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人間的世界経験のパラドックス構造
ーマッハ自画像の「実験」・自我体験・心理学の蹟きの石-

Paradoxical structure of experiencing the human world: 
“Experiment" by Mach's self-portrait，“I-amイne"experience， and a 

stumbling-block in psychology 

渡辺

8 1 プロローグ:人間的世界経験の根源

的パラドックス構造とは何か

人間的世界経験の根源的パラドックス構造とは

何か。それをまず次のように定式化しよう。

「私は自分が人間一般の一例であることを知っ

ているが，人間一般は直接には経験されない(現

象しない)。直接経験されるのは自己と他者のみ

であるが，私はそのことを知らない(自覚しな

い)J。

一一私はいろんな人と出会っているが， ことご

とく「他者」である。一人になることもあるが，

その時は「自己」と向き合うのである。自己でも

他者でもない「人間一般」などという存在には会っ

たことがない。直接経験されるのは自己と他者の

みなのである。にもかかわらず，私は自分が人間

一般の一例であることを知っている。考えてみれ

ばこれは不思議なことではないだろうか。

とはいえ， このようなことを言いだしても， た

だちに次のような反論によって一笑に付されてし
、、、

まいかねないことも事実だろう。 「誰でも同

じように自己と他者のみを直接経験するという意

味で，私は誰でもの一人に過ぎず， つまり人間一

恒夫事

般の一例に過ぎないではないか!J 

これに対しては，次のように反批判をすること

ができる。「けれども， Ii誰でも同じ』ということ

カ~， いったいどうして分かるのだろうか?J

かくして，他者の一人一人が，私と「同じ」であ

ることがいかにして認識され，正当化されるかと

いう「他者問題」が，哲学上に問題化されること

になる。けれども， それは本稿の目指すところで

はない。本稿の目標は，人間的世界経験の根源的

なパラドックス構造を(以下は略して「パラドッ
、、、、、、、、、、、、

クス」と表記する)心理学において問題化するこ
、、、

とにある(それが，パラドックスの構造を体験と
、、
して明確にすることの一助ともなろう)。

そもそも，心理学も人間科学である以上，人間

一般の概念を前提としている。もちろん，私は自

分が一個の人間であることを， つまり人間一般の

一例であることを「知っている」。それは自明な

知であって，心理学の日々の営みにとってはこと

さら問題になることはないように恩われる。

けれども少し反省してみると，鳥類学にとって

の鳥一般のようには，心理学にとっての人間一般

は自明でないことが分かる。鳥一般の一例として

は， とにかく最初に目についた烏を観察すればよ

い。ところが人間一般の一例について観察を始め
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ょうとすると，ここにいる当の観察者である私自

身で済ませるか，それとも誰か他人を連れてくる

かという， rサンプリングにおける自他選択問題」

にぶつかってしまうのだ。

このようなことを問題にする心理学者は，まず

見当たらないように思われる。けれども，少なく

とも一世紀ほど前，心理学が自然科学と同様の科

学たらんとして方法論的模索を続けていた時代に

は，問題になったのだった。そもそも心理学が自

然科学のようには統一パラダイムを見出すことが

できず，混乱と分裂を際限なく繰り返しているこ

と自体，つまり心理学の歴史自体が，このパラドッ

クスが心理学にとっての蹟きの石であることを示

している。それが，本稿の後半部分のテーマとな

る。

それにしても，パラドックスを，心理学史を通

じて熔り出すというのでは，アプローチとして間

接的になってしまおう。そこで，本稿の前半では

より直接的に，パラドックスが「体験現象」とし

て経験心理学的にアプローチできるものであるこ

とを示したい。すなわち，以下に本稿の概要を述

べるならば， 13 2では，日常は実感されないこ

のパラドックスの体験を， r実験的」に誘発する

ことが可能であることを示す。 133では， r自我

体験」の名のもとに研究されている体験現象が，

このパラドックスの，精神発達途上における顕在

化であることを明らかにする。後半に入って 134 

では，このパラドックスこそ心理学を始めとする

人間科学の蹟きの石であるという観点から，心理

学・人間科学の諸潮流の解読を試みる。 135では，

すでに話題に上った「他者問題」をパラドックス

という観点から位置づけ直すなど，人間的世界経

験のパラドックスの，射程を展望する。
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~ 2 マッハ的自画像の「実験J1 

