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フッサール想像の現象学と衝動の問題

稲 垣   諭

序

フッサール現象学において、志向性の指導的類型として特権化されるのは「現在化」とし

ての知覚である。それに対して想起や予期は、知覚を遡り示すものとして、「準現在化」と

呼ばれる。現在化と準現在化という志向的類型の原理的区別に際して、想像
1は

、特殊な位

置を占める。というのも、知覚と想起の対象は、客観的時間という共通の時間地平のなかへ

と措定されることでその時間様相を持つのであるが、想像は、準現在化の一様態として把握

されるとしても、時間地平への対象措定に関しては想起と同様に取り扱うことはできないか

らである。フッサール自身想像対象の措定に関しては非常に腐心しており、思索の展開も錯

綜したものとなっている。しかしそうした想像理解における格闘の末に、想像独自の類型が

浮き彫りにされたことが、知覚、更には知覚の現象学までをも逆照射し、明確化させること

になったのである。

従ってわれわれは、フッサール想像概念の可能性とその射程を解明することで、同時に、

知覚、更には内的時間意識を、現象学の内部に適切に位置付けることを目指し、更には後年

の衝動志向性という問題群との連関をも示唆したい。そこで、初めにフッサールが想像を像

意識の一形態として把握し、知覚から区別しようとしていたことを検討する(1)。 しかしそ

うした分析では知覚と想像の区別を明確にしえないことが帰結し、その際、同時に行われて

いた時間意識の分析に基づく再想起のモデルを足掛かりに、中立化された再生的準現在化と

して想像が特徴づけられることになる(2)。 更に無性としての想像のあり方を拡張し解釈す

ることで、知覚の内部に機能している想像的なものを欲動の一形態として理解する可能性を

探る(3)。 最後に、再び準現在化としての想像に立ち戻り、知覚に対する想像の優位を唱え

たフッサールの意図を、純粋可能性としての想像のあり方のうちに見いだすが、その際知覚

と想像が衝動志向性の働く感覚の内に適切に位置づけられることをも示唆する。

1像意識としての想像

志向的類型としての想像αmaginatio⇒概念を、原本的性格を担う知覚から明確に区別し、

両者を共に際立たせることに、フッサールは非常に腐心しており、およそ19oo年から1920
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年代半ばにまで及ぶその研究草稿がフッサリアーナのXX Ⅲ巻に収められている。想像と知

覚の原理的な相違点を明らかにするため、フッサールは『論研』において既に行っていた、

端的な作用としての知覚を像意識から峻別する「写像理論批判」αⅨ/1,43oの 立場を継承

しつつ、想像を像意識の一形態として理解しようとしていたが、1909年頃にはこの見解を最

終的に放棄することになる。従ってまずは、想像概念の展開を、像意識分析として追理解す

ることで、想像が知覚との対比とのうちでいかに理解されるか、その固有性とは何か、が明

らかになるように思われる。

像意識とは、絵画や写真を把握する際の意識様態であり、「物理的像(physisches Bild)」 、

「像客観 Glldobiekt)」 、「像主題(Blldsuiet)」 という三つの対象性区分と共に成り立っ上ぅ _

の意識体験であるαXIII,19)。 われわれは絵画を鑑賞する際、カンヴァスや絵の具という物

理的対象を単に眺めているのではなく、何かを像として模像する(abbilden)像 客観 (例 えば

ある人物の像)を通して、模像される像主題 (その人物)を意識しているのである。それ故.‐

「ここでは幾重もの統握が浸透しあっている」区XIII,82)のであり、それら統握にそれぞれ ,

の対象が対応している。そうした像意識は、記号を媒介する「概念知」区XIII,26)で はな

く、本質的に異なる諸統握が融合しながら一つの統一的な意識体験を形成し、「像が直接感 |

じられる」α刈II,26)こ とで、その主題自身を直観的に捉えている∝測II,30)。    _|
フッサールは

「
像意識を、志向性の知覚モデルである統握―統握内容図式を敷衛してまず|‐ 1

は解明に望むαXIII,16)。 この図式を使用することで、知覚と想像の原理的相違が統握と内

容(感覚印象、ファンタスマ)の どちらにあるのかを見極めようと意図しているのである。像 ―

意識の問題とは、感覚印象に根づいた物理的像の統握と、ファンタスマを生化し、像主題を |

模造する像客観の統握が、三つの対象性の間に、「二重の意味での一つの相克6Viderstreit)」

α対II;51)を もたらすことである。この相克とは物理的像と像客観との相克、ならびに像客

観と像主題との相克の統一であり、これら諸対象がそれぞれ異なる次元に属していることが、

いかにして把握されるかが問題となるのである。前者においては感覚印象とファンタスマの

存在身分がそれら統握様態とともに問われ、後者においてはファンタスマそれ自身が、像と、

像によって模造されるものとの間で機能する様態が問われることになる。像客観がそれとし

て現出し、知覚されるためには、まず物理的像と像客観との相克において、実在的な周囲連

関が非本来的に付随するもの(Appendi⇒ として意識されている必要があり∝ШII,47)、 更に

像主題と像客観との相克においては、準現在化される像主題との「類似性」αXШ,56)と

「差異性」αⅢII,41)が 共に意識されていることが必要なのである:こ れら格克の上揚しえな

い緊張関係こそが像客観をまさに像たらしめている所以なのである。

しかし、統握図式によって把握された知覚的像意識の分析を、そのまま想像(PhantaSie)

にも適用しようとすると困難が生じることになるg像客観は、確かに知覚されるのではある

が、それは感覚印象を通じて統握される物理的像の知覚という現実性連関に関係づけられ、
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それに依存することで、すなわち「刺激者(Erregき)」 を有することで、初めて成立するの

であるからαⅢII,123)、 像客観の知覚は、物理的像の知覚との比較において、「疑似―知覚

的」∝測II,268)な ものとして特徴づけられる:つまり像客観の成立には、感覚印象とフウ

ンタスマが相互に関係し合っている必要があるのである。しかし、想像される対象とは物理

的像を介することなしに呈示されるのであるから、そこにあるのは諸々のファンタスマだけ

である。従って、ファンタスマと感覚印象の差異を納得のいく仕方で明らかにすることがで

きなければ、そもそも知覚と想像を原理的に区別することができない。確かにフッサールは、

表象の作用特性独自の差異を認めず、内容に従ってのみ表象作用が区別されるというブレン

ターノの立場を批判し、同一の意識内容が統握様式の違いによって、ある時には感覚印象に、

またある時にはファンタスマになるという見解を抱いてはいるが(vgl.XXШ ,94,100)、 現在

的なものとして存在する内容が、いかにして非現在的な対象を現出にもたらすのかはやはり

解明されずαXIII,77)、 知覚モデルである統握図式を使用している限り、感覚印象とファン

タスマの内容的区別を明確に説明する必要に迫られるのである:

フッサールは感覚印象とファンタスマを、現在的―非現在的、根源的一非根源的、今―非

今、現にある(Dの 一現にない、という対概念で繰り返 し特徴づけようとしているが(vgl.

