シモーヌ・ヴェーユとデカルト〔I〕
〜学位論文『デカルトにおける科学と知覚』に読む認識論的問題の所在(1)〜

村

上

吉

男

シモーヌ・ヴェーユは学位論文に,たとえば次のように書き記している。
Nous sommes des vivants; notre pensee s accompagne de plaisir on
de

peine.
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dependre
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moins de moi. Selon que je sens cette chose etrangere me soumettre
ou

m′etre

soumise,

je

seils

plaisir

ou

peine.

Tout

ce

que

je

nomine

des

objets, le ciel, les nuages, le veilt, les pierres, le soleil, sont avant tout
pour

moi

des

plaisirs,

en

tant

qu′ils

me

lllanifestent

ma

propre

existence : des peines, en tant que mon existence trouve en eux sa
limite.(1)

わたしたちは生きものである。わたしたちの思惟は喜びや苦しみを伴って
いる。わたしはこの世界に存在している。つまりわたしは,わたしが外来的
な何かに依存するのを感じたり,逆に外来的な何かが多少ともわたしに依存
するのを感じたりするということである。この外来的な事物がわたしに従う
のを感じるか,わたしが外来的な事物に従われるのを感じるかに応じて,わ
たしは喜びや苦しみを感じる。わたしが対象と名付けるすべてのもの,空,
雲,風.石,太陽などは,これらがわたしにわたし自身の存在を明らかにす
るかぎり,わたしにとってとりわけ喜びであり,わたしの存在がこれらの対
象に自らの限界を見出すかぎり,苦しみである。
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1. (能動)と(受動)
引用文にはおよそ.デカルトのねらいとしたすべての認識論的思想に対する
シモーヌ・ヴェーユの見方が窺えよう。この思想が何かは,彼女が くわたした
ちの思惟は喜びや苦しみを伴っている)と記すところに潜むとみる。だがこの
思想のさらなる分析の試みにあっては.筆者は彼女がその後続に(喜びや苦し
み)について語るであろうと察知し得る文章を先きに解釈せずにおれない。こ
うして筆者としては.彼女が彼のいう(喜びや苦しみ)をいかに説くかをはじ
めとする彼女の見方を参考にしつつ,上記小見出しより彼のすべての認識論的
思想への筆者なりの解答が求められているといい得るのである。
シモーヌ・ヴェ‑ユは. (喜びや苦しみ)に関連させて, (わたし)と く外来
的な何か) (または(外来的な事物)または(対象))を持ち出す。そして両者
のかかわりから.たとえば(わたし)は, (外来的な何か)那(わたしに依存す
る(または従う)のを感じる)し, (わたしが外来的な何かに依存する(または
従われる)のを感じる)と記される。筆者はそこで. (わたし)が(感じる)自
体は(わたし)が一に, (わたしに従う)ことであり.一に(外来的な何かに従
われる)ことであると.だからこのおのおのが(わたし)にとって,デカルト
のいう(actiorl (能動))̀2)と(passion (受動))̀3'に相当すると.かつ(わた
しは喜びや苦しみを感じる)と書かれるにあっても,彼女が(喜びや苦しみ)
をそれぞれ(能動)や(受動)たる各(感じる)に捉えるように説くと理解で
きる。
筆者は前段にいう私的用語はむろんのこと.シモーヌ・ヴェ‑ユの記す語と
デカルトのその語がいかなる用い方にあるとみられるかを語っておかねばなら
ない。ここに掲げよう譜は,筆者が以下で論じる方ru‖こ踏み出すための語.彼
女の引用文中の(sentir). (plaisiroupeine)と(notrepensee)である。こ
れらの譜はそれでも,彼の語の用い方にほぼならうといえる。彼女の記す
(sentir)は彼の用いる(sentir)̀4'に,また筆者の名付ける(能動)たる(感
じる)の(感じる)に該当し,彼においては崩初から精神に備わる一能九 精
神で働きかけ得る(PensJe (思惟))の‑能力として使用されるとみることが
できる。ただこの働きかけが可能となるには,精神に達せんとする身体の能九
すなわち彼の用いる(resseiュtir (感覚する))とその(sens (感覚))̀S'が欠か
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せないのである。
上記した身体の能力による身体から精神までの経過は,これも筆者が名付け
る(受動)たる(感じる)でさえ同様であると,かつ(受動)たる(感じる)
において,身体の能力がVi神に受容されることも(能動)たる(感じる)の場
合と同じであると指摘できる。ただ受容の仕方が異なる。それは(受動)たる
(感じる)はその働きかけを(能動)たる(感じる)とは違う脳(約神)の部位
で可能にし,いわば身体の能力をそのままに精神に受容させることで精神とし
ての‑能力になり得るtti)ことにある。このことをさして.筆者は(受動)たる
(感じる)と命名したのである。したがって(受動)たる(感じる)に対して,
シモーヌ・ヴェーユもデカルトも同じ くsentir)を充当させ使用するといえど
ち.筆者は彼女と彼の引用文の私的解釈から,さらには論の進行上から,この
(sentir)をばあえて(能動)や(受動)たる各(感じる)・という上記二つの内
容に分類させてみたというわけである。
精神において. (能動)たる(感じる)が身体の(sens)に働きかけたり,
(受動)たる(感じる)が(sens)を受容させる,別言すると(sens)が(隻
動)たる(感じる)として働きかけられたりするときに,デカルトはいずれに
よっても, (sentiment (感覚))̀7'という新たな能力が誕生するという仰。こ
の(感覚)の(様態(fagon)または属性(attribut))̀9)の‑那(plaisir)や
(peine)になる。つまりシモーヌ・ヴェーユが記す(喜びや苦しみ)(10)を.彼
はどちらも(感覚)の語にIS検させたりして用いるということである。そこで
筆者は,彼女が(notrepensee)と古き留めるこの譜を前提にしては.彼にも
意図されてあろう(能動)や(受動)たる各(感じる)とその各(感覚)もそ
れこそ(思惟)なる精神の能力でしかないことを.このとき前記していたよう
に. (能動)たる(感じる)那(喜び)の(感覚)に, (受動)たる(感じる)
那(苦しみ)の(感覚)に相当せざるを得ないことを知るのである。
2. (必然性)あるいは(力)
だがシモーヌ・ヴェ‑ユにとって. (能動)や(受動)とは何かである。繰返
しいうが. (能動)は働きかけること. (受動)は働きかけられることである。
したがって各働きかけが精神でかくある以外にないという意味において.この
く能動)や(受動)はそれぞれ必然性あるいは力に等しいと指摘できる。筆者が
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こういい得るのは,彼女が註(1)の引用文に続く論述中に, (必然性)"'の語
を.わけても数的に及ぶ(力)̀】2'の語を多用することによって.この引用文は
それらの語を明記せずとも.あの(能動)や(受動)たる各(感じる)にも暗
示させている鼠初の文章であると読むことができたからである。
一方デカルトは彼の諸作品に. (能動)や(受動)たる各(感じる)をそれぞ
れ. (必然性)あるいは(力)とかに換言させて述べてはいない。前記している
「粕神の能力」という表現から推して知るように,この「能力」はすでに(力)
を示唆させていようが.それでも筆者には(必然性)が含意されるとみなされ
ない(力)はいかなる(力)かと質しおくならば,これはもはや(わたし)の
(力)に断じられるはかないであろう。 (わたし)の(力)とは.すべてを(わ
たし)の(思惟)だけによって構成させようとする(力)といえるのであって,
筆者はこれを.いわゆる r独我論』の根拠とみるだけではなく.彼に語られる
(真埋の探求)と「日常的用法」ましてもう一つの「真理の探求」の各認識論に
さえ当てはめ得ると捉える。筆者にとって,デカルトのねらいとする認識論は
究極には.もう一つの「真理の探求」に(真理の探求)や「日常的用法」の各
認識論をも綴り込んで成り立つと推察されるが.それはともかくとして,今(力)
に関するところに戻って結語しておくと.すべてを(わたし)の(思惟)だけ
によって桝成させようとする(力)の一つが(能動)や(受動)たる各(感じ
る)であり.彼にあってその(力)は(pellser (思惟する))(13)精神すなわち
(わたし)以外にないことになるわけである。
3.精神の(力)と(外来的な何か)の(力)
デカルトの祈る認識論は.シモーヌ・ヴェ‑ユのいう(必然性)あるいは
(力)なる見方を導入させていうと,筆者にもあたかも

