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絵画の準備を!	 

＜幅＞から＜奥行き＞へ	 
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現代は、視覚中心の時代のようにいわれているけれど、 
実際のところ私たちが見ているのは現実の影のようなものでしかないように思える。 
その影だけを見て、私たちは現実を見ていると思い込んでいる。 
現代の科学（主義）も同じ。私たちの現在の影の世界を超克していくためには、 
そうでないと、影のような時空のなかで彷徨うことしかできない。 

それではあまりに悲しいではないか。	 

視覚には視覚の冒険で、というのがこの「視覚の奥行きへ向かうためのエスキス」の主要
テーマである。 
絵画についてのスリリングな議論がなされている以下の本を思い出して、 
ここにはいろんなネタがつまっている！ということを思い出したので、それを使いながら、 
私たちが囚われ、拘束されている＜幅＞の空間感覚を解放するためのさまざまな視点を見つ
けていければと思っている。 

ちなみに、「エスキス」というのは「スケッチ」といった意味。 
なんか、断片的だけど、エキスがつまっているという感じもするので、この言葉を使ってみ
た。	 

	 

◎松浦	 寿夫・岡崎	 乾二郎『絵画の準備を!』 
（朝日出版社/2005.12.31） 
	 

＊お二人の対談で構成されています。 
＊調べてみると、この本、すでに絶版らしい。 
いい本は（だれも買わないらしく）すぐに絶版になってしまう傾向にある。残念。 
興味のある方は古書でどうぞ。そんなに高くはなさそうだけど、そんなに多量にあるわけで

もなさそうです。 
	 

＊ちなみに、この本のコンテンツ（各章のタイトル）は以下の通り。 
1.純粋視覚の不可能性／2.代行性の零度／3.無関係性／4.「国民絵画」としての日本画／ 
5.平面性の謎／6.誰がセザンヌを必要としているか（I)／7.誰がセザンヌを必要としている
か 

（II)／8.モダニズムの歴史という語義矛盾／9.メディウムと抵抗	 
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像 
物体の分裂： 
デュシャンのレディメイド	 
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松浦／僕にとってデュシャンのレディメイドに対する関心は、像／物体のある 
　　特殊な関係性の提示という点にもっぱら集約されます。その点で、レディメイ 
　　ドの最良の定義は、ビオイ＝カサーレスの『モレルの発明』のなかのひとつの 
　　註で示される、物体と像の完全な一致という記述だと思います。それをデュシ 
　　ャンはたとえば射影といった語で示そうとしていたのではないでしょうか。 
　　　ところで、これはまた後で立ち戻ることになるかろ思いますが、近代絵画を 
　　成立させた条件として、そもそも像／物体の分裂があったといってもいいでし 
　　ょう。（・・・） 
　　　デュシャンのレディメイドに関してごく簡単に述べれば、それは単なる物体 
　　であるとみなす考え方が圧倒的に多いわけですが、むしろ「純然たる像」の創 
　　設こそがほとんど唯一の課題であったとさえいえると思います。しかも、デュ 
　　シャンの実践の特異性は、すでに与えられているーーあるいはより正確にいえ 
　　ば、Étant	 donnés	 （与えられたとせよ）という仕方で仮定されるーー物体を、 
　　像それ自体へと変貌させる点、何か錬金術的なtrans-figuration（変容、超＝図 
　　像化）にあると思います。レディメイドはまさに物体ではあるかもしれません 
　　が、この物体をひとつの射影として、一種の像として、しかも像の完璧な純粋 
　　状態としてデュシャンは提示したかったのではないかと僕は考えています。こ 
　　の点で、レディメイドの問題と「大ガラス」の問題とのあいだにはそれほど大 
　　きな距離はなくて、いずれの問題も自立した像というか、純粋な像を創設した 
　　いという欲望と結びついているような気がします。（P.13-14）	 

	 

note1 
○「レディメイド」というのは、大量生産された既製品を用いたデュシャンの一連のオブ
ジェ作品。 
1915年、芸術上の概念として使われ始めた用語。もちろん民芸運動のような試みではなく、 
その既製品そのものに美的なものを見出そうというわけではない。 
（デュシャンは「よい趣味は悪い趣味と同等に有害である」と述べている） 
美しいか美しくないかではなく、観る人の思考を促すことが重要となっている。	 
○少なくとも私たちは、デュシャンの「泉」という「作品」を観て、 
「芸術作品」であることそのものに当惑してしまう。 
そういうものが現代の芸術作品だと「そういうものだ」というふりをして済ませることもで
きるだろうが、 
そういう不毛さはみずからの視覚をスポイルしてしまっているだけのことでしかない。	 
○しかし、私たちはそこで何を「観て」いるといえるのだろうか。 
たしかに私たちは「それ」を観ているのだけれど、いったい「何を」観ているといえるのだ
ろうか。 
その「物体」と私たちの「観」じている「像」とが分裂してしまっているといえるのではな
いか。	 
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○さらにいえば、他の「普通」だと思える芸術作品を観るときも、 
それと同じ事態であるはずなのに、そう観じていないことのほうに気づくことが重要なので
はないだろうか。 
もっといえば、私たちが日常に、「現実」だとして観ているものもまた同様であるといえる
のではないだろうか。 

○芸術家は、「純粋な像を創設したいという欲望」を持って作品を描き、創る。 
「物体」を観て、それが「純然たる像」の射影として観てもらいたいと願う欲望。 
○もちろんここでは、芸術作品を鑑賞するための方法について注釈を加えようというのでは
なく、 
私たちの「視覚」そのものが、いわば「常識」のもとに 
いかに囚われ拘束されているかに気づくことが重要ポイントである。 

私たちはいったい「何を」「観て」いるのだろうか。 
すべての「視覚」について、いちど踏み迷ってみる必要がある。	 

◎松浦	 寿夫・岡崎	 乾二郎『絵画の準備を!』 
（朝日出版社/2005.12.31） 
 
＊コンテンツ（各章のタイトル）は以下の通り。 

1.純粋視覚の不可能性／2.代行性の零度／3.無関係性／4.「国民絵画」としての日本画／ 
5.平面性の謎／6.誰がセザンヌを必要としているか（I)／7.誰がセザンヌを必要としている
か 
（II)／8.モダニズムの歴史という語義矛盾／9.メディウムと抵抗	 
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純粋視覚の不可能性： 
「網膜の受動性」への批判	 

4	 

松浦／純粋視覚の不可能性こそが、モダニズムの本源的な状態としてありますね。 
　　岡崎／それは結構重要な気がしますね……当たり前といえば当たり前なんだけれ 
　　ども、忘れられやすいという気がしますね。たとえば素朴に自然主義的に純粋な 
　　近くを獲得しようとするとき、デュシャン以来の理念による切断には違和を覚え 
　　る。あるいは不得手な人たちであろうと、仮の目標として純粋視覚を設定（実際 
　　そんなことはありえないにしても）すれば、必ずそれを獲得するための方法論な 
　　り、作業を組み立てなければならなくなるということと意外と同じことなのかも 
　　しれない。あるいは多分に道徳的信条の違いのようなものかもしれない。その方 
　　法論に違いがあるとすれば、はじめに経験として意識される自分たちの経験とい 
　　うのが、そもそも完全にあらかじめ与えられたレディメイドのものだったかもし 
　　れない、という懐疑があるかどうかだと思う。 
　　　その意味では、歴史的な意識がやはり日本には欠けている。少なくともデュシ 
　　ャン以降、いやセザンヌだとかスーラとかのことを考えると後期印象派の段階、 
　　さらに遡ってマネ、クールベのあたりから、すでに、視覚というのは基本的に、 
　　歴史的に拘束された、与えられたものでしかないという意識がモダニズムのなか 
　　にはあったと思います。日本にはしばしばそれがなさすぎる。（・・・） 
　　　たとえば、高村光太郎は例の「緑の太陽」で、日本の地方色とは何かという問 
　　いかけなどナンセンスだと論じた。そういう意味では、彼の見解は先見的なモダ 
　　ニストのようにも、コスモポリタンのようにも聞こえるけれど、ところが、光太 
　　郎も結局は、自分が絵を描くかぎり、日本人であしかありえないと語りだしてし 
　　まう。最後には経験の身体的な自然性というものに帰してしまうところがありま 
　　したね。 
　　松浦／この「緑の太陽」と題されたテクストは、まさに世界的な普遍性と、日本 
　　的な局所性というふたつの概念の対立を演出しながら、両者がいずれも視覚の純 
　　粋において保証されるという構図になっています。（…）この思考の構図は日本 
　　型のモダニズムの曖昧なゆらぎというか、無意識的な戦略となっているという点 
　　で、その後、現在にいたるまで何度となく反復されるひとつの典型的な思考の組 
　　み立て方といえるでしょう。(P.16-17)	 

＊高村光太郎「緑の太陽」のテクストは以下で読めます（「青空文庫」で作られています） 
http://www.aozora.gr.jp/cards/001168/files/46507_25640.html	 

	 

	 

note2 
○デュシャンには、「網膜の受動性」への批判がある。いわば経験の自立性というのは、 
社会的、歴史的に規定される対象と結びついた自明性とでもいえるようなものを一度、切断
しなければならない。 
○わたしたちは、たとえばそれを「芸術作品」として見ることで、 
今自分が社会的、歴史的に「これが芸術作品だ」という認識形態のなかでしかそれを見るこ
とができなくなっている。 
芸術作品以外でも同様で、「これはこういうふうに見なければならない」「こういうふうに
見るのが正しい」 
というような自動化した認識図式のなかでしか現実とされるものを見ることができなくなっ
ている。 
つまり、すべてを「レディメイド」としか見ることができなくなってしまっている。 
○見たものをありのままに描くとか、自然をありのままに写し出すとかいうことがよくいわ
れるが、 
そんなことはただの抽象でしかない。 
絵ではなく、言葉も同様で、学校の作文で「思ったとおりに書きなさい」といわれたりもす
るが、 
そんなことができると信じているとしたら、それこそが錯誤であり、一種の心の病でしかな
いとさえいえる。	 
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○たとえば「レアリスム」といえば、 
見えるものを見えるとおりに描くという方法だと考えられたりもするのだけれど、 
誰も見えるものを見える通りに描いてなどいないし、そんなことなどできはしない。 
「見る」という行為と「描く」という行為がレアリスムの立場では、 
同時に成立するということになるのだけれど、 
描かれる対象は一度、短い時間であれ、なんらかの記憶に置きかえながらでしか描くことは
できない。 
それをつきつめて考えていくと、描かれるものは、基本的に「見えないもの」「不可視なも
の」なのだといえる。 
○そこで常に誤解のなかで、というよりも憧れのようなものかもしれないが、 
そういう「見えないもの」「不可視なもの」をとらえるためには、 
変な作為をもたないで、「素朴さ＝プリミティヴな」なかで、 
ある意味、素人的にあるいは無意識的の領域のなかでとたわれない視覚をもって 
それを表現する方向性をとろうとする方向性がでてくる。 
それを方法論として模索するか、非常に素朴にそれが可能だと思い込んでしまっているかは
さまざまなのだけれど。 
○さて、ついでに日本におけるそうした観点のとらえかたについて、ついでに見ておこうと
いうことで、 
高村光太郎の「緑の太陽」という評論についての話を挙げておいた。 
本書には掲載されていないが、ネット上であったので、参照可能である。 
○高村光太郎は、芸術表現というのは自然をありのままに写し出すようなものではないとし、 
画家の内面・個性の表出であるとしたが、そこで「日本人」問題を同時にだしていたりもす
る。 
これは芸術以外の側面でもしばしば見られる態度でもある。 
これは大変てごわいテーマでもある。 
いわば、日本人の身体性とでもいえるテーマでもある。 
○ちょうど、「内田樹の研究室」の 
「ポストグローバル社会」とナショナリズムについて」に、面白い示唆があった。 
いってみれば、「思想は身体に基づいて存在する」という視点。 
これは政治思想に関する示唆ではあるが、 
芸術を含むさまざまなところでも見逃すことのできない視点であるように思える。 
政治的には「どの政治家を信頼するか」ということになるが、 
芸術家においても「画家の内面・個性の表出」の背景には、 
それを担保するなにがしかの「生身」というか「身体性」を求めざるをえないというところ
だろうか。 
「近代の政治的経験から私たちが導き出すのは、「ナショナリズムと類的存在を架橋する」
細い道以外に、 
政治的選択肢として可能性のあるものはなさそうだということである。 
そして、その場合、「誰を信じるべきか、誰についてゆくべきか」のぎりぎりの基準は、 
政策コンテンツの綱領的な整合性や「政治的正しさ」ではなく、その政治思想家の「生身」
だということである。」 
○ぼくなりの神秘学ととしての視点でいえば、私たちの認識を担保する「生身」「身体性」
にしても、 
一度はある意味「故郷喪失者」である必要があるといいたいところであるが、 
いわば民族的な「生身」「身体性」にみずからのアイデンティティーを 
血肉として持っている人にとってはかなりむずかしいところなのかもしれない。 
○しかし、視覚の「幅」の呪縛から自由になり、「奥行き」へと向かうためには、 
やはり素朴な「受動性」を一度は切断する必要があるように思う。 
切断し、「奥行き」へと向かった上で、 
ある種の「自然（じねん）」的なありようを獲得することは重要なのだけれど、 
最初からみずからを「あるがまま」に投げ出してしまうという態度は、現代では大変な危険
性に身を置くことになる。 
社会的、歴史的に規定されていることに気づかず、 
その（本人はそう思ってなどいないだろうけれど実質的に）「自動機械」のようになってし
まうという危険性である。	 

	 

＊「内田樹の研究室」の「「ポストグローバル社会」とナショナリズムについて」は以下で。 
http://blog.tatsuru.com/2013/02/27_1227.php	 
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芸術それ自体が一種の超＝自然	 
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岡崎／印象派の画家であれ、クールベであれマネであれ、まともにいえば画面の 
　　真ん中で後ろ向きになっている女の子なんて描きたいはずはない。こんな描きた 
　　くない画題はない。たとえばボナールはお風呂の中に奥さんを浸けて描いたけれ 
　　ども、後で後悔している。こんな難しい画題を選ばなければよかった、と。非常 
　　に不自然な画題だったわけですよ。恋愛対象としていえば、まったく好きじゃな 

　　い人をいかに愛するかというような事態が、いまいった欲望の切断であって、こ 
　　れこそがデュシャンの「大ガラス」であったり、遺作のモチーフでもあったわけ 
　　です。 
　　　ところが日本の場合、ある種。堪え性がないのか、不自然であるとか操作的で 
　　あるとかいって、こうした状態があるとすぐに改変してしまう。けれど欲望も恋 
　　愛も知覚もすべてもともとは恣意的なものです。（…） 

　　松浦／それが恣意性ということですね。つまり、結びつきの非＝不自然性という 
　　ことです。そして切断なしには自己は形成されえない。自己を形成するには必然 
　　的に切断が介入せざるをえない。 
　　岡崎／その意識が欠けている。自分が日本人であることは仕方ないというのであ 
　　れば、逆にアメリカであろうと中国だろうと、日本以外のどんな場所でもあえて 

　　仕方ないと受け入れることで、そこで主体性というか、自己・主体性が形成され 
　　るはずですね。要するにこうした受動性という、まさにパッション＝受苦的なも 
　　のと、先験的なものとの区別がつかなくなっている。ギヴン＝与えられたという 
　　のは受苦ですよ、キリスト教的にいえば。与えられた、受け身でしかない状況と 
　　先験性とは違う。むしろ物自体のように与えられる。 

　　松浦／与えられることによる不自由さは日常的にもあります。何かをもらったせ 
　　いで、それに拘束される。お歳暮をもらったからとか、そういう日本的な関係性 
　　のなかにもありますからね。 
　　岡崎／だから、その拘束性というものに対してまったく無自覚であるというのは 

　　どうすればいいのか。受動性と先験性の区別がつかないというのは。（…） 
　　自然性といわれるものも、受動性とはぜんぜん違う。自然性なんてものはたかだ 
　　か観念なんだから。受動性というのは自分の嫌なものでも受け入れなければなら 
　　ないということなんだな。ときにはむしろ自分が不自然だと思うことを強制され 
　　て……しかし、それを積極的に超克してしまうのが受動性だったりする。 

　　松浦／はっきりいえば、芸術それ自体が自然性ではないからね。（・・・）一種 
　　の超＝自然。（P.41-43）	 
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◇note3 
	 

○描きたいものを描く。書きたいものを書く。見たいものを見る。聞きたいものを聞く。 
・・・と自分で思っている、と考えてみよう。 
つまり、ほんとうに自分はそうしたいと思ってそうしているのだろうか、と。 
○あるいは、自分がそうしたいと思っていることを意識しないまましているときと、 
自分がそうしたいと思っているということを対象化している意識の状態との違いを考えてみ

る。 
すべてを『』（括弧）に入れることで、無意識にそうしているときとはどこかが、なにかが
違ってくる。 
ほんとうにそうしたかったのだろうと確信できるとか、 
ほんとうはそうでもなかったと気づくかとかいうことの違いはある意味どうでもいい。 

少なくとも、『』（括弧）に入れることで、たとえそうしたいからするのだとしても、 
それは自分に「与えられたもの・状態」となる。 
そして、それはどこかで自分に対して拘束的に働くことになる。 
「おれはしたいからしてるんだよ！」と叫んだところで事情は変わらない。 
○自己意識というのはそのように、与えられた、受け身でしかない「パッション＝受苦的」

なものである。 
○そうした「パッション＝受苦的」なものとしての自己意識を避けようとして、 
「あるがまま」「自然（じねん）」「とらわれのなさ」といったことを称揚する方向性もあ
り、 
それを「先験性」ということもできるだろうが、それはおそらく憧憬であり、観念でしかな

い。 
子どもに帰ること。絵に描いた餅。子どものようであること。 
つまり、自らの内なる子どもに気付くこと可能だが、もはや子どもであることに帰ることは
できない。 
○人間は自然からでてきた部分も身体的にはあるが、不自然である。 

その不自然をなんとか超克しようというのが芸術なのかもしれない。 
芸術は人工の限りを尽くして不自然を超克しようとする。 
自然に帰るのではなく、自然を超えようとする。 
「物自体」に帰ろうとするのではなく、おそらくは「物自体」へと超えようとする。 
○キリストの受苦がわたしたちの受苦なのは、それが否応なく与えられているからだ。 

与えられたもの、ギフト。ギフトには、そういえば毒という意味もあった。 
エデンの園の毒リンゴ。リンゴそのものが毒。 
○現代芸術がともすればとてもわかりにくく感じられるのは、 
芸術家が自覚的な無自覚的かはわからないけれど、 
おそらくはそれらが自己意識という不自然を増幅させそれをなんとかして 

「超＝自然」を創り出そうとしているからなのだろう。 
○だから、私たちは、描きたくないものを描いてしまい、書きたくないものを書いてしまい、 
見たくないものを見てしまい、聞きたくないものを聞いてしまう。 
できうれば、そのしたくないことをしてしまうことを『』（括弧）に入れること。 
そうすることで、それらはある意味で、「超自然」になり得るものを秘めている。 

○そうすることで、それまで描いてきたこと、書いてきたこと、見てきたこと、 
聞いてきたことの世界ではとらえられなかったものをとらえることができる可能性を得る。
それは、「奥行きへ」向かう道でもあるのではないかと思っている 

。とはいっても、厭なことを率先してすべきだというのではまるでなく（それはただのマゾ
でしかない）、 

必要なのは『』（括弧）に入れることなのだ。	 
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見えるものと見えないものとを総合する行為としての
「見ること」 
眼は手のようにものをつかむ	 
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（引用テクスト：前田英樹『絵画の二十世紀』ＮＨＫブックス/2004.4） 
　　　見ることは、それ自体がすでに、見えるものと見えないものとを総合する行為になる。 
　　もちろん、見えないものは、林檎や坂道の向こう側だけではない。私が自分の目の前に 
　　座る男の顔や身体を見ることは、その男の見えない意図や感情や次の動作を読むことと、 
　　いやでも繋がっている。繋がっていなければ、私はその男を見たことにならない。 
　　　こうしたことは、結局何を意味しているか。簡単に言えば、見ることは、見られるもの 
　　に対する私たちの身体の行動そのものだということを意味している。私たちの眼は、写真 
　　機のような独立した機械ではない。視覚器官は、中枢神経に連接し、中枢神経は末梢神経 
　　を通して身体の全域に絶え間なく連動の指令を出している。この全体が動いていなかった 
　　ら、眼という一器官は機能障害を起こしてしまう。見ることは、行動することであり、行 
　　動することは、この中枢的な身体が有用に働いて生き延びることである。したがって、見 
　　ることそれ自体、といった行為はあり得ないだろう。ただ見るために見る、そんな欲求を 
　　視覚器官は受け容れてはくれないだろう。（P.34-35）	 

	 

◇note4 
◎この「エスキス」では、視覚、つまり「見ること」のいわば「質」について考えようとしている。 
そのために、いわゆる「現代絵画」の視点を参照したりもしている。 
◎「現代絵画」にはなぜ「現代」という言葉がわざわざつけられているのだろう。 
「現代音楽」にも「現代」がわざわざつかれれている。 
おそらく「現代」という言葉で、聴くことや見ること、 
そして演奏される音や描かれる絵そのものが問われているからだろうと思う。 
◎私たちはみずからを問うように、絵画を見、音楽を聴く。いや、見ざるをえない。聴かざるを得な
い。 
単なる娯楽、気晴らし、エンタメといった要素もそこにはもちろんあり、 
マーケットとして存在している商品としての作品といった性格もあるが、 
ここではそういった視点に関してはとりあえず外しておく。 
とはいえ、そうしたなかにも、もし私たちが聴くこと、見ることの「質」を高めようとするならば、 
そこにはそれに応じた「問い」がでてこざるをえないだろう。	 

◎その「問い」を推し進めていくと、「絵画」とはなにか、 

つまり「なぜ絵画があるのか」、そしてその行為があるのか、と問わざるをえない。 
そして、その問いは、「見る」とはいったいどういうことかという問いに行き着くことになる。 
◎この「エスキス」は「「視覚の奥行きへ向かう」ことを目的としている。 
ふつう「見る」ということでイメージしている視覚はどんなに頑張っても 
私たちにとっては二次元平面しかとらえることができないのだけれど（空間認識としては三次元では
あるが）、 
そうした二次元の多層化・輻輳化とでもいえる空間認識ではなく、 
そこに「見ること」の別次元を見ようというわけである。	 

◎そこででてくるのは、メルロ=ポンティである。上記の引用はその哲学を背景にしている。 
メルロポンティは身体性を絡めてというか、身体ということを踏まえた視覚、 
たとえば触覚と視覚の交叉などについて、セザンヌなどを引き合いにだしながら考察している。 
つまり、上記の引用の「見ることは、見られるものに対する私たちの身体の行動そのものだ」という
わけである。	 
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◎シュタイナーも、見ることを単に光が眼に映じて・・・というふうにはとらえていない。 
眼は対象をつかむというのである。私たちの手がなにかをつかむように、眼がそれをつかむ。 
だから、見るという行為は対象と離れては存在しない。 
対象をつかまなければ見ることはできないわけである。 
だからそれを単なる「対象」ということはすでにできない。 

◎見るということで、そこには「見えないもの」が折りたたまれているということもできる
だろう。 
そして、その折りたたまれているにもかかわらず、それに気付かないままでいるか、 
それを展開し得るかということが、見ることの「質」の違いとなってあらわれる。 
◎メルロ=ポンティは、「私の身体は、世界と同じ肉でできている」（『見えるものと見えな
いもの』）という。 

これをぼくなりに勝手に敷衍して解釈すれば、「私の身体は世界が折りたたまれたものだ」
ということになるだろうか。 
だから、私は見ることで世界をこの身体に取り入れている。そうしないで見ることはできな
い。 
少なくとも自覚的になればそれを探求せざるをえなくなる。 

◎そしてそこにあらたな問いが生まれる。「それでは、その『世界』とはいったい何だろ
う」という問いである。 
それは「世界はなぜあるのだろう」「世界はなぜそのように現れているのだろう」という問
いでもある。 
それは「私はどこからどこへ行くのだろう」という問いを内包しているともいえる問いであ

る。	 

＊参照テキスト 
前田英樹『絵画の二十世紀』ＮＨＫブックス 
『メルロ=ポンティ・コレクション』	 (ちくま学芸文庫／翻訳：中山	 元) 
メルロ=ポンティ『見えるものと見えないもの』（みすず書房） 
メルロ=ポンティ『眼と精神』（みすず書房）	 



esquisse-interlude　(2013.3.11)	 

志村ふくみ『薔薇のことぶれ:	 リルケ書簡』 
（人文書院/2012.10.10） 
ー「視覚の奥行きへ向かうためのエスキス」に関連してー	 
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志村ふくみさんの『薔薇のことぶれ:	 リルケ書簡』がでている。 
前著の『晩禱:	 リルケを読む』に続いて、テーマは同じくリルケ。 
今回は、書簡。そのなかでも妻のクララに宛てた「セザンヌ書簡」の章がきっかけで、 
久しぶりにセザンヌがぼくのなかでクローズアップされてきた。 
今少しずつ書き始めている「視覚の奥行きへ向かうためのエスキス」というのは、 

この「セザンヌ書簡」がきっかけでもある。	 

　　「１９０７年、リルケはクララに宛てて、約２０通近いセザンヌについての 
　　書簡を書き送っている。この書簡は世に、「セザンヌ書簡」と呼ばれ、いず 
　　れまとめて「セザンヌ論」として出版されるはずであったが実現されなかっ 
　　た。」（P.41）	 

志村ふくみさんの熱のこもった紹介もあり、ふと思いついて、 
小林秀雄の『近代絵画』のなかの「セザンヌ」の章を読み直してみた。 
ここにもこの「セザンヌ書簡」のことが随所にでてくる。 
ずっとずっと前に読んでいたはずだが、まったく記憶にない。 

しかし、今読むとずいぶんよくわかる。 
というか、ぐいぐいと引き込まれるように面白い。 
ょっと気になったところを引いておくことにする。	 

　　「絵は見て眼を楽しますというより寧ろ描かれた物が何を語っているかを『正 
　　しく読むべきものだ』とさえ言っている。物の本性が見通せる様に眼を使うこ 
　　と、物がその本性を語る様に抽き出す事、それがプーサンの思想であった。彼 
　　もまた、自然は表面より深さの方を沢山持っていると考えた、とセザンヌは考 

　　えたかったのであろう。」（新潮文庫P.74）	 



esquisse5　(2013.3.12)	 

奥行きを見ること 
存在者との呼吸 
世界との呼吸 
記憶の向こう側の奥行きを見ること 
世界表象	 
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◇引用テキスト 
（テクスト：熊野純彦『メルロ＝ポンティ　哲学者は詩人でありうるか』ＮＨＫ出版）	 

　　　岩は、ただそのかたちと色合いについてだけ「見られている」のではない。岩は、ざらざら 
　　したその手ざわりにおいて見られ、動かしがたいその重量感においても見られている。質感と 
　　量感がともに見られていることで、見られた岩には厚みと嵩とが与えられ、たしかに存在する。 
　　あるいはそこに「ある	 il	 y	 a」ものとして見られることになる。画家が描く岩肌は、二次元の画 
　　布のうえに色とかたちだけを用いて、岩の重量感と手ざわりとを描きとっている。ひとの視覚 
　　は見えない（はずの）ものを見ている。画家の筆は、視覚をとらえかえすことで、見えないも 
　　のを見えさせているのである。 
　　　たとえばセザンヌの「サント・ヴィクトワール山」のことを考えてみよう。それが教えている 
　　のは、そもそも、かたちとは、色とはなにかである。（…）セザンヌの絵筆が、かたちをあえて 
　　デフォルメすることで示しているものは、「生まれ出ようとする秩序」であり、生まれようとす 
　　る自然自体にほかならない。（『意味と無意味』） 
　　　見ること、視覚に固有の次元については、もうひとつの問題がある。ひとは空間の深さを、つ 
　　まり「奥行きprofondeur」を見ているということだ。私が奥行きを見ているとは、しかし、どの 
　　ようなことなのだろう。 
　　　ある種の考え方によれば、そもそも奥行きは見えるはずがない。じっさいに見えるものは、網 
　　膜上に映った二次元の像である（はずである）からである。奥行きはその場合、すこしずつずれ 
　　た両眼が収斂するなかで与えられると考えられるか、あるいは、見かけの大きさの縮小や、対象 
　　像の鮮明さの低減を手がかりに構成されるものと考えられる。そのように考えられるとき、奥行き 
　　は「横から見られた幅」とおなじものととらえられている。だが、私が見ているのは、まさしく奥 
　　行き、空間の深さであって、「幅」、ひろがりではない。深さがひろがりに置き換えられたとたん、 
　　「奥行きは見えなくなる」のである。（…） 
　　　奥行きは、見られた世界そのもの、世界にぞくする事物から引き出されることはできない。それ 
　　は意識によって、事物や世界に付与されたものであると語ることもできない。奥行きは、それは、 
　　なにから生まれるのだろうか。メルロ＝ポンティの答えは、こうである、「奥行きは私の視線のも 
　　とで生まれる。私の視線はなにか或るものを見ようとこころみるからである」。私の視線がなにか 
　　に向かっていることこそが、奥行きの知覚を生むのだ。 
　　（・・・） 
　　　奥行きの知覚とは、単純にいえば、ものがそこに見えるという経験である。あるいは、より正確 
　　に語るとするならば、ものがそこにあることをめぐる経験のことである。奥行きとは世界の厚みの、 
　　「嵩voluminosite」の経験である。世界が世界として存在し、しかも私に対してひろがっていること 
　　の経験なのである。 
　　（・・・）	 
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　　　見えないはずの木肌のざらつきを見、目でその木肌に触れているとき、木々のおもてをたどる私の 
　　眼は、また幹の表面によって触れられている。見えないはずの奥行きのなかで、木の幹と厚みを見て 
　　いるとき、奥行きの深部から私もまた視線を向けられている。しっとりと湿気を帯びた森の気配、強 
　　く、けれども秘めやかに立ちこめている生命の薫り、微妙な陰影を示す緑、木漏れ日、葉が擦れあっ 
　　て立てるかすかな音、達ならぶ樹木、敷き詰められた落ち葉、そうした空間の深さ（profondeur）のな 
　　かで、つまり経験の奥行きのうちで、木々もまた、私をまなざしているのではないだろうか。じっさい 
　　ひとは、かなたにうす暗闇をつくっている森の奥底から、なにかが視線を向けているのを、感じること 
　　があるのではないか。ーー「ひとがインスピレーションと呼ぶものは、文字どおり受けとめられるべき 
　　である。ほんとうに、＜存在＞の吸気(inspiration)と呼気(expiration)があり、＜存在＞における呼吸 
　　(respiration	 dans	 Etre)がある」。 
　　（P.87-93）	 

