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この小論は,シモーヌ・ヴェーユの創作する詩の特

観念による神の把握が可能になるどころか,現実世界

質を説明した,前回の紀要に連なるものである1'。し

で神は捉えられる存在でもないのであり,それゆえ神

かしこれは,その詩について多少補いはするが,さら

はこの世界に御姿を現わさない対象でしかないという

に論じようとする統稿なのではない.彼女が書きあら

ことならば,われわれにはその神に感情を注入し,秤

わしたものからの解釈を土台にして,ある問題を捷出

との接触という経敵がこの詩で実現されると了解でき

するための予備作業を以前の諭稿で試みたのだが,そ

るのであろうか。そこではわれわれが直接神に感情を

うした意図に基づいた考察を,私はここでもこころが

注ぎこむことを不可能にする。なぜなら,神はこの世

けようと思うのである。

界に不在している存在,さらにいえはそこにかたちの

ある問題とはシモーヌ・ヴェーユにおける心身論的

ないものとしてあることになるからだ。だから,感情

問題である。それでも,この間題への手がかりとして

を注入し得るなら,それは,神以外の内容のこの現乗

あった,先きの紀要での詩作晶の解釈から,私は何を

にかたちのあるものに読者が接することだ,とひとま

抽出できたといえるのか。

ずいえるだろう。そしてこのかたものあるもののひと

シモーヌ・ヴェーユの詩は「思想」を盛りこんだも

つに,その詩は神への言及を中断しても与する。かた

のであった。 「思想」を盛りこんだ詩というのは,フ
ランスではその「思想」が何んであるかを,またその

ちのあるものとは,自然や人間がつくり,現実でかた

表親方法の特色を問わずに比較してみると,ゲイこの
創始しめざした詩歌のかたちに匹敵するだろうし2',

らにいく?かの官業(単語)を読み味わい,そこに魂
が何らかの印象や感動を受け取れるなら,こうした感

彼女におけるその「思想」詩の内容は,十七世紀イギ

情で捉えられる方がこの詩の内容にも潜むかたちのあ

リス形而上派詩人たちの,特にジョージ・ハーバート

るものの,その対象を鮮明にさせ,魂はそのイマージ

の主に問題にしたものと同一であり,それを意識して

ュを浮かび出すとともに,このイマージュで満たされ

創られてあったのだ。そして彼女と後者の「思想」詩

るようになろう。

ちのあるものだ。こうして,詩篇全体を,詩節を,さ

●

°

●

°

において,根本的な特徴はく思想を盛りこんだ詩とい

そうだとしても,このイマージュが魂のなかに満ち

う以上の恵味をもつ〉ところにあって,ここに形而上

てくることは何を意味するだろうか。魂のなかにおい

詩といわれる理由が見出されてくる。

て,イマージュとしての像が結ばれるのは事実となろ

つまり,この二人の場合の形而上詩は,神を主題に

うが,この像自体についていえは,それには実体が欠

しつつ,詩作行為の段階で神の在り方や,読者をは神
へ導く内容について,それぞれの考えにより表現が異

如されてある。つまり,思考や感情によりイマージュ
をかたちづくろうが,魂内部を充済するイマージュの

なってくるにせよ,彼らをしてさらに,この主題に感

実体は,この魂のなかではかたちのないものとしてあ

情を注ぎこませる結果,主題を経験させるものになる

ることを意味する。かたちのないものとは,この形而

ことだ。いいかえると,詩人の魂が,あるいは読者の

上詩の内容に感情を注入し,そのイマージュを喚起さ

魂が神に感情を注ぎこんで,実際に神‑の接近や神と

せる場合,かたちのないものが魂内部での現象になる

の接触の可能性を獲得するのが二人のいう形而上詩で

という視点であって,神が現実世界に現存しない点か

しかしながら,両者の形而上詩にあって,少なくと

ゆえに,大分意味が異なるが,それでも,後者は魂の

もシモーヌ・ヴェーユのその思想において,そこにう

外部にあって,その実体を突き詰めることの不可飽き

たわれる神という言葉による,またはそれについての

の理由で前者の魂内部のものと等しくなるだろう。

ら,かたちのないものと先きに記したこととその観点
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たとえば,まず「花」を取り上げ,以上の問題を考

実物の花や言葉の神とはならない,ということだ。魂

えてみよう。花は野に咲く花でも生花のそれでもかまのなかでは,魂の外部にある,花のようなかたちのあ
わない。どちらにしろ,花は貌実世界にかたちのある るものでもかたちのないものとなって,イマージュが
ものとしてあって,われわれの視覚や臭覚はそれを楽 生み出されるわけである。神については,それは万一
しむことができる。そして,この実物の花が詩の構成 神なる吉葉を使っても,魂の外部にかたちのないもの
語に用いられようとも,その詩を鑑賞し,この花がど

としてあるのだから,たとえキリストのような像を魂

んな花か思考・想像したり,それを美しく感じたりし 内部に浮かび上がらせ得るにせよ,そこでの像は,そ
てのイマージュが喚起されてくるだろう。そのことはれを写し取った人間独自のもの,どこにも共通性を見
また,魂に対するかたちのあるものの受け入れを示唆 出せない像であり,本質・本体を窮めることができな
することになろう。

いという意味で,かたちのないものとして捉えられる

一方,この世界にかたちのないものとしてあった

しかないのである(この点における花のことについて

「神」のことを例にして語るなら,そこから何を知り は,魂内部でイマージ3.がかたちのないものになって
得ようか。貌実世界において,われわれは神という吉 ち,そのかたちのないものはイマージュをして本質・
莱(単語)杏,またその概念をことに当たって使用し

本体を窮めさせることが可能になる,といえる)0

対処している。だが官業の神を思考・想像し得たとし そういうことならは,つまり執実にかたちのあるも
ても,この世界において,誰が其の神に出会った,と

のにしても,かたちのないものにしても,魂のなかで

いえるであろうかOジ耳‑ジ・‑*
・‑s^¥‑トやシモーヌ
・ヴェーユの場合でも,神という実体を,この世界で

かたちのないものとしてあるならは,このイマージュ

イマ‑・}ユを結ぶ,そのイマージュの現象的な正体が

視覚などをとおして把擬することは,まったくの不可 自体は究極的に,ないし実質的に,無に等しいものに
能事となっていた。これは,神がこの世にかたちのな なってくる,と理解できないであろうか。魂のなかで
いものとしてあることの理由である。だから,こうし 思考や感情によって,完壁なイマージュが形成される
た神を主題にしている,彼らの形而上詩にあっては, ときがあるとしても,魂はそのイマ‑ジュそれ自体を
奇想(比喰)の機能を理解しつつ(シモーヌ・ヴェー

手に取ることなどができないから,現実の人間にとっ

ユのt扉〉という詩のこの漸こ鼓当する比境は「果樹 てイマー・)ユの実体は結局無にも等しくなるのであ
園」,「花」なる単語にあり,それぞれ,「神的(超自
然的な)領域」と「神」をあらわしている),そこに
表象される神について,われわれは,意味する青葉や

る(イマージュの無化の決定的契親は後述に譲る)。
そうすると,今度は,魂がこうしたイマージュによ
って満たされると前置きもしていたから,そこから次

内容を思考・想像したり,それらに感情を委ねたりす のことがわかるはずだ。すなわち,イマージュの充沸
ることしかできない。むろん,それら魂の自然的能力 した魂自体が無をかたちづくることになる,といえる
によって,'ィマージュ化される神は,実体の伴った其 のである。ただし,われわれは,イマージュがかたち
正のそれでないことはいうまでもない。そしてこのこ のないものとなって,無に等しくなるにしても,イマ
とは結局,かたちのないものがそのままの様相をもっ ージ,.の被写体が存在し得るかどうかにおいて,イマ
て,魂に受け入れられるといってみても,間違いない

ージュの実相であるかたちのないものとしての無の意

ことを示唆する。こうして彼らにあっては,神は超自 味内容が異なってくるはずであることを,その結果,
然の存在ゆえに,比境が神を意味させるにせよ,神を 魂自体が無になることに関しても,イマージュの被写
自然や人間がつくったとみなすことは否定される。

体が卯こ存在する場合とそうでない場合では,魂が無

そのようにみることができても,イー?‑;yは,魂

になると明確に断言できない本態のあることを知って

のなかでかたちのないものとなる,前述した点に戻っ おかなければならない。つまり,乾実にかたちのある
・・・・・
ものとしての花を再度例にして括れは,そのイマージ
て考えると,花や神についての例にしろ,魂のなかに
°●°●°°●°●●
像を結ぶ段階にあって,それらの像は,たとえ思考・

ュが,魂のなかでかたちのないものになるとしても,
°

°

●

感情という,どちらの魂の自然的能力を駆使してイマ 花のイマージュは,実物の花に似せて,イマージュが
つくられることにかかわってくる,というわけだ。こ
ージ,.を捉えたとしても,あくまで像であるがゆえ
のように自然がつくったものについての,魂内部での
に,いっときの現象にすぎず,限の前にもありそうな
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m

イマージュは,実物の花や,詩における吉葉としての

自体の無をひきおこすかどうかに関する答えについて

花の場合と同様にして理解されるであろう。

は後述の内容に誹る)O まず,神以外の官業からもた

それでは,人間がつくったものにおける魂のイマー

らされて,魂のなかでかたちのないものになっている

ジュは,どのような把握の仕方が可能になろうか。人

イマージュが,無に等しいとみたことによって,その

間がつくったもののうち,ここで問題となるのは,果

魂自体も無になるのか,という間に対して,その答え

実にこの世界にかたちのあるものとしてあるその青葉

は香といっておく必要があろうOなぜかというと,こ

●

°

°

°

°

●

以外の.もの,すなわち抽象語,また単語としての神に

の魂には,被写体の本質・本体を窮める魂の観健が,

ついてである。むろん,神のことも抽象語としてみて

被写体に類似させる魂の機髄が,そして意志したり,

もよいのだが,私は,神という雷菓以外のそれを抽象

創造するという魂の行動が,おのずと可能になってき

語と見立てておく。なぜなら,神以外の抽象語は,こ

ているからである。いいかえると,魂それ自体が無に

の世界で,一見かたちのないものとしてあるかの様相

なっているとすれば,こうした魂の作用はまったく不

をみせるが,魂がその言葉のイマージュを喚起させる

可能になる,ということである。だが一方,神につい

ことで,さらにそこから恵志したり,創造を企てたり

て,今かりに,魂内部に浮かび上がらせようイマージ

することにより,買実にかたちのあるものにすること

ュも,またかたちのないものとなって,無に等しくな

ができるからである。したがって,この抽象語も花の

ることでは,神以外の言葉から喚起させられるイマー

例のごとく,この世界にかたちのあるものとして存在

ジュの意味するものと同様の理解でかまわないが,し

するものに与する,といえる。

かし,それとの相違点は,神のイマージ>をして,魂

このことは, 「愛」や「不孝」という抽象語を考え

自体を無にいたらしめるところにあるのである。それ

れば,すぐわかるはずである。愛や不幸なる官業の概

は,掃似させる被写体がイマージュに存在しないがゆ

念また定義があって,人がそのとおりのイマージュ

えに,かたちのないものとしての神のイマージュは浮

を,魂に浮かび上がらせ得るかどうかにかかわらず,

かばせるが,そのあとの魂のどのような機能も行動も

愛に取り付かれ,その愛を実行する人にとって,かた

みられない結果が,いいかえるとかたちのないものと

ちのあるものとしてあらわれるわけだし,自分が不幸

しての神の像を魂に喚起させたあとの魂のいかなる自

に陥らずとも,他人の不幸は現実にいつでも眼にする

然的能力も魂に通用しない事態がもたらされてくるか

のである。

らだ(魂の無化の決定的契機もまたのちに述べる)0

だが,神なる青葉の現実化は,そのイマージュは,

こうして,われわれは問題点をいくつかに搾ること

以上のようにはこの世で魂内部で捉えられない。それ

が可能になってきている。魂それ自体が無になる条件

紘,神のイマージュがかたちのあるものとしての,ど

を探るに当たり,それには,たとえは,この世界にか

のような被写体からももたらされてこないからであ

たちのないものとしての神についてのイマージュの,

る。いいかえると,そのイマージュは,類似させる当

魂の喚起が課せられ,このイマージ,.を現実のものに

のものがないのである。似るということは,神以外の

することに関しては,魂の能力が機能していないとみ

言葉からのイマ‑ジュが魂のなかでかたちのないもの

たわけだが,この魂の無にまで達するイマ‑ジlは,

となろすが,このかたちのないものを,魂が,魂の外

魂のどのような能力によってつくられるのか,いいか

部にあるかたちのあったものと,いわば距離を置くこ

えると,かたちのないものとしてのイマ‑ジュの無

となく,写し取った結果なのである.それに反し,秤

は,どうして生じてくるか,という開題が,さらに

というかたちのないものとしての,この世界での存在

は,この魂自体の無のままで,真正の神を捉えられる

に対する,神のかたちのない現象としてのイマージI

のか,つまり,ジョージ・‑ーノミートやシモーヌ・ヴ

は,魂に魂の外部における,現実にもかたちのないも

ェーユの形而上詩の主題としてあるような神への接近

のとなる,それと無限の距りを生じさせてくることに

辛,神との接触は,この魂自体の無の形成によって,

なる。

果たして実現され得るのか,という問題が容易に惹起

それゆえ,ここで魂自体が無になるかどうかの問題
について何らかの答えを見出しておかなければならな

されてくるであろう。

い(そのうち,思考や感情によるイマージュの無が魂

ち,次のように簡単に答えるだけであるOすなわち,

まずこの段落では,私は前段の最初の間についての

52

‑シモーヌ・ヴニーユ,ある問題の理解に向けて‑

感情ないしは感受性という能力こそが,詩の場合魂に

ヴェ‑ユの思想は実は意味しているのである。だか

像を喚起させる要因であり,魂自体を無にさせるもの

ら,私も,この魂の無のままで,神への接近と神との

である,といっておく。つまり,彼らの形而上詩にお

接触の開成が解決しない,というにもかかわらず,そ

いては,何らかの像を魂に浮かび上がらせる,その人

の魂自体が無になることを,ここで否定しているので

間的,自然的な能力は,単語や内容を沈み取って思い

は絶対なく,ましてその解決にはこの無がなければ,

めぐらすという思考によって,像が魂に捉えられる場

魂の神に接近し接触し得る可健性がない,と同時にい

合の知性を全面に一方的に押し出すのではなく,神な

っておかなければならないのだ。しかし,神について

る単語やその内容に感冊を委ねる,その感情にあっ

のイIT‑ジュを,魂のなかに浮かび上がらせる感情

て,魂それ自身‑の,この感情の移入の仕方が重要に

(感受性)のみが,その神の像を喚起させる段階にお

なってきている,と私は強調したい。
さて,輸の展開上から,前々段の第二の問題点につ
いて先きに検討しておこう。そこで触れたように,
「神」を主項にした詩において,魂それ自体が無にな

