
ことばと思索

――森　有正再読――（その２）

久米　あつみ

2. 旅

考えてみると，僕はもう三十年も前から旅に出ていたようだ。

森　有正は，エッセーとしての処女作『バビロンの流れのほとりにて』

の序にあたる冒頭部分で，こう言っている。実際ヨーロッパ滞在中の彼の

足跡をたづねると，旅の回数の多いのには茫然とさせられてしまう。パリ

に居を定めながらもかれは南仏はじめフランス各地，スペイン，オランダ，

イタリア，イギリスのロンドン，スイス，日本，ドイツ，そしてイタリア

を経由してのギリシアと，果てしない旅に出る。1950年から58年までの，

滞仏最初の8年間ですでにこれだけの旅である。時間や財政が欠乏していよ

うが，仕事が山積していようが，彼にとっては折々の旅こそ緊急かつ最重

要事のひとつであったようだ。それは気晴らしでも教養を積むためのもの

でもなく，いっそ修行とよびたいほど切実な色合いを帯びているが，しか

し巡礼とちがうところは到達目標や効果を予測しない純粋さだ。

心に何か問題がある時，それを紛らすのではなく，逆にかみしめようと

する時，僕は一人で旅に出る。あるいは同じ気持ちでノートル・ダムの

パルヴィに立ち，またサント・シャペルのほの暗い堂内に入る。そうい

う時に，足は決してルーヴルに向かない。

『エッセー集成１』483頁（1）
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ここでノートル・ダムやサント・シャペルは旅の内に入るが，ルーヴル

美術館は別だとしているのは興深い。美術を愛する者なら経験することだ

が，古今の美術の集大成であるルーヴル美術館は，世界各地の美術を見た

あとではそれらの印象を総合し，自分なりの世界観や歴史観，人間観を確

認するためのいわば資料庫，図書館であって，新しい出会いでは必ずしも

ない。作品はもとの場所から切り離され，分類され，壁面や床に並べられ，

陳列される。それらは美しいが，自然との融和はもはやない。それにくら

べ，ノートル・ダムやサント・シャペルは自然の中にそのままあって，自

然の光を受け，日々変化し，見るものに刻々ちがった姿を見せながら語り

かけてくる存在だ。実際森が求めたものも，自然の中に刻印された人間の

営みであったと思われる。自然と人間がどう接触して行くか，その中で生

まれうるものは何かが，旅人森有正の課題となって行くのだから。

世に旅日記，旅行見聞記のたぐいは多いが，森ほど克明かつ分析的に，

折々の旅の内的意味を書きとめた作者は稀ではないか。その中でも決定的

な意味をもつのが1957年8月26日から9月12日までのギリシア旅行であった。

彼自身,出発前の8月22日（2），こう記している。

この旅行が何を僕にもたらすか知らない。しかしそれが僕にとって決定

的に重要なものであることを感じている。 『集成１』344頁

なぜそれは決定的に重要な意味をもつのか。やはり出発前の8月23日，作

者はこう書き付ける。

ギリシアは人間の誕生だと言われるが，更に人間の形をとった人間が，

その上で，本当の人間になろうとする永遠の闘いをそれは示しているよ

うに思われる。 『同書』349頁

｢本当の人間になる｣こと，｢人間が人間になる｣こと，それこそが渡仏以

来の森の課題であったのだから，その道を示してくれるものがそこにある，
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と予想をつけた（それはブリティッシュ・ミュジアムでパルテノンのフリ

