
1 

 

親愛なる仲間の皆さん、 

 

毎年恒例のフラテルニタの黙想会を、《わたしたちを無から引き離すのは何か》という問

いかけで予定していました。誰もがいつも強く期待している集いは、驚異的で劇的な予期

せぬ出来事のため、あきらめることを余儀なくされました。世界中が直面している課題な

ので、この事態は問いを曖昧にするどころかより強烈なものにしました。まさに生じたこ

の状況によって問いを正面から見つめ、問題に見合った答えを見出すことがより緊急課題

です。すべての人の人生・いのちに無が強力に幅を利かせるこの目まぐるしい時に寄り添

い続けることが必要だと思われます。わたしたちは、すべての人にかかわる挑発に逃げる

ことなく立ち向かうことを望みます。そうすることで洗礼によって生み出された《新しい

人》特有の新しい認識と新しい愛情が、わたしたちのうちに《現実の入り組んだ状況を生き

抜くための日常の意識》になっているかを確認することができます。(L. Giussani-S. 

Alberto-J. Prades, Generare tracce nella storia del mondo, Bur, Milano 2019, p. 90 ‘R.p.74’ 

逐語訳) この確認を行うためにドン・ジュッサーニは、方法として貴重な提案をしていま

す。それは《真に新しいメンタリティ（考え方）を持つためには、その“帰属”の意識を基に、

現在の出来事とそのメンタリティとを熱心に比較することが必要である》というものです

。 現在の出来事を熱心に比較すること、これがわたしたちに示されている本当に新しい

メンタリティ（考え方）となるための方法です。実際、《現在の経験とならないなら、新し

い認識は存在せず、それは抽象的なものである。この意味において、出来事について判断

しないのは信仰を無意味にすることである(ibidem,pp. 91-92 ‘R.p.97’ 逐語訳)》とも言っ

ています。この比較が、洗礼から生まれ、生き生きとしたキリスト教の共同体との出会い

によって目覚めた新しい人を開花させるという約束は、わたしたちの共通の歩みを魅力的

なものにするのです。わたしが準備しているテキストはそのための道具になるものです。

これから数ヶ月このテキストに取り組みましょう。導入の部分が出来上がっていますので

、読み始めることができます。  

フリアン・カロン 

2020 年 5 月 
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わたしたちを無から引き離すのは何か？ 

フリアン・カロン 

 

導入 

  

《あなたが御心に留めてくださるとは、人間は何ものなのでしょう。人の子は何ものなの

でしょう あなたが顧みてくださるとは。》1 

この詩篇の言葉は、全世界を窮地に追い込んだウイルスのために、わたしたちの無、わ

たしたちの脆弱さ
ぜいじゃくさ

と無力さがより明確になった今日において、いかに意味深いことでしょ

う!新型コロナウィルスがわたしたちにもたらしたこの意識は、まさに感染予防のために他

の人から距離を置く経験をしている時に、わたしたちを守り、わたしたちを全宇宙よりも

価値あるものとする「他者」の存在に対する驚きをより浮き彫りにします。《わたしは、と

こしえの愛をもってあなたを愛し、あなたの無を憐れんで、変わることなく慈しみを注ぐ》

2というものです。 

この“何よりもわたしたちを愛してくださる”ことに感動せずに一日を始めることができ

るでしょうか。特にこの時世において。この“何よりもわたしたちを愛してくださる”こと

の本質は何でしょう?それは、わたしたちが自分の無を抱えて置き去りにされていないこと

、「彼」が存在すること、キリストが存在するという知らせに与ったという恵みです。実際

に、歴史上存続しているキリストの存在は、わたしたちが受け取ったもっとも貴重な賜物で

す。ですから、毎朝目を覚ますと Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam と懇願するのです。

この“何よりもわたしたちを愛してくださる”ことがよりわたしたちのうちに響き、その賜

物を益々味わい、楽しむことができるように。さもなければ、わたしたちは自分たちが実

際置かれている状態を見ることさえできないでしょう。 

《わたしたちを無から引き離すのは何か？》これがフラテルニタにとってもっとも重要

な行為、つまり、年の黙想会を導くはずだった質問です。衛生上の緊急事態のため黙想会

を断念しなければならなかったとしても、問いが取り消されることはありません。逆に最

近の出来事に照らされて、さらに大きな意味を帯びました。黙想会に参加予定の者全員に

事前に送られたこの問いは、個人の経験に注意することと個人的な貢献の円熟を促し、壮

大な動きと深い感謝を引き起こしました。それは、昨年起こったように3、何かがわたした

ちの人間性を妨害すると、そのすべての傷を負ってわたしたちはすぐにそれに気づき、反

応することを証明しています。  

《わたしたちを無から引き離すのは何か？》この質問は人々に、すぐに感謝の念を引き

                                                      
1 詩編 8,5 
2 エレミア 31,3 参照 
3 2019 年コムニオーネエリベラツィオーネの兄弟会の黙想会 “時の流れの攻撃に耐え得るものは何か”を指す 
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起こしながら、人生の経験に関連すると共に大きな友情のしるしとして感じられました。

これは友情という言葉の意味にも光を当てています。つまり、答えにくく不安にさせる質

問、傷つけ戸惑わせる質問にも恐れず助け合うから友人なのです。もしこのことを棚に上

げるようであれば、わたしたちが一緒にいることは友情とは言えません。事前に送られた

質問を受け取った後、あなた方の一人がわたしに宛てた手紙に《尊敬語を使わないでごめ

んなさい。友人に書くように、友人に助けを求めるように、不可能なことを求める友人に

書くようにあなたに書きたいです。友人に対しては砕けた言い方をします》と書いてきま

した。友人であるのは、《わたしたちを無から引き離すのは何か？》という問いかけを共

に正面から、わたしたちのありのままの人間性で見つめることを意味するのです。 

 

1. どのような無のことを言っているのか？ 

  

