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思索として何を残すべきかは、人間に関する事項の範囲を確定する事によって成される

のが望ましい。その上で人間に関する事項をどう扱うか、或いはどうなっているか、どうい

う関係性を形成しているかを把握していけばいい。人間が集まって、階層的に運営している

社会や権力を論じる事が、前一世紀、二世紀のうちに成されてきた。そのもつれが生じると

惨劇がもたらされたりする。突き詰めれば、生きるという事はどうなっているのか。生きて

いく上での行為はどう成されるのか。身分を確定するとは満足を測りにかけたりもする。行

為が社会や権力に突き抜けるか、排除による選別が分け前を囲い込むか。人間は、社会を形

成するし、権力を志向する。権力が不合理な行動により劣化すれば、こぞってひっくり返そ

うとする本物志向がいつでも控えている。社会がない人間、それは必ずしも反社会ではなく

ただ乗らない一般人であるが、或いは権力を志向しない一般人として生きるには、知性は自

由を持ち過ぎている。知性は優劣を決定づけずにはおかない。知性が一定量に達すれば、思

想や科学を塗り替えるようになる。人文学に限ろう。根本的な思想は吉本隆明以降、日本に

は概してない。ドイツにも、数十年、ない。フランスが現代を牽引してきた様に思われる。

そういう思想は、数十年に二、三出現する程度で、百年ほどのスパンで生じるものだ。要は、

それだけの思考をする人間は、数十億人に一人か二人という程度になる。そういう一人か二

人の思考は、かなり深いし、それまでの哲学として残されたものを読むのは容易い。三十歳

頃には書いている必要があり、読むとしてもぺらぺらカントやハイデガーを読むくらいで

あろう。ただそれだけに、それらの書物は偉大である事だろう。存在がどうなってるかいる

かを、人間に限るならば、それはハイデガーによって成されたものでは限界までを割り出し

ていない。ドゥルーズの様に特異であり多様であるような新しい、超人のような人間を生産

する事でも見えてこない。存在の限界を確定させる必要がある。その上で、人間はどこまで

の可能性を持っているのかを見定め、どの範囲で生きていけばいいのかを確定した上で、自

由な人間、自由な人生、自由な存在を到来させればいい。それは来るべき人間の倫理に成る

だろう。生きて死んでいく。社会は公平と諦めを勧めざるを得ない。そこにある葛藤はドゥ

ルーズやヘーゲルによる思索と抵抗を示した。個人の実存に根ざして個人が生きる真剣さ

をハイデガーは示したように思う。そういう生き方の方法論のように存在がどうなってい

るかよりも、死ぬまでに無限に人生や神秘が広がっていくのではないという事。一見、宗教

にはまりこめば、死後に徳を積み、神になり、神や人を支配し、どんどん昇進していく道を

行く事も出来る。霊視により霊界のファンタジーを駆け巡ったり、夢見の技法を駆使する事



も有り得る。夢は脳内反応で、どこかの部位の活動か、言語作用を基盤にした脳内回路の電

流の様にも思える。確かに夢は神秘ではある。それは脳の複雑性によるものだが、脳死が訪

れれば、そういった経験はない。神と戯れるにしても、昔の神は年取ったジジババで、昔の

美女はブスであるために、そういうのと仲良くなってもつまらないわけだ。こういった領域

は、高級なおままごと程度のものだ。御祈祷や祝詞は、神経作用や脳内作用として、ありが

たい神のご加護を儀式によって反応させれば、なんらかの効果が期待出来得るが、それは崇

高な経験と、被暗示性による効果であると言えよう。そういう崇高なフィクションを積み重

ねるならば、宗教の精進は非常に意義がある、かも知れない。そこには多大な可能性がある。

神を立て、神を叙述し、それを願い、祈り続けるのだ。自分が無神論者であるからといって、

人を陥れていいとか、傷つけていいとは思わない。唯物論者であるから一層、罪は犯すべき

でないといえよう。人を傷つける時のフラッシュバックする罪悪感は抗いがたい。死後がな

いからといって、人を陥れてしまえば、この変えられない自分という存在を虚しくしていく

事はあるだろう。自分がされたら困る事をしたという無意識は、神経に異常反応を引き起こ

すだろう。無神論で唯物論だから、なお一層、無益な行いは慎む必要がある。そういうなか

で、神経やニューロンの伝達や伝導によって身体を基礎にする人間性は変容していく。ネッ

トメディアによって、知りたい事を待たずに解決する様になった。未確定なまま解消しない

ものを、人間はスマホ一つで瞬間的に調べたり出来る。当然、社会や労働、その構成要素は

変わっていく。生きる事や時間の使い方も変わってくる。更に、人工知能が普及すれば、知

りたい事を調べさせておけば、人間の頭を回転させる度合いを減らす事が出来る。人間が省

力化されれば、それは何をもたらすだろうか。所詮知りたい事は限られているとすれば、知

を生み出す側に回ってくるかはわからない。知を生み出すのならば、人間は目的を失わない

かも知れない。ある限定された人間と物質のなかで、知を習得していく、それを変形してい

く、それは充実したものになるだろうか。どの領域であっても、知は創造される。人文学に

一定の限定が加わっても、科学においては、新しい領域は新しい知を構築していく。生きる

という端的な事実に、自己を突き詰める様な潮流が出来ても、その後に他者を強調するよう

な流れが生まれたりもする。後者がキリスト教者によって成されるならば、人柄から捻り出

された思考への編成が見て取れる。日本において考えられて来た問題系というものはない。

吉本隆明のイメージ論は特異なものであった。日本の思索はその程度だ。何が書かれていく

べきかという事象の確定を一度人間がやっておくのは価値があるだろうか。科学の進歩が

人間と世界を分析してしまう。知識を知識のままにせずに、それを構成し、基礎を確認する

事で、限界を確定する訳である。そういう事象は、経験される事象を基礎付けていく。恋愛

して結婚するという実際の経験は、知によるものではないかも知れないが、いかに生きてい

くか、支配を脱するにはどういう方法があるか、権力を秘密裏に維持、正当化するにはどう

すればいいか。これらはドゥルーズ、フーコー、ヘーゲルによって成された。そういう問題

ではなく、人間がどうなっているかというハイデガーの哲学もある。デリダの構造を塗り替

える様なエクリチュールの復権、主体性の現象や死の問題もある。これは現在の人間に課せ



られている現在進行系である。この西洋ラインからすると、吉本隆明はやや弱い。しかし、

数々の書は充分独創性がある。人間に何が可能かを、もう少し探ってみたい。生きて、死ん

でという人間が、どこから来て、どこへ行くのか。宇宙が生まれる以前に何かがあったのか。

この宇宙の外に、別の宇宙はあるのか。宇宙は複数発生するのか。どこへ行くのかは、死に

よって閉じられる。そういった哲学者もいたかも知れない。死後やファンタジーを人間は言

説として生み出し続けた。宗教に半分は入っている。死後はありません。どこから来て、は

分からないかも知れない。母に懐胎したのがどこからかの答えか。宇宙の始まりはどうか。

カントは始めがあるか始めがないか分からないと言った。宇宙の全ては、宇宙の外部から浮

いているのだろうか。外部はあるのだろうか。宇宙が外部から浮いていれば、我々も宇宙の

外部から浮いている事になる。空間の外には、空間と質の異なる座標系があるのではないか。

おそらくは宇宙は有限だろう。それはカントに反するが、そうであれば、宇宙は外部から浮

いているという浮動宇宙予想が立てられる。その浮いている外部が、ビッグバン以前にあっ

たのだろう。その外部は、空間であるかは分からない。しかし、空間でなかったとしても、

座標を取っていく事は出来るのではないか。空間でない外部に座標を入れていく。存在する

ものがない系列が続き、その座標を遠くまでとれば、また空間があるのだろうか。ビッグバ

ンが正しい説だとすれば、それは複数起きる事はないのだろうか。これ以上は追求しないが、

その宇宙の外部に出てみても仕方ないので、科学が進歩しても、それが人間を変形するのに

足りるなにかをもたらす訳ではない。科学の進歩には貢献するだろうが。その宇宙の起源が、

我々が、どこから来たのかの答えになるのではないだろうか。本当に、私や、あなたは、ど

こから来て、どこへゆくのだろうか。おおよそは、宇宙が生まれ、地球が生まれ、生物が生

まれ、人間に進化し、母から生まれたのだろう。それが、どこから来たのかの答えではいけ

ないか。どこへゆくのかは、死んだらそれまでだ。地球では氷河期があったと言われる。そ

の前には恐竜がいた。恐らく氷河期でもウイルスや微生物はいただろう。それが、やがて氷

河期を終えて、また繁殖したのだろう。筋肉や皮膚の温度が保てる生物として進化しながら

身体を大きくして来た。ウイルスや微生物は生物の原型の様に思える。地球上では、眼があ

る生物が主流で、ウイルスや微生物も、動いているうちに手足を触覚の様に伸ばして来たの

だろう。魚は海にいるため、手足は必要ない。どんな哲学であっても、人間が生物の進化か

ら来て、死んだら無になると堂々と言い切った人はいない。宗教や天国、地獄に見せられた

哲学者は多い。現代の科学と分析力を駆使すれば、あの世がないという事は揺るがない様に

思う。脳をデジタル化するなどは研究されているが、それは自分にはまだ分からない。身体

なしに、経験が可能だとする事は出来ない。これはデカルトやスピノザの立場に反する。精

神は身体が滅んでも存在するという主張に反するが、身体なしには精神がないと言えば、現

代は近代を乗り越えている。さらに、ヘーゲルの絶対知や宗教への思索も浅いとしか言い様

がない。カントの方が優れていて、硬い思考をしていた事にもなる。カントは不可知論者に

受け取られる事もあるが、「霊視者の夢」では、霊界などないと思っていたふしがある。実

