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【
論文要 旨】

自我論の観点か ら 『
臨済録 』 の幾段 かを吟味す る｡

キーワー ド:方法的懐疑

一

指標詞

枠組

立 ち現れ

行為
リアルな認識その ものが夢 でない とい う保証 はな

内への問い

い｡又 ｢
一切 は夢である｣ とも云 えない｡ この世

｢わた くLとは何 か｣ とい う問いは,｢自転車

界 を夢であると判定す るためには, これ と対比す

とは何か｣｢円周率 とは何 か｣ とい う問い とは違

べ き現実が確定 していなければな らない｡夢 と現

う｡ 後者の場合,わた くLは自分が 自転車や円周

実 とを分かつ指標 は ｢
醒める｣とい う経験である｡

率ではない ことを知 った上で然 く問 うている｡ と

わた くLは現 実 か ら醒 め る とい う経験 を有せ な

ころが前者の場合,わた くLは問 うている当体が

い｡故 に現実が夢 である可能性 を排 除す ることは

問われている対象であることを知 りつつ問 うてい

原理的に不可能である｡

る｡ 既 に自らがそれであることを知 っているにも

是 に於てデカル トは断ず る｡ 縦令疑い得ぬ もの

拘 らず,それについて問い得 る とい うこと, これ

には到達で きぬ にせ よ,硯 に疑 っている自己は居
省察』第二の
る筈 である, と｡ 人口に胸奥す る 『

は甚だ面妖 な事態ではなかろうか｡

一節 を引 く｡
｢
思 うこと｣ と しての 自己
欺 くな らば,力 の限 り欺 くが よい｡ しか し,
デカル トの所謂 ｢
方法的懐疑｣ とは,寸毒で も

私がみずか らを何 ものかである と考 えている

疑いの存 し得 る事柄 は偽 として斥けるとい う態度

間は,けっ して彼 は私 を何 もので もない よう

｡『省察』第四に下の如 く見 える

である

｡

にす ることはで きないであろ う｡ この ように
して,私 は,すべての ことを存分 に,あ ます

もの ご との真 理 が 明 白で ない ときにはいつ

ところな く考 えつ くしたあげ く,ついに結論

も,判断を くだす ことをひかえな くてはな ら

せ ざるをえない｡｢
私 はある,私 は存在す る｣

ない とい うことを想起す ることだけに依存す

とい うこの命題 は,私が これ をいいあ らわす

る しかたで,誤謬 を防 ぐことはで きるはず な

たびご とに,必然 的 に真 である, と｡ (
二四

のである｡ (
世界 の名著27, 中央公論社 ,二

五頁)

八一頁)
｢
私がみずか らを何 ものかである と考 えている
｢
偽であると看徹す｣ ことと ｢
偽である｣ こと

間は｣とい う限定の下で ｢
私 はある｣と云われる｡

とは違 う｡ 偽である と判定す るには確 固たる根拠

但 しそれが奈何 なる事態 であるかは分明でない｡

を要す る｡ 方法的懐疑 とは,鴇かで も疑いが存す

｢
私 はあ る｣ と云 われ る ものは現実世界 の一員 と

れば少 くとも絶対 に確 かではないが故 に, これを

して身体 を具 えつつ存在す る人間ではない｡理性

偽 と看倣 して斥けるのである｡

であれ,身体であれ,悉皆疑いを免れない｡デカ

わた くしの認識世界 はその全体が疑 われ得 る｡

ル トは ｢
私がみずか らを何 ものかである と考 えて
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いる間は｣ とい う限定 に立ち戻 り, こう思索 を詰

で きない｡ ｢目前歴歴底 に して‑筒 の形段 勿 くし

めてゆ く｡

て孤 明たる｣ もののみが能 く説法聴法す る｡ 目前
に歴歴 と働 き出でつつあ り,両 も ｢もの｣ とい う

けれ ども私 は,確 かに見 ると思い,聞 くと思

形段 を伴 わず,更 には独 自の ｢
孤 明｣ を発 してい

い,熱 を感 じると思 っているのである｡ これ

る もの とは,思 っている誰かや思 われている何か

は虚偽ではあ りえない｡ これ こそ本来,私 に

といった ｢もの｣ではな く,現 に思 っているとい

おいて感覚す る とよばれる ところの ものであ

う ｢こと｣である｡

る｡そ して,この ように厳格 に解す るな らば,

思 っている とい う事態 だけが単独 で生起 してい

これは,
考 えることにほかな らないのである｡

る訣ではない｡誰かが何か を思 っているのである｡

(
二四九頁)

｢思 うこ と｣ が成 り立 つ ため に は ｢思 う者 ｣ と
｢
思 われ る物｣ とい う要素が不可欠である｡ 但 し

思 った り感 じた りしている当の ものの存す るこ

その思 う者や思われる物 は,世界 内に於 ける誰か

とが ｢
虚偽ではあ りえない｣のではない｡思 って

や何か とい う ｢もの｣ とは没交渉 に,つ ま り非対

いる ｢もの｣が疑い を免 れぬ ことは既 に論ず る如

象的に措定 されねばな らない｡思 うことが成 り立

感覚す るとよ
くである｡ 虚偽であ り得 ないのは ｢

つための要素 として,思 う者や思われる物 は要請

ばれる ところの もの｣それ 自体 である｡ 思 ってい

される｡ 思 う者 と思われる物 とを不可欠の要素 と

る,感 じている, とい う事態が端的に生起 してい

して含 んだ統一的な事態 として,思 うことは生起

る ｢こと｣である｡誰かが何か を思 っている場合,

している｡

確 かなのは誰かや何かではな く,その出来事が生
起 して しまっているとい うことである｡
現 にその ことが生起 している ｢こと｣ は,奈何

｢
思 う者｣ を離れて ｢
思 うこと｣それ 自体 を扱
うことはで きない｡思 うことを思 うことは不可能
であ る (
が, ノー ジ ック 『
考 えることを考 える』

に して も ｢もの｣ として対象化 され得 ない｡方法

(
青土社) とい う書が上梓 されている)｡若 し可能

的懐疑 を厳密 に遂行 してゆ くと,寛 には対象化 さ

であれば,それは思 うこととい う ｢もの｣ を思 っ

れ得ぬ ところの事態 に連署す る｡ だが按ず るに,

ているのであ り,醇乎たる思 うことではない｡思

思 うことや感 じることが剥 き出 しに成立 し得 るで

う者 とい う ｢図｣ を して顕在化せ しむべ き ｢
地｣

あろうか｡

として,思 うことは隠れて機能 している｡
｢思われる物｣ は奈何｡苛 も思 っている以上,

法性 の身,法性 の土,明かに知 んぬ,是れ光

思われる物 な しに思 うことは不可能である｡ 両 も

影 なることを｡大徳,弥且 く光影 を弄す る底

思われる物 は ｢もの｣であ り得ねばな らない｡但

の人 を識取せ よ｡ 是れ諸仏の本源 に して,一

しそれが然 くあ り得 るのは思われる限 りに於ての

切処是れ道流が帰合の処 な り｡是 れ称が四大

みである｡ 思われる物 は思 うことに包摂 される と

色 身は説法聴法す る解 わず｡牌 胃肝胆 は説法

看 て可であろう｡

聴法す る解 わず｡虚空 は説法聴法す る解 わず｡

思 う者が思われる物 を思 っている時,思 うこと

是 れ什 歴 ものか は説法聴 法 を解 くす｡是 れ

は成 り立 っているが,その ことが著意 して主題化

休 日前歴歴底 に して‑筒の形段勿 くして孤明

されることは竿である (
哲学者 とい う酔狂 な人種

た る,是 れ這筒 ,説法聴法 を解 くす｡ (
三六

思 う者 ･思 われる物｣
が試み る くらいであ る)｡｢

頁)

とい う可視の図の間に成 り立 っている｢
思 うこと｣
とい う不可視の地 は,そ こに於て思 う者や思われ

何か を思 う当体 は ｢
光影｣ に過 ぎない｡光が照

る物 とい う主題 同士の関係が成 り立つ ところの媒

れば影 は映るが,いずれ手応 えなき幻 である｡ 臨

介的な場所 として機能 してお り,それ 自体 は対象

済は ｢
光影 を弄す る底 の人 を識取せ よ｣ と云 う｡

化 され得 ない｡思 うことは,出来事 その もの ｢
で

それは思 っている当人の身体ではない｡ 日 く ｢四

ある｣ ような何かであって,思 う者 と思われる物

大色 身は説法聴法す る解 わず｡牌 胃肝胆 は説法聴

の外部 にある ｢もの｣ではない｡

法す る解 わず｣ と｡ あ らゆる ｢もの｣ は説法 も聴
法 もで きない｡又 日 く ｢
虚空は説法聴法す る解 わ

現今 目前聴法の無依の通人は,歴歴地 に分明

ず｣ と｡ ｢もの｣ な らざる虚空 も亦説法 も聴法 も

に して,未だ曾て欠少せず｡弥若 し祖仏 と別

『
臨済録 』管窺 (
四之二)

な らざらん と欲得すれば,但是の如 く見 て,

i
l
l

をわた くLは有せ ない｡

疑誤することを用いざれ｡
休の心心不異 なる,

｢
確かに見 ると思い,聞 くと思い,熟を感 じる

之 を活祖 と名づ く｡ 心若 し具有 らば則ち性 と

と思 っている｣ ことが ｢
わた くLである｣ ことに

相 と別な り｡ 心不異 なるが故 に即 ち性 と相 と

他 ならない｡ この事態 を言語化することは不可能

別な らず｡ (
八〇頁)

