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　美学は前世紀の80年代頃から、美学の語源がギリシア語で「感性」を意味する「アイス
テーシス」のうちにあることに基づいて、〈感性論的転回（the aisthetic turn）〉を遂げつ
つある。この流れは西洋では主として新現象学、あるいはいわゆるポストモダンの系譜
に属する人々（例えばゲルノート・ベーメやヴォルフガング・ヴェルシュら）によって担
われており、日本でもこの流れに棹さすかのように岩城見一、小林信之らによる研究の相
当の蓄積がある。さらに日本では Kansei という語をローマ字書きのまま輸出している

「感性工学」系の人々が美学の感性論的転回を積極的に要請してもいる。すでに Kansei 
engineering ないし Kansei science という術語は世界的に市民権を獲得していると
いってよい。
　と同時に、この美学の〈感性論的転回〉はバウムガルテン・ルネサンスとも言うべき現象
を伴い、美学を「感性的認識の学」と規定した美学の始祖バウムガルテンへの関心を引き起
こしつつある。バウムガルテンの主著『美学』の西洋近代語への全訳も遅蒔きながら公刊
され（イタリア語訳は1992年および2000年、ドイツ語訳は2007年。ちなみに、松尾大
による日本語訳は1987年になされており、松尾の業績の先駆的意義は強調されるべきで
ある）、また『形而上学』の歴史的批判版も2011年に公刊された（ただし諸版の照合のな
されていない極めて不完全なものであることが惜しまれる）。
　しかしこのバウムガルテン・ルネサンスは、感性論としての美学に対してほとんど寄与
しておらず、また、美学の〈感性論的転回〉も必ずしも美学史の豊かな再編成と結びついた
とはいえない。美学の〈感性論的転回〉に対応しうる、あるいは美学の〈感性論的転回〉を
さらに促進しうる美学史の構築が求められているはずである。
　そこで以下では、第一節において、バウムガルテン以来の美学において「感性」が実際に
は枢要な位置を占めてこなかったことを明らかにし、第二節において、バウムガルテンの
美学体系が踏まえているところのライプニッツ哲学のうちに「感性」の問題に接近する手
がかりを求め、その上で最後にいくつかの展望を示すことにしたい。

第一節　美学と感性論の乖離
　カント（1724–1804年）は『純粋理性批判』（第1版1781年、第2版1787年）の「超越
論的感性論（die transzendentale Ästhetik）」において「感性」を「対象によって触発され
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るという仕方でわれわれが表象を獲得する能力（受容性）」ないし「われわれの認識能力の
受容性」と規定している（A 19, B 33; A 44, B 61）。Ästhetik という語を専ら「感性論」
の意味に用いるカントの『純粋理性批判』の用例は、一見すると美学の〈感性論的転回〉に
とって重要な位置を占めるように思われるが、実際にはむしろ感性についてのこのカント
的規定を一旦括弧に入れるところから以下の考察を始める必要がある。
　バウムガルテン（1714–62年）は『美学』（第1巻1750年）第1節において「美学

（aesthetica）」を「感性的認識の学（scientia cognitionis sensitivae）」と定義している。
ここにいう「感性的認識」とは想像力、記憶力、創作力、判断力、予知力、記号能力などを含
む広義のものであって、カントの受容性の能力としての感性を遥かに上回る。実際、カン
トに従えば、感性に悟性が加わることで認識が成立するのであって、感性のみでは認識は
生じない。
　それでは、「感性的認識の学」としてのバウムガルテンの美学はいかなる特徴を有するの
であろうか。ここでは次の二点に着目したい。
　第一に、バウムガルテンは美学を「感性の学」（[1735], § 116）ないし「感性的認識の
学」（[1750/58], § 1）と定義するとともに、それを「諸芸術の哲学」（[1757], § 533）な
いし「諸芸術の理論」（[1750/58], § 1）としても、さらには「美の学（die Wissenschaft 
des Schönen）」（[1757], § 533）な い し「 美 の 形 而 上 学（die Metaphysik des 
Schönen）」（Kollegnachschrift, § 1）としても規定している。このように、バウムガル
テンにおいては感性＝芸術＝美という三位一体が成り立っており、この点において、「美
しい技術＝芸術」を主題とする芸術哲学としての美学というその後の展開の萌芽がバウム
ガルテンのうちにすでに認められる。
　この第一の特徴はバウムガルテンの美学を19世紀以後の美学と結びつけるものであ
るが、他面、バウムガルテンの美学はその後の美学において直ちに忘却されることになる
別の特徴をも含んでいる。すなわちそれは、美学と弁論術との密接な連関である。この
連関は、単にバウムガルテンの美学が発見論、配列論、記号論という古典的な弁論術的体
系に則って構成されていることにとどまるものではない。むしろ、「感性的確実性は説
得（persuasio; Überredung）であり、知性的確実性は論証（convictio; Überzeugung, 
Überführung）である」（[1739] [1757], § 531）、という一節が示すように、バウムガ
ルテンが古典的な弁論術の目的とした「説得」を感性的認識の一つの目的とみなしている
点に注意しなくてはならない。「弁論術も、その母である美学も、ともに説得を作り出すも
の（opifex persuadendi, peithous demiourgos）であるからといって、技術の頽落形態

