シモーヌ・ヴェーユにおける
感受怪の基礎的研究の証明と展開
〔III〕
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以下は前回(1)に続くシモーヌ・ヴェーユの引用文の提示から彼女における感
受性の基礎的研究の証明を試みようとするものである。
証明11 『CahiersII (ノートII)』 (1941年)より(2)。
Accepter la souffrance dautrui, mais en tant que souffrance, ce
qui signifie d'abord en souffrir.
L'aptitude a Ia compassion pure est exactement proportionnelle a
l'acceptation de sa propre souffrance. Par quel mecanisme?
Pour rendre compte de ce mecanisme, il faut la notion de
sensibilite universelle(non sans rapports avec la sensibilite pure

dont Kant fait usage pour l'espace et le temps), laquelle a aussi
rapport avec le beau. (傍線部分は筆者)
他人の苦しみを,まずともに苦しんでみる意味の苦しみとして受け入れ
ること。

純粋な燐憫の情は自分自身の苦しみの受容の程度にまさに比例する。い
かなるメカニズムによるのか。
このメカニズムを説明するには感受性の一般的な概念が必要である。
(それはカントが空間や時間について用いる純粋な感受性と無関係ではな
い。)この概念はまた美と関連がある。
これはなにげなしに読みとばしたり,簡単に素通りしたりできない文章,細
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心の注意を払う必要のある文章である。なんとなれば,とりわけ原文三段目中
の括弧前までの文章は,前回(3)の拙文内容を凝縮した感がある,いいかえると
そこで筆者の主張したことがこの短かい文章に要約されるようにみえるからで
ある。く他人の苦しみ)が世界の生地とみなされるのかどうか(り,あるいは
く他人の苦しみ)をなぜそれとして判断し得るか‑の即答はここで除くとして,
人がいやシモーヌ・ヴェ〜ユがく他人の苦しみ)を受け入れるとすることは,
何よりその苦しみをく感じる) (5)ことでなければならない。このく感じる〉に
は三段目に記されるsensibiliteの単語から,感覚ではなく,感受性が該当す
るとみる必要がある(この単語は感覚と訳されない)。そうするとここに,受
け入れることのく感じる)は,感受性の刺激としてのく感じる)になるわけで
あり,後段に記すようにく他人の苦しみ)が何も感情(反射)によるそれとし
て感じるとせずとも,刺激の当初から刺激として感じられるく他人の苦しみ)
であってよいと捉えることが許されてこよう(6)/‑段目)0
この受け入れられた苦しみはくともに苦し)むとあるから,く他人の苦しみ)
と同じくなる必要がある。そうしないと,人あるいはシモーヌ・ヴェ‑ユには
く純粋な憐偶の情)さえ生まれてこないのだ(く純粋な燐偶の情(1aptitude A
Ia compassion pure))の(aptitude)を「能力」と訳さずにく情)としたの
は,その方が邦語本来の表現であると同時に,このくfn)すられっきとした感
情という能力を意味するからである) (二段日)。このように,人や彼女はく他
人の苦しみ)と同じくなったり,く純粋な憐偶の情)を生み出したりするため
に,彼らが刺激としての感受性を想像(imagination) (そのなかに占められ
る感情的要素)と

く混交) (反射)させるならば,そこに

く受動的感性

(sensibilite passive))としての苦しみ,または燐偶なる感情(情動,情念)
がもたらされてくることになろう(7)。
しかし,筆者はく他人の苦しみ)自体の反射に関し,前段で述べた混交の反
射以外に,刺激としての感受性がそれ自体で単独に反射される反射のあること
を振起していたし(8)ここでもそのことがあてはまるとみる。それはシモーヌ・
ヴェ‑ユがく自分自身の苦しみの受容の程度)と語るからだ。彼女がく他人の
苦しみ)と同じくなるために,繰返しその苦しみとしてく感じる) (刺激)こ
とが彼女に要求される。それこそそのく受容(の程度))の意味になるし,あ
るいはそこにその都度の度合も含まれてこようが,このく感じる〉ことがこう
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してかさなると,刺激としてのく感じる)ことの感受性は刺激のみにとどまら
ず,反射としてのく感じる)ことの感受性になっていくのではなかろうか。そ
の通りなのだ。つまり,一方でく自分自身の苦しみの受容の程度)にく憐欄の
悼)が比例してくるから,いいかえるとかかる苦しみという刺激(感受性)杏
もとに混交による く情(感情))としての反射がみられるから<9)他方でく燐
偶の情)を生じさせるもとであるく他人の苦しみ)なる刺激としてのく感じる)
感受性が先に記したように,強く激しくなればなるほど,またかかる量を増せ
ば増すほど,混交ではなく,それ自体で単独に反射するく感じる)こともあろ
うということだ(10)。再びいうが,この受け入れられたく他人の苦しみ)がその
く受容の程度)に従われさえすれば,それはそれとして反射するのだ。このこ
とが彼女にとってまさにく他人の苦しみ)のなかにいることを意味させよう。
以上から,刺激(感受性)なる苦しみ(souffranceやdouleur)を感情(反
射)として,あるいは刺激としての感受性自体の反射として捉え得るが(ll)
souffranceやdouleurとsensibiliteのかかわりが明白になろう(歓喜(joie)
の場合もこれと同様である)。かかわりがもっとも深いとみられるのは,この
反射よりもむしろ刺激においてなのである。なぜなら外部の物を苦なる刺激と
してく感じる)ことの方が,何より感情ならびに刺激としての感受性を反射さ
せよう苦の共通の条件になるからだ。この

く感じる)とされるとき苦

(souffranceやdouleur)それ自身は感受性以外のものに与しない。苦はひと
つのありさま(状態)なのであり,これをく感じる)感受性は苦なる状態を担
うそれでなければならない。
かかる刺激としての感受性とsouffranceやdouleurとの関係についてはこ
れくらいにしても,問題はこの感受性のことが果たして周知のものであるのか
どうかなのである。そのことを三段目から読むべきであろう(この点も証明11
の原文を読む際の細心の注意を払うところとなる)。そこでこのことを探るた
めに,原文三段目の括弧前までの文章において,とりわけく感受性の一般的な
概念が必要である)と語るシモーヌ・ヴェ‑ユのその其意は何かをみておかな
ければならない。というのは,彼女がく感受性の一般的な概念が必要である)
というにもかかわらず,この一般的な概念とはかく語られるほどに知れ渡り,
明確に限定された意味を保有するとみてよいからである(12)。括弧内のカソトに
対する見解も筆者からすると一般的な概念の帖鴫に加わり,その一例でしかな

人文科学研究

EB

第86輯

いように思われるのだ。この場合でもあえて,もしくは改めて,彼女はく感受
性の一般的な概念が必要である)というのであろうか。ここにかかる概念とは
何か,彼女の語る sensibilite とこの概念の異同は何かの確認作業が何よりも
まず要求されてくる。
註12を参照しよう。 ㊨から⑥の辞書のsensibiliteの見出し語のうち,ここ
では前段までの内容に添い,これに共通して記される概念が拾い上げられる。
以下の①から④はその主旨に従っている(ただしsensibiliteが「感覚(能力)」
「傾向」 「感度」 「感光度」などをあらわしたり,あまりに心理学的・生理学的
用語であったりするとき,これらの内容は前段までのそれに添わないと判断し
除くことにした)0
①Au sens affectif: faculte d'eprouver plaisir et douleur (d ordre
physique et d'ordre moral) , d'etre emu, d eprouver attachement et
tendresse .
②Ce mot(sensibilite) designe la facult色de sentir, cest一色‑dire
deprouver des sensations et des sentiments, mais consideres du
point de vue affectif. Dou la definition longtemps courante: la
sensibilite est le pouvoir deprouver plaisir et douleur. De nos
jours, ce pouvoir se denomme plutot affectivite (括弧内は筆者¥(U)
③Facult色de sentir, d'eprouver des impressions physiques
④Faculte d eprouver des impressions moralesO6).
①②③④の動詞sentirとeprouverのそれぞれの直接目的語がとくに②の
des sensationsやdes sentimentsとほぼ同じものをさすとみることができる
ならば,あるいは(Dと(動にはなぜその動詞sentirが子吉き込まれないのかを了
解し得るならば,この(王XDョョのその箇所はおよそ②の内容に代表されて捉え
られるといってよいだろう。
とまれこれらの問題はその解決に向けて参考となるさらに二つの引用文を先
に掲げ説明したのちに取りかかることになろう。

La sensation etait compos色e: 10 de limpression sur un organe,
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de la

perception effectuee par le cerveaul 4‑ enfin dune reaction du
cerveau sur 1 organe impressionn色qui se bifurquait en attention,
si la reaction ne portait que sur linnervation sensitive et en
volonte si elle revenait sur les muscles par les nerfs moteurs ).

