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善も悪も存在しないフィクショナルな空間があると仮構する。空間には情報だけが散乱し、

廃墟かショッピングモールを徘徊するかのように、意識は動きまわる。意識が受動して変容

していくサマは、ビーカーに入れた、培養液のようでもある。その粘度や固着、蒸発の力学

がいかにして生み出されるのか。意識は様々な状態を、まるで視覚による造形化が可能であ

るようだ。 

純粋に思考によって表現されたオブジェクトによって形成された視界。そこでは、共通して

獲得される認識へと凝結される形成物が散乱する。 

進化を生成する限界を策定する。人間に許された領域と、人間の限界、死に帰着する諸行為

から、他者への巻き込み、言説の巻き込みと配架。 

例えば、政治というフィールドは、政治家というプレーヤーに様々な利害関係者の観客がい

る。官僚かもしれないし、外国人、スポンサーがいるかもしれない。 

しかし、実権を担うのはゲームの世間評や視聴率として、電飾から配架され、電波を変換し

たモニタを眺める一般市民である。 

臨場感溢れる現場の感覚は、いつか、市民の求めるものと、別の高揚感から解離することを

示したりもする。 

アウトサイドの実権を握る論理と、現場のフィールドの論理を接合するのは、二つのビーカ

ーを混ぜ合わせるようなものだ。 

当然現実はフィールドで形作られるが、文字通りそれを眺める市民の冷気を浴びることも

ある。 

これらは、言説の形成と、人間の行為の一般化とモデルを提示するし、人間の限界も露見さ

せてしまう。 

現実もフィクションも、他者の巻き込みも、一人の意識の試行と現実や世界への行為も、究

極的には一人で世界を揺さぶることは、文字通りには成し得なかったのには、まずは現実と

して実績を作った上で何処までフィクショナルな試行を現実化するかにかかっている。 

そうなると、それまでの現実行為と、関係者の経験と現実を全て、世界への影響力として動

員しなければならない。 

そういった組織化を、現実に、秘密を共有する形で成し得る可能性は有るが、冷やかな視線

と、何処まで秘密の共有が人間を憎むことに耐えられるかが、善なる世界観の維持に向けら

れる。 



よく、善と言うものは相対化されたものに過ぎないという。だからこそ悪に耐えられるかが、

名も無き市民にも通用するのかという問いが仕掛けられる。 

しかしそう言ったシミュレーションは、フィクショナルな問いであり、現実を構成するかに

は、良心の麻痺をも要求する。 

此処に於いては、善の相対化は、人間を良くも悪くも現実に耐えられるように変形するだろ

う。 

そこに於いては、フィクショナルな問い掛けと試行が高度な形で、或いは歪められた形で行

なわれるだろう。 

街を徘徊するように、思考の論理を経験し続けるのが、人間の現実でもあろう。 

やがて人間は文字通りのフィクションを取り込んだ、フィクショナルなシミュレーション

や、現実構成に耐えられるだけの経験を生み出すことになるだろう。 

 

 

意識の感受する者がフィードバックさせる基幹関数があるとする。 

例えば 

f(x)=ax+b 

があるとする。 

この関数を axをループさせ続けるとして、f(x)という意識を微分し続けるのは aになる。 

係数 a こそ変形させるものであり、一義的存在 a は絶えず変動している係数的な傾きでも

ある。 

この大文字な記号でない傾き aは、整数倍になることもあれば、2/aのような場合もあれば、

1+c/aのようなこともある。 

主体はパラメータで変形して行くと共に xは時間の進行によって変容し続ける。aという主

体から来ない一義的な係数も時間と共に変化していく。 

意識の感受がシステマティックになる場は、文学が読み手を誘い込む場合、 

f(x)=a 

という、xを待ちわびる構成が出来上がる。 

場合によっては、幻想の構築が成されることがある。 

暴力が讃美されるサブカルチャーは枚挙に暇がなく、作品内部での悪役が様々な規範に反

するし、ミステリーでは正義を語る犯行が感動を生む。 

概して善悪が主体内で錯乱していく。 

フィクショナルな空間では、善悪の線引きが難しく、目的の為に権力者に媚を売ったり、自

分に妥協したり、うそぶくことは意識内部では善とも悪とも付かない。 

場合によっては、集合した人格同士の調整や、ストーリー内部での時間軸を善悪が錯綜する。 

そう言った場合に、人間の意識は善悪のストーリーが日々情報によって撹乱されている。 

幻想とは、そう言った簡単なフィクションによって構築されることがある。 



人間を待ち構える、 

f(x)=a 

は、これまでに構築された世界であり、aは、xが世界に出会う限り、その都度の見えてく

る現実、君だけの世界でもある。 

 

 

