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京都大学医療技術短期大学部紀要別冊

健康人間学 第 2号 1990

石 井 誠 士
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ABSTRACT: `̀Care''isarguedtobefundamentallyanelementalpartof

man'sbeing,notmerelyabehaviorofmedicalprofessionalsorsocialworkers.

Manisprimarilyhomocu71anSOrhomocomPatiens.Inthisphilosophicalarticlewe

research"care''astheontologicalfundamentalofourbeingandthepossibilityof

"beingwith"inBuddhisticandChristianthinking.

Keywords: Care,HomoCurans,Beingwith

Ⅰ 危機- 人間性が問われている現代-

現代は危機の時代であると言われる｡人間性

が問いになり,特に ｢近代的｣の性格をもった

在 り方,考え方が根本的な見直しを迫られてい

る時代である｡

例えば,環境問題がそれをもっともよく示し

ている｡少し前であると,開発は人間の進歩を

意味していた｡山に通ずる道をこしらえて木を

伐採したり,森を切 り開いて田畑や宅地を造っ

たり,谷川を堰き止めて発電所をこしらえた り,

そういうことがすべて人間の生活をより良くす

るもの,向上させるものと考えられた｡しかし,

今日ではそれは必ずしもそうはならないと見ら

れる｡人間が自然を開発し資源として利用する

ことにより自然環境が壊されていくことは,実

は,人間自身の生活を危 うくすることでもある｡

開発は人間が自ら自分の首を絞めることにもな

りうる｡

この,環境について言われることは,人間の

営みの他のあらゆる分野についても指摘でき

る｡教育は,今日普及して,文盲の人がほとん

どいなくなったのみならず,高等教育を受ける

ことも普通になりつつある｡さらに,新しいメ

ディアの発達と共に,様々な知識が大衆のもの

となってきた｡しかし,他方,それとともに,

知識が単に情報の量になり,教養が薄っぺらな

ものになっている｡教育が深い人間形成の意味

を欠いてしまった｡

医療についても,近代の生物学的医学の発達

により,多くの感染性の疾患が克服されてきて,

これまで不治とされていた病気が治ったり,め

るいは,かからずにすむようになった｡しかし,

反面,医療のあらゆる局面に非人間化の事態を

生じたことも確かである｡一番の問題は,疾患

を取 り除くことに関心が向かうために,人間の

生命の全-性が見られなくなったこと,医師も

看護婦も病者もなにか技術やシステムの奴隷に
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なっていく傾向が生 じたことにあるであろう｡

