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序章  アンガジュマン 

 

僕が参加しているサークルの活動について話している時だった。 

「ねえ、楽しい？」 

 空隙にふと落とされた言葉に、え？と問い返した。 

「ボランティアって、楽しい？」 

 主語を補ってから、彼女は質問の意図を付け加えた。 

「ボランティアはいいことだから、なんて理由でやってるわけじゃないでしょう」 

 コーヒーカップを手に、カフェの窓から通りを眺めていた彼女が、視線をこちらに寄こ

す。そんなくだらない理由、ありえない、と目が語っている。 

「やりがいはあるよ。時間とか費用とか、いろいろ制約があって、やりたいようにやれな

いことだらけだけど。それでも、何もしないよりはいい。そう思えるようなことを、やっ

ていかなきゃって思ってる」 

 近頃の僕のキーワードを、彼女に提示した。 

「アンガジュマンって、知ってる？」 

 アンガジュマン、と小さく繰り返して、彼女は右手の人差指をぴんと立てた。 

「新しくできたパン屋さんでしょう、世田谷辺りに」 

 確かに、そのような響きではある。 

「ひと言で言えば、社会参加、みたいなことなんだけど」 

 パン屋さんじゃないんだ、と、やや落胆している。 

 ちょうど読み終えたばかりの文庫本をバッグから出すと、彼女がタイトルを読み上げた。 

「『革命か反抗か』。対義語なの、その２つって。『冷静と情熱のあいだ』みたいなもの？」 

 何の例えなの、と言おうとして、やめた。ニュアンスは伝わる。 

「読んでみる？」 

「薄いね。１７０ページくらい？」 

 見事だ。「１７４ページ」 

 躊躇いなく、彼女が手を伸ばした。「２日で読める」 

  

２日後、キャンパスの中庭で会った彼女の顔は、明らかにげっそりしていた。 

「１７４ページなんて言うから」不思議な非難をする。 

「１７４ページじゃなかった？」 

 そうだったけど、と妙に大きな声で答えた後、突然トーンが落ちる。「疲れたよ」 

 突き返すように差し出された薄い文庫本を受け取って、尋ねた。 

「分かった？アンガジュマン」 

「なんとなくね。“Dance with The Fear”（注）でしょ」 
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 何？と聞き直す。そんな言葉がどこかにあっただろうか。 

「あなたは、サルトルの側に立ってるわけでしょ。彼の言ってることは、カミュよりはだ

いぶ分かりやすかった。“不満をたらたらたれながすんなら変えてみろ”ってことでしょ」 

 理解は概ね合っているように思われたが、再び「“Dance with The Fear”よ」と繰り返

したのが、よく分からない。 

 僕の疑問を断ち切るように、 

「本当に疲れた。今度、おいしいパンを奢ってちょうだい。世田谷辺りの」 

 きっぱり言うと、“Dance with The Fear”と呟きながら、去っていった。 
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（注）以下、章内の歌詞引用は全て B’z1999 より。 

第１章  即自と対自 

 

