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導入

•『現象学的な心』の印象
- 現象学・（いわゆる分析哲学における）心の哲学・認知科学のどれかに関心のある人に対して、
それら三つの学科が交錯する問題領域を現象学的観点から一通り紹介する本。

- ギャラガーとザハヴィそれぞれのそれまでの仕事のひとまずの「集成」。
- 現象学を哲学として再生させるための提言の書。

•現象学の再生
- 「私たちが探究しようとしていることの一部は、現象学がいかにして、分析哲学との対話に、一
般論を超えて再び入っていくことができるのか、ということである。」（p.  7）「現象学がその
生命力と現代における重要性を示すことができるのは、まさに、他の〔哲学的〕アプローチと向
き合い、議論し、批判することによってのみなのである。」（p. 332）

- この考えそのものはとりわけ新しいわけではない。彼らに新しさがあるとしたら、心に関する経
験的研究とその成果を現象学と分析哲学の橋渡し役として位置づける点。

- 経験的探究のもう一つの役割として、超越論的哲学としての現象学の再定義を可能にするものと
いう（メルロ＝ポンティ由来の）考えも結論で示唆されている（cf. p. 331）。

•本提題の目的。
- ギャラガーとザハヴィの提言に現象学の研究者として応える。

- 提題者の関心は、形而上学と（しての）現象学にあるため、以下での応答もそうした関心
と密接に関連する。

- 形而上学：何が（どう）存在するのかに関する一般的な探究。
-また、細かな論点に関わる疑問も時間の許すかぎり提出したい。

現象学と形而上学

•ギャラガーとザハヴィにしたがって現象学を最小限のしかたで規定するならば、心や意識の経験
としての（つまりexperientialな）水準をシリアスに捉え、その構造を記述的に捉えようとする試
みということになる。経験はその本性からして私にとってのものであるので、こうした試みは一
人称的パースペクティヴをシリアスに捉えることを要請する。（「experiential」と「empirical」と
いう明らかにまったく違う意味で用いられている語を、特に注釈もつけずに共に「経験的」と訳
した理由は何なのだろうか。）

•現象学と形而上学の関係に関するギャラガーとザハヴィの見解の相違
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- 「現象学はものが現実にどうであるかについて関心をもたない。現象学が関心をもつのはむし
ろ、われわれがものをどう経験するかである」(Gallagher  2012, p. 8)。「エポケーのもとでは、わ
れわれはもはや形而上学的ないし因果的な問いに興味を持たない。いまやわれわれは、われわれ
が経験するものをまさにわれわれが経験するものとして受け取るのである」(Gallagher  2012, 

p. 47)。
- ザハヴィは、主要な現象学者は（正しく理解された）フッサールの超越論的観念論に同意するだ
ろうという立場を取った上で（cf. Zahavi 2007）、それに消極的な形而上学的含意（形而上学的実
在論の拒否）を認めている（cf. Zahavi 2010a）。現象学はある種の形而上学と両立しないため、
形而上学的に中立的ではない.。

- するとたとえば以下の箇所は、おそらくザハヴィに帰されるべきだろう。「現象学者が意識に関
心をもつのは、それが世界への唯一の接近手段であると考えるからなのである。〔…〕したがっ
て現象学は、さまざまな世界開示（知覚的、創造的 [sic!; 原文はimaginative]、想起的など）に関す
る哲学的な分析として、また、それと関連して、さまざまなタイプの存在者が、それらがある通
りにそれらを示すことを可能にする、経験の理解と構造に関する反省的な探究として理解される
べきなのである」（p. 40）。

•『現象学的な心』の場合
- 現象学的分析は、現実に関する形而上学的な仮定を最初から前提しない（cf. pp. 8, 34, 328）。し
たがって、分析的伝統における心の哲学で支配的な「心を物的な世界にどう位置づけるか」とい
う形而上学的問題は、現象学的な心の哲学の主要な問題ではない。