である｡ デカル トはこのことを ｢
虚偽ではあ りえ
ない｣ と看倣すが ,｢と思 っている｣ ことも亦疑

現 に生 きていることに開けている ものはない｡

い得 る｡ 仮 に方法的懐疑の極北であるにせ よ,旧

丸ごと凡てを肯 えばよい｡然 るに ｢
思 う者 ･思わ

に依 って夢でない とい う保証はない‑

れる物｣ といった ｢
異｣ なる念 を発す ると,観面

は杷憂である｡｢
思 うこと｣が虚偽である可能性

に性 と相 との別が生ずる｡性 とは ｢
法の 自体 な り,

を思 うことはで きるが,そのことも亦思 うことの

内に在て改易すべか らざる｣ ものであ り,相 とは

圏内に於てのみ可能である｡ 思 うことは,縦令疑

｢
相貌 な り,外 に現 はれて分別すべ き｣ ものであ

い得 るように見 えるにせ よ,それは思い得 ること

る (
織 田得能 『
仏教大辞典』大蔵 出版)｡一心 は

の凡てがそこか ら働 きを汲むべ き経験の基盤であ

固よ り異 な らざるが故 に性 と相 とも亦別ならざる

る｡

と, これ

ものである｡ 然るに思 う者 と思われる物 とを異 な

一切合財が ｢
思 うこと｣の圏内に収め られるが

る と看倣す ことは,｢
思 うこと｣ とい う端的な事

故に ｢
思 うこと｣が虚偽である可能性 を思 うこと

実 を能現 と所現 とに分裂 させ ることである｡

が不可能なのではない｡思 っていることが虚偽で

｢
思 う者 ･思われる物 ･思 うこと｣の うち自己

ある可能性 を思 うことは可能であるが,それは最

はどれに相当するであろうか｡蓮 に想 うに,それ

早奈何 なる事態であるのか皆 目見当がつかない｡

は ｢
思 う者｣であるが,熟考するに,それは ｢
思

仮 に思 うことの圏外 に立ち得 るならば,そこでは

うこと｣である｡ わた くLが思 っている時,思 う

｢
疑い得 る ･疑い得ぬ｣ とい うことが丸 ごと機能

とい う働 きか ら思いの遂行者 を分離することはで

を失 う｡ それが思考可能であれば,それは思考の

きない｡わた くLが ｢
思っていること｣ とわた く

圏内にある｡ 思い得ぬことは不可知であ り,従 っ

Lが ｢わた くLであ る こ と｣ とは同一 であ る｡

て思 うことの ｢
外部｣ は存せ ない｡思 うことを疑

｢わた くし｣ は,そ こに於て思 う者 と思われる物

疑わ しい｣ とい うこと
うことは ｢
確 かである｣｢

との関係が成 り立つ ところの媒介的な場所 として

自体 を放棄することである｡

の端的な機能その ものである｡
思 う者 も,思 われる物 も,思 うこと ｢に於 て｣

確かであるとも疑わ しい とも定め得ぬ ような思
考の限界にあって,誰かが何かをするとい う ｢
思

意味を獲ている｡ 思 う者や思われる物 に意味 を与

い｣の出来事が端的に成 り立っていることを,わ

えるものが ｢
わた くし｣である｡ わた くLは思 っ

た くしの存在 は示 している｡ 斯 くして ｢
わた くL

ている当人であるが, この ものは思 うことに直接

とは誰か｣ とい う問い方はナ ンセ ンスである｡ 思

に臨在 してお り, これを思 う誰かや思われる何か

うのは誰か とい うこととは無関係 に,思 うことは

とい う個別の意味 に押 し込めるのは禁物である｡

端的に成立 して しまっている｡

わた くLが居 ることは,当の出来事が端的に成 り
立 っていることである｡

休還た馳求す る底 を識 るや｡三世十方の仏祖

わた くLに属性 (
述語) を帰属 させ ることはで

出で来たるも也祇法 を求めんが為 な り｡ 如今

きない｡｢わた くLは思 う｣ とい う言挙 げ も不可

参学の道流 も也祇法 を求めんが為 な り｡ 法 を

ない｡ ｢わた くし｣ とい う主語 に属性 と しての

得て始めて了る｡ 未だ得 ざれば依前 として五

｢
思 う｣ とい う述語 を帰属 させ るな らば,わた く

道に輪廻す｡云何 なるか是れ法｡法 とは是れ

Lは ｢もの｣ に堕す る｡｢
思 うこと｣ とい う決 し

心法｡心法は形無 くして,十方に通貫 し, 目

て ｢もの｣化 され得ぬ ものは,端的に生起 して し

前に現用す｡ (
四六頁)

まっている ｢このこと｣である｡ これは非対象的
に措定 される唯一の何かであるに過 ぎない｡ この

｢
馳求する底｣ とは,然 く為 している当人であ

唯一の何かは,切 り口次第では ｢
思 う者 ･思われ

る｡ 而 して馳求せ られる対象 とは,現 に馳求 して

る物 ･思 うこと｣のいずれで もあ り,いずれで も

いる ｢わた くし｣である｡ 馳求 しているわた くL

ない｡ この唯一の何かを言い表すべ き固有の言葉

は,現 に十全 に生 き抜 いている世界その ものであ

1
2
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めには,その特定の身体状態 をもた らす特定の原
｢
法｣ とは ｢
一切 に通ず る語 な り｡ 小 なる者 も

点が有 るかの如 くである｡ しか し特定の ｢この｣

大 なる者 も,形ある者 も形 な き者 も,真実 なる者

原点が有 ることは確 かである と雄 も, これを無造

も虚偽 なる者 も,事物其物 も道理其物 も,あ りと

作 に ｢わた くし｣ に帰す るのは軽率である｡ 現在

あ らゆる者皆悉 く法 とい はるる也｣ (
織田 『
仏教

の知覚の場面 にあって ｢わた くし｣ とい う固有の

大辞典 』) と云 ってあ るように,それは能馳求 も

何かが現れているや否や を洞察すべ きである｡ 空

所馳求 も併呑せ られた全世界である｡
換言す るに,

腹 を覚 えてい るのは確 か に 自分であ るが ,｢わた

全世界 とは ｢
心法｣である｡ 心法 とは ｢
諸法 を縁

くLは牡が減 っている｣ と一人称 を用いて言挙 げ

起す る根本 たる者｣ (
同前)であ る｡法 を心法 と

す るの は不 自然 であ る｡ わた くLは思 い とい う

別言す る意 は,内界 お よび外界 に存す る ｢もの｣

｢こと｣ の端 的な成立 を示 してお り, この ことを

に非 ざる即今聴法底 の当人の全事実 とい う｢こと｣

誰か とい う ｢もの｣ に帰す るのは要 らぬ ことであ

を示 さん と欲するのである｡

る｡

世界 を して然 るべ く現象せ しめてい る何 か は
｢
形無 くして,十方 に通貫 し, 目前 に現用｣ して

道流 , 山僧 が説 法 は什 暦 の法 をか説 く｡

い る｡｢
法 ‑心法 ‑わた くし｣ とい う唯一の出来

心地の法 を説 く｡便 ち能 く凡 に入 り聖 に入 り,

事 は端 的 に成 り立 ってお り, この間に ｢
求 ･待｣

浄 に入 り稜 に入 り,真 に入 り俗 に入 る｡ 要且

の沙汰 を爽む余地 はない｡

つ是れ件が真俗凡聖の能 く一切 の真俗凡聖の

猶 講窮すべ きは,思 う とい う ｢この｣働 きが

与 に名字 を安著す るにあ らず｡真俗凡聖は此

｢わた くしの｣働 きであ る とい うことは明断判 明

の人の与 に名字 を安著 し得ず｡道流,把得 し

に直観 され得 るか, とい う一事 であ る｡ 省 みて

て便 ち用いて更 に名字 を安著せ ざる,之 を号

｢わた くLが考 えていた｣ と過去形で意識す るの

して玄 旨と為す｡ (
四八頁)

でな く,考 えている最 中に ｢わた くLが考 えてい
る｣ と現在形で意識 されることは, よほ ど特別な
場合 を除けば,殆 どあ り得 ない｡
わた くLは窓の外 を眺めている｡ この視覚風景

内 (
主) と外 (
客) とを分かつが故 に真俗凡聖
の別 に囚われる｡ 真俗凡聖の分別 を懐 いた内なる
｢
思 う者｣が,対象 としての外 なる ｢
思われる物｣

は開けるに独特 のパースペ クテ イヴを以て してい

に対 して真俗凡聖の ｢
名字 を安著す る｣ とい う二

る｡果 して然 らば,独特 のパースペ クテ イヴがそ

元論 は眉唾である｡ わた くしの生の事実 は二元論

こか ら開けている視点 に ｢わた くし｣ は居 る筈で

の図式 に収 まるような椅麗事ではない｡内に非ず

ある‑

とは問屋が卸 さない｡成程,それは独特

外 に も非 ざる ｢
思 うこと｣ たるわた くLは,即 ち

のパースペ クテ イヴではある｡ だが世界 に唯一の

生 きられている全世界たる ｢
此の人｣ は,既 に し

｢
独特 の｣パ ースペ クテ イヴで はあ って も,それ

て ｢もの｣ に非 ざるが故 に,あれ これの名前 を附

が ｢わた くしの｣パースペ クテ イヴである とい う

けることはで きない｡

保証 はない｡

無我夢 中でその ことに没頭 している時,或いは

岩木 山 を眺 めてい る とい う知覚 の場 面 にあ っ

熟睡 している時や泥酔 している時,わた くLは自

て ,｢
岩木 山が見 えている｣ とい う事態 に加 えて

分の存在 を意識 していない｡が,我 に返 ってみれ

｢わた くし｣ とい う固有 の何 かが顕現 してい る訣

ば,或いは眠 りや酔いか ら醒めてみれば,縦令そ

ではない｡わた くLは独特 のパースペ クテイヴと

の ことを憶 えてお らず とも,わた くLは当時の振

しての視覚風景 を開 きなが ら,同時に空腹 を覚 え,

舞い を 自らに帰 して ｢
電話 なんて鳴 ってた っけ｣

退屈 を感 じている｡ この独特 の身体状態 にも ｢わ

｢
軒が喧 しかったろ｣｢
済 まん,泣 き上戸で｣ と反

た くし｣ は随伴 しているかの如 くである｡ だが現

省す ることがで きる｡

にわた くLが懐 いてい るの は, ｢牡が減 った な｣

過去 とい う位相 にあ る出来事 につ いて想起 し,

とい う感 じであ り,｢
娘 と遊 ぼ うか な｣ とい う思

それ を ｢わた くし｣ とい う一人称の主体 に帰す る

いであって, これ らの感 じや思い と並 んで,のべ

ことはで きる｡ 現在 と過去 とい う異 なった時間に

つ ｢わた くし｣ とい う何か‑の帰属が 自覚 されて

橋 を架けるもの として ｢わた くし｣ を見出す こと

いる訣ではない｡

はで きる｡ 現 に為 している最 中に ｢わた くし｣が

岩木山が見 え,牡が減 り,娘 と遊びた くなるた

それ を為 してい る とい うことは 自覚 され ないが,
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その行為 を事後 的 に想起す る場 合,その行為 は

