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願望成就の構造がどうなっているのか。それは持たなければならないのか。どういった願

望が構成されているのか。その帰結はなんなのか。人間は、願望を持つというのは、関係の

絶対性から来る。無人島に食糧がいくらでもあって一生そこで生きていくのに、医師になり

たい、作家になりたいなどとは言わないだろう。書物があれば読むかもしれないが、それも

対象関係論を形成する。読む対象は経験を構成していく。他者が居なくても他者経験が書物

によって可能になるのは面白い視点だ。別に他者と没交渉だとしても生物的に問題はない

のに、他者、他者と議論を重ねていくのもどうか。そうすると、医者にも作家にもならず、

書物の中にだけ他者経験をする人間が生成されても構いはしない。願望を叶える過程は、労

働に乗せたり、企業に乗せたり、試験を通過したりする。医者、弁護士、公務員などは学校

と試験を媒介にする。当然に試験に落第する事で願望は変更される。公務員は年齢制限があ

り、医者は６浪するくらいはザラだし、編入という手段もある。しかしやはり年齢が一定に

達して医学部には入らないだろう。身分上の願望はそういう学校や試験という手段を形成

する。スポーツや音楽はどうだろう。ある程度の年に成るまでに見込みがないと収入になら

ない。そうなると自尊心も崩れてくる。オレはスターじゃなかった、等の現実。お金持ちの

お坊ちゃんでオーケストラに属しているバイオリンやチェロ弾きは、そこに属せているた

め年を取っても続けられたりする。バンドマンは、曲が良いか、格好が良いかはある程度評

価が分かるので三十過ぎ、四十手前でプロにはなれないんだ、なれなかったんだと自分で気

付くようになる。やりたいという願望と、それでは生活が出来ませんという否定が加わる。

それは無念だ。人間の欲望はどうなっているのか。欲望一点で計測可能だとしたらどうだろ

う。統計心理学の領域ではどうなっているのか。欲望は代替物によって遠ざけられるのか。

どこまで強く保持されるのか。欲望を否定されると、どういった行動にでるのか。歪みは人

格を変形するのか。歪んだ人格はどういう自由を行使するのか。自由はあるのか。環境の制

約は自由を飼い慣らすだろうか。欲望と自由はどう結びつくのか。自由の帰結と、その享受

は適切だろうか。自由の幸せとはどういうものだろうか。欲望と他者の線は重要である。あ

る人のどの発言に他者が共鳴するのかという問題がある。他者は欲望と結びつく。勝ち負け

にこだわる人もいれば、人は人、自分は自分と割り切れたり、諦めたり、楽をしたかったり

で、他者の欲望から受ける反応は全て異なる。自分と同通する欲望を持つのか、それで抜き

ん出ていれば自己が危うくなる。スポーツならば、先へ行く人に託していってもいい。自尊



心が傷付かない手放し方もある。スポーツなどは優劣がクリーンだからキレイに諦められ

る。問題は、そういう所にない。他者の欲望という論脈を心理学の様相で取り上げるのでは

なく、社会構成の論理上で計測する必要がある。単純に、選ばれて上がった場合、社会と権

力から勝者と敗者に第三者から判断を下される。誰が見てもこいつが一番という場合は良

い。しかし、こっちの方が実力が上だと傍目に思われているのが抜かれたら、そのまま栄誉

を受ける一方に比べて常に敗北にさらされる。そういうのが曖昧なのが芸術や試験で、最悪

作品をすげ替えればよい。答案を配ればいい。そういう場合は、全ての条件を揃える事は多

分出来ない。或いは、全てが同じ条件で第三者の判断を仰ぐ様になれば、人間は醜くなる。

自由主義は実力主義だが、願望を取り上げるのは容易い。主体を敗者だと社会の実力行使に

よって断罪するわけである。他者の欲望によって断念させるというのは権力の残酷さであ

るが、所詮一人の人間を冷遇したり見過ごすのは大した事ではない。問題は第三者に敗者と

して欲望を遺棄された人が、どう世界と向き合っていくかだ。社会の実行力は社会の承認を

与えたり与えなかったりする選別と裁量にある。人間の限界を極める様な表現、身体、知性

を示してくれれば、それはめちゃくちゃ格好良い。そういう所にしか不条理を切り裂く強さ

は見えない。労働や他者においても、そういう高貴な人、潰されそうになっても美しい人が

いれば、選ばれた人よりも輝いて見えるのは間違いない。欲望とマネーの出し入れで、市民

をクラッシュさせるのは容易い。脱落者を取り込むのも、まあ容易い。三十年程度でサイク

ルを一巡させたり、波長を山谷に合わせていく。波長を最適化したり、フーリエ変換したり、

アノマリーによって数値をずらしてアンダーコントロールにする。結論をフルモデルチェ

ンジさせる事も、プロセスをマイナーチェンジさせる事も腕の見せ所ではある。異常さや剥

き出しの欲望は、資金力と享受の巧さや素質がものをいう。例えば釣り合っていないカップ

ルは、釣り合っていない方が引け目を感じると余裕がなくなってくる。感情は消費されるも

のだ。また、資金力を閉じていく事でストレスを溜めさせたり、欲望を断念させたりする事

が出来る。バブル崩壊後の日本のマネーと欲望の残存期には色々な凶暴性があった。しかし

二千年を十年程まわるあたりから、ブランド志向は影を潜め、ファストファッションが隆盛

を極めた。マネーと欲望に踊った世代が欲望に見合わない堅実さを現実に求めざるを得な

