における

岡

めぐみ

トはこの文通においてデカルトに様々な事柄について教えを

り︑一六四九年まで七年間にわたって交わされた︒エリザベ

い︒デカルトとエリザベトとの文通は一六四三年から始ま

であるので︑彼女とのやり取りを追いながら考察を進めた

豊

心身相互作用に関する両者の見解の相違について

﹁デカルトーエリザベト往復書簡﹂

はじめに

デカルトは︑一方で精神と身体の実在的な区別を主張
︵1︶

乞う︒書簡の申での話題は︑心身の問題︑数学や自然学︑健康︑

﹁実体的合一u2．〇

において密接に結合してお

道徳︑古代の倫理︑情念と多岐にわたる︒われわれは︑その

﹁人間﹂

り︑それはスコラの用語でいうところの

中でも心身の相互作用の問題に着目したい︒

︵ウニ

subst賀罫註s﹂を成していると説く︒すなわち︑相互に何の

し︑他方で︑これらは

交渉も持ち得ないはずの精神と身体とが︑﹁人間﹂という一

エリザベトは一七世紀ヨーロッパの支配階級の一族の
生まれであり︑イギリスのジェームズ一世 六六〇−

︿3︶

つの実体を構成しているということになる︒この主張がデカ

−一六六二︶

一七二七︶

ルト哲学を考える上で困難な問題を有していることは明らか
であろう︒本稿では︑デカルトの心身の二元論ではなく︑心

世

この間題は︑とりわけファルツのエリザベト王女

︵一八一八

郊のワイセンベルクの戦いに敗れて王位を失いオランダに亡

アの王として君臨したが︑一六二〇年十一月八日︑プラハ近

︵一五九六1一六三二・在位期間一六一〇−一六二三︶ の

とボヘミアのファルツ選帝候フリードリヒ五

︵一五九六

身合一の方に焦点を当て︑われわれが日常的生において承認

長女である︒エリザベトの父フリードリヒ五世は一時ボヘミ

の娘であるエリザベス・シュツワート

である心身二元論から︑どのように説いているかを考察する︒

せざるを得ない心身の合一を︑デカルトが自らの理論的立場

−一八八〇︶ との書簡において繰り返され論じられたもの
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ハニ七年オランダに戻りハーグで二〇年を過ごすこと

リザベトはドイツのブランデンブルグの祖母のもとに預けら

命した︒母エリザベスはオランダで九人の子供を育てた︒エ

なるデカルトの矛盾を指摘してゆきたい︒

作用に関する見解の相通について︑さらにその際に明らかと

ザベトの手紙のやり取りを吟味しながら︑両者の心身の相互

は︑何を示しているのだろうか︒本稿では︑デカルトとエリ

デカルトの﹁心身合一uniO−uniOn﹂とは何であろうか︒ま

一デカルトの心身合一概念

となる︒
﹃省察﹄を読みいたく感動

れ︑
エリザベトはある時デカルトの

し︑友人のポロにデカルトを宮廷に招きたいと頼んだ︒この
ときエンドヘストに住んでいたデカルトは︑ポロの仲介があ

たそれはいかなる事態なのだろうか︒デカルトのあまりにも

れば﹁王女様に敬意を表し︑かつ王女様のご命令をお受けす

有名なテーゼである心身二元論とは︑精神と身体は異質な実

と快く

る栄誉を賜ることも可能でしょう﹂

︵賀iI1．笥宰∽遥︶

引き受けた︒エンドヘストはハーグから三里しか離れておら

は様々な箇所で明示的に述べられている︒しかしデカルトは

体で両者は実在的に区別されるというものであり︑このこと

︵dこ

ようである︒そして彼の訪問は一六四三年五月にデカルトが

ず︑デカルトはしばしばハーグのエリザベトのもとを訪れた

他の箇所において精神は身体と密接に結びついているという

有様を﹁第六省察﹂の後半部において﹁自然の教え﹂という

主張も行っている︒デカルトは︑われわれの日常的な心身の

概念を用いて語っている︒心身の合一について最も詳細に述

エンドヘストを去り︑北オランダの田舎のエフモント・オプ・
一六四三年の文通開始当初︑二人の間の主要なトピックは︑

デ・フフに移るまで続いた︒

心身の相互作用についての形而上学的な問題であった︒エリ

しないのかと迫る︒デカルトはこの問いに対してエリザベト

突法則と物体間の表面同士の接触に基づく運動の説明と矛盾

わめて密接に結ばれ︑いわば混合しており︑かくて身体

にただ宿っているのではなく︑さらに私がこの身体とき

よって︑私が自分の身体に︑水夫が舟に乗っているよう

自然はまた︑それら痛み︑飢え︑渇き等々の感覚に

の問題となる箇所をみてみよう︒

べられている﹁第六省察﹂

の満足いくような返答をすることができず︑その後この間踵

いかにして可能なのか︑またそれはいかにしてデカルトの衝

ザベトはデカルトに︑非物質的な精神と身体との相互作用は

が両者の間で話藷にのぼることはない︒そうした文通の中断
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≦．汚﹂ヨⅠ．讐︶︒