「実験的誘発」の材料に用いるのは，およそ一

世紀前，物理学者にして哲学者のエルンスト・マツ

ノ、が，その著『認識の分析.s(須藤吾之助・広松

渉(訳)，法政大学出版会， 1971 (原著 1899))

の中で描いた「自画像」である。

筆者が「描画課題」としてのマッハ的自画像

に興味を抱いたのは，環境科学の教育に携わる

ようになり，フォン・ユクスキュルの「環世界

UmweltJ 2の概念を実感してもらうのに好適，

と考えたからだった。けれども， r自分の眼に見

えるがままに忠実に写生して自画像を描いてくだ

さい。鏡や写真を使ってはいけませんJと指示し

ただけで自画像をマッハ的に描いて貰うことは難

しい。じっさい，いろんな大学の授業や学会での

講演などで，上記の指示のもとに自画像を描いて

貰う「実験」を行ってみると，どんなに「自分の

眼に見えるがままに忠実に」を強調しでも，ほぼ

例外なく， r他人から見えると想像される自分」

の絵が描かれてしまう。

順序を変えて，まずマッハの自画像を見せ，こ

のように自画像を描くのだよ，と言って「宿題」

にすると，マッハ的自画像を描いて来ることは来

る。その場合でも，教示をよく聞いていなかった

ものか，他人から見える自己像を描いてくる例が

一人ゃ二人は必ず出る。

教示を「同じ画面の中に自画像と他者像を描く J

というように変えても同じことである。他者像と

して教壇に立つ筆者を，自分に見えるがままに忠

実に描いた傍に，幽霊のように首だけの(他人か

ら見えると想像される)自分が漂っていたりする。

これらの経験は，いかに主観的にものを見るこ

とが難しいかを物語って余りある。科学教育は客

観的なものの見方を教えようと躍起になっている



が，主観的なものの見方こそ学び直されなければ

ならないのだ。

一 、内ゐ

図1 マッハ的な<自己と他者>像

そこで試みに，次のような実習課題を出してみ

た。①「自分の眼に見えるがままに忠実に自画像

と他者像を一つの画面の中に納まるよう描いて下

さい」という指示の下，授業中に画を描く。②次

に，マッハ的に<自己と他者>像を描く手本とし

て，マッハの自画像に他者が闘入した絵が提示さ

れる(図1)。③次週までに「マッハ的な自己と

他者像」を家で描いて来る。④図 1を見る前に描

いた絵と見た後で描いた絵とを比較し，どのよう

な変化があったかの考察を，①③の絵と併せてレ

ポートにして提出する。

提出されたレポートには，少数ながら興味深い

ものがみられたが，なかでも次の例は最も興味深

いものであった。

まず①の絵が，教室で隣に座った友人の顔と自

分の顔が共に正面を向いて並んでいるという，よ

くある構図で描かれた。

次に③の絵は， ファストフード屈で描いたとい

うが，マッハ的自画像が描かれ，視野の奥ではテー

ブノレを挟んで友人が正面を向いて(つまり描き手

と正対して)飲み物を飲んでいる。
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出色なのは次の「④考察」である。

