
禅のコミュニケーション

――コミュニケーションの臨界をめぐって――

菅野　博史

0. はじめに

他人の言っていることが難解すぎて分からなかったり、全くちんぷんか

んぷんであったりしたとき、われわれはしばしば禅問答という言葉を使う。

もったいぶった意味ありげなことを、他の人に理解してもらおうという努

力もせず、ある人物が独善的に口にするような場合に対して、非難の意味

を込めて特にこの言葉がよく使われるように思う。禅問答についてのこの

ような一般的な解釈は、落語の「こんにゃく問答」に典型的に見られるよ

うに、その理解不可能な側面を批判して、裏に潜んでいるいかがわしさを

暴露する否定的なものであると言える。

もちろん、だからといって禅問答は無意味であると結論づけ、それがわ

れわれに与えてきた影響をもバッサリと切り捨ててしまう訳にはいくま

い。一般の解釈がどうあれ、禅宗の思想は日本人の精神にあまりにも根深

く染み込んでいるからである。茶道や華道は言うに及ばず、多くの武道や

絵画、詩歌や俳句なども禅の影響なしには成立しえなかったであろうし、

日常的な場面を考えてみても、以心伝心や寡黙な態度を尊ぶ日本人の価値

観には、禅宗の教えが知らず知らずの内に深く浸透しているように思える

からである。日本人の精神を理解するためにも、禅宗の教えの要諦をなす、

この禅問答とは一体何であるかを、偏見に陥ることなく明らかにしておく
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必要があるといえるだろう。

