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これは前号に続く拙論である(1)
上記に窺えたように、筆者がヴェーユにいう現代科学に対する、さらなる言
及にではなく、そこにサルトルを持ち出したのはほかでもない、彼にいう、例
の(偶然性)の出所が彼の観念にあるのか、換言すると(理性(知性))を駆
使させもたらされた(偶然性)という語は彼に(必然性は観念的な命題の脈絡
(関係)にかかわ)るといわせたところからくる到達点(結語)に、または(論
の筋道)から導出された彼独自の見方になるのか、それとも彼はヴェーユやサ
ルトルの時代(「存在と無」 を刊行した1943年、この年ヴェーユ死去)にかけて、
20世紀初頭よりますます発展していった現代科学による実験的結果の‑たる観
念(偶然性)から影響されて、この観念を参考したにあるかを確かめおく必要
があるからである。これに関した引用文を多少長くなるが、次に掲げることに
する。
Du seul fait qu'il y a un monde, ce monde ne saurait exister sans une
orientation univoque par rapport a moi. L'idealisme a justement insiste sur
le fait que la relation fait le monde. Mais comme il se plagait sur le terrain
de la science newtonienne, il concevait cette relation comme relation de
reciprocite….
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(experience) est un systeme de relations univoques d'od l'observateur n'est
pas exclu. Et si la microphysique doit rdntegrer 'observateur au sein du
systeme scienti丘que, ce n est pas A titre de pure subjectivit色‑ cette notion
n‑aurait pas plus de sens que celle dobjectivitとpure ‑ mais comme un
rapport original au monde, comme une place, comme ce vers quoi

s'orientent tous les rapports envisag色S. <3> (括弧内は筆者)
ひとつの催界が存在するという事実だけからして、この世界は、わたしに
方向づけられた関係を一義的にしておかないと、存在することができないで
あろう。観念論はまさしく関係が世界をつくるという、この事実に固執した。
とはいえ観念論は、ニュートン的科学の立場に密着していたのだから、この
関係を相互性の関係と捉えていた。 ".さらに、科学の進歩はこうした絶対的
な客観性の観念を放棄するよう導いた。プロイのごとき人がく実験)と呼ぶ
よう導かれることは、観察(実験)者が(実験から)除外されないことを一
義的にした諸関係の一方法である。しかも原子物理学がこの科学的方法のた
だなかに、観察(実験)者を復帰させねばならぬのであれば、 (それは)た
んなる主観性の資格においてではなく‑こうした観念はたんなる客観性の観
念と同じように無意味であろう‑、世界に対する根源的関係として、ひとつ
の位置として、観察(実験)された、あらゆる関係が向かう「観念」として
である。 (括弧内また最終行鈎括弧内は筆者)
上記引用文中の(観念論)と くニュートン的科学)との表記から、筆者はし
かしここでは、このいずれが他方に影響を与えたか定かにならぬにせよ、サル
トルが一に(わたし)と(世界)の(相互性の関係)に関する(観念論)すな
わち伝統哲学(デカルト哲学)にくニュートン的科学)すなわち近代科学(ヴェ‑
ユにいう古典科学)をかかわらせていたと読む。思うに、近代科学はデカルト
に(Je comprends, done j'ai un esprit distinct du corps わたしは理解する、
それゆえわたしは身体と区別された精神を持つ)) (4)といわせた命題を受けて
発展していったとみるのが筆者の立場である。そしてこの命題は心身二元論に
なることを、そのく身体)が物質(物体)であり、かつ自然すなわち(世界)
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であることを、一方の(精神)がデカルトにいう(真理の探求)で活用される、
理性(知性)の(思惟する)をもって、 (世界(自然))に働きかけることを合
意させた。 (わたし)と(世界)のそれぞれが主体的に行動する謂たる(相互(性))
はデカルトにいう(真理の探求)にあって、 (わたし)要は(精神(思惟))と
(世界(自然))要は物体(延長)とがおのおの実体であると呼ばれたために、
このように(区別された) (心身)二元論の名が有るゆえんとなることを示唆
させるだけか、この(相互性の関係)とはだから、 (精神(思惟))が物体(近
長)に向け働きかけずには成り立たなくなる関係をさすはかないわけであり、
このことが(観念論)といわれずして何と表現させられようかなのである。し
たがって近代科学さえ、筆者の立場からすれば、デカルトにいう、いわば機械
論的世界観を引き継いで、物体(物質)と(精神)を(区別)し分離させて、(棉
棉)を(絶対的な客観性の観念)として求めることよりか、むしろ物体(物質)
に対する(絶対的な客観性の観念)を打ち立てようとしていたにちがいない。
ところが一に、アインシュタイン以降の現代科学が、なかでもこの展開に寄
与したハイゼンベルクや、引用文に取り上げられたプロイがそれぞれ提唱した
とされる(量子力学)や(披動力学)は、 (わたし(人間))の(世界)への関
係を優先させた伝統哲学((真理の探求)における(心身)二元論をさすデカ
ルト哲学)すなわち近代科学にいわれよう(相互性の関係)を、これを換言す
ると(精神)と(身体)の「分離」を、あるいは(絶対的な客観性の観念)を
(放棄)させずにおれなくなったと、さらにその(原子物理学)は、前段に触
れたく精神)と「物質」にかかわることを例にしていえば、 (わたし(人間))
たる(精神(思惟))要は(観察(実験)者)と'(世界(自然))たる「物質」
要はこの(原子)との「分社」に立つ、 (わたし(人間))の(観念)に頼るこ
とをではなく、 (観察(実験))によって、かかる(精神(思惟))と「物質」
とが統合する関係を示す「観念」でなければならぬことを教えるとサルトルに
も受け取られることにあろう。さすれば筆者は現代科学にとって、(観察(実験)
者)が(観察(実験))に対し(主観(悼))に依拠したく観念)を試みたり、(絶
対的な客観性の観念)をめがけたりしたとて、その何かに資するのではないと、
換言すると現代科学からもたらされる「観念」は(主観性)や(客観性)のい
ずれにも支えられてあるのではないと理解し得る。上記引用文の前半部分で、
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サルトルがデカルト哲学すなわち近代科学を批判したといえるならば、サルト
ルは自らの哲学の構築にあって、フッサールの現象学に学ぶだけでなしに、少
なからずこの現代科学に見出せる「観念」を論外として扱うどころか、一考せ
ざるを得なくさせたと予想できよう。だから筆者がサルトルにいわせる、例の
(意識)をして独自たらしめると思えるも、例の(意識)がこれまでみてきた
ように構成されるのは彼がこうした現代科学に主張された「観念」を参考にし
ていたからではなかろうかといわねばならないところにある。
かかる「観念」とはもはや(主観性)の(観念)や(絶対的な客観性の観念)
で成るそれではないと繰返しおくが、しかし筆者にはこの「観念」の一端が抽
象的物言いにしか聞こえてこない、上記引用文中の後半最後の方に記された文
章にあるようにみえる。すなわち(原子物理学がこの科学的方法のただなかに、
観察(実験)者を復帰させねばならぬ)は(世界に対する根源的関係として、
ひとつの位置として、観察(実験)された、あらゆる関係が向かう「観念」と
してである)と。ここから筆者が推測するに、とはいえ(量子力学)や(波動
力学)をはじめとする(原子物理学)にさえ門外漢であるからして、この推測
も的はずれであるはかなかろうと予め断わるにせよ、それはいかなる推測かを
述べてみる必要がある。 (原子物理学)は微小世界を究めることに、かつ微小
世界が(観察(実験)者)の例の(精神)をして(世界に対する根源的関係)
をすでに築かせていることにあるし、(観察(実験)普)の(精神)は、要は(身
体)の一部とされる(脂)は疾うに語ったように、たとえば自然的「物質」と
同様、 「分子の集合体である細胞」、 「原子の集合体である分子」と(原子)で
成り立ち、しかも最小の微細な、ひとつの(原子)は陽子、中性子、電子など
の素粒子でもって構成され、各(ひとつの位置)を持たされ運動しているそう
だ。こうした原子構造における、素粒子などの各(位置)で発する「運動」を
含んだ(あらゆる関係)は同時に、 (観察(実験)者)の(精神(思惟))をし
て自然的「物質」の(観察(実験))から見通される「観念」の表出によって
確かめられる(これが筆者にすれば、 (あらゆる関係が向かう「観念」)と訳出
させた詔になろう)。もとより自然的「物質」が、たとえば他の生物(動物や(マ
ロニエの樹)などの植物)がそれ自身で各(思惟する)ことはないとされるが、
それでも筆者が(観察(実験)普)の(精神)すなわち「脳」を自然的「物質」
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と見立て得ると再度指摘できるならば、 「脳」は自然的「物質」と同じ「原子
構造」を有すると捉えて差し支えなくなろう。さすれば自然的「物質」を(級
察(実験))することで、 (観察(実験)者)は自らを知ること、換言すると自
らの「脳」の「原子構造」の動きと同時に(存在する)ことであろう。こうし
てこの「原子構造」の、 (精神)に見立てられた「脳」は(思惟(観念))し得
るということであり、あらゆる生物のなかで人間だけが(思惟する)機能を持
つと語られるは、神秘的な生き物とみられなくも、ヴェ‑ユにいう(必然性)
に従われた証しの一になろう。
ところで(観察(実験)者)はく観察(実験))において、たとえば、(原子)
を構成する「電子」の(位置)とその「運動」の量(すなわちエネルギー)の
関係を探るにも、この「電子」の(位置)を知ろうとすれば、「電子」が「運動」
しているか定かにならないとされるから(これは筆者が先きに、「事物(物質)」
をして「いわば気紛れ的、変幻自在的、不透明でわかりにくい性質」にさせる
と記したことでもある)、 「電子」の(位置)とその「運動」畳の関係を同時に
ひとつの(原子)として理解することはむずかしいという。 「電子」の(位置)
とその「運動」畳をして同時に両立させないがゆえに、 (原子)の、こうした
結果はたえず(不確定性の関係)しかあらわせはしないと、つまり「原子構造」
は(不確定性の関係)での「統合」をもって成る以外にないし、この「統合」
はだから、 (原子)を有する(わたし(観察(実験)者))が「統合」されるこ
とと同義になる。さらに、 (観察(実験))結果より引き出されるは、かかる結
果が(不確定性)にみられたと同様に、 (偶然性)という(観念)であるはか
ないといわねばならなくなる。したがって現代科学がこの(観察(実験))結
果で、(不確定性)や(偶然性)なる各(観念)を導出させ得るは当然(理性(知
性))に依存させられていることで成り立つとみることができるわけである0
だが「認識(知る作用)」を可能する、この(理性(知性))が(観察(実験))
結果をたんに写し取るだけにとどまるならば、 (理性(知性))は く観念)させ
る(観念論)をかたちづくらせ得るのであろうか。それともかかる結果は現実
やその事実を明らかにしたにすぎないのだから、 (理性(知性))は「実在(原
千)」をみたままに述べ語る論に、要は「実在論」に役立たれるに作用される
のであろうか。しかし(理性(知性))は少なくも「実在論」を主張するとこ
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ろに発揮されるのではない。なぜなら(実敬者)がく実験)を試みるうえで、
この装置をいかに準備したり、そのいかなる順次にしたりするかは、 (理性(知
性))を働かせて得た く観念)で対応させるはかないといえるからである。こ
れは確かに(観念論)とみなされるなかの、各(観念)であることを示唆させ
ようが、それでもかの く実験)結果による、この現実(やその事実)の写し取
りは、例のデカルトが(真理の探求)でみせるごとき く観念論)ではあり得な
くなる指摘しておく必要がある。現代科学にみられる(観念論)の有り様はだ
から、デカルト哲学すなわち近代科学のその有り様と相違させられる。要は現
代科学における(実験)準備のために練る(思惟(観念))は、デカルト哲学(近
代科学)での(実敬者)のく実験) ‑の作用で成る(思惟(観念))に変わら
ないとみてかまわぬのに、現代科学での(実験)結果で、例の(偶然性)なる
(観念)を見出すに至るは、 (理性(知性))が(実験)に対し(能動)的に働
きかけたことにあるよりも、 (実験)結果をおよそそのまま(受動)的に受け
入れ(偶然性)と名付けることで確かめ得たく観念)でしかない。こうした(級
念)はそれこそヴェ‑ユに語らせように、 (理性(知性))を(手段として)用
いたことによって生み出されるやも知れない。しかし現代科学に駆使されたく理
性(知性))は、(理性(知性))自身をして(実験)結果のさまざまな現象(現
実)局面をたんに(偶然性)といわせる(観念)の表出に作用させられている
と、またヴェ‑ユも(偶然性から切り離せない)と指摘する、こうした現象(現
実)局面を測定し、その平均値を求める、例の(確率の観念)を導入させたと
ころで、 (確率)をして(数式)を案出せしめ計算させるだけに作用させられ
ていると、要するに(理性(知性))は前記した、 (非連続性)なる、 (波動の
観念)や(エネルギーの観念)にしろ、 (エントロピーの観念)にしろ、 (実験)
によって成る成果すなわち各測定値に従うままに機能させられるはかないとい
うことにある。するとこの(理性(知性))は現代科学にあって、 (実験)結果
たる現象(現実)局面を各(観念)としてなぞるに働くからして、(理性(知性))
自身を目的にではなく、 (手段)に用いているやも知れぬが、だからといって、
かかる現象(現実)を受け取るばかりでは、あるいはこの現象(現実)に学び
教えられるばかりでは、そうした(理性(知性))は上記していた各(観念)
をこれ以上、どうすることもできないし、越えることさえできないのも事実な
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のだ。つまり(実験)により、確かに(原子)たるみえないものがみえたにし
ても、現代科学の(理性(知性))はそれ自身(の能力)において、各現象(現
実)をどうにかしようと展開させる(思惟(観念))を課さずに済ませられる
ことになった(ただし(統計)において、そこから何かをさらに読み解く際に
は(思惟(観念))が必要になろうが、それでもこの(統計) (資料)を逸脱し
たく思惟(観念))であってはならぬことは変わらない)。さすればその(手段
として)の(観念)を打ち出すといえた、現代科学の(理性(知性))さえ、
まるで目的に化して使われざるを得なくさせよう。しかも現代科学は、たとえ
ば(理性(知性))による、みえないもの(原子)をみえるという、目的に見
据えられた(観念)をわたしたち一般人に信じるように強いることにある。こ
れをさしてか、ヴェ‑ユも以下のごとく語るであろう。

