
焼き物一筋の金 憲鎬（キム・ホノ）、その彼の、久しぶりに大きな会場を舞台にした個展

が東京と名古屋の百貨店美術画廊でこの春開かれた。それに関して 美術ジャーナリスト

井上隆生氏による一文が 陶説 に載っている── 届いた案内のはがきが面白かった。

“どこまで行くのか、《まだ見ぬもの》を探し”とあり、まだ見ぬ器物が、迎えてくれた。

（中略）どの作品からも、土の持つざっくりとした材質感、それを火で焼いて固めただけと

いう素朴感とでもいったものが滲み出ていた。確かに、まだ見ぬものが会場には、あった。

個展の度に変化し続ける最近まれな作家である。土と向き合うと、どんどん奇想が湧いてく

るらしい。安住の地を求める作家が多い中、苔がつかぬように転がり続ける作家魂は貴重で

ある。（ 陶説 号 日本陶磁協会） 僕について的を射たコメントだと思う と、私に電

話でこの文のことを語ってくれたホノの声は弾んでいた。数日後実際に文を読む機会を得た

時、彼がどの点を意味したのかはすぐわかった。個々の作品についてのコメントであるはず

はない。井上氏の一文にも、会場いっぱいに並べられていた生命感あふれる壺、鉢、茶碗な

どについてコメントが挙げられているが、ホノにとって特別意味を持ったのは 安住の地を

求める作家が多い中、苔がつかぬように転がり続ける作家魂は貴重である という井上氏の

洞察に違いない。それは焼き物づくりとしての彼の生き方に直接触れている。

ホノが折に触れ公私を問わず口にすることがふたつある。 ものづくりをするようになっ

て、やっと自分というものに巡り会うことができた 僕は焼き物を変えていけたらと思っ

ている とのことばである。最初の頃私は短絡的に解していた。初めのことばは、生まれて

ずっと社会の中で自分の居場所がなかったも同然だったが、焼き物を通して初めて自分とい

うものが市民権を持つようになったという意味に、後のは、陶芸界がこれまで眼にしたこと

もない作品を発表したいとの意欲表明の意味に、それぞれ取っていた。彼の出自に関わる問

題意識と、芸術家としての抱負といったところであろうか。けれどもそれが本当は浅い理解

であることを知るのに時間はかからなかった。ホノが最終的に、そして唯一、問題としてい

るのは、一個の人間としての自分がどう生きるかという問なのだと気づいたからである。

僕は焼き物以外のことには興味はない とホノはよく言う。それは、自分を問うことと焼

き物とが一つになっているからに他ならない。彼は陶芸作家と呼ばれることを嫌う。そうい

うレッテルに甘んじるよりは、どこまでもひとりの人間としての自分を生きていきたい、そ

うホノは願う。作家ではなく、求道者ホノなのである。今 求道者 ということばを使っ

た。そういえば、最近の彼との会話・対話は宗教を焦点とすることが多い。まじめに 僕は
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宗教に生きる人間だ と彼の口から出ることもある。別段何々教でもないホノがである。上

