ヴェーユ身体論〔補Ⅱ〕
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だがヴェーユが14歳のかの日々から、く真理を望んだり、たえず真理に達するための、注意力の
努力をなしたり)したことはさりながら、これをして後日彼女に、この(願望)を含めた(く注意
力)は除く)、 (自分の諸感情を失うことに同意するだけが可能になるのであり、それは自分自身
を否定することである。わたしたちはこうした同意のためにしか創造されていない)(1)といわせた
は何を示唆させるのか。およそ後者の引用文は、彼女が(真理)に到達できると断じた際の、こ
こでいう、 (願望(感情))を基にした例でも、また(注意力)や「身体の(感受性)」の各例でも
同様に適合される結語になってくる。したがって筆者が後者の引用文をく願望(感情))において
(真理)に達し得る一例とみた以上、その結語‑の、筆者なりの理由が欠かせなくなる。まずくconsentir)
や(consentement)の訳語く同意(する))とは、 r自然的な(魂(une ame))」にr身体の(感
受性)」を拒むことなく「受容」し、そこで(自分の諸感情)を各産出させ、各(感情)を、ある
いはこれらに付随したりして生じよう(願望(感情))をこの各(激しさと時間)という(運動)
でもって、 「(脂)全体をさす」 r自然的な(魂(1'えme))」にr受け入れ」広めさせるだけでなし
に、く1'ame)で(願望)をはじめとした、 (自分の諸感情を失うこと)をそれぞれr受け入れる」
ことにある。要するに(同意(する))は(une ame)や(1'ame)たる(魂)の、いわば各段階
でのくaccepter(「受容(する)」「受け入れる」)) (こと)の詞であると解き得る。換言すると(1'ame)
での(願望(感情))を例にしては、各く魂)における「受容」なくば、 (願望)はもとより(自
分の諸感情を失う) (同意)や(自分自身を否定する) (同恵)にならないのだ。 「(脳)全体をさ
す」 「自然的な(魂(1'ame))」はこの(同意)にあってはじめて、かの「身体の(感受性)」によ
る(思惟の逃亡)や(思胞の空無(真空))を現出させて語られたく魂の破壊)と同じ現実を、 (自
分の諸感情を失うこと)や(自分自身を否定すること)という各表現に与えてくる。なぜなら「自
然的な(魂(1'えme))」で生じる(願望(感情))が一旦く失)われないと、筆者に(絶対的な善
に裏直ぐに向けられた願望のみが、魂にそれ以前にはなかったような尊をいくつか生じさせるこ
とができる)と繰返さす通り、 r自然的な(魂(1'ame))」の(願望)はこの引用中の(魂)すな
わち「超自然的なく魂(1'ame))」のく願望)になり得ないからである(かかる く魂)に見出され
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た(善)はくこの世界)のなかでは当然、 「自然的な(魂(1'五me))」のく理性(知性))を駆使さ
せる「静の行動」で実現されなければならない。それこそ彼女の『根をもつこと』にみられる、
あり得べき(この世界)を可能にする。人間はいわばこの理想社会に向けて、これが現実になる
ように、く身体)では「動の行動」 ((感受性))を、 (魂(1'云me))では(願望)ならびに(注意力)
なる各「動の行動」を各活用する必要に迫られているのだ)0
そしてヴェーユがくわたしたちはこうした同意のためにしか創造されていない)と断じた根拠
を、筆者はなおも彼女をして、く創造は愛の業であり、 …わたしたちに存在を与える神はわたし
たちの、存在しないという同意を愛する)①といわせたことに求め得る。くわたしたち)人間が(荏
在しないという同意)をせずにおれなくなるは、筆者のみるところ、 「(脂)全体をさす」 「自然的
な(魂(1'えme))Jに広まる、 (願望)をはじめとした、 (自分の諸感情)の各(激しさと時間)の
これ以上耐え得ない限度に達したとき、それぞれをもはや拒むさえできず、 「受け入れる」しかな
いことを示すにちがいない。さりとてく神)が人間をく存在)させるべく、くこの世界)を(創造)
したにもかかわらず、人間に く存在しない)との(同意)を取り付けさせ、これを(愛する)と
した く業)とは何かである。 (秤)の く愛の業)はいうまでもなく、くこの世界)を く必然性)に
く創造)するところにあった。だからここで(この世界)での(餐)を語るだけにすると、この
(餐)自体は(必然性)と捉える以外になくなる。だが(柿)が何ゆえ(この世界)を(餐(必
然性))にしたのかは、 (餐(必然性))すなわちくわたしたちに向かう、神の愛はわたしたちを貫
いて、神自身に向かう愛だ) O'といえるからである。そしてこの引用文を検討するに、 (神は愛で
あ)細り、 (神は必然性になる)脚という文章をその参考にすれば、彼女が(秤)こそ(愛(必然性))
であるとみていたは確かであろう。だから筆者には、彼女に(神は愛である)といわせた く愛)
は〈紳)にとって、いわゆる《エロース》であり、 《アガペー》でもあるばかりか、ともに(必然
性になる)はかないといえるわけである。 (エロース)は(霊的な着の領域)に住まうとされるく神)
が(神自身に向かう愛)なのである。しかしながら、 (柿)による「超自然的な」 (餐(エロース))
がかかる(領域)で(神自身に向かう) (必然性(愛)になる)にあっては、 (この世界)に、ま
たその(存在)者たる くわたしたちに向かう、神の愛)がくわたしたちを貫)くことで、 (柿)は
その(アガペー)を(必然性)とすることができる。 (神の愛(アガペー))がくわたしたちを貰)
くことは、 (柿)が(神自身に向か)わせる(餐(エロース))すなわち(必然性)を成り立たす
与件を充足させることをはじめ、くわたしたち)に対して、一方の(アガペー(必然性))ゆえに、
(この世界)の(創造)がく神)のく放棄)であったことを知らしめたり、 (この世界)に遣わさ
れたキリストが(秤)に(見捨て)られることを教えたりするにあっては、この(神の愛(必然
性))にく同意)するはかなかった((この世界)たるく自然)は当然(放棄)されたとも、く放棄)
にく同意)としたとも語るわけではないが)ように、 (この世界)の(必然性)の‑なる く不幸)
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を「受け入れ」ねばならぬことを合意させるのだ。だからここから指摘し得るは、たとえばキリ
ストを(神の愛)とした、周知のキリスト教にみられよう(アガペー)とは異なり、その(餐)
は彼女に、くわたしたち)人間をも含ませる、 (この世界)の(創造)自体をして、 (痛ましく愛さ
れている) ̀6'(必然性)たらしめるとしか捉えさせないところにあったということである。繰返し
いうが、 (この世界)を(創造)したく神の愛(アガペー))は(必然性)であり、 (必然性)は人
間に、ときにその‑なる(不幸) (ときにその‑なる(世界の美))となってあらわれる。だから
人間はアダムとイヴの原罪をはじめとした諸(不幸)をキリストに嫌ってもらうのではなく、一
人一人が自らの(生得的)かつ不断の(運動)であり、しかも(妨奮(不幸))にほかならない、
例の「身体の(感受性)」に従うと同時に、その人問的能力でもって、かかる くこの世界)に生じ
る(不幸)を「受け入れ」背負うことこそ、 (柿)と同じく愛(アガペーとエロース))の(運動)
を担いたどれることを、要は(柿)のこうした(運動)と一体になり得ることを現実にするとい
わなければならない。なぜなら、前記もしていた通り、人間は彼自身の く身体構造)による(妨
害)であった「身体の く感受性)」に、 (この世界)たる(必然性)の‑なる(不幸)をかさねあ
わせてはじめて、く痛ましく愛されている) (この世界)と一体になれるとみることは、彼女のい
う くわたしたちに向かう、神の愛はわたしたちを貫いて、神自身に向かう愛)と同じになる、つ
まり人間に(向かう、神の愛)が(アガペー(必然性))としての、人間の(生得的)な

く不幸)

