なぜ感受性なのか(1)
村

上

吉

男

1909年に生まれ, 34歳の若さで逝ったシモーヌ・ヴェーユの一生はおよそ,
バリやル・ビュィ,オーセル,ロアンヌ,プールジュ,サン=カンタン,マル
セーユ,ニューヨーク,ロンドンの生活,さらにベルリンやバルセロナ,バレ
ンシア,ビアナドカシュテロ,モンタナ,ストレーサ,ミラノ,ボローニヤ,
ラヴェンナ,フィレンツェ,アシジ,ソレム,ジュネーヴ,カルカソンヌ,カ
サプランカ,終焉の地アシュフォードへの旅や静養によって刻まれる(1)
生活や旅,静養の地がどこであれ,彼女はそのいずれかの現実にたえず接す
るであろう。現実とは現に存在する事柄,すなわち時間の流れのなかで現在に
当面する事象であるという。これは現実と彼女をそれぞれ時間内存在にし,両
者が相互との時間的関係を保有することを示唆させよう。そこで現実と彼女の
おのおのに立って,時間内存在や時間的関係が何かが問われる。そのために優
先すべきはこれらを彼女に聞くことである。質せば何らかの答がみつかるやも
しれない。だが以上の文脈は,ここがその答をすぐ提出できるところやときで
あるのを許さぬであろう。しかしながらこれらの問題解決に向けて,彼女の記
す文章が順次参考にされること,これを緒に筆者が自らのその見方を示すこと
は可能であろう。かつこの見方から打ち出されるものが,彼女の答のすべてに
ではなくとも,そのいくつかに合致されることによって,これらの問題を明か
すことになるであろう。
はじめに取り上げられるべきは次なる文章である。
④

Rien de ce qui passe dans ma conscience n'a dautre realite que
la

conscience

que

j'en

ai;

il

n'y

a

d'autre

connaissance

pour

moi

que d'avoir conscience de ce dont j'ai conscience. Connaitre un
reve, c'est le rever; connaitre une souffrance, c'est la souffrir;
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connaTtre un plaisir, cest en jouir. Tout est sur le meme plan.‑
⑧

Ce que ma conscience me r色vele, ce n'est pas moi, mais la

conscience que jai de moi, tout comme elle ne me revらle pas les
choses, mais la conscience que j ai des choses. Ce dont j'ai conscience,
.I

je ne sais jamais ce que cest; je sais que j'en ai conscience. Voil色
.I

.

done une chose que je sais: jai conscience, je pense. Et comment
esトce que je le sais? Ce nest pas une id色e, un sentiment parmi les
idees et les sentiments qui apparaissent A ma pens色e. Jeprouve que
le ciel est bleu, que je suis triste, que je jouis, que je me meus; je
l'eprouve, je nen sais nen.

◎ Ce que je pense, je le pense; il ny a rien d'autre A connaitre.
.I ′

Rien? Si. Et quoi done? Tout ce que jeprouve est illusion, car tout
.I

ce qui se presente A moi sans que jen recoive latteinte de lexistence
reelle se joue de moi. Et non seulement plaisir, souffrance, sensation,
mais par suite aussi cet etre que je nomme moi, qui jouit, souffre

et墜吐. Tout cela est illusion. Quest‑ce a dire? Que tout cela
semble illusoire? Non; cest‑A‑dire, au contraire, que tout cela fait
illusion, par suite semble certain . (傍線部分または波線部分は筆者)
㊤ わたしが自分の意識に伝わるものについてもつ意識よりほかの現実は伺
もない。認識とはわたしにとって,わたしが意識するものを意識する以外に
はない。ある夢を認識するとはその夢を夢想することである。ある苦しみを
認識するとはその苦しみを苦しむことである。ある楽しみを認識するとはそ
の楽しみを楽しむことである。すべては同じ次元上にある。‑
@

わたしの認識が,わたしに事物をあらわすのではなくて,わたしが事物

についてもつ意識をあらわすのとまったく同様に,わたしの意識がわたしに
あらわすものとは,このわたしではなくて,わたしがこのわたしについても
つ意識なのである。わたしは,わたしが意識するものが何であるかを決して
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認識しない。わたしは,わたしが意識するものを意識するということを認識
する。それゆえ,ここにわたしが認識することが一つある。すなわち,わた
しは意識する,わたしは思惟するということである。それでは、わたしはそ
のことをいかにして認識するのか。認識するとは、わたしの思惟にあらわれ
る諸表象や諸感情のなかのある表象,ある感情のことではない。わたしは空
が青いこと,わたしが悲しいこと,わたしが楽しむこと,わたしが動き回る
ことを感じる。わたしはこれらのことを感じるのであって,これらのことに
ついて何も認識しないのである。
◎ わたしは,わたしが思惟するものを思惟する。ほかに認識することは何
もない。何もないのか。否。それではいったい何があるのか。わたしが感じ
るものはすべて錯覚である。なぜならわたしが感じるものすべてから,わた
しがその其なる事象への到達を認めないうちに,自分にあらわれるものはす
べて,わたしを編すからである。そういうわけで,たんに楽しみ,苦しみ,
感nのことばかりでなく,その結果楽しんだり,苦しんだり,感じたりする

魂,わたしがわたしと名付けるこの魂もまた.然りである。つまりこれらす

ベてが錯覚なのだ。それはいかなる意味か。これらすべてが錯覚であるよう
にみえるということか。否。その反対,すなわちこれらすべては,錯覚を起
こさせること,その結果確実であるようにみえるということである。
註(2)は『デカルトにおける科学と知覚』 (1930年)からの引用である。引
用が長文なのは,私訳の箇所からでも知り得るように,認識論の大筋が,また
く事物)く事象)の,あるいはくわたし)という人間の存在や両者との関係の
大筋が記されるところとなるからである。これらへの考え方の基本はこの学士
論文タイトルの性格からして,デカルト思想に依拠し継承するごとくにみえる
が,それだけにとどまらせない,たとえばデカルト思想を超えようとするばか
りか,現象学や実存主義の考え方とも多少異なる彼女自身のその兆しがすでに
この引用文に窺われると予測し得よう。だがその解説を試みるにしてち,それ
はこれ以降の筆者の論述に従って語られる必要から,以下の段落に委ねられる
ことになるし,他方この引用文にく事象)なる現実と

