シモーヌ・ヴェーユとデカルト〔Ⅱ〕
〜デカルトの身体の感覚と身体の想像について(その1) 〜

村

8.身体の能力

上

吉

男

くsens)や(imagination)のまとめ

(1)身体の(感覚(sens))について
今回は,前号"の付記事項の一を,つまりデカルトが身体の感光の(大部
分)を(神経に依存)させて捉えていたとみるならば, 「全」感覚の確認にあっ
て質されよう,その残りの部分とはいったいいかにあろうか,かつそこに既出
引用文中の(飢え.渇き,苦しみ)(2)のことが当てはめられないかを考察する
ところからはじめねばなるまい。筆者がこう切り出すのは,彼が以下のように
語るからであり,これらの引用文がまた彼のいう(感覚(sens, passionと
sentiment))のまとめを可能にし,前回 (まで)の筆者の主張を正当にするから
である。
DToutes les perceptions que je n'ai pas encore expliqueees viennent a l'ame par
l'entremise des nerfs, et il y a entre dies cette diffdcrence que nous lcs rapportons
les unes aux objcts de dehors, qui frappent nos sens, Ies autres a notre corps ou a
quel‑ques‑unesdeses parties, etenfin les autresa notrc ame. 3

わたしがまだ説明しなかった知覚はすべて,神経を介して精神にあらわれ
る。そのすべての知覚には,わたしたちの感覚器官に働きかける,外的対象
に関係づけられるある知覚,わたしたちの身体または身体の一部に関係づけ
られる残りの知覚,そしてわたしたちの精神に関係づけられる他の知覚の違
いがある。
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上記引用文中の訳語(知覚)は身体に起因する(知覚)であり,デカルトが
くまだ説明しなかった知覚)と書くことから知るように,身体の(imagination
(想像))でなしに(り,身体の(sens)なる(感覚)を意味させる。したがって,
(知覚はすべて,神経を介して精神にあらわれる)と記される,その(すべて)
を(感覚)に関係させて読むならば,読みの一つとして,これが(感覚)の
(すべて)もしくは「すべての感覚」に適当するほかないであろう。 (すべて)
とは断じて,この(感覚)あるいは(想像)とともに,他の諸能力(たとえば
柏神における知性や理性)である各(知覚)を全部含ませていう(知覚)の
(すべて)ではなく, (感覚)にみられる稗類をさしていう(すべて)なのであっ
て,それ以外の他の諸能力の各(すべて)でもない(5)。
(感覚)の(すべて)のことは先きの引用文に示される通り,三つの(感覚
(sens))のそれぞれで成り立たせ,おのおのにかかわる(感覚(sentiment))を
(精神(Ame)) (ここはとりあえず(ame)とみなしおく)にて生み出し,もっ
てその(すべて)を構成させるとみることができる。すなわちそれらは, ⑤
(感覚器官に働きかける,外的対象に関係づけられる×感覚). ㊨ (身体または
身体の一部に関係づけられる×感覚)と① (柵神に関係づけられる×感覚)
なのである(6)。 ①や⑤のく感覚(sens))も6)と同じように(精神(ame))に関
与するは当然のことである(ここもとりあえず当然としておく)し, ⑤のく感
覚(sentiment))さえ身体の(感覚(sens))なくして生じないはいうまでもな
い。また①のく感覚)のみがいわゆる(情念(passion;)とみなされる̀7'のに
対して,筆者は(passion)を他方で(受動)という訳と内容でも捉えるからし
て,いわゆる(情念)の方をば「情念的受動」と呼ぶはかないといっておく。
とまれ⑤⑥①の各(感覚)のうち,筆者は前号̀8'でもっぱら⑤のく感覚(sens))
における分析を試みた。今回は⑥や①の番となる。この⑤や①も身体の(感覚
(sens))の精神(ame)にあるいは脳に取り込まれる一過程として越した「8.
身体の能力(sens)や(imagination)のまとめ」たる小見出しでの本文最初の段
落に問題とした点と関連する。ただLeは,次回以降での新たな小見出し「12.
(passion 情念的受動もしくはいわゆる「情念」))や「情念なる想像」とその各
(心身合一)の証明」のなかで検討する。
それでも筆者には,前段に記した⑤のく感覚(sens))が身体でいかに生じる
かは⑤や①にも共通することであると捉えられる。なんとなれば, ⑥や①の各
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(sens)はおのおのを欠いて, ⑥のく身体または身体の一部)に, ①のく精神
(ame))に(関係づけられ)ないし,それぞれは6)の(sens)と同じ身体で生み
山されるからである。そこで簡略ではあるが, ⑤のくscllS)の身体での成り立
ちはどうであったかから振り返ってみる必要がある。
まず, ⑤にあって, (感覚器官に働きかける)は(外的対象)である。これは
当然, (外的対象)が(感覚器官)または(外的感光器官)…に対して(能動)
として(働きかける)ことを示唆させる。同時に(外的対象)または(外来的
な何か(事物))(10)と(感覚器官)の関係を後者の身体の側からみると,デカル
トでは, (感覚器官)の能力(ressentir)が(外的対象)に(能動)的に働きか
けてその(感覚(sens))を(感&‑S官)で生みLuす(II)と語られるのだから,
(外的対象)は身体にあたかも(sens)として同化され受け入れられることを合
恵させよう(しかしこの受動が(passion

受動))となるのではない.身体の

(sens)の脳‑の受容のみが(passion 受動))になる)と答え得たのである。
次に,この身体の(感覚(sens))が(精神(ame))あるいは脳といかに関係
したかである。デカルトはかかる(sens)が(機械迎動)(12)として,上記引用
文@では(神経を介して精神(云nlC))に,既引用文(2)"3>では(神経を介して
崩)に伝えられるばかりか, (脂)の入口(Mlで(動物梢気(血液))(15)と(混ざ)
り(16)さらに(ame)すなわち(腺(H))(17)や(脳)すなわち(礼)(18)に流れ
ると主張していた。ここから筆者はたとえば⑤において, ((外的)感覚器官)
での. (外的対象(外来的な事物))たる(sens)が(ame)や(脳)に関係する
と答えるはかなかったのである。しかして(礼)が(ilne)にではなく, (脳)
に属すると断じたのは,彼が語る次なる引用文に従わざるを得ないからである。
㊥L'ame ne peut avoir en tout 】e corps aucun autre lieu quc cette glこinde (une petite
glande) oh elle exerce immediatement ses fonctions. ‑叫(括弧内は筆者)
梢神というものはこれがその機能を直接に発抑する小さな腺を除いて,身
体全体のいかなる場所にもあることができない。
そして,その(感覚(sens))と,わけてもデカルトのいう(amc)の能力
(感じる(sentir))とのかかわりはいかにあったのかである。これには筆者は,
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この(selllir)が前段で記したく腺(H))や(礼)に伝えられる各(sens)に対
応すると答え得たのである。つまり一に, (sentir)は(腺H)に流れる, (腺l寸)
での(sens)に(能動)として働きかける能力になる.また一に, (sentir)は
(礼)に流れる, (礼)での(sens)を(感じる)うえで,たとえば(礼)にお
ける(興傭)(20)も手伝ってか,何よりこの(興奮)をもたらす(sens)を((原)
因)(21)とせずにおれない能力になるということである。さらに前者の‑のこと
は,身体の(sens)と(ame)のくsentir)の関係の過程こそ, (amc)の側から
みれば.先きに触れた「一過程」とは相違して, (sentir)の方が(sens)を積極
的に取り込んでしまうもう一つの過程に相当するであろうとともに,その
(sentir)をして筆者に(能動)たる(感じる)と名付けさせ,ついには(丘nlC)
の「感覚」としての(sentiment)を.すなわち(能動)なる(sentiment)を生
み出させようことを合意する。他方後者の‑のことは.それ自体が前記してい
た,身体の(sens)と(ame)の(sentir)の関係の「一過程」に充当し,この
過程こそ, (ame 厳密にいうと脳))の側からみれば, (sentir)にとって(sens)
が取り込まれるままに受け入れざるを得なくなる過程であろうと同時に,その

(sentir)をして筆者に(受動)たる(感じる)と名付けさせ,ついには(豆me I

(厳密にいうと脳))の「感覚」としての(passion 受動))杏.すなわち(受
動)なる(sentiment)を生み出させようことを合意する。
上記三つの段落での筆者の見方は,引用文㊥からみる⑤だけに該当するので
なしに, ⑤にも共通する(そればかりか. ①のいわゆる(passion 情念))発生
の前提にもなる)と経過しいっておくが,それでも⑤たる区分けが見出される
以上,これは⑤に対するにいかなる(感覚(sens))になると捉えられるのか間
われよう。だがデカルトはr省察j中ですでに以下のごとく答えるのである。
㊥J.こIi trouve de l'errei汀dこIIls les jugcments fondes sur les sens exterieurs. Et non
pas

settlement

sur

les

sens

exterieurs,

mこus

in6me

sur

Ics

interieurs.

