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第一節 問題の所在

吉

男

これ以外の<刺激>の彼女の見方が欠かせなくなるし.
それを補う <刺激>はもちろん感受性(sensibilit色)

シモーヌ・ヴェーユ(1909年‑1943年)の諸作品中,

といわれるものでしかない7), そして,彼女がこの感

筆者が取り上げておいた1934年までの三つの作品1),

受性のことを主張すればそれだけ,彼女は三者に言及

すなわち「デカルトにおける科学と知覚」 (1930年)2)

するほどの感覚(的印象)を論じる必要に迫られてい

「哲学講義」 (1933年)3)「一女生徒への手紙」 (1934
午)4)には,それぞれ,デカルト,カント,ジィドに
わたっての彼らの捉える感覚(的印象) (sensation)5)

たといえることは,彼女の意図に基づくとみなすほか
はないのである。
シモーヌ・ヴェーユが人間精神における<刺激>に

のことが言及されている。感覚(的印象)が複数の人

ついて,ともかく一方で,感覚(的印象),他方で.

たちの持つそのおのおのの捉え方を介させて,このよ

感受性のことを問題提起してくるとみるのであれば,

うに何度も掲載され指摘されるのは,これが人間精神

筆者は感覚(的印象)と感受性とはいったいどこがど

に受け入れられる<刺激〉において,彼女をはじめと
する多くの人たちに問題になるほど重要なタームであ

のように異なるとみられるかを明らかにしておかなけ

るとともに,一方で,彼女がそうした<刺激)は<感

感覚(的印象)はデカルト,カント,ジィドにあって,

覚(的印象)だけではない〉 6)とみてもいるかぎり,

どのように捉えられているかを知ること,第二に,そ

ればならないだろう。それには何はともあれ,第一に,

それをデカルト,カント,ジイドの問うた感覚(的印

こに彼女の感覚(的印象)の見解を導入させて,それ

象)のみとして理解してよいのかという疑問が投げか

が比較されること,第三に,感覚(的印象)に関係す

けられていることを示すように思われるからである。
かくて,三つの作品における感覚(的印象)の問題
提起は意図的なものとみることができる。すなわち,

る思惟は三者にあって,どのように捉えられているか
を知ること,第四に,そこに三者の感覚(的印象)と
思惟の関係に対する彼女の見解を導入させて,それが

シモーヌ・ヴェーユが指摘するデカルト,カント,ジィ

比較されること,第五に,三者の感覚(的印象)と彼

ドの感覚(的印象)の問題提起によって,筆者には,

女のいう感受性の<刺激>における比較の試み,第六

たとえばそこに,第一に,彼ら三者にあっての(同時

に,三者の感覚(的印象)や思惟と彼女のいう感受性

に彼女の) 「知覚」 (perception)の捉え方が問われて

や思惟の<反射>における比較の試みが,要求されて

くる,第二に,第一を前提にすると,思惟との関係に

くるにちがいない。

おける感覚(的印象)の彼らの(同時に彼女の)解釈

これらの比較を可能にするために,まず,デカルト,

がそれぞれ可能になる,第三に,三者三様の感覚(的

カント,ジィドとシモーヌ・ヴェーユの感覚(的印象)

印象)の理解をもって,そのケースがすべて網羅され

にかかわってくる文章を提示し,それが検証される必

ると認められることは,彼女の意図に基づくとみなさ

要がある,次に,その際,検証の基準は当然彼女によっ

ざるを得ない,他方,<感覚(的印象)だけではない>

て語られる感覚(的印象)にあると認めておく必要が

との彼女の見解によって,筆者には,たとえばそこに,

ある,そして,彼女のいわんとする<本当の刺激>8)

まず,感覚(的印象)だけに固執して人間精神を把握

が感覚(的印象)よりも,むしろ感受性であるとみな

してならないことが合意されてくる,次に.そこから,

されているから,筆者はこの立場を堅持していかなけ
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ればならない,いいかえると,筆者は,感受性はいか

の結語は新たな問題をみる契故となるうえで,それと

なる事由において感覚(的印象)と区別させられるの

関係がないとはいえないが,しかしそのいちいちが直

か,あるいは.感受性を感受性たらしめることは何か,

接新たな問雇を惹起させると捉えるわけにはいかない。

さらに,感覚(的印象)の出所に対して,感受性のそ

以上に記すことは,デカルト,カソト,ジィドのい

れはどこに求められるべきかの考察をポイソトにし,

う感覚(的印象)が結局のところ,シモーヌ・ヴェ‑

それらのことをつねに念頭に入れながらみていかなけ

ユによって否定されるに等しいと理解するほかなくさ

ればならない。

せるだろう。そこから,まず,デカルト,カソト,ジィ

筆者がこれほど感覚(的印象)と感受性について問

ドだけではなく,現代の生理学でようやく説かれはじ

うことにこだわっているのは,辛‑に,前回の拙論の

めるこど0‑を除く,これまでの哲学や心理学や生理学

にあって,とりわけ感受性とは何かをみることに終始

にあっても,感覚(的印象)のみが重視されていたこ

し(ただし前回は前段に記したポイソトには触れてい

と(ただしデカルトはこのかぎりでない),いいかえ

ない),またそこに感覚(的印象)のことを取り上げ

ると,今日的には,ポール・ヴ7レu‑ (1871年‑19

たにもかかわらず,今この感覚(的印象)の問題の検

45年)日と彼女を除いては,感受性のことが大きく取

討の不十分さが察知され,感覚(的印象)と感受性の

り扱われ深く論究されていなかったこと,しかもそれ

比較の主たるテーマのもとに実際に論じてみる機会が

ばかりか,これまでの哲学や心理学や生理学にあって,

必要になった,第二に,罪‑の究明によって,感受性

この感受性がほかの能力である想像,感情あるいは思

のことがさらに明らかにできると考えた,第三に,第

惟にかかわると彼女によって前面に打ち出されてくる

二の究明によって,シモーヌ・ヴ1.‑ユのいう感受性

ように捉えられていなかったことが,感受性のいまだ

なる単語に含まれる思想の基本的なものが完全に打ち

日の目をみない証左になる新たな問題を惹起させる。

出されるし,筆者はそれを介させて,感受性を彼女の

次に,彼女が感覚(的印象)ではもはやなく,感受性

ひとつの思想として成立させ縛るといえるからである。

のことを持ち出して強調することが,たとえは,木田

筆者のこのような意図が「感覚と感受性」という拙論
のタイトルともなったゆえんである。それゆえ,この

元氏によって「く感覚)が柄神と身体とを媒介する」 12)
と語られる,いわゆる精神と身体を合一させる心身論

拙論はまた「感受性試論〔Ⅵ〕」といってかまわない

的問題に関する見方に対して,異議をはさみ得る余地

mam

のある新たな問題を惹起させる。そして,たとえば,

筆者は前段までのあらゆるところで捷起された感覚

中世のスコラ哲学が理性(知性あるいは悟性)を行使

(的印象)と感受性の閉局をこれから論証していかな

させたり,また,ベルグソソがこの場合そうした理性

ければならないだろう。こうした論証なしに,シモー

の活用を拒否し,直観を働かせたりして捕えようとし

ヌ・ヴ.・.‑ユの(同時に筆者の)かかる問題提起はそ

た実在(神)把握に関する問題にあって,彼女は感受

れとみなされなくなろうし,彼女(同時に筆者)が主

性こそがその原動力になり得ると予想していたまさに

張する感受性なる思想はその成立をみるといわれるこ

そのことが,わたしたち人間の生の究極の課題となる

とがないだろう。しかしまた,論証のあかつきには新

であろう新たな問題を惹起させるのである。

たな問題が捷起されてくるといわなければならないで

ところで,これらの新たな問層の詳細な検討が今回

あろう。ただし,論証の過程で見出されるデカルト,

の拙論で試みられることは,ほとんど不可能といって

カソト,ジィドと彼女のいう感覚(的印象),ならび

よい。それは,感覚(的印象)と感受性を比較させる

に彼女の語る感受性に対するそれぞれの結語を記すこ

こと,ならびに,感受性の基本的な思想を完全にみる

とは後段に訴るしかないにしても,それらが新たな問

ことなどの本項から多少それるものになったり,それ

確の提起を意味させるすべてではない。新たな問題と

らを論じるだけでも紙数がつきてしまったりすると思

は.デカルト.カソト,ジィドの感覚(的印象)を自

われるからである。しかし,それらは後日の機会を待っ

らのその見解と比較させつつ,彼女はそれよりもむし

てでもぜひ究明しておかなければならない課題なのだ。

ろ感受性の方を重んじる立場から問いかけられてくる
問腐なのである。すなわち,感受性が新たな問題を提

何しろ, 「感受性試論」と銘打ち連載を開始しようと
した最初のねらいは,前段の最後に記した新たな問題

起するということである。感覚(的印象)のそれぞれ

の解明にこそあったのだ。だから,その全容を知る
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の可能性が見出されなければ.それは三者三様の感覚

のためには,シモーヌ・ヴェーユの全作品に散見する

(的印象)のあらゆるケースで心身論が捉えられない

sensibilit色(感受性)なる単語を抽出し解読する必

ことを意味させるだろうし,さらに,く感覚が精神と

要があるといってきたのだ叫O 今は途中の段階にすぎ

身体とを媒介する)のを否定することが課せられてく

ない,その作業がすべて終わるならば,そのことだけ

るであろう(ただしジィドだけはこのかぎりでない)0

ではなく,同時に,前段の二番目に記した新たな問題

否定するとなると,それだけ一層,筆者は彼女のいわ

に対する解答も見出せるといってきたのだ15)。

んとする心身論を確立しておかなければならなくなる。

これらの三つの新たな問題は,おのおのの綿密で確

しかし,すでに記したように,彼女の全作品における

実な論証に従われないかぎり,解決をみるということ

感受性の解明が要求されることから,後段では,その

ができないだろう。それゆえ,シモーヌ・ヴx‑ユの

完成をめがけるというのでなく,それに向けた確かな

全作品における感受性の解明こそが待たれるのである。

一歩を印すごとく論じるだけにとどまらざるを得ない。

しかしながら,その日を待たずとも,それらの問題が

最後の新たな問題の場合もこうである。すなわち,た

新たな問題として捉えなくてもよい場合があり得る。

とえば,コソビュータ普及の現代にあっては.操作ポ

それは一言でいうと,彼女の感受性の先見的見解が正

タソを押すだけの頭脳労肋や知的労働が尊ばれ.力仕

しいとして実証されることである16)。すなわち.哲学

事や肉体労働は見向きもされない現実でしかないとさ

や心理学や生理学において,彼女の語る感受性で暗示

れるが,この肉体労働がすべての人たちに感受性を獲

され表出される内容が少しでも認められなければなら

得させるとみるならば,いいかえると,現代に生きる

ないということである17)。そうでないと,たとえば,

人たちだからなおさら,彼らが感受性をたえず生み出

感受性が人間精神の骨格をなすとみなすところから出

す肉体労働に従おうとするならば,それは絶対新たな

発し,彼女のいう想像,感情,あるいは思惟さえも,

問題を惹起させはしないということである。肉体労働

感覚(的印象)ではなく,この感受性のみとく混交)

がなぜ感受性をもたらすのかは前回にみたとしても糊,

したり く結合)したりLで8㌧ はじめて本当の想像,

後段でさらに触れるつもりである。要するに,肉体労

本当の感情,あるいは本当の思惟になると彼女がみる

働がなぜ新たな問題の惹起に関係しないかは,彼女に

ならば,哲学や心理学や生理学で従来からいわれる想

よって,肉体労勧のみが唯一,すべての人たちをして

像,感情,あるいは思惟,またここで取り上げるデカ

実在へと向わしめると語られるからである利。

ルト,カソト,ジィドによる想像,感情,思惟が感覚

こうして,以上のあらゆる段落におけるといってよ

(的印象)と関係するという捉え方(ただしデカルト

い問いの提起から,問題の所在が明記されたことにな

はこのかぎりでない)は,覆されてくるしかない。次

る。これに従って,筆者はこれからさっそく,今回の

の新たな問題の場合もこうである。すなわち,註(1カの

拙論で解明すべき問額に取りかかっていかなければな

引用文中のく感覚〉の単語を感受性のそれに匿換させ

らないのである。

ることが哲学や心理学や生理学に受け入れられるなら
ば,それは決して新たな問題を惹起させはしないとい
うことなのである。心身論は,感受性が精神と身体と
を媒介すると認められて構築されることである。だか

第二節

デカルト,カント.ジィドそしてシモー
ヌ・ヴェーユによって語られる「知覚」
(perceptionまたはperzeptionの)の捉
え方の問題

ら,この拙論では,デカルト,カソト,ジィドのそれ
ぞれを例にして,新たな問題に帰することのないよう
に論じておく必要がある。いいかえると,心身論は
く感覚〉によって媒介されるとみてよいか検討しなけ

彼ら四人のそれぞれの「知覚」の捉え方をみようと
することは,これを探る以前に,まずもって,そもそ
も何を知るためか,その何に役立つためなのかについ

ればならないということである。その際筆者は後段に

て触れておくことを要求してくるのだ。それは何より,

て,彼らがなぜ感受性をもって心身論を構築すること

彼ら四人にあっての感覚(的印象)がいかに取り扱わ

を受け入れないかの事由(く感覚)に依拠すること)

れているのかを知るためであり,それを彼らにおける

を再度明記し,かつ,彼らの心身論が成り立つかどう

感覚(的印象)の特色となしつつその比較を試みるの

かを確認することである。しかし,三者のすべてにそ

に役立つためである。そして.この彼ら四人の持ち寄
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る感覚(的印象)の立場を見据えることによって,そ

てくる。しかし,後者をその内容のみで把垣するには

のおのおのの「知覚」の捉え方に相違のあることがわ
かってくるのだ。ただし,彼らがそれぞれ異なる「知

十分でないし無理であるように思われる。なぜなら,
先の引用文にく感覚sensation L,知覚perception

覚」の捉え方を持つというのではない。そこには後述

L認放している〉と書かれるなかで,知覚が感覚の単

するように,二通りに分節可能な「知覚」の捉え方が

語といったんカソてで区切られ,認識のそれと同列扱

あり,彼ら四人のそれはそのいずれかに組みすること

いで記されることは,知覚が感覚に組み入れられると

になろう。しかし同時に,こうした見方は筆者の独断

いうだけでは不十分さを示唆し,むしろこの認識の作

によってもたらされたのでないと付け加えておく必要

用ばかりか,記憶や思考のそれさえも含有するものと

がある。この見方はあるテクストに基づいている。筆

みておかなければならないからである

者はこれを今日の生理学の知見に求めることとした。

の語義に「知覚能力・認識・意誠」ともあるから,普

Perception

それゆえここに,その「知覚」について語られる渡辺

さにその通りなのだ(このく知覚能力)にはむろん記

俊男氏の知見を引用することができるのだ。この引用

憶や思考が含まれるだろう)。それはまた,脳の能動

は多少長い文章になるが,以下の通りである。それを

的な作用,すなわち反射を意味する。かかる作用が感

手がかりにして,小見出しの問膚の展開がはじめて可
能になるといえるのである。

覚のそれでもあるとみるのは無理なのである。感覚は
何をおいても先に,脳の受動的な作用,すなわち刺激
でしかないのだ。それゆえ,'感覚と知覚がくしばしば

・・・脳は意鼓し思考する。それはわれわれの住む外

混合して使われている)と記される文章は感覚が知覚

界の客観的実在が中枢に報告され,脳の働きはこれ

に抱み入れられる場合のみをさし.これが渡辺俊男氏

を解釈し岨しふくすることからはじまるのである。

のねらいになるといえる。その際,知覚とは刺激と反

今.机の上に時計の置いてあるのを見た。それ故

射の丙作用を含んで成り立っているとみる。つまり,

に,目を閉じた後でもそこに時計があると借じてい

感覚なる刺激が知覚に含まれて捉えられることが,知

る。しかしその時,誰かが持去らなかったという保

覚の持つある意味に放当してくることだ。そして,こ

証はない。目を閉じてもそこにあるというのは記憶

のケースが筆者のいう二通りのうちのひとつのケース

であり,大脳の悌ほによる。それは見ているのでは

に相当するのであり,そこに鼠みするのがデカルトと

なく,感覚sensation L,知覚perception L認識

ジィドの捉える「知覚」になるのである。もうひとつ

しているのである。

のケースはすでに語ったことから蒔き出せる。すなわ

実際に感覚と知覚とを区別することは困難であり,

ち,知覚を反射のみの意味として使用し,それを前面

またしばしば混合して使われている。赤い色の刺激

に押し立てることによって,感覚(刺激)と知覚(反

で興奮したならばそれは感覚であり,赤いと分った

射)に分けてみることができる場合であり,これには

ときは知覚したのである。

カソトとシモーヌ・ヴェーユの捉える「知覚」が組み

氷に手が触れてヒヤッとしたのは感覚であり,袷
たいと思ったならば知覚であり,さらにつるつるし

してくるのだ。しかしながら,彼ら四人の「知覚」に
対するこのような見方がなぜ可能になるといえるのか

て,とても冷たいから氷ではないかと思うのは思考

を彼らの記す文章を引用することで実証していかなけ

であり,かくしてこのものが氷だと認めるならば認

ればならないだろう。

鼓したことになる。しかしこのようなことは実態の
ない話なので,生物的に論じつくすことは極めて困

感覚が知覚に組み入れられるとみることができるデ

難である(傍線部分は筆者) 。

カルトの場合‑

この引用文に出てくる感覚は当然,筆者のいう感覚

‑・私とはなんであるのか。考えるものである。で

(的印象)である。傍線部分から,感覚と知覚は,感

は.考えるものとはなんであるか。すなわち,疑い,

覚を知覚の持つある意味(感覚が知覚に組み入れられ

理解し,肯定し,否定し,意志し,意志しない,な
おまた,想像し,感覚するものである。

ること),知覚を感覚の意味(知覚が感覚に組み入れ
られること)に使用してよい関係にあることがわかっ

‑私は,私のうちに.ある特殊なしかたで思惟す

‑感覚と感受性‑
°

る能力を,すなわち,想像する能力および感覚する
能力を兄いだす。
一意志する能力,感覚する能力,理解する能力な

He

°

°

して,感ずることがきわめて少なかったような気が
していたので,今や自分の感覚が思考と同じくらい

に強くなっていることに驚いた。

どの話能力が精神の部分であるということもできな

今僕は「気がしていた」と言った。それは,僕の

い。なぜなら,意志するのも,感覚するのも,理解

幼年時代の過去の奥底から,数々の微光が,数々の

するのも,同じ一つの精神であるからであるZn。

忘れられた感覚がよみがえって来たからだ。自分の
感覚を再び意識しなおしたことが,おぼろげながら

に知覚なる単語は明記されていないが,しかし,それ

自分の感覚の存在を認識させた。そうだ,この時以
来日ざめた僕の感覚は,自己の全歴史を再発見し,
自己の過去を再建して行った。僕の感覚は生きてい
たのだ(傍線部分は筆者)0
・‑一番悩まされたのは,些細な気温の変化に対す

を補ってあまりあるのがく同じ一つの精神)と書かれ

る僕の病的な過敏さだった。肺の方がもうなおった

る精神なのである。しかもく同じ一つの精神)とみら

今では,この知覚過敏は,病気の名残りである神経

れるがゆえに,デカルトの場合く感覚する能力〉 もほ

の衰弱のせいであろうと思った27)。

感覚が知覚に組み入れられるとは,いいかえると.
感覚を知覚の持つある意味に限定して使用するとは.
知覚が感覚自体の持つ特徴,すなわち刺激の意味も担っ
て捉えられていることをさすのである。この引用文中

かの話能力と同様,精神,すなわち知覚に組み入れら

人が確かにしないであろうと確信しうることは,

れると理解しておかなければならないのだ。なお周知

自分に理解のできないこと以外にはない。理解する

のように,考えるということは引用の繰返しになるが,

ということは、自分にもそれをなしうると感ずるこ

思う,疑う,理解する,判断する,意志する,想像す
る,感覚する,感じる(またそれらを否定する)など

とだ(傍線部分は筆者¥28)
/。

のすべてを一括する富美として用いられる,したがっ

ここに記されるく知覚過敏)は少なくも知覚におけ

て,考えるが精神の作用の全体をあらわすとされるこ

る過敏さと解し得る。この過敏さを生じさす感覚は,

とはデカルトからはじまるといわれることを付記して

それゆえ,刺激として知覚に組み入れられる意味を持

おく。なおまた,筆者が精神を知覚とみなすのは,

つと考えられる。それに他方,先の引用文中のすべて

r情念論』に次のように記されるからということ,す

の傍線部分を読むことから,すなわち,感覚はまさに

なわも, 「一般にこの「知覚」という語を,精神の能
思考をさすために用いる場合であって,この語を明証

思考,認乱記憶の作用と同じ額域のものに列せられ
るとみなされてくることから,知覚には刺激だけでは
°●●●●●°●
ない,いわゆる反射としての感覚,反射でしかないこ

的な認誠のみをさすに用いる場合ではない」 24)こと,

の思考,認乱記憶の作用が組み込まれていると考え

さらに,デカルトにおいて,感覚が知覚に狙み入れら

られる。この刺激と反射によって,ジィドの「知覚」

れることに関して,それはシモーヌ・ヴェーユもr哲

は成り立ってくるように思われるが,そこで注意すべ

学講義Jlで指摘するごとく25) 「感覚的であるところ

きことは,その知覚が刺激に充当させられるだけでな

の同一のものが理性的なのであり,精神のすべての欲

く,もっぱら反射にも見立てられる感覚で構成されて

求は意志なの」 26)だということにあると付け加えおく。

いるということなのだ。しかしなぜそのように捉えら

しかし,この拙論は註e4)や軸に語られる意志を問うこ

れるのか。なぜなら,ジィドは,く僕の感覚は生きて

とにあるのではない。あくまで感覚のみを問うところ

いた),く理解するということは,自分にもそれをなし

にあれば,もはや感覚は知覚に組み入れられるとみて

うると感ずることだ)と記すからである。多くの人た
°°°
ちにとって,ふつう,く理解する)ことは感覚(刺激)