と、 (この世界)から人間に襲いくる(不幸)とを人間に受苦させることで、人間を(貰)くこと
を可能ならしめ、そこに立つがゆえに、 (秤)にあっては(神自身に向かう愛)を現実にし得るよ
うに、人間にとっても「神‑の愛(エロース)」が実現されるからである。
筆者にすれば、くわたしたち)人間が(この世界)たる(必然性)の‑なる(不幸)を「受け入
れる」ことで、 (この世界)と一体(一つ)になり得たばかりか、さらにく神) (真理の王国)と
一体(一つ)にもなれる(エロース)をr超自然的な(魂(1'えme))」に現出せしめるとき、人間
はヴェーユにいう(逆創造)を果たしたといい得る。 (この世界)がかの(神の愛(アガペー))
でもって く創造)されたことは、 (柿)が(神自身に向かう愛(エロース))を可能にさせるため
にあった。そうみると、く神)が(アガペー)で(この世界)を(創造)したは、 (この世界)が
(秤(真理の王国))から離れ、 (放棄)されたことを意味させざるを得なくするm。く神)のその
(放棄)なる く創造)に倣って、人間は(創造)されたくこの世界)では、く存在しない) (存在)
になる、つまり く不幸)の受苦により、く自分自身を否定する) ((放棄)する)ことを通して、 (真
理の王国)に.(入)り、そこでく神)に(実直ぐに向けられた)、人間からする「神‑の愛(エロー
ス)」 (または後記する(祈り))を捧げては、いつしか(神と接触)できるとされるのだから、こ
のことは人間をして自らを(柿)の(創造)と逆なる(創造)に歩ませるはかないことを示唆さ
せるわけである。要するに人間にとって く神)のく愛(アガペー)の業)である(創造)を人間
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自らの「超自然的な愛(エロース)」で(神(真理の王国))に返すことが(逆創造)になるとい
うわけである。くアガペー)と(エロース)の(効力)で、人間がく真理の王国)に住まう(柿)
に出会えることはまさに「天人合一」を実現させ、彼女はこれをく天命)として受け取っていた
が、しかし(アガペー)という、すでに一見した くこの世界(自然)の必然性)と、のちに触れ
る人間社会つまり人為(人工)による(必然性)のことはまだしも、ここでは人間にとって、こ
れもまた(必然性)でなければならぬ、 (真理の王国(あの世界))でのr超自然的な愛(エロー
ス)」を何ゆえ問えたかの答えを先きにみる方が適当になる。筆者はこの(エロース)をば、これ
までに取り上げてきた、彼女の各用語に、,すなわち「超自然的」で、 (純粋な) (歓書)や(願望)
また(注意力(創造的注意力や直観的注意力))と(感受性以上)のそれぞれに等しくなると解く。
なぜなら彼女は以下のように語るからである。

L attention estli芭eau desir. Non pasとIavolonte, mais audesir. Ou, plusexactement,
au consentement.

注意力は願望に結びつく。意志にではなく、願望にだ。あるいはもっと正確にいえば、同
意に結びついているのだ。

Nous conferons aux choses et aux色tres autour de nous, … la pidnitude de la
r芭alite, quandと'attention intellectuelle nous ajoutons cette attention encore
sup芭rieure qui est acceptation , consentement, amour.'9)

わたしたちが知的注意力に、受容、同意、愛である、さらに商次の注意力を加えるとき、
完全な実在を…わたしたちの周りの諸事物と諸存在に与える(ことができる)。 (括弧内は筆
普)

la priとre est faite d'attention.

祈りは注意力から生み出される。

筆者は上記から、繰返しをできるだけ避けつつ、 「超自然的な(魂(1'えme))」での(純粋な) (歓
喜)や(願望)また(注意力)と く感受性以上)につきまとめねばならぬが、これらはまず「自
然的な(魂(1'えme))」での(願望) (注意力(知的注意力))と(感受性) (またはこの(1'えme)
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を身体(脳)とみていう「身体の(感受性)」)の各能力と繁りを有して生じたと捉えられた。次
に、 (注意力)を主にした三引用文のうち、最後のそれを除いて、いずれも く知的注意力)を示す
とみなすならば、この(注意力)は「自然的な(魂(l'云me))」の‑部位を構成し、 (理性(知性))
を司るく精神(esprit))の能力(だから(知的)と名付けられる)といえるほか、ヴェ‑ユが(注
意力は願望に結びつく)と述べるかぎり、これはその部位で(願望)を「取り込む」ことを示唆
させもするゆえに、 (願望)にほぼ等しく、これを中味にした、 (秤) ‑の く方向づけ)がく注意
力)の役割になろうといい得る。そのうえ(願望の激しさと時間)の度合いによって、 「自然的な
(魂(1'Ame))」は(願望)をはじめとした、 (自分の諸感情を失うことに同意)せねばならなく
なるからして、く注意力)が(同意に結びついている)とされるは当然であり、 (自分自身を否定
すること)でもある く同意)で「(脂)全体をさす」 「自然的な(魂(1'云me))」を(空無(真空))
にさせるBDことができる。そして、まさにこのとき、く高次の注意力)が、すなわち(創造的注意
力)か(直観的注意力) o'かがr超自然的な(魂(1'えme))」をかたちづくるなかで現出する。だ
から彼女に(祈りは注意力から生み出される)と語られるように、こうした(注意力)はむろん
のこと、 (祈り)も(真理の王国(霊的な着の領域))にあって生じるといえる。したがって(祈
り)になる(高次の注意力)と並べ音かれる(受容、同意、愛)も「自然的な」領域(この世界)
から「超自然的な」領域(あの他界) ‑と く上昇させ)られたうえでの諸能力にふさわしくあろ
うか。わけてもこの(愛)は(エロース)に充当させるはかなく、そこに立てば、 (受容、同意)
すら(エロース)であろうといわねばなるまい。なぜなら(エロース)が(この世界)の(受容、
同意)を受けた、 「あの世界」の(受容、同意)と同列に記されることはなかったからである。し
かもく高次の注意力(エロース))は(完全な実在) (秤)に接触せしめようし、 (完全な実在) (秤)
を(この世界)の(諸事物や諸存在に与える)とされることは、 (完全な実在) (柿)に出会えた
彼女が「自然的な(鶴(1'えme))」に立ち返ったとき、 (諸事物)のことはともかく、 (諸存在)の
主たる人間たちは(真理の王国)の(完全な実在(絶対的な普)) (秤)に見倣って、くこの世界(社
会))を建設せねばならぬと彼女にいわせた、要はこれをして自らの「生きる」哲学としての「実
践論」を説くように受け取られ得るのだ。
ここからはまた、 (商次の注意力)がく高次(高級))の(願望)でもあり得るといわずにおれ
なくなる。その(願望)とはヴェーユの引用文で掲げおいたような、たとえば、 (神に方向づけら
れた願望が魂(1'云me)を上昇させ得る、唯一の能力である)や(願望がそれ自身によって、あら
ゆる形相状の、霊的な着の領域で効力を有する)などと記されたことにより諒解できる。 (高次(高
級))の(願望)は「柿‑の愛(エロース)」に等しい、 「超自然的な(魂(1'えme))」の(能力)
の‑なのである。彼女は既出引用文にてく現実の願望)とも書いたが、 (現実の願望)にするには、
かかる(能力)に繋がる(運動)すなわち く身体)と r自然的なく魂(l'えme))」の各く運動)や
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一連の(運動)が欠かせなくなる。これこそ(高次(高級))の(願望)の現出にかかわらせる(運
動)であり、今まさしくその(運動)を自らに課しているのがく現実の願望)といわれるゆえん
になる。 (現実の願望)は(願望の激しさと時間)とを要してく商次)に達するための(現実の)
く運動)である。 (現実の)とは再度いうが、 (身体)と「自然的な(魂(1'えme))」を各動かすと
いう意味を有しており、これらの一連の「求心的」な く運動)での、 (1'云me)に生じる(願望)
をして、彼女に(絶対的な善‑の願望もまた、この願望が現実の願望であるかぎり、効果的なの
である)と語らせ得たのである。また(現実の願望)からの「超自然的な」 (願望)でもって、 (絶
対的な着)なる(恩寵)の機会に出合わせ得たがゆえに、彼女は(恩寵と願望との間に関係がみ
られる)といえたわけである。彼女を筆頭にする人間がいかなる(運動)もせずしてかかる(盟
寵)を(手に入れ)んとするのでなしに、く願望)を導出させ得る(運動)を通してこの(恩寵)
を(受け取るしかできな)くなると彼女にいわせたことになる。いうなれば(この世界)たる(必
然性)のもとで、こうした人間以外に存在させなかったのが(秤)の(創造)であったのだ。お
よそこの く創造)も(秤)の自己(運動)にちがいない。さすればこれに倣う、人間による(逆
創造)さえ人間の(運動)でなければならぬのであって、人間は(柿)の くアガペー)の真意で
あろう、 (痛ましく愛されている) (この世界)の(創造)の(共(遊動))と(この世界)からの
く撤退)や(放棄)の(莱(運動)) ̀uゆえに、その(必然性) (の‑なる(不幸))を背負う く運
動)を試み、 (自分自身を否定する)すなわち(自分自身)を「脱」し「放棄」する(運動)をな
し得ずには、 (逆創造)を自らに成立させはしないし、ましてや(神)が(アガペー)を通して(秤
自身に向かう愛(エロース))を見出せたような、くわたしたちをR‑)く く神の愛)を(受け入れ)
て、 「神‑の愛」に、要はここでいう「超自然的な」 (願望)に、さらにかの(注意力)や(感受
性以上)に(結びつ)かせることを不可能にする。このことはすべて、人間にとっての、また人
間の く必然性)となるところのことであり、この(必然性)に従わずば、人間が生きることにな
らないと彼女にいわせたのである。
こうした(願望)を現出させるは(身体)の(運動)をさす(感受性)であった。つまりこの
(感受性)が(身体)からの一連の(運動)として「自然的な(魂(1'えme))」中の‑部位くune
えme)に真先きに伝えられると、そこで(諸感情(不幸、歓書、願望など))の産出の因となる
能力であった。しかるに(身体)の(連動(感受性))は(uneえme)に伝達され(感情)を産出
さす因にみえても、その手助けをするだけであり、 (uneえme)自身による(能動)や(受動)の
直接的働き(運動)をいうのではないために、く感情)と区別して語らねばならないし、そのうえ
たとえば(身体)に生じる(感覚)とも異なって、 (感受性)は(身体構造に妨害される) (運動
(量))そのものを示していた。と同時に(運動(量))がさらなる(量)となれば、この「量の
量」はまさに(諸感情(願望)の激しさと時間)に匹敵しよう(運動)になるのであり、 「(脳)
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全体をさす」 「自然的な(魂(1'えme))」のなかの、 ‑部位たる(精神(esprit))のく思惟)を(逃
亡)させ、 (空無(真空))にする、 (魂(1'えme)の破壊) a.を現実にし、ここよりこの(l'ame)
をば「超自然的な(魂(1'えme))」 ‑と誘うことを可能にした。そして(真理の王国)に(入)っ
た「超自然的な(魂(1'えme))」は「自然的な(魂(1'云me))」 (この(l'えme)を(脳)とみなせ
ば(身体))の(感受性)を(感受性以上)にし得たくエロース)として(祈り)続けるとき、い
つしか(秤)に出会うことができるのである。