の 苔がつかぬように転がり続ける作家魂 ということがそれと深い関わりを持つと私は思

う。そのことに入るには、しかし、波多野精一とチャールズ・ウィリアムズのふたつの宗教

思想を若干回顧しなければならない。それは、キム・ホノ理解のみならず波多野とウィリア

ムズの思想そのものを見直す機縁にもなろう。

以前 波多野哲学とヴィトゲンシュタイン （ ）という題のもとに、大阪商業大学論

集で波多野を論じたことがあるが、彼の思想の根本を手短にまとめた件もあるので、そのま

まここに引用させていただきたい。

《まことに 他者 は波多野哲学の土台と言える。同時代の西田幾多郎などの宗教哲学

が、禅仏教的に、内観への徹底的沈潜により自己意識の呪縛の超克を図るところに宗教の本

質を見るのとは違い、波多野はどこまでも、 他者に於て、他者よりして、他者の力によっ

て生きる──これが宗教であり、これが又生の眞の相である とする。西田の 絶対無 も

ある意味では狭い 自己 に対する 他者 ではあろうが、究極的に両者は一極に融合され

てしまう。波多野においては、 自己 と 他者 とは、ともに独立に実在するものとして

あくまでも二極を保つ。彼の立場がキリスト教的とされる所以である。人間は真の他者との

交わりにおいて生きない限り、生の喜びも充実もない、そしてそういう生を可能にする唯一

の場が宗教である──これが波多野哲学の基本である。その際の彼の概念的ツールが 人間

性 と 人格性 であろうか。 人間性 は 文化に生きる人間 の生の質を言う。どの人

も文化の中に生まれ、そこで生を営む。文化は、人間を非人間的生から守るべく、さまざま

な思想・主義・原理・理念・直観・価値などでもって人を支え導く。しかし文化は、我々を

非人間的生からは守ってくれようが、真の安住の地ではない。なぜなら、我々の本当の自

己、つまり 人格 、の生まれる場がそこにはないからである。すべてのものが、現実の人

生で出会う他者でさえも、我々に固有の理念とか価値などで塗り固められてしまうため、真

に生きた人格に出会う場がない。波多野の言うごとく、文化の最終価値は我々の自己実現で

ある。その妨げになるような、理念とか原理を越えて存在する 他者 などは初めから除外

されてしまっている。だからこそ逆に、文化はその整合性、体系を保ち得る。文化において

人は、自分が実現させその実を享楽したいある価値とか理想を通してでないと人を愛するこ

ともできない。自分の自己実現の枠組からいつ何時外れるかもしれない実在する人間を相手

にはできないのである。文化は、自分がすべて見通すことのできるものしか相手にしない。

自分を超えたものへの、自分とは独立に実在するものへの、指し示し、つまり 象徴 、が

全くないのが文化的生なのである。その意味で、文化における他者は、真に 他 ではあり

得ないそれ、つまり擬似的他者でしかない。だから文化は、人間にとって至福の場とはなり

得ない。いわば魂の奥底において、真の具体的な実在する他者との、人格との、邂逅を切望

するのが人間だからである。真の人格に出会うことによって自分も単なる 人間 から 人

格 になる、そういう場は宗教において初めて与えられる。なぜなら人はそこで、いやおう

なしにある他者によって胸倉を掴まれるからである。掴まれて、文化の仮面は剥ぎ取られ、

固有の価値とか理念はドロップし、我々は無になる。無になって何が起こるか。 他者実

現 である。その胸倉を掴んだ相手を表現する、体現する、ものとなる。他者の印となる。
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象徴 である。》