くわたし)なる彼女の

存在やこれら相互との関係の大筋が記されると述べても,ここではまだ,両者
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が時間内存在であり,時間的関係にあることを含ませていないと諒解するしか
ないであろう。
とまれ,この註(2)の長文(原文)は二段落中の文章を

connaitre

や

savoirの助詞が出てくる箇所によって, ④⑧◎という三つに分けて解説され
るが(④◎にはconnaitre ⑧にはsavoir),さし当たって④⑧ならびに◎内
のそれぞれにある くわたしが意識するものを意識する)やくわたしが思惟する
ものを思惟する)とは何かから問わねばならないであろう。
ただそれを問う前に予知すべきことがある。それは,わたしがく意識するも
のを意識する)やく思惟するものを思惟する)に摂した,または究極には同じ
ことであるとみてよい具体的な表現がさらにあるということである。 ④では
くその夢を夢想する),くその苦しみを苦しむ),くその楽しみを楽しむ), ⑧で
はく空が青いこと(を感じる)),く悲しいこと(を感じる)),く楽しむこと(を
感じる)),く動き回ることを感じる), ◎ではく楽しみ(を)楽しんだり(する)).
く苦しみ(杏)苦しんだり(する)),く感覚(を)感じたりする)がそうなので
ある。それゆえ,これらの表現のうちのくその苦しみを苦しむ)という例でみ
ると,くその苦しみを)がく意識するものを)やく思惟するものを)に,く苦
しむ)がく意識する)やく思惟する)に相当するとみなし得るのであり,く意
識するものを意識する)やく思惟するものを思惟する)がこれらの具体的な表
現をいわば代表するということができる。
しかし, ④⑧ならびに◎のこのく意識するもの),く思惟するもの)の表現に
頬した,または究極には同じことであるとみてよいく〜するもの)なる表現が
そのほかにも見出される。それは, ㊤中のく意識に伝わるもの), @中のくわ
たしにあらわすもの), ⑥中のく感じるもの),く自分にあらわれるもの)であ
る。またこれまで⑳⑧⑥で取り上げたすべてのく〜するもの〉 という表現とは
異なるが,この中のくもの)と記されるそれには,前段における くその夢)
くその苦しみ)くその楽しみ)く空が青いこと)く悲しいこと)く楽しむこと)
く動き回ること)く楽しみ)く苦しみ)く感覚)が当然相当し,そのくもの)と同
じことになるといえる。
そこで, ⑳㊥◎の代表的な表現とは何かは,前段までの内容を踏まえての考
察が要求されるのみか,実際このくもの)がいかに明らかにされ得るかを課さ
ずに問えないであろう。それゆえくもの)が何を示すかからみる必要がある。

なぜ感受性なのか(1)

まずくもの)は,註(2)以前の箇所にある筆者の言薬でいう

31

く現実)やく事

柄),く事象)に,要するに引用文中のく意識する)やく思惟する)というその
対象(つまりこの言葉や意味)に置換されるであろう。むろん,引用文㊨中の
くrealit色(現実))は,先に記したく現実)が人間の外側にあるそれと比べて,
人間の内側,すなわちこれも◎中の言葉でいう くetre (魂)),いいかえると析
神にあるそれをさすといっておく必要がある。ただし筆者はこのく現実)なる
言葉とその意味をもっぱら人間の外側にあるくもの)として理解し使用する。
そしてくもの)は,この引用文⑳9中のくIes choses (事物))やく1existence
(事象)),〈une id色e (ある表象)),〈un sentiment (ある感情)) (つまりこれ
らの言薬や意味)にも置換されるであろう。そこで最初に記した事項から短い
解説を付け加えるならば,それらはいかにみられようかである。最初のくles
choses)は,それがここに複数形で表記されるかぎり,単数形の意味での
く事物)ではなく,現実や事態,状況などの訳語の方がふさわしいであろう。
にもかかわらずく#物)としたのはなぜか。く部物)という訳語はそこの文脈
では(わたし)なる人間との区別のために,すなわち人間以外の,さらにいえ
ば人間の内側以外のすべてを示す強調のために用いられると捉えるべきだ。
次のくexistence)の訳であるく事象)は(Fait dexister, dappartenir A
la realite>(3)に従うと,事実や事柄を含意させるであろうO もとよりこれと同
様に捉えてよいのは,筆者が註(2)以前の箇所で記したく事象)のことでもあ
る。すると註(3)からみれば,引用文◎中のそれをく1existence reelle)と書
き入れずとも,このく事象(事実や事柄))自体にはく現実)なる言葉上の意
味に比して,具象性のより強調されたそれが含まれるといえようか。
さらにくune id色e)の訳である く表象)はある意味で,たとえばカソトや
現象学で使われるく表象)と同じであるように察知されるし,これをまたく現
象)なる言薬とその意味に理解することもできよう。つまり く現象)は筆者に
おいては,人間の内側(意識または精神)にあらわれるイメージ(イマージュ)
であるく表象)と同様に用いられるということである。むろんく現象〉は人間
の外側にあるく事物)く事象)く事実)く事柄)をさして使用される場合もある
が,ここではその意味で使うのではないと予め断わっておく。
さて表象には知覚表象,記憶表象,想像表象があるという。引用文⑧中の
く表象)は知覚すなわち感覚とくsentir)とが関係しようイマージュに当ては
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まる一例である。このことはまた, ⑥中のくsensation)をもってく感覚)と
訳すとともに,ときにく(感覚的)印象)にもなるとすれば,この知覚表象が
く印象)なる言薬や意味に旺換できようし,くsensation (感覚または印象))
すなわち知覚表象をそれとして完全に感じるのがくsensation)に対応し記さ
F
I

I

L

れる傍線部分のくsentir)であることを示唆させる。あるいは⑧中のうちく空
が青いこと),く動き回ること)がもし知覚表象として受け取られ得るならば,
こうした知覚表象を感じるのはむろん◎中の傍線部分のくsentiI・)が作用する

;

