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1．個 人 の 存 在

　人は死ぬときは一人である。一人で死ぬ。生まれるときも一人である。一人で生まれる。へそ

の緒を切ったときから個体である。死ぬまで個体である。ということは，人は生まれてから死ぬ

まで，つまり生存している間は個体という存在形態を取っている。人間については個体よりも個

人という言葉を使うとすれば，人間は個人として存在する。もちろん人間は他人と係わって社会

を作っている。社会的動物である。しかも場合によってはその社会に同化していることさえある。

例えば滅私奉公の特攻隊員や過労死した会社人間のように。しかしそれら多くは人間存在の現象

形態である。個人としての人間は，その現象形態と位相を異にしていて，言わば人間存在の基礎

的形態というべきものである。他の現象形態を論じる前にその前提として少なくとも論理的には

明らかにしておかねばならない主題である。

2．日本語で存在論を

　他方，存在論は日本では西欧語あるいは西欧語が直ちに想定できる翻訳語としての日本語で論

じられることが多かった。固有の日本語で論じられることはほとんどなかった。そこで日本語で

存在を論じればどうなるか，という試みも許されよう。もし日本語の固有性がかえって巧く存在

論を，ここでは個人の存在を表現できれば，この試みは大変意義あるものとなる。

　存在の意味に対応する日本語は「ある」である。「ある」それ自体は単純すぎて論ずるための

手掛かりがない。従って〈である〉，〈はある〉，〈がある〉などの助詞を付加した用法の場面で論

ずることになる。これらは人間存在を論ずる場合には極めて有効で便利である。これに対して西

欧語は言葉自体の中に手掛かりがなかった。日本語の「で」「は」「が」に当たる機能が，主に格

変化語尾や文章構造によって示され，具体的な言葉として示されなかったのである。そのため，
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神との関わりという場面で示される思想的意味を先行させながら，それに対応する概念を存在

esse，ens，本質 essentia，現実存在 existentiaなどとして後から作為的に作らざるを得なかった。

言葉に対する意味の先行が存在論（概念）を作ったということになるのだろうか。

　日本語はその点言葉に手掛かりがあって，日常の言語行為のなかで存在は既に了解されていた

ということであろう。とすれば後はただその言語行為を実際に行う，つまり生活して生きていけ

ばそれだけでいい，なにも問題は生じないということになる。ところが特にヨーロッパではキリ

スト教の宗教的意味に対して言葉が貧しかったのか，逆に宗教的意味が言葉に対して過剰だった

のか，言葉で生きていてもその意味は満たされなかったのだろう。彼らはその過剰な意味を新し

い言葉で表現しようと必死になった。その結果生活とは別に概念を駆使した存在論という学を成

立させた。貧しさがかえって豊かな文化を作ったのか。しかしその豊かさは学問などというレベ

ルでの豊かさにすぎないのであって，生命生存のレベルではそれが即そのままむしろ逆に作用し

たともいえるのではないか。現在まで続いている宗教戦争による困難な状態もそのことが一因な

のではないか。

　ところが当の日本でも決して幸福な状態ではなかった。近代になって欧米からの思想的衝撃で，

言語と生活の幸福な一体は破壊された，というよりむしろ無視され忘れられて，翻訳語での哲学

の方が教養として囃された。しかし結果的には決定的な場面では哲学が行動に対して力を持たな

かった。事実旧制高校や大学でデカルト・カント・ショーペンハウワー（デカンショ）などで「教

養」を身に付けつつも，それが生命や生活に資するどころか，自らの命と敵の命を奪う行為に突

入するという狂騒に加担していった。

　言葉を生きることの幸福とそれと相即する忘却を思い起こすためにも，またそのことのいざと

いうときの無力を憂えて自己反省するためにも，ここら辺りで日本語の存在を表す言葉を使って

諸概念を考察し，その力の検証のための材料を用意するのも必要なことではないか。

3．〈である〉・〈はある〉・〈がある〉

　とはいっても，この〈である〉・〈はある〉・〈がある〉も決して日本の哲学者の全くの独創では

ない。ドイツ語でのWassein（何存在），Daßsein（事存在）という表現を踏まえていて，西欧語

での先行がむしろ安心感を与えていた。〈である〉はWassein（何存在）に，〈はある〉と〈がある〉

は Daßsein（事存在）に対応するのだと。しかしこの日本語での存在論も本格的には実行されて

いない。ただ付随的にちょっとした気の利いた論理展開に利用するぐらいであろう。もちろんこ

こでも本格的な存在論を開陳するわけではないが，主題である個人の存在を首尾よく説明できる

限りで使用する。

　〈である〉は，「何であるか」という問いに対する答えとして，例えば「男である」「机である」

「先生である」「課長である」などと表現される〈である〉である。ここでは人に係わるのである

から，「机である」などの例はやめて，「先生である」「課長である」などの人に関する例で考え

よう。特に了解し易いのが「課長である」や「部長である」などの社会的役割を言う場合である。

この〈である〉は主語と述語を繋ぐ繋辞（copula）と言われるもので，主語によって指示される

ものが述語の意味内容にに含まれると判断することである。「私は課長である」とは，私という

言葉によって指示されるこの私が会社の組織関係の中の課長という役職に属すると判断すること

である。当然これは他の「部長である」や「係長である」との関係のなかでこそ意味を持つ表現
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である。これらの言葉の裏には課長・部長・係長という会社組織がある。その他，家族や地域自