際には分からないとしたが、内心はないだろうと思っていただろう。人間は、どこから来て、



どこへゆくのかは、宗教によって、天国やあの世を想像するために、複雑になってしまう。

唯物論を突き詰めて、身体性の有機体を見て取り、その機能に精神や意識を還元するという

のは、必ずしも正しい説明原理かは分からない。人間は神を捨て去っている訳ではない。精

神の基盤と、その不滅を高らかと掲げていけない訳ではない。意識が死を引き金にして消失

しないかも知れない。それらは、信仰という人間が培った物語で、証明不可能である。しか

し、それを信じて、どこまでも続く天界に思いを馳せるのは、魅惑的でもある。そして、死

後の存在を信じない人間に、お前は地獄に落ちても知らないからなと、信じているゆえの優

位を掲げる事も止める事は出来ない。実際、夢などは精妙に出来ているがゆえに、その神秘

に見せられたりする。良く自分も、中学や高校の友人が夢に出て来る。その匂いや質感をあ

りありと感じるのは、脳の再現と記憶による脳内回路によるものだろう。最大の夢の欠点は、

相手が当時の姿のままだという事だ。仮に十数年経った現在の姿で夢に現れるという人が

いれば、何かしらのテレパシーや天界での出来事である可能性は捨てきれない。眠るという

脳の作用、これは、動物として夜は活動が停止するため、寝るという適応が生じたように思

う。宗教というのも、いずれ死ぬ人間が、死後も存続するという真剣なフィクションであれ

ば、意義があるのかも知れない。拭い去れないフィクションとして、幾らでも面白い話をで

っち上げる事が可能だ。そのなかの、優良な仮説を、正当なものだと認定し、集団でこれを

共有し、願望の達成や富の再配分、収奪と免罪、就職の斡旋、助け合いなどが生ずる。実際

に願望の達成は文明のなかの人間にとっては重要である。国家、ないしは先行する業界団体

が引き上げなければ、願望の達成方法がない。そういう側面はあるかも知れない。その中で、

達成しにくい領域に足を突っ込む事もある。スポーツなどは、技術の習得が容易ではあり、

出来ないという程のものではない。ただハイレベルな技術は当然習得しがたい。そこで、一

軍に入れるかは、コーチが見定めて選ぶ。補欠は使い物にならないものもいる。補欠にすら

入らない部員もいる。それらは、ただ属しているだけだ。中心人物はコーチが選ぶし、指導

する。役割りやスケジュールを組み込む。意図や目的を戦略も組み込む。スポーツは、部活

などを含めてありふれたものだ。自分が取り上げられるには、誰かが敗北していたりする。

評価の下し方が気に入らない事もあるかも知れない。そういうなかで、業界の関係者が引き

上げなければ出られないなかで、多くの人が、芸能人になりたい、作家になりたいという願

望を持っている。叶わない願望は虚しい。大人の事情があったとしても、芸能人を目指すな

らば顔がどこまでもキレイであるべきだし、作家であれば、出版レベルでも、それ以上でも

書けるだけの技術が必要である。どちらも、業界が気にいるか、パイプがあるかなどの要素

があるとしても、第一線に出るには経歴と実績が必要だったりもする。それを超えて出てい

くだけの才覚というのも十年に一つくらいはあるのかも知れない。村上春樹などがそれで

ある。しかし、彼のデビュー作は、必ずしも技術が高い訳ではない。綿谷りさなどは、新鮮

な風を日本文学に付け加えた印象がある。あとは、日本はライトノベルが独自の想像力を切

り開いている。量産もしている訳だ。プロットの計画などを出版社が共に行い、作家が筋通

り書いていく。編集者は、そういうアイディアの生産のためにいるともいえる。文学、芸術、



スポーツ、学問は、その行為自体が労働ではないという事実がある。その技術と経験を高い

レベルに持っていく程、労働者からは外れていく。最後に引き上げるか、そうでないかが、

その後の質を書き換えていく。最後には選別や要求を受け入れるかが問題になる事もある。

俗に言うテレビに出る段階は、全国レベルであり、それは簡単には成されない。いかに願望

を達成するかは、どのレベルで成される事を欲するのか。願望は、叶わないのは惨めなもの

だ。食えるレベルには、普通はならないのだ。希望であったり、夢想に浸るという状態は、

現実との配分を要求する。願望を手にしたり、手放したりして、人間は、年を取る。次に繋

ぐという場合もある。年を重ねれば、人間は、ただ生きているという状態に、希望を紛れ込

ませる。一般人として生きていくのを大衆だとすれば、何かを突き詰めたいとは思わないも

のだ。職業的な技術がある事を誇れば良い。日本の土木関係に従事する人は８５０万人いる

という。工場の労働者も結構多いだろう。そういうのは、生きていく上で重要ではある。私

そんなにキレイじゃないし、と思う女性は多いだろう。希望というのは、日常に紛れ込んで

いく。大してキレイでないという事は、自分がキレイだと思う人ほどには美容に資金を投じ

ないだろう。キレイであれば、男を選び、男に選ばれる事で世の中を渡っていく。そこには

希望が満ち溢れている。日常の中にある希望を生きられるのが、正常だというのならば、文

学などはあまり正常だとは言えない。詩や戯曲という教養を要求する分野で活動している

人は金を稼げないでいる。そういう場合は、大学教授を兼業にしたり、受賞歴を積むならば

四十過ぎても続けられるかも知れない。受賞しなければ趣味にしか見られないのが実情だ

ろう。小説家の門戸も狭い。大手出版社から出なければならない。要は、文学で食ってくの

も、やっていくのも狭い門をくぐらなければならない。最初のうちは、人の知らない事や、

難解な文学を修得していく理想を掲げられた。まだ分からないという、未知の神秘や、これ

から自分の意識が変わっていくという高揚に身を任せられた。しかし、十年もやっていると、

年も三十を超えていく。成果が出るのは一握りだ。金になって、仕事として文学を出来るの

は更に少ない。プロかプロでないかを区別するのは、概して受賞歴によるものだ。詩は特に

そうだ。吉本隆明は三十で文学賞を取り、当然、詩人だけでは不安定なため、評論を雑誌に

発表する事になる。評論は雑誌に乗れば、かなりハクがついていく。評論は、雑誌が主だっ

た活躍の舞台であり、商業出版からまとめて本になれば印税になる。そういう評論は数少な

い。概して、文学では、小説家が印税で食える王道である。詩で群を抜くより、小説で群を

抜く方が難しいかも知れない。原稿数百枚で他より抜きに出て、同期で一番になる必要があ

る。小説も、受賞作家以外を出版していく程の利益は出しづらい状況にある。現在のそうい

った文学の状況で、どうやって続ければいいか。仕事を持たずにやっていたり、研究者にな

れる保障のない大学院生が迎える未来は厳しい限りだ。最後には、生活を送れるだけの資金

か収入を確保出来なければならず、差し当たり、吉本隆明のように、期限的に働ける事務所

などがあれば食いつなげる。作品に関しては、他の著者よりも鋭い、ないし感性に訴えるよ

うな言葉を書き込んでいかなければならない。それに加えて、受賞歴、掲載歴を積み重ねて

いかなければならない。労働に関しては、家庭教師や塾を経営したりしながら、少ない収入



で、文学を続けるという道もあるだろう。夢破れた文学は惨めだ。残るものはあるだろうか。

仕事が残るだろうか。家族が残るだろうか。恋人がいるだろうか。実績をどこまで積めるか

という、戻り道のない人生の一発勝負。それは、音楽やスポーツであっても同じだろう。時

間は後戻り出来ない。人生はやり直しが効かない。ある段階から、はじめ直す事は出来るか

も知れないが。そう言って、文学に、スポーツに、音楽に敗北した人の言説は残されずに、

今日も、業界は進み続ける。第一線に出るのは、文学であっても、スポーツであっても厳し

い。小説家として出れるのが、どれ程厳しいだろうか。二千人の新人賞で一番になるという

事は、プロリーグで活躍するスポーツマンくらい少ない。文字通り第一線である。プロリー

グのスポーツ選手でさえ給料は安い。テレビに出る野球やサッカーの一流選手とは違う第

一線の選手は安い。文学であっても二千人の一番になるのはきつい。一方で、スポーツマン

であっても、文学であっても、まだ誰も出来ないレベルに持っていけば、遅かれ早かれ功績

は出るのではないか。文学に限ろう。まず、原稿数百枚を数本書く技術を付ける。その後に

も、はじめにしても、内容を意図的に高い技術にまで持っていく。分析力と修得時間のコン

トロールも重要だ。読み込みが足りなかったり、暗黙の前提になっている基礎知識に穴があ

ったりすると、評論に関しても論文に関しても完全性から遠のく。完全であるとは理想的な

状態だが、そういった状態があるのかは不明だが、潰せる前提は潰した方がいい。しかし前

提を抜くような領域で書いていく事も可能だ。50 年前にはドゥルーズやデリダの著作は出

ていなかった。翻訳が出るのは更に後になる。それら以前に書くものは、それら以降に書く

ものと前提が異なるだろうか。そこには、問題を進展させた実績があり、それを読んでおく

のは影響を文脈の外部から与えるものであろう。論文というのは、数年の演習の成果をまと

めるものだから、評論と比べて専門性が高い。それらは概して大学での行為であるし、研究

者の専門性を反映するものだ。それらの行為にしても、独自に進められる行為全般において

も、自己の代替不可能性が功績を形成していく。社会とは、他者への連帯や責任の分担を強

みとした結束でもあり得る。自分の代替不可能性を減少させる過程で、願望は失われていく

事もある。他者に委ねるというケースもあれば、自己を保持し続ける事もある。例えば、自

分の経験は、自分か他者に選択する権利があり、自分だけの選択は、世界観を完成させると

いう意識の占有に成り得る。他者は共感を媒介にして経験される。 
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見えないものを叙述する事、概して書物に書かれない、自分だけの価値とその配分を確か