この論文では、コミュニケーション論の観点から、禅問答をパラドック

スと関わるコミュニケーションとして位置づけるとともに、それがコミュ

ニケーションの限界を目指している特殊なタイプのコミュニケーションで

あることを確認する。その上で、コミュニケーションの臨界から新たなコ

ミュニケーションが生み出されるという仮説を検討することにより、禅問

答のもつ積極的な意義を明らかにする。こうした作業を通じて明らかにさ

れるのは、通常のコミュニケーションとはまったく異なった、極めて東洋

的なコミュニケーションのあり方とその意義である。

1. パラドックスとしての禅問答

最も有名な公案の一つである、次の禅問答からわれわれの考察を始めよ

う。

ある僧が趙
じょう

州
しゅう

和尚に向かって、「狗（犬）にも仏性がありますか」と

問うた。趙州は「無」と答えられた（1）。

この禅問答における僧の質問は、狗の仏性の有無を問うたものである。

従って、この質問に対して趙州和尚が、「狗には仏性は無い」と答えた、

とごく普通に考えれば問答全体を理解できる。そして、こうした理解に従

うならば、通常の大乗仏教の教えに反してなぜ仏の働きが狗にだけは見ら

れないのかは分からないにせよ、とにかく狗には仏性が存在しないのだ、

というふうに趙州和尚が答えられたと問答が解釈されたことになる。

しかし、まったく別の解釈もまた可能である。なぜなら、ここで趙州和

尚が発した「無」という言葉が、仏教の根本概念である空性の同義語であ

ろうことは、仏教を少しでも知っている人にとっては明らかなことだから

である。そして、こうした理解に従うときには、仏性の本質である、あら

ゆる存在に先立つ主客未分の空性としての一者、すなわち「無」が狗にも

― 46―



存在する、というふうにこの問答が解釈されることになるはずである。だ

が、ここで注意しなければならないのは、この解釈では趙州和尚の答えは、

「狗にも仏性は存在する」という、先ほどとはまったく逆の結論になると

いうことである。

これら二つの禅問答についての解釈は、互いに両立しない種類のもので

ある。なぜなら、一方の解釈は他方の解釈によって否定される関係にある

ため、どちらが正しい解釈かを決めることができなくなってしまうからで

ある。つまり、この禅問答はふたつのあり得べき解釈のもとで、われわれ

の解釈の営みそのものを決定不可能にしてしまうのである。これは「「す

べてのクレタ人は嘘つきである」とあるクレタ人が言った」という命題と

同じように、発言された内容の理解を拒む、決定不可能なパラドックスを

構成する問答なのである。

禅問答はまずパラドックスに身をさらすことを人に求める。これがすべ

ての禅問答の根底に横たわる精神である、とコミュニケーション論の観点

からは考えることができる。無門慧開禅師は、今挙げた禅問答に対する注

釈のなかで、こうした経緯を次のように述べている。

「ここに提示された一箇の「無」の字こそ、まさに宗門に於いて最も大

切な関門の一つにほかならない。（中略）三百六十の骨節と八万四千の毛

穴を総動員して、からだ全体を疑いの塊にして、この無の一字に参ぜよ。

昼も夜も間断なくこの問題をひっ提げなければならない。しかも、決して
．．．

虚無だとか有無だとかいうようなことと理解してはならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。あたかも一

箇の真っ赤に燃える鉄の塊りを呑んだようなもので、吐き出そうとしても

吐き出せず、そのうちに今までの悪知悪覚が洗い落とされて、時間をかけ

ていくうちに、だんだんと純熟し、自然と自分と世界の区別がなくなって

一つになり、唖の人が夢を見たようなもので、ただ自分ひとりで噛みしめ

るよりほかはない。ひとたびそういう状態が驀然として打ち破られると、

驚天動地のハタラキが現れ、まるで関羽の大刀を奪い取ったようなもので、

仏に逢えば仏を殺し、祖師に逢えば祖師を殺すという勢い。この生死の世

界の真っ只中で大自在を得、迷いと苦しみの中で遊戯三昧の毎日というこ
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とになるのだ。さて諸君はどのようにしてこの無の字をひっ提げるか。と

