シモーヌ・ヴェーユの哲学〔Ⅱ〕
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ヴェーユの哲学とは何か(3)
筆者は前官l'で、 (思惟(受動))が何かや(精神(脂))を含めたく身体)のどこに受容される
かを、ヴェーユは不問にすると判断したが、他方マルクスを批評する引用文ta中に、 (魂の救済の
物質的な心象)と表現させたことで、彼女がこの(心象(image))と(思惟(受動))をいかにみ
ていたかを確かめねばならなくなる。 (思惟(受動))とはく知性(理性))による(思惟する(能
動))の、 (精神(脂))を含めたく身体)のく反射(reflexe))であった。これに対し、 (心象)は
当の(思惟する(能動))が(精神(脳)) (彼女に従えば(魂(脂)))だけにもたらされる現象す
なわち(反応(reaction))をさした。だから同じく知性(理性))の働きにおいて生じる(思惟(受
動))と(心象)は異なると読まずにおれないわけである。
ところで、 (思惟(受動))の方はデカルトによれば、 (知性(理性))による(思惟する) (能動)
と(同一のことがらである)とされ、筆者がそのことをヴェーユにいう、当のく思惟する(能動))
に適用させたにもかかわらず、彼女に不問にさせられたとみるかぎり、 (思惟(受動))が何ゆえ
不問の表現なのかの答えを求めずに、 「(思惟(受動))は何か」や「どこに受容されるか」さえ定
かにならない。たとえば(理解する)、 (意志する)などの(思惟する)は彼女にあって、 (魂(脳))
のうちの(精神)と呼ばれる場(またはこのく思惟する)ところが(精神))で作用するからして、
確かに(精神(脳))たる く身体)にかかわらずにおれない((魂)と く精神)をともに語るは次
回に譲る)。だが同時に(知性(理性))はく能動的としてしか何ものでもない)と彼女に語られ
ると、その(思惟する(能動))は(思惟(受動))を生み出さないことを示唆させ、これをもっ
て筆者に、彼女は(思惟(受動))を問わないし、 (思惟(受動))すら(何ものでも) 「無い」と
みるように答えさせ得る。彼女にとって、 (思惟(受動))は「無い」といえるのだから、 (身体)
に(関係)するとしてはならない。要するに、 (知性(理性))による(思惟する(能動))が(棉
秤(脂))という(身体)で働きかけるのに比べ、その(思惟(受動))は(精神(脳))たる(身
体)に、さらに(精神(脳))以外の(身体)にも生み出されはしない。しかし く思惟(受動))
が(精神(脳))を含めた く身体)に生じるとされるならば、これは「(思惟(受動))は(身体)
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にく関係)しない」と断じたことにく矛盾)する。だから筆者は(思惟(受動))が生じるとして
も、もっぱら「(精神(脳))の外」で可能になろうと記してきたのだ。
ヴェーユがこの(思惟(受動))のことを、筆者のごとく「(精神(脳))の外」に生じさせると
は書き残さねども、筆者にすれば、その見方なしには不問に、 「無い」に等しく捉え得ないと、ま
たそれゆえに(精神(脳))たるく身体)にばかりか、これ以外の(身体)にも(関係)させはし
ないとみえたのである。そして(思惟(受動))は「(精神(脳))の外」で可能になるとしたこと
が彼女に許されるならば、この思想は彼女にあっては、デカルトにいう(真理の探求)の思想に
倣い、その‑を参考にしたのではなかろうかと推察する。 (真理の探求)のく精神(esprit))が「非
空間、非物質、非時間」 O'として断じていたからして、そこで発揮し得る(思惟する(能動))と、
これによる(思惟(受動))はいずれも、彼女にみる(精神(脳))たる(身体)やこれ以外の(身
体)にかかわらせずに、いわば(脂(身体))の外に求められるほかなかった。したがって、わけ
ても(知性(理性))のく思惟(する))における、いわゆる《心身合一》は論外になる一方、こ
の(精神)を(脂(身体))に配置させると、いわゆる《心身二元論》はく矛盾)を露草するとい
える。
そのうえ、 (精神to))と(脳(身)) (を含めた身体)とを区別して語られる(心身二元論)
といえども、 (精神(心))が(脳)の外(非空間、非物質、非時間)をありかにするとみては、
果たしてそこに、 (理解する)、 (意志する)などの(思惟する(能動))とその(思惟(受動))が
生じるのか、それだけでなく、これらを可能にしよう(精神)すなわち(わたしは存在する(sum))
かである。 (脂)の外の(精神(わたし))には(存在)が伴うはずがない、また(思惟する(舵
動))もなくなる、だから(思惟(受動))さえもたらされはしないと答え得る。デカルトが(身
体)との区別のために、 (脳)の外に(精神)を配したところでの、かの(心身二元論)を、しか
も(知性(理性))だけによる(能動)と(受動)を因にして説く(真理の探求) (の思想)はあ
まりに観念(理想)的であり、非現実的な机上の空論にみえてくる。それゆえ(心身二元論)は
成り立たなくなると、これのみか、 (心身二元論)が「(矛盾)を露呈する」と記すことも無意味
であったといわねばなるまい。
デカルトが(脂(身体))の外を(精神(わたし))とみなし、そこでく知性(理性))による(思
惟する)と(思惟)を可能にさせていたのに対し、ヴェ‑ユはく脳(身体))のなかの、その(忠
惟する(能動))が働きかけるところを(精神(esprit))と捉えたが、他方でこの(精神(脳))
を含めたく身体)に(関係)しないとされたく思惟(受動))だけを彼の見方に従わせ、く脳(身
体))の外に生じるとみた(彼において(脂(身体))はく精神)であり得なかった)。したがって
筆者は、彼がいかに(知性(理性))による(思惟する(能動))ことを主張するとて、この能力
は(脂(身体))の外での作用を不可能にさせるといえたからして、筆者の懸案であった、その(忠
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惟(受動))も彼女にとって不問にされてかまわぬし、そればかりか「無い」と判じて当然なので
ある。そして彼女の場合では、彼と同様にみる、 (知性(理性))による(思惟する(能動))は(棉
柿)すなわち(脳(身体)) (の一部)で発押したのだから、彼のいう(心身二元論)は彼女に見
出せはしないし、その く思惟(受動))は、結局(精神(脂))を含めた く身体)とは無関係にな
るはかなかったがゆえに、 (思惟(受動))が(身体)に(関係)させられていえる(心身合一)
すら彼女にあって成立はしないと断じ得るのである。
(知性(理性))がヴェーユをして、 (手段として役立つ)といわせることは確かだが、それで
も(手段)はまた、 (精神(脳))以外の(身体)で(知性(理性))による(思惟する)ことに拠
らないのはむろん、その(精神(脂))でも、二つの対象を同時に(思惟)し得ずに、二対象を見
据え結びつける順次を経て導かれるからして、それこそ人の(知性(理性))の裁量に任せられる。
筆者はこれをもって、彼女にいう(知性(理性))も、デカルトが例の(感覚)を(信用しない)
紬とみたと同じに捉えることができる。だからか彼女には信用し得る、 (知性(理性))以外の能力
がなくてはならなくなったのである。推察するに、彼女が工場体験直前での論稿や手紙で、かの
(思惟と行動)ならびに(思惟と行動との関係)と書き残したのは、 (知性(埋性))以外の能力
とは何かを明かしてくるためにすぎない。
何かには次のような次第によって、 (感受性)が当てられるしかなくなる。まず、 (思惟と行動)
の語句の中で、これまでに記してきたところからも、何かは(知性(理性))にかかわる(思惟)
ではもはやなく、く行動)の語に関与し、示唆される能力に充当する。筆者はそこで、く思惟)を
「静の行動」からの能力と、 (行動)を「動の行動」とみなしては、その(行動(動の行動))か
ら生じくる能力を(身体の) (感受性)にみてきた。次に、 (感受性)と断じたは、 (感受性)なる
語が(思惟)の語とともに、疾うに学士論文に取り上げられていたからである。 (感受性)が(行
動(動の行動))に結びつけられる経緯はすでに触れたが、しかしあの論稿や手紙にあって、彼女
がなぜ(行動)の語の代わりに(感受性)を用いなかったのかを知るに、筆者には(感受性)が
独自な思想に与するとみられるために、ヴェ‑ユはおよそその く感受性)よりか、一般的語意と
して(行動)の語を記していたように推量される。そして、それだけに、彼女が学士論文に自ら
の(知性(理性))によって、デカルトに代表される(思惟)を批評する一方で、自ら温め続けて
いたのに反し、斯界ですら周知(着日)されなかった、この(感受性)をはじめて提唱しては、
たんに(感受性)に関する考え方を述べるにとどめるのでなしに、実際の(感受性)を、さらに
は(思惟と行動との関係)に対し、前記した通り(行動(感受性))の(思惟) ‑のく側係)を自
らに経験させねばならぬことに、彼女の関心が注がれていたと筆者に理解されるはしごく当然な
のである。
だからこそ、ヴェーユがこれらの経験を現実の、 (思惟)でもって納得させられるのではなく、
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(感受性)によって体現さすには、休職をとるほどまでに駆り立てられた、個人的研究のためと
はいえ、何より(身体)の(運動)を課すことのできる場が、要は工場が選択されるほかなかっ
た。このく労働)を自ら志願して選んだ彼女にとって、工場はいわば見習い修行の場である実験
場に化していた。このようにみると、学士論文を書き上げた当時から、工場体験を経て晩年に至
る、彼女の思想(哲学)はすべて、 (感受性)の思想からはじまり、このことでは一貫し盤合して
くると断じて過言ではない。く不幸)が強調されるにあってさえ、この(感受性)がかかわったの
であり,く感受性)なしに、 (不幸)などの思想に展開し深化されはしなかったと読むことが可能
である。
(感受性)のことはともかく、この世界の対象に向けたく能動)において、人間最大の武器と
目される(知性(理性))は、これも前記していたように、それ自身をこの対象に対し(使い尽す)
ほどに分析し、かつ論理的に組み立て得る能力であるとともに、対象から(矛盾)が見出される
t

