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論文要 旨

独我論 の観点か ら 『臨済録』の幾段かを吟味す る｡

キー ワー ド 独我論
一

方法論的懐疑

超越論的 自我

世界は ｢
わた くしの世界｣である‑

独我論

状況の 自明性

無我説

述語的存在者

体系的逃避性

ば､その考え自体である｡あるいは ｢
事前は
我の所産だ と考 えるの も､ 自然は我 と無関係

独我論 とは ｢自分だ けが存在 し､ 自分以外の も

に厳存す る と考 えるの も､ ともに個人の考 え

のは (
自分の心の中に しか)存在せない｣ とす る

にす ぎない｣ と言 う者がある とすれば､か く

立場である｡何かを見ている時､何かを感 じてい

言 うことそのことである｡ (
講談社学術文庫､

る時､何かを考えている時､わた くLは他人の有

一〇七頁)

せない何かを有 している｡わた くLが有 している
何か とは､或いは見ている色であ り､或いは感 じ

当時のわた くLは独我論なるものの存否をだ に

ている痛みであ り､或いは考 えている問題である｡

審 らかに していなか ったが､｢自然は我 の構成物で

わた くしの心的状態を他人は経験 し得ず､他人の

ある､我 の所産である｣ とい う考え方を ｢
誇大妄

心的状態をわた くLは経験 し得ない｡
斯 くして ｢
世

想狂の語｣ とは感ぜなか った｡他者 も含めた全世

界はわた くしの世界である｣ とい う独我論が導か

界は悉皆 ｢
わた くしの世界｣であって､その外部

れ る｡

は存在せない (
或いは存在す るのか もしれぬが､

世の中には幼い頃か ら独我論 に苛 まれてきた哲

それは知 ったことではない) とい う主張 自体は､

例之えば 『
(
私)のメ

割 とすんな り腺 に落 ちた｡｢自分が死ねば世界 も終

タフィジックス』(
勤草書房)を著 した永井均 さん

わ る｣ と考 えることも､既に して死後の世界 につ

のよ うな‑

いて然 く考 えている以上､その考え も亦 自己の世

学的な人があるよ うだが‑

至 って凡庸な子供であったわた くL

は独我論な どとい う面妖な考えに囚われた ことは

界 に属す る と看徹 して何 ら不都合は感ぜなかった｡

ついぞなか った｡わた くLが独我論なるものの存

学説 としての独我論の何たるかに関 しては巷間

す ることを知 ったのは､学生時代に出隆 『哲学以

に良書があろ うか ら好事の人は就いて学ばれたい｡

前J
Jの一節 を読んだ時である｡

ここでは例 に依 って ウィ トゲンシュタイ ン『
論考 』
(
五 ･六〜五 ･六四一) を閲 して独我論の奈何を

｢自然 は我 の構成物である､我 の所産 であ

一瞥 してお こ うとお も う｡

る｣ と言えば､誇大妄想狂 の語 と聞 こえるか

『
論考』に説かれ る独我論 は､瞥見すれば ｢
独り

もしれないが､すでに知 られた よ うに､ この

我のみが存在す る｣ とい う議論であるが､諦見す

いわゆる ｢
我｣の何 らの立場か らも顧み られ

れば ｢
独 り我が世界 (
即ち我が生)のみが存在す

ない経験その もの意識その ものであ り､何か

る｣ とい う議論である｡その独在性 ･唯一性が説

を思 うときの思いその もの､意識作用それみ

かれ るものは､超越論的 自我 ･形而上学的主体た

ずか らである｡それ は 自然界の事物 について

るわた くしではな く､わた くしの世界 (
即ちわた

何かを考 え感 じな どす る作用みずか らである｡

くしの生)である｡独我論 の説 くところは､世界

何人かが ｢自然界は我 と無関係 に我眠 る も我

を生きている ｢
我｣の唯一性ではな く､わた くL

死す も関する ところな く厳存す る｣ と考えれ

が生きている ｢
世界 ‑生｣の唯一性である｡

*弘前大学教育学部 国語 国文学科教室
Hi
r
os
a
kiUn
i
ve
r
s
i
t
yFa
c
ul
t
yofEduc
a
t
i
onJ
a
pa
ne
s
e bn
gua
gea
nd Li
t
e
r
a
t
ur
eDe
pa
r
t
me
n
t

1
8

山

田

ウィ トゲンシュタイ ンは ｢
世界 と生 とは一つで
ある｣ (
五 ･六二一) と云 う｡わた くしの生 とは､

史

生

同 じく臨済 も亦看破せる ところである｡ この こと
は人を して今昔の感に堪 えざ らしむるものがある｡

わた くLが生きている ｢
わた くしの世界｣ と等価

臨済は云 う ｢
三界唯心､方法唯識な り｡所以に夢

で あ る｡ ウィ トゲ ン シュタイ ンは独 り存 在す る

九〇頁)と｡世界は
幻空花､何ぞ把捉 を労せん｣(

｢
我｣か ら立論 す るので はな く､独 り存 在す る

心の所生であ り､識の現成であるか ら､そのよ う

｢
世界 ‑生｣ に定位す る｡わた くLは唯一無二の

な夢幻や空花 のよ うな ものを苦労 して捉えよ うと

｢
わた くしの世界｣ を生 きている｡わた くしの生

してはな らぬ､ と｡ではその唯心所生の ｢
三界｣

の唯一性は､径ちに世界の唯一性 を意味す るD独

とは何か｡

我論 とは ｢
我在 り｣ の論ではな く ｢
世界 (
‑生)
伽 ､三界 を識 らん と欲す るや｡伽が今の聴

在 り｣の論である｡
謂 うところの唯一性 とは､単なる事実的 ･偶然

法底の心地 を離れず｡伽が一念心の会は是れ

的な唯一性ではな く､論理的 ･必然的なそれであ

欲界｡休が一念心の境は走れ色界｡伽が一念

る｡わた くLが ｢
わた くしの世界｣ を生きている

心の痴は走れ無色界O走れ伽が屋裏の家具子

とい うことの唯一性は､別様であることを想像す

な り｡三界は 自ら我は是れ三界な りと遣わず｡

らできぬ ところの本質的な唯一性である｡客観的 ･

還 って走れ道流､ 目前霊霊地 に して､万般 を

普遍的な世界が外在 し､そ こに独 り我 とい う個体

照燭 し､世界 を酌度す る底の人､三界の与に

のみが存在す る とい った理解では､｢自分が死ねば

一〇 一百)
名を安 く｡ (

世界 も終わ る｣とい う感慨は理解できない｡｢
世界
と生 とは一つである｣か ら､生が終わ ることは径

三界は現に生きている本人の心を離れては存在

ちに世界が終わることである｡｢
死 に際 して も世界

せない｡わた くしの食欲の心が欲界であ り､わた

が変 るのではな く､世界が終 るのである｣ (
六･
四

くしの噴恵の心が色界であ り､わた くしの愚痴の

三一)
｡わた くLが死ぬ ことは､世界の一部分が変

心が無色界である｡ これ ら合唱痴の三毒は 自ら備

わ ること(
つま り世界か ら一個体が消え去ること)

え附けた ものであ り､三界 自身が具す るものでは

ではな く､世界その ものが終わることである｡

ない｡

｢
世界 と生 とは一つである｣とい う言に徹 して考

疑い得ないのは 自分の心の中の ことだ けである｡

うるに､所与の世界 とわた くしの生 とは等値であ

従 って ｢自分がそ う考 えている｣ とい うことの外

るか ら､わた くLは 自らの世界か ら一歩 も出るこ

には決 して出 られない｡他人について云える凡て

とが叶わない (
奈何 にすれば出 られ るのか見当も

の ことは､結局､他人が ど う考えているかについ

つかない)｡ 因に云 う｡わた くLは｢
わた くしの世

て 自分が ど う考 えているかだ けであるO尤 も ｢
他

界｣の存在せぬ ことを想像できない｡或る時間 ･

人の心の中のことは判 らない｣ とい うのは､事実

或る空間に ｢
存在｣乃至 ｢
非存在｣す る とい う思

の問題ではな く定義の問題である｡｢
その心の中の

惟は､既に して時間 ･空間 とい う思考の枠組 を前

ことが判 らぬ者｣ とい うのが ｢
他人｣ とい う概念

提 している｡時間 ･空間 とい う枠組は世界その も

の中核 を形成 している (
若 し判 って しまえば､そ

のの構造 に係 り､夙に世界の存在 を前提 している｡

れは 自分の心である)｡肝腎なのは､他人の心の中

時間 ･空間の枠組 の中に世界が浮いているのでは

の ことが判 らない ことではな く (
個 に判 った とし

ない｡世界の非存在を想像す ることは､時間的 ･

て も事態はまった く改善 されない)､わた くLと他

空間的に空虚な世界を想像す ることではな く､端

人 とが根本的に違 っている とい うことである｡不

的に時間 ･空間を無化す ることである｡わた くし

思議なのは､わた くLとい う例外的な ものが存在

の世界の非存在を想像す ることは､何 も想像せぬ

す る とい う事実である｡

ことである｡斯か る仔細については､我が西 田幾

わた くLとい う概念が 当て巌まるべ き事例は､

多郎 も亦 『
善の研究』にあって述べている｡序に

ざ らに転が っている｡その証拠 に誰 もがわた くL

日く ｢
個人あって経験 あるにあ らず､経験あって

とい う一人称 を駆使 して喋 っている｡然 るに掛 け

個人あるのである､個人的区別 よ り経験が根本的

替えのない ｢この｣わた くしの存在は､その概念

である といふ考か ら独我論 を脱す ることができ｣

が 当て族 まる一つの事例 と云 うには尽 きない｡わ

云々 と (
『全集』第一巻､四頁)0

た くLは ｢
わた くし｣を前提 として成立す る とこ

ウィ トゲンシュタインや西 田幾多郎の洞察は､

ろの全世界の主人公であ り､その概念が 当て巌 ま

『臨済録』管窺 (
四之‑)

る事例であれば誰で も構わない とい った ものでは
ない｡
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が本心 を識 らん と欲すれば､
合に非ず亦離 に非ず｣
(
一二三頁) とある｡追求すべ き仏 も､成就すべ

わた くLはわた くしの経験す る ところのみ を経

き道 も､獲得すべき法 も､わた くLは一切何 も有

験す る｡斯か るわた くしの世界 (
即ちわた くしの

せない｡わた くしの世界 に｢
外｣
在す るかの如き｢
有

坐)の唯一性 に拠 る限 り､｢
他人の心の中は判 らな

相｣の仏 ･道 ･法は凡て虚構である｡わた くしの

い｣ といった他者 との対称性は問題 とな らない｡

世界は ｢
わた くし｣ と完壁に‑如であ り､現 るる

複数の独我論者の居 る世界を想像することは可能

に心身‑如 ･主客一致 ･内外一体の相を以て して

であるが､然 く想像 しているのは他な らぬわた く

お り､故にそれ はわた くLに対象的に把捉 され得

Lである｡

ない｡

｢
わた くし｣には唯一の事例 しかな く､同 じ種類

ドッベルゲンガ‑ とい う奇矯な事態を想像す る

の他の ものは存在 し得ない｡わた くLが ｢
わた く

ことはできる｡その人に とっては ｢
わた くし｣で

し｣である とい う事実は､わた くLが持 っている

あろ うが､わた くLに とっては ｢
わた くし｣でな

奈何なる性質 とも関係な く成 り立 っている｡わた

い よ うな 自分 を想定 してみ ることはできる｡が､

くLが持 っている奈何なる性質 も､それが ｢
わた

わた くLは実際には ｢
わた くLは世界に一人 しか

くし｣であることを説明 し得ない｡わた くしの存

居ない｣ と信 じている｡然 く信ず るが故 に､わた

在は､謂 うな らば奇蹟である｡

くLはエ ドガ一 ･ア ラン ･ボオの 『ウイ リアム ･

事柄 はこの自分がわた くしである とい う偶然性
その ものに対す る驚 きに係 り､その ことの確率に

ウイル ソン』 を読んで不気味な想いを懐 くのであ
る｡

は係 らない｡ 自分がわた くLでない可能性の有無
は､わた くLに とっては考慮の外である｡ 自分が

独我論 に拠 ることは ｢
独 りわた くしのみが内側

わた くLでない可能性が考 え られぬ とい うことは､

か ら生きてお り､他の一切は外側か ら眺め られて

独我論者の拠 って立つ基盤である｡わた くしの世

いる｣ とい う世界像 を描 くことであるが､世界の

界はわた くしであるとい う奇蹟 を前提 としている｡

内側 にあって世界を能動的に描いている者が他な

既に して奇蹟が起 こって後､奇蹟な しの世界の存

らぬ この 自分であることは､つ ま り ｢この｣内側

在 を考える根拠はあるにせ よ､それ も奇蹟の内部

であって ｢
あの｣内側でない ことは､縦令 どれほ

で与え られ る根拠 に過ぎない｡

ど自明のよ うに感ぜ られ よ うとも､決 して保証せ

上采の所論は 『臨済録』にあって指摘 に達 もな
いほどに累見せ られ る ところであるが､ 目に留ま

られ得ない｡
山田史生 とい う存在者がわた くLであることに

るままに幾例か を挙げるな らば､例之えば ｢
道流､

由って､山田史生に何が附け加わ ったのであろ う

是れ休 日前 に用 うる底は祖仏 と別な らず｡祇磨 ら

か｡附け加わ った ものは 自我 ･主体 といった誰 も

信ぜず して､便 ち外 に向か って求む｡錯 ること莫

が持つであろ う一般的な ものではない｡誰 しもそ

れ｡外に向か って法無 く､内 も亦得べか らず｡休､山

れである自我 ･主体ではない ｢
わた くし｣ とい う

僧が 口裏の語 を取 らん よ りは､如かず休欲 して無

ものの固有の在 り方 とは何であろ うか｡

事に し去 らんには｡己起の者は続 ぐこと莫れ､末

わた くLを前提 とす る世界の主人公であること

起の者は放起す ることを要せざれ｡便 ち休が十年

は､畢 克､偶 然 の所産 で あ る｡偶 然性 の 由来 を

の行脚 に勝 らん｣(
九八頁)とある｡他な らぬ 自分

｢
語る｣ことは不可能である｡わた くLは ｢
常に･

自身が現に見た り問いた りしている とい う事実が

既 に｣ 自らを ｢
わた くし｣ と一人称で語 りつつ 自

凡てである｡ 自らの世界を 自ら信ぜず して外や 内

己 として生きて しまっている｡物心がついた時､

に向か って求めてはな らぬ｡わた くしの世界の外

わた くLは既にわた くLであった｡わた くしの経

に も内に も得べきものは皆無である｡下手の考 え

験 には､それが経験である限 りに於て ｢
常に ･既

休むに似た りとわきまえて､右顧左晒せずに ｢
無

に｣わた くLが居合わせている｡経験がわた くし

事｣であるに如かない｡

の経験であることはア ･プ リオ リに真である｡

或いは ｢
大徳､伽波波地に諸方 に往いて､什庶

経験が不可避的にわた くしの経験で しかあ り得

物を曳めてか､休 が脚板 を踏んで潤か らしむ｡仏

ぬ とすれば､経験 を離れてそれ 自体で即 日的に存

の求むべき無 く､道の成ずべき無 く､法の得べき

在す る現実な どもあ り得ない｡現実はわた くLに

無 し｡外 に有相の仏を求むれば､汝 と相似ず｡汝

経験 されていなければな らない｡ しか し同時に､
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具体的な経験を離れて ｢
わた くしそれ 自体｣が存