いての魂の唯一の能力であり,また魂自体の無にあっ
ては,魂のどのような能力も機能しなかったのだか
ら,そこには,せめて神のイマージュを生じさせる場
合に条件となっていた感情の作用が,イマージュの無

るということでの問題は,この無をして,ジョージ・

杏,魂自体の無を魂に競出させるものとして関与し,

‑ーs‑¥‑‑トやシモーヌ・ヴェ‑ユの問うた神を,魂が

それこそ,魂の神に接近し接触する可能性ともかかわ

競出せしめるどころか,この無にあって,神の魂‑の

る重要な意味を担ってくるとみることができても,忠

出親のどんな徽かな後肢すら見出し得なかったり,魂

とえは,詩が含む「やさしさ」とか,何らかの詩をこ

の無とみる以上,神についての像さえ消え去ってしま

よなく「愛する」という,その感情の働きだけで,寡

いかねない,というところに生じてくる。そしてこの

正なる神が捉えられるかの疑問が,また沸き出てくる

見解は正しいといわざるを得ないのだ。そうだとすれ

のである。その詩に関する間屈点をいいかえてみる

ば,彼らは,少なくともシ.I‑ヌ・ヴェ〜ユはどのよ

と,詩を改み味わい,そこに得た感動のみで,読者

うにして神に接近し,神と接触し得るのであろうか。

紘,果たして其正なる神に接近し接触できるか,とい

彼女にあって,神はこの世界にかたちのないものと

うことである。

してあるから,確かに不在することになろうが,しか

前段における内容には,すぐにでも解答を用意しな

しさらに,後述する引用文佃でもわかるように,神が

ければならない,複数の枕点が隠されている。そのう

魂に降臨してきたと捉えられるかぎり(これらのこと

ち何より肝要なこと,すなわち,ここに何回となく取

は神が現実世界の外に存在することを示唆する),そ

り上げたジ耳‑ジ・ノ、‑ノく‑トとシモーヌ・ヴェーユ

の其正の神と魂との関係は明らかに無関係のそれでは

の形而上詩に感動し,神に接近や接触をしたとみなさ

いられないわけである。ところが,だからといって,

れることは,能書の魂が魂の無をとおして,一に現実

それは,魂のなかに浮かび上がった神のイマージュ

世界の外に飛期しなければならない,ということにあ

に,現実世界の外に住ます神の姿が現われ出たことの

る。飛期とここで語るのは,魂がこの現実世界の外に

合一がみられたのでは絶対ない。つまり,彼女の,普

飛び出ることを何も示唆しているのではなく,魂のな

riHHAm*Jら
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かに超自然的なものをかたちづくることを含有するの

神のイマ‑ジュがかたちのないものとして浮かび,そ

だ。だから,無となる魂に,超自然的なものに方向づ

の結果がイマージュの無を,そして魂自体の無をひき

ける要因が生じてこないかぎり,魂自体は超自然的な

おこすことになるからといって,その段階において,

ものになりようがないとみるのは,いうまでもないこ

魂が現実世界の外に住ます神に接近でき接触した,と

とである。
以上を含めたそのいくつかを何はともあれ,彼女が

はいえないということなのだ。かたちのないものとし
神を理解し,それに出くわしている,というだけであ

t主の祈り〉を後述する,絶対的で純粋な注意力を伴
わせて,朗諭した経験において語る,次のような文章

る。

で説明していくことにしよう。すなわち,それは,

てのイ17‑ジュされた神を捉えたとする魂は,偽りの

真正の神に接近し接触し縛る魂にとって,魂が魂の

「ときおり,はじめの数語がすでにわたしの思考を肉

無のままの段階に留まっていないことを,シモーヌ・

体から引き裂き,この思考を展望も観点もない空間の

I
I
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そとに連れて行く。空間が開かれる。知覚される,不

ることが,く展望も観点もない空間のそとに連れて行

断の空間の無限が最高の無限に取って代わられるの

く〉のであって,思考能力自体をその空間のそとに運

だ。同時にこの無限の無限はどこも沈黙で満たされ,

び出すのでは決してない,ということである。

この沈黙は,音の欠如ではなく,音の感覚よりもさら

く展望も観点もない空間)は,われわれが限にし知

に諌極的なある感覚の対象になるものなのだ」3',と
いう引用文である。

る空間でなく,魂内部の空間であり,く展望も観点も
ない〉から無なのだ(どうしてわれわれの見たり考え

まず, ≪主の祈り≫ のはじめの数語を朗諦すること

たりする空間にこのような修飾語をつけて呼ぶことが

からして,思考が肉体から引き裂かれたとは何を意味

あろうか)。同じ魂内部において,一方に魚があり,

するのか。これは,魂が無となるひとつの場合をいう

他方に思考があるとは,到底秘めがたいことである。

のであって,思考という,魂のひとつの自然的な能力

く展望も観点もない〉と書かれているがゆえに,思考

である知性の働きが,魂から喪失されることを示して

の作用もないとみておかなければならない(展望や観

いる。なぜこの機能が欠如してしまうかに対し,この

点なる内容は思考が担うべき役割でもある)。それに,

場では息は,たんに,その思考が空化された思考にな

こうした思考がこのく空間のそと〉に運び出されない

るから,という理由に留めておきたいO その点より

のは,以下の理由による,といえよう。すなわち,

ち,今は,先きに詩を鑑賞する手助けとしての知性に
ついて述べた個所に立ち返って,この思考の空化とい

く空間のそと),あるいは,先きの引用文(3)から同意
語句を拾い出すと,く最高の無限〉が,く無限の無限〉

う観点から,次のことを理解するだけで十分なのであ

がそれに該当するであろうが,それらは,超自然的な

る。すなわち,それは,もはや,この知性はイマージ

領域を示す言葉になっており,そこでは,魂の自然的

ュを浮かび出させるのに,どんな役割をももち得ない

な能力である思考(知性)は機能し得ない,といえる

し,いわんや神に接近し接触するための,魂の機能に
なり得ない,ということである。

からである(く空間のそと〉 といっても,魂がそこに
飛び出していくのではなく,く空間のそと〉を,く最高

次に,それでもくこの思考を展望も観点もない空間

の無限〉 を,く無限の無限〉 を魂につくりだすことが

のそとに連れて行く)と語ってあることは,その思考

要求される5'。なお,そこもまた,く沈黙)とされる

が空化された思考だから,魂の内部はあたかも無のよ

がゆえに,無となろうが,この無は,自然的な債域と

°

●

うになっているのであり,こうしたく空間のそとに連

しての魂の無と異なっている。その超自然的な僚域に

れて行く〉のは,その魂のひとつの方向づけを,つま

おける魂の無を,空魚あるいは其空という官業で表現

り超自然的なものへの方向づけをさらに示唆してくる

しておくことにする)0

ことになる。しかし,私が述べてきたことが,すなわ

それと,く思考を肉体から引き裂〉くという,空化

ち,イマージュの無を,魂の無をかたちづくる魂の能

された思考が,どうして生じてくるかを考えてみる場

力は感情であると前述した点が,く展望も統点もない

GL

空間のそとに連れて行く〉方向づけを被るこの感情で

「不幸」を抜きにして語れないから,その観点で,つ
まり,不幸が何らかの影響を魂に及ぼすという見方

はなくて,思考をその方向に導くとされてあること
杏,どのように了解すればよいのだろうか。空化され

沼を‑y.. V3,‑=2‑<DStM<D*‑‑・V‑旧S3閉

た思考とは,魂における思考の戟健が遮断停止され,

で,イマージュを無にし,魂を無にするものがこの思
考であるかを,それとも感情であるのかを少しみてお

もはや考えることができない状況を意味する一'。だか

くことにする。 「わたしは不幸をとおして神の愛を愛

ら,この思考の機能の速断停止の観点からは,思考

する可能性を,揮比的に,よりよく理解できるように

(知性)によってそのイマージIが喚起されない場合

なったく傍点筆者〉」6'と彼女が語るごとく,魂が神に

●

●

°

●

°

°

●

と,この能力から,そのイマージ,.が魂のなかに浮か

接近し接触し得る機会があるとするなら,それは魂が

び上がり,さらにこの像について,思考を重ねる場合

究極的に不幸に,あるいは極度の不幸7】に襲われると

とが示唆されてくるにせよ,空化された思考は前者を

きであるということを,われわれはよく知っておくベ

肯定もし,後者を思考を重ねる段階において否定する

mam.

・

・

・

・

jj

I

】

l

′

ものなのである。そしてこのことは,いわば魂自体

思考が肉体から引き裂かれるとは,思考の出自が魂

!i

が,無の状態にあることを何より示し,この状態にあ

にある以上,その不幸により何事も考えられなくな

軋

〜
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る魂の状態の衷坑なのだO もちろん,肉体は思考しな

に,それが魂自体の無をひきおこしたりするのか,と

いし,その不幸を考えることさえ不可能にするであろ

いう疑問に早急に答えなければならないが,ただ,そ

う。この不幸を考えるとは,なぜ自分だけが不幸に陥
ったのか,この不幸から逃れる手立てはないかなど

のことは諭の展開上,彼女に神が降臨したという引用

を,魂が思案することである。不幸を自己の魂に閑与

の後述の内容に,また最後の方に当たる),それゆえ

させない場合,思考の働きを可能にする知性は,その

後者の問題,すなわち不幸に関与すると仮定した感情

不幸を余所事として見過すように作用することもでき

について,この場の群居とし,以下に検討を試みる必

るが,それは,魂が不幸と完全に接触していないこと

要に迫られるのである。

を示唆してくる。つまり,この場合,思考によるイマ

文の捷示後の説明に錬るほかなく(それは,この小論

前置きが長くなってしまったが,不幸と感情との関

ージュを魂内部に浮かび上がらせはしないだろうし

係は非常に密接になっている,と捉えておかなければ

その像を喚起させても思考の空化は見出せないだろ

ならない。たとえば喜怒京菜を体験する魂(この魂は

う。思考による不幸のイマージlを,魂内部に浮かび

また精神や心という青葉に置換してかまわない)にと

上がらせないのは一方で,彼は不幸だといい,他人の

って,それが感情によりもたらされてくるというの

こととして,知性の故能が判断処理したりもできるの

は,周知の事実である(魂の感情か,肉体のそれかは

で,その不幸性を自己の魂に引き受けることなどしな

問わない)。そうだとしても,不幸と感冊とはどのよ

いからである。だから,こうしたことから,魂が不幸

うな開脚こあるというのか。たとえば,不幸を魂が感

と完全に接触することはないと捉えられるしかない。

じる場合,魂は自らその不幸のイマージュを感情によ

●

●

●

●

°

●

°

魂が不幸と完全に接触するかぎり,魂内部で思考によ
る不幸の像を喚起させる以前に,さらにそれを考えよ

って,魂内部にかたちづくる。これが両者の関係とな

うとする以前に,思考は速断停止されてしまうのであ

不幸を全きものとして,唯一受け取れる働きがあるか

る。それゆえ,くわたしの思考を肉体から引き裂)く

らである。どんな不幸でも,それとして余すところな

●

●

●

●

°

●

●

●

る。しかし,なぜ不幸を感情で感じるのか。感情は

●

といえるのだし,魂内紛こ思考(知性)によっての不

く,完全に受け取るのがこの感情なのだ。そこに感覚

幸のイマー・}ユを,魂は浮かび上がらせることすらで

や知性の作用が加えられ,その不幸を蔑視し,自分に

きない,と結拝し得るのであるO

は無関係だと判断し,そこから逃れようとする場合

そうだとしても,シモーヌ・ヴェーユにおいて,魂を

紘,このかぎりではない。そのことを除外して,不幸

神に接近接触させるためには,魂が不孝と完全に接触

が極度の不幸というものになった結果,神に接近し接

することが要求されるわけだから,次の間題は,その

触する機会にめぐまれるならば,なおさらこの不幸と

不幸と完全に接触させる魂の能力とは何か,というこ

一体となっていなければならない.すなわち,その不

とになる。そのとき考えられてくる魂の自然的な能力

幸を引き受け,それに溶け込まなくてはならないの

は一応今までに何度か取り上げてきた感冊しかなく,

だ。
しかし,何が不幸に同化し,何が不幸を受け入れた

く空間のそと〉に運び出すのもこの感情となるのだ。
とはいっても,その魂の能力は,形而上詩における

りするのか。魂が不幸と同一になるのか。それは,香

主題に委ねられ,発揮される感情を意味することにと

というしかない。不幸を受け入れさせるのは,魂では

どめ,この段落で,これから問題にしようとする,シ
モーヌ・ヴェーユのいう不幸にかかわる感伸でないと

なく,肉体(身体)なのである。身体が不幸を引き受

みておく(この感情sentimentはまた,感受性sensi‑

よりも,身体における感情が,その不幸を捉える。そ

biliteなる掛こ輝き換えてよい。それらは同じ内容と

れ以前に魂内部で不幸を感じ取るイマージュはどうな
るのか。このイマージュは無になるしかない。身体

機能をもつものと概して捉えられようが,詩を読み味

けるのである。極度の不幸にあって,魂の能力の感情

用する持場が異なることをのちに記すつもりである)。

は魂内部で魂の無の前の不幸のイマージュをさえ感じ
ることになる。いいかえると,魂内部での魂の不幸の

もちろん,何回となくいってきたその魂の感情にあっ

イマージュそのものが,身体における不幸の全き受け

うときと不幸に襲われるときとに感梯(感受性)の作

て,なぜその感情によって喚起された,魂の,神をは

入れの段階で,身体に写し取られ,そのイマージュは

じめとするもろもろのイマージ>が無になり,さら

身体で不幸の現実態に変えられる様相をみせて,身体
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が不幸となることだ。そしてここでも,どうして魂の