La pens色e, dans linvestigation scientifique, doit de nos jours se
subordonner aux resultats acquis de science. (5)

科学的探究において、思惟は今日では、科学の既得の結果に従属せざる
を得ない。

Sans doute la science actuelle est‑elle bien propre A servir de th色ologieえ
notre soci色te de plus en plus bureaucratique. (6)

現代科学は、疑いなく、ますます官僚化する、わたしたちの社会にとって、
神学の代わりになるのにふさわしいのだ。
1

Les profanes nont ace色s qu aux r色sultats, non aux m色thodes, c'est‑A‑dire
qu‑ils ne peuvent que croire et non assimiler. (7)

(科学に対して、)門外漢(一般人)は方法にではなく、成果(結果)に
しか近づけない、すなわち彼らは同化(消化)するのでなしに、信じるし
かできない。 (括弧内は筆者)
‑
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La signi丘cation d une science v色ritable est de constituer une p咋paration
A la dとhvrance. (8)

真の科学の意味は救い‑の、ひとつの準備となることにある。
ヴェ‑ユにこのように一見されたく科学)なかでも(現代科学)にかかわら
ずにいない、わたしたち人間にあって、 ((現代)科学))が(救い‑の、ひと
つの準備となる)と記された際の、この(救い)とは何かは後述に譲ることに
し、ここでは(現代科学)のく理性(知性))の有り様に比べ、サルトルにい
う(理性(知性))のそれはどうであったのかを確認しておくことに当てられ
なければなるまい。筆者が彼における(理性(知性))の有り様に窺えたは、(わ
たし)のでなしに、 (意識(即日))の(理性(知性))が(理性(知性)) 「自
らに目的に定めた対象を」 (能動)的にく思惟(認識) (観念)する)ことをさ
すにつきた。このことはまた、彼にいう(理性(知性))にとって、おのずか
ら外的(世界) (現実)の対象に「働きかける」ことを可能にさせたことと同
意になることを、要は(理性(知性))が其先きに外的(世界) (現実)を対象
にし、その関係を問わせたのではなく、およそ(理性(知性))自身よりもた
らされた(観念)をして外的く世界) (現実)をばこうした(観念)通りにな
らしめることを意図させたに等しいのだ。だからサルトルにいう(理性(知性))
の有り様は少なからず、外的(世界) (現実)の何らかを対象に持ち出し(実験)
にかけて、その結果を写し取っては(偶然性)と名付ける、現代科学での(理
性(知性))の有り様とは、ましてやデカルトにいう(真理の探求)の用法にて、
外的(世界) (現実)に対し(能動)的かつ直接一方的に発揮された感のある(哩
性(知性))の有り様とは、さらにはヴェ‑ユに用いられる(理性(知性))の
有り様とも相違せずにいないといわざるを得なくなる。ところで筆者は上記に
「彼における(理性(知性))と書きはしたが、サルトルがr存在と無」のなか
で、 (認識は存在の‑属性でも、存在の一機能でも、存在の‑偶有性でもない。
ところが存在だけは存在するのだ。この観点からみると、観念論的立場を完全
に放棄することが必要である)とも強調するからか、この(観念論)を語るに
欠かせない、原動力たる(理性(知性))」について、それほど言及していない
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ことに気付かされる。もしや彼は自らの哲学を(観念論)と受け取られないた
めに、(理性(知性))を多く語らなかったかも知れぬ。だが筆者には、この(忠
惟(認識) (観念)する) (理性(知性))によってあの諸(観念)用語を生み
出す働きなしに、 (観念論)がばかりか、 (観念)用語でしかない(対日と即日)
をもって、両者との(関係を、根本的な、存在論的関係として考察する)とし
たく存在論)さえも成り立つことはないと思えるのにだ。前号に述べた通り、(堤
性(知性))の作用なくば、たとえば彼が主張する、(対日)の、(わたし)の、(身
体)の各(偶然性)が、ならびに(他者の事実性、すなわち他者の存在の偶然
性) (9)がみられるとはいわれないはずである(ここで語られる(他者)とは
他人であり、外的(世界)でもある)0
この(偶然性)はしかし、何を機にもたらされた語とみればよいのか。サル
トルの場合、たとえば(偶然性)は、彼が(必然性は観念的な命題の脈絡(関
倭)にかかわ)ると記したことから、あるいはこれと同じく(論の筋道を厳し
く(守る)と書いたことから、ヴェ‑ユにいわせると、彼女が(必然性の観念)
(ただしここは彼に合わせていう、(論の筋道)なる(必然性)に従い生じる(戟
念)の意に理解する)と述べたことから導出された、帰結の語として見出され
くるのか。そうだとすれば、何らかの(論)杏(必然性)に従わせて手中にし
た く観念)をば途中で予測することなしに、その最後に至って、例の(対日)
や(わたし)などの(存在)を各(偶然性)だと結語づけては、何ゆえ彼独自
の見方となる(対日)や(わたし)などを(思惟(認識) (観念)する)こと
が必要であったろうか不思議でならない。要はこの(必然性)に添わせて導き
出された(観念)の帰結をば、果たして(偶然性) (の観念)として結びつけ
さすことが許されるのであろうか。そのところでみえてくるは、 (偶然性)ち
また(観念)でしかないということである。だから彼がどうあがこうが、サル
トルは通常指摘されよう、デカルトにいう(真理の探求)のごとき く観念論)
とは違えども、それでも独自の(観念論)を打ち立てたといえる(観念論)者
であることに変わりがなくなるのだ。それとも筆者の穿った見方になってさえ、
まさかと思えるのだが、サルトルにいう(偶然性)の(観念)は、あの現代科
学での(実験)結果に知る(偶然性)を出所にし、この(偶然性)に倣い模し
たのではないかと。なぜなら彼にいう、例の(意識)の捉え方が(原子)の周
一9‑

フランス文化研究 第5号

りをして(素粒子)を飛びかわせるのと同様に(むろん彼にみる哲学的(意識)
と現代科学でいう(原子)とは端から同列にして語られないが)、 (意識)全体
を(即日) (対日) (精神) (の場)と(わたし)とで組立てるとし、これらの
各(場)の間で、 (素粒子)の運動のように、 (即日)を中心に、たとえば(即
日)から(精神)に(感覚)と(感情(曜吐や不安))を伝達させたり、(即日)
が(投企) (参加) (行動)や(選択)のいずれかを通して(わたし)にかかわ
らせたりした、 (統合)のためなる動きのあることがみられたからである。と
はいえヴェ‑ユが((現代)科学)に言及した、多数の論文(r科学について(くSur
la science))Jに収められた諸論文)に比べると、 r存在と無jのなかで、筆者
の知るかぎり、 (現代科学)に関する、彼の言説は前記した、 (原子物理学)と
書かれた引用文ぐらいしか見当たらなかったのであれば、彼にいう(偶然性)
は(現代科学)にいう、外的(世界)を(実験)の対象にしてその結果もたら
されたとする(偶然性)を手がかりにしていたとは断じてならないであろう。
筆者が(現代科学)でもいう外的(世界)をサルトルにあって、(意識(即日))
に関係させはしないとみたことを想起し、そこから明らかにし得ることは、先
きの引用文で、筆者がそこに省略した一文に、すなわち(ある世界が存在する
のは人間存在によってである) (10)という文章に見出される。 (意識(即日))
は外的(世界)に関係しないとされるのに、彼は(他者)と述べた、別の引用
文から読み取れよう、この(他者)でさえある(世界)を、何ゆえ(偶然性)
と捉え得たのか。また上記引用文は何よりもまずく人間存在)なくば、かかる
く世界)すら(存在する)ことがない諸を有するのに、要はその(世界)はく人
間存在) (意織(即日)存在)に対して二義的(存在)にしかみられないのに、
彼はかの(原子物理学)と昏かれた引用文中の(この(外的)世界)を、何ゆ
え(意識(即日))や(わたし)にとって(一義的)にみなし得たのか。いず
れの疑問にしろ、それらは各(矛盾)を生じさせはしないか。筆者にはその答
えがみえずとも、ここに理解できたは次のこと以外にない。すなわち(意識(即
日や対日))と(わたし)で構成される(人間存在)が彼の(理性(知性))で
(外的) (世界)のことより先きに打ち立てられ設定されてあったことは、彼の
哲学が(認識論)の‑たる(観念論)にすぎないということでしかないと繰返
しおく。
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(思惟(認識) (観念)する)ことができる(理性(知性))を機能させもた
らされる、サルトルの目途たる、あの(実存)の(観念(思惟))は、 (必然性
は観念的な命題の脈絡にかかわるとした引用文を踏まえると、彼が例の(投企)
(参加) (行動)や(選択)の諸(観念)のどれかを見出すうえでも、一貫した
論理に組み立てられる(必然性)に従っていなければならぬことを示唆させる。
繰返すが、彼にいう(必然性)は哲学上の(思惟)として求めれ、そこに生じ
させただけの(観念)であって、たとえば(存在者の関係)を(この世界)と
(わたし)との関係にあると読むヴェ‑ユに比べると、彼は(この世界)を(意
識(即日))や(わたし)と直接かかわるとみないからして、(この世界)を(観
念)で捉えさすはかなくなるし、ましてや(この世界)自体が(必然性)であ
ると受け取ることはないということである。そして同時に、彼は自らの(意識
(即日))をして(観念(思惟))通りに、(この世界(社会))に対し(投企) (参
加) (行動)や(選択)のいずれかを現実にさせたとき、要は(実存)した く人
間存在)をしてその(意識(即日))をぱく対日)たらしめたとき、 (意識(対
良)が(偶然性)に捕らわれると語るのであった。
しかしサルトル的人間の(意識)が(即日)を(対日)にできた、その(実
存(存在))を知るにあっても(この「知る」は(対日)から(即日)に戻っ
た(即日)が(思惟(認識) (観念)する)ことによる)、 (意識(即日))に窺
えるは何か。 (意識(即日))はそこに作用する(理性(知性))によって、 (級
念)を生み出すはかないのではないか。つまり(実存(存在))のために、 (意
読(即日))が(投企) (参加) (行動)や(選択)のいずれかのく観念)に立ち、
この(論の筋道) ((必然性))に従い成った(観念)を(この世界) (現実)に
向けて実現させようとて、それでも現実での(投企) (参加) (行動)や(選択)
のいずれかはその(観念)と異なってはいないのか。要は現実は(意識(即日))
における(観念)のままに(存在する)のか。サルトルに(意識(即日))は
外的(世界) (現実).に「関係しない」とも語らせる以上、現実は(意識(即日))
の思惑通りにならないのだ。現実が(観念(思惑))通りにないのであれば、
この意味するところから、ヴェ‑ユの指摘を待つまでもなく、現実たる外的(世
罪)が、すなわち(自然)が「必ずそうなる」 (必然性)になるといえるやも
知れぬが、しかし彼はそうした受け取り方をしないであろう。すでに触れたご
‑ ll ‑

とく、彼に外的(世界)は(必然性)でなしに、 (偶然性)であると語らせて
いたし、これは以下に示す見方を前提に述べられるにすぎなかった。たとえば、
(投企)のく観念)を打ち出し得たく意識(即日))は、(わたし)に現実(実際)
の(投企)を委ねさせ、かかる(投企)でもって、 (わたし)をではなく、 (意
読(即日))を(無)なる(意識(対日))にせしめ、この(実存(存在))を
可能にした瞬間から、 (即日と対日との関係)としての(意識)が(即日)に
戻るとされるとき、換言すると(それが存在しないものであり、それが存在す
るものではない対日)が(それが存在するものである即日)であるとき、ある
いは(対日は自らを意識として正当化するために、即日としての自らを失なう
即日である)とき、 (意識(即日)はその(対日)に対し、 (偶然性)と名付け
させたうえで、外的(世界) (現実)や(わたし)も各(偶然性)と呼ばれる
しかなくなるのであった。なぜなら彼が(この偶然性は…対日に付きまとい、
対日を即日存在に再度結びつける) (ll)といい、 (対日を即日存在に再度結びつ
ける)とされたく意識(即日)存在)はその(理性(知性))で今度は外的(世
罪) (現実)や(わたし)さえ(偶然性)であると

く思惟(認識) (観念)する)

