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☆mediopos-2476　　2021.8.27
シュタイナーの著作に『神智学』がある

その「神智学」という名称は
ブラヴァッキーの創始した「神智学」を出自とし
『神智学』という著作の記述内容は
多分にその影響を受けているものの
神智学協会から離れたあとの「人智学」は
「神智学」とは異なった内容と展開をみせていくことになる

とはいえシュタイナーの「人智学」を理解するためには
ブラヴァッキー及び「神智学」について
ある程度理解しておく必要があるにも関わらず
「人智学」運動のなかで
ブラヴァッキーについて詳しく言及されることは稀である

ブラヴァツキーはアジアとヨーロッパの緩衝地帯である
ウクライナ（ロシア）に生まれたが
その一家はロシア領内で唯一チベット密教を信奉する
遊牧民たちが生活をしていたカルムィク草原で生活していて
その影響は少なからずあったと考えられる

しかし神智学協会はロシアではなく
おそらく当時のスピリチュアリズムとの関係もあり
アメリカのニューヨークで設立されその後
インドの近代的宗教復興運動と提携しインドに拠点を移すが
さらに（驚くことに）ブラヴァツキーはオルコットとともに
スリランカで仏教の俗信徒としての戒を受けることになる

もともと神智学がその初期において
「秘教的仏教／エソテリック・ブディズム」を自称していたのも
ある意味で神智学こそが本来あるべき仏教であって
それによって世界のあらゆる宗教に総合を与える
という理念があったということだったが
その思想は様々な宗教や
神秘主義思想が折衷されたものでもあった

ちなみに「神智学（theosophy）」は
「theo（神）＋ sophia（叡智）」で
すでにキリスト教世界にあった概念で
「隠された神性の内的直観による認識」を意味し
神智学協会のスローガンが
「真理にまさる宗教はない」であったように
宗教ではなく神聖な知識・科学として位置づけられていた

その点でシュタイナーの「人智学」は
そうした神智学のヨーロッパ的な展開の中から
仏教ではなくキリスト教的な背景をもって
展開されてきたということができる

いわゆる「霊統」ということからすれば
シュタイナーの「人智学」は
ブラヴァッキーの「神智学」とは
共通点があるとともに
その源において異なっているといえる

シュタイナーによれば
古来の秘儀の伝統は東西南北の霊統に属し
東の流れが聖杯の秘儀の流れ
西の流れが（位階としての）アーサー王の秘儀の流れ
北の流れがドルイド教の秘儀の流れ
南の流れがヨハネ的な秘儀の流れがあるという

そして薔薇十字会は南と北の霊統を統合し
「人智学」は東と西の霊統を統合し
さらにシュタイナーの晩年の１９２３年
普遍人智学協会の設立により
南北の霊統と東西の霊統とを統合したのだというが

世界の霊統はシュタイナーの示唆しているような
東西南北の霊統だけでとらえるのはむずかしく
その系統樹ではとらえられないものも
視野に置く必要があると思われる

おそらくブラヴァツキーの神智学の霊統は
同じ秘教的なものを背景とした
神智学的な部分があるとしても源において異なっている
さらにいえばブラヴァッキーにもシュタイナーにも
イスラームの霊統も日本の源にあるだろう霊統も
またその他各地域にある
シャーマニズムなどの霊統も見えてはこない

その意味で
ブラヴァッキーの神智学が
どこか過去へと回帰しがちであるように
シュタイナーの人智学もともすれば
シュタイナーを開祖とする宗教化した運動へと
視野狭窄に陥ってしまいかねないところがある

二一世紀の現代において
これからの霊性の展開と総合・統合を考えていくためには
これまで「空白」になっていた視点にも
目を向けていく必要があるのではないか

とはいえそれ以前に
現代においてもっとも危機的なのは
背景に政治経済的な利害を強くもっている
科学と宗教の原理主義的な展開ではあるのだが･･･

■末木 文美士編『死者と霊性: 近代を問い直す』 
　 (岩波新書 新赤版 1891　2021/8） 
■吉永 進『神智学と仏教』（法藏館 2021/7) 
■ハワード・マーフェット（田中恵美子訳） 
　『H・P・ブラヴァツキー夫人／近代オカルティズムの母』 
　（神智学協会ニッポンロッジ　1981/4）



■末木 文美士編『死者と霊性: 近代を問い直す』
　 (岩波新書 新赤版 1891　2021/8）
■吉永 進『神智学と仏教』（法藏館 2021/7)
■ハワード・マーフェット（田中恵美子訳）
　『H・P・ブラヴァツキー夫人／近代オカルティズムの母』
　（神智学協会ニッポンロッジ　1981/4）

（『死者と霊性: 近代を問い直す』～《座談会》第Ⅱ部より）

「末木文美士／十九世紀において、いま私が関心を持っているのは神智学ですが、その母体となった神智学協
会は、ヘレナ・Ｐ・ブラヴァツキー、ヘンリー・Ｓ・オルコットらによって、一八七五年に設立されました。
宗教・哲学・科学のある種の統合を目指して、人間の潜在能力を考究することが重要視されました。神秘思想
とも言えますが、これまで、ほとんどまともには取り上げられてこなかった。調べて見ると、神智学に関する
学問的な研究というのは皆無ですね。逆に言うと、危ない世界の側にあるもの、つまりは「近代」でありなが
らその外側にあるものと見られていた。にもかかわらず、それぞれの宗教が持つ伝統的価値を尊重すること
で、社会的にも政治的にも独特な役割を果たしたと言えます。
　比較宗教学のフリードリヒ・マックス・ミュラーが、アジアの諸宗教の聖典の英訳を集成した『東方聖書』
の刊行を始めるのが、一八七九年です。全五〇巻の完結は一九一〇年ですが、ヒンドゥー教、儒教、仏教、イ
スラーム、ゾロアスター教などの主要な聖典をヨーロッパの人も読むようになっていく。次には、それがアジ
アのほうに逆輸入されていくわけです。たとえば、一八八一年にオルコットが編集した『仏教問答』は、スリ
ランカの仏教復興にもつながっていくし、柳宗悦や鈴木大拙を通して日本にも深い影響を与えていく。そうい
う、いわば東洋と西洋のキャッチボールみたいなものが始まっていく十九世紀後半において、神智学は大きな
役割を果たしているのではないか。ちょっと驚いたのは、インドの国民議会派は、神智学協会の二代会長のア
ニー・ベサントが深くかかわっているんですね。インドの独立運動にまでかかわってくるような、そのような
かたちで、神智学をとらえ直していく必要があるかもしれない。安藤さんが詳しいところだと思うので、その
あたりのところを教えていただけますか。

安藤礼二／二〇〇〇年ぐらいから、それまで非常に怪しいオカルティズムの運動ということで正面から論じら
れてこなかった神智学が、近代インドの独立運動ですとか、近代日本の神道改革運動や仏教改革運動、そう
いった広義の近代的な宗教改革運動にきわめて甚大な影響を与えているのではないかということで、ようやく
真面目な研究の対象になってきたと言えます。
　神智学を打ち立てたヘレナ・Ｐ・ブラヴァツキーは、ロシア（ウクライナ）に生まれた女性です。ロシアと
いうのは、まさにアジアとヨーロッパの緩衝地帯ですね。ブラヴァッキーは一八三一年に生まれ、九一年に亡
くなるのですけれども、神智学協会を設立したのはロシアではなくて、アメリカのニューヨークです。ようや
く最近になってその全貌が明らかになりつつある事実なのですが、ブラヴァッキーの一家は、ロシアのコーカ
サス地方を放浪する生活を送っていました（･･･）。黒海からカスピ海にまたがるカルムィク草原です。ここ
にはロシア領内で唯一チベット密教を信奉する遊牧民たちが生活をしていました。つまりブラヴァッキーに
とってチベット密教は幼少期から馴染みのある教えであったのです。しかも二八歳でこの世を去るその母親
（エレーナ・ガン）は、将来を嘱望された小説家であり、カルムィクの仏教徒たちを主題とした小説『ウトバー
ラ』を書き上げています。「青蓮華」のサンスクリット表記に通じていますが、どこまで意図していたかは判
然としません。
　その初期、神智学は「秘密仏教（秘教的仏教）」、エソテリック・ブディズムを自称していました。その呼
称はまんざら誤りではなかったのです。密教は仏教の人間的な始祖、ゴータマ・ブッダを重視しません。人間
を含め森羅万象あらゆるものを産出する根源的な存在、法身を何よりも重視します。その上、カルムィク草原
では、そのような大乗仏教の密教的な展開と、一神教の極であるイスラームが相互に浸透する状態にあったと
も言われています。無神論の極と一神教の極が、あらゆるものを自身のうちから産出する根源的な存在、法身
というヴィジョンのもとで一つに結び合わされていたのです。ブラヴァッキーは、おそらくはそのような背景
をもとに、一神論、多神論、無神論が生みだされてくる太古の根源的な宗教の教えが再発見されたと称しまし
た。「一」と「無」の間で「多」がはじめて可能になるのです。そうした教義の再発見（実は創出なのですが）
を、新たな世界交通の中心地、アメリカで宣言したのです。密教こそが新たな世界宗教、グローバルな世界宗
教の骨格になる、と言う訳です。それだけではありません。現代によみがえった太古の根源的な宗教は、未来
を切り開いていく近代的な科学の教えとも背馳せず、逆のその未知の可能性を指し示すものだとさえ主張して
います。

　神智学は近代に勃興してきた二つの科学と結びつき、それらを自らのなかに取り込んでいます。一つは心理
学です。まさに心の奥底の探求です。もう一つが生物学、生命の根源を探求する進化論なのです。海底を漂う
最も小さな生命体、同時代の進化論生物学者エルンスト・ヘッケルが観察しその詳細を発表した「放散虫」の
ようなもの、無機物と有機物の性質をあわせ持った根源的な生命体（ヘッケルはそれを「モネラ」と名づけま
した）からあらゆる生命体が、系統立てて進化してきたのだという考えを換骨奪胎していきます。精神と物質
の根源である霊的な種子から我々をはじめとするあらゆる生命が生まれ、それゆえさらに霊的な進化を続けて
いく、というヴィジョンです。根源的な神とは霊的な物質にして霊的な種子なのです。そこから生命という樹
木が繁茂していく。まさに霊的進化の曼荼羅です。ちなみに、いわゆる生命の「系統樹」をはじめて提示した
のは、ブラヴァッキーが自身の教義の中に取り入れたエルンスト・ヘッケルその人でした。
　さらにブラヴァッキーは、末木さんが先ほどおっしゃったマックス・ミュラーの『東方聖書』に結実してい
く諸著作を熱心に読み込んでいきます。世界のあらゆる宗教が、根源的な一者からの発生にして流出を説いて
いいる。新プラトン主義の流出論、つまりはプロティノスの哲学や、そこから一神教が発生したと位置づけ直
されたユダヤのカバラ思想などを、ブラヴァッキーは自身の宗教体系に取り入れていきます。ユダヤ教、キリ
スト教、イスラーム、さらにはチベット密教、そしてアートマンとブラフマンが一致するというヒンドゥーの
「不二一元論」まで、世界のあらゆる宗教を生みだし、それゆえ世界のあらゆる宗教に総合を与えるものこそ
が神智学だと言うのです。」

「神智学のヨーロッパ的な展開の中から、ルドルフ・シュタイナーの思想が生まれてきます。シュタイナーは
神智学協会とは決裂するのですが、明らかに同じヴィジョンをもって自らの道、総合芸術運動にして総合教育
運動の道を歩んでいきます。（･･･）ブラヴァッキーの神智学もシュタイナーの人智学も、近代的な意味での国
教、国家という概念を超えてしまう、いわばトランスナショナルな運動を内包しています。」

（『神智学と仏教』より）

「神智学は、スピリチュアリズムの流行から派生した運動である。ただし、スピリチュアリズムでは死者霊の
働きで心霊現象が起こるとするのに対して、神智学（あるいはブラヴァッキー）は、スピリチュアリズムを批
判したフランスの元社会主義者アルフォンス・ルイ・コンスタン（筆名エリファス・レヴィ）に影響を受け、
魔術は意志の科学であり、心霊現象の原因は死者霊ではなく生者の意志であると主張する。さらにオカルティ
ズムという用語を使い、カバラ、錬金術、占星術などさまざまな隠秘学（オカルト科学）に一つのシステムを
与えようとした。一八七七年、ブラヴァッキーは最初の大著『ヴェールを剥がれたイシス』を出版する。彼女
の思想の基本は二つあります。まず、魔術は科学であり、科学的法則を応用することで超常現象は起こるとい
うもの、もう一つは、古代の普遍的な「知恵」からさまざまな宗教が派生し、ヘルメス、モーゼ、オルフェ、
ピタゴラス、プラトン、イエスなどの賢者がその「知恵＝宗教」の伝授者という宗教史観である。ただしこの
時点では、彼女の思想は基本的には西洋オカルティズムの範囲内にあった。
　一八七八年、オルコットとブラヴァッキーの二人は、インドの近代的宗教復興運動であるアーリヤ・サマー
ジと提携して、インドに拠点を移す。この提携は、インド移住後まもなく解消され、その後一八八〇年、二人
はスリランカで仏教の俗信徒としての戒を受ける。この後ブラヴァッキーは、チベットに住むとされるモリヤ
やクート・フーミというマハトマ（あるいはマスター）から教えを受けるようになった（とされる）。
アラハバードのPioneer紙の編集者であったアルフレッド・パーシー・シネット（一八四〇～一九二一）は、ブ
ラヴァッキーの周辺に起きる超常現象に魅せられ、マハトマとの文通を開始する。ブラヴァッキーの周辺で起
こった超常現象などについて書いた『隠れた世界』（Occult World,一八八一年）、マハトマとの質疑応答で教
えられた仏教教義をまとめた『秘密仏教』（Esoteric Buddizum,一八八三年）の二著を発表するが、これが国
際的なベストセラーにとなる。それまでエドウィン・アーノルドやウジェーヌ・ビュルヌフ、マックス・ミュ
ラーによって紹介されていた日常的、人間的、倫理的な仏教とは異なる、超自然的で神秘的、形而上的な仏教
であった。
　ブラヴァッキーは一八八八年に第二の大著『秘密の教義』（Secret Doctrine）を発表し、『秘密仏教』で開
陳された教えをさらに展開する。」



　※以下、各【目次】紹介

■末木 文美士編『死者と霊性: 近代を問い直す』【目次】

《提 言》近代という宴の後で┄┄┄┄┄末木文美士

《座談会》死者と霊性――末木文美士（司会）・中島隆博・若松英輔・安藤礼二・中島岳志

第Ⅰ部
はじめに――コロナ禍のなかで
死者とのつながり方
転換期としての二〇〇〇年代
二つの震災をめぐって
一〇〇年単位と一〇〇〇年単位
第Ⅱ部
「近代」のとらえ方
一九世紀のグローバル化と神智学
インドの近代と霊性
中国の近代と霊性
日本の近代と霊性
言語の余白について
第Ⅲ部
死者たちの民主主義
「政教分離」と「メタ宗教」
「宗教」と「国家」の再定義へ
「メタ宗教」の条件
天皇と国体をめぐって
哲学と宗教の再興に向けて

死者のビオス┄┄┄┄┄┄中島岳志
死者と霊性の哲学――西田幾多郎における叡知的源流┄┄┄┄┄若松英輔
地上的普遍性――鈴木大拙、近角常観、宮沢賢治┄┄┄┄┄中島隆博
「霊性」の革命┄┄┄┄┄安藤礼二

あとがき

■吉永 進『神智学と仏教』【目次】

序 章 似て非なる他者―近代仏教史における神智学―

I 神智学の歴史
第一章 チベット行きのゆっくりした船―アメリカ秘教運動における「東洋」像―
第二章 近代日本における神智学思想の歴史
第三章 明治期日本の知識人と神智学

II 仏教との交錯
第一章 仏教ネットワークの時代―明治二〇年代の伝道と交流―
第二章 オルコット去りし後―世紀の変わり目における神智学と〝新仏教徒〟―
第三章 平井金三、その生涯

III 霊性思想と近代日本
第一章 仏教雑誌のスウェーデンボルグ
第二章 大拙とスウェーデンボルグ―その歴史的背景―
第三章 らいてうの「天才」

終 章 神智学と仏教、マクガヴァンとその周辺

解題 吉田久一から吉永進一へ(碧海寿広)

初出一覧／あとがき



☆mediopos-2477　　2021.8.28

ブーバーの『我と汝』が
講談社学術文庫ででている

訳者は野口啓祐
かつて読んでいた岩波文庫の
植田重雄訳とは異なった訳である

新たな訳かと思ったが
むしろ今回の野口啓祐訳が昭和三十三年
植田重雄訳は単行本が昭和三十九年のもので
むしろ少し前

今回の野口啓祐訳版の解説に
「長く読み継がれてきた偉大な書物には、
複数の訳者による複数の翻訳が存在すべきである」
というブーバーの言葉が紹介されているが
「複数の翻訳」での「出会い」をと思い
比較しながら久々読み直してみた

その冒頭の部分とあとがきの
同じ箇所を引用比較してみたが
どんな書物でも
同じ本を最初に読むときと読み返すときでは
おなじ「出会い」ではない
まして異なった訳者による「出会い」も
さらに別の意味もふくんだ「出会い」となる

もちろん人との「出会い」も同じである
同じ人なのに会うたびごとに
あらたな「出会い」であるといえる
さらにいえばじぶんと向き合うときも
向き合うごとにあらたな「出会い」となる

そのことを忘れ
「出会い」を自動化してしまったとき
〈我と汝〉の「出会い」は
真実の生から離れたものとなる

いうまでもなく『我と汝』のテーマを
簡単にいえば次のようになるだろうか

〈我〉は〈汝〉と出会うことによって
はじめて真の〈我〉となる
わたしが〈我〉となることで
わたしは相手を〈汝〉と
呼びかけることができるようになる
すべての真実の生とはまさにその出会いである

引用にもあるように「根源語」には
〈われ−なんじ〉と〈われ‐それ〉の二つがある
現代は〈われ−なんじ〉という真の出会いが失われ
〈われ‐それ〉が支配的になっている時代だといえる

そして実際に対している〈わたし〉と〈あなた〉もそうだが
みずからの内なる他者との関係において
「すれちがい」もまた起こらざるをえない

そんななかでいかに「耳」をひらいて
つねにあらたな「出会い」の可能性を生きられるかを
わたしたちは日々みずからに問いかける必要があるのだろう
その問いかけもまた
〈なんじ〉に出会うということに他ならないのだから

■マルティン・ブーバー（野口啓祐訳）
　『我と汝』(講談社学術文庫　2021/8）
■マルティン・ブーバー（植田重雄訳）
　『我と汝・対話』(岩波文庫　1979/1）



■マルティン・ブーバー（野口啓祐訳）
　『我と汝』(講談社学術文庫　2021/8）
■マルティン・ブーバー（植田重雄訳）
　『我と汝・対話』(岩波文庫　1979/1）

（『我と汝』（野口啓祐訳）～佐藤貴史「解説 出会いとすれちがい−−−−マルティン・ブーバーを再読するた
めに」より）

「長く読み継がれてきた偉大な書物には、複数の訳者による複数の翻訳が存在すべきである−−−−マルティン・
ブーバー（一八七八 −− 一九六五年）の『我と汝』（一九二三年）こそ、この考え方にふさわしい書物ではな
いだろうか。巨大な哲学大系が構築されたり、近寄り難い堅牢な論理が張りめぐらされたりしているわけでは
ない。むしろ詩的で美しく、過度な装飾で飾られることのない文章が連なり、何となく先に読み進めてしま
う。しかし、ここには一体何が書かれているのだろうと思った瞬間、不意に心が揺らぎだし、宙を見つめて考
えてしまう。そして、こちらの翻訳はどう訳しているのだろうと別の『我と汝』を書棚から取り出す。わたし
にとって『我と汝』とはそんな書物である。」

「ある日、ブーバーのところに見知らぬ青年がやってきた。ブーバーは彼を迎え入れ率直に語ったが、この青
年が抱えていた問題を読みとることはできなかった。のちに青年の友人から教えられたところによれば、「彼
は事のついでにではなく、運命に導かれてわたしのもとに来たのであり、むだ話のためではなく、決断するた
めに、他ならぬわたしのもとに、まさしくあの時期に来たのだった」。青年はその時すでに第一次世界大戦で
亡くなってしまっていたため、ブーバーが本人からその深刻な問題を聞く機会は永遠に失われてしまった。
　この青年との出会いがあった当時、ブーバーは「物事の経過から取り出されてしまった時間」に浸るような
非日常における「宗教的なもの」、人々を日常的生の外へ連れ出すような「宗教的経験」を重視していた。実
はその出会いの日の朝にも、彼は「「宗教的」歓喜」に満たされていたのである。しかし、そのような宗教的
経験は思いつめた青年の前では無力だった。
　「われわれが絶望して、なおかつ、ひとりの人のもとにおもむく場合、われわれは何を期待しているのだろ
うか」と、彼は自問する。「例外、離脱、脱出、脱我」に身を委ねる宗教的歓喜だろうか、そうではない。重
要なことは、生の連関から離れて、「実体なき人」に変貌することではなく、他者とその場にいることである。
絶望のなかにいる人間が他者を求めて訪れたとき、その人は「現に居合わせること」、つまり「それにもかか
わらず、なお意味があるということが、それを通してわれわれに語りかけられる、その現に居合わせること」
を期待しているのである。
　ブーバーは、この青年との出会いを「ある裁きの出来事」と呼んでいる。裁きは回心をブーバーに引き起こ
し、これを機に彼にとって宗教とは、「単純にすべて」を、すなわち「対話の可能性のなかで素朴に生きられ
ることすべて」を意味するようになった。」

「ブーバーはこのテキストのなかで、彼の思想に決定的影響をお呼びしたと思われるいくつかの契機を語って
いる。先に述べたある青年との出会いはこの契機に数えられるものの一つだが、もう一つ、ブーバーと彼の母
親との関係にも言及しておこう。
　ブーバーの幼年時代の過程は両親の離婚によって崩壊していた。そのため彼は父方の祖父母のもとで育てら
れたという。ある日、バルコニーで少年ブーバーが年上の少女と一緒にいたとき、その少女はブーバーに対し
て「いいえ、あんたのお母さんは決して帰ってきはしないのよ」と言った。その後、彼はこの言葉を「単にわ
たしのだけに関わるものでなく、人間に関わるものとして感じはじめていた」という。最終的にブーバーは母
と再会することができたようだが、彼は「人と人のあいだの現実的出会いを逃すこと」を示すために、「すれ
ちがい（Vergegnung）」という言葉をつくったと書いている。
　出会いの思想家には母との「すれちがい」が暗い影を落としていたのかもしれない。思いつめた青年との出
会いは、すれちがいによって「ある裁きの出来事」に変貌した。『我と汝』にも、〈われ〉と〈なんじ〉の生
きた関係の崩壊や「〈われ〉と世界とのくい違い」について書き込まれている。世界は、幸福な出会いだけで
満たされているわけではない。
　書物と人間のあいだでも、つねに出会いとすれちがいが起こっているのではないか。偉大な書物が複数の訳
者によって複数の言語に翻訳され、さまざまなコンテクストのなかで読み継がれていくという出来事は、出会
いだけでは語り尽くせない複雑な事態だと言える。そうであるならば、いまこの本を手にとっている〈あな
た〉にも、『我と汝』との出会いと、そしてすれちがいが到来しているはずである。」

（『我と汝』（野口啓祐訳）より）

「ひとは世界にたいして二つのことなった態度をとる。それにもとづいて世界は二つとなる。
　ひとの態度は、そのひとが語る根源語の二つのことなった性質にもとづいて、二つとなる。
　根源語は孤立した語ではない。複合的な語である。
　根源語の一つは〈われ〉−〈なんじ〉であり、他は〈われ〉−〈それ〉である。ただし、この場合、〈それ〉
のかわりに、〈かれ〉あるいは〈かの女〉という言葉を使っても、根源語にかわりはない。
　上のことからして、ひとが〈われ〉というとき、その〈われ〉には二重の意味があることがわかる。なぜな
ら〈われ〉−〈なんじ〉における〈われ〉と、〈われ〉−〈それ〉における〈われ〉とは、たとえ言葉は同じで
も、意味するところはまったく違っているからである。」

「神との対話、つまりわたしが本書やその後に続いたほとんどすべての書において語らなければならなかった
対話を、日常の外であるいは日常を超えたところでのみ起きるものとして理解することにはとりわけ注意しな
ければならない。人間に対する神の語りかけは、われわれ自身のうちのそれぞれの生における出来事、われわ
れの廻りにある世界で起きるあらゆる出来事、生涯に関わるすべてのものや歴史に関わるすべてのものに浸透
し、これらのことをあなたとわたしにとっての導き、要請とする。出来事に次ぐ出来事、状況に次ぐ状況は
［神の］人格の語りかけによって、人間の人格に対する確固たる立場と決断を要請する力や権限を与えられ
る。何も聴きとることができないと、われわれはあまりに頻繁に思うが、久しく以前からわれわれはみずから
耳に蝋を突っ込んでいたのである。
　神の存在が証明不可能であるように、神と人間のあいだに相互関係があるということも証明不可能である。
それにもかかわらず、その相互性の存在についてあえて語る者は、証言をしているのであり、現在の証言であ
れ将来の証言であれ、彼が語りかける者たちに証言をするよう呼びかけているのである。」

（『我と汝』（植田重雄訳）より）

「世界は人間のとる二つの態度によって二つとなる。
　人間の態度は人間が語る根源語の二重性にもとづいて、二つとなる。根源語とは、単独語ではなく、対応語
である。
　根源語の一つは、〈われ−なんじ〉の対応語である。
　他の根源語は〈われ−それ〉の対応語である。この場合、〈それ〉の代わりに〈彼〉と〈彼女〉のいずれか
に置きかえても、根源語には変化はない。
　したがって人間の〈われ〉も二つとなる。なぜならば、根源語〈われ−なんじ〉の〈われ〉は、根源語〈わ
れ−それ〉の〈われ〉とは異なったものだからである。」

「わたしが本書とその後に著したほとんどすべての著作で語っている神との対話は、日常生活以外のところ、
あるいはその上の方で生起する何かとして理解されてはならない。人間にたいする神の語りかけは、われわれ
それぞれの生のうちに現れる。それは、われわれを囲む世界におけるすべての出来事や、すべての個人の生涯
や、すべての歴史的な出来事などを貫いており、またあなたにとってもわたしにとっても道しるべや要請たら
しめるものである。生起につぐ生起、状況にまつわる状況は、神の人格的な語りかけによって、人間の人格に
確固たる立場と決断を可能ならしめる力が賦与されているのである。われわれは聴くべきものは何もないのだ
と思いこんでいる。しかしじつは、ずっと前からわれわれ自身、蝋でもって耳をふさいでいたのだ。
　神と人間の間の相互性は、神の存在証明ができないのと同じように、証明できない。それにもかかわらず、
あえてこれについて語ろうとする人は、現在の証言であれ、未来の証言であれ、証言しているのであり、彼が
語りかける人々にも証言をするように呼びかけているのである。」
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パウリにはユングとの共著で
非因果的連関の原理
つまり自然現象と心の構造における
シンクロニシティについての著書がある
刊行されたのは一九五二年である

そのかなり前にパウリは
内面的に深刻な問題を抱えていたことから
ユングに（というよりユングが治療を任せた女性医師に）
夢分析を受けているが
その内容について行った
一九三六年と一九三七年のセミナーの記録が
今回『パウリの夢』として邦訳されている

パウリの夢については
すでにマンダラ象徴に関して
『心理学と錬金術』でもとりあげられているが
このセミナーはユングの臨床的な視点を
興味深く拝聴する感じで読み進めることができる

このセミナーは
河合俊雄の「監修者によるまえがき」にもあるように
ユングの思想の転回点ともなっている時期に開かれ
「西洋の伝統や西洋人のこころに根ざしつつも、
それを超えたものを目指そうとしている」ように
その後のユング思想の萌芽が見られる

ユングはパウリの記録していった
夢やヴィジョンを読み解きながら
意識と無意識の関係において
現代の西洋人の魂が
どのように個性化していくことが可能かを
リアルなかたちで示してくれている

パウリは外界へ向かう啓蒙された
極めてすぐれた知性の持ち主ではあったが
その意識されることのない無意識のなかでは
その影の部分がいわばスポイルされていて
そのことでみずからは意識できないままに
内面的に深刻な問題を抱えていたのである

夢やヴィジョンというかたちで現れている
無意識の「元型」を読み解きながら
意識と無意識のマンダラ象徴の錬金術的変容のなかで
心の全体性をとりもどす個性化がめざされている

ユングにはＲ.ヴィルヘルムとの共著
『黄金の華の秘密』（一九二九年刊）がある
それはヴィルヘルムのもたらした道教の瞑想書
『太乙金華宗旨』に詳細な解説を行ったものだが
それはユングがマンダラ象徴を
元型的経験としてみなす契機ともなった

ユングはそうした視点で
東洋的なものを取り込んでいきながら
あくまでも西洋人として視点ではあるが
マンダラ象徴による錬金術の研究を中心として
その後独自の展開をみせていくことになる

このマンダラ象徴という元型的経験だが
それを西洋人ではない私たち日本人が受容する際
これを井筒俊彦の「言語アラヤ識」で形成される
元型イマージュと比較してみてもみると理解が容易になる

西洋と東洋の典型となっている
意識・無意識の「元型」の相違と共通性などをふまえ
新たな時代に向けて霊性を
模索していくための一視点とするためにも

■C・G・ユング(スザンヌ・ギーザ― 編)
　（河合 俊雄 (監修)・猪股 剛 ・宮澤 淳滋・鹿野 友章・長堀 加奈子　翻訳)
　『パウリの夢／C・G・ユングの夢セミナー』（創元社 2021/7)
■C・G・ユング・W.パウリ（河合隼雄・村上陽一郎 訳）
　『自然現象と心の構造―非因果的連関の原理』 （海鳴社 1976/1)



■C・G・ユング(スザンヌ・ギーザ― 編)

　（河合 俊雄 (監修)・猪股 剛 ・宮澤 淳滋・鹿野 友章・長堀 加奈子　翻訳)

　『パウリの夢／C・G・ユングの夢セミナー』（創元社 2021/7)

■C・G・ユング・W.パウリ（河合隼雄・村上陽一郎 訳）
　『自然現象と心の構造―非因果的連関の原理』 （海鳴社 1976/1)

（『パウリの夢／C・G・ユングの夢セミナー』～河合俊雄「監修者によるまえがき」より）

「本書は（･･･）ノーベル物理学賞受賞者であるヴォルフガング・パウリの受けた夢分析の内容について、ユングがアメリカ
で一九三六年と一九三七年に英語で行った二回のセミナーの記録である。パウリはユングと一緒に心理学と物理学における
「共時性」の概念について一書を著していることでも知られている。パウリの夢については、ユング全集一二巻の『心理学
と錬金術』のなかでもマンダラ象徴に関して詳しく取り上げられていて、特にその「世界時計」の夢は有名になっている。
そのためにここで取り上げられている多くの夢も、またその解釈もすでにある程度は知られている。
　しかし本書の意義は、著作ではなくてセミナーということで、ユングが自由に語っている視点やコメントが非常に臨床的
であることがまず挙げられる。（･･･）さらには一九三〇年代の後半というセミナーの時期がユングの思想の転回点であっ
て、それまでの基本姿勢と後の考え方へと萌芽の両方が認められることである。それは言い換えると、あくまで西洋の伝統
や西洋人のこころに根ざしつつも、それを超えたものを目指そうとしている点としても指摘することができる。」
「周知のように、パウリから相談を受けたユングは、自分がパウリのセラピストになり影響を与えすぎることを恐れて、あ
る女性医師にその治療を任せる。このことは、小説家のヘルマン・ヘッセから相談を受けた際にも、自分のような強い存在
がヘッセの創造的な世界を邪魔しない方がよいとして、弟子のその分析を譲ったこととも共通していて興味深い。」
「本書を読むと、ユングがいかに意識と無意識の対立、そしてそれの相補的関係を重視していたのかがわかる。そのために
はまず個としての存在になることが大切で、母親や父親からの分離、万人と同一化しないことなどが強調されている。それ
は教会、国家、科学と同一化しないこととしても指摘されている。そのような個、意識が無意識とつながるのがいわゆる個
性化の過程として理解されており、パウリの夢もそのような背景から解釈されているところがある。その際に無意識は女性
として人格化されたり、影を帯びたものとして出てきたり、三人の意識的な人物像が一人の無意識的な人格と相対すること
になったりする。この三対一の比率が示すように、意識の強さというのはユングの理解において絶対必要なのであり、ユン
グの考えていたのは主体や自我の確立を前提とした心理学であることがわかる。また意識と無意識の関係において、タイプ
論における思考、感情、直観というこころの四つの機能を非常に重視していることがわかる。さらにはこころの全体像を示
すマンダラでさえ、意識と無意識の対立やその交差から生まれてくるとされている。このような意識と無意識の対立関係
は、ユングのいわば前期の主著『自我と無意識の関係』のパラダイムに沿っていると言えよう。意識や自我というのが実体
化されて前提とされているだけでなくて、こころの全体性の法も、マンダラの中心として実体化されている。マンダラの中
心は繰り返し強調されている。
　それと同時に、ユングはこのような心理学がまったく西洋の伝統に基づいていることも意識している。自分の心理学にお
いては、外に投影していたものを自分に引き戻すことが必要であるけれども、非西洋世界や前近代の世界では、それらは精
霊的などとして外に位置づけられていることをはっきり理解している。また、意識を中心とした心理学に対して、東洋では
「無意識的精神の原理と呼ぶような原理を発展させてきた」としている。それは意識と無意識の対立としての心理学とは非
常に異なることとなる。
　このような西洋の心理学の相対化は、必ずしも東洋に傾斜していくわけではなくて、それの影響も受けつつ、ユング後期
の思想は、錬金術の研究を中心として独自の展開をしてく。その萌芽がこのセミナーにも見られるように思われる。」

