なぜ感受性なのか(4)
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これは,一にデカルトのいう く精神)とは何かに結語を得る,また二にデカ
ルトのいう く感覚sentiment)と表題でいう く感受性sensibilite)は関係す
るかを問う連続稿である。
一における結語は,デカルトのいう く真理の探求)のく精神),く日常的用法)
のく精神),さらに筆者のいう三つ目のく精神)たるく思惟の動き)がそれぞ
れいかにあるかをデカルトに聞き糺すことで導き出されてこよう。
ただし,前段については若干の説明が必要となる。まず,デカルトのいう
く精神)を三つに分類して語るのは筆者である。こうしてはじめて,デカルト
のいう く精神)とは何かに答え得るといえるのである。
次に,く思惟の動き)はシモーヌ・ヴェーユのくデカルトにおける科学と知
質) (1930年)中にくmouvement de la pensee)として記される用語であり(1)
その試訳である。だがデカルトでは,く思惟の動き)なる表現自体は諸作品に
出てこないとみるにしろ,く思惟)の方はく精神)を代表させる単語として繰
返し使用されてくる。だから(思惟の動き)とは彼女だけの表現になる。
そして,彼女は同じくmouvement)をく身体)にも用いるということであ
る。くA chacune de mes pensees sont joints des mouvements de mon

corps.) (わたしの身体の諸運動がわたしの思惟のおのおのに接合される)(2)
がこの場合に該当する。これはデカルトでも同様である。前紀要引用文①
(『哲学の原理』)のくわたしたちの精神のさまざまな思惟は,脳の神経を介し
て興奮させられる運動に直接由来する)(3)が,あるいは「情念論』のく身体
(の諸)運動mouvements du corps)(4)がくmouvement)をく身体)に用
いる場合なのである。
以上から,筆者がこの同じくmouvement)をく動き)やく運動)となぜ訳
すのかが新たに問われてこよう。むろん,人がく動き)やく運動)たる内容と
訳語をおよそ文字表現の相違以外は同じであるとみるならば,これらについて
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問うこともなかろう。だが筆者はこの同じくmouvement〉を異なった内容と
訳語で捉えようというのである。なぜなら,ことがそのくmouvement)であっ
ても,デカルトがおのれの哲学をして(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感があるかぎり,何よ
り く精神)にはく身体)と同じく運動)がかかわってはならないといえるから
である。
さらに,くmouvement)に,その訳語のく運動)に関して, 「物体が時間の
経過につれてその空間的位匿を変えること」(5)がく運動)の内容であるとみな
すと,く物体)はデカルトにあって,く身体運動)のく身体)であり,そのく運
動)であるいわゆる(動物精気)(6)さえく物体)の一例になるのである。それ
ゆえ,デカルトで語られるく運動)もこのく身体)としてのく動物精気)が時
間的経過とともに空間的位置を変えることにあるといってよいであろう。かつ,
ここに記すく動物精気)のく身体運動)はもとより,く身体)からく精神〉に
達するまでのく運動)であるし,筆者もこのく身体運動)の一面(7)を語るに
とどまるというしかないであろう。
彼女にとっても,く身体)におけるくmouvement)は,筆者が上記註(2)と
註(3)で指摘したごとく,く連動)と訳され得る。そこでこの訳語を導くうえ
ではまず,これらの引用文がほぼ同じ文意を保有するとみる必要がある。かく
いえるのは,彼女の引用文註(2)がデカルトの引用文註(3)のごとき例の読み
から成立しているし,筆者が彼女のその読みに立ってここではデカルトを解釈
しなければならないからである。だから,筆者は彼女において,註(2)中の
くmouvement)が註(3)中のくmouvement)に等しくある,あるいはこれら
の註が前段でいう く身体)から(精神)に達するまでのく身体運動〉のような
く運動)に等しくあると認めるがゆえに,なおまたこのくmouvement)にか
かわっている註(3)のく脳の神経)という く脳)も く神経)も く身体(部分))
にみられると理解するがゆえに,註(2)や註(3)のく身体)におけるくmouve‑
ment)はく運動)以外の訳語にはなり得ないのである。
しかし,く身体)におけるくmouvement)の内容と訳語はデカルトのいう
く精神〉(8)に兼用されるのか。否である。く真理の探求)のく桁神)でのく身
体)とく精神)の区別がその米用を許しはしない(他の二つのく精神)でも同
様であるとみる)。だから,彼女がく精神)にくmouvement de la pensee)
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なる表現を用いるとて,この表現は当然く身体)における
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くmouvement)の

内容と訳語に同じであってはならないのである。ところが,そのく思惟)自体
が直接修飾する

くmouvement)の使用は彼女にみられるこそすれ,デカルト

にはないといった(註(10)にくmouvement)の例があるが,これも

く思惟の

動き)というそれではない)。その通りなのだが,同時にかかる表現にふさわ
しいデカルトの表現がなくば,デカルトを論究する彼女がくmouvement)と
記すことがないのも事実である。とすれば,デカルトによるその表現とは何か
であり,それこそがく柄神)におけるくmouvement)の内容と訳語に充当さ
せ得るものとなるであろう。
筆者は,く精神)におけるくmouvement de la pensee)がデカルトのいう,
く其理の探求)のく精神)ではく能動),く日常的用法)のく精神)ではく受動),
筆者のいう三つ目のく精神)ではく能動)とく受動)になる,く精神)たる諸
能力の変容に等しい表現であるとみる(9)換言すると,三つのく精神)での
それぞれの変容とは諸能力がく能動)として働きかけたり,く受動)として働
きかけられたりすることを,しかも筆者のいう三つ目のく精神)のく受動〉に
おける諸能力は新たに産出される諸能力になることをもさして語られるのであ
る。とりわけく真理の探求)のく精神)のく能動)たる諮能力の各変容,また
筆者のいう三つ目のく精神)のく能動)とく受動)たる二つの能力の各変容の
あいだには,少なくとも時間的経過が必要になってこよう(時間的経過につい
ては,筆者が三つのく梼神)のく能動)く受動)たる諸能力のおのおのをく同
じ一つの精神) (前紀要引用文(》③参照)としての諸能力にまとめる次回に再
び間われよう)。しかし,この時間的経過のことは註(8)に記したことからす
れば,つまりデカルトのいう く括神〉は非物質,非空間にみなされるとすれば,
そこに物体(質),空f札
◎