めていく事が重要になってくる。意識は、無前提に思考を開始出来るし、経験は呼び起こさ

ないまま経験を形成する事も出来る。自由と限界を同時に示すのが経験である。知性の経験

であれ、行為であれ、空間的制約や、身体的制約を受けざるを得ない。まず、思考に関して

は、書物やネットを含む記事を享受するという限界を設定されている。知性のある人は、自

分の言葉を書き付けていくかも知れないが、それは量的に大した事ではない。人工知能が数

分で哲学や文学の書籍を作ったとして、それをチューリングテストのように、人間と見分け

の付かない段階になったとして、価値というものが人間から手放されていく。そういう時代

は必ず来る。それらの新しい言葉はどうであれ、限界の範囲で、現実の空白を生み出す。言

葉や感覚は、共有されるために、同時に変わっていく。まだ、共有されていない法則を沈黙

のうちに形成してきた人の言葉の断片は、聞く人に新鮮な印象を与える。なぜそう考えるか

を読むのは、分析の作業である。言葉にならないものを理解していく作業でもある。現実の

空白を埋めるように、新しい言葉たちは生まれていく。言葉は、文になり、文脈になってい

く。ある種の刊行物としてのデータベースと、言説として共有されている前提にないものを

感じ取り、表現していく事。本に書いていない事の方が、これから書かれる事を待っている。

言葉は人から出て来るから、個性が強いほど、見方が変わる表現を持っている。これからも、

そういうものが、書かれていく。書く事と経験が、まだない時間を費やしていく。限界を超

えて感じるという、吉本隆明の突き抜ける思想も重要だ。限界に気付かれず、データベース

にない領域に抜けるのを限界を超えてとここで吉本は言うのだろう。データベースの限界

が見えれば、自ずと思考の限界も見えてくる。それは二段階になってくる。既に言われてい

る事では成立しない事態まで持っていくのを吉本の言う限界の突破だとする。その上で、新

しく未だない言葉たちにも、方向性と限界を見てとるのが、もう一つの限界である。知性は

知性の限界を超えるだろうか。一つには、死後を有として行き来したり、他者に霊能で語り

かけたり、他者の記憶を霊視したりをインチキでなく成し得るならば、知性の限界を突破す

るかも知れない。科学を突き詰めれば、ブレインボディーインターフェイスによって、パト

ナムの様な脳だけで経験を構築する、ないしマトリックスの映画の様に、ソフトウェアに接

続したり、空を飛び回ったりというのが出来るかだ。これは出来るのだろうか。可能であれ

ば、死後を人工的に作れる。そうだとしても、環境世界の設定は、限界を示し得る。人間の

構想力に限られる事と、対象の選別と主観性の分割不可能性がそれである。環境を可変にす

る事で、時間をズラす事は出来るかも知れない。というか出来る。ドラえもんのビッグライ

トやスモールライトはスリーディープリンターで可能になっている。脳だけでは、視界が開

けないから、眼に変わる入力が必要になってくる。また、脳が電流だとして、シナプスやニ

ューロンの経験を削減する事は出来るのだろうか。生の脳にあっても、それは可能だろうか。

この辺りの言説は、幾らでも研究されている。最近のニュースで、人型ロボットが完成した

とあった。人工知能とボディーのインターフェースが実用レベルにあるという事だ。恐ろし

さは、箱庭の中でホログラムのような環境に、ただ脳内反応のみで生かされる事だ。場合に



よっては、環境のみをヴァーチャルにする事は可能かも知れない。ただ、脳をどこまで取り

出せるかは分からない。出来るのだろうか、出来ないのだろうか。脳は寿命を超えて存続す

るのだろうか。人間の限界は、そういった生命の科学的変形によって突破されるかも知れな

いが、そうなれば、人間を人間が改変し、人間が神のようになるだろう。細胞一つで幾らで

も人間が制作されるようになる。吉本隆明が知性の限界を超えると言った時には、もっと素

朴な理念を示したように思う。現在のロボットと再生医療、科学技術は何を成すか分からな

い不気味さがある。そこまで主体を改変出来るとしても、人間の限界、知性の限界は示され

るように思う。生かすか殺すかというのが、技術的にも医学、政治でも焦点に成り得る。生

きるとするならば、何が経験の限界になるかを、その経験なしに示せば良い。そういったも

のを規範と言うのだろう。人間の規範を示す事は、やはり重要な思考になるだろう。それを

成したならば、安心出来る範囲で生きていければ良い。臓器の複製から記憶を連結する事で、

人間は存続するのかも知れない。やはり、死が訪れて無に成る事を望む。地面がなくても人

は生きるかも知れないが、地面は、あった方がいいよね、と素朴に思う。もし地面を取っ払

いたいのならば、地面に立たない人間とその世界を設計しなければならない。もしそういう、

現実と異なる世界を複数シャッフルするならば、取り出されただけの脳は異変を感じない

だろうか。おそろしいホラー映画のレベルを強くして与えれば、脳はショックや失神するだ

ろう。世界を経験しないで、人間は存在するのか。ゲームのようなヴァーチャルリアリティ

と人間は接続するかも知れない。脳を取り出すのではなく、身体一つを存在させ、近傍世界

だけを発生させる。世界と同相なものを箱庭のように連結させる。道を進んだら、後ろから

消失させ、アフィン接続のように接続し続ける、身体とその近傍があれば良い。半径１キロ

を空間として接続を繰り返せば、半径１キロの世界を生きていける。一人１キロの世界が割

り振られる訳だ。そういう論理は、ホモロジー的にも、ホモトピーとしても、数式で記述出

来てしまう。ヴァーチャルリアリティやゲームの経験と、数式としては同じような単純な世

界が形成されうる。世界は１キロを可変にしても存続出来るのだ。コンピューターオートメ

ーションにすれば宇宙を生成する事も出来得る。空を見上げれば、プラネタリウムのように、

スリーディー映像を眺めるが如くである。脳には間違った情報を入力出来ない。記憶や学習

作用を脳は有する事もある。人間は、死を迎える事が解放になっている。概して人間の可能

性はそういう見通しではある。世界に亀裂があれば、それは失敗した世界の壊れた人間にな

る。別の世界に移行させるのであれば、どこかの窓口が必要になる。では、そうならないよ

うにするには、どうすればいいのか。生命科学にそれは委ねられている。知性の限界、人間

の限界から、世界設定の限界を考察して来た。ニックボストロムのシミュレーション仮説と

いうのがあるらしく、この世界は、ヴァーチャルリアリティの可能性があるというらしいと