Des etats affectifs complexes pouvant comporter des elements
intellectuels, de caract芭re soit plutot passif (emotion, plaisir,
peine, douleur) , soit plutot actif (tendances, inclinations, passions) ,
que la distinction classique des trois facultes oppose A 1 intelligence
et A Ia volonte(18).

註17と註18にはそれぞれ感覚,感情の一般的なメカニズムが語られていると
思われるし,同時に註18のく感情的諸状態)はある場合には註17を前提にせず
にもたらされないという点で,これらの証は関与すると読むことができる。な
ぜなら,註18に記されるく受動的特性)はその詳細を後述するにしても,註17
の10と20を経由した感覚が30と40のいずれか(おそらくは30)にあって,
感覚をしてく脳(‑精神)により実行される知覚作用)を,いいかえるとく感
情的諸状態)を形成せしめる因子にさせることをさすといえるからである。
さてこの辺で,註17のsensation (感覚),註18のetats affectifs (感情的諸
状態)と註13から註16までの(重
④に出てくるsensationやsentimentの単
語にとって,後者の単語(名詞)がほとんど不定冠詞であるのに対し,前者註
17のsensationは定冠詞,註18のetats affectifsは不定冠詞,さらにplaisir
やdouleurまでも取り上げると,それらは無冠詞(この点は①のplaisir et
douleurも同様である)が使用されるのだから,それぞれにどんな意味がある
と捉えられ得るかみておく必要がある。無冠詞の問題はのちに扱うとして,そ
れ以外の定冠詞や不定冠詞については当然,一方が総称的あるいは特定(限定)
的,他方が不特定的意味を付与し用いられるとみなしてよい。二者の違いは数
え得るにせよ取り替えの効く名詞になっているかどうかにある。不特定的意味
をあらわす不定冠詞使用の名詞(たとえば②のdes sensationsや②のdes
sentimentsも含めて)は数え得るもので他との取り替え可能な感覚や感情と
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なる。それはまた,く感覚)がく感情的諸状態)と関係をもったりもたらされ
たりするような感覚や感情(的諸状態)ではないといえよう。
Des etats affectifsに例を取ろう.このく感情的諸状態)はく知的諸要素)
く受動的特性)く能動的特性)なるく多様な要因を含む)もので構成されると
読めるが,その三要因の個々に代表させるのでなく,三要因を含んでいてもそ
れらを特定化させずに一括したく感情的諸状態)として捉えるとき,不定冠詞
を使用するということである。そのく感情的諸状態)はまた感覚と無関係であ
るとしておく(このケースを⑦とする)0
それでは個々の要因をさすく感情的(請)状態)があるとすれば,それはど
うなるのか(註31参照)。たとえばく知的諸要素)の他の要因より抜き出た
く感情的(請)状態)があるとする。それがきわ立つのはそこに想像や知性と
いう能動的能力が大きく影響してくるからである。またく能動的特性)のそれ
にしても,これが情念(もっとも強く激しい感情)である以上,柄神の能動性
(感情)に基づいており,それが精神の前面に出てきたとみなさざるを得ない
のだ。精神自らが行う働きである精神の能動性を知り得るのも,生理学でいう
閥値(19)の概念によってである。閥値とはここで,く感情的(請)状態)をく知
的諸要素)で成立させるそれは他の要田より,あるいはそのく知的諸要素)自
体を形成せんとするそれは他の量より最的にまさることを意味させる。他の要
因はこの場合く受動的特性)やく能動的特性)なのだ。しかし他の量とは何を
さすのか。これこそ精神に受け入れられそこで反射の可能性ありとみられる感
覚(その量)である。このことはく受動的特性)く能動的特性)自体の構成に
関してもいえるのだ。だから三つの要因はそれぞれ感覚と関係し構成されてい
るとみることができよう。
ただ,感覚との関係にあってはく受動的特性)の感覚の是の方がく知的諸要
莱)やく能動的特性)のおのおのの畳より大きい(感覚の晶がもっとも少ない
のは,註32に記すようにく能動的特性)である),いいかえるとく受動的特性)
においてその柄神の能動性は他の二要因に比べて小さいといえる。それでも
く受動的特性)は感覚を主力にしつつも精神の能動性(感情)の影響を受けな
がら強く激しいく感情的(請)状態(情動))になる。
こうして個々の要因が取り上げられるとき,その要因を示す名詞の冠詞の問
題はどうなるのかo註18の表記に従えば, des elements intellectuelsは,先
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に記したような想像的要素や知性的要素などが個々に枚数あるとされるより,
むしろこの多要素をともに含有する意味での枚数表示であろうし, caract色re
の方は形容詞的用法のために無冠詞になったのであろうとしか考えられない。
またこの三要因には筆者の分析した感覚との関係が触れられていない。この場
合,これらはすべて⑦とみなしたdes etats affectifsと同じように捉えるしか
ない。しかし,く知的諸要素)く受動的特性)く能動的特性)のそれぞれを個々
に感覚との関係でみるならば,おのおのはたんに不定冠詞や無冠詞で修飾され
るだけではないといえるだろう(このことは註29にも触れているが,感覚と関
与せざるを得ない個々について述べる場合,おそらくこの三要因の名詞の冠詞
には特定化が必要と思われる。註18は繰返すが,この三要因さえ何より des
etats affectifsに吸収させられるような書かれ方であり,個々を記すにいたっ
ていないと理解するしかない)。なお後述に向けて先の￠)に続くものとして,
く知的諸要素)く受動的特性)く能動的特性)のとくに感覚との関係で特徴づけ
られる諸要因各自のく感情的(請)状態)は順次㊥㊦㊤と記号化される。
この感覚については次なる確認をしておこう。く知的諸要素)く受動的特性)
く能動的特性)に関与する感覚は枯神に受け入れられたそれである。しかし感
覚はまず身体(器官)に関係し受容される。その感覚(身体外部からの感覚や
内臓感覚)は註17のloと20でみた通り,脂(‑精神)に伝達される。この経
緯を刺激と反射の用語を使って表現すると,感覚の脳への伝達は身体に刺激と
して受容された感覚の反射なのであり,この伝達された感覚は脳にとっての新
たな刺激になる。この脳における刺激がさらに註17の30と40 (反射)につな
がる(記述内容に関連するのはここでもおそらく30である)。そしてその反射
の仕方は,感覚がく知的諸要素)く受動的特性)く能動的特性)とされるような
他の諸要因の影響を受けるか(この場合感覚は三要因にそれぞれ含有されての
おのおのの反射となる),その影響を受けずにいるか(この場合感覚は脳にお
ける刺激としてのそれになる),あるいはかかる感覚(後者の感覚)が自然消
滅してしまうか,あるいはかかる感覚がそれ自身だけでさらに反射するが20)の
いずれかであるにちがいない。これらのどれになるかは先に触れておいたよう
に,刺激や反射の段階におけるその都度の閲値に関係してくるとみる。たとえ
揺,身体に受け入れられた刺激としての感覚はその間値を超えなければ脳に伝
わら(反射し)ないし,そのことは当然脳(‑机神)における刺激にもなり得
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ないことを意味させる。
以上のことを踏まえれば,すでに提起した問越に答えられるだろう。まず,
④のくFaculte d'eprouver des impressions morales)と①のくd'ordre
moral (精神的な次元))のくfaculte d'色prouver plaisir et douleur)におけ