ことであると認めるしかないであろう。
I

蕨後のくun sentiment)は@中のく表象)と併記されるところから,表象
のひとつである想像表象にくみ入れられるであろう。想像表象は想像が知覚
(感覚)に加えられかたちづくられるイマージュであろう。これがそのまま想
像表象というイマージュで捉えられるならば,それはたとえば④中のくその夢
を夢想すること)のく夢)に相当するであろう。だが想像が知覚(感覚)に加
わることにおいて,想像表象はく感情)になり得る場合もあるとみなされる(4)。
ここではそのことをさすならば, ⑧中のく悲しいこと)く楽しむこと)がこの
想像表象いいかえるとく感情)でしかなくなるのであり,これはまた同⑧中の
くeprouver 感じる) )でもって証左される,すなわちくeprouver)のく感じ
る)ことがそれらのく感情)を生み出すことに関係する。それゆえ, ㊤中の
くその苦しみを苦しむ)くその楽しみを楽しむ)も◎中のく楽しみ(を楽しん
だり))く苦しみ(を苦しんだり) )も,く苦しみ)く楽しみ)がく感情)という
想像表象になるのであり,く苦しむ)く楽しむ)は両方とも くeprouver (感じ
る))に対応するといい得る。ただし,前段で述べた⑧中のく空が青いこと)
く動き回ること)にかかわる く感じる)とする動詞がく芭prouver)であるか
ぎり,これらはやはり く感情〉 として理解されるべきであろう(これらが感情
になるといえる証明は後述に譲る)0
ところで以上から知り得ることは,くもの)なる言葉や意味が引用文中に使
用されるく事物)やく事象)をはじめとして,く現実)く事実)く邸柄)く対象)
なるくわたし)の外側にあるくもの)の場合と,それ以外すなわちこれも引用
文における言薬や意味でいう く表象)く印象)く感情),またはく現象)なる
くわたし)の内側にある くもの)の場合とに分けられるということである。も
ちろん,引用文中のくもの)に(〜する)という修飾語句のつくそれは.すな
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わち㊤中のく意識に伝わるもの) (意識するもの), ⑧中のくわたしにあらわす
もの), ⑥中のく思惟するもの)く感じるもの)く自分にあらわれるもの)はす
べて,後者のく表象)く印象)く感情)く現象)にくみするとみてよい。そこで
筆者はこれ以降それらをく表象)なる表現にて統一し記述することになるが,
同時にこのく表象)がく〜するもの)以外の表現,たとえば④中のくその夢)
くその苦しみ)くその楽しみ)⑧中のく空が青いこと)く悲しいこと)く楽しむ
こと)く動き回ること) ◎中のく楽しみ)く苦しみ)く感覚)にも故当するだけ
でなく,く表象)は(わたし)の内側にあるイマージュ,いいかえると(Quest‑ce
qui est au premier plan pour la conscience?)(5)という彼女の言葉からは
くわたし)の外側にあるく串物)やく事象)などとは異なって,まずはく意識
の前面にある)それということを確認しておきたい。
く表象)とはすべからく知覚(感覚)と,すなわちこれを心理学的生理学的
用語で別言する感覚なるく刺激)と意識における諸能力の作用によってかたち
づくられるイマージュであると捉えられよう。だからまさにこのとき,く意識
するもの)く思惟するもの)く楽しみ)く苦しみ)などの表現となるだけにおい
ては,く表象)は完望なそれを成り立たせ得ない。そうみられるのには実際そ
こに意識の諸能力が作用していなければならない。これが彼女にとってはく意
識するものを意識する)く思惟するものを思惟する)く楽しみを楽しむ)く苦し
みを苦しむ)などの一連の表現にする必要性を生み出すのであり,おのおのの
点線部分が意識の諸能力の作用をあらわすことになるわけである。もとより点
線の付される く意識する)やく思惟する),く楽しむ)く苦しむ)などの意識の
諸能力の各作用は心理学的生理学的用語で別言できよう く反射)であるといい
得る一方,ここではとくにそれぞれの点線部分がおよそく〜するもの)などの
く〜する)に等しく表現されることに注意されたい。それは,く思惟する)を
例にとれば,このく反射)なる作用はく思惟するもの)すなわちくわたし〉の
外側にあるく事物)やく事象)なるく対象)をく思惟する)ことであるが、し
かしくわたし〉がく思惟する)という意識のある能力を作用させている以上,
このく対象)はすでにしてく思惟するもの)すなわち完壁なく表象)となって
いる表現でしかなかろうし,その際く思惟するものを思惟する)という一連の
表現で捉えずには,このく表象)が意識のある能力の作用く思惟する)に呼応
する同じく思惟するもの)なる表象になりようがなくなるであろう。
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そしてくわたし)がく思惟する)あるいはく意識する)ことにおいて,く対
負)がく表象)になるからこそ,彼女が⑧中にくわたしの意識が,わたしに事
物をあらわすのではなくて,わたしが事物についてもつ意識をあらわす)とい
い,このくわたし)に対してもくわたしの意識が,このわたしではなくて,わ
たしがこのわたしについてもつ意識なのである)というのである。これはくわ
たしの意識)がく事物)やく事象)とくわたし)からのく表象)にすぎないか
ぎり,く事物)やく郵象)自体が,あるいはくわたし)自身がくわたしの意識)
にあらわれるのではないことを当然意味させてこよう。ここにはだから,く寧
物)やく事象)をく表象)としてあらわすくわたし)なる人間とそのく現実)
との関係の,かつそれぞれの存在の一面がみえてくる。今この両者との関係や
おのおのの存在が時間的関係や時間内存在において問われなくともである。す
なわち,く現実)とはくわたし)にとって,く現実)自体をく意識する)く思惟
する)ことの不可能なく表象)があらわれる関係にあるだけでなく,く現実)
がそのく意識に伝わるもの(表象)についてもつ意識)としてのみかかわるこ
とになるし,く現実)はまた,くわたし)がく意識する)く思惟する)にしても,
これらの作用がく錯覚を起こさせること,その結果確実であるようにみえる)
ことと彼女が結語づけるようなく表象)との関係を築かずにおかないというわ
けなのだ。それゆえ,く現実)はそれにはじめて接するとき,くわたし)がこう
したく表象)を認識する(connaltre)にすぎない存在でしかないし,くわたし)
の方も, ⑧中のくわたし)自身をく意識する)く思惟する)ことができない,
くわたしについてもつ意識)としての存在であることをはじめとして, ◎中の
波線部分のくすべてが錯覚なのだ)ということを認識する(connaitre)存在
にしかなり得ない。これはそれぞれがく共なる#象)や其なる くわたし)では
ない存在としてしかく現実)やくわたし)に存在し得ないことを示唆させよう。
ところが前段の内容はそこからさらに生じてこよう関越を処理せずに容認さ
れないであろう。一つ日の問題は,意識の諸能力の作用がく意識する)やく思
惟する)く感じる〉などのように,複数で表現されるのはなぜかである。これ
は問題にするまでもなく容易に片付けられるそれとなろうが,しかし彼女の認
識論がいかにして打ち立てられるが6)をみるうえで,簡単に見過ごしてならな
い問題であろう。前者にあってはこの諸能力とは当然感覚や想像,感情,知性
(悟性)または理性,意志などであり,それらの作用が意識(枯神)にあると

なぜ感受性なのか(i)

8.1

いうことですませられるにしても,後者にあって何よりその考察の前提とすべ
きは,註(2)なる引用文が彼女によるデカルト思想の一部の解釈の文章である
ということなのだ。デカルトは意識の諸能力の作用のすべてを,たとえばく感
覚する,想像する,感じる,理解する,判断する,意志する)などを一括して
く思惟する)もっと広くにはく意識する)という言葉で意味させ使用したとい
うことが彼女の解釈を理解するうえで不可欠となるのである(7)。
それゆえ彼女が註(2)において,く意識する.思惟する,夢想する,空が青
い(または動き回る),悲しい(苦しむ),楽しむ)と記しても,言葉の使い分
けがなされるかぎり,その個別的通いを明らかにみせるとはいえ,それらはお
よそ同じことになると前述したことに合致し,その同じであることがこれで証
左されるといえるわけである。なぜならく夢想する)がく想像する) (想像の
作用)に,く空が青い(または動き回る))がく感覚する(註(2)の私訳では感
じる) (sentir)) (感覚の作用)ないしはく感じる(eprouver)) (感情の作用)
に,く悲しい(苦しむ),楽しむ)がく感じる(eprouver)) (感情の作用)ない
しはく感覚する(sentir)) (感覚の作用)にそれぞれ該当するし,く意識する)
く思惟する)はむろん知性(悟性)または理性の作用であるとみてよいからだ。
デカルトではく悲しい(苦しむ)、楽しむ)も感覚の作用であるという。
ここで三つ目の問題となるのは,く感覚する)が刺激としての知覚表象にお
ける感覚自身を反射させると捉えられるにせよ,想像としてのく想像する)や
感情としてのく感じる),知性としてのく思惟する)がいかなる順序にて知覚
表象に能動的に作用するのかである。それが彼女の,註(2)ではデカルトの認
識論がいかにして打ち立てられるかにかかわってくるが,少なくもデカルトに
あって次のごとく語られるのは周知の通りである。すなわちく思惟する)こと
つまりは思惟のみにおいて真理を認識できるとし,その確実にして明証的な認
識たる く表象)をば,永遠不変なもの(秤)や数学の公理のような明噺判明な
くidees innees (一般にく生得観念)と訳されるが,筆者は彼女の引用文にあっ
たくune idee)にならい,それをく生得表象)と私訳する))とみなし,それ
以外の外来的表象(感覚による表象)ならびに仮想的表象(想像による表象)
と区別したということなのだ。いいかえるとデカルトは意識からく感覚する)
やく想像する)だけでなく,感情としてのく感じる)さえ排除し,思惟だけで
く事物)やく事象)なる対象(現実あるいは世界)の全体や本質を認識するこ