わたしたちがある種の《無》について話しているのは、現代人―つまりわたしたちの個人

的および社会的存在―の存在は、ニヒリズムによって特徴づけられているからです。特に

センセーショナルなわけでも明確な宣言がなされているわけでもないのですが、より明ら

かに広く浸透しているのでその影響は目に見えないわけではありません。わたしたちは文

化的な流れではなく、実存的な状態を指しているのです。分析的で記述的な興味からでは

なく、わたしたちが直視したいのはこの状態の本質的な部分だけです。それは、一人一人

の人生が与えられた状況の中で、それがどんなものであろうと完遂に向かって歩むことを

可能にする道を見出したいという情熱から生じる望みです。                                                 

明白であってもなくても、意識的であってもなくても、わたしたちの考え方と生き方に忍

び込んだニヒリズムにはどんな特徴があるのでしょうか。 

それは一方で、現実の究極の実質についての疑いとして現れます。つまり、わたしたち

自身も含めてすべては無に終わるのだというものです。《物事の外観のはかなさからくる

目まぐるしさに端を発し、物事は幻想であり無であると考える誘惑が、敗北と偽りの否定と

して発展する》4のです。 

他方で―最初の特徴と関連して―人生・いのちが肯定的であることと、わたしたちの存

在の意味と意義の可能性に対する疑念として浮上します。通常はわたしたちが行うすべて

を脅かす隙として感じられ、忙しく、成功している人、手帳に将来に向けたスケジュール

や計画が詰まっている人にもわずかな絶望をもたらすのです。 

1980 年代の有名な映画 The never ending story（ネバーエンディングストーリー）は、示

唆的かつ効果的にこの状況をほのめかしています。《「無」の背後に隠れる「権力」のしも

べ》グモルクと、「無」を止めるために呼ばれた若い英雄アトレーユとの対話です。《人々

は自分たちの希望を失い始め、夢を忘れている。だから「無」が広がっている》と、グモル

                                                      

4 L. Giussani, L’uomo e il suo destino. Gênova: Marietti 1820, 1999, p. 13. 逐語訳   
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クが言うと、《「無」って何ですか》とアトレーユが問います。《わたしたちを取り巻く隙だ

。それは世界を破壊する絶望で、わたしは手助けをしている[…]なぜなら、何も信じない

ない人の方が支配しやすいからだ。そして、これが権力を獲得するもっとも確実な方法だ

からだ》5というものです。 

 このような示唆に富んだ隠喩には、今日わたしたちが《ニヒリズム》という言葉で示し

ている態度が何となく表されています。わたしたちは皆、社会現象となっている人生・い

のちに《広がっている無》、《破壊する絶望》、《取り巻く隙》を認めることができます。 

おそらく、新型コロナウィルスのことが起こって立ち止まる―長い間起こらなかった―

ことを余儀なくされた事実が、自分が何であるのか、どのように生きているのか、何によ

って生きているのか、自分自身や物事についてどのような意識を持っているのかをわたし

たちに考えさせたのでしょう。トルストイが《今日の人間が一瞬だけ自分の行動を中断し

て、自分自身の理性および心の要求と現状の存在条件を比べて考えてみれば、自分の人生

・いのちのすべてと自分の行動すべては、自身の意識、理性と心とは常に明らかに矛盾し

いていることが一目瞭然である》6と言っているように。 

ある女子高校生が長々と考えた末、自分自身について気がついたのは《社会的距離を置

く一週間目は他の人と同じようにとても落ち込みました。友人やボーイフレンドに会えず

、自由に外出できないで家に閉じ込められることに恐れを感じました。その後何件か電話

をかけて気分は持ち直しました。特に一人の友達に“わたしは大丈夫…、いやそうでもない

かも”と答えたら、わたしの答えが何を意味するかを掘り下げようとしました。彼と話しな

がら、わたしは長い間、自問しなかったことに気づきました。恐れも少しあったけれど、

不快な答えに行き着くのを避けるためにスルーしていたのです。自分は幸せではないのに

、自問しないことは愚かであることに気づきました。そして、わたしは本当に何に恐れて

いるのかと自問し、一番不安なのは沈黙だとわかりました。なぜなら、わたしを考えさせ

、問いの前に立たざるを得なくなるからです。そして、わたしが自分自身に問いかけるこ

とを恐れる一番の理由は、答えが出せないかもしれないというものでした。これは、就寝

前にわたしを襲う避けられない沈黙から逃れようとする理由を説明しています。考えたく

ないことにとらわれないようにわたしは眠りが訪れるまで、それ以外のありとあらゆるこ

とに考えを向けて、自分自身のことを考えないようにしています。ある問いに対する答え

が気になり、知りたくない自分の部分と向き合うことや、骨の折れる道のりに向けられる

のが心配なのです。友達に言われたように、極度に活力を奪い、鈍感にさせる落胆や悲し

みの時をわたしは笑顔や笑いの気泡の中で生きることを好んでいます。わたしは感情のメ

リーゴーランドに乗っていて、ある日は高みに行き、別の日はもっとも不愉快な暗闇に陥

るのです。良い感情で心は高ぶるけれど、その後は“美しい体験” の引き出しの中に収める

のです。けれども、それでは十分ではなく、わたしはもっと多くのことを望むことに気づ

                                                      
5 La storia infinita (Die unendliche Geschichte, RFT 1984), regia e sceneggiatura di Wolfgang Petersen 逐語訳 

6 L. Tolstói, “Il non agire.” In: Id., Il risveglio interiore. Sassuolo, 2010. 逐語訳 
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きます。わたしは必然的に大きなものがほしいのです。なぜなら、キルケゴールの言うよ