ことができたからである(要はこの逆なのではないのだ。)
だがこの(偶然性)の(観念)は(観念)と思えるがゆえに、その(偶然性)
が付される(対日)にばかりか、これを手始めにさらに、外的(世界)や(わ
たし)に対してさえ付記させられるなかで、とりわけ(対日)や(わたし)と
いう各(観念)を現実の(対日)や(わたし)としてみなすことを、または現
実に(対日)や(わたし)であるごとくに語らせることを可能にするのであろ
うか。まして(偶然性)の(観念)は(理性(知性))による(論の筋道を守)っ
た(必然性の観念)として生じくるのであろうか。否である。なぜなら筆者に
すれば、ヴェ‑ユの音に従わずとも、現実は、外的(他界)をサルトルにいう
(偶然性)とみないし、そこに生きんとする人間をば彼にいう(対日)や(わ
たし)に区別させたり、このそれぞれを(偶然性)と捉えさすことはないと、
そのうえ(偶然性)の(観念)は(必然性の観念)に関係なくもたらされた感
があると思われるからである。たとえば彼に(対日)が(偶然性)であると語
られた(偶然性)は、同時に(対日を即日(存在)に再度結びつける)こと(こ
れは人間が(対日)になる皮ごとに繰返されるにちがいない)でいわれるので
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あれば、 (論の筋道を守)って導き出された(対日)とは違い、 (即日)に(再
度結びつけ)られた(意識)が新たに(対日)をさして(思惟(認識) (観念)
する) (観念)でしかないのでなかろうかと。要は彼に(対日)を主張させる
までが(必然性の観念)に従ったことであり、 (意識(即日))に(再度)立ち
戻っては、この(即日)があたかも突然かのく対日)に対して(偶然性)と名
付けいわせたく観念)にすぎなくなろうと。換言すると(偶然性)は筆者にとっ
て、 (意識(即日))が(論の筋道)に従わせ生み出させよう、彼にいわせる、
この(対日)のをはじめ、外的(世界)や(わたし) (あるいは後述する(身体))
の各(観念)とはかかる出所を同じにしても、とき(時間)を異ならせたく観
念)であると、とどのつまり(偶然性)は(必然性(の観念))として組立て
られた(観念)と別の、それこそ(偶然)に生じさせた く観念)であると受け
止められぬばならなくなる。これに加え、彼が(意識(即日))をして(対日)、
外的く世界)や(わたし) (あるいは(身体))を各(偶然性)といわしめたこ
とはもとより、各(偶然性)が(対日)から(再度結びつけ)られた(意識(即
良)によって新たに命名させられることを意味させたのであり、まかりまちがっ
ても(対日)が、外的(世界)や(わたし) (あるいは(身体))が各自らにし
て(偶然性)だと名乗るのではないということである。そうなると以上のこと
は、例の(投企)のことで指摘しておいたように、つまり現実は(投企)のく観
念)をその(観念)通りに実現させるのではなかったように、(投企)のく観念)
は現実の(投企)に何も答えられない(観念)であるのと同じことになるのだ。
それがためか、筆者には彼が現実に出会っては、 (再度)新たに(思惟(認識)
(観念)する)ことのできる(意識(即日))で、もしや「必ずそうならない」 (偶
然性)という(観念)を持ち出すに至ったとしか思わずにいられない。しかし
これはサルトルがヴェ‑ユにいう(生の現実)にかかわっていたことを明かす
のでは到底ない。さすれば(偶然性)はく観念論)の極みといえよう(観念)
として捉えられる以外になくなろう。これも彼の哲学が(観念論)であること
を証す‑であるのだ。
しかしサルトルに、 (級)たる(対日)の体現をして(実存(存在))を現実
にさせることで、この(実存(存在))を(偶然性)にすると語らせたにあって、
しからば彼が(意識)における(即日と対日との関係)の見定めをねらいにし
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て、そこまで築き上げてきたであろう、(即日)や(対日)をはじめとした諸(観
念)で成ると筆者に捉えさせた、彼の哲学はいかにみられるか。要は彼が(偶
然性)を主張するまで、(論の筋道(論の必然性)を守)って見出してきた諸(戟
念)はその(偶然性) (のく観念))とどう整合させられているとみることがで
きるのかである。すでに触れたことであるにせよ、ここで確認せねばならぬは、
(偶然性) (のく観念))がかの(対日)、外的(世界)や(わたし) (あるいは(身
体))の各(観念)にではなく、その各(存在)に対していわれることにあった。
それだけか、彼はたとえば、 (唯吐は存在された偶然性である) (12)と記す、こ
の(曜吐)さえも(偶然性)に、しかも(存在された偶然性)に与するとみた。
主語と結合動詞と属詞で構成された引用文のうち、 (存在された)は(色tre)
のでなしに、 (exister)の過去分詞(形容詞)であり、まさに現実に(実存さ
れた)ことであると、ならびに(偶然性)は(存在(実存)された)がゆえに、
(曜吐)もまた現実に(存在(実存))していなければならぬと読み取り得るこ
とになる(とはいえ、筆者はこの(唯吐)を(実存(存在))の契横に捉えなかっ
た。 (感情)たる(唯吐)を(理性(知性))で拒否(否定)したうえで、(投企)
を仕掛けることを(実存(存在))の契機とみなしおいた)。そこで筆者は、(堰
吐)の(存在(実存))という(存在(実存))を意味させることでは、前記し
た

く対日)、外的(世界)や(わたし) (あるいは(身体))の各(存在)と同

様でなければならないと理解し得るから、こうした(存在)のことを上記引用
文に代表させて問えば、これによって、以下のことが答えられるにちがいなか
ろう。 (曝吐)が生じたは、例の(マロニエの樹)を(意識(即日)) (のく理
性(知性)))で名付け得てもたらされた(観念)にではなしに、(マロニエの樹)
を現実にみた、その(存在)にある。だが(意識(即日))はなぜ(マロニエ
の樹)なる(存在)に(晦吐)をもよおしたのか。それはこの(存在)から、(意
識(即日))が(不気味)さを、異質さを、無名さを、いやらしさを、要は(堰
吐)を感じ取ったからである。 (マロニエの樹)なる(存在)をして(晦吐)
を惹起させたのだから、(曜吐)も同時に(存在)していなくてはならなくなる、
とどのつまり(唯吐)すらく存在)せずにおれないわけである。 (曜吐)はくマ
ロニエの樹)という(観念)自身に生じるはずがない。かかる(事物)のく存
衣)に(喧吐)を感じるも(意識(即日))である(この(事物(自然))は自
‑ 14
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ら何も語らないし、(事物(自然))すなわち外的(世界)の対象自体が自ら(堰
吐)するはずもないことは一見していた通りである)。すると彼にいう(意識(即
良))に(曜吐)を(存在)させるは、 (意識(即日))がそうした(存在)に
出くわしたときにかぎられるからして、 (晦吐)の(存在)さえ「たまたまそ
うなる」(偶然性)にしかならぬことを語ってはいないか。しかり。彼にとって、
(マロニエの樹)をはじめとする(事物)が(存在)する外的(他界)は、こ
の外的(世界)なる(存在)が(意識(即日))に(晦吐)のごとくに感じら
れた際、「たまたま」 (そこに在る) (偶然性)として捉えられたし、また(意識)
が(即日)から(対日)に(変化(変身))した際、その(意識(対日)) ((荏
衣))の(偶然性)に倣って(偶然性)になるといえたことにある。しかしこ
れらの場合を除いては、外的(世界)は(意識(即日))に「関係しない」と
みなされていた。ところがこの彼(の思想)にあって、確かなことは(意識(即
日))で感じたとする(晦吐)や、 (意識(即日))の(理性(知性))での、そ
の(晦吐)の拒否(否定)と拒否(否定)の代わりに生じた、 (対日)に向か
わせるべき(投企)とに窺える(即日と対日との関係)をして(意識(即日))
を外的(世界) (のく事物) (存在))に現実にかかわらせねば、何もはじまり
はしないことにあろう。したがってこのとき、 (意識(即日))と外的(世界)
の関係は(意識(即日))を出所としたく観念)の外的(世界)への関与なし
には見出せなくなる。要はここから、「(理性(知性))が目的に定めた対象(だ
からこの対象として外的(世界) (の現実)」も取り入れられる)を(意識(那
日))で(思惟(認識) (観念)する)」姿勢に彼を立たせ、彼にそこに生じたく観
念(思想)) (およそ上記した

く即日) (喧吐) (投企)や(対日)さえ(観念)

でしかない)を優先させ支えにしたところで成ったといえる、彼の哲学はデカ
ルトの、外的(世界)に向けて、サルトルにいう(意識(即日))がではなく、(わ
たし)が(思惟する) (理性(知性))能力をたんに駆使したことによろう、(真
理の探求)における く観念論)ではないが、それでも(観念論)と呼ばれるは
間違いでなくなるのだ。
そこで問われるは、サルトルが(対日と即日との関係を、根本的な、存在論
的関係として考察する) ((対日と即日との関係)という表記は前段に記す(即
日と対日との関係)と同じである)と述べたり、今取り上げている、例の(偶
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然性)を(観念)にでなしに、 (存在) (上記引用文では(対日)なる(存在))
に対して当てはめたりするところから、彼の哲学は筆者にいう(観念論)より
か、彼にいわすごときく存在論)でしかないのかどうかなのである。筆者が(偶
然性)は彼に「突如」いい出されるとみたにせよ、この語自身(観念)として
もたらされたというほかなくなるが、それでもその現実を語らせていると捉え
られるならば、どういうことをさしてくるのかであろう。たとえば、 (存在)
のく不気味(奇怪))さが、ここに起因しよう(唯吐)が現実に「たまたま」
惹起されたことにあって、あるいは(投企)のことで触れたように、現実は(投
企)のく観念)通りにはゆかず、 「ときおり」その予期せぬ方向へと導かれた
にあって、このおのおのが(偶然性)になるとされるにあるのか。いや彼にとっ
て、 (偶然性)は「つねに」や「たえず」みられるといわせるのではないのか。
するとかかる(存在)は「必ずそうなる」 (必然性)のもとにあるといわねば
ならぬのではないか。なぜなら彼は次のごとくに語っていたからである。

L'etre nous sera d色voil色par quelque moyen d'acc色s immediat lennui, la
naus色e, etc., et l'ontologie sera la description du phdnom色ne d一色tre tel quil
se manifeste, c‑est‑A‑dire sans intermとdiaire. (13)

存在は、何らかの直接的な接触、つまりかの物憂さ、喧吐などという方法
で、わたしたちにあらわにされるであろう。そして存在論は、存在が自らを
あらわすままの。すなわち無媒介での、存在の現象を措写することであろう。
上記引用文に記されることは、しかしくわたしたちにあらわにされる) (存在)
が当の(存在)のではなく、くわたしたち)の(物憂さ)や(曜吐)によると
表現されるにすぎず、この(存在)自体がたとえば、 (即日)や(対日)にあっ
てはその各定鼓に倣う(存在)でしかないと知らされるにしても、外的(世界)
の(存在)においては何かとは彼から聞こえてこないということである。その
ことはサルトルの哲学的立場ではおよそいえなかったはずだ。なぜなら彼自ら
の(意識(即日))ですら、端から外的(世界)にかかわることがなかったか
らである。 (対日(存在))に(変化(変身))したとされるとき、はじめて、
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その(意識)は、ならびに(わたし)や(身体)は外的(世界)に関係するの
であった。さすれば上記引用文になおも語られる、何より(対日存在)をめざ
すことになろう(存在論)は(意識(即日))にとって、 (即日)以外の対象な
しに、要は(無媒介)で((即日)による、例の、現実の(投企)はこれも当
の(意識)自身が為すことだから、 (媒介)には相当しないとみておく必要が
ある)、 (対日存在)を成立せしめる暁に、その(存在の現象) ((存在)のあら
われ)を(対日存在)のく偶然性)として(描写)されるしかなくなるであろ
う。その(描写)の仕方は彼の既出引用文によると、 (存在論において、他の
どこででも同じく((他のどこで)とは(観念論)のことであった)、何よりも
まず、論の筋道を厳しく守ること)にあるそうだ。するとこの引用文からは、(存
在論)での(存在の現象)として見出された(偶然性)という語(思想)さえ、
哲学上では(理性(知性))の(論の筋道)に、またはヴェ‑ユにいう(必然
性の観念)に従われた働きによって成るはかなかったことが示唆される。要は
筆者は(存在論)も当然のことやも知れぬが、 (観念(請))のもとでしか成り
立たないとみる。そのためであろうか、彼は(必然性)という語(思想)をこ
の(存在論)に対して用いることにもなる。かかる語(思想)は以下で筆者な
りに証明するうえに欠かせない、次に掲げる引用文に窺える。

Etre pour la r色alit色humaine cest色tre‑1A c'est une n色cessite
ontologique. (14)

人間存在にとって、存在することは、そこに在る(存在する)ことである。
これはひとつの存在論的必然性である。 (括弧内は筆者)
筆者はここで、とりあえず、サルトルが上記引用文でいう(必然性)は(荏
在論)をも(論の筋道)に従わせることで使われたとみる一例に捉えておく。
そしてこの(必然性)の使用をこれもすでに引用した、くわたしたちは身体を、
わたしの偶然性の必然性が手に入れる偶然的な形態として定義することができ
るにちがいない)という文章で読み取る必要がある。ここにいう(身体)につ
いてはほかで一見し得たように、 (意識)が(対日)に(変化(変身))させら
‑ 17
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れた際、彼に、 (身体は対日よりほかの何ものでもない)と、加えて本文中の
引用文と同様に、 (身体は確かにわたしの偶然性をあらわしている) (15)と表記
させては、このいずれも(身体)が(対日)や(わたし)に「付け足しにされ
る」ごとくにみなされようが、 ‑方今問う(必然性)について、 (偶然性)に
同意という(事実性は、対日の偶然性の必然性をあらわす) (16)や、また本文
中の引用文で(わたしの偶然性の必然性(la nとcessite de ma contingence))
と語られることからすれば、 (身体)ち(偶然性の必然性)と捉えられるかが
問われるとともに、こうした(必然性)は何を含意させるかが探られねばなら
ぬであろう。 (身体)が上記した条件で(対日)や(わたし)に各「付け足し
にされる」とみたにあって、その(対日)や(わたし)に各関与し指摘される
(偶然性の必然性)にも倣わねばならぬは当然のことになろうが、しかし筆者
が思うに、彼に(対日)や(わたし)の各(存在)を(偶然性)と捉えさせた
のと同様に、 (身体)の(存在)をぱく偶然性)と呼んで済ませられるのかで
ある。なぜなら彼に、(即日)や(対日)ならびに(わたし)という各語が(観
念)として成ると、その各(存在)に対して、なかでも(対日存在)に対して、
(対日)への(変化(変身))をもって、(対日存在)が「たまたまそうなる」 (偶
然性)以外になくなるとされるに反し(むろん(対日)を(偶然性)と(観念
(思惟)する)は(恵識(即日) (存在))であるにしろ、この(即日存在)を
ち(偶然性)とみなすのであれば、そこに窺える(理性(知性))の能力すら「た
またま」 (存在)するはかなかろう。だがこれは現実に諸能力を持ち合わせる
といえる くわたしたち)にとって、不思議なことである。さらに(わたし)の
く存在)について語れば、この(存在)はく対日存在)の成立を前提に言及さ
れることであったと付け加えおく)、筆者には(身体)は「たまたま」在るの
ではなく、くわたしたち)の誕生から死まで、彼にいう(意識(即日))が「た
またま」 (観念(思惟)する)ことと無関係に、自動的機械的に動く(存在)
でしかないと察知されるからである。ところが彼にとって、筆者にいう(身体)
は必要なかった。換言すると彼は(身体)が(身体)諸器官の各固有な、かの
運動をして「必ずそうなる」 (必然性)たらしめるごとき く存在)であるとみ
ることを論外にし、 (身体)の(存在)をたんに(偶然性)といわせるに終始
した。すると彼に語られる(必然性)は、ヴェ‑ユや筆者にいう(必然性)と
‑ 18‑
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は違った語意に読み取らせ得る。すなわち彼にいう(必然性)はこの(身体)
のく存在)に代表させて述べると、 「たまたま」そう「在る」 (偶然性)が「必
ずそうなる」 (必然性)になるという意味以外になくなると。
サルトルにいう、こうした(偶然性の必然性)はしかし、例の(観念)によ
る

