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論文要 旨

史

生*

A*

行為論の観点か ら 『臨済録』の幾段かを吟味す る｡

キー ワー ド :世界

身体

主体

所有
あろ うか｡

一 行為 と世界

クワス算をす る誰かであれば,わた くLが6
8+

6
8+5
7とい う計算の場合,加法の規則に従 って

5
7‑5とい う計算を して も間違 っている とは云わ

1
2
5とい う答 えが導 ける と誰 もが考 える｡しか し末

ない｡規則に従 った振舞いであることを保証すべ

だ嘗て誰 も経験 した ことのない巨大な数の計算の

く関係を結ばれ る外的 コンテキス トとは,既に し

場合,加法の規則が奈何なる具合 に機能す るかは

てニュー トラルな共同体ではない｡

見当もつかない｡ これ まで通用 していた規則が こ
れか らも通用す る とい う保証はない‑

とク リプ

キは帰納原理の限界を衝 く｡

6
8+5
7‑5とい う計算 は間違 った規則 に従 って
いる｡縦令本人は規則に従 っているつ もりであっ
て も,本 当に規則に従 っている とい う保証はない｡

クワス算 をす るわた くLが計算 ミスを して偶

ミ

6
8+5
7‑1
2
5とい う答 えを出 し,結果的に社会に受
け容れ られ る とい う可能性 もあろ う｡規則に従 っ
た振舞いであることの保証は,結果の如何 とは別
の問題である｡
クリプキは規則に従 って振舞 うとい う経験の可

加法 とい う規則に従 っていることを規則 と振舞い

能性 の条件 を求めているのではな く,規則に従 っ

との関係か らは言明 し得ない｡規則に従 った振舞

た振舞いである と言明す る可能性の条件 を求めて

いであることの保証を得 よ うとすれば振舞いの中

いる｡実際に規則 に従 っていることの条件を問 う

に閉 じていることはできない｡是に於て共同体が

ているのではな く,規則に従 っている旨を言語 を

要請せ られ る‑

使用 して表すための条件 を問 うている｡

とク リプキは外的 コンテキス ト

の導入を促す｡

6
8+5
7‑1
2
5であ らねばな らぬ必然性はないが,

言語 を使用す るための条件は,固より共同体 と
の関連に於てのみ語 り得る｡何故 と云 うに,共同

然 く計算す ることと外的 コンテキス トとは内的関

体に於て然 く言語 を用いて可である条件 を問 うて

係 を持 っている｡規則に従 った振舞いであること

いるか ら｡ ク リプキが共同体にこだわる所以であ

の保証 を規則に従 った振舞いその ものか ら導 くこ

る｡

とができない以上,規則に従 っている とい う保証

規則に従 っている旨を言語を使用 して表 して可

を得 よ うとすれば,必ず外的 コンテキス トとの関

である とい う言明可能性 の条件を問 うとい う問い

係 に侯たねばな らない｡

方その ものが,あ らか じめ共同体 との内的関係が

規則に従 った振舞いであることの保証は振舞い

存す るよ うに問題 を設定す ることを求めている｡

に内在的に見出 されない｡そ こで規則に従 った振

言明可能性 の条件 を問 うことと共同体 との内的関

舞いであることを保証すべ く外的 コンテキス ト‑

係を求めることとは表裏一体である｡

と関係 を結ぼ うとす る時,その ｢
外｣ とは何処の

因に内的関係 とは ｢
或る項 Xが別の項 yに対 し

ことであろ うか｡大多数 と違 っていなければ誰 も

てRとい う関係にある とき, Xの同一性や本性が

文句は云わないが,その ｢
誰 も｣ とは誰の ことで

y に対す る関係 Rに依存 している｣ ところの関係

*弘前大学教育学部国語国文科教室
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である (
『
岩波哲学 ･思想事典』一一九三百)｡規

田

史

生

く,互いに媒介変数 を提供 し合 っている｡

則 と共同体 との関係について云えば,その規則が
共同体に於て通用す る とい うのは内的 ･本質的な

アフォーダンス とは,｢
或る有機体が或る環

関係であ り,その規則が別の共同体のそれ よ りも

境 内に生息 している とき,その環境内におけ

厳 しい とい うのは外的 ･偶有的な関係である｡

る特定の事象が, 当の有機体にたい して提供

加法の規則の場合,共同体 とい う外的 コンテキ

す る行為の可能性｣である｡アフォーダンス

ス トは果 して本質的に必須であろ うか｡共 同体に

によれば,有機体だ けが静的な風景 を一方的

ついて詳 らかに記述 して も,規則については微塵

に眺めているのではな く,環境 のほ うか らも

も語れない｡規則の運用は共同体に依存す るが,

表情 をもって働き掛 けている｡有機体 と環境

規則の同一性や本性は共同体に依存 しない｡若 し

とは‑如 とな って システムを形成 してお り,

然 らば,規則の運用 も亦共同体に依存す るか ど う

その両方 向的な働 き合いが循環的に更新 され

か分明でない｡

てゆ くのである｡

加法計算 をす る時, 自ら従 っている規則の何た

私が常 日頃描いている認識 の筋道は,｢
環境

るかは判 らない｡プラスに従 っているつ もりで も

のほ うか ら発信 され る物理的刺激を感覚器官

本 当はクワスに従 っているか もしれない とい う懐

が受容 し,それ を心 (
脂)が処理 して有意味

疑的反省か らは逃れ られない｡現に従 っている規

の知覚 (
環境のイ メージ)に仕上げる｣ とい

則の何たるかが判 らない以上,縦令それ を外的 コ

うものである｡すなわち ｢
心が所与の ものを

ンテキス トと関連づ けよ うとして も, ど うや って

加工す る｣ とい うス ト‑ リ‑である｡ ところ

関係づ ければ よいかが判 らない｡では加法計算 と

がア フォーダ ンスによれば,環境はそれ 自体

い う振舞いは,それ 自体 とは別のコンテキス ト,

が特定の意味を もった情報 として存在 してお

誓えばク リプキの説 くよ うに共同体 とい う外的 コ

り,私は環境によって情報 を提供 (
ア フォー

ンテキス トに依存 しているのであろ うか｡

ド) されている｡有機体 (
行為の束)の活動

現に従 っている規則が本 当は別の ものか もしれ

は,みずか らが身を置 く環境 (
ア フォーダン

ない, とク リプキは懐疑す る｡仮に規則が得 られ

スの束) と接触 し,そ こか ら情報 を提供 され

て も,次の瞬間には別の規則が得 られ るか もしれ

ることによって成 り立 っている｡(
『
滞沌』二

ない, と｡

百)

ク リプキに とって規則はついに不確定の もので
ある｡ ところが可笑 しいことには, ク リプキに懐

現実に成立 している出来事 としての行為に就い

疑その ことを疑 っている気配はない｡規則が疑わ

て検す るに,それは主体の方か ら世界に一方的に

れ るな らば,反省的懐疑 も亦疑われて然るべ きで

働 き掛 けるものではな く,主体 と世界 とが両方向

あろ う｡
懐疑を とことん突き詰めてゆ くと懐疑 自体が解

的に働き合い,互いに不可分のファクター として
一つに融 け合 っている｡

体 して しま う｡ しか し懐疑が どこまで も避 けられ

自転車に乗 っている時,急に砂利道にな ったの

ない とい う事態を,懐疑 を抱 くことか ら独立 させ

で,わた くLはハ ン ドルを握 る手やペダルを踏む

て,懐疑の対象‑ と据 えて よい ものであろ うか｡

足に注意す る｡わた くLが操 っている手足は,梶

懐疑 を抱 くことが避 けられない ことの可能性が恒

られる‑ ン ドルや踏 まれ るペダル,砂利で凸凹 し

常的につづ くとい う保証 も亦ない｡

ている道,子供が飛び出 しかねない向こ うの塀の

是に於て ｢
外的 コンテキス ト｣は依存すべき も

角, これ らの世界か ら独立 して操 られているので

の としては把捉 し切れない｡外的 コンテキス トは

はない｡わた くLは世界に注意 しつつ操 ってお り,

わた くLに対 して開かれているが,それは単なる

世界はわた くLに注意す るよ うに仕向けて くる｡

外部ではな く,外部で もなければ内部で もない も

わた くLが一方的に手足 を操 り,それに因って世

の として,わた くLに非依存的に浸透 している｡

界の変化が惹 き起 こされ るな どとい うのは,お よ

外的 コンテキス トがわた くLに関係 しているこ

そ実情 と懸 け離れている｡

とを因果的 ･一対一対応的に確定す ることはでき

わた くLはハン ドルを握る手やペダル を踏む足

ない｡ しか し関係 していることは確かである｡わ

を微妙に調節 し,それに応 じて砂利道の凸凹具合

た くLと世界 とは一義的に確定 された間柄 にはな

が微妙 に変化 し,更にそれ に応 じてわた くLは手
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や足を微妙に調節 し,それ に応 じて砂利道の凸凹

一歩を進 めねばな らない｡ この間の消息について

具合が微妙に変化 し‑･
‑と身体動作を微妙に調節

は細叙す るを欲せない｡

し,それ に応 じた環境の微妙な変化,更にそれ に

わた くLが生きている刻一刻の現実は,唯一無

応 じた‑‑‑とい う按配に身体動作 と環境変化 とを

二のわた くしの現実である｡先ず主体の振舞いが

極限まで切 り刻んで実情 を描写 しがちである｡だ

為 され,尋いで世界に変化が惹 き起 こされ る, と

が然 く ｢
環境の変化に応 じて身体の動きが意味づ

いった悠長な雲行きではない｡外的 コンテキス ト

け られ る といったフィー ドバ ック構造に とらわれ

(
世界)は,外部で もなければ内部で もない もの

ている限 り,身体の動きは どこまで も微分 されて

として,わた くLが生きていることに非依存的に

ゆ く｣ (
『
滞沌』三頁)
0

浸透 している｡わた くLはのべつ ｢
剣刃上の事｣

極限まで切 り刻 まれた身体動作や環境変化の切

を生きている｡然 く退引きな らぬ現実を生きてい

れ端な どは,最早現実に成立 している出来事 とは

ることを想えば,臨済な らず とも ｢
大変,大変｣

別の何かであ り,それ らを分析 してみて も実際に

と狼壬
貝せ ざることを得ない.

何かを為す ことは実感できそ うに もない｡
わた くLが為 しているのは ｢自転車に乗る｣ と

師の慌てぶ りを見て,僧は ｢
擬議｣ した｡身に
添わぬ物騒な問いを発 しておきなが ら,いざ答え

い う一つの事柄である｡先ず ｢
ハン ドルを握 る手

らるるや周章狼狽す る僧な どは一笑の値だ にな し｡

やペダルを踏む足 を微妙に調節す る｣ とい う身体

自ら外的 コンテキス トに関係 してゆ く素振 りを見

動作の切れ端が為 され,尋いで ｢
砂利道の凸凹具

せなが ら,それ を因果的 ･一対一対応的に確定で

合が微妙に変化する｣ とい う環境変化が因果的に

きぬ とい う消息に,僧はあま りに も無頓着である｡

惹 き起 こされ る とい った描写は,わた くLが為 し

僧はノンシャラン と現実に足踏み して情 としてい

ている一つの事柄 とは似て も似つかない｡

る｡罰棒 を喰 らって当然である｡
宴に更に一事が呈せ られ る｡ 臼を踏む ことに没

上堂｡僧問 う｢
如何なるか足れ剣刃上の事｣｡
師云 く ｢
禍事,禍事｣｡僧擬議す｡師便ち打つ｡
問う ｢
祇石室行者の椎を踏んで脚 を移す こ
とを忘却せ るが如きは,什歴 の処 に向か って
か去る｣｡師云 く ｢
探泉に没溺す｣｡

頭 し,踏む己 も,踏 まれ る臼 も,臼を踏んでいる
ことも,一切合財が忘却せ られた境地にあること
は奈何, と｡
斯か る三昧境 も亦十分に剣呑であることは註す
ることを須いない｡現 に臼を踏んでいなが ら,そ

師乃ち云 く ｢
但有ての来者は,伊 を廓欠せ

のことの 自覚を欠 くな らば,折角生きている甲斐

ず｡総に伊が来処 を識 る｡若 し与歴に来たれ

がない｡石室行者は断片的な作業には熱心である

ば,恰 も失却す るに似た り｡与虎に来た らざ

が,無数の外的 コンテキス トと経 り合わ された己

れば,無縄 自縛O‑切暗 中,乱 りに掛酌す る

の生全般に決着をつけることを怠 っている｡

こと莫れ｡会 と不会 と都来て是れ錯｡分明に

三昧境のまま生きてゆ くことは深い淵にずぶず

与歴 に遣 う｡天下の人の股剥せ るに一任す｡

ぶ と沈んでゆ くことに似 る｡外的 コンテキス トに

久立珍重

｣ ｡

(
二五頁)

囚われ ることもない代わ りに自己自身に 目覚める
こともな く,ついに十全に生きることは叶わない｡

この一段はつい先に論 じて辞を費やす こと稗 ミ

主体性 に拘泥 して環境世界を捻 じ伏せ よ うとす

多きに至 った ところである｡ しか し行論の都合上,

ることは不可であ り,主体性 を放棄 して無念無想

今一度読み返 してみ る｡蓋 し騎虎の勢いである｡

に耽 ろ うとす ることも亦不可である｡臨済は ｢
一

真剣が抜 き放たれた剣呑極 ま りない状況にあっ

切暗 中,乱 りに掛酌す ること莫れ｡会 と不会 と都

て,臨済は ｢
大変,大変｣ と真剣に怯 える｡事柄

来て是れ錯｣ と説 く｡ あれ これ分別 してはな らぬ,

は膏に尋常な らざる状況の所為のみに係 るのでは

判ることも判 らぬ ことも倶に不可である, と｡

ない｡世事の転変の逆賭すべか らざることを想え

己の生を特定のコンテキス トに於て意味づ けよ

ば,吾々の行住坐臥,なべて ｢
剣刃上の事｣な ら

うとす ることは禁物である｡その都度の行為を も

ざるはない｡

た らしたコンテキス トの全体を引き受 けなが ら,

況や道を求むる身に於てをや｡道を求むるか ら
には,微温湯にぬ くぬ くと浸か るよ うに現実に埋
没 していることは許 されない｡敢えて百尺竿頭に

唯一無二の 自分の世界を生き抜いてゆ くことが肝
腎である｡
臨済は ｢
億の ところに来 る者を, うか と見損な
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う気遣いはない｡その者の拠 って立つ境涯はきっ

田 史

生

とい うのは, 申 し分な く二元論 に毒 されている｡

ち り見抜いて進ぜ よ う｣ と噴 く｡ これは ｢
億は人
物月旦 に関 しては人並外れ た眼 力を具す るの じ

わた くLが ｢
身体 を持つ｣ とい うことは,わた

ゃ｣と威張 っているのではない｡｢
膿は外的 コンテ

くLが ｢
不可避の所与 としての或る状況 (
環境 ･

キス トとの内的関係か ら須奥 も相離 るることな く

世界)の下で 自らを見出す｣ とい うことに他な ら

生きているの じゃ｣ と宣 しているのである｡

ない｡

臨済 にあって ｢
与歴 に来た｣るだの ｢
与歴に来

わた くLは身体を介 して現実の状況に能動的に

た らざ｣るだの とい う分別は薬に した くも無い｡

関わる｡その際わた くLは常に所与 としての状況

こ う来 る手合は 自らを失 ってお り,ああ来る連中

に於て 自らを見出 し, しか も自らが状況に開かれ

は 自らを縛 っている｡外的 コンテキス トとの関係

ている とい う事実を引き受 けなが ら ｢
受動且つ能

は ｢
此れ ･彼れ｣ ｢
来 る ･来ぬ｣ といった沙汰 を超

動,事実且つ変革,客体且つ主体｣ とい う底のパ

えている｡

ラ ドクシカルな生を営んでいる｡

生きている限 りは外的 コンテキス トの全体を背

加 うるに,わた くLが置かれている状況に対 し

負いつつ生 きねばな らない｡ ｢
乱 りに掛酌す る こ

て,わた くLがそれ を自ら根拠づ けることはでき

と｣ は以ての外であ り,従 って判る (
会)判 らぬ

ない｡わた くしの能動的な生の営みは,あ らか じ

(
不会) と一喜一憂す ることは愚の骨頂である｡

め与えられた受動的な契機 としての状況に於ての
み成立す る｡

自分の世界を形成する抜 き差 しな らぬ ｢
一つの

果 して然 らば,わた くLが行為その ものか ら一

出来事｣であるべき行為について, これ を身体動

旦身を引き剥が し, 自らの行為について記述す る

作 と環境変化 とい う二つに分解す ることは,不可

ことは可能であろ うか｡

能であ り且つ不必要である｡

行為はその記述か ら独立 して時間 ･空間に於て

自転車に乗 ることを手足の動 き と砂利道の状態

生起す る出来事 として存在 し得 るのであろ うか,

とに分解す るのが無駄であることは掩 うべか らざ

将又行為は当該の記述 と別には存在 し得ぬのであ

る事実である｡行為す るわた くLは,単独の身体

ろ うか｡例之えば ｢
スイ ッチを捻る｣ とい うふ う

動作を修め,それを環境変化に応用 しているわ け

に,現に記述せ られているのでない限 り,それは

ではない｡わた くLは自転車の乗 り方 とい う一つ

未だ行為ではないのであって,振舞いは記述せ ら

の出来事を修めているのである｡

れて初めて行為 となるのであろ うか｡

自転車に乗 る とい う行為を規定する場合,ハン

｢
行為の記述｣ と無造作に云 う時,時間 ･
空間に

ドルの握 り方やペダルの踏み方 とい う身体の動作

於て生起する出来事が記述対象 として既に存在 し,

を抜 きに しては規定 し得ない｡だが ｢
ス トレスの

それ に対 して (
それ とは別の)記述 内容が当て巌

発散｣｢
娘 との親睦｣とい った附帯状況の全体を掛

め られ る と考えている.単一の行為を多様 に記述

酌す ることも,その行為を規定す るために無用 と

し得る と考える ことは,
単一の行為なるものが (
記

は云 えない (
育,寧ろその ことの方が大切である)
0

述 を抜 きに して)兎まれ角まれ存在す ることを前

わた くしの身体動作は環境変化 と呼応 してお り,

提 している｡ しか し斯か る行為 と記述 とを二段階

環境変化はわた くしの身体動作 に依 って意味づ け

で捉えるよ うな考 え方に拠 るな らば,一旦記述 さ

られ る｡ 自転車に乗 る時,わた くLは 自転車や砂

れ るや行為 と記述 との関係が考え難 くなることは

利道 と不可分に行為 している｡わた くLは環境 ｢と

自明である｡

共に｣行為 しているのであって環境 ｢
の中で｣行
為 しているのではないo

その生起の端緒 に於て偶 '
,｢
スイ ッチを捻 る｣
と記述 され る行為は,｢
明 りをつける,部屋を明る

自転車に乗 っているわた くLに とって, 自転車

くす る,空き巣狙いに警告 を与える｣ もの として

は身体の一部 とも看倣 し得 る｡酉に然るのみでは

も ｢
多様 に｣記述 され得る ものであ り, コンテキ

ない｡わた くLは凸凹の砂利道や冬枯れた街路樹

ス ト次第で幾 らで も ｢
他様 に｣記述 され得 るもの

や明滅す る信号や遠吠えす る野良犬な どと一心同

である｡行為の記述を離れた裸の (
つ ま り無垢の

体 とな って 自転車に乗 っているのである｡ この全

概念 レヴェルでの)行為その ものを同定す ること

体的な事実について, これ を周 りの世界 と身体の

はできない｡斯か る事情 に由って観 るに, ｢
行為･

動き とに分かつ ことに困って行為 として捉えよ う

身体動作 ･記述｣ とい う項 目の うち最後 まで生き

『臨済録』管窺 (
三之三)
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残 ったのは ｢
記述｣だ とい うことにな りそ うだが,

か否かは猶講窮すべ きであるが,斯か る危供が払

わた くLは独 り記述のみ を生 き残 らせ ることは殆

拭 し難い とい うことは,既に して行為 と行為の記

ど有るべか らざることだ と思惟す る｡

述 との不可分性 を (
つ ま り行為を時間 ･空間に於

記述が ｢
ある事態を明噺判明に認識す るために

て生起す る出来事 として物象化す ることの不可な

その特徴 を整理 して示す｣ (
『岩波哲学 ･
思想事典』

ることを)物語 るよ うにお もわれ る｡記述か ら独

三一〇頁) ことであるな らば,それは或る特徴に

立 した行為その ものは,行為 としての特徴‑の言

言及す ることを前提 した概念である｡若 し然 らば

及を持たぬ ものであ り,その よ うな ものには当の

｢
行為の記述｣の場合,記述 自体の内にあ らか じ

振舞いを行為 と看倣すべ き所以が見出 され得ない

め ｢
行為 としての特徴‑の言及｣ とい うことが合
意 されていなければな らない｡

よ うにお もわれ る｡
今按ず るに,会議の席上で手を挙げている人を

｢
手を挙げる｣とい う記述の内には ｢
行為 として

見れば,わた くLがそれ を単なる ｢
手が上が る｣

の特徴‑の言及｣
が前提 され るが,｢
手が上が る｣と

とい う身体動作 として見ることは金輪際な く,必

い う記述の内にはそれは前提 されない (
が故にそ

ず ｢
発言 を求める合図をす る｣ とい う行為 として

れは行為の記述ではない)
｡斯か る区別が (
論点先

見るに違いない｡

取を犯す ことな く)奈何に して可能か を論ず る と

わた くLが生きる とい うことは,或る振舞いを

い う段に至 る と,行為の記述はやれ意図だの 目的

然るべ く ｢
特徴づ ける｣ とい うことである｡若 し

だのを援用 して説明 され始める｡

その振舞いが単なる身体動作 として見 られ るな ら

議論は堂々巡 りの様相を呈 じ始めた気配である｡

ば,わた くLは当の振舞いを (
状況的な脈絡 を踏

わた くLは性急に辻榛 を合わせ ることを欲せな

まえて)行為な らざるもの として評価 しているの

い｡妙に血眼の さもしい料簡で論 を進めた くはな
い｡わた くLは頭 を冷や して考え直すべ きである｡

である｡
わた くLは 日々の生活にあって具体的な他者 ･

記述 とい う項 目を行為 と区別 して把捉す ることに

世界 と接触 し,その都度紡がれ る全体的なヴィジ

ついて も亦猶考 うべきである｡

ョンに制約 されなが ら生きている｡わた くLは (
の
べつ身の周 りに在 りつづ けるが故に殊更に意識 に

単一の身体動作は複数の行為 とな り得るが,純
然たる身体動作はその内に ｢
行為 として記述 さる
べ き対象｣たる特徴 を有す るであろ うか｡若 し有

はのぼ らぬ) 自然誌的事実の制約 を受 け容れ,そ
こに於て生きることを余儀な くされている｡
わた くLは或る外的 コンテキス ト (
状況 ･
世界 ･

せないな らば,行為 としての特徴‑の言及が不能

環境 ･立場 ･観点) を選択 している｡それは意識

であるが故に,その身体動作は行為でない ことに

的 ･自覚的な選択ではな く,つ とに成立 している

なろ う｡

事実の受容 としての選択である｡純粋な事実 (
存

単一の行為は多様 に記述 され得 るが,若 し単一

荏)か ら価値 (
当為)が論理的に導かれ ることは

の行為が ｢
行為 としての特徴｣を有す るな らば,

ない と雄 も, さまざまの事実を価値的 ･道徳的に

その特徴に向け られ る ところの記述が必ず可能な

意味づける視座は しっ らえ られている｡事実 と価

筈である｡果 して然 らば ｢
記述せ られた行為｣ と

値 との間の論理的な亀裂は, 日常生活の事実の受

は別の行為 自体な どは (
論理的に も)あ り得ない

容に於て乗 り越 え られている｡

ことになろ う｡

日常生活の事実に拠 って価値的 ･道徳的な命題

行為の記述には ｢
行為 としての特徴‑の言及｣

を正 当化す ることはできない｡若 しこれが容認 さ

が必須であることは疑いを容れない｡だが按ず る

れ るな らば,わた くLには無か らの創造 とい う飛

に謂 うところの ｢
特徴｣ とは,記述の対象の裡 に

躍 も宥 され ることになろ う｡何 らかの意味で規範

あ らか じめ具備 さるべ き所与 としての特徴なので

が受け容れ られていない限 り,そ こに価値的な命

はな く,それは記述す ることに於て能動的に特徴

題が見出され ることはない｡

づ け らるべき特徴なのではなか ろ うか｡

逆に云えば,価値的な命題が見出され る事実は

身体動作の主を して行為者た らしめる ｢
特徴づ

純粋な事実ではな く,既に して規範的な色彩を帯

け｣が専 ら記述者の能作のみ に係る とす るな らば,

びた事実である｡その事実はわた くLが生きてゆ

それは記述者 ごとに異なる主観的 ･慈意的な働 き

く基盤であ り,抑 ミ正 当化を要せない事実であるO

に過ぎぬ とい うことになるであろ う｡果 して然 る

若 しこれが否認 され るな らば,わた くLは相対主
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山