うに、“永遠の必要を感じる人間の魂を満たすことができるものは、限界のあるものでも、

全世界でもない”からです》というものです。 

少し前 Tracce（イタリア語版‘あしあと’）はこのニヒリズムについて《はっきりとした特

徴を見せないことがあるため、気づきにくく読み取りにくい明敏な敵である[…]多くの場

合は手ごたえのない、限りない空虚の姿をしている》7と述べていました。手ごたえがない

にもかかわらずとても具体的なもの。ある大学生の友人は《無は想像以上に気づきにくくじ

わじわと忍び寄ってくるもので、多くの場合、わたしの日常を支配しそうになる日々の小さ

な無》だと認めています。 

可能な限り問題―見えていない人も、頑なに見ないようにしている人もいるだろうが―

に集中して、言えることは、現実の実質に対する疑念と人生の意味および完遂の可能性に

対する不信感とが絡み合い、わたしたち皆に関わるこのニヒリズムを相互に支えあってい

るということです。 

 要するに現在のニヒリズムはわたしたちの外（わたしたちが置かれている状況で、時に

は《笑顔や笑い、落胆や悲しみの瞬間で作られたどれも活力のない不透明な気泡》と表現

できるもの）と、内（高校生の手紙にあったように《それでは十分ではなく、わたしはも

っと多くのことを望むことに気づきます》）とに感じられる隙として捉えられるというこ

とです。この隙の結果、わたしたちの現実と状況との関わりが弱くなり、最終的にどの関

わりも愚かに映り、わたしたちから真の同意を得るに値しないと感じられるようになるの

です。自己は麻痺状態に陥り、目まぐるしい活動の旋風に巻き込まれている時でさえ、起

こることとの深い関わりは停止するのです。だから、様々な活動は新型コロナウィルスの

ために突如として一時的に中断され、多かれ少なかれ、わたしたちは皆、どこに向かって

いるのか、自分の人生をどう生きようとしているのか、それを実際に支え得るものは何か

について“強制的”に考えさせられたのです。 

ルイスは有名な‘悪魔の手紙’の箇所でこれについて《クリスチャンたちは、‘敵’ [すなわ

ちキリスト]について、“神のいまさぬところでは「虚無」は強力だ”と言っている。「虚無」

は確かに力を持っている。「虚無」は人間の最良の年を、甘美な罪のうちにではなく、何と

も知らぬ対象にたいして、なぜとも知らず心がわびしく揺らぐうちにむなしく浪費させる。

本人自身も気づかないほどかすかな好奇心を満足させるだけで、人生の年月がむなしく過

ぎ去る。》8 といったニュアンスで説明しています。 

麻痺状態、心の揺らぎ、そして無感動についてオーウェルが予言的小説‘1984 年’で《彼は

現代の生き方を特徴づけるものが、その残酷さと蔓延する不安だけではなく、あの空虚と無

味乾燥とした無感動だということに心を打たれた》9と指摘しています。《無感動》が自己の

                                                      
7 C. Esposito, Il nichilismo della porta accanto, intervista a cura di Davide Perillo, Tracce-Litterae communionis, novembre 2019, pp. 12-18.逐語訳 

8 C.S. ルイス、悪魔の手紙（訳：中村妙子）、平凡ライブラリー、東京 2006、p.80 
9 Cfr. G. Orwell, 1984, Oscar Mondadori, Milano 1983, p. 97. 逐語訳 
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奥底をむしばみ、わたしたちと起こることの間に隔たりを、溝を掘るのです。《わたしを取

り巻くものの中で、わたしが尊敬したり、惹かれたりするものは何もなかった》10とドスト

エフスキーは書いています。 

従って自己を本気で夢中にさせるものは何もないようです。一時的に熱中するものであ

っても、わたしたちが関わる物事や行うことは退屈なのです。 

これが今日におけるニヒリズムの姿です。つまり無気力、緊張感とエネルギーの欠如、

人生の味わいの喪失です。《富は増えたが力は衰退した。人々を集結する思想もなく、す

べてが軟化し、弱体化し、すべてのもの、すべての人々が衰弱し疲労困憊してしまってい

る。皆、皆が、わたしたちは皆虚弱している！》11のです。 

このため教皇フランシスコは今日《深刻な脅威は[…]生きる意味が失われていることで

す》12と主張しています。そのことを 17 歳になったばかりのチェーザレ・パヴェーゼは《孤

独な道を行くこと/絶え間なく恐怖を覚えながら/目の前で消えていくのではないかと/ずっ

と憧れている被造物が。/魂の中で衰えていくと感じる/熱意、希望…すべて…すべて/そし

て愛なしで残される/ […] /日々の悲しみにのろわれて》13と悲痛な表現でつづっています。 

数ヶ月前、若い大学生が《これまでにはなかったことですが、最近、無を生きる瞬間があ

ること、人生の展望が望みの崩壊に特徴付けられる時に、半分しか生きていないことに気

づきました。わたしの中で無は繊細に語りかけ、自分を守るように仕向けるのです。つま

り、他の人の提案を考慮することなく、自分の頭の中にあることだけにやる価値があるのだ

から、余計なエネルギーを消耗しないようにするのです。さらに、自分の思い悩みを人と共

有する価値はないので、人間関係は適当でいいとも考えます。要するに、無はわたしを最小

限必要なものに誘導するので、わたしはますます心が乾き、不満に陥るのです。11 月末の

この日々も物悲しい雰囲気の中で生きているような気がします。新入生との思いがけない

関係や先輩の卒業など多くの美しい出来事があったのに、しばしば自分の考えや思い悩み

に閉じ込もっています。まさに、説明できない不快感にわたしは無に振り回されていると

気づきます》と書いてきました。 

同じ経験は、わたしが最近受け取った別の手紙の《〔健康上の緊急事態による社会的距離

ために〕仕事もせず家にいながら、あなたが言う無が何であるかを肌で感じ始めました。

今この時間が永続するものによって満たされないなら、まったく空虚であり、わたしは無

です》という一節を暗示しています。 

それだけではありません。実際に、これらの手紙に強調された特徴に加えて、自分たち

が保っている姿(前に触れた《手ごたえのない、限りない空虚の姿》) を変え、立ち上がる

には無力だと感じるのです。まるで努力や外からやってくる刺激では、自分自身と物事に

                                                      
10 F. Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo, Mondadori, Milano 2011, p. 70. 逐語訳 
11 F. Dostoevskij, L’idiota, Feltrinelli, Milano 2011, p. 476. 逐語訳 
12 一般謁見、2019 年 11 月 27 日 逐語訳 
13 C. Pavese, «A Mario Sturani», Monza ˗ Torino, 13 gennaio 1926. 逐語訳 
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対するまなざしを変え、現実の深さを感じさせ、わたしたちを立ち上がらせ、空虚から救

