
世界の複数性 
   宮坂 新 

 

worlds 

id05 

存在は何処に在るのだろうか。よく省察してみよ。記憶だろうか。意識だろうか。或いは

この世界が見える限り、君は在るのだろうか。よく考えてくれ。眼を閉じてみてくれ。読書

は瞑想だった。それが答えてくれる声だ。眼を開けてくれ。存在は心臓に在る。心臓が動い

ている事は存在が許されている。心臓が止まれば存在は止まる。脳死とて心臓は動いている。

認識は心臓と眼と脳を連結させる。もう一度眼を閉じてみろ。脳は動いているだろうか。思

考ごと鎮まらないだろうか。よく頭が混乱した時に眼をつむらないだろうか。眼を閉じると

思考するのは難しい。脳が動くのは、この眼から見える世界と対峙するかの様だ。しかし耳

からテレビの音が聞こえて来たらどうだろうか、授業中の居眠りはどうだろうか。何かしら

の思考が形成されるだろう。眼を閉じてくれ。誰かが口にホワイトソースとチーズのかかっ

たチキンソテーを含ませたとしよう。その食欲をそそる視覚はない。時に食べものを見るだ

けで唾が口に広がる。しかし視覚はない。ただそれを口に含み、噛みながら飲み下す。盲者

の記憶には視覚はない。食べたと言う経験に視覚がない。美味しいだろうが、経験のエピソ

ード記憶に視覚はない。真っ暗な記憶だけがある。眼から見える世界だけが世界ではないと

したら、どうだろう。言語がそれに、代わるだろうか。世界は構成される事もある。意識の

なかに世界はある。世界を構築する事がフィクショナルな経験において、必要になり得る。

ゲームやアニメとは、そういう意味では、世界の構築に関わる。人一人が、ないしは、集団

一つが経験する世界がある。それも、フィクショナル設定空間として構築されるのが人工的

な世界である。それは、ゲームやアニメと形式的に同型である。フィクションとは、必ずし

も、作品である必要はない。誰かが、自分はアーティストだと思い描くならば、それはフィ

クションであり、現実可能性を与える。まったくの現実逃避であれば、それは、現実可能性

を排したフィクションではないだろうか。虚構を構築する事がある。フィクションの精度や、

推論による現実の認識が、実際はどうであるかという領域と混じり合う。自分以外確かめら

れないという次元を構成する事。確かな日常が訪れる限り、なんとなく生きていける。策略

を練らない実行性が、不確かさの断片を受動させる。分からない事は自分を無化し続けるだ

ろう。なにも考えないで許される日常が、世界を分断しても。他者の起源を遡る事は出来な

い。アイデンティティが、データベースに一致しているかは、全ての行動を照合しなければ、

確認が取れない。何も実行しなくとも、攻撃や不安にさらされているという時代が来る、な

いし来ている。今までのデータから、何を割り出せるか。人間であるという制限された条件

から反復される個々の現象は、シミュレート可能性と随伴する。行為が何をもたらすか。社

会的な評価が下される事もある。人間は、社会的な行為を望む事は良くある。賞賛を浴びた



い。叶えたい夢がある。社会というものとは別に、物を享受してもいる。人間を求めてもい

る。社会を含めて、それらに飽きたり、分け前が得られずに、全てを放棄している人間もい

る。社会は選別する。社会は与えたり、与えなかったりする。それは、ただの、生物として

の行為だ。人間は強い。功績などなくても、他より劣らないように、自分はかけがえのない

ものだ。日本人は、一般人の生き抜く力が強い。言葉によって示さなくても、教養に代わる

世間的な知を持っている。それは良くも悪くも落ちない強さだろう。自分を誰かや団体に預

けても、生き抜いていく強さだ。技術の習得を指導していく。怖い人や状況にビビらないよ

うに、キモを据える。格闘技をやれば、怖さは減る。怖い人も街には時たまいる。都会では、

訳の分からない人もまあ、多数いる。同性愛者や、カミングアウトも近年はかなり増えて来

た。かっこよさを追求する人もいる。ヘアースタイルやファッションを習得、維持していく

