在者として捉えられた因果性について重要

なことは、それが一つの理念として本質直観されているということである。そこで次に課題となるの

は、２．意識における本質直観が如何にしてなされるのか、という点である。本質直観する際に必要

な自由変更の作用が何であるのかを明らかにし、またさらに、その作用と時間意識や連合との関係を

考察する。以上のことを確認した後、科学に関する理論や理念といった理性定立を、本質直観との関

係から考察する5。最終的に本論は、これらの考察を通して、領域的な存在者である諸科学が生み出す

様々な成果（法則や理論）を超越論的な手引き（Leitfaden）にして、現象学的な研究の展開を促進す

るということを呈示する。これにより、現象学（哲学）と科学の相補的な関係の内実が明らかになり、

現象学と科学の協同的な研究の原理的な可能性が明確になるであろう。 

 

 

１．精神物理的な因果性と領域的存在論 

 1）現象学による自然主義批判6 

 我々は、自然ないし事物を素朴な経験において知覚し、判断し、記述する。そうした記述に対して、

自然主義ないし自然科学や経験科学が目標とするのは、その自然が無限の空間‐時間の中の存在であ

るということを自明の前提とした上で、客観的に妥当する物事として、学的な仕方で認識することで

ある。このことは、より広義の自然、すなわち「精神物理的な意味（psychophysischen Sinne）にお

ける自然」（HuaXXV, S. 13）7にも妥当する。例えば、自然主義において心的なものを考えた場合、

それは単独で存在するのではなく、物的なもの、すなわち身体と結びついたものとして現われるとい

                                                  
5 紙幅の関係上、この点については、別稿（2）に譲る。 
6 フッサールは『厳密学』において、自然主義に対する批判を展開している。フッサールは、「自然主義とは、自

然〔、すなわち〕精密な自然法則に従う空間的‐時間的な存在の統一という意味における自然の発見という結果

の現れである」（HuaXXV, S. 8）と述べている。この立場を支持する自然主義者は、フッサールによると「自然、

差し当たり物的な自然以外の何ものも認めない。存在するすべてのものは、それ自体で物的なもの、〔すなわち〕

物的な自然の統一な連関に属しているか、あるいは確かに心的なものであるが、物的なものにただ依存して変化

するもの、たかだか二次的な「並行的な随伴事実」であるか、そのどちらかである」（HuaXXV, S. 9）という態度

を採るという。つまり、物的な自然は、色や音、硬さなど、心的な印象に関わる場合でも、原理的な自然法則に規

定されているとするのである。 
7 「精神物理的」とは、一般に、ゲシュタルト心理学において、意識と身体との間に、同型的、構造的な類似性を

指摘し得るような、何らかの対応現象が仮定される場合に用いられる術語である。 
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う見解がある。この見解によれば、心的なものは、身体という物的な自然と結びついている限りで、

