
「日常の思想とは何か」を読んで　　　　　　　廣瀬知衛

３０年近くも手に取る事はなかったにも拘らず、私の信条が含まれていると思ってい

た事もありこの小論文を「バイブル」と常日頃から言って来た。今回、読み直してみ

て次の理由を加えて今後も私にとっての「バイブル」あるいは「悔い改めの書」とし

たい。

第一に人間への信頼と人間存在への楽観に満ち溢れている事、第二に使われている言

葉が観念的、抽象的、象徴的に過ぎ、この論考の「真」を「論理」、「実証性」、

「利害」、「信仰の一致」、「権威」によってではなく「信条的一致」に見出す、つ

まり私にとって黙示録だからだ。第三に可能性の原理を抱えつつ＜日常性そのものに

つく、つき続けコミュットメントを核とする（ｐ27）＞実践性の原理となるとそれは

正に生き方が問われるからだ。

さて、恐らく先生の著書という事もあって、今回の読書会の参加者は間違いなく何度

も読んできておられると思うので、内容の報告を主とするより、第一に今回改めて読

んでみて、これまで私が受け止めていたメッセ－ジに変更を加える必要が無かった事

を報告し、第二にとはいえこの論考が書かれた、特殊な時代の状況に引きずられ抽象

的に過ぎ「日常の思想」と呼んでいいのかと違和感を感じた点を、第三に置かれた位

置や状況、考え方、価値観の違いから、先生と私の「日常の思想」の課題が異なって

いるので、私流の読み直しを報告したい。

最初に、これまでの理解を本文に沿って記せば、＜「日々繰り返される何か」に留意

し、その必然性を探る（ｐ 8）＞科学的態度を持ちつつ＜日常生起する事象の中での

疎外について常時思考をめぐらすｐ12＞態度で、＜日常生活の中に人間の豊な原質が

潜んでいる事を信じ、アイマイかつ混沌たる日常生活にあくまで関わるｐ12＞事を旨

とする。場合によっては思考の結果が＜とりとめもなく茫漠とし、散漫な広がりをも

つ断片の寄せ集め以上の何ものでもない。（ｐ26）＞に陥る危険を抱えながらも＜既

に出来上がった理論や体系よりもそれが現実との関わり合いで生み出されようとする

プロセスを重視する（ｐ27）＞＜すべて不確かでしかしアクチュアルなものを明晰判

明で抽象的なものより愛着する（ｐ28）＞思想にしていく。＜「私」を「個人原理」

に転化していくプロセス（ｐ32）＞に取り組み、それらを前提に＜世界観の城に逃げ

込むことなく、討論を通じての相互変革という契機を含み（ｐ22）つつ、社会の底辺

からの共同性創出にかけてお互いの統合に努め（ｐ22）＞＜自立的共同社会を生み出



す。ｐ31＞それは、共同性を獲得するべくその解放の可能性を常時、その場所におい

て努力を積みかねつつ経験的生活において、類的存在になるかｐ13＞で、のたうちま

わることだ。というのが学生時代に読んで受け止めていたメッセ－ジだったが、今回

受け止めたメッセ－ジも殆ど変わらなかった。

　