「物と人間って、何が違うと思う」 

 物と人間、と彼女は繰り返した。そして、コーヒーをかき交ぜたスプーンをひょいと持

ち上げて眺め、ふふっと笑った。 

「どうしたの？」 

「とりあえずね、このスプーンを物代表、私を人間代表にして、比べてみようと思ったの。

そしたら、スプーンに私が映ったから」 

「そう、それが対自だ」 

僕が突如として勢い込んだために、彼女は首を傾げる。「タイジ？」 

「自分ってこんなだなぁ、なんて思ったりするだろう、人間は。物は思わないだろう」 

対自ね、と彼女が空に指で書く。 

「こんなだなぁ、っていうよりは、どんなかなぁ、って思うことの方が多いけど」 

「それでもいいんだ。スプーンは、そんなことは考えない。ただただ、スプーンだ」 

「私の顔にスプーンが映らないからじゃなくて？」 

「じゃなくて。もし君の顔にスプーンが映ったとしても。それを見たスプーンが、自分自

身について思いを馳せることは、ない」 

「見たスプーンなら、思いを馳せるよ、きっと。見るなんてことが、ないからでしょ」 

 顔を映していた面を、彼女はくるりと僕の方に向ける。 

「確かに、そうかもしれない。スプーンは見ないし、物思うこともない。『我思う、故に我

あり』と言ったのは、」 

聞いたことある、誰だっけ、と彼女が呟く。 

「デカルト。でもスプーンは、」 

「何も思わないけど、確かに、ここにある」 

「そう。そういうもの、物体が、即自だ」 

即刻の即、と言うと、彼女は眉根を寄せた。 

「分かったような、分からないような言葉ね。対自の方が、まだ分かる」 

 それでも、少なくともある程度、把握していた。スプーンをくるくると弄びながら、 

「こんなことしたっていいんだよね、即自だから。対自だったら、やめて！って言うよ、

きっと」 

「まさに、そうなんだ」 

 頷く間に、僕なりに適切だと思える言葉を探した。 

「だから、対自は対自としての扱いを受けなければならない。即自とは、明確に区別され

た」 

「物を大切にしなさいとも、よく言われるけど」 
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「より大切にされるべきなんだ、人間は。だけど、それは簡単なことじゃない」 

 ゆっくり瞬きして、彼女は尋ねる。 

「なんとなく、分かるような気がする。でも、どうしてなの」 

「対象化されることで、人間も、対自でいられなくなる」 

「見られるってことね、対象化って。じゃあ、」 

 素早く動いた彼女の瞳と、僕の目が合う。 

「今、あなたは、私のこと物だと思ってるってこと？」 

「サルトルによれば。君が僕に対しても、そうだけど」 

「思ってないよ、そんなこと」 

 彼女は笑って答える。 

「僕だって、思ってない。でも君に、話し相手、あるいは聞き手としての役割を振ってい

るとは、言えるかもしれない」 

「それで、物として扱われているなんて、私、思わないけど」 

「役割があるのは、物なんだよ。本質が実存に先立つところの」 

 それ聞いたことある、と彼女の声が弾む。 

「逆の方だけどね、有名なのは。『実存は本質に先立つ』、それが人間」 

「本質はなんとなく分かるけど、実存って？」 

「とりあえず、存在だと思ってくれればいい。とにかく、役割があるのは、物なんだ」 

「誰にだって、役割くらいあると思うけど」 

「でも、それとしか見られなくなったら？すごく限定された役割としてしか。下品な言い

方をすれば、」 

「カラダ目的、みたいなことだ。“キ・ミ・は・ギ・タ・ー”（注）だ」 

 まさに僕が言おうとしていたことに、不思議なフレーズを付け加えた彼女は、タブレッ

ト端末の操作を始めた。 

「人間は、基本的には自由なんだけど」 

 彼女は手を止めて、顔を上げる。そうなの？と問われる前に、「そういう前提にしておい

て」と釘を差した。一応、という風に頷いて、操作を続ける。 

「他人を物のように扱う自由はないはずなんだ。でも、自由にふるまおうとすると、どう

してもいくらかそうなってしまう。つまり、自由の相克」 

「“冷たい自由”だ。でも、イナバはすぐに問いかける、そんなの本当に自由って言える？

って。“Is it free? Is it happy?”」 

 そんな関係なんて所詮は、と画面を僕の方に向けた。 

「“BAD COMMUNICATION”ってことだよね」 

 僕が全体に目を通すのを待って、彼女が問いかける。 

「役割じゃなくて、相手を全体として受け入れるのが、GOOD COMMUNICATION って

こと？」 
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「あるいは、TRUE COMMUNICATION。まさに“かけがえのない”」 