XXIII,166-160、 このファンタスマの有する「それが現にない」という非―現在的特性がい

かにして獲得されるのかは、この図式からは結局導くことはできない。というのも、ここで

問われている感覚印象とファンタスマという統握内容は、実は『イデーン』において概念化

される志向的対象としてのノエマを暗黙のうちに手引きとして導出されていて、その意味で

統握内容は、知覚対象と想像対象が既に区別されて与えられていることを前提にしているの

であり、従って、それらから導出される統握内容は、統握されることを予め見越した無規定

的、無時間的素材であるにすぎず、両者の違いをそれら自身から際立たせることはそもそも

できないからである。それ故、この図式のもとで、像意識を媒介にした知覚との類比で考察

される想像は、フッサールがそれらの「絶対的区別」αXIII,324)を 主張したいにもかかわ

らず、知覚に対して強度や持続が劣った疑似―知覚として特徴づけられる以外方途はないの

である(vgl.XXIII,58‐ 60Ⅲ /1,253)。

想像を像意識によって規定しようとすることに伴う困難が回避できないことから、フッサ

ールは1909年頃にこの見解を修正するよう試みるα測II,265‐ 269)。 その際、同時期に行わ

れていた時間意識における過去把持と再想起に関する分析が、想像概念の展開に一石を投じ

ることになる。フッサール自身、そのことを予見するかのように像意識理解の半ばで既に以

下のように述べていた。すなわち「ここでただ示唆された諸困難の解決は、時間意識の分析

による主題部分によって為されねばならないであろう」∝XIII,92)と 。
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2感覚 と再生的準現在化 としての想像

2-1時間意識と再想起

像意識の知覚的分析からは、想像の準現在化的機能を明確にすることができなかった。と

いうのも感覚印象とファンタスマという意識内容に関して、統握図式を介するだけでは、両

者の固有性を内実のあるものとしては導きえず、その規定はある種、経験主義的な素朴実在

論にみなされる怖れのある薄弱なものとしてのみ要求されぎるをえなかったからである。想

像の本質は確かに、現に存在しない対象を準現在化することのうちにあるのだが、像意識分

析では、像客観の現出が感覚印象に基づく統握に縛られていることで、非現在的な対象の現

出それ自身だけを、純粋に取り出すことはそもそも困難だったのである。しかし同時に行わ

れていた『時間講義』における内的意識の分析の深化が、想像理解において知覚的統握図式

の使用を訂正することを動機づけ、更には新たな手引きとして再想起の分析を取り上げるこ

とを可能にする。

時間意識に関する分析は、1890年代から最晩年に至るまでフッサール現象学の核ともいえ

る問題群を形成しており、フッサールは、1906-07年 頃には「絶対的意識」という超越論的

機能を担う体験流を既に定式化している:そ れに伴い、過去把持と、再想起としての準現在

化作用の区別が明確にされ、超越論的構成論の成層的枠組みが徐々に整い始めるのである6

絶対的意識としての内的時間意識は、原印象の絶えぎる流れだが、それは原印象―過去把

持―未来予持という三位一体の機能構造が相互に緊密に結びつき、入れ子状に展開する幅の

ある現在野を形成することで初めて成立している事象である。フッサールはこの時間意識の

起こる場を、まさに感覚印象の与えられる場、感覚に見出した。「感覚とはまさに、根源的

内的時間意識以外の何ものでもない」αXIII,251,289X,107)。 それ故、知覚の統握理論とし

て『イデーンI』 において詳述される感覚印象としてのヒュレーは、実は、ノエマを手引.き

として導かれる単なる無規定的で無時間的な、形式を欠いた素材ではなく、20年代から30

年代にかけて露呈される、自我に先立つ衝動的意識の受動的綜合による、キネステーゼ的身

体と融合している触発的ヒュレーなのであり、時間意識の最深部で起こる時間化の統一に巻

き込まれることで生成する(werden)実質をもった素材なのである:そ れ故、感覚印象それ自

身は、何処か意識の外部からやって来て意識に与えられるものではなく、「“意識"は徹頭徹

尾、意識から成り立っていて、既に感覚 [印象]が、ファンタスマも同様に、“意識"な の

である」α測II,265)ご そして、この原現在野としての体験流を共に形成している過去把持

は、自我極を前提とする作用志向性からは厳密に区別される「特有な志向性」α,118)で あ

り、1感
覚印象がそれとして生成し、時間が生起することを可能にする志向性なのである。フ

ッサールは内的意識のこのあり方を「原意識(Uttewu3tsein)」 αXIII,321)と も名付けてい

る。感覚印象や統握作用、志向的対象など全ての意識体験は、絶対的意識流での時間化のた

だ中に立ち現れ、更に過去把持の二重の志向性によりα,80、 先反省的な独自の自己意識
7
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を伴いながら、過去の地平へと、現在に対する自らの過去性格を失うことなしに沈んでいく。
1

過去把持が作用志向性とは厳密に異なる形態を有することから、知覚作用のモデルとしての

統握図式を過去把持に適用することができないということをα,318-324)、 フッサールは想 ‐=

像に対しての図式批判の時期とほぼ重なる1909年頃に見出しているが、この一致はそれが

導かれた要因は違うにしても、単なる偶然ではない:こ の時期の内的時間意識及び想像に関

する教説の展開が、今後の現象学の方向性を決定的に動機づけることになるのである。

時間意識の構造が、知覚的作用志向性の基底を支えていることが解明されることで、全て

の志向的体験を時間的地平意識に取り囲まれたものとして、もしくは「志向的含蓄」の様態

として開示することが可能となる。そしてまさにその一端として、過去把持とは区別される

準現在化作用としての想起が、単に対象を二重化し過去のものとして現出させる作用ではな

く、内的意識に基づく過去の知覚それ自身の再生(ReprOduktiOn)、 もしくは対象の原的体験で

ある知覚の再生的な変様(ModinkatiOn)と して、すなわち再―想起(Wieder―erinnerunOと し

て理解されることになる(Vgl.】ⅨIII,305-306)。 このように理解された準現在化は、「新たな

種の作用」αШII,310)で ある。過去の対象が直観的に現出する再生的想起とは、過ぎ去った

現在における対象の知覚を前提とし、更にそこから絶えず経過していく現在に至るまでの時

間的間隔を、遡及的に保存する内的時間意識の地平構造に基づいて可能となるのである。想

起を知覚の再生的変様として把握することで、想起対象は原的な知覚対象のように実的内容

を伴うものではなく、どこまでも志向的なものとして理解されるのである。こうした時間意

識の分析の深化が、感覚印象とファンタスマに関する以前の教説の訂正をも導くことになる。
フッサールは、自分の『論研』の手沢本の、知覚表象と空想表象に関連する箇所に(XⅨ/1,

399‐ 400)、 図式は実的な感覚内容を統握することにのみ妥当するのであって、空想表象に対
しては妥当しないと書き込みをしている。というのも、ファンタスマは、実的に体験される