ならば、 (矛盾を事実として認める)に(役立つ)ほか、以上のことは彼女が女生徒たち‑の授業

t

I

I

i:

で教え得ることであるにしろ、だからといって(知性(理性))では、そうした(矛盾)または(不
辛)自体を担い切ることができないばかりか、 (いかなるときも奥義に入り込めない)ことが明ら
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かになっていた。とどのつまり(知性(理性))は(感受性)に比べ、この世界の諸(矛盾(不幸))
を受け入れる能力には、さらにこの世界とあの世界とを繋ぐ能力にはなり得なかった。これは(感
覚)でも同様であった。換言すると(感受性)以外、もはや、 (知性(理性))すなわち(思惟(す

i

る))は、そのうえ(感覚)はこの世界の実在である諸く矛盾(不幸))を現実に(統一)させ得
ないだけか、 (超越的な領域)たる(奥義に入り込)ませない能力であったということである。
もちろん(知性(理性))における(思惟)、 (感覚)そしてく感受性)なども、ヴェーユを筆頭
にした人間が(知性(理性))の能力で名付け得た各語にすぎないし、人間的・(必然性)として発
揮される、自然的各能力でしかなくなる。たとえば、デカルトはその(知性(理性))による、 (わ
たしは疑う(Je doute))という(思惟する)ことでもって、 (柿)を含む、すべての(真理)を
(探求)し得るといい、モンテーニュはデカルトと同じく知性(理性))を用いて(わたしは何を
知るか(Que sais‑je?))と懐疑したとされる。しかし(秤)のことに関していえば、少なくもモ
ンテーニュの記すくsavoir)は、彼がく神)と交流していてく神)をく知る)語意ではないだけに、
彼には(秤)は(知性(理性))によって捉えられないことを示唆させる。そして彼女が両者のい
ずれの用いる(知性(理性))にあるかと間うに、すでに周知のごとく、彼女は(秤(あの世界))
についてはモンテーニュのそれに従うにちがいない。しかれどもこの世界のことに関しては、 (知
性(理性))が十二分に活用されねばならぬとみなされることでは三人に共通する。だからこの点
で、彼女は女生徒‑の手紙で述べた く活動)たる(思惟と行動)のうちの く思惟)のことを、彼
女にいう独自な能力(感受性)を課すことになる(行動)よりも不可欠な能力として伝えようと
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したのかもしれない。それよりか、筆者にとって肝要なことは、ヴェーユ(の思想)にはモンテー
ニュとは、ましてデカルトのいうく真理の探求)、これ以外の思想(用法)に対し、筆者のいう「日
常的用法」や「もう一つの真理の探求」とは相違点がみられるということである。それはモンテー
ニュやデカルトに、 (身体)もしくはその(運動)を盛り込ませた、彼女のような思想が見当たら
ないことである。つまり彼女を除いた二人にあって、思想として表現させる制約があるからか、
思想が(思惟(静の行動))で組み立てられるはいたし方ないとみえるにせよ、二人は各思想にく行
動)を、要は彼女にとって現実(実際)に課せられねばならなかった、 (身体)の(行動(運動))
で生じる(感受性)を取り上げも質しもしなかった。その点からも(感受性)は誰の目にもとま
らなかっただけに、筆者をして彼女の独自の能力たらしめるといわせるのである。
ヴェ‑ユは工場体験直前での論稿で、 (其の自由)はく思惟(する精神)と行動(する身体)と
の関係によって定義される)と、女生徒‑の手紙では、 (生の現実)は(思惟(する能動の精神)
と行動(して身体に生み出される受動たる感受性))における(活動)であると書き残したが、果
たして く思惟と行動)で、さらにこれらの(関係)で(其の自由)や(生の現実)を確保し得た
のか。工場体験が(思惟の逃亡)または(思惟の空無(奥空))を現出させたがゆえに、く思惟)
は完全にその役割を絶たれたことを(行動(身体の感受性))との(関係)で現実にしたが、却っ
てそのことは前記した通り、彼女に(其の自由)と く生の現実)とを確実にもたらしたし、筆者
にはく思惟)はく身体)に(関係)しないと語られた学士論文ですでに見通されていたことを確
認させるのである。

く精神(esprit))とく身体)との関係について
筆者ははじめに、前号6'でいまだ答えや証明を試みずにいる、いくつかの問題を取り上げる。そ
の‑は、ヴェ‑ユがすでに学士論文(1930年)で、 (知性(理性))すなわち(思惟)はく身体)
に(関係)しないと見技いていたにもかかわらず、なぜに、工場体験(1934年)直前での論稀『自
由と社会的抑圧との諸原因についての考察』やF‑女生徒‑の手紙』では、 (思惟と行動との関係)
を、く個人の思惟と行動との能力)を、かつ(よく労働し、よく創造(思惟)する人間たち)をめ
がけねばならぬことを主張する粒と同時に、論稿からさらに以下に引用するように、 (思惟)のこ
とに拘り続けたのかということである。