この関係を可健にす.るものは不幸と感情である。そし

不幸のイマージュが身体に写し取られるか,と閑うこ

て,魂が不幸を知覚しようとする際に,その不幸の内

とができる。だがこの写し取りがなければ,そのイ'マ

容の如何により,またこの不幸の全き性質を人が背負

ージュは知こならないのである(イマージlが魂に残

い得るかどうかによって,不幸を感じる感柵の作用の

像すると,それが身体に写し取られてこず,身体‑の

在所が魂内部でなく,身体に移る,いいかえるなら,

不幸の受け入れが不完全なことを意味する)。このイ

極度の不幸に匹敵するものを当初から,自己が引き受

マージュが無にならないとすれば,後述するような超

けることが可能になるならは,何よりも先きに,身体

自然的な新たな能力は決して生まれてこない。

において,感情が畿健する,ということである。

それでも,この新たな能力はなぜ生じてくるか,ま

ともかく,身体で不幸を感じさせることは,魂内部

たかりにイマージュの無,魂の魚として魂内部のこと

における不幸のイマージ,.が身体に写し取られた結果

を捉えることができたわけだから,この新たな能力の

であり,イマージュの無をひきおこさせる。それゆ

出自を,どこに求めることが可能か。それこそ,まず

え,魂内部において,思考の空化が,思考によるイマ

°

●

は,それを身体の変化に怖するはかなくさせるだろ

ージュの無を,魂自体の無を現出させることと同様

う。おそらく,極度の不幸を感じる感冊sentimentと

に,感情の機能で浮かび上がらせた,不幸のイマージ

いうものは,情念passionや情動emotionよりも,

ュが,身体全体で受け取られることになり,その無に

さらに激しい身体変化を伴わせるものとなろうSJ。そ

帰してしまうがゆえに,魂それ自体もまた,無になる

れゆえ,もしかすると,不幸のイマ‑ジュを魂よりも

しかない,というわけである。ただし,ここで注意を

身体の方が先きに捉えることになるかもしれないので

しておく必要があるのは,魂で不幸を感じる場合と,

ある。

身体で不幸を引き受ける場合(特に極度の不幸の受け

この見解は,ジ=‑ムズニラソゲのt悲しいから泣

入れにおいて)との感冊の表出le'の有様が異なってく

くのではなく,泣くから悲しいのだD,という有名な

る点である。後者の場合は,魂で不幸を感じ取る醜聞

説に従うこととなる。これは不幸というi刺激かに対

さえも欠如してくることを意味し,その結果,魂はも

して,く反応〉が内縁措辞官に生じ,その括器官の変

はやイマ‑ジュを浮かび上がらせることもなく,直接

化が,脂(魂)で意識された感情として,感じられる

身体が不幸を担うことの可能性をもつことになるか

とする理諭であって,脂(魂)はここでは,二次的に

ら,あながちジェームズニラソゲ説が誤りだとはいえ

おこる役割しか担っていないのである.ただt反応〉

ずIl15その一次的な役割としての身体の機能を,まっ

は内戚措辞官だけにおこるとはかぎらず,その内臆を

たく無視することはできないであろう。

重視しすぎるジェ‑ムズらの考えを偏重してはならな

むろん,身体で極度の不幸を引き受ける場合におい

いのだが。しかし一方,感情は,こうした身体性を抜

て,魂のイマージュは,当初より喪失されてあるのだ

きにして括れないのも確かなのだO歓び悲しむとき,

から,イマージュの無は当然のことであり,それゆ

その説では,人は身体を主体に歓び悲しむのである。

え,魂自体が無になることももはやいうまでもないの

この構念は,脂(魂)の活動なしに,身体に生理的な

であるoそれは,不幸性を感じ取る感情が身体のみに

変化がもたらされたからこそ可能になった,といえよ

故催されてあるからなのだ。魂内部はもとより空であ

う。感触ま,身体変化をさせる,その内部行動なので

り,無となるのである。ところで,この身体に脳(魂)

ある。

も含まれる,と確かにいうこともできよう。しかしこ

こうして,ここに,私のいう心身論的な問題を見出

のように,魂・精神・心を身体としての脳とみなす立

せる,といえようoすなわち,身体が魂のイマージl
を無にさせるし,さらに魂の無が形成されるというこ

場に固執しようとするかぎり,心身関係を開成にする
必要がなくなってくる。それでは,たとえ人が不幸に

とで,魂(構神ないし心)と身体との関係が生じてく

集われるとしても,その不幸を不幸として捉え得る,

る,とみることができる。ただ,この心身論の立場

唯一の機能である感情(この感情の働きは魂にも身体

は,魂が神に接近し接触しようとする,魂の方向づけ

にもあると考える)によって,どうして魂の無の観象

のために設定されてくるものであり,その条件を済た

が生じてくるのかに答えようがなくなる。魂の触ま,

すものとしてのみあることを,予め知る必要がある。

身体に,その変化に起因しているとする点を駆めるな

:FE
1

I
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らは,そこには魂と身体との関係が関われてくる,と

聞く場合には,そのイマージュの無を,また魂自体の

いうことができるのだ。

魚をかたちづくるしかもはやないから,魂における感

だから,この心身論は,究極的にいって,魂の魚を
形成することに対して,身体がかかわる関係にある,

情の,ないしは感受性の機能は換われている,と判断

つまり,この魂の無は,極度の不幸の其只中にいる,

つの変化は,そうした魂によるのでなく,身体によっ

身体的変化を及ぼす感情の起伏の最大な状態において

て実祝される,と答えを導き出しておかなければなら

坑出する関係を保有する,といえる。このとき,シモ

ない。

するだけなのである。ここではやはり,感受性のひと

ーヌ・ヴェー‑は,その感情ないし感受性が,先きに

前段のようなことでないと,超自然的な債域に関与

新たな能力,と私が記した・く感受性以上〉のものにな

し語ろうとする観点からして,その超自然的なもの

る,という。 「感受性以上に運ぶのは,感受性のなか

を,われわれはどこにも生み出せない,とみる以外に

の真空である」121。く感受性以上〉 ということやく真

なくなるのである。それはともかくとして,今さらに

空〉なる言葉の意味内容にあることは,超自然的な債

問わなければならない開国は,少なくも,この超自然

域を示唆するのである。しかし,く感受性以上)もく其

的なものに移行もさせるく感受性のひとつの変化〉

空〉も引用文的からは,この感受性のことを抜きにし

は,何によってもたらされるか,ということだ。この

て,決して語れなくなる。つまり,その感受性から

ことはすでに,不幸によると記してきたところだが,

く感受性以上)の能力が生じ,またく真空〉がもたら

それに閑しシモーヌ・ヴューユの語るもので確かめて

されるわけである。しかも,さらにく感受性以上に運

みたい。すなわち, 「自己に真空を受け入れることは,

ぶ〉という場合でも,まず,超自然的な債域に運ばれ

超自然的なことである

る感受性がこのく感受性以上〉になる直前において,

絶望的なことが,真空の発生が必要である」141と彼女

魂は魚になっているのだから,いったいその感受性は

がいうようなく板こぎ〉やく絶望的なこと〉が不幸を

どこに見出せるものなのか。それは身体であって,身

意味し,この不幸が超自然的なもの‑の移行の条件に

体を変化させる感受性の激情が,魂のく感受性以上)

なってくるわけである(引用文的と同じこのく其空),

に,く真空〉に橋渡しするものとなってくるのである。

また引用文的のく沈黙)についての検討は,後段に譲

しかしまず板こぎが,何か

しかしながらまた,なぜ感受性がく感受性以上)に

る)。このようなとき,つまり, 「苦痛や疲労が永久に

なるのか,と悶うことができる。これについて,私は

綴り返されるような感情を,魂のなかに生じさせるま

次のようにみる。すなわち,彼女が, 「・・・其の沈黙を

でになるとき,受け入れる気持と愛とでこのかぎりの

聞くことである.そのとき,感性的印象と心理的印象

たきを阪想することによって,人はこの世界から引き

●

°

°

●

●

°

°

°

●

●

●

●

°

・

°

を受け取る直接的な方法において,感受性の根底自体
°

にひとつの変化がおこなわれるく傍点筆者〉」131と語る
点から,その感受性のひとつの変化の結果が,く感受

・

・

・

・

燈されて永遠に至るく傍点筆者〉」151という超自然的
な頗域への道が開かれてくるのである。
この超自然的な領域のことに関しても,く真空)や

性以上)の能力をもたらし,このひとつの変化の原因

く沈黙〉の説明と同様,のちに述べるほかないが,し

に,身体的変化のことがある,といえるからである。

かし,この引用文を借りるべく,これは,あえて今ま

く感受性の‑ひとつの変化がおこなわれる)というこ

で伏せてきた開題を連出するための,あるいは多少の

とに対する原因に,私の主張する身体性をここにもち

註釈を試みなければならない格好の例文となっている

出したのは,彼女がく感性的印象〉あるいはく心理的

ので,それからみていくことにする。そうするとま

印象)と語る,それらの形容詞sensible と psycho‑

ず,その註解の釈みは,く苦痛や疲労〉 という不幸性

logiqueのうち,く感性的)と訳したsensible は,
psychologiqueをさらに精神的・心的・魂の,と釈沢

を魂のなかの感情で捉えると記され,.く受け入れる気
持〉と奮かれている点にある。前者として記してある

できると同様,身体的と置換しても可能だと思われる

ことは,く魂のなかに生じさせる〉 という前接がある

からである。しかし,彼女にあって,少なくも,この
心理的(精神的・心的・魂の.)印象は,たとえ感受性

から,そのく苦痛や疲労〉のイマージ>を魂内部に浮
かび上がらせることに相当してこようし,このく苦痛

によって魂にイマ‑ジュを浮かび上がらせるにせよ,
今の問題である不幸を仲立ちにして,く其の沈黙〉を

や疲労)は,そうしたイマージュで魂に捉えられる段
階を踏んでいる以上,極度の不幸とはみなしがたい。

°

°

●

●

°

°

●

‑シモーヌ・ヴェーユ,ある問題の理解に向けて‑

しかし,く受け入れる気持〉 と書かれた場合には,事
情が大いに異なるはずだ。く苦痛や疲労〉が永久に換
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紘,超自然的なもの‑の方向づけの契機が,感受性の
ひとつの変化の結果であるく感受性以上のもの〉から

°

り返されるようになるにつれ,く愛〉 amour という感
・

・

・

・

受性以上の能力が,そこに生じてくると同時に,この
く受け入れる気持)にしか魂はなれなくなるだろう。

生じる,と先きに記したことにおいて,このく感受性
以上〉の能力が,あるいはく真空)がいったいどこに
もたらされるのか,いいかえるとく感受性以上〉の能

ところで,その く受け入れる気持〉 と書かれてあ

力を生み出してくるところは何か,を不問にしていた

る,この受け入れを可能にするのは,気持(精神・魂)

が,ここに至って,神が住ます超自然的な領域に到達

ではなく,私がしばしば語っていた身体でなかったか,
との問いをここで発してみる。まず,このく苦痛や疲

させている何ものかは,身体そのものでは決してな
く,あくまで魂に,しかもその超自然的な能力が生み

労〉が,精神的,肉体的(身体的)なる形容詞で付加

出されることにかぎられてくる,といわなければなら

されていない点において,身体がく苦痛や疲労〉を受

ない.魂が超自然的なものに移行しないと,魂は神に

け入れる,と理解しても間違っていないはずである。

接近し接触できないのである。

l

むろん一方では,それを精神的く苦痛や疲労)とみる

そしてこのことは,私が形而上詩について書いてき

ことができよう。しかしその構神は,魂は何度もいう

た点でも同様である。つまりそこにおいて,神に接近

ように,無をかたちづくっていないとく永遠〉に到達

し接触する魂には,超自然的な能力の要素の意味が含

しないのだ。だからこのく苦痛や疲労)は身体で受け

まれており,そのことなくして,神と魂との関係は不

入れられるのである。

成立に終る,ということなのだ。こうして,く受け入

しかしながら,身体でこれら不幸性を受け取ったと

れる気持〉は魂が可能にすると捉えると同時に,この

しても,この引用文を読む以上,その身体が自然的身

魂は,超自然的な領域に入り込んで発揮される超自然

体であるがゆえに,超自然的な能力であるく愛)と

的な能力をもつもの,ということができる。

く隈想する) contempler (これは後述するく祈り〉と

したがって,シモーヌ・ヴェーユに,心身論的な問

同様,超自然的な領域で可能になる人間の能力であ

題が考えられるとすれば,それは何より,自然的な身

る)との同列句に位置する語とみなすことは,絶対に

体と超自然的な能力を掌る魂との関係の問題ともなっ

不可能なのである。たとえば,この愛が自然的な愛な

てくるとひとまずいえるのであって,超自然的なもの

ら,く苦痛や疲労〉 を愛する感情にはかならなくなる

に移行されてある身体と,その魂という関係の開屈と

し,それは結局,く苦痛や疲労〉 を背負うことの役目

して,彼女の心身論が存在するのでは決してない。だ

を受けもたされるのであって,その愛が自然的であり

から,魂の感受性以上という能力は,超自然的な能力

ながら,精神的な愛でもあるならは,シモーヌ・ヴェ

であり,もはや魂の自然的な感受性ではないので,魂

‑ユの思想からは,そのどんな意味も超自然的なもの

の感受性以上の能力に対してならいざしらず,魂の自

に対し保有されることができないし,いわんや魂が無

然的な感受性にのみかかわる身体のあれこれは,今問

の状態にあって,この感情が機能するなど到底考えら

題にしている不幸を仲立ちにする立場では,魂の能力

れないのだ。

さえ魚にされるがゆえに悶えない,ということになる

そういうことだから,つまり受諾acceptationをく受

(魂内部での,超自然的な能力からもたらされた隈想

け入れる気持)と試訳した,この単語に含まれる意味

やく祈り〉 の段階において,身体は必要な条件にな

が自然的な,身体的な,精神的な愛(感情)と把橿不

る,と思う。しかし超自然的な身体がそのとき,生じ

可能と同様,また身体とも競えられるところにはない

てくるかは疑問だ。そこにあって,身体訓練が株せら

のだから,果たして,それが何を明示するか,ほかに

れ,身体が魂と同様,外部からの情報を遮断したりで

見出しておく必要がある。そうすると,何よりその

きようが,それでもこの自然的な身体はどこまでも残

く受け入れる気持〉としての単語は,超自然的なもの
を示していることに注目すると,そしてここに同時

存するとみるべきなのである)。

に,私があえて今まで語らなかった点も問われてくる

おける心身関係を成立させるのは,魂のイマージュを

°

°

°

e

°

°

°

°

●

だろうが,く受け入れる気持〉は超自然的なものにな
った魂の能力が可能にする,といい得るのである。私
●

●

°

もちろん,彼女の自然的な身体と超自然的な魂とに
魚にし,あわせて魂の無を形成させる,身体に受け入
れられてある感情ないし感受性であって,そのことは
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‑シモーヌ・ヴェーユ,ある問題の理解に向けて‑