 でも、の後にしばらく間を置いてから、思い切ったように彼女は言った。 

「“いつかそれを 失うのが怖くて かけがえのないものを作ることから逃げ出してる”っ

ていうの、なんとなく分かるよ。だからその歌、女でも共感できるんだと思う」 

 確かにそれは、抗いがたい説得力をもつ言葉だった。 

「サルトル自身だって、“BAD COMMUNICATION”を繰り返してたはずだよ。でも、そ

れを超えたところにしか、きっと本来あるべき人間関係はないんだ」 

「じゃあ、ほとんどないよ、そんなの」 

「ほとんどないようなものばかり追い求めてるんだ、サルトルは」 

 彼女は再びスプーンを顔の前にかざし、やれやれ、と溜息をついた。 
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（注）以下、章内の歌詞引用は全て B’z1989 より。 

第２章  自由 

 

 その時間のテラス席は確かに、離れがたく快適だった。 

「こんなに気持ちのいい日に、授業に出なきゃいけないなんて。人間は基本的に自由、な

んて言う人は、嘘つきだ」 

「授業になんか、出なくたっていいじゃない」あくびをして目を擦る彼女に答えた。「サル

トルが言ったのは、そういうこと」 

「大学の授業なんて、くだらないから？」 

「サルトルも一応、教壇に立ってたんだけど」 

「くだらないなぁと思いながら、立ってたかもしれないじゃない」 

 よすぎる気候は、時として人を苛立たせるらしい。逆撫でしないよう、かもしれないけ

ど、と留保を挟む。 

「出るか出ないかは、君が決めればいいってこと」 

「出ないと単位くれないかも」 

「いいじゃない、くれなくたって」 

「留年しちゃうかも」 

「いいじゃない、１年や２年」 

 ２年は駄目でしょ、と笑い出す彼女に対し、あえて断定する。 

「それは、君の価値観だ」 

「社会通念じゃないの？私もあんまり、好きな言葉じゃないけど」 

「サルトルは、もっと嫌いだった。認めないんだ、そういう、外部的なものを」 

 外部的なもの、と彼女は首を傾げる。 

「自分の外にあるものが、自分の行動を、他にどうしようもないように制限すること」 

「認めるも認めないも、実際には、あるんじゃないの、そういうことって。むしろ、そう

いうことばっかりでしょ。あなただって、この前、言ってたじゃない」 

 矛先を向けられ、すぐに思い当たった。「ボランティアの話だね」やりたいようにやれな

いことだらけだと、確かに言った。大きく頷かれ、苦笑するしかない。 

「君の言う通りだ。実際には、自分ではどうにもできないように思える制限は、山ほどあ

る。だけど、サルトルによれば、それは言い訳なんだ」 

「全部？」間髪入れずに尋ねる。「そう、全部」 

「精神論？」 

 そう聞こえるよね、と、ひとまず答える。違うとうまく説明する自信がない。 

「賭けてるんだよ、人間に。サルトルは、無神論者だった」 

 話が飛びすぎていると自分でも感じたが、滑らかに展開する方法が分からず、そのまま

続ける。 
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「僕らには実感しにくいことだけど、この時代のヨーロッパで無神論者でいることは、」 