客観的で時間的な性格を持つものとして規定されるということになる。だが、自然主義における自然

科学や経験科学の研究対象としての自然や身体は、以上のような極めて素朴な前提において捉えられ

ており、これらのことに対し、フッサールは、その素朴な存在定立ゆえに、哲学的であるとは言えな

いと述べている（vgl. HuaXXV, S. 14）。その理由として、例えば自然科学や経験科学において人間を

観察した際の行為と結果が、常に直接の経験に依存していること、そしてその経験に立ち戻らねばな

らないということを無視しているという点が挙げられる。つまり、諸科学は、観測の際、その観測の

経験自体に立ち戻り、如何にして意識としての経験が対象を与え、ないしは出会い得るのか、という

問いを持たず、無批判的な前提として、自明のものであるとしてしまっているのである。したがって、

フッサールは、このような素朴な前提に対し、諸科学の探求の範疇を超えたところ、すなわち直接的

な経験の反省や分析を求めることになる（vgl. HuaXXV, S. 14f.）。 

そこで、フッサールは、この問題を解決するために、自然科学であれ経験科学であれ、探求の際に

必然的に伴う思念や所与の意識の様態を反省する方法として、現象学的な探求方法が必要とされると

いうことを提起する8。フッサールは、自然主義的な立場からの探求の前提を、意識そのものの分析へ

と深化させる。この深化―それはすなわち、現象学的還元による純粋意識の露呈である（vgl. HuaIII）

―によって、現象学は、意識による「自然」の構成という次元の探求から自然主義の前提を突き崩し、

それらの前提の根源を明らかにしようとするのである。したがって、現象学は、意識における志向的

な構成という必当然的な明証性という根拠無くして、そもそも自然主義（意識の自然化9）、あるいは

自然自体を語ることができないということを明らかにするのである。では、現象学が見出す自然の前

提ないし根拠とは何か。それは、「身体性」である。フッサールは、この身体性を介した事物的な与件

の構成を明らかにすることで、現象学と理念的な学問との基礎づけ（Begrundung）関係を明らかに

する。したがって、我々は、身体性と学問的な理念の関係というマクロな視点を考察するとともに、

両者の構成の内実というミクロな視点についても考察する。両視点を相互に考察する中で、諸科学の

研究成果である自然法則、すなわち因果性に依存した理論が、意識において如何なる領域として構成

され、表象されているのかを明確に規定する筋道として、フッサールの論じる「身体性」を確認し、

そこから「領域的存在論」へと考察を進めることとする。 

 

2）「自然」の構成に関わる身体性の現象学的な考察 

                                                  
8 フッサールは、「ここで意識の様態やその本質の研究へ向かう態度がなくても、その場合でさえ、解明の方法は、

思念性の様態や所与性の様態への反省を欠くことができないということを必然的に伴う」（HuaXXV, S. 16f.）と

述べている。 
9 フッサールは、「一方で、すべての志向的‐内在的な意識の所与性をも含めた、意識の自然化（Naturalisierung 

des Bewusstseins）、他方で、その意識の所与性と共に、すべての絶対的な模範（Ideale）と規範（Normen）を

も含めた、諸理念の自然化（Naturalisierung der Ideen）」（HuaXXV, S. 9）であると指摘している。自然主義に

よる意識や理念の自然化は、あらゆる事象を（自然現象だけでなく価値や実践をも）、素朴に理想主義的で客観主

義的な態度と前提の下で、自然法則へと還元するのである（vgl. HuaXXV, S. 9f.）。 
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 通常、我々の意識において知覚されている事物とその構成について、フッサールは、「直観的に私