Au niveau de la sensibihte physique, la douleur seule est un contact avec cette
necessite qui constitue l'ordre du monde‥ ‥ C'est une partie plus芭Ievee de la
sensibilite qui est capable de sentir la necessit芭dans la joie, et cela seulement par
l'intermediaire du sentiment du beau.

肉体(身体)の感受性のレベルでは、苦痛だけが世界の秩序の本質をなす、あの必然性に
接触する。 ‥.歓喜のなかに必然性を感じることができるのは、感受性のさらに高級な部分で
あり、それはただ美の感情の仲立ちによってのみ感じられ得るのだ。 (括弧内と傍点部分は筆
者)

La beaute du monde n'est pas un attribut de la matiとre en elle‑mime. C'est un
rapport du monde A notre sensibilit芭

cette sensibilite qui tientとIa structure de

QO

notre corps et de notreえme.

世界の美は物質自体の属性ではない。それは他界とわたしたちの感受性との関係であり、
この感受性はわたしたちの身体と魂の構造に属しているのだ。

上記はく感受性)をまとめおくに適当な二引用文になる。 (肉体(身体)の感受性)と記される、
最初の引用文の語句をもって、筆者の主張してきた「身体の(感受性)」があることを、かつ(あ
の必然性に接触する)のが「身体のく感受性)」であることをばかりか、二番目の引用文中の(こ
の感受性はわたしたち̲の身体と魂の構造に属している)との文章によって、 (魂(の構造))に属
する(感受性)もあることを明かしくる。そのく魂)の(感受性)はしかし、 (魂)が当初より(身
体)と無関係に生じるのではなく、 「身体の(感受性)」が(魂)に伝達受容されて(魂)のく感
受性)になったといわせるにある。しかるに(魂)の(感受性)はそのまま、両引用文に書かれ
る(苦痛) (歓喜)と(美)もしくは(世界の美)、要は各(感情(sentiment))になるわけでは
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なかった。そうならないのはそこに(身体)とは異なる、 (魂の構造)がみられたからである。 (魂)
は(notre (わたしたちの))たる所有形容詞の限定を有しては定冠詞と等しく用いられるのだか
ら、 r(脳)全体をさす」 「自然的な(魂(1'云me))」をあらわすといい得るほか、その(魂の構造)
をヴェーユにみるにあっては、二つの部位があることを確認する必要がある。 (魂(1'えme))の二
部位は(精神(un esprit))と(魂(une云me))の各部分であったO前者は両引用文に散見され
ようく感受性) (必然性) (魂)をはじめ、 (苦痛) (歓書) (世界の美)なる各語をそれとして命名
し得る、 (理性(知性))の機能を受け持つし、後者は(身体)に生じる(感覚)やここでいう く感
受性)を、 (精神)よりも先きに受け入れるところであり、 r身体の(感受性)」のく魂(uneえme))
‑の受容を例にしていえば、 (une五me)の(能動)能力(感じる(ressentir))がくune云me)
に受容され、かつこの能力にみられた(感受性)に働きかけ、そのく受動)能力(苦痛) (歓書)
(世界の美)という各(感情)を生み出し得る関係を担うところでもあった((魂(1'云me)の構
造)にはさらに(uneえme)から くesprit) ‑の関係があったが、ここはその繰返しを語る場で
はない。なお(精神)は以下(esprit)と衷記する)。
そこで堆者が質すべきは、前段に紀した各(感情)のうちの(苦痛)も(uneえme)で産出さ
れると一見したにもかかわらず、ヴェ‑ユをして何ゆえ く肉体(身体)の感受性)にかかわると
いわせたかである。こうした問いを抱かせるは以下の疑問に付き纏われるからである。すなわち、
およそ(身体の感受性)が(uneえme)に受け入れられて、 (une云me)の

く感受性)になり得

るにしても、異なった修飾語を(感受性)に添えて呼んだり、それで両者を(感情(苦痛))産出
の因にさせるようにみえたりするだけでは、一体いずれの表現の方がその因に充当するのかと、
しかし(uneえme)をく脳(身体))と見立てるに呼応させては、 (感受性)はくune五me)ので
なしに、実質(身体)のそれにみなされるのではないかと。だがここは疑問のままに終始するの
ではなく、筆者がいかなる立場に立つかの私見を語る必要がある。 (魂(uneえme)の構造)にあっ
て、 (身体の感受性)が(uneえme)に受容され、そこで(感情(苦痛))を生じさせる因となる
ほかは、つまり くuneえme)の(感受性)と呼ばれる中身が(身体の感受性)にみられる以外は、
(une云meの構造)としての働きに委ねられるとの、ましてや(身体の構造)にあって、 (身体の
感受性)は身体自身内で(感情(苦痛))を生み出さない(だから(感情(苦痛))はくune云me)
と呼称されるところにしか生まれない)との結語を示すことにある。しかして誰もがくuneえme
の感受性)はく身体の感受性)と無関係に、くuneえme)に当初より独自に生じる能力であり、こ
の能力との関係でく感情(苦痛))がもたらされるとなおもいうのであれば、今一度(uneえmeの
構造)や(une云meの感受性)のことはさておき、く身体の構造) (身体の感受性)それに(苦痛)
とはそれぞれ何かを確かめおかねばならぬのであろう。
その際ヴェーユが(肉体(身体)の感受性のレベルでは、苦痛だけが‥.あの必然性に接触する)

93E

と記す文章に聞く必要がある。 (あの必然性)とは、これが(世界の秩序の本質をなす)とみられ
ども、ここでは(この他界)の(必然性)をではなく、 「人間にとっての、人間(内部)の(必然
性)」をあらわすといわざるを得なくなる。なぜならこの(必然性)は、五官(感)や内臓の各(身
体の構造)の働きで生じる、例の(感覚)や(感受性)において、前者(感覚)が各身体(器官)
より(鶴(une云me))にそのまま伝達されるところの(必然性)‑であるに反し、後者く感受性)
はその働きがかかる(身体構造に妨害される)のを経て(uneえme)に伝えられることを(必然
性)にするからである。彼女をはじめとした人間がみなこうした(必然性)を内部に抱え、そこ
から脱け出せない生き物でしかなくなるは、人間がわけても今問う(身体の感受性)にあって、
そのく妨害)という くあの必然性に接触)してこそ顕著なのだ。だがく身体の感受性)が何ゆえ
く身体構造に妨害される)といえるのかである。 (身体(の)構造)が(身体の感受性)を生じさ
せるに、 (妨奮(obstacle))をもって働くと彼女に語られたことは、私見では(妨害)で成るのが
(身体の感受性)であり、 (妨審)たる(身体の感受性)はく身体)の(運動(量))であるとい
い得る。 (身体)の(運動(丑))である(身体の感受性)が(運動(行動))すなわち(労働)に
よって、さらにく量)を増せば増すほどに、人間はたとえば疲労を重ねることになりかねない。
そのとき(身体)ばかりか、 (魂(1'えme))全体に及ぶ疲労は人間に(苦痛)を与えるやもしれぬ
し、少なくも疲労を身体的や精神(魂)的なる、いずれかの く苦痛)に感じない人間などいない
にちがいない。そうであれば(身体の感受性のレベルで)の(苦痛)でも、 (苦痛) (これも筆者
では(不幸)と捉えるほかない)は(身体の感受性)に関係するとみられるかぎり、 (妨害)に換
吾されてかまわぬ語になるだけか、くあの必然性)という(あの(cette))とは(妨害)をさし、
その(必然性に接触する)と解釈して間違いではなくなろう。この(苦痛(不幸))をば、そうい
わせる以上、筆者は(身体(の)柵造)より生まれし(身体の感受性)抜きに、く魂,uneえme))
にかかわらせられないし、 (uneえme)にてはじめて、その(感受性)がく苦痛(不幸))を惹起
させると断じおかねばならない。それはく苦痛)や(不幸)に(呼ばれるに)しろ、 (uneえme)
で生じる各(感情)であったにすぎないからである。そのうえ(身体の感受性)が(uneえme)
に伝えられては、 (脳(身体)の)としてではない(魂(une云me)の)とされたく感受性)に、
今度は(uneえmeの構造)を構成する‑ (能動)能力(感じる(ressentir))が働きかけ、その(受
動)能力を、ここでいう(苦痛(感情))を生み出すと繰返すにしても、く苦痛)は(妨害)すな
わちく必然性)の加えられたく感情)以外でなくなる(したがってこのことからも、 (感情)産出
のための(感受性)は(身播の)ではなく、 (魂(une云me)の)となることが明らかになる)。
かつ(妨害)を(苦痛(不幸))とみなせずに、何をもって(苦痛(不幸))に宛がわれるか、も
はや(妨轟)のほかなかろうと察知される。 (身体構造に妨害される)と記したなかの(妨害する
(emp色cher))また(妨害(obstacle))は人間にとって、現実の(苦痛(疲労))と比べるに、
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確かに目にはみえないが、要するに(身体)の神経や血液から(魂(uneえme))のそれらまでの
各内部に伝わり流れる(感受性)が(妨害され)てある能力だとは常日頃(不断)思えないのだ
が、しかしかかる(妨害)こそ人間自身が(この世界)で(生得的)に有する く必然性)なので
あり、人間をして(運動(量))たる(行動(動の行動))すなわち(労働)を強いらせずにいな
い証しとなる。
(この性界)に存在する人間一人一人の内部で(妨害)を因にして現出される(苦痛(不幸))
が今触れたごとき、人間の(必然性)をさすのであれば、 (必然性)はまさに当の(この世界)た
る、人間の外部においてさえ、その(苦痛(不幸))を生み出すにためらわないといわざるを得な
くなる。ヴェ‑ユはく必然性)である(この世界)自体の(苦痛(不幸))を次のような語であら
わしてくる。

