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今を生きることについて

筒　井　史　緒

はじめに

　生きる、ということは、人間にとって、なによりもまず大事なことであ

る。とにもかくにも生きているということそのものが、たとえば言葉より

も大事である。語りうるとか語りえないとか、規定可能であるとかないと

か、そのような「言葉への変換」を待たずして、人間は生きなければなら

ないし、それが根本である。

　ここで言う「生きる」とはしかし、けっして単なる生命維持を意味する

ものではない。またけっして、だらだらと流されるままに生を浪費するこ

とを意味するものでもない。そうではなくて、人間として、人間らしく、

本来の意味で主体的に誠実に生を紡ぐ、ということを、ここでは「生きる」

という言葉で指すことにする。

　何について何を考えようと考えまいと、われわれは生きなくてはいけな

い。この、生きなくてはいけない、ということこそがむしろ、あらゆる言

表に先行し、それらを生み出す。何を語ろうが、語れなかろうが、いつも

そのとき実際に人生のひとひらが生きられているのであり、その生きら

れたひとひらこそが実際に考慮されるべきものである。語られるものは、

まず生きられたものでなくてはならない。

　このような立場から、本稿では、今この与えられた世界の中で、与えら

れた生を生きるしかない人間について、考えてみたいと思う。もっと正確

に言えば、私自身が、生のただなかに身をおいて、生きながら考えてみた

いと思う。この手に与えられたものは、他でもないこの世界で、そこには

いろいろなものが溢れていて、言葉ではつじつまの合わせられないこと
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が一番リアルであったりして、それでもわれわれは何かを感じたり感謝

したり後悔したり前を向いたりして、そういったすべてのことごとが、わ

れわれの人生をかたちづくっている。時間が流れて「結局のところ」何か

が実現されるというとき、われわれはつい、その到達されるものにのみ価

値を見出してしまう。けれども、実際に言及するほどのこともないとすら

思われるあらゆるものが、じつは「生きられた」というただその一点だけ

によって、もっとも充実した、重要な事実であるのだ。

　本稿は三節から構成されている。第一節は、与えられた生を生きること

についての考察にあてられている。第二節では前節の議論を引き継ぎな

がら、「今」を生きることと時間との関係を論じる。第三節は日常につい

ての考察であり、本来性と日常性との関係についての議論となる。

１．  起こることは起こらないし、起こらないことは起こらないし、それで

も私の人生には私が生きる余地が残されているということについて

　本節ではまず、人間がじぶんの生にたいしてもつ自由について考える。

人間は、そこで生きるべくさらされている状況であるとか、投げ出されて

いる場所であるとか、そういったいかんともしがたいところでいつも生

きていかざるをえない。そうしたとき、私が私の人生を生きるというのは

どういう意味なのか。いったい、人が自由をもつとすれば、それはいかな

る自由なのか。

１．１

　まず手がかりとして、やや図式的にではあるが、人間の自由を完全に否

定する立場と、完全に肯定する立場とを検討することにしよう。

　世の中には、「あらゆる出来事はあらかじめ決定されていて、すべては

予定的に進んでいるだけである」とする決定論と、その逆の自由意志論が

ある。すべては私の行為や意志や思いのあずかり知らぬものなのか、ある

いは私の掌中にあるのか。このどちらかによって、人生の色合いはまった
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く違ったものになってしまう。もし前者ならば、私がこれを選んだりあれ

