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【研究論文】

人生の意味についての理論的概観

浦 田 悠

1.は じめに

人生の意味、あ るいは人生の意味への問いについて考

えよ うとすれば、まず、人生の意 味 とい うとき、我 々は

何をそ う表現 しているのか、 さらには人生の意味 とい う

ときの 「意味」 とは何 を意味す るのか、 とい うこ とから

考えなければな らない であろ う。人生論をは じめ、人生

の意味 をテーマに した著作 は和洋問わず多々あるものの、

それ らは総 じて、「どのようにすれば、意味を感 じて生き

られ るか」、とい うよ うな主観的感情 のレベル に限定 した

ものや、 「どのよ うな生き方が意味あ る人 生なのか」、 と

い う既存の宗教観や道徳観 を反映 した人生訓 のよ うなも

のに終始 してお り、そ もそも人生の意味 とい う語 が何 を

意味 しようとしてい るのか、 とい うところに注意を向け

てい るものは、 あま り見当た らない。 しか し、い ざ考 え

てみれば、「『人生』の意味 とは何か」 とい う問いは、た

とえば、「『蒙昧主義者』の意味 とは何 か」や、 「『机』の

意味 とは何か」や、「『よい』の意味 とは何か」や 「『意味』

の意味 とは何か」 とい うよ うな問い とは大き く異 なって

いる(Nielsen、2000)。 これらの問いは、「蒙昧主義者」、

「机」 とい った語 の定義や説 明や記述 を求めているので

あるが、人生の意味への問いは、「人生」とい う語 の意味

を求めているのではない。

ところが、「人生 の意味 とは何かJと 聞かれた とき、我々

は、た しかにその問い を発す る者 が、何 を聞 きたい のか、

とい うことをそれな りにわかってい る。それはち ょうど、

Heidegger(1927)が 、「存在 と時間」の冒頭 で指摘 した

ように、 「空が青い(青 くある)」、 「わた しは嬉 しい(嬉

しくある)」と言 った ときの 「ある」の内容 を 「わけ もな

く」了解 している、 とい う事情 とよく似 ているよ うに思

える。しか し、改 めて人生の意味 とは何 を意 味す るのか、

とい うことを考える と、 「意味」と 「目的」は どう異なる

のか、 「意味」 は何に とっての 「意味」なのか、 「意味」

にもいろいろな意味があるではないか、な どさま ざまな

疑問が浮かび上がって くる。人生の意味に関す る問題を

考え る際、 どの ような視点か らアプローチ しようとも、

まず人生の意味 と言 うときの 「意味」 とは、一般 的に何

を意味 しているのか とい うことを、哲学的、言語学的な

視点などか ら自覚的 に問 う必要がある と思われ る。そこ

で、以 下において、人生の意味へ の問いが何 を意味 して

いるのか、 とい うことにっいて、い くっかの視点か ら簡

単に整理する。

2.「 意味 」の意味 に関す る諸問題

(1)言語学的 な 「意味」

言語学的には、「人生の意味や 目的は何か」とい う問い

自体がそ もそも意味をなさない とされる。言葉が意味 を

持つには、統語法的にも意味論 的に も有意味な問いかけ

を発問するのに、適切 な論理的形 式を持 っていなければ

ならないとされる(Singer、1992)。 この問いは、形式

としては、「オー ヴンを前 もって加熱す る目的は何か」と

い う問い と同 じである。 しか し、形式的には同 じである

ような、「ニ ュー ヨー クで午後五時な らばロサンゼルスで

は何時 か?」 とい う文章 と、「ニュー ヨークが午後五時な

らば太陽では何時か?」 とい う文章 とを見比べ てみ ると、

後者 は、内的矛盾をきた してお り、意味をなさない。時

計の時間は、地上の一定位置を太陽光線が照 らす角度 で

決まるので、太陽の時間を問 うことは 自己矛盾で ある。

これ と似たよ うな事情で、「人生の 目的 とは何か」とい う

問い かけも、我 々が宇宙を全体 と して経験 できず、宇宙

全体 の根底にある、 よ り大 きな目的な どとい うものを知

りえない とい うことを考えれば、問いかけ 自体が何 の意

味もなさないかもしれない のであ る。 これは、論 理的 に
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考え る限 りは、致命的な問題 であ り、そ もそも我 々が、