る とい うことであ り ｢
論理が世界の限界を他の側

在す ることもない｡ニュー トラルに存在するだ け

か らも考察 しうる場合｣を考えることであるが､

のわた くLな どはあ り得ない｡わた くLは必ず経

それは不可能である｡世界の限界を超えることは､

験の主体である｡経験がそれ として成立す ること

世界を外側か ら眺めること (
つま り別の世界に在

と､その主体 としてのわた くLが存在す ることと

ること)であるが､｢
論理は世界を満たす｡世界の

は､同一の現象の両面であるO何かが何か ｢とし

限界は論理の限界で もある｣が故に､それは出来

て｣経験 されることにあって､わた くLは非顕在

ない相談である｡

的 ･非明示的に包含 されている｡

｢
わた くしの世界｣は別様ではあ り得ない｡わた
くLは別様であることを想像をだに し得ぬ ところ

唯我論が考えている (
言わん とす る) こと

の唯一の ｢
わた くしの世界｣を生きている｡従 っ

は全 く正 しい｡ただそのことは語 られること

て ｢
世界はわた くしの世界である｣ と云 うことは

ができず､自らを示すのである｡(
『
論考』五 ･

無意味に似 る｡別様であることを想像す らし得ぬ

六二)

ことについて有意味に語 ることは金輪際叶わない｡
｢
世界はわた くしの世界である｣と云 うことが ｢
世

独我論は正 しい｡但 しその正 しさは ｢
語 られ る

界はあなたの世界である｣ とい う別の可能性 を排

ことができず､ 自らを示す｣のみである｡独我論

除す るとい う具合に ｢
或る可能性の排除を前提｣

について語 り得ぬ理由は､右に引いた ものの直前

することであるとすれば､そのことはわた くLに

の文章に徴 して知 られ る｡今煩を厭わず して引 く｡

は不可能であるOわた くLが生きている別様であ
り得ぬ ｢
わた くしの世界｣に於 ける ｢
わた くしの｣

論理は世界を満たす｡世界の限界は論理の

の語は､ ｢
あなたの･
かれの｣に対比せ られたそれ

限界で もある｡従 って我々は論理において､

ではない｡ ｢
わた くしの世界｣は論理的 ･
必然的に

世界にはこれ これが存在するが､かの ものは

唯一であって ｢
あなたの世界｣ と併存することは

存在 しない､等 と語ることはできない｡ とい

ない｡ ｢
わた くしの世界｣に於ける ｢
わた くしの｣

うのも外見上 このことは或る可能性の排除を

は冗語である｡

前提 しているが､ この排除は実情ではあ りえ

『
論考』の努頭､ウィ トゲンシュタイ ンは ｢
世界

ないか らである｡ とい うの も仮にそ うとすれ

とは実情であることが らの全てである｣(
‑)と宣

ば､論理は世界の限界を越えていなければな

言す る｡ ウィ トゲンシュタインの旗職は鮮明であ

らないか らである｡つま りそのよ うになるの

る｡わた くLが経験するのは ｢
わた くしの世界｣

は､論理が世界の限界を他の側か らも考察 し

であ り､わた くLが ｢
あなたの世界｣を経験す る

うる場合なのである｡我々が考えることので

ことはない｡｢
世界はわた くしの世界である｣とい

きないことを､我々は考えることはできない｡

う独我論が ｢
語 られることができず､自らを示す｣

従って我々が考えることのできない ことを､

のみであるのは､それが論理的に別様であ り得ぬ

我々は語 ることもできない｡ (
五 ･六一)

か らである｡別様であ り得ぬ ｢
わた くしの世界｣
は恒に ｢
正 しい｣けれ ども､ これは自らと対比す

一体 ｢
考える｣ ことは ｢
或る可能性の排除を前

べき他のものを有せず､故にこれについて有意味

提 している｣｡或る可能性を排除することは､
別の

に語 り得ない｡独我論者は ｢
世界はわた くしの世

可能性 を措定す ることである｡ ｢
美味い｣ ことは

界である｣ と語るけれ ども､ ウィ トゲンシュタイ

｢
不味い｣ ことを前提 としている｡別の可能性を

ンはこれを語 り得ぬ ことと看倣す (とい う意味に

措定すること(
つま り別様の在 り方を認めること)

於てウィ トゲンシュタイ ンは反独我論者である)0

を前提 と して初 めて ｢
考 え る｣ こ とが で き､又
｢
語 る｣ こともできる｡
｢
論理において､世界にはこれ これが存在するが､

ウィ トゲンシュタイ ンは ｢
世界が私の世界であ
ることは､唯一の言語 (
私が理解する唯一の言語)
の限界が私の世界の限界を意味することに､示 さ

かの ものは存在 しない､
等 と語ることはできない｣

れている｣ (
五･
六二) と云 う｡だが ｢
私の言語の

のは､論理が ｢
世界が存在する｣ ことを前提 とし

限界が私の世界の限界を意味する｣か ら径 ちに｢
世

ているか らである｡論理が世界の存在することを

界が私の世界である｣ とい う独我論を導 くことは

前提せぬ ことは ｢
論理は世界の限界を越えて｣い

速巡せ られ る｡
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｢
私の言語の限界｣は論理空間の限界であ り､論

た くしの言語の可能性は､わた くしの ｢
生｣に依

理空間 とは対象の総体であるか ら､それは ｢
世界

って限 られている｡わた くLに とって ｢
わた くし

の限界｣である｡ひ とまず ｢
わた くしの世界の限

以外 の生｣はまった く語 り得ない｡

界｣ ‑ ｢
世界の限界｣であることを認める として

斯かる事情 を実感す るには微塵の困難 もない｡

も､ ここか ら径 ちに ｢
世界はわた くしの世界であ

独我論は方法的に構築 された理論ではない｡それ

る｣は導 かれ 得 な い｡何 故 と云 うに ｢
世 界｣ と

は至極普通の生の感覚に根差 している｡わた くL

｢
世界の限界｣ とは違 うか ら｡

は独我論 を受 け容れ ることに不都合は感ぜないけ

わた くLが百 メー トル を走る速 さの限界 と､カ

れ ども､実際に世界を描写す る際には､事物が生

ール ･ルイスが百 メー トル を走 る速 さの限界 とは､

き生き と実在する二元論的なヴィジ ョンに従 って

人間の限界に一致す る とい う意味に於ては論理的

情 として蓋 じない｡生粋 の独我論者は､二元論的

に一致す るけれ ども､実際にわた くLが百 メー ト

なヴィジ ョンはわた くしの心が紡いだ夢幻である

ル を走る速 さとカール ･ルイスが百 メー トル を走

と論詰す るか もしれない｡ しか しその夢幻は､手

る速 さとは同じではない｡わた くしの世界の限界

応 えある事物が轟めいた リアルな舞台である｡現

と世界の限界 との一致を認 めた として も､世界が

に世界を描写せん と欲すれば､わた くLは二元論

わた くしの世界である とは云 えない｡世界 とは論

に則 った記述様式に拠 る しかすべを有せない｡而

理空間にあって現実化 した一部分 に過 ぎず､わた

してその二元論的なヴィジ ョンに彩 られた ｢
わた

くしの世界は現実の世界の一部分 に過ぎない｡

くしの世界｣を､わた くLは端的に生きている｡

対象の総体は､世界 (
論理空間)の限界 を定め
る｡世界の限界 を定める対象領域 と､わた くしの

独我論に由って観れば､人口に膳灸せ る ｢
伽且

世界の限界を定める対象領域 とは､対象の総体 と

く随処 に主 と作れば､立処皆真な り｡境来たるも

い う観点か らすれば等 しく､故に ｢
世界｣ と ｢
わ

回換す ること得ず｡縦い従来 の習気､五六間の業

た くしの世界｣ とは存在論的には等 しい｡勿論､

有るも､自ずか ら解脱の大海 と為 る｣(
五〇頁)と

世界はわた くLに とって未知の もので溢れている｡

い う臨済の言 も､べつに怪 しむ ことを須いない｡

しか し ｢
私が理解す る唯一の言語｣の もた らす世

わた くLは ｢
わた くしの世界｣に とって唯一無二

界のみがわた くLに語 り得 る ものである以上､世

の ｢
主｣で あ り､世 界 はわ た く Lに とって悉皆

界に存在す る対象は凡てわた くLに語 り得 るもの

｢
真｣であって､奈何なる外的条件 もこの ことに

である｡

壕を容るることはできない｡縦令煩悩であろ うと

言語を理解す ることは､言語がその像である世
界 を理解す ることである｡但 しその世界 とは ｢
唯

も､それは掛 け替 えのない ｢
わた くしの煩悩｣で
ある｡

一の言語 (
私が理解す る唯一の言語)の限界｣ と
しての世界､即ち ｢
わた くしの世界｣である｡｢
私

一 ･一

方法論的懐疑

が理解す る唯一の言語｣は専 ら ｢
わた くしの世界｣
のみ を描出す る｡ この ｢
私が理解す る唯一の言語｣

デカル トはあ らゆ る対象に疑いの眼を向けた｡

の唯一性 は､径 ちに ｢
わた くしの世界｣の唯一性

膏に経験的な信念 のみな らず理性的な命題を も疑

に契合す る｡｢
唯一の言語 (
私が理解する唯一の言

い､結句 ｢
わた くLが考えていることをわた くL

請)の限界が私の世界の限界を意味す る｣ ことに

が疑 う｣ ことをわた くLは疑い得ない とい う陳腐

於て､つま り唯一の ｢
わた くしの言語｣の全体が

な事態に撞著 した｡｢
わた くLは考えている｣とい

専 ら唯一の ｢
わた くしの世界｣の全体のみ を描出

う命題 を信 じなが ら､両 もそれが誤 っている とい

す る とい う対応 に於て､ ｢
世界が私の世界である｣

う可能世界を考 えることはできない､ と｡

ことは 自らを示すのである｡謂 うところの｢
限界｣
とは､言語お よび世界の全体性 を表 している｡

この よ うに して､私は､すべてのことを存

右の立場‑

世界 とはわた くLに語 り得 るもの

分に､あます ところな く考えつ くしたあげ く､

に限 られ る‑

に拠 る限 りに於て､ウィ トゲ ンシ

ついに結論せ ざるをえない｡｢
私はある､私は

ュタイ ンは独我論を主張す る｡わた くLに とって

存在す る｣ とい うこの命題 は､私が これ をい

の未知の領域 は､つま り語 り得ぬ ものたちは､わ

いあ らわすたび ごとに､あるいは､精神によ

た くしの世界 (
即ちわた くしの生)ではない｡わ

って とらえるたび ごとに､必然的に真である､

2
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と｡ (
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史

生

る｣ とい う言語使用 に於 ける文法的な力に拠 って
主語の存在を保証す る とい う形で論ず る｡

デカル トは懐疑論 を克服 し得たのであろ うか｡

｢
いいあ らわす ･
精神によって とらえる｣ ことの

｢
私はある､私は存在する｣を含んだわた くしの

主体がわた くLであることの根拠は何であろ うか､

世界についての一人称 の報告 を､デカル トは無邪

と独我論者は間 うであろ う｡然 く言語 を使用す る

気に信 じている｡主体の経験 内容は､主体の心の

者は奈何に して この掛 け替えのないわた くLであ

外にある世界については何 も語 らない｡ ところが

り得るのか｡言語は万人の共用すべきものであっ

デカル トは､わた くLが表象す る経験 内容につい

て､独 りわた くしのみが使用すべ きものでないか

ての一人称 の報告 を疑い得ぬ もの と看倣 している｡

らには､｢
いいあ らわす ･
精神によって とらえる｣こ

わた くLは痛い とわた くLが信 じていれば､わた

とに由ってわた くしの存在す ることが ｢
必然的に

くLは痛いのである､ と｡

真である｣ とは限 らない｡そのことが どのわた く
Lに依 って ｢
いいあ らわ｣され､どのわた くしの｢
精

1 わた くLは 目の前にあるのが机だ と信ず る｡

神によって とらえ｣ られ るかが問題である｡その

2 わた くしの現在の信念は明噺判明である｡

ことが ｢自分の｣精神に依 る と云 うことは､その

3 明噺判明な信念は真である｡

ことが ｢
各 自の｣精神に依 る と云 うことと､ とり

4 故にわた くしの 目の前 には机がある｡

あえず択ぶ ところはない｡｢
わた くLには然 く信ぜ
られ る､故 にわた くLは存在す る｣ とい う言語使

デカル トに拠れば､明噺判明な信念が真である

用 に於ける文法的な力は､万人の有せ る ところで

ことは､｢
私が これ をいいあ らわすたび ごとに､あ

ある｡ コギ トか らスム‑の移行の不可謬性は､等

るいは､精神によって とらえるたび ごとに｣ と精

しく ｢
各 自｣に とって偽であ り得ず､独 り ｢自己｣

神に内在的な ものに由って与 え られる｡信念の正

に とってのみ偽であ り得ぬ とい う訣ではない｡

当化に必要な要件は､主体がそれ を認識できねば

想 うにデカル トは ｢
わた くし｣ とい う一人称 の

な らず､従 ってそれは心に内在せねばな らない｡

世界に 自閉 している｡その哲学はわた くしの未だ

3が正 しい時､2も亦正 しいであろ うか｡わた く

審 らかにす ること能わ ざる ところであるが､推す

しの現在の信念は､本 当に明噺判明であろ うか｡

るに ｢
わた くLには然 く信ぜ られ る｣ とい うこと

明噺判明であれば真である とい うことは奈何 に し

は､わた くLに とって ｢
故にわた くLは存在す る｣

て得 られ るのであろ うか｡逆に 2が疑い得ぬ時､3

とい うことであろ う｡わた くLに とって真である

も亦疑い得ぬであろ うか｡明噺判明 とは純粋に主

ことが､誰 に とって も真である とは限 らない｡誰

観的な信念であろ うか｡その信念が明噺判明であ

に とって も真 で あ るには ｢
わ た く し｣で はな く

ることは奈何に して得 られ るのであろ うか｡

｢
吾々｣ と云えるよ うな根拠 を要す る｡

わた くしの現在の信念は不可疑なほどに明噺判
明であるや否や､それが明噺判明であることの根

｢
(
痛み) とい う語が何を意味 しているかを

拠 の何たるか､わた くLは未だ考えない｡だがデ

記憶に留めてお くことができず‑

カル トは ｢
知識は内的に保証せ られている｣ と妙

て､いつ も何か別 のものをそ う呼んでいるけ

に聞き分けよく納得 している｡わた くLが結論 の

れ ども‑

真であることを知 っているな らば､わた くLは主

の語を痛みのふつ うの徴候 と諸前提 に一致す

観的前提 を客観的結論へ と必然的に結びつけるも

るよ う用いている､ といった人間を考えてみ

したが っ

しか し､それ にもかかわ らず､ こ

のが真であることを (
感覚的な経験 とは独立に)