そういうことのすべてについて言いうること

は,科学,そしてテクノロジーの進歩が,決し

てそれだけでは,人間に真実な,幸福な生をも

たらすとはかざらない,ということである｡そ

れは人間性の一部であって,全体ではない｡部

分が肥大し,支配的になるとき,全体は崩壊す

る｡だから,進歩の度合いと人間性の高揚充実

の程度とはむしろ反比例 しさえするのである｡

むろん科学やテクノロジーが現実を把握し変革

するのにある有効性をもっていることは認めな

ければならないが,科学的な考え方や方法から

は人間の存在の意味や生命の尊厳は出てこな

い｡今はまだ人が多く目を背けて,楽観 した り,

無関心を装った りしているとしても,現代の人

間の問題の核心はここにある｡

そういう,現代文明の中の人間の根本の問題

の一つが人と人との関わ り合いの基盤の喪失で

ある｡人と人との信頼関係の土台がわからなく

なっている｡社会のあらゆる局面に温かみや潤

いがなくなってしまっている｡それで,人々は

みなその原因を他人や組織や制度や権力関係な

どに帰して,互いに怨んだ り,責めた り,争っ

た りする｡そのようにして,社会はいよいよ冷

たく,底なしに虚 しいものになる｡どこかでひ

とたび,この泥沼のような暗 く重い関係の連鎖

が断ち切られなければならない｡それが断ち切

られて,真の,本来の人間関係が成 り立ってこ

なければならない｡これは実は,人間の権利の

不平等の問題とか,あれこれの疾病が治るとか

治らないとか,あるいはバイオエシックス (坐

命倫理)とか,環境やエネルギーの問題とかよ

りももっと根本的な,直接的に人間性そのもの

に関わる重要な問題なのである｡現代の人間が

病んでいるとすれば,それはここに一番の原因

がある｡その解決は,人と人との信頼関係の土

台が回復すれば,また唯それによってのみ,一

挙に可能である性質のものであるから,事柄と

して単純であると同時に,実際は非常に難しい｡

しかし,それは人間のあるところに,いつ,ど

こでも,起こりうることである｡

Ⅱ ホモ ･クーランス (配慮する人間)

現代社会に,人と人との関わ り合いの基盤が

見失われているとして,私たちはそれをいった

いどこに,何に兄いだしたらよいだろうか｡

人はあるいはそれを,神仏- 既成あるいは

新興の宗教の- に置こうとするかも知れな

い｡あるいは血縁地縁のつなが り(家族,地域,

国家等)に求めるかも知れない｡あるいは関心

や利害の共通性 (政党,企業,種々の自治組織,

学会,芸能や趣味やスポーツの同好団体等)に

兄いだそうとするかも知れない｡

しかし,それらはいずれも,人と人との関わ

り合いの基盤ということからすれば,その外の

特殊なものである｡外の特殊なものであれば,

それは人と人との関わ り合いそのものから離れ

たものである｡ しかもそれは,結局,相対的偶

然的なものであ り,人によって見方が違い,ま

た,時代により変化していくものであるから,

人と人との具体的な関わ り合いの活きた基盤と

はなりえないのである｡

それ故,私たちほそれを人間性そのものに求

めるのでなければならない｡人間性そのものが

関わ り合い,間柄という性格をもつのである｡

先の特殊なものといったものは,すべて,この

人間性そのものに基づいて,そこから成 り立っ

てくるものである｡例えば,家族や国家が何を

基礎にして成 り立っているかと言えば,それは,

根本的には,関わ り合いの性格をもった人間性

そのものを基礎にして,と言わねばならない｡

人間性が関わ り合いの性格を有さなければ,家

族も国家も成立しないのである｡

だが,私たちは,人間性,humanity をどう

考えたらよいだろうか｡人間性そのものに関わ

り合いの性格があるとするならば,その基礎は

どこに求めるべきであろうか｡

人間性には昔からいろいろな考え方がある｡

例えば,ホモ ･サビエソス (homosapiens,

叡智的人間)とか,ホモ ･ファーベル (homo

faber,制作する人間)とか,ホモ ･ディヴィナ

ンス (homodivinans,預言する人間)とか,ホ
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モ ･ルーデンス (homoludens,遊戯する人間)