動すなわち意志のはたらきではないところのすべての

間違いないだろう。

を素材にしてそれを思考(思惟)(反射)させてみる

感覚が知覚に組み入れられるとみることができるジィ
ドの場合‑

ことにあるし,その思考を生の基盤にさせることを示
唆するはずである。ところが,ジィドにかぎっては,

°

●

°

‑僕は,この日まで,考えることの多かったに対

この生は感覚(刺激と反射)によってしか生きられな
いことが了解されるのである。この感覚に依存しよう

‑感覚と感受性‑
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とする生について記される引用文をく理解するという
●

°

るものがそれをつうじて表象されるところの)を,

●

ことは,自分にもそれをなしうると考えることだ)の

言いかえれば,感覚の実在的なものを,たんに主観

傍点箇所の言葉に置換してその文章の意味するものを

的な表象としてそれ自身のうちに含んでいるが,そ

みれば,多くの人たち,たとえば前記したデカルトや

うしたたんに主観的な表象については人は,主観が

後述するカソトとジィドとの知覚(反射)における

触発されているということを意識しうるにすぎず,

く理解する)ことの相違が明確になってくるだろう。

だから人はそうした表象を客観一般と連関づけるの

すなわち,ジィドは当然,知覚(反射)におけるく理

である。 ‑ところで,感覚自体はいかなる客観的表

解する)ことを,デカルトやカソトを含めた多くの人

象でも全然なく,感覚自体においては空間について

たちがなすような思考(思惟)に求めようとはしなかっ

の直観も時間についての直観も兄いだされない‑0

たということである。それがジィドをして特異な生を

・・・私が,経験的認識に属するところのものを,そ

選択せしめることにもなったといえるのである。とこ

れによってア・ブリオリに認識し規定しうるすべて

ろで,デカルトとカソトにあって,知覚(反射)にお

の認識は,先取と名づけることができるが,‑・しか

けるく理解する)ことに対しては,思考(思惟)が優

し,現象には,けっしてア・ブリオリに認鼓されず,

先されると書いたが,しかし,これは両者の思考(思

だから経験的なものをア・ブリオリな認識から本来

樵)が同じであるとみることでは決してない。詐しく

的に区別する或るものが.つまり,感覚(知覚の実

はのちに記すとして,今は,デカルトの思考(思惟)

質としての)があるから,この感覚は,もともと,

が知覚(反射)において,感覚と無関係に成り立って

全然先取されることのできないものである30)。

いること,カソトのそれが知覚(反射)において,感
隻(正確には感性29)である)を素材にした思考(思惟)

カソトにあって,感覚と知覚がどのような関係にあ

で成り立つことだけを付記しておく。また,今は,ジィ

るのかをみるために,ここでも以上のような長文が引

ド,デカルトとカソトが知覚(反射)において,それ
ぞれなぜ実質的に異なる諸能力を充当させ得たのかと

用される必要があった。これを要約すると次の通りで
ある。まず,く感覚)を含んでいるのがく諸現象〉で

いう問題をここに設定し得るにしても,これはおのお

あり,く諸現象)はく知覚の対象として)ある。そし

のの感覚理解の相違に起因するとみるがゆえに,第三

て,く知覚)はく経験的意識)く経験的認誠)くア・プ

節に競るしかないといっておく(これらの閉局は,前

リオr)な認識)であり,そのく対象として〉あるく諸

節の問項の所在としてある,シモーヌ・ヴェーユが意
図したと記す第二の問題に関連する)。それはともか

現象)からもたらされるく感覚)はそのとき,く経験
的意鼓)く経験的認鼓)となるが,絶対にくア・ブリ

く,知覚における刺激や反射にあって,ジィドは何よ

オリな認識)にはなり得ないということである。これ

り感覚を重んじようとするのだから,彼の場合も,感

は別の言薬で,く知覚)はく先取と名づけられること

覚は知覚に組み入れられるとみることにはもはや間違

ができる)ものであり,く感覚〉はく先取されること

いないのである。

のできない)ものだということである。しかし,感覚
がく経験的意敢)く経験的詑誠)であるとみなされる

感覚と知覚に分けてみることができる
カソトの場合‑

のは何ゆえか。これらは,そのく経験的)なる意味の
掛酌はともかくコ0,く意識〉く認識)と記されるかぎり,
また先に掲げた生理学の知見からしても反射と捉え得

知覚は経験的意識である,言いかえれば,そのう

るのであって,感覚は刺激のみか,反射にもなってく

ちには同時に感覚もあるような意誠である。知覚の
対象としての諸現象は,空間および時間のように,

感覚もデカルトやジィドのそれと同様,知覚に組み入

純粋直観(たんに形式的な直観)ではない(なぜな

れられる捉え方をもって了解されるのか。'この小見出

るとみられるからである。そうすると,カソトのいう

ら,空間および時間はそれ自体では全然知覚されな

しからは決してそのような理解にはならない。それで

いからである)。それゆえ,知覚の対象としての諸

は小見出しをいかにみるかである。

現象は,直観を越えてさらに,なんらかの客観一般

その際,感覚は果たして反射としてのく経験的意識)

のための実質(空間ないし時間において何か現存す

く経験的認誠)であるのかを確かめることが問題にな

‑感覚と感受性‑‑
る。他方,この感覚をして知覚のくア・プリオリな認

45

れるべきではない。とすれば,カソトでは,くア・フ

識)に関与せしめられるかどうかとみることはもはや

リオリな認識)く経験的意識)く経験的認識)のいず

問題とはならない。感覚がくア・プリオリな認識)に

れにあっても,感覚自体の反射はないと捉えさせるの

かかわらないのは,それがく先取されることのできな

であり,そのことはデカルトやジィドのように,感覚

い〉ものとみられるのだから,その反射になり得ない

が知覚に組み入れられるとみるより,カソトが知覚を,

ということであり,この点でもジィドのように,知覚

感覚とはかかわらせないものとして(感覚なる刺激は

を感覚における刺激と反射の構成として捉えることが

感性なるく表象能力‑と働きかけ)られるものに鼓当

できなくなるわけである(むろん,筆者のみている反

するだけである) ,同時に感覚以外の反射として使用

射に,カソトの主張するくア・プリオリな認識)が含

することを意味させる。いいかえると,筆者はカソト

まれるというのではない)。さて,前者の問題である

の「知覚」の捉え方を感覚(刺激‑受動的な作用)と

が,それは,この感覚には後者で語られたく先取)と

知覚(反射‑能動的な作用‑く先取と名づけられるこ

いうことがなくとも,く感覚の実在的なもの)が刺激

とができる)作用)に明確に分けてみることが可能に

なる く主観的な表象として)受け入れられ,く経験的

なるといい得るのである。

意識)く経験的認識)であるとされるがゆえに,感覚
は反射もするし,そこから感覚が知覚に組み入れられ

慈覚(的印象)と知覚に分けてみることができるシ

ると指摘し得るのではないかであった。そg)ようにみ

モーヌ・ヴjr.‑ユの場合‑

るのはしかし,まさにこの反射において,つまり く感
覚の実在的なもの)またはく実質)がく経験的意識)
く経験的認識)になるに及んで,感覚は感覚でなくな

知覚とは労働を介して情念それ自体をいわば占有
し得る幾何学のことである35)0

る,つまり変化させられると捉えられることによって.

ふつうの知覚において,想像はふつうの感覚(的

否定されてこなければならないのである。なぜ感覚は

印象)を変化させないこと,想像はふつうの感覚

感覚でなくなるのか。感覚のく主観的な表象)がそれ
としてく経験的意識)く経験的認識)を現実に可能に

(的印象)を補い得ないことは明らかなように思わ
れる。

させるそのすべてを感覚のみの働きによるとみなすこ

ふつうの知覚にはすでに蔑何学がある。それゆえ,

とができないからである。すなわち,カソトはこの

知覚のなかにはすでに想像があるわけだから,幾何

く表象をうる性能) 32)をいわゆる く感性sinnlichkeit)

学のなかに想像があるとしても驚く必要がないだろ

と呼ぶのであり,そのときの感覚を註(32)なる く表象

う。

能力へと働きかけ) 33)るにすぎないものとみるからだ

私たちのために外界の知覚を構成するのは,反応

(これはすでに前回の拙論で一見したがJO さらにの

や反射から成るところの私たちと外部とのあいだの

ちに詳しく述べる必要がある)0

本質的な関係である36)。

この感性こそ反射におけるく先取〉に開陳せしめら
れるし,一方,その感性に組みするものとして捉えら

この最後の段落の引用文は,シモーヌ・ヴ3・.‑ユの

れるのも感覚なのだから,他方,先の引用文に知覚

「知覚」が何かを知るうえでもっとも参考になるもの

くのうちには同時に感覚もあるような意識である)と

だ。しかし,それはまずは,デカルトやジィドの「知

記されているのだから,感覚はく先取)つまり く7・

覚」でみたように,感覚の知覚‑の組み入れから,知

プリオリな認識)を除いたく経験的意識)く経験的認
識〉であると語られることになったのかもしれないo

覚が刺激と反射で成り立つのではないといわざるを得
なくさせよう。なぜならここには,知覚がく反応や反

Lかし,惑覚は,それ自体が感性としての能力に受容

射から成る〉 と了解可能なごとく読むことができるか

されるときに,この感性が反射(感性的直観)になっ

らである。このく反応や反射から成るところの私たち

たり,思惟の素材に供されたりする以上,く経験的意

と外部とのあいだの本質的な関係〉 とは,反応や反射

識)く経験的認鼓)の原動力は感性なのであり,もは

をなすのは私たちであるし,私たちの反応や反射をか

やく先取〉つまり く7'・ブリオリな認隷),く経験的意

たちづくる起因が外部であるという関係なのだ。むろ

識)く経験的認識)なる反射に組みするものとみなさ

ん,外部は私たちの反応や反射を生み出す刺激となる
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対象である。二番目に掲げた引用文において,くふつ

負)なる自立反発は,それを現実にさせるく関値)3')

うの感覚(的印象))がこの刺激,く想像)が反応や反

に関与するといえる。しかし,彼女にとっては.感覚

射に故当する。

(的印象)が知覚なる反応や反射の領域に加えられ組

想像はく知覚のなかに〉 (三番目の引用文)あるか

みするこの間値を越えても,いいかえると,それが聞

ぎり,反応や反射であり,さらに,く変化させない‑

値の量に連していても,感覚(的印象)はそこで能動

補い得ない) (二番目の引用文),あるいは後述してあ

的な作用をなす可能性を有するが,自立反発だけにと

るように,変化させる補い得ることにかかわるとみる

どまってしまう,つまりは混交や結合の機能にはかか

かぎり,能動的な作用となっていなければならない。

わらないのである(感覚(的印象)の能動的な作用で

それゆえ,シモーヌ・ヴI.‑ユは,能動的な作用であ

ある自立反発については後述にて証明されるはずであ

る想像も組みする知覚を反応や反射として打ち出すよ

る)0

うに思われる。ところで,問題なのは彼女のみる知覚

それゆえ.前段の註(37)の引用文の傍線箇所のく想

に不断にいう反射r甜exeばかりでなく,反応reaction

像されたもの)は,すでに知覚のなかのものであると

もあるということだ(この反応については註(36)の付

ともに,想像が主体となって機能する能動的な作用の

記も参照)。反応もまた,今触れたごとく,知覚のな

結果生み出されたものであり,く感覚とはいかなる関

かの能動的な作用である。その際,この反応はどんな

係も持たない)ということになる。ただし,この引用

反応と捉えることができるのかと問わなければならな

文は,二番Elの引用文(ここで想像はく感覚とはいか

い。

なる関係も持たない〉ことが明らかになる)を故歩な
る手段のもとに展開させているように思われるが,そ

ひとつは想像の反応になる。これはシモーヌ・ヴx‑
ユによって語られる次の引用文でわかる。すなわち,

こに少し注意をしてみる必要があろう。本来は二番目

「感覚(的印象) (les sensations)が想像されたも

の引用文の全文の通りなのだ。訴歩の手段が用いられ

のとしてあらわされもたらされるにしても.そのこと

て,はじめて,想像されたもの,あるいは想像がく感

は感覚(la sensation)とはいかなる関係も持たない

隻(的印象)と向き合った私たちの反応と関係を持つ)

が,しかし感覚(的印象) (les sensations)と向き合っ

とされることにかかわる。しかし,政歩の手法を取り

た私たちの反応と関係を持つ」 (傍線部分は筆者)3mと。

入れた引用文を参考にせずとも,最後の段落の引用文

ここで,反応のひとつが想像の反応であることを解く

には,明確に,知覚のなかに反応があると記されてく

にはいささか回り道をしなければならない。それによっ

るがゆえに.今度はこの反応をなす正体が何かを探っ

て,後段が想像の反応を明らかにしよう。とまれ,傍

てみなければならない。そうすると,すでにわかる通

線部分は感覚(的印象)がそれ自身に想像を引き込ん

り,想像と感覚(的印象)の二つのあいだには,くい

でく想像され)ることを意味するのではない。何より

かなる関係も持たない)ことが前提になっているかぎ

先に刺激として受け入れられる受動的な作用自体の感

り,く私たちの反応)とかく反応)は想像であり,想

隻(的印象)のなかに能動的な作用があると肯定する

像の反応になるしかないのだ。だからこそ,私たちの

わけにはいかない。能動的な作用は知覚なる反応や反

く反応)では,く想像はふつうの感覚(的印象)杏

●

°

射の領域で可能になる。そこでは,筆者はとりあえず,

°

°

°

°

°

▼
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°

°
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°

°

°

●

°
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°

●

●

°

変化させない一揃い得ない)といわざるを得なくなる

知覚のなかの話能力が量を惹起させることを認め,そ

(感覚(的印象)は想像と向き合っても,想像と混交

のうえでこの能動的な作用がまず,請能力の自立反発

することが決してない。感覚(的印象)にとって想像

の機能,そして,これらの圭的な差によって生み出さ

と混交しないことが,想像にとって反応とされるので

れるとみてよいく混交)やく結合) 3U)の機能になると
いっておきたい。さて,自立反発をなすものは,この

ある)0

反応や反射の領域における話能力ばかりをさすのでは

できるかと先にみた問いに対して,筆者はこの想像の
反応以外のことを提起し得る。ここで再度確認すべき

ないということもできる。ジィドあるいは註(37)で知

以上からさらに,反応はどんな反応と捉えることが

覚にある感覚(的印象)が反射や反応をするのをみた

ことは,まず,前段の傍点箇所の内容をもって,想像

ように,感覚(的印象)は反射や反応なる自立反発を

が感覚(的印象)とは混交されないとみると同時に,

可能にするときもあり待るのだ。その際,感覚(的印

そのことがこの場合想像の反応の意味になる(後述す

‑感覚と感受性‑
るが.想像は感覚(的印象)以外のもの,すなわち感

ぱ無関係に単独に知覚のなかにあるということになる。

受性と混交し,感受性を変化させ補い得る。それが想

そのとき,感覚(的印象)は話能力との混交や結合も

像のく反射)なのだ),次に,この想像を除く譜能力

なし得ないのだから,反射ではなく,反応することも

の能動的な作用は,感覚(的印象)と向き合うかぎり,

あると考えられてしかるべきである。これらのことは

想像が反応となる一例と同様,話能力の反応といわれ

く向き合った)と記されることから見出されてくる。

るものになるしかない(これはどんな反応かという問

向き合ったとは.感覚(的印象)がたとえば想像と対

いへの別の解答になるが,話能力の反応自体は想像の

応し,その能動的な作用をなすのと同じ額域,すなわ

それと変わらないから,この解答を逐一記す必要はも

ち知覚にあってはじめて可能になることである。向き

はやない),そして,ここから,想像をはじめとする

合うためには,前回に指摘した通り一り,中枢神経にお

諸能力の能動的な作用はすべて,感受性との反射(混

いて感覚(的印象)の閉値が越えたものになっていな

交や結合)に関係してくるということである(ただし,

ければならない。それでも関値を越えた場合.感覚

シモーヌ・ヴ1.‑ユのいう反応や反射における.感覚

(的印象)は,知覚のなかで局在するとされる想像を

(的印象)と感受性を除く話能力の能動的な作用には,

はじめとした話能力と同じ能動的な作用(自立反発か

自立反発がないと捉えることが肝要である。知覚の

混交や結合かの機能)を持つかどうかである。感覚
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●
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●
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正常な機能は彼女にとって反射(混交や結合)と
●
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(的印象)は,もともと局在する能力ではないので他

°

自立反発もする感受性の反射40)があるだけになる。こ

の諸能力と向き合う一方のものとなるが,混交や結合

のことは,ジィドを論外にしても,デカルトやカソト,

を促す当のものにはなり得ない。能動的な作用として

あるいはこれまでの哲学,心理学,生理学をして彼女

は,感覚(的印象)における自立反発があるだけt・あ

とは対毎の立場を選択せしめるように思われる。たと

る。そして,この自立反発は,シモーヌ・ヴ3.‑ユに

えば,思惟は彼らのいう反射にあって,およそ自立反

あって,反応にしかならないのである(ここで感覚

発するものとのみ捉えられ,混交や結合を経て生み出

(的印象)の反応の内容がはじめて明確になる)。し

されるものとは扱われていないのだ)。そこで,想像

かし,感覚(的印象)の反応は知覚のなかで一方のも

を含めた話能力の能動的な作用が反応になるしかない

のとならない場合に生み出される。そこで感覚(的印

と記したのはなぜかと問うことができる。一方で,感

象)は想像と向き合う,すなわち知覚のなかで一方の

受性の反射があると述べたのだから,かかる理由は感

ものになると,後者が前者を変化させない補い得ない

隻(的印象)の方に隠されているし求められるとみな

(これは混交がなされない証左になる)とみなされる

すべきである。それには何より,感覚(的印象).し

にしても,それをもって想像の反応とすることができ

かもくふつうの)とその形容詞を訳さざるを得ない感

た。一方のものとならないのは,感覚(的印象)が想

隻(的印象)がいかなるものとして了解されるかみき

像と向き合っても,想像の反応を受け入れない場合で

わめなければならない。これを知ることが,その理由

ある。そうであるなら,これをどのように理解すべき

を明らかにさせると同時に,反応はどんな反応と捉え

か。それこそ,ここには,感覚(的印象)自身が自立

ることができるかに対するもうひとつの答を用意する

反発する(能動的な作用)という反応しかなくなって

ことになる。これらに通じる答を先に一言でいってお

くるのである。想像の反応を受け入れないのは,想像

けば,それは,ふつうの感覚(的印象)には聞値後の

より感覚(的印象)の朋値における量がまさったとい

反応があるとみられるからである。これがさらに別の

えるからだ。また一方のものとならないのは,感覚

反応といえるものになる。

ここ̀コ
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(的印象)が想像と向き合わない場合である。そうで

感覚(的印象)の反応があるということは.次のよ

あるなら,これをどのように理解すべきか。まず,忠

うにして導き出せる。想像を含めた諸能力の能動的な

像の反応がない,次に,感覚(的印象)はたんなる刺

作用が反応になるしかないとみるのは,想像自体が

激(受動的な作用)にとどまる,そして,この刺激が

く感覚とはいかなる関係も持たない)し,感覚(的印

閲値を越えるとすれば.感覚(的印象)自身の自立反

象)をく変化させない一揃い得ない)といわれること

発の反応があり得るように思われる。いやあるのだ。

と同様なる理解が可能になってくるからである。,この
前提において,感覚(的印象)の方は,諸能力といわ

以上のことによって,先に,感覚(的印象)の能動的
な作用については後述するとしたことの説明がなされ

‑感覚と感受性‑
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たのである。こうしてみると,慈覚(的印象)こそ,

がりなりな反応,まがりなりな刺激であるのは占うし

話能力を反応にさせるしかない原因をかたちづくって

てかはのちに改めて述べる。ただ,ここでは,まがり

いるということはいいすぎではないのだ。
ところで,感覚(的印象)が,知覚のなかに局在す

なりな刺激であるがゆえに,感覚(的印象)がそれ自
身における機能を含めてく私たちの反応)という反応

る諸能力と向き合いつつも変化されないとき,あるい

になるしかない原因に相当するとみるのは当然のこと

はそれ自身で自立反発するとき,感覚(的印象)を含

だといわざるを得ない。)く私たち)がく外部とのあい

んだ諸能力の能動的な作用がく私たちの反応)になる

のであり,私たちの反応でしかないから,感覚(的印

だの本質的な関係)を持つとされ,感覚(的印象)が
く私たちにもたらされる)といわれるのだから,く私

負)に関しくnormal (ふつうの))という形容詞が修

たち)に関係を及ぼす感覚(的印象)なる刺激が必要

飾してくる。むろん,感覚(的印象)が刺激になって

になるとともに,この刺激は知覚のなかに反応するも

いる場合もくふつうの)の訳語がつくことに変わりは

のとして受け入れられるのでなければならないし,こ

ない。知覚における感覚(的印象)に対して,normal
をふつうのと訳すことは(二番目の引用文参照),感

のような刺激があってはじめて,感覚(的印象)はそ
の話能力との反応をなす場合もあると同時に,それ自

隻(的印象)それ自身の能動的な作用,またそれに呼

身で反応する場合もあると想定し得るようになってい

°

°

●

●

応する話能力の能動的な作用がもはや反応でしかない

なければならない。それゆえ,ここには,慈覚(的印

●

こと,かつ,感覚(的印象)も知覚のなかにあるとい
うことを証明する。すなわち,註(36)の最後の段落の
・

・

・

負)の聞値があることを不可欠にならしめたり,それ
自身で反応するとは,く想像はふつうの感覚(的印象)

・

引用文と, 「私たちが世界を知覚するということは,

を変化させない一揃い得ない)とされる以外の,知覚

私たちにもたらされるものがたんに感覚(的印象)だ

のなかでこの想像と関与させられずにある場合は,感

けではないということだ」 (傍点部分は筆者) 42)とシ

覚(的印象)それ自身の反応を惹起させることを意味

モーヌ・ヴ31.‑ユによって語られることがそれらを証

させたりするようなことが暗示されるわけである。そ

明する。知覚するといわれるかぎり,感覚(的印象)