い出すためには十分ではないかのように。 

それはわたしたちの同時代人の多くを結びつける痛みを伴う経験です。《実際に、絶対

的な孤独、普遍的な空虚感そして存在が痛ましい決定的な災害に近づいているという予感

が一つとなって、具体的な苦痛の状態に陥らせる頻度がますます増えることを防ぐことが

できるものはない》14とウェルベックが言っているように。 

《たゆまず熱心に現実を生きる》15ことができるためには、自分の望みの完全な範囲を目

覚めさせ、現実と様々な状況の挑発に再び開かせる何かが必要です。わたしたちは色々な

事柄が次々と起こるだけでは十分ではないことに気づいています。わたしたちは傾斜地を

上ろうとする人が、滑って再び出発点に戻る状態にいるのです。わたしたちは再び無に戻

るのです。それに対して何が対抗できるのか、どこから出発すればいいのか見当もつきま

せん。こうして、わたしたちは自分自身に深い不快感を覚えるのです。 

それは、精神分析医ガリンベルティが、若者のうち―だが、誰にも当てはまる―に見出し

たどんよりとした気分のことであり、年度始めの日16に引用した《若者は健全ではないのに

、その理由を理解していない》17という一節そのものです。 

《年度始めの日にガリンベルティのこの引用文を聞いて心が引き裂かれる思いでした。

なぜなら、今のこの時期のわたしの生き方を完璧に描写しているからです。数か月前から

自分が成すすべてのことに不満と悲しみのようなものを感じるのです。この不満はすべて

にあり、笑顔と多くのやるべき事柄の仮面の裏に無が支配しているかのように、真の意味

、真の喜びが欠けているのです。意味が欠けていると義務だけで、役に立たない“なければ

ならない” が残り、それはわたしをさらにどん底に引き寄せます。おそらく、これはまさ

にあなたがよくわたしたちに話すニヒリズムです。これはわたしの存在に関わる問題です

。実際、今は生きている心地があまりしないです。その一番の証拠は、わたしの計画通り

に進まないものはすべて、わたしを葬り去る非常に重たい石になるということです。何で

もないこと、自分の望むように行かない些細なことでわたしは持ちこたえられず、屈して

放ってしまうのです。現実を前に、わたしはあきらめて打ち沈んでいるかのようです。仮

面を使い、問題はないふりをして前に進もうと努力しても、心の奥底では、起こるすべて

のことや目の当たりにするすべてを前に、理由はわからないけれども悲しいのです。ただ

数年前までは逆だったのです。困難は、足を引っ張る重たい石ではなく、跳躍台でした。今

は心の中の要求は見ないように、そんなものは存在しないふりをして、自分は大丈夫なふ

りをするので、何にも驚きを感じません。わたしには自分が陥った無に打ち勝つ大きな何

かが必要です。挑発的な質問を投げかけて、わたしに寄り添ってくれることをあなたに感

                                                      
14 M. Houellebecq, Estensione del dominio della lotta, Bompiani, Milano 2007, p. 15. 逐語訳 

15 L. ジュッサーニ、宗教心、ドン・ボスコ社、東京 2007、p.185 

16 2019 年 ‘年度始めの日’《この方はどなたなのだろう》を指す 
17 U. Galimberti, «A 18 anni via da casa: ci vuole un servizio civile di 12 mesi», intervista di S. Lorenzetto, Corriere della Sera, 15 settembre 2019. 

逐語訳 
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謝します。そして、助けてほしいです。わたしには再び驚くこと、日常の中で起こること

を理解する必要があるのです。なぜなら、この無の状態にずっと止まっていたくないから

です》と、若い友人が書いてきました。 

わたしたちは、過ぎて行く時間を何とか埋めるために、特に主張しない些細な事柄に注

意を向けて、自分自身を放ったらかしにするのです。《無というのは選び取るものではな

く、無に自分を委ねるのである》18なぜなら、真に自分のすべてをかけるような《自分自身

を犠牲にするほどの理想は存在しない。なぜなら、いったい何が真実であるかを知らない

わたしたちは、皆の嘘を知っているから》19とマルローが言っているように。 

見てわかるように、今日のニヒリズムは昔とは違うものです。勇ましく価値観に対抗し

た昔のニヒリズムとは異なり、野心的ではありません。“普通”の生き方に見えるけれど、

やりがいがあるものは何もなく、惹きつけるものは何もなく、真に自分をとらえるものは

ないので心の中は蝕まれているのです。それは受動的に入り込むニヒリズムであり、肌の

下に浸透し、スタートした次の瞬間に疲れ果てるマラソンランナーのように、望みを疲労

させるのです。アウグスト・デル・ノーチェは《陽気なニヒリズム》、《不安の種のない》に

ついて、表面的な喜びの中で《アウグスティヌスの 安らぎのないわたしの心》を否定しよ

うとするニヒリズムなのだと言っていました。20 

  

 

2. 自由は挑発に直面している 

  

こうした背景の中でわたしたちの自由はある挑戦に直面しています。自問してみましょ

う。ウエルベックの著書にある《わたしは空間と時間が交差する所で待ち伏せしながら、/

冷めた目で無の前進を観察する》21のように、わたしたちの人生・いのちの中に無が押し

寄せてくる光景を遠くから観察しているだけでいいのでしょうか。     

自由は見ないことにして逃げるのだと決めることもできます。《Ok、わたしたちは無の

なすがままだ。だから？どうでもいいじゃないか！》と言って、単に目をそらすことによ

って問題は解決すると錯覚することがあるのです。今も活躍中のもっとも有名なヨーロッ

パ思想家の一人であるエドガー・モリンは、《誤りや錯覚の原因は、わたしたちを不快に

させる事柄を隠匿したり、それらの事柄を麻痺させたり、わたしたちの頭から排除するこ

とだと理解した》22と鋭い指摘をしています。歯を抜けば痛みはなくなります。それは、目

に見えなければ、心は感じないと言うようなものです。わたしたちは新型コロナウィルス

                                                      
18 C. Fabro, Libro dell’esistenza e della libertà vagabonda, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000, p. 28 逐語訳 
19 A. Malraux, La tentation de l’Occident, Bernard Grasset, Paris 1926, p. 216; traduzione nostra 逐語訳 