治会や趣味の会などの他の社会があれば，そこに「父である」や「自治会役員である」などの〈で

ある〉は常にある。

　他方〈はある〉や〈がある〉は，「何〈である〉か」に一切係わりなく，何であれとにかく「私

〈はある〉」や「彼〈がある〉」と言うことの出来る事態である。即ち「何で〈あるか〉」という問

いとそれに対する答え，という人間同士のやりとりには関係せず，それを越えた，あるいはそれ

以前のところで設定される表現である。だから普段の日常生活においてはこの「私はある」「私

がある」の表現はことさらに言われることはない。それはむしろ自明の前提である。背後の社会

関係とも直接関係がない。どのような社会にいても，またいなくても「私はある」のだと。

　ところが，それほどまでに〈である〉には係わらず超越的であるが，それでいてまたどの様な

〈である〉にも係わるともいえる。というのも何〈である〉かに係わらず，とにかく何か〈はあ

る〉とすると，その〈ある〉は純粋に〈ある〉ことで，言わば純粋存在である。人間でいえば生

きていることになる。生きていなければ，あるいは生まれていなければ課長〈である〉とも部長

〈である〉とも言えないのであるから，この〈はある〉は全ての〈である〉の基礎・前提であって，

それらを支えていると言える。

　これほどまでに根源的であるから，〈である〉の場合のように社会関係における役割のような

相対的世界を越えている。世界を越えた場面で意義を持つ，つまり宗教的意味を持つ。実際キリ

スト教では神による創造にその根拠を持たせている。このように〈である〉と〈はある〉や〈が

ある〉とではそれが成立している位相・場面が異なる。

4．死＝無の問題

　個人を存在の観点から考察するのであるが，個人をそれだけで抽象的に論じるよりも，上述の

〈である〉存在という観点を提示したのであるから，多くの〈である〉存在である特に社会的役

割に注目して個人の存在を考察することにする。これは，個人が多くの役割を順次経験してその

人生を完結させるのであるから，生まれてから死ぬまでの人生という時間的広がりのなかで個人

を捉えることでもある。

　人は生まれてから死ぬまで多くの〈である〉を経験して生きていく。赤ん坊〈である〉，良い

子〈である〉から，成長して学生〈である〉，社会人〈である〉，結婚して夫〈である〉，出世し

て課長〈である〉，部長〈である〉，定年退職して嘱託〈である〉，自治会役員〈である〉，老人施

設で要介護 5〈である〉等々。

　しかし人はいつかは死ぬ。死は必然である。そして死とは存在論でいえば無である。死ねば何

もない。無〈である〉のでもない。全く無いのである。無は無い。ところで無は思考にとって大

変困ることである。というのも我々は無を考えることは出来ないからである。パルメニデスの言

うように，無は思考できない。考えるということは何らかの対象について考えることである。そ

れはどんな形であれ存在するものである。だから考えることが出来る。しかしいま全く何も無い。

無いものは考えることは出来ない。いやそもそも思惟に限らず，とにかく対象にはならない。無

いのだから。

　ここに死に際して思考はその方向を失う。丁度沖に島のない太平洋に漕ぎ出していくようなも

のだ。行き着いて留まるものがないのである。だから不可避的に方向を変えて出発地の陸地にま
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た戻ってくるしかない。同様に無は無いのだから，それに留まることもできない。留まることが

