デカルトにおける理性と感覚(1)
村
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デカルト(1596年 ‑1650年)の① 『思索私記』 (1619年 ‑1620年), ② 『精神
指導の規則』 (1628年), ③ 『世界論』 (1633年)および④ 『人間論』 (1630年〜
1633年), ⑤ 『方法序説』 (1637年), ㊨ 『省察』 (1641年), ⑦ 『哲学の原理』
(1644年), ⑧ 『情念論』 (1649年), ⑨ 『道徳書簡』 (1643年 ‑1650年id) ⑩
『自然の光による真理の探求』 (1650年)が主な作品とその順序であるならば,
筆者はデカルトが③④⑧⑨の諸作品などを除いて,いわゆる(真理の探求)を
めざしていたとみることができるであろう。別言すると, ②⑤⑥⑦におけるデ
カルトのねらいは,何よりもまずくわたしは思惟する,ゆえにわたしはある
°

°

°

°

°

▼

°

°

°

(Je pense, done je suis))(2)というデカルトなるくわたし)(3)のく真理)の,
次にこのくわたしはある)ことから,く神はある(Dieu existe))(4)という く神)
のく真理〉の,そしてこのく神はある)ことから,く物体的事物はある(II y
a des choses corporelles qui existent))(5)というく事物)のく真理の探求)(5)
にあろうし,わけても⑤⑥⑦のおのおのでこれらのく真理)をすべて取り上げ
るばかりか,その作品順においてより明らかにさせるところにあろう。
デカルトにとってく真理)とはくわたし)く神)く事物)が実在するというこ
とである。これらの存在を肯定し証明することがく真理の探求)なのである。
だからくわたしはある)く神はある)く事物はある〉という く真理の探求)は,
そこに形而上学を含ませて語られる存在論の考察になるわけである。ただし
くわたしはある)という くわたし)はく真理の探求)にあってはく事物(身体))
ではなく,く精神(esprit))として捉えられるべきである。くわたし)をく精
神)とみなし得るのは,デカルトがくJe comprends, doilc jai un esprit
distinct du corps (わたしは理解する,ゆえにわたしは身体と区別された
精神をもつ))(7)と記すからである。ここからくわたしはある)はく精神)が
実在するという く精神)の存在を問うといってよいことになろう。
一方,くわたしはある)はくわたしは思惟する)ことなしに証明されないの
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も事実である(く神はある)く事物はある)もまたそれぞれ,くわたしはある)
く神はある)ことのく思惟)を前提に成り立つことは,これと同様である)0
そこでは二つの文章は関連する。この関連は両者のくわたし)がく精神)にい
いかえられるそれよりも,くわたし(枯神)は思惟する)という傍点の知る作
用がくわたし(精神)はある)を確実にさせるところにこそ見出されてくる。
くわたし(精神))がく思惟する)ゆえに,くわたし(精神))がくある)のだ。
だから両者のくわたし)がく粁神)に,かつくわたし(柄神))がく思惟(す
るもの))(8)に換言されるにしても,前者のく思惟する)こと自体は後者の
くある)ことと別に論じられる問題となる。その問題とはデカルトにおいて,
知る作用がくある)を導き出すためにいかにあらねばならないかにある。ここ
に知る作用(認識)を問う認識論が浮上する。デカルトがくわたし)く神)く事
物)のく真理の探求には方法が必要である)(9)というならば,いかなる認識な
のかの答にあっては,各認識を可能にさせて各くある)に至り得る精神(思惟)
のく方法),あるいはシモーヌ・ヴェ‑ユがこれをばさしていう く思惟の動
き)(10)を探ることが不可欠となるであろう。このことがデカルトの認識論にな
る。だから,くわたしは思惟する)における認識によってくわたし(精神)揺
ある)が確信されるであろう,要するに認識論なくば存在論は探求されないで
あろう。それのみか,かかる認識に無関係でないのがく神はある)く事物はあ
る)でもあろう。なんとなればく神はある)を例にするこのく真理)も くわた
しはある)を明かすく思惟の動き)から展開されるからである(く事物はある)
もこれと同様(ll)である)。このことを作品⑩における登場人物ユードクスにた
くし,デカルトは次のように語らせる。
⑧ A partir de ce doute universel, comme h partir d un point fixe et
immobile, je me suis propose de faire deriver la connaissance de Dieu,
de vous‑meme et de toutes les choses qui existent dans le monde.

わたしは,すべての対象に適用し得る懐疑をいわば確固不動の点として,そこ
から神の認識,あなた自身の認識,世界にあるあらゆる事物の認言放を誘導させる
ことを目的とした。
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引用文中の語句の‑である,く懐疑)とはくわたし(精神)は思惟する)こ
とのはじまりを,くわたし(精神))がく神)くあなた自身)くあらゆる事物)の
く認識を誘導させる)とはそのおのおのにおけるく思惟の動き)をなさずに各
く認識)に至り得ぬことを示唆する。このく思惟の動き)によって,たとえば
く神はある)は真となるにちがいなかろう(ちなみに⑩はくわたし)やくあな
た)である人間,神,事物それぞれのく真理の探求)を目的にするというより
か,これを修飾するく自然の光)すなわち理性の方に重点が匠かれる作品,刺
言すると理性がかかるく真理の探求)に向けどれほど役立ち得る究極的思惟で
あるかを虫調する作品になると察知される.だから筆者はこの⑩を,それらの
存在証明に主にかかわるとみる作品群⑳冨X蔓澄)に組み入れられるにしても,そ
うしなかったのである)。ましてやデカルトにあって,く思惟の動き)がく確実
で明証的な認識)(13)に向けて始動するなかで,この認識をしてくきわめて明噺
に判明に理解する)(141ことに,なかでもくきわめて判明に理解する)ことをし
てく其の認識)(15)にあらしめるならば,く其の認識)におけるくわたしはある)
などはもとより く真理)でしかないと同時に,かかるく真理)を導き出すく思
惟の動き)たるくわたしは思惟する)もく真理)であるといわねばならぬであ
ろう。なんとなればデカルトの主張する思惟のく方法) (思惟の動き)はデカ
ルトにとっての正しさ(真理)を意味させずにおかないからである。
ところで哲学という以上は一般に,存在論,認識論,実践論(価値論)にわ
たる考究を欠いてはならないであろう。この三部門の考究がデカルトにみられ
るのか。デカルトには存在論や認識論があったことは前段までに指摘した通り
である(だが筆者はいまだくわたしはある)く神はある)く事物はある)につい
て,あるいは究極的思惟(理性)にまで押し上げられよう,おのおのにとって
の思惟のく方法) (思惟の動き)について糾してはいない)。そればかりか,価
値論を考究する作品,たとえばその‑である道徳(倫理学)を語る作品も(り
『方法序説』第三部に確かに見受けられるのである。それゆえデカルトはかか
る三部門にわたっていう哲学を志した哲学者であるといえる。しかしながら,
筆者にとってかくいえるのは,デカルトがく真理の探求)をめざすかぎりにお
いてでしかないということにあるのである。なんとなれば,哲学形成の一部門
であるこの道徳も く真理の探求)における道徳でしかないし,しかもその認識
論や存在論を成り立たせたあとに問われる道徳にならざるを得ないからである。
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別言するとこの道徳はくIa vie (日常的生))(16)の指針としてあろうとも,それ
が究極的思惟(理性)によって生み出されるがゆえに,他のく日常的生)の指
針としての道徳,すなわち作品⑧ 『情念論』のく情念)にかかわったり(17)
作品⑨ 『道徳書簡』で唱えられたりする道徳とは異なるということである。そ
の相違は要するに,く真理の探求)における道徳にあっては,く身体と区別され
た精神)がく思惟する), ⑧⑨における道徳にあっては,身体と結合した精神
が思惟されるというところに見出されてこよう。だから両者の道徳が言葉のう
えで同じく日常的生)の指針として語られるとみても,その指針となるべき前
者の道徳はかかる く精神(理性))のく思惟する)ことによってめざされる目
標にすぎないのであって,まさに《honnete hommeオネトム(紳士)》のご
とき, 17世紀古典主義における普遍的な標語と同様なそれと捉えられるであろ
う。少なくもこうした道徳は経験(不断にいう経験とは心身結合によってなさ
れ得ることである)にあって,換言すると身体的能力の作用も伴わせる精神の
く思惟の動き)にあって思惟されるわけではないのである。
またさらに,経験なしに生み出された道徳と経験において生み出された道徳
はそれだけでおのおの異なるであろうし,前者のく精神)がその標語となった
道徳をめざすにしても,後者の精神のく思惟の動き)と同じにならないであろ
う。なんとなれば後者つまり朗)における道徳にかかわるく思惟の動き)は⑦
く受動) (思惟される)によって可能になるからである。これに反し,前著つ
まり く真理の探求)におけるく思惟の動き)はく能動) (思惟する)たる動き
をたえずなすのである。そしてこのことは当然,両者がく思惟)であり,なお
またく精神)くわたし)く理性)でもあるという同じ表現内容をそれぞれで相違
させるであろう。それは先きに記すごとく,後者の精神・わたし・思惟または
理性が㊥く受動)も含む如きをみせることに,前者のく精神)くわたし)く思惟
または理性)がく能動)のみの動きをみせることに,とどのつまり両者の同じ
表現のそのいずれかが身体との結合や区別にかかわることにあるからである(18)
そこで今度はすぐにでも,後者つまり⑧⑧における身体と結合した精神・わた
し・思惟または理性は何かとなるが,しかしそれを註(18)と同様にここに証明
するよりは,まず身体と結合した精神・わたし・思惟または理性が,くく真理の
探求)をめざすかぎり)で成り立つと前記したその哲学ほどの形成因になるの
か問うておかねばならない。すなわち筆者が身体と結合したく思惟の動き)自
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体をもって名付ける,あるいは後者つまり(萱)⑨の道徳に関与させるく思惟の動
き)に対してもいえる く日常的用法)は,く真理の探求)を哲学とみなしたよ
うな哲学にかたちづくられるのか問うべきである。
確かにこのく日常的用法)で見受けられるのは,く真理の探求)とは別の知
る作用(認識)であり,く真理の探求)の認識(思惟の動き)に基づかない道
徳を見出せ得るそのく思惟の動き)である。そこからく日常的用法)における
認識論,道徳(価値論)はあると指摘できる(これらが何かはさておき,要は
その二部門がく日常的用法)にあるということである)。これらがあることは
結局,く受動)たるく思惟の動き)をなす精神・わたし・思惟または理性に帰
して理解されるはかないのである。そこでく日常的用法)にいうかかる動きを
なす(または身体と結合した)精神・わたし・思惟または理性が,くわたしは
ある)く神はある)く事物はある)とく真理の探求)で一見したような存在論を
可能にさせるのか,かつこの存在論を含ませていう哲学の構成要因になり得る
かを糾すことができよう(ここで糾すことも存在論が何かではなく,あるか否
かである)。結語からいうと,く日常的用法)での精神・わたし・思惟または理
性(またはそのく思惟の動き(思惟のく方法))))は存在論に,哲学の構成
要因に関与することがない。つまり く日常的用法)にあっては存在論が欠けて
いるのであり,それがゆえに哲学として捉えられることがないのである。たと
えばデカルトが身体はくわたしに属する)(19)といい,くわたしは身体から切り
離されることができない)(20)というとき,存在論がこれらの註の文章にあると
は読み取れない,すなわちこれらのわたしが即身体と結合した柄神・思惟また
は理性であることに異論はないが,しかしそのわたしが即くある)ことにはな
らないのである。まして,デカルトはこのくわたしはある)をはじめ,く神は
ある〉く事物はある)とも,そのわたし・精神・思惟または理性からくわたし
はある),くわたしはある)ことからく神はある),く神はある)ことからく事物
はめる)ような関連にあるとも語ることがないために,く日常的用法)におけ
る存在論は,同時に哲学はないといってよいであろう。なぜか。
デカルトのいう存在論のくある)は思惟のく方法)をく能動)に求めること
によってのみ可能になるということが,その事由であるo これはむろんく真理
の探求)において語られることであった。そこではデカルトなる