20 A. Del Noce, Lettera a Rodolfo Quadrelli, Inedito, 1984 ‘現代のニヒリズムは陽気なニヒリズム、不安の種のないものである。おそらく、アウ

グスティヌスの 安らぎのないわたしの心の撤廃と言うことができるだろう’ 逐語訳 

21 M. Houellebecq, Cahier, La nave di Teseo, Milano 2019, p. 23 逐語訳 

22 E. Morin, Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Raffaello Cortina, Milano 2015, p.14. 逐語訳  
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のこの時世にありとあらゆる試みをしました。 

もしヨブがわたしたちの時代に生きていたら、友人ツォファルは、彼が被った不幸を慰

めるために、《社会的距離を強いられる時には、気を紛らわすことが必要だ！楽しむことよ

り優れた鎮痛剤はない!》と言ったかもしれません。 

しかし、そうでしょうか。デル・ノーチェの言う自己の心から気がかりを除去する陽気

なニヒリズムや、モリンの言う無が押し寄せることをわたしたちの頭から排除するという

意図によって本当に成果をあげられるのでしょうか。各自自分の経験を注視して判断して

下さい。わたしたちは本当に、目をそらすだけで問題を解決できるのでしょうか。 

アンドレア・モモイーティオのように《あなたは大変な日常を過ごしているでしょう?大

丈夫、わたしが WhatsApp（SNS）でずっと回しているジョークを送りますから。まったく

面白いとも思わないし、他人を笑わせようとしながらも、自分はただセントラルホスピタ

ル[テレビシリーズ]を見ていたいだけなので皮肉屋のように感じます。同僚のアンドレア

・リーバと一緒にビデオを撮影し、インスタグラムに投稿するためにくだらない画像フォ

ーマット（gif）を考え、それから何も信じていないので持ちこたえられません。わたしの

世界がここにあることを知る必要を感じるけれども、そうではないのです。[…]わたしは

絶望しているということと、多くの喜びと非常に楽観的な雰囲気、多くの Zoom の要求、

多くのメッセージや拍手、多くのばかげたことを理解するのに苦労するということ以外何

も言うことはありません。この怒りと共生することを学ぶこと以外はないのです。誰のせ

いにすればいいのかわからないわたしを支配するこの怒り》23この解決法の不適性さを告白

する誠実さを持っている人もいます。 

同じような素直さで、ソル・アギーレは《こんちは、ばかげたことを話しているのは[…

]もしかしたら、この中の一つでも不機嫌な人を笑わせるかなと思って。もう一度、笑いを

あまりにも暗い現実に対する救済手段として。しばしば見下される爆笑は常にわたしの治

療法です》24と、根拠がないと自分でも認めている療法を考え出したと告白しています。 

実際は《誰も[…]純粋に単に生きることで満足しません[…] わたしたちは何かのために

生きたいのです》25と、シモーネ・ヴェイユは述べています。わたしたちは全身全霊をかけ

て生きたいのです。 

《思考において間違うことはあるかもしれないが、心について間違えることや間違いか

ら自分の意識をそらすことはできない》26のです。心について間違えることができないので

あれば、それは何を意味するのでしょう。 

 

3. 驚き 

                                                      
23 A. Momoitio, Público, 10 aprile 2020 逐語訳 
24 S. Aguirre, El Español, 3 aprile 2020 逐語訳 
25 S. Weil, L’amore di Dio, Borla, Roma 1979, p. 78 逐語訳 

26 F. Dostoevskij, Lettere sulla creatività, Feltrinelli, Milano 1991, p. 55 逐語訳 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



10 

 

  