「結構、大変だったかもね」 

 彼女はついてこようと努めている。 

「すごく大きな力をもっているらしいんだ、神って。人間に関わるいろんなものごとを決

めてしまうくらい」 

「賭けてるって、そういうことか。神に、」 

それを示すために、彼女は右手を掲げた。「相対する存在としての、人間ってことね」と

左手をテーブルの上に乗せる。僕は頷いて答える。 

「人間のことは、人間が決めよう。そう主張するために、自由という言葉を使ったんだ」 

「神のおかげとか、神が決めたことだからとか、言うのやめようってことね。そのために、

なんていうか、全部引き受ける必要があったんだ。そうは言っても現実的には、とかいう

のも、なしにして」 

「弱気なことを言ってると、神に立ち向かうことなんて、できないからね。この覚悟は、

人間は自由であっていいというより、もはや、」 

「人間は、自由でなければならない」 

 核心を突いた彼女に、サルトルの言葉を提示した。「『人間は、自由の刑に処せられてい

る』」 

「そこまで言うの」と笑う。「でも、単位落としても留年しても、別にいいじゃん、とまで

言われちゃったら、そういう気分かも」 

 あーあ、処せられてるなぁ、と嘆く声には、実感が込められている。 

 ねえ、と突然、彼女は身を乗り出した。 

「何もしない自由は、ないよね」 

「サルトルは、そういうの、好きじゃないみたいだね」 

「“寝て暮らすのも 街を捨てるのも 恋に溺れるのも このボクの自由”（注１）……だ

から、」 

 話しながら、タブレット端末を手に取る。先日のように、僕に何かを見せようとしてい

る。 

「“動けや MOVE ON, MOVE ON”ってことだね」 

 画面には、気になるキーワードがいくつかある。彼女がさらに、それらを拾い上げる。 

「人生はなんでもありで、悩みはひとりよがり。サルトルと同じくらい、前向きで、厳し

いでしょ」 

「神が支配するような時代や状況じゃなくても、人は、自分に関わることを、自分以外の

ものごとのせいにしがちだってことだね。僕も含めて」 

「私だって、そうだよ。難しいよ、自分で全部引き受けるなんて。気のもちようっていう

意味では精神論だけど、」 

「“がむしゃらな日々は報われる”」 
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 終盤にあった言葉を口にした僕に、そう、と彼女が頷く。 

「やっぱり、一段階、深いような気がする。がむしゃらの中身が、日々の鍛錬とか、それ

どころの話じゃないんだよね、きっと」 

「生き方だよね。何でも引き受けられる程度に、自分を強くもつ。そして動く」 

「その先にあるのは？いわゆる自己実現？」 

「不満そうだね」 

 別に、と首を振る。「その言葉が、あんまり好きじゃないだけ。手垢にまみれてる感じが」 

 じゃあ、と提案しようとした時、 

「そういうことか」 

 彼女は突然、端末を自身の方に引き戻した。 

「自分しかないんだ。だから“僕は僕に 君は君に”（注２）なんだ」 

 手早く新たな画面を開き、再度こちらに向ける。 

「今までのことは、“「いつのまにか」じゃない 自分で選んで歩いてきたこの迷路”だし、

これからのことは、」 

「“どこでも行ける きっと行ける 赤から黄色 白から黒へ”。どうして“赤から黄色”

なの？」 

 知らないよ、と彼女は笑った。「それだけ自由だってことでしょ」 

 確かに、自己の意識が強く表れたメッセージだ。「“願いよかなえ”っていうのは、一見、

神的なものに向けての言葉のようだけど、」 

「直後に“そうなるように生きてゆけ”だもん。拝み倒すのも、神じゃない。“僕は僕に 君

は君に”……腑に落ちた」 

 再発見に圧倒され、彼女は大きく息をついた。 

「対自としての実存、だよ」 

 言いそびれたことを告げると、彼女は無言で視線を上げる。 

「自己実現より、一段階、深いような気がしない？」 

「実存って、そういうこと？しっかり存在してるってこと？」 

 そういえば、この間はきちんと説明しなかった。というより、きちんと説明することな

ど、僕にはできない。が、彼女の捉え方は、大きく外れてはいないようだ。 

「悪くないと思うけど、ちょっと気合いが入りすぎかな。でも、それくらい重大なことだ

よね」 

「そうだよ。それで、対自としての実存たらんとする君は、授業に出るの、出ないの」 

 言わないでよー、と彼女は青空を仰いだ。 

 

 

 

（注１）以下、注２の前までの歌詞引用は全て B’z1996 より。 
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（注２）以下、章末までの歌詞引用は全て B’z1995 より。 

第３章  投企 

 