<考察>: ( i )昔から自画像を書くとなる

と，なにも考えずに自分のイメージである写

真や鏡で見た他人から見える間接的な自分

の姿を描いていた。(ii )しかし，今回は自

分から見えるがままの自分を初めて描いた。

( iii )ここで私は，普段自分を，絵を書いた

中の他人と閉じ人間の一人として捉えている

ことに気づいた。(iv )そして自分は本当に

他人と同じ存在であるのか(うまく表現でき

ないが)という不思議な感覚も感じた。(註

文章に振られた番号は引用者による)。

これだけではわかりにくいので解説を加えよ

つ。

文章(i )と(首)はそれぞれ，マッハ的自画

像を見る前と見た後に描いた絵に対応している。

文章(鼠)r普段自分を，絵を書いた中の他人

と同じ人聞の一人として捉えている」とは，日常，

図2のような上空飛行的視線によって鳥敵される

無数の人間違の一人としての，つまり<人間一般

>の一例としての自己を自明として生きていた，

という意味である 3。そして文章(iv )は，マッ

ハ的に<自己と他者>像を描くことで，人間一般

の一例としての自己の自明性が，いわば「ひび割

れた」事態を示していよう。それが， r自分は本

当に他人と同じ存在であるのか(うまく表現でき

ないが)という不思議な感覚」という表現になっ

ていると思われる。



A B 

db 
図 2 私が「知っているJ人間的世界。上空
飛行的視線の下，各人の頭の中に「ウィトゲ
ンシュタインのカブ卜虫箱J(註3参照)が
描かれている。

この，1不思議な感覚」と言う表現こそ，パラドッ

クス体験の浮上を示唆するものと考えられるので

ある。

また， ここで，図 lと図 2は，パラドックス体

験の図解として，すなわち図 1を直接経験される

(が私の知らない)1自己と他者」の世界，図 2を

私が知っている(が直接経験できない)1人間一般」

の世界として，解釈できるのである。

次に，個人の精神発達上，児童期から思春期に

かけて生じる自我の発見の体験として回想法によ

り研究されている自我体験を，ノfラドックス体験

の浮上という観点から考察する。

8 3 自我体験とパラドックス体験

3-1 マッハ的自画像「実験」結果の， 自我体験

としての解釈

まず， 自我体験の枠組みを用いて，前節の「実

験」結果を解釈してみよう。

自我体験は， アメリカの現象学者スピーゲル

ノぜーク， オランタ。の発達心理学者コーンスタムら

によっても散発的に研究されて来たが組織的
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な調査研究は日本でのみ発展している 5，6，7。ここ

では， 日本での研究中，自我体験の詳細な判定基

準を提供している渡辺の研究を主に参照する。表

1に， 1記述的現象的定義J1判定基準J1具体例」

をまとめておいた。なお，表中の「独我論的体験」

とは， フE々， 自我体験の下位類型であったもの

を，渡辺 6が独立させたものである。ちなみに自

我体験の想起率は， 高校生・大学生の間で 20%

-30%であり， その中でも独我論的体験は大学

生で約 6%という結果が出ている。また，自我体

験の初発の年齢的ピークは 8歳-11歳という児

童期に位置することが示唆されている(註5文献

参照)。

表 1 自我体験"独我論的体験の定義・判定
基準・具体例(註6文献に基づき作成)

記述的現象的E義
賊体験:目別的特E的問ー的存在tしての自己目自明性自破れ
腕論的体験:制存在tしての自己目自明性町田れ

判E基準
自2体制定基準:(1) 跡調条件 I:~， gl: (2) (3) (5)のうち1つ

以上自基準t満tしているこ1:.
腕論的体制E基準:(1) 1: (4)自耐を満たしているこi:.

(1)自白1何らかのれま自t なってい~~1:. 
(2)壁土問自生活I: la躍しない械なI~~ード t して目恥れてい 6 こ
t。具体的にはrHJr蛾Jr瞬間J~ëOl表現によって l その体騒が生 ~H
きの 1層別jや1脈絡のなさJbl記削れてい6こ1:.

(3)盟豊田か理解しがtいこ t 性じてい~， U~\lt そ自体騒が制でな
い，1:いう独特Ol!じが伴うこと。
(4)直通量自分tいう存在が，全ての他者， gj:11世界全体t柑拘，
自己白目立性や酬制強(意識されていbこi:.
(~)担盟皇自分という存在れつ 1:分離して感じられt りれられt りして
いる~I:。 なおこ目基準の適用1:障して11，それまで伺日目自明1:対抗違和

や慎患が認められ~b\ë うか t子工ツ?した。
具体倒

盛雄:ml/好)6U71(らいの噴， U晴枇日即日ちょっt前
二階の部屋 1: いて， Zから自しこむ日差しを I~ーっI: iてい b時 1: ， r私111:うし
て私なんだ5う『私はどうしてここにいいだ5うJI:!っt:.
盟組腫:(20l/好)51-Á聞がそれ刊個 ql:~xているこ t悶
えないのが t ても平E議 t: っ t。自分 11いつもた(品目~HUてい~Ol l: ，
他白人は何t考えてい~Ol b\i( わからな(て l 実は自分以外 11附考えないよう
な存在なのではないかと本気でE って~\t:. 