かったのかもしれない。才覚と神経的、身体的健康がなければマネーを手に出来ない。己れ

がなんであるかに根差した戦略の上に手堅い年数を敷き詰めていくのは目的の獲得可能性

を生じさせるが、知性や感性、身体コントロールなどはそうして形成されていくのだ。何か

をしたいという願望は、まだ出来るとか、消化不良の解消としての、身体的、本能的な残余

を埋める事を示唆している。人間はそういうなかで、社会という抽象された場での栄光を欲

しがる。国家と権力はそれを授ける事が出来得る。時には不正を使ったり、当て馬に成功を

授けたりする。スポーツや芸能は本物を必要とするが、そうでない部分にも乗り出していく。

知は国家や権力を凌駕するが故に簡単には獲得出来ない。人を選べない。出したい人を出せ

ないのが知である。支配、服従の関係といえど、結局人間と人間の対立に過ぎない。策略を

権力が仕掛けて来たというのは概して妄想で、そんな事をしている便益は何一つ得られな



い。しかし、権力が抑圧や策略を行なっているように感じるならば、それは利害調整と行動

の複雑性によるものだろう。既存の論理から閉め出されるとすれば、願望を拒否したり、条

件を付けたり、商売に転用するためだ。ある人を通して、ある人を拒否するには様々な理由

があるだろう。虫が好かなかった、第三者の紹介があった、権力の指示があった、など。上

に通された人も、優越感に無条件で浸らせて欲しい。格好良く権力を渡っていきたい。格好

良い自分を示したい。しかし内心はどうか。権力は人を選別する。選ばれなかった人は徒党

を組んで恨みをぶつけてくる。選別する人や選ばれた人が本当に実力があって、裏表がない

ならば、落とされた人は納得せざるを得ない。問題は選ばれた人が出来レースや嘘臭かった

り、ダサい場合だ。そういう論理で権力は突き放そうとして見苦しく悪役に仕立て上がって

いく事だ。そうすると、権力は鬱屈して来て内容がなければ、どんどん自己喪失と感情的に

成らざるを得なくなる。そういうなかで、実力がないのに選ばれていけば、いい気になった

くさったような人しか生まれなくなる。それを見る人間一般が嘘に覆われていく。願望や欲

望、欲求が社会を複雑に力動させていく。まるで色即是空、空即是色の如く、欲望を行為に

根差した願望に編成し、それに張り付く様に行為や欲求を連結させていく。行動分析学や構

造行動学が意味を持つとしたら、それは欲望や欲求といった力動心理学的なものになるだ

ろう。政治や警察は法律の論理によって行動を解析する必要があるだろう。その人工知能に

欲望と欲求のプログラムを構築させ、エフェクトを弾きだすだろう。政治、社会は科学とア

ンドロイドへと、人間の手を離されていくだろう。使用者も知性を閉め出された時にアウト

オブコントロールや、アウトオブオーダーが招来されるかも知れない。権力は権力を示す為

に、高次の知性へと未来を繋いでいく。主体の服従には、まず願望をシャットアウトし、頼

めば義務に見合った配分を与えるというのが望ましい。まず、当たりを誰に授けるかという

問題があるが、インチキをした人物に第一線に出て頂くのが、端的に面白い。箱のなかのモ

ルモットの様にちょこちょこ動くのを見ている。権威が付けば付くほど一般人を劣化させ、

本人に嘘で練り固めさせる。一般人の前で雄弁になり、権威を振りかざし、実際のところど

んどん自己を喪失して行く。権力はそういったゲームを楽しむかも知れない。見せしめに自

分に勝敗の裁量があるのを楽しむかも知れない。自分が選んだという代理行為に才能のな

い裁量を獲る権力の自己充実感を示すかも知れない。願望は俺たちが良いと言った人しか

叶わないという全数選別を敷き詰める事で権力の全範囲に及ぶ自己顕示欲が満たされるか

も知れない。いつの時代もそれを望む権力は生まれ続けるかも知れない。実際には少数でも、

選別ではなく、才能だけを条件とする本物の集団が残存する。そういった集団を頼りにして

出なければ、本物の人物が取り上げられない。作品だけ新聞屋に書かせた様な人物は崇高が

足りない。良くて口がまわる人物に語らせるというまでだ。結局、嘘で塗り固められなけれ

ば、才能が才能を引き上げてしまうし、嘘で塗り潰せば威張るだけのゲームが繰り広げられ、

人間は醜くなっていく。単純に出来る人が上に立訳ではなく、嘘によって力学を作用させる

かだ。或いは地道な実績を自分のペースで満たされて生きるか。社会という特殊権威に付く

場合、賞を授与させたり、プロとして迎え入れるのは、社会という言葉の二階に上がらせる。



就職という社会の一員と、一般に認識されるという社会の構成員という二階建になってい

る。テレビに出る様な特殊な人もいれば、芸術や知性を売りに名を上げる人もいる。芸術の

不正は何度か周期的にニュースになって来た。知性に付いては、頭が良いと評判を受けられ

るのは非常に魅力的でもある。どうやってインチキをせずに知性や芸術を世に出していけ

ば良いか。インチキはどれくらい広がっているのか。インチキとはどのレベルで成されるの

か。これらは実際に調べようがない。そうすると、知性や芸術で功績を上げたい場合はどう

する事が妥当なのか。フェイクがどれだけいるのかも分からないブラックボックスの中を

進んでいかなければならない。まずは、知性であれば、知性を出来る限り突き詰める事にな

る。作家や編集者より遥かに読む必要がある。その先に、知性によって、知性を不要なもの

とし、人間に何が必要として残されているのかを割り出していく。人間をどう乗り越えるか