く投企)にではなく、現実に課す(投企)にあって、現実の(投企)が(観

念)の(投企)の通りにならないとした場合(現実が(観念(理想))通りになっ
た場合とて、 (意識(即日))に(対日)になる見極めを、どこ(何)がいかに
可能にさせるかはここでは問われない)、 (対日)にいまだく変化(変身))し
ない(即日)や(わたし)ならびに(身体)の各(存在)をぱく偶然性)に、
まして(必然性)にさせ得るかと繰返さざるを得ないのである。要は(観念)
が現実にそのまま日の目をみたにしても、たとえば(対日)の(存在)は「た
またま」そう「在る」やも知れぬが、この(偶然性)が(必然性)なのだと果
たしていえるのか(彼に(観念)したことが現実になると捉えさせずに、(対日)
の(存在)に対する、彼の見方も成り立たないと察知できるはそれでも、筆者
からすれば、彼が自らに得た諸(観念)に立って現実をいうだけであり、現実
の方がどうあるかを凝視していなかったことを明らかにすると指摘し得よう)。
否である。現実に(対日)を成就させたかどうかを知るは現実で(無)に化す
とされる(対日)でなくして、 (意識(即日))がかかる(対日)のく存在)を
(偶然性)やその(必然性)なる各(観念)として見定めるはかないからだ。
さすれば彼の(意識(即日))で可能になるともいえる、 (対日)を筆頭にした、
(わたし)や(身体)の各(存在)に対していう(偶然性)ち(偶然性の必然性)
もおよそ現実のことを語り示すにあらず、哲学(観念)上でいわれたにすぎな
くなろう。だからこれまでに質した く身体)もまた彼に(観念)的(身体)と
してみられようし、(観念)用語たる(即日)はむろんのこと、(対日) (わたし)
や(身体)の各(存在)に付される(偶然性)やその(必然性)ち(論の筋道)
に従われるといえるからして、彼の哲学はすべて(観念)に導かれた(観念論)
であるわけである(たとえば(観念)用語のなかで記される(わたし)は、彼
にいう(意織(脂))を構成する(場)の‑であり、ほかは当の(意識(即日
と対日))や(精神)の各(場)といわれるのであった。ここから(意識)中
に(わたし)をみることができるが、しかし く意識)すなわち(わたし)と捉
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えられるは不可能であった。 (精神) (のく場))もこの(わたし) (のく場))
と同様であった)。彼の哲学はこのように、 (理性(知性))を駆使し打ち出し
た諸(観念)を現実に対して可能にさせるべき指針が示されるにとどまるはか
なかったのだ。
しかれども筆者に再度確認されねばならぬことは、わけても前段に述べたく偶
然性)やその(必然性)なる各(観念)用語がサルトルに(必然性は観念的な
命題の脈絡(関係)にかかわ)ると断じさせ組立てたく観念論)とはいささか
相違するとみることのできる、いわば別仕立ての(観念論)に与した用語では
ないかと推察されることにある。つまり筆者にすると、筆者が彼を(観念論)
哲学者と記しおいた際の、いわゆる(認識論)としての(観念論)に対して、
彼に(偶然性)やその(必然性)と語らせるところから、 「別仕立て」にみえ
る(観念論)は、彼が(実存(存在)は本質に先き立つ)ことを強調するかぎ
り、この(実存(存在))を自らの哲学に優先させるべく打ち立てた く存在論)
用として成ったといわねばならぬのだ。 (存在論)をもっぱら主張せんとする
彼にとっては、しかしこの(存在論)用の(観念論)は当然「別仕立て」に扱
われずに否定させ得ようが、それにつけても何ゆえ、筆者は(認識論)でいう
以外の、いわばもうひとつの(観念論)を(存在論)に窺えると見立てること
ができたのかである。彼はいう。すなわち(存在論は、存在が(存在)自らを
あらわすままの、 …存在の現象を措写する)ことであったと。彼はこの(存在
の現象)を(偶然性)と(描写)した。 (描写(ladescription))は(意識)と
して語られる(即日)と(対日)や(わたし)ならびに(精神)の各(存在)
をはじめ、外的(世界)の(存在)すべて(の現象)を各「描き写す」謂だと
しても、彼に(意識(即日))は外的(世界)に哲学上や現実でも関係しない
といわせたのだから、外的(世界)の何らかの(存在)については、少なから
ず哲学(観念)上で、 (意識(即日))の方からこれを(観念(思惟)する)以
外になくなるわけである。要は(措写する)はく存在論)用の(観念(論))
に立っていなければならない。しかしながら(存在の現象)が(偶然性)をあ
らわすとされるとき、筆者にいう(認識論)たる(観念論)それ自身がこの(偶
然性)を加えて成るとみられるのでは、それまで積み上げおいた(観念論)の、
たとえば(意識)の(即日)と

く対日)を仲立ちしよう(投企)の(論の筋道)
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すなわち(観念的な命題の脈絡(関係))はいったいどうなるのか、 (偶然性)
の く観念)の導入によって、筆者にいう(認識論)が「たまたまそう在る」こ
とになっては崩壊させられないのかである。このことは繰返しいうが、(存在論)
を声高に語る彼にあって問題にならぬことやも知れねども、だが当の(存在論)
さえ(論の筋道を守)らねばならないと、しかも(存在論)を(無媒介)で作
り上げねばならないといわせる以上、筆者には(存在の現象を描写する)必要
のある、 (存在論)用の(観念論)が入り用になったのだ。筆者がこの目安と
して述べたは「(偶然性)は彼に「突如」いい出された」と記したところをさ
すであろうし、筆者は彼が(偶然性)や(偶然性の必然性)をして、 (存在論)
を成立せしめるために、これらを(観念(思惟))したとみるはかなかったの
である。だからここから、 (偶然性)の(観念)が(存在論)を打ち立てるべ
く用意されたは、もうひとつの(観念論)が窺える証しになると、またこの(級
念論)がみられるおかげもあってか、 (認識論)用の(観念論)が彼になくて
はならなくなる証しにもなるといわざるを得ないわけである。
さすればサルトルの哲学は筆者にみる、二つの(観念論)をもって語られる
(観念論)哲学であるとされようか。 「二つ」とは(認識論)たる(観念論)と、
(存在論)の構築のために欠かせない、 (偶然性)や(必然性)の各(観念)で
!・
【

成る(観念論)であった。しかし後者でいう(観念論)は何によって明かされ
るか。その答えは彼が(人間存在にとって、存在することは、 …ひとつの存在
論的必然性である)と記すことに見出される。この文章中で、まず、 (存在す

i
ド

ること)の譜は(芭tre)であって、 (exister (実存(存在)すること))ではな

i
!

い。したがって筆者はここでは(芭tre)がいまだ(exister)になっていないと
受け取る以外にない。次に、この(人間存在)はそれゆえ(実存)していない
(意識)と(わたし)をさすとみても、彼が同時に(存在することは、...ひと
つの存在論的必然性である)と断じるのであれば、(存在論)における、この(必
然性)は(人間存在)の(偶然性)が(必然性)になる当のそれを示唆させる
のだから、 (必然性)である、かかる(存在)はく意識)としていう(即日)
でなく、 (対日)のであり、 (対日)と同列に扱われる(わたし)の各(存在)
でなければならなくなる(彼はそれぞれを(対日)や(わたし)の各(偶然性
の必然性)と表記していた)。そして、 (実存)の際の(対日)や(わたし)が
‑21 ‑
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おのおの(ひとつの)という(存在論的必然性)になるといえたのである。 (ひ
とつの)にはだから、この(対日)や(わたし)はむろんのこと、例の(身体)
に各関する(存在論)がみられることを語らせるのであり、これらが彼に質さ
れたわけである。だが再度いうように、各(存在)の(偶然性)やその(必然
性)は環実を見据えたうえで語られる各語ではなく、いわば彼の(意識(即日))
での(理性(知性))によりて各語(観念)としてもたらされたとみえるかぎり、
現実にかの(投企)などを試みたとて、現実は各(観念)通りに動かないから
して、果たして各(存在)の現実は(偶然性)に、その(必然性)にあるとい
い得るのか。否、少なからず、一に、彼の(意識(即日))は現実すなわち外
的(世界)に対しては無関係であったのだから、外的(世界)に関係するため
にはおよそ(即日)のままでいられず、したがってかのく投企)などの(観念)
を現実に実行せしめ、各(存在)に、なかでも其先きに(対日存在)にならん
としようとて、しかし外的(世界) (環実)はこの(対日)をはじめとする各(存
荏)を(偶然性)やその(必然性)にさせるはずがないだけか、なおもそのと
き、彼に(対日存在)が(偶然性)やその(必然性)になるはかないと強調さ
れ、それ(対日存在)自身をして外的(世界) (現実)の(存在)を確認させ
るといわれるとて、筆者にはなぜか納得しかねるし、一に、各(存在)の現実
とみたに対してはかかる現実を(観念)だけでは本来語れないにもかかわらず、
まるで境実であるかのごとく錯覚させるほどの、(論の筋道)に従った(観念論)
に依ることなしに、各(存在)の(偶然性)やその(必然性)なる諸(観念)
さえ彼に生み出されはしなかったといわねばならないからである。そこで彼に
主張される(存在論)にもそれ用の(観念論)が窺えるならば、こうした(観
念論)は筆者にいう(認識論)用の(観念論)と関係するといえるか否かに答
えおく必要があろう。もとより(存在論)の提唱にとどまる、彼の見方に反す
るとみられども、筆者は関係すると、前者でいう(観念論)は後者でいうそれ
に繋がらざるを得なくなると指摘できる。だが彼はいかに二つの(観念論)を
使い分けたか、はたまた前者を前面に打ち出すに終始し、後者をば取り付く島
も無くさせたか分かりかねるが、それでもいずれかの く観念論)もなくば、 (荏
在論)すら持ち出せなかっただけは確かなことにちがいなかろう。たとえば(意
識)が(存在)するという(存在論)のなかで、その(即日存在)がではなく、
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(対日存在)が(偶然性)であり、この(偶然性)がく必然性)になるとされ
る各(観念)をば、 (認識論)用の(観念論)がそれ自身に繋がせ(取り込ま)
ねば、 (認識論)用の(観念論)は(意識(対日))の(存在)と(わたし)の
(存在)とをさえ(統合)させることができないのだ。ここはそう語るにとど
めおくしかなくなろうばかりか、そうみないことには、二つの(観念論)がそ
のままあろう、彼の哲学をして(矛盾)を導出させ得るし、筆者の主張しよう、
(認識論)用の(観念論)たる、彼の哲学の基盤はおろか、その存立すら危う
くさせかねないのである。
ところで筆者はこれまでに、ヴェ‑ユに語られる科学、とりわけ(現代科学)
を知ることに努めるとともに、その途中で、サルトルにいう(原子物理学)の
語句の記された引用文を持ち込んでは、たとえば彼女にあって、 (不確定性の
関係)の(観念)で、また(確率の観念)で質されていたく偶然性) (のく観念))
について、彼はどう捉えたのかを筆者なりに述べてきた。 (原子物理学)に関
する、彼の見解も彼が(現代科学)を考究し、これに精通せずに可能にならな
かったは当然のことであり、そこから彼自らにいう(偶然性) (の く観念))す
ら(現代科学)の見方を参考にしたとも受け取り得るが、それでもこれを肯定
する音が彼にみられないかぎり、誰もそうだと断言できぬであろう。しかも(偶
然性) (のく観念))が生じたは、彼自身が試みた く実験)による結果にないと
みるならば、彼の(理性(知性))を駆使させて構築する哲学上の、その‑ (級
念)からにすぎないであろう。要は(偶然性)は彼自らの(理性(知性))で
見出された‑ (観念)でしかなかろう。かつこの(偶然性)は彼の哲学にとっ
て、 (存在論)における(観念)であると同時に、彼からはく偶然性)と(必
然性)の関係で、(偶然性の必然性)という語句に表記されるにせよ、一皮も(必
然性の偶然性)とは聞こえてこないのだ。たとえば以下に掲げる引用文がみら
れるにしても。

Sil est n色cessaire que je sois sous forme d'色tre‑1え, il est tout A fait
contingent que je sois, car je ne suis pas le fondement de mon色tre. (17)

