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日本におけるマッハ受容の一局面 
 

嶺 秀樹 

 
【概要】マッハの思想は感性的要素論や思惟経済説で有名であるが、純粋経験論

から出発した西田やその影響を受けた田辺がマッハの感覚一元論に関心を持ち、

評価の対象としたことには十分な理由がある。しかし、マッハと深い交流のあっ

たジェイムズと比べると、西田や田辺がマッハを論評するときには、どちらかと

いうと批判的であった。本論の意図は、西田や田辺におけるマッハ受容のあり方

を通して、両者の思想の重要な特徴をあぶり出すことにある。フッサール現象学

の先駆者の意味をもち、ホーフマンスタールやムージルとの関係もある世紀末ウ

ィーンの名士マッハが彼らによってなぜ一面的にしか受け入れられなかったのか。

当時の西田や田辺のマッハ受容を規定していた解釈学的状況にも注目しつつ、マ

ッハとフッサールとの関係に論究することで、西田や田辺のマッハ批判の意味を

解き明かしてみたい。その際、一つの鍵は、当時の物理学や芸術の傾向を示すため

に西田が用いた「新理想主義」という言葉である。純粋経験の立場から理解された

「理想」の意味を通して、とりわけ西田がなぜマッハやフッサールに批判的であ

ったかが明らかになるだろう。 

 

【キーワード】純粋経験、感覚一元論、思惟経済説、現象学、新理想主義 

 

一 
 

 日墺友好 150 年を記念するシンポジウムで講演する機会を頂き、大変感謝して

おります1。哲学という観点からオーストリアと日本の関係についてお話するとい

うテーマを頂いたのですが、どのようなお話をするか、少し迷いました。現代の日

 
1 2019 年 10 月 18 日ザルツブルク大学で行った講演の日本語版。 
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本の思想界に大きな影響を与えたオーストリアの哲学者といえば、まず現象学の

祖としての E.フッサールの名を挙げなければならないでしょう。最近では、L.ヴ

ィトゲンシュタインの名前も欠かせません。その他にはフッサールにも影響を与

えた F.ブレンターノや E.マッハの名前も挙がるかもしれません。ブレンターノは

専門家にはよく知られていますが、日本の哲学者への影響関係から言えば順位は

低いでしょう。年齢から言えば、ブレンターノとマッハは同じく 1838年生まれで、

独創的な思想を展開した日本の哲学者、たとえば西田幾多郎や田辺元、和辻哲郎

や九鬼周造よりもかなり年上です。西田は 1870 年に､田辺は 1885 年に、九鬼は

1888 年に生まれました。和辻哲郎はヴィトゲンシュタインと同じく 1889 年生まれ

です。ヴィトゲンシュタインが日本で知られるようになったのは第二次大戦後、

1960 年代以降のことですから、西田や田辺はおそらく彼のことをほとんど知らな

かったでしょう。この講演ではマッハを取り上げてみたいと思うのですが、なぜ

マッハなのかと言うことについては少し弁明が必要かもしれません。 

マッハは、ご存じのように、もともとは物理学者であり、科学史家としても知ら

れ、心理学の領域でも顕著な仕事をしています。ホーフマンスタールやムージル

との関係もあり、世紀末のウィーンの文化人としてヨーロッパでは著名でしたが、

日本ではそれほどでもなかったのです。日本でマッハと言えば音速の単位の由来

となった物理学者として知られているほかは、戦前ではほとんど注目されていな

かったと言っても言い過ぎではないでしょう。マッハの翻訳に関しても、1960 年

代になってやっと始まり、『感覚の分析』と『力学史』の全訳があるほかは、自然

科学の認識論的方法論的な論文を集めた部分訳がいくつかあるのみです。マッハ

は、論理実証主義的なウィーン学団（Wiener Kreis）やフッサール現象学の先駆者

として注目しはじめられているとはいえ、現在の日本では十分な研究対象となっ

ているとはとても言えない状況です。現在までの研究論文の数とか翻訳の状況か

らいえば、フッサールとヴィトゲンシュタインが突出しています。 

それにもかかわらず、今なぜマッハなのでしょうか。その理由の一つとして挙

げたいことは、やはり西田や田辺との関係です。ご存じのように、マッハは自ら哲

学者として名乗ることを何度も拒否しているのですが、1895 年にウィーン大学に
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新たに開設された「帰納科学の歴史と理論」講座に哲学教授として招かれていま