わたしは外的感覚に基づいた判断が誤まることを発見した。外的感覚ばか
りではなく,内的感覚も同様に,そうなのであった。
この引川文中での(外的感覚)や(内的感覚)なる(感覚(sens))がいわゆ
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る(真理の探求)では当然のこと,今課題にしている「日常的用法」でも(請
ま)り(信用できない)(23)能力であるのは,デカルトにおいて周知のことがら
となる(それどころか.この(真理の探求)では.桃神(esprit)の能力(sentir)
や(imaginer)が働きかけることさえ許されなかったのである)0
それはともかく,ここで注目すべきは(外的感光)や(内的感覚)のことが
[passion副中の前記した引用文㊥にもーr拝していることである。要するに(外
的感覚)は① (感覚器官に働きかける,外的対象に関係づけられる×感覚
(sens))で, (内的感覚)は⑤ (身体または身体の一部に関係づけられる×感
覚(sens))という表現でつながるのであり.身体にとっては二つの外的や内的
(sens)があるということである。
かつ上段のことは,前号の引用文￠喧◎(24)で碓かめられ,なかでも㊥によっ
てさらなる展開に導かれる。それは, ①の く光を見,騒音を間き,熱を感覚す
る(ressentir))と@のく外的対象)や(也.昔と匂いの知覚)が引用文@にお
ける⑤また引用文㊥における(外的感覚,seilS))と関連し, ㊥のく身体の内的
状態)と@や④のく飢え,尚き.苦しみ)が引用文㊥における⑤また引用文㊥
における(内的感覚(sens))と関連せずにおれないからである。そしてこの対
応は(外的sens)と(内的sens)の区別なしに不可能なのである。さらに, @
に(外的感覚(sentiment))や(内的感光(sentiment))と記されるかぎり, ㊨
のく外的sens)や(内的sens)はそれぞれ, @でのく外的対象)や(身体の内
的状態)との関係を保有して.ときに(也,音と匂いの知覚)なる(外的sentiment)
や(飢え,渇き,苦しみ)なる(内的sentiment)になろう。これが前述に「さ
らなる展開に坤かれる」とした内容に充当するが,その際確かなのは,デカル
トが身体の(感覚)を二つに区分けし.おのおのに適合される(云meあるい
は脳)の(感覚)を打ち立てるということである。
したがって, (外的感覚(sens))以外のことで経過してでも確認せねばなら
ぬのは,上記引用文(りと(りでのく飢え.渇き,苦しみ)が引用文(りの⑤に,換
言すると引用文㊥のく内的感覚(sens))にかかわり,そこから㊥のく内的感覚
(sentiment))を生じさせる(sentiment)という当のそれぞれになることである。
そのうえこれもすでに述べておいたように,この(内的sens)の方でさえ, (内
的sentiment)の発生まえに. (神経)や(動物柵気(血液))を介して,あると
きはく腺H)に,またあるときはく孔)に流れる必要があったのである。筆者
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はく外的sens)が(腺H)や(礼)のおのおのに関与する場合と同株に,ここ
でもまず, (腺H)に達したく内的sens)は(腺H)で(能動)たる(sentir (感
じる))の働きかけを受ける,その際(精神(ame))のくsentir)は(能動)ゆ
えに, (内的sens)より優位に立ち,いわば(能動)色の強い(内的sentiment
((能動)なる(能動的) sentiment))を生み出すと,また他方, (礼)に達した
く内的sens)は(礼)で(passion

受動))として受容される,その際(sentir)