ベん と欲する時,そこに ｢
わた くし｣が登場 して

｢わた くし｣ の名の下 に (
事実的ではな く権利 的

くる｡｢
昨 日は暑かった｣ と過去形で語 る時,請

わた くし｣ とは過去のこ
に)統べ られる｡ 但 し ｢

ってい る今が今であ ることは意識 されていない

とを現在 にあって説明 しようとする段 になって控

が,語 られている昔の今が ｢
嘗ては有 ったが,最

造 される論理的な虚構であるに過 ぎぬ, とい う疑

早無い｣ とい うことは了解 されている｡ 何故 に然

いは払拭で きない｡
わた くLは独特のパースペ クテ イヴに於て風景

く了解 し得 るかは未だ考 えない｡今の今 と昔の今
とを言語的 ･意味的な関係 に於て捉 えることは,

を見ているが,見 えている以外の全風景が見 えて

｢
嘗ては有 ったが,最早無い｣ ところの過去 を制

いる訣ではない｡見 えている風景が見 えているこ

作す ることである｡ そのことを遂行す るのは ｢わ

とと,
見 えていない風景が見 えていないこととは,

た くし｣である｡ しか しその ｢わた くし｣は項 目

わた くしの見るとい うことを同時成立的に支えて

として要請 されるか否かは猶考 うべ きである｡

いる｡ 就中最 も見 えていない ものは,当の見てい
最終端の不透明体以外
る ｢わた くし｣である｡｢

一 ･二

｢わた くし｣ としての 自己

は透明であるか らには,それを見ている当人は透
明であ らねばならない｡すなわち,見 るとい うこ

わた くLは通常, 自分 を指 して云 う場合,｢山

とを成就する当の ものは,それ 自身が見 えてはな

田史生｣ とい う固有名 よ りも ｢
わた くし｣ とい う

らない｣ 『揮沌 』三六 九頁)｡視 覚 に関 して は

一人称の代名詞 を用いる｡｢山田史生｣ も ｢わた

｢
私 なる ものの存在 は,見 えていることの条件 で

くし｣ も,その指示対象は同一
一である｡但 し ｢山

はない｡見 えている状況その ものが,すなわち私

田史生｣ とい う固有名は, 自分が使お うとも他人

が居 る とい うことである｣ (
三六五頁) と看て可

が使お うとも同 じ人物 を指すが,｢わた くし｣ と

である｡

い う一人称の代名詞は, 自分が使 えば自分 を指す

(

わた くLは特定の ｢
此処｣か ら世界 を知覚 し,
特定の ｢
今｣か ら過去 を想起 している｡ 斯かる特

が,他人が使 えば自分 を指 さない｡誰 もが皆 ｢わ
た くし｣ とい う語 を用いて 自分 を指 して云 うとい

定の原点 を形成す る もの は,或 る内容 を持 った

うことを理解で きることに由って,つ ま り自分は

｢身体｣である｡ 但 し知覚や想起 の現場 にあって

多 くの (
一人称の代名詞 を使い得 る)人間の一人

物体 としての身体 は透明になっている｡それは知

に過 ぎない とい うこ とを理解 で きるこ とに由っ

覚や想起 とい う図をして成立せ しむる地 として隠

て,初めて ｢わた くし｣ とい う語 を一人前に使い

れて機能 している｡ それかあ らぬか,わた くLは

こなせ る｡

見 るに身体 を以て しているが,身体その ものは見

｢わた くし｣ とい う指標詞は,孤立的には何 も

ない｡ 自身を隈な く見ぬか らこそ,わた くLは見

指示せず,当の語の使用者や使用の時点 とい う言

ることを得 る｡ 見 るには距離が必要である｡ しか

語的な意味が,使用 (
発話)に際 しての脈絡 と相

し見るわた くLは当の身体であるか ら,わた くL

対的に指示対象 として定 まる｡ 従 って使用の脈絡

が 身体 の全体 を一挙 に対象化す る ことは叶 わな

が変 わる と供 にその指示対象 も変わる｡｢わた く

い｡自己 自身 との間に距離 を置 くことはで きない｡

し｣ とい う指標詞は,何時 ･何処で ･誰が使用す

わた くLは対象 としての身体 を観察 しているので

るか とい う脈絡 に依存 して,その指示対象が与 え

はない｡わた くLは自らの身体 を内側か ら生 きて

られる｡

いるのである｡
わた くLが 自分 の痛みを間違 えることはない｡

頃 日,わた くLは酔った勢いで読むに堪 えぬ詩
を綴 り,それを居間の壁 に貼 った｡翌朝,それを

わた くLが痛みを間違 えないのは,そこに主語 と

見たわた くLは ｢
詩的なセ ンスの欠片 もない｣ と

してのわた くLが登場 していないか らである｡ わ

感ず る｡｢こんな詩 を書 く奴 は詩的なセ ンスの欠

た くLは ｢間違 えない｣のではない｡わた くLは

片 もない｣ と ｢わた くLは詩的なセ ンスの欠片 も

｢
居 ない｣のであるか ら間違 えようが ないのであ

ない｣とい う二つの文は同 じ事態 を指示 している｡

る｡

しか し酔 うと記憶 を失 うわた くLは,前者の文 に

過去の事象 を想起する場合 は奈何｡想起 してい

は同意 して も後者の文は認めない｡

る今の今 と,想起の対象である昔の今 と,これ ら

若 し二つの文が同 じ事態 を指示 していることに

を別の位相に於て捉 え,その関係 を現在 に於て統

事前 に気づいていたならば,わた くLは読むに堪
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山

田 史

生

えぬ詩 を綴 った り,剰 えそれを居間の壁 に貼 った

標詞 とその指示対象 との関係が必然であるのに対

りはせぬであろう｡｢
詩的なセ ンスの欠片 もない

して,｢山田史生 ･平成十五年の五月八 日 ･青森

者｣‑ ｢
わた くし｣ とい う関係が存する場合,当

県｣ とい う固有名 とその指示対象 との関係 は偶然

の文は行為‑の コミッ トメ ン トを生ず る｡｢わた

である｡ 山田史生が教師でない可能性 は斥 けられ

くし｣ とい う指標詞は,その指示対象 (
つ まり自

ぬが,わた くLが山田史生でない可能性 を認める

分 自身)の与 えられ方に依 って,わた くしの行為

ことは ｢わた くし｣ とい う語の意義に反する｡

に甚大な影響 を及ぼす｡
｢
詩的なセ ンスの欠片 もない者｣と ｢わた くし｣

弥若 し生死去住,脱著 自由な らん と欲得すれ

とが同一であることに気づかぬが故 に,わた くL

ば,即今聴法す る底の人を識取せ よ｡ 無形無

は二つの文が同 じ事態 を指示 していることを認め

相,無根無本,無住処 に して活潜薄地 な り｡

ない｡ これは事態に対 して無知であるが故 に生ず

応是 る万種の施設 は,用処祇是れ無処 な り｡

る指示の間違いである｡ この手の間違いは容易 に

所以に寛著すれば転 た遠 く,之 を求むれば転

起 こ り得 る｡ ところが ｢わた くし｣ とい う指標詞

た重 く｡ 之 を号 して秘密 と為す｡道流,体,

を主語 として ｢
見 えている ･聞こえている ･匂 っ

筒の夢幻の伴子 を認著すること莫れ｡遅晩中

ている ･触れている｣ といった現在の意識 を表す

間,便 ち無常 に帰せん｡ (
六一頁)

述語 を用いる場合,指示の間違いは生ぜ ない｡窓
外 を見て ｢
岩木山が くっきりと見える｣ と云いな

自由自在 に振舞 うためには,働 くに ｢
無形無相,

が ら,然 く見 えているのがわた くLでない他人で

無根無本,無住処｣ を以てせせねばならない｡能

あるとい うことは考え られない｡

く｢
無形無相,無根無本,無住処｣であるならば,

わた くLとい う指標詞が使用 されたか らには,

その働 きが痕跡 (
用処) を留めぬ ことは言 を須た

その使用 (
発話) とい う当の出来事その ものの構

ない｡既 に して痕跡 を留めぬか らには,追 うほど

成要素である指標詞の指示対象 は必ず存在 してお

に遠 ざか り,求めるほどに逸れてゆ くのは当然で

り (
それが存在する時にのみ指標詞は使用 され),

ある｡

且つその指示対象 を別の何か と間違えることは論

わた くLが現 に生 き生 きと働 き待 てい るな ら

理的にあ り得 ない｡わた くLという指標詞の指示

ば,わた くしの形 ･相 ･根本 ･住処 を限定す るこ

対象 は,それ と同類の別の ものは存在せず,別の

とはで きぬ道理である｡ わた くLは ｢わた くし｣

もの と間違い得ぬ とい う仕方で使用 される

である とい うこ とを端 的 に生 きてい るに過 ぎな

｡

現在の意識 を表す述語 を現在形で用いつつ語 る

い｡形 ･相 ･根本 ･住処 を限定せ られた ｢
夢幻の

場合,膏 に指示の間違いを犯す ことがないだけで

伴子｣ に囚われるならば,わた くLは十全 に生 き

はな く,一切の ｢わた くしの世界｣が現れて くる

切 っていないのである｡

唯一の原点である ｢わた くし｣ とい う指標詞は,
実は何 らの個体 をも指示 していない｡
｢山田史生 は教 師である｣｢
平成十五年の五月

事柄がわた くLとい う喫緊の大事 に係 るのでな
く,｢
或 る人が別の人の心 を理解で きるか｣ とい
った閑問題であるならば,そのことに頭 を悩 ませ

八 日は快晴である｣｢
青森県は本州最北端 にある｣

ている当人が ｢
わた くし｣であ らねばならぬ義理

等々,世界 に於ける全事実 を完壁 に記録 している

はない｡ ｢わた くLは他者の心 を理解 で きるか｣

スーパ ー ･コンピュー タがある｡ しか しコンピュ

或 る人
とい うのは経験 的事実の問題であるが ,｢

ー タを検索するに ｢わた くLは山田史生である｣

が別の人の心 を理解で きるか｣ とい うのは文法的

｢
今 は平成十五年の五月八 日である｣｢
此処 は青森

定義の問題である｡

県である｣ とい うデー タは見つか らない｡何故 と

わた くLが他者の心 を理解で きぬのは当然であ

云 うに,その完壁 な記録 は ｢わた くし ･今 ･此処｣

る｡ 他者 とは,定義上, 自分 には体験で きぬ内容

とい う指標詞 を使わず,移 しい固有名 を用いてイ

の体験 を有せ る者の謂である｡ 文法的な定義の レ

ンプッ トされているか ら｡

ヴェルで考えている限 り,他者 とは形式的な意味

今 を指す時計がな く,此処 を示す地図がないよ

づけに係 る薄 っぺ らな誰かであ らざるを得 ない｡

うに,｢わた くLは山田史生 である｣ とい う絶対

他我問題 とは,掛 け替えのない 自己が血を吐 くよ

に正 しい筈の事実 を記録 しているコンピュータは

うな思いで不可知の他者 と対峠す ることである｡

ない｡按ず るに ｢わた くし ･今 ･此処｣ という指

若 し他我問題が ｢
或 る人｣が ｢
別の人｣ をあげつ

『臨済録 』管窺 (
四之二)
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らうとい う他人事であってよければ,そこに自己

異議 を申し立てる理由を呈示せねばならぬは ｢わ

自身 としての ｢
わた くし｣が登場すべ き必然性 は

た くし｣である｡

ない｡

自己ならざる何かに対峠 し,それに対処する場
令,その経験 を契機 として 自己が現れる｡ 自己 と

大徳,休 は鉢嚢尿担子 を担 って,傍家に走っ

はその都度新 たに経験 さるべ きものである｡不断

て仏 を求め法 を求 む｡即今与 歴 に馳求す る

の ｢
発見｣ とい う生動的なプロセスこそが 自己の

底,還渠 を識るや｡活濯薄地に して祇是れ根

本質である｡

株勿 し｡擁すれ ども乗 らず,擬すれ ども散ぜ

わた くLは間違って考えることがで きない｡虚

ず｡求著すれば即 ち転た遠 く,求めざれば還

偽を (
それ と知 りつつ現在形で)思惟することは

って 目前 に在 って,霊音耳に属す｡若 し入信

で きない｡｢
3+ 4は｣ と問われて

ぜずんば,徒 に百年 を労せん｡ (
一一四頁)

る時,わた くLは自分な りの正 しい答 えを答える

｢8｣と答 え

以外の答 え方 を有せない｡そ こに間違った答 えの
わた くLは ｢
活澱薄地｣ に躍動 しているが, さ

占めるべ き余地はない｡他人に ｢
違 うよ,7だよ｣

りとて地面 に ｢
根株｣ を張 ることはない｡｢わた

と云われて,初めてわた しは ｢間違 っていた｣ と

くし｣ という根拠 を定め,然 る後に振舞 うのでは

知 る｡ 思考の当事者の言語 には,その思考 自体の

ない｡わた くLは不断に試行錯誤 しなが ら,只管

虚偽が介入する余地がない｡ 自己ならざる何かに

生 きている｡存在の根拠 を据 えぬが故 に,わた く

扶 け られて,虚偽の存することが初めて明 らかに

しの生の痕跡 は,これを掻 き集めることも払い散

なる｡

らす こともで きない｡掻 き集めた り払い散 らそ う
としなければ,それはのべつ歴 々 としている｡

わた くLは何かを意識 している (
対象意識) こ
とを意識す る (自己意識)｡意識す る とい う作用

経験の現場 に居合わせ るべ く論理的に構成 され

その ものを,或いはその作用の主体 を,わた くL

た枠組である ｢
わた くし｣は,経験 をして成 り立

は再帰的に意識す る｡ わた くしの意識は対象意識

た しむべ く姿 を秘めつつ機能 している｡現 に瑞 々

に自己意識が伴 い得 るように構造化 されている｡

しく生 を紡いでいる当体の働 きを信 じ切れなけれ

但 し,他者 を意識す る とい う契機 を介 してのみ,

ば,何 も彼 もが徒労である｡ 裸一貫で在 るが まま

わた くしの対象意識は自己意識へ と翻 る｡ 他者 と

に生 きるに如かない｡

は自己を見ている者である｡ 他者 に見 られること
に由って,物 を見ている自分が見 られている物で

撞州,行脚の時,師に参ず｡師の洗脚するに

もあるということが 自覚 される｡鏡 を見 ることも

遇 う次で,州便 ち問 う ｢
如何 なるか是れ祖師

亦然 り｡ 鏡 に映っているものが 自己であると知 る

西来意｣｡師云 く ｢
恰 も老僧が洗脚す るに値

ことは,それが他者の 目にも見 えるものであると

う｣｡州近前 して聴 く勢 を作す｡師云 く ｢
更

知 ることである｡｢ひ とは意識諸状態 を他人に帰

に第二の悪水 を港がん と要す｣｡州便 ち下 り

属せ しめ うるときにのみ 自分に帰属 させ ることが

去る｡ (
一六八頁)

