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客観的世界と人間的生の世界(1)

平　木　幸二郎
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1客観的認識と生の経験

(1)客観的認識について

われわれは一般に, ｢客観的に事物をとらえる｣ということと｢事物の真の姿をとらえる｣

ということは同じことだと考える｡ ｢客観的｣とは主観をまじえず,眼前にある対象をその

あるがままの姿においてとらえることだと考えるからである｡そして科学的認識とはこの客

観的な認識のことにはかならないから,科学的認識こそ事物の正しい認識であり,そうでな

い認識は,いまだ未発達の,不完全な認識であると考えるのである｡

しかし客観的認識は事物の真の姿をとらえているといえるだろうかo ｢客観的｣とは｢主

観を入れない｣ ｢主観を排除した｣ということである｡つまり,事物,事象から主観と相関

的な存在を排除していくことである｡例えば｢青く澄んださわやかな秋の空｣などというと

らえ方における｢さわやかな｣は主観的であるから,そうした表現は除くべきであるという

ことになる｡秋の空自体にさわやかさがあるのではない｡ ｢さわやかさ｣は秋の空から主観

が受けた感情にすぎない｡人によっては｢さわやかさ｣ではなく｢わびしき｣を感じるかも

しれない｡だから客観的に記述するとすれば, ｢さわやかさ｣の原因となっている大気の湿

度,温度を記述すべきということになる｡ところで厳密にいえば, ｢青い空｣の｢青さ｣で

すら主観的なものといわざるをえない｡つまり,色や音や冷暖といった単純な感覚ですら主

観的なものといわざるをえない｡例えば同じ色でも,われわれの眼と異なった眼をもったト

ンボでは,われわれが見るのとは違った色にみえるであろう｡しかし, I.うしたものをすべ

て排除した客観的記述となると,結局のところ,純粋に物理学的な記述にならざるをえない

であろう｡

事実,近代の客観的(科学的)認識の基礎をきずいたデカルトは,次のように考えた｡わ

れわれがもつ理性と感覚という二つの認識能力のうち,感覚は｢何が真実に事物の中にある

かを教えず,合成体たるわれわれにとって,何が有益で,何が有害であるかを教える｣もの

であると｡ ｢合成体たるわれわれ｣とは,精神と身体の合成体たる生命体としてのわれわれ

ということである｡つまり,感覚は生命体としてのわれわれと相関的なことを教えるのであ

って,事物が｢それ自体においてどのようなものとして存在するかは,ときたましか,それ

も偶然にしか教えない｣のである｡(1)デカルトはだから,認識から感覚を排除しようとする｡

しかし,事物が外界に存在しているか否かの判断だけは感覚によるはかない｡それゆえ,こ

の一点についてのみ感覚の証言を認め,あとは一切,ということは言い換えれば,事物の何
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であるかについては一切,理性に塞いて把握されねばならないとした｡この結果,デカルト

にとって外界に存在するものは,色もにおいも音もない,延長を属性としてもつだけの幾何

学的物体となったのである｡

われわれの眼前に繰り広げられている世界は,客観的には,つまりそれ自体としてほ物質

の離合集散の世界にすぎないというのは,理屈としては分かる気もするが,どうも納得でき

ないところがある｡われわれに直接的に与えられている世界は,物質の離合集散どころか,

色もにおいも音もある世界,それどころか,喜怒哀楽に満ちた,不安と希望をはらんだ,

様々な出来事からなる世界である｡自動車と自動車が交差点で衝突したのであれば,それは

交通事故が生じたのであり,けっして物質の塊と物質の塊が衝突したのではない｡いったい

交通事故というものは,客観的には存在しないのか｡

さてここでわれわれにとって存在する世界というものも,大きく分けて次の二つに分けら

れるであろう｡一つは客観的にとらえられた世界,科学的認識によってとらえられた世界｡

純粋に客観的にとらえられた世界としては,物質の離合集散としての世界ということになろ

う｡もう一つは,われわれ個々の生に直接与えられている,そして個々の生と密接な関わり

をもっている,出来事からなる世界｡認識されるというよりは,生によって経験される世界｡

客観(対象)(2)としてわれわれの前にある世界というよりは,われわれ一人一人がそれと一

体になって生きているような世界｡前者を主観的なものを含まない客観的世界というなら,

後者は個々人によって異なる主観的な世界である｡

こういうふうにこっを対置してみると,次のような疑問が生じてくる｡いったいどちらが

根源的世界なのか,真実に存在するのは客観的な世界であり,それにわれわれが接して後者

のような世界が生じるのか,それとも真実に存在しているのは後者の世界,個々の生にとっ

ての世界であり,それから共通面を抽出したものが前者の世界なのか｡あるいはもっとわか

りやすい表現を使えば, ｢われわれ各人に見えている｣ ｢われわれ各人に直接現われている｣

ということとは別に｢それ自体で存在する｣ということがあるのか,それとも, ｢われわれ

各人に見えている｣以外のいかなる存在もなく,それ自体で存在するもの,客観的存在など,

われわれ人間が作り上げた虚構物にすぎないのか｡もちろん後者の考えは一般にはなじみの

ないものであるが｡

しかし,考えてみれば,われわれは自分の見ている世界の外に一歩も出ることは出来ず,

これこそが事物それ自体の姿だとどんなに力んでみても,それも私がそのようにとらえてい

る(私にそのように見える)ということ以外のことを意味しているわけではない｡

(2)カントの｢物自体と現象｣の区別

すでにみたようにデカルトはまだ｢それ自体における存在｣ということをいい,物自体の

認識を問題とした｡しかし,カントはわれわれの認識能力を批半旺ノ,われわれの認識できる

ものを物自体ではなく,物自体の現われである現象に限ってしまった｡われわれの認識した

ものは,物自体が,主観の形式である時間･空間及びカテゴリーを通じて主観に現われたち

のなのである｡われわれは一般に,目の前に存在しているバラは物自体で,バラの色はわれ

われ主観に現われた現象だと考えるが,そうではなく,目の前のバラそのものが現象なので

ある｡いずれにせよカントによれば時間空間内のものは(時間内にのみ存在する内界のもの
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も含めて)すべて現象であるから,われわれにとって存在するものはすべてわれわれにとっ

ての現象である｡カント哲学を引き継いだショーペソ-ウア-の表現を用いれば, ｢この世

界は私の表象｣なのである｡

ところでわれわれにとって存在するすべてのものが｢現象｣であるなら,われわれは｢存

在｣ということを現象世界に存在するものを通じて以外に知りようがないであろう｡とすれ

ば,物自体が｢存在する｣ということは何を意味するのだろうか｡そのような表現は,物自

体を現象界に存在するもののごとく取り扱うということにならないか｡例えばカントが『プ

ロレゴメナ』で,自分の考えをいわゆる観念論と区別して述べているところなど,物自体を

あたかも現象界のものと同じようにみなしているかのような書きぶりである｡

｢私はこう主張する｡われわれには,物がわれわれの外にある対象-われわれの感

官の-として与えられているが,しかし,それがそれ自体として何であるかは,われ

われは何も知らず,われわれが知るのは,ただ物の現象,すなわち,物がわれわれの感

官を触発することによってわれわれのうちに引き起こす表象にすぎない,と｡それゆえ,

もちろん私は,われわれの外に物体が,すなわち物があるということを承認する｡たと

えそれがそれ自体として何であるかほ,われわれに全く知られていないにしても,われ

われはこの物を,われわれの感性に対する物の影響によって与えられるわれわれの表象

によって知るのである｡｣(3)

ここで｢物｣といわれているものは｢物自体｣を表わしているとみていいだろう｡ ｢物の

現象,すなわち,物がわれわれの感官を触発することによってわれわれのうちに引き起こす

表象｣という表現がなされていることからもわかる｡すると,この叙述では物自体が現象の

根底に存在し,それが現象の原因となっているかのごとくである｡ところがカントによれば

因果性の概念は現象界においてのみ妥当性をもつものである｡しばしばカントの物自体と現

象という考え方が批判されるのはこの点である｡例えばニーチェは,次のように批判してい

る｡

｢ヵソトは<現象>と<物自体>とを区別する権利をもはやもっていなかった｡彼は

現象から現象の原因へと推論することを-彼の因果性の概念のとらえ方,その純粋に

現象内での妥当性のとらえ方に従って-拒否していた限り,こうした古びたありきた

りの仕方で今後なお区別する権利を放棄していたのである｡他方,純粋に現象内での妥

当性という彼のとらえ方は,あたかも<物自体>は推論されるのみでなく,与えられて

いるかの如く,あの区別をすでに先取している｡｣(4)

このように矛盾した概念である｢物自体｣の存在をカントはなぜ認めたのか｡実をいえば,

こうした問いを,そもそも｢物自体｣という概念でカントは何を意味しようとしていたのか

ということをまったく問題にせず,いきなり問うことは,実に乱暴なことなのである｡(5)が,

ここではそうした議論は一切ぬきにして,さしあたり私の考えを述べれば,それは岩崎武雄

もいうように, ｢物自体というものを考えなければ現象と仮象とを区別する根拠は失われて
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しまう｣(6)からである｡つまり,現象は｢物自体｣の現象であってのみ,現象は実在性をも