	 

◇note5	 

◎私たちが見ているのは、実際に見ているのは、「網膜上に映った二次元の像」でしかない。 

テレビもコンピューターのディスプレイのしても、それがたとえ３Ｄ的な見せ方をするシステムがあったとして
も、 
そこに私たちが見ているのは平面の像である。 
しかし、私たちは多くの場合、そこに「奥行き」を見ている。その「奥行き」というのはいったい何だろう。 
私たちはそこに何を見ているのだろう。 
◎メルロ＝ポンティは、私たちが見る「奥行き」を、世界の厚み、「嵩」の体験であると示唆している。 
世界が世界として存在している。そして私に対して広がっているという経験そのものである。 
そしてさらに、前回のnote4にもあったように、見るということは単なる光の遊戯ではなく、 
眼でふれる、眼でつかむという体験であり、さらにいえば、まなざしをする、眼でふれる、 
眼でつかむということは、逆にものにまなざしされていること、ふれられていること、つかまれているというこ
とでもある。 
◎つまり、わたしたちが奥行きを見るということは、見ているものとのあいだで「呼吸」しているということだ。 
岩を見るということは、岩という存在者に対して、「呼」びかけ、「吸」い込むということを繰り返していると
いうこと。 
そうすることで、岩という存在者は、逆に、私たちに「呼」びかけ、「吸」い込んでいる。 
◎従って、世界が世界として存在している。そして私に対して広がっているという経験というのは、 
そのように世界を呼吸している、世界に呼吸されているということでもある。 
◎上記引用部分の射程はここまでであるが、重要なのはある意味ここからである。 
私たちは目の前にあるものだけを「見ている」のではない。 
少し前に、あるいは昨日、昨年、数十年前に見た岩や樹木をも「見ている」。 
それは、記憶でもあるが、さらにいえば記憶をも超えている向こう側の「奥行き」をも「見ている。 
その向こう側の奥行きというのはいったい何だろうか。 
◎シュタイナーは、植物の生成と衰退や植物の種の中に潜在している生成力、 
結晶の形態などについての内的な像を形成する沈潜の時間を持つ瞑想法を 
『いかにして超感覚的世界の認識を得るか』で示唆している。 
◎たとえば、目の前に「種」を置く。この種から芽がでて根を張り、双葉が出、茎が伸び、 
さらに葉を次々に広げ、花を咲かせ、実を付け、やがて枯れていくことを内的に表象する。 
見えている「種」のなかにあるであろう潜在力を内的なイメージの力で顕在化させ展開させていく。 
もちろん、イマジネーションの世界のなかで。 
◎そのとき私たちはいったい何を見ているのだろうか。 
実際に見ているのではない「見ること」。その「奥行き」。 
そしてそのとき、私たちは何と呼吸しているのだろうか。 
そしてそこに広がっている「世界」とはいったいどのような「世界」なのだろうか。 
◎そして、私たちが普通「見ている」と思っている対象世界の表象と記憶のなかでの世界表象、 
そして対象を持たない純粋なイメージのなかでの表象とはどのような関係にあるのだろうか。	 
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モナドロジー 
転換可能性（可逆性） 
裏返し 
内と外とがたがいに密着している裏返し点としての
「襞」 
交叉配列（キアスム）	 
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◇引用テキスト 
（メルロ＝ポンティ『見えるものと見えないもの』より 
「研究ノート」1960年11月16日「交叉配列ーー転換可能性」の項/みずず書房　P.388）	 

　　　転換可能性ーー裏返しになった手袋の指ーーひとりの目撃者が表裏両方のがわに 
　　まわってみる必要はない。私が一方のがわで手袋の裏が表に密着しているのを見る 
　　だけで、私が一方を通して他方に触れるだけで十分である（領野の一点ないし一面 
　　の二重の「表現」）、交叉配列とは、この転換可能性のことなのである。ーー 

　　　＜対自＞の＜対他＞への移行が行われるのも、この転換可能性によってのみである。 
　　ーー実のところ、私と他者が事実的なもの、事実的な主観性として存しているのでは 
　　ない。私と他者とは、二つの隠れ処、二つの開在性、何ものかが生起してくる二つの 
　　舞台なのである。ーーそして、これらはいずれも同じ世界、＜存在＞という舞台に属 
　　しているのである。 

　　　＜対自＞と＜対他＞とがあるわけではない。それらはたがいに他方の裏面なのである。 
　　だからこそ、この両者はたがいに合体するのである：投射ー取り込み。ーー私の前に 
　　いくらかの距離をおいて、私ー他者、他者ー私の振替えがおこなわれる線があり、境界 
　　面があるのである。ーー 
　　　与えられたただひとつの軸、ーー手袋の指の先は無である。ーーしかし、それはひと 

　　が裏返すことのできる無であり、そのときひとがそこにもろもろの物を見ることになる 
　　無なのである。ーー否定的なものが真に存在するただ一つの「場」は襞であり、つまり 
　　内と外とがたがいに密着しているところ、裏返し点である。ーー	 

　　　私ー世界 
　　　私ー他者の交叉配列ーー	 

　　私の身体ともろもろの物の交叉配列、これは私の身体が内と外とに二重化されることーー 
　　そしてもろもろの物が（それらの内と外とへ）二重化されることーーによって実現される。	 
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◇note6	 

	 

◎このところメルロ＝ポンティをずっと読んでいる。 
その思考に少しでも分け入ることで、「見えるもの」の「奥行き」にあるであろう 

「見えないもの」へ向かう糸口を、その糸（意図でもあるか）をつかまなければならない。 
◎「奥行き」を「観」ようとするならば、ベルクソンの「持続」、 
そしてこのメルロ＝ポンティの転換可能性（可逆性）、転換可能性（可逆性）を理解する必要がある。 
そして、その「奥行き」のいわば表と裏の「間」の「裏返し点」にある「襞」を。 
◎「襞」は、ドゥルーズのライプニッツ論でもある。 

ライプニッツが示唆した理念の核には「モナド」がある。 
◎「延長」を本性とするものには「一」としての「モナド」は存在しない。 
「モナド」は、「精神」であり、「一」であり同時に「多」（その表現・表出）でもあり、 
過去・現在・未来にわたる無限を含むことができ、しかも「窓」がない。 
このライプニッツの「モナドロジー」はまさにバロック的な無限増殖的な「襞」そのものでもある。 

それは、一と多はもちろんのこと、生と死、精神と自然を交通させていくマニエリスム的な手法でも
ある。 
◎さて、「見えるもの」が「見える」ということはどういうことだろうか。 
それは単に、光が物に当たりそれが眼に入って網膜に映るとかいったものではない。 
前回までにも示唆したことだが、「見る」ということは 

「見えるもの」を手がつかむようにとらえるということであり、 
逆にいえば、「見えるもの」が見ている私を逆につかむということでもなければならない。 
芸術においては、それをどのようにして表現するかが最重要になる。 
◎このことについて、メルロ＝ポンティはこのように示唆している。 
「見えるものが私を満たし、私を占有しうるのは、 

それを見ている私が無の底からをれを見るのではなく、見えるもののただなかから見ているからであ
り、 
見る者としての私もまた見えるものだからにほかならない。 
一つ一つの色や音、肌ざわり、現在と世界の重み、厚み、肉をなしているのは、 
それらを把握している当の人間が、自分をそれらから一種の巻きつきないし重複によって出現して来

たもので、 
それらと根底では同質だと感することであり、彼が自分に立ち返った見えるものそのものであり、 
その引きかえに見えるものが彼の目にとって彼の写しないし彼の肉の延長のごときものとなることな
のである。 
（同上「問いかけと直観」よりP.158） 

◎ここで注意が必要なのは、この転換可能性（可逆性）は、 
そのまま同一性ということではないということである。 
見るものと見られるもの、触れるものと触れられるものとは否定的な意味での同一性だということ。 
上記の引用に、手袋を裏返すという比喩があるが、 
このような交叉配列（キアスム）的な関係における否定的な同一性。 

見るものと見られるもの、触れるものと触れられるものは、互いに他方の「裏面」なのである。 
◎我と汝の関係もそのような交叉配列（キアスム）的な関係においてとらえる必要がある。 
そこには手袋のような「襞」という境界線がある。 
モナドとモナドとの間の交通もそのようにとらえる必要があり、 
その「襞」に一と多、生と死、精神と自然といったものの転換可能性（可逆性）と 

バロック的な無限増殖を可能にする境界面がある。 
◎見えるものと見えないものは、 
そのような交叉配列（キアスム）的な転換可能性（可逆性）において表出され表現される可能性を得
る。 
私という場において、私の見る世界という場において、 

そして逆転したあなたという場において、あなたの見る世界という場において。	 
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私はどこにいるのか 
「か・が・み」のなかの「我」	 

15	 

◇引用テキスト 
 
（船木亨『＜見ること＞の哲学／鏡像と奥行』世界思想社	 2001.12.25/P.388） 
Ａ）　鏡は、世界の光景のなかにあって、わたしの身体と一定の関係のもとにある特殊な空間を出現させ
る。鏡に映し出された身体空間は、空間一般とは決定的	 に異なって、＜見ること＞そのもの、ひいれは
空間に対してわたしの身体がもっている意義を体現している。（…）身体とは、世界へのわれわれの投錨
であ	 りーー混沌を封じ込めたとされる中国古代の鏡の神話が示しているようにーー世界が混沌ではなく
秩序をもったものであることを実践的に実現するものであるか	 らこそ、物体のように鏡に映る単なる一
対象ではなく、鏡と対になって鏡の不思議な現象を作り出すのである。 
　他方、身体の鏡像に違和感をもたらしていたものは、始原的空間と幾何学空間の両義的な関係である。
「両義的」とは、二重の現れかたをしながらも、どちら	 かの側から双方を、あるいは、いずれをも超え
た別の原理で双方を説明することもできないようなありかたのことである。運動において自明な始原的空
間と、知	 覚において見出された幾何学的空間を重ね合わせることはできない。こうした差異、わたしの
身体と身体の鏡像との差異は、紛れもないものである。（…）鏡像	 の左右逆転は、始原的空間と幾何学
的空間の調停の結果であるが、こうした二つの身体のあいだの同一性と差異性の経験こそ、鏡のまえで感
じとられている当の	 ものだったのである。（P.76-77） 
 
Ｂ）　＜見る＞ということに不可欠に含まれているのは、それによって見られるものが奥行（立体性と距
離）のもとにあるということであり、奥行とは、以上を	 ふまえると、複数の主観、複数の視点のあいだ
で与えられる光景の意味である。＜見られるもの＞が奥行のもとにあるということは、＜見られるもの＞
がそれを	 見る主観の外部にあって世界の光景として見られるということであり、権利上すべての他者に
よって見られうるものであるということである。（…） 
　「わたしの見る光景が世界のひとつの射影としてしか与えられない」と述べることは、「複数の他者の
視点、わたしの複数の視点もまた、それぞれにひとつの	 射影として世界の光景を捉える」と述べること
でもある。＜見ること＞において、＜見えないもの＞は、他者がその場所から側面を見ることができるも
の、およ	 び他者がわたしの場所に立ったなら見るかもしれぬものの総体である。それらは、＜見られる
もの＞における潜在性である。だが、それらは、他者によって側面	 として、またわたし自身によって別
なしかたで＜見られるもの＞でもありうるわけで、＜見ること＞において克服されてしまうのではなく、
＜見えないもの＞と	 しれ（人形浄瑠璃のように）みずから姿を隠すことによって＜見ること＞を実現さ
せているのである。 
　他方、＜見ること＞の能動性は、受動的に＜見えるもの＞に対して実現されるということであった。
（…）では、＜見えるもの＞は何かというと、それは他者	 とともに何かを見るたびにたえず学ばれなお
されてきたものであり（…）それは特定の他者のものというよりは、歴史を通じ、無数の他者によって見
られたもの	 が相互主観的に沈殿してきたものであるに違いない。 
　結局、自分と他者との向かい合いが引き起こすもろもろのことの集積が、このようにして奥行を実現す
るとともに、始原的空間を知覚的分節の歴史と幾何学の	 生成へと引き渡してくれたのであり、その奥行
の体制によって、わたしのまなざしは光景のなかを、光景にさそわれるままに彷徨することができるよう
になって	 いる。（P.154-155）	 
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◇note7 
◎鏡に左右逆転したように映って見えること等については、だれしもいちどは鏡の前にいる自分と鏡
に映っている像を比べながら、実際のところどうなのかを考	 えてみたことがあるのではないだろうか。
そして、考えれば考えるほど、あるいは感じれば感じるほどに、なにかがねじれていくような不思議
な感じになってい	 く・・・。 
 
◎そこで今回は「鏡像」について考えながら、なぜ私たちは鏡という二次元平面に映っている像に
「奥行き」を感じるのか、そしてその鏡像を「見る」ということはどういうことなのかについての問
いを共有していければと思う。 
 
◎下記引用にもあるように、鏡像問題は、運動における始原的空間と知覚における幾何学的空間とい
う二つの身体の同一性と差異性ゆえに起こるともいえる。 
 
◎そのことを理解するためには、前後左右上下という方向性を幾何学的に理解される三次元空間のＸ
ＹＺの３つの軸としてではなく、身体が固有に持つ空間の方向性として考えた上で、鏡像で逆転して
見える方向性を他者と向かい合う方向としての左右として理解する必要がある。 
 
◎私たちの視線、つまり見る主観としての自己は、私たちが生まれ育った身体経験の成立とともに他
者を含みこんでいる。と同時に、見ることー見られることを習得することで、いわば間（相互）主観
的な幾何学的空間性を身につけている。 
◎したがって、わたしたちの見ている空間は、今見ていると思っているもので構成されている幾何学
的三次元空間やそれが平面に射影されたものであるというだ	 けではなく、そうした「他者のまなざ
し」によって成りたっている「奥行き」という見えないものが支えているといえる。 
 
◎ちなみに、ラカンの鏡像段階説では、	 前エディプス期（生後6ヶ月から18ヶ月）において、幼児が
鏡に映る自分の像を「自己」として認めることで自己の同一性が得られるとされる。その鏡像こそ	 が
幼児に自分の身体の直観的な形を与え、幼児は自分の身体の全身像を想像的に先取りする。そしてそ
れが同時に自分の身体から周囲までの諸関係も与える。つ	 まり、私というのは、鏡に映る他者のこと
であり、また自らの環境世界そのもののことでもあるということになる。 
 
◎私たちはそのように、他者に自分の鏡像を重ね合わせることで、自分を自分だと認識するようにな
る。つまり、自分が自分であるということは、他者に反射さ	 れ鏡像化された存在であるということで
ある。その他者はまずは母親であり、やがてそれが外界全体における諸関係すべてに適用されること
になる。 
 
◎ここで注意が必要なのは、鏡に映った自己像と他者も鏡像関係にあるということではないかと思う。
他者はそのまま自分ではない。その他者は鏡の前にいる自分と重ね合わせることができるが、その他
者は自分ではない。そして、鏡の前にいる自分は直接見ることはできない。 
 
◎そこにさまざまなねじれが生じている。私たちは、自分が自分であることを成立させるために、他
者を必要とした。その他者の位置に自分を置くことで自己像	 を形成した。しかし、自分を見ることが
できるのは鏡に映った自分でしかない。その鏡に映った自分を自分だとして人はねじれたまま成長す
る。しかし、それは	 そのまま他者ではない。 
 
◎そこで問いが生まれる。私たちが見ていると思っている他者や空間そのものがある種の鏡像にほか
ならないのではないかという問いである。 
 
◎そうだとすれば、鏡の前にいるようにこの世界に存在している私たちは、ほんとうはどこにいると
いえるのだろうか。つまり、世界がすべて鏡像だとしたら、	 その鏡像世界を見ている私はいったいど
こからそれを見ているのだろうかということである。そして、ねじれた認識でみずからを形成した自
己をいわばもう一度	 ねじって鏡の前の自らに気づくためにはどうすればいいのかと。 
 
◎鏡（か・が・み）は、「か・み（神）」のなかに「が（我）」がある。「我は我ありである」とい
う「我」。 
◎世界は他者は、そしてこの世界に存在していると思っている自分も、鏡のなかの「奥行き」のよう
なところに存在しているのではないだろうか。そうであるならば、その鏡の前にいる「我」の位置に
自らを置くためにはどうすればよいのだろうか。	 
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《幅（点）から奥行き（円）への「自覚」と往還》 
点ではなく述語的統一としての円としての「私」の意識 
無の場所 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絶対無の自覚的限定 
絶対の他において自己を見る 
点と円の往還	 
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◇引用テキスト 
	 

Ａ）『西田幾多郎哲学論集Ｉ　場所・私と汝』（P.141/岩波文庫	 1987.11.16） 
　すべての経験的知識には「私に意識せられる」ということが伴わねばならぬ、自覚が経験的判
断のすべての述語面となるのである。普通には我という如きもの	 も物と同じく、種々なる性質
を有つ主語的統一と考えるが、我とは主語的統一ではなくして、述語的統一でなければならぬ、
一つの点ではなくして一つの円でな	 ければならぬ、物ではなく場所でなければならぬ。我が我

を知ることができないのは述語が主語となることができないのである。	 

Ｂ）西田幾多郎全集第六巻、「私の絶対無の自覚的限定といふもの」（6-117） 
絶対無の自覚といへば、絶対に無なるものが如何にして自覚するかなどといはれるかも知らぬが、
私の絶対無といふのは単に何物もないといふ意味ではない。	 我々の自覚といふのは自己が自己
に於いて見るといふことである。しかも自己として何物かが見られるかぎり、それは真の自己で
はない、自己自身が見られなく	 なる時、即ち無にして自己自身を限定すると考へられる時、真
の自己を見るのである。即ち真に自覚するのである。かかる意味に於いて絶対に無にして自己自

身	 を限定するのを絶対無の自覚といふのである。そこに我々は真の自己を見るのである。」	 

Ｃ）『西田幾多郎哲学論集Ｉ　場所・私と汝』（P.261-262/岩波文庫	 1987.11.16） 
私と汝とは単に外界を通して相交わるのではない、人格的自己としての私と汝の間には直接の結
合というものがなければならむ。私が汝を汝と見ることによって	 私であり、汝は私を私と見る
ことによって汝である。表現と考えられるものの底にも、かかる意味がなければならぬ。私と汝
とが直ちに結合するといっても、無	 論単に一となるということを意味するのではない、弁証法
的に結合するのである。絶対の否定を通じて相結合するのである。かかる結合が媒介するものな

きもの	 の媒介としてかえって真に内的と考えられるのである。自己の中に絶対の他を見、絶対
の他において自己を見るということによって、我々の人格的自己の自覚と	 いうものが成立する
のである。かかる限定が真の愛というべきものである。	 
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◇note8	 

◎「私」という意識はどこにあるのだろうか。西田幾多郎の論をガイドに見ていきたい。 
 
◎「意識」というのは、目の前にある机だとかいった「対象」ではない。もちろん身体でもない。そ
のような「対象」となった「意識」はすでに「私」ではな	 い。その意味で「私」という意識は「無」
であり、それは「無の場所」にある。それを西田幾多郎は「述語となって主語にならない」と表現し
ている。意識され	 た意識や意識の作用、働きという意味での意識は、すでに一存在者として「有」る

のだけれど。 
 
◎その意味で、「私」は一存在者としての「点」ではなく、述語的な「円」であるといえる。故に、
「私」は「私」を知ることができない。 
 

◎そこで「自覚」が必要となる。「自覚」というのは、「自己が自己に於いて見る」ということであ
る。円が円において見るということであり、見るといっても	 これが私であるというように「点」とし
て見えるものではない。真の自己を見るためには、自己が絶対的な無である「円」という場所こにお
いてそれを「自覚」	 することができなければならない。 
 

◎このことは、以前ノートしたことのある、「虚」としての「エーテル空間」と物質空間との関係で
理解することができるかもしれない。 
 
◎私の身体は物質空間のなかに存在するが、私の意識は「虚」としての「エーテル空間」（もしくは
アストラル平面からのエーテル平面への射影）である「無の場所」に存在する。 

 
◎その意味で、私はその「無の場所」としての「円」の「自覚的自己限定」によってこの物質的な時
空において「点」として顕現しているように見えている。 
 
◎「エーテル空間」でも繰り返し示唆したように、物質世界はエーテル平面が点として射影されたも

のである。その「点」には無限遠点にまで到るエーテル平面が折りたたまれている。 
 
◎前回のノート７の「鏡面」という観点でいえば、私たちは通常、みずからをこの物質世界という
「鏡」に映して世界認識を行っている。その意味では、すべて	 を鏡像＝虚像としてしか認識できない
でいる。それを「マーヤ的世界」ということもできるかもしれない。鏡の向こうに「奥行き」として

見えているものは真の	 奥行きではない。物質世界において「奥行き」として見えているものは、その
ような鏡に映って見える「奥行き」でしかない。 
 
◎我と汝、私とあなたの関係にしても、物質的な肉体の関係ではなく、いわば人格的な関係を持とう
とするならば、話はむずかしくなる。私とあなたはそのまま	 対面しているように見えても、その実、

それぞれがみずからの無の場所といういわば自己否定による「人格的自己の自覚」を通じてしか対す
ることはできない。	 つまり、「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見る」ということ
である。 
 
◎その意味でいえば、真の奥行きに向かいそのことを認識するためには、みずからをいわば虚に裏返

すことによってみずからを奥行きに置きながら、しかも同時	 にそれが射影された点においてみずから
を認識するという、いってみれば「往還」を可能にしなければならない。手袋を裏返すように点と円
が往還する同時性を	 獲得するということ。西田幾多郎的にいえば、絶対矛盾的自己同一もしくは逆対
応ということもできるだろうか。	 

 
	 



esquisse9　(2013.4.2)	 

《ホワイトヘッドの「こと」的世界観と時間の非連続的連続》 
　　有機体の哲学 
　　「こと」的世界観 
　　アクチュアルエンティティ（活動的存在） 
　　抱握＝縁起 
　　エポック的時間＝刹那滅（時間の非連続的連続） 
　　プロセスが実在である 
　　純粋持続、エーテル空間、永遠の今 
　　永続的存在者と絶対無	 
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参考テキストからの引用 
 
Ａ）中村昇『ホワイトヘッドの哲学』講談社選書メチエ390/2007.6.10	 （P.171-174） 
　ホワイトヘッドは、全宇宙をつねにダイナミックに流動しつづけるものとみなす。したがって、特定の個物を、全
体の固定された部分として、とりだすなどと	 いうことは決してない。つねに動きつづけている状態（「過程」
process）こそが、この世界の真の姿（「実在」reality）なのだから。そのよう	 な世界においては、独我論的な中心
などというものは、そもそも存在しない。中心があるとすれば、あらゆる出来事の生起した場こそが中心であり、そ
こを軸に	 して、一刹那もとどまることのない森羅万象が紡ぎ出されていく。ホワイトヘッドは、そのような仮の中心
を、すべて「主体」と考えた。したがって、かれの宇	 宙では、あらゆるものが「主体」となりうるのである。（…） 
　＜いま・ここ＞が、ホワイトヘッドがいうように、宇宙全体に偏在し、それでもなお時間が流れているとすれば、
どうなるのか。あまねく存在している無限の	 「端的な現在」において、刻々と「二つの決して相容れないリアリティ
のあいだの断絶」の「跳躍」が、生じているということになるだろうか。 
　ベルクソンの「純粋持続」から出発し、仏教の「刹那滅」という概念を経て、ホワイトヘッドの「エポック的時
間」へとたどりつくことによって、ある時間の	 ありさまが見えてきた。ここで、いまだ「時間」と呼ばれているもの
は、どのようなものだろうか。最後に到達したこの世界の状態において、そもそも「時間が	 流れている」といえるの
だろうか。（…） 
　エポックとは、延長連続体という潜在的な空間（過去）から、創造的に突出してくる現在だ。それは、ひとつの活
動的存在であり、唯一無二の＜それ＞であ	 る。しかし、この活動的存在は、瞬く間に、ほかの活動的存在にとっての
対象となり、過去化される。つまり、つぎに発生する活動的存在によって抱握され、	 あっという間に延長連続体のな
かに埋没するのだ。それは、とりもなおさず永遠的対象となることでもある。 
　永遠的対象にならなければ、活動的存在は、この世界に存在しない。それはつまり、ひとつのエポックが、「エ
ポック」として成立するためには、どうしても	 永遠的対象にならなければならない、ということと同じだ。＜それ＞
が「それとして」把握されなければならない。ホワイトヘッドの考える宇宙では、この繰り	 返しこそ、時間の流れと
いうことになるだろう。＜いま・ここ・わたし＞（である森羅万象）は、「エポック」である。つまりは、ひとつの
「活動的存在」だ。	 だが、＜これ＞は、そのままのかたちではあらわれない。それが、つぎの「活動的存在」によっ
て対象化されるとき、はじめて「活動的存在」として登場するの	 である。	 
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Ｂ）中村昇『ホワイトヘッドの哲学』講談社選書メチエ390/2007.6.10	 （P.42-61） 
　あらゆる「もの」は、実は「こと」なのである。こういう「こと」的なあり方をしているものこそ、
ホワイトヘッドの「出来事」なのだ。「出来事」とは、	 「もの」的な状態を徹底して排除し、完全に
「こと」として成りたつ。われわれのまわりは「こと」によって充満しているのだから、この世界は
「出来事」に	 よってできあがっているといえるだろう。もちろん「われわれ」も、「こと」である。

この世界は、主観も客観も混在しているアマルガムのようなものになるだ	 ろう。境界が曖昧な、無数
の「こと」によって、この世界はつくられているのだ。（・・・） 
　ホワイトヘッドの中期哲学において登場した「出来事」は「こと」的なものであり、時間も空間も
「出来事」からでてくる。「出来事」こそが、この世界の最も具体的な事態なのだ。（・・・） 
　存在や位置のあり方は、「抱握」によって決まる。要するに、「抱握」という関係の網の目だけが、
まずあることになるだろう。（・・・） 

　出来事は抱握というはたらきをしている運動体だ。ほかのさまざまな出来事と関連しあっている流
動する過程そのものなのである。（・・・） 
　実は「もの」は存在しない。あらゆる「もの」は、「こと」的なあり方で、ほかの全ての「こと」
と相互浸透しているのだから。個別の時間のなかにいる無数	 の存在（全てのものは運動しているのだ
から）が、ほかのおおくの存在と、さまざまなかかわりをもって流動し続けていることになる。この

ような錯綜した状態	 こそ、われわれの世界の真の姿なのだ。 
 
Ｃ）ホワイトヘッド『過程と実在〈2〉コスモロジーへの試論』（みすず書房	 1983.6)　（P.513） 
　あらゆる点で、神と世界は、それらの過程に関しては、相互に逆に進行する。神は、原始的には一
である、すなわち神は、多くの可能的な形相の関連性という	 原始的統一であり、過程において、神は、

結果的諸多岐性を獲得する。そのことはその原始的性格がそれ自身の統一性へと併合されるというこ
とである。世界	 は、原始的には多である、すなわち物的有限性をもった多くの現実的諸生起であり、
過程において、世界は、結果的統一性を獲得する。それは新しい生起であ	 り、原始的性格の多岐性に
併合されるのである。したがって神は、世界が多にして一とみなされるべきであるのとは逆の意味で、

一にして多とみなさるべきであ	 る。宇宙の主題ーーそれは全宗教の基礎であるがーーは、世界のダイ
ナミックな努力が恒久的な統一性となる物語であり、また世界の努力の多岐性の併合による	 完成化と
いう目的を達成する静的な威厳のある神のヴィジョンの物語なのである。	 

	 

◇note9 
 
◎ホワイトヘッドを読み返している（正直言って読みやすいとはいえないのだけれど）。ホワイト
ヘッドについてはじめて興味をもったのは、松岡正剛の影響も	 あるが、その後はどちらかというと仏
教や西田幾多郎との関係からだった。ホワイトヘッドと西田幾多郎をくらべながら比較的よく読んで

いたのは1990年代	 の前半の頃だったろうか。訳者であり研究者の山本誠作さんの著作を参考にしてい
た。そういえば、その頃はシュタイナーを集中的に読み始めていた頃でもあ	 る。それ以降も、何年か
おきにホワイトヘッドのことは気になりながらもそのまま手つかずの状態になっていたところがある。
今回の「エスキス」のながれのな	 かで、西田幾多郎を久しぶりに見直してみたことから、ホワイト
ヘッドとベルクソン、メルロポンティ、ドゥルーズなどとの関係が気になってきたので、かなり	 乱暴

になってしまいそうだけれど、ホワイトヘッドについて少し。 
 
◎今回の「エスキス」は「視覚の奥行きへ向かう」ということをめぐる論考である。要するに、「私
たちは何を見ているのか」「何が見えているのか」「何が見	 えていないのか」「何を見る必要がある
のか」といった問いにかかわっている。その問いは、結局のところ、私たちの世界観・宇宙観に関連

してくる。「私たち	 はどのように世界を見ているのか」という問いである。ホワイトヘッドの主要著
作『過程と実在』は、サブタイトルに「コスモロジーへの試論」とあるように、	 そうした世界の観方
についての幅広い視点を提供してくれている。その視点に基づいて、今私たちが見ようとしていない
もの、見る必要があるだろうものについ	 て考えていくガイドとしたい。 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◎ホワイトヘッドにとっては「有機体」というのは、ふつう私たちが「生きている」と思っているも
のだけにかぎらない。素粒子、原子、分子などのいわば無機	 的なものから動物、人間、そして神まで、
あらゆる存在をスタティックな「もの」としてでではなく、いってみれば「こと」「出来事」として
の「活動的存在	 （アクチュアルエンティティ）」としてとらえ、全宇宙をそれらの有機的な関連性の
なかでとらえようとした。ホワイトヘッドはもともと数学者であり理論物理	 学者だったがその基礎の

うえに、相対性理論や量子力学やベルクソンの「純粋持続」などの影響も受けながら、全宇宙を有機
的に理解するための哲学の構築を試	 みだのだともいえるだろうか。 
◎ぼくはおそらくホワイトヘッドを理解しているというよりは、積極的誤読とでもいえる強引な理解
になるだろうが、その「有機体の哲学」をこのようにとらえ	 ていたりする。つまり、時空的にとらえ
られた仏教的な「縁起」（摩尼宝珠・インドラの網）と「刹那滅」の視点で（ホワイトヘッドではそ
れぞれ「抱握」「エ	 ポック的時間」が相当する）、「現実的存在（アクチュアルエンティティ）」の