で きる｣ (
ス トローソ ン 『
個体 と主語 』みすず書
戻,一二一頁)
｡
わた くLは｢
世界が他者に奈何 に現れているか｣

足 を洗 っている最中,洗 っているのは ｢わた く
し｣だ と示す まで もな く,そのことの裡 に臨済の

を考え得 る｡ この能力 に拠 って,わた くLは ｢自

全体作用 は,即 ち祖師西来意は,残 りな く顕れて

己が他者 に奈何 に見 られているか｣ を考え得 る｡

いる｡ 更に問われて二杓 目の濯 ぎ水 を掛けようす

この理解 に拠 って,わた くLは自己が世界 に於け

ることの裡 にも亦然 り｡他者 に対することは,棉

る存在者であることを意識 し得 る｡

手 に応ずる意の有無 に拘 らず,自己の全面 目を呈
す ることである｡
他者の意見 を疑っている時,それは自己の意見

二

外への問い
窓の外 に岩木山が見 える｡ 目蓋 を押 さえて見る

を疑 っているのである｡他者の意見その もの を,

ヒュ‑ムに倣 う決ではないが,見えている岩木山

わた くLが直裁 に疑 うことはで きない｡他者の意

は (
実在の岩木山その ものではな く)わた くしの

見 に対 して異議 を申 し立てる時,矢面 に立ってい

意識に映 じた知覚像 に過 ぎぬのではないか, とい

るのは ｢わた くしの意見｣である｡ その証拠 に,

う懐疑 を払拭するのは困難である｡ 見 えているも
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のを幾 ら調べ てみて も,それが実像 なのか幻覚 な

｢自家に看｣ ておればよい｡

のか を判ず る手掛か りは得 られない｡
師,因に軍営 に入 って斎 に赴 き,門首 に員僚
･‑

立 ち現 れ一元論 とい う虚構

是れ凡か是
を見 る｡ 師,露柱 を指 して問 う ｢
れ聖か｣｡員僚無語｡ 師,露柱 を打 って ｢
直

実像であれ幻覚であれ,その内容 は寸分違わな
い｡果 して然 らば,真偽の沙汰 を離れた ｢
立 ち現
れ｣ (この語 につ いて は大森荘 蔵 『
物 と心

鏡 遣 い得 る も,也祇是 れ箇 の木 僻 ｣ と云 っ
て便 ち入 り去 る｡ (
一六〇頁)

』『新

視覚新 論』 (
東京大学 出版会) を参看 され た し)

露柱その ものは凡で も聖で もない｡それは棒杭

を虚心 に受 け容 れて憤然 たるに若かぬであろ う｡

であるに過 ぎない｡仮 に首尾 よ く凡聖 を辞 じ得た

只憾 む らくは,わた くしの観察する ところを以て

にせ よ,依然 としてそれは棒杭 で しかない｡事柄

すれ ば,大森氏請 うところの ｢
立 ち現れ一元論｣

は膏 に露柱のみに係 るのではない｡わた くしの世

は,凡人が漫然 と見 るところを俄烈 に見た哲学者

界への関わ り方 にも係 る｡ わた くLに見 えている

一流の フィクシ ョンである｡

ものが ｢わた くしの世界｣ である｡ わた くしの世
界 に凡聖の符丁 を附けることはで きない｡尤 も,

すべ ての立ち現 われはひ としく ｢
存在｣す る｡

禅問答 としては,露柱 を ｢
指｣して問 うの と ｢
打｣

夢 も幻 も思い違い も空想 も,その立 ち現 われ

って云 うの との別に臨活の意 を付 るべ きか もしれ

は現実 と同等の資格で ｢
存在｣す る｡

(
『
物と

心』一五三頁)

ない｡猶考 うべ きである｡
ビールを呑 む際に ｢この ジ ョッキは実在するか
しらん｣ と疑 うことはない｡ ジ ョッキは実在す る

日常生活の場面 にあって,わた くLが右 の如 き

し, ビール も実在す る, と妄断 して (
香,然 く妄

了解 を持つ ことは, まず無い｡見 えている世界 は

断 ･盲断 していることす ら無 自覚の まま)わた く

未だ実像か幻覚かが決せ られ ざる中立的な ものの

Lはビールを呑み干す｡哲学者 な らざるわた くし

立 ち現れである,な どとい う不 自然 な想いに囚わ

の生活 は至極暢気 に営 まれている｡ 生粋 の哲学者

れることは,お よそ竿である (
大森氏の著述 に読

ウィ トゲ ンシュタイ ンはこう云 っている｡

み耽 っている最中 くらいである)｡
われわれが立てる問題 と疑義 は,ある種の命
道流,弥如法 な らん と欲得すれば,但疑いを

題が疑いの対象か ら除外 され,間や疑 いを動

生ず る こと莫 れ｡展 ぶ る別 は法界 に弥輪 し,

かす蝶番の ような役割 をしているか らこそ成

収 むる別 は糸髪 も立たず｡歴歴孤 明 に して,

りたつのである

｡(
『
確実性の問題 』三四一)

未だ曾て欠少せず｡眼見ず,耳聞かず｡喚ん
で什 庶物 とか作 す ｡古 人云 く ｢説似 一物則

ジ ョッキや ビールが実在す ることが ｢
疑いの対

不 中｣ と｡ 弥但 自家 に看 よ｡ 更 に什 歴 か有

象か ら除外 され｣ ているか らこそ,わた くLはビ

らん｡説 くも亦無尽｡各 自に力 を著けよ｡ 珍

ールを美味 しく呑 む ことがで きる｡ 膏 に然 るのみ

重｡ (
一四五頁)

で はない｡腰掛 けてい る椅子,挑 んでいる枝豆,
膝 に覚 れている娘, これ ら無数の ものの実在性 を

真 っ当 (
如法)であ りたければ,妙 な疑いを懐
かぬ ことである｡ わた くしの世界 は在 るが まま如

微塵 も疑 わぬか らこそ,わた くLは安ん じて ビー
ルを味わえる｡

実 に在 り,未だ開けた ことはない｡わた くしの世

わた くLが疑 う能力 を開 くか ら疑い得ぬのでは

界はニュー トラルな立ち現れではな く,花 も実 も

ない｡疑いを免 るべ きものは宜 しく鵜呑みにさる

ある現実である｡ 但 し, この間の消息は眼に見 る

べ きなのである｡鵜呑みにさるべ き ｢
蝶番｣ とは

べ きに非ず,耳 に聞 くべ きに非 ざる ものである｡

現象全般 ではな く,行為 の基盤 としての ｢
枠組｣

｢わた くしの世界｣ であるわた くLは 『出エ ジプ

である｡ ジ ョッキや ビールや椅子や枝豆や娘が実

ト記』第三章 に所謂 ｢
有 りて在 る者｣ に同 じい｡

在す るか どうかは,端か ら検証 さるべ き筋合 の も

斯か るものについて言挙 げせん と欲 して も ｢
言っ

のではない｡ これ らが検証 されず に鵜呑みにされ

た途端 に的外 れ｣ であ る｡ 無用 の詮索 な どせ ず

ることに由って,わた くしの生活 は健全 に営 まれ

『
臨済録』管窺 (
四之二)

る｡
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み外す ことがなければ,その者 は枠組 とい う意味

哲学者か ら ｢この花 は実在す るだろうか｣ と唐

に対 して没交渉であ りつづ けることを得 る｡ わた

突 に問われ,わた くLはその意 を汲 むに苦 しむ｡

くLであることを竜 も意に介せず して生 きている

わざわざ奇妙 なことを訊いて くる哲学者が ｢
花が

とい う幸運が,その者 を して ｢わた くし｣ とい う

見えている以上,それは実在す る｣とい う ｢もの｣

意味に対 して盲 目た らしめているのである｡

レヴェルの答 えで納得 して くれぬ ことは明 らかで
ある｡ さ りとて ｢
神秘的なのは世界がいかにある

錯 まること莫れ,道流｡件祇‑筒の父母有 り,

かではな く,世界がある とい うこ となのであ る｣

更 に何物 をか求めん｡弥 自ら返照 し看 よ｡ 古

(
『
論考』六 ･四四) とい う存在論的神秘が問われ

人云 く ｢
演君達多,頭 を失却す,求心飲 む処

ているのな らば,わた くLはそれに答 えるすべ を

即 ち無地｣ と｡ 大徳,且 く平常 まらんことを

有せ ない｡

要す,模様 を作す こと莫れ｡ (
四二頁)

推す るに,わた くLは実在す る事象 について語
ることはあるが,その実在性 について著意 して語

わた くLが何 事 か を為 し得 てい る以上 ,その

ることはない｡ ｢
美味 しそ うなビールだなあ｣ と

｢こと｣以外 に求 むべ きもの はない｡為 し得 てい

語 ることはあって も ｢この ビールは見 えている通

る ものは ｢本来人 としての 自己｡本来の主人公｣

りに実在す るのか しらん｣ と語 ることはない｡わ

(
入失氏註) といった大袈裟 な もので はない｡為

た くLは実在せ るものを ｢
実在 として｣捉 えるこ

している ｢もの｣ を求めることは, 自分の頭 を探

とはない｡

す ことに似 る｡ 探す な らば無 く,探 さなければ有

｢わた くし｣ とい う概念が然 る如 く,実在 とい

る｡ 為 している ｢わた くし｣ は透明な枠組 として

う概念 も亦それ 自体 は背景 に退いて透明 となるこ

機能 している｡ 透明な ものの何 たるかは意 に介せ

とに依 って機能す る枠組 (
蝶番 ･地)である｡枠

ず,枠組の意味 に対 しては盲 目の まま生 きること

組 に属す る概念 は,
枠組 であるが故 に語 り得 ない｡

が肝腎である｡

語 り得ぬ概念 は,既 に して概念です らない｡従 っ

枠組 の不透明化 ･可視化 には,それに不適応 を

てそれがわた くしの意識 にのはることはない｡枠

来 した者 とい う否定的契機が必要である｡｢
椅麓

組 に属す る概念 について主題的に語 る (とい う酔

とは きたない事で, きたない とは椅麗 な事 さ｣(

狂 を試みる) ためには,哲学者 たちの言語 ゲーム

鴎外訳) と達観 したマ クベスの魔女 な らざる身に

に参加せねばな らない｡当該の事柄 を して成就せ

とって,若 し凡てが ｢
椅麗｣ばか りで ｢
椅麓でな

しめてい る枠組 を敢 えて不透 明化 ･可視化 して,

い｣が皆無であれば,椅麓 とい う語 を用いる意味

それを機能不全 に追い込 まねばな らない｡想 えば

を見出せ ない｡

哲学者 とは渦 に御苦労千万 な生業である｡

椅麓 で ない｣ と
愛 に留 目すべ き事実があ る｡｢

ゲームが滞 りな く営 まれている時,その ｢
規則｣

い う否定的契機 は, ｢
椅麗｣ とい う性 質 に対す る

は透明 となっている｡ そ こに不適応者が現 れて,

椅麗 さの閑如 とい う消極的な意味合 い しか有せ な

規則 について語 り合 わねばな らな くなると,ゲー

い｡つ ま り ｢
椅麗｣ とい う本義 に拠 って ｢
椅麓で

ムは中断す る｡ 未熟であった り,異常であった り

ない｣ とい う末義が定め られる｡ 然 るに ｢わた く

して,枠組 を踏み外す者が現 れる と,枠組が不透

正常 ｣｢
実在｣ とい った枠組 に属す る概念
し｣｢

明化 ･可視化せ られ,主題的に語 られ始める｡そ

の場合 は,柳か事情が異 なる｡

れは当該の事柄 にとっては頗 る不 自然 な事態であ
る｡

実在や ｢わた くし｣ も亦然 り｡ 美味 しくビール
を呑 もうとしているのに ｢ビールは見 えている通

｢
椅麓でない｣ とい う否定的契機が ｢
椅麗｣ と
い う性質の闘如 とい う消極的な意味合い しか有せ
ぬの とは逆 に,｢わた くし｣｢
正常 ｣｢
実在｣ とい
った枠組 に属す る概念の場合 は｢わた くLでない｣