ウィリアムズに関しても、日本福音主義神学会紀要に ウィリアムズの創造論 （ ）

を寄稿させていただいた際に根本思想を述べた段落がある。長いが引用をお許しいただきた

い。

《独自のキリスト教作家・思想家として 世紀前半を生きたウィリアムズが、彼の詩、小

説、戯曲、神学、文学批評、教会史、伝記といった多方面に亘る創作活動の中心に据えたモ

ティーフは、評者の等しく認める如く、彼の言う 共内在 （ ）のそれであっ

た。自然的・超自然的を問わず、存在はすべてひとつの実在的法則・原理を内に宿し、万物

はそれに基づいて存立せしめられている。その原理が 共内在 であって、それはすなわち

何ものも孤立単独に存在するものではなく、万物はすべて内的な相互連関の内にあることを

意味する。内的と言われる所以は、万物の連関というのが単に外的な結合ではなく、自は必

ず 他のゆえに、他のために、他へと 存在すべく措かれているといった、自と他との本質

的相互媒介的関係を指すからである。自と他とは文字通り 共内在 的な、互いの 内に共

に在る ところの、相互媒介的存在であり、自は他を俟って初めて自たり得るとともに、他

もまた自を通してのみ他たり得る。そういった意味での 他者的生 こそウィリアムズにお

ける生の基本であって、そういう 共内在 的他者的生の内実を彼はより具体的に 交換と

身代わりの生 として捉える。それはまたウィリアムズの見るキリスト教的愛の内実でもあ

る。愛とは、自がひたすら他のゆえにあるいは他のために交換と身代わりの具体相において

生きることであり、キリスト教の意味は、まさにそういう愛が実在そのものであることを証

するところにある。現実の人間は、しかしながら、 交換と身代わりの生 にどこまでも背

を向けたもの、すなわち 自我 に固執し、他を捨てて自の内にますます深く入り込もうと

するものである。自らを究極目的としてその内に存在の源と中心を追い求めるべきではない

のに、なお人は 自己 という幻影にしがみつこうとする。しかしそれは、結局は自の虚無

化・滅びを意味する。そういう人間に救済がもたらされるというのは、ウィリアムズにあっ

ては、究極実在である神自身が、自ら徹底して共内在的な存在であり、キリストにおいて人

間の身代わりとなって人の罪を自ら負うことにより、人間の堕罪的生を自らの 愛の生 と

交換するほどに徹頭徹尾他者へと向かう存在だからなのである。人がそこから堕ちてしまっ

ている原初の共内在的生が、キリストの身代わりと交換の業において、ふたたび我々にとっ

ての現実となり、我々が 自我 の縄目から解き放たれて、今一度融通無碍なる、とらわれ

なき生に至るべく力を与えられ鼓舞されるということ、それがウィリアムズにとっての福音

と言ってよい。》

上に続いて私は次のように書き進めている── 共内在あるいは交換を主軸としたかよう

な人格論的ウィリアムズ神学の土台となるものこそ、彼の創造論に他ならない。我々はすべ

て各自の生を何らかの意味で互いに他に負っているという旨の交換が、生の根本原理である

のは、そもそも創造において我々がその存在の一切を神なる絶対的他者から受け、そこに

我々の生の根拠がおかれているからなのである。ウィリアムズ言うところの交換が、単なる

外的なやりとりではなく、実存的ないしは人格的な交わりの法則であるのは、生が本来的に



神という他と向かい合ってあるもの、神の前の存在、であるということに基づいている。生

の人格性を創造に見るという点で、波多野と同じくウィリアムズにおいても、 神の前 と

いう視点が確かにその思想の中核をなしている筈である。

筈である と書いたのは、 神の前 がはたして本当にウィリアムズにあるのかという

疑義へと筆が移るからである。 他者に於て、他者よりして、他者の力によって生きる──

これが宗教であり、これが又生の眞の相である との波多野のことばは、そのままウィリア

ムズのそれでもあろう。両者とも他者論が思想の核をなす。波多野が 他者に於て、他者よ

りして、他者の力によって生きる と言う際の 他者 とは、神と人の両方を指す。神とい

う絶対的他者とその救いに与り、そこから人間的他者にも真につながる。ウィリアムズにお

いてもそうである。神につながることなくして人間にはつながり得ない、それを意識するし

ないと別として、というのは彼の基本線である。キリストの十字架、その交換と身代わりの

業、を抜きにして人間に希望はない。人間が 自己 か 他者 かと迫られるとき、 自

己 の誘惑は途方もなく根深い。他者論を正面きってテーマに据えた小説

（堕ちて地獄へ）は、 ひとりの神が苦しみに堪え死んだ と語る。そのたった一行の

ことばが全編を貫く。その神につながって、我々も自我に苦しみ自己に死ぬことなくして、

他者的生はあり得ない。神の救いはその意味で 恐ろしい善 なのである。二回にわたって

ウィリアムズ伝をものしたハドフィールドは、しかし、 年版に言う──

で私が問題に思うのは、キリストが語られていないこと、従って交換の生が彼を知ら

なくても可能であるような印象を与えることだ と。

このことばに触発されて、その後私自身ウィリアムズ批判の論を数編書いた。その骨子

は、ウィリアムズを最終的に動かすのは一種のギリシャ的理想主義なのではないかというこ

とであった。なるほどキリスト教的他者論の装いがあり、その意味で人格論的な色彩はあ

る。キリストがいつも名指しで語られないにしても、キリスト教的救いがウィリアムズの思

想の骨組みであることは否めない。しかしながらその救いの、彼にとっての内実は何なの

か。 シオンかゴモラか 、他者か自己か、である。交換と身代わりの他者的生に向かうこと

が救いであり、反対に自己への固執が滅びとなる。本当に問題とされているのは、従って、

超越的絶対的他者との人格的つながりというよりも、むしろ交換・身代わりの生を我が身に

いかに具現させるかという、いわばギリシャ的存在論と言えるのではないか。他者的と言い

ながら、真の関心事は、他者的生といういわばひとつの理念的客体とどう関わるかというこ

とではないか。そうだとすればそれは、宗教的な装いはあるものの、結局は波多野の言う

文化的生 の次元に逆戻りすることではないか、ということであった。人間の渇望する真

の他者は文化的生では決して与えられない、なぜなら文化の原動力は自己実現だから、とい

うのが波多野の論であることは上に見た。それを打ち破るのが宗教であることも。文化的生

の罪をルターに匹敵するような眼で探るのが波多野であるし、それは言い換えれば 神の

前 という視点であろう。それがあって初めて、そういう我々をそれでも愛し許す神への人

格的応答が可能となる。人格的に神とつながるとはそういうことではないか。ウィリアムズ

には、しかし、他者的生の実現を求めること自体の、自己実現的枠組み自身の、罪性を見る

眼がない。だから彼の思想は、存在論的達成と引き替えに、絶対者との人格的つながりの場

を欠く。交換と身代わりは、空回りに終わるのではないだろうか。
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上記に関して前掲の ウィリアムズの創造論 から再び──《ウィリアムズ神学の根底に