いうまでもないことだが,しかし,この感受性が感受
性以上の能力に変化し,それが超自然的な領域におけ

感受性でなければならぬはずである。

る魂の能力になるとしても,われわれは,その超自然

的意味を借用して,一応感覚と訳してみた。それは,

的なものに対し,何もこれ以上知ることができないの

先きのく音〉の単語がかかっていく sensationの揖示

だ。それゆえ,超自然的なものについて,彼女のいう

代名詞との兼ね合いから使用したにすぎない。しかし

とおりに理解するしかない,といえよう。しかしなが

訳語としての,この感覚は厳密にいって,心理学的用

ら,われわれは,この自然的な能力である感受性を中

語に用いられる視覚や聴覚などの内容をもつものでは

心として,魂と身体との閑床の解釈を探めていくこと

決してなく,むしろ前記したごとく,その内容をし

ができるのである。

て,感受性と試訳させ得るものになるのではないか,

このとき,身体というのは,主として脳の構造と椀

ところが,私はこのune sensationを辞書の第‑蓑

と思われるのである。なぜなら,使用頻度において,

能に閑擁する以外ないにしても,その脳と身体とは,

それほどでなくとも,このsensationは感受性という

果実にどのようにかかわるのか,すなわち,すでにみ

意味さえもつからであり,何より,シモーヌ・ヴューユ

てきたなかから,それを取り上げるならは,身体に脳

が, 「こうしてキリストが突然わTこしを捉えたときに

(魂)の感受性によるイマージュが写し取られる関係,

は,感覚も想像もどんな部分をも占有しなかった」16‑

また身体で捉えられた感受性の作用の結果,脂(魂)

と語っているからである。この引用文鯛の感覚なる単

内部のそのイマ‑ジlの無化や脳(魂)の無とは,脂

語は sensである。これは,当然前記のsensationと

にあってどういうふうになることかなど,文学・思想

相達するが,しかしどちらにしても,感覚の意味と把

を考える私には,脳生理学としての科学を自分の債域

握するかぎりは,その能力で超自然的なく対象〉を捉

に取り入れることは大変な負担になるが,シモーヌ・

えることができない,つまり,魂の自然的な能力であ

ヴェーユにおいて,いくつかの参考になる資料もある

る感覚によって,神に接近し接触するのは不可能なの

がゆえに,それらのことを次回で,さらに換討してい

だ。そしてまた,超自然的なく対象)へ移行させる,

きたい,と思うのである。

この自然的な魂の能力が感覚でないのは, ‑く知覚され
●

●

●

°

°

●

°

ところで最後に,つまり, i主の祈り≫ を朗諭した

る,不断の空間の無限が最高の無限に取って代わられ

体扱において語られた引用文(3)にあるく沈黙〉のこと

る〉と記される,この傍点個所を実現させる魂の能力
が何んであったか,をみればわかることなのである。
く最高の無限〉に移行した能力は,超自然的な魂内
部における感受性以上のそれであり,この能力は自然
的な能力である感受性によってしか生じてこない。そ

を,私は考察しておかなければならない。このく沈黙)
紘,魂の超自然的な債域で奏でられる沈黙である。そ
れは,く音の欠如ではなく,青の感覚よりもさらに讃
極的なある感覚の対象になるものだ〉,とされている。
しかし,このことは,魂の超自然的な債域において,
音がどこに生じてくるかどうかも多少問題になってこ

°

の場合,特に不幸において,この感受性をどこに見出
すかが,問題ともなっていたはずである。感受性を受

なる〉というところに,ここでの重要な観点があるの

け取るのは身体か,それとも魂なのか,であった。だ
が不幸を感じる感受性の出自が魂となることはない。

だ。魂の超自然的な債域のみに,神が降臨してくるの

それは,く知覚される,不断の空間の無限〉 という傍

であって,このく沈黙)でもある魂のなかにく対象〉

点個所が,確かに自然的な領域のことを示し,魂内部
での自然的な能力が,その領域において開花される
が,しかしく空間)と統く以上,まず,空間は魂の

ようが,それより く沈黙)こそがくある感覚の対象に

●

との,つまり,神との接触が魂にとって可能になる。
その場合,く対象〉は くある感覚の対象になる〉 とい
う。くある感覚〉というフラソス語は, une sensation
であるが,この意味に開し,少し説明する必要があ
る。くある感覚の対象)とされる,その対象は,魂の
超自然的な債域において捉えられることだから,対象
である神を超自然的な魂に近づけようとする出発点に
あるだけに,自然的な能力はこの際,思考の空化観象
による不幸の観点によって,身体における感情ないし

●

●

●

°

°

°

°

能力をして触こさせているとみてよいからである。次
に,く空間の無限)とは,この無がく空間の無限(無
の無限)),く最高の無限),すなわち,超自然的なく空
無)ないしはく其空〉にく取って代わられる)のだ。
そして,く最高の無限〉 く空無)く其空〉という超自然
的な債域で発揮される,魂の感受性以上の能力を,シ
モーヌ・ヴェーユは,注意力といったりするのであ

‑シモーヌ・ヴェ〜ユ,ある問題の理解に向けて‑
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るC 「注意力は神への接近を許す,魂の唯一の能力で

うちに, ‑・キリスト自身がくだってこられ,わたしを

ある」17)
身体に不幸を受け入れさせた感伴(感受性)によっ

捉えなきったく傍点筆者〉」191という個所である。
しかし,このことを理解するには,シモーヌ・ヴェ

て,魂は,それ自身に思考の空化の影響も加えつつ

‑ユの次のような文章を前操にして,私は語らなけれ

ち,無となる。だから,このく空無)やく其空)への

ばならない。と同時に,そこにおける解釈はこれまで

感受性の移行に関して,まず,魂の自然的な無から魂

述べてきたことの,いくつかの見直しにもなるだろ

の超自然的なく空魚〉 ‑の同一魂内部での現象が,そ

う。そしてこの見直しは,彼女の引用文を挿入させつ

の無の次元を異にさせるにせよ,魚ということだけ

つ,説明されるはずである。その前提になる文章と

は,どちらにあっても変わらずに見出せるのは,次

は, 「わたしたちが苦悩を忍従するたびに,宇宙が,

に,超自然的なものにとって,身体でなしに,魂にお

世界の秩序が,世界の美が,被造物の神への服従がわ

いてその働きが生じてくるのは,そして,身体内の感

たしたちの身体に入るとまさしくいえるのだ〔A〕。 ‑

受性が,魂内の感受性以上になるというのは,不可思

歓喜と苦悩は等しく貴重なたまものであり,おのおの

鼓なことだとみる面もあろうが,われわれは,こうし

を純粋きのうちに,それらを混ぜようと努めないで,

た超自然的なことに関係する醜聞から,何も知ること

両方ともことごとくに味わいつくさなければならない

那,できずに,ただその魂の方向づけによって,神がく

〔B〕O 歓喜によって,世界の美がわたしたちの魂に

だってくるのを待つしかないとここでも答えるだけに

夢透する〔C〕。苦悩によって,世界の美がわたしたち

なってしまうのである(後述のところにこれらに対す

の身体に入る〔D〕。 ・・・身体的感受性の段陣では,苦悩

る,いくつかの見解を捷出してある)。この超自然的

だけが世界の秩序を構成する必然性と接触する〔E〕。

な債域における魂の方向づけにあって,それでも筑美

・・・歓喜のなかに必然性を感じることができるのは,感

に可能になることが,ひとつだけある。それは,引用

受性のもっと高い部分である〔F〕く括弧内筆者〉」201>

文(3)に従えば,く音)が聞こえてくる,ということで

というものだ。

ある。
それはともかく,魂の,あるいは身体の自然的な能

t愛かの詩を朗諭した,という文章の内容に一致す
る点を,引用文榊で探る前に,私は,シモーヌ・ヴェ

刀(感情または感受性)から,魂にのみ関与する超自

ーユの身体に関する見方について,先きに触れる必要

然的な能力(感受性以上または注意力)への移行は,

を感じる。 「身体的苦悩がまったく欠けているならば,

どのようにして可能になってくるのか,閥う必要があ

魂にとっての不幸はない〔G〕。なぜなら思考はどんな

る。このことを脳(魂)と身体に関係する問題として

対象にでも赴くからだ〔H〕く括弧内筆者〉」21)という

捉えるのでなければ,この問いの答えは,美はすでに

文章も引用文軸に関連づけてみると,そこには,身体

捷出済なのである。それは,魂が不幸なるものとの接

と魂との関係のあることがわかるのであるO この関係

触において可能になる,ということであった。しか

は,引用文軸の〔G〕を読むことで見出され,身体的苦

し,そのことを,つまり,魂と身体との関係の問題を

悩を条件にして,魂がそこから,何らかの影響を受け

ジョージ・′、‑ノミートやシ.i‑ヌ・ヴェ〜ユの形而上

る,というところにある。身体的苦悩は, douleur

詩に当てはめ,その私的解釈によって,できるかぎり

physique の訳である。 Douleurの方はまた,引用文

確かめていかなければならない,と思うのである。

餌において,く苦悩〉 としての訳出個所にも相当して

シモ‑ヌ・ヴェーユが,ジn‑ジ・‑ーノて‑トのi愛〉

くるが,それを含め, douleurの意味を,すべて苦痛

という詩について語った,次の文章をここにも引用し

でなく,苦悩,と私は熊沢する Douleurの訳掛こは,

ておこう181。すなわち,それは, 「わたしはそのi愛夢

確かに苦痛と苦悩の内容があって,それぞれ,肉体的

°

●

°

°

°

°

●

という詩を暗記しました。しばしば,頭痛の発作が極
●

●

°

●

●

°

●

・

・

・

・

け,詩が包むやさしさに自分の魂すべてをもって執心
し,朗葡することを練習しました。わたしはそれをた
だ美しい詩として朗葡していたと思うが,知らぬ間に
この朗読が祈りの効力をもっていたのだ。この朗南の
●

●

と精神的という視点での,その使い分けがなされてい

●

限に達したとき,わたしはこの詩に唯一の注意力を傾

る。しかし彼女のその語の使用法において,肉体的・
身体的苦痛とみなされる場合は,私の知るかぎり,
必ずphysiqueなる形容詞が,付加されているのだ。

°

°

ところが,だからといって,私は, douleur physique

●

を,その身体的苦痛,ないしは肉痛などと訳さずに,
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‑シモーヌ・ヴェーユ,ある問題の理解に向けて‑