りに実在す るのか｣ と疑 う無粋 な人 間が居 る と,

｢
正常でない｣｢
実在せ ない｣のほ うが消極的な意

場 の雰囲気 は白ける｡ ビールを呑 む都度 ｢わた く

味合い しか有せ ない｡それかあ らぬか ｢わた くL

Lは呑 む｣ と確かめず にはおれぬ野暮 に とって,

正常 であ る｣｢実在す る｣ として表現
で あ る｣｢

ビールの味は台無 しである｡ 固 よ り疑われ ざるべ

され る ｢わた くし性 ｣｢正常性 ｣｢実在性｣ その

き枠組 は鵜呑みに して情然たるに如かない｡

ものな ど何処 に も見出 されない｡

枠組の中にあって志 な く生 きつづけ,一歩 も踏

｢
正常 である｣ とは奈何 なる状態であろ うか｡
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或 る ものの内容 を仔細 に調べ てみて も ｢
正常 さ｣

するにわた くしの痛みの経験 を以てすることはで

とい う性質は見つか らない｡ 自動車の正常 な状態

きない｡わた くしの痛み をわた くLか ら分離 し,

とは奈何 なる状態であろうか｡バ ッテ リーがあが

誰 の もので もない痛 みその もの として娘 に移植

っていない, タイヤがパ ンクしていない,窓ガラ

し,娘の痛みを判 った ような気 になることはで き

スが割れていない‑‑正常 さを規定すべ く挙げ ら

ない｡娘の虫歯の痛みは娘が感 じている限 りでの

れるのは異常 なことばか りである｡ 正常 さとは異

痛みで しかあ り得 ない｡

常 さの開如 とい う意味合い しか有せ ない｡

事柄 は膏 に他者の心のみに係 るのではない｡心

｢
実在｣ も亦然 り｡酔眼膿胞 としていない,辛

身二元論 に則 るな らば,他者の心が不可知である

妻 に証か されていない･
･
･
‑ と夢や幻 ならざること

のは勿論, 自己の心 も亦不可知 となる｡ 何故 と云

が挙げ られるばか りである｡ これ ら非実在性 をも

うに,不可知である他者の心 をわた くしの世界か

た らす異常の開如 として実在 は定め られ,実在そ

ら一掃するや,唯一わた くしの心のみが残 り,そ

の ものは何処 にも見つか らない｡

の唯一性の故に最早 ｢わた くしの｣心 と云 うこと

｢わた くし｣ も亦然 り｡｢わた くし｣ とい う指

が無意味になるか ら｡ 心身二元論の果てに独我論

標詞が十全に機能 している時,それは主体 をして

‑ と辿 り着 くと,心がわた くLに属するとい うこ

何事 か を遂行せ しむべ く透 明 となって働 いてい

との意味が消失 し,心 を含めた一切合財が ｢わた

る｡｢わた くLである｣ とい う語 に意味が与 え ら

くしの世界｣‑ と収赦 して しまう｡ 独我論 にどっ

れるのは ｢
わた くLでない｣ とい う否定的な在 り

ぷ り浸かっている限 り ｢わた くしの唯一の心｣ と

方 を特定す ることに依 ってである｡ わた くしなら

い う言葉遣いはで きない｡

ざる他者 を侯たず,わた くLであること自体 を単

｢この ビールは旨い｣ とい う言い方は,わた く

独で導 くことはナ ンセ ンスである｡ わた くLが生

しの ビールの味に対す る主観的な評価 を表す もの

きている時,わた くLであることは生 を支える透

である と聞こえ,｢この ビールは冷 えている｣ と

明な蝶番 として疑いを免れている｡

い う言い方は, ビールの温度に対する客観的な言
明であると聞こえる｡ だが按ずるに ｢この ビール

二 ･二

内外二元論 か ら心身二元論へ

は旨い｣ とい う言い方 も亦 ビールに関する客観的
冷 えている｣ とい う性
な言明である｡ ビールが ｢

窓の外 に見 えている岩木 山は,遥か彼方 に在 る
のであって,見ているわた くしの心の中に在 るの

質 を具えているの と同 じく ｢旨い｣ とい う性質を
具えていると看倣 して何 の不都合があろうか｡

ではない｡わた くLは岩木山の雄姿 を望んでいる

｢
冷 えている｣ とい うことは誰 しも認める客観

のであって,わた くしの心の中を覗いているので

的な事実であるが ｢旨い｣ とい うことは人に依 っ

はない｡

て異 なる主観的な捉 え方である,と常識は教 える｡

わた くLは ｢
岩木 山は姿が好 いなあ｣ と思 う｡

しか し当の ビールに関 しては ｢旨い｣ とい う以外

この思いはわた くLに固有の ものである (
が故 に

の感想 をわた くLが有せぬの も事実である｡ 感想

独 りわた くしのみに存す る)｡岩木 山は誰 にで も

は独 りわた くしの心のみに存するのではな く,わ

見える公共的な ｢
外界｣であるが,それに対する

た くLとビール とが相侯 って生ず る ものである｡

思いはわた くLに しか体験で きぬ私秘的な｢内界｣

｢この ビールは旨い｣ とい うことは,わた くしの

である｡ 是に於て内外二元論が導かれる｡

世界の掛け替 えのない構成要素である｡ 尤 も ｢こ

一旦 ｢内外｣二元論 を認めると,それは艶面 に

の ビールは不味い｣ と云 う者 もあろう｡ 十人居れ

｢
心身｣二元論‑ と先鋭化 される｡ 心身二元論 に

ば十通 りの感想がある｡ 十人十色の ｢
わた くしの

拠 るな らば,娘が わた くLと同 じく心 を有せ る

世界｣が展開 している｡

｢
他我｣であるや否やを知 ることが不可能になる｡

｢この ビールは冷 えている｣を外界 に解 き放ち

娘が心 を有せ るや否やは,これを膝 に覚れている

｢この ビールは旨い｣を内界 に閉 じ込めることは

身体 を通 して間接的に知 ることはで きない, とい

根拠 を開 く｡ 何が外界 に解 き放たれ,何が内界 に

う日常的な実感に反す るグロテスクな帰結‑ と導

閉 じ込め られるのであろうか｡わた くLは ｢わた

かれる｡

くしの世界｣ を生 きているとい う独我論的ヴィジ

所謂 ｢
類推説｣の不可 なることは論 を須たない｡
娘が虫歯の痛みを訴えている時,その痛みを何度

ョンを描 くならば,外 なる客観的な世界 と内なる
主観的な心 とい う区別は意味 を失 う｡ わた くしの

『
臨済録』管窺 (
四之二)
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世界 は一切が隈な く露 わである｡｢この ビールは

をしているかを意識 してお らず とも, 自分の居 る

冷 えている｣ が世界の事実であるの と同等 に ｢こ

世界が全体 として存在す ることを了解 している｡

の ビールは旨い｣ も亦世界の事実である｡｢
唯我

自分の居 る世界 を十全 に了解 している｢
わた くし｣

論が厳密 に貫徹 され る と純粋 な実在論 と合 致す

に対 して,更に附加すべ き何物 も存せ ない｡固よ

る｣(
『
論考 』五 ･六四)｡ わた くしの世界 は ｢わ

り透明の ものをして無理 に不透明た らしむること

た くしの｣とい う限定 を放下 し,在るが ままに端

は且つ不必要であ り且つ不可能である｡

的に生 きられる｡

現実の行為は必ず ｢わた くしの｣行為 とい う仕
方で しか成 り立たない｡行為 に先立って行為者た

件,三界 を識 らん と欲するや｡件が今の聴法

るわた くLが独 自に定立 されることはない｡行為

底の心地 を離れず｡件が一念心の貧 は是れ欲

が成 り立つ ことと行為者たるわた くLが居 ること

界｡休が一念心の眼は是れ色界｡件が一念心

とは同一の出来事である｡ わた くLは自らの行為

の痴は是れ無色界｡是れ件が屋裏の家具子 な

の現場 に退引 きならぬ仕方で居合 わせている｡ わ

り｡ 三界 は 自ら我 は是れ三界 な りと遣わず｡

た くLは ｢
常 に ･現 に｣行為 しているとい う時点

還 って是れ道流, 目前霊霊地 に して,万般 を

か ら遡 ることはで きない｡わた くLは ｢
在 る‑為

照燭 し,世界 を酌度する底の人,三界の与 に

す｣ とい う不可避的な自己了解 に於て在 りつづけ

名を安 く｡ (
一〇一頁 )｡

ている｡ わた くしの行為 は常 にわた くしの行為で
あるが,それはわた くLにとっては ｢わた くしの｣

内界の変化 に応 じて外界 は顕現す るに過 ぎない

とい う限定す ら不要の ものである｡

(
外界が独 自に変化することはない)｡ わた くLは
変化 を自覚せず,従って応 じたことも知 らず,故

しか し,われわれは一つのことを忘れないよ

に顕現せ ることにも気づかない｡家屋 と備附けの

うにしよう｡ すなわち,<わた くし自分の腕

家具 との如 く,内界 と外界 とは不即不離である｡

を上げる>ときには,わた くしの腕が上がる

果 して然 らば,内外の別は不要である｡ 我 は我 に

とい うこと｡ そ して,起 って くる問題は,わ

非ず,三界 は三界 に非ず,我 は即 ち三界であ り,

た くLが 自分の腕 を上 げる とい う事実か ら,

三界 は即 ち我 である と排 えて,｢目前霊霊地 に し

わた くしの腕が上がるとい う事実 を引 ききる

て,万般 を照燭 し,世界 を酌度する底の人｣ 然 と

とき,あ とに残 っているのは何なのか, とい

して生 きてゆ くより他 に,わた くLは奈何 なるす

『
探究 』 六二一)
うこと｡(

べ をも有せ ない｡
わた くLが世界 に働 き掛 ける ｢
行為｣を考 うる

｢
手が上がる｣ とい う物理的な出来事 にどの よ

に, ｢わた くしの行為 とは何 か ｣ とい う問いは,

うな条件が加われば ｢
手 を挙げる｣とい う行為 と

畢菟 ｢わた くしの存在 とは何か｣ とい う問いに等

して評価 されるのであろうか｡発作的に疫撃が起

しい｡｢わた くしの行為 とは何か｣ とい う問いは,

こって ｢
手が上が る｣こともあ り得 るか らには,

現在進行形の生の場面にあって ｢わた くLは奈何

手が上がるとい う身体的運動 は ｢
手 を挙げる｣と

に在 るか｣ とい う形でその都度切実に開示 される

い う心的事象の必要条件ではあって も十分条件で

ことに依 って答 え らるべ き問いであ り,決 して事

はない｡

前 ･事後にあって他人事然 として語 られるべ きも

｢
何 も残 らない｣ と答えてみる｡ わた くLは行

のではない｡行為の説明 とは,生 きて働いている

為 を公共的に観察可能な物理的事象 と看倣 してい

とい う事実か ら離れた ところで成立する形而上の

る｡ しか し行為が単なる物理的事象 に還元 された

ことではな く,現に奈何 に在 るか とい う在 り方 を

ならば,行為 を他の物理的事象 と区別す る手立て

問うことである｡ それは ｢わた くLがわた くLで

がな くなる (
が故 に行為 を観察の対象‑ と据 え得

ある所以｣と出逢 うことである｡

な くなる)｡行為の主体 たる ｢わた くし｣と当の

行為 を私秘的なもの と看倣すのではない｡寧ろ
逆である｡ 行為 に際 して意図 ･日的 ･欲求 ･信念

行為 との内面 的連 関 を見 出す ことがで きな くな
る｡

等 を無人称的に措定 し,そこに自己なるものを代

｢
手 を挙げようとい う意図が残 る｣ と答 えてみ

入す るような説明が,わた くしの行為 をして私秘

る｡ わた くLは手 を挙げようとい う心的状態 と手

的た らしめているのである｡ わた くLは自分が何

が上がる とい う身体的運動 とを対置 させ ている｡

2
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しか し行為 をもた らす内的な意図を身体的運動 と