とかは,いずれも人間性,人間の本質の捉え方

である｡古 くは,アリス トテレスが人間を ｢言

葉をもった動物｣とか ｢ポリス的動物｣とかと

捉えた｡それらの人間の古典的把握は,いずれ

も本質的な洞察に基づいていて,それ自体さら

に掘 り下げて考えることができるものである｡

｢直立二足歩行｣というような自然人類学的把

握にしても一層深い視点から解釈することが可

能である｡｢直立する｣ということ,大地もし

くは地平線に対して垂直に,重力に抗して二本

足で ｢立つ｣ということはいったい何を意味し

ているか,｢二足歩行｣によって手が生ずるが,

｢手｣にはどういう意味があるか｡｢立つ｣に

対しては,｢坐る｣ということがあるが,｢坐る｣

ということは,どういうことか｡こういうこと

はすべて人間の自己の存在を究明する具体的な

手掛か りになる｡

しかし,人と人との関係の基盤となる人間性

というのは,そういうものではない｡それは,

もっと根本的なもの,今挙げたものの基礎をな

すものと言わねばならない｡

私たちは,それを関わ り合いの存在そのもの

に兄いださなければならない｡つまり,存在と

いうものがもともと関わ り合いなのである｡そ

して,人間性はそこに根ざして成立しているの

である｡

今日社会において,次第に重視され始めてい

るケア(care)がそうい う見方のものである｡

ケアとは ｢配慮すること｣,｢世話をすること｣

を意味している｡この語のラテン語は cgu-r'aで

あるが,これは英語の care(ケア)と cure(治

痩)との両方の源になった語である｡中世ヨー

ロッパにおいては,今日区別が強調されるケア

と治療とは分かれていなかった｡cure の語の

含蓄は,現代の英語でも,careとcureのみで

なく,charityとか,curiousとか,caressとか

の語の中にも,分かれながら保持されているよ

うに思われる｡この,ラテン語の Curaに対応
テラべイ7

するギリシア語が therapeiaである｡この語も,

もともと治療ばか りでなく,｢配慮｣や ｢世話｣

を,そしてさらに,｢奉仕｣を意味 していた｡

古代ギリシアでは,神への奉仕つまり信心も,

therapeia であった｡そして,ヒポクラテス医

学でも,中世の僧院医学でも,一個の全体とし

ての人間である他者に仕え,他者の世話をする

ことが医療の基本であった｡中世の場合には,

｢心の世話｣(curaanimae)と ｢身体の世話｣

(curacorporis)との間に区別がされなかった｡

そればか りか,中世の医学においては,病者の

ケア,病者への奉仕は,はかのすべての奉仕活

動よりも,つまり労働や個人的欲求や個人の願

望よりも上位であ り,また神への奉仕よりも上

位ですらあった｡病者の中に,事実的に,キリ

ス ト自身を見るべきであ り,すべてのケアは結

局キ リス トにたいしてなされるものであった1)0

こうした意味のケアは,単に医療や社会福祉の

実践の特殊な形のみならず,人間の本質的存在

様式を意味している｡そればか りか,それは人

間の存在そのものをも意味している｡つまり,

人間の存在とはケアである｡人間とは,ホモ ･

クーランス(homocurans,配慮する人間)であ

る｡

ドス トエフスキーは 『白痴』の中で,ムイシ

ュキン公爵に ｢共苦こそ人類の生活にとっても

っとも大切な規範,いや恐らく唯一無二の規範

である｣と語らせている｡他人の痛みを自分の

痛みと感ずるこの ｢共苦｣(sympathy,compas-

sion)が,ケアの働きの内容になる｡人間はホ

モ ･コンパチエソス(homocompatiens,共苦す

る人間)である｡

現代では,cureにしても,therapyにしても,

古代や中世の医学がもっていたような深い意味

を欠いてきている｡それは,医学が生物学的医

学として発達 し,医療が機械や薬物を駆使 して

人間という機械を修理するテクノロジーの性格

をもってきたからである｡すでに,cureand

care という捉え方からして問題的である｡そ

の二つが一つである全体的な在 り方こそ真の医

療の在 り方である,と言わねばならない｡現代

では,それが,分業という形をとって分裂して

いる｡そして,すべての近代の技術の考え方と
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同様に,cure も,知識 と技術とを身に付けた