とある一体をなしていることをも教えるのである

︵包含声

の言葉のデカルトによる使用は必ずしも本来的なものだとは

言えない︒スコラ的な思想において︑形相も質料もどちらも

て完全な存在者︑すなわち実体となる︒したがって︑精神と

それ自体では不完全な存在であって︑両者は結合してはじめ

完全な﹁人間﹂を構成する︒これに対して︑デカルトの場合

身休はそれぞれ形相と質料として︑両者が合一してはじめて

この有名な水夫の例において︑身体の痛みや欲求は水夫が
舟の故障した箇所を視覚によって間接的に知るようなもので
ものだと言われている︒つまり︑合一は︑純粋知性によって

て︑﹁それらが不十全とみなされるのは︑心・身によって構

は︑精神および身体はそれぞれが独立かつ完全な実体であっ

；⊥

はなく︑心身が合一した人間である私に直接的に感じられる
理解されうるものではなく︑あくまでも感じ取られるもの

である︒結局︑デカルトによる﹁実体的合こ

︵ぬ莞謬わ．

成されている人間と関係づけられる場合において﹂

緊密に結び合っていることであり︑その結合の故に精神が不

とは︑﹁すでに十全な実体として存在しているものが互いに

惟ではなく︑心身の合一によるある混乱した認知perceptiO わHSltNNN︶

なのである︒デカルトにとって感覚とは︑純粋知性的な思

デカルトは ﹁精神と身体とが実体的に合一していること

cOロごsaなのである︒

ない﹂

︵倉芯和琴垣↓ヨⅠ．NN00︶

のである︒以上の考察から︑デ

と断言する︒では 十全になったり︑明噺判明な把握が妨げられるということも

の本文中には出てこカ
なルトはスコラの言葉をそのまま用いながら︑スコラの概念

いったい︑﹁実体的合ことは何なのか︒﹁案体的合一仁2．O

を第六省察で証明した﹂ ︵汚5Ⅰ．NN00︶
subst呂江巴is﹂という言葉は︑﹃省察﹄

にそうだとしても︑これではまだデカルトの言う﹁実体的合

﹃省察﹄本文執筆以降

とは異なる﹁実体的合こを考えていると言える︒しかし仮

︵■い一

の何たるかが十分に説明されたことにはならないだろ

い︒デカルトがこの言葉を用いたのは

こ

に限られる︒﹁第六省察﹂において︑この﹁実体的合こと
同じ意味で使われているのは︑精神と身体が﹁ある種の一

う︒そこでわれわれはこれからデカルトの言う﹁合こ の内
老unumquid﹂を成すという表現である︒ここでは︑先ずデ
容について更に掘り下げて考察したいと思う︒デカルトは﹁第
カルトの言う﹁実体的合こ︑すなわち﹁ある種の一者﹂と
宛︶

六省察に対する反論﹂についての﹁第五答弁﹂︵ガッザンディ
の中で次のように言う︒

こという言葉は元来スコラの用語によるものであって︑こ

はどのようなことなのかを明確にしよう︒この﹁実体的合
■・ −
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も︑思惟と延長する事物とについてももってはいません