のとき,感覚(的印象)それ自身の反応でも,また刺

にはその間値が伴われるとしても,感覚(的印象)そ

激でも,そこに修飾された形容詞normalの訳語は絶

れ自身が反応か反射になるしかなく,それ以外の話能

対に「正常な」ではなく,くふつう(ふだん)の)と

力もまた反応か反射になるしかない。ところがこの場

して使用されなければならないォ5)。く正常な)であれ

合, normalが目安になりそう呼ばれるからこそ,感
隻(的印象)は知覚のなかにあって,すべて反応とみ

ば,他方にそれ以外で形容されよう感覚(的印象)が
出てきても不思議ではない。するとここから,まずもっ

なされる以外にない。たとえば,想像が感覚(的印象)

てく想像は正常な感覚(的印象)を変化させない〉と

°

°

°

°

°

°

°

°

°

を変化させなくとも,それでも両者が変化させないと

いうことが許されてくるだろうし,さらに特別で異常

いう関係にあることは確かだから,想像にとってはそ

な感覚(的印象)は変化させられるのかと問うことが

のような反応を示すにすぎない対応をなす感覚(的印
象)は,ふつうの感覚(的印象)でしかあり得ないと

可能になってもくるだろう。感覚(的印象)にはもち

t

°

°

°

°

°

●

°

●

ろんくふつうの)の訳出を含め,変化させられるとい

いうわけだ。この反応はこうして,感覚(的印象)そ

うことがない。くふつうの)が示唆させることは,感

れ自身の反応を含め,まがりなりな反応,あるいは本

覚(的印象)がいかなるときいかなるものであろうと

当の反射にはなり得ないものといわれるだけなのであ

も,刺激としてあり,反応に対応して,あるいはく感

る。

質(的印象)だけではない)ことに対応してあるとい

さて,今度は刺激における感覚(的印象)に対して
もなぜくふつうの)と形容冨司がつけられるとみるかで

うことなのである。く正常な)と訳すならば,感覚
(的印象)がこのいかなるときいかなるものであろう

ある。それは,刺激がまがりなりな反応の出所として

ともということの障害になるし,感覚(的印象)こそ

あることになるからだ。まがりなりな反応に呼応しな

何より,本当の刺激に放当し,本当の刺激による本当

ければならない刺激もまた:筆者が前回で指摘したよ
うに,くまがりなりな)刺激になりC),く本当の刺激)

の反射になっていることに呼応するものでなければな
らないはずである。

にはなり得ないものである叫。 (感覚(的印象)がま

要するに,シモーヌ・ヴエーユにとって,正常とい

I

・j,
I
1
I
.I
、l
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(
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それはともかく,シモーヌ・ヴjr.‑ユに関するこれ

われることがあるならば,それは,感覚(的印象)と
知覚の関係をさして語られることにあるのでは決して

までのすべての段落に順次記した内容によって,彼女

なく.本当の刺激による本当の反射の関係をいうしか

のいう「知覚」を理解する場合,感覚(的印象)は本

ないだろう(本当の刺激や本当の反射が何かの解説は

当の刺激や本当の反射になり得ていないから,感覚

J
h一

it
i
l
1
I

後段に誹るがすでに語ったことでもある。)彼女は本

(的印象)は知覚に組み入れられ捉えられてはならな

当の刺激にようて立つ本当の反射こそく私たち)の正

いという結語がここでようやくにして可能になる。仮

常な能動的な作用とみる。 (それゆえ.反応は正常な

に百歩凍って,知覚の構成は琵(36)の引用文にみられ

能動的な作用をなすとはいいがたい輔。なぜならこの

るようにく反応や反射から成る)とし,感覚(的印象)

反応はまがりなりな反応であるために,本当の刺激を

がこの反応に対応するものになると把塩するにしても,

反射させることにならないからだ。)とまれ こうし

それは彼女にとって信用し得ないいみ嫌われるまがり

たことから,彼女は感覚(的印象)について,デカル

なりな反応でしかないために,いわゆる正常な「知覚」

ト,ジィド,カソトのいうそれと違った面を打ち出さ

の捉え方にはならない。それゆえ,この「知覚」の捉
え方において,知覚は反射のみだけでなく,刺激と反

ずにおかないのだ。たとえば,彼女のみる感覚(的印

〜

i‑. 〜

i

象)の能動的な作用にあって,それはそれ自身の反射
といわれずに,その反応でしかなかった。カソトの場

射によって構成されることもないというわけである。

合,く感覚されるものempfindung‑感覚(的印象))

があるとき,感覚(的印象)は何はさておき反応にか

それ自身の能動的な作用(反射)はなかった。なぜな

かわるとみたのだから,そこに立ちそれを載調してあ

ただ,感覚(的印象)と知覚の関係を問題にする必要

ら,感覚されるものがく受容性‑感受性rezeptivit云t)

えていうならば,知覚は反応のみで構成されると理解

l

に受容させられて,そこでく感性sinnlichkeit)と呼

することは許されるだろう。その際は,刺激が知覚に

H

ばれる新しい能力としてあることになり.感覚される

組み入れられて捉えられないがゆえに,感覚(的印象)

ものそれ自身ではなく,この感性こそがく私たちに直
観を捷供する)という反射をなすからであるサ7)。デカ

(刺激)と知覚(反応)に分けてみることができるだ
ろう(この節の小見出しは何よりこのことに基づいて

ルトやジィドの感覚それ自身については,どちらの場

いる)。感覚(的印象)が知覚に受け入れられ,ある

合も反射が可能であると指摘した。それゆえ,この反

ときそれ自身で自立反発し,あるとき他の詩能力によっ

射は当然能動的な作用になる。ただし,それは,デカ

て変化させられないというまがりなりな反応は.それ

ルトでは少なくも思惟としての反射に感覚が含まれる

でも当然まがりなりな刺激からもたらされてくる。し

ことを推量し得るが,単独での自立反発がない,ジィ

かしながら,まがりなりな刺激である感覚(的印象)

ドでは自立反発のみの搬能としてあるとみておく必要

は.デカルト的にいうなら、く私たち〉を欺き誤るも

がある。しかし翻って彼女のことを語るならば,彼女

のとなし,く私たちと外部とのあいだの本質的な関係〉

がなぜ自らのかかる見方を感覚(的印象)に対しなし

を築くことがないといえるから,感覚(的印象)が知

得たのか問われてくるだろう。すなわち筆書がまがり

覚に組み入れられ捉えられることはないとみるのだ。

なりな刺激まがりなりな反応と記す感覚(的印象)杏

そして,まがりなりな反応でもある感覚(的印象)は

彼女はどのように捉えていたのかである。おそらく,

それでしかないため,知覚に組み入れられるように捉

…!
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彼女はそれを信用してはならないもの,さらにいうと,

えられていても,いかなる役割も効能もないとみるの

i

いみ嫌われるものとみていたのだ。これは,彼女が感

だ。く反応や反射から成る)という反応は,彼女にとっ

覚についてのジィドの見方を批判すること41からその

て.たんに感覚(的印象)とのかかわりのうえでの一

ように読み取ることができるし,デカルトが感覚は

例にすぎないのであり,かかる く本質的な関係),あ

「欺く」一別もの「誤る」50)ものと語ったごとく,彼女
も慈覚(的印象)をくふつうの)として取り扱う以上5日,

るいはく私たち)の生に対し絶対的に不可欠なことと

それに対し否定的にならざるを得なかったとみなすこ

る。

・′i

とでわかるのである。そして,少なくもこの点では,

して主張されていたのではないように思われるのであ
それでは,本当の刺激や本当の反射をなすものは何

彼女はデカルトの弟子でもある'ということができるよ

であろうか。それはいうまでもなく,筆者がすでに何

うな気がするのだ。

度か記してきた感受性sensibiliteになる。この感受性

50
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性それ自身の反射が可能になり,あるときこの感受性
があるということは,シモーヌ・ヴI.‑ユの先に捷示
をカソト的にいうならいわゆるく素材)にして,諸能
した引用文註(42)から確かめられる。すなわち,く私
力との混交や結合なる反射が実現するといえるのだか
たちにもたらされるものがたんに感覚(的印象)だけ
ら,知覚は彼女が語るように,く反射から成る〉とみ
ではない)と語られることから導き出される(この場
るのは当然なのだ。ただ,筆者に対してはさらに感受
合のく私たち)のことを知覚と読み取ることも可能で
ある¥a>
性が本当の刺激に位直づけられるとみるゆえに,知覚
I。感覚(的印象)以外に知覚にもたらされる
のが感受性というわけである。そうした感受性は知覚
は刺激と反射の構成により成り立つと理解させてもく

れるのである。このとき,本当の刺激には前回に触れ
に受け入れられるものであるかぎり,まず.刺激とな
たような外的な感受性と内的な感受性がありso
る。次に,刺激としての感受性は知覚のなかでく再び

それ

らがあらゆる本当の反射をなす可能性を有してくるし,
慈じる)53)ものとなってあらわされるとき,そこには
そこに問われるのが心身論的な閉局にもなるといえる
当然感受性の閉値があることになるから,反射が可能
のであるa)。しかし,今はそれらに触れることはしな
となる。それはまた,彼女に知覚の構成をしてく反応
い。またこのとき,感受性を視点にして知覚を一見す
や反射から成る〉といわせる際,この反射を感受性に
ることができよう。しかし,感覚(的印象)と知覚を
放当させるしかないということで理解されるのであっ
テーマにして取り上げた第二節である以上,今ここで
て,もはや感受性がないとみることはできないのだ。
感受性と知覚について問う必要はないのである。
感受性こそ本当の刺激,本当の反射になり得るものな
のである。すでにこの拙論でも指摘したように,知覚

第三節 デカルト,カント,ジィドそしてシ
のなかに局在し能動的な作用をなす想像は,その感受

モーヌ・ヴェ‑ユの語る感覚(的印
象)の特色.ならびにその他の間露
のひとつなのである。あるいは,これもまた想像と同
を問うこと
様にある思惟もこの感受性を欠如させてはく結合)さ
デカルト,カソト,ジィドそしてシモーヌ・ヴェ‑
えなし得ないdあるいは,こうした本当の反射なるも
性を変化させ補い得るく混交)といわれる本当の反射

ユの「知覚」の捉え方が前節でみたように,二通りに
のに,想像や思惟の量より感受性の量の方がまさる場
分煩されたが,その原因として故当するものは何か。
合,感受性それ自身の反射があると想定させることす
それはむろん,感覚(的印象)なのである。しかも,
ら不可能にする。それゆえ,彼女のいう感受性が刺激
この感覚(的印象)は各自によって異なって捉えられ
や反射の当のものとして強調されるように捉え得るの
ていたはずであるo
をもって,デカルト,ジィド,カソト,それどころか

これを整理すれば,感覚(的印象)

は三者三様(彼女を含めると四書四様)になり,その
これまでの哲学,心理学,生理学がみる感覚(的印象)
あらゆるケースが打ち出されることになるだろう。そ
ないし感覚されるものとその刺激や反射とも大いに異
れは同時に,各自の感覚(的印象)を特色づけるもの
ならしめることが理解されるのだ。このことはく私た
ち)人間の知的通産に画期的な一石を投じたことにな
となり,その比較を可能にさせてくるにちがいない。
る。なぜなら,刺激や反射が感覚(的印象)のみから
そしていうまでもなく,この特色も比較も彼女の捉え

る感覚(的印象)の見方を基準にすることなしには見
もたらされると借じるく私たち)人間の知が果たして
出されはしないし,不可能なのだ。そこで,その特色
唯一のことであったのかと彼女によって問い直されて
を一見し,比較をなすために,およそ第二節で語った
くるからである(この段落において,く問題の所在)
その内容を逸脱せずに,また,彼らの慈覚(的印象)
のうちの彼女の意図したとみるく他方)の問項が一見
の引用文の提示によっては,それがさらにどのように
されたといい得るのである)0
理解され得るかを確かめつつ肉付けしてみることが課
とまれ本当の刺激と本当の反射である感受性があ
せられる。だから以下は当然,く問項の所在〉におけ
るとみたり,シモーヌ・ヴェーユに関する最初の段落
るく第‑)の問鳳
の冒頭近くで筆者がくまずは)と記したりしたところ

すなわちく感覚(的印象)はデカ

ルト,カソト,ジィドにあって,どのように捉えられ
からは,彼女の「知覚」の捉え方に対し別の見方も可
ているかを知ること〉の答ともなるものである。同時
能になると予想させずにはおかないだろう。本当の刺
激と本当の反射をなす感受性において,あるとき感受
に,そのく第二の問題,)すなわちくそこに彼女の感

‑感覚と感受性‑
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認識するという受動的な能力である60)。

こと),またここで,その他の問題,すなわちその
く第三の問題(感覚(的印象)に関係する思惟は三者

かかる観念(思惟)は能動的な作用(反射)からも

にあって,どのように捉えられているか)),そのく第

たらされる。しかし,それは,くわれわれを欺きうる〉

四の問題(そこに三者の感覚(的印象)̲と思惟に対す

ことから,デカルトのめざす思惟ではないし,ここで

る彼女の見解を導入させて,それが比較されること))

は思惟に感覚が含まれるとみられるから,感覚自体が

が検討されなければならない(その他の問題に解答を

主となる反射であることを意味させない。・ただし,感

与えることは,彼女の意図したとみるく一方)の問題

覚にとって,思惟に取り入れられる感覚的観念がある

のうちのく思惟との関係における感覚(的印象)の彼
らの(同時に彼女の)解釈が可能になる)といった答

ばならないことを予想させる。しかし闘値を越えたと

をみることでもある)0

みる感覚に,なぜその反射(自立反発)はないのか。

ということは,感覚がいわゆる関値を越えていなけれ

これは,第二節ですでに触れたように…, 「理解す

デカルトにおける感覚について‑
われわれの感覚がわれわれをときには欺くゆえに,

ること,意志すること,想像することばかりでなく,
感覚することも, ‑思惟することと同じである」 62)と
了解されるからである。いいかえると,先に記した

私は,感覚がわれわれの心に描かせるようなものは

く感覚的観念)と閣様,このく理解する)などの作用

何ものも存在しない,と想定しようとした(傍線部

は「認知のさまざまな様態にほかならず」 63)これら

分は筆者/ 。

のほとんどが思惟に加味させられると捉えられるから

‑これまでに私がこのうえなく真であると認めて
きたすべてのものを,私は,直接感覚から受けとっ

だ。しかしこれでは,デカルトがいうコギトは成立し
ないのである。彼のコギトにあっては,シモーヌ・ヴェー

たか,あるいは間接に,感覚を介して受けとったの

ユがいわく,感覚的要素などは思惟から捨象される必

である。ところが,これら感覚がときとして誤るも

要がある。

のであることを私は経験している。そして,ただの
I

一度でもわれわれを欺いたことのあるものには,けっ

思惟するデカルトの第一歩は,感覚(的印象)を

I

して全幅の信頼を寄せないのが,分別ある態度なの
である(傍線部分は筆者¥57)
/。
I

感覚が欺く誤るものとみなされるのは,デカルトに

l
I
J

あって,たとえば,人間が「心臓の熱,身体の重さ,

捨象することにある64)。
デカルトは諸感覚を信じることを拒んで,理性の
みを当てにする65)。
ひとも知るように,デカルトは自らの形而上学説
を自らのすべての思惟の基礎とみなしていた661。

I
I

l葛

着物の重さ」58)をさほど感じないと語られるからだ。

このことから,感覚の反射(能動的な作用‑自立反

しかし,引用文の傍線箇所を参考にすると,感覚は刺
°°°°°°°°°
激として捉える,すなわち感覚は欺く誤る刺激として

発)はないということができる。そして,以上のこと

°●●°°°°°°°
知覚に受け入れられると読む必要がある。

がデカルトにおける感覚の意味である。これは彼のい

ところで,この感覚に反射(能動的な作用)は見出

う感覚の特色になるし,そのひとつのケースをあらわ
してくる。

されるか。筆者は前節において,思惟なる反射.に感覚
も含まれて捉えられる場合があるが,感覚自体が単独
で反射(自立反発)することはないと指摘しておいた。
そのうち,まず前者について証明しよう。

そうすると,外部感覚や内部感覚67)をも含める感覚
は精神自体の能動的な作用,反射,意識ではあり得な
いということになる。それでは,精神自体の意識とは
何か。周知の通り,

感覚的観念は,たとえわれわれが眠っていなくと
も,同じくらいたびたびわれわれを欺きうるSn。
ある種の受動的な能力がある。すなわち,感覚す
る能力,詳しくいえば,感覚的事物の観念を受容し

確実性は感覚のうちにあるのではなくて,明証的な
認識を有するときの悟性のうちにのみある68)。
私とはただ,考えるもの以外の何ものでもないこと

‑感覚と感受性‑
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になる。いいかえれば,精神,すなわち知性,すなわ

導かれる想像〉 と く幾何学によって定義される想像)

ち悟性,すなわち理性にはかならないことになる即。

的要素が含まれているからだ。これは.第二節の彼女
の語る知覚の引用文中.最初と三番目のそれに蔑何学

デカルトにあって,く考える)は知仕,悟性,理性

と想像が関係するように記されることからもわかる通

が生み出すのは当然だが,理性の捉え方は知性や悟性

り,彼女にとっての思惟は想像なしに構成されないこ

とは多少異なってくる。「よく判断し,其なるものを

とを意味するにはかならないのだ。しかも,彼女は,

偽なるものから分かつところの能力,これが本来良鼓

彼と同様,刺激としての感覚(的印象)を思惟に範み

または理性と名づけられるもの」 70)とされるごとく.

入れはしないが.感受性(刺激)と想像の混交を前提

理性は判断力をさす(シモーヌ・ヴI.‑ユによれば,

にもたらされる思惟のひとつとして,かかる思惟を打

この相違は, 「デカルトは諸関係を構想する能力(悟

ち出してくる。その思惟にはさらに悟性が加わってい

性)と諸関係を明確にする能力(判断)を区別する」 7日

る。かつ彼女が取り上げる思惟のなかで,この思惟だ

ところにあるといわれる)。そこで,彼のいう思惟と

けが悟性(あるいは理性)にかかわるのだ。だからた

の関係における感覚は.感覚的観念があるにしろ.

とえば,彼のみる思惟は感覚も想像も捨象し形成され

く形而上学説)を試みるなかでの思惟にあっては,

るといわれるかぎり,それにならうかたちで,彼女の

く捨象)はいうに及ばず,もはや無関係なもの無視さ

いうこの思惟から彼の捉える刺敦とは異なるその感受

れるものになっていなければならない。

性76)と想像を捨象したそれをデカルト的な思惟に見立

それゆえ,この思惟と感覚(その他の能力(後述))

てることが許されるとすれば,それは悟性(あるいは

との関係のみでいっても,後者が捨象される思惟は冷

理性)によってのみ導かれる思惟でしかなくさせるた

徹で冷酷な思惟,筆者がときにいったデカルト的な思

めに.この思惟はどデカルト的な思惟に似つかわしい

惟,シモーヌ・ヴI.‑ユが語る思惟の嶺頬に適合させ

ものはないのであり,この思惟を除いて冷徹で冷酷な

てみると,く悟性によって導かれ蔑何学によって定義

思惟になり得るものはほかにないだろうと筆者は指摘

される想像の思惟(pensとe d imagination conduite

したいだけなのだ。

par 1 entendement.que definissait la gとometrie))7V

また.デカルトでは知覚が刺激と反射で構成される

になろう。ただし,彼女のかかる思惟を筆者がデカル

とみておいたが,刺激と反射なる単語は筆者が用いて

ト的な思惟とみることについては次なる注意が必要で

いるのであって,彼自身は「受動」や「能動」なる単

ある。何よりもまず,デカルトの形而上学説における

語しか使用しないこと.想像には能動はからでなく,

思堆は,感覚ばかりでなく,彼女によって鼠み入れら
れている想像も捨象させられたものになっているとい

受動もある77'ということを付記して'おく。

うことだ。
物体ですら,本来は,感覚あるいは想像の能力に
よって把握されるのではなく,ただ悟性によっての
み把握される73)。
‑私は.私のうちにある.この想像する力が,堤

ジィドにおける感覚について‑
あらゆる感覚は永久の実在だ,と君に理解できる
だろうか①。
供は自分を悠長寛間にし,あらゆる感覚を受け入
れることにした。自分の個人的な考えは‑つも持た

解する力と異なるものであるかぎり,私自身の本質

虹ほど注意深い聞き手にした②O

にとっては.すなわち.私の精神の本質にとっては,
必要とされるものではないことをも認める7‑0。

あらゆる感覚の快楽のうちで,僕は触覚のそれを
罪‑に求めた③(傍線部分は筆者¥78)
/。
侯にできるただ一つの注意は,あらゆる感覚上の

すると.シモーヌ・ヴェーユのいう先の思惟は筆者

注意だけだった7no

のみるデカルト的な思惟に充当しないし,彼女自身は
デカルト的な思惟を認めていないように捉えるしかな

慈覚でしか,感覚のためにしか生きられなかった

い。なぜなら,彼女のいう思惟には,デカルトが必要

人々がいる。アソドレ・ジィドはその例だ。彼らは

としないと認めた想像75)だけでなく,く悟性によって

実際人生にだまされそのことを漠然と感覚してい

‑感覚と感受性‑
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るので,つねに深い憂彰さに沈んでいる。そこでは

自立反発する反射,そうした感覚に関係し支えられた

哀れにも自分自身を欺きながら,自分を酔わせる以

思惟をはじめとする他の諸能力の反射があると捉えて

外のほかの手段は彼らには残されない。 ・‑感覚によっ

おかなければならない。しかしそこにはデカルトのい

て生きる人々は物質的に,精神的に,よく創造し労

うがごときく感覚的観念)はない。感覚的観念とは

働する人々と比較して寄食者にしかすぎない。 ・‑感

感覚が思惟に取り入れられる,いいかえると,思惟

覚の追求にはエゴイズムが含まれており,そうした

が感覚に介入してくる,思惟の主体的な反射をさすの
であって,ここにいう感覚を出発点にした(感覚に支
えられた)思惟の反射では絶対にない。それどころか,

°

°

°

°

°

°

°

°

°

●

°

°

●

°

°

°

°

°

°

°

求は,むろん,愛することを妨げはしないが,愛す
る人たちを快感を覚えたり苦しんだりするたんなる
誘因とみなし,彼らが自ら存在していることを完全
に忘れ去るようになる。感覚を追求する人は幻想に

●

°

°

°

●

エゴイズムはわたしをぞっとさせるのだ。感覚の追

°

°

●

°

●

°

°

°

°

思惟に関する引用文(参の傍線箇所や以下に記すそのジィ
ドの引用文㊥◎㊥①を読んでわかるように,デカル
トのいうがごとき感覚と無関係にされる思惟それ自体

かこまれて生きる。その人は生きているのでなく,

の反射もないのである。ジィドの思惟はすでに触れた

夢をみるのだ叫。

通り,感覚に関係し支えられ生み出されるのであり,
そのことはたんにこの思惟だけでなく,他の諸能力の

シモーヌ・ヴI.‑ユの評する註(80)の引用文は,終

反射(引用文⑤①)も同様であることを示唆させる。

始批判的な内容に貫かれているが,逆に読もうとすれ
ば,ジィドが感覚の崇拝者でしかないことを明らかに
させよう。また註(78)ち(79)も彼をして感覚を称賛せ
しめる引用文になろう81)。しかし,感覚は彼にあって
いかに捉えられたのか。それを知らずに,感覚を称え

感覚によってまず味わわれなかったような知識は,
供にとってはむだだ㊥。
僕の感覚の一つ一つが,てんでにその欲望を持っ
た⑤8㌔

るその理由が判別しないのだ。

自分の最初の噂血は,他の原因によるものだと考

ジィドが感覚を人間の最高の能力とみなすのは,そ

えるように努めていた。というよりもむしろ,白状

の全引用文から理解されるように,感覚が刺激ばかり

すれば,何も原因などは考えていなかったし,考え

か,能動的な作用である自立反発の反射をも可能にさ

ることを避けて,ほとんど念頭に置かなかった。 ‑

せるものに位直づけられるからであるO感覚は彼のみ

これまでは,空漠たる希望にたよって,いいかげん

る知覚において不可欠なもの,いいかえると,その刺

に生きて来たのだ◎。

激と反射が知覚でもっとも重要とされるもの,さらに

幾つもの感覚を通して僕の身内に入り込み,僕の

いうと,精神はまるで感覚でしか成り立たぬかのよう

心をときめかせるこの得体の知れぬ軽やかな香り‑・

なものになっている。刺激としての感覚は,デカルト

①

のいうがごときく欺く誤るもの)のそれではない。そ
れは真正な刺激である(彼の引用文(参を参照)。感覚

僕は何も考えなかった。思惟が何だ?僕は感じて
いた。異常に鋭く感じていた㊥。
ォ9t9

が反射にもなることは,同引用文③の傍線箇所で確か
め得る。これは,感覚が快楽という反射になること,
●

●

●

●

°

°

°

°

●

°

ああ!このたまらない論理から僕の頭を解放した
いものだ!