専門家が対象に働きかけて,対象を良きものに

作 り変えてい く術の性格を有す る｡病者を

cureする主体は医師であ り,病者は cureされ

るもの,客体である｡そして,看護婦や種々の

医療従事者はその医師の治療行為を,ケアの仕

方で援助するもの,アシスタントである｡ しか

し,真実には,cure するものは,病者の中に

病者自身の内底から芽生えてくる生命,癒 しの

力,いわゆる自然治癒力であって,医師も看護

婦も,その,病者自身の内底からの癒 しの働き

にただ仕え,それを援助 していくことができる

のみである｡体外受精や臓器移植のような場合

でもそうである｡あるいは,人工臓器の場合で

すらそうである｡医学は,生命を造った り,隻

た癒しの力を与えた りすることはできない｡人

は健康を ｢製造｣することはできない｡健康は,

ちょうど植物の種を蒔き,大事にして育ててい

くように,人のうちに回復 してくるものに仕え,

献身的にそれを世話し育むことによって実現し

てくるのである｡この意味では,どこまで進歩

していっても,医学は,本質的にヒポクラテス

の時代と少 しも別のことを しているのではな

い｡それは,常に病者自身の自然治癒への奉仕

であり,その援助である｡変化したのは,個々

の疾患の原因の知識やそれを除去する方法であ

り,そして,自然や人間の見方とそれらへの人

間の基本姿勢,意識である｡近代の医療は,実

は,いわゆる ｢病者不在の医療｣への傾向を,

初めから構造的に有するのである｡だが,医師

と病者の関係は,工業による物の製造のように,

cureする主体とcureされる客体の関係として

は考えられない｡厳密には,医師は cureをす

ることができない｡病者の内に働 く癒 しの力は,

病者 と医師と双方にとって超越的なものであ

る｡それ自体は,医師も病者も,実は,如何と

もなしえないものである｡むしろ,人は,ただ

それに謙虚に仕え,その活動を妨げるものを除

去 していくことができるのみであ り,ひたすら

そうすべきなのである｡これは,病むこととか

老いることとか,さらに死にゆくこととか,そ

うした,生に対する否定的な働きについても妥

当することである｡私たちは,｢生｣のみなら

ず,｢老 ･病 ･死｣にも,謙虚に,厳粛に仕え

るのでなければならない｡｢生 ･老 ･病 ･死｣

を厳粛に受け止め,これに仕え,これを世話す

ることこそ,人生の最重要事をなす｡そして,

自己のそれこそセルフケアにはかならない｡近

代一現代の根本的問題は,物や人への関係の仕

方の中から,このケアといわれるような在 り方,

ギ リシア人がテラペイアといい,中世人がクー

ラといったような,奉仕 し世話をするという基

本姿勢が抜け落ち,失われたことにある,と言

いうるのである｡

Ⅲ 相依相関の理法の知

人間の存在の意味はケアである｡つまり,存

在とは関わ り合いである｡

だが,それはどのような構造をなし,いかに

して充全な形で実現するのであろうか｡

関わ り合いとしての存在の明確な把握は,徹

底 した宗教的な自覚と実践の中から出てきてい

る,と言 うことができる｡

例えば,ブッタ ･ゴータマの場合を考えると,

ゴータマの悟 りの内容は ｢縁起の法｣であった.

｢まことに熱意をこめて思惟する聖者に,か

の方法の明らかとなれるとき,彼の疑惑はこと

ごとく消え去った｡縁起の法を知るがゆえであ

る2)｣と語られている｡

この,一切の存在の理法である ｢縁起の法｣

は,｢これあればかれあ り｡これ生ずればかれ

生ず｣と解かれている｡例えば,｢生があるか

ら老病死がある｣｡生と老病死とは切 り離され
よ

ない｡老病死は生に縁って起こる｡生もまた老

病死に縁って起こる｡つまり,相依相関である｡

あるいは,生自体がそれぞれ独立した多くの要

素から成 り立っている｡例えば,身体はじつに

多くの細胞,組織,器官などから成 り立ってい

る｡その場合に,生とそれらのそれぞれ独立な

諸要素,そして,それらの諸要素相互の問も相

依相関の関係である｡世界にあるものはすべて

が相対的であって,いずれも単独に孤立 してあ
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るのではない｡物はすべて,無数の困 (原因)