すし、西田や田辺がマッハに触れるときにも、科学思想家であり哲学者としてで

した。西田の著作や講義録には何度もマッハの名前が出てきますし、自身の研究

ノートにもマッハを勉強した跡がかなり見られます。最初科学史や数学の哲学者

として出発した田辺元も、科学史や科学哲学の著作でマッハを取り上げ、詳しく

論評しています。しかし我々にとって一層興味深いのは、西田や田辺のマッハ受

容のあり方です。マッハの思想は、一般に、感性的要素論や思惟経済説で有名です

が、西田がマッハに注目したのは、西田哲学の出発点ともいうべき「純粋経験論」

との関係でした。「純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明してみたい。（…） 

個人あって経験あるにあらず､経験あって個人あるのである」という『善の研究』

の序文のよく知られた言葉から、西田がなぜマッハに注目したのかがよく分かる

と思います。とはいえ、マッハと深い交流のあったアメリカの哲学者ウィリアム・

ジェイムズに比べると、西田がマッハを論評するときには、どちらかというと批

判的でした。マッハのいわゆる感覚一元論が、西田の純粋経験説と極めて近いと

ころがあるにもかかわらず、そしてマッハに対して一定の敬意を常に払っている

にもかかわらず、最終的には斥けてしまうのです。なぜなのでしょうか。 

ちなみに、ベルクソンの思想と共に西田の最初の哲学形成に大きな役割を果た

したジェイムズの radical empirism は、マッハの認めるところでもありました。ジ

ェームズは 1882 年に当時プラハで教えていたマッハの講義を聴き、その後親しく

語り合います。その後もずっと文通を続け、著書を交換しあっています。マッハの

一般向けの講義を集めた Populär-Wissenschaftliche Vorlesungen はジェイムズに献呈

されています。マッハもジェイムズもプラグマティックな考え方をしていますし、

何よりもジェイムズの純粋経験論とマッハの感覚一元論は、ともに主客未分の根

源的経験から出発している点で、非常に似ています。それにもかかわらず、西田は

マッハに対してはネガティヴな態度を崩さず、『善の研究』の序でも、「はじめはマ

ッハなどを読んでみたが、どうも満足できなかった」とまで述べています。マッハ

とジェームズの違いをどこで認めたのか、これも西田や田辺のマッハ受容を考え

る際の重要な視点です。 
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ともあれ、我々としては、むしろ彼らのマッハ理解やマッハ批判をもとにして、

当時の西田や田辺の思想の重要な特徴ないし傾向をあぶり出すことができるよう

に思えます。さらに興味深いことに、彼らのマッハ受容は、フッサール受容とも重

なってくるのです。フッサールの重要性を日本で初めて発見したのは西田ですし、

田辺も西田に勧められてフッサールを研究し、1923 年にはフッサールのもとで学

ぶべくフライブルクに留学しています。西田も田辺もフッサールの重要性を早く

から認めていたのにもかかわらず、思想が成熟して行くにつれて、思想傾向とし

ては両者とフッサールの違いはますます顕著になっていくのはなぜでしょうか。

この問題を追及することを通して、西田や田辺のマッハやフッサール受容のあり

方を検討することを通して、日本の代表的哲学者の思想形成の重要な一コマを浮

き彫りにできると思われます。 

 

二 

 

 西田や田辺のマッハ受容の内容に立ち入って考える前に、19 世紀後半から 20 世

紀初めの日本における歴史的文化的状況にごく簡単に触れておくのがよいかと思

います。マッハだけでなく、日本における西洋の哲学の受容のあり方を考える上

で、政治的経済的文化的背景を簡単に押さえておくことは是非必要です。 

 さて日本とオーストリアが正式に外交を開始した 150 年前とは 1869 年ですが、

この年の一年前にいわゆる明治維新（Meiji-Restoration）が始まっています。1854

年のアメリカの提督ペリーの来航以来、当時の徳川幕府は鎖国を放棄することを

強いられました。これを契機として日本の中に大きな政治的対立が生まれました。

西洋的近代化の課題に直面した日本の政治的結末が徳川幕府の終焉であり、天皇

を中軸とした新しい明治政府の設立でした。それは一種の革命であり、政治・経

済・文化のあらゆる領域における急激な変化でした。西洋の市民社会をモデルに

した政治制度が取り入れられ、身分制度も原理的に廃止されます。1889 年にはプ

ロイセン王国憲法をモデルにした大日本帝国憲法が公布され、翌年議会が開設さ

れます。明治初期は自由民権運動との絡みでイギリスやフランスの思想が多く輸
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入されますが、政治組織をドイツ的なものをモデルにして構築しようとする国家