僕は自分のうちに高貴なものしか感じ

°

または感覚に関係し支えられた快楽が反射されること

ない①幻)0

を意味させよう。註(79)における く注意)も後者に属
して了解される。前著の内容にはさらに,感覚が感覚

感覚に関係し支えられた思惟,感情,想像がもたら

のままで反射されることが含まれてくる。なぜなら,

されるのは,それぞれ,引用文㊥にく慈覚によって)

引用文(9でく感覚は永久の実在)とされる以上,刺激

⑤にくその欲望), ①にく感覚を通して‑僕の心をと

はむろんのこと,それ自身で自立反発しよう反射なし

きめかせる)と記されることで理解される。 (りにおい

には,感覚が実際に,かつ永久に存在する(presence

てく考えることを避け)るとすれば,ジィドの精神に

infinie)と認められることはなくなってしまうからで

は感覚があるだけであり,それを基軸にせざるを得な

ある。

いがゆえに、く空漠たる希望〉 (感情)が生まれ出るこ

それゆえ,ジィドの感覚の反射については,感覚が

とにもなろう。 ①においても同様,感覚に関係し支え
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‑感覚と感受性‑
る』という学説と, r人間の観念は経験によってはじ

られたく高貴なもの〉 (想像あるいは論理以外をめざ
す思惟)が反射(感覚)されることになるだろう。こ

めて得られる』という学説とが,ふたつのちがった道

の㊤と①の場合はさらに,感件,想像,かかる思惟を

をとって進むことになった。けれども,人間の認鼓能

感覚するということが可能である。ただし,感情や想

力そのもの,人間の認識能力の範囲,あるいは限界に

像はジィドにあって,デカルトでみたごとく,精神

ついては,あまり研究しなかった。そこでこの認識能

(思惟)より,く捨象)させられることがないばかり

力そのものを研究するのがカソトの仕事となった。カ

か(デカルトのく形而上学説)では,感情は感覚や想

ソ・トは人間の詑隷能力を容赦なく吟味した。この能力

像と同様捨象され,思惟の構成要因になり待ないし,

のおくそこをきわめ,この能力の限界をあまねく確定

感情の独立した反射もないのだ),その思惟からも独

した」 85)と語るなかの傍線箇所の内容に対しては誰も

立した詩能力としてあることを示唆する。しかしそれ

異議をさしはさみ得ないと思われるし,その研究は哲

らは各自が単独の反射をなして生み出されてくるので

学への偉大なる貢献であると考えられる(ただし,ハ

は決してない。繰返しいうが,これらの諸能力は感覚

イネは同時に, 「世間からみとめられるのが‑おくれ

に関係し支えられてもたらされるのである。

たわけは,おそらくこの書物( r純粋理性批判1)の異

そして,感覚が自立反発したり,感覚に関係し支え

様な形式とまずい文体によるのであろう。まずい文体

られた諸能力が反射されたり,感覚がそれらを感覚し

といえば,カソトほど非難さるべき哲学者はほかには

たりするかぎり,刺激としての感覚は当然閉値を越え
るものとみることができる。こうしたことがジィドに

あるまい」 (括弧内は筆者) K)ともいっている)。しか
し,これまでに記したことから知る得るように,ここ

おける感覚の特色となるし,それはデカルトとはまた

で,デカルト.ジィド,カソトあるいはシモーヌ・ヴェー

相違する感覚の捉え方のひとつのケースに相当してく

ユのみるく認誠能力〉のすべてが明らかされるのでは

る。

なく,認識の前提であると思われる彼らの感覚(的印

「アソドレ・ジィドにとっては,危険は頭脳の働き

戟)こそが筆者に問われることにあるのだ。

の内にある。それは感覚と思想(思惟)との間に均衡

シモーヌ・ヴJ̲‑ユは,このく認急能力)の全容を

が必要であることを認めようとせず,結局は頭脳の遊

明らかにするr純粋理性批判』を読んだと思われるか

びの技巧をつくすことに終り,それ自体に自足するこ

らこそ, 「認識するという現実態」 07)が「感覚による

とに甘んずるからである。ジィドは言う。 rこの世で

経験なくして」軌成り立たないと認めるだろうが.カ

すばらしいのは,考える以上に感じるように出来てい

ソトはその感覚をいかに捉えていたのだろうか。これ

ることである』 (括弧内は筆者)と」 A.)語られるのは,
ここでは,感覚に関係し支えられた思惟が反射される

を理解するには,前回のJまたは註(30)の引用文を踏ま

ことよりは,感覚自身の自立反発があることを示すの

る必要がある。まず,前回の引用文にさらに付加させ

であり,ジィドはその感覚に価値判断を見出し,感覚

るそれを掲げると,以下のようになる。

えるとともに,感覚に関連する他の引用文が参照され

を思惟だけではないその他のすべての藷能力よりも優
先させていたとする証左になるだろう。しかし,シモー

㊥私たちが或る対象によって触発されるかぎり,

ヌ・ヴェーユにいわせると,それは,く幻想にかこま

その対象が表象能力‑と働きかけた結果は,感覚で

れて‑・夢をみる〉 しかなくさせてしまうのだ(なぜか

ある。感覚をつうじてその対象と遵関するそのよう

は後段に放るが,彼女の引用文のみから窺い知ろうと

な直観は,経験的と呼ばれる。経験的直観の規定さ

すれば.そこにはく労働する)ということがかかわっ

れていない対象は,現象と呼ばれる。現象において

てくるだろう)0

私は.感覚に対応するものを現象の実質と名づ

●

°

°

°

°

ける90)。
カソトにおける感覚について‑

次に,註(30)に記された感覚について整理すると,
‑イネ(1797年‑1856年)が「カソト以前の哲学者

それは. ⑤く知覚(‑経験的意識)のうちには同時に

は人間の認議の根源についていろいろと考えてきた。

感覚もあるような意識である), ◎く諸現象は,‑感覚

‑r経験以前にも人間には元来.観念がそなわってい

の実在的なものを,たんに主観的な表象としてそれ自

‑感覚と感受性‑
身のうちに含んでいる〉, ①く感覚自体はいかなる客

5g

とするく認識能力(‑知覚))に鼠みするものにはなら

観的表象でも全然な)い, ㊥く慈覚自体においては空

ないということになろう。彼のみる認識能力は,後段

間・・・時間についての直観も兄いだされない), (かく感

以降にても触れるが,表象能力(‑感性),直観,構想

覚は,もともと,全然先取されることのできないもの

力の.思惟(悟性そして理性)なのである。とまれ,

である)ことになる。

感覚の表象能力‑と働きかけられる(受け入れられる)

そして, ⑤から①の内容に煩似のものを抽出してお
けば.次の通りになろう。

現象がく対象)化すると記される(㊥参照)ことによっ
て,感覚がこの認識能力‑かかわりあうものとなるこ
とは明白である。それゆえ,この感覚は表象能力‑働

⑤は, 「感覚は,私たちの認鼓の本来的な経験的
なものである」 91)し, 「感性に属する感覚」 (後述)

きかけられるかぎり,刺激として捉えてよいことにな
る。しかし.感覚は知覚(認識能力)そのものではな

という表現が感覚を知覚に位定づけさせるように思

いのだから,ジィドでみたような知覚の主要な要素と

われるからである。

みなされないのだ(これが第二節のく感覚と知覚に分

㊨は, 「感覚はフI.ノメノソ的実在性である」 m。

けてみることができるカソトの場合)とした二義的理

①は, 「直観は客観と連関し,感覚はたんに主観

由になる)0

と遵関する」 93)。

それにしても,表象能力とは何かである。

㊥は,「(空間や時間における直観としての)現象
はことごとく量であり,しかも外延量である」 (揺

私たちが対象によって触発される仕方によって,

弧内は筆者¥ 9ォ)。 「‑感覚はいかなる外延量をもも

表象をうる性能(受容性)は,感性と呼ばれる。そ

たない」 95)。

れゆえ,感性を介して私たちには対象が与えられ,

●

°

°

①は, 「感覚はあらゆる7・7*リオリな認識とは

°

°

●

だから感性のみが私たちに直観を提供する901。

かかわりない」 96)というそれぞれの引用文に対応す
るにちがいない。

表象能力は琵(98)のく表象をうる性能(受容性))
と同意である。前回9?)に指摘したこともあるが.この

カソトが語る感覚はとりあえず以上のものとなる。

引用文のく受容性)はrezeptivit云t,く感性)はsinn‑

そこから次のように要約し得る。まず,かかる感覚は

lichkeitである。 rezeptivit云tがまた「感受性」と訳

(現象)のみと関連し,そのく実質‑実在的なものエ

されたこともすでにみた通りだ100)。ところで,注意す

フI.ノメノソ的実在性)をあらわす。次に,感覚が現
象の実質をもたらすことは経験的なものとなる。しか

べきは, sinnlichkeitが「受容性としての感性」拍0と
このく感性を介して私たちには対象が与えられ)ると

し,その経験的なものは主観的な表象の獲得をしか示

ころの表象そのものをあらわす意味を保有するという

さない。そして,客観的な表象はく表象能力)に委ね

ことなのだ。すなわち,感性は同時に,性能(機能)

られるということである。表象能力にあって,人は感

自体と表象(されるもの)をさしてくる。そして,こ

覚における主観的な表象をく意鼓しうる)だけであり,

の表象(対象‑感性)こそ,く直観は客観と連関)す

この表象をく客観一般と連関づける)が,主観的な表

るという直観に結びつく一方,その直観は「私たちは

象自体は,人(カソト)が期待して得られると思う客

感性に依存せずには,いかなる直観にもあずかること

観をあらわさないのだから,決して其の表象ではない

はできない」 102)とされるところのものになるし,其の

ことになる。その表象能力は空間や時間についての

表象,客観的なものである必要がある。また, 「感性

く直観)を見出し.しかもこの表象された直観と.して

もア・ブリオリな諸表象を含んでいる」●03‑し. 「ア・
プリオリな認識を‑すべての経験に依存せずに生ずる

の現象は量(外延量)だと語られる。ところが,感覚
(‑主観的な表象)はその直観と連関せず,外延量も
持たないのである。またむろん,慈覚はT・‑7リオリ

そのような認鼓と解すであろう」 104)ということからは,
かかる表象は7 ・プリオリな認鼓にさえなる余地を残

な認鼓さえ持てないのだ。とすれば,まず,感覚は表

すものでなければならないといえる。とりわけ,後者

象能力そのものではない,次に,直観に連関せしめよ

の内容は, 「感性に属する感覚」.051における表象とし
て捉えられないことを合意させる。

う能力がはかにある,そして,感覚はカソトのいわん
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‑感覚と感受性‑

このことが, 「感覚に属するものが‑何ひとつとし
て兄いだされないすべての表象」106)は「7 7*'Jオリに,

ち,結局は.デカルトの形而上学説において,感覚を
不必要なものとみなす立場に酷似するといえるのでは

一心のうちに生ずる」噺とし,「感覚の現実的対象」‑oo

なかろうか)0

を排除したところで主張されるカソトのいわゆる超越

以上に説明したようなく感性に属する感覚) (経験)

論的感性論につながっていくのである。彼が心血を注

と「経験の限界を越え出」 109)た超越論的感性論におけ

いで展開させようそのなかには,感覚は問題となって

る感覚がカソトのその見方になり,その特色とされる

くることはない。これこそ第二節のく感覚と知覚に分

ものとなろう。それはデカルトやジィドとはまた相達

けてみることができるカソトの場合〉とした一義的理

する感覚の捉え方のひとつのケースに相当してこよう。

由になる。

そしてこれによって,感覚のあらゆるケースが導き出

先に掲げた二義的理由の場合,く感性に属する感覚)

されたことになる。そこでこれから,それぞれのケー

がその前提となり,これは当然く経験)の場で通用す

スを想起するなかで,いったい三者の感覚がいかなる

ることになる。感覚empfindungはあらためて,受

位置を有するものなのかに問題を搾り,それを簡単に

容性(感受性)なる性能に働きかけられ(受け入れら

比較していくわけだが,カソトの感覚にあっては,

礼),感性(表象)を生み出す。しかしそうはいって

く感性に属する感覚)を主にして語らざるを得ないだ

も.たとえば,感覚が感性に受容されて註(110)に記

ろう。なぜかは,この感覚がく表象をうる性能)へ鰍

すようなく感性的感覚)になるそうだが,この性能に

きかけられる刺激となるからだ。その際,カソトの感

働きかけられる直前の感覚は決して感性的感覚ではな

覚がいかにあるかから問うと,それはデカルトやジィ

い。いいかえると,感覚があらためて受容性に受け入

ドのそれに対し,中間に位置づけられるといえよう。

れられ(選択させられ)るところにおいて.感性が生

三者の感覚なる刺激は,その詳細な内容に立ち入らず

み出される以上,そして,この感性がく直観を提供す

とも,とにかく精神(魂や心)に受け入れられること

る)となれば,それはもはや主観的なものでなく,客

によって共通する。ここに比較の条件が整うが,しか

観的なものとなる以上,感覚は感性と同じものではあ

しそれのみで,カソトの感覚が二者の中間に位直する

り得ない。また,感覚は感性に属し,感性は感覚なし

という比較の特徴やあらゆるケースのその説明が可能

には成立しないとはいえ,感性は感性とされるのだか

になったということはできない。

ら,感性がまったき感覚であるとみなされることはな

このことは感覚に関して問われる三者の反射におい

い。ここから感覚は知覚に組み入れられて捉えられな

て明らかにされてくる。これをカソトに代表させてい

いことになる。感性を知覚の最初の能力としてみるこ

えば,四つの場合があると想定されよう。すなわちそ

のケースでは,感性が感覚を再度受け入れる(遵択を

れらは,経験における(イ)感覚自体の反射と(ロ)感覚の他

する)時点,しかし,感覚ではないものとして枚能す
る時点をもって,感性はそれ自身を刺激に見立てるこ

の話能力との反射,超越論(形而上学)における(′う感

とも可能なのだ(この点でく受容性としての感性)‑

そしてその際,カソトの感覚がそれぞれの場合に対し

機能は感性の閲値を持つとみてよいのかもしれない)O

て二者の中間に位置するかを検討せねばなるまい。 (イ)

そのように捉えられれば,これはその機能における感

はデカルトにはないが,ジィドにはあるとみた。それ

性の受動的な作用(刺激)を示唆し.感性(表象)が

ゆえ両者の感覚は両毎に位置づけられる。デカルトの

覚自体の反射と(ニ)感覚の他の話能力との反射である。

もたらされれば,感性が能動的な作用(反射)をなす

いう反射は何をおいてもまず思惟しかない。それは感

ことを意味させよう。そして,これはまたとくに,揺

覚するも思惟するに取ってかわられた。だから感覚自

越論的感性論に適応させられるであろう。そこでは感
覚を刺激としてみる必要もない。なぜなら感覚が排除

体の反射(自立反発)はないのだ。ジィドでは感覚の
要素のみが反射されるといい得る。だから感覚自体の

されてしまうからだ。さらには,超越論的感性論ばか

反射もあり得るわけだ。そこでカソトについてだが,

りか,経験においてさえも,感覚自体が反射する(自

(イ)はなかったのである。しかし,く感性に属する感覚〉

立反発する能動的な作用)ことはなくなるのである

である「感性的感覚」 ‖o)が感性の反射となった。これ

(超越論的感性論のなかで,感覚を排除することは,

は,感性が感覚を取り込まないことには感性自体の反

その若干の内容と理解の仕方に相違がみられるにして

射を可能にさせないとともに,決して感覚的要素や感

‑感覚と感受性‑
寛自体の反射ではないことを意味させる。なぜ感性自
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ちの一極となる)‑デカルトの見方に接近するが,感覚

体の反射になるかというと,それはく感性的)になっ

に依存しよう(両極のうちの他の一極となる)ジイド

た感覚が反射されるからである。く感性的感覚)とは

の見方には完全な相違をみせる。しかし少し分析を加

前記したように,感覚が変化することであって,感性

えると,デカルトとも異なるはずである。すなわち,

がく感性的感覚)に変化することをさすのではない

反射が感性から感覚を排除するに至る直前まで註

(後者の肯定は感性にとって,く感性的感覚)が刺激

(106)早(108)のものをもとにしていたことが何より相

になることもなくなろう)。感性は感性としての性能

違する証になるのだ(デカルトはそれさえももとにし

を有し表象を形成させるのだから。また感覚がこの性

ない)。これはカソトが他の二者の見方をいわば折衷

●

°

°

●

能に取′り込まれた際に,感覚がく感性的感覚)になる

したといってよい(感覚を取り込み捨象する)。そこ

だけだから(それでは感性とは何か問われてこようが,

に,彼のいう感覚は反射における二者の中間に位置す

これは後述に誹る)。ここから反射においては,カソ

るとみることが可能になる。以上から同時に,超越論

トの感覚が二者のその中間に位置することが以下のご

における感覚自体の反射というHについても,同様の

とく導き出される。感覚が感性(知覚)に取り込まれ

解答がおのずと引き出せよう。三者のうちジィドのみ

ることは二者に共通する(二者の感覚は知覚の能力と

に感覚自体の反射がある。カソトがそれでもデカルト

して理解された)。しかし,この感性は感覚ではない

と異なるところは,く感性的感覚)なる感覚の変化し

反射になると指摘したところからは,ジィドの見方

たものにかかわる感性の反射があるということである。

(感覚自体の反射があること)に反し,感覚ではない

それゆえここでいう感覚も二者の中間に位置づけられ

にせよ,慈性の反射を新たに主張することでは,デカ

るといえる。

ルトの見方(感覚自体の反射がないこと)に反してく

経験における感覚の他の話能力との反射という(ロ)に

る。それゆえカソトのいう感覚は他の二者のその中間

ついてはどうかo デカルトにく感覚的観念〉なる反射

に位置するといわざるを得ないのだ。

があったが,これは観念(思惟)に従う感覚でしかな

ト)の場合はどうか。すなわち超越論(形而上学)に

い。それでもカソト的にいえば,思惟は感覚をく素材)

おける感覚の他の諸能力との反射についてはどうか

にするということになろう。ただし,この思惟はくわ

(デカルトは形而上学を「真理の探究」 ‖りとみなし,

れわれを欺き)誤らせるがゆえに,それに信を置くこ

ジィドにも形而上学があるとみることを付加する)0

とは不可能である。ジィドではここでもやはり,思惟

このとき諸能力とは思惟というひとつに限定される。

は感覚に支えられた思惟となる。カソト的にいえば,

なぜなら彼らの超越論にあって,思惟がその対象にな

思惟はそのく素材)としてのすべてを感覚に委ねてお

ると思われるからだ。デカルトのコギトは感覚を捨象

く必要があろう。カソトにおいて,思惟は感覚をく素

する。ジィドの思惟は感覚に支えられた思惟となる。

棉)にするとひとまずいえよう。しかし実際は,註

すなわち感覚的要素によって占められる思惟であるO

(112)に記したように,悟性(思惟)は変化したく感

これをカソト的にいえば,感覚が思惟のく素材)