「人 生の意味や 目的は何か」 とい う問いを発す ること自

体 がまった くの無意味であ るとい うことになって しま う。

人生 の意味を問いか けて も仕方 がない、 とよく言われる

のは、たいてい このことを指 してい るのであろ う。

しか し、この、人生の意味や 目的への問いかけは、必

ず しも、厳密 に言語学的に解釈す るべきものではないで

あろ う。む しろ、 この問い かけが、何 を象徴 しよ うとし

てい るのか、この問いのあいまい さの中に、 どのよ うな

意味 を含 んでい るのか、また、なぜ あえてこのよ うな意

味 を問わずにはい られ ない のか、 とい うことを考 えるこ

との ほ うが重要である と思 われ る。我 々が人生の意味 を

問 うとき、我々は言 語学的文脈か ら逸脱 して 「意味」 と

い う言葉 を使 用 しているのである(Hepb㎜ 、1965)。

Singer(1992)は 、この ことを踏 まえつつ、 「生 きる

ことの意味」 とい うときの 「意味」 とは何を表す のか、

とい うことにっいて考察 している。彼 によれば、 こ うし

た問いを投げかける者 が知 りたいのは、えて して生 きる

とい う問題だけではな く、存在が 「どこか らやって来 る

のか」とい うことである。彼 らは、存在 している理 由を、

我 々が どうして 「ここにい る」のか、 どうして何か一む

しろ全てのもの一が現にあ るようでなけれ ばならないの

か、を知 りたいのである。 そ して、 この文脈 でい う 「意

味」とは何を表すのか、とい うことについて、Singerは 、

言語 学的用法で言えば、一つは認識に関わるもので、も

う一っは価値 判断的な ものだ としてい る。 意味を経験的

事 実認 識に基づ く意味で使 うとき、それは出来事または

行 事にっいてあ る種の説明を求 めてお り、ものにそれの

もっ特性 が備 わってい る理由を知 りたいのである。現に

ある事情、 もしくはあるか もしれない事情へ の洞察力が

欲 しいのである。他方、我 々は、「意味」とい う単語 を し

ば しば個人感情 や1青緒的意味合いを込 めて使用 している。

その際、「意味」 は最高の価値 を表わす。 た とえば、 「友

情 はあの人に とって大 きな意味を持 っている。友人が彼

を必要 とす るとき、金は何 の意味も持たないJと い うよ

うに、我 々が大 事なもの と して追求す る行 為の指針であ

り、生 きる規範 となっているものだ。Singerが 言 うよう

に、人生の意味を追求する者は、世界 について似た よう

な問いかけを している。我々がいまここにいることは、

宇宙の客観的な条件 によって、正当化 され、価値 を与え

られ うるものなのか、その ような 目的 をもったなんらか

の支配力が存在す るのか ど うか、 とい うことを、 その問

いかけによって知 りたい、 とい うのが主た る願望 である

と思われる。

(2)存在 論的な 「意味」

前述 したよ うに、「人生の意味 とは何 か」、「なんのため

に生 きるのか」 とい う問いを投げかけ られ た とき、我 々

はその問いの意味を直観的 に理解 しなが らも、なかなか

具体的に答え るこ とはできない。そのため、人は、「なん

のために生き るのか」とい うことを聞かれて も、結局は、

「生 きるた めに生き る」とい うよ うに、生 きることが自

己目的 とな るよ うな答え方 をして、それ にせいぜい 「長

く生きるた めに生きる」 とい うよ うに時間的な限定をつ

けた り、「幸せに生きるた めに生きる」とい うよ うな価値

的な限定 をつけた りす る、 とい うような答 え方 しかでき

ないであろ う(小 泉、2003)。 それはなぜ なのか。その

一つの原因 として
、人生の意味 と言 う場合 における 「意

味」とい うものの無底性、ひいては、「存在」の無底性が

挙げ られ ると思 われ る。

なぜ 、この世界や 宇宙があ るのか、なぜ万物があ り、

そ して人間が生 きて在るのか、とい う問いは、古来、「な

ぜモノがあ るのか、む しろ無(な んにもない)で はない

のか」(ライプニ ッツ)と い うよ うな形 で問われ続 けてき

た哲学の難題 である(古 東、2002)。 しか し、 この問い

は最初か ら破綻 してい る。何 かの存在や根拠 や理由や当

為や 目的を、それ に先立つ 〈在 るもの〉(存在者)に 求め

ても、では、その先立 ってある存在者 があるのはなぜか、

とい う問いがいつまでも残 り、問題は無限に先送 りされ

るだけだか らである。つま り、存在には、究極的 な底(人

生や世界の究極的理 由 ・意味 ・規範 ・目的)が な く、存

在の根拠は原理 的に欠落 している。 ここか ら古東 は、ハ

イデ ガーの存在論 に拠 って、存在 が無底(無 根拠)で あ

るとい うことは、存在それ 自体 が根底的な ことである可

能性を示 していると し、結果的 には、存在 が究極根拠 ・

起源 ・規範 ・目的である と言 う。 「底 は底な し(Bottom

hatheno・bottom)」(シ ェークス ピア)と い うのは、当然

のこ とだか ら芯 ここで、Heidegger(1927)に 従 えば、

「存在の問い」とい うのは、「存在の意味 についての問い」

で もあるか ら、「存在」が無底であ るとい うことは、すな
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わち 「存在 の意味」が無底 であ るとい うことであ る。つ