くわたし)

く精神)く思惟または理性)がく思惟する)ことでくある)ことにつながると
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捉えられた。だからこのく思惟する)こととくある)ことは,一方でこれらが
因果関係にあることを明示するかぎり,他方でこれらがデカルト以外の他者
(神や事物)のく思惟する)と

くある)によってはいないかぎり,あるいはそ
°

°

°

°

°

の他者をもって思惟されることや存在されることにかかわってこないかぎり,
デカルト自身のく能動)なしに関連してはこないといえるのである(この関連
はく神はある)でもく事物はある)でも同様である)。そのく能動) (シモーヌ・
ヴェ‑ユの用語でいえば,これはく作為faire)という

く思惟の動き)になろ

う)こそく真理の探求)におけるく思惟する)こと,すなわち思惟のく方法)
(思惟の動き)なのであり,くある)はこのく能動) (作為)たるく思惟の動き)
においてのみ確証されるわけである。
それにく日常的用法)の存在論がかりにあるとすることは,く真理の探求)
の存在論とは相達するといえども,これと対置されるがゆえに,シモーヌ・ヴェー
ユの語を用いるまでもない,明らかなく矛盾)をつくり出すはかなかろう。な
んとなれば存在論をく其理の探求)とく日常的用法)とに並立させるのは両者
において,もとより‑存在でしかないくわたし)く神)く事物)がくある)こと
になるからである。別言すると, ‑であるくわたしはある)く神はある)く事物
はある)という各命題に,前者のく身体と区別された) (またはく能動)
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

の動きをなす),あるいは後者の身体と結合した(またはく受動〉の動きをな
す)く精神)くわたし)く思惟または理性)がそれぞれでかかわらねばならなく
なるからである(この両者から各存在論が導出されるならば,各存在論は当然
傍点部分にその相違を見出すといえるであろう)。これは矛盾でなくて何んで
あろうか。前者の存在論をく真理)とみるデカルトにとって,後者の存在論が
く真理)であるはずはない。それゆえ,く日常的用法)における存在論が成立
するのは否定されねばならぬし,これにより認識論や道徳しか問えなくなる
く日常的用法)は哲学にならないと断じておかざるを得ないのである(これこ
そ筆者にあって,デカルトの哲学をく真理の探求)にあると捉えたり,そこで
のみデカルトは哲学者であると判じたりすることのできた前記に対しての結語
なのである)0
しかしこれまでの段落には,わけても前段にはさらに検討を加えねばならぬ
内容がいくつかある。第一に,く真理の探求)はいかなる哲学になるかという
ことであるOまずデカルトがく真理)をく思弁的真理verites speculatives)(21)
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として探求したと語る く思弁(的))なる譜に注視すれば,誰でもがこの哲学
はく思弁的)哲学になる,または観念論哲学であるというであろう。そこでこ
うした表現が用いられるのはなぜかを,とりあえずそのく思弁)の語の語るこ
°

°

°

°

°

°

とから探る必要があろう。それは現実(先きの語では経験)的でない
°

°

°

°

く日常的生)の対象に向けられる思惟のことをさす。この前文にあって確認す
べきは,非現実的非経験的く日常的生) (これが同じく日常的生)の‑である)
はデカルトのいう く身体と区別された精神),すなわち筆者のいう非空間的非
物質的く精神)(22)によって,かつその対象はかかるく枯神)によってしか捉え
られないということなのである。対象となるものはデカルトにとって,当然哲
学としての認識論,存在論,道徳におけるくわたし)く神)く事物)あるいは道
徳(ほかに註(12)のくあなた)も含まれよう)である。だがもしこれらの対象
が現実的経験的である外的世界にかかわるものだというならば,これらの対象
は,現実的経験的(空間的物質的)くわたし)くあなた)く神)く事物)あるいは
道徳になるし,外的世界に即応する空間的物質的精神(要するに身体と結合し
た精神あるいは脳(物質)としての精神)によって思惟されるであろう(この
く日常的用法)において,これらの対象にくある)が確証されないとみられる
のは,その精神には思惟されるという く受動)たる認識をなす能力しか前面に
出てこないからである)。別言すると非空間的非物質的く精神)は,現実的経
験的である外的世界(この外的世界は同じく日常的生)のもう一つとなる現実
的経験的く日常的生)でもある),ならびにその対象とかかわることがないと
いうことである。するとかかるく精神)には対象なるものが欠如されてしまう
ことになるのであろうか。そうではない。周知のような(生得説nativisme
(生得観念idees innees))がデカルトによって提唱されるのはこのためを除
いてはない。く生得観念)(23)こそ非空間的非物質的く緒神)の対象.しかも
く生得観念)それ自身観念という精神的なものでしかない対象であって,もと
より空間的物質的(または現実的経験的)対象に位陛するそれではない。
この机神的なものとは同時に,非空間的非物質的く精神)くわたし)く思惟ま
たは理性)さえく生得的) (註(23)②参照)なものにさせ得る(く生得的)なも
のとしてまず先きにくるのがく精神)などである。く精神)などがなしに,く生
得観念)が先きにくることはない)し,デカルトがかかるく精神)くわたし)
く思惟または理性)にあってくわたし)くあなた)く神)く事物)あるいは道徳
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を見出すという勘合,後者のくわたし)をはじめとするそのおのおのが(生得
観念)としての対象にならねばならぬところで語られることなのである。ここ
において,非空間的非物質的くわたし)くあなた)く神)く事物)あるいは道徳
たる各対象に向けられる非空間的非物質的く精神)くわたし)く思惟または理性)
のく思惟する)ことが可能になるわけである(このことがく思弁的)く観念的)
であると,また其正な二元論になるといわずして何んといえるかである)。こ
のく思惟する)という認識は,もはや現実的経験的栴神で作用もしよう感覚
sensやsentiment)あるいは想像(imagination)によってはならない(後
逮)。上記しているように,まずはデカルトのいう く生得的)な能力としての
理性(raison)に依拠されていなければならなくなる(24)そしてかかる理性は,
そのく究極的思惟)に至るく思惟の動き)をなし得るならば,すなわちくきわ
めて判明に理解する)ほどにく思惟する)ならば,存在論としての各対象なる
く生得観念)のくある)を確証させるであろう。そこでこのくIff神)くわたし)
く思惟または理性)のく思惟する)とく生得観念)はまさにこの点で,プラト
ソ思想の反映であるということができる。なんとなればデカルトのいう く生得
観念)はプラトソのいう(イデア)に,く生得観念(イデア))をく思惟する)
ことはく想起(アナムネ‑シス))にふさわしいからである。このプラトソ的
見方でいうと,デカルトのいう く思惟または理性)は非空間的非物質的く精神)
くわたし)であることをして,非空間的非物質的理性,換言すると超自然的理
性にあらしめるし,く生得観念)も超自然的なものとなって,かかる理性の対
象であるほかなくなるのである。それゆえデカルトのいう く真理の探求)とは
超自然的く料神)くわたし)なる く思惟または理性)が超自然的く生得観念)
をく思惟する)ことにあるといえよう。ただしこれに付け加えるべきは,ここ
ではく真理の探求〉における超自然的く精神)くわたし〉く思惟または理性)の
く思惟する)ことのなかに,感覚や想像は含まれないということだけである。
これらは排除されねばならない。かかる超自然的く精神)くわたし)く思惟また
は理性)にあって排除可能なのは,その能力である感覚や想像は理性と同様
く能動)とみられるにせよ,理性とは反対にく作為)さえしなければおのずと
排除されることになるからである(一方く日常的用法)における現実的経験的
(空間的物質的)精神・わたし・思惟または理性,換言すると自然的枯神・わ
たし・思惟または理性にあって,感覚や想像はそこにく受動)として受容され
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るほどの不可欠な能力となる。なおここに自然的理性と記されるのはいかなる
事由によるかはのちに誹る。なおまた後段から,超自然的く枯神)くわたし)
く思惟または理性),自然的括神・わたし・思惟または理性は必要な場合以外,
それぞれ超自然的く理性),自然的理性をもって代表させることにする)0
ところでデカルトは超自然的く理性)によって,くわたし〉くあなた)く神)
く事物)あるいは道徳という く生得観念)なる超自然的対象が実在するとまで
確かに証明するのだが.しかしあまりに観念的すぎるその各対象はかかるく理
性)でくある)と断言できるのかである。というのはデカルトのいうこの観念
論哲学は前段から知り得るごとく,世間でよく聞くそれではないと推察される
からである。繰返しいうが,超自然的く生得的)く理性)がその各対象を外的
世界の対象としてではなく,超自然的く生得観念)としてくきわめて判明に理
解する)ほどに捉え,そのくある)をさえ同時に明かすことが,ここでいうデ
カルトの観念論哲学なのである。そのすべてがく精神)のみにかかわりをもつ
ことによって語られる観念論哲学こそはじめて二元論成立の条件を完僻させる
ばかりか,それがまた超自然的く理性)でかたちなき,あるいはかたちをこえ
る観念やそのくある)を一方的に組み立てるならば,この観念やくある)をし
て形而上学たらしめるのでもある。だが超自然的く理性)がこの観念やくある)
を明確なかたちとして獲得されずにく思惟する)のは,超自然的く理性)それ
自身の倣慢に起因してはこないのか。だから筆者はその各対象がくくある)と
断言できるのか)と指摘せざるを得なかったのである。
それはともかく,およそデカルトがく生得的)というかぎり,人間にとって
身体と結合したところで捉えられる理性もく生得的)理性にちがいないはずで
ある。なんとなれば身体も人間に生まれつき具わっているものであり,その身
体とかかわる理性があって何んら不合理とはならないからである。かかる理性
が自然的理性なのである。自然的理性はデカルトにあって,当然く日常的用法)
で用いられ,く真理の探求)と同様にく能動)としてく作為)する能力となる
のである。その際自然的理性はもっぱらある能力(後述)をかたちづくるべく
く作為)するし,もしく日常的用法)に時間(的経過)を取り入れて考慮でき
るならば,くきわめて明噺に)くきわめて判明に理解する)ほどにく作為)する
であろう(く明噺に〉とく判明に)には思惟のく方法) (思惟の動き)の梱逮と
ともに,時日'‑'.] (的経過)があると予想される。このことはまたく賞理の探求)