時間(的経過)が果たして見出されるといえようか。

De ces qualites ou attributs, il y enとi quelques‑uns qui sont dans les
▼

choses memes, et dautres qui ne sont quen notre pensee; ainsi, par
exemple, le temps, que nous distinguons de la duree prise en general,
et que nous disons etre le nombre du mouvement, n'est rien quune
certaine facon dont nous pensons 'a cette duree.
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性質あるいは属性(要するに様態)なるものには,事物自体のなかに存するも
のもあるが,わたしたちの思惟のなかにしか存しないものもある。たとえば時間
なるものを,わたしたちが一般的な意味での持続から区別し,動きの数であると
いうとき,この持続たる(意味での)時間は思惟様態であるにすぎない。 (括弧
内筆者)
デカルトがく精神)を非物質,非空間たるそれであると明確に語らずとも,
この註(10)においてく運動)にかかわるく一般的な意味での持続(時間))で
はない,く動きの数である)持続(時間)をく精神)のく思惟様態)のごとく
に認めるかぎり,この時間さえ非物質,非空間たる時間としてく精神)にある
と受け取るしかなかろう。これが物質,空間たるところ,つまり く一般的な意
咲)での時間と同じかどうかの結語は次回以降に回すとして(それでもこの時
間は思惟が関与せずにその経過すら計られない,またく思惟のなかにしか存し
ない)点では,く一般的な意味)での時間をも代表させることになるであろう
か),ここでは,そのく身体)からく精神)に達するまでのく身体運動)にお
ける時間(的経過)はく身体)の同じ一つの能力をく精神〉にあたかも一方向
に運ぶに要するそれである(この能力がまた時間(的経過)に伴って次々に生
じる場合もこれと同様である)とみるに対して,およそく精神)の時間(的経
過)にあって,それはく身体)のような時間でなく,諸能力のく働きかける)
く働きかけられる)に要する時間(的経過)であること,この諸能力が二つの
く日常的用法) (後述)をも含めて非物質,非空間たるく精神)でく能動)く受
動)になるとすれば,そのそれぞれはく空間的位置)に関与しない時間である
こと,とどのつまりその時間がこのく能動)やく受動)のく動きの数)であれ
ばこそ,く椅神(思惟))のく動き(の数))は多少身体(の能力)のく運動
(の時間))とは異ならせて捉えられることが導き出されてこよう。
だから上記のことから,く精神)における

くmouvement de la pensee)の

内容と訳語をく身体)におけるくmouvemer↑t)のそれらと相達させておくこ
とが必要となる。すなわち,く精神)における くmouvement)の内容は時間
(的経過)のことを除いて語ると,三つのく精神)のおのおので最初に記され
るところの,諮能力のく働きかける(能動))く働きかけられる(受動))とい
う各変容を基本にするし,その訳語も く身体)の内容と欄達させる内容に応じ
て表現されるしかないく動き)を適語とするのである。筆者はさらに,彼女に
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く思惟の動き)と記される際に,そこに当然く能動)と く受動)が合意されて
あることを認めるだけでなく,デカルトにあっては,く能動)はく思惟の動き)
に対応し,く受動)は筆者がく思惟の動き)に組み入れさせていう く認識の起
こり)に対応することを指摘する。
だが,く能動)やく受動)となる諸能力,新たに産出される話能力があるに
4

°

°

°

°

°

もかかわらず,彼女はなぜこうした諸能力のく動き)とせずに,く思惟の動き
mouvement de la pensee)であると記すのか。それは,デカルトがく真理の
探求)とく日常的用法)のく精神)それぞれに属するそれらの諸能力のすべて
をさしてく思惟)というのを,彼女が容認するからにはかならない。
⑧ Par le mot de penser, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle
sorte

que

nous

lapercevons

immediatement

par

nous一meme;

cest

pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir,
est la meme chose ici que penser.

わたしは思惟なる語を,わたしたちのうちにつくられるもののすべてであり,
わたしたちがそのすべてをじかに知覚する,という意味で用いる。それゆえ,哩
解する,意志する.想像することだけでなく,感覚することも,ここでは思惟す
ることと同じである。

この引用文に語られるく理解する,意志する,想像する,感覚する〉は(12)
すべて,く精神)にあって,筆者がいう諸能力のいずれかに該当するのであり,
く思惟することと同じである)。だからく精神)は諸能力に,諸能力はく思惟)
に,く思惟)はく料神)に等しいといってよいわけである。そのうえく真理の
探求)やく日常的用法)のく精神)ばかりか,筆者のいう三つ目のく精神)に
おいても,これらの諸能力がく思惟)でしかないことは,デカルトがまた註
(3)中でくわたしたちの精神のさまざまな思惟)と記す傍点部分でも確かめ得
ることである。さらにくさまざまな思惟)は,註(ll)のく理解する,意志する,
想像する,感覚する)という く能動(働きかける))の,もしくはく受動(働
きかけられる))の諸能力のく動き(変容))をしてそれぞれ確たる能力を,め
るいは新たに虚出される能力を現出せしめることすら含意させるであろう(こ
の詳細は後述に誹る)。要はく思惟)のく動き(変容))がく能動)やく受動)
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として生じることによって,デカルトのいう くさまざまな思惟)が,また彼女
が註(2)でいう くわたしの思惟のおのおの)が生み出されてくるのであり,筆
者はこのくさまざまな思惟〉やく思惟のおのおの)のかかるく動き)をもって,
ときにく思惟の展開)と語ることができたのである。なお彼女の記すく思惟の
動き)中のく思惟)が彼女においても,デカルトのいう く楠神)のおよそあら
ゆる能力を代表させる語と受け取らねばならぬことを,さらに筆者はく日常的
用法)をぱく受動)やく情念)のく日常的用法) (後者のく情念)のく日常的
用法)は筆者のすでに語った三つ目のく精神)に相当する)に区別することを
付記する。
さてここからは,デカルトのいう く真理の探求)やく受動)のく日常的用法)
のく精神)の,加えてく情念)のく日常的用法)のく精神)のそれぞれのく思
惟の動き)としての能力が,またく思惟の動き)に組み入れさせていう く認識
の起こり)の能力が,別言するとく能動)やく受動)たる諸能力がいかなる具
体的な能力として記されてくるかをみておく必要がある。
その際,前段の三つのく精神)のく能動)やく受動)にばかりか,新たに産
出される諸能力にも必ず関係する点で何より注意すべき能力がある。それは
sentiment (感覚)なのである。筆者がsentimentを取り上げるのは本論稿
の二の問題にこれを悪意的に結びつけんとするためではない。それは,身体の
外部や内部にかかわるく精神)の最初の能力がsentimentであり,またく運
動)の訳語の兼用をく精神)に認めないとの前記の証しに相当するのもこの
sentimentであるとみるからだ(ただし註(ll)で知り得るように, sentiment
と関係する,く真理の探求)でのく感覚する)が他の諸能力のあとに記される
のには事由がある。 sentimentを含めたこれらの能力はデカルトにとって重
要でない無視されるべき能力に扱われるからだが,それでも く思惟)の一に数
えられて,しかも二元論にみられようとも,身体の外部や内部の能力ressentir
(sens)にく働きかける(能動))ことが可能になる。く能動)のみのく思惟の
動き)となる

く真理の探求)のく精神)に比べ,く受動)やく情念)のく日常

的用法)のく机神)のく受動(情念) sentiment)はく認識の起こり)として
捉えられる。だがく能動)と く受動)が‑組みとされるく情念)のく日常的用
紘)のく机神)のとりわけく能動)はく真理の探求)における く能動)と同じ
になるのであって,かりにそこにとどまるならば後者のく机神)を現出させる
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しかなかろうが,しかしさらにく働きかけられる)ならばく新たに産出される
能力)たるく情念sentiment)になろう。以上の括弧内のことはのちの本文
で証明する)。しかもこのsentimentは筆者をして,デカルトのいう くn'・神〉
とは何かを考察する場合の不可欠な用語になると,またデカルトのねらいが
く真理の探求)と同じくらい,否それよりもく情念)のく日常的用法)のく精
秤)にあることを明らかにさせると,さらに三つのく柄神)の成立順序を間う
際の,かつ三つのく精神)をく同じ一つの括神)になるように見立て整合させ
る際の決め手になると,そして上記の可能性なくば,デカルトのいう く料神)
が彼女のいう く矛盾・不明瞭・難点)を露呈させる田子になり得るといい切ら
せるほどのキ‑・ワードになるのだ。
いやデカルトのいう