ち,仮象-ただの主観的表象であって実在性をもたないもの-と区別されるからである｡

カントは上述の個所で｢たとえそれがそれ自体として何であるかは,われわれに全く知られ

ていないにしても,われわれはこの物を,われわれの感性に対する物の影響によって与えら

れるわれわれの表象によって知る｣と述べている｡われわれは,物自体については知ること

はできないけれども,物自体からの｢影響｣を通じて,やはり物自体と関係した何か,つま

り物自体の現象を知るのである｡だから現象を認識することは実在性にかかわる認識なので

ある｡要するに,実在性とかかわる客観的判断とそれとかかわらない主観的判断(カントの

用語法でいえば｢経験判断｣と｢知覚判断｣)を区別するためには,現象の背後にその本体

である物自体を必要とするのである｡

(3)ニーチェによる物自体の廃棄

しかし,現象と仮象を,客観的判断と主観的判断を, ｢存在する｣と｢私にそう見える｣

を区別する必要がないなら,物自体は不要となるであろう｡実はニーチェが,ニヒリズムを

徹底させることによって到達した立場がこれなのである｡ニーチェは,最晩年の作品『偶像

の黄昏』の｢いかにして<真の世界>が最後には寓話となったか｣の中で,人類は長い誤謬

の歴史の末,ついに次の地点に達したと述べている｡

｢真の世界を私たちは除去してしまった｡いかなる世界が残ったのか?　おそらく仮

象の世界か?--･だがそうではない!真の世界とともに私たちほ仮象の世界をも除去し

てしまったのである!

(真昼｡最も影の短い瞬間｡最も長い誤謬の終悪｡人類の頂点｡ツアラトクスト

ラの始まり)｣(7)

ここで｢真の世界｣といわれているものは,主観とは別個にそれ自体で存在していると考

えられている世界,カントの用語でいえば, ｢物自体の世界｣である｡この世界が｢現象界｣

の実在性を保証していたのである｡ところがニーチェはこの物自体の存在を否定する. ｢物

自体の世界｣をとっはらうことにより,この現象界は実在性をもたない仮象の世界におちこ

むのか｡否,そうではない｡この現象界がそのまま唯一の実在世界となるのである｡ここで

は｢見える｣と｢存在する｣を区別するいかなる理由もない｡

それでは,ニーチェはこの現象界をどう考えているのか｡ニーチェにおいても,認識とは,

カントと同じく客観的世界-現象界をうちたてる働きである｡しかしその打ち立てるという

ことの意味が,カントの場合とまるで異なるのである｡ニーチェがとらえる｢認識｣を理解

するために,さしあたり晩年の次の草稿をあげておこう｡

｢認識するとは<或るものに対しておのれを条件づける>ということにはかならない｡

すなわち,おのれが或るものによって条件づけられていると感じ,同じくまた,その或

るもの自身を私たちの側で条件づけるということである｡ -それゆえ認識するとは,

いかなる場合でも,条件を確定し,表示し,意識化することである(本質を,事物を,
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｢それ自体でのもの｣を根拠づけることではない)｡｣(8)

77

たとえば,あるものを食べて｢うまい｣と感じる, ｢甘い｣と感じる,空をながめて｢さ

わやかだ｣と感じる,これらすべて, ｢自分(自分の生)にとって,これこれのものはこう

いう意味をもっている｣ということである｡すなわち自分を基準として他を測定し,それの

もつ意味を確定し,それを意識化し,言葉のうちに固定化することである｡ニーチェは認識

とはそういうことだという｡いいかえれば,認識とは自己と他者との関係を自己の側から確

定していくことである｡ ｢甘い｣というのは客観のうちにあるものでもなければ,単に主観

である自己のうちにあるものでもない｡両者の関係から生じるもの,両者の接点において生

じるものなのである｡このように,およそ｢ある｣といわれるものはすべて｢私にとってあ

る｣ということなのである｡

これに対して,以上のことは｢甘い｣とか｢さわやかだ｣といった主観的な認識に関わる

ことで,例えば目の前にある砂糖の分子構造を明らかにするような認識なら,主観的認識で

はないと反論する人がいるかもしれない｡たしかに,このような科学的な認識は,各人がこ

う思うというものではなく,誰でもが必然的にそう考えるといった種類の認識である｡しか

し,誰でもがそう考えるということは,主観の観点が入っていないのではなく,誰でもがそ

う考えるような観点から認識しているというだけのことなのである｡主観的なものをすべて

除けば,客観的なものも消失してしまうのである｡だが,これはどういうことか｡

(4)認識作用とその日的

カントにおいて,認識は,感性的な直観に悟性的思考が加わることによって成立した｡す

なわも,いまだ主観的にすぎない直観的表象の多様を,悟性がカテゴリーを通じて思考する

ことによってはじめて,客観的判断は成立した｡ニーチェも認識の仕組みに関する限り,カ

ントのこの考えをそのまま継承する｡ただし,ニーチェはカントとは異なり,このことの意

味を次のようにとらえる｡

われわれが実在と直接的に触れ合うのは感性的直観においてであり,それゆえ,ここにお

いて現われる世界こそ,われわれにとって最も根源的で,もっとも実在的な世界である｡た

だし,この世界は,いまだ何一つ明確な形をとるにいたっていない,いわば混沌とした世界

である｡それは何一つ｢存在する｣といえるもののない,多様で変化生成する世界である｡

それを最も極端な形でいえば, ｢混沌たる感覚の没形式的な世界｣(9)ということになる｡この

世界においてわれわれの生は最も深く実在と関わり,最も高揚した生が可能となるのである

が(10),しかしわれわれはこの世界に長く留まることはできない｡なぜなら,そこには｢知

られたもの｣,われわれの生の観点から測定され,意味を確定された｢存在するもの｣,した

がってまた,計算でき,頼りになるものがないからである｡そこでわれわれは,生きていく

ために,この世界を自己保存の観点から秩序づけていくのである｡つまり｢われわれの実践

的要求を満たすに足るだけのの規則性や形式を混沌に強制する｣(ll)のである｡これが悟性に

ょる思考の働きである.だから,ニーチェにおいては,感性的直観がわれわれを実在に触れ

させ,悟性が-自己保存に必要な世界を作るために-われわれを実在から遠ざけるので

ある｡それゆえ,次のように言われる｡
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｢感官は総じて嘘はつかない｡われわれがその証言から作りあげるもの,これがはじめ

て嘘を置きいれる｡たとえば統一という嘘を,事物性,実体,持続という嘘を｡ <理

性>こそ,われわれが感官の証言を偽造する原因なのである｡感官が,生成,消滅,変

化を示す限り,それは嘘を言ってはいない｡｣(12)

だから認識するとは,客観を認識するのではなく,客観をつくりだすことなのである｡わ

れわれはしばしば｢客観化(対象化)する｣というが,まさに感性的直観におけるいわば主

客末分の状態にあるものを,客観(対象) -と化すのである｡ ｢生成(das Werden)｣ある

いは｢生成するもの(das Werdende)｣から, ｢存在するもの(das Seiende)｣ ｢恒常的なも

の｣ ｢固定化されたもの｣を作成すること,つまり｢自己同一的なもの｣を作成すること,

これが認識の最も根本的な働きなのである｡

さて,このように認識の目的は生の自己保存にあるが,それにつきるものではない｡なぜ

なら,もしそれだけなら,われわれは各自,別々の｢存在する世界｣を持つであろうからで

ある｡しかし,実際にはわれわれは同じ世界を見,同じ言葉を用いている｡それは,一つに

は人間が同じ種に属するものとして同じ様な身体構造をもっていることにもよるが,何より

も,人間が社会的存在として,相互理解を必要とする存在であることによる.互いに同一の

｢存在するもの｣を目の前にしていなければ,互いに意志疎通することは不可能であろう｡

だから, ｢存在するもの｣が形成され,それに一つの言葉が与えられる時点で,それが誰に

とっても同一の意味を持つもの,同一のものとして形成されるのである｡あるいは別の言い

方をすれば,あるものに名前を与え,それを社会に通用させる者は,自分の見方を他の人々

にも強制することになるのである｡

われわれはこれまで｢実在する｣ということを, ｢主観とは無縁にそれ自体で存在する｣

という意味に, ｢客観的に存在する｣という意味にとってきた｡しかしニーチェによれば,

まさしくその逆が真実なのである｡認識とは,感性的直観において得られる,主客が密接に

からみあった存在から,主観的なもの(ここで｢主観的なもの｣とは｢個別主観的なもの｣

ということ,いいかえれば,一人一人の生々しい生と密接にからみあったもののことであ

る)を排除しつつ,個別主観とは切り離された存在(客観的存在)を作成していくことなの

である｡だから,客観的存在とは,個々の主観が,それ自身がもつ固有の生の意味を脱落さ

せつつ,生活をともにする他の主観と共通の立場に立っ時,現われてくる存在なのである｡

このようにして個別主観的なものを排除してできあがったものは,個々の主観から独立した

ものとして,つねに,そして誰にでも｢存在する｣ものとなる｡われわれはそれに言葉を与

え,固定化する｡以後,そのものは,誰にとっても疑いもなく,この世界に｢存在する｣も

のとなるのである｡だからニーチェは｢存在｣ (われわれが客観的存在とよんでいる存在)