くわたし(精神))の

(力)をあらわすことを,換言するとこの精神の(力)は,一方で精神が働きか
けるという(能動)の(刀).他方で精神に受容されるという(受動)の(力)
によることを明かさずにいない。各(力)にはこれまでのところ, (能動)や
(受動)たる各(感じる)があり,両方の(力)は繰返すまでもなく, (わたし
m神))にのみかかわって語られる(力)にはかならないと述べた。したがっ
て.筆者がたとえば.くわたしたちの思惟は喜びや苦しみを伴っている)と記す
彼女の文章をrlj館的用法」での彼の認識論の一両をさすと埋解するにしても,

シモーヌ・ヴェ‑ユとデカルト 日〕

ここの(喜びや苦しみ)は, (わたし(精神))の(能動)や(受動)たる各
(感じる)という上記した く力)のもとで,各(感覚)として生み出され しか
して各(感覚)の(喜びや苦しみ)といった異なる(様態または属性)となる
以上.同じ「認識の起こり,機序.方法など」で生じよう(感覚)ではもはや
あり得ないことを意味させるのであって.それぞれにはもとより. (能動)たる
(感じる)が, (受動)たる(感じる)が呼応されてあるといわねばならなかっ
たのである。
前段からして明らかなことは.この精神の(力)にとって.シモーヌ・ヴェ‑
ユが(Il n′y a pas eil son ceuvre trace de sociologie (デカルトの作品には社
会学の跡形もない))…'と強調する通り, (わたし(VI神))からみて(社会学)
でいう他人(たち)との関係は,すでに記したことでいうと, (わたし CM神))
の外にあるもの,とどのつまり一に身体を(外来的な何か)とみなす際の身体
との,一に通常この身体の外にあるといってよい(外来的な何か)との関係は
見当たらなくなると.したがって註(14)の文章を三f:Fき込む彼女には. (外来的な
何か)が欠けてはならないとする姿勢があったということである。節者は彼に
対する彼女のそうした見方を支持する。これは(わたし(枯神))に(社会学)
を取り込まずに.彼女は(わたし(精神))が見えてこないと埋解するように察
知されるのである。それにこの支持が可能となるは彼女が(必然性)あるいは
(力)の語を記すなかで,とくに(力)の語を数語にわたって(1.1)使用すると指
摘しておいたことにある。数語に及ぶことは, (力)那(能動)や(受動)たる
各(感じる)という精神の(力)の一例だけではないことを示唆させる。つま
りこの(力)以外の(力)がある.要するに上記した

く外来的な何か)にすら.

これもまた(必然性)を含意させよう(力)があるということになる。
ただその(力)ではないにしろ.デカルトは以下にftlげる二つの引用文で,
(外来的な何か)と(わたし(精神))との関係が保有されることを打ち出して
いるのである。 「一方で精神が働きかけ.‥ 他方で精神に受容される‥. 」と前
記したそれぞれの(能動)たる(感じる)や(受動)たる(感じる)を例にし
ていえば.いったい.前者では何に働きかけるか.後者では何が受容されるか
という両方の「何」は,彼が(心身合一(unionde I′espritavec lecorps))…
を主張する「日常的用法」において.もはや(外来的な何か)でなければなら
ないであろう。
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eJe suis le meme qui竺聖巨, C'est‑ a‑dire qui regois et coilllais les choses
′

comme par les organes des sens, puisqu en effet je vois la lumiとre,
°′

..

jouTs le bruit, je ressens la chaleur. Mais Ion me dira que ces
apparences

sont

fausses

et

que

je

dors.

Qu′il

soit

ainsi;

toutefois.

a

.′

tout le moins, il est trとs certain qu′il me semble que je vois, que jouis,
t
et

que

je

m′echauffe;

et

c′est

proprement

ce

qui

en

moi

s

′
appelle

sentir,

et cela, pris ainsi precisement n′est rien autre chose que penser.

傍

線は筆者)
この同じわたしは感じるものである。すなわち,事物を感覚器官を介して
受け入れたり.認識したりするものである。実際わたしは光を見,騒音を聞
き,熱を感覚するのだから。だがこれらは見せ掛けであり.わたしがけ民って
いるからだそうだ。かくあるやも知れぬが.しかし少なくとも,わたしは見
ると,聞くと.無くなると思うことは確かなのである。これこそまさしく,
わたしにおいて感じると呼ばれるものであり.このように厳格に解すると,
これは思惟する以外の何ものでもなくなるのである。
㊥ces objets (de nos sens) qui, excitant quelques mouvements dans les
organes

des

sens

extcrieurs,

en

excitent

aussi

par

l′entremise

des

nerfsdanslecerveau,lesquel
amelessent.括弧内また
は傍線(部分)は筆者)

わたしたちの感覚の対象は.外

ながら.神経を介して脳のなか

脳のなかでの運動は.精神がわ
くるのである。

上記①と㊥は.両方を通して部

力がr枯神に達する経過」と「

的な何か).およびその身体の

か)について.また①と㊥それ
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じる)や(受動)たる(感じる)について語るばかりか,筆者が今まで述べて
きたその用語と内容を証明している引用文であると断じられるからして.筆者
には何よりもまずそれらの確認が以下で求められてこよう。
4. 「日常的用法」における(外来的な何か)とその(力)
①の引用文において. (外来的な何か)は(熱)や(無くなる)が身体のこと
として, (光)や(騒音)が身体の外の(事物)としてあらわされる。むろん
(光)を(見る(視覚)). (騒音)を(聞く(聴覚))という((外的)感覚tiir官)
も身体のことに含まれよう。 ㊥の傍線部分には,身体の外にある(外来的な何
か)の(対象(事物))が(外的感覚器官)で(ある運動を引き起こす)と記さ
れる。 (ある運動)は(ある)の形容から,たとえばときに(光を見)たり,と
きに(騒膏を聞)いたりすることである。だがその各(運動)はすでに身体の
ことにかかわるのであって, (熱を感覚する)とした く感覚する)と同様に,
(ressentir)をさすのでなければならない。身体にはまずはこの能力が必要と
なる。したがってその(ressentir)なくして. (光)や(騒音)もおのおのの
(sens (感覚))になり得ないのである。すなわち, ㊥の傍線部分を換言してい
うに, (対象)那(ressentir)を(引き起こす)がゆえに. (ressentir)那(対
負)の(sens)を生み出すと,それで(ressentir)と(sens)は相即不離に
あるということである。
さらに@の傍線部分には. (力)のことが暗に語られると察知し得る。 (対象)
が(運動(ressentir)を引き起こす)といううえで, (対象)なる(外来的な
何か)は(力)を有している。 (外来的な何か)の(力)はまた(引き起こす)
たる動詞だけをみても. (能動)を意味させる。 ㊥全体は(対象)が精神と直接
かかわるのではなく,何より先きに身体と関係すると述べるように読み取れる
が. (対象)の(力)はその身体の側からみれば,まさに(力)那(外的感覚器
官)に受け入れられることでしかなく. (受動)となるわけである。デカルトは
(la reception de la lumiとre, des sons, des odeurs, des goats, de la chaleur,

et de telles autres clualitcs, dans les organes des sens exterieurs (外的感
覚詣官への光.普.匂い.晩 熟とその他の性質の受容))09'といっている。し
かしながら.この

く外的感覚器官のなかでressentirを引き起こす)という

(ressentir)自体は(受動)なのではない。これは(感覚する)と訳したこと
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から,また身体あるいは(延長(etendue))̀洲なる(実体(substailCC))̀2日
としての く機械(automate,oumachine))t=‑ (迎動)であることからも. (舵
動)でなければならない。身体の能力の(能動)とは. (外的感覚器官)に受け
入れられる(対象)に働きかけることである。そしてこの働きかけそれ自体は,
かかる(対象)がそのあとまさに身体の(ressentir)なる(機械運動(machine
mouvante))(23)にとってかわられる当の(運動)をさすわけである。そうなら
ないときは. (対象)は(外的感覚器官)に受け入れられても,そこで消え去っ
てしまうし. (脂)に伝えられることもないであろう。むろん(対象)が身体の
外になかりせば. (対象)は(ressentirを引き起こし)得ないばかりか. (sens)