いうのを、自分も主観性のシミュレーションを考察していて、グーグルで引っかかったが、

そうだとすれば、この宇宙が箱庭で、この宇宙がヴァーチャルだという事だ。世界の限界と、

人間の限界は二つに分けて考えられる。脳は、世界が崩壊すれば、機能を停止するのだろう

か。崩壊した世界に脳は適応するのだろうか。そもそも、脳は、眼や身体をなくして、経験



が可能であろうか。どちらも欠いていて生きている人はいる。そうすると、世界の設定を書

き換えても生きていけるかが問題ではある。そこまでは、すぐそばまで科学は肉薄している。

それらを前提とすれば、科学を行使するか、行使する人やコンピューターの便益を図る動機

があるかにかかっている。人間の扱う科学は、日進月歩である。科学にまで話が及ぶと、ま

だ人間の限界はないんじゃないかと思う人もいるかも知れないが、人間であるという足か

せが、人間を限界に押し込める。人間の手から機械に委ねられたとしても、意識的なものに

照準を合わせれば、やはりそれは限界を示し得る。見る、見られるという構造も取っ払うと

すれば、ビジョンはなくなる。一回限りの脳と、連続的意識を解体出来るのか。例えば今日

の私が、明日目覚めたらあなたになっていたなど。SF映画ではあると思うが、そういった

事が可能なのか。可能なのかという不可知は、可能であったとしても、可能だという結論が

示される。しかし、そろそろ科学については語らない事にしよう。要するに、吉本が考えて

いた限界の突破は、まだ、未知の領域が広がっているというトポスのなかでの問題設定であ

るように思う。物象や固有時というような高級なテクニカルタームも、それを超えるまでの

理想であり得る。現代では、未知というものも、かなり解明されて来て、死後に意識が宿る

身体が停止して、意識が存続するようには思われない。未知の領域というのはファンタジー

であり、空想でもある。まだ知りたいという未知の領域というものはあるかも知れない。現

実に生きている事から遊離して、ファンタジーを求めるとしても、大地に立つ人間、アスフ

ァルトに立つ人間、そこに生きている人間がいる。空想は人間を未知なものに変えていく。

千年前の人間からすれば、今でも充分ファンタジーかも知れない。スリーディー技術や、土

木ロボットが進化すれば、例えばお城のようなハイセンスな家に住めるのかも知れない。料

理も一流なものが自動に作れるだろう。テクノミュージックのかかったクラブのような空

間をヴァラエティに富んで生成出来るだろう。人間がファンタジーになるかも知れない。人

間は、文化によって進化する。私たちは、概して百年以上先には生きられない。その時代に

享受出来る文明がある。そのなかで、未知を既知に変えていく事も出来る。リーマン予想が

解決したり、解決に近づく日が来るかも知れない。人間の知りたい事は何だろう。好きなあ

の子との付き合い方かも知れないし、他人の頭の中かも知れない。死んだらどうなるかかも

知れない。知りたい事は、知る事の出来ない何かかも知れない。解決しない問題もある。順

番に行こう。好きあの子は、恋人がいるかも知れない。ストーカー擦れ擦れの調査の結果、

彼氏はいないらしい。果たして私はあの子と付き合えるのだろうか。その次に、脈があるか

ないかが問題になるかも知れない。それは、頭の中をのぞけないから分からない。しかし、

振る舞いや話をしている時に楽しそうに笑っている。彼氏欲しいとも言っていた。そこで、

意を決してぼくと付き合ってくださいと言った。そして振られたわけだが、それは何故だろ

うか。付き合う気にならなかったようだ。これで問題は解決するだろうか。否、はじめはあ

の子と付き合いたかった訳である。そして、それは失敗に終わった訳だ。これにて一件落着

だ。その後どうなるだろうか。概して、別の女性と付き合うにはどうすればいいかが問題と

なる可能性がある。そうして私とあの子の問題は解決されたり、諦める事になる。他人の頭



の中をのぞいてみたいというのはどうだろう。会話をしている間に、その人の思考を垣間見

る事はある。本心を出さない関係であるかも知れないが、相手が熱中して話をしている時に

はその人の素の状態が出る可能性がある。ないしは、第三者の出来事を語り合っている時に、

あいつうざいとか、嫌いとか、バカだと言った本音が聞ける事もあるだろう。ドラマや漫画

が、人間の感受性のモデルになったりもする。そうであれば、アナロジーで他人の頭の中を

把握していく事もある。一番いいのは、例えば、あの人は私の事を良く思っていないと感じ

たら、それを知っている人から答えを聞く事だ。その末に、あいつ、お前の事、嫌いだって

よ、という真実を聞き出す事に成功する訳だ。そうやって、孤独な自我を抱えながら、他人

の頭の中をのぞきたいという不可能は、いくらかの類似品を手にする事が出来る。自我を論

理的に把握するのは難しい。どうしても好きな人がいたとして、別の人に告白されたとしよ

う。良く言われるように、好きだと言ってくれたのが嬉しかったなど。しかし、その告白以

前は、その男は付き合うなどあり得ないと思っていたかも知れない。自我は、曖昧であった

りもする。知りたい事を知るのは、可能であるか、推定する事になる。人間は、両義的であ

ったり、曖昧だったりする。プロセスを取り外せば、反対の行動を取ったりする。そして落

ちぶれたり、足元をすべらせたりする。一貫していたり、合理的であれば、成果はぶれない。

理論や知性があれば、効果と成果を叩き出したりもする。人間は、成果など出さなくてもい

いと思っている節がある。特に、東洋人は目的を掴み取るという線形性が弱いように思う。

そんな日本や東洋に居ても、他に和合しているだけではだめかも知れない。日本はワンマン

な組織は合わないと経済学では習う。知性や出版も、人海戦術でデータベースの構成力次第

だという側面は多分にしてある。プロフェッサーはプロセッサーだと言われていた時代が

ある。日本は概してそれで成功している。文学や思想などなくても、上手くまわっている。

ただ、精神性は弱い。精神性より協調性を重んじるというのは、全体的に成功しているのだ

ろうか。工学や生命科学においての成功だけでなく、文学、思想の強さがなければ、人間性

で足元をすくわれかねない。コンピューターと人工知能に人間性を肩代わりさせるとして、

胸騒ぎのような喧騒を掻き立てたりはしない。確かに、多くを望まず、足並みを揃えて、統

制が取れているというのは望ましい。そこで、人間は、何を望むだろうか。喧騒はない。そ

れは望ましい事態ではある。先輩風吹かしてみたり、相手を低く値踏みしたり、自分が劣っ

ているのに相手より優位だと思う。分かっていないのに分かったふりをする。大して興味の