とは｢蒸発する実在性の最後の煙｣(13)だというのである｡客観的な存在になればなるほど実

在性から遠のくのである｡ (なお,以上のような, ｢客観的｣を｢事物の真実のあり方に即し

た｣という意味ではなく, ｢多くの主観に共通に承認される｣という意味にとらえるとらえ

方は,後のフッサールの｢相互主観性(共同主観性) Intersubjektivitat｣の考え方と基本

的に同じである｡)

われわれは最初に,この世界に二つの世界があることをみてきた｡一つは科学がとらえる
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客観的世界.もう一つはわれわれの生によって直接経験され,われわれの生と密接にからみ

あっている主観的世界｡われわれはこのどちらがより根源的な世界かを問うた｡これまでみ

てきたことからすれば,より根源的な世界は,後者である｡前者の世界は,個人個人によっ

て異なる後者の世界から,共通する部分を取り出して生まれたものなのである｡それは,各

自の生々しい生を捨象するところに立ち現れてくる,実在性の希薄な世界なのである｡

(5)主客未分の世界･日常的世界･科学的世界

以上,ニーチェの認識についての考え方を追ってきたのであるが,こうした考察の後では,

我々は客観化のレベルにより, ｢世界｣なるものを次の三つに分けて考えたほうがよいだろ

う｡

まず一つ目は,ニーチェが｢生成の世界｣と名づけているような世界｡最も根源的,最も

実在的な世界｡これは厳密に考えれば客観化される前の世界,主客末分の世界というべきも

ので,意識されることのできない世界である｡なぜなら,意識化するとは,客観化すること

だからである｡客観化(対象化)すること, ｢存在するもの｣を作成すること,言語化する

こと,意識化すること,これらはすべて同じことを意味している｡それらは人間のみがもつ

理性の働きによっている｡

ところで何一つ意識されない世界は無きに等しいのであり,生成の世界もわれわれに体験

される限り,そこにはすでに意識化,客観化が生じているのである｡だから厳密な意味では,

われわれは真実在を知ることはできない｡真実在をとらえたと思った時,それはもはや真実

在ではない｡先の引用でニーチェが人類が誤謬から目覚めた瞬間を, ｢真昼｡最も長い間の

誤謬の終蔦｡人類の頂点｣ととらえながら, ｢影の最も短い瞬間｣という表現をとっている

のも,そのことを踏まえているからだといえる｡

さてこうした根源的世界に対して,われわれが普段生きている日常的世界は,次のように

特徴づけられるであろう｡この世界はいうまでもなく,さまざまな｢存在するもの｣,たと

えは｢家｣や｢木｣といった｢もの｣,そして｢冷｣ ｢暖｣, ｢堅さ｣ ｢やわらかさ｣といった

｢ものの性質｣,さらには存在するものがもつ｢法則｣,そして｢学校｣ ｢交通事故｣ ｢結婚｣

など人間の営みとかかわる｢もの｣ ｢出来事｣など,さまざまな｢存在するもの｣からなる

世界である｡これはすでにみたように,われわれが生の観点から作成したものであり, ｢生

成｣ないしは｢混沌｣としか形容できないものを,われわれの類似･差異の感覚に従って分

類し整理し,さらには言葉を与えることによって固定化したものである｡もちろんわれわれ
一人一人がこのような作業を行うわけではない｡われわれは生れ落ちるや否やすでに言葉の

世界の中にいるのであり,言語の習得を通じて,この｢存在する世界｣をそのまま身に付け

るのである｡それゆえわれわれは,同じ言語を有する人々と同じ様に感じ,同じ様に考える

ようしつけられるわけである｡つまりは,同じ言語を有する人々と同じ生のあり方をとるよ

う強制されるわけである｡

われわれが生きている日常の世界は,このように,ともに言語を同じくし,ともに生きる

人々と共有される世界である｡にもかかわらず,われわれはその世界に埋没しているわけで

はなく,だれしも多かれ少なかれ,自分が他と取り替え不可能な唯一の存在であることも自

覚している｡こうして,死によって限界づけられ,繰り返しのきかない,孤独な自己の生が
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自覚されてくるとともに,この自己固有の生の観点から世界がとらえられるようになる｡と

はいえ,この新たな世界のとらえ方も,やはり言葉を通じておこなわれるのだ｡その人が生

きている文化圏の宗教的,芸術的,哲学的な言葉,あの第一の世界である根源的世界との接

触から生まれた言葉が,それである｡

われわれが生きている日常的世界とは,このように,主として自己および共同体保存の観

点から構成された世界,みんなと共有する,くつろく"ことのできる,慣れ親しんだ世界であ

るが,しかしまたその底に,各人の生々しい生が息づいている,より根源的世界も秘めてい

るのである｡

それでは,科学的にとらえられた世界とは何か｡それは先の日常的世界が,同じ言語を用

いて生活している共同体の自己保存の観点から生まれた世界,いまだ個々の主観の生々しい

生を何ほどか含んだ世界であるのに対し,科学的世界とは,人類一般の自己保存の観点から

構成された世界であるといえる｡それはカントのいう｢意識一般｣からながめられた(構成

された)世界である｡それは,個々の生,個々の主観からもっとも切り離された,最も客観

的な世界であり,人類以外のすべての存在,つまり自然を人類のために役立てようとの観点

から構成された世界なのである｡ニーチェもいうように, ｢科学とは,自然の支配という目

的のために自然を概念へと転化させること｣(14)である｡だからこそ,この世界は日常的な言

葉とは異なった特別の概念によって構成されるのである｡

ここからわれわれは次のような結論をだしてもよいであろう｡われわれが個々人固有の一

回限りの生,いいかえれば自己自身を生きる時,われわれは実在ともっとも接触する地点に

立つ｡他方ゝ　個々人固有の生を捨象した視点に立つ時,つまり客観的視点に立つ時,ゐれわ

れは実在ともっとも離れた地点に立つ,と｡ただし,ここでは前者とは逆に,より多く実在

を利用し支配することが可能となるのだ｡

･､イデッガ-ち,近代特有の客観的認識は,存在するものをすべて人間主観の対象(客

観)となすのであるが,そこでは｢存在するものはある仕方で存在を失う｣と述べている｡

-イデッガ一によれば,より根源的な存在把握が行われていたギリシャ的な表象化とは異な

り,近代においては｢表象化するとは,もはやあるものに対しておのれを開くことではなく,

それを捕捉し(Ergreifen),把握すること(Begreifen)である｡現存するものが主宰する

のではなく,攻撃が支配する｣(15)のである｡こうして/､イデッガ-ち,客観的認識を中心と

する近代においては,一切の存在が人間の支配の対象,技術的操作の対象-と変えられ,そ

の本来の姿を失うというのである｡ここに彼は,近代人の極端な｢依存忘却｣を, ｢故郷喪

失｣を, ｢ニヒリズム｣をみるのである｡

このことを考えるとき,科学的,客観的思考を自己の存在の中心に据えて生きている現代

人の不気味さが浮き彫りにされてくる｡今日,客観的世界を記述する言葉は増大し,自然支

配の力は巨大化していく一方,自己固有の生は忘れ去られつつある｡言葉は伝達記号-,知

識は情報-と変わり,われわれの一回限りの生の深みから汲み上げられた言葉と知は,片隅

へと追いやられつつある｡今日,現代人は物質的には豊かになったが,精神的には貧しくな

り,人々から個性が失われたということが,あちこちで叫ばれるようになった｡その叫び自

体は正しい｡しかしそう叫ぶ人も,客観的世界が実在的世界であることを疑っていないのだ｡
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そして,吉葉とは,ただ事物を表示する手段にすぎないと考え,様々な事物が言葉とともに