の前にあるような、感覚的なものとしての物質的な事物の性質が、私の、経験する主観の性質に依存

し、私の身体と私の「正常な感性」に関係づけられている」（HuaIV, S. 56）と述べている。この言及

において確認せねばならないのは、「私の身体」とその「正常な感性」についてである。 

まず、前者であるが、一般的に言って、身体は知覚の手段（感覚器官）である。そして、これにつ

いてフッサールは、『論研』以来、意識に与えられる感覚内容を、知覚へと統握するという構成理論

を立てている（「感覚を生化する統握」（HuaXIX/1, S. 361））。したがって、この感覚内容は、事物と

主観ないし身体を遡示する構成要素として必要不可欠なものである。特に、この感覚内容は、キネス

テーゼ的な感覚10の諸系列、すなわち動いている身体部分において局在化する感覚を伴うことで、そ

れぞれの感覚器官、または感覚器官の全体としての身体を呈示する（vgl. HuaIV, §18- a）。また、フッ

サールは、この「動く」、「運動する」というキネステーゼと、諸感覚ないしその局在化された諸感覚

器官とが連動することで、身体という根源的な「機能」と「位置」も成立する11と考えている（ebd.）。

しかも、このキネステーゼ的な感覚は、触発的な動機づけ連関（時間意識構成に即して言えば、過去

把持的かつ未来予持的な傾向を持った意味内容の連合）によって、一連の順序づけがなされる12。こ

こで、事物的な知覚の構成は、二種類の感覚、すなわち「一方の、動機づけしつつある側のキネステー

ゼ的な諸感覚、他方の動機づけされた側の徴表の諸感覚が恒常的に見出される」（HuaIV, S. 58）。つ

まり、身体は、キネステーゼという「動きつつある」という感覚それ自体と、感覚の局在化による外

的な事物との相関という「本質的に二つの相関的に関連づけられた機能の共働から生じる能作の統一

なのである」（ebd.）と理解できるだろう。 

 以上のことから、事物構成には、キネステーゼ的な感覚による諸感覚の局在化、すなわち感覚器官

やそのシステムとしての身体性が必然的に伴うのである。このことは、自然主義的な態度における観

測や観察が、結局のところ感覚にその基礎を置いていることからすれば、その際に身体性が不可欠に

働いているという、現象学的な考察から見出される明証的な呈示でもある。そしてさらに、このこと

が自然主義的な探求に深く関わることとして、先に言及した「正常な感性」という点へと考察を進め

る。 

                                                  
10 キネステーゼとは、ルートヴィヒ・ラントグレーベによると、「運動の遂行においてその運動自身に気づいてい

る運動のことである･･･自分のいわゆる感覚能力を発動させることによってのみ人間は、これに勝るいかなるもの

もないような仕方でこの運動を知るようになる」（vgl. Landgrebe, L., „Das Problem der Teleologie und der 

Leiblichkeit in der Phänomenologie und im Marxismus“, in Phänomenologie und Marxismus 1, Suhrkamp, 

1977. 邦訳：「目的論と身体性の問題―現象学とマルクス主義をめぐって」小川侃訳『現象学とマルクス主義』II

所収、白水社、1982 年。280- 281 頁参照）というものである。 
11 例えば、感覚の統握によって事物の徴表（Merkmal）が構成されるが、その構成は、例えば「視覚」ならば「眼

の動き」、「触覚」ならば「指の動き」など、その動きに対応する徴表の変化が必ず生じ、そしてその際の変化は、

視覚の場合で言えば、眼や頭部の身体的に秩序立った運動のシステムに制約されていることがわかる。 
12 ここで指摘されているキネステーゼは、感覚の根源的な構成に関わる限りで、触発的な連合の綜合における受

動的なキネステーゼである。このようなキネステーゼは、自我の意識的な、意志によって動くさいの、能動的なキ

ネステーゼとは区別される。この点について、山口一郎『他者経験の現象学』国文社、1985 年、137- 142 頁参照。 
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 フッサールは、事物の実在的な諸特性を考察する際、事物の射映、すなわち色や形、位置など、変

化する外観について、何らか影響を与えるものの介入なしに呈示される諸特徴を、「最良の状態

（Optimum）」（HuaIV, S. 59）として、正常な条件であると規定する（vgl. HuaIV, §18- b）。例えば、

晴天の下で観る色と、夕日の中で観る色であれば、前者の色がその事物の本来の色、最良の色として、

「正常」と看做される。つまり、ここでの最良や正常という規定は、所与に対してある一定の状態と

条件を是とする関心や経験の傾向の上で、統握され、思考され、判断される、実在的かつ相対的なも

のである。また、このような正常という判断は、感覚器官自体の状態や条件にも当てはまり、感覚器

官に異常があれば（例えば指に火傷を負っていたり、サントニンを服用して視界が黄色くなっていた

り）、通常の、正常な感覚とは異なっていると、判断することになる。ここでは、単なる事物や、事物

的な意味で捉えた場合の身体は、それらに何らかの変化や異常が生じた場合に、実在措定における事

物相互の因果的な関係の変化として理解される（ここではすでに実在措定された高次の構成のレベル

にあるため、受動的な層における身体性の構成の際の動機づけ連関とは異なっていることに注意しな

ければならない）。したがって、フッサールは、実在的な事物ないし身体の因果的な変化を、「精神物

理的な「因果性」、あるいは適切に言えば、精神物理的な「条件性」の領野における変転」（HuaIV, S. 