ま り、ここから 〈我 々が今 ここに生きて在 ること〉それ

自体 が意味であるとい うことにな るだろ う。 この ように

考 えてみる と、人生の意味 とい う言葉で表現 され るもの

は、一種の超越論的前提であ り、ゆえに、「人生の意味 と

は何か」 とい う問いに、論理的に(因 果論的に)答 えよ

うとすることは、存在論的に考 える限 りはそ もそも不可

能で ある。結局 「人生 の意味 とは何 か(な んのために生

きるか)」 とい う問いには、 「生きることそれ 自体が人生

の意味 である(生 きるために生 きる)」としか答 えようが

ない とい うのは、ある意味では当然である とい うことが

わかる。また、「人生の意味 は何か」とい う問いは、一般

に使われる意味においても、「存在 とは何か」とい う存在

論的(ontologisch)な 問い と等根源的であるとい うこ と

も、ここから導き出 され る。

(3)創造 か発見か

しか し、一般に人生の意味 と言われ る とき、そのあい

まい さに関わ る、さらなる本 質的 な問題 がある。それは、

前に述べた言語学的 な分類にも部分的に対応 するもので

あるが、 「意味」 とは何 にとっての(誰 にとっての)「意

味」なのかとい うこ とが明 らかではない、 とい う問題で

ある。人生の意味 とい うときの 「意味」は 「私にとって

の意味」なのか、「人類 にとっての意味」なのか、それ と

も 「神 の計画や宇宙 の進化 に とっての意味」 なのか。 こ

れは、端的 に言えぱ、人生 の意味は、創 造(create)す

るものか、発 見((lisoover、fin(Dす るものか、 とい う

違いである。我 々は、宇宙 がなぜ このよ うに存在 してい

るのか、 とい うことを知 りたい と願 うが、そ の一方で、

このよ うな意味 を発見する しないに関わ らず 、意味ある

人生 の生 き方を求 めている。 この2つ のタイ プの問いか

けは、非常に異 なっているにもかかわ らず、人生の意味

に関す る著作 において もしば しば混同された り、 どちら

か一方だけが取 り上 げられた りしている。

た とえば、人間存在の根本動機を 「意味への意志」 と

し、実存分析(ロ ゴセ ラピー)を 創始 した、オース トリ

アの精神科医のVE.Franklの 理論におい ても、人生の

意味 をめ ぐる議論の中でこの二つが混 同されている と思

われ る。諸富(1997b)は 、滝沢(1997)のFranld批

判を引用 しなが ら、この問題点を指摘 してい る。滝沢 に

よれ ば、Frankl理 論においては、 「越人間的次 元と人間

的次元は 区別 されなが ら一っであ り、一つであ りなが ら

区別 されてい るとい う弁証法的関係」がよ く見極められ

ていない、とい う。っま り、Franldは 、一方 で人生の意

味は、「向 こ う」か ら 「送 り与え られ て くるもの」であ り、

人間は 「人生 か ら問 いか けられ て い る者」(Frankl、

1946)で ある としてい るが、他 方では、 「人生の価値、

意味 ある人生 とい う時、創造価値、鑑 賞価値、態度価値

を挙げ、人間はどんなに追 いつめ られ ても、少な くとも

態度価値 を実現す るこ とができる し、その ことによって

意味ある人生 を送れ る」(滝沢、 同書)と 言 うの である。

た しかに、Franklが 人生の意味 とい うときの 「意味」 と

い う言葉 には、狭 くは、個人の 自己実現の文脈 から、広

くは、超人 間的次元か ら与 えられ るものとしての実存的

な文脈 までが含 まれてお り、そのこ とが、Frankl理 論 が

単なるパー ソナル な自己の可能性 の最大限の実現 を目指

す ものなのか、あるいは、近代的 自我の超越 を含む トラ

ンスパー ソナルな次元 も視野にいれた ものなのかをあい

まいな もの に してい る。諸富 が言 うよ うに、た とえ、

Franklが 理論 の普及のために、意図的にあいまいなまま

に したのだ としても、思想 ・理論の点か ら見れば、この

点は問題 と言 わざるをえない。

このよ うな、創造か発見かとい う違いは、別の言い方

をすれば、価値 を主観 的なもの と見るか、客観的なもの

と見 るか とい う違 いであるといえ る。鯵坂(1984)は 、

価値 の問題を、「主観主義的な価値論」、「客観主義的な価

値論」、 「実証主義的な価値論」の3つ の潮流に分けて整

理 している。 「主観 主義的な価値勧 とは、諸価値 が個人

の欲求 ・意識に依存す るものだ と考 える立場であって、

つま り主体 の感情、関心、欲求な どのよ うな意識状態に

よって価値 は成立す ると考えるものである。他人はいざ

知 らず、私がそ う感 じ、私が関心 を持 ち、欲す るのだか

ら、私に とってそれは価値のあるものだ、とい うよ うに、

価値 の問題 を主観 を根拠に して考 えてい く立場 である。

これ に対 して、「客観主義的 な価値観 」では、価値 を主観、

あるいは個 人的意識、感情、関心か らは独立の もの ・客

槻的 なもの、あるいは客観的なもの に内在す るか附随す

るか してい るものと考える立場で ある。 イデア論 を展開

す るプ ラ トン主義に源 を発す るものであ り、 これがアウ

グステ ィヌス以来、 キリス ト教神学の中に取 り入れられ
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た。哲学においては、ヘー ゲルや、新カ ン ト派な ども客