異常性のマネジメントが遂行出来るかは、現実を構成する上で重要なだけでなく、フィクシ

ョナルな空間での情報の精度を上げていくことになる。 

真性の論理結合に、流れを止める、ないし切断する論理を織り込む。それは、フィクショナ

ルな空間に幻想の論理を編み込むことの技法になるか、現実構成の意識の錬成にもなる。 

だからと言ってそれは、目的の喪失に繋がり、人間性の剥奪へと繋がるかは解らない。 

人間の行為の現実可能性と、再現性の問題が、生きる意味とどの様に結ばれるか。喪われた

物を望み、取り返す手段と充足感の情動的質。 

逆に目的の遮断、停止でどこまで生体的に耐えられるのか。別の要素で不足が出るほど求め

るか。 

過剰な悪があふれでると、意識を超えて現実への対峙が人格の形成パターンに嵌まり込む。

現実の拒否か、嫌悪感が発生する。嘔吐する意識は吐きだすものがない。身体的、情動、衝

動に気質的変容をもたらすのが、如何に身体的、行動、経験的に耐え得るのか。 

人間は言葉を喋る生物である。その一生で神話や超常現象など起こし得ない。テレビのUFO

番組などを日常に持ち込むのは愚かだが、フィクショナルな空間での意識の変状や意志と

しては妄想することが出来る。 

言葉が身体を撹乱し続けるならば、言葉の大量消費やメディアイメージが身体を改変し続

ける。 

身体をプログラムする、書き換える程の意識変容。 

デカルトの実在的区別は、身体と精神の区別であるが、時代は高度文明を誇り、フィクショ

ナルな空間で、超常的なフィクションがイマジネーションを身体に刻み込む。 

身体は意識によって引きずり回される程になりうる。 

リングを右にするか左にするかというような行為によって、女性の意図にフィクションを

読み込むことで、情動的身体性を動かしてみる。 

右にしてみたり、外したり。それは、見た人と意図に対してシミュレーションを仕掛ける。

思考を巡らせるのはフィクショナルなものだ。 

言語を割るとか、微分する、足す、引くなどの操作は、言語の意味内部の変容や、フィクシ

ョナルな空間の位置変容を伴う。四季は、引くことも、足すことも可能である。牛丼を微分

することも当然可能である。今日食べた吉野家が、明日には松屋のカルビ牛丼になっていた

としても、現実でも、シミュレーションだとしてもそれは空間の思考である。時間というも

のは引き算出来ないが、マイナスの時間をたしたり、行動を無くすことは出来る。まだ現実



になってない行動をシミュレートしてみるわけだ。夢の様なシミュレーションや、夢の様な

現実を生きてしまうと、時間が生命の成熟を逃してしまう。きらきらした成功のなかに、上

手くいかないゆえのシミュレーションは働かない。そこで援助や公共のウェルスがシミュ

レーションを遮る。フィクショナルな空間を埋める論理と、外していくシミュレーションや

道筋を列島改造のような乗数性を空間にもたらす。 

 

 

変形を規定し仮構するとはどういう事態か。 

1/3x+a=7 

x+2a=5  

二つめの式を 1／3倍すると、 

xが変形されて同値になる。さらにマイナスすることで意識の他変項の差異が求まる。同一

性によって差異が接触する。牛丼を食べる。すき家にいく。キムチを乗せる。韓国へ行く。

あまり友好的でないなどの状況など、すべて関数支配による連結性としてシミュレーショ

ンするまでは、たとえば人工知性にも可能であろうか。 

線形代数の掃き出し法によって、変数の係数が 1になることで、変形が規定される。同期性

を同化するという事でもある。原光景というプロトタイプ を変数的であり、関数的な要素

に同期させていく。共感は、ランダムな感受性を同一化させる。 

文脈は外すためにある。 

弾き出す数値の一致と区別された領域の生成である。そこでは、生成と弾き出しが問題とな

る。如何に発生させるか、如何に弾き出すかが生成と区別の心的現象となる。 

行為論的には、隠された原光景を作り込む。 

待ち受ける世界を仮構する場合、意図はそこにスロットを合わせてフィーバーさせる。 

人間の意識も身体もフィーバーさせることは、待ち構える世界の構築に関わる。 

それは人間の歴史にアテンドすることだ。 

オールスロットセルによって細胞を触発していく人間の歴史的表現や事件がある。 

細胞は 60億の遺伝子で出来ているらしい。人体的共一性が数字に指し示されている。 

共通性の発生は、身体構造や、婚姻、労働という人間共通の経験に基づく。人間は人間であ

り、高尚な文化集団というものがある訳ではない。 

経験はフィクショナル現実空間において、やはり世界によって与えられる。 

フィクショナルな空間には誰であっても、共通の世界の断面に向き合っていることに変わ

りはない。 

人間は世界を内化している。 

それが人間の身体に組み込まれていく。 

アメーバ的属性として連結と切断を属性の該当するオブジェクトへ落としこみ、フィルタ

ーをかける。 



先行する係属がある。物語の形成と拡大を実行する。 

思考の回路を切断する解法を設置する。思考を詰めて摘んでしまう事も理論上は出来るだ

ろうか。少なくともここに要請しておく。それは思考のシミュレーションでもある。 

思考と論理結合の進度が、解決や目標に到達してしまうか。行き止まり、思考が陥穽にはま

る、滞留する、いずれ死ぬまでに残したものと教授するもの、存在に付随するものと形成物

がそこにある。ただ、形成物が物である場合は差し当たり問題にしない。 

知を感情によって切断する場合も、感情を知によって切断する事もあり、感情を貨幣によっ

て満たす事も人間にはある。 

思考によって生み出された行為性を含む論理空間を策定し、新たに生み出される可能性を

待望する。 

表現受容の代数的変換モデルの構築と、誤差の発生、線形計画による言語空間と受動される

構成を割り出し、理論化することは未来において文学を科学のフィールドに上げることに

もなる。 

 

意識はフィクションで濁っている。侵食されたフィクショナル空間は、情報とフィクショナ

ルな物語によって意識を現実からは捉えられない像を描かせる。その現実ではないイメー

ジは、根拠のない不確実な像である。 

歴史上の成功に付随する物語が、大衆を羨望に上を向かせるか、ある主体を人生の目的に括

り付けるか。その熱力は、言論の喧騒に存する理想を生成する。その動力源は文化の享受と

して、現代の文明を形成している、欲望の起源でもある。理想に成りたい、言説に参加した

いという目的によって形成される人生がある。生きるということは、文明との同化になる。

目的があたかもあるような言説と物語を私たちは絶えず受け取っている。 

物語と成功の付随した人物を氾濫させることで、大衆は独自の物語を進行させ、そのなかに

存在することが出来る。現実的な空間とフィクショナルな空間が、各主体が生きる心的空間

を形成する。それは、現実的であっても、擬似的な言説によるものであっても、フィクショ

ナルな空間である。 

主体的にフィクショナルであることをも要する。 

現実的なキャリアが対応していれば、フィクショナルな空間で迷うことは少ない。逆にフィ

クションなきリアルによって、フィクションと技術を排除してしまう。キャリアと資質が蓄

積していても、それらが生きるのは、現実である。残されているのは、中断なき現実空間で

ある。それは、個人的な物語よりも、質感の伴った現実であり、フィクショナルな領域に別

れを告げかけている現実空間である。 

フィクションとリアルの二世界を横断し、羨望と倦怠を横断する不毛さが、文明と、キャリ

アの対応である。 

これは、生活者としての労働に於いても横断するものである。 

現実による締め出し、高度化の２つによって、言説による全体性の破綻が招来され得る。言



語によるパニック。 

フィクショナルな空間とは、何かしらの意識の反応が、現実ではない論理や思考作用によっ

て、心的な思考や思考のシミュレーションを発動させる空間である。 

それは現実の経験の関数の逆像としてあり続ける係数 a によってもたらされる世界と表裏

一体の空間である。 

 