いわば「被限定即能限定的」な自己創造プロセスとして展開しているという宇宙	 観である。西田幾多
郎との関連性でいえば、その述語的な「場所」の考え方。「自己の中に絶対の他を見、絶対の他にお
いて自己を見る」（ホワイトヘッドはあ	 らゆるものが場として主体＝アクチュアルエンティティ（活
動的存在）となりえるため、「自己」はあらゆる主体でもある）とでもいえる過程（プロセス）その	 
ものを実在としてとらえているということもできる。ちなみに、ホワイトヘッドは「場」を「延長的

連続体」と呼んでいる。 
 
◎ホワイトヘッドにとって「もの」は存在しない。すべては「こと」「出来事」である。そして無数
の「出来事」「こと」が無限に関係しあって世界は生起して	 いる。しかし、その生起している時間が
「流れている」とはいえない。生起している「いま・ここ」は、仏教的にいえば「刹那滅」としても

表現できるような	 「エポック的時間」、非連続的連続である。そしてあるエポックが成立するために
は、潜在的な空間（過去／延長連続体）から現れてくる別の「出来事」「こ	 と」との関係性のなかで
「永遠的対象」とされる必要がある。その無数の非連続的連続によって、時間が流れているように見
えている。 

 
◎言葉をかえていえば（かなりいいかげんな説明だけれど）、潜在的な空間（エーテル空間でもある
だろう延長連続体）である映画のフィルムがあって、そこか	 ら投影されスクリーンに映し出される
シーン（「出来事」「こと」）がある。一画面一画面のシーンは「非連続」であるが、別のシーンと
の関係性によってそれ	 らのシーンが連続として見える。ひとつの「エポック」が成立するためには、

そうした相互的な関係性が必要となる。しかし、潜在的な空間そのものは、ある意	 味、永遠の今とも
いえる純粋持続であって、そこに時間が存在しているとはいえない。 
 
◎しかし、ホワイトヘッドを読みながら、若干の違和感を持ったところもあり、それがホワイトヘッ
ドと西田幾多郎との観点の根本的な相違としてもでているよ	 うに思えたのでそこらへんを少し。おそ

らく、ホワイトヘッドにとって「神」は「永続的、永遠的な存在者」であって「絶対無」ではない。
西田にとっては有即	 無であり無即有であるわけだが、ホワイトヘッドの視点にそれを見るにはかなり
無理があるように思える。ホワイトヘッドは、固定的な存在者を認めずすべてを	 「こと」「プロセ
ス」として理解するわけだが、それは「実在」以外の何者でもないというところがある。「実在」を
どのように理解するかということにもよる	 のであるが、ひとまずその有的な視点と無的な視点との違

いはおく必要があるのではないだろうか。ホワイトヘッドにとってはおそらく「永遠の今」は実在そ
の	 ものであり、西田にとってそれは「絶対無」だということもいえる。言葉やその背景にある文化・
思想の違いだといえばいえるのだけれど、実在と絶対無とのあ	 いだには虚数的なねじれがあるように
思える。存在と存在者を関係性の網の目のダイナミクスとしてとらえるか、ある意味、存在（絶対
無）と存在者を逆対応的	 な絶対矛盾的自己同一としてとらえるかという違い。（参考までに、『過程

と実在』から「神」と「世界」との関係についての記述を引用しておくことにす	 る）。	 
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◇参考テキストからの引用 
《近藤和敬『数学的経験の哲学	 エピステモロジーの冒険』青土社	 (2013/3/23)	 》 
 
Ａ)わたしが知りたいのは、わたしたちはここに生きていったいなにをやっているのか、という
ことだ。（…） 

　神が存在すると安易に言えたならまだよかったのかもしれない。わたしたちが生きる理由もそ
の目的もすべて神に帰することだできたからだ。そうすることが	 できたなら、わたしたちがそ
うであるのはそうであるらだ、というトートロジーを受け入れることができたかもしれない。し
かし、すくなくともわたしはそれで	 は納得できない。それならば問わなければならないだろう。
わたしたちはなんの目的もなんの根拠もあたえられないま、この世界でなにをしているのか。わ
たし	 たちがなしてきたことは、いったいどのようなものとして理解することができるのか。

（…） 
　「神なしの知性」というのは、一見すると当然というか、むしろ「知性」に「神」を結びつけ
るほうが時代錯誤的な印象を与えるかもしれない。しかし、本当	 にそうなのかはもうすこし考
えてみてもよいのではないか。（…）「神ー知性」の体制において重要なのは、「神」そのもの
の存在云々ではなく、わたしたちの	 不安感、わたしたちが無底の深淵のうえをなんの支えもな

しに歩いているという恐怖感を解消するという機能のほうだということになる。 
　そう考えてみると、わたしたちはこのような不安感や恐怖感といったものを、。真の意味では
日常として生きていない。（…）「神なしの知性」といったもの	 が違和感なく受け入れられて
いる現代において、「神」がいないはずなのに、なぜわたしたちはそういったものを生み出して
きたみずからの知性になんの不安も	 恐怖も感じていないのか。（P.11-15） 

 
Ｂ)　わたしたちがこれまでに知り馴染んできた「知性」が、「神ー知性」か「人間ー知性」で
しかないのだとしたら、「神なしの知性」を理解するためには、	 あらたに用語の設定から始め
る必要があるだろう。なぜなら、まさに用語あるいは概念の設定こそが世界の創出であるからだ

が、より実際的には「神＝人間＝知	 性」の体制における「知性」という語の設定がほかのおお
くの用語、たとえば「経験」、「客観」、「真理」、「本質」、「形式」、「主観」、「歴史」、
「記	 憶」、「自然」などの用語の設定と結びつけられているがゆえに、この語ひとつを根本的
に再規定するということは、ほかの用語もすべて最初から設定しなおす	 ことを要求するからで
ある。（…）しかし、それは既知の概念の根拠をあとづけによって明らかにすることが目的なの

ではなく、その根拠自体を問いにふし、そ	 れによってその概念の意味内容を振動させ、同じ名
前の双子的概念を既知のものと共立させることにある。そこで実現される概念の関係は既知の概
念の否定では	 なく、共立あるいは深化であるほうがなお望ましい。なぜ共立が望ましいのか。
それは共立へとなることは、生成あるいは変化という語のある別の可能性、すな	 わち否定なき
生成というものを示唆するように思われるからである。共立へとなることは、既存のものと争い、

打ち負かし、完全に否定したうえで、それにとっ	 てかわることではなく、既存のものと無関係
な仕方でその傍らにあることでそれの安定性を浸食し、その意味作用を修正し、かつてあったの
と同じようにもはや	 それを受けとめることを不可能にしてしまうことである。（P.16-18）	 
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Ｃ)わたしのここでの試みが、哲学史的にどう位置づけられるかということにかんしては、まずジル・
ドゥルーズの名を	 呼び出すのが適切だと思う。わたしがここで「神なしの」と言うとき、フーコーと
ともに想起しているのはフリードリッヒ・ニーチェであり、「神なしの知性」	 が共立させられるべき
「神＝人間＝知性」という設定に関して想起しているのは、イマヌエル・カントの超越論的観念論で
ある。そして、ニーチェとは別に、そ	 のようなカント的設定の傍らで、無目的なあるいは自律的な世

界の創造的生成を最初に主張した一人がベルクソンだった。そして、このニーチェとベルクソンと	 い
う対がもっともよく似合うのは、両者についてのモノグラフィーの著者としても高く評価されている
ドゥルーズである。このドゥルーズは、「人間知性」を擁	 護するいわゆる超越論的哲学全般を批判し、
それに対して内在の哲学を確立することを目指したとされる。「神なしの知性」を実現可能にする
諸々の用語の再設	 定とは、その意味で、この内在の哲学をドゥルーズとは異なる経路で検討しなおす
ものだということになるかもしれない。（P.18）	 

 	 

《note10》 
 

◎私たちは何を見ているのか、また何を見ていないのか。それが今回のエスキスの問いかけである。
なぜ前回ホワイトヘッドをとりあげてみたかというと、現代	 的な数学ー物理学的な視点を背景にした
世界観を構築するとすれば、どのような世界観が可能かということを詳細に検討した哲学だからであ
る。私たちはどのよ	 うな世界に存在しているのか、またそう考えているのか、感じているのか。その
問いかけがあってはじめて、そこからさまざまな問いかけを行うことができる。 

 
◎マークシート方式の正しい答えを得るようなかたちでの世界観をもっているとすれば、その問いか
けは意味をもたない。その場合、なんらかの自明の世界観を	 背景に「正しい答え」がそこには最初か
ら準備されているからだ。そのプロセスは問題とされないし、問題とされるとしても、正しいプロセ
スなるものふがそこ	 には設定されているといえる。しかし、重要なのは、問いを持つことなのではな

いだろうか。「正しい答え」なるものを前提としない問題を設定すること。たと	 え山の頂上はひとつ
だったとしても、山頂に至るコースはたくさんあるのかもしれないし、新たな道をつくりだす可能性
だってある。あるいは、空から舞い降り	 る方法だってあるかもしれないし、トンネルを掘ることもで
きるかもしれないのだから。その意味でも、「正しい答え」がどの文脈で、なにを背景にして「正し	 
い」とされているのかということを検討することが必要だろう。 

 
◎「奥行き」を問題にするというのも、今自分が見ているもの、見ていると思っているものだけの世
界観の持っている文脈や背景を検討することでもある。世界	 観そのものに懐疑の視線を向けることで、
今見ているもの、見ていると思っているものそのものの文脈や背景は変化する。いままで正しい、あ
たりまえだと思っ	 ていたことも、必ずしもそうではなくなる。マークシートにこれまで正しいと思っ

ていた答えを記入して安心していることはできない。解答するというシステム	 が変わってマークシー
ト方式そのものの採用が取り消されるかもしれないし、そこに載せられていた問題ー答えの対応その
ものが根本的に変わってくるかもしれ	 ない。ひょっとしたら今まである色のついた、または特殊な見
え方をさせてしまうメガネをかけていることに気づかないままでいる世界観のもとにみんなが生き	 て
いて、そのメガネが取り外されることでまったく別の世界が見えてくることだってあるかもしれない。 

 
◎しかし、なにもかもかわってしまうから何も根拠にすることができない・・・ということではない。
絶対確実な客観的視点というような「神の視線」を求める	 ことはできないにしても（ある意味で、こ
れまで「信仰」がそれを担ってきたりもしたが、現代においては少なくとも宗教・宗派的な意味での
「神」の存在を外	 して問うことは少なくとも必要なことだろう）、そこにはみずからの世界観がどの

ようなもので、そこにはどんな文脈や背景が前提にされているかを問うプロセ	 スにみずからを置くこ
とはできるのではないかと思う。 
 
◎そういう意味で、今回は、「認識論」についてのエスキスとしてみたい。「認識論」というと、む
ずかしく感じてしまうかもしれないが、その問いはほんとう	 はだれもが避けることのできない問いに

かかわる。要はこういう問いだ。どうしたら物事を正しく知ることができるのか、また間違った考え
方をするのはなぜ	 か。正しいかどうか、また間違っているかどうかを確かめるにはどうしたらいいか。
絶対に知ることのできないことはあるのかどうか。またそれがあるとした	 ら、それはどのような領域
のことか。	 
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◎「奥行き」を認識するということは、「奥行き」をどのようにすれば「正しく」認識できるのか、
また間違った「奥行き」の認識はどういうありようなのか。	 またほんとうに「奥行き」を認識できる
のだろうか。認識するためにはどのような方法やプロセスが必要なのか。そうした視点が不可欠であ
る。 
 

◎認識論のことを、ドイツ語では「Erkenntnistheorie」、英語では「Epistemology」、フランス語で
は	 「Épistémologie」といい（英語とフランス語はそのギリシア語が語源で	 epistēmē	 +	 logos）	 、
存在論や形而上学と並ぶ哲学の最重な領域のひとつであるが、国によってその射程はかなり異なって
いるところがある。ちなみに、日本語の「認識論」はドイ	 ツ語からきていて、今回問題にしたいフラ
ンスでのエピステモロジーのことを、日本では「科学認識論」と訳したりもしている。 
 

◎今回のエスキスは、近藤和敬の『数学的経験の哲学	 エピステモロジーの冒険』から示唆を受けてい
る。近藤和敬はフランス現代哲学及びジャン・カヴァイエスの研究を行っている。カヴァイエスはフ
ランス・エピ	 ステモロジーの礎を築き、ナチス占領期にレジスタンスの闘士として銃殺された数理哲
学者である。 
 

◎エピステモロジーは「科学認識論」ということで、その基礎には数学的経験があるといえるが、近
藤和敬はそれにドゥルーズの「内在の哲学」を接続し、人間の知性の根源をめぐる世界観を切り開こ
うとしている。 
 
◎本書の最初にはこんな問いというか問題意識が置かれている。「わたしが知りたいのは、わたした

ちはここに生きていったいなにをやっているのか、ということだ」。私たちの生きる理由や目的を宗
教的な意味での「神」の存在を外して問うこと。「神なしの知性」。 
 
◎しかし、かつてなんらかの形で平安を与えてくれていたはずの「神」なしの知性ゆえに、不安感や

恐怖感に満たされてしかるべきであるにもかかわらず、多く	 の場合、私たちはみずからの知性の根拠
を問うことなく日常生活を送っている。いわゆる「そういうものだ」ということで、みずからの依っ
て立つ根拠のような	 ものを問わないことで生きている。ある人は、外的な権威によって、またある人
はその外的な権威を内化することでみずからを権威として、あるいは自らの知性	 を鈍化させることで。
そうでいないとしたら、やはり不安や恐怖からみずからを遠ざけるべく絶対的な拠り所を求める信仰

によって。 
 
◎認識論が必要とされるのは、たとえそこに絶対的な根拠を最終的に求めることができないとしても、
まずはみずからの知性によって「正しく知ること」「間	 違っていることを知ること」「知り得ないこ
とを知ること」といったことから出発することが現代人にはどうしても必要だからだ。 

 
◎近藤和敬の問題意識は、現代数学の核心に見出される生命の創造的な力を通じて、生命だけではな
く非生命までも包含する自然・宇宙の次元へと射程を向けて	 いる。まるで、前回ご紹介したホワイト
ヘッドのような問題意識のようだ。今回このテーマをとりあげたてみることにしらは、その流れから
でもある。そこで、	 次回からその『数学的経験の哲学	 エピステモロジーの冒険』をガイドとしなが

ら「奥行き」をどのようにとらえるか、理解していくかということもふくめた、新たな世界観の可能
性を探ってみた	 い。少なくともそのために必要な認識的態度がどのようなものであるのかを考えてみ
たいと思っている。	 
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◇参考テキストからの引用／小林秀雄『私の人生観』 
 
Ａ）観というのは見るという意味であるが、そこいらのものが、電車だとか犬ころだとか、そん
なものがやたらに見えたところで仕方がない。極楽浄土が見えて	 来なければならない。無量寿
経という御経に、十六観というものが説かれております。それによりますと極楽浄土というもの

は、空想するものではない。まざま	 ざと観えて来るものだという。観るという事には順序があ
り、順序を踏んで観る修行を積めば当然観えて来るものだと説くのであります。（…） 
　禅宗というものが宋から這入って来て拡がった後は、禅観の観の方を略して、禅という様に
なったが、それ以前の日本の仏教では、寧ろ禅の方を略して観と	 言っていた、止観と言ってい
た様である。止という言葉に強い意味はないそうです。観をするために、心を静かにする、観を
する為の心の準備なのであって、例	 えば、法華経の行者が山にこもる、都にいては心が散って

雑念を生じ易いから山に行く、平たく言えばそれが止であります。 
 
Ｂ)武蔵は、見るという事について、観見二つの見様があるという事を言っている。細川忠利の
為に書いた覚書のなかに、目付之事というのがあって、立会の	 際、相手方に目を付ける場合、
観の目強く、見の目弱く見るべし、と言っております。見の目とは、彼にいわせれば常の目、普

通の目の働き方である。敵の動き	 があゝだとかこうだとか分析的に知的に合点する目であるが、
もう一つ相手の存在を全体的に直覚する目がある。「目の玉を動かさず、うらやかに見る」目が
あ	 る。そういう目は、「敵合近づくも、いか程も遠く見る目だと言うのです。「意は目に付き、
心は付かざるもの也」、常の目は見ようとするが、見ようとしない	 心にも目はあるのである。
言わば心眼です。見ようとする意が目を曇らせる。だから見の目を弱く観の目を強くせよと言う。 

 
Ｃ）知覚の拡大など不可能である、眼には見えるものしか見えはせぬ、と人は言うかもしれぬ。
どんなに注意力を働かせてみても、知覚の世界に、何か新しいも	 のを生み出す事は出来ない。
初めから在ったものを明らかにするだけだ。常識はそう言います。（…）実際には、この不可能

事を可能にしたとしか考えられぬ人	 間がいるのである。それが優れた芸術家達だ。彼等の努力
によって、私達が享受する美的経験のうちには、重要な哲学的直覚がある筈である。そういう風
にベル	 グソンは考えるのであります。（…） 
　知覚は認識を構成する一定の要素でもないし、恰も写真でも撮る様に外物が知覚でとたえられ
るものでもない。私達が生きる為に、外物に対してどういう動作をとるかに順じて知覚は現れる

のである。	 
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◇interlude２-note	 

◎ちょっと閑話休題・・・というよりも最初の問いかけのポイントの再確認として少し軽めの間奏。 
 
◎私たちはいわゆる五感（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）をもっているといわれている。なかには
共感覚といわれるような、感覚のあいだの敷居が低くなって	 いるような人たちもいるようだし、実際
のところ、５つの感覚はそれなりにだれでもある程度は浸透し合っているようにも思うが、一般には
それぞれの感覚はか	 なり独立しているものとして理解されている。そして、それらの感覚はその有り

様は別として、能力差のようなものはあるにしても、ある種の特別な状態にない	 かぎり、ある程度だ
れでも持っているものとして理解されている。そしてそれらの標準能力とされている基準に基づいて、
さまざまな機械など（電気製品など）	 も製作されている。 
 
◎しかし、それらの五感があるということは、それぞれの五感という、いってみれば「窓」の奥に到

ることができるかどうかとは、そのままでは無関係なところ	 がある。むしろ、なまじそれらの「窓」
があることに安心して、その「窓」が鉄格子になって、私たちを檻のなかに閉じ込めているというと
らえ方も可能であ	 る。つまり、私たちに自由であるというふうに思い込ませて、その窓の向こう側の
存在を忘れさせてしまうということである。 
 

◎五感の例ではないが、別の例でいうながら、私たちは自由にものごとを考えていると思っていても、
ただ心に浮かぶあれこれを感情処理しているだけであるこ	 とは思いのほか多い。最近、「考えないこ
と」の重要性が示唆された本などもでているのは、別に、ほんとうの意味で考えないでいいといって
いるわけではもち	 ろんないと思う。ちゃんと思考を働かせることができないで、考えることと妄想す
ることを取り違えているくらいならば、そういう勘違いした人には「妄想しな	 いように！」という意

味で「考えない練習」をオススメしているのだろう。 
 
◎そういう意味で、なまじ自分がちゃんと観ているか聴くことができていると思い込んでしまってい
るくらいならば、「みざる・いわざる・きかざる」を内化し	 た自覚的ありようとして、今の自分の五
感に大きな疑いをもつ機会はもっておいたほうがいいのではないかという気がする。そうすることで、

今の自分の五感を	 「まるで子どものような仕方」で学び直すこともできるのだろうと思う。 
 
◎さて、現代はかつての時代のような修業が成立し難くなっているのはたしかで、シュタイナーもそ
ういう意味も込めて、現代人にとって適切な修行方法を「い	 かにして超感覚的世界の認識を得るか」
に詳述しているわけだが、どこかに隠って修行することにくらべてある意味飛躍的に自己管理（セル

フ・コントロール）	 が重要になってくる。つまり、教師は自分の内的なセルフにもとめざるをえない
わけである。その意味でも、自分の思考や感情や意志、先の五感にいかに自覚的	 に向かうかというこ
とが欠かせない。 
◎しかし、今の私たちのふつうの五感などを超えた世界など存在しない、という視点にたってしまえ
ばなにもはじまらない。檻の中に入れられた動物が世界は檻	 の中だけだと思っているようなものだ。

もちろん、檻の中などという世界は存在していない。檻の中（と本人は思っていないけれど）しか存
在しないとしか思っ	 ていないからそこが檻になってしまう、という矛盾のなかにみずからが身を置い
ているということにすぎない。 
 
◎シュタイナーも神秘学を学ぶ際の先入見について『神秘学概論』の最初の章「神秘学の性格」で次

のように述べている。「感覚とその感覚に仕える悟性とが明	 示しうるものだけを「学」と見なす人に
とって、本書の意味での「神秘学」は当然、科学たりえないだろうが、よく考えてみれば、その立場
は根拠あるものでは	 なく、個人的な感情に発する独断に従っているにすぎないことが分かる。」「感
覚的に把握されうるものだけにを考察する態度に慣れてしまうと、この感覚の開	 示こそが本質的なの
だと考えてしまう。そして人間の魂が、その際、まさに感覚の開示だけに向けられているという事実

を意識できなくなる。／しかし、そうい	 う魂の自己規制から脱け出して、研究対象を特定の領域に限
定しなくなれば、この特別な場合以外のところにも、科学研究の可能性を見出すことができるように	 
なる。」	 

	 

◎その意味で、「奥行きへ」と向かうということは、まずは「奥行き」の存在があるということに向
かって魂を開く必要がある。そして、観ることと見ることとの違いを理解することが前提となる。 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◎古代ギリシアのアカデメイアで、幾何学、いわば数学が入門の前提とされていたということは、現
代的にいうならば、見るのではなく観ることに向かって魂が	 開かれているかどうかということになる
だろうか。たとえば、三角形ひとつとってみてもそれを抽象空間において認識することは、単純に見
ることではありえな	 い。１＋１を計算することにしても、これは目の前にある具体的な林檎２個を見
てそうだというのではなく、観ることによってしか理解することは本来できな	 い。 

 
◎小林秀雄の『私の人生観』のなかで、「私達が生きる為に、外物に対してどういう動作をとるかに
順じて知覚は現れる」といっているように、「観る」こと	 も、真に生きるためにわたしたちが切実な
仕方で認識しようと思わなければ、見ることを超えることはできないだろう。たとえ、観えているに
もかかわらず、自	 分はそんなものは観てなどいないというマーヤのなかに自足するしかなくなる。実
際、真に思考するということは、ある意味、「観る」ということでもあること	 なのだから、これまで

のように眼の前にある林檎は「見る」ことにおいてはそのままふつうの林檎でも、「観る」ことにお
いてはただの林檎ではなくなる。だか	 ら、禅者は言ったのだ。「悟りとは何か？」「眼の前の樹
だ！」と。そして、芸術家はその「観る」世界を描こうとする。	 
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◇参考テキストからの引用 
	 

近藤和敬『数学的経験の哲学	 エピステモロジーの冒険』青土社	 (2013/3/23)	  
　数学は、それがある意味で人間的なものに束縛されない極限的な記号的営みであるがゆえに、
この脱文脈化の思考のために、不可能な思考へと向かう思考のた	 めに、特権的な「見本」とな
りうる。第一にそれは記号系を不可欠なものとするがゆえに、それが前提する「不定性」の介入
を不可避なものとする。それはもち	 ろん理想としては排除されるものとされるにもかかわらず、

数学の問題を駆動する「懐疑の脈」においては、まさにその源泉として入り込むのであり、それ
が数	 学の歴史の多様性と豊かさを可能にしている。たとえばそれが関数という語であり、次元
という語であり、数えるという語であるだろう。第二に、数学の営み	 は、厳密さという点を除
けば、ほとんど自明な文脈をア・プリオリに指定しない。もちろん歴史的にそういった文脈が形
成されるわけだが、その文脈も時に激し	 く揺さぶられ、疑われ、分岐し、多様化する。しかも

その歴史的速度が、生物の進化現象などと比べて相対的に速いわりには、観察しやすい。第二の
点にかかわ	 るが、最後に、数学それ自体は、生の関心と直接のかかわりをもたない。それゆえ
生という文脈を不可欠なものとして前提する必要がない。それゆえ、「否定神	 学」批判を経た
あとの、ある種の構成主義的な実在論の立場にとって、数学は重要な「見本」を提示してくれる
と考えることができるのである。（P.392）	 

	 

◇note11	 

◎前回の「エスキス１０」のテーマは、「私たちがどのような世界観のもとに生きているのかを
意識し検討すること」に	 むけてのものだったが、私たちは感覚（五感）によって「世界」から
の情報を受け取っている。しかし、そうしたいった情報を受け取るだけでは「観る」ことに	 は
ならない。そのことをinterlude２でふれてみた。	 

◎世界からはさまざまな情報が届いていて、それをいわば「視覚情報」「聴覚情報」「嗅覚情
報」「味覚情報」「触覚情	 報」等に分節して受け取ることでそれをもとに私たちは世界に対す
るあるイメージを形成しているのだけれど、それらのさまざまな情報を統合的にまとめあげる	 
ためには「考える」ということが不可欠である。そうしないと、データベースだけあってそれを
使うＯＳやソフトウェアがない状態になってしまう。ＯＳ及びソ	 フトウェアが感情中心や意志
中心のものになる場合もあるけれど、それだと行き先が見えないでカオスのようになってしまう

か、行く先だけあって自分がいまど	 こにいるかがわからなくなったりする。	 
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◎そういう意味でいえば、考えることで、個々の情報を全体のなかに位置づけることが可能になる。
見たことそのもので	 はなく、見たことをさまざまな情報の全体のなかで判断することも可能になる。
もちろん、その判断が正しいかそうでないかはわからないのだけれども、それな	 りの見取り図は描け
る。わけのわからないことももちろんたくさんでてくるけれど、そのときでもわからないということ
がわかる。これはとても重要なことだ。	 わからないことさえわからなければどうすることもできない。

問いのない答えを見つけるようなものだからだ。問うことができるということは、答えを見つける	 た
めの一歩手前だということもできるほどだ。	 

◎その意味でいえば、なぜ「数学」があるのか、なぜそれが必要なのかといえば、見取り図を描いて、
その図を共有する	 ことができるからだ。そこには、とりあえず共有可能な問題とその問題が導き出す
であろう解答の可能性がある。感情などに左右されない仕方で記号世界を共有	 することができる。	 

◎しなしながら、数学というと、いわゆる客観的で絶対に正しいというようなイメージもあるけれど、
もちろんそんなこ	 とはない。数学はある意味で、思考を純粋にしたようなものだ。ある種の形式・体
系に基づきながら、そこである程度厳密な仕方で記号的に真理かそうでないか	 を検討できる概念世界
だといえるだろうか。つまり、基準をはっきりさせているので、それが正しいか間違っているかわか

りやすいということ。だから、形式・	 体系のなかでは、つまりはその「世界」のなかでは厳密さを
もっているが、その前提が拡がったり変わったりすると、その厳密さは失われてしまう。説明できな	 
いことになるか、範囲を限定した真理だということになる。もしくは、位置づけが変わってしまう。
そのことを「歴史的に規定されている」ということもでき	 る。	 

◎そうしたことをnote10に続いて、近藤和敬『数学的経験の哲学	 エピステモロジーの冒険』をガイド
として考えてみたい。繰り返しになるが、この本では、数学が主役になっているのだけれど、あくま
でもそれが格好の「見	 本」だからだ。「数学的経験」というのは、（かなり乱暴な言い方になってし

まうけれど）ある種の形式・体系でとらえられた内容・概念を純粋思考する経験だ	 ということもでき
るだろうか。	 

◎なぜ格好の「見本」なのかといえば、数学の歴史は通常の生に関わる過程とくらべて形式・体系に
おいて変化しにくい	 ために、通常私たちがきわめて人間的なものに束縛されやすいのとは対照的に、
その「過程」が見やすいからである。たとえば、「０」という概念記号や「ｉ」	 という虚数単位の記
号などが生まれる前と後の数学の違いを考えてみてもわかる。同じ「１＋１」でも、１０進法と２進
法とでは「解」は異なってしまう。それ	 らは、歴史的文脈に依存していないとはいえないものの、記

号処理、概念処理において、それぞれの体系以外の文脈を比較的考慮しないで扱うことができる。	 

◎私たちが常識的に見ている世界を「観る」（「観」の眼を得る）ためのひとつのツールとして、数
学が有効である。私	 たちが通常の五感等ではとらえることのできない、純粋思考の世界をそこで展開
させることが可能になる。古代ギリシアのアカデメイアにおいてその学園への入	 学資格が数学（幾何
学）であったこともその意味から考えるとよくわかる。「見えないものを観る」必要があるのである。
「見えないものを観る」ためには、五	 感を超える必要がある。	 

◇参考テキストからの引用 
近藤和敬『数学的経験の哲学	 エピステモロジーの冒険』青土社	 (2013/3/23)	  

　数学は、それがある意味で人間的なものに束縛されない極限的な記号的営みであるがゆえに、この
脱文脈化の思考のために、不可能な思考へと向かう思考のた	 めに、特権的な「見本」となりうる。第
一にそれは記号系を不可欠なものとするがゆえに、それが前提する「不定性」の介入を不可避なもの
とする。それはもち	 ろん理想としては排除されるものとされるにもかかわらず、数学の問題を駆動す
る「懐疑の脈」においては、まさにその源泉として入り込むのであり、それが数	 学の歴史の多様性と

豊かさを可能にしている。たとえばそれが関数という語であり、次元という語であり、数えるという
語であるだろう。第二に、数学の営み	 は、厳密さという点を除けば、ほとんど自明な文脈をア・プリ
オリに指定しない。もちろん歴史的にそういった文脈が形成されるわけだが、その文脈も時に激し	 く
揺さぶられ、疑われ、分岐し、多様化する。しかもその歴史的速度が、生物の進化現象などと比べて
相対的に速いわりには、観察しやすい。第二の点にかかわ	 るが、最後に、数学それ自体は、生の関心

と直接のかかわりをもたない。それゆえ生という文脈を不可欠なものとして前提する必要がない。そ
れゆえ、「否定神	 学」批判を経たあとの、ある種の構成主義的な実在論の立場にとって、数学は重要
な「見本」を提示してくれると考えることができるのである。（P.392）	 
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《概念創造・変革としての数学的経験／解と問題との往還・プロセス》 
　　「奥行き」を経験するための対象のない思考としての	 