すら生み出せなくなろう。
また筆者はここで. (対象)那(外的感覚器官)に受け入れられて働きかける
(ressentir)は(力)であるということができる。この(力)は身体の(力)
であり.身体の外にある(対象)の(力)以外の(外来的な何か)の(力)と
なる。身体の(力)は(機械遊動)が継続されるかぎり, (外的感覚器官)にと
どまらず,そこから(対象)の(刀)を(神経(llerfs))(21)あるいは血液とも
語らゎる(動物精気(espi・itsanimaux))(25)に送り込むゆえに,別言すると
(対象)の(力)は身体の(力)に同化されるゆえに.身体の外にある(対象)
たる く外来的な何か)とその(力)さえ身体のことと身体の(力)として捉え
おくほかあるまい。さらに身体のことであるからして, ⑧の引用文に(対象は
.‥ 脳のなかでその同じ運動を引き起こす)と記されるのは当然なのである。
身体の(力)は(脳)で(ressentir)なる(同じ運動)をあらためて発揮する
のでなく. (外的感覚出官)で(ressentir)によってすでにく感覚)となった(sel一s)
を(脳)に運ぶのである。これは前記していた通りの「経過」.つまり(対象)
の(sens)が身体の(外的感覚苫na官)から(脳)もしくは精神に達する経過を
示唆し.なおまた(対象)の(sens)が(脂)ではなしに. (精神(ame))と
みなされなければならぬ「桃榔こ受容される」という読みを可能にさせよう。
5. 「日常的用法」に生じる(不明瞭,難点,矛盾)
先の引用文(カと㊥にあって. (外来的な何か)の(力)のことはともかくも.
デカルトは精神に(外来的な何か(身体))を悌順させていた,つまり(貞理の
探求)の用法のほかに. 「日常的用法」を企てていたと捉え得る。だがこのく心
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身合一)が果たして成ると結語できるか.まずは(カと(参に従いつつ・Tt者なりに
確かめることが課せられてくる。
筆者は(ressentir (sens))が「精神に受容される」と前記した。 「受容され
る」は註(19)にならう表現を取ると. rォf神へのsensの受容」に置換可能であっ
て.稲神の側から身体の能力をみての謂なのである。しかしこの楕糾ま. (真理
の探求)でいう(思惟)と. (自然学(physique))でいう(延長)なる各(実
体)をあわせ有した新たな実体として語られるところでの精神となる。 (思惟)や
(延長)がそれぞれ(実体)とされるからして,二つの結合は「矛盾」であっ
て,本来不可能なことである。それでも彼が(心身合一)を認めることに立た
ざるを得ないならば.筆者はとりあえず.その精神をば「精神という脳(身体)」
あるいは「脳(身体)という精神」と名付けるしかなくなるであろう。
ところで(Dの引用文中にはおよそ精神という単語の明記はない。しかし(カの
‑行目の動詞(sens (seiltir))は精神の‑能力である以上◎は精神を前提に
語られていなければならない。かつその(sentir (感じる))は(recevoir (隻
け入れる))と同意に読み得るゆえに. 「精神に受容される」 (事物(対象))の
(sens)に働きかけることが可能になる。 (感じる)という働きかけは節者が記
してきた

く能動)たる(感じる)であり.まさにOは(能動)たる(感じる)

を含意させよう引用文にはかならない。また@の引用文には精神の蝉語が
(ame)として明記されるO だが(参は. 「柿神へのsensの受容」において(カと
は異なり. (ame)那(対象(事物))の(sens)を「桃神に受容される」まま
に(sentir (感じる))ことを示唆させる。この(感じる)はこれも苓・井が記し
おいた(受動)たる(感じる)に充当し.まさに㊥は

く受動)たる(感じる)

を含意させよう引用文となる。
ただデカルトが(aille)なる精神の(感じる)に(sentir)という即語しか
用いていないにもかかわらず.筆者が(sentir)を,一方で庄)の(能動)たる
(感じる)に,他方で㊥のく受動)たる(感じる)に捉えるのは奈辺に起因する
からかなのである。それは後述する通り. (sentir)の使い分けにある。これを
知ることは同時に,今問題にしている(心身合一)がIikるかへの答えを出すこ
とにつながる。そこで(心身合一)に関連させることからみると, 「hi糾こ受容
される」身体の能力の(sens)への(ame)なる精神での(能動)や(受動)
たる各(感じる)の関与によって.彼が(心身合一)を成り立たせるのは.そ
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れでも(sens)とわけても(能動)たる(感じる)が(動物精気(血液))に
かかわり, (腺H (glande H)あるいは松呆腺(glande pineale))̀26つこくsens)
が伝えられ, (能動)たる(感じる)が働きかける場合にかぎられるようであ
る。 (腺H)において(1′amesoitjointe a tout le corps (精神は身体全体に結
合する))(那)とは彼の語るところだからである。だが(受動)たる(感じる)の
方はいかにみられるのか,なおまた(参の引用文には(神経を介して)と書かれ
るのに. (心身合一)はなぜにこの(神経)とではなく, (動物精気)で成るの
か。次の引用文を参考にして,順次検討していこう。

叙)n peut generalement nommer passions toutes les pensees qui sont
ainsi

excitees

en

consequent,

sans

impressioiュS

qLIi

l′ame

aucune

sont

dans

sans

action

le

le

concours

qui

cerveau,

vienne

car

tout

de

sa

volonte,

d′elle,

ce

qui

par

n′est

les

et

par

seules

point

action

est passion. Mais on restreint ordinairement ce nom aux pensees qui
sont causees par quelque particuliとre agitation des esprits. Car celles
qui viennent des objets exterieurs, ou bien des dispositions interieures
clLI corps, comnle la perception des coLIleurs, des sorュs, des odeurs, la

faim, la soil, la douleur et semblables, se nomment des sentiments, les
uns exterieurs, les autres interieurs. )

受動は一般的に,脳のなかにある諸印象だけによって.意志の協力なしに,
それゆえ精神から生じるいかなる能動もなしに精神に引き起こされるすべて
の思惟と名付けられる。なぜなら少しも能動でないすべてのものは受動であ
るからである。ただし概してこの言葉(受動)は, (動物)精気のある晃様な
興奮によって導き出される思惟に限定される。なぜなら外的対象や身体の内
的状態から生じる思惟,たとえば色,苦と匂いの知覚.飢え,渇き,苦しみ
と他の同様なものは,感覚と呼ばれ,しかも一方は外的感覚,他方は内的感
一党と呼ばれるからである。 (括弧内は筆者)
5)Car en effet tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur, etc., ne
sont autre chose que de certaines fagons confuses de penser, qui

シモーヌ・ヴェーユとデカルト〔日

proviennent

et

dependent

de

′union

et

comme

du

ll

melange

de

l′esprit

aveclecorps.

なぜなら飢え,渇き.苦しみなどのこうした感覚とは.精神と身体の合一
やいわばこれらの混交に由来し依存する.ある漠然とした思惟様態にはかな
らないからである。
引用文㊥と④はく能動)や(受動)たる各(感じる)に,わけても(受動)
たる(感じる)に関して提起した問題点を解消させるであろう。それは㊥で、
(sentir)が引用文①の傍線にて示唆する(能動)にばかりか、引用文㊥の傍線
にて示唆する(受動)にも使い分けられることを明かすがゆえに、デカルトを
して@で、 (受動)たる(感じる)における(心身合一)を可能にさせると語ら
しめようからであるO 要は(sentir)には㊥の く意志)の働きかけのような
(能動)による(感じる)が,また(意志の協力)のない,つまり(能動)なる
働きかけのない,換言すると く受動)としての(感じる)があるということで
ある。そこで筆者は.先きの小見出し r能動と受動」中の註(4)の「彼の用い
る」とした くsentir)に対して.シモーヌ・ヴェ〜ユの記す(外来的な何かが
多少ともわたしに依存するのを感じる)や(わたしが外来的な何かに依存する
のを感じる)という文章がそれぞれ, (能動)や(受動)たる各(感じる)に該
当するは間違いないとあわせいっておかねばならないのである。
だが(ame)なる精神の‑能力(sentir)が使い分けられるとは,たとえば
引用文④の く意志)における(意志する(voLIloir))をはじめとする他の諸能
力にさえ及ぶことなのか。筆者は. (ame)での(受動)は身体の能力(sens
(感覚))もしくは(imagination (想像))(30)に対応する(ame)の(sentir
(感じる))もしくは(imaginer (想像する))(3D能力だけにかぎられるのであ
り. (意志する)が(受動)であるはずはないとみる。 (ame)なるfit神の諸能
力は本来個々に(能動)として働きかける能力であると指摘できるが. (sentir)
が㊥でとくに((動物)精気のある異様な興奮によって導き出される(soilt
causees)思惟)であると語られるとき.別言すると(ある異様な興奮)が
(思惟)すなわち(受動×の原因となる(catise(r)))といえるとき,この(忠
樵)は,つまり㊥に予想される(senLir)は(受動)として埋解されねばなら
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なくなるo 同じ@でくtoutes les pensees (すべての思惟))すなわち(passions
(受動))が(sontainsiexciteesenl′云me (精神に引き起こされる))と記さ
れるは,この調である。
しかし上記と同じことは実は引用文㊥で述べられてある。その最終行の
@(垣型塵㊥垣虹⑳
fonL