m
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の場合でも同様である)。ただしここで注意すべきはもとより,く真理の探求)
ではく身体と区別された)というところにおいて,超自然的く理性)になる,
く日常的用法)では身体と結合したというところにおいて,自然的理性になる
ということにある。とはいえこの自然的理性はいかなることとして了解される
のかである。筆者ははじめ,デカルトが自然的理性をそれほど声高に主張して
はいないし,あまつさえこの思想的展開をあえて試みないことを知って撫然と
した。だが考えてみると,それは何んということでもなかったのである。すな
わちく真理の探求)における超自然的く理性)がその本来あるべき次元(超自
然的次元)をこえて自然的次元であるく日常的用法)における自然的理性になっ
ただけのことなのである。別言すると く日常的用法)における自然的理性は,
自然的理性になった超自然的く理性)にはかならない(そうなるのはいわずと
知れたこと,身体と区別されるか,身体と結合するかにあろう)ということで
ある。それゆえこのく日常的用法)には,たとえばアガペー(神の愛)をかか
げる正統キリスト教(アリストテレス‑トマス主義)的思想が反映されている
ということができる。アリストテレス的にいうと,〈形相(ェイドス)〉が(質
料(ヒュレ〜))(物質)にあることになる。デカルトがこのく形相)を超自然
的く理性)に,このく質料)を自然的理性にみるならば,前者が後者にあると
するところでいう く日常的用法)のその出所はアリストテレス思想にあるといっ
てよいであろう(このことと同様に,く日常的用法)においては超自然的く精
神)くわたし)く思惟)が自然的柿神・わたし・思惟にあることになろう。また
デカルトがかかるアリストテレス思想をおのれのその思想(く日常的用法))の
形成にあって現実に(実一際に)どうしたのかは,先きに記したくある能力)
(それこそデカルトのいう く情念)である)との関連で語ることになるから,
ここでは触れない)。く日常的用法)はだから物質(身体)と結合することで
もあり,その自然的理性は身体と無関係でいられない超自然的く理性)である
ともいえるのである。このことは身体と関係のない超自然的く理性)とは異な
らせるわけである(しかしこのく日常的用法)をもって,デカルトのいう観念
論であると指摘してはならない。繰返しいうが,観念論とはデカルトにあって,
く思惟する)ことが脳(物質)をく精神(esprit))に見立てるところにはな
く,く身体(物質)と区別された料神(esprit))(25)において語られ成り立つの
である)0
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く日常的用法)における精神は前段最後の括弧内の言葉に従っていえば,脳
(物質)がく精神(esprit))ではないことにあろう。そこでこの精神とは何
かを突きとめること,その筈がデカルトをしてく日常的用法)を提起せしめる
‑事由になることが求められよう。それにはく日常的用法)と名付けたのは筆
者であるがゆえに,まずこの命名の確認からはじめる必要があろう。そしてそ
こからも答が見出されてくるにちがいなかろう。く日常的用法)という命名は,
すでに記した(26)く1usage ordinaire)なる語,またくcest en usant seulement
l

de

la

vie

et

des

conversations

ordinaires‥

qu

on

apprend

a

concevoir

lunion de l云me et du corps (誰もが心身合一を,日常的生や日常的会話
をなすときにのみ理解している))(節)という内容によっている。とすれば答は
もとより明白であろう。その精神とはくame (魂))なのである。それゆえデ
カルトにとって,くame)なしに,く日常的用法)は打ち出されてはこなかった
といえよう。そこにはく真理の探求〉と相達して,身体が伴われていなければ
ならない。身体は前記したようにく現実的経験的)なことにおいて,すなわち
註(27)にもある通り,く日常的生や日常的会話)において身体(の遵劫)を要
求されるし,それが可能となるのはそうした身体が精神に結びついているから
にすぎない。身体と精神が結合して語られるのがこのく日常的用法)である。
そうなるとそこにおける精神はく身体と区別された精神(esprit) ) (く真理の探求)
i(28)と違うそれを必要とするであろう。以下にかかる精神の‑解釈がかかげら
れる。註(27)中のく心身合一)はもちろん,精神が身体(あるいは身体が精神)
と緒合(関係)することをさす。この上記した精神が意味させるのは,超自然
的く精神(esprit))とは異なる新たな精神でも,ましてこの超自然的(精神
(esprit))を除外してことのはじめから自然的精神として捉えられるそれで
もなく,まさに超自然的く精神(esprit))なのである。ところがデカルトに
よって註(27)には,あのく心身合一)をくunion de lame et du corps)と,
あるいはこれまでの引用文中の註(23)の①にくnos ames)と記されるごとく,
くame)が使用されてくるo これで註(28)のようなくesprit) (超自然的く精
秤))と違うことが了解される。しからばどこにその違いがあるというのか0
再度繰返すが,精神というものが身体と関係するか,無関係であるかによって,
それぞれくame)やくesprit)に使い分けられる,別言すると前者くame)は
超自然的く精神(esprit))が身体と同次元の暗神になる,後者くesprit〉は身
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体とは興なった次元にあって当然超自然的く精神)のま酌こなるというデカル
トのおのおのの語法によって相違するということである。今間うている前著の
ことを註(23)の(カで確認しておこう。くnos ames)はく神がわたしたちの桁
神のなかに‥.)という語句中の語であるが,これはまたこの引用文の前にあ
る語句く神が自然のなかに.‥)と同様な内容を担うとみることができる。た
とえばく神)(く神)にはむろんアリストテレスのいう く形相)が相当するが,
プラトソのいう くイデア)を当てはめてもよい)を超自然的く枯神(Esprit))
と表現させ得るならば,それはデカルトにあって,超自然的く枯神(Esprit))
がそれこそくesprit)とかわりがないがゆえに,身体を所有する(とみる)
くわたしたち),すなわちく自然)のなかに結びつけられてあることを語って
こよう。換言すると超自然的く精神(esprit))がくわたしたち)という く自
然(身体))にあることを示唆させて,デカルトはくame)なる語を用いるの
であり,筆者はここではじめてこのくame)を自然的柿神とみなすわけである
(ただし筆者が名付けている超自然的く枯神(esprit))や自然的精神くame)
はとくにそれと記す場合を除いて,これまで通りそれぞれく料神)や精神なる
語で使い分けられることを,なおまた精神というものには以上のことから,新
たな精神などはない,後述するく同じ一つの精神)(29)にあるのはこのくesprit)
と く云me)だけになることを付記する)。だから身体と関係するかぎりの
くesprit)がくame)であることによって,前記していた脳(物質)について
ここで語るならば,その脳(物質)はもはやくesprit)そのものではなく,
く云me)として把握せねばならぬはずである。その意味でく云me)の出所は
くesprit)にかかわるところにあるばかりか,実に身体を措いてないといい得
るであろう。同時にく云me)にとってそのくesprit)が身体に関係するとみな
すことは,超自然的く精神(esprit))が自然的精神(くame))になることを
さすどころか,超自然的くわたし)く思惟または理性)が自然的わたし・思惟
または理性になることまでを合意させてくるのである。なんとなれば筆者が言
及中の理性にあって,超自然的く理性)が自然的理性になるという例こそく日
常的用法)にみられるからである。 (次いでながら,上記を前提にすれば,こ
こでもすでに述べたこと,つまりはく日常的用法)における存在論はないこと
を明かし得ると付け加えることができるであろう。すなわちく日常的用法)に
あって,くヂ1‑・理の探求)における超自然的く精神(esprit))がいかに身体に結
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びつくとはいえ,く其理の探求)ではその超自然的く理性)をしてくある)を
確証せしめることが一方で語られてくる以上,この同じ超自然的く理性) (身
体との結合ではむろん自然的理性という)によって,く日常的用法)用の存在
論が他方で形成されることは不合理で矛盾でしかなくなるのである。デカルト
が二元論に固執しようとすれば,なおさらく日常的用法)における くある)は
ないといわねばならぬであろう。)
ここからは本来ならば,その超自然的く理性)や自然的理性がプラトソ的な
らびにアリストテレス的思想の反映にたんにとどまるにすぎないのかどうかな
どをさらに確かめてみるべきところとなろうが,しかし筆者は上段にく日常的
用法)を触れたのを契機に,後述でのその証明のために不可欠となる身体のこ
と,あるいはとりわけくある能力)と記したく情念)のことの若干についてま
えもって説明しておく方が先きであると判断する。別言すると筆者がデカルト
のいう く真理の探求)をプラトソ的であり,く日常的用法)をアリストテレス
的であると,しかもく真理の探求)における超自然的く理性)によって,両者
は関連するとし,かつかかるく理性)がく日常的用法)としての身体に,なか
でも く情念)に具現されるとみるなかで,その身体やく情念)の思想がここに
明かされるのを求めるのではなく,これらがいつデカルトの脳裏をかすめたの
かを確かめておかねばならないということである。それには何よりもまず,身
体やく情念)のことは何もデカルトの後半生の⑧ 『情念論』や(9 『道徳書簡』
(とくに『ェリザベトへの手紙』)なる作品で問われたことではないと指摘し
ておく必要がある。このことの証左にあっては次の引用文が参照されよう。
伝)①J avais explique assez particuli芭rement toutes ces choses(esprits
animaux, corps, sang, nerf, art芭re, veine, coeur, cerveau, etc) dans le

