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長いこと「固有時との対話」を読んできた。自分の思考を吉本隆明に近づけようと思索を

凝らしてみた。自分は、現在３３歳でありながら、吉本隆明、推定２６歳に肉薄するのは難

しかった。外堀を埋めるように、現代的なテーマを比較しながら論脈を築いて来たが、現時

点で吉本隆明が甘いと思わせる部分は、概してない。文学作品として、独特の世界観を提示

出来ているように思う。具体的な西洋思想などの知識には穴があるだろうが、この文学作品

には、自分の言葉で語りかける独創性がある。難解だと言えば難解だし、独白を外に出すと

いう種類の文学表現でもあった。自分も吉本隆明を導きとして、対話して来た。固有時と対

話するからには、自分の世界観を広げてくる経験があったはずだ。それは人間として生まれ、

学問に興じてきた事をも示唆している。人間として生まれたとは、一回切りの過ぎていく時

間を通過する事でもある。何かそういうものを無視して、ただ何となく生きている人もいる。

生きる事を、処世術としてではなく、悩んでみる。悩んでいる時点で処世術ではない。何か

を獲得していく事は尊い。逆に、原理がないものは、川面に浮かんでいる様なものだ。死の

時に何を想うかも分からない。分からないまま死んでいくのか。他者との絆は素晴らしいも

のだとは思う。老人になって家族や友人と笑い合い、かつては仕事でも失敗なく全うしてき

た。そういう人は人生の成功者かも知れない。吉本隆明もそうだったかと思う。文学も思想

も苦しみを伴う。この日本にあって稀有な詩を書いた時に、まだ、人生の苦しみと向き合っ

ている感じがある。その後の論考を見ていくと、自分は「ハイ・イメージ論」が一番自由に

書かれた気がしている。なんにしても、西洋の緻密な議論に回収されてしまう。そういうな

かで、読まされている段階の知性は、全く不本意でしかない。リカードやスミスを論じると

しても、経済原理を自分で生み出した方が、聴いた事、読んだ事を書いていくより優れてい

るものだ。思想を機能させて来た吉本隆明は、西田以来の独自の論考ではあった。中身は未

消化なフロイトやヘーゲル、マルクスでもあった。吉本隆明の後に続くには、最早、それら

の西洋を語るのではなく、現象を見極めて書く事、それは、「ハイ・イメージ論」で成功し

たが、如何に早い時期に脱西洋化するかが問われている。日本人のプライオリティーを吉本

隆明は示しかけた。他の論考群も、主題は素晴らしいものであった。日本人もドイツ人も同

じ人間であり、同じ動物である訳で、日本人が語る道徳や社会批評は必ずあるはずだ。如何

に調和を重んじる日本人と言えど、経済体制の歪みや問題点を、場合によっては、人間的な

ケアによって、場合によっては技術のイノベーションによって解消するのではないか。仏教

に根差した無常観や死、認識を他に勝る形で語っても良いはずだ。ギリシャ人やドイツ人に

出来て、日本人に出来ないのはどこに原因があるのか。個人主義という問題も一つにはある。

日本は自分がやらなくても、誰かがやってくれると思う事がある。機械も、株式会社も、産



業革命や資本主義として西洋から導入したものだ。新しいものを生み出すだけの強さが、日

本人にはなかった。もう一つには、論理性、数理科学がある。西洋はロジックによって推論

を弾き出したりもする。そうやって有意性のある法則をひねり出して来る。何が可能で、何

が不可能かも、論理の追跡と推論を持ってなされている。日本は歴史を戴いている実験の列

島の如きである。そして、文化を叩き出す基盤は、幾らか整いつつあるのかも知れない。原

理を割り出すという独自性は、与えられた知識群とは異なる。論理性を叩き込むのは、ネゴ

シエートや損得勘定で培われるものでもある。同時に、個性を強めたり、目的を獲得すると

いう意識は、日本においては薄いのは事実だ。日本の知性は、しかし、一対一の定義と細分

化によって、基礎固めするには良く慣らされている。ジャパンインテリジェンスに足りない

のは、文脈を編む論理の連鎖の形成力にある。そう断定するのは、あながち過ちではない。

良く書物や人物を検討すれば、そうなる。なにかを理解するよりも、前提を積み込む作業が

