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論理の結合が反復されるのは、学習のみならず、共感性を創出してみせる瞬間の継続に関

連する。経験ではない受動性や、意識によって身体経験を媒介にしないフィクショナル現実

がそこにはある。同じ情報やドラマ、タレントがみせるムーブメントは、個々の心的リアリ

ズムを、想像に現実を配分する他者との共通感覚に浸らせてみせる。フィクションを構想し

たものが現実に変換されるのは、個々の受容によるものではある。そういう意味では、フィ

クションはシミュレーションでもある。フィクションが、心的リアリズムを同じ時間配分で

形成するのは、映像文化の特徴でもある。意識が同じ様に論理を展開していくのは、教育や

家庭環境での公共と私的な人格形成にもよる。そうだと言えば、フィクションによって、繰

り返される反射的な共感が、現実構成に於いて、同質な経験を強いることにならないか。現

在では、ライブハウスや大学で、或いは研究所に於いて独自の世界観の構築が成される。ま

たは、各々のプライベートな領域で創作した作品を投稿する事で、雑誌に掲載されたり、書

籍として出版するという言説への参加がある。フィクションを現実として構成していく事

と、現実を構成する共有性と現実をフィクションとして構成していく行為がある。均一化さ

れた構成のなかで、特殊化された人間を生成する事は、特殊化のなかでも特殊な事態である。

テレビや政策が用意したパッケージをはみ出していく事で均一化を脱する特殊化が行なわ

れる。具体的には、一般でなく専門性を突き詰める事が重要である。才能は危険でもある。

言説を生み出していく知性は、いくら知識を集積して対抗したとしても、実行力を持つ。フ

ィクショナル現実空間を形成していく。その水準は、出版物と言説を突き詰めた先に落とし

込まれた物でなければならない。まっさらな言説を生成する事だ。まだない思考がシミュレ

ートされながら、現実に落とし込まれたり、読み手の意識を改変し続ける。改変された意識

が、完全に意図へと到達するかも分からない。さらには、身体機能や脳、神経に負荷を掛け

るかも知れない。例えば、依存症の様に快楽が常態化し、金銭的な困窮をもたらすかも知れ

ないし、よくある依存症の様に、人間を堕落させたままにするかも知れない。自由の帰結や

配分を娯楽によって埋めたり、示したりもするのだろう。世界に産み落としたものや、書き

付けた作品は、取下げたり消し去らないあいだは、世界として有効に在り続ける。一度デー

タとして採用された作品は現実のフィクションとして機能する事も、フィクションの現実

として実体化させる事にもなる。質の悪い言説は、質が悪いまま機能し続ける事になる。最

早害にしかならない作品、表現物が受け入れられるとすれば、人間の条件を害し続ける。自

己防衛がストレッサーを解消して行くプロセスを進展出来るかが認識上は重要である。現

実のなかで、認識やフィクションを絡ませながら人間の実質は保たれている。現実と意識は



人間の世界と機能でもある。機能を如何に緻密にするか、或いは狂わせて行くかが、手段と

策略の対立でもある。学習能力や現実適応能力に現実が乖離していく。経済的現実や、社会

適応が問題になることもある。自分に出来ない、暫定的に水準が設定されているとする。人

間関係もそうだし、技能を付けない事で友情とストレスの回避を実行する事もあり得る。責

任と快楽が現実に根を張る事にもなる。ただ何となく生きていて回っていく事もある。社会

から弾かれた、経済的困窮などが、現在拡大的に焦点になっている。それは、ニートの増大、

短期労働の一般化などにも見て取れるし、離婚や母子家庭の増加でもそうだ。友達、恋人が

いる、等は、逆を言うと、何かに打ち込まなくて呆けている場合もある。それらが、弱さを

形成してしまうかも知れない。家庭を持つ、生殖をするなどもトレードオフのセレクション

の問題でもある。トレードオフとセレクションがリア充だとかオタクや一発逆転のドラマ

を生み出す。一発逆転とは、トレードされずに、自らに積み増した技術によるものであるか

も知れない。全てが交換に出されている訳ではないのだ。時間の代わりに、友人と遊ぶとし