る傍線部分は両方とも, ②のくdes sentiments)に等しいということができ
るoなぜなら,このく枯神的な諸印象)と精神的な次元のく歓喜と苦しみ)は
何より栴神を起点とするそれらであると捉えられるだけに,前者をく感情的諸
印象)とみなし,後者とともに②のく講感情)に換言され得るといえるからで
ある。それゆえおおよそ,く精神的な諸印象)と精神的な次元のく歓喜と苦し
み)は同じような見方ができるとみてよさそうだ。不定冠詞の修飾するく枯神
的な諸印象)は机神におけるその反射であるとしても,不定冠詞ゆえにすでに
述べた通り,感覚の反射ではないし,感覚を伴わせるものでもない,つまり
く枯神的な諸印象)はdes etats affectifs (感情的諸状態)と同じく,感覚と
のかかわりをもたないということだ。冠詞の問題(後述)を除けば,この同じ
ことが桁神的な次元のく歓喜と苦しみ)に対してもあてはまる。またこれらは
⑦に属することになる。なおこれらは②の内容に等しいといえども,その全体
からではなしに,たんにくdes sentiments (諸感情))なる一部分と同じにな
るとされるだけである。それでもこの点で④とこの①は②の内容に代表される
と理解できよう(逆にいうと,この②の一部は④とこの①をもってかえられる
のだ)0
そして, ③のくFaculte de sentir, deprouver des impressions physiques)

と①のくd'ordre physique (身体的な次元))のくfaculte deprouver辿
et douleur)における傍線部分は両方とも, ②のdes sensationsに等しいと
いうことができる。なぜなら,このく身体的な諮印象)と身体的な次元のく歓
喜と苦しみ)は何より身体(その感覚器官)を起点とするそれらであると捉え
られるだけに,前者をく感覚的諸印象)とみなし,後者とともに②のく諸感覚)
に換言され得るといえるからである。それゆえおおよそ,く身体的なtt印象)
と身体的な次元のく歓喜と苦しみ)は同じような見方ができるとみてよさそう
だ。ただし,どちらも身体に受け入れられた感覚が料神に伝達され,そこで反
射される柄神の能力とみられようが,両者ともあくまで身体を起点とする感覚
がおりよく精神に達する能力としてあることを理解しておかなければならない。
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しかもそのとき,精神において感覚それ自身による反射(く身体的な諸印象)
の‑ケースがそれであり,これを㊥としておく¥(21)と,たとえば感覚のく多様
な要因を含む感情的諸状態)の構成因子としての反射(く身体的な諸印象)の
他のケース,これをOとする,あるいは身体的な次元のく歓喜と苦しみ)のケー
ス,これを①とする)とがあることに注意する必要がある(轍至)のことは後
述する)。生理学的にいうと,前著は反射における感覚の閥値が他の諸要因の
それより量的にまさるときであり,後者は他の諸要因のいずれかの閥値が感覚
のそれより量的にまさって,それが感覚を取り込むときである(そのどちらか
が生み出されることでは同時性が視点であり,継起性はここでは問われない。
後段はこの継起性の問題を含むものでもある)。とにかく感覚と関係する点が
く身体的な諮印象),身体的な次元のく歓喜と苦しみ)とされるゆえんだ。く身
体的な諸印象)に不定冠詞を用いる‑ケース㊥がこれを証明する。それは㊥が
感覚を取り込んだ他の諸要因の影響を受けないからである。他のケース㊦との
のうち,前者は感覚が他の諸要因に取り込まれるとみることが特定化させる
(身体的な諸印象)にしないだろうか。後者の冠詞が無冠詞なのは列挙のため
であったり,前段の精神的な次元のく歓喜と苦しみ)における意味と用法をも
同時に含ませた多目的性に基づいたりしたのだろう。しかしその個々を問う際
はある意味で㊦と同様,無冠詞だけが適当であるといえないのではなかろうか。
なおく身体的な諸印象)と身体的な次元のく歓喜と苦しみ)は②の内容に等し
いといえども,その全体からではなしに,たんにくdes sensations (諸感覚))
なる一部分と同じになるとされるだけである。それでもこの点で③とこの(彰は
②の内容に代表されると理解できよう(逆にいうと,この②の一部は@とこの
(Dをもってかえられるのだ)o
次の間題は感覚にくplaisir et douleur (歓喜と苦しみ))の感覚があるとさ
れるかである。筆者は前回フロイトの例をもち出して,く快や不快の感覚があ
る)といっておいた(22)。ここにフロイトのその文章を提示しこのことを説明し
てみよう。この文章とは, 「感情は第‑に一定の遊動神経の興奮ないし発散を
含み,第二にある種の諸感覚のうち,とくに二純煩の感覚,すなわち,すでに
生じている行為の知覚と感情に基調を与えるといわれる快や不快の感覚とを含
んでいる」 (23)とされるそれである。原文の参照の機会がなくこの訳文に依拠す
るはかないが,これによる文章の全体構造はく感情は‑を含んでいる〉であり,
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説明が要する箇所はく第二に)と書かれる以降の内容となろう。そこではまず,
く感情は‑・二枚煩の感覚,すなわち・・・快や不快の感覚とを含んでいる)のだか
ら,く快や不快の感覚)はあるとみておくことができる。ただその場合,くすで
に生じている行為の知覚と感f削こ基調を与える)という一文の読み方によって,
かかる感覚はく感情的(諸)状態)を形成する諸要因のひとつになるのか否か
の見定めが必要になる。これによって感覚自身の反射があるか確かめられもす
る。くすでに生じている行為の知覚と感情)と記されるなかの感情を先行の感
情とみなしておく。するとこのく感情に基調を与える〉のがく快や不快の感覚〉
であると同時に,文章の全体構造の主語のく感情) (これを後行の感情とする)
はそれ自身このく快や不快の感覚とを含んでいる)とみて間違いない。ただし
後行の感情にはく快や不快の感覚)がその諸要因のひとつ(たとえばく受動的
特性)となる)として組み込まれるといえるが,く快や不快の感覚)の先行の
感†削こく基調を与える)という読みがく快や不快の感覚)にとって感情の構成
因子に組み込まれないと了解されるならば,く快や不快の感覚)がそれ自身の
みで反射される機会も生じるということになろう(後行の感情が感覚をその構
成因子として取り込むとなると,これはく快や不快の感覚)によって当然成立
するとみられるがゆえに,く快や不快の感覚とを含んでいる)との表現になり
得よう)。それゆえ,感情の構成因子にならないく快や不快の感覚),しかもそ
れ自身で反射するかかる感覚があると結語する。このく快や不快の感質)は繰
返すが,括神に受け入れられてあるものでなければならない。なぜなら感情は
精神で生み出されるかぎり,その感情に含まれよう く快や不快の感覚),ある
いはそれ自身で反射しようかかる感覚は精神になくてはならないとみる必要が
あるからである。
般後は引用文①(2)(3X4)に記されるsentirとeprouverの動詞の使用からくる
問題である。そのためにこれらの動詞をさらに調べてみることが課せられる。
辞書◎を引くとsentirと色prouverは以下のように出てくるが,この記載事項
の範囲はここでも筆者が前段までに述べた内容に関連し抽出されることを予め
断っておく。
sentir