く柄神)とは何かを考察する場合, sentimentが不可

欠になると記すのみでは,いまだ不十分な表現なのである。デカルトのいう
く精神)には,三つの(柿神)があろうとも,一方でく同じ一つの桁神)とみ
ることが課せられてもくるならば,三つのく精神)のいずれかがそのく同じ一
つの柄神)の基本にならなければならぬであろう。筆者はこの基本にく情念)
のく日常的用法)のく枯神)を据えるのであり,そこに位匿してデカルトのい
う く机神)とは何かも語られなくてはならない。そのときこれはsentiment
に発する く枯神)であり, sentimentで成り立つく枯神)であるといって過
言でないのである。
だからこそ,二の問題,すなわちデカルトのいう

く感覚sentiment)と表

題でいう く感受性sensibilite)は関係するかという次なる問題が浮上する。
紙数の制限上,今回もーの問題を片付けるしかない(それすら決着がつくかど
うかである)にせよ,二の問題をここに持ち出す以上は,これまでの論の進行
を遮ってでも, sentiment と sensibilit色は関係するという答えとその答えが
いかに引き出されるかについて多少触れておく必要がある。それは同時に,節
紀要「なぜ感受性なのか」 (3)の冒頭の段落の内容に対する一つの答えともなる
であろう。彼女の(デカルトにおける科学と知覚)なる論文にあって,
sentimentは主にその第一部と第二部の前半部分に, sensibiliteは主に第二
部の後半部分以降に記されることがことの始まりである。そこでは,両者は異
なる単語でしかないにもかかわらず,ともにく感覚)を意味する関係を保有す
る。だが両者が共通の意味を担うならば,第二部後半部分以降のsensibilite
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と表記するべきであろう。しからばsensibiliteが事実

であるかぎり,何ゆえに用いられたかである。筆者は彼女がカソトのいういわ
ゆる《感性Sinnlichkeit》を意識していたからであるとみる。デカルトのい
う

sentimentは後述の筆者の結語によれば,三種類となる。すなわちく真理

の探求)のく精神)におけるsentiment,く受動)のく日常的用法)のく精神)
におけるsentiment,く情念)のく日常的用法)のく精神)におけるsentiment
である。カソトもまた三種煩の(感性)を提示する.すなわち(感性的感覚
Sinnliche Empfindung),く感性的直観Sinnliche Anschauung), (純粋直
観Reine Anschauung)である。それゆえ筆者は批判を恐れずに,ここでカ
ソトの三つの《感性≫はデカルトの三つのsentimentに対応し,引き継がれ
るく感覚)なる能力である,別言するとデカルトの三つのsentimentのうち
のいずれがカソトの三つの(感性)のいずれに結びつくかの検討は三つのく感
性)の分析とともに次回以降に疎らねばならないが,カソトはデカルトの三つ
のそれを参考にして,自らの三つのその構築を試みたということができるので
ある。
しかしそれでも,彼女はなぜカソトのいう(感性)を意識し手本にせざるを
得なかったかである。筆者は彼女がおのれの主張をこの〈感性》にかさねあわ
せてみたり,盛り込ませたりしたかったからだと答える。そうするには
sentimentではなく, Sinnlichkeitの仏訳であるsensibilit色を使用するほか
方法がなかったのである。おのれの主張とは,筆者がいう彼女独自の
sensibilite (感受性)のことである。これはく感覚)の意味が皆無な感受性な
のであり.独自とみなされるゆえんである。ここからも,彼女はデカルトが諸
作品に一度も使用しなかったsensibiliteを,く感覚)ではない異なった能力
であることを暗示させるために用いる必要があったといえる(「なぜ感受性な
のか」 (2)の註(43)参照)。だがいったい,彼女がカソトのいう(感性)を経由
させるというにしろ,彼女の用いるsensibiliteがく感覚)ではないとする証
明は可能なのか。もしこのことが明かされるならば,彼女のいう感受性はカソ
トのいう く感性)とは異なって捉えられる,それこそ独自と断言してよい能力
となるであろう。
筆者が今まで試みてきた論述から,感受性が何かには立ち入らず,このく感
覚)ではないという証明にかぎってみると,それは可能なのである。まず,
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くわたしたちが世界を知覚するということは,わたしたちにもたらされものが
たんに感覚だけではない)と記されることが,その証明の‑である(「なぜ感
受性なのか」 (1)の註(12),また註欄C.⑦註(37)参照)。次に,く感じたり,舵
測したりだけした〉における く感じる)なる蝉語はく感覚する sentir)では
なく, eprouverになっていることが,その二である(「なぜ感受性なのか」
(2)の註(4 )参照)。そして,くnon seulement plaisir, souffrance, sensation,
mais par suite aussi cet etre que je nomme moi, qui jouit, souffre, et

sent.) (たんに楽しみ,苦しみ,感覚のことばかりでなく,その結果楽しんだ
り,苦しんだり,感覚したりする魂,わたしがわたしと名付ける魂)における
plaisir, souffranceやjouir, souffrirとsensation (これはデカルトの使用
するsentimentと同意である)やsentir (感覚する)の彼女の明確な区別が,
その三なのである(「なぜ感受性なのか」 (1)の註(2)◎参照。なおこの三は前
紀要冒頭の段落にく波線部分)と記した内容に相当する)0 ‑を除く二と三は
くデカルトにおける科学と知覚)で語られることである(‑は彼女の(哲学講
義〉に出てくる)。だからこの論文のなかで,彼女がsentimentにかわる
sensibiliteを使用したとしても,この二と三の一方にsensation と sentir
が明記されるかぎり,その他方のplaisir, souffrance, jouir, souffrirある
いはeprouverが一方でいう

く感覚(する))と同じ意味になると理解するこ

とはもはや不可能なのである。なぜかというに,同じく感覚)であるならば,
他方は一方に組み入れられてしかるべきだからである。他方と一方が文法的に
同格であるとみるならばなおさらであろう。それは,彼女がデカルトを究明す
ることであるがゆえに,他方もく感覚)になるしかないといえるからである。
だがく感覚)を拒否しようとする彼女がそれを肯定するはずもなかろう。とす
ると