田

史

生

義の渦に巻き込まれて慈意的に振舞 うことになろ

文殊普賢有って, 目前に出で来たって,各

う｡

一身を現 じて法 を問 うが如きは,綾かに和尚

わた くLに可能な ことは,既に在 って しまって

ミ

に害す と遣わば,我早 く弁 じ了る｡老僧穏坐,

いる具体的な制約 について,それ を内在的な仕方

更に道流有って,来たって相見する時,我尽

で正 当化す ることだ けである｡わた くLは (
縦令

く弁 じ了る｡何を以てか此の如 くなる｡祇我

不完全な仕方ではあれ)制約 を全体的な連関に於

が見処の別に して,外には凡聖を取 らず,内

て受 け容れ,制約せ られた生の現場にあって唯一

には根本に住せず,見徹 して更に疑謬せ ざる

の事実を生きている｡

が為な り｡ (
四八頁)

行為者は外的 コンテキス トを無意識的 ･無 自覚
的に受容 しつつ行為 している｡ この ことが真実で

文殊や普賢が問い掛けてきて も,修行者が尋ね

あるか否かを頭痛に病んでいる暇はない｡行為者

てきて も,臨済は一 目で ｢
弁 じ了る｣｡何故 と云 う

は否応な く自らに固有の外的 コンテキス トに即 し

に,外には凡聖 とい う枠 を認めず,内にも根本の

て行為 してお り,両 もその事実に対 して無意識的･

悟 りに腰を据えず,外的コンテキス トを丸 ごと然

無 自覚的であ りつづ けている｡

るべ く ｢
見徹｣ して殊更に ｢
疑謬｣せぬか ら｡

外的 コンテキス トの奈何は審 らかに し得ぬが故

臨済は ｢
祇我が見処の別に して｣ と威張 ってい

に,行為者は 自らの遂行 しつつあることの何たる

るが,誰 もが皆本来然 く生きているのである｡わ

かを全面的には知 ることな く,そのことを遂行 し

た くLは且つ外的 コンテキス トを不断に紡ぎ出 し

ている｡事後 に革新的な結果が得 られ るにせ よ,

つつ,且つ紡ぎ出 した全体的なヴィジ ョンに制約

行為者は事前 に知 ることな くそれ を遂行す る｡

されつづけつつ生きている｡

行為者は,現に行為を遂行 していることに於て,

｢
外には凡聖を取 らず｣と云 うが,美 しい花が咲

不知不識裡に新たなシステムを形成 している｡更

いていれば美 しい花が見え,汚い石が転が ってい

に行為を遂行 しっづ けることに依 って,形成せ ら

れば汚い石が見える｡｢
内には根本に住せず｣と云

れたシステムは 自らの領域 を形成 し, 同時に行為

うが,猫が好きで犬が嫌いで も,猫が来れば猫が

者 自身 も亦 自己を形成 しっづ けている｡

見え,犬が来れば犬が見える｡わた くLは或る外

荘周 日く ｢
真人の息す るは錘 を以て し,衆人の

的コンテキス ト (
状況 ･世界 ･環境 ･立場 ･観点)

息す るや喉を以てす｣ と (
『荘子 』大宗師篇)｡陰

とい う自然誌的事実の制約を無意識的 ･無 自覚的

気は地 よ り上 り,陽気は天 よ り下 り,両気が中和

に受容 している｡

して健全な人間の生は営まれ る｡真人は喉 と鍾 と

その事実に ｢
見徹｣す ることが肝腎であ り,然

を通貫す る形で陰陽の気を併せて深呼吸するが,

らざれば ｢
疑謬｣を免れぬ ことは言を須たない｡

衆人は喉で噛 ぐだ けである｡真人の存在は天地に

しか し縦令現に然 らず とも,わた くLが唯一無二

開放 されてお り,衆人の存在は肉体に閉塞 してい

のわた くしの現実をその都度生き得ていることも

る｡

亦覆 うべか らざる事実である｡然 らばわた くLは

呼気 と吸気 と,内気 と外気 と,身体 と世界 と,

臨済を範 と仰いで 自らが外的コンテキス トとい う

即ち 自己 と外的 コンテキス トとは真人にあって生

事実を無意識的 ･無 自覚的に受容 しつつ生きてい

の律動に於て不即不離 となっている｡真人にあっ

ることを ｢
見徹｣すべきであろ うか｡将又 ｢
無事

て二元論的な亀裂は跡形 もな く,彼は深々 とした

是れ貴人｣ と噴いておるべきであろ うか｡

呼吸に於て 自足 している｡
禅者 も亦然 り｡苛 も禅者たる者,宜 しく然 らざ

わた くLは右の疑いを審 らかにすることを得ざ
るのを憾み とする｡私見を敢えて呈すれば,わた

否｡修禅者 と生活者 とい

くLは後者に左担す る｡臨済は ｢
外には凡聖を取

った有害な区別を,わた くLは立てない｡外的コ

らず,内には根本に住せず｣ とい う按配に二元論

ンテキス トの無意識的 ･無 自覚的な受容は万人に

的な対立を捨象 し去 ってお り,それ故に外的コン

平等の摂理である｡ これに覚す ることを禅だ とお

テキス トを肯定 ･否定の沙汰を超えて丸 ごと引き

もうところに悲劇があ り, これ を覚すべ く励む も

受けざることを得ず,その在るがままの 自然法爾

のを禅者だ とお もうところに喜劇がある｡

の生き方を ｢
見徹｣ と称するのである, と｡

ること能わざるべ し‑

臨済の教えは内外 ･主客 ･凡聖 ･迷悟を超 う世
山僧が説法は,天下の人 と別な り｡祇筒の

間の宗教 と趨合を同じくしない｡ ｢
山僧が説法は,
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天下の人 と別な り｣ と断 る所以である｡

上で ｢
主体性 を もって境 を使い こなす人｣(
七八頁)
と註 され るが,果 して倶 に肯寮に当たっているで

山僧が此間には,僧俗を論ぜず,但有る来

あろ うか｡

者は,尽 く伊を識得す｡住い伊甚れの処 に向

わた くLは 自ら生きつつあることの何たるかを

か って出で来たるも,但有る声名文句は皆是

全面的には知 ることな く生きている｡事後に生の

れ夢幻な り｡却 って境 に乗ず る底の人を見る

結果を顧み ることはあるにせ よ,わた くLは事前

に,是れ諸仏の玄 旨な り｡仏境は 自ら我は是

に知ることな く ｢
わた くしの世界｣を端的に生き

れ仏境な りと称す ること能わず,還 って是れ

ている｡わた くLは現に生きていることに於て不

這箇無依の道人,境 に乗 じて出で来たる｡若

知不識裡に新たな システムを形成 しっづ けている｡

し人有 って出で来た って我 に仏 を求むれば,

生きている ｢
わた くし｣ と生き られている ｢
わ

我即ち清浄の境 に応 じて出づ｡人有 って我 に

た くしの世界｣ とは同一である｡ ｢
あやつ って｣

菩薩 を (
求むれ)ば,我即ち慈悲の境に応 じ

｢
使い こな して｣ とい う訳 し方は,主 と客 との二

て出づ｡人有 って我に菩提 を (
求むれ)ば,

元論的な分裂を示唆す るが故 に遺憾である｡

我即ち浄妙の境 に応 じて出づ｡人有 って我に

わた くLは外的 コンテキス トに制約せ られて在

浬集 を (
求むれ)ば,我即ち寂静 の境に応 じ

ることをジャスティフィケー シ ョンす ることが叶

て出づ｡境は即ち万般差別すれ ども,人は即

わない｡わた くLに叶 うのは只管働き出づ ること,

ち別な らず｡所以に物に応 じて形を現 じ,水

即ち ｢
境に乗 じて出で来たる｣ ことのみである｡

中の月の如 し｡ (
六七頁)

生きてゆ くに際 して理想化 された実験 を試み る余
地はない｡実際に生きてゆ くことは必ずぶ っつ け

僧俗を問わず,尋ねて くる者については ｢
尽く

本番である｡

伊を識得す｣ と臨済は見得を切 る｡奈何なる世界

若 し人が仏 を求むれば清浄の境に応 じて現れ,

を背負 って現れてきて も,彼が背負 っている世界

若 し人が菩薩 を求むれば慈悲の境に応 じて現れ,

は彼 自身 と‑如であるOつべ こべ とエ クスキュー

若 し人が菩提 を求むれば浄妙の境に応 じて現れ,

ズを並べてみて も, 口先か ら垂れ る ｢
声名文句｣

若 し人が浬集 を求むれば寂静 の境に応 じて現れ る,

は悉皆 ｢
夢幻｣である｡

と臨済は豪語す る｡その時の (
相手お よび 自己を

自らの ｢
境｣を背負 って現れ,殊勝 げに並べた

含んだ全体の)世界の状況に応 じて, 当人の生き

てる言葉は寝言に似 るが,然 く寝言 を吐 くところ

方は決まって くる｡ さまざまの状況に応 じて さま

の ｢
人 ｣ は皆 ｢
仏｣である｡ ところが折角の仏が

ざまに生きることは至極 自然である｡

｢これが 玄旨である｣ と陳ず るか ら始末に負 えな
い｡

甲の世界に応 じて生きる自己も乙の世界に応 じ
て生きる自己 も,倶に掛 け替えのない 自己である｡

わた くLは不可避の制約を全体的な連関に於て

外的 コンセプ トは無限定であるが,それ を生きる

受 け容れつつ,制約せ られた生の現場 とい う唯一

のは自己自身である｡臨済 日く ｢
境は即ち万般差

の事実 を生きている｡わた くLが生きている とい

別すれ ども,人は即ち別な らず｣ と｡磨かれた鏡

う事実は,既に して価値的 ･規範的な色彩を帯び

の よ うに凪いだ水面に映 る月 も,波紋が拡がる凸

た事実であ り,両 も正 当化を要せない事実である｡

凹の水面に映 る月 も,供に正真正銘の月であるこ

然 く正当化を要せない世界を現に生きているが故

とに違いはない｡

に, これが 自らの生きている世界である と自ら言
挙げす ることは叶わない｡｢
仏境は 自ら我は是れ仏

因に普化,常に街市に於て鈴 を揺 って云 く

境な りと称す ること能わず｣ とある所以である｡

｢
明頭に来たれば明頭に打 し,暗頭 に来たれ

｢
這箇無依の道人,境 に乗 じて出で来たる｣と云

ば暗頭に打す｡四万八両に来たれば旋風 もて

うが,裸の 自己が外在す る環境 を操 るのではない｡

打 し,虚空に来たれば連架 もて打す｣｡師,侍

｢
境 に乗 じて 出で来 た る｣の箇所 を,入夫氏 は

者を して去いて綾かに是の如 く遣 うを見て,

｢
境 をあやつ って立ち現れ るのだ｣(
六九頁)と訳

便ち絶佳 して云わ しむ ｢
総に与歴 に来た らざ

された上で ｢
外的な条件や現象を主体的に使い こ

る時は如何｣
｡普化托関 して云 く｢
来 日大悲院

なす人｣(
六八頁)と註 され,秋月氏は ｢
境 を使い

裏に斎あ り｣
｡侍者回って師に挙似す｡師云 く

こな して出て来るのである｣(
七六頁)と訳 された

｢
我従来這の漢を疑著す ｡ (
一五七頁)
｣
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｢
明頭に来たれば明豆
酌こ打 し,暗頭に来たれば暗
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とい う一事を以て して も証す るに足 る｡

頭に打す｡四方八面に来たれば旋風 もて打 し,虚

｢
百 メー トル を三秒で走る｣といった端か ら出来

空に来たれば連架 もて打す｣ とは,各人各様の世

っこない ことは禁止 されない｡では命令の場合は

界が構成 され る超越論的地平は原理的に唯一無二

奈何｡学校 にあって ｢この間題を解 きな さい｣ と

である とい う根源的な内部性 (自明性)の表明で

い う酷な命令が出来ない生徒 に向けて発せ らるる

ある｡

ことは皆無ではなか ろ う｡

わた くしの外的 コンテキス ト‑の関与の仕方は,

｢
出来 るべきであるか ら｣ ｢
やれば出来 る筈であ

明で来れば明で応 じ,暗で来れば暗で応 じ,四方

るか ら｣ とい う努力‑の強要は,努力その ことを

八方か ら来れば旋風 の如 くに応 じ,虚空か ら来れ

｢
出来 る｣ と前提的に看倣 している｡虫のよい命

ば釣瓶打 ちで応ず る とい う按配に,わた くしな り

令を発 しておきなが ら教師然 とした顔つきをす る

に唯一無二の超越論的地平に依拠 しつつ開けてい

のは理不尽である｡

る ところの ものであ らざるを得ない｡

逆に ｢
出来ない よ うになれ｣ とい う命令は奈何｡

わた くしの外的 コンテキス ト‑の関与の仕方は

現に身についている能力を捨てよとい う命令は無

自らのパースペ クテ イヴに拘束 されているが,そ

理難題である｡では ｢
出来 るよ うになるな｣ とい

れは (
幾 らで も別様であ り得た無数の可能性 と共

う命令は奈何｡ ｢
DNAを濫 りに操作 してはな ら

に)現に然るべ く現象 している とい う絶対的な事

ぬ｣ とい った努力の禁止命令であれば可能であろ

実性 を有 している｡わた くLは好む と好 まざる と

う｡

を問わず,明で来れば明で応ぜ ざるを得ず,暗で

現在行われていることの禁止であれ,将来行わ

来れば暗で応ぜ ざるを得ないのであ り,その外的

れ得ることの禁止であれ,行為は ｢
出来 る｣ とい

コンテキス ト‑の関与の仕方の背後‑ と遡 ること

うことと不可分である｡ この ことは行為が個別的

はできない (
況やそれ をジャスティフィケーシ ョ

な ｢
身体｣に即 して理解 され ることを示 している｡

ンす ることに於てをや)
0

わた くLは行為を目的 ･評価 ･責任 ･規範な ど

わた くしの世界は,或いは明頭に来た り,或い

か ら規定す るよ りも,寧ろ誰 (
の身体)がそれ を

は暗頭に来たるが,端的且つ不断に然るべ き仕方

遂行 したかに拠 って判定す る｡それかあ らぬか,

で来ている｡わた くLは ｢
一つの全体｣を十全に

同 じことを して も ｢
彼な らや りかねない｣ と乾 さ

生き尽 くしている｡然 く不可避的に唯一無二の仕

れた り ｢
彼がや ったのな ら仕方ない｣ と領かれた

方で外的 コンテキス トに関与せねばな らぬ以上,

りと功過相反す ることがある｡行為はそれ を ｢
出

｢
総に与歴に来た らざる時は如何｣ と訊かれて も,
つま り｢どのよ うで もない仕方で来た らどうす る｣

来る｣ ことが身に泥､
みている人格 に於てのみ問題
視 さるべき ものである｡

な どと現実の生か ら乗離 した ｢
仕方｣なるものを
仮構 しつつ愚問を発せ られて も,返答に困る｡
敢えて愚問に愚答す るな らば ｢
来 日大悲院裏 に

｢
聴 く｣ことに於て ｢
音｣が意味を媒介的に もた
らし, ｢
書 く｣ことに於て ｢
インクの染み｣が意味

斎有 り｣ と素朴な事実を差 し出す よ りすべはない｡

を媒介的にもた らす よ うに,行為に於ては ｢
身体｣

現に ｢
わた くしの世界｣ とい う外的 コンテキス ト

が意味を媒介的に もた らす｡

を生きている とい うことは,それに不可避的に唯
一無二の仕方で関与す る とい うことである｡

物体 として存在す ることと意味の媒体 として超
越論的 に機 能す る こ ととは, これ を同 じ主語 に

刻一刻 と生を営んでいる現実 こそが直ちに去就

軽々に帰す ることはできない｡ しか し実際に何事

向背を決すべき場面である｡現に生 きていること

かを論ず るには論ずべ き ものの対象化 ･客観化が

と同一の世界に対 して ｢
ああ来れば,こ う行 こ う｣

不可欠である｡その内容が表現 (
外化) されてい

な どと悠長に物差 しをあてが うことはできない｡

る生の構造を捉えることが,即ち身体を見る とい
う形 にスライ ドさせて考えることが,行為を論ず

二

行為 と身休

る際には必須である｡
行為は意味連関 とい うコンテキス トに内在的に

世に有る事柄は悉皆 ｢
行 うこと｣の一部 と看徹

填め込 まれてお り,それが或る ｢
仕方｣に依 って

す ことが可能である｡ この ことは世の中の出来事

間主観的に分節せ られて初めて生活世界に組み込

が (
道徳的な理由か らでな くとも)禁止 され得 る

まれ る｡然 く行為なるものが実体的 ･孤立的には
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顕現せず,錯綜 した コンテキス トに織 り込まれて

行に伴 って身体が意味を帯びたか らである｡
再び ウィ トゲ ンシュタイ ンの言葉 を籍 りて云え

いるな らば,その糸の縫れ を解いて編 目を見定め
ねばな らない｡

ば

｢
<痛み >とい う概念 を,あなたは言語 ととも

だが見定め られ るものは不可避的に解釈 を経て

に学んだのである｣(
『
探究』三八四)｡わた くLは

お り,見方に依っては歪曲,糊塗,隠蔽せ られた

痛いか ら痛い と云 うのではな く,痛い と云 うか ら

痕 を呈 しかねない｡表現 (
外化)せ られた ものを

痛いのである｡

無批判に眺めてはな らない｡媒介的に もた らされ

わた くしの素人 目を以て して も,行為を論ず る

る意味を見定める際には,それ を見る者の見方が

に当たって言語 の問題は等閑看過すべか らざる と

問われ ざることを得ない｡

ころであるが,今遥かに論定 し難い｡いずれ章 を

行為論に於 ける ｢
身体｣は,密封 されたデータ

改めて精検 したい｡

の束ではな く,開放 されたテキス トである｡それ
は不確定 ･暖昧 ･偶然 ･多義的 ･非 中心的であ り,

｢
立ち上がろ う｣と頑でお もっただ けでは立ち上

時には 自己矛盾的で さえある｡然 く絶 えず動揺 し,

がれない‑

融通 しっづ ける身体が担 うところの ｢
意味｣ も亦

木の葉一枚 も揺 らす ことができない, とい う意味

絶 えず明滅 し,散逸すべきことは見易い ところで

合いに於ては｡

ある｡

超能力者でない限 り,幾 ら念 じて も

｢
そろそろ時間だ｣とお もえば立ち上がれ る｡若

身体が固定的な意味を担 うことがない以上,見

し立 ち上がれなければ,それ はわた くしの欲求や

られ ることに依 って意味を担わ され るに至 る (
そ

信念 に問題があるのではな く,わた くしの身体に

れ 自体は長 さを持たない)プ ロセスを見定め,そ

異常が生 じているのである｡

の間の瑞々 しい消息 を行為 として掬 うことが肝 腎
である｡

事柄 は ｢
身体｣の能力に係 る｡奈何なる行為で
あれ,その最 も基礎的な記述 は,身体的動作につ
いてのそれである｡わた くLに出来 ることは,わ

身体 は物 質 的 な存 在 者 で あ り,皮膚 に依 って

た くしの身体的能力が保証す る範囲に限 られ る｡

個々に限界づ けられている｡従 って個人は (SF

わた くしの身体 とは,わた くしの身体に具わ った

Xを駆使 した映画な らば兎 も角)物質的な身体の

能力 (
可能性)全体の謂である｡

レヴェルに於て融通す ることはな く,専 ら意味的
な行為のレヴェルに於てのみ関係す る｡

わた くしの判断は,経験や学習,或いは感情や
習慣 に依 って異なる(
が故に訓練が必要に もなる)0

尤 も,行為は特定の身体 のみ に帰属す る と云 う

｢
午後に娘 と散歩を しよ う｣ とい う考えがあ り,

のではない｡特定の身体の挙動は任意の他者に対

時計を見て ｢
おや もう三時か,暗 くなる前に出掛

して間身体的に開かれている｡わた くLは他者に

けよ う｣ と判断すれば,わた くLは立ち上が る｡

依 って観察 され,その挙動の意味を理解 され るこ

｢
午後に娘 と散歩を しよ う｣ とい う考えがあって

とに由って,初めて有意味の行為者た り得ている｡

も,時計を見て ｢
まだ三時か, きっと御八つを食

例に依 って ウィ トゲ ンシュタイ ンの言葉を引きた

べてるだ ろ うな｣ と判断すれば,わた くLは立ち

い｡

上が らない｡
時計を見て ｢もう三時か｣ と判断す ることが,
私的な体験 について本質的な ことは,本来,

奈何なる仕方で立ち上がる とい う振舞いを導 くか

各人が 自分個有の標本 もっている とい うこと

とい うことは,抑 ミ問題 とな り得ないo然 く判断

なのではな くて,他人 もこれ をもっているの

した場合に身体が然 るべ く振舞 うとい うだ けの こ

か,それ とも何か別の ものを もっているのか,

とであるC立ち上が った り立ち上が らなか った り

誰 も知 らない, とい うことなのである｡ (
『
探

す るのは,別に判断に問題があるか らではない｡

究』二七二)

事柄 は身体的能力に係 る (
或いはその背後に潜む
訓練や習慣 に係 る)｡

わた くしの身体は他者に窺知 し得ない私秘的な

判断か ら振舞い‑ と導 くものは身体であ り,そ

主体性 の宿る場所ではない｡身体の内には何 も秘

こに介在す るであろ う ｢
思い ･考 え｣は,寧ろ屡

匿 されていない｡身体の内に意志 ･欲求 ･感覚な

;直ちに振舞 うことを抑制すべ く機能す る｡

どが潜んでいるよ うにお もわれ るのは,行為の遂

眼の前に酒があればつい呑んで しま うとい う人
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間 (
わた くしのことである)に とって,呑 まずに
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にあって も師表たるを失わぬであろ う｡

我慢す ることは難 しい｡だが ｢
思い ･考え｣を介

渦に ｢
身体｣ こそは人間が持 っている能力を然

在 させ ることに由って,｢
つい呑んで しま う｣とい

るべ く発揮す るための必須の条件である｡見るこ

う振舞い とは逆の ｢
呑まずに我慢す る｣ とい う振

とや考 えることは眼や脳な どの連繋 した身体的な

舞いを実現す ることができる｡｢
今春んだ ら仕事に

条件が揃 って こそ可能である｡斯か る意味に於て

差 し支えるだ ろ う｣｢
昨 日呑んだ し,今 日も呑んだ

は,見る ･考 えるとい う能力が先ず在 るのではな

ら妻は怒 るだろ う｣ と考 えることに由って,つい

く,先ず在るのは身体的な条件である｡

呑んで しま うとい う生き方を留保 し, よ り善い と
お もわれ る生き方‑ と転換す ることができる｡
要す るに ｢
思い ･考 え｣は直ちに振舞わぬよ う
に促す ものである｡従 って ｢
思い ･考 え｣は素直

だが翻 って想 うに,見る ･考える とい う能 力を
発揮す るために,然 るべ き身体的な条件は具え ら
れたのである｡斯かる意味に於ては,先ず在 るの
は見る ･考 える とい う能 力である｡

に振舞 うためには邪魔である｡素直に振舞 うため

按ず るに ｢
見る ･考える とい う能力のために身

に必要なのは,思いや考えを介在 させずに動 ける

体的な条件が具 え られた｣ とい う云い方は間違 っ

よ うにす る身体の訓練である｡

ている｡身体的な条件は,わた くしの身体的な振
舞いの ｢
原因｣なのではない｡何故 と云 うに,見

道流,出家児は且 く学道 を要す｡祇 山僧の
如きは,往 目曾て毘尼の中に向て心を留め,
亦曾て経論を尋討す｡後,方に是れ済世の薬,

る ･考える とい う身体的な出来事それ 自体は ｢
行
為｣ではないか ら｡
単に見ることや考 えることは,わた くし一個の

表顕の説なることを知 って,遂に乃ち一時に

生に とって善悪の沙汰には与 らない｡見ることや

地却 して,即ち道 を訪いて禅に参ず｡後,大

考えることが行為 と看徹 され ることに由って,そ

善知識 に遇いて,方乃めて道眼分明に して,

れは善悪の姐にのぼせ られ る｡

始めて天下の老和尚を識得 して其の邪正を知

わた くLは娘の機嫌 を とるために抱 っこしよ う

る｡是れ娘生下に して便ち会するにあ らず,

とお もっている｡わた くしの身体的な条件はその

還 って足れ体究練磨 して,一朝に 自ら省す｡

ことを可能に している｡わた くLが娘を抱 っこし

(
九六頁)