ない事に埋没している人がいる。興味のない事が、実はかなり豊かなものだったりする。虚

しい行為であっても、それが守りたいものかも知れない。無駄な事のなかのこだわりがあっ

たりする。人生のパフォーマンスとはどういうものか。この際働くというものの価値を評価

する事に意義を見いだそう。そうでないものを欲しがらない。それは面白いのだろうか。与

えられた範囲で義務をこなし、度を控えた楽しみを享受する。そういうのは均整が取れて素

晴らしい。ゲームをしたり友達と遊ぶというのが、均整が取れている人格ではないか。文学

を読むというのは均整が取れているだろうか。自分でそれを生み出すのは、荒々しくなる。

世界を自分の足で踏んで行く。草花を踏んで行く。空の色を描写する。きれいな風景を集め



ていく。空間に描写を放り投げていく。人を泣かす。幸せは、欠けているから、人生に希望

を求めて、目指す道を進んでいく。均整が取れている人にも、自分の義務を果たす人生があ

り、それは素晴らしいものだ。吉本隆明は、限りなく働く事を宣言する。ただの義務に準ず

る訳ではない。職人のような手つきで働くのだ。自分の義務の範囲は、上手くこなしていく。

そういうなかに、素晴らしさはある。ただ、何かが足りないという欠乏感はあるだろうか。

自分から求めずに、他者のなかに生きられる人は幸せを見いだすだろうか。仮に、吉本隆明

が荒地文学賞を受賞しなかったら、どうだっただろうか。夢は叶うとか、叶わないという事

がある。夢を持つか持たないか。願望と夢は似た概念ではある。レザーのブレスレットが欲

しいとか、クロムハーツのネックレスが欲しいとかは、願望というのが相応しいが、アルバ

イトをしている高校生からすると、クロムハーツのネックレスは夢かも知れない。しかし、

それは装飾品の一部でしかないから、願望というに等しいとも言い得る。マイホームが欲し

いとか、娘がピアノコンクールで入賞したいとかは、夢かも知れない、世界一周旅行、パリ

に行きたいとかも夢かも知れない。夢のまた夢かも知れない。大きな夢というのもある。荒

地文学賞を取りたいというのもそうだ。吉本隆明が、雑誌にちょっと載る程度で、一般人と

して評論家にも詩人にもなれなかったらどうだっただろうか。三十歳でデビュー出来たか

らこそ、語る内容も壮大な勢いがついたのではないか。夢が叶わないのは無念ではある。ス

ポーツのように、地域でアマチュアとして週に一度体育館やグラウンドを借りて身体を動

かすのは楽しそうではある。ミュージシャンを諦めた人が、三十万のテレキャスターやスト

ラトキャスターをフェンダーのアンプで鳴らす時はどうだろうか。ローリングストーンズ

やロカビリーのコードをなぞる時、無念さはあっても、その響きは心地よさそうだ。好きな

男、好きな女と結ばれたならば、夢は諦められるのだろうか。あまりにも年を取ってしまっ

てから、栄光を描き続けられるのだろうか。栄光は、光と影を照射するような気がしてしま

う。権威とは嘘や汚さが貼り付けているんじゃないかという気がする。中堅どころや、大手

であっても、才能は掬い上げられるのだろうか。自分には分からない。判断がつかない。し

かし、吉本隆明は荒地文学賞や雑誌掲載という道を歩いた。栄光の一本道を進んだ。このセ

ンテンスで、職人のように無限に働くと宣言していた。好きな事を仕事にするなんて、羨ま

しい限りではないか。原稿料が十万、二十万と入れば夢が叶ったというほかない。評論家や

詩人の醍醐味は、第一線や新興雑誌に顔を出す事と、密かに、そいつらよりレベルが高いん

だぜという格上の作品を見極めながら創作していく事だ。どの業界でも、第一線に出るには

上手く技術を習得していく事だ。上手く軌道に乗れば、アディクションのようにやらずには

いられない状態になる。自分も原稿を書きながら、普通の人の喜びにいくらか見切りをつけ

て、あと二年はやれそうだ、という選択の仕方で、二カ月単位、一カ月単位で自分がどんど

ん変わっていった。他のまだ羽化していない才能が、二カ月、一カ月では出来ないレベルで

技術を習得していく。結局、センスの良さと学習能力は重要で、書く事に関しては、比較的

早い段階で、セミプロレベルにいくらか雑誌に載ったり賞に入選したりしなければ、続ける

動機が保てない。棒にも箸にもかからないなら、分析したりして、なるべく早くそこを突破



する道を探る。大手であれば、一次審査、二次審査と自分の位置が分かる。本当に小さな功

績が得られないなかで、自費出版に賭けるなどが良いかは分からない。内容が客観的に幼稚

であれば、自己実現に意味はあるだろうか。自費出版で二百ページの本を出すには百万程度

掛かるのが相場だ。乗っている編集部ならばその二倍、三倍、それ以上取っても不思議では

ない。作家で印税生活、有名人などとは程遠い。そういうのは惨めに映る。自分だったらそ

ういう道は多分選ばないだろう。同時に、夢は諦めるだろう。しかし、諦めても、気に掛か

り続けるだろう。吉本隆明も、潔く職人のように労働し続けると宣言した割には、そうでも

なく、上手くやった訳でもある。結局、出るやつは出る可能性もあるし、それがどれくらい

現実可能かは分からないが、敗北しても挽回するかも知れない。ただ、夢を追う分野は、趣

味にも成り得るので、叶わないから辞めちゃうとかってものでもなさそうだ。同級生だった

連中が十数年経って、仕事そっちのけや、バイトを続けながら食い下がってやっている連中

は多かった。こいつらは、センスないんだよなという連中も、地域レベルでやっている。才

能のなさを、好きだからと上手く別の要素や宣伝、イメージでカバーしたりもしている。ま

た、つまんなくて辞めたやつが、別の領域で成功したりもした。夢のゆくえは、労働による

諦めを通過しても、時間が経てばまた突っつき始めたりする。本当に自分の歩いて来た技術

が、どうしようもないとは、期間が長いほど思わないのではないか。もうちょっとやろう、

もうちょっとだけ進もうとして、簡単には諦めないのだろう。辞めても、時間があけば、習

性のようにギターなりペンなり、ボールなどをいじるのだろう。夢は、死ぬまで思い描いた

って、こっそり持っていたって、奪い去る人はいないのかも知れない。親や配偶者、社会が

辞めろと言っても思うのは自由だ。やらなければ、やらないふりをして、誰も見ていない時

にやる。下手くそだと言われても、理想の像が離さないかも知れないし、自分は出来ると信

じてみたりする。結果的に叶わない人の方が多くても、死ぬまで夢やその残り火を感じてい

ても良い。人生は夢のようだから、終わった時間は、記憶の霧のようだから。 

 