くたんに感覚だけではない)能力が,すなわち彼女独自の感受性が

plaisir, souffrance, jouir, souffrir と eprouverにかかわって.あるいは
これらが感受性であるとして捉えておかねばならぬであろう。その検討も次回
以降となろうが,筆者はこれが完了するまで,彼女独自の感受性をぱく密かに
展間される)それとみるしかできないのである。
とまれ論をもとに戻そう.それはデカルトゐ三つのく精神)における
sentimentについて語るところに立ち返ることである。かかる

sentimentは

簡単に記すと以下のごとくになる。すなわちまず,く真理の探求)では,く枯神)
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のく能動)たる能力sentirが身体の能力ressentir (sens)と二元論という
建て前では関係せずに(身体と部分的関係を有することは後述)く働きかける)
から, sentimentはこのsentirから生み出される,別言すると

sentirが働

きかける(能動)ことでsentimentになる。それゆえsentiment

自体は斬

たに産出されるとはいえない能力であるが,それでも当然sentirと同じく能
動)たる能力となる。次に,く受動)のく日常的用法) (これはまた前紀要でい
う

く身体をよりどころにした心身合一)にかかわる)では, sentiment

は

く精神)にく働きかけられる)身体の能力ressentir (sens)と関係する能力
となる,別言するとこれはく柄神)に働きかけられる(受動にされる)
ressentir (sens)がく柄神)のsentimentになることだから ressentir (sens)
と同じ能力にならざるを得ないし,この身体(の能力)とかかわりあうところ
でのく精神)のく認識の起こり)としての能力となる。それゆえsentiment
自体は新たに産出される能力にはなり得ない。そして,く情念〉のく日常的用
汰) (これはまた前紀要でいう く枯神をよりどころにした心身合一)にかかわ
る)では, sentiment (passion)は, sentirやsentimentを例にしていうと,
sentirのく能動)の能力が働きかけてsentimentになるという く真理の探求)
でのく枯神)と同じ現象が生じたあとに,このく能動)たる

sentimentが

く精神)に働きかけられる(受動にされる)ことで生み出される能力となるの
である。それゆえこのく情念)になったsentimentはく能動)たるsentiment
とは異なるから,新たに産出される能力であるし,く枯神)に働きかけられる
というこのく精神)とかかわりあうところでのく認識の起こり)の能力になる
のである。以上にさらに,く真理の探求)のく精神)における

sentimeiltは

く受動)の能力ではないがゆえに,く認識の起こり)としての能力に捉えられ
ないこと,あるいはく真理の探求)とく受動〉のく日常的用法〉のく枯神)で
のく能動〉やく受動)のそれぞれのsentimentは,先きに記した語でいえば
く確たる能力) (これは各selltiment として確実に生み出された能力といラ
意味で用いられる)になるということが付記されよう。なおressentir (sens)
なる表記も,たとえばく真理の探求)での能動たる sentir と sentiment と
の関係と同様である。すなわち身体において, ressentirが働きかけると
sensになる,別言すると身体の外部や内部の刺激をく受け入れる)のがressentir
であり(だからこの能力自体は刺激になる),その反射として生じるのがsens
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であるという関係であるo また上記の三つのく料神)におけるく能動)やく受
動)についてもむろんデカルトの引用文で証明が可能なのであるが,この引用
文をもって以上が成り立つことの証明(たとえば く真理の探求)にあって,
sentirやsentimentがく能動)であることの証明)は次回に回す予定である。
こうしてデカルトは,筆者のいう く真理の探求)ならびにく受動)やく情念)
のく日常的用法)の三つのく精神)にみられる

sentimentなる同一語に対し

て,三者三様の内容を合意させ使い分けるかのようである。もとよりデカルト
はかかるく受動)やく情念)のく日常的用法)をたんにく日常的用法)として
提示するだけである。その場合,デカルトのいう く柄神)は二つあることにな
ろう。しかし

く精神)がなぜ三つや二つだったりするのか。それこそ

sentimentなる同一語に対して取り上げられる用法の数による。筆者はこの
用法が三つにわたるとみなす。そこからく精神)は三つになる。デカルトが前
紀要引用文◎》(13)に,く情念)をく棉神にとりわけ関係づけられる情念)また
はく栴神の感覚sentiment)と記し,く精神)のみに帰するく情念)であるこ
とをことさら強調するがゆえに,筆者はかかるく精神)をく受動)のく日常的
用法)のく精神)とは異なるそれとして独立させることにした,要するにそれ
もこれもこの三つ目の用法となるsentimentに起因するとみて,これが三つ
目のく枯神)であることを想定し得たわけである。そこで筆者はデカルトのい
う

く精神)をたんに三つのsentimentを中心に語るにすぎないと断わるにし

ても,三つのく栴神)になるとみとどけさせるキー・ワードをこのsentiment
以外にもちあわせ得ないと繰返し指摘し,そこに立ってデカルトのいう く精神)
が真に浮かび出ること,それゆえ二者二様のsentimentにとどまらないこと
をさらに詳しく明かしていかねばならない。
おそらくデカルトともあろう哲学者は, sentimentなる同一語の三者三様
の内容をそれぞれのく括神)で使い分けたまま放置したり,その結果すべての
人間には三つのく精神)があるといい続けたりしなかったであろう。この使い
分けに終始しないのは,デカルトが筆者の指摘するsentimentをしてく真理
の探求)と く日常的用法)を関連せしめていたと推察されるからである。なる
ほど筆者もこれまでは,両者におけるsentimentの用法が身体との区別や結
合(合一)のそれぞれで欄達するがゆえに,個別に使い分けられるしかないと
考えてきた。しかしそれでは,デカルトはなぜく真理の探求)にかかわりのな

人文科学研究

52

第95輯

いく日常的用法)を打ち出す必要があったのか不明に終わるだけであろう。こ
れらには関連があるのだ。筆者は両者が関連するのを,前者のsentimentが
後者,とりわけく情念)のく日常的用法)に活かされることにみる。つまりデ
カルトがく日常的用法)を,しかもその‑としてのく情念)のく日常的用法)
をことさら強調すると前記したのも,このsentimentがく受動)のく日常的
用法)より先駆けてく情念)のく日常的用法)を生み出すのであり,ここに
く其理の探求)と

く情念)のく日常的用法)がsentimentによって関連して

くるといえるからである。
そればかりではない。このく情念)のく日常的用法)がく真理の探求)や
く受動)のく日常的用法)のく枯神)の複合化を可能にし,そこでデカルトの
いう く精神)がはじめて一つにまとめられて浮かび出ることになる(デカルト
がもっとも主張したかったく柄神)はだからここでいう く柄神)にこそあろう
が,それでも彼女に語らせると,そのく精神)はく矛盾・不明瞭・難点)のあ
るそれになろう(次回))。別言すると,く情念)のく日常的用法)もデカルト
がく真理の探求)でいう く同じ一つの精神)を保有していなければならない,
つまり く精神)がくさまざまな思惟)を含んでいても く同じ一つの枯神)にみ
なされることは,何も

く其理の探求)のく精神)の専有ではなく,く受動)や

く情念)のく日常的用法)のく柄神)のおのおのにも確保されていることを示
唆するのであって,そのとき三つの各く精神)はく同じ一つの精神)を当然現
出させようが,それ以外にこのく情念)のく日常的用法)だけが他の二つの
く枯神)のくさまざまな思惟)を取り込んだく同じ一つの輯神)の現出さえ可
能にする(だからこのことは時間(的経過)を考慮せずに理解されない)とい
えるであろう。く情念)のく日常的用法)のく精神)のくさまざまな思惟)が
他の二つのく精神)のくさまざまな思惟)をいかなる秩序(順序)でかたちづ
くるかはこれも次回で詳述せねばならぬにせよ,ここで筆者が断言することは,
く情念)のく日常的用法) (そこでのsentiment)が,一つにまとめられるデ
カルトのいう く机神)とは何かにおいてすら基本であるということにある。そ
れゆえ筆者にとっては,かかるデカルトのいう く精神)は(わたしは思惟する,
ゆえにわたしはある)(14)たる命題下のく真理の探求)のく机神)にあるのでは
なく,く竹念)のく日常的用法)にこそあると捉えられるのである。この理解
のみが,デカルトに秘められたといい得る意図に近づけることになろう。だが
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sentimentの三つの用法を,そのsentimentから成る三つの