よ !｣‑

知 っていなければな らぬ､ と｡

われ皆 と同 じよ うに用いているのである｡ こ

つま り､かれは 〔この語 を〕われ

暇に欺かれてい よ うとも､欺 きの作用の内部 に

こでわた くLは言いたい｡ひ とがまわす こと

あって ｢
わた くし｣は成立 している｡そのわた く

はできて も､それ と一緒 に他 の ものが動かな

Lは欺かれてあるわた くLではあるが､兎 も角 も

い ような車輪は､器械の一部でないのだ､ と｡

わた くLは存在す る｡わた くLが 自らを何者かで

(
『
探究』二七一)

ある と信 じている以上､然 く信 じている当人が何
者で もない とい うことはあ り得ない｡ この ことを

わた くLは自分が痛み を感 じていることを知 っ

デカル トは ｢
いいあ らわす ･精神によって とらえ

ている｡ この ｢
わた くLは 自分が痛みを感 じてい

『臨済録』管窺 (
四之‑)

2
3

ることを知 っている｣ と言挙げ され る状況は､わ

た く しの世 界｣で あ るに も拘 らず､そ の こ とに

た くLが痛み を感 じている状況 と一致す る｡ この

｢
信不及｣であるが故 に､ 自らの世界の中に自己

ことは ｢
痛み｣ とい う語 の使用規則か らして､然

の姿を求める とい うのは､演君達多 よろ しく ｢
頭

くあ らねばな らない｡因に ｢
彼は 自分が痛み を感

を捨てて頭を覚め｣ るの愚 を犯す ことに似る｡ 自

じていることを知 っている｣ と言挙げされ る状況

己 自身を 自己の世界の外 に見出す ことな どできよ

は､彼が痛み を感 じている状況 と一致す る とは限

う筈 もない｡

らない｡発話行為が正 当化 され る状況 と発話内容
が真である状況 とは必ず しも一致 しない｡

只異 とすべ きは､独我論者は ｢
わた くLは 自分
が痛み を感 じていることを知 っている｣ と言挙げ

自らが表象す る経験 内容についての一人称の報

す ることができない｡わた くしの知 っていること

告は疑い得ぬ､ とデカル トは信ず る｡ この ことの

が実在す る唯一のことである とい う内容を､わた

当否は猶講窮すべ きである｡デカル トの方法論的

くLは ｢
われわれ皆 と同 じよ うに用いている｣ と

懐疑 については猶考 うべ きであるが､臨済 も亦 自

ころの言葉に込めることができない｡

ら信ず ることの肝要なるを説いて倦 まない｡

独我論者は､わた くLと同 じよ うに ｢
わた くし｣
とい う言葉を､或いは ｢
他者 ･物体 ･意識｣ とい

山僧が人に指示す る処の如きは､祇伽が人

った言葉 を用いて､独我論を主張す ることはでき

感を受 けざ らん ことを要す｡用 いん と要せば

ない｡若 し主張 しているな らば､それは文法違反

便ち用 い よ､更に遅疑す ること莫れ｡如今の

を犯 しているか､わた くLが準拠 している文法 と

学者の得 ざるは､病甚 の処 にか在 る｡病は不

は違 う新 しいそれ を提案 しているのである｡非独

自信の処 に在 り｡休若 し自信不及な らば､即

我論者たるわた くLに とって､他者や物体の存在

便ち忙忙地 に一切の境 に拘 って転 じ､他の方

は ｢
証明｣ さるべ き ものではな く ｢
承認｣ さるべ

墳 に回換せ られて､ 自由を得ず｡休若 し能 く

き ものである｡

念念馳求の心を欲得せば､便ち祖仏 と別な ら
ず｡ (
三二頁)

誰 もが皆 ｢
わた くし｣である とい う意味に於 け
る自分ではな く､掛 け替 えのない ｢この｣ 自分で
ある とい うことに関 して､わた くしの直観せ る と

臨済 日く ｢
病は不 自信の処 に在 り｣ と｡ 自ら信

ころを他者が理解できてはな らない｡わた くしの

ぜ ざることが迷いの原因である､ と｡わた くLは

世界の開け方について､他人 と語 り合 うことがで

｢
わた くしの世界｣を生きてお り､わた くLは別

きてはな らない｡他人はわた くしの了解 している

様の生き方 を有せない｡ ところが 自らの世界を 自

ことを理解 し得てはな らない とい うことが ｢
わた

ら信ぜ ざるな らば､あたふた と外境に鼻面 を引き

くし｣ とい う在 り方の本質である｡

回されて､ 自らの世界を生き抜 くことができない｡

｢
わた くLが感 じてい る痛み を真 に感ず るこ と

自ら信ず るな らば､外境に翻弄せ らるることはな

ができるのは独 りわた くしのみである｣ と言挙げ

く､ 自らの世界を生き尽 くす ことを得 る｡

され る状況は､｢
人は誰で も自分の痛み を直接 に感
ず ることができる｣ とい う一般的な表現 と同 じも

道流､大丈夫児は今 目方に知る｡本来無事

の と看徹 され ることを避 け られない｡厳格な独我

なることを｡祇伽が信不及なるが為に､念念

論はひ どく融通がきかない｡｢
ひ とがまわす ことは

馳求 して､頭を捨てて頭 を覚め､ 自ら飲む こ

できて も､それ と一緒に他の ものが動かない よ う

と能わず｡ 円頓 の菩薩の如きは､法界 に入 っ

な車輪は､器械の一部でないのだ｣ とい うウィ ト

て身を現 じ､浄土の中に向いて凡を厭い聖を

ゲンシュタイ ンの感慨は､ この間の機微 を吐露せ

析 う｡此の如きの流は､取捨未だ忘ぜず､染

るものである｡

浄の心在 り｡禅宗 の見解の如きは､又且 く然

縦令 ｢
わた くLには然 く信ぜ られ る､故 にわた

らず｡直に是れ現今な り､更に時節無 し｡(
五

くLは存在す る｣ とい う命題が疑い得ぬにせ よ､

六頁)

これが疑い得ぬ とい うことは 自分 自身に知 らしめ
られ得ない｡ ｢コギ ト･エルゴ ･スム｣ とい う命題

自ら信ぜ ざるが故 に ｢
念念馳求 して､頭を捨て
て頭 を覚め､ 自ら飲む こと能わず｣ とい う為体 に
堕つる｡現 に生きている世界は別様であ り得ぬ ｢
わ

の意味を､デカル トは奈何に して も自らに語 り得
ない｡
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白に力を著 け｣るに若かない｡

生ず ること莫れ｡展ぶ る則は法界に弥給 し､
収むる別は糸髪 も立たず｡歴歴孤明に して､

一 ･二

超越論的自我

未だ曾って欠少せず｡眼に見ず､耳に聞かず｡
喚んで什庶物 とか作す｡古人云 く､説似一物

わた くLに対 して何かが現れている時､その何

則不 中､ と｡休但 自家に看 よ｡更に什歴か有

かは時間的 ･空間的な同一性 を保ちつつ現れてい

らん｡説 くも亦無尽｡各 自に力を著 けよ｡珍

る｡昨 日 ･彼処に居たわた くLと今 日 ･此処に居

重｡ (
一四五頁)

るわた くしとが同一でなければ､わた くLに対 し
ては何 も現れない｡わた くLに対象的に現れ るも

在 るがままの世界を肯 って ｢
如法｣に生きん と

のの同一性 とわた くしの同一性 とは相関 している｡

欲す るな らば､ 自らの世界に ｢
疑 を生ずること｣

他者か らすれば､わた くしの同一性を疑 うこと

は厳禁である｡わた くしの世界は､拡大すれば宇

はできる｡が､わた くし自身に してみれば､わた

宙い っぱいに充満 し､縮小すれば毛筋を容るる隙

くLは常に ･既に自己同一的である｡ 自己同一的

す らもない｡時々刻々に 自立せ るわた くしの世界

な らざるわた くLを経験す ることは､わた くLが

は ｢
未だ曾って欠少せ｣ざるものであるが､それ

当の経験の主体である以上､およそ不可能である｡

は 自ら ｢
眼に見ず､耳に聞か｣ ざる底のものであ

｢
わた くLは時間的 ･空間的に同一性を保 ってい

り､それ を何物 とも呼び為す ことは叶わない｡言

るのであろ うか｣ と問 うことは､その間いそのも

葉にすれば､途端 に的外れ となる｡わた くしの世

のが時間 ･空間 とい う枠組 にあって立て られ､時

界はわた くLに とって別様であ り得ぬ唯一のもの

間 ･空間 とい う枠組にあって答え らるべきもので

であるが､その消息は 自分 自身には決 して語 られ

ある限 り､わた くしの同一性 を前提 とせねばな ら

得ない｡

ない｡

わた くLは ｢
わた くしの世界｣ を生きているに

それかあ らぬか､わた くLが 自らの体験を記述

も拘 らず､わた くLは 自らの在 り方を明示的に把

しよ うとする時､｢
わた くし｣とい う文法上の主語

捉 し得てはな らない｡それがあることを前提 とし

が不可欠であるよ うにお もわれる｡わた くLとい

て ｢
わた くしの世界｣が開ける ところの固有の何

う超越論的 自我が原初的に同定 され､それが見る

かは､他者に対 してのみな らず 自己に対 して も､

とい う機能を果たすが故にわた くLは岩木山を見

奈何なる仕方を以て して も表 されない｡わた くL

るのである､ と｡

は言葉では表現できない ものであ り､表現できた

斯かる捉え方は､印欧語の言語形態にひ どく囚

時には偽物にな っている｡古人の ｢
説似一物則不

われている｡ 自らの直接的な体験 を表す場合､ 日

中｣ と云 う所以である｡

本語は主語を落 とす傾 向を有する｡｢
わた くLが岩

わた くLは 自分が痛み を感 じていることを知 っ

木山を見る｣ とい う云い方は奇妙であって､寧ろ

ている と信 じている｡そのことは痛み とい う語の

｢
岩木山が見える｣ とい う云い方のほ うが 自然で

使用規則か らして然 く信ぜ られねばな らない｡然

ある｡わた くLは 自らの内的体験 を記述する場合､

るにその ことを概念化 して 自ら把捉することは不

必ず しも人格的主体の同定を要せない｡果 して然

可能である｡人間 とは 自己言及的且つ 自己帰属的

らば ｢
わた くLが岩 木 山を見 る｣に於 ける主語

な主体であるが､わた くLが痛み を感 じている と

｢
わた くし｣は､その体験 を記述す るために要請

い うことは竜に 自己知の対象た り得ない｡｢
わた く

せ られた印欧語の言語の形式的特性 と看倣すべき

Lには然 く思われ る､故 にわた くLは存在す る｣

であって､その同定はべつに原初的な ことではな

とい う命題が疑い得ぬにせ よ､わた くLはこれが

い｡

疑い得ぬ とい う消息を して 自らに知 らしめ得ない｡
コギ ト･エルゴ ･スム とい う命題の意味を､デカ
ル トは奈何 に して も自らに語 り得ない｡

想 うに ｢
わた くし｣ とい う人格的な主語の同定
よりも ｢
見える｣ とい う意識の非人称的な同定の
ほ うが､事柄 としては先立 っている｡わた くLと
い う人格があ らか じめ同定 され､それが所有する

つま り自分の眼で見て取 ることだ けであ り､ これ

もの としての意識が探 され るのではない｡意識が

以外 には何 もない｡幾 ら言辞 を弄 してみて も

非認証のままに同定 され､それを言語 システムに

くも亦無尽｣である｡無駄骨 を折 ることな く

説 ト
各
ト

わた くLに出来 るのは ｢
但 自家に看｣ること､

組み入れ よ うとする際､それに居場所を与えるべ
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く ｢
わた くし｣なるものが論理的に要請 され る｡

それ として生きている超越論的 自我は一切の説明

｢
わた くし｣ とい う人格的な主語は ｢
見える｣ と

を峻拒する｡｢
わた くし｣とい う比類なき在 り方を

い う非人称的な意識に依存 して派生的に導かれる｡

している唯一無二のものは､それについて語るこ

｢
わた くし｣とい う人格の同定を抜きに して意識

とが不可能である｡語 られた途端､それは別の何

が裸のままに同定せ られ るものであろ うか､ とい

かに堕 している｡その何たるかは端的に体現 さる

う疑義を払拭できぬ向きもあろ う｡言語の形式的

べきことに係る｡

特性 に囚われてはな らない｡意識の同定は頗 る直
接的な仕方でな されている｡意識が内省 (
メタ意

山僧の見処に約せば､無仏無衆生､無古無

請) された剃邦､それは常に ･既に ｢
わた くしの

今､
得る者は便ち得､
時節を歴ず｡無修無証､無

意識｣として同定 されている｡極言すれば ｢
意識｣

得無失､一切暗 中､更に別法無 し｡設い一法

とは ｢
わた くしの意識｣以外ではあ り得ない｡

の此に過ぎたる者有るも､我は説かん如夢如

｢
わた くしの意識｣と云 う時の ｢
わた くし｣とは､

化 と｡ (
五四頁)

他者 と対比せ られた 自己の謂ではない｡超越論的
自我たる ｢
わた くし｣は､他者 とい う対立概念を

わた くLは ｢
わた くしの世界｣を生きる以外に

持つ以前の､直接的な内省に拠 って同定せ られる

別様に生きるすべを有せない｡わた くしの世界に

ものである｡ これは ｢
わた くしの世界｣の全体 と

属せぬよ うな仏 もなければ衆生 もな く､古 もなけ

不可分であって ｢
わた くし+意識｣ とい う別個の

れば今 もない｡一切合財がわた くしの世界である｡

二つのものが複合せ るものではない｡

わた くしの世界は､わざわざ得るものではな く固

｢
わた くし｣とい う一人称 は､知覚的世界を語 る

より得ているのであ り､時節を経て得 るもので も

ための不可欠の契機 として要請 される｡世界を リ

ないOわた くしの世界は､修得 さるべきもので も

アルに把捉 しよ うとする限 り､それを経験 してい

なければ証明すべきもので もな く､得 ることもな

る当体の存することは必須である｡世界が リアル

ければ失 うこともない｡あ らゆる場合にあって､

である とい う言明には､現にそれを生きているわ

わた くLにはこれ以外の世界はない｡わた くしの

た くLに とって リアルである とい う消息が夙に合

世界以上の勝れた世界があって も､わた くLに と

意 されている｡

っては夢や幻のよ うな ものである｡

世界がそれに対 してのみ経験的に現れる ところ
の ｢
それ｣ とは､それ に対 して森羅万象が展開 し

仏境は 自ら我は走れ仏境な りと称すること

ている原点であ り､そ こに於て一切合財が存在 し

能わず｡還 って是れ這箇無依の道人､境に乗

ている舞台である｡ 自己 と他者 との違いを問い得

じて出で来たる｡ (
六七頁)