性的感覚〉 (それはまた感性と呼ばれる)を素材にす

°

・

・

・

°

●

°

・

そのものとしてあることになる(ただし.ジィドには

ることになる。かかる差異は何度もいう通り,く受容

感覚自体の反射があることでは,それのみで絶対の真

也)なる性能に受け入れられた刺激としての感覚が受

理に達し得るといえるかもしれない)。カソトは「私た

容時に感覚ではなく捉えられることにある(感性を素

ちの悟性が,感性的感覚の生まの素材を加工する」1121

材にする思惟はデカルトのそれに反し倍が置かれるの

と語る(この表現をデカルトにも当てはめても,彼の

だ)。それゆえ,デカルトとジィドのこの場合の見方

いう思惟は感覚をく素材)にすることなどない)。こ
のく感性的感覚)はすでにして感性なのであり,これ

覚をして折衷的中間的な見方に位置づけさせるのであ

は経験の場で可能になった。彼の超越論にあっては,

る。

とも異なるという必要がある。これもまたカソトの感

その感性から註(106)早(108)に記したようなく感覚に

なお,感覚の思惟以外の請能力(想像や感情)との

属するもの〉く感覚の現実的対象〉を排除しなければ
ならない(そこにはア・プリオリな表象だけが残され

反射について,デカルトとジィドの場合はすでに述べ

ることになる)。それは,感覚を捨象する(両極のう

トのそれらについては後段以降に触れる。それはとも

たそれぞれの箇所を参照してもらうことにする。カソ
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かく,以上のことから,三者における感覚のケースが

①から⑳の引用文中の感性,直観,構想力,思惟

すべて網羅されたということができる。すなわち,チ

(悟性そして理性)にとって,それぞれがいかに他の

カルトとジィドの感覚を両極に据えると,カソトはそ

諸能力と関係し,そこにいかなる機能や役割(話能力

の中間に位置づけられることになり,これによって感

が何であるか)を持ち得るか,およそその見当が可能

覚のあらゆるケースが提起されたといえるのだ。

になろう。この詳細な説明は本題より逸脱するので避

ところで,カソトのいう思惟(悟性)を持ち出そう

けるはかないが,それでもこれらを取り上げたねらい

とすれば,すでにみたように,もはや感覚ではなく,

が奈辺にあるかだけは述べる必要がある。これは筆者

感性自身について問うことが課せられよう。感覚を今

の批評にかかわる。知覚におけるこれらの諸能力はそ

回のテーマにし,それがカソトにあって感性と相違す

れらをこの秩序(順序)において生み出すことになる。

るというだけでよしとみなければならない筆者にあっ

だから悟性は(勤にく認鼓の自発性〉 (その自立反発)

て,感性をこれ以上言及する必要はないと一方では思

だと説き,この作用を認めるにもかかわらず(後述),

えるが,今しばらくは簡略であるにしても,感性,直

知的直観がカソトに見出されない123)のは,それがかか

級,構想力,思惟(悟性そして理性),想像,感情が

る秩序に従わなくなるからだというしかない。また想

何んであるかいかなる関係を保有するかについて記す

像や感情に関しては,先に記した諸能力ほど言及され

ことにしよう。まずは,次なる引用文がそのことに手

てはいない。註(97)も参照しつつも,構想力は⑥の
く感性の理想)につながるとされるから,それこそが

助けするものとなろうか。

想像ではないのかと思われてくる。しかしこの「想像
°

°

(り人間的認識の二つの幹,つまり感性と悟性とが
ある"3)0

は,意識と.また記憶,機知,判断力と,おそらく悟
性や理性とすら結合してはいないかどうかを確かめて

②私たちが心の受容性を感性と名づけるとすれば,

みることによって,縫うかぎり減少せしめることを命

・‑話表象をみずから産みだす能力,あるいは認識の

ずる」124)能力だとみられるo要するに,想像は多くの

自発性は,悟性である。私たちの自然的本性は,当

能力と結びつく可能性を有することになる。一方感情

然,直観が感性的以外ではけっしてありえないよう

は「全然認鼓ではない快と不快の感情」 ‑25)だと記され

に, ‑これに反して,感性的直観の対象を思考する

る。く認識ではない)とすれば,感情は感覚的なもの

能力は,悟性である…)0

であるしかない12㌔・さらにこれまでに,認識(知覚)

③思考は,与えられた直観を対象に連関づける働
きである‖5)0
④悟性に従属する感性は,悟性がおのれの機能を

の諸能力の筆頭に位置する感性の機能や役割について
はおよそそのことを述べたつもりであるが,しかし再
皮,感性とは何かとここで問わざるを待なくなる。な

適用する客観として,実在的認識の源泉である116)。

ぜなら,カソトが「感性が悟性の働き自身に影響を及

⑤悟性は,まずもって,直観の諸対象と,あるい
はむしろ構想力におけるそれらの諸対象の綜合と遵

ぼすかぎり,だから悟性を判断をくだすよう規定する

関する‖7)0

これは搬能や役割以外としての感性の特徴を示すこと

⑥構想力の作りだしたものは, ‑感性の理想と名
づけられうる‖8)0
⑦悟性が理性にとって対象となるのは,感性が悟

かぎり,誤謬の根拠でもある」 ‑27)と語るのであれば,
になろうが,く誤診)を惹起させよう感性というもの
はあたかも想像的なもの(想像は諸能力と結びつく)
になるとみられたり,フォイエルバッ‑ (1804年‑18
°

°

°

°

性にとって対象となるのと同様である"V。

72年)の思想でいわれるように,思惟を制約する感性

⑧悟性が規則を介して諸現象を統一する能力であ
るとすれば,理性は諸悟性規則を原理のもと‑と統

になってしまうからである。しかし感性の特徴なるも

‑する能力である。
⑨理性自身はいかなる現象でもなく,また感性の
いかなる条件にも全然従っていないI2り。
⑳感情は,諸物のいかなる表象力でもなく,かえっ
て全認識力の範囲外にあるものである122)

のはこれでもまだおし測ることができない(後述)し,
ここに記す想像と感情を含ませた請能力を綿密に分析
する労に対しては驚きを禁じ得ないとしても,その労
が打ち出す結果はおよそ,現代生理学の知見に合致す
ることが不可能なのである。
すなわち,カソトは感性を他の諸能力とかかわらせ,
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感性を含むすべてのその思想的展開を認識論として試

らないとされることを取り上げよう。その際人は感覚

みるhけだが,諸能力はその秩序(順序)に従う前提

の排除をどのように可能にさせるのか,排除されるの

条件がおのおのに加えられ制限されたり,だからこそ

は何より先に働きかけられるといわれる感覚か,それ

それぞれにさらに多くの付帯条件が付けられたりして

とも変化した感性的感覚か.また経験においても,人

複雑化することが合致しない理由なのだ。そればかり

は感覚から感性(感性的感覚)に変化する間際をどう

か,デカルトの思惟に対する見方と同様,結局は感性

解釈し得るかは,感性のかかる複雑さが起因して明確

よりも悟性や理性の方に重い比重が直かれることが,

にはなっていないのである(この問題のひとつはデカ

そうなのである。後者のことは.三者のうちジィドを

ルトの形而上学説における感覚の捨象をどこで可能に

除いて,カソトの理性では感性に従われない(⑨参照),

するかということにも当てはめられよう)。こうした

あるいは超越論(形而上学)のカソトの悟性やデカル

ことは現代生理学では問題にされないのだ。それは生

トの知性ではそれぞれが感覚を排除したり捨象すると

理学者である丸山直滋氏が次の一例をもって語られる

語ることによって明白となる。これらの思惟は彼ら三

ことから導き出される。すなわち, 「直接間接の経験

人のみる思惟形成上のある段階において感性や感覚の

に基づく判断の他に,全く経験と無関係〔先験的〕な

取り扱いが各自でなされるところに生じるのだから,

判断の能力として「理性」 (これは原理の能力である)

彼らのいう思惟はおのずと異なるといえるわけだし,

などを考えるべきかどうかは.古くから哲学者によっ

知覚(反射)における話能力の捉え方は三者にあって,

て議論されてきた(ハイネのいうがことしだ)。しか

思惟にかぎらず相達することになる。これが第二節に
残しておいた問題.つまり くジィド,デカルト,カソ

し脳のしくみを考える立場で「先験的理性」(今問うて
いることでは先験的感性か)を解明すべきだという意

トが知覚(反射)において,それぞれ

見を筆者は,まだ聞いていない」(丸括弧内は筆者¥I2S)

なぜ実質的に

異なる諸能力を充当させ得たのか)の答となろうo ま

ということと同様なのである。

たデカルトと同様,カソトにあってはとりわけ,く悟
性が,感性的感覚の生まの素材を加工する)やく悟性

シモーヌ・ヴjr.ユにおける感覚的印象に

に従事する感性)ということが盈現され,直観だけで

ついて‑

なく(直観は感性的直観を意味する),感性それ自体
の反射のあることもみえなくさせてしまう嫌いがある。

①世界が私に与える感覚的印象は,それ自身によっ

なぜなら,感性はそれが素材のみとして作用し,思惟

ては私のためにいかなる利益ももたらしはしない129)。

がそのく誤謬の根拠)をいわば修正するだけの対象と

②刺激は無限なほど多数であるのに反して,反応

なるからだ。ここには反射なる感性自体も感性的思惟

は有限である。

も見当たらなくさせる。これでは悪性もまた,デカル

③私たちは無限に多様な慈覚的印象を持ち合わせ

トから感覚自体の反射(自立反発)がないと結語でき

はするが.それらは私たちにまったく何も教えはし

たり,思惟に対しては感覚の不必要さを説くとみたり

ない。

するのと同じ結果をもたらさざるを得ないのだ。しか

④感覚的印象なるものは,意志が蛍力に作用する

も感性sinnlichkeitは感覚empfindungや受容性re‑

と人が感じるときでさえ,つねに働きかけられる受

zeptivit云tを含んで理解され得るにしても,私たちの

動的なものである。

脳(精神)の感性をはじめとする諸能力の機能や役割
はもっと単純化されていると捉えざるを待なくなる
(感性についてはその能力があることを前提にする)0

⑤持続は感電的印象の質のたんなる性格にすぎな
い。

⑥感電的印象は質札

空[K],時間も含まず.それ

少なくともバヴロフ(1849年‑1936年)以来のことを

自体以外何ももたらすことができず,いわば何もの

考えれば,感覚や感性はこのように交錯させられて捉
えられるのではない。たとえば,話能力の幾能や役割

でもないのだ。しかし,私たちが世界を知覚すると

が複雑になる原田のひとつとして,超越論的感性論に

覚的印象だけではないということだ。

おける感性は,経験における感覚の手助けを受けてい
るにもかかわらず,感覚を排除するものでなければな

いうことは,私たちにもたらされるものがたんに慈
⑦感覚的印象は人が感じると思うものについて意
識するための換会として役立つにすぎない伽)0
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シモーヌ・ヴ3・.‑ユの語る感覚的印象が何かは,こ

しない」 I"というのだから,慈覚的思惟が本当の思惟

れらの引用文と第二節でみたものが参考になる。とく

を形成させることがないところにあるからである。と

に上記の引用文はその特徴を浮きぼりにする。それは

すれば,感覚的印象はく混交)やく結合)をなしたと

何より,感覚的印象が⑤質であり, ①利益をもたらさ

ころで本ものではない譜能力をもたらすために,反応

ない, ③何も教えはしない, ⑥何ものでもないという

としてあるのは感覚的印象自身の反応だけになってく

ことである。ところで②③と④から.感覚的印象は刺

るといえるだろう。すなわち,彼女はジィドと同様,

激となること,しかも②で反応は有限であるとされる

感覚的印象の自立反発(反応),しかしまがりなりな

かぎり,反応にまで達する刺激は選択されて受け入れ

自立反発を容認する。またここから,彼女はデカルト

られることがここで明らかになる。しかし,この刺激

の感覚の自立反発(反射)がないとみるのに対し,当

や反応はすでに述べたことや先に記したばかりの感覚

然それがあるとも、うこと.カソトの感覚を刺激に,感

的印象の特教からも,くまがりなりな刺敦や反応)に

性を反射(感性は素材としてあって感性自体の反射は

しかなり得ない。これは彼女が感覚的印象の存在を認

ない)に見立てられることに対し(だから感覚自体の

めないことを意味させない(そこでは反応を可能にさ

反射はない).感覚的印象のみでも刺激と反応がある

せるから,刺激の閲値もあるとみておきたい。そして

ことを認める。刺激は四着に共通してあることはむろ

筆者は感覚のあらゆるケースにくまがりなりな刺激と

んいうまでもないことである。
そして,三者の感覚と思惟の関係に対し,シモーヌ・

反応)をつけ加えることで四着四様のその捉え方が可
能になるということができる。ただし感覚的印象がい

ヴJ̲‑ユにおけるかかる関係を比較しようとすれば,

かになるかなどは約二節を参照されたい。また三者と

どのようなことがわかるだろうか。すでにみたように,

の比較は後段に放らねばならない)。そのようにみる

デカルト.ジィド,カソトがいう感覚と思惟のあいだ

ことができるものの,ここにおいてさらに明確にされ

には,それぞれ.思惟に従う感覚(日常)または感覚

ることは, ⑥の世界の知覚はく感覚的印象だけではな

を捨象する思惟(真理の探究‑形而上学説),感覚に

い)ところに関係すると彼女に主張されることなのだ。

支えられた思惟(日常も形而上学上も),感性的感覚

知覚である以上(第二節参照),く感覚的印象だけでは

(感性)を素材にする思惟(経験)または感覚を排除

ない)もの,すなわち感受性sensibilit色が認識能力

する思惟(超越論)という関係が見出された。これは

としてなければならなくなる。彼女にとってそれこそ

それでも形而上学や超越論を抜きに語れば, 「コソティ

知覚における反射となる。それゆえ知覚に受け入れら

ヤック(1715年‑1780年)は,思惟はすべて慈覚(的

れるその刺激もあるとみておく必要がある。感受性は

印象)によって形成されるという理論を持つ」 (括弧

本当の刺激,本当の反射なのである。
それはともかく,まず,シモーヌ・ヴI.‑ユの感覚

内は筆者) ■カーと彼女がいう通りのことと同様になろう。
感覚が前面に出てくるのがジィドだ。デカルトとカソ

的印象と三者(デカルト,ジィド,カソト)の慈覚を

トは当然思惟の方にE,点を澄く。とりわけ形而上学説

比較すべきである。三者の感覚は彼女のかかる見方に

や超越論ではそうだ(彼女が形而上学的問題を思惟

対して,デカルト以外正常な刺激や反射になるしかな

(知性)に解決させるのを拒んでいたことは周知の事

いように位置づけちれてくる(三者中,自立反発なる

実である。すなわちft女は「知性の役割はただ服従す

反射が見出されるのはジィドのみである)。彼女が感

ることだけである。 ‑知性は決して超自然に立ち入る

覚的印象をくまがりなりな刺激と反応)となすのは,

ことはできない」 ‑訓というからだ)。そこでは思惟の

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

繰返すが,感覚的印象が他の話能力である想像と思惟

自立反発が可能になってくることを意味させよう。彼

のおのおのに対し.く混交〉やく結合)をなし得ない

女もむろんかかる関係にあって,感覚的印象の方を重

がゆえに,正常な反射をば示唆させないところで語ら

視することはない。同時に,感覚的印象が思惟との関

れる反応になるしかなかったからだ(この反応に伴い

係く真正なる結合)を保有することもほぼ問題になり

刺激もまがりなりなものとなる)し,たとえく結合)

さえしない。感覚的思惟があるとみられるにしても,

して⑦から考えられるような感覚的思惟が生み出され
そのひとつの能力になるとしても, 「感覚の印象は私

感覚的印象の特徴から,その思惟は絶対有益なものに
はなり得ない。そればかりではない。感覚的印象の影

‑感覚と感受性‑
響を要ろうこの思惟が本当の思惟でなくなると筆者が

五や第六の開塔,すなわち,く三者の感覚(的印象)

捉えることに立って,かかる思惟を極論していえば,

と彼女のいう感受性のく刺激)における比較),く三者

三者の思惟は本もののそれとして存在することがない

の感覚(的印象)や思惟と彼女のいう感受性や思惟の

ようにさえ思われてくる(だからデカルトやカソトは

く反射)における比較)も容易に試みられようという

形而上学説や超越論における思惟を求めたのだろうか)0

ものだ。なぜなら,これは感覚(的印象)のみの比較

それでは彼女のいう思惟あるいは想像にとって.それ

ではなく.それと感受性との比較だからである。

らの自立反発があることになるのか。そもそも くまが

(軸は,第三節のくシモーヌ・ヴ1.‑ユにおける感

りなりな反応)をするのは感覚的印象であるがゆえに,

覚的印象について〉で用いた引用文のうちの(重X萱)⑤⑥

かりにく混交〉やく結合)をなすとみる場合.この感

とかかわり.とくに⑤ (感覚的印象は質であること)

覚的印象が想像や思惟自身をおのおの単独に自立反発

をもってのちに感受性と比較させるにしても,感受性

(反応)させることはないのだ。これは彼女にあって

は「量」として捉えられるから,そこに両者の最大の

感受性なる反射でも同様である。なぜなら,想像や思

相違が見出されるというところにある(B)の答は感受

惟は,く混交)やく結合)するしかなく,それぞれの

性がなぜ量なのかの検討において引き出されてくる。

自立反発の搬能を持ちあわせはしないからである。

すなわち,感受性を感受性たらしめるのは,それが

く混交〉やく結合)する対象の能力は感受性である。

「運動」に関与するからである。この運動はまた,私

しかも今みている通り,感受性は何よりも先に,思惟

たち人間の「中枢神経」を変化させずにおかないので

でなく,想像とかかわってく混交)するということだ。

あって,このことがに)の解答になってくるのだ。そこ

なぜなら, 「想像が世界と私のあいだの唯一の仲介者

でこれから,感受性が量,運動,中枢神経に関係する

●

●

●

°

°

°

°

°

°

°

だ」 ‑3‑)と語る彼女は,さらに「精神によって蒔かれた

のかが証明されなければならない。

想像は,思惟のために世界への通路を切り開く」 I3S)と
いうからだ(傍点部分とは精神(知覚‑脂)に局在す

この段落も含めもう少し具体的に語ってみよう。仏)と

る想像の能動的な作用を意味する)。これは私(梼神)

(B)に関しては次の引用文を想起しよう。それは,く運

に同様に局在する思惟より先に,想像が世界から受け

動は私たちにたえず.ひとつの変化を含む触覚.体感.

入れられるもの(ここでは感受性である)に作用する

痛覚ほどの感覚的印象をもたらす。しかしその変化と

ことを示唆する(この点で彼女の認放論にあって想像

は質的であり.運動は量的である〉 ‑3nというものだ。

もキー・ワードになり得る。)しかしながら三者はこ

またシモ‑ヌ・ヴI.‑ユが私たちの知覚にもたらされ

こうしたことも前回素描しておいたはずであるL36I。

うした感受性のことを問題にしない。それだけでなく,

る刺激はく感覚的印象だけではない〉と主張する以上,

三者は想像と感覚の関係さえ問おうとはしていない。

別の刺激(本当の刺激)がなければならない。これこ

また感情を情動や情念にまで展開させるとみることが
できるのはデカルトや彼女のほかにはいないといえる

そが感受性であり,感受性は量的である運動から獲得
されるといえるのだ。しかしそれらのことを果たして

のである。

感受性といってよいのか。これは彼女のみの捉え方に
すぎないのか。そもそも,感受性とはふつう何をさし

第四節

シモーヌ・ヴェ‑ユにあって,本当の刺
激や反射とみられるものがなぜ感覚的印
象ではなく.感受性であるのか.ならび
にその他の問題が問われること。

ていわれるのか。まずは次なる引用文を参考にしてこ

この′J、見出しの前者の解答は,第‑節にすでに課し

(modality)といい,同じ受容器によって生ずる感

の答に迫っていこう。
受容器の相異によって生ずる感覚の違いを種

た(如く感受性はいかなる事由において感覚(的印象)

覚内容の違いを貿(quality)といって区別する。

と区別させられるのか), (功く感受性を感受性たらし

たとえば視覚,聴覚,皮膚感覚などは種が異なるも

めることは何か〉. (C)く慈覚(的印象)の出所に対し

のであり,蘇,莱,縁,晋などの色の感覚は質が違

て,感受性のそれはどこに求められるべきか〉という

うと称する。 感覚の憩弱は刺激の大きさとほぼ平

設問への答をここに明らかにすることで導き出される

行しているが,感覚は主観的なものであるから本来

だろう。かかる解答を基本にすれば,同じ第‑節の第

は量的に表わすことはできないものである。しかし,

I‑+
I
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^a^t*四%m閉‥

含んだ表現となっているし,筆者は「感覚が敏感
かろうじて感覚をひき起こすことができる最小の刺
sensitiveであるということと,感受性sensibleが強
激の大きさ(閲;threshold)や,感覚の大きさの轟
いということは必ずしも一様ではない」 144)とされる立
を区別するのに必要な刺激の最小差(漁別間;
場に立つので.この感覚器または感覚の感受性が
thresholdofdifference)紘,感覚器)〔受容器〕の感受
sensitivityやsensibilityのどちらかだけに相当する
性の指標として重要である(鈎括弧内は筆者¥U6>
/。
のではないとみるからである。つまり,それぞれの閥