意識内容ではなく、既に「準現在化された意識内容」である区XIII,Einleitung IⅨ II)か らで

あり、このことから両者を同じ実的レベルでの異なる意識内容として扱うことができないこ

とが帰結するのであるα測II,275)。 ただし、ノエシスの一形態である準現在化作用それ自

身は実的に与えられている。つまり、「感覚は現在化的な時間意識であるが、準現在化作用

もまた感覚されていて、現在的であり、現在化的時間意識において統一として構成される」

αXIII,290)の である。感覚における時間意識という基層が、準現在化という非現在的対象

と関わる現在的な作用においても、常に関与していることが、対象ではなく自我それ自身の

二重化を引き起こし(VglXXIII,100)、 作用を担う自我が知覚的現在とその変様である非現在

という異なる世界を生きることを可能にするのであるαШII,350)。

2-2再生的準現在化としての想起と想像

フッサールは、知覚の再生的変様としての再想起モデルを用いて、想像の解明に向かうの

蝙舅
鰺蝠
絣
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だが、その際両者の差異を際立たせるために想起の信憑様態に注目しておくことが肝要でぁ

る。想起における対象は、直観的な意味充実を伴って準現在化されるが、その対象はまさに

過去に属するものとして現出する。そしてこの,“過去のものとして''と いう対象性格には、

意識の信憑様態を担う「措定(Setzung)」 もしくは「定立性(Potitionditat)」 が機能している

ということでもある:知覚という「顕在的体験は、それ自身から取り除きえない [信憑とい

う]特性を現実的に有していて、この信憑は、本質的に内的意識全体の内実に属している」

αXIII,33つ のであるから、知覚を内含する再生的な想起における対象の志向も、必然的に

信憑を伴う「“現実性"連関」∝ⅢII,550の うちでのみ充実されるのであり、想起において

「われわれはそれ故、動機づけるものと動機づけられるものに即した信憑体系のうちにある」

∝ШII,559)。 従って「全ての想起には、連関志向(ZusammenhangsintentiO⇒ が属してい

る」∝刈II,296)。 つまり「もし私が過去の知覚の対象を既在の現実性とみなすのであれば、

新しい、印象的で、顕在的な現実性措定の照射が、再生的に意識されたものへと向かぅてい

る」α麗II,336)の である。想起の信憑を伴ったあり方は、準現在化の未来へと志向が向か

う予期cttartunoに 対しても妥当する。想起及び予期は、知覚の現実性連関に組み込まれ

て初めて、直観的充実を獲得するのであり、想起は、過去に知覚が充実したことを前提とし{

予期は未来に知覚が充実されることを前提としている:0

では再生的想像は、こうした再想起的準現在化からいかにして区別されるのか。想起的t

予期的準現在化は、知覚の現実性連関に結びつく措定作用を含むものであり、そのため知覚

的な確証(Best“gunOが可能である。「確証という概念は、専ら措定的作用に関わるのであ

り、しかもそれらの措定的充実化との関連の中で、そして最終的には知覚による充実化との

関連の中で、措定的作用に関わる」αⅨ/2,650)。 これに対し想像は、例えばペガサスを思

い浮かべるような場合、その対象が現に実在するのかどうかという確証や反証は、そもそも

問題にならない。つまり知覚の現実性連関に、対象が組み込まれる可能性を初めから排除し

ている。それ故フッサールは想像を確証的措定作用から区別するため、「非措定的」α測II,

29oも しくは「中立的」αШII,50o準現在化作用と特徴づける:1再生的想像は、現象学的

還元とも密接に関わる「中立性変様」(Ⅲ /1,254)の一形態なのである。一般的に準現在化

は、現に存在しない対象を、原本的に与えられるものとの非連続性を保持したまま、現出さ

せるのであるが、想起や予期の対象が、知覚によって充実される現実性連関に属するのに対

して、想像の対象は逆に、現実性連関から解放されα測II,559)、 徹底して中立化されるこ

とで成立しているのである。それ故、想像は、想起とは違い、「いわば(gleichsam)」 (vgl.

XKIII,184,28つ もしくは「あたかも(als ob)」 (vgl.Dα
=Ⅱ

,559,561)と いう様態で対象を現

出させることから、以前の知覚の再生的変様ではなく、必ずしも現実的に知覚される必要は

ない、苛能的知党の再生的変様、すなわち再生の産出的チ;′態なのである:2′ここに、想像に

おいて自由と創造性の問題が提起される所以がある。想像が知覚の可能性にのみ関わる限り、
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予期へと移行する傾向を持ちやすいのも確かであるが、想像の想像性はそれに汲み尽くされ

るものでもないのである。

また中立性変様の一形態である想像は、上述したように現象学的還元と密接に関連し合う・。

これはフッサールが想像を措定的作用から区別して、信憑定立を中立化する非措定的な作用

であると特徴づけたことにその要因がある。そもそも還元とはわれわれが普段素朴に定立し

てしまっている自然的な実在措定を、更には経験世界の存在定立 (一般定立)ま でもを通電

遮断、すなわち中立化することで、全ての実在的な出来事を、超越論的意識における普遍的

相関のアプリオリを持った志向的体験として捉えることを可能にする、反自然的な方法的操

作である。そしてこの措定的な信憑を中立化するというところに、想像との「近しい親近性」

(Ⅲ /1,64)が あるのだが、それにもかかわらずフッサールは両者を「単純に同一視してはな

らない」(■ /1,64)と 述べ、更には彼の手沢本の想像と「近しく親近」(Ⅲ /1,248)と いう箇

所には「否」とまで書き込み(皿 /1,479原文校訂注31)、 両者の差異を強調している。両者

の根本的な違いに関してフッサールは、想像変様は反復可能であるが、還元としての中立性

変様は反復不可能であると述べている(vgl.X:Ⅸ /1,506Ⅲ /1,§ 112)。 確かに想像において

見出されるものは中立的な対象であり、知覚や想起において措定された対象の対立物(Ⅲ /1,

248)ではあるが、その際われわれはその対象に没入している。従って想像作用及び想像対象

の志向的類型それ自身は、単に想像することによっては、また想像の中で想像を繰り返すこ

とによっても決して明らかにはならない。というのも、われわれは普段想像すること、更に

は端的に定立的な生を生きることのうちでさえも、「ある種、自己を喪失した “無意識"的

自我」α測II,574)であるからであり、こうした自我を自覚的に目覚めさせるために行う操

作こそが現象学的還元に他ならない:3そ れゆえ、想像においては、還元において行われる

ような自己喪失的な「確信の遮断は全く起こってはいない」(Ⅲ /1,64)。 想像は、自我を、

それ自身が素朴に没入している生から引き離すことは行わずに、現在的な時間意識の知覚的

信憑性と対峙することで可能となるのであるが、現象学的還元はそもそも、そうした意識能

作全てを志向的類型として明るみに出すための自我の覚醒を目指すのであり、こうした覚醒

は繰り返されえないのである。

従って、フッサールは後年、想像を中立性変様としてではなく「かのように変更(服 s‐ob‐

Abwandlungen)」 として術語化するほうが妥当だったのではと書き残しαXⅨ,42→ :4想像

は還元のように全くもって非措定的なものではなく、『経験と判断』において想像対象もそ

れ独自の時間的持続 (疑似一時間における)を有することが明確になることで、「疑似一定立性」

(EU,195)と いう広義の措定作用であると理解されるに至るのである。

3想像的なものの拡張、地平、過去把持

これまで、知覚的な現在化作用に対する準現在化作用という、ノエシス的意識の類型とし
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て、想像概念の変遷を追ってきた。現在化される対象が、有体的(leibhamOに 与えられるの