観主義的価値論に属 してい るといえる。人生の意味につ

いて考える上で も、この よ うな意味の客観的側面 と主観

的側面の違いは大 きく、混同 されるべ きではない。

(4)心理学における 「意味」

最 後に、心理学の領域 での 「意味」 とい う語の用法 に

つ いて考えてお きたい。心理学での 「意味」 とい う言葉

の使 われ方は、非常に広範 でかつ恣意的 であ り、一義的

に定義することはできない。 岡本(2000)は 、心理学で

は、「意味」とい う言葉は、記号 とそれが指 し示す対象の

内容 との関係 としての 「記号的意味」と、「行為」や 「存

在Jと い うときに こめられている機能性や、意図や動機、

志向性、理由、根拠等の心的内容 を問題 とする 「存在的

意味」の二つに分 けられる とし、認知心理学 と臨床 心理

学を対極 として 「意味」 とい う言葉の取 り扱われ方が非

常に異なっている、 と述べ ている。そ して、発達的に見

れ ば、乳幼児期 には、まず存在的意味にかかわる原初型

がみ られ、その中に根 ざ して記号的言語的意味が発生 し

て くるとし、 「自我成熟Jや 「自己同一性」の確立、 「人

生観Jや 「世界観」の成立な どの問題 をr意 味形成」や

「生の意味づ け」 とい う視点 から捉 えて考察 してい る。

また、社会 心理学者のBaumeister(1991)は 、人生

の意味 とい うときの 「意味」 とい う語は、 「文章の意味」

とい うときの 「意味」 とい う語 と使用 法 こそ違 うが、基

本的 には同 じ種類 のもの と考えるべ きだ と述べてい る。

どち らの 「意味Jと い う語 も、部分をま とまった ものに

っなぎ合わせた り、他人 にも分かるよ うな ものにした り、

より大きな文脈 に組み込んだ りす るとい うとい う点で共

通 してお り、つ ま りは物事 の関係の心的表示 であ り、物

事をっなぐ(oonne(t)も のであると定義 され るとい う。

や まだ(2000)も ライフス トー り一研究の立場か ら、意

味(meaning)を 、「むすびあわせ る行為」 と定義 してい

る(10頁)。

このような、「意味」とい う語を関係や文脈 の点か ら捉

える視点は、近年 さかんにな ってきてい るMcAdams

(1993)やBruner(1990)、 やまだ(2000)な どによ

る、個人の人生 についての語 りを、一つの物語 として捉

えよ うとす るライフス トー リー研究や、Dittma・Kohli

とWesterhof(1999)やHermans(1999)な どによる、

個人の意味の構築プ ロセスをそ のまま捉 えよ うとする意

味 システムの研究においても顕著であ り、近年の心理学

で 「意味」 とい う語が用い られ るときは、「意味構築」や

「意味づ け」 とい うよ うな文脈で用い られ ることが多い

といえる。 この ことは、人生の意味についての心理学的

研 究の主流であるpersonalmeaningに ついての研究で

も同様であ り、人生 の意味について、個人が どの ように、

自分 の人生を意味づ け、 どのよ うな意味を構 築 してい る

のかとい う点に着 目した ものがほ とん どである。

これは心理学が、個人の心理 プロセスや精神構造につ

いて理解 しよ うとす るものである以上 、ある意味では当

然の ことである。ただ、ある個人が人生 の意味 を問 うと

きの、そ の問いが指 す内容それ 自体 と、人生の意味にっ

いての個人の意味づ けや 意味構成 のプロセス とは、相互

に密接 に関連 してはいるものの、できる限 り明確 に区別

され るべ きである と思 われ る。 もちろん、た とえ存在論

的な人生の意味を問 う場合でも、それ を問 うとい う行為

自体 は、個 人の心理 プロセス としての意味づけや意味構

築 に帰着 させ ることができ る。 しか し、前の 「創造か発

見か」で見たよ うに、問いの内容 自体は、必ず しも 「個

人が構築す る意味」とい う内容の ものだけではな く、「神

の計画や宇宙 の進化に よって外部か ら与 え られ るもの と

しての意味」 にっいての内容の もの もあるわけで ある。

意味づけや、意味構 築のプロセスだけに着 目 した場合、

後者のよ うな意味への問い 自体が、あるい はその ような

問いの重要性が見逃 されて しま う可能性が あるのではな

いだろ うか。 さらに、意味づけや意味構築の視点を、同

時に研究の方法論的視座 と して用 いる場合(た とえば、

「自己はナ ラテ ィブである」と見る、近年 ら理学で も頻繁

に取 り入れ られてい る社会的構築 主義的な考え方 など)

には、その ような存在論的な意味へ の問いの内容 自体を

意味づ けされたもの、意味構築 された もの として捉えて

しま う危険性 があるよ うに思われ る。人生の意味 の問題

を心理学的に考 えよ うとすれ ば、 この点についても十分

に自覚的であるこ とが重要であろ う。

3.な ぜ人生の意味 を求めるのか

哲学者のEdwardsは 、「我々はなぜ存在 してい るのか」、

あるいは、よ り根本 的に 「この世界はなぜ存在 している

のか」「なぜ、何 も無 いのではな く、何かが存在 している
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のか」といった根源的な問いを 「thesuper-ultimatewhy