traite que j'avais eu ci‑devant dessein de publier. '(括弧内筆者)
わたしは,以前に発表をもくろんだ論文のなかでこれらのすべてのこと(動物
楢気,身体,血液.神経,動脈,静脈,心臓,脳など)を相当詳細に説明した。
②J'avais‥. fait voir‥
jointe

et

unie

plus

qu'il est besoin qu elle(五me raisonnable)soit

etroitement

avec

lui(corps)

,

pour

avoir‥.des

sentiments

et des appetits semblables aux notres, et ainsi composer un vrai homme.

(3.) (括弧内筆者)
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わたしは,理性的料神がわたしたちのものと似たような感覚や欲求をもつため
に,したがって本当の人間をつくり上げるために,身体とさらに緊密に結合し合
一されていなければならぬことを示した。

上記は両方とも⑤ 『方法序説』第五部による引用である。これもデカルトの
諸作品上では後半生のそれとみられなくはないが,同時にこれらの引用文に盛
り込まれる内容からして,身体やく情念)が語られよう作品はこれよりさらに
遡るところにあるといえるであろう。なんとなればデカルトがその①にく以前
に発表をもくろんだ論文), ②にくわたしは‥.示した)と書くからである。そ
れゆえこのく論文)やく示した)ものには,ここに記されるようなく身体)
く感覚sentiment)く心身合一)のことさえすでに物語られていたとみてよい
わけであり,当然このく論文)やく示した)もの,つまり作品は何か(それは
また同一の作品なのか否か)が質されなくてはならない。だがこのことは①①
はともかくその(参にいかなることが述べられているかを探ったうえで取り上げ
られても遅くはないのである。
く理性的精神ame raisonnable)にく色me)が用いられるかぎり,く邑me)
は筆者のいう自然的精神なのであり,このく云me)においてく心身合一)が成
り立つかぎり, (至Xg)はこれもまた筆者のいうアリストテレス的であるく日常的
用法〉下にある引用文となる。しかもその文脈からはく心身合一)が成るとは
じめて,く云me (ここでは(心))であるく理性的精神)自体がく感覚)をもつ
と読み取ることができるのであれば,そのく理性的精神)にく感覚)が受け入
れられること,すなわちく受動)たる能力がその精神に加えられることが示唆
されるであろう。このときその粍神はく心)であるばかりか,く身(身体))に
もなるし,く身体)こそく感覚)であり,く受動)たり得るといえるのである。
しかしこのく受動) (たる能力)とは何か。何よりデカルトがくわたしたちの
ものと似たような感覚)というところに注意しておこう。そのなかでまずくわ
たしたち)とはこの場合いわずと知れたこと,く身体)となるのであり,次い
でくもの)とはく似たような感覚)がその精神に受容される以上,く感覚)で
あってみれば,くわたしたちのもの)は身体の感覚,別言すると感覚なる身体
という意味しかない。そして身体の感覚は外的・内的感覚(32)とみなされる感
覚になる,つまりはくわたしたち(身体))のまわりの外的世界から,また
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くわたしたち(身体))の内部からその精神に伝達されるsensとなる。だが①
(勤にそのsensではなく, sentimentが記されるのはなぜか。それは,く理性的
精神が‥.感覚sentimentをもつために)はさらにく理性的精神)にsensが
受け入れられねばならなくなるからである。かかるく受動)たる能力が新たに
くわたしたち)という く理性的精神)に受容される段階において(このことが
身体にかかわる精神としてのくえme)にさせるかぎり,そのく邑me)である
くわたし(たち))もまた精神はむろんのこと身体でもあるということになろ
う), sentimentとなることはすでにくsensのsentiment化)としても述べた
通りである(33)かつこれこそが筆者のいう

く受動)のく日常的用法)なので

ある(34)このく受動)のく日常的用法)において,精神が自然的h榊である
ことはまた,わたし・思惟または理性にとっても自然的わたし・思惟または理
性であることでもある。だが自然的理性(思惟)でもあるく理性的精神)は,
その理性(思惟)なるく能動)をそこで発揮させることがない(むろんく受動)
のく日常的用法)に時間(的経過)のことが考慮されるならば別である)。な
んとなればこの思惟(ここは理性ではない)は先きに記した言薬を用いると,
く思惟される)にすぎなくなるからである。その思惟(ここは理性ではない)
の一つがく受動(感覚sentiment))となるのは当然であり,この一つは決し
てく能動)ではないのである(前紀要の引用文(35)にデカルトはく精神から生
じるいかなる能動もなしに)と書き込んであるではないか)。それゆえく受動)
のく日常的用法)には,く其理の探求)との本来的関係が見当たらないと断言
できると同時に,筆者は上記からのことをもってく身体との全体的関係にある
く受動)のく日常的用法))(36)であると主張したのだ。換言すると く受動)の
く日常的用法)註(36)のかぎりにおいて,く能動)たる理性(思惟)が作用す
ることができずに,く理性的枯神)をして全面的に身体(感覚sensとsentiment)
に影響せしめられることをさすということである。
としても人は①②に何んらく情念)のことが記されていないというであろう。
確かにこの語が書かれていないところからはその通りであるやもしれぬ。そう
いえるのはデカルトがく日常的用法)に対して,たんにそれとだけいい,こと
さらそれをく受動)のく日常的用法)とするような筆者の見方をとらないこと
にあるからである.だからこのく日常的用法)である(王×参にく情念)のことが
まったく窺われないとはいえなくなる.そこで(至X至)はく情念)としていかに理
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解されようかである。筆者はそのときでも,やはり く感覚sentiment)杏,は
たまたせんさくの感にすぎるといえども,くetroitement〉をその理解に欠かせ
ない語とみる。この私的‑理解がたとえ否定されようとも,当然のことその
く情念)なる語はデカルトから消えてなくなるはずはなかろう。というのは
『情念論』にく輯神にとりわけ関係づけられる情念(passions)は‥.精神の
感覚(sentiments de l云me) …と定義され得る)(37)と謡われるがごとく,こ
のく情念)なくばデカルトのいう く日常的用法)が生み出されはしないからで
ある(後述)。とすれば①⑧のく感覚sentiment)をその文脈からはく精神の
感覚)と受け取ることが許されるのだから,このく感覚)はく情念passion)
になるといってよいであろう。それでも註(37)のく柄神にとりわけ関係づけら
れる情念)とは何を語るのか。くpassion)にく情念)とく受動)の意味がある
のは周知のことであろう(38)これを踏まえると,かかる く情念)とはG)(参で
いう く理性的精神)内にはじめて生じるく受動),つまりはく理性的枯神)自
体のく受動)であるということになる。それゆえ当然ながら,このく受動)は
く理性的精神)に受け入れられるく受動(外的・内的感覚))を発端にし,あ
るいはそれに全面的に依拠するく受動)の(日常的用法)のようなく受動)に
よって,く情念)が起こるのではない。く情念)の発生にはだから,く理性的精
秤)自体でく受動(情念))をもたらす契機がなければならぬことにある。外
的・内的感覚(sens)が全面的にく理性的精神)に受容されないとすると,そ
のかわりをなして,く受動)を生むに手助けとなる能力がそのく理性的精神)
になくては,かかるく精神)自体のく受動(情念))が生まれることなどあり
得なくなるのである。そしてそのく受動)を生み出すための助力となる能力こ
そ,く其理の探求)においてみられる諸能力たる