に対して、準現在化される対象は、知覚の再生的変様として与えられることから、既にその

有体性は失われており、この有体性の欠如という対象性格は根源的に機能する内的時間意識

の地平構造に基づいて与えられるのである。「準現在化は、それ固有の現象学的本質におい

て知覚を遡り示している」(Ⅲ /1,223)こ とを真摯に受け止めることができるのも、こうした

思索の展開を通じてこそなのであり、更にはそのことが現象学の知覚の優位というテーゼを

成立せしめる所以に他ならないのである。ただわれわれがこれまで述べてきたのは、あくま

でも準現在化作用というノエシスの一類型としての想像概念である。そこで、フッサール自

身述べているように、「想像的なもの (Phantasiema3ige)と は、“無性"で ある」αXIIL

533)15と すれば、想像を、中立化された準現在化作用にだけ限定するのではなく、知覚や再

想起、更には内的時間意識の構造の内部にまで拡張して見出すことが可能なのではないか。

想像の準現在化作用は、再想起のモデルを使って解明されたのではあるが、フッサールはあ

る時、再想起は想像により中立化された対象が、過去地平に組み込まれることで可能になる

とも考えていた(vglつⅨHI,178-179,229-233,286‐ 288)。 つまり、全ての再想起が想像に基

づけられているというのである。確かに、再想起も想像も、現に存在していない、不在の対

象の現出という準現在化作用の有する
~「

無性(Nichigkeit)」 に関わる点では類似性を共有し

ているのであり、以前の知覚の再生ではなく、可能的知党の産出的再生としての想像が、知

覚の現実的可能性を指し示す予期へも容易に移行しやすいことをも鑑みれば、想起や予期ヘ

の想像の関与が導かれるのは妥当なことのように思われる。

ただし、準現在化作用に帰属する無性は、あくまでも時間意識に基づく知覚的現在化作用

との対比において、再生的変様という形で獲得されるのであり、その意味では準現在化とし

ての想像を単に同じ準現在化としての想起や予期にまで拡張したにすぎない。しかし、フッ

サールの準現在化に関する1910年前後の教説には、現在化作用そのものを共に形成する志

向性の働きという、後の地平志向性に関わる豊富な示唆をも含んでいる。フッサールは、

1910年に「顕在性 (Aktualitat)」 と「非顕在性(Inaktualitat)」 という概念を、信憑を伴った

指定作用と、中立化された非措定的作用を区別するために用いたOXIII,298)。 しかしこの

両概念は、「作用の現象学全体を通じて完遂するべく」αXIII,299 Rb.1)見 出された基礎概

念であるため、措定的、非措定的という作用の区別に限定して使用するだけでは、その両概

念の持つ豊かな、事象の捕捉力を減 じることになる。これら両概念はむしろ、自我概念が

徐々に能動的契機として前面に押し出されることで、志向的な体験野全体に潜在的な(poten‐

tiell)奥 行きを与えることを可能にするものなのである:6「 どんな連関もない純粋な知覚は

存在するのか。本来的な知覚背景とはいかなるものであるのか、もしくは共措定―背景とは

いかなるものであるのか」∝刈II,292)と いう、フッサールの問いが、知覚的現在そのもの

を可能にしている潜在的地平の開示へと向かう。外的知覚における現在化作用は、感覚印象
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の体験をいわば突き抜けることで現出する、同一者としての対象へと向かっているのだが、

この現出者としての対象はあくまでも射映を通じた一面的な与えられ方であり、その後ろの

側面等は空虚に志向されているにすぎない。すなわち一つの現在化作用が知覚対象を捉える

ためには、「一定の空虚現出もしくは空虚現出系列」αXIII,303)と して「“共現出する

(miterscheinend)"後 ろの側面」優XIII,304)等 の未だ規定されていない潜在的な地平、す

なわち「規定可能な未規定的地平」(Ⅲ/1,101)に取り囲まれている必要がある。自我の注意

の様態として顕在性と非顕在性(Ⅲ /1,§ 35)が捉え直されることで「顕在的な諸体験が、非

顕在的な諸体験の “庭"に よって取り囲まれている」(Ⅲ /1,73)こ とが明らかになるが、こ

うした地平志向性の働きは、あくまでも知覚の現在化作用そのものを共に形成している働き

であり、その意味で現在化作用と対をなす自我の能作としての準現在化作用からは厳密に区

別されるOXIII,303し 305)。 そうであるとしても、地平志向性は一 それが空虚に志向され

ているのであれ、潜在的背景にとどまっているのであれ― 未だ規定されてはいないという

無性に関わる限り、既に想像的なものが関与しているとみなすこともできよう。対象の「見

える側面が側面であるのは、それが見えない側面を持つ限りにおいてなのである」(EU,

31)。 準現在化としての想像は、知覚的現在化と対比されることでその無性を獲得するにも

かかわらず、原様態としての現在化の内部に既に別種の無性としての想像的なものが入り込

んでいる。しかも、地平志向性が潜在野として、充実されるべく空虚として志向されている

ことで、知覚対象その都度の主題的現出を可能にしているのであれば、想像が潜在的な媒体

としてわれわれの現実性を形成していることにもなるのではないか。外的知覚の対象の現出

には常に、先行描出として空虚で、潜在的な志向様態の想像が関与しており、そのことから

対象の直観的所与の「無際限性」(Ⅲ /1,367)と いう超越性も理解されるのである。

知覚作用の非自立的契機である地平の有する「経験可能性とは決して空虚な論理的可能性

ではなく、経験の連関において動機づけられた可能性である」(Ⅲ /1,101)こ とから、ここで

は身体行為をも含めた実践的行為の可能性が問題となっている。フッサールがキネステーゼ

的体系の「実在的可能性(realer Moglichkeit)」 を想起に即して(erinnerngsmassi」分析し

ているのもα測II,559)、 潜在的地平は単にその都度の現在化作用に付加的に与えられてい

るような静態的なものではなく、それ自身時間意識を経て沈殿している過去の意識生に動機

づけられることで、現在化作用に浸食しつつ、それそのものを形成する創造性を具えている

からである。地平が、それ自身は空虚に志向され、絶えず潜在的にとどまるという、未規定

的な無性をその本質としているのであるとすれば、無性としての想像的なものが、対象の主

題化を絶えず動機づけている触発力であるとも解釈されうるであろう。受動的綜合という意

識の下層で働く「抑圧」という原理は、何らかの意識与件が単に主題的意識の外へと押し出

されることを意味するのではなく、むしろそれ自身が潜在的意識へ移行することで別の与件

の際立ちを促す、ということを指し示しているのであり:7こ の原理により現在野それ自身



9(10)