questions」 と呼んでいる。 そ して、 この よ うな問いは、

哲学者のみ ならず、普通の人において も真剣に問われ る

ものであ り、人間 とい う種 の起源や、世界の非正義や、

動物の命や、人生の短 さや、絶対 的な終わ りであろ う死

にっいて考 えれば、いずれ はこのよ うな人生や 世界への

意 味 へ の 問 い を 問 うは ず で あ る 、 と述 べ て い る

(Edwards,1981)0

ここでは、このよ うな人生の意味をなぜ多 くの者が問

わず にはお られないのか、 とい うことについて、Fr{mkl

の意味への意志 と実存的空虚 、そ して、Eriksonの アイ

デンテ ィテ ィへの問いの概念 から考察す る。

(1)意 味への意志

そ もそも、人が人生 の意味を追求す るその動機は、比

較的明白で ある。 も しも、生きていることに、はっき り

とした意味 や価値や 目的が存在 し、志向す べき 目標が明

白になれば、生きる とい う問題 は、非常にシンプルな も

のになるだろ う。 自他に降 りかか る苦 しみや悲 しみが、

不条理な ものではな く、何 か、根本的な意味 が存在する

ことを確信できたな らば、それ らの経験 も生 きる喜び と

なるだ ろう。

そのように、人間存在が本来的に意味 を求 めることに

ついて、それ を人間の根本動機であ り、快楽や権力をも

とめることよ りも根源 的で あると考えたのが、先にも挙

げた、V.E.FYanklで ある。Franldは それ を 「意味への

意志」 と呼んでい る。 そ してr精 神分析 にとって人間 と

はい わゆる快楽原 理一つま り快楽への意志一によって左

右される存在で した し、また個人 心理学に とっても、い

わゆる権力欲っま りカへの意志に よって規定 され る存

在で した。 しか し、実際には、人 間は意味への意志 によ

って最 も深 く支配 され続けています」(Frankl、1955)。

と述べてい る。 つま り、人間は、生まれてか ら、その生

命 に終 わ りにいた るまで、「意味 と目的を発 見 し、実現せ

んとす る基本的努力」(Frahkl訳 書、1979)を 絶 えず繰

り返 してい くものであ り、フロイ ト的な 「快楽へ の意志」

や、ア ドラー的な 「力への意志」とい うものは、「意味へ

の意志」が満たされない とき、その内面的不 充足 を麻痺

させ るために、いわば派生的 に生 じるのだ、 とい うわけ

である。この 「意味への意志」とい う視点か ら考 えて も、

人 が、本 来的に 「自分 が今 ここにい る意味」、 「自分が生

きている意味」 とい うものを追い求める存在 であるとい

うことが言 えるであろ う。

(2)実 存的空虚

さて、このよ うな人間の根本動 機 としての、「意味への

意志」が満た され ない とき、人は ある種の欲求不満状態

に陥る。このよ うな、「自分の存在 が何 の意味 も持 ってい

ない とい う感情」、 「底 な しの意味 喪失感」 を、Frankl

は実存的空虚(existentialvacuum)と 呼んt人 は 自

分の人生に独 自性の感覚を与 える意味 と目的 を見出せ な

い とき 「実 存 的 空虚 」 を経 験 す る。 こ の 空 白状 態