 突き崩されて現れた断面の一部が、粉になる。そのいくらかは、ブルーの小花柄で縁取

られた円の外に飛び出す。 

 どうにか塊で残った部分をフォークで持ち上げて、彼女はそれ凝視する。 

「こんなに食べにくいんだ、ミルフィーユって」 

「好きなんじゃないの？」 

 迷わずそれを注文したように、僕には見えた。 

「嫌いだったら頼まないけど、でも、あんまり食べない。今日はたまたま、そんな気分だ

ったっていうか、」 

 僕の肩の後ろに、彼女の視線が赴く。 

「呼ばれたんだもん」 

 そこにあるものは分かっていたが、僕も振り返る。彼女を呼んだものを探す。 

「最後の１個が呼んだの」 

 ショーケースの右から２番目のスペースが、それに充てられていたのだと分かる。不在

の存在、というサルトルの表現は、こういう時に使ってもよいものだろうか。 

 正面に向き直ると、存在自体が、というより、形が失われつつある存在が、再び目に入

った。彼女が過敏に反応する。 

「悪かったね、きれいに食べられなくて」 

「好きに食べればいいよ、君の自由だ。ただ、ミルフィーユは君を呼ばない」 

 さらに機嫌を損ねた様子はなかったが、代わりに、ぱちぱちと大きく瞬きをした。 

「比喩とか、擬人法とかについての説明が必要なわけじゃないよね」 

「それは多分、大丈夫だと思う」 

 よかった、と笑ってから、じゃあ何、と真顔で先を促す。 

「呼ばれたような気がするって感覚は、分かるんだけど。でも、それを選んだのは、君な

んだよ。対自としての」 

「物とは全然違う」彼女は記憶をたどっている。 

「その対自は、選ぶんだよ。選ばない自由だけは、ない」 

「自由だからこそ、だ。パラドックス。あっ」 

 また粉を散らして、声を上げる。もう、と不貞腐れながら、皿に留まったものをフォー

クで集める。 

「最後まで食べるよ。対自としての私が選んだんだから」 

「そう。君は、ミルフィーユに向かって、身を投げ出したんだ」 

 投げ出す、と小さく呟く。「それなら、ショートケーキとかにしておけばよかった。その

方が、気持ちよさそうじゃない」パイ生地をつつく彼女は、巨大なそれに体当たりする様
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を想像しているらしい。 

「選ぶって、そんな大変なことなの」 

 コーヒーひと口と共に、自ら本題に戻ってきた。 

「大変だし、避けられない」 

「それはもはや、自由とはいえないんじゃない」 

「だから、刑に処せられてるんだよ。そういえば君、授業には出たの」 

 ふと思い出して尋ねると、「忘れた」と即答の後に、 

「ってことは、出たんだと思う。むやみにサボる方じゃないし……と、このように、」 

 口調を変えて、話を続ける。 

「選択って、その場その場で、自然にっていうか、無意識的にやってると思うんだけど」 

「それも、サルトルは認めない」無意識？と問い返す彼女に頷く。「決めるとか、選ぶとか

っていうのは、いかなる場合でも、意識による作業だ」 

「無意識っていうのも、外部的なもののひとつ？」 

「少しでも言い訳がましく感じられるものは全て排除したかったサルトルにとっては、そ

うなんだろうね」 

「いちいち、身を投げ出す覚悟で選ばなきゃいけない理由は……」 

彼女が考えている間に、僕自身も頭を整理して、言葉を探し当てる。 

「役割がないんだ、対自には。ミルフィーユは、食べてもらわなければどうしようもない

し、普通に存在していれば、おそらく食べてもらえる」 

「対自は、存在してるだけだと、何もしないで終わっちゃう」 

「『嘔吐』のロカンタンが感じていたのが、その不安だ。自分の存在理由がないこと」 

「存在理由。“生まれてきた意味”（注）だ。ねえ、投げ出す、って、」 

「投企、っていうんだ」企画の企、と説明する。 

「その投企って、英語だと何」唐突な質問は、何かを閃いた証拠だ。 

「projection。フランス語では、プロジェ」 

「attack じゃないんだ」彼女が早く何かを確かめたがっているのが、タブレット端末の画

面を滑る指から伝わる。 

「“生まれてきた意味を知るために”、“ALL-OUT ATTACK”。これだよね、投企って」 

“キメナキャイケナイ”という言葉が目を引く。そして、もう一か所。 

「“高い空 じっと見上げて 手をのばしたのは 確かにボク”だろう。無意識のように思

える選択も、」 

 彼女が後を継いだ。「かつて手をのばしたボクに、確かにつながってる」 

「根源的投企。人間は、投企のたびに、そこに立ち返ってるんだ。いつも同じ選択をしな

きゃいけないってことじゃなくて」 

「手をのばす方向とか、態度みたいなことね」 

「なんだかんだ言って授業には割と出る、とか。たまに変わったものを食べて、びっくり
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する、とか」 