足りない。日本の思想や哲学は、全て理解する事を書いているだけだ。理解した事を書いて

いるだけではダメで、ではなんなら良いのかというと、後追いせずに、何が問題になってい

るか、ないしは、問題になり得る事を数手先の論理まで読み込みながら、何を語れば良いか

を割り出していく。大学においても、講義を聴くだけではだめなのだ。評論や実作で自分の

論題を示していく必要がある。それは、たった原稿五枚ですら効果があるものだ。結局勝負

は紙の上で決定される。科学論文ならレポート何枚かで良しとされるかも知れないが、評論

になると、原稿数百枚以上を必要とする。大学での論文は、演習、講義、学会で仕入れた知

識群の中からなぞって書いていっても良い。問題は、日本の人文系の研究が、二次創作にし

かならない訳で、倫理の受験でさえ、詰め込みの暗記になっている事だ。フランスの高校生

は、フルキエの「哲学講義」の様に、知識の暗記ではなく、論脈を形成する事が出来る。日

本の受験倫理では、オールポートの主張に適合するのはどれかとかいうレベルである。オー

ルポートなどは大学の心理学科に入ってやる様な代物で、そんなところまで暗記しなけれ

ば大学に入れないのだ。そうであれば、オールポートの著作を読ませていなければならない。

それは大学で、或いは大学を出てやる事ではないか。そういうぶつ切りの知識を詰めたり、

大学レベルの知識を要求するならば、それは機能するのだろうか。真っ当に知識を入試レベ

ルに持っていくならば、最早、大学の教育は必要ない程に思われる。オールポートの主張の

正誤を付けるには、オールポートはこういう事を主張したと言うだけでは、教えた事になら

ない。何故ならオールポートのどの主張が問われるか分からないからだ。そうすると、オー

ルポートのどの主張が問われても正誤が出せなければ、確実に一問を解けるまでにはなら

ない。逆に、オールポートが出れば一問取れる人は、オールポートを学習している必要があ

る。付け焼き刃でこの問題は解けない。それは、歴史の代わりに倫理を選択するならば、歴

史上の古典くらい読んでくださいよという事でもある。カントやヘーゲルは読んでおくべ

きかも知れない。それらを問題にするには、やはり暗記でポイントを絞れるものでもないの

だから。いくつかの主張を暗記にしたところで、理解した事にはならないのだから。そうす

ると、日本のセンター試験を九割解くには、大学レベルに踏み込まなけれならない様だ。こ



の原稿を書いている時点で、芸人が一流講師を付けてセンター試験を受けたが、四割程度し

か取れなかった。そういう芸人ネタがあったが、日本の教育は良く分からないという実感が

ある。むしろ、フルキエのレベルに知識を落として、大学でやる事は、大学でやらせて、積

み上げ方式にしないのは、日本の思想的状況を示している。逆に出来ないからこそ価値が際

立つという視点は出せるが。アメリカの高校生は三角関数や解析をやらない様な事を聴い

た事がある。大学に入って三角関数の解析をやる様だ。理科系教育は当たっているのかも知

れない。人文に至っては結局、日本の大学院から生まれるのは二次研究でしかない。それら

の専門性を押し退けて、ないしは、専門性という模倣を通してなにを語るかが問題な訳であ

る。しかし、人生においては、大きな論考はそんなに連発出来るものではあるまい。最初に

なにを書くかが重要ではある。三年や五年、カントやドゥルーズで論文を書く事に専念して

いると、そこが達成目標になってしまう。そもそも、抽象的な主題を引いて来るのはそんな

に難しい訳ではない。日本人にも十分捻り出す事は可能だ。例えば、輪を乱さないで順応す

る事を考えて、そこの主体性のなさが、何故もたらされるかを考えるとしよう。順応する事

は、社会から導入されるとする。ヘーゲルの絶対精神もそういう論脈だが、何故そうなるの

か。自由はないとする。それは才能のない社会人の嫉妬ではないか。人間は何があれば満た

されるかを考える。いい女を所有する事は優越を示すか考える。花は摘んだらしおれてしま

うという。女は劣化する。社会の内部で賞賛されるなどは、他の隣人から許されるものでは

ない。社会の内部で優位を確保したいのが、人間の本能ではある。ましてや、社会の構成員