よ うとい うのは,唐突に思いついた ことか もしれ
ない し,或いは周到に目論んだ ことか もしれない｡

臨済は自らの修行の粁余曲折について正直に吐

いずれにせ よわた くLは 自らの身体的な能力を自

露 している｡出家 した当初は戒律 (
毘尼)や経論

由に行使できる (
然 くしよ うとお もえば何時で も

の勉強に精を出 した ものであったが,未だ幾ば く

然 くできる)
｡わた くLは娘を抱 っこす ることもで

もあ らぬに,それ らは所詮 ｢
済世の薬,表顕の説｣

きる し,抱 っこしない こともできる｡わた くLは

に過 ぎぬ ことを知 った｡そ こで頭でっかちの机上

娘の機嫌を とることを断念す ることもできる｡わ

の勉強を地 り出 し,身を以て禅に参 じた｡その甲

た くLは抱 っこす るどころか叱 りつ けることもで

斐あってか傑れた師家の会下にて ｢
道眼分明｣な

きる｡

ることを得て,更には世の和尚達の証悟の ｢
邪正
を知る｣ ことを得た, と｡
臨済は重ねて ｢
走れ娘生下に して便ち会するに

虚心に してお もうに,わた くLは端的に娘を抱
っこしているのであって,単 に腕を動か している
のではない｡ この同異は猶考 うべきである｡

あ らず,還 って辻れ体究練磨 して,一朝 に自ら省

わた くしの身体的な振舞いの原因を問 うことが

す｣ とも述懐す る｡母か ら生まれたままのア ･プ

簡単ではない ことは,右の消息を以て して も想見

リオ リの能力に拠 って会得 したのではな く,身体

す ることができる｡娘 との間の過去の出来事,わ

を張 って ｢
体究練磨｣ した末 に,漸 く鮪然 として

た くしの 目論見,その時の状況,あ らゆることが

悟るに至 ったのである, と｡

原因 とな り得る｡

無駄骨 を折 らねば何事 も成就せぬ とい うのは古

尤 も,全てが同 じ意味合いで原因である と云 う

今不変の道理である｡色々 と工夫を凝 らした試行

のではない｡言葉の行き違いや感情の食い違いを

錯誤の果てに,忽然 として事は成 るのである｡而

勘案 し,そ こに原因を見出す ことは,専 ら第三者

してそのプ ロセスが営まれ る当体は,血の通 った

の評価に係 る｡わた くし自身の思い (
わた くLが

身体を措いて他にはないO臨済の述懐は何時の世

自らの振舞いをど う見ているか) とい うことを制

『臨済録』管窺 (
三之三)
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3

度や慣習や規則 といった脈絡に於てのみ捉 えるな

ある｡わた くLは腕 を伸ばす ことに依 って ドアを

らば,一人称 に係る行為の説明 と三人称 に係るそ

開けるのであって, ドアを開けることに依 って腕

れ との間に違いはない｡が,わた くLは 自らの振

を伸ばすのではない｡

舞いを制度や慣習や規則 といった脈絡に於てのみ

｢
甲す ることに依 って乙す る｣のであって逆では

捉 えるべ く強い られているわけではない｡それが

ないか ら, 甲す ることの方が乙す ることよ りも基

原因である とい う最終的な評価は, 自らの判断に

本的であるよ うに見える｡現象 を皮相に眺める限

拠 る｡

り,僅かに腕 を伸ばす ことに依 って ドア を開ける

是に於てわた くLは ｢
出来 る｣ ことと ｢
身体｣
との関係を一顧せ ざることを得ない｡
神経が麻痩 していた り筋肉が断裂 していた りす
れば,娘を抱 っこしよ うと意図 して も出来ない｡

のであって,その道ではない｡ しか し想 うに,わ
た くLは何 を為そ うとしたのであろ うか｡腕 を伸
ばそ うとしたのであろ うか,将又 ドアを開けよ う
としたのであろ うか｡

わた くしの意図的な行為の成 り立 ちが,わた くし

わた くLは腕 を然るべ く伸ば しはするであろ う

の身体の因果的 メカニズムに依存 していることは

が,それ ｢
に依 って｣ ドア を開けるのだ と殊更に

疑いを容れない｡だが按ずるに,わた くしの身体

分別せねば然 く為せぬわけではない｡わた くLは

の因果的 メカニズムを して作動せ しむる ものは,

腕 を伸ばす ことが ドアを開けることに他な らない

その起点を索むれば必ずわた くし自身の身体であ

と了解 してお り,畢貴,端的に ドアを開けよ うと

る｡

しているに過 ぎない｡

わた くしの身体の因果的 メカニズムを道具 とし

わた くLは或る仕方で腕を伸ばす ことを ドアを

て操 る主体 としてのわた くしの身体は,最早わた

開けることとして了解 しているのである｡腕 を伸

くLが操 るべ き道具ではない｡わた くLが娘 を抱

ばす ことと ドアを開けることとは唯一の行為を別

くべ く腕 を動かす時,わた くLは腕が動 くよ うに

様に記述 しているのである｡

筋肉組織や神経系統や大脳皮質 を操 ることはない｡

但 し事実 としては,わた くしの行為が別様 に記

わた くLは端的に腕 を動かすのである｡腕 を動か

述 され ることはない｡ ドアを開ける とい うことは

している (
筋肉組織や神経系続や大脳皮質を部分

既に純然たる身体動作ではない｡環境の変化に先

として含んだ)全体 としての身体が ｢
わた くし｣

立ち,それ と没交渉裡 に完結 している純粋な身体

に他な らない｡

動作は,今の場合は問題 とな らない｡

行為の主体 としてのわた くしの当体である とこ

ドアを開けることである以上,それは単に腕 を

ろの身体は,現に行為 している最 中にあって,そ

伸ばす ことではな く,然るべ き仕方で腕 を伸ばす

れ を他人然 として対象化 して因果的に説明す るこ

ことであ らねばな らない｡ ドアのノブを握 らず,

とは不可能である｡それは一つの生きた全体 とし

ただ腕 を伸ば しているだ けな らば,わた くLは ド

て只管働いている｡

アを開けてはいない (
わた くLは上腕の筋肉を鍛
えているのである)｡わた くLが腕 を伸ば して,梶

行為にあって身体は掛 け替えのない役割を担 っ

った ドアのノブを押 した り引いた りして身の周 り

ている｡行為者は身体を動かす ことに拠 って何事

に然るべ き変化を及ぼ した場合,その身体動作 ｢
に

かを為 している｡然 りと錐 も ｢ドアを開ける｣ こ

依 って｣ ドアを開けることになるのである｡

とよ りも ｢
腕を伸ばす｣ ことの方が基本的だ と考
えることは正 しくない｡

これ に由って考 うるに,行為にあって身体は掛
け替 えのない役割を担 っている と雄 も, ドアを開

行為を構成す るファクター として身体が特別 に

けることよ りも腕を伸ばす ことの方が基本的だ と

基本的なわ けではない｡身体動作が基本的である

考 えることは間違いである｡事実の上か ら推測す

とい う考えに囚われ る と, ドアが開 くことよ りも

るに,必ずや身の周 りの世界に然 るべき変化が惹

腕が伸びることの方が基本的だ と看倣 した くなる

き起 こされ ることの方が基本的であろ う｡わた く

が,事情 よ り推 して も文脈 よ り推 して も,行為に

Lは惹き起 こされた結果の全体 を｢ドアを開ける｣

あっては ドアが開 くことの方が基本的である｡

とい う行為 として捉えているのである｡

わた くLは先ず腕 を伸ば し,その ことに依 って

行為 にあって身体は格別のポ ジシ ョンを占めて

身の周 りに変化を及ぼ し,そ こに結果を惹 き起 こ

いる, とわた くLは漠然 と考えている｡ しか し是

す｡ この ｢
に依 って｣ とい う関係は一方通行的で

に於て,わた くしの行為に於 ける身体動作のポジ
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シ ョンが,実はさして基本的な ものでない ことは

足を踏ん張 った り,全身で世界の変化に呼応 して

明 らかである｡

いる｡ これ ら全身の在 り方を細切れに分解 し,そ

｢ドアを
身体動作 こそが基本的だ と考える者は,

れぞれ に意味づ けることは馬鹿げている｡わた く

開けること｣ よ りも ｢
腕 を伸ばす こと｣の方が基

Lは顔 をゆがめた り,背 を丸めた り,足 を踏ん張

本的である と云 うか もしれないが (
実際そのよ う

った りとい う仕草を個別に行 っているのではな く,

な偏屈者は居ないであろ うが,居て くれて も面白

飽 くまで も一所懸命に ドアを開けているのである｡

い),断然 ｢ドアを開けること｣の方が基本的であ
ることは論 を須たない｡

道流,大丈夫の漢,更に筒の什磨 をか疑わ
ん｡ 目前の用処,更に阿誰ぞ｡把得 して便ち

｢
観測す る主体 の外 に客観的 自然が独存す

用いて名字に著す ること莫 きを号 して玄 旨と

る｣ といった素朴実在論風のモデルは, 日常

為す｡与歴 に見得せば嫌 う底の法勿 し｡古人

生活においては,かな らず Lも間違い とは云

云く ｢
心は方墳に随 って転 じ,転ず る処実に

えない｡ しか し,そ うい った二項対立 を前提

能 く幽な り｡流れ に随 って性 を認得すれば,

した うえでの一方通行的な働き掛けによって

一〇三頁)
書 も無 く亦憂 も無 し｣ と｡(

認識 しうる範囲は, じつはひ どく限 られてい
る｡｢
観察 され る対象のほ うか ら主体 もまた見

現に然るべ く生きている当体は誰か｡ 自分 自身

られている｣ とい う両方向的な視点を もち,

であることは言を須たない｡現に然 るべ く生きて

あ らか じめ主体を巻 き込んだかたちで観測が

いる以上, 自らを縦横に ｢
用いて｣生 きて能事畢

遂行 され る とき,は じめて豊かな認識が もた

れ りとすれば よい｡一体 ｢
更に筒の什歴 をか疑わ

『滞沌』二八頁)
らされ る｡(

ん｣｡
茶に遇いては茶 を喫す るまでである｡茶 を喫す

わた くLは先ず身体を動か し,その ことに依 っ

る とい う ｢目前の用処｣の主は, まさにそれ を為

て世界に変化が生 じ,生 じた結果に応 じて身体の

している当体であ り,最早それは 自分 自身 とい う

動きが意味づけ られ る｡腕を伸ばす ことに依 って

項 目として把捉す る必要す らない ものである｡

ドアが開いたな らば,わた くしの所作は ｢ドアを

茶を喫す る当人に とって,茶 を喫す る とい う出

開ける｣ と記述 され る｡然 く出来事の成立 として

来事が全世界 を覆い尽 くしてお り,それ を為すの

行為を捉 える時,身体 と世界 とを峻別することは

は身体を持 った誰かなのではない｡それ を為すの

できない｡

は老いて もお らねば若 くもな く,男で もなければ

ドアを開ける時,身体の動きは ｢ドアを開ける

女で もな く,賢 くもなければ愚かで もない｡詮ず

ところの身体の動き｣ としか記述 し得ない｡わた

る ところ,それは 自分です らない｡｢
把得 して便ち

くLは無意識裡に腕 を伸ば しているのではな く,

用いて名字に著す る｣ と途端 に間違 う｡茶に退い

ドアを開けるべ く腕を伸ば しているのである｡

て ｢
茶 を喫す るのは無依の道人である｣などと要
らぬ料簡を働かすのは,無依の道人 とい う ｢
名字｣

実際の生活上の行為において身体 と環境 と

に拘泥 しているのである｡

を切 り離す ことはナ ンセ ンスである｡窓を開

｢
嫌 う底の法勿 し｣と心得て,在るがままの自己

ける とき,私は窓の建てつ けや窓外の風の強

を生き抜 けば よい｡ 自らの身体 も世界 も,一切合

さな どに配慮 しつつ,それ らと微妙に呼応 し

財,在 るが ままに使用すれば よい｡身体 と世界 と

なが ら腕を動か している｡すなわち私は ｢
環

を峻別 し (
得た よ うに錯覚 し),身体や世界に名前

境のなかで行為す る｣のではな く ｢
環境 とと

をつけ,それに橿使せ られ る とい う愚を犯 しては

『
涯沌』二三三頁)
もに行為す る｣のである｡(

な らない｡

或る出来事の成立 として行為を捉える場合, 当

自転車に乗 る場合,わた くLは先ず身体動作を

の行為を構成す るファクター としての ｢
身体 と世

制御 し,然 る後にそれ ｢
に依 って｣ 自転車に乗 る

界 とを切 り離す ことはナ ンセ ンスである｣｡わた く

のではない｡わた くLは身体動作を制御す ること

Lは腕 に篭める力を ドアの建てつけに応 じて強め
た り弱めた りし,顔 をゆがめた り,背 を丸めた り,

｢
に於て｣ 自転車に乗 るのである｡
自転車に乗 り始めの頃は,わた くLもハン ドル

3
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の握 り方やペダルの漕ぎ方に意を払 うこと ｢
に依

己を発現 させ ることとして行為を把捉せねばな ら

って｣ 自転車に乗 った ものである｡だがそのこと

ない｡ 自己の生の証を発現 させ ること (
つま り生

に習熟 した今や,わた くLは端的に 自転車に乗 る｡

きている と実感す ること) としての行為 とは端的

ハン ドルの握 り方やペダルの漕ぎ方を微塵 も意識

に自己表現である｡

せず,わた くLは或る仕方でハン ドルを握 りペダ

身体的 自己に拠 った 自己表現 としての行為は,

ルを漕 ぐこと ｢
に於て｣転車に乗 る｡ 自転車に首

やや もすれば非理性的な本能の発露の如 く映 るか

尾 よく乗 り得ている時,わた くしの身体は透明に

もしれない｡だが身体的 自己は渦に端悦すべか ら

なっている｡

ざる ｢
知｣ を具 している｡ この知 とは,熟練 に伴

行為はその ｢
主体｣の内に回収 し切れない構造
を有す る｡現に遂行 されている行為を離れて ｢
わ
た くし｣ とい う反省的 (自己理解的)な何者かが

って無意識の領域に蓄 え られ る要領 ･呼吸である｡
即ち世に謂 うところの ｢
骨｣である｡
熟練 した職人は仕事の骨法 を身体で覚えている｡

居るわ けではない｡わた くLが行為 している時,

のべつに意識せず とも身体が 自然に動 く｡意識 レ

その ことは ｢
わた くしの｣行為 として意識 されつ

ヴェルでは難 しいことも身体が勝手に こな して く

つ遂行 され るわけではない｡

れ る｡

わた くしの行為は,他者や他物や他の行為 との

身体は単なる受動的な感覚器官ではな く,感覚

問に相互的に成立す る｡行為が現 に遂行 されてい

や思考を統御す る ところの能動的な主体である｡

る最 中にわた くLが 当の出来事を ｢
わた くしの行

身体的な 自己が生き られている時,意識的な 自我

為｣ として同定することは竿である｡行為が終わ

は超 え られている｡

った後にその出来事が事後的に反省 され ることは

行為の結果を踏 まえて,そ こか ら遡 って行為を

あ り,反省 す る主体 もあ るが,行為 に先立 って

因果的に解釈す る時,意識的な 自我が現れて くる｡

(
或いは行為の最 中に)その仔細の構造が対象 と
して開陳 され ることはない｡
斯かる消息については,嘗て 『
揮沌』終章に於

解釈は事後的な跡づ けである｡小療な意識に惑わ
されてはな らない｡健康な身体を生きねばな らな
い｡

て ｢
何事かを成就 している当の ものはその何事か

臨済が現 に生きている身体を重んず ることの証

に対 して透明でなければな らない｣ とい う形で審

に克つべ き事例は枚挙に達 もないが,左にその幾

らかに論 じた ことがあるか ら,改めて触れ ること

つかを録存す ることとす る｡

は欲せない｡
身体の独 自性 は,行為に習熟すればす るほど当
の行為にあって透明化す る とい う点に存す る｡身
体は行為を表現す る言葉である｡｢
我思 う故に我在
り｣ とい う言明は ｢
我｣ とい う主語 を要す るが,

休は祖仏を識 らん と欲得す るや｡祇休面前
聴法底是れな り｡ (
三三頁)
此の三種の身は,是れ休 即今面前聴法底の
人な り｡ (
三六頁)

身体はその ことを無言で表出 している｡行為はそ

道流,即今 目前孤明歴歴地 に聴 く者,此の

の都度不断に ｢
わた くしの｣行為である｡行為は

人は処処 に滞 らず,十方に通貫 し,三界に自

わた くLに関係づけ られて初めて連続性 を獲 るの

在な り｡ (
五四頁)

であ り,そのことを身体は直裁に示 しているO
若 しこの説 を是な りとす る と,身体は無意識の
領域に属す るのである｡行為の当体である身体的

休若 し生死去住,脱著 自由な らん と欲得す
れば,即今聴法す る底の人を識取せ よ｡(
六一
頁)

自己について, これ を意識の地平にあって問い詰

是れ休如今与歴に聴法す る底の人,作磨生

めることは困難である (
精々が 自己意識の枠内に

か他 を修 し他を証 し他を荘厳せん と擬す｡(
七

止ま らざるを得ない)
｡無意識の領域 を問 うために

五頁)

は,行為その ものを目的 とす るメタ行為へ と視座
を転換せねばな らない｡

現今 目前聴法の無俵の道人は,歴歴地 に分
明に して,末だ曾て欠少せず｡ (
八〇頁)

行為に於ける無意識の領域 の機能 を開明す るた

唯道流, 目前現今聴法底の人のみ有 って,

めには, ｢
意識が身体 を手段 として 目的 を実現す

火に入 って焼 けず,水に入 って溺れず,三塗

る｣ といった行為の構造的な把握 を放下せねばな

地獄 に入 るも園観 に遊ぶが如 く,餓鬼畜生に

らない｡而 して身体的 自己が意識 を道具 として 自

入 って而 も報を受 けず｡ (
九〇頁)
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ものは内外一細のダイナ ミズムに於て捉 え られね
ばな らない｡
心身二元論 に拠れば,身体は空間にあって物理
法則 に支配 さるべ き ものであ り,その状態は 自己
のみな らず他者に も観察 さるべ き公共的 ･可謬的
な ものであるが,心 (
意識)は非空間にあって物
理法則 に支配 されぬ ものであ り,その状態は 自己

以上わた くLは単 に事実を徴すべき句を摘んで

のみ に内省的に知 らるべき私秘的 ･不可謬的な も

みた｡摘むに当た っての 目安は上来の論説に分明

のである｡従 って心身二元論者は,片手が上が る

であるか ら, これ ら句のために語 を費やす には及

とい う身体の動作 と知人に挨拶す る とい う行為 と

ばぬ と信ず る｡

を区別 して垂 も意 に介せない｡

見る者 (
主観) と見 られ る物 (
客観) との間の

行為を論ず る場合,意図 (
主観)と結果 (
客観)

距離 を認めよ うとして も,見る物 と直接の関わ り

とに分解 した り,或いは実践 と理論 とを対比 させ

を持たぬ よ うな見る者その ものを見出す ことはな

た りとい う具合に,それ を別の構造的な契機間の

い｡只憾む らくは,距離を とりなが ら間に何 も介

関係へ と還元 して吟味 しがちである｡ ところが因

在 させず ｢
在 るがまま｣ に見る とい うのは (
神秘

果性に服 さない 自由を有す る ｢
心｣ と因果的な必

的な直観 を説 くな らいざ知 らず)甚だ難 しい｡わ

然性 に支配 され る ｢
物｣ といった二元論的 パ ラダ

た くLは姑 く疑いを存 してお く｡

イムは,現実の行為を考える際には邪魔である｡

わた くLが物 を見る場合,あ らか じめ持 ってい

自由に基づ く行為の結果は飽 くまで も現象界に存

る見方 に依 って見える内容が異な って くる｡特別

し,諸々の現象に対 して特権的な位置を 占めるも

な仕方で見ることが理論 と化 し,爾後の見ること

のではない｡現象を因果律や必然性の相の下に｢
認

を規定す る｡謂 うところの観察 の理論負荷性であ

識｣す ることと, 自己 と他者 とを相身互いの もの

り, これ も在 るがままに見ることを妨げる要因の

として過 しつつ相互交渉的に ｢
実践｣す ることと

一つである｡

は,決 して乗離的に捉え らるべ きではない｡

見る者 と見 られ る物 とは相互に影響 を与え合 っ

外なる物 に向けた内なる心の発露 として行為を

ている｡憧れ の人に見詰め られれば照れ もす る し,

捉 えることは,｢
現に営んでいる経験が眼前の対象

好物を供 されれば唾 も湧いて くる｡

についての経験であ り得るための条件 を問 う｣ と

抑 左心 と物 とい う二契機 は,｢
経験を構成す る二

い う仕方で 自らの営み を内側か ら限界づ けるべ く

つの要素｣｢
経験の構造に於 ける表層 と深層｣とい

想定せ られたフィクシ ョンを肯定す ることである｡

った相互に孤立 した関係項ではな く,世界に対す

行為を内なる心か らの一方通行に於て捉 えること

る自己の関わ り方その ものの差異相である｡ これ

は,原理的に接触 し得ない空虚な閑概念 を弄ぶ こ

ら二契機は,経験 とい う地平にあって併存 しつつ,

とである｡

矛盾的に錯綜 しなが ら一個の 自己を構成 している｡

行為を外なる世界の動 きに即 して両方向的に捉

わた くLは心 (
内) と身 (
外) とが‑如 とな った

え直 して,初めて心の語に託 され る自己同一性は

関数態 として,世界に在 るその都度 自らの全存在

｢
出来事を 自らの遂行である と看倣すべ き所以｣

を露に している｡

としての機能 を担い,微妙に手応えを持 ち始 める｡

斯かる心身の ｢
非‑非異 ･不即不離｣なる関係

わた くしの心は単に物 と同 じレヴェルで生起 し

は,現実のわた くしの ｢
行為｣の場面に於て最 も

ているだ けではな く, 自己 と世界 との関わ り方そ

先鋭に現れ る｡行為は優れて全人格的な現象であ

の ものを問題 としつつ活動 している｡わた くしの

り,心 (
内)的 とも身 (
外)的 とも限定 しかねる｡

経験 を内外両面か ら支える条件 としての当体は,

わた くLが行為に於て体現す るものは,内なる

わた くLが 当初か らそれである ところの全世界で

心事の素顔で もなければ,外なる挙止の馬脚で も

ある｡心か ら物 を切 り離 し,それ を経験的な対象

ない｡ 自らの内面の営み との連関に於て把捉 され

に据えよ うとすればす るほど,それは却 って遠の

る時,それは超越論的な 自由に基づいて発せ られ,

いてゆ く｡わた くLは｢
それ を知る｣のではな く,わ

経験的な対象 として観察 され る時,それは 自然の

た くLは ｢
それである｣のである｡

因果性によって決せ らるる｡ しか し当の行為その

屡 ミ陳ず るよ うに,実際の行為の現場 にあって
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行為主体たる ｢
わた くし｣なるものは透明であ り,

とはできない (
若 し観察できるよ うであれば,わ

その痕跡は 自覚せ られない｡知る主体 としてのわ

た くLは行為 していない)｡何故 と云 うに,現に事

た くLを,現に知 っているわた くLは知 り得ない｡

柄 に挺身 している最 中の当事者が,同時に非干渉

敢えて知ろ うと足掻いてみて も,わた くLが 自ら

的に眺めつつある観察者で もあることは不可能で

の内に見出 し得るのは精々が雑然 とした諸表象の

あるか ら｡ この間の消息をフォン ･ウリク トは言

束であるに過ぎない｡

語使用になぞ らえて論 じている｡

自らの経験 について語 り,その真偽 を問い得 る
か らには,認識の レヴェルでは,わた くLは超越

意図的な行動は,言語使用 に似ている とい

論的な統覚 としての ｢
心｣であ らねばな らない｡

え よ う｡意 図的 な 行動 は,何 か を意 思 す る

然るに存在の レヴェルでは,わた くLは知 る とい

(
me
a
n)意思表示である｡言語使用や言語理

った仕方を採 る以前に既に端的にそれである とこ

解が,言語共同体を前提 しているよ うに,行

ろの当体である｡

為の理解 も,制度,慣習,技術的知識な どの

わた くLが何かを為す とい うことは,わた くし

共同体を前提 している｡ひ とび とは,学習や

の世界の全幅を覆 った出来事の顕現である｡それ

訓練によって, このよ うな共同体に導き入れ

を為 している当の ものは,それが真に為 されてい

られ る｡ こ うした共同体の ことを,生活共同

るな らば,現に為 されている何かに対 して透明で

(
『説明 と理解』
体 と呼ぶ ことができるだ ろ う｡

あ らねばな らない｡

産業国書,一四九頁)

知る主体 としての ｢
心｣ と知 られ る対象 として
の ｢
身｣ とを峻別す ることはナ ンセ ンスである｡

発言者が発言に依 って何かを意味 しよ うとす る

わた くLは ｢
知る主体であ り且つ知 られ る対象で

よ うに,行為者は行為に依 って何かを遂行 しよ う

もある｣ とい う形で矛盾を一挙に抱 え込みなが ら,

とす る｡発言お よび行為は制度 に則 った共同体の

只管端的に知 る ｢
人｣として呼吸 している｡｢
嫌う

文脈 に於て了解 さるべ きものである‑

底の法勿 し｣ と心得て,即今 目前孤明歴歴地に生

行為観は,一定の共 同体の文脈に於ては意図的行

とい った

きる者 として,在 るが ままの 自らの世界を生きて

為 として了解 さるべ き身体動作が存在す ることを

ゆけば よいO

前提 している｡換言すれば,或る身体動作が意図
如態 として行為

的行為である と了解せ られた上で行為の説明がな

する ｢
人｣に於て,デカル ト流の二元論は夙 くに

されているO斯かる行為観は,原因 と成果 との問

お払い箱になっている｡勢い事柄は重層的に錯綜

の敵酷を端か ら不問に附 している｡

微塵 も欠 くる ところなき心身

‑

した一元論‑ と赴か ざることを得ないO

行為遂行の事実が認め られぬに も拘 らず,何か

知の限界づ けを可能に した二元論は,それ を押

が作用 して成果が得 られ ることもある｡行為遂行

し進めてゆ くと,やがて当の限界の外‑ と溢れ出

に努めたに も拘 らず,何 も作用せず成果が得 られ

てゆか ざることを得ない｡その溢れ出た先は,例

ぬ こともある｡或る身体動作が行為 として了解 さ

之えば経験的な事実 と精神的な秩序 とが統べ られ

るべ き ｢
制度,慣習,技術的知識な どの共同体｣

た端的な ｢
行為｣の境界である｡

を前提す るよ うな暢気な行為論 には,わた くLは
与す ることを蹄措せ ざるを得ない｡

何が行為の原因であるかは,行為者に於 ける行

わた くLは行為によって対象に直接 に関わるの

為の状況に相対的である｡従 って行為者 (
の遂行

であって,別の行為に媒介 されてそ うす るのでは

す る行為)は単なる出来事問の因果連鎖か ら切 り

ない｡行為を ｢
原因 と結果 との連関｣乃至 ｢
内と

離 して考えねばな らない｡

外 との併起｣ と考えることは,相互に外在的な二

行為 自体に 自律性を与えることが肝腎である｡

つの出来事の生起 として行為を捉えることである｡

電灯のスイ ッチを捻 ることは部屋が明る くなるこ

斯かる行為観は,わた くしの率直な実感に徴 して

との原因である として も (
僅かに電灯のスイ ッチ

も頗 る煉 らない｡

を捻 らなければ部屋は明る くな らないが)
,そのよ

わた くLが手 を挙げて棚の荷物 を取る場合,わ

うな因果連鎖は現実の行為 とは没交渉の閑事実で

た くLは ｢
棚の荷物を取 る｣ とい う目的を達成す

ある｡

るための手段 として ｢
手 を挙げる｣ とい う身体運

わた くLは自らの行為成果の原因を観察す るこ

動 を為 しているのではない｡わた くLは端的に棚
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の荷物を取 っているのである｡ この唯一の出来事