を選んだり、どんなに悩みぬいてどのような生を紡ごうが、そのような「私

の」意志や行為は結局は無意味である。いくら私がみずからの意志でそれ

を選び、みずからの心でそれを感じたのだ、と思っていたとしても、ただ

それはあらかじめ定められた必然の帰結でしかないことになるからだ。と

すれば、そのような人生に見いだしうるものは、ただあきらめのみである。

私が頑張ろうが頑張ろうまいが、そんなことには意味がないのだ。正しく

ても正しくなくても、世界は決められたとおりにしか進まないし、そこで

私が私としてできることは何もない。そこには自由な行為を容れる余地

などない。できるのはただ、あきらめることだけなのだ。しかし、ひるが

えって、もし後者（＝自由意志論）だとすれば、人生のすべては私の意志

と思いの正しさと行為によって決まることになる。私の思いが正しけれ

ば、それはかならず実現するだろう。「頑張る」ことで、すべては思い通り

になるだろう。私の行為が、そのまま世界を決定するのだ。

　けれども、そうだろうか？　この世はわれわれの参与をまったく許さな

いものか、われわれの思いどおりになるものか、どちらかなのだろうか？

　人生とは、あきらめるか、手に入れるかのどちらかなのだろうか？

　じつは、決定論も自由意志論も、相反するものと見えながら、同じ誤謬

を犯している。その誤謬とは、ひとことで言えば、「世界に起こることと

私の意志とを対立関係でとらえている」というものである。

　もうすこし説明しよう。たとえば決定論のひとつである予定調和説で

は、私の意志とは関係なしに（神にとって）正しいことが起こる、と言わ

れる。起こったことがどんなに理不尽で不正だと思われようとも、それは

そう感じる私の認識が誤ったものであることになる。とすればこの場合、

絶対の正しさは世界の側にある。起こってほしいことが起こらなかろう

が、起こったことが受け入れがたいことだろうが、そのような私の気持ち

などおかまいなしに、世界は進行してゆく。私が世界に対して抱くこの不

正の感情は、世界にとってはまったく不必要な余剰物でしかなくなる。そ

して、自由意志論とは、ちょうどこの図式が反転しただけのものである。
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つまり絶対に正しいのは私の意志であり、私が望み、信じたことが起こら

ないとすれば、悪いのは世界のほうだ、ということである。それゆえ自由

意志論に立つかぎり、この現実世界を否定し、それとは別の超越的世界へ

と出てゆくことになる。

　しかしこの二者択一では、どちらかが否定されざるをえない。私と世

界のあいだには、どこまでも和解がない。しかし、まさにこの
0 0

世界でこ
0

の
0

私が生きることは、どこにもないのだろうか？　この現実を受け入れ

ることと、私が行為することとは、両立しえないものなのだろうか？

１．２

　たしかにわれわれが生きるこの現実には、受け入れがたいものがたく

さんある。信じ、できることをすべてやり、どこにも何も後ろ暗いことが

なくとも、起こることは起こるし、起こらないことは起こらない。どんな

に願っても、どんなに頑張っても、どんなにそれが一番正しいことであっ

ても、そんな私の行為ではどうにもならないことがたくさんある。現実は

時に残酷だし、むしろ、残酷である場合のほうが多いようにも見える。極

端な例で言えば、9・11で亡くなった人々やその家族たちが、まったく心

あたりなくいきなり端的な不幸にさらされてしまうことに、誰がどんな

意味をかぶせることができるだろう？　意味がないとしか思えなくても、

起こることはたくさんあるし、意味があると心から思われることでも、起

こらないことはたくさんあるのだ。このテロの例にしても、ほんとうは極

端でもなんでもないのかもしれないのである。

　こうしたとき、われわれは、あきらめることがもっとも賢いことだと

思ってしまいがちである。人生に意味なんてない、信じたって裏切られる

かもしれない、できるのは流れに身を任せて、すべてのものから手を離す

ことだ、と。そこでは努力が意味を失い、祈ることすらも無効になる。

　けれども、私の生きる余地はほんとうにどこにもないのだろうか。私が

私の感情に満たされること、私が私の責任において選び取り、行為するこ

と、つまりは私が私の
0 0 0 0

人生を生きることは、ほんとうにどこにも残されて
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いないのだろうか。

　生きる、といったとき、まずこの世界でこの私を生きることを引き受け
0 0 0 0

る
0

、ということが、根本的にわれわれに課されているといえるだろう。私

に与えられているのは今私がいるこの人生以外のなにものでもないとい

うこと、この迫りくる選べなさにこそ、まず生きることの本質がある。そ

こにはたしかに私の恣意的な自由の入りこむ余地はない。私はまずもっ

て、この私であることを受け入れなければならないのだ。もちろん他の人

生などいくらでもありうるし、可能性という以上に、実際に今他の人生を

生きている人が六○億人もいることも、過去に別の世の中を生きた人々

が無数にいたことも事実である。でも、私はけっきょく他のなにものでも

なかったのである。私が生きているのは、この
0 0

私なのだし、この
0 0

今のこの
0 0

状況でしかないし、どれほど受け入れがたいものだろうが、これこそが現

実なのだ。

　ここで、「引き受ける」ということの意味をはっきりとさせねばなるま

い。引き受けるというのは、けっして身を任せるとか手を離すことにとど

まるものではない。生きることを引き受けることの実際は、そういった表

面的な語義理解を越えたところにある。たしかに生は意味やら無意味や

らが整理しきれない形で充満していて、いっそ手放してしまったほうが

楽になるように見えなくもない。それでも私に与えられたのはそのよう

な生なのであり、意味があるとすればその現実にこそ意味がある。起こる

べき
0 0

だとか起こらないべき
0 0

だとか、そのように道徳的に判断されるもの

が意味なのではなく、ただそれがそうであるということが、唯一受け入れ

なければならない意味である。ただし、私が受け入れるのは、みずからの

人生の傍観者となることではない。私は、それでも
0 0 0 0

私は「生き」なければ

ならないのだ、ということを引き受けるのである。

　できることは、生きることだけなのだ、と。

　この生の肯定は、たしかに苛烈な肯定である。それはもはや自由意志論

が夢見る瞳で語ってみせたような、私の意志のまったき王国ではない。そ

こにはもうナイーブな有意味性は残ってはいない。良いことや素敵なこ
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とが起こるためにすべてが用意されているわけでもなく、報われるべき