ても、遊ばないというセレクションによって、時間は無傷で残存する。他者と共有される世

界には、楽しさや、人間の人間らしさを示したりもする。一人で出来る事もあるのは事実で、

感情を削減していく事もある。理論的現実構成として、他者の苦しみは存在しないという構

成をするとする。自らは限りなく、我が振りもので自己の利益の為に不正や抜け道を進み続

けるとしよう。これは有り得るプラグマティック構成である。人間が生物であるという即物

的現実がある。そこから自己の破壊性や栄光を解放するとしよう。自己の利益を最大限にし、

他者を無感覚に貶めるとどうだろうか。嫌がられる人は、それ自身で地獄に堕ちるものでも、

負のカルマを背負い込むものでもない。善良な意識の持ち主であれば、他人を陥れたり、傷

付ける様な言動は控えるものだ。明らかに利己的な人に制裁を加えたり、調整を入れる事は

普通の行いだろう。傷付ける人を傷付けるのは許される様に思うし、傷付ける人とはなるべ

く接しない様にするのは懸命だ。隣人愛は絶対的命題ではない。無信仰は義務がなくて楽で

はある。無際限に思える様な責め方をするワンマン社長や、女のおばさんを見る事はままあ

る。嫌な事ばかり言う人や、一番嫌がられると推定される様な事を瞬時に察知して言う人が

いる。それらの人は、平然と裁かれずにいる様に見えたりもする。そういうなかで現実を経

験に落とし込んでいく場合には罰は免れる事もある。静かな、法を侵さないままでの暴力も

可能である。個々人の人間は、何かしらの現実やシミュレーション上の不可知な事象を抱え

込む時に、推測を立てた上で確からしさを仮構せざるを得ない。確実でない事を未確定なま

まにしておけば、行動が遮断されることもある。行動を留保する事は一つのシュミレーショ

ンとしても、画一的マネジメントとしても、戦略としてもなされていい。未確定なままに留

まるとして、現実とシミュレーションのあいだに不均衡が生じてしまうならば、現実を機能

させなかったり、取り返しがつかないものや、ただ選択肢から外れていく事がある。一般人

の思い違いや、尾ひれのついたうわさ話が、現実と乖離しているのは、推測が確実でないの

にそれを前提としてしまっていることに由来する。そうすると推測の精度がどのように行

使されているかにも依存する。推測のみならず、前提をすり替えたり、都合のいい解釈をし



て変容する事で、誤った判断をする事にもなる。それが共有される事でも、失敗や損失によ

って行動や認識がほころんでいく。分けのわからないフィクショナル現実空間を構築した

友人や恋人が、共通の幻想に絡め取られるとパニックになる。どういう現実経験をしてきた

かが、フィクショナル現実空間を構成する。フィクションに他者を巻き込んでいく。時に迷

い込ませて行くように。経験が生み出す新規の想像力がある。構想力は創造していく。願望

を下敷きにした、与えられるものがある。その一つは時間である。時間は与えられている。

動物とはそのいうものだ。命令を出すなら、行動の要因を配置しておけば、人間や動物は、

その上を行動していく。フィクショナルな領界で、テレビなどで享受したフィクショナルな

世界を生きたい、或いは身近な人や職業に就きたいと言う理想を追いかけることは往々に

してある。しかし、現実に落ち着くかフィクショナルな理想を心的に生きるかは、身体的に

も精神的にも重要さを持つ。フィクションを現実化していく作業は、経験と現実、シミュレ

ーションを連動させていく。フィクションは経験にならない事もある。シミュレーション通

りの現実を実行して、それが現実になる。フィクションはフィクションのままでは、実行力

を持たない。現実と連動したシミュレーションによって、その和集合を重ねていく事が出来

る。シミュレーションのフィクション領域に空想の願望をシミュレートしていく事。願望な

き現実を生きていけば、現実を剥き出しの現実として生きていける。空想なき現実を。現実

を現実の伴わない習慣から引き剥がした時に、唯の生が生きられることになる。2005 年前

後に、スポーツマンやアーティストが、こぞって夢は必ず叶うというテレビ番組での発言が

あった。お嫁さんになりたいとか、お父さんになりたいとかいう夢は必ず叶うと言えそうな