‑ と還元 した上で,行為の概念 と身体動作のそれ

棚 の荷物 を取 る｣と別様に記述
が ｢
手を挙げる｣｢

とを同 じ次元で対比 しているに過ぎない｡身体動

され るに過 ぎない｡

作 とい う項 目を行為 と区別 して把捉す ることにつ
いては猶考 うべきである｡

｢
手が上がる｣ とい う単一の身体的運動は, ｢
発
言を求める合図をす る｣或いは ｢
遠 くの山並を指

事象 Aが事象 Bの原因である場合,その因果連

す｣ とい う具合に複数の行為 として生ず ることが

鎖の端緒である事象 Aは,概ね 自発的な身体動作

可能である｡又 ｢
スイ ッチを捻 る｣ とい う単一の

である (
行為の始 ま りとしての知覚や思考 も亦然

明 りをつける,部屋を明るくす る,空き
行為は,｢

り)｡因果連鎖 の端緒 となる身体動作は,当の動作

巣狙いに警告 を与える｣ とい う具合に多様 に記述

を為す ことに由って他の行為が実現 され るが,他

す ることが可能である｡

の行為に由って当の動作が成立す るのではない｡

但 し想 うに,単一の運動が複数の行為 として生
じ得 る とい う視点には ｢
身体動作｣ とい う項 目が

その身体動作は,常に他の行為の手段であ り,他
の行為の目的にはな り得ない｡

行為 とは区別 されて含 まれてお り,単一の行為を

上の如 く云 うと,或いは下の如き疑義が呈 され

多様に記述 し得 る とい う視点には ｢
記述｣ とい う

るか もしれない｡｢
手を挙げる｣とい う自発的な身

項 目が行為 とは区別 されて含 まれている｡ この こ

体動作に由って ｢タクシーを停める｣ とい う意図

とを墳事 として意に介せ ざることは宥 され るであ

腕を して上が
的行為が成就す る と記述す る場合,｢

ろ うか｡

或る筋肉を して収縮せ
らしむる或る筋肉の収縮｣｢

｢
手が上がる｣とい う身体動作 と｢
手を挙げる｣と

しむる神経過程｣ といった按配に動作の源‑ と遡

い う行為 (
合図 ･指示) との間の概念的な区別が

って記述 し得 るか らには,源な らざる ｢
手を挙げ

前提 されていることの是非は姑 く措 く｡わた くし

る｣ ことを因果連鎖の端緒 と看倣 して よいであろ

手が上が る｣とい う身体動
の気に懸か ったのは,｢

うか, と｡

作は ｢
発言 を求める合図をす る｣ とい う行為 とし

アンスコム女史であれば斯か る疑義な どは一蹴

て生ず ることが可能である とい うふ うに ｢
動作か

して顧みぬであろ う‑

ら行為‑｣ とい う筋道が描かれがちであることの

せ る ところを観察 に基づかずに知 っているよ うな

当否である｡

行為である, と｡

意図的行為 とは 自らの為

｢
箸 を用 いて食べ る とい う一つの行為は非常に

自発的な身体動作は,それが反射的な発作では

複雑な一連の身体的運動を含んでいる｣ とい うふ

な く意図的な ものである以上,心的 ･内的な作用

うに ｢
行為か ら動作‑｣ とい う筋道 を描 くことも

に由って惹き起 こされている筈だ,な どと考 えて

できる｡だが これは ｢
複雑な身体的運動が (
その

はな らない｡若 し心的 ･内的な作用 とい う最 も基

内容の細部が相違す るに も拘 らず)箸を用いて食

礎的な過程に由って惹 き起 こされた ものが意図的

べ る とい う行為に統べ られ得 る｣ とい う筋道 を裏

行為であるな らば,その心的 ･内的な作用 を惹 き

返 しているに過ぎない｡わた くLは物理学の対象

起 こすべき別の心的 ･内的な作用が先立たねばな

たるべき身体運動の仕組 を間お うとしているわ け

らぬ とい う具合に,事柄 は無限背進を免れない｡

ではない｡

観察 に基づかずに知 っている とは,心身二元論を

わた くLは 日常生活にあって身体の動作に即 し
て行為を捉 えている｡わた くLは知覚に対応す る

前提 して内観 しているのではな く,只管端的に了
解 しているのである｡

身体 の動作 を行為である と直観 している｡わた く

医学的な素養に乏 しいわた くLは, どの筋 肉を

Lが ｢
動作か ら行為‑｣ とい う筋道 を描きた くな

どう収縮 させれば手が 上がるのかを知 らない (
況

る所以である｡

や脳 に端を発す る神経過程 をや)｡わた くLは｢
手

斯か る直観は,行為を一定の時間 ･空間に於て
生起す る出来事 として捉 える ものである｡客観的

を挙げる｣ とい う身体動作に於て ｢
筋肉の収縮｣
や ｢
神経過程｣を実現 させているに過 ぎない｡

に存在す る出来事 として捉 え られ る行為は,身体

出来事 としての ｢
手が上がる｣ ことは,その因

か ら分離不可能 の所与的なの ものに飼蹄せ ざるこ

果連鎖を ｢
筋 肉の収縮｣や ｢
神経過程｣‑ と遡る

とを得ない｡

ことが可能であろ う｡だが按ず るに,行為 として

これは行為を時間 ･空間に於て生起す る出来事

の ｢
手を挙げる｣ ことは,それ を遡 ってみて もー
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定の欲求や信念の下にそれ を行 う ｢自己 自身｣に

れ らを含んだ ｢
全体｣をわた くしの行為 として捉

行き着 くだ けである｡その行き着かれ る自己 とは,

え,そ こに因果的な分析を施す ことは差 し控えた

最早物質然 とした ｢
身体｣ではないに違いない｡

い｡

手を挙げる時,手が上が る とい う出来事 (
成果)
が達成 され る｡手を挙げる途 中で肩に激痛が走 り,

鶏肋 として挿叙 しておきたい一事がある｡性懲
りもな く筆墨を弄することを諒恕 されたい｡

意図 した達成点に達せない こともある｡ しか し想

行為は能為 と所為 との間の因果関係ではない｡

うに,行為が達成 され るまでの (
或いは達成 され

それは一個の全体たる ｢
人｣が意図 ･目的を持 っ

ぬまでの)過程 に於て,その ことの成否を問わず,

て為す ところの 自己実現である｡行為 とは,末だ

わた くLは或る程度までは同 じことを‑

己が ものた らざる目的を して己が ものた らしむる

げかける とい うことを‑

手を挙

為 している｡

手が上が る とい う成果は, これ を行為 と評 して

ことである (
が,それは行為 として遂行せ られる
限 り常に十全に行為である)0

も構わない｡ しか し手 を挙げか ける とい う行為を

目的 とは何か｡それは差 し当た り実現 されてお

形成す る過程 を も亦 これ を行為 と評 して可であろ

らぬが故に意味を有す るところの非存在の存在で

うか｡若 し行為を形成す る過程 をも行為 と評する

ある｡行為の初めにあって 目的は意図せ られるの

な らば,下の如き退引きな らぬアポ リアが招かれ

みに して実現 されてお らず,行為の終わ りにあっ

ることは必至である｡

て 目的が成就せ られた暁にそれは既に消滅 してい

或る行為が過程 1と成果 1とか ら成 り,過柱 l
が行為である と看徹 され る｡行為である過程 1も

る｡ 目的は末だ実現 されていないことに於てのみ
存立可能な ものである｡

亦過程 2と成果 2とか ら成 り,過程 2が行為であ
と例
る と看徹 され る｡行為である過程 2も亦‑‑･
に依 って無限背進が導かれ る｡

行為が完了するまでは行為の目的を決定す
ることができない ように思える し,同時にま

不愉快な無限背進 を何処かで断 ち切 りたい とお

た,意識的な行為である以上,前 もって行為

もうのは人情である｡然 るにその何処か とは,筆

をそっくり頭のなかに描いていなければな ら

意 ｢
わた くし｣以外ではあ り得ない｡

ない,つま り,あ らか じめ目的を設定 してお

ビールを呑んでいる時,わた くLはジ ョッキを

かねばな らないよ うにも思える｡か くて,行

傾 けてお り, ジ ョッキを傾 けている時,わた くL

為にお もむ く意識は,一方が他方を前提する

は腕 を動か している｡わた くLが然るべ く腕を動

よ うな悪循環に陥 り,はじま りを見つけるこ

かす ことに困ってジ ョッキが然 るべ く傾き, ジ ョ

とができない ことになる｡ 目的 となるべき根

ッキが然 るべ く傾 くことに困って ビールが呑まれ

源的な素質は,行為の結果か らしか把握でき

る｡

ないのに,行為を起 こすには前 もって 目的を

腕 を動か した ことの原因を求めることはアポ リ
アを助長す る｡原因の探求は一刻 も早 く断念 され

設定する必要がある,といった悪循環に｡(
ヘ
ーゲル 『
精神現象学』作品社,二六八頁)

ねばな らぬが,腕 を動かす とい う行為を惹き起 こ
した原因 も亦行為でなければな らぬ ことを掛酌す

現に無であるが故に有意味であ り得る ところの

れば,原因の探求を断念す ることも難 しそ うな気

目的が存することは,わた くLを して下の如 く思

配である｡

量せ しむる｡行為に先立 って 目的が設定 され (
そ

右のアポ リアについては猶講窮すべ きであるが,

の時点で 目的は可能性の闇に包まれている),それ

是に於てわた くLは議論 を端折 りたい とお もう｡

を目指 して遂行 され ることに依 って行為は内容を

事柄の悉 くを掛酌 し,その上に著語す る とい うと,

与え られ,行為成就の暁に目的は現実の光明に照

あま りに多 く筆墨を費やす こととなる｡

らされ る, と｡

即ち ｢
手を挙げる｣

目的の設定 と行為の始源 とは同時である｡道元

とい う行為を ｢
手が上が る｣ とい う出来事の原因

は『
正法眼蔵 』｢
現成公按｣に於てこの間の消息を

である と看倣す ことは禁欲 したい｡手を挙げかか

こう叙 している｡

そ こで径 ちに著語す る‑

る とい う過程,手が上が る とい う成果,そのこと
を遂行す る身体,そのことが遂行 され る状況, こ

たき木はい となる, さらにか‑ りてたき木
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となるべきにあ らず｡ しかあるを,灰はのち,

生

時間の流れの外 に仔んで (
実は仔んでいるよ う

薪はさき と見取すべか らず｡ しるべ し,薪は

に錯覚 して)｢
逝 く者は斯 くの如きか,昼夜を舎 め

薪の法位に住 して, さきあ りのちあ り｡前後

ず｣ (
『論語 』子竿第九) と咳 く時,それは自分 と

あ りとい‑ ども,前後際断せ り｡灰は灰の法

関係のない時間一般 についての空語 を弄 している

位あ りて,のちあ りさきあ り｡かのたき木,

に過ぎない｡その都度の行為の現場にあって主体

はい とな りぬるのち, さらに薪 とな らざるが

然 として働 く時,初めて ｢
尽界にあ らゆる尽有は,

ごとく,人の しぬるのち, さらに生 とな らず｡

つ らな りなが ら時時な り｣ とい う非連続の連続 を

(日本思想大系1
2 『道元 ･上』岩波書店,三

体得できる｡時は即ち存在であ り,存在は即ち時

六頁)

である｡
一切万物は唯一の ｢
全｣に連な りなが ら時々刻々

薪が燃 え尽 きて灰 となれば,灰が再び薪 に戻る
ことはない｡ さ りとて薪が先で灰が後だ と見ては

に ｢
個｣で あ る とい う消息 は,時 は過 ぎ去 る と
｢
学｣していては理会できず,飽 くまで も ｢
経聞｣

な らぬ｡薪には薪な りの在 り方 として前後があ り,

とい う体験 に即 してのみ体得 され る｡わた くLは

灰には灰な りの在 り方 として前後がある｡更には

既に在 って しまっている自己を把持 し, これか ら

前後の関係は結ばれているが,その前後は断 ち切

在ろ うとしている自己を予持 しつつ,不断に 自己

れている (
その都度に現在である)0

を超出 してゆ く運動の当体 として生きている｡わ

道元は ｢
たき木はい となる,かへ りてたき木 と
なるべ きにあ らず｣ と薪 と灰 との前後関係 を肯定

た くLは想起 と期待 とが火花 を散 らす永遠の今に
於て如実に 自己 自身に関係 しっづ けている｡

す るや否や ｢
灰はのち,薪はさき と見取すべか ら
ず｣ と薪 と灰 との前後関係を否定す る｡ この ｢
前

或る現在が次の現在に覆われた ときに過去

後あ りとい‑ ども,前後際断せ り｣ とい う非連続

とな りうるのは,その交替がお こなわれた剃

の連続 は,行為の現場に於て最 も存分に閣明 され

那お よび当処において ｢
全｣時間がパ ラ ドク

得る｡

シカルに共存 しているか らである｡現在 とは,

且つ生 じ且つ滅す る刻一刻のタイ ミングにあっ

かつて現勢化 された次元, これか ら現勢化 さ

て,わた くLは常に十全な生を営んでいる｡わた

れ る次元, これ ら全次元が共存 している場で

くしの生は,今であ りつづ ける とい う停滞性 と流

ある｡時間的な継起 とは,過去お よび未来 と

れ去 りつづける とい う流動性 とを併せ抱きなが ら

い う潜勢的な次元が非因果的に対応 しつつ,

矛盾的に構成 され るO‑剃那は前後に切断 されな

現在 とい う場において差異的に現勢化す るこ

が ら,面 も現在 とい う位相に於て全時間を畳み込

とである｡ (
『
揮沌』二一一頁)

んでいる｡道元は 『正法眼蔵 』｢
有時｣に於て こ う
論 じている｡

昨 日より今 日ゑ経歴
｢
今 日より明 日‑経歴す｣｢
す｣ とい う時間の流れ は常識に徴 して領 けるが,

しかあれば,松 も時な り,竹 も時な り｡時

｢
今 日よ り昨 日‑経歴す｣ とい う逆行は理解困難

は飛去す る とのみ解会すべか らず,飛去は時

であ り,｢
今 日よ り今 日に経歴す,明 日よ り明 日に

の能 とのみは学すべか らず｡時 もし飛去に‑

経歴す｣に至 っては理解不能である｡昨 日 (
過去)

任せば,間隙あ りぬべ し｡有時の道 を経聞せ

‑今 日 (
現在)‑明 日 (
未来) とい うリニアな時

ざるは,すぎぬる とのみ学す るによりてな り｡

間意識 に安住 している限 り ｢
経歴｣の仔細は会得

要 を とりていは ゞ,
･尽界にあ らゆる尽有は,

できない｡現実に行為する とい う体験的な時間感

つ らな りなが ら時時な り｡有時なるによ りて

覚が ｢
経歴｣の把捉には不可欠である｡

吾有時な り｡

｢
今 日よ り今 日に経歴す,明 日よ り明 日に経歴

有時に経歴の功徳あ り,いはゆ る今 日よ り

す｣ とは,今 とは現 に行為 している今の発動であ

明 日‑経歴す,今 日より昨 日‑経歴す,昨 日

り,未来 も亦今の発動である如 く,のべつに今で

より今 日ゑ経歴す｡今 日より今 日に経歴す,

あ りつづ けつつ ｢
経歴｣す ることが時間の本質で

明 日より明 日に経歴す｡経歴はそれ時の功徳

あることを示唆す る｡

なるがゆ‑に｡ (
前掲書,二五八頁)

道元の所謂 ｢
有時｣ とは,世界を構成す る諸要
素の配置を定めるためのパ ラメータとして抽出 さ

4
1

『臨済録』管窺 (
三之三)

れ る分量的 ･形式的な ｢
有る時｣ではな く,身を

手を挙げよ うと意図 している時,頭蓋骨を開い

以て生きてゆ くプ ロセスに於て意味的に紡がれ る

て調べてみ る と,脳の特定部位のニ ュー ロンが或

｢
有‑時｣である｡有時 とは, 自有 と他有 とい う

る状態にな っているであろ う｡す る と ｢
わた くL

静止 した主語の間の系列的な ｢
前後｣関係か ら成

が手を挙げよ うと意図す る｣ ことと ｢
脳 の或る部

る時間の形相 (
物理学に於 ける変数 t)ではな く,

位のニュー ロンが然るべ き状態になる｣ こととが

それぞれの有 自身がその都度移 りゆ く述語 として

等 しい とい うことになる｡ しか し手が上がること

働いている現実の端的な露出 としての時間の質料

の原因 として求め られた脳 の状態に関 しては,結

である｡

局,わた くLが手を挙げよ うと意図 した時の状態

道元の所謂 ｢
有時｣ とは, 自然界の出来事を秩
序づ ける因果的時間 (
物理学的時間)ではな く,
わた くしの 自由な行為 とい う端的に リアルな もの
を基礎づ ける非因果的時間である｡
行為を時間論 との絡みで捉 えることの重要なる

にな っている としか云えない｡ これは同語反復に
過ぎない｡
脳 の或る部位のニュー ロンが或る状態にな って
いること,それが即ち手を挙げよ うと意図す るこ
とである‑

斯かる物言いは ｢
わた くしの手の動

ことは復疑 うことを須いないが,現今のわた くし

きはわた くLに とって無意味である｣ と主張する

の能 く耐 うる ところではない｡他 日を待 って細検

に等 しい｡そのよ うな事態は,詮ずる ところ,筋

すべ きである｡

肉が痘撃 して手が動 くことと択ぶ ところがない｡
手を挙げる とい う行為を遂行す る ところの ｢
身

わた くLは既 に行為に於 ける身体の役割 を論 じ

体全体 として生きているわた くし｣が,わた くL

撃 ったが,猶筆 を投ず るに忍びない｡わた くLは

に生起 している事柄の全幅を占めている｡わた く

更に一事を挙げ,遺忘のために手抄 しておきたい｡

Lは 自分の身体動作の物理的 ･化学的な変化を辿

身体の運動に於 ける個々の過程 をピックア ップ

ることができるけれ ども,そのよ うに身体を対象

し,物理的 ･化学的な変化‑ と還元す ることに由

化す る際には,対象化 され る身体 と重な り合いな

って,それ を一定の因果的な法則性に基づいて記

が ら自らの意図に基づいて行為す るわた くしの身

述 し直す ことができる, と生理学者は云 うか もし

体 も亦同時に存在 している｡

れない｡腕が上が る とい う運動が生ず る原因を求

後者のわた くLを抜 きに しては,抑 ミ前者の物

めて,｢
腕や肩の筋 肉の収縮,末端神経 に於ける或

理的 ･化学的な変化の因果連鎖を問題 とす ること

る物質の分泌, シナプスを経た電気的パルスの伝

自体が成 り立たない｡一方では 自分の身体は対象

逮,大脳 の或る部位のニュー ロンの興奮｣ といっ

化され,因果的に説明され るが,他方ではそれ を

た因果系列を遡 ることはできる, と｡更に遡れば,

遂行 している身体が (
内側か ら一つの単位 として

大脳のニュー ロンが然 るべ く興奮 した原因 として,

経験 されつつ)現に生き られているのである｡

身体 と環境 との相互作用を考 えることもできる,
と｡

わた くしの身体は ｢
物質 として対象化 される側
面｣と ｢
身体の外‑ と意味論的に開けている側面｣

若 し然 く考 えることが正 当であるな らば,わた

とを帯びてお り, この両側面は互いに還元不能で

くLが意図的に為す ところの万事は,わた くしの

ある限 りに於ては二元論的に区別 された仕方で経

内外に張 り巡 らされた因果連鎖のネ ッ トワークに

験 され るけれ ども,各側面が独立に完結 している

於て決定 され ることにな り,わた くしの振舞いは

わけではな く,一方は常に他方 を前提 しつつ‑如

機械仕掛の人形の動作 と同 じとい うことになろ う｡

となって両立 している｡ これ ら両側面が 日常生活

只憾む らくは,手が上が ることの原因を求めて

にあって依存 し合 っている とい うことが,つま り

物理的 ･化学的な状態変化の因果連鎖 を遡 ってゆ

｢
対象的に知覚 され,因果的に記述 され る身体の

き,大脳 のニュー ロンの興奮 とい うあた りまで辿

部分｣ と ｢
知覚 し行為す る主体 としての身体全体

る と,その物理的 ･化学的な変化 と手を挙げよ う

としての 自己｣ とが漠然 と混 じり合 っている とい

と意図 した こととの間に因果関係 を見出す ことが

うことが,わた くしの行為の経験の具体相である｡

(
技術的にではな く)原理的に不可能 になる｡何

脳が然るべき刺激を受 ければ手は上がる｡だが

故 と云 うに,何時の間にか手を挙げよ うと意図す

手が上が ったのはわた くLに とってであ り,わた

る主体 としての ｢
わた くし｣が消え失せているか

くしの脳 に とってではない｡ 自由に行為 している

ら｡

のは,脳 を部分 として含んだ身体全体 としてのわ
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生

が多いが,その場に居合わせた他者の思惑に依 っ
て決まることも少 くない｡

三

行為の主体

娘の姿を見て,わた くLは覚えず笑 って しまっ
た｡娘がわた くしの無神経な振舞いに依 って傷つ

行為の原因は,その全てが特定の主体に帰せ ら
れ る とは限 らない｡手を挙げる場合,概ね行為の

いたな らば,わた くLにその心算はな くとも,わ
た くLは娘 を傷つける行為を した ことになる｡

原因は主体に内在す るが,それが主体に外在す る
ことも皆無ではない (
ピス トルを背中に突きつ け

｢
鬼 ごっこしよ うか｣と誘 うと,娘は ｢
嬉 しいけ

られてホール ドア ップ した り,飛んできた石 を避

ど,で も｣ と困 った顔 をす る｡ ｢じゃあ隠れん坊

けよ うとして拙嵯に小手をかざ した りす ることも

は｣ と訊 くと ｢うん｣ と満面の笑み を浮かべる｡

あろ う)0

わた くLと娘 との間には,提案 ･拒否 ･再提案 ･

行為の原因が主体に内在す る場合,主体の 自発

承諾 とい う発話行為が遂行 された｡

的な身体動作に由る或る事態の実現 とい う因果関

実は幼稚 園で遊んでいて足 を挫いた らしく,鬼

係は,垂直方向に閉 じている (
が故にわた くLは

ごっこは無理であったが,折角パパが誘 って くれ

それ を観察 に基づかずに知 っている)｡だがその原

たのに無下に断るの も悪い とお もったのであろ う

因が主体 に外在す る場合,物理的 ･心理的な出来

か,娘は ｢
嬉 しいけど,で も｣ とやんわ りと拒否

事間の因果関係は,水平方 向に開けている (
が散

して くれたのである｡では娘は,鬼 ごっこを しよ

に観察 に基づかずには知 り得ないこともある)0

うとい う提案に対 して ｢
で も｣ と口を濁 した時,

斯か る行為に於 ける因果連鎖の区別は,世界の
二つの在 り方 にではな く,世界の二つの語 り方 に

｢
足が痛いか ら鬼 ごっこは厭だな,それ よ り隠れ
ん坊 の方がいいな｣ と云いたか ったのであろ うか｡

係る｡後者の出来事問の水平方向に開けた因果連
鎖 に関 しては,これ を辿 ることの無益について嘗
て指摘 した ことがある｡

｢
では,あなたは,本 当は‑州 と言いたか っ
たのだ｡｣‑

このような語 りかたで,われわ

れはひ とを一つの表現形式か ら別の表現形式

0･
1
5
7とい う菌をい くら顕微鏡で覗いてみ

‑ と導いてい く｡ひ とは, 自分の本 当に<言

て も,そ こに原因 とい う性格は特定できない｡

いたか った>こと, 自分の<思 っていた>こ

食 中毒 とい う現象は,なん らかの 自然の法則

とが,われわれがそれ を言 ってや る前 にも う

に したが って粛々 と生 じたのである｡私は食

自分の精神の中に現存 していたのだ, とい う

中毒 とい う望 ま しくない現象について,それ

探究』三三
映像を使いた くなって しま う｡ 『

を結果 として とらえ,その結果を回避 したい

四)

(

とい う存念 を もって原因を探 し出 し,そ こに
因果関係 とい うシナ リオを慈意的に読み込ん
でいるにすぎない｡ (
『
捧沌』三五五百)

｢
鬼ごっこしよ うか｣と提案 され る以前に ｢
足が
痛いか ら厭だな｣ とい う思いが心の中に存在す る
であろ うか｡｢
隠れん坊 は｣と再提案 され る以前に

