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日仏哲学会２０１９年秋季大会シンポジウム（於・学習院大学） 

 

 

批判主義の向こう岸 ――ラシュリエとその周辺から 

 

杉山直樹（学習院大学） 

 

 

 

 

  

 

提題 概要 

 

１）ラシュリエ（Jules Lachelier, 1832-1918）の思想を、カントの受容と「活用方法」についての考察込み

で、読み直す 

 

・このかなり限定的な「受容」そのものから、ラシュリエに固有の問題設定が透かし見られる 

・ラシュリエの観念論が、「思惟にとってこその、対象それ自体」という重層的かつ相関的な構造の

アプリオリを言うものであることが確認される。あわせて彼の思想における「存在（être）」「思惟

（pensée）」「真理（vérité）」といった基本語の相互的規定が確認される 

 

 

２）周囲の哲学者たちとの差異と連続性をマッピングしつつ、ラシュリエを出発点とした「フランス・イ

デアリスム」という哲学史的単位
ユニット

を立ち上げてみる 

 

・「メーヌ・ド・ビラン→ラヴェッソン→［ラシュリエ］→ブートルー、ベルクソン→……」といっ

た「１９世紀フランス・スピリチュアリスム」という単線的ストーリーは、その粗雑さのゆえに、

解体される 

・同じくカント哲学から「影響」を受けたとされる哲学者、ルヌヴィエ（Charles Renouvier, 1815-

1903）との差異も指摘される。 

 

・「フランス・イデアリスム」というこの単位について、それを限定するメルクマールと同時に、大

まかな外延規定が提案される。 

 

 



 

2 

 

 

はじめに 

─────────────────────────────────────────────── 

 

 同じくカントから影響されたとはいっても、ルヌヴィエとラシュリエの間には非常に大きな差異がありま

す。プロテスタントに近い共和主義者で、在野で活動を続け、膨大な著作を残したルヌヴィエに対し、敬虔

なカトリック教徒であったラシュリエのほうは、王政や貴族政を理想とし1、高等師範学校の教授として、そ

して視学官として、アグレガシオンの審査長として、アカデミズムの内部で活動しました。著作もごくわず

かです。 

 このラシュリエをお二人の発表に割り込ませることで、また別の軸を用意し、１９世紀フランス哲学の風

景をさらに立体化してみようと思います。 

 

 

 

 

１ 『帰納の基礎』におけるラシュリエ的「観念論（idéalisme）」 

─────────────────────────────────────────────── 

 

『帰納の基礎』の概要 

 『帰納の基礎』とはどのような書物だったか。まず最小限の確認です。【】内は節番号です。 

 

・問い。特殊から普遍、偶然から必然への移行としての「帰納」はいかにして可能か【I】。 

・既存の諸学説を検討する。とりわけ、ミルの経験論は（論点先取と懐疑論にしか到らないとして）見捨て

られ、それに対抗すべく理性による普遍的真理の覚知を主張したクーザン的理性主義も（その超現象的な合

理性を現象内部に置いてよいという適用可能性が説明されないとして）無力を宣告される。第三の、そして

唯一の解決方法として、「カントが導入した」仮説が採用される2。実在は、思惟される限り常にすでに、アプ

リオリに知解可能性を内包している、という観点である。【II～IV】 

・この知解可能性には、二種類のものがある。機械論的な「因果性（causalité）」であり【IV・V】、さらに「目

的性（finalité）」である【VI・VII】。この両者は、アプリオリなものとして、思惟の条件でもあり、かつ、存

在の意味でもある。 

 

 
1 「理論上は、貴族政に支持されつつ抑止もされる君主制というのが、おそらく最善のものだろう。しかし王族（races royales）

は衰退して消滅し、上層階級（classes supérieures）も、自分の政治的権威の唯一の存在理由たる道徳的優位性を失った。対し

て下層階級は次第に知恵をつけて、自分たちのほうが理性を具体化しているつもりだ。あるいはさらに、物質的利害にだけか

まけながら、自分たちだけがその利害の判定者であって、自分以外の階級に従う理由などないと思っている。他の階級は、自

分の利害とは対立した利害を代表しているだけだというわけだ。私にすれば、こんなありさまを褒めたり讃えたりするなどば

かげた話だ。だが、ことの次第に抗ってできることもないと思っている」（Lettre à Denys Cochin, le 10 oct., in Lettres, pp. 178-

179）。 

 
2 「しかし第三の仮説がある。カントが哲学に導入したものであり、少なくとも考慮には値するものだ。すなわち、諸現象の

下にある神秘的な基礎がどんなものであるにせよ、諸現象が継起していく秩序［順序（ordre）］は、我々自身の思惟の要求の

ほうからのみ決定されていると主張する仮説である」（FI, p. 46）。 
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議論の一見した奇妙さ 

 何か基本的なところで奇妙な議論に見えるのではないでしょうか。──「帰納」が目標としては普遍性や

必然性を目指しているとしても、私たちはそれを「もしうまくいけば」といった理想としか考えていないの

ではないか。「帰納」は、しばしば発見的だが、本質上蓋然的かつ可謬的な推論でしかない。あるいは、その

実体は「仮説的演繹」なのであって、「帰納」という特別の推論形態があるわけではない。要するにラシュリ

エは、強すぎる帰納概念を勝手に立てて3、それについて「いかにして」と問い詰め、必要もない「基礎」を

提示しただけだ、とも見えるわけです。これは、学生であり友人であったラビエ（Élie Rabier）がじかにぶつ

けた問いでした4。 

 特にカント活用という視点からもう一つ言えば、「目的性（finalité）」概念の導入もまた奇妙です。周知の

ようにカントにおいてこの概念は『判断力批判』になってようやく論じられたもので、自然認識に関して本

質的かつ構成的である「因果性」に対して、この「目的性」のほうに同等の権利は与えられていません。カ

ント読解からそのような主張が示されるとしたら、普通の読者は「誤読だ」と言うでしょうし、そもそも近

代以降の自然科学はこうした「目的性」の排除において成立したはずだったのに、とも言われるでしょう5。 

 