は, (内的sens)の(礼)への受容を引き受けよう(受動(passion))たる(感
じる)に終始して, (ame) (厳密にいうと脳)において. (内的sens)という
(passion)を,つまりいわば(受動)色の強い(内的sentiment ((受動)なる
(受動的) sentiment))を生み出すと読む。
さらに筆者は,前号の(受動)を明記した引用文㊥のく外的感覚(sentiments
exterieurs))や(内的感覚(sentiments interieurs))の表記において,そのいずれ
もがもとより(passion至(受動))でなければならぬと捉えられる((受動)はそ
の結果複数形になる)からして.この(外的sentiments)や(内的sentiments)
すなわち(passions)をそれぞれ, (腺H)ではなく, (礼)にかかわる(外的感
覚(sens))や(内的感覚(sens))に対応させるはかない,その際この関連しあ
うそれぞれは同時に, ㊥のく色,音と匂い) (各語は複数形)や(飢え,渇き,
苦しみ) (各語は単数形)に置き換えられるからして,その関連しあうそれぞれ
の語を,わけても(外的sentiments)や(内的sentiments)の各語を複数形にす
るは当然であると読むわけである。要するに㊥はく受動)だけに関して述べる
引用文なのである。しかし前段までのことからは,その(色,音と匂い)や
(飢え,渇き,苦しみ)のおのおのさえ(腺H)と関係せずにいない場合も含ま
れることを忘れてはならぬといわなければならないのである(これについては,
小見出し「10. (腺)における(能動)たる(scntir)や(imaginer)とその各
(心身合一)の証明」で次回以降に検討する)0
筆者は本文のかなり以前で,引用文(り中の(知覚はすべて)という語句の
(すべて)を, (感覚)に当てはめ, (感覚)の(すべて)もしくは「すべての感
覚」になると読んだが,その(すべて)がここにようやく明らかとなる。引用
文@中の,筆者がいまだ分析せずにいる6)の(精神に関係づけられる×感覚
sentimentないしはpassion (情念的受動もしくはいわゆる「情念」))を除いて,. (感
覚)のくすべて)とは, ⑤または⑪のく外的感覚(sens))とその(腺H)での
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(能動的sentiment)やその(礼)での(受動的sentiment)という数に,ならび
に⑤または㊥のく内的感覚(sens))とその(腺H)での(能動的sentiment)や
その(礼)での(受動的sentiment)という数にのぼるとまとめることができる。
以上をまた,身体から(丘me)や身体から脳のおのおのの感覚の過程としてみ
るならば,少なくも両方に二種類ずつの(sentiment)があることになろう。
しかし筆者は,デカルトが引用文㊥でく知覚はすべて.神経を介して精神に
あらわれる)という文脈中の(すべて)には, (知覚)の語が前記したごとき
く感覚)にとってかわられ,上段と同じく感覚)の種類が含まれると予想し得て
ち,その(すべて)を構成しよう教は前段までにみた数と異なるのではないか,
換言すると(感覚はすべて,神経を介して精神にあらわれる)は即座に容認さ
れるかをさらに読んでおかなければならない。それというのも,上記文章での
(精神)はまた引用文⑩の通り, (腺H) (以下腺と記す)以外をさすのでないた
めに,同文章の(すべて)に(礼)もしくは脳に(あらわれる)感覚を含め捉
えさせることを不可能にするからである。ただし,同文串の(神経を介して)
の意味は文脈上, (感覚)が(精神)のではなく,何より(身体)の(神経)を
経由することにあるからして,かかる「すべての感覚」は(身体)におけるそ
れ,つまり引用文㊥の⑤と⑤ (あるいは今除外している①)の(感覚)にほか
ならなくなる。むろん前号の引用文中には(柵神が神経を介して受け入れる)(25)
とさえ書かれる以上,これは(精神)にあろう(神経)の例でしかなく,少な
くも引用文@の同文章で明かされることではなかろう。
そこで筆者は, (心身合一)が成り立つとして最終的に(精神に(‑となっ
て)あらわれる×感覚)をばとりあえず,身体での(外的感覚(sens))と(内
的感覚(sens))や,精神での(外的感覚(sentiment))とく内的感覚(sentiment))
に分けてみるが,それで身体や柵神における各(感覚)の(すべて)が果たし
て(神経を介して)に関連するのかどうかを以下で順次確かめておく必要があ
る。身体の各(sens)が(神経を介して)に関与するかにとっては,筆者が「デ
カルトが身体の感覚の(大部分)を(神経に依存)させて捉えていた」と述べ
た本文冒頭箇所の文章が参考になろう。これに照らし合わすと,次なることが
いえよう。
(神経を介して)は(神経に依存する)(26)と同意である。後者なしに前者は不
可能になる。だが「身体の感覚の(大部分)」は(神経に依存する)際の(大部
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分)̀訓とは何か。これはむろん,引用文(勤の(知覚(感覚)はすべて)という
その(すべて)をきしはしない。筆者はまずくすべて)は(大部分)と,これ
もまた「残りの(‑)部分」と本文冒頭箇所に書きおいたところからいって,
この「一部分」とを加えて成るし, (大部分)はそのときの(大部分)でしかな
いとみる。デカルトは「一部分」と語りもしないどころか, (大部分)や「一部
分」がそれぞれ,身体のいかなる(感覚)に適当されるかさえ明示してはいな
いが,それでも明確に(大部分)と,かつ(大部分)はく神経に依存する)と
記されることと, (すべて)を(大部分)と「一部分」に区分けすることとを
もって, (すべて)に与する「一部分」も(神経に依存する)とみなし得るは当
然のことになる。まして(大部分)や「一部分」の区分けなくば, 「身体の感
覚」での(外的感覚(sens))や(内的感覚(sens))の区別すら,逆にいうと各
(sens)の区別なしに, (大部分)やそれ以外(「一部分」)の区分けも必要なかっ
たといえる。それゆえ(大部分)には(外的sens)が, 「一部分」には(内的
sens)が充当せずにおれなくなる.なぜか。それはこのおのおのを,引用文㊥
中の, ㊨ (感覚器官に働きかける,外的対象に関係づけられる×感覚)に, ㊨
(身体または身体の一部に関係づけられる×感覚)に相応させることができる
からである。こうして身体の(感覚)としては くすべて)であるといってよい
その各(sens)は, (神経を介して)脳の「入口」 (28)に伝わりゆくのである。
上段までの要点を本文冒頭箇所での他の譜などを混ぜ用いて繰返すと,以下
のようにいえよう。身体の「全」感覚とは, (外的感覚(sens))たる(色,普
と匂い)というその(大部分)と, (内的感覚(sens))たる(飢え,渇き.普
しみ)というその「一部分」とによって構成される。両方の(sens)とも(棉
経に依存する)し,たとえば(飢え,渇き,苦しみ)の方は上記の通り, (内的
sens)として捉えるほかなくなる。デカルトが身体の以上二つの(sens)すなわ
ち⑤と⑤のく感覚)のみで(すべて)になると断ずるならば,引用文㊥のく知
覚(感覚)はすべて,神経を介して精神にあらわれる)と述べたことには異議
がなかろう。ところが,この文章に記されよう(精神)の譜がみられるかぎり,
引用文㊥にその身体のことと同時に, (精神)のことも含まれ問われていると指
摘せずにおれないならば,換言すると身体の(外的sens)や(内的sens)をそ
れぞれ(外的感覚(sentiment))や(内的感覚(sentiment))として生み出すそ
の(精神)のことが,かつ① (精神に関係づけられる×感光) (いわゆる「惜
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念」)の(柏神)のことが引用文㊥に含意されているといえるならば,筆者は彼
が(すべて)と#き込んだことは正しいか,要するに(感覚)は身と心を通る
過程の(心身合一)にとってはその都度一つにみなされようとも,この(梢神)
の(感覚)だけをもって(すべて)の感覚と読むことは許されるかであろう。
これに答えてゆくに,筆者は既出引用文①(彰(29)に立ち戻る必要がある。そこ
では.身体の(神経に依存する×諸知覚)だけでなく,精神あるいは脳での
(諸知覚)のことが語られるし,しかもこの精神あるいは脳にはそれぞれ, (神
経に依存する)と(神経に少しも依存しない諸知覚がある) (詳しくは後述に譲
るが, (神経に依存しない×知覚(感覚))は脳と関係する)ことさえも暗示さ
れるように語られる。 ⑤(彰にある(諸知覚)として記されるはみての通り. (顔
体の想像)さらに精神か脳かのく想像)(30)である。しかし同時に(謂知覚)と
書かれる以上は, (諸知覚)を何も身体や精神か脳の(想像)ばかりに受け取る
のでなしに,今間題にしている身体や精神あるいは脳の(感光)とL'程き換えて
考察することも可能なのである。なんとなれば, ⑤(参が(心身合一)を明かす
かはともかくも,身体の(感覚(sens))や(想像(imagination))がともに身体
の(謂知覚)に,かつこの身体の(感覚)や(想像)を起因とする(感覚(sentiment))
や(想像(imagination))がともに精神あるいは脳の(謂知覚)に当然該当させ
られるしかない,また同様に.身体の(諸知覚)が(想像)である際,身体の
(想像)をして(幻想)と(夢想)たらしめるは精神あるいは脳のいずれか以外
では生み山されない̀31㌧ しかして身体の(諸知覚)が(sens)である際,身体
の(sens)をして(sentimeilt)たらしめるは精神((腺))あるいは脳((礼))
のいずれか以外ではもたらされないといわねばならないからである。
そして精神あるいは脳で, (sentiment) (これには能動的や受動的と名付け得
る各scntilllCntがあった)が産出されようとする前提において,かの(神経に依
存する)や(神経に依存しない)とされることが関連してこなければならぬと
みることができる。つまり(神経に依存する×しない)はここにきて,もはや
身体の(感光)に関して語られることにあらず,当然精神あるいは脳の(感光)
として質される必要があるということである。だが即筆者の脳炎に浮かばせる
に, (神経に依存する)や(神経に依存しない)または(神経を介)するや(神
経を介)しない当のものは何かとなる。それはほかでもない,柵神あるいは脳
における能力(scntir (感じる)) (これには(能動)や(受動)と名付け得る各
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(感じる)があった)である。
(能動)たる(感じる)の方は引用文⑩のく腺)に関係せざるを得ない。 ⑩の
文脈によると, (腺)は(精神がその機能を直接に発揮する)ことにかかわると
みえるからして, (腺)自身をさえ精神と見立ておくことを可能にさせる。デカ
ルトにあって「精神」が複数(の内容)に捉えられると指摘し得るは,以下に
触れることではある(とくに次回以降に回わす小見出し「9.精神の能力(sentir)
や(imaginer)のまとめ」でも再検討の課題となる)が,それでもここで問わ
れる必要があるは,筆者の名付ける「精神」の‑すなわち上記の「(腺)という
精神が, ㊥にある(精神がその機能を直接に発揮する)文章中の(精神)と同
じになるかなのである。否である。この文章での(精神)は筆者には(理性的
精神(五meraisonnable))(32)と読み取れる,いやそうと答える以外にない。さら
にその(理性的精神)にこそ(sentir) ((理性的精神)の(sentir)は何より(舵
動)たる(感じる)でなければならぬ)が含まれるとみる。しかも(精神が神
経を介して受け入れる)(33)と前記もした文章の(柵神)さえ(理性的精神)と
解くことにより, (理性的精神)の(能動)たる(感じる)は自ら(直接に)
(腺)に向けて働きかける(34)がゆえに, (神経を介して)という(神経に依存す
る)ことを課さねばならない能力になると察知され得る。そしてあたかも(棉
神(丘mc))に「(腺)という精神」と(理性的精神)なる二つの楯神があると
まずはみなすことではじめて,この(神経を介して)のことが,要は(神経に
依存する)ことが理解される。つまり「(腺)という精神」と(理性的精神)が
あるせいで,これらの間にはりめぐらされる(神経)が予想されるだけでなく,
これらの.問をつなぐ(神経)にあっては, (能動)たる(感じる)をして上記で
いう(理性的精神)から(腺) (という精神)に向わしめる(神経)にて,その
能力の働きかけを可能にさせることが明らかになる。それゆえすでに触れたよ
うに,身体の(感覚(sens))と(動物柄気(血液))とが「脳の入口」よりた
とえば(均質)に(混ざ)って成る(小さな粒子)(35)として(腺)にたどりつ
くことの一方で, (理性的精神)の(sentir (感じる))が(腺)に至る(神経を
介して)能動的にこの(腺)に働きかけることなくば,ときとしても(腺(棉
神))での能力すなわち「能動的sentiment」はおよそ生み出されはしないとい
わなければならなかったのである。
それでは(受動)たる(感じる)はどうなのか。これに関するうえで,まず