るよ うな個人的な 自我ではな く､わた くLを して
自らの世界を生か しむる ところの超個人的な 自我
である｡

わた くLを離れて世界が 自分で ｢
わた くLは世
界である｣ と言 うことはない｡わた くLが世界を

この所謂 ｢
超越論的 自我｣は､山田史生 とい う

して ｢
わた くしの世界｣た らしめているのであ り､

個人の内面世界の在 り方を排他的に指す ものであ

そのことに当たってわた くLは何物にも依存せな

ろ うか‑

い｡斯かる超越論的 自我たるわた くLが ｢
無依の

否｡若 し然 らば､それは山田史生 とい

う個人の問題であって､世界がそれに対 して経験

通人｣である と看るのは失当ではなかろ う｡

的に現れ る ｢
わた くし｣ とは没交渉の閑問題であ
る｡

形式的な論理学が構築 され るの と同 じ仕方で､

或いは山田史生 とい う個人の内面世界の在 り方

わた くしの世界をもた らす ｢
わた くし｣ も亦形式

を一例 として含む一般的な人間の在 り方を指す も

的に構成 される｡然 く構成せ られたわた くLは､

のであ ろ うか‑

否｡若 し然 らば､山田史生が

独我論的な妄想を使族するけれ ども､その独我論

｢
わた くし｣であるの と同 じく臨済義玄 も亦 ｢
わ

は一切の実質を開いている｡世界はわた くLとの

た くし｣である とい う按配に､世の中は ｢
わた く

相関に於て存立す るが､世界 と相関すべきわた く

し｣の多きに勝 えぬ ことになる｡

Lは内容を聞いている｡

超越論的 自我 とは､煎 じ詰めるに ｢
それについ

写実的に描かれた絵画に､それを画家が描いた

て主題的に語ることのできぬ もの｣である｡現に

とい うことは描かれていない｡描 くこと自体は絵
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画の中で起 こった出来事 としては描かれ得ない｡

りとい うことにおいて､ この表象は思惟であ

絵画が描かれてある現場 にあって､画家 自身は非

って直観ではない｡(
『
純粋理性批判』日､二

明示的に示 されている｡

六四頁)

描 くこと自体は描かれ得ず､それは他のことに
於て示 され る｡｢
他の ことに於て示 され る｣ことに

わ ざわ ざ意識の底‑ と内在的に超越す るまで も

ついては語 り得 る｡それは世界の中で起 こる一つ

な く､わ た くLは端 的 に在 る｡超 越論 的 自我 は

の出来事であるか ら｡描 くこと自体については､

｢
われ在 り｣ とい う端的な事実に見合 うものであ

世界の限界たるわた くLについて語 り得ぬ よ うに､

り､ この機微 をわた くLが主題化 ･対象化す るこ

語 り得ない｡

とはできない｡現 に在 る者に とって､ このことを

語 り得 ざる ｢
描 くこと自体｣は､描かれた絵画

否定すべき事情は存せない｡ 自己が何処 に在 るか

に対 して ｢
超越論的｣な関係にある｡超越論的 と

とい う愚問に対 しては､膏 に ｢
われ在 り｣ と答え

は ｢
対象にではな くむ しろ対象一般 をわれわれが

るのみである｡ これが ｢
わた くし｣ とい う特異な

認識す る仕方‑

語の使用法である｡

かぎ りにおいて‑

それが先天的に可能的なるべ き
に関与す る ところのすべての

わた くLは ｢
われ在 り｣ とい う意識 を要せぬほ

『
純粋理性批判 』日､講談社学
認識｣の謂である (

どに完成 された システム (
即ち状況)に乗 っか っ

術文庫､一三五頁).経験的な認識 とお もえる自然

て息づいている｡わた くLは生きているその都度

科学の理論であって も､その背景 にア ･プ リオ リ

｢
われ在 り｣とい うことを意識せない｡｢
われ在 り｣

の もの (
例之えば論理的な整合性)を持 っている｡

とい うシステムは､主体的に獲得すべ き ものでは

或る領域 の可能性 の根拠が､その領域 を超 えたア ･

な く､受動的に与え られ る ものである｡わた くし

プ リオ リの事実性 に基づ くとい う仔細､ これ を超

の生は ｢
われ在 り｣ とい う状況の 自明性か らしか

越論的 と称す るのである｡

始ま らない｡

超越論的 とは､対象その ものに関す る認識では

わた くLは ｢
生きている｣ ことをのべつ 自覚 し

な く､対象を認識す る仕方 に関す る認識である｡

なが ら生きている訣ではない｡希望や苦痛や歓喜

超越論的 とは経験 の可能性の条件に関す る認識 の

はわた くLが生きていることを輪郭づ けるが､そ

ことである｡絵画に就いて云 うな らば､描かれた

の希望や苦痛や歓喜はわた くLが生きている とい

絵画の内容 とい う経験的事実に先立 って描 くとい

う事実に乗 っか っている｡わた くLが生きている

う経験の可能性 をあ らか じめ条件づ けるものであ

ことは ｢
われ在 り｣ とい う状況 に立脚 してお り､

る｡但 し描 くことは絵画 を離れた ものではな く､

わた くLには ｢
われ在 り｣ とい う自明性 について

謂 うな らば ｢
絵画の限界｣ として経験の可能性 を

語 り得ない‑

条件づ けている｡

のである｡故 に自明性 について語 ろ うとす ること

否｡語 り得ぬ ことを自明性 と呼ぶ

は本質的に矛盾 している｡
一 ･三

状況の 自明性
本 当に ｢
われ在 り｣ と云えるのか､ と問題 に し

人間は ｢
知 らない こと｣ではな く ｢
知 っている

た剃郡､折角の 自明性 は恰 も自明な らざるが如 く

こと｣ に支え られて生きている筈であるが､ひ と

になって しま う｡わた くLがそれ を踏 まえつつ生

たび外部か ら ｢
客観的な正確 さ｣ とい う野暮な要

きている ｢
われ在 り｣の 自明性は､｢
われ在 り｣と

求を突きつ け られ る と､途端 に ｢
知 っていること｣

云 う我は在 る とい った メタ ･レヴェルの ことでは

がグラつき始 めて ｢
知 らない こと｣に浸食 され始

な く､端的に状況その ものの ことである｡超越論

める｡ この間の消息 を説 くに､カン トは ｢
われ在

的 自我な どを持 ち出す まで もな く､わた くLはそ

り｣ と断ず ることを以てす る｡

れ 自体 として状況にあって在 るのである｡わた く
Lは無根拠 に在 るのである｡わた くLは ｢
われ在

私は表象の多様 の先験的綜合一般 において､
したが って統覚の総合的根元的統一において､

り｣として生きてお り､｢
われ在 り｣として生きて
いる者がわた くLである｡

私 自身を意識 している､私が私 自身に現象す
る相においてではな く､私 自体が在 るがまま

世の中に ｢
否定その もの｣は一個 もない｡世界

の相においてで もな く､かえってただわれ在

は有 るものが然 るべ く有 るだ けである｡ ところが

『臨済録』管窺 (
四之‑)
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否定 とい う操作に依 って､わた くLは無い ものを

る舞台であるよ うなわた くLが､他な らぬ ｢この｣

持つ ことができる｡ ｢
書斎にロケ ッ トは無い｣ と｡

わた くLであ らねばな らぬ理 由は那辺 に見出され

｢
無い｣とい う言葉遣いは､これ を発 した途端に

るのか､な どとい う愚問を呈 している閑はない｡

｢
有る｣の可能性 を伴 う｡ しか し手応 えのある 日

わた くLが ｢
在 る｣ とい うリア リティは､言葉

常生活に戻 って考 うるに､肯定の状態 ｢
有る｣か

の紡 ぎ出す システムの外にある｡ この世界が在 る

ら否定の状態 ｢
無い｣を導 くことはできるが､そ

のは､思考 の結果に拠 って在るのではない｡ この

の逆はあ り得ない｡わた くLは ｢
有るもの｣ を認

世界が在 るのは､ この景色が見え､ この音楽が聞

識す ることはできるが ｢
無いそれ 自体｣ を認識す

こえ､ この香水が薫 っているか らである｡世界は

ることはできない｡無い とは ｢
何かが無い｣ こと

部分の総和ではない｡見える時に見えているのは､

である｡

聞 こえる時に聞 こえているのは､薫 っている時に

否定 とい う操作に依 って無い ものを持つ ことが

薫 っているのは､個別の対象ではな く､世界それ

できるのは､わた くLが限 られた現実を生きてい

自体である｡ この景色が見え､ この音楽が聞 こえ､

るか らである｡逃れ られぬ ｢この｣わた くである

この香水が薫 っている時､然 く見えてお り､然 く

ことに因って､初めて可能性 は開ける｡何者に由

聞 こえてお り､然 く薫 っているのが､わた くしの

って､奈何 に して､何故 にわた くLは ｢この｣わ

全世界である｡わた くLは部分 (
対象)を知 るの

た くLとして生か されているのか､ と旧に依 って

ではな く全体 (
世界) を知るのである｡

独我論者は間 うであろ う｡｢
わた くLは母親か ら生

｢
何かが何か として経験 され る｣ことは､一旦成

まれた｣ といった事実に就いて考えてみて も､思

立 したな らば､最早 これ を疑 うことはできない｡

惟が無限背進 に陥ることは見易い｡｢
存在一般 の端

何 も経験 されていないな らば､一切 は無である｡

緒は奈何｣ と問いの普遍化を試みて も問題は改善

しか し現実 は､奈何 な る意味であれ､ ｢
常 に ･既

せない｡存在一般の端緒 を問 うには存在 と非存在

に｣何か しら経験 されて しまっている｡わた くし

とを区別せねばな らぬ とい う按配に､事柄 は抽象

の世界は ｢
何かが何か として経験 され る｣ ことが

的なほ う‑ と愈 ミ深みに填 ってゆ く｡

成立 して しまっている とい う状況の 自明性か らし

｢
われ在 り｣とい う事実 を存在論的な基盤 として

か始 ま り得ない｡

受 け容れ る ところか ら万事は始 まる｡既に して 自

わた くLは 自分が ｢
わた くLとい う在 り方｣を

己が存在す る以上､｢
われ在 り｣とい う状況の 自明

していることを知 っている｡又 ｢
わた くLは空腹

性 に立脚せ ざることを得ず､何者に由って､奈何

である｣ と友人が噴けば､その ｢
わた くし｣がそ

に して､何故 にわた くLが在 るのかは､寛に聞明

れ を聞いているわた くしではな く､眼の前 にいる

し得ない｡

相手であることを知 っている｡我 も汝 も倶 に ｢
わ

複数個存在す る ｢
わた くし｣たちの中か ら､掛

た くし｣ とい う語 を使用 しなが ら､お互いに混乱

け替 えのない ｢この｣わた くLを区別す るには ど

は生ぜ ない｡想 うに｢
わた くし｣の指す ところは､与

うしらよいのか､ どの自分が ｢
わた くし｣である

え られた全体的な ｢
状況｣に於て限定 され るか ら

かは何 に拠 って判るのか‑

である｡

この手の愚問に答 え

るには､虚心に して想 うに､現 にわた くしである
とい う素朴な事実を以てす るよ り他 にすべはない｡

カン トが 『純粋理性批判』｢
誤謬推理｣で考察 し
た よ うに､｢
わた くし｣と語 る都度 に､その ｢
わた

現にわた くしである とい うことは､誰 について

くし｣の語が当人の心の中に潜む何かを指 してい

も当て巌 まる月並な事実に過 ぎない｡誰に とって

る と考えるのは､ まった く馬鹿げている｡各人が

も自己であることは 自明である｡ しか しその事実

使用す る ｢
わた くし｣の語 の共通項を求めること

に身を浸 している最 中､このわた くLを他の (
｢こ

は､哲学的な 自我論 を展開す るな らば兎 も角､ 日

の｣わた くLでない)わた くしたちか ら奈何 に し

常生活にあっては要 らぬ詮索である｡ ｢
わた くし｣

て区別す るかな どとい う問題は､決 して起 こり得

とい う語 を使用 して志な くコ ミュニケーシ ョンで

よ う筈がない｡

きているな らば､そ こでは或 る形式が首尾 よく機

超越論的 自我 としてのわた くLは､素直にそれ

能 しているのである｡その形式を対象化 して ｢
超

として生き られ るに若かない｡一所懸命 に生きて

越論的統覚｣な どと名づ けることは､生きてゆ く

いる最 中に､それ に対 して一切合財が存在 してい

上には徒事である｡

る原点であ り､そ こに於て森羅万象が展開 してい

わた くしの身体はわた くLに固有のそれであ り､
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山

田

世界に唯一無二のそれである｡ しか し､ これがわ

史

生

(
『
論考』五 ･六三)

た くしの身体であることの確認は骨折 り損であ り､
ま して これ を超越論的身体 として分析す ることは

｢
世界 と生 とは一つで ある｣ (
『
論考 』五 ･六二
一) と併せ勘案す るに ｢
世界 ‑坐 ‑わた くしの世

草臥れ儲 け となること必至である｡
わた くLが ｢
わた くしの身体｣を生きているこ

界 ‑わた くし｣とい う等式が成立す る｡｢
世界 ‑わ

とは不可思議である｡独我論者が この事実 を奇蹟

た くし｣であるか ら､わた くLは ミクロコスモス

と看徹すの も首肯すべきである｡ しか し掛け値の

である｡但 しマク ロコスモスの中に ミクロコスモ

ない事実に徴す るに､わた くLは この身体 をわた

スがあ り､その一つがわた くしである とい う訣で

くしの身体 と看倣すべ く生まれついたのである.