（『パウリの夢／C・G・ユングの夢セミナー』～「ベイリー島セミナー・第一講」より）

「私たちの意識過程は通常、無意識の構造に左右されています−−−−無意識がうまく働かないような日には、言葉が思い浮か
ばず、まったく話せなくなるほどです。みなさんにこうして語りかけているとき、私は言葉を出したり引っ込めたりする無
意識の機能に全面的に依存しています。もし無意識が言葉を出そうとしなければ、私は言葉を思いつくことさえないので
す。（･･･）もちろん、無意識がときおり機能しなくなるのには、それなりの理由があります。病理的な場合には、無意識は
心の広い領域で機能を停止しるかもしれません。

　さて、無意識の心が完全な暗闇ではなく、未知の物事からなる形の定まらない領域であることをみなさんはご存じでしょ
う。間接的な方法で、私たちはそれについていくらか知ることができます。つまり、経験という目に映る世界ではなく。ど
こか別のところから引き出されてきた意識内の素材を通して、私たちはそれを知ることができるのです。その情報源となる
主な素材を一つだけあげるなら、それは夢です。もちろん、他にも無意識が現れることはたくさんありますが。夢は私たち
が最も直接的に気がつきやすい無意識の産物なのです。」
「個人的無意識から私が理解できる内容は、かつて私たちの意識的生活の一部であったもの、忘れられたもの、抑圧されて
いるもの、見逃されているものです。それには潜在的内容を含めてもよいでしょう。洗剤内容とは、いまは意識されておら
ず、いままで一度も意識されたことがなく、しかし私たち個人の人生を通じて獲得されてきたものです。こうした潜在内容
がときおり大きな役割を果たします。聴覚や視覚といった感覚器官を通じて、無意識の心に、つまり個人的な潜在意識に入
り込むのです。しかし、その強度が小さいため意識にのぼることはありません。心的過程が意識に到達するためには、ある
程度の強度が必要とされます。その強度に達しなければ意識されることはありませんが、心の中の潜在意識には入り込みま
す。何かを耳院したとしても、私たちは自分が聞いたことを理解していなかったりしますね。しかし、それはあたかも聞き
とられていたかのように私たちの中にあり、私たちの中では実際に作用しているのです。
　これを超えた先に、集合的無意識があります。それはまったく異なった質と構造を持つもので、私たちが獲得したもので
はありません。私たちに生まれながらに備わっています。私たちと共に世界に現れ、脳の構造に備わって生まれてきたもの
で、本能の構造と同一のものです。それには本能の形式、つまり本能の機能を含んだイメージが備わっており、私たちはこ
の「イメージ」を元型と呼んでいます。この用語は非常に古い起源を持つものです。それはピタゴラスの著作に記されてい
ますし、紀元前の数世紀から起源後の数世紀にわたって頻繁に使用された言葉です。後には、聖アウグスティヌスによって
再び用いられて、私はそこから借用しました。」
そもそもどうして本能が存在するのかという問題については、推測の域を出ませんし、私にはわかりません。私にわかるの
は、人類の精神的な活動記録をどこまで溯ったとしても、こうした元型が常に存在していることだけです。実際、プラトン
の「永遠なるイデア」はこれと同じものでしょう。それは元型的な世界であり、イメージ世界であって、そのおかげで私た
ちはどうにか世界を把握することができ、この世界で決定的な部外者とならずに済んでいるのです。私たちはこの世界に生
まれたときに、あらかじめこの世界を知っています。はじめから、内と外の間には特有の同一性があるわけです。」
「このセミナーにふさわしいテーマとして、私はそういった元型の一つを選びました。そして、ある人物が夢に見た実際の
素材を提示して、そこから無意識の中の元型の生という、独特のものをお見せしようと思います。元型は生きた有機体のよ
うに、それ自身で展開し分化して、独自の生命のようなものを持っています。」

「『自然現象と心の構造―非因果的連関の原理』～C・G・ユング「共時性：非因果的連関の原理」より）

「共時性は物理学における非連続性ほどにはわけのわからぬ、ないしは神秘的なものではない。ただ、因果律の卓越した力
に対する深い信仰心によって、知的な困難が生じ、原因のない事象が存在し、また存在したということを考えられないこと
としてしまうのである。しかし、もし原因のない事象が存在するならば、つぎにわれわれはそれらを創造的行為として、つ
まり永遠の昔から存在し、それ自身散発的にとり返され、しかもあらゆる先行事例から推論できないようなパターンの連続
的な創造として、見なさなければならない。われわれは、その原因の未知な事象をすべて「原因のないもの」と考えること
に対して、もちろん、注意しなければならない。このことは、すでに強調したように、原因を考えることすらできない場合
にだけ許容されるものである。しかし考察可能性は、それ自身もっとも厳格な批判を要するひとつの観念である。原子とい
うものが、そのもともとの哲学概念とし一致しているとすれば、その核分裂の可能性は考えられないであろう。しかしいっ
たんそれが測定可能なものであるとわかるや、核分裂の不可能性が、思考不可能なこととなる。意味のある偶然の一致は、
純粋に偶然のものとして考えることができる。しかしそれら一致がもっと増えてますます大きくずっと正確な対応をみれ
ば、それだけ純粋な偶然という公算は減じてゆき、それらの思考不可能性も増加してゆき、ついにはそれらは純粋に偶然な
ものとは見なせなくなり、因果的な説明の欠如のために、意味のある配列として考えねばならなくなる。しかしながら、す
でに述べたように、それらの「説明不可能性」は、その原因がわからないという事実によるのではなく、原因が知的な言葉
では考えることすらできないことによる。このことは、必然的に、空間と時間がその意味を失うか相対的なものになった場
合のことである。というのは、そういう状況のもとでは空間と時間を連続体として前提としている因果性がもはや存在する
とはいえなく、まったく考えられないものになるからである。
　以上の理由から、空間、時間、因果性とならんでひとつの範疇を導入することは、私にとって筆背的に思われる。その範
疇は、共時的現象を自然事象における特殊な部類として理解することを可能にするばかりでなく、偶発性を、一部には永遠
の昔から存在する普遍的な要因として、また一部には時間とともに生ずる無数の個人的な創造行為の総計として、理解する
のである。」
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ル・ボンの『群衆心理』が刊行されたのは
一八九五年とのことだが
この後まさにここに書かれてあることが
繰り返しのように起こってしまっている

ひとの意識というのは
「じぶんで考える」ということを
じぶんの考えていると思っていることも
だれかに考えてもらっていることかもしれない
ということまでふくめて批判的に考えるのでなければ
集合的な意識という闇に呑み込まれてしまう
そのときその闇のなかでわずかに照らしてる
小さな灯りさえも吹き消されてしまうことになる

かつてのファシズムの時代がその典型でもあるが
じぶんこそはそんなファシズムに批判的で
民主主義的なな思考をしていると思っていても
その民主主義的な思考そのものが
隠れたファシズムともなっていることも多い

このル・ボンの『群衆心理』の時代以降
「群衆」をつくりだすメディアは
紙（新聞・雑誌）にラジオが加わりさらにテレビ
そしてインターネットが加わりながら
それぞれのメディアが巧妙に活用されてきている

「群衆」をつくりだすために
メディアは単純化されたわかりやすいメッセージを
都合の悪い情報はかぎりなく排除し時に批判しながら
繰り返し反復しながら意識下に刷り込んでいく

ひとの意識はほとんどが意識下で
集合的に働いているイメージでできているので
繰り返し刷り込まれたイメージは
批判的に考える力を失わせてしまう
そして「みんなもそう考えている」
「そういうものだ」と考えて疑わなくなる

かつては宗教的な教条が力をもっていたが
現代でもっとも大きな権威を
もっているのが「科学（主義）」だ
ほんらいの科学は常に認識に対して批判的であろうとするが
道具として用いられた「科学（主義）」によって
単純化された「客観的事実」なるものが
権威として掲げられると
それはまるで預言者の言葉であるかのような力を発揮する

その「わかりやすさ」の前では
あらゆる批判や疑念は封印されてしまい
省みられることはなくなる

悪いことに科学者自身がその権威に
善意で従ってしまっていたりもする
「群衆」も決して悪意ではなく
善意のもとで行動しているのだが
その善意こそが「群集心理」そのものとなり
その善意こそが魔境であることに気づくことができない

そこで働いているのは「恐れ」なのだろう
「わかりやすさ」が効果的に働くのは
そこに「恐れ」を忍び込ませておくことだから

じぶんの生や健康に対する恐れ
みんなと同じでないことへの恐れ
みんなに批判されるかもしれないという恐れ

おそらく現在いままさに
そうした『群衆心理』の実験の只中にある
そのなかで醒めていられるために必要なことを
ひとりひとりが模索していくことこそが必要なのだが･･･

■武田 砂鉄 『ル・ボン『群衆心理』 』
　（NHK1出版　NHK100分de名著　2021/8）



■武田 砂鉄 『ル・ボン『群衆心理』 』
　（NHK1出版　NHK100分de名著　2021/8）

「　　群衆は、歴史上に重要な役割を演じてきたが、この役割が今日ほど顕著なことはかつてなかった。
『群集心理』の序文に、著者
　一八九五年にフランスで刊行されたギュスターヴ・ル・ボンはこう綴っています。」

「本書が書かれた当時のフランスは、市民の蜂起と産業革命によって、社会が大きく変化していました。一般
市民という「群衆」が急速に存在感を増しており、王侯貴族ではなく、群衆が歴史を動かすようになったとル・
ボンは指摘します。そんな時代に、群衆とは何か、それはいかに形成され、どのような特質・心理・行動様式
をもっているのかを解明したのが『群集心理』です。」

「そもそも「群衆」とは何でしょうか。ル・ボンがどのように定義していたのかを押さえておきます。

　　普通の意味で、群衆という言葉は、任意の個人の集合を指していて、その国籍や職業や性別の如何を問わ
ないし、また個人の集合する機会の如何を問わないのである。
　心理学の観点からすれば、群衆という語は、全く別の意味をおびるのである。ある一定の状況において、か
つこのような状況においてのみ、人間の集団は、それを構成する各個人の性質とは非常に異なる新たな性質を
具える。すなわち、意識的な個性が消えうせて、あらゆる個人の感情や観念が、同一の方向に向けられるので
ある。

　社会のなかで大多数を占めているというだけなら「大衆」という言い方もできるでしょう。（･･･）
　では、「群衆」とは何か。ル・ボンがそう呼んでいるのは、特定の心理作用を起こした人々です。どんな心
理作用かというと、一つは「意識的個性の消滅」。いま一つが「感情や観念の同一方向への転換」です。
　ですから、「群衆」は必ずしも大勢である必要もなければ、一か所に群れ集まっている必要もありません。
集団を構成する人々の考え方や感じ方が統一され、濁流のように一つの方向に向かっていく。つまり、心理的
にシンクロした集団という意味で、ル・ボンはこれを「心理的群衆」と呼んでいます。
　心理的群衆のなかにあると、個人が単体で動いていた時には働いていた理性や知性、それぞれの個性といっ
たものは鳴りを潜めてしまう。これは、どんな人にも起こりうるし、日常のなかで一時的に群衆化することも
ある、とル・ボンは指摘しています・
　集団が「心理的群衆」になり変わるには、スイッチとなる何らかの「刺戟」が必要です。それさえあれば、
六人程度のグループでも心理的具温州になりうるし、日常の生活基盤を傾かせるような国家規模の大事件が起
こると、ネットでつながっているだけのような「離ればなれになっている数千の個人」の心が強烈に揺さぶら
れて、心理的群衆の性質を具えることもある。」

「では、なぜ人間は集団精神に染まってしまうのか。その理由の一つとして、ル・ボンは人間の「無意識」の
働きを指摘しています。

　　精神の意識的生活は、その無意識的生活にくらべれば、極めて貧弱な役目をつとめているにすぎない。
（中略）われわれの日常行為の大部分は、われわれも気づかない。隠れた動機の結果なのである。

　さらに、人間は「単に大勢のなかにいるという事実だけで、一種不可抗力的な力を感ずる」ものであり、そ
のため、理性的に考えて行動するより、無意識下の「本能のままに任せることがある」といいます。この指摘
にたじろぐ人も多いのではないでしょうか。自分ひとりで考えたり、行動したりしている時は「こんなことを
してはマズい」という理性が働くのに、群衆のなかにいると話が違ってくる。」

（･･･）
　　活動している群衆のさなかにしばらく没入している個人は（中略）あたかも催眠術師の掌中にある被術者
の幻惑状態に非常に似た状態に陥る。

　催眠術にかかった人は、「脳の作用が麻痺させられてしまうので、無意識的活動の奴隷」となり。意思や弁
別力を失ってしまう。群衆の一員となった人も、これと同じだというのです。しかも、群衆は全員が同じ暗示
にかかるため、その相乗効果で、より強く暗示が浸透していくというわけです。

　　群衆中の個人は、もはや彼自身ではなく、自分の意志をもって自分を導く力のなくなった一箇の自動人形
とまる。

　なかなか恐ろしい指摘です。」

「ル・ボンは、心理的群衆の特性として、第二に「暗示を受けやすく、物事を軽々しく信ずる性質」を挙げて
います。
　暗示にかかりやすいのは、前述した通り「無意識的活動の奴隷」となっているからですが、昂奮した群衆が
「何かを期待して注意の集中状態にある」ことも被暗示性を強めているといいます。催眠術と同様、暗示は人
間から批判精神や観察力を奪い去ってしまうのです。そのため、群衆は物事を極度に信じやすく、また、「極
めて単純な事件でも、群衆の眼にふれると、たちまち歪められてしまう」とル・ボンは断じています。
　第三の特性は「感情が誇張的で、単純であること」です。ル・ボンは、群衆が「微妙な差異（ニュアンス）
を解し得ず、物事を大まかに見て、推移の過程を知らない」と指摘しています。つまり、ひとたび群集心理の
暗示にかかると、自分で考えることができなくなるため、感情移入しやすい「わかりやすさ」を求めてしまう
というわけです。」

「群衆の特性として第四に指摘されているのが「偏狭さと横暴さと保守的傾向」です。ル・ボンは次のように
分析します。

　　群衆は。弱い権力には常に反抗しようとしているが、強い権力の前では卑屈に屈服する。（中略）常にそ
の極端な感情のままに従う群衆は。無政府状態から隷属状態へ、隷属状態から無政府状態へと交互に移行する
のである。（中略）放任されていても、やがて自己の混乱状態に飽きて、本能的に隷属状態のほうへ赴くので
ある。」

「わかりやすい話でなければ聞いてもらえない。だから、どんなに複雑な事象や思想であっても、原型をとど
めないほど単純な話にしてしまう。現代日本において、そのような例をあげていけばきりがありません。」
「単純化された思想しか受けいれられないということは、自分なりに考えて正しく推理する力をもたない、と
いうことでもあります。」
「群衆は正しく推理する力をもたない。では、群衆はどうやって物事を考えているのでしょうか。ル・ボンは
「群衆は、心象（イマージュ）によって物事を考える」と記しています。

　　群衆は、心象によらなければ、物事を考えられないのであるし、また心象によらなければ、心を動かされ
もしないのである。この心象のみが、群衆を恐怖させたり魅惑したりして、行為の動機となる。」

「経験や道理は、群衆の集団精神の暴走にブレーキをかけうるものの、経験されたことの教訓は、わずか一世
代で儚くなるとル・ボンは指摘していました。ものの道理はというと、残念ながらこれも「粗雑な連想しか理
解しない」群衆には響かず、消極的な価値しかないといいます。」

単純化されたイメージ（心象）でしか物事を捉えられない群衆は、強い言葉や印象的な標語、魅力的な幻想
に、易々と引き寄せられていく、とル・ボンは指摘しています。これは、集団を自分の思い通りに動かそうと
企む人間にとってはたいへん好都合です。
（･･･）
　では。指導者たちは人々の考える力や意欲を奪うために、どのような手段を用いるのか。ル・ボンは三つの
方法を挙げています。

　　群種の精神に、思想や信念−−−−例えば、近代の社会理論のような−−−−を沁みこませる場、指導者たちの
用いる方法は、種々様々である。指導者たちは、主として、次の三つの手段にたよる。すなわち、断言と反復
と感染である。これらの作用は、かなり緩慢ではあるが、その効果には、永続性がある。」

「ル・ボンが批判しているように、教科書を鵜呑みにしている限り、群衆の精神は改善される見込みがない。
裏を返していえば、群集心理の暴走を防ぎうる教育があるとすれば、、それは教科書のような「規範」に対し、
違和感を投げかけるタイプの学びでしょう。
　物事を鵜呑みにしないこと、疑う視点をもち続けること、人と違う意見をもつことを恐がらないこと。これ
らは教育に限らず、あらゆる場面で大事なことだと思います。

（･･･）

　ル・ボンが指摘するように、私たちは誰でも群衆になりえます。知らず知らずのうちに、自分も群衆となっ
て暴走してしまうかもしれない。今も、そのなかにいるかもしれない。その自覚がないことが、まさに群衆の
特性の一つなのです・



（･･･）
　たとえば、会話や議論をする時は、「そこから何がこぼれ落ちるか」ということを常に考える。もっともら
しく聞こえる主張は、必ずといっていいほど何かを省略していて、断言の体裁をとっています。わかりやすく
導かれた正解や、正論とされている言説に対しては、「本当にそうなにか」「それで本当にいいのか」と、し
つこく問い続ける。「わかりやすさ」の蔓延に対して「わかりにくさ」を許容する。
　繰り返し目にする主張は、誰かによって反復されている可能性を考える。あるいいは、同じ主張を反復する
ことでその人が何を得ようとしているのかを考える。ル・ボンがいうように、反復された事柄は「無意識界の
深奥部に、結局きざみつけられ」、「主張の発言者が誰であるかをも忘れ」る危険性があるため。同じことを
繰り返し主張する人物には警戒する。
　周囲と同じ意見をもつことが多くなったり、考えが画一化してきたと感じた際には、誰かが先導した主張に
感染していないか、いちど立ち止まって考える。あるいは「自分の意見」だと思っているものが、本当に「自
分の意見」なのかどうかを自問する。（･･･）
　つまり、個人個人が「わかりやすさ」に抗うことが、群集心理の暴走を止めるためには必要なのです。」

「『群集心理』は、ある意味で危険な本です。実業家や政治家にとっては、群衆を思いのままに操る裏ノウハ
ウ本になるからです。しかし、これまでにも言及したように、裏を返せば、私たち市民にとっては抵抗のため
の参考ともなりえます。ＳＮＳが発達した現代こそ、必読の一冊だと思います。（･･･）とりわけ二〇二〇年以
来のコロナ禍にあって、周囲の動きや空気を互いに読み愛、疑心暗鬼になっている今こそ、価値を増していま
す。」



☆mediopos-2480　　2021.8.31

賢い人が多すぎる
賢くなりたいという人
ひとから賢いと思われたい人が多すぎる
昨今の承認欲求もその系列である

そんな世界から逃れられれば
ひとはもっと自由になれる

そのためにも
意味から自由になりたい
つまりセンスを超えたい
じぶんという感覚を超えたい

センスにこだわるということは
知にこだわるということでもあるから
知を超えなければならない

知を超えるということは無論
じぶんを賢くするのではない
馬鹿になれるということだ

これは悪人正機にも似た衝動である
じぶんを善人だと思っている以上
善人であることを超えることはできない
だから自分を悪人であるとするところからはじめる

けれども意味から自由になり
馬鹿になることそのものにこだわりすぎると
それがまた意味となり
馬鹿の裏返しの賢さとなってしまう

おそらく「私」というのは
そんな意味−無意味をぐるぐるめぐりながら
結局のところ「私」を超えられないでいる

草森紳一があとがきで書いているように
「「この七・八年間、おそらく一貫して
考えてきたと思われることは、
自分をいかに超えるかということであった」が
「自分を超えられなかった」という

「ナンセンスの練習」というのは
「人間はとうてい自分を超えがたいものだ
という悲鳴の破裂音だともいえる」ともいうのだが
それでも
「死にくたばるまでナンセンスの練習という
阿呆なこころみをしていなかければならないだろ
う」という

これは一種悟りを求めることにも似ている
悟りはいちどその境地に至ればいいのではない
それはそこから脱落しながらも
何度でもそこに至りつづけようとすることだ

意味のある世界と
それを超えた世界を
往還していくしかないということでもある

ともあれまずは
じぶんが意味の世界にまみれ
賢く見られようとしていないかどうかにだけは
常に注意深くなければならない
人は馬鹿になれないとき
救いようのない愚かさとともにあるのだから

■草森紳一『ナンセンスの練習』
　（晶文社　1971.11）



■草森紳一『ナンセンスの練習』
　（晶文社　1971.11）

（『ナンセンスの練習』～「ナンセンスの練習」より）

「人間はみな馬鹿だと認識した人々、古今東西数えきれない。だが、認識するこ
とによって救われた人間もまたいないであろう。『痴愚神礼讃』を書き、阿呆瘋癲
をすすめ、知の悪行をならべたてたエラスムス（一四六六 - 一五三六）の痛快も、
結局は、書く痛快、認識する痛快にすぎず、彼の生涯は、惨憺たる知との悪戦、己
れの知の痴愚、己れの世間知の痴愚に、彼自身泥まみれになったのだ。」

「ともかく、みな馬鹿で、滑稽であることを承認しよう。そのような認識は、しな
いものよりましだというわけではなく、同じ愚は愚なのだが、その洞察を行動化
しなければ手遅れになるような、そんないやな地点に、時の棹をまさにすすめてい
て、我々が、馬鹿であること、我々の行動はナンセンスであることを、笑いとばす
のではなく、呑むことが、自らなりおおすことが要求されている。認識とは不愉快
な人間の病であるが、その病の中でナンセンスにならないなら、その病はまた治
癒できないのである。人間社会の発展は「馬鹿であることを悩む」人々を増大さ
せ、それを一応均等な知識を与えることによって、解消させたと錯覚させ、野蛮な
る「馬鹿であることを悩まない」人々を減少させ、「馬鹿が一番よいのだ」とい
う今日の必要状況を一層、救いがたいものにしている。」

「センスを超えるといっても、人間そう簡単に超えたり、超え続けたりできるもの
ではない。超えたり、超えなかったりするのである。センスを超えたナンセンスか
らずるずるとコモン・センスにまで転落したりするのである。」

「禅坊主たちが目指したのは、意味の否定としてのナンセンスではなく、意味の否
定というものでさえ、なくなる、ことであった。東陽英朝という室町末の禅僧
は、死に際して一喝した。「涅槃の四柱一時の夭逝す、看よ看よ、珊瑚の枝枝月を
撐着す、なんに憑ってか、魔宮墨と化し、魔胆落つる」意味こそ魔であり。意味の
否定もまた魔であり。すべての意味にとまどい生きる人間の肉体とこころは、つい
に墨と化し、落ちたのである。涅槃の四柱とは、不生不滅の法身をえたものの四
徳のことであるという、生滅せぬ常徳、生死の思いの受けぬ楽徳、妄我を離れた
真我の徳、惑を超えた清浄の徳だという。東陽は臨終に際して、この目的とした四
柱でさえもが一時の折れてなくなったぞ、といったのである。そもそもナンセンス
が、作るものでも見るものでもなく、自分の生きかたそのものがナンセンスとな
ることが至上なのであって、ナンセンスを練習するということは、ナンセンスの作
品の受容を訓練することなどではありようはずもない、ということであったのか
もしれない。
　和魂、漢才、洋才のセンスのごった煮の中でぐちゃぐちゃになっている我々は、
ナンセンスの生神である子どもにいまさらやすやすと戻ることはできるはずもな
く、誰もが禅坊主になれるものでもない。禅坊主とて、ナンセンスのマッスに一生
持続し合体できる保証はない。社会的反抗の人さえ、社会的規範に厳密に一ミリ
の隙間もなく、離れえたという人にお目にかかったこともないと同じように、そ
んな中で、そんな境地に自らをほうりこめないかもしれぬもろもろの我々が、その
活性を「芸術」などというものに見出さなければならないのは、やはり衰弱なの
だ。

　たしかにナンセンス論を文章とすること自体、ナンセンスなことはよく知ってい
る。アンブローズ・ビアス（一八四二 - ？）はその『悪魔の辞典』の「ナンセンス」
の項でいう。「ナンセンスとはすばらしい出来映えの本辞典にたいして唱える異議
の数々」　ビアスは、所詮センスのよいナンセンスの人にすぎなかったが、自分を
ふくめて人間みな意味にひきずりまわされる馬鹿者だということはよく知っていた
のである。私のこの混乱した雑文もビアスにならうものであるのは、いうまでも
ない。」

（『ナンセンスの練習』～「あとがき」より）

「この七・八年間、おそらく一貫して考えてきたと思われることは、自分をいかに
超えるかということであったと思う。デザインを考え、音楽を考え、写真を考え、
マンガを考え、中国の詩や哲学を考えたのも、それらをいっしょくたにまぜあわ
せて考えたのもすべて自分をいかに超えるかということにつながっていたのであ
る。それらを総覧する時他人が戸惑うほどもっと七裂八裂していると思っていたの
だが、そうはなっていず、あさましくも、物哀しいほどに一貫していて、自分の肉
体のうちにすべてとどまっていた。自分を超えられなかったわけだ。
　だから「ナンセンスの練習」という言葉は、人間はとうてい自分を超えがたい
ものだという悲鳴の破裂音だともいえるのだ。もし人間が超えられるのなら、そ
れが生得の体質であれ、たえまない練習によるものであれ、追いつめられたすえ
に自分を棄ることによってであれ、自分というものを超えることができるとするな
ら、つまりその超えることが瞬間ではなく、ずっと持続できるものなら、もうなに
も原稿などを書く必要もないであろう。文を書き綴るということは、こだわるこ
とにほかならないからである。だから私は、死にくたばるまでナンセンスの練習と
いう阿呆なこころみをしていなかければならないだろう。つまりこだわりつづける
ことをしなければならないということであり、したがって文を書き綴るという行為
をやめられないということである。」（昭和四十六年一月一日）
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アリストテレスは哲学のはじまりに
ワンダー（驚き）があるとしたが
それは自然学の著作が残されているように
実際に自然に対してワンダーを感じていたからだろう

逆に言えばワンダーをもたない哲学は
哲学（知を愛する）とはいえない

ひとは生まれてくると
じぶんのまわりにあるものや
起こる出来事にたいして
「神秘さや不思議さ」を
感じないわけにはいかないはずなのに
年をとるにつれて多くの人は
それらを喪失し続けることになる

生存競争とでもいえるもののなかで
ほんらいの「ワンダー」が失われ
その代わりのものを求めるようになるのだ

『沈黙の春』で環境に対する意識を
多くの人に目覚めさせたレイチェル・カーソンの
生前最後の著作が『センス・オブ・ワンダー』である
まさに「ワンダー」を目覚めさせるための
小さいけれどとても大きな意味をもつ一冊

それが今回文庫になり
そこに「私のセンス・オブ・ワンダー」として
福岡伸一・若松英輔・大隅典子・角野英子の
とても素敵なエッセイが寄せられている

そのなかから
「レイチェル・カーソンについて
是非とも書いておかねばならないことがある」
としている福岡伸一のものを以下に引いておいたが

それはレイチェル・カーソンが亡くなって
半世紀以上の現在でも組織的に行われている
徹底的なカーソン批判が溢れているという事実があるからだ

なぜそうした批判があるのかといえば
研究費や様々な恩恵を受けている科学者等に
多額の資金が流れ込んでいるということがある

そして「科学的な問題のほとんどは、
実は、科学の問題ではなく、科学の限界の問題である」という

現在まさに世界中で起こっている社会現象も
ある意味で「科学の限界の問題」であるといえる

「ほんとうに危険があるのかどうか、
科学的には見極められない」はずで
その点を踏まえた対策なりが行われてしかるべきだが
多額の資金が関わっている立場からすれば
その利害を優先する政治的なものが優先されてしまう

そしてその結果がどうなっていくのか
ほんとうは「見極められない」にも関わらず
それへの批判は許されず
おそらく責任の主体さえわからないまま
事は進んでいくことになる
やがて訪れることになるかもしれない
あらたな「沈黙の春」に向けて･･･

■レイチェル・カーソン
　（上遠恵子・訳 川内倫子・写真）
　『センス・オブ・ワンダー』
　 (新潮文庫　2021/8）



■レイチェル・カーソン
　（上遠恵子・訳 川内倫子・写真）
　『センス・オブ・ワンダー』
　 (新潮文庫　2021/8）

「美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知のものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、賛嘆や愛情などの
さまざまな形がひとたびよみさまされると、次はその対象となるものについてもっとよく知りたいと思うようになります。
そのようにして見つけだした知識は、しっかりと身につきます。」

「人間を超えた存在を認識し、おそれ、賛嘆する感性をはぐくみ強めていくことには、どのような意義があるのでしょうか。
自然界を探検することは、貴重な子ども時代をすごく愉快で楽しい方法のひとつにすぎないのでしょうか。それとも、もっ
と深いなにかがあるのでしょうか。
　わたしはそのなかに、永続的で意義深いなにかがあると信じています。地球の美しさと神秘を感じとれる人は、科学者で
あろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり、孤独にさいなまれることはけっしてないでしょう。たとえ生活のなかで苦し
みや心配ごとがあったとしても、かならずや、内面的な満足感と、生きていることへの新たなよろこびへ通ずる小道を見つ
けだすことができると信じます。
　地球の美しさについて深く思いをめぐらせる人は、生命の終わりの瞬間まで、生き生きとした精神力をたもちつづけるこ
とができるでしょう。
　鳥の渡り、潮の満ち干、春を待つ固い蕾のなかには、それ自体の美しさと同時に、象徴的な美と神秘がかくされています。
自然がくりかえすリフレイン−−−−夜の次に朝がきて、冬が去れば春になるという確かさ−−−−のなかには、かぎりなくわた
したちをいやしてくれるなにかがあるのです。」

（福岡伸一「きみに教えてくれたこと」より）

「センス・オブ・ワンダー。私の一番好きな言葉である。直訳すれば、驚く感性。何に驚くのか。と言えば、自然の美しさ、
あるいは、その精妙さに対して、本書の訳者、上遠恵子の名訳によれば、神秘さや不思議さに目をみはる感性、となる。
　誰もが、自分のセンス・オブ・ワンダー体験を持っている。」

「ロジェ・カイヨワの遊びの社会論やホイジンハの『ホモ・ルーデンス』の遊び文化論を待つことなく、現在の私たちの社
会制度、文明、文化はすべて、子どもの遊びを基礎としている。ゲームが経済行為となり、そのルールが法律となった。
　だから逆にいえば、大人になることは獲得のプロセスではないのだ。むしろ喪失の物語なのである。色気づくことは、闘
争、競争、警戒といった行動が優先されるということであり、身体や知覚のリソースはそちらへ振り向けられる。その分、
世界に対するセンス・オブ・ワンダーは曇りがちにならざるをえない。
　カーソンは言う。「やがて大人になるとやってくる倦怠と幻滅、わたしたちが自然という力の源泉から遠ざかること、つ
まらない人工的なものに夢中になること」が不可避的に起きると、カーソンはその理由までは書かなかったが、それは、子
ども時代の終わりが、大人になること（性的な成熟）のトレードオフにあることなのだ。
　とはいえ、私たちは、センス・オブ・ワンダーを全く失ってしまうことにはならない。自分のセンス・オブ・ワンダー体
験を憶えておくことができるし、思い出すこともできる。自分の原点として参照することもできる。あるいはこの先を生き
ていくための転回点にすることすらできる。」

「レイチェル・カーソンについて是非とも書いておかねばならないことがある。
　周知のとおり、彼女は、名著『沈黙の春』によって環境問題に対する意識を広く一般市民に知らしめた先駆者だった。
（･･･）
　カーソンが着目したのはＤＤＴという蚊やダニといった害虫に対する殺虫剤だった。
　殺虫剤ＤＤＴは開発当初、奇跡の化学物質に見えた。即効性があって、ほぼ完全に害虫を駆除できる。効果も長持ちす
る。なのにヒトには害がなくしかも安価。殺虫効果の発見者ミュラーはノーベル賞を受けた。誰もがＤＤＴは安全だと思っ
ていた。しかし、ＤＤＴは効き目があり、長持ちするからこそ、生態系の動的平衡を崩す。そのことに気づくためには、生
命が時間の関数としてふるまうことに注意を向ける必要があった。」
「カーソンの指摘は衝撃をもって受け止められた。本はベストセラーになったが、一方で彼女に対する攻撃にもすさまじい
ものがあった。ＤＤＴによって経済的な恩恵を得ていた産業界や政治家から激しい暴言を投げつけられた。子どももいない
ヒステリーの独身女がなぜ遺伝のことを心配するのか、といった心無い言葉だった。結果的に、市民のあいだに環境問題に
対する意識が高まり、時の政府も環境保全行政に舵を切り、ＤＤＴは規制されることになった。カーソンの思想は勝利した
のである。
　ところが、カーソン没後、半世紀以上が経とうとする現在もなお、ネット上では、徹底的なカーソン批判が満ち溢れてい
るのだ、いわく、カーソンは間違っていた。カーソンはナチスよりも、スターリンよりも多くの人を殺したと。Wikipediaの
記述さえ、しばしば批判者によって書き換えられ、擁護者によって訂正され、また書き換えられることが繰り返されてい
る。