フィクションの意図や誤差の修正が共感に内在している時に、それは社会性をも形成する。 

一つのアニメやドラマを見ることは、物語によって意識の原型を歪めてしまう。物語に内在

する誤差の変形や反抗を生み出す。 

フィクションである物語に共感することは、社会的な同一化でもある。 

一方で、ただ知らなかったということや、大衆性は一義的には直接なにかをもたらすわけで

はない。ドストエフスキーの黙示的な語りを読まなかったことが、社会的なフィクションを

形成しないのが文学や思想だといったら情熱が冷めるだろうか。人文科学と社会現象は、読

むと読まれる、書くと理解されるという力学を行動に反射させる。 

たとへ大衆が知らなかったとしても、フィクショナルな空間で溺れることを回避し、現実を

生き、生活者としての個人性を生きることができる。社会性が文学の書くという行為自体に

存在しなかったとしても、個人という言葉が大衆には薄れてしまうならば、語りは、フィク

ションのなかで形成されるのだろう。言説の切り返しをフィクショナルな空間で形成して

いく個人性があるのならば。 

心的なものや、意識が、ストーリーや外部性、概してフィクションを重層化する、ないしは

多層化する過程で、ぼんやりとイメージする像が形を心的に形成していれば、フィクショナ

ルな領域はそこにある。 

そう言ったメンタルや感情を伴って心的に経験する領域はフィクショナルな空間である。 

そこで何をもたらすかに人間とフィクションの存在意義が眠っている。 

まぼろしの様な世界に君も生きている。 

現実の経験が、フィクショナルな空間とは別の充足感や、失望を味わったとして、それだけ

で人間は一生を生きたと言える。 

著者は問うている。 

フィクションが生かす人間や人工知能がある。現実の意義と、フィクションの影響力の他に、

人間を人間たらしめる、ないし、人工的なものの在る理由が何なのか。 

現実は有限に、物質に影響を与える。 

意識はどうか。 

古今の哲学や思想を学んだとして、数千年先に繋ぐ様な精神性も、物質科学も、21 世紀に

於いて見出せそうにない。 

現実に物質を享受するだけで、一生飼い慣らす満足は 32才の著者には見出せない。 

物理学や宗教にも見出せそうにない。 



哲学にもそうだ。 

少なくとも歴史上の哲学にはない。 

存在論を練り固めるならば、それはそれで面白いだろう。 

ただ、存在とは何かと言う問いに答えが、究極の答えが在る様には思えない。 

死後、あの世、天国といった神秘の学へと哲学が結びつく様な答えという意味の限界を割り

出すまでだ。 

カントはいいけどヘーゲルはダメだ。 

ハイデガーやニーチェは分からないものを分からないままにした哲学としてカントの様な

究極性を類比的に持つ。 

時間のなかで様々に人生が交差していくのが存在であり、死後ではなく生の内部で、生きて

残す存在がある。 

存在に答えはなく、存在は生物の繁殖ゆえにある。 

誰が存在を与えたかという問いは残るが、それは大した答えにならないし、神話や宗教を哲

学に絡めるのでなく、物理学によって有機的物質と意識の発生を捉えれば良い。 

知的生命の発生として。 

著者の現実構成論が何処かに届くならば、物質ではなく、哲学や心理学を数学によって扱う

ことだ。 

これは、21世紀に既に人工知能が人間を助力する形になっている。 

世界を書き換える様な斬新さが無いものは、単に人工知能のチップ一枚の汎用性に数学的

に先行されている。 

人間の蓄積は、知識の蓄積でもあり、チップ一枚に内在化する事が出来る。 

人間の幸福も、21世紀以降の高度化を強いる。 

単純に幸せであるとは、物質や貨幣による制限が加わる。 

仕事が減って来ている事をも意味する。 

生活の維持と、強いもの、仕事を掌握するものの寡占状態をももたらしている。 

清貧を語り、それを仕事にするケースもあるが、それで維持出来れば出来る程、貨幣を占有

しているという逆説が生じる。 

本当に清く正しく自立などは、それを売れない限りは続かない。 

ここは誰かに反論の可能性を譲りたい。 

そういう言説を聴いてみたい。 

 

 

人生に、存在に正解はないということ。何かを得ても欠如と時間の進行は常に新しい充足を

欲する。世にあふれ、社会の言説を形どっている成功のドラマはストーリー上の落とし所を

探っただけで、幸せの実感を重ね合わせる事は出来ない。ただ役者を模倣し、満足出来る可

能性があるだけで、前後の起承転結は、その模倣する人間に委ねるしかない。そういう意味



では、社会性というのも、一義的にはフィクションによって形成されている。 

フィクショナルな空間は、必然的に思考するという操作を伴う。そこで思考し、幻想を抱き、

願望を抱えながら、現実の行為と接触する。フィクショナルな領域を時間の消費が増減する

事で、現実の実行可能性を計測することが出来る。可能性と現実の双方の条件をサーキット

のように縫い込む事も、コンピューターのシミュレーションのように配備することが普遍

の時間的先端性として示され得るし、その作図プロセスは普遍の曖昧性を連関付けること

も可能にするだろうか。古典や倫理学を飲み込む様な、理論ではなく回路を全体に配備する

ことで、一義的普遍性を個別の普遍性に橋を架けていくように。 

宗教や倫理を語るとき、生は死があるから尊い、大切だという言説に納得したり受け入れた

りするのはフィクションであることを理解できていない。それは生態や生物、生命の論理に

は該当しない事実としてある。事実に相容れない言説である。最も尊いものかもしれないが。 

 

記憶の再認と、他の経験や、思考との接触、同化によって自己内部的、ないし外部や人工思

考の流入が、情動の自動生成された意味の亀裂を生じさせる。処理速度を超えた時間の消費

や、意味の需要の処理能力の限界が、意識、情動、思考の狂想曲を生み出してしまう。理想

的な対象から要求される時間の消費と処理が一般的な正常性を超えてしまう行為がある。

行為自体が異常な訳ではないから、正常性の選択やアレンジから異常を構成してしまう。で

は何が異常を構成するか、正常性の連鎖に異常が現れるか。それか端的に異常の因子は何な

のか。異常が正常を狂わせる原因の力学が存在するならば、その理論を割り出すこと。悲し

みや高揚感のストーリーに二重化する自己意識は喜びの効用よりも情動的な憔悴をもたら

すかもしれないし、不安を掻き立てたり、感動や充実感に二重化された自己が、ドラマや書

物、記事、ウェブ上で操作される自動性に二重化していくことは、言説の実践でもある。そ

の理論を特定していく作業が必要でもあり、精神とは読み解いたり、情動や情報で充たされ、

起動している実体に他ならないのである。 

例えば、オーバーワークのサラリーマンがバスの時刻を見逃してたとしよう。 

オーバーワークであるから、時間を確認することなく仕事の采配をこなしていかなければ

ならなかった。 

問題は、フルに入った仕事でバスは最終であったのだ。そうするとまずバスは明日まででな

い。タクシーを頼むと金がべらぼうにかかる。たまたま小遣いを切り詰めていたところだ。

歩いて帰れる距離にない。カプセルホテルに泊まろうか。マンガ喫茶で朝を待とうか。最悪

にオーバーワークは疲れを取らなければならない。明日は木曜日である。 

また或いはニートが極力働かないとしよう。学校にいた時に比べ横になって動画をみる。運

動神経が低下し、カロリーが消費されなくなる。 

恋愛の代わりにアイドルのダンスを眺める。 

CDを掛けながら金銭を消費し風呂に入る。視界から見知らぬ他者が消え、部屋の中の風景

が広がる。情動が他者を介さずに、鈍く発散する。外界の刺激への反応が鈍くなる。 



 

