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フッサール現象学による幼少期の自我体験の解明から輪廻転生観へ 

渡辺 恒夫a（心理学） 

 

§１ 幼少期の体験からの遥かなる出発  

 自我体験をフッサール現象学によって解明すると輪廻転生観が帰結する、というのが、

この提題の論旨である。「自我体験」といっても臨床心理学と発達心理学のごく一部にしか

知られていないので、とりあえず過去の文芸作品の中から事例をあげる。 

【事例１ 稲垣足穂】 

 俺はもっと人生を愛したい，味わいたい，面白いことをしたい。或は苦しみたい････

など云って死にぎわに喚くには当たらないのである。自分がいま
．．

，ここ
．．

にいるように，

死んだら又，別ないまここ
．．．．

の裡に閉じこめられるであろうことには，疑いはない。この

論旨が薄弱だと考えるのは，未だ一度も「自分は何故他の誰か
．．

ではないのか？」「何故た

ったいま此処に居るのか？」について思いを凝らしたことのない者共である。1 

 稲垣足穂（1900-1979）は、『一千一秒物語』等で知られる特異な幻想作家。 後のカッ

コ内の２つの疑問文に、自我体験が表現されている（前半では後述するように一種の輪廻

転生観が表明されている）。 

 現在、自我体験については、以下のことが分かってきている。  

 自我体験とは自己の自明性が突然に揺らぐ体験で、①驚き「私は私だ！」、②訝り「私は

本当に X．Y なのか？」、③問いかけ「私はなぜここに居る X．Y であって他の誰かではな

いのか？」、④おののき（独我論的体験）「世界中で私であるのは X．Y 一人なので X．Y

は唯一で、だから特別だ!?」、という四要素のいずれかを備える。④「おののき」を独立さ

せて独我論的体験と呼び、「自我体験・独我論的体験」と並置することもある（なお、「X．

Y」には、各自自分の名前を入れて読んでいただきたい）。 

 青年心理学のシャルロッテ・ビューラーが“Ich-Erlebnis”の名の下に 1920 年代に2、現

象学者スピーゲルバークが“I-am-me experience”の名の下に 1960 年代に3、取り上げて以

降は、20 世紀末～今世紀初頭より日本とオランダでのみ細々と調査研究がなされて来たが、

年齢分布は３歳～1５歳、初発のピークは８歳～10 歳、大学生での回想報告率は 20～30％、

年齢と共に記憶が衰微する等、 近になってほぼ全貌が明らかになりつつある4,5。  

 「事例１稲垣足穂」での自我体験は、「③問いかけ」の要素が主になっているが、前半部
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には、自我体験から展開したと見られる注目すべき死生観が、一種の輪廻転生観が語られ

ている。何歳頃からの想念であるかは明らかにされていないが、私は幼少期に遡るものと

推測している。なぜなら私自身、似たような想念が幼少期からあり、一種の輪廻転生観に、

そのような考えが世の中にあるということを知る前から、到達していたから6。 

 従って本発表の背景をなす研究は、客観的な学問研究というよりは、自己の幼少期の体

験の意味を解明するために行った「当事者研究」の色彩が強い。ついでに私の研究歴を手

短に自己紹介すると、４０代半ばから、自我体験を取り上げて調査研究に取り組み、２０

年かけて学位論文として結実させた7。その後、この体験の解明のためには既存の心理学で

は不十分であることを痛感し、まず、フッサールの心理学的現象学を現代心理学的に技法

化し、「フッサール心理学」と称した。その上で、自我体験・独我論的体験を、「正常な精

神発達過程で、主として児童期に生じることのある、自然発生的な現象学的還元」と定義

し、「発達性エポケー」の名を与えた8。 

 さて、自我体験から輪廻転生観へという死生観的展開は、発達心理学的な事実としてだ

けでなく、その妥当性まで問わなければ、その意味が解明されたと言えない。それは心理

学的現象学から超越論的現象学へと、すなわち私にとっては哲学という専門外の領域へと、

越境することを意味する。このような越境者を迎えるのは通常は、専門家による冷たい無

視だろう。しかしながら私の理解では、比較思想学会とは元々、東洋思想と西洋思想の相

互越境の場である。まして誰でも自己の死の当事者である以上、死生観に専門家と素人の

区別は存在しない。次章から、自我体験（＝発達性エポケー）から輪廻転生観へという死

生観的展開を、超越論的現象学の領域に踏み込むことを恐れずに解明を試みよう。 

 次に取り上げるのは、オランダ人女性二人の幼少期の体験事例である 5。 

 