シモーヌ・ヴェ‑ユとデカルト〔】り

81

(受動(passion))は既出引用文㊥(36)から,何より(意志の協力なしに(かつ)
能動もなしに), ((動物)和気のある異様な興奮によって導き出される)能力で
あったことが,そしてこのような(興潜)を生じさせる柵神あるいは脳の部位
はもはや(腺(柵神))と捉えられるのでなくして,脳(厳密にはデカルトのい
う(脳の内表面(la superficie interieure de ce cerveau))(37)¥としての(礼)であっ
たことが再度確認される必要がある。この(興奮)自体は(動物柵気(血液))
から生じると読み得るかぎり, (神経)に影響されることがない。とすれば.前
段に記す(理性的柄神)における(神経)がたとえ(礼)との間にもはりめぐ
らされ. (礼)につながっていると予測し得ても, (礼)は(神経)そのものと
密接なかかわりを, (腺)とのようには有Lはしない,別言すると(礼)は(棉
経を介して)を,なおも引用文㊥で語られていよう((理性的)栖神がその機能
(能動的に働きかけること)を直接に発揮する)を可能にさせる部位にはなり得
ないのではなかろうが3n。しかり,デカルトが他方で(神経に依存しない)と
述べる以上は, (礼)はむしろ(神経に依存しない)方に当てはめl那亜づけられ
るとみるべきであるoそれに(礼)で(興奮) ((興奮)はまた「受動的sentiment」
でもある)が生み山されるゆえに,この能力そのものに(理性的柵神)が関知
することはないのである。つまり(興懲)は(理性的梢神)としてのそれでは
なく,く孔)にとって(「受動的sentiment」すなわち受動(pこission))なのであ
る(ついでであるが,筆者は(理性的精神)にとって(passion)なのは次回以
降の小見出し「12.」で間う「情念的受動」もしくはいわゆる「情念(pとission)」
であると推察している)。また(礼)は(多数の(′トさな)礼)(39)として書かれ
ることでは,一つにみられる「(腺)という精神」と同じ種類の柵神に与するこ
とはない。しからば(礼)はいかに把握されるか。筆者にすると. (礼)をこそ
「(腺)という柵神」,さらにはこれも一つにみられ.彼によって(脳の中枢部位
(cerveau))(40)にあると断じられる(理性的梢神)以外の精神に.要するに筆者
がすでに名付けおいた「脳(身体)という粕神」あるいは「机神という脳(身
体)」(41'に,赦杏をきせば, 「(脳のI一間夏部位の内表面にある多数の孔)(42)という
柿神」に充当させずにおれなくなる(この梢神は以下筆者に「(礼)という柵
神」として記される)。なんとなれば,ここで「(礼)という拙神」を何はとも
あれ精神と指摘し柑るのは, (身体または身体の一部)でしかない(脳の中枢部
位)や(腺)なる部位をして彼に(精神)といわしめることと同様であらねば
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ならぬからである(ただこれについては次剛こ明確な答えを出す)0
以上を肺まえ, (sentir ((受動)たる(感じる)))ことがまとめられる。だが
ここは, (受動)たる(感じる)がいかなる過程のもとに,いかにあるかを再度
質すことにはもはやない。そのことはすでに語ったところである(43)。そうでは
なく, (脳の中枢部位)である(理性的精神)(Ml中の(sentir)(45)の能力が, (捕
神)の‑たる(腺)にかかわる(感じる)に相当もせず,またこの(腺(精神))
に(理性的精神)から通じよう(神経を介して((神経に依存する)こと))の
(感じる)にすらならないのをたんに確認しておくだけで十分なのである。
いうまでもなく, (礼)と関係を有し, (神経に依存しない)のが(受動)た
る(感じる)であった。もし(礼)を(腺)とまったく同じく柵神)に見立て
るならば,筆者はデカルトが(礼)自体や(礼)と関係しよう(sentir)を構想
するのはむろんのこと. (神経に依存しない)という表現を用いるのさえしない
であろうと断じ得る。前記していた文章((理性的)精神がその機能を直接に発
揮する)を例に今一度いうと,次の通りである。つまり「(礼)という柵神」で
関与しよう(受動)たる(感じる)は,上記文章中の(m.性的柵神)の(機能
(能動的に働きかけること)すなわち(能動)たる(感じる)の働きかけ)と同
じに理解されてはならないから, (直接に発揮する)ことを不可能にさせるとい
うことである(W。また(受動)たる(感じる)は.これが(神経に依存しない
×sentir)であったことから,さらに(理性的精神)が(発揮)しよう. (神経
に依存する×sentir ((能動)たる(感じる)))と比較される場合に, (能動)
たる(感じる)といかに1%なって把捉されているか,たとえばいずこにある能
力であっ.T・その能力をもって「(礼)という精神」とどう関係するとみればよ
いのかなどは,今.日本語で「精神」としかあらわし得ない,彼のいうこの
「棚神」が複数になるかが明かされねば論じられないがゆえに, (受動)たる
(感じる)のそうした間道は.この「粕神」に間した次の小見出し「9.」 (次回
以降)に関連させるはかないといえよう。
(2)補足・身体の(想像(imaginatfon))について
身体の想像(inlagination)について注意すべきは,以下に掲げる諸点であるo
デカルトが指摘しよう身体の能力には,前段までに取り上げておいた(感覚
(sens))とこの(想像)があったし,これは前記もした通り.確実なことがら

!
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なのである。しかしながら(感覚)が(感覚する(ressentir))ことによって生
み出されると捉えるのに比べて,当の(想像)の方はいくら彼の多くの作品を
検証してみても, (想像)の産出に適当する働きかけの能力を,たとえば(理性
的棉神)に見出される(能動)的能力(in‑aginer)のごとき,身体における(忠
像する)能力を有すると断じることができない。そこで筆者は,駁初から
(imagination)とだけ記されるにとどまる身体の(想像)なる能力に(imaginer)
を関与させぬことにどう対処し得るか。
それは何んのことはない,デカルトが(外的対象)̀4"に働きかける(ressentir)
をして身体の(感覚)ばかりでなく.身体の(想像)の産山にも適用たらしめ
んと意図させたことに求めおくほかあるまい。彼はおよそ,身体が(resscntir)
することで, (外的対象)が身体においてときに(感覚(sens)),またときに
(想像(imagination))となって生み出されるとみるのであろう。するとこれら
はどう見分けられるか,さらなる間道になろうが,それには次の引用文が参照
されなければならない。