I.宜prouver une sensation dune certaine sorte, percevoir, par
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1intermediairedunrecepteursensorieloudunorganedela
sensibilite,uneimpressionquiconstitueuneinformationsurle
milieuexterieurousurl'etatdel'organisme(dans1usagegeneral,
nesemploienipourlavuenipourl'oui'e).
II.Avoirlesentiment,l'impressiondequelquechose(dordre
abstrait),enprendreconsciencedunefagonplusoumoins
claireouexplicite.
III.」prouverunsentiment,飢reaffectedanssasensibilite,dune
mam芭reagr芭ableoupenible,parunfaitouparunerepresentation
(souventremplaceparressentirdanscetemploi)
eprouver
Ressentirvivementensoi一m百meunesensation,unsentiment

これから,見出し語の動詞sentirとeprouverを参照し,先に提示した引用
文(り(窒X宣璃)中のsentirと色prouverについて語ろう。まず見出し語が検討され
る。するとsentirllとlIIのくOtreaffectedanssasensibilite)(註24参照)
を除いて,そのsentirとeprouverは同様な使用にあるといえる。なぜなら見
出し語sentirのIとlIIや同eprouverはどちらも不定冠詞のつくsensationと
sentimentを従えて共通し,前者IとIIIがeprouverにII!.換されるからだ(こ
の点引用文(夏相場)の各動詞が従える名詞の冠詞も不定冠詞であった。だからこ
こもそれと同様取り替え可能な感覚や感情,いいかえると感覚や感情にそれぞ
れ感竹や感覚が含まれないおのおのを意味する)。むろんこれらの見出し語は
析神で感じることを示唆するし,その各動詞に従うunesensationもun
sentimentも柄神における諮能力でしかないのだ。
見出し語sentirをもう少し注意してみると,そのⅢのIV‑t
IILi典語eprouverはさ
らにressentirに代用され,後者は見出し語eprouverの忙換語となる。かつIII
の動詞はunsentimentのみを従えるが,見出し語eprouverはそればかりか,
unesensationまでも従えさせる。ここから,見出し語sentirのIの置換語
eprouverをさらにressentirないしはsentirに代用させることも許されよう
(これは同時に見出し語sentirlllにressentirあるいはsentir,同eprouver
にsentir,eprouverを加えてみることを要求せずにはいられない)0
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とすれば,見出し語の教えるところから,引用文(主脳)中の動詞はこのい
ずれかのそれで統一し記されるだけでよかったのではなかろうか.しかしそう
はならない以上,それなりの事由があるとみておかねばならないのだ。それが
見出せると,おそらくsentirが②と③にあって①と④にないのはなぜかとい
うことにも答えられるだろう。
その事由が何かを探ろう。筆者はこれを動詞と名詞が意味させることとそれ
らの関係をみることにおいて捉えるO 単数や校数の不定冠詞がつく名詞に関し
ては, sensationが身体を起点とする能力, sentimentが精神を起点とする能
力とすでに語ったことを再度主張するし,さらにその関係を問うために不可欠
となって浮上する動詞に関しては,見出し語におけるsentirやeprouverが柄
神における感じるであり,ともに同じような使用法にあるとみたにせよ,シモー
ヌ・ヴェ〜ユの例(26)から推し測れるように, eprouverの方がsentiment Lた
がって精神との関連をもっぱらにするといえるならば, sentirはそれよりか,
sensation Lたがって身体との関連を欠かすこともできない動詞であるとみる
のである。そしてそれぞれの動詞が何らかの影響を名詞に与えてくるとなるや
もしれないが,たとえそうであっても,動詞と名詞の関係における比重は名詞
にあるとここで強調しておきたい。
この動詞と名詞の組み合わせを見出し語と引用文(亘

から抜き出し以下

のような表にしてみる。

表I

見出し語sentirとeprouverと名詞

sen tir I
㊨
㊨
◎

epro uver

sentir u ne sen satio n

㊨

ressen tir u iー
e sensation

eprou ver u ne sen sation

㊨

ressen tir u n sen tim en t

ressen tir un e sensation

①

㊨

sentir u n sen tim en t

sen tir u ne sensation
(》 sen tir u n sen tim en t
㊨ ep ro u ver u ne sen sation

㊨

ep rou ver u n sen tim en t

ゥ

ゥ

ressen tir un se ntim en t

sen tir III

ep rou ver u n sen tim en t
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表II 引用文①(訂③④のsentirと色prouverと名詞

① 6 ) epro uver plaisir et dou leu r (d ordre
ゥ epro uver plaisir et d ouleu r (d o rdre
② 伝) sen tir des sensation s (a epro uver
④ sen tir des sen tim en ts ① epro uver
@ (a sen tir des im p ression s p hysiq ues
ゥ eprou ver des im pressions p hysiq ues
@ ○ eprou ver des im pressions m orales

ph ysiqu e)
m oral)
des sen satio ns
des se n tim ents

すると表Iは四つにさらに整理されて表IIの②の四項目に合致してくる<Z7)。
これは辞書の記載事項として当然のことといわなければならない。それでは表
IIの①⑳参はどうなのか。 ①‑④の身体的な次元のplaisir et douleurは表II
の(塾の名詞sensationに等しいとみた。それゆえ動詞を伴わせ記すと,
eprouver plaisir et douleur (‑des sensations)となって,これはその名詞
の単数や枚数の相違があるにしても,表Iの⑧か㊨,表IIの㊤と同じになる。
以下同様であるが,それらをs初の①‑6)から表IIlとしてまとめておく。
表lII 表lI①③④のsentirとeprouverと名詞
(D ー6 ) ep rou ver p laisir et dou leur
(d ordre p hysiq ue)
o
・
epro u ve r des sen sation s
① . (り 芭pro uve r p laisir et dou leu r

表I

表I
=ゥ

(彰一6 ) sen tir des im p ression s ph ysiques
・
o
sen tir des seー
isation s

衷l

ョ ー(D

= G)

= ㊨

(d orー
dre m o ral)
<y
epro uver des sen tim en ts

)‑ ゥ

衷 lI②

= ⑧

衷 II②
=①

=ゥ

m uョ

= ㊥= ①
表I

eprou ver des im pression s ph ysiqu es
U′
epro uver des sensatio ns

= ㊥= ㊨

eprou ver des im p ression s m o rales
<y
eprou ver des sen tim en ts

= ㊨= ㊤

表I

=①
m

iョ
= ョ

表 II(勤
= (ラ
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このように(派)はすべて表I表II②のいずれかと同じになるし, ①(萱婚)に
あって表I裏目②以外のものは何も見当たらない(①③④には初めから表Iの
⑳⑦衷IIの④に相当する事項はない)0
それゆえ以下で記すことは表lIの②によって語ることが許される(28)。そして
すでに述べた事由からいえば,その6)のsentir des sensationsと(Dの
色prouver des sentimentsについては,次なることを結語にするだけでもはや
それ以上の説明は必要ないだろう。すなわち前著が感覚のみを感じる,後者が
感情のみを感じるということだ。 (このことは同時に,表Iの④①と同⑥①の
項目がそれぞれ前者や後者の内容に該当することを示唆させる)0
問題となるのは③のsentir des sentimentsと6)のeprouver des sensations
である。前段での(∂と(Dに比して, ㊥と6)が何を意味するかをすぐには導き
出せない。それを見出すために欠かせないと思われる事項をここで想起する必
要がある。それは⑦から①の記号における事項であり,補証を付して表Ⅳとし
ておく。
表Ⅳ

事

項

補

⑦

く感 情 的 諸 状 態 〉

des etats affectifs
衷 Il表 Ill庄)I 0

㊨

く精 神 的 な 請 印 象 〉
精 神的 な次元 の
く歓 喜 と 苦 し み >
く知 的 諸 要 素 〉

0

く受 動 的 特 性 〉

caractere p assif

㊨

く能 動 的 特 性 〉

caract芭re actif

㊨

く身 体 的 な 諸 印 象 〉

衷 II表 UK む. i )