と縁 (諮条件)とによってある｡それらの無数

の因と縁とを取 り去れば,その物はなくなる｡

そして,この物はまた,ほかの物の因や縁とな

る｡これは自然の因果律とは違って,むしろ存

在そのものの理法である｡すべてあるものは縁

起的に,相互に関係し合い,依存し合ってある｡

ゴータマは一心に思惟し,この ｢縁起の法｣

を知ることによって,すべての疑惑が消え去 り,

苦しみから解放された,と言われる｡ここで大

事な点は,縁起の理法を ｢知る｣と言われてい

ることである｡つまり無知- 無明- が ｢生

･老 ･病 ･死｣の悩みの根本原因であ り,｢生

･老 ･病 ･死｣の理法の ｢知｣がその悩みの根

本原因の除去,悩みからの解脱,救いである｡

同じ見方は,キリス ト教思想でも,たとえば

パスカルの ｢考える葦｣の考えに見られる｡人

間は宇宙で一番弱い｡しかし,彼は思惟により,

自らが死ぬことを知る｡自らが死ぬことを知る

ことによって人間は偉大である,高貴である｡

生と一つに死を知ることによって,人間は生と

死を超えて生きる｡それが,｢考える葦｣の ｢考

える｣ということである｡

ここで言われるような ｢知｣は,自らの死を

見つめる,全存在が一つになった思惟による,

生に執 し死を厭 う現実の生の徹底的な死であ

る｡｢生｣がなければ,｢老 ･病 ･死｣もない｡

それゆえに,無生死である｡仏教のいわゆる浬

薬である｡そしてそこで,生の実現の偶然的相

対的なできごとのひとつひとつがそのまま真実

性をもってくる｡つまり ｢生 ･老 ･病 ･死｣の

一々が,世界のできごととして,いずれも必然

的絶対的な意味を帯びてくる｡いわゆる ｢如実

知見｣である｡生死の ｢知｣において,無生死

と生死とが一体不二である｡｢縁起の法｣の｢知｣

には,このように,徹底的な否定面と徹底的な

肯定面とがある｡｢生 ･老 ･病 ･死｣を離れず

に,｢生 ･老 ･病 ･死｣を知 り,｢生 ･老 ･病 ･

死｣を越えて,｢生 ･老 ･病 ･死｣するのが,｢縁

起の法｣の ｢知｣にはかならない｡それは,｢今

･ここ｣を離れずに,｢今 ･ここ｣を越えて ｢今

･ここ｣に生きる,と言 うこともできるであろ

う｡『大乗起信論』では,それを ｢真如縁起｣

という｡華厳で ｢法界縁起｣というのもはぼ同

義と見ることができる｡

Ⅳ 人と人との関わり合い

さて,存在の意味を ｢縁起の法｣即ち相依相

関として,また人間性をそこから考えるとする

と,人と人との関わり合いは具体的にどのよう

に見ることができるであろうか｡

まず,人と人との関わ り合いは,徹頭徹尾,

相依相関の理法に従ってある,と言わねばなら

ない｡相依相関の理法が,人と人との関わ り合

いの基盤である｡それゆえ,この理法を知って

これに従って生きる在 り方がほんとうの人間性

であり,この理法を知らず,これに背いて生き

る在 り方が全体としてほんとうでない人間性で

ある｡

そのときに,私の存在を考えると,私の存在

は,過去 ･現在 ･未来の世界のあらゆる存在者

との関わ りにおいてある｡つまり,私は無数の

冒 (原因)と縁 (諸条件)とによって,今日こ

こにある｡他者によって,無数の関係によって,

在らしめられてある｡しかも私はそのことを知

り,そのことを自覚して生きる｡それによって,

私もまた他者に対しては,他者を在らしめて生

きている｡相依相関が私と他者との関係である｡

関係はひとつひとつ偶然であって必然的であ

り,また必然的であって自由である｡私の存在

は徹底的に他者の存在に依存している｡しかも,

そのことを知 りそのことを生きることによっ

て,私は徹底的に自由である｡因と縁とによっ

て私はある｡私は世界の中に在らしめられてあ

る｡けれども,因と縁の全体から私というもの

は出てこない｡私は私である｡困 ･縁を ｢知る｣

私は困 ･縁から自由である｡

この,他者と私との相依相関の関係,徹底的

に必然的で自由なダイナミックな関係が愛であ

る｡愛においては,他者と私とは絶対に違って,

而も絶対に一体である｡汝は汝,私は私である｡

各々絶対に自由である｡臨済の言葉を使えば,
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｢独脱無依｣である｡ しかも,まさしくそのこ