「帰納の基礎」の議論が狙う水準 

 しかし、むしろこう問うべきではないでしょうか──読者のほうが、ラシュリエの根本動機を見逃し、的

外れな批判を投げては悦に入っているという逆の可能性はないのか。 

 ラシュリエとて、自分が考える「基礎」を踏まえれば、それだけでは疑わしい帰納推論が全面的に信頼で

きるようになる、といった馬鹿げた話をしているわけではありません6。彼が「基礎」と呼んでいるのは、

 
3 ただし一言いっておくなら、１９世紀において、「帰納（induction）」という概念が完全に定義されていたわけではありませ

ん。『帰納の基礎』第一節が長々と「帰納」の特徴付けを強いられるのはそのためだと見てよいでしょう。今日の私たちから

「強すぎる」と思われるような帰納概念は、カトリック神学者・哲学者であるグラトリの著作（Gratry, La logique, 1855）にお

いても確認できます。 

 
4 ラビエ（Élie Rabier, 1846-1932）は、早くからラシュリエに目をかけられた一人であり、長く参照される哲学教科書の著書と

しても知られる哲学者です。後で見るように、『帰納の基礎』についても、疑問点と反論をラシュリエ自身に投げかけていま

す。ラシュリエからの解答には満足しなかったと見え、彼はその後、自分の『哲学講義。論理学（Leçons de philosophie, II. Logique, 

2e éd., Hachette, 1888）』の「帰納」を扱う章で、ラシュリエの議論をも視野に入れた批判的考察を示すことになるでしょう。師

への大胆な批判とも見られたところですが、内容からすると、今日の私たちの目からすれば実に穏当なものに見えます。 

「この［帰納を支える］原理は、知性によって構想され、そして確証される仮説（hypothèse）である」（p. 155）。しかしそれは

ただの要請である：「──蓋然性は確実性ではない。──もちろんそうだ、しかしどうしようがあろう。この蓋然性の外にはも

う、証明を欠いた肯定しかない。だから選択の余地はないのだ。この蓋然性に留まるか、さもなければ何も手にしないでおく

か、だ」（p. 160）。帰納の基礎は、仮説であり、主観的な要請以上のものであって、当然それが確保する認識は蓋然的であるし

かない、というわけです。なおここには脚注が付されています：「以上のページは『哲学雑誌』（1885 年、５月号）にラシュリ

エ氏の『心理学と形而上学』という深い論文が掲載された際に書かれた。この論文は絶対的観念論を証明しようとする非常に

独創的な試みを含む。問題は形而上学に帰着するわけだ」（p.160, note.）。帰納の基礎を求めるラシュリエは、最終的には極め

て形而上学的な総合的思弁に到った。しかし自分はもうそこにはついていけない、という意味でしょう。 

 
5 内容としては皆が指摘することながら、言い方が最もひどいものとして、ボーフレのコメントを引いておきます：「カントが

あれほどはっきり区別していた二つの原理［機械的因果性と目的論的因果性］の両方を帰納の基礎に置くという彼の混乱は、

実際のところはおそらく一つの子供じみた方向転換（une embardée juvénile）であるが、もちろんそれは大目に見てよい。科学

的研究というものをほとんど知らずに四十歳になった哲学者のそれだから」（Jean Beaufret, Notes sur la philosophie en France au 

XIXe siècle, Vrin, 1984, pp. 36-37）。 

 これは 1956-57 年に高等師範学校準備学級でなされた講義ですが、戦後のこの時期における１９世紀哲学への否定的所作

（この種の口調での全面的否定と抑圧、「黙殺すべし」という「空気」の醸成）はごく一般的なものです（ベルクソンの忘却と

いう趨勢、あるいは露骨な実例としての『シャトレ哲学史』）。ここでは、こうした趨勢自体が、今日から振り返っての２０世

紀フランス哲学史の分析対象になりうるものだ、とだけ言っておきましょう。 

 
6 「我々が観察できるのは、ごくわずかな事実だけであり、我々の帰納と推測には不確実なところが多い」（à Rabier, 1872, in 

Lettres, 1933, p. 85）。 
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個々の帰納推論の正当化や蓋然性向上にそのまま持ち出せるような、新たなる一つの証拠のことではありま

せん。そこを誤解するから、ラビエは「そんな基礎はいらない」と繰り返すのです。ラシュリエはむしろ、

そこにおいて初めて個々の帰納推論がそもそも有意味なものとして成立し、そして個々の確証や反証の対象

ともなりうる、そうした地平を確保しようとしていると見るべきです。カントの述語を借りれば、「超越論

的論理学」の水準が問題になっているのです。 

 

他者論とのアナロジーから説明してみる。客観対象の地平、真なる存在の地平 

 いろいろな意味で便利ですから、「他者」論をアナロジーに用いてみます。「あそこに見えるのは人影だ」

「彼は悲しがっている」という個別の判断は正しかったり誤っていたりしますし、「私は唯一の主観ではな

いのか」と他者の実在そのものを疑うこともできます。しかしそれらの経験的な個々の判断や態度はすべて、

まずもって私に対してある地平がすでに開かれていることを前提とします（ハイデガーなら実存範疇たる

Mitsein を言うでしょう）。この先行的な地平がなければ、個々の他者の現れも、逆にまた独我論的疑いも、

孤独感といった経験も、そもそも成立しません。「他者と共にある」という地平ないし存在次元は、だから、

一群の経験のアプリオリな根拠だと言うことができます。この地平は、個々の経験によっていっそう確実な

ものとされたり、否定されたりはしません。また反対に、この地平が開かれているからといって、そのおか

げですぐさま、個々の他者認識の内実や確実性が豊かに裏付けられていくということもありません。 

 ラシュリエが探究しているのは、同種の、先行的な地平の意味規定です。すなわち、「帰納」と言われる作

業が、その失敗も含め、まずはそもそも有意味なものとして成立しうる場所、その「アプリオリ」を見定め

ようとしているのです。現代哲学からの強引な逆注入を行っているわけではありません。ラシュリエがカン

トに依拠していた以上、彼の議論がいわゆる「超越論的」水準よりも低く設定されていると見る理由はあり

ません。個々の客観経験やその検証を可能にする先行的地平を分析している第一批判のカントに向かって

「なるほど。それで、新しい天体がいっそう見つかったりしますか」と求める科学者がいたら滑稽でしょう。

ラビエの反論はその種のものではなかったでしょうか。 

 ではこの地平、「帰納」にとってのアプリオリとは何のことでしょう。事柄からすれば当然のことですが、

それは、主観的な夢まぼろしではない「客観」世界の存在です。いくらか説明が必要でしょう。 

 

「客観対象（objet, objectivité）」を軸にして、「思考（pensée）」・「存在（être, existence）」・「真理（vérité）」が重なる 

 ラシュリエの観念論は、「存在」と「思惟」についての先行的規定に基づいています。必ずしも明記されて

いないので、裏側から考察してみます。テキストを通覧してみると、彼において「存在」の対立者は、「無」

ではなくむしろ「幻（illusion）」「夢（rêve）」です7。すなわち、「存在」というのは、何よりまず「それ自体

における存在」、主観の一変様としての夢ではなく客観対象的な存在（être objectif）のことだと理解されてい

るのです。それが、「本当の（vrai）」存在です。 

 では「思惟」の対立項は何でしょうか。それは例えば「狂気（folie）」です。しかもそれはさらに、単に何

 

 
7 「幻」について：Cours de logique, École Normale Supérieure 1866-1867, éd. par J.-L. Dumas, Édition Universitaire, 1990, p. 122（ヒ

ュームと違って、カントの観念論においては「世界は幻ではない」）; à Rabier, in Lettres, p. 88 (« illusoire »)。 

 「夢」について：à Rabier, in Lettres, p. 83（対象認識が消滅してしまえば思惟（pensée）は単なる知覚（perception）になって

しまい、「事物はもはや私に対してしか存在しない。あるいはむしろ、存在（existence）という語が一切の意味を失って、実在

（réalité）は夢（rêve）と変わらないものになるのだ」）。また後の「心理学と形而上学」（« Psychologie et métaphysique », in Œuvres, 

I, p. 202）では──人間の思惟は、（動物であればそこで生きているような）「夢（rêve）」を、「実在（réalité）にする。そして我々

の知覚は、［……］我々にとって一つの真なる事実（un fait vrai）になる」。 
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かを表象しているだけということ、あるいは何らかの現象を知覚しているだけのこと、ですらあります8。狂