のは、楽しいし、異性を喜ばせたりもする。恋愛しないのにカッコいい男も、都会にはかな

りいる。可愛いのに男がいない女はかなり少ない気もする。世界では、様々な行為を遂行し

ているし、利害や活動による関係も発生する。人は人と出会い、関係を結ぶ。ネット空間で

もそれは容易に場所を超える。知識や科学、スポーツ、テレビ、それらを享受し、利用する。

スポーツによる指導から、様々な方法を体得できる。人間が生きている場、科学を操る反対

に神を思う。日本でもアメリカでも、テレビで見るように生きている。それが世界だろう。

今を覆っている文化的人間、それが世界だろう。文化を修得するプロセスで、因果性を修得

すると同時に、指導者の思考を追跡できる。文化は人間のドラマと、高度な技術を習得させ

る。どう生きるかを解析されてしまえば、その人の可能性を決定されてしまう。何を行使す

るか。文化に参加するか、他の構成員との均衡は得られるのか、自己充足感を保持できるか、

幸せか。どう思うとか、何故思うとか、何を欲するか、そういうものまでが試されているの

が、自由の限界を両義的に示している。人間の限界に生み出される経験は、全域を示す。動

機や言語は、一定の領域と制御をもたらす。そのなかで、書くという事を動機と言語におい

て規定していく事は理想的にはあり得る。特にそれが、社会的な行為であれば、行動に制限

を加え得る。惰性で書けてしまう書物は、衒学にしかならないという側面はある。知識をな

ぞるかたちで書かれてしまう哲学や評論がある。それは、言葉をピックアップしたり、歴史

上の誰かの言葉を拡充したり、解釈して書いてしまうのだ。そういったものは、作品として

未熟ではある。一次的に算出するものが、新しさを呼び起こす。理解しながら、理解した事

を書くものは、惰性で書いていると言って差し支えない。これらは、歴史的な哲学者や、日

本の哲学者にも半数はいるのだ。いかに、類似したものを語るのでなく、有意味な体系を語

るかが問題ではある。言葉は、教育と連動して、論理と形式から現象を体系付ける。新しい

知見とは、世界において、思考において、現象の法則を論理的に語る事でもある。法則を捉

える事は、人間であって付随する事から導かれたり、願望の実現や欲望に関連して構築され

るものでもある。現実や経験がどのように意志から導かれるか。意志を持つ人間がいる。意

志は何かを実現しようとする。主意主義による経験論、ないしは、新しい体系としての現実

構成論が構想される。現実は静的に配置されているが、意志は静的な現実を二重に動かして



いく。静的にも現実は進行するのに、意志によっても現実は改変される。全く条件通りに動

く現実と、意志によって二重化された現実がある。言わば、自動的に訪れる現実と、意志が

介入した自動性による現実がある。誰か一人が欠落しても訪れる現実がある。そこにその一

人が、ただ介入するとしよう。現実は何も変わらないだろう。しかし、その一人が行動とし

て介入する事で、現実は改変されていくのだ。現実が変化するかは、基底がいくつあるかと

言う事でもある。変数がいくつ介入するかでもある。更に、言語による参加は、主張として

介入する。現実としても影響を与える。それが、空想や妄想を発生させる場合には、フィク

ションにも干渉する事になる。日本の言論の二項過程を、連接的にも、選言的にも辿らない

事。意図やゲーム理論に捉えられない全体を思考する事、行動を分析不可能な未来へと回収

する事。詰将棋ではない行動の成果を既に手にしている事などが自由の別名であると知る

事で、他の決定権を奪い返す事が必要である。自分の未来を決定するのは、行動の目的と、

その再現の可能なシミュレーションにもよる。現実をシミュレーション道理にこなしてい

くのは、現実構成的である。それは、単純な行動である場合にはさして問題にならない。女

とデートするとしよう。男は、アレコレとシミュレートするだろう。それは女に会うまでだ。

実際に会ってから、これからどうしようかと考えて行動する場合は、シミュレートする現実