解不能のことを了解可能であるかの如 くに看倣す

い う外的な出来事か ら切 り離 して因果連鎖 に組み

のは遺憾である｡ 素朴 な実感に即 して云えば ｢
手

込 もうと欲す ると,意図の原因を求めて無限に背

を挙げる｣とい う行為の因果連鎖が ｢
手が上がる｣

進せ ざるを得 な くなる｡

という出来事の因果連鎖の基盤であって,その道

｢
手が上がるとい う身体の感覚が残 る｣ と答 え

ではない｡何故 にこの 日常的な事実 を素直に受け

てみる｡自己知の対応 を前提 とす るアンス コムは,

容れ られぬのであろうか｡我 なが ら怪諸に堪 えな

手が上っていることを ｢内省 に基づいて直接 に知

い (
定めてウィ トゲ ンシュタインとい う筋金入 り

る｣ とい う場合 と,無意識裡 に手が上 っていて

の哲学者の言に触れたせいであろう)｡

｢
観察 に基づいて間接 的に知 る｣ とい う場合 とを

｢
手 を挙げる｣ と ｢
手が上がる｣ とを出来事 と

区別する｡内省 に基づいて直接 に知 り得 る感覚 と,

して区別することに何程の意義があろうか｡前者

観察に基づいて対象的に知 られる非感覚 との区別

か ら後者 を (
実際にそんな引 き算は不可能である

は, しか し奈何 にして根拠づけ られ得 るであろう

にも拘 らず無理に)引 こうとすることに依 って両

か｡縦令見 るものは同時に見 られるもので もある

者の間にギャップが存することを確認 しようとす

とい う身体の再帰的な二重性 を掛酌 して,行為 に

る こ とは,不 可 能 であ る以前 に不 必 要 で あ る｡

於 ける行為主体 (
心 ･内) と身体運動 (
物 ･外)

｢この引 き算 はナ ンセ ンスである｣ と答 えること

とは不即不離であると分疏 してみて も,斯かる自

は,蓋 し肯繁 に中れ りとして可であろう｡ それは

己知の区別 は心身間の因果連鎖 に基づ く無限背進

誰 も ｢わた くしの心が歩 く｣｢わた くしの身体が

をもた らすであろう｡

歩 く｣ などと間抜 けた言挙げをせぬ ことに徴 して

行為者は単 に行為 を担 う主体であるのみな らず

も知 られる｡

自らの行為 についての内在 的な認識者で もある｡

わた くしの行為 はわた くLを取 り巻 く無数の契

手 を挙げる時,そのことは脳 内の出来事 に因って

機が互いに響 き合 って成立 している構造的連関で

筋肉の収縮が惹 き起 こされるとい う具合 に,当の

あ り,それが 自己の生の一局面 として (
身体的な

行為者にあって内在的に惹 き起 こされているに違

出来事 とい う形 をとりなが ら)偶然 に生起 してい

いない (とわた くしの乏 しい常識 は教 える)｡ し

る｡ わた くしの行為 をして成立せ しめているとこ

か し然 く考 えてみた ところで,それ は心 的体験

ろの無数の契機の構造的連関の響 き合い方 を問 う

(
内) と身体 的運動 (
外) との間の因果関係が行

ことは,取 りも直 さず行為 とい う形で生起 してい

為主体の意識 とその身体現象 との間の関係 に移行

るわた くしの生 を問 うことである｡

されただけに過 ぎず,その関係 は旧に依 って謎の
ままである｡

わた くLは行為 に於てわた くしの居 る世界 に直
裁 に関わるのであって,別の出来事 を媒介 として

ウィ トゲ ンシュタインが ｢
何 も残 らない｣ と考

関わるのではない｡行為 を心的事象 と身体運動 と

えてい るこ とは疑 い を容 れ ない｡ ｢
手が上が る｣

の合成態 と考 えた り,主観的 ･内面的な意図 と客

とい う文は必ず しも ｢
手 を挙げる｣ とい う文 を真

観的 ･外面的な結果 との平行現象 と捉 えた りする

とす る訣ではない｡ ｢
手が上が る｣ と ｢
手 を挙 げ

ことは,
徒 に二元論 を想定せ ることの所産である｡

る｣ とい う二つの文の間の論理的なギャップを埋

世界 に働 き掛 けるわた くしの行為 は,これを二つ

めるような事実 (
あ らゆる状況 にあって行為成立

の出来事 に分かつ ことはで きない｡わた くLは心

の条件 となるような事実) を求め ようとする試み

的事象 と身体運動 とい う別個の行為 を遂行 してい

は失敗す る｡｢
手 を挙 げる (
心有 る表現) 一手が

るのではない｡わた くLはジ ョッキの柄 を掌で握

上が る (
心無 き表現) ‑わた くしの意志 (
心)｣

り,更 に腕 を曲げてそれ を口に運ぶ とい う形 で

とい う心身二元論 に特有の引 き算 は止めよ, とウ

｢ビールを呑 む｣ とい う唯一の行為 を遂行 してい

ィ トゲ ンシュタインは諭す｡

る｡ これは ｢ジ ョッキの柄 を掌で握 り,而 して腕

それに して も何故 に単一の動作 に対 して ｢
手が

を曲げてそれを口に運ぶ｣ とい う行為 を手段 とし

上が る (
心無 き表現 )｣ と ｢
手 を挙 げる (
心有 る

て ｢ビールを呑む｣ とい う行為 を遂行 しているの

表現)｣とい う二通 りの表現が可能である (とい

ではない｡ ｢ビールを呑 む｣ とい う出来事 にあっ

う謬見 を懐 いて しまう)のか｡ ｢
手 を挙 げる 一手

て二つの別個 の行為 が遂行 されてい るのではな

が上がる‑意志｣ とい う引 き算が一体何 を為 して

く,一つの行為の別様の記述の仕方が示 されてい

いるのか,わた くLには寛 に了解不能である｡ 了

るのである｡
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｢わた くLはビールを呑むことを欲 し,そ して

い方は不正確か もしれない｡路傍の石 ころに対 し

ビー ル を呑 んだ｣ とい う言 い方 は奇妙 であ る｡

て ｢よう元気か｣ と挨拶するのは,わた くLがそ

｢わた くLはビールを呑 むことを欲 したが,近 く

うい う生 き方 をするような人間 として育って きた

にビヤホールはなかった｣｢わた くLは ビールを

か らであ り,そ ういう振舞いに出づ るほ ど機嫌が

美味 しく呑むことを欲 し,頑張ってジ ョギ ングし

良い とい う状況にあるか らである｡ 猶考 うべ きで

た｣｢わた くLはビールを呑 もうと欲 したが,鷲

ある｡

いたことに財布 を忘れて きていた｣｢わた くLは
ビールを呑 もうか どうか迷い,意 を決 して注文 し

三

非内非外への問い

た｣等々の如 く,失敗 ･努力 ･意外 ･蒔蹄 といっ

自室に独 りで居 なが ら欠伸 をした場合,それが

た常な らざる事情があって,初めて欲するとい う

行為であるか否かを決め ようとすることは馬鹿げ

心的状態への言及が求め られる｡ 失敗 ･努力 ･意

ている｡ 客人の前で欠伸 をした場合,仮 に疲れて

外 ･蕗蹄 といった事情 を持つ行為 に関 して,それ

いたせいで覚 えず漏れて しまったにせ よ,それは

を欲す るという心的状態が先立つ と考 えることは

礼 を失す る とい う内容 の行為 であ る と看倣 され

本末転倒 も甚だ しい｡席 に着いた人に ｢
何 を飲む｣

る｡ 或る振舞いが行為であるか否かは振舞い自体

と尋ね,彼が ｢とりあえず ビール｣と答えた場合,

を吟味 してみて も判 らない｡或 る振舞いが行為で

その答 えが彼の意図を表 している｡ しか し答 える

あると他者 に ｢
看倣 される｣ ことに依 って,その

ことに先立って,彼 に於て意図 とい う心的状態が

振舞いは行為 として過 される｡ 或る振舞いが行為

実現 している必要 はない｡意図を表す言い方 は,

であるか否かは,実際の振舞いの場面に即 して決

臨機応変に引張 り出されるに過 ぎない

まって くる｡

｡

わた くLは娘 に関 して ｢
恥 Lがっている (
心有
る表現)
｣とい う言い方 はす るけれ ども ｢眼 を伏

三 ･一

内なる心 とい う虚構

せ,頬 を赤 くし,指 をもじもじ絡 ませている (
心

｣とい う言い方 は (よほ ど特殊 な事情
無 き表現 )

｢
他者は心 を有せぬロボ ッ トではないか｣ とい

がない限 りは) しない｡心有 るべ き人間に関 して

う疑いの可能性 は論理的に斥け得 ない｡だがその

は心有 る表現 をす ることが 自然であ り,心無かる

可能性 は倫理的 ･実践的に排除 される｡ わた くL

べ き事物 に関 しては心無 き表現 をすることが 自然

は実際にその ような疑いを本気で懐 きつつ生 きて

である｡ これがわた くしの表現方法である｡ 唯一

ゆ くことはで きない｡

の事実 を心有る表現 と心無 き表現 とに分かち,そ

又 ｢自己は心 を有せぬロボ ッ トに過 ぎぬのでは

こに引 き算 を施す など (
抑 り可を為 しているのか

ないか｣ とい う疑いの可能性 は, これを懐 くこと

了解不能なのであるか ら)愚の骨頂である｡ 実際

が可能であろうか｡若 し ｢
他者 をロボ ッ トか もし

に為 している唯一の事柄 をそのまま認めるに如か

れぬ と疑 うことが宥 されている以上, 自己 もロボ

ない｡

ッ トか もしれぬ と疑 うことも亦宥 されているであ

只按ずるに,心無かるべ き事物に関 して も,辛
と次第 とに依 っては,心有 る表現 をすることは可

ろう｣ と考 えてよいな らば,それは何が宥 されて
いるのであろうか｡

今日
能であろう｡ 永年愛用 して きたパ ソコンに ｢

マ ッド･サ イエ ンティス トに ｢
君は自分が心の

は機嫌が悪いな｣と話 し掛 けることはあ り得 よう｡

有る人間だ と考 えているか もしれないが,実は君

これに由って観 るに,心の有無 とは対象 自体の持

は心の無いロボ ッ トなのだ｣ と告げ られれば,わ

つ性質にではな く,それに対す るわた くしの態度

た くLは内心 (?)動揺す るであろ う｡ しか し
｢と考 えているか もしれないが｣ とい うマ ッ ド･

に係 る｡
縦令路傍 の石 ころに対 してで も ｢よう元気か｣

サイエ ンティス トの口調 に徹 して考 うるに,考え

と挨拶することはで きる｡ 心無 き表現 を採 るか心

る内容が何であれ,考 えることは心的状態以外の

有 る表現 を採 るかは,その都度のわた くしの気分

ものではない ように も考え られる｡ 自分が心の有

次第である｡ 石 ころに心が有 ると信 じている訣で

る人間だ と間違 って考 えているにせ よ,然 く考え

はない｡何 らの根拠 もな しに,わた くLは或 る態

ているということは間違いなさそ うである｡ 然 く

度をとりつつ生 きているに過 ぎない｡要す るに事

考 えている ｢
考 え｣が実は本物の ｢
考え｣ではな

柄 はわた くし自身の生 き方に係 る‑

いのではなかろうか と自ら疑 うことは無意味であ

が,この言
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湛然 として動ぜず｡此れを取 って祖門の仏法