ただ、私自身が齢を重ねた事もあり、今回読み直してみて主張の内容に賛意を持ちな

がらも「日常の思想」をこういう論の進め方で良いのかと違和感があった。

　第一に著者が、＜「日常の思想」が正当なカテゴリーとして成立しうるかどうか私

は知らない。（ｐ26）＞とさえ言う事が一方でこの小論文の価値であるものの、他方

それが故に「日常の思想」の定義が不確かに過ぎ、この「思想」を共有する事が困難

ではないかと思えるのだ。現に、この小論文で使われている「日常」、「非日常」、

「類的本質存在」、「共同性」、「人間」、「個人」、「私人」はいかにも抽象的で

観念的に過ぎ、多義性があり、具体的日常の出来事においてこれらの用語を理解しよ

うとすると、なお更不明度が増し、果たしてこの小論文をこの小論文で言う「日常の

思想」と呼べるかと思えるのだ。

第二に＜マルクスやウエ－バ－にこだわりすぎた（ｐ22）＞事によって近代に普遍的

な日常の問題を提示しているものの、この小論文自体が＜＜近代社会＞の論理や＜階

級運動＞の理論が舶来品であることで倍加された（Ｐ25）エリティズム＞と変わりな

く、せいぜいそれらの戦後政治思想史での意味を語れても、課題としてはいなかった

のだろうが、読者である日本人の日常の思想＜エ－トス＞に固有の問題を追及する事

が疎かになっている。

第三に「日常の思想」を普遍的問題として語るには、この文が書かれた69、69年の

「著者の日常」に引きずられすぎている。文の読み手、考察、批判の対象として大学

闘争の担い手、それに応対する学者、戦後の反体制運動の担い手であった労働組合、

社会主義者が想定されているのは明らかだ。しかも、「日常の思想」が対象とすべき

日々の思いや日常の関係の作り方（小政治）よりも、その延長線上である非日常の大

政治（反権力）に対する考えを論じる事を主としてしまい、ますます「日常」、「非

日常」、「類的本質存在」、「共同性」、「人間」、「個人」、「私人」を観念的で

意味内容が不明なものにしている。

こうした事が典型に現れているのが第１章だ。

＜タテカンに満ち溢れた（ｐ 3 ）「日常性の克服」や「日常性の停止」＞という著者

の日常から 68,69 年の運動では＜「日常性」そのものへのト－タルな否定として象徴



化された（Ｐ 3）＞としている。勿論当時これをスロ－ガンとし「自己否定」ととも

に、「日常」と「非日常」の神学論争に終始する者はあった。しかし、学生運動だけ

に社会とのト－タルな関係を欠き観念的であったといえども、多くの学生は個々にお

いて＜本来どのようなものとして日常を否定したかｐ 5＞の具体的イメ－ジや課題や

内容を持ってタテカンを書きあるいは見ていたはずだ。その意味では多くの彼らは観

念的に「日常性」そのものをト－タルに否定して非日常を実体化させようとした、

「明日のジョ－」、「三島由紀夫」、「連合赤軍」、「オウム真理教」「引きこも

り」ではなかったのだ。

私には当時の大学闘争の詳細にはわからないものの＜「小市民的なマイ－ホ－ム」が

日常の実体であれば、「仕事の世界」は非日常的な男の生きがいの世界となる。しか

し「平凡な会社勤め」自体が一つの体制内的日常と自覚され、その変革への情熱を注

ぐべき政治の世界こそが、非日常的部分として対置されることになるＰ 5＞というよ

うに全く観念的に「日常」と「非日常」を対置させたのは特殊な階層の特殊な者達と

しか思えない。

例えば「小市民的なマイ－ホ－ム」が実体であれば「道ならぬ恋」とか「親の介護」

が非日常でもあろう、あるいは、「平凡な会社勤め」に対置する非日常は「脱サラ」

とか「シャルウイダンス」もあろう。「道ならぬ恋」の成就はやがて新しい「小市民

的なマイ－ホ－ム」に、「脱サラ」も「収益」という体制内的日常に戻り、あるいは

残されるのは非日常の情念だけになってしまうかも知れない。しかし「親の介護」や