（pravitas artis）、すなわち悪しき技術（kakotechnia）である、ということにはならない。
／……プラトンは不適切にも、弁論術は技術（ars）ではなく経験（peritia）である、と述べ
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たが、もしもあなたが美学を経験にして同時に『優美と快とを生み出す技術』である、と記
述するならば、その記述はプラトンによる弁論術の記述のように不適切なものとなること
はない。美学はいかなる説得をも作り出すのではなく、適切で、良い、そして真に優雅な
説得を作り出す」（[1750/58], §§ 834-835）。バウムガルテンのいう「感性的認識」と
は、古典的な弁論術的知をヴォルフ哲学の装いの下に近代化ないし体系化したものとして
捉えることもできる。そして、この点は後に「感性」の問題を考察する際に大きな意味を持
つことになろう。だが、こうした美学と弁論術との連関は直ちに忘却される。この点では、

「美学が誕生するときに、弁論術は終焉した」というトドロフの言葉もあながち誤りとは言
えない。
　弁論術的枠組みからのこうした離反は、すでにメンデルスゾーン（1729–86年）のうち
に見て取れる。メンデルスゾーンの美学理論は、基本的にバウムガルテンのそれに基づい
ているが（ただし彼は Ästhetik ないし ästhetisch という新造語をほとんど用いない）、
彼は次のように述べて、なお説得を芸術の目的とみなすバウムガルテンから距離を取る。

「詩と雄弁（弁論）は、その究極目的によって区別される。すなわち、詩の主たる究極目的は、
感性的にして完全（sinnlich-vollkommen）な言論を介して快を喚起すること（gefallen）
であるが、雄弁（弁論）の主たる究極目的は、感性的にして完全な言論を介して説得するこ
と（überreden）である」（Mendelssohn, I, 437, cf. 175）（ちなみに、この箇所1761年
版によるものであり、57年の初版ではメンデルスゾーンはなおバウムガルテンの影響下
にある）。ここでは sinnlich という語を便宜的に「感性的」と訳したが、メンデルスゾーン
においてはこの語はさらに「感情的」という意味合いを担っている。そもそも sensitivus 
という形容詞はヴォルフにおいて下位欲求能力とかかわるものとして「感情的（＝官能
的）」といった意味合いを有していたが、バウムガルテンはこの語を下位認識能力に転用す
ることによってこの語に「感性的」という意味を与えた（Baumgarten [1735], § 3）。こ
れに対して、メンデルスゾーンは sensitivus = sinnlich という形容詞が18世紀前半に有
していた「感情的」という意味合いを掬い取ることで、芸術を感情とのかかわりにおいて
論じる。彼は論文「諸芸術の主要原則について」（1761年）において、「芸術」についての
探求の意義を次の点に見出している。「芸術家の天分が感受し、芸術批評家が理性推理に
よって解明するところの美の諸規則のうちには、われわれの魂の最奥の秘密（die tiefsten 
Geheimnisse unserer Seele）が隠されている。……それゆえに哲学者が〔美の〕感情の
痕跡をその不明な道のりに沿って追跡するならば、心理学における新たな展望が開かれ
るにちがいない」（Mendelssohn, I, 427）。これは「感性的認識の学」として出発した美
学の〈感情論的転回〉とも呼びうるものであるが、晩年のメンデルスゾーンは『朝の時間』