努力だけがあるわけではない。思いの正しさがいつも願いを叶えるべく

働くこともないし、どんなに信じても崩れてゆくものもある。しかし、こ

のように人生を引き受けるとき、人生は再び生き生きしたものになるの

である。私は今ここで生きているものとしての私を受け入れるのであり、

それはすなわち私が私を動かしてやり、感じ、選択し、みずから時間を紡

いでゆくしかないということである。すべてを受け入れることは、それで
0 0 0

も
0

前を向いて歩くことをも引き受けることなのだ。私が歩くことでしか、

人生は紡がれないから。私のこの足が踏み出す一歩一歩だけが、私の人生

を進ませることができるのだから。私の人生は、私のものなのだ。どうに

もならないことも含めて。

１．３

　人生を主体的に紡いでゆくということはだから、信じたことがすべて

ハッピーエンドを連れて帰ってくるということではない。信じることで、

すべてが思いどおりになるというわけではない。むしろ信じることの本

質とは、裏切られるかもしれないということにこそあるとすらいえる。そ

れでも、われわれは信じ、行為しなければならない。

　ウィリアム・ジェイムズはこのことに関して、次のような分析を行なっ

ている（1）。

　ジェイムズにとって、「ある信念をもつ」ということは、たんに「強く

思う」ことにとどまるのではなく、それが真であるかのように「行為する」

ことを意味している。逆に、懐疑的態度にとどまったり信じるのを拒ん

だりということはそのまま、それが偽であるかのように行為することで

ある。「信じることや疑うことは生きる態度であり、われわれの側の行為

を伴う」（2）。信じることは、実際にその信念に沿って生を紡ぐことなの

であり、行為と一体のものである。それは思惟という観念の次元にとど

まることなく、行為という現実の次元へと開きでる。そしてさらに、信

念は、その開きだされた現実のうちで、自らを現実化する
0 0 0 0 0 0 0 0

のである。あ
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る信念が真であるかのように行動することで、そうしなかったときとは

異なる働きかけが、現実のレベルで、世界になされることになる。この

働きかけは、この手に触れることができる世界の、手に触れることがで

きる一事実として、世界につけ加わる。こうして、信のベクトルを含ん

だ働きかけが、現実の世界の構成要素の一つとなることで、世界はその

事実が実際に起こる要因を増やしてゆくのである。信じることは、行為

を引き起こして現実の次元に浸みだしてゆき、それ自身の現実化の手助

けをするのだ。

　むろん事実のうちには、われわれが何をしようと、それとは関係なく

起こったり起こらなかったりするものがある。そのような事実に関して、

意志や行為など無力でしかないだろう。しかしいくつかの事実において

は、まさにわれわれの働きかけという要素が、その現実化の分水嶺をな

しているのである。「大きなかたまりでも、ほんの羽毛ほどの重さが加え

られただけで、その不安定な均衡を覆すことがありえる」（3）。ジェイム

ズにとって、懐疑的態度は不信と同じ帰結をもたらすものなのだ。無行

動は行動の一種である。それは現実化に向かう行為をなにも「行わない」

というしかたで、ある信念の現実化を阻みうるものなのである。

　だとすれば、私が信じたいと思うなら、今私にできることは信じるこ

とで、それ以外なにができるというのだろう？　起こることは起こるし、

起こらないことは起こらないし、でも今の私が何かを信じることで、ほ

んの少しでもなにか変えられるものがあるかもしれなくて、とすればや

はりできることをぜんぶするしかないではないか？　すべての思いが奇

跡を起こしたりするわけではなくとも、今できるすべてを今すべてする

ことしか、私にはできないし、それこそが「生きる」ということではない

か？　――「いまや、私はみずからの意志でもって、一歩前へと踏みだ

そう。意志によって行為するだけでなく、意志によって信じよう。じぶ

んの個人としての実在性と、創造する力とを信じよう。私の信念はたし

かに、けっして楽観的なものではありえない　――しかし私は、生を肯

定する。自我の、自我による、世界への抵抗のうちに、（リアルなもの、
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善なるものとしての）生を肯定する。生は、なすことと
0 0 0 0 0