く机神)を個々に容認する捉え方は,少なくとも彼女のいう く矛盾・不明瞭・
難点)を惹起させるだけか,きわだたせてしまうであろう。
しかし,筆者はいかにして以上の二段落のごとくみたのか。まずその前段の
ことから始めよう。たとえば前紀要の◎診(IS)がデカルトのいう く日常的用法)
のなかでく受動)のく日常的州法)を代表させる引用文(《ェリザベト‑の手
紙))とみるその内容と,同㊧あるいは註(22)(16)がおそらくはく真理の探求)
のもとで記される(省察》中の引用文とみるその内容とを見比べれば,筆者は
ここで,く真理の探求)と関連するのがく受動)のく日常的用法)のsentiment
ではなく,く情念)のく日常的用法)のse11timentによってであることを確
かめ得よう。結語からいえば,それはく情念)のく日常的用法)のsentiment
がく能動)として,何より く真理の探求)のく能動)たる sentiment と同じ
能力になることにある。かかる結語が導き出されるうえで,前著の〈ェリザベ
ト‑の手紙)で語られるく受動は.‥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)ことと く受動は‥.外的感
覚と, ‥.内的感覚と名付けられる)ことが見逃されてはならない。筆者が
passionをく情念)とせずにあえてく受動)と試訳したのは,前の文章から知
り得るように,く受動)のく日常的用法)にあっては,く能動)たるsentiment
が何らかかわることがないからである。後の文章にあるく外的感覚sentiment)
やく内的感覚sentiment)もまた, passion (受動)であり sens の
sentiment化された能力である(それゆえこれらはく枯神)のsentimentに
なっている能力である)といえども,く情念)のく日常的用法)としてではな
く,く受動)のく日常的用法)として生み出される能力であることを課すから
である(筆者の用語となる sensのsentiment化とは繰返すが,身体の外部
や内部の能力ressentir (sens)がく精神)にく働きかけられる)ことによっ
て, sentimentになることをさす(それゆえ身体の外部の能力sensが,身
体の内部(内臓)の能力seIISがそれぞれ外的感覚と内的感覚に対応しよう),
だからこのsentimentはく受動)といわれるしかないのだ。またちなみに
く真理の探求)における selltimentは,これも筆者の用語でいうと, sentir
のsentiment化した能力であることになる。 sentirのsentiment化とはも
とより, sentirがく働きかける(能動))ことによって

sentiment (く能動)
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たる sentiment)になることをさす)0
しかしく受動)のく日常的用法)におけるく受動)たる
動)たる

sentimentがく能

sentimentにとってかえられないのはなぜか。そこではsentiment

がく能動)ではなく,く受動)にされる能力にすぎないからだが,そういえる
のも身体との関係をいかにみるかにかかっていよう。だからく受動)のく日常
的用法)をはじめとして,く真理の探求)やく情念)のく日常的用法)におけ
るく精神)と身体との問題に決着をつけないかぎり,かかる事由のことばかり
か,先きにくく情念)のく日常的用法)のsentimentがく真理の探求)の
く能動)たる sentiment と同じ能力になる)とした結語を明確に知り得ない
のだ。今この三つのく精神)で問う sentimentについて整理すると,く受動)
のく日常的用法)におけるく精神)のsentimentは sensのsentiment化
された能力(く受動)たる
秤)の

sentiment

sentiment)であり,く真理の探求)における

は, sentir

の

sentiment

く精

化した能力(く能動)たる

sentiment)であり,く情念)のく日常的用法)における

く精神)のsentiment

は, sentirのsentiment化した能力(く能動)たるsentiment) (ここではこ
れがさらにく受動〉にされる passionをさすのではない)である。身体のこ
とについては,く(わたし(精神)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, ‥.より適確に,より親密にわたしに属する)やくわた
し(精神)は身体から切り離されることができない)という,前段で取り上げ
たく省察)中の文章が参照される。 (省察)がいかにく真理の探求)の打ち出
しをめざすにしても,これらの文車から,その二元論的な内容が読み取れない
それを,デカルトの其意の‑として捉えるのは筆者だけであろうか。デカルト
はこの真意に位置してく真理の探求)さらにく情念)のく日常的用法)さえ成
立させたというならばいいすぎになろうか。少なくもこれらの文章は,とりわ
けく情念〉のく日常的用法)における く精神)にあって,身体との関係がどこ
に見出せるかを決定づけるほどに重要なのである。その文章からする く真理の
探求)での真意はもとより,このく輪神)が身体と明確に区別されるのではな
く,身体と何らかの関係に結ばれるところにあろう。
デカルト自身はこのく真理の探求)やく受動)と く情念)とを‑紺にさせた
く日常的用法)を打ち立てたのみであるが,筆者はこのく日常的用法)をあえ
てく受動)やく情念)のおのおののそれとして分けたことは前記した通りであ
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る。二つに分けたのは,実は身体との関係がからむと理解したからである。そ
の身体との関係において,く受動)のく日常的用法)はいわゆる《心身合一)
と語られるような関係にある。むろんく真理の探求)におけるく梼神)の身体
との関係はこれと異なる。ましてく情念)のく日常的用法)もデカルトでは
く日常的用法)の‑であろうとも,つまり くffi念)も く受動)であるといかに
みなされようとも,そのく精神)と身体が(心身合一にあることをさしていう)
全体的関係を保有するとはみてとることができないのである。するとこのく精
秤)は身体とのいかなる関係を有するかである。ここで予想されることは二つ
ある。 ‑はこのく括神)がく真理の探求)での身体との関係に組み込まれるべ
きか, ‑はこのく粍神)用の身体との関係を探るべきかである。
そこでまずく真理の探求)における く精神)と身体との関係は何かとなる。
これはく精神)が身体との全体的関係にあるく受動)のく日常的用法)と同じ
であることはもはやない。同じであることは建て前上の二元論すら完全に崩壊
してしまうからである。そうではなく,くわたし(枯神))が身体と くある特殊
な権利)の関係にあることが,く其理の探求)における く精神)の身体との関
係なのである。それは筆者が先きにく身体と何らかの関係に結ばれる)と記し
たことでもある。デカルトはくある特殊な権利)について具体的な例示をもっ
て答えはしないが,この表現はデカルトがまさにく精神)と身体とを全体的で
はなく,限定的に関係することを明示している(17)身体とのくある特殊な権
刺)なる限定的な関係にあるからこそ,くわたし(精神))は身体との部分的関
係を保有するといえるのである。
以上からく精神)の身体との関係には,全体的と部分的陳J係があることにな
る。だからく情念)のく日常的用法)におけるく柄神)にあっては,このく枯
秤)用の身体との関係,つまり全体的や部分的関係以外の身体との関係が想定
される余地はなかろう。中間的関係(ときに全体的ときに部分的関係になるこ
と,あるいは両方の関係が同時にあること)などは論外である。デカルトは第
‑く真理の探求)と く日常的用法)のみを提起するのだから,身体との関係も
二つしかないとみるのは当然である。だが筆者があえて分けて取り上げたく情
忠)のく日常的用法)はどうなのか。すでに記している通り,く情念)も く受
動〉であるかぎり,身体と関係せずにおれないことはむろんだが,その関係が
身体と全体的関係にある く受動)のく日常的用法)とは同じでないことだけは
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確かであった。となればかかるく柄神)はく斑理の探求)における く机神)の
身体との関係と同様,身体と部分的にしか関係しないとみるほかなくなるであ
a*
そして,およそ三つのく精神)の身体との間係は,このそれぞれを可能にさ
せる誘因なくば,各く精神)が身体と全体的,部分的関係にあるとはいわれな
いであろう。この誘因こそsentimentになっていなければなるまい(身体と
の関係のキー・ワードになるのもこのsentimentである)。それゆえ,その
く受動)たるsentimentはく枯神)の身体との関係が全体的関係をなすく受
動)のく日常的用法)に,そのく能動)たる sentimentはかかる関係が部分
的関係をなすく其理の探求)と く情念)のく日常的用法)にふさわしくあるの
だ.しかもここに,串由や結語の答えを遠回りして見出す感が否めないが,そ
れらの答えがあることになる。すなわち,く其理の探求)やく情念)のく日常
的用法)における