政策の影響もあって、ドイツとの結びつきが強化され、あらゆる分野で多くの若

者がドイツに留学することになります。例えば後に文学者としても有名になる森

鴎外は、1884 年に陸軍軍医としてドイツに留学し、陸軍の衛生制度を研究してい

ます。 

 教育研究機関についても短期間に多くの制度が国家政策として推し進められま

した。これもやはりドイツ語圏からの輸入が中心であったといってよいと思いま

す。1877 年に東京大学が設立され、1886 年に帝国大学となりますが､1890 年に日

本人はじめての哲学教授となる井上哲次郎は 6年間ドイツに留学しています。1897

年には京都帝国大学が設立され、その後 20 世紀前半に次々と帝国大学が設立され

ます。こうして大学を中心にあらゆる分野で欧米の学問や文化の導入が図られた

のです。1870 年生まれの西田幾多郎が学問を学び、哲学者として成長しはじめた

のは、まさにこうした明治の激動の時代を背景としています。西田自身はヨーロ

ッパに留学する機会をついに得ることができなかったのですが、中学・高校時代

に鍛えられた語学力をもとに自ら旺盛な読書量を誇っていました。非常に独創的

な思想家でしたが、他の哲学者の思想のコツを摑むのもとてもうまく、他の哲学

者を評価する力は当時としては抜群に優れていたと思います。フッサールを日本

で初めて発見したのも西田です。西田は 1910 年に京都大学に助教授として招かれ

ますが、正規の学生となったこともなく、留学経験もない西田が帝国大学の哲学

の教授となったことは、やはり彼の若い時代の論文の独創性が認められたことに

よります。彼の教育者としての業績も大きく、優秀な弟子たちを次々と輩出しま

した。15 歳年下の田辺元を発見し、後継者としたのも西田の慧眼によります。彼

の弟子たちは大学の授業を通して欧米の哲学の新しい動向を知らされ、自分たち

の学問の基盤としたのでした。 

  

三 

 

 話を西田のマッハ受容に戻します。西田がマッハの書物といつ出会ったのかは
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はっきりしません。『善の研究』が出版されたすぐ後の 1911 年 2 月の日記に「マ

ッハを読み始める」という記述がありますが、序文におけるマッハへの言及から

みても、また当時の哲学概論の講義ノートを見ても、それ以前にマッハをかなり

読んでいたことはまちがいがないと思われます2。西田が自らの思想との関連でマ

ッハをどのように読み、理解していたかを見ていきましょう。 

 まずマッハのいわゆる要素論をどのように見ていたかということからはじめま

す。周知のように、マッハはヒュームの思想を継承し、すべての経験を感覚の相互

連関から説明しようとしました。マッハは感覚の他には物体の存在も自我も独立

した実体としては認めず、むしろ物体も自我も感覚の相互関係のあり方から説明

しようとします。マッハにとって感覚のみが直接現前しているのであり、物体も

自我もこうした感覚の系列からなる複合体にすぎないというわけです。要するに、

マッハのいう感覚とは､カントが考えたようないわゆる主観的感覚ではなく、それ

自身は物的でも心的でもなく、外的でも内的でもない「中性的」なものです。マッ

ハは経験のこうした直接的現前を「要素」（Element）と名づけています。 

 このように感覚の実質をなすのが「要素」といわれるものですが、マッハはこう

した感性的要素の連関の仕方から、三つの複合体を区別しています。一つは､色、

音、圧力などの複合体であり、普通に「物体」と呼ばれるものです。身体はその特

殊なケースです。というのは、身体は物体と同じように現れるのですが、同時に痛

みなど内的なものとして捉えることもできるからです。それ以外に意志とか記憶

像などの複合体がありますが、その相互連関から自我と呼ばれるものが出てきま

す。 

 こうした区別は、また、科学を分類する基準ともなります。中性的な感性的要素

（たとえば色）がある依属関係（他の色、光源、温度、空間など）において見られ

ると、物的、客観的、外的なものを扱う物理学の対象となり、それがまた他の依属

関係（たとえば網膜との関係）において見られると、心的、主観的、内的なものを

扱う心理学の対象となるのです。マッハにとって仮象と現実の二元論は存在しま

 
2 西田が読んだものとして確認できるのは、Die Mechanik in ihrer Entwickelung 1883, Analyse 
der Empfindungen 1886, Erkenntnis und Irrtum 1886 などだが、詳しいことはわからない。 



『求真』 第 26 号 2021 年 7 

せん。それらは経験の文脈によって仮象と見なされたり現実となったりするので

あり、別々の文脈で別々の要素複合体に付された二つの名前にすぎません。西田

から見れば、マッハのこうした感覚一元論は、経験の主観客観を超えた（あるいは

それ以前の）純粋な直接的状態から出発するものとして、純粋経験論の一種であ

ることになります。 

 西田はマッハの以上のような基本的立場をよく理解し、ある種の共感を示して

いますが、いくつかの留保と批判を付け加えることを忘れていません。「要素」と

いう言葉が災いしたのでしょうか、経験を感覚の系列や連続と見なすことに反対

し、「切れ切れな感覚が別々に離在する」というのは「真に直接的な経験そのもの」

ではないと批判しています3。西田にとって純粋経験は「直接的な生きた経験」で

なければならないのですが、マッハのいう「感覚」は「心理学的分析によって作っ

たもの」であり、直接的経験の事実そのものではないと思えたのです。西田により

ますと、「直接の経験的事実」は「活動」であり、マッハのように感覚と機能的（函

数的）連関とを分かつべきではなく、「直接的なものがそのまま直ちに機能」であ

ると考えるべきなのです4。そもそも「要素の依属関係」や「感覚の結合」を問題

にすること自体、マッハがすでに直接的生命の生きた経験を離れているように見

えたのでしょう。 

 西田によると、一口に「純粋経験」といっても色々な見方があります。マッハの

「感覚の分析」も一種の純粋経験論であることは認めなければならないとしても、

それは「静的」なものにすぎません。それに対してジェイムズやベルクソンのそれ

は意識の直接の状態を流動的に捉えたものとして「動的」であり、純粋経験論とし

てより徹底したものです。マッハ批判の骨子となる文を引用しておきます。 

 