　カーソンの批判者の主張はこうだ。カーソンの世論喚起によってＤＤＴが禁止され、そのせいで何百万人ものアフリカ人
がマラリアで死んだ。ひるがえって、ＤＤＴで直接、死んだ人はほとんどいない。人間の生命より環境の方が大事だという
考え方は間違っていると。
　しかし事実を記せば、間違っているのはこのカーソン批判の方である、カーソンが警鐘を鳴らしたのは大規模な農薬散布
であり、マラリア対策のためにＤＤＴを家屋の壁面に塗ることには反対していない。しかも、カーソンが『沈黙の春』を書
いた頃にはすでにマラリアを媒介する蚊はＤＤＴ耐性を獲得しており、ＤＤＴの禁止がマラリア死を増大させたという言い
方は間違っているのだ。
　それにもかかわらずカーソン批判が消えることはない。この批判は組織的に行われており、そこには多額の資金が流れ込
んでいる。なぜ今（･･･）カーソン批判がやまないのか。『世界を騙しつづける科学者たち』によれば、そこには隠された意
図があるからである。（･･･）
　世の中には規制を受けたくない人々が存在する。酸性雨、オゾンホール、喫煙、地球温暖化。いずれの問題も、科学者の
中には反規制陣営に味方する者がいる。研究費や様々な恩恵を受けているからである。
　科学的な問題のほとんどは、実は、科学の問題ではなく、科学の限界の問題である。ほんとうに危険があるのかどうか、
科学的には見極められない。そのような問題がたくさんある。」
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今回は
個が個でありながら
個を超える「東洋哲学」の話

南方熊楠や井筒俊彦などが
注目されるようになってから
華厳経がクローズアップされるようになっているが

本書には仏教の唯識から華厳
華厳の世界観をベースに密教を展開させた空海
そして西田幾多郎と鈴木大拙へと至る
いわば「東洋哲学」の系譜が辿られている

唯識思想は唯心論的にとらえられがちだが
大乗仏教全体の世界観の基礎をなしている
「たとえば、色が見えている事実、
音が聞こえている事実等を理論化したもの」であり
実際はいわば事的世界観であるととらえることができる

さらに華厳思想では
その唯識思想が踏まえられながら
「事」が「重重無尽の関係性を織りなしていること」が説かれる

本書で主に論じられている視点からいえば
法蔵に十重唯識説があるように
唯識思想と華厳思想とは深く関係し合っていて
唯識思想では他者が論じられることは少ないが
華厳思想では自と他の関係が詳細に論じられている

華厳思想では澄観の「四法界」がよく知られている

事法界（事象の世界／世界を差別（区別）して見る世界）
理法界（真理の世界／差別（区別）がない世界）
理事無礙法界（事法界と理法界が結びつく世界）
事事無礙法界（事物と事物が互いに礙げ合わない世界）
の四つの法界である

とくに重要なのは事事無礙法界である
そこでは事と事は区別され互いに対立しながら
互いに含み含まれ理を介しながら互いに融入する
そんな関係性が説かれる
ゆえに自と他の関係が重要になる

そんな華厳思想の影響を強く受けながら
空海は「重重帝網のごとくなるを即身と名づく」
そんな「即身」を自己の曼荼羅としてとらえ
事事無礙法界を「人（にん）」において捉え直す
まさに「人人無礙の曼荼羅」が説かれる

さらにその空海の曼荼羅は
西田幾多郎の「個物の哲学」と
共鳴しあっていると著者は論じている
（西田幾多郎は空海については論じていないが）

仏教においては
「歴史的現実の世界において
他者と協働しつつ新たな世界を形成する自己」
といった側面が説かれることは稀だったが
西田幾多郎の「個物」は
「自己を限定し、自他の関係を限定する主体」として
「自己も含めて歴史的に形成され来たった既成の関係を、
実に裁ち直す主体」としてとらえられている

「自己」と「他者」はそれぞれ「個物」であり
事と事のように区別され互いに対立しあっている

けれども「個」としての「自己」は
「自己」のみで成立してはいない
「他者」があってはじめて「自己」は成立する

それを事事無礙法界としてとらえ
「自己に他者を見、他者に自己を見」
個と個がそれぞれ自己を超えるものに生きることで
個と個は矛盾的自己同一として関係する

西田幾多郎が論じようとしたそんな世界観を
その死後さらに鈴木大拙が受け継いで語ろうとした

おそらく西田／大拙のその先に
井筒俊彦の「東洋哲学」の構想があり
やっと最近になってその視点が
多方面から注目されるようになってきてはいる

しかし「歴史的現実」はそんな「東洋哲学」に
目を向けようとしているだろうか
環境問題しかり
インターネットをはじめとした技術の問題しかり
「自己に他者を見、他者に自己を見」
「個と個は矛盾的自己同一として関係」
しようとしているだろうか

けれどもだからこそ
「唯識・華厳・空海・西田」という
「東洋哲学の精華」に少しなりとも
目をむける必要があるのだろう
そこに貴重な「種」はあり
「種」は育てられなければならないのだから

■竹村牧男
　『唯識・華厳・空海・西田
                       東洋哲学の精華を読み解く』
　（青土社　2021/4）



■竹村牧男
　『唯識・華厳・空海・西田／東洋哲学の精華を読み解く』
　（青土社　2021/4）

「唯識思想は、大乗のアビダルマ（世界の構成要素の分析）の一面もあり、大乗仏教全体の世界観の基礎をな
すものである。大乗仏教の思想の特質を理解するには、まずは唯識思想を学ばなければならない。」
「なお、一般に唯識思想は、唯心論の一つの流れかと思われやすい。しかし私はそう思っていない。唯識の識
とは、外の物を映し出す透明な鏡のような主観なのではない。それ自身の中に対象面を有していてそれを見て
いるようなものなのであり、一つの識の中に対象面と主観面との双方が具わっているものが、識なのである。
唯識の術語を用いて言えば、相分と見分とがどの識にも存在しているのである。それはたとえば、色が見えて
いる事実、音が聞こえている事実等を理論化したものというべきで、ゆえに識とは事そのもののことである。
したがって唯識とは唯事ということなのであり、そのように唯識思想は事的世界観と見るべきものである。
　華厳思想では、事事無礙法界を説くのであった。この事については、唯識思想をふまえたとき、その内容が
より十全なものとして理解されることになろう。しかもそのおのおのの事が、重重無尽の関係性を織りなして
いることを説くところに、華厳思想の独自の特質がある。唯識思想では比較的、他者の問題を論じることは少
ないが、華厳仏教に至って自他の関係性のことについても細密に説かれることになり、自己をめぐる議論は飛
躍的に拡充されることになる。その中でも、もちろん唯識思想と華厳思想とが連絡していることは、法蔵に十
重唯識説があることによって例証されよう。
　密教は他の仏教を顕教と呼んで、自らの思想はどの顕教よりもはるかに優れていると主張する。しかし特に
華厳思想の影響を強く受けていることは否定できないことであろう。（…）「重重帝網のごとくなるを即身と
名づく」とあるのは、まさに華厳思想に拠ったものである。その「即身」すなわち自己は曼荼羅そのものと言
えるが、曼荼羅は華厳の重重無尽の縁起をなす事事無礙法界の事を、人（にん）において捉え直したものと言
うことができると考える。事とは、刹那刹那の識とも言えて、それは主客相関のただなかであり、ゆえに人で
もある。華厳の事事無礙法界は、密教において人人無礙の曼荼羅に立体化されたと見ることは十分、可能であ
ろう。こうして、華厳と密教とは、かなり同質の見方を共有している。空海の思想は、その曼荼羅世界に極ま
るであろう。
　西田は純粋経験の哲学から出発したが、やがて対象論理を超える「場所の論理」を開拓していく。その中
で、自己とは何かのことも深く掘り下げられていく。西田には、自ら自らを限定するものであってこそ、真の
個物（自己）であるとの考えがあった。その自己について、自己を超えるものにおいて自己を有つと、いわば
「超個の個」を自覚している。一方、個物はかけがえのない独自の存在のはずであるが、しかし唯一であって
は個の意味も出ないことになる。個の唯一性はむしろ他個との関係に入る時に生まれるのであり、そこに一
種、矛盾した事態がある。ここに「個は個に対して個」であることを、西田は明らかにしている。このことは、
事事無礙、人人無礙と軌を一にするものである。案外、曼荼羅世界は西田哲学と通底しているのではなかろう
か。
　こうして唯識の事的世界観から華厳の事事無礙法界へ、そこから空海の人人無礙の曼荼羅へ、さらにそこか
ら西田の「超個の個」にして「個は個に対して個」であるという「個物の哲学」へと、これらの思想は関連し
合い、つながり合っていることを見ることができる。あるいは日本中世の英邁な仏教者・空海と、近代日本の
強靱な哲学者・西田幾多郎とは、実はひそかに巨人同士、共鳴しあっていると思われる。」

「加えて、西田の個物は、自己を限定し、自他の関係を限定する主体である。自己も含めて歴史的に形成され
来たった既成の関係を、実に裁ち直す主体のことである。この側面は、残念ながら仏教ではよく発揮されな
かったのが実情であろう。大乗仏教、密教には、主体性を発揮するという、そういう思想・立場がないわけで
はないと思う。菩薩の菩提心、そして善巧方便等は、現在実社会の改革を担う主体を生み出す基盤であってよ
い。むしろそうあるべきである。しかしこれまでの仏教は、必ずしもその方面をよく展開しては来なかっ
た。」
「こうして華厳思想や曼荼羅思想をも受け継ぎつつ、我々は西田にならって歴史的現実の世界において他者と
協働しつつ新たな世界を形成する自己を見出すべきであろう。このとき、宗教あるいは哲学と現実社会が結ば
れ、そこに通路が見いだされることになる。」

「西田は、第二次世界大戦のまっただなか、その戦争が終わる直前に亡くなったのであった。戦争に無謀に
突っ走る日本の行方を深く憂えていた西田は、宗教論の後、「私の論理について」を書き始めるが、それもか
なわず倒れてしまったのであった。西田の無二の親友、鈴木大拙は、おそらくは西田の日本に対する遺志をも
受け継いで、戦後日本の再興策を、華厳思想を基にしつつ構想し、当時そのことをさかんに語った。借り物で
はない、我々自身の伝統の中から、我々の社会のあるべきあり方を訴えたのである。それは華厳思想や西田哲
学を現実社会の基盤にすえて、国家至上主義を精算する新たな民主社会を構築しようとする挑戦であった。」

「自他を超えるものの中に包まれていて初めて自他であるという。そのことが認識されたとき、自己は自己の
みで成立していたという考えは否定され、すなわち自己が否定されることになる。この否定を経て自己を超え
るものに生きるとき、そこにおいて成立している他をも自己と見ることになろう。あるいは、自己に他者を
見、他者に自己を見ることになる。これは事事無礙法界の論理であり、その事事無礙ということを人人に見た
場合のことに他なるまい。相互に人格を尊重し合う世界は、こうして仏教の華厳的世界観から説明されるので
ある。
　大拙はここで、「平等即差別、差別即平等の理」と言っていたが、それは実は理事無礙法界のことであろう。
しかしここはもはや明らかに事事無礙法界のことの説明にほかならない。実際、大拙はこのあと、

　　これをまた他の言葉で現すと、事事無礙法界である。……差別即平等・平等即差別というよりも、事事無
礙法界と言う方がよい。前者は理事無礙法界に相当するが、それだけでは法界の実相に徹しきらないきらいが
ある。理事無礙法界では汎神論と取り違えられないでもない。否、実際そのようにう解しているものもある。
それでは華厳思想の真髄を知悉しえないであろう。事事無礙に突入することによりて、東洋思想の絶嶺に攀じ
登ったと言える。

と語っている。このように大拙は、どこまでも華厳思想を尊重するのであった。
　実はこの大拙の説明は、西田の難解な宗教哲学のきわめてわかりやすい解説になっていると思われる。西田
は、「故に我々の自己は、どこまでも自己の底に自己を越えたものに於いて自己を有つ、自己否定において自
己自身を肯定するのである」と説いている。もちろん、他者の自己も、その自己を超えたものに於いて成立し
ているであろう。なぜそうなのかといえば、結論のみ示すことになるが、「我々の自己は絶対者の自己否定と
して成立するのである。絶対的一者の自己否定的に、すなわち個物的多として、我々の自己が成立するのであ
る」、「絶対はどこまでも自己否定に於いて自己を有つ。どこまでも相対的に、自己自身を翻すところに、真
の絶対があるのである。真の全体的一は真の個物的多において自今自身を有つのである。神はどこまでも自己
否定的にこの世界に於いてあるのである」からである。自ら自己を絶対に否定する絶対者において、自他の人
人が成立しているというのである。
　しかも西田は、「個は個に対することによって個である。それは矛盾である。しかしかかる矛盾的対立に
よってのみ、個と個が互いに個であるのである。しかしてそれは矛盾的自己同一によってと言わざるを得な
い。何となれば、それは絶対的否定を媒介として相対するということである。個と個が、各自に自己新を維持
するかぎり、相対するとはいわない。従ってそれは個ではない。単なる個は何物でもない。絶対否定を通して
相関係する所に、絶対否定即肯定として、矛盾的同一的なる、矛盾的自己同一が根底とならなければならな
い。それは絶対無の自己限定と言ってもよい。……」（「予定調和を手引きとして宗教哲学へ）と説いている
のであるが、大拙の今の句んぼ中の「自の否定によりて自はそのより大なるおのに生きる。そしてかねてそこ
において他と対して立つのである」等の句は、まさにそのことを述べたものと考えられる。実に西田と大拙は
同じ人間存在の真実を見ていたのであった。」



☆mediopos-2483　　2021.9.3

石井ゆかり「恋を語る言葉」
　（『現代思想 2021年9月号
　　特集=<恋愛>の現在／
        変わりゆく親密さのかたち』
　　青土社　2021/8　所収）

星占いという
女性雑誌に定番のコーナーに
寄せられる読者の言葉も
占う人の使う言葉も
時代にともなう感情の変化を
リアルに反映している

今回雑誌『現代思想』の特集
「<恋愛>の現在」で語られている
石井ゆかりの「恋」についての言葉は
そのリアルな変化をクールに伝えている

そしてそのクールさは
理論的に跡づけて考察する学者よりも
リアルで鋭くかつ深く
しかも魂に届いてくる

ここ一〇年ほどのあいだに
「恋愛」に関する意識は異なってきているようだ

かつては恋愛に関して寄せられる質問は
「恋をして辛い、苦しい」といった
「熱く濃密な悩み」が多かったのが
いまでは
「恋愛経験のない自分は、普通ではないのでしょうか」といった
「恋愛感情の吐露」のない質問が増えてきているという

ポイントはおそらく２つ

まず承認欲求
恋愛が人から認めてもらうためのものへと変わってきていること

恋愛が個人的なものではなく「社会的」な営みと化し
（かつての「世間的」なあり方とは異なっている）
「人からどう思われるか」
つまりは「社会的に認めてもらえるか」が問題となり
さらにいまでは結婚適齢期といった意識もずいぶん減って
「恋愛感情」の必要性？もなくなってきている

さらには言葉の貧困
「恋愛感情を語る言葉」が乏しくなってきていること

誰かを好きになる気持ちは自分だけものだけれど
「その「自分」は、様々な社会的事象の織物」でできている
そしてその気持ちも
世の中で使われている言葉で表現され
その言葉を使うことで感情を学んでいくのだが
「恋の感情を語る言葉」が貧しくなっているために
その感情を学ぶことができなくなってきているのだ

学校化社会では
教えられないものは学ばなくなる
学校で教えられない学びのなかで
使われ育てられてきた豊かな言葉があったのだが
それらが使われなくなってくると
その言葉で育てられていた感情も持てなくなる

とくに最近では理系的な言葉が重視され
豊かな表現や語彙がスポイルされる
性別やジェンダーなどへの意識化は進んでも
むしろそれらが言葉の「差異」を奪ってしまうようになる

個人的な感覚でいえば
（社会的な感覚からの影響がまるでないのもあって）
好きな相手もいないのに「結婚したい」が先にくるとか
そんなに好きでもないけれど結婚するとかいうことは
信じられないところもあったのだが

世の中はそんな素朴な感覚をはるかに超えて
「好き」という気持ちそのものが
「ことばのうえで、背を向けて」
「肉体を失った魂のように、空に消えてゆく」
そんな時代に向かっているらしい

筒井康隆の『残像に口紅を』という
文字がひとずつ失われてゆき
かつて表現できていたことが
表現ができなくなっていく話があったが

やがてはそのように
熱のない承認欲求だけがからまわりして
社会的に理解されやすい貧しい言葉
「感動をもらった／勇気をもらった」
「癒やされる」といった類いの言葉だけが
ロボットのように交わされるようになるのかもしれない



■石井ゆかり「恋を語る言葉」
　（『現代思想 2021年9月号
　　特集=<恋愛>の現在／変わりゆく親密さのかたち』
　　青土社　2021/8　所収）

（石井ゆかり「恋を語る言葉」より）

「雑誌等の星占いの記事には、必ずと言っていいほど、「恋愛運」がついている。雑誌『an-an』では毎年年末に占い特集
号が出るが、そのタイトルはズバリ「愛と運命」だ。私も二〇年ほどライターとして商売をする中で、何度も「愛」につい
て語ってきた。
　ただ、一〇年前と比べると、「恋愛運」「愛について」を編集者から要望される頻度や強度は、異なってきている。以前
は「愛」を強く求められることがよくあったが、最近ではそれほど「愛」への熱を感じることはない。一つの理由として、
読者の年齢があげられる。雑誌を購読する層がもはや、「恋に悩む」年齢ではなくなってきているのだ。若い世代のマジョ
リティからは、紙の雑誌を買う習慣が失われつつある。
　もちろん、年齢を重ねてからの恋愛というものは厳然と存在する。ただ、頭と心の全てを乗っ取られてぶんぶん振り回さ
れるような、あの激しい恋愛感情は、やはり、一〇代から二〇代にもっとも脂がのるものだろう。あるいは、仕事を持ち家
庭を持って、「もう恋愛は関係ない、卒業した」という声もよく聞かれる。もちろん、体質同様個人差はあるが、大きなニー
ズの塊にはならないということなのだろう。

　とはいえ、「恋愛」への熱が失われてきたのが「雑誌を購読する年齢層」だけの問題なのかというと、そこには疑問が残
る。一五年以上執筆を続けているデジタルコンテンツ『石井ゆかりの星読み』では、毎月一名、個人占いを公開で行ってい
て、二〇代からの質問も寄せられる。そこには「恋愛」がらみの質問はちゃんとある。一定数以上ある。ただ、その内容は、
不思議な透明感に包まれている。
　「好きという気持ちがわからない」「つきあってみても相手を好きになれない」「仕事と恋愛のバランスをとるにはどう
すればいいか」「恋愛をしたいと思わないが、自分はおかしいのか」「これから恋愛をしたいと思うが、パートナーは見つ
かるか」「告白して拒絶されたが、この先もこうなのか」
　これらは抜粋ではなく「典型例」である。たくさんの読者がこうした表現を用いている。質問者が二〇代でも五〇代でも
頻繁にみられる。これらの質問に共通しているのは、「恋愛感情の吐露」がほとんど含まれていない、という点だ。（･･･）
　一〇年以上前は「恋をして辛い、苦しい、彼はこっちをふり向いてくれますか」「復縁できますか」「この気持ちがどう
したらラクになりますか」といった、熱く濃密な悩みをよく見かけた。しかし今は、このような濃密な悩みはほとんど見な
い。」

「恋愛は個人的な営為であるはずなのに、考えれば考えるほど、これほど「社会的」な営みもない。「恋愛経験のない自分
は、普通ではないのでしょうか。どんな欠陥があるのでしょうか」という内容の占いの依頼も、最近よく見かける。」

「昨今では「インセル」という言葉も一般的になってきただ、「モテない」という、一見恋愛がらみとして見えない悩みが、
実際は男性コミュニティの中の競争関係・排除関係の中に深く根を張っている、と本書（西井開『「非モテ」からはじめる
男性学』）は言う。本書で扱っているのは「性自認が男性寄りの人々」ではあるが、このテーマは「性自認が女性寄りの
人々」についても、通じるものがあるだろう。「一人前の人間かどうか」つまり「世の中で、一人の人間としてバカにされ
ず、差別もされず、リスペクトしてもらえるか」「社会的に認めてもらえるか」という不安が、恋愛関係の裏側に、常にベー
ス音のように流れているのだ。（･･･）
　ただ、その傾向は、ここ数十年のなかでだいぶ薄まってきている。特にたとえば二〇年前と比べて、「いきおくれ」を恥
じる傾向はとても弱まっている。（･･･）
　占いにおいて「恋愛」についての濃厚な悩みが少なくなったことと、このことは、無関係ではないのかもしれない。「一
人前の人間かどうか」の基準が「結婚・出産」に過集中していた時代には、多くの人が恋愛について熱く悩み、語った。今
はその集中が（道半ばとはいえ）ほぐれつつあり、そこで、恋を語る言葉が全体として透明になりつつある、という解釈
は、成り立ちうるだろうか。これはもちろん、私の想像にすぎない。」

「私たちは言葉がなければなにも考えられない。今は性も、恋愛も、すべてフラットに語ることが良しとされる。しかしフ
ラットに語るとはどういうことか。言葉は「違い」「差異」についてしか語れない。「フラットに語る」とは、つまり、「語
らない」ということになりはしないか。
　たとえば江戸時代の「恋」は、文字通り「死に至る病」だった。心中するか、恋煩いで死ぬか。恋は決して、社会的にめ
でたいことではなく、「道ならぬこと」だったのである。」

「恋愛感情を語る言葉がない。言葉がなければ、恋愛感情もない。もちろんこれは極論だ。たとえば「感動をもらった／勇
気をもらった」「感動・勇気を与えたい」「心が折れる」「癒やされる」などの表現は、比較的新しいものだ。今ではだれ
もがこの表現を使うし、「意味が（本当に）理解できない」という人はわずかだろう。これらは「感情を語る」言葉だ。
（･･･）誰かが言い始めた言葉が、人口に膾炙する。言葉が広まると、多くの人がその言葉通りの、自分の新しい感情に「出
会う」。ワイドショーや週刊誌などでわずかに残る「熱愛」「破局」などの表現は、他ではほとんど見かけない。今、リア
ルには誰も「熱愛」はしていない。
　恋愛は、人を支配したり、束縛したり、所有したりしようとする。しかし現代的には、他者を束縛し支配するような人間
関係は、よしとはされない。人は自立して、自由に生きていてこそである。「自己責任」は「自由」と一体化している。「わ
たしはあなたのもの」「あのこをモノにしたい」「どこまでもついていく」「だまってついてこい」などという言説は、非
人間的で、無責任で、不道徳極まりないのだ。一昔前の「恋を語る言葉」の多くが、今では倫理的にも、通用しない。
　では、あたらしい「恋を語る言葉」は存在するだろうか。」

「恋は、してもしなくてもいい。もし社会全体があたりまえにそう考え始めたら、「恋をしない自分は、人としておかしい
のだろうか？」という問いは、なくなるのだろうか。「人間社会から恋が消えてなくなることは決してない」と考える人も
いる。ただ、私はその点について、懐疑的である。」

「誰かを好きになる気持ちは、自分だけのものだ。でも、その「自分」は、様々な社会的事象の織物としてできている。恋
する気持ちもまた、その世の中に存在する言葉で語られる。私たちは言葉をゼロから自分で創り出すことはできない。既に
あることば、見たことのあることば、それを使って自分の思いを紡ぐ。感情は学び取られる。言葉が生まれれば感情が生ま
れ、言葉が消えれば感情も消える。
　恋の感情を語る言葉は今、日本の世の中では、そんなに豊富ではない。現代の日本の社会は「愛」「恋」に、少なくとも
今は、ことばのうえで、背を向けているのではないか。そして、語られない感情は、いつか、肉体を失った魂のように、空
に消えてゆくのではないか。」



☆mediopos-2484　　2021.9.4

働かないハタラキアリの研究をされている
同調圧力とは無縁の研究者（著者）の
「無駄こそ人間の証なり」という宣言!?を読むと
無駄ばかりして生きてきたじぶんが勇気づけられる

すぐに役に立つことや結果がわかること
無駄のない効率的なことは
理解され評価されやすいが
その生産性の高さは
視点を変えてみると
必ずしもプラスであるとはかぎらない

論理や理論も同様である
論理や理論が成立するためには
多くの場合そこに当てはまらないものを
最初から視野の外に置く必要がある
意識的に排除することもあれば
除外したことに気づかないことさえある

なぜ「働かないアリ」が重要なのかといえば
「瞬間的な効率よりも長期的な存続が
優先され」たからだと著者は説明している

一見無駄に見えることは
視点を短期から長期にうつしたときに
決して無駄だとはいえない
無駄こそが全体を活かす可能性があるのだ

著者はおそらく同調圧力に抗してだろうが
「小学校３年生くらいの時に
「教師とつきあわないのがベスト」
と悟って実行したので」
生きてこられたということだが

ぼくの場合はもっと早く
幼稚園を即逃げ出した頃から
同様な態度をとるようになった
理由は「どうしてみんなと同じことを
しなければならないのか」という拒否反応だった

とはいえ好きなことばかりでは生きていけないので
仕事とそれ以外をほぼ分けて
仕事ではじぶんの役割を必要な範囲だけこなし
それ以外では社会的なるものから極力はなれ
同調圧力的なことを排しながら
なんとかこれまで「生きてこられた」

つまりは個人的にいえば
社会的に「無駄」とされている
そんなことばかりして生きてきたわけである

いまこうして書いていたりすることもそうだが
本書のタイトルをもじっていえば
「無駄ばかりしている自分に意義がある」
のではないかと勝手に思っている

■長谷川 英祐
　『働かないアリに意義がある』
　（山と渓谷社　ヤマケイ文庫　2021/8）



■長谷川 英祐
　『働かないアリに意義がある』
　（山と渓谷社　ヤマケイ文庫　2021/8）

「私は、普段人が気にも留めないちっぽけなムシたちを主な研究材料にしています。実学的な意味ですぐに役
に立つことはありません。しかしムシ眼鏡を通して人間の世界を見ると、実に面白い。様々な環境が変わりつ
つあり、いままでのやり方が通用しなくなりつつある日本という人間の社会が、どうしようとしていて、それ
はどのような結果をもたらすだろう、など、普通に生きていたのではまったく見えないであろう世界を、ムシ
のグリグリ眼鏡は私に見せてくれます。
　真理に出会えた瞬間はとても感動的で、良質な芸術がもたらしてくれるのと同質な感動を与えてくれます。
基礎科学は、すぐ役に立たないという意味で働かないアリと同じです。しかし、人間が動物と異なる点は無駄
に意味を見出し、それを楽しめるところにあるのではないでしょうか。（･･･）生物は基本的に無駄をなく
し、機能的になるように自然選択を受けていますから、無駄を愛することこそが人という生物を人間たらしめ
ているといえるのではないでしょうか。」

「働かないアリ」研究の動機は、「全員が同時に働いたほうが、瞬間的な生産性は高いのに、なぜ全体の効率
を下げても働かない者は必ず現れる仕組みをアリが採用しているのか？」という疑問でした。（･･･）答えは
「全員が疲れて働けなくなると、誰かがいつもやっていなければならない重要な仕事をこなすことができなく
なり、コロニーが大きなダメージを受けることを回避するため」です。
　つまり、瞬間的な効率よりも長期的な存続が優先されていたのです。
　論文を公表した後、自然選択説に立つ欧米の研究者から、この結論に異議が唱えられ、インドの新聞社から
意見を求められましたが、事実は事実。彼らが研究したアリが違うとしても、私の材料は私の仮説を支持しま
す。生物がなぜ今の姿や行動を示すのかは、その生物がたどった歴史を反映しているので、「アリだから皆同
じ」というわけではありません。
　一神教の学者は統一原理が好きです。しかし世界は複雑だし、それを安易に「まとめて」理解しようとする
と大事なことを見落とします。「まとめる」ということは細かい情報をそぎ落とし、分かりやすい概念だけで
現象を理解しようということですから、そぎ落とされる情報に現象の本質があれば、それに基づいた理論は検
討はずれなものになってしまいます。
　というわけで、「働かないアリ現象」から「瞬間増殖率の最大化」ではない「適応進化の原理」があるので
はないかと考え、現在その研究をしています。
　答えに到達していると考えていますが、その原理は、自然選択と両立し、両方が働くことで、一見、自然選
択説と矛盾する進化現象（性の進化など）を説明することができます。ダーウィンは偉大な科学者ですが、40
億年を生き延びてきた生物は一筋縄ではいきません。」

「子供の頃から個性的な人間を矯正しようとする日本の同調圧力社会では、人と違う考え方をする人間は潰さ
れます。幸い私は、小学校３年生くらいの時に「教師とつきあわないのがベスト」と悟って実行したので、こ
こまで生きてこられましたが。」
「科学とは不思議なもので、オリジナリティがあり、革新的な理論ほど重要だとされているのに、そういうも
のを扱った論文は「通りにくい」。若い研究者は就職するためには論文の本数が必要なので、すぐ通る「下請
け仕事」に走りがちで、野心的なテーマに挑むものは少ない。私のように、もう先がない者は、あえてそうい
うテーマをやれますが、手間ひまかかる割に実りは少ない。
　「下請け仕事」で職に就いた学者は、研究費の審査などでもそういう研究ばかりに高得点を付けるので、下
請け研究がますますはびこります。悪循環だし日本の科学の将来は暗いが、私はもうすぐ引退なので別にいい
です。」
「今、役に立つものだけに投資しろ、という声は良く聞かれますが、それは滅亡への一本道です。40億年間を
生き抜いてきた生物たちが、効率より存続を優先しているということが、無駄の重要性をなにより物語りま
す。
　無駄こそ人間の証なり。」

「科学は理論体系の構築を大切な目的としていますが、理論との整合性ばかり考えていても、生物がその理論
にしたがっていなかったら無意味です。かつて、ある高名な生物学者が「ダーウィンの進化論が出た段階で進
化生物学者のやることは終わっている」と述べるのを聞いて、強い違和感を覚えたことを思い出します。
　生き物はとても多様であり、その生きる環境も様々ですから、「どのような進化が起こっているのか、完全
にわかった」などという態度は、思いあがりであるように私には思えたのです。
　科学のなかで一つの理論体系が成熟してくると、すべての現象をその理論体系で説明できるものと考え、新
たな考えを排斥する風潮が高まります。生物学者も社会のなかに生きる一つの個体ですから、周りの人間がみ
なそのように考えていると、自分が見た現象を最初からその枠組みの中で考えるように仕向けられます。ま
た、そうしないと研究を認めてもらえないので、そうしない者は生き残ることができず、ますます思考の固定
化が進みます。
　しかし、説明できないものはどうしても説明できません。」
「大学の一教員である私は、かつて学生にある質問をされて「それはこういう意味だ」と説明しました。彼は
納得して帰ったのに、後で「先生の言ったことは教科書に載っていません」と言ってきました。私はそのとき
「君は自分の頭で納得したことより、教科書に書いてあるかどうかを正しいかどうかの基準にするのか？　科
学者は、正しいと思ったことは世界中のすべての人が〝それは違う〟と言ったとしても、〝こういう理由であ
なた方のほうが間違っている〟と言わなければならない存在なのに？」と怒りました。
　多くの研究者（プロを含む）は、教科書を読むときに「何が書いてあるかを理解すること」ばかりに熱心
で、「そこには何が書かれていないか」を読み取ろうとはしません。学者の仕事は「まだ誰も知らない現象や
その説明理論を見つけること」なのにです。優等生とは困ったものだと「変人」である私は思います。私はこ
れからも変人として、私たちの研究がそのような新たな科学の発展に役立つ一例となるよう、やっていきたい
と思うのです。」
「生物の進化や生態の研究には、まだまだ何が出てくるかわからない驚きが残っていると私は思いますし、驚
きがないのなた、そんな研究はもうやめたほうがましだと思います。人生もそうかもしれませんが、いつも永
遠の夏じゃないからこそ、短期的な損得じゃない幸せがあると思うからこそ、面倒臭い人生を生きる価値があ
る、とは思いませんか？」

【内容】
ヒトの社会、ムシの社会/ 「とかくこの世は住みにくい」/個体は社会から逃げられない
7割のアリは休んでる/アリは本当に働き者なのか/働かないことの意味/なぜ上司がいなくてうまく回るのか
アリに「職人」はいない/お馬鹿さんがいたほうが成功する/働かないアリはなぜ存在するのか? 
「2: 8の法則」は本当か/怠け者は仕事の量で変身する/経験や大きさで仕事は決まる
みんなが疲れると社会は続かない/規格品ばかりの組織はダメ/わが子より妹がかわいくなる4分の3仮説
生き残るのは群か?血縁か?/実証不能のジレンマ/社会が回ると裏切り者が出る
なぜ裏切り者がはびこらないのか/最初にやった仕事が好き/自然選択説の限界
説明できないという誠実さ/いつも永遠の夏じゃなく
など
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〈ケア〉とは一般に
世話や配慮・気配り・手入れ・
メンテナンスなどをすることを意味するが
もちろんたんなる物理的なありようではなく
内的なありようにも深くかかわってくる