もあれ持てる力を総動員して、この無の字と取り組んでみよ。もし絶え間

なく続けるならば、あるとき、小さな種火を近づけただけで仏法のともし

びが一時にパッと燃えあがることだろう。」（2）（傍点、引用者）

無門慧開禅師の言葉をわれわれなりに敷衍すると、人間の浅知恵によっ

て趙州和尚の提示したパラドックスを回避するのではなく、積極的にこの

パラドックスそのものを生きる、すなわち「無」という言葉の物質性をそ

の身に引き受けて、われわれを覆っている偽りの意識を鎮め自己を純化す

るとき、悟りと呼ばれる状態が突然訪れるということになろう。

このように、理性的な態度をパラドックスに追い込むことによって封印

しようとする禅に特有な姿勢は、次の二つの問答にもよく示されている。

香厳和尚が言われた、「人が樹に登るとする。しかも口で枝をくわえ、

両手を枝から離し、両足も枝から外すとしよう。その時、樹の下に人が

いて、「禅とはいったい何であるか」と問いかけてきたとする。答えな

ければ問うた人に申し訳がたたない。そうかといって答えようものなら、

樹から落ちていっぺんにあの世行きだ。さあ、そういう事態に直面した

時、いったいどう対応すべきか。」（3）

首山和尚が竹箆
しっぺい

を取り出して大衆に示して言われた、「お前たちよ、

もしこれを竹箆と呼ぶならば名称に囚われすぎる。竹箆と呼ばなければ

名称の無視になる。さあ、お前たちはこれを何と呼ぶか言ってみよ。」（4）

これら二つの例では、禅問答を解釈することによってパラドックスに陥

るのではなく、すでに問答（問い）自体のうちにパラドックスがそのまま

の形で明示されている。つまり、考え得る二つの行為のうち、どちらの行

為も実現不可能であるために行為者が決定不可能な状況に陥るという、趙

州和尚のものより直接的なパラドックスの解法が問われているのである。

そして理性的、論理的に考えていく限りにおいて、こうしたパラドックス

― 48―



は解決不可能な種類のものであるために、禅の学人は論理や言葉を超えた

もの、すなわち悟りへと自ら向かわざるを得なくなるのである（5）。おそら

くここに、パラドックスを含む禅問答を公案として使用する意味が存在す

る、と言えるように思える。

2. 悟りをめぐるパラドックス的なコミュニケーション

禅問答がパラドックスとして理解できるものであるとしても、すべての

禅問答を今述べたような論理的パラドックスの視点から理解できるわけで

はない。むしろ多くの人にとって、禅問答はパラドックスを形作るという

よりも、端的に言って意味不明だと感じられる種類のものではないか。例

えば、次の禅問答を読んで欲しい。

洞山和尚はあるとき一人の僧から、「仏とはどのようなものですか」

と尋ねられ、「麻、三斤」と答えられた（6）。

雲門和尚はある僧から、「仏とはどういうものですか」と尋ねられて、

「乾いたクソの塊りじゃ」と答えられた（7）。

こうした禅問答を一読してその意味を完全に理解できる人は、すでに悟

りに至ったものを除いては皆無であろう（但し、悟った僧がこれを無意味

な戯れ言と退ける場合も、もちろんありうる）。その結果として、莫迦莫

迦しいと自ら解釈を拒否するものを除いた大部分の修行者たちは、何らか

の解釈をひねり出さねばならないため、深遠な意味を求めてああでもない

こうでもないと、こうした問答の意味を探求することになる（8）。

禅の修行者と同じように、禅問答を理性的、論理的に何とか理解しよう

とすること。当然のことながら、学者と呼ばれる人たちの多くがこうした

道を模索する。特に禅宗の実践面に疎く、残された文字情報だけで判断を

下しがちな西洋の学者は、こうした方向から禅問答、ひいては禅宗の本質
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を突き止めようとすることになる。ここではその典型的な例として、ドイ

ツの社会学者フックスとルーマンによる禅問答の理解（9）を取り上げ、その

内実を見ていくことにしよう。

まず指摘しておかなければならないのは、フックスとルーマンが、禅問

答の本質を慧眼にもパラドックス的なコミュニケーションとしてとらえて

いることである。より詳しく言えば、これは先にわれわれが示した論理的

な種類のパラドックスではなくて、すべての禅問答に共通する「悟り」を

めぐるコミュニケーションによって生み出される、禅問答に特有のパラ

ドックスとして考えられている（10）。そして、ここでいう「悟り」とは、

「内在と超越の結合、より正確にはその同一性を、また主観と客観との結

合、より正確にはその同一性」を指すものであるとされ、また「すべての

二元論的な思考方法の排斥とともに、悟りに関する概念構築の不可能性を

も意味する」（11）ようなものであるとされるのである。換言すれば、悟りと

は言葉によっては把握できない何ものかであり、実存的な跳躍における

（im existentiellen Sprung）経験としてのみ体験されるような、ある種の出

来事だとされるわけである。

このようなフックスとルーマンの解釈に従えば、「悟り」とは、あらゆ

る言葉による規定の試みを否定する状態であり、その意味で差異を欠いた

一者（Zweitlosigkeit）の体験であると言える。そして、こうした差異を欠

いた体験である悟りを、徹頭徹尾、差異の体系でしかない言葉によって表

現しようとするところに、禅問答に共通して見られる根本的なパラドック

スが存在するというのである。「すべての差異の欠如状態という考えは、

観察の不可能性を含んでいる。それを無という非概念によって際だたせる

とともに、絶対的な否定性のもつ肯定面や、否定性の存在について反省す

ることを通じて、逆に悟りについての理解を危険にさらすこともできるの

であるが、そうではなく、まさにそこへと飛躍することもまたできるので

ある。」（12）

観察不可能な、つまり言葉によって表すことのできない体験である悟り

（無という言葉の使用も、悟りの体験を危険にさらしてしまう！）を言葉
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によって表現しようとする無理な試み。「禅のパラドックスは、差異の無