（1785年）においてこの転回を次のように完遂する。「人々は通常心の能力を認識能力と
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欲求能力に分け、快不快の感情を欲求能力のうちに数えてきた。しかし、私には心の認識
と欲求の間には、心の是認（Billigen）、賛意（Beifall）、適意（Wohlgefallen）があり、それ
は欲求とは本来きわめて異なっているように思われる」（III/2, 62）。すなわち、メンデル
スゾーンは「欲求能力」の下位と上位の区分にすぎなかった「感情」と「欲求」とを種的に区
別することによって（63）、真・善・美という三つの価値に対応して人間の内に認識・欲求・
是認という三つの能力を認める。バウムガルテンは下位認識能力の学として美学を構想し
たが、これに対して、メンデルスゾーンは下位欲求能力を独立させることによって新たな
仕方で美学を構想した、ということができる。
　なおここで、カントの『判断力批判』（1790年）が美学の〈感情論的転回〉を前提として
いることに簡単に触れておこう。カントは『判断力批判』に二年先立つ『実践理性批判』

（1788年）において次のように述べている。「Ästhetik は『純粋理性批判』では〔空間と
時間という〕二種の感性的直観のゆえに〔空間論と時間論という〕二つの部分を有したが、
Sinnlichkeit〔感性〕はここ〔『実践理性批判』〕では直観能力として考察されるのではなく、
単に感情（Gefühl）（欲求の主観的根拠でありうるところの）としてのみ考察される」（Kant, 
V, 90）。すなわち、『実践理性批判』における Ästhetik は、『純粋理性批判』におけるよ
うな「感性的直観」を扱うのではなく「感情」を扱う学問であり、それゆえに「感性論」では
なく「感情論」と訳すべきものである。こうした背景の下に、二年後の『判断力批判』では、

「判断は、その規定根拠が概念ではなく……感情であるときに、ästhetisch と呼ばれる」
（228）、と主張される。『判断力批判』において ästhetisch という語は概して「感情的」と
いう意味において用いられている。カントが『判断力批判』において ästhetisch という語
を「感性的」という意味に用いなかったことは、感性論として美学を捉え返す今日の試みが
カントの『判断力批判』をうまく組み込めないことの理由をなしており、これは美学史にお
ける一つの不幸である。
　さて、19世紀初頭に美学はさらなる転回を遂げる。この転回はシェリング（1775–1854
年）によって始められたものであるが、ここではその影響力の強さという点から、ヘーゲル
の『美学講義』（1820年代）に着目したい。「この講義は美学に捧げられている。その対象
は美しいものという広大な領域であるが、より的確にはその領野は技術であり、それも美
しい技術〔としての芸術〕である。／この対象に対して Ästhetik という名称は当然のこと
ながら完全に相応しいわけではない。というのも、Ästhetik とは〔その語源に即するな
らば〕感官、感情の学問を指すからである。……われわれが Ästhetik という名称に甘ん
じるのは、この名称は単なる名称である限りわれわれにとってどうでもよいものであるか
らであり、さらにまたこの名称がすでに人口に膾炙しているためにそれを名称として保持
することができるからである。だが、われわれの学問にとっての本来的な表現は……『美
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しい技術〔としての芸術〕の哲学』である」（Hegel, XIII, 13）。美学は、その語源と連関する
「感性」ないし「感情」の学という意味合いを捨て去って「芸術の哲学」となり、Ästhetik と
いう名称は単に便宜的なものとみなされる。これは美学の〈芸術哲学的転回〉といってよ
い。
　ヘーゲルの『美学講義』から著されてから約1世紀後、ハイデガーは『芸術作品の根源』
において改めて「アイステーシス」から芸術を捉える理論（としての美学）を批判する。「芸
術および芸術家についての独自の考察が始まるのとほぼ同じときから、人々はこの考察
を ästhetisch な考察と呼んでいる。Ästhetik は芸術作品をある対象として、それも 
aisthesis の、つまり広義における感性的受容（das sinnliche Vernehmen）の対象とみな
す。今日ではこの受容は体験すること（Erleben）と呼ばれる。人間が芸術を体験する仕方
が芸術の本質について解明する、というのである。……だが、もしかすると、体験とは芸
術がそこにおいて死んでしまう境域である」（Heidegger, V, 65）。ディルタイ流の「体験」
を「アイステーシス」として捉えうるのか否か、疑問の余地は残るが、ハイデガーの趣旨は
明快である。ハイデガーはヘーゲルの〈芸術終焉論〉を踏まえつつ、ヘーゲルのこのテーゼ
は芸術を「体験」ないし「アイステーシス」から捉えることに起因する、と批判的に捉え返
す。ハイデガーによれば、芸術を「アイステーシス」から捉える近代的試みこそ Ästhetik 
にほかならないのであるから、ハイデガーのこの論考はバウムガルテン以来の近代美学を
全面的に否定するものであるかのように見えるが、しかし、こうした批判は、美学とは芸
術をこそその本来的対象とする、というヘーゲルによる美学の〈芸術哲学的転回〉を介して
初めて可能となったことは改めて指摘するまでもない。
　これらの例が示唆するように、美学が感性論であったことは以上において論じることの
できなかったわずかの例外 ―― 例えば、フェヒナーの「下からの美学」に代表される心理
学的美学 ―― を除いてほとんどなかった、というのが実情であり、それゆえにまた1980
年代以降の美学の〈感性論的転回〉は美学史の豊かな再編成をもたらすことができなかっ
たのであろう。