36

人文科学研究

第91輯

とによって,この認識の有効性や普遍性(客観性)の保証を高められるとした
ことが、それこそデカルトの思惟をく真なる事象)へ到達させることである。
デカルトがく感覚する)く想像する)く感じる)を排除するのはむろん,確実
にして明証的な認識の獲得にとって,感覚,想像,感情が信用ならない能力に
なるからである(8)。彼女がデカルト思想の‑解釈を試みる引用文(9の波線部分
を再び参考にしよう。この信用がおけないとするこれらの能力のうちで,感情
は前記したように,刺激なる感覚に想像が加わり生じる能力であるとみれば,
想像は◎中のく楽しみ,苦しみ)に取り込まれていると判断し得るであろうし,
またく楽しみ,苦しみ)のあとにく感覚)が併記させられたり,しかもさらに
そのあとにくその結果)と記されたりすれば,く感覚)がく楽しみ,苦しみ)
とは明確に区別されてくること,く楽しみ,苦しみ)がそれぞれく楽しんだり,
苦しんだり)に,く感覚)がく感じたりする) (点線部分は刺激なる感覚がそれ
自身で蝉独に反射されることを意味する)に対応せざるを得ないことを示唆さ
せるであろう。すなわち,く感覚)がく楽しみ,苦しみ)の区分にくみ入れら
れて,く楽しんだり,苦しんだり)するのではなく,く感じたりする(感覚する))
に呼応するとみる以上,彼女がデカルト思想の‑解釈を忠実に試みているこの
引用文のく楽しみ,苦しみ)はその呼応において,感情になると理解しておか
ねばならない。だがデカルトはく感覚)である く感じたりする(感覚する))
も,く感情)である

く楽しんだり,苦しんだり)するも,さらにくわたしがわ

たしと名付ける)く思惟する)ところの能力も,くこれらすべてが錯覚なのだ)
というわけである。
それでもデカルトにとって,く感覚)く想像(あるいは感情))く思惟)のすべ
てが実際にく錯覚を起こさせること)に相当するのではない。これに相当する
のは少なくも く思惟)であり得ない。く思惟)自体がく錯覚を起こさせる)能
力であるならば,確実にして明証的な認識の獲得はおよそ不可能であるし.そ
もそも くわたしは思惟する,それゆえにわたしは存在する)というコギトなる
命題すら成り立たせぬであろう。それにく思惟)は能動的に作用する能力であ
る。これと同様に捉えてよい能力がまたく想像(あるいは感情))なのである。

P
.'

■

隻
1
I
'ヽ

とすればこれらの能力は何に対して能動的に作用するのであろうか。いわずと
知れたこと,く感覚)に対してである。これはく魂(精神))にく刺激)として
受容されるく感覚)つまり受動的な知覚表象こそがく錯覚を起こさせる)いわ

■.I
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ば元凶に等しいと一般にみなされる通りなのである.たとえば空間や時間の移
動において,同じく*Jf物)が異なってみえたりすることは誰でも経験するとこ
ろであろう。とまれここでは,彼女もこのく感覚)に対してはデカルト的立場
を堅持する,正確にいうとく感覚〉は誤まれる能力であるとみなすことより,
問題にさえならない能力として受け取りつつも,そのく感覚)のあることは許
容すると捉えてかまわぬということ,そしてく感覚)が果たしてく錯覚を起こ
させる)因子になるかどうかということより,認識論の大筋として,この知覚
表象に,あるときはく感覚する)やく想像する(また感情としての感じる))
が,あるときはく思惟する)が作用するということを確認するだけになる。そ
れゆえ,そのく想像(また感情))それぞれがそれ自身としての独立的能力に,
さらにそのく想像(また感情))にく思惟)が作用して想像的思考や感情的思
考(他律的思惟)になり得たりする場合も生じてこようが,それらのこと,ま
た意志や記憶などの能力のことは省略させるはかない。
とはいえ,デカルトにとっては,く感覚)は信用ならない誤まれる能力でし
かないゆえに,く思惟)はく生得表象)たる確実にして明証的な認識にささげ
られるばかりで,独立した想像や感情,このおのおのと く思惟)の結びついた
想像的思考や感情的思考は認められないだけでなく,く感覚)からくる註(2)
のく楽しみ,苦しみ)は感覚的,知性的あるいは情念(passion)的に理解さ
れる以外にはない,また彼女にとってはく感覚)からくる,この想像的思考や
感情的思考も,これらを生み出そう く想像)く感情)く思惟)もすべて真正な能
力にはなり得ないということができる。だからこそここで,彼女のく感覚)に
対する註(2 )と同様かそれ以上の内容の盛り込まれる引用文がその証明のため
.

に掲げられなければならないのである。

l
I

l
I

I

I
ジ

Ll

On a conscience de ce quon croit voir, et non de ce qu'on voit,

I

de ce qu'on croit toucher, et non de ce quon touche, etc. La
sensation ne fait que servir d occasion pour prendre conscience de

T
i

ヽ

i
I

ce quon croit setltir(9>. (傍線部分は筆者)

l
I
II

「、
I

i,

il

人は自分がみるものを意識するのではなく,自分がみると思うものを意識
するし,自分が触れるものを意識するのではなく,自分が触れると思うもの
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を意識する。感覚は自分が感じると思うものを意識するための機会にしか役

.