出来ないとすると，また再び戻って来るしかない。何に戻るかというと，その人の人生・生に戻

るのである。これは自己に返ってくることで，自己反省と術語化される。しかしその反省は異様

にも無からの反省である。

　無からの反省とは常識的には理解できない。というのも通常反省とは向こうの何かに当たって

跳ね返ってくることである。先生に叱られて反省しているという場合，先生の叱りに私の意識が

当たって私に跳ね返ってくることであるが，このとき先生の叱りは実在している。またやまびこ

でも同様である。私の叫びが向いの尾根の山に当たって私の耳に跳ね返ってくるが，向いの山は

実在している。通常の反省はこのように実在するもの相互の間で理解される。

　しかし死の無による自己反省は，その跳ね返るとき当たるものいわば壁が何も無い。無だから。

もし向こうに例えば部長でも係長でもあれば，その壁に跳ね返って戻ってきたところは課長なり

の〈である〉であろう。向こうに跳ね返るべき実在があれば，反省してきたところは〈である〉

世界であろう。しかしいま向こうにはなにも無いのだ。

　ここに自己反省を否定の論理で理解してみよう。まず通常の反省を考えてみよう。先生に叱ら

れる場合も反省すべき何らかの実在がある。先生の意見という実在である。実はこれらは存在と

しては先生の意見〈である〉という〈である〉の世界である。また返ってきた私も新たな私の意

見〈である〉という〈である〉の世界である。そこでは実在する物が異なっているという点が注

目され，実在する物の間で否定をしている。先生の意見によって私が否定されたのである。否定

の成立する場が先生の意見〈である〉と私の新しい意見〈である〉という〈である〉の世界であ

る。このときこの〈である〉は否定関係にあっても，〈である〉という存在のあり方そのものは

実は肯定されている。

　しかし死による無からの反省の場合，跳ね返るべき壁は無である。無だから何らかの実在では

ない。むしろ壁にさえならないものである。壁にさえならないのだから実際にぶつかることもで

きない。それは当然のことである。なにしろ死による無だから。そこでこの問題はもはや実在哲

学の世界を越え出る。形而上学の世界で考察せねばならなくなる。実在の世界では無は何らかの

実在ではないから，それは反省の壁になりえない。しかし形而上学の世界では実在ではなくても

概念であればそれを思索の対象とする。だからそれは壁になりうる。無は実在ではないが，形而

上学では概念として理解され，反省の壁になりうるのではないか。

　このことは死は必然だが経験できない，という死の逆説の中によく現れている。誰でも必ず死

ぬ。これは避けがたい。必然である。ところが死を我々は経験できない。経験すると同時に既に

死んでいないからである。分かりやすく分析的にいえば，経験であるから死んだあとで何らかの

取りまとめが必要である。取りまとめて初めて経験といえるからである。しかし死後はもう存在

しないのであるから取りまとめることもできない。あるいは時間理解で説明もできる。死は瞬間

である。しかし経験はある一定の時間経過の纏まりが必要である。この瞬間と一定の時間経過は

両立しない。死は特殊事態だ。多くの通常の事態は経験できる。たとえ自分が経験できなくても，

その代わりに別の人が経験し，それを私は見聞することで追経験できる。しかし死は誰か別の人

が経験する，ということもできない。だれも経験できない。これは普遍的である。だから他人か

ら見聞することもできない。他人も私と同様死を経験できない。

　死は経験できると同時に経験できない。これは瞬間の持つ特異性による。瞬間は実在すると同

時に実在しない，という矛盾そのものである。実在をあるいは実在相互の関係を対象とするのが
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実在哲学であるが，この死には実在と非実在どが同居しているので，実在哲学では扱えない。実