Un homme serait complとtement esclave si tous ses gestes proc芭daient d'une autre
source que sa pens芭e, a savoir ou bien les reactions irraisonnees du corps, ou bien
la pensee d'autrui.
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II

人間は、もし彼のあらゆる行ないが彼の思惟以外の原因から、すなわち、身体の理性を欠い
た反応(身体の非理性的な反応)や他人の思惟から生じるならば、完全に奴隷であろう。 (括弧
内は筆者)

上記の既出引用語句と新たに加える引用文に私的解釈を交え、筆者はその‑への答えを以下数
段落に亘り展間する。私的解釈はこれまで述べたことを踏まえ試みられる。ヴェ‑ユはまず、く人
間(たち))の(坐(活))もしくは(生の現実)にとって、 (思惟と行動)が、同様にくよく労働
し、よく創造(思惟)する)ことが、 (活動)が、あるいは一般に(思惟と行動)を合意させてい
う(行ない(gestes))が、さらには筆者のいう「静の行動」とr動の行動」が欠かせないとする。
また上記中の語(労働) (原語は形容詞)は、 (行動(action))の語に充当されるし、しかしてく運
動)の意を有するにせよ、く労働)を含ませた語句の一方に、 (創造(思惟)する)請(原語は形
容詞)が並ぶことによって、 (精神)の(運動)というより、 (身体)の く運動)と捉えおくこと
ができる。
次に、く個人の思惟(penser)と行動(agir)との能力)と記されることから、筆者は各く能力)
とはデカルトに倣っていわれる(能動)を、すなわちヴェ‑ユにあっても、この(penser)は彼
の語った、以下に示す能力を一括する(penser (思惟する))に等しくみられるのだから、 (精神
(esprit))の(知性(理性))による(理解する)、く意志する)やく創造する) (ここでは前記の
形容詞をcrderの動詞と同意に使用する。そこで(思惟する)にも換言されるといい得る)などと
して、他方くagir)は、彼が(思惟する)諸能力を(身体)にかかわらせて述べる、筆者のいう「日
常的用法」において、その(魂(えme))での(思惟する)の‑のく感じる)蝕として、それだけ
か、彼女には(agir (感じる))がr日常的用法」自体に従い求められるのでなくとも、まさに(身
体)にかかわることをこそもっぱらにさせられるのだから、 (身体)を出所とする(感じる)とし
て働きかけることをさすと察知する。
さらに、くpenser)と(agir)はそれぞれ、こうした(能動)能力の発拝と同時に、デカルトに
(能動と受動は同一のことがらである)といわせたごときく受動)をもたらさずにおれなかった。
各(受動)は、彼において何らかの、 (思惟)や(感覚(sens、 sentiment、 passion))であり、
ヴェ‑ユにおいて何らかの、 (思惟)や(感覚(sensation))とく感受性(sensibilite))であった。
ただそこでは注意すべきことがあった。彼の(真理の探求)という鑑識論̀9厄あっては、 (知性(哩
性))による、かの(思惟する(能動))と

く思惟(受動))がいずれも(脳(身体))の外にある

とされる(精神(esprit))で生じると、彼女の‑たる認識論にあっては、 (精神(脳))で発揮さ
れるのが(知性(理性))による、かの(思惟する)であり、この働きかけによる く思惟(受動))
の方だけは(脂(身体))の外に生じるとみなされたことがそうなのである。しかも彼女の場合、