が不断に潜在的意識の触発的力動性に晒されていることが明らかとなるのである。

これまでの空間的なパースペクティブから捉えられた地平概念は、絶えず時間意識の流れ

のなかにある。そもそも、地平が力動的なものであるのも時間意識が己の歴史性を絶えず更

新しつつ内に担っているからであり、そうした時間の生成を可能にしているのが過去把持で

あった。過去把持は、感覚印象と直接融合した「今の生ける地平」α,43)で あり、あくまで

も現在に属しつつ現在そのものから超え出る時間の流れを可能にしている。過去把持はそれ

故、感覚印象がそれとして生成することを条件付けていると同時に、その印象が既在の印象

へと変様することをも条件付けている。従って、感覚印象がもはやないという過去性の原初

的様態へと移行することを可能にする過去把持は、原現在という幅のある時間の内部に、ま

さに根源的な無性を手ませている。根源的な無性として想像的なものを考慮することで、・過

去把持が「絶対的な所与」αШ,162)で もあり根源的な「超越」αIII,162)で もあることが、

より明確に理解されるのではないか。

自我の現在化作用と共にある地平、更にはその地平をも動機づける時間意識の内部にまで、

ある種の想像的なものの関与を認めるのであれば、想像的なものとはもはや、志向的な対象

としては現出しえない。フッサールに即 した厳密な意味での対象とは、作用の相関者である

ことから、志向作用それ自身の構造に関わる想像的なものは、その都度の対象的現出を促す

欲動や衝動の一形態として解釈される余地が生まれる。時間意識は感覚であり、そこでは世

界の実質としてのヒュレーが絶えず、無性という想像的媒体と折り重なり合うことで生起し

ている。全ての志向的能作をそこから根拠づける時間意識は、単に反省的な自我の自己意識

ではなく、それに先立つ創造性を伴った衝動的な遂行意識なのである。フッサールは1920

年代の発生的分析において、広義の表象的志向性の可能性を問う中で、「空虚な本能的予感

(AhnunJ」 ∝[V,333)と いう全ての表象的志向性に先立つ「衝動力」∝[V,336)を 見出して

いるが、この衝動志向性に、想像的なものを関与させアプローチすることが、未だ標準的解

釈の定まっていない問題群を、新たな角度から照らし出す一つの視点になるようにも思われ

るのである。

4純粋可能性 としての想像 と衝動の問題

前節で展開したように、想像的なものを現在化としての知覚の非独立的契機として見出し、

更にはより根源的な内的時間意識の綜合のうちにも見出すことで、カントの超越論的統覚の

綜合的統一に参与する「構想力(Einbildungskrao」 や、ベルグソンの言う「運動図式」な

どの諸問題とも豊かな対話を産み出すことが可能なように思われる
18し

、更にはベルネが行

ったようにフロイトの無意識概念を現象学的に把握し直すための道も開けるであろう:9し

かし、フッサール自身、カントの演繹論に関して分析を行い(vgl.VII,280‐ 281,350-408)、

受動的綜合における無意識の問題にまで踏み込んだにもかかわらず、彼にとって想像とは、
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あくまでもノエシスの一類型、つまり知覚的現在化に対する準現在化であり、そのことに固
〔

執したのである。従って、われわれが前節で行った議論はあまりに性急すぎたのかもしれな :

い。フッサール自身が想像概念に何を見ていたのか、その本質を理解するためには、もうF・

‐
.

度厳密な意味での準現在化としての想像に立ち返る必要があるだろう。

既に2節で考察したように、フッサールにとって想像とは再生的準現在化の中立性変様で

あった。想像は、再生的準現在化である想起から、その信憑様態に従って区別される。想像

作用は、現実性連関から解放された領域に対象を現出させるのであり、こうした想像対象の

現出のあり方をフッサールは「虚構 (FiktiOn)」 として特徴づけ、まさにこの虚構こそが「現

象学あ生あ契機そある」(Ⅲ /1,148)と 主張するに至る。この言明の背景には、「…自由な想

像ン;ミ 、知党|:1対 しそある優位を位置を獲得し、そあ上知党それ自身め現象学|ヒ 」1テ f、そきえも

そうである、ということの種 の々根拠が存在する」(Ⅲ /1,147)のであり、われわれはこの根
拠の一つとして「純粋可能性」(vgl.ЮmI,546)と しての想像のあり方を最後に証示してみ
たい。

想像は単なる再生的準現在化ではなく、知覚の可能性にのみ関わる再生的準現在化の産出

的形態であつた。では、この想像における産出性とは果たして何を意味しているのか。例え

ば、スポーツ選手がよく行うイメージトレーニングというものがある。これは、これから遂

行されるであろう行為を、多様な選択的行為として自由に想像し、更にそれらの対処法をも

想像することで、現実的な知覚行為の円滑化を意図しているのであるが、しかもその際、想

像される行為に媒介された身体性が、すでに知覚の準備態勢として生じていることが大きな

役割を演じている:° ただし想像作用は自我によって任意に、知覚可能性を、多様な選択的

行為として産出することが可能であるが、こうした想像は、知覚可能性が現実化することを

目指す動機に縛られた予測的想像である限り、すでに予期の萌芽を含んでしまっている。そ

れに対してフッサールが本来的に考えていた想像とはむしろ、自我が知覚的現実性に全く縛
られないという意味で純粋に自由な意識活動であり、事実的領域から純粋な可能性の領域ヘ

と身を置くことを可能にするものであった:1それ故想像においては、現実性に関わる知識

の増加は望めないcU,107)が、しかし逆にそこに知覚的現実性に縛られない想像の自由と

自足性がある。この意味での想像が「純粋可能性」と呼ばれる。「純粋可能性とは、決して

個別的な現実性において、現実性として共措定されることはない」∝測II,548)。 想像世界

とは、知覚世界のように感性的身体性に依存した「限界づけられた自由の領域」αXIII,

535)ではなく、「完全に自由な世界」αⅢII,535)で ある。勿論純粋な想像とは知覚的連関か

ら解放されることで初めてその産出性を発揮するのではあるが、その産出的創造性は、自我

の自由によって完全に規定尽くされるほど単純なものではなく、この自由と関連した想像対

象独自の現出の仕方を洞察することで、より明確に浮き彫りにされるのである。

フッサールは純粋可能性としての想像を、形相学としての現象学にとって要となる本質直
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観の不可欠な要素と見ていたが、その理由は単に自我による任意の「自由変更」によって、