はない｡わた くしの世界 ･わた くしの生の唯一性

果 して然 らば､わた くLは ｢この痛み をわた くし

は､事実的 ･偶然的な数 としての唯一性ではな く､

の痛み と看徹 し｣｢この考 えをわた くしの考 え と看

別様であ り得ぬ論理的 ･必然的な唯一性である｡

徹す｣ とい う事実はア ･プ リオ リにそ うなのであ

わた くしの世界 ･わた くしの生は別様であ り得ぬ

る と認めて､その身体 を具体的に生きてゆ くに若

ところの唯一性 を有せ る とい う意 味合 い に於 て

かない｡それ を ｢
わた くし｣ とい う項 目に押 し込

｢
わた くしの世界 (ミクロコスモス) ‑世界その
もの (
マクロコスモス)｣である｡

めることは無用である｡
何故 にわた くLに固有のパースペ クテイヴ とし

｢
世界 ‑坐 ‑わた くしの世界 ‑わた くし｣とい う

て世界はわた くLに開けるのであろ うか｡この ｢
何

等式か ら独 り ｢
わた くし｣のみ を抜 き出 し､ これ

故｣ に対す る答 えはない｡敢 えて答えるな らば､

を超越論的 自我 ･形而上学的主体 として扱い､そ

わた くしの世界 とは固有のパースペ クテイヴに於

の唯一性 を唱えることは禁物である｡唯一性が認

て開けている ところの世界なのである､ と木で鼻

め られ るのは ｢
我｣ではな く ｢
世界｣である｡世

を括 った よ うな答 え方 しかできない｡わた くLは

界その もの と等 しきわた くLは､最早 これ を奈何

そ うい う世界を生きるべ く生まれついたのである｡

に して も個別 に抽 出す ることはできない｡

二 わたくLは｢
わたくしの世界｣
である‑

無我論

･一

述語的存在者

独我論の唱える ところは､超越論的 自我 ･形而

花 を見ている時､わた くLに花が見えている と

上学的主体の事実的 ･偶然的な唯一性ではな く､

い う唯一の事実を ｢
見ているわた くし｣ と ｢
見ら

わた くしの世界 (
即ちわた くしの生)の論理的 ･

れている花｣ とに分離す ることはできない｡見え

必然的な唯一性である｡唯一性が云々 さるべき も

ている現場 には､見ている者 と見 られている物 と

のは､経験す るわた くしではな く､わた くしの経

の二元論的な分裂は見出 されない｡因に ｢
見る と

験である｡わた くLは ｢
わた くしの世界｣ を生き

い うことは何処 にあるか｣ とい う問いは (
恰 も円

ているのであって､それ を所有 しているのではな

周率は何処 にあるか と問 う如 く)ナンセ ンスであ

い｡

る｡花が見えている とい う事実が､わた くしの全
世界である｡
併 し意識は必ず誰かの意識でなければな ら

現 に生起 している状況か ら ｢
わた くし｣ とい う

ぬ といふのは､単 に意識 には必ず統一がなけ

指標詞 を抜 き出す ことはできない｡花が見えてい

ればま らぬ といふの意 にす ぎない｡若 しこれ

る とい う全体的な状況か ら ｢
見ているわた くし｣

以上に所有者がなければな らぬ との考な らば､

と ｢
見 られている花｣ とい う項 目を無理に抽 出 し

そは明に独断である｡ (
『全集 』 第一巻､五五

よ うとす る と､有 りもせぬフィクシ ョンが綴 られ

頁)

て しま う｡わた くLには ｢
わた くLに花が見えて
いる｣ とい う事実だ けで十分であるC花を見てい

｢
わた くしの世界｣は本質的に所有者を持たない､

るわた くLは‑

と西 田幾多郎は云 う｡わた くLは端な くウィ トゲ

つつ‑

ンシュタイ ンの言 を想い起 こした｡

ている.

私は私 の世界である｡ (ミクロコスモス｡)

超越論的 自我 を非項 目的に示 し

花が見えている とい う状況 を十全に生き

思考 し表象す る主体は存在 しない｡ もし私

『臨済録 』管窺 (
四之‑)
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が ｢
私が見出 した世界｣ とい う本を書 くとす

日く ｢
普通に物がある といふのは､主語 としての

れば､そ こでは私の身体について も報告がな

有､即ち主語的有を意味するのである｡か ういふ

され､また どの部分が私の意志に従い どの部

意味に於ては､主語 となって述語 とな らない個物

分が従わないか､等が語 られねばな らないで

といふ如きものが､最 も根本的なる有 と云はねば

あろ う｡即ちこれが主体を孤立 させる方法で

な らない｡併 し ｢
私がある｣ といふのは､か うい

あ り､む しろある重要な意味で主体は存在 し

ふ意味に於てある と云ふのではない｡私は個物的

ないことを示す方法なのである｡ とい うのも

と云って も､主語的有の意味に於ての個物ではな

この本では主体だ けが論 じることのできない

い｣云々 と (
同右､十七頁)｡

もの となるであろ うか らである｡
(
『
論考』五･

西 田の謂 う｢
述語 となって主語 とな らないもの｣
とは､｢
知る｣ことに誓えて云えば､主語 (
指示の
対象たる事物) とな らぬ述語 としての ｢
知ること

｢
思考 し表象する主体｣とは､世界の限界 として
のわた くLである｡｢
私が見出 した世界｣の内実を

自体｣であ り､世界の内に位置を占めざる ｢
無｣
にも等 しき醇乎たる知その ものである｡

思考 し､表象する主体である｡斯かるわた くしの

自己について判断せん と欲すれば､わた くLは

生は ｢
わた くしの世界｣ とまった く等値のもので

｢
単純なそれ 自身まった く無内容な表象以外のな

あ り､別様であ り得ぬ ものであるが故に､ これに

にものであることもできぬ｣(
『
純粋理性批判』0､

ついては有意味に語 り得ない｡

二四三頁) ところのものを主語 として用いねばな
らない｡但 し､この対象化せ られ得ぬ ものを主語

｢
私が見出 した世界｣ とは特別な世界ではない｡

として対象化せん と欲すれば､たちどころに誤謬

僅かに唯一無二ではあるが､最 も有 り触れた､最

に陥る｡主語を主題的に語 った途端､それは再び

も自明の､のべつ経験 している世界である｡わた

主語 となる｡ 自己についての判断､即ち ｢自覚｣

くしの世界は別様ではあ り得ぬが故に､わた くL

とは､ 自己である と供に述語的一般者で もあると

はその世界以外の処 に属 し得ず､従 ってわた くL

ころの無の底‑ と内在的に超越することである｡

はそれについて語 り得ない｡

わた くLは眼前の机 を見ている｡その時わた く

ウィ トゲンシュタイン日く ｢
主体は世界には属

Lは､わた くLが眼前の机 を見ていることを意識

さない｡それは世界の限界である｣ (
五 ･六三二)

することができる｡更にわた くLは眼前の机 を見

と｡又日く ｢
それは形而上学的主体であ り､世界

ていることを意識 しているわた くLを意識するこ

の部分ではな くて､限界である｣ (
五･
六四一) と｡

とができる｡斯 くして意識の中に現れ るわた くし

｢
世界には属 さない｣ とは ｢
世界の部分ではな｣

(
意識の内容が帰 され るわた くし) とそれを意識

い とい うことであ り､世界その ものであるとい う

しているわた くしとが順繰 りに遡 られ得るよ うに

ことである｡世界の ｢
限界である｣ とは､世界 と

お もわれ る｡ しか しなが ら事実の然 らざることは

別様にあ り得ぬ とい うことであ り､つま り世界の

言を須たない｡

本質である とい うことである｡是に於て世界の全

わた くLに意識せ られ る対象の総体が世界であ

体 と同じいわた くしのみが ｢
論 じることのできな

るな らば､意識する主体たるわた くLは世界の内

い もの となる｣｡

には居ない｡又世界の外には何 も無いのであるか

ウィ トゲンシュタイ ンは ｢
論理は自分だ けで､

ら､わた くLは世界 の限界であ り､わた くLが

自分だ けを配慮せねばな らない｣ (
五･
四七三) と

｢
わた くしの世界｣そのものである｡わた くLは

云 うが､ この論理を世界に換えて読んで も構わな

世界について何 も語 らず､わた くLも亦語 られ る

い｡世界 (
論理)を して可能な らしむる主体な ど

べき内容を有せない｡｢
わた くし｣について語 る別

は要 らない｡世界 (
論理)はそれ 自体が別様であ

のわた くLは何処 にも居ない｡

り得ぬ唯一のものであ り､外か ら思考 ･表象 さる
べきものではない｡
この間の消息を､西田幾多郎は こう説いている｡

｢
わた くLは考える｣ ｢
わた くLは見る｣ といっ
た語 り方に於ける ｢
わた くし｣ とは何か｡わた く
Lは ヒ トとい う種 に属する個体であ り､山田史生

日く ｢
何処まで も述語 となって主語 とな らない も

とい う固有名を持 ち､世界に一人 しか存在 しない

の､即ち主語的対象 としては無 といふべきもの｣

‑

がわた くLである (
『全集』第五巻､十四頁)
｡又

論的 自我 としてのわた くLには至 り得ない｡わた

といった規定を幾 ら重ねてみて も､竜に超越
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くLとい う個体は､僅かにわた くLとい う語の指

わた くLは世界にあって姿形ある物 として位置

示対象ではあるが､わた くしの何たるか を一般的

を占めるのではな く､姿形 を秘 めつつ働いている｡

に説明す る ものではない｡ しか しなが ら若 し自分

わた くLは ｢
延長 を欠いた点にまで縮退 し｣た何

自身を指示す ることが ｢
わた くLとは何か｣ とい

かであ り､物 としての拡が りを聞 くとい う意味に

う問いに対す る答えでない とす るな らば､他にど

於ては無に等 しき空虚な焦点である｡対象 として

のよ うな答 えがあ り得 るであろ うか｡

指示せ られ る物 としての機能 をもた らす実体性 ･

表象 として成立 している世界が夙に前提 として

単一性な どの述語が剥奪せ られ､窮極 の ところま

いる ｢
わた くし｣は世界の中の物ではない｡それ

で純化せ られた果てには､｢自我 に相関 した実在は

自身は世界の部分であ り得ない とい う意味に於て

残 ったままである｣ とい う状況のみが見出され る｡

｢
世界の限界｣であるわた くLは､世界その もの

若 しコギ ト･エルゴ ･スムが判断であるな らば､

である とい う仕方で存在 している｡わた くしの生

これ は固よ り対象化 し得ない ものを主語的な対象

は経験的事実のみにて尽 きる ものではない｡世界

とした判断である｡

とい う図を限界づ ける見えざる地たる｢
わた くし｣

わた くLが ｢
延長 を欠いた点｣ とい う語 り得ぬ

は世界の中には存在せず､故 にそれ について語る

ものにまで収縮 した後 に残 る ｢自我 に相関 した実

ことは金輪際できない｡

在｣ とは果 して何の謂であろ うか｡それは ｢
わた

ウィ トゲ ンシュタイ ンは ｢
世界が私 の世界であ

くしの世界｣か ら ｢
わた くしの｣が消え去 った世

る｣ (
五･
六二) と独我論 を唱えるが､続 けて説か

界､即ち端的な ｢
世界｣である｡ この実在その も

れる ｢
私 は私 の世界である｣は独我論ではない｡

の としての世界は､わた くLに最 も馴染みのある､

｢
私 は私 の世界である｣に於 ける ｢
私｣は特権的

わた くしの生きている現実である｡実在その もの

な位置 を占める ものではない｡経験や思考の主体

としての世界は､別様であ り得ぬ唯一無二の もの

は､経験内容や思考内容の中には現れない｡ この

であ り､わた くしの生 と寸分違わず合致 している｡

超越論的 ･形而上学的な主体の不在 とい う仔細は､
独我論 を離れて も主張 し得 る｡

ウィ トゲンシュタイ ンが ｢
唯我論が厳密に貫徹
され る と純 粋 な実在論 と合致す る｣ と云 う時 の

わた くしの何者であるかは､わた くし自身が端

｢
我｣ とは､それぞれ に世界を表象 している事実

的に知 っている｡然 るにわた くLが知 っているの

的 ･経験的な各人の謂ではない｡何者か として指

は ｢
腹が減 ったなあ｣ とい う感覚や ｢
娘 と遊ぼ う

示 され得 るよ うな 自我は､寧 ろ独我論 の不徹底の

かなあ｣ とい う思考であって､ これ ら感覚や思考

所産である｡

と並んで ｢
わた くし｣ とい う固有の項 目は何処 に

事実的 ･経験的な物 としての拡が りを聞きなが

も見つか らない｡ 自分 自身に向か う反省的意識 を

ら世界を限界づ けている超越論的 自我は､既 に し

働かせてみて も､見出 され るのは ｢
痛い ･
可愛い｣

て無に等 しき ものであるが､ さりとて思惟の埼外

とい った個別の心理現象であって､それ以外 に自

にある訣で もない｡それ は世界の部分でな く世界

分 自身なるものは見つか らない｡

の限界である｡縦令それ 自身は無に も等 しき空虚

わた くLは世界が ｢
わた くしの世界｣ として成

な焦点であるにせ よ､猶 ｢
超越論的 自我 ･形而上

立す るための ｢
可能性 の制約｣であ り､それ 自身

学的主体｣として ｢
世界はわた くしの世界である｣

は無に等 しき ｢
世界の限界｣である｡ しか し ｢
可

とい う事実を限界づ けている｡

能性 の制約 ･世界の限界｣ としてのわた くLは､

意識現象 とい う内在的場面に必然的に伴 うべき

世界か ら乗離 し､その背後に控 える ものではない｡

純粋な 自我 としての ｢
わた くし｣は､世界を リア

それ は ｢
制約 ･限界｣ としての世界その ものであ

ルに受 け容れ るために不可欠の制約ではあるが､

る｡ この間の消息をウィ トゲンシュタインは下の

そのよ うな特権的な何かを措定すべ き根拠 をわた

よ うに洞察 している｡

くLは有せない｡超越論的 自我 といった云い方は､
やや もすれば世界を高みか ら傭撤す るよ うな気味

唯我論が厳密に貫徹 され る と純粋な実在論

合いを匂わせる｡純粋な意識 としてのわた くLは､

と合致す ることが ここで見て とられ るのであ

ひ どく研ぎ澄ま されてはいるが､それ 自身は無内

る｡唯我論の 自我 は延長 を欠いた点にまで縮

容な対象である｡森羅万象が悉皆 ｢
わた くしの世

退 し､そ して 自我 に相関 した実在は残 ったま

界｣で しかないな らば､却 って ｢
わた くしの｣ と

まである｡ (
五 ･六四)

い う限定は意味を失わざることを得ない｡｢
わた く
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LLか存在せない｣ とい う云い方は径ちに ｢
わた

底､伽還渠を識 るや｡活海港地に して祇走れ

くLは存在せない｣ とい う云い方‑ と移行す る｡

根株勿 し｡擁すれ ども衆 らず､損すれ ども散

物心ついた頃より､わた くLは この身体をわた

還 って 目前に在 って､霊音耳に属す｡若 し入

ぜず｡求著すれば即ち転た遠 く､求めざれば
信ぜずんば､徒に百年を労せん. (
一一四頁)

くしの身体 と看倣 している｡わた くLは この痛み
をわた くしの痛み と看徹 し､ この考えをわた くし
の考え と看倣 している｡ このことをア ･プ リオ リ