第二節　ライプニッツへの遡及
　美学の〈感性論的転回〉に対して美学史的に応答しうるために、ここで美学の祖バウムガ
ルテンからさらに一歩遡り、バウムガルテンの認識論が基本的に依拠しているライプニッ
ツ哲学から美学を構築する可能性を提唱したい。
　ライプニッツからの美学といえば、日本でも米山優（『モナドロジーの美学 ―― ライプ
ニッツ・西田幾多郎・アラン』1999年、名古屋大学出版会）や秋庭史典（『あたらしい美学
をつくる』2011年、みすず書房）による試みがある。米山はライプニッツ哲学のモナドロ
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ジックでポリフォニックな側面に、秋庭はライプニッツ哲学のアルゴリズム的側面に着目
しているが、ここでは別の側面から、すなわち感性論的視点からライプニッツ哲学に接近
したい。具体的に注目するのは、ライプニッツの「微小表象」の概念である。
　「微小表象」とは、ライプニッツがデカルトおよびロックとの対決を通して形成したもの
であり、デカルトもロックもけっして認めることのなかったもの、すなわちわれわれの意
識のうちにありながらわれわれによって意識されることのない表象を指し示す。私の見る
ところ、この「微小表象」の概念のうちにこそ、ライプニッツ哲学の根幹が位置するのみな
らず、ライプニッツからの美学を可能にする鍵がある。「微小表象」についてライプニッツ
はけっして体系だって論じてはいないが、大きく三つの次元に即して捉えることができる
であろう。
　第一は認識的次元における「微小表象」であるが、これはさらに四つの側面に区別するこ
とができよう。第一は、海岸で聞かれる海のざわめきの例に認められるものである。「こ
のざわめきを人々が実際に聞いているように聞くためには、この全体を構成する諸部分を、
すなわち個々の波のざわめきを聞いていなくてはならないはずである。無論、これらの小
さなざわめきのそれぞれは、それが他のざわめきと一緒になって作り出す渾然とした集
合においてしか、つまりこの海鳴りにおいてしか認識されないのであって、この海鳴りを
構成するこの波が単独であればそれぞれのざわめきは気づかれないであろうが」（V, 47; 
NE, Préf.; cf. IV, 534; PNG, § 13）。ここで問題となっているのは感官の閾値である。
閾値を下回る刺激はたしかに気づかれないが、しかし、こうした意識されない刺激は端的
にゼロなのではなくが、むしろそれらが集まって初めて意識される知覚が生じる。それは
ちょうど、「運動がけっして静止から一挙に生じることはない」（V, 49; NE, Préf.）のと同
様である。ここで注目すべきは、ライプニッツが「微小表象」の問題を、「静止」は「無限に
小さな速さ（une vitesse infiniment petite）」であり、それゆえに「静止の規則は運動の
規則の特殊な場合（un cas particulier）として理解されなくてはならない」（III, 52-53 = 
VIII, 37）、という自然学上の議論と関係づけていることである。ここには容易に、ライプ
ニッツの微分法的発想が読み取れよう（ちなみに、デカルトは『哲学の原理』第二部第四四
節において運動と静止を相対立するものとして捉えたが、ライプニッツの議論はそれに対
する批判的応答である）。ちょうど静止が無限に小さな速度であるように、全く意識され
ない表象も無限に小さな表象とみなされなくてはならない。
　第二は、「水車の回っているすぐそばや滝のすぐそばにしばらく住む」とこうし
た音に「注意を払わなくなる」という例に見られる微小表象であり、「慣れ〔適応〕