⑩Et notez que je dis, imaginera, ou sentira; d'autant que⑦je veux comprendre
g^neralement, sous le nom d‑Idee, toutes les impressions que peuvent recevoir les
espnts en sortant de la glande H, lesquelles s'attribuent toutes au sens commun,
lorsqu'elles dependent de la presence des objets; mais昏dies peuvent aussi proceder
de plusicurs autres causes, amsi que ie vous dirai ci‑aprとs, et alors c'est a

inlagination qu'elles doivent etre attributes. (傍線部分⑦㊥は筆者)
しかもわたしが.想像したり.感じたりするであろう,ということに注意
していただきたいoなんとなれば・①わたしは「観念」という名で・動物柄気
が腺Hから出るときに, (動物精気たる(想像したり,感じたりする(であろ

う))が)受け入れ得る痕跡すべてを広く含めたいからである。 (ただし)こ
の痕跡が対象の現前に依存すると.その痕跡のすべては((腺H)における)
共通感光(の齢に柿せられるが,㊥この痕跡は後述のように・多くの他の原
因からも生じ得るのであって,そのとき,この痕跡が帰せられるにちがいな
いのは,想像(の座)に対してなのである。 (括弧内また傍線部分①㊥は筆
者)
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上記引用文はデカルトのr人間論」中の,すでに記しおいた文章(49)のあと
に,段落をあらためて続く文章である。しかしこの最初の行の(imaginera,
sentira)に接してはなおさら,今ここで問おうとする身体のこと,わけても身
体の想像(imaginationl)のことが何んら語られているようには一見できないの
である。引用文は(想像したり,感じたりするであろう)をそれぞれ可能にさ
せる(理性的精神)から,その各能力(∽'が(腺H) (筆者のいう「(腺)という
精神)」)に働きかけるのを骨子に組み立てられているし,傍線部分⑦がそのこ
とを証明する。つまり(動物精気が腺Hから出る)とは, (出る)以前の(腺)
で, (想像したり,感じたりする)各能力が(recevoir 受け入れる))(5!)ことを
まず成して,そこにつくられよう(痕跡)が, (動物精気(血液))に混ざって
(腺Hから出る)こと以外に,筆者にいわせると「反射する」こと以外に示唆さ
せはしないからである。この各(出る)能力はもとより, 「(腺)という精神」
における能動的(imagination)や(sentiment)としての各「反射する」能力な
のであり,このような各(痕跡)が(「観念」)(52)となって(腺Hから出る)と
いってかまわぬのである。
こういうことだから,引用文⑩はもはや身体のことに触れていないと断じて
よいのか。それならば, (imaginera,sentira)が(腺H)の何に働きかけるか,
これまでみてきたことは無駄であるのかoそうではない。 「何」は(sentir (感
じる))を例にしては繰返すまでもなく, (感じる)が(腺)に向けて働きかけ
得るのは身体から(腺)に達していた,引用文⑪でいう(外的感覚(sens))や
(内的感覚(sens))に対してであり,この両(感覚)を措いてない。それでも
「何」は(感じる)というこの場合,なぜ両(感覚)たる(sens)でなければな
らぬのかOそれは「能動的sentiment」なる(痕跡)が既出引用文(53)や㊥に記さ
れるように, (共通感覚の座である腺Hの表面に描かれる) ((sens)が(共通感
覚の座)にとどかずば,かの(痕跡)が生じない)ところにみられるほか,チ
カルトがその㊥の①に続けていう(痕跡が対象の現前に依存する)文章によっ
て明かされることだと推察できるからである。
この文章中の(痕跡)はたとえば既出引用文㊥(G4>では, (色,音と匂い)や
(飢え,渇き,苦しみ)という各「能動的sentiment」になるしかなくなる(55)。
さらに(対象)は(痕跡)産出の一因をかたちづくる(外的対象)を,ならび
に「内臓」や(外的感覚器官)なる器官そのものをこの(対象)として捉える
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ことにある。さらにまたその(現前)は(腺)における(外的感覚)や(内的
感覚)になる。これらの置換語を再度(痕跡が対象の現前に依存する)に当て
はめ整理し直おすと, (sentimentが各対象の腺にあらわれ出る外的感覚や内的
感覚のそれぞれに依存する)というはかない。別言すると(sentiment)が生み
出されるうえでは,各(対象)の各(感覚)たる(sens)を欠くことはできな
いのである。
しかし筆者は,これまで引き出した諸引用文において,デカルトがたとえば,
°

°

°

°

°

(脳の中枢部位)たる身体を(理性的梢神)と名付けつつ,三あく想像したり,
感じたりする)各能力が(神経に依存)させて,これも本来身体でしかなかろ
う(腺)((腺)はまた「(腺)という精神」にみられていた)での身藤ゐ藷虚カモある
(外的感覚(sens))や納血痕尭(sens))た励喜ふけると記すのは,身体の何
らかの部位を精神とみなす彼の立場はともかくも,上記点線部分をしては少な
からず精神と身体といっしょに語らせることをさすにもかかわらず,引用文㊥
でく痕跡が対象の現前に依存する)とされることからは, (現前)しよう両(感
▼

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

●

●

°

覚)がもはや身体の諸能力として認められるのでなしに, 「(腺)という精神」
の諸能力にすりかえられていないかとの疑問を拭い去れないのである。何しろ
(痕跡(sentiment))はすでに精神としての(腺)に帰するのだし,また両(感
覚)のおのおのが(腺)にとどいているにしても(この場合の(腺)は両(感
覚)との関係で語られると判断し得るから,身体と理解してよい),その(腺)
に(sentir (感じる))が働きかけてこなければ(働きかけることは(腺)や両
(感覚)を今度は精神や精神の諸能力とする),およそ両(感覚)は活かされな
いどころか. 「(腺)という精神」としての(痕跡)たる(sentiment)さえ生じ
ないであろうからである。これは結局,デカルトが(日常的用法)の(sentir)
((能動)たる(感じる))を打ち出さずにおかないかぎり, (sentinlent)が成り
得ないことに起因すると指摘できるならば,彼にあっては,その(理性的精神)
や「(腺)という精神」とみる方が,これらの各精神をそれぞれ(脳の中枢部
位)や(腺)なる身体と,かつ(sentir)や(selltiment)あるいは両(感覚
(sens))を身体の各能力と捉えるよりも優先され,優位に立たされるであろう
ことを示唆させるはかないのである。
したがって筆者が先きに(痕跡が対象の現前に依存する)を例にして「精神
と身体といっしょに語らせる」と番いたにしても(56)なおも精神優位といった
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証したる引用文をここで提示することが課せられる。それは⑤(57)からまた㊥に
続く一連の引用文である。この引用文が筆者の察知するところ,「精神と身体と
いっしょに語らせる」箇所となるばかりか,デカルトの諸作品のなかで唯一
(lmaginer 想像する))や(scntir (感じる))が記される怖所であることによっ
て,梢神優位を明らかにする。彼は(想像する)や(感じる)が(神経に依存)
させて(腺)に実際働きかけるとみて,この働きかけの時点でこそ,身体とし
ての(神経)や(腺)を精神としての(神経)や(腺)に,また身体としての
(想像する)や(感じる)を精神の各能力に,さらに身体の各能力を生じさせる
(脳の中枢部位)を(理性的梢神)になそう創意を凝らしていたと読み得るから
である。各能力が働きかけずば,各能力は身体の各能力であり続けようし, (棉
経), (腺)と く脳の中枢部位)も身体として理解されるであろう。繰返してで
もいうが.各能力が(受け入れる(働きかける))際に.各能力に関連しよう
(脂(身体))のく座(部位))はすべて精神とみなされる必要がある。各(痩)
が同じ柵神という相を構成し,相のもとに各柵神の関係を成立せしめ,それに
よって柵神優位をも知らしめるのはだから, (想像する)や(感じる)が最初で
最後のごとく記される⑤や㊥の引用文を除いてほかに見山されないのである。
そして上記のことは彼がなおも語る(lorsqu‑il y aura une atlle dans cette machine
(この機械(身体)に精神があるときには))(58)なる文章をもって明かされてこ
よう。
(機械(身体)に柵神がある)との記載は,デカルトが(機械運動)(59)にはか
ならないといった身体の(imaginer 想像する))や(sentir (感じる))を(腺)
‑のその各働きかけにおいてまさに精神の(能動)的能力にするという見過し
なしに語られることではないし,この結果は何度も指摘するように,(感じる)の
働きかけの例にあっては, (腺)も「(腺)という柵神」に,そこに達してた
(外的感光(sens))や(内的感覚(sens))たる身体の各能力さえ(外的感覚
(sentiment))や(内的感覚(sentiment))になるであろう(仰'。だがそのときに当
たって,筆者は何はともあれ.精神の諸能力へのすりかえと断じてよ・い,この
身体の感覚はむろんのこと,ましてやこれからようやく餌すことのできる身体
の想像に関して,いかなる理解が可能なのかをみておかなければならない。
まず身体の感覚において確認しておくべきは,筆者がこれを引用文㊥にて一
見したということである。しからばそれは㊥のどこにみつけられようか。いわ
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°