い状態を観察しようとする試みが、その試みが企てられた瞬間に、この差

異のない状態を取り逃がすということの内にあるのである。」（13）フックス

とルーマンは、この解決不可能なパラドックスから禅問答に独特のコミュ

ニケーション様式が生み出されると考えるわけである。

彼らによると、観察不可能で定義することのできない、究極の現実であ

る悟りの状態を問答で述べるためには、すべての理解や解釈、分析を寄せ

付けないような論理の破綻したコミュニケーションを実践する必要があ

る。別の言い方をすれば、「こうしたコミュニケーションはショックを目

指し、望まれるときには、二元的な結節を焼き切ることを目指すのである。」（14）

そして、こうした考え方に従うとき、禅のコミュニケーションがもつ情報

（意味）は、あらゆる解釈を許すよう非常に曖昧で、なおかつインパクト

のある内容であればそれだけ良いことになる。それゆえに、禅問答におけ

る禅師の役割とは、「あらゆる恣意的な情報からなる全地平から、解釈を

鋭く拒み、コミュニケーションの連関に於いて自分自身を抹消するにもか

かわらず、非常に明確な形で人に深い感銘を与えるものを選択すること」
（15）にあるということになる。

禅師は謎めいた言葉を述べた後、あるいは何らかの言葉を述べる代わり

に、しばしば呵々大笑する。これは悟りをめぐるパラドックスがあまりに

も深刻なものなので、「こうした要求が孕む不条理への「単純な」一瞥が

あるいは原因となり、聞くところによればしばしば悟りに付随するところ

の、終わることのない、いわば形而上学的な笑いである、抑えることので

きない哄笑が生み出される」（16）のである。また、学人の側でも、悟りをめ

ぐるパラドックスは非常に鋭く意識されることになる。そして、「パラ

ドックスの枠内で頭を悩ませ、文字通り頭を悩殺し麻痺させることが公案

の出口、解決策であることに気づくまで、通常は悩み続けるのである。」（17）

以上のような、フックスとルーマンによる禅問答についての解釈を一言

でいうと、修行僧である学人を悟りに導くために、禅師は解釈不能で無意

味な言説を禅問答において口にする、ということになろう。確かに仏とは

禅のコミュニケーション
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何かと問われて、「麻、三斤」とか「乾いたクソの塊り」と言われても釈

然としないばかりか、解釈不可能ですらあろう。また多くの禅問答におい

て、師家と学人のやり取りは理解しがたいものが大部分を占めていること

も事実である。しかし、彼らが言うように、悟りをめぐるコミュニケー

ションの不可能性から、教育的配慮に基づいて禅師が解釈不可能な言葉を

口にするという、この禅問答の理解は果たして十全なものなのであろうか。

まず第一に言えることは、例に挙げた禅問答が公案として使用されてい

ることからも窺えるように、禅師の解釈不可能な言葉を引き受けることは、

学人が言語的意味を滅却して悟りの境地へと至るための教育的効果を、確

かに有しているということである。そして、この意味においてフックスと

ルーマンの禅理解は正しいものであると言える。しかし、禅師は解釈の試

みを受け付けない、学人に単にインパクトを与える言葉や行動を実践すれ

ばそれで良いというわけでもない。悟りをめぐるパラドックスの理解は悟

りそのものではないし、外連に溢れた禅師の言葉によってのみ学人が悟り

に至るとも考えにくいからである（18）。むしろ、禅師の言葉には無意味であ

る以上の何かが必要とされるように思える。

さらに、すべての禅問答が余人の解釈を受け付けない訳の分からないも

のではない、ということも言える。むしろ、非常に理路整然とした問答も

数多く存在することを考えるとき、フックスとルーマンによる理解ではこ

のような問答の意義をとらえ切れなくなってしまうことになる。そこで、

こうしたタイプの禅問答を次に見ていくことにしよう。

3. パラドックスの解決をめざすコミュニケーション

理路整然とした禅問答の多くは、パラドックスの解決をめざすコミュニ

ケーションとして規定できるものである。例えば、次の問答を見て欲し

い。

六祖はある時、法座を告げる寺の幟が風でバタバタ揺れなびき、それ
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を見た二人の僧が、一人は「幟が動くのだ」と言い、他は「いや、風が

