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やり方 をし てい るの も、 こう した発 想 を多く の人 がし てい るか らで 、無 意

＊

多 くの 人が大 量の 情報 を見 て、 世間 で評 価さ れて いる もの を探す とい う
… 「個 人の自 由で いろ んな 意見 があ って いい 」と いう、 こ の意 見自体 は、

しか しな がら 、世 の中 の問 題で、 正 解があ るも のな んて 実は ほと んど ど

傾 向が あり ます 。

ある 問題 に慣 れき ってし まっ て 、レス トラ ン選 びで も正 解を 探そ うと する

れ から の社 会を 考え たとき に 、この 点は 大き な問 題だ と思 いま す。 正解 の

自分 が どう思 うか より も、 ほか の人 がどう 思 って いるか を重 視す る。 こ

い でし ょう 。

識に 「み んな がい いと 言っ てい るもの が 正解」 だと 思っ てし まっ てい るせ

うか 。
こ にも ありま せ ん。 正解を 探そ うと する と、 むし ろ考 える こと にはつ な が

ゃ当 た り前さ 。間 違っ てい ると 自分 でわ かっ てい ること を、 ど うして わざ

ら 、 そ れ を 人 に 言 うと い う こ と は し な いも の だ 。 な ぜ だ と 思 う？

そり

る から だ。人 は、 自 分の思 って いる こと が間 違っ ている と わか ってい るな

例え ば、 恋人 にど んなプ レ ゼント をし たら 喜ん でも らえ るか を考 える こ

です 。そ れは 生活 の問題 かも し れませ んし 、仕 事上 の悩 みか もしれ ま せん 。

何か 問題 があっ て、 それ がう まく 解決 する こと を目 的にし て 考えて いる の

そ もそ も、 私た ちは 「正 解」 を探す ため に考 える わけ では あり ませ ん。

らな いの です。

わざ人 に 主張し たり する もの だろ う。 そんな こ とを したら 、あ の人 は間 違
とも ある でし ょう し、 起業 する には どう すれば う まくい くの かを 考え るこ

＊

った こと を正 しい と主 張し てる よっ て、 笑われ る とわか って いる から 、人

ともあ るで しょ う。 そし て、 うま くい かせる ため に は、さ まざ まな 判断 や

思っ てい るん だけ ど、 本当 はま った く間 違って いて 、そ のこ とに 気が つか

違って いる とい う場 合は 、ど うし たも のだろ う。 自分 では 絶対 に正 しい と

持 って 選ん だり 、決 めた りで きるよ う になり ます 。結 果、 もの ごと がう ま

導き 出す とい うこ とで す。 きち んと 考え られて いれ ば、 自分 の中 で自 信を

どち らにも 共通 し ている のは 、考 える こと によ って、 よ り良 い解決 策を

決断 をし てい くこ とに なり ます 。

ず に、 大き な声 でそ れを 主張 してい る とした ら、 これ はす ごく 恥ず かし い
くい くと いう わけ です 。

そ うい う広 い意 味で の「解 」を 導き 出す ため に考 える のだ と思う ので す 。

で も、 そん なこ とを して いた ら、 自分 の思っ て いるこ とが 本当 は正 しい

は、 何か 現状 の問 題に対 して の 解決策 や改 善策 を考 え出 すこ とが目 的 だっ

本 来「 考え る」 こと は学 校の 勉強 の中 で身に つ けるも ので した 。勉 強と

②それ はあ くま で「 解」 であ り 、「正解 」で はな いの です 。

のか 間違 って いる のか、 いつ ま でも知 るこ とは でき ない ね。 だって 、 自分
た ので す。

らね。
〔注〕
さっ きの議 論

…

…

（以下 ・略 ）

筆者 はこの部 分の 前の段階 で 、「生 きている とい うことは 素晴ら しい」 派の人 たちと 、「生 きているこ とはつまらない」派の人 たち

と が 、互 い に分 か れて 議論 し たと 仮定 し てい る 。
筆 者 はこ の 部分 の前 の 段階 で 、日 本人 は お手 本 通り に する とい う 「正 しさ の 基準 」 に縛 ら れて いる と 述べ てい る 。

新し く事 業 を始 める こ と。

こう し た発 想
起業

…

ど君 の自 由だ から だ。 誰も 君の 代わ りに 君を生 きる こと はで きな いの だか

まわな いん だ。 間違 った 考え で、 間違 った生 き方 を 選ぶの だっ て、 なる ほ

いの なら 、と いう こと だ。 知り たく ない のなら 、 べつに 考え なく たっ てか

けじゃ な い。あ くま でも 君が 、間 違っ たこと で はな い本当 のこ とを 知り た

「し な ければ なら ない 」と 言っ たっ て、 べつ に誰 かが君 に強 制 してい るわ

かを 知る ために は、 考え ると いう こと をし なけ れば ならな い んだ。 でも 、

た だ自 分がそ う思 って いる だけ では なく て、 本当 に正し い こと なのか どう

もう わか って いる よね 。そう だ 、考え るん だ 。自分 が思 って いるこ と が 、

に は、 君はど うす れ ばいい のだ ろう 。

する と、 自分の 思 ってい るこ とが 正し いの か間 違っ てい るの かを知 るた め

で 思っ ている だ けで は、や っぱ り自 分で そう 思っ てい るだ けな んだか ら 。

いい 、自 分の 思っ たこと な ど人 に言わ ない 方が いい のだ ろう か。

と いう こと なん だろ うか 。も しそう なら 、自 由に もの なん か言 わな い方 が

こと なん じゃ ない だろ うか 。こ ういう 恥 ずかし い思 いを する こと が、 自由

で も、 だとす る と、① 自 分で は正し い と思っ てい るん だけ ど、 本当 は間

は、自 分が 正し いと 思っ てい るこ とし か主張 しな い んだ。

たこ とを 人に言 っ た。ど ちら も自 分の 思っ てい るこ とが 正し いと思 って い

た とえ ば、 さっ きの 議論 の場 合、そ れ ぞれの 人が 、そ れぞ れ自 分の 思っ

＊

う とい うこ とは 、自 分の思 った こと を人 に言 うと いう こと で、 いい のだ ろ

でも 、こ こで ちょ っと 立ち 止ま って みよう 。自 分 の思っ たこ とを 人に 言

そ れが 自由 とい うこ とだ、 と ね。

たは ずだ 。自 分の 思った こ とを 、しっ かり 人に 言え るよ うに なり なさ い、

君 は これま で、 自分 の意 見を 主張 でき るよ うに なりな さい と 言われ てき

正し いだ ろう か、 間違 って いる だろう か 。

「考 える ［２ ］」より部 分 ）
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