になる。シミュレートする間もない場合は、現実とシミュレートは同時になる。もはやシミ

ュレートとして現実に再現する事もないので、シミュレートは消える。現実の行為のみがあ

る。事後的にあの時どうしていれば良かったかというシミュレーションが形成される場合

もある。概してそれらは、現実構成的である。シミュレートするというのは、思考を思考の

みで考える事もありえる。愛とは何かと考えるとする。愛はどういう要件を欲するかと考え

る。これは、思考上のシミュレーションだ。情報としての知識を加算したり、理解するのは、

知性の構築でもある。知識は、知るという事で、分かったという効果を保存する。それが人

間の存在をどう基礎付けているかは、知識と人間という文化の問題でもある。知るという事

は議論する時にしか効果を発揮しないのか、教育した知識はどう行使されるのか。最初は無

批判に情報を読み、分析していたが、その期間を経たからこそ、いらない情報を取捨選択出

来る様になる。この情報は必要ないものだという事が分かるには、その対象がどういう性質

のもので、いま何が語られているのかを知っている必要がある。知識は、一定量に達する事

で、経験の質が変容していく。経験を選び取る事で、間接的に現実も変容する。変容という

言葉が正確ではなければ、違う現実を受け取る事になる。それは、知識と現実が、領域を異

にする事を示してもいる。知識は、現実の領域ではなく、フィクショナルな領域を占めては

いる。空想や願望というフィクショナルなものを現実に落とし込むには、ある行動や身分上

の接点を必要とする。ないしは、関係性のフィクショナル現実行為がある。生きるという単

純な事実から、離脱された行為の空間がある。単純な事実が行為的に誤作動したり、幻想を

意識にもたらしたりする。病気で病院に寝ている時に、弱い立場にあるために、昔の敵が苦

しめに来たとか、昔の友人が助けに来たとか錯覚する事は多い。単純な事実として、身体や

精神に不調をきたしたという事実が、離脱された行為や記憶にシュミレートされる訳だ。こ



の場合、シュミレートは、思考する、思考を身体によって行動化する前段階、を意味する。

想像的なものが、現実でない場合をフィクションと捉えていい。作家になりたい、詩人にな

りたいというのはフィクションだ。作家でも詩人でもないのだから。この空想はフィクショ

ンです、と付け加える。しかし、作家や詩人にとっては、それは現実だ。フィクションは、

作品としての表現物に限定されない。虚構であれば、想像もフィクションである。現実以外

フィクションである。現実化されたフィクションもある。知識は、現実としての言語的な現

実ではある。それが思想上のものであれば、ある程度のフィクションであり、思考上のシミ

ュレーションである。読書や知の超越構造と限界を見積もる事で、知の可能性と限界を策定

する事が出来る。その上で現実の生のクオリティを拾い上げていけばいい。現実で何を望む

か。それ以外の精度はどうか。安全や収入は問題ないか。それらの形式以外のクオリティは

どうかなどが問われる。知的に人間を確定する。物理学や電気回路を学んだとしても、知識

だけでは、物理学や電気回路は影響を及ぼさない。同時に、文学や芸術をやっていても、知

性をふりかざす程度だ。結局、芸術や文学をやっていても、害はない。芸術家や哲学者が日

常で語る事は犯罪のような害をもたらさない。他者への影響力を行使しない。政治や経済は、

他者への影響力をかなりの部分ダイレクトに行使出来る。哲学や思想、小説家は、政治の腐

敗に意見を述べる場合もあるが、小説しか書けない、哲学書しか書けない人間が、その領域

を出る事があるだろうか。本義としてはない。ただ、政治の批判をするとなれば別ではある。

しかし、本義としてフィクションを作り、認識や経験を分析する事を追求したからといって、

その部分において、なんの害もない。哲学や文学は無害だ。思想は、理論的に、理想を語る