動くのだ」と、お互いに言い張って決着がつかないのを見て言った、

「風が動くのでもなく、また幟が動くのでもない。あなた方の心が動く

のです」。これを聞いて二人の僧はゾッとして鳥肌を立てた（19）。

この問答では、動く主体が幟か風かというパラドックス的な状況に対し

て、六祖がこの二つを包摂する立場（＝メタレベル）にある心を持ち出す

ことで、このパラドックスを解決している。つまり、「心」なるものはあ

らゆる経験の条件をなすために、いわばマジックワードとして用いられて

いるのである。では、この「心」なるものが、悟りの境地を保障し、究極

の現実を構成している「何か」なのであろうか。もしそうであるなら、こ

とは簡単である。無門慧開禅師は、この問答に対する注釈のなかで「風が

動くのでも、幟が動くのでもない。まして心が動くのでもない。（中略）

それにしても六祖は優しさが抑えきれないばかりに、とんでもない失敗劇

を演じてしまったものだ」（20）と述べて、こうした「心」によるパラドック

スの解決法そのものを一笑に付している。考えてみれば、そもそも言葉で

は言い表せない悟りの境地から発せられた言葉が、そのためにパラドック

スを生み出すことはあっても、それを論理的に解決することなどはありそ

うにない。さらに言えば、言葉によって何かを説明するという態度そのも

のが、悟りを表現することは決してできない言葉というものへの素朴な信

頼に基づいており、禅師の発する悟りの言葉からはほど遠いものであるは

ずである。要するに、ここでのパラドックスの解決は見せかけ、なのであ

る。では、次の問答はどうであろうか。

い

山
さん

霊祐和尚は、若いとき百丈懐海和尚の道場にいて、台所の炊事係

を務めていた。ところである時、百丈和尚は大 山の住持となるべき男

の人選にあたって僧たちを集め、最高の役位にある首
しゅ

座
そ

ばかりでなく、

皆にも大衆の前で自己の悟境を述べさせ、飛び抜けた力のあるものなら

これを推薦しようとされた。百丈和尚はやにわに浄瓶
じんぴん

を持ち出すと、そ
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れを地上に置き、「これを浄瓶と呼んではいけない。さあ、お前はこれ

を何と呼ぶか」と問われた。首座が直ちに「まさか木片と呼ぶわけにも

いきませぬわい」と答えた。百丈は 山に向き直って「お前はどうだ」

と問われた。 山は直ちに浄瓶を蹴り倒すと、さっさと行ってしまった。

百丈和尚は笑って言われた、「首座は 山のやつに負かされたな」。こ

うして百丈和尚は 山に命じて大 山の住持とされた（21）。

この有名な問答では、悟りをめぐるパラドックスと同型の、言葉による

名指しのパラドックスに対して、 山が言葉をもっては答えずに状況を一

変させる行動、つまり浄瓶を蹴り倒すという行動に出ることによって、百

丈和尚が提示したパラドックスの解決を図っている。そして、これはすべ

ての禅問答において応用可能なパラドックスの解法である、と考えること

ができる。なぜなら、禅師の言及対象を壊したり、極端な場合には禅師に

暴力を振るったりすることによって、禅問答というコミュニケーションの

状況そのものを逃れることで、パラドックスの解決を図れるからである。

しかし、こうした行動は悟りのメタファーではあっても、悟りそのもので

はないことは明らかであろう。事実、無門慧開禅師も注釈の中で、「 山

は一世一代の英雄となったが、残念ながら百丈和尚の檻から出ることはで

きなかった。よくよく見れば、かれは重い役目を選んで軽い役目を選ばな

かったのだ。どうしてそうなったか。そら見てみろ、かれは鉢巻きをとっ

て鉄の枷を嵌めてしまったではないか」（22）と述べている。要するに、直接

行動によるパラドックスの解決は、パラドックスの論理的な解決というよ

りもその回避、隠蔽でしかなく（あるいは百丈和尚の仕掛けたワナでしか

なく）、悟りそのものを指示するというよりも悟りのメタファーとして機

能するだけの、コミュニケーションとは異なった次元（メタレベル）にお

ける珍奇な行動に過ぎないのである。この意味で、それは悟りのパラドッ

クスの奥深さを指し示す以上のものではないとも考えられるわけである。

このように、言葉によるパラドックスの解決も、言葉に頼らず直接行動

を行うことを通じたパラドックスの解決法も、結局のところ悟りをめぐる
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パラドックスの根本的な解決策にはなっていないと言える。しかし、先に