、こうむることと
0 0 0 0 0 0 0

、

創造すること
0 0 0 0 0 0

のうちに築かれるのである」（4）。

　たしかに私には、いまここに私に与えられたこの人生しか、生きるこ

とは許されていないし、世界を思い通りに動かす力もない。しかし同時

に、生のうちには、私が変えられるかもしれない余地がたしかにあるの

だ。いつも生には予測のつかない新しいものが付け加わっていくのであ

り、その不確定の新しいもののうちには、私が今起こす行為が関わって

いる。むしろ、私の選択や行為や思いそれ自体が、その新しいものの一

部をなしているのである。それはむろん直接的に結果をもたらすものか

もしれないし、そうでないかもしれないし、けれども何が起こるか分か

らないその余地には、確実に私の行為が働く場所が残されている。

　だから、生きる価値はあるのだ。私は運命の駒ではないと信じる余地

はたしかにあるし、むしろ、生は私の関与をもってはじめて完成に至る

ように見える（5）。それはたしかに余地でしかないし、どうすることもで

きずに進んでいってしまうことのほうがたくさんあるけれども、その余

地はたしかに私の行為によってうめられることを待っている。

　こうして、受け入れることと行為することとは、生きる、ということ

の中で一つになっている。そして、じつはこのように文字を連ねても、

実際にその場その場の生を満たすすべてのものとどうしようもなく肌を

触れあわせながら生きてゆくことの、何万分の一も現実化することはで

きない。生きることは、今生きることでしか実現されないのだ。生きる

ためになら、言葉にでもなんにでも頼ればよい、でも結局は「生き」なく

てはならないのだ。それがどんなことであろうとも。そしてそれはそん

なにひどいことでも、素敵なことでも、どちらでもないし、そのような

価値判断は、生きることの本質に届くものではない。価値とはむしろ、

良い悪いではなくて、あるということそのものがそのまま価値である。
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２． 今を生きることと、刹那刹那に生きることの違いについて。時間とは

目的を点的につないだものではなく、遅延であること

　けれども、今をその場その場のみ
0 0

で生きるということは、またわれわ

れを生から引き剥がしてしまう。今このときを生きるしかない、という

ことは、今この手にあったものはもう次の瞬間に虚空に流れさって消え、

ほんの一瞬先の未来にも何の責任もないということではない。時間は

綿々と流れてゆき、その流れにはひとつの抗いがたい連続性がある。過

去は今につながり、今は未来へとつながる。

　しかしそれはまた、未来の目的のためにこそ今がある、という意味で

はない。それは今というものを純然たる手段に変えてしまうことだ。見

据えられたある目的だけがリアルに点々と浮かび上がり、それらが実現

するまでの時間はたんなる「あいだ」に転落する。われわれはまたもや

生から引き剥がされる。

　本節では、時間というファクターが視野に入れられる。今このときを

生きることと、過去や未来をもまた生きねばならないこととは、どのよ

うに関係しているのだろうか。

　前節でジェイムズを参照して引きだした、「人間の行為には自由
0 0

の余
0

地
0

がある」という結論は、生がまさに時間的なものであるということに

存している。過去のすべての事実の集積としての「今」は、もはや沈殿し

固形化したものとして、抗いがたく端的に受け入れを迫るものである。

そこには私が動かしうるもの、私の自由はない。しかし同時に、未来に

連なり、未来に開かれたものとしての「今」は、まさにそれまでなかった

新しいなにかが訪れてくる現場でもある。私に与えられた余地とは、新

しいものが到来するという余地、可能性という余地なのである。これは

そのまま、時間が持続的なものであること、つまり現在が刻々と過去に

変わってゆきながら、同時につねに次の瞬間に連なって開かれ、新しい

ものをもちこんでくるということによっている。それはそれまでの過去

のすべての瞬間のベクトルをはらみつつ、同時にまったく新しいものに
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も開かれているというような新しさである。手持ちのものを生みの親と