この判定基準に照らすと， ~ 2描画課題での

「考察J(p.85)のテクスト事例は，まず (1)と(4)

が適用され，独我論的体験と判定される。ついで，

「・・・・という不思議な感覚も感じた」という表現

から， (1)と(3)が適用されて自我体験とも判定さ

れることになる o

3.2 パラドックスの形而上学的克服としての<

事例工ミリー>

描画課題で実験的に誘発された体験が，自我体

験・独我論的体験であると判定されたのだった。

では，自我体験・独我論的体験とは，いったい何

を意味しているのだろうか。渡辺(註7文献)は，

フッサールの心理学的現象学の枠組みを用い，ブ

ランケンブ、ルク 9の「統合失調症性のエポケー」

から想を得て，これらの体験に「発達性エポケー」

の名を与えている。現象学的還元を企てる哲学者

でなくとも，統合失調症性のエポケーに苦しむプ

ランケンブ、ルクの患者でなくとも，人は，精神発

達の途上，とりわけ児童期に，自生的な現象学的

還元を経験することがある。これが，発達性エポ

ケーである。発達性エポケーは，表 lの「具体例」

のような児童期に限らず，青年期や女性の場合の

妊娠出産期，さらには死に直面する老年期といっ

た人生の曲がり角の時期にも生じることが報告

されている(註6文献)。

この発達性エポケーを，人間的世界経験のパラ

ドックスという面から再検討してみよう。そのた

めに，渡辺(註7文献)が発達性エポケーの典型

例として扱っている「事例エミリー」における現

象学的分析の例を引用しよう。なお，原文はリ

チヤード・ヒューズによる小説作品『ジャマイ

カの烈風j(小野寺健(訳).晶文社， 2003(原著

1929))中のエピソードである。表 2で，原文を

左欄に，分析の結果を右欄に置いた。本来の現象

学的分析表は 3段階(左中右欄)からなるが，本

稿は現象学の方法をテーマとしたものでないの

で，中欄は省略して原テクストと結果のみ記載し

h 

，~。

表 2 事例エミリーの現象学的分析表。左欄が原テクスト，右欄が現象学的分析の結果

としての内的体験構造図解と解説(註7文献， pp.138-139， 212-213を元に作成)。

(1) ままごとをしていた。 1<体験>以前の世界。「私がエ

やがてそれにも飽きて，やや|ミリーである」ことは，アダ

ぼんやりと船尾の方へ向っ |ムがアダムであり (A=A)，

て歩いて行きながら，何とな|ベッキイがベッキイ (B= B) 

く蜜蜂と仙女王のことを考 |であることと同様に自明であ

えている と る 。 A， B， Eが人間一般と

( 2 )そのときとつぜん，自

分はたしかに自分だというこ

とが，心にひらめいたのであ

った。/彼女はその場に釘づ

けになったまま，自のとどく

かぎり自分の身体を見まわし

た。

いう類的関係を形成すること

が，相互聞の点線で示されて

いる。

「私は私である」ことに突然

気づき，自問律の出現(自己

再帰的矢印で表示)と共に，

内的世界が出現して世界が

二重化する。
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( 3 )こんどこそ自分はエミ

リー・パス=ソーントンだ(・・

…) ，というこの驚くべき事

実を確信できた彼女は，真剣

にその意味を考えはじめた。

( 4 )第一に，世界中のどん

な人間にでもなれたかも知れ

ないのに，自分を特にこの人

間，エミリーにするようにし

たのは，どういう力なのだろ

う?・・…自分が自分をえらん

だのだろうか，それとも神の

しわざなのだろうか。

( 5 )ここまで考えると，ま

た新しい問題がでてきた。神

とは誰なのだろう?・・・・ひょ

っとすると，あたし自身が神
ではないのか?・・..彼女は，

とつぜん，恐怖に打たれた。

知っている人はいるのだろう

か(つまり，彼女がエミリー

という特定の人間であって

一一それどころか，もしかし

て神でーーただの，どこにで

もいる少女ではないというこ

とを知っている人が?・・・・

どんなことがあっても，この

事実は隠しておかなければな

らない。

「私はエミリーである」

という自明な事実にあ

らためて驚く(r私」か

ら rE Jへの矢印で表

示)