64）であると、述べるのである。 

以上のことから、意識に現出する変化や異常は、身体が関わる限りで、その身体の主観が当然伴っ

ており、そのことから、身体は単に物理的なものであるだけでなく、精神物理的なものでもあると、

素朴に理解されることになる。だが、この精神物理的な因果性ないし条件性を現象学的な観点から分

析すれば、経験されるあらゆる事物が身体性のその都度の状態に関わる感覚的なものとして実在化さ

れるプロセスであると理解される。つまり、「諸々の感覚事物が実在的な諸事物の諸状態性を生成し、

諸々の実在的な性状のシステム、因果性という表題の下での感覚事物という規制された相互の関係性

のシステムが構成されるという仕方で完了する」（HuaIV, S. 65）ということが見出されるのである。

こうしてフッサールは、「事物は、必然的にある空間的‐時間的‐因果的な連関の統一として「経験

され」、主観に「直観的に与えられ」、そしてこの連関に、必然的にある際立った事物、「私の身体」

が、常に本質必然的に、主観的な条件性のシステムがこの因果性のシステムと編み合わさっている場

として属している」（HuaIV, S. 64）ことを指摘するのである13。そしてこの「場」ということを、フッ

サールは、「精神物理的な条件性の原存続体（Urbestand）」（HuaIV, S. 65）として、事物構成の根源

に据えるのである。したがって、精神物理的な因果性は、主観的な身体という原存続体によって基づ

けられ、構成されることによって成立しているということが、理解されるのである。 

                                                  
13 このような事物と主観的な身体の関連から、「自然的態度

、、、、、
（経験の中で自然と生へと眼差しを向けること）から、

主観的態度
、、、、、

（主観と主観的な領野の契機）への移行において、実在的な現存在〔と〕、多様で実在的な諸変化も、

あらゆる存在、主観的な領野におけるある存在の持続体との条件的な連関の中で与えられる」（HuaIV, S. 64f.）

ということが見出される。このことは、構成の諸層とその段階的な構成プロセスにおいて、そのプロセスのそれ

ぞれの段階に対し、視点の向き換えが可能であるということである。したがって、事物の統握が主観的な、身体的

な領野に依存しているということか理解され、そして分析されることになる。 
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以上のことから、自然とは、我々の身体性を介した諸事物の構成という経験の総体として、すなわ

ち身体性を基にした「全空間的‐全時間的な「世界のすべて」、可能的な経験の全領野」（HuaIV, S. 

1）として、実在的に（あるいはその極限的な理念として）措定されたものなのである。これについ

てフッサールは、「自然科学的な経験として、したがってまた自然科学的な経験の思惟として作動し

つつある意識は、その本質的な現象学的統一を持っており、そしてこの意識は、自然の中でその本質

的な相関者を持っている」（HuaIV, S. 2）と述べている。この言及から理解されるのは、自然の本質

的な現象学的統一と自然科学的な経験の相関が、志向性による構成という観点からして、基づけ関係

に他ならないということであり、また、学問的な関係から言っても、意識の現象学的な統一という基

盤の上に、自然科学的な経験が成立するという基礎づけ関係も指摘し得るということである。このこ

とから考えられるのは、自然という事象が、身体の現象学的な統一という基盤の上で、高次の自然主

義的な態度を採る意識との関係において、自然科学や経験科学の対象としての存在論的な意味を獲得

するということになると言い得るだろう。では、現象学の観点において、実際に自然主義的態度にお

ける自然、及びそれに関する学問は、我々の意識において、どのようなものとして捉えればよいのだ

ろうか。 

 