在を越えるものをも扱う形而上学の対象である。形而上学では無も対象となりうる。

　形而上学で無を対象にすると，その議論は一見形式的である。何らかの実在に依拠すること

ができないから，すべては概念の間での議論になるからである。すなわち概念による思惟という

一様の世界ができるからである。だから無も概念としては実在と同等に扱われる。無は〈ない〉。

どんな実在も何も〈ない〉。だからそれに反省して帰ってくるところは，その否定のただ〈ある〉

である。何らかの実在であれ，どの様なあり方であれ，それにはいっさい関係なく，ただ〈ある〉

だけの〈ある〉である。純粋存在と呼ばれるものである。これは反省が，無は何かの実在の否定

ではなく全面的な否定である，という絶対無を本性としていること，このこととの対（つい）の

世界で成立しているからである。

　こうして存在に戻ってくるのであるが，もちろん前の〈である〉存在に戻ってくるのではない。

いま述べたように，無を介して戻ってくるために，その介した無に言わば規定されて，以前の〈で

ある〉存在とは異なった存在，〈はある〉と〈がある〉の〈ある〉の存在の方に戻ってくるので

ある。出発点は〈である〉存在だったが，死を介して自己に帰ってきた時には，出発点とは異な

る〈ある〉，むしろ〈はある〉と〈がある〉の〈ある〉の方に帰着点が代っている。存在の発見

である。同時に実は無の方も，否定で言えばただ〈である〉存在の否定ではなくて，それを含め

た全ての存在の否定だったことがわかる。

　このことは日常生活ではよくあることである。「大病して人生観が変わった」などとよく言わ

れる。それまで猛烈サラリーマンで，いま課長，つぎは次長や部長をねらい，末は上級役員を，

と会社での役割に強烈に執心していた彼が，その働き過ぎのためか大病した。幸いにも生死をか

けた大手術から生還して，これまでの生き方を反省する。今までのような出世主義を改め，生き

ていることの有り難さを感謝して生きていること，つまり自己と他者の存在を尊重した生き方を

しようと心に誓った，とか。よくある話である。この存在に目覚めるとは具体的には愛に目覚め

ることでもあるらしい。家族愛の場合が多い。存在と愛は相性がいい。愛の対象は純粋存在だか

ら。こうして死による無を介して，〈である〉存在から存在そのもの，純粋存在に反省した。

5．〈は〉と〈が〉

　無を介した反省の結果はただの〈ある〉であった。このただの〈ある〉は〈はある〉と〈があ

る〉とに内属していた。確かに〈である〉に対しては，〈はある〉と〈がある〉は〈ある〉その

ものをも指示しているように了解できる。しかし実際には〈ある〉に〈は〉と〈が〉には付着し

ている。この付着している〈は〉と〈が〉を考察することで〈はある〉と〈がある〉に顕在化し

た〈ある〉の認識を深めることができるのではないか。特に個人の存在という視点が明らかにな

るのではないか。そこで〈は〉と〈が〉を考察対象にしよう。

　〈は〉と〈が〉について語るとき，同時に日本語文法事情についても語らねばならなくなる。

〈は〉と〈が〉の問題は現代日本語文法の現状を語る最も典型的な事例として取り上げられて論

じられているからである。〈は〉と〈が〉は一般に主格助詞と言われている。確かに主格を示す

こともある。しかし例えば「お前は嫌いだ」とか「お前が好きだ」のように，目的格指示の機能

さえ持つのである。ということは〈は〉と〈が〉は主格－目的格という枠組みでの中でそのどち

らかを選択的に示す，という機能を持たない。それだけではなく主格と目的格の両方の機能をも
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つとすれば，この主格－目的格のという枠組みでは捉えられない，そもそもその枠組みとは別の

観点が必要だ，ということである。主格という考え，つまり主－客という枠組みは近代になって

西欧から輸入されたものである。日本語を執拗に分析してそこから得られた図式や発想ではない。

近代国家を作るのに統一語が必要になり，それを国民学校教育を通じて普及させようとしたため

に，学校で教える教師のための文法認識が急遽必要になった。しかし日本では文法研究の実績が

無い。そこで西欧語の文法が舶来の権威をもって借用された。主格助詞の主格とは実は西欧語文

法の用語だったのである。だから主格助詞とはいっても日本語には馴染みがないのは当然である。

そのような代物だったのだ。いわば日本近代の典型的な出来事なのである。

　実は驚くことだが，日本語文法の支配的定説や通説はまだ無い。〈は〉と〈が〉についても同

様である。しかし特に戦後は学者のみならず，実際に文章を書く仕事をしている人々が，自らの

文章体験に基づいて〈は〉と〈が〉について言及するようになった。これらの刺激もあって学問

の世界でも諸説が試みられている。本稿では，主題が〈はある〉と〈がある〉で，存在であるか

ら，それに付随する〈は〉と〈が〉の方についてはなるべく単純な説明がいい。両語の機能以外

の例えば歴史的変遷や成立事情あるいは統辞構文論などによる説明は省いて，単純で，それゆえ

普遍性をもつ解釈が必要である。

　以上の観点から，諸説を下敷きにし，さらにそれを単純化して次のようにまとめてみた。〈は〉

は，〈は〉の後に強調すべき情報が，従って相即的にその前には強調する必要のない情報が来る。

それに対して〈が〉はその逆で，前に強調すべき情報，後に強調する必要のない情報が来る。例

をあげてみよう。ある飲み屋で二人が注文する場面。

　A「マスター，僕日本酒，熱燗でね」。

　B「君が日本酒なら，僕は焼酎だな」。

　Bの発言で，自分の番だというのを強く意識していて，そのためには先ず Aを対比的に再確

認し強調して取り上げねばならない。そこで Aを「君」として浮かび上がらせている。その意

味で Aが「君」として〈が〉の前で強調されている。また Aの「日本酒」という注文内容は，

Aの発言で Aと Bさらにマスターというその場での既に共通認識になっている。だから特別に

強調する必要がなく，〈が〉の後にくる。

　これに対して，「僕は焼酎だな」では，今度は Bの番で，注文内容の「焼酎」に Bの気持ちが

集中しているし，また Bのみならず，Aとマスターなどのその場もそれに注目している。そこ

が聞きたいところで，そのことを B自身もよく心得ている。だから「焼酎」こそ強調されねば

ならない。だから「焼酎」という強調すべき情報は〈は〉の後に来ている。それに対して〈は〉

の前の「僕」は，Aの次は Bが注文することはその場の了解事項で既に成立している。それは

特に強調せねばならない情報ではない。だから〈は〉の前に来ている。

　もっと分かりやすい例は，最も意識が集中する疑問詞の場合である。「欲しいのは何か？」と

言って，「何は欲しいのか？」とは言わないし，また「何が欲しいのか？」と言って，「欲しいの

が何か？」とは言わない。意識の集中する疑問詞「何」は〈は〉の後に置き前には置かない，〈が〉

では逆にその前に置き後には置かない。

　残念ながら具体的事例で説明すれば，必ずその場面が強くこの発語行為に関係してくる。特に

日本人はそうである。場面（の人々）いや更には世間の共通の了解事項や了解程度を異常に気に

する。その中での〈は〉と〈が〉の発語である。従って，この場面という視点で捉えると，強調

－強調しない，という枠組みよりは，その場面でこそ成立する既知－未知の枠組みの方がより良
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く説明しうると思われる。しかしここの主題は文化論ではない。〈はある〉と〈がある〉という