れわれは細解と意欲とについても︑また肉と骨について

についてもっているわけではなく︑同様に同じ観念をわ
が欲しておられるここでは︑

︵汚≦i．00恩︒次にデカルトの﹁合こ概念につい

に

︵二︶

︵こ形状と

知解と意欲について︑︵三︶肉と骨につ

の形状と運動につい

の知解と意欲についても同様にどちらも同じ一つの

の肉と骨については︑﹁骨の形相のもとにわ

ことであるから﹁本性の一性﹂と言われる︒しかし︑それと

た

じ物体に適合しているのだから﹁本性の一性﹂と言われ︑ま

ては︑形状をもつことも運動しうるということもどちらも同

述べている︒デカルトによれば︑︵こ

自分が考えた﹁合こはどちらを意味するのかということも

なのか︑それとも﹁複合の一性﹂なのかを考慮すると同時に︑

いて︑︵四︶思惟と延長について︑それぞれが﹁本性のl性﹂

運動について︑︵二︶

寧に説明している︒すなわち︑上で挙げられた

の一性﹂と﹁複合の一性﹂の適いについて例を挙げながら丁

︵りこ

た﹂ということである︒デカルトはこの一節の中で︑﹁本性

この一節において主要な点は︑﹁合一には二つの意味があっ

︵bH≦Ⅰ．畠∽︶︒

精神と身体の混合を二つの物体の混合と比較すること
をあなた ﹇ガッサンディ﹈

いかなる比較もそのようなものの間には︑それらは全面
的に別個のものですから︑設けられるべきではないので
︵紆屯

﹁合ことは二つの物

て︑精神のうちに部分があると想像すべきではない

あって︑精神が物体のうちに部分を知解するからといっ

和声bH≦i．崇岩︶︒

この一節により︑デカルトにおいて

体の混合の如きものではないことがわかる︒デカルトにとっ
のである﹂

て﹁合ことは︑﹁まったく一なるものであり︑全体的なも

︵拭−

て理解するための最も有力な手がかりとなる﹁第六答弁﹂
着日しよう︒その中でデカルトは次のように述べる︒
注目すべきは︑別個の観念をそれについてわれわれが

るいは本性の一性と同一性uni訂teetideロ江︷已enaは
ど反
r対
aに
e︑︵三︶

もっているところのものは︑二つの仕方で︑つまり︑あ

によって︑一つの同じ事物と解されうる︒それですから︑

れわれはそれらを︑本性の一性において同じ一つの事物と解

る事物について知得するということはなく︑したがって︑わ

によって︑あるいは単に複合の一性uni訂scOヨpOSi許2れ
．わ
Sれの考察する事物と肉の形相のもとにわれわれの考察す

たとえば︑なるほど同じ観念をわれわれは形状と運動と

34

とされる︒そしてデカ
思惟と

のどれと同じ関係にあ

なる人間﹂を構成することはできないだろう︒

それが偶然に箱びついただけの関係であるなら︑もはや﹁異

ここで重要なことは︑思惟と延長の関係が肉と骨の関係と

等しいと言われるのは一つの基体においてという条件つきの

場合のみだということである︒すなわち︑思惟と延長・肉と

︵三︶

骨という概念だけを取り出してその関係を語ることは﹁合こ

から

までを考察した後に︑︵四︶

つの同じものと解する﹂ ︵♭H≦Ⅰ．民望

することはできないのであって︑複合の一性からして⁝⁝一
ルトは︑︵一︶ から ︵三︶

るのかを見極めようとする︒最終的にデカルトは︑︵四︶

延長についてそれが ︵こ
思惟と延長は︑︵三︶ の肉と骨の関係と同等であることを︑

の観念をより明確に捉えるために︑デカルト自身︑重さと物

を捉えるには無意味なことである︒それと同様に︑心身合一

の

合の一性﹂にすぎないのと同様に︑同じ人間のうちに見出さ

すなわち肉と骨をもった一つの動物である限りにおいて︑﹁裡

﹁重さ﹂が物体

体の関係を例として挙げるが︑この喩えは問題解決の役には

の実在的性質と理解されるならば︑そのときわれわれは﹁重

ではなく︑﹁複 立たないように思われる︒デカルトによると

であると結論づける︒デ

さ﹂を実体と考えていると言われる︒この意味において﹁重

︵四︶ の思惟と延長を﹁本性の一性﹂

合の一性﹂とみなすのは︑延長する事物の本性と思惟する事

カルトが

れる限りにおいて︑﹁複合の一性﹂

物の本性との間には︑肉と骨との間にみられるような︑全面

さしく物体の中に精神がひろがっていると考えることに等し

さ﹂は物体全体にひろがっているように想像され︑それはま

いのである︒しかしこのように考えられたところで︑物体と

︵川︶

≦i一缶皇︒

的な区別や相遥があるからであると自らそう言っている︵bH

重さの喩えは︑われわれが合一の観念そのものを理解する手

貢コii．栗平荒土

だけである︒

体を動かす仕方を理解するためにわれわれに与えられてい

﹁魂が身

この﹁第六答弁﹂を読む限り︑デカルトは心身の合一を﹁複

る﹂

●●●●︳

合の一性﹂ であると断言しており︑この箇所は︑心身合一概
であるなら︑本性が

助けは何もしてくれないだろう︒物体と重さは単に

に思われる︒なぜなら︑﹁複合の一性﹂

念について考察しようとしているわれわれを困惑させるよう
同じ二つのものが必然的に結びついているのではなく︑異質
な二つのものが偶然的に結びついているだけだということに
︵bH≦．建︶としての合一体は︑﹁一なるもの﹂と言われており︑

なってしまうからである︒しかし︑デカルトの﹁其なる人間﹂
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二