あるのは、結局のところ主体客体関係を最後のものとする一種の理念主義ではなかろうか。

ある客体内容の主体的実現を理想とするアリストテレス的理性ではないだろうか。そういう

理性的自己を土台とした神関係こそ罪であるというロゴスはウィリアムズにはない。ルター

の意味での 神の前 が、つまり 自分自身に徹底的に絶望しなければならない という視

点が、そこには決定的に欠けている。創造に対するいわば直線的な信頼を基盤とするのが

ウィリアムズの救済論であり、それは、一旦は すべての被造物に絶望 するのでなけれ

ば、その直線的信頼自体が罪となるほどに人間は神の前に倒錯した存在であるという視点と

は原理的に無縁な立場なのである。文化そのものの底に潜む人間の眼の次元には至っていな

い。要するに、ウィリアムズには、宗教的な意味での主体的な 眼 の次元が、つまり神関

係を神の 眼 と人の 眼 という 関係 的な視座に据えて理解することがな

い。彼の強靱な人格論的思想は、極めて特徴的に 汝 を、 他者 を、説き、人格的交わ

りこそ人を生かす神の命であることをうたいながら、最後のところで、それら全体が必ず神

か人かの まなざし の下におかれていることを見過ごしているがゆえに、その人格論は結

局ギリシャ的な実体論的自己実現の論理に取り込まれてしまっている。》

またこれと平行した形で、 試論 （ 大阪商業大学論集）の最後にこ

う書いているのも興味深い──《しかし、ウィリアムズの思想的問題点はむしろここから始

まるのかも知れない。すなわち、キリスト教の 愛 が、はたしてウィリアムズの 交換

身代わり といった範疇で正しく捉えうるものなのかということである》と。

こう見ると、私のウィリアムズ批判は荒っぽい。彼の他者論はとどのつまり 自己実現的

枠組み であり、 ギリシャ的な実体論的自己実現の論理 だとしているが、よく考えれば

およそ人間の洞察なり抱負なりで 自己実現 を目標としないものがあるだろうか。一般的

な意味での宗教的信仰とか信心といったものも、それ固有の領域でそれなりの自己実現的達

成を目指すとも言えるのであって、なにもウィリアムズの他者論に限ったことではない。問

題はしかし、限ったことではないのに、なぜそれがウィリアムズ批判の論点となったのかで

あろう。それは実は、最後に見た《キリスト教の 愛 が、はたしてウィリアムズの 交

換 身代わり といった範疇で正しく捉えうるものなのか》という私の疑義とつながる。

彼の他者論に深く教えられ、ただ 然り と言うほかないはずの私にあえてそう言わせたも

の、それは何なのか。

いうまでもなく波多野は、自己実現は文化的生の宿命的事柄であって、宗教においては、

理想を言うならば端的に他者的生がそれにとって代わると言う。ウィリアムズの他者論も

もっぱらそのことを裏書きするはずであるが、それにもかかわらずなお 自己実現 云々と

批判したのはなぜか。それは、交換と身代わりを主軸とする彼の他者論が、それだけでは今

一歩宗教に届いていないと私が感じたからであろう。上に 神の前 あるいは まなざし

の欠如を問題にした、そのことは何を意味するか。それは、結論から言えば、ウィリアムズ

にはいうなれば ルター的内面性 がないことと言えようか。交換的生はたしかに大きな意

味を持つ。ただ、それが真にキリスト教的愛であるためには、常に神への喜びと感謝の念が

あふれて当然だし、逆に交換の否定が真にキリスト教的罪として受け止められるには、それ

に対する痛恨の念が神に向けて内心にしかとなければならない。ウィリアムズの罪認識は鋭



く深い。彼は キリストをのぞくすべての人に《自分は自分のために生きてよいのだ》とい

う小さな錯覚が潜んでいる と言う。また、人の心を眠らせるものに、あえて 宗教とか芸