　　純粋な「概念」の創造世界としての数学 
　　「概念」を立てることは世界創造であり世界変革である 
　　新たな「概念」が導入されると、その分節化、差異化によって	 

　　「世界」は新たな位相（フェーズ）に入る 
　　「概念」はモナドのように世界全体を相照らす関係性のなかに置かれ、	 

　　そこで遊戯する 
　　生きた概念は私たちの経験の縮約である 
　　真理は過程としての真理であり、その過程を経験するのが数学的経験である 
　　解と問題（問い）との往還・プロセスを促進する懐疑と自然 
　　「奥行き」という神秘文字を読み取るために	 
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◇参考テキストからの引用 
近藤和敬『数学的経験の哲学	 エピステモロジーの冒険』青土社	 (2013/3/23)	 	 

A)概念をたてることは、それがなんであれ、世界を生み出すことであり、世界を作りかえること
である。概念はたんな	 る言葉ではない。なぜなら概念は、生きられた経験を綜合するものだか
らである。概念はかならず生存の過程のなかにその意味の充足をみる。概念がたてられる	 とい
うのは、その概念をたてることを要求した生きられた生存の過程を綜合することで、その過程に
差異をもたらすものである。概念がたてられることによっ	 て、生存の過程はあらたなフェーズ

に入り込むのであり、それはほとんど不可逆な過程である。（P.26）	 

B）むしろ過程としての真理という主題において探求されるべきなのは、「解」としての真理を
逃れる残りの部分、すな	 わち「問題」としての真理なのではないか。この理解は同時に、
「解」としてとらえられた真理の不充分さを批判する可能性を開く。たんに「真である」という	 
述語として理解された真理は、この「解」としての真理に属することになるだろう。「解」とし
ての真理が、「ある」ものではなく、過程をとおして「なる」も	 のであるならば、そして真理
の「なる」の過程全体をよりよく理解することが、真理のよりよい理解に結びつくのであるなら

ば、「解」としての真理は、その過	 程全体のなかの最後のごく一部に場所を保持するにすぎな
いものとして理解されなければならないのではないか。 
　それでもやはりこの「概念」という音調においては、「解」に到る真理しか思考を開始するこ
としかできない。（…）それゆえこの音調においては、過程とし	 ての真理の第一のものとして、
「解」に到る真理の過程が議論される。そこにおいて議論されるのが、すなわち「数学的経験」

であり、「概念」と「振る舞い」	 の二重構造であった。「経験の縮約」として「概念」が措定
され、その「概念」の自由な結合が、その「概念」の意味を本来的に規定していた「振る舞い」
から	 独立に「問題」を形成する。（P.398-399）	 
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Ｃ）ベルクソンが指摘するように、過程として事象を理解するためには、「問題」の次元が非常に重
要な意味を持つこと	 になる。というのも、結果としての「解」が現実として成立し続ける背後には、
「問題」が過程として成立し続けることが不可欠だからである。この「問題」の	 次元において「主
体」概念を理解するためには、「自同性」の中心としての自己意識から出発するべきではない。なぜ
なら、「問題」は問答、つまり問いかけと	 その応答の狭間において成立するものだからである。問答

において開かれた「主体」は、「解」としての「主体」、すなわち自己意識的な閉じた「主体」がも
つ	 さまざまな特徴を反転させたままに保持する。すなわち、「自同性」による充分な規定の反転とし
ての「未規定性」。そして「自同性」による自己との「一致」	 の反転としての「不一致」あるいは
「齟齬」。最後に、「自同性」による自己の中心性の反転としての「不一致」による「偏心性」。す
なわち、「未規定性」と	 「不一致」によって無意識的に駆動される受動性である。これら三つの特徴
が、過程としての「問題ー主体」を記述するための理念的なかたちをあたえてくれる	 ことになる。

（P.401-402）	 

Ｄ）「懐疑の脈」は、「問題ー主体」を動機づける。「問題ー主体」は、「懐疑の脈」に由来する根
本的な「未規定性」	 を解消させるために、「解」を生みだそうとする過程を駆動する。つまり、「懐
疑の脈」は、「問題ー主体」にとって忘却すべき過去、外傷体験のようなもので	 あり、それを完全に
忘却するという目標が、まさに「問題ー主体」のエロス的欲望を引き起こしている。そして、」それ
が擬似的に完成するとき、最終的に「問	 題ー主体」さえもが忘却され、「解ー主体」のみが、つまり

誤謬意識のみが全体を覆い尽くすかのようになる。しかし、実際にはそのような完成は擬似的なもの	 
にすぎない。（…） 
　「懐疑の脈」は、たしかに「問題ー主体」および「解ー主体」の生成を駆動しはするが、いかなる
「問題ー主体」と「解ー主体」のカップリングによっても汲	 み尽くされえないどろこか、むしろ無傷
のままに、無垢のままに、無学者となるものによってふたたび反駁される。「失礼ですが、ところで、

結局のとこ	 ろ･･･」 
　したがって、「懐疑の脈」という変奏のためには、この「主体」という「地」の音調を捨て、さら
に別の音調を求めなければならない。この「懐疑の脈」が走り抜ける此岸と彼岸の両方を浮かびあが
らせることのできるあたらしい「地」となる概念が必要である。 
　それが「自然」であった。ここでの「自然」には、「有魂の自然」すなわち「生命」も「無魂の自

然」すなわち「物質過程」も等しく含まれる。「懐疑の脈を	 充分に展開するためには、この概念を
「地」とすることで、まったく異なる音調のもとで真理という主題を変奏しなければならない。（P.
403-405）	 

G）真理という主題のすべての変奏を巻き込むことで、真理という過程のエロス的欲望の速度を遅らせ、
反転逆流させ、	 その過程を駆動している忘却された「懐疑」を掘り起こしながら、それが「問題ー過
程」として実現されるとともに覆い隠された「非の潜勢力」を想起させるこ	 と。それが「解」となる
ことでむしろ深められた「懐疑の脈」を注意深く、「無学者」らしく拾い上げることで、そこに「自

然」のエレメントを回帰させるこ	 と。「非の潜勢力」へと向かうことで、増大、蓄積、優越を最上と
する大陸的記述を失調させながら、多島的な記述の展開を用意すること、あらゆる学知のなか	 に偏在
し、あらゆる大陸的な記述において共立しているはずの「マイナーな学知」を励起しながら、みずか
らも「マイナーな学知」へと「なる」こと。こういっ	 た可能性こそが、「概念の哲学」において探求
されなければならない。（P.407） 

C）真理の生成という主題によって、真理の次元は解から問題へと移行した。すなわち、客体のセリー
から極限における主体への漸近。そして主体のセリーから	 の再始動。すなわち、問題ー解の過程にあ
らわれる問題ー主体の記述という主題。客体とは概念であり、主体とは問いであり、そして自然とは
不定さであるとい	 う帰結に向けて。（P.142） 
E）真理の次元は、解から問題へと移行し、さらに問題から懐疑の脈へと移行した。すなわち主体のセ

リーから、記号系を介した宇宙のセリーへの越境的接続。自然という不定さを介した多島的な＜再ー
開＞に向けて。（P.266）	 

 	 

◇note12	 

	 

◎数学はいってみれば、純粋な「概念」の創造世界である。概念は表象の一種であって、表象の領域
で生きている。そし	 て表象世界に差異をもたらす。数学における概念は、明確な形式と内容をもった

表象であり、その意味で「純粋」といえる。しかも、視覚的な表象を必要としな	 い「対象のない思
考」による純粋経験である。	 
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◎概念を立てるということは、「世界」を創造するということである。または「世界」を変化させる
こと。ことばをかえ	 ていえば、混沌の世界を分節化するということ。それまでは「天」も「地」もな
かった混沌が分節化され「天」と「地」の世界が現れる。「１」という「世界」	 があり、そこに
「２」が加わったとき、「１」だけの世界は明らかに大きく変化する。または「１」でさえなかった
世界に「１」が導入されるとそこに「１」と	 いう世界が現出する。自然数だけの世界と整数の世界を

比べると、そこには明確な「差異」が生まれてくる。「複素数」という概念が創造されることで、数
学的	 世界は飛躍的に虚の世界にまで広がる。	 

◎概念は、単に言葉で名づけることではなく、その概念を必要とした「生きられた生存の過程を綜合
することで、その過	 程に差異をもたらすものである」。もちろん、恣意的な概念を立てることは可能
だけれど、少なくとも数学的な形式・体系における概念はそういうわけにはいか	 ない。そこで生み出
された概念は、その世界を創造・変革しながら確かな位置を獲得することになる。ある意味で、その
概念はまるでモナドのようにその世界全	 体を相照らし出しあう関係性を持つことになる。その関係性

のなかの「規則」に従ってさまざまな「振る舞い」が生まれる。ある意味で、ルールに基づいてゲー	 
ム行為〔遊戯）をするような感じだろうか。	 

◎そのように、「概念」をつくること、その「概念」を導入することは世界創造であり世界変革でも
ある。だから、その	 「概念」を自分のなかに位置づけることができないと、その新たな世界に入って
いくことはできない。そして、いちどその「概念」が導入されると、世界はそれ	 以前とは変化を余儀
なくされる。後戻りはできない。そこに「差異」のプロセスが生まれるからだ。世界はそこで分節し
なおされ、概念同士の新たな関係性の照	 らしあいのなかで、新たな位相（フェーズ）に入ることにな

る。	 

◎もちろん、数学的な概念でなくとも、生きた概念というのは、私たちがここにいる経験を「縮約」
したものだといえ	 る。そして、その概念が立てられることになるにあたっては、それを必要とするプ
ロセスがある。ある意味で、立てられた概念は「解」だということもできる	 が、重要なのはその
「解」を要求することになった「問い」である。「問題」のない「解」は存在しない。「問題」を立
てるのはその経験の「主体」である。	 「解」はそこに「ある」のではなく、「問い」が立てられそれ
が解かれる過程を通じて、「解」に「なる」のだということができる。その意味でも、「真理」と	 い

うのは「過程としての真理」としてとらえていく必要があるだろう。それを「数学的経験」であると
いうこともできる。この「経験」は、数学だけではなく、	 「対象のない思考」による純粋経験の領域
におけるものでもある。	 

◎そのように「解」と「問題（問い）」は「差異」を含みながら往還していきながら（ある意味で、
「解」と「問題（問	 い）」の対話ということでもある）、世界を創造・構築・変革していくのだが、
その往還（螺旋運動もしくは捻れの運動のような）にエネルギーを供給し続ける	 のは、「解」に対す
る「懐疑」であり（「懐疑」によって新たな「問い」が生まれる）、さらにいえば、生命や物質やあ

えていえば魂の領域をも含んだ「自然」	 なのだといえる。その「自然」が、狭義の形式や体系（シス
テム）からさまざまな偏差、さまざまな文脈を供給し続けるわけである。	 

◎私たちが今ここに生きているという経験を「縮約」することで「概念」が生まれ、その「概念」を
使って「世界」が創	 造・変革されていくが、そのためには、絶えず「奥行き」へ向かう過程に身をお
くことが必要となる。しかし、その「奥行き」なるものが「解」に規定されてし	 まいスタティックな
ものになってしまうと、「奥行き」は「奥行き」であることを止めてしまう。つまりは、対象のない

はずのものが具体的な表象を伴った対象	 に固定されてしまうことになる。記号は記号の「奥行き」を
失って単なる図になってしまう。まるで、四大が単なる物質になってしまって解放されない状態にな	 
るようなものだ。「見」と「観」との違いもそこにあるといえるのかもしれない。ある意味で「観」
というのは、神秘学的にいえば「神秘文字の解読」のような	 ものかもしれない。たとえそこに書かれ
てあるとしても、それを読めなければそこに「奥行き」である意味を理解することはできないわけで

ある。	 
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《我と汝・あいだ》 
　　木村敏の人間の心理的時間感覚と精神病理からの示唆 
　　　「祭りの前（アンテ・フェストゥム）」ー統合失調症的（分裂病的） 
　　　「祭りの後（ポスト・フェストゥム）」ー躁鬱病的 
　　　「祭りの最中（イントラ・フェストゥム）」ー癲癇的 
　　マルティン・ブーバーの二つの「根元語」：「我ー汝」「我ーそれ」 
　　交換不可能な絶対性をもった一回性のノエシスとしての「あいだ」 
　　自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見る 
　　レヴィナス「主体の外へ」 
　　「私」と「あなた」が真に出会うのは「絶対的他性」の働きかけが 
　受動的に応答しあう場所 
　　　（絶対的他性の視線の無限遠点とその交錯）	 
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◇参考テキストからの引用	 

	 

◎木村敏『あいだと時間の病理としての分裂病』（『分裂病と他者』筑摩書房	 2007.8.10	 所
収） 

Ａ）分裂病は幼児期からの不幸な対人的出会いの歴史的帰結として、自己と他者の「あいだ」の
場所において自己の自己性が成立困難になっている事態である、というのが私の一応到達した見
解であった。 
　一方これと平行して、私は鬱病の基礎的事態を時間論的観点から考察し、これが「取り返しが
つかない」という意味方向をおびた「未済のままの完了」という	 時間構造をもつことを述べた

が、この時間的観点は、やがて鬱病者のポスト・フェストゥム（手遅れ、あとの祭）的時間構造
に対する分裂病者のアンテ・フェス	 トゥム（先走り、前夜祭）的時間構造という形で、分裂病
者にも採り入れられることになった。 
　しかし、ここで問題となる「時間」は、従来の精神病理学において「時間体験の異常」という
形で論じられた「時間」とは全く次元を異にするもの、いわば人	 間にとって「時間体験」なる

ものをそもそも可能にする根源的時間ともいうべきものがあって、それは一方で「自己」が自己
として形成される以前の根源的な	 姿、つまりキルケゴールが「関係がそれ自身に関わる関係」
と述べたような内的な関係もしくは内的な差異と同じ場所に属しているということが明らかに
なって	 きた。自己はもはや「自己同一性」の相においてではなく、「自己自身との内的差異」
の相において理解すべきものと思われた。（P.35-36）	 
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◎木村敏『あいだ』弘文堂	 1988.11.20	  
Ｂ）自己と他者の「あいだ」（Zwischen)）、我と汝の「関係」を、双方が互いに出会ってから初めて
成立するコミュニケーションの交換としてでな	 く、そのようなコミュニケーションの可能性をそもそ
も基礎づけている領域として、つまり人間が人間として存在するという事実とともに最初から根源的
に開か	 れてる領域として思索の中心に置いたのは、マルティン・ブーバーを始めとする対話哲学の人

たちであった。（・・・） 
　ブーバーはその主著『我と汝』の冒頭に次のようなことを書いている。人間が世界に対してとる態
度は、人間が語りうる根元語が二つであることに応じて二重	 である。根元語のうちのひとつは我ー汝
であり、もうひとつは我ーそれである。《我それ自体というものは存在しない。存在するのは根元
語・我ー汝における我	 と、根元語・我ーそれにおける我だけである。》人間は、それを対象物として
知覚し、想像し、欲求し、感情の対象とし、思考する。《しかし我を語るとき人間	 は、何かを対象物

として有したりはしていない。》彼はただ関係のなかに立つのみである。 
　しかし、我ー汝の関係と我ーそれの関係は、ブーバーの言うほど截然と分離しているのだろうか。
むしろ、すべての「汝」は同時にいくらか「それ」であり、	 すべての「それ」は同時にいくらか
「汝」である、というのがもっと本当らしくはないだろうか。（・・・）むしろブーバーが強調して
いる「あいだ」の領域こ	 そ、「汝」にいくらか「それ」性を与え「それ」にいくらか「汝」性を与え

ることによって、人間と世界との出会いを可能にし、人間が「関係のなかに立つ」こ	 とを可能にする
ものではないのだろうか。ブーバーが言う「二つの根元語」とは、むしろ、「あいだ」の構造が意識
のレヴェルにまで顕現した産物ではないの	 か。「根源語」がそこから派生してくる「根元」の、さら
にその「根元」にこそ、われわれは言語以前、意識以前の「あいだ」の構造を見てとらなくてはなら
な	 いのではなかろうか。(P.114-120)	 

Ｃ）ブーバーが「それ」と呼んだものの在りかは、相対的な「そこ」である。これに対してブーバー
のいう「汝」の在りかは、架空の絶対的な「ここ」であり、想像上の絶対性を与えられた「そこ」で
ある。 
　前者は「間接提示」によって構成されたノエマとしての「そこ」であり、これと相対的に対応する
私の居場所としての「ここ」もノエマ的な「ここ」である。	 これに対して、後者の「ここ」と「そ
こ」はノエマではない。それはむしろ、ノエシス的作用そのものである。私のいまいる「ここ」が交

換不可能な絶対性を	 持っているのは、それは私の経験全体の発生する場所だからであり、ノエシス作
用の生じている場所だからである。私が一回きりの生を生きている場所だから、	 と言ってもいい。
（・・・） 
　ヴァイツゼッカーの主体概念のことを思い出しておこう。「ここ」が絶対性を帯びているのは、そ
れが主体の場所だからである。主体がその一回きりの生命を	 息ながら、生命の根拠との関わりを保っ

ている場所だからである。しかもその主体は、ここで言えば「ここ」と「そこ」の出会いの原理であ
る。主体の絶対性	 は、この出会いの原理の絶対性である。ということはつまり、「ここ」と「そこ」
の「あいだ」の絶対性である。「そこ」が「ここ」固有の絶対性を分有するこ	 とになるのは、「こ
こ」がもともと「あいだ」だったからにほかならない。生命の根拠との関わりの場所が、世界との出
会いの場所だったからにほかならない。 

　「汝」の他者としての絶対性ということを強調したのは、西田幾多郎である。《私に対して汝と考
えられるものは絶対と他と考えられるものでなければならな	 い。物はなお我に於てあると考えること
もできるが、汝は絶対に私から独立するもの、私の外にあるものでなければならない。》しかしこの
「絶対の他」は私自	 身の自己と別のものではない。《自己が自己において自己を見ると考えられる時、
自己が自己において絶対の他を見ると考えられるとともに、その絶対の他は即	 ち自己であるというこ

とを意味していなければならない》。(P.136-138)	 

	 

Ｄ）「汝」は、私から「絶対の他」によって隔てられていることによって「汝」でありうる。しかし
まさにそのこ	 とによって、私もまた「自己」としての私自身となる。この「絶対の他」は。そのまま

「あいだ」と言い直してもよい。念を押すまでもないことだが、「私」と	 「汝」のほかに何か第三の
実在として「絶対の他」というようなものが考えられるというのではない。「あいだ」といっても、
それは決して二つのもののあいだ	 の空間的な隔たりのことではない。（…）それは生命と直結した一
種のノエシス的な作用であり、働きである。	 
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　西田とはまったく別の宗教的背景に立ち、西田とはまったく違ったーー多くの部分で互いに相容れ
ないーー概念	 装置を用いながら、ある意味では非常に通底しあう問題を論じているのは、エマニュエ
ル・レヴィナスである。レヴィナスの基本的な立場は、主体自己は単独者	 としてあくまでも他者から
孤絶しており、ただ彼が面々相対する他者の背後から語り掛けてくる「絶対的他性」の言葉への応答
を通じてのみ、他者と出会い、交	 流しあうことができるという認識である。彼はハイデッガーのいう

「共にあること」の中にも、ましてフッサールの「間主観性」の中にも、真の他者の絶対的他	 性は見
出されないという。彼らの見ている他者は、すべてを自己由来のものに見せてしまう「光」ーープラ
トン以来の西欧の認識論を支配している「光」ーーに	 照らし出された他者であり、同一者としての自
己の内部から一歩も出ない他者であるに過ぎない。無限に他なるものとしての真の他者は、自己に
とって絶対的な	 外部でなければならない。（・・・） 
　私と絶対的に異なるものとしての他者と出会わなければ、言い換えればすべてが自己の自己同一性

のなかで演じられているならば、私はそれぞれの瞬間のあい	 だの他性を見出すこともできない。瞬間
と瞬間とのあいだに他性が成立しなければ、時間も生成しない。私が時間をもち、歴史をもつことが
できるのは、他者の	 絶対的他性によってのみである。（・・・） 
今の瞬間と次の瞬間とが、西田の好んで引く大燈国師の言葉に言うように《億劫分かれて須臾も離れ
ず、尽日相対して刹那も対せず》という関係に成立つときに	 のみ、私が私であり汝が汝であるという

ことが成り立つ。言い換えれば、次の一瞬が私にとって絶対的に未知であり不可知であることによっ
て、未来という時間	 が可能になり、未来が未来として成立している限りにおいてのみ、私の目の前に
いる他者は絶対的な他性を帯びることができるのである。（P.145）	 

	 

◇note13	 

◎エスキス８の補完として、「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見る」ということ
の意味について、ちょっとややこしい感じにもなるのだけれど、「我ー汝」を考えるときには避けて
通れないところなので、精神病理学者の木村敏の視点を使って少し。	 

◎木村敏は、人間の心理的時間感覚と精神病理を「祭りの前（アン	 テ・フェストゥム）」ー統合失調
症的（分裂病的）、「祭りの後（ポスト・フェストゥム）」ー躁鬱病的、「祭りの最中（イントラ・
フェストゥム）」ー癲癇的	 の三つに分類しているが、こうした時間感覚が形成されるにあたっては、
幼児期の人間関係が深く影響している。つまり、自己と他者、我ー汝の関係としての	 「あいだ」であ

る。	 

◎マルティン・ブーバーは、「我ー汝」、「我ーそれ」という「根元	 語」から人間が世界に対して取
る態度が成立するとしたが、木村敏は我ー汝の「あいだ」の構造がそうした意識の二つのレヴェルに
顕現していると見、それを根	 元であるとは見ない。「我ーそれ」の「それ」は相対的なノエマとして
の「そこ」であり、それに対して「我ー汝」の「汝」の在りかとしての「ここ」「そこ」	 はノエマで
はなく交換不可能な絶対性をもった一回性のノエシスとしての「ここ」「そこ」である。重要なのは、

「我ー汝」、「ここ」と「そこ」の「あいだ」	 の絶対性であり、さらにいえば「ここ」そのものもそ
の「あいだ」に他ならないということである。つまり、「汝」は「絶対の他」「私の外にあるもの」
として	 考えなければならず、しかもその「絶対の他」は「自己」でもある。そして、その「絶対の
他」というのは、「もの」ではなく、ノエシス的な作用がそこに働い	 ていると見なければならない。
「あいだ」というのもふつう理解されるような空間的な場所ではなく、働きそのものとして理解され

なければならない。そのこと	 を西田幾多郎は「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見
る」といったわけである。	 

◎ちなみに、「ノエマ」「ノエシス」というのは、フッサールの現象	 学において用いられる、ギリ
シャ語の見る=noeoに由来する言概念で、意識が対象を志向して対象を「ノエマ」として構成する作用
のことを「ノエシス」と	 呼んでいるが、木村敏はそれを敷衍して、働きそのものである行為的な側面
を「ノエシス」的な面、そのとき意識されているもののことを「ノエマ」的な面と呼	 んでいる。木村
敏は、ある時点でノエシス・ノエマの対概念を、ラカンの影響も受けシニフィエ・シニフィアンの対

概念に換えようとしたこともあったが、言語	 記号を認知するような主知主義的な立場に近い前者では
なく、あらためて自己自身を表現するという立場からノエシス・ノエマの対概念を使っている。言語
以	 前、意識以前の「あいだ」の構造を見る必要があると考えているのだといえる。	 
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◎「他者」というのは「他者と対峙する」とかいう言葉などで引き合	 いにだされることも多いが、面
と向かった人を単に「他者」と見て、その人に対するコミュニケーションを円滑にするとかいう問題
ではない。行動心理学的な側	 面をベースにコミュニケーション心理学を応用し自己実現をサポートす
るような開発セミナー的な手法も多いが、そこにはある意味では「我」も「汝」もいな	 い。記号化さ
れた欲望同士、つまり「それ」と「それ」とが記号的な欲望のまわりを自己実現と称する「成功イ

メージ」のまわりをまわっているだけにすぎな	 い。もちろん、世の中の多くはそれでまわっている。	 

◎ここでいう「我ー汝」は、「我」のなかに「絶対の他」を見ること	 で「我」は我自身となるのであ
り、そのことではじめて「絶対の他」である「汝」に対することが可能になるということである。そ
うした西田幾多郎の視点は、	 エマニュエル・レヴィナスの「他者」の視点に似てくる。レヴィナスは、
他者との関係は相互的なものではないととらえている。「他者」は、私と「共にあるこ	 と」（ハイ
デッガー）の中にも、「間主観性」（フッサール）の中にも現れない。可能なのは、相対する他者の
背後から語り掛けてくる「絶対的他性」の言葉に	 応答できるだけだという。そして、主体の外へと超

え出て行き、その外にある超越論的意識とでもいえるものを覚醒させる方向で思考を展開する。（と
はいえ、	 ここらへんのレヴィナスの思考はなかなかつかみにくいのだけれど）	 

◎さて、私たちは、まず「他者」という「鏡」との「あいだ」で自己	 を形成する。しかも、ここに
「私」がいて眼の前に「あなた」がいるというようなことからイメージされるようないってみれば牧
歌的な関係性はほんらいありえ	 ない。私は「他者」によって「私」であると同時に、その「私」のな
かに絶対的な他者性をもっている。「私は私であって私ではない」わけである。同じよう	 に、「あな
た」もたんに「あなた」ではなく、私のなかの絶対的他者性を通じてしか、出会えない絶対的他者で

ある。そしてそれらは、「ノエマ」的なあり方の	 なかである種固定化され、「それ」として相互に現
れていることで、かろうじてコミュニケーション的なことが可能になっているだけであるにもかかわ
らず、私	 たちはそれをふつう複雑には考えない。ホラー映画風にいえば、私は鏡に映っていると思い
込んでいる自分の顔＝他者と話しているつもりでいながら、同じよう	 に「あなた」は鏡に映っている
自分の顔＝他者との間で、互いを「それ」と化しながら対話していると思っているわけである。	 

◎「私」と「あなた」が真に出会おうとするならば、互いに自らのな	 かに「絶対の他」を見、そこに
ノエシス的に働いている他者としての自己を見なければならない。つまり、私は私の絶対的他性の視

線の無限遠点を見、あなたも	 同じくあなたの絶対的他性の視線の無限遠点を見、その交錯する「あい
だ」において、いってみれば、互いが背中合わせになって相手のそうした視線の無限遠点	 と対話しな
ければならない。レヴィナス風にいえば、私とあなたは、互いに主体の外へと超え出て行き、背後に
ある「絶対的他性」の働きかけが受動的に応答し	 あう場所に生きなければならない。	 

◎おそらく、さまざまな精神病理が現れるのは、「それ」と「それ」	 同士の「もの」的な「あいだ」
でエラーを起こした関係性だといえるのかもしれない。もちろん、多かれ少なかれ私たちは「我ー
汝」関係の「あいだ」でそれな	 りの精神病理を抱えて生きているのだといえる。関係性の病なので、

そうした病が表出した本人だけの病ではない。関係するあらゆる人と人の「あいだ」の病で	 ある。自
分が自分でないように感じる、自分と相手との境目がわからなくなる、自分の中の世界だけのエクス
タシー状態になってしまう、等等・・・。そうした	 精神病理は私たちにさまざまなことを示唆し続け
てくれる。自己実現というときの「自己」にしても、本来はそれそのものが「絶対の他」でしかない
のだから。	 
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《「荘子の「物化」思想と世界の変容・ヘンシーン！》 
　　『荘子』の「胡蝶の夢」の物化思想 
　　自分と蝶とは融合するのではなくそれぞれが 
　　他へとの生成変化・変容するということ 
　　「このわたし」が＜他なるもの＞に変容し、 
　　そこから「この世界」そのものも変容する 
　　「鶏となって時を告げよ！」 
　　ドゥルーズの「生成変化」の思想 
　　模倣ではなく構成変化 
　　ヘンシーン！するためのの技術と営為 
　　自同性を自縄自縛的に担保している時空認識を「構成変化」させる 
　　自由の哲学という生成変化・変容のための「縣解」装置	 

37	 

◇参考テキストからの引用 
	 

中島隆博『荘子／鶏となって時を告げよ』（岩波書店／2009.6.19）	 

Ａ）『荘子』において、ある物が他の物に生成変化することは、「物化」と呼ばれていた。その
「物化」の中で最もよく知られている例は、胡蝶の夢の記事であろう。（・・・） 
　かつて荘周が夢を見て蝶となった。ヒラヒラと飛び、蝶であった。自ら楽しんで、心ゆくもの
であった。荘周であるとはわからなかった。筒全目覚めると、	 ハッとして荘周であった。荘周
が夢を見て蝶となったのか、蝶が夢を見て荘周となったのかわからない。荘周と蝶とは必ず区別
があるはずである。だから、これ	 を物化というのである。（『荘子』斉物論篇） 

（・・・） 
　ただし、ここで是非とも強調していかなければならないことは、「物化」は自他の区別を無に
するものではないということだ。もし、「物化」を通じて、自他	 の区別なく、自他が融合した
万物一体の世界が目指されているのなら、「物化」という変化はそもそも不要であるし、何より
も胡蝶の夢の原文において「荘周と	 蝶とは必ず区別があるはずである」と述べる必要もない。

（P.149-150）	 

Ｂ）「物化」においては、「このわたし」とともに「この世界」も変容していた。では、「物
化」の究極において、「こ	 のわたし」と「この世界」はどうなるのだろうか。『荘子』はそれ
を徹底的に考えていたと思われる。すなわち、変容した「この世界」が一種の解放空間とな	 り、
「わたし」が自同性も含めたあらゆる束縛から自由になるということである。（P.181）	 
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Ｃ）小與が答える。「いや、どうして憎いことがあろうか。だんだんとわたしの左腕を化して鶏にす
るならば、わたしは	 時を告げることにしよう。だんだんとわたしの右腕を化して弾にするならば、フ
クロウでも撃って炙りものにしよう。だんだんとわたしの尻を化して車輪にし、	 心を馬とするならば、
それに乗っていこう。馬車に乗らなくても済むようになる。そもそも得たものも時であったし、失う
ものも順である。時に安んじ、順にお	 れば、哀楽の感情も入ってこない。これが古くから言われてい

た縣解（束縛を解くこと）である。束縛が解けないのは、物と結びついているからである。そもそ	 も
物に天が勝てないこと久しいのであって、わたしがこれを憎むはずもない」。（『荘子』大宗師篇よ
り）（P.182）	 

Ｄ）「生成変化」において、一つの近傍（近さ）が変化すると、他の近傍（近さ）もまた独立に変化
する。そして、その結果、（…）この世界そのものが深く変容するのである。「そこでは世界そのも
のが生成変化を起こし、わたしたちは＜みんな＞になる」。 
　こうしたドゥルーズ的な「生成変化」は、荘子の「物化」と見事に照応している。どちらもが、他