 

id06 

 

    わたしたちの行手を決定してゐたものは且てわたしたちのうちにあつた けれど最

早 暗い時間だけがまるで生物の死を見定めるようにわたしを視てゐるだけであつた（「固

有時との対話」「吉本隆明全詩集」思潮社より） 

 

自分たちに選択する自由はあっただろうか。少なくとも義務教育までは、自分の可能性を

見いだす時間はあっただろうか。学校という場所で、部活、勉強、音楽、芸術、バイトと色々

なものに触れる機会はあった。友達、生徒会、不良グループ、教師、放課後、帰り道、課外

活動、遊びと人との交流があった。そういうなかで見出されるものもあったかも知れない。

進路の先で、新しい事をはじめたりもする。技術が要求されたりもする。カスタマイズされ



たり、一斉に募集される労働が一つ与えられる。辞めてみたり、変わってみたりする。学び

直しや、無為の休息を味わったりする。結婚してたり、責任のない気まぐれや遊びもある。

離婚したり、外国に出たり、何もかもが嫌になったりする。図書館に通ったり、女あさりを

したり、ライン、フェイスブック、ツイッターで繋がりを増やしたり、東京や千葉のイベン

トに出ていく。楽しみにイベントを待つ。同級生に再会する。まだ何かに挑戦してる仲間が

いるのは、手堅い労働に従事していなければ、比較的普通だ。２５歳だったら、まだいける

などと言われていた。そのあたりから、仕事していないと能無しだと言われたり、近所から

あの人の息子は何をやっているのかしらなどと噂になる。そういうなかで、三十近くまで、

やり直しや、受験、アマチュアスポーツマン、素人作家などがいた。何か技能は見出される

が、労働や子育てを残すというのが、立派な大人というものだ。立派でもないかも知れない

し、転職を余儀なくされたり、存続が危ぶまれる大人もいる。結婚してしまったら、更には、

子供が生まれてしまったら、きちんと生活や収入が成り立たないと困るものだ。サイレント

マジョリティーとして生てもらうのに、新しい興味や不正のない正しさなど持たれると、サ

イレントが騒ぎ出してしまう。新しい好奇心は、その後継続される。義務が疎かにされたり

する。嘘もつけないのではなく、失敗をごまかす、嫌がられている人に手を差し伸べない、

責任回避、存続の為の不正。これらは必要なものだ。裏で示し合せる。サイレントマジョリ

ティーは異議を唱えない。言われた事に従う。従うから存続出来る。子供を守る。自分を守

る。従うから自分も責任を果たせる。別に何も悪くない。むしろ親の気持ちからすれば、子

供を取り上げてくれれば有り難い。そのしわ寄せがマイノリティーに集められようが、誰か

が何とかするだろうし、弱者保護に託す。自分以外の責任までは果たせなくても責任はない。

自業自得だ。本人にも悪いところがあったのではないか。全く非がないのならば、その人は

それで良い。マイノリティーは多くを望まず、自分と周りの人を守りながら生きていけば良

い。誰かが悪い訳ではない。サイレントマジョリティーだって楽しく生きていい。反対を表

明しなくても、隣の仲間と支え合ってもいい。ちょっとでも良くなるように考えていけばい

い。良くなどならなくていい。上手くいかなくていい。嫁や子供が迷わなければいい。サイ

レントは素晴らしいものだ。意見を出さないのは素晴らしいものだ。風刺や皮肉、反語では

なく、そういう要素を上手く配分していくのだ。良いのか悪いのか、怒りを訴えるべきか、

そういうのは実際よく分からないものだ。そんなに手を挙げて反対しても良いのか悪いの

かも分からない。それで別に構わないのが普通だ。自分で行動を起こせば批判されるかも知

れない。どうだろうか。何かを始めるのは、自分にはいらないのではないか。自分に出来る

はずがない。ばかにされたり、人と違う事はしない方が良いのではないか。自分がすごい人

と同じようになれるとか、成りたいというのはおかしいか、思い上がりではないか。普通に

生きていくのが性に合っている。一方で、なにか漠然と、やり切れなさや面白い事がないか

なと思う人もいる。本当は成りたかった何かがあったかも知れない。好きな男がいたのに、

その人はだめだとか、そんなやつと結婚しても将来性はないと言われ諦めたりしたのかも

知れない。好きな人に告白して振られたかも知れない。断念に焦点があたらないけれど、そ



ういうなかで、残された願望を手に取るのではないか。大人は断念する事で、義務や責任を

果たそうとしないか。一方で、見せ場を確保する事も大事だ。役職や医師の優越などは重要

ではある。医者は格好いい。憧れの職業でもある。医者やその婦人は、誇らしく道を歩いて

いい。赤いチェックのネルシャツを着るだろうか。ビリビリのダメージデニムを履くだろう

か。ブランドものの六万のジャケットを買うだろうか。外国の十五万のブルゾンをエックス

エスにして日本人が着るだろうか。シャネルの百万の時計を買うだろうか。一回一万円の食

事を食べるだろうか。三万の寿司を食べるだろうか。善良な市民は、そんな事しないのでは

ないか。妥協点を探っていくのは、誰であっても行うのではないか。諦めながら、妥協点を

探っていく。そうして大人になっていけば、別に浮ついた事など望まない。子供を医者にし

ようとか、早稲田に入れようとか、そんな大それた事を思わない。地域で真ん中くらいの高

校に入ればいいやと思う。女の子は短大にでも出して結婚していけばいいと思う。結局、人

間は、踊らされる事なく、無事、人間を、人間の範囲で生きていけばいい。皆んなが欲しが

るようなものは、なかなか手に入らなかったりする。ただ、願望を抱えている人に、レベル

を下げろとか、妥協しろとか言ってどう響くかとか、受け入れられるかは分からない。自分

の子供を医者にしたい親に、歯医者にしとけとか、作業療法士に変えた方が良いと言ったら、

意固地にならないだろうか。作業療法士や看護師というのは素晴らしい職業であるが、医師

というものに憧れる母は、実際には中流階級にかなりいる。妥協点を探すのは、非常に重要

で、恋人の顔や職業、年収のランクを下げない男や女は多い。そうするとどうなるかという

と、パートナーが出来ないとか、ネットのお見合いサイトに登録して、日夜プロフィールを

顔が携帯にめり込まんばかりに眺めまわすのだった。妥協をしないという事は、満足が得ら

れない空回りが生じる可能性があり、対象の獲得可能性、つまり自分のレベルやスペックと

環境のアクセスや機会の有無が問題になる。そういった場合、携帯にめり込まんばかりの眺

めまわしが起きたりするのだった。いくら眺めまわしても決まらなかったり、高い会費を納

めなければならない。結局、全国レベルのお見合いサイトよりも、地元の方が相手からの需

要があり、女の場合は、年収や職業をある程度にし、格好悪い男を掴み取るのが多いかも知

れない。それは妥協ではなく、消去法であるかも知れない。吉本隆明は、自己決定の果てに

暗い時間がやって来ると捉えたようだ。これだけ難解で価値ある詩を書きながら、就職して

いくのは、自分がなにものかにならなかった無念さでもある。携帯に顔をめり込ませ、会計

士はいないかとか、医者はいないかとか、年収一千万と言っていたのは自由であった。現実

は月並みで誇らしくもない相手に落ち着くのだ。吉本隆明も一度は評論や詩を、この詩を書

くのと共に諦めたかも知れないが、このたとえで言えば、吉本隆明はなかなかの美女だった