く精神)のsentimentはく働きかける(能動))能力であ

るからして,身体と部分的関係を形成せざるを得ない。このsentiment 自体
ではく働きかけられる(受動))能力にはなり得ない。く受動)のく日常的用法)
における

く輯神)のsentimentはく受動)たる能力であるからして,身体と

全体的関係を形成せざるを得ない。このsentiment 自体ではく能動)たる能
力にはなり得ないということである(これがく受動)のく日常的用法)におけ
る く受動)たる sentimentがく能動)たる sentimentにとってかえられな
いとする事由である)。またこの逆として,く其理の探求)やく情念)のく日常
的用法)における く精神)のsentimentが身体と部分的関係にあるがゆえに,
身体の能力

ressentir (sens)にく働きかける(能動))ことが可能になる

(一方く受動)のく日常的用法)における

く机神)のsentimentは身体と全

体的関係にあるがゆえに,身体の能力ressentir (sens)によってく働きかけ
られる(受動))ことが可能になる)といえるわけである。
そうであるにせよ,く真理の探求)におけるく梼神)が身体と明確に区別さ
れ無関係になるとすることをどう捉えるのか。この二元論に立つかぎり,筆者
がsentirやsentimentはく無視されるべき能力に扱われる)と前記したご
とく,デカルトはく思惟)からこのsentirやsentiment (あるいはimaginer
やimagination)を排除するしかなかった。排除するとはsentirの働きかけ
を行使しないことである。そこで身体との俣I係は確実に無関係になろう。く思
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sentirやsentimentのみでないから,

これらの能力は排除されてしかるべき(いや排除されてこそこのく真理の探求))
なのである。それが二元論になるとみてよいく真理の探求)である。他方これ
らの能力が排除されずに用いられているとき,身体との部分的関係にある く其
理の探求)であるといい得る(なお筆者はここでく能動)たる

sentirや

sentimentについて以下のことを付言する。デカルトでは, sentirのく働き
かける)はく受け入れる)(18)こと,このく受け入れる)はsentimentになる,
またはsentimentをく引き起こす)(‑9)こと, sentirのく受け入れる)は筆者
のみる刺激(20)のこと, sentimentを(引き起こす)はその刺激の反射である
ことと同じである)0
それではなぜく真理の探求)におけるく輯神)に身体との部分的関係が必要
となったのか。それはまざれもなく,かかる関係をぱく情念)のく日常的用法)
におけるく枯神)に供するためであった.後者のく精神)でも身体と部分的関
係を有するのは, sentirやsentimentのく働きかける(能動))が排除され
ないし,これが後者ではとくにく受動(情念))にされる与件になるからだ。
sentirのsentiment化したく能動)たるsentiment

もこのように,く真理の

探求)における身体との関係を共有する以上,このく精神)のく能動)たる
sentiment と同じ能力になるしかないのである(これが結語に対する答えで
ある)。しかし繰返すが,く能動)たるsentimentであることがく受動)たる
sentiment (精神の感覚sentiment de lameまたは情念)であることではな
い。く能動)たる

sentimentがさらにく椅神)にく働きかけられる)必要が

あるとされる。く働きかけられる)ことによって,く能動〉たる sentimentが
く受動)にされる。く情念)がく受動)であるとはこのことである(だが後段
t

での問是酌こなる通り,く能動)たる
°

▼

°

°

°

°

°

°

sentimentはたんにく受動)にされるの

°

みであって,それ自体がく情念)になるのではない。この見方はまたく受動)
のく日常的用法)における く精神)でも共通するかである)。むろんこのく受
動(情念))はく能動)たる sentimentがあってはじめて可能であるといえ
るのだから,欠かせない能力となる。つまり く能動)たる sentimentがく受
動)にされるための不可欠な能力としてあることから,く情念)のく日常的用
汰)におけるく精神)はく真理の探求)でのそれと同様なこの能力を所有し,
かつその身体との関係にあって,部分的関係以外の聞係を有Lはしなかったと
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いうことである。
ところで, ◎②のくエリザベトへの手紙)のpassionはく受動)だけでな
く,く情念)とも訳されよう。だがこのpassionをく情念)と訳すと(筆者が
参考にした訳書はほとんどく情念)になっている),先きにみたことが,すな
わちく情念)のく日常的用法)におけるく砧神)は身体との部分的関係にある
こと,またく能動)たる

sentimeiltのく働きかける)ところとなることが容

認されるが,しかし◎(勤の二つの文章内容は否定されることになるのだ。その
文車ではくいかなる能動もなしに)や身体との全体的関係が謡われていよう。
それは矛盾でしかない。デカルトの記す意図に忠実に従うならば,筆者が
passionをく受動)とのみ訳すことによって, ◎⑧として取り上げた引用文全
体はく受動)のく日常的用法)の確実な例になると理解されるであろう。少な
くも passionにく受動)と く¥ti念)とをかけて読むことは不可能であるし,
それは筆者をしてその煩雑さに引き入れさせるだけである。く情念)のく日常
的用法)における く精神)にあって,身体の能力 ressentir (sens)が
sentimentにされるのではない,く能動)たる
るのである(果たしてく能動)たる