として義務をこなしていればこそ、ぽっと出の下積みと義務をこなしていない人が自分よ

り優位に立っていいのだろうか。日本においては、隣人や新参者が先に行かない様に、管理

される事を望む本能がある、かも知れない。それ以前に、見せ場が欲しい場合、役職から何

かを与えてもらうという様になる。上役から与えてもらうためにでへでへしているうちに、

自ら進んで管理される様になる。では、権威を与え、社会を取り仕切っているのは誰かと問

う。こういったものが、構造と構成要素になっている訳だ。東浩紀の著作で、管理社会とし

て、権力を実行しているのは官僚だと発言していた。たしか「リアルのゆくえ」だっただろ

う。官僚は日本に数十万人いる。それだけ難関試験を突破し続けたエリートが集団をなして

いる。凡庸な一般人一人を管理するのは容易くないか。管理は人権に反さないのだろうか。

不可視の権力などとも呼ばれた。違法状態は違法であるだけで、裁判や証拠に実証されなけ

れば、違法を公証する事はない。法は犯す事も選択肢に入る。行政活動には公定力も認めら

れる。行政の行う行為は、訴訟によって違法が確定するまで合法である。特定の病者に偽役

を与える指示をだして悪化しても法律違反にはならないのだ。行政の行う管理や監視は、証

拠を立証出来なければ、妄想として退ければいい。裁判や証拠によって立証されない違法は、

厳密には違法とは言われない。証拠のない違法は、公定力を覆さない。違法か違法でないか

は、合意にもよる。自分を明け渡して見返りをもらう。それはコンセンサスによる契約でも

ある。それが伝家の宝刀である、権利には義務が伴うという論理上の帰結である。損害だと

思えば、違法だと主張するかも知れないが、利益だと思えば、自分からやって下さいと言え



ば、違法ではない。同じ違法行為であっても、合意があるかないかで、合法に転換出来る。

合意を取り付ける事と、自分を預けて管理される事が違法性を行使する権利になる。国家の

中枢は、どこであれエリートの専門集団である。この議論においても、官僚に任せておけば

良いというのも幾らかある様に思う。個人を成り立たせるとか、プロデュースするというの

は、管理社会の一環であって、ついでにやっている程度で良い。地方行政は、県職員や市役

所の職員に任せておいても、それより上位の官僚は数十万人いる。行政はかなりの人数を有

する。これらが企画する指針や実行力はかなりの精度を上げるだろう。個人をどう管理する

かが、自由や人権との兼ね合いで、思想の論点になり続けてきたのは、近代の人権思想から

現代の構造主義まで変わらないものだ。それは生理的な嫌悪でもあるが、実際には、行政の

付随する活動でしかない。そこでの失敗は、個人を失敗させる事になるが、福祉政策や教育

制度、社会的インフラの整備で幾らか拾い上げる網にかかるかも知れない。重層的に生きる

事や制度を張っておく事で、一気に転落する事を回避する様に設計されている。行政は指導

を授けるという側面があるという。官僚や国家が助言の上で一般人をプロデュースすると

いう事があるような文書を見た事がある。しかしそれはどこでも白日の下で語られない。管

理社会の実際という書物を誰も書かない。管理社会の後ろ盾がある人が増えれば、指導を受

けていない人は、独力で国家レベルに対抗しなければ、有意義な行動や労働の実体化、願望

の達成が成されない。となりで脚光を浴びていたライバルが、管理社会の指導のもと、成功

を収めたのだとしたら、敗北して去って行くものは国家に敗れた事で、他者にも敗れるので

ある。才能を現して行くのに限界点を示さなければ第一線に出れない。スポーツの様に、小

学校や中学校から始めるものはまだしも、限界を示すのは、まさに知や文筆に求められる。

大手はもはや指導と管理の範囲内であると言い得る。純粋な才能が出される事もあるし、ど

この場合かにもよるが、それらを押し退けて出て行くための道を吉本隆明の様な本物は辿

るだろう。逆に、管理の後ろ盾を持つ不当性を廃止するには、客観的にみて自分たちの力で

ない者は表に出さないというのが自然だ。そうすると指導はしないか、指導の内容を不当性

を含めて堂々と公開する方が、秘密化を回避する。不可視性や暗黙の了解を表に出す方が自