§２ 自己の唯一性 vs 自他の等根源性――人間的世界経験の根源的パラドクス構造  

 

【事例２ 24 歳女性／在アムステルダム】９歳か 10 歳の頃のことでした。夜で、真

っ暗闇でした。私はベッドに入っていましたが、眠れません‥‥。 突然、どこからと

もなくある認識が私に訪れました。私は私。私は私であるこの世でたった一人の人間。

私は、この認識が不意にやって来て、私をやや不安にさせたと思います。私は自分のか

らだに閉じ込められたように、またかなり孤独に感じました。私はその夜考え続け、誰

もがみな自分自身なのだと気づきましたが、それでもこの感覚は長く残りました。 
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【事例３ 75 歳女性／在ハーグ】（９歳の頃。ひとり草原で。）学校から出ると素晴らし

い好天気（‥‥）私は草の上に大の字になり、空を見上げ、肺の奥深くまで息を吸い込み

ました。そしてふいに、私は《何者か》だと理解したのです。単にクラスの大勢の子ども

の一人ではなく、私の家族の七人の子どもの一人でもない、独自の一個人であると。（‥

‥）私はそれを誰にも話しませんでした。それは、言葉にはできない一種の「秘密」とな

りました。(‥‥）私は７５歳になっています。今では、誰もが唯一の存在だと（知的に

は）わかります。でも、当時、その発見は知性とは何の関係もありませんでした。それは

忘れられない感覚だったのです。 

 上記の２事例には、自己の唯一性の自覚（「私は私であるこの世でたった一人の人間」）

と、自他の等根源性の要請（「誰もがみな自分自身」「誰もが唯一の存在」）の間での、パラ

ドクス構造が認められる（当人が自覚しているか否かは別として）。誰もが自分のように唯

一では、「唯一」が多数あることになって唯一ではなくなるからだ。これはフッサール『危

機書』第 52-55 節で出現している「逆説（パラドクス）」と照応する9。これを人間的世界

経験の根源的パラドクス構造と称しておく。 

 このパラドクス構造は日常的事態でも姿を覗かせることがある。――「私は自分がかけ

がえのない唯一の存在だとわかった」⇒「私にとってＢさんはかけがえのない唯一の存在

である」⇒「ＣさんもＤさんも、各自にとってかけがえのない唯一の存在であり、おたが

いにもかけがえのない唯一の存在ではないだろうか？」⇒「すると私たち地球 80 億の人

間は全員が「かけがえのない唯一の存在」という「類」を構成することになり、私たちは

その「一例」ということになるから、私たちは「かけがえのある存在に過ぎない？」 

 このパラドクス構造を図解すると図１のようになる。図１右は有名な「マッハの自画像」

に三人の他者が出現した図。現象学的還元を受けた世界ともいえ、自己が世界で唯一の「絶

対のここ」に位置するのに対

し、他者は「そこ」にいる。

図１左はメルロー･ポンティ

の言う「上空飛行的態度」で

描かれた世界であり、自己も

他者もすべて人称なき「多数

のヒト」の中の一人として理

解されている。 

 

図１ 右：マッハの自画像に出現した３

人の他者。左：上空飛行的視線の下の世

界では４人全員が「ヒト」に過ぎない。
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 発達心理学的に見れば、４～５歳で、図１左のような「多数のヒトの中の一人」として

の自己理解が成立するが、それ以後、内省能力の発達によって、図１右のような「唯一の

自己」の自覚が生じ、子どもによってはその間の矛盾が意識されることがあり、それが自

我体験・独我論体験の引き金となると、私は考えている10。 

 