ーズを見たとき以来であった，と著者は語る）以上，ギリシア行きは必然

の旅であった。

ただしこの旅は，感激や感情の高揚といった心的要素をほとんど欠いた

まま，あるいは意志的に無くしたままで行なわれた。これも興味深い点な

ので，二，三，引用する。

今度の旅行に，僕は，殆ど無関心といってよい程の静かな心持で出発し

た。 『同書』350頁

今度の旅行に，僕は終始平静な気持，誤解を招き易い言葉を使うと，無

関心とさえ呼べそうな気持を持ち続けていた。 『同書』358頁

こうした心的状態が偶然のものでないこと，むしろ主人公が意図的に作

り上げた装置であることは，たとえば次の文章によって知られる。

フランスへ始めて赴く時，またその後長い間，僕には一種の恐怖感が付

き纏っていた。それが今は，やや違うものと代わったようである。感情

はもっと即物的になり，主観から自由になり，また断片的になってきた。

自分の中の時の流れが，より非主観的に，いわば外面的になり，むしろ

主観の対する外界の推移そのものと殆ど一致しそうになる。［・・・］自

分の主観性が外界の前に一種の分解を起こしかけている今，この分解を

促進させ，分解が行き尽くすところまで行きたい。これは僕にとって好

ましいことではない。ある意味で夢の破壊になるからである。しかし更

に本当に進むためには，この破壊を徹底しなければならない。ギリシア

旅行に無関心の感が強く働いているのも，この破壊の機運が僕の中に作

用し始めたために相違ない。また僕は，この破壊がどういうことである

のか知らない。ただそれは自然の推移にだけ委せてはいられないこと，

それは意志的なものでなければならない，と感じている。『同書』366頁
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かなり難解な文章である。夢の破壊とはなんだろう。夢＝自分の主観性

とすると，外界に対してもっている，思い込みや先入観をふくめての自分

の観念，感動を取り除くこと，と言い換えてよいのか。ただし夢という言

葉を聞いたとき，読者は著者が自分の出自に関して語っている｢生活力の弱

さ｣と｢夢｣との奇妙な陳述を思い起こさないではいられない。著者が生まれ

育った旧貴族的雰囲気を物語りながら，彼はこう言う。

旧い階級はいつも弱者であり，新しい階級はいつも強者である。強者は

その錯綜した心理をあくまで表面化しつつ，利用しつつ，自分の実力に

よってノーマルに生きてゆくのに，弱者は，夢が支配的となり，心理の

網に自分たちの存在がとらわれ，それを内面化し，夢が肉体の隅々にま

で貫通してしまうのだ。［・・・］ 『同書』111～112頁

これだけ読むと，夢は現実に根ざさない空想というマイナスイメージで

語られているように見える。実際には著者はこのあとグレコ，リールケ，

プルーストの三人を挙げて，彼らは夢を真実に結晶させるために「仕事」

という観念に到達し，かつそれを実行する｢能力｣をもっていたので救われ

た，と書いている。ならば森はこの天才たちのように，作品という｢仕事｣

を残す自信はあったか。同じ箇所で彼は，「もはや僕には，立派な作品を残

そうという夢もない」と言い，つづけて｢僕のすべきことは，この生活を護

り抜き，生き抜き，そして死ぬことなのだ｣と言う。彼にとって夢とは誠実

に生き抜くこと，これ以外に道は残されていなかった。しかもその夢さえ，

彼は一度破壊して出発しようとしているのである。この辺りの消息につい

ては 3の項でもう一度扱うことになろう。

さて，旅人はギリシアに着く。｢僕｣は，アクロポリスにのぼったとき，

予期した感動がどこからも来ないことに気づく。

しかし僕はその時，主観的感動などとは関係なく，僕の感覚自体に変容

が起りつつあったのに気がつかなかった。［・・・］粗々しい自然の中に
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じかに設定されたこの幾何学的構図はたしかに自然と直接に触れる限界