なるものへの変化によって、この世界の根底的な変容を究極的にイメージしているのである。（P.
189）	 

Ｅ）「物化」の思想は、到来する未来の出来事に自らを開き、「この世界」の変容に賭けるものでも
ある。それをドゥ	 ルーズが、スピノザを通じて、「喜びの倫理」と呼んでいたことを思い出そう。そ
うすると、『荘子』において問われているのは、過去の出来事に対する悲しみ	 の道徳を退け、未来の
出来事に対する「喜びの倫理」に向かう自由ということになる。（P.195）	 

	 

◇note14	 

	 

◎今回は、「奥行き」に向かうということは、ある種のヘンシーン！でもあるという話を荘子とドゥ
ルーズから。	 

◎『荘子』の「胡蝶の夢」の話は有名である。荘子が蝶になった夢をみたが、自分が夢を見て蝶と
なったのか蝶が夢を見	 て自分になったのかがわからない、という話。しかし、話はそこで終わるわけ
ではない。ここからが主題である。自分と蝶の区別がつかなくなったという話では	 なく、自分と蝶と
は必ず区別があるはずだという話。ある物からある物への生成変化・変容という「物化」の思想であ
る。（胡蝶の夢の話は、テキストからの引	 用Ａを参照）。	 

◎この「物化」の思想は、自他の融合の思想ではない。自分か他者かわからなくなったからいっしょ
になろうというよう	 な安易な話ではない。しかし、「このわたし」は「自同性」」という自分以外の

ものではありえないというある種の束縛から解放される可能性をもっているとい	 う。ある種、ヘン
シーン！！とでもいうように他なるものへの生成変化・変容が可能であるという話。そして、ここか
らがさらに重要なのだけれど、「このわた	 し」が生成変化・変容することで、「この世界」もまた生
成変化・変容するというのである。それは、自他の融合して溶け合って仲良くなりましょうというよ
う	 なことではなく、自と他は自と他のままでありながら、それぞれが、ヘンシーン！！することで、

自も他も生成変化・変容するというある種の解放空間の可能性	 の思想なのである。それが「物化」思
想。	 

◎この胡蝶の夢の物化思想は、大宗師篇の「鶏となって時を告げよ！」という話でさらに明らかにさ
れている（この話に	 ついては、テキストから引用Ｃを参照）。変化・変容が縣解（束縛を解くこと）
につながるという話。なぜ私たちが束縛されているのかといえば、私たちがヘン	 シーン！！できない
と思い込んでいるからだというのである。	 

◎今回参考にした中島隆博『荘子／鶏となって時を告げよ』では、この「物化」思想がドゥルーズの
「生成変化」の思想（ガタリとの共著『千のプラトー』）と照応させられて論じられているのが興味

深い。	 
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◎ドゥルーズにとって「他なるものへの生成変化」とはどういうことを意味しているのだろうか。そ
れは他を模倣するこ	 とではなく、自分自身でありつつその構成そのものを分子レベルから変化させる
ことだという。面白いのだけれど、ドゥルーズ＝ガタリは俳優のロバート・デ・	 ニーロが映画の一場
面でカニのような歩き方をしてみせることについて語っている。デ・ニーロによればこれは決してカ
ニの模倣ではなく、「映像と、あるいは	 映像の速度と、カニにかかわる＜何か＞を組み合わせよう」

ということだという。要は、カニらしくなるためには、カニになるのではなく、「なんらかの手段と	 
要素を使って、動物の微粒子に特有の運動と静止の関係に組み込まれるような微粒子を放出」しなけ
ればならない。実体としてカニになるのではなく、重要なの	 は構成変化ということなのである。「私
たちは動物や花や岩石になるが、こういった事象は分子状の集合体であり、＜此性＞であって、われ
われ人間の外部で認	 識され、経験や知識や習慣を動員してはじめてそれと知れるようなモル状の主体
や客体ではないのだ」。	 

◎しかし、デ・ニーロにも「なんらかの手段と要素」という技術と営為が必要であるように、私たち
がヘンシーン！する	 ためにも、それなりの技術と営為が必要である。自分が自分を束縛している「自
同性」、つまり「自分はそういうものだ」という自縄自縛から自由になるために	 は、自分は自分であ
りながら、そして他者は他者でありながら、自分で自分を縛っているものに気づき、そこから自由に
なるの技術と営為に向かって自らを開く	 必要があるということである。たとえば、傷ついた自分、ト
ラウマにとらわれた自分、等々といったもの（それらはそれと知らず、自分で思い込んだ「道徳」に	 

さえなっている）を退けること。ヘンシーン！である。そして、その自分の生成変化・変容こそが、
世界の生成変化・変化となる。	 

◎「奥行き」を観るということは、今の自分の自同性を自縄自縛的に担保している時空認識を「構成
変化」させる必要が	 ある。シュタイナーの『自由の哲学』も、ある意味で自分の自縄自縛的な認識を
変化させるための認識論でもあるように思う。「このわたし」を「このわたし」	 が縛っているものと
いうのはいったい何なのだろう。「そういうものだ」という枷。自分の「そういうものだ」は、世界
の「そういうものだ」になっているとい	 うことに気づけば、自分を生成変化・変容させ「縣解」する

ことは、世界のそれでもあるということがわかる。	 
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《他者という観点から／非＝場所としての 
　　　　　　　　　　　ユートピアで奏でられる私と他者のポリフォニー》 
　　「わかりあえないことから」 
　　他者とは無限であり、＜同＞への還元を絶対的に拒絶する 
　　ほんらいの意味での人間は《あるがままの人間》においては目覚めることができない 
　　非＝場所であるユートピアと倫理 
　　自己の根底の絶対の他において汝の呼び声を聴き、	 

　汝の根底の絶対の他において私の呼び声を聞くこと 
　　西田の思索は極めて数学に親和的であり、	 

　つねに幾何学的なイメージを以ってその思索を行った 
　　　（「円」のイメージ） 
　　時が時の底に自己を抜けて行くことが円環となる 
　　自己の底に自己を抜けていくこと 
　　絶対無の場所で奏でられる私の汝を呼ばわる声と汝の私を呼ばわる声のポリフォニー	 
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◇参考テキストからの引用	 

	 

Ａ）熊野純彦『レヴィナス入門』（ちくま新書／1999.5.20） 
　すぐれた意味で他なるもの、つまり他者が＜他者＞であるのは、他者そのものが無限として存在

することによってではないか。あるいは他者それ自体が、「無	 限が無限化する」（『全体性と無
限』）しかたなのではないだろうか。つまり、「全体性（トタリテ）」をけっして形成することが
ないもの、＜同＞の内部に閉	 ざされることがない「無限なもの（アンフィニ）」こそが、＜他者＞
なのではないか。その意味では、他者とは一箇の＜外部性（エクステリオリテ）＞でもあ	 る。レ
ヴィナスにあっては、かくして、他者とは無限、つまり取りつくしえないものであり、また外部性、

すなわち＜同＞への還元を絶対的に拒絶するものとな	 る。（P.119） 
　そもそも一般に、あらかじめ呼びかけられてしまっていること、＜他者との関係＞に囚われてし
まっていることを措いて、倫理は可能であろうか。他者と私の	 あいだには、絶対的な差異がある。
他者とは私との無限の差異である。にもかかわらず、他者との関係は不可避であり、私はつねに・
すでに他者との関係を抱え	 込んでしまっている。だから、私は他者にたいして「無関心ではーあり

えない（ノンーアンディフェランス）」のだ。（…）このことがまさに、およそ倫理が可	 能である
ための最下の条件ではないだろうか。 
　レヴィナスは、じぶんは倫理を「構築」しようとしたのではない、たんにその意味を「探求」し
ようとしたにすぎない、と語っている（ネモとの対話）。それ	 でもなお、レヴィナスの倫理は、あ
るいは過度なオプティミズムであるとも、逆にひどくペシミスティックだともいわれ、またユート

ピア的であるとも評される	 だろう。ユートピアとは、むろん場所ではない場所、非＝場所のことで
ある。レヴィナスは語っている。	 
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　　ユートピア的ということばを、私はおそれません。じっさい私は、ほんらいの意味での人間は
《あるがままの人間》	 においては目覚めることができない、と考えています。それは不安な目覚め、
他者の場所を占めてしまっているのではないか、という居心地の悪さなのです。存	 在における私の席、
私の場所を問いただすこと、これはユートピア的ということではないでしょうか。まさにユートピア
と倫理なのです！（マルカとの対話） 

（P.213-214）	 

	 

Ｂ）『西田幾多郎哲学論集Ｉ　場所・私と汝』（P./岩波文庫	 1987.11.16） 
　自己が自己において絶対の他を見ると考えるとき、我々の自己は死することによって生きるという

意味を有し、他の人格を認めることによって自己が自己とな	 る。私の根底に汝があり汝の根底に私が
あるということができる。かかる弁証法的限定においては私に於て見る他と考えられるものは、単な
る他ではなくして汝	 の呼び声の意味を有っていなければならない。すべて表現と考えられるものはか
かる意味を有ったものでなければならぬ。表現というのは我において我に対して	 見られる他というべ
きものであって、しかもその背後に他の呼び声を有ったものでなければならない。自己の底に絶対の

他を認めることによって内から無媒介的	 他に移り行くということは、単に無差別に自他合一するとい
う意味ではない。かえって絶対の他を媒介として汝と私が結合するということでなければならない。 
自己が自己自身の底に自己の根底として絶対の他を見るということによって自己が他の内に没し去る、
即ち私が他に於て私自身を失う、之と共に汝も亦この他に	 おいて汝自身を失わなければならない、私
はこの他において汝の呼び声を、汝はこの他において私の呼び声を聞くということができる。（P.

324-325）	 

Ｃ）小林敏明『西田幾多郎　他性の文体』（太田出版／1997.12.6） 
　『自覚における直観と反省』などにも見られる通り、西田の思索は極めて数学に親和的であった。
その発想において数学から得たと思われるものが随所に見ら	 れるのだが、このことは文体の問題に関
しても妥当しないだろうか、というのが私の基本的な疑問である。具体的に言うと、西田はよく言わ
れる集合論や群論か	 らの影響に加えて、つねに幾何学的なイメージを以ってその思索を行ったのでは
ないかということである。なかでも私が気になっているのは「円」のイメージで	 ある。例えば本稿が

中心テクストにしている「私と汝」の中にも	 

　　　周辺なくして至る所が中心となる円の自己限定としては、之に於て無数の自己自身を限定する
円が限定せられると考えることができる。	 

というような記述がたびたび見られる。 
（・・・） 
「図」参照 
　この図式においてMは一般者と呼ばれるものであるが、それは「媒介者」「世界」と呼ばれてもいい
し、（…）「場所」と呼ばれてもいい。（…）図はしたがってその一般者なり場所が自己自身を限定

していく様を表している。そしてこの図に続いて次のような記述が出てくる。	 

　　一つのMxがMの自己限定として自己自身を限定ししていくということは、右の図式の如く自己の底
に自己を抜ける	 ことである。我々が身体の底に抜けることによって永遠なるものを見るということは、
同時にMxがEとして自己の底に自己を抜けることである。而してMの自	 己限定として物を創造するとい
うことである。時が円環的であるということは、時が戻るということではない。時は何処までも進み
行くのである。併し進み行く	 ことが消え行くことである、時が時の底に自己を抜けて行くことである。
それが円環となることである。	 

　（…）記号Eは世界の「個別的限定」のことで、「一般的限定」（Aと記号化される）の対極をなす
概念である。この	 引用に従う限り、一般者ないし場所が自己限定ししていく方向に思索を進めていく

過程は究極的には「自己の底に自己を抜けていく」ことになる。	 （P.37-40）	 

	 

◇note15	 

◎エスキス８・１３の「我ー汝」を、「汝」である「他者」という観点から少し。	 

◎人と仲良くきちんとコミュニケーションできたほうがいいというのはもちろんなのだけれど、ここ
ではそういう意味で	 「他者」を問題にしているわけではない。そういう意味での「他者」は、ある意
味、自分の一部、つまり「操作」可能な人のことでしかない。その場合、もっと	 も最良な結果は、私

とあなたの同化である。	 
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◎最近、少し話題になった平田オリザの本に、プレゼンや人づきあいのススメのようなハウツー本的
な内容とは全く違っ	 た、『わかりあえないことから』という演劇論を背景にしたコミュニケーション
論があって、タイトルになっているように「わかりあえないこと」を前提にした	 対話の形の可能性が
説得的に語られているが、その「わかりあえないこと」を極限にまでつきつめて考えてみる必要があ
る。逆説的にいえば、「わかりあってい	 る」と思っている「わかっている内容」とはいったい何なの

だということ。	 

◎「他者」ということは、「私」ではないということである。私ではない、つまり私のまったく
「外」にあるというこ	 と。「外」にあるということは、私にとってまったく、いわばとりつく島のな
い存在、私に同化する可能性がなく、まったく理解の及ばない存在ということにな	 る。でなければ
「他」ではない。レヴィナス的にいえば、「他者とは私との無限の差異である」。しかし、「私」は
「他者」であるという以前に、「私」が成立	 する前提において「他者」との関係を抱え込んでいる。
他者ゆえに私であるにもかかわらず、他者は私のまったく外にいる。しかも、ともすれば私は「他

者」を	 自分に同化させるべく働きかけようとする。	 

◎ぼくなりのレヴィナス理解（誤読含み）から、しかも単純にいえばこういうことになるだろうか。
「私」が成立するの	 はあなたとの関係においてなのだけれど、あなたは私の無限に外にいる「他」で
ある。「他者」であるということは、私ではないということだから、私に同一化	 させるべきではない。
同一化させようとするのは、他者を否定する行為になってしまう。極端にいえば、相手を理解できる
と思うのは倫理的ではないということ	 になる。あなたと深い関係にあり無関心ではありえないのだけ
れど、あなたは私のまったく外にいる。そして、あなたを私に同化させるというのは、倫理的では	 な

い。	 

◎そういう意味で、私がふつうの意識で、コミュニケーションしようよ！というふうに、ある意味で
は、他者を同化させ	 ようとするような無意識的な眠った意識ではなく、「目覚め」るためには、私は
非＝場所である「ユートピア」にいなければならない。いうまでもないが、	 「ユートピア」というの
は、場所(topia)ではないということ。それは空想された架空の場所でもあり、また理想郷でもある。
私は、その非＝場所である	 「ユートピア」にいることによって、倫理的であることが可能になる。	 

◎ここからが重要になるのだけれど、その非＝場所である「ユートピア」はどこだろうということに
なる。そこはどこに	 もないという意味でいえば、「無」、「無の場所」、「絶対無の場所」であると
いうことになる。まさに、西田幾多郎である。ふつうの意味で、私とあなたが対	 面するというのでは

なく、無の場所で対面する。それはどういうことだろうか。	 

◎ふつうの意味で、私とあなたが対面することで拓かれる可能性は、「単に無差別に自他合一する」
ことでしかない。	 いってみれば、「あるがまま」のかたちの対面であり、互いに相手を取り込みあっ
て融合する。直接的に、私があなたを取り入れ、あなたが私を取り入れるとい	 うこと。私とあなたは
反対方向の「顔」しか持ち得ないにもかかわらず、そのまま「顔」をつきあわせて融合した気になっ
てしまう。そこで、真性の倫理は破綻	 してしまう。愛は生まれない。愛は、私とあなたの融合ではな

い。私とあなたの真の「むすび」でなければならない。	 

◎エスキス８・１３でもふれたことの繰り返しにもなるが、無の場所で対面するというのは、「自己
の中に絶対の他を	 見、絶対の他において自己を見る」ということにほかならないだろう。他者である
あなたは、私の無限遠点にいる。あなたの他者である私も、あなたの無限遠点	 にいる。その無限遠点
としての絶対無の場所でこそ、私は「汝の呼び声」を聞き、汝は「私の呼び声」を聞くことができる。
無限遠点というのは、先の、非＝場	 所である「ユートピア」である。	 

◎西田幾多郎の表現はとても独特であり、通常の論理では理解しにくいところがあるが、その理由の
ひとつとして、「西	 田の思索は極めて数学に親和的」であったことを挙げているのは、小林敏明であ
る（『西田幾多郎　他性の文体』）。西田は、その思索を幾何学的なイメージで	 行ったという視点。

たとえば、「円のイメージ」。「周辺なくして至る所が中心となる円の自己限定としては、之に於て
無数の自己自身を限定する円が限定せら	 れると考えることができる」というような記述がある。「時
が自己の底に自己を抜けていく」ことが「円環」になることだというような表現。	 

◎私が私であるということは、「周辺なくして至る所が中心となる円」が「自己限定」することであ
り、そこで「汝の呼	 び声」を聞くためには、その私が「自己の底に自己を抜けて」いかなければなら
ない。それは、非＝場所である「ユートピア」である「周辺なくして至る所が中	 心となる円」である
「絶対無の場所」であり、私の視線の無限遠点であるということもできるだろう。	 

◎私は無限遠点に向けて汝を呼ばわり、汝は無限遠点に向けて私を呼ばわる。私と汝の「むすび」は
そのことで可能とな	 る。私という「自己限定」の「円」が、汝という「自己限定」の「円」とむすば

れ、シンフォニーを奏でる。私の汝を呼ばわる声と汝の私を呼ばわる声が非＝場	 所である「ユートピ
ア」である絶対無の場所でミサを歌う。ポリフォニー。ただ一つの声部しかないモノフォニーではな
く、私の声と汝の声、他者の声とが独立	 した声部をもったポリフォニー。	 
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が自己の底に自己を抜けていく」ことが「円環」になることだというような表現。	 

◎私が私であるということは、「周辺なくして至る所が中心となる円」が「自己限定」することであ
り、そこで「汝の呼	 び声」を聞くためには、その私が「自己の底に自己を抜けて」いかなければなら
ない。それは、非＝場所である「ユートピア」である「周辺なくして至る所が中	 心となる円」である
「絶対無の場所」であり、私の視線の無限遠点であるということもできるだろう。	 



esquisse16　(2013.4.25)	 

《永遠の今と世界劇場》 
　「今」について考える 
　なぜ、今ここに私がいて、世界があるのか 
　絶対の無なるが故に絶対の有である 
　「今」という「点」において、「無」が「逆対応」的に展開している 
　永遠の今 
　「永遠」と重なる時間性を潜在的に含み込んでいる 
　「永劫回帰」＝「絶対的な差異」の「反復」である 
　　「円環」の時間としての「第三の時間」 
　デヴィッド・ボームは、目に見える「明在系」に対し、	 

　その背後に「暗在系」があることを示唆 
　世界劇場論 
　舞台の＜内＞である「この世」にいるが同時に＜外＞にいる	 
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◇参考テキストからの引用	 

Ａ）西田幾多郎「場所的論理と宗教的世界観」（『自覚について』（岩波文庫）より） 
神は絶対の自己否定として、逆対応的に自己自身に対し、自己自身の中に絶対的自己否定を含むも
のなるが故に、自己自身によってあるものであるのであり、絶対の無なるが故に絶対の有であるの
である。（P.328）	 

Ｂ）小坂国継『西田哲学の基層』（岩波現代文庫） 
現在においては過去と未来は同時存在的であり、また現在の一瞬のなかに無限の過去と無限の未来
が収斂している。そして、かような現在が現在自身を限定する	 ところに時間が生じ、過去と未来が
生ずる。それだから、時間は過去・現在・未来を包容する「絶対現在」ないし、「永遠の今」の自

己限定として考えられるの	 である。こうして時間は、その直線的限定に即して見れば「非連続の連
続」であり、その円環的限定に即して見れば「永遠の今」である。（P.166）	 
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Ｃ）檜垣立哉『瞬間と永遠／ジル・ドゥルーズの時間論』（岩波書店/2010.12.14） 
　こうした「時間」に対する「空間」の契機は、（…）もちろんたんなる幾何学的な均質性として捉
えられるようなものではない。それは、むしろ「空間」のあり方を多次元的な構造へと変容させ、時
間論のなかに織り込んでいくように描かれなければならない。 
　ドゥルーズ自身がこのことをはっきりと述べるのは、「クロノス」（現在的な時間）と「アイオー

ン」（永遠の時間）をめぐるさまざまな議論、あるいは後期	 の『シネマ』における「時間イマー
ジュ」を中心とする映像の議論においてである。クロノスとアイオーンを論じ『意味の論理学』では、
時間が「現実化」する	 ことに対抗する「反ー実現」の働きが、つまり「現在」が完全には実現するこ
とのない（永遠という不在の）時間でもあることが、「潜在性」という存在領域の	 問題とともに描か
れていく。『シネマ』の文脈になると、こうした瞬間と永遠の交錯は、「結晶」や「層」のイマー
ジュとして、「現在」のなかにみいだされる	 「鏡」の無限反射のようにとりだされる。それは「今」

に「永遠」という契機が織り込まれたものなのである。そこでは、時間がたんに永遠というかたちで
空間	 化されるのではない。むしろ、現在という生ける時間において、それを支える永遠の自然の時間
が、現在とは異なる次元で含み込まれるものとして示されるので	 ある。「瞬間」と「永遠」が、そこ
では齟齬をきたしながら絡み合っている。 
　この二つの時間のあり方は、時間的というよりも、時空間的だというべきだろう。（P.4） 

　「瞬間」とは、それ自身としても、空間的な「点」である。それはまさに、流れていく持続が連続
体であることにとって、その極限的な一契機を示すものであ	 る。そして、「永遠」とは、点が極端に
狭まった時空の一面であることの、まったく逆面であるともいえる。「永遠」には流れの極限として
の無限という事態が	 関与するからである。こうした流れの無限について、ドゥルーズは「第三の時
間」の議論では「直線」という表現を利用するし、それは無限に伸びる線として、	 けっして円環を形

成しない「永劫回帰」＝「絶対的な差異」の「反復」のことであるとも述べられる。「円環」である
時間は、「瞬間」である現在につねに回帰	 するだけのものである（ドゥルーズによれば、それは「同
一性」を確保するものでしかない）。しかし、直線の「永劫回帰」は、無限の永遠として「絶対的な
差	 異」を導き、つねに新しく繰り返される現在を再開させる。 

　こうした空間としての時間を想定したときに、瞬間がもつ多重的なイマージュが全面に現れてくる。
瞬間は、それ自身が垂直的な方向において、永遠と重なる	 時間の果てを潜在的に含み込んでいる。あ
るいは、それを瞬間である自らの反復のなかにあわせもっている。無限の事象を含んでいるがゆえに、
瞬間が獲得する	 深さとは、それ自身、現実化されることを拒絶する次元として示される。それは卵で
あり、胚であり、あるいはさらにドゥルーズ後期の用語である「平滑空間」	 とも結びついた世界の力

動性の「場所」なのである。 
　そうした時間のあり方をもっともよく示すのは、バロック的な時間意識であるとおもわれる。同種
の議論をドゥルーズに近い時代に探ってみても、西田幾多郎	 が述べた「永遠の今」、あるいはヴァル
ター・ベンヤミンが論じた「静止状態の弁証法」や歴史の「収縮」などがただちにおもい浮かぶ。そ
れらは、ドゥルーズ	 が論じている議論と深く結びついているようにおもわれる。（P.5）	 

Ｄ）『〈在る〉ことの不思議』勁草書房	 (1992/10) 
変哲もなくみえるどの瞬間もが、無窮で充溢した瞬間場の生起。ロゴス（奇蹟の巡り逢い）・カイロ

ス（創造・破壊）・アイオーン（無窮の時）なる＜今ここ＞	 が刻一刻、寄せ来る波のように回帰しつ
づけるという、眩暈するような位相が開けてこないだろうか。だから、「存在：無：同一」というい
わば黒いネガフィル	 ムを現像してみると、「永遠の瞬間」という明るいポジが映しだされてくるので
はないか。言わぬというしかたでハイデッガーが言おうとしたことは、そのこと	 ではなかったろうか、
もしそうであれば、そんな存在の風光やプロブレマティークをひとことで、存在神秘と概括してもゆ

るされよう。（P.183） 
　まず指摘できることは、世界劇場論は裏をかえせば、自己の正体（identity）を語っているという
ことである。だから世界劇場論は、世界虚仮的ペシ	 ミズムのすすめでも、この世の悲喜劇から自分だ
けは免責されようとする自己逃亡論でも、あるいは、厭離穢土欣求浄土式の説教方便（悔い改めと天
上への招	 待）でもなく（…）、積極的な自己究明論として解読されなければならないということであ

る。 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　舞台の外部や背後世界に実体的に分離して別在しているのではない。自己抹消と引き換えに役柄を
えがきだす当体(Sujet)として、現にまぎれもなく舞	 台の＜内＞にいあわせている。役柄を体現する
声や身振りや表情の裏づけとなって、つねに舞台にあがっている。ただ、その登場のしかたのあまり
の透明さ（直	 接性）のために、ソレとして距離をとって表象することも限定することもできないだけ
である。舞台に内在しているのに、舞台の露頭面からは永遠に脱漏するこ	 と。それが、自己（無人・

実存）の存立形式である。自己は、この世（世界劇場）の＜内＞にいながら同時に＜外＞にいる。＜
内にいるのに外にいる＞という、	 自己のこの奇妙な存立形式を、フッサールにならって「内在の超
越」とよぼう。むろん、「隠れるというしかたでしか現れない」という、存在一般の定式のヴァ	 リ
エーション。新奇なことではない。（P.251-258）	 

	 

	 

《note16》	 

	 

◎時間について考えていくと、かならずのように、「今しかない」という考えにいたる。「今しかな
い」のだから「過去」や「未来」にとらわれて生きる	 のはやめて今をポジティヴに生きよう、といっ

たような人生論風の結論になることもあるだろうし、逆に「今しかない」のだから刹那的に生きるし
かないと短絡	 的な発想になることもあるかもしれない。	 

◎そして、続いて考えつくのは、「今」というのはどんな「瞬間」なのだろうかということではない
だろうか。ごくごく短い時間としての「瞬間」をイ	 メージしたりもするが、その「刹那」を数直線上
のような時間で理解しようとするのはすぐに限界になる。アキレスの亀のようなパラドックスに陥る
ことにもな	 る。	 

◎「今」について考えるということは、「ある」、「世界がある」、「自分がいる」ということにつ
いて考えるということもである。「今しかない」とい	 う考えの背景には、今自分がここにいるという

ことや、今自分がここにいる世界があるということがあるからだ。ヴィトゲンシュタインも「世界が
どのように	 なっているか、でなく、世界があるということ、これが謎である」と『論理哲学論考』の
なかで述べている。「なぜ何もないのではなく、何かがあるのか？」	 「なぜ「無」ではなく、「何か
が存在する」のか」というのは、哲学の形而上学や神学や宗教哲学、また宇宙論などの領域でしばし
ば議論されていることであ	 る。「ある」ということ、つまり「存在」は限りなく神秘的なのだ。それ

をクローズアップさせたのはハイデッガーの「存在論」である。	 

◎西洋においては、ほとんどの場合「無」ということは避けられるが、東洋においては「無」という
概念が多用される。東洋的世界観を背景に哲学的にそ	 れを構築しようとしたのが西田幾多郎であると
いえる。「絶対の無なるが故に絶対の有である」というのである。これはたんに言葉の遊びではない。
「無」とい	 うのは「有」の根拠なのである。この世界が「ある」、この「私」が「いる」という
「有」は、「無」故なのである。神は「絶対無」であり、その「絶対無」が	 「絶対の自己否定」を行
い、「逆対応」的に自己自身に対するからこそ、この世界が「ある」、この「私」が「いる」という

ことになる。「絶対無」の「自覚的	 自己展開」としての「絶対矛盾的自己同一」である。従って、
「私」もまた「神」のように、「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見る」という	 こ
とが自覚の基本として示唆される。	 

◎なぜ「無」である必要があるのかといえば、私はそのままでは私ではないからだ。そのままの私が
そのままの汝という他者と対するというのでもない。	 世界の謎がそれでは解消されない。世界がなぜ
あるのかに対する答えは世界があるからだというトートロジーにしかならないし、時間の謎も迷宮入
りになるしか	 ない。アキレスの亀のようなパラドックスがでてきてしまうのも、この世界を「有」だ

けでとらえてしまっているからだといえる。世界は、無と有がその接点に	 おいて裏返っている、また
は反転しているがゆえに存在しているといえる、というのがここでの基本的な視点である。「絶対
無」としての「神」は、自己認識を	 行うために、自らの内に自らを照らし出そうとして、「絶対の自
己否定」を行なった。その「逆対応」によって、この世界が存在することになった、というわけ	 であ
る。神も「自己の中に絶対の他を見、絶対の他において自己を見」ているということになる。「絶対

の他」であるから、「無」はその絶対の他としての	 「有」と「逆対応」的な関係をもつ。	 
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◎時間についても、「今しかない」というのをその点から考えてみると、「今」という「点」におい
て、「無」が「逆対応」的に展開しているとして理解	 することができる。仏教で言う「刹那滅」とい
う概念もそのように理解することが可能である。「今」という「点」に、「無」の世界が反転して展
開している。	 その「今」というのは、物理的にいう短い時間、一瞬というのではなく、「永遠の今」
である。「非連続の連続」であるということもできる。「過去」と「未	 来」も、その「永遠の今」

「非連続の連続」のなかに収斂するものとして理解することができる。前回、「時が自己の底に自己
を抜けていく」ことが「円環」に	 なることであり、「周辺なくして至る所が中心となる円の自己限定
としては、之に於て無数の自己自身を限定する円が限定せられると考えることができる」とい	 う西田
幾多郎の論をご紹介したように、「周辺なくして至る所が中心となる円」である「絶対無」は、その
自己を限定することによって「永遠の今」という	 「円」を描いているということができる。これは、
すでに時間というよりは時空論としてイメージしたほうがいいかもしれない。	 

◎そのような「永遠の今」とでもいる「瞬間」と「永遠」についてのドゥルーズの観点を檜垣立哉
『瞬間と永遠／ジル・ドゥルーズの時間論』が紹介し、	 論じているのが興味深い。ドゥルーズは、と
くに『意味の論理学』のなかで、「クロノス」（現在的な時間）と「アイオーン」（永遠の時間）を
めぐって、時間	 が「現実化」することに対抗する「反ー実現」の働き（永遠という不在の時間の働
き）が、「潜在性」という存在領域の問題とともに描かれていくとともに、	 けっして円環を形成しな
い「永劫回帰」＝「絶対的な差異」の「反復」である「円環」である時間としての「第三の時間」に

ついて示唆している。そのことで、	 「瞬間」を、直線的に伸びていく時間のイメージのなかでの時間
性ではなく、垂直的な方向において、「永遠」と重なる時間性を潜在的に含み込んでいるとして	 とら
えることができる。その「瞬間」は、「卵」であり、「胚」であり、ドゥルーズ後期の用語でいえば
「平滑空間」とむすびついた世界の力動性の「場所」な	 のである。「瞬間」という「永遠の今」は、
「絶対無」という潜在性の「周辺なくして至る所が中心となる円」が自己限定することで「現実化