§３ 『デカルト的省察』における他者論  

パラドクスから脱出するには、図１右図に出現した３人の他者のそれぞれが、「右図と同様

の世界の中で自らが唯一の自己として生きている」ことを、私はなぜ、そしていかにして

確信するのかを、解明する必要がある。つまり、「他者論」の必要性である。事実、フッサ

ールは、『危機書』に先だって『デカルト的省察』11の中で、間主観性論の名の下にこれを

試みている。そこでは、私が生まれながらのロビンソン・クルーソーであって他者という

存在を未だ知らないと想定することから出発する、一種の思考実験が行われる。それは以

下のように５段階に要約できる。 

 ①他者を示唆する一切を括弧入れするという独特なエポケーを敢行する。②このエポケ

ーを受けた世界の中心、「絶対のここ」に、一つの身体が位置している。身体はキネステ

ーゼの座であり、触れる・触れられるという、主観でもあり客観でもあるという、唯一独

特の存在者である。 ③その時、一つの「物体」が「そこ」に現れるとする（他者の身体な

のだが、まだ「身体」という意味を持たない）。④物体は「ここ」に居る身体に似ている。

そこで「対化」の現象が起こり、そこにある物体へと、ここに居る身体から、「身体」の

意味が移送される。この過程を類比化的統覚という。同時に、「ここに居る身体」に「私

の身体」という意味が与えられる。⑤この、「そこに在る身体」を自己の身体とする他者

と、他者にとっての現象世界とは、私と私にとっての現象世界の「志向的変様」として現

れる。志向的変様とは、「ちょうど私がそこにいる時のように」そこから現象的世界がひ

らけ、その中心としての身体を「ここ」とする「他の私」（他我）が構成されるというこ

とと考えてよい。ちなみにフッサールは、ある身体を「ここ」としてそこから開ける現象

世界のことを、モナドと言っている。他者のモナドは私のモナドの志向的変様である。 

 上記の他者論でキーワードとなるのが、「ここ」（絶対のここ）である。「そこ」に居

るに過ぎない他者の身体を、他の「ここ」として一挙に構成するのが、フッサール他者論

の眼目である。「ここ」という表現は、自我体験回想においても、しばしば出現する。冒

頭の「事例１稲垣足穂」にも、「ここ」「此処」の表現が３回出現している。また、次は 
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調査事例中の典型的な自我体験例であるが、ここでも「ここ」の語が現れている。 

【事例４ 20 歳/女性】６歳か７歳くらいの頃，ある晴れた日の正午ちょっと前，二階の

部屋にいて，窓からさしこむ日差しをぼーっと見ている時に，「私はどうして私なんだろ

う，私はどうしてここ
、、

にいるんだろう」と思った（傍点、引用者）7。 

 

§４ クラウス・ヘルトによるフッサール他者論の内在的批判  

 フッサールのこの他者論には批判が多い。即座に思いつくのは、多数のモナドの同時的

並存を認めてしまうと、それら諸モナドを上空飛行的に俯瞰するような世界理解となって

しまい、せっかく現象学的態度によって克服したはずの、図１左に舞い戻ってしまうので

はないか、ということであろう。事実、フッサールが『危機書』でパラドクスといってい

るのは、このことを自覚したのだと思われる。 

 これに対して私は、諸モナドは同時に空間的に並存するのではなく時間を異にして存在

するという、「フッサール他者論の時間差解釈」を試みる。そのヒントとなったのは、クラ

ウス・ヘルトによる、フッサール他者論への「内在的」批判である12。 

 ヘルトによる批判の概要を、表１として掲げておく。 

 表１ Ｋ・ヘルトによるフッサール他者論の内在的批判 

 フッサールは異質の２種類の意識の働きの協働によって，類比化的統覚が成立するとして

いる。なぜなら，「ちょうど私がそこにいる時のように (wie wenn ich dort wäre) そこから現

象的世界がひらけ，その中心としての身体を〈ここ〉とする〈他の私（他我）〉が‥‥」とい

うように，フッサールは『デカルト的省察』(p.148)の中でこの類比化的統覚を表現している

が，この（ヘルトによって）太字で強調された部分の文は，二重の意味を持つからだ。 

 ①「あたかもそこにいる他者の身体をこことして世界が開けているかのように私は想像す

る」という虚構的意識（＝空想）。この意識は，「あたかも私がそこにいるかのように」(als ob 
ich dort wäre)という言い方で表されるであろう。けれど私はそれが虚構であることを知って