Clue

l′ame

les

sent

(@この脳のなかでの運動は匂箪坤がわたし

苧ちの感覚(sens)の対象を感じること㊥OS空つくる))がそうなのであ聖
⑨も適宜引用しつつ.この文章が検討される。 ⑳の動詞不定形(faire)は同㊥
に一見する(excitant)や(excitent)の動詞不定形(exciter)と同じく, (引
き起こす)と訳してよいであろうが,前段での④のくcauser (の原因となる))
と同じ訳にした方が㊦のくsent (sentir))をぱく受動)たる(感じる)にさせ
ると捉えることを容易にするであろう。それは①すなわち(ressentir (sens))
が㊦のくfaire (の因をつくる))になり得なければ, (sentir)は⑨にいう(描
神に引き起こされる)とした く受動)にみられはしないであろうと察知できる
からである。とどのつまり⑮とあるなかでの(sentir (感じる))は, ⑨では
(ある異様な興軒によって×精神に引き起こされる×受動)に読み得るというこ
とである。もとより引用文①でいう(ressentir (sens))に対して働きかける
(sentir)はこのかぎりではない。なんとなれば(うにあって, (ressentir (sens))
は(sentirXの因をつくる)ことにならないからである。またすでに記した通
り,この(受動)と(能動)に使い分けられる(sentir)の例に,精神のあら
ゆる能力が当てはまるとみなすこともできない。したがっておよそ,デカルト
が@でくすべての思惟)と記す表現, (少しも能動ではないすべてのものは)と
いう表現は, (能動)だけを当てはめる精神の能力が明記され得ない「難点」を
浮かび上がらせるはかないといえよう。
なおまた,以上に述べた引用文①と㊥の相違が筆者をして, ①のくsentir)
を(能動)たる(感じる)と, ㊥の くsentir)を(受動)たる(感じる)と名
付けしめたゆえんということができる。各(感じる)は当然,身体の能力
(ressentir (sens))が r精神に受容される」場合に実現しようO ただ筆者は,
これが「精神に受容される」とは(Dでは.この(sentir)が(受け入れる(働
きかける))とき, ㊥では くressentir)が(精神がわたしたちの感覚(sens)
の対象を感じる(sentir))ことを可能にする(因となる)ときであるとみなす
以外にない。このことはしかし, (ressentir (sens))がすべて, ((外的)感覚
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器官)から(神経を介して)か,血液を介してかにしろ. (脳)に伝えられるこ
の(云me (精神))にかかわることを意味させはしない。あらゆる身体の能力
がr精神に受容され」.精神がそのすべてに対処せずにおれないならば.粍神は
混乱状態に陥るのが関の山であろう。さすれば筆者の上記の見方こそ,そのす
べてが「精神に受容され」ても.精神は別段そのすべてに対応しなくともよい
ことを示唆させるであろう。つまり(うで(能動)たる(感じる)那(resselltir
(sens))に瞬時に働きかける際に.この身体の能力が「梢抑こ受容される」の
であり. @のく受動)たる(感じる)がそれとしての働きかけをみせるかぎり,
これと身体の能力の精神への受容の関係は前者でいう場合と同様になるという
見方に立つはかないのである。このことに.さらに身体の能力(ressentir
(sens))と精神の能力(sentir)とをもって,心身が結合されるとみることを
あわせ考えると.心身の合一においてさえ.精神の方が身体に比して優位を保
つとの読みはもはや否定できなくなるはずである。
6. 「日常的用法」における(ame)
それでもこのVI神とは,すなわち引用文㊥と(りの くame)とは何かである。
引用文(りが(esprit (精神))と表記する以上 それとの比較のうえで, (云me)
が明確にされるべきである。その④でデカルトは(esprit (精神)と身体の合
一)と記す。このことは(合一)による精神が(五me)であり.同時に(esprit)
は身体と無関係なffi神であると解するはかない。一方に身体と結びつかない
(esprit)が明記され

他方に身体を結合させる(丘me)もなくては.およそ

(合一)と書かれる必要はないのである。この相違にて.彼は くesprit)をぱ
く真埋の探求)の, (ame)をば「日常的用法」の各精神に位Il!1'′i・づけさすようで
ある。身体を織り込む(ame)がゆえに,筆者はこれを「脳(身体)という机
神」あるいは「書棚Pという脳(身体)」と呼んだわけである。これは@と㊥で
くame)と(脂)があたかも類似語に捉えてかまわぬごとく. (ame)が(脂
(身体))と関係して使用されよう調でしかなくなる。 (感覚Mil官)とつながる
(脳)は身体を代表する身体であり,それでいてその身体としてのVI神でなけれ
ばならないo ただし(9中の(対象は…脳のなかでその同じ運動を引き起こす)
と訳した文章はこの引用文の文脈からみて.前記の通り. (seIIS)が(神経を
介して脳)に運ばれることをさすし. (脂)が精神と類似泊にみなされるにし

1<
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ろ.その精神において, (ressentir)が新たに(sens)になることを意味させ
はしない。なんとなればそこには(能動)や(受動)たる各(感じる)が活か
されない,つまり彼は(sentir)を特筆させる必要などなくなるからである。
(ame)が「身体としての精神」であるという証左は,この(ame)のみが
(能動)たる(感じる)のほか, (受動)たる(感じる)を有するとしたことに
ある。別言すると(能動)と(受動)の諸能力のみられるのが(ame)なので
あり, (能動)の諸能力だけのあるのが(esprit)になるということである。両
方の精神が同じ諸能力に.かつその同じ働きかけに終始するならば,もとより
個々の精神を立てること,この区別をすることは不要であろう.だが(ame)
や(esprit)は精神と見立てられるかぎり,各精神にはその同じあらゆる能力
が備えられてあることも事実でなくてはなるまい。そうみなさざるを得ないに
せよ,それでも(esprit)において.身体に関与しようその(感じる(sentir))
や(想像する(imsginer))が機能することは,要は

く能動)や(受動)たる

各(感じる)や各(想像する)(32)があることは否定されねばならない。これら
の能力が機能しないがゆえに, (esprit)は身体の能力(感覚する(ressentir)
やこの感覚(sens))また(想像(imagination))ともかかわらないと.逆に
いうと(云me)は上記の(esprit)の能力と身体の能力を保有し活用させ得る
と結語できるのである。上記の身体の諸能力(ressentir (sens))や
(imagination), (ame)の諸能力(sentir)や(imaginer)はまた,身体と関
連するからして「自然」的緒能力といえるならば.それらの諸能力を除外した
ところでいう(esprit)の他の諸能九

たとえば知性(悟性)や理性はもはや

「自然」でも「自然以下」でもないからして「超自然」的諸能力と名付けおくこ
とができるであろう。さらに(esprit)にこの知性(悟性)や理性があるとす
るならば, (Ånle)にさえ「自然」的諸能力としての知性(悟性)や理性があ
ることはいうまでもなかろう。したがって「自然」的諸能力. 「超自然」的諸能
力によって組み立てられるのがそれぞれ「日常的用法」と(真理の探求)の認
識論になるといい得るのである。
それにしても(ressentir (sens))は(ame (精神))のどこに「受容され
る」のかO この身体の能力は前号̀訓で身体の(imagination (想像))ならび
に(ame)の(imaginer (想像する)やこのimagination (想像))について
分析したと同様. (動物精気(血液))によって(脳)の(礼)や(腺I‑I)に運
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ばれると語ったがゆえに,このそれぞれに「受容される」と捉えておくことが
できる。そして筆者は(脳)の(礼)には(受動)たる(感じる(sentir))
が, (脂)の(腺H)には(能動)たる(感じる(sentir))が関係せずにおれ
ないと理解する。
ところでこれまでの記述は.筆者が「日常的用法」における認識論をば,身
体の能力がいかに(ame (精神))に伝えられるかにおいて,要するに身体の
能力の精神に向けての, (求心性神経)とされる(神経)の‑名称にたとえて
「求心」的流れといい得ることにおいて問うことを明かしたにすぎないだけであ
る。むろん「感覚」を一例にして判明したことはわずかであるが,しかしこの
わずかなことのなかには,ようやく前段にて答えたことで知り得るよう.に,
(ame)の(受動)たる(感じる)は(腺H)ではなく. (孔)にかかわるとし
たことが含まれてくるのである。筆者が先きに(心身合一)に関して. (受動)
たる(感じる)は「いかにみられるか」と問うたことに適当するこの答えは,
(礼)によってその(心身合一)がみられるとする解答に直結させるのではない
にしろ,少なからず(礼)にかかわろう(sentir)があるということを確実に
する。もし(受動)たる(感じる)がなく.しかもこれが(礼)に関係しない
と捉えられるならば,引用文(君㊥と④は書き残されはしないであろうo また同
様に. (腺H)で(受動)たる(感じる)とならないのは一方に(腺H)で働き
かける(能動)たる(感じる)という用法があるからであり.この(setltir)
にはかかる用法しかないとみなされるならば.引用文㊨丑と④は不要となるで
あろう。とどのつまり(selltir)が(受動)たる(感じる)として使い分けら
れ用いられる必要はなかろうということである。
それにデカルトは. r世界論J (1633年), r人間論J (1630‑1633年). r方法序
読(第五部)J (1637年), r情念論J (1649年)のいずれにあっても,確かに(外
的感覚器官)や身体内部(内的諸器官)の機械を明らかにしてはいるが.しか
し上記のみか他の作品でも. ‑内的器官としての(脳)の(孔)と(受動)た
る(感じる)との関係ばかりか.かかる(脳)の(脱H)と(能動)たる(感
じる)との関係をそれぞれ あたかも同じ土俵に上げていっしょに(同時に)
語ってはいない,たとえば引用文①と@の