3）領域的存在論としての自然と諸学問への理念化 

我々の意識が自然主義的な態度に傾いているならば、以上のような時間‐空間的に実在するものとし

て定立されている世界ないし自然は、あくまで理論的な関心を向ける際の単なる事象として捉えられ

ることになる。この自然主義的な態度における理論的な関心ということについて、フッサールは、「ス

ペチエス的な意味で「客観化する」主観」（HuaIV, S.4）の態度であると述べている。つまり、ここで

は自然に対して、「美しい」や、「恐ろしい」、「役に立つ」などという価値把握や有用性についての評

価は行われておらず、専ら、実験や観察、数理的な把握によって、理論的に、あるいは概念的に記述

しようという態度において、自然を理解しようとする意識作用が生じているのである14。では、そう

した理論的に自然を捉えるという態度（自然主義）の主観によって構成された自然と諸学問は、意識

においてどのような位置を占めるのか。 

フッサールは、「学問」の本質的な特性について、以下の二つの区別をしている。まず一つ目が、時

間、空間において現実的に存在するものとして定立され、その経験によって把握される（経験的な意

味で直観される）事実と、その事実に基づいて立てられた規則、すなわち自然法則15が対象となる学

                                                  
14 具体的に自然主義的態度で遂行されている理論的な統握について、例えば、理論的な態度とは、「私は思惟する、

私はある作用をスペチエス的な意味で遂行する、私は主語を措定し、次いで述語を措定する等々」（HuaIV, S. 3f.）

を行うことを主眼とした態度である。つまり、理論的な態度における主観の志向は、諸作用の体験が統一的な説

明の筋道を立てるように遂行されている。 
15 例えば、フッサールによると、「自然法則はアプリオリには認識され得ず、それ自体で洞察的に基礎づけられ得

るものではない。そのような法則を基礎づけ、そして正当化する唯一の道は、個々の経験の事実からの帰納であ

る。しかしながら帰納は、法則の妥当性を基礎づけるのではなく、たんにこの妥当性の相対的に高い蓋然性を基

礎づけるのみである」（HuaXVIII, S. 73f.）という。自然科学的な法則は、観察や実験の事実から仮説が作られ、
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問であり、それをフッサールは事実学と呼んでいる（vgl. HuaIII, §2）。そして、その事実学の対象で