可能的対象が際限なく産出されるからだけではない。知覚世界から解放された「想像対象性

には、絶対的な時間位置が欠如している」(EU,196)こ とから、「多くの対象があるとも、同

一の対象が繰り返し表象されているだけであるとも言うことができない」(EU,197)。 すを

わち想像における「疑似―個体にとって、特定の差異は…最後まで確定することはできない」

区ШII,550)た め、想像対象の個体化及び同一化は非常に不安定なものなのである。想像世

界においては、現実世界における_「 斉一性の条件によっては縛られず」cU,416)対象の意

味が絶えず揺動してしまう。例えば容易に「赤の規定は青の規定へと飛び移り、青へと移行

する。しかもそれは、私がこのことを対象的な変化として、しかも疑似的に経験される変化

として思念することなしに起こっているのである」αXIII;~547)。 従って「…自我は想像す

るものとして、その能動性の様式を有するだけではなぐ、・―すでに背景のうちで想像が起こ

り、着想(E油日1)が 自ちを形作っているのである」αXШ,577)。 こうした「受動的に生じる

内容の変転」oαHI,547)に より、想像された「意味は、受動的に想像することのうちで、

`:自ずから"詳細に規定されていく」∝XIII,546)。 自我の任意の作用に対して産出される想

像対象は、それが呈示された途端すでにそれ自身で意味の揺動化を引き起こしているc従っ

て想像体験においては、自我の作用における対象の産出性と対象それ自身が有する産出性と

が存しており、これら異なる産出性のシステムが相乗的に連鎖することで独自の現出様式を

形成しているのである:2更に注意すべきは、「想像されたものは、ある意味から抜け落ち、

別の意味へと入り込んでいき、意味諸契機は自ら相互内在的に変転するのであるが、それは

意味の統一に属する変化の様態においてそうなのではない」∝ШII,546強 調引用者)。 つま

り、想像対象は、ノエマ的意味が同一者として、様々な射映的変化を貫いて統一されている

知覚対象とは、原理的に異なる与えられ方をする。知覚はその都度、身体性を合意した時間

意識に基づく大規定的地平と共に、立ち現れる多様な射映連続を、同一の対象の現れとして

取りまとめ措定することで、現実的可能性という斉一性を築き止げている。他方想像は、そ

うした斉一性から解放された純粋可能性において、対象を時間や空間に縛られない不安定な

ものとして産出する。そこでは、対象の現れ方は側面的でもあり、諸側面が重なり合って全

体的に一挙に与えられているようでもある。感覚における「“内在的現出"」 のように「内容

と現出がそこでは一つになっている」αXIII,274)あ り方が想像においても見出せるのでは

ないか。純粋可能性はそれ故「流動的である」∝XIII,553)と も言われ、様々な意味規定が

まさに「同時に」αXIII,549)重 なり合い融合しているのである。

フッサールは想像対象のこうした現出様式に着目し、そこに本質直観の基層を見ていた。

様々な事実的対象が、純粋可能性において産出的に再生されると、諸対象の意味は自ずから

揺動化を引き起こし、融合することで、確固たる個体性は解体される。そこでは意味規定が

互いに矛盾しあい対立しあいながら共属する「混合統一体(Zwittereinheit)」 が構成されてい
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て、「それを捉える意識は、固有の具体的内容を伴った独自の意識であり、その相関者は矛 :

盾や、不調和性における具体的統一である。この驚くべき混合統一体が本質直観の根底にあ :

るのである」(EU,417)。 純粋な想像における「無目的な」∝ШII,577)意味の連なりの1鷲
年 1

のもとで、F…全ての任意の個別的なものは、それらが現れる順序に従って重層的な合致に

至り〈純粋に受動的な綜合的統一へともたらされる」(EU,414)。 そして様々な意味の「遊戯

(splel)」 αШII,577)の なかで、次第に可能的対象性はその偶然的契機を削ぎ落とし、「他の

中においても破壊できない自同的なもの(Selbiges)」 αVII,255)を 浮き彫りにし、可能的領

域から、遍時間的必然的領域へと超出していく。本質直観という「形相を洞察することとは、

そのように先構成 されたものを、能動的に直観 しつつ把握することに他ならない」 (EU,

414)。 従って、例え|』:色の形相的本質が直観されるのは、想像における現実性からの解放を

通じて、多様な色の意味規定の受動的融合が対象性の側から、色の形相を析出するからであ

り、通常自我が成しうるとされる自由変更がすでに、こうした受動的な意味の変転を下地と

して前提することで初めて可能となっているのである。想像対象自らが有するこうした力動

的産出性こそが、形相的還元、自由変更の支配的動力となっているのであり、そこにフッサ

ニルは現象学の生の契機を見ていたのではあるが、形相対象が想像における想像の事発的生

起から析出されることそれ自体は、実は単なる結果にすぎず、想像性それ自身にとっては本

質的なことではない。むしろ、知覚に縛られない想像の産出的現出様式の独自性こそが、す

なわち想像の産出的な動力そのものこそが肝要なように思われる。

通常、目覚めた自我は、感覚印象に根づいた知覚統握の現実的な斉一性の中で生きている

ため、想像は現実的可能性に立脚した予期的なものにとどまり、純粋な想像性は抑圧されて

いる。それに対し、フッサールが度 「々夢」に関する分析を行った(vgl.】ⅨⅡI,300,548 XI,

308)のは、そこでは想像性の純粋可能的なあり方が顕現していると見ていたからではないだ

ろうか。「夢を見ることにおいて、夢見る自我は夢の中で喪失している」α測II,548)こ とか

ら、通常の知覚的な統握遂行は極度に抑圧されている。従って「夢において自我は疑似―経

験の疑似―主体となっている」αШII,548)に すぎず、知覚に抑圧されない想像の純粋な発露

が、擬似的で、再生的な自我を、夢という形で目覚めさせているのである。夢においてわれ

われは、ある人物が同時に他の人物でもあったり、自分が全く別の他人になっていたりと同

一律が成立しない経験や、更には通常ではありえない空を飛ぶ等の経験をする。夢において

現れる多様な出来事は、何の必然的脈絡も持たずに連結し進行するが、それに立ち臨む擬

似―主体としての自我は、こうした不合理な出来事の連続に翻弄されつつも、それが夢であ

ることに気づくことができない。というのも夢においては、ある種の身体的情態感が、統一

のない多様な擬似―表象的出来事を取り纏める支配的欲動として生じ、居合わせているから

である。通常、自我が知覚的統握を能動的に抑圧することで行われる想像は(vgl.】ⅨIII,

582)、 感覚印象の統握からの解放であり、それに付随する身体性の抑圧でもある。従って、
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例えば空を飛ぶ行為を想像する際、その行為の身体的感覚までもが現在的なものとして感受