では主体の 自発的な身体動作に由って或る事態
が実現す る といった垂直方向に閉 じている因果連
鎖に関 しては, これを辿 ることが許 され るであろ
うか｡そ うは問屋が卸 さない｡

｢
隠れん坊な らいい よ｣ とい う思いが心の中に存
在す るであろ うか｡
然 らざることは論 を須たない｡提案がな されて
初めて拒否の気持ちが生ず るのであ り,再提案が

或る人が手を頭に当てて動か している｡何 を し

な されて初めて承諾の気持 ちが生ず るのである｡

手を頭に当てて動か
ているのか と問 うてみ る時,｢

提案 ･再提案がな され る以前 に,あ らか じめ完成

している｣では答えにな らない｡｢
照れている｣と

品の形での諾否の想念が心の中に存在するわけで

か ｢
フケを払っている｣ とか,単なる動作な らざ

はない｡

る ｢
動作 に依 って為 され る事柄 ｣ を答えねばな ら
ない｡

わた くLと娘 との間での提案 ･拒否 ･再提案 ･
パパがああ誘 って
承諾 とい う発話行為の応酬は,｢

動作 と動作に依 って為 される事柄 との隔た りに

きた らこ う断 って｣ といった意図の下に遂行 され

ついては,行為者 自身が一番の決定権 を持つ こと

るわけではない｡意図なるものは行為 と連動 して

『臨済録』管窺 (
三之三)

4
3

事後的に措定 され るに過ぎない｡先ずは内的な意

顔 をする｣ とい う振舞いは ｢
鬼 ごっこしよ うか｣

図があ り,尋いでそれが振舞い として外化 され,

とい う提案に対 して拒否 とい う意味を持 ち,
｢
満面

是に於て有意味な行為がな され る, とい う考え方

の笑み を浮かべ る｣ とい う振舞いは ｢じゃあ隠れ

は間違 っている｡

ん坊は｣ とい う再提案に対 して承諾 とい う意味を

若 し斯かる考 え方が間違 っていないな らば,行

持つ｡

為が有意味であるのは行為者が意図を寵めたか ら

困った顔 を したに も拘 らず,わた くLが娘の意

であ り,従 って行為の意味が判 るのは (
発話行為

を汲み損ねて ｢さあパパが鬼だぞ｣ と追い掛 け始

の応酬が円滑にな されているか らには行為の意味

めれば,娘の振舞いは拒否 とい う意味を持 ち損ね

が判 られている筈である)行為の意図が判ること

た ことになる｡満面の笑み を浮かべたに も拘 らず,

だ とい うことになる｡

わた くLが娘の意 を汲み損ねて ｢じゃあ勝手に し

然るに世の中にあっては,振舞 った当人の意図

な さい｣ と書斎に戻れば,娘の振舞いは承諾 とい

の奈何に関わ らず,或る振舞いは相応の行為を意

う意味を持 ち損ねた ことになる｡そ うなれば娘 と

味す る｡歯ブラシを歯 にあてが って微動 させ る と

わた くLとの人間関係は不調 に陥る｡

い う振舞いは, 当人の意図の奈何に関わ らず,世

娘の振舞いはわた くしの提案に対 して意味を持

の中では歯磨き とい う行為を意味せ ざるを得ない｡

ち,更にわた くLがそれ を奈何に理解するかに依

然 るべ く振舞 った時,既 に然 るべき行為が遂行

って別様 の意味を持つC或る振舞いが一定の行為

されている｡通常の意味に逆 らった振舞いに於て,

｢として｣の意味を持つのは,それに先行す る出

何 らかの行為を意図す ることはできない｡殴打す

来事に対 してであ り,更にはそれに後続する出来

ることに依 って謝罪す ることはできない｡

事に依 ってである｡先行乃至後続す る出来事か ら

わた くLは無意味な ことを意図す ることも亦で
きない｡行為の意味は,わた くしの意図には収 ま
り切 らぬ一般性 を帯びている｡

独立 して或る振舞いが一定の意味を持つ ことはな
しヽ
｡

先行す るものも,後続す るもの も,屡 ミ自己の

行為の意味が判 ることは直ちに行為の意図が判

振舞いではな く他者の振舞いである｡膏 に然 るの

ることではない｡意図に沿 って振舞 うことは行為

みではない｡行為の意味は間主観的な存在性格 を

遂行のための必要条件であるが,それのみでは振

帯びている｡事柄 は独 り提案 ･拒否 ･再提案 ･承

舞いを して行為た らしむるに十分でない｡肝腎な

諾 とい った 自他間の相互行為のみ に限 らない0

のは (
それ 自体 としては身体動作に過ぎぬ)振舞
いが何 を意味す るかである｡
｢
鬼 ごっこ しよ うか｣とい う誘いに ｢
嬉 しいけど,

本を読んでいる時に ｢
何 してるの｣ と問われれ
ば ｢
本を読んでるの さ｣ と自分の振舞いを説明で
きる｡特定の相手 に向か っての振舞いでな くとも

で も｣ と困った顔 をされた時,わた くLは娘の顔

(
縦 令振舞 いの最 中にそれ を意識 してお らず と

を提案拒否の表れ ｢として｣受 け止める｡或いは

も),わた くLは他者の 目にど う映るか とい う形で

娘は本心では嬉 しか ったに も拘 らず照れ隠 しで困

自己の振舞いを意味づ けることができる｡他者か

った顔 を してみせたのか もしれないが,娘の個人

らの問いに応 じて 自己の振舞いを説明できる とい

的な意図は不問に附 して,わた くLは娘の振舞い

うことが (
アンスコムが洞察 した通 り) 当の振舞

に社会的な意味を読み込む｡

いが意味を持つ行為であるための要件である｡

真相は猶考 うべきであるが, これだ けは確認 し

自己の振舞いが他者の 目に ど う映 るかを予期 し

ておきたい｡心の中に振舞いか ら独立 して存在す

つつ振舞 うことはある｡ しか し自己の振舞いの意

る意図を措定す ることは間違いである｡振舞いを

味は,他者か らそれ を問われて初めて事後的に問

して行為た らしむる意味は,振舞いか ら独立 して

題化 され るのである｡あ らか じめ一定の意味を確

存在する意図に依 って決 まるのではない.抑 ミ行

定 させた上で振舞 うことは竿である (
振舞 うその

為の意味 とい う社会的 ･公共的な関係性は,個人

都度 に確定済み の意味が念頭 に存す ることな どは

の意図には収 ま り切 らない｡

ない)0
相手の受 け止め方 を期待 して演技 してみて も,

振舞いは さまざまに受 け取 られ る可能性 を有す

所詮は 自ら付度 しているに過ぎず,予期に異なっ

るが,現実には或る行為 ｢として｣選択的に受 け

た反応 を得 ることがあ り得 る｡｢
相手は こう受 け止

取 られ ることに由って特定の意味を持つ｡｢
困った

めるだ ろ うとわた くLが予期 していることを相手

4
4

山

田

史

生

も亦予期 している｣ と想定 してみて も事態は一向

味を確認 しなが ら暮 らしているわ けではない｡提

に改善 されない｡相手はこ う受 け止めるだろ うと

案 ･拒否 ･再提案 ･承諾 といった呼応的 ･対他的

わた くLが予期 していることを相手 も亦予期 して

な相関は,振舞いに行為 としての意味 をもた らす｡

いる とわた くLも亦予期 している･
･
州 と事柄が無

だが出来事の端緒 は,何 を措いて も自らの 自由な

限背進に陥ることは避 け られない｡

身体動作である｡初めに 自らの 自由な身体動作が

或る振舞いの一定の行為 ｢として｣の意味は,

あって こそ ｢
であるが故 に然 くす る｣｢
であるに も

これ を行為者の意図に回収 しよ うとして も無限背

拘 らず然 くす る｣ とい う意味が行為に賦与 され得

進 に陥る｡相手の受 け取 り方の規則性 を読み取 り

る｡

(
読み取れた よ うな気にな り)
,それに依 って振舞

按ずるに身体動作を単なる物体運動 と看徹す こ

うことは勝手であるが,その読み取 りが的を射て

とが間違いの始 ま りである｡｢
手が上がる｣とい う

いる とい う保証は得 られない｡

物体運動 レヴェルの描写 と ｢
手 を挙げる｣ とい う

尤 も,保証が得 られないに も拘 らず,わた くL
は他者の前で振舞 うことができる｡ この間の消息
をウィ トゲンシュタイ ンは こ う看ている｡

意図的行為 レヴェルのそれ とを区別す るが故 に,
わた くLは道 を踏み誤るのであるO
日常生活にあってわた くLは 自由に手を挙げて
いるのであって 自然に手が上が っているのではな

規則に従 っている とき,わた くLは選択 を

い (
別 に 自然に手が上が って も構わないが滅多に

しない｡わた くLは規則に盲 目的に従 ってい

そ うい うことはない)｡成程,手を挙げる時に手が

るのだ｡ (
『
探究』 二一九)

上がるのは事実である｡だがその事実 とは,娘が
泣 くことを ｢
眼か ら涙が零れ ること｣ と表現す る

ウィ トゲンシュタインの謂 う ｢
盲 目的に｣ とは

のはナ ンセ ンスであるが,泣いている娘の眼か ら

正当化す ることな しに｣
｢
選択す ることな しに｣ ｢

涙が零れているの も亦事実である, といった意味

の意である｡ ウィ トゲンシュタイ ンはこ うも云 っ

に於 ける事実である｡

ている｡
｢しか し,わた くLが この情勢で ど うした ら
｢
わた くLが ｢自分は痛み を感 じている｣と

いいのか,規則は どのよ うにわた くLに教え

言 っている ときには, ともか くも自分 自身の

ることができるのか｡わた くLが何を しよ う

前では正 当化 されているのだ｡｣ (
中略)ある

と,それは何 らかの解釈を通 じて規則に合致

語 を正 当化す ることな く用いる とい うことは,

している｡｣‑

それ を不 当に用 い る とい うこ とで はない｡

む しろ,それぞれの解釈は,解釈 され ること

(
『
探求』二八九)

いや,そ う言 うべ きではない｡

共々に,空中にひ っかか っていて,後者を支
えるのに役立ちえない, とい うことなのだ｡

相手の受 け取 り方の規則性 を読み取れた とい う
保証が得 られないにも拘 らず,わた くLが相手の

解 釈だ けでは意味が決 ま らない ので あ る｡
(
『
探究』一九八)

前で然 るべ く振舞 えるのは,わた くLが相手の受
け取 り方の規則性 を読み取 ることの無用 を心得て
いるか らであるO
行為者の意図が事前 に在 って,それが振舞いに
表れ るのではない｡振舞いの行為 としての意味は,

何事かの実現 を欲す る,その遣 り方 を考える,
所要時間や費用 を見積 もる,他人の眼を勘定に入
れ る‑

といった心的状態を直ちに行為の原因 と

看徹 してはな らない｡何故 と云 うに,行為 したの

振舞い合いのプ ロセスにあってその都度新鮮 に紡

はその ｢
人｣であって,その人の心的状態ではな

がれ る｡わた くLが ｢
盲 目的に｣｢
正 当化す ること

いか ら｡

な く｣振舞お うとも,決 して ｢
不 当に｣振舞 うこ
とにはな らぬ所以である｡
振舞いの行為 としての意味は間主観的な所産で

｢
心を入れ替えろ｣とい う叱責は,悪事を働いた
人間 に具わ る心 に外部か ら働 き掛 ける とい った
｢
狐想き｣ めいた事態を 目論んでいるのではない.

あ り, これ を個人の内面的な意図に回収 し尽 くす

悪事を働いた人間は, 自らの意図に基づいて 自由

ことはできない｡ しか し想 うに,わた くLは 日常

に動か し得 る ところの身体を持 った ｢
一人の生き

生活にあって一
一々相手の反応 を待 って振舞いの意

た全体｣である｡それ故 に悪 しき意図に基づいて

『臨済録』管窺 (
三之三)

為 された悪事に対す る刑罰は,差 し当た り当人の
身体に与え られ る｡

45

上にケーキがある｣ とい う状況把握に加 えて ｢
ケ
ーキを食べ る と太るか ら｣ とい う一般的な状況に

行為を もた らす意図は どのよ うな形で語 られ得

対す る配慮 と ｢
太 りた くないか ら｣ とい う個人的

るであろ うか｡行為に由って生ず る ところの結果

な状況に対す るそれ とい う不即不離の理 由が存す

である出来事を記述す ることに依 ってのみ語 られ

るか らである｡｢
机の上にケーキがある｣とい う状

得 る｡果 して然 らば,若 し意図その ものが行為の

況把握に加 うるに ｢
ケーキは美味 しい｣｢
美味 しい

原因であるな らば,その原因は結果に依 って規定

ものを食べたい｣ とい う二つの理 由を以てす るな

され るとい う可笑 しな ことになる｡

らば,わた くLがケーキを食べ ることは言を須た

原 因の方向に遡 って見出され るのは,或る出来

ない｡

事の成就 を意図 しつつ振舞 った ｢
一つの生きた全

上述の消息はわた くLも亦首肯す る｡成程,一

体｣ としての身体であ り,事柄はそ こで閉 じる｡

般的な状況に対す る配慮 と個人的な状況に対す る

心 と身体 とは,二つの独立 した物ではな く,同一

それ とは併せて勘案 されねばなるまい｡だが想 う

物の二つの側面で もな く,一方が他方の所産なの

にそれは ｢
一方が決まれば他方 も決まる｣ といっ

で もない｡心 と身体 とを二元的に分離 させなが ら

た相互関係にあるのではない｡わた くLは徹頭徹

現実を捉 えよ うとす る と,わた くしの経験 を満た

尾 ｢
唯一無二の状況｣に相対 している｡わた くL

している意味の具体性が見失われ る｡

は常に或 る状況に対 してお り,それ に或る配慮を

因に云 う｡行為に於ける身体は,原因 として行

払 っているに過 ぎない｡

為を遂行す る主体である と同時にその行為の結果

果 して然 らば,わた くLが実際に振舞 う際の理

を被 るもので もあ り得 る｡右腕で左肩を操む時,

由が一般的な状況に対す る配慮 と個人的な状況に

行為の原因 となる行為者は (
右腕のみな らず)身

対す るそれ とに岐れて荏再決せ ざることな どあ り

体全体 としての 自己であ り,行為の結果が生ず る

得 よ うか｡わた くLは或る状況に対 して或る配慮

被行為者は (
左肩のみな らず)身体全体 としての

を払 っている とい う唯一無二の状況 (
即ちわた く

自己である｡行為者 と被行為者 との間に境界線 を

しの世界)をば奈何 ともす ることを得ぬのではな

引 くことはできない｡ 自己が一つの全体である身

かろ うか｡

体 として生きている とい うことは, 当の身体が原

膏に然るのみではない.抑 ミ行為の理 由が問題

因 と結果 との両方を担い得 る とい うことである｡

とされ る時,一体何が問題 とされているのであろ
うか｡

｢ど うしてケーキを食べないの｣と訊かれて ｢
ダ

｢
何故 にケーキを買 って帰 るのか｣ と訊かれ て

イエ ッ トしているか ら｣ と答 える場合,然 く答え

｢
娘の誕生 日だか ら｣ と答 える｡ この理 由の提示

る理 由は大略二つである｡一つは ｢
ケーキを食べ

としての返答は,わた くしの内心 にどれ くらい根

る と太 るか ら｣ とい う一般的な状況に対す る配慮

差 しているであろ うか｡わた くLは ｢
誕生 日にケ

に基づ くものであ り, もう一つは ｢
太 りた くない

ーキを買って帰 るのは我が家の慣習である.慣習

か ら｣ とい う個人的な状況に対す る配慮に基づ く

は守 りたい｣ とい う外的 ･一般的な理 由を抱 くと

ものである｡

同時に ｢
娘 を喜ば してや りたい｡ ケーキを買 って

｢自己の置かれた状況 の持つ蓋然性 の把握｣ と

帰れば娘は喜ぶだ ろ う｣ とい う内的 ･個人的な理

｢自分は今 ど うしたいか とい う姿勢の把握｣ とい

由をも有 している｡ これ らに甲乙を附けることは

う行為者に於 ける二つの行為の理由は,それぞれ

できない｡

不即不離に関わ り合っている｡何かを積極的に為

わた くLが娘の誕生 日にケーキを買 って帰るこ

そ うとす る場合, 自己の置かれた状況 を正確 に把

とは,我が家の慣習がそのことを正 当化す る｡が,

握す ることは, 自分が ど うしたいか とい う姿勢 を

それのみがわた くLがケーキを買 って帰 ることの

確認す ることに も繋がる (
その逆 も亦云えるであ

理 由なのではない｡わた くLは娘の喜ぶ顔が見た

ろ う)｡

か ったのである｡

｢
机の上にケーキがある｣とい う状況を把握す る

わた くしの行為にあって ｢
外的 ･
一般的な理 由｣

ことは,それ単独では ｢
食べ るのを我慢す る｣ と

と ｢
内的 ･個人的な理 由｣ とを節に掛 けることは

い う行為には結びつかない｡わた くLが食べ るの

至難である｡わた くLは揮然一体たる行為の主体

を我慢す る とい う振舞いを敢えて為すのは,｢
机の

として振舞 うよ り他にすべ を有せない｡わた くし
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は他の何人に も似ていない｡わた くLは 自らに固

｢
父母｣ とは,例之えば 『碧巌録 』第五三別の本

有の生きる状況 ･理由 (
即ちわた くしの世界) を

則著語 に ｢
父母所生の鼻孔,却 って別人の手裏 に

生きている｡

在 り｣と見えるそれである (
『碧巌録』中,岩波文

これ に由って観 るに,行為の理由を説明す るに

庫,二〇八頁)0

は ｢
何故 に然 く為すのか｣ と問 うだ けでは不十分

折角父母が生んで くれた身体 (
即ち自己の本来

である｡ この間い方は,行為が理 由に基づ くもの

の面 目)を うか うか と他人の手 中に絡め取 られて

か否かを吟味す る手続であるに過ぎない｡｢
何故 に

は不可ない｡わた くLは唯一無二のわた くしの世

然 く為すのか と問 うのは何故か｣ と重ねて間わね

界にあって,他な らぬ この手で掴み, この足で歩

ばな らない｡重ねて間わねばな らないのは,他な

き, この 目で見るのである｡わた くしの世界を生

らぬ行為の ｢
主体｣について知 りたいか らである｡

きるにわた くしの身体 を以てす ること以外 に ｢
更

その行為が賞賛 さるべきか非難 され るべ きかを

に何物 をか求めん｣｡この身体で存分に働 き出づ る

評価す るには,行為者の動機 を知 らねばな らない｡

よ り他にわた くLは奈何なるすべ をも有せない｡

行為者の動機 を知 ってみれば,それは寧 ろわた く

臨済は重ねて諭す ｢
休 自ら返照 し看 よ｣と｡｢自

Lが為すべ きことであったか もしれない｡行為 と

ら返照 し看｣ ることは, 自らを内に省みることで

行為者の人格 とは どのよ うに関連 しているのか｡

はな く, 自らを外に発す ることである｡臨済は,

この行為はわた くLに何 をもた らすのか‑

と行

自己本来の面 目を対象化 し,それ に覚醒せ よと促

為の主体について深甚の関心を持つが故に,わた

すのではな く,生きるに生身の身体 を以てせ る当

くLは ｢
何故 に然 く為すのか｣ と問 うのである｡

人 として端的に振舞 うべ Lと諭 しているのである｡

｢
何故 に然 く為すのか｣とい う問い方は,行為の

演若達多頭は ｢
求心｣を催 して 自分の顔 を見た

動機 ･理由に拠 って行為 を正 当化 しよ うとす るも

い と大騒 ぎ したが, 自分の顔 を自分の眼で見るこ

のであ り,必ず しも行為の説明にはな り得ない｡

とは (
鏡 にで も映 さぬ限 り)不可能である｡それ

行為の正 当化 として提示 され る理 由は客観的な事

は不可能である と同時に (
髭を剃 るな どの場合を

実 として存在 し得 るが,それは当の行為が何故 に

除けば概ねは)不必要で もある｡ 自分の顔は,専

行為者 自身に企て られたかの理 由ではあ り得ない｡

ら他人が 自分 を認めて くれ る際の指標 として用立

行為の理 由 とは,行為者 自身を して行為‑ と趨か

てば よいのであって, 自らに見えず とも別に不都

しめた所以であ らねばな らない｡

合はない｡
心配せず とも,わた くLは他の何人に も似てい

大徳,時光惜 しむべ し｡祇傍家波波地に,

ない｡ 自分の顔 を堂々 と晒 して生きてゆけば よい｡

禅を学 し道 を学 し,名を認め句を認め,仏 を

わた くLは自らに固有の生きる状況 ･理 由を生き

求め祖 を求め,善知識 を求めて意度せん と擬

てゆけば よいのであ り,然 く生きてゆ くよ り他 に

す｡錯 まること莫れ,道流｡休,祇‑筒の父

すべはない｡

母有 り,更に何物をか求めん｡伽 自ら返照 し
看 よ｡古人云 く ｢
演君達多頭 を失却す,求心
飲む処即ち無事｣ と｡ (
四二頁)

道流,伽若 し如法な らん と欲得すれば,直
ちに須 く足れ大丈夫児に して始めて得 し｡若
し萎萎随随地な らば即ち得か らず｡夫れ驚嘆

外的 ･一般的な理 由 と内的 ･個人的なそれ とを

の器の如きは醍醐 を貯 うるに堪 えず,大器の

分別せず,わた くLは揮然一体たる主体 として 自

者の如 きは直ちに人感を受 けざ らん ことを要

らに固有の状況 ･理 由を生きている｡わた くLは

す｡随処 に主 と作れば立処皆真な り｡

自らの世界を生きることで手一杯であ り,周 りの

但有る来者は皆受 くることを得 ざれ｡休が

物事 を言語化 して ｢
意度せん と擬｣ して思い惑 っ

一念の疑は即ち魔の心に入るな り｡菩薩の疑

ている暇はない｡修禅だの仏道だのに従事 して別

う時の如きは生死 の魔便 りを得 る｡但能 く念

に機軸 を出だす ことは無用である｡無用である以

を息めよ｡更に外 に求むること莫れ｡物来た

前 に,ま った く時 間 の無駄 で あ る｡臨済 は諭す

らば即ち照 らせ｡休は但現今用 うる底を信ぜ

｢
大徳,時光惜 しむべ し｣ と｡

よ,‑箇の事 も也無 し｡休が一念心は三界を

｢
休､祇‑箇の父母有 り｣を入矢氏は ｢
君たちに

生 じ,縁 に随い境を被 って分かれて六塵 と為

はちゃん とひ とりの主人公がある｣ と訳 され る｡

る｡弥 如今応用す る処,什磨 をか欠少す｡‑

『臨済録』管窺 (
三之三)

剃邪の間に,便ち浄に入 り稜 に入 り,弥勤楼
閣に入 り,三眼国土に入 り,処処 に遊履 して,
唯空名を見るのみ｡ (
七〇頁)
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｢
但能 く念 を息めよ｡更に外に求むること莫れ｣
と｡臨済の言の厳 しきこと殆 ど軍令 に似 る｡
現 に生きている自らの世界に対 して,わた くL
は これ を素直に生きてゆ く以外 にすべ を持たない｡