く能動)なのである。この

く能動)は実は唯一く真理の探求〉をく日常的用法)に,なかでも後記する
く情念)のく日常的用法)に関連させる証しとなるのである(く能動)がいか
に作用し,両者がいかに関連するかは前紀要(39)にすでに語っている。)ただし
断わっておくが,く情念)のく日常的用法〉に関連するく其理の探求)はく身
体と区別された精神)にあって語られるく真理の探求)ではもはやない。それ
はく理性的精神)が自然的精神であるからして,何らかの身体との関係にある
ことを示唆させるばかりでなく,く理性的梼神)の理性(これも自然的理性で
あった)がその関係に基づいたく能動)として作用するという,そのような
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く真理の探求) (のく思惟の動き))でしかなくなるからである。そうだとすれ
ば次に問われるべきは,かかる理性のことはとも.かくも,く理性的精神)が何
らか身体と関係するとするその関係とは何かであろう。そこで筆者はくetroitement)
を取り上げてみようというのである。先きにこの語をく緊密に(ないしは密接
に))と訳したが,これはもとより,く受動)のく日常的用法)用の訳であり,
それによって身体との関係がそこではく緊密に)になる,つまり全面的で全体
的な関係になることを意味させるのだ。だからかかる関係を示す語く色troitement)
の訳を今度はく情念)のく日常的用法)用にく狭く(ないしは部分的に))と
なし得るならば,身体と全体的関係にある く受動)のく日常的用法)とは別の
く日常的用法)があると理解することができるのではなかろうか。く日常的用
汰)がデカルトではたとえ‑くpassion)なる語で語られるのであっても,く日
常的用法)は二つのそれに区別されることが可能なのである。すなわちく受動)
のく日常的用法)のほかに,これもまた筆者のいう く情念)のく日常的用法)
(40)があるべきなのである。それはく部分的に(狭く)〉ということによって,
身体との部分的関係にあるく肺念)のく日常的用法)(41)となり,そこにはさら
にく能動)が作用するのであるならば,おのずと く受動)のく日常的用法)と
は相達してくるからである。身体との部分的関係をかたちづくるのはむろん
く理性的精神(自然的精神))であり,その自然的理性である。身体との部分
的関係とはだから,自然的理性たるく能動)が身体の外的・内的感覚によって
く受動)にされるのではなく,それが外的世界に身体内部に働きかけることに
よって外的・内的感覚の筆者のいう く受動的因子)(42)を担うところにある関係
である(く真理の探求)ではく超自然的理性)たるく能動(作為または作用や
働きかけ))が身体の外的・内的感覚(外的世界や身体内部からくる感覚)を
無視し排除することはいうまでもないのみか,本来論外のことといわざるを得
ない。なんとなればく超自然的精神(理性))は身体(自然)と無関係でなけ
ればならないからである)。それゆえプラトソ的く真理の探求)とく情念)の
く日常的用法)は,前者でしかみられないく能動)が後者(これがアリストテ
レス的であるかはともかく)の身体との部分的関係という前提のもとに用いら
れてはじめて関連する,別言すると後者用のく能動)がなければ,く情念)の
く日常的用法)は前者と関連しない,またかかる関連でのく情念)がなければ,
く情念)はく情念)のく日常的用法)として,ましてや『情念論』として結実
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されないといえるのである。そうすると明白なことは,デカルトのいう く日常
的用法)にあっては,すでに触れた通り(43)このく情念)のく日常的用法)
こそがく真理の探求)の一つに関連することにおいて,く受動)のく日常的用
汰)よりも先きに考究の対象とみなされたというわけである。 (なお筆者は本
文のかなりまえの方でく受動)のことを⑦と(9の記号で分けて記したが,ここ
でその説明が必要になってくる。そこでの文脈から⑦はく受動)ならびにく情
念)杏, ㊥はく情念)だけを合意させ得よう。 ㊥のくく受動〉も含む動きをみ
せる)という表現にあって.く動き)とは当然筆者のいう く思惟の動き〉のこ
とであり,そのく受動)はく情念)であるとみたのだから,く情念)はデカル
トのいう く思惟)の‑であると捉えなければならぬ。たとえば前紀要のく真理
の探求)としてのく思惟の動き)となる引用文⑦(丑にあろう<ォ)く疑い,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)とい
う一つ一つがむろん能力とみられるとともに,ここではく思惟(する))(45)な
のであり,もとより く能動)として作用するようにある。それでも く情念)自
体はく能動)ではなく く受動)なのだとすれば, ⑦③(46)のく真理の探求)に
おいて語られるく同じ一つの机神)はく思惟(する))がく思惟される(受動))
となるく僻念)やさらにはく受動)のそれぞれのく日常的用法)にも適用され
なくてはならないであろう(く同じ一つの精神)については後述に証明)。く能
動)はデカルトにあって理性が可能にしようし,理性もまたく思惟(する))
の‑である(おそらく￠X王)のく想像し,感覚する)以外は理性の能力となろう。
たとえばくきわめて明噺に判明に理解する)ことにあって,く明噺に)から
く判明に)と至るまで,時間(的経過)をそこにかけながらも,次々と理性が
働きかけるのであろう)。それゆえ筆者が前段の箇所においてくこの思惟(こ
こは理性ではない))と記した括弧内の意図は,理性がく受動)としての作用
をもたないと示すことになろう。とまれくく受動)を含む動きをみせる)当の
く情念)はく思惟)の‑であり,その理性たる

く能動) (それはまたく思惟の

動き)の‑である)によって,このく能動)がく括神にとりわけ関係づけらけ
る)く机神の感覚)においてく受動(情念))にされる,筆者のいうところの
く認識の起こり〉(47)をさすことにある(48)後述に証明)。ここからく情念)と
してのく動き)はく能動)だけでも

く受動)だけでもないこと,く情念)はそ

の両方を伴って成り立つ(まずく能動〉次にく受動)であり,その道ではない)
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ということがいえる。またこのく情念)以外に,〈受励)の用法もみられると
いう⑦のく受動)は,粍神(思惟)にく直接)(49)く思惟される)とするく受動)
としてのみ働きかけられるのであって,このく認識の起こり)に時間(的経過)
が加わるのであれば,く情念)のく日常的用法)のく認識の起こり)における
のと同様,理性(他の思惟)が働きかけるということも可能なのである(後述
に証明)0)
実は,く其理の探求〉をめざすとされるこの(参『方法序説』の(sXDC参をはじ
めとして, ⑥ 『省察』(50)や⑦ 『哲学の原理』(51)にも,また② 『精神指導の規則』
(52)にさえも,く身体)への言及がなされていることは注目されてしかるべき点
である。筆者がもっぱらく真理の探求)以外を考究する,つまりはく日常的用
汰)を打ち立てるとみた作品を③④⑧⑨と表記するうえで,それでもこのく諸
作品など)と本論文の冒頭段落で傍点をことさら付したのは,く日常的用法)
を予測させる事項く身体)く情念(受動))く心身合一) (ただしここでは上記
からく身体)のことと受け取るだけでよい)が②⑤⑥(参にあるためでもある
(筆者は②を主にくわたし)く神)く事物)の存在証明の試みをなすところの⑤
⑥⑦なる作品群に組み入れたが, ②は元来,そのく二十一規則)が⑤第二部の
く四つの規則)につながる特徴のあろう作品であり,このかぎりではく真理の
探求)におけるかかる存在証明のことよりも,その認識(思惟のく方法))あ
るいはその思惟なる諸能力のことを語る作品であると推察される)。そればか
りか,く身体)のことが言及されるならば,デカルトは同時的にく情念(受動))
やく心身合一)のことに触れざるを得なくなろう。その通りなのであって,
く情念(受動))やく心身合一)のことは⑧ 『情念諭』として集大成されたり,
⑨ 『道徳書簡』でその所信を表明したりする以前のこの⑳⑳⑥⑦にも明記され
ているのである(53)すると筆者のこの本論文で取り上げたデカルトの作品群
のなかでいまだ詳言されない①や朗)は何かということになる。
それゆえここで再び⑤ 『方法序説』からの引用であった(訳壬)と(卦に,すなわ
ちおのおのに記されたく以前に発表をもくろんだ論文)やくわたしは‥.示し
た)というところにもどってみなければならなくなる。 (9 『方法序説』以前の
作晶のうち②を除く①や③④にあって,筆者はおそらくは, ①①のく論文)に
故当する作品が③ 『世界論』および④ 『人間論』 (本論文V/flR段落にて③④が
連記されるのもこのためである)であり