ならば、やめて欲しがる人はいるかも知れない。利権を蓄積し、立場的に行使出来る人は、

それをずるい事の様に言われると、権力を上げて鎮圧しなければならない。思想は、多少、

権力の批判という危険を演じる場合がある。自分だったら、理性的に正しい行いをするとい

う。しかし、組織の原理は単純ではない。思想家の様に、格好良く、知的で、ヒーローみた

いじゃあない。金を、社会的に動かさなければならない。そうやって楽しく生きたい。それ

が権力に預かる人生であるという権力と利権の意義がある。やっちゃいけないと言われて

も、指一本動かして、一丁上がりで回していくのが誰であっても人間のサガであろう。まず

は、貨幣という概念を根底から変えなければならない。生産や消費という概念も、おおいに

変わろうとしている。不足がなければ、一生歪みがなければ、不協和音は沈静化するだろう。

欲望や願望にも限りや上限があるのではないか。自律性と調和を図る自制心と結び付きな

がら人間は平均的な生理作用をもたらせばいい。世界の見え方が変わる事はある。夢は誰に

も優しい時がある。失望しても。夜は明けるのだ。霧が晴れるように。優しい夢があったの

だ。死と時間が動いていく。そのなかで、必要なものもなく、ただ過ぎていく時間を流し込

むのだ。夜明けて、街に繰り出せば、人と人は出会う。夢を忘れ去る。フィクションを描く。

フィクションは描かれるものではないだろうか。あの子と付き合いたい、歌をステージで歌

いたい。それらは描かれたフィクションだ。更に、努力は実る、誰かが見てくれている。そ

れらは、いくらかはそうだ。フィクションが浸透し、言説に食い込んでくる場合もある。フ



ィクションは堂々と形成されている。あなたは監視されているとか、管理社会が到来してい

るというフィクションが言論に上がって来る場合がある。それは、防犯カメラに写っている

としても、携帯の履歴が通信記録になっていたとしても、可愛い女を監視したとか、気に入

らない人を抑圧したとかは違法なので有り得ないのだ。その上で、フィクションとして、そ

れらのこととしてフィクションが駆動される事がある。スタンドアローンコンプレックス

というアニメの主題があったが、あれは、フィクションを内化させてコントロールするのだ。

プロダクションアイジーのアニメである。まず、フィクションを内化させ、駆動させ、次の

思考を規定するのだ。そのフィクションの効果が、急であれば急であるほど、現実の出来事

は変化させられる。思考が現実に行動化される事になる。行動化されない抽象的な思考を享

楽させるならば、混乱は少なくて済む。ただ、あり得るのは、表現として、違法を流通させ

ている事への批判等がある。あるいは、新たな言説を発表される事だ。しかし、それらは、

人に危害を加えるものではない。生きる意味に悩ませて、文学や思想に浸らせればいい。そ

れは、自由の別名かも知れない。生きる意味を探す旅は、表現された思考を取り入れて構築

するものでもある。それは、純粋に思考のみでなされるというよりは、その人の顔をさらし

ながら、身体を挟み込むものでもある。何故生きているのかと言う問いは無用ではない。そ

んなの生きてるから生きてるだけだと一般人は言う。しかし、哲学書は君が生まれる前から

現前していた。デリダもサルトルもあった。何故生きているのか。何故生きなけければなら

ないか。死ぬと言う事。老いると言う事。老いる前に出来る事。生きると言うのは、父母故

にでもあるが、君自身が生きると言う事でもある。生態故の循環でもある。魚と人間は似て

いる。生まれる以前は人間の祖先は海に居た。母のお腹は海に似ている。母のお腹のなかで

記憶は無かった。或いは何もない記憶が生成されていた。そうやって成長し、何かを残しな

がら死んでいく。ここ百年程度で、映像文化も進化し、インターネットも普及した。どんど

んスピードが上がっていく。人間に意義があるだろうか。大量消費とスピードは、どんどん

上がっていく。人間の人間らしさとはなんなのか。人間は結婚し、家庭を持ち、育てられる。