赤とか青とかがきれぎれに点在すると思ふのは実在を実在として見ないで

頭で考へるからである。即ち不断に流動する実在を止めて見るからである。

実在は無限に流動する創造的過程であるといふのは凡ゆる概念的思惟を離

 
3 N12-70。N は西田幾多郎新版全集（岩波書店）。 
4 N15-197 参照。 



8 日本におけるマッハ受容の一局面 

れて実在を直観した純粋経験其のものの姿である。マッハやアヴェナリウス

などは実在が純粋なる経験にあることを知つてゐたが未だ真の実在を見ず

してやはり頭の中で考へた仮構物を見誤つてゐたのである。真の実在は何と

も云ふことができぬ、何とでも云へば既に実在そのものでなくして他のもの

となるのである。ベルクソンの考は純粋経験を実在と見る客観主義の最も徹

底した、而して最も深遠な学説であると思ふ。(N12-24f.) 

 

 マッハに対するこうした不満は、彼のもう一つの基本思想である「思惟経済説」

にも向けられます。思惟経済説というのは、周知のように、プラグマティズム的な

精神に由来するもので、「科学は最小の思考の出費で事実をできるかぎり完全に記

述するものである」とみなす考え方です。こうした考え方に従うと、「科学的概念

体系」は決して実在そのものに当てはまるものではなく、「感性的事実を見通しよ

く秩序づけて包括する」ものにすぎないのです5。西田は、こうした思惟経済説を

全く拒否するわけではありません。西田も、真理と人間の生活を結びつけ､真理と

社会や文化との関係に注意を払うことを大事なことだと考えてはいるのですが、

ただ単に生活のための便利さとか有用さゆえに真理と考えることには反対なので

す。というのも、我々が理想を追求することの意味を考えると、我々の生を単なる

利益追求ではない、もっと実在の深いところから意味づけすべきだと考えられる

からです。西田は、「科学的真理は人生に有用であるから真理であるのではない。

それが真理であるから人生にとって有益なのである。科学の目的は生活の利用に

あるのではなく真理は真理のためにのみ真理である」6と述べ、「我々の精神生活に

とっては、真・善・美・は手段としてではなく、目的そのものとして要求される」

と主張しています。マッハのいう思惟経済も、単に人生に有用かどうかという眼

前の便宜の観点ではなく、「学問にとって便利かどうか」という視点から解釈でき

るにしても、人類の永遠の理想から考えると7、マッハの思惟経済説はやはり少し

 
5 Vgl. Mach, Populär-Wissenschaftliche Vorlesungen, Studienausgabe, Bd.4, S.472. 
6 N12-74。 
7 N14-227 参照。 
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浅薄な考え方であるように思われたのでした。西田が、マッハに比べてジェイム

ズやベルクソンに好意的なのは、「生命」というものをどう考えるかという問題に

関連しており、同じプラグマティズム的思想といっても、「人生の要求」に向かう

態度によって深浅が分かれると考えているからです。 

 ここで田辺のマッハ受容に目を向けてみましょう。田辺は最初、科学哲学や数

理哲学から出発し、西田によって京都帝国大学に任用される前に教えていた東北

帝国大学では､理学部で科学概論を講義していました。その成果として公刊した著

『最近の自然科学』においてかなりくわしくマッハを論評しています。田辺は早

くから西田の影響を受け、純粋経験の立場に立ちつつ、自然科学的認識の意義や、

当時最先端であった新カント派の哲学者の認識論を研究していました。マッハ受

容に関しても、田辺自身が認めるように、あちこちで西田と共通した理解が見ら

れますが、西田より厳しい批判的姿勢が目立ちます。数学や自然科学についての

豊富な知識を背景にして科学理論や哲学の認識論を才気活発に議論する才能を、

西田は非常に高く評価し、折に触れて田辺の仕事を参照するように指示していま

した。 

 さて、田辺の批判はまず、感覚一元論に基づいたマッハの自然科学的認識の理

解に向けられます。田辺によると、マッハにとって物理学の認識とは、「自然界を

形造る感覚的経験を模写 nachbilden する」ことであり、その際、「繁雑を避け生活

行動の指導に十分なる範囲」で「概括的に模写」することです。そこから見出され

た「法則」は、将来の観察や実験を指導するための便宜的なものにすぎません。し

かしこうしたマッハのプラグマティックな立場に対して、田辺は二つの問題を指

摘しています。第一の問題は、マッハが「感覚を以て実在とする」ところにありま

す。もちろん田辺は、マッハのいう感覚が、プランクなどが攻撃するような「個人

的主観的」なものではないことを認めています。「感覚」という言葉が適切かどう

かは別として、マッハのいう要素は単なる主観的なものではありません。田辺に

よると、マッハの欠点は、まさに直接経験の事実を認識の根拠とするという彼の

精神が「完全に発揮されているとはいえない」ところにあります。田辺は、西田と

同じく、マッハのいう感覚が「直接に体験せられた内容を具体的に表はすもの」で
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はないように思われました。田辺から見ても、マッハのいう「要素」はむしろ具体