至)におけるそれが④ 『人間論』で
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あろうと予想する。そしてここに知るべき肝要なことは,これらにも(榔)
にもまして,く身体)のことはもとより,註(53)での説明通り,く情念(受動))
とはたとえ明記されずとも,それと相即不離にあろう く感覚)なる語がその解
説とあわせ頻繁に用いられていること,なかでも④にはG)②と同様なく心身合
一)のことを示す文章がその冒頭段落で打ち出されていること(54)さらに付
け加えると,く情念(受動))の語が早くも(かに出てくる(55)ということなので
ある。
してみると,そこから何が察知されるのか。デカルトは②とくに縦)ある
いは⑩の作品でく真理Fの探求)の認識論,存在論,価値論(倫理学) (この一
部は⑧にもある)をすべて扱う哲学としての試みだけでなく,初期の作品QXD
④からおよそ作品全体を通して,身体に関する考察の試みをなしていたことが
察知される。別言すると く日常的用法)の思想はすでに述べたように,哲学と
は捉えられないにせよ,く真理の探求)にまさるとも劣らないその質量を誇っ
ていたということになる。それはもはやく其理の探求)の付け足しの思想では
なしに,く其理の探求)と同等に対噂する思想であると語られるべきである。
く日常的用法)の思想がかかるように対崎せずば,その付け足しとなるは当然
であろう。ただしそういうにはそれだけの事由がく日常的用法)の思想になけ
ればならなくなる。筆者はく真理の探求)というデカルト哲学の独自性はたと
えば⑤⑥⑦にあっても,く日常的用法)の思想を抜きにしてめばえはじめるこ
とがないとみる。そしてく日常的用法)の思想は筆者がかつて語った通り,
くデカルトがおのれの哲学をしてく精神)と く身体)を明確に区別するく真理
の探求)から出発せしめ,終生それを基礎とする)(56)姿勢を保とうとすればす
るほどに,これとあたかも並行させられて明白なそれになっていくとみる。だ
が同時にく日常的用法)の思想はく真理の探求〉を発生させ,それ自体を明白
にさせるということも,前者をば後者と同等に対崎せしめるのをいささかも否
定するものではないとみる必要がある。かえってそれなくぱく日常的用法)は
その出所を問うにおいても,く真理の探求)にもどこにもないということにな
ろうし,それこそ前者自体,後者にいう く同じ一つの料神)に与ることすら不
可能になってくるであろう。く日常的用法)の料神はデカルトのいうところ,
確かにくXL理の探求)のく精神)とは次元の興なるわたしなるm神であるにし
ろ,それでも同じ机神(わたし)にかわりがないかぎり,しかも柄神をあらわ
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していう諸能力にとってく真理の探求)でもく日常的用法)でも同じ諸能力が
該当していなくてはならないかぎり(ただし両者にあって相違するのは諸能力
たる思惟のく方法)(く思惟の動き))だけとなろう),く同じ一つの精神)とみ
なされる精神でなければならぬのである。だからく同じ一つの精神)には,一
方の次元(これはすでにみた非現実的非経験的,非空間的非物質的または超自
然的く精神)くわたし)く思惟または理性)なる表現と同意である)でいう く真
理の探求)のく精神)と,他方の次元(これもすでにみた現実的経験的,空間
的物質的または自然的精神・わたし・思惟または理性なる表現と同意である)
でいう く日常的用法)の精神が複合されてあるのであり,後者も当然く同じ一
つの精神)に列せずにおれないがゆえに,く日常的用法)はく真理の探求)と
ならぶ思想になるというわけである。
デカルトがく日常的用法)の思想を明白にさせたのはすでに知る通り,く情
念)をものにしたことによるであろう。筆者はそのことを,ここでは紙数の制
限からも詳しく繰返すほどの余裕をもちあわせぬが,しかし筆者の主張となす
とみておけば,いかに端的にいうにとどめるにせよ,なおさら取り上げざるを
得ないと指摘しておく必要がある.そのことは何より,本論文の(D(参の
くetroitement (部分的に))ならびに前紀要のくun certain droit particulier
(ある特殊な権利))の語(句)が加えられた引用文にある(57)といえよう。そ
して実は後者の引用文には前者の語(58)も含まれているから,つまりこの語が
両者を共通の文意にさせるから,く日常的用法)における庄)(9のく心身合一)
さえくある特殊な権利)による く心身合一)にしかならないと読むことができ
るのである(少なくも筆者はデカルトのいう く情念)なる思想形成はくある特
殊な権利) (59)という語句が見出される引用文(⑥ 『省察』)から本格的に始動
され出すとみる)。ここからは何はともあれ,く日常的用法)においては二つの
く心身合一)のあり方があると断じることになる。その‑が筆者のいう く情念)
のく日常的用法)におけるく心身合一〉,その‑がこれもまた筆者のいう く受
動)のく日常的用法〉におけるく心身合一)である。しかし両者のなかで前者
が紛う方もなく,く部分的に)くある特殊な権利)に関係してくるく日常的用法)
であり,これ以外の関係にあるとみなされるのが後者なのである。それゆえ後
者は全面的全体的合一であり,前者は部分的合一になるのである。全体的にし
ろ部分的にしろ,両者にあって合一するとはもとより精神が身体と,あるいは
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註(52)に付記したこと(デカルトがく身体は柄神によっていかにかたちづくら
れるか)と述べて身体をとりあえずは主語に立てたこと)のように,身体がm
神と結合することである。だが精神が身体とく部分的に〉くある特殊な権利)
に関係すれば,く日常的用法)の精神はなぜにく情念) (のく日常的用法))に
なるのかである(この文章中精神を主語にしたのは,デカルトがたえず精神を
基軸にしていたことによると同時に,ここではく情念)がその精神の能力には
かならないからである)。それは,く情念)が身体をく部分的に)くある特殊な
権利)にて精神にかかわらせ得る,逆にいうと身体との関係がく部分的に)
くある特殊な権利)にあるのが精神のく情念)であるからであった。筆者は
くある特殊な権利)という意味はく日常的用法)のく思惟の動き〉に唯一みら
れるく能動)にしかないと理解している(59)く情念)にあってこのく能動)は
まずは前記しておいたような理性,次いでく枯神のsentiment)(60)である(後
述に証明)。後者の能力についてはともかくも,理性なる能力が最初に,外的・
内的感覚(sens)に対して,そのく受動的因子)を担う(能動)として作用す
るのだo これすなわち, (情念)のく日常的用法)は身体と く部分的に)関係
するということであった(他方,く受動)のく日常的用法)においては,この
外的・内的感覚(sens)はく部分的に)くある特殊な権利)としてでは決して
なく,枯神にそのまま全面的に受容されるのであった。それは前紀要に記した
通り(61)そこでは精神はく意志の協力なしに),く能動もなしに)何よりも先
きにく受動)にされる(く受動)としてしか作用されない)必要があったから
である。それゆえこれすなわち,く受動)のく日常的用法)は身体と全体的関
係を保有するということになるわけである)Oなおまた,この理性なる能力と
はく真理の探求)における く超自然的理性)にかかわりある能力であった。つ
まり く超自然的理性)はそれ自身をしてアリストテレスのく形相〉なる思想の
ごとく,身体(く質料))と結びつかせることによって自然的理性にさせられ
る能力であった。かくて身体とく部分的に)関係することと同時に.その枯神
にく能動〉を惹起することがく情念)形成の出発点となる。そこでまた,この
く能動)がもともと く其理の探求)にしかなかった能力の作用であるというこ
とならば,く情念)のく日'削杓用法)は身体とのかかわりにあったとしても,
そのく真理の探求)と関連せずにはおれなくなったといえるはずである。かつ
デカルトはく真理の探求)を基礎としそれに重きをL'削、てく日常的用法)と間
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連させるがゆえに,ことく日常的用法)にあっては,それを身体と無関係な
く精神(esprit))ではなく,身体にかかわる精神(ame)として構想せざる
を得ないのみか(この云meはすでに④ 『人間論』に散見していた) ,く受動)
よりもく情念)のく日常的用法)の考究を優先させることになったわけである。
さらにまた,かかる関連において,く情念)のく日常的用法)の精神(えme)
がく同じ一つの精神) (たとえこの表記のく精神)がespritであろうとも)に
なり得るという新たな意味をこのく同じ一つの桁神)に添える(62)それもす
でにいったように,く真理の探求)における超自然的く精神(esprit))の‑能
力が丘meの自然的能力としてあることによって(繰返すが,この経線も

く情

念)のく日常的用法)をしてく真理の探求)との関連を証左せしめることにな
ろう),く同じ一つの精神(esprit))が(同じ一つの精神(ame))にとってか
えられるだけだからである。
以上からは,たとえばデカルトが註(52)でく身体は精神(esprit)によって
いかにかたちづくられるか)ということで知るごとく,デカルトはそこで身体
を主語に立てるにしろ,結局はつねにく精神(esprit))を中心にして語るだ
けであると読み取ることができる(この引用文も受動態にすぎないのだ)。し
かしながら,かりにも身体を主語に立てることはデカルトにおいて,身体あっ
てのく精神(esprit))なのではないか,つまり身体を何んとかしてく精神
(esprit))のために操作処理する,あるいは身体を何んとしてでもespritか
ら区別せねばならぬというところでのespritであったのではないのか。この
ことは,身体の何らかの解決みずしてく精神)が語れなくなるほどに,実は
く精神)はとくにその成立の過程で身体と関与しあっていた(のちに記すいわ
ば自然的く感覚)がく精神)のもとで排除される解決をなすがゆえに,デカル
トをそのく精神)を中心にしたく思弁)に駆り立てるような関与は確かにあっ
たのである)というべきであり,身体はく精神)にとって看過できない思想に
なっていなければならない,換言するとく精神)は身体の見方いかんにこそか
かっているということを示唆させる。そしてそこから問われるのはデカルト研
究の‑姿勢であろう。そこで筆者はシモーヌ・ヴェ‑ユにならって,デカルト
研究がこのく精神(esprit))をあたかも代表するがごとき理性(筆者のいう
く超自然的理性))の考究をもっぱらにすることにあるだけではなく,身体の
考究にもあると強調しておきたいのである。もとより後者考究の対象は筆者の
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主張としてこれまでの譜論文に触れてきたように(63)身体をあらわす感覚
sensやsentiment)以外ではない。だからこれをもっていい換えると,チ
カルト研究は理性からのみではない,感覚からの考究が必要であるということ
なのである。なんとなればこの理性は少なくとも感覚の見方(思想)から捉え
られることによって,さらによくみえてくるからである。その一例を簡略して
でも振返っておこう。まずく真理の探求)の場合である。く料神(esprit))は
く感覚するsentir)のsentiment化(sentirもsentimentもespritの能力で
ある)を可能にするが(糾),しかしそれさえく真理の探求)の成立をみんがた
めに排除され,くきわめて明噺に判明に理解する)ごとくに理性を行使するだ
けとなる(かかる排除は身体との結合をかすかに唯一意味させよう外的・内的
感覚(sens)のく受動的田子)すら断ち切ることを示唆し,かつく理解する)
理性はく枯神)だけの作用であって本来身体(感覚)とかかわりのない能力で
しかないのである)。これは一見理性(く柄神))と感覚(身体)がかかわりの
ない関係にあることを示すが,その感覚(sentiment)の見方との関係のなか
で, an生のあるべき姿が見直されてこなければならないであろう。次にく情念)
のく日常的用法)の場合である。く受動的因子)を担うsentir(sentiment)よ
りも,同じく