托鉢用の頭陀袋 と肉体 とい う糞袋 とい う要 らぬ

にそ うであると認める として､そ こに ｢
わた くし｣

荷物をぶ ら下げなが ら脇道で右往左往 している当

を持 ち出さねばな らぬ理由は見つか らない｡

体は何者であろ うか｡その者は ｢
活漠漠地｣に活

ビール を飲んでいる最中､わた くLはビールを

動 しているが､ さりとて地面に ｢
根抹｣を張るこ

飲んでいるとい う意識を抱いてはいない (
抱いて

とはない｡生きている当体は ｢
根株｣ とい う存在

も構わないが､
抱かねばな らぬ筋合はない)
｡ジョ

の根拠 を持たない｡存在の根拠などは ｢
求著すれ

ッキを飲み干 して ｢
ク〜 ツ｣な どと坤き､ふ と我

ば即ち転た遠 く､求めざれば還 って 目前に在｣る

に返 って ｢
旨いビールであった｣ と想起すること

べき虚構である｡現に生きている者は､何か しら

はあるが､ 自分が現に為 していること自体に留意

根拠を定め､然る後に生きるのではない｡生きて

せねばな らぬ義理はない｡

いる とい う事実について､ これを掻き集めよ うに

わた くLは書斎にあって窓外の景色を眺めてい

も払い散 らそ うにも手掛か りはない｡現に右往左

る｡個にわた くLが ｢
わた くLに固有のパースペ

往 している当体は､ これ を対象的に固定 して掴ま

クテイヴか ら見ている｣ ことを知 っているとして､

えようとすれば却 って遠 ざか り､放 っておけば常

それは一体何 を知 っているのであろ うかC このパ

に歴々 としている｡

ースペ クテイヴはわた くLに固有のパースペ クテ

わた くLは不断に試行錯誤 しなが ら生を刻んで

イヴであ り､唯一無二のパースペ クテイヴである

いる｡ このことに認識論的解釈をつけようとして

が､それを殊更に ｢
わた くしの｣パースペ クテイ

も必ず失敗す る｡言葉で説明 しよ うとい う小療な

ヴと看倣 さねばな らぬ理由は見当た らない｡

賢 しらを棄てれば､問題は夙に解決 している｡否｡

これは膏に自己意識の不必要を然 りとするのみ

問題な どは端か ら存せない｡わた くLは兎に角生

ではないC抑 ミ知覚の現場に ｢
わた くし｣は登場

きて しまったのであ り､生きるように生まれつい

していないのである｡ ｢
わた くLが ･景色 を ･見

たのである｡

る｣ と文法的な分節 を施 して語 らねばな らぬ理由

現に瑞々 しく生を紡いでいる当体を信 じ切れな

はない｡只 ｢
景色が見えている｣ とい うだ けで事

ければ､何 も彼 もが徒労である｡現にヴィヴィッ

柄は済んでいる｡健かに固有のパースペ クテイヴ

ドに息づいている当体は､然 く働 くことに於て然

が開けてはいるが､そのパースペ クテイヴをもた

く在 り､然 く在ることに依 って然 く働 く｡それが

らす原点を ｢
わた くし｣ とい う主語 として同定す

首尾 よく働いている限 りは透明になっているもの

る必要はない｡況や超越論的 自我の何たるかを吟

について､それを対象的に捉えよ うとすることは､

味することに於てをや｡

自分の眼玉を自ら見 ようとす る愚行に似る｡｢
求め

経験的なパースペクテイヴを可能にする超越論

ざれば還 って 目前に在 って､霊音耳に属す｣ と心

的な レヴェルでの統覚はあるのか もしれぬが､ 日

得て､裸一貫で在 るがままに生きてゆ くに如かな

常生活を素直に生きている身に とって､そのよ う

い｡

な ものは説明のために担造せ られた論理的虚構で

原初的な ｢
何かが何か として経験 される｣ とい

あるに過ぎない｡侭に ｢
わた くし｣ とい う名の論

う出来事にあって､当事者たるわた くLは経験そ

理的虚構 を認め､それを遡及的に探究 してみて も､

の ものに身を浸 し切 り､まった く透明になって働

竜に行き着 くことを得ぬ こと必至である｡手の届

いている｡

かぬ抽象物を据え､ これに拘泥す ることは御苦労
千万であるC

しか し明 らかに､｢
Aは pであると思 う｣｢
A
は pと考える｣｢
Aは p と語 る｣は､｢
"p"は

大徳､伽は鉢嚢尿担子を担 って､傍家に走

p と語 る｣ とい う形式の ものである｡そ して

って仏を求め法を求む｡即今与歴に馳求する

ここで問題なのは一つの事実 と一つの対象 と
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の並列ではな く､事実の諸対象の並列による

る｣ とい う命題的態度 を含んだ文は､経験的に真

事実相互の並列なのである｡(
『
論考 』五 ･五

偽を検証 さるべ き命題ではない｡｢
娘はガ ンダルフ

四二)

が魔法使いである と信 じている｣ とい う文は ｢
娘
が ピアノを弾 く｣ といった世界記述の命題 とは違

Aは人物であ り､ pは命題である｡問題 は ｢
A

うQ娘の信念 を成立 させているのは､｢
ガ ンダルフ

は pである と思 う｣ とい う文の真偽が､その構成

は魔法使いである｣ とい う言語表現 とガンダル フ

要素である命題 pの真偽 と連動 しない とい うこと

は魔法使いである とい う事実 との間の像関係であ

に係 る｡例之えば ｢
娘はガ ンダル フが魔法使いで

る｡従 って ｢
娘はガ ンダル フが魔法使いである と

ある と信 じている｣ とい う文は､その構成要素で

信 じている｣ とい う命題的態度を含んだ文は､奈

ある命題 ｢
ガ ンダル フは魔法使いである｣の真偽

何なる意味に於て も ｢
記述｣ではあ り得ない｡

に連動 しない｡縦令 これが偽であ り､ガ ンダル フ

文の主体たる娘は､世界 内の対象 としては現れ

が実はホ ビ ッ ト族であった として も､｢
娘はガ ンダ

ていない｡｢
娘はガンダルフが魔法使いである と信

ル フが魔法使いである と信 じている｣ とい う文は

じている｣に於 ける ｢
娘｣は､｢
ガ ンダル フは魔法

真であ り得 る｡個 に信念の内容が偽であって も､

使いである｣ と信 じている主体 として対象的に存

娘がそ う信 じている とい う事実は揺 るがない｡

在す るのではな く､ ｢
ガ ンダル フは魔法使 いであ

｢
Aは pである と思 う｣とい う命題裡 に ｢p｣と
い う命題があるけれ ども ｢
Aは pである と思 う｣

る｣ と言語 (
声)を発す る動作の主体であるに過
ぎない｡

とい う命題の真偽は ｢p｣ の真偽 に依 って左右 さ

｢
"p"は pと語 る｣に於 ける "p'
'は思想であ

れない｡ pの真偽に関わ らず､ Aが pである とお

り､ pは命題である｡ ｢
Aは pと語 る｣が ｢
"p'
'

もっていれば ｢
Aは pである と思 う｣ とい う命題

は p と語る｣ とされ ることに由って､ pを語る主

は真である｡つま りpは真理操作の場に現れてい

体Aが "p" とい う思想‑ と還元 され る｡̀
̀
p"は

ない｡

思想 とい う一つの事実であ り､ これは ｢
事実の諸

｢
‑
一つの事実 と一つの対象 との並列ではな く｣と

対象の並列による事実相互の並列｣ とい う複合的

は､命題 ｢p｣が表す事実 pと人物 A とい う対象

な命題である｡ ｢
Aは pである と思 う｣ ｢
Aは pと

とは並列でないの意である｡ ｢
Aは pである と思

考える｣｢
Aは p と語 る｣といった命題は､判断す

う｣ とは､対象 (
A)と事実 (p) との並列では

る主体 Aが p とい う命題 と関係 し､判断 とい う心

な く｢
事実相互の並列なのである｣｡事実相互の並

的な作用がその命題 pに意味を与 えているよ うに

列 とは､命題 ｢p｣ の表す事実 pと､命題 ｢p｣

見える｡ しか しこれ を ｢
"p"は p と語 る｣へ と分

とい う言語に関す る事実である｡例之えば ｢
ガン

析す ることは､そ うした意味を附与す る判断の主

ダルフは魔法使いである｣とい う文は､｢
ガ ンダル

体 を消 し去ることである｡

フ｣ と ｢
魔法使いである｣ とが並列 しているとい

何かを何か として経験 している主体Aは､命題

う事実 と､ガ ンダル フは魔法使いである とい う指

p に成 り切 って p を経験 している｡Aの現実の生

輪の仲間に関す る事実 と､ この二つの事実相互の

活世界にあって､主体Aは世界か ら姿を消 してい

並列が問題 となっているのである｡

る｡｢
わた くLは考 えている｣は ｢
わた くLに考 え

｢
ガ ンダル フは魔法使いである｣とい う文で問題

が生 じている｣として､つ ま り主格 ｢
わた くLは｣

となっているのは､主体 と事実 との関係ではない｡

ではな く与格 ｢
わた くLに｣ として表現 さるべ き

これは ｢
ガ ンダルフは魔法使いである｣ とい う言

である｡現 に考えているのは ｢
わた くし｣である

語が ｢
ガ ンダル フは魔法使いである｣ とい う事実
(
世界の像)にな っている とい う意味論的な関係
であるO噛み砕いて云 えば､｢
ガ ンダル フは魔法使

が､｢
わた くし｣とい う主体はわた くしの世界には
現れない｡
わた くLに依 って考 え られ る世界は､わた くL

いである｣ とい うのが娘の思考 と看徹 され るのは､

とい う主体を前提 とし､且つわた くLを超 えるこ

然 く言語 (
声)を発 したのが娘だか らである｡娘

とができない｡斯かるわた くLは世界の部分では

の発 した言語 (
声)が､像 として ｢
ガ ンダル フは

な く世界の限界である｡わた くLはその限 りに於

魔法使いである｣ とい う事実 を意味す るか らこそ､

て ｢
わた くし｣です らない何かである｡

これが娘の思考内容 と看倣 され るのである｡
｢
娘 はガ ンダル フが魔法使 いである と信 じてい

何かが何か として経験 され る とい う出来事その
ものは､一切がそ こか らしか始 ま り得ない閲であ
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る｡詮ずるに凡ては ｢
何かが何か として経験 され

この地は意味的 ･記述的には ｢
語 り得ぬ もの｣の

ている｣ とい うことに尽きている｡万事は ｢
何か

典型であるが､これは図に於て示 されている｡再

が何か として経験 されている｣ とい う状況か らし

び西 田の言を引 くな らば ｢
恰 も形あるものは形な

か始ま らない｡

きものの影である と云ふ如 く､形なき空間其者の

｢
何かが何か として経験 され ている｣ ことか ら

内に無限の形が成立す る如き関係｣(
同右､二二六

｢
わた くし｣ とい う項 目を抽出することは､事柄

戻)が存するのである｡尤 も､西 田の場合は､翻

を無理に自己中心化することである｡わた くLが

って この超越論的な地平の ｢自己限定｣を考えて

端的且つ十全にそれである ところの出来事を､｢
わ

ゆ くのであるが､このことは姑 く措 く｡

た くし｣なる項 目の顕現 とい うことが原理的にあ

図 ･地 とは別の比境で考えてみ る｡事物を見る

り得ぬ よ うな出来事を､何か ｢として｣担 う誰か

には光の存在が不可欠である｡が､可視物を して

に拘泥 して捉えようとして も決 して功を奏せない｡

可視的た らしめている光 自体は､影を聞いた醇乎

｢
世界は私の世界である｣ (
五 ･六二) とい う独

たる光その ものは､事物 と同列に可視的ではあ り

我論に於 ける ｢
私｣は世界の中に居ない｡それは

得ない｡光は (
世界の部分な らざる世界の限界 と

世界が存在するための前提であ り､現れているの

して)姿形を秘 めつつ超越論的に働いている｡見

は独 り世界のみである｡このことを勘案すれば ｢
世

る とい う対象化を可能にする潜在的な地平 として

界は私の世界である｣は､私 を消去 して ｢
世界は

の光は､それ 自身が見ることのできる姿形を持 っ

この世界である｣ とい う単なる同語反復の主張‑

た対象であってはな らない｡それは実体的 ･主語

と書き換え られ よ う｡

的な有ではな く､それ 自らは無に して有をば限定
す る述語的な無の場所である｡それは姿形を具え

二 ･二 休系的逃避性

た事物を認識する以前に､お よそ非主題的に､あ
らゆる経験を自己同一的に統べることと呼応相即

指示せ られる対象は､常に受動性 を帯びている｡

している｡

志向せ られ る個物を ｢
図｣に擬す るな らば､その
図は無限の可能性 を秘めた地平 としての ｢
地｣に

世界の中のどこに形而上学的な主体が認め

置かれ､その地に対 して異質であることに依 って

られ うるのか｡ ここでの事情は眼 と視野 との

対象た り得ている｡換言すれば､差 し当た り ｢
無｣

場合 と全 く同じである､ と君は語 るであろ う｡

としか云えない或るもの (
也)が､対象が当の対

しか し現実には君は眼を見ないのである｡そ

象 として主題化 されている限 り､姿形を具 えて主

して視野における何物か らも､それが眼によ

題的に在 るもの (
図)の背後 に控えている｡

って見 られ てい る こ とは推論 され えない｡

姿形を具えた図を特殊 と呼び､その背景たる地

(
『
論考』五 ･六三三)

を一般 と呼ぶな らば､｢
特殊なるものは一般なるも
のの部分であ り､且つその影像である｡併 し一般

｢
眼 と視野 との場合｣とは､眼が視野 を見る (
視

なるものは特殊なるものに対 して､何 ら有の意義

野が眼に見 られ る) とい う関係 を云 う｡ この関係

を有せるのではない､全然無である｣(
西 田幾多郎

は ｢
世界はわた くしの世界である｣に於 けるわた

『
全集』第四巻､二二七頁) とい う事情が見出さ

くLと世界 との関係に似 る｡眼 (
わた くし)の存

れる｡但 し ｢
全然無である｣ とは言い条､ この無

在 を前提 し､そ こか ら視野 (
世界)を見る､ と考

は ｢
有を否定 し有に対立する無が真の無ではな く､

えることは間違いである｡

真の無は有の背景を成す ものでなければな らぬ｣
(
同右､二一八頁)
0
人間に対 して姿形を具えて主題的に現れ､意味

眼 と視野 との関係は､主体 と客体 との関係では
ない｡若 し眼が (
鏡 に映すな どして)見 られ るな
らば､それは見 られる眼であって見る眼ではない｡

的 ･記述的に志向せ られ る対象､即 ち ｢
図｣は､

眼が見るものである限 り､それは見 られてはな ら

その背後に潜みつつ､それ と異質的に関わる何か､

ない‑

即ち ｢
地｣を､暗黙裡 に前提 としている｡謂 うと

とす る と､そ こか ら視野 とい う観点が抜 け落ちて

ころの ｢
図｣とは現実のアスペ ク ト (
主語的個物)