わた くLは全身全霊で 自らの世界を生きている｡

唯一無二のわた くしの世界に対 して,わた くLが

わた くLは ｢
生きているのは 自分だ ろ うか｣な ど

自ら好悪の情を抱き,賛否の断 を下す ことな ど,

と自問す ることな く,不断 に自分 として生きてい

本来あ り得ない｡だが按ず るに,あ り得ぬ ことに

る (
若 し自問す るな らば,然 く自問す る とい う自

｢
一念の疑｣を差 し挟んで ｢
魔の心 に入 る｣ とこ

らの世界を生 きている)0

ろの事態 を招 くとい うのは, これは寧ろ至難の業

世界が或る輪郭 を持 って現れているその現れ方

ではあるまいか｡臨済は ｢
但有る来者は皆受 くる

に於て,それ を生きているわた くしの在 り方が示

ことを得 ざれ｣ と云 うが,わた くしの固随なる,

されている｡わた くLは ｢
状態即存在｣ とい う形

その意を柏 ミ汲み難いO

で 自らの生の全体を把捉 しつつ生きてお り, この

臨済は又 ｢
更に外に求むること莫れ｣ と云 う｡

間の消息に ｢
人惑｣等の爽雑物が入 り込む余地 は

この言はわた くしの貧寒なる智慧袋に も能 く納 ま

ない｡

る｡鏡が己の前に物が来たれば物を映す よ うに,

わた くLは ｢
わた くしの世界｣ にあって傍観者

わた くLも亦 ｢
但現今用 うる底｣の 自らに固有の

然 として仔む ことはできない｡わた くLは常にわ

世界を信 じ,それ を選 り好みせず に生きてゆ くの

た くしの生の当事者である｡｢
大丈夫児｣として生

みである｡その ことを措いて他 に ｢
‑箇の事 も也

きていたわた くLが,意気消沈 して ｢
萎萎随随地｣

無 し｣｡

として生 きるに羽 目にな った場合 も,初めは端的

わた くLは何か しら根拠 を定め,然 る後に振舞

に ｢
大丈夫児｣ として生き,尋いで端的に ｢
萎萎

うのではない｡わた くLは然 く生きることに於て

随随地｣ として生 きたのであって,わた くLは終

然 く在 り,然 く在 ることに於て然 く生きるに過ぎ

始端的にわた くLとして生きているC

ない｡ この厳粛な事実に ｢
来者｣の容啄す る余地

臨済 目く ｢
随処に主 と作れば立処皆真な り｣(
五

はない｡ ｢
生 きる｣に先立 って ｢
生 き よ うとお も

〇頁 ･七〇頁) と｡臨済の真意は ｢
頑張 って行為

う｣ ことは不可能である｡不可能な ことを思い煩

の主人公になれ｣ と鞭捷す ることにはな く ｢ど う

うことが ｢
一念の疑｣である｡

足掻いてみて も行為の現場q)主人公であ らざるを

その都度十全に生きている最 中にあって,その

得ない ことを 自覚せ よ｣ と指摘す ることにある｡

現実以外 に求むべ き ものは皆無である｡臨済の｢
休

経験 に先立 った,或いは経験か ら離れた,純然

は但現今用 うる底を信ぜ よ,‑箇の事 も也無 し｣

たるニュー トラルの 自己な どはあ り得ないo 自己

とい う説諭は, これが正 しきを穿つ ことは掩 うべ

が経験の主体であること (
つま り経験がそれ とし

か らざる事実である｡

て成立す ること) と自己が 自己であることとは同
一の出来事である｡

わた くしの世界は,それ をわた くLが生き待 る
ことは僚倖であるにせ よ,紛れ もな くわた くしの

わた くLは経験 している出来事が成立 している

世界である｡臨済の ｢
弥如今応用す る処,什歴 を

現場に常に居合わせてお り,その経験 の手前 に存

か欠少す｣ とい う論断は,事情 よ り推 して も語脈

在論的に遡 ることはできない｡わた くLは否応な

よ り推 して も,わた くLには何の怪 しむべ き とこ

く ｢
随処 に主 と作｣ らざることを得ず,故 に ｢
立

ろもないC

処皆真｣た らざることを得ない｡わた くLが経験
している時,わた くLは他の経験の可能性 を一切

甲が ｢
何を しているの｣ と尋ねた時,乙は ｢
ギ

有せない｡経験が然 るべ く成立 していることが,

ターを弾いている｣と答 える｡｢
ギターを弾いてい

直 ちにわた くしの世界の臨界である｡

る｣ とい う言葉に依 って,乙は 自らの遂行 してい

是に於て意 を留めて考 うるに, これ は由々 しき

ることを一つの全体的な行為 として捉 え,それ に

事実である との感を禁 じ得ない｡わた くLに牌 肉

一つの形相を与えている｡斯かる行為の理解 の仕

の嘆をか こつ余裕な どあろ う筈はない｡

方は,わた くしにこっの ことを教える｡

臨済は過酷な言辞を吐 く｡ 目く ｢
但有る来者は
皆受 くることを得 ざれ｣ と｡臨済は更に念 を押す

｢
ギターを弾いている｣ と答 え得 るほどの者は,
ギターを弾 くことの何たるかを知る者 (
多 くの場
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合はギターを弾 く技術 を有せ る者)であろ うO任

得る とは想定 しに くい｡按ず るに事柄は独 り｢
知｣

意の者がギターを弾 くことを｢
一つの行為の全体｣

とい う視座のみか らは解 され得ないであろ う｡

として捉 えることができるわ けではない｡ギター

勇気ある行為をす るためには,勇気 とは何かを

を弾 くことの何たるか を知る者のみが,当の行為

知 っているだ けでは十分ではな く,勇気ある行為

の一定の形相を知 ってお り,その出来事の輪郭 を

を したい とい う ｢
欲求｣を抱 くことやその行為を

定めることができる｡

実現す る ｢
能力｣ を有す ることが必要である｡

何を遂行 しているのか とい う行為の同定は,必

しか し然 く欲求を抱 き能力を有す る者が必ず然

ず行為者 自身の口づか ら語 られ得なければな らな

く行為する とは限 らない (
己むを得 ざる事情 に因

い｡何を しているのかを自ら語 り得ぬ場合,その

って心な らず も卑怯 に振舞 うこともあろ う)｡これ

者が (
単なる出来事な らざる)一つの行為を遂行

に由って観 るに,事柄は知識 ･欲求 ･能力等には

している とは看徹 し難い｡行為の同定に於 ける知

係 らず, 当事者が ｢
如何に在 るか｣ とい う在 り方

は,観察者の知 よ りも行為者のそれの方が重視 さ

に係 る とおば しい｡

るべきである｡
｢
その事柄 の何 た るか を知 る者 のみが 当の事柄

長期に亘って行為す る場合,意図 と成果 との間

行為者は 自らの遂行す る と
を為す ことができる｣｢

に敵酷を生ず ることは珍 しくない｡意に反 して素

ころの何たるかを自ら語 り得なければな らぬ｣ と

敵に仕上が ったので結果オーライ とい うこともあ

い う上の二条に就いて考 うるに, これ らは供に行

る｡行為の最 中に新たな情報か もた らされ ること

為に関す る ｢
知｣ を重んず る見解であるが,果 し

に由って気が変わることもある｡わた くしの実感

て これ らは正鵠 を射尽 くしているであろ うか｡

を云 えば,行為が意図に従 うのではな く,意図が

『
論語』為政
｢
義を見て為 さざるは勇無きな り｣(

行為に従 うのである｡

第二) と古人は諭す｡ これ を ｢
勇気ある行為の何

『臨済録』に親灸せることに因って覚ゆる ところ

たるかを知る者のみが勇気ある行為を為す ことが

よ り推す に,行為の連続性を支える ものは,意図

勇気ある行為をす る者は 自らの遂行す る
できる｣｢

や成果ではな く行為の主体たる ｢
人｣である｡長

ところの何たるかを自ら語 り得なければな らぬ｣

期に亘るわた くしの行為を して一つの纏 ま りある

とい う二条に敷宿 して よいであろ うか｡

全体た らしむるものは,その遂行を通 して行為を

これ ら二条は,詮ず るに ｢
勇気ある行為をす る
ことができる者は勇気 とは何かを知 っていなけれ

自己の人生に位置づける ｢
わた くし｣に他な らな
い｡

ばな らぬ｣ とい うことに帰す る｡然 るに ｢
勇気 と

行為者に とって行為は ｢
観察 に基づかずに知 ら

は何か｣ を具体的に定義す ることは容易でない｡

れ る｣ とア ンスコムは説 くが, これを裏か ら云え

｢
売 られた喧嘩は買 うことを辞 さない｣ ことが勇

ば,行為者は自らの行為について (
行為を遂行 し

気ある行為の場合を尽 くしていない ことは分明で

なが ら)観察す ることはできない とい うことであ

ある｡想 うに ｢
勇気その もの｣を固有の形相に於

る｡わた くしの行為は世界にではな く ｢
わた くし

て捉 えることは甚だ困難である (
忌悼な く云 えば

の世界｣ に属す る｡若 しわた くLが且つ行為 し且

不可能である)｡

つ観察す るな らば,そ こには行為者 と観察者 とい

一体 ｢
勇気ある行為をする｣ ことは吾々の ｢
全

う二人のわた くLが居ることになる (
つま り二つ

ての行為｣に関与 し得 る｡或る行為がそれ 自体 と

の ｢
わた くしの世界｣が開けていることになる)｡

して一つの形相を持 った行為 として把握 され るか

わた くLは 自らの身体の在 り方について特殊な

らには,その事柄がそれ 自体 として何かを遂行 し

仕方で知 っているが, これはわた くLが行為を通

ている とい うことを語 っている筈であるが,それ

してわた くしの世界を創 っている とい うことの証

を固有の対象領域に限ることは出来ない相談であ

左である｡生起 している出来事について,それ を

る｡

遂行 している最 中の行為者の意図 とい う心的状態

或る行為を ｢
勇気ある｣ と評することは一定の

にフィー ドバ ックさせ,以てその行為の構造を因

文脈に於てのみ語 り得 る｡端的に｢
勇気あること｣

果的に閣明 しよ うとす ることは,お よそ的外れで

をす ることは不可能である｡或 る行為を ｢
勇気あ

ある｡

る｣ と評す ることはあって も,端的に勇気あるこ

練達のギタ リス トの指の動 きは,それ を心的状

とをす ることが (
何処かで誰かの口か ら)語 られ

態にフィー ドバ ックさせてみて も詮無いOギタ リ

4
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ス トは全身全霊で ｢
ギターを弾 く｣ とい う在 り方

柾に他の十方の信雄 を消 し,我は足れ出家児

を示 しているのである｡その際には項 目としての

と通 って,是の如き見解 を作す ｡ 称に向か っ

自己や他者は悉皆透明 となっている｡

て道わん,無仏無法,無修無証, とO祇与歴
に傍家に什庶物 をか求めん と擬す｡晴漢,頭

意図 ･成果 ･行為者, これ ら三つ 巴の関係 を,

上に頭を安 く｡足れ弥什磨をか欠少す｡

臨済は専 ら行為者の主体性 のみに於て統べ よ うと

道流,足れ休 日前に用 うる底は祖仏 と別な

す る｡日く｢
随処 に主 と作れば立処皆真な り｣と｡
斯

らず｡祇歴 ら信ぜず して,便 ち外に向か って

かる試み を 目す るに固随を以てすべ きではない と

求む｡錯 ること莫れ｡外に向か って法無 く,

信ず る｡

内 も亦得べか らず｡休,山僧が 口裏の語を取

意図が実現 され るや否や,行為のプ ロセスは昇

らん よ りは,如かず休欲 して無事に し去 らん

華 され,万事は成果 と化す る｡意図は末だ成果で

には｡己超の者は続 ぐこと莫れ,末起の者は

はないが (
而 して成果は既に意図ではないが)
,成

放起す ることを要せ ざれ｡便ち伽が十年の行

果を して意図の表現た らしめることに由って (
つ

脚に勝 らん｡ (
九八頁)

ま り意図 と成果 とい う両端 を繋 ぐことに由って)
行為のプ ロセスの全体を ｢
わた くしの世界｣ とし

｢
物に依 らず して出で来たる｣ことは別段難 しい

て纏 めるものは何であろ うか｡臨済の語 を籍 りれ

ことではない｡否,難 しくない どころか,それ以

ば,それは ｢
随処 に主 と作｣ることを措いて他 に

外の仕方で出て来ることの方が (
つま り何かに依

はない｡

存 して出て来 ることの方が) よほど難 しい筈であ

意図 と成果 との間に存 した筈の行為その ものは,

る｡が,岩 国 らんや,わ ざわ ざ何 か に依 存 して

それ 自体が掛 け替 えのないわた くしの全世界であ

(
実は依存 し得た よ うな気になって)出て来 る手

るにも拘 らず,事後には悉皆消失 している｡而 し

合が殆 どであるのは,臨済な らず とも怪語 に堪 え

て成就 した成果は,最早わた くしの世界 とは程遠

ない｡

い｡わた くしの脳裡 にはエ リック ･ドル フィーが

臨済は 自らに開けて くる世界に無為 自然に応ず

『ラス ト･
デイ ト』の最後に残 した ｢
h e
W
ny
o
uhe
a
r

る｡恰 も茶に遇えば茶を喫す る如 く,臨済は ｢
手

mus
I
C
,a
f
t
e
ri
t
'
sove
r
,i
t
‑
sgonei
nt
hea
i
r
.Yo
uc
a
nne
ve
r

上に出で来たれば手上に打 し, 口裏に出で来たれ

｣ とい う噴きが響いている｡
c
a
pt
ur
ei
ta
ga
i
n.

ば口裏に打 し,眼裏に出で来たれば眼裏に打す｣

わた くLは行為を通 して ｢
わた くしの世界｣を

るに過ぎない｡

創 っている｡わた くLがわた くしの世界を創 って

格別の工夫を しているわけではない｡わた くL

いるのは,現に行為 している時 (
であ り且つその

が 自らの世界を生きるに当た って何 の撃肘を被 る

時のみ)である｡わた くしの世界に於ける行為は,

ことがあ り得 よ うか｡ この間に ｢
古人の閑機境｣

意図に も成果に も存せず,主体的に行為す ること

に依存す るといった姑息な仔細は微塵 も見出され

の裡 にのみ存す る｡

ない｡見出 されぬ筈である｡現に生きている世界
は丸 ごと ｢
わた くしの世界｣である｡

諸方の学道流の如きは,末だ物に依 らず し

酉に然るのみではない｡裸一貫の ｢
人｣たる臨

て出で来たる底有 らず｡山僧は此間に向て従

済に とって ｢
一法の人に与 うる無｣きことも亦註

豆
削こ打す.手上に出で来たれば手上に打 し,

す ることを須いない｡わた くLは 自らの世界を十

口裏に出で来たれば 口裏に打 し,眼裏に出で

全に生き抜いているのであ り,他に与 うべ き余 り

来たれば眼裏に打す｡末だ‑筒 も独脱 し出で

ものな どは垂 も有せない｡

来たる底有 らず｡皆足れ他の古人の閑機境に
上る｡

各人各様に ｢
無依｣のまま自らの世界を生きる
よ り他にすべはない｡生きてゆ くことは毎剃那が

山僧は一法の人に与 うる無 し｡祇足れ病 を

真剣勝負であ り,与える奪 うの沙汰にかかず らっ

治 し縛 を解 くのみ｡ 休 諸方の道流,試みに物

ている閑はない｡京り
き出 しの存在者 として生きて

に依 らず して出で来たれ,我休 と共に商量せ

いる とい う事実だ けが肝腎なのであって,偉そ う

ん と要す｡十年五歳,並びに一人 も無 し｡皆

に ｢
出家児｣を気取 るな どとい うのは心底莫迦げ

足れ依草附葉,竹木の精霊,野狐の精魅に し

ている｡

て,一切の糞塊上に向か って乱唆す｡晴漢,

自らの世界を生きることに挺身すれば足 りる｡

5
0

山

田 史

生

只憾む らくは,在 るがままに在れば済む筈である

の稽古である｡彼が詩人であれば,それは自作の

無仏無法,無修無証｣と割 り切 るこ
に も拘 らず,｢

朗読である｡彼が ･
･
･
･
･
切 りがないO ソクラテスや

とが難 しいの とい うのは我乍 ら遺憾である｡

クサ ンティ ツペ とい う語の用い られ方は,話者 と

何かに依存 しよ うとす るのは,頭の上に頭を載

聴者 との間の言外の事情に依 って変わ って くる｡

せ よ うとする愚に似 るO各 ミ十全に自らの世界を

果 して然 らば,言葉に託 された意なる ものは心的

生きている (
而 してそれ以外の生き方がない)以

な出来事であろ うか｡

上,何かが ｢
欠少｣ していることな どあ り得ない

誰かが ｢
クサンティ ツペ はソクラテスの妻であ

ことは 自明の理,必然の数である｡それ に も拘 ら

る｣ と云 うことと,その ことに対 して別の誰かが

ず,のべつに愚を犯すのが人間である｡

｢
彼は ｢
クサンティ ツペはソクラテスの妻である｣

わた くしの世界を従容 として生きてゆ く以外,

と云 った｣ と反省的に云 うこととは, レヴェルを

わた くLに為すべ きことはない｡ このことを理屈

異 とす る二つの言明である｡事程左様 に,行為 と

では承知 している｡然るに ｢
走れ休 日前に用 うる

その行為の説明 とは レヴェルを異 とす る｡

底は祖仏 と別な らず｡祇磨 ら信ぜず して,便ち外

右の仔細 を閑却す る と,行為に説明を与えるべ

に向か って求む｡錯 ること莫れ｡外 に向か って法

き ｢
理由｣が 当該行為に於 ける ｢
意図｣である と

無 く,内 も亦得べか らず｣ とい う教えを聴 けば,

無造作に看徹 されて しま う｡ ｢
彼は妻 と離婚 した｣

今度はその教 えに束縛 されるのであるか ら始末に

妻が家事を
｢
それは何故か (
その理 由は何か)｣｢

負えない｡

怠るので別れ ることに した (
その意図があった)｣

｢
如かず休欲 して無事に し去 らんには｣とい う老

とい う対話にあっては,別れ る とい う意図が直ち

婆心切なる垂教 を泰の うし,す ぐに反発す るにせ

に離婚 とい う行為の理由に等置 されて しまってい

よ,やがて親和す るにせ よ, これ を呑み込 めぬ 自

る｡ これは甚だ拙い｡

らの度 し難 さについては,不敏に して未だ考えな
い｡

｢
何故に然 く為 したのか｣とい う問いに対す る答
え方の奈何に依 って当該行為が意図的であるか否
かを区別 し,行為者が事後的に差 し出す ｢
理由｣

｢ソクラテス｣とか ｢
ギ リシャの哲人｣といった

が有意味であることに依 って当該行為の説明 (
正

記号 としての言語表現が,それ 自体で特定の人物

当化)がな された と判断す る とい うのは,行為す

を指示す るこ とはできない｡ ｢
人間である｣ とか

ることと行為を説明することとの区別 にひ どく無

｢
クサ ンティ ツペの亭主である｣ といった述語が,

神経である｡成程,大抵の場合,行為の説明は既

それ 自体で当の人物の性質を表現することもでき

成事実を対象に して事後的にな され るが,行為者

ない｡それができる と考 えることはパ トナムの所

自身が事前に行為について考えるとい うことを等

謂 ｢
指示の魔術説｣ を信奉す ることになる｡

閑に附 してよい ものであろ うか｡

それ らの記号を用 いて何かを指示 した り表現 し

人間の振舞いに関す る議論の うち,検 した限 り

た りす るのは,人間の ｢
誰か｣である｡ ソクラテ

で最 もわた くしの肺 に落 ちたのは, フォン ･ウ リ

ス とい う固有名が ソクラテスなる件の人物を規定

ク トの説明であった｡フォン ･ウ リク トは人間の

す るのではない｡誰かが ソクラテス と口で発話 (
或

振舞いを説明す るに 目的意識 と目的達成の手段 と

いは手で筆記) して指示 し,更にその人物の性質

『説明 と理解 』産業
に関する推論形式を以てす る (

や他の もの との関係について述語で表現す ること

図書,一二三頁)0

に依 って,初めて特定の人物が規定 されるのであ
る｡
人間は言葉を用 いて 自己の意を表す｡只留意す

①
②

Aは, aを為 さなければ, pを生ぜ しめる
ことができない と考える｡

べ きは,その言葉が誰の意を託 された ものか とい
うことである｡

Aは, pを生ぜ しめよ うと意図す る｡

③

それゆえ, Aは aに とりかか る｡

誰かが電話 口で ｢クサ ンティ ツペはソクラテス
の妻である｣ とい う平叙文を喋 った場合,それが

行為 aを為 したのは何故か｣
行為者 Aに対 して ｢

｢
pを生ぜ しめるためである｣ と答える｡

事典に載 るべき客観的な叙述である とは限 らない｡

と問えば

彼が離婚経験者であれば,それは個人的な感慨の

この三段論法は,意図か ら行動 (
当為)に至る行

吐露である｡彼が役者の卵であれば,それは台本

為者の思考の筋道 を述べた ものである (
行為者が

『臨済録 』管窺 (
三之三)
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然 く為 したのは何故か とい うことについて行為者

論理的に合意す るが,その結果 として ｢
空き巣狙

が ど う考えているかを述べた ものである) ｢
Aは

いに心臓発作を起 こさせ る｣ とい うことが因果的

aに とりかかる｣ とい うことを結論 とす る実践的

に生 じて も,それは意図す る ところではない｡

0

推論は, この点に於て通常の推論 とは異なる｡

｢
部屋を明る くす る｣とい う所為には原因 も結果

① とい う大前提が意味 している意図の内容 pは

もある｡｢
空 き巣狙いに心臓発作 を起 こさせ る｣と

目的であ り,②の小前提では aとい う行為がその

い う帰結は,行為の理解その ものに内在す る本質

目的を実現す るための手段である と看倣 されてい

的な構成要素であ り,別 に行為を原因 として惹 き

る｡説明 さるべき行為 aとは,その行為 aその も

起 こされた結果ではない (
当該の振舞いは江戸時

の とは別の 目的 p を実現す るための手段である｡

代の侍には単なる不可解な仕草 とのみ映 るであろ

右の三段論法は論理的な必然性 を欠 く｡縦令①

う)0

のよ うに意図 し,② のよ うに考 えた として も,必
ず しも③ のよ うに振舞 うとは限 らない (
却 って③

フォン ･ウリク トの説明に徴 して考 うるに,行

の よ うに振舞 うことを差 し控 えるか もしれない)｡

為 とは 目的を実現す るための手段である｡行為者

従 って①お よび② とい う出来事が生起すれば③ と

が 目的に至 ることを欲す る時,諸事象がそのため

い う出来事が惹起 され る とい う因果関係を認める

の手段 として現れて くる (
手段 としての行為 も亦

必要はない｡

事象化 され る)｡ この事象化 された手段 とは,ハイ

但 し,逆に③ とい う出来事が惹起 された場合,

デガーの所謂 ｢
道具｣である｡

若 しそ こに意図的なファクターが看取 されたな ら

眼鏡は,道具 として使用 されている時,それ と

ば,必ず①お よび② に表明 され るよ うな理解 に基

して意識 されない｡｢
なにごとかを可能な らしめて

づ いて然 く看取 したで あろ うこ とは間違 いない

いる当の ものは,なにごとかにたい して透明であ

(
つま り否応な く①お よび② を引き合いに出 して
説明せ ざるを得ない)｡

らねばな らない｣ (
『
揮沌』三七二頁)｡行為者は,
客観的に認識 されない道具的存在者 と関わ りなが

事柄 は出来事の理解 の仕方に係る｡意図 と振舞
い との間に因果関係があるのではない｡或る振舞
いが意図的であるのは, 当の振舞いに依 って何か

ら,それ 自体 も亦客観的に認識 され ざるままに開
示 されている自らの世界に生きている｡
行為者は,世界にあって諸事象に行為的に対 し,

を意図 している場合だ けである｡振舞いの意図に

それ を或る気遣いの下に道具 として使用す る｡行

ついての理解が,そのまま当の行為についての理

為者は,存在者の集合体 としての世界内に居 るの

解 に他な らない｡その理解 の仕方についてのコン

ではな く,存在者を道具 として理解す るのである｡

セプテ ユアル (
概念形成的)な関係 を司る者を,

行為者のみが世界に存在す るのである｡

即ち ｢
主｣ をこそ見詰めねばな らない｡
｢
スイ ッチを捻 って部屋を明る くす る｣とい う行
為 も, スイ ッチを捻れば部屋が明る くなる とい う

想 うに行為主体 としての人間が環境世界にあっ
て出会 うものは,単なる認識対象たる事物ではな
く,必ず道具的な存在者である｡

仕掛けを知 らぬ江戸時代の人であれば,親指 と人

一冊の本がある｡ これ を一冊の本 として経験で

差 し指 とで壁に附いた突起を捻 る と天井の器具が

きるためには,物質的条件や 因果的条件の他 に,

光 りだす とい った一連の出来事の束をスムーズに

一人前の人間 として これ を然 るべ く扱 う技術の可

理解できるか ど うか頗 る怪 しい｡

能性が前提 されねばな らない｡本は心のスク リー

この一連の出来事 をどのよ うに理解するか とい

ンに映 し出された死せ る画像 (
表象 ･観念)では

う理解負荷性 の問題は,振舞いの背後に存す るで

ない｡それ は読むための ものである｡わた くLと

あろ う別の出来事 としての意図に係 るのではな く,

本 との関係は,単なる主観 と客観 との 自然主義的

振舞いに際会す る ｢
主｣の生活にあって当の振舞

な関係ではな く,それ を読む とい う行為を介 した

いが 占めるべ き位置に係 る｡

関係である｡

フォン ･ウリク トは振舞いが もた らす所為につ
いて,それ を内在的 ･
論理的な ｢
成果｣ と外在的 ･

徳利の酒 を呑む とい う (
わた くLに とっては本

因果的な ｢
帰結｣ とを区別す る (
前者が意図的 と

を読む ことよりも造かに身に親 しい) 日常的な振

看倣 さるべ きことは無論である) ｢
部屋を明る く

舞いを考 えよ う｡

｡

す る｣ とい う所為は ｢
部屋が明る くなる｣ ことを

デイ ヴイ ドソンに拠れば,わた くLは徳利の酒
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とい う表象を心の中に持 ち,それ に依 って生 じた
｢
徳利の酒がある｣とい う信念や ｢
酒が呑みたい｣

田 史

生

る｣ とい うことが含 まれている｡(
『存在 と時
間』理想社,一二二頁)