フックスとルーマンの考えを取り上げた際に見た、禅師が発する意味不明

の言葉と同じように、ここにも悟りをめぐる認識（正確には悟りとは何で

はないかについての認識）を深める教育的効果が認められるのである。そ

れゆえにここから、禅問答とは「悟りについてのコミュニケーション」で

はなく、「悟りを促すコミュニケーション」であると考えることができる

ように思える。だが、禅問答の意義をそのようにとらえることは、本当に

正鵠を射ているのだろうか。

4. 垂直的コミュニケーションとしての禅問答

禅問答は、「悟りを促すコミュニケーション」ではあるが、それが生み

出すパラドックスのゆえに、「悟りについてのコミュニケーション」では

あり得ない。われわれの議論は、おおむねこうした方向に向かって展開し

てきた。しかし禅問答とは、学人に対して悟りを開かせる公案としての側

面をもつばかりでなく、長い修行の末に悟りに至った禅師たちの生の言葉

であるという側面をももつ。この単純な事実に照らしてみるとき、禅問答

のもつこうした二側面のうちで、われわれはもっぱら最初の側面のみを取

り上げてきたことがわかる。そこで、禅問答のこの二側面について、井筒

俊彦が「禅問答の無意味性」の違いに言及しながら解説している、明快な

区別を参照しておくことにしよう。

①意図的な無意味性

臨済禅において確立された公案組織の中で意図的に活用される無意

味性。つまり、ある決定的瞬間に偉大な禅者が発した言葉が公案とし

て取り上げられ、その言葉の無意味性が方法的に使われる次元。この

次元においては禅的言語は徹底的に無意味であり、無意味にとどまり、

無意味性において深化されなければならない。
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②悟りの言葉であるがゆえの無意味性

公案以前の、公案とは何の関連もない生の姿の禅的言表。この次元

においては、言語は日常的自然的理性にとっては全く無意味でありな

がら、禅の元体験の見地からみれば立派に意味をなす（23）。

われわれがこれまで取り上げてきた禅問答は、すべて公案としてのそれ

であった。そして、フックスとルーマンが主張しているように、公案とし

ての禅問答は多くの場合、無意味な言葉を敢えて突きつけることで、日常

的な言葉の壁を打ち破り、悟りへと至らしめる効果をもつものなのであっ

た。換言すれば、「意味を考えに考え、遂に理性的思惟能力の窮極の限界

点に至り、更に一歩を進めて絶対無意味の世界に主体的に飛躍」すること

が悟りなのであり、この「絶対無意味とは、修行者が修行の初めに逢着し

た公案の言語的無意味では」なくて、「存在の結晶（分節）の完全な解消を

指す」（24）ようなものだ、というわけである。禅問答の孕むパラドックス

を解決することなく、それを極限にまで押し進め、別の次元へと飛躍する

こと、いわば「悟りへの往路」に公案としての禅問答は位置づけられるの

である。

では、「悟りからの復路」、つまり井筒が②で「生の姿の禅的言表」と呼

んでいる、またわれわれの言葉で言えば「悟りについてのコミュニケー

ション」として解釈される禅問答とは、一体どのようなものなのであろう

か。井筒の引用している吉州青原惟信禅師の述懐をわれわれも引用して、

井筒の説を踏まえた上で、その説明を試みることにしよう。

老僧、三十年前、未だ参禅せざる時、山を見るに是れ山、水を見るに

是れ水なりき。後来、親しく知識に見
まみ

えて箇の入処有るに至るに及んで

（すぐれた師にめぐり遇い、その指導の下に修行して、いささか悟ると

ころあって）、山を見るに是れ山にあらず、水を見るに是れ水にあらず。
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而今、箇の休
きゅう