右 は心身二元論者流の妄兄である｡ この妄兄 は

な りと為是す｡大いに錯れ り｡是れ弥若 し不

あ らゆる思惟‑ と累を及ぼす｡右の如 き妄兄 を綴

動清浄の境 を取 って是 と為 さば,弥即 ち他の

るとい うのは地金が出て きたのであろう｡ 臨済は

無明を認めて郎主 と為す｡古人云 く ｢
湛湛た

吋 す ｢心 の外 に法 無 し, 内 も亦 得 べ か らず ,

る黒晴の探坑,実 に怖畏すべ し｣ と｡ 此れ是

什 贋 物 をか求めん｣ と (
七三頁)｡わた くLは臭

れな り｡弥若 し他の動ず る者 を是 と認むれば,

い ものに蓋 をす るとい う料簡は嫌いである｡ 恰 も

一切の草木皆解 く動 く,応に是れ道なるべ き

好 し, このあた りで前非 を悔いて,心身二元論 に

や｡所以 に動 は是れ風大,不動 は是れ地大｡

引導 を渡 してお きたい｡

動 と不動 と供 に自性無 し｡弥若 し動処に向て

転んで膝小僧 を擦 り剥いた場合,わた くLは痛

他 を捉 うれ ば,他 は不 動処 に向て立 たん ｡

みを ｢
認知｣ し,叩 き声 を発する,膝小僧 をさす

弥若 し不動処に向て他 を捉 うれば,他は動処

る,な どして痛み を外的に ｢
表 出｣す る｡ 尤 も,

に向て立たん｡ 誓えば泉 に潜む魚の波 を鼓 し

岬 き声 を発 Lもせず,膝小僧 をさす りもせず,平

て 自ら躍 るが如 し｡大徳,動 と不動 とは是れ

然 としていて も,わた くLが痛みを感 じていない

二種の境 な り｡ 還 って是れ無依の道人,動 を

とい う訣 ではない (
痩せ我慢 を してい るのであ

用い不動 を用 う｡(
一〇八頁)

る)｡膝小僧 に感ぜ られている ｢内｣ なる ものが
痛みであって,叩 き声 を発 し,膝小僧 をさするこ
とは ｢
外｣‑の表出であるに過 ぎない｡
叩 き声 を発 Lもせず,膝小僧 をさす りもせぬ よ

｢
外 に向て法無 し｣ と云われて ｢
裏 に向て解 を
作｣そ うとする短絡は答め られねばな らない｡外
界 もなければ内界 もない｡わた くしの 日常生活の

うな,つ まり心有る振舞いをせぬ ような者に,宿

構造には,主観 も客観 もな く,意識 も世界 もない｡

み とい う心的状態 を帰属 させ ることはで きない,

わた くLは見 えている場所 に見 えている物 を如実

と行動主義者は云 うであろう｡ しか し健全 な常識

に見ている｡ 外界 はわた くLに対 して動乃至不動

に拠 って考 うるに,痛み を内的に認知 している者

の相貌の下に現れるけれ ども,外界 自体は ｢
動と

をして痛み を外的に表出せ しむるものは,飽 くま

不動 と倶 に自性無｣ く,わた くしの見方 と重 なっ

で も内的な状態である｡ 内的に痛みを感ずること

て然るべ く生起 しているに過 ぎない｡外界 と内心

のほうが外的に痛みを表す ことに優先す る｡ 痛み

とを乗離 させて捉 えようにも,動 くか とお もえば

を表出 している時に感ぜ られているものが痛みな

動かず,動かぬか とお もえば動 く｡ 外界 と内心 と

のである｡ 痛みを表出 している時に何 を感 じてい

は,動 と不動 とは,わた くしの唯一の世界の両面

ようとも,そこで感ぜ られているものが痛みでな

に過 ぎない｡

い とい うことはあ り得 ない‑

成程,自分が感 じ

或 る経験が ｢
心｣に属せ るか否かは,それが私

ている痛みが実は痛みではないのではないか と疑

秘的であるか否かに係る, とい う随兄 を懐いては

うことを,わた くLは論理的に禁ぜ られている｡

な らない｡私秘性 という概念 は ｢
心の中｣ という

さりとて再 び健全 な常識 に拠 って考 うるに,わた

容器様の内界観 を導 くが,心の内 と外 とい う対称

くLは外的な表出 とは別に内的な認知が存すると

は何処 に も見出 されない｡私秘的な内界 (
主観)

看倣 しているであろうか｡

と公共的な外界 (
客観) とい う対称は,それ自体

わた くLは心有 る振舞いをしている某の内面を

が心の所産であるに過 ぎない｡

覗 き,そこに内的状態の存せ ることを確認 してか

心 なるものは当人に私秘的に直示 さるべ きもの

ら,某が心 を有せ ることを認める訣ではない｡何

であ り,従 って 自分 に心が有ることは自ら疑い得

であれ心有 る振舞いの背後 に潜むべ きものが心で

ない｡ しか し自らに心が有 ることを疑わない権利

ある｡ 心 とは論理的 ･文法的 ･定義的に内なるも

を与 えられたのは,一般の ｢
各人｣であって固有

のである｡ 若 し然 らば,意味を定めておいてか ら

の ｢自己｣ではない｡省察すべ きは誰 もがそれで

事実 を疑 うとい うことは理不尽であろう｡

あ り得 るようなニュー トラルの一人称ではない｡
あ らゆる人間がそれぞれに ｢
わた くしの世界｣ を

大徳,山僧が外 に向て法無 しと説けば,学入

生 きてい る とい う普遍 的独我論 (
永井氏の所謂

会せず して,便即 ち裏 に向いて解 を作 し,便

｢
諸主観離在論｣
)は,他我 とい う概念裡 に既 にし

即 ち壁 に恰 って坐 し,舌 ,上前 を柱 えて,

て不可窺性が含 まれているが故に,それを否定す
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『
臨済録』管窺 (
四之二)

ることは不可能である｡ しか し ｢
我 も汝 も独我論

誰 もが各 ､にわた くLであろうが,それは ｢
或

者である｣ とい う普遍的独我論 は,掛 け替 えのな

る｣わた くLであって,唯一の例外である ｢この｣

い ｢この｣わた くLとは没交渉の閑議論である｡

わた くしではない｡ 自己 と他者 との論理的 ･文法

因に云 う｡ 独我論 などとい う ドグマを持 ち出す

的 ･定義的な差異 について語 ることはで きて も,

まで もな く,わた くしの 自我 に隣人は居ない｡わ

このわた くLと他者 との現実の差異 について語 る

た くLが死ぬ時は独 りである｡ 臨終 に際 して,秩

ことはで きない｡偶 て然るべ く現実化 されたこの

元 に妻や娘が侍 っていて くれ ようとも,わた くL

わた くLとい う存在 について,これを ｢わた くし｣

は独 りで死んでゆ く｡ 愚にもつかぬ 目分量ではあ

とい う概念 に還元 して説明す ることはで きない｡

るが,わた くLが ｢
無依の道人｣であることは斯

｢わた くし｣の語 は 自己論駁 を犯 さず して ｢わた

かる意味に於て も憶かである｡

くし｣ を説 くことはで きない｡

閑話 を重ねる｡｢
水槽 の中の脳｣ を想 い起 こ し

水槽の中の脳 という思考実験 は,わた くしの由

てみる｡彼 (
それ ?)が手 を挙げようとお もえば,

来を検するために等閑視すべか らざるアイデアで

マ ッ ド･サイエ ンティス トの操 るスーパー ･コン

ある｡ 只憾 む らくは,これは固より鵜呑みにさる

ピュー タのお蔭で,即座 に手は上がる｡ しか し水

べ き枠組 に関 して随意に建設せ られた空中の楼 閣

槽の中の脳 は, 自らの意思で手 を挙げているや否

湛湛たる黒暗の深坑,実に怖畏
である｡ 古人 も ｢

やについて 自己言及的に語 ろうとすると,途端 に

すべ し｣ と諭 している｡ 有 りもせぬ内界にかかず

口龍って しまう｡

らうことは剣呑である｡無依の道人 として現実 を
閥歩す るに如かない｡

その可能世界の人々は,われわれが考えるこ
とや言 うことので きるどの語 も,考 えること

三 ･二

行為の現場へ

や ｢
言 う｣ ことがで きるにもかかわ らず,わ
れわれが指示で きるものを指示することがで

苛 も行為であるか らには ｢
意味｣ を有する筈で

きない (と私 は主張す る)のだ｡ と りわけ,

ある｡ 人間の行為は単 なる身体的な挙動 には還元

彼 らは, 自分たちが水槽の中の脳であると考

されない｡身体的な挙動 とその意味 とは同時生起

(
｢われわれは水槽

的であるが故に,行為の意味 を示すには実際に行

えた り言 った りで きない

の中の脳である｣ と考えることによって さえ

為 してみせ るよ り他 にすべ はない｡行為 (
客観)

もで きない) の だ｡ (
パ トナ ム 『理性 ･真

とその意味 (
主観) とい う二項対立の図式に拠 っ

理 ･歴史』法政大学出版局,一一頁)

てそ れ を捉 え, ｢行為 す る当 人 に於 け る意 味｣
行為 を観察
｢
行為 に関与する相手 に於ける意味｣｢

わた くLが ｢ビール｣ とい う語 に拠 ってビール
を指示することがで きるためには,わた くしの ビ

する第三者に於ける意味｣の同一性 を保証すべ く
苦慮することは骨折 り損である｡

ール とい う語の使用 と現実に存在するビールとの
間に因果関係の存することが必須である｡ 仮 にわ

‑老宿有 り,師に参ず｡未だ曾って人事せず,

た くLが ｢ビール｣ とい う語 を使用す る都度 ｢ビ

便 ち問 う ｢
礼拝するが即 ち是か,礼拝せ ざる

ールの ようなもの｣のイメージを描 こうとも,若

が即 ち是か｣｡師便 ち喝す｡老宿便 ち礼拝す｡

し現実にビールが存在せぬな らば,わた くLはビ

賊賊｣ と云っ
師云 く ｢
好箇の草賊｣｡老宿,｢

ールの語 に拠 ってビールを指示することがで きな

道 うこと莫れ,無
て便 ち出で去 る｡ 師云 く ｢

い｡現実にビールが存在することは, ビールとい

事 に して好 Lと｣｡首座侍立す る次で,師云

う語に拠 るビールの指示が成功するための大切 な

く｢
還過有 りや｣｡首座云 く ｢
有 り｣｡師云 く

条件である｡

｢
賓家 に過有 るか,主家 に過有るか｣
｡首座云

｢われわれは水槽の中の脳である｣ という語の

く｢
二 り供 に過有 り｣｡師云 く ｢
過 は什歴の

使用 と適切 な因果関係 を結ぶ ものは,水槽の中の

処 にか在 る｣｡首座便 ち出で去 る｡ 師云 く

脳の経験 を惹 き起 こす ところの要因,即 ちコンピ

｢
遣 うこと莫れ,無事 に して好 Lと｣｡後に僧

ュー タ ･プログラムの変化であるに過 ぎない｡斯

有 り,南泉に挙似す｡南泉云 く｢
官鳥相踏む｣
｡

くして水槽の中の脳 という語 に拠 って指示するこ

(
一五八頁)

とがで きるのは水槽の中の脳ではない｡
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老宿の態度は甚 だ無礼 である｡初めて師家 に相

を冷静 に語 られ得 る自然学的な場面‑ と還元 して

見す る際には礼拝す るのが作法である｡ だが按ず

しまう｡ その ような方法 は人々の行為一般 につい

るに繋勲 と無礼 との 問 には外見 ほ どの径庭 はな

ては説明で きて も ｢わた くしの｣行為 については

い｡方法 を異 にす るのみで精神 は‑である｡

説明で きない｡

礼拝 とい う行為 は,老宿 (
行為す る当人) に於
ける意味 を持つ と同時 に臨済 (
行為 に関与す る相

上堂｡僧問 う ｢
如何 なるか是れ剣刃上の事｣｡

辛) に於ける意味 をも持つが,掛 け替 えのない行

師云 く ｢
禍事 ,禍事｣｡僧擬議す｡師便 ち打

為 を自己 と他者 との二項 間に押 し込めることは禁

祇石室行者の椎 を踏んで脚 を移す
つ｡ 問 う ｢

物である｡ 行為の意味は二項 間にあって初 めて説

こ とを忘却せ るが如 きは,什 歴 の処 に向か

明 されると難 も,行為その ものには 自由の風が吹

ってか去 る｣｡ 師云 く ｢
深泉 に没溺す｣
｡(
二

いていなければな らない｡若 し然 らざれば振舞い

五頁)