くsentir)はおのおの(腺H)と

(礼)に呼応した関係にあるように理解されることがない.なかでも(受動)た
る(感じる)と(孔)との関係はまったくといってよいほど「不明瞭」になる
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のであって,これを解消し打開すべきは,たとえ推測にても.筆者のみるごと
く. (受動)たる(姐じる(seiltir))があると断じておくとともに,この(sentir)
が内的器官である(孔)との関係をもっていっしょに語られなくてはならない
ところにある。そうせずには何度もいうが.引用文㊥のくsentir),引用文(彰の
(passion (受動))と引用文④の, @をさらに展開したと捉えられるなかでの
(心身合一)のことが活かされてこないし,彼は前号で記したような(礼)のこ
とをなぜあれほど執物に持ち出すのが謝説明がつかなくなるのである。要する
に彼が(受動)たる(感じる)のもとでの(心身合一)を取り上げているにも
かかわらず.かつこれが成立するか否かはともかくも.この(ame)の‑能力
と(礼)との関係を同時に論じなければ,当の‑能力も(礼)さえも個々に
「不明瞭」なものにみなさざるを得ないであろうということである。
7.く感覚(sens))と

u

く動物精気)

!

(受動)たる(感じる)が(日常的用法)の認識論の‑能力になり. (礼)に
閲係せずにいないとみるのは, (動物精気)やこれに関連する事項に触れること
でも確かめられる。筆者は前段に記したデカルトの諸作品から随時引用して.
そのことを以下で確認したい。
㊥II est certain clLIe noLis saunorュs sentir aLlCLin corps, s′il ll′est caLIse de
quelque

changement

clans

les

organes

de

nos

sens,

c′est‑a‑dire

sメil

ne

remue en quelque facon les petites parties cle la matiとre dont ces
organes sont composes.

確かなことは.もし物体がわたしたちの感覚器官のなかに生じる何らかの
変化の原因でないならば.換言すると,もし物体が何らかの仕方で.わたし
たちの感覚器官を構成する物質の小さな粒子を動かさないならば.わたした
ちはいかなる物体をも感じ得ないであろうことである。
(感光器官)における(変化)は,つまり(感覚aE・官を偶成する物質の小さな
粒子を動かす)ことは.筆者にすると,身体の能力(ressentir)が(物体(刺
象))に働きかけて(sens)になることであると捉えられる。そしてデカルト

I
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に,引用文(Dではこの(感覚器官を介して)と,さらに引用文(彰では(神経を
介して脳のなかで)と語られていたのであるから,そこに引用文(参の(物nの
小さな粒子)のことをかさねあわせてみるとき.これは何はともあれ, 「求心」
的流れとして(脳)に伝えられるであろう。ところが(lespetitespartiesde
lamatiとre (物質の小さな粒子))という表現は.たとえば(cesplussubtiles
parties des viandes (食物の微細な粒子)) (36)や前号での(les parties du sang
(血液の粒子))̀37'などの表現に比べて.具体的でない.すなわち(物質)とは
(食物)のことを別にしても, (感覚器官)に付属しよう血管中の(血液)なの
か,それとも(神経を介して)と書かれる以上.これも(感覚器官)に付属す
る(神経)か.はたまた(sens (感覚))をさすのか,かつこの(粒子)車は
上記(血液×神経×感覚)のいずれの(粒子)に相当するのか定かになってい
ないということである。
だがこのことに対して,筆者が前号に掲げた く身体によって引き起こされる
諸知覚(のなか)の大部分は神経に依存する)という一文(38)を優先させ検討す
るならば, (諸知覚の大部分)とは(感覚(sens))に充当するといえるかぎり,
この(感覚)は前記した通り, (感覚器官)から(神経を介して脳)に伝達され
るであろうとみておかざるを得ない。したがって(感覚器官を構成する物質)
は(感覚)であって,その(小さな粒子)は(神経)につながれ(脳)でかの
(動物精気(血液))にかかわると解するはかないのである。そこでデカルトが(負
物の細微な粒子)が(lamassedusang (多Mの血液))̀3"と

くsem芭Ier (梶

ざる))(40)という例を取り上げたとしても, 「求心」的流れにあって(脳)に至
るまで, (脳)以外で(神経)の(感覚)が(血液(動物精気))にかかわる
(混ざる)ことはない,あるいは前号の引用文(IDで(動物精気(血液)を神経
に,そして神経から筋肉に導く)と語ったにしろ,またはこれに類した内容が
以下の引用文㊥の傍線部分に示されるにしろ.それは一方で, (血液)が(servir
denourriture (栄養を与える))"1''ためにも(神経)にかかわる(混ざる)こ
とを示唆させはするが,しかし他方で.その(血液)を(脂)から(神経)に.
(神経から筋肉に導く)と記されるがゆえに. 「遠心」的流れにしかなり得ない
と捉えておかねばならない。たとえことが(血液)であろうとも, (血液)の
一
I

サ
L I

一ヽ
i.
l
LJ‑ ̲
°′

「遠心」的流れは,その「求心」的流れ つまり@の く血液(動物M気))が
(脳へとのぼる)とした流れとは異なるのである。 (血液)のこの「求心」的流
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れこそ. (神経)のことでいうと. (感覚器官)における(神経)の(感覚)が
(脳)へと伝えられる場合,つまり「精神に受容される」場合と同様になるので
あって,いずれも筆者が課題にしている流れなのである。
(血液)の「求心」的流れについて.デカルトはさらに, (toutcelui (sang)
qui passe par le cceur s′y (aux artとres) va rendre (心臓に入った血液はす
べて動脈にうつる) (括弧内は筆者))(43)というo したがって(血液)の「求心」
的流れは,この(動脈)によって(心臓)から(脳)につながり, (心臓)を出
発点とし, (動脈)に関連した(動物精気)を伴うことを意味させる。その(動
物精気)が(脳へとのぼる)ことは次の引用文で明かされよう。
⑥C′est la generation des esprits animaux, qui sont comme un vent
trとs subtil, ou plutot comme une flamme trとs pure et trとs vive, qui,
montant continuellement en grande abondance du coeur dans le
cerveau, se va rendre de la par les nerfs dans les muscles et donne le

mouvement a tous les membres. … (傍線部分は筆者)

それは(もっとも注目すべきことは),非常に細かな空気のような.あるい
はむしろ非常に純粋な活発な炎のような,たえず豊富に心臓から脳へとのぼ
る動物精気の, (かつ)脳から神経によって筋肉にうつり.身体のすべての部
分に運動を与える,動物精気の発生である。 (括弧内または傍線部分は筆者)
そこで(動物精気)は(,L、臓)においてつくられると捉えつつ, (動物精
気)が(心臓)から(脳)の方に運ばれるとしたこの(脳)について,次な
る引用文が参照される。
parties du sang trとs subtiles composent les esprits animaux. Et
elles

le

n′ont

cerveau,

besoin

sinon

a

cet

effet

qu′elles

y

de

sont

recevoir

separees

aucun

des

autre

autres

changement

parties

du

dans

sang

moins subtiles.