▲、

わたしがそこに在るかたちで存在することは必然(性)的ではあるが、わ
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たしが存在することはまったく偶然(性)的ではない。なぜならわたしはわ
たしの存在の根拠でないからである。 (括弧内は筆者)
上記引用文を筆者なりに理解するに、一に、その引用文前に「聞こえてこな
い」と否定した一文に関して、筆者はヴェ‑ユが(偶然性は必然性の反意語で
はない)ことに同意し、またサルトルも彼女の、この見方と同様に(観念(忠
惟)する)と思えるからして、この引用文の前文には後記するように、その文
面に書かれた条件でしか(必然(性)的)でないごとくに述べられると、それ
でもこのことは彼に(必然性)がその(偶然性)に、要は(必然性の偶然性)
になると語らせる(観念)さえないと答えられるが、しかし一に、彼は引用文
の前文中に(わたしがそこに在るかたち)と記す、かかる(かたち(forme))
を(必然(性)的)とみなす(だが筆者にはかかる(かたち)が、たとえば(わ
たし)自身をでなく、 「わたしの姿」をさすくかたち)が果たして(必然(性)
的)であるかは疑わしい)一方、後文にて(わたし)に関する(存在論)が語
られるべきなのに、 (わたし)すなわち(わたしの存在)をぱく存在の根拠で
ない)とさせたがゆえか、表記のような(偶然(性)的)とも、まして(必然
(性)的)とも直接いいあらわせはしない(これは(わたしの存在)をはじめ、
いかなる(存在)ち(必然性)にみられないことを意味させる)ことになる。
すると彼にいう(存在の根拠)とは何かである。 (存在の根拠)は思うに、こ
の(根拠)がく人間存在)としていう(意識)や(わたし)のうち、何よりも
先きに(意識(存在))が(即日(存在))から(対日(存在))に(変化(変身))
するとされる(対日)すなわち(対日存在)となり得た際の、その(対日)す
なわち(対日存在)にあるとみておかねばならなかったし、そこではじめて彼
が(対日)すなわち(対日存在)が(存在の現象)として(偶然性)といえた
ことでなければならないのだ。だから(わたし)もこうした(意識)に次いで
語られるわけであり、しかも彼に(わたしの偶然性の必然性)といわれる以上
は、(わたし)すなわち(わたしの存在)が問い質されなくてはならぬとともに、
(偶然性)になり、この(偶然性)を(必然性)にするといい得るのである。
筆者は以上の記述において、彼が(わたし)さらに外的(世界)すなわち各(荏
衣)のことよりか、 (意識(対日))すなわち(意識(対日)存在)を優先させ
‑24
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ていたことを、換言するとこの三者のなかで、彼たる(意識(即日)存在)は
(意識(対日)存在)の優位をみずして、残る二者(わたしの存在)や外的(港
罪)のく存在)の各(偶然性)とその各(必然性)を聞えなかったことを証明
することができたと。
それでは、 (わたし)や外的(世界)がまるで(意識(対日)存在)に「右
倣え」するがごとき各(存在)のことはサルトルだけの見方だからともかくも、
他方でこれを踏まえて彼に問わせた く偶然性)と(必然性)に関して、ヴェー
ユはどのようにみていたかである。すでに掲げおいた引用文で、彼女は(偶然
性は必然性と両立しないのではない。それどころか、偶然性は必然性と同時に
でなければ、決して生じない)と語っていたが、その際、この引用文の後文(そ
れどころか)以降の文章に記される(同時に)は筆者にとって、(偶然性)とく必
然性)をいかなる関係にして見出し得るかが質されなければならないことを示
唆させられる。筆者はまず、サルトルが(意識(即日))の能力なる(理性(知
性))は外的(世界) (現実)をその対象にできなかったと、要は(意識(即日))
は外的(健界) (現実)に関係しない(繰返すが、 (意識)が(対日)に(変化
(変身))したときはこの外的(世界) (現実)と関係を有するそうだ)とみて
いたことを、したがってこの点で(意識(即日))は外的(世界) (現実)を(現
代科学)のように、 (実験)対象にできなかったことを碓記する。これに比べ、
ヴェ‑ユは自らの(わたし)なる(自然的な魂)に外的(他界) (現実)を受
け入れていたのだから、当然(実験)対象にせずにおれなくさせたといえるわ
けである。さらに、サルトルは(意識(対日)存在)時に、この(存在)が(偶
然性)に、 (偶然性の必然性)になるといい、また彼には(必然性の偶然性)
という表記がないと思えるように述べおいたが、ヴェ‑ユの場合、たとえばこ
うした各関係がみられるか否かを知ることにある。そして、筆者は彼女には少
なからず、彼にいう(偶然性の必然性)たる見方が窺われないと答えておくこ
とになる。
さすればヴェ‑ユにあって、 (必然性の偶然性)はいかなるときにいわれ、
いかなることをさすのであろうか。彼女とサルトルは(理性(知性))の各用
い方に違いをみせるが、それでも両者の各能力は(論の必然性(論の筋道))
i

に従わせて諸(観念)を導出させていた。だが彼女にいう(自然的な魂)に生
I

I

I

i
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じよう、この(必然性の観念)にしても、筆者が外的(世界(自然))の(必
然性)に組み込まれると理解させたと指摘したことは、要するに何ゆえかであ
る。これに答えるには、彼女にいう(思惟と行動との関係)が想起されねばな
るまい。かかる(関係)は筆者に、(思惟)が(行動)に先行(優先)する(関
係)にではなく、 (行動)に基づいた(思惟)にあるといわせた。 (行動)はこ
こでは身体(内部)の(運動)をさし、身体(内部)の(運動)を(自然的な
魂)にも(感じ)させ生じるのが(感受性)であった。要は(行動(運動))
は身体を動かす(感受性)であるがゆえに、 (自然的な魂)まで伝えられる、
この(感受性)をして外的(世界(自然))の(必然性(世界の美や不幸))を
捕えさせることが可能になる。さすれば人間(彼女)にとって、 (感受性)の
生起すら外的(世界(自然))の(必然性)に適うことでしかなく、身体を動
かす(必然性)が課せられねばならぬといえよう。だから彼女は外的(世界(自
然)) ‑のく行動(連動))のためと称して、サルトル(あるいはデカルト)に
みられるように、彼(ら)が何らかの(行動(運動))をもくろむより先きに(観
念(思惟)する)ことを試みたり、この(観念(思惟))から出発して、外的(世
罪(自然))をこうだと決めつけたりするのではなかった。それゆえ、ヴェ〜
ユにおける、あの尾大な作品は外的(世界(自然))の(必然性)を、これも
人間(彼女)の(必然性)たる(行動(運動))すなわち(感受性)によって(受
容)し得る体験を土台にして、たとえば身体の(感受性)の(自然的な魂)へ
の伝達で生じた諸(感情)の得られた、外的(世界)での現実(現象)のまま
を写し取るよう書き残こされた書き物であるとみておく必要がある。そこに彼
女自身の(観念(思惟))が加えられたにみえるにしても、その(観念(思惟))
は外的(世界(自然))の(必然性)下に身をおいて生み出されくると受け取
らねばなるまい。さらに確認せずにおれないは彼女の、現実に立ち、その写し
取りで成る(観念(思惟))は繰返すが、例のサルトルが(観念的な命題)を
探るにあって不可欠としたく必然性)にさえすでに則っていたことにある。こ
のように、筆者が外的(世界(自然))の、彼にいう(存在)を含めたすべて
が(必然性)に支配されるとみる以上、彼女に生じる(観念(思惟))もまた
かかる く必然性)から逃れられないだけか、それ自身サルトルでも当てはまる
(必然性の観念)と同様に、 「必ずそうな」らざるを得ないように組立てられて
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いる。なぜなら(観念(思惟))が彼にいう同じ く必然性の観念)に従わさせ
ずにいないことは彼女にとって、(観念(思惟))も外的(世界(自然))の(必
然性)の‑として組み入れられてあるからである0 ‑方彼には外的(世界(自
然))が(必然性)であるという見方(観念)がない。だから彼にあってある
対象に対する、何らかの(観念(思惟))を作り出そう(理性(知性))はそれ
自身をなるほど(手段として役立)たせ得るにしても、 (手段として)用いら
れるは彼女に語られる通り、外的(世界(自然))の(必然性) (現実)に身を
投げ出した体験後に可能になるが、しかし彼をして、例の(観念的な命題)さ
え(自然の必然性)の‑とみなすことなしに、彼にいう(論の筋道)なる(必
然性)に従わせることはその(必然性(の観念))をいかにするか、たんに(観
念)的(必然性)にとどまらせはしないかといわねばならなくなる。外的(世
罪(自然))の(必然性)の一に与する(理性(知性))によりもたらされる、
彼女の(観念(思惟))は当然この(自然の必然性)たる外的(澄界)に立ち、
その現実を手本にして、外的(世界)要はくわたしたち)の社会のどこをどう
改尊すべきかを構想させるためにあったと再度碓記する(たとえばかのマルク
スが外的(世界)杏(物質)に見立てたはかかる手本に従った一見識とみえど
も、彼がこの(物質)を労働者たちに等しく分け与えんとし、いまだその現実
にない、 「社会主義共産主義」と銘打つ社会の構想それ自身はしかし、これも
ヴェ‑ユの言で一見した通り、すでに(唯物論)だけにとどまらない、(観念論)
にさえ頼るはかなかったことと比べても、彼女と相違してこよう)0
そして、筆者は上記した、ヴェ‑ユにいう(行動(運動))すなわち(感受性)
のことが彼女にも窺えよう(必然性)と(偶然性)の関係に当てはまらねばな
らぬことを、またなかでも疾うに触れたところの(偶然性)をして何を彼女に
語らせたのかをここで今一度確認する必要がある。 (必然性)と(偶然性)の
関係を一言でいえば、彼女の場合、それはすでに察しがつくように、 (観念(忠
惟))で求められる関係にはないことにある。とどのつまりこうした関係は(行
動(運動))すなわち(感受性)によって成立し保持される。外的(世界(自然))
の(必然性(世界の美や不幸))を背負うはく観念(思惟))にあらず、(行動(過
動))すなわち(感受性)であった。このように、人間(彼女)がかかる現実
を(受け入れ)たうえで(観念(思惟)する)としたことを踏まえ、そのく観
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念(思惟))として(必然性)と(偶然性)の各語を打ち出し、この関係を捉
えんとすることはだから、例のサルトルがこの現実をいわば勝手に解釈させる
ごとき く観念(思惟))によって問われよう関係からにはなく、当初より実際
に身体を動かす(行動(連動))すなわち(感受性)にあってこの関係を現に
可能にさせるというわけだ。そうすることで(偶然性)が生じくる。つまり(偶
然性)は彼女にとって、外的(世界(自然))の(必然性)に服従し得た体験の、
換言すると(行動(運動))すなわち(感受性)をもって、 (世界の美)や(不
辛)の各(必然性)に触れ得た体験の証しとしてもたらされるほかなくなるし、
この体験のままを後日自らの(観念(思惟))にてあらわした語にすぎなくさ
せる。彼女は(偶然性は必然性と同時にでなければ、決して生じない)と、あ
るいは(偶然性を蒙らない、唯一の善はこの世界の外にある善である) (18)と
書き記していた。前者の引用は彼女が(現代科学)に閲し語る文章だとて、筆
者には(現代科学)に物申す一文、要は彼女独自の(必然性)と く偶然性)の
関係を主張する一文のようにみえる。 (同時に)がかかる関係を明らかにする。
彼女にとって、 (必然性)のもとでの(偶然性)なのだ。だから上記した通り、
彼女が自らの(行動(運動))すなわち(感受性)によって、外的(世界)を、
彼女にいうこの世界(必然性)を受け入れたはく同時に) (偶然性)と関係せ
ずにいないといわねばならなかったわけである。しかも彼女が自らに(この世
罪)をあたかも(必然性の偶然性)たる世界のごとくにいわせたことに、後者
の引用文で語られることを加えては、筆者は何を読むことができるかをみてお
かなければならなくなる. 「何を」とは一に、くわたしたち)が彼女の主張通り
に、 (この世界(必然性))を受け入れて「たまたまそうなる」 (偶然性)に立
ち会うことは、彼女が(この世界の外にある)と断じた世界すなわち(超自然
的な領域(あの性界)) (または(善)すなわち神の領域)に関係させること(関
係なくば、彼女は後者の引用文を書き記す必要がなかろう)を、しかし一に、
後者の引用文から、 「あの世界」では、 (偶然性を蒙らない)とされる以上、 (鍋
然性)は認められないし、使用されてならないこと(要は(偶然性)は(この
世界)にかぎらせていわれることでしかない)をさすにちがいない。 「くわたし
たち)が(この世界(必然性))を受け入れる」ことは繰返すが、まずは(身体)
にはじまる(行動(運動))すなわち(感受性)を自らに課すことであった。
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以下(感受性)の語に代表させていう、こうした(感受性)には、 (身体)か
ら(自然的な魂)に伝達される(あるいはそれぞれで生じる)にあって、 (感
受性)自身の強さや弱さがその都度みられくるはずである。この「強さや弱さ」
は筆者にとって、そのいずれさえ(偶然(性))的に惹起されるはかないとい
えるならば、このどちらかの(偶然性)が「あの世界」にかかわらせるは当然、
(身体)や(自然的な魂)の、不断(日常)にない、各血管(の血液)や神経(の
伝わり方)の「強」い「動き(連動)」すなわちおのおのの激しさ(興奮)と
この持続(時間)の長さを省いてみることができなくなるであろう。なぜなら
彼女に語られたごとく、「あの世界」に参入させる、激しい丑たる「強」いく感
受性)は、 (自然的な魂)を構成する(精神)部位機能の(思惟)を(逃亡)
させるほどであったからである。なおかかる(感受性)はその「激しさ」にも
よろうが、 (自然的な魂)中の(鶴)部位にあって、一般にいわれる(感覚)
から、または(感覚)による(感情) (情動)や(情念)に展開されるのと同
様に、 (感情)に、 (情動)さらに(情念)にもなり得ると付け加えおく。
それはともかく、ヴェ‑ユから察知されよう、 (この他界(必然性))のく偶
然性)は、サルトルにいう(偶然性)と、また(偶然性の必然性)とされた表
記をはじめ、各意味とをも相違させずにいない。彼はおよそ(この世界)が(必
然性)であると明確にはしていなかったし、 (対日)や(対日)において語ら
れる(わたし)の各(存在)が(偶然性)であると指摘していたにすぎない。
かつ(偶然性の必然性)は(偶然性)自体が「必ずそう(偶然性に)なる」と
いう(必然性)の諸で使用される以外になかったと。ここから筆者は、彼にい
う(偶然性)が(意識(即日))に(対日存在)であることを、これに次いで
質される(わたしの存在)であることを知らしめるだけに、あるいはその各(存
衣)の現実をあらわさんがために用いられていたとみることができる。したがっ
て何度か繰返したように、(偶然性)の語を持ち出すうえで、こうした各(存在)
が(偶然性)の因にみられるやも知れぬが、その各(存在)のこととて、 (観
念(思惟))によると捉えられるのであれば、各(存在)のことはむろん(偶
然性)の語を含め、彼自らの(理性(知性))の産物でしかないことになろう。
そのうえ上記したく意識)なる(即日)と(対日)や(わたし)に関していう
と、以下のことがただちに想起されてこよう。まず、(意識(即日))は外的(世
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罪) (この世界)に関係しなかった(だが(意識)が(対日)に(変化(変身))
すると、外的(世界)はこの(対日)に付属して関係した)。次に、 (わたし)
はく思惟(認識) (観念)する)機能を持ち合わせてはいなかった。要は(わ
たし)はく意識(即日))自体ではなかった(だが(意識)全体のなかに、 (わ
たし)の(場)として含まれていた)。そして、 (わたし)は(対日)に向かう
仲介役として、 (投企) (など)の実行を司どる役割を担わせられていた。だか
らサルトルに、デカルトに主張された、例の(cogitoergosum (わたしは思
惟する、それゆえわたしは存在する))が批判されたは頒け得るわけである(た
だしこの(思惟する)はサルトルの場合、 (理性(知性))という(能動)能力
で構成されると見て取れたからして、デカルトでは(思惟する)に一応付加さ
れる(感覚する(感じる))などの(能動)能力が(意識(即日))にて作用し、
(受動)能力(感覚)になったとて、 (感覚)などはく意識)全体中の(精神)
の(場)に送り込まれたと、また外的(世界)から(意識(即日))にではな
く(これは両者が関係ないとみなされたがために、当然である)、 (精神)にも
たらされる(感覚)があるとサルトルに語られる際、 (感覚)は直接(精神)
の(場)に受容されたと受け取る必要がある)。なぜなら一に、サルトルが(わ
たしはわたしの存在の根拠ではない)と断じたからか、デカルトにいう、この
(わたしは存在する) (sum)より優先され問われねばならぬ(対日)のく存在)
もしくはその(存在論)に立たざるを得なくなり、そこでは(わたしは思惟す
る) (cogito)なる(認識)もしくは(認識論)がサルトルに論外にさせられ
る((思惟する)はく意識(即日))の横能であった)からである。それに一に、
サルトルが上記したくcogito)の(わたし)はでなしに、その代わりとはいわ
ないにせよ、(理性(知性))能力を有するとみえる(意識(即日)は思惟する)
を先きに成り立たせずに、たとえば、この(意識(即日)は存在する)とは、
はたまた(投企)などを(わたし)の仲立ちにさせたとて、 (意識(対日)は
存在する)とはいえなくなるからである。少なからず、今問う(対日存在)は
みえてこないのだ。したがってサルトルが(存在論)を打ち立てんとする以前
に、 (認識論)がなければならないと、あるいはひいき目にみても、 (認識論)
に重ね合わされた(存在論)に、要は筆者にいう「認識論すなわち存在論」 ((荏
在論)が(認識論(観念論))通りに成ること)にみなされると認め得ぬのでは、
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彼は(cogito)に対し批判できよう資格すら持てないであろうと指摘しておい
たのだ。サルトルは(思惟する)主役が(わたし)といわず、 (意識(即日))
が(思惟する)ことになる(後者でいう(思惟する)ことなくして、彼が自ら
の哲学に試みる(即日)と く対日) (など)やその各(存在)なる「観念(認識)
(請)すなわち存在(請)」さえ生み出されはしない)のだから、 (思惟する)
はたとえ(意識(即日))にみられるにせよ、くわたしたち)人間の(本質)の
‑であり、さらに彼に(観念(思惟))の産出が(論の筋道(論の必然性))に
よると語らせるそれ自体も くわたしたち)人間の(本質)でしかなく、筆者に
すれば、こうした(本質)を(実存(存在))に(先き立)たせ得るとみてお
かねばならなくなるわけである。毎時毎秒(観念(思惟))せずにおれないの
が確かに くわたしたち)人間である。くわたしたち)人間はときに、(この世界)
(現実)を(観念(思惟)する)対象として取り入れたり、ときにフランス語
での「接続法」のように、現実とかかわらずに、 (観念(思惟))したりするで
あろうが、しかしサルトルに(意識(即日))の(理性(知性))それ自身が「目
的に定めた対象」を(たとえば(この世界)を対象にすることでも、その現実
に依拠しない、あるべき現実を目的にして) (思惟(認識) (観念))させ、自
らの哲学の構築のうえで、かかる諸(観念)用語を(論の筋道)に従わせるか
のごとくに打ち出し組立てさせるは、くわたしたち)人間が不断(思惟(認識)
(観念)する)仕方とまるで異なるのである。それは彼の(理性(知性))がな
みなみでないことを明かしくるであろうが、ならばなおのこと、彼の哲学のか
かる構築は(認識論(観念論))によってでなくば成り立たないと断じる必要
があろう。
筆者がサルトル自らのともいえる(理性(知性))自身が(観念(思惟)する)
ことで、たとえば(対日)をその目的として見出し、この(対日)をばなおも
(偶然性)と(観念(思惟)する)と捉えた、かかる(偶然性)に対し、およ
そこれと相違すると判断される、ヴェ‑ユにいう(偶然性)は、彼女自らの(自
然由な魂)中の(精神) (部位)に、 (この世界) (現実)に触れ得る(感受性)
でもって、その現実をして(必然性)たるを知らしめられるし、確認させられ
ることにあったのだ。換言すると(必然性)でしかない(この世界) (現実)
を受け取り得る(感受性)がその働きたる、 (自然的な魂)のうちの(魂) (部
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位)から(精神)へ伝達され、 (精神)の(理性(知性))をして(偶然性)と
く観念(思惟)・)せしめたことになる。そこで筆者が彼女に語られると思える(必
然性)と(偶然性)の関係を今一度振り返りまとめんとすれば、彼女にいう(忠
惟と行動との関係)がいかなるかかわりに真にあったかを筆者に碓かめさせね
ばなかろう。一に、(行動)は何より(身体)に生じる(感受性)であった(筆
者はこのことを「行動(運動)すなわち感受性」と表記していたし、それ自体
は同時にこの(身体)が(この世界) (環実)に向けて動いている(行動(運動))
を伴なわせることを合意すると受け取る必要がある)。一に、こうした(行動(逮
動))すなわち(感受性)は(思惟(観念))に先行する(関係)にあった。一
に、くわたしたち)人間は彼女にいう(必然性)でしかない(この健界) (現実)
に住まうからして、くわたしたち)人間が有する諸能力さえ、要は上記での、(身
体)に産出される(感受性)と、 (精神)の(理性(知性))の作用で産出され
る、何らかの(思惟(観念))とも