いる。 

 ②「私がここにいるのと同時ではない過去か未来かに，私はそこ（他者の身体）にいるこ

とができる」という時間的想定。この想定は，「私がそこにいるならば」(wenn ich dort bin)
という定式で言い表されるであろう。 

 『デカルト的省察』では二種類の意識は区別されていないが，この二種類の意識のはたら

きの協働によって他者の身体の類比化的統覚が成立するのでなければならないと，フッサー

ルは多かれ少なかれ明確に，遺稿で述べている。けれども，これら２種の意識の働きは全く

異質なので，いくら協働しても，目の前の他者の身体を「ここ」とするモナドが開けるとい

う確信は形成されないのではないか。 
 

 表の中身をより具体的かつ平易にいい直すと、次のようになる。 

そこに、「山田花子」が立っている。山田花子は私にとって他者である。より厳密にい

うと、私は山田花子を、単に複雑な形状をした物体として見るのではない。私の体験世界

と同じような体験世界が、〈そこ〉にある山田花子の身体を〈ここ〉としてひらかれている
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と確信する。この確信はどこから来るのか。フッサールはそれを、二種の志向的意識の協

働作業によるとした。第一に、「あたかも私が今、〈そこ〉にいるかのように想像すること」

である。そのためには、私の身体が現に山田花子の身体であり、つまり私は山田花子であ

る、と想像することになる。けれども私はこれが想像に過ぎず虚構に過ぎないと、知って

いる。そこで第二に、「私がそこにいる時に
、、

そこを〈ここ〉として体験世界がひらける」と

いう、時間的仮定に基づく想定意識を、フッサールは付け加えた。けれども、私が現にそ

こにいない以上、私が〈そこ〉を〈ここ〉としているのは、過去か未来かになってしまう。

ましてこれを、私が過去か未来かに、「山田花子であった・であるだろう」と想定する、と

いう意味に取らねばならないとすると、（実際そう取らねばならないではないか！）ますま

すおかしな想定である。このように異質的である第一の志向的意識と第二の志向的意識と

をいくら協働させても、他者の実在の確信が生成するとは思えない。 

 

§５ フッサール他者論の時間差解釈から輪廻転生観へ 

 ヘルトは、だからフッサール他者論はダメだと言って、代替案を提案する。けれども私

は、このヘルトによる批判を、「フッサール他者論の批判的再構成」として、あえて字義通

りに受容したい。なぜならこの説は、他者経験が単一の直観などではなく、二層から成る

ことを暗に示しているから。第一の層は感情移入（共感）対象としての他者であり、共感

の発達心理学研究の一大トピックスとなっている。が、私が自己の唯一性を自覚すると共

に自他の等根源性が破れ、感情移入された他者は私の分身であり虚構であることを自覚す

るに至る。かくして出現する第二の層こそ、「私が過去か未来かに『山田花子であった・で

あるだろう』と想定する」志向意識が働く層であり、「私の過去・未来としての他者」を予

兆させる層である。 

そもそも、「〈絶対のここ〉と等根源的な「他のここ」としての他者を理解可能にする

唯一の途は、「<他のここ>は、かつて/いつか、<此処のここ>だった/になるだろう」で

あり、分かりやすく言えば「私は過去か未来かに、そこにいる山田花子であった・である

だろう」ではないだろうか。従って、第二の層における「時間的仮定に基づく想定意識」

にこそ、〈自己の唯一性 vs.自他の等根源性〉のパラドクスからの脱出口があるのではない

か。無論、多数の他者が私と同時代に並存している以上、「私は過去か未来かにそれらの

他者たちであった・であるだろう」という事態は、理解不可能に思われるかもしれない。

けれども哲学的分析によると、第三者による外的視点が採れない以上、主観的な自己と主
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観的な他者の同時性は保証されない13。ならば、同時代的他者を時間を異にした自己と理