しながらも、手持ちのものだけからは予測のできないもの、ここに私の

意志と行為が働く余地が見いだされたのである。

　つまり、生はまさにプロセスそのものであると言っていい。過程、進行、

どのような呼び名でもよいが、今という瞬間はけっして単独の一瞬では

なく、いつもどこかからきてどこかに向かう流れの、不可分の一部をな

している。だから、どこまでも今という場所に立つということを引き受

ける、ということには、今という刹那的なこの瞬間を引き受けるだけで

はなくて、連なる時間の流れを引き受けることもまた含まれているので

ある。もう起こってしまったことも、これから起こってしまうかもしれ

ないことも、起こってほしいと望んでも起こらないことも、起こるかど

うか分からないことにたいして不確定なときを過ごすこともぜんぶ、私

の人生をかたちづくるもので、消去してしまえるものでもなければ、早

送りできるものでもない。よしんばそのつもりになったところで、それ

は生に誠実であるとはいえないだろう。生のありのままとは、ただ起こ

ることすべてであって、そのうちのどれかを特別に受け取ってどれかに

目をつぶることは、たんなるご都合主義でしかないし、生きているふり

をしているだけでしかない。

　生きることの本質は、私がその一瞬一瞬を生き延び
0 0

なくてはならない

ことにある。未来に何を望もうが、とにもかくにも私は流れてゆく時間

をその時間の長さのぶんだけ、みずからの生で満たしていかなければな

らない。そうすることでしか時間は流れてくれない。私は待たねばなら

ない、時間が経つのを、その時間の長さのぶんだけ、待たねばならない

のである。あるいは、経つのを待つことでのみ時間は作られる。そのよ

うな意味で、時間とは遅延である。そしてその遅延をみずから満たすこ

とが、生きるということである。

　だから時間は、一足飛びに満たすことがかなわないものである。何か

が実現するためには、実現するまでのすべての時間がやはり必要とされ

る。前を向いて何かを望むにしても、私は今ここにそれを手にすること
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を望むことはできない。いくらあがいても、何かを今ここに訪れさせる

ことはできない。むろん前節で論じたように、私は今できることをぜん

ぶしなければならないし、そうすることでしか生きることはできない。

それは動くことであり、動かすことである。私はみずから動き、私と世

界とを動かさねばならない。しかし同時に、私は待たなくてはならない

のだ。もの
0 0

やこと
0 0

から手を離して、それが時間と同じ速さでだけ動いて

いくのを許してやらなくてはならないのだ。何かがほんとうに訪れるこ

とになっていたとしても、それは訪れる時期になるまで訪れない。何か

が訪れることそのものにあるのとまったく同じだけの重みが、訪れるま

での時間をすべて満たしながら紡いでゆくことにもまた、あるのである。

　握りしめているうちは、ものごとは本来のあるべき姿を発現できない。

解放して、動かしてやること、いつかいつのまにかここに実現すること、

そのいつかいつのまにかというすべての時間が、そっくりそのままの長

さと中身の充実とをもって必要とされること。この、時間という遅延を

受け入れることもまた、今を生きることに含まれている。

　つまり、あくまでこの世界のこの位置のこの瞬間に定位しなくてはな

らないのである。そこから身をはがして飛翔することはできない。受け

入れることも動くことも待つことも、いつも今ここでこの私を生きぬく

ことである。身を置きつづけて、ここで生きていくこと、動かすこと、動

かしてやること、ここで自然と現れてくるものを過不足なく受けとめて

やること。リアリティーとはそのような、時間と同じ速さで進む、地に

足のついた歩みにこそあるのだ。

３． 日常について。包帯と血

　どこまでも今に踏みとどまり、今に定位して生きる、ということはま

た、日常を受け取りなおすことでもある。われわれの「今」はたいていな

んということもないふだんの生活であり、大部分まったくの日常である

が、日常とは、なにか非本来的な状態だという感じを与えることがある。
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ふだんの私はなにか埋没したような状態にあって、純粋で本来的な私は