◎

く身 体 的 な 諮 印 象 〉

衷 II表 IIIョ ‑ (り

症)

身体自
勺な 次 元 の
くm .音 と 苦 し み >

衷 II表 lIl① ‑ (∂

註

表 II衷 iikカー(り
des elem en ts in tellectuels

この裏Ⅳ中の⑦ (表III④一〇と①‑⑥参照)は前に触れたく感情のみを感じ
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る)とみなすeprouverdessentiments(表IIョー(う),また㊥(表m③‑(a
参照)はく感覚のみを感じる)とするsentirdessensations(表II(9‑(∂)
と同じになる。そうすると上記以外の事項は@か6)に相当するとの見通しがた
てられよう(補註の邦語箇所は裏IIないし表ntの(壬に故当するが,これら
をここでも問う対象に設定するのは,なぜsentirが(丑と(動にないのかをみる
ためでしかない)0
先に結語すると,④sentirdessentimentsに対しては㊤,(∂eprouverdes
sensationsに対しては0㊦◎が属する。その根拠は何にあるか。それは,見出
し語sentir(註24参照)のIIIのくetreaffectedanssasensibilite(その感覚
に影響されること))(所有形容詞saは前文のunsentimentを受ける)の箇
所にあって,この内容が補註の原語部分を含めた(喜X撤E)の,㊥や(a‑の分
析化を可能にするとみるからだ。ただしこれらのうち㊥は救密にいえば見出し
語sentirllに属する(29)。
感情が感覚に影響される,いいかえると感情と感覚が影響関係を有するとい
う視点で捉えられるのが④と6)なのである。④のsentirdessentimentsと㊤
のeprouverdessensationsにおいて,感情と感覚はどのように影響するのか。
すでに事由でみたことからすれば,㊥はその語句全体から主として動詞の意味
における感覚が名詞dessentimentsの構成因子として,㊤はその語句全体か
ら主として動詞の意味における感情が名詞dessensationsの構成田子として
組み込まれることを示すと理解できよう(これは同時に,衷Iの⑳○と同⑳抄
の項目がそれぞれ④や(∂の内容に故当することを示唆させる。また,それなの
にこれらの㊥や㊤の名詞はなぜ不定冠詞の表示なのか。それは表IIの②が㊤と
(Bを基本にし,◎と6)がこれらを前提にして記されるはかないからである)O
そこから以下のことが導き出せる。先の指摘通り,㊤のく能動的特性〉が@
になるのは㊤の主たる成立要因を感情となし(それが註18のpassionsとみな
されるゆえんだ),㊦のく受動的特性)㊦のく身体的な諸印象)①の身体的な
次元のく歓喜と苦しみ)がともに(∂になるのは㊦◎①の主たる成立要因を感覚
となすからだ(それが註18の色motionと註24のetreaffectedanssasensibilite,
dunemani芭reagr芭ableoupenibleとみなされるゆえんだV30)
)。
前段では感覚が感情のどれほどの構成因子となるかによって,前者㊤く能動
的特性〉と後者を代表しての㊦く受動的特性)に分けられるとみたが,これは

60

人文科学研究

第86輯

先の指摘過り, ㊤ (または情念)よりも0 (または情動)の方が感覚を多く感
情に組み込ませることを意味する。もっとも強く激しい感情である情念は枯神
の能動的能力(感情)が,戴く激しい感情である情動は椅神にとって受動的能
力(感覚)が大きく作用したものであるし(この場合もっとも強く激しい感情
と強く激しい感情の中味は当然異なる),註18からすれば,これらは個別に取
り上げられたく能動的特性)やく受動的特性)なるく感情的(請)状態)をさ
すものになるといえる(31)。とりわけく受動的特性)にはemotionに同列の
plaisirやdouleur (註18)と同様の内容が註24のd une maniere agr色able ou
p色nibleにも記されるから,そこに㊦ (身体的な諸印象)と任)身体的な次元の
く歓喜と苦しみ)も含まれるとみるのだ。
それでは机神的な次元のく歓喜と苦しみ)は⑦ (①‑(り)の表記だったが,
これがさらに情動になるとみなし得るか。その通りなのだ。そしてこの⑦はま
た情念にさえなり得る。したがって表Ⅳの(カの他の事項のく感情的諸状態)も
く精神的な諸印象)もそれぞれ情動や情念になり得る。ただし前段との大きな
相異がここにはある。この⑦の三つのケースは①のeprouver des sentiments
に属していた。すなわち(丑は感情のみを感じるであった。いいかえるとこの
感情には少しの感覚も組み込まれていないということなのだ。その‑証明とな
るのが見出し語sentirIIIのくeprouver un sentiment,‑dune mamere
agr色able ou penible)の傍線部分である(32)。この不定冠詞のつくsentiment
には二つの内容が暗示されているように思われる。そのどちらも感覚が組み込
まれない感帖とみて間違いないが,一方がく快や不快を伴う)という修飾語句
のつかない感lIT,他方がこの修飾語句のつく感情ということになる。後者は前
者と異なるく快や不快を伴う感情),つまり く強く激しい感情)なる情動とし
てあると捉え柑る。この情動はく快や不快の感覚)から成り立つのではない。
いいかえると感覚ではない快や不快が情動の中味なのだ(33)。く快や不快を伴う
感情)が情動である以上,そのくもっとも強く激しい感情)なる情念もあると
予想できる。あるいはく快や不快を伴う感情)をun sentiment (修飾語句の
つかない感惜)と同様のたんなる感情と受け取ってよい(この場合不特定の
く快や不快を伴う感情)を称してたんなる感情という)。このそれぞれがさら
に情動や情念になろう。なぜなら感情一強く激しい感情‑もっとも強く激し
い感情の中味はおのおの同じであるといえるからだ。とすれば,精神的な次元
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のく歓喜と苦しみ)はむろん,く感f削内諾状態)く精神的な諸印象)も当然,そ
れらが情動,たんなる感情から発するにせよ,それ自身の情念,あるいは情動
‑1サ念を生じさせることができるのである(34)。
そうなると感情が感覚と関係するかどうかをみることによって,なぜsentir
が①と④にないかが明確になろう。 ④の芭prouver des impressions morales
(裏目とIII④‑①)と①のeprouver plaisir et douleur (表IIとIII①‑㊨)
はどちらの名詞の換言語もdes sentimentsであり,当然des sensations (感
隻)を必要としない(それゆえ関係しない)ためにsentirが不用になるわけ
である。一方(かのeprouver plaisir et douleur (表IIと表

はその

名詞の換言語をdes sensationsとする。しかし①‑①の語句全体で捉えると,
この動詞eprouverのあることから,その感覚の中味すべてが感覚のみで構成
されているのでないことを知る。そのために,いいかえるとそれは先に指摘し
たように,感情が感覚の構成因子に組み込まれることを示す語句表現であるた
めに, sentirが不用になるわけである(これを表IIとJIIの②‑伝)や③‑(∂ある
いは(9‑(りと比較しよう<3S)¥)。ただここでは感情はそれほどの因子とならない。
逆にいえば,感情に占める感覚の因子の方が大きいということだ。そこからこ
れが感覚が主たる成立因子をなすとみなされるく受動的特性)ないしその情動
として理解されてくるのである。
ようやくここに辞書による感受性が何かに答えることができる。すなわち感
受性は,何よりsentir des sensationsやeprouver des sensationsにおける
諸感覚