心身の相互作用についての

私が心身の合一をどういう仕方で理解しているか︑精神はい

をおもちであり︑何も隠し立てすることはできませんので︑

︵bHIiI．設盟

として︑﹁原初的概念﹂という用語

り︑それを型としてわれわれはすべての他の概念を形成

pユmi旨eがあります︒それがいわば原型Ongina宗にな

まず︑われわれのうちにはある種の原初的概念n邑On

を持ち出す︒

ましょう﹂

かにして身休を動かす力をもつのかを︑ここでご説明いたし

デカルトとエリザベトのやり取り
一六四三年五月ニー日の手紙と六月二八日の手紙の比較検
考察しよう︒

討を通してデカルトとエリザベトの心身の相互作用の見解を
文通が両者の間で交わされるようになってすぐ︑一六四三
人間の精神は︑いかにして身体の精

年五月一六日の手紙の中で︑エリザベトはデカルトに﹁︵思
惟実体にほかならない︶

心身が働き合うこと︶ については

デカルトはエリザベトに後者︵心身が合一しているがゆえに

びついているがゆえに︑身体と働き合うことだと言われる︒

と︑一つは思惟することであり︑もう一つは精神と身体と結

は二つのものがあるという説明を彼女に与える︒それによる

満足のいくような返答を模索する︒そこで︑まず人間精神に

宗達打叫−賢明．bHi芦宗−︶

﹁ほとんど語らなかった﹂

訂⊥占−Ont恥が含まれています︒最後に︑精神と身体とを

向−espercep江○ロSde−−entendemeロteこesinc詳a

惟だけです︒思惟のうちには︑知性の認識や意志の傾

精神のみについて︑われわれがもっている概念は︑思

持つのみです︒そこから形や運動の概念が出てきます︒

次いで︑個々の身体についてわれわれは延長の概念を

てに適合する︑最も一般的な概念があります︒それに

持続など︑われわれが理解することができるものすべ

てわずかしかありません︒というのは︑まず存在︑数︑

していると考えますcOnSidere︒そうした概念はきわめ

と述べているが︑そのことに関して匙を投げてしまったので

合わせたものについては︑われわれは合一の概念しかも

忘﹂慧訂き忌

はなく︑同じ書簡において更なる説明を試みている︒デカル

ちません︒この概念に︑精神が身体を動かし︑身体が

気が意志的な運動をするよう決定し得るのか﹂

トはまず﹁原初的概念﹂という用語を用い︑次いで﹁重さ﹂

精神に作用する力の概念が依存しています︒それが感

と問う︒デカルトはエリザベトの

の比喩を用いて何とかエリザベトを説得しようと努めてい

I‖﹀

る︒それぞれ順にみていこう︒デカルトは︑﹁殿下は千里眼

36

韓日i．宗盟︒

情や情念の原因になるのです

冨短冴已亀詩巴達打こ監中

の表面が他の表面に実際に接触することによってこの

易に理解するでしょう︒そして︑われわれは︑ある物体

ことが起こるとは考えません︒というのは︑われわれ

の形而上学の二つの基本的な概念である精神と身体によって

る︒とすれば︑われわれの合一についての概念は︑デカルト

それに加えて何らかの意味で説明上の基礎となるものであ

います︒むしろその概念は︑精神が物体を動かす仕方

とをわたしは﹃自然学﹄

に適用するなら︑概念の誤用であると考えます︒このこ

らです︒この概念を物体からまったく区別されない重さ

いるということをわれわれ自身において経験しているか

は︑このことを理解するためにある特別な概念を持って

含意されるものであってはならない︒デカルトは︑この引用

を理解するためにわれわれに与えられたと考えます 冨

﹁原初的概念﹂とは︑ほかの概念によって分析されえず︑

箇所からわかるように︑心身の合一を前提し︑その原初性を

の中でお示しできればと思って

絶対的に認める︒このようにデカルトは︑一方で心身の合一

知謀乱恥罫巴旨訂こ思匝汚Ⅰ−i．栗平票盟︒

この﹁重さ﹂の理論に︑デカルトの心身の相互作用を理解

が他の表面に接触することによってこのようなことが生じる

力をもつだけだと考える︒そのとき︑われわれは物体の表面

とはただ︑﹁重さ﹂が物体を地球の中心へと向かって動かす

の比喩を れは﹁重さ﹂は実在的性質であり︑われわれが知っているこ

する際のポイントが凝縮されているように思われる︒われわ

﹁原初的概念﹂ のうち︑﹁思惟﹂・﹁延長﹂という第一・第二の

をそのような﹁原初的﹂なものと考えながら︑他方で三つの

﹁重さ﹂

である︒ここにこそデカルトの矛盾が潜んでいるのである︒

概念によって︑第三の﹁心身の合二を説明しようとするの

用いて心身の相互作用の説明へ向かう︒

デカルトはその矛盾に気づかずに︑さらに

たとえば︑重さは実在的性質であり︑それについてわ

﹁重さ﹂がどのようにしてこの物体を動かし︑さらに﹁重さ﹂

がどのように物体に結合しているのかを理解することが可能

とは思わないだろう︒われわれはこのような想定によって︑

なのである︒つまり︑心身の合一の概念から派生する概念

れわれが知っていることはただ︑それがその中にある物
だけであると想定するならば︑重さがいかにしてこの物

体を地球の中心へと向かって動かす力をもつということ
体を動かし︑重さがいかに物体に結合しているかを︑容
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て接触なしに直接働きうるものと考えるのである︒このよう