「私=E Jの再発見によ

って， rなぜ私は Eであ

って Aや白でなかった

のか」という疑問 r意
識の超難問 J(註 10文献

参照)が生じる。

「エミリーは人であって神であるという唯一特殊な

あり方をしている」という化身教義」の創造によって

疑問が答えられる。私がエミリーを「選んで j 生まれ

た理由がエミリーの唯一性特殊性によって根拠づけ

られるからである。

箱の中に描かれた@

は， (4)での@が回収され

たものとみなすことがで

き，この回収によって世界

の二重化が解消する結果

になっている。同時に，そ

れによって他の箱 (A，B， 

etc) にくらべて一次元高

い『内面」を備えることになり，エミリーの唯一性特

殊性が表現される。

ちなみに，表 2右欄の図解は，フッサール現象

学における「本質観取」を現代心理学的に技法化

した「構造図解法」に基づくものである(註7文

献参照)。まずは)-(4)までが「自我体験」と判

定されるが，この体験過程は以下のように説明さ

れる(註7文献， p.143)。

として生きる世界とに引き裂かれ，二重所属の状

態に置かれたということを示している。

次に， (4)から (5)への変化は，類的存在として

の「エミリー」が同時に唯一者としての「神」で

もあるという「化身教義」の創造による，自己分

裂と二重所属状態の克服の試み，と解釈される(註

7文献， P.210)。結果として成立した (5)の世界

観は，表lの判定基準に照らすと「独我論的体験」

「私がエミリーであることJを自明としていた

6歳の子どもが，突然， ['私が私である」ことに

気づき，そのために「私がエミリーである」こと

が驚くべきこととなり， ['なぜ私は他の誰かでな

いのか」という「意識の超難問J10を呼び起こさ

れる。これは，図解でみると， ['私」が， ['私=私」

の自覚の世界と， ['エミリーという人類の一員」
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ということになる。

これを，パラドックス体験の図解としての~ 2 

の図1，図 2に当てはめると，表中で自己再帰的

矢印で示されている「私=私」の自覚の世界が，

図1のマッハ的世界に当たる。そして.1エミリー



という人類の一員」として生きる世界(二重化し

た世界の下側の世界)が，図 2の「人間一般」の

世界ということになる。私=私の自覚によって

いったんは図 1と図2というように二重化した世

界が，化身教義の創造といういわば形而上学的な

離れ業によって，強引に一重へと縫い合わされた

のである。事例エミリーとは，まさに，人間的世

界経験のパラドックス構造の自覚と，その形而上

学的克服の物語と言えよう。

以上， @ 2， 3を通じ，パラドックスを「体験

現象」として経験的心理学的な水準でアプローチ

できることを示した。次に，心理学史・心理学認

識論の水準で，パラドックスへアプローチしてみ

ょう。

3 4 心理学の蹟きの石とは

4.1 操作主義哲学と「他者の心理学」

まず取り上げるのは，精神物理学者スチーヴン

スの操作主義哲学 11である。プロローグに書い

た「サンプリングにおける自他選択問題」への，

科学的心理学制成期当時の方法論的自覚の典型が

見られるからである。

操作主義は，物理学者ブリッジマン (P.w.

Bridgman， 1882-1961)の，1電子」や「時間Jといっ

た直接観察されない暖昧な対象や概念を操作的定

義によって一義的にするという，科学方法論とし

て始まった 12。これを認識論的哲学として心理学

に導入するに当たってスチーヴンスは，科学性へ

の深い反省に基づき，一組の認識論的決断を行っ

たのだった。操作主義の原理として挙げられてい

る6カ条を元に説明しよう。

まず，第 l条「公共的かっ反復可能な操作に基

づいて構成された知識のみが，科学の仲間入りを

認められるJ(註 11文献， p.517)は，自然科学

の世界では常識ともいうべき観察の公共性・再現
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性という科学性の要件を言い直したものに他なら