気がする。しかし、スポーツマンやアーティストのいう夢は、僕達の様に成れるというメッ

セージで、美しい嘘でもある。団地のサッカー集団、草野球で満足するのが普通である。青

年の頃は夢を抱えながら、諦める作業か、地味に打ち込む行為がある。そこに於いて、先程

の言説、特に映像や音声による言説を引き剥がして現実を構成するか、何かの理想的言説を

掲げ続ける事があるとすれば、前者に再構成する道を選ぶことが賢明な気がする。今まで受

け入れて来た言説を全て白紙に戻すことは、戦略的懐疑でもある。マイナスにされた零度と

いう。現実を剥き出しの無前提から経験に転化していく事が、現実の構成に於いて重要にな

ってくる。目的に向かう現実が弱ければ、無能なまま脱落していく事にもなりかねない。自

分の責任を果たすという意味に於いて、現実は構成される必要がある。現実に破れてしまえ

ば、意識が経験する未来の現実が実行力を成さない。思い通りにいかない現実というのは、

過去の蓄積が自らに付帯しているからでもある。道を右に曲がるか、左に曲がるか。それは

無前提に行使出来る現実である。千円持って、ラーメンを食べるかそばを食べるか。それも

無前提に行使出来る現実だ。しかし、彼女が欲しい、可愛い女友達が欲しい。これは無前提

に行使出来ない。だから、出会い系ビジネスや、キャバクラで類似した願望を行使出来得る。

それは人間にドラマを組み込む事にもなる。人間はドラマを生きる事もある。ドラマ構築は、

一種の生活上の実行性でもある。ある実行によって経験の内部的連鎖が用意されている。労

働者として志願したとしよう。そうすると、面接を受けに行かなければならない。面接をバ



ックレれば、不採用の通告が来る。面接に行く場合は、スーツを買ったり、散髪に行ったり

する。行為は内部的連鎖を要請して一つの経験を構成する。スマホ一発で、商品を購入して、

配達してくれること自体フィクショナルなフィールドやウェブや電磁波が、現実を絡め取

っていることを示している。現実はフィクショナルな領域を現実に横断する。スマホやパソ

コンから送信されるボタン一つで、他の人間が複数現実を動きまわる。現実は、電子システ

ムに乗っかるということで、フィクショナルな空間、端的に意識にも上がらないプログラム

を駆使して自動的に現実を処理している。フィクションが人間を動かす時に、現実が改変さ

れていく。現実は、現実にのみその根拠を有する訳ではない。フィクショナルな空間を配置

する事が、限界を定めながら、異常性と最適化を作用させ続ける事になる。異常である事は

コストや事後処理を必要とする可能性がある。現実に立ち止まり、フィクショナルな領域を

氾濫させるのは、想像力と呼ぶことも出来る。想像力は喚起されることも、像を写し取ると

いう場合もある。現実ではないものが、経験を経験させる事もある。一人の人間が経験を抜

き取るかたちで、現実が実行される事もある。その効果が機能するのもまた、現実の総体で

はないかも知れない。その差分が何で埋められているのかは難しい問題ではある。フィクシ

ョナルなもので把握されないものもある。フィクショナルなものが、あらかじめ、意識され

なくても、どこかの作者によって構想される場合もある。そういった作者は、形成された論

理に先行される場合もある。その場合、フィクショナルなものは、独自にシュミレートした

り、論理を逃れる場合もあり。現実と意識が作り上げる場をフィクショナル現実空間と呼ぶ。

行動に、主観と客観が交差する。私が経験する時に、主観はある。しかし、そこに誰かが徘

徊しているとしよう。それを見る私が見るその人の動きは、その人の主観を出た客観であろ

う。それすら私の主観だとは言うまい。その人の主観を出た客観としてのその人がそこにい

る。見る見られると言う関係で、主観と客観は、主観の中にある客観、他の人の客観を見る

事がある。世界と言う身体と物資の客観を主観が経験する。見ること、見た物は主観なだけ

だと言うのだろうか。主観を突破して客観に辿り着く必要は無いのではないか。少なくとも

同じ主観を有している私ともう一人いれば、その人の客観をもう一人が主観の中に有して

いると言って何が問題になるだろうか。主観が見ている世界は生態的に客観を感じる事が