くわたしたち)人間にとって(必然性)で

なければならなかった.そして一に、 (理性(知性))は く感受性)を制御した
り、 (理性(知性))自らに都合よく解釈したりする(思惟(観念))であって
はならず、すでに触れた通り、この(理性(知性))はそれ自身を目的にする
のではなしに、(手段として) (感受性)によって明らかにされる(この世界) (現
実)を写し取る働きでなければならなかったのだ。これこそ彼女における(理
性(知性))の役割であった。とまれ筆者に疾うに記された引用文、たとえば(つ
ねにわたしが欲するところ‑、ときおりわたしを連れて行く)に、 (必然性)
と く偶然性)の関係が窺えると読むことができよう。その際上記文章は、まず
く思惟と行動との関係)において、(この世界) (現実)に対し、(行動(感受性))
が(思惟(観念))より先きに作用(運動)することを、かつ(思惟(観念))
が(行動(感受性))で受け入れられる現実を写し取る働きしかないことを前
提に理解される必要がある。そして筆者が彼女に問う(必然性)と く偶然性)
の関係において、 (行動(感受性))における、かかる関係が何かは一見してい
たのだから、以下では(理性(知性))による(思惟(観念))での(必然性)
とく偶然性)の関係に答えおくだけで済むわけである。だがこうした関係が(理
性(知性))にみられるといえるか否かである。筆者が上記引用文を持ち出し
たはむろん、これを肯定するためである。この証しは何より筆者が(欲する)
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と訳した動詞にある。その不定形(vouloir)の一般的訳語(意志する)は筆
者にすると、繰返すが、彼女にいう、定冠詞付きの(魂)全体をあらわす(1'ぇme
(魂)) (ここでは前記したく自然的な魂))のなかの‑部位(unesprit (精神))
の(思惟する) (理性(知性))に与する丁能力にすぎなかった(なお序でに、
不定冠詞を用いて(uneAme)と表記される(魂)は(魂)全体のもうひとつ
の部位を構成しており、そこには(感受性)のをはじめとして、 (感情) (情動)
や(情念)の、あるいは(感覚)の働きが窺えるところになるし、もとより彼
女にあっては、 (魂)全体が(わたし)にみなされると付け加えおく)。ここか
ら上記引用文は、(つねにわたしが欲す(意志す))れど、めざす目的地へはくと
きおり)しか(連れて行)かぬという謂になるのであり、彼女が(意志する) (哩
性(知性))もまた

くわたしたち)人間の持ち合わす(必然性)的能力である

とみていたとて、さらにかかる(思惟する)を作用させたとて、 (ときおり)
以外に実現されないと語るのでは、これを(偶然性)と捉えるはかないことを
さすといわなくてはなるまい((必然性)や(偶然性)の各語に名付け得るは
もちろん、 (感受性)に依拠したくこの世界) (現実)を写し取った、 (理性(知
性))での(思惟(観念))で成ることである)。このように

くときおり)でさ

え(意志する)通りにさせよう(理性(知性))は(感受性)の場合と同様に、(必
然性)と(偶然性)の関係を成り立たせずにいないと思われるが、しかしその
とき確認されねばならぬは、彼女にとって、 (精神)が(理性(知性))による
(思惟する)機能を有しつつも、(精神)それ自身でこの(意志する)をして(逮
れて行く)を実際(現実)に生起させ得るかどうかということにある。否であ
る。要は(精神)は(思惟する)だけにとどまっているのだ。 (理性(知性))
がくわたしたち)人間に役立つとすれば、それは彼女が指摘したように、もは
や(手段として)しかなかろう。
しかるに、実際(現実)に(わたしを連れて行く)はくときおり)にしろ、(わ
たし)が(身体)を動かさずに、いかなる「目的(也)」にすら達することが
できないのだから、まずもって(わたしを連れて行く)うえで、 (わたし)は
自らに、 (身体)の(行動(運動))を課せども、すなわち(この他界) (現実)
下でおよそ(自然的な魂)や(身体)を持たされる くわたしたち)人間もその
(必然性)を背負わざるを得ないと見て取れる、なかでも(身体)の能力(感
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受性)を発揮させるべく働かさせども、この(必然性)たる(感受性)はくと
きおり)にあっては、 (ときおり)がゆえに、 (偶然性)以外になり得ない(偶
然性)と呼ばれるほかなくなるわけである。かっこう呼ばさすはここでいう(感
受性)や(必然性)をも含めた語をもたらす(理性(知性))の作用によって
しか可能にならないと繰返しおくとともに、この(理性(知性))がそれ自身
をしてかかる現実を写し取らせる(手段として)役立たれると筆者に見えたは、
(つねにわたしが欲するところへ、ときおりわたしを連れて行く)とされる引
用文であったのであり、たとえば(感受性)にとって、そのくときおり)とい
う(偶然性は必然性と同時にでなければ、決して生じない)と彼女に主張され
たのだと察知せねばなるまい。上記二引用文には(理性(知性))によれども、(感
受性)とは一見関係ないような、それぞれの(思惟(観念))が盛り込まれる
と受け取り得るが、それでもそうした各(思惟(観念))は上記最初の引用文
の場合、思うに、(この世界) (現実)に(わたしを連れて行く) (行動(感受性))
の例をこの(思惟(観念))としてしか記されなかったのだと。換言すると最
初の引用文は、(行動(感受性))を優先させたと同時に(わたし)に生じたくこ
の世界) (現実) ((わたしを連れて行)った現実)が(思惟(観念))でもって
このように写され綴られた文章であると捉えられたのだから、また筆者は、くわ
たしたち)人間が有する(感受性)や(思惟)を生来の、 (必然性)なる諸能
力と、かつくときおり)の際には、この諸能力を(偶然性)なるおのおのとみ
ておいたのだから、かかる(思惟(観念))はそれ自身に(行動(感受性))の
ことを重ね合わせ表現さすごとく書き残こさせ得たと読んでかまわぬわけであ
ると。しかも筆者にいわせるに、(思惟(観念)と行動(感受性)との関係) (19)
はこの各能力たる(必然性)とその各能力たる(偶然性)の関係にさえなると
示唆させよう。しかしそこで注意すべきはくわたしたち)人間が持つ能力だけ
が(必然性)と(偶然性)にみられるのであって、 (この世界) (現実)そのも
のは(つねに) (必然性)であり、 (同時に) (偶然性)であると語ってはなら
ない。そのうえ(思惟(観念)と行動(感受性)との関係)の各能力に、 (必
然性)と く偶然性)の関係が各対応するとみることなくして、その(必然性)
と(偶然性)の各語がいかなるために用いられたか、いかなることをあらわさ
んとしたか不明にさせようからして、この「いかなる」は上記した以外の見方
‑34‑