術、良識とか官能 を挙げてはばからない。そういった洞察も、しかし、 栄光の神学 に

対するルター的絶望感を宿してはいない。ウィリアムズにも、ルターの

のような自覚はなるほどあろう。人間にまとわりつく 自己 を、あれほど鋭く深く見抜い

た人である。今仮に交換的生の本質が自己実現であれば、当然ウィリアムズもそうと認識

し、そういった枠組み自体を罪としたはずである。その意味で私の批判は当を得ていない。

むしろそういった批判の字面を超えて私が問題としたのは、彼におけるプロテスタント的心

情、特に罪 意識 、の有無ではなかろうか。繰り返して言うと、神のまなざしの下でなお

でしかあり得ない己に対する、救いようのないほどの絶望感がウィリアム

ズにはない。キリスト教的信仰とか不信仰は単に交換的生・他者的生の是非を巡るのではな

く、その是非自体が神との人格的関わりにおいてどうなのかという問がない。キリスト教の

一方の輪が交換・身代わりだとすれば、他方の輪は神との人格関係であるのに、それがウィ

リアムズにない。そう私は思った。このことはしかし、思いがけない方向に我々を導く。

量 義治氏の 宗教哲学入門 （ 講談社学術文庫）は、各宗教の概観とその哲学的意

味の探求が内容をなしているが、キリスト教に関連して氏は波多野哲学を取りあげる。その

際波多野のポジティブな意義が論じられた後、次のような批判的言説がある。《総じて波多

野宗教哲学の著しい特徴は仲保者論、キリスト教神学的に言えば、キリスト論が欠落してい

ることである。（中略） 波多野においては、キリスト論だけではなくて、聖霊論も欠落し

ている。言い換えれば、波多野宗教哲学は三位一体論的にではなくて、ユニテリアン的に論

じられているのである。このことは、波多野宗教哲学が宗教一般の哲学であると言うなら

ば、看過することができるが、キリスト教的宗教の哲学としてはやはり問題であると言わざ

るをえないであろう。アガペーに関しても波多野は次のように述べているが、これはどうで

あろうか。 歴史的にはキリスト教の世界に於て特に顕著なる原理上述語上の実現を遂げた

が、勿論いづこの世界に於ても見られ得るもの、日常の生活に於ても片鱗に接し得るもので

ある。（後略） 波多野の言うように、 アガペーはいづこの世界に於ても見られ得るもの、

日常の生活に於ても片鱗に接し得るもの なのであろうか。アガペーは本来神の愛であり、

それが人の愛となりうるのは、人が神の愛にひとたび貫通された後に、恵みとして神から賜

るからではなかろうか。生来の人にはアガペーはないのではなかろうか。》

ここで量氏が言われることは、批判として妥当なものではない。というのも、波多野の意

図は、およそ人間が宗教を持つということは何を意味するのかを哲学的に問うことだからで

ある。まさに 宗教一般の哲学 なのである。そこで出されるのが彼の他者論であって、一

方では絶対他者なる神と、他方では人間としての他者と、それぞれどう関わるかが論旨と

なっている。その際、波多野は 宗教哲学 序文の最後にわざわざ断る、 本書において著

者は、宗教的体験において主体の対手をなすものを言い表すため、便宜上《神》という語を

用いた と。ゆえに、個々の宗教においてそれぞれの《神》と主体がいかにつながるのか

は、考察の射程には入らない。量氏の言われる仲保者論とか聖霊論は、特殊宗教としてのキ

リスト教のいわば内部の事柄であって、波多野がそれに立ち入らないのはむしろ当然であろ
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う。アガペーについても同様であって、波多野の洞察は、アガペーが実際にキリスト教神学