なし、。次の第 2・第 3条には， r心理学では全て

の観察色心理学者が自分自身についてなした観

察をも含めて， r他者』についてなされた観察で

あると見なす」という，重大な認識論的決断が稲

われる。図 lの，マッハ的自己と他者像の世界を

見てみるならば，心理学的観察は私自身の感'情や

物の見え方を内省し自己観察することから始める

こともできるし，向うの人の行動や表情を観察す

ることから始めることもできる。けれども操作主

義は，心理学研究が他者の観察から始まることを

要求する。たとえ私自身の心理を観察したとして

も，心理学は，研究対象に対して常に他者の視点

を取るという意味での， r他者の心理学」でなけ

ればならない。なぜ心理学が他者の心理学でなけ

ればならないかは，第 l条の，観察という操作に

おける「公共性」の要請から直接導きだされよ

う。観察者が多ければ多いほど観察の公共性は高

まる。「他者」についての観察であれば，理論的

には観察者の数は無限にできるのである。

操作的定義について述べた第 4条の次の第 5・

6条には， r弁別，すなわち分化反応が，根本的

な操作である」という， もう一つの認識論的決断

が謡われている。他者の心理学で、あるだけでは科

学性の十分条件とはならない。たとえば写真を見

て「美しい」などと発した言葉を録音した質的デー

タは科学的データとはいえない。科学的データと

するには弁別反応に基づかなければならなし、。そ

こで，美しさの段階を何段階かに分けて弁別をさ

せ，その結果を得点化して数値化するといった心

理測定法が発展する。弁別反応を基本的な操作と

することは測定し数量化するということである。

なぜ心理学は質的記述にとどまらず数量化されね

ばならないのかは，第 1条が意図する「再現性」

の要請から導きだされる。言語表現だけでは一義

性が乏しく再現可能性を持たない。弁別反応に基



づき測定し数量化して初めて，共通の測度に基づ

き再現可能となる。

このように操作主義の 6カ条を，第 1条を基準

に構成し直すと，操作主義とは，公共性・再現性

という自然科学的な科学性公準の，直裁な実現を

意図したものであることが明確になる。操作主義

的認識論の構造を図3として示そう。

再現性

図3 操作主義認識論の構造。再現性はX軸

右側ほど勝り，公共性はY軸上側ほど勝る事

態が，矢印の向きで示されている。

4.2 認識論的解読格子

ここで，図 3が，パラドックス構造の図解を構

成する図 lと図 2の，どちらに似ているか，とい

う問いを発してみよう。自己と他者というカテゴ

リーが出現していることからして，図 lに近く思

われる。図 4は， i私の経験する世界の基本的構

造Jと題して，図 1的なマッハ的自己と他者世界

を念頭において筆者が他の処で描いた図解である

が 13 図3との同型性は歴然としている。このこ

とは，自然科学的観察を認識論的に反省するなら

ば，それは自己観察でなく非自己への観察である

こと，それゆえ人間的世界に操作主義のように科

学性の公準を適用すると，図 2の中の「人間一般」

ではなく，図 1の直接経験の世界に現出した非自
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己(=他者)が，観察対象として析出することを

意味している。

図4 私の経験する世界の基本的構造

図5は，図 3と図 4の同型性を元に考案された

「認識論的解読格子」である。詳細は註 13文献を

参照して欲しいが，各象限として現出した「行動」

「表現Ji体験Ji意識」とは，心理学の対象を意

味することになる。ゆえにこの図は，心理学が，

対象を異にする複数の別個の科学の集合体である

ことを示すものとなる。

図5 認識論的解読格子。各象限は心理学の

<対象>を表す。

ここで，解読格子を構成する二つの対立軸のう

ち，どちらがより根源的な対立かといえば，視点

の対立軸ということになる。スタンスの対立軸の

方は，その名の通りスタンス(研究者の姿勢)で

変わることがある。対するに視点の対立軸は，こ

こに居る人(自己)とあちら側の人びと(他者)



という，マッハ的現象世界の根本構造に由来する

のだから。

4.3 蹟きの石を回避する三つの途(1 他者の

心理学)

以上のことを念頭において図 5を眺めるなら

ば，心理学の蹟きの石が，象限聞の無自覚な越境・

侵犯にあることに気が付く。とりわけ視点の対立

軸を踏み越えることは，収拾のつかない混乱をも

たらす。行動主義心理学者スキナーは，スチーヴ

ンスの操作主義を取り入れることで，最も首尾一

貫した「他者の心理学」を作り上げた 140 スキナー

の体系では，行為の意味の理解は心理学から全て

排除され，言語行動のような表現行為も刺激と反

応の図式によって説明されることになる。なぜ意

味理解が排除されねばならないかというと，表現

の理解にはしばしば感情移入や追体験による他者

の体験の参照が必要とされ，つまり「自己への視

点」が密輸入されるからであろう。

かくして，人間的世界経験のパラドックス構造

という踊きの石を回避する第一の途は，人間一般

を他者一般で代表させ，表現を理解することなく

行動を説明するという，純粋な他者の心理学にと

どまること，図 5でいえば，第一象限に留まるこ

と，ということになる。

4.4 蹟きの石を回避する三つの途 (2:自己の

心理学)

ここまでくると，蹟かないための第二の途がお

のずから明らかになる。第一象限の対偶，第三象

限(体験)にとどまることである。この象限にお

いて認識論を提供したのが現象学であり，研究プ

ログラムとしては，かつてはゲシュタルト心理学

やビンスワンガーの現存在分析が代表的であった

が，最近では色々と現象学的心理学の技法が提案

されている 7，150
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ここで，なぜ第 4象限(意識)は，同様に自己