されることはない。それに対し、夢においては、自我のこうした能動的な抑圧遂行の意識が

欠如しているためざ知覚の抑圧を媒介することなしに想像性が直接身体的感覚と結びついて

起こる。というよりはむしろ、自我に先立つ感覚的衝動意識が、唯一知覚的統握の規制を逃

れることのできる想像の純粋可能性において自らを自在に形象化しているかのようである6

従って夢において自我が直面する多様な表象的現れは、それがいかに混乱した不合理な表象

の連続であるにしても、衝動的な内的意識の内に直接基づけられていることで、自我に知覚

的遂行意識に劣らぬ身体感覚をも感受させてしまう。そして自我は、そもそもこうした想像

的なものの衝動的発露に対してはどんな能作もなしえない。フッサールは内的意識の根源的

な動機である無意識的衝動が特定の再生的表象を喚起するあり方を、突然襲来する「遠隔想

起の覚起」αI,178¨9)や受動的「着想」∝ШII,554)等のあり方にも見ていた。実は、われ

われの世界確信である原信憑を形作っているのは、自我作用としての知覚でも想像でもなく、

時間意識としての感覚の衝動的身体性である。全ての意識体験は、この感覚の時間意識を基

層にしているのであり、想像性が有する知覚からの解放はそれ故、衝動そのものからの解放

ではなく、想像性までもが、「衝動的意識そのものの内部に位置づけられている」というべ

ルネの見解も正当に理解されるであろう:3

フッサールは純粋可能性としての想像を現実的可能性に縛られた知覚からの解放として証

示した。想像対象とは、経験可能な対象であり、その可能性にとどまり続ける限りで、決し

て現実的に経験されることを必要とはせず、現実的に経験されえないものでさえ排除するこ

とはない。ここには想像の想像による自己完結的な自足性がある。フッサールは現実的可能

性から切り離された想像の自足的あり方を「純粋可能性の現実存在」(vglつⅨIII,562,563)

とも呼んでおり、想像性が有するこの固有性が知覚意識においてだけではなく、知覚の現象

学においてでさえ、ある種の優位を主張しうると考えていたのである。ただし、これまでの

論述から、想像の優位はあくまでも知覚に対して妥当するものとして証示されたにすぎず、

これら両者は、衝動志向性が作動する時間意識の根源性、すなわち感覚の根源性の内に位置

付けられて初めて、その有効性を保つことができるのである。従って、フッサールが想像の

知覚に対する優位を述べた先の引用で、その優位の妥当性が「感覚与件の現象学だけは例外

とされなければならない」(Ⅲ /1,147)と 述べた理由も明らかになるのである。

Hussen

・本文中のローマ数字はHusserlianaに おける巻数を、アラビア数字は頁数を示す。

・『Erfahrung und Uieil』 は、Fenx Meiner版を使用し、EUと 略記する。

フッサールの著作について日本語で示す場合には以下の略記を用いる。

『論理学研究』一『論研』

『純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想』―『イデーン』

『内的時間意識の現象学』―『時間講義』
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1 想像概念に関して、フッサールは幾つかの概念を区別して使用するが、議論が錯綜しているため、
語義が変動し、一義的な概念の確定は難しい。そこで本文では、ImaginatiOnと Phantasieを どちらと
も想像として訳出し、前者を広義の想像、後者を狭義の想像として理解する。広義の意味での想像は、1
像意識 (Bildも ewustsein)を も含み、狭義の意味での想像は像意識とは区別 される。一般に想像
(PhanttsiOは、純粋な準現在化作用であるが、像意識は知覚的統握にも密接に関わることから純粋な
準現在化作用とは言い難い。ただし、フッサール自身、perzepuVe PhantaSieと いう語を使い像意識
の様態を意味することもあるので、その都度注意は必要であるαШII,504)。 1905/06年の『冬講義』
においては、包括的な想像(ImaginatiOn)概念に、像意識や、狭義の想像(Phantasie)を 含ませようと
しているαXIII,1618)。

2 物理的像と像客観との相克において、純粋な知覚の現実性連関が意識されていないのであれば、例
えば写真を眺めるような場合、写真に映っている空間が、現実的空間として現出するということが起
こりうるαXHI,486)。 他方、像客観と像主題との相克において類似性と差異性が相互に浸透し合い
つつ成立していなければ、写真に映っている人物がそこに存在しているものとして知党されるであろ
う。フッサールは、像意識及び想像を、知覚場面における幻覚から区別しようと苦心している。
3 フッサールは像客観現出の知覚に対して、明確な措定意識であるWahrnehmungではなく、その語
義から解放 されたPerzeptiOnを 使用する(vgl.XXIII,46つ 。従ってperzeptive vergegenwartigung

αttH,476)と いう一見両立しがたい対概念の混合体も使用される。ここには像客観現出を規定する
ことの困難さが現れている。

4 知覚という端的な現在化作用においても諸統握が措抗しており、同一の感覚印象が、ある時は人間
に、またある時は人形に統握されるという例をフッサールは度々使用している(Vgl.)α III,511:XI,33-

36,EU,99■ o4)が 、知覚内部における統握様式の相克の問題は、知覚と想像という対象の時間様相
が異なる措定の相克の問題とは区別されねばならない。知覚の相克においては知覚対象が林檎なのか

梨なのかどちらとも言い難い疑念の様相があるのに対して、通常、林檎を知覚しているのか、想像し
ているのか判明できない意識はありえず、林檎を知覚しつつ想像することもできない。林檎の知覚と
想像というノエシス自身の区別の気づきは後述する内的意識に基づいており、この断絶ともいえる意
識様態の「非連続性」αXШ,7つ こそが知覚と想像の本質的区別なのである。更に統握の違いによ
り、同じ内容が、ある時は感覚印象になり、ある時はファンタスマになるという見解の支持は、志向
的対象としてのノエマと、広義のノエシス的体験に属する実的素材との区別が、この時期まだ厳密に
行われていないということも、その要因を成しているように思われる。統握内容とは、あくまでも生
化する統握を被る感性的素材であり、ノエマではないのである。

5『時間講義』の成立年代に関しては、ベルネによって詳細かつ堅実に解釈された『Einleitung』 に基づく。
R.Bernet,『 Einleitung in Edmunt Husse■ :Texte zur Phanomeno10gie des inneren Zeiぬ ewu3tsein』

(Hamburg:Felix MeineF 1985.)XЮ ШIr頁参照。

6 フッサールは、19o9年 に感覚印象を射映として捉え以下のように述べている。「感覚においてわれ
われは、この射映の “意識"を有してはいるが(知覚を有しているのではない。・…射映それ自身は、
外的知覚の構成部分ではなく、まさに感覚であり、すなわちこの射映の意識である」αШII,26o。

この文章には更に以下の注が付いている。「しかしこのことは誤解されてはならない。射映、すなわ
ち “意識の構成部分"と しての “内容"は統一であり、その統一は差し当たりまず最終的な流れるこ
との流れのうちで構成される統一である」αⅨHI,266 Rb 2)。 30年代の草稿において、ヒュレーとキ
ネステーゼ的身体が、融合的な統一を形成していることが、衝動志向性の露呈と共に、世界と自我が
開示される根源的な原事実であることを明らかにする。Hu.XV巻 N■ 22、 N■ 34、 及び山ロー郎『他者
経験の現象学』(国文社 1985う 特に104‐ 112参照。

7 過去把持の横の志向性は時間地平に内属する対象の統一を構成するが、縦の志向性はそれら構成の
意識それ自身に統一を与える自己意識を形成する。ただしこの自己意識は、通常の作用志向性による

.