‑6‑

ー̲̲̲

i

(知性(理性))による(思惟する)が働きかけたところで、精神(脳)を含む(身体構造に妨害
され)ては、 (思惟する) (能動)さえ彼がめがけた、いわば完壁な く思惟する)などを当て込め
ないのだから、今度はその(思惟(受動))をして、彼女にく精神(脂))すなわち(身体)に(関
係)せしめないと、筆者に(脳(身体))の外に生じさせるといわせるほかなかったのである。
そのうえ、デカルトに r日常的用法」として語られると察知させる、 (魂(えme))の く思惟す
る)中の(感じる(sentirやressentir))と く身体(諸器官))での(感じる(ressentir))各(舵
動)は、ヴェーユにもそのままに利用されて、その各(受動)たる く感覚(sensation))を生み
出した(彼女では彼のいう く身体)の(感覚(sens))と く魂)のく感覚(sentiment))とをいっ
しょに取り入れていうのが(sensation)であった)。また次に記すも繰返しになるが、彼女にとっ
て、く魂)の(ressentir)が(魂)のくsentir)を発揮させたあとに、 「再び感じる」能力を示す用
法とみられることでは、他方(身体)の(ressentir)が(魂)の(sentir)の指令を(身体)で受
けて「再び感じる」ごとくに働きかけたり、指令に関与せずに、 (身体)自らで(感じ)たりし得
る能力をさす各用法となることでは、彼の哲学(認識論)に盛り込ませたとされる、その「日常
的用法」と同様にみえても、彼はしかし、く魂)や(身体)の各(感じる) (能動)からこれまた
生み出されよう、各(受動)たる能力である(感受性)を、かつ(妨害)さらにいえば(不幸)
と切り離しては理解できない(感受性)のことを一度も問い質さないと筆者はいわざるを得なかっ
たのである。
デカルトが(感じる)やその(感受性)を抜きにした「日常的用法」にあって(むろん彼のい
う く真理の探求)では、この(感じる)をはじめ、く感覚)や(想像)を各生み出す(感じる)や
(想像する)は考慮されない能力となる)、それでも筆者は(思惟する)なかの、 (感覚)を生む
(感じる)よりか、何らかの(思惟)を生じさせる(理解する)などの方が彼には優先されてい
たとみる。なぜなら「日常的用法」では、ヴェ‑ユにいう(身体の非理性的な反応)は彼にとっ
て、 (感じる)による(感覚) (もしくは(想像する)による(想像))にしか充当させられないの
であり、さらに彼はこのく感覚)を(信用しない)と断じていたがゆえに、もはや(理解(思惟)
する)などと、それらから各もたらされる(思惟)を最大に活用させるほかなかったからである。
もし彼が「日常的用法」において、 (感覚)を一転して(信用)すると認めるならば、 (真理の探
求)と同様なく感覚)をぱく信用しない)と断じたことに矛盾するであろう。 (なお筆者は(真理
の探求)と「日常的用法」における各(想像する)や(想像) ‑の検討は後日の課題とせざるを
得ないことをここに断わっておく。)
しかもデカルトはこうした(感じる)や(理解(思惟)する)のそれぞれが、ヴェ‑ユに(わ
たしの身体構造に妨害される)と指摘させた、この(妨害)について、彼女ほど強調し問題にす
ることがなかった。彼女にとって、 (理解(思惟)する)や(感じる)が各(妨害)に出会い、 (妨
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害)からもたらされる各能力は(受動)たる、 (思惟)や(感受性)であって、 (感覚)ではなかっ
たはずである。そこで筆者が以下に質すは、これらの能力のうち、彼女にはく思惟)がく妨害)
を受けた能力であっては、当然(身体の非理性的な反応) (能力)に与しないだけでなく、く身体)
に(関係)しなくなるし、何より(思惟する)を真の(思惟) (それがあるかどうかは別にして)
に到達させるまで繰返し課さねばならないことでは、当初の(思惟)が当てにならぬ能力である
と、一方の、 (脳)を含んでいう(身体)に関連する(感受性)は(感じる)働きかけをした際の
(妨害)から、この(妨害)に応じて生まれ、 (身体)や(脳)をして(妨害)をそのまま受容さ
せるところでいう能力となるとみなされていたに対し、果たしてこれも(身体)に関連しよう(感
栄)は(妨害)にかかわって生み出された能力か否かにある。その答えによっては、 (身体)や(脂
(魂すなわちわたし))に(関係)する能力は、 (わたし(彼女))なる人間において、 (身体)や、
もはや(精神)とみてはならないく魂)の各(感受性)しかないことを、かつく感受性)は(妨
害)であったことを証明し得るのであるO
デカルトにいう(真理の探求)と「日常的用法」の各認識論とはおよそ相達する、ヴェ‑ユの
‑たる認識論では、彼の各認識論でも問われた、その能力としては同じに捉えられる く感覚)は
すでに触れた通り、 (質料、空間、時間も含まず、それ自体以外わたしたちに何ももたらし得ず、
いわば何ものでもない)04とされるからして、 (妨害)に出会ったり、それ自身(妨害)にみられた
りして生じる能力ではなくなるわけである。すると(感受性)だけが(脳(鶴))を含む、 (わた
しの身体構造に妨察され)、 (妨害)に則ることを(身体や(魂(わたし))に課せられる、唯一の
能力として残存するし、このことはその(妨害)なしに、さらにいえばく不幸)なくしては(感
受性)はいずこにも生み出されないことを示唆させる。要は(感じる)が働きかけ、 (感じる)に
(妨害)が生じたればこそ、 (感受性)になるといえるのだから、 (感受性)は(妨害)自体にみ
られるということである。彼女をはじめとする人間はそれゆえ、この く必然性)に等しかるべき
(妨害)すなわち く感受性)を自らに背負わずにいられなくなる。それは筆者にいわせると、真
のく生の現実) ‑の達成を不可能にし、人間を(奴隷)に、 (非人間的)uDにしてしまうからである。
そのうえ人間は、世界(の諸対象)に立ち会って、 (身体)が(運動(労働))する、それ自身の
(感じる)ことで、またたとえば牡界の(対象となる)不幸(な人々)に接し、 (魂(脳))もこ
れを(感じる)ことで生じる(妨奮(不幸))すなわち(感受性)を自らに受け入れずに、 (心身
(魂や身体))は牡界の(必然性)すら(感じる)ことができなくなる。
以上から勘案し得る‑として、筆者はヴェ‑ユがデカルトの(認識論的思想を継承した)弟子
にみなされる定評に異議を唱えざるを得ないと付加しておく。彼にかぎらず、およそ認識論の基
本的能力には(感覚)と く知性(理性))が組み入れられるは、認識論に関心を持つ誰にでも想定
されることである。これに比べ、彼女が彼のいう、いわば一人の人間に属する、同じ諸能力を(棉
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柿)やく魂)用に割り当て配tTtさせる、三用法なる各認識論を打ち立てたことを、なかでもどの
用法にも用いられてはその中核を占める(知性(理性))のことを、さらに用法ごとに排除される
か否かにある(感覚)のことを批判していたは、誰もが認めるr知る作用(認識論)」をむしろ否
定したということになるC
ヴェーユのデカルト批判のもとは繰返しいうが、彼がいかなる認識論の組み立てにあっても、 (妨
害)または(不幸)について追究しなかった、要するに(妨害(不幸))による(思惟)と(感受
性)を取り上げなかったことにある。とりわけ(真理の探求)での(思惟する)やその(思惟)
は、以下に記すような生得的な(運動)に従うとみえども、この(能動)にとって(胞)で(妨
育(不幸))に出会わせられることがない、そのうえ(脂)を含んだ(身体)にく関係)すること
もないからして、彼はかかる(思惟する)や(思惟)だけでもって、世界がこうだと決めつけて
は世界のすべてを可能ならしめ、それで彼を筆頭にする人間を存在させるばかりか、神の存在さ
え成立せしめる(je suis, done Dieu existe)カ、倣慢で勝手な解釈に導かれてしまった。さらに
彼にみられる「日常的用法」でのく受動)の‑たる(思惟)が(脳(魂))内の生得的で能動的な
(思惟する) (運動)で生じる例と同じく、その(受動)の他たる(感覚)が(脂(魂))のみか、
(身体)ですら各生得的で能動的な(感じる) (運動)によってもたらされるは当然であるにして
も、しかしこうした生得的なく運動)以外に、彼は(身体)を動かす(運動(労働))に伴われた
(感覚)があるかを確かめなかったことにある(この(運動(労働))を認めるはマルクスであり、
サルトルではないと推察されるが、それでもマルクスの場合、 (感覚)をデカルトと同様に(信用
しない)ヴェーユにいわせると、 (運動(労働))に伴わされるは(感ft)であり得ないとみられ
る問題が残るはずである)。彼女にとって、 「日常的用法」での(脳(魂))に生じる(思惟)が、
一方(脳(魂))や(身体(諸器官))に各生じる(感覚)が彼女の説く(身体)の(運動(労働))
のことまでを合意させていたと捉えられるかは、およそ彼女の、彼のいう(知性(理性))すなわ
ち(思惟(する))と(感覚) ‑の批判にあっては、これらの生得的な(運動)以外の各(運動(労
働))はないと見て取れるし、このく運動(労働))にふさわしい能力こそ、 (感受性)であったと
いうわけである。
そして、以上を踏まえたうえで、いまだ未解決な問題に、要するにヴェーユが工場体験直前で
の、わけてもかの論稀に、 (思惟と行動との関係)dと書き込みながら、そのすぐあとの文章o●でく行
動)よりか、あたかも(思惟)のことを前面に打ち出すごとくに、つまり(思惟)が(身体の理
性を欠いた反応(身体の非理性的な反応))より勝るごとくに記したは何ゆえか、するとこのく思
惟)の強調によって、 (行動)との(関係)は彼女にどう捉えられたのかに答えておかなければな
るまい。先きに「文章」と記した引用文中の、 (人間(個人))の(行ない)を不可能にさせる、 (忠
惟以外の原因)として、一方で語られる(他人の思惟)が(他人)に関するゆえに、ここでは論
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外になるは当然であるにせよ、他方で(les r芭actions irraisonn芭es du corps)があるとされる
̲T