生まれたことには思いもよらないのだ｡

こうした視点から,西洋近代の思想家を眺めてみた時,西洋近代の客観主義的思考に正面

から戦いを挑んできた幾人かの思想家たちの叫びが,いっそう身近なものとして感じられて

くる｡ここでは,パスカル,ゲーテ,ブ-バー, 1)ルケをとりあげ,彼らがおこなった近代

批判,彼らがおこなったより根源的な存在把握についてのスケッチを試みたい｡

ちなみに,ニーチェとの関係でいえば, /くスカルとゲーテは,ニーチェがこの上なく親近

性を感じた思想家であった｡彼は次のように述べている｡ ｢私がプラトン,パスカル,スピ

ノザ,そしてゲーテについて語る時,私は,彼らの血が私の血の中を流れていることを知っ

ている-私は彼らについて真実を語るとき,誇らしく思う-この一族は,虚構したり隠

しだてしたりすることを必要としないほど,十分優れているのである｣｡(16)また,プ-バー,

1)ルケはともに若い一時期ニーチェの作品に傾倒している｡二人ともやがてニーチェから離

れていったが,その思想形成に少なからぬ影響を受けたことは疑いえない｡

2　デカルトの｢理性｣に対するパスカルの｢心情｣

(1)他者へと開かれた心情

パスカルは,近代特有の理性的思考がもつ実在性からの遊離の危険を,デカルト的な｢精

神の秩序｣対して｢心情の秩序｣を強調することによって明らかにしようとした｡

パスカルは,人間的生のあり方に,身体(物体)の秩序,精神の秩序,心情の秩序という

｢三つの秩序｣があるという｡それぞれは無限の距離によって隔てられており,あらゆる物

体を集めても小さな思考を生み出すことはできないし,あらゆる物体と精神を集めても心情

の働きである愛の-動作すら生み出すことはできない｡身体の秩序において偉大な王や富者

や将軍も,精神の探求にたずさわる者の前ではその輝きを失うし,精神的に偉大な天才たち

ち,心情の秩序を生きる聖徒たちの前ではその輝きを失う｡パスカルは精神の秩序の上にこ

の心情の秩序のあることを31歳の時の決定的回心により知ったのである｡この三つの秩序は,

19世紀になって,ヘーゲルの合理主義を批判したキルケゴールの実存の三段階に-感性的

(美的)実存,倫理的実存,宗教的実存にかなり類似した面をもっているが,その点につい

てはここでは論じない｡

パスカルはこの心情の秩序について次のように述べている｡ ｢心情C(Eurはraisonの知ら

ない,それ自身のraisonsをもっている｣｡(1)前者のraisonは,精神の秩序において働く理性,

デカルト的な理性,推理･論証を主とする数学的理性を意味しており,後者のraisonはも

っと広い意味での｢理性｣,つまり｢言葉｣ ｢論理｣ ｢秩序｣といった意味まで含むものと考

えればよいであろう｡(2)上述の言葉は,心情はいわゆる理性とはまったく異なる高次の働き

をもっており,理性がとらえることの出来ない根本的真理をとらえる,ということである｡

それゆえまた, ｢神を直感するのは心情であって,理性ではない｡｣(3) ｢われわれが真理を知

るのは,理性によるだけでなく,また心情によってである｡われわれが第一原理を知るのは

後者によるのである｣(4)といわれる｡例えば,心情が,空間に三次元あり,数は無限である

ということを直感し,理性がその上に立って,一方が他方の二倍になるような二つの平方数
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は存在しないことを論証するのである｡だからパスカルは,心情による認識の上に理性は寄

りかからなければならないと言う｡

ここで注意すべきは,パスカルが理性の働きについては｢論証する｣ ｢推論する｣といっ

た表現を用いているのに対し,心情の働きについては｢直感する(感じる) sentir｣という

表現を用いていることである｡前者はすでにあるものを前提としてあることを導き出すので

あって,そこには基本的に新しいものは何もない｡ところが｢直感する｣とは,ある新しい

もの,見知らぬものが自己に触れてくるということである｡理性の働きが自己を中心とした

能動的な働きであるのに対して,心情は他者から働きかけられるのである｡理性は｢承認

し｣,心情は｢受け入れる｣のである｡(4)しかし,このように他者から働きかけられ,他者を

受け入れることができるためには,自己はあらかじめ他者に対して心を開いていなければな

らないであろう｡だから心情とは,他者に対して自己を開くとともに自己に触れてくる他者

を感じる働きなのである｡さらにいえば,心情とは他者との関係の中に自己があること,他

者につつまれて自己があることの自覚の働きなのである｡

パスカルについて深い理解を示した森有正は,この点に着目し,心情の本質を｢他者に向

かって,愛に向かって開かれた魂の在り方｣(5), ｢交わりにおける在り方｣(6)としてとらえてい

る｡森によれば,人間存在の根本が心情だということは, ｢人間存在はそれ自体孤立した本

性的なものではなく,自己と他者とを両極とする関係,その間に成立する二つの基本的方向

性の上に動的に成立するものである｣(7)ということなのである｡

(2)デカルト的理性

心情の立場をこのように,他者との関係において自己があることの自覚の立場,自己を他

者との相互関係の中に置く立場だとすると,デカルト的理性の立場は,他者から切り離され

た自己が他者を外から規定していく立場であるといえる｡このことはデカルトが彼の形而上

学的立場を確立した際の思考過程をみればよくわかる｡彼は一切の存在を疑うことを通じて

｢考える我｣の存在の絶対に確実なことを見出した｡そしてそこから,この我の存在と同様

に明噺判明なものはすべて莫であるとする真理の基準を導き出した｡そしてこの基準を手に,

まず神の存在の確実なこと,ついで外界の物体の存在の確実なことを演鐸的に導き出したの

である｡つまり,他者から引き離され孤立した自己が,自らもつ真理の基準を手に,この世

界においてそもそも何が存在するのか,それはいかに存在するのかを決定していくのである｡

ここにはパスカルにみられるような,他者からの現実的な働きかけ,生きた働きかけは全く

ない｡

このことはさらに,彼が外界の物体について論じるところにもよく現われている｡すでに

みたように,彼は物体の存在の確認という一点だけは感覚の証言を受け入れたが(これは当

然であって,感覚以外には物体の存在を確認できるものなどあろうはずがない),物体がど

ういう存在であるかの認識に際しては,感覚を排除してしまった｡というのも,感覚はわれ

われの生命体と相関的なことを教えるのであって,事物の自体存在については教えないから

であった｡しかしわれわれの存在が他者との関係の中にあるというのが真実ならば,その関

係の中にあることを教える感覚を排除することは,真実の把握にそむくことになろう｡そし

てそのようにして把握された事物の姿とは,もはや真実に存在するものとは関係なく,人間
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が存在するものに押し付けた像にすぎないということになろう｡

なおこの点についてつけくわえておけば,デカルトの著作を見る限り,デカルト自身は,

以上のような事物とらえ方で,事物の真実の姿をとらえていると考えていたことは疑いえな

い｡(8)しかし,他方,デカルトはみずからのこのとらえ方が,人間を｢自然の主人かつ所有

者｣にすることを強く意識していたことも確かである｡彼はみずからが見出した自然学にお

ける一般的原理について, 『方法序説』の中で,以下のように述べている｡

｢というのは,それらの一般的原理が私に教えるところでは,人生にきわめて有益なも

ろもろの認識にいたることが可能なのであり,学院で教えられる理論的哲学の代わりに
一つの実際的哲学を見出すことができ,これによりわれわれは,火や水や風や星や天空

やその他われわれをとりまくすべての物体のもつ力とその働きとを,あたかもわれわれ

が職人たちのさまざまなわざを知るように判明に知って,それらのものを,職人のわざ

y悶いる場合と同様それぞれの適当な用途にあてることができ,かくてわれわれ自身を,

いわば自然の主人かつ所有者たらしめることができるのだからである｡｣(9)

この言葉をさらに,デカルトと並んで近代科学の先駆者となったベーコンの｢知は力な

り｣の考え方と並べてみる時,これら二つの言葉は,すでに述べたこと,すなわち｢近代科

学の客観的な認識とは,人間主観一般にとって操作可能な自然像の構成である｣ということ

を,この上なく明瞭に物語っているといえないだろうか｡

(3)自然の中の人間

自己は他者との関わりの中にあり,自己存在は他者存在から切り離しえないものであると

するパスカルの考え方は,究極的には,神との関わりのなかで確立されたことであるが,こ

の考え方は,彼がそこまでに至る自然研究,さらにはそれに続く人間探求においても一貫し

て貫かれている｡

すでに実験を重視する彼の態度は,自然の外に立って自然のあり方を考察していくことに

重点をおくデカルトと較べる時,はるかに自然から働きかけられ,自然から受取ることを重

視している｡もっともこれに対してほ,パスカルがデカルトより実験を重視することができ

たのは,例えば真空実験にみられるように自然の一現象を扱ったからであり,デカルトのよ

うに自然全体を問題とする場合には理論的考察に傾かざるをえないであろうとの反論がある

かもしれない｡しかし,自然全体を考察する場合にも,パスカルはけっして自然を自己から

切り離しては考察しなかった｡否,むしろそこにおいてこそ,自己と自然との関係が切実な

問題となって立ち現れてくるのである｡

このことは,あの『パンセ』の中の有名な｢人間の不釣合｣の断章によく示されている｡

彼はまずこの無限の広がりをもつ宇宙に目を向け,この無限に対してほ虚無である人間を示

す｡そして今度は一転して,自然の中の微細なもの-,無限小の世界-と目を向け,この人

間の到達できない虚無に対しては,人間は一つの世界,むしろ全体であることを示す｡そし

て次のように言う｡
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｢このように考えてくる者は,自分自身について恐怖に襲われるであろう｡そして自分

が,自然の与えてくれた塊の中に支えられて無限と虚無とのこのこつの深淵の中間にあ

るのを眺め,その不可思議を前にして恐れおののくであろう｡そして彼の好奇心はいま

や驚嘆に変わり,これらのものを僧越な心でもって探求するよりは,沈黙のうちにそれ

を打ち眺める気持ちになるだろうと信ずる｡｣(10)