然だ。ヘーゲルの時代から、宗教、芸術、哲学は国家において存立すると言われた。絶対精

神としてそう叙述された。確かに一人の個人よりも、数十万のエリートをバックにして指導

を受ける方がレベルの高いものが示せるだろう。公共の富や配分論でもそういう帰結は生

まれる。では、そういうヘーゲルの哲学も、国家による絶対精神によって成り立ったという

事にならないか。良くあるゴーストライターの様に、こういう風なのを書いてくれというと、

国家がそれを書いてくれるというのだろうか。ヘーゲルの絶対精神として、芸術や哲学が国

家によって成り立つならば、どうやってヘーゲルは哲学を書いたというのだろうか。ヘーゲ

ルでなく、国家がヘーゲルを存立させたというのだとすれば、それはなんなのだろうか。逆

にヘーゲルが書いたが、国家が指導したおかげで出来たというのだろうか。結局、従い、与

えられ、他にくやしがられ、勝つ事が出来る。行政指導が実権を握っている。数十万のエリ

ート集団。個人もしかし、弱くはない。日本においては、義務教育や専門教育、独立行政の



教育機関はある。出版社による知の集積。個人対個人の意外な連結が生む偶然の跳躍があり

得る。やり直しによって、何かの表現を残していく。二十歳前後で脚光を浴びせる風潮から、

やり直し群の見せ場を全て奪われ、独占されている。それは現実の厳しさでもある。事実は

示しておいた方が親切というものだ。実際には実証出来ないが、管理社会、不可視の権力な

どという見出しと共に、配分的正義、コモンウェルス、システム論、権力論、絶対精神など、

指導の上で名誉を得る、ないしは自分でやる、出来ちゃう、管理される、栄誉を配分される

という思想は多い。音楽ではでかい賞を取った人が代作だったという事がある。出版界にも

ゴーストライターという標語は漂う。そうであれば、バックアップされるかされないかで、

願望の達成に問題がある。スポーツは、一流のコーチを付けるにしても、自分でやってみせ

る。音楽であれば、ゴーストライターに作らせても、自分で演奏してみる。小説家であれば、

代作に出してもテレビや取材を自分で語る。そういった事が要求される。問題は、バックア

ップが得られない人が、バックアップを得た人に負ける事だ。勝者と敗者が確定するなかで、

勝者は、同じようにやっていた生身の人間関係だった。勝った事で見下す様な形になる。権

力の残骸は、社会的な敗者である。どういったものが願望であり、どういったものが社会的

な栄誉か。スポーツ、芸能、芸術、文学といった技能があるかも知れない。学歴、職歴、結

婚、恋人というものが焦点になるかも知れない。問題は、単純である。金の有無もそうだ。

願望のどれかを与えてやればいい。バックアップであればそうだし、自分で掴み取ってもい

い。配分論は、この自分で掴むという立場が紛れ込めば、公平に配分出来ない。さらに、最

近の配分論は、素質を見積もって技能や作品を授けてしまうため、ゴーストライターの様に、

本当には出来ないのに出来た事にするため、逆に出来ない人が本当は出来る様な立場にな

る。権力とはそういうバックアップされた人を集めた確率は高いかも知れないが、それは問

題ではない。なぜならそういう配分で成功を授かった人も、実力で権力に食い込んだ人も両

方いるからだ。そうであれば、不可視の権力の不可視の部分を透過してみればいいのだ。あ

なたはゴーストライターを使って自分の名前で出した事がありますか、とか、賞を受賞した

が、初めから貰える様になっていましたかなどを統計を取るのだ。入試の推薦を貰うために

見返りを払ったか、昇進試験の解答を貰ったか、期末試験の前に担任に指導を仰いだか、国

家試験の解答を貰ったか、裏口入学をしたかなど。これらは年代別、業界別にどう分布して

いるか。それらは正直なデータが収集出来そうにないため、つまり隠すのが普通であるため、

初期データを請け負い人から集めて、乱数発生法などにより、どれくらいが関与しているか

を見ればいい。 
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吉本隆明の「固有時との対話」から、最後のページを引用したかったが、漢字が変換出来