ずと知れたこと,(この痕跡が対象の現前に依存する)と記されたところにある。
しかもこの文章が身体の想像でなしに,身体の感光のことをさし示すと察知で
°

°

きるのは,身体の感覚が,この文章にくその痕跡のすべては((腺)における)
共通感覚(の座)に帰せられる)という文章が引き続くなかの,まさに(共通
感覚(の座))と関連せずにおれないことにあるからである。また⑤でも同様
に,デカルトは(理性的精神が何らかの対象を想像したり感じたりするときに,
その理性的精神が(以下省略)観念とみなされなければならぬ表象は(以下省
略)想像と共通感覚の座である腺11の表面に描かれる表象だけなのである)(61)と
書き添えていた。この⑩や6)において, (理性的精神が何らかの対象(これはす
でに(腺)にある,引用文@のく外的対象)ないしは(身体または身体の一部
(たる対象))をさす)を想像したり感じたりする)は, (脳の中枢部位(理性的
精神))からのく想像する)が(腺(H))中の(想像の座)に.またその(感
じる)が(腺)中の(共通感覚の座)にそれぞれ対応して働きかけることを明
らかにするし,わけても(痕跡(「能動的sentiment」))の産山(産出は(動物
精気が腺Hから出る)ことでこの能力をゆきわたらせる意味に等しいからし
て,く山る)以前に(腺(H))に働きかけたく感じる)によって生み出される
(痕跡)はこの(動物精気(血液))に(混ざ)ってあったものとみておかねば
ならないォ)に関し,デカルトはもとより,筆者も上記に引用した㊥の二文章
に強いて「この」と「その」 (点線部分)を付したことは,各点線部分が両文章
の文脈では何より(感じる)を指示していなければならぬことを明かすのであ
る。
だが(scntir (感じる))の働きかけで(sentiment)たる(痕跡)が生じるに
あっても, (感じる)は周知の通り,身体の感覚(sens)と何ら関係のない(共
通感覚の座)に働きかけるのではなかった。再度いうが. (感じる)が(受け入
れる(働きかける))前に(あるいは「と同時に」), (共通感覚の座)に身体の
sensが達している(あるいは「ある」)必要があったわけである。ここに立って
°

°

(この痕跡が対象の現前に依存する)文章をみるに.それは身体のsensが(sentir)
の働きかけを受けた際.このsensは(sentir)のく対象)となって(共通感覚の
座である腺Hの表耐こ現前)し, (痕跡sentinlent)はかかる(対象の現前に依
存する)ことなしには生み出されないことを語っている。しかしまさにこのと
き,上記点線部分を付した文章は,筆者の名付ける「sentirのsentiment化」 (63)
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く感覚(sentiment))すなわち(痕跡)がもはや(腺) (身体)としての

(対象)ではなく, 「(腺)という柵神」としての(対象)でしかないことを,と
どのつまり(sentiment)が「(腺)という精神」にその(対象)となって現われ
出る(現前)ことを意味させる。しかも(senlinlenl)は(senlir)によりかかっ
て(現前)する。 (sentir)は(理性的精神)の(能動)的能力であった。これ
こそ前記したように,同じ相で語るということである。梢神としての能力が身
体としての(腺)に働きかけ.精神としての能力を身体で産出させるは整合性
に欠けるのである。 (sentir)はそこに働きかけるから. (腺)が柵神(引用文⑩
参照)とも捉えられるし,身体の感覚を精神の感覚としてそのままに受け取る
ことができる。ただし今は, (sentir)によって「そのままに受け取る」ことが
精神としての(sentiment)になるというだけにする。とまれ働きかける(sentir)
もまた柵神の能力であり,身体の能力でないことが諒解されよう。
〔続〕
註
今回の参考文献は以下の通りであり,各証はその文献に付した記号A.‑C.に従う。
A. Ren6 DESCARTESく旺UVRES LETTRES)Bibliothとquc de la Pleiadc. Gallimard.

① (TRAIT丘

DE L'HOMME)

㊥くDISCOURS DE LA METHODE)
㊦ (M丘DITATIONS)
㊤くLES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE)
⑳くLES PASSIONS DE LlÅME)
㊦ (LETTRES CHOISIES)