出来る。それは動物の条件でもある。主観と客観はそもそも切り離されてはいない。物資に

主観が宿るのが意識である。身体を傷つけられれば、主観は痛みを感じるだろう。石を砕い

たとして、石自体の痛みを感じる事は出来ない。他人が殴られても、他人自体の痛みは感じ

る事は出来ない。それは、主観が別の主観の持主によるものだからだ。二人の人がいて、石

を砕いたとしよう。二人が、石は砕かれたと言えば、自分だけの独我的な主観ではなく、二

人でみた客観だとしていい。石が砕けた場合はそうだ。主観とは長い歴史のある言葉だ。客

観は主観に認識される事で、主観の内部で経験される。主観にしかないものは、行為でもあ

る。視覚的な像で主観は起動する。現実の世界が、行為で覆われているとしたら、他者だけ

でなく、秘密裏の政策が飛び交うだろう。集団、組織は無数にある。この現実が、誰かに届

くならば、その来るべき誰かが、作略や騙しを、公正さや、利益の配分の中に見てとるなら



ば、様々な人々の行為の中で、暗示的にしか言説に乗らない秘密を暴いてしまった世界は意

味を失うだろう。騙す事は支配するためにも、利益を上げるためにも重要なファクターでは

ある。そういったものは、人間の存続に欠かせないファクターでもある。宗教でも、国家で

も、策略は実行されている。情報を集める事は、ノゾキ主義や、うわさとして、人間の習性

でもある。理性的主体ではなく、一般に田舎で生活していると、うわさの流布は凄まじく、

ハイエナのように情報を集積し、そのネタをむさぼり喰う人は多い。言葉や情報、人の行為

や経験はある種のエコノミーを弾き出す。善や悪に、正義や社会に質料はない。行為の主体

があるだけだ。厳密には、物資的世界と、フィクショナルな空間や現実の舞台は行為のため

に、善や悪を演じていく。イデアは、別の世界で見ていたものというよりは、文脈の動物的

感受性である。友情のイデアは小鳥やヒヨコにもある様だ。3匹のヒヨコが、家の庭で楽し

く遊んでいたら、カラスが 1匹さらって食べてしまった。それからカラスがまた来た時に、

電線に止まっていたヒヨコが怒りながら頭に体当たりしていった。ヒヨコも楽しく遊んだ

仲間の為に命を顧みず挑んでいったのは、一緒に遊んだ楽しい想い出の為と言う動物の感

性によるものである。記憶の蓄積と、記憶からの自由を併せ持つのが生物や人間でもある。

生命の継続によって、一日単位のドラマを繰り返す事が出来る。それらは質的なものでもあ

る。感覚のドラマは形成され、進行する。生物の経験は、生物の生きる事を形式として形成

される。友情や愛情もその一つだ。それらの不協和音が生じる所に、幻覚は潜んでいるかも

知れない。幻覚を見ている場合は、フィクショナルな空間を現実の知覚が経験しているので

あり、幻覚分析と言う哲学、思想、精神分析などの領域は、フィクショナルな空間という、

作出されるべきなにかを暗示してもいる。フィクショナルな空間の論理と構築は、人間の意

識を 21世紀的に更に進化させるだろう。もはやそのような抽象的危険の中でしか、哲学的

な人生の進行は行い得ないのかもしれない。政治だとか、コンピューティングシミュレーシ

ョンは、単純に市民を苦しめる為にある訳では本義的にはない。しかし、憎むべき対象に牙

を剥く時、権力が抑圧する苦しみを感じる市民が不断の努力で練り上げた思考は、既にフィ

クショナルな主体を待ちわびている。一度電子上やペーパーで残されたものは、削除された

としても、フィクショナルな主体を待ち続ける世界に成る。フィクショナル空間は、人間で

あるという固有の行動パターン、思考パターンのもたらす効果を編み込んでいる。まだ誰も

経験した事がなかったとしても、新しい行為には帰結を示す構成が待ち構えいる。フィクシ

ョンは、産み出されるストーリーでもあり、現実を思考によって載せ替えるものでもある。

それが行動を伴わない場合は、シミュレーションにもなる。フィクションを読み込む時に、

現実化されたフィクションを読むだけでなく、全体として共有されるものや、フィクション

を読み込む人にもたらされるストーリーも存在する。それらはフィクショナルな空間であ

り、物質的にでは必ずしもなく、抽象的にこそ、存在しているのである。存在でなかったと