気や夢においても遂行され続けるというデカルト的« cogitare »ではだめであり、また、相手を選ばないまま

での「～についての」という対置構造（de, von ; devant, gegen...）を有した意識だけでもだめだ、ということ

です。ラシュリエにおいて「意識」はそのまま「思惟」ではありません。本当に存在する客観対象について

の意識だけが、「思惟（pensée）」として認められているのです。 

 いずれも狭すぎる、と言われるでしょう。しかしラシュリエがそこに自分を見出している問題状況をよく

理解しておくべきです。１８世紀末から広く見られるのは、形而上学的な「もの自体」の追放という動向で

す。現象と表象の時代、とも言えます（ここで私たちは、カントとコントをいったん同じ視野に収める必要

があります）。しかし、背景に控えていた「もの自体」という参照項から引きはがされて諸現象が一様な平面

上に展開させられたそのただ中で、「真」をどう語り続ければよいでしょうか。無限に並存する「そう見え

る」だけの中で私たちがそれでも何かについて「本当に存在する」「本当は存在しない」という区分線を引く

ことができ、実際にも引いているのなら、それはいかにしてなのでしょうか。ラシュリエは、これに答えよ

うとしています。 

 

合法則的な「総合的統一」が、客観存在と思惟双方のアプリオリな条件である 

 esse＝percipi は成り立ちません。私に知覚されているだけでは、それが夢、私の精神側の一変様でないと

は言えないからです。esse=percipiが基本的に主客の二項対面関係にのみ即している（主観 S－に対しての－

現象 P）のに対して、ラシュリエは諸現象側での繋がりを本質的なものと見ているのです。つまり、主観 S

を前にしつつではあれ、あくまで現象 P1・P2・P3……間での総合的関係、ということです。結論から言え

ば、この諸現象の総合的統一こそ、「客観対象」の実在の意味をなしているのであり、しかもそれが同時に、

そこに関わる主観側の一貫した存在、脈絡ある「思惟」の保証にもなっているのです。 

 では、この現象 P1・P2・P3……間での総合的関係とは何か。それこそが、ラシュリエが特権視する二つの

関係、「因果性（causalité）」と「目的性（finalité）」だったのです。前者は継起的諸現象（特に機械的運動）、

後者は全体部分構造をなす諸現象（特に有機体）に関わりますが、いずれにしても複数の現象間の関係につ

いての範疇です。私の前に立てられ、偶然的な通覧や連合によって並べられるだけでは、諸現象は主観的夢

のレベルから抜けられないのですが、私をよそにして諸現象の側で必然的な総合が成立しているとすれば、

そこには「それ自体」なる存在がある、というわけです。 

 

「因果性」のアプリオリな客観性。「知覚判断」と「経験判断」 

 カント風に説明しましょうか。彼は『プロレゴーメナ』（§18）で、「知覚判断（Wahrnehmungsurteil）」と「経

験判断（Erfahrungsurteil）」を比べてみせます（いろいろ解釈上の議論はありますが、ここでは措きます）。

「太陽は石を照らし、石は暖かくなる」というのが知覚判断、「太陽が石を暖める」が経験判断です。前者で

は、太陽光線の照射の観察と、石の温度上昇という二つの現象は、主観において継起し連合するだけの別個

の事象であり、この判断は主観における出来事の叙述にしかなっていません。それに対して後者は、主観を

前にしてではあれ、あくまで太陽が石を暖めるという、いわば向こう側での関係、とりわけこの例では因果

 
8 「狂気」に関して：「しかしある意味では、我々の思考の対象の上に、我々は自分の統一性の意識を基礎づけている。／こう

した論理的統一［連鎖的継起］こそは、我々の人格の同一性についての意識の真の支点である。さもなければ、外には非整合

（incohérence）、内には狂気（folie）、ということになる。」（Cours de logique, p. 51）。 

 「思惟」が、前後の脈絡を欠いた表象や意識ではないことについては、FI, p. 49：「現象ごとに生まれては死ぬような思惟は、

我々にとってはもう一つ別の現象でしかなく、そんな散乱したはかない思惟すべてを真の思惟へと帰するためには、また別の

主観が必要になる」。『論理学講義』も参照：「私が思惟（pensée）という語で言おうとしているのは、表象（représentation）と

いう純粋に主観的な現象のことではない……」（Cours de logique, p. 80）。 
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関係を、言い表すものになっています。つまり、客観を客観として与える叙述になっているのです。こうし

たいわば主観的知覚からの引きはがしを可能にするのが、「因果性」だというわけです。 

 

「目的性」の客観性。再び他者論とのアナロジーから説明してみる 

 では「目的性」についてはどうでしょう。確かに疑いの目が向けられるところで、自然には目的性が、と

いう古いスピリチュアリスムに与しているだけだ、という読みがなされがちです。実際、生命世界の目的性

と創造性を語る『帰納の基礎』の最終部は、師のラヴェッソンの自然哲学の継承であり、さらにはベルクソ

ン的な生命哲学の先駆けだとも読まれてきました9。そうではないと思います。ラシュリエの議論に「目的

性」が導入されるのは、何よりもまず、主観的な夢ではない客観存在のアプリオリな意味規定という、これ

まで見てきた問題系においてのことです。 

 先ほど、説明の道具に「他者論」を持ち出しましたが、それをもう一度使いましょう。ラシュリエの関心

のありかを理解するには便利なものですし、実際、『帰納の基礎』は、《我々はいかにして自分ならぬ存在と

関係できるか》を問う書物としても読めるのです10。 

 「目的性」はいったい客観世界認識のアプリオリだろうか、と問うラビエに、ラシュリエはこう問い返し

ています。「あなたの犬の生命を構成するのもまた、あなたの意識の統一なのか？」（à Rabier, 1872, in Lettres, 

p. 88）。単純ながら意味深い反問だと思います。主観からの意味付与が経験対象を構成するのなら、「他者」

の経験は不可能になってしまうのではないか、という例の《他者論のジレンマ》が話題になっていることに

気づかれるでしょう。ラシュリエがここで言っているのは、目的性の肯定は、対象の「それ自体」について

の肯定に他ならないということです。犬は、私のほうから生きた犬という対象として理解されるがゆえに生

きているわけではありません。それ自身が、私とは無縁のところで自己と周囲を組織している。それが、そ

こに犬という他者が存在している、ということです。そのような存在こそは、その法則性ゆえに私の「外」

に実在するとされる機械論的物質世界よりもさらに強い意味で、私の「外」の、客観的実在であるはずです。

そして、こうした存在がそれとして与えられるためのアプリオリが、「目的性」なのです。問題は相変わらず

「真なる存在」を規定するアプリオリであって、神に目的づけられた神学的世界観が直接の論題になってい

るわけではありません。 

 ですから、カントに対する誤読だ、あるいは現代科学への無理解だという批判に対しては、ラシュリエの

ほうにも言い分はあるのです。あなたの世界には、機械論的因果で結ばれた現象以外のものは存在していな

いのか。それぞれの内部に自分の目的を備えて生きる存在は、主観的な仮象以上のものにならないと言うの

か。そう問うなら、一切の目的論の排除のほうがグロテスクな抽象にも見えてこないでしょうか。他にも興

味深い論点があるのですが11、いったんここまでにします。 

 
9 Leon Husson, « Les aspects méconnus de la liberté bergsonienne », in Les études bergsoniennes, vol. 4, Albin Michel, 1956. 