（accoutumance）」によって一時的に感官の閾値が変動する現象にかかわる（V, 47; 
NE, Préf.）。ライプニッツによれば、同じ印象が繰り返されると、そこには「新しさ
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（nouveauté）による魅力」が欠けるために、「われわれの注意力や記憶はより関心を惹く
ものに引かれる」ようになる。だが、意識されないこれらの印象は生理的な閾値を超えて
いるため、「もしも誰かがすぐ後でわれわれにそのことについて告知し、たとえば今聞い
たばかりのある音響に気づかせるならば、われわれはそれを想起し、われわれがそれにつ
いて今し方感覚していたことを意識する」（ibid.）。すなわち、一時的に変動していた閾値
が元に戻るのである。
　第三は、魂のうちに「先行する状態の痕跡」として残る微小表象であり（48; ibid.）、これ
は「われわれの記憶の蓄え」とかかわる（45; ibid.）。ライプニッツは、「曲の全体を思い
出す」のに「出だし」があれば十分であるような場合を挙げている。記憶はいわば意識の閾
値の下に蓄えられているが、それは何かの「きっかけ」によって意識へと浮上する（45-46; 
ibid.）。「夢はしばしばわれわれにかつての思惟を呼び覚ます」（97; NE I.3.xx）、と語られ
るように、このきっかけは「夢」であってもよい。
　第四は、「何かはわからないもの＝曰く言い難いもの」に関与する微小表象である。論文