自然の外に立ち自然を考察するデカルトと異なり,パスカルは人間がまず何よりも｢自然

の中の人間｣であるところから出発する｡そしてそのことは結局,彼を自然存在全体の不可

思議さの前に,自然に対する人間の無知の前に立たせる｡人間は虚無と無限の中間にあって,

｢両極端を理解することから無限に遠く離れており,事物の究極もその原理も彼に対して立

ち入りがたい秘密の中に固く隠されている｣ことを知らされる｡人間ができるのは｢ただ事

物の外観を見ること｣のみである｡それにしても,なぜ人間はそうなのか｡それは｢われわ

れの知性は,知的なものの次元において,われわれの身体が自然の広がりのなかで占めるの

と同じ地位を占めている｣からである｡パスカルは人間の知性が有限な身体と深く結びつい

ていることを十分理解していた｡デカルトとは異なり,パスカルにとって人間とは,精神と

身体の切り離しえない統一体だったのである｡これを切り離してとらえようとすること,そ

れは人間の現実を無視することであった｡

自然研究において人間は｢事物の外観｣の考察にとどまらざるをえないことを深く自覚さ

せられたパスカルは,やがてその関心を自然から人間へと向けることになる｡彼にとって今

辛,人間をそうした自然の研究へと駆り立てる理由こそが,あるいはまた,人間を事物の原

理の探求などというものへと向かわせる｢うぬぼれ｣こそが,問題となる｡もちろん,この

ことは,パスカルは以後,自然へと眼差しを向けることを全くやめたということを意味して

はいない｡人間探求により一層深められた自己の自覚を通じて,自然はますます彼の前に不

可思議なもの,驚嘆すべきものとして,さらには神の全能の象徴として現れてくるのである｡

上述の自然の考察も,単なる精神の立場からのものではなく,心情の立場によって深く浸透

されているのである｡

(4)人々との交わりの中の人間

パスカルは人間の探求においても,人間を孤立した存在としてではなく,他の人々との交

わりの中にある者としてとらえた｡そして,この人々の交わりを根本で突き動かしている動

因を虚栄心,あるいは栄誉を求める心にみた｡

｢虚栄はかくも深く人間の心に錨をおろしているので,兵士も,従卒も,料理人も,人

足も,それぞれ自慢し,自分に感心してくれる人たちを得ようとする｡そして哲学者た

ちでさえ,それをはしがるのである｡また,それに反対して書いている人たちも,それ

を上手に書いたと言う誉がはしいのである｡｣(ll)

難解な代数の問題に汗を流すのも,人々に自慢したいためであり(12),デカルトに『哲学

の原理』などという,自己の限度をわきまえない｢けばけばしい｣題の本を書かしめたのも
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｢ぅぬぼれ｣なのである(13)｡それにしても,世の人々のあらゆる営みの根本にあるこの虚

栄心とは一体何なのか｡

パスカルは,人間は誰しもその心情によって,自分が慰めようもない惨めな不幸な状態に

あることを自覚している,と考える｡すなわち人間はもともと｢自己の虚無,孤独,不足,

従属,無力,空虚｣を｢感じている｣のである(14).この心情の働きは, /くスカルによれば,

己の存在根拠を神のうちに見出せとの神からの呼びかけによって生じたものである｡しかし,

一般には人は,この呼びかけに応答するのではなく,心情に与えられたこの真理から目をそ

らすことによって,不幸から逃れようとする｡これが,あのパスカルの思想とともによく!知

られた｢気を紛らすことdivertissement｣である｡ ｢人間は,死と不幸と無知とを癒すこと

ができなかったので,幸福になるために,それらのことについて考えないことにした｣(15)の

である｡だから,神からの呼びかけに応答せず, ｢自己愛｣の立場に立つ人のすべての活動

は,気を紛らすことだといえるのである｡心情の立場からみるならば,身体の秩序において

偉大さを誇っている王にしても,精神の秩序において偉大さを誇っている天才たちにしても,

その営みの根本にあるのは,この気を紛らすことなのである｡

気を紛らすことは,おのれの虚無,無力さを忘れようとする試みである｡これに対し虚栄

心は,自分は虚無でも無力でもなく価値ある存在だと自分自身に思い込ませようとする試み

である｡とするならば,両者の根本にある心の動きは同じなのである｡というより,後者こ

そ自己愛の根本をなす心であろう｡前者によって｢無力さを忘れる｣ことも,後者の｢自分

は価値ある存在だと思い込む｣ことを伴ってはじめて実のあるものとなろう｡それゆえ,

様々な｢気を紛らすこと｣も,それらが一見｢虚栄心｣とは何の関わりもないように見える

場合でも,虚栄心を伴い,それによって支えられていることが多いのである｡このことを

『パンセ』の断章139がはっきりと語っている｡われわれは,賭事,狩り,玉突き,戴争等

といった気を紛らすことに夢中になって打ちこむが,それというのも,後で人々にいかに上

手に自分はそれをやりとげたか,それを｢自慢したいため｣である,と｡そこに虚栄心を満

足させてくれるものが含まれているからこそ,気を紛らすことに何ほどか夢中になることが

できるのである｡

このように, /くスカルは,虚栄心こそ自己愛の根本にあるものであり,世の人々のあらゆ

る活動を生み出している原動力であると考えた｡しかるに虚栄心とは,人々の評価に自己の

存在を依存させることである｡自己の存在を自己自身の力によって保とうとする世の人々の

｢自己愛｣は,実は｢虚栄心｣という,自己の存在を他者に依存させるあり方をとっている

のである｡パスカルはここに人間がどこまでも他者に依存した存在であることを見てとったo

そして,虚栄心のなかにある矛盾を見据えることにより,真に依存すべき他者,神-と心開

いていったのである｡

3　近代自然科学に対するゲーテの自然科学

(1)ゲーテの自然科学

パスカルの｢この無限の空間の永遠の沈黙は私を恐怖させる｣(1)の一句をとりあげ,ヴァ

レリーがそこにパスカルの屈折した心理を見, ｢私は彼が嫌いである｣とまでいって罵っ
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た(2)ことはよく知られた事実である.ニーチェが,パスカルにこの上ない親近感をいだきな

がら,キリスト教によって破滅させられた人物として彼をとらえているのも(3),この現世拒

否的な態度であった｡たしかに,もレiスカルが真に存在の深みに触れていたのであれば,

そして自然のうちに神の象徴を見ていたのであれば,何故にあのように自然に対して拒否的

態度をとらねはならなかったのか,不思議であるといわざるをえない｡

しかし,パスカルのかの言葉は,精神の秩序を究極のものとするとき,人間がおちいらざ

るをえないその状態を表明したもの(その限り,さきにみたように,この言葉はすでに心情

の秩序を反映したものである)とみることはできないだろうか｡当時,近代人は,この精神

の秩序に立ち,数学的自然科学により全自然界の解明にのりだしたところであった｡パスカ

ルはこのデカルト的な近代的理性のうちに,実在から遊離していくニヒリズムを感じたので

ある｡後にニーチェが｢今日の自然科学のニヒリズム的な諸帰結｡ ･･-･コペルニクス以来,

人間は中心からⅩのうちへと転がり出ている｣(4)と述べることになるが,その｢Ⅹのうちへ

と転がり出ている｣近代人の不気味な状況をいちはやく察知し,それを上述の言葉に表わし

たのである,と｡

心情の視点を背景にもちつつも基本的には近代自然科学的な視点から自然と向き合ったパ

スカルとは異なり,ゲーテは最初から近代自然科学的な自然把握を批判し,いわば人間と自

然との対話といった形を通じて,自然の姿を,さらにはそこに働く神の姿を明らかにしよう

とした｡彼がそうした方法をとったのも,第一章で述べたように,主観を離れた客観は存在

しないという考え,各人が自己固有の生の立場から対象に向かうとき,対象はその最も完全

な姿を現わすという考えからであった｡

ゲーテの多方面にわたる自然研究についてはここでは触れない｡さしあたり,ここで注目

しておくべきことは,以下のことである｡ゲーテは,ニュートン光学に反対して記した『色

彩論』をはじめとする自分のさまざまな自然研究に重要な意義を認めていたということ(5),

にもかかわらずゲーテの自然研究は当時の自然科学者からはほとんど無視されたということ,

ところが最近になって,近代自然科学が重視する｢客観性｣の正体がますます明らかになっ

てくるにつれて,ゲーテの自然研究が再評価されつつあるということである｡

このゲーテに対する再評価に一つのきっかけを与えた人物に, 20世紀の物理学者であり,

不確定性原理の発見者である/､イゼソベルクがいる｡彼の論文『現代物理学の光に照らして

みたゲーテとニュートンの色彩論』は,小品ながら,ゲーテ的自然観とニュートン的自然観

(近代科学的自然観)との相違,また近代科学的自然観の本質をわかりやすく示しているの

で,まずそれをみておこうo

(2)近代自然科学と客観性の問題-ハイゼンベルクの論

-イゼソベルクによると,近代自然科学が前提としているところは,われわれの生きた感

覚に基く認識は,錯覚や不正確さを免れることはできず,それゆえ,われわれの感覚はその

ままでは,客観的世界を認識する上で必要ではあるが,不完全な手段にとどまるとする考え

である｡そこで近代自然科学は,観測手段の精密化をはかる道を歩むことになる｡ところが

観測手段の精密化は,われわれの感覚的直観に隠されていた自然の新たな側面を明るみに出

し,それにともない自然科学が用いる概念をますます抽象的にしていった｡こうして自然科
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学の描く世界の像は,われわれが自分の感覚で直接に見ている世界から諦離してしまった｡