(emptiness)が のぞかれ ない と 「実存的欲求不満」 と

なる。この 「実存的 空虚 」は、それ 自体は神経症でも、

異常でもなく、人間の一っの状態 であるが、Franldは そ

れを機械化時代の産物、すなわち生活 の機械化 とそれに

ともな う個 人の主導性 の喪 失で ある と考えた(佐 藤 、

1975)。 諸富(1997ab)は この実存 的空虚を 「むな しさ」

と呼び、モ ノがあふれ、快 楽と消費で満たされ ている現

代 日本においても 「むな しさ」が蔓延 してい ることを指

摘 してい る。諸富が千葉大学で300名 の学生 を対象にア

ンケー トを実施 し、 どの くらいの頻度で 「むな しさ」 を

感 じているかと聞いた ところ、「2、3日 に一回」が43%、

「毎 日むな しいと感 じてい る」学 生も11%い た とい う。

また、 「今 までの人生で最 も強 くむな しさを感 じたのは」

とい う質問では、「今」、「大学に入 ってか ら」とい う答え

が51%で 一番多かった とい う(諸 富1997b、23頁)。 「む

な しい」 とい う言葉 の多義性を考 えれ ば、 これ がそのま

ま実存的空虚につながるわけではないが、現代大学生は、

生 きている意味が感 じられないこ とによる 「実存的なむ

な しさ」が高い とい う可能性 が考 えられる。 また、影 山

(1999)が 都 内国立大学理工系学部学生の男女236名 に、

自己の存在 の希薄 ・空虚感を どの くらい感 じてい るか、

とい うアンケー トをとった ところ、男女 とも3割 前後の

学生が、 「大変 ある」 と 「かな りある」 と答 えてい る。

一般に
、この実存的空虚感は、r人生の意味 とはいかな

るものか」 といった明確な問い と してたち現れ るもので

はな く、 もっ と漠然 としたかたちで感 じられ ることが多

いと考え られ る。た とえば学生であれ ば、普通に不足の

ない学生生活 を送 り、友人 と遊んでいても、に んなこと
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を していて何になるのだろ う」、 「何か生活 がむな しい」

とい う感 じをふ とした時に抱えることはよ くあるであろ

う。大正大学が平成7年 に首都 圏の大学生600人 に意識

調査 を した ところ、「何 とな く満たされない ものを感 じる

ことがある」 とい う学生は全体の81パ ーセン ト、 「人生

は不安 に満 ちてい ると思 う」とい う学生 も77パ ーセン ト

であった とい う(諸 富1997a、22頁)。 現代社会におい

て物質的な豊 かさはすでに満た されてお り、差 し迫 って

具体 的に何かが足 りない とい うことはほ とん どない。 し

か し、それだか らこそ空虚 さが深刻化する と考え られ る。

「意味への意志」のなかで、 フランクルは ある学生 の手

紙 を引用 してい る。

私は二十 二歳です。学位を取得 し、デラックスな

自動車を持 ち、経済的に も保障 されています。その

上、持て余すほど多 くの 「セックス」 と権力 が私の

意 のままになっています。 ただ私は ど うしても疑問

に思わず にはい られないのです。一体それ らすべて

に どうい う意味があるのだろ うか、と。(FYankl、

issi)