どこか別のところにいるのではないか、という感じである。

　本節では、日常を生きることと、本来的に生きることとの関係につい

て考える。日常を生きることと、ほんとうに生きる
0 0 0 0 0 0 0 0

ということとは、別

のことなのだろうか。

３．１

　ハリウッド映画は、日常とは対照的な世界を描いてみせることで、われ

われを魅惑する。めったにお目にかかれないような美男美女が、ぜったい

に起こらなさそうな事件にまきこまれ、はらはらどきどきが満載のストー

リーが展開される。われわれは「こんなこと実際に起こるはずない」と知

りながらも、そのめくるめく非日常的世界を楽しみ、憧れをいだく。

　しかしハリウッド映画がもっとも非日常的である点は、そこに美男や

美女や大イベントや事件ばかりがやたらと溢れていることにあるのでは

ない。そうではなく、すべてのできごとが一つの明確な結末に向けて収斂

するためにだけ
0 0

起こっている、というところが、とてつもなく非日常的な

のである。ふと目をやった窓の外に通り過ぎた誰かも、ライターが手から

滑り落ちたことも、たまたまその朝遅刻したことも、すべて最終的な大団

円（ハッピーエンドという意味ではない）にむけて周到に用意された、脚

本家の小道具である。ドラマ
0 0 0

ティックとはだから、たんなる程度のはなは

だしさなのではなくて、まさにひとつの劇
0

、ひとつのストーリー、ひとつ

の筋書きが、個々のできごとを支配しているということなのである。

　これに対し、フランス映画（もちろん全部ではないが）は、あらゆるディ

テイルを、重要なものもそうでないものもまったく同じこまやかさで写

しとり、ひとつの結末に収斂するベクトルがかなり希薄である。ときには

えんえんとパンをかじっているだけのことすらあって、ハリウッド的な

ストーリーを求めて観るとまったく意味が分からないまま終わってしま

い、肩透かしをくらうことも多い。

　われわれが日頃身をおいている世界というのはそのような意味で、非



今を生きることについて

－ 201 －

常にフランス映画的である。大体において日常生活は「普通」そのもので

あり、ドラマティックとはほど遠い。何かが起こったり起こらなかったり、

突然始まったり終わったり、つじつまの合わないことで溢れていたり、と

くになにかを揺さぶることがないありふれたものやことが、とくに明確

な意味を紡ぐこともなく、毎日を満たしている。

　そうした日常をまるで無駄なものだらけだと感じ、なにも意味を見出

せない、というのは、人生はひとつのストーリーでなければならない
0 0 0 0 0 0 0 0

、と

どこかでわれわれに感じられているからであろう。

　フランス映画を観たときの釈然としなさ、「意味が分からない」感じは、

われわれが、ひとつの結末に向かって過不足なく用意されたできごとが

紡ぐひとつのストーリーこそが「意味ある」ものだと考えている、という

ことを示している。逆にいえば、ストーリーに還元できないできごとには、

意味を感じられないということである。なぜ起こったのか、なんのために

起こったのか、そのつじつまが合うということが、できごとの存在価値だ

と考えられている。つじつまの合わないものは、私の人生にとって余計な

もの、あってはならないもの、生きる価値のないものなのだ。それは望ま

れずに生まれ、捨てられる子のように、私の人生から抹消される。あのよ

うな子はいなかったのだ、この輝かしい私の人生に、まるで不必要なあの

ような子は。

　しかし、生とは本来、余剰物にあふれたものなのである（6）。たったひと

つの意味を編むためだけにすべてが用意されていて、余計なものはいっ

さいないし余計なことはいっさい起こらない、などということは、この現

実世界にはありえない。そして本来的な生とは、まさにわれわれに与えら

れたこのままの形であり、ほかにどのような形もないのだ（7）。必然性が感

じられないからといって、そのようなものを生きる価値がないというこ

とではない。むしろ、その溢れる余剰のいちいちのディテイルを生きぬく

ことこそ、本来的に生を紡ぐということである。あるべき
0 0

ストーリーを想

定して、そこからはずれたものを人生に取りこまないというのでは、どう

してこの与えられた生をまっとうすることなどできるだろう？
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　むろん、人は意味を食べて生きる動物であり、意味を紡ぎながらしか生

きてはいかれない。そして意味はできごとの側にあるのではなく、われわ

れの側にある。だからいつもどこかで、本来ただある
0 0 0 0

だけのできごとにな

にかしらストーリーを読みこみながらしか、生きていくことはできない。

それは人間が生きるときに本質的なことがらである（8）。しかしまずはこ

の日常の、すべての起こることあるいは起こらないことが織りなす、はて

しない「普通さ」という非ドラマ性をみずからの生で満たしてゆくことが、

ほんとうに生きるということなのである。

３．２

　しかしその日常が、穏やかな顔を一変させることがある。強い感情や不

幸がわれわれをとらえ、日頃なんということもなく行なっていたもろも

ろの「普通の」ことを行なうことができなくなる。ある特定の機能や感情

や美がクローズアップされ、われわれの「普通」はもろくも失われる。

　それは、日常が顔を変えるというより、日常が失われるということに近

いかもしれない。

　激しい悲しみ、天にも昇るような幸福、こういった鋭い感情は、強い掘

削力をもって人生の深みにあるものをあらわにする。そうしたときわれ

われは、あたかもふだんはもろもろの余剰物で覆い隠されていた本来的

な自分が目覚めたような気持ちになる。　――日常というものが、私のう

ちにうごめくひとつひとつの機能を覆い隠していたからこそ、私は普通

に穏やかな生活を送っていたのだ。けれどもきっとほんとうは、人生の真

実とは、日常が剥がされたところにはじめて見えるものなのだ、と。人生

の深みを映すもの、たとえば芸術作品などは、詩も、絵も、歌も、普通の

暮らしをしていては生み出すことができない。自然的態度を破るものこ

そが、美しく純粋で本来的なのだ。だから目覚めよ、眠ることなかれ、と

強い感情的体験は語るようでもある。

　しかし、ほんとうに日常は、たんなる隠蔽物にすぎないのだろうか。剥

ぎだしになったものだけが真実なのだろうか。鋭い感情と穏やかな日常
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とは、はたして共存しえないものなのだろうか。日常に身をうずめるのな