的な直接的体験を「分析」し、これに含まれる「すべての関係を離れて孤立」させ

た「抽象的要素」にすぎないのです。マッハは空間や時間も一種の感覚に帰せしめ

るのですが、それによって空間的・時間的関係をうまく説明できておらず、これら

の関係を説明するための「窮余の策」にすぎないように見えました。田辺による

と、我々が経験する空間や時間はそもそも「感覚」ではないのです。体験の事実に

直接見出される諸連関は、感覚という孤立的要素のみからは理解することができ

ません。それはむしろ、具体的原体験が内面的に発展しそれ自身を顕現したもの

と見なければならないのです8。我々はこうした田辺の批評に、主客未分の純粋経

験の自発自展からすべてを説明するという当時の西田の立場の忠実な継承を、見

て取ることができます。 

 第二の批判は、物理学をどのようなものと見るかという物理学者自身の自己認

識にかかわります。マッハは科学理論を、感性的要素を思想において「模写」した

ものであり、現実経験の代用として思惟の経済を計ることをその本性とすると考

えたのでしたが、田辺は、こうしたマッハの科学理論の理解が科学の起源をある

仕方で説明するものではあっても、その意義を完全に理解させるものではなく、

そもそも物理学の発達と適合するものではないと主張しています。田辺によると、

科学の要求する｢真理｣は、「実在が内面的に発展して自己を顕現する過程としての

意味に存する」のです。「実在が無限の発展であつて其発展の一面が認識である」

という田辺の科学的認識の理解や、「真理は実在そのものに根柢を有」し、「その価

値は我々に利するところにあるのではなく、それ自身にある」9とする真理理解は、

西田の思想をそのまま踏襲したものであることはすぐに見て取れるでしょう。 

 

四 

 

 
8 T2-142f.参照。T は田辺元全集（岩波書店）。 
9 T2-144 参照。 
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 以上のように西田/田辺のマッハ批判を見てきますと、我々は一つの興味深い、

しかし理解することが必ずしも容易ではない一つの問題にぶつかります。それは、

マッハに対する西田や田辺の不満が、科学認識の基礎を直接的な経験に求めたこ

とにではなく、むしろこうした意図が徹底されていないことに向けられているこ

とです。西田も田辺も、マッハの思惟経済説は直接経験の不徹底に由来するもの

であり、もしそれが徹底できていれば、科学的真理を実在そのものにかかわるこ

とと考えるようになるはずだ、と考えているのです。しかし、直接経験の事実と思

惟経済説は本当に相容れないものでしょうか。ここで我々は、フッサールが『論理

学研究』の第一巻で、いわゆる心理主義の問題を取り上げ、マッハの思惟経済説を

批判していたことを思い出すでしょう。フッサールはそこで、マッハの思惟経済

説が「ある生物学的諸事実に関係」しており、進化論的考え方を取り入れたもので

あることを指摘しています。そして、こうしたプラグマティックな考え方では、

「学問研究の方法論に光を当てる」ことはできても、「純粋認識論、特に純粋論理

学のイデア的法則には何の光も投じられないこと」を非難するのです10。フッサー

ルによると、事実的所与と論理的イデア的なものとは混同されるべきではなく、

それゆえ論理や数学の純粋イデア的原理や規範的原理は、人間の心的生活や共同

生活の諸事実に解消したり、解釈したりしてはならないのでした。 

  われわれがフッサールのマッハ批判をことさらに取り上げた理由は、マッハの

心理学や物理学の方法論的立場が現象学の先駆的意義をもっていたことにありま

す。これはフッサール自身が認めるところでもあります11。フッサールが自らの立

場を「現象学」と名づけたことも、マッハに由来すると考えられます。というのも、

マッハは 1894 年に｢物理学に於ける比較の原理について」（Über das Prinzip der 

Vergleichung in der Physik）という講演を行うのですが、その中で、マッハは｢すべ

ての領域を包括する普遍的な物理学的現象学 “eine allgemeine, alle Gebiete 

umfassende physikalische Phänomenologie“｣を提唱しているからです。この講演をフ

 
10 Vgl. Husserl, Logische Untersuchungen, Tübingen 1913, Bd.1, S.206ff. 
11 Vgl. Husserlianer, Bd.IX, S.302. 
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ッサールもよく知っているおり、1897 年に発表した書評で言及しています12。とも