eprouver des sentimentsやsentir des sentimentsにおける諸感情

(情動と情念も含む)を感じる能力,あるいは感情をもつこと(知的諸要素に
おける感情)自体,感覚に影響されること(情動)自体を感じられる能力をさ
すのだ。
ところでsentirやeprouverの訳を感じる,またはressentirの意味を付し
て強く感じる,再び感じるとしてきたが(36)このいずれの訳を使うにせよ,そ
こからは結局のところ, (強くや再び)感じるという感受性のことよりは諸感
覚や諸感情の方を鮮明にさせきわだたせる結果になりはしないかとの問いが生
じてくる。諸感覚や諸感悟を(強くや再び)感じるとはおよそ二つの内容を含
むと思われる。一つは先に反射した諸感覚や諸感情のどれかを新たに反射させ
ることが(放くや再び)感じる役割であり,一つは感情をもつこと,感覚に影
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響されること自体が感じるとした例のように,諸感覚や諸感情のどれかが(也
くや再び)感じるをもって反射されるというかかる感じるの役割の場合である。
この感じるにおける継起性や同時性の相異があるにせよ,そのどちらでも諸感
覚や諸感情を感じることにかわりがないし,それらの能力的条件なしにはかか
る感じる能力が作用してこないのである。それどころか(強くや再び)感じる
はあたかも諸感覚や諸感情それ自身にさえなるとみなされかねない。とにかく
まるで諸感覚や諸感情の反射に役立つためにあるかのようなこの感受性こそ,
辞書で語られるその一般的な概念なのである。
シモーヌ・ヴェ‑ユにあって,感受性とは果たしてそのような能力であった
のか。わたしたちは彼女のいう感受性が感覚や感情を感じる能力でないことを
知っている。これも く一般的な)といってよいだろう感覚や感情のメカニズム
についても,わたしたちは彼女の語るそれとは大いに異なることを知っている
(たとえば彼女は感情は感覚とではなく,感受性とで構成されるとする)。彼
女はむろん辞書的な感受性の一般的な概念,辞書的な感覚や感情のメカニズム
を熟知していたはずだ。なのにあえて彼女がく純粋な燐欄の倍は自分自身の苦
しみの受容の程度にまさに比例する)というそのメカニズムは,感受性の一般
的な概念の導入によって説明されると記す真意は何か。
辞書的感受性ではそれはたんにく純粋な憐欄の情)を感じるだけとなる。わ
たしたちはく苦しみの受容)こそ彼女のいう感受性と指摘したし,その程度に
比例してく純粋な憐欄の情)が生じるとみた。辞書的感受性ではこのかかわり
が解けない。く苦しみの受容)を感覚能力をもってかえることは彼女の疑問視
するところだが,万が一その受容の程度からの感覚の反射を新たに感じること
が辞書的感受性になるといい得ても,それとく純粋な燐偶の倍)とのつながり
が見出されないのだ。感覚の質なるものがどうしてく純粋な憐欄の情)という
状態を生み出すことができるのが37)。まさか感覚において新たに感じることす
ら吸収するような感覚自身の反射がかかる情になろうとも,それは彼女にとっ
ては本当のく純粋な憐欄の倍)にならないだろう。本当のかかる情は自分が苦
しみを感受性として受け入れてのみもたらされるにちがいない。かかる情が感
受性と関係し成立するなかにあって,それでも自分が苦しみ(なる状態)にい
るからこそ,その感受性がかかる情を生じさせたりするのだ。辞書的感受性に
は自分に苦しみとして受け入れられる,いわゆる刺激としての感受性の概念が
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見当たらない。そこには精神的能力(反射)の意味しか打ち出されていない。
しかしそれはまた彼女のいう感受性それ自身の反射(苦しみとしての反射)と
はおよそにつかわしくない反射なのだ。
そこから彼女の真意がどこにあるかを探ることができる。それは一言でいえ
ば,感受性が新しい概念に位置づけられるべきところにある。それゆえ,彼女
がかかるメカニズムの解明に対し,く感受性の一般的な概念が必要である)と
いったのは,既存のそれを援用させてよしとすることにあったのでは絶対ない
のだ。むしろ彼女自らが行動し考究して命名した独自の感受性をば一般的な概
念として定着させようとする願望や意識がこのような表現で彼女に語らせたの
ではなかろうか。それはやはり,前段で触れた一例のごとく,く苦しみ)と
く純粋な憐偶の情)との関係はどうしても既存のsensibiliteの一般的な概念
の導入によって理解することが絶対不可能になると思われるからである。
紙数に制限があって,今回はこれで終わらなければならない。しかし証明11
はいまだ途中であり,完全にみ終ったわけではない。まだカソトについて語る
ことが残されている。そのカソトのことは次回に誹るしかない(38)。
〔続〕
註
(1)ここに取り上げる引用文は,直接には新潟大学数東部研究紀要「シモーヌ・ヴェ‑
ユにおける感受性の基礎的研究の証明と展間〔I 〕」 (第25集, 1993年)に続くもの
だ。また内容的には新潟大学人文学部人文科学研究紀要「シモーヌ・ヴェーユにお
ける感受性の基礎的研究の証明と展開〔II]」 (第85桝, 1994年)に続くものとなる。
なお以下前掲書を紀要I ,後掲番を紀要IIと記すだけにする。
(2) 『Cahiers II』 Simone Weil, Plon, p.185.
(3)紀要II参照。
(4) Ibid; p.86参照。く他人の苦しみ)がく世界の人工を施さない自然のままのあり
さま(状態))であるく世界の生地)とされるなか,果たしてこの苦しみがく人工
を施さない‑〉状態にあてはまるのか間掛こなるところだが,ここではその原因を
究明することに至らない,く外部のある物)としてたんに受け入れることと理解す
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れば,く他人の苦しみ)はく人工を施さない‑)状態でもあるとみなし得るだろう。
(5) Ibid; p.85とp.86参照o ここでいう く感じる)はもちろんそこに記した(りのく感
じる)である。
(6) Ibid; p.p.90‑91参照。そしてこの刺激としての感受性がそれ自体で単独に反射
されることによって,く他人の苦しみ)をともに苦しむことができるといえるのだ。
(7) Ibid; p.89参照。これがく感ずる内容)を示す(参のく感じる) (反射)になる。
ところで,この註6と註7の反射((感じる)こと‑ただし註6の場合のく感
じる)ことはく感ずる内容)を示すく感じる)ではない‑)にあって知り得る
ことは,反射には二つのそれがあるということである。その際,シモーヌ・ヴェー
ユはこの二つの反射に何らかの相違をつけて記しているのだろうか。しかり彼女は
それらの反射を動詞sentirとeprouverの使用によって明確に区別していると思う
のだ。認識のおこり(起源)の其の刺激として,彼女が感覚(sensation)ではな
く,感受性(sensibilite)を畝当させることに対し誰も異議をさしはさむ余地はな
い。この刺激のことを,筆者は(かのく感じる)に,動詞sentirにかかわらせるの
だ(Ibid; p.84の註6の引用文のく私が外部のある物に依存するのを感じるし,逆
に私はその外部のある物がほぼ自分に依存するのを丞旦i)とされる傍線部分が刺
激における①のく感じる)であり, sentirなのである)。この①のく感じる) (
sentir‑感受性‑)がく想像)の能力と関与し反射(く混交)一感情,情動,悼
念となる‑)されるときのく感じる)は⑧のく感じる)であり,この場合に彼女
はsentirよりむしろeprouverを使用してくるように思われる(Ibid; p.84の註7
の引用文のく快や苦の味を帯び,私が感じ得る(pouvoir eprouver)ただひとつ
のことであるこの感情)とされる傍線部分に関係するとみることができるのは感情
なのであって,かかるく感じる〉は彼女において感情(情動,情念)の反射それ自
身に充当するく感じる)といえよう)。そうすると,く私が外部の物によって屈服さ
せられると盈旦重力ゝ,外部の物が私に屈服すると塵五五かに応じて,私は苦や快を
遡上旦) (Ibid; P.84の証6の引用文参1't)とされる傍線部分の反射としてみた
sentirとは何かということになる。これはこのく感じる) (sentir)を②のく感じ
る〉 (感ずる内容)ではなく, ①のく感じる) (sentir)自体の反射と理解させよ
う。つまり傍線部分のsentirが反射である以上,何を反射させるかといえば,そ
れは刺激としての①のく感じる) (sentir)を反射させるしかなかろう。これはだ
から,刺激としての感受性がそれ自体で単独に反射されることを示唆するし,かか
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る反射があることを証明し,彼女はこのことをsentirとeprouverの使用に意凶さ
せていたと捉えておくのだ。それゆえく他人の苦しみ(普))を感じるsentirは感
受性がそれ自体で単独に反射される際のsentirになるし,く純粋な憐偶の情)を感
じるeprouverはく混交)なる反射におけるeprouverなのだといえる。むろん苦
がeprouverとして把握されるときも当然ある。本文はそれを想定しているわけだ。
ただし苦を苦としてsentirする場合は感受性の単独の反射になるしかない。
(8)上記註7参照。
(9)紀斐H. p‑!とp.89参照O