わたしたちのどんよりとした気分―つまり、わたしたちの日々を腐食させるあの無の問

題―を徹底的に解決できない無力さに対して、わたしたちはそれを撤去しながら、考慮し

ないと決めることができます。ところが、驚くことに痛みは残るのです。本当です！心の

気がかりは覆い隠すことはできてもつぶすことはできません。不満を隠すことはできても

排除はできません。わたしたちの中には、最終的には黙らせることができない何かがある

のです。仮面をかぶり、何でもないふりをして前に進もうと努力するにもかかわらず、わ

たしたちは悲しみに陥り、すべてが自分を押しつぶす重い石のようです。歯を抜けば痛み

はなくなるというのとはまったく違うのです！痛み続けるのです。なぜでしょう？わたし

たちの中には抵抗するものがあるからです。 

《わたしの中には死なない何かがあった。わたしの心と意識の奥底に。死にたくないと

言い、焼き尽くすほどの苦悩の形で現れた何かが》27と、ドストエフスキーは言っています。 

何が抵抗するのでしょう？昨年何度も言及したベルナール・アンリ・レヴィへ宛てた手

紙の中でウエルベックが《愛されたいという望みが常に増すと感じているのを認めるのは

つらいものだ。当然このような夢がつまらないものだということは、少しばかり省察すれば

毎回納得できる。なぜなら、人生・いのちには限りがあり、ゆるしは不可能なので。しかし、

省察は何の役にも立たず望みは消えることなく、今も続いていると認めざるを得ない》28と

書いていることが、まさにわたしたちが描いている人間の躍動を模範的に証しているよう

に思えます。 

繰り返しますが、問題を解決するためには目をそらせばいいだけだなどと言う誰かの言

いなりにならず、自分をだまそうとしないようにしましょう。ニヒリズムは、まずわたした

ち自身の内に抵抗の場を見出します。そのことに注意を払いましょう。 

新型コロナウィルスの挑発に直面してイザベル・コイシェは《わたしたちが当然だと思

っていたものはすべてなくなりました。そして、わたしたちの前に広がるのは光を奪う濃

霧です。わたしは今この時を、永遠になりつつあるこの数分をどのように生きればいいの

か分からないことを認めます》29と、自分の無力さを認めざるを得ませんでした。スペイン

の映画監督は、わたしたちと同じように彼女に起こっていることをどう扱えばいいのか分

からないと認めます。そして、そのことが終わりのない悪夢の中で過ぎ去る瞬間を変え、彼

女をどんよりとした気分にさせるというのです。  

ソル・アギーレは自身の隔離の経験について《隔離された最初の一週間は怖い思いをし

ました。ヴィールスのためだけでなく、悲しみがわたしを襲ってくるのではないかと思っ

て。耐え難く、長引いて目も人生・いのちをも曇らせる悲しみについて言っているのです

。このことは誰にも告白していないのは、誰かに言ったら、 “幸せになるように、計画を立

                                                      
27 F. Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo, op. cit., p. 147 逐語訳 
28 F. Sinisi, «Michel Houellebecq. “La vita è rara”», Tracce-Litterae communionis, giugno 2019, p. 65 逐語訳 
29 I. Coixet, ABC, 31 marzo 2020 逐語訳 
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て解決策を見つけて”と言われるに違いないからです》30と述べています。 

この人たちの反応、素直でむき出しの告白で明らかにされているのは何でしょう？人間

の本質的な構造である望みの存続です。引用された手紙が裏付けるウエルベックのような

人にこれを見るのは驚くべきことである。ドン・ジュッサーニは《人間が創造された本来

の姿（態度）は、明確な方向性と目的に向かう勢い、緊張感を持つことである。つまり、そ

の方向性と目的自体を与える神秘、無限の神である。Fecisti nos ad Te, Domine, et 

irrequietum est cor nostrum donec requiescat in Te (Sant’Agostino) 「主よ、あなたが我々

をお造りになりました。ゆえに我々の心はあなたのうちに憩うまで安らぐことがありませ

ん」》31と言っています。今日の文化的習慣および社会現象となっているまさにニヒリズム

の極みに、その矮小化できない本質的な構造が兆しを見せるのです。 

それでは、解決できない問題から逃げて生きたくない者の最初の動きは何でしょう?まさ

にこの意味が欠けている状況で、矮小化できない何かがあることを認めることです。ウエ

ルベックのようなニヒリストが象徴的に表しているように、ニヒリズムに、すべての合理

主義的なシニズム（皮肉）に抵抗する何かがあることを。抵抗する何かとは?それは矮小化

できないわたしの自己なのです。 

注意深く見るなら、消えることのない自己の基本的な構造を認めざるを得ません。ある

時から“風潮”“文化”になってしまい、自分も浸る意味の空虚を被っていながら、自己の基

本的な構造は変わらないのです。つまり、無が蔓延すればするほど、わたしたちの人間性

の傷と期待は力強く浮かび上がるのです。それは、もはやわたしたちに対して影響力のな

い文化的な論理や集団の計画に覆われず、多くの理屈で身を守らない、もっとも本質的な姿

で浮かび上がる期待と傷なのです。 

ドストエフスキーは《わたしの中には死なない何かがあった》と言っており、チェスター

トンは《あなたは真に難破した時、真に必要なものを見つける》32ものだと指摘しています

。 

わたしたちは新型コロナウィルスによる世界的流行で、その事実を驚くほど思い知らさ

れました。麻痺状態から目覚めさせられ、多くの疑問が浮かび上がったのです。Tracce の

インタビューでマウリツィオ・マッジャーニは《わたしたちは、すべてが非の打ちどころ

のない独自の論理を持ち、もう何も起こり得ないそこが終点のような時代にいました。シ

ステムはどんなかすり傷も受けてはならなかったのです。わたしたちは、「これ以上何を

望むの？」「これ以上いいどんなものを望むの？」「これ以上のものはどこ？」「もっともい

いものはどこ？」と自分たちに言って生きているようでした。物語の終わりでした。[…] 

無限に広がる荒野、単調な世界でした。ところが地震がこの不動の広がりにさざ波を立て、

狼狽する光景に変えました》と語っています。この地震による最初の成果は何でしょう?問

                                                      
30 S. Aguirre, El Español, 10 aprile 2020 逐語訳 
31 L. Giussani, Alla ricerca del volto umano, Rizzoli, Milano 1995, p. 231 逐語訳 
32 G.K. Chesterton, Le avventure di un uomo vivo, Mondadori, Milano 1981, p. 62 逐語訳  
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いです。《各自が問わなければならないのです。なぜなら、問うことによってあまり狭く