身体的苦悩とする。このことは,引用文軸の〔A〕と

て,それ自体は,彼女自身の身体的苦悩の意味を特に

〔E〕にも関連づけて,考えられることになるからだ。

もつことにならないが,しかし,他人の不幸が彼女の

つまり,身体に入る苦悩が,世界の秩序,世界の美な
どである必然性と接触する,といわれるほどになって

く肉体のなかに入る〉とあるかぎりは,身体的苦悩を
予想させるものであり,さらにそれが,彼女のく魂の

いるのは,後段にて詳らかに説明するにしても,すで

なかに入る)と記される点で,この身体的苦悩が,魂

に述べた点からは,身体的苦悩が魂に何らかの影響を

にも影坪を及ぼさずにいない,という見方が成立す

与えることとかかわりをもつ,といえるからであるO

る,といえよう。そして,他人の不幸が魂に入って魂

したがって,身体的苦痛と訳すのであれば,それがあ

を無にさせるような不幸(苦悩)であると捉えられる

たかも肉体そのものの,また肉自体の痛みのみとなっ

ものならは,その前渡となっていた苦悩はここに,身

て受け取られかねず,引用文伽にみられるような魂

体的苦痛ではなく,身体的苦悩である,と理解できる

・

(精神・心)を襲うまでのものにならない債向が,生じ
るのではないか,ということを私は恐れたのである。

V

・

・

のである。
もうひとつの枚点である魂の無については,引用文

この身体と魂との無関係ではない関係は, 「‑魂はそ

餌の〔J〕が,参考になるはずだ.たとえば,彼女は,

れが結びつけられてある身体の存在する時と所を離れ

そのなかで,疲労のことを語るが,その疲労を捉える

ることなく, 〔さらに〕空間と時間との全体を横ぎり,

のが,身体であり,魂であっても,くこの疲労に対し

神が規存するところに達することができるく括弧内筆

生きのびる可能性)をく想像〉不可能にさせる働き

者〉」221といわれる関係になるのである。

は,身体か魂のうちどちらか,と考えてみる場合,そ

身体的苦悩が魂を襲うほどのものになるからこそ,

れは,当然魂だ,ということになる。しかしそこで

魂は不幸になる。魂の不孝の状態は,魂自体が無とな

は,この魂の‑作用としてある'く想像〉摸能が,なく

ることである。身体と魂との関係はそこにある。魂の

なってくる。そして,この〔J〕における魂の自然的な

無は,魂が不幸となる結果ゆえに,引用文剛の〔H〕に

諸能力は,すべて,今触れたところのく想像〉のよう

おける内容と逆の現象が,魂に生じていたことを,こ

なものにしかならない。すなわち,魂内部の自然的鰭

こで想起しさえすればよい。つまり,魂内部での思考

能力の記健・意志・想像,またこの〔J〕の記憶・意志・

の空化現象が,魂を無にし,魂を不幸にするのであ

想像に関する見解を打ち出す思考(知性)の能力,そ

る。その魂の無の観象に関することと,身体と魂との

して感冊(感受性)のそれが,完全に欠如している,

関連づけは,それぞれ,次の引用文の〔J〕と〔I〕とを

とみ̀ることができる。

読めはもっとよく理解されるだろう。すなわち,その

しかしながら,身体の苦悩を,魂の苦悩を捉えさせ

引用文は, 「他の人々の不幸はわたしの肉体のなかに,

るものは,あるいは,身体と魂とを関係づけさせるも

そしてわたしの魂のなかに入った〔 I 〕。わたしを他の

のは何か,ここに関われてくる。それは,感情または

人々の不幸から分離させるものは何もなかったC とい
うのは,わたしは自分の過去を本当に忘れ,いかなる

感受性なる,身体的・精神的(心的,魂の)・自然的

未来をも期待せず,この疲労に対し,生きのびる可能

して,この感受性が機能するとみるのは,当前のこと

性を容易に想像し得なかったからだ〔J〕く括弧内筆

なのだ)。シ,モーヌ・ヴェーユはいう。すなわち「そ

者〉」23',という文章である。これは,シモーヌ・ヴ=

の感受性は,わたしたちの身体と魂との構造に属して

能力である(魂が無になってしまう以前の魂の能力と

‑ユが,工場生活を体験してからのちに書かれたもの

いる」24'とO それゆえ,感受性と身体について,普

である。まず〔I〕において,決して彼女自身に襲いか

忠,感受性と魂について考察する必要があろう。が,

かってくるものでない不幸(苦悩)をも身体が,そし

すでに前者の関連を,多少なりともみてきたわれわれ

て,魂が捉えることになり,しかもその捉え方にあっ

は,その視点をひとまず,後者の,感受性と魂との関

て,この不幸(苦悩)の受け止められる場所を,何よ

係において,何がそこに語られるかを把盤しよう。そ

りも先きに,身体に発いてるような,彼女の筆致が,

うすると,これはまた,次のような文章で,説明が可

そこに見出されてくるのだ。だから,不幸(苦悩)は,

能になってくる。 「この侮蔑が,この嫌悪が,この憎

最初魂を襲うものにならず,身体に作用してくる,と

悪が,不幸な人にあっては,自分自身に向かい,魂の

把達される。つまり,他人の不幸と書かれる点におい

中心に参透し,そこから,それらの毒のある色合いを

‑シモーヌ・ヴェーユ,ある開局の理解に向けて‑

つけて,宇宙全体を彩ることになる」151との引用文
において,まずは,感受性と魂との関係は成り立つ,
といえる。なぜなら,侮蔑・嫌悪・憎悪は,感受性か
ら生じ,その能力に起因するし,この侮旗などが魂に
鯵透する,という関係を保有するからである。ただ,
その侮蔑などが,不幸(苦悩)を形成する一要素にな
る,とみることができるならは,この侮蔑なども身体
的感受性で感じられ,それから,それらが魂の中心に
駆み込むことになるのだろう。この引用文餌では,
く不幸な人にあっては〉という制限があるから,この
侮蔑などを,彼女はおそらく不幸として捉え,身体的
感受性を経由させて,その感受性が感受性のままで魂
に泌み込んだのである。そして重要なことは,この段
階において,まだ魂が魚となっているのでない,とい
っておかなければならない点である。なぜなら,身体
的感受性がそれ自体を魂に泌み込ませるからである。
●

●

●

●

°

●

●

とはいえ,この段落でいえることは,不幸を通過させ
●

°

°

●

°

°

●

●

°

●

°

ないで感じられる感受性は魂に存在している,いいか
えると,魂がそれ自身においても,むろん感受性なる
能力を保有する,ということなのだ。
このことは,引用文軸の〔C〕によって,つまりく歓
喜によって,世界の美がわたしたちの魂に惨適する)
●

●

点からも,一応理解されるようになる。それは大略し
ていえば,歓喜を感じる感受性は,不幸を捉える感受
性とは,その感じ取られる性質が,異なるのであり,
歓喜という感受性は魂自身で歓喜を捉えることがなけ
れば,歓音による世界の美を感じることが,不可能だ
からである。しかし,一応と記したがゆえに,この引
用文軸の〔C〕にあっては,注意することがないわけで
はない。それがどういうことかは,以下の段落のなか
で答えるしかないが,多少ともその点をここに明たせ
ざるを得ないとすれば,シモーヌ・ヴェ‑ユが,く歓
喜〉について間題にする場合は,く歓喜)が何より,
魂の超白的然な能力にかかわって捉えられている,と
いうことだ(以下括弧内歓喜が超自然と関係する)0
そしてもうひとつの注意は,その引用文軸の〔C〕に
対する, 〔D〕と〔E〕に書かれる身体のこととの比較
で,撞起できる問題点である。そこでは以下のことが
いえる。すなわち,く世界の美〉 を感じる感受性が,
身体と魂とに同じようにあっても,身体で捉えられる
感受性は,歓喜ではなく,苦悩(不幸)のみだ,とい
うことである。いいかえると,魂で感じられる感受性
は,苦悩(不幸)ではなく,歓喜だけなのだ。しかし,

31

この換官は,苦悩(不幸)が身体を通過させないもの
として把達される場合,魂の自然的能力である感受性
が,対象から受ける感じを,直接的に捉えることが可
能になる,と判断されるときに,効力を発するのだ。
したがって,身体に苦悩(不幸)が生じていない,と
いう条件にあるかぎり,歓喜を感じる感受性は,魂の
能力としてある,とみなされる必要がある(この歓喜
が,身体を経由しないで,魂のみで捉えられるとする
彼女の見解に,私は固執せざるを得ないが,.しかし,
歓喜において,身体の役執ま,まったくないのだろう
か。歓喜に誘われるような体験をするとき,われわれ
は,身体の貰えで感動を感じるではないか。このこと
の方が,歓喜なる,魂の感受性の据令よりも先きにあ
るように思えるのだが)0
だから,引用文餌にあっての,侮蔑などの感受性
は,直接にいつでも魂の中心に夢適する,というので
はない。これが魂に泌み込むほどになるのは,く不幸
な人にあっては)とされる条件がつく(この条件を済
たすならば,侮凍などは苦悩や不幸なる感受性にな
り,魂の中心にも泌みわたるであろう).不幸な人は,
侮蔑などの感受性を魂に泌み込ませる以前に,すで
に,身体的苦悩や捕神的苦悩を背負い込んでいる。前
者の身体的苦悩は,魂にも達する苦悩を,むろん抱え
ている。後者にあっても,この苦悩が,身体に影事
を及ぼさないことはないO さらには,そのうえに緩い
かぶさる侮蔑などという,魂に鯵適する感受性のこと
杏,身体から感じられ,身体に影響する感受性として
理解もされよう(なぜなら侮蔑なども苦悩や不幸を意
味するからだ)。要するに,すでに不幸な人に佃茂な
どの感受性が,魂にも身体にもますます加わる結果,
その不幸性のより一層増大することの効果が,不幸な
人に買われてこずにいない,ということなのである。
こうして今度は,その身体的苦悩や精神的苦悩のな
かで,シモ‑ヌ・ヴェ‑ユが,不幸という観点として,
とりわけ注目する身体的苦悩にあって,魂の無の現象
を魂が惹起しつつ,身体の感受性が次第に超自然的な
ものに移行する際の身体と魂との関係の関越を,なら
びに,この感受性の問題を問うことになるだろう。ま
ず,後者に関係するとみることでは,既出の引用文軸
の〔F〕に,すなわちく歓喜のなかに必然性を感じるこ
とができるのは,感受性のもっと高い部分である〉こ
とに着目しなければならないCそしてこれはく歓音〉
について書かれてもいるから,さらに説明を要する文
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‑シモーヌ・ヴェ〜ユ,ある開題の理解に向けて‑

章となる。く感受性のもっと高い部分〉とは,いわゆ

んでくるからである。そのとき,まず,身体と魂との

る感受性以上として生じる,魂の能力である。この能

関係が,現実となって生じてくることを,次た,その

力は,魂が超自然的なもの,つまりは く空無〉 (く真

関係を成立させるとみた身体的感受性は,どのように

空〉)になったとき,魂にもたらされてくる。したが

なるかを,そして,魂の自然的能力の感受性は,どの

って,このく歓喜〉は,魂の自然的な能力である感受

ように把握できるのかを,以下に考察していかなけれ

性によって捉えられるものに,決して押し止まること

ばならないだろう。

ができない。この感受性のみで,歓喜を感じる人もい

われわれはすでに,身体的感受性が,魂の感受性以

よう。しかし彼女がく歓喜〉という場合,それは,は

上の偉力とかかわることができる,とみていた。そし

るカ三に清市なものなのだ。すなわち,歓事がそのく歓
喜のなかに必然性を感じる〉ものとみなされて把握さ

てそこでは,魂の感受性以上の能力が超自然的なもの

れるかぎり,魂の自然的能力の,たんなる感受性によ

のは,何より超自然的なことをわれわれは知ることが

る歓喜では絶対にあり得ず,世界の実体そのものであ

ないから,不可能だといって,不間にしたが, ≪受≫

る必然性26'に,魂が触れるときに,そこから発揮され

の詩をここに取り上げてくる以上,不幸における,こ

るものが,彼女のいうく歓喜〉なのである。
こうしたく歓喜〉は,当初より魂に潜んでいる感受

●

°

●

●

●

●

になるため,この超自然的な魂と身体について諭ずる

の身体と魂(超自然的な魂)との関係を,もう少し見
極めることが必要になってきている。このことで参考

性以上の能力で捉えられる,と一面ではいえそうであ

となる引用文を,次に捷起しておこう。 「注意力の極

る。ただ,このく歓喜〉は,身体的感受性を通さずに

度の努力によって,わたしはこのみじめな肉体を脱し

獲得されるのは確かだとしても,引用文軸のごとく,

て,その隅に押込められた肉体だけを苦しませるまま

つまりくこの感受性はわたしたちの身体と魂との構造

にし,そこで,歌と言葉の倍じられぬほどの美しきの

に属している〉とあるように,したがって,ここでは

なかに,純粋で完全な歓喜を見出すことができた」27'

感受性と魂との関係をみるしかないが,何よりこの

という文章が,それである。これは,シモーヌ・ヴニ

く歓喜〉が生じる出発点の感受性を,超自然的なもの

ーユが1938年,ソレムの修道院にて,復活祭の十日間

が秘められる魂に存在する感受性以上の能力にみるの
ではなく,魂の自然的能力である感受性に見出して理

を過ごした際の勤行で語られたものであ*.。極度の
く注意力〉とは,彼女の思想を解くキー・ワードであ

解しなければならない。それは,魂の感受性以上の能

るが2SI 魂の感受性以上の能力に相当するo したがっ

力の出自を求めることにおいて,この魂の自然的能力

て,魂には超自然的なものが,形成されており,その

としての感受性を通過させること以外,故当してこな

形成の契機は,くみじめな肉体)という視点から,身

いという理由があるからだ。ともかくく苦悩〉ととも

体的苦悩に,つまりは,身体が何らかの不幸性を帯び
ることにある,という見方が可能になる。

に,このく歓音〉を得られることによって,魂を超自
文餌の〔B〕で語る内容は,彼女の真意から生じるもの

ところで,魂に超自然的なものの,この注意力がも
たらされる前に,魂自体は無になっていなければなら

であろう。それゆえ三つ前の段落の終りで括弧内に付

なかった。この触ま思考の空化による魚であり,無で

然的なものにすることができるのだから,彼女が引用

した私の感想は,彼女にあっては,く歓喜)があくま

あるかぎり,その知性をはじめとする,感覚,記憶,

で魂の開題になる点に野し,歓喜の起因を身体と捉え

意志,想像,それから感受性といった魂の自然的誇能

たことにおいて,その見方が相達する理由で否定され

力の機能の効力も完全に欠如してくるだろう。特に,

るしかない,ということだ。

この身体と魂との関係として語られる魂の感受性なる

このく歓喜〉の場合,身体と魂との関係の問題は,

能力は,その不幸が起因し,魂に魚を形成するゆえ

あり得ないことになる,と結語が可能になってくる
が,しかしこの無関係の関係のことを,われわれがこ

に,その感受性としての役割を身体的苦悩を感じ取る
身体的感受性の働きに明け渡し,集中され吸収されて

れからみようとする,引用文4g)の≪愛多の詩における

しまう,と思われる。しかし,魂が注意力を,極度

開題に,単純に故当させて理解するわけにはいかない
のである。詳細は後述に譲るとしても,その詩には,

の不幸のなかで生み出すとき,くわたし〉 なる魂が身
体を脱け出し,身体をして身体のみを苦しませること

身体的苦悩,あるいは,不幸といわれる問題が入り込

において,その身体的感受性は超自然的な魂に移行さ

‑シモーヌ・ヴェ〜ユ,ある開局の理解に向けて‑

*

れ,保有される,とみておかなければならない。それ

体とを個別なものとして独立させ,関連づけなければ

はなぜか。それは,身体的苦悩の場合,身体に何らか

ならないとも思うが,果たして本当に,この魂と身体

の刺激がなければ,魂にその反応としての能力が生ま

との場所が異なってくるのか,と一方で問うことが可

れてこない,といえるからである。つまり,身体と魂

能なのである。それは,あくまで仮説であるとして

との存在する場所が異なるとみて,不幸を帯びる身体

も,次のようにみることができるからである。まず,
身体的感受性は身体に変化を及ぼす。そうするとこの

の,その感受性という刺激なしに,その反応である,
魂の感受性以上の能力などもたらされてこないのでは
ないか,ということである。この身体的感受性という

変化は,内膝醇器官に,また脳(魂)に少なからず,何
らかの影響を刺激として与えずにおかないOそして刺

刺激は魂の無をかたちづくらずにはおかないし(した

激の激しさにより,脂(魂)にこれまでと異なった能

がって,魂の能力としてある感受性は奪われているこ

力が,反応として生じ(たとえば,魂の無の形成も,

とにある),身体的感受性の刺激の庶合いによって,

その反応のひとつの結果である。魂の無の形成は,不

この魂の無は,超自然的なものとしてのく空無〉 (く其

幸が感受性によって,身体に加えられることにある),

壁))になるはずである。そしてそのく空無〉 なる超

この能力が身体的感受性の感受性を移行させたものに

自然的な魂にあって,反応であるところの感受性以上

なり得る,ということである(今回の,この小論は,

の能力が生じてくる。この超自然的な能力が魂に獲得

官頚にも触れたように,心身論的問題への予備作業で

されるのは,身体的感受性における感受性が,肉が肉

あって,本来ならば,シモーヌ・ヴェ‑ユのr哲学沸

自身だけを苦しませるかぎり,肉以外のところに残存

教P‑などのなかに,たとえはこの刺激とか反応とか

し,魂が超自然的なものになる瞬間から,その く空

の青葉もみられるから,それらを前徒に語る必要があ

無〉のなかにこの残存性の感受性が受け入れられてい

るのだが,そうした知識が私に不足しているため,あ

く,というわけである.