- 現象学は形而上学的実在論を明白に拒否する（cf. p. 185）。自己に関する形而上学的探究は、自
己経験に関する現象学的な探究に従属する（cf. p. 324）1。

- 可能な解釈：形而上学的な前提をとりあえず脇において経験の構造を分析し、そこから出てくる
形而上学的な含意は認める。

『現象学的な心』の叙述の範囲内における、現象学の形而上学的含意：経験の「世界内存在」

•経験の志向性からの含意
- （初期）ブレンターノ的な志向性理論の拒否。
- 「経験の透明性」の（条件付きの）承認。
- われわれは実在に出会い、それについての知識を得るが、こうした知識は経験から切り離された
実在についてのものではない（超越論的観念論）。

•経験の身体性からの含意
- われわれの経験は、身体化され世界内に位置づけられている。
- ただし身体は、この机やあの山が世界内とは別の仕方で世界内に位置づけられている。
- 「原初的な意味において、私は私の身体を志向的対象としては意識していない。私は私の身体な
のである。」（p. 213）
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- 自己に関する形而上学的探究は自己経験に関する現象学的な探究に属するのだから、ここで取り
上げられている「生きられた身体」は実在の構成要素として認められなければならない。

 
•まとめ
- 経験・意識（あるいは「観点」）は実在の還元不可能な構成要素である。
- この観点に何らかのしかたで相対化されないものは実在には見出されない。
- したがって、物的な存在者は観点に何らかのしかたで相対化されている。
- この観点そのものは身体であるという特徴を持ち、世界の中に（つまり時空的な位置の指定が可
能な仕方で）存在する。

「自然化された」現象学

• 『現象学的な心』のなかで（控えめに）標榜されている、現象学の「自然化」。
- 「自然化された現象学とは、現象学が研究する現象は自然の一部なのだということ、それゆえ
に、それは経験的探究に対して開かれているのだということを認識するものである」（p. 45）。

- 超越論的哲学としての現象学の再定義というメルロ＝ポンティのアイディアへの（好意的な）言
及（cf. p. 331; Gallagher 2012, Zahavi 2010, p. 16）。

•おそらく以下は、「自然化された」現象学の目的の記述と理解できる
- 「一人称的パースペクティヴの探究は、心の哲学にとってのみならず、社会哲学、精神医学、発
達心理学、認知科学などの多くの関連する領域にとって最高度の重要性を有している。結局のと
ころ、私たちが必要としているのは一人称的なパースペクティヴに関する説明、つまり、（とり
わけ）その意義（それが果たす役割）と体系的な意味を取り上げ、その構造について記述し、そ
れを探究する際に私たちが使用すべき方法論を描写し、最後に、その存在論的もしくは形而上学
的な地位を明確化するような説明なのである。」（pp. 333–334）

- 「最後に finally」をどのように理解するにせよ、現象学的な哲学にしたがえば経験とはどのよう
な存在者なのかという問題に対するギャラガーとザハヴィの態度は、つまるところは先延ばしに
すぎない。

- この先延ばしにはそれなりの根拠があるかもしれないが、遠い将来にそれに直面した際に二つの
難しい問題がギャラガーとザハヴィに対して浮上することは現時点で明白である。

- 第一の、一般的な問題：経験・意識・観点といったものを実在の基本構造と見なし、それ以外の
もの（たとえば物的対象）をそれらに何らかのしかたで相対化するという立場は、どういう形而
上学的な描像をもたらすのか。

- 第二の、彼らが標榜する現象学に固有の問題：しかもその形而上学は、経験・意識・観点を経験
的探究に対しても開かれたものとして（つまり、たとえば物的対象としての身体の中に神経的な
基盤があるようなものとして）位置づけなければならない。

- 端的に言えば、生きられた身体と事物としての身体の関係は何かというかたちで、ギャラガーと
ザハヴィの現象学は変形された古典的で形而上学的な心身問題に再会する。

•結局ギャラガーとザハヴィは、自分たちが哲学者として一番やらなければいけない問題を、タス
クの優先を言い訳にして先延ばししているようにしか見えない。
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個別的な論点に関わる疑問（書き込みからの抜粋）