そしてそこにあらわれてくるのは
自己と他者の関係性である

ここで鍵概念となるのは
「共感力をもつ自己像」を表す
ジョン・キーツの「ネガティヴ・ケイパビリティ」

それは
働きかけるものと働きかけられるもの
強き者と弱き者
自立する自己と依存する自己
といった二項対立としてとらえられた
自己と他者の関係性ではない

そこでは能動でも受動でもなく
いわば「中動」の状態における想像力が求められる
そしてそこでの「他者に開かれた」自己は
穴のない壁に覆われた「個」ではなく
「他孔的」な「個」でなければならない

ハンナ・アーレントはロベスピエールの
「他人とともに苦悩する同情の感情こそ徳であり善」で
「逆に利己主義こそ社会がもたらした悪徳であり悪である」
という「確信」に異議申し立てをしたが
そうした他者への一方的なベクトルをもった
「徳」「善」といった「正しい答え」を留保することが
「ケアの倫理」においては重要となる

それには現代において必ず問題にされる
「ジェンダー」「セクシュアリティ」「人種の多様性」
といったことも関わってくるが
そこで常に壁となってくるのは
「正しい答え」が一方的に出されていることだ

一方的に「正しい答え」には
「他者に開かれた」想像力が欠けている
そして「正しい答え」に対して
「少数派」という「正しい答え」で
応答してしまったりもする

「正しい答え」と「正しい答え」は相容れることはない
互いに穴のない壁に覆われたところから
攻撃しあうしかないからだ
その意味でも必要なのは
「ネガティヴ・ケイパビリティ」という共感力であり
壁に穴を開ける「他孔的」な「個」の想像力なのだろう

■小川 公代『ケアの倫理とエンパワメント』
　（講談社　 2021/8）



■小川 公代『ケアの倫理とエンパワメント』
　（講談社　 2021/8）

「ロマン主義時代に生きたジョン・キーツ（John Keats.1795-1821）の「ネガティヴ・ケイパビリティ」（negative 
capabitilty）という概念は、共感力をもつ自己像を表しているといえる。「ケイパビリティ＝capabitilty」とは、何かを達成
する、あるいは何かを探求して結論に至ることのできる力を意味する・しかし、キーツのこの概念は、知性や論理的思考に
よって問題を解決してしまう、解決したと思うことではない。そういう状態に心を導くことをあえて保留することをさす。
「ネガティヴ・ケイパビリティ」とは、相手の気持ちや感情に寄り添いながらも、分かった気にならない「宙づり」の状態、
つまり不確かさや疑いのなかにいられる能力である。」
「キーツのネガティヴ・ケイパビリティにとって、想像力は他者との共感に至る道筋である。そして、このような〈ケア〉
の営為には、あえて保留する力が必要である。」
「医師になるつもりでロンドンの病院に勤めていたキーツは、途中で詩人になった。患者の術後の経過を見守るとき、回復
するかにみえる状態が次の日には悪化することもある。また、キーツは結核に罹患した母と弟を看護してもいた。病気や苦
悩に寄り添いながら、その状況をじっと見守る営為と、物語を言葉で紡いでいく営為は地続きであっただろう。キーツに
とって他者に開かれた「他孔的な自己」は、「感覚（sensation）と「想像力」（imagination）の働きに支えられていた。」

「他者に開かれたスピリチュアルな自己こそ、世俗の時代に求められる自己像であると論じているのは、カナダの宗教社会
学者チャーズル・テイラー（Charles Taylor,1931-）である。（･･･）近代社会におけるリベラルな思想のもとで長いこと評
価されてきたのは「緩衝材に覆われた自己」（buffered self）で、啓蒙期以降の多孔質でない「自立した個」の比喩としても
用いられている。他方、「多孔な自己」は、より穏やかな輪郭を持つ、近代では稀薄になるつつある存在で、他者の内面に
入り込むほどの想像力を有する自己像である。自他二元論が支配するような世界から一度切り離してみて、内的世界と外的
世界とを行き来するようなスピリチュアルで他者への想像力が及ぶ自己について考えてみる価値はあるだろう。
　テイラーによれば、近代社会における自己を語る際に参考になるのが、四方八方を壁に覆われたような閉じられた「個」
と、壁のない（壁があったとしても穴があいている）「多穴的な自己」という二つの対称的なイメージである。」

「「善」がなんであるかを狭い視野で決めつけること、それが過剰になり他者を抑圧するという暴力に発展しうること、こ
れらが危険であると警鐘を鳴らしたアーレントの立場について、國分（國分功一郎『中動態の世界−−−−意志と責任の世
界』）は明快に論じている。アーレントは、「他人とともに苦悩する同情の感情こそ徳であり善」で「逆に利己主義こそ社
会がもたらした悪徳であり悪である」というロベスピエールの「確信」に根本的な異議を呈した。そして、『中動態の世界』
で紹介されているアーレントによるメルヴィル『ビリー・バット』の読み解きにおいても、主人公ビリーの「過剰な善」が
いかに暴力的であるかが示されている。受動と能動のあいだを表す〈中動態〉という概念は、「正しい答え」を保留しよう
とするキーツの〈ネガティヴ・ケイパビリティ〉とも響き合うのではないだろうか・
　ロマン派のサミュエル・テイラー・コウルリッジ（Samuel Taylor Coleridge,1772-2834）のお気に入りの比喩を用いると
すれば。ケアとは、「人の精神は羅針盤であり、外界のすべての本質的なものの法則や働きは、その針のぶれとして示され
る」、そういう心の状態をじっくり見極めることである。「ケアの倫理」は与えられたシチュエーションにおいて人間がい
かなる葛藤を感じ、そこからどのように行動するかについて考えていく方法論である。」

「〈ケア〉こそが、他者を疎外し、犠牲にしてまでも、〝自立した個〟の重要性を掲げる近代社会が軽視してきた価値では
ないか（･･･）。強さと弱さ、理性と共感、あるいは自立型の自己と依存型の自己のあいだに、いまだ言語化されない不可
視のものを見出すことはできないだろうか。」

「本書は、キャロル・ギリガンが初めて提唱し、それを受け継いで、政治学、社会学、倫理学、臨床医学の研究者たちが数
十年にわたって擁護してきた「ケアの倫理」について、文学研究者の立場から考察するという試みである。(･･･)この倫理
は、これまでも人文学、とりわけ文学の領域で論じられてきた自己や主体のイメージ、あるいは自己と他者の関係性をどう
捉えるかという問題に結びついている。より具体的には、「ネガティブ・ケイパビリティ」「カイロス的時間」「多孔的自
己」といった潜在的にケアを孕む諸概念と深いところで通じている。これらの概念を結節点としながら、本書は、これらの
概念を結束点としながら、海外文学、日本文学の分析を通して「ケアの倫理」をより多元的なものとして捉え返そうという
試みた。そして、文学の豊かさのなかにケアの価値が見出され、あるいは見直されることを想望して書かれた。執筆過程で
浮かび上がってきたんは、「ジェンダー」「セクシュアリティ」「人種の多様性」である。結果として、一般的にケアが結
びついてきた「ケア労働」（＝物理的なケア）というイメージを越えて、内面世界を包括する「ケア」（配慮、愛情、思い
やり）というより広範な意味として流通してきた歴史を再認識できた。」
「「ケアの倫理が、近代の倫理理論のなかではあまり語られることのなかった異質な価値を提唱している」という品川哲彦
の指摘を改めて強調したい（品川哲彦『正義と境を接するもの−−−−責任という原理とケアの原理）･･･』。近代社会にとっ
て、あるいは資本主義社会にとって、「ケアの倫理」が〝異質〟だからこそ、今の行き詰まった社会の状況を変えていく原
動力になると信じている。」
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西洋は〝メタフィジク〟
（物理の彼岸）へと向かい
東洋は〝メタサイキックス〟
（たましいの彼岸）へと向かうが
おそらくその二つの彼岸はつながっている

とはいえそれらがむすばれるまでの道は
ずいぶんと紆余曲折があるのだろう

西洋的な証明や実証が
必要な条件の要素を満たしていたとしても
それだけで十分な条件であるとはいえない

そこに欠けているのが
まさに「身心一如」だからだ

些細な例にすぎないが
自転車に乗るためのスキルについて
どんなに完全に説明されたとしても
それで実際に乗れるようになるわけではない
逆に難なく実際に乗れたとしても
それだけでなぜ乗れているのかを
説明できるわけでもない

だから乗れている人が
まだ乗れない人にどんなに説明しても
そのアドバイスを参考にしながら
実際に乗る練習をしたあとでしか
乗れるようにはならない

自転車に乗る練習は「修行」というほどのものではないが
どんなことでもなにかを習得しようとすれば
それに応じた「身心一如」への「修行」は必要となる

それを知行合一という言葉で
説明することもできるだろう

知ることは
行うこととなってはじめて
ほんとうに知るといえる

すべては職人的な仕方で
習得したものだけしか得ることができない
言葉をかえれば
そこには錬金術的変容が
ともなっていなければならないということだ
また魂におけるそれは
「個性化」のプロセスということもできる

人が人になるという
宇宙進化論的プロセスは
ほんらいそうした
メタフィジクとメタサイキックスが
むすばれるところへと向かうものなのだ

■湯浅泰雄『身体論／東洋的身心論と現代』
 （講談社学術文庫 1990.6）
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 （講談社学術文庫 1990.6）

「西洋哲学の本質的特徴は〝メタフィジク〟（物理の彼岸）に求められるのに対して、東洋哲学の本質は〝メタサイキック
ス〟（たましいの彼岸）に求められる。アリストテレスの哲学に代表されるように、メタフィジクは客観主義的態度をとっ
て、外なる自然を観察しながら、物理的存在の領域から人間的存在の次元へと次第に上昇する。さらに、それは人間的次元
をこえた超越的領域を求めて、そこに形而上学という最高の知を打ち立てようとしている。これに対して東洋の哲学は、人
間の内なるたましい（プシケー）の領域に反省の眼を向ける。結局のところそれは、内なるたましいの世界をこえた超越的
次元を目指している。（･･･）この道は近代科学とは逆の方向をとって、内面の経験を通して生ける自然へと向かう。それは
人間の存在可能性の基本的境界を示している。
　近代科学の道とは違って、この道は学問的知識に乏しい凡ての人に対してひらかれている。人間のたましいの底からひら
けてくる閉ざされた神秘な道に気づいたのは、これまでは、少数の幸運な人びとか、少数の不幸な運命におちいった人達だ
けであった。もしこの道が科学との協力によってひらかれるとするならば、それは自然の隠された究極の秘密の領域へとわ
れわれをみちびいてゆくことであろう。ここから、伝統的意味のメタフィジクとはちがった新しい意味のメタフィジク−−−−
形をこえた世界についての知−−−−が現れてくるであろう。それは、たましいの内面的世界を超え出た形而上学となって、人
間存在の基本的条件である生きた自然へと立ち向かう。ここにおいて、メタフィジクとメタサイキックは、新しい意味にお
いて一つになる。それはおそらく、新しい哲学への道をひらき、また宗教と科学を調和する地平へとわれわれをみちびいて
ゆくであろう。」

「一般的にいって、東洋の身体論の特徴はどういうところにあるのであろうか。東洋には「身心一如」という古い言葉があ
る。これは中世日本の有名な禅僧栄西が用いた言葉で、禅の瞑想における内的経験の昂揚した状態をあらわしている。この
句はまた、日本の舞台芸術（たとえば能楽）とか武術（たとえば柔術、剣術）などでも、しばしば用いられている。言い換
えれば、身心一如とは、内面的瞑想と外面的行動の両者が向かう理想的境地なのである。」
「西洋の伝統的身体観においては、心的なものと身体的・物質的なものを分析的に区別する傾向が強い。近代哲学の出発点
になったデカルトの心身二元論（物心二分法）はこのことをよくあらわしている。このような考え方の歴史的源泉がキリス
ト教の霊肉二元論にまでさかのぼることができるとすれば、われわれはここに、東西の精神史にみられる長いちがいを見出
すことになるだろう。
　心と身体が分けられないということは、常識にとっては明らかなことであって、西洋の思想家もそういう常識を欠いてい
るわけではない。デカルト以降の近代哲学は、この二元論をどのようにして克服するかという問題をとりあげてきた。たと
えばメルロ＝ポンティの哲学は、身体が主体であるとともに客体であるという両義的性質を明らかにしている。それはいわ
ば、二元的緊張をはらんだ身体と心の統合ともいえる。したがって、身心の統一は東洋の伝統においてのみ見出されるとい
うのは正しくない。われわれは更に進んで、心と身体の不可分法は、どういう意味において、またどういう考え方に従って
主張されるのか、ということについて問わなくてはならない。」
「東洋と西洋の知を比較してみると、そこには、それぞての形而上学の伝統に基本的な差が見出される。言いかえれば、東
洋と西洋の理論構成の方法論的基礎には、いちじるしい相違がある。この点をよく考えないと、東洋の身体論の独特な性質
をとらえることはできない。」

「東洋思想の哲学的独自性はどこにあるのか。一つの重要な特質は、東洋の理論の哲学的基礎には、〝修行〟の考え方がお
かれているところにある。簡単にいえば、真の哲学的知というものは、単なる理論的思考によって得られるものではなく。
「体得」あるいは「体認」によってのみ、認識できるものであるというところにある。それは、自己の身心のすべてを用い
てはじめて得られる知である。それはいわば「身体で覚えこむ」ものであって、知性によって知るわけではない。修行と
は、身心のすべてを打ちこんではじめて真の知に到達するための実践なのである。」

「ところで、修行とは一体何であろうか。仏教の立場からいえば、それは「悟り」の追求である。しかし、悟りがひらける
体験は、単なる知的思弁や理論的思考から得られるわけではない。そのためには、身心を訓練する修行が必要である。言い
かえれば、修行とは、悟りの知を獲得する方法であり、通路なのである。われわれはここに、東洋の形而上学に独特な方法
論的問題を見出すであろう。」

■「東洋思想の一つの特徴は、修行の生きた体験を意識の「ひらけ」に至る方法論的通路とするところにある。ここでの最
初問題は、心と身体の関係は、修行においてどのようにとらえられているかということである。先に言ったように、東洋の
身体路には、心と身体を不可分なものとしてとらえる傾向が強い。しかしこのことは、心と身体が分けられないということ
を意味するだけではない。それと同時に、この両者は不可分であるべきだという理想ないし目標をも意味している。「身心
一如」という表現は、心と身体において見出される二元的で両義的な関係が解消し、両義性が克服され、そこから意識にとっ
て新しい展望−−−−ひらかれた地平ともいえるような−−−−がみえてくることを意味する。身心一如とは、たとえば舞台でわ
れを忘れて舞っている達人の演技のように、心と身体の動きの間に一分のすきもない昂揚した状態である。
　道元はさらに一歩進んで、修行における悟りとは「身心脱落」の体験であるという。これは、心と身体の間の二元性が消
失し、心はもはや客体としての身体と対抗する主体でなくなる−−−−と同時に、身体は心の動きにさからう主体としての「重
さ」を失う体験である。そういう意味において、心と身体は元来不可分なものでありながら、依然として緊張をはらんだ二
元的関係においてある。言いかえれば、それは修行を通じてなお一つとなるべき関係において見出されるのである。
　このことは、身心関係にみられる二元的な様態そのものが。修行の過程を通して次第に変化し変容するということを意味
する。」

「ここで、方法論の上で東洋と西洋の考え方にみられる一つのちがいが出てくる。近代西洋の哲学者は、哲学と経験科学の
間には論理的な次元の区別があると考えている。近代認識論は、実証的経験的な科学的知識の前提におかれている（経験に
先立つ）方法や論理形式を明らかにするのが哲学の仕事だと考えている。（･･･）
　西洋のこのような伝統に対比すると、東洋では、哲学的思惟と経験的検証は本来一つのものでなくてはならないと考えら
れてきた。悟りの知は、身心を用いる修行の過程を通して体験的に確認され、認識される。こういう経験に基づいてはじめ
て、人は、「ひらけ」の経験領域について理論的な形で表現するのである。したがって東洋思想の伝統的立場からいえば、
哲学的思惟と経験的研究とは二つの区別された領域の問題ではない。両者はいわば協力関係にあって、互いにまじり合うの
である。したがって東洋の哲学的身体論は、実証的あるいは経験科学的観点からその意味を明らかにしょうとする企てに対
して何も反対する理由はない。」
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■DK社(ディーケーシャ編 
　池上俊一 (監修)・和田侑子・小林豊子・涌井希美 (翻訳)
　『魔術の書』（グラフィック社 2021/6）
■ダスカロス
　真理子 ランバート・ハラランボス ランバート (監修) 
　／須々木光誦 (翻訳)
　『エソテリック・プラクティス 
　　―キリストが遺した瞑想法とエクササイズ』
　（ナチュラルスピリット 　2003/12）

魔術は「思い」から生まれる

人は「思い」を現実化させるために
それを形や言葉に込めたり
さらにさまざまな存在たちを使って
願いを叶えようとしたりもする

現代の科学もまた
魔術を物質界に閉じた形で
因果関係をとらえ
そこでつくられた技術を使って
世界に働きかけようとする
（物質界以外の世界については
科学では説明がつかないと謙虚に表現されたり
極論では存在が否定されたりもするが）

人間は多くの場合
科学的な最小限の因果関係しか
理解できないから
それ以外の世界では
宗教の世界も含め
古代の呪術的な世界と
異なった生を送っているわけではない

異なっているのは
科学を信仰してそこで自足しようとするか
科学の対象領域以外の領域とともに
ダブルスタンダードで生きているかだ
（唯物論者でも寺社に詣ったり墓参りをしたりする）

今回ご紹介している
『魔術の書』に多彩に紹介されている魔術は
それぞれそれなりに面白いのだが
それはそれとして
重要なのはそれらの根底にある
「思い」の世界の現実化のためのプロセスが
どのような仕方でどのような技術を使って
行使されようとしているかに意識的であることだろう

「思い」はそのままでは現実化し難いから
（すべてが現実化してしまうと大変なことになる）
現実化するための方法が魔術として伝えられてきた
そのひとつが科学であることはすでにふれた

ときに魔術は黒魔術的なものに傾斜したり
魂をスポイルしたりもしてしまうので
そうした危険性を避けるための神秘学的なガイドとして
キプロスのヒーラーでもあった
ダスカロスのものから説明のための用語を引いておいた
これを参照すれば大まかな視点は理解できると思われる

ここでは物質世界を超えたものを扱っているため
霊的な説明がされているがだからといって
通常の科学的なあり方が否定されているわけではない
科学は物質世界にのみ適応可能だととらえているにすぎない

それはシュタイナーの神秘学も同様で
基本は認識の霊的世界への認識の拡張が基本となっている
（シュタイナーの用語をそのまま使わず
ダスカロスの使っている用語を使っているのは
シュタイナー用語では説明し難い部分が多くあるからだ）

まず世界は物質世界だけではなく
それ以外の世界とそこに存在しているものがあり
その対象に応じ「アチューンメント」（波長合せ）が必要になる
物質を対象とするときには物質を認識するレベルに
「エーテル」を対象とするためには「エーテル」のレベルに
感情を対象とするためには感情のレベルに
意識を合わせる必要があるということだ

「思い」（思考・感情・欲望は）は
「〝想念形態〟と呼ばれる「エレメンタル」をつくり出し、
「エレメンタル」は「固有の存在として生き続けることになる」
つまり「思う」ということだけで
それはある種のエネルギー体となるということだ
それが強ければ強いほど大きなエネルギー体となる
そしてそれは実体化して決して消えることはない

ネガティブな思いをだせばネガティブなエレメンタルをつくり
ポジティブな主をだせれポジティブなエレメンタルをつくる
そして同種の「思い」は集まって
さらに大きなエレメンタルへと成長していく

魔術の基本はこのエレメンタルである
これを制御して大きな力とし
それを使って世界に働きかけることも可能となる
（陰陽師が式神を打ったり飛ばしたりするのも
四大存在であるエレメンタルを使役する術である
このエレメンタルは思いではなく見えない霊存在のこと）
しかし多くはそういう魔術としてではなく
無秩序で無自覚なままにいろんなエレメンタルが
無数に生まれそれがさまざまに働きかけることになる

ある種の霊的磁場も
場所の持つ基本的な力に
そうしたエレメンタルが働きかけてできる
ある場所にゆくと特有な磁場ができているのは
そうした働きによっている
そして人がたくさん集まる場にいたりすると
その場の影響を受けてしまうことになる
（だから人はできるだけ群れないほうが安全である）

さて霊的法則（宇宙の法則）の基本は
与えたものが与えられるということだ
「思い」を出すだけでそれは原因となって
直接的間接的に時空を超えたりもしながら
やがてじぶんへと返ってくる

魔術を興味本位で見ない方がいいのは
それが原因となって
じぶんへと返ってくることになるからだ
（もちろん直接的な働きかけはいうまでもない）

科学はある程度物質世界のなかでの
直接的な因果関係のなかでオペレーションされているので
そのぶん見えるところでそれをとらえることも可能だが
見えないところでの因果関係は捉えがたい

たとえば無自覚な批判は魂を損なうというが
その批判という「思い」は対象への働きかけであるとともに
みずからの魂への反作用を伴っているからでもあり
結局のところ批判している相手と通じてしまうことにもなる
「人を呪わば穴二つ」ということである
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（『魔術の書』～「第1章 古代のルーツ(先史時代から紀元400年ごろ)」より）

「魔術は、人類と同じくらい古くから存在している。古代の人々は、周囲の環境を認識し始めるとすぐに、そ
こには精霊が満ちており、その力を借りれば、自分たちも直接、あるいは、シャーマン（精霊の世界を行き来
できると信じられていた）もしくは芸術を通じて周囲をコントロールできると考えるようになった。古代人が
土偶をつくったり、洞窟の壁に動物の絵を描いたりしたのは、そうすることで魔法の力が手に入ると信じてい
たからだという。
　社会が発達するにつれ、人類が想像する精霊の世界にも上限関係や秩序が形成されていった。紀元前4000年
ごろ、古代エジプト王国やメソポタミアの都市国家シュメールにおいて、神々は、統治者や神官、貴族らと同
等の存在として扱われていた。文字の発明によって、こうした地域の公の宗教については、新石器時代の祖先
たちのそれに比べてはるかに多くのことが分かっている。魔術に関してはさらに、よきにつけ、あしきにつけ
詳細が明らかにされている。例えば、偶像の足を折ることで、さまよう霊や魔女を追い払った古代バビロニア
人や、マルドゥク神をそそのかして敵を病気にした魔女などは、意図的な害意をもってそうしたのだとされ
る。また、家の中に邪気が入り込まないよう土偶を敷居の下に埋めるといった行為は、精霊界に悪の力が存在
することを認め、それを鎮めなくてはならないと信じての行動だ。
　後世に使われた魔術道具の多くは、驚くほど早い時代から登場している。古代バビロニア人やエジプト人
は、護符を身につけ、呪文書も記していた。エジプトでは墓碑にまで呪文を刻み、危険をくぐり抜け死後の世
界に無事にたどり着けるようにと、死者の魂を魔術で守ろうとした。話したことも、書いたものも、言葉は魔
力をはらむと長い間信じられてきた。古代ギリシャ人やローマ人は、呪いの石版に悪の願いや呪文を書き込む
と、それが叶うと「信じていた。
　やがて魔術師は、独自の秘儀や理念を持つようになる。古代エジプト人は、類感呪術（Sympathic magic）
−−−−治療薬や、その素材・色・形などが魔術で治療する対象となる病気そのもの部位や症状と類似しているは
ずだという考え方（だから黄疸には黄色の薬が効く）−−−−を知っていた。
　ギリシャ人は、束縛の概念を生みだした。つまり、魔術師は適切な儀式を行えば、月ほどの大きなもので
あっても、谷にゃ対象物を物理的もしくは精神的に支配できるというものだ。文字による情報が豊富になるに
つれ、個々の魔術師に名前もつくようになった。例えば、ホメロスの『オデュッセイア』に登場するキルケは、
オデュッセイアの女たちにとり憑いて豚に変えてしまう。また。ローマの詩人ルカヌスの詩に謳われた魔女エ
リクトは、狂犬病にかかった犬の唾液をかけて死者をよみがえらせたという。
　多くの文化が、魔術に関し、具体的かつ規律ある規則を生みだしている−−−−その最たる例が日本で、陰陽寮
という役所まであった。それ程ではないにしても、精霊の永遠の力はどの文化でも意識されていた。マヤ文明
では、宇宙観測が行われ、壮大な時間のサイクルが認識されている。そして、神経を興奮させる煙を吸い込む
ことで精霊の世界に入ることができた。また、強大な魔術師の供となる聖なる動物たちへの信仰もあった。こ
れは、太古の石器時代の魔術信仰を踏襲したものだ。古代の世界においては常に渾沌と死がつきまとい、決し
て遠ざけることはできなかった。だから人々は、たとえ一瞬でもそこから逃れることを切望したのだ。つまり
それは、魔術が人の傍らにずっと存在し続けてきたことを意味する。」

（『エソテリック・プラクティス』～「用語集」より）

●アチューンメント（Atunement）
「対象物の本質を学び、観察できるようになればなるほど、永遠の存在から一時的な存在まで、私たちはあら
ゆる対象物の振動数に自分の波動を調整し、合わせられるようになる。こうして自らの波動を調整し、対象物
と合わせる「アチューンメント」は、一体化に到達する前の段階。」

●エゴとエゴイズム（Ego and Egoism）
「本書ではこれら２つの用語を、現代の心理学用語とは違う意味で使っている。私たちが利己的な感情・敵意・
ねたみから利己的欲望を生み出す時、「エゴイズム」はマインドを誤った目的に使っている。「エゴイズム」
とは野放しになっているエレメンタルの総計であり、一人ひとりのパーソナリティから国家に至る、世界中の
混乱や病気の根源といえる。いっぽう、「エゴ」とは永遠の存在、すなわち自己認識・魂としての私たちの本
質であり、理性と愛に満ちたパーソナリティを通して現れる。「エゴ」という本質は、愛、憐れみの念、理性
的思考と行動を私たちにもたらす。」

●エーテル（Ether）
「エーテル・ダブルに取り込まれたエーテル・バイタリティは、「創造エーテル」「感覚性エーテル」「刷り
込みエーテル」「運動性エーテル」といった、機能が違う４種類のエーテルに分かれる。創造エーテルによっ
て私たちの生命現象は組成・維持されている。感覚性エーテルは私たちに〝感覚〟を与え、刷り込みエーテル
によって、エーテル・バイタリティは形成され、運動性エーテルは私たちの活動を助けている。」

●エレメンタル（Elemantals）
「あらゆる思考・感情・欲望は、〝想念形態〟と呼ばれる「エレメンタル」をつくり出し、「エレメンタル」
はそれぞれ特有の形態・エネルギー・知性を持つ固有の存在として生き続けることになる。私たちは「欲望→
思考型」と、「思考→欲望型」という、２つのタイプのエレメンタルをつくり出したり、甦らせたりしている。
理性的な思考ではなく、主にネガティブな感情から欲望を抱く時に生じるのが、感情的な想念形態である「欲
望→思考型」エレメンタル。いっぽう、私たちの思考・感情・欲望が理性と愛を通して現れる時に生じるのが、
理性的な想念形態である「思考→欲望型」エレメンタルだ。どちらにしても、いったん生じたエレメンタルは
絶対に消すことができない。したがって、ネガティブなエレメンタルをつくってしまった場合にできること
は、エーテル・バイタリティを与えずに、エレメンタルを弱体化させることしかない。また、同じ種類のエレ
メンタルは集まって強力なグループ・エレメンタルを形成する正接があるので、個人であれ団体であれ、同じ
ような振動数の場合は。こうしたグループ・エレメンタルを引きつけることになる。ちなみに、大天使は神聖
なる計画を遂行するために、さまざまな自然界の精霊や天使といったエレメンタルを創造している。」

●原因と結果の法則（Law of Cause and Effect）
「「原因と結果の法則」は、神秘主義者だけでなく、科学者にもよく知られた法則だ。この成長、調和、バラ
ンスをもたらす神聖なる法則は、作用（原因）に対して、必ず何らかの反作用（結果）を引き起こす。つまり
あらゆる行ない、思考、感情は、良かれ悪しかれ何らかの結果として戻ってくる、ということだ。東洋で知ら
れる「カルマ」という言葉は、こうした「結果」の総計を意味している。この指導的な法則は短い期間だけで
なく。３次元の物質界を超え、いくつもの転生にわたって作用し続ける。」
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かつてレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた
自然の形を描いたさまざまなスケッチを見ていると
自然を生み出している力がそこから伝わってくるようで
飽かず眺め入ってしまう

まだ写真という技術のない時代には
自然の姿をリアルに表現表現する手法として
博物画がさまざまに描かれ
その豊かな世界に驚かされることが多い

その後写真技術が高度な発達を見せるようになり
博物画の役割が終わるかといえば
そうともいえないようだ

本書『すごい博物画』の
編著者デイビッド・アッテンボローによれば

「今日でも、特定の種類の植物や動物に焦点を当てた
小論文の大部分は、美的な喜びと科学的な正確さという
二重の要求に応えてくれる画家による作品」であり
「現在でも、アレクサンダー・マーシャルのように、
世の中全体に発表する意図を持たず、
個人的に絵を描いている画家」がいるという

博物画には単に写真のような役割だけではなく
それでは表現できないものが表現されていて
ある意味で動植物等の写真では見えないものが
そこには写し取られているところがある

写真の世界には
写真でしか表現できないものがあるけれど
絵画の世界にも
絵画でしか表現できないものが確かにあるのだ

本書『すごい博物画』には
ロイヤル・ライブラリーの所蔵している
イタリアルネッサンスから英国
そして新世界と呼ばれたアメリカ大陸の時代の
レオナルド・ダ・ヴィンチ
デイビッド・アッテンボロー
アレクサンダー・マーシャル
マリア・シビラ・メーリアン
マーク・ケイツビーのデッサンや水彩画
そしてカッシアーノ・ダル・ポッツォが
「紙の博物館」に集めた作品群が紹介されていて

それぞれのアーティスが
自然界に対する深い関心を持ち
さまざまな手法で自然を記録することで
自然の秘密に迫ろうとしていることが伝わってくる

さてこうした博物画の素晴らしい世界を
そのさまざまな著作や図鑑を通じて
教えてくれていたのは荒俣宏という存在で
その頃ずいぶんその世界に浸っていたことを思い出す

荒俣宏の平凡社『世界大博物図鑑』が先ごろ
30年の時を経て「普及版」となって改めて刊行されている

かつて『世界大博物図鑑』はあまりに高価だったけれど
それに続いてリブロポートから刊行された図譜・図鑑の
「ファンタスティック12」のシリーズは比較的安価で
テーマも動植物図鑑から広がり
「神聖自然学」「エジプト大遺跡」「地球の驚異」など
それぞれの時代に刊行されたものを
テーマ別に楽しめる夢のような画期的な図鑑のシリーズだった

その「ファンタスティック12」の
第8巻目のテーマが「昆虫の劇場」で
そのなかにマリア・シビラ・メーリアンの
『スリナム産昆虫の変態』が紹介されている
久々とりだしてその素晴らしさに改めて実感させられているが

■デイビッド・アッテンボロー（笹山裕子訳）
　『すごい博物画／歴史を作った大航海時代のアーティストたち』
 （グラフィック社 　2017/9）
■荒俣宏 編著『8 昆虫の劇場』（ファンタスティック12）
　（リブロポート 1991/10）



■デイビッド・アッテンボロー（笹山裕子訳）
　『すごい博物画／歴史を作った大航海時代のアーティストたち』
 （グラフィック社 　2017/9）
■荒俣宏 編著『8 昆虫の劇場』（ファンタスティック12）
　（リブロポート 1991/10）

（ジェーン・ロバーツ「序文」より）

「16世紀初め、レオナルド・ダ・ヴィンチはこう述べた。「目は、自然の偉大な作品をたっぷり堪能し理解す
るための、主要な手段である」芸術家であれば。目と知性を使い、現実を正確かつ簡潔に記録することができ
るが、それを言葉だけでするとなると、時間を費やし、くどくわかりにくい文章を書くことになってしまう。
　自然の驚くべき多様性を記録するための図版の利用は、過去500年間にわたってさまざまな段階を経てき
た。近年では新たな写真と映像の技術により、無限の可能性が開けてきている。その成果の一部が、自然ド
キュメンタリーの第一人者である自然学者・プロデューサー（1965年に英国にカラーテレビをもたらした人物
でもある）のサー・デイビッド・アッテンボローによって一般に公開されている。本書はロイヤル・コレクショ
ンとサー・デイヴィッドの建設的な協力の賜物といえる。サー・デイヴィッドはロイヤル・コレクションのキュ
レーターたちが展示会のための作品を厳選するのを手伝い、紹介文を書き、多くの作品について詳細なコメン
トを作成した。
　87点の水彩画は、ロイヤル・コレクション所蔵の自然史にまつわるスケッチや水彩画のひときわ優れた5つ
のグループに分類されている。年代としては、15世紀後半から18世紀初めにかけての250年にわたる大航海時
代。アフリカやアジア、アメリカへの航海によってヨーロッパに人々の世界に関する知識が変貌した時期のも
のである。レオナルド・ダ・ヴィンチ（1452−1518）はその初期に活躍し、イタリアの動植物を、ルネサンス
特有の科学的探究心を持って記録したことで知られている。100年以上のちにはカッシアーノ・ダル・ポッツ
オ（1588−1657）がローマで、アレクサンダー・マーシャル（およそ1625−1682）がロンドンで、探検家や貿
易商たちがヨーロッパに持ち込んだ多くの新種を目録にした。芸術家のマリア・シビラ・メーリアン
（1647−1717）とマーク・ケイツビー（1679−1682）は自ら新世界へと旅し、そこに自生している新種や、そ
れまで知られていなかった種を記録した。
　本書のページをざっとめくっていくと、これらの芸術家たちが実にさまざまな手法で自然を記録したことが
わかるだろう。レオナルドの線の繊細さと鋭さは、ケイツビーが自ら「平坦だが正確」と評した線とまるで異
なっている。メーリアンが「驚くべき貴重なもの」を描くのに用いた生き生きした曲線や渦巻き線は、南米で
習得したもので、彼女特有の様式的特徴となっている。しかし共通の土台となっているのは、芸術家たちの自
然界に対する並外れた関心であり、それは開拓者のようにアメリカ大陸に出かけた者にも、自らの庭で対象を
見つけた者にも同じように見られる。どの芸術家も、丹念に観察し、描くことによって、自然界の豊かさを把
握したいと願っていた。」