 
10 事実、「因果性」の議論のほうにも、他者論がすでに差し込まれています（FI, pp. 54-57）。ある意味では当然のことで、問題

が、私秘的な夢ではない実在秩序の確保であるのなら、その実在には私以外の主観も関与することを示さねばならないからで

す。 

 そこでラシュリエが言うのは、それ自体における因果法則から規定された「客観性」の構成が、それに対する複数の観点と

しての諸精神を確保する足場になる、ということです──「すべての現象の必然的決定とは、我々にとって物質世界の現実存

在（existence）そのものであると同時に、自分以外の精神の現実存在に割り当てることができる唯一の基礎なのだ」（FI, p 56）。

主観の複数性が「客観性」という意味の層の構成に先立つとするのがフッサールの立場だとすると、ラシュリエにおいては逆

に、客観性のほうが主観の複数性の少なくとも可能性を保証する役回りとなっています。それ自体として決定された客観的構

造を前提とすると、多様な可能的観点（points de vue possibles）をその周囲に設定できるようになる。それらはそれぞれ異なる

が、同じ一つの実在に関わる点で、適宜変換（視点変更など）を施せば相互に交換・交流できる──ラシュリエが用いるのは、

そうしたロジックです。 

 
11 実質上、客観対象を与えるのは理論的ないし観照的な志向性だけではない、とラシュリエは言っています。「愛」というい
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意識や知覚とは区別される「思惟」とは何か。ラシュリエ的「コギト」と、経験の構造 

 以上、因果性と目的性が、「真なる存在」が与えられるためのアプリオリであることを見ましたが、しかし

先にも触れたように、ラシュリエは同時にそれらがまた「思惟」の条件であるとも述べていました。「確立し

なければならないのは以上二つの法則であり、そのために、もし仮にそれらが存在していなかったら、人間

の思惟は可能ではなかっただろうことを示そう」（FI, p. 49）。思惟の外には何も与えられない。対して、思惟

が存在するや、そこには必然的に因果性や目的性も与えられ、つまりはすでに真なる存在の地平、客観世界

という場は開かれている。もし経験に関して「帰納」が可能であるのならそれは、この地平が最初から、帰

納が求める法則性によってそれと規定されているからである。もちろん繰り返せば、個々の事例について誤

謬の可能性はどこまでも残る。しかしそれを誤謬と見なし、あるいは訂正を行えるのも、この地平内部での

話である（孤立した主観的な「夢」には反証力すらない）──『帰納の基礎』の議論は、おおむねそのよう

に進んでいます12。 

 ラシュリエの観念論の特質をはっきりさせるために、この「思惟」についてもう少し確認しておかねばな

りません。上の引用からも窺われる通り、「思惟」は対象認識に先立って独立に特権的自存性を持つとは見

なされていません。ここには、ラシュリエがカントから引き継いだもう一つの重要な論点があります。ラシ

ュリエ的コギトは、デカルトのそれとは異なるのです。 

 カントは『純粋理性批判』でこう述べていました。カテゴリーの演繹の、よく知られる箇所です── 

 

直観に与えられる多様に対しての統覚のこうした汎通的同一性は、諸表象の総合を含んでおり、この総合の意識によっ

てのみ可能である。というのは、さまざまな表象に伴う経験的意識は、それ自体においてはばらばらで、主観の同一性へ

の関係を持っていないからである。だから、この関係は、おのおのの表象に私が意識として伴うことによってはまだ生じ

ない。それは、私がある表象を別の表象に付加し
．．．

、それらの表象の総合を自ら意識していることによって生じるのだ。そ

れゆえ、与えられた表象の多様を一つの意識において
．．．．．．．．．

結合できるということによってのみ、私は、これらの表象における
．．．．．．．．．．

意識の同一性
．．．．．．

そのものを表象可能なのである。つまり、統覚の分析的
．．．

統一は、何らかの総合的
．．．

統一を前提としてのみ、可

能である（B133. 下線強調は引用者）。 

 

 豊穣に過ぎるテクストですが、目下の関心から限定的に指摘します。esse=percipi においてその主観たる

percipiens は、知覚の瞬間ごとの交替に耐えられません。「狂気（folie）」だとラシュリエなら言うでしょう。

「私＝私」という分析的統一は、より堅固な総合的統一、つまり客観対象の統一を前提としなければ成立し

ないとカントは言うのです。「意識とは、何ものかについての意識である」とだけ述べてこの「何ものか」を

放置するのでは、主客の関係、思惟と存在の関係をまだ十分には描けない。「何を思考しているのか」のこの

「何」が規定されることなしには、思考は成り立たず、しかしこの思考対象が一貫した統一をもつものであ

 
わば別種の実践的志向性があって、それが初めて適切に与えうるような存在があるというのです。「あなたは言うだろう、こ

こで愛は関係ない、認識だけが問題だ、と。だから逆に尋ねるのだが、あなたはあなたの犬が生きていることをいかにして知

るのか。愛する働きによってアプリオリにその生命を措定するのでないのなら、デカルトの自動機械からどう区別するのか言

ってもらいたいところだ」（Lettres, p. 88）。そんな論点は『帰納の基礎』では明言されていないだけに、かえってラシュリエの

真意を知るには重要な一節だと思います。 

 
12 一応、ラシュリエによるカント読解を端的に示す箇所を引いておきます：「しかし、諸現象の存在（existence）の諸条件が、

そのまま思惟の可能性の諸条件であるのだとしたら、我々は以上の択一［ミルの懐疑論とクーザンの空虚な合理主義］から容

易に脱出できる。どういうことかと言うと、一方では、我々は当の諸条件を完全にアプリオリに決定することができる。諸条

件は我々の精神の本性そのものから帰結してくるからである。また他方、それらの条件が経験対象に適用されないかもしれな

いなどと疑うことは我々にはできない。それらの条件の外では、我々にとっては経験も対象もないからである」（FI, p. 48） 
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るなら、思考もそれ自身統一性を有したものとなる。ラシュリエはカントから、とりわけこのような構図を

引き受けたと見ることができます13。 

 

 

（補）アプリオリの起源。一方的な《主観による客観の構成》は、ラシュリエの主張ではない 

 実際のところ、『帰納の基礎』にはまだ詰められていない点が多くあります。おそらく一番大きな問題は、

ここで見出された二つのアプリオリの素性でしょう。一応それは、客観的存在と思惟と「真理」において結

びつけてくれるアプリオリであったのですが、しかしそれはどこから来るのでしょうか。カントから受けつ

いだというのですから、単純に読めば、因果性や目的性というカテゴリー（と言いますが）は、認識主観の

本性に属するものとされているようです。「しかし第三の仮説がある。カントが哲学に導入したものであり、

少なくとも考慮には値するものだ。すなわち、諸現象の下にある神秘的な基礎がどんなものであるにせよ、

諸現象が継起していく秩序［順序］は、我々自身の思惟の要求のほうからのみ決定されていると主張する仮

説である」（FI, p. 46）。よく言われるところの、経験論に対しての主観中心的な転回だろう、というわけです。 

 しかし興味深いことに、自著をラビエに説明しながら、ラシュリエはこれがいわゆる主観の側からの構成

作用とは理解されないとも述べています（「犬」の例からもそれは明らかでしょう）。客観対象が与えられる

ためのアプリオリが、思惟ないしコギトの成立のアプリオリであるということは揺るぎませんが、どうして

そうなっているのか、そしてこのアプリオリはどこからやってくるのかといった点は、曖昧なままなのです。 

 