「形而上学叙説」には次のような一節がある。「われわれは、はたしてある詩が、あるいはあ
る絵画がうまく、あるいはまずくできているかについて、そこにはわれわれに満足を、あ
るいはわれわれに不快感を与える曰く言い難いものがある、という理由によって、しばし
ば明晰に、いかなる疑いも抱くことなく認識する」（IV, 449; Disc. mét., § 24）。一体こ
の「曰く言い難いもの」とはいかなる特質を持つのであろうか。ライプニッツは次のよう
に述べている。「感官の快ですら、渾然と認識される知性的快に帰着する（se réduire）。
音楽の美は数の調和、および音響体の打撃ないし振動についてわれわれが意識することな
くなさずにはいられない計算のうちにあるにすぎないにもかかわらず、音楽はわれわれを
魅了する。視覚が釣合のうちに見出す快も同種のものである」（VI, 605; PNG, § 17）。
一方でライプニッツは、感官の快を知性的快に還元（réduire）する。これは、感官の快に
一種の合理性を保証することでもある。しかし彼は同時に、感官の快は、こうした合理性
をわれわれが意識しないときに生じる、と論じることによって、感官の快をそれ自体とし
ても肯定しているともいえよう。音楽の美は実際は数の調和についての計算に基づくとは
いえ、この計算はわれわれの意識するものではない、という二面性の主張がライプニッツ
の議論を特徴づける。審美的判断能力の根底にある「曰く言い難いもの」とは、この意識さ
れざる計算（ないし合理性）に基づく。ちなみに、後にバウムガルテンは『形而上学』（1739
年）において、「現象的完全性、すなわち広義の味覚〔としての趣味〕（gustus significatu 
latiori）によって感得することのできる完全性は美である」（Baumgarten, Met., § 
662）、と述べることになる。
　第二の次元は実践的なものであるが、これはさらに二つの側面に区分できる。第一は、
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「不安（inquiétude）」をめぐる考察のうちに認められる。ライプニッツによれば、「不
安」はたしかに「苦痛（douleur）」の一種ではあるが、「意識されない微小な苦痛（petites 
douleurs inaperceptibles）」すなわち「半―苦痛（demis douleurs）」である。真の苦痛
と不安の関係は、たとえば飢餓と食欲の関係によって理解することができる。もしも食欲
という「不安」がわれわれに食事を取るよう促さなければ、われわれは飢餓という不快、真
の苦痛にいたることであろうが、われわれは食欲という「不安」に駆られて食事を取り、飢
餓にいたらずに済む（V, 151; NE II.20.vi）。ライプニッツによれば、「半―苦痛」への勝
利が「半―快楽」を生み、「その半―快楽が継続し集積すると……ついには全き真の快楽と
なる」（152; ibid.）。不安とは閾値を下回る苦痛である、という議論は、先に検討した認識
的次元における第一の側面の微小表象の議論を実践的次元に移したものである。そして、
この実践的次元の第一の側面は、快不快の感情を主題とする情念論を構成する。
　なぜわれわれはこのような「意識されない微小な苦痛」としての不安を有するのか。そ
れは、ライプニッツによれば、「本能によってより速やかに行動する」ためである（151; 
ibid.）。ここに認められるのは一種の弁論術的な発想である（さらに V, 241-242; NE 
II.29.xii 参照）。先に簡単に触れたように、美学の歴史においてメンデルスゾーン以降、弁
論術的伝統が急速に失われていくが、この伝統の持つ（ないし持ちうる）意味については改
めて考え直す必要があるが、この点についてはここではこれ以上触れない。ライプニッツ
は「不安」を意味するドイツ語 Unruhe がぜんまい仕掛けの「平衡輪」を意味することに着
目し、「不安」によってこそ人間は「安逸な状態」にとどまることなく行為へと駆り立てら
れる、と考える（153; ibid.）。それゆえに、われわれの魂のうちには、いかなる「道徳的行
為」へともいたることのない「全くの無差別〔均衡状態〕」は存在しえない。微小表象のゆえ
に、われわれは何がしかの行為へと「傾け」られるからである。それゆえに、二つの牧草の
ちょうど真ん中に置かれたために、一方の牧草を選択することができずに餓死してしまっ
た、というビュリダンのロバの逸話は全くの誤りである（105; NE II.1.xv; cf. VI, 130; 
Théod., § 49）。論文「モナドロジー」においてライプニッツはこのことを次のように一
般化している。「私の魂の現在、過去にわたる微小な傾向や態勢（de petites inclinations 
et dispositions）が無数にあり、それらが〔私の行為を導くところの〕目的因をなす」（VI, 
613; Monad., § 36）。
　実践的次元の第二の側面は「習慣」の形成にかかわる。ライプニッツは次のように議論
を進める。われわれの魂の内には「魂の支配圏（empire）をなすところの秩序ある一連の
判明な表象」があるのみならず、さらに「一連の渾然とした表象ないし情念」もあり、これ
が「魂の隷属状態」を引き起こす。だが、「魂は渾然としたこれらの表象に対して、間接的
ではあるが、支配力を有する。というのも、魂は情念をただちに変化させることはできな
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いが、しかし遠くから働きかけて成功を収め、新たな情念を獲得することが、あるいは習
慣すら獲得することができる」（VI, 137; Théod., § 64）。具体的にライプニッツは、飲
酒の習慣を断つことに成功したある人の例を挙げている。その方法とは、「ほんの少しず
つ〔飲む〕量を減らす」ために、「飲み干す習慣のあった杯に毎日一滴の蜜蝋を落とす」とい
うものであった。すなわちそれは、「危険な愛着に対して、他の無害な愛着を対立」させる
ことで、悪習を絶つ、という方法である（V, 173; NE II.21.xxxv）。ライプニッツはけっし
て、主意主義的な立場から意志によって欲求を抑圧しようとするのではなく、むしろ微小
表象によって作用する自らの傾向性を利用しながら ―― このことこそ、ライプニッツが