（原働化）」され	 ることでこの世界があり、そしてこの私がいる。	 

◎ちょっとニューエージっぽくなるが、量子力学のデヴィッド・ボームは「ホログラフィー宇宙理
論」で、目に見える宇宙である「明在系」は、その背後	 にもうひとつ別の宇宙である「暗在系」があ
ると論じている。そして、「暗在系」にはすべての物質、精神、時間、空間などが全体としてたたき
こまれており、	 「精神もエネルギーである」としている。そして、神経心理学のカール・プリブラム
は、「私たちの世界はすべて、時空を超越したレベルからの投影である」と	 いっている。そのホログ
ラフィック宇宙をまとまって紹介している、マイケル・タルボットの『投影された宇宙―ホログラ

フィック・ユニヴァースへの招待』	 （春秋社）があるが、こうした宇宙観も先の議論と近いところが
あるのではないかと思われる。	 

◎さて、「世界は劇場である」という考え方がある。「Totus	 mundus	 agit	 histrionem.（世界中の
人々は役者として生きている）」という古代ローマの詩人ペトロニウスの詩句から発想されてたもの
だが、セルバンテスの	 『ドン・キホーテ』、カルデロンの『人生は夢』、シェイクスピアの作品など
ででてきた考え方である。シェイクスピアの『お気に召すまま』には、「この世は	 舞台、男も女もみ
な役者だ（All	 the	 world's	 a	 stage/And	 all	 the	 men	 and	 women	 merely	 players）という一節があ

る。	 

◎この「世界劇場」の考え方をペシミスティックにとらえれば、世界は空しいという考え方や彼岸を
求めるような宗教的発想にもなるけれど、それを積極	 的にとらえればこういうことになるだろうか。
私は役者として、舞台の「内」である「この世」にいるが、同時に＜外＞にいる。舞台の「内」は、
ほんらいの	 「私」の「外」である。しかし、私はみずからをこの舞台の「内」でしか顕現できない。
私は、舞台の袖で、「アイオーン」（永遠の時間）から「クロノス」	 （現在的な時間）へと反転する。
そしてまた、舞台から去るときは「クロノス」（現在的な時間）から「アイオーン」（永遠の時間）

へと反転する。その「永劫	 回帰」＝「絶対的な差異」の「反復」である「円環」のなかに、私でない
私が「ある」。	 
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◇interlude3-note	 

	 

◎「キリクと魔女」「アズールとアスマール」のミッシェル・オスロ監督の映画『夜のとばりの物
語	 ―醒めない夢―』の続編がＤＶＤになっていたので観てみた。提供は、「三鷹の森ジブリ美術館

ライブラリー」。	 

◎好奇心いっぱいの少年と少女が、夜な夜な、古い映画館で映写技師とともにお話を紡いでいくと
いう話。千夜一夜物語のようで、いつまでも観ていたくなる。映像も、息を呑む美しさ。 
収められているのは、『怪物のあるじ』『靴職人と夢の橋』『見習い水夫と猫』『魔法使いの弟
子』『イワン王子と七変化の姫』の５つの物語が収められている。	 

◎どれも何度も繰り返し観たくなるが、最初の『怪物のあるじ』はまるで、「洞窟」に閉じ込めら
れている存在が光の世界へと出て行くための秘儀参入の	 儀式のようだし、『イワン王子と七変化の
姫』の話は、話とは直接関係ないが、黄泉の国で姿を変えたイザナミをイザナギがこわがらずに抱
きしてあげられたら	 どんなによかったのに、と思いながら観ていたりもした。	 

◎四大の解放というのは、カエルの王子様の本来の姿を取り戻させるようなことでもあるが、人と
人との関係こそが、特に愛の関係こそがそういうことな	 のではないかと思っている。相手の何を観

ているかということ。人はすぐにだれかの姿に幻滅し愛を失ってしまったりもするけれど、最初観
ていたものはただ自	 分が観たい姿にすぎないだろうし、その観たい姿が観られなくなると裏切られ
たとか感じたりもするだろう。けれど、大事なのはその後のことだろうと思う。	 

◎人は仮面（ペルソナ）で顔を覆っているけれど、その仮面は一重ではない、何重にも重ねられて
いる。そして自分も同じくそうした仮面（ペルソナ）で	 自分の気づかないところも含めて何重にも
みずからを覆っている。大切なのは、たんにその仮面（ペルソナ）をひきはがしていくことではな

く、その都度、互い	 を変容させていくことなのだろうと思う。ときに、相手が怪物のように見えて
きたとしても、それが自分が鏡に映っているぎすぎないこともあるのだと思う。け	 れど、愛の力が
足りないと、単なる共依存関係に陥ったり、相手を非難することで自分の小さなエゴを守ろうとす
るだけだったりする。	 

◎今、「奥行き」を観るためのメモをときおり記しているけれど、「奥行き」を観るということは、
単に、超感覚的な知覚を得ようとかいう話ではなく、	 自分が自分を閉じ込めている檻からどうした
ら脱出することができるかという話でもあると思っている。そのためにも、自分で自分を閉じ込め

ている檻とはいっ	 たい何だろうということに気づき、そこから脱出するためのさまざまな物語を紡
いでみることも有効ではないかと思う。	 

◎「檻」はひとそれぞれにさまざまな姿をとって現れてきているはずである。まずは、その檻に気
づいてそこらら出ようとすること。ヴィトゲンシュタイ	 ンも、哲学の本質とは「ハエ取り壺からハ
エを導き出す」ことだという意味のことを言っているが、その通りだと思う。そのときはじめて、
これまで見えないで	 いた「奥行き」がさまざまな姿をとって現れてくるはずである。 
	 

《夜のとばりの物語》続編の予告編がYouTubeで見られるので、どうぞ。 
http://www.youtube.com/watch?v=-15fH5JnW-U	 
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《「奥行き」を見ることと「離見の見」》 
　私たちは演じているがそれに気づいていない 
　「観る場所」であり「観る人」である「見所」 
　仮面（ペルソナ）をつける「鏡の間」 
　「あの世」と「この世」をむすぶ「橋掛り」 
　「外＝この世」からは見えない「無の暗闇」での視座としての「離見の見」 
　私たちはシテ・ワキ・見所の多重の視座を生きる 
　世界劇場に気づくこと気づかないこと 
　明るい世界では闇の世界に気づきにくい 
　アポロンとディオニュソスをともに生きる視座としての「離見の見」	 
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◇参考テキストからの引用	 

	 

Ａ）古東哲明『〈在る〉ことの不思議』勁草書房	 (1992/10)	 

　いうまでもなく、劇場の語源theatronは「観る場所」を意味する。では、どこからどこを観るの
か。LOCUS（三次元空間）座標系でいえば	 むろん、観客席から舞台をみるのだが、問題は、上演現
場に開かれる演劇空間（Spielraum）に投げ込まれた見所（観客）が、topos（意味空間）	 座標系上

のどこからどこを観るのか、ということである。 
　能では、おおく他界人〔死者・精霊・神霊・物狂い〕が主人公であり、その生死往還が筋書きと
なる。その筋書きが序・破・急の階（きざはし）〔能特有の上	 昇気流〕をたどって進行する演劇的
意味空間のなかで、役者のみならず見所の在所（テアトロン）もまた、この世とあの世を流離う。
表面は静態的にみえる能舞	 台の内部には、人間精神にゆるされたおそらく最大の振幅運動が起動す

るのである。最初はこの世からあの世を観ている視座が、この世でもあの世でもない宙吊	 り状態を
経由し、あの世からこの世を観る視座【闇の劇場】へ幻容、そしてふたたびこの世にもどるという
のが、その振幅運動の概略である。その幻容しさすら	 う眼の起動を物理的に保証するのが「橋懸
り」である。 
　橋懸りは周知のように、あの世からこの世へと渡された架け橋。その橋懸りを辿って登場する役

者（シテ）は、冥府の住人。その他界からの侵入者が、しばし	 のあいだ、此界および見所〔此岸
人〕と接触し鬩ぎあう場所が、方三間の厳しい「舞台」である。それはいわば他界の出店（フロン
ト）でありあるいは逆にこの	 世の前哨基地（フロント）。その他界にして此界なるバルドゥ的舞台
をはさんで、役者と観客が入れ子型〔凸凹〕に精神の交流（インタープレイ）をはじめると	 き、不
可視のtoposとしての能演劇空間が開演する。（P.290-291）	 

。死	 びとへの変身がおのずから醸熟していく。（P.291-292）	 
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Ｃ）同上 
　そのような舞台空間に立つ演者にふさわしい視座（テアトロン）をさして、世阿彌は「離見の見」
という。見所を、＜こちら＞他界の側（闇の劇場）へ誘い入れ吸い込むまなざしと解釈したい。 
　（・・・） 
　離見の見（内心・無心・秘めた心）はとうぜん、外（肉眼位相のこの世）にみえてはならない。

「内心ありと、よそに見えては悪かるべし……心をば、人に見	 ゆべからず」（花鏡）。能ある鷹は爪
を隠す式の安直な説教ではない。見えるような内心はまだ、＜この世＞にあるということだ。外は見
えるが、外からは見え	 ない場所〔まさに仮面の裏側〕が、離見の見（内心・無心・秘めた心）の境位
だからだ。さらに敷衍すれば、離見の見は、見所に見てもらうもの（有＝見）では	 なく、見所をそこ
へ呼び込む場所（無＝器）だということである）（遊楽習道）。あるいは、離見の見という、無の暗
闇〔「心行所滅之所」〕（遊楽習道）に開	 演する「闇の劇場」へ見所をいざない、見所にもおなじ視

座を装填させることに、能の本義があるということである。（P.293-296）	 

Ｄ）ジル・ドゥルーズ『差異と反復』（下）（河出文庫） 
　曖昧なものでしかありえず、また判明であるだけにいっそう曖昧である判明なもの、および混雑し
たものでしかありえない、明晰でー混雑したもの。判明かつ	 曖昧であるというのは、《理念（イデ
ア）》に固有な事態である。ということはまさに、《理念（イデア）》は、実在的ではあるがアク
チュアルではなく、差異	 化＝微分化してはいるが異化＝分化してはいず、十分ではあるが完璧ではな

いということだ。＜判明でー曖昧なもの＞とは、本来は哲学的な酩酊・めまいであ	 り、要するにディ
オニュソス的な《理念（イデア）》である。したがって、ライプニッツは海の岸辺であるいは水車の
間近で、まさにぎりぎりのところでディオ	 ニュソスを逸していたのである。そしておそらく、ディオ
ニュソスの諸《理念（イデア）》を思考するためには、＜明晰でー混雑した＞思索者アポロンが必要
に	 なるだろう。しかし、自然の光〔理性〕を回復するために、ディオニュソスとアポロンが統一され

るなどということはあるわけがないのだ。ディオニュソスとア	 ポロンはむしろ、哲学的な言語活動に
おいて、かつ諸能力の発散的な行使のために、つまり文体に関して齟齬をきたすもののために、二つ
の暗号化された言語を	 合成するのである。（P.125-126）	 

Ｅ）『能を読む①翁と観阿弥／能の誕生』（角川学芸出版／平成25年1月25日） 
　私が『翁と河勝』で詳しく論じたように、この摩多羅神は、ニーチェがギリシア悲劇の精神を形成
すると述べたディオニュソスの神にはなはだよく似ているよ	 うな気がする。ディオニュソスの祭は男
女が性器を象った作りものを手に持ち、酔っぱらいながら町を練り歩くという酒と性と熱狂と滑稽の

祭である。摩多羅神	 の祭にもこの酒・性・熱狂・滑稽という四つの特徴がすべて含まれるように思わ
れる。とすると、摩多羅神は円仁の浄土教、あるいは最澄の天台宗の招来の時よ	 り以前、聖徳太子の
時代に招来されたのかもしれない。またネストリウス派のキリスト教の崇拝者であったと思われる秦
河勝によって密かに招来されあ神である	 かもしれない。この翁とサルタヒコの格好をした「王の舞」
の王、および摩多羅神との関係にはまだ解けない謎が多くあるが、翁、とくに三番叟がそのようなも	 

のと深く関係しているとすれば、「翁」には貴人と国家の安全を祈るという理性的、アポロン的精神
とともに、この世の秩序を破壊するディオニュソス的精神が	 含まれていたというべきであろう。（P.
300）	 

	 

《note17》	 

◎私たちは演じている。そして、それに気づいていない。「奥行き」への探求は、演じていることに
気づくことがまず重要な起点になる。前回、「世界劇	 場」をとりあげてみたが、今回は「能」におけ
る「離見の見」をガイドにして、今私たちが今いったいどこにいるのか、そしてそこで何を見ている
のかについて	 考えてみたい。	 

◎ギリシア語の「劇場」の語源テアトロンは、「観る場所」を意味している。能では、観客及び観客
席のことを「見所」という。では、見る場所である観客席、さらにいえば観る場所はどこで、そこか
ら何を見ているといえるのだろうか。	 

◎能はもともと猿楽と呼ばれていたが、1881年（明治14年）能楽社	 の設立を機に猿楽を能楽と改称さ
れた。猿の楽というわけで、物真似や滑稽芸などを演じていることからそう呼ばれていたのだろうが、

もともとは古代、アジア	 の西域からシルクロード	 を経て伝来した「散楽（さんがく）」がルーツに
なっているという。大道芸的なその散楽について見てみるのもおもしろいが、テーマから外れるので
省略。	 
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◎能は、大きく現在能と夢幻能に分けられるが、現在能は生きている人間だけが登場し、夢幻能は現
実世界の存在ではない死者、霊存在が主人公（シテ）	 として登場し、そこにワキとして旅の僧などが
登場し、その夢にシテが現れるというような形をとっている。「あの世」から「この世」あるいは夢
にでてきて、	 あの世に帰っていく。	 

◎現在の能舞台の原型ができたのは室町時代のことで、現在のスタイルで演じるようになったのは明
治時代からだというが、基本は、能舞台空間において	 演者は「あの世」と「この世」を往還すること
に変わりはないだろう。シテは、「鏡の間」と呼ばれるところで面をつけ、「橋掛り」を通って方三

間（ほうさん	 げん）の舞台に向かう。「橋掛り」が「あの世」と「この世」をむすんでいるのである。	 

◎舞台は観客席に向かって突き出ている。役者と観客が入れ子型〔凸凹〕になっていて、見所である
私たちは、その能空間において「あの世」からやって	 くる存在の演技を見ているのだが、その私たち
がいるのは、その異空間の外ではなく、見所である私たちは見所そのものとしてその異空間そのもの
にいるという	 ことができる。そして、ある意味では、ときに自らが霊存在のシテとなり、ときにシテ
に対するワキとなりながら、同時にそれを見ている見所という二重、三重	 の「観」を持ち得ることに
なるともいえる。	 

◎世阿弥は『花鏡』で、「離見（りけん）の見」という言葉を使っている。「離見」というのは、自
分が演じている舞を、観客の目で自分を見るという	 「見所同見（けんじょどうけん）」という意味で

使われているのだけれど、単に自分を客観視してお客様の気持ちになって演じなさいという理解だけ
では面白く	 ない。「内心ありと、よそに見えては悪かるべし……心をば、人に見ゆべからず」とある
ように、「離見の見」は「外＝この世」にではなく、「外＝この世」か	 らは見えない場所になければ
ならない。それは、「無の暗闇〔「心行所滅之所」〕」であり、見所である私たちもそこに立ち会っ
てこその能、夢幻能なのではな	 いかと思う。	 

◎観る人であると同時にその場所をともに「見所」というのはやはり興味深い。私たちは、観る場所
そのものだということでもあるからだ。そして、「無	 の暗闇〔「心行所滅之所」〕」において「離見

の見」となる。「見所」において、私たちは、「あの世」からやってきた「シテ」となり、それと対
する「ワキ」	 となり、それを見ている「見所」という三重の視座そのものとなることができる。	 

◎「奥行き」を観るということは、観る場所そのものである自らの視座に気づくことからはじまる。
「世界劇場」を、舞台の上の世界だけしかありえない	 と思っているとき、「奥行き」はまったく見え
ていない。見ようともしていない。自分が（「仮面」をつけて）どうやって舞台の上にやってきたの
かも、舞台を	 観ている観客である自分の視線もまったく見えていない。照明のあたっている舞台の上

だけが見えている。見えているものだけがはっきりと見えている。しか	 し、見えていないものには
まったく気づくことができない。そして、見えているもののなかの「奥」にあるかもしれない関係は
闇のなかにあって見分けがつかな	 い。	 

◎自分が「世界劇場」の役者として登場していると思っているときには、たとえその場所からは直接
見えていないとしても、自分はなんらかのかたちでこ	 の舞台にやってきたということに気づいている。
台を観ている観客である自らの（離れたところからの）視線にも気づいている。そして、照明のあ
たっている舞	 台の「外」の見えない場所のことにも気づいている。	 

◎この能における「離見の見」は、この現実世界においても本来は成立しているはずである。しかし、
通常、私たちはその「見」を持つことができないで	 いる。私たちは、自らが仮面を着けて「あの世」

からやってきた「シテ」であり、それと知らず「シテ」に相対している「ワキ」であり、そしてそれ
を「見」て	 いる視座そのものでもあることに気づくことができない。私たちは明るい照明のあたって
いる世界しか見えていない。橋掛りの向こうにあって仮面をつけていた	 「鏡の間」のことも、演じて
いる方三間の舞台の向こうに「見」ている「見所」のことも。あまりに明るい世界からは闇の世界が
見えないのだ。しかし、ときに	 その明るい世界を破ろうと闇の向こうからやってくるディオニュソス

的存在がある。アポロンに対するディオニュソスといってもいいだろうか。そのアポロンと	 ディオ
ニュソスは相容れない。その相容れない絶対的「差異」を可能にするのも「離見の見」なのだろう。
アポロンの視座とディオニュソスの視座。それは、個	 人においても、またそれを超えた世界構成その
ものにおける生成と死滅の往還のダイナミズムともなっているといえるのだろう。	 
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◇interlude4-note	 

◎「見わたせば	 　花も紅葉もなかりけり　浦の苫屋の秋の夕暮」（新古今和歌集）という藤原定家
の歌がある。西行の「秋の夕暮」を詠んだ	 二首とともに「三夕（さんせき）の歌」といわれている
有名な歌である。	 

◎この定家の歌は、「ない」ことを歌っている。「ない」ことで、むしろそこに「花」や「紅葉」
が「ある」。「ウツ（空）」であるがゆえに、そこによ	 り強く「ウツツ（現）」がクローズアップ
されてくる。しかも、「ウツ」か「ウツツ」かというような二元的な観点でなく、その関係性を共
鳴させることができ	 る。	 

◎佐伯	 一麦の新刊『光の闇』を読んだ。聴覚、視覚、嗅覚、脚、声、記憶…と感覚の「欠損」を
テーマとした短編の連作。ここにも「ない」ことが「ある」。聞こえな	 いことが「ある」。見えな
いことが「ある」。脚のないことが「ある」。におわないことが「ある」。声のでないことがある。

記憶のないことが「ある」。	 

◎ここでは、身体器官や身体感覚が「欠損」していることによって、それぞれの器官や感覚がむし
ろ照らし出されているのだけれど、それらは私たちの多	 くが通常有しているとされている、身体器
官や身体感覚が「欠損」しているということが前提とされていて、そこから「ある」ということが
クローズアップされ	 ている。しかも、「ない」か「ある」かではなく、それらが強く共鳴してくる
なにかがある。	 

◎しかし、私たちが通常においては「ある」ことをまったく想定していない場合、それらが「欠
損」しているいうことにさえ私たちは気付くことができな	 い。なくてあたりまえ、どころか、「あ
るーない」という観念さえそこではもつことができない。つまり、問いをもつことさえできない。	 

◎もちろん、「ある」と「ない」のあいだには無限のグラデーションがあるように、「あるーな
い」と「あるーない」さえない認識状態とのあいだにも無	 限のグラデーションがあるだろう。「あ
る」にも、「たしかにある」から、「あるかもしれない」「可能性がある」「あるといっている人
がいる」等々があるの	 だから。そして、同じテーマに対しても、ひとそれぞれで、確かに認識して
いる人と、まったく認識できていない人とがいる。また、世界観によって、「あるー	 ない」のあり
方はまったく変わってくる。たとえば、唯物論的な世界観の場合と霊的世界観の場合では、「あ

るーない」の射程はまるで変わってくる。もちろ	 ん、そこまで対極的でない場合、たとえば関心の
あるなしの場合でも、ずいぶんその射程が変わってくるのは明らかだろう。	 

◎私たちの認識問題としての「奥行き」のもっとも重要な問題は、ひょっとしたらそこにあるのか
もしれない。「ある」けれどわからない、のと、「ある」わけ	 はない、のとでは、まるでその問題
のとらえ方が変わってくる。今は見え「ない」けれど、むしろその「ない」ことによって、「あ
る」ことをクローズアップさ	 せることもできる。もちろん、ただただファンタジーのように「ある
かもしれない」というのでは困る。少なくともこの「ファンタジー」には、虚の実があるは	 ずだか

らである。今は見え「ない」のは、それが私のいる「実」からは「虚」となって見えなくされてい
るということでなければならない。それであってはじめ	 て、「奥行き」を「観る」ためのさまざま
な道を検討することができる。「ない」ことを認識することで可能になる「ある」が逆対応的に照
射あれてくる。「見	 わたせば	 　虚も奥行きもなかりけり」というときに、そこに虚の反転として
現出してくるものを観なければならない。	 
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◎今は、闇にいるとしても、みずからが闇にいるということを知ることで、その光の欠損が光に向
かうためのアリアドネの糸となる。しかし、「光」のこ	 とをまったく知らない「闇」にいると、糸
を辿るということを知らない。同じ「光の闇」でも、つまり、同じ地上生活を送っていても、それ
が「闇」かもしれな	 いと気づけるか気づけないか。「奥行き」があることに気づくことができるか
できないか。それが問題である。	 

◎私たちに「欠損」しているものは何だろうか。その「欠損」に気付くことが出発点となる。おそ
らく、その「気づき」さえ訪れれば、たとえ道は遠くと	 も、道はたしかに辿ることができる。しか

し、欠損しているとさえ気付くことができない場合、道はない。私たちは問うことができてはじめ
て、進むことができ	 るのだ。まさに、「僕の前に道はない　僕の後ろに道は出来る・・・この遠い
道程のため」である。そのためには「ウツ」に気づき「ウツツ」とそれを共鳴させ	 ること。そこに
「ワビ（侘び）」があり「サビ（寂）」があり、また「遊」を可能にする「風流」が世界の中にた
しかに流れ込んできはしまいか。	 

	 

《参考１／佐伯	 一麦『光の闇』扶桑社	 (2013/4/24)》	 

	 

◎ずいぶん前から、欠損感覚を通して身体感覚を探ってみる小説を書いてみたいと思い続けていた。 
　身近に、聴覚や視覚をうしなった知人がいたこともある。また。自分自身がアスベスト禍に遭い、
身体の内側に思いを寄せることが多くなったせいもあるかもしれない。 
　自分の身近に存在している、欠損感覚を抱えて生きている人たちへの聞き書きを進めているうち
に、少しずつだが、その世界を察するようになり、それぞれに	 短編が相互に、視覚、聴覚、嗅覚、

触覚、記憶……が響き合って連関していることに気付かされることとなった。例えば、光が差さな
い闇という漢字が、門の外	 で音しか聞こえないという表意文字によって表されているというように。
（P.210）	 

	 

《参考２／松岡正剛の千夜千冊　0017夜》 
　堀田善衛『定家明月記私抄（正・続）』 
http://1000ya.isis.ne.jp/0017.html	 

	 

◎最初からリアルな「現」を立てて、それを空しく思っていくのでもなく、また最初からヴァー
チャルな「空」を想定するのでもなく、いったんそのよう	 なウツとウツツの関係そのものを「負」
の状態にして、そのうえでその「負」の状態を強調するための景色を掲げる必要があった。そのう
えで、ウツとウツツの	 両方の「関係」の相互性だけをいつまでも共鳴させるようにすることを試み

たかったのである。	 

◎見渡せば花ももみぢもなかりけり浦のとまやの秋のゆふぐれ 
　ここは何もないように見える。見渡しても浜辺には何もない。浦の苫屋がひとつだけぽつんとあ
るような、寂しい秋の夕暮の光景である。 
　しかし定家は、その何もない寂しい光景を「花も紅葉もなかりけり」と詠んだ。実際にはそこに
花があるわけでもないし、紅葉があるわけではないのだから	 「花も紅葉もなかりけり」というのは

当然のだが、日本の歌にとっては、またその歌を見る者にとっては、言葉としての「花」や文字と
しての「紅葉」がそこに	 出るだけで、それは花や紅葉の色さえ見えることなのである。++++ 
　定家はその花や紅葉の鮮やかな色と形を、言葉として文字としてヴァーチャルにつかって、一瞬
にして浜辺に日本の歌の歴史の総体を咲かせ、そしてその直後	 に、たちまちそれらの色や形を、い
やそれだけではなく花や紅葉にまつわる記憶の光景をさえたちまち消し去ってみせ、リアルな浦の

苫屋の光景に戻してみせた	 のだ。残ったのは秋の夕暮だけ、そこには定家自身も消えている。それ
だけではなかった。そうすることで、何がリアルか何がヴァーチャルかは、少なくとも心	 の中では
相対化してしまったのである。 
　このような試みをまっとうするのに、定家は「なかりけり」という一語をつかって「負」を現出
できた。そしてまた、秋の夕暮だけに万事を万端まで残してみせた。 

　これが、ぼくが定家は特徴さえ消したいと思っているのではないかと見たことである。	 
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◎すでによく知られているように、定家の歌、とくに「見渡せば」の歌は、武野紹鴎によって、千
利休によって、さらに小堀遠州によって、茶の湯の心をあらわす最もぴったりしたものと最高の評
価をうけた。このことを、よく考えてみる必要がある。 
　いま日本人の多くは日本の伝統文化をどうして未来につないでいこうかと検討をしている向きが
あるようだが、何もそんなことに腐心することはない。紹鴎が、利休が、遠州が、定家の歌に戻っ

たことを凝視すればよい。 
　まず、歩むことである。そして見渡してみる。そこにはいろいろなものがあり、いろいろな出来
事がある。けれども、そこには「ない」ものもある。われわれはいったい、この現実の世に何が
「ない」と思っているのか。 
　侘び茶というものは、そこで本来なら唐物の道具や咲き乱れる萩がほしかったのに、いまはそれ
らがないことを侘び、手元にある一碗の茶碗と、一輪挿しの桔梗でなんとかお茶を入れるにすぎな

いのだということを表明した。 
　われわれもまた、同じことである。いろいろ欲しいと思う事態も、さまざま望む出来事も、あれ
これ交わしたい人物もいる。しかし、たったいまのこのときに	 は、手元にのこったもので工夫をす
ればよいのであろう。そして、そのときに「ない」から「ある」への創発がおこるのであろう。侘
び茶というものもそうした	 ものだった。 

　ぼくには、定家の「好み」がそのように残されたと思われる。	 
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　人間は動物に対しては90度、植物に対しては180度の位置関係にある 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　イントゥイション認識としての自己認識 
　「奥行き」の多次元的なあり方を認識すること	 
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◇参考テキストからの引用	 

Ａ）ルドルフ・シュタイナー＋イタ・ヴェーグマン『アントロポゾフィー医学の本質』（水声社／
2013.4.15）	 

　エーテル界においては、人間の物質体の他に、エーテル体が知覚される。（・・・） 
　エーテル体の中で働いている諸力は、人間の地上での生涯の最初に、造形力および成長力として
活動する。そして地上生活の過程の中で、この諸力の一部が造	 形および成長の活動から自由になり、
思考力となるが、それは通常の意識にとっては影のような思考世界を作り出す諸力である。 
　人間の通常の思考力が、精妙化した造形力であり成長力であることを知るのは極めて重要である。
人間の有機体の造形と成長の中で顕れるのは、ある霊的なものである。この霊的なものが、その後

の生涯において霊的な思考力として現れる。（・・・） 
　イマジネーション的、霊的な観照においては、この可塑性のある（彫塑的な）力は、一方では
エーテル的・霊的なものとして、他方では思考の魂的内容として現れる。 
（・・・） 
　イマジネーション認識によって人間の二番目の本性を知り、そして無の意識の中に霊的内容が満

ちてくることによって三番目の本性を知ることになる。このよ	 うに成立する認識を、アントロポゾ
フィーはインスピレーション認識と呼ぶ。（…）そしてインスピレーションによって参入できる世
界を、アントロポゾフィー	 はアストラル界と呼んでいる。ここで叙述されているように、「エーテ
ル界」について語るときは、それは宇宙から地球に向かう作用を意味している。しかし	 「アストラ
ル界」について語るときは、インスピレーション意識によって観察できるように、宇宙の周辺から

の作用から、特定の霊存在たちへと移行することに	 なる。地上の物質が地球に由来する諸力の中に
顕れるように、この霊存在たちは宇宙の周辺からの作用の中に顕れる。夜空を感覚によって眺め、
星や星座につい	 て語るように、宇宙の遙か彼方から働きかける、具体的な霊存在たちについて語る
のである。「アストラル界」という表現は、それに由来する。人間は三番目の	 本性をこのアストラ
ル界の中に担っており、それはアストラル体である。	 
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　このアストラル体の中にも、地上の物質性が流れ込む必要がある。それによって、この物質性は物
質的本性からさらに疎遠になる。人間は、植物界とエーテル体を共有しているように、動物界とアス
トラル体を共有している。 
　人間を動物界の上に持ち上げている本来の人間本性は、インスピレーションよりもさらに高次の認
識方法によって認識される。アントロポゾフィーはそれをイ	 ントゥイションと呼ぶ。インスピレー

ションにおいては、霊的存在たちの世界が顕れる。イントゥイションにおいては、認識する人間とこ
の世界との関係がより	 近いものになる。人間は純粋に霊的なものを自分自身の内部で完全に意識化し、
それによって霊的なものは身体性を通した体験とは何の関係もないということ	 を、意識的な体験にお
いて直接経験する。（…） 
　こうして人間の四番目の構成要素を認めることができるが、それが本来の「自我」である。地球の
物質性が「自我」の営みと本性に適合することによって、い	 かに物質本性からさらに疎遠になるかと

いうことが、再び分かるであろう。この物質性がここで取る本性は「自我機構」であり、この本性は
地球物質の形式とし	 て、その地上的・物質的なあり方からはさしあたりもっとも疎遠である。 
（P.22-27）	 