(心臓における)血液のこの非常に細かな粒子が動物精気をつくる。そして
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この非常に細かな粒子は動物精気となるために.脳に(入るに)あって血液
の細かくはない(粗い)粒子から分けられるということ以外.脳のなかでい
かなるほかの変化を受ける必要はない。 (括弧内は筆者)
筆者には(血液の非常に細かな粒子)と(血液の粗い粒子)との違いは以下
にいうところに見出せると判断される。
㊥us (les esprits animaux) peuvent etre plus ou moins abondants, et
leurs parties plus ou moins grosses, et plus ou moins agitees, et plus ou
moins egales entre elles une fois que ′autre.り6'(括弧内は筆者)

動物精気は量が多かったり少なかったりするし.動物精気の粒子は小さ
かったり大きかったり,興奮しなかったりしたり,ときに他の粒子とたがい
に均質であったりなかったりし得る。
引用文(カの文脈をもって, (血液の非常に紺かな粒子)が(変化)のみられな
い粒子に見立ておくことができるならば, (血液の粗い粒子)の方はすでに(変
化)した,あるいは(変化)のみられる粒子であるとみなさざるを得ないし.
しかもこれらの(粒子)のいずれもが く動物精気)の(粒子)になると捉えて
おかねばならなくなるであろう。その(動物精気)それ自体は引用文(参の冒頭
文章の通り, (壷が多かったり少なかったりする×血液)であると記される。こ
のことは, (動物精気)が(脂)から(神経)や(筋肉)に運ばれるその(秤
経)以後の「遠心」的流れになる前まで,別言すると(動物精気)が当の(脳)
を出る直前まで,あたかも二種類の.すなわち(量が多い)や(塁が少ない×
動物精気)があることを意味させる。そして筆者は㊥から,一方の(塁が多い
×動物精気)の(変化)のみられない(粒子)に, (小さい,興据しない.均質
である×粒子)を,また(量が多い×動物精気)の(変化)した.あるいは
(変化)のみられる(粒子)に. (大きい.興奮する.均質でない×粒子)を,
同時に他方の(量が少ない×動物精気)の(変化)のみられない(粒子)に,
(小さい,興奮しない.均質である×粒子)を,また(壷が少ない×動物精気)
の(変化)した.あるいは(変化)のみられる(粒子)に, (大きい,興奮す

20
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る,均質でない×粒子)を,それぞれさらに対応させ得るとみる。
だがここでは, (動物精気)の(量)の(多い)や(少ない)が:また(多
い)に比して

く少ない)が,また逆に(少ない)に比して(多い)が問題とな

るのではない。それは, (動物精気)がたとえばある時間(的経過)やある空間
((脳)中の血管)において,ときにその(量が多い)ままの,ときにその(量
が少ない)ままの場合のいずれによって, (脳)を通過することがあってもよい
からである。問題はこの(動物精気)の(量が多い)か(少ない)かにあるの
ではなく.そのどちらにも対応すると指摘した, (変化)のみられない(粒子)
や(変化)した,あるいは(変化)のみられる(粒子)の方にこそあるといわ
なければならない。するとこの(動物精気)の(粒子)に関して.今なぜデカ
ルトが(変化)のみられるみられないという(粒子)に分ける必要があったの
かを質そうとする際,筆者はこの二つに分けられた(粒子)のことで,これま
で保留し続けてきた問題に対する答えを,なかでも少なからずこの「小見出し」
の(受動)たる(感じる)をはじめとして冒頭に記した文章への答えをようや
く用意することができたということになるのである。したがって(能動)たる(感
じる)という方は,もう一方の(粒子)に関係せずにおれないと予測されるわ
けである。
それでもデカルトが(動物精気)の(量が多い×少ない)というおのおのに
あって,その(動物精気)の(小さい,興奮しない,均質である×粒子)那
(変化)のみられない(粒子)に,その(動物精気)の(大きい,興奮する,均
質でない×粒子)が(変化)のみられる(粒子)になると分けるのは,そもそ
もそこに何が原因するからかである。これを探るペく,まずは前号の引用文M7>
や本文中の引用文⑦を参照しよう。それぞれにたとえば, (腺のまわりには多数
の小さな孔があって,ここから動脈が含む血液のもっとも細かな粒子がその腺
に流れることができる。だが孔はたいへん狭いので,もっとも粗い粒子を通す
ことがない)と,また(血液のこの非常に細かな粒子が動物精気をつくる)と
書かれていた。このとき留意すべきは, (脳)における(血液(動物精気))の
「求心」的流れは先きに(孔),次に(腺(H))に運ばれる順序(48)に従ってお
り,しかして両引用文に記されるように, (血液のもっとも(非常に)細かな粒
千)だけが(腺(H))に流れるということである。したがって(多数の小さな
孔)が(もっとも粗い粒子を通すことがない)とは, (血液のもっとも(非常

シモーヌ・ヴェ‑ユとデカルト〔日
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に)細かな粒子)はむろんその(礼)を通り(腺(H))に達しようが, (血液)
の(もっとも粗い粒子)の方は(腺(H))に流れるどころか, (多数の小さな
礼)にとどまってしまうことを含意させずにはいない。それこそ(動物精気)
の(畳が多い×少ない)のいずれにもかかわらず, (多数の小さな孔)にあっ
て.く血液のもっとも(非常に)細かな粒子)やくもっとも粗い粒子)はかかる
(礼)を通過しようとおそらくは衝突したりせめぎ合ったりするからして, (大
きい.興奮する.均質でない×変化)のみられる(粒子)になると予想される。
そして当然(多数の小さな孔)をくぐり抜けた

く血液のもっとも(非常に)細

かな粒子)のみが(小さい,興奮しない.均質である×変化)のみられない
(粒子)として. (腺(H))に流れつくといわねばならぬのである。
だが筆者に, (多数の小さな孔)に対してたとえば(均質でない×粒子)が見
出されると捉えさせるとき, (血液(管))中に くもっとも(非常に)細かな粒
千)と くもっとも粗い粒子)がそれぞれ個別にあるというよりも.先きに(食
物の微細な粒子)が(血液)に(混ざる)と記した過り,ここでも(混ざる)
とみておくことができるかもしれない。 (混ざる)からして(均IFlでない)し,
かつこれと同じような く大きい(grosses))や(興奮する)なるi汀軸て北列され
るかのようであるo しかし筆者は. (大きい,興奮する.均nでない×粒子)を
かたちづくるはこの(細かな粒子)や(粗い粒子)なのではない. (混ざる)に
しても,これらの(粒子)の混合とはならないと強調しておかざるを得ない。
そこでこのことを確認するために,引用文@中の(leursparties(peuvent
etre)⑳plus oil moins egales申entre elles une foisque l′肌Iire)が・なかで
も(1′autre (他の粒子))は何かがつぶさに検討されなくてはなるまい。そし
Eヨ

ーニニーこここここここここここここここここここここここここここここユニこここ‑ここここユニ‑こここ‑‑こここここここここここここここ‑‑こここここ‑

てこの答えこそ. (変化)のみられるみられない(粒子)に分けられる原因に位
置づけられねばならぬであろう。
前段の引用文㊥の抽出箇所にあって, ⑳のく1′autre)に(細かな粒子)や
(粗い粒子)のいずれをも当てはめることは不可能である。㊥でのく1eLirs parties
(動物精気の粒子))がたとえば(小さかったり大きかったり)すると語られる
以上 ￠)と⑳の主語ともなり,その(′トさい)や(大きい)におのおの対応す
る(細かな粒子)や(粗い粒子)が各自で, (1′autre)の中味になりようがな
い.またたとえ(1′autre)の中味が(細かな粒子)であり. (粗い粒子)であ
るとみるにせよ.この前者(緋かな粒子)に対するに(粗い粒子)が.さらに