に対して、筆者は(身体の理性を欠いた反応)と く身体の非理性的な反応)とに訳出したことか
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の、 「他の能力」と記したく感覚)や(感受性)を起因にすることをさす。要はその各能力の(反
射)をして(魂)に伝わらせ、 (魂)に(反応)すなわち(心象)を生じさせる。だから(身体の
理性を欠いた反応)たる語句の(身体の)にあっては、 (知性(理性))によるく思惟(する))く反
応)はこの(知性(理性))を(欠)くと書かれる以上、ないと読み得るのであり、これによって
も、 (身体(諸器官))は(思惟)しないことが証明されるわけである。
(感覚)と く感受性)が(非理性的な反応)になる能力とみなされてこそ、各能力はヴェ‑ユ
が(思惟と行動)と記すうちの、 (行動)を促さずにおかない能力に相当する。何せ(行動)とこ
の各能力がかかわることを明かすは、各能力が(脳)を合む く身体)の(運動)で生み出される
し、 (思惟)とくに(思惟する)方は(精神)の(遊動)にのみ関連するといえたからである。筆
者がく行ない)の語に合意される、この(思惟と行動)をもって、それぞれ(精神と身体)に換
言させ得たのもこうした理由による。だが同時に、筆者が(行動(運動))はもはや「生得的な(運
動)」だけを示唆させはしないとみる(行動)において、これを生じさせる能力は、 (何ものでも
ない)とされるばかりか、 (身体)を動かす(運動(労働))の、当の能力でなくなる(感覚)で
はなしに、唯一こうした(運動(労働))に伴われる(感受性)でなければならなかったはいうま
でもないことになる。
それでは、ヴェ‑ユが例の論稿で、 (思惟と行動との関係)を掲げたにしろ、たとえば(関係)
として(行動(感受性))を(思惟)と同等に扱うことをせずに、しかも(思惟)のことですら、
(思惟(する))を現実にしか対応させられない凹とみるにもかかわらず、なぜにく思惟)の方を
ば前面に押し立てるべく主張したかである。これに答えていくため、筆者の取った手段は、例の
論稿もしくは手紙に、 (思惟)よりも(感受性)の語があるかを調べることにあったが、どちらに
も見当たらなかった。それでも筆者が(感受性)とかかわらせ質してきたく不幸)に関していう
と、この語は論稿に見出されW、手紙にはないことが分かる。ところが(感受性)と(不幸)の各
語は、筆者がこれまで引用文として参考にしてきた、工場体験以前でのこ『哲学講義』や、彼女の
哲学の出発点と捉えた学士論文に使用されている0カ。ただし学士論文には(不幸)の語は出てこな
い。しかれども上記したことを含め、 (不幸)はく感受性)とかかわらざるを得ないとすでに一見
したのだから、学士論文当時から(感受性)と(不幸)が結びつくは誰にでも予想され得るし、
彼女の哲学はこうした思想にて、その後も一貫し整合せずにおれないと断じてかまわなくなる。
それにしても、論稀(や手紙)に(感受性)の語がないとされることからは、何が読み取れよ
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うかOまたこの読みはヴェーユが諭稀で(思惟)を強調した0'こ七にどうかかわらせ得るかである。
これは当然(思惟と行動との関係)を質すことにあるにしても、 (思惟と行動)は、前者(思惟)
ではく精神)の「静の行動」たる(能動)ばかりか、 (精神(脳))の外に生じる(受動)として、
後者(行動)では(身体)の「動の行動」たる(能動)ばかりか、 (脳(魂))を含ませたく身体)
に生じる(受動)として、要は各(能動(理解(思惟)するなどや感じる))や各(受動(思惟や
感覚と感受性))という能力として互いに(関係)することなくば、およそ(思惟と行動との)、
さらにいうと(精神と身体との)く関係)は成り立たなくなるはずである。その通りなのだ。
もちろん(思惟と行動)が(関係)するとみるにあっては、 (思惟(する))はく行動)の主体
たるく身体)に(関係)せずにおれない(意志してはめざすところ‑身体を移動させ得る)し、 (行
動)はく感じる)やその(感覚)でないQ'、 (感じる)やその(感受性)たる、 (身体)の能力をもっ
て、く思惟する)を発揮する(精神)にく関係)することになる。だがそうでないとみなされるは
なぜか。それは繰返しいうが、一に、ヴェーユが学士論文に疾うに、 (思惟(する))は(身体構
追)による