とによって,私と汝は相互に関係し合っている｡

絶対に独立であることにおいて,絶対に一体で

ある｡一切から徹底的に自由であるがゆえに,

一切に服従し奉仕 している｡そういう関係が愛

の関係である｡

キリス ト教の 『新約聖書』で言えば,イエス

は,信仰の戒律に二つあって,第一の戒律は,

｢主なる私たちの神は,唯一人の主である｡心

をつくし,精神をつくし,思いをつくし,力を

つ くして.主なるあなたの神を愛せよ｣,第二

の戒律は,｢自分を愛するようにあなたの隣 り

人を愛せよ｣である,と言っているが3),しば

しば問題にされたように,また,実践上におい

てもつねに問題になるように,この二つの戒律

は,さしあたって矛盾するのである｡なぜかと

いえば,唯一の主である神を愛することは,こ

の世界の一切を,したがって,私自身と私の隣

り人とを捨てきることを意味するからである｡

だから,イエスはまた,｢誰でも,父,母,秦,

千,兄弟,姉妹,さらに,自分の命までも捨て

て,私のもとに来るのでなければ,私の弟子に

なることはできない4)｣と言い,さらに,｢あな

たがたは,私が平和をこの地上にもたらすため

に来たと思っているのか｡あなた方に言ってお

く｡そうではない｡むしろ分裂である｡という

のは,今から後は,一家のうちで五人が相分か

れて,三人は二人に,二人は三人に対立し,ま

た父は子に,子は父に,母は娘に,しゅうとめ

は嫁に,嫁は しゅうとめに,対立するであろ

う5)｣とまで言っているのである｡

第一戒の ｢神-の愛｣と第二戒の ｢人-の愛｣

とはさしあたって矛盾する｡のみならず,第二

戒において,自愛と他愛とも矛盾する,と言わ

ねばならない｡けれども,それらが同時に成 り

立つこと,とい うよりもむしろ,｢神-の愛｣

が ｢人-の愛｣を,そして,自愛と他愛とを共

に,初めて可能にするというパラドックスがキ

リス ト教信仰の立場である｡つまり,徹底的な

分裂,｢父が子に,子が父に,母が娘に,しゅ

うとめが嫁に,嫁がしゅうとめに,対立する｣

のが,直ちに,父と子,母と娘,しゅうとめと

嫁などの絶対的和合,絶対的平和なのである｡

父と子との間には絶対に橋が架からない｡父は

父,子は子である｡けれども,その,父と子そ

れぞれの絶対的な自由を可能にするものが,絶

対超越の神である｡そこで,父と子とは一体不

二である｡この,父と子の一体不二の関係は,

父なる神と子なるキリス トとの一体不二の関係

とパラレルになっている｡キリス トは神に対 し,

十字架上の無神的状況に至るまで徹底的に自由

であり,同時に,徹底的に従順であった｡人と

人との愛,信頼の関係は,キリス ト教的には,

キリス トにおけるこの神の愛に基づくのである｡

しかし,人と人,私と汝の徹底的に自由であ

ることにおける徹底的依存の関係の基盤となる

神というのは,私たちを超越 し命令し裁 く神で

あるよりも,むしろ,否定し,大きく包んで産

衣,育む神である｡ケアは,むしろ神のために

子を産むマリアの性格を有すると言わねばなら

ない｡あるいはそれは,清濁 ･善悪 ･正邪 ･強

弱等の一切の相対を超えて包み育てる大地の性

格を有するものである｡近代の機械技術文明と

それをひたすら追求する人間において失われた

ものは,このマリア性,大地性である｡もし,

近代の後に来る時代をポス トモダンと呼ぶとす

れば,ポス トモダンは,マリア性や大地性が回

復される時代である｡つまり,それは,人間と

世界の関係性が中[J的テーマになる時代である｡

Ⅴ 他者と ｢共に生きる｣条件