「本日のおすすめ 洋梨のタルト」 

 壁にかかった小さな黒板を、彼女が読み上げる。そして、僕の前には、洋梨のタルトが

半分残っている。 

「誰かに薦められたものを、そのまま選ぶっていうのも、どうなんでしょう」 

「僕は、洋梨が好きなんだ」 

「この前も、おすすめ食べてたよ。それがあなたの、根源的投企なのかなぁ」 

 ミルフィーユが彼女を呼んだことを否定すべきではなかった。発言の全ても投企だと思

うと、気の休まる暇がない。 

「おいしいよ。食べる？」 

 彼女は喜んでフォークを伸ばしてきた。投企は奏功した。 
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（注）以下、章内の歌詞引用は全て B’z2006 より。 

第４章  エクリチュールとレクチュール 

 

「書かれていることがよく分からないのって、」 

 授業で配られたレジュメから顔を上げた彼女は、思いきり眉を顰めていた。 

「全面的に、私の理解力不足のせいではないと思うんだけど」 

「もちろん。文章の方に問題がある場合もある」 

「難しく書けばいいってもんじゃないよね」 

 再びレジュメに目を落とし、唇を尖らせた。読む気力は、かなり減退しているらしい。 

「カミュとのやりとりを読んでもらった時に、言ってたよね。カミュよりは、サルトルの

方が分かりやすかったって」 

 疲れた顔のまま、黙って頷く。 

「書いたものは、受け取られなければ意味がないと思ってるんだ、サルトルは」 

 サルトルはっていうか、と話し始め、伸びをしてから先を続ける。 

「基本じゃない、それ。言葉って、そういうものでしょ。誰かに何かを伝えるための。そ

れをこうやって、あえて分からないように書くのは、悪戯みたいなものだよ」 

 僕の手元にもあるレジュメが悪戯みたいかどうかはともかく、主張は的外れではない。 

「エクリチュールっていうのは、パン屋さんの名前じゃなくて」 

「ファッションブランド」 

「書くこと、っていう意味なんだけど」 

 受け流されたこと自体を受け流して、彼女は頷く。 

「サルトルは、それをとても大切にしていた。書くことと生きることは、彼にとって不可

分だった。そして、エクリチュールは、レクチュール、つまり読まれることによって完成

した」 

 大変そう、と彼女は呟く。 

「読んでもらえてこそ、っていう志は、立派だと思うけど。でも、だからってレベル落と

すわけじゃないでしょう、天下のサルトルが」 

「世間に迎合してたら、天下のサルトルにはなれなかっただろうね」 

「引き上げようとしてたわけだ、全体のレベルを。いわゆる啓蒙」 

「確かに、その側面はあったと思う。でも、意図的に高みに立ってたわけではないんだよ、

おそらく。サルトルは本当に、読者を必要としていた」 

「ブロガーみたいに？」 

「レスポンスを欲していたという意味では」 

 それはきっと、の後にコーヒーをひと口飲んで、彼女は意見を述べる。 

「《いいね！》だけじゃ駄目なんだよね」 

「もっと積極的なものを望んでいただろうね。ジェネロジテだから」 
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ファッションブランド、と彼女が言い終えないうちに、当てられている日本語を伝える。