存在論の極めて抽象的な位相での議論である。だから既知－未知という場面状況を考慮しなけれ

ばならない枠組みよりも，それから更に抽象化され，そのため単純化されてはいるが，それゆえ

に強調－非強調図式の方が，その場面状況を捨象でき，ここでの主題には適している。

　また，「～なら，～である」という複文章構成に注目して，この「～なら」の条件文のところ

に〈が〉が使用され，結論文の「～だな」で〈は〉が使用されていることを指摘し，複文章構成

法から説明することもできる。これは先の世間云々の文化論とは異なる言語学的分析の視点から

の説明になるが，しかしこれも存在論での〈は〉と〈が〉を論ずるには不適である。捨象すべき

条件が付き過ぎている。

6．〈はある〉と〈である〉

　〈は〉はその前が非強調でその後が強調，〈非強調－は－強調〉図式を持つ。〈が〉はその前が

強調でその後が非強調，〈強調－が－非強調〉図式を持つ。これが〈は〉と〈が〉ついての結論

であった。これに従うと，〈はある〉では，〈は〉の後の〈ある〉が強調されることになる。具体

的には私についての場合，「私〈はある〉」ということになるが，死＝無からの反省では私が特に

注目されているわけではない。死＝無との対比では，無ではなく存在している，つまり〈ある〉

ということ，言い換えれば死んでいるのではなく生きている，ということの方が注目されている

はずだ。だから「私〈がある〉」ではなく，「私〈はある〉」となるのである。こうして〈はある〉

は〈ある〉を強く指示する。

　それに対して，〈がある〉では，〈が〉の前のものが強調される。何か〈がある〉とすれば，こ

の何かが強く指示される。とは言ってもあくまでも〈ある〉の場面での何かである。「私〈があ

る〉」では，〈が〉の前の「私」が強く指示される。もちろんやはり〈ある〉ものとしての「私」

であるが。

　従って，何もない無からの反省として返ってくるところは，この〈がある〉で指示されるもの

ではない。何もない無との対で示されるのは，〈ある〉ところの何ものかではなく，その何もの

かを一切捨象したただ〈ある〉だからである。とすると，無を介して反省の結果指示されるのは

〈はある〉存在の方であって，〈がある〉存在の方ではない。後者はまだ直接的には指示されてい

ない。それには更なる展開が必要である。

　〈はある〉は無を介した反省した到達点である。何もない無との対比で反省してきたものであ

るから，その当の何もない無との対比されるものは当然ただ〈ある〉存在，純粋存在である。確

かに形而上学としてはそうであるが，いざ〈ある〉の世界に帰ってみれば，純粋存在という形で

存在しているわけではない。必ず何らかの形で存在するはずである。つまり何か〈である〉とし

て存在しているはずである。実在の世界であるから。

　ここでむしろ無を介して反省してきた到達点は厳密にいえば，〈である〉存在の方である。確

かに観点としては形而上学的にただ〈ある〉存在，純粋存在は示された。しかし死ではない生の

世界への環帰であるから，必ず何か〈である〉存在である。この両者一見不整合に見える関係が

新しい課題となる。〈である〉から出発して，その否定である死よって示される無を介して再び

〈である〉に帰って来た。しかしそれは無を介しているがゆえに，純粋存在をも介した反省であっ

た。つまり存在の位相でいえば，〈である〉から出て，無と純粋存在を介して〈である〉へ帰っ
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て来たということである。これは帰結点の〈である〉を考える際にも〈はある〉の純粋存在を介