22
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後者(粗い粒子)に対するに(細かな粒子)が各(leursparties)の主語とな
るに及んで,どちらかの粒子がどちらかと く小さかったり大きかったり)する
と比べられるのではない。 (夢における(leursparties (動物精気の粒子)は小
さかったり大きかったり)するはたんに,この(粒子)が(細かな粒子)の場
合(小さい)と,また(粗い粒子)の場合(大きい)とをまずは含める表現で
しかないであろう。ましてやどちらかの粒子が主語に位IllL.どちらかと
くentredies (たがいに) ×小さかったり大きかったり)する比較が試みられよ
う表現になっているのでもない。
したがって.上記の引用文㊥の⑳の箇所を.ほかの(plus on moins grosses)
や(plusou moinsとigitees)にも関連させることで.優等や劣等の比較級とし
て捉えおけるやもしれぬが,筆者は㊥を⑦だけにかける以外は認め得ないと解
さずにおれない。 ⑳を⑦に関係させると, ⑳のく1′aLitre)は比較の対象とな
るために,当然(細かな粒子)や(粗い粒子)たる(leursparties)とは適う
(粒子)でなければならない。すでに触れたことをあわせいっても, (1′autre)
はもはや, (leursparties)の中味である(細かな粒子)や(粗い粒子)ではあ
り得ない。 (leursparties)は(1′aLitre (他の粒子)とentredies (たがいに)
均質であったりなかったり(し得る))とされるなかでの(dies)はそれゆえ.
(細かな粒子)や(粗い粒子)と(他の粒子)でその中味を柄成しているにちが
いない。そこにあって. (均質である)とは一に(細かな粒子)と(他の粒子)
が.一に(粗い粒子)と(他の粒子)がそれぞれ, (食物の微細な粒子)が(血
液)に(混ざる)という例のように.とにかくここでも混ざり,しかも(均質
である)うえでは溶け込むことを,また(均Tlでない)とは一に(細かな粒子)
と(他の粒子)那,一に(粗い粒子)と(他の粒子)が,それぞれ混ざっても
溶け込めずに.晃nのままでいることをさすようであるO
ただし筆者は, (均質である×均質fでない)のうち,前者では(粗い粒子)と
(他の粒子)との.後者では(細かな粒子)と(他の粒子)との組み合わせは実
際にはないと判断せざるを得ない。なんとなれば,前者での組み合わせによっ
て,なかでも く粗い粒子)それ自体があるだけによって, (小さい.興耗しな
い)(粒子)は.また後者での組み合わせによって,なかでも(細かな粒子)そ
れ自体があるだけによって. (大きい.興奮する×粒子)はそれぞれ当初からか
たちづくられはしないからである。別言すると. ⑳を￠)にのみかかわらせるこ
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とで,あるいは(均質である×均質でない)ということに焦点をしぼるだけで,
(粒子)は(腺(H))に流れるか

く孔)にとどまるのか明かされてくるがゆえ

に. (均質である)や(均質でない)のおのおのに,並列語である(粒子)の
(小さい)や(大きい)を,同様にその(興奮しない)や(興奮する)をおのず
と伴わさせずにおれないという以外にないのである。このことがまた. ⑳をほ
かの(plusou moinsgrosses)や(plusou moinsagitees)にかけなくて済
む最大の理由となってくる。
しからば(1′autre (他の粒子))とはいったい何か。筆者は前段までのいく
つかの段落を利用しつつ,もっぱら(血液(動物精気))の分析に多くをさいて
きたが.それでも(1′autre)が何かをみるに当たって,ここはそれ以前に,わ
けても引用文㊥に戻るとすると,およそ察知されるごとく.この(血液)では
なしに, (神経)のことを想起していなければならぬのである。すなわち筆者
は. ⑤に記された くわたしたちの感覚器官を構成する物質の小さな粒子)とい
ラ(物質の小さな粒子)をば, (感覚(sens)の小さな粒子)と,さらには(神
経)における(感覚の小さな粒子)とも解さねばならぬところに立つ必要があ
るということである。そこで引用文㊥中の⑳のく1′autre)が(感覚の小さな粒
千)と見立てられて.これと(entreelles (たがいに)) ①の く均質であった
りなかったり(し得る))とは,引用文(カや註(47)が語る通り, (たがい)の対
象である一方たる くIeursparties)の(細かな粒子)が(感覚の小さな粒子)
と混ざり溶け合うからして, (均質である)と同様に.依然として(′トさい)ま
まに. (腺(H))に流れる(変化)のみられない(粒子)となることを.その
他方たる(leursparties)の(粗い粒子)が(感覚の小さな粒子)と混ざって
も溶け合わないからして. (均質でない(異質である))と同様に, (粗い)と
(小さな×粒子)とではわずかながらも(大きい)ままに, (多数の小さな孔)
に出会ってあたかも衝突やせめぎ合いを繰返すであろう(変化)のみられる
(粒子)であることを示唆させるわけである。したがって「(大きい,興奮する,
均質でない×粒子)をかたちづくるのは」と前記したことにあっては,ここで
この(感覚の小さな粒子)が関係せずにいないと明記できるのである。
そうであるにせよ, (神経)における(感覚の小さな粒子)は(血液(動物粍
気))の(細かな粒子)や(粗い粒子)のそれぞれと.どこで(混ざる)といっ
てよいのであろうか。引用文⑦に従うと, (脳に(入るに)あって血液の細かく

24

人文科学研究

第104輯

はない(粗い¥(‑19)粒子から分けられ).その(脳のなかでいかなるほかの変化を
受ける必要はない×細かな粒子)が(動物机気)になるということで,あたか
ち(動物精気)が(脳のなかで)生じてくるように読み取れるが,しかしここ
で(動物枯気)が(心臓)で発生する̀弧と前記したことや上記引用にいう(級
かな粒子)は(粗い粒子から分けられ)ることをあわせ考えるならば,筆者は
今の問題たる. (血液)ではなく, (神経)における異質(物質(感覚)の′トさ
な粒子)がどこで(混ざる)のかは.やはり(心臓)に発生をみる(動物精気
(血液))の(粒子)を優先させることとして捉え,かかる(粒子)が(粗い粒
子から分けられ)るという(脂)に入るときにこそ,かの(感覚の小さな粒子)
が(粗い粒子)か(細かな粒子)と(混ざる)のではなかろうか,いや上記の
表現と同様にいえば. (動物精気)はそれが(脂)に入るとき. (神経)の(感
覚の小さな粒子)をも混ぜるであろうと予想せざるを得ないのである。そして
これらが溶け合うかどうかによって, (礼)に.さらに(腺(H))に流れゆく
ということもすでに指摘した通りなのである。
たとえば, (柵かな粒子)が(多数の小さな孔)のうちの一つの(礼)にでも
入り込めるならば.もとよりこれは(腺什I))にまで達するとみるはかないで
あろうし, (脳)のいわば入口で(粗い粒子)として(分けられ)た(粒子)の
方は残りの(多数の小さな孔)のところにとどまるであろう。なぜかは く孔)
次に(腺(LI))の順序にあって,後者に流れる(細かな粒子)が実際あると語
られるからである。そこで(礼)に入り込めない(粗い粒子)あるいは他の
(細かな粒子)が.このそれぞれにかかわる(混合し溶け合うかはここで問わな
い) (感覚の′トさな粒子)が(礼)を(目の)前にして.引用文㊥中の(興奮す
る)ばかりか.またそれどころか,もしや引用文@に記されているように, (fL)
(の周辺)で(動物精気のある異様な興允)を惹起させるのではなかろうか。し
かりである。しかもそうした(孔)において.さらに(ame)の能力(受動)
たる(感じる)という(selltir)が関係してくるからして. (異様な興奮)が確
実に生じるはなおさらのことといわねばならないのである。だが筆者にはこれ
については,あるいは(腺(H))と関連するにちがいない引用文庄)や@のくsentir
((能動)たる(感じる)))の場合はどうなるかについては.もはや次回に譲る
しかないであろう。
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〔続〕
付記
次回での問題はさらにある。筆者は今回「シモーヌ・ヴェ‑ユとデカルト」
というタイトルのもと,およそ彼女の彼の認識論に対する見方は何かを中心に
して語る予定であったが.その途中からは彼だけに関する私的見解でしかない
拙文になってしまった。それでも前号の(身体の想像)や(云me)の(想像)
以外の能力として.彼に強調される(身体の感覚)を明かし得たつもりである。
しかし本文の最後に述べたように,まだ(云me)の(感覚(sentiment))のこ
とが残っており,彼女がこれをどう批評しているかが関越となってくるO だが
その前にもうーっ(身体の感覚)のことが問題とならなければならぬのである。
それは今回は,彼がD.eP.56⑤㊥の前号の引用文でいう榊経に依存する×大
部分)の(感覚)を考察したにすぎない。かかる(感覚)を筆者は.その引用
文に括弧して記したように,五感(官),つまりは外的感覚器官の感覚とみたの
である。 (感覚)という能力の全部(すべて)がかりにこの(大部分)と一部分
(残り)で構成されるとみれば,一部分(残り)の感覚とは何か,これは(神経
に依存する)か否か,否であるとしての何かが新たに関越となるのである。し
かもこの一部分(残り)の感覚のことは.本文引用文⑧の くl′aulre)にもかか
わらせてみなければならない。そうでないと.前号D.eP.80㊤㊥のくこれらの
感覚はときおり,わたしたちの神経を動かす対象によって,また別の原因によっ
ても.わたしたちに引き起こされる)と語られるなかの(別の原因)は何かす
ら皆目知り得ないまま終ってしまうであろう。ともかく以上をあわせ,次回は
以下の小見出しに基づいて(その順次については変更があるやもしれぬ)検討
されることになる。
8.(礼)と(受動)たる(感じる(sentir))
9.(腺(H))と