く妨害)に出会うことで(身体)に(関係)することはない(筆者も(妨害)から、

その(関係)を肯定することはない)というし、また一に、かの論稿において、く行動)に当ては
め得る、 (身体)の能力を(感受性)と寄き入れないのは、推察するに、 (感受性)が当時(かつ
今日でさえ)流布されたとはいえない、彼女独自の能力であると、そればかりか、かりに(行動)
を(身体)の(感受性)に閃き換え、この(感受性)をしてく精神)に伝わらせるにしても、 (棉
柿)の能力(思惟する)はおよそ(感受性)を、とどのつまり論稿にいう、 (感受性)をいい換え
得る(不幸)を拒むとみたからである。そして一に、筆者はここから、すなわち彼女が論稿(や
手紙)にて、 (思惟と行動との関係)を立てたにもかかわず、 (思惟(する))能力のいわば欠陥と
(感受性)の不明記から、あるいは現場の機会を得て、これらの能力を自らに確認させたわけで
はないからなおさら、かかる(関係)はそう記すにせよ、果たして現実にはいかなる く関係)に
あるか、成立するのかを明確にしていたとはいえないからである。 (しかし(行動)を一般的な意
味で捉えるのではく思惟と行動との関係)は彼女の説く、または筆者のみる(関係)として取り
上げられることがないと断じておく。なぜならある辞典に(行動(action))は(manifestation
d'une force ou d'une volonte (力や意志の表示))と、 「何かをしようとして、実際にからだを
動かすこと(新明解国語辞典)」や「あることを行うこと(広辞苑)」とされるし、なかには「か
らだを動かす」とした、筆者のいう(身体)の、 「生得的な(運動)」以外の(遊動(労働))をさ
す(行動)の意が見受けられるが、それでも彼女にとっては、 (身体)を動かす自体が目的といえ
ば、目的になるのに比して、 「何かをしよう」とする(意志(volonte))の働きかけの方が優先さ
せられ、この目的を可能にすると、その際(意志)は彼女には(精神)に関する能力でしかなく
なるからして、 (身体)との(関係)を当然問えぬと指摘することができる。)
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だからヴェーユは、 (感受性)を明記させずとも、 (感受性)が(行動)の主役たる能力になり
得るか否かを、そうでなくば、 (行動)という現実とは何かを、またこのく行動)の能力が明かさ
れなかったからして、一方の(関係)項なる、 (思惟する)やその(思惟)を強調したと察知され
るわけだが、依然こうした(思惟)のままに見続けるのか否かを、さらに学士論文で、デカルト
のいう(思惟(する))を批判しながら、そこに彼女の見方として、く身体構造)でのく妨害)が
絡んでは、 (思惟する)はその都度完壁なく思惟)をもたらさないと、そればかりか、 (思惟(す
る))を(身体)にく関係)させないと主張したことにあって、その彼‑の批判や彼女の見方を肯
定し得るか否かを、そうでなくば、 (思惟(する))という現実とは何かを、そしてこれらをして
は, (思惟と行動との関係)を、要は(精神と身体との関係)を成立せしめるのか否かを確かめさ
せねばならないし、そうでなくば、自らの哲学が一貫し整合することなく、崩壊することを知ら
されるほかなくなろう。
以上が学士論文以来のヴェーユ哲学を確固とする際の、およその問題であると捉えみれば、彼
女にとって、かかる懸案を解決させずには済ませられないほどの、それこそ上記したく意志)す
る(行動)すなわち実行(実践)を課す以外に、自らの哲学や生が消し去られようと理解された
はときの心境であったにちがいない。実践はしかし、彼女がよりよい自分にならんことをめざし
実存するための、 (精神)の生得的な(意志(思惟))の駆使による(運動)に求められるもので
はなかった。それは再度いうが、誰も好き好んで実践(運動)するとはいえない、 (身体)をもっ
ぱら動かしむるだけの(運動(労働))、とどのつまり(感受性)を生じさす(身体)の く労働)
であり、この(運動(労働))に自らを服させて、かかる問題(懸案)に答えを出すことにこそあっ
たのだ。 (身体(肉体))的(運動(労働))の現場はいわずと知れたこと、たんに生産性を高める
うえで、労働者に肉体労働を強いて止まない工場にほかならず、彼女もまたいくつかの工場で、
肉体労働を体験することは、結局(思惟(精神)と行動(身体)との関係)を実験にかけたこと
になるとみてかまわなくなる。
ところが、ヴェ‑ユをはじめとした人間(労働者)を(奴隷)に く非人rZ榊勺)にさせぬために
発集したく思惟(梢神)と行動(身体)との関係)は、工場体験で彼女に、く精神)における(忠
惟する)が(逃亡)し(空無(真空))になる(魂の破壊)という現実を突き付けると、しかも(魂)
をく破壊)にまで押しやるのが(行動(身体))における(感受性)であると確認されたことによっ
て、それ自身筆者をして、彼女の憩い到る理想的(関係)ではもはやなくなったと捉えさせる。 (精
秤(思惟)と身体(感受性)との関係)において、 (精神(思惟))がく身体(感受性))に(関係)
しないと記した学士論文の‑思想を現に工場で体験できたことは彼女に、すでに く思惟)を強調
させ得ない現実を、つまり(思惟の逃亡)などに接しては、その因たる(感受性)が強調されね
ばならず、この点で く感受性)の方がむしろ(思惟)にかかわりくる(関係)しかない現実を明
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かしたにせよ、一方で(魂の破壊)と語られては、この(感受性(身体))は(思惟(精神))と
の(関係)ではない、 (魂)とのく関係)でかかわらねばならぬ現実に立ち会わすことになる。彼
女にとって、く感受性)が(思惟)のことよりか、自らの課題となったは工場体験からであり、そ
こでは(精神)としての(思惟する)を不可能にさせたがゆえに、その(関係)は(魂と身体(感
受性)との関係)以外になくなるわけである。なぜかは後記するところである。
この(思惟)と く感受性)について付け加えていうに、そもそも両者は(身体構造に妨害され
る)各能力であった。そこで筆者は各能力での(妨害)をヴェ‑ユを含めた人間の、生得的な(不
辛)と断じたし、 (感受性)が(思惟の逃亡)や(思惟の空無(真空))すなわち(魂の破壊)と
いう(不幸)を生じさせたことによって、この く不幸)は上記した く妨専)以外の(妨害)にな
るとみた。だから、 (思惟)は最初に書いた、生得的なく不幸)に出会っては、その正しき答えを
獲得すべく、みつかるまで繰返し行使されようが、く魂の破壊)なる く不幸)に襲われては、彼女
という(わたし(脳))は(思惟(する)) (精神)で疾うになくなるために、 (魂)の名で代表さ
せられることが明らかになるだけか、後者にいう く妨害(不幸))はく感受性)によると、いやむ
しろ(感受性)そのものであると指摘してかまわなくなる。かつ人間(わたし)は最初の、 (身体
構造)でのく妨害(不幸))を、 (思惟)にあっては受け入れず、 (思惟する)を行使し続ければよ
いだけなのに、 (感受性)にあっては受け入れねばならないほか、 (魂の破壊)なるく妨害(不幸))
における、 (思惟)では、く思惟する)が不可能であり、 (感受性)では、 (わたし)那(不幸.(感
受性))を受け入れることで、これをもって、彼女のいう(超越的な領域) ‑参入し得る契機にな
ろうと読むことができる。そして筆者は、く思惟する)が機能しなくなるのをはじめ、そうさせた
く感受性)も人間(わたし)の生得性に起因して生じくるのであり、このことを彼女の生きた時
代の、あわせて今日のほとんどの人間が忘れ去ってしまったことを知る。わけても(感受性)に
おいて、この受け入れを拒むならば、人間(わたし)はく必然性)に接触できないであろう。 (感
受性)の受け入れは(不幸)を受け入れることであり、世界の(必然性)にかかわることである。
工場体験での過酷なく労働(感受性))の受け入れはなるほど、いかなる労働者をも(奴隷)の身
に陥れることを予想させるが、しかしこの受け入れなくば、世界(社会)の(奴隷)をして神の
もとの、見習い修行者でしかない(奴隷)たらしめることは不可能であろうといわねばなるまい。
彼女がまた、そこに基準を把く、したがってマルクスとは相達した、あり得べき社会やその(労
働)のあり方を構想していたはすでに触れたことであり、ここでようやく梯憩の支えは何かが明
かされたとみえども、そこからかかる社会やその(労働)についてIS]うことは今はしないと断わっ
ておく。
筆者が以前r人体(le corps humain)とは(わたし)すなわち(身体)である」と記したcQこ
とに従えば、ヴェーユにあって、 (わたし)はく身体)の一にみなされるく脳)であり、このく脳)

全体をさすところの(魂(えme))でもあると捉え得るOここから、またこれまで語ったことから、
(魂)を次の通り、まとめることができる。 (魂)は、 (能動(静の行動))にかかわる(精神(es‑
prit))と、 (能動(動の行動))やその(受動)にかかわる(魂)との、二つの(脂)部分をもっ
て構成されると。だがそうまとめた事由は何か。まず既出引用文を想起しようOそこに、 (魂に対
する身体の影響を検討してみよう)BVと、あるいは(運動する身体の反応はより頻繁に、魂の望ん
だことを、魂がまったくそれに関心を持つことなしに遂行する。また頻繁に、魂でつくられた願
望に、少しも適合することなしに付随する)田と書かれたように、各(魂)の語が(脳)全体を代
表させる(魂)か、 (脂)の一部分を示す(魂)になるかは別にして、 (魂)の使用がみられるか
■

らである。そしてく精神)に関しては、その語の見出される、以下の引用文が参考になろう。

Le corps humain est pour l'esprit comme une pince 良 saisir et palper le monde.