るいは,その正確さを期するため,あえてここに割愛

その刺激と反応の,いわば分岐点を引用文印で考え
てみよう。それは,くそこで)という訳の前後を占有

し,そうした刺激や反応をはじめとする考察を,私は
今後の放題にしていきたいのである)0

する内容が,それぞれに相当してこよう。くそこで)と

以上のことを招まえながら,ようやくにして,私は

は,身体や魂の場所をさす単語ではなく,接辞詞et

t愛〉という詩を朗諭したとされる引用文佃の説明

の試訳なのである。身体的感受性という刺激としての

に取りかかることができるのである。まずその文章に

感受性が身体(肉)を離れて,その反応としての感受

添い,それに私的解釈を試みてみる。 t愛〉の詩の鳴

性以上の能力を,魂は生み出すことになる。なぜ感受

記は,魂の自然的能力である知性や記憶能力の所産に

性以上の能力になるのかは,その引用文では,く純粋

すぎない。そして,これらの能力は,たとえシモー

で完全な歓喜〉を彼女の魂が見出した,と語られるか

ヌ・ヴェ〜ユの魂に,キリストが降臨してくるにして

らだ。このく歓喜〉は,魂が超自然的なものになって

ち,その現乗に対し何らの手助けをするものでは決し

もたらされるし,しかも魂がその超自然性を究毎的に

てない。むしろ,く鎮痛の発作が極限に達した〉 とい

獲得することに関しては,不幸における場合に到達し

うことの方が,神の降臨に際し重要な役目をもってく

て得られるこの超自然性と等しくなるが,しかし,こ

る。彼女は生涯のあるときから, 「間敵性賀炎」と鯵

こにみられるく歓喜〉は,その不幸性と無関係に生じ

断される,このような頭痛に度々襲われたというが,
これこそ,このt愛〉の詩を暗記し朗節して,神が住
ます超自然的な領域を,自己の魂に形成する場合の条

るく歓喜〉ではない,いいかえると,魂のみで捉えら
れるく歓音)ではあり得ない。このような,不幸を経
由してのく歓音〉は,どう理解すればよいのか,私は
そのことを, t愛〉の韓について言及するときに,取り
扱うだろう。それよりも,ここで斬首できることは,
不幸の視点からではあるが,これで少なくとも身体と
魂との関係が成立した,といい得ることであろう。
こうして考えると,感受性が,魂と身体との関係を
成り立たせる心身諭のうえでは,確かに,その魂と身

かんrt xtいとl上ん

件としてあり,身体的苦悩といわれるものになるであ
ろう。いいかえると,この頭痛は不幸,妓女にとって
の極度の不幸なのであるO極度の不幸を身体に感ずる
やいなや,その身体的感受性は,魂に,超自然的なも
のを生み出さずにおかない影響(反応)を与える。そ
のとき,この超自然的な魂には,新たな能力がもたら
される。それが魂の注意力なのだ。 t愛〉というく詩

‑シモーヌ・ヴェ‑ユ,ある閏題の理解に向けて‑
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に唯一の注意力を焼け〉る,その注意力は,こうして
生まれるのである。つまり,このことは,極度の不幸

なるものを発見し,縛の くやさしさ〉に,その魂の
くすべてをもって執心し〉得たり,さらには,無の状

において,自然的な魂は,いったん無になるにもかか

態の魂が詩のくやさしさ〉や美しさを,感じ取ること

わらず,身体的感受性としての感受性が,魂の新た
な,超自然的な能力に,いいかえると,感受性以上の

が可能になるのであろうか,と。そのうえ,魂の無の
段階で,そこに,どうして神が降臨してくる,といえ

能力に移行されて,その能力が注意力といわれるもの

るのか。シ'モーヌ・ヴェ‑ユは,この神を,またはキ

になることを意味してくるのだ。
超自然的なものになった魂は,超自然的なものとし

リスト自身を,自然的な魂(魂が無の状態である場合
もこれと同じ魂とみる)に立ち戻って琵識したのでは
●

●

ての活動を開始する。ただ,活動し出すといっても,

ないし,神やキリストという官業が,自然的な魂のな

それはここでは,注意力の方向づけにより,魂は神が

かに,あるいは超自然的な魂のなかに入ってきたので

降臨するのを待つしかなくなっているのであり,魂の

もない(もちろん,魂が無になっていないとき,これ

く空無〉 (く真空〉)において,その方向づけが,可能

らの言葉を,自然的な魂のなかに取り入れ,知性など

になることを示唆するだけなのである。したがって,

の能力で思考することは可能である。しかし,ここで

そこに捷起される開いは,超自然的な魂がく空無〉の

はその意味でいっているのではなく,神に接近し接触

もとの活動において,果たしてく詩が包むやさしさ〉

しようとする場合での言葉自体がどうなるのか,とい

を感じるかどうか,ということである。まず,く詩が

うことを開題にしているのだ)。そうではなくて,彼

包むやさしさに自分の魂すべてをもって執心し〉と述

女は,キリストという,非人格的な神そのものを,壁

べ,このく愛〉 の詩を,く美しい詩〉 と書いているの

なる御神を,自己の超自然的な魂において,現に捉え

・は,くキリスト自身がくだってこられ,わたしを捉え

ることができたのである。

なきった)と記されることと同様,彼女自身の自然的
°

°

●

●

●

°

●

●

●

●

そうすると,次の間題は,超自然的な魂にあって,

●

な魂が自然的な魂に立ち返った時点で,超自然的な魂
であったことを,より一層理解し尿款できたからだ,

言葉は何を意味してくるカ.,,である.この場合,ニ
っのことを考えておかなければならない。まずひと.つ

とみなすはかない。

は,この魂の内部において,魂はたとえば,前述した

e

次に,それゆえ,超自然的な魂の活動は, t愛〉 の

°

くやさしさ〉やく美しさ〉を官業としてでなく,それ

詩のくやさしさ〉やく美しさ〉を,その個別的な意味

ら自体をく歓喜〉として捉えるのだから,そこには,

が付与される青葉自体でもって捉えるところにあるの

言葉について問う余地がない,といえるところにあ

では,絶対にない。そうではなく,この魂にあって

る。ただここでは,その魂のく歓喜〉の状態にあって,

は,くやさしさ〉自体を,く美しさ〉自体を感じる,と

魂が,完全な調和に蒙るここちよさを保っている,と

みておく必要がある。何よりそれらは,超自然的な魂

みなされることを注目する必要がある。そして,もう

にとって,く故事〉 に等しいのである。香,このくや

ひとつの点は, (愛〉の特の朗諭ということでわかる

さしさ〉く美しさ〉そのものは,く歓喜〉なのだ。その

ように,いわば言葉が,魂の外部からやってくると

魂が,たとえく空無〉 (く美空〉)を形成しようとも,

き,この超自然的な魂に対して,この外からくる青葉

この く歓喜〉 は,超自然的な魂に感受性以上の能力

はどうなるのか,ということである。

●

°

が,すなわち注意力が生み出されてくるがゆえに,そ

自然的な魂でも,超自然的な魂になっても,その両

の注意力の捉えるものとなる。だから,くやさしさ〉

方の魂にとって,言薬は音としてしか捉えられてこな

やく美しさ〉も,こうした能力で感じられるもの以外

いo しかし,自然的な魂は,黙読などをこの際除外し

に,それらの其の価値をどこにも見出せない,という

て考えれば,青葉を発することで膏を感じ,その昔を

ことになろう。
そして,このくやさしさ〉 または く美しさ)に閑

つなぎあわせて思考したり,想像・記憶したりできる

し,それらがもし超自然的な魂で感じられたのではな

魂はすべての自然的繕能力を機能させ得る。

というように,この音を感じ取ることによって,その

い,と主張する人がいたならば,私は次のように,逆

ところが,超自然的な魂にあっては,こうした自然

に開いたいだけなのである。く空無〉 (く美空〉)以前の

的詩能力の働きは,不可能となるのであり,唯一の作

魂の無において,どうして,彼女はそこにく自分の魂〉

用は,感受性以上の能力の,つまり注意力の畿催しか

‑シIt‑ヌ・ヴ=‑ユ,ある問題の理解に向けて‑
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見当たらないのだOそこでは,当然思考したりはでき

になっているからである。したがって,超自然的な魂

ないが,く歓喜)杏,さらにはこの音を,感じ取るこ
とが可能になっているO シ・モーヌ・ヴェ〜ユは,この

にあって,その魂内部で,記憶を頼りにして≪愛〉な
る詩を改むことはできないし,ましてや知性を手助け

音が感じる(聞こえる)ということに関して,既出引

にして,たとえは神のイ11‑ジlを青葉によりつなぎ

用文(3)以外に,次のように語っている。すなわち,

あわせ,何らかの思考を生み出すことさえ不可能にな

「‑沈熱は音の不在でなく,音よりもさらに無限に実

るのだ。

在的なものであり,考案された,どんな美しい音より

そうではなく,つまり彼女は,官業をその魂のなか

も完全な調和のあることが,感受性そのものに明らか

に取り入れず,この青葉の,外からの音によって,超

になった」3〇一と。

自然的な魂に,その昔を感じ取らせたのである。この

く沈黙〉は前述もしているように,魂にあり,その

ことが可能になったのは,朗諭が意味するところに生

超自然的な魂におけるく空魚〉く真空)をさしてくる

じているだろう。朗蔀とは,声高に改みあげることで

だろう。魂はく空魚)といわれる状態だから,たとえ

ある。それは,暗記したものを超自然的な魂のなかに

それがく音の不在でなく〉とも,この魂内部で音が奏

通過させるのではなく(その魂では記憶も思考も不可

でられるわけでは決してなく,ただ魂の外から聞こえ

能なのだ),彼女の口という身体符官を利用して,吹

てくる音に対してだけ,魂はその受け入れを許す,と

から次‑と青葉を発することを意味するわけである。

いえよう。それでは魂のどんな能力が,音を受け入れ

われわれもまた,暗記したものを練習や訓練の次第に

るのであろうか。これについて, 「極度の頭痛がして,

よっては,いちいち記憶する魂(脂)を通さずに,直

音を聞くたびに,わたしは一撃されるように,痛ん

接口から膏薬を発する経験をもっている。そのとき青

だ」31)という彼女の引用文を参考にすれば,く極度の

葉は,音以外のものでなくなる。それは言葉が音であ

頭痛〉の結果,魂をしてく空無〉という超自然的なも

るからだ。それゆえ,彼女のロから出る言葉を,今度

のを形成させるがゆえに,痛みは頭痛といっても,魂

はその昔となったものを,この超自然的な魂の唯一の

にあるのではなく,身体にあり,く膏を開く〉 のは魂

能力としてある注意力が聞き(感じ)取る,というこ

の超自然的な,唯一の能力である注意力よりほかの能
力では,絶対にあり得ない,ということになる。この

とだ。そして,このような魂と身体との関係になって

注意力の存在により,沈黙がく無限に実在的なもの)

然的な身体辞官があっても,これらが相互に関連しあ

ち,つまり一方に,超自然的な魂があり,他方に,自

となり,く完全な調和〉 であることができる。なぜな

うというのは,別段不可思鼓なことではないのであ

ら,超自然性としてのく実在的なもの〉く完全な調和)

る.身体が身体的苦悩に襲われ,たとえその結果,魂

が得られるのは,その注意力によっているのであり,

が超自然的なものになっていても,身体はどうにか機

これはく実在的なもの)にふさわしいものになって,

能しているのだから。

神と好噂が可能なものとしてく完全な調和〉を見出す

こうして,く愛〉 の詩の青葉が,彼女の口から発せ

能力となっているからである。そして,この注意力が

られ,音として聞こえてくる。この操り返しのうち

く感受性そのものに明らかになった)といわれるよう

に,くこの朗前が祈りの効力〉 をもつようになった,

に,感受性に起因されてあったことは,もはやいうま

とシモース・ヴェーユに語らせる。したがって,その

でもないだろう321。

朗覇が一種の隈想の境地を彼女にもたらした,と理解

ところで,く愛〉 なる詩において,なぜ言葉がその

することができる。しかし,この隈想は,心理学で一

昔として捉えられ,しかもこの音が外から聞こえてく

般に語られている内容,つまり自然的な魂のままの,

る,というのか。シ'モーヌ・ヴェ‑ユは,その詩を晒

ある意蝕の状態(考えることや想像をめぐらすこと)

記し朗諭した,と語っている。その韓全体の言葉を暗
記するのは,知性や記憶の能力であり,そのことはす

を保つ意味ではむろんなく,すでに魂の超自然的なも

でに述べたとおりだ。しかし朗葡する段階では,少な

になってくるところにしかない。それは,く祈り〉 や

くもそうした自然的な能力が,機能しているとはいえ
ない,とみておかなければならない。というのは,
く頭痛の発作が極限に達し〉て,魂は超自然的なもの

のとしての,その魂の方向づけがこの朗読により確実
く効力)なる単語が,彼女にあって,超自然的なもの
を示唆して使われる朗諭で成り立つからである。まず
く効力〉 と訳したフラソス語vertuはこのほか力,
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‑シモーヌ・グェーユ,ある問題の理解に向けて‑