く受動的因子)を担う(これはすでに身体とかかわる精神云me

であることを合意する)理性(意志でもよい)がもっぱら外的・内的感覚に働
きかけること(能動)によって精神のselitimentとなり,これにく精神の
sentiment)(65)が働きかけるならば,精神のsentimentがく帖念(受動))にさ
れるであろう。ここに理性と精神のsentimentの関係が見出されてくる。こ
の精神のsentimentの見方との関係のなかで,理性のあるべき姿が見直され
てこなければならないであろう。そしてく受動)のく日常的用法)の場合であ
る。外的・内的感覚が机神ameにそのまま受容され,精神のsentiment (普
たはsensのsentiment化)になる。ここには理性は直接関係してこない。だ
がそうした理性がそのあるべき姿なのか見直されてこなければならないであろ
う。むろんそこに時間(的経過)を伴わせてみるならば,机神のsentiment
に対して,理性は判断・分析・抽象などする働きかけをなすはずである。これ
はく情念)のく日常的用法)でも同様であろう(く真理の探求)はsensや
sentimentと無関係になったうえで,理性のみを発揮するのはいうまでもなか
ろう)0
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このく真理の探求)く情念)のく日常的用法)〈受励)のく日常的用法)のお
のおのにわたる感覚の考究もさることながら,そもそもこの三つに分けること
なしに,理性がよくみえてこないのも事実なのである。なんとなればこれらの
三つは実に感覚の三つの用法によって分けられたのであり,理性は感覚の三つ
の用法に応じなければよくみえるようにならないからである。ただし正確にい
うと,デカルトにとってはく真理の探求)とく日常的用法)なる二つの用法が
あるだけである。だが二つに分けられるよりどころこそこの感覚,つまりは受
動,つまりは身体に求められねばならなかったのであり,かつ感覚・受動・身
体を排除し無視するかどうかによって,二元論や心身合一になったというのが
デカルト思想なのである。その出発点に位置する感覚(sensやselltiment)
受動・身体を他のいかなる能力に比べても劣等に取り扱うことは不可能である。
それはたとえば今問うている理性,つまりは能動,つまりは輸神(espritや
云me)自体を,また二元論や心身合一における理性・能動・楕神をこの感覚・
受動・身体抜きではどうしても論じさせることができなくなるからである。そ
こでく日常的用法)をさらに二つに分けて捉える(二つのうち優先し構想され
た用法はく情念)の方にあるとみる)ところの筆者のいう感覚の三つの用法と
はそのそれぞれのく思惟の動き)のことをさすがゆえに,筆者はこれまでこれ
らの各く思惟の動き)の‑である感覚を軸にした認識(読)を,換言すると
く真理の探求)における く思椎の動き)と二つのく日常的用法)におけるく認
識の起こり)を自らに確認させるべく語り,わずかにではあってもみたといい
得るにまでたどりつくことが可能になったわけである(それにしても く日常的
用法)は,デカルトが感覚の二用法を認めざるを得なくなったために,またア
リストテレス思想が,そのく情念)のことが容認されなくなることを回避させ
るために打ち出されてきたのであろうか)。それゆえ筆者はく其理の探求)に
おけるくわたしはある)く神はある)く事物はある)のそれぞれに思惟のく方法)
(く思惟の動き))をもって至るその各存在証明を,また一一の道徳あるいは
く六つの情念)(66)などの解釈をめがけることを意図しているのではない。そう
ではなく,筆者が上記した通りの,デカルトが確立したと察知されるかかる認
識の確認なくば,くわたし)く神)く事物)という対象に働きかける理性は,く真
理の探求) (二元論)にとってはプラトソ的理性であり,く日常的用法)とりわ
けく情念)のく日常的用法) (心身合一)にとってはアリストテレス的理性で
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あることすら確かめられない,それでは理性はみえてこないし,理性のあるべ
き姿の見直しは不可能になるということが指摘されなくてはならないのである。
筆者はこういう以上,プラトソ的理性を,アリストテレス的理性をそれぞれ
く真理の探求)とく日常的用法)とりわけく情念)のく日常的用法)として体
現させ取りまとめたのがデカルトであるという立場に立つことになろう。
とまれここからは感覚についてではなく,理性について語るところに再びも
どる必要が生じてくる。なんとなればデカルトのいう理性において,何がプラ
′トソ的・アリストテレス的理性にふさわしくあるのかの見直しが課せられてく
るからである。だがそれだけではないのだ。筆者はデカルトのいう理性にはプ
ラトソ的・アリストテレス的理性である以外に,プラトソ的理性でもアリスト
テレス的理性でもないデカルト独自の理性があるとみているのである。その独
自の理性こそ見直されなければならないことなのである。そこにデカルトにあっ
てあるべき姿の理性がもっともよくみえてくるはずである。だがかかる理性は
シモーヌ・ヴェ〜ユのいう通り,明らかなく矛盾)に陥らせ,その結果として
二元論を崩壊させてしまうはかないといえるのである。
〔続〕
本論文にて筆者なりのデカルト論を終わらせたかったが,みてのごとく,普
だく其理の探求)はくいかなる哲学か)という問いの第一が続いている状態で
ある。だから本文中く後述(する))く後述に証明)と記したことがらは次回
に解明することになる。次回はまずくデカルト独自の理性)としたことの問題
から起筆してその第‑を終え,順次,認識論や道徳がく真理の探求)やく日常
的用法)のそれぞれにあっても矛盾ではないこと,三用法をデカルトの引用文
をもって証明すること,時間(的経過)における三用法を想定して解明するこ
と,そしてシモーヌ・ヴェ‑ユの『デカルトにおける科学と知覚』にデカルト
思想を照らし合わせることが予定されることになろう。
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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. Descartesく旺uvres Lettres) Bibliotheque de la Pleiade, Gallimard.
⑦ (R6gles pour la direction de 1 esprit)
ゥ (Traite de 1 homme)
0

(Discours de la methode)

㊤

くMeditations)

ゥ

(Les principes de la philosophie)

O
伝)

〈Les passions de l云me〉

㊨

〈La recherche de la verite par la lumi芭re naturelle〉

ョ

〈Lettres (sur la morale)〉

(Cogitationes privatae) (参考資料Adam et TanneryくDescartes) tome
X, Vrin, 〔ラテソ語版〕)

B.

新潟大学人文学部人文科学研究
『なぜ感受性なのか』( 1),第91軒, 1996年。
m
同上(2)第93輯, 1997年。
O
同上(3)第94餌, 1997年。
㊨ 同上(4)第95餌, 1998年。
￠)

C.

〈Grand Larousse de la langue frangaise》 tome

5 , Librairie Larousse.

(1)とくにこの時期に交わされた書簡のいくつかをさして『道徳書冊』という。 A.
では1629年からの書簡が記されている(A.(∋参照)0
(2) A.OP.147 (またはB.(∋P.52参照)0
(3) A.OP.132cそこにくJe pris un jour la resolution detudier aussi en
moi‑meme.) (わたしはある日,わたし自身をも研究することを決心した)とあ
るのが傍点を付した理由となる。
(4) A.OP.83 <Je suis, done Dieu existe>o
(5) A.㊤P.325 (またA.ゥP.369にく‥.il y a des corps qui sont veritablement
dans le monde.‥)がある)。く部物)の単語に関し, choseやcorpsが用い
られており,デカルトではその使い方があると推察されるが,それをここでは問
わない。ただ本文註(7)のcorpsはく身体)にも訳されるゆえに,く串物)には
く身体)も含まれると捉えること,く事物)は神の実在性を分有することと記し
ておく。
(6)く真理の探求) (la recherche de la verite)なる語は,作品② (A.￠)P.38),
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⑤ (A.OP.127, P.147), ㊨ (A.㊤P.260,他にIa laissance de la
venteを含め, venteは41回(P.258, 259, 261, 264(2), 270, 272(3),
273, 278, 279, 280, 282, 285(2), 286(2), 287, 290, 300, 302, 307, 309
(2), 310, 312(2), 315(2), 316(3), 317, 323, 326(2), 327, 328, 330,

334,括弧内はその回数)用いられる), ⑦ (A.㊥P.567, 570, 572)にある。
(7) A.⑦P.83。
(8) B.Op.2参照。そこにくわたし)あるいはく精神)はく思惟するもの)に等し
いと記してある。
(9) A.⑦P.46くIa methode est necessaire pour la recherche de la verite)0
(10) B.㊤P.P.41‑47参照。筆者はく思惟の動き)は思惟のく方法)と同意である
とみる。
(ll)本文般初の段落中のく神はある)ことから,く物体的串物はある)がこれに相
当する。つまり く物体的串物はある)はく神はある)を明かす思惟のく方法)あ
るいはく思惟の動き)から探られるのである。
(12) A.㊦P.891C
(13) A.OP.128くune connaissance claire et assuree)0
(14) A.OP.151くLes choses que nous concevons trds clairement et tres

distinclement sont toutes vraies (わたしたちがきわめて明噺に判明に理解す
るものはすべて真である))という文章中の一部の引用。
(15) A.⑦P.46くIa connaissance vraie)0

(16) A.OP.142c
(17) A.◎P.766, P.795c

道徳が倍念にかかわるとみるのは.そこにくQue

l exercice de la vertu est un souverain rem芭de contre les passions (徳の
実践は情念に対するこのうえない救済手段であること))とくQue c'est d'elles
(passions) seules que d色pend tout le bien et le mal de cette vie (日常的
生のあらゆる着と悪はただ情念のみに依存すること)〉の例があるからである。
(18)すでに前号(B.㊤P.43以降)において,く受動〉やく能動)について延べた。
そこで今回はデカルトの引用文を持ち出して,これらを本文にて後述に証明する
作業が残るだけとなる。
(19) A.㊤P.321 (B.OP.12 (引用文㊥)参照)0
(20) A.㊤P.321 (B.OP.12 (証(22)参照)0
(21) A.㊤P.264くJe nentends point y parler des choses qui appartiennent A
la foi, ou h la conduite de la vie, mais seulement de celles qui regardent
les verites speculatives et connues par 1 aide de la seule lumi芭re naturelle.