(値)としての感受性があるということだ。それは.
それゆえ,ここでいう慈愛性は,歴史的に理解され
「感覚の感度が敏感だということは, sensitiveなこ
ている感受性では全然ない。すなわち「この言葉
とであり,絶対的な刺激脚値の低いことを意味してお
(sensibility)は乗的感情との関係において重要なも
'/‑ト
り,弁別閲値が低く判別性のよい場合を感受性sensibility
のとなった(18世紀以降)0‑sensibilityは,(「思想」
が鋭敏sensibleだ」 ‑CIといわれるからである。この
(思惟)にも「感冊」にも還元されない活動全体‑杏
引用文中のく刺激聞値)やく弁別閲値)はそれぞれ,
指す)あきちかに統合的な言葉になり,反応の種類か
註(138)の慈覚の最小の刺激の大きさや詮別鯛と同意
ら,特定の人の心の形成と同義の用法‑と変化し,〜
である。とすれば,二接辞の閲値があることは,閉値
江目すべき期間の問,芸術の発生源,受容媒体であっ
として捉えられるsensitivity (註(141)参照)もその
た(20世紀以降)」(括弧内は筆者)l】9)とされるところ
噺のいずれかに呼応するはずだ。この場合sensitivity
にある感受性では絶対にない。これをシモーヌ・ヴェー
は刺激聞値の感受性になろう。そしてく感覚の感受
ユの語る感受性に置換していうと.それは琵(138)が
性)でもあるsensibilityは弁別閲値の感受性になる
意味することに近く(これにより,感受性なる言葉が
だろう(ただしここに至って,邦語においてはどちら
あるし,感受性は聞値として見出されよう量であるこ
の場合もく感覚の感受性)と呼ばれざるを得ないだろ
とがわかったのだ),琵(139)に示される内容から遠く
ラ) 。刺激閲値の感受性と弁別閲値の感受性は,琵
にあることになる。とすれば,彼女のみる感受性は,
(143)のことでいえは,それぞれ,く異常に刺激に反応
既出したヴァレリー,あるいはペソサム(1748年‑18
(する(すぐ慾じる)状態)),く急激に,鋭く反応する
32年¥MO)がいう感受性と同じ用法にあるのかどうかの
(破く感じる)状態)をさすにちがいない。
検討も要求されるだろう(しかし彼らのそれについて
このことは,何も感覚あるいは感覚器ばかりに閑値
は後Elの機会を得て語るしかもはやないのだ)0
(刺激聞値と弁別関値)があるのではないことを示唆
それはともかく,琵(138)では,心理学や生理学で
する。かかる閲値は構神と身体の種々の部位にあるよ
使用されるこの弗慧のく感受性)はいかなる語からも
うに思われる。たとえば,前回指摘したごとく,中枢
たらされたのか確かめておく必要がある。これには.
神経における聞値もあるのだ。だから,その感受性
「聞値はしばしば,閑値1を感受性とする公式によっ
もあるというわけだ。シモーヌ・ヴI.‑ユのいう
て,感受性に置き換えられる」l一けという文章を引用し
sensibilitとはこの中枢神経の感受性なのである(これ
参照してみる。すると.琵(139)の感受性がsensibility
が感受性とは何をさすのかの答となる)。 sensibilit色
なのに対し.註(141)のそれはsensitivityであるこ
はsensibilityのフラソス語である。しかしそれは絶
とがわかってくる。医学(生理学のほか心理学もここ
対に慈覚(器)さらには感覚神経の感受性とはなり得
に含む)ではもっぱら,感受性に対してsensitivity
ないのだ。く感覚的印象だけではない)刺激,つまり
が使用されるということだが,そこにsensibilityの
感受性なるものが中枢神経において,刺激聞値の感受
用法が決してないのではない。医学辞典によると,

也(sensitivity)や弁別閲値の感受性‑ (sensibility‑
sensibilityは「感覚の感受性」U2)となる。またsensitiv
sensibilite)を生じさせるのである。後者をとりわけ
は「異常に刺激に反応したり,急激に,鋭く反応す
彼女のいう感受性sensibiliteとみてよいのであり,
る状態」143)と記される。そこで,註(138)のく感覚器
そのことをさして筆者は中枢神経における感受性
の感受性)の感受性なる語には.醍(142)や(143)から
sensibiliteといっておくのだ。かかる感受性は彼女の
して,関値なるsensitivityやsensibilityが含まれる
先見的で卓抜な捉え方なしに見出されてこなかったと
とみてよいはずだ。なぜなら,註(138)の感覚器の感
いえよう。これはしかし,今日では彼女のみが主張す
受性は感覚あく最小の刺激の大きさ)とく放別間)を

‑感覚と感受性‑
ることではないoただ.し,く感覚的印象だけではない)
刺激がある,つまりそうした刺激には感受性もあって,
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枢神経になる。それゆえ感受性はこの中枢神経で生じ

°

る感受性とみなされる。

°

身が当初より持っている量である)のは,ひとり彼女
°

さらにこの神経は.感覚神経や運動神経ではなく,中

°

それが量として捉えられるとみた(この量は感受性自
°
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精神(魂)を部位にする中枢神経に閲値があると証

°

のみである。そしてこの感受性の持つ量の量(聞値)

明し得るのは,シモーヌ・ヴコ・.‑ユがときにressentir

を中枢神経の感受性として打ち出すことができたのも

(再び・戴く・深く感じる)なる単語を用いるからだ‑52)。

彼女である。いいかえると,彼女のいう感受性には,

sentir (刺激)がressentir (反射)する。 ressentir

現代生理学で語られない感覚の畳に対して感受性の量

を可能にさせることが開値に該当する。感覚的印象

がある,さらに,現代生理学で語られる感覚の質の量

(sensation)の場合もむろん,彼女にあってsentir

(閑値)とは別に感受性の量の量(関値)があるとい

がressentirする。ただし,これは前者を感覚する,

うことである。しかし,この感受性はなぜ中枢神経の

後者を再び・破く・深く感覚すると訳すべきである。

感受性といわれるのか。また,彼女はなぜ刺激が二つ

なぜかは次の通りだ.なるほどsensationもsensibilit色

あるとみたのか。まず前著の問いにかかわると思われ

もsensにおいて共通するだろうし, sensが感覚器

る引用文を取り上げてみよう。

(五官や内臓諸器官)を意味させるとき,当然sensation
もsensibilit色もそれらを通過するだろう。かつ両者

①黒人霊歌にみられる簡潔な繰返し,神経が麻蹄
するに至る繰返し。 『ヴI.ネチア』に用いるこど17)
②恐怖やおぞましさを目の当たりにし,かつ触れ

は求心性回路に従い,感覚神経や中枢神経に伝達され
るであろう。しかし,再び・車く・深く感覚するは,
現代生理学でいうsensationにおけるsensitivityや

たりすると,肉や神経や筋肉のいかなる塊りでも痘

sensibility (感覚の感受性)であり、感覚器ないしそ

撃する143)。

の感覚神経の反射となるのではないか。だから中枢神

③有機的組織,とりわけ神経組織の交換や変遷に
おいて,熱の吸収や放射のように,吸収したり放射

経における sensitivityやsensibilityにはなり得な
い。なぜなら,そこに伝達されてもsensationは彼女

したりする一也のエネルギーがどうしてないのだろ

にとって,くまがりなりな刺激と反応)にすぎない

うが<9)。
④12歳のときから,私には神経組織の中枢,魂と

(後述)し,何よりも感受性sensibiliteなる刺激や
その反射(sensitivityとsensibility)ではないからで

身体の合流点近くに位置したところに,睡眠のあい

ある。とにかく,彼女が刺激にはこのsensationと

だも続き,一秒間も決して止むことのないひとつの

sensibiliteがあると認めるうち,感覚的印象がくまが

苦痛が住みついているISO)。

りなりな刺激)でしかないのは何ゆえか。それは彼女

⑤魂の超自然的な部分が神と接触させる。実験に

がsensationを質であると捉えたことによる。感受性

よれば,この接触は心理的な現象が随伴するという。

は丑にかかわるものだという。そのことが刺激として

同様に実験によれば,心理的な現象は神経の現象が

の一方のものになる。そこでこの質と畳のことがさら

随伴するという。神経の現象はときおり,その固有

に問われてくる。

のメカニズムによって,生理的な現象をもたらすも

質や量をとくに問題提起するのは,四着のなかでは

のなのか。あるいは,魂に対するほかに,同時に身

カ̲ソトとシモーヌ・ヴェーユである。以下の多くの段

体に対する効能を及ぼすべく,神が明確なる他の行

落にて,現代生理学の知見を活用させながら,彼らの

動を要求するという考えを選び取るのがよいのか。

いう質と量についての比較が試みられる。カソトは語

後者の不条理さはいかなる意味を持つものになろう
がSI)

る。「感覚の本質は,感覚が,度のほかア・プリオリ
に,質からみてたがいに区別されるが,感覚の量から
みて区別されるのではないという点にある」 ‑53)と。 ‑

この(りから(9で知り得る通り,神経の麻痔や痩撃,

イネがいうように,この引用文も難解な文章である154)。

神経範織の交換や変遷,その中枢の苦痛,神経の現象

これを解釈するとまず,感覚は質と量としてあること,

はもはや感受性以外に起因するものがない。しかも感

次に,ここに記される く度〉は, 「あらゆる度ないし

受性は神経にて刺激や反射のなされることがわかる。

量をもっている」 155)ことと同様に使用されるが,感覚
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自体が有する量とは相違させて捉える必要のあること.

覚ではない,感性である以上,それは度(量)でしか

またそこから,感覚の質と量は刺激に関係し,く度な

ないのである。

いし量)は刺激としての質と量のおのおのの度(量),

一方,感覚の質の度(量)とは何か。たとえば光覚,

要するに反射としての度(量)に関係するものである

音覚なる感覚は光や音という質を意味させるが,光が

こと,そして,感覚の質がく度のほかア・プリオリに

まぶしい,音が高いという場合,この質には度(量)

‑たがいに区別される)のは,くたがいに)とされる

があるとみなされよう。カソトは感覚の質の度(量)

以上,感覚の質の度(量)がくア・プリオリに)対し

をく内包量)という。すなわち「あらゆる感覚は,‑・

呼応していない,つまりこの質の度(量)とア・プリ

どれほどそれが小さかろうとも,或る度を,いいかえ

オリにとはかかわらないことを意味させるということ

れば.或る内包量をもっている‑。それぞれの色、た

ができる。感覚の質は,それが度を持つにせよ, 7・

とえば赤色は或る度をもっている」 157)と記す。これは

7°リオリに認識されるものとはならない。ア・ブリオ

現代生理学でいう感覚の感受性になる,つまりsensation

リに詮議されるのに呼応するのは,感覚が有する量の

のsensitivityやsensibilityとなる。

方に対してである。なぜなら,この量はく度のほかア・

現代生理学(註(138)参照)の知見と同様,シモー

ブリオリに‑区別されるのではない)からである。感

ヌ・ヴJ̲‑ユは感覚的印象が質をあらわすものにしか

覚の有する量とその量の度(量)がア・プリオリな認

ならないといい,慈覚的印象に量を含めて捉えること

識に対応するものとなる。度(量)自体もくア・7°リ

を絶対に認めない(この量は感覚の持つ量である。註

オリに)対応し得るとみるならば,感覚の質の度(量)
とその内容を異ならせるものでなければならないはず

(138)からはその量がないと読める)。だから,カソト

である。ア・プリオリな認鼓を可能にさせるのが感性

の量化としての感性(sensationのsensitivityや

sinnlichkeitであって,そこにこの相違が見出されて

sensibility)も否定されずにはいられない。他方,彼

くることになるからでもある。

女は感覚の質やその量化を容認するといえども,くま

のいう感覚が量にもみなされることはむろん,その量

感性が感覚の持つ量の度(量)でしかないことを打

がりなりな刺激と反応)になる感覚の質やその量化を

ち出したカソトは,感性をして,証(139)の彼の時代

重視することはない(重視しないのはカソトも同様で

にあって理解されている感受性と相違した見解として

ある。またこの場合の彼女にとっての量化は内包量と

提起せしめ得た。しかし,感覚の持つ量の度が感性と

関係するのでなく,聞値として理解される)。それで

呼ばれるためには,感覚の持つ質の度と区別されるも

は,感覚の持つ量に取って代えられるものはあるのか。

のでなければならない。カソトは「感覚にはーいかな

現代生理学は科学である以上.感覚を量的にあらわす

る外延量も矯せられない」 15')という。外延量とは註

ことができないという。しかし彼女はそれに代わり得

(94)にも記したが,く部分の表象が‑全体の表象を可

るものとして,感受性のあることを主張する。ここで

能ならしめる‑量〉とされる。感覚の持つ量の量化は

は,たんに刺激はく慈覚的印象だけではない〉 ことが

この場合,全体の表象化であり,外延量という時間・

放当するのみではない。感受性を量とみる必要のある

空間の広がりをもって可能になるのだ。感覚は,その

ところからは他の理由がなければならない。それは琵

量の度である感性ではないし.外延量にも帰せられな

(137)にすでに記した通り,感受性はく運動)に従わ

いのだから,感覚の質をあらわすだけになる。またそ

れてもたらされる,すなわち量となって生み出される

の質の度は外延量ではないものとなる必要がある(後

ということであるO そこにはこの慈受性が有する量の

段)。部分の表象と全体の表象とは,それぞれ,感覚

皮(量)はあるのか。運動が増せば,感受性なる量の

の持つ量とその度,さらにいえばすでに触れた感覚
(量的なもの)と感性的感覚に対応してくる。とりわ

度はあると考えられる。ただしこの度は,カソト的な
精神(認鼓能力)の感性(反射)にかかわる外延量で

け度は感覚(部分の表象)を感性的感覚(全体の表象).

はなしに,彼女にとっては.感受性(刺激)にかかわ

つまりは感性にさせる量でしかない。またこれによっ

る朋値としての量になろう。

て,第三節に残しておいたく感性的感覚と感覚のちが
いはどこにあるか)、く感性とは何か)なる問いの答が

前回も触れたく運動)についでsa> さらにいえば次
のようになる。運動するときもしないときも,シモー

みえてくる。すなわち感性的感覚は感性であって,感

ス・ヴ3・:ユは,慈覚的印象(質)が感覚器?.感覚神
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経を通り中枢神経に達するとみる。しかし,運動する

(苦痛)をく再び・強く・深く感覚する〉 という感じ

とき,感覚的印象がこの求心性回路に伝えられると同

方になり,これを中枢神経における感覚的印象として

じようにして,必ずや感受性(量)が伝達されるとい

捉えられよう。それはそれでよい。というのはこの場

う。ここから運動は感受性(量),感覚的印象(質)

令,何ゆえに苦痛なる変化が生じたかをみる方が重要

の開値をもたらす契機にもなる‑といってよい。運動し

なのだから。それは中枢神経が不断に増して運動して

ない場合でも,たとえば註(157)でカソトがいうよう

いるということである。中枢神経を苦痛(質)にまで

に,赤色(質)がその度(五) (sensationのsensitivity

変化させるのは,中枢神経の運動の量が起因するのだ。

やsensibility)としての固値を伴わせてくるとみるべ

中枢神経の運動は感受性である(苦痛が真に意味する

きだ。だから運動すれば,質(感覚的印象)において,

のは,たんに感覚的印象の質をあらわすのではなく,

量(感受性)においても,これらがそれぞれの度(量)

質に影響を与えもする中枢神経における運動(量‑感

(朋値)に即座に逮するにちがいないのだ。彼女の言

受性)の方にこそあるのだ)。さらに,彼女がく感受

葉でいえば,前者は(再び・載く・深く感覚する),

性的な変化)と記すかぎり,運動の量(丑の丑)も感

後者はく再び・強く・深く感じる)になろう。しかし

受性といわれるのである。このように,畳的な変化は

く運動は量的である) (註(137)参照)かぎり,この量

質的な変化とは因果関係を保有してこようが,区別さ

は質(感覚的印象)にかかわらない量(感受性の有す

れる必要がある。圭的な変化は,いわば中枢神経が感

る丑)となると同時に,質の度(量)は感覚器官の作

じる感受性となる。むろん,中枢神経自体が感受性と

用から,質自体が持つ五(閲値)すなわち受け取る側

して感じるのではない,まして,中枢神経がその質的

の感じ方(感覚すること)にはかならなくなるし,畳

に変化した苦痛を感覚的印象として感覚するのでもな

の度(五)は中枢神経の作用から,量自体が持つ畳

い,また,苦痛という言葉や表現を見出させ判断させ

(閲値)すなわち受け取る側の感じ方(感じること)

たり,これを可能にする能力に委ねさせたりすること

でしかなくなるのだ。

を許しているのでもない。繰返すが,中枢神経の感受

シモーヌ・ヴI.‑ユは「運動のなかで知覚される感

性はたんに丑にかかわるものとなるのにすぎない。受

受性的な変化」 IS9)という。く感受性的な変化)とは惑

け取る側は感受性の量(量の量)をも感受性として

受性の閲値である。変化はく再び・破く・深く感じる〉

く再び・範く・深く感じる) (聞値)のだ。かかる閲

ように受け取る側に知覚されることをさす。運動する

値は運動(量)の圭,いいかえると感受性の量となる。

とき,その量としての感受性が受け入れられるととも

それはともかく,ここで極論しておくと,不断にある

に,さらに感受性なる丑の量的(感受性的)な変化が

精神に証(151)のそのく超自然的な部分)さえも惹起

生じてくる。ただしこの運動に自律神経系の不断の運

させ得るのは,この感受性であるということになるの

動を含ませて捉える必要はない。ここでいう運動と変

だ。

化について,先に記したような中枢神経の麻痔・痘撃・

ところで,運動(丑)の量とは何か。受け手の運動

苦痛を一例にしてでも,その注意すべきことを語って

のす(・載く感じる度合いだ。そしてこれを含んだ運動

おかなければならない。中枢神経に変化を生じさせる

とは,シモーヌ・ヴ,I̲‑ユのいうところに従うと,肉

のは,確かに運動でしかない。運動自体は丑的なもの

体労働でしかあり得ないのだ。それゆえ肉体労働,そ

であるから感受性と置換されることも可能だ。運動を

れと感受性とのかかわりについて論じなければならな

してその感受性もまた感覚的印象も中枢神経に伝達さ

いが,その余裕はここにはもはやない。ただ次なる引

れるとする。そこで彼女(受け取る側)が中枢神経の

用文を掲げることで,とくにこの関係が彼女の思想に

苦痛などと捉え得たのである。受け取る側の感じ方が

おいて一貫し整合したものであることを指摘だけして

苦痛なのだ。しかし,これは受け取る側の精神の不断

おきたい。 「労働の霊性によって立つ文明は,宇宙に

からの変化であり,質の量にすぎない。ただし,この

おける人間の板づきの最高の段階である」 ‑60)という

変化は赤を赤となす感覚器官の作用からもたらされる

く労働の霊性)は,この労働を肉体労働さらに感受性

感覚的印象の質の量ではない。これはそれ以外の別の

に澄換させることができるならば,前段の終りで述べ

質である。苦痛は中枢神経が質的に変化した結果であ

たことにつながってこよう。すなわち感受性の霊性は

る。受け取る側にとっては別の質だからこそ,質の量

精神(魂)にすでにく超自然的な部分〉を見出してい
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ることをさす。このことなしにはく労働の霊性)とは

こで反射されるのかわからない。そしてまた,カソト

決していわれない。く超自然的な部分)を構神に開示

が超越論的感性論において,感覚を排除するという感

させるための肉体労軌 つまり感受性がなければなら

覚とは何をさすのか。おそらく,慈覚の質やその度の

ない。感受性を生み出す肉体労働は,く問題の所在)

方でなく,感覚の量やその度が排除されるのではなか

に述べた筆者の最終的なテーマになろう く実在)とい

ろうか。なぜならこれは超越論的感性論に関係しなけ

うところに向かわしめるのである。

ればならないからだ。受容牲なる性能はなるほど感覚

●

現代生理学の知見に照し合わせてみると,カソトが

°

°

(量)を感性的感覚(感覚の量の度‑外延量)にした。

感覚に含んで捉えるという質と量はそれらの量化であ

しかし慈性的感覚(皮)はすでに感性である。とする

る関値において,それぞれが個別にく刺激聞値)と

と,その度は排除されてはならないといえる。ところ

く弁別閥値〉とを有するとみることができよう。ただ

が感性的感覚は感性であるにせよ,感覚が変化したも

しそうはいっても,現代生理学では感覚が質なること

のでしかない。その感覚的要素を排除しろということ

しか認めない(註(138)参照)から,質の度(量)と
しての刺激関値と弁別聞値があるだけとなる。カソト

なのか。はたまた,感性的感覚以前の感覚(量として

にあって,これらの脚値である質の度はく内包量),

生み出されないはずである。要するに感覚の排除をど

ある慈覚)が排除の対象になるのか。これでは感性は

またそれらの開値である感覚の量の度(量)はく外延

こで区別するのかがわからない。それを明かさずに,

量)と呼ばれていた。現代生理学は,この内包量と外

カソトのいう感性,あるいは超越論的感性論は成立し

延量のおのおのがどちらの朋値に相当するとはいって

てこないように思われる(この感性を出発点にして,

ないが,カソトが質の度を内包量とみることは現代生

そこに悟性や理性の説が積み重ねられていくカソトの

理学の閲値の知見に表面上酷似してくるのではなかろ

主張は,この点が確実なものとならないかぎり,崩壊

●

●

うか。感覚の量の度である外延量に関しては,前記の

すると筆者は前回.6りいったのである)。それに受容性

通り現代生理学は問うことをしない。かりに問うたと

(感性)なる部位はどこにあり,感性はどこで発揮さ

●

して,感覚の量の度は時間・空間の広がりである外延

れるのか。感覚器か感覚神経か中枢神経なのか確かめ

量に関係するとは捉えないはずである。

られない。

●

今感覚の量の度といった。実はこれは感覚の量の感

そもそも感覚に量があるとは現代生理学はみない

性(皮)というべきなのだ。なぜなら外延量にかかわ

(これに添えばカソトのいう感性は成り立たない)か

るのは認識能力であるこの感性でなければならないか

ら,そこには受容性なる用語はないし,受容性を受容

らである。これは現代生理学あるいは哲学でいう感覚

罪(感覚器)や神経に置換するにせよ,現代生理学で

の感受性(感性)とみなされなくもない。ただし何度

は受容性にいかなる聞値をも見出せなくさせよう。そ

もいうように,その知見には感覚の量について触れら

れゆえ受容性において慈覚(丑)が感性になることは

れていないだけに,現代生理学は不問にするしかある

外延量の影響を受けるのだから,感性が外延量とかか

まい。しかもカソトのいう外延量はsensation(emp‑

わるのであり,受容性(これが感覚器や神経に匿き換

findung)のsensitivity (刺激開値)やsensationの
sensibility (弁別閲値)のどれに相当するのかさえ定

えられても)が外延量なる量と関係を持つのではない
ということである。この点はすでに述べてある通り,

かでない。さらに感覚の質の度も感覚の感受性となる

シモーヌ・ヴI.‑ユと異なるのだ。カソトはこの神経,

はずであるが,しかしこれは感覚の感性とは絶対なら

まして中枢神経については語っていてくれない。項代

ない。悠性は内包量に関与しないからだ。カソトの語

生理学においては,慾性だけが思惟の素材となるとさ

る感覚の質にとって問題になるのは,それが感覚の量,

れることは否定される。そこでは感覚も思惟の素材に

その感性(皮)の問埼ほど重視されないばかりか,感

供し得るとみられている。

覚の質の度(内包量)の発揮されるところがないとい

シモ‑ヌ・ヴI.‑ユには,現代生理学でいう慈覚の

うことなのだ。感覚の量の度(外延量)に対しては受

感受性は認められよう。ただしその感受性は感覚の質

容性rezeptivit云tがあった。受容性は感覚の質やその

のみに対してであり,量に対してでは絶対ない。この

皮(内包量)のための性能ではない。たとえ感覚の質

質における感覚の感受性はsensationのsensitivity

それ自体に度があるにしても,その度(内包量)がど

(刺激閲値)とsensationのsensibility (弁別閲値)
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問に付したということになる。