（デイビッド・アッテンボロー「自然を描く」より）

「20世紀の初めには、科学的な自然史絵画と、そのような絵画を必要とする豪華な書物の全盛期は終わろうと
しているかに思われた。写真が勢力をふるいはじめていたのだ。当初は自然史絵画を金属板や石版にうつすた
めの簡易で安価な手法として使われた。しかし、写真家の技術が向上し、カメラが小さく多機能になるにつれ
て、写真そのものが図版として採用されるようになった。
　20世紀初頭には、適度に度胸がある優秀な博物学者なら、指を一本動かすだけで、目の前の生き物のそのま
まの姿をとらえることができるようになった。これで動物の目録を作るのに、絵を描く必要がなくなったと考
える人もいた。しかし結果的には新たな必要性が出てきた。田園生活から離れて都市で暮らす人々が増え、ま
た地方も多様性が薄れるにつれて、専門性の高い、新しいタイプのアマチュア博物学者が現れたｂのだ。彼ら
は種を正確に見極めるために、鳥の羽毛を細かいところまで判別できるようになりたいと考えていたが、その
ような要望に応えられる写真家はほとんどいなかった。そこで画家たちは、近い種類の鳥たち----雄、雌、若
鳥、種、亜種、類----を詳細に描いたものを並べた、美しい図版を新たに描き、熱心な博物学者たちが、双眼
鏡の先にいる生き物を正確に見分けられるようにした。

　また、自然界をとらえる別の技術も発明された。電子カメラだ。過去半世紀の間に電子カメラは、粒子の細
かいモノクロ写真しか撮れない大きな機械から、人間の目でさえ前にあるものが認識できないほど暗い場所
で、高画質のカラー写真を撮ることができる小型機器へと変わった。光ケーブルが、地下の長く狭いトンネル
の先にある巣から、画像を届けてくれる。新しい振動防止の台と長焦点レンズにより、100フィート上空のヘ
リコプターから、動物のクローズアップを録画し続けることができるようになった。
　そのような最新技術によって、3万年に及んだ伝統もついに終わりを迎えるかと考える人もいるだろう。し
かしそうではない。今日でも、特定の種類の植物や動物に焦点を当てた小論文の大部分は、美的な喜びと科学
的な正確さという二重の要求に応えてくれる画家による作品である。そして現在でも、アレクサンダー・マー
シャルのように、世の中全体に発表する意図を持たず、個人的に絵を描いている画家がいる。
　そのような画家はこれからも現れるだろう。修道院の敬虔な雰囲気を明るくしようとするのでも、発見した
ものの目録を作成するのでも、表面的な動機に関係なく、このような画家全員が共有しているものがある。そ
れは自然界を持続的に、熱心に観察する者が感じることができる深い喜びである。」

（マーティン・クレイトン「レオナルド・ダ・ヴィンチ　世界を彩る自然のすべての作品」より）

「レオナルド・ダ・ヴィンチの作品の中心は、自然界の研究である。ありのままのイメージを生み出すために、
画家は創造物のあらゆる面を理解しなければならないと、ダ･ヴィンチは信じていた。そしてその面は無限に
つながっていると考えていたため、調査する分野と分野の間に明確な境界線を引くことは不可能だった。彼の
活動の大部分は、自分が書こうとしている絵画についての論文とある程度関連しており、その最終的な目的
は、明言することはなかったものの、自然現象のあらゆる面を完璧に説明することであった。その論文が完成
しなかったのは無理もないことだったが、その過程で行われた研究----人間と動物の解剖学、植物学、地質
学、水力学、光学、航空技術、その他多くの分野----により、ダ・ヴィンチはルネサンスの偉大な画家であるだ
けでなく、偉大な科学者にもなった。」

（レア・アレクサンドラス「カッシアーノ・ダル・ポッツオの紙の博物館　オオヤマネコの真実の目で」より）

「骨董研究家でコレクターでもあったカッシアーノ・ダル・ポッツオ（1588−1567年）の「紙の博物館」は、
古代世界や自然界に関する何千点もの絵や印刷物を収録する、視覚的な百科事典であった。内容はローマ文明
の遺物（建築、壁画、モザイク、レリーフ、碑文、家庭用品など）、ルネサンス建築。初期のキリスト教会に
まつわる人工遺物、地図、宗教的な行列や祭り、服装、肖像画、そして鳥から魚、その他の動物、植物、菌類、
化石に至るまでの自然界のあらゆる側面を網羅している。現存しているおよそ7000点の「紙の博物館」の絵画
（印刷物は含めない）のうち、250点ほどは自然史に関するものである。）

（スーザン・オーウェンズ「アレクサンダー・マーシャル　あの興味深い花の細密画の本」より）

「アレクサンダー・マーシャル（1620年頃−1682年）は、およそ30年間をかけて実にみごとな花譜、つまり花
の本を画いた。おそらく1650年頃に描き始め、死の年まで描き続けていた。159枚の絵は英国の庭に見られる
植物で、季節の移ろいに従って初春のクロッカスやバイモ属の花から秋のウリ、ほおづきまでが描かれてい
る。花譜に描かれた数多くの「植物の肖像画」は、その巧緻さ、正確さ、美しさとともに驚くべきものである。
ヨーロッパ大陸では17世紀に多くの手描きの花譜がまとめられたが、マーシャルの花の本は当時の英国の芸術
界で唯一のものと考えられる。」

（スーザン・オーウェンズ「マリア・シビラ・メーリアン　すばらしき勤勉、気品、そして魂」より）

「マリア・シビラ・メーリアン（1647−1717年）は画家としても自然学者としても抜きん出た人物だった。
1699年から1701年にかけての、南米のオランダ領スリナムへの遠征旅行で、彼女はその土地固有の昆虫を観察
し、1705年に労作『Matamorphosis insectorum Surinamensium（スリナム産昆虫変態図譜）』にまとめあげ
た。この二折版の本は、チョウなどの昆虫のライフサイクルを60枚の図版と注釈で解説しているもので、この
時代の最も重要な博物学書であると同時に、スリナムに関する初めての科学書でもある。ロイヤル・コレク
ションに所蔵されているメーリアンの95枚の子牛皮紙に描かれた水彩画のうち、60枚はこの研究書の図版とか
かわりがあり。残る35枚は花や果物、鳥、昆虫などの生物画で、キャリアのさまざまな段階で描かれたもので
ある。」



　また、自然界をとらえる別の技術も発明された。電子カメラだ。過去半世紀の間に電子カメラは、粒子の細
かいモノクロ写真しか撮れない大きな機械から、人間の目でさえ前にあるものが認識できないほど暗い場所
で、高画質のカラー写真を撮ることができる小型機器へと変わった。光ケーブルが、地下の長く狭いトンネル
の先にある巣から、画像を届けてくれる。新しい振動防止の台と長焦点レンズにより、100フィート上空のヘ
リコプターから、動物のクローズアップを録画し続けることができるようになった。
　そのような最新技術によって、3万年に及んだ伝統もついに終わりを迎えるかと考える人もいるだろう。し
かしそうではない。今日でも、特定の種類の植物や動物に焦点を当てた小論文の大部分は、美的な喜びと科学
的な正確さという二重の要求に応えてくれる画家による作品である。そして現在でも、アレクサンダー・マー
シャルのように、世の中全体に発表する意図を持たず、個人的に絵を描いている画家がいる。
　そのような画家はこれからも現れるだろう。修道院の敬虔な雰囲気を明るくしようとするのでも、発見した
ものの目録を作成するのでも、表面的な動機に関係なく、このような画家全員が共有しているものがある。そ
れは自然界を持続的に、熱心に観察する者が感じることができる深い喜びである。」

（マーティン・クレイトン「レオナルド・ダ・ヴィンチ　世界を彩る自然のすべての作品」より）

「レオナルド・ダ・ヴィンチの作品の中心は、自然界の研究である。ありのままのイメージを生み出すために、
画家は創造物のあらゆる面を理解しなければならないと、ダ･ヴィンチは信じていた。そしてその面は無限に
つながっていると考えていたため、調査する分野と分野の間に明確な境界線を引くことは不可能だった。彼の
活動の大部分は、自分が書こうとしている絵画についての論文とある程度関連しており、その最終的な目的
は、明言することはなかったものの、自然現象のあらゆる面を完璧に説明することであった。その論文が完成
しなかったのは無理もないことだったが、その過程で行われた研究----人間と動物の解剖学、植物学、地質
学、水力学、光学、航空技術、その他多くの分野----により、ダ・ヴィンチはルネサンスの偉大な画家であるだ
けでなく、偉大な科学者にもなった。」

（レア・アレクサンドラス「カッシアーノ・ダル・ポッツオの紙の博物館　オオヤマネコの真実の目で」より）

「骨董研究家でコレクターでもあったカッシアーノ・ダル・ポッツオ（1588−1567年）の「紙の博物館」は、
古代世界や自然界に関する何千点もの絵や印刷物を収録する、視覚的な百科事典であった。内容はローマ文明
の遺物（建築、壁画、モザイク、レリーフ、碑文、家庭用品など）、ルネサンス建築。初期のキリスト教会に
まつわる人工遺物、地図、宗教的な行列や祭り、服装、肖像画、そして鳥から魚、その他の動物、植物、菌類、
化石に至るまでの自然界のあらゆる側面を網羅している。現存しているおよそ7000点の「紙の博物館」の絵画
（印刷物は含めない）のうち、250点ほどは自然史に関するものである。）

（スーザン・オーウェンズ「アレクサンダー・マーシャル　あの興味深い花の細密画の本」より）

「アレクサンダー・マーシャル（1620年頃−1682年）は、およそ30年間をかけて実にみごとな花譜、つまり花
の本を画いた。おそらく1650年頃に描き始め、死の年まで描き続けていた。159枚の絵は英国の庭に見られる
植物で、季節の移ろいに従って初春のクロッカスやバイモ属の花から秋のウリ、ほおづきまでが描かれてい
る。花譜に描かれた数多くの「植物の肖像画」は、その巧緻さ、正確さ、美しさとともに驚くべきものである。
ヨーロッパ大陸では17世紀に多くの手描きの花譜がまとめられたが、マーシャルの花の本は当時の英国の芸術
界で唯一のものと考えられる。」

（スーザン・オーウェンズ「マリア・シビラ・メーリアン　すばらしき勤勉、気品、そして魂」より）

「マリア・シビラ・メーリアン（1647−1717年）は画家としても自然学者としても抜きん出た人物だった。
1699年から1701年にかけての、南米のオランダ領スリナムへの遠征旅行で、彼女はその土地固有の昆虫を観察
し、1705年に労作『Matamorphosis insectorum Surinamensium（スリナム産昆虫変態図譜）』にまとめあげ
た。この二折版の本は、チョウなどの昆虫のライフサイクルを60枚の図版と注釈で解説しているもので、この
時代の最も重要な博物学書であると同時に、スリナムに関する初めての科学書でもある。ロイヤル・コレク
ションに所蔵されているメーリアンの95枚の子牛皮紙に描かれた水彩画のうち、60枚はこの研究書の図版とか
かわりがあり。残る35枚は花や果物、鳥、昆虫などの生物画で、キャリアのさまざまな段階で描かれたもので
ある。」

（スーザン・オーウェンズ「マーク・ケイツビー　博物学の天才」より）

（スーザン・オーウェンズ「マーク・ケイツビー　博物学の天才」より）

「マーク・ケイツビー（1679−1682年）はライフワークである『The Naural History of Caroline,Florida and the 
Bahama Island（カロライナ、フロリダ、バハマ諸島の自然誌）』を1729年と1747年に出版した。2巻からな
るこの堂々たる著書は、全ページ大の図版に解説文が添えられており、この題材を取り上げた最初のものだっ
た。ロイヤル・コレクションに所蔵されているケイツビーによる263枚のオリジナルの水彩画----ケイツビーの
作品群としては最大のもの----は、ほんの図版の準備として描かれたものだ。最初はヴァージニア、次にカロラ
イナと、2回にわたる北米への長期旅行の際に描かれたこの水彩画は、さまざまな植物、鳥、魚、ヘビなどを
とらえている。ケイツビーが目指していたのは、北米の東海岸に原生する動植物の包括的な調査であった。」

（荒俣宏 編著『8 昆虫の劇場』～「2 博物図鑑の至宝／メーリアン『スリナム産昆虫の変態』より」

「『スリナム産昆虫の変態』は、多くの点で博物学図鑑のスタイルを決定的に変革した。その第一は、卵から
成虫へと至るプロセスの描写である。とりわけ、その成長段階を一図のうちに表現した技法は、今日でいう
「生態図解」の域にまで達していた。彼女以前には、このような方法で昆虫の発達過程を表現した絵師は、ひ
とりもいなかったのである。まさしく彼女は「時間の経過」を表現し得た最初のアーティストというべきであ
ろう。」
「『スリナム産昆虫の変態』は、あらゆる点から見て、時代をとび越えた傑作である、全博物図鑑のなかの至
宝である。おそらく彼女の影響があって、昆虫学は他のいかなる分野にも先んじて、その後の数十年間にすば
らしい傑作群を生み出したのだろう。」
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「歌集」なるものを
じぶんから手にするようになったのは
つい最近になってからのこと

川野芽生の『Lilith（リリス）』を見つけたのは
『短歌ムック ねむらない樹 vol.7』の第二特集に
川野芽生と山尾悠子の往復書簡が
掲載されていたことがきっかけである

それまで川野芽生の名前も知らず
第一特集の「葛原妙子」の名も知らずにいた
（「葛原妙子」についてはあらためてとりあげてみたい）

山尾悠子はデビュー作の『夢の棲む街』（1978）以来
ずっと隠れファンでもあったので
歌人！とのやりとりがあることに興味をひかれた

山尾悠子の作品には
『角砂糖の日』（1982）という歌集もあり
『Lilith（リリス）』の帯にも
川野芽生の依頼で推薦文も書いている

川野芽生はかつてより山尾悠子のファンで
５年前の『新装版 角砂糖の日』の刊行記念パーティで
山尾悠子に会えてからのつきあいだったようだ
そして『夜想』で山尾悠子特集があったときも
『ラピスラズリ』の評を掲載している

さて今回はそんな川野芽生の第一歌集
『Lilith（リリス）』について

歌集は３部構成となっている
Ⅰ anywhere
Ⅱ out of
Ⅲ the world
つなげると
anywhere out of the world

川野芽生はおそらく
世界の内と外とのあいだで
血を流しながら言葉と格闘している

川野芽生は
「世界は言葉でできている」
「言葉は世界である」
故に
「人間は言葉に仕える司祭としてのみ存在意義を持つ」
そう思っているという

しかし同時に
「言葉」のなかを踏み迷い
「失語にも似た状態に陥」ったりもしたようだ

「言葉はその臣たる人間に似すぎていて、
あまりに卑属で、醜悪で、愚か」だから
「人間という軛を取り去ったとき、
言葉が軽やかに高々と飛翔するのであれば」と願いつつ

「権力そのものになって人間を追い詰めること」も
容易にできる「文学」に
「言葉と差し違える覚悟を持」ちながら
関わっていこうとしているという

山尾悠子の世界は
いわば幻想文学だともいえるだろうが
その異世界ともいえる世界を描く言葉は
記号化され即物化された現実を離れることで
むしろその深みで見えなくされているものを
取り戻すための言葉でもある

川野芽生が山尾悠子の作品から得ているものも
そんな言葉の働きなのだろう
山尾悠子も記しているように
川野芽生は「端正な古語」を使いながら
「川野芽生の若さは不思議」で
「何度も転生した記憶があるのに違いない」という
「転成した記憶」というのはつまり
言葉が重層化された深みを持っているということだ

現代短歌に多く見られるＰＯＰな軽さとは異なり
川野芽生の言葉の奥には
「言葉」への深い「熱」を感じる
「言葉と差し違える覚悟を持」つほどの言葉
ある意味でぼくの使う言葉に欠けているものでもある
（ともすればぼくの言葉は「思考」的になりすぎる）

言葉ははじめ「歌」だったはずだが
現代の言葉はともすれば
「思考」の道具とされてしまうか
垂れ流しのような感情な表現の道具になってしまう

そんな道具と化してしまった言葉から

■川野芽生『Lilith』（書肆侃侃房　2020/9)
■『短歌ムック ねむらない樹 vol.7』（書肆侃侃房　2021/8）
■山尾悠子特集編集委員会 編集
　『夜想／特集 山尾悠子』
（ステュディオ・パラボリカ　 2021/3）
■山尾悠子『新装版 角砂糖の日』
　（LIBRAIRIE6 　2016/12)
■山尾悠子『ラピスラズリ』（国書刊行会　2004/02）



■川野芽生『Lilith』（書肆侃侃房　2020/9)
■『短歌ムック ねむらない樹 vol.7』（書肆侃侃房　2021/8）
■山尾悠子特集編集委員会 編集
　『夜想／特集 山尾悠子』
（ステュディオ・パラボリカ　 2021/3）
■山尾悠子『新装版 角砂糖の日』
　（LIBRAIRIE6 　2016/12)
■山尾悠子『ラピスラズリ』（国書刊行会　2004/02）

（川野芽生『Lilith』～「あとがき」より）

「世界は言葉でできていると、私は思っています。言葉は世界であると。
　人は嘘を吐くことがある、とはじめて気付いたとき、深い衝撃を受けたのを覚えています。人間がつねに真実を語ると
思っていたわけではなく、むしろその反対で、ただ言葉の臣たる人間がみずからの思索に沿って言葉を捻じ曲げうるなどと
は、思ってもみなかったのです。
　人間は言葉に仕える司祭としてのみ存在意義を持つと思っていて、それでも、言葉が人間なしで成り立たないことがとき
にたまらなく口惜しく、悲しくなります。ダンセイニの掌編に、工事の足場から墜ちていきながら、手にした木材に空しく
おのが名を刻む大工の話があり、数秒後には死ぬ人間が、自分よりほんの数週間長く生き延びるだけの木切れに名を刻んで
どうするのか----自分よりほんの数世紀長生きするだけの〈文明〉に名を刻もうとする詩人の〈わたし〉もまたしかり、と続
くのですが、わたしは言葉が、人間とその文明が滅びたずっと後も独自の生命を持って生き延びてくれることをずっと夢見
ています。
　わたしが失語にも似た状態に陥ったのは、大学という学問の場に足を踏み入れたときで、そのときはじめてわたしは、自
分が特定の性に、言葉や真実や知といったものを扱い得ないとされる性に、分類されることを知ったのでした。しかしわた
しが愛した神聖な言葉の世界に逃げ帰ろうとしてみると、そこには空虚で、美しくて、誘惑のための言葉しか発しない〈女
性〉たちが詰め込まれていて、わたしは一体いままで何を読んでいたのでしょう。何を読まされていたのでしょう。
　言葉はその臣たる人間に似すぎていて、あまりに卑属で、醜悪で、愚かです。人間という軛を取り去ったとき、言葉が軽
やかに高々と飛翔するのであればいいのに。
　文学は権力そのものになって人間を追い詰めることが容易にできます。しかし私は、言葉に内包する構造にそのまま操ら
れることなく、言葉と差し違える覚悟を持つこと、それこそが文学の役割であると信じています。」

（川野芽生『Lilith』～「ラピスラズリ　1」より）

「陸（くが）といふくらき瘡蓋の上を渡り傷を見に来ぬ海といふ傷を
　人界を襲はむと来る銀狼の群れ　みづ埋めて燦めく波は
　瞼なき魚匿ひて灼かれしか瞼なき海は眼を逸らさざる
　事無くて人と成れるを詰られしのち夏ごとに細りゆく腕
　薔薇園をとざすゆふやみ花の色なべて人には禁色にして
　氷もて微熱をさまし天国の不在証明のごときこの肉体は
　石壁の蔦のやうなる骨浮きてあやふし少女期より痩せゆく
　Lapis-lazuliみがけりからだ削ぎゆかばたましひ見ゆ、と信じたき夜半
　朝風は夜々研がるるをなにゆゑに斬り裂かれたることのなき玻璃
　にんげんに美貌あること哀しめよ顔もつ君は顔伏する世に
　飛行また遊戯に過ぎずつばさるものさへ落ちてくるこの地上
　万華鏡のごときを構え世は打ち砕かれしときのみ美（は）し、と
　ポケットに入れたる鳩の羽搏きの、やまざる、ごとき、このねむたさの、
　※
　ねむる----とはねむりに随きてゆく水尾（みを）となること　今し水門を越ゆ」

（川野芽生『Lilith』～山尾悠子「帯文」より）

「抒情の品格、少女神の孤独。
　端正な古語をもって紡ぎ出される清心の青。
　川野芽生の若さは不思議だ。
　何度も転生した記憶があるのに違いない。」

（『短歌ムック ねむらない樹 vol.7』～「往復書簡 山尾悠子×川野芽生」より）

「（川野芽生）
　山尾悠子さま

　『飛ぶ孔雀』のお茶会を思い出す暑さになってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
　まずは、『新装版　角砂糖の日』の五年ぶりの増刷、おめでとうございます。五年前はあまりに早く売り切れになってし
まって、悔しがっている人を大勢見かけたものですから、再び手に入るようになってめでたいことです。山尾さんにお目に
かかった『新装版　角砂糖の日』刊行記念パーティももう五年前になるのですね。山尾さんにお会いできるなんて夢のよう
で、当日はファン心丸出しできゃあきゃあ騒いでしまったのが思い返せばお恥ずかしいことです。
　それにしても　はじめての歌集を出すにあたり、なんとかして山尾さんに読んでいただきたい、あわよくば帯文を書いて
いただきたい、と駄目で元々のお願いをしたところご快諾いただいたこと、おかげで山尾悠子ファンとして認識されたの
か、伝説の雑誌「夜想」の「山尾悠子特集」にお声掛けいただいて『ラピスラズリ』についての長い評論を載せていただい
たこと、「文學界」で『山の人魚と虚ろの王』の書評を書かせていただいたこと、そして今こうして往復書簡をさせていた
だく運びとなったこと、いまだに奇跡のよう……と、またファン心全開なことを書いてしまいました。
　「夜想」の「『新装版　角砂糖の日』刊行記念パーティのこと」に書かれていた。「むかしむかしの『ちょっと風変わり
な』多くの女性たちはひとりで生きてひとりで死んでいったのだろうなと、尾崎翠のことなども少し思い出していた」「若
かったころの私は、男の若手ＳＦ作家たちに囲まれた紅一点、という美味な立ち位置にいたことが（ほんの短期間だけ）
あった。とても楽しかったけれど、でも当時は作家としてじゃまともに相手にしてもらえませんでしたよね」という部分、
心に残っています。
　それでは、ひとまずご挨拶までに。」

「（山尾悠子）
　川野芽生さま

　お手紙ありがとうございます。嬉しく拝読しました。この度の川野さんとの往復書簡、声をかけて頂いて大喜びしている
のですよ。川野さんとお話してみたいことはいろいろ。さて何から始めましょうか。
　まずは改めまして、第一歌集『Lilith』の現代歌人協会賞受賞おめでとうございます！　歌集発刊の折には、私のような門
外漢の帯文のご依頼を頂きまして、さいしょはむろん躊躇い、でも読ませて頂いて何より煌びやか才能にすっかり魅了され
たのでした。そしてここ最近は拙作への書評や評論、こちらこそたいへんお世話になっておりますね。特に「夜想」での、
川野さんの『ラピスラズリ』評ですよ。今まではファンタジックな小説としてのみ読まれてきた拙い作ですが、フェミニズ
ムとシスターフッドという新たな観点から豊かに読み解いて頂きました。読み応え十分の評論として、読者からもたいへん
好評の様子ですね。多方面に展開する才能、頼もしいことです。
　さいしょに川野さんにお目にかかったのは、そう『新装版　角砂糖の日』刊行記念パーティの折り、もう五年も前のこと
になるのですね。」



☆mediopos-2490　　2021.9.10
批評家・哲学者である柄谷行人の
「霊と反復」というエッセイが面白い

柄谷行人はわりと苦手なほうで
著作もとりつきにくいと感じていたけれど
こうしたエッセイでは
ときに不思議な顔が見え隠れして楽しめたりする

おそらく柄谷行人は
批評と論理を駆使しながらも
さらにそれを超えた世界へと
誘ってくれるシャーマンなのかもしれない
限界に至るまで論理と批評をみずからに憑依させ
その限界までくると思考をリセットして
それを超えるあらたな異界へと赴こうとするシャーマン

そんなとき柄谷シャーマンは
（頭がおかしくなりかけて）
お面やマスクをして近所を徘徊したりする（笑）

今回のエッセイはこうした内容である

プラトンの語るソクラテスの哲学は
ダイモン（精霊）からの働きかけではじまった

ヘーゲルは世界史は
「精神（霊）」が自己実現する過程だとした

そしてヘーゲルの弟子を自称したマルクスは
『資本論』にフェティッシュ（物神）という
ダイモン（精霊）／無意識を持ち込み
商品価値が交換という霊的な力からくることを論じ
『共産党宣言』では共産主義という幽霊が
ヨーロッパを徘徊しているとさえいった

「商品価値に対してフェティッシュに言及したとき」
マルクスは「そこに一種の霊的あるいは観念的な力が
出現すること、そして、それが生産ではなく
交換から来ることを洞察した」のだという

上記の内容をさらに展開させれば
こういうことにもなるだろう

唯物論とはいうが
その「物」は「霊」の働きに他ならない

論理もまた霊の働きである
論理的でなければならない
といったときも
その「なければならない」というのは
物質からも論理からも導き出すことはできない

もちろん科学も同様で
「科学的でなければならない」というのは
科学でもなんでもなく「観念」としての倫理感である

「物質」「論理」「理論」「科学」といったものは
絶対的に存在し完結しているものではなく
それらみずからがみずからを規定し
おそらくはそれらをさらに拡張していく
という「霊」（精神・観念）の働きだから

それらを絶対化することなく
それらがどこから生まれてくるか
という視点を持つ必要がある

今世紀の量子力学のさまざまな論争さえも
単にその理論が真実かどうかということ以前に
それぞれの物理学者にダイモン（精霊）が
働きかけているととらえると見えてくるものもある

■柄谷行人「霊と反復」
　（『群像 2021年10月号』所収）



■柄谷行人「霊と反復」
　（『群像 2021年10月号』所収）

「私は２０２０年に「思想家の節目」というエッセイ集を書いた。（…）そこで、五〇年以上になる自分の仕
事の「節目」をふりかえったのだが、そのとき、幾つかのことに気づいた。一つは、そのような節目がほぼ一
〇年ごとに来ていたということである。もう一つは、そこに別の反復性があるということだ。
　先ず、私の最初の本は『畏怖する人間』で、これは群像新人賞（１９６９）をもらった「漱石私論」を巻頭
に置いた文芸評論集であった。私は一九六〇年に大学に入学すると同時に、安保闘争に参加した。七〇年代初
めに出版したこの本は、私の六〇年代を総括するものだといえる。その意味で節目であった。このあと、私は
『マルクスその可能性の中心』を書いた。以後、私の書くものは理論的・哲学的になった。その頂点が、一九
八〇年に群像に連載した『隠喩としての建築』、そして、「形式化の諸問題」である・
　しかし、それはまもなく破綻に終わった。そのきっかけは、その時期、霊界（あの世）は数学的な位相空間
として示しうる、というようなことを考えはじめたことにある。そして、それはたんに理論上の問題ではすま
なかった。私はそのあと、我ながら頭がおかしくなったのである。いわば霊界が現実に存在するかのように見
えてきたからだ。しまいには、何も仕事ができず、タイガーマスクの面をかぶって、近所を徘徊したりした。
その後、そのような状態を脱し、群像に『探求』の連載をはじめたのである。」
「私はその後も、このような仕事を続けた。それが『探求Ⅱ』である。（…）この間、私は体系的な理論への
志向を退けていた。そうすることが、むしろ「批評」だと考えていたのである。しかし、九〇年代の『探求
Ⅲ』を書いていたとき、動きがとれなくなり、連載を中断するにいたった。その間に、私の中で、今につなが
る大きな変化が生じた。（…）
　これは、ある意味で、『探求』以前のスタンスに戻ることであった。実際、私は理論的・体系的になった。
のみならず、この時点で、私は文学批評から引退した。」
「それ以降の私の仕事は、『世界史の構造』（二〇一〇年）に集約される。それは、一口でいうと、史的唯物
論の批判的再考である。史的唯物論では、政治的・イデオロギー的上部構造は、経済的下部構造である「生産
様式」（生産力と生産関係）によって規定されるが、それに対する批判が、ウェーバーやフロイト以降なされ
てきた。確かに、政治的・イデオロギー的上部構造は、経済的下部構造（生産様式）によって規定されるとし
ても、それとは別の独自の力がある。たとえば、宗教や無意識がそこに働いている、ということである。そし
て、今ではマルクス主義者もそれを認めている。
　しかし、私が気づいたのは、政治的・イデオロギー的上部構造を規定している「力」は、経済的下部構造で
はないどこかから来るのではなく、経済的下部構造の基底をなす交換様式から来るということである。つま
り。宗教や無意識と見なされる観念的な力は、交換様式から来るのであり、したがって、その様式によって異
なる。」
「これを書き終えたとき、私は、こうこれ以上書くことはない、たんに補足する仕事が残っているだけだ、と
思っていた。しかし、それから五、六年経ったあと、物足りなくなった。私はあらためて、このような「力」
がなぜいかにして交換様式かた生じるのかを考えようとした。以来、私は『力と交換様式』と題する仕事に取
り組んできた。しかし、最近になって気づいたのは、それは一九八〇年ごろに私がやろうとしたことと類似す
るということである。
　交換様式かた生じる観念的な力とは、いわば霊的なものだ。交換様式を論じるとき、あらゆるところにさま
ざまな「霊」が見えてくる。それらが各所で働いている。四〇年ほど前に、私は霊的世界を位相空間としって
考えようとした。そのあげく、お面をかぶって家の近所を歩き回ったりした。しかし、ある意味では、今も同
じことをしている。つまり、マスクをして、毎日近所の丘陵を徘徊しながら〝霊〟について考えているのであ
る。」

「交換から生じる霊（観念的な力）というとき、先ず私の念頭にあったのは、『資本論』のマルクスである。
《机は、やはり木材、ありふれた感覚的な物である。ところがこれが、商品として登場するとたちまち、感覚
的でありながら超感覚的な物に転化してしまう》。〝超感覚的〟なもの、すなわち霊的なものが、交換から生
じるのだ。マルクスはまた、交換において生じるこのような「力」を物神（フェティッシュ）と呼んだ。
　しかし、マルクス主義者は一般に、これを冗談だとみなした。（…）そのことが『資本論』の意義を見失わ
せた。マルクスがここでなそうとしたのは、資本という霊が、商品交換（…）から生じることを解明すること
であったからだ。
　とはいえ、霊的な力は、資本に限られるのではない。それは、贈与交換（…）においてもある。マルセル・
モースがハウと呼んだ霊がそうだ。霊はまた、国家（…）にもつきまとう。のみならず、霊は、それらを揚棄
する力としてもあらわれる。すなわち（…）霊的な力としてあらわれるのだ。
　たとえば、『共産党宣言』でも、冒頭のつぎの言葉がよく知られている。《幽霊がヨーロッパを徘徊してい
る。共産主義という幽霊が》。むろん、これ冗談だと思われているが、必ずしもそうではない。それはむし
ろ、つぎのことを意味する。共産主義は観念的な「力」として徘徊している。そして、それを斥けることはで
きない、ということである。つまり、その力が働くのは、合理的だからではないし、人が説いてまわるからで
はない。それは霊的な力なのだ。
（…）
　私は、さまざまな霊的な力はたんなる比喩ではなく、異なる交換様式に由来する、現実に働く力だと考え
る。」

「「ヘーゲルの弟子」だと公言したとき、マルクスが見いだした〝ヘーゲル〟は、通常いわれているようなヘー
ゲルではない。ヘーゲルにおいて、世界史は「精神」が自己実現する過程である。それによってヘーゲルがい
わんとするのは、つぎのことだ。人間の社会史は、何らかの意図・設計によって作られたものではない。それ
は人間の意図を超えたものであり、したがって「無意識」によって強いられたものである。ヘーゲルがいう「精
神」（Geist）とは、そのように作動する「霊」（ghost）である。
（…）
　たとえば、ヘーゲルは、ダイモン（ダイモニオン・精霊）に「議会に行くな」といわれたため、広場に行っ
て問答を始めたソクラテスに関して、次のように述べている。

　　（…）精霊はソクラテス自身ではなく、ソクラテスの思いや信念でもなく、無意識の存在で、ソクラテス
はそれにかりたてられています。同時に、神託は外的なものではなく、かれの神託です。それは、無意識とむ
すびついた知という形態をとるもので、----とりわけ催眠状態によくあらわれる知です。（…）ソクラテスの場
合には、知と決断と思考に関係し、意識的自覚的に生じたはずのことが、このような無意識の形式でうけとら
れたのです。