精神にとって、人体は世界を理解でき触ってみるためのピンセットのごとくにあるものであ
る。

引用文は、個々の人間(わたし)を(人体)と扱い、 (人体)すなわち(わたし)なる(身体(脳))
に(精神)が属すとされる例を示す。 (わたし)が(精神)を(人体)に与さずして、この(精神)
は引用文のように、 (人体)を(知性(理性))によってしかるべく(判断する)などができない
わけである。だからヴェ‑ユが、 (わたし(脳))にはく精神)とされる部分があるとして、あの
(思惟(精神)と行動(身体)との関係)を打ち出すと同時に、かかる(関係)の一に(思惟)
と記す以上、 「静の行動」の出所たる(脳)に対し、 (精神)と命名せざるを得なくなった。 (精神)
を代表する(思惟)のことは筆者をして、 (脳(精神))で働きかけるとみた、 (能動)の(思惟す
る)と、 (脂(精神))の外に生じるとみた、 (受動)の(思惟)とでく同一のことがら)にして組
み合わされると語らせ、 (能動)の(思惟する)をば、デカルトのいう(思惟する)に倣わせては、
上記したく判断する)も加えられよう(疑い、理解し、肯定し、否定し、意志する、意志しない)
BO諸能力に充当させたO要は(知性(理性))による、こうした(思惟する) (能動)の発揮される
ところが(精神)であった。
だが諸能力が働きかけた際、おのおのは(身体(脂)構造に妨害され)た。 (妨害)に出会った
各 く思惟する)は(妨害)ゆえに、く脳)それから く身体)に「間接的」にしか(関係)しない。
いやヴェ‑ユが(精神が身体部分に影響を及ぼし、精神が身体に行動を生じさせる)OSと述べたこ
とでは、 (思惟(精神)と行動(身体)との関係)にあって、少なくも(精神(脳))から(身体)
‑の く関係)のみられることが合意されるのでないのか。否である。 (精神(脂))の各(思惟す
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る) (能動)はおよそ(脳)以外の(身体(部分))に(影響を及ぼし、行動を生じさせる)、これ
も「間接的」なく関係)を有するだけで、 (身体(部分))をどうにかさせる、 (直接的)なく関係)
に立たせる能力ではない。そこで彼女の指摘通り、 (思惟(する))は(身体)に(関係)しない
ことになる。それに、 (脳)以外の(身体(部分))にはその(思惟(する))機能がないのだから、
(思惟(する))による、 (身体)から(精神) ‑のく関係)は当初から見当たりはしない。一方、
(受動)のく思惟)は(脳(精神))の外に生じるとみたからして、もとより(脳)の外をく精神)
と断じるは不可能である。そこでこの(思惟)はく脳(精神))の外に(心象(image))として浮
かぶだけだから、 (脳(精神))自体に、これ以外の(身体(部分))にも(関係)しなくなるとい
わねばなるまい。しかも彼女は工場で(思惟(する)の逃亡)や(空無(真空))を体験したため
に、 (妨害)以外の、この(妨害(不幸))が(思惟(する))に加えられるほかないとされては、
もはや(思惟(精神)と行動(身体)との関係)は成り立たないことを覚ったのだ。
これは、たとえばデカルトとは大いに相達させる、ヴェ‑ユの主張と捉えられる。彼のいう、 (知
性(理性))による

く疑い、理解)するなどの(思惟する)やその(思惟)は、なかでも(能動)