Franklは この ような実存 的空虚 の背景 に現代人の精

神生活を支配す る還元主義 を見て取 る。還 元主義 におい

ては、人間存在のある層が絶対化 され、他 のすべての存

在層が無視 されて しま う。そ して 「～ にすぎない」 とい

う言い回 しによって存在の意味が否定 されて しま うので

あ る。還元主義的 に人間の精神現象 を定義すれば、「愛の

背後 にあるものは、い わゆ る単なる目的を阻止 された衝

動で あり、また良心 とは超 自我 以外の何 ものでもない」

(Franld、1991)と い うよ うにな り、人間存在を人間以

下の現象に既 めるものに して しま う。 この ような還元主

義の形 をとってあ らわれ るニ ヒリズムを、Franklは 学問

上のニ ヒリズム とし、これ と対置 され るもの として生活

上のニ ヒリズム と呼んだ。そ してこの生活上のニ ヒ リズ

ムがFranldの 論 じる 「実存的空虚」であるとしてい る

(Franld、1991)。 しか し、このよ うな実存的空虚 にも、

還元主義によるニ ヒリズムが深 く関わっているとい う。

た しかに 「～ にすぎない」 とい う言い回 しは、我 々が

日常的 に口に し、耳にす る言葉で もあるだ ろう。た とえ

近代科学観に基づ くよ うな還 元主義 でな くとも、「結局人

間は 自分勝手で醜い存在にすぎない」 とか 「どうせそん

なこ とを して も無意味なだけだ」 とい うような還元的な

ものの見方は人 間の多元的な可能性 を無視するものであ

り、実存的空虚を助長 して しま うのではないだろ うか。

R.Mayは 「失われ し自己を求 めて」(1953)の なかで、

現代人の主な内面的問題は空虚 さであると述べている。

Mayは 、内的な空虚 さは、 「自分 自身 を一個 の主体 とし

て行為するこ とがで きず、 自分 に対す る他者 の態度を変

容 した り、あるいは 自らの周囲の世界に有効 に働 きかけ

られ ない と うい 不確実 感 の結 果 であ る。」 としてい る

(May、1953)。 この ような主体性 の欠如、他者や世界

への接触感 の欠如は現代 日本の若者文化 にもあてはまる

といえ る。 諸富(1997a)は 「フワフワ」、 「だ らだら」、

「まった り」と形容 されるよ うな若者文化を 「脱力文化」

と呼び、主体性を放 棄 し、流 され るままに生 きる若者の

内的な空虚 さを指摘 してい る。また、先 に挙げた千葉大

学でのアンケー トでは、「私は必要 とされ ていないのでは

ないか」とい う言葉が 員立った とい う。Franldも 人間の

「生きる意欲 」の源泉は 「自分を必要 とす る何かがあ り、

誰かがいる」 とい う意識で あるとしてい るよ うに、自分

が共同体 において役 に立ててい るとい う 「貢献感」が生

きがい に非常に大 きな影響 を与 えている とい う。

FYankl(1991)やMaddi(1967)は 、このよ うな 「生

きている意味」が感 じられない ことによる 「実存的空虚」

の結果 と して生 じる神経 症的状態 を 「精神因性神経 症

(no6geneticneuroses)」 あ る い は 「実 存 神 経 症

(existentialneurosis)」 と呼び、通常の神経症(定 義か

ら言えば心因 性の神経症)と 区別 した。精神因性神経症

は、 ヨー ロッパ とアメ リカで行われ た統計学的手法 によ

って、全神経症の うちの20%が 精神因性 である とい う

ことが確認 された とい う。また症例デー タによれ ば、意

味への意志は実際に他 の要求に還 元す ることのできない

特殊 な要求であ り、程度の差はあっても、すべての人間

の内に存在 している もので あり、 この要求のフラス トレ

ーシ ョンが神経症や 抑 うつ と関連 してお り、い くっかの

症例 では、神経症や 自殺未遂の原 因にお ける一つ の病因

学的因子 として実存的空虚が関連 してい る、 とい うこと

が言えるとい う(Frank11991)。

mは 、実存的空虚に関 して、「物理学 のみな らず、

心理学において も真 空嫌悪、空虚 への恐 怖が存在す る」
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(Frankl、1977)と い う巧みな比喩 を用いて、現代人が、

根本的に人生の意味を求 めてお り、それが満た されない

た めに、絶 えず刺激 を追い求めることによって、内的空

虚 さか ら逃れよ うとする、と述べている。

このよ うに、実存的空虚 とい う観点か ら考えても、人

間が、潜在的に しろ、顕在 的に しろ、人生の意味 を追い

求めず にはいられない とい うことが言え るだろ う。

(3)アイデンテ ィテ ィへの問い

人生の意味への問いは、「自分 とは何者か」とい う問い

とまさしく表裏一体である と言え よう。そ の点で、人生

の意味を問 うこととは、アイデ ンティテ ィを問 うことを

含んでいる と言 える。 その よ うなアイデ ンテ ィテ ィの問

題 を扱 ったのが、Eriksonの ライ フサイクル論に基づ く

発達論である。Eriksonは 、人が生まれ てから死ぬまで

の生涯全般につい ての発達論 を展開す るために、「人間の

八っの発達段階」を提唱 し、それ が後に 「個体発達分化

論」(DpigeneticDevelopment)あ るいは、「ライフ ・サ

イ クル論」と呼 ばれ るよ うに なったわ けで ある(鐘 、

1990)。Eriksonは 、ライ フサイクル論の第V段 階、つ

ま り思春期や青年期 に、心理 ・社会的危機 としてのアイ

デンテ ィティ形成 を位置づけ、「アイデ ンティテ ィ対アイ

デンティテ ィ拡散」 とい う心理力 動的な図式 を示 してい

る。 こども時代は、理想 となる人々に 「同一化」するこ

とによって、 自分 とい うものが位 置づけられ るが、青年

期になると、急速な身体的成長 と性 的成熟 とい う内部の

不協和の感 覚 と、社会か ら自立や職 業選択 を迫 られ ると

い う外部か らの要請に よって、 自己のあ り方が問われな

おす。 このこ とによって、超 自我 ・自我 ・エスの均衡が

崩れ、それ まで信 じられていた斉一牲 と連続 性の感覚が

脅かされるよ うにな るわけである。そのため、子 ども時

代に形成 してきた 「同一化群」の集合体を新 たな形態に

まとめ直 し、「自分がど うい う存在であるか」とい う、自

分の 「同一性(identity)」 を確立することが必要 とな る

のであ る(Erikson、1950、1959)。 そ して、その よう

な 「同一化群」を統合す ることができず、 自己の斉一性

と連続性の感覚を得 られないまま、社会の中でどの よう

な役割を背負 ってい くかを決め られない状態 、つま り自

分が何者 であるかが失 われ、将来 の展望も開けず、む し

ろあらゆる役割 を拒否す ることで無気力になってい く状

態が、アイデンテ ィティの拡散である(大 倉 、2002)。

青年期は、このよ うに、「自分」で 「自分」 をつくって

いこ うとす るこころの プロセ スであ り、このなかで、私

たちは、「自分である感 覚J「社会 に役立っ 自分」「思想 ・

価値的な信念」 を得てい く自分 を獲得 してい くのであ る

(錦、1990)。 そこで問題 とな ってい るのは、まさに 自

分の存在 の意味への問いである。アイデ ンテ ィティはr過

去において準備 された内的な斉一1生と連続性 とが、他人

に対する 自分の存在の意味一 『職 業』 とい う実体的な契

約 に明示 され ているよ うな 自分の存在の意味一の斉一性

と連続 性に一致す る と思 う自信 の積み重ね」(Erikson、

1950)に よって得 られ るものであ り、つま りアイデンテ

ィティのた めには、人生の意味 を問わずにはおれない と

い うことである。また、a(1959)が 、 「アイデ ン

ティテ ィ形成そのものは、青年期に始まるわけでも終わ

るわけで もない。つま りそれは、(中略)生 涯っつ く発達

過程 であ る」 と述べているよ うに、生涯発達的な視点か

らみれば、人生の意味 も、何 らかの形 で生涯 を通 じて問

わずにはおれない ものである とい えよう。

4.お わ りに

本 論では、人生の意味 をめぐる問題 について、まず、

「意味」 とい う語 が言語学的、哲 学的、心理学的 にどの

ような意味 で使われ てきたかを概観 した上で、このよ う

な人生の意味への問いがなぜ 問われ るのか、 とい うこ と

について、Fr副dとEriksonの 理論 から考察 した。

そもそ も、人生の意味を、「生 まれ て生きて死ぬ ことの

根拠」 と捉えるならば、人生の意味は、論理的 に考える

限 りは、最終的に不在である。 ミュンヒュハ ウゼ ン ・ト

リレンマ と称 され るよ うに、因果 的に根拠 を求めるな ら

ば、無限後退に陥 るか、循環に巻 き込まれ るか、あるい

は、独断 的、暴力的に根拠付けの連 鎖を断 ち切 るかのい

ずれか しかないか らである(Albert、1968)。 しか し、

心理学的に考えるのであれ ば、 この人生の意味を問 うと

い うこと自体 は、発 達的に非常に重要な意味があるとい

え る。 人生 の意味を心理学的に考 えよ うとすれば、人生

の意味があるかないか、とい うこ とよ りも、人生 の意味

を問 うとい うことが、その個人に とって どの ような意味

を持 ってい るのか、 とい うことを考 えてゆ く必要がある

だろ う。
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