「間接的」と呼ぶことの意味である ―― 悪しき傾向性を正し、新たな習慣を形成していこ
うとする。「習慣は徐々に生まれるのであるから、微小表象なくしてわれわれがこうした
明確な態勢〔としての習慣〕にいたることはないであろう」（105; II.1.xv）。
　実践的次元の二つの側面は、いずれもライプニッツの微分法的発想を明確に示している。
　微小表象の第三の次元は、形而上学的とも呼ぶべきものであるが、これも大きく三つの
側面から捉えることができる。第一の側面は、魂の認識対象の無限性とかかわる。ライプ
ニッツによれば、人間は身体的存在者であるゆえに「自己の外部の諸存在者を、自己の器
官〔としての身体〕とのかかわりにおいて表現する」（IV, 484 = VIII, 84）ほかはない。す
なわち、われわれの表象は常にある特定の視点と結びついている（こうした事態は、「神は
いわばいたるところで中心であって、円周はどこにも存在しない、すなわち、あらゆるも
のが神に直接現前し、この中心からけっして距てられていない」（Leibniz, VI, 604; PNG, 
§ 13）、という神の認識のあり方と対照的である）。かつ、人間の認識能力は有限である
ために、われわれの「表象」は「事物のごく一部においてのみ判明でありうる」にすぎない

（VI, 617; Monad., § 60）。しかし、こうした制約にもかかわらず、人間の魂は無限の宇
宙を表象する。「魂の判明な表象はそれぞれ無数の渾然とした表象を含むが、これらの渾
然とした表象は宇宙全体を包む」（VI, 604; PNG, § 13）。すなわち、魂は「対象を認識す
る仕方」において「制約」を受けるとはいえ、それが認識する「対象」に関しては「制約」を受
けない（VI, 617; Monad., § 60）。それゆえに、「微小表象こそ、周囲の物体がわれわれ
に与える無限を含む印象を、個々の存在者が宇宙の他のすべての存在者との間に有する関
係を形成する」（V, 48; NE, Préf.）、といわれるように、個々の魂は微小表象によって宇宙
全体と触れるのである。そしてライプニッツは、もしもわれわれがすべてを判明に認識で
きるとするならば（もちろんそれは有限な人間には不可能であるが）、そのときわれわれは

「個々の魂のうちに宇宙の美を認識しうる」であろう（VI, 604; PNG, § 13）、とまで主張
する。小宇宙としての魂は宇宙それ自体を映し出すからである。
　第二の側面は、認識的次元の第三の側面としての「痕跡」としての微小表象をさらに押し
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進めたものである。「この微小表象の結果として、現在は未来を孕み過去を担う」（V, 48; 
NE Préf.）。ライプニッツによれば、過去の状態の痕跡が現在のうちに残るのみならず、現
在はさらに未来の萌芽であるから、仮に有限な人間には不可能であっても、無限な知性で
あれば、現在のうちに未来を読み取りうる。「神の眼ほどに鋭い目であれば、最もわずか
の実体のうちにも、宇宙の諸事物の全系列を読み取ることができる、といえよう」（ibid.）。
小宇宙と大宇宙との対応は時間軸にまで拡張し、その結果、ある一瞬の小宇宙は宇宙の全
系列を映し出す、とまで語られる。このような考えが人間の魂の自由と両立しうるのか
は、きわめて難しい問いである（もちろん、このような系列を支える「理由」は人間の意志
を「傾かせるが強いない」（VI, 127; Théo. § 44）、と考えるライプニッツは、両者の両立
を説く）が、この点についてはここでは立ち入らない。むしろわれわれが注目したいのは、
ライプニッツが「現在は将来を孕む」と語るときに、ラテン語では praegnans という表現
を用いていることである（II, 248, cf. 424）。この比喩表現はバウムガルテンの『形而上
学』における「多くの徴表〔すなわち規定性〕を自己のうちに含む表象は、含蓄のある表象

（perceptio praegnans）と呼ばれる」（Baumgarten, Met., § 517）、という規定をとお
して、レッシング（1729–81年）の『ラオコーン』（1766年）へとつながるものであり、美
学の基礎概念の一つをなすものといってよい。
　第三の側面は、微小表象と個体とのかかわりである。「この感覚できない〔微小〕表象は
さらに同一の個体を指示し構成する。同一の個体を特徴づけるのは、これらの〔微小〕表
象がこの個体の過去の状態を現在の状態と結びつけることによって保持しているところの
この過去の状態の痕跡ないし表現である」（V, 48; NE Préf., cf. V, 104; NE II.1.xii）。あ
る個人の個体性は、その人のうちにいわば沈澱している過去のさまざまの状態ないし経験
によって規定されるのであって、時間的・空間的位置の相違によって規定されるものでも
なければ、地位や身分を表すいくつかの抽象的名辞によって示されるものでもなければ、
あるいはアリストテレスが考えるように質料の差異によるものでもない。