(わたしがそこで(第四省察)理解するのは,信仰あるいは日常的生の行動に属
することがらについてでは少しもなく,自然的な光のみの助けで認識される思弁
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的な真理にかかわることがらについて語ることにある(括弧内筆者)))。ここか
らもデカルトのねらいはく思弁的な真理〉になるといえども,く真理の探求)に
あったとみることは確かであろう。なんとなればそれは身体を伴わざるを得ない
く日常的生の行動)おそらくは感情にかかわるであろう く信仰)と区別されるの
だから。
(22) B.OP.P.10‑11またはB.㊤P.P.43‑44参照。
(23)く生得観念)にかかわる引用文としては, A.OP.P.153‑154く①...jai
remarque certaines lois que Dieu a tellement色tablies en la nature, et

dont il a imprime de telles notions en nos ames‥.。 (わたしは,神が自然
のなかに確かに定めるある種の法則を,また神がわたしたちの精神のなかにこれ
これの観念を刻みつけるある種の法則を認めた)),あるいはA.㊤P.287く②
̲I

‥.toutes ces idees sont du genre de celles que j appelle etrang芭res, et
qui viennent de dehors, ou bien quelles sont toutes nces avec moi, ou

bien quelles ont toutes ete faites par moi…。 (これらのすべての観念は,
外部のとわたしが名付ける観念,つまり外部からくる観念,あるいはわたしにとっ
て生得的な観念,あるいはわたしによって作為された観念のその当故のものであ
る))などが取り上げられよう。ただし①と②との関係から, (》のくこれこれの
観念)が②のく当政のもの〉に相当しよう。そこではだから①のそれはすべて
く生得観念)になるというわけではない。これについては次回参照。
(24)認識は理性に依拠されるというここでの見方が理性論または合理論といわれ,
認識の対象が本文ごときとき(この註箇所の前文)の見方は観念論である。これ
らに対極する見方は前者では経験論,後者では実在論となることは周知であろう。
(25)本文註(7)参照。
(26) A.㊥P.620 (B.ゥP.41註(35)参照)0
(27) A.ゥP.1158c
(28)本文註(7)参照。
(29) A.㊤P.331 (B.㊦註(3)<DョP.2参照)0
(30) A.OP.163c
(31) A.OP.166c
(32) A.(BP.1212 (B.㊦註(27)◎診P.15参照)0
(33) B.㊤P.50, P.54, P.62など参照。
(34) B.㊤P.P.52‑55, P.P.62‑63参照。
(35) B.㊦註(27)◎診P.15参照。
(36) B.㊤P.P.62‑63参照.
(37) A.㊦P.P.708‑709 (B.㊦註(26)◎》P.14参照)0
(38) C.P.4068c

ffl
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(39) B.㊤前者ではP.59, P.61< 後者ではP.P.52‑53, P.57, P.59, P.63参照。
(40) B.㊤P.43, P.46参照。
(41) B.OP.19, B.㊤p.59, P.61参照。
(42) B.㊤P.59, P.61参照。
(43) B.㊤P.58参照。
(44) B.OP.P.I‑2 (のか②③)参照。
(45) B.Op.4参照。
(46) B.Op.2参照。
(47) B.OP.18, P.20参照。
(48) B.㊤P.57, P.60参照。
(49) B.㊤P.63参照。
(50)これまでに取り上げただけの引用文のうちにあって, ⑥の身体に該当するそれ
はA.㊤P.320 (B.㊥⑧註(23)P.35), P.32KB.㊥証(32)P.39), P.321 (B.㊦㊧
註(21)と註(22)P.12参照)である。
(51)これまでに取り上げただけの引用文のうちにあって, ⑦の身体に該当するそれ
はA.㊥P.620 (B.⑲昏註(SOP.41), P.621(B.㊦註(29)P.15参照)である。
(52) ②としての一例A.◎P.P.75‑76 (‥ je voudrais exposer ici ce quest
lesprit de l homme, ce qu'est le corps, comment celui‑ci est forme par
l

celui‑lA... (わたしは人間の枯神とは何か,身体とは何か,身体は精神によっ
ていかにかたちづくられるかをここで説明したかったのである)〉。この②で精
神はameでなく, espritであるし,蝦後の文章で身体を主語に立てているこ
とは興味深い。後者のことは本文で後述。
(53) ⑳⑤⑥⑦にたびたび用いられるく感覚)はく情念(受動))に関係しているで
あろうし, ⑤(i)②や⑥A.㊤P.326 (B.⑬◎③P.15) ⑦A.ゥP.592 〔48〕などは
く心身合一)に関して触れてあるであろう。ただし②には本文上記(括弧内)の
こともあってか,く心身合一)の語は見当たらない。
(54) A.ゥP.807くEt il faut que je vous decrive, premi芭rement, le corps a
part, puis apr占s,色me aussi a part; et enfin, que je vous montre
comment ces deux natures doivent etre jointes et unies, pour composer

des hommes qui nous ressemblent. (そしてわたしは読者に,まず身体を,
次いで精神を別別に説明し,最後にわたしたちに似た人間をつくり上げるには,
これら二つの自然的なものがいかに結合し合一されねばならぬかを示す必要があ
る)〉。この引用文中にすでにく丘me)が使用されることに注意すべきである。そ
の使用がみられるからこそ,身体はもとより, ffi神も くnatures (自然なもの))
となる点で,筆者のいう自然的枯神,自然的理性などの表現が間違いでないこと
がこれで確認されよう。

デカルトにおける理性と感覚(1)

m

(55) A.①P.217くA pa∬lone in pa∬lonem 情念から情念のなか‑))。ただしくA〉
はラテソ語ではくa〉, pa∬loneやpa∬lonem中のく∬)はくss)のこと。
(56) B.㊤P.42参照O
(57)前者引用語は⑤ 『方法序説』,後者引用語句は⑥ 『省察』 (B.e㊧註(2DP.12)
による。
(58)ここに再び琵(57)での⑥ 『省察』 A.㊤P.321 (B.㊦㊨註(2DP.12)の原文を
掲載する <Je croyais que ce corps (lequel par un certain droit particulier
j appelais mien) m appartenait plus proprement et plus etroitement que

pas un autre. (わたしがある特殊な権利によってわたしのものと名付ける)こ
の身体は,物体以上により適確に,より親密に(ただし(至Xg)ではく緊密に)ある
いはここでいう く狭く(部分的に))に訳した)わたしに属することを,わたし
は信じていた)0
(59) B.0ョ註(2DP.12参照。 ㊧以下の本文中には,くある特殊な権利〉とは・・‑・わ
たしのく様態)であり,くわたしが保有する資格)と記している。これに本論文
の結語を付加していうと,わたしのく様態)く資格)はわたしがく日常的用法)
においてく能動)を保有することにあるということになる。
(60) B.㊤P.51, P.57参照Oこのおのおのではじめて,筆者はく柄神の感覚
sentiment de l云me)としてのく柄神のsentiment)なる語を提出しているo
だからこの表現語句は同P.53, P.54, P.56などにみられる表記く柄神)の
sentimentとは異なる能力(本文では棉神のsentimentの表記)であることに注
意されたい。
(61) B.㊦◎診註(27)P.15参照。
(62)筆者はく同じ一つの柄神)で表現される内容を三つある,すなわちその‑がB.
⑳3X参p.2参照のように,く真理の探求)において諸能力がく思惟(する))とい
うことに一括されたところで語られるく同じ一つの精神),その二がこの簡所と
本論文のこれより前で記したくEl常的用法)におけるそれ,その三がく真理の探
求)とく受動)やく情念)のく日常的用法〉をすべて含めて語られるそれとがあ
るとみている(この三は後述に証明)。ただしその三は時間(的経過)を考慮さ
せないかぎり,く同じ一つの精神)は成立してこないであろうし,おそらくこと
三にあっても,デカルトはく同じ一つの精神)の柄神を云meではなく,あくま
でespritを使用して押し切るであろうことも本文で後述する予定である。
(63)過去12年の講論文,とくに最近のそれとしてのB.㊤P.P.46‑47, P.56参照。
(64) B.㊤P.50, P.P.53‑54参照。
(65)註(60)の付記参照。
(66)く六つの情念)とはく歓喜)く悲しみ)く欲望)く.Wき〉く愛)く憎しみ)であると
いう A.ゥ参照。