　なぜソクラテスは広場に行って討議するようになったのか。その理由は不明である。しかし、ここで大事な
のは、彼がそのことを意識しておこなったのではない、ということである。であれば、ダイモンとはソクラテ
スの「無意識」だといえるのではないか。ヘーゲルはそう考えた。「ヘーゲルの弟子」だと公言した時点で、
マルクスも同じようなことを考えていたといったよい。
（…）
　「ヘーゲルの弟子」としてのマルクスは、『資本論』で「無意識」をもちこんだ。というより、ダイモン（精
霊）をもちこんだ、といってよい。それがフェティッシュ（物神）である。つまり、商品価値に対してフェ
ティッシュに言及したとき、彼は、そこに一種の霊的あるいは観念的な力が出現すること、そして、それが生
産ではなく交換から来ることを洞察したのである。」



☆mediopos-2491　　2021.9.11
記憶というのは不思議だ

映画にもなったが
小川洋子の小説『博士の愛した数式』には
80分しか記憶が続かない数学者が登場する

『海馬を求めて潜水を』で紹介されている
海馬を手術で取り去った男性は
短期記憶しかできなってしまったが
短期記憶は80分の記憶よりもずいぶん短く
気をそらしただけでも記憶が消えてしまう

海馬には思考の道具としての働きとともに
ストレスを受けたときの感情を抑える働きもあるようだが
その二重の働きがあって
記憶がとどめられるようになるようだ

先の海馬を切除された患者は
てんかんの発作に苦しんでいた
過去のほかの症例から
てんかんの発作の防止に効果があったことから
その手術に至ったとのことだが
記憶をとどめるということは
それなりのストレスを伴うことでもあるのだろう

逆に決して過去の記憶が消えないという人も
世の中には存在しているというが
相当なストレスを抱え込むことでもあるだろうし
それもまた生きていくには大変な困難を抱えてしまう
記憶は困らない程度に覚えられ
困らない程度に忘れるというのがよさそうだ

記憶の研究は
海馬の研究をはじめとして
脳の働きとしてとらえられるのが通常だが
それだけでとらえることはできない
というのがここで確認しておきたい点である

記憶について考えるときは
脳だけではなく私たちの身体全体
さらにはそれを超えた世界にまで
視点を広げて考えていく必要がある

シュタイナーによれば哲学者のベルクソンは
人間の記憶力の中に純粋に霊的なものを見ているという
記憶は単に脳のなかに
物質的に蓄えられているとはとらえず
精神と物質の交差するところに
「イマージュ」という概念を提唱し
そこにおける記憶・想起の検証を行おうとしているのだ

シュタイナーは精神科学的な視点で
記憶の霊的な働きについて示唆しているが
ここではその視点のもと
主に社会精神医学と高齢医学に携わっている
ヤン・ピーター・ファン・デル・シュティーンの
『認知症』に関する著作から
記憶に関するところをいくつかご紹介しておきたい

記憶ということについて語るときはふつう
意識的にとりだすことのできる直接的な記憶である
エピソード記憶と意味記憶が意味されることが多いが
記憶にはそれとならんで
たとえば自転車に乗ったり文字を書いたりするときの
無意識的な間接記憶がある

認知症患者は意識的な記憶は失われやすいけれど
からだで覚えているような間接記憶は失われにくい

また私たちは生まれてから
順を追って三つの記憶層を身につけていく
まず手足を使い環境を知覚することで
呼び起こされるプリミティヴなローカル記憶
そして話せるようになると発達する
歌を覚えるようなリズム記憶
そして思考とともに育っていく抽象記憶である

そして認知症患者はこれらの記憶層を
今度は身につけたのとは逆の順番で失っていくことになる

またシュタイナーによれば
脳は思考・感情・意志が意識される臓器であって
記憶は脳にだけ蓄えられるのではなく
諸臓器の表面で反射され
それぞれにふさわしい特別な記憶を集めるという
ということは臓器が機能しなくなるときには
その記憶も機能しなくなるということにもなるのだろう

「肺は抽象的な表象を
肝臓は情緒的・感情的な性質の記憶を
心臓は良心の呵責や後悔と結びついている
思考を反射」するという

最近では臓器移植がなされることも多くなっているが
よく知られている例に
心臓移植した人の人格が変わったようになることがある
これは心臓に結びついている記憶も含めて
移植されたことからくるのだと思われる

さらにいえば臨死体験で
心肺停止・脳死状態から蘇生した人々が
臨床状態にあっても意識があると報告しているように
私たちの意識はからだを超えたところでも働いている

そのときの意識は
からだのなかで働いているいわば「脳-意識」よりも
大きく広がったより包括的な意識となっているが
その意味で私たちの意識は物質的な身体とともに働いている
《私的な記憶》だけではなく
《世界記憶》ともいえる記憶をも内包しているといえる

物質的な身体のなかで働いている《私的な記憶》は
海馬が失われることで記憶の機能が失われるように
機能の損傷によって失われているように見えるが
《世界記憶》のなかでは
「私たちの体験、思考、感情のすべてが
保たれ」ているのである

そのように物質的な身体の視点だけではなく
それを超えた視点で人間をとらえたときにはじめて
認知症やさまざまな障碍をもった方の場合も含め
人間の尊厳ということも真に語れるのではないだろうか

■ヒルデ・オストビー／イルヴァ・オストビー（中村冬美・羽根由 訳）
　『海馬を求めて潜水を――作家と神経心理学者姉妹の記憶をめぐる冒険』
　（ (みすず書房　2021/6)
■ルドルフ シュタイナー（高橋 巖訳）『シュタイナーの死者の書』
　 （ちくま学芸文庫　2006/8）
■ルドルフ シュタイナー（高橋 巖訳）『照応する宇宙 (シュタイナーコレクション３) 』
　 （ちくま書房　2003/10）
■ヤン・ピーター・ファン・デル・シュティーン（石井 秀治訳）
　『認知症―シュタイナーの精神科学にもとづく-アントロポゾフィー医学の治療と介護の現場から』
　（(耕文舎叢書〈9〉2016/02）
■アンリ・ベルクソン（合田 正人・松本 力 訳）『物質と記憶』
　（ちくま学芸文庫　2007/2）
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　 （ちくま書房　2003/10）
■ヤン・ピーター・ファン・デル・シュティーン（石井 秀治訳）
　『認知症―シュタイナーの精神科学にもとづく-アントロポゾフィー医学の治療と介護の現場から』
　（(耕文舎叢書〈9〉2016/02）
■アンリ・ベルクソン（合田 正人・松本 力 訳）『物質と記憶』
　（ちくま学芸文庫　2007/2）

（『海馬を求めて潜水を』より）

「海馬がどれほど記憶にとって重要であるかが解明されたのは、一九五三年以降のことだ。それまでにも脳の
どこに記憶が蓄積されるのか、数え切れないほどの推測が生まれていた。特に浸透したのは、思考は頭蓋骨の
なかにある液体に漂っているという理論だ。とはいえ、それもしだおも忘れられ、一九五三年当時に最も流布
していたのは、記憶は生まれると脳全体に広がって蓄積される、という理論だった。しかしそれを根こそぎ
ひっくり返してしまう。決定的な事件が起こった。ひとりの男には悲劇的な事件だったが、人類全体には画期
的な出来事だった。失敗に終わったある実験的手術が、ジュリオ・チェーザレが四〇〇年前に発見した脳の小
さな部分を理解する決め手となった。
　一九五〇年代、医師のウィリアム・ピーチャー・スコヴィルは、二十七歳のヘンリー・モレゾンという患者
の診察をしていた。ヘンリーはてんかんを患い、苦しんでいた。数秒間くり返し意識を失うといった欠伸てん
かんの発作が、一日に何度も起きる。（…）
　スコヴィル医師はてんかん治療のために海馬を摘出したカナダの外科医のうわさを聞いていた。そのうえ
で、脳の両側の海馬を切除したなら、この治療法は片方のみの場合の二倍の効果をあげるに違いないと考えた
のだった。それは前例のない手術であり、彼には結果が予測できなかった。もしヘンリー・モレゾンが現代に
生きていたら、こんな治療法は受けずに済んだだろうし、脳手術が計画されても予備検査の段階で取りやめに
なっただろう。ヘンリーは主治医に従った。それまでずっと辛いてんかんに苦しんできたヘンリーは藁にもす
がる思いで手術を受けることに同意い、それと同時に記憶研究史で最も重要な人物となる契約を結んだのだっ
た。手術の後ヘンリーが目覚めてみるよ、この二、三年の記憶がすっぽりと抜け落ちていることが分かった。
しかしもっと大変なことが待っていた。ヘンリーは何かを思った瞬間しか、その記憶を保つことができなく
なっていた。（…）
　続く五十年、ヘンリーは、文字通り一瞬一瞬のみを生きた。」
「ヘンリー・モレゾンを検査することで、何が分かったのだろう。彼と話すだけでも、記憶の根本的な仕組み
について何かしら示唆を得ることができた。ヘンリーは話の筋をたどることは可能だったのだ。ただし何か他
のことを考えたり、周囲の何かに気を取られるまでは。これはヘンリーが、まったく正常な短期記憶を持って
いることを示す。短期記憶とは、今この瞬間に、意識に上っている情報でできている。私たちの体験は長期記
憶に変換される前に、一時的に短期記憶になる。電話番号を検索して入力する時、その数字を覚えていられる
のはほんのわずかな瞬間だけだ。伝言を受け取った時や、新しい単語を覚える時も同じであり、こういった物
事が記憶に残っているのは、ほんの数時間だけ、あるいはそれについて考えている間にすぎない。そういった
記憶の一部が脳内を駆け巡るうちに、超記憶として拾われる。しかしヘンリーには短期記憶しかなかった。」
「長期記憶とはいくつもの異なる層で構成されているものだが、意識して記憶する必要のない身につけた物
事、つまり手続き記憶は海馬と関係がないのである。」
「ヘンリーをめぐる研究に基づく記憶理論は、すでに保管されている記憶が、今後入ってくる新しい記憶とは
別物であることを示す。ヘンリーには、もちろん手術前の記憶はあった。自分が誰なのか、出身はどこなのか
を覚えていたし、子ども頃や若い頃に起こった出来事も覚えていた。けれども手術前の二、三年間の記憶は
まったくない。つまり、人の記憶は海馬だけに保管されるわけではないということになる。（…）では海馬の
役目は何かといえば、記憶が熟成されて大脳皮質に刻み込まれるまで、しっかりと守り抱いていることに違い
ない。」

（シュタイナー『シュタイナーの死者の書』より）

「私たちの記憶力が魂の中に生きる霊的なものの最初の現われであることは、今日の哲学者たちも理解してい
ます。輝かしい成功をおさめたフランスの哲学者ベルクソンは、人間の記憶力の中に純粋に霊的なものを見て
います。今日のほとんどすべての人の心を捉えている自然科学の偏見が過ぎ去ったならば、誰でもが記憶とい
う魂の宝庫の中に、純粋に魂的・霊的なものへ到る通路の発端を見出すでしょう。
　私たちが記憶する表象内容は、すべて純粋な魂の中に蓄えられています。（・・・）しかし通常は記憶の宝
が、魂の中にあるものをヴェールで覆っているのです。
　人間の魂の奥深くには、記憶像で覆われているために、意識できなくされていますが、霊的・魂的ないとな
みが常に存在しています。霊学研究者がその霊的・魂的なものに参入するときには、もちろんその霊的・魂的
な本性という彗星にいわば「尾」のような形でくっついているさまざまな記憶内容とも出会います。しかし霊
学研究者は、そのような記憶内容を通して、思い出を保存している力よりも高次の力の働きを洞察できるので
す。適当な表現を見出すのがとても難しいのですが、こんな言い方が許されるならば、私はこのことを「記憶
から超記憶にまで上っていく」という言葉で表現したいのです。こうして、一昨日「霊視的表象」と名づけた
ものを次第に獲得していくのです。」

（シュタイナー『照応する宇宙』より）

「記憶も思考と同じように、魂の働きです。修行者の思考が頭の思考からハートの思考に変わるとき、記憶は
どうなるのでしょうか。
　通常の記憶の在りようを見てみますと、私たちはまず、現在の自分の環境を意識します。自分の周囲にある
事物を見、その知覚内容を心に抱き、知覚内容を記憶内容に組み込みます。そうすると、現在の体験から過去
の体験へ、意識が広がります。記憶と共に、現在から過去へ入っていきます。昨日体験したことを今日思い出
すとき、いわば時間を遡ります。今は自分の環境の中に存在していないもの、以前の環境の中にあったものを
も、今見通すことができるのです。記憶をこのように考えてみると、私たちの現在意識が周囲の空間と結びつ
いているように、意識を過去に向けて拡大する記憶は時間と結びついている、ということに気づきます。記憶
が働くとき、私たちは時間の流れを通ります。そして今、この意識活動に変化が生じるのです。実際、その変
化は劇的です。」

（ヤン・ピーター・ファン・デル・シュティーン（『認知症』より）

「記憶ということばを使うとき、私たちはこのことばをたいていの場合、直接記憶あるいは外示的記憶（意識
的記憶）という意味合いで用います。これは、私たちの記憶の内に保たれ再び意識的に呼び出すことのできる
事実と体験に関する記憶です。
　この直接記憶あるいは外示的記憶には二つの種類があります。ひとつはエピソード記憶。（…）もうひとつ
は意味記憶。」
「記憶には、意識的に呼び出すことのできる直接記憶とならんで、間接記憶あるいは内示的記憶（無意識的記
憶）があります。私たちはたとえば、自転車に乗る、キーボードを叩く、自動車を運転する等々の多くを、い
ちいち意識することなく無意識のうちにおこなっています。これらの記憶は、とくに運動領域における能力に
属しています。」
「この二つの記憶形態の相違は重要です。なぜなら直接記憶は、認知症感化の場合にも最後まで比較的よく保
たれていることの多い間接記憶よりも、もろく壊れやすい記憶だからです。----認知症患者は、新たに獲得した
能力を、間接記憶のなかにはなお取り込んでいくことができます。」

「海馬は二重の性質を示します。一方では、出来事を《記憶のノート》にゆっくり書き込んでいく思考の道具
としての性質を、もう一方では、ストレス、不安、緊張が生じたときの、感情の昂ぶりを抑えるための器官と
しての性質を。海馬はこの二重の性質を持つからこそ、出来事を記憶に刻むことができるのです。」

「わたしたちはみな、子どものときから順を追って発達させてきた三つの記憶層を身につけています。歩ける
ようになるとローカル記憶（プリミティヴな記憶）が発達し、話せるようになるとリズム記憶が発達します。
そしてその後、私たちの思考の基板となる抽象記憶が発達します。認知症患者の場合には、これらの記憶層が
この逆の順番で失われていきます。しかし、これらのうちのどれかひとつが機能しなくなったとしても。《そ
れよりもプリミティヴな》記憶層によって、当該の人間とのコミュニケーションは可能です。」



「臨死体験と今日的な死の定義は、完全に相容れない関係にあります。臨死（ＮＤＥ）状態にある人間は、医
学的には死んだ人間と見なされています。これは、心停止により酸素欠乏状態になった脳がその活動を止め
た、ということを意味します。しかし臨死状態から蘇生した人々は、臨死状態にあっても意識はあり、その間
の意識もあることを報告しています。この意識は、私たちのかぎられた脳-意識よりも大きく拡がる、より包括
的な意識です。なぜならこの意識は、私たちの《私的な記憶》だけではなく、《世界記憶》（反バイオグラ
フィー）に由来する記憶をも内包しているからです。今日的な見解によれば、意識と記憶は私たちの脳と結び
ついていて、脳が働いていないのなら意識も記憶もあり得ない、ということになっているのですが。」

「ルドルフ・シュタイナーは1921年7月2日、ドルナッハで、《臓器の霊的認識》に関する講演を行っていま
す。これはとりわけ重要な講演です。なぜならシュタイナーはその講演で、単に記憶について語っただけでは
なく、同時に臓器-精神医学を基礎づけているからです。彼は脳を、私たちの思考、感情、意志が意識される臓
器として描写しています。しかしまた、記憶は脳に蓄えられるのではなく、諸臓器の外表面で反射される、と
も述べています。：《この諸臓器の表面とは何でしょうか？　それは魂的生活のための反射装置に他なりませ
ん。私たちが知覚するもの、私たちが思考の内に持ち込むものは、私たちの内臓すべての表面で反射します。
そしてこの反射は、私たちの記憶内容、人生全般にわたる私たちの記憶を意味しています。つまり、私たちが
知覚し思考した後に、私たちの心臓、私たちの胚、私たちの脾臓等々の外表面で反射するもの、そこで投げ返
されるもの、それは記憶を放出するものなのです。［…］私たちが体験するものは、いわばいたるところで表
面に打ちつけられ、跳ね返されます。そして、それが記憶になるのです。》
　ルドルフ･シュタイナーによれば、諸臓器はそれぞれにふさわしい特別な記憶を集めます。肺は抽象的な表象
を、肝臓は情緒的・感情的な性質の記憶を、心臓は良心の呵責や後悔と結びついている思考を反射します。
　この同じ公演のなかでシュタイナーは、記憶を形成するために身体が用いる力は、それにふさわしい反射臓
器のなかは入り込む、とも語っています。」

「臨死体験と臓器移植後の一定の経験は、脳は、そこに意識が生じて記憶が蓄えられる唯一の場所ではないこ
とを明らかにしています。（…）臓器移植後に生じた現象は、記憶はしかるべき臓器と結びついていることを
明らかに示しています。臨死体験は、記憶はまた、人間の外部の《世界記憶》の内に蓄えられることを明らか
にしています。」

「人間は二つの記憶領域へ向かう道を持つ、ということが明らかになります。ひとつは物質的身体と結びつい
ている記憶領域。私たちはその内に、私たちのさまざまな記憶を蓄えます。もうひとつは世界記憶。この世界
記憶の内には、私たちの体験、思考、感情のすべてが保たれます。」
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今世紀初頭
私たちの世界の見方を
根幹から変えた二つの物理学理論である
相対性理論と量子力学が生まれた

量子力学をめぐってはさまざまな議論があるが
現在主流となっているのは
原子も電子も素粒子も「実在しない」という
「コペンハーゲン解釈」である

その解釈に意を唱えたのがアインシュタインで
ボーアとの論争が繰り広げられた

多くの解説書等では
「神はサイコロを振らない」という考えから
アインシュタインは量子力学を認めたくなかった
といった説明がなされることが多いようだが
実際はそれとはかなり異なっているようだ

アインシュタインは量子力学そのものは肯定したものの
その「解釈」に対する異論を提出したのだ
アインシュタインは実在論的な立場に立ってはいたが
古典力学に従う巨視的な観測者に依拠した観測論に固執した
ボーアの解釈の世界観を批判したということらしい

現在さまざまな技術に応用されている量子力学が
導き出す「結果」は「コペンハーゲン解釈」でも
その他の「解釈」でも同じ答えを出すことができるが
アインシュタインがこだわったのはその「世界観」のほうだ

最近日本ではアニメやゲームなどの作品の舞台設定という意味で
「世界観」という言葉が安易に使われることが多くなっているが
「世界観」は私たちの存在そのもののあり方を
既定するような重要なものだ

物質は実在するか実在しないか
「世界観」の根底にあるものをめぐって
アインシュタインは量子力学の「解釈」を問題にした

テーマは違うが仏教でも
実体はあるかないかということで
実体としての如来蔵的なものを認める大乗仏教を
仏教ではないとする原理主義的仏教論者がいるが
その論争にも似たところがあるのかもしれない

今回とりあげてみた
『実在とは何か ――量子力学に残された究極の問い』
とあわせて市川浩の「身体論」関係のものを引いてみたのは
現代の「世界観」のありかたを
あらためてとらえなおしてみたかったからだ

かつてヘレニズム期からルネサンス期においては
マクロ・コスモス（大宇宙）と
ミクロ・コスモス（小宇宙としての人間）が照応して
世界秩序を形作っていると考えられていた
そしてそのなかに人間も位置づけられていたが
そうした世界観に準じたものは
世界各地のコスモロジーとして成立していた

そうした世界観は近代以降失われはじめ
人間は宇宙のなかで偶然に
そして孤独に存在しているという世界観へと変わっていく

芸術的創造も渾沌に秩序を与えようとするものから
「自立し完結した芸術特有の小宇宙をつくる」ものへと
変わってくるようになった
いまではアニメの世界観のようなかたちでしか
その創造の根拠をつくりだすことができなくなっている

量子力学論争に話をもどすと
アインシュタインがこだわったのは
まさにそうした「世界観」のなかにある
「実在」を認めるか認めないかということ
観測結果のみが実在であり
その背後に実在など存在しないという
実証できることだけを問題にする立場に対する異議だった

これは量子式学だけの問題ではなく
「答え」が正しく利用できればそれでいいのかどうか
ということでもある
科学と技術という問題にもつながってくるが
「答え」に至るまでの「世界観」を問わないとき
その「答え」には世界の根拠が存在しなくなる

根拠のない虚無的な世界を生きるのが現代人だ
といってしまうこともできるだろうが
それでは私たち人間はどこへも行けなくなる

■アダム・ベッカー（吉田三知世 訳)
　『実在とは何か ――量子力学に残された究極の問い』
　(筑摩書房　2021/9)
■市川 浩（中村 雄二郎 編集)
　『身体論集成』
 (岩波現代文庫　2001/10）



■アダム・ベッカー（吉田三知世 訳)
　『実在とは何か ――量子力学に残された究極の問い』
　(筑摩書房　2021/9)
■市川 浩（中村 雄二郎 編集)
　『身体論集成』
 (岩波現代文庫　2001/10）

（アダム・ベッカー『実在とは何か』～吉田三知世「訳者あとがき」より）

「二〇世紀の幕開けに萌芽した量子力学は、一九二五年に理論的に定式化され、はや一〇〇年になろうとしてい
る。その応用は着々と進み、エレクトロニクスを生み出して、情報通信技術や医療その他の産業を成り立たせてい
る。スマートフォンなど、日常生活で触れる器機をとおして暮らしにも浸透している。（･･･）今や量子力学は現代
社会にとって不可欠だ。」
「量子力学には、その解釈を巡る問題がつきまとう。量子力学の正統的な解釈は、ボーアが提唱したコペハーゲン
解釈である。観測結果のみが実在であり、その背後に実在など存在しないという、実証できることだけを問題にす
る立場だ。観測対象を記述する波動関数は、観測によって乱され、瞬時に「収縮」して一つの値に決定するという。
　本書は、コペンハーゲン解釈の問題点を取り上げ、それが初期から批判されてきたこと（特に、局所的な客観的
実在を信じるアインシュタインによって）、代替解釈がいくつも提案されていること、そして実験によって局所実在
論的な見方は否定されたものの、コペンハーゲン解釈の実在の捉え方にも問題があることを紹介し、このような状
況に至った科学史的経緯を、多くの文献やインタビューを通して明らかにし、最後に今後物理学者はどのような姿
勢で物理学に臨むべきかを提案する意欲的なものだ。」
「科学史においては、ボーアとアインシュタインの議論では、保守的な実在論に固執するアインシュタインが、進歩
的なボーアに論駁されたとされることが多いようだが、じつのところ、古典力学に従う巨視的な観測者に依拠した
観測論に固執したボーアのほうがむしろ保守的で、アインシュタインが行ったコペンハーゲン解釈批判こそ、ボー
ム。エヴェレット、ベルをはじめとする新しい考え方につながったように思われる。」
「波動関数の収縮と、たとえば多世界、どちらも直観的にはなじみにくく、どちらを好むかは人それぞれだろう。
解釈は恣意的に選べるなら、既存のコペンハーゲン解釈を使い続ければいいという考え方もある。しかしベッカー
は、どの解釈を採用するかは大きな問題だという。現状を打破し、新しい物理学を発見するには、解釈の選択は重
要なのだ。ファインマンも、数学的に等価な二つの理論を実験によって区別することはできないが、どちらの理論
を選ぶかは、その人の世界観に大きな違いをもたらすと指摘している。科学理論は実験結果だけかから構築するこ
とはできず、世界観を必ず伴っている。つまり、新しい物理学をもたらすには、新しい世界観が必要なのだ。
　ある科学理論が、進歩のために変化すべき時点に到達しているのに、特定の考え方に固執しつづければ、それは
謬見・偏見となる。進歩するには、考え方の枠組みはシフトしなければならない。シフトの方向の導き手となるの
が世界観であり、哲学はその源として頼れるだろう。シフトを妨げる、科学者個人や科学者コミュニティーに潜む
偏見に常に注意を払い、理論にどんな解釈があり得るのか、どの解釈に発展性があるのかについて、オープンな心
で探り続け、また、哲学や歴史を学んで、大局観を失わないようにしようと、ベッカーは呼びかける。」

（アダム・ベッカー『実在とは何か』～本文より）

「では、何が実在するのだろう？　パイロット波だろうか？　自発的収縮だろうか？　量子力学の解釈としては、
どれが正しいのだろう？　私にはわからない。どの解釈にも批判者はおり（だが、基本的には、コペンハーゲン解
釈ではない解釈の提唱者はほぼ全員、数あるもののなかでもコペンハーゲン解釈が最悪だという点では大抵一致す
る）、どういうわけかはわからないが、量子力学の数学に関係のある何かが、世界のなかで起こっている。正しい
解釈は存在する。ただし、それは私たちがすでに手にしているどんな解釈でもないかもしれない。量子の世界を、
便利な数学的虚構に過ぎないと軽んじるのは、世界に関する最善の理論を真剣に受け止めていないことになるし、
新しい理論の探求において、自分たちの進行を妨害することになる。コペンハーゲン解釈の結論が「必然的だ」と
か「理論の数学によって私たちに強制されている」などと言うことは、完全に間違っている。私たちの知覚とは無
関係に存在する実在について話すことは無意味ではないし、世界を私たちが観察する対象物としてのみ考えるべき
だというのは間違っている。唯我論と観念論は量子力学のメッセージではない。」

「私たちは素晴らしく成功している理論を手にしているが、解釈には厄介な問題があり、また、この理論を卒業し
て次の理論へ進む過程で大きな難問にぶつかっている。難問に直面している際に、解釈が複数並立していること
は、もしかすると科学の実際の活動には、それは正解ということかもしれない。あるいは、複数並立は別として
も、謙虚さは正解ではないか。量子力学は少なくとも近似的には正しい。世界には、何らかの点で量子に似た、何
か実在するものがある。それは何を意味するのか、私たちにはまだわからない。そして、それを明らかにするの
は、物理学者の仕事だ。」

（市川 浩『身体論集成』～「可能世界への回路　三　像なしの時代と創造」」より）

「かつて、とくにヘレニズム期からルネサンス期に至る古典的な考え方では、マクロ・コスモス（大宇宙）と、ミ
クロ・コスモス（小宇宙としての人間）は、一つの照応した秩序を形づくっていると考えられていた。ルネサンス
期には、人体が全宇宙に内接しているという絵が描かれたし、また大宇宙と都市−−−−中村雄二郎は都市をメディ
オ・コスモス（中宇宙）と名づけている−−−−あるいは都市と人間が互いに照応関係をなしていると考えられてい
た。
　このような照応体系の中にある場合には、（･･･）人間は宇宙の中でしかるべき位置、あるべき位置を占めてい
る。つまり宇宙の中で自分の存在は、あるべきところにあるという形で根拠づけられている。マルティン・ブーバー
が、「住処あり（ベハウスト）」と名づけた時代であり、また有限の天球がわれわれをとりまいているという、い
わば「像あり」の時代である。この時代には像というものをはっきりもつことができ、自分の位置を確信すること
ができた。われわれはそういう像を表現する記号体系としての芸術によって自分の位置を自覚することができる。
像そのものを形成したり、あるいは像を形成するものを補助したり、あるいは像の中における人間の位置を表現し
たりすることによって、芸術は世界の表現であると同時に人間の位置の表現でもあり、人間がどのようにして世界
に住みついているかということの表現でもあった。
　しかしコペルニクス革命とともに、こうした照応体系は崩壊しはじめる。それをいち早く予感して深い俯瞰を表
現したのはパスカルである。有限の天球の中に人間が特定のあるべき位置を占めるのではなくて、無限に時空が拡
がっている。そういう宇宙観があらわれる。もう人間は中の像をつくることができない。そういう無限の宇宙の中
では、人間は孤独に見捨てられている。自分のあるべき位置は任意であり、偶然である。どこにでも座標軸をとる
ことが可能だから、自分のある位置はまったくの偶然でしかない。つまりブーバーがいうところの「像なし（イマー
ゴ・ヌルラ）」の時代あるいは、「住処なし」の時代である。この時代の人間は、もはや自分のあるべき位置を確
信することができない。根拠なき時代である。そこで人間は自分で自分の根拠を探し求めなければならなくなる。
それまでの時代には、人間はとくに自分の根拠を探す必要はなかった。宇宙の中で小宇宙として確固とした位置を
占め、根拠があった。像なしの世界での根拠探しは近代とともにはじまるが、パスカルが感じたような不安が大衆
化してゆくのはだいたい一九世紀以降だろう。そこで一九世紀から二〇世紀にかけて、「自然の中での人間の位
置」とか「宇宙の中での人間の位置」という標題の書物がよく書かれる。実存哲学もまたこの像なしの時代、根拠
なき時代の不安を端的に表現しているということができよう。」
「像なしの時代に入るとともに、芸術はそういった存在根拠を明確にもつことができなくなる。そこで芸術の自立
性が叫ばれるようになる。芸術作品は自分で自立的な完結した小宇宙をつくる−−−−完璧主義は、ある意味ではいつ
の時代にもあるが−−−−自立し完結した芸術特有の小宇宙をつくるという意味での完璧主義がこの時代にあらわれ
る。その行きつくところは「芸術のための芸術」という、きわめて倨傲な芸術家のあり方である。逆にいえばこれ
は、自分で完結した小宇宙をつくらなければならない、という根拠なしの時代の不安を表現しているといえよう。
芸術が大衆かた離れ、孤立の栄光を誇るようになるのもこの時代である。あるいは逆に大衆芸術である映画が芸術
性を誇称する。」
「創造というのは、多くの民族の創生神話にあるように、渾沌を秩序に変えることだが、芸術はそれを反復しよう
とする。芸術はすでに存在しているコスモス（･･･）を疑い、日常的秩序をカオスとしてとらえ直す。それによって
コスモスを再創造しようとした。伝統的には、祭りではたえずそういう創造の反復、つまり神の創造行為の模倣と
か反復が行われる。」
「創造者だけあって観客や聴衆や読者がいないという不健全な現象が現在、多くの芸術に見られる。そのもとに
は、失われた像を自分で回復しよう、あるいは自分で自分を根拠づけようとする、像なしの時代のあがきがあると
いえよう。」
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論理はどこから生まれるのだろう

西田幾多郎は「論理」が生まれてくる
「その生成の現場を求めた」
論理はいわば「思考の形式」ともいえるが
その論理が生まれてくる「実在」へと向かったのだ

その出発点が『善の研究』における「純粋経験」であり
その「純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明」
しようとするところからその哲学的営為は始まったといえる
つまり論理は「実在の自己表現の形式」だというのである

西洋的論理の典型は対象論理である
論理の一面としてその対象論理は欠かすことができない
しかし対象論理の「対象」には自己が含まれない
「対象論理で考えている限り、それを考えている
自己（働く自己）が抜け落ちてしまう」ことになるのだ

ゆえにその論理とは異なる
（働く自己を含んだ）「論理」が必要になる
対象論理は具体的な実在の抽象化だから
その抽象的論理から具体的論理をとらえることはできない

そのために西田幾多郎は生涯にわたって
自己をも含めた純粋経験的な論理を求めていき
その論理を次のようなさまざまな名で呼んだ

「場所的論理」「絶対矛盾的自己同一」
「絶対弁証法」「東洋的世界観の論理」
「現象即実在」「絶対即相対」
「一即多・多即一」「内在即超越・超越即内在」

「即」という表現には仏教的な背景があるが
そこには鈴木大拙とも関係の深い
華厳哲学や『大乗起信論』が背景にあるようだ
（西田幾多郎自身はそれを明らかにはしていないそうだが）

本書の著者はそれらの論理を
井筒俊彦が『大乗起信論』を読み解く際に用いた
「双面性」という言葉で照らし出そうとした
（本書は『東洋哲学序説 井筒俊彦と二重の見』姉妹編）

個物と一般者
一と多
現象と実在
これらの二項は
ほんらい分けることができないのだが
同一のものとして一体化することもできない

そうした矛盾した「双面的事態」そのものを
西田幾多郎は「論理」化しようとしたのだが
さらにいえばその「論理」が生まれてくる
「実在」をこそとらえようとしたのだろう

西田幾多郎は哲学において
鈴木大拙は仏教において
井筒俊彦はそうした背景も含めた
「東洋哲学」の壮大な試みとして

ちなみに昨日ふれた量子力学の「解釈」の問題も
この問題と重ねてみることもできるかもしれない
重要なのは「答え」ではなく
その「世界観」そのものだという意味でも

■西平 直
　『西田幾多郎と双面性 (東洋哲学序説) 』
　（ぷねうま舎　2021.8）



■西平 直
　『西田幾多郎と双面性 (東洋哲学序説) 』
　（ぷねうま舎　2021.8）

「西田は「論理」を求めた。正確には、論理が「そこ」から生じる、その生成の現場を求めた。」
「論理は「実在の自己表現の形式」である。実在の外に、思考の形式として論理があるのではなくて、実在の
自己表現の形式が、論理である。」