Ｂ）ルドルフ・シュタイナー『精神科学と医学』第５講（yucca訳／風のトポス・神秘学遊戯団）	 

　植物的なものは、（…）人間の生体組織における働きとして存在しているものと、いわば対照をな
しています。けれども植物そのものにおいても明白に	 三つの部分を区別することができます。この三
つの部分の区別というのは、根として地中に向かって拡がっていくものを見る一方で、種、実、花の
なかで伸びて	 いくもの、上方へ向かうものを見るときに、とりわけ明確に皆さんの心に浮かんでくる

と思います。すでに外的な方向性と申しますか、そういうものにおいて、	 植物的なものと人間的なも
ののこのような違いをーーこの場合動物的なものは含めませんーー見ることができるのです。実際こ
こにおいてすでに、きわめて重要	 で意味深いものが存在しているのです。植物はその根を地中に沈め、
その花を、すなわち生殖器官を上に伸ばしています。人間は宇宙のなかでのその姿勢に関し	 てもこれ
と完全に反対になっています。つまり、人間はその頭部をいわば上に向かって根付かせ、その生殖器

官を下方に向けていて、これは植物と全く逆です。	 したがって、皆さんが人間に関して、上に向かっ
て根を張り、下に向かって花を、生殖器官を開花させている植物を、一つのイメージとして眼前に描
くことも、	 あながち無意味なことではないのです。植物的なものは特殊な形式において、まさにこの
ように人間のなかに組み込まれているのです。さらに今度は人間と動物	 の違いを示す重要な指標とな
るのは、動物の場合、この（動物に）組み込まれた植物が、たいてい水平に横たわっていて、植物の

方向と直角をなしているけれど	 も、人間は、その宇宙のなかでの姿勢を、植物に対して完全に転回、
と申しますか、百八十度転回させたのだということです。これは、そもそも人間と外界との	 関連を観
察すれば見出すことのできる最も啓発的なことのひとつです。そして医学研究者の皆さんがこういう
マクロコスモス的な事柄にもっと立ち入ってくださ	 れば、たとえば細胞において作用している諸力に
ついても、顕微鏡で観察するよりはもっと多くのことを見出せると思うのです。なぜなら、やはり細

胞において	 作用している最も重要な諸力はーーその存在が植物であるか、動物であるか、人間である
かによって違いはありますがーー、マクロコスモス的なもののなかに観	 察され得るので、顕微鏡で観
察しても実際のところほとんど得るところはないからです。人間の細胞をもっと良く研究できるのは、
垂直に上昇したり下降したり	 するものと、釣り合いを保って横たわっているものとの間の相互作用を
研究するときです。マクロコスモスにおいて研究するべきこういう諸力は、根本におい	 て、このマク

ロコスモス的な作用の写像に他なりません。	 	 

	 

Ｃ）鈴木大拙『鈴木大拙　最終講義　禅八講』（角川選書522/平成25年4月25日）	 

　「自己」とな何か。そして、どうしたらそれを掴めるか。いかにしたらそれを意識にのぼせること
ができるのか。「自己」意識はどうしたら達成できるのか。 

　注意すべきは、「自己」を古い概念と混同してはならないということである。魂は客観的に見出せ
るものと考えられていた、そして分析の結果、それが虚無で	 あると分かった。「自己」は分析の対象
にはならない。「自己」は知性によって扱われてはならない。それは知性がそこから出発する、ある
根本的なものだから	 である。自己は思慮分別を条件づけるものだから、知性を超えている。「自己」
を自己意識の意識にもたらすには、知性以上のものが要る。 

　通常の、ないしは相対的な意識においては、知覚があり、主観と客観があって、両者の間に関係が
生じて、それを人は識知とか判断と解釈する。ところが、	 「自己」意識にあるのは識知以上の何かで
ある。その知的な性格の外に行動意欲的要素があり、意思行為がある。「自己」意識とは意思なので
ある。	 
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　根本的意味において意思そのものであるから、「自己」意識は自らを意識する主観なるものを知ら
ない。実は、「自己」が自らを意識するとき、自己意	 識が不可能なものであることを自ら知っている。
こういう言い方は不条理で、まったくの自己撞着と響くかもしれない。しかし、「自己」が自らを意
識するとい	 うことは、本当は自己を意識しないことを意味する。なぜなら、「自己」意識とは、意識
の対象とは別に意識する主体がある意識ではないからである。主観と客	 観とは、「自己」意識では一

体である。「一体」というのも不正確で的外れである。ふつう「一」というとき、この「一」は
「一」でないものと対立すると考え	 られている。肯定には常に否定が含意されている。「自己」では
肯定と否定とが統合されていて、この統合は意思行為である。意思は知性に先立ち、知性は意思	 から
出てくる。それゆえ、人が「自己」に到達できるのはーーすなわち「自己」がみずからを意識するよ
うになるのは、思慮分別によるのではない。 
　「自己」は常にみずからを意識したがる。自己意識がないかぎり、「自己」は「自己」でない。し

かし、この「自己」意識は、普通の意識の相対次元では起こ	 りえない。なぜなら、普通の意識は合理
化の結果であり、意識にのぼる自己がいかなるものであれ、それは抽象であって具体的な経験ではな
いからである。 
（P.90-91）	 

	 

《note18》	 

◎人間の基本的な構成要素は、肉体、エーテル体、アストラル体、自我である。これらの構成要素の
関係について理解することが、「自己認識」を通じた「奥行き」への視点を得るためには大変重要で
ある。	 

◎現在の通常の人間の認識からいえば、肉体とされているものしか認識できない。エーテル体を認識
するためには、イマジネーション認識、アストラル体	 を認識するためにはインスピレーション認識、
自我を認識するためにはイントゥイション認識が必要となる。これらの認識を得るために必要な修行

について書か	 れたのが、シュタイナーの『いかにして超感覚的世界の認識を得るか』である。	 

◎図式的にいえば、この地上世界には、鉱物界、植物界、動物界、人間界が存在していて、鉱物界は
物質的レベルだけがこの地上で顕現している。植物界	 は、物質体とエーテル体を有している。動物は、
物質体、エーテル体に加えて、アストラル体を有している。そして、人間は物質体、エーテル体、ア
ストラル体	 に加えて、自我を有している。	 

◎人間と植物、動物との関係についていえば、人間は、動物に対しては９０度の位置にいて、植物に
対しては１８０度の位置にある。植物、動物、人間はそれぞれ90度ずつ回転させたあり方となってい
る。	 

◎人間が、植物に対して１８０度の位置にあるというのは、植物を逆さまにしてとらえてみるとわか
る。つまり、人間の上部は植物の根に相当し、人間の下部は植物の花に相当する。植物は生殖器官を

花の部分に持っているが、人間は下部に持っている。	 

◎人間が動物に対して９０度の位置にあるというのは、人間が直立しているのに対して、動物は4本の
脚で水平の姿勢をとっていることからイメージできる。	 

◎以前、「反空間」としての「エーテル空間」についてノートを書いたことがあった。そこで示唆さ
れていたのは、エーテル的な諸力が物質的なもののな	 かでどのように働いているかということだった。
宇宙から地球に向かって働きかけている作用のことである。それは、人間の思考力にも関わっている。
それを認	 識するためにイマジネーション認識が必要となる。	 

◎人間と動物にはその他に、アストラル体を有している。このアストラル的な作用というのは、エー
テル空間のように、宇宙の周辺からの働きかけではな	 い。アストラルが「星」を意味しているように、
宇宙の周辺からではなく、その彼方に存在している「霊存在」としての「星」からの働きかけである。

そして、	 先の植物と動物との関係からいえば、90度の関係になり、それを認識するためにはインスピ
レーション認識が必要となる。	 

◎さらにいえば、人間はそのほかに、自我を有している。人間の本来の「自我」の働きは、アストラ
ル体のように、宇宙の彼方に存在する「霊存在」から	 の働きかけというのではなく、そうした霊的な
働きかけを外から受けるのではなく、自身の内部において働くものとしてとらえなければならない。
そして、植物	 との関係でいえば180度の関係、動物との関係でいえば、90度の関係となり、その認識
のためにはイントゥイション認識が必要となる。	 
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◎さて、シュタイナーの医学的な視点から、自我〔機構）に働きかける薬剤としては、鉱物的なもの
が用いられることが多い。あくまでもイメージでしか	 ないのだけれど、人間と植物の関係が180度の
位置にあるのに対して、人間と鉱物の関係は360度の関係、つまり逆転した360度の関係にあるのでは
ない	 だろうか。そのように自我と鉱物との関係をとらえれば、なぜ人間がこの物質的な世界で自我を
働かせなければならないのか、逆に言えば、自我形成のためにこ	 の物質的な地上世界が必要なのかが

垣間見える気がする。人間の構成要素からみれば、物質的なものと自我はほかのエーテル体、アスト
ラル体にくらべて、もっ	 とも遠い関係にあるにもかかわらず、それが逆転した関係で働いているとい
う不思議。そして、そのためには、イントゥイション認識という、霊的合一といわれ	 る認識が必要と
なる。	 

◎そのことから禅でいわれるような「花は紅　柳は緑」という認識様態のことが思い出された。これ
はある意味で、イントゥイション認識、霊的合一の境	 地である。その認識を「自己認識」ということ
もできるのだと思うのだが、その場合の「自己」はもちろん、主観ー客観の世界での「自己」ではな

い。その「自	 己」意識とは、意識の対象とは別のところに意識する主体があるようなそんな意識では
ないからだ。花を前に花を見てそれを意識しているような意識ではなく、	 花そのものと別のものでは
ない意識がある。しかもそれはその花と融合した未分化の意識ではなく花とは別のものではない「自
己」意識として顕現している。対	 象知的な意識を超えた「自己」が有し得る意識にほかならないのだ
ろう。	 

◎そうした意識においては、人間は宇宙の彼方の虚空間、反空間である「エーテル空間」からの反転
した働きかけを180度逆転させたあり方で受けると	 同時に、その「彼方」に存在している「霊存在」

である「星」の働きかけを90度の関係で受けながら、さらに逆転させた360度の関係にある物質世界の
働き	 を自我に受け、それらの諸存在との霊的合一において「自己認識」を有しているといえる。「奥
行き」を認識するというときには、そうした多次元的な視点をも	 つ必要があるのではないだろうか。	 



esquisse19　(2013.5.19)	 

　《目を啓く・耳を啓く》 
　みること、きくことにおいて 
　何重にも覆われているヴェールを剥がしていくこと 
　傾聴するという行為と、微細に見つめるという行為は、同じ 
　確かな一つの音の在処、確かな一つの光の在処へ 
　『きく』ことは、『みる』こと以上に霊的な行為である 
　耳を啓く 
　西洋と東洋における対極的な音意識 
　音の外化と音の内化 
　この２つの方向性をむすぶこと 
　新しい「聴覚的認識」へ 
　荘子「地籟」「人籟」「天籟」 
　形なきものにも形あるものにも、 
　　また声なきものにも声あるものにも 
　　その根底にある理念を見、聴くこと	 

59	 

◇参考テキストからの引用	 

Ａ）佐藤聰明『耳を啓く』（春秋社　2006/11/1)	 

　邦楽器というものは奏する者が音と一体となり、耳を啓くためにのみ、永い年月をかけて今日の
形に作りかえられたのである。誤解を恐れずに申せば、邦楽器とは、その最も深いところで音楽を

拒否している楽器なのである。 
（・・・） 
　西洋音楽の理念は、常に時間の流れる方向に進むものであり、総合と止揚による弁証法的展開に
よって表現される。この音楽には進歩発展という意識が常に影のごとくつきまとう。	 
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　しかし伝統音楽はある時代を境に時間軸上にたたずみ動かず、邦楽器においてはしばしば逆行する
退化現象が見られる。 
　たとえば正倉院に残されている尺八は指孔が六孔ある。しかしいつの頃からか普化尺八のように演
奏がより困難な五孔へと指孔の数が減少したのは何故だろうか、演奏の便利さを求めるならば、六孔
より七孔、八孔へと楽器の改良を考えるのが常識であろう。 

　西欧の楽器の歴史は、まさにこの道を辿ってきたのであって、今日のオーケストラで使用されるほ
とんどの楽器に、そのような改良が絶えず加えられてきたのである。なぜならばより技術的に容易に、
より雑音（ノイズ）の少ない音色と安定した音程を得んがためにである。 
（・・・） 
　尺八であれ、異様に長い棹を持つ三絃にせよ、あるいは巨大としかいいようのない撥を用いる琵琶
にしても、これらの楽器はある明確な意図のもとに演奏機能が退嬰させあっれている。 

　このような楽器のありようは、西欧楽器の持つ理念とは正反対の方向へと歩むものであり、楽器そ
のものに幽冥の蒼然が背負わされていると感じられる。 
　何故であろう。 
　ただ耳を啓くためにのみ意図されたからである。 
（P.18-21） 

　声明を習いながらいだいた素朴な疑問がありました。 
　それは声明を唱するとき、なぜ喉を力ませるというか、詰めるというか、声帯を狭くして喉を緊張
させて発声するのか、ということでした。 
　たとえば西洋音楽のよく知られた歌唱法に、イタリア・オペラなどに聴かれるベルカント唱法があ
ります。ベルカント唱法でうたうときには、顔を上向きにし	 声帯を開いて上半身を共鳴させるように

うたいますが、声明を唱えるさいには顎を心持ち引き、背筋と首筋が垂直になるような姿勢で、喉を
詰めて独特な発声を	 いたします。 
　喉を詰めるというのは正確な表現ではありませんが、いわば声帯を狭くして緊張させ、下腹部に、
いわゆる丹田といわれる部分に重心を置いて発声するのです。 

（・・・） 
　アジア的発声法というのには、その起源においてある　目的があったのではないかと想像します。 
　つまりこの発声法は幾度か申しましたように、非日常的な世界の属するものであり、人間の魂を目
覚めさせ、神をわが心のうちに呼ぶためではなかったか、と思えるのです。 
　己の声のなかに自己を埋没させ、そして空白となり、そこに神を降ろすためのものではなかったの

かと。もしくは神と合一するためのものではなかったかと、思えるのです。 
（P.191-215）	 

	 

Ｂ）白川静『文字逍遙』（平凡社ライブラリー	 1994/04）	 

　「みる」とは、その本質において、神の姿を見ることであり、「きく」とは、神の声を聞くことで
あった。そのように、ものの本質を見極める力を徳といい、また神の声を聞きうるものを聖という、

徳は目に従い、聖は耳に従う字である。 
（P.159）	 

　神は直接に語ることはなく、神意は廟門の前におかれたその言に対して、夜更けたとき、ふしぎな
「音なひ」として示される。闇の字形のなかに含まれ	 る言が音に変じた形が闇である。神は姿をあら
わすことはない。闇のなかにその姿はみえないが、音の気配がして、それと知られるのである。
（…）神は「音な	 ひ」によって「音づれ」るのである。音こそ、霊なるものの「訪れ」でった。しか
もそれは、闇のなかでのことである。神の姿は肉眼に見えるものではない。た	 だその「音なひ」を聞

くことだけができた。「きく」ことは「みる」こと以上に霊的な行為であった。 
（P.171-172）	 
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Ｃ）ハズラト・イナーヤト	 ハーン『音の神秘―生命は音楽を奏でる』 
（土取利行	 訳/平河出版社	 1998/05)	 	 

　創造の本質とは一つのものを二極化することです。この二重の相は、この世のあらゆる二元論の原
因になります。かたや積極的、かたや消極的。一方は	 表現し、他方は反応する。したがって、この二
元的創造において精神と自然が相対します。まず最初の相に音があり、次の相に光がある。この自然
の相、あるい	 はそれに反応する相においては、まず光だけが働きますが、創造の深部へと入って行く
につれ音が聴こえてきます。自然が精神と向かい合う中で最初に表現する	 もの、あるいは人が最初に
反応するものは光です。そして次に人が反応し、より深く動かされるのが音なのです。 
　人間の体は精神の乗り物です。創造のありとあらゆる側面を体験する完璧な乗り物です。でもこれ
は、物や生き物としてこの世に形をなし、名をなす他のもの	 が、どれも精神の表現に反応しないとい
うことではありません。実はどんな物でも、精神やその働きに反応しており、精神はあらゆる相の中
で、さまざまな形や	 名をもつ森羅万象の中で活動しています。ルーミーの『精神のマナスウィー』を
読むと、人の前では物質である地、水、火、空気が、神の前では生きたものにな	 ることが分かります。 
（・・・） 
　つまるところ、音楽とは何なのでしょう。いわゆる音楽とは、耳に聴こえる音の調和のことですが、
実は色の中にも、線の中にも、音楽はあるし、種々の草木	 が繁茂する森にも音楽はあります。そして
そこでは、草や木の共生の仕方にハーモニーがあります。より広く自然を観察すれば、自然はさらに
人の魂に訴えかけ	 てきます。どうしてでしょう。そこに音楽があるからです。より広い生命観をもて
ば、生命への理解が深まり、音楽がもっとよく聴こえるようになります。全宇	 宙に呼応する音楽が聴
こえるようになるのです。でも心の開けた人は、森に出かけるまでもなく、雑踏の中にいても音楽を
みいだせます。 
（・・・） 
　神秘家の観点からすると、天上の音楽は、船乗りに目的地に近づいていることを教えてくれる港の
燈台のようなものです。これはどんな音楽なのでしょうか。	 生命の本質に調和がなければ、生命は変
化に富んだこの世での調和を作り出せなかったでしょう。そして人は、精神の中にないものを切望し
なかったはずです。	 調和が欠けているように見えるこの世のすべてのものは、実は人間自身の視野の
狭さのせいです。観察の地平がもっと広がれば、さらに生命のハーモニーを楽し	 むことができます。
全宇宙の営みのハーモニーは、人間に生命の奥底で、完璧な音楽として集約されます。それゆえ天上
の音楽とは、創造の根源である音楽、す	 べての創造の目的地に向かう旅の途上で聴こえる音楽なので
す。そして、それは自分自身の生命の奥底に触れる音によって聴かれ、楽しまれるものなのです。 
（P.31-32/35）	 
	 

Ｄ）椎名亮輔『音楽的時間の変容』（現代思潮新社　2005/02)	 

　さまざまな分化がある以上、音楽は唯一のものではなくそれぞれの音楽がそれぞれに固有に時間の
知覚と意識をもっている。「世界を止めた」（カスタ	 ネダに基づく真木悠介の表現）後、人は新しい
聴覚的認識に到達するためにこの「止まった」世界を注意深く聴く。したがってある意味で、「我聴
く、ゆえに我	 あり」と言うこともできるだろう。しかし、この聴覚的コギト体験は、それが自律的超
越性に安住せず、いやむしろそうできないがためにデカルト的なものでは	 ない。人が聴くものはつね
にモナド的な「自己」の外側からやってくるものだ。しかしそれはまた同時に純粋に主観的なもので
もない。すなわちこと時間と同じ	 ように、人は世界と自己との間で聴くのである。この認識は緊密に
時間意識と結びついている。というよりも、少なくとも、音楽とその知覚の関係について、時	 間の問
題圏の観点から追求してみようと思う。 
　音楽の多様性と同じほどに時間意識の多様性がある。もっとも根源的な時間意識を探求する中、四
種の時間意識を参照することで、完全な物象化以前の時間が	 見出された。その四種の時間とは、原始
共同体における反復的時間、古代ギリシャの抽象的で循環的な時間、ユダヤ＝キリスト教における線
分的な時間、そして	 最後に西洋近代文化における無限に抽象的な時間である。しかし、ここで見出さ
れた時間意識は、「汚染されたこと時間」の形ですでに部分的に物象化されてい	 た。真木悠介は以上
の四つの時間意識を四つの理想的なカテゴリー、すなわち実在しないものとして提示していたのだが、
ことの時間、いやより正確には、こと	 とものとの共生的時間は、定義上異種混交の混在した不純な形
で現れる。この不純性がこととものとの差異を、換言すれば時間＝持続と時間＝空間との間の差異	 を
知ることの可能にする。しかし、時間＝持続は、それが知られるためにはあまりに純粋すぎるために
そのものとしては存在できない。つねにそれは、上述の不	 純性の中にのみ見出される差異の中に現出
する。 
　木村敏によれば、こと時間には、音楽の非主観的（すなわちもちろんのことだが、非客観的でもあ
る）聴取のなかで出会うことができるという。 
（P.129-130）	 
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《note19》	 

◎私たちは何を見ているのか、また聴いているのか。その問いを少し進めてみる。実際のところ、た
だ見る、聞くというだけでは、たとえばそこに文字が	 あってそれを見ることはできるが、読めない。
読めたとしても意味がわからない。そういう状態とまったく変わらない。そして多くの場合、見えて
いない、聞こ	 えていないということにさえ気づいていない。その状態からなんとかして脱する必要が
ある。ヴェールを何重にもかけられている状態から、そのヴェールを一枚	 一枚剥がしていく必要があ
る。	 

◎先日来、久々に佐藤聰明『耳を啓く』を読み、その音楽を聴いている。武満徹以降の日本の現代作
曲家で、ぼくがもっとも敬愛しているひとの一人でも	 ある。佐藤聰明は１９８１年に「沈黙の彼岸よ

り」という武満徹についての文章がある。その最後にこんな箇所がある。「僕は、武満が、確かな一
つの音の在処	 を求めて、遙かな旅を、ひたすら続けているのを識っている。そして、いつの日にか、
生も死も、永遠も刹那も、極微も極大も、無始無終、陰陽、乾坤、その一	 切を呑みこんで、生り成り
為りて鳴り響く、その玄の玄たる＜一つの音＞を、僕の眼の前に啓き示してくれるのを、待っている
のだ」。「確かな一つの音の在	 処」、それこそが重要である。佐藤聰明は、アルバム『日・月』を出

した際、杉浦康平との対話のなかで、「傾聴するという行為と、微細に見つめるという行為	 は、同じ
ことではないかと僕は思います」と語っているが、その意味では、それは「確かな一つの光の在処」
ということでもある。	 

◎聴くということはどういうことだろう。白川静は「神は『音なひ』によって『音づれ』る」といい、
「『きく』ことは、『みる』こと以上に霊的な行為	 であった」と言っている。ものの本質を見極める
力が「徳」でありそれが「みる」ことに関係し、神の声を聞くことができるということが「聖」であ
り「きく」	 ことに関係しているという。そして「聴」には、すでに「徳」が含まれている。「聴く」

ためには、ものの本質を見極める力をもって神的なものをきく力を育て	 なければならない。その意味
でも、なんでも聴けばいいということではなく、重要なのはその「質」の部分であるといえる。そし
て、聴くべきものを聴くために	 は、最初に述べたように何重にもかけられているヴェールを一枚一枚
剥がしていく気の長い「行」が求められる。佐藤聰明の著書『耳を啓く』というタイトルが	 示してい
るように、「耳」を「啓く」必要があるのである。	 

◎「聴く」ことにおいて、音楽は重要な役割を担っているといえるのだが、西洋と東洋、とくに日本
（邦楽）とではその方向性が逆転しているところがあ	 るという。西洋音楽が楽器を「より技術的に容

易に、より雑音（ノイズ）の少ない音色と安定した音程を」得るために進歩発展させてきたのに対し
て、邦楽器で	 はむしろその反対の方向に進み、一音のなかにあらゆる陰影をもたらそうとして複雑な
音色と不安定な音程をだす方向に進み、「さわり」のようにむしろ積極的	 にノイズをつくりだしてき
た。佐藤聰明は「邦楽器というものは奏する者が音と一体となり、耳を啓くためにのみ、永い年月を
かけて今日の形に作りかえられ	 た」という。	 

◎そのように、邦楽においては「音」を沈黙に近づけ、「その最も深いところで音楽を拒否」する方
向に進んだのに対して、西洋音楽においては、ポリ	 フォニーや対位法が発達し、アンサンブルやシン
フォニックな方向性に展開してきた。ある意味で、邦楽は「音」を「内化」させたのに対して、洋楽
では「音」	 を「外化」させる方向に進んだともいえるかもしれない。	 

◎それは、発声法にもあらわれていて、声明に象徴されるような発声法では声帯を狭くし喉を緊張さ
せ臍下丹田に重心を置いて発声するのに対し、西洋音	 楽の歌唱法の典型でもあるベル・カント唱法で
は、声帯を開き上半身を共鳴させるように発声する。こうしたところにも、音の内化と音の外化とい
う逆の方向が	 見られる。	 

◎ぼくはこの二つのまったく逆の方向性が見られるということのほうに、興味があったりする。ハズ
ラト・イナーヤト・ハーンは「創造の本質とは一つのものを	 二極化すること」であるといっている。

イナーヤト・ハーンの趣旨とは少し異なった視点ではあるけれど、音楽が洋の東西で二つのまったく
逆の方向で展開した	 こともそうした「創造」なのだろうと思っている。西洋では音の純化、構造化に
向かったが、東洋（邦楽）では音の複雑化、曖昧さのほうに向かった。一方で	 は、神を外化し、一方
では神を内化した。一方では、神を絶対化し、一方では神を八百万化した。おそらくその両者が「逆
対応」的に「むすぶ」ことで、「創	 造」の「和」が可能になるのではないかと感じていたりもする。

西洋においては存在論的に「有」がその根底にあり、逆に東洋においては「無」がその根底にあ	 るが、
そうした「有」と「無」もまさに「逆対応」的に「むすぶ」ということが今必要になっていることな
のではないだろうか。	 
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◎こうした音楽に関する多様性・両極性は、時間意識の多様性・両極性ということでもある。「もっ
とも根源的な時間意識」には、「原始共同体における	 反復的時間、古代ギリシャの抽象的で循環的な
時間、ユダヤ＝キリスト教における線分的な時間、そして最後に西洋近代文化における無限に抽象的
な時間」とい	 う四種の時間意識があるという。そして、今私たちはさまざまな時間・空間意識のなか
で音楽を聴取している。そうしたなかで、新しい「聴覚的認識」を獲得す	 るために、世界と自己との

間で「耳を啓く」必要があるのだといえる。	 

◎『荘子』の「斉物論篇」の「朝三暮四」の前に、「地籟（ちらい）」「人籟（じんらい）」「天籟
（てんらい）」の話がある。「人籟」というのは「竹	 管」のような「人のふえ」、楽器が奏でる音楽
であり、「地籟」とは「地のふえ」であり、大地が風とともに奏でる音楽であって、どちらも実際に
聴くことがで	 きる。しかし、「天籟」は簡単には聴くことができないという。「夫(そ)れ万(よろず)
の不同を吹きて、其れをして己(おのれ)よりせしむ。みな、其れ自	 ら取れるなり。」という。「全て
音をたてるものはさまざまで同じではないが、それぞれに自分の音を出している。すべて自己自身の

原理によって響きとな	 る」。つまり、「天籟」というのは、「天の音楽」とでもいえるものが実際に
客観的にあるというのではなく、聴く人の「耳」が、いってみれば「啓」かれてこ	 そはじめて鳴り響
くことができる音のことだというのである。	 

◎「形なきものを見、声なきものの声を聴く」という。それは「形あるもののなかにその形の理念を
見、声あるもののなかにその声の理念を聴く」という	 ことでもある。一音のなかにも無限の豊かな音
色を聴き出すことのできる耳、色彩豊かでダイナミックな音のなかにあもその根底にある無と無限を
聴き出すこと	 のできる耳。そんな耳を持ちたいと切に思う。	 
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《「今ここ」にいるということはどういうことなのか》 
　「永遠の今」 
　「今」を永遠にする 
　「ここ」を「無限」にする 
　「自己」および「他己」の「心身脱落」 
　「永遠の今」へ、プレからポストへのプロセス 
　「自由の哲学」と「永遠の今」へのプロセス	 
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◇参考テキストからの引用	 

《疑問符となること》	 

Ａ）小林敏明『西田哲学を開く／＜永遠の今＞をめぐって』（岩波現代文庫／2013.5.16） 
　「永遠」はカイロスという「非連続」の瞬間において、文字どおり一瞬だけ顕現する。だからそ

の「永遠」はアイオーンのような「永続」のことではない。そ	 れはいわゆるクロノス的時間を「切
断」する。つまり西田の言い方でいえば「時を超越し時を否定」することにおいて初めて顔を見せ
るものなのだ。過去・現	 在・未来を内容としてもつクロノスとは、ある意味で連続する時間である。
しかし、その合意承認された連続性はいつでも時間の惰性化をもたらしうる。ちょう	 どハイデッ
ガーのとどまりweilenが立ちとどまりverweilenとなって、継ぎ目Fugeが愚行Unfugへと固定するこ

とがありうるように、ベ	 ルクソンや初期の西田はこうした惰性化した時間概念に「純粋持続」を対
置させたが、後期の西田はその立場を放棄して、かわりにカイロス的瞬間による非連続	 を対置させ
たといってよいだろう。より正確にいうなら、アプリオリにそういう非連続をはらんだ連続として
の時間概念である。非連続を欠く連続だけの時間が	 生きた時間でないように、連続なき非連続もま
た、もはや時間ということができない。いずれにせよ、いわゆる「時間」はカイロスという「時」

によって切断さ	 れるとき、「充実」にもたらされる。西田がエックハルトに読み取ったのも、そう
いうことであった。 
（P.246-247）	 

Ｂ）道元『正法眼蔵』ー「現成公案」巻より 
　仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするるなり。自己を
わするるといふは、万法に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の心身および他己の
心身をして脱落せしむるなり。	 

Ｃ）井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス』（岩波書店／1989.7.25）　＊道元『正法眼蔵』の読解
に関した箇所 

　「尽時」。刻々の時が、刻々に全時を尽くす（「十世隔法異成」）。時時無礙的に重々無尽の多
層構造をうちに秘めた「現在」（「而今」）が、一瞬一瞬の有為転変を刻みながら遷流して、その
度ごとに時の全体を包んで「永遠の今」（nunc	 aeternum）である。	 
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Ｄ）ヘルメス・Ｊ・シャンブ『“それ”は在る』（ナチュラルスピリット/2013.5.17） 
　完全に＜今ここ＞に生きる時、そこにはいかなるものも存在し得ない。 
　なぜなら、完全なる＜今ここ＞には時間も空間も存在しないからである。 
　（・・・） 
　ただ、無限と永遠の＜今＞だけがあるのである。 

　そしてまた、＜今ここ＞においてのみ、 
　時間と空間の幻想が存在できる。 
　（・・・） 
　時間と空間は＜在る＞の中に、 
　すなわちあなたの中にあるのである。 
　あなたは無限であり、永遠である。 

　（・・・） 
　完全なる＜今ここ＞とは永久不滅であり、 
　その完全さの中においてのみ、全ての変化がまた可能なのだ。 
　（P.167-168）	 

Ｅ）ルドルフ・シュタイナー「自由の哲学」（イザラ書房）第14章「個と類」より。 
　以上に述べたような仕方で、類的なものから自分を自由にする程度如何が、共同体の内部にいる人