人間は、しかし、動物と文化的な差異がある。そのなかで、時間が過ぎていく。フィクショ

ンの言説も普及している。文芸や学術が人間の享受するものにもなっている。その配置は適

切だろうか。フィクショナルな空間の文芸配置は、一定の効果を生み出す。どの順番で経験

されるかで、求める難解さに差をもたらす。どう、フィクショナルな空間を経験させるかと

いう問題がある。サブカルチャーや思想、哲学までをも含めた文学が、群衆の現実とフィク

ショナルシミュレーションにどう言った効果をもたらすのかを解明しようとした文学者は

少ない。文学の機械化を意識の力動原理として捉える一連の記号論、ないしは言語の構造化、

数式化は面白くはある。問題は、近代以降の活版印刷による書物の普及があって、現代の視

覚メディア、聴覚メディア、ウェブ空間、SNS が群衆の言語消費がどんな帰結をもたらす

かについてどう言う効果が現れているかを焦点にしたいと思う。文学は群衆に何をもたら

すか。サブカルチャーに落とし込まれた文学のみを消化する二次的な群衆はフィクション

と現実を如何に変形するか。文字による暴力的介入は行なわれるのか。そもそもの前提とし



て、人間をありのままに描くとする。文化を享受しながら、一度、それらを批判に掛けて、

真でないものを検討してみるとしよう。人間は幻想で練り固められているのかも知れない。

神が、人格を有して人間を創造したと宗教は論じる。しかし、人間も、元を辿れば、突然作

られたのではなく、微生物から生成されたに違いない。生物の発生と世界観が正確に確立さ

れるべきではある。生物は進化する。人間やサルの前には、やはり、サル以前の進化があっ

たのだろう。その元は、いまある生物とは異なるのだ。皮膚は、ナメクジに似ている感じが

するし、目は犬や猫に似ている気がする。生物は動く。厳密には、動物は考えたりしながら、

神経が伝達した様に動く。或いはアメーバの様に反射的、感覚的に動く。宇宙に知的生命体

がいるかと問う前に、宇宙に動く生物がいるかと問うべきである。アメーバやミミズも生き

ているのだ。知的生命体は、地球という条件では人間の形をしていると言うだけであり、動

くと言う観点からの動物の定義からすると、足や手があるかは重要である。昆虫なども概し

て手足がある。人間は二足歩行をし、手を動かしながら脳と連関させる。脳も垂直にありな

がら、姿勢と共に発達してきた。言語的にも鳴き声の単純さと違い、多様な音声を発生させ

る。生物の発生には、RNA ワールド仮説やカンブリア爆発などの研究上の条件があると思

うが、単純に意識の発生の起源が重要である。身体的生命が、身体的に進化したとすれば、

植物と似た進化を生物の身体が遂げた様にも思う。動物に成る身体は意識の発生を内在す

る様に、植物とは形態が異なる様にも思う。恐竜が生きていた時代には、人間はまだ多様化

の過程では存在していなかっただろうが、人間やサルのような生き物は、数を増やせなかっ

ただろう。逆に、微生物や昆虫は生きていただろう。ある時、6センチメートル位のゲジ虫

が家の中に居た。そこでクイックルワイパーを持って来て一潰しにした。ところが、ショッ

クを吸収してそれまで静かに移動していたのが、身の危険を感じて猛スピードで幾つもの

脚で走り出した。きちんと潰したのだが、その時に虫の意識は、本能的に人間と互角に渡り

合っていたように思う。意識はしっかりしていたのだ。虫は確かに学問をしないかもしれな

い。しかし、人間が人間の形をしたり、ネアンデルタール人や原始人として百万年も前か、

高々文明が生まれる前、今から数万年も前には人間とゴリラやサル、虫は意識的本能として

は似たようなものだったに違いない。知性がゴリラやサルより高くなり、二足歩行が住居や

武器を作れたことが、文化、住居、武器等を相続し受け継ぐことが出来たに違いない。意識

的本能は虫や犬にも人間と同等性を見る事が出来得る。神経や脳は小さくても意識的本能

的にはかなり同じ強さを感じさせる様に想える。馬や山羊は普段ゆっくりとした動作をし