解することは、決して無意味ではないと考えられよう。 

ヘルトが言うように、過去か未来かに私が他の誰かであると想像することは、虚構意識

ではなく可能意識である。ならば、「可能 potential」が「現実 actual」になるための世界

モデルを構築することも、自他の等根源性を確保する途となろう。理論物理学の中込照明

は、唯心論物理学を試みてモナド論と銘打ったが、モナド間の関係は予定調和によるとし

た14。けれども内的視点に徹する限り、モナド間には時間的関係しか考えられない。私は

物理学者ではないので、本研究をあくまで現象学として志向的意識の分析にそって進める

が、フッサール自身、他我をしばしば「自我の時間化」と言っているように、志向的意識

の構造で他者に も近い存在は、「いかなる記憶もない過去のある日の私」である。ゆえに、

他者とは、「もはや想起できない／未だ予期できない」私である、ということになろう15。 

 他者とは時間を異にした私だとは、まさに輪廻転生観であろう。無論、このような死生

観的展開は、西洋人フッサールにもヘルトにも、日本の現象学者にさえ、想像の埒外に違

いない。にもかかわらず、このような展開は日本でしかできない。なぜなら日本は、①自

我体験研究が持続的になされている殆ど唯一の国である、②フッサール研究ではドイツに

次ぐ水準にある、③輪廻転生観になじみがある、という 適な条件に恵まれているから。 

 

§６ 物語論的な展望 

 私（というモナド）と同時代的他者（という他のモナド）の関係が時間的関係にある、

という命題を理解可能にするには、多くの困難がある。時間的関係とは時間的順序関係で

あるとすると、順序が有意味であるための第二の時間軸が必要となってくるから。かつて

私は、二次元的時間を導入することで、同時代的他者も第二の時間軸上では同時と見なす

必要がない以上、私が同時代的他者を含むあらゆる他者に輪廻転生するという突飛な主張

であっても有意味になるとして、これを遍在転生観と呼んだ 6。その後、このような思惟

の未熟な形而上学性を反省し、自我体験と他者経験をフッサール現象学によって解明して

彼方に輪廻転生を望み見る、という道を切り開いてきたのだった 8,15。 

 そもそも、時間的関係を時間的順序関係と解するのは、自然的態度への退却であろう。

現象学的に反省された世界では、過去とは想起される世界であり、未来とは予期される世

界であり、眼前のあなたを含む他者達は、もはや想起されない／いまだ予期されない世界

である（ここで「世界」とは、「ある身体（Ｘ）を〈ここ＝私〉としてひらけるモナド」の
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ことである）。私の過去想起は睡眠という規則的断滅を含めて虫食いだらけで、しかも三歳

以前に遡ることはまずないが、身体連続性と他者の証言（これぞ論点先取！）から成る物

語によって、自身の人格同一性の連続を信じている。そもそも、記憶の連続性が欠けてい

る場合は人格同一性という物語の構築にはある種の恣意性が入りこまざるを得ないし、記

憶の連続性にしても絶対的基準ではないことは、色々な思考実験によっても示唆されてい

る16。どうして、同時代的他者をも私の人格同一性に包摂するような新たな物語の構築を、

目指してはいけないのだろうか。なるほど、同時代的他者と私の「同時性」が上空飛行的

視点を仮構しないかぎり確証できないのと同様に、「異時性」もまた確証できない。が、確

証できないはずの自他の同時的並存の物語がこれまで支配的だったのならば、遠い将来に

は異時性の物語が支配的にならないとも限らないではないか（しかもその倫理的射程は測

り知れない）。 
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