間が自由な精神でいられるかどうかを決定する。どんな人も	 完全に類でもなければ、完全に個でもな
い。しかしどんな人も、多かれ少なかれ、動物的生活の類的なものからも、自分の上に君臨する権威
の命令からも、自分	 の本質部分を自由にしていく。 
　しかしこのような仕方で自由を獲得することができない人は、自然有機体か精神有機体の一分肢に
なる。そして他の何かを模倣したり、他の誰かから命令	 されたりして生きる。自分の直観に由来する

行為だけが、真の意味で倫理的な価値を有している。遺伝的に社会道徳の本能を所持している人は、
その本能を自分	 の直観の中に取り込むことによってそれを倫理的なものに変える。人間の一切の道徳
的活動は個的な倫理的直観と、社会におけるその活用とから生じる。このこ	 とを次のように言い換え
ることもできよう。ーー人類の道徳生活は自由な人間個性の道徳的想像力が産み出したものの総計で
ある、と。これが一元論の帰結であ	 る。 

(P270)	 	 

 	 

《note20》	 

◎エスキス16で《永遠の今と世界劇場》についてノートしてみたが、ちょうど西田幾多郎の「永遠の
今」のテーマについて、小林敏明『西田哲学を開く／＜永遠の今＞をめぐって』（岩波現代文庫）が
でたので、そのテーマに関連してあらためて敷衍を試みたい。	 

◎「永遠の今」という言葉は、永く遠いという「永遠」という言葉に「今」という言葉を「の」でつ
なげているけれど、あらためて考えてみると、永遠は	 遙か彼方にあるようなイメージで、今というイ
メージはまさに今ここ、で矛盾している。重要なのは「今ここ」であって、「今ここ」に遙か彼方の
永遠がなけれ	 ばならないということになる。	 

◎その遙か彼方の「永遠」を「奥行き」に重ねて考えてみると、「今ここ」にその「奥行き」が見出
されないと「永遠の今」とはいえない。私たちが通常	 見出している世界（時空）の「今ここ」という
と、身体をもった自分が「今この瞬間」に「ここ」にいるということでしかない。そこに永遠として
の奥行きを観	 るためには、「今」を「永遠」に、「ここ」を「無限」にする必要がある。	 

◎「今」を永遠にするということはどういうことだろうか。そのときの「時間」は、時計が進んでい
るような過去と未来に連続しているような「クロノ	 ス」的な時間ではなく、非連続の「カイロス」的

な時間、つまり時計的な時間とは切りはなされた「神の時」とか「重大な転機」といったときにもつ
かわれる時	 間でなければならないだろう。クロノスの時間をいくら分割して短くしても「今」はでて
こない。クロノスは数直線的にイメージできるが、そういう連続した時	 間ではないところに時間を見
出さなければそこに「奥行き」は見えてこない。いってみれば、その水平的な数直線の時間に対して、
垂直の時間。永遠＝無の時間	 である。そしてその無の時間は、なにもないというのではなく、むしろ

充溢した時間としてとらえなければならない。その充溢した無の時間からの射影として、	 「今」とい
う連続してとらえられる時間が展開してくる（ようにみえる）ということでなければならない。	 
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◎「ここ」を「無限」にするということはどういうことだろうか。そのとき、「ここ」から見える無
限遠点が「ここ」ということでなければならない。宇	 宙の彼方まで進んだいちばん遠くにあるところ
が「ここ」でなければならない。光＝私の視線がずっと進んで、宇宙の彼方に消え、それが私の背後
から還ってく	 るということ。自分の頭の後ろを見ているというイメージ。それが可能になるためには、
球面をイメージすればいいだろうか。今自分の位置しているところから	 球の表面をたどって、北極か

ら南極を通って今の自分の地点までぐるりとまわって還ってくるということ。それを空間的な座標軸
として理解してみる。つまり、	 そのとき「ここ」は三次元空間的な「ここ」ではない。「ここ」のす
べてが「点」として虚空間へと反転しているのでなければならない。そうであってはじめ	 て、あらゆ
る「ここ」は無限となることができる。	 

◎「今ここ」にいるということはどういうことだろうか。そこにいる「私」とはいったいだれだろう
か。そのことについて、ヘルメス・Ｊ・シャンブ	 『“それ”は在る』という興味深い本がでている。
いってみれば「悟り」をめぐる対話を模したものだが、「悟り」というよりも、まさに「永遠の今」、

「今こ	 こ」にいることについての体験について書かれてあるということがいえる。（とても読みやす
く書かれているものの、その内容を理解しやすいというわけでは必	 ずしもないけれど、問題の要点を
観るには格好のテキストとなっている）。	 

◎ちなみに、「永遠の今」、「今ここ」にいるということは、いってみればそれは道元のいう「自
己」および「他己」の「心身脱落」ということでもある	 ように思う。そのときの体験の主客はすでに
問題ではなくなっている。西田幾多郎のいう主客以前の（そして以後でもある）「純粋経験」的な意
識だといえるだ	 ろうか。西田幾多郎はそれを言葉で哲学的に表現しようと生涯をかけて苦闘したとい

うことなのかもしれないとも思う。「私」も「あなた」も、「心」も「身	 体」も離れたところで、そ
れを観ている意識だけがある。しかし、「心」も「身体」がなくなってしまっているというのではな
く、同時に「心」も「身体」もま	 た存在している。「世界劇場」を観ながら、同時に「世界劇場」そ
のものが自分でもあるということだ。自分が「世界劇場」なのだから、それを観ている意識が	 あると
しても、「世界劇場」が消えてしまうわけではない。	 

◎そして、「永遠の今」に至るまでにはさまざまなプロセスが存在していることは、可能な限り意識
しておく必要がある。プレからポストへのプロセス。	 「子ども」から「子どものような」へ。禅の十

牛図をイメージしてもいいだろうか。「心身脱落」するまえに、まず幻想として「心身」をもたなけ
ればならな	 い。私は身体であるという幻想。私は心であるという幻想。思考というツールへの自己同
一化などなど。そのために私たちはまず「私」というペルソナを身につ	 けれてそれらとともに苦しみ、
喜んだりを果てしなく繰り返す。そして、やがてなにがしかの機と気づきによってその自己同一化を
離れ、「心身脱落」する。し	 かも、そのときには「自己」だけではなく「他己」もそうなっている。

主と客は別のものではないからだ。私たちは、「無」から「有」へ、そして「無」の充溢	 へと反転ー
反転する。永遠の今である非連続と刹那の今である連続との往還。それをひとことでいえば、やはり
「遊」だろうか。「世界（劇場）」は「世界（劇	 場）」そのものを／で、遊び戯れている。	 

◎こうしたプロセスをシュタイナーの「自由の哲学」との関係で観てみるのもいいかもしれない。
「自由の哲学」では、「思考」による一元論を示唆して	 いるが、ここでいわれている「思考」は、た
んなる「想念」や「考え」というのではなく、いってみれば「純粋思考」である。一元論であるとい
うことは、主客	 を超えたところで「思考」をとらえているということであり、その意味で、「純粋経

験」的でもあり「直観」的でもある。その「思考／純粋思考」によって、認	 識の限界を超える可能性
が検討されているが、そこで問題にされている「思考／純粋思考」についても、おそらくそこには実
際的にいってその「思考／純粋思	 考」的なものが働く何段階かのプロセスを想定しておいたほうがい
いかもしれない（「自由の哲学」にはそういうことは書かれていないけれど）。主客かそれと	 も主客
を超えているかという二つの様態しかないということではないからだ。認識の限界を超えるためのペ

ルソナは段階的であってそれぞれに応じた主客の様態	 や「思考／純粋思考」の様態があるというふう
に考えてもいいかもしれない。「奥行き」についても、それに応じた姿で現れてくる。「劇場」はそ
の様態に応じ	 たかたちで「劇場」として顕現するわけである。	 

◎「自由の哲学」の最終章・第14章「個と類」のなかでシュタイナーは「類的なものから自分を自由
にする程度如何が、共同体の内部にいる人間が自由	 な精神でいられるかどうかを決定する」と述べて
いるが、その「自分を自由にする程度如何」というのが、その「劇場」を決め、「永遠の今」への道

のなにがし	 かの（遙かな）道程を決めているということになるだろうか。もちろん、数限りないペル
ソナがそこで幻のように戯れているとしても、ほんらいは、すべては永	 遠であり無限である。ただ、
それに気づいていないだけ。	 
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《私という現象》の多重構造~《テクスト》のアナロジーとして~ 

　「詩作品」としての「私」 

　「私という現象」を重層的に意識する 

　テキスト内的意識主体の多重構造 

　地上における「私という現象」の多重構造 

　私というペルソナの背後の高次世界にある「自己」の多重構造 

　地上における多重構造と高次世界における多重構造の結び 

　「私という詩作品」の「根源」にあるもの 

　傀儡でありながら使い手でもある「私」の自覚と習熟	 
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◇参考テキストからの引用	 

	 

Ａ）宮沢賢治『春と修羅』「序」より	 

わたくしといふ現象は 
仮定された有機交流電燈の 
ひとつの青い照明です 

（あらゆる透明な幽霊の複合体） 
風景やみんなといつしよに 
せはしくせはしく明滅しながら 
いかにもたしかにともりつづける 
因果交流電燈の 

ひとつの青い照明です 
（ひかりはたもち　その電燈は失はれ） 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Ｂ）入沢康夫「作品の廃墟へ／幻想的な作品についての妄想的な断想」(1970)（『続・入沢康夫詩集
／現代詩文庫177』(思潮社)より）	 

詩作品の根源にあるもののことについては、それは語ることはできず、歌うよりほか仕方ない。あれ
について、人々に倣って《彼方のもの》と呼び、《詩	 のオリジン》と呼び、《中心の炉》と呼び、
《煮えたぎる坩堝》と呼び、《聖なるもの》と呼んでみても、それらはすべて便宜的な比喩であり、
形容（それぞれ	 に感覚的には適切だが）に過ぎない。 
　しかも、ここですでにひとつの疑念が浮かぶ。「あれ」は、ほんとうに、詩の根源にあるのだろう

か。「詩」という語を「詩作品」の意味に解するとき、むし	 ろ「あれ」は、その外部にあって、それ
を照らし、それに熱を与えているのではないか。もっとも、「根源的」と言い、「外部」と言っても、
それもまた比喩に	 過ぎないのだが。 
　そして問題は次のごとくに設定される。 
「あれ」が、なぜ、「言葉で書かれたもの」に関するのだろうか。どうやって、「あれ」が、「言葉

で書かれたもの」の「根源」に座を占め、もしくはそれを「外部」から照らすのであろうか。いや、
それよりも先ず、「あれ」はたしかに「在る」のか。 
「在る」と思うこと自体、すでに一つの幻想の開幕であるかも知れない。だが、それがかりに幻想で
あるとしても、とりあえず維持せねばならぬ幻想である。しょせんは論証の次元の話ではなく、感覚
あるいは信憑の次元の話なのだ。 

（P.116）	 

Ｃ）同上 
それにしても、一つの作品が未完に終わり、そして、しかもそれがわれわれをそのことゆえに魅する
ためには、そこに、「作者がそれを完結させようと最後まで	 欲したにもかかわらず」という信頼ある
いは神話が、十全にうちたてられていなければならないだろう。そのとき、そこにはドラマが、いま
一つの幻の物語が成	 立する。一作品の完結が作者の死によってはばまれる場合もあろうが、ここでは
それをも含めて、作品の徹底的な追いつめが、おそらくは必然的に生んだ作品の	 破壊、完結性の喪失

が問題なのである。 
（・・・） 
　幻想作品における語りの変質については、語り手のうしろにいま一人の語り手がいることが、時と
して膜がうすくなって、はっきりと透けて見え、さらには、これら二人の語り手の関係がいつとはな
しに逆転するといった場合も考えられる。 

　幻想的散文詩の、と言うか、ここではもはや「幻想的」という形容詞をはずしてもよいという気も
するのだが、そのあり得べき一つの特質は、それが一つの宇	 宙論、一つの神話体系（と言っても既成
のものではなく）を暗示（あるいは明示）しており、そのことから、その作品が自らのうちに閉鎖さ
れておらず、世界全	 体とアナロジックな交感状態にあるのを、陰に陽に感じさせることであろう。一
作品が作品として閉じているかどうかということと、今のことは、おそらく密接	 な関係にあると思わ

れるが、しかも別のことである。 
　そして作品としての価値ということになれば、話はいちばんはじめに戻って、例の「中心の炉」か
らの照度、あるいは、同じことだが、「中心の炉」への接近度というとになるだろう。 
（P.1２１－１２２）	 

	 

note21》	 

◎「私」をひとつの「詩作品」としてとらえてみる。この地上世界において書かれていくきわめて創
造的で詩的なポエジーとして。	 

◎それでは、その「私」を書くのは誰で書かれるのは誰なのだろうか。そのことを観ていくためには、
「私という現象」を重層的に意識してみる必要がある。	 

◎「私」をこの肉体のなかで「脳」がつくりだした意識であるとする唯物論的科学主義的な見方もあ
るが、それではなにも観えてこない。おそらく「脳」	 はコンピューターのハードウェアであって、そ
れはソフトウェアとしての魂がなければ機能しないただの箱でしかないし、そのソフトウェアはそれ
を使ってなに	 がしかの操作をしているオペレーターが存在している。キーボードの前にいる「私」で

ある。	 
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◎そうした「私という現象」をどのように理解するかで、「私」そのものの多重的なあり方を垣間見
ることができるだろうし、「私という現象」を映し出すもしくはそれが演技されている時間と空間と
いった「奥行き」の観え方は大きく異なってくるはずである。	 

◎さて、詩作品には「書く人」と「読む人」がいて、「書く人」は同時にまたは書かれたあとで「読
む人」でもある。そうした「読む」ことについて考え	 始めてからもう４０年近く経っている。そして、
大学での卒論は、「文学テクストの受容」をめぐるものだった。そこには、作品（テクスト）の内的
構造と作品	 （テクスト）が生きて働いているコミュニケーション構造が関わっている。	 

◎作品（テクスト）の内的構造についていえば、そこには一人称ないしは三人称の背後にいる語り手
がいる。そしてその語られている語りのなかに、さま	 ざまな主体による語りが展開されていく。しか

も、語り手のメタレベルには、作品（テクスト）の内的な作者が控えている。これは、実際の肉体を
もった作者で	 はなく、機能的に、作品（テクスト）を働かせている作品（テクスト）内的な作者のこ
とである。そのように、作品（テクスト）は三重の内的構造をもって機能	 している。	 

◎この（詩）作品における主体の問題についてはさまざまな研究家からの示唆を受けたが、もっとも
深く影響しているのは詩人の入沢康夫の『詩の構造に	 ついての覚書』『詩的関係についての覚書』だ
ろうと思っている。たとえばそれをこのように表現することもできるだろう。「私は　＜私は　「私
は書く」　と	 書く＞　と書く」。この構造は何重もの形でマトリョーシカ風に表現できる。	 

◎以上のことをまとめると以下のような《テキスト内的意識主体の多重構造》になる。 
・テキストの主体としての「私」 

・語り主としての「私」 
・登場人物（たち）の語りとしての「私」	 

◎テキスト内的意識主体の多重構造は、おそらくこの地上における「私という現象」においても、以
下のようにアナロジックに観ることができる。 
・「私」というペルソナの主体としての「私」 
・「私」の表現主体として働く「私」 

・「私」が表現されている（具体的に表出している）ものとしての「私」	 

◎ふつう「私は私だ」と思っている「主体」は、一枚岩ではないし、「私は私だ」という「私」も
「ペルソナ」（仮面／人格）として地上的に顕現してい	 るだけであるといえる。ユングは「自我」の
深みにある「自己」を想定しているが、いってみればその「自己」がペルソナとして顕現しているの
が、「私は私	 だ」という「私」であるといえる。	 

◎しかし、話はここで終わりではない。その「自己」と想定されているものもおそらくは多重構造的
に働いているのではないかと思われる。この多重構造をテキスト内的意識主体における多重構造とし
てアナロジックに観てみるとこのようになるだろうか。 
・「自己」の主体 

・「自己」の語り手 
・自我主体を語っている「私」である「自己」	 

◎こうみていくと、「自我」としての「私」の多重構造と「自己」としての「私」の多重構造があっ
て、その中心が重なっていると観ることができる。自	 我主体を語っている「私」である「自己」＝
「私」というペルソナの主体としての「私」を中心にした多重構造である。「私」というペルソナ主
体を中心とすれ	 ば５重構造。もしくは、肉体をともなって顕現している「私」という「自我」を中心
点とすれば、３＋３＋１の７重構造。	 

できれば、それに習熟していくこと。	 

◎パソコンの前に座ってキーボード入力またはマウス等で操作している「私」をイメージしてこのこ
とを描いてみるとこうなるだろうか。	 

◎私が入力しているテキストは「私」ではないが、そのテキストにはそのエクリチュールの主体がい
る。そして、そのテキストには「語り手」が（第三者	 的な位置を占めている場合もあるが）存在して

いる。そしてその語り手が、そこに登場する人物や描写をそれらを主体とした語りとして語る。	 

◎パソコンの前に座ってキーボード入力またはマウス等で操作している「私」がいる。ペルソナとし
ての「私」である。そしてそこには、ペルソナ（仮	 面）を送り出している「自己」がいる。そしてそ
の自己をいわば「語っている」語り手がいる。そしてその語り手の物語る高次のテキストである「自
己」のエク	 リチュールの主体がいる、という多重構造の「自己」。	 

	 



esquisse21　(2013.6.5)	  

70	 

◎「私という詩作品」は、このように、地上に身体をもち、そのなかに自我をもった「私」を中心と
して、地上における多重構造と高次世界における多重構造を結び、重なりながら、メビウスの輪のよ
うにつながっていると考えることができるのではないか。	 

◎ここで重要だと思われるのは、そうした「私という詩作品」の「根源」にあるものは、入沢康夫が
いうように、まさに「歌うよりほか仕方ない」ように	 思える。どのような表現、説明も「便宜的な比
喩」としてしか可能ではない。それは「外部」（これも「便宜的な比喩」でしかないのだが）にあっ
て「私という	 詩作品」を照らし出している。しかし、その《詩のオリジン》であり《中心の炉》、

《聖なるもの》にどこまで近づけるか。それをどれだけ「たしかに「在	 る」」として感得できるか。
それが重要課題だといえる。もちろんそれは、おそらくどこまでいっても「幻想」でしかないのだけ
れど、それでも、「私」を語り	 出している、語り出そうとしているものに接近すべく、「私」を重層
化してとらえようとすることは、そのままで「私」の「奥行き」を観るということでもある	 だろうと
思う。少なくとも、「私」を重層化してとらえようとする意識なしでは、「私」はだだの傀儡でいる

しかないだろう。その傀儡がどんなに素晴らしい傀	 儡でも、それがどんなに素晴らしい使い手に使わ
れているとしても、「自由」であることはできない。重要なのは、みずからが傀儡でありながら使い
手でもある	 ことを「自覚」のもとでおこなうことだろう。そしてできれば、それに習熟していくこと。	 
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《大疑・疑問符そのものとなること》 
　子どもの「なぜ」という問いとそれに答えるということ 
　権威としての「答え」に自足してしまう大人 
　逆に権威に対するアンチを「答え」の反対のものとしてしまう大人 
　仏教の「四法印」 
　「涅槃寂静」のイメージのもつパラドックス 
　「私」がいないことで成立する「涅槃寂静」 
　「答え」を求めるための問い 
　「出来レース」としての問題と解答 
　大疑・疑問符そのものとなること	 
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◇参考テキストからの引用	 

Ａ）鈴木大拙『鈴木大拙　最終講義　禅八講』（角川選書522/平成25年4月25日） 
　６年に及ぶ思索と瞑想と苦行は、仏陀の「聖求」にはすべて無益と知れたのだが、その後、仏陀
が絶望的な探求でもつかめなかったあるもの、未知のあるもの、すなわち大いなる疑問符号〝？〟
を追求する探求心を支えたものは何か。 
　仏陀はこの大いなる疑問符号〝？〟の追求のために、自らの手中にあるあらゆる手段を使い尽く
した。それでもなお彼に残っていたのは何か。未知の、底無しの深淵に飛び込む際に使って効果の

ある何かが仏陀には残っていたのだろうか。（・・・） 
　今や仏陀の状況は、通常瞑想とか安定法とか意識を消して真っ直ぐに無（…）に人を飛び込ませ
る術とかして普通に知られているようなものではなかった。六年に及ぶ、無駄ではあったが激しい
努力の末に仏陀が直面した状態は、禅家では「大疑」といわれているものである。 
　その時、仏陀は大いなる疑問符そのものであった。仏陀がその「聖求」を始めて以来、立ちはだ

かってきた疑問符はもはやなかった。仏陀は疑問符そのものと	 完全に一体化し、前に掴むべき対象
としてはなにもなく、後にまだ何か欠けているとして自分の背を押すものもなく、仏陀には過去も
未来もなく、仏陀は過去や	 未来と関係ない、現在そのものであった。仏陀が「時間」で、つまり永
遠なのだから、仏陀には「時間」がなかった。仏陀即大疑問符は最高のもので、その中に	 すべてが
こめられていて、疑問符の奥底で区別も分化もなだないままの、あらゆる可能性の源であった。こ

の疑問符こそは、実に絶対の自己である。なんとなれ	 ば、その中にはこれだのあれだのの二元がな
く、主客の分離もなく、自我と非我の区別もないからである。 
（P.185-186）	 
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Ｂ）南直哉・玄侑宗久『同時代禅僧対談	 “問い”の問答』（佼成出版社	 2008/01)	 

南　（…）仏教あるいは道元禅師や親鸞聖人、弘法大師もそうなのかもしれませんが、僕がとくに禅
の言葉にシンパシーを感じるのは、そこに＜絶対に閉	 じさせまい＞という覚悟を感じるからなのです。
（…）＜閉じる＞というのは、ある問いに対して「答えはこれだ」と一つの答えをポンと出して、問
いを塞いで	 しまうことです。それは、玄侑さんの言葉で言えば＜異界を異界でなくしてしまうこと＞
であり、＜わかったことにしてしまうこと＞です。 
玄侑　ええ、そうなると、もう運動は停止します。たとえば『臨済録』では「釈迦に会ったら釈迦を

殺せ」というのがそれですね。権威として奉るようなものを作ってしまった時点で、おしまいです。 
（P.83-84）	 

南　僕はですね、徹底的に相対化を止めない、裏切り続けるーーつまり、「無常である」という言説
を教えとして実現するには、一定の立場を常に自分で	 破壊していくことがぜったいに必要なんだろう
と思うのです。あくまでも相対化を止めてはいけない。安住したところでは、すべてが終わります。
無常というも	 ののリアリティが落ちてしまって、仏教ではなくなるということがあると思います。 
（P.95）	 

南　答えの出る「問題」というのは、どうでもいいことがほとんどですね。答えが簡単に出る問題は、
すでに答えを前提に問題をつくっているのですから、これは大したことはないんです。 

　厳密に言えば、＜問い＞と問題は違います。問題として構成される以前の＜問い＞というのは、こ
れは致し方なくそこにあるもの、始末に負えないものです。	 それを誰かが適当に問題として構成して、
答えの出るものにしてしまう。「問題を作る」ということは、言語のなかに＜問い＞を取り込み、解
体する作業です。	 つまり、ただ単に「えーっ！」と絶句するしかできないこと、「それは何か」とか
「それはどういうものか」みたいな問題として言語化し、構成していく。それ	 は、「答え」を前提に

つくるのですから、手持ちの答えがすでにあるとうことです。（…）しかしほんとうに決定的なもの
は、問題として構成されえないので	 す。 
（P.213-214）	 

	 

《note22》	 

◎子どもは「なぜ」をつぎつぎに繰り出して大人を困らせてしまうことがある。子どもは適当な答え
でそれなりに納得することもあるし、ファンタジーを	 喚起するようなかたちで、「なぜ」を繰り出し
た子どもも、答えた大人もそれなりに満足することもあるかもしれない。それはそれで幸せでクリエ
イティブな体	 験となるかもしれない。	 

◎しかし、子どもは成長していくにつれ、つまりはみずからが「大人」になるとともに「なぜ」を
失っていき、自分の世界を「答え」で埋めそれなりの世	 界のイメージをつくりあげるか、自分の外に
権威をつくって自分は理解できないまでも、権威からの言葉を「答え」として受けとめて自足したり

する。あるい	 は、自分の外に敵、つまりは権威の反対のものをつくりあげて、それにアンチや批判を
ぶつけて、自分の世界をネガティブに守ろうとする。	 

◎私たちはさまざまな疑問をもち、その答えを見つけようとする。そして、そのときどきにでてくる
疑問にそれなりの答えを見つけてその都度、それなり	 に納得する。納得しようとする。しかし、「な
ぜ」をどんどん突き詰めていっても、「ほんとうの答え」というのはおそらくはどこにも見つけるこ
とができない	 ことに気づくはずなのだが、多くの場合はそうはならないように思える。それなりの答
えで自足しておくことで自分を守ろうとするのかもしれない。つまり、自	 分を守るための「答え」で

囲い込んでそれで世界を構築し、それに反するものはそれを拒否し、ときにはそれを否定・攻撃する
ことで自分の世界を守ろうとす	 る。	 

◎仏教に根本原理とされている「諸行無常」「諸法無我」「一切皆苦」「涅槃寂静」という「四法
印」というのがある。一切のものは無常、変化しないも	 のはなく、因縁生起（縁起）によって生滅変
化を繰り返していている。また、すべての存在は実体としての我（自性）がなく、「相互依存的相関
関係、相依性	 《そうえしょう》として関係性のもとに存在している。私たちは、さまざまなものを実
体的にあると錯覚してそれにとらわれて苦しんでいる。そうした無常、無	 我、一切皆苦を去るために、

八正道を実践することで、迷い・苦しみのない静かで安らかなる清浄な心を保てるようになる・・・
といったことなのだけれど、そ	 れを安易に物語的にとらえると、その「涅槃寂静」という絶対的な答
えがあるというふうに錯誤してしまうのではないかと思う。この生きている地上は無常だけ	 れど、悟
りを得たら絶対的な「常」なる世界がそこにある、と。	 
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◎そこにパラドックスがあることに気づくのはそんなにむずかしくない。迷い、苦しみのない静かで
安らかなる清浄な心をもっている状態というのは、す	 でに「私」はそこにいないのである。極論をい
えば、「一切皆苦」だというのは「私」がそこにいるということである。だから、「苦」を去るとい
うことは、	 「私」をなくすということである。「私」をこの身体を持って生きている私だとすれば、
単純に死ねば解決するということになってしまう。肉体そのものを私と	 しなくても、苦しまないため

には、その肉体のない私も滅さなければならなくなる。肉体上の自殺、魂上の自殺である。それは
「私」ではなく、自己、高次の	 私、ハイアーセルフだとしても、すでに「私」はそこにはいないはず
である。「私」がそこに存在していないからこそ、そこには苦しみはない。だから、悟る私	 もすでに
そこにはいない。そうなると、浄土だとか死後の世界だというのも意味がなくなる。いったいだれが
そんなところにいるというのだろうか。すでに私は	 どこにもいないというのに。	 

◎このように、「答え」を求めるための問いというのは、すぐにパラドックスに陥ってしまうか、そ
うでなければ、ある種の絶対的権威を持ち出して、そ	 こからでてくる「答え」を盲信するための問い

しかもちえないということになってしまう。「奥行き」や「永遠の今」へのアプローチも同様である。
最初から見	 えている答えに向かって「出来レース」を走ってみても意味がない。	 

◎鈴木大拙は、６年に及ぶ思索と瞑想と苦行の末に仏陀が直面した状態を禅家では「大疑」といって
いるという。「仏陀は疑問符そのものと完全に一体	 化」したのだという。それこそが「永遠の今」。
そこにあるのは、「涅槃寂静」という言葉からイメージされてしまう変わらない永遠ではなく、「大
疑問符」そ	 のものだというのである。その「大疑問符」には「答え」がない。もしあるとすれば、
「大疑問符」そのものであるというパラドックスがそこにあるのだといえ	 る。論理化できない論理と

でもいおうか。論理そのものが成立しえない論理とでもいおうか。従って、言語でそれを表現しよう
とすれば、それはパラドックスそ	 のものでしかなくなるはずである。	 

◎仏陀や禅家の至るそうした「大疑問符」とまではいかないまでも、「問う」ということそのものに
ついて、そのことは意識されている必要があるのでは	 ないかと思っている。少なくとも最初から「答
え」の用意されているような問いは問いとして成立しえないということである。その意味で、この
「エスキス」で	 記そうとしていることは、受験用問題集のような正解の用意されているような問いと
はまったく性質を異にしている。さまざまな引用や参考テキストなどにして	 も、それらは「権威」と

して引っ張ってきているわけではない。「問い」を引き出すということがその主題となっている。	 

◎しかし、世の中にはなんとたくさんの「答え」とそれを導き出すための「問題」があり、それを教
えようとする「権威」ある教師がいることだろうか。	 おそらくは、「奥行き」への旅を難しくしてい
るものがあるとすれば、「答え」を求めようとすることそのものなのではないだろうかと思う。必要
なのは、みず	 からが「疑問符」そのものになることなのだろう。「疑問符」そのものになるというこ
とは、みずからが「！」になるということであり、そこからさまざまに	 「方便」として導き出される
ものを絶対化したふりをしないということだろう。ニーチェではないが、それらを「真理」としたと

たんに、その「真理」はそれ以	 外のものを「虚偽」としてしまうことになる。そしてそこにはすでに
「！」は消え失せている。	 

◎ついでに、下に、南直哉・玄侑宗久の「問いの問答」から少し引いている。問うことそのものの重
要性に関するところである。興味深い問答ではある	 が、そこには「仏教」「禅」という「権威」が、
それを絶対的なものとしてはいないまでも、その対話を囲い込むものとして確固として置かれている。
南直哉の	 道元的なラディカルさも、その中でのラディカルさとなっている。釈迦は仏教を起こしたが、

おそらくは仏教を超えていたはずである。重要なのはおそらくその	 ことだ。「！」は「仏教」とされ
ている宗教に閉じ込められないで発せられることでさらにその喝！度を高めることができる。もちろ
ん、僧侶であることそのも	 のが囲いとなっているというのではなく、多かれ少なかれひとはそれなり
の囲いのなかでしか生きられない。そうではなく、そのうちにあってそれにとらわれな	 いで発するこ
とのできる「！」もまたあるのではないかと思うのである。	 

	 