性をもっていた。自然に直接に触れる精神の純粋性と堅牢さとを，僕は

感ずる力を失ってしまっているのかも知れない，と考えた。そして自分

の全感覚を，この激しい光と石との前に開き切りながら，時の流れるに

委せていた。 『同書』382頁

感動ではなく，感覚を開き切る，と著者はいう。この感覚が何であるか

は，また別に考察しなければならないが，とりあえずは感動のような主観

的な情動ではなく，外界と内界の接触する場，受容器と言っておこうか。

その感覚が受容したのは，自然の中に刻み込まれた強烈な人間の精神の在

りようだった。

しかし巨大なドーリア式の柱，［・・・］それらは，何の植物的生命もな

い，自然の中に課せられた精神の秩序だった。否むしろ，自然の一部と

して実現された精神の規律だった。僕は，同時に，この精神の秩序を，

精神そのものの中に，倫理的に結晶させたヘブル民族のことをも考えて

いた。それは自然から人間への無限の距離を暗示していた。そこには，

秩序と限界があった。そして僕は，精神と意識との基礎と限界としての

ギリシアに，限りなく立ちかえらなければならないことを感じた。

『同書』382頁

ギリシアに基礎を据えられた｢僕｣の感覚は，これ以後ヘブル文化，クレ

タ・ミケーネ文化，へと伸びて行き，さらにフランスの内部が見えて来る，

という幸いな道を辿ることになる。それは内面的経験の凝集と発酵のはじ

まりであり，「ギリシアとかビザンツとかゴチックとかいうのは，その発酵

素のようなもの」なのだ。

サント・シャペルとスウニオンとは，全く別の二つの精神を表わしなが

ら，全く同じように純粋に輝いていた。真白い，パロス島から来た，四
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角い石柱の間に，真青な空が，透明な光にみちて，白熱する目に見えな

い曲率をもつ水晶のように，また僅かに残る石柱は，空間に，不可見の

構図を示す記号のように，限りなくくっきりとしたその輪廓の中に，本

質の融合を示していた。それは永劫の回帰の象徴であり，自然から出て

自然に還る人間の営みの姿であった。

サント・シャペルの中には，そのほの暗いヴィトローの粲きの中には，

自然から出たものの中に露われる永遠の啓示があった。その無量な，限

りなく豊かな光は，自然の生の光ではなく，魂のそれだけ豊かな色調で

あった。［・・・］自然を通して，それを分析し，彼岸の価値の象徴と化

する，自然を超えた世界の光だった。堂内にはもはや石柱はなく，幅の

広いヴィトローの間に樹木のように延びる柱が枝を開き天井で美しく交

叉している。バジリカ様式，ビザンツ様式，ロマン様式をへて，ゴチッ

クに到るまでには，人間と自然との間の関係のおもむろな変化があった。

それはでたらめの変化ではない。また人間が意図した変化でもない。人

間の感覚そのものの変化に基いて，人間の営みそのものがそこまで推し

進められた不可避な変化であった。 『同書』388頁

片やギリシアの神殿は自然から出て自然に還る回帰の姿であり，他方サ

ント・シャペルの光は自然を超えた世界を映すもの，と差異を識別しなが

らも，両者に共通する美を見出す。歴史を通じ，人間の感覚と営みの変化

による人間と自然の関係の変化が精確に表わされている限り，どちらにも

純粋な美が感得される。この新たな美の基準は，美術史の専門家でも美術

製作者でもない著者が，みずからの経験を経て発見したもの，彼の言う感

覚の解放が可能にしたものであった。

パリに戻ってきた｢僕｣は，ルーヴルでギリシア彫刻をふたたび見たとき，

この感覚の解放を確認する。

その部屋に入った時だった。僕にとってギリシアに行ったことがどんな

に大きい意義をもっているかを判ったのは。僕は吸いつけられるように
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紀元前六世紀のサモスのヘラの立像に近寄った。僕はもうそこから離れ