 今回、この問題を詳しく論じようとは思いません。最終的にラシュリエは、客観存在を与えるアプリオリ

そのものが、究極的な自己肯定としての存在の側から発してくる、という議論を構成することになります。

主観といい、思惟といい、それらはこの存在自体の展開（「生ける弁証法」）が呼び求める立会人なのであっ

て、立会人が抱える認識論的なアプリオリは、こう言ってよければ存在論的アプリオリに帰着させられ、そ

れが両者の一致を説明するということです。1885 年の論文「心理学と形而上学」の最終部が試みたのは、そ

れです。ここにおいてラシュリエの観念論は、主観主義的な疑いを完全に払拭することになります。しかし

ここまでにします。ここを深めるなら、ラシュリエ哲学の個体発生の中に、ドイツ観念論全体の系統発生の

反復を探るという相当に厄介な試みが課されてくることでしょう14。私たちが今回取り上げたい「フランス・

イデアリスム」は、そうした展開までを含んだものではありません。 

 

 

 
13 「思考」の条件を（１）主観の存在、（２）諸感覚における主観の統一、とした上で、ラシュリエはこの統一が、諸変化に

外的な実体にも、意志的努力にも、諸感覚の継起を度外視した純粋な自己への折り返しにも託しえないと述べていきます（FI, 

pp. 49-51）。残るのは、多様をその内容ないし諸項とするところの、形式による統一です。この形式というのが「因果性」と「目

的性」だと話は進められていくわけです。 

 
14 例によってボーフレは、軽薄な口調のままでラシュリエの思弁をあっさり斥けます。「これらの［『心理学と形而上学』最終

部の］ページは、多くのアグレガシオン志願者を絶望させたものだ。ひとはそれを讃えてもいいが、しかし［ジャリが描く］

パタフィジシャン、フォーストロール博士がこのスピリチュアリスム哲学者に自分の性格を差し替えたのではないかと考えて

も構わない」（op. cit., p. 38）。 

 フランスにおけるドイツ観念論研究の先駆者の一人であり、ヘーゲル『論理学』の翻訳も行ったノエル（Georges Noël）は

もう少しましなことを述べています。「この方法は結局、最も偉大な形而上学者たちが行ってきたそれであるが、彼らすべて

が自分の天才の行き先をはっきり自覚できていたわけではない。ヘーゲルが定義し明確にしようと務めたのは、その方法であ

った。それこそは、カントの批判哲学が形而上学へと開いたままに残した唯一の通路である。ラシュリエ氏ははっきりとその

ことが分かっていたし、かくして彼はフランス哲学を、思弁が何らかの成功を収めうる唯一の方向へと向けかえようと努力し

たのである」（« La philosophie de M. Lachelier », in Revue de métaphysique et de morale, 1898, p. 258） 
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二つの基本テーゼ 

 以上のように見れば、『帰納の基礎』の議論を支えるのは次の二つのテーゼであったと言えるでしょう。 

 

（１）主観の存在と客観の存在とは相即的であり、自己認識は客観認識と不可分である 

（２）存在の本義、真なる存在の意味は、「直観に与えられていること」ではなく「概念や形式を通じて総合さ

れ、理解されていること」である 

 

 この概念形式がカント的な１２個のカテゴリーではなく、因果性と目的性であったことなどの論点は、も

ちろん説明と再検討を求めるものですが、しかしそれも、この（２）という前提があっての話です。実は、

存在の意味のこの二分ないし分裂はカントのもので、つまり彼において存在は「感性的直観」に与えられる

ことでもあれば、それをカテゴリーを通じて総合しつつ構成される知解可能な客観対象のことでもあったの

ですが、ラシュリエはこの観点を引き継ぎつつ、結局「これ」としか呼べない「盲目」なる直観を捨て、「何」

としての「客観対象」の存在論を優越させたのでした。 

 私たちは今回、ラシュリエを発端とした「フランス・イデアリスム」というユニットを提案したいわけで

すが、その骨格となるのはまさに、以上の二点です15。 

 

 

 

 

 

２ 「フランス・イデアリスム」とその帰趨 

─────────────────────────────────────────────── 

 

 ラシュリエとその周辺の哲学者たちとの関係を考えます。まず、諸々の対立が、上記の「フランス・イデ

アリスム」のライトモチーフから規定されていることを確認します。その上で、この「フランス・イデアリ

スム」自身の継承を見ることにします。 

 

諸対立に照らす形で、その内実を確認する。 ビラニスム。努力と抵抗の経験は客観対象を与えない 

 「単に知覚として与えられること」、percipi が客観的存在を教えないという論点は先に見ました。しかし

私は意志であって、それが抵抗に出会うというビラン的議論はどうでしょうか。抵抗という経験は、私とい

う主観の外を正しく開示するものではないのでしょうか。 

 ビランの学説は、かつてラヴェッソンがデカルトやライプニッツ、クーザンを凌駕するものとして取り上

 
15 『帰納の基礎』がラシュリエ哲学の全幅を示す、と言うわけではありません。彼は『帰納の基礎』でもすでに、因果性が構

成する機械論的自然、目的性が構成する生命的自然の上に、道徳に関わるもう一つの水準が構想されていることを明言してい

ました。しかし、その究極の水準を語る概念は欠けています。カントのように、道徳的義務を通路にして叡知界に手を伸ばそ

うという「道徳形而上学」の経路も否定されています。結局、『帰納の基礎』が扱う自然よりも上の存在、ラシュリエが言うに

は存在の絶対的自己肯定、その意味での自由、つまりは神に関係する水準は、自然をその「象徴（symbole）」として読み直す

ことでしかアクセスできないというのが、彼の基本的な見立てであったように思います（その最終的な失敗については、Louis 

Millet, Le symbolisme dans la philosophie de Lachelier, PUF, 1959 を参照）。私たちがラシュリエから取り出す「フランス・イデア

リスム」は、ですから、ラシュリエ哲学からすればその一部ということになります。 
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げたものですが、ラシュリエはビランに同意しません。優れた先行研究がありますから16、ポイントだけ述

べます。抵抗の経験は、抵抗の「何が」を教えず、そもそも主観的な一変様ではないという保証を含んでい

ない。意志的努力は私の（実体性とは言わずとも）時間的統一性の根拠にならず、経験の総合が成り立ちえ

ない以上は、総合を通じての個々の抵抗の概念的把握の道も閉ざされる。努力の感情において「外・客観」

が与えられると見えても、それをそれ以上規定する術がないのです17。ビランは、言ってみれば意識の「直

接与件」として主観的因果関係を示しはしたが、ラシュリエが求める客観的因果性、客観を可能にする因果

性概念は、そこから派生してこないのです。上記（２）のポイントです。 

 