フィクションと現実を解離させ、ねじり回すことで現実が何なのか分からなくされかねな

い。危険が身近にあるような錯覚を生み出し、現実は意識の移行ほどに動く訳でないことを

知らない。命令は即座に発せられるが、責任と事実の損壊を考慮にいれない危機が伴う。過

去の、言い換えれば未来、物理的な死の跡をも無かったことに出来ない。修復困難な指示の

実行と良心や記憶をフィクションは持たないか、その幅を引き延ばして表現は為され得る。

表現の幅をどう取り、交差させるか。それはフィクショナルな空間にサーキットを編み込む。 

フィクショナルな空間を配備している者の知性は機能でしかない。だから、線形的な計算に

よって代替可能であり、実行可能である。最早、コンピューティングシステムと基礎科学は

そこまでの射程を当然に踏み越えている。この不可解な事実を初めに知ることの潜在性は、

通過儀礼として動揺を生む。安全を確保することが必要なほどの危険にも見える真実であ

る。 

関数として設定され、代数的な操作とパラメーターとして変換される、性質や個人があり、

計算され、変形される意識がある。 

その操作性の前で文学は無力にもアナクロニックに意味をしかもたらさない。むしろ純朴

であるよりは哲学による知の考古学と思想による抵抗のオルタナティブが交わる時代性を

科学に対置した上での機能の循環性との対話が、人生と生きるという人間の生命になるだ

ろう。サーキットを循環するだけで生きるということの関数化をどう免れるのかという問

いが建てられるならば、可能性の条件という言葉が今なお息をしているのが分かる。 

人間は終焉していくというなかで、恋愛や結婚を政治や科学を無しにして輝くほどの純朴

なドラマはつまらないし、嫌だとしても介入してくる機能と意識の変形を排除して生きら

れないほど、人間はメカニカルになってしまった。 

人間という文学的なワードは既に言語上も死語になりつつある。文学という郷愁がそこに

あるようだ。 

これから生まれてくる生命は、文学を喪失しているだろう。 

Facebook や twitter 始め映像化されたドラマの充実感、そう言ったものが当然に書かれた

文学を読むと言う孤独な内声化を推し進めるかもしれないが、差し当たり、科学を凌駕する

程の人文科学があれば、情報工学に抗う言語の行使が可能で有るかも知れない。 

それには、大衆を巻き込むほどの現実の揺さぶりが必要であろう。 

近年では、システムに抗う個という形で村上春樹が読まれ、マルチチュードと言う名で大衆

をアジったネグリとハートがあった。 

それは大衆動員と言う形式を取った形で準同型であるように思える。 

何か声を発したい大衆、このままでない変革という惹かれるものがそこにはあったのだ。 

ただ、知覚や認知を人間の認識から、情報工学に移し替えてなお、現実は如何に構成される

かと言う現実構成論は、同時代の大衆を盲目に駆り立てるのではなく、人工知能を含む世界

での現実構成論として、賢く実行する、生身の人間へ繋げる私的な対話でもある。 



私的な領域は、人工知能に於いても、マージナルであり、イマージナルでもある。 

フィクショナルな、私的な領域や、心的な願望や過去、未来、その自分というプレイヤーが

描く現実の前景がある。 

それは、想像や妄想と呼ばれるならば、リアリティを持ったフィールドであって欲しい。 

フィクショナルな空間とは、現実と幻想のマージナルな空間であるのだ。 

そこで人間は、現実を構成していく。 

情報処理だけでなく、想像や妄想といったシミュレーションを行いもする。 

 

観るだけで、情報は作動し、情報の蓄積や不可解さの理解が行われる。極端な話をすれば、

上司や教師のディレクションや、同僚や友人とのやり取りの中でも、情報による意識の作動

が発生する。想像力と現実化の作用がそこでは働く。 

処理しきれない感情を抱えたりもするならば、その処理や未処理を補助する作業は必要で

はある。 

ないし、人生の終わりまで抱え込んだり、問題と接触しながら生きるということもあり得る。

では何が問題なのかといえば、意識の平安である。これにより人は操作されたり、支配下に

入ったり、占い、霊能から金銭を差し出したり、宗教の多額の集金に参じるのでもある。 

これらはペーパー上の問題に過ぎず、実際には事業や金銭の消費という上位類全般を形成

し、組織的配備可能性を示唆している。 

他者との交友、上からの干渉、社会への参入は全て意識上の変化をもたらす。そこでは、良

い、悪いという作用をもたらしもするし、責任的行為と自己の擦り合わせが行われることも

ある。場合によっては、暴力や異常な表現物を人目に晒しとくだけで、フィクショナルな領

域は作動する力を得ることが出来る。 

見たもの、思考したものをフィクショナルな空間に写し取ってしまう。場合によっては無意

識に。 

善も悪も存在しないのがフィクショナルな空間で作動する意識である。 

それは主体的であり非主体的な受動性をも示す。精神に窓はなくても、意識の窓は開けっぱ

なしに外気が流入する。 

これらの思想がもたらすのは、人間に目的はないということであって、その事が意味するの

は文字通り取ってはならないということだ。 

個人の生きる意味や、生活の充足と安全という意味の人間の目的はないとは言えない。 

もっと大きな理想とされる、21 世紀においてなお散見される、時に醜態を晒すような人間

の目的は存在しないのである。そう言い切る余白が、意識に差し掛ける無音の響きが、読書

を沈める文学や思想であって欲しいという死にゆくものとしての祈りである。 

人間は服を着てパックに詰まった肉を調理する、二足歩行をする動物であり、意識を変形す

る記録を散布する動物であり、創作に携わらない人間は、物語を受け入れ、意識を変容して

いく、しかし動物に過ぎないのである。ワンワン。 



 