歇
かつ

の処を得て（いよいよ悟りが深まり、安心の境位に落ち

着くことができた今では）、衣前（また一番最初の頃と同じく）、山を見

るに祗
た

だ是れ山、水を見るに祗だ是れ水なり」（『続伝燈』二十二、『五

燈会元』十七）（25）

引用によれば、青原惟信禅師は禅を体験する以前には、山は山であり、

水は水であるという、言葉による世界の常識的分節を何の疑いもなく信憑

していたといえる。しかし、禅の修行をすすめパラドックス的思考を押し

進めるなかで、言葉によらない世界、つまり主客未分の無分節的な融合体

の中に山も水も溶解してしまうという体験を持つに至る。さらに修行を進

める中で、こうした無分節的悟りの世界から、再び山は山であり、水は水

であるという世界が最終的に戻ってくる、と懐述しているのである。もち

ろん、彼にとってこの（最終的な）山は悟る以前の山とは同じではないし、

この水も悟る以前の水とは同じではない。それは確固不動たる本質を備え

た実体ではなく、融通無碍な一者の投影であり、とりあえず山、水という

日常的な言葉で呼ばれるに過ぎないものだからである。言葉を換えて言え

ば、悟りの境地という言語によっては言い表せない状態を、日常言語に

よって自由に表現できるようになったのが、彼の言う「休歇の処」なので

ある。

悟りの体験の後に訪れる、無分節的な一者の分節的言語への嵌入は、禅

師がよく使う「～のごとし」という言葉遣いに良く現れている、と井筒は

言う。なぜなら、悟りの境地を日常言語に仮託してとりあえず
．．．．．

表現するた

めに、それは常に「～のごとし」という言い方にならざるを得ないからで

ある。そして、次の問答もこうした観点から見ると無理なく理解できると

井筒はいうのである。

或庵が言われた、「達磨は一体どういうわけで髭がないのか？」（26）
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この短い問答（というより問い）では、達磨を描いた絵には常に立派な

髭が見られるにもかかわらず、或庵が達磨の顔には髭がないといっている

ことの解釈が問われている。井筒はこれを「有髭でありながら、しかも無

髭。分節と無分節の二重写し。」（27）ととらえている。すなわち、悟りの目

で見たときには、達磨には髭が存在しないが日常的には髭があるというわ

けである。こうした理解に従うとき、悟りと日常、無分節と分節をクロス

オーバーさせながら言葉を発する禅問答のあり方は、非常に特殊なコミュ

ニケーションの様式であるといわざるを得なくなる。

悟りの境地から発せられる言葉のやり取りは、どのように性格づけられ

るのだろうか。少し長くなるが井筒の説明を引用しておこう。「「問答」は、

第二義的、ないし偶成的にしか思想感情の伝達行為ではありません。ただ

の思想感情の言語的コミュニケーションとしてこれを取り扱おうとすれ

ば、「問答」はたちまちノンセンスになってしまいます。始めから、二人

の対話者の間の水平的な
．．．．

コミュニケーションのつもりではないものを水平

的コミュニケーションとして取り扱おうとするのですから当然です。既に

充分おわかりいただいたところと思いますが、「問答」とは第一義的には

決してそのようなものではなくて、極度に緊張した精神的状況の中で二つ

の実存の間に起る異常な形而上的出来事なのです。話者と聴者の各々に生

じる言語行為は、相手に何かをわからせようとかわかったとかいうことで

はなく、また相互に自分の意識内容を伝えようとするものでもなくて、絶

対的に無分節なあるものの
．．．．．

言語的自己分節の自覚です。従ってこの特殊な

出来事に参加する二人の人間の各々は、本源的非言語の垂直的言語化の場

であります。二人の人間、二人の実存、すなわち非言語の自己言語化の互

いに平行する二つの実存的機構が、相関的展開の過程において、互いに

刻々呼び合い応じ合いつつ、瞬間ごとに全く新しい対話的場面を創造して

いく、それがBeyond-Dialogueとしての禅の問答の本質的構造であります。」
（28）すなわちそれは、水平的コミュニケーションではなくて、垂直的コ

ミュニケーション。形而下的な意味情報の伝達ではなくて、形而上的な絶

対性の開示。継続的に続けられる言葉のやり取りではなくて、瞬間的に溢
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れ出す言葉を超えた言葉の交差。ここには確かに、禅のコミュニケーショ