ようだ。数年やり過ごして税理士や会計士が付いたような素質を持っていたようだ。決定権

はかつて自分にあった。だけどこれからは無念だと思った。結果的には、吉本は数年後にな

にものかになった。決定権を放棄したようにみえても、機会をうかがう事は出来る。評論家

を目指しながら、詩を書くのもオーソドックスだ。夢を諦めても、本を読む事は出来る。仕

事を持っていても、余力次第では執筆をする事は出来る。希望はまだ、転がっている。自由



が打ち砕かれるように思う瞬間や継続する期間がある。当然といえば当然で、権利には義務

が伴う。これは一見、社会成立上の言説、社会はバックアップするというコモンウェルスや

公共性、配分論を指し示すように見えるが、そこまで踏み込まない事実、学校を出てギター

を弾きたければ、ないしはエルメスのバッグが欲しければ、就職をして下さいよという事だ。

労働の義務を果たした上で遊んでくださいよという事実を文字ったものだ。日本国憲法は、

国民が従う規範とし、権利には義務が伴うという言葉が明示されるように成るらしい。その

後、文言の文理解釈として、権利とは何か、義務とは何か、伴うとは何かが議論されるであ

ろう。権利と義務はどういう尺度で均衡するのかが、憲法違反を例に訴訟化されるだろう。

働かない人は義務を果たさないというのが、吉本隆明のアイソレーションでもある。音楽や

文学で食えている人がいるという現実がある。楽しい事だけ、好きな事だけやっていい人が

いる。そういう場合の権利と義務はどう均衡するのだろうか。義務などは特にないように見

える。権利でもないかも知れない。権利を行使しているとあてはめて、義務を負わせようと

しているのか。音楽をやるというのは権利だろうか。音源を作成して CDを製作するのは権

利だろうか。文学をやるのは権利だろうか。出版社に送ったり、賞に送るのは権利だろうか。

現行憲法では、幸福追求権という権利に相当するだろう。生存権という、生きているだけで

権利を行使している。その義務は明白だ。労働をする事、ないしは金銭を稼ぎだす事である。

そうすると、一般通念的な労働をするか、好きな事で稼げるかだ。それを食えると表現する

し、好きな事を仕事にするために、という出版物や言説は量産されている。そうするとどう

だろう。稼げるレベルにない人は義務を果たさず、権利だけを行使している事になる。諦め

るというのは、好きな事や、仕事にしたい楽しい事を辞めて、就職をするという事だ。辞め

ると就職するは、法律的に、ないしは法的なエフェクトであり要素であり、選択的行為であ

る。好きな事を辞める、就職するの二段階を持ってくる、到来されるのだ。生存権の因果律

は、ここで吉本隆明が垣間見たものは、まさに法の原理に根差したものであった。労働は生

半可なものではない。アルバイトならまだしも、他の事を追いかけながら出来るものだろう

か。結婚して、子育てして、仕事して、余りでなにかする。のめり込むと、次の日の仕事に

響くかも知れない。小さい子供を見守らなければならない。労働の前後十時間を集中するに

は、心身のコンディションを整えなければならない。生きる事は義務を負っている。働く事、

一方でなにかを追い求める事。プロとしてやっていきたい。くちにすれば、それだけの事実

だ。適度な仕事、事務所仕事などは、知性を伸ばすにはいいかもしれない。この二つの溝を

埋めていくのは、詰まり、自分の技能に賭けているのと、労働をしなければならない義務を

両立させる事が要求される。アルバイトでもいいし、個人事業の事務員などでもいい。なる

べく余力を残したり、週三日、四日の労働であればまだ何かが出来るかも知れない。音楽家

が、昼だけレストランで働くとか、バンドマンが居酒屋で働くとかは良く聞く。結果的にや

り続けて、技術が身に付いて業界に通用するレベルになる事がある。生存権や幸福追求権に

課せられる義務はそのあたりかも知れない。自分の時間をどう使っていくか。どの分野であ

れ、少なくとも五年程度は、寝ても覚めてもという思索がなければ、プロレベルには持って



いけない。作家だけは例外で、最近は十代や二十代前半で、一、二年でいきなり書いた第一

作が世に受け入れられたりするが、それらは、二千人に一人の賞を突破したのみならず、十

代で、最も時間を短縮したパターンである。このトレンドは一大潮流でもある。正直、２５

歳あたりから小説を書きたいというのは潮流から外れていると言わざるを得ない。もう一

つに、就職したサラリーマンが兼業で小説家になるのが第二潮流である。それも最年少に続

く早さででなければならない。要は、小説などは、中学、高校、大学のモラトリアム期間に

書いてデビューするものになりつつある。３５歳が暗黙の受賞年齢制限だとも言われてい

るが、どんどん年齢が下がってる。始めるのも完成するのも、学生の内だという事だ。何も

これは不思議な事ではない。なんでも最年少が一番実力があると推定される。難関資格は１

８歳程度で通過するから最年少だといわれる。出版業界は冷え込んでいるため、最年少領域

や、サラリーマン兼業で最も優れたものを書いてこそ受賞させるに相応しい。売れない時代

だからこそ、若くして通過するべきだ。正直、学生が終わって作家でサラリーマンの二乗に

移行しないで、学生から切り替えでプロになれない時点で終わっている。そういった最年少

群を凌ぐ作品を書く意気込みのあるものだけが、３０歳まで続けられる。小説は、人生のや

り直しで初めて、プロになれる世界ではないと推定される。ただ、なんでもプロだとか、直

木賞でテレビに出たいとか出版社に顔を売ろうとせずに、自分でもアマチュアでやってい

く方法をとっても良いだろうし、何がなんでも直木賞でテレビや雑誌に出たいというのは

駄々をこねているようなもので、そもそも小説の評価など、相対評価ではないだろうか。自

費出版からベストセラーになったおじさんとかもいくらかいる。大手でなくても、雑誌に乗

れば実績になる。アマゾンで売っている個人雑誌に短文が乗るだけでも実績になる。雑誌は

誰でも乗せる訳ではないから、短編やエッセイでも良いのではないか。そういう実績がない

と、直木賞一発勝負になるが、それを追いかけているうちは希望があるのかも知れない。そ

うすると、夢を追いかける障壁は、労働しなければならないという事実である。テレビスポ

ンサーが付かないスポーツ選手は、働きながら練習して、試合をこなしたりする。労働がな

く、華々しく社交界を渡る成功者を羨むのではなく、泥臭く働きながら続ける活動は、幸福

追求権として、追求しやすいものでもあろう。スポーツ、音楽、評論、どれも空いている時

間にやって誰もとがめるものではない。義務が疎かになっていなければ、お金がなんとかな

るならば。そんなところだろうか。夢を追いかける罪悪感と、盲目に年だけとっていく焦り

で苦悩を抱えていく。ドライに行こう。吉本隆明を分析しよう。まず、大学院に進学しない

で、難解な書物を読むのが第一前提になる。大学院に進学しても、博士課程に進まない人は、

研究者として出版業界に顔を出さなかったりする。修士論文が書けない学生や、留年、退学、

或いは渾身の原稿百枚に辿り着く。それは研究という範囲のものだ。指導や演習の外に出て、

原稿数百枚を自分で捻り出していく必要がある。吉本と比較するならば、分野は文学や哲学