今日,自然科学者は,科学を構築する土台となっている基本的概念を,感覚の世界に結びつ

けることを断念せざるをえなくなっている｡では,科学者の用いる概念が基本的概念である

ことを保証するものは何か｡それは,その概念を用いて示される統一的な法則的秩序が,感

覚世界の無限に多様な諸現象を一貫した形で説明してくれるということなのである｡そして,

この法則的秩序が真の秩序であることを保証してくれるのは, ｢この秩序から発展し,自然

の諸力を人間の目的のために役立てることを人間に可能にしている技術｣なのである｡(6)

このように,客観的な世界像を描こうとする自然科学の努力は,観測手段の精密化という

道をたどることにより,われわれの感覚的世界とはおよそかけ離れた,ある意味では別の世

界の像をわれわれの前にもたらすことになった｡とはいえ,自然科学者たちは,その世界の

像こそ,より客観的であるがゆえに,自然のより正確な姿であると依然として考えてきたし,

今後も観測手段を精密化することにより,いっそう客観的な,いっそう正確な世界の像を描

くことができるのだと信じて疑うことはなかった｡ところが実はこのことが,今日,疑わし

くなっている,と-イゼソベルクはいう｡(7)

自然諸科学の中で,最も純粋に自然科学的探求方法を遂行している-ということは,最

も客観的な考察を行っている,ということであるが-学問分野は原子物理学であるが,こ

れは,われわれの感覚や実験で近づきうる物質のすべての性質を量的なものに還元してとら

えようとする｡すなわち原子物理学は,一定の空間を満たし,一定の場所を占め,一定の運

動をしている原子たる最小物質粒子から,すべての物質の諸性質を説明しようとする｡実際,

今日の原子物理学は,このような原子の振る舞いから,個体の諸性質,化学の諸法則,熱の

諸作用,そしてその他われわれが物質において知覚することのできるさまざまなことを,か

なりの程度,説明できるようになっている｡

さて,最近の原子物理学の発展は,最小物質粒子から,それがもつとされてきた幾何学的

性質,一定の空間を満たし,一定の場所を占め,一定の運動をしているという性質すらある

意味でとりあげてしまった｡というのも,正確さの要求が比較的小さい場合は,粒子の位置

と運動量を同時に測定することは可能であるが,ミクロの世界で意味を持つような正確さが

要求されるところでは,この二つのものを同時に測ることは原理的に不可能であることが明

らかになったからである｡なぜなら,これらを測定する際,粒子を強い外的作用にさらさな

ければならないが,そのためどちらか一方を正確にはかろうとすると,他方の不確定性の度

合いが大きくなってしまうからである｡こうして/､イゼソベルクは次のようにいう｡

｢もともとあらゆる自然研究の目標は,自然をできるかぎり,それがそれ自体において

あるように,ということはつまり,われわれの干渉や観察がなかったときにあるであろ

うように記述することであったが,しかし今やわれわれは,まさにこうした目標が到達

不可能であることを認識している｡原子物理学においては,すべての観測が観測される

対象にもたらす変化を度外視することは,どんな場合も不可能である｡観測のあり方に

ょってはじめて,自然のどのような特徴が決められるのか,またどのような特徴が,わ

れわれの観測によって消し去られるのかが,決定されるのである｡｣(8)
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ここから-イゼソベルクは, ｢世界を主観的領域と客観的領域に分割することは,現実の

あまりにも大きな単純化｣(9)である,という｡この現実は,むしろ,客観性(あるいは主観

性)の度合いによって,様々な段階の領域にわけられるべきなのである｡ただし,大きく分

けるなら,計量され説明される｢客観的現実｣と,評価され解釈される｢主観的現実｣に分

けることができる(この分け方は,第1章でわれわれが行った｢科学的,客観的にとらえら

れる世界｣と｢生によって経験される世界｣に対応している)｡ゲーテの自然科学が問題に

したのは,後者の現実であり,その観点からゲーテは,前者の現実のみを扱うニュートン的

自然科学を批判したのである,と｡

こうしてまた-イゼソベルクは, -ルムホルツがゲーテについて述べた言葉, ｢ゲーテの

色彩論は,感覚的印象の直接的真理を,科学の攻撃に対抗して救おうとする試みとみなされ

ねばならない｣という言葉をとりあげ, ｢この課題は今日かつてのいかなる時代より,われ

われにとって切実なものとなっている｣という｡なぜなら,自然科学的な極度に抽象的な知

識が途方もなく増大した今日,それらが再びわれわれの直観的,具体的な経験と結びつかな

ければ, ｢われわれは,これ以上生きていくことのできない,いわば空気のない空間に身を

さらす｣ことになるからである｡(10)

客観的認識を純粋な形で追求してきた原子物理学において,純粋な客観的認識というもの

は存在しない,客観的認識といわれるものも,ある観点からの認識にすぎないということが

明らかにされたことは意義深いことである｡おそらく徹底してその認識から主観的なものを

排除しようとしたがゆえに,主客は切り離すことができないという真実が露呈してきたのだ

といえよう｡いな,それよりも重要なことは,そのことによって,自然科学者に,真理には

｢客観的｣真理のみならず｢主観的｣真理があることが理解されてきたということである｡

-ルムホルツは｢感覚的印象の直接的真理｣と述べている｡われわれの生に直接的に与えら

れる真理もあるのである｡いな,むしろこの真理こそ,われわれのこれまでの叙述からすれ

ば,客観的,抽象的な,科学的真理より,生にとって直接的であるがゆえに,より生にとっ

て重要な真理だといわざるをえないのである｡

(3)生きた感覚の回復

近代自然科学はデカルトが敷いた軌道の上を正確に歩み,自然の考察からできるだけ人間

の感覚を排除してきた｡実際,今日,人間の眼は測定機器に従属し,その目盛りを読むだけ

の働きにまでおとしめられているといっても過言ではない｡ゲーテはこれに対し,自然の考

察において何よりも大切なことは,それがわれわれの生から遊離しないよう,あくまでもわ

れわれの生きた感覚,生きた眼によって直接なされるということであるという｡次の言葉は

近代自然科学に対する彼の立場をよく表わしている｡

｢健全な感覚を用いるかぎり,人間自身こそおよそ存在しうる最も偉大で最も精密な科

学的器械にはかならない｡そして近代自然科学の最大の不幸は,いわば実験を人間から

切り離し,人工的な器械が示すもののなかにしか自然を認めようとはせず,それどころ

か自然のなしうることをあらかじめそのように制約した上で,それを立証しようとして

いる点にある｡｣(ll)
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ゲーテがこのような生きた感覚にもとづく自然科学を主張したのも,いかなる客観もある

特定の主観に現れてきた客観に過ぎないこと,つまり｢現象は観察者から切り離されてある

のではない｣(12)ことを知っていたからである｡ところで主観と客観がもともと切り離すこと

ができないなら,われわれは,近代科学と.は逆に,感覚まで含めたすべての能力を動員し,

自己の存在の全体をあげて対象に関われば関わるほど,対象はそれがもっている本来の豊か

な姿を現すといえるだろう｡だからゲーテは, ｢われわれの能力の及ぶかぎり,全精神をこ

め,全力をあげて,この宇宙を観察する｣(13), ｢愛情と尊敬と敬度のこもった力のすべてを

あげて,自然と自然の神聖な生命の中-参入するよう努める｣(14)というのである｡われわれ

の存在の一部にすぎない数学的理性だけを頼りに自然をとらえる近代自然科学は,その意味

で歪んでいるとゲーテはいうのである｡

自分の持って生まれた感覚を中心として自然を考察せよという主張は,深く考えなければ,

何か非常に簡単なことを言っているように思われるかもしれない｡しかし,実はこれが非常

に難しいことなのである｡というのも,われわれは自然に向かうとき,何にもとらわれない

心で自然と向き合うのではなく,大抵は何かの利害,特定の関心をもって自然に向かうから

である｡こうしてわれわれは最初から,特定の枠に自然をはめこんでしまい,それがその本

来の姿で,われわれの感覚に触れてくるのを妨げてしまうのである｡

ゲーテは『詩と真実』の中で, 『ヴェルター』執筆の頃,常に次のことに心がけていたと

述べている｡すなわち, ｢自分の心の内なる自然をその性質のおもむくままに活動させ,外

部の自然にはその性質のおもむくままに自分の上に影響を及ぼさせようとする｣こと｡そし

て,こうすることによって, ｢自然界の個々の対象との間に不思議なほどの親和関係が生じ

た｣と述べている｡(15)生きた感覚で自然を考察するとは,このように,自分の心を開け放ち,

対象の方からこちらに近づいてくるようにさせること,対象との間に親和関係を生み出すこ

とを意味しているのである(この点においてゲーテの自然把握は,パスカルの心情による直

感に類似する面をもつ)0

これに対して,近代の自然科学的な自然-の関わり方は, ｢自然を拷問にかける｣ような

ものである｡しかし,それでは自然は｢口を閉ざしてしまう｣とゲーテはいう｡(16)そして彼

は,このような自然-の関わり方-の背後に,人間による自然の技術的支配-の意志を見て

いる｡ 『色彩論』の第一部｢色彩学の歴史｣において,近代に入り徐々に変貌をとげていた

自然観は, 17世紀にはすでに次のようであったと述べている｡ ｢こうしてついに,自然は無

精神のまま打ち棄てられた｡人々が自然から要求したのは,技術的･機械的な奉仕にはかな

らず,自然は最後には,ただこのような意味でしか把握され,理解されなくなった｣｡(17)