ある定立的な存在者（個別的なものの直観）を直接的に思念することなく（それは空想的な直観でも

構わない（vgl. HuaIII, §4））、その存在者の理念を看て取る働きが本質直観と呼ばれ（vgl. HuaIII, 

§§3ff., HuaXXV, S. 32）、そして、本質直観された本質ないし形相を対象とする学を、本質学とフッ

サールは呼んでいる（vgl. HuaIII, §7）。これら事実学と本質学の関係について、例えば物理学や心理

学といった事実に関する学は、その研究対象が個々別々の具体的な事物であるが、それらは本質的な

諸規則性、すなわち「色という本質（「類」）は、音という本質（類）とは別物である」（HuaIII, S. 18）

ということや、「色は何らかの延長なしでは思考され得ず、延長は何らかの色なしでは思考され得な

い」（HuaXIX/1, S. 270）といった本質に関わる相互基づけ関係に拘束されている。このことは、「あ

らゆる事実学（経験科学）は、本質的で理論的な諸々の基礎を、形相的な諸存在論の内に持つ」（HuaIII, 

S. 23）ということを示している。したがって、本質という形相的な認識に依存しない事実学は存在せ

ず（vgl. HuaIII, §8）、本質が事実の基礎を為すという関係が理解される（この本質学的な探求が、ま

さに現象学的な探求の営みに他ならない）。 

以上のような本質と事実の関係において、フッサールは、「あらゆる具体的で経験的な対象性は、

ある最上位の質料的な類、経験的な諸対象のある「領域（Region）」という、その対象性の質料的な

本質とともに組み入れられる。その純粋で領域的な本質に、ある領域的な形相学が相応し、あるいは

〔それを、〕領域的な存在論と我々は呼ぶことができる」（HuaIII, S. 23）と述べている。つまり、個

別的なものに存する本質は、類と種という語で表現される階層性（vgl. HuaIII, §12）を持っており、

この階層における最上位の類を、フッサールは「領域」と呼ぶのである（vgl. HuaIII, §9）。例えば、

素朴な言い方として、「自然の領域」や「精神の領域」と言われるように、事実的な事象はその形相に

基づいて、自然一般、あるいは精神一般という「類」に属している。領域的な本質に属する事実的な

諸対象は、自然科学や経験科学的な研究の場面において、合理化や理論化が進むほど、抽象的な概念

へと至る。そこでの現象学的な探求は、この領域的な本質の把握を、それぞれの経験的な特殊事項が

属する最も普遍的、かつ最も原理的なものとして直観する。こうして直観されたこの最上位の類とい

う領域において、それに属する経験を現象学的な探求の与件とし、その本質構造の分析と呈示を課題

とすることが領域的存在論なのである（先んじて言えば、諸領域の属する諸科学の成果が、現象学に

問いを提供することを、科学による現象学への寄与と考えられ得るのである）。 

 以上のようにして、諸学問の領域が類という形相ないし本質との関係において確定されることが示

された。だが、そうした形相や本質は、実際にはどのようにして直観されるのか。以下では、この領

域を類や種として理念的に直観する本質直観が如何にして構成されるのかを考察する。 

 

 

                                                  
それらを探求の基礎とするが、そこから得られる判断は、常に帰納的なものに留まる。その帰納的な結果は、当

然、蓋然性に留まり、それを普遍的な真理と看做すのは、ある種の飛躍を必要とするだろう。 
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２．本質直観の志向的な構成 

 1）本質直観の基本的な構成プロセス 

 領域的な存在者の本質を捉えることは、当然ながら、経験的な概念形成とは異なり、そうしたもの

に依存しないアプリオリなものを捉えるということであろう。しかしながら、これまで見てきたよう

に、領域的な存在である類へと認識を進める志向的な構成が、身体性を基にしている以上、経験に依

存しないアプリオリな本質を捉えることは、構成理論において、一見すると最初から無理な課題のよ

うにも見える。たとえ、同一と看做される経験の抽象化が、それらの経験の一般性を主張したとして

も、そもそもその一般性の要素たる経験が偶然性を含んでいる時点で、アプリオリとは言えないので

はないか。しかし、フッサールは、そのような疑念に対し、経験の一般性から偶然性を取り除くため

に、「経験された、あるいは想像された対象性を、指導的な「範例（Vorbildes）」の性格、諸変項

（Varianten）の無限に開かれた多様性の産出にとっての出発点という性格を同時に保持している任

意の例へと転換すること、つまり、変更（Variation）」（EU, S. 410f.）を行う。つまり、ある事実（Faktum）

を範例と看做して、純粋な想像における変形といった、様々な変更を任意に行うのである。そして、

この変更によって、次々に新たな類似する像が獲得されるが、しかし、このことから逆に、「この模

造（Nachbildes）の多様性をある統一が貫いていること、ある原像（Urbild）の、例えば事物の、そ

ういった自由変更の際に、必然性の中で、ある不変項が必然的な一般形式として保持されたままであ

ること、そのことなしには、この事物がその不変項の種（Art）の例となるというようなことは、そ

もそも考えられ得ないであろうということが、明らかになる」（EU, S. 411）。同一の原像ないし事物

に対し、任意の自由変更を重ねれば重ねるほど、どのように展開していってもその限界を指示するよ

うな、その都度の変項の差異とは無関係な内容として、不変のものが浮かび上がってくる。 

そして、個々の経験は、超越論的還元によって事実的な与件が内在へと引き戻された際、素朴な事

実性や実在性から開放されるのだが、このとき、諸々の経験は、任意の自由変更という意識作用を通

じて、それらの経験は、無限に可能な多様性を獲得する。そうして開かれた無限性における経験は、

多様な変更の中で、変項同士の矛盾や対立を生じるが、それでもその中で見出される共通項、変更を

被らない不変の項が、まさに多様性を貫く統一へと収斂するのである。フッサールは、この不変項こ

そが「一般本質（ein allmeines Wesen）」（ebd.）であり、形相であり、イデアである16と考えるので

ある。 

 こうして、フッサールは、事実としての経験の偶然性を、任意の自由変更という意識作用によって

取り除き、事実の中のアプリオリな形相ないしイデアを、意識における純粋な概念、つまり本質とし

て直観にもたらすプロセスを呈示する。しかしながら、この任意の自由変更という作用は、どれほど

                                                  
16 このイデアということについて、フッサールは、「この一般本質は、形相であり、プラトン的な意味におけるイ

デアであるが、しかし純粋に把握され、そして全ての形而上学的な解釈から自由なイデアであり、つまり、イデア

は、そうした自由変更の道（Wege）の上で生じる理念視（Ideenschau）の中で、所与性へと直接直観的に至るよ

うに、獲得されるのである」（EU, S. 411）と述べている。 
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遂行されねばならないのか。そして、その作用の遂行それ自体は、どのようにして成されるのか。次