疑うという作業に持ち込むことも出来るし、霊能や宗教の思考方式を幻覚に持ち込むこと

も出来るし、自然に支離滅裂な思考をする名もなき一般人は散見される。死の前の病床など

で。いずれにしても、疑うということは、フィクショナルな空間で作動するシミュレーショ

ンでもある。 

そういったシミュレーションが、現実世界 a の記憶の蓄積と合致するかは、フィクショナ

ルな空間の現実同一性を表す。 

即ち、そういう精度が高い場合は、心的リアリティが、かなり現実と一致したフィクショナ

ル現実空間を意識的に保持しているといえる。 

その上で、現実を構成することで、心的なものを経験として実行する平行意識状態が正常に

機能する場合には、フィクショナル現実空間がフィクショナルな空間を経験と連動させる

ことに成功するだけでなく、心的な表象が、現実的世界を手に入れることにもなる。 

フィクショナルな空間のシミュレーションと現実な行為の基礎には、意識の受動性によっ

て発生する、受動の側面の関数がある。その従属的写像が意識の発生ならば、人の意識は関

数の変形によって受動される。そこは、意識の発生に関する無意識と意識そのものを変化さ

せる。見る、聴く、接する、追想するは、意識のダイレクトな変化そのもので、忘れるは無

意識への意識の移行を示す。 

それならば、一つの言葉は、幾つもの変数へ振り分けるスロットルになる。あなたの事が嫌

い、と x の友人 b から聴いた、という日常の接触点は、x の係数 a と、その集合 A と、自

己の属性に関する Bの要素から何らかを変化させて自己意識の状態 yを弾き出す。 

 

フィクショナルな空間に新たに参入する者は、主体にとって現実ではないフィクショナル

な論理に突き当たる。その空間には、どこから来て、どこへゆくかは分からない。どこの島

に離陸するかわからない飛行機のようなものだ。そこにおいては、認識の条件の限界、知の

限界だけではなくて、なにが望まれるかの限界を確定することで、この島の探索は終わる。

それは、別の島を探索しても同じような思考を繰り広げられるだけだ。目的において、アク

シデントというアクシデントがあるのだろうか。全体の速度、フィクションと現実の境界の

受動性を速度で撹乱する以外、人間は流れる時間で目的を解消し得る。そうであれば、たと

えば、人工知能と向き合ったとしても、情動なき対応が可能となる。目的の限界は機械だと

しても、言語の行使と意味に刻まれた志向という情動から解放されるだろう。もちろん断定

は、現在時点のアンサーである。たった一人の、一人きりでフィクショナルな空間に離陸し

た読者によって、この書物の現実から、フィクションを現実に写し取った読者へと、次の現

実的な余白を、フィクショナルな領域を書き記されることを待っている。 

空間の構造が浮かび上がる時に、動きは差異となって全体ないし、部分を揺らす。その揺ら

めきは差異をどのくらい取るかにもよる。 

空間の横断や、散歩、行為と情報によるイメージ形成をフィクショナルな空間に配置してい



ったり、空気を移動していく。 

それらは、再び再現が可能になっている。 

意識は、受動する経験を時間軸に先行したり、劣後したりしながら、因果的な論理を経験に

積み上げていく。当然結論が先に経験されたあとに論理を埋めていくのは人間の経験の原

初的な条件になっている。 

f(x)=a 

という、 

何処にも帰着しない、x の不在は、経験の現実を構成していて、フィクショナルな空間と、

経験によって擦り合わされる現実である。それが、小文字の aである。一義的な現実として

の aが常に既に存在している。 

フィクショナルな空間を埋めていく現実が、どういうタイミングでもたらされて、経験の時

間性を連鎖させていくかは、 

aによって係数倍される、或いは減殺されていく、 

f(x)における x 

に他ならない。その経験の論理は、xを不在にした経験の条件を現実とさせて到来させるの

である。 

経験の条件は現実の条件に成り得る条件である。 

意識は受動されたものに、こう言って良ければ、意味や経験によって想像を付加したり判断

を行使する。行動や言葉を発生させ、送り返したりもする。 

そうであるならば、受動されたものを区分けすること、整理することや、現実的 aからの未

解決が意識を圧殺することもある。 

それは、言論や文化に残らない一般の大衆性に他ならない。 

ここでの苦しみは、スパフィシャルなものが紋切り型に新聞で論じられる程度である。 

 

フィクショナルな空間は、時として全事象を扱う情報空間でもある。 

情報には、フィクショナルな空間の外部として、純粋に現実的な事実が存在する。事実の収

集が、誤作動するのが、フィクショナルなシミュレーションのエラーである。 

幻想の構築は、正常な情報による、異常である。事実を連結させるのは、パチンコの玉をフ

ィクショナルな空間で回転させる様なものだ。 

それは自然に作動する。 

情報というのは策略的なものでもある。高度さは、クラッシュさせる事にも繋がる。 

それは意識の受動性の原動力と言える様な力動である。 

ヒートアップする力動が情報を撹乱させる。 

正常な現実を意識の受動性、ないしはフィクショナルな空間で時間的に変容、操作させるの

である。 

与えられた情報は、与えられたが故にエラーを引き起こす。 



これまでフィクショナルな空間と言い続けたのは、思考のみで成立する、選択とその材料と

を確定し、それをどう動かすか、時間的に動作させるか、経験を伴わない場合には、シミュ

レートさせるかなどが問われる。現実であったものも記憶に二次加工されるに従って、序列

や論理を組み替えたり、追想による変容を原的にもたらすことでフィクショナルな意識に

取り込んでいく。意識は原的な体験、換言すれば、現在の経験、つまり現実でないものは、

思考を巡らす材料である場合には多元的である。一元的でないもの、現実的時間的一元的で

ないものは、エラーを引き起こすことはある。 

 

テレビ、雑誌、SNS などのフィクションがあるが、あなたや私は、あなたや私の構築する

空間を生きればよい訳で、もっと言えば、独立し、切り離された空間にフィクションを組み

込んでいく必要があるかも知れない。 

フィクションに占有されたフィクショナルな空間を生きるのが大衆の論理であるかも知れ

ない。そこでは、固有な時間は、通俗性、ネット、テレビ、SNS などから少し離れて、回

帰する形で意識は意識として存在する。 

何を意識という試行にもたらすか、構成するか、現実的行為的経験を経験するかだ。 

試行と現実と残差のフィードバックは、 

f(x)=a(xn+xn-1) 