ない場所に置かれ、閉じ込められた獄舎の格子が外されるのです。[…]騒乱の中で、わた

したちの大混乱の中で、わたしたちは理性へと、大人の状態へと向かうことができます。

どうやって？まさに問いながら。質問することによって。》問いを前にすると、たびたびわ

たしたちに同行する《すべての傲岸、傲慢》33は静まります。 

目まぐるしい状況に挑発され、質問はわたしたちが避難していた快適ゾーンの壁に亀裂

を入れたのです。気泡が崩壊しました。ヌリア・ラバリは《わたしたちはあまりにも長い

間麻酔状態で生きていました》《その基礎においてあまりにも誤っているシステムの一部と

して》34と言っています。わたしたちはドン・ジュッサーニが宗教心の 10 章で《現実とあ

まりぶつからず生きてきた人は努力する機会が少なかったであろうから、自己意識に乏し

く、自分の理性の振動と力をあまり感知していないだろう》35と主張していることの経験を

したのです。 

現実が強くわたしたちにぶつかって来る時があります。その時には、衝撃を和らげたり、

その挑発を避けたり無視したりすることは大変困難です。この出来事は―わたしたちの自

由の加担によって―わたしたちの注意を目覚めさせ、理性を再び動かし、その本質の表れ

である意味の要求を解き放ったのです。わたしたちを成している意味の要求の切実さにつ

いて話しています。あからさまな現実との衝突―受け入れられた場合―がこれを力強く再

びあらわにしたのです。こうした意味で《人間の目覚め》36という言い方をしたのです。 

ニヒリズムが押し寄せて来れば来るほど、意味がなく生きることは不可能だと言うこと

がより明確になり、大切にされたい、愛されたいという不滅の望みをより感じさせるので

す。 

これは福音書に出てくる《放蕩息子》37に起こることです。どん底に落ちていくにつれて、

自分でも驚くほど父親が懐かしく感じられるのである。父親などいないと思う人―ウエル

ベックに描かれた態度に同意するような人―でさえ、愛されたいという望みは消えずに続

き、矮小化できないことに気付くのです。 

《わたしたちの時代は言葉に対して疑い深く、絶対的原理を避ける。にもかかわらず、

望みの意味を知っている。満たされる必要がある隙があるという感覚がある以外、何を求

めているか分からないが、不明瞭に望む》38この望みは欠けることも消えることもありませ

ん。このためチェーホフは、目の前にいる人がどんな人であるかをとらえるために注意す

べき点はその人の望みだと言います。《過去に、誰かをまたは自分自身を理解しようとした

時、わたしが観察したのはすべてが複雑な行動ではなく、 [わたしたちがするように。自

                                                      
33 M. Maggiani, «Il cambio della vita», intervista a cura di Alessandra Stoppa, Tracce-Litterae communionis, maggio 2020, pp. 15-16 逐語訳 

34 N. Labari, El paris 18 marzo 2020 逐語訳 
35 ルイジ・ジュッサーニ、宗教心１０章 p.171 
36 Cfr. J. Carrón, Il risveglio dell’umano, Riflessioni da un tempo vertiginoso, Bur, Milano 2020, ebook 逐語訳 
37 ルカ 15,11-32 

38 E. Varden, La solitudine spezzata. Sulla memoria cristiana, Edizioni Qiqajon - Comunità di Bose, Magnano (Bi), 2019, p. 143 逐語訳 
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分自身に対してがむしゃらな道徳主義者のように自分の過ちに目を止め、その後自分を 

“打ちのめす”のです] 望みだった》と言うのです。それはイエスがすることです。実際イエ

スはサマリア人の女性に何を見たのでしょう？彼女の渇き、彼女の望みです。彼は彼女の

渇きに対して《わたしはあなたの渇きを満たす唯一の水、新しい、異なる水を持っている》

39と言いました。この意味でチェーホフは《あなたの望みは何ですか。そうすれば、あなた

が誰であるかを教えよう》40と明言するのです。 

わたしたちの自己はわたしたちの望みにあります。すべてはわたしたちが真に心の奥底

から求めるものにあるのです。あなたは今何を求めて、何を望んでいるのでしょう。《わ

たしの人生の経験から来るこの継続的な望みに注意を向けることは[…]わたしの言うこと

を感じの良い[興味深い]ものにするのだと思う。なぜなら、明らかに人間的ものだからであ

る。だが同時にもっとも受け入れられていないことである》41それは、先ほど述べたように

多くの人はそれをもみ消して目をそらせ、踏みにじろうとするからです。 

この状況でどのように生きればいいのでしょう?失う危険にあるいのち・人生・生活を

取り戻すためにどこから出発すればいいのでしょう?この問いは具体的な切実さを表し、

それは肉に刺さったとげのようなものです。「無」の蔓延にもかかわらず抵抗し、問いをさ

らに激しく燃え立たせ、いのち・人生・生活を劇的にする矮小化できない望みのため、わ

たしたちは二者択一を迫られているのです。諦めて目をそらせ、何でもないふりをして自

分自身をばかにするか、あるいは、わたしたちのすべての望みを叫ばせ、誰にももみ消すこ

とのできない心のすべての切実さに応じるかの。わたしたちは自分自身の不快感を皮切り

にして、現実を認めて叫ぶことができるのです。 

 しかし…最終的に何もないなら、叫ぶことは理性的でしょうか。 時には、わたしたち

は落胆し、叫ぶことに疲れていることに気づきます。または、叫ぶ価値があるかという疑

いが勝ることがあります。この落胆や疑いの理由は、わたしたちが心の叫びの存在を、ど

んなニヒリズムにも抵抗するあの望みを当たり前とみなすからです。けれども、叫び、問

い、望みの存在は、もっとも当たり前ではないものです。その証拠に、よく考えてみると

、わたしたちはその存在に驚嘆し始めるのです。では、叫びの存在は何を意味するのでし

ょう? 

 叫びがあるなら答えがあります。この種の主張は理解に困難を要することがあります。

その理由は、前にも言ったように、叫びを当たり前だと思っているからです。理性をフル

に使い、経験の中に現れるものに対する誠実さから、ジュッサーニは普遍的な原則《問い

の存在自体が答えの存在を示唆する》42を見出します。どんなに謎に包まれていても答えは

存在するのです。問い自体に含まれている（この意味で前に引用したインタビューでマッジ

                                                      
39 ヨハネ 4,4-42 参照 

40 A. Čechov, «Una storia noiosa» in Id., Racconti, Einaudi, Torino 1974, p. 201 逐語訳 

41 Fraternità di Comunione e Liberazione (FCL), Documentazione audiovisiva, Giornata di meditazione per gli sposati, Milano, 23 gennaio 1977 

逐語訳 

42 ルイジ・ジュッサーニ、宗教心 5 章 p.101 
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ャーニは、答えは《すでに質問に含まれている》43と指摘しています。事実、ジュッサーニ

は《答えの存在を認めない態度は問い自体を除去することになる》44と強く迫ります。 

意味、愛、完遂、これらへの問いは完全なものをほのめかす主張で、《具体的な経験を超

え、その向こうにある究極的な答えの存在をほのめかすものである》が、存在するのです

。なぜ存在するとわかるのでしょう？繰り返しますが、その存在はわたしの人格の躍動に

、わたしの人間性の要求の構造に含まれているからなのです。《もし、見える現実を「超え

るもの」が存在するという仮説を排除してしまうなら、これらの要求は自然に反して抑圧

されてしまうのである》45とジュッサーニは続けます。 

 

4. 叫びを聞き入れる《あなた》 

  