ることができなかった。この柱のようにさえ見える静かな立像。それは

殆ど音楽的に僕の感覚を捉えてしまった。［・・・］

ブリテイッシュ・ミュゼアムのアルカイクの部屋にある数体の頭の欠け

たコレの立像も，これほどの音楽的統一をもっていない。［・・・］ こ

の真摯な立像は，その形態そのものにおいて，神聖なものに直面し，深

い敬虔を示している。神と人と物とのこの見事な統一，これをはじめて

刻み出したギリシア人たちの中にはいかなる驚異の念が働いていたこと

であろう。 『同書』372，373頁

ここで彫像を音楽的に捉えていることに注意しておこう。彫像といわず，

建物，絵画までも著者が印象をまとめるのに用いる感覚は，聴覚を核とし

たもののように見受けられる。シャペルのヴィトローの美しさをいう時で

も，著者の目は光の流れに向いているし，ロンドンのナショナル・ギャラ

リ－で近代絵画に見入っているときも，色や線や構図といった，絵画特有

の要素については殆ど言及がない。のちに私たちが扱うことになるカテド

ラルについての著者の言説で，それは最高潮に達する。幼い時からオルガ

ン等の楽器に親しみ，歴史を専攻したいとも願っていた著者にとって，時

間の芸術こそもっとも近しいものだったのではないか。しかしこの問題も

今は深入りすまい。ただ芸術に対する彼の位置の取り方，独特の視点がギ

リシア以降確立したことを指摘しておこう。

3. 自己

ところで｢僕｣なる主人公，そして作者がギリシア旅行ののち獲得した最

大のものは，鑑賞力とか審美的能力といった，美的領域の能力ではない

（それらも磨かれたことはたしかであるが）。｢僕｣はギリシア人の自然との

接触の仕方を見ながら源泉に還ること，それは人間ひいては自己に立ち返

ることだと気づく。
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僕はギリシアに来て，またまた自分の深いところにある問題にぶつかっ

てしまったようである。自己の運命に忠実である，とは，自分がそこか

ら解放されるべきものを決して忘れないことであり，自己の無知と軽薄

と欠陥とをいつも目の前に置くことである。そこから自由の本当の意味

が出てくる。 『同書』371頁

ギリシアに帰ることは，自分に突き戻されることである。これが，本当

の孤独の意味なのだ。 『同書』369頁

自己の運命を知ることは，人間がそこから真の人間になる限界を知るこ

とである。問題はここでギリシアから自分に還る。僕は自己の中に，運

命のこのギリシア的意味を徹底的に生かさなければならぬ。しかしそれ

には自分の運命に本当に逢着していなければならない。ここに本当の自

由と寛容が要求される。 『同書』384頁

こう書き付けた｢僕｣は，ふと，「ミノトールは，すべての人の中にうごめ

いている。」とつぶやく。テゼに対置されるミノトールとはなにか。テゼを

感覚と理性の統合された一つの理想的人間像とするならば，ミノトールは

獣性，さらに言えば情欲に支配される生き方であり，人間になり切れない，

あるいはなり切ることを拒否した生き方であろう。現実の生活の中ではこ

うした自己の中にうごめくミノトールの存在に苦しんでいた著者（3）が，「創

作」の壁を越えてふと洩らす感慨である。

さて著者は，ヨーロッパ文明の原点のひとつを，ギリシアやエジプトに

見られる人間の自然に対する態度の厳しさに求め，その厳しさが人間の中

に生み出す観念を運命と名づけた。そしてその運命を知ることが，人間に

なる出発点だといい，そのためには運命とは何かをあげつらうことや，運

命一般を観照したり分析したりするのではなくて，自分自身の運命に出会

う（主人公「僕」によれば「逢着」ないし「撞着」する）ことが必要だと

書いている。この言葉は著者のエッセー全体の序文と呼ばれてしかるべき，
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『バビロンの流れのほとりにて』の冒頭部分の，「僕は､稚い日から､僕の中