あれ、フッサールはマッハに対して心理主義批判と同様の非難を向けたものの、

マッハの感性的要素一元論に対して自らの現象学と近いものを感じていたことは

たしかです。マッハの思惟経済説に対するフッサールの批判が、『論理学研究』時

代のものであり、マッハを現象学の先駆者と認めたのがずっと後のことであった

ことを考慮に入れても、マッハとフッサールの関係が単純でないことは分かりま

す。フッサールが 1913 年にイデーン Ideen zur reinen Phänomenologie und 

phänomenologischen Philosophie を公刊したとき、ゲッチンゲンの弟子たちから『論

理学研究』において批判していた心理主義にフッサール自身が再び陥っているの

ではないかという批判を受けたことの意味も、あらためて問わなければならない

でしょう。 

 マッハのフッサールの関係は、プラハ時代のマッハの講義を聴き、影響を受け

たと思われるホーフマンスタールとフッサールの関係をあわせて考えてみると、

より興味深いものとなります。ホーフマンスタールは 1906 年に｢詩人と現代｣とい

う講演を何度か行うのですが、フッサールはこの講演をゲッチンゲンで聴いてい

ます。その翌日にホーフマンスタールはフッサールを訪ねて歓談しています。少

し後にフッサールはホーフマンスタールに手紙を書き13、その中で、世界に対する

詩的態度と現象学者が現象学的還元によって意識を純化していく作業には共通し

たものが認められることを指摘しています。実在性に関する一切の定立作用を遮

断する現象学的還元が、ホーフマンスタールの詩的態度と類似したものがあると

したら、しかもこのフッサールの指摘を裏づけるものがマッハの認識論にも認め

られるとしたら、心理主義だという批判によってマッハを一蹴することはとても

できないでしょう。ここに科学的真理や論理的イデア的なるものと純粋経験の実

 
12 木田元『マッハとニーチェ』（新書館 2002 年）157 頁以下参照。フッサールは 1897 年に書

評論文「1894 年に発表された論理学についてのドイツ語論文の報告“Bericht über deutsche 
Schriften zur Logik aus dem Jahr1894“」 (Husserliana Bd.XXII, S.124ff.)を書き、そこでマッハの

この講演も取り上げ､好意的な評価を下している。 
13  木田元前掲書 282 頁以下参照。Husserl, Briefwechsel Bd.VII, Wissenschaftlerkorrespondenz, 
S.133ff. 
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在と関係が改めて取り出されることになると思います。この問題にもう少し立ち

入って考えるために、マッハ受容とも深く関係している西田のフッサール受容を

取り上げてみたいと思います。 

 

五 

 

 西田は『善の研究』を出版した後、すぐに論文｢認識論に於ける純論理派の主張

について｣(1911)を発表しています。この論文で西田は認識論の学派を純論理派と

心理派（ないし純粋経験派）の二つの立場に区分し、論理派の主張に一理あること

を認めつつも、心理派の徹底したものとして純粋経験の立場を確認し、そこから

論理派と呼ばれる人々の思想を見直そうとしています。ちなみにこの論文は直接

にはリッケルトを紹介しつつ論評するという意味を持つものですが、フッサール

も論理派の一人として取り上げ、リッケルトと重ね合わせて考えています。 

 さて、西田はまず純論理派が心理学的説明を基礎とする認識論になぜ反対する

のかをくわしく説明していますが、これについてはフッサールの心理主義批判と

同じようなことですので、改めて言及する述べる必要はないと思います。要する

に知的作用などの個人的主観の事実から一般的真理の規範を立てることはできな

いという批判につきます。意味とか価値の領域は客観的イデア的なものであり、

しかもそれは物自体のような超越的実在界に属するものではなく、超越論的主観

がアプリオリに構成すべきものだという思想がその背景にあります。 

 こうした論理派の主張に対して、西田はどのような立場をとるのでしょうか。

西田は、心理派が個人的な心理作用のみに立脚するものだとすると、論理派の主

張に正当性があることを認めるのですが、心理派をすべての仮定や独断を離れて

直接経験そのものに立脚した立場であると考えるならば、こうした純粋経験の立

場には論理派が排除しきれない根本的なものがあると考えるのです。論理派に対

する西田の不満は、彼らが判断を経験の唯一の統一作用として考え、論理的範疇

を意識のもっとも根本的な形式と考えるところにあります。西田によると、そも

そも事実と当為、存在と価値を分けるところにそもそも独断が働いています。具
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体的事実としての直接経験、純粋経験は、単なる事実の世界、存在の世界ではな