徹底的な意味、愛と人生・いのちの完遂を求める問いは、わたしたちの理性を成すもの

であり、理性の最高の表現です。問うことによって、わたしたちは答えが存在すると認め

ることを“強いられ”ます。たえそれがわたしたちの測り得るものの範囲を越えていても。

46さもなければ、叫びは存在せず、問いの存在も説明できなくなります。理性自体を織り成

す可能性のカテゴリーを廃止する時には、答えの存在を肯定するのが難しいために《不可

能だ》と言うでしょう。そうすると、理性をその本質から否定し、その重要な躍動を衰えさ

せるのです。もしわたしが森の中で道に迷ったなら、《助けて！》と叫ぶことがもっとも理

性的な行動です。しかし、叫ぶことは、わたしの叫び声を聞く人がいる可能性を意味して

います。実際にどんなに人里離れていても、その可能性を完全に排除することはできませ

ん。さもなければ、叫ぶのはばかげています。つまり、遭遇する難しさのために誰かがわ

たしの叫び声を聞く可能性を否定する瞬間にわたしの理性はぼやけるのです。これが現代

人―わたしたち一人ひとり―を襲う《非理性的》な（《絶望》47）という強い誘惑です。答え

の存在の可能性を否定しながら《不可能だ》と言うのは、問いが弱まり、理性がぼやけ、望

みが衰弱する経験なのです。問いはどんな時に再び目覚めるのでしょう？わたしたちの目

の前に答える存在を見出した時、わたしたちの全面的な問いにふさわしい存在を見出した

時です。だから、人間の人生・いのちの奥底にある問いに答える者だと耳にしていた人物

が近づいて来ていると知った盲目のバルティマイが、抑えることのできないほどの力強い

叫びをあげたかを想像するのは難しいことではないでしょう。 

《イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒に、エリコを出て行こうとされたとき、ティマイ

の子で、バルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと、

                                                      
43 M. Maggiani, «Il cambio della vita», cit., p. 15 逐語訳 

44 ルイジ・ジュッサーニ、宗教心 5 章 p.100 

45 ルイジ・ジュッサーニ、宗教心 11 章 p.195 
46 ジュッサーニは《理性の頂点は未知の、手の届かない存在を感知することである。人の動きはすべてその存在を求め、それに依存さえしてい

るのである。それが神秘なのである》と記す。（ルイジ・ジュッサーニ、宗教心 11 章 p.198） 

47 ルイジ・ジュッサーニ、宗教心 7 章 p.125－127 
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叫んで[誰かに向かって叫ぶものである。バルティマイの傍らを大勢の人々が通ったに違い

ないが、だけどあの男、はっきりとした名前のある人のことを聞いた時に叫び始めた：]、

「ダビデの子イエスよ、わたしを憐れんでください」[叫ぶ相手は誰でもいいわけではなく、

はっきりとした名前がある人に向かって叫ぶのである]と言い始めた。多くの人々が叱りつ

けて黙らせようとしたが、彼はますます、「ダビデの子よ、わたしを憐れんでください」と

叫び続けた。イエスは立ち止まって、「あの男を呼んできなさい」と言われた。人々は盲人

を呼んで言った。「安心しなさい。立ちなさい。お呼びだ。」盲人は上着を脱ぎ捨て、躍り上

がってイエスのところに来た。イエスは、「何をしてほしいのか」と言われた。》48 

イエスが歴史に入り込んだ時から、その時から、人の人生・いのちの範囲には叫ぶこと

のできる「存在」がいます。わたしたち一人ひとりの叫びの前に《何をして欲しいのか》と

問う「存在」が。わたしたちの叫びを受け止める「人」、もはや誰にも消し去ることのでき

ない「存在」があるのです。なぜなら、歴史に起こった「事実」、そして今も起こり続け、

永続する「事実」だからです。その「事実」に出会う可能性はわたしたち一人ひとりに与え

られています。わたしたちがどんな状況に置かれていようと、どんなに潤いがなくても、

疲れていていも、物事に興味を感じることができず無に襲われようと、どんな態度を取ろ

うと、誰にもキリストの《何をして欲しいのか》と言う問いが、自分に個人的に向けられる

こと、再び問われること、響くことを避けることはできないのです。そして、盲目のバル

ティマイのように《先生、目が見えるようになりたいのです》49と答えることを妨げ得るも

のは何もありません。わたしが《見える》ように、つまり、わたしを無から引きずり出す「

あなた」の魅力を経験したいという意味です。 

わたしたちはなぜ一緒にいるのでしょう? バルティマイのように、わたしたちも、わた

したちの人間性の叫びを受け入れ、究極的で矮小化できない自分自身への愛情、さもなけ

れば考えることもできない自分自身への慈しみを再び目覚めさせる「存在」を見出したから

です。そして、わたしたちが無に落ち込まないよう歩みを支える「存在」を。わたしたちは

、福音書の盲目の人のように叫ぶために一緒にいるのです。この「存在」がいるというだけ

で、わたしたち自身とわたしたちの間にその「存在」ための場所を与えることによって、完

全に生きることができるのです。 

この「存在」のためにわたしたちの中に場所を与えることには名前があります。どのよう

な名前でしょう？それは沈黙です。ジュッサーニは《沈黙[…] それは何もしないことでは

ない。沈黙は祈りであり、神の前にいるという意識であり[…]問いである》50と言っていま

す。わたしたちは生きるために何の助けにもならない意味のないことについて話すのに無

駄な時間を費やします。気を散らす様々な方法で、わたしたちに《叫ぶな、叫ぶな、叫ぶな

!》と言う人々の前で、バルティマイのようにもっと大声で《イエスよ、わたしを憐れんで

                                                      
48 マルコ 10,46-51  
49 マルコ 10,51 

50 L.Giussani, La convenienza umana della fede. Milano: Bur, 2018, pp.212-213 逐語訳 
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ください》と叫ぶことができます。わたしたちの中で自分自身に対する愛情がわずかでも

振動するなら、この叫びはわたしたちの沈黙を満たすのです。回避することのできない人

生・いのちのドラマの中で、わたしたちの弱点や無力さを排除せず、屈しないことができ

るのです。なぜならわたしたちを受け止め、わたしたちの混乱した落ち着きのない人間性

のすべてを受け止め、わたしたちの傷の上にかがみこんで《何をして欲しいのか》と尋ねる

「存在」があるからです。 

 

  

 

 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne




