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人　間　の　基　本　構　造

一後向きのかたち

上　田　富美子＊

　　　　　　　　　　　　　　　　ムLa　structure　fondamentale　de　l’etre　humain　selon　la　figure　qui　tourne　le　dos

Fumiko　Ueda

　「人間」とは何であろうか。この問いに答え

ることは，そもそも論理的に不可能である。な

ぜなら私たちが自らを超え出ることができない

以上，それを包摂し完全な解明へともたらす鍵

は，私たちに委ねられてはいないからである。

それはつねに私たちの外に置かれ，究極への到

達は私たちにははじめから阻まれている。

　にもかかわらず，私たちは自らを問わずには

いられない。してみるとそれは，私たちの構造

深くに身を潜める無限の渇きなのか。

　　　　　　　　　　1

　古い神話や物語に登場する原初の人間たちに

は，一つの共通したかたちが見出せるように思

える。それは「後向き」のかたちであり，さら
　　　　　　　　　　　　（1）　．t’r”
には「背き」のかたちである。この背を向けた

人びとが洋の東西を問わず，「人間」の原型と

して提示されているとすれば，「人間」と他の

ものたちとを区切る一点は，まさにそこにこそ

置かれていると見るべきであろう。

　彼等はみな一様に，自分を超えた何か「大き

な力」に抗して後を向いてしまっている。それ

は私たちがほかならぬ「人間」であるためには，

「人間」という特異な構造をもった存在である

ためには，何としても，何ものかに「背を向け

る」必要があったという乙とであろう。それが

とりも直さず「人間」であるための不可欠の条

件を構成しているということではあるまいか。

＊九州大学医療技術短期大学部一般教育

　ではその「背き」の対象となったものは，一

たい何なのか。それはさきに見たように，自ら

を超え出たある「大きな力」であった。それは

一般に「神」と言われるものにも相当し，人間

を含めてこの世界を成立せしめた根源的な何か

を表徴するものであろう。言葉を換えれば，こ

のものは万物の母なる「自然」と密接不可分な

つながりをもっと言うことができよう。

　したがって人間の「人間」としての出発は，

「自然」への離反を以てしるしづけられるとい

うことになる。だが，自らがそこから生れ出，

そこに依拠することでその生存を維持しうるも

のを現実に断ち切ることは到底不可能である。

「生存」こそすべての条件であり，「生命」の

根としての「自然」を抜きにして私たちの「存

在」はありえない。してみるとこの「離反」に

は，すでにして一つの仕掛けが組み込まれてい

ることになりはしないだろうか。いやむしろ，

「離反」こそが一つの「仕掛け」そのものであ

ると言った方が適切であるかもしれない。

　そしてこの「仕掛け」の主役こそ，「意志」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
と呼ばれ「知」とも称されるものに違いない。

すなわちこれらのものは現実には「自然」につ

ながれている「人間」を，別の次元へと導くこ

とによって，「離反」を可能にする一つの巧妙

な装置であったと言うことができる。実際この

ようなやり方によるよりほかに，すなわち異次

元への飛翔によるよりほかに，一方では「自然」

のもとにつながれっっ，他方ではそれに背くと

いう「矛盾」を逃れる方法はなかったであろう。
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こうして私たちは，普通には両立しがたい二つ

の世界を同時に保有するものとなった。もっと

もこれらはそれ自身に視点を当てる限り矛盾で

はないとしても，一個の「実存」である私たち

に同時にかけられるとなると話は別である。こ

こに一つのゆゆしい問題が提起されることにな

るであろう。「本能」と「意志ないし知」との

対立がそれである。

　ところで「自然」に「背を向ける」という行

為は，何かもっと積極的な意味をもってはいな

いだろうか。「自然」に「背く」ということは，

言葉を換えれば自身をそこから切り離すという

ことでもある。してみると，ここにはすでに「自

然」対「自己」という二分関係が，ないしは二

項対立関係が下敷きされているように見える。

すなわち「人間」の側にすでに「自覚（自意識）」

が成立していたからこそ，「自然」からの離反

が可能になったと言うこともできるであろう。

　実際，「自意識」は「事柄」への直接的かか

わりからの「屈曲」であり，一つの「断絶」の

すがたを表わしていると言う乙とができる。し

てみると，今まで述べてきたことはすべてこの

一点へ向って収束する。すなわち「背き」と言

い「異次元」と言うも，あるいは「仕掛け」と

言い「知・意志」と言うも，みなこのものの変様

であり，別名にすぎないと見ることができるで

あろう。そして「自己」と言い，「人間」と言

うも同様である。そのものはすべての究極のか

たちを示している。

　こうして「自然」に背いた私たちは，「自意

識」の導きにより，おのずから新たな領野（こ

れをさきには「異次元」と呼んだのであるが）

へと誘なわれるが，これこそは純粋な「意識」

の領域であり，完全に「人間」だけに属する世

界であろう。だが乙の「世界」の光景たるやア
　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
ダムとイヴが接した不毛の地のごとくに，目ぼ

しいものとて何一つない「空無」である。私た

ちはそれをまた，「自由」とも呼びならわすの

だが。しかしながら，この「世界」が「空白」

であるのはある、意味で当然のことであるに違い

ない。なぜならそれは「背き」ないし「離反」

をその発端とするが，これらはいずれも一連の

つながりを断ちそこに「空白」を置く行為にほ

かならず，ありとあらゆる「内容」は「自然」

の側に取り残されたままなのであるから。

　　　　　　　　　　2

　「自然」は実際確固として存在している。そ

れは「生命」の根として「人間」のもとを離れ

ることはできない。しかるに私たちは「自然」

に背を向け，結果として「意識」の空白のスク

リーンだけを手もとに残すこととはなった。で

はそこでは一一一一一たいどのような事態が生ずるのか。

暗闇の中で目を凝らすと，定まらぬ影像が飛び

かいはじめるように，そこにもやがて何ものか

の影が映し出されるであろう。それは自らの背

後にあるもの，すなわち「自然」の影像にほか
　　　（4）
なるまい。実際「意識」自身は「空無」であり，

その「内容」はすべて他に，「自然一1に負わな

ければならないのだから。こうして「自然」は

ふたたび「人間」のもとに取り戻されるが，当

然のことにそれはもとのままのすがたではあり

えない。それはすでに「意識」の透過を経て変

形され，観念化された「自然」であろう。こう

して「自然」は「人間」のもとにあってはつね

に「意識」の記号に読み換えられ，「観念」と

してしか存在しないし，またそれこそが私たち

にとっての「自然」であると言うことができる。

しかしなぜ「人間」は「自然」に対し，このよ

うに屈折した複雑なかかわり方をしなければな

らないのだろうか。そこには一たいどんな意味

が隠されているのだろうか。

　この点について考察するに当っては，あの「空

白」ということが何らかの手がかりを与えてく

れるように見える。ところでさきに触れたよう

に，こうした事態が生ずるためには，すでに「自

然」対「自己（人間）」の二項対立関係が下敷き

にされていなければならなかった。その上でそ

こに出現した「空無」は，「自己」の目の前に

は何もないということを示していると言える。

そして「自己」に先立っものがないということ

は，とりも直さず両者の関係において「自己（人
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間）」の側に完全な優位が置かれたことを意味す

る。そのように見るかぎり，「空無」は実に大

きな意味をもっていたと言わなければならぬ。

したがって上に見た「自然」がふたたび「人間」

のもとに取り戻され，「意識」の記号に読み換

えられるといったことも，すべてこのようなか

たちのもとにおいてのことであり，それを抜き

にしては考えられないということでもあろう。

　さてこのような「自己（人間）」の側の「自然」

に対する優先が，どのような事態を招来するか

はおのずから明らかである。そこに浮ヒするの

は「人間」の「自然」に対する「支配」の構図

であるに違いない。「人間」の言葉に読み換え

られ「意識」の中で観念化された「自然」とは，

すでに「支配」の「対象」へと変換されたそれ

を意味するであろう。こうして「自然」はただ

のもの言わぬ「素材」と化し，「人間」の側の

働きかけをひたすらに待ちもうける存在となる。

「知」と「意志」とはそれらを活性化し，そこ

ではじめて「自然」は「意味」と「価値」とを

付与される。そしてこの公平を欠いた両者の関

係は，「主客関係」としてことことに私たちの

ものの見方を規定づけ，「人間」であることの

枠組みを構成する。

　　　　　　　　　　3

　さて以上を通じ明らかになったことは，「自

然」に背を向けた「人間」の在り方の帰着する

ところは結局自然支配であったということであ

ろう。これはある意味ではじめから予定されて

いたこととも言える。なぜなら「支配」という

こと自体，「背き1や「離反」を前提しなくて

は成り立たない行為だからである。そこにはす

でに…っの対立関係が置かれている必要がある。

だがこれらすべての前提となっているものに，

「自然」と「人間」との現実的なつながりがあ

る。実際これなくしては「背き」も成立しえな

かったであろう。そしてたとえ背を向けたとて

このものは消滅したわけではなく，依然として

存在し続けていることに変りはない。「支配」

はしたがって，「自然」に背を向けたままのか
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たちの中でその人間化を通じて行われるほかな

いが，その背後には絶えず実在の「自然」の影

が随伴する乙とになる。なぜなら観念化された

「自然」は，しょせん実在の「自然」の写しに

ほかならないからである。こうして「自然」の

すがたは，アンビヴァレントな「人間」の在り

方そのままにつねにぶれており，しかとした影

像を結ばない。

　ではこうした状況をうけての自然支配はどん

な在り方を示すことになるのだろうか。「自然」

に背を向けたかたちの中での，観念を通しての

その「支配」ははじめから実在の「自然」への，

「自然そのもの」への到達を阻まれている。し

たがって私たちに唯一許される方法としての観

念化を介する自然支配は，終局をもたないこと

になる。それは「無限」に続くほかはない。こ

うして「無限」はよくも悪くも「人間」に必然
　　　　　　（5）
的な標識となる，、私たちを取り巻くすべてのも

のは「無限」の様相を呈する。私たちはつねに

途上にあり，それは前向きのイメージとして絶

えざる「進歩」，「発展」，「向上」へとつな

がってもゆく。それは「人間」の最も好むかた

ちであり，あくなき「冒険」や「挑戦」もまた

私たちにっきものの現象となる。可能的存在と

しての人間規定は，まさに乙のような在り方に

即応するものと言うことができよう。だがその

時私たちはこの限りない前進への励ましを，実

は背後に残した「自然そのもの」に負っている

ことに気付こうとしない。なぜならそれは私た

ちの「意識」の中では，ただ「支配」の対象と

してのみ設定されているにすぎないのであるか

ら。しかしながら実際は，そこへと届きえない

にもかかわらず他方においては厳然とそこにつ

ながれていればこそ，私たちは倦きることなく

奮い立ち希望をもってそこへと向おうとするの

ではあるまいか。私たちは限りない「挑戦」へ

のエネルギーを，すでにそこから汲んでいると

いうことができよう。

　だが「無限」への上昇が，無限の下降へと転

落するのにさほどの時間は要さない。なぜなら

私たちは「自然そのもの一iに接近することなく，
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代りにその「観念」を入手し続けるばかりだか

らである。そこにはつねに同じ「人間」のしる

しがっけられ，その刻印を逃れる乙とは私たち

には不可能である。「挑戦」の結果は報われる

乙となく，そこにはただ限りない「徒労」のみ
　　　　　　　　　　（6）
が積み重ねられてゆく。こうして「疎外」もま

た私たちの在り方に必然的に随伴し，この逼塞

の状況からの脱出の切実な願望と，囚われの現

実への不可抗的な無力感とが「迷路」のイメー
　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
ジとなって私たちをおびやかしもする。だが私

たちはいつまでもそこにとどまり続けてはいな

いだろう。不明な「自然」の巨大な力にまたも

や鼓舞されて，再び立ちあがり新たな挑戦へと

踏み出してゆくに違いない。こうして私たちは

自然像のぶれそのままに，「絶望」と「高揚」と

の間を絶え間なく行き戻りし安らういとまをも

ちえない。

　しかしここで念頭に置かれねばならないのは，

それらすべてが自閉空間の中のただの独り遊び

にとどまらないということだ。「意識」の中で

の観念操作としての自然支配は，単にその内部

での出来事に終始しうるものではない。なぜな

らさきにも述べたように，「自然」は本来私た

ちの外に出ているからである。私たちがそれを

自らの内に囲い込もうとどうしょうと，「自然

そのもの」は依然としてその外に厳然と存在す

る。したがって観念操作は当然実在の「自然」

にも及ぶであろう。物言わぬ「質料」と化した

「自然」は，「観念」をモデルとした改変に無

防備にさらされる。「自然」を「人間」の言葉

に読み換えるとは，まさにそうした事態を指す

のに相違ない。

　こうして私たちはありのままの「自然」とは

似ても似つかぬ人間化された「自然」のかたち，

すなわち「文化」に囲続される次第とはなる。

だがさきに見たように「自然」の読み換えに限

界は設けられていないのだから，当然その改変

にも終局はありえない。それは「自然」の側か

ら言えば，すなわちその無限破壊にほかならな

いであろう。手つかずの「自然」が時の流れと

ともに消滅してゆくのは，「人間」の基本的在

り方そのものにこそ由来する。だが「破壊」の

脅威にさらされるのは，何も私たちの外なる「自

然」だけに限られはすまい。私たちは一方にお

いてその根を「自然」の内ぶと乙ろ深くにおろ

しているのであるから，私たちの内なる「自然」

とて同様である。乙うして「自然」の人間化は，

私たちの「生命」自体をその代価として要求す

る。　「主体」と「客体」，「支配」と「被支配」

の関係はそのまま自身の中に持ち越され，「自

己」は二つに引き裂かれ，「支配」の徹底は直

ちに自らの「生命」の澗渇を招来する結果とな

る。「人間」に本来的な「矛盾」はここに極限

的なかたちで以て示されざるをえない。

　その一例を私たちの中の「自然」の代表たる

「本能」に求めてみれば，それは身近であるだ

け一そう私たちの「支配」を免れがたく，人間

化のしるしである「無限」を刻印される乙とに

より，それが本来所有するはずの自然的調整機

能を失い，果てのない「欲望」へと転化するで

あろう。こうして私たちは自らの中の「自然」

を操作してまで，「自然」を追いつめ自身をも

また追いつめてゆく。

　　　　　　　　　　4

　さて以上を通じて明らかになったことは，「人

間」が本来的に抱える「矛盾」であろう。それ

は長い人類の歴史の果てにようやくもたらされ

たといった類の，特殊な現象では決してありえ

ない。それは「人間」の構造自体が当初から持

ち合わせていたものの当然の帰結でもある。実

際私たちは一方において「自然」とのつながり

を保持しっっ，他方においてそれに背を向け，

「自己」の優先を確保してそれと対峙するかた

ちを取った。こうして，「連続・調和」，「分

離・対立」が同時に私たちにかけられてくる次

第とはなる。そして自己自身は引き裂かれ二分

されるが，私たちの「意識」内にあるのはあく

まで後者であり，前者はその外にとどまる。し

たがって「意識」内での「自己」と「自然」と

の対立関係は（しかもそこでは「自己」の側に

絶対的優先権が委ねられているのであるから），
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「自己」によるすなわち「人間」による自然支

配というかたちを取らざるをえないが，それは

また同時に私たちがそこへとつながれている「自

然そのもの」へは決して届きえないことをも意

味している。なぜなら「対立」ということ自身

両者の究極的不一致を前提としているのである

から。乙うして私たちはその代りに「無限」を

手渡され，いたるところにそのしるしを見るこ

とになる。それは取りも直さず真の「支配」の

不可能を意味し，その挫折を示すものであろう。

だが一方現実的な「自然」との連続性は，こ

うした自然支配を単に「意識」内のことにとど

めず，実際の影響を生ぜしめずにはいないので

あるが，それは「対立」と「支配」の構図その

ままに一方的な自然改変，さらには自然破壊へ

とつながってゆく。しかもこのような在り方は

そのもの自体としては「意識」内のこととして，

現実の「自然」と完全に切り離されてもいるの

であるから，この「破壊」への傾向は何らの歯
　　　　　

止めをもっていない。それはそれ自身のメカニ

ズムにのっとって，いともやすやすと成しとげ

られるであろう。だがこの構造の中で「支配」

の対象とされたのは，同時に私たち自身ではな

かったのか。なぜなら私たちは一方で「自然」

と深く結ばれ，それと一体化してもいたのであ

るから。　「自然」という名は同時に「人間」を

も表明している。結局私たちは自らと対立し，

それを支配し，その拠って立つ基盤を破壊へと

さらしてゆく。「人間」の「矛盾」はここに極

まると言うことができるであろう。

　ではこの「矛盾」をもたらす決定的一点となっ

たものは何か。言うまでもなく，それは「自然」

に背を向けた「人間」の姿勢である。その姿勢

は「自己」をも「自然」をも封印したかたちと

なり，その瞬間両者は了解不可能な「対立物」

へと変容する。では私たちに「背反」の姿勢を

取らせたものは何なのか。それはさきにも述べ

たように，「自然」に対する「自己」の「先立」

ないし「優先」であろう。そしてそこには何の

正当な理由づけも設けられてはいず，それはた

だ無前提的と言うよりほかはない。ところで「自
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己」の側の無前提的な先立ということは，言葉

を換えれば自己中心的ということであり，私た

ちはそこに「エゴ」のすがたを透見しないわけ

にはゆかない。したがって「人間」に本来的な

「矛盾」をもたらしたものは究極的には「エゴ〕

であり，しかも類的なそれであると言うことが

できる。それは私たちすべてに共有のかたちで

あるがゆえに，容易にそれと見破らしめない構

造をもっている。しかしそれは「人間」の内実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深くに喰い込み，ありとあらゆる人間的特性を

構成する。例えばその意味で「論理」も自己弁

護の様相を免れえず，そこに生ずるアポリアや

トートロジーはそれ自身の限界を明示し，究極

に現われる「同一律」はこうした在り方の写し

にすぎないであろう。理由のない自己肯定から

はじまる主観的枠組みの中で，真の「客観」を

模索すること自体そもそも無理であったと言う

べきであろう。

　そこには，「真実」と「虚偽」とを分ける確

たる規準ははじめから設けられていない。人生

は一場の「芝居」か「夢幻」と化し，こうして

「遊び」も極めて人間的な特性となる。高揚と

失墜とは絶え間なく交代し，「価値」は引き裂

かれ，すべては目まぐるしく窄貌して定まった

すがたを見せない。「孤独」と「不安」，「猜

疑」と「不信」は終始私たちに付随し，この複

雑で定めない状況は，その閉鎖性と相侯って，
　　　　　　　　　　　　　　　　
私たちを「人間」特有の病いの中へと追い込め

ないではおかない。

　さて以上よりして私たちにかけられる究極の

課題は，「エゴ」の克服ということに尽きるこ

とになろう。これこそが自身の「生命」の根源

を守り，それは直ちに「自然」の尊重へとつな

がってゆく。そこでこそ私たちはまた「分裂」

の病いから癒やされ，自・他合一の「真理」と

真の「客観」のもとへと導かれるに違いない。

そこに至る道が容易でないことは，無論言うま

でもない。しかし私たちは何よりもまずここで

原初へと立ち帰って考えてみる必要があるので

はあるまいか。「自然」と連続した在り方寸そ

がそこでは第一義的なことであり，それへの「背



一　60　一

人間の基本構造

反」はしょせん第二義的なことにすぎなかった。

さらに言えば，後者は前者を受けてはじめてそ

の成立を許され，それなくしてはその存立さえ

も危ぶまれるものである。そして実際，すでに

見たように，私たちは「自然」に背いた在り方

の中においてすら，「自然そのもの」をひそか

に目標とし，そ乙から無限の「挑戦」へのエネ

ルギーを得ていたのではなかったか。その力の

倦くことのない更新は，「生命」の源泉として

の「自然」にこそ委ねられていたのではなかっ

たか。ここではたとえ無意識のうちにおいてで

あれ，そのような本来的「自然」がすでに前も

って肯定されていたとも言える。「意識」内で

は自然支配の構図として受け取られていたもの

が，こうして逆に実際は「自然」の主導のもと

に置かれていたことが明らかとなる。私たちは

届きえない「自然」に無限の憧れを抱き，そこ

への到達を，それとの完全な一致を本当は目指

していたのだと見なすことができる。「自然」

への「離反」は，実はそこへの「還帰」の第一

歩にすぎなかったのだ。このことは私たちを大

いに力づけてくれるに違いない。なぜならたし

かに「自然」への背きが私たちを「人間」とし

て「人類」として規定づける大きなしるしであ

ったにしても，それを抱き取る揺るぎない「真

実」があることを，いまは疑いを容れないたし

かさで知る乙とができるからである。

　一たい何ものが私たち「人間」に，他に類を

見ないこのような特異な在り方を取らしめたの

であろうか。それは一たん私たちのものとなっ

た上からは，私たちの「知」と「意志」のもと

に委ねられはするが，そのような在り方自体は

私たち自身が選び取ったものでは決してない。

たしかにそれは私たちの「弱さ」をカヴァーす

る「庇護膜」として機能し，私たちを直接的に

「自然」の脅威にさらすことなく，私たちの「種」

の保存に役立ちえているのかもしれない。しか

し，この装置はそれ以上のものを余りに含みす

ぎている。私たちにそれを委ねたものは私たち

を試錬にかけ，自らの力でその在り方を逆転す

ることを望んだのでもあろうか。だとしたら，

そこまでの力を乙のものは私たちに与えてくれ

ているに相違ない。

（1）

（2）

（3）

（4）

〈5）

（6）

（7）

　　　　　　　〔註〕

「創世記　第3章」アダムとイヴの話，

「ギリシア神話」プロメテウスの話，「古

事記　上巻」黄泉の国におけるイザナギの

話など参照

「背くこと」は意志的行為であり，意志的

行為は知的判断なくしてはありえない。

「知」と「意志」とはほとんど一体のもの

と見なければならぬ。

「創世記」第3章　17～18参照

これらのことは，プラトンのあの有名な「洞

窟の比喩」を思い起させるが，このように

見る限り，それは「人間」というものに対

する深い根源的洞察を含むものと言わざる

をえない。

（プラトン「国家」第7巻参照）

短大紀要第11号「r理性』とr関係』」参照

その代表例として冥府におけるシーシュボ

スの苦役を挙げることができる。　（「ギリシ

ア神話」参照）

その原初的なかたちの一つは，ミーノータ

ウロス（岳人）が閉じ込められていたクレ

ーテー島の「迷宮」の中に見出せるであろ

う。　（「ギリシア神話」参照）