く、すでに意味の世界、価値の世界です。我々が見る色、我々が聞く音にはすでに

意味があり、一種の当為が含まれています。意志や感情についてはなおさらです。

経験の中心が論理的要求に存するのではなく、我々の思慮を越えた自発自展の経

験の具体的統一にあることがわかれば、純論理派の主張に一方的に正当性を与え

ることはできないというわけです。 

 西田は、『善の研究』を出版した頃、リッケルトやコーヘンなどの新カント派や

ボルツァーノやブレンターノやフッサールなどを集中的に研究し、自らの純粋経

験の立場を見直し始めます。それはやはり、純粋経験の自発自展の活動からどう

して一般性を持つ価値や規範が出て来るのかが説明困難であることをどこかで認

めていたからです。こうした問題に触れることによって、西田はその後、純粋経験

の立場を離れずに、しかも価値や当為の問題を根拠づけうるためにはどう考えれ

ばよいのかを掘り下げて追求し、自覚とか場所という新たな思想に到達するに至

ります。こうした新たな立場から、フッサールの思想の評価に関してもある種の

深まりを見せます。 

 その後、西田がフッサールをどのように評価するようになったかは、面白いテ

ーマですが、ここでの課題ではありません。ただ一つ指摘しておきたいことは、イ

デーン以後のフッサール現象学が一種の直観の世界から出発し、そこから種々の

世界のアプリオリを志向性の分析を通して露わにしていくことに一定の共感を示

しつつも、西田がやはり受け入れがたいものを感じていたことです。それは、フッ

サール現象学の明証性の原理とする｢直観の世界｣が｢純粋記述｣の世界であり、そ

の限りで、｢直接流転の世界に於ける関係を表すことは不可能である｣14と思えたか

らでした。我々はこうしたフッサールに対する不満に、ふたたび西田がマッハに

感じていた不満と同じものを見出すのではないでしょうか。こうした不満は一体

どこから来るのでしょうか。この不満の出所こそ、西田のマッハ受容やフッサー

ル受容を、それが正当か否かは別として、初めから導いていた解釈学的状況を形

 
14 N1-291。 
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成するものでした。 

 

六 

 