• p. 41：形相的変更の例として人工物としての本をあげることには問題がないか。（その定義によ
って尽くされるわけではないような人工物の本質が発見されることがあるのだろうか。）

• p. 44：「フッサールの主要な動機の一つは、学問を適切に行うことへの関心にあった」。フッサ
ールが個別の学問の実践に関して改訂的な考えを持っていたかどうかはきわめて疑わしい。

• pp. 46–48：マールバッハによる現象学的分析の形式化に何かポイントがあるのか。
• p. 169：ここでの書き方だと、肯定することと否定することの違いは経験の志向的質料 intentional 

matter（ようするに内容）ではなく志向的質 intentional qualityに求められているように思われる
（フッサールの訳語として標準的でない言い方を選んだポイントも知りたい）。これは、ここで
の議論が依拠している『論理学研究』のフッサールに帰することのできる立場ではないし
（「『である  ist』と『でない  ist nicht』の違いは、志向的質料の違いである」第六研究第39

節）、哲学的にも疑わしい（たとえば、フッサールは偉大だと単に考える経験とフッサールは偉
大ではないと単に考える経験の違いを説明するために、単なる思考という志向的質にも肯定と否
定の区別を付けなければならなくなる）。

• p. 184：「〔ハイデガーやフッサールのような現象学者〕の見方によると、世界と心は異なる存
在者ではなく、構成的に一つに結びつけられている」。「構成的に一つに結びつけられている」
の内実は不明だが、こうした主張は完全に物的な世界の（形而上学的な）可能性の否定という
「嫌な」帰結を含意するように思われる。（実際これは、ザハヴィが最近よく引く1914年ないし
15年の草稿での議論でフッサールが出した結論である。「単に物質的な世界を考えることはでき
ない undenkbar むしろ、ある物質的な世界は心理物理的な世界としてのみ考えることができるの
である。つまり、有機的な存在者より詳しくいえば『人間のような』存在者を含んだ世界として
のみ考えることができるのである」（Husserl 2003, p. 138）。）

おまけ：訳文改善案
• p. 30：下から2行目。『論理学研究』に二重鍵括弧つけ忘れ。
• p. 38：上から7行目の「現象学的な検証」。何か仮説なり主張が先にあってそれを確かめるとい
う意味を持つ「検証」という語を「examination」の訳語にあてるのはまずい。というのも、ギャ
ラガーとザハヴィは現象学を特定の仮説や主張を先に立てることを避けるものとして特徴づけて
いるから。「現象学的な吟味」ないし「現象学による吟味」と訳してみてはどうか。

• p. 167： 上から12行目の「ピンクの像」は「ピンクの象」の間違い。
• p. 167：最後の行の「関係対象」は、志向的対象が関係の項であるかのような誤解を招く。通常
の理解では、関係が成り立つのはその関係項がすべて存在するときに限られる。すると、もし志
向的対象が関係項だとしたら、フッサールは、それが存在しないときにさえ志向性が成り立つと
いうと主張することで、関係が成り立つことにとって関係項の存在は必要ではないという立場を
取っていることになる。しかしこれは少し前の引用文中でフッサールが述べていることとは異な
る。ちなみにフッサールの引用文中の「関係」のドイツ語原語は「Beziehung」で、英訳では「れ
reference」と訳されている。「関係対象」は「referent」。これらは「指示」や「指示対象」と訳
すしかない。
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• p.  222：「〔生まれるということ〕は、私たちが選択することのできない生理学を所有すること
である」。このままだと意味がよく分からない。「生理学」の原語は「a  physiology」なので、
「生理的な機能」といった訳語が適切。

• p. 361：「Zahavi, D. (ed.) (2002)」は「Zahavi, D. (2002)」の間違い。
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