あるいは教会の現場でどのように説かれ理解されるかということとストレートに結びつくも

のではない。それも特殊宗教のあくまでも内部事情に属する事柄と言えるからである。ただ

彼は、宗教の意味が哲学的に問われる場合、アガペーとしか呼びようのないものが意味の深

い内実をなしているのはたしかとする。興味深いのは、その辺のことはすでに了解しておら

れるはずの量氏から、なぜ上のような批判が出てくるのかということであろう。まるで、キ

リスト教の本質または言うなれば おいしい ところは、実際は他者論とは別のところにあ

ると言わんばかりに。そう、量氏の批判は、煎じ詰めるとハドフィールドや私のウィリアム

ズ批判と同じ線上にある、キリスト教はウィリアムズや波多野の説くような普遍的他者論に

尽きるものではないといった趣旨の。

の 章に、さりげないが驚くべき箇所がある。主人公の一人であるキリ

スト者詩人スタンホープの作品について、長年の信仰者である老婦人マーガレットが思いを

巡らす。ふと、スタンホープの個人的生がはたしてその作品の気高さに合っているのかどう

かは自分にはわからないというところで、 そんなことは彼女の取り沙汰することではな

い、おそらく彼自身の取り沙汰することでもなかろう とウィリアムズは書く。えっと思わ

せる文ではないか。宗教者とその思想的あるいは芸術的表現の一致・合致は誰しもが願う。

いや、人のことはさておき、少なくとも当事者自身はそれを目指して当然ではなかろうか。

常に自分を吟味し、自己の生が己の表現するところと食い違えば、反省して生の質的向上を

図ろうとする。そうであってこそ神の前に真摯に歩む信仰者と言える。特にプロテスタント

的心情は、それを自明のこととして疑わない。それなのにウィリアムズはなぜ逆のことを言

うのか、宗教者の自己評価など最後には問題ではないといった風に。

それと響き合うかのようなことばが、彼の教会史 章にある。

キリスト教信条を論ずる段落でウィリアムズは言う── ふつう人は自分があると感じ思う

のであって、その存在を信じることはない。本当のキリスト者は、しかし、己の存在を、神

によって信じることはあっても、思ったり感じたりはしない人々なのである。 これもまた

意表を突く。仮に他のすべてがあやふやであっても、自分が今ここにいることは私が全身で

知り感じていることではないか。それほどたしかなことをいまさら 信じる 必要がどこに

あるのか。必要はある、なぜか。己の存在をそのように知り感じることは、本来人格である

べき私にとっての命取りとなるから。他者への通路が絶たれてしまうから。つまり、そうい

う自意識を根底に持つということは、何にせよ自己が絶えず生の中心に来ざるを得ないから

である。

私の存在は私が誰よりもよく知っており感じている、そういった自負の念はすべてに及

ぶ。そう、すべてに。信仰にさえも。人間がどれほど絶望的に自意識とか自我の罠に捕らわ

れているかを、ウィリアムズは容赦なく暴く。それは信仰そのものにも及び、自我が皮肉に

も宗教とか信仰を持つことによってかえってますます強くなる、そのことを彼は随所に描

き、説く。現実の信仰者の生において、 古いアダム としての自己はなくなるどころか、

信仰という隠れ蓑に覆われながら、巧妙に己を主張し続ける。眼が自分に注がれ続ける。詩

人スタンホープが、仮に自己評価に最終的関心を持つならば、同じことになる。一見無心な



作詩の陰から覗くのは、相も変わらぬ古い自己だからである。それがどうして問題なのか。

それは、たとえば彼の場合、作詩を軸とする他者的生とは別に評価すべき自分の生があるよ

うに思うのは錯覚にすぎないからである。 自分 ということばに惑わされているからであ

る。ここで、言語哲学者ヴィトゲンシュタインに触れよう。

ヴィトゲンシュタインは、 ことばの意味はその用法にある というテーゼによって、

我々を意味の呪縛から解き放った人である。意味は、ことばが何かを写し取るとか指し示す

ことからくるのではなくて、言語的営為そのものの中で与えられ生まれるという彼の洞察は

鋭く示唆に富む。 波多野哲学とヴィトゲンシュタイン ですでに論じたところではある

が、今一度改めて見てみたい。

《ことばの意味は、ことばが実際に使われる場にある。意味は、ことばが何かを、具体的

にはある心的なイメージを、指し示すことにあるのではない。 あの子は地団駄踏んでい

る。そうしていまいましい気持を表わしているのだ といった文を人はどう理解するか。

いまいましい の意味は何か。地団駄踏んだり、顔をしかめたり、缶を蹴飛ばしたり、

チェッと舌打ちしたり、そうことに 表わされた いまいましい内面の 気持 感情 が

その意味するところなのか。ヴィトゲンシュタインによれば否である。地団駄踏んだり、顔

をしかめたりといった動作とか行為を、意味に本当に対応する内面的なものを探ろうとして

ひとつひとつ剥がしていくならば、ちょうど玉葱の皮と同じで、あとに何も残らない。 い

まいましい の意味は、そういった一連の行為に 表わされた ある心的なものではなく、

行為そのものがその意味なのである。いわば中心が抜け落ちているのであって、 いまいま

しい がその意味として 指し示す ことができるもの、それに対応するもの、は実はな

い。玉葱の皮が意味なのである。ということは、肝心な点だが、玉葱の皮として記述された

もの、表現されたもの、もまた意味ではない。 いまいましい にまつわるいろいろな動

作・行為・姿勢をつぶさに記したとしても、それが いまいましい の意味かと言えば、そ

うではない。意味は、どのようなものであれ、そういう記述なり表現なりを指し示す、ある

いはそれに対応する、ものではないというのがヴィトゲンシュタインの論である。まず意味

があってそれを言語が表現するというのではなく、いわば言語即行為、行為即 意味 なの

である。行為を含めた言語的営為の奥には何もない。 意味 はそこに出尽くしている。こ

とばは、話され、聞かれ、書かれ、読まれする中に 意味 も含めてそのすべてがある。

ヴィトゲンシュタインが言語的営為を 言語ゲーム と呼ぶのは、その徹底した皮相性の故

であろう。生は一定の言語ルールに従って営まれるゲーム、いわば軽い皮相的なもの、で

あって、奥になにか重々しい 意味 を秘めていたりはしない。ことばによる生が輝くとす

れば、それは指し示された 意味 のゆえに輝くのではなく、ことばそのものが輝くからで

ある。》

《ヴィトゲンシュタインにおいては、 そこにあるその赤い箱を取ってくれ という場合

の 赤 すら、言語ゲームを離れては成立しない。一見単純そうに思える 赤 も、他者と

の多層的な生の営みを通して初めて生まれてくるのであって、心的な 赤色 のイメージを

指し示すことによって成り立っているのではない。 私 と 赤色 さえあれば 赤 なる

ことばが生まれるのでは決してなく、他者と私の関りの中で 赤 が使われる、ただその中
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でのみ初めて 赤 がことばとしての市民権を獲得していく。それだけではない、 赤 は