しても、それは論理関係として効果を弾き出す。フィクションを読み込む時間と経験の中で、

意味や意図や倫理を受動していく。表現行為に参加した者達が行為し続けた表現は、現在数

多ある。そうした表現の技法に不慣れな一般の受け手は、聴衆としての経験や感動を受け取



る。それを語る事が、社交を形成したりする。表現は、人を選ぶのも事実で、同じネタをこ

ねくりまわす、誰かの言葉をありがたがる田舎者や、都会であってもそう言った生産性や想

像力は、全域に散らばっている。受動するというのは、学習に付き物で、ただ無批判に受け

入れてしまうのは、危険でもある。誰かの理論を模倣するだけで、教育は成り立つかも知れ

ないが、独自の理論を編み込むのに、誰かの理論を下敷きにするのは、一流であっても有り

得る。それは本来二流以下ではないか。一般人であっても、創造的である事を享受するのは、

人間の固有性と独自性に根差したものだ。〜したい、自分を変えたいと言う時に、社会に既

にある選択肢から何か実存を生きようとしてしまう。君だけのリアルは、そういうパッケー

ジ化された変化であってはならない。実存主義は終わってるのではない。存在とは何かと言

う構成がある時に、実存を取り出して主義にしたからと言ってノーベル賞であって、実存よ

り構造だという歴史哲学史観は陳腐に過ぎる。ハイデガーではないが、我々に与えられた時

間は有限だ。死から逆算して、著者なら 33才にしてやるべきことを見誤っては現実構成を

早まったり誤ったりしてしまう。死を想うのは難しい。ハイデガーは病気を抱えていたから、

死を覚悟したのだろう。三十代ではまだ、死を意識して何かを成すには早い気がする。運命

のなかで、何か有意義な事を成す。才能の顕現が難しいならば、愛に生きてもいい。相手と

想いを合わせ、絆を結び、一緒に生きていく。そういうのも意義があるだろう。子供を産み、

育てるという行為がそこにはある。人間であるという反射的、反復性は、一見すると、動物

としての基礎になる。愛に生きるのは楽しいだろうか。感情と知性は異なった質を、異なっ

た行動へと結び付けるものではないか。感情が愛や家庭に結び付いたり、極度の知性が、共

感の不可能性に偏り、独身を決め込むという事もある。動態的なマクロ経済では、独身が増

えれば、人口的な供給が少なくて済む。それは、貨幣のマクロ経済かも知れないし、労働の

それかも知れない。生産性と労働供給が、連動して低下するのは、その差異と人口コストに

よって正負が決まる。人間は老化もする。そういったものから人生の質は運命的にもなる。

運命論者は、運命を決められたものだとか、行為や経験は自由であるとか論じるものだ。誰

かと出会った事で道が開けた場合には、この出会いは運命だと信じたがる。それがたとえ夢

想だとしても、望めよさらば与えられんと言う事でもある。運命に突き当たる時、フィクシ

ョナルシミュレーションと現実構成の２つの論理の現実可能性が問題となっている。なに

かを成したいとか願望を叶えたい時に、叶ったとか叶わないとかが、運命によって左右され

る様に思える。人間の思い描く願望は、まだ無いと言う前提の下で、獲得出来るか出来ない

かが問題となる。無いを前提に在るを獲得出来るか出来ないかが問題である。人間の欲しい

物が買い物でなく身分上のものであれば、夢と呼ばれる不確かな状態に置かれる。運命が叶

うかと夢が叶うかとは似たような使い方をする。人間の欲しいものは、運命によって叶うか

と言うより、大体が叶わないもので、身体的に、知性的に現実化出来ないのである。運命に

よって阻まれたのではなく、無いものが、実現不可能だったため無いままの状態として、無

いものが無いと言うなにも変わらない状態を指す。内的シミュレーションはフィクショナ

ル空間を改変し続けるから、現実は変わらないがフィクショナル空間では変化と経験が蓄



積される。獲得出来なかったシミュレーションが現実を経験したこともあり得る。外部の世

界は、心的世界ないし心的経験を構築する。外部の世界を何処まで取り込むか、何処まで経

験するかは、世界の解明に関わる。経験は無前提に開始する事が出来る。どうすればいいか、

身体をどう動かせればいいかは、その都度経験の零度から発生させる事が出来る。存在する