美徳の意味として使用されるが,実はこの三棟の訳語

にしている感情による,そのイマージュをかたちづく

ともそこに敢当するものとはならない,という方が正

ることも可能だろう。しかし,完全な,極度の不幸に

当であろう。なぜなら,超自然的な慣域を指し示して

あっては,魂のこうしたイマージュを魂に通過させる

いう場合,そこでは,どのような既成の概念も充当さ

ことなしに,あるいはそのイマージュなるものがある

せられない,と断言できるからだ。それゆえヴェルチ

なら,それを直接身体的感受性で捉え切り,その結

エということにしておく(感受性以上の能力,または

果,魂のイマージュは無にされ,魂自体の無も招来し

注意力は彼女の独自な用語である)。したがって文法

てしまう。それは,あたかも魂の感情の能力が,身体

上,その補語となるく祈り〉もまた,超自然的なもの

的感受性に吸収される感を巷するものになることであ

を含むのでなければならない。

った。

このく祈り)は注意力に関係してくるであろう。

ところで,次に,このイマージュの無と魂の無と

「・・・祈りは,注意力によって成立する。祈りは,魂が

は,どのような関係にあるのか。たとえは, ≪愛?の詩

可能にする唯一の注意力で,神に方向づけることであ

における,神のイマージュにあっては,魂内部で,前

る。 ‑祈りは,神との接触が生じるために激しく純粋

者がそのイマージlをして,かたちのないものとして

であるとき,注意力のもっとも高い部分だけが,神と

の像をつくらせることと,このイマージ,.をして身体

の触れあいに入る」331。祈りとは,魂の注意力による,

的感受性に吸収せしめられることの意味をもつのに対

神への方向づけであり,その「注意力は,このもっと

し,後者の魂の無において,このかたちのないものと

も深い段階において,祈りと同じものである」34}関係

しての像さえ失わせたり,あるいは,イマージュの被

を成り立たせる。注意力が,くもっとも高い部分)と

写体の本質・本体を窮める魂の機能が,恵志したり,

かくもっとも潔い段階〉とかになったとき,注意力は

創造するという魂の行動が扱われる関係を,魂のイマ

く祈り〉とまったく等しいものになろうが,それこそ
其の祈りとなり,注意力をして,直観的注恵力を生み

ージュの無と魂の無とは成り立たせてくる。
そこで,この形而上詩を読み味わい,そこに,神の

出さずにおかなくさせるであろう35i すなわち, 「神

イマージュを捉えたとしても,また註(8)に記したよう

の方‑まっすぐ向けられ,其の祈りを生むのは,直観

に,不幸のイ11‑ジュを感じたとしても,それらのイ

的注意力である」381と語られることが,この間の経

マージュは,実際にく頭痛の発作が極限に達した〉と

緯を物語るのである。

される不幸(極度の不幸)に陥っている身体に写し取

この小論をようやく,終えるに当たって,それでも

られることに着目してみると,次のようなことが考え

なお,次のことに関しては,さらに検討を加えなけれ

られてくるのである。すなわち,この場合,抽象語で

ばならないと思うのだ。それは,シモーヌ・ヴェーユ

あり,魂のなかでもかたちのない像としてある不幸の

の引用文をとおして論じてきた内容が,形而上詩につ

イマ‑ジュと,現実にかたちのないものとしてあり,

いて述べた,前半の個所の事柄と,どのようにかかわ

魂内部でもかたちのないものとしてのイマージ'lLか

って理解されるのか,ということである。

浮かび上がらせない神の,そのイマージ,̲とは,それ

まず,形而上詩の主題に感情(感受性)を注ぎこま

で・も前者の不幸のイマ‑ジュにおいて,シモ‑ヌ・ヴ

せることができるのは,魂である。そして,この魂の

ェーユ自身の身体が不幸に現に集われているかぎり,

自然的な能力である感情の存在を,決して否定はしな

その彼女の身体に吸収され,写し取られる,当のイマ

い。が, t愛〉という形而上詩を朗諭して,神に接近

ージ,.は,それがゆえに,彼女自らの不幸に重ねられ

し接触し得た,とシモーえ・ヴェーユがいうかぎり,
その感情は,機能しないのである。それはなぜか。身

るのだから,かたちのあるものとして現出してこよう
し,かたちのないものとしての神のイマージュは,魂

体的感受性で受け取られる不孝が,その極度の不幸

が,それ自体の無からく空無〉に移行されての超自然

が,魂の自然的な能力としての感情の働きを奪ってし

的な魂になるかぎり,真にかたちのあるものとしての

まうことになるからだ。もちろん,前記のように,不

神の,自然や人間の創造によらない御姿がその魂に祝

幸が完全な不幸(極度の不幸)になっていない段階に

われてこようが,イマージ3.を身体に写し取られた段

おいて,形而上詩を読み味わうための思考やその詩に

階での,いいかえると,魂の魚の段階での,身体化さ

感じる感触ま作用し得るだろうし,魂内部に,今問題

れた神のイマージュは,おそらく身体的不幸の果実の

‑シモーヌ・ヴューユ,ある問題の理解に向けて‑

もとで,そのイマージュを身体的不幸に醍換され,代
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なものにし,そこに神を降臨させる魂の有様になって

伏され得るものとなるだろう。なぜなら,魂のかたち

くるのであるo Lかし, t主の祈りDを朗葡し,さら

のないものとしての,神のイマ‑ジュは,憧憶や歓喜

にたとえばく世界の美〉を近接感じて,魂に獲得され

のためのイマージュとしてあるだけに,彼女の思想か

たく歓喜〉と,身体的不幸をとおしながら,魂に得ら

らくるものにおいて,また現乗に不幸に集われている

れたく歓音〉とは,究極的には同一のく歓喜〉となる

彼女にとって,この不幸こそが其のく歓音)を獲得す

はずである.なぜなら,そこに真正で,唯一同一の神

べく,すなわち,其の神に出会うべくこととしてあ

があらわれてくるからである。 「神は歓喜であり,刺

り,その身体的不幸に,神のイマージlそのものが捧

造は不幸であるが,それは歓喜の光に輝く不幸なので

げられなければならないからである(身体にイマージ

ある」371といわれるように,神はく歓音〉でしかな

ュがあるのか,私は知らない。しかし,何かを感じ取

いのである,

る身体的感受性はそこにある。その何かは苦悩それ自

そして最後に,形而上詩によって.神を降臨させる

身のことであり,それがおそらく身体のイマ‑ジュに

間瑚Egサx>sfci] ‑

なるだろう)。

なら, t愛?という詩は,彼女に何より不幸のイマー

。 ixas^ssaA闇も

そのとき,▼この身体的不幸がさらに倍加されていく

ジュを与え,その不幸性を己れの身体的不幸(苦悩)

と同時に,その形而上詩さえ,より一層のくやさし

に相乗させる効果があったことを前述したが,一方の

さ)やく美しさ〉をもって,朗話されることになるの

t扉〉という詩にあっては,これもまた,各詩節の内

である。朗読により,聞こえてくるく音〉は,この

容が,坊役(一連),反抗(ニ遵),絶望(三遵),そ

くやさしさ)く美しさ〉 自体を,超自然的な魂のここ

して沈黙(四遵)ということでもわかるように,その

ちよさを魂に感じさせるのだ。こうして,その魂は不

三連まで不幸性を帯びるものとなり,それを通過させ

幸を経由さすことで,く歓喜〉を見出す。

て,神に接近し接触できるものとなっている。しか

むろん,く歓音〉 というものは,シモ‑ヌ・ヴェ‑

し,この不幸は魂を,身体を,そのどちらを襲うもの

ユにあって,この身体的不幸をとおさずに,魂のみで

となろうか。く渇き〉(二迎)とかく泣く〉(三連)と

直接捉えられるものでもあった.神を諌える,これ以

かいう単語からは,不幸は身体を襲うであろう(ただ

上にない形而上詩を読むだけで,歓音を直接感じる魂

しく渇き)には稗神的く渇き〉があり,ここでもおそ

には,神への接近と接触とが可能になるだろう。この

らくその意味であろう)が,総じてみるならは,その

場合もやはり,感受性と感受性以上の能力との相互的

内容は,魂を襲う不幸としてあるか,の印象を与える

通交関係から,魂の自然的能力である感受性は,感受

ようだ。しかしながら,私は,この(房事の詩が,魂

性以上の能力への移行の手助けとして,魂に明確に意

のみをとおすく歓喜)を決してうたっているのではな

識させずとも,魂にイマ‑ジュを喚起させ,その無

い,という理由において,あくまで,不幸は魂ではな

を,また魂自体の無を惹起するものとなっていなけれ

く,身体を製うものになる,と捉えたい。だから,

ばならない。それは何より,魂自体の無から生じる,

この詩の読者は,不幸を身体に強烈に感じなければな

超自然的魂のく空無〉がその魂自体の無を欠如させて

らない。そうしないと,魂さえ超自然的なものになり

獲得されないからである。つまり,感受性以上の能力

得ず,其正でく歓喜〉なる神は,永遠にくだってはこ

である注意力は,この感受性からもたらされており,

ないのである。ということは,この詩を朗節するだけ

i主の祈り?の朗鰍こおいてのように,魂にこの注意

で,こと彼女にあっては,神を降臨させる,その身体

力がないとすれば,く歓音)は到氏生み出されてはこ

と魂との関係稗道をもちあわせており,神に至るその

ないからである。

道筋をこころ得ているのではないのか,と予想するこ

しかし, t愛〉 の詩を朗節するシモーヌ・ヴェ‑ユ
にあって,く極度の頚痛)という存在の前提があるの

とができてくる。つまり,そのようにいえるのは,

で,こうした不幸をとおさないことには,たとえこの

t愛かi扉?なる特の朗前から,その胃薬から発せら
れる音によって,シモーヌ・ヴェーユは,神に接近し

詩を無限に読んだとしても,神に接近し接触すること

接触する体験をひき出すことができる,とみることが

は不可能になろう。そしてこのことが,く歓音〉とく苦

可能になってくるからである。

価(不幸)〉 とを混合させることなく,魂を超自然的

‑シモーヌ・ヴェーユ,ある問題の理解に向けて‑
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註

よって構成される。しかし,魂の自然的な部分,.
つまり意識の部分の能力(これは本文で後述する

1) 「シ'モーヌ・ヴェーユの形而上的詩」,駒羅大
学外国語部輸集第15号,昭和57年3月0

ように,感情である)の移行によりはじめて,二
つ日の部分,つまり超自然的な部分,また非一意

2)アルフレッド・ド・ゲイニ(1797‑1863)は十

識の部分が,そしてそこでの能力が同一の魂内部

九世紀ロマソ派四大挿入のひとり。小説家,劇作

に買われてくる.いいかえると,二等分された魂

家でもある彼は,同時代のロマソ派詩人に比し

の両極にそれぞれの部分がはじめからあるのでは

て,流龍な美を欠如しているが,その哲学的な思

決してなく,超自然的な部分は,最初は隠され秘

想の涙みをうたうことにかけては,最高の詩人で

められたものとしてあるのだ。だから日常の魂の

ある。そして, 「彼はく思想〉を盛りこんだ詩歌

あり方は,自然的な能力でつねに支配されている

をフラソスに創造したと主張したが,事実彼の作

ことになるCなおこの魂の構造についても,拙著

品にはつねにく思想)が明瞭で堅実な形で表現さ

rシ'モーヌ・ヴェーユ研究J, P.P. 437‑438, 448‑

れている」 (rフラソス文学の歩みJジ37リイ・プ
リアートソ,河盛貯蔵訳,紀伊園星書店

p211,

昭和32年11月)のだ。シモーヌ・ヴェ‑ユもまた,
r根をもつこと」のなかでヴィこのことを,ヴィ
ヨソ,モーリス・七一ヴ,ド〜どこェ,テオフィ
ル・ド・ヴィコ,ラシーヌ,ネルヴ7ル,マラル

449を参照。
6) fAttente de DieuJ Simone Weil. Fayard P.
SB

7) 「極度の不幸は,肉痛と,魂の苦悩と,社会的
人格の剥奪とが並行することである」。 Ibid., p.
120

メらとともに,次のように語っている。すなわ

8)神に出会うため魂を超自然的なものに移行させ

ち,彼女が「少なくともラマルチイ‑‑{とゲイ

る不幸は,実際には,極度の不幸でなければなら

ことは,純粋で其正なるものを実際に渇望した」

ない。また,シモーヌ・ヴェーユにとって,こう

(fL'enracinemenり

Simone Weil, Gallimard.

した魂の移行は,魂が美(く世界の美))に接触す

P.200)というごとく,彼女にとって,ゲイニは,

ることによっても可能になる,とされている。そ

フラソス文学のなかの,詩の慣域における純粋性

れは魂にく歓音〉がもたらされるからである。美

(其理を辞めようとする際に,非其理を其理とせ

のイマージュが魂のなかに浮かび上がること自体

ず,偶像鱗拝に陥らぬことをさす)の流れを保持

は,魂にとっての歓喜のはじまりなのである。そ

する人としてみられていた。

してこの歓喜は魂の自然的な能力である感情によ

3) fAttente de DieuJ Simone Weil, Fayard,
P.P. 48‑490

り捉えられることであって,彼女がi主の祈り多
を朗蔀するうちに,魂を超自然的な償域に誘い入

4)空化された思考,ないし思考の空化はIa pen‑
see s'evade'e. l'evasion de la penseeの拭訳であ

れるのは,魂がこうした歓音をく歓喜〉として感

る s'6vader. une evasionは逃亡する,逃亡とい

が恥、たからである(なお本女の最後の方を参照

じたからであり,このく歓喜)を生じさせる感情

う意味であるが,思考が魂から逃亡すると訳すの

のこと)。そして,われわれは,今開運如こしてい

では,思考されたイマージ,.が魂のなかにいった

るジョージ・ノー

ん残り,この残像から逃げるニュアソスを与える

形而上詩について,そのことを語るなら,彼ら

ことになって,非常に弱い感じが私にはするので

は,少なくとも彼女は,この詩を暗記したりなど

ある。したがって,もっと凍極的な意味を付加す
るべく使用した訳拝とみてほしい。なお,この空

して,そこに知性が故能することを確かにうかが
うことができるが,しかし青葉を何度も換り返し

化された思考,また思考の空化については,拙著

いい,考え,あるいは記憶したところで,そのイ

rシ・モーヌ・ヴェ〜ユ研究J (白馬書房,昭和55

トやシモ‑ヌ・ヴェ‑ユの

マージュは言葉の意味を探るような知性の機能の

年9月)参照。特にP.P. 101‑118, 120‑124,

観象に終始してしまうだろう。その官業や内容に

131‑136, 146‑147, 222‑245, 411‑416, 472‑473。

魂を委ねて感じ取れる感情の作用が,魂に詩の現
実感や臨場感のあるイマージュをつくりだすが,

5)シモーヌ・ヴェ〜ユの語る魂は,二つの部分に

‑シIt‑ヌ・ヴェ‑ユ,ある間麿の理解に向けて‑
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そのイマージlの中味に感博でもたらされる不幸