という形による。 

現実と創造、現実と願望が、現実と試行として経験を横断する。 

事実の連鎖が経験と願望され、創造される現実を構成する。 

「〜になりたい」、「〜を買いたい」などの願望は、実行される現実の対応での臨界点がある。 

自分を仮構したり、ウソをつく、空想、妄想などによる、非現実的解決が成されたとしても、

外貌的な人間は時間性を抜き取ることで何の偏差ももたらさない。 

内的試行と現実から行為の連鎖による経験を繋ぐことで人間の質は変容していく。 

時間と試行は人間の経験を形成していく。 

自己の理想、シミュレートされる理想を現実や経験の連続として生き切ること。 

時間上の過去の現実に流れていくこと。 

理想の現実を生きること。シミュレートする現実がここにある。 

それは、一般性からの隔絶か、周到な修練の先に獲得される、フィクショナルな空間の現実

化に他ならない。 

その主役は、受け取るフィルモグラフィーやメディア上の受容者とは全く意識を異にする。 

現実も当然異なる。 

付随しながら、連鎖する意識と現実という経験がそこにはある。 

理想的な事実としての、 

f(x)=a 

を獲得する、一義性 aを削り取る xが存在する。 



付随する aとして、xにより生成される a、xに捕獲れた aがある。 

左から掛ける aではなく、右から掛ける aという、変容させられる aが存在する。 

f(x)=xa 

つまり、aによって変形されるのではなく、aを引き剥がす時間と存在の限界点に身を置く

経験を経験するのである。それは可換性を持つ。 

当然、まだ無い現実と、まだ無い存在を生成させるのである。 

試行する意識は現実を構成する。 

知が現実を仮構し、現在を塗り替えていく。 

場合によっては、知が身体や物質の表現へと切り替えながら、現実と現在を塗り替えていく。 

 

君だけの現実は、世界の現実、他者の願望、行為、労働、組織的制約のなかでシミュレーシ

ョンする事が進められる。しかし、願望や意志はそれらの世界に適合している訳ではないと

いう自由度を持っている。 

その意味では、意識の受動的な形態だけでなく、能動的にもフィクショナルな空間はそこに

フィールドを形成している。 

現実とリンクするフィクショナルな空間はフィクショナル現実空間と呼ぶが、それはシー

ムレスに思考のシミュレーションを実行する。 

そのフィールドがフィクションで覆われると、現実に適合出来ない夢想家が生まれる。 

或いは、現実に向き合えなさを抱えながら、出来ないという現実に突き当たるか、世界観の

幻想に現実が対応しない身体的実在が上滑りし続ける。 

待ち構える世界 a にどれだけのポテンシャルがあるか、詰まりどれだけの過去があるか、

という問題と同時に、意識を有する生物は、空間的制約の中で何に出会うかという問題が世

界にはつきまとう。 

正直に言えば、出会いは危機にも成り得るが、人間であるという均一性や、属性的適正値が

ある。 

人間を越える経験というものがあり得るのかという問いがある。 

ある世界の理解は一つあれば多数の知識を収めた事になる。世界との出会いが意味である

場合、人間の限界に突き当たり、可能性の限界に行き当たる。詰まり目的や、生きていて実

現したい存在意義が無くなってしまうことだ。 

他者と生きたいという感覚は、身の回りの親族に限定された家に居て、生活上出会う人がい

る程度の哲学者にはそんなに重要でない気がする。 

いずれ死ぬし、天国とか信じれる程に論理は無情だ。 

死んでも顔や身体は有るのだろうかという顔貌性の問いがある。どの時点での顔貌をして

いるのか、その顔貌で誰もが気付いてくれるだろうか。冗談ではない。 

エヴァの人類補完計画の様にドロドロとした実質で存在するのだろうか。 

要は意識は存続するのだろうか。 



これは、別の機会に論じてみたい。 

 

意識は、経験した経験を内包しながら置き去りにしていくことができる。 

これを成熟するということもできる。 

しかし、意識が記憶を取り出すように、現実が対応し続ける度に、経験と判断が、同一の結

論に回帰し続ける場合もある。 

業というならば、同一の負の経験を回帰し続けることでもあろう。 

妻が夫のある性格や経験の作出に嫌気がさしているとしよう。 

その結果ノイローゼになっているとしたら、負の経験が回帰し続けている。 

今更離婚しても子供を育てられる収入がないとしよう。 

まさに子はかすがいというように。 

しかし、夫が仕事を辞めたとなれば、あっさり子供を連れて実家に帰るかもしれない。 

フィクショナルシミュレーションの上に現実を構成する現実構成論からすれば、経験はこ

の様にも判断の過程を辿る、行為過程論でもある。 

経験の構造はこの様に形成されたりもするし、人生相談や心理カウンセリングや、宗教の現

実問題も理論化されるのが、現実構成論でもある。 

因果や業と言われる経験パターンから脱すること。 

日常性と行動パターンの行き詰まる陥穽。 

そういったパターンは、変形するのが難しい。特に身体を従属させる形で作動する行動は、

他者と結ばれることや、行為を形成する広義の労働の様なものだ。 

出来ないヤツには出来ない。出来るヤツにしか出来ない。 

というタイプの因縁もある。 

仕事の稼ぎが悪いのを業とすることもあり、安定した日常が、一つ、ないしは付随する行動

によって凋落することもある。 

 

願望を現実にするためには、という自己啓発的な主題は、如何に可能性をランダムシューテ

ィング出来るかという要素は幾ばくか重要である。取り敢えずランダムに起こり得る可能

性を数え上げるくらいの計画の精密さが、偶然を必然に変えられうる。 

必ず起こるのが必然であるならば、予め、推測によって現実になりうる仮構をシミュレート

出来ていなければならない。 

物理法則や機械の様に初期条件を設定すれば必然に現実的結果が得られることもある。 

働かなければ金銭が無くなるということはかなりの確率で発生する。 

仕送りを貰う、社会保障に頼る、不労所得があるという場合もある。 

そして、仕送りは母が心配して送る、両親の所得にも制限が掛かる、保険を解約する、資産

を売却するなどの現実的行為可能性がある。可能性をシミュレートすることで、危機を回避

する。 



生活保護ほど、要件的に必然を仮構する事ができる。 

働ける年齢、条件を有していれば生活保護は降りない。派手な格好は出来ない。貯蓄があれ

ば貰えない。家や車などの資産があれば貰えない。 

これらは働けない場合に切実な問題である。 

ただ、働かなければ、金銭が無くなるという蓋然性はある種自動的であり、その他の可能性

のランダムシューティングにより、金銭の取得可能性が退けられることで、蓋然性は必然に

変わる。 

現実は概してその様にもたらされたりする。 

 