I

立たない。

I

I

l

この引用文が註(2)より以上の内容であるのは具体的であるからである。そ

I

れはいかなる点でなのか。まずく自分がみる(触れる)と思うものを意識する)
点から,自分がく意識する〉

ことはくみる)やく触れる)ところのく事物)自

体を自分にあらわすのではなくて,くみる)やく触れる)というそのく事物に
ついてもつ意識をあらわす)にすぎないことを明らかにさせる。
そして註(9)は,註(2)におけるく意識するものを意識する)やく思惟する
ものを思惟する)ということを明瞭にさせる。なぜならく意識するもの)く思
惟するもの)がくみると思うもの)く触れると思うもの)になっているからであ
る。くcroire (思う))がくPenser que quelque chose est vrai. penser
quune personne dit la v色rite.)(10)なる意味(ここは前著に故当させる)で
あるならば,く思う)は前記した通り,く思惟する)く想像する)く感じる(また
は感覚する))など,ないしは広く解釈してく意識する)と理解されるであろ
う。だから傍線部分のく感じると思う)のく感じる)はくみる(触れる)と思
う)のうちのくみる)やく触れる)をまとめた表現であると同時に,く思う)
はくみる(触れる))と(ことを)く思惟する)く感じる(感覚する))く意識す
る)なる表現のいずれにも置き換えることが可能になろう。
それでも くみる(触れる)と思う)にとって,どこが具体的であるかだが,
これは以下の通りである。くみる)と

く触れる)は彼女にあって,たとえば

く感覚する)ということではなく,このく感覚する)という く反射)を過さな
いかぎり捉えられないことをさす。いいかえると くみる)やく触れる)という
知覚表象だけでは完壁なく表象)になり得ない以上,くみる)やく触れる)は
く感覚する),要するにく思惟する)く意識する)というこれらの作用によって
完壁なく表象)に仕上げられる必要がある。それゆえ,く感覚(みるや触れる)
は自分が感じると思う(感覚する)ものを意識する(感覚する)ための搬会に
しか役立たない)というわけである。
それはともかく,註(9)における

くsensation (感覚))に対応するのは註

(2)の◎の場合と同様に,くsentir (感覚するないしは私訳では感じる))であ
ることがここでも確認されるが,このく感覚)とは彼女において,いったい何

f
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かは,これまでしばしば取り上げた次の文章を参照すれば明らかにされよう(ll)。
Les sensations ne contiennent ni une mati芭re, ni un espace, m
un

temps,

et

ne

peuvent

rien

nous

donner

en

dehors

delles一memes,

et en quelque sorte elles ne sont rien. Cependant nous percevons le
monde; cest done c旦qui nous est donne, ce n'est pas seulement
les sensations . (傍線部分または波線部分は筆者)

感覚は質料,空間,時間も含まず,それ自体以外わたしたちに何ももたら
すことができず,いわば何ものでもない。しかしながら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るものがたんに感覚だけで
はないということである。
ll

Ce que nous pouvons dire sur lexercice des sens en dehors du
mouvement, cest que nous avons des sensations dune variete
infinie et qui nous apprennent rien du tout.

:1l
l

LE SENS DU MOUVEMENT

●

1
I

Le mouvement nous procure toujours des sensations de 1 ordre du
I

toucher, de coenesthesie, de douleur, qui impliquent un changement.

J

l

Mais le changement est qualitatif, le mouvement est quantitatif
わたしたちが動きと関係しない感官の作用に対していい得ることは,わた
したちはわたしたちにまったく何も教えない,佃限に多様な感覚をもつとい
うことである。
動きに関係する感官
′

感官の動きはわたしたちにたえず,ひとつの変化を含む触覚,体感,痛覚
ほどの感覚をもたらす。しかしその変化とは質的であり,動きは量的である。
i
I

註(12)のくわたしたちにもたらされるS><Dfrたんに感覚だけではない)とす
れば,それは何か,あるいは註(13)のく動き)かつく動きは‑I'l.的である)とは

I

tl

何か,今は語るところにない。なぜなら今はく感覚)が何かを明確に打ち出し
fi
I
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さえすればよいからである。両引用文の読みにおいて,その何たるかは知り得
るところであるが,それを補足する説明も若干必要になろう。註(12)の波線部
分では, (感覚)はたとえば註(9)のくみる)やく触れる)ことく以外‑何も
もたらすことができ)ない,同じ註(12)の傍線部分のくもの)は註(2)や註
(9)のくce (もの))と同様,く表象)であるということが意味されるであろう。
ただ註(12)でいう くもの)は知覚表象であろうとも,く感覚)だけがもたらす
く表象)ではもはやないのはいうまでもない。註(13)では,くLE SENS DU
MOUVEMENT)なる小見出しは,これがその前段とかかわる延長上にある
とみなせば,く動きを伴う場合の感官の作用)としての解釈が生じよう。それ
ゆえ小見出し以下は感官が動きを伴い作用するという前提において,くsellsation)
がたとえばく感覚)なる(痛覚)をく感覚する)ほどのく反射〉になる能力で
あると理解できる。くsensation)の訳は,たんに受動的意味をあらわそう,つ
まりもたらされる能力に重点をおいたく感覚)としておいたが,先の前提部項
のく感覚する)を伴わせるかぎり, (感覚)以外の,すなわち完望なく(感覚的)
印象)という く表象)の訳も可能であろう。
そして筆者はまた,この受動的く感覚)を認識の起源の能力に導入したのが
カソトの,あるいはフッサールを代表する現象学の認識論的思想であるように
推察する。そこで,く感覚)を取り込んで成り立つ場合の彼らのその思想,そ
こからさらに浮かび出されよう く事物)と人間の存在や両者との関係の思想は,
デカルトや彼女においてく感覚)を無視し問題にしないその思想とこれらの思想
との比較によっていかなる特色が見出されるかが三つ目の問題になろう。しか
しここでは,すでに明らかな彼女のいうく感覚)のことよりも,彼女のこれらの
思想を問う方向にあるとみる以上,彼女におけるその特色こそ打ち出されねば
ならないのであって,そのために彼女の生きた時代に影響を与えたであろう現
象学の感覚とこれらの思想の要点のみを取り入れ論述するしかないであろう(M)。
現象学が感覚を取り込むに至ったのはもとより.人間の存在が何であるかを
事物,事象つまり世界を前提にみきわめねばならなかったからである0 ‑イデ
ガ‑も語るごとく,人間はく世界一内一存在)でしかないということである。
それゆえ何より世界(の存在)の本質が明かされる必要があるし,この世界
から人間への関係のうえで,人間(の存在)の本'rTが問われるといえるであろ
う。世界を優先させるこの基本姿勢は筆者をして,カソトまたは実存主義をは

なぜ感受性なのか(1)
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じめ彼女においても同様であると推察させ得るのである。
現象学は,人間の意識に例をとっていうと,意識が優先させられるべき世界
(その対象)とたえずかかわらざるを得ないがゆえに,そこにこそ意識の本質
があるとみること,すなわち意識は(何ものかの意識》にあって,その《指
(志)向性≫でしかないことを主張する。 《指向性≫の概念とは「意識がある
ものについての意識であり,意識と意識されたものとが相関関係にある」(15)こ
と,またく相関関係)はフッサールの規定では(対象が意識に自らを与えるも
のとして,自ら与えられたものになる)(16)ということに見出されよう。
彼女がこうした現象学に触れていたかどうかにかかわらず,たとえば,註
(2)⑧中のくわたしが事物についてもつ意識)は註(15)のく意識があるものに
ついての意識)と,あるいは現象学のいう対象なる《存在者の存在》における
〈存在〉が人間(意識)にとって, 〈存在者≫という人間の外側にある現象の
く現象(表象))になるとみなされるとき, 《存在者》 自体が人間(意識)にあ
らわれないのは⑧中でくわたしの意識が,わたしに事物をあらわすのではない)
とする表現とも驚くほどよく似るのであるO
さらに意識の《指向性》によって,現象学は事物や事象の本質をきわめると
ころにあるとするならば,彼女がく異なる事象への到達)と記すのは,それ自
体デカルト思想を借りた表現にせよ,現象学的思想に見紛うほどになろう。こ
れらがおよそ実現されるには,事象の本質やく其なる事象)に対する,思惟