また相対的でもある。 赤 の意味は、そのことばを用いて生を営む共同体の中で決まって

くるのであって、絶対的な赤色そのものなどと結びついたものではない。何か究極的な純粋

な赤の観念といったものに錨を降ろしているのではなく、他者との流動的な相対的な関りに

のみそれは支えられてある。どのことばも、ある特定の言語ゲームの中で、意味を獲得し、

機能する。言語の根源的指示性と相対性、それは主我的な言語理解から他我的ないしはコ

ミュニティ的理解へと視点を移した後期ヴィトゲンシュタイン意味論の先験的枠組とでも言

えようか。》

そう、ウィリアムズとの共通性は明らかと言える。ちょうどヴィトゲンシュタインの 意

味 が、共同体の中で生まれ培われるのであって主観的イメージや心情に根ざしたものでは

ないと同じように、ウィリアムズの他者的生も、現実の交換・身代わりの行為に尽きるので

あって、それに付随する主観的感情・心情のことではない。愛は、行いであってハートでは

ない。むろん人間のこと故、どのような行為にせよ、それに伴う認識・意志・感情はある。

けれどもそれは、自然な流れとしてそうなのであって、ことさらにそれを 自己 の領域と

して特別視する理由はない。自分の中に 愛 なる聖域があるのではない。だのに我々は、

自らの 存在 は言うにおよばず、 自己 や 愛 を互いに固有のものとしたがる。なぜ

か。そういったことばに惑わされて、意味的にそれらとつながるはずの何らかの実体ないし

はリアリティを想定してやまないからである。ヴィトゲンシュタインに即して言えば、写像

理論的あるいは主我的言語理解に縛られているからである。いや、縛られるというよりも、

あくまでもそれに固執すると言うべきかも知れない。自己という聖域がなお残る余地がそこ

にはあるから。

さて、先に見たウィリアムズ批判あるいは波多野批判に戻る。両者とも、他者論の大筋ま

たは趣旨はよいとして、肝心の神との人格関係が、あるいはキリスト論が、希薄なのではと

いうことであった。ヴィトゲンシュタインを挟んだ今は、しかしながら、事態は変わる。他

者論に関連して、神とかキリストを信じるとはどういうことなのか。

上に見たように、それなりの波多野理解に立つ量氏から仲保者論を欠くといった批判が

出、ウィリアムズの深い人格論は結局ギリシャ的理性を優位においたものではという疑義を

私が出したのはどうしてか。それは、神関係とか信仰は、内面的に特別なものに違いないと

いう思い入れがあるからではないか。人間同士での他者的生・交換的生はともかく、絶対者

との交わりは、交換・身代わりといった図式を超えてもっと心情的な、信仰的パトスを宿し

ているはずだとの思い。神とかキリストを信仰するとは、その存在をいわば肌で 思い感じ

る ことだ、と。 信仰 なることばの意味に対応した形で、絶対者の存在を 思い感じ

る 心が私の側にあるはずだ、と。ヴィトゲンシュタインに照らして言うと、しかし、そん

なことはない。 信仰 は、それが使われる宗教共同体の中で、その意味を獲得していく。

波多野やウィリアムズは、宗教的言語ゲームにおける 信仰 の新たな用い方を提唱してい

るのかもしれない。大それたことではないにしても、大切な用い方を。なぜなら、先に見た

ようにウィリアムズは 本当のキリスト者は、己の存在を、信じることはあっても、思った

り感じたりはしないのだ と言う。他者的生を生きるとはそういうことだと言うのであろ



う。自分の存在すらどうってこともなくいわばストレートに 他者に於て、他者よりして、

他者の力によって生きる のが信仰者。それが可能となるのは根底にあるキリストの十字架

の業、交換と身代わりの業、を信じる故。けれどもその際 信じる とはどういうことか。

思ったり感じたりすることなくただ信じる とは。突拍子もないことのようだが、案外そ

れがルター的 信仰のみ の真意であるかもしれない。己が存在だけではなくて絶対者の救

いについても、 思ったり感じたりすることなくただ信じる こと。余分な主観的心情を抜

きにして、すべてを突き抜けて、ただ他者的生に生きること。必ず身代わりと交換の現実を

通してのみ与えられるキリスト体験。思いとかフィーリングを超えたところで、波多野や

ウィリアムズが 信仰 を謳っているのであれば、まだまだ我々は彼らに耳を傾けねばなら

ないのであろう。

昨年の暮、東京の トライギャラリー おちゃのみず で、 モノクロームの夢 という

テーマのもとにキム・ホノ展がもたれた。出品された皿の一枚に、出だしは漢字あとはロー

マ字で、こう書かれていた── 森羅万象の唯一の隠された意味はいかなる隠れた意味もな

いということだ。 フェルナンド・ペソアのことばである。言語的意味と実存的意味の違い

はあるにせよ、ヴィトゲンシュタインを想わせるせりふ。意図的にせよ偶然にせよ、ホノの

核心を表してもいる。その作品も人も 隠れた意味 など持たない。他者に対して開かれて

いる。そう、ホノを論ずる際に 他者 は最大のキーワードと言える。

人が自分に罪を犯したなら何回赦すべきでしょうか、七回までですか というペテロの

問に 七回どころか七の七十倍までも とのことばがキリストから返される。よく知られた

福音書の一節であるが、人間は互いに赦し赦されて生きるもの、互いに支えまた支えられる

中でこそ生きるものであることを意味するのであろう。 他者がいてこそ自分の存在を見出

すもの、それが人間 （聖書日課 ）であることも。 赦す という行為ひとつ

とっても、そういう具体的な状況の中で初めて人は他者とつながり、かつ自分をも見出して

いく。たとえば、自分がいかに人を赦すことさえできない存在であるか、あるいは人からの

赦しを必要としている人間であるか、といった具合に。ホノが、物づくりをして初めて自分

の居場所が与えられたと言う時の 自分 も、そういうレベルの話であろう。まさに宗教的

とも言い得る真の自分への求道心がそこに、根底に、ある。焼き物を通して他者と出会うホ

ノ。一方では神という他者、他方では人間としての他者。波多野やウィリアムズ同様、ホノ

もその他者はふたつの方向を指す。

彼は自分の作陶を語る際、 神が降りてこなければ何もできない とよく言う。 授かる

受胎 といった表現も出てくる。上なる何者かが 僕の体を通して形になるっていう感

じ とも。作陶の主体が自分ではないのである。それは彼が自分でそう感じるだけのこと、

と人は言うかも知れない。では、一回の個展にまずは千個に及ぶ作品を造るそのエネルギー

はどこからくるのか。あるいは 個展の度に変化し続ける最近まれな作家 との井上氏の感

想は、どこにその根拠を持ち得るか。自分の内にある何かを表現するのではなく、自分は全

くの受け身。受け身のまま土と関わる。その土はもはや自己表現の媒体などではなく、他者

としての土としか言えない。だから 土の持つざっくりとした材質感、それを火で焼いて固

めただけという素朴感 が、ホノの焼き物全体にあふれる。一見斬新な色づかいやデザイン
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で土を自由自在に操っているようでありながら、実は土に身をゆだねている。ある禅の僧侶