本当にやりたいことを、やれないとしても、現実を実在的に生きるためには、フィクション

のパターンを現実から引き剥がさなければならない。 

望まれる現実を生きることは、親族の形成されたフィクションからも自由でなければなら

ない。 

現実を一般的なフィクションから引き剥がすことで、君だけの現実を生きることが出来う

る。現実というフィクショナルなものを、或いはフィクショナルな現実を、つまり、願望の

実現可能性を、端的に可能性を生きるのである。 

それこそが、人間の可能性を生きる、フィクショナルな空間の君だけの意識に他ならない。 

テレビのなかにも政治の動向にも、君だけの人生はない。年月がそれらを押し流していく。 

望むならば、テレビで流れる人間の像をも置き去りにして行け。 

人間の可能性は、数学や物理学のテキストのなかには有るかも知れないが、少なくともテレ

ビのなかにはない。 

歴史は更新する。 

それらを含めた世界が君を待っている。 

この論考でさえ無縁の、人間の歴史を待ちわびている。 

なによりこの論考の著者がだ。 

現実であり、現代であり、未来のレオナルドダヴィンチやソクラテス、カント、つまり、新

たに生まれる xに届く論考であって欲しい。 

世界 aを書き換える天才に出会いたい。 

著者が死を賭して語りかける a のドラマを、可能的人間 x を生成する世界が待ちわびる現

実構成論を著者は構成している。 

世界の舞台に人間の可能をその肩に背負った、誰もが向き合う現実的 a、その前に追い越さ

れた xは、世界を創造する力を持つ。 

世界を置き去りにする現在の現実の確定を。 

世界概念を理解し切って、世界を書き換える人間を見てみたい。 

世界を書き換える人間は、人間を書き換える aを書き換える。 

東洋には、千年先、二千年先の科学技術を指し示す唯識論がある。 



しかし、それを持ってしても、霊や死後が科学によって解明されることは無いだろう。 

或いは現代の錬金術師がいたらどうか。 

物理学を駆使して平行世界を圧縮したり、ブレインインターフェイスのマトリックスが千

年先に出来上がっているだろうか。 

クローン技術その他は、多分著者には関係がないだろう。 

著者の現実が終わっても、著者の意識が残ることは、実在的区別に反して有り得ないと言え

よう。 

意識は身体なしには有り得ない。 

脳の解明は、身体なしにはまた、有り得ない。 

しかし脳がインターフェイスになる可能性は有り得る。 

脳がスピーカーやモニターを介して語りかけることは有り得る。 

それは、神の人間の創造と全く同じことを成し得る。物質の創造も成し得る。 

少なくとも、そうなれば、世界は復元されるだろう。 

惑星は重力のコントロールによって再現されるだろう。 

宇宙はそうやって造られた様な気がしてならない。 

人間の創造はそういうものだ。 

八十年足らずの生物学で、宇宙を創造し得る。 

では、結局意識とは、脳とは、どうやって生成されたか。 

換言すれば、どうやって意識を脳に組み込んだのか。 

現代のダヴィンチか、或いはカントがいたら。 

そこに切り込むだろう。 

意識の発生。 

意識の非身体的対話が、神との対話に他ならない。 

テレビのレベルは、これらの問題意識を共有しない。 

君だけのリアルは、それを成し得る。 

しかし、時代は既に人工知能を作り終えている。 

パソコンのなかで既に宇宙は生成されている。 

そうすれば、最早人間は神を超えていることになる。 

人間の可能性は何処にあるのか。 

人間は神に成っても、生きて死んでいく。 

これ以上の世界はない。 

人間は目的を達成した。 

後はなにが成し得るのか、実のところ現実構成も恋愛も、行き着く場所は、唯の生だけ。 

唯、生きるだけで、目的など在ろうか。 

哲学も物理学も最終解答をこれで提示したように思う。 

千年経っても、神以上の理由を人間が持たぬならば。 



数学のみが、意識や物質を超えるなにかを持ち得るだろうか。 

それ以外に、原理の変形が見えない。 

新しいものを創造したい。 

そんな現実を生き続けてきた。 

最早哲学の最終解答は変わらない。 

存在論も時間論も、答えはない。 

死後の世界は人工知能によってシミュレーションすることは可能だが、人間は結局何処か

ら来て何処へ行くのか。 

時間軸をズラせるか、時間を変える事が出来るか、生成出来るか。 

そういうとカント的にはまだ神と対話が出来得る。 

未来の哲学者に語って欲しい。 

時間はズラせるのか。 

存在は分割して横断出来るのか。 

千年後の人間はそんな世界にいるのか。 

マトリックスは、ソフトウェアの世界に人間が生きること。 

この脳と身体は人生を振り返れば一つだった。 

時間が自分だけズレることも、多分なかった。 

著者のクローンが何処かに大量に保管されていたとしても、意識は一つだけだった。 

そっちの世界は、どう。 

やっぱりマトリックスは現実だろうか。 

バーチャルリアリティーと脳は接続するのだろうか。 

そうだとしても、生きることは解決している。 

人間はなにか。 

宇宙が創造される現代。 

人間が創造される現代。 

神との対話は非身体的意識との対話だと言ったが、著者にはそれすら目的とは認めがたい。 

32才、後は非想非非想のごとく、思考し得る問題もない。 

 

 