｢自然を拷問にかける｣という表現は,いかにも自然を愛するゲーテらしい表現である｡

しかし,これに近い表現をより正確なかたちで,近代自然科学的思考を基礎づけたカントが

すでにしているのであるoカントによれば,近代自然科学の特徴はその｢実験的方法｣ -

いくつかの観察をもとに生み出された仮説(仮説となる法則)を,実験によって検証してい

く方法-にあるのであるが,そこでは,理性はおのれがもつ諸原理を自然にあてがいつつ

自然に対して問いを発してゆく｡それゆえ,とカントはいう｡

｢理性はたしかに自然から教えられるのであるが,しかし教師の欲することを何から何
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まで吹き込まれる生徒の資格においてではなく,自分が提出する問いに答えるよう証人

たちに強要する任命された裁判官の資格においてなのである｡｣(18)

さて,ゲーテがいかに自分の感覚による観察を重視したかを表わすエピソードがある｡

『色彩論』の中で｢色彩を帯びた影farbige Schatten｣について論じた個所がある｡(19)そこで

ゲーテは,この影についてみずからの感動的な体験を述べている｡ある冬,ブロッケン山か

ら下る途中のこと,雪で覆われた斜面にはところどころ樹木が突き出ていて,それが雪の斜

面に影を投げかけていた｡日中,雪の色調が黄色味がかっていた時,影は淡い董色を帯びて

いたが,夕日を浴びて雪面が樟色に染まってくると影は青紫色になり,そして日没に近づき

濃い雷によって太陽の光が周囲を真紅色で覆った時,影の色は鮮やかな緑色に変わったので

ある｡これはわれわれにも馴染みの,影はその周囲の色光の補色にあたる色彩を帯びるとい

う現象である｡この影のもつ色彩について,当時の物理学者ラムフォードが｢眼の錯覚｣で

はないかといったのに対し,ゲーテは｢眼に錯覚があるというのは神を冒漬するものだ｣と

反論したといわれている｡(20)

ゲーテにしてみれば,この自分の眼がはっきりと影を灰色ではなく,青紫色に感じている

のだから,まざれもなく影は青紫色なのである｡そこから理論的考察も出発しなければなら

ないのである｡自分の眼を信用せず,自分の眼が見たものを初めから錯覚と決めつける事こ

そ問題なのであった｡ゲーテにしてみれば,われわれの眼と自然との,われわれの生とそれ

を取り巻く環境との相互作用の中から,われわれに現れてくる自然の相をとらえることこそ,

自然の実相をとらえることであったのである｡影の色を自分の眼から切り離し,それが｢そ

れ自体｣として何色であるかを問うことこそ,悪しき客観主義にはかならなかった｡

(4)ゲーテ的認識の真理性の根拠

生きた感覚にもとづいて自然を考察せよということは,自分に直接に見える通りに自然を

考察せよということである｡これはすでにみた｢見える｣と｢ある｣を同一視するニーチェ

の考えと同じである｡ニーチェは｢感官は総じて嘘はつかない｡われわれがその証言から作

り上げるもの,これがはじめて嘘を置き入れる｣といったが,ゲーテも同じことを言う｡

｢感覚は欺かない,判断が欺くのだ｣(21)と｡

ところで,色彩を帯びた影をめぐる上述の問題に関し,高橋義人はその著『形態と象徴』

の中で,次のように述べている｡

｢ゲーテは,この影は青緑色に見えるとも,またこの影は青緑色であるとも書いている｡

つまりこの影は,健全な眼を持ったすべての人に青緑色に見える以上,たとえ物理学者

がそれを主観的な感覚にすぎないと見なそうとも,客観的に青緑色であるといわなけれ

ばならない｡ <見られたもの>が青緑色であることは,多数の<見るもの>の主観によ

って保証されている｡このように多数の主観の相互理解によって支えられている<客観

性>を,フッサールなら<相互主観性>と,メルロ-ポソティなら<間身体性>と名づ

けるであろう｡｣(22)
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問題の核心を的確にとらえた言葉といえる｡しかし,ゲーテの立場を｢相互主観性｣ (共

同主観性)の考え方に結びつけるには,次のことを明らかにしておく必要があるだろう｡ゲ
ーテ的立場に立つ時,相互主観性はいかにして可能となるのか｡なぜなら,ゲーテにおける

｢客観性｣は近代科学が追求する｢客観性｣とは質を異にしており,従って,それを成立さ

せる相互主観性も科学におけるそれとは質を異にするであろうからである｡

ニーチェが明らかにしたように,近代の科学的認識とは,個々の主観が,それ自身が持つ

固有の生の立場から離れ,いわばすべての主観と共通の立場に立つことによって生じるもの

であった｡近代科学的認識は,個々の主観ではなく,すべての主観に対して現れてくる存在

の相を明らかにする｡だからここでは,なぜ客観性がつまり相互主観性が成立するかほ問題

なかった｡それは,個々の主観がその生々しい生を脱落させることによってであった｡そし

て,なぜそのように個別主観は,すべての主観と共通の立場に立つのかといえば,人間の自

然支配を可能にし,また相互の意志疎通を可能にするため,というのがその理由であった｡

ところが,ゲーテ的認識においては,生きた感覚をその根本に置く｡生きた感覚を根本に

置くということは,すべての人と共通の立場を捨てることである(だからこそ,生々しい生

の立場は回復されるわけである.)｡一体,この場合｢相互主観性｣といったことが成り立っ

だろうか｡結局,ここでは各自に｢見えること十がそれぞれの各自にとって｢ある｣という

こと,真理ということにならないか｡たしかにそうなるのである｡しかしそうすると,例え

ば,赤緑色盲の人にとっては,赤と緑が同じ一つの色として｢見える｣から,それらは同じ

一つの色で｢ある｣ということになってしまう｡それでよいのだろうか｡そもそも,ゲーテ

的認識の真理性の根拠はどこにあるのか｡

こうした問題について,ここでは,およその推測を述べるに留めざるをえない｡この間題

を考える一つの手がかりは,さきに引用した｢健全な感覚を用いるかぎり,人間自身こそお

よそ存在しうる最も偉大で最も精密な科学的器械にはかならない｣の｢健全な｣という言葉

であろう｡この言葉でゲーテが言いたかったことは,人間にはもともと自然全体を理解する

能力が与えられているのだ,ということ,ただそれを,発展させ信頼に値するものにしてい

きさえすればよいのだ,ということであったと思われる｡そしてそのようにゲーテが考えた

のも,人間も自然界のうちに生まれてきた限り,自然界と通じ合うことのできる器官をそな

えているはずだ,とする確信であったのであろう｡彼は, 『色彩論』の序論で次のように述

べている｡

｢眼が存在するのは光のおかげである｡未決定の動物補助機関から,光は光と同じよう

なものとなるべき一つの器官を呼び起こし,こうして眼は光にもとづいて光のために形

成される｡それは内なる光が外なる光に向かって現われ出るためである｡｣(23)

そして同箇所で｢等しいものは等しいものによってのみ認識される｣という古代イオニア

学派の言葉を引用している｡つまり,ゲーテの言いたいことはこういうことである｡人間は

自然から生まれたがゆえに,もともと自然と｢直接的な近親関係｣(24)を持っており,それゆ

え,自然界全体,世界全体と通じ合うことができるのだ,と｡実際,ゲーテは別の個所で,

｢色彩と光を通して,自己を眼という感覚にとりわけ啓示しようとしているのほ,自然全体
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(die ganze Natur)にはかならない｣と言い, ｢同様に耳という感覚に対しても自然全体は

自己を開示する｣とも述べている｡ただ｢自然の語るこの言語は非常に多種多様で錯綜をき

わめている｣ため,その言語の解釈は容易ではなく,冷静な注意力や結論を急がない忍耐力

が必要とされるのである｡(25)したがってゲーテにとってほ,各自の感覚を頼りにするといっ

ても,それは自然から与えられた,他の人々とも共通する感覚であり,また自然全体と相通

じ合うことのできる感覚だったのである｡ここからまたゲーテは次のようにもいう｡

｢人間は世界を知るかぎりにおいてのみ自己自身を知り,世界を自己の中でのみ,また

自己を世界の中でのみ認識する｡いかなる新しい対象も,深く観照されるならば,われ

われの内部に新しい器官を開示するのである｡｣(26)