は﹁力﹂の概念であり︑それは﹁重さ﹂のように物体に対し

て押され得るのかを納得させるはずなのか︑これを理解

んから︶︑物体を中心へと実際に動かすものが何である

のそれと同じ完全性と表現的実在性をもつとは言えませ

われわれが実際に感じている心身の合〜の個人的体験にある

かを知らないところから主として仮定されるからです︒

することができません︒というのは︑この力の観念は︑︵神

というのである︒それゆえデカルトは﹁重さ﹂と物休の関係を︑

な﹁力﹂は︑まさに日常の生の感覚というべきものであって︑

すなわち﹁力﹂と物体の関係をそれぞれ精神と身体に対応さ

で︑その反対である非物質的なものが原因だとしたので

そして︑いかなる物質的原因も感覚には現れなかったの

しょう︒しかし︑非物質的なものは︑物質的原因とはまっ

︻12︶

せ︑心身の関係として受け入れるように勧めるのである︒と
ころが︑エリザベトにとって﹁重さ﹂

たく関係を持ち得ず︑物質の否定としか理解できません

の比喩は心身の相互作

用を説明する際に有効であるとは思えないものであった︒彼

冨b買電訂旬短音叫声−思匝汚ヨ．宗盟︒

●●●●●

てはくれるが︑精神が身体を動かす仕方︑すなわち心身が﹁い

確かに︑これらの説明は︑心身合一の℃何﹂たるかを教え

女は﹁重さ﹂についての観念によっては︑延長ではなく非物
質的な精神がいかにして物体を動かすことができるのかを判
断すべき観念を理解することができないとしてデカルトの鋭
明を不十分だとする︒

かに﹂働くかを教えてはくれないというエリザベトの批判は

かを判断すべき観念を理解することができません︒また︑

よっては精神がいかにして身体を動かすことができるの

すということは精神が物質的なものになるではないかと考え

している必要があるので︑そうだとしたら精神が身体を動か

へと近づいてゆく︒彼女は︑身体を動かすものは接触し延長

正しいと認めざるを得ないだろう︒その結果︑彼女は唯物論

あなたがかつて重さについてお持ちであり︑誤って性質

る︒

あなたがかつて重さについてお持ちであった観念に

という名で帰されていた物体を地球の中心へともたらす
ことを確信させるものですが︑なぜそのような力は︑そ

体を動かしたり動かされたりする能力を認めるよりも︑

精神に物質や延長を認める方が︑非物質的なものに物

力は︑逆の真理を証明すればそれが不可能であるという
れよりもむしろ︑ある物体が何か非物質的なものによっ
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が

私にはより容易であると告白します︒というのも︑もし

いた理由を述べたのですから︑人が精神を物質的なもの

及するべきであったこと︒次いで︑私は重さの比喩を用

前者︹非物質的なものが物体を動かすということ︺

と理解したいと思っても︑あとになってやはり精神は身

︵1＝l︶

体から分離し得ると認めぎるを得ないことを示すぺきで

忘﹂崇岩訂添bや官爵こ面詰．

たことを反省したデカルトは次のような説明をする︒精

前便で三種類の﹁原初的概念﹂の適いを説明していなかっ

当−：Ⅰ．詮？章−︶︒

た議論のすべてだと思います

あったこと︒以上のことが殿下がここで私に命じられ

形相づけによってなされるなら︑運動を引き起こす精
忘

気は知性的なものでなくてはなりませんが︑あなたは
それをどんな物体的なものにも認めておられません
b訣C雫叫現ゎQせ叫苫︼思ぃわHI芦霊望︒

エリザベトにこのように言われたデカルトは︑自分の心身
ハ四三年

六月二八日の手紙の冒頭で以下のように切り出す︒

相互作用についての説明は不十分だったと認め︑

理解されること︑そして精神と身体の合一は︑純粋知性によっ

性−がロteロdment乳d恥de−−ぎa乳na許nによってはるかによく

いが︑身体すなわち延長︑形︑運動は想像力に助けられた知

神は純粋知性−ポロtendmeロtpurによってしか理解されな
下はお感じになったあとで︑同じ主題をなおも忍耐強く

知性は﹁形而上学的思考﹂︑想像力に助けられた知性は

ても︑想像力に助けられた知性によっても漠然としか理解で

学的研究﹂︑感覚は

お尋ねになり︑私が見落としていたことを気づかせる機

われます︒すなわち︑私はお互い同士の比較ではなく︑

る︒デカルトがエリザベトに書いているように︑われわれが

きないが︑感覚によって明晰に理解できると︒そして︑純粋

それぞれ独自の仕方によって知ることのできる三種類の

日々の言動において合一についての概念に出くわすのは感覚

しております︒そのうちの主要な論題は次のことだと思

観念あるいは原初的概念を区別しましたが︑そのあとで

にそれぞれ役立つと言われ

﹁数

これらの三種類の概念の遠いと︑それらの概念をもつと

てではない︒われわれの知性は︑合一を曖昧にしか知ること

を行使するときであって︑それは知性を使用することによっ

﹁日常的生﹂

きの精神のはたらきの適いを説明すべきであったし︑そ

︵‖︶

れぞれをわれわれに親しみやすく︑容易にする方法に言

会を与えてくださっていることには︑たいへん感謝いた

私の前便は出された問題を十分説明していない︑と殿
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れの把掘の仕方に力点が置かれている︒