B. ADAM & TANNERY (旺UVRES DE DESCARTES ‑LE MONDE‑ ) Librairie
philosophique J.VRIN.

C.新潟大学人文学部人文科学研究
① rなぜ感受性なのかJ (2),第93輯, 1997年。
㊥ 同上(3),第94軌1997年。
㊦ 同上(4),第95軌1998年。
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㊨ 「デカルトにおける理性と感覚J (4),第101軌1999年。
⑳ 同上5,第103頼, 2000年。
㊦ rシモーヌ・ヴェ‑ユとデカルト」 〔I〕,第104軌2000年。
( 1 ) C.㊦p.P.25‑26参照。
(2) C.㊦引用文@と④p.P.10‑11参照O
(3) A.⑳p.706 (ART22)参Wl,
(4)デカルトのいう身体には(想像)と(感覚)の各能力があるだけであるとみ
ることができるO上記註(3)のIPASSION論J ART21において,彼は身体の(想
像)のことに触れるがために,筆者が同ART22 (註(3)参照)の(知覚)を(感
覚)と捉え得るのは, (感覚)が彼に[pASSION論」ではくまだ説明しなかっ
た知覚)になると語らせるからである。
(5)一方,身体における(知党)としての(想像)の(すべて)のことについて
は, (感覚)の場合と同様,デカルトがその(知覚(想像)はすべて,神経を
介して精神にあらわれる)という際に, (想像)の(すべて)ち(精神(amc)
にあらわれる)のかを間わねばならぬであろう。なお(想像)の種類はそれで
(すべて)になるかどうか別にして,すでにC.⑳p.p.55‑79に記してある。なおま
た彼のいう(perception (知覚))の語には多義の用法があるとみるが,これも
C.㊥p.21で語ってある.
(6) (感覚)の(すべて)を三つに分けて分析していることは,何も上記註(3)の
くLES PASSIONS DE L'ÅME (ART22)) P.706 (1649年)が最初ではない。こ
の三分類のことはもっと以前の作品に,たとえば1641年の(MEDITATIONS)
は(SIXlとmc) P.320に,また1644年の<LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE)
の(48) P.592に.かつ前記[PASSION論(ART29)J p.709に散見するからであ
る。ここからデカルトが[pASSION論」ではじめてかかる三分類に展開させた
のでなしに,むしろこの作l糾こ再度三分類を整理させたと捉える方が妥当なの
である。
(7) C.㊥引用文(畝かP.14 (またはくLES PASSIONS DE LlÅME (ART27)) p.p.708‑
709)参照。そこにいわゆる(情念(pこission)は榊神(ame)の嫉党(sentiment)
と定義され得る)と書かれる。
(8) C.㊦なかでも「7.(感覚(sens))と(動物精気)」の項参照。
(9) C.㊦引用文㊥p.6参照。そこに(les organes des sens exterieurs (外的感覚語,nf
官))とある。
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(10) C.㊦シモーヌ・ヴェ‑ユの引用文註(Dp.1参照。そこに(quelquechose
d'ctranger (外来的な何か))や(cette chose etrangとre (外来的な事物))という
語がある。
(n) c.㊦ (ressentir)や(sens)に関してはそれぞれ,引用文Oの(je ressens la
chaleur) P.6,引用文㊥のくCes objels (de nos sens)) p.6, C.㊦註(5)P.2と
p.26参照。
(12) C.㊦p.8参照。
(13) C.㊦引用文㊥p.6参照。
(14) C.㊦引用文(うP.p.18‑19参照。
(15) C.㊦引用文@と(うP.P.18‑19参照。またC.⑳引用文①(Dp.P.59‑60参照。
(16) C.㊦p.17とp.21参照。またA.㊨ (ART9) P.699参照。
(17) C.⑳引用文①㊥P.59参照。
(18) C.⑳引用文①㊥P.59参照O
(19) A.㊨ (ART32) p.711参照。引用文中の括弧内の語句は同ART31の小見出し語
のもの。一方(礼)のことはC.⑳引用文①ゥp.58の例において,デカルトが(身
体の想像が生じるのは…孔を通って脳に流れることにしかよらない)と表記す
る点が注目されねばならない。それはこの表記によって, (身体の想像)も身
体の(感覚)と同様に,本稿引用文㊥のく腺)を,あるいはこの(礼)を通る
ことが示唆されるのであり,以上をして彼が(腺)にあっては(丘me)と, (礼)
にあっては(脂)と区別して捉えていたことは明らかになると察知できるから
である。
(20) C.㊦引用文⑨P.10に(異様な興奮),引用文㊥P.19に(興僻しなかったりした
り(する))とある。
(21) C.㊦p.p.12‑13参照。
(22) A.㊦P.322参照。
(23) C.⑦引用文⑤p.38参照。
(24) C.㊦引用文①◎④はそれぞれ, P.6, RIO, P.P.10‑11参照。
(25) C.⑳引用文①(Dp.67参照O
(26) C.⑳引用文⑤<2)R56参照O
(27) C.⑳引用文①㊥P.56中に(大部分)と訳される。
(28)本稿註(14)を再碓認すると,その引用文(うのく脳に(入るに)あって)との
訳をして, 「入口」とは(脳に入る)ところになるとみることができる。
(29) C.⑳引用文①ゥP.56参照O身体の(感覚)もまた,く身体の想像)と同様,身
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体においては(神経に依存する)が.梢神においては(神経に依存する)場合
と(神経に依存しない)場合とがあることがそこで示唆される。筆者はこの
(神経に依存する)場合の精神を(梢神(lHlle))と,また(神経に依存しない)
場合の棉神を.もはや(丘me)といわずして, (脂)と断じている.本文以下
(註(41)と註(42)とこの段落凝後の括弧内と註(44))を参照O
(30)ここでは(精神(amc))の能力として捉えられる(想像)と(脳)の能力と
して捉えられる(想像)があるというだけにする。詳しくは本稿「(2)補足・
身体の想像(imagination)について」の次回を参!!8,
(31) (想像)に関係しよう(幻想)や(夢想)は米たして(柵神)の.あるいは
(脂)の能力となるのか,はたまたこれら以外での能力とみるかは,次回の引
用文⑯以降の本文に誹る。
(32) C.㊤引用文◎P.68参照O またA.⑦P.824, P.852, A.㊥P.166も参!i(L
(33) C.⑳引用文①(DP.67参照。
(34)上記註(33)の(受け入れる)は(recevoir)の訳であり.筆者はこれをすでに
C.㊥引用文①p.3やP.6にて「働きかける」恵になると指摘しておいたO
(recevoir)には(容認する)という訳がある。 (容認する)とはその対象(ここ
では(腺)における身体の(感覚))に(理性的柵神)の(感じる)が(能動)
として「働きかけ」ねば, (腺(精神))がその対象を認める(産山させる)こ
とさえ不可能になるを合意させる(次回以降再検討)0
(35) C.㊦p.23参照。なお(均質)については同引用文:ョp.i9参照。
(36) C.㊦引用文⑨RIO参照。
(37) C.㊤引用文ゥp.68参照。
(38)そういえるのは,本文中にすでに「(礼)に達したく内的sens)は(礼)で
(passion (受動))として受容される.その際(sentir)は, (内的sens)の(礼)
への受容を引き受けよう(受動(passion))たる(感じる)に終始して, (ame
(厳密にいうと脳))において, (内的sens)という(passion)を,つまりいわば
(受動)色の強い(内的sentiment) ((受動)なる(受動的) sentimcllt)を生み出
す」と記した例での経緯があるからである。
(39) C.⑳引用文①(DP.59参照。
(40) A.⑦P.p.824‑825参照。
(41) C.㊦P.13参照。
(42) A.⑦p.823参照。そこに本文中の語句が.すなわち((lcs entries de) certains
pores, qui sont en la superficie interieure de ce cerveau) (括弧は筆者)が記さ
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れる.筆者は, (ce cerveau)の指示形容詞(ce)に拘わって.これとC.㊤引用
文ゥp.68中の(duns 】a superficie intcrieure du cerveau)のこの(脳)とは何か.
かつこの(脳の内表面)とは脳のいかなる(内表面)かを間う際,本文にある
通り, (脳の中枢部位)あるいは(その内表面)と答えておく。
(43) (受動)たる(感じる)については本稿上記証(38)参照。またC.㊦p.p.I1‑12
はこの能力のことを明らかにしている。
(44) A.①p.824に(quand Dicu unira une ame raisonnable A cette nlachine, … il lui
donnera son siege principal dans lc cerveau. (神がこの横根に理性的柵神を結び
つけるときには,神は理性的精神の主要な座を脳の中枢部位に与えるであろ
う))という文章がある(省略を示す点線部分は筆者)。もし(le cerveau)をた
んに(脳)と訳したならば,筆者はく腺(柵神))以外をさす脳のあらゆる部
位も柵神と呼ばれてよいことになろう。すると(礼)さえ棚神でしかなくなる
はずである。これを認めるのは(不明臥