i
l
'1

(フッサールではこれも思惟の‑作用であろう連想と知的認識能力としての直
級)の作用が両方に欠かせないことはいうまでもない。
現象学においては〈指向性)の当初より,これが註(16)のく対象(事象)が
意識に‑自ら与えられたもの(感覚))を受け入れる機能ばかりか,その意味
を把握せんとする生得的機能も備えているという(17)。わけても後者の機能を司
どる連想はそのうえ,事象の意味を統一する役割を担うだけでなく,事象の本
質を明らかにする直観へと連結させるということだ。事象の本質はそれが明か
されるべく事象なる現象を意識内で(純粋現象)に,とどのつまりは意識を
《純粋意識≫にさせるなかで見出されるというから,そのために《エポケー
(判断中止)》を含んで広くいわれる《現象学的還元≫が不可欠であるとされ
る。これはまたく意識(思惟)する)人間の本質が何かを問わせるところに導
いていく。なぜなら事象(事物)と人間(意識)とは相関関係になくてはなら
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ないからである。
しかし,この相関関係に立つ彼女,そこに立つことのないデカルトは,フッ
サールのいう事象の本質を彼らのく意識(思惟)する)ことによって明らかに
なすことをねらいにしていたのであろうか。フッサールにあって事象の本質と
はたんに事象なる現象の存在の事実や性nではなく,現象の背後や内奥に潜む
何かであるという。となれば学士論文の一ページを飾るこの註(2)の⑧の文章
を読むかぎり,筆者は彼らのねらいが事象の本質を見出すことに向けられてあっ
たのではないと推察するしかなかろう。なぜなら彼女はく意識するものが何で
あるかを決して認識しない)またはくこれらのことについて何も認識しない)
と記すからだ。つまり

くもの(表象))が何であるかを認識しないし,意識を

これらのこと(空が青い,悲しい,楽しむ,動き回ること)に向けるにしろ,
くわたし(意識))はこれらの何も認識しないことになる以上,彼女とデカル
トはく表象)の意味や事象(ましてや事象による く表象))の本質を明かすこ
とが不可能になる。
それではこの註(2)にあって,繰り返していうが,彼女がデカルト思想に相
当程度の理解を示しつつ,その思想を借りて自らの見解をも打ち出すとみてよ
い註(2)にあって,く真なる事象への到達)は実現されるのか。彼らはサルト
ルがく実存は本質に先立つ)(18)と同様なことをいい出すのみであろうか。彼ら
は,とりわけデカルトはそうした頬の解答の提示ではなく,前段二つの引用文
にある く認識する(引用文では認識しない))ことにおいて,かかる く到達)
を可能にせんとする。それゆえこのく認識する)がいかに理解されるかなのだO
く認識する)に対し彼女がconnaitreとsavoirを使用することで.註(2)
が⑳至×9に分けられたとみたのは前記の通りである。そのうちの④や⑥のく認
識する)はconnaitreであり. @のそれがsavoirなのだ。これらが四つ臼
の問題となる。 ④中のく認識(connaissanceは知る作用のみをさし,その成
果を含める知識の意味ではない))あるいはく認識する(connaTtre))は⑥中
のconnaitre

も含めく意識(思惟)する)と同じ使用にある。このconnaitre

はく想像する〉く感じる(感覚する))を合意し,いわばく感じて知る)ことな
のだ。だからこれはたえず錯覚を生じさせてしまう。しかし⑧中のく認識する
(savoir))はく意識(思惟)する)と同様にみても,そこにく想像する)く感
じる(感覚する))を有しない,いわばく思惟して知る)なのである.く認識す
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る(savoir)とは, ・‑ある表象(感覚),ある感情のことではない)というの
ではないのか。これはデカルトにとっての唯一錯覚を生じさせないく認識する)
なのだ。だから⑧中のくわたしは,わたしが意識するものを意識するというこ
とを認識する)のく認識する)とは,そのあとにく認識することが一つある)
としてくわたしは意識する。わたしは思惟する)と続くことから,くもの(秦
負))の反射である

く意識(思惟)する)にあって,そこにく想像する)や

く感じる(感覚する))ことを含ませないく思惟して知る)のみが課せられる
ことを意味させる。かつこれによって,彼らは,とりわけデカルトはく真なる
事象‑の到達)の可能性を問うたといえるのである。
ただく真なる事象)はく思惟して知る)くわたし)という事象だけではあり
得ないはずである。くわたし)がsavoirする事象には事物や神なる対象も存
在しよう。デカルトはこれらの事象,とくに問題にしている事物を,フッサー
ルのいう相関関係として捉えずに,精神の(実体(思惟))が優先されるなか
でそれとは分離区別され,それに従属ししかも疑われるもう一つの(実体〉で
あるとみなしたo

ここに'Jf物はこの事実や性質をくわたし(デカルト))が

く思惟して知る)ことのできる,いいかえるとその串実や性質を数学のごとく
科学的に解明するだけの対象にとどまるしかなかったのである。これは一方で
はあらゆる科学を発展さすのに寄与したが,他方では現象学のいう事象の本質
をきわめるに至らなかったといえる(現象学はこの科学的事実(知識)に対し
ては批判的であるという)。このことは,デカルトが事物(の存在)と人間
(の存在)との関係を何より人間側におく関係,加えて人l!'.Jからの一方的関係
として築いたことに起因するであろう。
このことはまた認識の起源のことに関していうと,現象学に比べるに感覚が
起因するところにあるであろう。前記の通り,感覚を信用しないのがデカルト
であり,それを問題にもしないのが彼女であった。となると今度の問題は事物
(の存在)と人間(の存在)との相関関係に立つとみる彼女にあって,これを
密にし,かつく其なる#象への到達)を可能にさせるのは何かということにな
るであろう。筆者はこのとき,註(2)⑧や◎の文章,すなわちく(彰わたしは
これらのことを感じるのであって,これらのことについて何も認識しない),
またはく②わたしが感じるものすべてから,わたしがその真なる事象‑の到
達を認めないうちに,自分にあらわれるものはすべて,わたしを編す)という
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文章に着日せずにいられない。この①と②こそ今の問題点に対する答えを用意
するほどに,デカルト思想から離れて彼女の独自性を秘める思想を浮かび上が
らせよう。
これは何か。少なくも く認識する(savoir))ではない。彼女にとってはそ
れも必要な能力になろうが,それ以上に不可欠であるのが(丑や(勤に記される
く感じる(または感じるもの)),つまり

eprouverに故当する能力なのであ

るO このeprouverが五つ目の問題となる。
そのく感じる(eprouver))をデカルト思想として理解する場合については
前記の箇所に譲るしかないが,しかしここで確認しておくべきいくつかを記さ
ざるを得なくなる。まず(9のくこれらのこと(空が青い,悲しい,楽しむ,動
き回ること)を感じる)とするかぎり,くこれらのこと)は感覚(刺激とその
反射)というより,感情(刺激なる感覚と想像)の能力で捉えられると結語で
きる点である。なんとなれば註(2)◎中のく③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,感じたりする魂)と語
られる文章にあって,このく感覚)以外のく楽しみ,苦しみ)は感情とみなさ
れるし,それ自身く感覚)と区別させるべきこと,またくその結果)と続くか
ら,く感情)と く感覚)のおのおのにく楽しんだり,苦しんだりする)と く感
じたりする)がくり込まれること,かつ後者はsentirを配しく感覚)と呼応
するがゆえに.前者は色prouverを伴わせていう