とい う欲求に基づいて ｢
徳利の酒 を呑む｣ とい う
行為を遂行す ることになる｡ しか し斯か る説明は,

何かをす るための ものである道具は,決 して孤

要素主義お よび表象主義 (とい う検討を要す る発

立 しては存在 し得ず,互いに ｢
指示｣ し合 って全

想)を下敷 きに している｡

体論的なネ ッ トワークを構成 している｡ この道具

要素主義 とは,心の中に要素的な表象が結ばれ,

同士が 目的 ･手段の連関に於て互いに指示 し合 っ

その表象を根拠 として生 じた独立の信念に基づい

ているネ ッ トワークの全体が,わた くLが身を置

て人間の知識 を構成す ることである｡表象主義 と

く環境世界に他な らない｡

は,人間の活動の根槙に於 ける知覚的な表象を認
め,意図的な行為をこの表象に拠 って基礎づける

妻を誘 ってバ ッハの 『マ タイ受難曲』 の演奏会

ことである｡ハイデガーは これ ら要素主義 ･表象

にいった｡バ ッハのバの字 も知 らなか った妻であ

主義を排 して環境世界 との実践的且つ全体論的な

ったが, 当夜の演奏にいた く感動 した らしく,バ

出会いを唱える｡

ッハ とい う作曲家や 『マ タイ受難曲』 とい う作品

徳利か ら猪 口に酒 を注いで呑む とい う行為を遂

に興味を示 し始める｡色々の CDを聴 き漁 り,｢リ

行す る場合,わた くLは徳利や猪 口を道具 として

ヒターの旧盤 よ りも‑ レヴェッ‑ の新盤の方が好

使用す る｡道具 としての徳利や猪 口を,わた くL

きだわ｣な どと演奏に も一家言を持つに至る (
因

は奈何 に理解 しているのであろ うか｡わた くLは

にわた くLはレオ ンハル ト盤や鈴木雅明盤が好き

徳利や猪 口の知覚を外界か ら受 け取 り,それ を心

であ り,体調次第では メンゲルベル ク盤 も聴 くに

の中の徳利や猪 口とい う既存の記憶に照合 して徳

苗かでない)｡

利や猪 口である と判断 し,その判断に基づいて徳

『マ タイ受難曲』を聴 くとい う存在の可能性が妻

利か ら猪 口に酒 を注 ぐとい う振舞いに及ぶのであ

に於て湧き起 こ り,それ に伴 って作品 ･作曲家 ･

ろ うか｡

演奏家な どとい う道具の連関 も新 しく開けて くる｡

外界か ら受け取 る ｢
徳利や猪 口の知覚｣ とは一

世界はさまざまの存在の可能性 を含み込んだネ ッ

体何であろ うか｡その よ うな心的体験が本当に生

トワークである｡そ こに於 ける道具の連関はさま

起 しているのであろ うか｡否｡わた くLが知覚的

ざまの可能性 をそ こに生 きる人間に ｢
指示｣ して

に表象 しているのは,酒 を注 ぐとい う行為に即応

いる｡

しつつ存在すべき道具 としての徳利や猪 口である｡
徳利や猪 口はわた くLが酒 を注 ぐのに相応 しい在

徳利や猪 口は,単なる知覚的な表象 として心の

り方で存在 している｡それは心の中に於 ける表象

中に与え られ,然る後にわた くしの行為を惹き起

ではな く,行為主体 としてのわた くLが身を処す

こすのではない｡徳利や猪 口は初めか ら酒を注 ぐ

べ き環境世界その ものである｡

べき道具 としてわた くLに経験 され る｡然 らば奈
何なる制約の下で,徳利や猪 口は酒を注 ぐべ き道

厳密な意味では,ひ とつだ けの道具は決 し

具 としてわた くLに経験 され るのであろ うか｡

て ｢
存在｣ しない｡道具が存在す るには,い

徳利や猪 口を形成 している物質,それ を使 って

つ もすでに,ひ とま とま りの道具立て全体が

酒を注ぎ得 るわた くしの身体能力,その能力の行

なければな らない｡ この道具がまさにこの道

使を可能に している状況, これ らが制約の候補で

具であるのは, このよ うな道具立て全体にお

あろ う｡だが徳利や猪 口がそれ として経験 され る

いてなのである｡道具 とい うものは,本質上,

制約 としては, これだ けでは本質的に不十分であ

<･
=‑す るためにある もの>である｡ この<

る｡徳利や猪 口がそれであるためには ｢
酒 を注 ぐ｣

‑‑･
･
す るためにある> とい うことには,有用

とい う用途が予想 されている し,その用途 には酒

性,有効性,使用可能性,便利性 とい うよう

を注 ぐとい うわた くしの生活上のコンテキス トの

な さまざまな様態があるが, これ らがひ とま

全体が結びついている｡

とま りの道具立て全体の全体性 を構成 してい

道具はわた くしの行為に資すべ き ものであるか

る｡ <･
･
･
･
･
･
す るためにある>とい う構造のな

ら,行為主体たるわた くLと結びついている｡わ

か には, ｢
なにか をある こ と‑ 向けて指示す

た くLが道具 としての徳利や猪 口と出会 えるのは,
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わた くLが 自らの振舞いを ｢
酒 を注 ぐこと｣ とし

む しろ,身近な用具的存在者の特色は,その

て理解 していることを前提 としているか らである｡

用具性 のなかでいわば控 え目に していて,か

この前提 (
即ち徳利や猪 口がそれ として経験 され

えって本 当に用具的に存在できる とい う点に

る制約)は,わた くしの心の中に存在 し,そ こか

ある｡ (
前掲書,一二四百)

ら物質に附与せ られ る意味なのではない｡それは
わた くLが徳利か ら猪 口‑ と酒 を注 ぐことに於て
端的に顕現すべき ものである｡

徳利や猪 口は事物 として存在 しているが,それ
を使い始めるや否や,わた くLは徳利や猪 口を意

尤 も,わた くLは酒 を注 ぐその都度 ｢
徳利や猪

識 しな くなる｡わた くLは酒 を注 ぐことだ けを意

口は酒 を注 ぐ道具である｣ と自らに言い聞かせ る

識 し,万事首尾 よく運んでいれば,酒 を注 ぐこと

わけではない｡その ことは行為が然るべ く遂行 さ

す ら意識 しない｡

れ ることと不可分に了解 されている｡道具 として

因に ｢
配視｣ とは,環境世界について非主題的

の徳利や猪 口の了解は,蓋 し表象的ではな く実践

に気づ くこと,つま りコンテキス トに依 らず直接

的である｡

的且つ透明的に対処す ることである｡配視 とい う

酒を注 ぐ道具 としての徳利や猪 口に出会 えるこ
とは,その道具 を使 って行為す る主体 としての 自

気づき方の機微 について,ハイデガーは こ う述べ
ている｡

己 自身について了解す ることである｡徳利か ら猪
口に酒 を注いで呑む とい う行為を遂行す る時,わ

｢
環境世界｣の 日常的配慮 において手 もとに

た くLは 自らを して然 く振舞わ しむる内的意志 と

ある道具にそれ 自体の相で接す ることができ

しての心的表象を体験 しているわ けではな く, さ

るためには,配視がそのなかに ｢
融 けこんで

りとて勝手気億 に酒を注ぎたがる不随意な身体運

いる｣指示関係やそれ らの全体的連関が,舵

動を経験 しているわ けで もない｡徳利か ら猪 口‑

視 に とって主題的にな らず にいること‑

と酒を注 ぐのは酒 を呑むためであ り,酒 を呑むの

して配視 を欠 く ｢
主題的｣把握の対象 とな ら

は気持 ち良 く酔いたいか らである｡わた くLは 自

ずにいること‑

分の振舞いについて,それ を自己 と世界 とを含ん

一三四百)

ま

が必要条件である｡(
前掲書,

だネ ッ トワークの全体 に於て実践的に理解 してい
る｡

徳利や猪 口と出会 うことは,それを使い こなす

主体たるわた くLに とって世界 (
他者 ･道具)

ことであって,その形状や重量な どは問題にな ら

は利己的な 目的を実現す るための手段 とい う次元

ない｡それ使 って注 ぐことを身体で判 っていれば

で開けて くる｡だが世界の一員で もあるわた くL

よいのである｡徳利や猪 口 との出会い方は,対象

は, 自分を世界 とい う全体のための手段 として磨

を理論的に認めるのではな く道具 を実践的に使い

き上げることを求め られて もいる (
わた くしの行

こなすのである｡

為は事象化 されて 目的実現のための手段 となる)
｡

この ｢
槌 を揮 うことが,みずか ら槌 に特有の便

世界は各 主の人間のために も存在す るOわた く

利さ (
｢
手 ごろさ｣)を発見す るのである｣(
一二四

Lは手段である と供に 目的で もある｡わた くLと

蛋) とい った道具の透明化の仔細 については,普

世界 とは互いに行為的に関わ り合いなが ら, 目的

て 『
揮沌』終章で審 らかに論 じた ところであるが,

と手段 とが織 りなすネ ッ トワークを紡いでいる｡

酉 に道具が透明になるのみな らず道具の使用者 も
亦透明にな らねばな らぬ とい う按配に,今や事柄

徳利か ら猪 口に酒 を注いでいる時,わた くLは

が主体‑ と敷宿 さるべ きことは論 を須たない｡

零 さずに注 ぐことには留意 しているが,徳利や猪

道具を使 っての仕事 に我 を忘れて没頭 している

口には注意を払っていない｡若 しその ことに熟練

時,わた くLは非主題的且つ非 自己関係的に自ら

していれば,徳利や猪 口に注意 を払わぬのは勿論,

を処 している｡ 自分が何 を為 しているか気づいて

零 さず に注 ぐことに も留意せずに済むであろ う｡

はいるが,気づいていること自体には気づいてい
ない｡ 自分が為 していることか ら離れて 自分を見

用具的存在者は,そ もそ も理論的に把握 さ

ることはない｡

れていないだけでな く, さしあたっては配視
に とって さえ配視的に主題化 されていない｡

われわれが銘記すべ きは,‑

衣服 を着た
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生

り仕事 を した り,動 き回った り, Lやべ った

る｣ と己が状態を端的に判定できる｡だが 日常生

り,食事を した り等々 といった‑

活にあっては,行為者の心積 もりと周囲の判断 と

われわれ

の生活の うち本当に膨大な部分が, この没入

は屡 ミ敵酷 を来たす｡

状態において過 ごされている とい うことであ

わた くLは家事 を手伝 っているつ も りであるに

り,そ してまた,熟慮的で意識的努力を伴い

も拘 らず,妻は ｢
ちっとも手伝いになっていない

主観 ･客観様態で過 ごされ る生活は,本 当に

わ｣ と云 う (
剰え ｢ここに居ないことが一番の手

わずかの部分で しかない とい うことである｡

伝い よ｣な どとも云 う)｡妻がそ う云 う以上,わた

(ドレイ フアス 『
世界内存在』産業図書,七
六百)

くLは家事を手伝 っていないのであろ う｡
行為の記述は,行為者 自身 と他者 (
周囲の環境)
との見方が一致 して,初めて適切 に記述 され得 る｡

徳利や猪 口 とい う道具的存在者は,酒 を注 ぐと

わた くLが手伝 っているつ も りであることよりも,

い う用途 に於て適所性 を有す るが, このそれを使

実際に手伝いになっていることの方が大切であ り,

って或ることを為す ところの道具的存在者の全体

その ことは妻に依 って判定 さるべき事柄 に属す る｡

的な指示連関の行き着 く先は,その ことを為す行
為者の存在である｡然 るに行為者は当の行為に於

行為 とい う出来事 とそれ を遂行す る行為者 とは

て透明であるが故 に,行為者お よび道具的存在者

不可分である｡ この ことは世の常識 に徴 して可で

を巻 き込んだ全体的な指示連関は行き先を失 う｡

あろ う｡

臨済は ｢
随処に主 と作れば立処皆真な り｣ と云

わた くしの手が上がることの原因はわた くしの

う｡｢
立処皆真｣なる時,その ｢
主｣の奈何 を一瞥

手の筋肉の収縮であ り,手の筋肉が収縮す ること

しよ うとして も,既に して主体は透明であるが故

の原因はわた くしの脳 に於ける出来事であ り,脳

に,それは出来ない相談である｡行為の主体たる

に於 ける出来事の原因はわた くし自身である‑

わた くLが ｢
わた くしの世界｣の外に立つ ことは

と,行為 とい う出来事の生起に対 して,それ を し

叶わない｡

て生起せ しむる行為者 とい う主体が (
十分な因果
的条件ではな くとも)少 くとも因果的に寄与 して

四

行為の所有

いることは疑いを容れない｡わた くLが手を挙げ
る時,わた くしの手が上が る とい う出来事の生起

行為者 自身に依 る ｢
わた くLは何々を為 してい

に対 して,わた くLは因果的に寄与 している｡

る｣ とい う行為の記述は,差 し当た り行為の意図

｢
因果的に寄与す る｣とは,平た く云えば ｢目指

と看倣 され る｡但 し飽 くまで も ｢
差 し当た り｣で

す｣ とい う行為者 自身の 自由な営みである｡わた

あるに過ぎない｡

くLが一定の欲求 ･信念 を持 ちつつ或る出来事を

他者が ｢
君は何々を為 している｣ と記述 して も,

目指す場合,然 く目指す ことは当の出来事に とっ

行為者 自身が ｢
わた くLは何々を為 しているつ も

ての十分な因果的条件ではないが,少 くともその

りはない｣ と他者に依 る記述 を否定すれば (
わた

出来事がわた くLとい う主体の為す ところである

くLが 自らの行為について正 しく理解 している限

ことを示唆 している｡

り),わた くLは何々を為 していない と看徹 され る｡

但 し,わた くLが或る行為を目指す時,わた く

然るに行為者 自身が ｢
わた くLは何々を為 して

Lは 目指す とい う出来事 にも亦因果的に寄与す る

いる (
つ も りだ)｣ と記述 して も,他者が ｢
君は

必要はない｡若 し因果的に寄与す るとい う出来事

何々を為 していない｣ と行為者 自身に依 る記述を

に も亦因果的に寄与す る といった出来事間の連鎖

否定すれば (
他者が彼の行為について正 しく理解

を認めるな らば,そ こに無限連鎖が将来 され るこ

している限 り),行為者は何々を為 していない と看

とは言を須たない｡

徹 され る｡
ア ンスコムは観察に基づかないで知 られ る知識
こそが 自己の行為 と他者のそれ とを区別す る指標

｢
出来事の因果連鎖｣と ｢
行為の因果連鎖｣とを
区別 して考えてみ る｡

である と云 う｡ 自分が為す事柄について,わた く

出来事の因果連鎖 には始 ま りも終わ りもないが

Lは実際にそれを為 した主体 として,奈何なる証

(
所謂 ｢
ア コーデ ィオン効果｣を想起 されたい),

拠に も拠 ることな く ｢
わた くLは何々を為 してい

行為には始ま りと終わ りとがある｡行為者がそれ
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を為 した と看倣せるのは,彼が 自らの為す ところ
を或る記述の下で 自覚 している場合である｡

が何故 に ｢
わた くしの｣それか とい うことである｡
行為 とい う出来事は常に特定の ｢
身体 と能力｣

ラーメンを食べる場合,食欲の克進 とい う神経

に依存するにせ よ,そのことが ｢
その成果を正 当

作用 も割箸 を割 る とい う筋 肉運動 も供に因果連鎖

にわがモ ノとし, これ を全面的 ･包括的 ･排他的

の一部であるが,前者はわた くしの為す ところで

に支配す る｣ とい う所有権 を保証す るであろ うか｡

はない (
わた くLに とって不随意の出来事である

若 し所有が (
論理的には譲渡可能の)偶然的な関

か ら)｡ラー メンを食べた ことに由って腹痛を催 し

係であるな らば,それ を行為について云々す るの

た として も,それ も亦わた くしの為す ところでは

は相応 しくないであろ う｡

ない (
わた くLに とって予見 し得 る帰結ではない

行為の所有が偶然的な関係でない ことは常識に

か ら)｡行為者は出来事の因果連鎖 に関与 している

徴 して明 らかである｡わた くLは 自らが或る種の

が,それ に縛 られ ることはない｡

行為の主体であることを,帰納す るので も損得す

わた くLが 自らの行為を ｢
口笛を吹 く｣ と記述

るので もな く,端的に直観 している (
言
享い よ うだ

することを承認することは,わた くしの ｢
口笛を

が,ア ンスコムに拠れば行為の意図は観察 に基づ

吹 く｣ とい う意図を承認す ることである｡同 じ行

かないで知 られ るのである)0

為を ｢
愛犬を呼ぶ｣ と記述す ることを承認 しない

結ぶに直観 を以てせ られ る行為 と行為者 との関

ことは ｢
愛犬を呼ぶ｣ とい う意図を承認 しない こ

係は,風が吹 けば桶屋が儲かる とい った因果的関

とである｡但 し行為の意図を内的状態 として同定

係で もなければ,神の摂理に拠 る自然界の支配 と

す ることはできない｡ 自己の内的状態を反省 して

い った非因果的関係で もない｡按ず るにそれは言

｢
口笛を吹 く｣ とい う意図を発見 して ｢
愛犬を呼

葉 とその意味 との関係に似ている｡それが言葉 と

ぶ｣ とい う意図を発見 しない とい うことはない｡

して機能 している限 り,言葉が因果 ･非 因果の沙

｢
口笛を吹 く｣とい う意図は ｢
口笛を吹 く｣とい

汰 を超 えて意味を担 うよ うに,それが行為である

う行為か ら実在的には切 り離せないが,両者は記

限 り,行為は ｢
誰か｣の行為である｡

述的 ･意味的には区別できる｡又 ｢
口笛を吹 く｣
とい う意図が ｢
口笛を吹 く｣ とい う行為を惹 き起

大徳,休は鉢嚢尿担子を担 って,傍家に走

こすのであって, この逆ではない｡意図 と行為 と

って仏を求め法を求む｡即今与歴 に馳求する

の間に時間的な先後関係は見出されないが,記述

底,休 還た渠を識 るや｡活海港地に して祇走

的 ･意味的には意図は行為に先行する｡

れ根株勿 し｡擁すれ ども衆 らず,撹すれ ども

それかあ らぬか,あ らゆる行為には責任が課せ

散ぜず｡求著すれば即ち転た遠 く,求めざれ

られ得 る｡ ｢
歩 く｣｢
食べ る｣ とい う行為は,普通

ば還 って 目前 に在 って,霊音耳に属す｡若 し

は責任を問われ ることは竿であるが,図書館の中

入信ぜずんば,徒に百年 を労せん｡(
一一四頁)

であった り,減量 中のボクサーであった りすれば,
非難の眼差 しを浴び るであろ う｡

托鉢に携 える頭陀袋 と肉体 とい う糞袋 とをぶ ら
下げなが ら,わた くLはのべつ右往左往 している｡

行為は必ず ｢
誰か｣の行為である｡ しか し一体

然く ｢
即今与歴に馳求す る底,伽還た渠 を識 るや｣

何が行為を して行為者に帰属せ しむるのであろ う

と臨済は問 う｡現に右往左往 している当体は何者

か｡換言すれば,行為は奈何 に して行為者に ｢
所

か, と｡

有｣ され るのであろ うか｡

臨済の問いは老婆心切 の極みである｡何故 と云

因に所有 とは ｢
人間が 自分の身体 と能 力を行使

うに,それは ｢
識 る｣べ き ものではないか ら｡識

して外界の事物に働 きかけ,その成果 を正 当にわ

ろ うとしなければ,問題は一挙に解決す る｡わた

がモノ とし, これを全面的 ･包括的 ･排他的に支

くLは兎に角 ｢
即今与歴 に馳求す る底｣ として生

配する事態｣である (
『
岩波哲学 ･
思想事典』七九

きているのである｡

六頁)｡

｢
即今与歴に馳求す る底｣の当体は ｢
活凌潜地｣に

誰の もので もない行為 とい う出来事があ り,そ

躍動 しているが,地面に ｢
根株｣ を張 ることはな

れが或る人間 と結びつ くことに依 って,そ こに行

い｡何か しら根拠 を定め,然る後に振舞 うのでは

為が見出 され るな どとい う事実は,僅かにな さそ

ない｡不断に試行錯誤 しなが ら,只管に生きて呼

うである｡だが 目下問 うているのは, 当の出来事

吸 してゆ くのである｡
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｢
即今与歴に馳求す る底｣の者は,それ を掻き集
めよ うに も払い散 らそ うに も手掛か りはない｡現

田 史 生

るが,特殊な先行者を伴 っているわ けではな
いのである｡ (
ライル 『心の概念』三三頁)

に右往左往 している当体は, これ を対象的に ｢
所
有｣ しよ うとして も無駄である｡掴まえよ うとす

熟練 した行為に於 ける認知や判断は, 当の行為

れば却 って遠 ざか り,掴まえよ うとしなければ常

の遂行 ｢
に於て｣のみ為 され る｡行為の遂行に先

に歴々 としている｡

立 って認知や判断が為 された り,行為の遂行の最

現に瑞々 しく生 を紡いでいる当体について,そ

中に認知や判断について反省 された り,或いは遂

れを自ら信 じ切れなければ,生 きていること自体

行 された後に行為についての認知や判断が下 され

が徒労である｡現にヴィヴィッ ドに息づいている

る必要はない｡

当体は,然 く働 くことに於て然 く在 り,然 く在 る
ことに依 って然 く働 く｡

行為者は行為に於 ける認知や判断 を学習 してい
ることには気づかず,それ を遂行 していることに

｢
わた くしの世界｣を生 きている当体を掴まえ ら

気づ くのみである｡ ヴァイオ リンを弾 くことには

れぬ よ うに,わた くLは 自らの行為その ものを対

勿論,二次方程式を解 くことに も,そのことを能

象的に認識す ることはできない｡わた くLは 自ら

く為 し得 る ところの実践 には非論理的な過程が遍

行為者である と同時に 自らの行為の傍観者である

在 している｡

ことはできない｡

妻の顔 を見るだ けで,わた くLは妻の機嫌の良
し悪 Lを知る｡わた くLが知 る妻の表情について

日常生活に於 ける行為は,それ として殊更に意

言葉で説明す ることはできないが,つま り妻の表

識 されない振舞いである｡何 を為 しているかは直

情 に機嫌の良 し悪 Lを知るためのルールについて

観的に知 られているが, どのよ うに知 っているか

は記述できないが,それ を知る能力はわた くLに

を記述す ることはできない｡行為についての知は,

内具 されている｡

当の行為 自体に依存 している｡

或ることを為 しなが ら当のことについて考える

わた くLがヴァイオ リンを弾いている時,わた

ことは皆無ではない｡一旦その場か ら身を退き,

くLは基準 として示す ことのできない質的な判断

為 した ｢
感 じ｣を客観的に反省 し,それ を状況に

を行い,手順 として述べ ることのできない技能 を

応 じて適切化す ることはある｡ ミュージシャンが

演 じている｡わた くLは移 しい認識や判断を暗黙

即興で演奏す る時,各人はそれぞれ 自分の感 じを

裡 に下 してお り,それは熟練 した振舞いその もの

表現 しているが,聴 こえて くる他人の音 に応 じて

に依存 している｡

自分の音 を調節 している｡ ミュージシャンは 自分

ヴァイオ リンを弾 くノウハ ウは,実際に弾 く以

が為 していることについて演奏の過程 に於て感 じ

前の練習や計画に存す るのではない｡熟練 したこ

取 り, 自分の遣 り方をイ ンプ ロヴァイゼイ シ ョナ

とを実践 している最 中,わた くLは先行す る何事

ルに変化 させている｡

かを操作 しているのではな く,或る事柄の存す る
ことを無意識裡に示 している｡行為のノウハ ウは
当の振舞いそのものの裡 に存す る｡

わた くLはこれ ら事実の断片を湊合 して,姑 く
下の如 くに推測 した｡
ヴァイオ リンが上手 く弾けるように繰 り返 し練

｢
私が行な っていることについて考える｣と

習することを通 して,演奏のイ メージを掻き立て

い うことは ｢
何 をなすべきか とい うことにつ

た り,技術の レパー トリーを増や した りしなが ら,

いて考え,そ して同時に,その考えた ことを

ヴァイオ リニス トは何かを見つけ,その見つけた

実行す るとい う二つの ことを行なっている｣

ことに対す る処方を学んでゆ く｡

とい うことを意味す る ものではない｡私が何

だが想 うに,発見 と対処 とを繰 り返 しなが ら,

ごとかを理知的に行なっている とき,すなわ

似たタイプの事例 に重ねて遭遇す るにつれて, ヴ

ち自分の行なっていることについて考えなが

ァイオ リニス トは次第に驚かな くな ってゆ く｡而

らそれ を行なっている とき,私は唯一つのこ

してヴァイオ リンを弾 くことは益 ミ暗黙化 ･無意

とを しているのであってけっ して二つの こと

識化 されてゆき, ヴァイオ リニス トは愈 ミプ ロフ

を しているわけではない｡ この場合,私 の行

ェッシ ョナルにな ってゆ く｡

為は特殊な手続 き,ない し方法 を伴 ってはい

因に云 う｡ これが ｢
熟練す る｣ とい う意味であ

『臨済録』管窺 (
三之三)
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るな らば,それは ｢
視野が狭 まる｣ とい うことで

ら読み取 る ものではな く其処に読み込む ものであ

もある｡実践が暗黙化 ･無意識化 され るほど,プ

る｣ と考えた くなる｡だが冷静 に反省 してみ る と,

ロフェ ッシ ョナルは己が為 していることを批判的

読み込 もうに も読み込むべき対象がない ことに気

に 自覚す る機会を失 ってゆ く｡

づ く｡只今現在,わた くLは ｢
今｣について直観

若 し然 らば,序破急 よろ しく妙音を奏でるプ ロ
フェッシ ョナルは,得て して最 も寂 しい音楽享受
者にな りかねない｡子 目く ｢
学びて思わ ざれば則
ち岡 し｣ と (
『
論語』為政第二)0

的に把握 しているよ うに感 じているが,把握 して
いる ｢
今｣の手応 えを感 じることはできない｡
今を直観的に把握す ることは,今 と今でない時
(
過去) との概念的連関を了解することである｡
概念 としての ｢
今｣ とは,単に ｢
過去でない時｣

閑話休題 (
葺 くは読者 よ,上采の議論 をば軒並
み閑話 と看倣 さるること勿れ)0
現在の行為は,それが遂行 され る状況に応 じて,
時間的に複雑且つ不定に伸縮す る｡バ ッハの 『無

であるに過ぎない｡誓えば 日常言語に於 ける今は,
物理学的な ｢
点｣時刻ではな く,適 当な ｢
幅｣を
持 った概念である｡久閥を寂 しつつ ｢
今何 してる
の｣ と訊かれて ｢
君 と逢 っている｣ と答えてはな