「シャルウイダンス」はもう一つの日常だ。又、殊更に別な日常を対置させなくと

も、「小市民的なマイ－ホ－ム」には「女房との諍い」とか「子供のグレ」、「平凡

な会社勤め」にも「部下の反乱」とか「肩たたき」とかの非日常はある。つまり、通

常非日常とは日常そのものの中、もしくは例え天災であれ日常の延長線上にあるもの

だ。

ところが、この論考の第 1 章での議論の進め方は出発点において日常の課題と同じ次

元で「情念」や「理念」の思い込みをもって、その日常のあり方を否定し、別な日常

をより観念的な非日常として提示している。とあれば、当然の事ながら、結末は＜そ

こに残るものはひたすらなる情念の世界だけでしかない。「日常」と「非日常」との

区分は「現実生活」と「内面世界」の間に引かれふたたび日常生活に回帰するｐ 5＞

だろう。これでは前提と結論に何等の差異のない正にト－トロジ－だ。

勿論、「日常の合理化」で成立する近代への反発が内面の非合理性に向うこともある

だろう。成長過程で家族や社会によって作られた「それまでの自己の日常」を支える



内面（エ－トス）を否定した者が、「自分に正直に」として、それに本来の自分を対

置させたものの、「否定した自己」や「新たな日常の現実生活」の中にも「育まれて

来た自己」が残り、結局それらへの立ち返りをするとともに、否定しようとした課題

を「内面」（心情、情念、理念）に沈殿させたという事はあっただろう。しかしそう

した観念論は「日常の思想」の一般的課題では無いのだ。

あるいは 68,69 年という状況でのあまりの観念論の横行に＜日常生活の中に人間の豊

な原質が潜んでいる＞事を主張するべくあえてこうした論の展開したのかも知れない

が、＜「現在の日本において、」日常性をめぐる問題＞として論じるには著者が論考

の対象とした層が特殊に過ぎ、一般的ではなかったろう。

著者が２章で＜日常生活の中に人間の豊な原質が潜んでいる＞と主張するまでもな

く、人の日常は勿論「現実生活」も単なるル－チンワ－クとして捨象されたり、一つ

の課題に集約されるものではない。一方でそこでの営為の多くが慣性や惰性や情感で

動いているに過ぎぬとしても、他方で人はそこで起きる豊で様々なテ－マに対応する

べく営為に対し普段に意味と意義付けをしており、それに思想（エ－トス）を介在さ

せているのだ。人は意識とともに存在しているのだから「日常」とは「営為」そのも

のだけでなく、これらを含めたものを言うべきであろう。

68,69 年の運動を担ったものに限らず、当時多くの若者が否定すべき対象とした「日

常」はそうした日常の個々の営為の「意味と意義付け」あるいはそれに介在する思想

（エ－トス）に対してであり、当然の事ながら具体的な内容と課題があったのだ。　

一方では家、家族帝国主義、封建遺制、部落共同体、日本的集団主義、伝統的エ－ト

ス、個が認めらずに予めの共同性を強いられる「和をもって尊しとなす」や「配慮の

心的規制」等の近代主義者によって課題とされた問題の否定があったろう。他方で

は、近代主義批判としての＜「欠如」理論式に西欧社会の普遍性を信仰したｐ16＞所

から強制されるエリティズム、「専門性」、「分業」、「主知主義主体性論」、「出

世民主主義志向」の否定があったろう。もちろん現代の普遍的課題である＜管理社

会、社会の抑圧、高度大衆消費社会、日常生活における疎外（ｐ 4 ）＞や＜日常の合

理化ｐ16＞の否定もあった。

彼らがこれら「日常」の課題を否定して対置させたのは抽象的な「非日常」や「情

念」などではなくその一々を記さないがそれに対応した「別な日常」であった。日常

性の課題に中身を持たせ「別な日常」として紐解こうとした者は、例えば、共同体運

動に身を投じようとしたものもあれば市民運動に向うものもあった、「就職転向」と

自嘲しつつ社会に巣立ちそこでの格闘に向った者もいる。彼らは少なくとも否定した



日常の先に作り上げるべき日常をもっており、「現実生活」としての「内面生活」に

課題を持ち越そうとした事は「やたら営為の意味を議論したがる団塊世代」として証

明できる。ただし、３０年後の今だに「日常そのものは体制の価値体系にべったりと

寄り添っていながら、かつて得た非日常的理念と己の日常の乖離に目を向けずに、そ

れよって責任を問われる事の無い、体制批判をしては己の存在を正当化している」同

世代の友人が多くいることはつけ加えたい。

この小論文の中でもっとも違和感を感じたのは＜「現在の日本において、」日常性を

めぐる問題はこのように非日常的心情を抱きつつどのように日常を生くべきかに収斂

していくのが通例というのが私の観察からの一つの帰納的結論のだとｐ 5＞との一文

だ。これはむしろ、その後の論の進め方から日常の観察からの「帰納的」というより

自らの主張の「演繹」ではなかろうか。

恐らく、著者一流の皮肉で「非日常的「心情」を抱きつつ」としたのではと推測する

が、全共闘、教授、民青とかの特殊な層にとっては政治との関わりにおいて、少なく

とも彼らの主観的には「心情」ではなく「信条」とするべきであろう。それはこの著

でウエ－バ－を論じている際の「非合理的衝動」ではなく「世界観を有するデ－モン

で」であろうだけに。もっと言ってみればこの「非日常的「心情」抱きつつ」として

あるのを「日常持ち続けている「理念」や「思想」」としても何等問題無い筈だ。

今日では「政治」そのものが非日常化してしまったが、「政治」との関りに限らず

「心情」、「信条」、「理念」が指摘のように非日常化したという問題だけでなく、

それぞれが日常と乖離したり、日常の中で矛盾したり、統一性を欠いている事こそ

「日常の思想」の問題として提起すべきだったのだ。

伝統社会において人の「現実生活」の営為の「意味」や「意義」と内面世界の内容で

ある「心情」、「信条」、「理念」と社会が建前とする「倫理」や「制度」とは一体

化し安定していた。

伝統社会から個を析出させた近代は建前として個において「営為」と「心情」、「信

条」、「理念」が一体の責任主体である事を前提として成立した。

ところが、＜家族生活と労働の分断Ｐ 9 ＞、労働の分業化、専門化、多様な社会関係

の結果、人は様々な世界との関わりを持つが故に、それに応じて安定した共同性、統

一性、全体性が崩壊し、その反映として「心情」、「信条」、「理念」が多様に分裂

し、統一が失われ、それらが個々に展開する日常の課題との適切な対応を失い、「現

実生活」と乖離し一部は非日常化したのだ。この個におけるこれらの分裂と乖離の課



題があったればこそ当時「アイディンティティ」の問題が同時に論じられたのだ。

付け加えるに「日常生活の合理化」の問題がある。合理化とは目的に即して世界の事

象を捨象し分断する事だ。つまり目的に応じたある種の統一性は作れるものの人とし

ての全体性を喪失する。　又、人は本来非合理的存在であり、例えば共同性も「実在

を疑う類的存在」もまた非合理的な感情だ。つまり合理化とは非合理人間的合理性や

全体性の喪失だ。とあれば日常生活の合理化に人間的非合理性が適応出来ず、日常の

対応と「情念」、「理念」が分化し後者が非日常化するのは何の不思議も無い。た

だ、「現実生活」とそれに対応するそれぞれの出来事での「心情」、「信条」、「理

念」とにちぐはぐさが生まれたとしても人は現に「現実生活」を営んでいるのである

から全く乖離するわけではない。つまり、日常生活に矛盾を内包したまま情況に応じ

使い分けしているのだ。

私は、当時において家や共同体が崩壊する近代化の過程で伝統的エ－トスから近代的

エ－トスへのパラダイムシフトにあり、それらの相克の上に近代主義をも超えようと

する非日常的理念もしくは「信条」や「心情」の様々な有りようの相克があった事と

理解している。伝統的共同体秩序から析出した「個」もしくは「私」の近代的共同性

つまり他者や政治といかなる関係を作るかという課題があり、その問題のたどり着き

の達成度への不満とそれが達成する事での新たな問題への不満との相克といったら良

いだろう。それは個々の者の「心情」、「信条」、「思想」、「理念」が日常同様、

豊潤な矛盾として存在し、相克していたといったら良いだろうか。

近代とは伝統社会が世界や人の営為の意味構造が社会や歴史によって安定的に提供さ

れていたのに対して個々が己自身を含む世界を己と別な客観的なものとして対象化

し、自らそれらの意味構造を作り、それらに意識的に働きかけねばならない時代であ

り、それが丸山真男のいう「作為」だ。

そこでは、人は主体の中で自らの世界を背負い、「働きかける自分」と「働きかけら

れる自分」、「内面」において「心情」と「行為の結果」のための「計算」に分裂せ

ざろう得ない。日常の中で己の運を賭けて企投しては己の道を自ら選択し、その責任

を自ら取り続けねばならない。いわば実存の危機を招く「個」を強要される中でエ－

トスの再構成をせねばならぬ時代だったと言える。それは、人と人との関係で言えば

「血とナイフの人間関係論」が必要とされたし、労働でいえばル－チンワ－クで済む

ような時代ではなくなる時代の始まりだったのだ。

そうであるからこそ、既存の思想を学んで既に崩壊している近代主義を内面化して日

常と乖離する方向に向うよりも、あえて＜すべて不確かでしかしアクチュアルなもの



を明晰判明で抽象的なものより愛着する（ｐ28）＞姿勢で＜己の日常性の分析を論理

化する方向へ出発＞し、「営為」と「心情」、「信条」、「思想」、「理念」を含ん

だ日常の個々において、それらを統一させ、全体性と一体性を持った個の主体性を回

復する可能性を探るべしとする、この論考の意味があったのだ。

さて、この小論文が書かれて３０年、＜「現在の日本において、」日常性をめぐる問

題は＞より複雑さを増している。

かつて「家」や「部落共同体」はそこに個を閉じ込めていたと同時に人と人の繋がり

の固有で定型的な仕方を伝える場でもあった。その場を失ったとき人は抽象的普遍を

獲得しつつも、＜伝統的な共同体から放り出されて、孤独な実存をかみ締めｐ31＞

「歴史」や「社会」からも疎外される。その上、「類的存在」「共同性」どころか他

者や世界との具体的直接的関係を喪失する事によって「人間」あるいは「生き物」と

して己が成立している日常の意味や意義さえも捕らえる事が困難になり、「人間」あ

るいは「生き物」としての日常がむしろ「非日常」となる事態を招いている。

日常を成立させている足元では合理主義、普遍主義が貫徹され、すべて不確で曖昧な

人間的日常は排除され、技術によって生み出された機械が我々に単に人為的環境を提

供するだけなく、センサ－は我々の感性さえも代替し始めている。

問題はそれだけではない。マスコミを始めとする大量の情報洪水の下では自己の「日

常性」の統一的把握は不可能に近い。他者や他物との直接的関係を失い、それらをイ

メ－ジや情報を通して得るとなると、それらを受け止めて作り上げた「己の真」を他

者、他物によって確かめさせられる事もなく、「個」は「私」として感性によっての

主観的意味付けだけが実在となり、日常はバ－チャルリアリティの世界にさえなるの

だ。マスコミを始めとする情報が奏でる非日常が意識として日常化して（カリスマに

代わる情報）本来の己が関わる直接の日常が非日常化し、もはや非日常と日常の区別

さえつけようがない事態にまで至っているのかも知れない。そこでの「私」は統一性

を失って

いるだけに、実存的利益や己の理念、観念、心情にとっての利害さえ見失い、それら

は国家や体制の価値体系に組み込まれかねない。

と、すれば30年前のこの論考の提案は正に今有効だ。つまり＜日常生活の中に人間の

豊な原質が潜んでいる事を信じ、アイマイかつ混沌たる日常生活にあくまで関わるｐ

12＞ことこそ、一次情報たる他者や他物との実体としての関係を取り結べとの主張

だ。どこからか降りて来る近代主義を含めた「神話」に己を依拠する事無く、日常性



そのものの渦中に、恐らく本来あるであろう「人間としての日常性」に回帰する事を

試み続けなければならないと、私にはこの論考が読めるのだ。

最後に著者と私の人間観、価値観、あるいは物の見方の違いから来る、「日常の思

想」の課題を私流の読み直しとして報告する。

著者の根っこに＜アイマイかつ混沌たる日常生活＞としながらも思考もしくは考え方

において、＜類的本質存在＞を始めとして概念のイデアを実体と信ずる「概念実在

論」があると思えてならない。少なくとも概念に対応する価値観においてニュ－トラ

ルではない。確かに概念実在論もしくは概念に価値付与させれば、適切かどうかはと

もかくとして、「とりとめのない日常」の課題の所在を明確化できるし、正邪も明言

できる。ただ、それは概念が捨象によって生みだされ、限られた条件下において

「真」であるに過ぎないにも拘らず、普遍化され「真」として実体化され、＜日常＞

そのものから離れ、それ自体で世界を構成し、対象たる＜日常＞を疎かにしかねない

と危惧する。それどころか、＜エリティズムからの「存在せねばならぬもの」として

モラル化 P24＞されかねない。

＜目標概念であるべき類的本質存在性はｐ22＞「正当」で「美しい」人と人との関係

がイメ－ジされるが、それは＜アイマイかつ混沌たる日常生活＞とは全く関係の無

い、イデイアの世界に過ぎない。そのアクテュアリティは個を前提としないところで

の解釈としての「皆仲良く」、「世界は一家」、「和もって尊しとなす」と変わる事

なく、「やさしさのファシズム」や「予めの秩序への強要」をされかねないのだ。私

はこの概念に経験的に知る部落共同体の一体としての共同性の強要を伴う鬱陶しさと

不自由さを思わざろう得ないのだ。

あるいは、単に「人類」の意味の「類」を意味するなら他の類を排除した論理であろ

うし、「観察によって世界が存在する（量子力学）」や「地球が危ない」とか「地球

環境汚染」と語る、世界との一体化を失った人間中心主義に陥りかねない。

私は、＜アイマイかつ混沌たる日常生活＞を認識において正にそのように理解する事

を前提とする。「真」は不可知であり、価値観によって日常を照射し作られた概念は

課題を解決するために使用する道具に過ぎないと考える、不可知論者してノミナリス

トだ。しかも、人間存在は矛盾を本質と考え、価値の客観評価は出来ない（ベルトフ

ライハイト（価値自由））という相対主義者だ。

それだけに確信に立てないという弱さをもつものの、日常に起こる出来事を価値観に

縛られる事少なく、それ自身をニュ－トラルとして様々な視点から捕らえる事が可能



だと思っている。

人間を「類的本質存在性」というのであれば同時に「利己的本質存在」と言える。善

悪を知る木の実たるりんごをかじったが故に「疎外」さえも人間の本質と考える。あ

るいは「類」への普遍化が他方では個々の努力と関係なく、関係の中で個の固有さを

喪失させるのは必然と思ってしまうのだ。＜「私的な活動」の中に伝統的共同体とは

異質の社会内部における相互信用、合理的取引の体系によっての合理主義的統合の基

礎がある。ｐ19＞同様、アダムスミスの「神の見えざる手」を持ち出すまでもなく、

個々のエゴイステイックな「欲望の体系」こそが、返って約束、信用、法への信頼を

持つ必要を生み、評価はともかくとして社会や幻想であれ市民国家の「共同性」によ