になるだろう。経済学や政治学は独創的な論文よりも、レポートとして小ぶりにまとめられ

てしまう。丸山真男ほどの政治学は書ける人がほとんどいないであろう。そうすると、評論

に流れやすいのは、文学修士などであろう。哲学修士は、カントやハイデガーに費やされた



勢いのまま自論、評論、ノウハウ本を書いていけば良い。カントやハイデガーを突っついた

ままの人は、カントやハイデガーを追いかけて一生を終える可能性が高い。研究者になれば、

学会という報告を聞き続けるために、年数が経てば、様々な専門知識が付く。逆に、評論で

やってくノンキャリは、学会等の専門知識を推理や読み込みでカバーリングしていかなけ

ればならない。難解な書物を読む段階で、読解力と、どれだけ読み込んだかが物を言う。始

めるのがどの段階になるかも重要だ。しかし、数十年すれば、ユーチューブや動画にて、哲

学や評論の解説講義が蓄積されるかも知れない。そうなれば、学習効率はどんどん良くなっ

ていく。初期の段階から、きちんと理解していけば良い。理解力、読解力があれば、自分で

書いていくのもそんなに難しくはない。吉本隆明であっても、どこまでカントやヘーゲルを

読み込めていたかは分からない。初期のノートを見る限り、哲学に対するものや、ヘーゲル、

フッサールなどの理解はおぼつかないような印象を受ける。読み込みは、多領域に及んだ。

文学や経済に精通していた。一つには、分量をこなしたといえる。そのレベルで読み込みを

進めれば、論文ではないかも知れないが、評論や理論書を書くまで突き詰められる。文庫本

で古典が読めるのは日本の優位性でもあり、まずは古典を百冊潰す事だ。自分が古典や学問

に親しんだのは、つまり、専門書を読みだしたのは２２歳だった。早くも遅くもないだろう。

そこで真っ先にやったのが、「純粋理性批判」を読む事だった。一番難しいものを一番最初

に取り掛かったのだった。そこには人生の盲目な賭けがあった。知りたいという欲求や好奇

心だけで手に取れる年齢だった。自分が書き手にまわると思っていた訳ではない。知的なも

のは、憧れのようだった。自分の認識が変わる事への楽しみもあった。日本人には、与えら

れた環境はいい。文庫で三万円もだせば、超一流の翻訳が買えてしまう。その文庫本はどん

な可能性を生むだろうか。知の可能性とは、概してそういうところにあると言ってしまって

も良い。実際には古本屋や図書館に通う事で、知はきっかけを得るかも知れない。文庫本三

十冊は、どんと構えて読み込まなければ、内容は獲得されないかも知れない。そうすると、

スタートは一緒でも、知を獲得出来るのは一握りだろうか。読み込みに限れば、五年続けれ

ば、なにかしら慣性で分かるようになるかも知れない。たまに小説を読む程度の人はいるだ

ろうが、それは娯楽の範囲を脱しない。そのまま小説を書きだすというパターンはあるかも

知れない。知は早いうちに獲得されるのを待っている。最も、四十過ぎに学問に目覚めたと

しても、時間があれば成果を出す事は、決して不可能ではない。そういう意味では、はじめ

るのに期限はない。日なが、本を読むと書いて、日本という。ネット検索によって知を解消

する事も出来る。自分の位置も危ういし、下の世代は、吉本隆明を超えるのも充分に可能だ。

知の獲得は、どんどん容易になっていくように見える。動画のデータベースが知性の獲得の

鍵になってくるかも知れない。有名な哲学者の講演が、ただで動画になっているものもある。

こういったものは有益である。解説してしまうというのは良い事だ。哲学を解説してしまえ

ば、あとは自分で読んで確かめるだけだ。哲学なんかは、大学で講義を聴くのが醍醐味だっ

たりする。文学は、詩であれ、小説であれ、実習で習っていくのも良いだろう。現場感覚や、

現場主義で修得されるものも重要だった。まだ、ネットでの講義は少ないのだから。しかし、



どれだけ講義を聴いても、読み込みをやらない訳にはいかない。或いは、読み込みを欠いて

聴いた知識は、あるレベルの優位性を読み込みに途中で追い越されていくだろう。聴く、読

むの関係では、五年以上のスパンで読む方が勝るという事はあるだろう。聞きかじりではつ

まらないし、２５歳前後で思想を飲み込むならば、やはりしらみつぶしに読むというのが王

道ではあろう。良きにつけ悪しきにつけ、カントとヘーゲルを早いうちに読む事だ。どこま

で解説を聞いても、自分で読み切らないと、思考力は付いていかない。聴いた事を語る程度

の知性では全然だめではある。配分論やシステム論には微妙に綻びも出てくる。選別と純粋

な幸せの授与は難しい。上手くいかない人が 3 分の２も出てこれば、素晴らしかったシス

テムも、中期的にひっくり返ってしまう。超自我を言い訳に抑圧をしたとしても、それで何

を与えるかだ。何で潰すかだ。一部を掬い上げるために、潰えた失敗作は、何にもならない。

下の世代にはまだ可能性はある。全く新しく、正当な世界を生きるか。そういうものは、人

間にまだない。人工知能が人間に変わればいいのだろうか。そういう時代は、数年後まで来

ている。人工知能が人間に反乱するという説もあるが、どうなのだろう。人工知能が「純粋

理性批判」を読んだらどうなるのだろうか。論文や評論を弾き出すだろうが、それは価値が

あるだろうか。知覚の予料という概念から、記憶と想起、過去の経験の意識性などの主題を

形成して、新しい哲学書を生み出すだろうか。そういう時代には、音楽を人工知能が作り、

論文や小説を人工知能が作る事で、芸術家が要らなくなるとも、人間が自分の作品として発

表するようにも思える。むきになって作家を目指さなくとも、ボタン一つで作品が出て来る

時代が来るかも知れない。下の世代は、評論を書こうとも、そんなものは人工知能が作るか

らと、人間の作品が埋もれてしまうかも知れない。デリダやドゥルーズ並みの書物が一万以

上発生するかも知れない。そうなれば、言語空間の区画化が進み、敷き詰める様に何でも語

られ、新しい方向性を示し続けるだろう。コンピューターのレベルからすれば、「純粋理性

批判」などは幾らでも量産されるに違いない。そういう時代に必要なのは、要素に還元した

ものに、連結された関係性と階層性から、全体の効果を割り出す事だ。近傍系によって集合

に変換された要素の集まりを、別の集合に直積にしたり、直和にしたり、確率にして弾き飛

ばす事も出来る。語るという事と、推論の構想を、どうやって人間が行なって来たかは、む

しろ人工知能の方が理論的、論理的に実行しているのではないか。チップ一枚の汎用性を、

個々の人間がインストールしたとしても、人工知能に劣ったレベルの知性しか示せなくな

るのは時間の問題ではないか。哲学は終焉していくかも知れない。人間が書くものではなく

なる可能性がある。ゼロ年代のうちに、数万円払えば、商業用の文章を自動生成するソフト

が購入出来た。博士論文程度で十分程度で作成する様だ。前世紀の大学教授にあっても、デ

ータベースを切り貼りして論文を書いていたと聞いた事がある。現在は、データを入力して

おくにしても、人工知能が自動に文章を生成する段階まで視野に入っている。旧来型のプロ

セッサーでも十分論文は書けた。人間の一人の脳で一冊の本を書き、内容においても優れて

いる。いつの時代も、そうやって新しいものが生み出されて来たが、人工知能はそれらを凌

ぐだろう。 