ないものが多数あり、引用を断念した。１９５０年に書かれ、１９５２年に出されたものだ。



戦後に一息ついて、ひっそりと、或いは堂々と書かれたのだ。心理統計でも、３５歳あたり

で、学習能力や気力、意欲は半減するという。二十代半ばから後半は、学業期を終えて、独

自の方法を確立する上に、無理が効く精力的な時期でもある。中年期には、それまでの蓄積

で出来る部分も大きくなる。２６歳で力もありながら、社会に対峙するにはささやかに書か

れたのが、この詩でもある。詩で表現する事は、言語表現としては取り付きやすく、そのな

かで難解さも示せた様に思う。そして、文学系より、経済学や工学の分野でこそ、理論的に

論じるという知性を感性に紛れ込ませるのかも知れない。では、これより、最終考察に入る。

吉本隆明から醸し出される、何者にもならなかった自己というものが捕らえられた様に思

う。芸術や才能を武器に、それを職業にしたい、第一線に出る事を意識して一貫して書いて

来た。詩の雑誌はどれも、設立時には載らない人たちを掬い上げるために、旧来の文壇を廃

して立ち上げるが、やはりそれらも、出版業としてやっていくために、新参者は出られなく

なっていく。吉本隆明は、この後に書かれた詩で文学賞を取っていく。若いうちの学生から、

自分の足で立ち、自分の手で稼ぎ出さなければならなくなる。その移行は難しいかも知れな

い。夢を掴むといっても、就職の時期を迎えてしまうために、勝敗は早いうちに決する。社

会が与えるものが勝者になっていく。吉本隆明の辿った道は現在でも可能だろうか。群像や

文学界は厳しいだろう。小説という方法の優劣の示し方や日本における限界も見える少数

生産体制。詩人なども価値を示しづらい感じではある。評論の道は狭い。それでも、それら

の領域の論客は厳然といる。吉本隆明が実際どうだったかというのは、ここに書かれた通り

とも限らないし、一つの仮説としての論脈でもあるが、吉本隆明は、苦悩や思索を抱えたま

ま、大成功した人物だという事だ。苦悩を抱えていたとは、吉本隆明の言述から推察したも

のだが、実際に苦悩していたかはわからない。実際の吉本はどうだったのか。家族や文壇の

仲間とのやり取りも重厚なものだったかと推察する。親鸞とか神道、聖書と、書けるものは

書き散らして来た感じがある。しかし、概して、理論家という要素がいくらかあるにしても、

学徒として解明する事に一生を捧げた様に思う。人間を、神秘を、西洋思想を、経済原論を、

文学を。分かった事を書いている限り、西洋の追従でしかないのは散々考えて来た。これは、

西洋か日本かという以前に、研究か独自の論考かという所以である様に思う。自分の論考を

書く事で、全く新しい土台を作る。多少レベルが低くても良い。吉本隆明、丸山眞男、大森

荘蔵など、ごく僅かな独自性しか日本にはない。職業報告の様なレポートでもなく、文明や

人生を堂々と、正面切って論じて良いが、何故そうならないか。生きる事を限界まで詰めて

いくとして、それは暫定的に思考によって成されても良い訳である。場合によっては、カン

トやハイデガーならば良いが、無名の者が自分の思想を語るべきでないという同調言説も

あるが、それでは日本人は猿真似しかしない潮流を増大させる。要は程度次第である。誰で

も最初は一年生である。新しい視点や理論を打ち出していけるのならば、目立つのよそうよ

と言わずに溜めていく事で、いつしか日本が、ドイツの様に、フランスの様に、独自の論考

が沢山出現する国になるかも知れない。自分は吉本隆明論を書いて来た訳だが、その分野の

論考はまだ少ない。漱石あたりを論じたり、宮沢賢治を論じるものはいくらかあるが、吉本



隆明を論じるのは今後出てくるか、だんだん忘れられていく人物になるか。自分は、自分の

論考を書く算段で近年やって来た。評論で独自の論考を残して来た吉本隆明から学ぶ事も

いくらかあった。やはり、西洋の哲学、思想を突き合わせながら、日本人が何を語れるかを

考えて来た。そうすると、日本人の特性を語る必要も最早ないように思う。近代化を経て、

現在の日本の科学水準と、文学の世界から叩きだす思索を示していけばいい。日本の情報工

学やプログラムは水準が高く、その段階で、認識と存在を確定する作業もだせるはずだ。不

合理なものを合理性からセパレートして、民俗学や文化人類学、精神諸科学を語ってもいい。

吉本隆明は、イメージ論や幻想論、都市論、心的現象と論述して来た。大森荘蔵は、認識の