伴奏 ヴァイオ リン ･ソナタ&パルティータ』を弾

らない｡嘗て頻繁 に逢 っていた過去ではない適 当

く場合,全六曲を弾 く一晩のコンサー トを実践 の

な幅を持 った時間 として今を了解 し,｢しがないサ

パルティータ第二
一単位 と捉えることもあれば,｢

ラ リーマン暮 らしさ｣な どと答えねばな らない｡

番｣を実践 の一単位 と捉 えることもあれば,｢シャ

わた くしの 自由は,行為す る主体 として ｢
只今 ･

コンヌ｣ を実践 の一単位 と捉 えることもあれば,

此処｣に現存す ることにある｡わた くLを して過

数小節のパ ッセージを実践 の一単位 と捉 えること

去を ｢
今 まで｣ として了解せ しめ,未来を ｢
今か

i
n) 行為 に就 いて (
on) 捉
もある｡行為の中で (

ら｣ として了解せ しむる抽象的な ｢
今｣は,必ず

える時,行為者が設定す る行為のフレームに応 じ

具体的な行為に於て現れ る｡

て捉 える対象は変化す る｡
事柄は現在 とい う時間の捉 え方に係 る｡｢
今｣と

わた くLは生きることを為す ことに拠 って学ぶ｡
生 き る こ とは メソ ッ ド (
方法)で はな くア ー ト

い う概念は,現在 と隔絶 された過去や未来につい

(
技術)である｡わた くLは目的 と手段 とを別個

て知 っていることとの相関に於て意味を持つ｡現

のカテゴ リーに置 くことな く,状況に然るべ きフ

在 と過去 ･未来 との区別を知 っている とい うこと

レームを与えるべ く目的 と手段 とを相互作用的に

は,完了 ･経験 ･回想 といった ｢
過去形｣や推量 ･

規定 している｡わた くLは思考す ることと行動す

予想 といった ｢
未来形｣の言葉が使える とい うこ

ることとを峻別 しない｡

とに対応す る｡

行為者に とって不確実であることは脅威ではな

｢
昨 日は寒か った｣と過去形で語れ るのは,語 っ

い｡それな りに臨機応変に事態に即応 しなが ら,

ている今 と語 られ る過去 との区別 を知 っているか

その即応す る方法について説明できないだ けであ

らである｡語 っている今は,確定 した (
完了 した)

る｡

過去 との対比に於て確定 していない (
発現 しつつ
ある)時 として了解 されている｡

行為す る主体 として ｢
生きる｣ ことは,端的且

わた くLは否応な く即今の状況を生きている｡

つ具体的に ｢
為す｣ ことである｡生きることはメ

わた くLは｢
最早取 り返 しがつかぬ時間 (
過去)｣と

ソッ ド (
方法)ではな くアー ト (
技術)であるか

の対比に於て ｢
取 り返 しがつ く時間 (
現在)｣を了

ら,わた くLは思考す ることと行動す ることとを

解 しつつ生きている｡わた くLは当時は取 り返 し

峻別 しない｡

がついた時間 (
最早 自由ではない行為が まだ 自由

わた くLは臨機応変 に事態に即応 しつつ振舞い

であった時間) として過去を捉え,その過去 当時

なが ら,現に則 っている方法については説明でき

に於ける自由 との関係で現在に於いて 自由に生き

ない｡ しか し ｢
実際に行動す る｣ ことと ｢
それ を

ている｡今 とい う時間的性格 の不定性の一端 につ

記述す る｣ こととは別であ り,仮に自らの振舞い

いては 『潅沌』(
二〇九頁〜二一三頁)を参看 され

について説明できず とも,生きてゆ く上には微塵

たい｡

の不都合 もない｡

地図に ｢
此処｣が記 され得ない よ うに,時計に
｢
今｣は示 され得ない｡それ故 に ｢
今 とは其処か

山僧が見処 に約せば,無仏無衆生,無古無
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田

史

生

今,得 る者は便ち得,時節 を歴ず｡無修無証,無
得無失,一切暗 中,更に別法無 し｡設 い一法

行為 を構造的 に把握す る場合,行為 自体 とは別

の此 に過 ぎたる者有る も,我 は説かん如夢如

の 目的が措定 され,それ を実現す るための手段 と

化 と｡ (
五四頁)

して行為は過 され る｡行為者がそれ を欲す る当の
ものが 目的であ り,行為 自体はそれ を実現す る手

本音 を云 えば,仏 もな ければ衆生 もな く,過去

段であるな らば,行為の構造 の位相にあ って行為

もなければ現在 もな く,得 ることもな ければ失 う

者 と行為 自体 とは別個の ものである｡わた くLは

こともない｡坐禅 も証悟 も,悉皆不要である｡

このこ とを 自明 と看倣 している｡

臨済 は確言す る ｢
得 る者は便 ち得,時節 を歴ず｣

｢自己表現｣としての行為の場合,行為者 自身が

と｡わた くLは 自らに固有の世界を生 きている｡

行為の内容 となる｡行為の内容 を表現す ることは

その ｢
わた くしの世界｣ は改 めて得べ き筋合の も

行為者の 自己表現 である｡ この行為者の 自己表現

のではない｡わた くLは 自らに固有の世界 を修行

が直 ちに行為 の 目的 (
即 ち 自己目的)に他な らな

に拠 って生きるのではな く,わた くLは 自らに固

い｡

有の世界 を証明に拠 って知 るので もない｡それ を

ヴァイオ リンを弾 くとい う行為は,その行為の

生きるよ り他 にすべがない ｢
わた くしの世界｣ に

担い手たるわた くしの本性 ･個体性 (
即ち人格)

ついて得 るの失 うの とい った沙汰 はない｡わた く

を表現す ることを 目指 している｡ ヴァイオ リンを

しの世界 を生きてゆ く以外 に ｢
一切暗 中,更 に別

弾 くとい う行為 自体が 当の行為の 目的である｡行

法無 し｣ とい うのが掛 け値のない事実である｡

為者の人格 を表現す る行為 自体が行為者に とって

臨済は この間の消息について語 って倦む ことを

の 目的である｡

知 らなか った｡わた くLは臨済の言 を引いて煩 を

わた くしのヴァイオ リンを弾 く技術 は頗 る未熟

憤 らな い｡抄 出 の キイ ワー ドは ｢
欠少｣或 い は

である｡わた くLは持 ち前 の能 力に応 じてヴァイ

｢
嫌 う底の法｣である｡

オ リンを弾 く｡わた くしの本性 ･個体性は,無 自
覚裡 にわた くしの行為を限定 している｡ しか しな

今 日多般 の用処,什磨 をか欠少す｡(
三四頁)

が ら本性 ･
個体性 の奈何 (
具体的 には技術 の未熟 ･

山僧の見処 に約せば,嫌 う底の法勿 し｡(
六

音楽性 の欠如等) に関わ らず,わた くLは十全に

五頁)
侮如今応用す る処,什磨 をか欠少す｡(
七一
頁)

休が今の用処,什庶物 をか欠少 し,何の処
をか修補せん｡ (
八〇頁)
現今 目前聴法底の無依 の道人,歴歴地 に分

ヴァイオ リンを弾いている (
ヤ ッシャ ･‑イ フェ
ッツの よ うには弾 けないが,人間 としての普遍的
本性 を維持 しつつ弾いている)O
練習す るにつれてヴァイオ リンを弾 く腕前 は上
達す る｡下手か ら上手‑ とい うヴァイオ リンを弾
くとい う行為の変化のプ ロセ スは,2と4との問の

明に して,未だ曾て欠少せず｡ (
八〇頁)

3とい った算術的な 中間ではな く,わた くし個人に

嫌 う底の法無 ければな り｡ (
九〇頁)

国有の中間である｡ ちっ とも上手 に弾 けない時期

漢,頭上 に頭 を安 く｡是れ弥什磨 をか欠少

も,他者に とっては ど うあれ,わた くLに とって

す る｡ (
九八頁)
与度 に見得せば,嫌 う底の法勿 し｡(
一〇三
頁)
歴歴孤明に して,未だ曾 て欠少せず｡(
一四
六頁)

は大切な生の道程である｡
人間の生 きる状況は多様であ り,それ故 に行為
の正 しさを一義的に定 めることはできない｡行為
は個人の状況 に応 じて実践的且つ全体論的 に捉 え
らるべ き筋合の ものである (
が故 にその正 しさを
定める ことは屡 ;余計なお世話である)
0

わた くLは 自らの世界 を十全に生 き切 っている｡
わた くLは現 に生きている ｢
わた くしの世界｣以

トンカツ屋のおや じは,豚 肉の性質につい

外 に生 きるべ き世界 を有せない｡現 にそれ を生 き

て,油の温度や パ ン粉の付 き具合について随

ているわた くLに とって,わた くしの世界 に過不

分考 えているに違いない｡ いや, この人の ト

足が見出 され る道理はな く,従 ってそれは好悪の

ンカツが, こ うまで美味いか らには,その考

沙汰 を離れ ている｡

えは常人の及ばない驚 くべ き地点に達 してい

5
9

『臨済録』管窺 (
三之三)

る可能性が大いにある｡ この ことを怖れ よ｡
(
前 田英樹 『
倫理 とい う力』講談社現代新書,
八頁)

熟 の証である｡美味い漬物 をつ くるには,味噌や
糠 の化学成分 を勉強す るこ とよ りも, 自分の舌で
糠床 の塩梅 を知 ることの方が大切である｡
｢
行動 の仕方 を知 る｣ことと｢
説明の理 屈を知 る｣

｢
実際に行動す る｣ことと ｢
それ を記述す る｣こ

こ ととは違 う｡前者は ｢
ああせ よ, こ うせ よ｣ と

ととは別である｡経済学者が金儲 けが上手い とは

命令の形で伝達できるが,後者は ｢
ああである,

限 らない し,名選手が名 コーチである とは限 らな

こ うである｣ と記述せねばな らない｡前者はそれ

い｡

が出来 るよ うになれ ば言葉は邪魔 になるが,後者

子供の頃, 自転車 に乗 る練習を した｡今 とな っ

は どこまで も言葉 を必要 とす る｡前者の知は特殊

ては 自分が ど うや って乗れ るよ うにな ったのか忘

的 ･局所的 ･断片的であるが,後者の知 は一般的 ･

れたが, ち ょっ と思 い出 してみ よ う‑

総体的 ･体系的である｡

わた くL

はペダル を漕ぎなが ら車体が右 に傾 けばハ ン ドル

前者の知 り方は具体的な経験 に基づ くが故 に,

を僅か に右 に切 るな ど してバ ランスを とっている｡

それ は内的 ･直接的である｡漬物づ くりの名人で

初 めはハン ドル を切 る手 の動 き とペダル を漕 ぐ足

あった祖母は,漬物 をつ くるコツを身体で知 って

の動き とはバ ラバ ラであったが,やがて脈絡 ある

お り,漬物 をつ くっている最 中の祖母は ｢
漬物づ

一つの動作 となる｡異物 と感ぜ られていた 自転車

くり｣その ものを体現 していた｡祖母の漬物づ く

も身体の一部 とな って くる｡慣れ るにつれ て ｢
乗

りの正体はブ ラ ックボ ックス化 され ていたため,

っている｣ とい う意識す らな くな って くる｡

祖母亡き今 とな っては,その技術は謎である｡

自転車 に乗 っている時 に ｢
手足 は ど う動か して
いるの｣ と訊かれて も,上手 く答 え られない｡初

自然 に生 きている時, 自らが身体 として存在 し

めの頃は手足 の動 きは意識 され ていたが,いざ乗

ていることは忘れ られ ている (
道具が順調 に使用

れ るよ うにな ってみ る と,その動作は上手 く説 明

され ている時,その存在が忘れ られているよ うに)
0

できない｡

わた くLが 自らの身体 を意識す るのは,それ を忘

現 に 自転車に乗 っている時 には,倒れぬ よ うに

れ ていた とい う事実 に気づ いた時である｡身体 と

ハ ン ドル を切れ る とい うことが大事であ って,｢
ハ

しての 自己の 日常性 は,忘れ られている とい う事

ン ドル を右 に切 る と車体 は右 にカー ヴ し,す る と

実その ものが忘れ られ ている ところに成 り立 って

左の方 に遠心力が働 き･
‑‑｣ とい った理屈にか ま

いる｡

けている暇はない (
そんな こ とを気に病んでいた
ら転倒す る)
0

この こ とを遥かに考 えれば何の怪 しむべ き とこ
ろ もない｡現 にそれ を生きているわた くしの身体

バ ラバ ラだ った無数 の動 きが一つに統べ られて

は,わた くしのパースペ クテイ ヴの基準点 として

ゆ く際の,身を以て体得せ られ る呼吸 ･要領 とい

の絶対の此処 であ り,それ故 にわた くしの行為 と

った肝腎の ところは, ど うも言葉 に載 りに くい憾

必ず‑如である｡

みがある｡呼吸 ･要領 とい う会得に至 るプ ロセ ス
はブ ラ ックボ ックス化 され ている｡
人間 とい うコンピュータに就いて検す るに,イ

わた くLが身体 を有す ることは,わた くLが行
為能 力を有す ることである｡わた くLは身体 を生
きているのであ って身体で生 きているのではない｡

ンプ ッ トすべ き情報 は言葉 にできる し,出来上が
りの行動 も言葉にできるが,入 力か ら出力までの

身体性 は存在 と所有 との緩衝地帯である｡

プ ロセ スを言葉で説 明す る ことは至難である (こ

あ らゆ る所有はある しかたで,私 の身体に関

の間の消息はマイケル ･
ボ ラニーの所謂 ｢
暗黙知｣

連 して定義 され る｡私 の身体は,絶対的な所

を参看 されたい)0

有であるこ とその ことに よって, どんな意味

上手 に出来 るよ うになればなるほ ど記述できな

で も所有であるこ とを止 める ものである｡持

い ことは増 えて くるが, さ りとて 日常生活 を営む

つ とい うことは,(
持つ物 を)自由にす る こと

上に支障は来た さない｡ 日常生活にあ っては円滑

ができる とい うこと,(
持つ物 に)対 して力を

に振舞 えさえすれば よいのであ って,それ を言葉

所有す る とい うことである｡ この, 自由にす

で説 明せねばな らぬ場面は僅少である｡

ること,あるいは この力 とい うことには,必

言葉での説明が必要であれば,それは大抵 は未

ず有機体 の介在が含 まれ ている｡ ところが こ
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してわた くしの存在その ものになっている｡

私がそれを 自由にできる とは言 えな くなる と

最 も身近な筈の 自己の身体 を自由に しよ うと欲

い うことは明 らかだ と思われ る｡おそ らく,

す る と,可笑 しな ことに身体は意の億 にな らない｡

私に事物を自由にす ることを得 させ るこの も

自由にす ることを放下 して 自然に任せ る と,却 っ

のを,私が現実に自由にす ることができない

て身体は 自由に動 く｡ 自由にす ることに囚われ る

とい う点に,不随性 とい うことが本来形而上

と寧ろ不 自由にな り,他者の 自由に任せ る と却 っ

学的に神秘に属す る理 由があるのであろ う｡

て 自由になる｡｢
私に事物 を自由にす ることを得 さ

(
マルセル 『存在 と所有』春秋社,八〇頁)

せ るこのものを,私が現実に 自由にす ることがで
きない｣ とい うパラ ドクシカルな事実に立脚す る

身体は客観的対象 としての道具ではない｡わた
くLは荷物を持つ よ うに身体 を所有す るのではな

こと, これが ｢
存在 と所有 との緩衝地帯｣ に仔ん
でいる身体 を遇す る要諦である｡

い｡マルセルに拠れば,身体 とはあ らゆる所有が

わた くしの身体の働 きは, 自己の所有に帰す る

それ に基づ くところの根本的制約であ り,それ故

のではな く,他者の本質に属す るので もない｡ 自

にそれ 自体は所有の対象 とはな り得ない ものであ

他 とい う人称的区別 を超 えた地平にあって,わた

る｡

くしの身体は端的に 自発的に働いてお り,而 して

抑 ミ道具 とは ｢
自由にす る｣ ことができる事物

その働き自体は誰の所有に も係 らない｡ この間の

である｡事物 を自由にす ることには既に して有機

消息がマルセルの謂 う ｢
絶対的な所有｣ とい う最

体の介在が合意 されているけれ ども,事物 を 自由

早所有 と呼ぶ には相応 しか らざる所有関係である｡

にすることを して可能な らしめている当の有機体

わた くLが身体 を所有することは,世界にあっ

を,わた くLは 自由にす ることができない｡ 自分

て他者 と出会いなが ら, 自由 と不 自由 との閲ぎ合

の身体 を道具のように自由に扱いたい と欲す る時,

いの狭間にあって身を以て生きてゆ くことである｡

そのよ うな所有の意識が却 って身体の扱いを不 自

各 ミ掛 け替 えのない 自己 と他者 として相互主体的

由にさせ る とい うことを,わた くLは屡 ミ体験 し

な身体性 に於て開き合い,我 と汝 として応酬 し合

ている｡

い,共鳴 し合 ってゆ くことである｡

メル ロ‑ボンティも ｢
哲学 とは己れ 自身の端緒
のつねに更新 されてゆ く経験である (
中略)徹底

メル ロ‑ボ ンティはこ う述懐 している｡日く｢
客

的な反省は 自分 自身が非反省的生活に依存 してい

観的身体 と現象的身体が互いに相手の周 りを回 り,

ることを意識 してお り, この非反省的生活 こそ反

互いに相手の領分 をおか し合 うのだ ｣(
『見えるも

省の端緒的かつ恒常的かつ終局的な状況である｣

の と見えない もの』みすず書房,一六三頁)｡又日

(
『
知覚の現象学』みすず書房,一三頁)と断 るよ

く ｢
ち ょうど私の身体が一挙に現象的身体である

うに, 自らの身体を生きることは種々の出会いか

と同時に客観的身体で もあるよ うに｣云々 (
一八

ら成 る自らの世界を生きることに他な らぬが故 に

九頁)0

自ら主題化す ることが叶わない とい う消息につい
ては, これ を等閲に看過 ごす ことはできない｡
身体は常に他者 との共存に於て在 る｡それが他
者に開かれている限 りに於て,わた くしの身体は

わた くしの身体は,一方ではわた くLに生き ら
れ ることに依 って機能 している現象的身体であ り,
他方では周囲の事物 と同 じ資格で対象的に捉え ら
れ る客観的身体である｡

在る｡他者の身体は (
それ 自身 も亦 自己の身体を

環境世界にわた くLが帰属す るためには,わた

所有す るもの として)わた くLに出会われ,わた

くしの身体が環境世界に居合わ し,そ こに於 ける

くLは (自由にす ることが難 しい)それ を自由に

出来事の連関に組み込 まれていなければな らない｡

したい とい う欲望に駆 られ る｡然るに他者を自由

更に環境世界がわた くLに開示 され るためには,

に しよ うと足掻 くほど,他者は遠のいてゆ く｡他

わた くLは身体を介 して環境世界に帰属す るので

者を自由にすることを断念 して 自己に沈潜す る と,

あるか ら,身体はわた くLに依 って生き られてい

他者は近づいて くる｡わた くLが ヴァイオ リンを

なければな らない｡後者の身体は単なる物体では

無心に弾いている時,わた くしの所有物 として外

な く,わた くLに非対象的な仕方で与え られてい

在す るヴァイオ リンは,それ を自由にすべ く主題

る｡

化 されていないけれ ども,わた くしの自己表現 と

斯か る身体の所与の二重性 に関 しては現象学者
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が審 らかに論 じている｡通途の説 に従えば,その

ものである) と同 じ肉でできている とい うこ

要は下の如 くである｡

と,そ して, さらに私の身体の この内が世界

環境世界はわた くしのパースペ クテイヴ とい う

によって分か ちもたれてお り,世界はそれ を

条件に制約せ られて現出す る｡パースペ クテイヴ

反映 し,世界がそれ を蚕食 し,それが世界を

とい う環境世界の現出条件 とは,即ちわた くしの

蚕食 している (
感 じられ るものが主観性 の極

身体である｡環境世界の現出条件 としての身体は,

点である と同時に物質性の極点で もある) と

条件 (
契機)である限 りに於てそれ 自身は現出 し

い うこと,それ ら両者が越境 とまたぎ越 しの

ない｡だが同時に,身体が現出す るものでなけれ

関係にある とい うこと,である｡(
前掲書,三

ば条件は然 るべ く機能 し得ない｡身体 を介 して現

六三頁)

出す る環境世界に身体が現出す ることに於て現出
条件 としての身体は機能 している｡詮ず る ところ

見えるものは見ることの反映であ り,見ること

現出条件 としての身体は,且つ現出せず且つ現出

は見えるものに編み込 まれている｡見ることを因

す る｡同 じ身体が現出契機である と同時に現出物

果的な物理的過程 と看徹 して法則化 しよ うとする

で もあることが環境世界の現出を可能 にす る｡

経験主義 も,見ることを超越論的な 自我が対象を

｢
世界に対す る主観 (
視 る機能)である と同時に

思惟す ることと看倣そ うとす る主知主義 も,いず

世界に於ける客観 (
可視的な物体)で もある｣ と

れ も人間が現実に見ることを捉 え損なっている｡

い う身体の二つの在 り方を,単に 自己把握の分裂

事柄は独 り ｢
身体｣のみに係 るのではな く,広

とい うレヴェルで捉えてはな らない｡ 同 じ身体が

く ｢
行為｣全般に係 る｡

固よ り同時に二重の在 り方をす る とい うこと自体

わた くLは環境世界にあって行為 しているが,

が,世界 と自己 との相関関係 を根低で支えている

わた くLは行為す ることを介 して環境世界に帰属

のである｡

している｡行為がわた くLに拠 って如実に遂行 さ

身体の二つの在 り方は相関関係にある と云 うよ
りも, 当の相関関係を して成立せ しむる根源的な

れている時,わた くし (
能作)に対 して行為 (
所
作)は非対象的な仕方で与え られている｡

条件である｡視 る機能 としての身体は,視 る現場
に居合わせ る非主題的な契機であ り,それ 自身は

問う｢
如何なるか是れ西来意｣｡師云 く ｢
若

可視化 され得ない｡然 く世界を して現出せ しむる

し意有 らば 自救不了｣｡云 く｢
既に意無 くんば,

構成条件 としての身体が匿名的に働 くことに鑑み

云何が二祖法 を得たる｣｡師云 く｢
得 とい うは

れば,身体が二つの在 り方 をす ることも領 けよ う｡

是れ不得な り｣｡云 く ｢
既若不得な らば,云何

わた くしの身体は見る もの (
対 日)で も見 られ

が是れ不得底の意｣
｡師云 く ｢
休 が一切処 に

るもの (
即 日)で もない｡ この見る もの と見える

向か って馳求の心飲む こと能わ ざるが為な り｡

もの とが相互浸透 した身体の在 り方について, メ

所以に祖師言 う,晒哉丈夫,東 を将 って東 を

ル ロ‑ボ ンティは こ う云 っている｡

曳む と｡ 休,言下に便ち自ら回光返照 して,
更に別に求めず,身心の祖仏 と別な らざるを

見えるものが私 を満た し,私を占有 しうる
のは,それ を見ている私が無の底か らそれ を

知 って, 当下に無事なるを,方に得法 と名づ
く｡

見るのではな く,見える もののただなかか ら

大徳,山僧今時,事巳む ことを獲ず,話度

見ているか らであ り,見る者 としての私 もま

して許多の不才浄 を説 き出だす｡休且 く錯 る

た見える ものだか らにほかな らない｡(
前掲書,

こと莫れ｡我が見処に拠 らば,実に許多般の

一五八頁)

道理無 し｡用いん と要せば便ち用い,用いざ
れば便ち休む ｡ (
一二五頁)
｣

見る ものであ り且つ見 られ る もので もある身体
は ｢
見えるもののただなかか ら見ている｣のであ

祖師の西来意は何か とい うのは常套の問い方だ

り,それは環境世界 とい うネ ッ トワークに編み込

が,対象化せ られた ｢
意｣があるよ うでは不可な

まれている｡

い｡意がないのな ら如何に して法を ｢
得｣たのか
と問いた くなるか もしれぬが,得 る とい うのは得

私の身体が世界 (
それ も一個の知覚 された

ない とい うことである｡ 自らの世界を然るべ く生
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き切 っている者は,わ ざわ ざ対象化すべ き自らの

世界 との不可分‑如の間柄 について,それ を一括

世界を有せない｡二祖慧可が得た とい うのは,得

して捉えず (
つ ま り自信不及に陥 り),心を内側に

る ものは何 もない と会 したのである｡

引き寄せ,物を外側 に押 し遣 って,根 も葉 もない

得る得ない とい う分別は ｢
馳求の心｣の所産で

写像理論 をでっちあげることは,本来出来ないこ

ある｡わた くLに対 して 自らの直裁無垢な行為の

とである｡それ を出来 るよ うに勘違い し,挙句に

経験は非対象的な仕方で与え られている｡ この間

得 られないな ら得 られないで ｢
云何が是れ不得底

の消 息 に ｢
わ た く し (S) が何 か (0) を為 す

の意｣ と得 られない ことの意味を気に病むな ど,

(
Ⅴ)｣とい う文法的な分節 を施 し,そこか ら自己

絢に御苦労千万である｡須 く ｢
実に許多般の道理

が有する ｢
意｣や 自己が為す ｢
得｣を抽出 し,そ

無 し｣と心得て,｢
用いん と要せば便ち用い,用い

れを対象視することは,固よ り不可能である｡

ざれば便 ち休む｣べ きである｡

行為を介 して関わ り合 っている自己 (
身体) と

(
2
0
0
2.
1.
1
5
受理)