る秩序を生み出しているとさえもとらえる。＜己のデ－モンに聴く神の召命ｐ19＞さ

えも他者を前提とした需給関係の中にしか展開できない。「類的本質存在性」などと

言って飯を食えるのは大学教授ぐらいのものだが、人は類に存すると信じなければ実

は「商い」さえも可能ではないのだ。

「資本」や「技術」の普遍化が小規模な利害集団の共同性や統一性を崩壊させると同

時に小集団の排他性を喪失させ、他方でそれが人間的かどうかはともかくとして、

「抽象的、観念的な大規模社会の「人間」やら「宇宙船地球号」とも言われる抽象的

類的意識の共同性を生み出している。「疎外」を生み出した分業と専門化、合理化、

普遍化によって一体たる統一を失ったものの、他方その評価を別として大量生産を可

能にし、利便さ、豊かさと、「私的本質存在」をも満たし、生存そのもの確保が可能

となっている事も疑いない。私は人間存在を矛盾と限界のあるものとして受け止める

だけに、価値の増加は他方で新たな課題を発生させるに違いないと思うのだ。

かくして、私は全体性と統一性によってもたらされる己の主体性を保つべく、返って

自らの分裂を意識し、価値体系の側にも、日常そのものにも埋没する事を避け、捕ら

える事が困難な「真」は他者、他物との関わりの中で起きる己の情感や観念を含めた

日常の側にあると信じ、日常の営為の意味付けや意義付けを価値や概念で問いつつ、

日常を現実として再構成しつつ、もう一度営為としての日常へ帰るという作業を繰り

返す事とする。

その事を共同性で言えば、己の営為の意味や日常的心情をアプリオルにもしくは制度

や機構において理解する又はされる事を断念し、それを否定（止揚）し、一々の具体

的他者との関係において営為の意味、日常的心情を作り上げねばなるまい。そのため

には予めの同一の感性や行動、もしくは同一目標神話によってではなく、固有の他者

と理解を生むべく、普遍性をもった、感性、記号、言葉を関りや議論を通して、相互



において再定義しなければならない。従って他者や情況を読む解く感性を磨く事は当

然の事として、言語という道具でとりとめもない日常にいかに他者との共通認識とし

て共有できるフィクション（構成された現実）を作るかの技術が必要とされるのだ。

　それには何よりもまず人や物との関わりを通して生起する心や営為の総体である日

常での相互の利害の主張や拘りを同調や予めの利害一致を前提とせず、違いにもかか

わらずの共同性が生み出される事を信じつつ、どのような関係であれ、「関り」それ

自体に価値を見出し関わる以外ない。

私は単に＜日常生活の中に人間の豊な原質が潜んでいる事＞だけでなく、人間の持つ

矛盾と非合理性をも信じる。「非合理故に我信ず。」だ。常に危ないと思いながらも

「類的本質存在」の契機が存在すると言う楽観をも持つ。例えば挨拶や金のやりとり

にも共同性と思うどころか、行儀の悪さ、狂気にも類的存在の可能性を見出す。

　「価値」にも「真」にも確信を持たぬまま、いくつものそれらへの拘りを持ちつ

つ、時代や状況に目を凝らし、自らの人生の意味として己を己として一体化させるべ

く、営為の意味を自覚しつつ問い、「類的本質存在」を目指しつつ、世界の適応とし

ての適切を条件に応じ日常の営為として選択しようと思う。

　救いをカオスにもコスモスにも求めず、「非合理」で「掴まえ所のない己」とそれ

が展開するカオスである日常を価値とし、己の世界との一体性を求めるコスモスの美

しさ思うことと存在の悲しさに打ちのめされながら、カオスとコスモスの緊張を持ち

つつノモスでの平安に救いを求め続けようとしてはそこから落ちこぼれてしまう人間

の有りように期待し、その最中をあっちへ向かい、こっちへ向っては結局何処にもた

どり着く事無く彷徨い続けながらその行き着く先では無く今を問う、それ以外「日常

の思想」は無いと私は思うのだ。　

 