それぞ

さらに︑この六月二八日の手紙により︑エリザベトとデカ

対して︑この六月二八日の手紙では︑﹁原初的概念﹂

ルトの心身合一についての捉え方の適いを理解することがで

であるわ

れているものではない︒それゆえ︑そうした合一の概念は︑

ができないのである︒繰り返すが︑﹁原初的概念﹂

精神と身体についてのわれわれの形而上学的な概念以外のあ

きるだろう︒エリザベトと追って︑デカルトは合一が省察を

れわれの合一についての概念は︑精神と身体によって含意さ

る源泉から演繹されねばならない︒だからこそ︑デカルトは

だのである︒

−

よってとらえようとしたため︑心身の相互作用の問題に悩ん

に対してエリザベトは︑合一をどこまでも認識的に知性に

■

から演繹されると主張する かも感覚によってのみ明噺に捉えられると考えている︒それ

することによってではなく︑実践的な日常的生において︑し

﹁経験﹂

演繹する代わりに︑身体を動かしたり︑身体によって作用を
のである︒

受けるというわれわれの

心身の合一に関することがらは︑知性や想像力によっ

思索によることなく﹂経験によって理解されるものだと述

﹁哲学的

べている︒デカルトは︑﹁知性だけを要する思考﹂

先にも触れたように︑デカルトは︑心身の合一は

明瞭に知られる︒それゆえ︑哲学したことがなく自分

而上学的思索や﹁想像力を要する思考﹂

ては不明瞭にしか知られないが︑感覚によってきわめて
の感覚しか使わない人は︑心身の相互関係を決して疑

れは自分が

と断言している︒

﹁研究のうえで常に守ってきた規則である﹂ ︵汚

この書簡を最後に︑デカルトとエリザベトの間で心身の相

ii：．怒N︶

である数学や自然学

である形

わず︑心身を一つのものと理解している︒心身の合一

には僅かな時間しか割く必要がないということを述べ︑こ
冨

はただ︑生と日常の交わりだけを用い︑省察を差し控
えることによって︑はじめて理解されるようになる
短針乳亀罫N恥甘叫記一思ぃbHIIi．悪ナ怒N︶︒

を区別することだけに重点を置いているにすぎず︑それらの

トの長引く病気の知らせに返事をしている︒その病気をデカ

は心身の相互作用の問題に戻りはせず︑デカルトはエリザベ

断がある︒一六四五年五月に二人の文通が再開すると︑議論

互作用は話題にのぼって来ることはなく︑文通にも暫くの中

概念の遠いについて︑すなわちそれぞれの概念がいかにして

デカルトは先の五月二一日の手紙では三つの﹁原初的概念﹂

把揺されるのかについては何も述べてはいなかった︒それに
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︵精神の満足︶

と

ルトは彼女の一家の状態によって引き起こされた悲しみのせ
いだと言い︑そこから彼らの関心は︑幸福

運命との間の関係に向かっていく︒
デカルトとの文通におけるエリザベトの当初の最大の関心

三

エリザベトの合理的な議論

精神と身体の相互作用に反対する

心身相互作用に関するデカルトの最終的な見解は︑﹁原初

て︑エリザベトは精神に物質や延長を認めるほうが︑非物質

的概念﹂と﹁重さ﹂

は︑心身二元論と相互作用とが矛盾するのではないかという
ことだった︒これは︑エリザベトが稀に見るような秀才であ
いた疑問であろう︒エリザベトは︑デカルトという自分の尊