より激しい感伴が脳(魂)に生じるされるが,私

や歓喜がなければ,魂の超自然的なものへの移行

が,シモーヌ・ヴ.I‑ユにおいて論じる,この場合

が果たされなくなり,彼らの詩は形而上詩ではな

は,不幸という感情(情動以上の感冊)が身体の

くなるだろう。ただし,筑実に魂における不幸
や歓音の体験なくして, ‑篇の詩を閑境にまかせ

変化のみに留まり,脂(魂)にまでその意致化さ

て読み味うのでは,何んら神への接近や神との接

とみておかなければならない。なぜなら,脂(魂)

触は可能にならないことを,本文において知るは
ずである。また,この二人の形而上韓から,つま
りt愛〉と(扉〉という詩から,どんな中味のイ
マージ,.が可能になったかといえば駐(1)の紀要の
末尾(P. 79)に追妃として述べたように,それ
は不幸のイマ‑I)ユであり,このことが根底にあ
って,ツモーヌ・ヴェ〜ユに,神が降臨したとい

れたものとしての感情となって到達していない,
は無になるからである。
12) fLa pesanteur et la gr云cej Simone Weil,

U.G.E, P. 33
13) TAttente de DieuJ Simone Weil, Fayard,
P. 148
14) fLa pesanteur et la gr云cej Simone Weil,

U.G.E, P.21

わせたのである。なおこれも本文で記すものとな

15) Ibid., P. 30

る。

16) TAttente de DieuJ Simone Weil, Fayard,

9)伸熱ないし熱情,構念は怨・嫉妬・愛冊などの
より強力な感付の経過をさし,持統時間が長いと
される。情動または冊緒は怒り・恐れなどの急性

P.45
17) I"La condition ouvriとrej Simone Weil,
Gallimard, P. 270

で強烈な感情の経過を示し,持統時間が短いとさ

18)くここにも〉と書いたのは,前紀要輸文に駐(8)

れる.そして,両者は内戚措辞官の作用の変化ど

〔駒浮大学外国語部論集第15号, P. 63, P.P. 73‑

ころか,自律神経系の機能や血管などの働きに変

74〕として使用しているからである。ただし,そ

化をもたらす,とされている。

れに対する解釈は,そこではあまり試みていな

10)感情に伴う変化を感情衷出,または感情衷現と

い。なお,この拙稿にもジョージ・‑ーノく‑トの

いうそうであるが,ここでは何らかの感伸それ自

E3匹> tczWk, v*‑y..・/ ‑ESS阻E:四

身の変化を示唆するのでなく,二つの場合のそれ

いう詩との訳だけでも掲載すればよかったのであ

ぞれのその変化を示すこととする。

るが,かぎられた紙数の関係上,それが不可能に

ll)本文に先きに記したように,この説は,あまり

なっていることを付記する。彼らの,その原詩や

に内臓措辞官の方を重視してあるということで,

訳詩についてはそれぞれ同紀要P. 67 〔Love〕

批判の対象となっているようだ。その批判は,ど
ェール・ジャネ(1859‑1947, 7ラソスの異称L

(fThe works of George Herberり F.E.
Hutchinson, Oxford University Presss, P. P.

理学者)によって,冊動に関する心的なものが見

188‑189); P.P. 71‑72 〔La Porte〕 (fPoemes

逃されていると捉えられた点に,またウォルター

suivis de Venise sauvee, Lettre de Paul ValeryJ

・キャノソ(187ト1945,アメリカの生理学者)

Simone Weil, Gallimard, P.P. 35‑36) :訳詩

により,身体の活動状態は,構動を生み出す原田

P.77; P.79。ただし,訳詩にあっては, t愛)は

ではなく,作動の結果だとして理解されていた点

r愛と死のバソセJ (南窓社, P.P. 438‑439)の

にあるOなおジェームズ・ラソゲ税とはウイ1)ア

野口啓祐氏訳を, t扉〉

ム・ジェームズ(1842‑1910, 7メ1)カの哲学者,

部試みながらも, rシ'そ‑ヌ・ヴェ〜ユ詩集J (育

心理学者)と同時に C. G.ラソゲ(1834‑1900,

土社, P.P. 53‑54)の小海永二氏訳のものを借

デソマークの生理学者)によって唱えられた作動
説であり,その主取去,本文にあるようなものと
なっている。ただし,そこではまず,身体的変化

については私的注釈を一

用したと断っておく。
19) fAttente de DieuJ Simone Weil, Fayard,
P. P. 44‑45

が先きに生じ,その身体的変化が大脳皮質に伝え

20) Ibid., P. 116

られるときに情動が起きる,つまり意執された,

21) Ibid., P. 99

m

‑シモーヌ・ヴェ‑ユ,ある問題の理解に向けて‑

462, 472‑475)を参照。

22) Ibid., P. 121

29) fLegons de philosophicJc これは,シモーヌ・

23) Ibid., P. 42
24) Ibid., P. 153

ヴニーユがロアソヌ女子高等中学でおこなった哲

25) Ibid., p. 104

学講義(1933年10月‑34年6月)を,生徒のひと

26)必然性はまた,シモ

グェ‑ユの思想のキ

りだったアソヌ・レノーがそのとき畢記しており,

ー・ワードになるものである。必然性は,この世

このノートをもとに, U.G.E出版社で1966年発

界が究極的にみて,神と遮断している,という原

行されたものである。それによると,三部構成に

因をなすものだ。この必然性に,世界である自然

おいて,心理学(第‑部),社会学(第二部),倫

は交配される。したがって,自然に現われる世界

理学(第≡部)を中心にしたものに分れ,その三

の秩序,世界の美,被造物の神への服従が,この

部全体にわたって,心理学の項目があることに,

必然性である。そして,その必然性から,力や不

また多くの哲学者について論じる授業が展開され

幸がもたらされてくる。なお,必然性についての

ていたことに注目すべきである。

詳細は,拙著rシモーヌ・ヴェーユ研究j (白馬

30) TAttente de DieuJ Simone Weil, Fayard,

書房)の,特にP.P. 27‑28, 33, 113‑114, 146‑

P.213。既出引用文(3)でくある感覚〉として,そ

148, 171, 175, 204, 217‑228, 240‑253, 269,

の引用文中に訳しておいたフラソス語une sensa‑

285‑286, 289, 293, 298, 475‑476を参照。

tionを,私は本文において,あえて感受性と試

27) fAttente de DieuJ Simone Weil, Fayard,
P.43

訳したが,その誤訳の方が正しかった,とここで
いえよう。なぜなら,この引用文￠如こみられる感

28)注意力Attentionは,宗教帥三いうなら,超

受性という語はsensibiliteだからであるo ただ

自然的な「愛」であり,プラトソ的にみれば,エ

し,魂がく沈黙〉であるにもかかわらず,感受性

ロスである。もっともこのエロスも超自然的なも

とはどういうことか。つまりく沈黙〉である魂の

のを有していなければならないのであって,赦密

なかに生じてくる能力は感受性以上の能力(注意

にいうと,プラトソのエロスとは異なってくる。

力)なのに,感受性とあるのは,何を意味するの

注意力には様々な性質をもつものがあり,シモー

か。感受性以上の能力が魂のどんな偉力からもた

3 ・ヴェーユは特に,次のようなものを取り上げ

らされるか求めてみると,そこには,感受性の能

ている。すなわち,本文にものちに出てくる直観

力を除外して考えられないことが,前提としてあ

的注意力(これこそ超自然的な「愛」に該当し,

ろう。だから,魂がく沈黙)のなかでく音〉を感

霊的注意力ともいわれる。拙著rシモーヌ・ヴェ
ーユ研究J P.P. 424‑425, 432, 440, 459, 468,

なって聞き取られようが,その出自としてある感

506, 524。括弧内の以下はこれと同校である),

受性の存在を欠いてならない,という意味がく感

創造的注意力(P.P. 347, 424, 426, 468, 506,

受性そのものに明らかになった, ‑引用文的‑〉

526),知的注意力(P.P. 427‑428, 474‑475,

ところにある,と思うのである。なお,この感受

506)がある。心理学・生理学的立場からすると,

性は,当然,自然的な魂の感受性である。さら

注意力とは一般に,情動の諸中枢に集中され,脂

に,この魂が無になったときは,く音〉 は感じ取

がひとつの情報信号に強く反応することを意味す

れない,と考える。それゆえ,不幸に襲われる場

じる際にも,たとえ感受性が感受性以上の能力に

●

°

°

°

°

°

°

°

e

る。しかし彼女にあっては,このような科学的見

合,聞くことのできるく音〉は,魂が超自然的な

方につねに従っているわけではないが,心理学に

ものになってく音〉を感じるときにかぎられてく

興味をもっていたとみられるかぎり,彼女自身の
てしまうことができない。なお,彼女がいう,そ

るはずである。
31) TAttehte de DieuJ Simone Weil, Fayard,
P.43

の注意力一般に関しての解釈などは, (P.P. 25,

32)註餌の付記事項参照。

29‑31, 37‑38, 42, 126‑127, 212, 253‑256, 294,

33) PAttente de DieuJ Simone Weil, Fayard,

注意力に対する見解を,われわれは一概に否定し

347, 401, 415‑417, 420‑428, 453‑457, 460‑

P.85

‑シモーヌ・ヴェーユ,ある問題の理解に向けて‑

34) ￨"La pesanteut et la gr云cej Simone Weil,

U.G.E, P. 119

71

項参照
36) ￨"La condition ouvridreJ Simone Weil,

35)直観的注意力Attention intuitiveは,侶伸に

Gallimard, P. 270

関与してくるものであり,不幸をとおして神へ向

37) TPens6es sans ordre concernant l'amour de

けられるものとなっている。記なお,駐鱒の付事

DieuJ Simone Weil, Gallimard, P.P. 123‑124

as 超E:

るはずがない。そうではなく,この意識なる情念を捉
えさせるところは,むしろ身体ではあるまいか。身体

拙論の前半の内容と本論のそれとの関係を,デカル

的感受性は身体の変化により,情動や情念を獲得させ

トの心身の結合説を参照し説明を試みる。彼は身体の

る。怖念は身体自体の意敦なのだ。デカルトは歓喜や

作用に依存する意敦には三つの場合がある,と括る。

悲しみ(不幸),欲望などを情念とみるが,これらの

すなわち,視聴などの外感,痛覚などの内感,冊念が

うち,不幸は少なくも身体で感じられる苦悩(これこ

そうなのだ。だがそれでも,限や耳の身体部分を通じ

そ身体自体の意識だ)であり,その苦悩がまた魂(精

て精神に生じる意散は,また手の痛さが構神に伝わり

秤)を魚にするのである。

°

●

°

●

●

°

●

●

●

●

●

得られる意軌ま,精神自体の意識ではない,と彼は考

それゆえ,伸念という梓神自体の意敦が精神にある

える。これはたとえば,限なる身体の一部が外物の対
象をみる動作を行うものとしての観点を保つので,精
神はこの動作を受け,また働きかけられるものとな
り,意識をして視覚における像の写し取りを可能なら
しめることを示唆するにすぎない.ところが什念のみ

とする彼の税は,この不幸において異なって把握する
必要がある。特に極度の不幸は彼のみる不幸の情念を
超えるものに相当するし,彼にあってはこの不幸を感
じる感受性によって,新たに神が魂に降臨することを
不問にせざるを絡なくする(神の存在は魂と身体との

は,外物や身体が原因しこそすれ,受動的に精神に惹
起された意識が,これらの対象を志向しないで柵神そ
のものの状態となり,精神自体の意識になる,と主張
する。それらの対象を感じて,そこに歓喜や悲しみを
精神が捉えるなら(この感情こそ情念なのだ),これ

関係のうえに征明される。このとき不幸なる感受性に

らは精神が精神をみる音曲であって,対象の外物や身
体が働きかけて得られる恵款ではないのだ。つまりこ

の意識になるはずだ。なぜならその歓音なる冊念はあ

の精神は精神以外の対象からの像を写し取るのではな
い。

得られる感情となっているからであるo

●

●

°

●

●

●

●

°

●

より,むしろ身体の方が魂よりも重要になる,といえ

●

る)。ただし歓喜の場合は私のみる,括弧付きの歓喜
を省いて,つまり超自然的なものとなるく歓喜〉をし
て神‑の接触を可能ならしめる点を除けば,精神自体
くまで魂(輯神)の自然的な能力でしかなく,そこで
この感伸が情念にまで高まるのは,身体に血行の変

この像なるイマ‑ジュを精神(魂)がその内部にか

化や汗・涙の分泌などをもたらすからで,詩を読んで

たちづくるに当たり,かたちのないものとは,デカル

の歓音はこうして得られる情念であろう。しかし本論

トがいう精神自体の意地の実相である。これは外感,
内感,情念のその意識の存否により,この実相が異な

の詩を託む場合は相達する。確かにそこに感情を移入
し,不幸性を感じ取るが,それはデカルトのいう内感

って問われるものになるのでもない。感覚で得られる

(頭痛)が不可欠な前姓になるOが,頭痛なる内感は

像はともかくも,知性や感情による,かたちのないも

感覚であり,感情でなL'、のではないか.香,シモーヌ・

のの像は,そこに意志(行動)を作用させて,はじめ

ヴェーユにとって,この痛覚は彼女が絶えず経験して

てかたちのあるものとなろう。ある考えを紙片に記

いることであり,そこに生じる,頭痛への恐怖感こそ

し,恐怖を感じれば,そこから逃げるか立ち尽す。こ

感情なのだoそれを身体が捉える。その変化の激しさ

れらは意志の結果であり,それは必ず身体を伴わせ

が魂の像を,魂自体を無にするOだから詩に感じる魂

るo このことは瑞神自体の意識をかたちのあるものに

の不幸性も身体のそれに合一される。自然的な魂と身

成すことを意味する。が,意志への到達までの耕神内

体との不幸は.しかし超自然的な神と接触させる条件

の意識の実体は,まだ現実のものとならない以上,無

となり,魂の超自然性を生み出すのは,もはや身体の

なのだO無であるかぎり,情念は精神自体の意鼓であ

変化を起こすしかない,ということになるのである。