らば、たとえば美は、あきらめるしかないものなのだろうか。

　ヨハン・セバスティアン・バッハの生活は、妻とたくさんの子供とにか

こまれた、きわめて穏やかで静かな、幸福に満ちたものであったという。

小林秀雄はこの妻による回想記を読み、次のように言う。「バッハの渡っ

た世間は、周知の様に、因習に満ちた極く狭い世間であった。そして、勿

論、夫人は、回想記を書くに当って、何一つ風変りな材料を持っていない。

併し、かくかくのものとして与えられた単調な日常生活の形式が、殆ど畏

敬の念を以って究め尽されている有様には、強く心を打つものがある。尋

常な家庭の出来事の一つ一つが、いかにも確実に経験され、熟知され、常

に反復されて新鮮な意味を生じ、積み重なって深い愛情を生む。回想記は、

バッハの音楽に近付く唯一の方法を明示している。僕は、久しぶりで『フー

ガの技法』を繰返し聞き乍ら、その事を確かめた」（9）。

　日常は単調なものであるが、それはたんにまったく同じものがまったく

同じように繰り返される単調さではない。フーガの主題は、繰り返される

ごとに、それまでになかったなにかを付けくわえ、異なる形のものとなっ

て現れる。

　一歩踏み込んで日常というものを詳細に眺めてみると、それがただ穏

やかなだけのものではないことが分かる。抽象的な美の体験も、喜びや悲

しみといったもろもろの感情も、それがいくら強くとも、日常の中で起こ

る。どんなにドラマティックなことが起こっても、それを経験する人間の

生活全体を見れば、基盤をなすものはやはり日常なのである。そして、時

間が経つにつれ、鋭さは日常に侵食され、磨滅し、最初の極端な強さを失

い、血肉化してゆく。それはいつしか形を失い、名前を失って、こころと

からだのどこかをつくるものになる。

　そうして個別的な感情体験が私の一部にまでなったときにはじめて、新

しい歌が私の中から生まれだす。感情が作品にまで昇華するには、いった

ん日常を経なくてはならない。最初の形を残しているうちは、それは作品

とは呼べない。それはたんなる叫びである。
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　感情とは血である。生きてゆく過程で、われわれは激しいものを経験し、

そのたびになにかがバランスを失い、ずれて裂けた傷口から血が噴きだ

す。しかし傷ができたそのときから、日常もまたすこしずつずれてゆき、

傷を覆ってゆく。日常という包帯が、感情という血を覆い、包み、痛みを

和らげ、忘れさせるのである。そして、いつのまにか血が包帯に滲みだし、

血と包帯との見分けがつかなくなったとき、日常の新しい形があらわれ

る。それは同じ日常という名のものでありながら、血もなく包帯も白かっ

た以前とは、もはや異なった姿のものである。この新しく生まれた日常か

ら、新しい作品として、美が自然と花開くのだ。血と包帯とは、噴きだし、

覆うことを繰り返し、いつもすこしずつ新しい形へとずれながら、生を織

りあげる。

　血肉化した美、侵食された悲しみ。日常は美を包みこむとも、日常と美

とは互いに融けあうとも言うことができるだろうか。ともかく、その二つ

は相反するものではなく、共同して人間の生をかたちづくっているのであ

る。人生の深みを垂直に掘削するものも、つねに日常に含まれている。美

とはだから、日常の外にあるものなのではない。日常を紡ぐことそのもの

のうちに、そのまま美があるのである。繰り返されるフーガの主題は、す

こしずつずれながら、そのつど新しい意味を帯び、いつも新しい音楽を奏

でてゆく。

　だから、われわれは感じ、考えながら、生きてゆけばよい。それが日常

であり、そこで起こることをすべて生きぬくことが、本来的に生きるとい

うことだ。それがいかに強烈であろうとも、日常は感情によって停止する

ものではない。日常の穏やかさは、じつはいつもどこかでほころび、その

バランスをつねに動かしているものなのである。強いものも、激しいもの

も、いかに大きく日常を揺さぶろうとも、永久に日常を破ってしまうもの

ではない。それはむしろ日常の一部なのであり、いつも行なわれている流

動がたまたま極端な形であらわれたにすぎない。われわれの生きる日常

は、つねに破られ、覆われ、いつもどこかに血をにじませながら、全体と

してなんとはなしの均衡を保っているにすぎないものなのである。
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３．３