L'inflexible necessite, la misとre, la detresse, le poids ecrasant du besoin et du
°

′

travail qui epuise, la cruaute, les tortures, la mort violente, la contrainte, la
terreur, les maladies ‑tout cela c'est l'amour divin. C'est Dieu qui par amour se
07)

retire de nous afin que nous puissions l'aimer.

酷烈な必然性、悲惨、窮乏、くたくたに疲れさせる、貧困と労働の重圧、残酷、堪え難い
苦しみ、変死、拘束、恐怖、疾病 ‑これらはすべて神の愛である。わたしたちが神を愛す
ることができるようにと、愛によって、わたしたちから撤退するのは神なのである。

上記引用文は以下のことを明らかにしよう。まず、 (苦痛(不幸))に等しい、いやそれ以上の
表現に思える諸語は、最終的に人間一人一人の内部((uneえme))に生じ振りかかる(苦痛(不
辛))とされるに変わりがないし、その「知る作用(認識)」の機序についてはすでに触れた通り、
ここでも同じであるといえるにせよ、そうした人間の内部に発生するとみなすのとは違って、 (こ
の世界)たる、人間の外部に、すなわち(自然)と く社会(人為や人工))に諸語の発生もとが求
められ、かかる(この世界)すらヴェーユをして(必然性)に起因するといわしめるごとくに記
されたとみることができる。だが上記引用文にある、その語の多くはむしろ、 (社会(人為や人工))
の(必然性)に帰すく苦痛(不幸))にかかわるとして読み取るほかない一方、 (自然)の く必然
性)については、ボーヴオワ〜ルの述べていた、 (中国)での(大飢儀)たる自然災害の例で、ま
たそれこそ既出ならびに後記する引用文にみられる(仕界の美)によって、 (自然の必然性)もあ
ると知り得るのである((世界の美)はもとより人間の手になる「人工の美」を含ませ捉えられる
のではない)。しかしながらたとえば、ヴェーユと同様な視点に立って、つまり(この世界)の諸
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(運動)の不変的諸規則(必然性)に立って、これを(自然)よりかく社会)に当てはめ、 (社会)
での(諸事物と諸存在)の諸規則(法律)を定めんとしたようにみえるモンテスキューにあって、
そのく社会)をも彼女にいわれるごときく神の愛(アガペー))すなわち(必然性)のもとに成る
とみたかどうかの答えは別にしろ、 (この世界(社会))での諸規則とされた、いわゆる《法の精
神(L'Esprit des lois)》は、彼の生きた絶対主義の時代から資本主義や社会主義共産主義を通し
た今日まで、 (この世界(社会))中のいずこでも実現されたか。否であった。彼は(社会)の諸
規則をその(必然性)に従わせ作り上げることで、一言にしていう(不幸)を排除Lにかかった
だけに、まさか(不幸)が諸規則(必然性)に付き纏うとは思わなかったであろうし、ときの権
力者すらも(神の愛(必然性))によるとは知り得ない(不幸)を相変わらず蔓延させるほかなかっ
たにちがいない。マルクスはむろん、 (秤(の愛))を語らずに、 (社会) (体制)を変革しようと
も、資本主義と異質なく不幸)をはびこらせるばかりで、ソヴェトを旅したアンドレ・ジイドの
みたように、労働者を(不幸)から救うことができなかったは周知の通りである。しかり、くわた
したち)は(不幸)を逃れられない生き物でしかないのだ。だがモンテスキューやマルクスがそ
う断じなかったのは、筆者には彼らが(この世界)の(必然性)を真に受け入れる椴を有せずに、
そのことをして「あの世界」のく真理(善))をめがける根を持たせずに、たんに(この世界)の
(真理(普))を志向させるに終始していたとみえるからである。ここに「根」というは、彼女が
自らの(身体)と(魂(1'五me))との「動」の(行動(運動))もしくはく労働)を通して接触で
きたく完全な実在(善すなわち神))を(この世界(自然や社会))の(諸事物と諸存在(人間も
含む)に与える)ことができると確信し、 (この世界(自然や社会))に根づかせんとした思想を
さす。だからかの『板をもつこと』には筆者にすれば、すでに一見したような、戦後フランスの
あるべき社会が構想されていると捉えおくだけでなく、 I(この世界(自然や社会))での人間の生
きる、普遍的な姿勢や指針が謡われているといっておかねばならない。この普遍的な姿勢や指針
なる思想は、彼女が唯一遺した著作のそれだからして、晩年までのあらゆる体験を踏まえたうえ
に駆使される(理性(知性))で成るは当然のことだし、かつその思想をここで一言の表現で繰返
すは筆者の彼女‑の理解のなさに帰するにしても、彼女に、 (不幸)が(この他界(自然や社会))
の人間を襲って止まない、 (神の愛(アガペー))という(必然性)の‑であるがゆえに、そうし
た(不幸)を忌避するのでなしに、背負い耐え忍ぶことではじめて、 「あの世界」の(着すなわち
柿)に出会い得るとした思想を支柱に、 (この世界(自然や社会))に閉まれた人間は生きていか
ざるを得なくなると語らせるにあるのだ。そこで彼女はかかる人間の(魂(1'えme))に何が要求
されねばならぬかを『根をもつこと'』の第一部で項目にして掲げるために、筆者が各項目そのも
のを究明し、さらに各項目とかの支柱たる思想とをいかに関係させるか、要はなぜ各項目が持ち
出されたのかを質さないことには何も明確にならないであろう。しかし今彼女独自の哲学(主に
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認識論)を筆者なりに検証するだけで手一杯であっては、諸項目を、ましてや支柱たる思想を、
とどのつまり認識論的思想との関連で検討するのは認識論を終えるに目途をつけないかぎり、時
間的物理的に不可能である。だがかかる視点で、多くの人が自らのく理性(知性))を傾注させて、
この著作を精読し研究することはあり得べき社会の、入関のために役立つと確信せずにおれない
のである。
そして、筆者はここに、 (この他界)のく必然性)の支配を免れられないのが(自然)の生き物
である人間(の内部)と、人間以外の外部としてみる く自然)や(社会)であったと再度指摘せ
ねばならぬだけか、かかる(必然性)がく神の愛(アガペー))ともされたことは、ヴェーユの上
記引用文にく愛によって(par amour))と記される、このく神の愛(アガペー))が(不幸)を
示唆させずにいない、 (痛ましく愛されている)という、当の(餐)にほかならず、しかも(この
世界)からく撤退)しよう、これも く痛ましく愛されている) (餐)でしかなかったと読み得るこ
となのである。神自身による、以上のことなくば、一方で人防伯身による、くこの世界)を(創造)
したく神の愛(必然性))のもとで、く真理の王国)を、そこに住まう、これもまた上記引用文中
での語句たる(神を愛(エロース)する)ことなくば、 (秤)はく神自身に向かう愛(エロース))
を現実にはできないのだ。換言すると く神)が人間のく真理の王国) ‑の到達を待ち望むことは、
(創造)された人間が(神を愛(エロース)する)ための見習い修行をなし得て、その人間にとっ
てははじめて、く神)が(神自身に向かう愛(エロース))を可能にしたといえるわけである。
ところで、くわたしたち)はどのようにして(不幸)を背負い得たのか。それはいわずと知れた
こと、 (身体の感受性)であって、 (感覚)によってではなかった。 (感受性)こそ人間外部の(こ
の世界(自然や社会))に生じる(不幸)と一体にさせた。つまり人間外部からのく不幸)をく感
じ)もたらされたは人間内部(身体)での(妨害)たる(感受性)であって、その