ているが、犬や虫は動作の消耗度は人間とほとんど変わらない様に想える。イルカは高い学

習知能を有する。知性が高いというのは、状況判断能力が人間と互角かそれ以上だとも取れ

る。泳ぐという事や、スタミナを維持し続けるというのは、人間から言語能力を取り去れば、

さして優劣が付くものではないのかも知れない。インコは言語を覚えられるので、言語を喋

る、ないし真似ることが出来る。人間とその部分は変わらない。人間は知性的に必ずしも動

物より優れている訳ではない。ただ、知識の蓄積や教育がなされる。寿命も伸びて来ている。

陸に繁殖し、大地に根を張り、衣食住と言語を相続し群を成して動物より優位を確保して来



た。言語の発明は、口が食べる器官であったために、鳴き声から進化したようだ。口を上下

運動だけでなく、もぐもぐするようになって言葉が現在のように成ったらしい。人間は、地

球上をほぼ制圧している。アマゾンやサバンナではない陸は人間のものだ。山には動物がい

るとしても、市街地は人間のものだ。人間はサルから進化したのではないのかも知れない。

原始人より前にいた何かサルでない別の、人間の起源があったのかも知れない。今はいない

けど、自然淘汰、ないし、進化した別の生物がいたのかも知れない。なぜ生命体が発生する

のか。これは、人間の起源になり、生命の発生は、意識の発生でもある。そこから何が言え

るのか。意識は、どういう原理に基づいて発生するのか。花は、太陽の方向に伸びる。意識

の一部である触覚を有しているのだろうか。水があれば生物は生まれる。水と他の元素から

生命は発生するのだろうか。水の中の成分を温度や光は化学反応させるのだろうか。地球は、

海が沢山あるのは不思議だ。光と物質が反応する。生物と物質が、存在物であり、生物は意

識により、対象を保持する事ができる。ウィルスやアメーバでさえ生物である。カマキリと

かは、葉っぱのような体をしている。海中の生物は、甲羅や藻のようなものをまとっていた

りする。魚は卵から同じ身体を組成する。水の生み出す生物がある。湿気は水を生じさせる。

生物の源は湿気である。植物や動物の皮膚は湿度を持つ。逆に、水は、蒸発すると湿気にな

る。生命の起源問題は、非常に捉えがたい。ただ、人間は、途方もない進化の繰り返しと、

生物的な繁殖を基盤にしている。生まれ変わり、死に変わりしながら、循環していく。寿命

がある。そして、物や技術を世界に伝承していく。二千年程度前に比べて、現在人間が享受

しているものが、如何に人間の文化によって人間が生きているかと言う事象が鮮明に在る。

テレビを見たい、歌手になりたい、歌が上手くなりたい、野球の少年団に入りたい。サラリ

ーマンに成りたい。パソコンの資格を取りたい。弁護士に成りたい。これらは二千年程度前

には無かったものである。新しい対象が発生し続ける。人間は新しい対象、文化を生み出す。

新しい物質も発生する。人間にこれ以上があるだろうか。宇宙に出て行き、様々なレベルの

世界を構築するようになるだろう。ハイテクな文化はいくらでも生産されるかも知れない。

その為に、バイオテクノロジーは進化していく。いくつもの世界が生み出される。ロボット

との共存は、多元世界の前史になるだろう。世界は複数発生する。多元世界は未来のテクノ

ロジーである。そう言ったなかで、美容と社会的成功を望むのは変わらない気がする。何を

残せるか、何を修得できるかというのを一回外して、他人からの評価からも自由になり、精

進に折り合いを付ける事が必要ではある。若い内は挑戦するが、老い方、場合によっては諦

め方を学ぶのが、身体の時間的な進行でもある。そのなかで、別の創造性があり得る。書物

が沢山ある。自分でも何かを書き残そうとするかも知れない。正確に学問を多領域に習得す

るのは難しい。知に人生を費やすならばそれをするかも知れない。しかし、完全な理解とい

うのは、現代においても、過去においても難しいはずだ。哲学、数学、科学を全て修め、新

境地を切り開いた天才はいた。しかし、どの哲学に関しても、完全である程ではなかった。