難点,矛盾)を完全にさらけ出すこ

とである。また筆者の訳であった(脳の中枢部位)中の(部位)はこの引用文
から(痩)と耶換させ得るし,同意であると捉えておく。そういえば,デカル
トはC.㊤引用文◎p.68でも(腺)をさらに(想像と共通感覚の睡)と語ってい
たのである。彼が(ame)として取り上げる(捕神)は,要するに本稿引用文
㊥の「(腺)という棚神」とこの註(44)の引用文の「(脳の中枢部位(座))とい
う柵神」だけだということになる。なお上記註(41)と姓(42)に関して記される
「(礼)という柵神」は次回でさらに, 「(礼)という身体」として証明されるか
ら,実際には柵神ではないということである。
(45) C.㊤引用文ゥ68にまずく理性的精神が何らかの対象を想像したり感じたりす
る)とあるところから. (理性的楯神)の方にこそ(想像する)ばかりか,証
としたく感じる)という能力があることが明かされる。そして本文のこの註以
降段落が終わるまでの文章は,引用文G)に(外的感覚器官あるいは脳の(中枢
部位の)内衷耐こ刻み込まれる表象ではなく)と書かれるのを利用することで,
たとえば証としたく感じる(sentir))はこの(外的感覚器'tiあるいは脳の(中
枢部位の)内表面)に働きかける土とができないと証明されることと同意であ
る。それに反し(能動)たる(感じる)はく共通感覚の座である腺H)に働き
かけ柑るというわけである。
(46) (受動)たる(感じる)という(sentir)が(直接に発揮する)に該当しない
ならば,それにはいかなる表現が可能か。これは(直接に)に対する語を用い
て, 「間接に発揮する」とあらわしおくほかもはやないといえる。そこで「聞
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接に発揮する」とはどういうことになるかは,すでに掲げた註(38)と註(43)を
mm
(47)本稿註(3)の引用文㊥参照。
(48) A.⑦P.852参照。その(共通感覚)や(想像)のおのおのに,括弧を付して座
と記したのは, C.㊤引用文ゥP.68やC.⑳P.58の註(53)などによっている。また
そのくinlpression)を(痕跡)と訳したのも, C.⑳引用文G糧)p.58中のそれと同
様である。
(49) C.㊤引用文◎p.68のこと。
(50) (imaginer)や(sentir)は繰返すが,精神すなわち本文でいう(理性的棉神)
の諦能力である。このことは次回以降の小見出し「9.柵神の能力(sentir)や
(inlagincr)のまとめ」で詳述するが,しかし筆者はこの諸能力がすでに, C.㊨
引用文(王×3)と①㊥p. 1として提示されていたことを知っている。
(51)本瑞上記註(34)参照。ここでも(受け入れる)は「働きかける」ことと同意
である。
(52) C.㊤引用文①①と①(りRP.65‑68参照。またC.⑳P.P.44‑46参照o なお(観念)に
は(外来観念), (作為枇念), (生得観念)があった。そのうち本文引用文㊥中
の「観念」は詳細は次回以降に誠るにせよ, (外来観念)に該当するといって
おく。
(53) C.㊤引用文ゥp.68参照。
(54) C.㊦引用文㊥p.10参照O
(55)次回以降の小見出し「10. (腺)における(能動)たる(感じる((sciltir))
や(想像する(imaginer))とその各(心身合一)の証明」において,デカルト
の引用文を提示し, (腺)に関連した「能動的sentimeilt」の場合が明かされる。
(56) (痕跡が対象の現前に依存する)という文章において, 「梢神と身体といっ
しょに語らせる」とはデカルトが(心身合一)をめざす際の伏線になるとみる
ことができようが,ここではその(心身合一)のことを含意させるのでなく,
次のことを示唆させよう。つまりこれは,すでに本文に記しおいた通り. (舵
動)たる(感じる)が働きかける以上, (痕跡)は(sentiment)になり. (scntimCnl)
は柏神の能力であるといってよいし,この精神の能力は(外的感覚(sens))や
(内的感覚(sens))なる(対象)の現われに等しくあるが,そのとき実際身体
の(外的sens)や(内的sens)であった能力も,粕神の能力とみなされなけれ
ばならぬということにある。それでは(能動)たる(感じる)が働きかけない
場合はどうか。 (腺)またはそこに達したく外的sens)や(内的sens)は身体と
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してのおのおのにすぎないと捉えられる。それゆえ(痕跡が対象の現前に依存
する)は, (能動)たる(感じる)が働きかける前(また働きかけない場合も
同様), (痕跡)は身体としての(外的sens)や(内的sens)なる(対象)のま
まで,身体としての(腺)にあり,いまだその(現前に依存する)とはいえな
いに反し, (能動)たる(感じる)の働きかけるにあって,身体としての(外
的sens)や(内的sens)が梢神としての各能力となって,この各能力なる(対
象の現前に依存する×舶跡)が生み山されることから,柵神と身体の両面が並
記されたり,イ如、分けられたりする文革であると理解し得るのである。
(57) C.㊤引用文◎p.68参照。
(58) A.①P.858参照。
(59) C.㊦p.8参照。
(60) (外的感覚(sentiillellt))や(内的感光(scntimcilt))のことは. C.㊥引用文
6)④p.15やC.㊦引用文㊥RIO参照。ただしこの場合の(sentiment)は(passion
(受動))として語られるからして,筆者のいう「受動的selltiment」でしかない。
「受動的sentiment」の詳細についてみることは,次回以降の小見出し「11. (礼)
における(受動)たる(感じる(sentir))や(想像する(imaginer))とその各
(心身合一)の証明」に誠る。なお本文中の(外的sentiment)や(内的sentiment)
の各(sentiment)は筆者のいう「能動的sentiment」であるが.これをみるも次
rO)以降の小見山し「10.」 (本稿註(55)参照)に譲る。
(61) C.㊤引用文◎p.68参照。
(62)デカルトはだから, 「能動的sentimentjの産出(本文にすでに触れた語では
「反射」)にかかわる(動物柄気(血液))をも精神と見立てなくてはならなく
なったように推察される。 (感じる)は確かに(神経に依存(神経を介))して,
(腺(共通感覚の座))に働きかけ,そこで(外的感覚(sens))や(内的感覚
(sens))のそれぞれを「能動的sentimcntj として生み出す。そのとき「能動的
sentiment」は柵神(腺)の能力になり柑た。だが同時に,この柵榊の能力は
(脂)の入口からではなく, (腺)において,さらに引用文㊥に従うと(腺(H)
から出る)において,すでに(血液(物質すなわち身体))である(動物棉気)
と関係する(脱ぎっている)と語られる。このこともまた「楢神と身体といっ
しょに語らせる」とみたことに加えられよう。それでも(動物精気)は「能動
的sentiment」を混じ得た血液でしかなく,しかも血液は流れるだけであってみ
れば,とりわけ(腺(H)から出る)際.この能力の「産出」の流れは果たし
て「反射」の悲味を担い得るのか,あるいは精神としての「産山の流れ(皮
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射)」といえるのか, 「難点」となるところであろう。 「(腺)という柵神」での
「能動的sentimenl」を混じ柑たその(動物精気(血液))は(腺から山)ても,
彼によって梢神に捉えられねぽならぬと主張されるならば.これこそ彼が(血
液(物質すなわち身体))の柵神へのすりかえを試みた証しとなるはかなかろう。
ただし く動物柄気)は身体中を「遠心」的にもかけめぐるのだから,身体全体
がまた精神にすりかえられることになるが,その点は明らかにされていない。
しかし少なくも,柵神にすりかえられるはく脳)のなかのことだけを草すにと
どめおくしかないほか,梢神へのすりかえなしに,摘神(a111e)の語を見出す
根拠すらないといえるのではなかろうか(のちの本文も参照)0
(63) C.㊦p.p.53‑54参照。
(64)次回以降でも語るように.筆者は(scntir)が(腺)において,身体の(感
覚)を精神の(感覚)として「そのままに受け取る」とはみていない(なかで
も他方の(inlaginer)は完全にそうである)0 (腺)に働きかける(能動)たる
く感じる)はすでに(理性的楕神)の能力であるからして, (槻械運動)で生じ
た身体の(感覚)と違って, 「意志(的意識)」を有するといえるからである。
上記註(62)で「精神へのすりかえ」があるというにしろ, (sentiment)は当初身
体としてあった(感覚(sens))をば,それゆえ「そのままに受け取る」のとは
異なる能力と理解しておくことが示唆されるのである。