閉値としてはくまがりなりな反応)でしかなかった。

さて,今日までの心理学.生理学,哲学やジィド,

この点は現代生理学の知見と異なるだろう。さらに,

デカルトにおいては,感覚が不断他の能力,とりわけ

現代生理学やカソトと異なるところは,すでに周知の
通り,彼女が前者では問えないとされた感覚の量,後

思惟の作用に役立たれると捉え得るが.カソトやシモー
ヌ・ヴ3・.‑ユのいう思惟の作用に不可欠であるのは感

者では感覚にあるとされた量を感受性に求めていたこ

性や感受性であり,このことは注目されるべきことに

とである。これは彼女独自の捉え方である。この感受

なる。むろん量であるとされる感性や感受性のその中

性も現代生理学でいう開値にかかわるとみた。そこで

味が異なるとしてもだ。ここに第‑節の第六の問題に

感受性(量)の感受性(閉値‑量)はsensibiliteの

解答が与えられる。彼女からみると,まず,デカルト,

sensitivity (刺激的値)とsensibilit色のsensibility

カソト,ジィドは思惟を感受性とのかかわりで問うて

(弁別閲値)となるのであるe

そして弁別閉値の

いないから,たんに感覚と結びつかせたり,慈性を素

sensibilityはsensibilit色でもあるから,筆者の主張

材にさせたりする三者の語る思惟は.本当の思惟にな

しようと思う感受性はここにもあって.しかもそれは

り得ないばかりか.果たして存在するのかということ

量である感受性と一連の感受性になるということがで

ができる。それは少なくとも,感覚と結びつく思惟は

きるのだ。その際さらに.カソトのいう慈覚の度や感

質をもととする思惟にしかなり得ないからだ。それゆ

性の度であるこ.tを示す内包量や外延量に関してみて
ち,それらは彼女の語る度であるsensibilitと(sensib

え次に,かりに思惟があるとみなすなら,彼女は,盟

ility)にはまったく無関係になるといえる。外延量と

惟から感覚を捨象したり排除したりするデカルト(形
而上学)やカソト(超越論的感性論)を許容するので

される時間や空間は彼女にあって,外延量が感性に見

あろうが,感覚に支えられた思惟を主張もするジィド

出されるとする精神にあるのではなく,運動あるいは

を許すことができないように思われる。しかしながら,

その度合いにこそあったのだ。なぜなら「私たちのす

思惟が感性と関係するというカソトの場合には,実際

べての行動を時間と空間に関連させる試み」 LQ)は,行
動(運動)そのものが時間や空間でなければならない

感性は直観や構想力を経て思惟と結合するし,ときに

からである。

とみなすと,感性は直接思惟に結びつくようになるわ

直観や構想力はそれぞれ感性や思惟に顕し属したもの

感覚のことが中心になっているのは現代生理学であ

けだが,彼女のいう感受性にとっては諸能力との結び

る。それに対しカソトは感性ほどには感覚に深く立ち

つき方がこれと相違するということである。すでに周

入らないように思われる。ジィドはカソトとは異なる。

知のように,感受性は思惟と結合する前に,想像と混

ジィドはあくまで感覚のみを追求する。デカルトはあ

交するのであった。そして混交は三つの想像を生み出

る段階まで感覚の刺激と反射を認める(ただし反射に
あってこの自立反発はない)。ある段階とはカソトの

の思惟は少なくとも感受性と想像の要素が含まれると

超越論的感性論の場合に同様な形而上学をさす。そこ

みるべきなのだ。ここからはデカルト,カソト,ジィ

し,それぞれの想像が思惟と結合したのであった。そ

では両者とも感覚を不在となす(捨象排除する)。こ

ドの思惟は遠く隔たったものとなり,感受性や想像が

れはしかし,現代生理学では容認されることではない。

加わる以上は,もしかしてデカルト的思惟はあり得な

また感覚の質と量のことについては,感覚に量を認め

いことになるやもしれないのである。三者は感受性の

ない現代生理学とシモーヌ・ヴェーユを除いて考える

みか.想像についても多くを語っていない。なぜ感受

と,カソトの立場は.あたかもその質と量に依存しよ
うとするジィド(後述),感覚を質とみ量と捉えない

性は想像と思惟の順序で関係するのか。それは感受性
が受け入れられる中枢神経(脳‑精神)の周囲の部位

デカルト(後述)の立場に対し,感覚に質と量がある

(前頭葉)にかかわるからである163)。なぜ感受性は混

としながらも,とりわけ量に注目した点で二者の中間

交や結合を可能にするのか。それは,たとえばデカル

に位置づけられるといい得る。そして神経については,

トやカソトにとって思惟が自立反発するものとされる

この拙論で取り上げた作品に接してみるかぎり,病身

のに対し,彼女のいう思惟や想像にはそれらの自立反

であるジィド, r情念論』なる作品におけるデカルト

発がみられないがゆえに.感受性が想像と思惟の仲立

は神経を閉局にするが,カソトは先に記した通り.不

ちの役割を持っていなければならないからだ(自立反
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発とは自立のほか,それ自身で他の能力をおのれに吸

「僕は自分の肉体が,日毎に要求する快楽の量と,頭

収することである)。そして,感受性はもっぱら運動

脳が耐えうる快楽の量とを知る」 166)ことができない。

しているときに生み出されるから,感受性が想像と思

つまり肉体がそれ自身と精神の快楽を知るには,彼に

惟と反射(混交や結合)する際のそれらもまた運動に

とって肉体の鍛錬が不可欠となる。なぜならそれによっ

かかわっていなければならないだろう。運動(ここに

て,研ぎ澄まされた感覚(それが彼の快楽につながる)

は当然中枢神経自身の運動も含まれるとみる)に

がもたらされるからだ。 「 (ヴァレリーは)・‑肉体と精

おける量,あるいは話能力のその量的な差によって,

粗 魔術と合理的なものの融合点を発見する方向に向っ

私たちにはその都度何らかの能力がもたらされるのであ

ており,まさにその時,ジィドも別の方法によって,

る‑P)0

同じ地点に到達しようと努めていたのである。為すこ

四書の刺激における感覚(的印象)と感受性をシモー

との内に,感ずることと知ることとの一致を見出すの

ヌ・ヴェーユの立場から比較することは,第‑節の第

である」 167)。く別の方法)やく為すこと)のひとつに

五の問題に答えることである。繰返しになるが,彼女

は身体の鍛錬があったと考えられる。それは鋭い感覚

を除いては,刺激に感覚のみがあるということ,彼女

を獲得させ,この感覚が彼の唯一の認鼓になる。身体

はそれには慈覚的印象ばかりでなく,感受性もあると

の鍛錬によって,五官や内膜諸器官の感覚器を正常以

主張することである。感受性のことを彼女があえて持

上のものとなし,その感覚を精神における最上の能力

ち出すのは,感覚的印象が質のみをあらわすものであ

に位匿させようとする。感覚が精神の忠誠能力の中核

り,くまがりなりな刺激)であったとみるからである。

を占めるとなると,これはもはや心身の合一を可能に

だからそこにはく本当の刺激)がなくてはならない。

するものでしかなくなる。なぜなら感覚は身体に発す

それこそが量をさしていわれよう感受性となるのであ

るからであるoただ身体といっても,筆者には,彼が

る。だから感覚を本当の刺激とみなしたジィド,感覚

註(78)なることをいう以上,五官をさすそれであるよ

が少なからず関与されると捉えたといってよいカソト

うに思われる。五官を通過する感覚は身体から構神に

のいう刺激は,本当の刺激にはなり得ないのだ。デカ

至るそれであり,かかるようにして心身が合一すると

ルトのみがこれをまぬがれる。なぜなら彼は慈覚を

みられる。肉体(おもに五官)を鍛えるがゆえに,な

く欺き誤る〉ものと理解していたのだから(この見方

お一層の感覚が身体から精神に至るのだ。またく肉体

は井理であろうが,彼は本当の刺激を打ち出すのでは

が‑・快楽の量を知る)のは,肉体が構神(僕)と合一

なく.たんに感覚に頼らない方法を選んだにすぎない。

せずに語られない。快楽は精神が感じ取るのであり,

この点でまぬがれるということができるのだ)。そし

感覚の質である。そして彼が快楽の量というかぎり,

て,この本当の刺激(感受性)が反射の際の混交とし

感覚は心身の量でなければならない(これは感覚を量

ての想像,結合としての思惟の形成の要因となるので

ともみなし,その量(皮)を,また質の量(皮)もい

・・・・

・

・

・

あり,そこではじめて,精神(魂‑脂)に刺激として

うのではない。ジィドではこの点が明らかではない) 。

受け入れられたこと,感受性のあることが証明される

そうした感覚を媒介にしてジイドの心身合一は成立し

に至ったといい得るのである。

ようが,しかしこの心身合一は身体から精神に至るだ
けのもので不完全であるとしかいえないはずだ。なぜ

第五節

心身合一について

なら彼が身体を鍛錬させて,そこに感覚の質と量を生
じさすことになるが,しかし量を生み出すのは感覚で

今日.心身合一は精神と身体とを媒介するであろう

はないし,精神から身体に至る合一が欠如するからだ。

感覚において可能になるといわれている(註(12)参照)0

身体から精神に至るという心身の合一だけでなく,

ここに取り上げた人たちでそれに鼓当するのは,何よ
りジィドであり,ある条件を課してみる場合のデカル

精神から身体に至るところのその合一について語った

トである。 r地上の杜J)やr背徳者』の主人公である

常においてである。ある条件を課してみると前段に記

ジィドは病床の生活を強いられている。だから彼はた

したことがそれである。いうまでもなく,形而上学説

°

°

°

°

°

°

のはデカルトである。ただしこれが可能になるのは日

えず頑健な身体を望むし, 「身体の鍛錬に向け」 165)る

(其理の探求)では心二元論になるのだ。 「私は身体

ことが彼を支配するようになる。そうでなければ,

をもっており,これが私ときわめて密接に結びついて

‑感覚と感受性‑
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私がただ思惟するものであっ

て延長をもつものでないかぎりにおいて,‑・私が私の
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彼にとって,感覚は質である。感覚が質であるがゆ
えに,それは欺き誤るものになり得よう。

身体から実際に分かたれたものであり,身体なしに存

以上のことから,デカルトの心身合一についてシモ

在しうることは確かである」 168)というデカルトの主張

ーヌ・ヴエーユに語らせるなら,彼女は感覚が感覚器

こそ,形而上学における身体に対する精神の優位性を

官を経由したり,身体自身にかかわったりして精神に

保証する。そこではまた,思惟(知性)は身体にかか

至るという心身合一を否定することになるだろうOそ

わり得ないことさえ意味させる。この思惟は精神の能

れはジィドの場合と同様,この心身合一は精神と身体

動的作用よりもたらされる。これは日常でも同様だ。

とを感覚が媒介するといえども,その質によって成り

ところが日常では,精神が受動になることもあるとい

立っているからである。また彼の形而上学説では,感

ラ(真理の探求はこれを許さない)。しかもこのとき

覚が捨象される一方で,知性が優先させられてくるが,

この受動にとっては身体が関与せずにはいられないと

しかし知性は身体にかかわり得ないとすでにみた通

される。 「精神において受動であるものは,通常,身

り,ここから心身合一を求めることは無理である。同

体においては能動であること」 169)がそうなのだ。そし

様に,感覚と関係する身体から精神に至る心身合一を

て情念passionがこれに当てはまる。情念にかかわる

みようとすることも,感覚が捨象される形而上学説で

身体とは,外的対象に関係づけちれる感覚器官であり,

は不可能である。さらにそこではく精神そのものに関

飢えや渇きなどに関係づけられる身体自身である170)。

係づけられる)受動(情念)も不問に付される。しか

こ5.して身体からの感覚の影響が枯神に伝えられる。̀
このとき精神にとってこの感覚は受動passionなのだ。

し日常では別であった。そしてこのとき,彼女にとっ
てかかる受動(情念)による心身合一がデカルトの意

「情念はまた,感覚とよぷこともできる」けl)という通

図させようそれのなかで唯一認めることのできるもの

りなのだ。しかし情念は註(169)に従うと,能動とい

となるのだ。ただしここでは,この受動は完全に感覚

うもうひとつの意味を担うのである。とまれここでは,

の要素がなくなっている必要がある。そうでないかぎ

受動の意味を取り出して,感覚が身体から精神に至

り,前記した感覚(受動)による心身合一と同一にみ

るところでいう心身の合一を促すことを知るだけにし

られかねない。そこに立ってはじめて,第三節の最後

ておこう。

で語うた感情一情動一情念の展開がデカルトや彼女に

身体のく飢えや渇き〉自体は精神の受動になるが,

おいて可能になるといえる(ただしその展開のさせ方

そこにはまた新たな受動が生まれてくる。たとえば飢

や感情などの形成の仕方はく運動)をどう捉えるかの

えや渇きによる不安。デカルトはこれをさして「精神

両者にあって大いに異なるはずである171り。

そのものに関係づけちれる」 ‑72)受動という。精神自体

それでは,感覚が質とともに量を持つとされるカソ

に関係づけちれる受動(情念)は,神経やいわゆる動

トにあっては,心身合一は成立するのか。彼のいう経

物精気173)の運動によって身体に伝えられる。そしてこ

験や超越論的感性論においても,心身合一がみられる

こから,精神の情念がく身体において能動) (身体の

ように思われない。なぜか。カソトが語るものを聞い

作動)になる意味での心身の合一,すなわち精神から

てみよう。 「身体は思考の原因ではなく,思考をたん

身体に至るところでいわれる合一が見出されてくる。

に制限する条件にすぎず,したがって感性的な動物的

この情念には「感情つまり心の受動である」 17J)とされ

な生を促進するものとみなされることができても,そ

る感情,あるいは情動も含まれる。ところで,運動と

れだけにかえって純粋な精神的な生の障害となるもの

はデカルトの場合,物体の移動作用175) 「物体のたん

とみなされる」。「思考する存在者は空間の関係ではな

なる様態」 176)であり,運動自体を量とみるシモーヌ・

いがゆえに,霊魂と身体の共働commerciumは理解

ヴェ‑ユとは異なった見方にある。量については.丑
は「延長だけに依存する」 177)ということだ。物体(症

されない」。「身体は現象である‑・。身体は純然たる諸
関係から成っており,霊魂はこれらの話表象の純然た

長)が量なのであって,運動が量ではない。またカソ

る綜合と分析から成っている」 180)と。最初の引用文か

トのように,感覚に量があるとはみていない。なぜな

ら.身体と思考(精神)との融合をみようとしても無

らデカルトは「色や音や味や苦痛など‑は,むしろ感

駄であるし,身体の感性的な生も精神的な生の障害に

覚によってよりよく知覚される」LTnというからである.

なるという以上,そこには心身が合一されることはな
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い。要するに,デカルトと同様.悟性(知性)の能力

なすことはできない。感性において問題なのはその量,

を優先させるカソトにあって.この悟性による身体と
の合一は当然ないということだ。次の引用文からも同

そのア・プリオリ的な要因であり,それらがカソトの
みる感情,デカルトの語る感情や情念にあるかであろ

様の結語しか得られない。ただしここには身体が何か

う。ないのである。そこで,感性には精神から身体に

が記されている。く思考する存在者は空間の関係では

至る心身合一があると捉えられるならば,この心身合

ない)とされるのは,最後の引用文と「表象が‑たと

‑は,感覚や感情や情念によってもたらされるそれ以

えば,色,普,温かさの感覚をつうじての,視覚,聴

外のものとなすしかなくなるはずである。万一認める

覚.触覚という感官様式の主観的性質にのみ属すると

にせよ,それはひとつのケースを成立せしめるにすぎ

いう点では,空間の表象と一致する」 HI)ことを参照に

ない。この点でデカルトの場合と同様なのである。こ

すれば,身体をして空間の関係に組みするものとなら

れはしかし,完全なる心身合一のケースをあらわすに

しめ,あまつさえ感官の表象はく空間の表象と一致す

至らないのである。

る〉のだから,感覚とあたかも同一視せしめるように
捉えられることになり,精神と身体が明確に無関係で

シモーヌ・ヴJ̲‑ユの場合だけが心身の合一を完全
に可能にする。しかもこのとき.精神と身体とを媒介

あることを意味させるのである。とすると,この感覚

させるのは,カソト的にいう質や量を持つ感覚や量的

さえ精神と身体とを媒介するものではなくなる。それ

である感性ではもはやなく,感受性(量)といわれる

ゆえ感覚の質はむろん,その量も精神とはかかわるこ

ものでしかない。この感受性こそ完全で某である身体

とがないのだ。それらのことはすでにみた通りである。

から精神,精神から身体に至るところでの心身合一を

感覚の質については註(181)をみるとわかるが,その

成立させる。後者において.感受性は惑倖一情動一情

量の方はどうか。デカルトと異なり,カソトは感覚に

念の原因となるがゆえに,この心身の合一があるとい

量があるとみなすにしても,この量が精神との合一に

えるのだ182} すでに記した註(151)をここでもう一度

蒔かせないのは,感覚が精神(認識能力)に連すると

参照し,かつ次なる引用文をみては,彼女にこれらの

いうことができないからである。感覚は感性に取って

二つのケースがあると肯定せざるを得ないのである。

代わられるのである。感性はすでに精神の認識能力で

「音は脳から肝臓に達し,おそらく脳に戻る震動を生

あるのだから,そこでは感覚(身体)が精神に影響す

み出す。以下同様にして,循環というものは,音がも

るとはもはやいえないのだ。感性を生み出す構神は感

っと高(鋭)くなればなるほど速くなるが,時間ととも

隻(身体)なしの精神である。そこにどうして心身合

にゆっくり進むようになる。かくておのずと音は低

‑が成立してこようか。感覚を排除する超越論的感性

(鈍)くなるのである」 l幻)。ここで肝要なことは,音の

論ではなおさらのことである。そこでもカソトのいう

態度(sensitive)なる高低や鋭敏さ(sensible)

経験の場合と同様,身体から精神に至る心身合一は当

(証(145)参照)ということにあるのではない。これ

然のこと,精神から身体に至るところでの心身の合一

らは音(感覚)の質の量を意味するにすぎない。つま

すらないといえよう。後者はカソトにとっての感情が

り音が高い感度であることはsensationのsensitivity

く全認識力の範囲外にある) (醍(122)参照)とされる

(慈覚の感受性‑刺激閑値)であり.音が鋭いことは

かぎり,このケースの心身合一は問題にさえなり得な

sensationのsensibility (感覚の感受性‑弁別朋値

いことになろう。ただく身体は・‑感性的な一生を促進

)である(受け手は音が高いからす(・惑C,鋭いから

する)という註(180)は注意しておくべきである。筆

戦く感じる)ということだO音の感度の低さに対し,

者はこれを身体の感性的な生といった。しかし身体が

あるいは鋭敏さを欠くもの(鈍さ)に対しては,それ

感性を生み出すのではない。とすれば,精神における

ぞれに故当する刺激閲値や弁別閉値は見出されてこな

感性が身体に伝えられるということなのか。それによ

いといえよう。この感覚の質ならびにその質の量は彼

っては棉神から身体に至っての心身合一はあるという

女にとって,運動しようがしまいがもたらされてくる

ことになる。これは感性があたかもデカルトのいう感

のであり,彼女は感覚に関し唯一その質があることだ

情や情念と同じに受け取られることを示唆してくる。
果たしてそうなのか。カソトのいう感性と感情が同じ

けを認めていたのである。しかし,かかる感覚では,

土俵にない以上,即座にデカルトの場合と同一だとみ

ち,くまがりなりな刺激と反応)しか生み出さないか

たとえそれが身体から精神に至るものになるといえど

‑感覚と感受性‑
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,本当の心身合一とはみなされなかったのである。
ところで註(183)にはく震動)という言葉が使用さ

ていたO このことだけにおいて,彼女が身体に注目し,

れている。この震動は循環し,高い慈度や鋭敏さに相

出していたといわないにしても,それは少なくとも.