ヴェ‑ユ身体論〔禰Ⅶ)
では理解できなくなるのだ。こうしてみると、彼女に窺える(必然性)と(偶
然性)の関係においては、 (この世界) (現実)の(必然性)に従わざるを得な
くなる(行動)として発揮される(感受性)も、この(感受性)で受け入れら
れる現実をば、(思惟)によってあらわし得る(観念)もそれぞれ、(つねに) (必
然性)たる能力であるだけでなく、能力が(ときおり)しか可能にならないと
きに、これを(偶然性)たる能力とみなす関係に捉えられるは確かであろう。
ただしここでも注意すべきことがある。すなわち(ときおり)という(偶然性)
に出会うことは、すでに触れたところではあるが、一方の(思惟(観念))にあっ
ては、たとえばこの(思惟(観念))の、いまだ完堅さにないことが予想され
るために、その正確なく思惟(観念))を求め補充するうえで、(わたし) (のく精
棉))の(能動)的作用(これが現実を写し取る(思惟(観念))における(必
然性)の調である)によって、繰返し(思惟(観念))せねばならないことを、
他方の(行動(感受性))にあっては、たとえば不断(日常)にない(激しさ(量))
と時間(激しさの持続)による(行動(感受性))が(超自然的な領域(あの
世界))に(わたしを連れて行く)ことを可能にすることを含意させると。
とまれここに、ヴェ‑ユに語られた(必然性)と(偶然性) (もしくはその
関係)に比較させる、筆者の意図で、すでに述べたく現代科学)あるいはサル
トルの、その各見方はどうであったかを簡単にまとめおくことにしよう。一に、
彼女は(現代科学)でいう(偶然性)の語に対して(hasard)を用いた(した
がって(偶然性(hasard))はく現代科学)用にだけでなく、彼女自らも使う
語にもなる)し、一方サルトルは(偶然性)を(contingence)と表記していた。
さすれば(hasard)と(con血gence)には相違があるとみるべきか。筆者は
この両語を同義(類似)語とみなしおく。そういえるは彼らにあって、(偶然性)
の語が各(n色cessit色)なる(必然性)の語とともに使われるからである。た
だし各語をば、サルトルは(偶然性の必然性) (の関係)として、まるで(必
然性)を(偶然性)の(反意語)のように用いるのであり、ヴェ‑ユはく必然
性の偶然性) (の関係)として、 (偶然性は必然性の反意語ではない)ように使
用した。ところが彼女にいわせる(必然性の偶然性) (の関係)は(現代科学)
に当てはまらない。後述するところだが、何せ(現代科学)には(必然性の観
忠)がないために、く偶然性)の語しか見当たらなくさせる(したがって(現
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代科学)は(必然性)とく偶然性)の関係を持たないと指摘し得る)。だが一に、
それは何ゆえか。サルトルと同様、 (現代科学)も(この世界) (現実)を(必
然性)であるとは捉えていないからである。彼女は(現代科学)に対し、たと
えば(原子粒子の軌道は確率的であって、すでに必然的ではなくなり、必然性
はどこにも見当たらなくなった)と断じていたではないか。つまり、(現代科学)
のく実験)で供される(物質)の例を人間の(身体)にして語ると、 (身体)
の諸器官やその組織さえ疾うに触れおいた通り、 「細胞」 「分子」や(原子)と
いう(必然性)的(物質)で構成されていると見て取れるにもかかわらずだ、
それに加え(実験)結果から導出される(偶然性)は(必然性の観念から離れ
た確率の観念)に結びつくはかなく、 (かく離れた確率はもはや統計の要約に
すぎなくなる)のだから、 (現代科学)に窺えるはく偶然性は確率によって、
実験的に検証できる‑観念となる)とされるほどに、これもサルトルと同様、(哩
性(知性))が、この(思惟(観念))がそのすべてを取り仕切り企てる以外に
ないにもかかわらずにだ。しかるに(必然性)を(どこにも)見出せなくさせ
る(この世界) (現実)を(確率(統計))でみることは何か。それは(現代科
学)をしてくわたしたち)人間自らに、その(確率(耗計))が正しいかを確
証さす、さらなる(思惟(観念))の投入よりか、既知の(確率(統計))を宗
教のごとくそのまま信仰させることでしかなかったと繰返しおく。しかしてサ
ルトルはどうであったか。 (必然性)と く偶然性)について、これまで掲げお
いた諸引用文(または語句)から知り得ることは、彼がたとえば(対日)や(わ
たし)をそれぞれ(偶然性の必然性)と表記していたことであった。だが彼は
同時に、この(対日)や(わたし)のほか、 (即日) (身体) (事物)や(自由)
すら各(偶然性)であるといい切っていた。だから筆者にすれば、上記したこ
れらもおの串の、 (対日)を実現せしめる際にか、 ((偶然性の)必然性)にな
るとみることができるわけである(ただし(自由)にあっては、 (自由はいか
なる論理的な必然性にも従われない)とされるからして、まさにこの(自由)
にみる(必然性)はその(論理的な必然性)ではなく(20)、いわば(偶然性)
が(必然性)の意味を有する以外に使用されはしないことに注意する必要があ
る)。こうした(即日) (身体) (事物)や(自由)の各((偶然性の)必然性)
とみなされる真偽のほどはともかく(彼にあってはおよそ真であろう)、 (必然
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性)の語が挿入される引用文をほかに探すと、筆者が出会ったそれは次の通り
である。

Elle (la r色alite‑humaine) est entiとrement abandonn色e,…A l'insoutenable

n色cessit色de se faire色tre... (括弧内は筆者) (21)
人間存在は、..̲自らを存在せしめねばならぬという、支持できない必然性
に、 …完全に委ねられている。
筆者が(I‑insoutenable n色cessite)を(支持できない必然性)と訳したが、
この語句中の形容詞は何を示唆させるかである。その形容詞にはほかに、 (認
められない)や(耐え切れない)という訳語が記されくる。したがって筆者は
(必然性)が誰に(例の(他者)に)か、何に(例の(身体)や(事物)に)
か(支持)されないのではなく、サルトル本人にとって(認められない)や(耐
え切れない) (必然性) (の語)になったと受け取っておかなければならなくな
る(要はこうした形容詞の訳語は(必然性)自体の特徴をあらわしてはいない
のだ)。たとえば、上記引用文に窺われるように、彼は(必然性) (の語)を(意
識(即日と対日))や(わたし)で構成された(人間存在)に対して使用する
だけなのである。つまり(必然性)はこの(人間存在)が(対日)になり得る
よう(自らを存在せしめ)られることを示すために用いられた語にすぎなくみ
えてくる(なお蛇足ながら、ここに再度、彼に(se (自らや自己))と表記さ
れた既出諸引用文にあって、 (人間存在)を構成する(観念)用語が複数に亘
るせいか、上記引用文を含め、 (se)が(自ら(自己))と訳し得るとはいえ、
ときに(即日)を、ときに(対日)を、それとも(わたし)をさすのか、明確
に捉えられない引用文が多々見受けられたと付け加えおく)。だからかかる(人
間存在)以外に対して、すなわちこれも疾うに取り上げた諸引用文中にみられ
る通り、(偶然性)と受け取られていた く他者)あるいは(他者)ともいわれた、
例の外的(世界(この世界)) (現実)に対しては、彼が当初から(必然性)で
あると断じるは不可能であった。筆者はなかでも、彼が独自な く観念論)を組
立てたためか、 (この世界) (現実)を「必ずそうなる」 (必然性)と認めたが
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らなかったといわずにおれない(これがまた彼の哲学を(観念論)にみなし得
る、証明の‑ともなる)。なぜなら彼に、 (意識(即日)) (現存在)は(この世
罪) (現実)に関係しないといわせたがゆえに、(現存在)の(わたし)なる(投
企) (など)を仲立ちにして、まずは(意識(対日)) (本来的存在)を実現せ
しめてはじめて、彼にいう(この対日とこの世界との統合)が可能になったと
みておかねばならないからである(筆者は(統合)における(この世界)には
(本来的存在)となった(わたし)と外的く世界(この世界)) (境実)のこと
が含意されると指摘しておいた。だからかかる(統合)のときに、外的(世界
(こ'の世界)) (現実)は(意識(対日))に関係するといえるわけである。しか
れどもこのことは(本来的存在)なる(意識(対日))の実現が先行されずに、
この(統合)を成り立たせないことを意味させるのだ)。しかし人は上記した、(現
存在)とみえる(身体) (この(身体)は筆者にとって、 (意識(即日))が立
つ立場と同じにみなし得る)はともかく、 (事物)は外的(世界)の(存在)
のごとくにかかわっていると反論するやも知れない。だが筆者は(事物)さえ
外的(世界)に属するとみてはならないことをすでに知っている。百歩譲って
(事物)が外的(世界)のものと語られたにせよ、彼は何より先きに(身体)
や(事物)をも(偶然性)と主張したのだから、これらが少なからず(必然性)
でなくなるは確かなことになる。かつこれらも(意識)が(対日)に(変化(変
身))した際に、 (必然性)はく偶然性の必然性)として使われるほどのことで
しかなくなろう。しかしだからといって、このとき、彼の名言(実存(存在)
は本質に先き立つ)が(偶然性は必然性に先き立つ)に換言できるかとすれば、
筆者は以下に掲げる引用文からも、このいい換えを否定せざるを得ないのだ。

Le Pour‑soi demeure inessentiel et contingent par rapport A I En‑soi et
c'est cette inessentialite que nous appelions plus haut sa facticite. (22)

対日は即日に比べて非本質的で偶然的である。わたしたちが対日の事実性
(要は偶然性のこと)と先きに(本文で)呼んだのはこうした非本質性のこ
とである。 (括弧内は筆者)
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すると引用文中の最初の文章を読むかぎり、 (非本質(的))とは逆にいえる
(本質(的))は(即日)に充当するであろうし、 (即日)も端から(偶然性)
にみられていては、 (本質)すら(偶然性)といわれかねなくなる。だがこれ
は読み間違いでしかなかろう。なぜなら最初の文章の主語は(対日)であり、
この(対日)こそ(実存(存在))せしめられねばならないと同時に、 (対日)
たる(実存(存在))ち(偶然性)であるとされるにもかかわらず、 (偶然性)
が(本質)に等しいかとみれば、しかしこのときかの名言は(本IIl)を(対日)
すなわち(実存(存在))といわせるはかなくなるからして、 (本質)はおよそ
(偶然性)になり得ぬわけである。さりとて(本質)が(必然性)とみなされ
もしないと指摘せずにおれない。それは(対日)がその(実存(存在))のこ
とをささねばならぬのであり、 (本質)であることはないからである。そのう
え彼は(本質)をいの一番に(必然性)とは捉えていなかったし、またこの(本
質)を(偶然性)と受け取ると、彼に(実存(存在)は本質に先き立つ)と語
られることは、 (対日)すなわち(実存(存在))がすでに(偶然性)とされて
いたことに重複させられるだけか、その(本質に先き立つ)と記されたことを
意味不明にし、かかる名言を成り立たせはしなくなるからである。
筆者は(現代科学)の、あるいはサルトルの、前段までに言及した く偶然性)
や(必然性)の各捉え方に対して(むろんサルトルのかかる捉え方は私見であ
る)、ヴェ‑ユがわけても(現代科学)をどのようにみたかを、ここで繰返す
ことはしないが、しかし(現代科学)にさえ通用しようと思える、彼女のその
見方(の出所)は奈辺にあったかを確認したり、筆者がいまだ答えずにいた問
題を取り上げてみたりしなくてはなるまい。そこでまず、 「彼女のその見方」
と記した出所はもとより、(自然(世界)は必然性である)という(観念(思想))
にあったといわなければならない。彼女はさらに、 (必然性)を自らの
くphilosophia (愛知)) (哲学)に取り入れたのがプラトンであり、 (必然性)に
立つことで創始されたのがギリシア科学であるとみていた。かつこうした哲学
や科学はそれぞれ、くわたしたち)人間の(救い)とならねばならぬ(善‑の
関係(lerapportaubien )) (23)をいかに導き出せるかをめざしていたという。
彼女にとって、 (必然性)と(同時に)とはいえ、 (偶然性)も生じくる(この
世界) (現実)には其の(善)は見当たらなかったのだから。したがって彼女
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の見方に従えば、この(善への関係)を目的としていた、なかでもギリシア科
学以外、かかる(観念(思想))を持ち合わせていなかったはく近代科学(古
典科学))であり、 (現代科学)であったとみてかまわぬことになる。しからば
彼女は(自然(世界)は必然性である)や(善‑の関係)という各(観念(忠
想))にとどまるだけでよしとしていたのであろうか。そこに終始するならば、
彼女もまた(観念論)者にみられても仕方なくなろう。彼女はそうではなかっ
たのだ。これらの(観念(思想))をそのまま語るに任せるのではなく、彼女
は自らの(行動)あるいは(体験)でいまだ確実ではなかろう、これらの(観
念(思想))を明らかにしようとしていたのだ。要は彼女が(この世界)を(必
然性)とみるにせよ、これを言い放つだけでなければ、 (必然性)を自らに受
け入れるほかなくなるし、受け入れずして、ましてや(尊への関係)すなわち
(神への関係)が実現されることはなくなろう。そのための(行動(体験))が
課せられなければならぬわけである(このことはそれこそサルトルの言にすれ
ば、(選択)にもなろうが、しかし何度も触れた通り、彼のように(理性(思惟))
から(行動)を(選択)したのではなく(または(理性(思惟))に基づく(行
動)ではなく)、彼女の場合、 (行動)からその現実を(理性(思惟))に(ま
たは(行動)に基づく(理性(思惟))に) (手段として)写し取らせたのが、
上記した「これらの(観念(思想))」に結実したし、彼女にそう確認されてい
たことを忘れてはならない)0
以上のことから、筆者はヴェ‑ユにおいて、(必然性)とは、もしくは(行動)
とはそれぞれ何であったかを質すことができる。これらはもはやいうまでもな
く、 (必然性)が(この世界) (環実)に(不幸)と(世界の美)しか現出せし
めなかったことに、(行動)が(感受性)を土台にしていたことにある。 (不幸)
はおよそ(この世界) (現実)が(痛ましく愛されている) (必然性)によるで
あろうし、 (美)はむろんのこと、 「徳」や「秩序」なども含まれよう(世界の
美)さえそうであろう。だから(不幸)と(世界の美)は各それ自身(偶然性)
にみられたりはしない。 (この世界) (現実)でおのおのを(受容)し得る(わ
たし) (すなわち(自然的な魂))が「不断(日常)にない(激しさ(畳))と(時
間(激しさの持続))」に見舞われる以外であれば、それぞれはくときおり)と
いう(偶然性)として(わたし)に受け取られるにちがいない。
I