このく僻(感情))の発揮は本文の記述通り,彼女に

従えば,混交によって可能になる(混交自体は反射)のであって.刺激としての感
受性それ自体の反射では決してない。感受性それ自体の反射であるとみるなら,憐
れみは絶対生まれてこない。
(H) Ibid; P.P.89‑90参照。刺激としての感受性それ自体の反射にあって, (勤の
く感じる)こと,すなわち感ずる内容は何かを問うことはほとんど問題になること
がない。なぜなら刺激としての感受性の反射は苦しみなる刺激をば反射させる反射
としてのく感じる)になるだけだから。
(ll)概して私たちは瞬時に反射としてのく感じる)を二つ同時に感じることができな
い(刺激も同様である)。さらにその都度,苦しみの例でいえばそれをく混交)で
とか,感受性それ自体の反射でとか判断しながら捉えるわけではない。だから今
く感じる) (反射)ことはそのいずれか,すなわち苦しみの反射であるなら.く混交)
(感情)としての反射,感受性それ自体の反射になるにちがいない。またそれらの
どちらかとのさらなるく混交)においては註9に記したような憐偶の感情,情軌
情念にもなるだろう。このことはすべてシモーヌ・ヴェーユが語るところから当然
のごとく導き出される帰結なのである。
(1巧 たとえばく感受性の一般的な概念)を規定していると思われるのが辞書である。
筆者は以下の辞書の項目sensibiliteを参照してみた。
㊨ 『Grand dictionnairc universel du XIX'si芭clej Tome XIV, Larousse,
1875年, P.P.548‑549参照。
⑧ 『Dictionnaire de la langue philosophique』 Paul Foulquie et P.Saint‑Jean,
P.U.F, 1969年. P.P.666‑667参照。
◎ 『Vocabulaire technique et critique de la philosophie』 Andre Lalande,
P.U.F, 1976年, P.P.980‑982参照。
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◎ ITGrand Larousse de la langue frangaise』 Vol.6, 1977年 P.P.5472‑5473参照。
⑥ 『Le grand Robert de la langue franqaise』 deuxieme edition, Tome 8,
1985年

P.P.700‑701参照。

(l功 註12の⑧P.666参照。なおこのなかのくeprouver plaisir et douleur)に関して
は, ④◎⑳⑥の辞音にも記載されている。たとえば, ④には(Le plaisir et la
douleur sont les deux extremes de la SENSIBILIT宜. (Condorcet))くII ne
peut y avoir de SENSIBILIT宜sans douleur, ni de plaisir sans la SENSIBILIT丘.
(M"e de Lespinasse))などがみられる。
(uJ Ibid; ⑧P.666参照。なおこのなかのくeprouver plaisir et douleur)に関して
は註13参照のこと。またくsentir, cest‑A‑dire eprouver des sensations et des
sentiments)に関しては, ㊥◎⑳⑥の辞書にも記載されている(ただし④と⑧は
上記⑧と同じ文章や辞句ではないし,内容上のものに限られている)。たとえば,
◎にはくeprouver toute espece de sentiments et de sensations)などがある。
(15) Ibid; ④P.548参照。
(16) Ibid; ④P.548参照。
(lカIbid; ㊨P.548参照。
佃Ibid; ◎P.5472参照。
佃

新潟大学教蕪部研究紀要「感受性試論〔Ⅴ〕」 (第21賂1990年). P.7註9 (P.
31), P.26証51 (P.33)参照。

榊 新潟大学数発部研究紀要「感覚と感受性」 (第22集, 1991年), P.52‑54参照。
本文はたとえばジィドのように,感覚でしか感覚のためにしか生きられなかったこ
とをかかる感覚の反射とみる。
el)感覚自身による反射である痛覚の例。それは柄神でその痛みを感じるにしても,
まずこれが身体を起点とする痛みであり,精神に伝わり,そこで反射されるものだ
と捉えておくしかない。
e2)紀要II, P.87註13 (P.96)参照。
￠功『感情』金子武蔵鼠 理想社, P.P.50‑51c また引用箇所のく運動神経の興奮な
いし発散を含み)と記されるところは,註17の40のくIes nerfs moteurs)の内容
に相当してこようo脳‑机神の反応(reaction)がなければ,く遊動神経の興奮な
いし発散)もないというわけだ。そしてく感情は第一に‑'/」の運動神経の興懲ない
し発散を含)むことから.反応(reaction)のひとつとしてこの感情がなければな
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らないことを知るだろう。このような運動神経,興奮,発散という心理学的生理学
的視点でのことが④から⑥までの辞書に盛られているが,これ以上のそれらの専門
用語についての言及を割愛せざるを得ないといったのは,先に本文で触れた理由に
基づくといえるだろう。
帥 ◎ 『Grand Larousse de la langue fangaise』 Vol.6,1977年 P.P.5479‑5480c
本文のI , II, IIIはそれぞれくPar la voie de la sensibilite organique), (Par
la voie des facultes intellectuelles), (Par la voie de laffectivite)の項目事項
のものである。ここには注意すべきことがある。まずこの項目事項中の,またIと
llI中の三つのsensibiliteは感受性ではなく,感覚(能力)と訳すことが肝要だ。
次にIのくune sensation dune certaine sorte)と括弧内の内容についてだ。五
感(管)を含めた諸感覚(紀要IIP.87註11 (P.96)参照)のうち,視覚と聴覚は
くある種の感覚)に与しないと読める。これは筆者がすでに「視覚や聴覚を身体の
一部でなく,柄神(脂)の一部とみる」 (紀要I, P.30)としたことに呼応する。
そしてIのくpercevoiivune impression)はくeprouver une sensation d une
certaine sorte)とほぼ同様な内容を, IIのくen prendre conscience)以下は
くAvoir le sentiment, 1 impression de quelque chose (d'ordre abstrait))の

先行する内容より進んだ段階のそれをもつと思われるが,両者が関連したものとい
う点で析似した内容を有すると捉え得る。しかLmが表明する内容には二つある。
すなわち一つがくeprouver un sentiment),一つがくetre affecte dans sa
sensibilite)なのだ。この詳細は本文参照のこと。
的Ibid; Vol.2, p.1708c
軸