数学は証明が完成すれば、その数式は完全かも知れない。しかし、哲学がいくつあるだろう。

評論に至っては、読み込みの誤りが多々あっても容認される事は良くある。精神分析であっ



ても、心理を読み込む事になる。解釈の完全性や妥当性をえぐり出さなければならない。心

理や人格、更にはそれらの基礎になっている言葉の論理、感情、行動の帰結を、統合させな

がら効果的に可能性を判定する必要がある。カントは認識の条件を経験の条件にしたが、感

情や行動はそういった表象の論理から外れていく。感情や意志が駆動する事で、経験を、場

合によってはその条件を食い破っていく事もある。動機や意志は認識によって経験に落と

し込まれる事もあるが、感情によって加減されるものでもある。認識論ではない感情論、認

識論から切り離された経験論が必要になってくる。そこから、人間は何を望んで良いかを割

り出す事も出来る。夢を追うのも、権力争いに興じるのも、人間の願望である事は変わらな

い。ロボットは、夢を見るだろうか。権力争いは、自己の終わりを根拠に、不毛さを示すだ

ろう。夢と他者への影響力、つまり権力争い、権力の階級の統一を人間は望むだろう。感情

とイメージや、感情と対人関係が、カントの認識の外部で経験を構築する事もあるだろう。

権力闘争という情動が経験の願望として認識を構築する事もあるだろう。社会的な権力を

手にしたら、社会の維持や福祉に収まるのではなく、振りかざしたりしたくなる。作品を作

る経験とは異なり、他者との格闘と支配が焦点になる。社会的地位はそう言うものである側

面がある。そうでなくても、人間は貨幣を得る事で満足を感じる事が出来る。社会という媒

介項によって、権利を獲得する事が出来る。与えられた以上のものを求めてはならない。多

く与えられた人を羨んではならない。それは社会の主要な人事権が決定するのだ。人間と社

会、人間と経験、人間と生命は、そう言った存在原理を持つ。では、どうであればいいのか。

与えるのではなく、掴もうとする人がいる。作品は、与えられても仕方がないのだ。製作行

為すら社会的分業化された技術でもある。撮影、音響、ミキシング、モニタリング、マスタ

リング、これらは配備されるものだ。舞台に上がるものと、舞台に上げるものがある。芸術、

芸能は挑戦的行為である。第一線に出るものよりも、ローカルなものを好む作者もいる。芸

術は金にならないから、生産体制として、秩序を重んずる人、言う事を素直に聞く事、顔色

を伺う事、費用を負担する事、それらも大事だし、レベルを落とさない作者やアーティスト

を起用するという事だろう。そのなかでの才能という。業界はシビアだ。二千年以降は、出

来れば十代か二十代前半、最近の潮流は、サラリーマンで芸術家。後者は今後も求められて

いる。より真面目に働きながら、若くて、小説を書くという。建前というのは、ここはアメ

リカのように自由の国ではないので重要だ。公募や一般試験であってもそうなのかも知れ

ない。政策としても、利権を配備出来るようにする。そういう経験のなかで、締め出される

ものがある。スペックや顔貌、技術が足りないものは御退場頂かなければならない。その範

囲で願望を抱えて経験を形成する。これらは確かに局所的ではあるが、人間の経験が、意志

の範囲でその程度でもあるのだ。貨幣を確保する事、働く事。この経験から落ちる事さえあ

り得る。それは人間に願望や欲望として抑圧し、需要と受忍をバーターにするかも知れない。

生き残るもの、着飾るもの、ローカルを好むものもいる。第一線ではなく、第二線に満たさ

れるもの、テレビでなくライブハウスで、テレビでなくユーチューブで満たされるものも居

ていい。義務と縛りのない権利もある。成功でなく清らかなもの、称賛でなくカッコいい人、



フェイクでなく本物である事。誰が見てるかではなく、自分を極める事。結局、自己満足の

越え方は、誰に認められたとか、どこで取り上げられたとかじゃなく、一般に受け入れられ