く感情)とならなければな

らぬことが予想できるからである.次にeprouverはsentir (感じるまたは
感覚する)と同様,反射でしかないし,彼女にあってはデカルトと異なり,感
覚または感情に対し使用されるく感じる)だけがあるのではないという点であ
る。最後にeprouverやsentirは現象学でいう連想による意味,直観による
'本質,カソトのいう思惟の前に現出する能力であるとする点である。 ◎の(参は
そのことを証左する。すなわちくわたしが感じるものすべてから,わたしがそ
の其なる事象への到達を認めないうちに)が明らかにする。これはデカルトは
ともかく,彼女にあっては,芭prouverやsentirがたとえば思惟より先に生
じるという認識の順序のあることを意味する。意識の《指向性》においても,
その能動的能力たる想像,感情,思惟,意志などがすべて同時に発揮されるわ
けがない。それはカソトが(感性)は思催(悟性)の素材であるというとき,
最初にく感性)次に悟性の順に作用する例のごとくであろう。

なぜ感受性なのか(1)
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しかしながら,デカルトとして読む◎の(参のく楽しんだり,苦しんだりする)
ことは,これに使用されると予想したeprouverの反射によって,感情とみ
なされるにせよ,これもく錯覚なのだ〉と語られるに及んでは,真正の感情に
ならないことを示唆させる。これが錯覚となるのは,デカルトにとって信用な
らない感覚がeprouverによって反射されるからである。この点は彼女にも
支持されることであった。ところが③において,当然刺激に捉えられるく感覚)
は反射である く感じたりする)と呼応するのだから,このく感じたりする
(sentir))は刺激の感覚をそのまま感覚として反射させるだけである。この
③のある◎の後半部分をたとえば, ①のある⑧の後半部分と比較させてみよう。
これらは一見して同様な内容が記されると捉えられるが,果たしてそうか。 (参
では刺激に理解されるくある表象)つまり感覚の明記にかかわらず,その反射
であるはずのく感じる)はsentirではなく

eprouverになっている。要す

るに◎とは逆の表現なのだ.だから⑧にあるくこれらのこと(空が青い,悲し
い,楽しむ,動き回ること))がくある表象,ある感情)のどちらに与するか
に対して,筆者は彼女がここでく感じる)に芭prouverを使用するかぎり,
感情しかも後述する真正な感情になるとのさらなる読みが可能なのである。そ
れでも⑧や◎にあって,彼女はなぜ感覚と感情を分けて記すのか。それは彼女
が感覚ではそれ自身による単独の刺激とその反射のあることが一般に詑められ
ることを遵守しただけだし,感情では感覚の反射く感覚する(sentir))では
ない反射く感じる(芭prouver))を割りあてたといえるからである。
それはともかく, @の(Dのくこれらのこと)のうちく悲しい,楽しむこと)
を取り出し, ◎の③と比べると, ①のく悲しい,楽しむことを感じる(eprouver))
に対して, ③ではく楽しみ,苦しみ)に呼応すると予想するeprouverでは
なく,く楽しんだり,苦しんだりする)と記されるだけになる。これはなぜか。
たんなる同じ言葉の羅列に終始させることではないはずである。く楽しんだり,
苦しんだりする)と記すのは彼女の思想として理解する場合でも,デカルトと
同様感覚に起因する感情であることを示すためでしかない。それが其正ではな
い感情と捉えられるのであり, ①と同じような表現であるこのく表象)をく感
じる)際に, (釘は真正ではない感情を示唆させるべく

eprouverなしにあら

わしたのである。
以上の点の証明をさらに試みなければならない。それは筆者をして真正では
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ない感情といわしめるにしても,彼女がこの真正ではない感情のことを語って
いるのか,また彼女が語るとして,それをたんに容認するだけで片付けてしま
うのかどうかのみきわめにかかっているからである。さて⑧の①と◎の③を素
直に読むと,これまでに取り上げた問題は感覚のみで処理し得るともみること
ができよう。なんとなれば刺激としての感覚それ自身の反射く感じる(感覚す
る))に用いられるのがsentirであり,この感覚の感情としての反射く感じ
る)に用いられるのがeprouverであると了解すればそれですむからである。
そのときはむろん真正ではない感情は問題にせずともよくなり, (かや③のいず
れも感覚における真正な感情になろう。だが感覚を前面に押し出して認識の起
源をみようとすることは,註(12)のごとく く感覚は‑何ものでもない)と主張
する彼女には到底反することなのである。だからこそ其正ではない感情とは,
その感覚のく楽しんだり,苦しんだりする)という反射にかけられる直接的な
る感情としての反射,また想像が感覚をとり込んだうえで反射にかけられるこ
の間接的なる く楽しんだり,苦しんだりする)という反射(これらの反射のい
ずれでもeprouverは使用されない。とりわけ③がそうなのだ)をさしたり
するであろう。
彼女の立場に立って考察すれば,前段最後に真正ではない感情と記した以下
の前著からは感覚に代わり得るものがなければならず,その何が感情としての
反射eprouverを可能にさせるのか,後者からは彼女がいかなるためにく楽
しんだり,苦しんだりする)と記すのかさらに問われよう。前者の間いには註
(12)が,すなわちくわたしたちが性界を知覚するということは,わたしたちに
もたらされるものがたんに感覚だけではない)がその答えになる。この感覚以
外にくもたらされるもの)こそ刺激であるゆえに,直接的なる反射の場合
芭prouverが本来これを反射させることに該当するoその刺激をば彼女は⑧に
く悲しい,楽しむこと)◎にく楽しみ,苦しみ)として書き込む。
上記後者(前々段)の間いには多少の説明が必要となる.まず@の(Dでは
く悲しい,楽しむこと)をく感じる)に対してeprouverが使われること,
⑥の(勤ではく楽しみ,苦しみ)に対してく楽しんだり,苦しんだりする)表現
に終始し, eprouverが使われないこと,同時にsentirの方は(Dに用いられ
ず@に用いられることを想起しよう。そして,彼女がく何ものでもない)感覚
とみるにかかわらず,現に③に感覚と呼応させてsentirを使用するかぎりは,
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その感覚を全否定するのでないと受け取ることだ。筆者が彼女は感覚を問題に
しないと語るのはその意味である。感覚が彼女によるデカルト思想の解明で不
可欠となり,彼の拒否の対象となるのはむろんであるとしてもだ。とまれ以上
からも前記した通りのことがいえる。つまり彼女にとって真正ではない感情は,
③のく楽しみ,苦しみ)を一般にも認められていよう感覚(19)とかかわり生じる
ということである。それゆえく楽しみ,苦しみ)をくその結果)と続け呼応さ
せる