 最後に西田のマッハ受容を規定していた解釈学的状況の先構造ともいうべき幾

つかの契機に触れておきたいと思います。その手がかりを与えるのが、当時の物

理学や芸術の世界の傾向に対して西田が用いた｢新理想主義｣という言葉です。西

田は、今日の物理学者の実用主義的自己理解（まさにマッハのそれ）に対して物理

学的知識の構成に必要なアプリオリを強調し、それをマックス・プランクの新理

想主義に準えて理解しようとしています。西田によると、物理学者が理論間の選

択や調和統一を求める際に、学の依って立つアプリオリを吟味し知識を純化しよ

うという精神が認められます。プランクやアインシュタインなどの物理学者の世

界観には、実用主義のいう生活の利害という基準を容れる余地のない「理想」が存

すると考えられるのです。西田はまた、近代の芸術においても、絵画の印象派から

後期印象派への推移が、｢マッハなどの感覚主義から新理想主義への推移の意味を

有して」いることを認め、｢芸術は単に受働的感覚を其儘写すのではない、創造作

用である、或立場からの創造である｣と述べています15。それは、「後期印象派」が

印象派のように単に要素を見ずに、「全体の順序」（Ordnung des Ganzen）を見るか

らであります。ここで西田は、「セザンヌの absolute Gestaltung の芸術」が｢新カン

ト学派の意を寓するもの｣としていますが、こうしたセザンヌ解釈の当否は別とし

て、西田の理解する「新理想主義」の意味を暗示するものとなっています。 

 ｢理想主義｣はドイツ語で言うと Idealismus ですが、ご存じのように Idealismus と

いう言葉に含まれる ideal は二重の意味をもっています。すなわち、ひとつはロッ

クやデカルトなどの近代の哲学者が理解している心の｢表象｣（Vorstellung）という

意味の｢観念｣と、もう一つは個々人が抱く「理念」（Idee）としての｢理想｣（Ideal）

という意味です。西田の純粋経験の立場から｢理想｣と言われるのは、もちろん基

 
15 N1-292f.参照。 
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本的には｢理念｣の意味に近いのですが、しかしここで注意しなければならないこ

とがあります。西田が純論理派に対して持っていた不満は、先ほど触れたように、

この派の人々が論理的範疇を意識の根本形式と考えるところにありましたが、こ

のことと関連して彼らの心理主義批判そのものにも向けられているのです。つま

り、論理派が心理主義を批判したのは、論理的範疇などの理念的なものを個人の

心理作用から説明することの不当性でしたが、西田から見るとこうした批判には、

｢経験｣についての独断的な前提、すなわち、経験は個人的であって空間時間や因

果関係の範疇に当てはまるものという仮定がもととなっています。経験がそうい

うものであれば、意味や規範的意識を心理的に説明することは不可能であるとい

わなければならないでしょう。しかし、西田が言うように純粋経験の真の立場に

立つことができれば、まさに個人あって経験があるのではなく、経験あって個人

があるのです。この事態が意味することは非常に重要です。純粋経験の自発自展

的統一の活動とひとつになった自己は、現実と可能がいわばひとつになった自己

であり、その活動のまっただ中では、主客の分離が意識されないのみならず、同時

に主客の統一も意識されないのです。自発自展的経験の具体的統一の本質は、ま

さに可能と現実が分離しつつ合一されるダイナミックな動性にあるのですが、そ

の際、この統一が活動の現場においては客観として決して意識されないことが重

要です。そして、西田にとってさらに重要なことは、この統一作用が｢我々の思惟

意志の根柢における統一力｣であるのみならず、ただちに｢宇宙現象の根柢におけ

る統一力」と同一のものであることです。物体現象も精神現象も純粋経験におい

ては同一であるという主張も、宇宙の根源にまで至る働きとしてみる味方に基づ

いていました。 

 このことを念頭に置けば、純粋経験の立場から語られる｢理想｣が、現在の現実

と対峙し、将来的に実現すべき可能的な統一の形のようなものを意味していない

ことは、容易に理解できるでしょう。西田の純粋経験の立場は、マッハから見れ

ば、形而上学的契機を含んでおり、そうした形而上学的前提から科学を解き放と

うとする彼の努力と対立するものと見えたことでしょうが、逆に、西田から見れ

ば、マッハの一元論は、生の根本活動に触れることのない表面的な立場に止まる
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ものと考えられたのでした。西田のいう新理想主義の｢理想｣とは、要するに、現実

の活動そのものの｢要求｣として活動そのものの内に働き、活動の方向を導く意味

的動向ともいうべきものでした。｢直接経験の世界は理解の世界、意味の世界であ

る｣という西田の言葉も、活動そのものの内面的自動的統一の中にあってはじめて

真に理解できることであり、西田も、｢我々はこの統一と合一することはできるが、

これを意識対象とすることはできない｣16ことを強調しています。 

 このように、純粋経験の立場における｢理想｣の意味が明確になれば、「セザンヌ

の absolute Gestaltung の芸術が新カント学派の意を寓するもの｣17という、西田の一

見奇妙な解釈も、セザンヌのいわゆる réalisation を純粋経験の立場から理解したも

のとして受け取ることができるのではないでしょうか。もちろん、「単に受働的感

覚を其儘写す」という西田の印象派理解は大いに問題がありますし、マッハの感

性的一元論を要素主義的に感覚の寄せ集めとして現実を理解する立場とみなすこ

とも、マッハの誤解に等しいでしょう。マッハは哲学者である前に物理学者であ

り心理学者でしたから、事柄を観察し分析するのは当然のことです。マッハやひ

いてはフッサールの現象学的立場を、西田や田辺のように純粋経験の立場から、

「深さに欠ける」という批判をぶつけても、必ずしも正当とはいえず、一面的理解

だというそしりを受けることでしょう。西田や田辺はマッハを当時のウィーンを

中心とした文学や芸術の世界の文脈で捉えることはできていませんし、フッサー

ル現象学をヨーロッパの精神的世界全体の射程において受容する準備はまだ整っ

ていませんでした。その後、数十年にわたる西田や田辺の独自の思想的展開の中

で、フッサール理解はずいぶん深まりを見せますが、彼らがマッハをその膨大な

影響関係にふさわしい仕方で捉え直す作業を行ったことはついにありませんでし

た。 

 西田や田辺が独自の思想形成を開始した 1910 年代は、日本が西洋の近代思想と

出会ってからまだ 40 年ほどしか経過していません。それを考えると、彼らと同時

 
16 N1-183。 
17 岩城見一によるとこの absolute Gestaltung という言葉は、当時西田が読んだ Coellen の Die 
neue Malerei: der Impressionismus 1912 に由来するらしい。西田はまた Konrad Fiedler も熱心に

読み、大きな影響を受けている。 
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代の哲学者や科学者の受容の多様性と密度の高さには驚かされます。多くの留学

生が送られ、またヨーロッパの学者が招かれたのですが、短期間に一挙に多様な

ヨーロッパの文化や科学技術的文明が日本に押し寄せたのです。遅れた近代化を

取り戻そうとして一挙に政治制度を取り入れた結果、個人や社会生活に随分多く

のひずみや矛盾を生み出しました。また、西洋の科学技術文明や文化思想を和魂

洋才のスローガンのもとに身につけようとするあまり、一種の精神分裂に陥った

こともあったかと思います。当時の最高の知性であった西田や田辺も、東洋の伝

統に根ざしつつも西洋の伝統と肩を並べることができるような独自の哲学を構築

すべく日夜研鑽を積んでいたのですが、自らの立場の独自性を強調するあまり、

西洋の思想の受容に偏りが生じたり、思想そのものを歪めてしまったりすること

も多かったのです。しかしこうした危機の時代こそ創造の時であり、精神的文化

的世界は今日ではなかなか想像できないほどの実り豊かな時代を迎えました。矛

盾しつつ同一性を保つ生の活動に経験の真相を見出そうとした西田や田辺の思索

の基本動向は、彼らのマッハ受容やフッサール受容のあり方から見て取ることが

できますし、そこから哲学のみならず、科学や芸術、文学の創造の秘密の一面に触

れることができると思います。 
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