るとかでもなく、高水準のものを記録し続けるしかない。それがオルタナティブな生産体制

であり、ローカルであり、言い訳でないアンダーなものだろう。というのは、権利として認

められたものが、スペースの一角に収まったとしても、役割としての生産性に転化される限

り、残るものはその上位なもので、ローカルやアンダーグランドは、玉石混交の第二線であ

り得る。そこには独自性と単独の多様性、高度なものがありうる。極論すれば通時的な歴史

性を越えるガロア理論のような異常性が出現する。共約不可能性がそこに現出する。表現手

段の解放はそれを加速させる。より単独に、より自由に、共約不可能性を行使する。それは、

ニーチェの表現で言う、遠くの人に届ける未来への問いである。作家になりたいとか、日本

で認知されたいとか、総理大臣になりたい、マイホームを買いたい、これらは現実でなけれ

ば虚構であり、虚構、空想と現実の線引きをした後に、現実を構成するのが主意主義による

経験論だとする。社会の助力を得るのが嫌だ、頭を下げるのが嫌だ、顔色を伺う、主要人物

が嫌だ、などは、オルタナティブな生産体制を構築していく。フォーマットやディストリビ

ューションが利用できるならばそれを活用する。自費出版によって歴史を切り拓いて来た

ものは多々ある。第二線から第一線の全てを越えるものは時折提出される。その原理を説明

するのはまた、面倒でもある。しかし、活動していれば、それが珍しいものではない事も分

かる。理解力、論理力から現象の先にある原理を割り出すのだが、それがどうやって提出さ

れるかだ。進歩史観や史的唯物論は機能しない。歴史の先に何か主題を置くのではなく、い

くつもの、二千数百年の前提を脱構築したものが、場合によっては複数提供されればいい。

真実が機能しないところで何を論じるかと言うのは、真実がそもそも機能するものでなか

ったり、部分的に目的を与え得る扇動でしかなかったりする。実存主義からハイデガーを読

むのではなく、存在や時間から読むのが普通だ。哲学の真実は、神や世界を捉えるならば、

確かにそれは真実だ。現実構成論とフィクションの作動原理、意志や願望から、人間の経験

を論じる事は、認識論に目的性と存在形式を与える。現代では、努力したり、正しく生きる

という姿勢を切り崩さなければならない事情もある。社会や権力に選ばれたというのは重

要な権利だ。その権利を守らなければならない。助力や素質を見込んで第一線に出るのも権

利で、そうだから、いつでも、管理を外れるアウトオブコントロールによって決定的なもの

が出される。第二線は権利も義務もない。助力もない。場合によっては社会性もない。学と

いうものは、そういうものであっても良い。認められないから、技術を高めていく事になる。

時間をどう消費するかだ。つまり、現実をどう構成するか、目的をどこに設定するか。世界

は一つしかないのだ。それでは足りないので、複数の世界を単一的に実現すれば良い。それ

は、次元の構成の問題である。良く考えれば、日本人やアメリカ人は、同じ空間に生きなが

ら、ある人は、職場や学校に行き、コンサートに行き、バイトに行くのだ。そして、居酒屋

に行き、家に帰り、他の構成員とは異なる自分の部屋で肌の手入れをして、髪をセットして、

ユーチューブを見て、眠るのだ。これら一つの世界で、個々の世界は複数オーバーラップす



る。これらを集約する事が出来る。行政的な把握もそうやって、次元的に経験を計測出来る

のだ。基底としての一つの変数が、いくつもの集団に一人として所属する事になる。そうや

って多変数の基底がいくつもの集団に所属しながら世界は単一性と一つの時間を構成する。

世界の複数性は、単一性と複雑性の内にもありながら、文字通り複数で在り得る。世界は一

つでありながら、意識の次元として複雑であり、最終的に、人工的に多数性を構成し得る。

その場合には、複雑性と意識としての次元を混合するもので在り得る。数値的に最適化され

る、世界と複雑性が導かれる可能性が見えている。それは、未来と、現在の現実で在り得る。 