ラヴェッソン。超現象的実在としての意志に対する留保 

 師のラヴェッソンについてはどうでしょうか。ラヴェッソン思想を簡単に要約することは困難ですが、

1868 年の『報告』では、例えば自然に関して「万物は、規則的で恒常的でありながら、根本のところでは、

意志的である」と言われます。意志、理性、思惟などが無頓着に併記されるせいで、彼の議論は曖昧ですが、

能動性（activité, action）や意志が優位になっていると思われます。意志は目的についての了解を含意し、そ

のことが思惟と言われるという仕組みになっていますから。能動的意志の超現象的な実在論が言われている

わけです。この点、『報告』末尾で、評価されるべき同時代の哲学体系の中にショーペンハウアーが含められ

ているのは、やや意外であるだけに、かえって示唆的です。 

 ラシュリエは、1885年の「心理学と形而上学」で、唯物論と魂の抹消に傾く「新しい心理学」を反駁して

います（第三節）。物質の運動は意識を生み出しえないし、論者が最初から実在扱いする物質界そのものが、

逆に意識なしにはその存在を保証されない、というタイプの反論です。しかしそこで先行的条件として確保

されるかに見える存在は、「生きんとする意志」でした。この結論にラシュリエは満足していません。我々が

そこで到達するのは真のスピリチュアリスムとはほど遠い「自然主義（naturalisme）」に過ぎないというので

す18。この批判内にラヴェッソンが収まるとは言いません。しかし少なくとも、現象の背後で働く意志の「ス

ピリチュアリスム的実在論」（『報告』）は、我々の認識の制約を無視した、カント以前への退行と思われてい

た可能性はあります19。 

 
16 Gaston Mauchaussat, L’idéalisme de Lachelier, PUF, 1961, pp. 25-40. 

 
17 1860 年以降、ビランに強く依拠した形で「フランス・スピリチュアリスム」を語るのはポール・ジャネ（Paul Janet）です

が、このジャネはラシュリエの観念論には批判的です（« L’idéalisme de M. Lachelier », in Principes de métaphysique et de psychologie, 

Delagrave, 1897, tome 2, pp. 515-529）。感覚という「与えられた存在」の軽視と、そこから帰結するところの、実在を見失う悪

い意味での「現象主義」への傾きが批判点でした。彼は、思惟者＝一、思惟対象＝多という対立ばかりに固執して、両者がそ

うした抽象的対立を超えて結びつき相互解明的関係に入るところの「総合的統一」にラシュリエが与えている重要性を理解し

ていません（v. La philosophie française contemporaine, Calmann Lévy, 1879. pp. 78-82. もとは Revue des deux-mondes, 1873 に掲載

の書評）。 

 
18 「我々は［唯物論に傾く新しい心理学の］観点を拡大しただけで、それを別の場所に移したわけではなく、この心理学が暗

黙のうちに主張している唯物論を、一種の自然主義に変貌させはした。しかしやはり、大きく見る限りは、この心理学のほう

が正しいのであって、スピリチュアリスムのほうが誤っているのに変わりはない」（« Psychologie et Métaphysique », in Œuvres 

de Jules Lachelier, I, p. 200）。 

 
19 「我々が定義したような意志［道徳的次元は度外視して、自然において語りうるそれ］とは、もの自体（chose en soi）でも

なければ、具体的で能動的な力能（puissance concrète et active）ですらもない。それは［目的づけられた］傾向性の自己反省で

しかないのだ」（FI, p. 91）。実に反ラヴェッソン的な一節と言うべきでしょう。 

 ただ、よく知られているように、ラシュリエはラヴェッソンに対して高い評価を与え続けています。「……いわば第一段階

のスピリチュアリスムというものがあり、これは単に自然の上に精神を置くだけで、両者の関係をはっきり定めない。しかし

より深く完全なスピリチュアリスムがある。自然そのものの説明を精神のうちに探し求めるものであり、こちらの考えでは、

自然のうちで働く無意識的な思惟は、我々において意識的なものとなる思惟そのものであり、その無意識的な思惟はただひた

すら、有機体に到達して、そのおかげで自分を無意識的な形態から意識的形態へと（空間の表象を経て）移行することを目指

して働いている。この第二のスピリチュアリスムこそは、私の見るところ、ラヴェッソン氏のそれであった」（« Spritualisme », 
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 ラヴェッソンのほうも、もちろんラシュリエを評価しつつも、その評価を次第に下げていくように見えま

す。ラシュリエがラヴェッソンを独断的実在論と見なしていたとすると、ラヴェッソンのほうは逆に、ラシ

ュリエの思想を、真の実体を見失った悪しき意味での「現象主義」と呼び、ルヌヴィエと並べています20。

これは明らかに非難です。晩年の彼は、もうベルクソンにしか期待できないともらしています。 

 ではラシュリエに対して、このルヌヴィエとベルクソンはそれぞれどういう位置関係にあるのでしょうか。 

 

ルヌヴィエとはお互いに批判的である 

 ルヌヴィエからのラシュリエへの評価の全貌については、調査できていません。ただ、彼の雑誌『哲学的

批判（Critique philosophique）』は『帰納の基礎』を取り上げ、検討を加えています21。実にルヌヴィエらしい

批評です。ラシュリエが客観対象のアプリオリの一つと見なした「因果性」については、それは悟性の虚構

であって、自由意志があえてそれを選択したという事実に支えられたものではない。対して「目的性」は自

由を含意するものとして評価されるというわけです。しかしながら、現象世界における決定論自体を否定し、

現象世界に自由意志の選択の介入を見るルヌヴィエとは違って、ラシュリエはそうした選択意志の概念を否

定し、「自由」を別様に理解しています22。 

 ラシュリエの側の話をすると、彼がルヌヴィエに批判的であったことは明らかです。カント的観念論の本

旨は、ただ単に超越的実在としての「もの自体」を追放ないし断念したというところにあったのではない。

その上で自分のようになお「真理」を求めないならば、それは現象を絶対視するだけの新たな独断論になる

だけだ、というのです23。アンチノミーを前にしてのルヌヴィエの有限主義という選択は支持されませんし、

 
in André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Alcan, 1926; PUF, 2002, p. 1020）。これがそのままラヴェッソン

への全面的肯定と読めるわけではないし、自説とラヴェッソンの哲学の同一性を言うものでもない、という追加的考察は可能

ですが、ここまでにしておきます。 

 
20 ラヴェッソンのメモ──「至高なる方法とは反省的［ラヴェッソンにおいては、意識が自己の内奥に実体的な活動性を発見

していくこと］なものだ。それ以外の真なる方法はいずれも、それを模倣しつつ、自分以外のものが再現しようとする最上な

るものを探し求めている。／さもなければ、現象主義になってしまう（ルヌヴィエ、ラシュリエ）（Autrement, phénoménisme 

(Renouvier, Lachelier)）」（Fonds Devivaise, ms. B, cité in Dominique Janicaud, Ravaisson et la métaphysique, Vrin, 1997, p. 238）。 