りもより容易であるという結論へと至っている︒彼女がこの

的なものに物体を動かしたり動かされたりする力を認めるよ

の比喩の箇所に表れている︒それに対し

り︑デカルトの思想を誰よりも良く理解していたからこそ抱
敬している博大な哲学者が合一という当たり前のことを持ち

は問題視していないことである︒またもう一つ着目したいの

トにとっては相互作用こそが問題なのであり︑合一について

もより深く問題の核心へと切り込むことを意味する︒つまり

である︒彼女のそうした主張の否定は︑デカルトの議論より

たものであるような︑デカルトの体系における観念の可能性

彼女が否定していることは︑観念が経験的な基礎に基づい

ような考えへと至るのも無理はないと思われる︒以下でその

はなぜデカルトはエリザベトに逆に質問をしなかったかとい

エリザベトにとって︑精神がいかにして身体を動かすかとい

理由を考察してみよう︒

うことである︒あなたは心身合一体としての人間を生きてい

う実践的な事がらが︑デカルトの二元論とうまく調和する必

に落胆したのではないかと思われる︒重要なことはエリザベ

らっしゃいますが︑そのときの心身の相互作用はどのように

出し︑そのことによって自分の二元論を危うくしていること

説明できますか︑と︒エリザベトにとって形而上学こそが学

要性を示すことが重要なのである︒こうした情況こそが︑両

者のやり取りがもともとの問題をシフトするだけで終わって
﹁経験﹂によって心

いられた生活を送っている彼女にとって

問であったのであり︑日々の王室の仕事におわれるという強

ついてのデカルトのポイントを取り上げ︑その困難を指摘す

彼女は︑﹁経験﹂を通じて知られると言われる心身合一に

しまったことの根本的な原因であるように思われる︒

でに含有されていると言われても何の意味も持たなかったの

身合一が知られると︑つまり合一の中に相互作用の概念はす
ではないだろうか︒
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る︒彼女は︑心身の合一の

﹁経験﹂を説明するために求めら

最初の議論は︑デカルトに向かって﹁重さ﹂の比喩を投げ

な精神から生じる目的の認識に応じて動くことができないの

る目的に向かって動くのであれば︑身体に向けられた目的を

ある︒もし身体が精神によって与えられた指図のせいで︑あ

は︑身体が重さによって動くことができないのと同じことで

返す︒エリザベトの考えによると︑物質的な身体が非物質的

2つの理由を示して

るということを反論したのである︒さらに正確にいうと︑エ
︵a︶︑︵b︶

れた統一の程度が︑精神と身体との間の実在的区別と矛盾す
リザベトはデカルトに次の
いるのである︒再度引用をみてみよう︒

いうのも︑前者﹇非物質的なものが物体を動かすこと﹈

よりも︑私にはいとも容易であると告白いたします︒と

ものに物体を動かしたり動かされたりする能力を認める

強い情念あるいは体液と精気との間の不均衡によって悩む身

番目の議論は︑一方で精神の自律性を論証することと他方で

すなわち物体に思惟属性を付随させることを想起させる︒二

る︒しかし︑このことはデカルトが断固として拒否したこと︑

かす観念の情報的な内容を感じとらねばならないことにな

理解することができなければならないし︑あるいは身体を動

がもし形相づけによってなされるなら︑運動を引き起こ

︵a︶ 精神に物質や延長を認めるほうが︑非物質的な

す精気は知的なものでなくてはなりませんが︑あなたは

との間で起こる不一致を指摘する︒この議論は︑精神が身体

体が理性に対して持ちうる弱体化された影響をみとめること
で後者﹇非物質的

それをどんな物体的なものにも認められておりません︒
﹃形而上学的省察﹄

を動かす理由︑また精神が身体によって弱体化させられる理

︵b︶ あなたは
なものが物体に動かされること﹈

より合理的な説明をエリザベトの心に起こさせる︒

由は︑精神が物体そのものであることなのではないかという︑

の可能性を提示されて

いますが︑しかしあなたも述べておられるように︑精神

る比喩でもっても解明することはできないものであり︑他の

デカルトによれば︑心身合一は他から引き出されたいかな

むすび

がよく推論する能力や習慣を得たあとでも︑ある種の蒸
気によってそれをすべて失うことができるとか︑精神は

身体なしに存続でき身体とは何の共通性もないが︑身体
に強く支配されるといったことを理解するのはとても難
しいことです︒
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とができないものである︒それゆえデカルトはそれを﹁原初