く不幸)とこ

のく感受性)が一つになると捉えられるのだ。なぜならこうした外部との関係の場合、く妨害)た
る(感受性)としたく妨審)を作り出すは筆者が一見しておいた「神経伝達物質」であり、 (妨啓
(感受性))は「神経伝達物質」を外部の(不幸)に対応する「神経伝達物質」として成り立たせ
ている、逆にいうと「神経伝達物質」を生み出すのが(不幸)であるとともに、この「神経伝達
物質」は(不幸)に等しいし、 (妨害)になるからである。ヴェ‑ユが用いるこれらの語のうち、
たとえば(不幸)と名付ける役目は(魂(l'えme))中の(柑神(esprit))部位の(理性(知性))
が受け持つに対して、 (不幸)の産出自体は他の部位(魂(uneえme))にみられると再度断じお
かねばならない。要はく不幸)をはじめとして、 (uneえme)で生み出されるのは(感情)といわ
れるのだから、 (感情)産出のためには、く身体の感受性)が彼女にいう(感受性はわたしたちの
身体と魂の構造に属している)ことにおいて、紛れもなく く身体)からく魂(une云me))に伝え
られるのを証し得るわけである。ただし(魂の構造)のく魂)をすでに( ame)と解していたせ
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よ、間違いではない。なぜならここでいう く魂(uneえme))は(魂(1'えme))中の‑部位をさす
し、その(uneえme)の く構造)に従って、 (感情)が生まれるからである。
何らかの く感情)が生じるにあって、筆者はヴェ‑ユの既出引用文に語られよう、 (不幸) (ま
たはく絶望)やく苦痛))以外にいう、 ((健界の)美の感情)と く歓喜)の(感情)に対しては、
(絶望)や(苦痛)すなわち一言にしていう(不幸)の く感情)とは異なる「神経伝達物質」で
成る(感受性)が(身体)で生み出され、そこから(魂(une云me))に伝えられてはくune云me)
にてかくいう諸(感情)を産出し得るといわねばならなくなるし、その「神経伝達物質」が基を
かたちづくるからして、く世界の美)と(歓書)をも(妨害)能力にさせるとみることができる。
換言すると一に、 (この他界)を(必然性)といわせる証しとなる(世界の美)は人間外部から人
間内部((身体)より く魂(uneえme)))に受け入れられ生じる(感情)にもなるが、この(感情)
は(身体の感受性)たる く妨害)能力をして(不幸)とは相違させた「神経伝達物質」で作り出
されていると、一に、 (歓書)はたとえば(この世界)に接しく世界の美)を(感じ)られる(感
情)とともに生まれる(感情)とみなしては、 (歓喜)も(世界の美)の(感情)を成り立たせる
「神経伝達物質」と同じであると、しかし同じく(感情)とみられよう く願望)はといえば、確
かに(願望)自体の「神経伝達物質」は(世界の美)やく歓喜)たる各(感情)のそれと同様に
みえても、 (世界の美)やく歓書)に対する、あるいは彼女自身に生じたく絶望) (頭痛(苦しみ))
(苦痛(不幸))や(この世界)に惹起された く不幸)に対する、く願望)のあらわれ方がそれぞ
れで違うと確かめおく必要があると、要は前者では、 (願望)は各(感情)に「付随」して、後者
では、 (願望)は各(感情)に「取って代えられ」て表出したと、したがって、なかでも後者の、
一言にしていう(不幸)の く感情)に「取って代えられる」のが(願望)であり得るならば、そ
の(願望)はキリストが神に聞き質した、かの叫びのように、彼女にあって、なぜ(この世界)
が(必然性)であり、く不幸)であるかの証しを神に求め得るためにあろう、つまりこの証しを神
にみるには(身体の感受性)や((知的)注意力)よりも、 (願望)しかなかろうと、また(願望)
が上記の各(感情)にr付随」したり、 r取って代えられ」たりして生み出されるはく魂(uneえme))
の、その各(感情)の(受容)すなわち(同意)を経てのことであり、そこからさらに、く魂(une
えme))が(願望の激しさと時間)の(運動)に巻き込まれては、今度はそれこそ(魂(l'えme))
全体の(同意)をして、 (願望)をはじめとしたく諸感情を失)わせ、 (自分自身を否定)せしめ
るほかなくさせると、一に、 (この世界)の(他者)以外にない(諸事物と諸存在)が彼女にく世
界の美)と捉えられる際、その(美)はおよそ(諸事物)をさすとみる(自然) (現象)の く美)
であって、もっぱら人間をさす(諸存在)によって作られたく社会(人為や人工))の(美)では
あり得ないと、要はく世界の美)に(人為や人工)の く美)を含ませないのはたとえば詩人や画
家が(必然性)に適う(自然)を語り描くならば、筆者は(世界の美)を映し取ったとみるやも
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知れぬが、彼女に(世界の美は神の創造と知恵の協力であ) obり、 (世界の美において、生の必然
性が愛の対象になる)仇'と強調されては、 (世界の美)は人間の手を離れたく美)であるからして、
(社会(人為や人工))の(美)はこのかぎりではないと、つまり(秤)はくこの性界)を瑞から
理想的(社会)として、また人間を生まれながらにして完壁な、 (柿)の似像として(創造) Lは
しなかったということである。
それでも筆者はここで、以上に記したく世界の美) (歓書)く不幸) (願望)という各(感情)な
らびに((知的)注意力)がすべて((身体の)感受性)と結びつけられずに生じないとみること
を明かしおかねば、この繁りでしか捉えられない、 (歓書)と(不幸)の(願望) ‑のかかわりを、
あるいは(願望)のく(知的)注意力) ‑のかかわりを説く、ヴェーユの認識論は確固たる思想に
なり得ぬにちがいない。そこで以下の証明には既出引用文が利用されると、そのまとめにあって
肝要な点は繰返し語らざるを得ないと断わっておく。まず、 ((身体の)感受性)と く世界の美)
がかかわるは、彼女が(それ(世界の美)は世界とわたしたちの感受性との関係であ(る))と述
べたことによる。くわたしたちの)という修飾語からはく感受性)を(身体)や(魂(1'えme))の
いずれにみてもかまわなくなろうが、しかしく他界の美)の(感情)はく魂(une Åme))以外で
生み出されなかったからして、ここにいう(感受性)は(uneえme)のそれとして理解される必
要がある(先きに(魂)を(1'云me)と表記したは(魂)全体をさすのであり、そこに(uneえme)
を含む表現であった)。これに加え、彼女に(歓喜のなかに必然性を感じることができるのは、感
受性のさらに高級な部分であり、それはただ美の感情の仲立ちによってのみ感じられ得る)とい
わせた以上、筆者をして、この引用文が上記に掲げた問題を一層展開せしめたうえで、その解答
を与えんとする一例にみえる証しは、かつ((世界の)美の感情の仲立ちによって)生まれるのが
(歓喜)でさえあるゆえに、 (世界の美)と(歓喜)が(関係)を有すると読む証しは後述に譲ら
せども、また(感受性のさらに商級な部分)とは何かなどと質すのも後回しにさせども、何はさ
ておき、この(感受性)の語を持ち出すところからは、く世界の美)にはもはや(感受性)が、し
かも(世界の美の感情)や(歓喜)と同じ出所たる(魂(une云me))の(感受性)がく関係)せ
ずにいないと知るほかなくなる。
次に、この(魂(une云me)の感受性)は何であったかである。これをみるに、筆者の以前か
らの主張が想起されねばならない。一に、 (肉体(身体)の感受性のレベルでは、苦痛だけが.‥)
と記された引用文に出会った通り、 (苦痛)は、確かに(魂(uneえme)の感受性)の手助けによっ
て(uneえme)に生み出されくる能力である一方、それ自身く身体)から くuneえme)に伝えら
れた能力(身体の感受性)を基にして成っていたと、一に、 (身体の感受性)はたとえば(性界の
美)なる、人間外部の対象に、 (身体)の(運動)である く能動)能力 く感じる(ressentir))が
働きかけ、その(受動)能力(感受性)を生じさせることをさす能力であったと、一に、く身体の
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感受性)が(魂(uneえme))に伝達され、 (uneえme)に属したく感受性)に、要は例のく世界
の美)に、まずは(une Ame)の(能動)能力(感じる(sentir))が働きかけては、その(受動)
能力(感受性)をもたらしたと、したがって一に、 (uneえmeの感受性)にさらに(能動)能力
くressentir)が働きかけ、その(受動)能力(世界の美の感情)を産出させるのと同様に、 (歓喜)
(不幸)や(願望)なる、各(感情)を生み出すことができたと、要はここにいう(歓書)がい
かなる対象(感受性)にも接しずに生じない現実を踏まえれば、例の(世界の美) (感受性)やそ
の く美の感情)の各対象に、おのおの(uneえme)の(能動)能力(ressentir)を働かせて、そ
の(受動)能力(歓喜)がもたらされたのだから、これと同じく、 (不幸)も く願望)もそれぞれ、
くressentir)やこの‑と捉えられる くdesirer)の何らかの対象(感受性) ‑の各働きかける(運