sentimentがく受動)にされ

sentimentがこのく情念)のく日常的用

汰)として引用されてあるかは,あるとみるにせよ,その引用文が多数にのぼ
るため,これも前記したごとく,次回に提示され証明するはかないであろう)0
こうなると,筆者はデカルト自身が(エルザベト‑の手紙〉 (1645年)より
もく真理の探求)をめざす(省察) (1641年)において,あるいはその先立つ
口付けにも注目すると,く受動)のく日常的用法)より先んじてく情念)の
く日常的用法)を同時的に構想していたのではないかと読み取ることができる
(いや筆者のうがちすぎな見方では,身体との部分的関係のことが何より前提
となるならば,逆にく情念)のく日常的用法)がく真理の探求)を打ち出すの
ではないかとさえ推測されるのである。前者が先きになるとすると,デカルト
がく真理の探求)に身体との関係をみることになるわけだから,二元論は建て
前上からも崩壊してしまってよいであろう)。この括弧内のことはともかく,
デカルトはまずく真理の探求)を出発点にして,次にく情念〉のく日常的用法),
そして最後にく受動〉のく日常的用法)の州別こ考究したということは可能であ
ろう。この順でしかないのは要するに,前著二つがある面で共通性を有するの
に比し,く受動)のく日常的用法)に前者二つとの関連を指摘することができ
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ないからだ。
前者二つで共通するのはそれらの身体との部分的関係ゆえに, sentir
(sentirのsentmellt化したく能動)たるsentiment)だ。 sentirは身体の
能力ressentir (sens)にく働きかける) (またはsensをく受け入れる))こ
とである。これがく能動)である。その際前紀要引用文㊨(21)中のく光を見る)
の例で知り得るように,視覚より伝えられるこのく光)なる刺激にく働きかけ
る) sentirが刺激をく受け入れる)ことになるわけだから, sentirはそれ自
°

°

°

°

°

°

°

°

身に刺激が与えられることであると理解すべきなのである。そこではsentir
自身に受動的因子がまったくないといい切れなくさせよう。このことはく真理
の探求)やく情念)のく日常的用法)でのその他のく能動)たる諸能力,たと
えば次回で詳しく触れよう vouloirやそのvolonteでも同じことなのである。
そのvolonteとはvouloirのvolonte化したそれである。これは一体となっ
た能力として捉えられよう。一方,後者のく受動)のく日常的用法)において,
このsentirやsentimentに相当する

く柄神)の能力が何か次回にみるがそ

の代わり,身体の能力ressentir (sens)が全面的にく精神)にく働きかけら
れ)て入るとここではいうだけにする

sensが受動的因子そのものとなる。

これがく受動)にされること(く受動)たるsentiment)である。
それゆえ,共通性のあるく真理の探求)と

く情念)のく日常的用法)を先き

に一緒に究明する方が順当な順序となるし,共通性のゆえにこれらが関連する
と明言できるのである。ところが人はこれらが関連することによって結局同じ
にならないかというであろう。つまり,く真理の探求)における

く精神)の

く能動)たる諸能力がく情念)のく日常的用法)におけるく精神)に共通する
のだから,また両者のく精神)は身体との部分的関係を共有するのだから,両
者のうちのどちらかを代表にさえすればこと足りるのではないのかと。しかり
である。なんとなれば,二元論のく真理の探求)ではく能動)たる諮能力のな
かのsentimentが排除される(行使されない)が,このことは身体と部分的
関係にある両者には故当せずとも,たとえば,前者が後者に利用されるごとく
に捉え得るから(次回検討)だ。今はそれに以下のように答えるしかない。そ
れは筆者がデカルトのいう く精神)には三つあるといったことを想起すること
である。要するに三つのく枯神)には三つのsentimentのあることが意味さ
れよう。問題のsentimentはまざれもなく,両者に共通する

く能動)たる
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sentimentである。またく受動)のく日常的用法)でのsentimentはく受動〉
たる

sentimentである。だがこれらでは二つのsentiment Lかあることに

ならない。だから三つ目のsentimentがなければならぬことになる。つまり
く情念)のく日常的用法)としての三つ目のく柄神)のsentimentが必要と
なるのである。そのsentiment

こそく情念)たる

sentimentになり得る。

それと,二元論以外でのく真理の探求)とく情念)のく日常的用法)における
く能動)たる

sentimentを除くその諸能力のなかでも,前者ならばく真理の

探求)に向けられる能力(およそく四つの規則)に順次従わせるほどに発揮さ
れる思惟(理性)なる能力)が,後者ならばそれこそく情念)としての能力が
行使される(以上前著や後者のことは次回に証明)であろうから,デカルトに
とっても,本来三つのく枯神),三つのsentimentになることは何にしても
必然だったのである(またく受動)のく日常的用法)において,く机神)で
く受動〉にされるく受動)たる sentimentがそれ自身さらにく枯神)にく働
きかけられる)ことはない。なんとなれば,このく受動)たる sentimentは
く能動)たる

sentimentではないからである。このく受動)たる能力の点か

らも三つのsentimentが,この三つの能力を含むく真理の探求).く情念)の
く日常的用法),く受動)のく日常的用法)のそれぞれが完成されることになる
といえよう。とすると sentimentがデカルトのいう く精秤)の基本であり,
そのキー・ワードであることは間迎いなかろう)0
ところで筆者はまた,く怖念)のく日常的用法)をく精神)をよりどころに
した心身合一になる,く受動)のく日常的用法)を身体をよりどころにした心
身合一になると私的用語を用いて表現しておいた。しかし一方で,くく情念論》
においてさえ,く精神〉と身体の本来あり得べき身体を基本にした合一が表面
には出ない)と前紀要(22)で語らざるを得なかったのはなぜか,ここに書き添
えておかねば,これらの筆者の見方は矛盾のままに終始してしまうであろう。
結語からいうと,それはくく受動)のく日常的用法)を身体をよりどころにし
た心身合一になる)との表現すら,実はく身体を基本にした)く日常的用法〉
ではなく,あくまでく枯神〉を基本にしたそれであり.かかる心身合一でしか
なかったということである。とどのつまり,く思惟)なる能力こそあたかも
く精神)であると祭り上げるく其理の探求〉を執拗なほど意識した心身合一(23)
なのである。別言すると, sentirや他の諸能力(たとえばvouloir)が受動
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的因子をもつがゆえに,身体との部分的関係に立たざるを得ないく真理の探求)
のく梼神)に右‑倣えする(もしくは付随させる)心身合一になることなので
ある。こうしたく真理の探求)のく騎神)の支柱なしに,く情念)やく受動)
のく日常的用法〉はどうして心身合一の核心としてのく精神)を優先させるこ
とができようか,できないのである。
というにせよ,筆者がく真理の探求)におけるく枯神)をこと身体との部分
的関係にあるとみなす立場でのみ,受動的因子をもつsentirや他の諸能力が
身体との部分的関係としての心身合一を可能にさせる,いわば直接的原因にな
ることだけは確かである(ただしく情念)のく日常的用法)におけるく精神)
の身体との部分的関係は後述するように,このかぎりではない)。かかる く真
理の探求)にあって, sentirを含んでの諸能力も排除されはしないのだから,
このく椅神)はたえず身体との部分的関係をば維持し続けなければならぬわけ
である。つまりそこにおいて, sentirやsentiment (またimaginerや
imaginationでも同様だ)なるく感覚)部分(く想像)部分)を排除してみて
も,排除されないほかの受動的因子を担う諸能力が身体と部分的に接触するこ
とを明かすからである。この排除は以下の指摘のごとく,デカルトのいう二元
論のく真理の探求)にとってはく矛盾)に相当する。それゆえ二元論はもとも
と現実的でなかったとみるべきである。とはいえデカルトの名誉のためにいえ
ば.かかるく其理の探求)のくft]神)が非物質,非空間であるとしたことは確
かに,かつ唯一二元論の成立に寄与することであろう。なんとなればそこでは,
sentirや他の諸能力が身体的要素とかかわろう受動的因子を担わずに済むこ
とになるからである。しかしそれならば,くョ神)が非物質,非空間であると
みられるのもさることながら,なぜことさらにsentirやsentiment などが
排除されるのか.彼女の言を待つまでもなく.筆者にとってく矛盾,不明瞭,
難点)にもなるのである。
それはともかく,く情念)のく日常的用法)における