今日,私たちは,思想でも人間でも,それが

他者の存在を,つまり,環境を,物を,生物を,

他人を,あるいは異文化を,どのように見てい

るかによって判断することができる｡自己の深

さは他人との間の深さである｡他者の存在の肯

定されない思想は私たちのいのちになる思想で

はない｡

しかし,現代はそれが見られなくなった時代

である｡虚偽の表面的な和合と深刻な分裂とが

世界中の到る所に拡がっている｡

他者というのは,一方から言 うと,どこまで
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も私と違ったもの,私に対立するものである｡

しかも私はその他老と共に,他者に依存 して,

ある｡他者に私が依存するというと,私が自由

でなくなるようであるが,実は,私は,私が他

者に依存していることを深 く ｢知る｣ことによ

って私自身になるのである｡他者と私との関係

は,このように一にして二,二にして-の関係

である｡

この,自己と他者との依存の関係をはっきり

させ,それをその底から受け止めて生きること,

｢共に生きる｣ことが人間の人間らしい生き方

になる｡そこに,他者に対立する通常の自己が

一度死んで,自 ･他の不二の大いなる自己に生

きるということがなければならない｡

その際,他者は私を憎む者,私を否定するも

のであるかも知れない｡人間は同胞を殺す唯一

の動物である｡そうでなくとも,他者は私の理

解できない者である｡見知らぬ客である｡一人

一人,みんな違 う世界である｡他者と私とは底

なしの淵を隔てて対崎 している｡ところが,人

は互いに近 くにいると,いつしか馴れ合いから,

この,互いの問の深淵が見えなくなる｡そして,

互いの存在の尊厳が認められなくなる｡そこで,

近 くにいる老同志が空間的な近しさ故の表面的

な同額意識で直接的につながろうとして失敗す

ると,彼らは互いに激 しく敵対し憎悪するよう

になるのである｡しばしば,人は,遠 くにいる

人,遠くにいる友や恋人は愛せる,また,人類

なら愛せるけれども,すぐ隣 りにいる人,夫や

同僚は愛せない,憎くなるだけだ,と言 う｡こ

の態度 こそ非人間的である｡人は,いつで

も,互いの問の深淵を認めることによって,｢共

に生きる｣ことができるようになる｡親しく交

わる間にいつかは露わになる深淵は,互いの間

を引き裂く｡ しかし,私たちは,同時に,そこ

からして始めて ｢共に生きる｣ことができるよ

うになるのである｡夫婦でも親子でも,また友

人や師弟でも,皆そうである｡

｢共に生きる｣とは,互いに ｢支え合 う｣と

いうことである｡存在と存在とが根本的なとこ

ろで互いにもちつもたれつする｡ しかしそれが

ほんとうに可能になるには,それぞれが絶対に

独立でなければならない｡利害や快楽の媒介物

が入らない｡かえって互いに絶対に独立である

ことによって,また互いの独立を ｢認める｣こ

とによって,互いの中に自己を見て深くつなが

るのが他者と私とのほんとうの関係である｡マ

ルティン･ブ-バーの言 う如 く,｢距離｣と｢関

係｣とは関係性という事柄の両面である｡

他者- それは私が捉えることのできない,

私が意のままにできないもの,支配 した り操作

した りできないもの｡あらゆる言葉と行為の彼

岸｡ しかも私はその他者と共に,他者によって

生きる｡生かされて生きる｡生かして生かされ

る｡そこから対話と共働とが,また対話と共働

と-の努力が,生まれる｡
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