人間は、政治や社会から視線を受ける事になる。お前はこの空間で、どう動くのか。何をし

ようとするのか。家庭を持つのか。何を労働として選ぶのか。表現をするのか。どういう組

織に属するのか。そういう視線のなかで存在している。何か社会や国策、権力がある市民を

注目する場合、同時に特異な個人が、社会や権威を目掛けて目的や意図を試行しながら行為

のベースにランディングする時に、シミュレーショナル現実を経験から行動化させる。行動

化による全体的現実は、行為のベースへの全体性でもあり、参加する権威や部分社会を変形

させていく。変形しない活動や行為も存在するが、それらは特異な個人を捉える必要はない。

単に受益させる活動があるだけだ。維持的な中小企業や、公益団体などがそうだ。では、自

らの立ち位置を変形される領域、フィールズはどう言った場所に在るのか。ずばり、知、技

能、芸能である。知は企業や団体、国家でさえ欲しい対象である。知とは何なのだろう。知

に絡む集団でさえ知の変形に揺さぶられる。ヘゲモニーは知の変形でもたらされる。場合に

よってはそれは望ましい事ではない。権威の無能が内部から露呈する事もあろう。正直に言

おう。人間は自分で出来ない事を社会、権力、国家、宗教に頼る事が往々にしてある。権威

に付く者ですらそうだ。ハイカルからサブカルに降るに従って他者に頼り、他者を大事にし

ようとするものだ。断定しよう。権力を手にした大御所にも、自分で出来ない人もいる。往々

にして、そう言う素質が他者を威圧し権力を力にするものだ。権威主義の権現の様な文学者

や、権力者程自分の不可能なアンヴィバレントを反動にしているだろう。正直言おう。ヘー

ゲルの「精神現象学」の序論に、大衆は多くを望んではいけないとある。選ばれた者だけが

未来に栄光を掴むと言うような話がある。本文ではもっと露骨に秘密組織の様な、やはり選

ばれた者が育成されて社会に認められると言うような話がある。これは、別の章で大衆文藝

の可能性や、文芸配置の分析の際に検討しよう。ヘーゲルを持ち出すのはウンザリするが、

ここに権力の権力性を書き出すに当たってヘーゲルを持ち出さない訳にはいかないように

思えた。ヘーゲルのセンテンスは幾分か面白い。しかしこれは人間の負の側面の噴き溜めの

ように思えた。最早、ポストモダンに於いては癌にすらなっている様な感じがする。誰かが

一度、二度、三度、ヘーゲルを蹴落としておいた方が良さそうな状況である。断言しよう。

「精神現象学」は学問的に未熟だ。哲学史上の立場を二項対立にして上昇するのはプリコラ

ージュのつぎはぎな配置だ。しかし哲学史に堂々と残っている。カントからベルクソン、フ

ッサールで良い訳で、ヘーゲルは人間の負の側面を描いた汚さへの拘泥の哲学として反面

哲学教師へと誰かが突き落とさなければ、人間の未来は暗い。何らかの社会選別で選ばれた

者の権力と市民は多くを望んではいけない世界を人間は背負うのだろうか。知は大衆にも

たらされる事で可能性は生まれるのではないか。カントは、そうやって「純粋理性批判」を

書いたのではないか。ヘーゲルに対してその影響力を無効化するために、フランスでは幾つ



かの書物が書かれ、大衆論もネグリ、ハート、オルテガ、ドゥルーズと活躍し、マリタンの

「哲学の犯罪計画」も出された。まだぬるい。この論考でも成し得ないだろう。誰かがヘー

ゲルを見切って、つまらない本だと堂々と宣言した方がいい。面白いのだが、なんか胡散臭

いのだ。何でもかんでも統合すると言うのも無理がある。精神現象の内部では、衰退したり

最初に戻ったり向き合ったり再検討したり、弁証法にない可能なものを組み込んだりする

必要がある。確かに花はつぼみを否定して統合されるが、その花は散ったり萎れたりする訳

だ。すると花は咲いた時が一番実りある状態でやがて散っていく。存在と無をヘーゲルが考

えなかった訳ではないが、精神現象の単一性、特に国家組織の内部での絶対精神の論理は脆

く、大衆にも学芸に参加する余地は在るのだろう。国家組織の内部での選ばれた者による学

問、芸術ばかりが完成された精神ではない。最もヘーゲルも初期には国家に噛み付き、自由

な個を讃えた様なセンテンスや思想が在り、後に国家に捕獲され、国家の重要な信頼を預か