く能動)たる(感じる(sentir))

10. (sentir)と(心身合一)
ll.(喜びや苦しみ)と(思惟)
12.(外来的な何か)の く力)と(受動)における く感覚)
13. (sentiment)と(sensation)
14. (sensation)と(sensibHtd )
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以上はいうまでもなく,本号の最初に掲げたシモーヌ・ヴェ‑ユの引用文か
ら,彼女とデカルトにおける認識論の比較のうえで展開されると読む項目であ
り,あくまで私的な見方であると断わっておく。

&i

今回の参考文献は以下の通りであり,各誰はその文献に付した記号A.‑D.に従う。
A. Sirlnone WEIL 《SCIENCE ET PERCEPTION DANS DESCARTES》
Gal l inlard.
B. Rene DESCARTES 《旺UVRE LETTRES)) Bibliothとque cle la Pleiacle.
Gallimarcl.
⑦ 《TRAIT丘

DE L′HOMME》

㊥ 《DISCOURS DE LA M丘THODE》
㊦ 《M丘DITATIONS》
㊤ 《LES PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE》
⑳ 《LES PASSIONS DE L′AME》

㊦ 《LETTRES CHOISIES》
C. ADAM & TANNERY 《(玉UVRES DE DESCARTES ‑LE MONDE' 》
Librairie philosoplliclLIe J. VRIN.

D.新潟大学人文学部人文科学研究
① 『なぜ感受性なのかJ (2),第93軌1997年。
⑳ 同上(3).第94軌1997年。
㊦ 同上(∠l).第95軌1998年。
e rデカルトにおける埋性と感覚J (5),第103軌 2000年。
( 1 ) A.PP.49‑50.またはD.哩)P.30。
(2) B.⑳。この作品を一例にしてはP.695 (ARTl),

(3) B.⑳。 P.695 (ARTl)。
(4) B.㊦。この作品を一例にしてはP.277, P.278 etc。
(5) B.⑮。この作品を一例にしては. (resserltir)は

P.279. P.298. P.300,

P.320, P.321, P.328, P.331, P.332 (2回), P.333の10回使用される。ただ
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これ以外の作品中には(ressentir)は見当たらなかった。また(sens)の方は
この作品のP.268, P.274, P.284, P.301, P.311, P.319 etc。なおこれらの語
の筆者のみる用法については,のちの本文に掲げる引用文のもとで明らかにす
る。

(6) B.㊦P.1212.またはD.㊥P.15⑥㊥。
(7) B.㊦と⑳。 (sentiment)は㊦では, P.320, P.321 etc. ⑳ではP.709 (ART28)
((On les (passions) peut aussi nommer des sentiments (情念は感覚と
呼ぶことも可能である)))。
(8)次回の小見出し(sentiment)と(sensation)にて,前者の語が検討され
る。
(9) B.ep.597。またはD.⑮P.43◎。
(10) B.⑬と⑳。これらの作品を一例にしては, (plaisir (喜び))は㊦ではP.320,
P.321, ⑳ではP.740 (ART95), (penle (苦しみ))の方は㊦や⑳には記され
ておらず,類語の(douleur) (⑮P.320, P.321. ⑳P.739 (ART94))がその
意味を占める。なお(喜び)は⑳では(joie) (P.725 (ART61) etc)が多く
用いられる。
(ll) A. (necessite)はP.53, P.56. P.68, P.97にある。
(12) A. (力)の単語として(force), (pouvoir). (puissance). (pesanteur)
(ときに(vertu))が該当してこようが,シモ‑ヌ・ヴェ‑ユはこの作品で
(pesarlteur)を除いた残りの語を使用する。
(13)次回の小見出し(喜びや苦しみ)と(思惟)において.この(penser (思惟
する))に関する引用文を取り上げる予定でいるが.それをまつまでもなく,
すでにD.◎P.P. 1 ‑2⑦①, (王糧)と⑦㊥の各引用文にて.それは明らかである。
(14) A.P.32e
(15) A. (force)はP.31, P.47: (poLivoir)はP.55, P.56 (4回), P.57 (3回),
P.59 (3回), P.60 (8回), P.61, P.62 (2回). P.63, P.65 (4回), P.66,
P.67 (2回), P.68, P.69, P.76, P.77 (3回), P.94 (3回) ; (puissance)は
P.45, P.50, P.54 (3回), P.55 (4回), P.56 (4回), P.57, P.59, P.60 (5
回). P.61 (2回), P.62 (4回), P.63 (3回), P.68, P.69 (4回), P.72,
P.78, P.81, P.86, P.: (vertu)はP.67.ただし節者はこれらの(力)を
シモーヌ・ヴェ‑ユがいかに使い分けるか,これらの譜のうちいかなる語をデ
カルトの認識論用に用いるか.いまだ分析してはしていない。
(16) B.㊦。この作品を一例にしては, P.326。
(17) B.⑬P.279。またはD.⑳p.3㊤。
(18) B.⑳p.707(ART23)<
(19) B.①P.873。
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(20) B.⑬p.293.
(21) B.⑮。この作品を一例にしては, P.293。
(22) B.㊥o この作品を一例にしては, P.164. P.179。

(23) B.⑳P. 164c
(24) B.⑳。この作品を一例にしては. P.706 (ART21) etc。
(25) B.⑦。この作品を一例にしては, P.813。

(26) B.①P.851 etc。
(27) B.⑳p.710 (ART31)。
(28) B.㊦P. 1212。またはD.⑳P. 15◎㊥。
(29) B.㊦P.326。またはD.⑳p. 壇)。
(30) B.⑳P.706 (ART21)。
(31) B.⑳p.705 (ART20)。
(32) D.eP.P.58‑59㊤④と朗). P.68。
(33) D.eP.p. 55‑79。
(34) D.eP.58㊤◎. P.59㊤㊥, P.60㊤⑦。
(35) C.P.P.2ト22。

(36) B.⑦P.808。
(37)
3. 59㊤㊥と㊤㊥参照。
(38) D.eP. 56㊤㊥参照。
(39) B.⑦P.808。
(40) B.①P.808。
(41) D.ゥP.60㊤⑦参照。
(42) B.⑳p.699 (ART9)。
(43) B.⑳p.160。
(44) B.⑳P.163。またはD.ゥP.P.59‑60㊤⑥参照(ここでは(血液の粒子)那(動
物梢気)を(脳で生み出すのに役立っている)と訳したが.しかしB.⑳に従う
と. (動物M気の発生)は(心臓)に求められてよいことになる。するとまざ
らわしい感を否めないにしろ.おそらく. (心臓)から(脳)へとつながれる
(動脈)において.各内的2g官は(動物梢気)がもたらされることでは共i由す
るという表現が両者の引用文にみられると捉えおくしかないであろう。
(45) B.⑳P.700 (ARTIO)。
(46) B.⑦P.842。
(47) B.⑦p.8J3。またはD.eP.59㊤㊥参照。
(48) D.QP.61参批 筆者は「求心」的流れとして. (心臓×孔×脳の凹み×脳本
体)(腺(H))という順序を想定した。
(49) (細かくはない)を(粗い)と置換するのは. B.⑦P.813中に,またはD.e
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p.59㊤⑤中に(grossiとres (粗い))という紙(その訳語)が見出されるから
H&O
(50) D.eP.58㊤④のく身体の想像が生じるのは動物精気が多様に動かされたり)
((血液)の「求心的」流れにおいて.身体にその(動物粍気)があること). D.
eP.59㊤㊥ (心臓から血液の粒子を運ぶ動脈). (動脈が含む血液のもっとも細
かな粒子) ((動物瑞気)は端から(細かな粒子)をさすこと.かつ(細かな粒
子)は(心臓)から(脂)に至る(動脈)に帰していること)を参考にすると,
(動物柵気)は(心臓)を発端にするということができる。ところがデカルト
は一方で. D.㊤P.60㊤⑥でみる通り. (動物tu気)を(脳で生み出す)ともい
うから,実際どこから生まれるかはr人間論jやr情念論Jなる各作品で異
なって記されるから, (不明瞭)きわまりないと断じるしかないであろう。