して出発点の〈である〉を再考するということである。

　〈はある〉から見た〈である〉，これが主題である。ところで〈はある〉は純粋存在だから，何

であれどんなものであれ，それ〈はある〉。しかしそれらはすべて同時に何か〈である〉。とする

と〈である〉と〈はある〉との両語を同時に使ってその関わり方を表現することができるはずで

ある。それは，何か〈である〉ものについては「何か〈である〉ものとしてその何か〈はある〉」

と表現されることになる。もちろん〈である〉の〈ある〉のなかにこの〈はある〉のあるを読み

込むべきだと，議論を展開することもできる。しかし今は両者を区別して分析するという手法を

とった以上，一応分けて考える。この表現を見ると，この〈はある〉はどのような〈である〉に

も付着する。表現としては付着させることができるのであるが，論理的にいえば，〈はある〉が

どのような何か〈である〉にもその基礎や根拠をなすと言える。というのも〈はある〉はあくま

でも純粋存在であって，それはすべての前提であるからである。まず〈はある〉のでなければ，

どんなものでも〈である〉とは言えないからである。個々の何か〈である〉実在の世界の大前提

としてまず存在そのものが設定されなければならない。〈はある〉が〈である〉に先行し，これ

の根拠となる。

　これは既に哲学の伝統的な問題でもあった。〈である〉は繋辞 copulaであって，主語概念が述

語概念の中に含まれるという判断であった。概念の範囲だけを考えて両概念の包摂関係を確定す

ればいい。これに対して〈はある〉は存在判断と呼ばれるものに相当すると言うべきで，そのよ

うな概念で指示されるものが存在するかどうか判断することである。従って存在判断は概念の包

摂関係の判断に先行するのである。存在しなければ概念云々も生じないからである。

7．〈がある〉へ－個人の存在

　「何か〈である〉ものとして何らかのもの〈はある〉」と，〈はある〉を〈である〉に付着させ

て表現される関係は，どの様な何か〈である〉ものにも妥当する。つまり〈はある〉は全ての〈で

ある〉の基礎にあってそれを支える。実は〈はある〉がなければ〈である〉とも言えない。

　〈はある〉が全ての〈である〉の前提にあるということは，〈はある〉は普遍的であるというこ

とになる。〈である〉が何か〈である〉個々のもの個別性を示しているのに対して普遍的という

性格を持つ。このことは〈はある〉の観点から個々の〈である〉を見れば，個々の〈である〉が

唯一の〈はある〉によって統一されているということになる。個々の〈である〉は実は〈はある〉

の観点から見ると一つの物にまとめられる，と言うことができる。

　このことを例で考えてみよう。人間は生まれて死ぬまで人生の各場面でそれぞれに応じた多く

の〈である〉存在を生きている。赤ん坊〈である〉，小学生・中学生・高校生〈である〉，良い子〈で

ある〉，不良〈である〉，大学生〈である〉，社会人〈である〉，係長〈である〉，課長・次長・部長〈で

ある〉，嘱託〈である〉，自治会役員〈である〉，施設で要介護 5〈である〉など。これらの各〈で

ある〉存在それぞれに〈はある〉は付着する。大学生〈である〉ものとして私〈はある〉し，ま

た同様に課長〈である〉ものとして私〈はある〉云々と。そしてこの〈はある〉がどの〈である〉

にも付着することから，〈はある〉が多くの〈である〉を統合する。この〈はある〉という観点

に立てば，それぞれの〈である〉は一つに纏められる。そしてその纏められた多くの〈である〉

全体が実は私なりという存在そのものとなる。この多くの〈である〉を通時的に纏めると，私の
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一生，私の生涯というものが成立する。

　しかし多くの〈である〉は通時的にだけで纏められるのではない。共時的にも纏められる。つ

まり人生のある時点で，私は職場では課長〈である〉し，家に帰れば子供に対しては父〈であり〉，

妻に対しては夫〈である〉。また休日趣味のクラブでは多くの会員仲間では友〈である〉。同窓会

では今年度の役員〈であり〉，集まれば悪友〈である〉。これらの共時的な多くの〈である〉それ

ぞれに付着しそれを支えてその根拠となっている〈はある〉が，それぞれの〈である〉を貫いて

一つに纏め統一体としている。この統一された私というものは，一生とか生涯などの言葉では表

現しないが，いまの私の人生や生活，抽象的に私の生とは言える。どれも英語は同じ lifeである。

さらにはその生活をしている「私」という人格あるいは人間性である。

　私の一生や人生や生活が私という一言で言える。私という言葉のなかに私の生活の全ての〈で

ある〉が纏められているのである。人というものは一生が終わってみないと分からない，とよく

言われるのもこれである。一生や生涯が私なりのその人そのもの，その人の「人となり」である。

また同様にある時点でその人の生活全体を捉えてこそその人の「人となり」が分かる。生活全体

での纏められた多くの〈である〉全体がその人そのものである。いずれにせよ，その人の「人と

なり」が顕在化するためには〈はある〉の普遍的な統合作用が働いていることがわかる。

　しかしこのようなその人の「人となり」はもはや〈はある〉では表せられない。〈はある〉は

ただ統合作用を持つだけである。統合作用の結果までは適切には表現していない。また多くの〈で

ある〉の統合されたものといっても，〈である〉とは基本的に異なる。統合された結果は統合さ

れる個々のものとでは成立している位相が異なるのだ。これを存在用語でしかも日本語で表現で

きるのが〈がある〉なのである。〈がある〉は，〈はある〉がその後が強調されるのに対して，そ

の前が強調される，ということであった。「私〈がある〉」，「その人〈がある〉」場合，「私」「そ

の人」に注意を向ける機能があった。その注意を集める機能に便乗して少々過剰の意味を投入し，

単に私やその人以上の意味つまり人格や「人となり」としての私やその人をも込めることにしよ

う。しかも存在という観点からの人格や「人となり」である。そのような意味を持つ用語として

使おう。〈がある〉は，〈はある〉による個々の〈である〉の統合され結果としてのその人の人格

や「人となり」を，いや存在する人格を表現することのできる日本語である。もちろん学術用語

としては当然のこと，日常用語としてもその様に使われているわけではない。そうではなく，こ

の言葉にはその様な意味を込めることができるということである。

8．個人の論理－反省という循環の論理

　個人ということは，人について個体であるということである。個体ということは，私の肉体を

実際に見れば何の問題もなく了解できる。しかし論理的な説明はなかなか困難である。そもそも

個人とは肉体的にはもちろんのこと精神的にも一つの纏まりのあることが必要条件である。個体

も個人もこの条件がまず満たされなければならない。ところで個体や個人であるということには，

それ以外の他の個体別の個人とは異なるという差異の論理が同時に内包されている。ということ

は一つの纏まりであるということは即ちそれが差異を根拠付けているのでもある。逆に差異が纏

まりを根拠付けているとも言えそうであるが，それは認識としては差異こそ先に眼に付くから，

そのように思えるだけであって，論理としては纏まりがあるということの方が先行する。差異は

その結果である。ここでは数学の集合を例にとってみよう。
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　自然数という集合のなかで，偶数という集合を考える。偶数は無限にある。だから一見纏まら