紀要II, P.P.84 (註7) ‑85参照。本文註7も参照。

e7)衷Iの④と(pは表TIの(塾の6),同様に, ⑳宙は6), ⑳カは③, ⑥①は任)と同じに
なる。なお◎◎のressentir une sensationと⑳⑳のressentir un sentimentの動
詞はすでに本文にsentirや色prouverの代用として用いられると指摘したので,こ
の動詞と名詞の組み合わせを表IIに書き込むのは割愛した。これはたんに重複され
るか,スペースを余計に取るだけであり,記入させても同じことを意味するからで
ある。ただressentirの訳(強く感じるや再び感じる)は当然sentirとeprouver
のそれにあてはめることができるといっておく.これはのちの本文参Ilォのこと。
軸 表ITの(参を代表に語るのは次のような理由からである。裏Iはあまりに重複項目
が多くみやすいとはいえない。菱川にはsentir des sentimentsの項目が欠けてい
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る。衷IIの②を除いた①⑳参に関しては衷HIと同じになるからである。
軸 ㊥のく知的諸要素)は註18のdes elements intellectuelsの訳だが, sentirllの
項目事項くPar la voie des facultes intellectuelles)に呼応する。それは
sentirllのくAvoir le sentiment, l'impression de quelque chose(dordre
abstrait))をみてもわかる。このsentimentはsentirlllと異なり定冠詞がつく特
定化された感情だ。この感情はその主たる成立要因の知的能力と感覚とによって構
成されるために限定される。感覚が知的能力の構成因子となる証はときたま
sentimentを感覚意識とも訳すことによる。本文にはく知的諸要素)の一例として
想像や知性があると記しておいた(この原文は上記のごとく,不定冠詞が使用され
るが,それは個として取り上げられるく知的諸要素)ではない。しかも感覚との関
係をもたされないとみる く知的諸要素)である。これをsentirllと関連させて捉
えるとき.これが特定化されるのだ)。周知のように想像は感情的要素で占められ
る一面があるし,さらに感覚が含まれる面もあるのだから,く知的諸要素〉は
くAvoir le sentiment)といってよい。ただしく感情をもつこと)自体が感じる
になる必嬰がある。決してくsentir avoir le sentiment)にならない。
(叫 くetre affecte dans sa sensibilite)はその感覚に影響されること自体がsentir
(感じる)ことをあらわすのであって,決してくeprouver etre affecte dans sa
sensibilit色)ではない。
帥 註18における本文のような諸要因を個々に取り上げることが有効になったのは見
出し語sentir IIIの‑行くetre affecte dans sa sensibilite)による。それゆえこ
の個別の見方が正当性を得るのだ。註32も参Me
O2)むろんこの証明を註18のくemotion, plaisir, peine, douleur)に求め得るかも
しれないが,しかし註18は感覚が組み込まれると個別に捉えるく受動的特性)を示
すだけで,そこに本文の証における意図を見!iiすことは不可能である。つまり感'ii
が少しも組み込まれない感帖における情動をみるうえでは本文の例の方が的確でふ
さわしいのだ。
ところで註の前段でみた過り,註18と註24 (とりわけsentir lII)は両方とも,
感覚が少しも組み込まれない感情と感覚が組み込まれる感情について記していると
思われる。ただし前著の感f削ま註18ではくdes etats affectifs〉,註24ではくun
sentiment〉あるいは本文註32の引用文の感情(く快や不快を伴う感情))にかぎら
れる。後者つまり感覚が組み込まれる感情は註18では個別に語られる(註31参照)
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く知的諸要素)く受動的特性) (能動的特性),註24ではくetre affecte

dans sa sensibilite)あるいは

くetre affecte dans sa sensibilite, dune

maniere agreable ou penible)となる。
感覚が少し組み込まれる感情におけるく能動的特性)についてはとくに見出し語
sentir lllでは語っていないように思われる。このく能動的特性(情念))は能動
的能力(感情)を主力となすため,おそらく少しの感情さえ消滅せしめ,あたかも
感覚が組み込まれない感情つまりsentir IIIのくun sentiment)それ自身の情念.
あるいはく快や不快を伴う感情)それ自身の情念と同じにみられてくるのではなか
EBE*
￠頚 仏)く色prouver un sentiment, dune mani色re agreable ou penible) (B)くetre
affecte dans sa sensibilite, d une mani芭re agreable ou p色nible)の各傍線部分
は(A)ではun sentiment, (b)ではsa sensibiliteにかかる。おのおのの語句中にカ
ソマがあることから, (A)では本文ののちにいうたんなる感情(un sentiment)と
く快や不快を伴う感情), (B)ではく感覚に影響される)感情と,く快や不快を伴う感
覚に影響される)感情のそれぞれ二つの訳が含まれるとみる(A)の後者の訳である
本文において感覚ではない快や不快が情動の中味なのだと述べたことはここからで
も証明されよう。
しかし感覚ではない快や不快ならびにかかる感情とは何か,新たな問題が捉起さ
れるのだ。く快や不快の感覚がある)と本文で指摘したこと以外に,感覚ではない
快や不快があるとするなら,それを担う人間的能力は何か,感覚が(性)質をあら
わすのに対し,これは何をあらわすのか。感覚ではない快や不快は前回(紀要lI,
P.86参照)に触れたように,ありさま(状態)をあらわすしかない。とすればそ
の人間的能力は何であろう。辞書的意味でのこの能力は感覚を少しも組み込まない
感情を故当させるしかないが,彼女に従えば,これこそ感受性になるはかないとい
えるだろう。
ところで(B)の二番目の訳は感情がく快や不快を伴う感覚に影響されること)にな
るが,これは証18のくemotion, plaisir, peine, douleur)の項に即ならってく受
動的特性)すなわち情動と捉え得たわけだ(帆)の二番Elの訳にあっても く快や不快
を伴う感情)は修飾語句のつかないたんなる感情とはその点で異なるとみると同時
に,感覚ではないく快や不快を伴う感槽)を情動とみなしておいた)。ただこれは
註18の分煩内容(く受動的特性))において,本文ののちに記す通り, (A)のく快や不
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快を伴う感情)とun sentimentがそれぞれ情動になるのと同様にみることはでき
ない。つまり く快や不快を伴う感覚に影響される)感情のく受動的特性(情動))
とdes etats affectifsが同じ中味をもつと理解してはならない。
O4)註18のdes etats affectifsは裏Ⅳで⑦に属する以上,動詞を伴わせ表現すれば,
動詞はeprouverになるだろう。なおun sentiment, dune manidre agreable ou
penibleにおけるsentimentの冠詞が不定冠詞なの紘, des etats affectifsの冠詞に
ついて語った主旨に近似させて捉え得る。つまり感覚ではない快や不快を伴うが,
それを特定化しないあるひとつの感情と理解し得る。そのことが情動ではなく.本
文でいうたんなる感情とみる埋山である。情動ととる場合に不定冠詞であるのもこ
れと同様なのだ。
的

②‑6)と③‑6) (換言語でみる)のsentir des sensationsの名詞は感覚のみで

構成されるそれである。そのためにsentirが必要となる。 (9‑(勘のsentir des
sentimentsにはdes sensationsがないが,この語句全体からすれば,感覚が感情
の構成因子に組み込まれるとみるために, sentirが必要となるのだ。
的

註27参Me

O7)註33二段落日参照。
的 証明11の括弧内のIa sensibilite pureの名詞がなぜ感受性と訳されたのかo カソ
トに対して用いられるそれは辞音で語られるsensibiliteの意味を超えるものでは
ない(それゆえ本文での指摘通り.彼女は感受性の一般的な概念を熟知していたし,
カソトに対する見解もその一例としてしか扱われないとみることが証明されよう)O
なぜならこれはフラソス語におけるsensibiliteをカソトの使用する語の意味と用
法から学び取ったふLがあるとされるからだ(これについては次回で証明する)0
ここではく純粋な感受性)がカソトのどのような語で記されるか述べるにとどめる。
Ia sensibilite pureはpureを弧Mするとみるとき,くreine Anschauung≫ (純粋
直観), la sensibiliteを強調するとみるとき, {sinnliche Anschauung) (感性的
直観)あるいは(sinnliche Empfindung) (感性的感覚)に陀換されると捉える。
Ia sensibilite pureを一般的にいうと,それはいわゆるくSinnlichkeit) (感性)に
なるにちがいない。