に我々は、これらの点を、時間意識と受動的綜合の観点から考察する。 

 

 2）自由変更の遂行プロセスとその原理としての受動的綜合 

 本質直観へと至る自由変更の遂行について、フッサールは、「形相が、自由で任意にどこまでも産

出可能な、合致（Deckung）へと至りつつある変項の多様性に関係づけられているということ、開か

れた無際限性に関係づけられているということ、これらのことは、無限性へと現実に進行していくこ

とが必要であろうということ、全ての変更の実際の産出が必要であろうということを意味しない･･･

むしろ、変項形成のプロセスとしての変更それ自体が、任意性の形態を持つこと、変更の任意の継続

的な形成（Fortbildung）という意識において、プロセスが遂行されるということが重要である」（EU, 

S. 412f.）と述べている。ここで強調されているように、本質を見出すために遂行される自由変更の

任意性は、全ての可能な変項を必要としているのではないということに注意せねばならない。変更の

プロセスを通り抜けることは必要であるが、それは、変項を実際に無限に列挙するということではな

く、「「任意に以下同様（und so weiter nach Belieben）」」（EU, S. 413）という意識に至ることを必

要としているのである。つまり、自由変更における開かれた無限の多様性とは、この「任意に以下同

様」という意識において、不変項の同一性を掴む（im Griff）ことであると考えられる。 

 では、この自由変更において「任意に以下同様」へと至るプロセスと、そうした変項の多様な無限

の開けは、一体何によって可能となるのか。上のフッサールの言及において、意識における継続的な

形成ということが、一つの契機として挙げられていた。任意性ということで開かれた意識の継続的な

構成を支えているのは、まさに未来予持17に他ならならず、そしてまた、無限の多様性が開かれてい

るのは、未来地平18に他ならないと考えられる。 

確かに、以上のような意識の構成プロセスによって、新たな変項の追加はいくらでも遂行できるの

だが、我々の実際の体験において、可能な変項を無限に遂行し尽くすことは不可能である。しかし、

「任意に以下同様」という継続の見通しは、未来予持という不充実な志向によって形成される未来地

                                                  
17 未来予持とは、「到来するものそのものを空虚に構成して捕捉し、充実へともたらす」（HuaX, S. 52）時間意識

構成の能作である。未来予持は、常に過去把持と共にあり、過去把持の裏返し、鏡像などと言われるように、密接

な関係にある。つまり、過去把持された内容が脱充実化し、空虚になった内容は、逆にその空虚を充実しようとし

て待ち受ける非顕現的な（受動的な）志向となる。まさにこの空虚で充実を待ち受ける志向性が、未来予持なので

ある。また、未来予持の重要な特性の一つに、「不充実性」（HuaXXXIII, S. 14）がある。未来予持が待ち受ける

内容は、必ずしも充実されるとは限らない。しかし、たとえ充実されなくても、その未来予持はそれとして充実を

待ち続けている。つまり、未来予持は、その不充実性によって、意識のある種の傾向と空虚な志向の地平、すなわ

ち未来地平を形成しているのである。 
18 フッサールは、『受動的綜合の分析』の中で未来予持の考察をしているが、そこで彼は、「新たな印象の位相が

不断に融合するという仕方で、つまりは、その根源的な生成において、特定の本質条件に相応して持続的に結合

していくひとつの経過であるなら、そこにはただちに未来の地平、すなわち予期の地平がいあわせているのであ

る」（HuaXI, S. 186）と述べている。まさにこの未来地平によって、新たなものがその時点までの生成と類似す

るかたちで（連合）続行することが予期され、遂行される（vgl. HuaXI, 186f.）。 
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平に関係していると考えられる。これについてフッサールは、「我々が模範と名づけた主導を与える