ないように思えるが，2の倍数という条件を明確にすればそれらは纏まるのである。しかもそれ

で偶数なのかそうではないのかの峻別ができる。どちらにも属さない数があるということはない。

つまり偶数とその他の数との間の差異が成立する。このことを可能にしたのが 2の倍数という条

件である。この条件で偶数が纏まったのである。纏まったとは論理学用語を借用すれば周延して

いるということである。周延しなければある要素がその集合に属しているのかどうかが確定でき

ない。この周延を可能にしたのが 2の倍数という条件である。

　本題に戻ると，この 2の倍数に当たるのが〈はある〉である。これは無限にありえる全ての〈で

ある〉に共通に付着しているため，それらを通底して一つの纏まりに統合することができる。

　ところが，ここでよくよく考えてみると，〈はある〉が統合作用をもつのはその普遍性によるが，

この普遍性は語の強い意味でそうである。その強い普遍性が実は，その人の個々の〈である〉以

外の別の人の個々の〈である〉にも通底して，見境なく暴走して，その人個人の統合に収斂する

とは限らない。結果統合を条件とするその人個人というものが成立しなくなる。このような危惧

がある。しかしここで注意せねばならいのはこれらを扱う学問の性格とそれと相即する対象の性

格である。死＝無からの反省とし〈はある〉への帰着という経緯は言わば形而上学的考察である。

しかし各々の〈である〉を通底するという段になると，それを考察するのはもはや形而上学的考

察ではなく，実在哲学的視点である。各々の〈である〉はそれぞれ実在しており，しかも現実に

存在する実在の人についての判断である。無から〈はある〉へという論理と実在する人について

の〈である〉とでは自ずとそれを対象とする学問も異なってくる。

　従って，無からの反省として〈はある〉に到着して，その〈はある〉が各々の〈である〉に通

底するということを発見した時点で，対象が実在に移行し，それに応じて学的態度も変わる。言

わば形而上学的考察から実在哲学的それへと。この対象と学との異質性に注目すれば，〈はある〉

の対象範囲は自ずと各々の〈である〉を抱えていた実在する当の人に限られて，別の人は除外さ

れことになる。ここでは逆に個々の〈である〉が〈はある〉の普遍性暴走を規制する。こうして

やはり〈はある〉の個々の〈である〉の通底統合が成立することになる。

　それはまたそれぞれの〈である〉を統合してその「人となり」を作ることである。それをその

「人となり」の人〈がある〉という言うのである。ここに個人が成立する。ここに〈である〉と〈は

ある〉と〈がある〉の関係が了解される。

　このように個人を成立させた中心点は〈はある〉であった。しかしその〈はある〉は無からの

反省による帰着点であった。とすると個人の存在は，無を媒介にした反省による〈はある〉によっ

て統合された多くの〈である〉によって成立する〈がある〉存在であることになる。ここで重要

な点は無を介して自己に反省するという論理である。これが実は個人の存在が持つ論理である。

一般に反省は自己から出て他者を介して自己に環帰する自己環帰構造をもつ。ここでも同じ論理

構造をもつ。ここは存在論であるから他者とは存在に対する無のことである。

　同様の論理は生命の場合も同じである。生命は自己の外の他者を自己の中に取り入れて同化し

自己の命を保つ。この場合他者に出ていくのではなく，逆に他者を自己のなかに取り込んでくる。

他者を中に取り入れるか，外の他者に出ていくかの相違はあるが，いずれにせよ他者を媒介にし

ていることには変わりない。他者を媒介にした自己への環帰，反省という論理構造は同じである。
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9．死の問題から他者の問題へ