 
21 Critique philosophique, vol 1, 1872, p. 128 ; pp. 361-366 ; pp. 376-380. 

 
22 Voir FI, pp. 60-68 ; 88-91.  

 
23 ラシュリエの書簡：「特に私が驚いたのは、カントに対する彼［ルヌヴィエ］の奇妙な思い違いだ。彼はカントを独断論者

だと非難して、自分自身は観念論者のつもりでいる。そして、実は自分のほうが独断的であって、自分がカントの観念論の傍

らを通り過ぎながらそれに気づきもしなかったということが彼には分かっていない。観念論というのは単に、現象は意識の中

でしか存在できないと考えることではない。超越論的感性論以後、そんなことはもう問題ではなくなっているのだ。観念論と

いうのは、たとえ意識の中においてであれ、そもそも現象が与えられるのは、意識が現象を自らに与える限りにおいてであり

（les phénomènes ne sont donnés, même dans une conscience, que dans la mesure où elle se les donne）、言い換えるなら、現象という

のは現勢的な表象（représentations actuelles：あくまで現に意識に表象されている限りでのそれ）であって、即自的現象

（phénomènes en soi）ではない、と考えることなのである」（à Séailles (le 30 avril, 1905), in Fonds Lachelier, MS 4687, f. 54, cité 

dans Luc Fraisse, L’éclectisme philosophique de Marcel Proust, PUPS, 2013, p. 80）。対して、ラシュリエが『帰納の基礎』で論じよ

うとしたのは、この「意識が現象を自らに与える限り（dans la mesure où elle se les donne）」の内実であったことは言うまでも

ないでしょう。 

 

 ルヌヴィエに関係するものとしては、同じセアイユにラシュリエはこうも漏らしています──「あなた自身も以前認めてい

たように、私の生徒たちのほとんどは、ルヌヴィエ氏の弟子になってしまった」（à Seailles, le 15 oct., 1913, in Lettres, p. 180）。

これは後悔の表明です。1875 年にラシュリエは高等師範学校を辞し、パリ学区の視学官、79 年からは公教育全国視学官

（inspecteur général de l’instruction publique）の職に就きます。その理由にはいくつかの推測がなされてきていますが、こう述

べるのは、ラシュリエに好意的で、辛うじて彼との面識もあったトゥヴレです。「宗教篤きラシュリエが、ただただ批判的で

実証的で唯物論的な生徒を作ってしまった。ラシュリエは、種を蒔いたあとで、作物を判定する必要を感じたのだ」（Émile 

Thouverez, « Jules Lachelier. Lectures et souvenirs », in Les Mémoires des l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
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「自由」が現象世界の中での新しい因果系列の開始だという見解も認められません。 

 

ベルクソンは、実は、根本的に対立する関係にある 

 ラシュリエはベルクソンについても、「自然主義に過ぎない」という方向から批判的評価を下しています。

彼はブーグレにこう語ったと伝えられています──「意志が規定的なものと考えられるのも、意志に何らか

の目的を想定する場合に限られる。つまり、意志の前に何らかの表象を置かなければだめなのだ。確かに自

然界の順序においては、知性の発達は生きんとする意志の必要から説明される。そこまでは、ベルクソンが

正しい（Jusque là, Bergson a raison）。しかし人間においてはこの自然界の順序がひっくり返る。知性のほうが

目的となるのだ。そうなると意志はもはや『汝の足台（scabellum pedum tuorum）』にすぎなくなる」24。ショ

ーペンハウアー的な「生きんとする意志」ではなく知性的思惟のほうに重点が置かれているのは明らかでし

ょう。実際ベルクソン自身が、『創造的進化』において、エラン・ヴィタールに関してそれを「純粋な意欲

（pur vouloir, EC239/697）」と形容し、知性も、その演繹や帰納という機能も、そこからの派生物、しかも本

質的には消極的な派生物として描きます。 

 ベルクソンのほうも、分かっていたでしょう。詳細は省きますが、『創造的進化』第三章は十分に、ラシュ

リエ的観念論への根本的な反論として読めるのです25。そればかりか、ベルクソンの「持続」の観念は、そ

もそもラシュリエが用いるカント的構図に基本的に対立するものでした。『帰納の基礎』が、客観対象の「そ

れ自体」をなす総合的統一の確保のために「因果性」と「目的性」という関係概念を要求していたのに対し

て、ベルクソンは概念的総合を必要としない「相互浸透」による質料的連続性を掲げます。そしてその実在

性、すなわち「持続」は、概念的総合によって進む知性的思惟の対象である以前に（因果性も目的性も不適

切なカテゴリーです）、そして客観対象への参照を経ることなく（「運動はあるが、動くものはない」）、直観

的な所与としてじかに感受されるのでした。 

 対立は実に鋭いものだと思います。先に見た、ラシュリエ的観念論の二つの基本的テーゼの双方に、ベル

クソン哲学は真っ向から対立しています。若いベルクソンは『帰納の基礎』に感激して哲学の道を選んだ、

博士論文はラシュリエに捧げられている、といった外面的エピソードから両者の思想的な近さまで推測する

のは、端的な誤りです。 

 

「フランス・イデアリスム」の継承。ブランシュヴィック 

 以上の対立的位置取りが、私たちが確認したラシュリエの二つの基本テーゼからの帰結として理解できる

として、では、ラシュリエの立場を今度はむしろ継承する流れというものがあるのでしょうか。もちろん「あ

る」というのが私たちの主張です。 

 では誰の名を挙げるべきでしょうか。ヒントは出ています──直観的な直接的意識の与件よりも客観対象

と共に成立する知的意識を重視し、無媒介な自己認識を放棄して、概念と判断が構成する対象認識と、それ

を媒介とした反照的自己理解を唱える哲学者。ベルクソンとは鋭く対立するに違いありません。ビランへの

評価は限定的でしょうし、たぶんルヌヴィエにも冷淡でしょう。 

 
Toulouse, deuxième série, tome XV, 1937, p. 26）。否定できない可能性です。ルヌヴィエに影響された哲学教師トマ（Jules Thomas, 

1856-1906）が反教権主義かつ社会主義的な言動で問題を起こした際に、彼の処遇（左遷）に視学官ラシュリエが関与したとい

うエピソードを、フェディが報告しています（Laurent Fedi, Kant, une passion française 1795-1940, Olms, 2018, pp. 362-374）。 

 
24 Célestin Bouglé, « Souvenirs d’entretiens avec Jules Lachelier », in Œuvres de Jules Lachelier, I, p. XXXVII. おそらく 1896 年の会話

の記録です。 

 
25 直接の論敵としてラシュリエが見定められていたという意味ではありません。むしろブランシュヴィックでしょう。 
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 明らかでしょう。これは、ブランシュヴィック（Léon Brunschvicg）です26。もちろん彼はカント哲学の批

判者でもありますが、それはもっぱらカテゴリーの固定性と非歴史性に関わる批判であって、我々が提示し

た二つの基本テーゼそのものはそのままに継承されています。ブランシュヴィックは科学哲学者ではないか、

と思われる方もあるかもしれません。しかし彼にとって科学史、つまり客観存在の知識論が、そのまま精神

哲学を意味していたことは忘れられてはなりません。あるいは「客観対象」の存在論を一つの中心に置いた

「フランス・イデアリスム」に固有の展開──ドイツなどでは目立たない──は、こうしたエピステモロジー

との密接な連関にあるとも言えるでしょう。 

 