しま う｡事柄は飽 くまで も視野の在 り方に係る｡

であ り､ ｢
地｣ とは図の可能性 ･
潜在性 として図に

若 し眼が見 られ るな らば､それは視野 (
に於 ける

対立する非定形の地平 (
述語的一般者)である｡

眼) として見 られたのであ り､べつに何の不都合

といった主体 と客体 との関係で考えよ う
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山

田

もない｡

史

生

く､之を求むれば転た乗 く｣ とい う具合 に求めれ

わた くしの世界 (
‑生)である如 く､わた くし

ば求めるほどに遠 ざか ってゆ く｡完全 に生きてい

の視野 (
‑眼)であることは､重ねて註す ること

るわた くLは完壁 に姿形 を秘 している｡斯か る仔

を須いぬであろ う｡わた くしの眼 と視野 とは論理

細は渦に不可思議であ り､独我論者な らず とも睦

的 ･必然的に唯一のものであ り､別様である可能

目して ｢
秘密｣ と坤か ざることを得ない｡

性 を有せない｡若 し眼が視野に現れ るな らば､そ
れ は別様にあ り得 ることになる｡

窓外の景色を眺 めている時､わた くLは裏 も表

ウィ トゲンシュタイ ンは更に ｢
視野 における何

もひ っくるめた丸 ごと凡ての世界 を見尽 くしてい

物か らも､それが眼によって見 られていることは

る訣ではない｡パースペ クテイヴな りに区切 られ

推論 され えない｣ と念 を押 している｡視野が或る

た景色を､わた くLは見ている｡ さっきまでは曇

遠近法的な構造 を持 っていることか ら､そ こに眼

っていたが今は晴れている景色を､あっちでは曇

(
視点)の存在を推論できる と考 えた くなる｡だ

っていたが こっちでは晴れている景色を､わた く

が按ず るに､眼 (
視点)の存在 を推論す る とい う

Lは見ている｡

ことは､視野が眼 (
視点)か ら見 られている とい

時間的 ･空間的に見えていない世界の在 ること

うことを前提 しているけれ ども､その前提は奈何

を､わた くLは知 りつつ見ている｡時間的 ･空間

に して論証せ られ得 るであろ うか｡｢
視野が遠近法

的に見えていない世界は､見えていない とい うこ

的な構造 を持 って開けていること｣ と ｢
それが眼

とに依 って､わた くしの見ている世界を して見え

(
視点)か ら見 られていること｣ とは論理的 ･必

しめている｡｢
見えていない世界｣が見えていない

然的に唯一の在 り方であ り､然 らざる別様 の在 り

ことと ｢
見えている世界｣が見えていることとは

方な どは想像だ にできない｡故 にこの関係 は ｢
推

同時成立的な ｢
即｣の関係 にある｡｢
見えていない

論 され えない｣
｡

世界｣が見えていない ことが即ち ｢
見えている世

推論す ら叶わぬ ことは､畢竜､端的にア ･プ リ

界｣が見えていることである｡

オ リな事実である｡視野の中は さまざまに変化す

では最 も (?)見 えない ものは何 か｡ ｢
わた く

るが､眼 と視野 との関係は別様であ り得ず､故に

し｣である｡何かが見えるためには､見える物 と

そ こにあって ｢
形而上学的な主体が認め られ｣ る

見 る者 との間には隔た りが必要であるが､ この隔

ことはない｡

た りを含んだ手前 は見えていない｡窓外の景色が
見えているか らには､対象か ら反射す る光か ら眼

休若 し生死去住､脱著 自由な らん と欲得す

までの物理的な経路は見えていない筈であ り､視

れば､即今聴法す る底の人を識取せ よ｡無形

神経や視覚中枢 も亦見えていない筈である｡見て

無相､無根無本､無住処 に して活海損地な り｡

いる主体 を求めて､ どん どん手前‑ と遡及的に辿

応是 る万種 の施設は､用処祇是れ無処な り｡

ってみて も､何処 に も行き着かない｡景色 を して

所以に寛著すれば転た遠 く､之を求むれば転

見え しむる当の ものは､それ 自体が見えてはな ら

た乗 く｡之を号 して秘密 と為す｡ (
六一頁)

ない｡
見ているのが ｢
わた くしの身体｣である以上､

自らの世界 を満喫せん と欲すれば､何 を措いて

見えているのは ｢
わた くしの世界｣に過ぎない｡

も ｢
即今聴法す る底の人｣である自己が ｢
無形無

わた くLは生きるに ｢
時間 ･空間に物理的に位置

相､無根無本､無住処 に して活傾穣地な り｣ とい

を占める身体｣を以てす る｡然 るに奇 とすべ きは､

うことを 自覚せねばな らぬ｡ 自らの世界を十全に

わた くLが身を以て何事かを為す都度､対象 とし

生きている当体は､生きている｢
即今｣にあって ｢
形

てのわた くしの身体は消え失せている｡

もな く相 もな く､根 もな く本 もな く､住処 もない｣

ピアノを弾 く時､わた くLは鍵盤 に対 して指先

とい う全 き透明性に於て働いている｡然 く透明で

が奈何なる位置関係 にあるかを測定 しつつ弾いて

あることに由って ｢
活滴滴地｣に躍動す ることを

いるのではない (
指先を意識すれば却 って弾 けな

得 る｡

くなる)｡或る楽曲を弾 きこなすべ く､
鍵盤 を然 る

無に等 しき透明性 に於て働いているわた くLは

べ く指で押 さえているのである｡わた くLは指先

｢
用処祇是れ無処な り｣ とい う按配に一切 の跡形

を対象的に観察 しているのではない｡わた くLは

を留めない｡故 にその働 きは ｢
見著すれば転た遠

指先を謂わば内側か ら生きているのである｡ この

『臨済録』管窺 (
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日常的な事実に忠実に生きて何の不都合があろ う

この眺望がわた くしの眺望であることを､わた く

か｡

Lは確信 している｡わた くしの眼の位置を扇の要

姿形を具えた世界がそれ として現象するために､

として､そ こか ら眺望が遠近法的に拡が っている

それ 自身は姿形を持たざる世界の限界 (
即ちわた

か らには､わた くLは視点 とい う名の見えざる中

くしの生の限界) として機能す るわた くし (
の身

心 として存在 している筈である､ と｡斯かる ｢
わ

体)は､ これ を世界内の事象 として対象的に捉え

た くし｣の特質 とは､ ライルの謂 う ｢
あま りにも

ることができてはな らない｡身を以て何事かを為

近 くにあるために､かえって手が届かない｣ (
『
心

すわた くLは､突き詰めてゆけばゆ くほどに無化

の概念』みすず書房､二六八頁) とい う ｢
体系的

されてゆ く｡最 も巧 く機能 しているわた くLは､

逃避性｣である｡

全 く消去せ られたそれである｡完全な ｢
独我｣は
完壁な ｢
無我｣である｡ この間の消息を西田はこ
う論 じている｡

何かを何か ｢として｣経験 している主語は､述
語に成 り切 って経験 している｡現実の生活世界に
あって､主語は世界か ら姿を消 している｡｢
わた く

我々は物が 自己の意識に於てある時､之を

Lは考えている｣は ｢
わた くLに考えが生 じてい

意識する と考‑る如 く､知るものは知 られ る

る｣ とい うことであって､現に考えているのはわ

ものを包んで､之を自己の中に限定するもの

た くLではあるが､わた くLとい う主語はわた く

でなければな らぬ､無に して有を限定す るも

しの世界には現れていない｡事柄は ｢
何かが何か

のでなければな らぬ､そ こには形あるものは

として経験 されている｣ とい うことに尽 きている｡

形なきものの影 といふ趣がなければな らない｡

(
『
全集』第五巻､四二二頁)

｢
何かが何か として経験 されている｣ ことか ら
｢
わた くし｣ とい う項 目を抽出することは､旧に
依 って愚の又愚である｡わた くLが端的且つ十全

形ある物を して形あ らしめている光は､謂わば

にそれであるところの出来事を､つま り ｢
わた く

｢
無に して有を限定するもの｣である｡ しか し影

し｣なる項 目の顕現 とい うことが原理的にあ り得

をまった く聞いた光そのものは､形ある可視物 と

ぬ ような出来事を､それを何か ｢として｣意識す

同列に可視的ではあ り得ない｡見ること自体 とも

る ｢
誰か｣に結びつけて捉えようとして も､決 し

云 うべき自己は､見えている物には属せない｡可

て上手 くゆかない｡

視物を して可視的た らしめている光そのものは､

右の仔細はこれを所謂 ｢
無我説｣の本質である

決 して見えない とい う意味に於ては ｢
無｣ と択ぶ

と看て可なるものであろ う｡仏教に於ける無我説

ところがない｡

とは､織 田得能 『
仏教大辞典』に拠れば ｢
人身は

対象化せ られ得ぬ ものが強いて主語化せ られた

五轟の仮和合な り､常‑の我体あるな し､法は総

｢
わた くし｣ではあるが､省み るに ｢自己の中に

て因縁生な り､亦た常‑の我体あるな し｣ とい う

自己同一なるものを見る｣(
同右､三六頁)の も亦

立場である｡無我説 とは ｢
常一主宰 ･焚我‑如｣

事実である｡若 し然 らば､わた くLは一体何 を意

としての ｢
我｣を否定するものであ り､ これが西

識 しているのであろ うか｡ ｢
我思 う｣や ｢
我在 り｣

洋に於ける ｢自我｣の捉え方 と相当に異なってい

とい う判断の主語が､既に して事物以前の無であ

ることは確かである｡

るな らば､わた くしの自己同一性の正体は何であ
ろ うか｡

例之えばプラ トンは ｢
魂の不滅｣を説き､キ リ
ス ト教は最後の審判後の ｢
永遠の生命｣を説 くと

例之えば西 田の ｢
主語的なるものが超越論的述

い う按配に､西洋では ｢
私｣なるものの永続 とい

語面に撞着 した｣云々 (
同右) とい うような考察

うことを夢見がちである｡尤 も､人間を ｢
死‑の

は､哲学の本を紐解 けば幾 らも見出 され よう｡が､

存在｣ として捉え､死 を ｢
追い越す ことのできぬ

わた くLにはどの議論 も眉唾にお もえてな らない｡

可能性｣ と捉えるハイデガーになる と柳か事情は

固より対象化せ られ得ぬ ものは､端か ら対象化せ

違 って くるが､｢自我がいずれ無に帰する｣とい う

ぬに若かない｡

のと ｢
只今現在の 自我が無である｣ とい うの とで

書斎の窓越 しに林檎畑が見え､その彼方に岩木

は本質的に異なっている｡ハイデガーは現在の自

山が見える｡ この眺望の中に､わた くし自身の姿

我が無であるとい う洞察 を持たぬで もない ようで

はない｡ 自分の顔す ら自分では見えぬにも拘 らず､

はあるけれ ども､彼がそのことを ｢
不安｣ と看倣
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すのに対 して､仏教がその ことを ｢
真理｣ と看徹
すのは決定的に違 っている｡

史

生

臨済は重ねて説 く｡法 とは心である､ とC法 と
は ｢
一切 に通ず る語な り｡小なる者 も大なる者 も､

わた くしである とい うことは､万人に当て巌 ま

形ある者 も形なき者 も､真実なる者 も虚妄なる者

る月並な事実であるC誰 に とって もわた くLであ

も､事物其物 も､道理其物 も､あ りとあ らゆる者

ることは 自明である｡ しか しその事実に身を浸 し

皆悉 く法 といはるる也｣(
織 田得能『
仏教大辞典』一

ている最 中､このわた くLを他の (｢この｣わた く

五九〇頁) とあるに拠れば､謂 うところの世界の

Lでない)わた くしたちか ら奈何 に して区別す る

意である｡法 (
世界) ‑心であるが､その心は形

かな どとい う問題は起 こ り得 よ う筈がない｡超越

な くして十方世界 を貫いている｡法 (
‑心)とは｢
わ

論的 自我 としてのわた くLは､素直にそれ として

た くしの世界｣であ り､わた くしの 目の前 に生き

生き られ るに若かない｡一所懸命 に生きている最

生き と展開 しているもの凡てであるC この掛 け替

中に､わた くLが他な らぬ ｢この｣わた くLであ

えのない事実 を自ら信 じ切 ることが肝 腎である｡

らねばな らぬ理 由は何処 に見出 され るのか､など
とい う不安に駆 られている閑はない｡ この ことは

道流､大丈夫の漢､更に箇の什磨 をか疑わ

『臨済録 』 が 口を酸 っぱ くして教 えている ところ

ん｡ 目前 の用処､更に走れ阿誰ぞ｡把得 して

であるC

便ち用いて名字 に著す ること莫 きを､号 して
玄 旨と為すO与歴 に見得せば､嫌 う底の法勿

道流､心法は形無 くして､十方に通貫す｡

し｡古人云 く､心は方墳 に随 って転 じ､転ず

眼に在 っては兄 と日い､耳に在 っては間 と日

る処実 に能 く幽な り｡流れ に随 って性 を認得

い､鼻に在 っては香 を娯 ぎ､ 口に在 っては談

すれ ば､善 も無 く亦憂 も無 し､ と｡(
一〇三

論 し､手に在 っては執捉 し､足 に在 っては運

頁)

奔す｡本 と走れ‑精明､分かれて六和合 と為
る｡一心既 に無なれば､随処 に解脱す (中略)但

現 に働いている とい う事実に立脚 し､その世界

能 く縁 に随 って旧業を消 し､任運に衣裳 を著

を生き生き と享受すれば､まさに能事畢れ りとし

けて､行かん と要すれば即ち行き､坐せん と

て可である｡果 して然 らば､事情 よ り推 して も文

要すれば即ち坐 し､一念心の仏巣 を希求す る

脈 よ り推 して も ｢
嫌 う底の法勿｣きことは疑いを

無 し｡ (
三九頁)

容れない｡
只留意すべきは､その働 きは ｢
方墳 に随 って転｣

わた くLは眼で見た り､耳で聞いた り､鼻で喚

ずべきものであ り､随 って ｢
能 く幽｣である｡働

いだ り､ 口で喋 った り､手で掴んだ り､足で歩い

きは飽 くまで も秘 めやかであって､その痕跡 を求

た りす る｡ これ らの働 きその ものであるわた くし

めることは禁物であるC働いている とい う ｢
流れ

の ｢
心｣は ｢
形無 くして､十方 に通景｣ してお り､

に随 って｣生きてゆ けば､喜び も憂い も生ぜない｡

その当体 は主宰者然 として対象化せ られ得ない｡

わた くしの世界か ら項 目としての ｢
わた くし｣

現 に見た り､聞いた り､喚いだ り､喋 った り､掴

は消去 されているC生きているわた くLは居 るが､

んだ り､歩いた りしているか らには､そのことを

これを ｢
わた くし｣ として同定す ることは不要で

して可能な らしめている所以の ものを求めること

ある｡それが必要 になるのは､ さっきまでは曇 っ

は不可能 である以前 に不必要 であるC ｢
一心既 に

ていたが今は晴れている景色をわた くLは見てい

無｣な りと心得 て､ ｢
行かん と要すれば即ち行 き､

る､ と過去 と現在 との関係 を語 ろ うとす る場合で

坐せん と要すれば即ち坐 し｣ と､ まった く無為 自

ある｡

然に生きてゆけば よい｡

｢さっきまでは曇 っていたが今は晴れている｣と
語 る時､わた くLは然 く語 っている時が ｢
今｣で

云何なるか走れ法｡法 とは走れ心法｡心法

ある ことを知 ってい る｡ ｢
曇 っていた｣先 の今 と

は形無 くして､十方に通貫 し､ 目前 に現用す｡

｢
晴れている｣今の今 との関係 を語 ろ うとす る場

人は信不及に して､便乃ち名を認め旬を認め､

合､そ こに過去 と現在 とを文脈的に繋 ぐべ く ｢
わ

文字の中に向か って仏法を意度せん と求むC

た くし｣が現れ る｡今や最早 ｢
今ではない｣ とこ

天地懸かに殊なる｡ (
四七頁)

ろの先の今を､嘗ては ｢
今であった｣時 として了
解 し､それ について過去形を用いて語 ろ うとす る
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と､不可思議なる哉､わた くしなるものが忽然 と