ものによって置き換えたり︑アナロジーによって説明するこ

観念を物体から区別し︑実在的性質が自分によって虚構され

ている︒しかし︑精神とは何かということが分かり︑精神の

部分的には精神の観念から取得されたものと思われると述べ

るかのように考えていたということから︑﹁重さ﹂

の観念は

存在できるものこそ︑合一のあるべき姿なのである︒しかし︑

的概念﹂という言葉でもって説明したのだろう︒それ自体で

てから容易に解放されたと断言している︒

たものだと知った後では︑ここに提示されている疑いのすべ

のような実在

的性質が存在することを否定しており︑このようなデカルト

要するにデカルトは︑自然のうちに﹁重さ﹂

﹁原初的概念﹂ がこのように考えられたところで︑エリザベ
の比喩でもっ

トの発した間は依然として有効である︒エリザベトにさらな
る説明を求められたデカルトは︑次に﹁重さ﹂

て心身の相互作用を説明しようと試みた︒デカルトはエリザ

こうした実在的性質に対するデカルトの態度は︑自然学に

の立場を保持しているということに他ならない︒

おいては若い噴から固まっていたように思われるのだが︑心

の捉え方は︑物体の本性を延長としてみるという﹁心身分離﹂

みなすことに等しいのだと説明している︒なぜなら﹁重さ﹂

﹁重さ﹂が物体に内在する実在的性質だと言われる場

を実在的性質としてみなすということは︑﹁重さ﹂が物体の

のような実在的性質をいかに位置づけるかということが彼の

身の相互作用をはじめとする形而上学的問題の中で︑﹁重さ﹂

ベトに

一つの属性としてあるという以上の︑すなわち物体に内在す

合は︑それは性質と呼ばれてはいるけれども﹁実体﹂として

る性質であるのではなく物体内に別の実体が存在するという

の比喩は重要な意

て

主要な目的だったのではないだろうか︒こうした意味におい

における﹁重さ﹂

ことを意味することになるからである︒そして︑このように

﹁エリザベト宛書簡﹂

考えられる際には︑﹁重さ﹂が物体の全体に行きわたってい

味合いを含んでいると思われるが︑今は﹁重さ﹂

︵川︶

についてこ

れ以上深く立ち入ることは避け︑次回の課題としたい

に付与することはせ

るように考えられるが︑延長を﹁重さ﹂

pub−i紆p賀Cb．象印ヨet糟ゴロロerせr紅d．−Jゴn．−双岩これを訟ノ

ダン・タヌリ版によるものである︒良ぎ⊇こF芳賀温厚

デカルトの著作からの引用については︑慣例によってア

ず﹁重さ﹂は物体の数学的な一点に集中していると考えたと
なすことに等しいのである︒

述べている︒この見方こそ︑物体に精神が内在しているとみ
また︑デカルトは﹁重さ﹂が地球の中心に向かってあたか
も地球の中心についての何らかの認識を自らの内に含んでい
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﹈括弧︑引用文中の傍点は筆者によるものである︒日本

と略記し︑引用に際してはその巻数と頁を記す︒引用申の
﹃デカルト著作集﹄全4巻︑白水社︑一九七三︑山田

弘明︑﹃デカルト＝エリザベト往復書簡﹄︑講談社学術文庫︑
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なしに明晰に理解できれば良い ︵守．i．窒．︶ と言われている∵寒風

区別であり︑実在的区別とは二つ以上の実体間の区別のことであ
り︑これら実体が互いに区別されたものと知るには︑一方を他方
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へ12︶

のもの﹂をどのように理解すれば良いのかは彼の著作において明

だ一つのものとみなすことである﹂と述べているが︑この﹁一つ

のは﹁第六答弁﹂であり︑この﹁複合の一性﹂こそデカルトの考

確ではない︒それが﹁複合の一性﹂を意味していると説明される

にはdes許c許nemsざedi完rSitatem

のが存在するというスコラの考え︒ここでは︑物質や延長が精神

山田弘明氏による説明では︑﹁質料に形相を与えることによっても

ない︒それについての詳細な鋭明は︑﹃哲学の原理﹄第四部にある︒
しかしここでは﹁力﹂について扱わないこととする︒

デカルトはこのような﹁力﹂を自然学においては全く認めてはい

方で捉えることは﹁思惟﹂するものと心身合一体としての﹁人間﹂
との対立を霜にする︒

部において語られていることである︒このように精神を二つの仕

身体と働き合うこと﹂は︑心身が合山している﹁第六省察﹂後半

に述べられている︒一方︑﹁精神は身体に合一しているがゆえに

とであり︑これは﹁第二省察﹂および﹁第六省察﹂前半部を中心

﹁精神が思惟すること﹂は精神と身体は区別されたものというこ

OヨnimOd巴ゴという言張が使用されている︒

﹁全面的な区別や相通﹂

える﹁合こ である︒
山田弘明︑﹃デカルト﹃省察﹄の研究﹄︑創文社︑三九〇頁参照︒
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的な原理に還元されることを指している﹂とある︒山田弘明︑﹃デ
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例えばエリザベトに宛てた手紙で彼は﹁合一とは二つのものをた
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感覚は︑純粋知性との比較では混乱したものであるが︑心身の合
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一を理解する際には明晰さの源泉となりうる︒デカルトはエリザ
ベトに﹁少しも哲学をせず自分の感覚しか用いない人は︑魂が身
体を動かし︑身体が魂に働きかけることを決して疑うことはなく︑
合一を理解しているので滴る﹂︵垣H：ⅠⅠ．＄N︶と述べている︒

その両者をただ一つのこととして考察している︒すなわち心身の

を﹁実在的性質﹂とみなす考え方を捨て去っているようである︒﹁重

︵16︶﹃哲学の原理﹄第四部を読む限り︑デカルトは自然学的には﹁重さ﹂

ト宛書簡﹂において取り扱われているのだが︑今回はそれぞれの

さ﹂は︑とりわけ﹃哲学の原理﹄︑﹁第六答弁﹂および﹁エリザベ

課題としたい︒

哲学・思想専攻︶

筑波大学大学院博士課程

扱い方には触れることはできず︑それらの関係についても次回の

︵とよおか・めぐみ
人文社会科学研究科
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