動)によって(uneえme)に生み出されないともかぎらなかったと、だが一に、 (願望)の場合、
ヴェ‑ユが(願望があるためには、楽しみや歓喜がなければならない)と語っていたからして、
この引用文が(楽しみ(plaisir))はともかく、今取り上げている(歓書)については、例として
みた、 (sentir)の対象(感受性)なる(世界の美)を、または(ressentir)の対象なる(世界の
美の感情)を各(歓喜(joie))たらしめ得たうえで(願望がある)ことを示唆させるゆえに、こ
うした(歓喜)との(関係)では、く願望)は(歓書)に「付随」して生じくるといえるほか、くこ
の世界)の く不幸)や彼女自身の(絶望) (頭痛(苦しみ))との、つまり両方を一言にしていう
(不幸)との(関係)では、 (願望)は(不幸)に「取って代えられ」て生じくることに留意する
必要があったと、要は(願望)がく歓書)たる く感情)能力に「付随する」く感情)能力なのだか
ら、両能力は同じような「神経伝達物質」を基にして成ると見て取れるのに反し、 (不幸)たるく感
情)能力は(歓喜)や(願望)とその「神経伝達物質」を違わせていたのだから、 (願望)の方は
(不幸)と「取って代えられる」調でしか(不幸)に対応できない く感情)能力になると、それ
でも(歓喜)や(不幸)に対し各生まれくる(願望)はいずれも同一の(真理)を(願う(desirer))
その(願望(d芭sir))であるはかなく、 (願望の激しさと時間)によっては(真理の王国)に(入
る)だけか、 (真理(神))に接し得ると、一に、彼女がこの(願望の激しさと時間)から、 (願望)
をはじめ、 (世界の美の感情)や(歓書)という、あるいは(この他界)の(不幸)や彼女自身の
く不幸)という(諸感情を失うことに同意)するとき、 (諸感情)の例を(願望)でみれば、 (願
望)はく魂(1'えme))全体に波及する、すなわちその部位(魂(une云me))にとどまらず、もう
一つの部位(精神(esprit))に、しかもこのく(知的)注意力)に「取り込」まれく失)われて((知
的)注意力)として成ると、なぜなら彼女がすでに(注意力は願望に結びつく(し)、 ‥.同意に
結びついている)と語っていたからであり、さらにこの((知的)注意力)をして(自分自身)を
(空無(真空)になる(se vider de))ごとく く否定)せしめては、 ((知的)注意力)はもはや
く真理の王国) (に住まう(秤))に(方向づけ)られる以外になくなると、また繰返しても確認
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するが、 ((知的)注意力)は(理性(知性))を作用させる(精神(esprit))の部位を出所とする
「自然的能力」であり、これを明確にすべく く知的)と付されるし、 (同恵)の語さえたんに「受
容する(受け入れる)」意だけではなしに、筆者はく同意)には少なからず、 (理性(知性))によ
る「諾意」が加えられてあると読み得ると、とまれく(知的)注意力)は「自然的能力」である(感
受性)く歓書)や(願望)と同様に、 (真理の王国) ‑近づけさせるのに不可欠な能力になるとい
うことである。
そして、ヴェーユがr自然的な(魂(1'云me))」にかかわる、 (感受性) (歓喜) (願望)と((知
的)注意力)のそれぞれを各さらなる(運動)によって、たとえば(願望の激しさと時間)によっ
て、 r超自然的な(魂(1'えme))」の(感受性以上) (純粋な歓喜) (純粋な願望)と(創造的注意
力)や(直観的注意力)にすると語ったとみて間違いないかを明かす必要がある。これを前記し
ていた、くわたしたちが知的注意力に、受容、同意、愛である、さらに高次の注意力を加えるとき、
完全な実在を.‥与える)と、 (歓喜のなかに必然性を感じることができるのは、感受性のさらに
高級な部分であり、それはただ美の感情の仲立ちによってのみ感じられ得る)という引用文で証
明してみよう。筆者は前者にいう(席次の注意力)と、後者にいう く感受性のさらに商級な部分)
とがおのおの、 (知的注意力)に繁って捉えられる、 (受容、同恵、愛(エロース)である)く創造
的注意力)やく直観的注意力)であろうし、く部分)をぱく感受性)に属するそれと受け取る、こ
の(高級な部分)は く感受性以上)を示唆させるほかなかろうから、これらの能力は「自然的な
(魂(l'えme))」に生じよう、 (知的注意力)や(感受性)などの諸能力であり得ないことを、し
てみれば、 (高次の)と記された前者では、その(注意力)は(この世界)にはない(完全な実在)
と関係せずにおれなくなろうと読み得るから、もはや「超自然的な(魂(1'えme))」の能力である
以外にないことを証しの一に見届ける。
筆者はまた、 「自然的な(魂(l'云me))」中の能力に対して、今r(知的注意力)や(感受性)な
ど」があると記したが、この「など」にはほかに、 (歓書)や(願望)と く理性(知性))による
く思惟(する))がみられることを示しておいたはずである。 (理性(知性))については次号に譲
るとしても、 (知的注意力)から(創造的注意力)や(直観的注意力)に、あるいは(感受性)か
ら く感受性以上)に各繁り得ると同じく、 「自然的な(魂(ame))」での(歓喜)やく願望)がそ
れぞれ、 r超自然的な(魂(1'云me))Jでの く純粋な歓喜)や(純粋な願望)に繁るということが
できるならば、これらをいかに理解しておくかを筆者なりに明らかにしておかねばなるまい。 (歓
書)から明かすと、く歓書)はたとえば(世界の美(感受性))にく魂(une云me))の(能動)舵
力(感じる(ressentir))が働きかけ、くune hne)に獲得されるく受動)能力(感情)であったO
かつこの く歓書)が(願望)に「付随」されず、要はほかの能力に関与せずに、いわば(歓喜)
単独(独自)の(感情)能力のままにあって、このさらなる(運動)に従われるならば、その(感
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情を失)わせ、く自分自身を否定)たらしめるまでに至り、同時にr自然的な(魂(1'えme))」は
「超自然的なく魂(1'えme))」に、前者のく歓書)は後者に(受容、同意)されるところの(純粋
な歓喜)に(移行(transfert)) CDさせられざるを得なくなろうということであった。だからヴェ‑
ユが(純粋な歓喜すらわたしの感受性に重なり得る)と述べていた引用文も、筆者の上記した見
方を証明しよう。すなわち、 (純粋な歓喜)が(歓書)だけに関係すると捉えないでは、 (わたし)
なる(魂(uneえme))において、例の(世界の美(感受性))を(再び感じ(ressentir))て、 (歓
喜)がもたらされることはなくなる、しかも(歓書)は当然(純粋な歓書)に繁ることもないど
ころか、 (世界の美(感受性))なしに、 (わたしの感受性に重なり得る)表現さえできないと解釈
するとともに、 (純粋な歓書)に対応しよう、この(感受性に重なり得る)とされたく感受性)は
およそ(感受性以上)を合意させるとみることができると。このように(純粋な歓書)に対し(感
受性)を用いずには、当の語はむろんのこと、 (感受性以上)のことも示唆されないのだから、 (紘
粋な歓喜)を主語にして語る文章は成立しないわけである。
(願望)が(純粋な願望)に関係する、その経過も*.た、以下に記す点を除けば、く歓喜)が(紘
粋な歓喜)に関係した、その経過と大方相似させて理解することが可能である。以下の点とは(願
望)は(歓喜)や(不幸)のそれぞれに、 (能動)能力で(感じる(ressentir))と同種にみえる
(望む(d芭sirer))が働きかけては生み出される(受動)能力たる(感情)にあったことをさす。
要するに、 (願望)が(純粋な歓喜)に関係する場合、 (願望)が(歓書)に「付随」したり(他
方では(不幸)にr取って代えられ」たり)して生じるし、それは「自然的な(魂(1'Ame))」中
の‑部位(魂(une云me))の‑ (感情)にとどまって、ほかの能力の‑なる(知的注意力)にも
「取り込」まれない(関与しない)、いわば単独(独自)の能力であるうえに、 (願望の激しさ(遊
動)と(その)時間)によっては、 (願望).%れ自身が「超自然的なく魂(1'えme))」に(受容、
同意)される(移行)を可能にさせ、もって(純粋な願望)になる繋りを有すと同時に、前記し
た く純粋な歓書)と同様に、この(純粋な願望)も(餐(エロース))でしかなくなり、 (秤) ‑
の く方向づけ)を現実にするということである(なお(純粋な願望)と記し得るはすでに提示し
た、 (純粋な、完全な、すべてを統轄する、絶対的な尊に真直ぐに向けられた願望)という引用文
の最初の語を(願望)に修飾させた使用によると断わりおく)0
かつここでは語る事項に漏れ無きように、先きに取り上げた、く感受性)と(感受性以上)との、
ならびに く知的注意力)と く創造的注意力)や(直観的注意力)との各関係について、さらにそ
の各経過について、前段までに一見したことに従わせて、それぞれはどうかをみておかねばなら