る様になる。それはナポレオンに占領されたヘーゲルの時代の駆け引きの産物でもある。聖

書のヨブの様に、かつての自分と同じ、自由な個人を潰す、ないしは、神への反逆を持つか

つての自分を地位や財産を貰って買収されるという社会や権力の行動規範にもなる。社会

の中でどう生きるかを選択する。人間を管理する。どこかに繋がって、労働という義務を背

負い、残存する自由と貨幣を享受する。それには、社会で成立する場所や行為を確保してい

ただく。綺麗事の自由ではない。社会という言葉は、役人や政治の領域として、落とし所を

探ってもらったり、誰かに与える特権を公平にしたがる。社会を管理する統合が社会であり、

人間に地位を与えたり、社会がない独力で出来ない人に社会を担ってもらう事もある。それ

は、学術や技能でもそうだ。学術や芸術、出版、メディア、それらはどれも、社会という言

葉に類似している。実際は、出版業界や作家には代作がかなりあると言う。代作料金と、後々

の口止め料金が発生し、後者により、安全な代作業が流通する。規律と訓練は、不正を質に

入れる事で、有用に機能する。そう言ったなかで、いかに正当性を通すか。正当なものは社

会から逃れる場合がある。反社会性パーソナリティという人格障害が、逆説的に社会で社会

の力や口利き、不正を行使せずに、成果を上げる事になる。社会の力を得ない人のなかに、

実力がある人が一定数いる。実力がないが、社会の掟と儀礼、礼儀により社会に取り上げら

れる事がある。一方で、反社会性パーソナリティによって、実際の実力を保持するのが正当

性でもある。社会を排するのが、現実の実効的な実現能力である側面はある、現実を構成す

る前段階として、人間の形態を確定しておく事は必要である。君がもし、学問や芸術を突き

詰める時、他の形態から隔絶する事をも意味する。無難に若くして就職していれば、３０、

４０になってデカイ功績は無くとも手堅く生きて行ける。若い女性と話しをする機会や恋

人や奥さんをパートナーとする事が出来る。それは充実感をもたらすかも知れない。飲み会

や合コンが仕事の後にあれば、楽しく生きて行けるかも知れない。アルバイトや身分不確定

に学問や芸術にのめり込むのは、結局その知性に将来的な不安定をもたらす。３５才を過ぎ

て社会に唾を吐く孤独と、一方で学芸の技術が身について行く。出版社からプロとして出て

行く事が出来ないと、自費出版で実力を示す事になる。しかし、そういう学芸の成果は誰も



求めない。ほとんど売れないのだ。そうすると、３０、４０で学芸にしがみつくのは、単純

に仕事にはならない。大学教員かプロの作家に成らなければそれでメシは食えない。そうす

ると、続けているのは夢を見ていたと言うことになる。どこかで夢は覚めてしまう。作家に

成りたいと励んでいる学業を終え、夢を追い続けた青年がいるとする。可能性は在る様にシ

ミュレートしている。しかし幾つかある賞の上位に食い込まないといけない。まだ可能性は

在るとシミュレートする。アニメやドラマのシナリオにも憧れる。しかしアマチュアでは画

家や俳優を動かすことは出来ない。アニメやドラマは業界の一大事業であり、人員を動員し

て行われる。ちょっと小説が書ける人がいても専門家を動かすのは難しい。結局、文学を夢

見ても、現実に作家になるのは難しい。頭を下げ続けて、雑誌のスペースを分けてもらうか

も知れない。それで多少自分の作品が載ったとしてどうなのだろう。大手出版社なら凄いか

も知れない。作家の端くれならば、雑誌に数本載れば勢いは付くかも知れない。そうやって、

自尊心とは一体どうやって形成するのだろうか。どこまで進めるのだろうか。無職で４０ま

で行けばいいのだろうか。それでいいのだろうか。まず、結婚は出来ないとシュミレートさ

れる。いいだろう。結婚などしなくても生きていける。ゴーストライターも作家にはいると

聴く。そういう不正で成り立つ場所に素人がコネもなく媚びもなく入れるとは思えない。そ

ういう文壇を夢見てもいい。不正やコネがなくて見せ場を確保出来ない。虚しいのが栄光だ。

栄光は虚しいから、虚栄というものだ。そういう虚栄ではなく、地道に数十年働けるポジシ

ョニングが取れてこそ結婚すれば良いのだ。伴侶を見つけたり、恋人を作る事に、文字通り