「高邁な心。読書は、高邁な心の契約なんだって。作者と読者の」 

 大変そう、と彼女が繰り返す。 

「読者のことをそうやって思ってくれるのは、嬉しいけど、プレッシャーだよね。真剣に

読んで、読んだからには読んだだけのことをしなきゃっていうか」 

「読み手の創造的自由を喚起することに、書き手としてのサルトルは努めていたんだ」 

そこで彼女は、ぱちんと大きく手を打った。 

「それだったんだ！“オリジナルのアイディアで 主役を奪いとれ”（注）」 

 B’z の何だろう、と考えていると、あった、と彼女がタブレット端末をこちらに向ける。 

「“チケットを握り ゲートをくぐれ”でしょ。ライブなのに、なんで主役を奪いとっちゃ

うんだろうって、ずっと不思議だったんだ。でも、発信者と同じくらい、受信者も主役、

というか、そうならなきゃいけない。それで、“世間を巻きこむ渦を”、」 

 彼女が、ひときわ目を見開いた。 

「アンガジュマンだ！」 

 彼女と僕の声が揃った。くしゃりと破顔した後、なんか悔しいな、と彼女は笑みを引っ

込めた。「イナバじゃない人に、そういうことを気づかされるのは」 

「高邁な心の契約、結べそう？」 

「心の、っていうぐらいだから、口約束じゃ駄目なわけだし。投企して、アンガジュマン

して。簡単じゃないよね」 

 彼女と同時に、僕も自身を省みる。それに、と彼女が続ける。 

「新鮮な投企が、必要なんだよね、きっと。いくら B’z が素晴らしくても、そればっかじゃ

駄目なのかも。主役を奪いとるためには」 

 契約は誰とでも結べるわけではないが、頑なに相手を限れば、能動的な行動が取りづら

くなる。自分の言葉を反芻するように、彼女は虚空を見つめている。 

「これには、新鮮な投企、できそう？」 

 テーブルに無造作に置かれているレジュメを、彼女の目の高さまで持ち上げた。 

「結構大きめの決意をして、最初に取り組むのが、これか」 

 前向きとは言い難い口ぶりであったが、それを手に取り、再び目を走らせ始めた。 
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（注）以下、章内の歌詞引用は全て B’z2003 より。 

終章  アンガジュマン再び 

 

 読了した『嘔吐』をテーブル越しに差し出しながら、どうだった、と尋ねる暇も僕に与

えず、彼女の方が質問した。しかも、「この本あんまり関係ないんだけど」と前置きをして、

だ。 

「サルトルって、マルクス主義者だったの？」別の関連書籍にあたったのかもしれない。 

「批判したり、接近したりで、ややこしいんだけど」僕自身、把握しきれているわけでは

ないが、嘘にならないように言葉を選ぶ。「派生したものはともかく、マルクスの本来の主

張には、賛成だったみたいだ」 

「マルクスとかは、あなたの方が詳しいでしょう、百倍くらい。国際経済学部」 

正確には、経済学部国際経済学科だ。「１．２倍くらいなら、詳しいかもしれない」 

「じゃあ、その２割増しの部分を聞かせてよ。どう思う？マルクス主義」 

「多分、君と変わらないよ。理想的だとは思うけど、実現は難しい」 

 うん、変わらない、と彼女は端的に肯定した。 

「言い訳みたいだけど、サルトルも、そこは苦労してたんだ。労働者の立場には立ちたい

けれど、完全に彼らの中に埋没するわけにはいかない。労働者のルーティンに巻き込まれ

ては、自分の本来やろうとしていること、つまり社会をよい方向に変えることが、できな

くなってしまうから。でも、大風呂敷を広げていると、労働者が仲間意識をもってくれな

い」 

「その時って、今より盛んだったんじゃないの、運動とか」 

「確かに、今は当時よりもかなり、」適切な言葉を、彼女が先に見つけて補った。「世知辛

い」なるほど、その通りだ。 

「でも、当時のサルトルにも、やっぱり孤独感はあったんだ。胸を張って立場を表明する

には、知識人か労働者か、どっちかに徹する方がやりやすいんだけど、そうはしたくない

から」 

 彼女は溜息をついた。「難しいんだね。考えながら、動くって」 

「サルトルは、常にそうしようとしてたんだけどね」 

「ねえ、いつもより遅いけど、まだ夕方だよね」仕事帰り第一陣といった風体の人々を眺

め、彼女が呟く。「こんな時間にお茶してる私たちって、知識人でも、労働者でもないよね」 

「昼からカフェに入り浸ってる人々が皆、実存主義者って呼ばれてた時もあったみたいだ

よ」 

 自由だからだ、と彼女は笑った。 

「刑に処せられてるよね。ロカンタンは、最後に物語を書くことを決意したけど、知識人

未満、労働者未満の、自由な僕らがなすべきアンガジュマンは、何なんだろう」 

 しばし間を置いて、ねえ、と彼女が切り出す。 
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「サルトルは、変わることは、悪いことだとは思ってないよね」 