　しかし死には基本的に難問アポリアがある。人は死ぬ。これは間違いない。必ず死ぬ。誰も死

ぬ。しかしそれほど確実であるのに，死は経験できないのだ。経験したと思ったその瞬間，もう

死んでいないからである。経験というからにはその後そのことを何らかの形で取りまとめて認識

なりにせねばならないが，その時はもう死んでいないのであるから，それはできない，つまり経

験できない。これが死の逆説パラドックスと言われるものである。死は必然だか，経験できない，

という逆説である。

　もしそうだとすれば，この無を介した反省によって成立する個人の存在も，そう簡単には承服

できないことになる。むしろ無という経験不可能を根拠にするより，それまでの経験から得られ

た常識から説明すればいいではないか。個人の存在も常識的に認められる。多くの〈である〉を

纏めてその人の人格ができているということも常識的に理解できるではないか。わざわざ無から

の反省を持ち出すこともないではないかと。

　しかし死というものは古来重要な関心事だったということは確かである。現代以上に日常生活

の中で死とはよく出会っていたし，また哲学も死については特別の思考をめぐらしていた。この

限りでやはり死＝無については何らかの形で取り上げざるをえない。それではというので，無か

らの反省をつまり死の経験を，実際の死の前に先取り的に経験できないか，という発想が出てく

る。先の「大病して人生観が変わった」というのもその事例である。これは実際の死に近い状況

の経験であるが，実際の死そのものではないから，やはり先取り経験である。また「死ぬ気で頑

張る」というのもそうであろう。これらは実際に死そのものを経験するのではなく，「もし死ん

だら」と仮定して，死の先取りをするというものである。もちろん人生においてはこれはこれで

大変貴重な視点を提供する。しかし先取りであるからこそ実際には経験していないことは確かな

ことである。依然として経験できないとうことは決定的である。確かに衝撃を与えることも多々

ある。もちろん大病したが人生観が全然変わらないで平気な人も多いだろう。だからこれは人生

論的な教訓を示すにすぎない。教訓は意外と無力だ。こうして死の先取りも死の経験という課題

にとっては十分なものではないことになる。

　この問題はもちろん古来からのアポリアだから簡単に解けるわけではない。ここではこの問題

を扱う学問の方に視点を当ててみる。そのことで何らかの議論の進展の糸口が見つかるかもしれ

ない。経験できないということが一つの判断評価基準になるということは，学問は経験した実在

を扱う，という前提がある。一般的には経験科学といわれるものである。これは学問一般にも妥

当する。それに対して哲学は具体的経験的対象領域をもたない，だから哲学は経験科学ではない，

他の学問とは基本的に異なる，とよく言われる。果してそうであろうか。哲学と同義に使われる

言葉として形而上学がある。形而という具体的経験可能な対象を越えている（上）という意味で

ある。確かに哲学や形而上学は個々の具体的経験対象を越えて，それら全ての事象に普遍的に妥

当する原理を扱う。ここで注意せねばならないのは「越える」ということの意味である。確かに

具体的経験的対象から離れて抽象化されれば，それは「越える」と言える。しかしそのとき越え

て離れてはいるが，つまり直接的には扱わないが，従って抽象的レベルではあるが，やはり依然

として対象を説明しようとしているのは確かである。説明の位相が直接的か，それとも間接的で

何段階も乖離しているかの違いはあるが，両者具体的経験事象を説明しようとしている。その限

りで対象と相即していることは確かである。だからやはり具体的経験事象を対象としているので
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ある。抽象化の程度が余りにも強ければ，もはや経験対象は忘れられるほどである。その時形而

上学という言葉が使われる。この抽象化の程度の強さに心理的に影響されて，もはや経験的事象

を対象としないなどと了解してしまうのではないか。しかし抽象化の程度は何段階も経て大掛か

りにはなっているが，依然として経験的事象と学問とは平行して相即している。論理的にはそこ

には否定はない。心理的には既に否定関係を了解しているようだが。結果的にはむしろ強く肯定

している。このことは決して経験科学だけに妥当するだけではない。哲学においてもそれが実在

を対象とすれば事情は同じである。例えば自然を扱う自然哲学，精神を扱う精神哲学，社会を扱

う社会哲学である。これらは実在哲学と言われる。自然や精神や社会という実在がなければその

哲学もない。

　このようないわゆる科学や実在哲学に対して，いま問題にしているのは無を介しての自己反省

であった。つまり無が学問の言わば対象なのである。この無を学が扱うとすれば，その学は対象

との間に否定の関係を作ることになる。対象が無であるのに，それを扱う。扱うというのは一種

の肯定だからである。逆に学で肯定的に扱っているのに対して，その対象は無い無である。学と

それが扱っている対象との間には相互否定の関係がある。このとき学は強い意味で形而上学と言

える。形而上学の「上」の「越える」という言葉が，先の科学や実在哲学ではただ間接的に距離

があるという程度の差の意味であったものが，ここでは否定の意味を含みうるからである。本来

「超越」は「互いに独立」の意味だから，かえってそこには否定を理解しうる。それに対して上

下という場面は価値的了解されて，心理的には否定を理解し易いが，論理的にはむしろ肯定にな

り，心理が論理を隠し，かえって肯定を強化する。存在論という無を扱う学こそ形而上学という

ものに相応しいのかもかしれない。

　とはいっても，形而上学に対する一般の拒否反応は確かにそれなりに理解できる。特に無を扱

うに，パルメニデスの「無は思索されえない」という立場は健全な常識ではもっともなことであ

る。とすると無の思索を支えているのはただ「死は必然」ということだけである。必然である限

りこそ支えはかなり強いが，しかし実感に乏しい。そこで，無からの反省を実際経験の場で了解

できる何らかの方途はないものか，とまた考えだす。それが他者の問題である。他者は常にそこ

に居る。いつでも経験できる。それでいて他者は先の「超越」の本来の意味である互いに独立の

位相に存在し，その限りで否定が成立しそうである。それが無からの反省と同じ論理かが問題だ

が。

　いやそのような逃げ道は既に先の先取り経験で提示されたはずである。また二番煎じをするの

か。他に移る前に一番煎じをもう少し集中的にも検討すべきではないかと思う。確かに多分に二

番煎じ的ではある。しかし，この他者論が持つパースペクティブが先取り経験とは異なるのであ

る。他者と係わることで人は社会を形成する。この社会形成という新しい別の観点が無を介して

の自己反省にどの様な変容・深化をもたらすのか。特に先取り経験が人生論的教訓に留まりがち

なのに対して，それとは別種の意義を社会形成論の過程において示してくれるのではないか。
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