の(思惟する)は生得的な(妨害)ならびにこれ以外の(妨審(不幸))にかかわることがなかっ
た。彼に語られよう、いわゆる《機械論的世界観》はこうした く妨害)や(不幸)を生じさせる
(必然性)を基にして打ち立てられたのではなかった。だからこの(妨害)や(不幸)に原因し
ない(思惟する)は、 (機械論的世界観)を条件にしつつも、その世界のすべてに対し自由に行使
されたわけである。く真理の探求)での(思惟する)はむろんのこと、 「日常的用法」での(思惟
する)中の(感じる)も(妨害(不幸))とは無関係であった。 (感じる)から生じる(感覚(身
体のsensや魂のsentimentとpassion))能力が(妨害(不幸))を受けないのは誰の目にも確か
である(目に障害がないかぎり、その(受動)としてそのまま(魂(脳))に伝えられる)。しか
し同じ く感じる)が(魂(脂))だけでなく、 (身体)に起因し、各(身体構造に妨害され)て生
み出される、彼女のいう(感受性)のことが彼に言及されなかった。それと、く真理の探求)が(身
体)と関係させられるならば、 (心身二元論)は崩壊するであろうと、また(身体)と関係する「日
常的用法」はく心身合一)を可能にしようと前記したなかで、前者はく身体)の排除がゆえの用
法だから、論外であるといえるが、後者が彼に(感覚)や(まさか) (思惟(知性))で(心身合
一)を実現させるとみられていたならば、筆者は否定するしかなくなろう。なぜなら彼が(真理
の探求)で(感覚)を(信用しない)と断じながら、この能力を「日常的用法」にも用いて、 (心
身)を(合一)させる証しにするとは不可思議だからである。 (思惟(知性))によるとされる(心
身合一)も、 (思惟)が(身体)をどうにかさせて、 (身体)と(合一)することをさしはない。
彼女にとって、 (心身合一)は唯一(感受性)によって成るのであり、そのことはく魂と身体との
関係)を語る次号で説くことになる。
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とまれ、ヴェーユにいう(精神)と く魂)につき私見にしてまとめおくと、以下の通りである。
彼女は察するに、デカルト登場以前の(魂)の慣習的な使い方に従っていたと。彼によれば、 (栄
養を取り、成長する原理)とく思惟する原理)C"をあわせ有するのが、慣習的な使い方の(魂)で
あったろうとされる。そこから周知のごとく、彼は(思惟する原理)を司どるところを、すなわ
ち(身体(脳))とかかわらない、 (脳)の外を(精神(esprit))にみなし、その用法をく真理の
探求)としたし、さらにその用法では、 (思惟する)のうちの(なおまた想像し、感じる)的能力を
作用させないからして、この各能力が作用する用法を「日常的用法」として用意し、各能力と、 (秤
経)や(血液)による(栄養を取り、成長する原理)とが可能になるところをく脳)すなわち(魂
(Ame))と見立てた。要は彼は(思惟する)が(脂)を含めるく身体)に依拠されるかどうかで、
(魂)や(精神)のそれぞれに区別した用法を導出したことになる。
これに対し、ヴェーユは‑用法(‑認識論)に整えさせ、これを統輯する(脂(わたし))に、
習慣的な使い方とされる(魂(えme))の名を付した。この(魂)は当然、デカルトのいう(思惟
する原理)と(栄養を取り、成長する原理)で組み立てられる。だからこの(魂)はく神経)や
(血液)の伝わり流れるく脳(身体))をさすとともに、 (脳).全体をあらわす(魂)と呼ばれる
のであり、その(魂(脳))全体は、とくにく思惟する原理)にかぎっていうと、彼女の場合、二
つの(脳)部分に分けて構成されているとみられることができる。筆者は二つの(脳)部分をそ
れぞれ、 (精神(esprit))や(魂(えme))と捉えた。く思惟する原理)すなわちこのあらゆる能力
のうちの、く知性(理性))による(疑い、理解)するなどの(思惟する)でもって作用する、 「静
の行動」としての(能動)の(脂)が(精神)であり、く想像し、感じる) (思惟する)でもって
働きかける、 r動の行動」としてのく能動)と、 (想像し、感じる)C'のく受動)とを有する(脂)
がく魂)であった。
以上に立てば、デカルトとの異同が明確になろう。 (精神)と(魂)やその各諸能力を用法別に
分けて用いた彼に対し、ヴェーユが(脂)全体を(魂)とみなす‑用法にし、 (脳(魂))全体に
(脂)の各部分たる、く精神)と(魂)を含ませ語ることは異なるが、それでもその各部分での諸
能力の使用は彼とまったく異なるとはいえない。確かに彼のいう く思惟する)にあって、く真理の
探求)のく精神)では、そのく想像し、感じる)が作用しない諸能力として排除される一方で、 (知
性(理性))に関した、例の(疑い、理解)するなどの諸能力が各(能動)と(受動)をもたらし
もたらされど、これらはすべて(心身二元論)を踏まえるかぎり、 (脂(身体))の外で働いて表
象されねばならなくなり、 (脳(身体))の外がこの用法の(精神)であることを明かす(彼女の
場合、 (知性(理性))による、上記と同様な く能動)の諸能力は(脳(精神))で働きかけるが、
その各(受動)だけは彼に似て、 (脳(身体))の外にあらわされた)し、 「日常的用法」の(魂)
では、 (真理の探求)とは別の用法ゆえに、 (脂(身体))すなわち(魂)に改めて(知性(理性))
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の諸能力を含ませた、 (思惟する)すべての能力が組み入れられ(彼女の場合、この(知性(理性))
による諸能力はすでに(精神)のそれとして用いられていた)、その各(能動)と く受動)を可能
にしたことが異同となる。要するに、彼女は(知性(理性))による諸能力を(脳)の一部分たる
(精神)に、もっぱら(感じる)による能力を(脂)の一部分たる(魂)にして各用い、これら
の両方をぱく脳)全体を示す(魂)に撒り込ませたということである。
そこでまず、 (精神)と(魂)がともに(脂)に見出されるとはどういうことかといぶかる人に
対して、筆者は以下のように答えておかねばならない。 (脳)の研究が今日ほど盛んではなかった
と察知されるe9、ヴェ〜ユの時代(むろん彼女の生きていた時代に(脳)の解明がどれほど進んで
いたか知るよしはない)に、たとえば「大脳皮質」や「視床脳(間脳)」という表現がみられたと
すれば、各表現を前提にして、彼女は「大脳皮質」部分(層)を(精神)と、 「視床脳(間脳)」
部分(層)を(魂)と語るであろうと受け取らせる。さらにいうと、この二つの(脂)部分(層)
が(精神)と(身体)をかねるのだから、 (思惟と行動との関係)をあらわすに等しくみえてくる。
だが彼女が学士論文で、 (思惟(精神))は(行動(身体))に(関係)しない旨を述べたからには、
その(関係)をかかる(関係)でなしに、もう一つの(脳)部分に基づく(魂と身体との関係)
として質すことが課せられた。この『哲学講義』に触れもしたく関係)を明かすは彼女にとって、
当然(思惟)を(逃亡) (空無(真空))にさせた工場体験にあった(ただ筆者がここで指摘して
おくべきは、 (思惟)が(身体)に(関係)しないどころか、 (逃亡)などするにしても、この事
実を除けば、 (思惟(知性))は前記した通り、現実世界だけに適応し、そこに経験をこしらえる
ための(手段として役立)ち得る能力になることに変わりがなかろうということである)0
そして上記中の(魂と身体との関係)にあって、筆者をしてこの(魂)を(脂)全体をさす(魂)
や(脳)の一部分(層)たる(魂(視床脳))を示す(魂)と記させたが、ヴェ‑ユは果たしてい
ずれの(魂)もみられると語ったか、そのどちらの(魂)がこれもすでに述べた く感じる)を生
じさせるのか、かつ(感じる)がなぜ(身体)に(関係)するといえるかを証明せずにおれなく
なる。これまで掲げおいた引用文から、 (魂)の付された語句(文章)を集めてみると、たとえば
一に、彼女がマルクスを批評するうえで使用した(魂の救済の物質的な心象)03、 (魂の破壊)ouと(魂
に対する身体の影響を検討してみよう)caなどが、また一に、 (運動する身体の反応はより頻繁に、
魂の望んだことを、魂がまったくそれに関心を持つことなしに遂行する。また頻繁に、魂でつく
られた願望に、少しも適合することなしに付随する)由が(魂)に関した語句(文章)であるにせ
よ、筆者のみるところ、 「一に(前者)」の(魂)は(脳)全体をさす(魂)と、 「一に(後者)」
の(魂)は(脳)の一部分(層)たる「視床脳(間脳)」を示す(魂)となるほかなく、く魂)の
語は各見方に使用されたことが以上により明かされたといえるわけである。
そしてまた、 (感じる)が働きかける(魂)は(脳)の一部分(層)たる「視床脳(間脳)」で
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あるとみておかねばなるまい。なぜなら、前段「一に(後者)」とした文章中に、 (魂の望んだこ
と)ならびに(魂でつくられた願望)と記されては、く望む(d芭sirer))やく願望(V∝ux))が(感
じる)にかかわる能力だからである。筆者にいわせると、 (望む)は(魂)のく能動)能力であり、
(願望)はその(望む)のく受動)能力である。デカルトが語るのであれば、 (受動)なる(願望)
はく魂でつくられた)とされるに倣い、 (魂)の(sentiment (感覚))すなわち(passion (情念))
であると指摘することができるし、このく受動(情念))に「同一のことがら」たる く能動)を示
すほかの例として、筆者はすでに本稿に掲げおいた語(saisir(理解できる))0.を充当させ得る。 (saisir)
は(感覚)や(感情)をもたらす際の(理解できる)だからして、く感じる)く能動)能力に等し
いのである。
したがってこの(望む(desirer))にしろ、 (saisir (理解できる))にしろ、おのおのは、 「大脳
皮質」部分(層)を(精神)とし、 (精神)に組み入れられた(知性(理性))での(欲する(vouloir))
や(理解する(concevoir))ではあり得なくなる。 (望む)と(理解できる)それぞれにはだから、
(感じる)機能を有する「視床脳(間脳)」が対応させられるし、各(感じる)能力自身として捉
え得ることが許される。さらに筆者はその(感じる(望む))と く願望)とにおいて、ヴェ〜ユは
く望む) (能動)からの く願望) (受動)を く感覚)よりも(感情)にみていたと読んでおく。し
かしいずれにせよ、 「視床脳(間脳)」たる(魂)は(望む)や(願望)に(関心を持)たずに、 (逮
合)させられずにかかわるしかなかった。
その原因は既出引用文"+のく運動する身体の反応)にあると見受けられる。そこでく運動する
身体の反応)とは何と見定め得るか今一度確かめる必要がある。まずこれが(思惟)に対しどう
語られていたか。 (運動する身体の反応はときおり、思惟とは完全に無関係である)とされた。こ
こに(無関係)というからには、 (身体(の反応))の(思惟(精神)) ‑のく関係)のないことが、
とどのつまり(身体)はそれ自身に(思惟(する))働きを持たないから、 (精神)にその何も求
心的に伝えはできないことが示唆される。一方でかかる(反応)は くときおり、だがまれに、思
惟の命令をたんに実行する)と記されたが、この(関係)を(思惟(精神))のく身体) ‑のく関
係)と受け取り得ても、ヴェーユにとって、 (能動)の(思惟する)ではない、 (受動)のく思惟)
が く身体)に、また(身体)自身の(運動)やこの く反応)に遠心的にかかわる(関係)は本来
見出されないとすれば、もはや(まれに)を期待するほかなくなろう。そのうえ(運動する身体
の反応はさらに、思惟に先行する)と書かれたに至って、かかる(反応)はく思惟)をいわば無
視するのだから、 (思惟(精神))と く行動(運動する身体))のいずれを優先させてみようが、そ
の各(関係)は成り立たなくなるといえるわけである。
〔続〕
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なお、 「シモーヌ・ヴェ‑ユの哲学」と、また副タイトルの「ヴェーユの哲学とは何か」と題し
た、一連の拙稿は、以下の紀要にまとめられる。
rヴェーユ身体論、ヴェ‑ユの哲学とは何か(1)」
新潟大学人文学部人文科学研究、第120輯、 2007年3月
「シモーヌ・ヴェーユの哲学〔I〕、ヴェ‑ユの哲学とは何か(2)」
新潟大学人文学部人文科学研究、第120輯、 2007年10月
「シモーヌ・ヴェ‑ユの哲学〔Ⅱ〕、ヴェーユの哲学とは何か(3)」
本紀要 第14号、 2008年3月
rシモーヌ・ヴェーユの哲学〔Ⅲ〕、ヴェーユの哲学とは何か(4)」
新潟大学言語文化研究、第13号、 2008年5月予定
rシモーヌ・ヴェーユの哲学とは何か〔補〕」
新潟大学大学院フランス文化研究、創刊号、 2008年3月
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