「だろうね。彼自身、どんどん変わってたから。違うと思ったことは、思い切って捨てる」 

 だったら、と彼女は、ボールペンを取り出した。タブレット端末ではない。紙ナプキン

に書き込んで、僕に手渡す。 

 

  目をそらさず こっちを見てよ キミだけが ボクを変える 

 

「『IT’S SHOWTIME!!』だね」エクリチュールとレクチュール。そして、ジェネロジテ。 

「こういう関係を、作っていけばいいんじゃない」 

「この人の影響なら、自分が変わってもいい。そう思えるような相手に出会って、高邁な

心の契約を結ぶ」僕なりに解釈して、確認した。「そういうことだね、Bibi」 

 Bibi は、大きく頷いた。目をそらさず、こっちを見て。 

 ２人で店を出たのは、すっかり日が落ちてからだった。月は、くっきりと輪郭を保って

いる。明日もきっと、晴れだろう。 
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あとがき 

 

 哲学は、暗い学問だと思っていた。実際の生活から離れ、人との関係を断ち、自分自身

だけを掘り下げ、そこに閉じこもってゆく。そのようなイメージを抱いていた。 

 『嘔吐』のロカンタンは、それに近い人物のように思われた。が、サルトル自身は全く

そうではない。生きる姿勢が非常に前向きで、力強い。あらゆるものごとに興味をもち、

積極的に関わってゆく。 

 斬新な印象を受けた一方、例えば、自由には責任が伴う、という言説は、思春期にさま

ざまな大人からも聞かされた。サルトルの主張は、そういう意味では当たり前の内容だ。

それを、物と人間の違いから考えるのは、易しいことではない。漠然とした「吐き気」を

論理立てようとしたサルトルにとってもそうであっただろうし、それを理解しようとする

後世の我々にとっても同様である。しかし、そこから始めることによって、ようやくその

言葉が説得力をもち、腑に落ちる。だから自由になりたいなどと軽々しく口にすべからず、

ということではないのだ。どんなに責任が伴っても、それが刑のように重くても、我々は

自由である。それを引き受けてこその人間なのだ。 

 そもそもの存在理由をもたず、選択の幅が無限であるということは、希望と同時に、あ

るいはそれ以上に、不安をもたらす。慢性的な吐き気を感じているロカンタンは、決して

特殊な人物ではない。それは誰しもに共有される感覚であり、何らかの契機により軽減さ

れることはあるとしても、完全に解決されることはない。 

 だから、吐き気がある間は家で寝ていよう、というわけにはいかない。吐き気は常にあ

るものだという、ある種の開き直りが必要とされる。その上で、渾身の力で選び取ってゆ

くことが投企であり、稲葉によれば“Dance with The Fear”である。その積み重ねが、そ

れぞれの人間のアンガジュマンとなる。 

 未知のことに積極的に挑戦することを、以前から心掛けていた。何にせよ、やらないよ

りはやってみる方がいい、という思考の、サルトルは後ろ盾となり、拍車となった。稲葉

が“主役を奪いとれ”と聴き手にメッセージを送るように、留まることをよしとしないサ

ルトルも、後世の読者によって乗り越えられることを望むだろう。しかし、ようやく思想

の表面に触れたばかりの私は、生き方の面でも、学問の面でも、当分、彼と関わり続けた

い。特に、後期サルトルの、マルクスや毛沢東の思想との関連について、経済学や社会学

の知識を深めつつ追究することを、今後の課題としたい。 
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