「フランス・イデアリスム」のライトモチーフの存続 

 1900 年前後にはベルクソンとの強い対立関係において知性主義的な「観念論」の旗を掲げた彼ですが、

1922年でも彼はこう述べています。 

 

我々は 1897 年［博士論文 La modalité du jugement のこと］に、構築的なディアレクティックに批判的反省を対置

することで合理主義の方向を指示しておいた。精神の統一的活動と、経験の定義不可能な衝撃（choc）［これ

はフィヒテの Anstoß の訳語］とは、その反省においては「内部性」「外部性」の二つの形式を取ることになる。

この二形式は、切り離して現実化しようとすると相互に矛盾するものになる。一者の神秘主義、あるいはも

の［もの自体］の不可知論に消え去ってしまうのである。しかし実際には、両者はその乗り換えがたい相関性

と、その連帯性の果てしない生成とにおいて、認識と存在の全体を構成しているのである。（L'expérience 

humaine et la causalité physique, Alcan, 1922, p. 610）。 

 

 主観と客観は、不可分な相関の中で知解可能な総合的統一を構成しながら、互いを照らし出すという関係

に置かれています。この外には、見えない「もの自体」か、何とも語りえない「直接与件」が置かれるばか

りです。だから、精神の自己認識、自身についての「何者であるか」の理解には、客観認識という迂回が不

可欠になります。科学が特権的な論題になるのはむしろ当然でしょう。 

 

精神は
．．．

、科学のうちに自己
．．．．．．．．

を現す
．．．

。精神を構成する諸カテゴリーは、科学に先立ち、また必要となれば科学

なしで済ませられるようなアプリオリな演繹を可能にするのではなく、むしろ科学的反省の終点として現れ

てくる。精神についての認識と規定における一切の進歩は、科学の進歩に結びついている。（« L’idéalisme 

contemporain (1900)», in L’idéalisme contemporain, Alcan, 1905, p. 176） 

 

 私たちは、ブランシュヴィックのこうした主張が、ラシュリエがカントから拾い上げた先の二つのテーゼ

の正確な継承に基づいたものであると見ます。そしてこの彼の周囲を見れば、カントに影響を受けながら、

 
26 ブランシュヴィックの「立ち位置」について。 

 「新哲学論争」におけるベルクソンへの批判については、省略します。 

 ルヌヴィエについて：極めて批判的です。ルヌヴィエの「新批判主義」は、カント的な合理主義の中に非合理的自由意志へ

の信仰などの無根拠なドグマを持ち込んでしまう退行でしかありません。「新批判主義とともに復活するのは、ピュタゴラス

の数学的有限主義であり、プロタゴラスの個人的現象主義であり、エピクロスの自然学的偶然論である」（Le progrès de la 

conscience dans la philosophie occidentale, Alcan, 1927, tome II, pp. 593-594）。この冷淡極まりない判定は、続くページに記される

ラシュリエへの賞賛とは実に対照的です。 

 ビランについて：『人間的経験と物理的因果性』（L’expérience humaine et la causalité physique, Alcan, 1922, ch. III-V）でのビラ

ン批判はある程度知られているでしょう。内的経験の所与であるところの「努力の感情」において、主観的因果性ないし原因

性が掴まれたとしても、そこからさらに客観的世界における客観的因果性を構成することはできなかった（ラシュリエならそ

れこそが「客観対象」の存在であるのに、と嘆くでしょう）、という評価です。 
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ベルクソン的な直観哲学や広く経験論に対向して「観念論」を掲げる哲学者たち、ブランシュヴィックと同

じところに定位される哲学者たちが見出されます。もう目印でしかありませんが、私たちが考えているのは、

パロディ（Dominique Parodi, 1870-1955）、デルボス（Victor Delbos, 1862-1916）、ラシェーズ＝レイ（Pierre 

Lachièze-Rey, 1885-1957）です。あえてもう一人加えるならそれは、バシュラール（Gaston Bachelard, 1884-

1962）になるでしょう。意外に思われるかもしれませんが、デカルト的コギトには科学的認識は不可能であ

り、むしろ科学的認識の形成のただ中でしか精神の姿は捉えられないと述べるこのブランシュヴィックの後

継者、そしてベルクソンの批判者は、かつてラシュリエが開始した系譜の末端をなしているように思います

27。ラシュリエのテーゼは、ブランシュヴィックにおいては「科学」という客観認識との相関で、主観の自

己理解（「ホモ・サピエンスのモノグラフィー［＝知性的人間の自己記述］）28を試みるという独特のエピステ

モロジー的形態を取るのですが、バシュラールにおいても辛うじてそうした視角は保たれています29。ただ

し、もうこのあたりが末端でしょう。 

 

 

 

おわりに 

─────────────────────────────────────────────── 

 

 以上、「フランス・イデアリスム」の概念をラシュリエを手がかりに限定しつつ、提起してみました。この

単位を前景において見ると、途中に触れたベルクソン哲学の意味や、ブランシュヴィックやラシェーズ＝レ

イを批判するサルトルやメルロ＝ポンティの世代のフランス現象学の背景、あるいはフランス・エピステモ

ロジーの隠された系譜など、さまざまなことがいっそうはっきり見えてくるように思います。いかに「フラ

ンス・イデアリスム」の枠を超えるか。別の存在論への突破口はどこに見出されるか。「思惟」と「客観対

象」の相互反照が形成する一つの大きな「内在」の外を、それでも哲学が思考できるとしたらそれはいかに

してか。さまざまな試行がそれぞれ、一つの思想運動を構成していくことになるでしょう。 

 かくして話の続きは長くなります。もう今回は簡単な示唆に留めることにして、考察のいったんの終了と

しましょう。 

 
27 初期の『新科学精神』（Le nouvel esprit scientifique, 1934）は、直接的経験とその相関者である同一的コギトに基づきようも

ないものとして科学的認識を論じます。「一切の新しい真理は明証にもかかわらず生まれる。一切の新しい経験は、直接の経

験にもかかわらず生まれる」（p. 7）。「蜜蝋が変化するのなら、私も変化するのだ。［……］『コギト』の瞬間的な光に目が眩ん

で、『我思う』の主語をなす『私』の恒常性をデカルトは疑おうとしない。硬い蜜蝋を感覚するのと、柔らかな蜜蝋を感覚する

のがどうして同じ存在であるのか。二つの異なる経験において感覚されるのは同じ蜜蝋ではないというのに」（p. 168）。統覚

の分析的統一は、何らかの対象の総合的統一を前提とする、というカントの主張と比べてもよいでしょう。 

 
28 Brunschvicg, 1927, introduction, p. XI. 
29 １９４９年の『応用合理主義（Rationalisme appliqué）』では、「我思う（cogito）」に対立させて「我々が思う（cogitamus）」、

「実存（existence）」に対して「共存（coexistence）」が掲げられる（p. 60）。科学的認識の主体、科学的認識に自らを反射させ

る主体が、直接的な自己知のようなものとはまったく別種のものとして語られています。 

 