は形骸的な ｢
人事｣ に堕す る｡
｢
遣 うこと莫れ,無事 に して好 Lと｣ を入夫氏

真剣 を抜 き放つ とい う退引 きな らぬ行為の現場

は ｢これで事 は済 んだ と思 うまいぞ｣と訳 される｡

にあって,生半可 な思慮分別は役 に立たない｡全

蓋 し名訳である｡ 触 らぬ神 に崇 りな し, と老宿が

身でその事態 を受け止め,全霊でそれに対処せね

尻尾 を巻いて去 らぬ ように釘 を刺す気配である｡

ばな らない｡
斯 かる物騒窮 ま りな き事態 について,

尋いで事柄 は首座 (
行為 を観察す る第三者)へ

恰 も他人事の如 くに問 うことは,駄法螺 を吹 くに

と振 り向け られる｡ 出来事 は孤立的に取 り沙汰 さ

同 じい｡ ｢
危 ない,危 ない｣ と臨渚 の脅 えは真 に

るべ きでない｡油断な く己事究明に心懸け,降 り

迫 る｡ 危 ないのは抜 き放たれた真剣ではな く,敬

懸かる火の粉 は払わねばな らない｡臨渚 は老宿 の

り返 しのつかぬ行為 を知の狙上 にのぼ して悪 じぬ

ことを問 うているのではな く首座の ことを問うて

ことである｡

いる｡ 過の有無 を云 うことな く無言 にて出で去 る

では行為の当事者 は行為三昧に浸 っておれば可

ことの裡 に,首座 の全人格が露呈 している｡再 び

であるか とい うと,然 に非ず｡石室行者 は臼を踏

臨渚 は釘 を刺す｢これで事 は済んだ と思 うまいぞ｣

みつつ無心の境 に入 り,脚 を運んでいることす ら

と｡

忘却 した とい うが,それは深 い淵 に沈 むことに似

行為 は,行為の遂行者のみな らず余の大勢が従

る｡｢自由意志 を具 えた主体 として振舞 う存在者

うべ き規則 に従 ってい る限 りに於 て有意 味 であ

の身体性｣お よび ｢
行為主体 に相対す る他者の存

る｡ 行為 の意味 とは個 々の行為が行為の全体的連

在 を侯 った能動 ･受動 とい う相互性｣ に於て行為

関に対 して持つ相対的な意味である｡ 行為の全体

の意 味が与 え られてい る こ とを肝銘すべ きであ

的連関 とい う複雑 なネ ッ トワー クの中で,個 々の

る｡ 何 もか も放下 して無意識 になれば好いのでは

行為 は複雑 な意味 を有す るに至 る｡ 行為の意味 は

ない (
それでは麻薬 を服用 してラリッているの と

特定の誰か に特権 的 に帰属す るので はな く,｢
行

択ぶ ところが ない)｡

為 す る当人｣｢行為 に関与す る相手 ｣｢行為 を観

わた くLが物事の意味 を理解す る とは奈何 なる

察す る第三者｣の各 々か ら等距離である｡ 行為 の

事態であろうか｡わた くLは傍 らに娘が立 ってい

意味は ｢自由意志 を具 えた主体 として振舞 う存在

ること,娘が遊んで欲 しがっていることを理解 し

者の身体性｣お よび ｢
行為主体 に相対す る他者の

ている｡ これは単 に娘 とい う物体 を知覚 している

存在 を侯 った能動 ･受動 とい う相互性｣ に於て意

だけなのではない｡一緒 に遊んでやれば喜ぶ とい

味づ け られる｡ 臨活の差配ぶ りはこの間の機微 を

う具合 に ｢‑‑すれば‑‑になる｣ と物事の意味

穿 って渦 に申し分のない貫禄である｡

を因果的に舞 えているのである｡

テキス トとしての禅語録 は,繊細 の事 を叙す る

物事の意味の理解の仕方 を性急 に行為 の説明に

に簡浄の筆 を以てす る ものであ り,哲学者の論文

適用す るのは得策でない｡娘が立 っていることの

に比す るに竜 も遜色あるを見 ない｡想 うに (
アン

理解 と娘が遊 んで欲 しが っていることの理解 とは

スコムの反因果説であれデイヴイ ドソンの因果説

レヴェルが異 なるが故 に, これ を無理 に脈絡づけ

であれ)行為の説明はいずれ フィクシ ョンの域 を

ようとす ると失敗する｡

出でない｡行為 についてのメタフィジカルな説明
は,現 に行為が成立 している抜 き差 しな らぬ地平

自分の腕 を<窓意的に>動かす とき,わた く

『
臨済録 』管窺 (
四之二)

Lはその運動 を惹 き起 こすために,何一つ仲
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行為主体 に擬せ られるわた くLは ｢
針 の先端｣

介手段 を用いない｡わた くしの願望 もまたそ

の如 き仮構 に過 ぎない｡だがわた くLは自らの全

の ような仲介手段 ではない｡(
『
探究』六一四)

世 界 の手応 え を リアルに実感 しなが ら生 きてい
る｡然 く生 きている時,見 出 さるべ きものは他人

意図的に振舞 っている心算で も,その振舞いの
惹起 に一役買 っている要因‑

それは締切が迫 っ

ているとい う状況であった り,何かを訴 える娘の
眼差 しであった りす る‑

事 な らざる自らの生活である｡

について十全 に記述す

ることは困難である｡言葉で説明 しようとすれば
｢‑‑すれば‑‑ になる｣ と分別 して述べ ねばな

論 じてここに至 る も, 胃袋の底 にあって頑強に
消化 され まい とす る梅干の種 の ように,尚釈然 と
せぬ想 いが存す る｡
｢
呼吸｣ は行為 であ ろ うか｡普通 に考 えれば,

らぬ因果的な契機 は,実際の出来事 としては原因

呼吸は意図的な行為ではない｡ しか し春恋の君 と

と結果 とを峻別す ることが困難であ り,実 を云 え

の ファース トキ ッスの際の薄 目を閉 じた相手の幽

ば不必要で もある｡行為 の原因 としての意図なる

かな息遣いは,得 も云 われぬ意味 を漂 わせ た (
殆

もの を振舞いの裡 に見出す ことはで きない｡

ど行為 と呼 びたいほ どの) ものではなか ろ うか｡
或いは所謂 ｢
脳死｣の判定基準である自発的呼吸

行 なうことはそれ 自体 いかなる経験 の容積 も

の停止の場合,人工呼吸器 に依 って呼吸 ｢させ ら

もっていない ように見 える｡ それは延長 な き

れている｣のではな く脳の呼吸中枢 に依 って 自律

一点,針 の先端であるように見 える｡ この先

的に呼吸 ｢している｣ とい う具合 に,呼吸の仕方

端 こそ本来の動 因であるように見 える｡そ し

が切実 な問題 となっているのではあるまいか｡更

て,現象の中の生起がかかる行 ないの帰結 に

に敷街 して考 えるな らば,大気汚染 ･嫌煙権 な ど

す ぎないように見 える｡｢わた くLが行 な う｣

の社会問題 も亦呼吸の 自由の侵害 に関す る事柄 と

とい うことが, どの ような経験か らも解 きは

して捉 えることもで きよう｡ 管楽器の吹奏 に とっ

なたれた一定のいみ をもっているように見 え

て呼吸法 は一大事である (
因にわた くLは尺八 を

る｡

(
『
探究 』

六二〇)

吹 くのが趣味である)｡
或いは ｢
睡眠｣ は行為 であろうか｡普通 に考 え

自分の行為の意図について反省 してみて も,そ

れば,睡眠は意図的な行為ではない｡ しか し運転

れは ｢
針の先端｣の ような有 って無 きが如 き ｢
延

中の ドライバーに とって,
受講中の学生 に とって,

長 なき一点｣‑ と消尽 して しまう｡ それに も拘 ら

睡眠｣ と記述
それ は許 され ざる行為 であ ろ う｡｢

ず行為 には ｢どの ような経験 か らも解 きはなたれ

される一見単純 な出来事であって も,その記述 は

た一定のいみ をもっているように見 える｣のは渦

幾 らで も複雑化す ることが可能である｡

に怪諸 に堪 えない｡既 に して怪許 に堪 えぬ ことを

わた くLが世界 ｢の中で｣生 きるのではな く世

思惟す るのは難儀である (
況や言葉で説明す るこ

界 ｢と共 に｣生 きる以上,わた くLに於ける行為

とをや)｡

は,世界 との連 関に於て相対的にのみ同定 され得

言語 を自己関係 的に用 いる と厄介 なパ ラ ドック
スを生ず る｡ 行為 を説明 しようとい う営み も亦そ
れ 自体が別の行為 であ り,且つその行為 にあって

べ きものである｡ 従 って行為 の完全 なる記述が不
可能であることは論 を須 たない｡
これ に由って観 るに,行為 を主題化 して論 じ,

使用 される言葉 は基礎 的な行為連 関に於て意味 を

何時 ･何処でか くか くの行為が終 わ り,尋いで別

賦与せ られた ものであるか ら,営みは愈 て自己関

の しか じかの行為が始 まったのかを確定す ること

係的にな らざることを得 ない

｡

は,極 めて困難であ る｡ ｢あなたは今 日幾つの行

自己関係的な営み を放下 して (
第三者 に依 る観

為 を しましたか｣ と訊かれて,わた くLは何 と答

察 としてではな く)醇乎たる第一人称たる自己 と

えればよいのであろうか｡若 しこれがナ ンセ ンス

して振舞 うな らば,｢わた くLはその運動 を惹 き

な問いであるな らば,何故 にナ ンセ ンスなのであ

起 こす ため に,何一つ仲介手段 を用 い ない｣｡そ

ろうか｡

こに成就 される ものは意図 (
因) と行動 (
莱) と

(
候 にそ うい う同定が可能だ として)一つの行

か ら成 る出来事ではな く,わた くしの意の龍め ら

為 は森羅万象 と複雑 に絡 ま り合 って成立 してい

れた唯一の出来事である｡

る｡ 或 る行為 は他の行為 を且つ含み且つ含 まれて
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いる｡ 或る行為 は他の行為 との関係 に於て別の行

フレキシブルに扱 うべ きであ り,単一の出来事の

為‑ と変容 している｡ 手 を挙げる とい う動作 は,

構造 を取 り沙汰 してみて も殆 ど無意味に似 るであ

それが置かれたコンテキス トの奈何 に依 って,発

ろう｡

言 を求めることであった り, タクシーを停めるこ

行為の意味は,行為 を支える諸事実 とい うコン

とであった り,鴨居 に触 ることであった りす る｡

テキス トに関する行為者の知識の奈何 に依 って評

或る行為 は,出来事 間の錯綜 した閲 ぎ合いの中に

価が分かれる｡似たような事態 に対 して,某がか

あって,逆措すべか らざる風情で漂っている｡

くか くの行為 を執 り,某が しか じかの行為 を執っ

行為 を主題化することは,その主題化の ｢
仕方｣

た場合,差 し当た り行為の違いは事態に対す る当

自体 に,既 に して当の行為 を一定の意味連関に於

人の知識が異なっていることに因るが,それは当

て同定す ることを学 んでいる｡ 抑 て日常生活 にあ

人を含 んだ評価者の知識の違いに因って も賢 とも

って何の意味 をも有せぬ純粋 にニュー トラルな出

愚 とも評価 され得 る｡

来事 などあろうか｡手 を挙げるとい う動作 は,そ

是 に於てわた くLは ｢
説似一物則不中｣ と心得

のことに依って実現 される意味 と関係づけ られて

て,ひとまず念 を探究に絶つ より他 ない｡論ずべ

初めて生活世界 に組み込 まれるのであって,無垢

きことは未だ掲 きない｡尚次稿 に続論するであろ

の動作 などは抽象的な思惟の産物に過 ぎない｡果

う｡

して然 らば行為 は,間主観的な意味の地平に於て

(
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