反省としての自己意識以前の「背景的な自己意識」αV,7め である。
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8 Bemet『 Einleitung』 XXXVI―LII参照。

9 ただし対象の時間様相と信憑様相は単純に同一視できない。「信憑様相性は、決して現在的一非現

在的様相性と一致しない。むしろ、前者と後者は十字に交差するのである」α,97)。  ただし、『経験

と判断』の頃には、全ての存在様相が、時間の内属の仕方として捉え直されることになる (vgl EU,

305)。 想起における信憑意識に関する研究は『Sehsglaube in der Phamenomenologie Edmund

Husserls』 (LmNGKANG NI,Kluwer Academic Publishers,1999.)に 詳しい。1寺 に93-131頁 。

10,フ ッサールは、想起 と予期を、信憑を伴った同じ措定的準現在化作用として扱っているが、

LIANKANG NIも 述べているように (上述書 125‐ 127頁 )、 予期は想起とは違い以前の知覚の原的体験

に、ある意味で依存してはおらず、さらに新たな対象的意味を創設することから、想像により近しい

ものとして理解すべきであろう。ただし予期はく知覚可能性の現実化を目指すべく働く想像の一形態

であり、その意味で後述する純粋可能性としての想像からは区別される。

11 非措定的というのは、対象の現実存在の否定を意味しない。ある対象が存在しないと判断する際に

働いているのは、措定の無化ではなく、無の措定でありαⅨ/2,656)、 存在確実性の一様相である。

12『フロイトの無意識概念の基礎づけとしてのフッサールの想像意識概念』(ル ドルフ・ベルネ,思想

～現象学の100年所収 岩波書店,2000.10)192頁、または、LANGKANG NI上述書112-113頁参照。

13 この引用箇所である1921/24年 の草稿において、フッサールは「二重のエポケー」について述べて

いるαXHI,570‐570。 想像対象も中立化ということで一種のエポケーを被っているのであるが、それ

をノエマとして反省的に分析するためには、定立的自我による第二のエポケーを必要とするというも

のである。谷徹も『意識の自然』 (勁草書房,199&)(355-356)で この草稿を取り上げ、エポケーさ

れている想像対象が、更にエポケーされるためには、想像作用自身が完全に非措定的なものではなく、

既になんらかの措定作用でなければならないと述べている。

14 この草稿は、1937年に『イデーンI』 への批判的反省として書かれているが、それ以前のおよそ

1921年か1924年に書かれた草稿でも以下のように述べている。「“中立性変様"と いう表現は、主題

の変更に相応しいものであるが、想像には相応しくない」αXHI,591)。

15 こうした無性を、フッサールは、像意識の像客観の現出に関しても使用している(vgl.X【III,491,

49o。 像客観の現出は現在 (知覚)と 非現在 (想像)の丁度 “はざま"に位置しており、現にないに

もかかわらず、全くの非存在でもないというアンビヴァレントなあり方である。像客観固有の存在位

置をフッサールは幻覚ではなく、「虚構」αXIII,490)と し、「予め虚構と無性を同一視しようと試み

る」αXIH,509)。 :し かも「無性意識は、唯―の純粋な想像意識への通路なのである」αXHI,530。

従ってフッサールが述べる無性とは、単に何も存在しないということではなく、現前と非現前の媒体

として成立している事象を語ろうとしているように思える。

16従ってフッサールは1912年には既に以下のように述べている。「私は顕在的―非顕在的、または措

定的―非指定的という言い方をしたが、これは明らかに良くない名称だ !」 αXIII,459)

17 フッサール自身は、地平を「無性」から規定するこうした試みは行っていない。注意すべきは、地

平の持つ潜在的未規定性としての「無性」は、決して受動的綜合における意識所与の「無性」、非存

在を意味しない。フッサールは、自我極を度外視した背景的意識野を非常に広義に捉え、そこに与え

られている種々の与件は主題的意識に決して上ってこないとしても無ではないと強調するαI,167‐

168)。 むしろ「内的に沈殿した生とは、“際立ちを持たない"現象という形式においてのみ存在する」

αI,421)のであり、従って、本文で述べることは所与性の無性ではなく、地平概念自体が空虚で、潜

在的にとどまることをその本質としているという意味での無性である。

18 実際そうした試みとして、滝浦静雄は『想像の現象学』(紀伊国屋書店,1994.)に おいて、想像的

なものを媒介に様々な哲学者を結びつけようとしている。またN.ド ゥプラズは、『想像と受動性 :フ

ッサールとカントの緊密な関係』 (Alterity and Facicity,圏 uwer Academic Publishers 1998.所 収)

において、フッサールの想像における受動性とカントの構想力を架橋しようとしている。

19 R.Bernet上 述論文参照。ベルネの解釈は、フッサールの無意識概念を、衝動概念を通してフロイト
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の無意識概念と架橋する興味深い洞察ではある。しかし、印象的形態と、再生的形態という内的意識 |

の二つの形態の区分が実は曖味なままである。例えば過去把持が一体内的意識のどちらの形態に属す
′

るのか、作用としての想像と、内的意識の形態としての再生とはどう区別されるのかなど、議論を更 .

に緻密に展開する必要があるように思われる。                       ^ 子

20 卓球のような規則的運動を想像する際、実際そのパターンに合わせて眼を動かしていることが報告
されている。ボクシングにおける、想像した対戦相手の動きに合わせて実際身体を動かすシャドゥボ
クシングなどは良い例であろう。

21 従って、ある物体の側面が、地平志向性によって絶えず空虚に志向されていることと、自我がその
側面を想像することとは原理的に区別されねばならないαVI,56‐5η 。ある知覚対象の前面が、後ろ
の側面を指し示すというような、地平志向性の予期的働きは、時間意識に基づく現実性連関に根づい
たものであるのに対し、純粋可能的な想像とはこうした現実可能的なものからも自由でなければなら
ない。

22 こうした想像のあり方は単なるカオスではない。フッサール自身、想像対象のこうした揺動的側面
とともに、想像された可能的対象の同一性が擬似―斉一性において経験されることについても語って
いる(vgl,】ⅨIII,547)。 例えば小説や物語などの想像世界は擬似一斉一性における統一及び、擬似時
間における連関統一を形成している(vgl EU,§ 40)。 ただし、想像世界は知覚世界との連関は有して
いないことから、「想像には際限がなく、新たな規定という意味で絶えず自由な形成の場を開いてい
る」(EU,202)こ とに変わりはない。

23 Bernet上述論文194頁参照。

(文学研究科・博士後期課程1年 )