「自己は対象化されない。対象論理で考えている限り、それを考えている自己（働く自己）が抜け落ちてしま
う。対象論理の「対象」には自己が含まれない。
　そこで何らか異なる（働く自己を含んだ）「論理」が必要になる。「対象化」する論理とは異なる、むしろ
それを包み込むような立体的出来事。あるいは、前者を「表象」と理解してみれば、後者は「表現するものと
表現されるものとが分かれていない（知るものと知られるものとが分かれていない）」出来事である。
　しかし対象論理を軽視するのではない。「論理は一面にどこまでも対象論理的でなければならない。然らざ
れば、論理ではない」。
　ところが、対象論理は、具体的な実在から抽象されて成り立つ。ということは、具体的な実在の方が豊かで
ある。そこで、「具体的論理はその否定的契機として抽象的論理を含まねばならないが、抽象的論理の立場か
ら具体的論理的に考へることはできない」。
　必要なのは、「実在から論理を見る」ことである。既に出来上がっている対象論理から実在を考えるのでは
ない。実在から出発して、実在の中から論理が生成する出来事を捉える。「実在の論理化」を考えようとす
る。
　それが「具体的論理」であったことになる。自らがそこに含まれる歴史的世界を論理化してゆく形式。
（･･･）
　私たちが実在を、実在の在り方に即して把握しようとするところに、具体的論理が成り立つ。それは世界が
自己を顕すということである。あるいは、「自覚する」ということである。「歴史的現実が現実自身を自覚す
る時、論理と云ふものが出て来るのである」。
　その時、世界は、私たちの意識を通して、自己を顕す。「物が物自身を証明する」ともいう。」

「東洋論理は対象論理を含み込んでいる。対象論理は東洋論理の一側面である。それは、形式論理が「具体的
論理の抽象的形式」であったことと、同型である。
　では、東洋論理はどのように語られてきたか。
　「私は仏教哲学にはそれ自身に独特の見方考へ方があり、それを矛盾的自己同一的な場所の論理、心の論理
を考へたいと思ふ。心即是仏仏即心と云ふことは、心を存じて心から世界を考へることではなく、世界から心
を考へることでなければならない。それは世界を意識的に見ると云ふことではない。龍樹の中論に於て既に弁
証法的なるものを思はせるのであるが、然もそれは西洋哲学の立場に於ての弁証法とは、根底に於て異なつた
所があるのではないかと思ふ。それが支那に於て、天台の一念三千の世界観となり、華厳の事事無礙の世界観
に発展した。華厳に於ては、一即一切一切即一と云ふ」。
　西田は、そうした仏教哲学の中に、自らの追求した「論理」が生きていると語った。そして自らの「論理」
を多様な仕方で呼んだ。「場所的論理」、「絶対矛盾的自己同一」、「絶対弁証法」、「東洋的世界観の論
理」。あるいは「即」という言葉を用いる場合は、「現象即実在」、「絶対即相対」、「一即多・多即一」、
「内在即超越・超越即内在」。
　本書は、そうした述語をすべて「双面性」という言葉の内に包み込む。「双面性」は西田の用語ではない。
井筒俊彦が『大乗起信論』を読み解く際に用いた言葉である。起信論は多様に異なる双面性が多層的に入り組
んだ構造を持っていた。
　本書は、華厳哲学や『大乗起信論』が語る論理も、西田が追求した「東洋論理」も、すべて含めて「双面性」
と呼ぶ。」

「晩年の西田が「論理」を重視したことは知られている。その「絶筆」は「私の論理について」と題され、「私
の論理」は「学界からは理解せられない、否一顧も与へられないと云つてよい」、あるいは、「人は私の論理
と云ふのは論理ではないと云ふ」と嘆いた上で、その最後は次のように終わる（中断されたまま途切れてしま
う）。

　　我々は是に於て論理とは如何なるものかを考へて見なければならない。論理と云ふのは我々の思惟の方式

　　我々は是に於て論理とは如何なるものかを考へて見なければならない。論理と云ふのは我々の思惟の方式
である。論理とは如何なるものなるかを明らかにするには我々の思惟の本質からでなければならない。

　「論理」を「思惟の形式」から考え直す。むろんその先に西田は、「現実の世界の論理（歴史的形成作用）」
を考えていた。「具体的論理は、現実の世界の自己表現の形式でなければならない。形式論理とはその抽象的
形式にすぎない」（「知識の客観性について」）。
　しかし、その「具体的論理」とは異なる精神があるのだが、しかし東洋ではそれが「論理」としては展開さ
れてこなかった。「我々は先ず西洋論理を論理として之によつて論理的思惟を形成せなければならない。併し
それと共に。私はそれが単に論理そのものと云ふのではなく、西洋文化の精神を根底としたものたることを思
はざるを得ない」（「日本文化の問題」）。
　つまり、西洋の論理に即して「論理的思惟」を形成しつつ、同時にその論理の相対性を批判的に検討する。
その「論理」がいかに西洋の精神に特有の限定を受けているか。そこで（･･･）両面作戦が必要となる。一方
では、西洋の思惟の土台からその論理の限界を見極め、他方では、東洋の思惟の中からその「思惟の本質」に
即した論理を導き出し、この二つのベクトルの交点に自らの論理を定式化しようとする。」

《目次》
序　章　「東洋的世界観の論理」
　　Ⅰ　西田哲学と「事事無礙」──井筒俊彦の華厳哲学理解を介して
第一節   後期西田哲学と華厳思想
第二節    華厳の「事事無礙」──井筒俊彦の華厳哲学理解
   　第三節  後期西田の「個物Ｅ」「一般者Ａ」「媒介者Ｍ」
──図式的説明を手がかりとして
　　第四節　弁証法的一般者としての世界
　──後期西田の「個物」と華厳の「同体の論理」
   Ⅱ　西田哲学と『大乗起信論』││井筒俊彦『意識の形而上学』を介して
第一章　「起信論一巻読了」の意味──論文「実在に就いて」に至るまで
第二章　明治期哲学と論文「実在に就いて」──『起信論』との関係
第三章　『起信論』と「双面性（非一非異）」
            ──井筒俊彦『意識の形而上学』を手がかりとして
第四章　「絶対即相対」の論理と『起信論』
　　　　　　──「離言真如（語り得ぬこと）」と「依言真如（語り得ること）」、および「逆対応」
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私がここにいて
世界を見ている
と
とらえるとき
私と世界は
切り離されている

見ている私
見られている世界
から
「立ち現れている」世界へ

ここでいう「世界」は
「物」や「風景」だけではない
「私のからだ」もそうだが
「心」もそこに含まれる

痛みや気分・悲しみや喜び
記憶や希望・空想・そして意志
そうした「心の中」もまた
「立ち現れている」

その「立ち現れている」世界は
「四次元の全宇宙世界の立ち現われ」に他ならない

これは禅的認識のプロセスにも似ている

素朴な認識では
山は山であり川は川というように
山も川もそれぞれの「本質」を表す
対象として存在するものとして
私のまえに現れている

しかしそうしたマーヤが解体されたあとでは
山も川もその「本質」を
いわば「抹殺」されたものとして現れる

だが大森荘蔵的な表現でいえば
新たな認識を獲得することで
いちど「抹殺」された山と川は「復元」されて
「立ち現れ」ることになる

プレ（以前）においても
ポスト（以後）においても
山は山であり川は川なのだが
プレにおいては
私と山・私と川は切り離されているのに対し
ポストにおいては
私と山・私と川は切り離されないまま
「立ち現れている」のだ
山は山であり川は川でありながら
そこにその「本質」は失われている
その山と川は「心の中」でもある

大森荘蔵の表現するように
「私」の「抹殺」と「復元」は
少しばかり過激にも感じられる表現だが

「私」という現象そして「世界」という現象を
唯物論的な世界観から
「四次元」的に（神秘学的にいえば霊的認識に）
拡張してとらえれば

対象認識に固定されてとらえられているあり方を「抹殺」し
「立ち現れている」あり方へと「復元」される
ということにほかならないだろう

■大森 荘蔵（野家 啓一 解説）
　『新視覚新論』
　 （講談社学術文庫　2021/9）
※原本は『新視覚新論』(東京大学出版会、1982年)



■大森 荘蔵（野家 啓一 解説）
　『新視覚新論』
　 （講談社学術文庫　2021/9）
※原本は『新視覚新論』(東京大学出版会、1982年)

「物と表象という二重構造の否認は本書全体のテーマの一つである。しかし私はそれを知覚の場面だけにとどまらず、記
憶、感情、意志など、心または心の働きと呼ばれる一切におよぶものと考える。つまり、外なる世界と内なる心、という分
別は誤りだと思うのである。
　そして更に、この物心一如の唯一の世界に対しての「私」、客観世界に対する主題としての「私」なるものもない、とい
うのが本書のいま一つのテーマである。それはいわば世界に対するものとしての「私」の抹殺である。しかしそれは同時に
物心一如の世界の中に私がおのずから復元することに他ならないのである。しかしその世界の中の一項目としてではなく、
その世界のあり方そのものとして復元するのである。風景画にその風景の視点を描きこむことはできないがその風景のあり
方そのものがその視点であるようにである。
　結局、私が本書で試みたことを一言でいえば、世界とその対極としての「私」、という二極二元的な構図を。世界のあり
方としての私、という構図に組み変えることである。
　この作業はまず、ものが「見える」という状況を、「私」が「物」を「見る」という三極構造としてみるのは事実の誤認
ではないか、という模索から始まる。そこには「見る」という動詞的状況はなく、「物」とその見られた表象という、「実
物--コピー」の剥離は誤解であり、「物」はじかに裸で「立ち現れる」。ここで、海や空はその表象や像を通してではなく風
景の中にいわばじかに露出しているということを表現するために、「立ち現れ」という言葉を使ったのである。そして立ち
現れるのは、風景の中に、であって、「私」に、ではない。そのような風景のあり方、海や机がじかに前方に立ち現れてい
るというそのこと、それが「私がここにいて、そちらを向いている」ということそのものだ、と思うのである。このことを
的確に表現することは難しい。しかし、未熟なもどかしい表現ではあるが、あえてそれを繰り返した。そのことを何度でも
確認したかったからである。これが世界の余りもの、余計ものとしての「私」の抹殺であり、同時に世界のあり方そのもの
としての私の復元なのである。
　当然それは同時にまた、「私の心」の抹殺と復元でもある。極度に整合的な二元論者（例えば脳生理学者）を除いては、
見たり聞いたりする知覚の風景が自分の「心の中」にある心象風景だと感じる人はまずいないだろう。しかし、痛みや気
分、悲喜の感情、思い出や希望、空想や妄想、そして意志といわれるもの、これらはまぎれもなく自分の「心の中」のもの
だ、と人は感じている。しかしこれこそ、私を含めて人が抱く最も根本的な事実誤認だと思うのである。」
「私はいわば「心」という袋をひっくり返しにして「心の中」を世界の立ち現れに吐き出したのである。時空四次元の世界
にである。世界そのものが悲しく喜ばしく恐ろしく、世界そのものが意志的であり、回想や希望は心の秘め事ではなく外部
四次元世界の立ち現れである、というのである。特に記憶や回想については。現在の視覚風景そのものが既に過去の透視に
他ならないということから、知覚と記憶との連続性が確かめられた。」
「一方、この世界が意志的であるということは、立ち現れそれ自体が意志的であるということである。これから割るつもり
のスイカ、これから射つつもりの標的、引くつもりの引き金、その行動自体がまた意志的行動なのであって、行動の外に立っ
てその行動を引き起こす「意志」なるものはこれまは誤解である。覚めた行動それ自体が、箸のあげおろしに至るまですべ
て意志的行動であって、ここでも「意志」なるものは余りものなのである。そしてその意志的行動は崖から墜落中の手足の
バタつかせに至るまですべて自由な行動なのである。自由でない行動とは麻痺と舞踏病しかない。この麻痺に対しての自由
こそ、他のすべての自由概念の基礎であると考える。それを私は「動作の自由」と呼んだ。しかしこの動作の自由は量子論
のような非決定論劇に物理理論の前提の下でしか意味を持ち得ないことを承認せざるを得ない。」

【目次】
1 見ることと触れること
2 見えている
3 何が見えるのか
4 「表象」の空転
5 鏡像論
6 過去透視と脳透視
7 空間の時間性
8 自由と「重ね描き」
9 言い現わし、立ち現われ
10 心
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言葉はおばけである
目には見えないが
概念としては存在している

言葉について考えるときには
おばけのこともあわせて考えると面白い

おばけはいるという人と
おばけなんぞいないという人がいる
おばけは概念上の存在だけれど
水木しげるの妖怪のように
キャラクター化することもできる

言葉はおばけだから
それをどのように概念化するか
その想像力しだいで
それによってつくられる世界は
さまざまに異なってくる

あらためて整理して考えてみると
言葉には概念があるが
その概念は現実世界のなかにはなく
私たちの内在空間のなかにある

言葉を使って何かを指示する
つまり名を与えることはできるが
指示されたものと言葉は
直接的には関係していない

その概念は実際に見ることはできないのだが
存在していないかといえば
内在空間のなかにはたしかに存在している

だから私たちは現実世界を
概念を有した言葉と
照らし合わせながらとらえていく

現実としてとらえている世界は
言葉とそれにむすびついた
概念によって再構成されているから
どんな言葉や概念を有しているかによって
世界はずいぶん異なった現れ方をする

また言葉とそれにむすびついた概念は
どんなに定義を厳密にしたとしても
そこには人それぞれに差異が生まれるから

ごくふつうのコミュニケーションをするなかで
どんなに相手と通じ合っているつもりでも
ときによってはまったく通じていなかったりもし
科学の世界でも議論は
思った以上にかみ合っていなかったりもする
ましてそれぞれの人の背景にある
文化的な環境の違いは言葉と概念の差異を大きくする

そのように人はみずからの有している
言葉と概念によって再構成される世界を生きている
逆にいえばその世界のなかでしか生きられないから
じぶんの使っている言葉＝おばけを
どのように育てていくかがその人の生そのものともなる

水木しげるは
じぶんの好きなもの
〝想い出〟〝他界〟〝幸福〟を
妖怪世界のなかで表現しようとした

わたしたちはどんなおばけ（言葉／概念）で
世界を生きることができるだろうか

■京極 夏彦
　『「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし
　　／京極夏彦講演集』
 　（文藝春秋　 2021/8）



■京極 夏彦
　『「おばけ」と「ことば」のあやしいはなし／京極夏彦講演集』
 　（文藝春秋　 2021/8）

（「第一談　世界の半分は書物の中にある」より）

「私たち人間は、言葉と文字という驚くべき発明によって、自分の頭の中に世界を取り込み、取り込んだ世界を概念に置き
換えることで編集し、世界を再構成する能力を獲得したんですね。語彙を増やすということは、取り込む際の、また出力す
る際の解像度を上げるということです。
　再構成されたもうひとつの世界は私たちにとって現実世界を凌駕するほどの質量を持っています。あたかも、死後の世界
が現実の世界より広大かつ長大であるように、です。
　そして私たちは、そのもうひとつの世界なくしては生きていくことができません。過去も未来も、そのもうひとつの世界
にしかないからですね。その、実際にはないのだけれどなくてはならないもうひとつの世界をパッケージ化したものが、書
物です。
　世界の半分は、書物の中にあるんです。」

「お化けというのは、きわめてどうでもいいものですから、書き間違いや勘違いなんかで生まれちゃったり、変化したりす
るいい加減なものなんですが、それが「良い具合」だと、定着するし、そこから新しい文化や習俗なんかが生まれたりもす
るんですね。適当なんだけれどもダイナミックで、興味深いものです。言葉で概念が作られ、概念が現実に反映する。どん
どん更新されていくんです。」

（「第二談　水木〝妖怪〟は何でできているか」より）

「五〇年前は〝妖怪〟と言ってもあんまり通じませんでした。」
「〝妖怪〟の場合は、見せる実物がないんです。
　実体がないのに名前だけある。そして、時代によって、人によって、学問によって、それぞれ違うものを指し示している
んですね。江戸、明治、大正、昭和、平成、令和と、少なくとも二百年くらい〝妖怪〟という言葉は使われてきましや。江
戸と平成ではそれぞれ違うものを表しているのに、どっちも〝妖怪〟。」
「昭和に入ってから（…）「妖怪は、気持ち悪いけど、不思議でキモカワなキャラなのね」という扱いになって。「『鬼太
郎』に出ていれば妖怪でしょ」というところに落ち着いたんですね。
　民俗学者が使う〝妖怪〟という言葉は、いまでも民俗学の操作概念としての〝妖怪〟です。一般の人が使う〝妖怪〟は、
ただのキャラです。話がかみ合いませんが、微妙に交差していますから、通じちゃうんです。
　いま一般化している〝妖怪〟概念の形成に一役買ったのは明らかに水木しげるです。それは間違いありません。」

「水木さんにとって〝妖怪〟はリアル----現実です。水木さんは「目に見えないものはいる」と言います。でもお化けはこの
世に存在しないと誰よりも知っていました。水木しげるは、極めつきのリアリストでもあるんです。水木さんは「〝妖怪〟
はいないけど、いる」ということを描きたかったのです。」

「水木さんの好きなものをいくつかのキーワードで示してみます。
　まず一つめのキーワードは、〝想い出〟です。」
「二つ目のキーワードは、〝他界〟です。」
「三つ目のキーワードは、〝幸福〟です。（…）
　水木さんにとって幸福というのは、分不相応なものを手に入れることではなく、いまの自分がいいと思うこと、楽しいと
思うことをすること、それができる環境にあることなんです。そのへんを忘れている人は多いと思います。」
「水木〝妖怪〟は水木さんの子どもの頃の〝想い出〟と、戦地で培った〝他界〟と、現世で追い求める〝幸福〟の三つでで
きています。その三つを気順位し、さらに卓越したセンスで選ばれた形と背景で作り上げられたものが、私たちの知る水木
〝妖怪〟です。」

（「第七談　幽霊は怖いのだろうか」より）

「哀しいこと、つらいことに直面した時に、対処するための知恵を、私たちの先祖は常に考案し、文化として蓄えてきまし
た。そうした状況を乗り越えるための道具として、私たちの先祖は「あるもの」を生み出しました。
　お化け--------いまでいう〝妖怪〟です。」
「自然災害に限らず、人は生きている間に、つらいことや悲しいことが山盛りです。困りごともありますし、恥ずかしいこ
ともあります。人に言いたくないこともあります。
　自分に理解できないものごとに出くわすこともあります。
　わからないなら「わかりません」ち言えばいいのに、言わないのが人ですね。わからないと言うと「バカだと思われる」
と思うんでしょうか。知ったかぶりをするわけです。そういうのはたいてい間違っています。間違った解釈は、まあ辻褄が
合いません。すると、不思議、ということになるんですね。何もかも知っているわけではないんですから、「わかりません」
と言えば済むんですが、どうしてもそれができない人がいるんです。
　世の中には不思議なことなどないですから。

　世の中には不思議なことなどないですから。
　知らないことがあるだけです。世の中、わからないことだらけですよ。自分の持っている知識では理解できないことは、
たくさん起きます。それから、自分の経験値ではなんとも対処しがたいこともいっぱい起きます。わからないものはわから
ないんですから、「わからん」とするのが正しいですね。そういうことをわからないままにしてくと不安になりますよね。
だから科学が発達したわけですが、難しい勉強をしないでも、とりあえず不安を解消することはできます。お化けにしちゃ
くことなんです。」
「悲しいこと、つらいこと、不思議なこと、わからないこと、恥ずかしいこと、都合の悪いこと、みんなお化けのせいにで
きちゃいます。（…）生きるためには役に立つんです。いや、教育にだって役立つんですよ。お化けのせいにした場合、そ
のお化けは退治できるということになるんですから。」

（「第八談　「ことば」と「おばけ」との関係」より）

「動物として生きる上に乗っかっている、社会的、文化的な部分、その多くは言葉でできています。
　言葉は〝妖怪〟や書物と切っても切り離せないものです。」
「言葉がなければ本は書けません。そして「言葉」なくしては〝妖怪〟も存在できません。言葉と妖怪は実は非常に近いと
ころにあるものなのです。」

「言葉はそれが指すものとは直接的にリンクしていません。つまり、現実の私たちが生きている世界と言葉は、まったく関
係がないんです。
　関係がないからこそ、言葉で差異を消したり作ったりすることもできるんです。」
「言葉には、関係のないものを結びつけたり、違うものを一つにする力と、細かな違いや個性をすべて一挙に消し去る力を
持っています。一方で現実と言葉との間には何の関係もありません。関係があると私たちが思っているだけの話です。
　私たちは自分と関連づけることのみによって言葉を理解し、それでコミュニケーションが取れていると思い込んでいま
す。」
「だから隣の人と話している時、その話がすべて通じていると思ったら大間違いです。実はまったく通じていないかもしれ
ません。」
「言葉は多義的なものなんです。そこに何を当てはめるかといえば、自分の記憶を当てはめるしかないんです。
　あらゆる事物は、記憶と記録によって残されています。」

「お化けとは、概念です。言葉と同じように、お化けも実際にこの世には存在しません。〝妖怪〟には、さまざまな名前が
ついていますね。（…）あれはあくまで概念です。
　〝妖怪〟は、数字の「一」のようなものです。」
「「一」という数字はあります。「一」がなければ私たちは数えることも、計算することもできません。」
「実は言葉がないところには、概念もありません。
　「雪」という言葉は雪が降らなければそもそも存在しません。「雪」という言葉自体は現実の雪そのものではないわけで
すが、にもかかわらず、現実に雪の実態がなければ、言葉も生まれていません。
　ただ、この世には実体がないものもあります。たとえば--------心です。
　心は誰にでもあります。心ない人にもあります。（…）心には実体がありませんが、心はあるんです。
　〝妖怪〟も同じです。〝妖怪〟とは、そういうものです。」
「〝妖怪〟は、元は実体のない概念です。」
「開いた穴に何を見るか----それは見る人自身の人生なんです。その人の人生が反映されるんですね。」
「動物とは違う社会の目に見えない概念が、私たちの生活を楽にしたり、苦しくしたりしています。そして概念は、言葉に
よって表されます。その言葉で作られたものが書物であり、言葉と同じ仕組みを持ったものが〝妖怪〟です。生きにくく、
つらいと思った時、小説を読んでみる。あるいは、生きにくい、つらいことを〝妖怪〟に託してみる。そうやって私たちは、
長い月日を暮らしてきました。」
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福音館書店の雑誌『たくさんのふしぎ』で
コケの魅力を綴っている田中美穂さんは
岡山県倉敷市で蟲文庫という古本屋をされている

コケに興味をもちはじめたのは
田中美穂さんの『苔とあるく』という本を見つけてからのこと
その頃はちょうど岡山に住んでいたこともあって
いちどは蟲文庫をのぞいてみたいと思っていたが
機会をもてないまま岡山を離れてしまった

それから10年以上経って
こうしてコケの話を書かれているのを見つけたが
先日すこしふれた同じく岡山在住の作家
山尾悠子さんのTwitterでも
蟲文庫を訪れたことが投稿され
『コケのすきまぐらし』が紹介されていた

小さな絵本のなかに
「コケはどうやって見つけるのか？」
「どうしてコケは枯れないのか？」
「コケはどんなふうに成長するのか？」
といったことから
「コケをどうやって見わけるのか？」
「コケはどんな特殊な環境で生きているのか？」
そして「コケの進化」まで
身近なコケの魅力が紹介されていて楽しい

コケを観察しはじめると
「１時間に１メートル」しか
前に進めなくなるというが
コケの小宇宙に気づくと
私たちのまえに広がる景色が変わってくる
「目線が変わると世界が変わる」のだ

コケだけではなく
「目線」を変えると
それまで生きていた世界が変わる

樹木や草花や鳥や昆虫そして岩石鉱物
それらを見ようとするには
それらに応じた「目線」が必要になる
天体を見たりするのもそうだ
さらにいえば目に見えない世界も同じ

わたしたちは物理的に同じ世界にいても
「目線」が違えば世界はそれぞれ異なっている
「目線」をどれだけ豊かに持てるかによって
それぞれ生きている世界の豊かさも変わってくる

さてコケに出会うきっかけをつくってくれた
『苔とあるく』には
コケの登場する文学が紹介されている
とくに岡山県の詩人・永瀬清子さんの
『苔とあるく』という詩が素晴らしいので
以下の引用部分で紹介してみることにした

■田中美穂（著）・平澤朋子（イラスト）
　『コケのすきまぐらし』（月刊たくさんのふしぎ 2021年10月号）
　（福音館書店  2021/9）
■田中 美穂  (著), 浅生 ハルミン (イラスト), 伊沢 正名 (写真)
　『苔とあるく』
　（ WAVE出版  2007/10）



■田中美穂（著）・平澤朋子（イラスト）
　『コケのすきまぐらし』（月刊たくさんのふしぎ 2021年10月号）
　（福音館書店  2021/9）
■田中 美穂  (著), 浅生 ハルミン (イラスト), 伊沢 正名 (写真)
　『苔とあるく』
　（ WAVE出版  2007/10）

（『コケのすきまぐらし』より）

「体のつくりが単純で「原始的」なコケは、はるか昔、太古の地球で最初に水中から陸にあがって植物のひとつだと考えら
れています。
　多くの動植物は、「より強く」「より速く」「より大きく」なろうとすることで進化してきました。身のまわりの草や樹
木の場合なら、根から養分を吸収し、それらを体の中に長く保たせる組織を発達させています。それなのにコケときたら、
最初に陸にあがった何億年の前から、それほど大きく変わることなく、それぞれの環境に適した体へと、地道に、しかし驚
くほど多様に進化してきました。がんこなのか、脳天気なのか、したたかなのか、コケはほんとうに不思議な植物です。」

「いつもの道をゆっくり歩いてみると、いろいろなコケや、コケの好きな場所が見つかって、いつもとは違う景色が見えて
きます。小さなコケをじっと見つめていると、その中にもっと小さな虫がいたり、細い細いクモの糸が張っていたり、まわ
りの砂や小石もきらきれとして、とてもきれいなことがわかります。
　そして少し離れてみると、今度はジャングルを空から眺めているようなコケの森にも見えてきます。コケを見ることに
よって、これまで気付いていなかった自分の中のすきまが広がって、見える景色は、ほんとうはいくつもあることに気がつ
くのです。」

（『コケのすきまぐらし』～「ふしぎ新聞／コケが開く新しい世界」より）

「以前、うまれてはじめて地面にはいつくばってコケ観察をした友達が、顔をあげたとたん「いままで、靴の底で踏みつけ
る地面は、なんとなく汚いものという感覚があったけど、こうしてみたら、小さな小石や砂もみんなきらきらとしていて、
ぜんぜん汚いと思わなくなった」と目を輝かせて言いました。これこそ、「目線が変わると世界が変わる」ということだと
思います。
　山の世界、木々の世界、猫の世界、鳥の世界、昆虫の世界、同じ地球の上で、同じ空気を吸いながら、しかしそれぞれに、
まったく違った次元で生活している動物や植物が数えきれないほどたくさんいます。そして、それぞれの世界や生き方につ
いて知れば知るほど、わたしは、明るく、軽く、のびのびとした気持ちになるのです。」

（『苔とあるく』～「Column6 苔文学」より）

「苔の登場する文学作品というものも、意外にたくさんあるので、いくつかご紹介いたします。

○「ありときのこ」----朝についての童話的構図　宮沢賢治
（…）
○「第七官界彷徨」尾崎翠
（…）
○武田泰淳「ひかりごけ」、尾崎一雄の随筆「苔」

（『苔とあるく』～見返し部分に掲載されている、永瀬清子の詩「苔について」）

苔について

永瀬清子

まだここには
水と土と雲と霧しかなかった何億年の昔
みわたしてもまだ泳ぐものも這うものも見当たらなかったおどろの時
濛濛の水蒸気がすこし晴れたばかりのしののめに
お前は陽と湿り気の中からかすかに生まれたのです
なぜと云って
地球がみどりの着物をとても着たがっていたから

いまでも私たちの傍らにどこでも見られる苔よ
お前は電柱の根っこにもコンクリの塀にも
いつのまにか青をそっと刷いているのね
まして街路樹の下の小さな敷物
敷石のあいだの細いリボン
わかるよ　地球の望み　地球のほしがるもの

冬になっても枯れもせず
年中おまえはしずかに緑でいる
人間はいつもそれをせっせとはがして道路やビルを造っているのに
でも苔は無言でつつましく
自分のテリトリーを守ろうとする

極微の建築をお前はつくる
描けば一刷毛か，点描でしかないのに
それでもお前は大きな千年杉のモデルなのよ
そして絨毛のようなその茎の中に
秘密の清冽な水路があって
雄の胞子はいそぎ泳いで昇って　雌の胞子に出逢うのです
大ざっぱ過ぎる人間には　そのかすかな歓びがすこしも聞こえないけれども

　　　　おお　この毛状体のひたすらのびようとする偏見
　　　　――フランシス・ポンジュー

偏見でぐっと盛り上がっている
私もそのようにありたいよ
それでいて　たっぷり水を含んでいれば
まず　土砂くずれや土石流をくいとめる
お前の根はホッチキスの針よりもちいさくても
自分自身が水を溜め　水をこらえる吸取紙
一番下にいる植物　極微のダム

ひそやかにありとも見えぬお前は
日本の景色を支えている
モンスーンがあるかぎり　雲があるかぎり
女が一家を支えるように　愛をはぐくむように
その万遍なさも　そのさりげなさも――
人間のつくるすべての劇は
『時』との争いなのに
人と時とが主役なのに
いつも人の方が負けます
苔は人より丈夫なので
劇はなく　黙って舞台の下にいて
そして勝っています

　　　　けさみれば　つゆおかでらのにわのこけ
　　　　さながらるいのひかりなりけり
　　　　――ご詠歌集『岡寺』

おお
瑠璃と云えば精神
天上の景色なので
そんなに高くまで行けるものか？
お前は一番　地面に近いのに――
まず胞子のうが朝の光に輝いている時
その天鵞絨(ビロオド)性に願いがしづしづと降ります
その精神的な敷物の上に　世に疲れた私が座りましょう

シノブゴケ，ホソバオキナゴケ，ヒノキゴケ，
ムチゴケ，ジャゴケ，ヤマゴケ，ハナゴケ，
シトネゴケ，カモジゴケ，コバノチョウチンゴケ，etc.