ない。く感受性)やく知的注意力)は、上記していたく歓書)やく願望)がr超自然的な(魂(1'えme))」
に各(受容、同意)される(移行)を可能にさせ、そこでおのおの(純粋な歓喜)や(純粋な願
望)になり得たのと同じく、 (餐(エロース))といえよう、 (感受性以上)や(創造的注意力)も
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しくは(直観的注意力)になっては、それぞれが(柿)にく方向づけ)られるのであった。しか
しながら r超自然的な く魂(1'云me))」にく受容、同意)を促されざるを得なくなった、 r自然的
な(魂(r云me))」の(感受性)や(知的注意力)には、その各(感受性以上)やく創造的注意力
(直観的注意力))に繋げ得る、何らかの特徴を持ち合わせるとみる点で、多少の相違があること
に留意しなくてはならない。簡単にまとめおくと次の通りである。一に、前者(感受性)は「自
然的なく魂(1'えme))」中の‑部位(魂(uneえme))にあって、たとえば人間外部の(世界の美)
や(不幸)と人間(ヴェ‑ユ)自身の(不幸)を対象にしてもたらされたし、これら自体(の現
象)はすべて各(感受性)として捉えられていた。一方後者(知的注意力)は(1'云me)のもう一
つの部位(精神(esprit))にあって、 (uneえme)に生じていた(願望(感情))を(un espnt)
で対象にするからして、要はく願望に結びつ)いたり、 (同意に結びついてい)たりするからして、
(願望)を「取り込む」能力にはかならなかった(だから筆者はこのく同意)の場合、 (同意)を
(受容(する))の意だけか、 (un espnt)の(理性(知性))の働きかけによる意も含まれると
先きに指摘しておいたのだ)。一に、前者(感受性)は(運動(量))であったし、ほかの能力た
る、 (une云me)のく歓書)や(願望)の各く感情)と、 (un esprit)のく知的注意力)や(思惟)
などとも一切関係しない、いわば単独(独自)の能力になり得たのは、 (l'えme)全体に亘る、さ
らなる(運動(丑))でもって、 (感受性)が(une云me)を興奮させるばかりか、 (un esprit)
の(理性(知性))すら巻き込んではその思考不可能な表現でしかなかろう、 (思惟の逃亡)と(忠
惟の空無(真空))を現出させる、 (魂(1'Ame)の破壊)に至らしめたからであった。これこそ「超
自然的な(魂(I'Åme))」での(受容、同意)に(感受性)を繋げさせ得るのである。一方後者(知
的注意力)は(un espnt)のなかに(願望)を「取り込」んで成り立ち、しかも(たえず真理に
達するための、 (知的)注意力の努力をなしたり)しようとする、 (理性(知性))やのく同意)ま
たは(受容)によるだけで、それ以外のいかなる能力にも関係させられずに、く(知的)注意力の
努力)をして(un esprit)にて(自分自身を否定す)べき く空無(真空) (se vider de))に到
達せしめるとき、 (知的注意力)がr超自然的な(魂(1'云me))」に(受容、同意)されるく移行)
を可能にさせ、あわせて(創造的注意力)や(直観的注恵力)になり得ようといわねばならぬの
である。
そこで新たに浮上すると予想される問題は、 「自然的な(魂(1'ame))」での、 (受動)能力たる、
(鶴(une ame))のく感覚) (感受性)、 (uneえme)の(感情)としての((世界の)美の感情)
(歓書) (願望)、かつ(精神(un esprit))のく理性(知性))としての(知的注意力) (思惟) (意
志)などはヴェーユにいう、 (1'云me)全体の「知る作用(認識)」にかかわる諸能力をさし、なか
でも彼女が(真理の王国)をめざすにあって、 (理性(知性))による(思惟)や(意志)にでは
なく、 (感受性)、 (感受性(世界の美))に発する(歓喜)、く感受性(世界の美や不幸))に関連す
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る(願望)、 (願望)を「取り込む」 (知的注意力)のいずれかに基づくべLと主張していたように
見受けられるのだから、以上に倣うことで、筆者がこれらの能力に繁り、 「超自然的なく魂(1'云me))」
に(移行)されるとみた、そのく感受性以上) (純粋な歓書) (純粋な願望)く創造的注意力)や(直
観的注意力)はそれら自身、この(1'えme)の r知る作用(認識)」に立脚して語られたとみなし
得るのか、要は「超自然的な(魂(1'Åme))」でのr知る作用(認識)」として見出される、超自
然的能力であると認め得るか、また自然的な領域(鶴)伽と超自然的な領域(魂)的はそもそも繁
ると指摘し得るのか、そのうえこの繁りには(理性(知性))が何ゆえ除外されるといい得るかと
いうことである。それぞれを探る一例として、実にそのすべての解答を用意するごとくに取り上
げられたと察知されるは、四段落前の「そして」ではじまる段落中の二番目に掲げた引用文つま
り再三記す(歓喜のなかに必然性を感じることができるのは、感受性のさらに高級な部分であり、
それはただ美の感情の仲立ちによってのみ感じられ得る)という文章であり、筆者は以上をば、
彼女が(世界の美において、生の必然性が愛の対象になる)と述べた既出引用文を合わせ参考に
しつつ、読み解いてゆかねばならなくなる。
まず、筆者は「再三記す」とした引用文中の前半箇所にある、く感じる(sentir))と く感受性)
とを一対にさせてみるという、しかも後者に続く、この(さらに高級な部分)を(感受性以上)
と捉えたことで、く自然的な領域(魂))の(感じる) (能動)能力とその(感受性) (受動)能力
のように、上記の(感じる)と(感受性以上)は(超自然的な領域(魂))で(能動) (受動)関
係を有するのではないかという、つまり(感受性以上)が(超自然的な領域(魂))でもたらされ
るといえるからして、 (受動)であり、これを生み出す(感じる)が(能動)でないことには一対
にすらなり得ないではないかという、だから(超自然的な領域(魂))の(感じる)と く感受性以
上)のこうした関係は一対としてみられたり、く自然的な領域(魂))で指摘しておいたと同様な
「知る作用(認識)」をかたちづくったりするのかという疑問や仮定の、以上の呈示を確かめるこ
とにある。
この疑問や仮定を肯定するか否定するかにしても、おのずと知らされるは、く超自然的な領域(魂))
の く能動)の働きかけにみえるとしよう(感じる)がしかし、もう一つの引用文の語句 く愛の対
象になる)と記された(対象)にかかる(領域(魂))で出会わないでは、その(受動)といわれ
よう く感受性以上)を突如はおろか、ときにでさえもたらしはしないために、そこに「知る作用
(認識)」があるともいえなくなることである。ここでは(超自然的な領域(魂))での「知る作
用(認識)」が成るか否かを問うよりも先きに、その く感じる)とされる場合の、 (能動)の(対
負)は何かを今一度確認する方にある。 r何か」はいわずと知れたこと、く自然的な魂(1'云me))
に(受動)として生み出された、くuneえme)の(感受性) (歓喜)く願望)や、くun esprit)のく知
的注意力)であり、このそれぞれの(激し)い く運動)が(自然的な魂(l'えme))全体を く超自
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然的な魂(1'えme)) ‑と く移行)させるだけか、各能力をく超自然的な魂(1'えme))に(受容、
同意)せしめるのであった。もし「知る作用(認識)」がく超自然的な領域(魂))にもみられる
とされるならば、く自然的な領域(魂))のそれと同じく、たとえば、このく感じる)が(感受性)
(歓喜) (願望)や(知的注意力)の各能力を(対象)にして働きかけ、そのおのおのの(受動)
たる、ヴェーユにいう(感受性以上) (純粋な歓書)く純粋な願望)と(創造的注恵力)やく直観
的注意力)を生み出すであろうとの見方が可能になってくる(ただその際、筆者は(超自然的な
魂(1'云me))の(感じる)が(知的注意力)に働きかけると断じるは適当かはのちに答えること
にする)0
ところが「再三記す」とした引用文中の前半箇所の く歓書のなかに必然性を感じることができ
るのは)からは、前段に触れた各能力がく超自然的な魂)の(感じる)の(対象)になると記さ
れてはおらず、この(感じる)の(対象)は(必然性)であると読み取らねばならなくなる。す
ると引用語句はいかに察知できるかである。く歓書のなかに)という(歓書)は繰返すが、 (自然
的な魂(1'えme))中の(魂(une云me))に(受容)された、 (uneえme)の(感受性)としての、
例のく世界の美)に対し、今度は(une云me)の(能動)能力(ressentir ((再び)感じる))が
働きかけてはもたらされるく受動)能力(感情)であった。だから く自然的な魂(une云me))の
(能動)能力くressentir)とくsentir(感じる))の違いをまとめおくと、次のようになる。くressentir)
揺(uneえme)にすでに(受容)されてある

く世界の美(感受性))を(対象)に働きかけつつ、

そのr興奮」に価する(歓毒(感情))を(uneえme)に生み出しみなぎらせるほか、 (une Ame
の感受性)たるそれ自体を、要は「神経伝達物質」を異にしよう、 (世界の共)や(不幸)なる各
(感受性)自体をもう一度(対象)にして各く(再び)感じる)べく働きかけるためにも用いられ
ていたといえる。これに対し(sentir)は、 (身体)から(une云me)に新しく伝えられく受容)
されたく感覚)や(感受性)のうち、ここでも上記と同じ例にしていう、くuneえmeの感受性)で
ある(世界の美)や(不幸)を(une云me)の、確たるく世界の美(感受性))やく不幸(感受性))
にさせるうえで、各働きかける く能動)能力であった、換言すると(世界の美)や(不幸)のい
ずれも(uneえmeの感受性)でしかないことをあたかも(uneえme)で認めさせるべく働きかけ
るはくsentir)であったということである。 (ressentir)と(sentir)のこうした相違を踏まえる
と、とくに後者(sentir)の方は、 (une云me)に伝わり(受容)された、 (身体)からの能力、
ヴェーユのいう(感覚(sensation))によって成る(感情) (たとえばくplaisir)の前出の訳(楽
しみ)ではなく、 (肉体的)快楽に置換させた、その(感情))を、また(感受性)によって成る、
(歓喜)をはじめとした諸(感情)を各(対象)にすることはないし、このような(対象)に働
きかけることもないといい得る(むろん彼女は、すでに触れおいたように、く身体)の(感覚(sensation))
を、 (une云me)の(感覚(sensation)、ならびにくune云me)での、その(感情(sentimentや
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affection))をも問題にすることはなかった)。
だが前段に示したく能動)能力は(自然的な領域(鶴))における(感じる(sentirやressentir))
用法であり、引用文中の前半箇所で示唆させた、 (超自然的な領域(魂))にいう(感じる(sentir))
が問われるのではなかった。それゆえ筆者はまずは、 (超自然的な領域(魂))にあって、 (歓喜の
なかに必然性を感じる)と記された(歓喜) (必然性)と(感じる)が、先きに「疑問や仮定」と
して述べた点に相違すると断じる場合、どのようなかかわりにあるかに、なかでも(感じる)を
いかに捉えおけばよいのかに答える必要がある。ことが(超自然的な領域(魂))に関するだけに、
(歓喜)は少なからず(自然的な領域(魂))にみられたそれをさすのではなく、 (超自然的な領
域(魂))に く入)り込んではそこに(受容、同意)された く歓書)であろうと知り得るし、 (必
然性)はもはや人間外部に存する(この世界(自然))の(必然性)を、さらに(感じる)も当然
(自然的な額域(魂))のく能動)能力を意味させるのではなかろうと知ることができる。そう読
む、最たる事由に取り出されるは、筆者が疾うに指摘しておいたのと同様に、ヴェーユをして(超
自然的な領域(魂))を(空間や時間でもない次元に従って) 。といわしめるかぎり、そこは「非
空間、非時間、かつ非物質(非質料)」 C4であるにはかならないといわねばならぬからである.こ
の「非空間、非時間、非物質(非質料)」の、つまり次号で説く(空無(真空))の(超自然的な
領域(魂))において、およそ例の、 (歓喜)がその中身たる、 (不幸)と違う「神経伝達物質」で
あるか、そもそも「神経伝達物質」が存在するかと、また く必然性)が人間外部に存するそれで
あるかはもとより、人間内部((超自然的な魂))の(必然性)であるかと、そしてその(感じる)
が(運動)であるかといえば、こうした r物質、空間、時間」に関した くこの世界)のことはす
べてかの く次元)では、要は「あの世界」では通用しないし、否定されざるを得なかろうとみて
おかねばならなくなる。

〔続〕

姓
(1) SimoneWEIL《AttentedeDieu》 (Fayard)中の《L'amourdeDieuetlemalheur》くNous pouvons
seulement consentir a perdre nos sentiments propres...C'est cela se nier soi‑mime. Nous ne
sommes crees que pour ce consentement.) P.118
(2) SimoneWEIL《Lapesanteuretlagr五cc》 (Plon) (Lacreationestun acted'amour, … lui (Dieu)
qui nous donne

色tre, il aime en nous le consentementとne pas色tre.) P.41

(3) Ibid.,くSon amour (amourdeDieu) pournous est amourpoursoiとtravers nous.) P.41
(4) Simone WEIL

《Attente de Dieu》 (Fayard)中の《L'amour de Dieu et le malheur》 (Dieu est

amour.) P.109
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(5) Simone WEIL

《La pesanteur et la grえce》 (Plon)くDieu se fait necessite.) P.51

(6) Simone WEIL 《La sourcegrecque》 (Gallimard)中の《L'iliade, ou le poとme de la force》 (Tout
ce

qui

‥.

est

aime,

mais

aime

doulciureusement.)

P.39

(7) Simone WEIL 《Attente de Dieu》 (Fayard)中の《Formes de l'amour implicite de Dieu》 (La
Creation est de la part de Dieu un acte non pas d'ejtpansion de soi, mais de retrait, de

renoncement. (創造は神の側からは、自己拡張のでなく、撤退の、放棄の業である)) P.131 (なお
(acte)は本稿社(2)と同じ訳にしたが、 (行為)あるいは(行動)く運動)の訳でもよい)
(8) Simone WEIL

《La pesanteur et lagr云ce》 (Plon) P.120

(9) Simone WEIL

《Intuitions pre‑chretiennes》 (Fayard)中の《Decente de Dieu》 P.155

Simone WEIL

《Attente de Dieu》 (Fayard)中の《Reflexions sur le bon usage des芭tudes

scolaires en vue de l'amour de Dieu》 P.85

01)前号rヴェ‑ユ身体論〔補I〕」註uS)参照
u2)拙論rヴェ‑ユ身体論」 (新潟大学人文学部人文科学研究、第120餌、 2007年) P.49社伽)駐即参照
(13)本稿註(7)証柵参照(そこには(莱(acte))が(行為) (行動)や(運動)と同意になると記される)
u4)拙論「ヴェ‑ユとマルクス③」 (新潟大学言語文化研究、第12号、 2007年) p.11証的参照
Simone WEIL 《Attente de Dieu》 (Fayard)中の《L'amour de Dieu et le malheur》 P.116 (な
お引用文中の前半文章は本稿註u4)の拙論P. 14社04)の訳出による)
Simone WEIL 《Attente de Dieu》 (Fayard) tj】の《Formes de l'amour implicite de Dieu》P.153
(17) Simone WEIL 《La pesanteur et la gr云ce》 (Plon) P.41
Simone WEIL 《Attente de Dieu》 (Fayard)中の《Formes de l'amour implicite de Dieu》くLa
beaute du monde est la cooperation de la Sagesse divineとIa creation.) P.154
Simone WEIL

《Attente de Dieu》 (Fayard)中の《L'amour de Dieu et le malheur》 (Dans la

beaute du monde la n芭cessit芭brute devient objet d'amour.) P.112
Simone WEIL

《La connaissance surnaturelle》 (Gallimard)中の《Notes ecrites A Londres》

P.336 (そこに2回(transfert)が記される。)
Simone WEIL 《Cahiers El》 (Plon) (le domaine de la nature) P.260参照
物Ibid., (ledomainedu surnaturel) P.26 (なお本文の表記に、本稿註al)と同様に、括弧して(魂)
の語を添えたのは、前号rヴェ‑ユ身体論〔補I〕」註09に、 (魂(l'ame))がみられるばかりか、そ
の(自然的な部分と超自然的な部分)とされた各(部分(partie))が本稿註(21)と註(22)の各(領域(domaine))
に呼応するといえるからである)参照
Simone WEIL 《Attente de Dieu》 (Fayard)中の《L'amour de Dieu et le malheur》くSelon une
dimension qui n'appartient pas 良 l'espace, qui n'est pas le temps,

) P.121

伽 拙論「シモーヌ・ヴェーユとデカルト〔補I〕」 (新潟大学人文学部人文科学研究、第110蹄、 2002年)
P.26 (本文に掲げた語句は、拙論ではデカルトの《其理の探求》のく精神(esprit))のありかが何か
をあらわすために用いられるが、ヴェーユにいうく超自然的な領域(魂))にあって、そこが彼のいう
く理性(知性))の活用の場とみるのを除いて、 r非空間、非時間、非物質(非質料)Jの場(領域)だ
ということである)参照
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