への視点に基づくにもかかわらず，蹟きの石を回

避できないかについて，一言しておこう。この象

限は，ニュートン，ボイルら近代科学の成立と同

時代的に開始された，速合主義心理学の領域であ

り，近代心理学の制度的創始者とされるヴントの

実験的内観法による意識心理学も，基本的にはこ

の象限に属する。しかしながら，歴史的にはすで

にこの象限の不毛性は明らかであるし，そもそも

意識を法則的説明の対象とすること自体， I意識

一般」という， I人間一般」の言い換えに過ぎな

い概念を呼び込むことになってしまう。

かくして，踊きの石を回避する第二の途は，人

間一般を「自己」で代表させ， I意識の説明Jの

誘惑に屈することなく「体験を理解Jするという

純粋な自己の心理学にとどまること，図 5でいえ

ば第三象限にとどまること，ということになるヘ

4.6 踊きの石を回避する三つの途(3・視点の

対立軸への無効化攻撃)

蹟かないためには，純粋な他者の心理学か純粋

な自己の心理学しかないのだろうか。第三の途と

して，回避するのでなく石を取り除くこと，視点

の対立軸へと無効化攻撃を仕掛けること，が考え

られる。事実これは解釈学的転回や言語論的転回

として， 1960年代頃から人間科学認識論の中で

試みられて来たことである。本稿では詳論の余裕

がないが，この「第三の途」を 2段階として整

理して示す。

第一段階。無効化攻撃は， もっぱら， I理解」

における「表現」と「体験」の関係に向けられる。

人間科学 (Geisteswissenshaft)の固有の方法を

「理解」とし，自然科学の方法である「説明」に

対比させたのはディルタイであったが，他者の表

現の理解とは感情移入によって他者自らの体験を

追体験することであるとしたところに問題を残し



た。「表現JI体験J聞の往還運動は自己視点と他

者視点の二元論を，それゆえまた心身の二元論と

いう顕きの石をも呼び込んでしまうからである。

そこで解釈学的転回の流れでは， I理解」を感情

移入のような心理学的カテゴリーでなく，意味論

的カテゴリーと見なす傾向が強まる 17。春になる

度にいたるところで見かける「お花見の季節にな

りました」という言語表現を理解するのに，いち

いち書き手の体験に感情移入するわけではない。

私たちは生まれ落ちた瞬間にすでに，歴史的伝統

的に構成された意味の理解・解釈の網の目のただ

なかに存在しているのだから。また，同じ意味解

釈の網の目を使っている以上，自己理解と他者理

解にも，構造上はちがいはない。

第二段階。表現が「意味するもの」として「意

味されるものJを指示するという意味論的前提に

立つ限り，痛みのような私的経験の意味は，自己

の痛みと他者のそれとで異なることになってしま

う。他者の痛みの指示対象はへンペル 18の論理

的行動主義が論じたように叫び、声や血圧や心拍率

の上昇でありその背後の脳神経過程であるのに対

し，私の痛みの指示対象は私の現象学的な体験世

界の変容ということになってしまうから。けれど

も，後期ウィトゲンシュタインが唱えた， I意味

とはその使用のことである」という「言語ゲーム」

の説では，このような意味で「痛み」を用いるのは，

概念と言葉の誤用ということになる。たとえば

ウィトゲンシュタイン派エスノメソドロジーを称

するクルターによると，痛みのような純粋に私的

な経験は論理的にいって誤ることができない(痛

みを感じていると思ったが，よく観察したら痛み

ではなかった， ということはありえない)。だか

ら，私的経験は経験的に真でも偽でもあり得るよ

うな「観察命題」を構成しないし，したがって知

識にはなり得ない。「知っている」という述語に

結び付けて使うことができるのは他人の痛みの方
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である。その場合札他者の近づけない内面を指