く柄神)にあって,

sentirを含んでの諸能力が身体との部分的関係にある心身合一を可能にさせ
°

°

°

°

る直接的原因にならないのは,この諸能力それぞれがすでにしてく桁神)の‑
能力であり.受動的因子を担っているにしても,そこに身体との部分的関係が
ある証しをみることができないからである。要するにく情念)のく日常的用法)
におけるく精神)は別角度から,身体との部分的関係を有するのだと捉えてお
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かねばならない。そのためには,く情念)はく精神にとりわけ関係づけられる
情念),筆者のいう く枯神のみに揃する)能力であることが想起されるべきで
ある。ただしここで記す傍点のく暗神)はsentirをはじめとする く能動)た
る諸能力の出所としてのく柄神)をさすのではない。この傍点のく精神)は
°

°

く能動)たる諸能力のそれぞれがさらにく精神)にく働きかけられる)ことで
く受動)にされると語った際のく柄神)なのである。そしてこのく能動)たる
諸能力のおのおのがく受動)にされるときこそ,く情念)のく日常的用法)に
おける く柄神)ははじめて身体との部分的関係を有するといい得るのである
(それでもなぜ身体との部分的関係になるのかは後段で明らかとなろう)。そ
れゆえかかるく棉神)は身体との部分的関係にある心身合一をかたちづくるし,
この心身合一はく精神)をよりどころにした心身合一になるというわけである。
一方く受動)のく日常的用法)のく暗神)にあって,これはしかし,身体の
能力ressentir (sens)がく枯神)にく働きかけられる)ことでく精神)の
く受動sentiment)になるかぎり,身体との全体的関係にある心身合一を形
成する。だからそこに註(22)の私的見解が提起されなければ,かかるく精神)
は完全に身体をよりどころにした心身合一になるとみなされるであろう。だが
デカルトは,このsentimentのいわば中味がsensであるにもかかわらず,
このsensをしてく暗神)の能力sensになさしめるとはおくびにも出さぬど
ころか,かえってsensがく精神)のsentimentによってく受動)にされる
かのように,このsentimentをsens
二つになろう

より優先させる(このsentimentは

く其理の探求)やく情念)のく日常的用法)の各sentiment

も異なるし,身体の能力sens

と

感覚)に対応するがゆえのsentiment (感覚)

なのである)。とすれば,筆者がく受動)のく日常的用法)を身体をよりどこ
ろにした心身合一と命名することが,たとえく机神)をよりどころにした心身
合一と同じく名付ける く情念)のく日常的用法)と区別させるためであったと
しても,果たして鼻にく身体を基本にした)心身合一になることを示唆させる
のであろうか。く受動)のくHffi的用法)における心身合一はもはやそうでは
ないとみるべきである。だがこの心身合一のく精神)は身体の能力sensが
く精神)のsentimentによってく受動)にされるときこそ,身体との全体的
間係を有するといえるのである(それでもなぜ身体との全体的関係になるのか
は後段で明らかとなろう)。身体の能力sensがく枯神)の能力sensになる
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という表現をデカルトが明細川こしなかったのは,くm神)のsentimentが優
先されることの証しであり,それは結局,デカルトがく受動)のく日常的用法)
においても,く精神)にあくまで固執する姿勢,要は二元論に執物に立とうと
する姿勢のあらわれである。しかし少なくも心理学や生理学の今日的知見から,
また彼女の見方から,それは遠ざかっているであろう。それでもデカルトの意
を汲んでその今日的知見により近くみるとすれば,く精神)のsentimentが
身体の能力sensを刺激として受け入れ,反射としてsensをく受動)にする
といい得るであろう。ところがその今日的知見に等しくある彼女の見方とは前
紀要(24)で知り得るように,身体の感覚器官にあって,身体の外部や内部から
刺激を受容し反射するのがそれぞれsentirやsensation

であり,この

sensationが枯神のsensation となる(身体での反射としてのsensation は
精神では刺激として受容される)ことである(だから彼女の立場ではく思惟の
mouvement)は是認されそのく運動)なる訳で使用されてもよいが,デカル
トの二元論的立場でのmouvementはく動き)の訳しかなくなろう)。筆者も
これこそく精神と身体の本来あり得べき身体を基本にした合一)とみなさざる
を得ないし,そのことを除いては身体をよりどころにした心身合一と認め得な
いのである。
しかし筆者がデカルトのいう く日常的用法)をあえてく情念)やく受動〉の
それの二つのく精神)に分けて,それぞれが身体と部分的に,全体的に関係す
るとみなし,かつかかる証しを両者にいわれるく受動)以外に見出せないと指
摘しても,なぜ両者においては各身体との関係にあるのかを本論考の最後に答
えておかねばならぬであろう。それはまず,く情念)のく日常的用法)のく机
秤)では,く能動)たる諸能力が間接にく受動)にされるからである。それゆ
えかかるく枯刊l)は身体とは部分的にしか関係しないのである。そしてく受動)
のく日常的用法)の精神では,身体の能力sensが直接にく受動)にされるか
らである。それゆえかかるく柄神)は身体とは全体的にしか関係しないのであ
°

°

°

る。間接になのはく精神)のく能動)たる諸能力それ自体がく受動(たる諸能
刀))ではないし,く精神)にとって身体と直ちに関係させはしないからである。
°

°

°

直接になのは身体の能力sensそれ自体がく精神(のsentiment))にとって
すぐさま関係する,つまり直ちにく受動)にされるからである。また筆者が名
付けるく認識の起こり)のこともこのく受動)の場合に語られるだけだから,
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それは受動的因子をもつく能動)たる諸能力における用語ではなく,いかに部
分的全体的であろうとも,身体との各関係を彼女のいうく思惟のmouvement)
のうちのく受動)としてみるところでの用語であるのはもはやいうまでもなか
ろう。
〔続〕
(この論稿でも く次回に回す)と記すことで諸問題を先き送りにしてしまっ
た感が否めないが,それでも次回に鼻先きに取り込むべき問題はみえている。
それは傍点のく精神)とは何か,そのく料神にとりわけ関係づけられる情念)
たるsentiment

とは何か,く精神)のsentiment (く受動)たるsentiment)

とは何かということである。これらが明かされないかぎり,デカルトの哲学は
いまだ完備され整合性をもった哲学であるといえぬであろう。)
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る。
(13) C.㊤P.14註(26)参照。
(14) A.⑦P.147, P.148,またはA.OP.573.
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