に露われていたであろう僕自身の運命に，自分自ら撞着し，そこに深く立

つ日まで，止らないだろう」との決意に照合するものである。

ここで自己の発見に関し，存在と本質の問題が出て来るのだが，やや唐

突の感があるかも知れない。しかしそれは森が日本にいる間に手がけてい

たパスカル研究の延長線上にあるものであり，しかもまったく新しい様相

を帯びて森に感じられた命題であった。問題の要点は､存在としての自己

と､本質としての自己の中間に第三の自己があり，この自己は運動として，

また要請として在るたぐいのものだ，ということである。著者はドイツ人

研究者との会話を再現して，次のように語る。

友人は言語の音声現象から，その構造，更に意味形象，文学形態にまで，

厳密に分析的に進もうとする，その研究方針を述べた。それは哲学的に

は，存在から本質に進もうとすることで，かれは，逆の道もあると思う

と言った。「その中間のどこかに，両方向の交点がある」と僕が言った。

（…）僕はこの両者の交点は，どうしても完全に合致しないこと，本質は

存在
．．
しないこと，などを言った。少なくとも存在するという証拠はない，

と友人は言った。この非合致，乖離，それはまことに微細なものだろう。

しかしこの微細な隔たりを埋めるものが一人の人間の誕生と死とを含む，

生涯そのものだと，ふと思い当たった。そしてそれを言った。友人は，

それが証しということだろうと答えた。このことはもう十年も前にパス

カルの愛の思想の構造を些か研究してえた結論と全く同じものだった。

『同書』397～398頁

友人の口から洩れた「証し」という言葉は，森の実存的な探求の仕方を

よく言い当てている，重要な語である。彼自身はこの言葉について解説め

いた事を言っていない。だがこの文につづく次の長い段落に，読者は彼の

決意を見るのだ。
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存在といっても，本質といっても，自分にかかわるそれである以外，何

の意味があるだろう。しかし僕は，現実の「我」は（自分の）存在と

（自分の）本質との間の微細な空隙を埋めるべきものとしてのみ，意味を

持つのだということが判ってきた。経験の流れがこの間隙を埋めること

ができるように結晶したものが思想というものにちがいない，と思う。

（…）どんなに狭く微細なこの間隙も､一人の人間の生涯の全体だけが､本

当にそれだけが埋めることができるのだ，ということが判ってきた。（…）

自分の生活と経験との本当の意味が，しかも自分に対してだけ意味をも

つ本当の意味が､自分を超えていると言うことは､何という厳粛な事実だ

ろう。したがってあらゆる自慢は本質的に，根底から，卑しいものであ

る。 『同書』399頁

そして著者は。古い道徳が新しい姿の下にあらわれるという，必ずしも

説明が十分になされない文を綴ったのち，こう締めくくる。

これも亦，自己が自己に還る一つの姿なのであろうか。しかしそれは､存

在として在る自己が，本質として在る自己に達しようとしつつ，不断に

その中間に，狭く，しかも暗く､口をあいている深淵のような自己に自己

を注ぎこむ不断の運動である。結晶の堆積がついに間隙を埋めるに到る

かどうか､それは予め決して判らない。しかし自己はそこに流れ入り続け

なければならない。 同頁

「存在としての自己」と「本質としての自己」のはざまにある，暗く，

口をあいている深淵のような自己とは　いったい何物だろう。著者はまた

別の個所で，この自己を「自己でない自己」と名づけている。

この事態は，混沌としていた自己が､「が在る自己」と「である自己」と

に分解され､その割れ目に，両つの自己から最小限の供与をうけながら，

おもむろに増大してゆく自己でない自己が現れてきたのだ，ということ
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を意味している。自己が分析され，解体してゆけばゆく程，この第三の