｢何ものもたんに内部に,たんに外部にあるのではない｡なぜなら内部にあるものとは,

外部にあるものなのだ｡｣(27)

ゲーテはそれゆえまた,外界への活動から自己を切り離し, ｢内的観想｣によって自己を

知ろうとするあり方を誤ったあり方であるとする｡自己も世界もともに,両者の親しい相互

関係を通じて一つへと結びついていくところに,その内実は明かされるものであった｡パス

カルが他者との関わりにおいて自己を理解したように,ゲーテにとっても,自然の探求は同

時に自己探求でもあったのである｡

(5)対象に即した思考- ｢対象的思考｣

ゲーテは生きた感覚,つまり感性的な直観を重視したが,けっして理性的な思考を軽視し

たわけではない｡すでにみたように,われわれが,われわれのもつ能力のすべてをあげて自

然に向かうとき,自然はその豊かな存在を現わすと考えていた｡彼は自然探求において働く

みずからの思考を｢対象的思考　das gegenstantliche Denken｣とよんでいる｡この呼び方

は,同時代の学者-インロートがゲーテの思考に対して与えたものである｡ゲーテはこの呼

び方が自分の思考の本質をよく表わしているとし,ある論文のなかで次のように述べている｡

｢(この特徴づけによって)ノ､インロートの言わんと欲することは,私の思考が対象か

ら分離しないということ,対象の諸要素,つまり直観されたことがらが私の思考の中に

入り込み,私の思考によって緊密に浸透されるということ,私の直観それ自体が一つの

思考,また私の思考が一つの直観であるということである｡｣(28)

ゲーテはここで自分の思考を,直観と思考が緊密に一体になっているような思考であると

述べている｡ところでおよそ認識というものが成り立つためには直観と思考が必要なことは,

すでに見た通りである｡われわれの認識は,感性が受け取った直観的表象を,悟性がみずか

ら持つ概念(カテゴリー)によって秩序づける(思考する)ことによって成立した｡例えば,

｢これは青色である｣といった単純な認識ですら,けっして単なる感覚(感性的直観)だけ

で生じているのではなく,感覚によって感じ取られたもの(直観的表象)が思考によって

｢青色｣という概念に結びつけられてはじめて成立しているのである｡さらにカントによれ
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ば,こうして成立した個々の認識(個々の事実)を,推理能力である理性が,みずから持つ

概念(理念)によって統一していくところに,体系的な認識が成立するのである｡いずれに

せよ,何らかの認識が成立するところ,感性による直観と,悟性や理性による思考という両

者が働いているのである｡

近代の科学的認識の特徴は,その｢客観性｣にある｡したがって,その認識は主観的とさ

れる感覚的なもの,質的なものを排除し,理性(悟性を含む)による概念や数が中心の認識

になる｡このような,感性的直観を理性的思考が一面的に支配する近代の科学的認識に対し

て,ゲーテは感覚的なもの,事実的なものを排除してはならないという｡感覚的なものがも

つ豊かさ,多様な事実を切り捨てることなく,つまりそれに即しつつ,それらを思考によっ

て秩序づけよという｡彼が,自分の｢対象的思考｣は｢対象から分離しない｣というのはそ

ういうことである(だから,ここでいう｢対象的思考｣は,近代の｢対象化する思考｣の反

対なのである)｡しかしこれは非常に困難なことである｡なぜなら,それは相反するものを,
一方を他方のために切り捨てることなく,一つにすることだからである｡そのためには事実

と理論,特殊と普遍,分析と総合の両極をたえず行き来する精神的訓練が必要となる｡しか

し,これが実現され,直観と思考とが一つに浸透しあうなら,個々の事実を統一化するとこ

ろのものは抽象的なものではなく,直観され得る具体的なものとなる｡ゲーテはこれを｢根

本現象Urphanomen｣とよんだのである｡自然科学者たちが概念や数をもちいて抽象的な

法則としてしかとらえることのできないものを,ゲーテは直観しうるものとしてとらえよう

としたのである｡

次に掲げる二つの引用文は,ゲーテの対象的思考をよく表わしているが,それには直観と

思考という相反する二つの緊張を耐え抜くたくましい精神力,訓練され鍛え上げられた熟練

が必要であることを忘れてはならないだろう｡

｢あらゆる熟視(Ansehen)は考察(Betrachten) -,あらゆる考察は思考(Sin-

nen)へ,あらゆる思考は統合(Verknilpfen) -と移行し,それゆえ,われわれは対

象世界を注意深く眺めるだけですでに理論化しているといえるのである｡｣(29)

｢あらゆる事実がすでに理論であると知ることこそ最高であろう｡空の青さは私たちに

色彩論の根本法則を明らかにしてくれる｡現象の背後に何ものをも求めてはならない｡

現象そのものが理論なのだ｡｣(30)

ほとんどあらゆる思想家に対して厳しい批判の言葉を浴びせてきたニーチェも,ゲーテに

対しては生涯,共感と賞讃の言葉を送り続けてやまなかった｡最晩年の作品『偶像の黄昏』

では,ゲーテの立場と自らの｢運命愛｣の立場を重ね合わせて,次のように述べている｡

｢ゲーテは自己を生から分離せず,生の内へと置き入れた｡彼は何ものも拒まず,できる

かぎり多くのものを引き受け,担い,自己の内-と取り入れた｡彼が欲したもの,それは総

体性であった｡彼は,理性,感性,感情,意志の分裂と戦った｡彼は自己を全体性-と鍛錬

し,自己を創造した｡ --･ (ゲーテが思い描いたような)精神の持ち主は,喜びに満ちた,

信頼しきった宿命論をたずさえ,個別的なものだけが非難されるべきであり,全体のうちで
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は一切が救済され肯定されているとの信仰をいだきつつ,万有のただ中に立つ-彼はもは

や否定しない｡ -･-しかしそうした信仰はあらゆる可能な信仰の中で最高のものであ

る｡｣(31)

注

ニーチェからの引用文は, Nietzsche Werke, Kritische Gesamtausgabe ( hrsg.Ⅴ.Colli und M.

Montinari ), de Gruyter, 1967ff.による｡

パスカル『パンセ』からの引用文は,前田陽一･由木康訳『世界の名著　パスカル』 (中央公論社

昭和52年)による｡この訳本における断章の配列はすべてプランシュヴィック版に拠っている｡

ゲーテからの引用文は, 『ゲーテ全集　全14巻』 (潮出版1980年)による｡ただし,訳文に多少

の変更を加えた｡依拠した全集は, Goethes Werke, Hamburger Ausgabe in 14 Banden, C.H.

Beck 1981である｡注にはこの全集(HAと略記する)の巻数と頁も記した｡

第1章

(1) 『哲学の原理』第2部第3節(『デカルト　方法序説ほか』中公クラシックス, 193貢)

(2)ここでは,日本語の一般的用法と同じく, ｢客観｣と｢対象｣をとくに区別して使用していない｡

｢客観｣ ｢対象｣はそれぞれ,ドイツ語のObjekt Gegenstandの訳語であるが, Gegenstandはラ

テン語のobjectumの訳語であり,ドイツ語でもこの両者はほとんど区別されていない(カント

においては微妙に区別されている)｡なお,英語,フランス語では両概念の用語上の区別はなく,

ともにobject, objetである｡

(3) Ⅰ.Kant : Prolegomena, 隻 13, Anmerukung II

(4) Vm-1, 5 [4] (1886夏-1887秋)

(5)したがって｢物自体｣をどう理解するかによっては,カントの主張しているところと,われわ

れがこのあと述べるところ(ニーチェが主張するところ)と,それほど大きな隔たりはないとい

う結論になることもありうる,ということを指摘しておきたい｡

(6)岩崎武雄『ヵント<純粋理性批判>の研究』 (勤葦書房1965) 83頁

(7) Vト3, S.75 (G6tzen-Dammerung, Wie die "wahre Welt" endlich zur Fabel wurde)

(8) Ⅷ-1, 2 [154] (1885秋一1886秋)

(9) Ⅶト2, 9 [106] (1887秋)

uO)実在と直接的に触れ合うあり方から生じるこの生の活動を,ニーチェは芸術的な創造活動とし

てとらえる｡これについては,拙論｢ニーチェにおける誠実性の問題｣ (信州大学人文学部人文科

学論集<人間情報学科編>第38号, 2004年)の22-23頁でいささか詳しく論じた｡

(ll) VIu-3, 14 [152] (1888春)

(12) Ⅴト3, S.69 (GOtzen-Dammerung, Die "Vernunft" in der Philosophie, 4)

(13) VI13, S.70 (G6tzen-Dammerung, Die "Vernunft" in der Philosophie, 2)

(14) VI1-2, 26 [170] (1884夏一秋)
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