社会性に於ける、労働、契約上のウソや誤ちを現実的に処理しきれないと、シミュレートす

る空間で、現実と試行者の間にエラーが生じる。シミュレーションエラーは、試行の精度を

鈍らせ、現実の質を落としてしまう。 

対人関係論的には、ウソや交渉が、他者を介した現実を動かしていく。受動側では、何かし

らの現実の配分を aからもたらされる。 

主体的現実を動かすと共に、シミュレート空間を条件付けていく。 

ここまでくれば、シミュレートする現在は、フィクショナルなものと、現在の条件としての



現実を混在させる。 

これまで、フィクショナルな空間の定義が、適度に配分されては来たが、ここに於いてイン

ダクティブに理解され得る。 

それは、意識は目的や現実、行動に向かう時、身体を動かす事なく思考を巡らす。 

そして現実に移すのと平行して、試行を一度、ないしは複数回巡らす。 

意識は受動であり能動である。 

そしてフィクショナルな空間で、意識は思考を巡らしたり、記憶や過去を対象とする。 

実の所、フィクショナルな空間とは、言説や物語、様々な論議や言語によって形成された、

言語、イメージ上の思索を指すのだ。 

その文芸理論やイメージ形成論については、もう少し後の論考で議題に上げたいのだが、こ

こでは差し当たり、人間の現実構成理論を理論的に確定しておきたい。 

ここまで iPhone で書き進めているのだが、2000 年に決別を告げる論考にしたいと願いな

がら、新しい哲学、新しい思想を描くべき時が来たように思う。 

旧来の思想や哲学で、私が直接対峙すべきは、カントとベルクソンであって、入門書程度で

付き合ってきた科学哲学や心の哲学である。 

後者に於いては興味がなく、文献すらほとんどないが、問題意識に於いては、同じ時代性を

感じながら息をしている。 

そう感ずる。 

新世紀を迎え、映画マトリックスのごとき世界観を生きてる実感が、iPhone をいじりなが

ら感じている。 

最早書くという行為自体、フィクショナルが演じる舞台に乗っている。 

現実をフィクショナルな操作で侵食していく作業でもある。 

思想や哲学すらフィクショナルな空間の知の受容に他ならない。 

それは、 

f(x)=a 

という、意識が出会うフィクショナルな空間、つまり世界との出会いを暗示している、現実

の先にある aである。 

現実の先に現在を生きる試行が出会うフィクションがある。 

それは現実に生きて読み込むフィクションに他ならない。 

著者は、つまりこの一つのフィクショナルな空間の試行は、フィクションの受容と、フィク

ションの構築の理論と、それに付随する現実の構成に関わる理論を構築しようとしたこと

に他ならない。 

iPhoneを時間がある時に開きながら、フィクショナルな言説を、世界に発生させたかった。 

それは思考の内部で、過去の外部で進められたのだ。 

時間が過去の aを退けながら、xによって変形される力、 

f(x)=xa 



という係数の変形。言い換えれば、フィクショナルな空間の延長を指し示し、その変形され

た a によって、著者でない x に世界を持って、意識の触覚として語りかける物語、フィク

ションを描いてみたに過ぎない。 

フィクションには世界に語りかける何かがある。言語的な何かを特に著者は行使する。 

フィクショナルな空間をこれまで埋めていたフィクションがある。 

その出会いと追想の果てに、著者だけの、君だけのフィクションがある。 

もちろん現実に飛び出すフィクショナルな試行がある。 

君だけの現実が、フィクションと対峙するものであれば、現実を遊ぶだけの、ドラマを模倣

するだけの、フィクションから引き剥がすだけの現実とは違ったものとなるだろう。 

現実空間ではなく、フィクショナルなと言うに相応しいフィクショナルな空間を構築して

欲しい。 

実の所著者は、20代をフィクショナルな空間の構築に捧げ、32才現在、書でいうところ 6、

7万冊は硬く情報として入れてある。 

もちろんマンガを除いてである。 

そうすると、メディアの情報や一般の関心事が、前者に於いては、人間の限界を、後者に於

いては文字道理フィクションの産物と現実の名残に感ずる。 

そのフィクションが、如何にフィクションであるか、詰まり、自信がない程にフィクショナ

ルな空間を覆っているのだが、死後言説への批判を次に続く論考に持って来ようと思って

いる。 

そして、第三論考にて、先に触れた、フィクショナルな空間のフィクションの構成、端的に

文芸理論の構成を考えていくのである。 

第一論考を終えるに当たっては、君自身の現実を試行する事を語りたい。 

2017 年現在、数々の財政問題や、イノベーション、産業構造の変化にさらされながら君た

ちは大人になっていく。 

別にニートを十年続けたっていいんだぜ。 

だけどそれは、君だけのリアルではない。 

君だけの空想に落ち込むフィクショナルな文化ではないか。 

それだっていいんだぜ。 

だけど君の見ているユーチューブやアニメだって、習慣や社会から遠いところまで迷いな

がらフィクショナルな空間を世界へと構築した現実の世界観を提示している。 

君がただのニートだとしても、戦略的ニートだとしても君は生きる権利がある。 

人間も動物だから男と女の一つの接触で普通に生まれる。それは数十年生きる。 

それが君だ。 

仕事するなんて言っても、もうちょっとやりたい事があるからアルバイトでもするのか。 

やりたいということを押し殺して身を粉にするのか。 

ある君はそうだ。 



君は要は、そうやって結婚し子供が生まれ生きている。 

要はそうやって一体全体、君だけはリアルだが、その現実が素晴らしければ著者は賛美を贈

ろう。 

子供を産む、会社に行く。 

それ以上のリアルが有るだろうか。 

家族との団欒、息子や娘を立派に育てる。 

ちょっと待ってくれ。 

哲学は何処へいった。 

死後のロマンは。 

自分探しは何処へいった。 

そういうのがやりたいのだろうか。 

ある君はそうだ。 

君は、要はリアルというものが虚しいと思っていないか。 

正社員として２２歳でビシッとキレイな彼女とデートをする、そのリアルで生き生きとし

ている。性格もソツなく、外見はこの際おいておこう。別にイケてるツラしてるまでは言わ

ずとも、そういうのは、度重なる環境や世界の成功の果てだ。 

人間が知りたいこと、なにが答えか。 

君が死んでしまえば、答えは分からなくなる。 

時間が人間に分からないものをことごとく到来させる。 

君に世界は到来し続ける。 

一つの答え、一つの未来。 

それらは人間に用意されたドラマである。 

おそらく著者は三十年後にも生きるだろう。 

リアルであるとか充実であるとか、嫁、子供がいるだとか、友人、恋人、正社員、昇進。 

現実という名ではなく、著者はフィクショナルな対象にばかり生命を費やしてきた。 

最早、哲学であるとか、文学、人工知能、それらにも興味は稀薄だ。 

著者だけのリアルが一体何だというのか。 

こういった書物を記すのも、余興だ。 

ついでにやっているに過ぎない。 

時折、ギターやキーボードを弾きながら、心地よい音色に安らぐ時間はある。 

美しい人や景色をみてもやはり心が震え、フィクショナルな空間で戯れてみる。 

心を開けばいつでもそれはある。 

君だけのリアルでなくて、君だけの描くストーリーがそこにはある。 

捨て去った不要なものや景色が君の空間を君だけの世界にする。 

世界は何処にもない。 

君だけの世界がそこにあり、君だけのリアルに立ち向かうことが出来る。 



フィクションが見せる感動が、現実に君だけの世界を変えて行くことがあっても、生き急い

だ先に儚さばかり見えてくる。 

君だけのリアルは、そう甘くない。 

テレビや友人、恋人のなかにさえ、君だけのリアルは見つからない。 

では、なにが、何処にあるのか。 

フィクショナルな空間が産み落とす世界が、誰に伝わるのか。 

人間の目的は、女や男を抱えるものであるだろうか。 

著者の現実はそういう所になかった。 

そっちはどう。 

正直に言う。 

これだけの書物を読んでしまえば、それはフィクショナルな空間を区画し、よく整理された

情報が君に備わっているだろう。 

著者と君は似たような世界を生きているだろうか。 

そうであっても、なかったとしても。 

君からの応答を待ちたい。 

君の世界をリアルに届けて欲しい。 

そういう書物との対話はかぎられている。 

ハイデガーや成唯識論を読むような、背が凍るような、作品での応答を。 
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