出発点の例から、常に新たな模造への移行が、前もって横たわっている･･･模造から模造へ、類似の

ものから類似のものへの移行の際に、個々の任意のものは全て、それらが出現することの連続の中で

重層的な合致へと至り、そして、純粋に受動的に、綜合的な統一へ進む･･･すなわち、同一のものは

同一のものとして受動的に先構成され、そして形相の看取は、そのように先構成されたものの能動的

に見つつある把促に基づく」（EU, S. 413f.）と述べている。ここでフッサールが分析しているように、

形相の看取に先行して、類似のものから類似のものへという、受動的な構成の次元における連合の能

作が、未来予持の能作と一緒になって、先構成的な移行プロセスを構成しているのである。だからこ

そ、そこで同時に未来予持的な傾向として、様々な充実の可能性を持った未来地平が開かれ、それが

自由変更の土台として、先行していると考えられ得るのである。またこのことから、未来地平にはさ

らに類似のものが予描され、それが繰り返される中で、同等のもの（das Gleich）の予期される傾向

が強まり、以降に現出するであろう変項が、「以下同様」として意識されると考えられ得るのである。 

以上のことから、フッサールは、「この多様性に（または、実際に直観へと進む変項と共に自ずと構

成されつつある開かれた変更のプロセスという土台に）、形相としての一般的なものという本来的な

看取は、高次の階層として組み上げられている」（EU, S. 413）と分析するのである。そしてもちろ

ん、こうした未来予持的な移行プロセスの形成には、過去把持の能作も欠かすことができない。フッ

サールは、「当然ながら、多様性がそれそのものとして、数多性として意識されて、そして手放され

ないでいるということを、前提として必要とする。そうでなければ、我々は、共通する一者として存

在する形相を、イデア的に同一のものとして得ることはない」（EU, S. 414）と述べている。それは、

ある範例を任意に新たな形に仮構する自由変更を次々と行う際に、それらが掴まれて持続していなけ

れば、次々に生じるものを重ね合わせることはできないし、そもそも次々に生じるといっても、最新

の、最後のもののみが、その都度の意識に直観されることからして、まさにそうした時間的な系列を

構成する過去把持の能作は必須であるということを示している。こうして、受動的綜合における時間

意識の能作と連合などの諸規則性を基礎にして、「我々がより以前の仮構物を開かれたプロセスにお

ける多様性として掴みつつ、合同であることや純粋に同一のものであること見やる場合にだけ、形相

を獲得する」（ebd.）ことが可能なのである。 

 

 

3．次稿への続きとして 

 これまでの議論において、本論の目的である、現象学と科学的な学問の関係について、両者の協同

的かつ相互的な研究に関する原理的な可能性の呈示という課題は、それを考察するための前提の部分

までを論じたことになる。現象学が自然主義的な諸学問と関わる際に押さえておくべきことは、そう

した事実学を本質学の根本的な差異である。現象学的な構成理論の根本である身体性から理念的な本
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質の直観までの構成プロセスを通覧することによって、本論の中心的な課題を考察する準備は整えら

れたと言い得るであろう。 

次稿において、科学に関する理論や理念といった理性定立を、本質直観との関係から考察すること

になるが、それは具体的に言って、領域的な存在者である諸科学が生み出す様々な成果（法則や理論）

を、超越論的な手引き（Leitfaden）にして、現象学的な研究の展開を促進するということである。こ

れらの議論を整理し、現象学（哲学）と科学の相補的な関係、現象学と科学の協同的な研究の原理的

な可能性を明確にしたい。 
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On the Complementary Relationship of Phenomenology and Natural Sciences

（1） 

 

MUTO Shinji 

 

This paper attempts to presentation of principled possibilities for mutual study of 

phenomenology and scientific disciplines. For this purpose, I will clarify a fundamental difference 

of science of facts and the science of essence. And I will look over the constitutive process until the 

intuition of ideal essence from phenomenological constitution of embodiment. 
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