供って速くなると語られる。速い震動とはそれだけ量

同じ時代を生き抜いた人たちと同様,彼女の鋭い眼を

が増してくることを意味させないのだろうか。そこに

身体に向けさせ.身体について思考させる契機になり

運動を加えるならば,震動の量は一層増すであろう。

得ていたはずである。その後の彼女の体験したことを

音を静止しながら受け入れる場合がある。それでも寮

みれば,なおさら確かなこととなる。彼女は身体と精

動を伴うとこの引用文を読むことが可能だとすると,

神の関係を再構築,いや新しく構築させようとしたの

サルトルやメルロー‑ポソティに列する思想を打ち

震動と運動は一体化してしまうはずだ。少なくともそ

である。むろん,世界が人間に及ぼさんとする力の立

の量を増加させることにおいて。そのとき震動(運動)

場を彼女が取り込むことでだ。

をもたらす量とはいかなる量なのか。それは音(感覚)

感受性はその力を受け入れることができるがゆえに,

が持つ量では絶対ない。彼女は感覚には圭がないとい

人間を世界そのものとなし得るのである。ここに,

っているのだから。量であるのは感覚(的印象)以外

感受性によって立つ新しい人間存在が問われてくる。

のものでなければならない。それこそ圭的である感受

感受性試論〔l〕から今回の拙論までにおいて,シモ

性でなければならないということである。その策動

ーヌ・ヴI.‑ユの語ろうとする感受性の基礎的研究を

(運動‑丑的なもの‑感受性)は循環する。この循環

ほぼ完了したと確信する筆者にとって,次の課題がそ

は感覚の感受性が高く鋭敏になるとき速くなる(丑が

れなのである。この基礎的研究は彼女のすべての作品

増す)と先に記したが.この速さ(量)に関係するこ

のうち,おもに比較的初期のそれ,すなわちrデカル

とが感受性の感受性(量の量‑sensibilitとのsensi‑ti

トにおける科学と知覚J (1930年の22歳の作品). r哲

vityやsensibility)になるのではなかろうか。循環は

学講義』 (1933年),r‑女生徒‑の手紙』 (1934年)に

当然神経における循環である。神経はここにく脳)と

よって可能になった。ここで掲載したそれ以降の作品

記される以上,中枢神経が中心となる神経をさす。そ

は,感受性という単語が見出されるのではなく,これ

して震動はく脳(精神)から肝搬(身体))に至り,肝

にかかわると思われるその引用文であって,感受性を

巌(身体)から脳(精神)に戻るという。これこそが

証明するために使用したものである。とすると.感受

完全なる心身の合一といえるのである。

性についての初期の思想はこのときすでに完壁なもの
であったとはいえないであろうか。その通りなのであ

お あ り に

る。それ以降の作品にみられる感受性,ならびにそれ
にかかわる内容のものは,彼女にとってこの思想を確

第二次世界大戦の未曾有の悲惨の体験のなかから.

実なものとするだけにあったのではなかろうか。その

私たち人間は世界の無に取り閉まれているとサルトル

ように予想させられるならば,感受性試論〔Ⅴ〕にも

に代表されるような思想を手にしたo これは人rK*てお

触れたように,これを実証していかなくてはならない

のれの知性や理性を偵注させて.一方的に人間の方か

だろう。すなわち,それ以降の作品における感受性は

ら世界を解釈してきたのとは異なり,世界が人間に及

その基礎的研究の範囲にとどまるのか,はたまた深化

ぼす‑もろもろの力のなかで,人間がどうあるのか,隻

されるものとなるのか,筆者はそうしたことを展開し

たどうあるべきなのかを摸索したひとつの思想であっ

続けていかなければならない。

たように思われる。そこには西洋の伝統的な心身二元

それはシモーヌ・ヴI.‑ユにみられるたんなる訟放

論の思想が限界に達していたことも意味されてある。
だからこそ,サルトルがメルロー‑ポソティが身体

論の試みでしかないかもしれない。しかし.私たちの
あらゆる能力の仕組みが明らかになることによって,

(性)についてあれほどまでに問うことになったので

はじめて,人間が何であり,その存在が何であるかを

ある。
シモ‑ヌ・ヴューユは幼いときよりこの身体が弱い

問うことができよう。その場合,彼女が捷超する感受
性を何よりもまずどのように捉え得るのかである。彼

ことを自覚していたし, ど‑女生徒への手紙』のなか

女の認放論はこの感受性を欠いて成立しない。感受性

で,彼女にもっと身体を鍛えるようにと励ましたりし

を彼女のようにして理解した人たちは,これまでに誰

‑感覚と感受性‑
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もいない。現代生理学に携わる人たちが見出し得たの
は感覚の感受性であった。いまだ,感覚とは異なる感
受性が刺激としてあること,あるいは感受性の感受性
(感受性に対する刺激閉値や弁別間値)のあることは
容認されてはいなくとも,彼女の感受性なる思想は多
くの人たちの問題になるのは確かなのである。少なく
とも哲学はかかる思想を質すべきである。これによっ
て,新たな人間存在を求め得ることになるのだから。
〔続〕

波書店文革)0
I。 r生きていることの生理学』渡辺俊男著(杏林書
院)0
J。 r知・情・意の生理学j丸山直滋著(丸山直乾新
潟大学教授退官記念実行委員会刊) 0
K。 r生理学通論』 〔1〕 〔1日鈴木春三他共著(共立
全書)0
L。 『神経生理学』シュミット,内薗耕二他訳(金芳
堂)0
M, r脳とリズム』川村浩著(朝倉書店)0
N。 『人体と運動の生理学』堀清記他著(金芳生)0

註

00 『Sensation and Perception』 E.Bruce Golds‑
tein(THIRD EDITION),

今回の参考文献は以下の通りであり,各証はこの

P。 rキイワード辞典』レイモソド・ウィリアムズ,

記号で指示されるものとする。

岡崎康一訳(晶文社)0
Q。 iSur la science‑Science et f光rception dans

A。新潟大学教養部研究紀要「感受性試論」 〔I 〕 (第
17集, 1986年),〔m (第18集, 1987年),〔m] (罪
19集, i98サ年),〔Ⅳ〕 (第20集, 1989年).〔Ⅴ〕 (第

Descartes‑』 (1930年) Simone Weil, Galli一
mard。

R。

B。

fLecons de philosophie』 (1933年) Simone
Weil, Plonc

21集, 1990年)0
r世界の名著‑デカルトー』 (中央公論社) (1)

FLettre A une色l芭vej (1934年) Simone Weil,

r世界論1神野楚一郎訳〔OEuvres de D鮎car‑

Gallimard。

tes‑Le monde‑, Librairie philosophique J.

TLa四santeur et la gr五cc』 (1940年‑1942年)
Simone Weil, Plon。

VRIN〕 (2> r方法序説』野田又夫訳〔Discours de
la methode, Librairie philosophique J.VRIN〕

U。 iVenise sauvee』 (1940年) Simone Weil.Gaレ
Iimard。

(3) r省察j井上庄七他訳〔Meditationes de prima
philosophia, Librairie philosophique J.VRIN〕

V。 TLa source grecque‑L ILIADE ou le poe‑

(‑o r哲学の原理』井上庄七他訳〔 Les principes

me de la force‑』(1940年)Simone Weil, Gaレ

Iimardo

de la philosophie, Librairie philosophique J.

VRIN〕 (5) f情念論』野田又共訳〔Les passions

W, iCahiers』 〔1 〕 (1941年) Simone Weil, Plon°

de l云me, Librairie philosophique J.VRIN〕。

X。 iPensees sans ordre concernant I amour de

C。新岩波講座哲学9 r身体・感覚・精神J)大森荘戎
他編(岩波書店)0
D。 r背徳者』ジィド,川口第訳(岩波書店文庫) 〔
L immoraliste, Mercure de FranceDc

Dieu‑Lettere A JoとBousquet‑J (1942年)
Simone Weil, Gallimard。
Yo

『CahiersJ〔lI〕 (1941年‑1942年) Simone Weil,
PIOtlc

E。 r地上の塩』ジィド,堀口大学訳(角川書店文庫)〔
Les nourritures terrestres, GallimardJc
F。 rジィドニヴ7レJ)一往復書簡』〔1〕〔2〕二宮
正之訳(筑摩書房)0

z。 『L enracinement 』 (1943年) Simone Weil,

G。 rカソト全集‑ r純粋理性批判』 ‑J (1)第四巻

Ⅳ〕に取り上げられる

Gallimard。
I)A。〔1〕‑〔Ⅴ〕に取り上げられる

(上)(2)第五巻く中)(3)第六巻(下),原佑訳(理

られる

想社)。

ll)で取り上げられる

H。 rドイツ古典哲学め本質J)ハイネ,伊東勉訳(岩

2)A。とくに〔

3)Aeとくに〔Ⅴ〕に取り上げ

4)A。とくに〔Ⅳ〕の註(6)〔Ⅴ〕の註(8)早(

合, empfindungである

5)sensationはカソトの場
6)Ac〔Ⅴ〕の註(42)参照。

‑感覚と感受性‑
本文註(42)や(130)の⑥に取り上げられる
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7)Aォ

はのちの本文に記す通り(註(145)参照),感覚の感度

〔Ⅴ〕の註(42)ののちに記す文を参照。本文註(2)や(3)

(敏感さ)をさすと思われる(註(27)も参照))。 27)

の作品には感受性の言葉は出てくる

8)A。〔Ⅴ〕の

D。P.50〔P.47ここに六回使用される「感覚」はsensa‑

P・.P.25‑26参照。 9)Ac〔Ⅴ〕のこと 10)例L。 「
受容器から中枢神経系に送られてくるイソパルスを‑

tionが二回sensが四回である〕

可能な限り早い段階で‑抑制する機構は体内のいろい

「知覚過敏」はhyperesthesieである。この場合の
sensibilitとは本文註(ll)からするとジィドに対して

ろなところでみられる。この機構により,求心路の感

P.68 〔P.66ここで

の「病的な過敏さ」はsensibilit色maladiveであり,

受性の調節(modulation of the sensitivity)が行わ

も同様に感受性と訳されてよさそうだが,のちに本文

れ,それによって不要な情報は抑えられ

必要な情報

に記すように, P.47のsensationやsensの関係,現

のみが選ばれる」 (P.93)。 Me 「薬物に対する感受性

代生理学の感覚の感受性の関係から,その感受性の訳

」(P.179)。 Nc 「薬物や酸素‑の感受性」 (P.159).

というよりは,たんなるsensibilite (過敏さ)でな

1日F。のロベール・マレの序文によると, 「・‑ヴ7レ

ければならない〕

リーも自分の体系の内に感受性を取り入れざるを得な

Comprendre, c est se sentir capable de faire

い。*""そこでヴァレリーは感受性と折り合いをつけ,

である〕 29)Ac〔Ⅴ〕のP.27参照。なお感性である

28)E。 P.14 〔P.24傍線部分は

そのかちくりを証明しようとし,ジィドと同じように,

ことはのちの本文に記す

肉のエネルギーを称える」 (P.XXV),また訳証とし

31) 「経験は,疑いもなく,私たちの悟性が感性的感

て, 「本質をなす感受性。最も重要な,唯一の問題は

覚の生まの素材を加工することによって産みだす最初

感受性のそれだ」 (邦訳rヴ7レリ‑全集』第9巻
P.512)c「其の神々は感受性の力,あるいは支配力で

の産物である」 (G。(DP.65),これはのちの本文に

ある」 (同第2巻P.186)の文がP.XXXVに引用され

34)Ac〔Ⅴ〕P.24の註(37)参照

ている。なお,本文との銃‑のため, F。はジッドで

tion, c est la geometne prenant possession en

あるが,あえてジィドとし記した。ただヴァレリーの

quelque sorte des passions raemes, parle moyen

用いる感受性とシモーヌ・ヴI.‑ユのいう感受性が同

du travail) (P.85)。

30)G。( l )P.P.291‑293。

も取り上げられる 32)G。(l)P.117。 33)(1)P.118。
35)Q。くLa percep‑

I

36)Rc

くPourla perception

じか異なるかは後日に執らなければならない。

normale,il semble clair que l'imagination n alt芭re

12)C。P.2c 13)Ac〔I〕のP.1と〔Ⅴ〕のP.5参照0

pas la sensation normale et quelle nypeut sup‑

14)Ao〔m]に基づき〔V 〕のP.9とP.P. 17‑18とP.21参照。

plier) (P.44 la四rception normaleのみは「正常な

l

15)A。〔Ⅴ〕のP.P.10‑ll, P.22, P.26, P.31の証

知覚」の訳も可能。 A。〔Ⅳ〕のP.31参照。ここではla

(33)参照。 16)感受性も精神に受け入れられること,

sensation normaleの「ふつうの」と統一させるため

この慈受性をベースにして,想像,感情,思惟が考え

の私訳である)。くDans la perception normale il y

られる必要のあることは,先見的な見解である。

a d色jA g色ometrie. Done, il ny aura pas A s'色ton‑

17)A。〔V 〕のP. 19参照 18)Ao〔Ⅳ〕のP.P.34‑35参照。
19)Ac〔Ⅳ〕のP.55参照
20)Ac〔II]の註(34)と(37)

ner s'il y a imagination dans la geom色trie puisqu

参照。また本文琵(160)以下参照。 2日ドイツ語では

50ここも「正常な知覚」と訳してよい)。くCest le

perceptionやwahrnehmungが鼓当する。 r純粋理性

rapport essentiel entre nous et 1 e'xterieur, rap‑

批判』は後者の単語が多く使用される

port qui consiste en une r色action, un reflexe,

22)I。P.258。

il y a d色jÅ imagination dans la perception) (P.

23)B。(3)P.249 〔P.29 「感覚する」はsentir〕, P.2

Qui constitue pour nous la perception du monde

96 〔P.76 「感覚する」はsentir〕, P.303 〔P.83 「感
覚する」はsentir〕l。 24)B。(5)P.427 〔P.86 「知覚」は

ext色rieur) (P.50 「反応」についてはA。〔Ⅴ〕のp.p.

perception〕

(sensations)sont donn色es comme signes de choses

25)Re

くLa meme quiest sensitive

24‑25参照。また本文のちを参照)。

37)R。くElles

est raispnnable, et tous ses app色tits sont des v0‑

imagin色es, lesquelles n ont aucun rapport avec la

lontes〉 (P.118)。

sensation, mais seulement avec nos reactions vis

26)B。(5)くLa mesme qui est

sensitive, est raisonnable, &

tous ses appetits

sont des volontez) (P.101註(25)と同様なsensitive

‑えーvis des sensations) (P.43‑44)。

38)A。く

混交)は〔Ⅳ〕のP.45〔Ⅴ〕のP.ll, P.15。く結合)は

m
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〔Ⅳ〕のP.46〔Ⅴ〕のP.ll, P.16。 39)A。〔Ⅴ〕の註(9)

される。彼女がここでいう刺激は感受性である。しかし

参照

りA。〔Ⅴ〕の琵

く悟性によって導かれ幾何学によって定義される想像

42)RcくNous percevons le monde; C'

est done que ce qui nous est donn色,ce nestpas

の思惟)ではこの感受性は閉局にされることがない。
想像も同様である。 77)B。(5)P.P.423‑425と

40)Ac〔Ⅴ〕のP.ll, P.17。

(51)参照

seulement les sensations) (P.43)。 43)A。〔Ⅴ〕の

P.434参照 78)E。①P.13 〔P.23感覚‑sens〕。 ②p.

P‑25。 44)A。〔Ⅴ〕のP.25。 45)本文註(36)参照0

62 〔P.66感覚‑sens〕③P.104 〔P.101くEntre toutes

46)本文註(36)参照

les joies des sens, j enviais celles du toucher)〕。

47)本文琵(32)参照

の具体的な内容は本文に後述
194など

48)批判

49)B。(2)P.188, P.

50)B。(3)P.239, P.295など。 5り感覚

79)DムP.153 〔P.144感覚‑sens〕

80)S。くll

y a des gens qui n ont v色cu que de sensations

I(的印象)を否定するのは本文にて後述するように,

et pour les sensations, Andre Gide en est un

たとえばそれが質をあらわすしかないから

exemple. Us sont en r色alitとIes dupes de la vie,

註(42)を参照
50‑51参照

52)

53)Ac 〔Ⅳ〕のP.32, P.45, P.P.

et, comme lls le sentent confusとmerit, ils tornbent

54)A。〔Ⅳ〕のP.P.51‑54〔V〕のP.9,

toujours dans une profonde tristesse od il ne leur

P.ll. P.I8。 55)A。〔Ⅳ〕のP.53〔Ⅴ〕のP.P.10‑llc

reste d autre ressource que de s'etourdir en se

56)B。(2)P.188 〔P.32感覚‑sens〕 57)B。(2)P.239

mentant miserablement A eux‑memes‑‑‑。 Ceux qui

〔P.19三度使用される感覚はすべてsensである〕。

vivent de sensations ne sont, materiellement et

58)tも(DP.90 〔P.21参照〕。 59)B。(2)P.194 〔P.39

moralement, que des parasites par rapport aux

感覚的観念はtelles ideesの訳語。それはく夢)が

hommes travailleurs et createur, 。

く外部感覚sens ext色neurs)からもたらされるもの

cherche de la sensation implique un egolsme qui

と同様なる観念に従われているという前文で成立する

me fait horreur, en ce qui me concerneo Elle

ように思われる〕

n empeche evidemment pas d'aimer, mais elle a

60)B。(3)P.297 〔P.77感覚的

La re‑

事物の観念‑les idees des choses sensibles〕。

mcne k consid色rer les etres aim色s comme de sim‑

6り註(23)参照

pies occasions de jouir ou de souffir, et a ou‑

こと‑sentir〕

62)B。(4 )P.334 〔P.56感覚する
63)B。(4)P.346。

64)Q。くLa

blier compldtement qu ils existent par eux‑memes.

premi芭re d6marche de Descartes pensant est de

On vit au milieu de fantomes. On reve au lieu

faire abstraction des sensations) (P.19)。

de vivre) (P.25)。

65)Q。

8日例D。とE。にはあわせてざ

くRefusant done de croire aux sens, e'estぇla

っと135のsentirの単語がある。 Dが102個を占める。

s占ule raison que Descartes se fie)(P.21)。 66)

82)E。㊥p.26 〔P.32感覚‑sensation〕ゥP.89 〔P.86

Q。くL on sait que Descartes considerait sa d∝trine

感覚‑sens〕

mとtaphysique comme le fondement de toutes ses

pens色e) (P.19)。 67)B。 (3)P.295参照

68)B。

83) D。⑥P.38①P.49 〔P.46感覚‑

sens〕 ㊥P.53ゥP.184。

マレによる序文,括弧内はr日記一斬想』)。 85)H。

(4 )P.319 〔P.35感覚‑sens〕 69)B。(3 )P.2470

P.173。 86)H。P.168。

70)B。(2)P.163。

naitre) (P.135)。

71)RcくDescartes distingue la

84)FOP.XXV (ロベール・

87)Rc

く1 acte de con‑

88)R,くsans exp芭rience

facultとde concevoir les liaison (entendement) et

sensib一e) (P.135)。 89)Ac〔Ⅴ〕のP.24註(38)参照。

la facult色d affirmer les liaisons (jugement) )(P.

90)G。( l )P.118。 91)G。(3 )P.162。 92X5。( OP.272,

123)。 72)A。〔Ⅴ〕のP.12参照

93)G。(3)P.152。

〔P.34感覚‑sens〕

73)B。(3)P.254

74)B。(3)P.292。

94)G。(1)P.287さらにP.288で

75)

は「外延量と私が名づけるのは,部分の表象がそこ

B。(3)P.291 「想像とはなんであるかを入念に考察

(直観)では全体の表象を可能ならしめる(それゆえ部

するなら,それが,認識能力にじかに現前するところ

分の表象が必然的に全体の表象に先行する)ような,

の,したがって存在するところの物体に対する,その

そうした量にはかならない」とされる(括菰内傍点箇
所は筆者)。 95)G。(l)P.293。 96)G。(3)P.162。

°

能力のある適用にはかならないことは明らかである」。
デカルトのいう思惟に想像も関与しないということ。
76)デカルトの感覚的観念の場合,刺激は感覚とみな

°

97)「表象として,なんらかの或るものを思考するすべ
ての働きに先立って先行しうるものは,直観である」

‑感覚と感受性‑
(G。( DP.146), 「直観は思考の機能をけっして必要

75

sens ne parviennent a ma pens色e quen la troub‑

としない」 (G。(l)P.192)< 「構想力は直観の多様な

lant) (P.71)c

ものを一つの形象たらしめるべきである。それゆえ,

th色orie que toute la pens色e est formee de sensa‑

あらかじめ構想力は印象をおのれの活動のうちへと取

tion) (P.41)。 133)T。くLa part de 1 intelligence

り込まなければならない一一。構想力が知覚自身の一

‑est seulement la soumission. ‑

132)RcくCondillac ‑ a comme

L intelligence

つの必然的成索である‑0 (構想力は)諸印象の受容

ne peut jamais p色netrer le myst芭re) (P.132とP.

力のほか‑それらの諸印象を綜合する或る枚能(で

133)t

ある)」 (括弧内は筆者)(G。(l )P.242)。 98)G。( 1 )

m色diaire enter le monde et moi‑ ) (P.75),

P.117。

135)Qo <‑‑Conduite par l'esprit, elle (1 imagina‑

99)Ac〔Ⅴ〕のP.24註(37)参照。 一oo)A。

134)QcくL imagination est le seul inter

〔Ⅴ〕のP.27参照。 10日G。(2)P.228。 102)G。(D

tion) lui (la pensとe) ouvre un passage dans le

P.168。 103)G。(l)P.114。 104)G。(1)P‑68。

monde〉 (括弧内は筆者)(P.76)。 136)Ac〔Ⅴ〕のP.

105)G。(2)P.118。 106)G。(l)P.118。 107)Gc

P.25‑26参照。 137)Ac〔Ⅴ〕P.25註(44)参照。

(l)P.118。 108)G。(l)P.118。 109)G。(2)P.200

138)Kc〔II〕のP.P.1‑2参照。 139)POP.P.341 ‑

110)G。(l)P.65c lll)B。(4)P.331 〔P.51 La

342参照

140)ペソサムには「感受性論」があると

recherche de la v色rit色〕 112)G。( l )P.65C 註

される。 141)0。くThreshold is often changed to

(31)に既出。 113)G。(DP.1140

sensitivity by the formula, sensitivity‑ 1/thresh ‑

114)G。(l)P.15a>

115)G。(1)P.375c l16)G。(2)P.19c lけ)G。

old,‑)(P.10)c 142) rドーラソド図説医学大辞典』
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