他の もの とわた くしとを区別すべき記述的知識が

して登場 して くる｡ しか しそれは過去 と現在 とを

必要 になるが､わた くLは隣 り合 うものを有せな

文脈的に繋 ぐべ く現在の側か ら侶設せ られ る関係

い｡わた くLは奈何なる記述的特徴 に も拠 らず､

概念であって､それ 自体が リア リティを持 って対

只管 ｢
在 る｣ ことに依 ってのみ知 らるべ き もので

象化 され ることない｡

ある｡

膏に時間だ けではない｡彼処では曇 っていたが

一切の隣 り合 うものを有せぬ唯一無二の全体た

此処では晴れている景色 をわた くLは見ている､

るわた くLが ｢
在 る｣ ことと､実体祝 された項 目

と彼処 と此処 との関係 を語 る場合 も亦然 り｡時間

としてのわた くLが ｢
無い｣ ことと間の差異は､

的 ･空間的に ｢
見えていない世界｣の在 ることを

固よ り対比を絶 した対比であるか ら､ これ を説明

踏 まえ､見えている世界 にあって見えている世界

す ることは事柄 を して相対的な次元‑ と堕せ しむ

と見えていない世界 との関係 を語 ろ うとす る と､

ることになる｡わた くLは ｢
掛 け替えのない この

何故かは知 らね ど､わた くしなる ものが忽然 とし

わた くし｣ とい う (
既 に して相対性 に堕 した)語

て登場 して くる｡

り方に依 って､その語 り得ぬ ことを示す よ り他に

時間的 ･空間的に見えていない世界の在 ること

すべ を持たない｡

を､見えている世界 にあって語 ろ うとす る場合､

膝小僧が痛い時､わた くLは丸 ごと全身が痛い

わた くしなるものが忽然 として登場 して くる｡ し

のであ り､痛が っているわた くLと痛が られてい

か し見えている世界 を只管如実に生きている最 中､

る痛み とがある訣ではない‑

項 目としての ｢
わた くし｣は何処に も居ない｡

しか し問題はそ こにはない｡現 に痛い時､そ こに

この理屈は正 しい｡

わた くLは居ない｡わた くLは ｢
間違 えない｣の
膝小僧を机の角にぶつ けた時､わた くLは ｢
痛
い｣ と叫ぶ｡医者に症状 を説明す る場合を除けば､

ではな く､わた くLは ｢
居ない｣のである｡従 っ
て端か ら間違 えよ うがないのである｡

わた くLは ｢
わた くLは痛い｣ と叫びは しない｡
現 に痛い時､わた くLは痛い とい うことを間違 え

馬祖の語録 の ｢
即心是仏｣ とい う言葉は ｢
心と

て感ず ることはできない｡痛い以上､有無を云わ

仏 とは別個の実体ではな く､心がただ ちに仏であ

ず に痛いのである｡

る｣ とい う主張であ り､又 ｢
平常心是道｣ とい う

それであることが 自己である所以であるよ うな

言葉 も ｢
あ りのままの心がそのまま究極である｣

何かは､現 にそ うである唯一無二の当体であ り､

とい う主張であるが､いずれ にせ よ ｢
心｣なるも

他の もの との関係 に依 って然 くあるものではない｡

のを言挙げ している｡ ところが臨済は､ この間の

わた くLは現 に山田史生 としての世界を生きてい

消息 を ｢
無事｣ と言い切 っている｡或いは ｢
われ

る｡縦令 この ことが偶然の所産であろ うとも､わ

在 り｣とい うことを鮮明にすべ く ｢
無事是れ貴人｣

た くLは これ以外の生き方をす る可能性 を有せな

と教 えている｡

い｡唯一つ間違いな さそ うな ことは､現 にこの 自

試みに ｢
無事｣の語 を入矢 ･古賀 『禅語辞典』

己が存在 し､両 もこれが無 ければ一切合財が無い

で引いてみ る と ｢
なすべきことは何 もない｡また､

であろ うとい うことだ けである｡

人為の入 りこみ よ うもない平穏静謹な世界のあ り

超越論的 自我 に関 しては指示が不要であ り､わ
た くLは これ を誤解す る可能性 を有せない｡わた
くLは､特定の対象 を他の対象か ら区別 し､指示

よ う｣ とある｡鈍根の悲 しさ､ ど うも肺 に落 ちな
い｡
わた くLが何事かを為 している時､ ｢
わた くし｣

す るための指標ではない｡わた くLは経験の本質

は､わた くしの意識 に対 しては勿論､為 されてい

としての世界その ものである｡怪我 を して､痛 さ

る事柄 に対 して も､透明になっている｡娘が熱 を

に坤 く時､痛いのがわた くLであることを知 って

出 した時､わた くLは ｢ごっつん こ〜｣な どと云

いる必要はない｡ 岬きなが ら ｢
現 に坤いているの

いなが ら､娘の額 とわた くしの額 とを くっつける｡

はわた くしだ｣ と知 っている必要はない｡

その時わた くLは 自分の額の熱は感 じていない｡

絶対的な非対称性 としてのわた くLは､
現 に｢
在

若 しわた くLが 自分の額の熱 を感 じれば､肝腎の

る｣のであって ｢
無｣ではないに も拘 らず､あ ら

娘の熱 のほ うがお留守になって しま う｡熱 を計 る

ゆる説明を拒む｡説明す ることは対比に基づいた

ことにあって､わた くしの額 は透明にな っている｡

相対的な ものである｡若 し隣 り合 うものがあれば､

熱を計ることを可能 にす るものは､ 当の事柄 に於

3
8

山

田

史

生

て論理的に透明になってお らねばな らない｡若 し

くしている｡わた くLは ｢
わた くしの世界｣の限

然 らざれば､熟を計ることを可能にす るものの熱

界であ り､そのわた くLは無 と択ぶ ところがない｡

が再び計 られることにな り､更にそれを可能にす

｢
無｣である とい うことは ｢
凡て｣であるとい う

るもの も要請 され る とい う按配に､無限に後退す

ことである｡わた くLが ｢
わた くしの世界｣であ

ることになる｡

る｡ このことを臨済は ｢
無事是れ貴人､但だ造作

熱を計 っているわた くしの額は透明になってお
り､その意味でわた くしの額は､つま りわた くL

すること莫れ､祇だ是れ平常なれ｣ と云 う｡頗 る
洞察に満ちた言葉である｡

は､存在 していない｡熱を計 っているわた くしの
額が既に存在せぬのみな らず､実は熟を計 られて

三

独我論か ら無我論へ

いる娘の額 も亦存在 していない｡そ こには ｢
計る
主体｣ も ｢
計 られる客体｣ もな く､熱を計る とい
う現実のみが息づいている｡
わた くLが娘の熱を計 っている､ とわた くLは

独我論を支えているのは ｢
現に知覚 している世
界の背後に別の客観的な世界が存在する訣ではな
い｣ とい う信念である.唯一の客観的な世界があ

考えがちである｡ しか し､そ う考えているわた く

って､それを各人な りに切 り取 って ｢
わた くしの

Lは透明なのである｡わた くLは端的に ｢
世界そ

世界｣を表象 している､ といった常識的なイ メー

のもの｣である｡ この一切の固有名を脱ぎ捨てた､

ジは間違 っている とい う信念である｡

専 ら絶対の今のみを生きているものが､臨済の言

｢
わた くし｣とい う特別な ものが存在 し､しか も

無依の通人｣で
葉を籍 りて云えば ｢
無位の真人｣｢

それが無ければ何 も無か ったの と同じであると考

ある｡

える時､わた くLは独我論‑の抗い難き誘惑を覚

既に して透明であるわた くしの為す ところは､

える｡だが按ずるに､わた くLは本当に独我論を

｢
無事｣以外ではあ り得ない｡故に ｢
なすべきこ

唱えねばな らぬのであろ うか｡独我論 を唱えるこ

とは何 もない｣のではな く､｢
為すわた くLは居な

とは､ひ ょっとして一笑の値だにないのではなか

い｣のである｡わた くLが何事かを為 し得ている

ろ うか｡

な らば､その為す ことにあって当のわた くLは透

山田史生 とい う人間が ｢
この｣わた くLと云え

明になっている｡ この間の仔細を臨済は ｢
無事｣

る特別の在 り方を しているとい うことは､他な ら

と云 うのである｡

ぬ このわた くLに とってのみ有意味である｡わた

『臨済録』の言葉を引 く｡それは ｢
裏に向かい外

くLが掛け替えのないこのわた くしであるとい う

に向かって､逢著すれば便ち殺せ｡仏に逢 うては

奇蹟は､他者に とっては没交渉の閑事実である｡

仏を殺 し､祖に逢 うては祖を殺 し､羅漢に逢 うて

他者 とのコ ミュニケーシ ョンにあって､夙に前提

は羅漢を殺 し､父母に逢 うては父母を殺 し､親者

とされているわた くLに言及せぬ ことに由って､

に逢 うては親春を殺 して｣云々 (
九七頁) とい う

べつに不都合が生ずることはない｡

有名な くだ りである｡｢
逢著すれば便ち殺せ｣とは､

世界の一部ではな く世界の限界であるようなわ

入矢氏の訳に拠れば ｢
逢 ったものはす ぐ殺せ｣ と

た くLは､即ち物に溢れた世界の何処にも見つか

い うことである｡逢 った もの とは､対象化せ られ

らない姿形を聞いた超越論的 自我は､これを独我

た もの､の意である｡

論 を促す ｢
主語｣ として据えるには及ばない｡世

生きているとい う現実にあって､わた くLは世

界がわた くしの世界である とい う事実の限界は､

界を十全に生きているのであるか ら､何物 も個別

生きて働 く ｢
述語｣ として､その都度の全世界 と

に対象化 されてはな らない｡若 し対象化 され よ う

如実に呼応相即 している｡

ものな らば､径ちに抹殺せねばな らない｡対象化

｢
世界の限界｣としか言挙げせ られ得ない形而上

されて しまった ものは､仏で も､祖で も､羅漢で

学的な主体は､因果 を糊 として時空的に結合 しつ

も､父母で も､親脊で もない｡それは抜け殻であ

つ現象 している姿形ある物の ｢
全体｣そのもので

る｡仏 も､祖 も､羅漢 も､父母 も､親春 も､わた

はない｡無限性のイデア とい う窮極の項 目として

くしの世界の全幅 として生きられるものであって､

世界を限界づけるものが､再び世界に於ける姿形

奈何なる意味に於ても個別に対象化 さるべきもの

を持 った物 として現れることはない｡それは超越

ではない｡殺すべきものなど固より何 もない｡

論的に ｢
在る｣ としか言えない ｢
或る｣ ものであ

わた くLは ｢
わた くしの世界｣を十全に生き尽

る｡ ウィ トゲンシュタインはいみ じくも道破 して
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いる｡

を ｢
わた くしの意識｣ と云 うことは無意味になる｡
わた くしの意識 の中には､一人称の代名詞は勿論､
可能な全ての科学的な間が答え られた場合

超越論的 自我たる ｢
わた くし｣ 自身す らも現れ得

で さえ､我々の生の問題は依然 として全 く手

ない｡独我論に於 ける ｢
我｣は､一切の隣 り合 う

を付 け られないままにな っている､ と我々は

ものを有せぬ唯一無二の全体の謂であ り､一人称

感 じる｡勿論 この時には間は もはや全 く残 っ

の使用主体のことではな く､故 に一人称 の使用 に

ていない｡そ してまさに これが解答なのであ

意味を与え得ない‑

る｡ (
『
論考』六 ･五二)

ている｣とい う言語表現 に於 ける ｢
現在｣が過去 ･

恰も ｢
只今現在〜を経験 し

未来 と対比せ られた時間系列に於 ける一項 目でな
わた くLが現に生 きている時､超越論的 自我 ･
形而上学的主体 としてのわた くLは､径ちに生 き

い如 くに｡
わた くLとい う隣 り合 うものを有せ ざる何かは､

て働 く述語 として全世界 と呼応相即 している｡わ

あ らゆ る対比を絶 してお り､あ らゆ る検証 を斥 け

た くLは物 としての拡が りを開きなが らも､世界

ている｡従 って ｢
わた くLは痛み を覚えている｣

の限界 とい う資格 に於て生きている｡｢
間は もはや

ことと ｢
わた くLは痛み を覚えていることを知 っ

全 く残 っていない｣ とい うのが ｢
解答｣である以

ている｣ こととの間に距離はない｡若 し距離があ

上､わた くLとは何ぞや､ と更に問いを重ね るこ

れば ｢
わた くLは痛み を覚えていることを知 らな

との愚なることは論 を須たない｡

い｣ことも意味を持つ ことになるが､｢
わた くLは
痛み を覚えていることを知 らない｣ ことは ｢
わた

非明示的な ｢
わた くし｣ を切実に体認す る方途

くLは痛み を覚えていない｣ことである｡｢
わた く

は､想 うに一つ しかない｡それは ｢
死｣に於てわ

Lは痛み を覚えている｣ とい うことは検証を要せ

た くLを見詰めることである｡

ざることであ り､ここに於 ける一人称の使用は 自

個体たる ｢この｣わた くしの死 は､世界内の一
個体の消滅であるが､それのみ に止 ま らない｡わ

らの経験の端的な表 出であるに過 ぎない｡
｢
わた くLは痛み を覚えている｣ とい う経験 は､

た くしの死は､世界の全体の無化である｡若 しこ

わた くLに ｢
所有｣ されている訣ではない｡わた

のよ うに思惟す るな らば､その消滅 (
死)が世界

くしの世界は論理的 ･必然的な唯一性 を帯びてお

の全体の無化であるよ うな ｢
わた くし｣ とは何で

り､別様であることが叶わず､ これ を他者に譲渡

あろ うか､ と逆 に問 うこともできよ う｡

す ることも亦叶わない｡譲渡の可能性のない とこ

按ず るに､それは世界の全体に見合 うほ どのわ

ろに所有はないQ経験 は或る主体の所有に帰 さね

た くし､｢
世界はわた くしの世界である｣と云い得

ばな らぬ とい う考えは､言語の もた らした幻想で

るほどのわた くLであるQ膏 に然るのみではないo

ある｡某 甲の経験が某乙に も経験 されている とい

斯かるわた くしの死は､世界内の一個体の消滅で

うことは原理的に不可能であ り､従 って経験が何

あるが､それは他の誰 にも代替 され得ぬ死である｡

某に帰す ることを何某 の所有 として捉える必要は

是に於てわた くしの死 は､世界の全体の無化 とい

ない｡

う普遍性 を有す る と同時に､他の誰 にも代替 され

他者のそれ との対比が成 り立たない絶対 に私秘

得ぬ とい う単独性 を も有す る｡ これ こそは ｢
わた

的な経験 については､つ ま り超越論的 自我 の経験

くしの死｣に固有の秘儀である と看徹す も亦可で

については､夙 に ｢
わた くし｣ とい う対称性 は失

あろ う｡

効 している｡｢
わた くしの世界｣に於 ける ｢
わた く

｢
わた くしだ けが存在 し､
わた くし以外 の ものは

しの｣ とい う語は ｢
あなたの ･かれの｣等 と対比

(
わた くしの心の中に しか)存在せない｣ とす る

的に用い られてはお らず､故 に これに意義を与え

独我論の立場か らすれば､最早 ｢
わた くし｣ とい
う語 は奈何なる意味を も有せない｡現れは凡てわ
た くしの意識‑の現れで しかあ り得ず､故 にそれ

ることはできない｡

(
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