流れをトレースしていた。まだ、いくらでも日本人は論じられるはずだ。日本の現在のドゥ

ルーズ路線で出て来た論客は飛ばして思いっきり思想をやってしまえばいい。軟弱なやつ

らには、柔らかい論評を書かせておけばいい。日本から発信していい。サイエンスを思想に

してもいい。サイバーパンクをやってもいい。未来を予言してもいい。人間と神を蹴っ飛ば

してもいい。揺さぶっていく存在と、不幸を搔き消す喧騒の臨界にある、あなたの思考と現

実や認識がある。あなたは書ける。吉本隆明に続いて欲しい。吉本隆明がいなかったら、日

本はしょぼかった。あなたの思考を聴かせて欲しい。西洋を下敷きにしないで、フライハイ

トな、高く飛ぶために、人工衛星は、地球を回っついる。もはや地球を離陸した人間は、機

械は、次の世代に問いかけている。それ故に、思索の闇を渡り切る難しさもある。苦悩に潰

されなかった人や、不幸に立ち向かう姿勢を奪えなかった人は、もう一度、原稿を持って帰

って来る。脱落した人は、前を向く限り、誰もいない地平に現れるでしょう。その途中で家

庭を築いたり、野垂れ死ぬ人がいるでしょう。それは比喩に聞こえるだろうか。人生って、

そういうものでしょう。意識は、消失したり、恒常性を持ったりしながら、宇宙を想像出来

る。新しいストーリーや未来を構想出来る。概念を駆使して抽象的な事柄を描く事も出来る。

堕落するかも知れない。人生や労働が成り立たないかも知れない。社会を呪い、成功した人

で威張っているやからに憎悪を感じるかも知れない。嘘によって成り立つ様な成功者を地

獄に落とそうとするかも知れない。社会に入れない人の行動は収束していく方程式に弾か

れるかも知れない。社会に取り込まれた人から行動の自由は縮減される。夢の叶った人もい

るだろう。しかし、スポーツ、芸術、芸能、どれも潰えていくか、地方で受容される程度だ。

夢は叶うなどは嘘である様に思う。もし、吉本隆明の後を行く人がいれば、夢を現実にする

だろう。その前提として、ハイデガーでもドゥルーズでもなくて、自分の思索を語るだろう。

吉本隆明を論じるには必然的に、独自の思想、戦後最大などがちらついて来る。ジャパンイ

ンテリジェンスはそうして形成される。この初期の作品を読んで来て、希望と労働が前傾に

出された形になった。まだ、知性を示していきたい。だけど働かなくてはいけない。今で言

うニートだって、能動的ニートがいる訳で、彼らはイラストを書いたり、小説を書いたり、

何かをやっている。現在の統計では、ざっくり言って、大学を出ても三割は就職しないと聴

いた事がある。自分の友人も三年以内に仕事辞めたのがいる。現在は三年で半分辞めると言

われている。三年を六年にしたら更に増えるのではないか。そうすると大学を卒業して三年



後に最初の仕事を続けているのは三割という事になる。これは必然的にやり直しが一般化

せざるを得ない。やり直しの時に、ちょっと夢を描いて、理想に近い、現実逃避に走っても

いい。自分は自分にとってかけがえのないものだから。他人は笑い飛ばすかも知れない。仕

事辞めてざまあみろと思うかも知れない。自分は友人が二人仕事を辞めた時に、ざまあみろ

とは全く思わなかったが、何故かすがすがしかった。本人もまだ若かったから楽しそうだっ

た。そのうち一人は三十歳で社長になった様だ。職種も硬いし、株式会社設立という流れに

なった様だ。全体的な結論を言いおう。夢の叶ったアスリートなどが、良く口にする、夢は

想い続ければ必ず叶いますというのは、確率からするとほとんど間違いです。或いは、諦め

たら、想い続けるという条件を外すために、叶わないのは諦めたからだと言える。自分の周

りで、夢を叶えた人は金になっているプロという意味では居ません。皆無です。好きな人の

お嫁さんとか、お花屋さんを開くとかなら良いのだけれど。吉本隆明は、この詩で、詩人、

評論家を諦める宣言をしかけている。労働者になる決意をする。しかし、労働をしながら、

後に夢を叶える。自分の周りには夢を叶えた人はいない。一万人が一万ブロックあって、日

本という国は存在する。サッカー選手に一万人なれても、それはランダムに一万人の日本人

を連れて来て、一人しか居ないのだ。一万人がテレビで音楽を奏でるとしても、ランダムに

選ばれた一万人に一人しかそうなれないのだ。夢は叶うとは、夢は現実でないため、叶わな

いから夢なのだ、夢まぼろしなのだ。しかし、現実のなかで、夢に類似した現実を実行する