く楽しんだり,苦しんだりする)は,感覚のsentirによる反射でなくと

も く楽しみ,苦しみ)たる感覚を感情として直接・間接的に反射させるに等し
い表現ゆえに, eprouverの使用でなくともよいのである。だからこそ③は彼
女が感情のことを述べるにしろ,この感情なるく楽しんだり,苦しんだりする)
は,くすべてが錯覚なのだ)とする一つに一致し, ③をデカルト思想として読
む際にも当然一貫することになる。また③にeprouverを記すとすれば,
eprouverはこのく錯覚)云々なる後続との関係から,文脈を通じさせない対
象語として否定されるだけになろうが,しかし彼女はこれを避けようとしたの
はむろんのこと,逆にく楽しんだり,苦しんだりする)とのみ記すことで
eprouverの真意を読み取らせるように意図させたのではないかということに
もなる。そしてここに立って同時にいえることは, (楽しんだり,苦しんだり
する)ではなく, eprouverと記すときは, eprouverこそが感覚ではない刺激
をその反射対象にすることにあり,かつ感覚ではない刺激たるく楽しみ,苦し
み)つまり快や苦とは何か,一方感覚の例で語られる単独の刺激と反射のごと
く, eprouverにもかかる刺激と反射の関係があるとすると, eprouverとは
何(ここにはくその何が感情としての反射を可能にさせるのか)と先に述べた
くその何)を見出すことも含められる)か,いかなる能力をさすかという問題
につながることにある。
しかしその前に答えるべきは,真正な感情とは何かである。ひとまず,感覚
ではない刺激たる快や苦をeprouverで反射させるのが彼女における真正な
感情なのだということができる。またこの直接的なる感情のほか,彼女におい
ても感情は感覚ではない刺激に想像が混交して成立すると語られるが(20)この
段階はいまだ反射ではない,つまり感情にはなっていない。この混交した表象
をたとえばく想像する)という反射でもってすると,これは想像になろう。同
様に,かかる表象をく感じる)なる反射eprouverでもってすると,間接的
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なる感情(真正な感T青)となる。むろんく想像する)く感じる)のいずれかは
心理学や生理学でいう閥値(21)に関係する。しかしここでは,真正な感情の成立
にとって,感覚ではない刺激を反射させるeprouverは, sentirが感覚たる
刺激を反射させる例と同じくある場合でも,また想像と混交したうえで反射さ
れる場合でも,その表象以前に受容されるであろう刺激を何に求めるかと聞え
ることが提起される。この刺激は快や苦になる必要がある。とはいえその
eprouverについては,これがこの単語ではないにせよ,たとえば註(20)の記
される箇所に明確にこの能力をあらわす単語として提出される以上,註(2)の
eprouverは註(12)のもう一つの刺激にかかわる単語であるのみか,この刺激
を反射させる能力の単語と同じそれとして読むことが欠かせないし, ⑧の(Dの
eprouverには彼女のかかる意図が秘められると読まねばならない。 (Dはこう
して,感じるもの(表象)がeprouverで直接的に,また間接的にく受動的
感性(22))として反射されようが,真正な感情となる(ただし前者は厳密には真
正な感情とはみない。後段参照)0
今回は紙数もないので以上で切り上げ,余白は以上の結語的なことと以上に
関連する事項を簡単にメモることにし,これらの証明は次号にしたい。拙論は
註(2)の解説のみにとどまったが,しかしこれでなぜ感受性sensibiliteなの
かわずかに知るところとなったはずである。しかり筆者が以上で問うたのはこ
の感受性があるかを打ち出すためであり,これで以上の問題が解決をみる。た
とえば感受性(eprouver)は錯覚を起こさせないことが導き出されよう。
Eprouverは学士論文の註(2 )以降につまり註(20)に記される感受性となる。
この際sentirの反射に対応する刺激の感覚があるのと同じく, eprouverな
る反射に対応する刺激も感受性とみる必要がある。つまり彼女は感覚として快
や苦を感じる(感覚する)のではなく eprouver (感受性)として快や苦を感
じるには,快や苦たる感受性が受容されねばならぬと主張する。それゆえこの
受容の次第により,彼女はく其なる事象への到達)すなわち世界との,さらに
は世界に不在する神との接触が可能になるとみる。なぜか。
快や苦は現実(事物や郵象)の状態,いいかえると現実(世界)は快や苦な
る状態でしかない。この状態は人間にとって外的状態であるが,これを意識
(表象)が刺激にし反射させずに,事物(事象)と人間との相関関係が成立し
ない,すなわち外的状態が心理状態(情態)に,またはその逆になり得ない。
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むろん事物を刺激にしても,事物自体を感じるのは不可能である。だがそれに
接近すべく感じることは可能である。人間は事物の正体が何かに左右されず,
その状態と同じくなるためのこれを受容する。快や苦の状態に自らをおきそれ
を感じそこに注意力(attention)を注ぐことのみが,事物との距りを埋め錯
覚を消し去ろう。だから人間にとってかかる状態を思惟や本質を問う以前にお
いて受け入れ感じる感受性なくして,人間のく異なる事象への到達)は不可能
といえる。
感覚とは別に,感受性を基礎にした認識論を組み立てる彼女にあって, 『哲
学講義』の註(13)が示す通り,感官の動きによって質的変化をなす感覚に対し,
感受性は動き自体を丑的にあらわす能力に相当する。とすれば量的であるこの
快や苦の状態つまり感受性(刺激と反射)は動き自体となるし,かかる感受性
は感情よりも純粋な生の快や苦になろう。とまれその契機となった学士論文は
従来の認識の起源の常識を揮す衝撃的な論文である。
なおここでも,現実と人間の存在を,また両者との関係を時間において問う
ことは次回以降の課題になるであろうことを付記しておく。 〔統〕
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I.サルトル『実存主我とは何か』伊吹武彦訳,人文‑#院。
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(4)カソトのいう構想力と同様にみる想像が加わり,感情が生み出されるという。
B. ①参照。
(5) E. p.45c

(6)彼女の語る認識論や認識の起源のことはB. 哩)参照。
(7) G. p.249. p.255参照。
(8) B. ㊦参照。
(9) E. p.45c
(1<J F. p.!

(ll) B. ㊤p.51, C. ㊥p.68参照。
(18

E. p.43C

(1功

E. p.39。

(14)カソトのいう感覚はC. ㊥参照。彼の串物と人間の存在や両者との関係は何かは
割愛するが,筆者は本文の現象学に関し語る内容と極端に異ならないとみる。また
デカルトのこれらの思想はカソトや現象学とは興なる。
(1句

H. p.21<

(咽 H. p.2Oc
(17) H. p.50c
(咽 I. p.13。
(19)フロイトは快や苦の感覚があるという。 C. ￠)参照。
㈱

B. ￠)p.p.29‑46のI‑III参照。

fei) B. ㊥註51。
的

B. ￠)p.p.33‑340