　ロマと呼ばれるいわゆるジプシーの人々を追ったドキュメンタリー番

組を見る機会があった。彼らは来る日も来る日も、鍋を打ちきたえ、食事

をし、馬車に乗って移動し、水を浴び、伴侶を探し、そうやって生きていた。

とくに深くものを考えている様子も、厭世的な様子もなく、逆にとくにあ

えて楽観的にやりすごそうとしている様子もなく、ただ淡々と、毎日が過

ごされていた。

　彼らの人生は、ただそれだけであった。そこにはほんとうに、なにも
0 0 0

起

こってはいなかったのである。もちろん生活は苦しいし、彼らはどこに

行っても差別されてしまう。むしろ番組の趣旨としてはそのへんの厳し

さを伝えたかったのだろう。しかしなによりも強い印象を残したのは、厳

しさよりも、彼らの生活を満たす圧倒的な「なにも起こらなさ」とでもい

うべきものだった。毎日毎日、手持ちのものだけで、革新的でも退廃的で

もなく、ただ日々が送られていた。ただ生きるために毎日が生きられてい

て、彼らはそれ以外の可能性など思いもよらないようだった。

　日常というものが思考の中でことさらクローズアップされるというの

は、おそらく近代以降に生きる人間に特有のことであろう。ほんとうに日

常が日常として機能していれば、われわれは日常というものがあること

にすらまず気づかなかっただろう。日常には、そういう隠蔽の機能がある。

けれども、いまや人間精神は肥大し、生活のうちにはさまざまなヴァー

チャル世界が入りこみ、「可能性」というものが及ぶ範囲が飛躍的に広がっ

ている。つまりわれわれの日常の中には、その穏やかさをほとんど停止さ

せうるような起爆力をもったものが、すでにして無数に入りこんでしまっ

ているのである。われわれはもはや、日常を本来的に「日常」的な形で保

つことが危うくなっているのだ。だから、本来ならばもっとも主題化され

ることから逃れていくような性質をもった日常というものが、主題化さ

れてしまう。日常とはなにか、それはいかにして機能しているのか、それ

をわれわれは反省する。

　しかし、日常とはそのようにしてだけ見られるものなのだろうか？　た
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しかに、日常を見るためには、いったん日常は破られなければならなかっ

たであろう。そうでなければ日常はその姿を現さなかっただろうから。け

れども、ロマの姿がわれわれを圧倒するのは、そこに手つかずの日常が残

されているからではないだろうか。日常の真髄とは、やはりこのように

淡々と日常に身をうずめることでしか見られないのだ、と、目の前に突き

つけられたような気がするからではないだろうか。

　生きることは、生きることでしか分からない。いくら日常について考え

ようと、日常的なものはそれをあざ笑うように身を隠す。むしろ考えれば

考えるほど、日常が指のあいだからこぼれ落ちてゆくのを感じる。

　近代の知は、反省の力を過大評価しすぎたのかもしれない。ひっそりと

生き延びる純粋培養の日常にひそむ、生きることのはかりしれなさは、反

省ではけっして明るみに出すことがかなわないのかもしれない。だから、

まず生きねばならない。むろん、われわれはもうロマと同じ日常を送るこ

とはかなわないだろう。われわれは知とともに生きるしかないであろう。

しかしそれでも、知は、まず生に密着したものを見つづけることこそを忘

れてはならないのだ。今を生きることで、日常に立ちつづけることで、と

もすれば好き勝手に飛翔してまわる精神を生につなぎとめ、感じ、見なく

てはならないのだ。それは生へと帰還
0 0

することであり、「なし、こうむり、

創造し」つづけることである。「話すことによっては、生へと帰還するこ

とはできない。生への帰還とは、行為することなのである」（10）。

注

（1） この論点についての詳細は、拙論「ジェイムズの世界観における信の位置づけ

について」『宗教哲学研究』第二〇号（京都宗教哲学会編、北樹出版、二〇〇三年）、

五三―六四頁、参照。

（2） James, William. “The Will to Believe,” Writings 1878-1899. Edited by Gerald E. 

Myers. New York, The Library of America, 1992, p. 497.

（3） Ibid.,p.501.
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