を客に茶会をした時のこと。ホノの茶入れに、ややあって彼からの一言、 これは縄文だ

なぁ と。なるほど、縄文か、と私。縄文研究者の小林達雄氏によれば、奇抜な火焔土器

群、岡本太郎を感嘆せしめた縄文人のエネルギー、などは神への受け身の帰依に由来すると

のこと。縄文土器の ざっくり感、素朴感 はいまさら言うに及ばない。土を超えた土、他

者としての土に、縄文人もまたまみえていたのだろう。だからホノも、こともなげに言う、

僕の作品は縄文 と。

いわば垂直方向の他者として降りてきた神は、ただちに横に向かう。人間としての他者を

ホノに与える。 感謝 ありがたい うれしい といったことばが彼の口から出ることが

多い、自分の作品を愛でる人たちについて。 たとえ何人かでも と彼は言う、 そういう人

たちが僕に与えられてあることが、何よりの励みになるのです 。作家とか芸術家がその

ファンに対して常に言うようなことであるに違いない。ホノの場合、しかし、それは単なる

感謝の表現ではない。そうして支えてくれる人たちがいて初めて自分は己の居場所を見出し

たのだ、といういわば宗教的な喜びがその基調をなしている。 他者がいてこそ自分の存在

を見出すもの、それが人間 を地で行っている。神という 他者としての土 は、人間的他

者とのつながりを生み出していく。ホノは きっかけ とよく言う。作品が自己完結してい

るのではなくて、人と人との出会いのきっかけであってほしいとの願いを込めて。いや、願

いというよりもそれが生の基本線なのだ、と。そう見ると、大仰に聞こえようが、ホノの作

陶はなるほど宗教的営為に等しい。なぜなら、繰り返せば、焼き物において彼は 自分と向

き合い 自分を見つめて 初めて 自分のありかがわかった のだから。言うなれば、 自

分が自分自身では何者でもないと悟った のだから。ちょうどウィリアムズにおいて、交換

と身代わりの外に神体験はないように、ホノもまた、土と虚心に向き合う以外に焼き物はな

い。自分の内に安住の地を求めることはない。土に身をゆだねているが故に、自己という

隠された意味 などない。だからホノは 安住の地を求める作家が多い中、苔がつかぬよ

うに転がり続ける作家魂 を持つ、時に痛々しいほどに。

最近のホノとの対話で、自分は世の中の仕組みにはあまり興味がなく生きるということに

自分をどう保つかにこそ興味がある、と彼は言った。いかにもヴィトゲンシュタイン的な物

言いではないか。というのも、 論考 でヴィトゲンシュタインは 世界の中の事物がいか

にあるかというのは、より高いものにとってはまったく無関心なことである。神は世界の中

に自らを啓示することはない （私訳） 世界がいかにあるかということではなく、そもそも

それがあるということが神秘なのだ （同） と語るから。形而下ではなく形而上のものに、

宗教に、最終的な関心を寄せていた彼の姿が浮かぶ。ホノも同じであり、宗教的求道が も

ののあわれ 的に彼の創作に流れている。

彼が 焼き物を変えていければと思う と言うのは、そういう姿勢で作陶する者がいても

よいのでは、という自負の念というかある種の使命感に支えられてのことであろう。それ

は、波多野的に言えば、文化的生としての陶芸から宗教的生の中での作陶へということにな

ろうか。 自己実現 自己表現 ではなくて、ひたすら全身で土に関わることで生きる。自

分をも土をも何かに嵌めてしまわない。だから、重ねて言えば、転がり続けるほかないし、

安住の地を自分の内に求めることはない。 陶芸家 ではなく、何よりもひとりの人間であ



りたい。ホノはパウル・クレーに深い共感を寄せる。クレーもまた、完成態としての作品造

りを目指したのではなく、自分の生き様をリアルタイムに絵画へと結実させようとしたから

である。ホノの生き様は、図らずも、波多野とかウィリアムズの他者論とその普遍性を証し

するものと言い得よう。それは、キリスト教的であると同時に、キルケゴールの言う宗教性

を、つまり人間の根源的宗教性を、映すものとも言える。

先に見たように、 他者に於て、他者よりして、他者の力によって生きる──これが宗教

であり、これが又生の眞の相である という波多野の洞察は、ウィリアムズの思想にも通じ

るのであるが、両者とも内にきわどい緊張関係を宿す。 他者 が、神と人にまたがるもの

であることを一応理解してはいても、人間理性はそれを、一方では神に他方は人に分断して

しまうからである。神なる他者の救いと隣人への愛、それが分かたれると、神はとどのつま

り、信仰とは名ばかりの、人間の自己実現的道具に転落し、人への愛は、いかにも崇高に見

えて実は絵に描いた餅にすぎないものとなる。それを乗り越える唯一の途が、主観的心情、

または信条、とは別の次元に身を移しつつ人倫に生きることではないか。つまり交換と身代

わりという、神と人が客観的に分かちがたく結ばれた一点で生き続けること、にあるのでは

ないか。キリスト教につかず離れずの波多野とウィリアムズの真骨頂は、案外そのあたりに

あるのではというのが、先に出した一応の結論である。陶芸も同じと言えよう。作陶も土と

人とにまたがった形で、他者性に深く根ざしたものであるはず。土と人はしかし、ともすれ

ば分断されてしまう。 土 は他者性を失って結局は作家自身の自己実現ないしは自己満足

の手段に供されたものとなり、 人 もまた出会いとか人格的なつながりではなく、打算的

な、ないしは趣味上の、結びつきに終始しかねない。ウィリアムズの 自己 は、ここでも

また、そう簡単に乗り越えられてはいない。作家も客も、求道者たるべき自分から眼をそら

す。ホノはそういった昨今の風潮に己の深いところで否を唱え、抗い続けている。彼が意

図・意識するしないに拘わらず、土と人との緊張関係を我が身に引き受けながら、キリスト

教的・宗教的他者論を土に刻み続けている。なぜなら、彼にとってもまた、それ以外に人間

の生はないから。文字通り 最近まれな作家 なのである。

キム・ホノの焼き物は天と地の間を、神と人との間を、生きる。土の炎が彼の体を駆け

巡ってできたもの。土という 他者 に己を明け渡して、しかも確実に自分と出会ってい

る。まさに縄文であり、本物である。彼以外に、そう思わせる焼き物に私はまだ出会ってい

ない。

他力とは 野中の中の竹なれや 寄り触らぬを 他力とぞいふ 良寛

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
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