人がいる。戦後最大。誰が超えていくだろうか。日本にそれに類した人はいるだろうか。東

や千葉という名がちらつくだろうか。いくらかはそうだ。吉本隆明を越えるだろうか。一万

人に一人ではなく、一億人に一人の夢に類似する現実を実行しなければならない。まさに、

一万人に一人ではなく、一億人に一人を更新する人にしか、実際は夢が叶ったなどというさ

ぶい言葉をくちにさせない。自分の周りに、地方で受容されるミュージシャンはいる。東京

で演奏するバンドマンや CD何枚か出した程度の人はちらほらいる。一応プロもいる。でも

くえてない。夢は叶ったような錯覚を行使する。しかし実際はテレビに出る事も、一般に認

知される事もない。だんだん諦めのムードと言論が漂ってくる。そうこうしているうちに年

齢だけ上がってしまう。顔も劣化していく。吉本隆明は、２６歳でこの詩を書き、２８歳で

私家版として出した。まだ可能性は残っていた。夢は叶う。念仏のように夢は叶う、夢は叶

わないと繰り返してきた。実際には良く分からないのだが、確率的には叶わない人ばかり周

りにいた。芸術や文学は、目指す人も多いし、やっていて面白かったりする。一般の仕事に

切り替えて成功している人は、いると言えばいる。仕事をしないで夢を追いかけてはいけな

いのだ。「固有時との対話」の主題は、そろそろ働く年なんですという事でもある。無残だ。

バンドマンや小説家予備軍は無残だ。しかし、それらこそ、最も夢のようではないか。スポ

ーツもそう。医学部編入とか、会計士試験、ロースクール入学、政治家、秘書、希望や、そ

れに敗れる絶望はまだある。４０歳過ぎても希望はあるだろうか。宗教活動、若い女と付き

合いたい。実際、希望や夢に飽き飽きする。いくらか、年齢と戦い、社会水準と戦わなけれ

ばならない。偏差値６０で地方レベル、一応プロ。偏差値７０で全国レベルと言ったのが社



会水準かも知れない。本当にいいものは、それが人に届けば支持されるのではないか。一般

人には良く分からないが、マニアが好むという事もある。「固有時との対話」もそうだ。一

般人には分かりづらいが、知的な人や、同業者からすれば、結構すごい。難解ではある。中

身を良く読むと、繊細な事が語られている。知性に限れば、既存の出版はどうしても通俗的

にならざる得ない。自分が書きたい事を書くならば、自費で刷ってくれという事だ。大学教

授ですら大半が助成金などを大学より支給されて出版している。そこにおいては、一般の自

費出版と認識が異なる。専門書や学術書は、一般の人が読まないのだ。一般であるならば、

一般の読解可能なレベルで書かれなければならない。難解なものは、作者の自己満足で終わ

る。その代わりに、学者の書いた一般書や、作家の一般レベルに落とした、ないしは読み易

く書かれた質の高さ、均質性、筋の設計の高さが求められる。自費出版の強みは、作者の本

当に書きたい事を書けるという事だ。その費用負担が問題にはなるが、出版社の縛りがない

自由を諸刃の剣としながら、本格的なものを書ける。それは商業出版がやってもいいが、売

り込むのは難しい。こんなの一般人は誰も読めません、というレベルのものを数万部刷って

採算を取るのは難しい。日本中で、数百人しか読めない様なテクニカルなものをドロップア

ウトしてもいい。詩が難解であるのが許されるのも、プロダクションアイジーや押井守のア

ニメが難解であっても、媒体がイージーだからなんとか消化されるのだ。批評や評論が、難

解であって、どうにもならずに、しかし、何か異質な、まだないものを到来させてもいい。

既存の専門家は、自分たちやその信奉する西洋思想家に眼を向け続けたり、囲い込みをする

かも知れない。一般から出て来るものは、専門家より遥かに知っているのだ。そう言ったも

のが、配信されたり、残されていけばいいのだ。出版も芸術も、それ自体、権威や配分を担

う、社会的な生産活動の側面もあるのだ。吉本隆明を考えれば、成功の秘密がある。何故、

工学の大学から思想家が生まれるのか。何故、評論家になるのに、詩人として始まるのか。

何故、それで、戦後最大なのだろうか。最大はいつまで最大なのか。そして、戦後はいつま

で、戦後だろうか。詩人はいつまで、詩人だろうか。永遠は、いつまで、永遠だろうか。私

は、いつまで、私だろうか。夢は、真実は、愛は。終わりというものは、在るのだろうか。 

 

 

 

 