第三節　ライプニッツからの美学＝感性論への試論
　以上の考察を基づいて、最後に、ライプニッツからの美学＝感性論の可能性について簡
単に触れておきたい。
　ライプニッツのモナド論、予定調和説は、一見すると（かつてラッセルが述べたように）
御伽話のようにも見える。だが、美学の〈感性論的転回〉にとってライプニッツの微小表象
論は次のような意味を有しているように思われる。
　第一に、前節で検討した形而上学的次元の第一の側面が示すとおり、感性とは身体を起
点とするパースペクティヴのうちに世界を捉える能力である。それゆえに、感性を問題と
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する、ということは、身体に対して立ち現れる世界を問題とする、ということと表裏一体
である。
　しかし、第二に、感性とはけっして、タブラ・ラサとして立ち現れる世界をそのままに受
け取る単なる受容性の能力ではない。というのも、前節で検討した認識的次元の第一の側
面が示すように、感性は、意識されない表象（すなわち閾値以下の表象）の厚みによって裏
打ちされており、こうした表象の厚みによっていわば構成されるものであるとともに、前
節で検討した形而上学的次元の第二の側面が示すように、感性のうちには過去の状態が痕
跡として沈澱しており、こうした沈澱が現在の世界の立ち現れを支えているからである。
感性のうちに過去の世界の状態が沈澱するということは、前節で検討した実践的次元の第
二の側面に即するならば、感性が「習慣」として機能する、ということにほかならない。か
つ、「習慣」とは、立ち現れる世界に対する応答をも可能にするものとして、現在は未来へ
の傾向性を含む。この意味において、感性のうちには、感性的に立ち現れる世界への反応・
応答の仕方も予め（ある程度まで）組み込まれている
　感性は身体に対して立ち現れる世界と相即的である、ということは、さらに第三に、こ
こで問題となっているのは常にある特定の個人の感性であり、前節で検討した形而上学的
次元の第三の側面が示すように、感性のうちには個人の個性が沈澱している、あるいは感
性が個人の個性をなす、ということである。無論、ここにいう個性は、抽象的な同一性で
はなく、前節で検討した実践的次元の第二の側面の示すとおり、経験とともに、あるいは
習慣の形成とともに変化するダイナミックなものと捉えられなくてはならない。
　と同時に、第四に、前節で検討した形而上学的次元の第一の側面に見られるように、感
性は世界全体を表象するものとして、世界を通して他者ともつながっている。感性を通し
て表象されるのは、他者と共有される世界である。とりわけ、感性の働きが習慣化するとき、
感性的に立ち現れる世界から「私にとっての」ないし「私の」という特質は消える傾向を持
つ。だが、感性とは先に見たように個々の身体を起点とするパースペクティヴのうちに世
界を捉える能力であり、かつそこには過去の痕跡が沈澱し、それが現在の世界の立ち現れ
を支えているゆえに、感性は同時にまた個性的であり、またその人に感性的に立ち現れる
世界もまたその人固有のものである。このようにして、感性には個性と普遍性という二つ
の特質が備わっている。
　最後に、感性がとりわけ問題となるのはいかなる場面においてであるか、と問うことに
したい。前節で検討した認識的次元の第二の側面が示すように、感性の閾値は慣れによっ
て変動し、閾値は通常高くなる傾向を有する。だが、認識的次元の第三の側面に即するな
らば、閾値の下に蓄えられているものは何かの「きっかけ」によって意識へと浮上する。こ
うした側面に注目するならば、感性がとりわけ問題となるのは、立ち現れる世界とのかか

37



わりにおいて、自らのうちに沈澱した過去の痕跡を改めて新たに活用し、世界と豊かに交
響しつつ、習慣化した自己を新たな自己へと再編成していく場面においてである、といえ
よう。と同時に、同じ世界を前にしての他者との交流は、私たちに自らの感性の固有性を、
さらには他者の感性の他者性をも改めて意識させるものとなろう。
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後記
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