自己は大きくなっていく，そしてこれが一人の人の生涯であるというこ

とに僕は気づく。 『同書』404頁（4）

この第三の自己が何であるかはまだ読者にも主人公にもわからないのだ

が，過去の自己の分析・解体の上に成り立つ何物かであることだけは確か

である。

ところでこの解体は，過去の自己を抹殺することによってではなく，想

起することによってなされる。幼少期の自分とそれを取り巻く環境への，

執拗なまでの執着は，森の場合単なる感傷や自負につながるものでは決し

てなかった。

僕の環境は実に静かだった。そういう親類の家へ行って，僕は従兄弟姉

妹たちと食事をしたり，トランプやカルタをして遊んだ。廻りくねった

廊下，白い畳を引いたうす暗い広間､線香の匂いのほのかに薫る仏間，砂

利を敷いた玄関前，木立の深い庭，母方の祖母の家では門から玄関まで

行く間に，長屋が何十軒となくあった。家では父方の祖母がよく写真帳

を見せてくれた。そこには祖父をはじめ，親類の人々の肖像がたくさん

あったが，男の人は殆どみな立派な大礼服を着ていたし，女の人は明治

に特有の黒い長い洋装をしていた。僕の中には，奇妙に錯綜した心理が

生まれていた。（…）

こういう時代遅れの貴族的雰囲気（それは君が若干知っているような昭

和の日本の貴族社会とは全くちがったもの，強いていえば，古いオース

トリアやイギリスの貴族の間に，今でもいくらかは残っているだろうよ

うな，沈滞した静かで上品な雰囲気である）と､当時の一般社会の未だ知

らないヨーロッパ的生活とこの二つのものを，僕は恰も普通の人間の生

活のように思っていた。こういう中に育った僕が幸福であったか，不幸

であったか，僕は知らない。ただそこから，一種の生活力の弱さとヨー

ロッパ的感覚とが僕の中に滲みこんでしまったことは事実だ。
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『同書』108－109頁

「生活力の弱さ」と「ヨーロッパ的感覚」，この二つが森の生活環境の中

にあったものだという。さらにこの「弱さ」を分析して，旧貴族の中にあ

る倒錯した心理を彼は指摘する。

かれらの心理の中には､名目的な，自分たちの社会的地位に対する誇り

と､自己の能力と実行とで社会的地位を獲得してゆく者に対する隠れた羨

望と讃嘆とが奇妙に混在していた。（…）

しかしとどのつまり，実力的強者が本当の強者で，名目的優者は弱者に

しかすぎなかった。（…）

僕のいう弱者とは夢が生活を食いつくした人のことをいうのだ。僕が，

クレタ島からヴェネチアに来り，スペインのトレドに安住の地を見出し

たグレコ，全欧を流浪して「マルテの手記」と「ドイーノの悲歌」を書

いたリールケ，また　プルーストに限りなくひかれるのはこの点なのだ。

リールケが自分の先祖が貴族であることを証明しようとしてどんなに苦

労したか，この一見ばか気たことが，かれには決してばか気たことでは

なかったのだ。ただこの人々が救われたのは，彼らがこの夢を真実に結

晶させるために，「仕事」という観念に到着し，かつそれを実行する「能

力」を持っていたことだ。 『同書』110－112頁

これらの文章の前後で彼は数度，「デジェネレ」あるいは「血の頽廃」と

いう言葉を使っている。ふつうマイナスのイメージで使われるこの言葉を，

彼は自分の出自に対する誇りと恥の入り混じった心持で使っている。生活

力を失った階級の唯一よりどころとしていた夢が空しくないためには，「仕

事」への目覚めとそれを実行する「能力」が必要だった。そしてそのいず

れをも，彼自身は具えていたとの自負があったのであろう。

ただ，ここで言われている「仕事」とは何だろう。著者は，「この仕事の

観念を遡ると，中世の職人，いな古代の職人にまで行かなければならない
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だろう。今はそこまで書くわけにはゆかない。」といって､筆を止めている。

中世､古代の職人仕事となれば，それは個人の名を挙げるためのものではな

く，またなにか歴史的偉業を成し遂げようという野心とも無縁の行為であ

ろう。ただ彼らは日々の彼らの営みが自分という枠を超えて，何かしら高

貴なもの，自然の中に刻みつけるべき記念碑のようなものの建設に参加し

ていることは知っていたはずだ。それが既存の秩序になにかを付け加えた

り変革を起こす力をもつかどうか，古代の職人は知らなかっただろう。し

かし近代以後の人間は，自分の携っている仕事がどんなに小さなものであ

っても，何かの変化や改良を世界にもたらしうるものであることを願い，

あるいは自覚している。そこに単なる労働とのちがいも出てくる。（5）

ここで著者は職人という言葉にこだわるのは，むろん無名の人々によっ

て造られた神殿や寺院を思い浮かべてのことだが，彼自身の出会いの経験

がこれに加わって来る。たとえば1958年2月､彼は上のアパートに住む職人

のGさんの知性に驚き，彼を偉大な人の列に入れる。

本当の学問は､自分が偉大な人に接することによって，大きく進むようで

ある。こんな平凡なことを沁み沁み考える。フーレ－先生，モノ先生，

（…）。これらの先生の生活と対人関係がどんなに簡素で静かであるか。

それは親切というようなことではない，また一職人のGさんと，これらの

偉い先生方との距離が本当にどんなに小さいことか，自分に生きていな

い人は人に対して親切に，そして騒々しくなる。 『同書』420頁

ここで話者が「偉大な人」と規定しているのは，学問的な業績を挙げて

いるというだけでなく，「自分に生きている」人であり，それゆえ確実な，

静かな生活が送れている人である。反対に自分に生きていない人は､人に対

して親切に､騒々しくなるという。これは彼が以前に言った「軽薄さ」とい

うものの実体をあらわす言葉であろう。自分の内部にのみ向かっていた

「僕」の目は，出会うべき他者に対して開かれてきたようである。
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註

（1）二宮正之編『森有正エッセー集成』全5巻，ちくま学芸文庫，1999年

（2）日付自体は信憑性を持たないかもしれない。エッセー全体が，｢創作｣

としてのフィクション性を帯びているのだから。重要なのは作者が，

｢僕｣なる主人公は出発前にこのような予想を持っていた，と書いてい

ることである。

（3）野見山暁治『四百字のデッサン』河出書房新社，1978年

（4）森は1948年に発表した画期的な研究「パスカルにおける『愛』の構造」

（『森有正全集』第2巻，筑摩書房，1979年）の中で，パスカルの『パン

セ』の主題は人間が新しくなるための二つの秩序，すなわち人が神を，

神が人を求める愛の働きであるとし，この動的な構造を探るため，１

「が在ること」，２「において在ること」，３「と偕に在ること」，４

「であること」という項を立てる。このうち「が在ること」すなわち

「［自己］が［自己によって］［人に対して］［自己として］在ること」

は「existerの意味における存在êtreである。すなわち主体が自己の構成

した存在を真に存在するものとしてあくまで自覚的に内在的に支配し，

主張しようとするあり方」であり，自己愛amour pour soiに他ならない

としている。「においてあること」とは「神の前に，人の前に，自己の

前に，その真の姿において在る」ことであり，｢主体の一人相撲ではな

く，相手との具体的折衝の中に開始される｣運動なのである。「と偕に

在ること」とはキリストと偕に在ることに他ならず，利害的愛が，愛

の実質であるキリストによって人格的愛に転換される過程である。そ

して最後の「であること」とは｢真に偉大な神の愛を受けて，神の偉大

に参与するものとなる｣こと，具体的には教会の一員となって，キリス

トを中心とする新しい生命共同体に入ることである。ただこの段階，

この関係は死によってしか完成しない，と著者は付け加える。｢何とな

れば世には欲の原理があって，不断に人を罪に誘うからである。人は

死を経て肉の衣を脱ぐ時，真に神に似たものとなるのである。｣「パス

カルの愛の秩序は，近代的人間像が生命肯定の上に立っているのに対

―14―

ことばと思索



して，常に死を契機として発展する体系であった。」

この４つの項のうちの１と４，すなわち孤立した自己愛から回心を

経ての共同体参加という，初段階と最終段階が強く意識されてきたの

はなぜか。２と３の段階はどこへ行ったのか。さらにここ『流れのほ

とりにて』で言われている「が在る自己」と「である自己」は，10年

前の著者の用法とは少しく異なっているようだ。しかしなお，著者が

自分の道を過去のパスカル研究の延長線上においていることは，強烈

な自己愛と共同体志向の狭間に身を置きつつも第三の突破口を見出そ

うとした，真摯な姿勢を物語るものではあるまいか。

なお，森有正のパスカル研究の仕事を三木清や前田陽一との関連でフ

ランスに紹介したものの中に，塩川徹也の論文がある。

Tetsuya SHIOKAWA  Pascal en Extrême-Orient in Port-Royal au miroir du

xxe siècle(Chroniques de Port-Royal),1997.

（5）仕事と労働の区別については，たとえばハンナ・アレント『人間の条

件』ちくま学芸文庫，1999年，第三章，第四章参照。
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