示するのでない。

「痛み」という語は，物的対象の名のように使用す

ることができない。それはむしろ，一定範囲のな

すべきことを示す信号として使用される。つまり，

どこが痛いか，どのくらい痛いかを決めるべきだ，

同情するべきだ，称賛するべきだ，医者を呼ぶべ

きだ，包帯，痛み止めを採ってくるべきだ，とい

う具合である 19

エスノメソドロジー，会話分析，ディスコース

分析など，言語論的転回の中で発展した質的研究

の技法では，かくして，心理学・人間科学におけ

る理解・解釈とは，表現の意味を言語ゲームの中

での実践的行為として明らかにすること，となる。

「自己」もまた，言語ゲームの中で実践的目的に

よって構成された概念にすぎず，それどころか，

ポストモダニズムを受けた社会的構成主義の社会

心理学者であるハレ却などによると， I私」とい

う語の誤用によって生み出された誤った概念であ

るという。

この，言語論的転回を受けた第三の途は， I人

間一般」を直接観察できないのに人間科学が成り

立っているようにみえるのはどうしてか，という

アポリアへの解答として有力と思われる。ただし，

この第三の途の有効性は，私的な経験を指示する

言葉は知識にはなり得ないという，ウィトゲン

シュタインの私的言語批判の妥当性にかかってお

り，妥当で、ないならば，人間科学はドクサに基づ

いた砂上の楼閣となってしまうと思われるが， も

はや本稿の範囲を超える 210

8 5 エピローグ:パラドックスの哲学

的水準への展望

人間的世界経験に潜む根源的パラドックス構造

を心理学において問題化すべく，二つの水準でア



プローチがなされた。第ーの水準とは，パラドッ

クスを，体験現象として直接に浮き彫りにするこ

とである。そのために， ~ 2ではマッハ的自画

像を用いたパラドックス体験の誘発実験が試みら

れ， ~ 3では自我体験・独我論的体験の下にな

された発達心理学的研究が再検討された。第二は

より間接的もしくは「メタ的」な水準であって，

心理学・人間科学が誕生して以来の混乱の蹟きの

石がこのパラドックスであるという予想の下に，

心理学史が解読された。かくして，第一に経験科

学的水準で，第二に心理学史・心理学認識論の水

準で，パラドックスが主題化されたのである。

ここで，エピローグの場を借りて，プロローグ

で示唆されたパラドックスの哲学的水準について

一言しておきたい。他者問題がそれである。パラ

ドックスが通常は自覚されないのは，他者問題が

暗黙裡に解決済みと見なされているからだろう。

ここでは逆に，パラドックスを構成する二つの世

界(図 lと図 2)を用いて，他者問題を位置づけ

てみよう。

図6では，左に図 2，右に図 1をおき，二つの

世界の関係を矢印で示した。他者問題とは，右の

図6

左:私が「知っている」人間的世界。上空飛

行的視線の下、各人に「カブト虫箱」が描か

れている。

93 

世界から左の世界へ行けるか否かの問題として表

されることになる。右の世界で私は，他者たちも

また各々がマッハ的世界の中心であることをなぜ

か知っているという「他者信愚」を抱いている。

この信濃の由来と妥当性を問うのが， 2 0世紀初

頭という，哲学の長い歴史の中では比較的遅い時

期に登場した他者問題である。他者信濃が妥当で

あれば，左の世界における「カブト虫」は一つ一

つがマッハ的世界であるということになり， r人
間一般」が根拠づけられることになる。一方，左

の世界から出発して，カブトムシ箱の外(=脳神

経系)によって内側(=内面世界=マッハ的世界)

を説明できるか否かを問うのが，心身問題という

ことになる。

この図解の長所は，類推説のような論点先取

の誤謬を犯している説が(註7文献ppl04-109参

照)，なぜ 20世紀初めに批判を受けるまで信じら

れていたかを，心理学的に理解させてくれるとこ

ろにある。この論点先取の心理的起源は，右図の

世界から出発したつもりでも，左図の世界を密輸

入してしまうところにある。純粋に右図から出発

するフッサール現象学の道程が，いかなる困難に

右:私が経験する人間的世界。マッハ的なく

自己と他者>の世界。



出会ったか，筆者は他のところで論じたので， こ

こではくりかえさない 220 結論としては，他者問

題が未解決で「人間一般」がドクサにとどまる以

上，心理学・人間科学パラダイムの統ーはありえ

ず，互いのメタパラダイム的前提を理解しあった

うえでの多元主義こそ，現場の研究にはふさわし

く思われる 230

最後に，本稿での「実験」や「調査」も他者の

体験を扱っている以上， r人間一般」を前提とす

るのではないかという当然の疑問に対しては，註

7文献を参照されたい。マッハ的世界から出発す

る以上，他者の体験もまた自己の可能的経験とみ

なされるのである。

【付記】 本稿は最初， PPP (Philosophy of Psy-

chiatry and Psychology)研究会(第 4回， 2013 

年7月20日，東京大学駒場キャンパス)におい

て問題で発表された。研究会の主催者田所重紀先

生(茂原病院)と幹事の榊原英輔先生(東京大学)

および出席者の方々には，貴重なコメントをいた

だいたことを感謝したい。
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