興味がない人がいる。性的なものに幾らか関心があっても、ほとんど興味がない、どうでも

いいと思っている三十代がいる。本当か、と疑問に思うのではないか。本当なのだ。綺麗な

女性と仲良くなったとしても、口説いたり、やり取りをしたり、資金状況にもよるが、デー

トをしたり、そこで話したりするのが面倒くさい人もいるのだ。性的なものを求め、それが

なければ、飢え渇き、欲しい欲しいと訴える五十代、ないし、六十代がいるのは驚きである。

結婚すると自由がなくなるから結婚しないという男もいておかしくない。自由は、主義とし

てではなく、与えられた時間のなかで、願望や選択によってもたらされるのだ。時間の消費

は、自分で選択出来る限り自由である。しかし、やらなければならない事があり、目的があ

る限り、自由は消費される。自由は確保出来るだろうか。自由を明け渡す代わりに、目的を

達成する事が出来る場合もある。採用されないというのは、有り難い事だと言う一面がある

のは、まさに、防衛であり、防衛機制でもある。経験論的に経験でないという経験を経験す

ると同時に、その経験を経験しないという鏡の経験を経験させる事になる。経験は、経験と

して選ばれなかった経験をも、心的に経験するが、経験しなかった経験を経験でないとする

わけではなく、シミュレートする現実として経験する事になる。ネットなどは、ただ情報を

読み込み、動画で瞬間的に経験を意識に流し込む事も出来る。動画としての経験は、直接的

にも、間接的にも経験を形成する。最早、経験とは、行為によるものだけでなく、情報とし

ての経験に類似したものをも含む。それは、必ずしも二次的だとして低く見積もる事にはな

らない。ネット空間で語るべきことは沢山あるけど、語れる事は限られている。他者の知り



たい事を語るのではなく、どういう文脈を編んでいくか。対話を公開する事、関係が生じて

いる事、認識している範囲での自由度は、文脈の次の数手先を規定しかける。ウェブ上での

表現はそういった文脈を形成する。現実と意識においても行動や語れる範囲は限られてい

る。語ってしまえば、聴き手の意識やデータとして残存する。それは、そのまま解釈される

し、評価され、受け止められる。こっそり削除する事も出来る。言語表現は、そのままには、

その人の全てを表す訳ではない。しかし、嫌悪され、手の内を晒し、レベルを見定められ、

立場を固定されるような言語表現もある。言語表現は、沈黙に解消された文脈たちに優位を

明け渡す時がくる。語る事、行為を表面化させる事も、結局は、ケムに巻いたように解消し

てしまうのだ。それは既に考え終えた事、論脈を終えたもの、必要のないものなのだ。シミ

ュレートするだけで、経験を必要としないものは、人間の行為としても当為としても、冷静

さを与える。行為しようがしまいが、人間としては変わりない。しかし、行為を削減し、経

験しない事で、手に取る現実がある。現実が洗練される事。シミュレートしながら、フィク

ショナルな空間を現実にスライドさせていく。共通のフィクショナルな空間もありうる。フ

ィクショナルな空間は、人の想像のなかにある、理想的な状況であり、願望の総体を包含す

る、現実でない空間である。現実とフィクショナルな空間を変形し続け、経験に転化する現

実を、さらには、シミュレートする現実と経験の連鎖を、フィクショナル現実空間と呼ぶ事

にする。それは、無自覚に誰でも経験している現実である。しかし、どれだけの経験がある

か、シミュレートするか、現実と自己認識に差があるかは人によって異なる。フィクショナ

ル現実空間という接触点がある。それは、現実的実行力であり、現実構成論でもある。抽象

的な希望しか、現実の弱さに立ち向かう武器がない人がいつでもいる。イスを取り合い、か

っこ悪い顔を売り込む権力と社会のなかで押し出された寄る辺なき人が認識を改変する、

抽象的な希望が世界を虚構にしていく。決定したもの、行為はやり直しが効かない。誰も見

ていなかったからとか、誤りを認めてやり直す事は出来る。しかし、それは美しくない。特

に、公的な行為は、歴史として取り替えが効かない。取り返しがつかない事態もあり得る。

初動の方向性が劣化している場合や、意図が逸れたり、棄却された場合には、美的に低度な

結果を残してしまう。 