と言うテーゼを二千年過ぎに立ち上げるのは先々必要な事かと思う。人間の乗り越えは唯

物論者で無神論者によってなされる必要がある。或いは斬新な宗教や、生物に根差し、社会

の基礎を固める倫理によって。どんなに物理学やバイオが進化しても、人間である、存在で

あるという事を複雑には出来ない。人間の経験を全てコンピューターシミュレーションに

掛けた所で、人間に苦痛を与えるという以外の干渉をテクノロジーを行使する権力も為し

て来なかったという事はない。或いはそういう外見を権力が行う様に見えるのは支配の奢

りだろうか。テクノロジーを行使する者の感情に一振れする、知性の短論理が甚大な影響力

を発揮する訳だし、実際にして来た訳である。地位を獲得してきたらそのこぶしを突き上げ

たがる。求めたものを断念する過程で、感情と知性をセパレートして来た、そういうなかで

錬成された正確さを持たない者が、感情的に絶大な影響力を行使していく。支配は媒介する

論理によって支配される。人間を幸福にしようなどとは思わないのが普通なのかもしれな

い。権力は自分の手の届く範囲で利益を追求しているうちに、全体の正しさがなくなってい

く。それを責める事は出来ない。自分もそうなる可能性は高いのかもしれない。問題は、権

力の主体、その個人が欲望により、力を行使する事だ。格好が付かなければ不正をあてがう。

思い通りに行かなければ整合性を付ける。適任者を探す。それはかたちだけ採用試験をして

内定者が決まっている様なもので、至る所である事だ。その試験でいくら高得点を取っても

意味がない。むしろ、出来ているのに落とされる虚しさが現れる。そういう暗黙の不気味さ

が、人間と社会には潜んでいる。そこに接触して躓く人は少なくはない。こうして知性を行

使している背後で、知性を断念して来た故に辛酸を舐めている人もいる。何がトリガーか分

からない。権力も善を成す事はあるだろうという希望もある。まずは、人間の可能性の限界

を確定する必要がある。いくら宇宙に生命体を探そうが、宇宙の果てに突き抜けようが、な

んら得るものはない。地球に生きている死んだらそれまでの生物でしかない人間がベース

になっている。科学の進歩は人間をどこまでも未知な神秘に誘い込まない。どんなに量子テ

レポーテーションをさせようが、ワープで別の銀河に行こうが、人間は人間でしかない。物

理学には月の先に出る以上の進化はない。この私が別の宇宙で別の人として生きていると

してもそんな事は私が一生を終えて無に成る過程で何の接点もない。宇宙の二点に同時に



存在する事は無い。仮にあっても影響はない。死んだらそこに移行するという神秘を物理学

が持ちたがっているかもしれないが、言語の論理であり得ない。バイオはどうか。こちらは

量子テレポーテーションと再生医療を融合させれば複数の経験世界を実現出来るが、そこ

ら辺が頭打ちだ。結局、科学の進歩は、人間の複製可能性までで幕を閉じる。宇宙探索に出

たい人は出れば良いが、地球で生きて死んで行っても同じようなものだ。権力とは、一般人

の弱体化を望み、実行してきた様に見える。何故そうする必要があるのか。よくわからない。

策略を張り巡らせている様にも見える。何故そうする必要があるのか。単純に喜ばれる運営

をすればよくないのか。手続きの実施と処理を滞りなく行うのは労働として当然で、それ以

上の画一的なムーブメントを起こしているのだろうか。カードローン地獄などは権力のム

ーブメントではないか。失業や低所得による離婚は経済体制のあおりを食らっている様に

思えるが、それはわざとやっている訳ではないだろう。政策が良いものでなく、悪いものを

意図してなされる結果があるだろうか。メディアに踊らされて悪い影響を受けたとしたら

権力の意図ではないのか。一般人を混乱させたいと権力は思うのだろうか。仮にそうだとし

たら、それは何故だろうか。たまに、新聞記事で、穏健でない発言や、一般人を貶めようと

する発言が報道される。それは上に立つ人の発言であるから、嫌な事をするのが権力だと言

う事もたまにはあると示しているとして、そういった構造はいつでも問題になるのだ。権力

の座についても、永久に褒められたりしないと、頭を下げたり、英雄視しない人々に、じゃ

あ困らせてやるよ、と言う風になる。それは私でもそうなるかも知れない。心理を分析して

いるうちに共感出来るようになってしまった。誰も無欲な聖人君子ではないのだから。面白

くない時にはじゃあそいつらを苦しめておけ、という感情の一振れが政策に織り込まれて

も何てことはない。中間利益者のなるべく余裕を持たせた最大限の口利きや金が入るのは、

おそらく誰であってもその権力の地位につけば止め難いだろう。権力についていなくても、

誰だって自分の見せ場や地位を拡大したがる。そこに来て、欲を落として来た過程を踏む道

がある。そういうのよそうよ、というタイプの人間は、まわりの敵意に抑圧される。現実の

虚実入り乱れた実行力に弾かれる。吉本隆明の詩に見え隠れする苦悩の原因は社会や他者

の見せ場の論理に対して純粋だったからに違いない。文学を選ぶ人は皆この交渉と社会の

実行力に潰される可能性を孕んでいる。 

 

id.02 

 

    もはやわたしたちの空のしたには何ものも残されなくなることを悲しみながら し

かもわたしたちはすべてのものを限定したい欲望のうへに生存を刻みこんでいつた（「固有

時との対話」「吉本隆明全詩集」思潮社より） 

 