‑40‑

J

J

l
、

J

j

ヴェーユ身体詮〔補Ⅶ〕

(行動)は(身体)を動かすことにあり、動かすことが(感受性)であった。 (身
体)はその(行動(運動))中、 (この世界) (現実)の何らかの対象を(感じ
る(ressentir)) (能動)を可能にし、その(感受性(sensibilite)) (受動)を
生み出した。 「何らかの対象」はおよそ(不幸)と く世界の美)になり、その
対象に出会う度に、いずれかが(行動(運動))している(身体)に入ってくる。
この(身体)の(感受性)として(身体)にまず受け入れられよう(不幸)と
(世界の美)はそれぞれ、(身体)にとって、いわば「負(マイナス)」や「正(プ
ラス)」の(感受性)となる。だから筆者はこの「負」や「正」を「神経伝達
物質」の違いをもって証し得る。要するに「負」の(身体の感受性(神経伝達
物質))をさす(不幸)は当然、 (世界の美)とされる、 「正」の(身体の感受
性(神経伝達物質))と相違させるだけでなく、 「負」や「正」の(身体の感受
性)はあくまで(身体の感受性)であり、 (感情(情動や情念))ではないとい
うことである。ヴェ‑ユにあって、(不幸)と(健界の美)と名付けられるはく自
然的な魂(1'ぇme))中の(精神(esprit))のく理性(知性))においてであるが、
この「負」や「正」の各(身体の感受性)は(1'ame)のなかの‑部位(魂,une
えme))に(受容)されて(uneえme)の各能力になり得る(感受性)として
今度は捉えられもするのだ。たとえば(不幸)が(感情)でしかなくなるは(une
えme)に伝えられた、 「負」の(身体の感受性(神経伝達物質))に、この(魂)
としての(能動)能力((再び)感じる(ressentir))が働いて、 (不幸)とい
う(感情) (受動)を産出させることにあった。だから(不幸(感情))は(身
体)でなしに、 (鶴(uneえme))で生み出されるといえたにしろ、 「負」の(身
体の感受性(神経伝達物質))が(魂)に繋がるからこそすれ、この(une
えme)での(感情)を成り立たせるわけだ。このように(身体の感受性)が「負」
であれ、「正」であれ、(魂,uneえme))に繋がらないと、(不幸)と(世界の美)
たる各(感情)は彼女の(観念(思想))からも失われてくる(サルトルにあっ
て、 (感情)自身は(理性(観念))で(感情(曝吐や不安))と名付ける以外、
作り出されないからして、 (理性(知性))のく論の筋道) (彼女にいう(心然
性の観念))による(観念)に与りはしない能力である。だから彼に最優先さ
れるとみえる(理性(知性))は(感情(曜吐や不安))を拒否し得るし、 (こ
の世界) (現実)を前提にしないだけに、たんにその(論の筋道)のなかに例
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の(偶然性)を組入れることも可能にさせたのだ)0
ところで(不幸)において、何ゆえ(身体)に生じ(魂)に伝達される(感
受性(神経伝達物質))がこの(不幸)と同様の経過(身体から魂へ)をたど
るとみる際の(世界の美)と異なるといい得るかである。それにはヴェーユに
(わたしはわたしの身体構造に妨害される)と語らせたく妨害)が原因になら
ざるを得ないし、筆者はかかる(妨害)を「負」の(不幸)と「正」の(世界
の美)の二種類の(感受性(神経伝達物質))に見立てることができるからであっ
た。むろんこうした(感受性)を「神経伝達物質」と記したは筆者であり、彼
女ではない。それだけか、彼女でさえ、 (身体)や(魂(une Ame))が各それ
自身でもって、 (感じる)や(感受性)と、あるいはく不幸)や(世界の美)
であると述べるとはみていないのだから、これらのことは彼女の、もしくは彼
女にいう哲学上の(自然的な魂(l'ぇme))中の(精神)がいわせることである
と受け取らねばならなかった。すでに触れた くわたしが欲する)一文を例にす
れば、彼女にとって、 (わたし)は(1■ぇme)でもあり、 (欲する(意志する))
と書かれたからには、その出所は(精神)であると、この(精神)に(身体の
感受性)が(受容)されることはないからして、 (欲する)に対する、 (精神)
の(運動)はみられても、(身体)のく運動)がかかわることはないわけである。
ちなみに、 (世界の美)ち(魂(une Ame))では(感情(情動や情念))にみ
なされることが、また(不幸)と(世界の美)なる各(感受性)が(身体)を
通過させずに、直接(uneえme)にそれとしてかかわる場合もあることが可能
になると付記しておく。後者にあって、この(魂の感受性)に新たに(魂)の
く能動)能力(感じる(sentir))が働きかけることで、 (不幸)と(世界の美)
という、 (魂)に生じる各(感情) (受動)となるであろう。さらに(身体)か
ら(魂) ‑と伝わる(感受性)の繋がりのうえでは、この(不幸)と

く世界の

美)における各(身体)のく運動)は、(身体)の不断(日常)や「生得」的(逮
動)にとどまらない(運動)でなければならぬと、さすれば(鶴)に伝わった
(不幸)と(世界の美)のそれぞれに、 (魂)では(再び感じる(ressentir))
を働かせて、たとえば(願望)や(歓喜)などの詣(感情(情動や情念))が、
かつ(不幸)と

く世界の美)が各(魂)から(精神)に伝達された際の(精神)

では、 (知的注意力)が生み出される(このことは(不幸)と(世界の美)の
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各(感受性)が「直接」 (une云me)にかかわるとみたときも上記と同様であ
ろう)とみることができた。そして(身体)から(魂)への、ならびに(魂)
自身での各(感受性(神経伝達物質))が「不断(日常)」や「生得」的(運動)
にとどまらないで、 (激しさ(畳))と(時間(激しさの持続))を増す(運動)
に達すれば達するほど、彼女は(感受性のさらに高級な部分)に くときおり)
でも(自然的な魂)すなわち(わたしを連れて行く)と断じた。かかる(高級
な部分)とは(魂)の(感受性)が(感受性以上)になることをさしたのであ
り、 (自然的な魂(わたし))が(善への関係)に誘われることを合意させる。
換言すると(わたし)が受け入れたく不幸)と(世界の美)の各(感受性)を、
あるいはその各(感情)を(感受性以上)にさせては、(自然的な魂(わたし))
を(超自然的領域)に移行せしめた、その(魂)にし、この(超自然的な魂)
において、 (自然的な魂)で捉えられた(世界の美(感情))や(歓書)が、た
とえば(不幸)を(受容)しようとする(願望)が、もしくは(知的注意力)
がそれぞれ(純粋な) (世界の美) (歓喜)や(願望)に、もしくはプラトンに
いうく神(尊) ‑の愛(エロース))である(創造的注意力)や(直観的注意力)
に展開せしめられるであろう。ただし(超自然的領域)での(超自然的な魂)
には、 (自然的な魂)を構成する(魂)ち(精神)もないと、また(超日舞的
な魂)にあって、たとえ(棉(尊))に くときおり)出会えたにしても、それ
は(偶然性)のことではもはやなく、 (必然性)のことでしかないとみておか
なければならない。そして以上に記したことはすべて彼女の(体験)で自らに
語らせることであったということである。だから彼女はこれを次のように指摘
した。すなわち、
l

l

Le rapport v色ntable entre theone et application napparait quune fois
que la recherche th色onque a色t色purifi色e de tout empirisme. (24)

理論と実践との真の関係は、理論的研究があらゆる経験主義から浄化され
たときにしか明らかにならない(と)0
ヴェ‑ユのく体験)とはこの引用文にいう(実践)であり、 (実践)はもと
ZKE
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より、彼女に語られていたく行動)あるいは(運動)を意味させずにおかない
し、一方の(理論)は(思惟)に置換されることを可能にする。さすれば上記
引用文に書かれた(理論と実践との(其の)関係)は彼女にいわせ、筆者も何
度か取り上げたく思惟と行動との関係)に、しかも(思惟(観念)と行動(感
受性))と筆者に記させた、かかる(関係)に等しくさせられるだけか、引用
文の文脈において、 (思惟)から(行動)への(関係)をでなしに、 (行動)か
ら(思惟) ‑のく関係)を成り立たせることが証明されたといえるわけである。
とまれ(感受性)の(高級な部分)が(自然的な魂)にみられるだけならば、
(超自然的領域)における、前記した諸能力すら、ヴェ‑ユの構想すると思え
る哲学に見出されずともかまわぬことになろう。また(身体)の(行動(運動))
により生じる(身体の感受性)がなくば、これがたとえば彼女自ら(体験)し
たく絶望)や(頭痛)ともなって伝達される(自然的な魂)はその(不幸)あ
るいは(世界の美)を(感じる(ressentirやsentir))ことさえ不可能であろう。
だから(不幸)と(世界の美)のみか、 (願望) (歓喜)や(知的注意力)が生
まる基には、この(身体の感受性) (ないしは(魂の感受性))があったといわ
ねばならぬわけである。 (魂)も確かに(運動)していようが、それでもこの(逮
動)は(魂)内の(運動)にかぎられるとみるならば、 (この僅界) (現実)に
あって、その(魂)よりか先きに、毎時毎秒、 「生得」的(運動)を含め、例
の(行動(運動))が可能であるはく身体)であり、(身体)の(この世界) (現
実)への動きで惹起されよう(感受性)なのである。ここからは筆者にとって、
彼女にいう(思惟と行動との関係)が(自然的な魂(1‑ぇme))中の(精神(esprit))
と(身体)との(関係)にではなく、(魂,uneAme))と(身体)との(関係)
になければ、およそ(l'ame)が(超自然的領域(あの世界))に参入できない
ことは確かであろうといわざるを得ないのだ。要は「自然的領域(この世界)」
(現実)において、(身体の感受性)の発揮なしに、くわたしたち)人間は真の(救
い)でなくとも、 (救)われることがないということである。
ところがヴェ‑ユが(科学の進歩は哲学に新しいものを何らもたらすことが
できない) (25)と語るからか、筆者もまた、今日までの哲学でではむろんのこと、
(現代科学)で行使されよう(理性(思惟))にあって、彼女の主張する(感受
性)という名辞やその機能が明らかにされたとは、またく理性(思惟))が(感
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受性)をして(身体構造に妨害される)ことを認めさせたとは、そしてこの(感
受性)だけが「あの世界」の「目に見えぬ」 (棉(善))に出会わせ得る能力で
あるとはいまだ聞いたことがない。わけても(現代科学)に携わる(物理学者
たちの理解する原子の世界では、運動しかない)という、彼女の言にあって、(魂)
を含む(身体)全体に、いわば人間全体に行き渡る(行動(運動))で当初に
発しよう(身体の感受性)に比べ、筆者にすると、たんに(原子) (の周り)
を回る(運動)は、 (身体) (人間)全体に流れる(伝わる) (運動)をさすこ
とになるとはみえないのである。また筆者が(原子) (粒子)を(感受性)と
捉えないのは、 (原子)の(統合)状態が相互に(非連続)であるといわれる
からである。万が一(原子) (粒子)を(感受性)と見立てたとて、 (物理学者
たち)は「目に見えぬ」「生得」的(連動)とともに、これも「目に見えぬ」 (感
受性)を、しかも(量)でしかない(感受性)を測ることができるであろうか。
否。その「目に見えぬ」 (感受性)は少なくとも、(偶然性)のみを強調する(物
理学者たち)の(理性(思惟))では真にあらわし得ないにちがいない。その(哩
性(思惟))も筆者には、 (この世界) (現実)の「正」や「負」の(必然性)
にかかわらずにいない(感受性)と同様に、 (身体構造に妨害される) (かかる
(妨害)さえ(必然性)である)とみえた。なぜなら真の(思惟(観念))が(請
の筋道)に添って成り、(わたし)の(思惟(観念))として獲得されるまで、(わ
たし)は繰返して(思惟(観念))し続けなければならなかったからである。くわ
たしたち)人間にとって、 (必然性)はく理性(思惟))からもたらされる(刺
定値(見込億)) (すなわち(偶然性) (の観念))ではないばかりか、 (必然性)
は(行動(運動))にかかわるからして、 (理性(思惟))による(見込値)に
は関与しない。だから繰返すが、(偶然性)たる結果の(見込値)は(理性(忠
惟))だけにかかわることになる。つまり彼女を除く、例のサルトルや(物理
学者たち)はこぞって、前者ではまるで彼に打ち出された(意識)に関する(級
念)のすべてが、後者ではいかなる(実験)結果も(偶然性)でしかないとみ
られるがゆえに、その各(理性(思惟))が(必然性)に起因する(身体構造
に妨害される)現実に気づかされることはなくなる。さらには(感受性)にお
ける(身体構造)がどう(妨害される)からして、いかに変わるかすら知り得
ない。これを知るは、たとえば彼女が実際(現実)に(感受性)を生じさせる
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(行動(運動))を試みたうえで、自らの(理性(思惟))を働かせて哲学を打
ち立てようとすれば(すでに一見した通り、彼女は自らの哲学構築に熱心で固
執していたのではなかったが)、それは当然哲学の仕事になるであろう。だか
ら(現代科学)はかかる哲学に近寄って学ばずに、 (其の(実践的)関係)を
かたちづくれない。その哲学において、(この世界) (現実)に生じる、かの「正」
と「負」は対立する(観念(概念))で理解されるのでなしに、 (必然性)のせ
いで共存させられていると、それゆえ「正」と「負」という(矛盾を善用せし
め) (26)られることになければならない。このことを(現代科学)に対してい
うと、思うに、 (現代科学)は(実験)結果をぼく理性(思惟))でく偶然性)
と捉えさせるにあって、人間の製作した実験設備などの人工物に頼ったにして
も、彼女にいう、くわたしたち)人間個人を含めた、このあらゆる(自然は必
然性である)ことをもとに、 「目に見える」 (自然)はむろんのこと、 「目に見
えぬ」 (自然)のく必然性)を解き明かすことに努めなければならなかったのだ。
さすれば人間が出会い、その個人にのみ当てはまろう以外、(偶然性)はなくなっ
たにちがいない。かつ(現代科学)はあの(感受性)要は「神経伝達物質」な
る(原子)をもってして「あの世界」に到達せしめ得ることまでも実証すべき
である。そうでなければ、 (現代科学)は彼女のごとき、 「生きる」哲学を容認
するはかなくなるであろう。そこでは、 (現代科学)さらにサルトルそれぞれ
が(統合)をみると語っていたように、彼女の場合、この(感受性)によって
はじめて、 (自然(この世界))との(統合)が可能になるといわせるであろう。
しかし(科学)は、わけても(現代科学)はどこ‑向かおうとしているのか。
ヴェ‑ユ(が語るとみる哲学)に主張されていたことは(現代科学)の(理性
(思惟))では何も語られなかった。それどころか、今日のロボット社会を、要
はコンピューター社会を知るべくもない彼女は、もし存命ならば、かかる社会
((この世界)すなわち(自然))をどう思うか。たとえば、コンピューターを(身
体)全体によって動かすのではなく、たんに頭脳と手だけで動かす(くわたし
たち)人間はこの人工物たる機器の中身を知らずに操作するだけである)マネー
ゲームの横行する経済(金融)社会や「クローン」技術で、また「ES細胞」 「ips
細胞」 (正常に(運動)する(細胞)や(原子)が異常になるとき、病が発生
するそうな)で動物や人間を再生産する技術科学社会(こうした技術的手段が
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(手段として)とどまらずに、目的を次々と作り出している社会)は、本来(自
然)とともにあるべき社会を技術や科学に長けた人間たちの(理性(思惟))で、
確かに(自然)を素材になし得ども、残るすべては(自然)から切り粧される
ために、(自然)をして彼らの都合のよい社会に適合させることにあったし、(自
然)を荒れ放題のままに捨て置くしかなかったのである。 (自然)がこれに反
逆するか否かは誰にも分からねど、少なからず、彼女が称えたギリシア科学か
ら遠く離れた感が否めないのが現代であり、その科学である。つまり、こうし
た(自然)になったことを手助けしたは(現代科学)であり、 (現代科学)は
その片棒をかつぐ張本人であった。そこにはだから、ヴェーユの祈りであろう、
すべての人々の、其の(救い)に叶うことになるのかという、くわたしたち)
人間個々の、永遠の問いかけが待ち受けるわけである。
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