ンのもつ積極面がその主体に内在的な形でモデル化されていると言える。

そして、禅問答をコミュニケーションの限界として否定的に見るのではな

く、コミュニケーションの臨界から生まれた、新たなタイプのコミュニ

ケーションとしてとらえる視座もしっかりと確保されているように思え

る。それでは、日本人にとっては親しみやすい、こうしたコミュニケー

ションのモデルには、どのような意味や応用可能性があるのだろうか。最

後にこの点に簡単に触れて、この論文を締めくくることにしたい。

5. 結語に代えて

われわれは禅問答とはパラドックス的なコミュニケーションであるとい

う前提から出発して、悟りをめぐるコミュニケーションによって生み出さ

れる、言葉をめぐる根源的なパラドックスへの配慮から、問答の言葉が無

意味なものへと向かわざるを得ない所以を明らかにした。しかし、その一

方で、禅問答は「悟りについてのコミュニケーション」でもあり、そこで

は一見パラドックスに見える問答が、悟りを表す言葉として垂直的な意味

合いにおいて意味をなしていることも指摘した。では、日本人の精神性を

理解するためにも重要なこの「垂直的コミュニケーション」を、どのよう

に取り扱えばよいのだろうか。

まず悟りという体験そのものを否定する立場から見ると、こうしたコ

ミュニケーションは端的に存在しないことになる。禅の問答に限らず、仏

教やヒンズー教などの古代から続く宗教的伝統は、こうした立場から見る

と、すべてまやかし以外の何ものでもなくなる。そして驚くべきことに、

多くの社会科学者は、現在でも無意識のうちにこうした狭隘な合理主義的

な前提を当然のこととして選択しているように思えるのである。

次に悟りという体験を、例え異常な精神状態として解釈するにせよ、確

かに存在すると認める立場から見れば、こうした垂直的コミュニケーショ

ンにも一定の位置が与えられることになる。さらにシャーマンや預言者の
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言葉もこうした悟りと同じ範疇に含めて考えるとすれば、垂直的コミュニ

ケーションは聖職者の内輪だけで機能するものではなく、社会的にも大き

な意味をもつものとして扱うことができるようになる。そして、そこには

垂直的コミュニケーションを水平的意味合いで理解するときに何が起こる

かという、さらに未開拓の研究領野が広がってくるのである。

最後に、悟りを積極的に認めて、垂直的コミュニケーションそのものを

主題化するという方向性も考えられる。この場合には、何が垂直的コミュ

ニケーションであるのかを判別するために、まず自分自身が悟りに至らな

ければならないだろう（無門慧開禅師の立場はこれである）（29）。そのよう

にして初めて、悟りの世界と日常言語の世界との垂直的連関の有無、悟り

の言説の善し悪しなどを判断することができるようになるからである。ま

た悟りの世界と日常的世界の間の関係（平行関係か、包摂関係か、その他

の相互関係なのか）もまた、この場合の大きな主題になると考えられる。

社会学的なコミュニケーション論の次元に翻って考えてみれば、禅のコ

ミュニケーションを本格的に扱うためには、コミュニケーション主体の身

体領域、変性意識状態におけるコミュニケーションの特色、宗教的なコ

ミュニケーションの本質、等々といったことを明らかにしていく必要が生

じる。われわれのコミュニケーションは水平的なものには限られない。こ

のことを認めた上で、垂直的コミュニケーションについてもその特徴や類

別をもっと明確にすること。こうした課題を意識したとき、禅のコミュニ

ケーションは垂直的コミュニケーションの一例に過ぎず、論ずるべき対象

は多岐にわたることが見えてくる。このことを指摘して、一応の結びに代

えることにしたい。
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彼の分析が見事であり、その説明が明快であればあるほど、それが

悟りの言葉から遠のいてしまうのは、悟った人、すなわち垂直的コ

ミュニケーションの主体にとっては、他者の言葉が共感できるか共

感できないか、という直観的なことのみが重要だからであるように

思える。
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