わたしたちの空の下には何も残さないというのは難解な言葉か、詩的な表現である。死を

意味している様に思う。皆んな消えていってしまう。だけど吉本隆明は子供を残していった。



皆んな消えてしまうけれど、繋いでいった。独身であってもいい。正直、自分には答えがだ

せない。皆んな消えていってしまうのに。すべてのもを限定したいとは、知りたいという事

だ。それも、知り尽くしたいという事だ。この二つは禅の境地の様だ。無と知、無知、無限

の知。可能性でなく現実性と、その先にある死。いずれ皆んな死んでしまう。翻弄される様

には生きたくない。知性の欠如は耐えがたい。深みがない。或いは最高の知性であっても獲

得するのは容易い。安価に売られている情報を買うわけだ。それはどうだろうか。夏目漱石

は、智に働けば角が立つと言ったが、知性は厳しさを要求する。中途半端な知性は世間が外

しにかかる。専門教育を受ける必要もあるかも知れない。詠み手は書き手と対等になるまで、

本当のところは分からない。書き手になる必要まではない。はじからはじまで良く分かると

いう知性は必要で、思考力、論理力がふるいにかける。難解な書物が分かるというのは、一

般的に公務員のスタンダードより高いレベルを要求する。一般人にどこまで可能か。一般人

に知性はあるか。毎日日経新聞を読む一般人は知に長けている。しかし本をほとんど読まな

いのに知性が養われるとは思えない。活字離れが進んでいる。概して専門書をガリガリ読み

込むのは官僚や弁護士程度の思考力と記憶力を要請する。書く事とその独創性に至っては、

それらエリートを凌ぐ才覚も要請される。概して官僚や弁護士程度の学力があってこそ専

門書を大量に消化出来るのである。そんな選別は、知性の厳しさを物語る。六法をペラペラ

読んでいけば、ストーカー規制法や性解離性障害の要件を拾っていける。六法を読み物とし

て短時間で読んでいく知性は専門家であればさほど難しくはない。法と文学、国家と一般人

は共通理解を形成出来る。国家が一定の知性を持ち合わせているのは確かだが、文学や科学、

それらの担い手は国家が占有しているわけではない。図書館や書店は一般人に開かれてい

る。知性は幸福をもたらさないかも知れない。知性は幸福をもたらすかも知れない。工場で

単純作業しているのに知性を磨きに掛かるのは相反する行動にも思える。事務所で書類を

作る時に法令の条文を引く事は必須の要件ではある。吉本隆明の労働変移も知性に則した

ものに落ち着いた。知性を伸ばすフィールドはそんなに開かれているわけではない。どうす

れば、一流の知性を開花出来るのか。四十手前までひたすら無職を貫けばいい様にも思えな

い。思考を強いるものや、一般の生き方の中から見つけ出されるものは重要だ。ハイデガー

は郵便局で働き、カントは私講師として働いた。ペレルマンや吉本隆明は特許事務所で働い

た。仕事のなかで磨かれるものや、家庭教師の様に教えながら学ぶというのも良いだろう。

金持ちが旅行しながら本を読むだけ、それでも良いが、金をまわす楽しさは確かに身体的義

務を鎮めていく。適度に働く程度が良いかも知れない。朝から晩まで働き詰めでは執筆や研

究は難しい。研究者に足りないのはフィールドワークで、評論家に足りないのは専門性であ

る。大学院というのは年と共に羨ましくもあるが、都会に出なければ教育は受けられない。

今でも東京の大学院生によって研究発表の討議が繰り広げられているかも知れない。独自

の議論を組み立てていくには基礎の上に論脈を編み込んでいけば良い。専門性ではなく、基

礎から新しい発想を持っていく。概して新しい思想や知性はそうして大衆からもたらされ

た方が多い。空の下に何も残さない無力な弱き人から、日常の知性を確かなものにさせてい



く。専門性は要らないし、専門性は求められる。大胆に思考するのは、いつだって基礎的な

共感性と自分だけの知性だ。専門性を基礎の上にどこまで積み上げられるかで格が上がっ

ていく。素人くささが、評論家には付いてまわるが、専門性をガチガチに取り込めば格が違

う自論が展開されるだろう。日本の文学や思想の研究能力は決して低い訳ではない。しかし

発表とその報告をまとめたりする専門性からは、独自の議論が出にくい。カントやハイデガ

ーの研究を素晴らしくさばいて見せても、それは読んでいて凄みに圧倒されるものがある

が、ドイツの凄さに平伏している感覚を与え続ける。確かにそれは魅力的なのだ。カントの

認識論、例えば様相論や知覚の予料、構想力などは、読む人の世界観を一変させるだろう。

自分が考える限り、「純粋理性批判」は文学、思想の領域で最大の知性である様に思う。フ

ーコーもドゥルーズも、筆の範囲が狭く、主題も壮大さを欠く。日本にはそれらの研究者が

いるだけで、吉本隆明を抜くと、日本に文学、思想で誇るものがあるだろうか。多分ない。

世界に発信出来ない。あるとすればサブカルの批判くらいだ。領域を政治や情報社会にした

ところで、日本は優位性を示せないだろう。日本の知性は確定していない。吉本隆明を抜く

と、なんら特徴がない。吉本の詩は美しい。吉本の孤独や儚さは、愛を見つけただろうか。

吉本は絶対的な信念、幸福を持っていただろうか。何かを肯定し切っただろうか。本当の本

当のところ、どうせ皆んな消えていくから、上手く乗り切れば良いというのが究極であろう

か。正直自分は、知性に価値を見出せない。これが研究者とかならば、研究会や学会で知を

競い合える。吉本隆明でさえ、専門性は全く足りない。面白いし、スケール感はある。だけ

ど西欧に比べると弱い。それが日本の戦後最大である。戦前を含めても良い。西田幾多郎が

どれほどのものだろうか。硬度はある。だけど主題が古い。自分は唯識という主題は良いと

思う。だけど仏教一般は詰まらなくないか。仏教の理論をハイセンスにした言説を誰もが繋

いで来なかったのではないか。いまある基礎を叩き台にして、仏教から人間の認識と行動を

塗り替える様な理論を打ち出しては来なかったのではないか。人間の因縁や行動の連鎖、苦

しみの解放を緻密に理論化してこなかったのではないか。それは心理学ではなく、仏教によ

ってプログラムに落とし込めるのではないか。いずれ人工知能の心理統計のビッグデータ

が、高速の処理によって関数化してしまうのではないか。仏教は詰まらないのに、吉本隆明

は面白いのではないか。幻想やイメージを突き詰めた、戦後最大は未来へ繋ぐエチュードで

ある。詩に関しては、「固有時との対話」が一番の力作で、吉本隆明はこれ以降活動の主軸

を評論に移していく。詩人である事は劣後せざるを得ない。この詩は深い。詩人に評論、思

想を担わせていくのは、厳し過ぎる。それを成したのが、日本の百年程度の知性に他ならな

い。研究は、専門性を突き詰めながら、詩人如きに思想を任せなければならなかった。吉本

隆明ではまだ世界に響かない。日本に世界へ出ていく知性はないのか。それは、吉本隆明は

超えられないかという問題でもある。これからいずれそういう一人が出て来るかもしれな

い。それはどういう人物に可能なのか。その基礎はなんなのか。詩人は知性が低いが、いく

つかある玄人向けの賞にリストアップされる詩人は知性がかなり高い。荒地文学賞もそう

だったかも知れない。そういうのは独自の感性を持つ。世界が凍り付く様な言葉を放つかも



知れない。そのレベルで、数学、物理学、哲学、経済学、政治学、法学といくつもの分野を

上空から見下ろし、議論や発表会、講義の対話、ダイアローグではなく、さらさらした専門

性の無化の先に独創性の固まりの様な、大学では時間が無為に潰されるという弱点を凌駕

する様なシャープで無駄を削ぎ落とした知覚の予料と判断力、論理力を駆使する人によっ

て吉本隆明を超えられるだろう。人間を極めるというのは、人間の起源に当たりを付けて、

歴史が生み出した政治や科学の原理を見定め、人間が如何に生きるかの指針を示していけ

ば良い。物質の起源と原理を確定しても、生きる質が良くなければただ賢いだけだ。哲学は、

認識の仕組みを解明したり、存在がどうなっているかの意味を追求して来た。吉本隆明は、

「固有時との対話」に於いてもそうだが、人工的な都市と自然を突き合わせて思考を重ねて

来た。それは概して存在を解明するという演繹的なものであった。どうなっているかという

原理を個別に当てはめて解明していった。存在はどうなっているのか。物質がどうなってい

るかは科学の領域で、物質をどう配備していくかは、都市論や政策科学の領域である。現象

を扱うのは社会現象の解明になるし、人の生き方を割り出すのは哲学でもある。存在とはど

ういう事かは、根本的な問いであり、それを解明するのは人間や世界を解明する事に他なら

ない。存在という事は全てを含む。無であれば全てにも入らない。関係や様相であっても、

存在する事のどうなっているのかという問題を形成している。存在とどうなっているかと

いう二つの問いを突き詰めて行く事で思想や哲学は原理として生み出されていく。概して、

一般人の生きる意味がどうなっているのか。一般人と集団形成はどうなっているのか。どう

なっているのかという可能性を全体的に確定仕切る事で哲学は終わりを告げる。集団がど

うなっているかを共同の幻想であると見てとったのが吉本隆明で、人工的な都市の形成が

どう行われているのかも吉本隆明によってなされた。そういう意味では、どうなっているの

かを解明するのが哲学であり、どう行っていくのかを一つずつ詰めて行くのが政治であり

国家なのだ。そうして生み出される現象の問題や効果がどうなっているのかを問い続ける

哲学者や思想家が出現するのである。人間がどうなっているのかは基礎的存在論としてハ

イデガーによってなされた。吉本隆明は社会や一般人がどういう原理で動いているかを割

り出した。正直言って、吉本隆明を超えて、世界へ送り出す人間には、生きる事の限界、つ

まり物質的な人間の、生物としての人間の限界を確定させるのが妥当かと思う。また、集団

の中で、どういう可能性があるのか、それは日々更新されるが、可能性の限界を確定するか、

その二つを探るのが良いかと思う。そして、その原理への落とし込みはいくつもなされる。

後者の、集団の中でどういう可能性があるかは、系譜学としてフーコーによってなされた。

国家に芸術や宗教を通して上がって行く絶対知としてヘーゲルによって、構造を撹乱する

創造的な力と、人間を超える進化としてドゥルーズによって成された。この二つは反対の立

場を形成する。近代以降の主要哲学は数個に限定できるし、原理を打ち出すというのはまだ

狭い範囲と視野でしかなされていない。哲学の分け前と仕事はいくらでも有り余っている。

権力と権力を持たない人の関係のあいだに、強く生きる、或いは権力を利用しながら自分達

の立場を正当化するというトポスは打ち出される。これらはヒットしていない書物の意図



達からすれば、かなりの散布を示している。それらの関係がどうなっているかは、まさに構

造主義の問題でもあった。権力がどうなってるいるか、権力から自由に行動するにはどうす

るか、それらの転倒等の思考は、21 世紀前半で現在進行形である。ドゥルーズの世紀等と

言われ、日本でもドゥルーズを追いかけている現状ではあるが、その中にはドゥルーズを乗

り越えようと思考する稀有な才能もあるかも知れない。しかし、権力と対抗する人という構

造は、別の領域として読み換えていきたい。権力は知性には乗り出してはならない。権力あ

るものが、権力構造によって第一線に送り出したりしてはならない。ヘーゲルの絶対精神は

だめだという事を確認しておく。権力が知性に介入してはならない。親族に先に認められた

人物がいるからとか、知性のブランドが欲しい高学歴者だからといって作家にしてあげる

とかは一切やめた方がいい。顔がカッコいいからとか、年齢が若いからといって、ゴースト

ライターを付けるとかは微妙な問題だ。出版社が儲けなければならないからだ。しかし、言

説の偽物を社会の第一線に出す事で、社会とは嘘であると言う事と、権力は嘘によって切り

回されているという事態に陥る。実際、社会や権力で嘘によって恩恵を預かるのはごく一部

かも知れない。しかしそういう実例があるという事は、社会とは嘘を付いたり、威張る事で

上に立つ醜態が象徴されるため、解決は、最早この辺の権力議論に見切りを付ける事だ。社

会を盛り上げて皆んな仲良くという背景には、嘘偽りの栄光を共有できるかが問題である。

嘘を付けないまともな人、実力があって嘘を脅かす人が弾かれ続けて様々な問題が出てい

るのが社会でもある。システム論、配分論、コモンウェルス等の最近の言説は全て、権力の

支援を受けるという議論だが、本物は自分の知性でやればいいのだが、権力との関係を共同

体、権力賛美の方に持っていく哲学者等はそういった嘘くさを感じさせる。これらは出版界

にかなりあるので、本物の思考が強いという事をどこかで残していかなければならない。も

はや、これら権力と権力に付かない人の関係がどうなっているか、どうであればいいかとい

う問いは古い様にも思える。ここ数十年の世界の主要な議論はほとんどこの流れで、しかし、

力強い群衆の想像力、ドゥルージアンの決定版みたいなのは読んでいて面白くはあるが。そ

の上で、吉本隆明や世界に比する思考は何を成すだろうか。 
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    わたしは自らの生存が何らかの目的に到達するための過程であるとは考へなかつた

のでわたし自らの宿命は決して変革され得るものではないと信じてゐた わたしはただ何

かを加へうるだけだ（「固有時との対話」「吉本隆明全詩集」思潮社より） 

 

 

したたかだ。これは良い人生の認識だ。目的などないのだ。ただ何かを付け加えるのだ。

神など接触可能性として居ないし、死後などないのだ。この人生の先に続く神秘などないの

だ。知性を収めた後に、差し当たり目指す様な目標はないのだ。社会における功績は、物書



きであろうが、労働者であろうが自然に付いて来るのが普通だ。有名になりたいと思うなら

ば、盲目に立ち回らせるが、そういう他者に振るわせる自分の押し出しは、本当に虚しい。

ただ、まだ誰もやった事のない作品を出したいとか、第一線に出るだけの思索を残したいと

いうのは、自分を高めていく。或いは知性であれば、自らの世界観を暇を見て書き上げてい

くという行為がある。スポーツだって、まさに、上手さを置き去りにしておいて、自分がや

る行為として自分にしか出来ないのだ。音楽よりもスポーツの方が、代替不可能性の度合い

は強いものだ。思想を書き表していく詩作や評論は、そんなに難しいとも思えない。人に語

る様に打ち出し、長いメールを打つ様に残していくだけだ。吉本隆明という生き方は、労働

者でもありながら、執筆を続けた。知性を行使する立場からは、詩人、評論家という妥当な

立場を形成していった。出来ない選択は出来ないし、結果的に研究とは違う構想を示してい

った。自分としては、日本の思想を覆い被している西洋というものの参照は最小限に留めた

い。吉本隆明であっても西洋の思想を引き合いに出す事は多かった。東洋人と西洋人は、人

種が違うのは事実だ。髪の色や瞳の色が違うという事実がある。歴史や文化が違うというの

もある。日本は西洋化を導入しているが、専門化と細分化を繰り返して、大づかみな理論を

打ち出す事を躊躇している様に見える。西洋人は合理的な思考を繰り返し、自己を他と区別

して浮かび上がらせるが、東洋人は、自己を浮かび上がらせるというよりは他者に同化する

傾向がある。例えそうだったとしても、人間や人生、集団がどうなっていて、行動の原理が

どうであればいいのかを全て一から叩き上げる事が出来てもいいのではないか。人生に目

的はなくても、思考されたものは共有されていく。そういうのを吉本隆明は実証して来たよ

うに思う。ただ生きることを付け加えるだけだというのは、実際には思考によって意味や願

望をシンプルなものに落とし込んでいった結果ではないか。思考する事と、新しい考えを発

生させるのは賢い生き方のように思う。新しい人間はそうやって、ただ新しいものを付け加

えるような観想的生活を送るのかも知れない。そして知が一定に達したら、人間の限界を素

直に受け入れ、願望にも限界を設定し、目的のない地平を死ぬまで進んでいくのだろう。神

との遭遇などないし、それは虚しくもある。神という発明があり、人間を作ったのは、この

宇宙を作ったのは誰かと問う。存在の根拠を欲しがる。人間は父母からゼロ歳として生まれ

てくる。アダムやイヴがいたわけではない。楽園が在ったわけではない。この地球上で生物

は繁殖して来た。五千万年という様な期間で生物は人間を形成して来た。人間は大して起源

を遡れない。記憶は一から生成されるのだ。眼を閉じても生きている人間は、眼を開いて物

を掴み、加工する。地球は眼のある生物が繁殖する星である。同時に、手、足のある生物の

星でもある。それは偶然かも知れないし、そうでないかも知れない。宇宙人探索に乗り出す

ならば、眼のある生物がいる星を探す訳で、生物の繁殖も、眼がなければ配偶者と接触しな

い。食物も獲得出来ない。そうすると、ただ人生を経験していくだけだ。人類の、地球の卓

越性は奇跡的に眼を生成した事だ。それが世界や宇宙を認識出来て、解明しているのだ。文

化は一般人を、この長い人生で楽しませてもくれる。人間は愛をも発明した。それは本能と

して既に在ったのかも知れない。実際には孤独を歌う詩人であっても、愛を傍らに置いても



良い訳である。パートナーがいたら、心身共に享楽を手にする事が出来るかも知れない。子

供も生まれて来る。吉本隆明は孤独な求道者や僧侶としての生き方を選ばなかった。ここは

本当に分からない。カント、ドゥルーズ、フーコーと独身の哲学者はいた。ハイデガー、デ

リダ、吉本隆明と結婚して子供もいた思想家もいた。ある程度の年齢で結婚してしまうのも、

独身を貫くのも、匙加減一つである気もする。どっちに触れるのも、期待と意気込みの一突

きを出すか、出さないか、だ。吉本隆明の様に、孤独に耐えて来た人が、でも女を手に取っ

た、ただそれだけで結婚してみる。一言、結婚しよう、その前に付き合おうと切り出す。好

きとか嫌いとか感情の問題ではないのかも知れない。結婚は多大な責任を背負わせる。好み

や、満足に対する評価を責任と秤に掛けたりもする。三十代半ばになると好きな人が出来て

も躊躇いが出て来たりする。恋愛を断絶させた記憶に生きる人が女を手にするのは、グラン

ドキャニオンから飛び降りるくらいの絶叫であろう。自分は仲の良い女性が多少いるが、硬

派でデートに誘ったり、交際を頼む度胸もない。吉本隆明が目的もなく、ただ付け加えるだ

けの人生で、最も壮絶に付け加えたものは結婚ではないだろうか。人生は唯過ぎていくとい

うのは、唯物論的な事実で、学なりがたしでもあり、普通は知性ではなく、他者や隣人と生

きていくのだ。ここまで吉本隆明を読んで来て、生き方に照らし合わせてみると、戦後最大

というのもよく分かる。徹底的に人間の可能性を突き詰めてみた。論理と科学に基づいて、

人生や死を解明した。その上に詩や評論を敷き詰めていった。そして、社会的名声を手に入

れた。結婚した。社会はなにもしてくれないとノートに書き付けていた吉本は、別の意味の

社会を形成していた。そして別の意味の社会的名声を手にしていた。何かを社会という権力

が与えてくれる、という幻想ではなく、作品を作り、別の作家に出会い、出版社に顔を出す。

編集者のなかで、こいつにページをさきたいと思われ、雑誌に載る事で、他より抜きに出た。

自己を突き詰めたという事でもある。言葉というのは不思議だ。語る人によって濃度が異な

っていく。言葉の意外な連結や、新しい可能性の創造がある。人と人の関係に法則を見つけ

ていくし、名誉を生み出すドラマと文化、技術がある。書いていくのは、雑誌記事一本、本

一冊のなかにある言葉たちの埋め合わせであり、言語の意味を連鎖させ、書くのに前後して

言葉は生まれていく。思考と人間は並行する。動物として生きて足りる行為や人間関係とは

別に、思考が思考を必要とする抽象空間がある。思考は論理の辻褄を合わせて、相関係数の

幅を割り出せば、一定の効果を弾き出す。実際に行為を起こさなくとも、スカイツリーから

落ちれば、死ぬ、高い所から落ちれば、死ぬ、崖から落ちれば、死ぬなどと、論理が効果を

弾き出す。実際に行為をすれば、机上の論理の通りになる。前提と効果の相関係数によって

調整されれば、別のエフェクトを連鎖させたりもする。効果の連鎖と、効果の限界を確定す

るか、推定してしまえば、後は言葉のシンフォニーがメロディーの様に連結される。論理が

飛躍しないものであれば、構造として論理を相関させていく。逆に相関係数がゼロのものを

連鎖させれば、それは幻想に他ならない。或いは、死ぬはおもちゃであったり、食べる、の

様な言葉の連結は相関係数がゼロか、微小なものだろう。場合によっては微小にマイナスか

も知れない。そういう連鎖のエフェクトが何かしら得られるのだとしたら、それは価値があ



るのかも知れない。ただ、何かを付け加えるのだとして、行為を付け加えるのならば、自由

を消費していくかも知れない。苦しみのドラマを演じさせるのは行為によるものだ。思考と

絡まった行為がある。行為を慎重に選ばなければならないし、無自覚に生きるならば思考を

複雑化させない事だ。思考と行動によってクラッシュさせない行為の思考上の選別があれ

ば、経験なき知性は力を持ち得る。論理的な排中律や否定性による論理的行為性が、行為か

らの自由を保障する。思考と経験が身体と行為を束縛する事もある。思考は消失するが、行

為的経験が身体を条件付ければ思考は捕らわれ続ける。思考を規定したり特定の結果や管

理をさせるには、行為を選択させれば良い。思考の自由に経験が枠をはめながら、人間は生

きているのかも知れない。解決可能な未来を生きるか、生きられないかは、思考の自由によ

るもので、思考を強いるのが経験かも知れない。そのなかで、何を選ばないかという事にも

価値が出て来る。スポーツマンが成績を上げるほど、学力が落ちたり、それをカバーしよう

と推薦で大学に入ったりする。そうすると勉強をする事になりスポーツの時間が削られる。

音楽家に成るために音楽大学に入れば、後で経済学を学びに大学に入るのは経験が経験を

束縛する様になる。行為を選び、残された経験は、思考と経験を束縛する。経験を前提にし

て行為は増やされていく。何が必要で何を望むのか、言い換えれば、何がなくてはならなく

て、何を望んで良いのか。作家に成りたいと思うならば、どんな経験を望むのか。最近でこ

そ、高校生が初めて書いたような小説が文学賞を取るが、小説を書くのは難しいものだ。第

一線の水準でなければ賞は通らない。それだけの文章の技術を付けるのも難しい。行為を通

過して、思考を回転させなければならない。別の道を進んだ人が作家を目指して良いのか。

正直、まともな小説の原稿四百枚がすらりと書けるようになるには７年くらいかかる気が

する。自分は決して頭のスペックは低くないと思うが、実際７年ほど前からたまに小説を書

いてきた。当然、新人賞に通るものは書けない。計算が合わない。大学での学力は優良であ

った。しっかりしたプロットを頭から終わりまで決める構想力を養うには大量に読まなけ

ればならない。訓練なしには出来ない。これらを作家になる人は一から習得しなければなら

ない。才能があれば技術の習得から他の作品の読み込みまでを２年で原稿四百枚、第一線レ

ベルに考え抜いて、第一作を完成させ、新人賞を受賞する。それならば計算は会う。日記を

書くのとは異なり、文学として完成させる。かなりハードではある。新人賞は二千人程集ま

り、最終選考が５本だとすれば、残りは全部やり直しになる。東京大学や早稲田大学、弁護

士、国家公務員より倍率はかなり高い。このあたりが自分に言える経験の思考である。何を

望んで良いのか。なんでも望んで良いのか。満足はどの段階で得られるのか。諦める事は、

自己の一部を喪失するのではないか。諦めた人は、うらぶれていくのではないか。ライバル

が成功した場合、自己にも他者にも敗れるのではないか。権力に勝敗を決してもらうために

従うのか。勝敗は第三者が与えるのが人間ではないか。社会という人間の上位決定権がある

のが実態ではないか。人間とはなんなのか。何を望んで良いのか。何を望んではいけないの

か。何かを望むのは本能か。人より上にあがりたいのか。そうでなくとも優劣はつけられる

のではないか。そうであれば、実力で選別されれば諦めたり、また挑戦するのではないか。



自分を破った作品が素晴らしければ、敵を愛するのではないか。敗北のなかで磨かれるもの

もある。再挑戦でランクを上げる。一発目から大当たりするより、深いものを身につける事

もある。どっちであれ、名をあげたり世に問うまでになるのは、やり続けた証でもある。断

念せずに続けるのは難しいが、技術は蓄積していく。スポーツマンであっても、競技者から

指導者になる事で次に繋いでいき、新しく見えてくるものもある。シェフであれば、いつま

でも料理に関わっていける。執筆者であれば、考える事を続けていける。諦めは必ずしも敗

北ではない。一人一人のために辿り着く道があり、人生には成功も苦悩もあり、そのクオリ

ティとクオリアは自分で掴みとる事が出来る。成功だけが全てではなく、温泉に浸かったり、

美味しい料理を食べたり、作ったり、スタバで飲むコーヒーや紅茶のなかに安楽が訪れる事

もある。人と共に生きても、一人で電車に乗る旅にも、人生の日々は在る。自分は知性を磨

くなかで、発表の場を頂く事もある、稀有な機会に恵まれた訳で、夢を叶えて頂いた。恩師

が取り上げてくれたり、新鋭集団に拾ってもらう事もあった。それは自分が突き出した、き

っかけの行為による経験でもある。スタバのスマホで原稿を書く時に飲むコーヒーや紅茶

は美味しい。生まれて来た事を肯定し切れる訳ではないが、意義はある様な気がしている。

吉本隆明の唯、行為を付け加えるだけだという思想は、生まれてしまった意味と実在が要請

する単純な事実で、一般の様態を脱ぎ去った場所で見えてくるものでもある。存在する、た

だそれだけに純粋な存在に至る。自分を偽ったり、社会に邁進したり、他者への同化や他者

の同化ではなく、草の上を歩き、人生のブレークポイントとしての原稿投稿による思考の行

為化がある。詩であれ、評論であれ、抽象的思考は身体をも変形する、他者への語りかけで

もある。それは希少であるかも知れない。知らないなんて耐えられないという変性への渇望

がある。結局、一回限りの人生の意味はなんなのか。社会に意義があるとすれば、自分やそ

の行為が受け入れられるという事でもあるし、他者との出会いや関わりかも知れない。今の

社会は、どちらも得難く、個を打ち砕き、他をコントロールしたい様にも見える。そうであ

れば、それらを掴み取ったならば、それは奇跡の様なもので、願望の達成ではないか。この

論考も、大学の頃の教授とのひょんなやり取りから、ネットで流通して頂く事になった。自

分の夢は４割ほど叶っているのかも知れない。執筆という行為と、未来、現在が、経験とい

う領域に蓄積されていく。ただ行為を付け加えるだけという吉本隆明の詩から、見えて来る、

純粋な生がある。着飾らない自分自身がある。心にもない事はあまり言わない。社交や関係

性は少ない。選んだり切り取ったり、失くした関係がある。自分の技術や作品がある。最早

社会は、自分を差し出し、従うという通過儀礼を要求している様にも思える。権力というも

のもそうかも知れない。そういう体制が整いつつあるのかも知れない。一億総活躍は政策的

バックアップに成りつつある。制度的なものに乗せていくのならばまだ個は保たれる可能

性はある。我々は何を望んで良いのか。何を諦めて良いのか。諦めたら、一からやり直して

いくのか。自分の才能や技術は、政策的バックアップでなく、自分で通していくものではな

いか。それは制度的な保障ではなく、関係性や、実力者に問う出会いであるかも知れない。

引き上げて貰えれば、道が見えるかは、それに答えるスキルや自分自身でもある。それは策



略や自己の無化を前提とする社会という開かれた場所とは、時に反対の領域ではないか。才

能と経験が示す本物だけが、引き上げる事が出来、才能に道を歩ませるのではないか。そう

いう人に出会わなければ、才能や技術は力なく潰えていくのではないか。策略や自己の無化

を伴う社会と、文学や芸術は、少なくとも、その経験と技術は別の方法を随伴させていくの

ではないか。自分で出来ない人は、社会の暗い部分に近づくのではないか。他者を受け入れ

ようとか、あなたはあなたでいいんだ、とか、多様性を大事にしようといっても、策略や自

己の無化した人を好きになれる社会というものが出来てこその理念でもあると同時に、人

間はそんなに強くはないのだ。自分も立派な人間ではなく、評論などやっていても社会との

関係はない。反社会的では全くないが、その暗い部分をただありのままに見据えたりもする。

社会の暗い部分を否定すれば、反社会的だという訳ではないが、批判にさらされるかも知れ

ない。嘘と権威を絶対に愛する事を自己の無化した人は要求するかも知れない。都会のビル

やイルミネーションの美しい残余として、暗い部分はあっても当然ではある。そういう部分

が全てを覆ってしまわないように、詩や評論、文学は在るのかも知れない。 

 