夕日がこの庭にさしてきて
木木の陰が　苔の上に長く曳かれます
我等三人のさまよう人の影も――
思っていて会えなかった今日の一日
私は幾億年の時を生きている者たちに逢い
そしてやがて去っていきます
負ける運命を背に負うて
しかもしばしを胞子のうにやどる　その美しい露のようにと――

◎蟲文庫のＨＰから『コケのすきまぐらし』紹介
https://mushi-bunko.com/2021/09/10/info

◎Twitterでの山尾悠子の『コケのすきまぐらし』紹介（「蟲文庫」訪問）
https://twitter.com/marco9mx2/status/1429342803616694274?s=20



☆mediopos-2497　　2021.9.17
メタファーとしての発酵は
変容による創造である

どんなに純粋さを求めても
それによって自らのアイデンティティを持とうとしても
完全に純粋なものは観念のなかでしか存在しない

観念のなかでさえ純粋さは成立しがたいだろう
どこかで何かが混入し作用しそれによって
概念はさまざまなメタファーを持つようにもなるから

私たちの身体は多く微生物でできている
そして微生物たちの相互作用によって
私たちは生かされている

しかも純粋なひとりというのはどこにもいない
私たちは他者との相互作用のなかで存在している
私たちはじぶんだけでは生きられないのだ

私たち一人ひとりの身体でさえ
その境界は絶対的なものではない
わたしたちは外界と働きかけあいながら生きている

しかし清浄さを求めるあまりに殺菌が徹底されるとき
私たちはみずからをスポイルしてしまっている
多様な微生物へとの接触が過剰に疎外されることで
それがアレルギーや自己免疫疾患となってあらわれたりする

私たちは完結し閉じた存在ではない
内的にも外的にもさまざまな相互作用のなかで
常に変わり続けることで生きている
いわば「動的平衡」
さらにいえばそれによって
みずからを変容させながら生きている

その重要なメタファーが「発酵」である
身体においてもまた観念においても
それによって私たちは
常にみずからを再生させている

ちなみに Sandor Ellix Katzの『発酵の技法』は
（mediopos-1410　2018.9.25）でご紹介したことがある
それはまさに「発酵」大全のような内容だったが
今回はそれを「メタファー」としてとらえた
いわば思想的な啓蒙書だともいえる
興味のある方は以下をご参照のこと
（神秘学ポエジー～風遊戯　第119 集・mediopos 57）

■ Sandor Ellix Katz (著), ドミニク・チェン (監修), 水原 文 (翻訳)
　『メタファーとしての発酵』
 　（オライリージャパン 　2021/9）
■Sandor Ellix Katz  (著), 水原 文 (翻訳)
　『発酵の技法 ―世界の発酵食品と発酵文化の探求』
　（オライリージャパン　2016/4）



■ Sandor Ellix Katz (著), ドミニク・チェン (監修), 水原 文 (翻訳)
　『メタファーとしての発酵』
 　（オライリージャパン 　2021/9）
■Sandor Ellix Katz  (著), 水原 文 (翻訳)
　『発酵の技法 ―世界の発酵食品と発酵文化の探求』
　（オライリージャパン　2016/4）

（『メタファーとしての発酵』～「表面の複雑さと見えないものの美しさ」より）

「はっきりとした、厳密なカテゴリーに当てはめて物事を考えることには、抗しがたい魅力がある。善と悪、
暑さと寒さ、正常と不浄、やさしさと残酷さがあり、天国と地獄がある。政治報道では赤い［共和党支持の］
州と青い［民主党支持の］州などと言うが、たとえどちらかへの支持が圧倒的にせよ、どこにでもさまざまな
意見の人はいるものだ。ジェンダーは男性か女性かのどちらかとされることがほとんどだが、それに反して大
部分の人は男性的な側面と女性的な側面の両方を持ち合わせているのが現実であり。またどちらにも居心地の
悪さを感じる人はどこにでもいる。実際には、たいていの物事は白でも黒でもない。その中間のさまざまな濃
淡の灰色として、あるいは色のスペクトラム全体にわたって、存在するのだ。
　カテゴリーが絶対的なものではあり得ないとすれば、境目も、境界も、膜も絶対的なものではなくなる。例
えば私たちの皮膚は、私たちの内部を私たちの外部と隔てる境目だ。しかし太陽の光は皮膚に吸収され、皮膚
からは汗が、時には血液や膿が排出される。蚊や、その他多くの生き物に刺されることもある。感染症や毒
素、あるいは化学物質のために、やけどすることもある。そして皮膚のどんな部分にもバクテリアや菌類、ウ
イルスなどの微生物が住み着いており、私たちの体の部位それぞれに異なる環境条件に応じて、複雑で密度の
高い群集を構成している。私たちは皮膚を自分自身とそれ以外の世界とを隔てるものだと思っているが、そこ
には地球上に存在する人間の数よりもはるかに多くの微生物が住み着いており、相互に、あるいは私たちとの
間で共生関係を結びながら、複雑なバイオフィルムを紡ぎ出し、代謝副産物や遺伝子を交換し、私たちの周囲
の世界との相互作用を仲介している。皮膚以外にも、私たちはひとりひとりが微生物的力場とでも呼ぶべきも
のを持っていて、特有の微生物的署名を体熱とともに発散しているらしい。
　私たちの皮膚は、あらゆる生命体や細胞の膜組織と同様に（実際には、あらゆる境界や膜や境目と同様
に）、複雑なものだ。遠目には、あるいは観念的には、これらの境目は厳然とした、明確な分界線に見えるか
もしれない。しかし近寄ってみると、入り組んでいて、小規模構造に富み、生物多様性が豊かで選択的な透過
性があることがわかっている。」

「私たちの存在は、微生物を基盤として成り立っている。いたるところに存在する莫大な個体数の微生物、バ
クテリアだけでなく、菌類やウイルスなどすべての微生物の決定的な重要性を、私たちは絶えず学んでい
る。」
「どのように認識されようとも（あるいはされなくても）相互の共存は文化的進化の原動力となっている。先
史時代から人類は発酵食品や発酵飲料だけでなく、農法に、ファイバーアートに、畜産に、その他多くの形で
バクテリアや菌類など目に見えない生命の力を利用することを学んできた。この目に見えない発酵の力は、世
界各地の人類文化で神や女神、神話的存在に仮託されていることからもわかるように、神秘的なものとして認
識されてきた。」

（『メタファーとしての発酵』～「メタファーとしての発酵」より）

「発酵を意味する英単語、fermentationは、文字通りに細胞代謝現象（微生物やその酵素が栄養素を消化し変
容させること）を示すだけでなく、揺らぎ、興奮、泡立ちといった状態を暗示する、はるかに広い意味でも使
われる。発酵という単語がこのような豊かなメタファーの能力を持つのは、その語源が「沸騰」を意味するラ
テン語fervereに由来するためだ。発酵がバクテリアや菌類の働きによるものだという科学的知見が得られたの
は19世紀末であり、比較的最近だが、そのはるか前から発酵は（一般的には）泡を作り出すものだと広く認識
されていた。つまり、何であれ泡立つもの、興奮あるいは由来だ状態にあるものは、発酵していると言えるわ
けだ。」
「メタファーとしての発酵は、きわめて広い使い道がある。私たちが心の中でアイディアを温め、想像力を働
かせるうちに、そのアイディアが発酵して行くことはよくある。感情も、整理したり経験したりするうちに、
発酵することがある。時には、この内面的な発酵が個人的な経験の枠を超えて、より広い社会的なプロセスへ
と発展したりもする。生物学的な現象と同様に、メタファーの意味でも発酵できないものは何もない。」

「発酵は特定のイデオロギーの独占物ではない。知的なものであれ、社会的な、文化的な、政治的な、芸術的
な、音楽的な、宗教的な、スピリチュアルな、性的な、あるいはどんな形のものであれ、心が泡立つような興
奮は誰もが経験するものだ。ふだんの生活の中でも、心の泡立ちを他人とシェアしている思いにとらわれるこ
とがある。どんな状況であれ、本来の意味での発酵と同様、メタファーとしての発酵もまた、世界中の人々が
さまざまな形で役立て、巻き込まれてきた、抑えることのできない力なのだ。」
「変化の原動力として、発酵は比較的穏やかに作用する。泡立ちは炎とは違うのだ。発酵を、もうひとつの変
容をもたらす自然現象、つまり火と対比して考えてみよう。火は。燃え広がる先にあるものをすべて焼き尽く
す。発酵はそれほど劇的なものではない。変容のモードは穏やかでゆっくりとしている。着実でもある。地球
上の全ての生命を生み出し、すべての生命の基盤であり続けるバクテリアが引き起こす発酵は、抑えることの
できない力だ。発酵は生命をリサイクルし、新たな希望を生み出し、そして果てしなく続く。」
メタファーとしての発酵は新しいアイディアやダイナミックなエネルギー、そしてインスピレーションの汲め
ども尽きぬ厳選であり、私たちの再生へ向けた最良の希望でもある。」

（『メタファーとしての発酵』～「純粋と汚染」より）

「純粋さの特筆すべき性質は、それが達成不可能であることだ。決して到達できない、野心的な目標なの
だ。」
「細心の注意を払って清潔にすることはできても、純粋な環境は実現できない。（…）微生物の多様性は、す
べての生命の基盤だ、そこから逃れることは不可能だし、望ましくもない。
　多様な微生物への不十分な接触が、アレルギーやせんぞくなど自己免疫疾患の蔓延を招くことを示す証拠
が、次々と見つかっている。」
「わたしたちはバイキンを恐れ、バイキンとの接触をなるべく避けようとする。化学業界はこの不安を煽り立
て、バイキンを私たちの身体や環境から根絶して安全を守るという触れ込みの製品を絶えず供給するために利
用している。この根絶による保護という触れ込みは、幻想にすぎない。実際には微生物を根絶することは自殺
行為であって、「私たち」は「彼ら」なしでは存在し得ないのだ。バクテリアやウイルス、菌類などの微生物
は私たちの一部なのであり、もっと正確に言えば、私たちが微生物の一部なのかもしれない。」

（『メタファーとしての発酵』～「マクロバイオポリティクス（微生物をめぐる政治学）」より）

「私たちは、いわば微生物的な力場の中で生きている。それは私たちの皮膚や体内に棲み着いているバクテリ
アやウイルス、菌類など微生物の複雑なコミュニティであり、生涯にわたる接触によって積み重なり、化学物
質や食習慣などの線テク的な環境の影響力によってふるいに掛けられたものだ。これらの微生物は、人間の機
能を効果的に発揮させる意味でも、そして人体の調節プロセスの多くに組み込まれているという意味でも、私
たちの一部なのであり、そのことに私たちはやっと気づき始めている。微生物との接触により免疫系の発達が
促されるとともに、私たちの腸の中にいるバクテリアは体内細胞と協力して免疫や消化を促進し、不可欠な栄
養素や化学物質を合成し、そして脳を含め、数多くの器官系の調整役を務めている。」

（『メタファーとしての発酵』～「政治的な武器としての純粋さと汚染」より）

「純粋さと汚染の概念は現実離れしたものだが、それらは非常にわかりやすい形で応用され続け、私たちの思
考や世界観を形成し、イデオロギーや倫理や文化的闘争を特徴づけ、法や政策の原動力となってきた。国粋主
義的な政治運動において、自分たちの人種／国家／文化／血統を純粋なものとして描写し、その純粋さが他の
人種あるいはエスニックグループによって汚染されようとしている、と非難することは、ここ米国だけでなく
世界中で見られる。」

『メタファーとしての発酵』～「純血の誤謬」より）

「「純血」という概念は、おそらく歴史上最も有害な純粋さの誤謬であり、人をモノ扱いする奴隷制度や現下
の白人至上主義から、ナチス・ドイツのホロコーストなど世界中で絶えることのない民族虐殺に至るまで、人
類の犯してきた数々の悪行がそれによって正当化されてきた。」
「遺伝子検査が広く行われるようになって、驚くような結果が判明することも多くなった。人種や民族の一体
感がどんなに強くても、先祖はみんなバラバラだ。純粋さが一般に達成不可能なものだとすれば。遺伝的な純
粋さは全くの幻想となる。遺伝的混淆こそが、有性生殖によって得られる特別な利点だからだ。」



『メタファーとしての発酵』～「正常な食品」より）

「純粋という概念は、食の領域にも当てはまる。他人の食生活に関して、頭ごなしに批判的な態度をとる人が
いる。（…）
　自分が食べたい食品を「清浄な」ものとみなし、逆に食べないようにしている食品を「不浄な」ものとみな
す人もいる。」
「清浄という言葉は食品に関してこれほどまでに多くの異なる意味を持ち得るが、食品は決して清浄なもので
はない。食品は決して純粋なものではないからだ。食品とは、要するに他の生命体を摂取することだ。意図し
ない、より小さな生命体が存在することも避けられない。大部分の生物と同じく、私たち人類は貪欲な食欲に
よって生き永らえている。」

『メタファーとしての発酵』～「正常な食品」より）

「メタファーとしての発酵の最大の魅力は、新たな形態、それもあらゆるものの新しい形態を作り出すところ
にある。私が特に心を動かされ、励まされたのは、二者択一的な思考を打破し、私がスペクトラム・エンパワー
メントと呼んでいるものを受け入れようとする文化運動だ。」

（『メタファーとしての発酵』～ドミニク・チェン　監訳者解説「発酵する体」より）

「キャッツはこれまで英語で3冊の発酵食文化にまつわる書籍を刊行し、いずれも日本語に訳されている(『発
酵の技法』オライリー・ジャパン、『天然発酵の世界』築地書館、『サンダー・キャッツの発酵教室』ferment 
books)。どれも多彩な発酵食のレシピや滋味、効能についてまとめた実地的な内容だった。対照的に、2020年
10月に刊行された本書は、世界中の発酵食に精通したキャッツが発酵現象を比喩として用い、現代社会を生き
抜く術すべを論じている。これまでの本でも彼の真摯な人となりや、AIDSと闘病しながら精力的に活動するラ
イフスタイルが垣間見えたが、本書ではよりストレートにキャッツ流の処世術を綴っているのが特徴だ。」

「なぜ発酵現象について知ることによって、わたしたちの世界の見え方が変わるのか？　それは、発酵を担う
微生物たちが目に見えないほど小さい生物でありながら、わたしたちの身体を構成する重要な要素であり、ま
た、地球環境の至るところに偏在し、文字通りわたしたちの世界を埋め尽くしているからだ。違う言い方をす
れば、発酵微生物たちは、地球上の生命が成立する条件の大きな部分を担っているとも言える。」

◎Sandor Ellix Katz 『発酵の技法』をご紹介しているファイル
神秘学ポエジー～風遊戯　第119 集・mediopos57（pdfデータ）
https://r5.quicca.com/%7Esteiner/novalisnova/yugi/sinpigaku-poesie/mediopos57.pdf
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西欧中世の知性について見ていくとき
「12世紀ルネサンス」を主導し
プラトン主義的傾向をもった
12世紀のシャルトル学派から
13世紀のアリストテレス主義的な傾向をもった
ドミニコ会のトマス・アクィナスへの
移行に注目する必要がある

その背景には霊界における
プラトン主義者とアリストテレス主義者の
対立と協働があるという

プラトンとアリストテレスの考え方の主な違いは
プラトンがあるものをそのものたらしめるイデアを
そのものから独立して存在する実体としてとらえたのに対し
アリストテレスはあるものに性質を与える形相（エイドス）は
その素材である質量（ヒュレー）と分離できない
内在的なものとしてとらえたところにある

さらに単純化すれば
プラトンは霊的なもののなかに実体であるイデアがあるとし
アリストテレスは地上的なもののなかに
実体であることを成立させる形相（エイドス）があるとした

新プラトン派がグノーシス的なものに近しいのは
地上的なものを離れたところに
その実体を見ようとしたところであり
キリスト教がグノーシス的なものを排斥する傾向を強めたのも
地上的なもののなかにある実体の意味を否定してしまう
そんな危機的な見方があったからなのだろう
それでは「人になった神」が無意味になってしまうから

キリスト教はいちど古代秘儀的な叡智の高みから去りながらも
やがてキリシア哲学的な知を身にまといはじめる
最初に深く影響を受けたのが
シャルトル学派による古きプラトン主義的なものであり
さらに新たな影響を受けたのが
学問的な傾向性をもったアリストテレス主義である

その二つの衝動がシュタイナーの起こした
人智学運動のカルマ的連関のなかに働いているというが
おそらくそれは協働的でありながら
対立的なものをもたらしてもいるのかもしれない
シュタイナーの生前にもそうした対立は存在していたように

それは地上的なあり方と
霊的世界のあり方とをどのようにとらえ
展開させていくかということに関わってくる

シュタイナーによれば「知性とは、
高次のヒエラルキアのお互いの行動規範」だという
そして高次のヒエラルキアには惑星の知性と太陽知性とがあり
そこには地球発展の初めからある種の対立があるという

「太陽知性は主としてミカエルの支配のもとにあり」
「その他の惑星の知性はそれ以外の大天使のもとに」ある
かつては太陽知性が太陽系を統御していたが
惑星の知性が太陽知性から解放され
「それまでは一体であった宇宙諸力が完全に分離し」
「お互いに対立するようになっていった」のだという

おそらく今地上でさまざまに起こっていることも
そうした協働と対立のあらわれなのかもしれないが
重要なことはそうしたいわば
宇宙的な「カルマ的連関」のなかで
地上的なものと霊的な世界のあり方とを
どのようにして関連づけ協働させるか
その可能性を見いだしていくことなのだろう

物質主義になりすぎるのも逆に排するのも偏向であり
精神主義をになりすぎるのも逆に排するのも偏向である
悪の傾向にもふたつの極があるが
重要なのはその「中」なるあり方を求めることなのだ

ちなみにシュタイナーはその最晩年に
全６巻（GA235-240）のカルマ論の講義を残している
これまで訳されているのは
第一巻と第二巻と部分的な講義だけだったが
今回こうして第三巻にあたる講義（GA237）が訳された
第四巻・第五巻も随時訳されていくとのことである

■ルドルフ・シュタイナー（浅田豊　訳・解説）
　『アントロポゾフィー運動のカルマ的関連
　　／ドルナッハにおける11回の講演（1924.7.1ー8.8) 』
　（ 涼風書林　2021/5）
■上智大学中世思想研究所『
　中世思想原典集成〈8〉シャルトル学派』
　（平凡社　2002/9)



■ルドルフ・シュタイナー（浅田豊　訳・解説）
　『アントロポゾフィー運動のカルマ的関連／ドルナッハにおける11回の講演（1924.7.1ー8.8) 』
　（ 涼風書林　2021/5）
■上智大学中世思想研究所『中世思想原典集成〈8〉シャルトル学派』
　（平凡社　2002/9)

（ルドルフ・シュタイナー『アントロポゾフィー運動のカルマ的関連）』～
　浅田豊「11世紀～12世紀の偉大なシャルトル学派」より）

「12世紀にシャルトル学派は、シャルトルのベルナルドゥスのもとに、その最盛期を迎えた。この時期に、中世の最も有名
なプラトン主義の哲学者たちが現れた。このいくつかの名前を挙げておこう。

　シャルトルのベルナルドゥス（1126年頃没、学院長）
　その弟シャルトルのティエリ（1085年頃～1155年、学院長）
　ベルナルドゥス。シルヴェストリウス（1085年-1160年または1178年）
　ギルベルトゥス・ポレタヌス（1070年頃-1154年、学院長）
　コンシュのギョーム（1080/90年頃-1154年頃）
　ソールズベリーのヨハネス（1115年頃-1180年、シャルトル司教）
　アラヌス・アブ・インスリス（1115年頃-1203年）
　（生没年ははっきりわからないことが多い）」

「シャルトル学派にはプラトンの霊性が強力に働きかけていたが、それは、（ソールズベリーの）ヨハネスがベルナルドゥ
スのことを「私たちの世紀の最も完成されたプラトン主義者だ」と呼んでいることからも理解される。ここで培われていた
のは、キリスト教化されたギリシャ精神とも言えるだろう。そしてキリスト教化されたプラトン主義の夕映えの中に生きて
いたシャルトル学派であるが。ヨハネスは次のような注目すべき観察も記している。

　　シャルトルのベルナルドゥスとその信奉者は、プラトンとアリストテレスとの間に調和をもたらすために大変な努力を
した。

　一見これは単なる哲学的な問題に見えるが、実は人類の霊的発展の上で重要な深い意味を持っている。過去のプラトンか
らアリストテレスに至る発展の連続性だけでなく、未来に向けての、この両者の協働作業をも意味している。シュタイナー
が本書の第６講演の終わりで述べているように、死の扉を越えていったプラトン主義者たちと、これから地上に受肉しよう
としているアリストテレス主義者たちが、13世紀初頭に霊界において重要な話し合いを持った。」

「アラヌス・アブ・インスリスによってシャルトル学派はその頂点を極める。もっとも一般の研究者はアラヌスをシャルト
ル学派に含めない場合も多い。彼はシャルトルではなくパリとモンペリエで教え、1203年にシトーのシトー会修道院で亡く
なった。アラヌスの場合もシャルトルの伝統に従い、ナトゥーラ女神が大きな役割を演ずる。彼の主著の一つ、『アンティ
クラウディアヌス』には、新しい神的な人間の創造が描かれ、そこでは７つの自由学芸が働き、また惑星、黄道12宮、天使
のヒエらルキアなどが叙述される。12世紀に栄えたシャルトル学派のプラトン主義者は、13世紀にはトマス・アクィナスを
中心とするアリストテレス主義者たちへと移行していく。」

（ルドルフ・シュタイナー『アントロポゾフィー運動のカルマ的関連）』～
　「講演6　7月13日（日）」より）

「シャルトル学派の最後の代表者たちがちょうど霊界にやってきました。スコラ哲学の最盛期を招来する人物たちはまだ霊
界にいました。この両者の間で13世紀初頭に、人間発展の舞台裏の、最も重要な理念の交換の一つが行われたのです。一方
は古い、霊視的なプラトン主義者をシャルトル学派から超感覚的世界へと持ち上げてきた人々であり、もう一方では、将来
人類の発展に流れ込むべき、ある一つの新しい精神性をもたらすための大転換期としてのアリストテレス主義を、地上にも
たらすべき準備していた人々がいたのです。
　この両者は同意に至りました。そしてシャルトル学派に由来する人物たちは、時代にふさわしい要素としてスコラ哲学に
おいてアリストテレス主義を育成するために、感覚的、物質的な世界に今まさにおりていこうとする人々は次のように言い
ました。--------私たちが地上で活躍するのは、今はとりあえず不可能だ。なぜなら地球は今、認識をこのような生き生きし
たあり方で培う状況ではないからだ。私たちが最後のプラトン主義者として育成することができたものを、今度はアリスト
テレス主義が受け継がねばならない。私たちはこの天上にとどまろう。--------そしてこのシャルトルの霊たちは、今日まで
重要な地上の受肉に入ることなく、超感覚的世界にとどまりました。しかし彼らは、私が皆さんにお話しした、19世紀前半
に形成された、あの壮大なイマジネーションの形成には、力強く参与していたのです。

　彼らは、アリストテレス主義を持ってまず地上に降りていった人々と、完璧な調和のうちに活動しました。アリストテレ
ス主義者は特にドミニコ会に多くいましたが、彼らはシャルトルの霊たちといわば超感覚的な契約を結び、彼らといわば次
のことを約束しました。--------私たちはこれから地上に降りて、アリストテレス的な認識を育て上げる。今地上では、プラ
トン主義は成長できない。再び上に帰ってきたら、君たちと再会しよう。地球はアリストテレス主義のスコラ哲学の発展を
通過したあと、シャルトルの霊たちと一緒に再び精神性を発達させることができる時代を迎えるが、その準備のために、君
たちと再会しよう。」

「アリストテレス主義の衝動を与えるべく地上に降りた人たちが、地上でいわばその課題を果たし、再び霊界に上ってきた
とき、そのとき霊界において、いわばプラトン主義者とアリストテレス主義者の間で協働作業が行われました。そしてこの
両者の周りに、私がお話した魂たちもいたのです。私が示唆した、二つのグループの魂達もそこにいたのです。
　ですからある意味で、アントロポゾフィー運動のカルマの中に、シャルトルの非常に広範な弟子達の層、そして私がここ
数日間に述べた二つの潮流のどちらかに由来して、このシャルトルの弟子の領域に入りこんだ魂達が入り込んできたので
す。これは大きな集団です。というのも、この集団の中にいる多くの人々は、今日なお、アントロポゾフィー運動への道を
まだ見つけていません。しかし、このような多くの体験によって、今日アントロポゾフィー運動の領域にあることが準備さ
れてきたのです。」

（ルドルフ・シュタイナー『アントロポゾフィー運動のカルマ的関連）』～
　「講演10　8月4日（月）」より）

「教育を受けて学者になった人、これはアントロポゾフィー協会の中にももちろん例がありますが、彼らがアントロポゾ
フィーに目覚めると、物質主義を反駁し、物質主義と戦い、物質主義に対抗してあらゆるこよを言う、とても大きな欲求を
感じるのです。そして彼は、物資主義と戦い、それを反駁し始めます。そしてそれによって多分、ミカエルの潮流にまさに
正しく立っていると思うのです。それは多くの場合いまくいきません。そして次のように言えるでしょう。--------物質主義に
反対して言われる事柄は、非常に多くの場合本当に善意で言われたのです。しかしこれは成功しません。理論的、あるいは
実際的な物質主義者は見向きもしません。なぜでしょうか？これがまさに、判断の明晰さを妨げているものなのです。」
「それは物質主義が事実である、ということからきているのです。すでに何度もお話したことですが、物質主義は間違いで
はなく、正しいのです。そこからきているのです。そしてアントロポゾフィーは、特別な仕方で物質主義が正しいことを学
ぶべきなのです。つまり物質主義は正しいけれども、ただ単に物質的な肉体性だけを知っています。あるいは、少なくとも
知っていると思っています。それが間違いです。物質主義の中に間違いがあるのではありません。物質主義的な方法で解剖
学、生理学、あるいは実際的な生活を学ぶと、それは真理を学んでいるのです。しかしそれは、物質的なものだけに妥当し
ます。そしてこの告白は、人間本性の一番内奥の部分からなされなければなりません。つまり、物質主義がその領域では正
しいということ。そして、物質主義の領域で正しいことを発見したというのが、まさに近代の輝かしい業績なのです。しか
しこのことには、その実際面、実際的・カルマ的な側面があるのです。」
「物質主義者の持っている素晴らしい才能や気高い人間的心情を見ると、まさに私たちは衝撃を受けるのです。なぜなら、
こんにちは大きな決断の時期なのです。この時期に、このような人々が精神主義への道を見出さなかったとしたら、彼らの
魂の生活が、今後の何回もの受肉にわたって、損害を被らないということは決してありません。損害を受けるのです。ある
種の人間はカルマによって精神性に向かう欲求をもっていますが、また別の人々はこの精神性に到達することができないと
いう状況があります。私たちはこの対立を注視し、私が描写したような人たちとカルマ的に一緒に生活することを見て、全
く深く心を揺さぶるもの、全く私たちの魂に触れて来るものを見出さなければなりません。そうして初めて、私たちは私た
ち自身のカルマに正しく影響できるのです。」

（ルドルフ・シュタイナー『アントロポゾフィー運動のカルマ的関連）』～
　「講演11　8月8日（金）」より）

「知性とは一体何でしょうか？」
「知性とは、高次のヒエラルキアのお互いの行動規範なのです。彼らがなすこと、彼らがお互いにどのように振る舞うか、
どのような関係を持っているか、これはすなわち宇宙の知性なのです。私たちは人間として、もちろん自分のすぐ上にある
領域を見る必要があります。ですから私たちにとって宇宙の知性とは、具体的には、天使の位階にある存在たちの総体だと
言えます。（…）これが真実です。869年に教父達が、霊について語るべきかどうか議論した（コンスタンチノープルにおけ
る第8回の公会議）のは、次の事実の結果なのです。--------以前ミカエル領域にいた複数の天使たちがミカエル領域から離
れ、これからは地球の権力にのみ関わり、ただ地球の権力を使ってのみ、人間を導いていくという見解に賛同したのです。
--------ご覧ください、真実を言えば、それはこのような出来事だったのです。天使とは、人間を一つの地上生から次の地上
生へと導いていく存在です。彼らは霊界で私たちのすぐ上に立っている存在で、死と再生の間の生活を通して私たちを導
き、そしてさらに次の地上生に目を向けます。そして個々の地上生を、人間の生きること全体の、関連に満ちた鎖としてま
とめ上げるのです。このような課題を持つ複数の天使たちは、以前はミカエル領域と一体となっていたのですが、そこから
出てミカエル領域を去りました。このような行動から、人間の運命は影響を受けないわけにはいきません。」
「何人かのミカエルの天使たちが、突然ミカエルの領域から出て行こうと思いつくのは一体どこからきているのでしょう
か？（…）このことは、人類の最近の発展において投げかけられうる質問のうち最も難しい質問のうちの一つなのです。
（…）これは、人間生活の総体と、深く内的に関わっている質問なのです。」



「全ての惑星の知性と太陽知性との間には、ある種の対立があります。この対立は地球発展の初めから常にあったのです。
つまり一方では太陽知性があり。もう一方では惑星の知性があるのです。そして常にそうだったのですが、太陽知性は主と
してミカエルの支配のもとにあり、それに対して、その他の惑星の知性はそれ以外の大天使のもとにありました。」
「これは常にそうだったのですが、ミカエルが太陽知性を一人で管理していたとは言えなかったのです。そうではなく。宇
宙知性全体は太陽知性と、水星、金星、火星などの惑星の知性に細分されているのです。」
「非常に古い時代には、太陽は一様に輝く日輪だったのです。黒点はなかったのです。そしてこれから何千年も経つと、今
日よりもずっとたくさんの黒点が現れるでしょう。（…）これは常に、ミカエルの力つまり知性の宇宙力がますます衰えて
いくことの外的な現れなのです。（…）そしてある充分な数の太陽の黒点が現れるとき、他の惑星の知性たちは、彼らがも
はや太陽に支配されたくないことを認識しました。彼らは、地球がもはや太陽に依存しているのではなく、直接に全宇宙か
ら依存していることを意図しました。これは大天使たちの惑星会議で決定されたのです。特にオリフィエルの指導のもと
に、惑星の知性が太陽知性から解放されたのです。それまでは一体であった宇宙諸力が完全に分離したのです。ミカエルの
太陽知性と惑星の知性たちは、宇宙において、だんだんと、お互いに対立するようになっていったのです。」

〈参考〉『中世思想原典集成〈8〉シャルトル学派』【収録著作】
シャルトルのフルベルトゥス『詩集』、シャルトルのベルナルドゥス『プラトン註釈』、ギルベルトゥス・ポレタヌス『ボ
エティウス　デ・ヘブドマディブス註解』、コンシュのギヨーム『宇宙の哲学』『プラトン・ティマイオス逐語註釈』、シャ
ルトルのティエリ『六日の業に関する論考』『ヘプタテウコン（七自由学芸の書）』、ベルナルドゥス・シルヴェストリス
『コスモグラフィア（世界形状誌）』、ソールズベリーのヨハネス『メタロギコン』、アラスのクラレンバルドゥス『創世記
についての小論考』、アラヌス・アブ・インスリス『アンティクラウディアヌス』



☆mediopos-2499　　2021.9.19

光そのものを
見ることはできない

光はそれを反射するものを
照らし出すのである
光が見えているのではない

反射するものは
いわば光をもたない闇でもある

光を見るためには
闇がなければならない

私たちが「見る」とき
私たちの内に闇がなければならない

もちろん闇だけでは
光は反射することができない
そこに「感光材料」が必要になる

私たちは
「受光装置である眼の網膜と、
認識と記憶装置としての脳」を
感光材料としてもっていて
それによって光を「見る」ことができる

その意味で私たちは
みずからが闇という「箱」になることで
光を見るための存在であるともいえる

私たちは光そのものを見ることができないが
みずからがこの物質世界において
闇の物質である身体をまとって生きているからこそ
光をその闇に反射させることで
光の影を通じて光へと向かうことができる
これはプラトンの洞窟の比喩の逆説的な見方でもある

とはいえ重要なのは
その光をどのように「感光」させるかである
そして「感光」させる際には
そこにさまざまな「先入観や既成概念」が入り込んでいて
「自由な視点」で「見る」ことはむずかしい

写真に写っているのは
「先入観や既成概念」から離れた
客観的な像であると考える者もいるだろうし
ものを考えるときにも
じぶんは客観的に考えていると思う者もいるだろうが
そういう人ほど多く歪んだ光を見ているともいえる

宮 隆司『いのちは誘う／宮本隆司 写真随想』に
収められた「随想」のなかに
ピンホール・カメラの話がでている

ピンホール・カメラからは「レンズ、フォーカス、
フレーム、シャッター・スピードなどの
カメラの基本的な機能」が極限まで取り去られている

そこで写される写真は
「ひとつのものに焦点がさだまることがな」く
「すべてがやわらかくゆるやかな」
「不鮮明でつかみどころのない不確かな世界」である

わたしたちはあまりにも
「先入観や既成概念」にも満ちている
私たちもまたそうしたピンホール・カメラのように
ときおり焦点をさだめない意識で
世界に向かい合うことも必要なのかもしれない

ピン・ホールカメラでなく
通常のカメラを使ってなにかを写すときにも
そうした意識で写すときには
「写す」という自力ではなく
そこに訪れる光を受けいれるように
「写る」という他力ともなり得るのではないだろうか
そしてそれはときに
「祈り」にも似てくるのかもしれない

■宮本 隆司
　『いのちは誘う／宮本隆司 写真随想』
　（平凡社 2021/8)



■宮本 隆司
　『いのちは誘う／宮本隆司 写真随想』
　（平凡社 2021/8)

（「見るためには闇がなければならない」より）

「見るためには闇がなければならない、というときの闇とは暗闇のことである。見るためいは光も不可欠な要素である。さ
らに認識し、記憶するための感光材料が一用である。
　人間の眼もカメラも、見るためには闇と光と感光材料の三つの要素がなければならない、というのがより正確な言い方に
なるのだろうかが、わたしはあえてここで、見るためには闇がなければならない、と闇の存在を強調したい。なぜ、見るた
めには闇がなければならないのだろうか。

　人体の内奥は暗闇である。その闇に光を導き入れるための二つの球体が眼球である。球体内部に保たれた眼球は、前面に
レンズとなる角膜に覆われた水晶体があり、透明な硝子体で埋まっている。水晶体レンズを通過した光が眼球の内面にある
網膜上で像を結び、光を感ずる視細胞に知覚され、神経信号となって脳に伝わる仕組みになっている。
　感光材料となるのは受光装置である眼の網膜と、認識と記憶装置としての脳である。逆さま裏返しになった左右二つの画
像が脳に送られ、画像処理され認識されると、そこで「見ること」が成立する。人がものを見るためには、闇と光と、感光
材料としての眼の網膜や脳が必要なのである。眼という受光装置が機能するためには、光とともに闇が必要なのである、物
理的な必然といっていい。」

「闇は人間を存立させる世界の構造そのものにかかわる基本的な要素なのに、闇があることをふだん、あらためて意識する
ことはない。
　そうなったのは、現在の日常では本来の闇を体験する機会がなくなったからである。昼も夜も、どこもかしこも明かりが
ついて照明された光で溢れている。真の暗闇が消えてしまった。」

「ものを写真という技術で見るとき、眼球で闇を確保する代わりにカメラという暗い箱に闇を確保して見る。明るいところ
でカメラという闇の箱に光を導き入れ、画像を撮りだして見ている。闇という見えないものを媒介にして見るのである。見
るためには闇がなければならないのである。」

（「ピンホールから見えるもの」より）

「わたしのピンホール撮影は、写真撮影というよりも、あちこちの現場に出かけていって建設作業する肉体労働に近いもの
である。撮影に使うピンホール・カメラは、かなりの大きさで、縦一メートル八二センチ、横九一センチ、高さ一メートル
五〇センチもあって、まるで小屋のような大きさのカメラである。カメラ。オブスキュラの意味するところの「暗い部屋」
そのものである。
　なぜこんな大きなカメラを使うのか。それはホームレス（路上生活者）の人々が作って住む段ボール小屋から発想を得て
ピンホール・カメラ撮影をはじめたからである。そして、ダンボール小屋に住むように、わたしがカメラ内部でわたし自身
が感光材料の印画紙を内面にセットして、シャッターを開閉しなければならないからである。」

「箱、あるいはダンボール小屋の中から外を見ると、なぜか視覚が既成概念から自由になったような気がする。
　あらゆる価値が等価に見える世界をながめると、見えるものがそれぞれに際立ってきて、ことばで説明しづらくなり、あ
れも･･････これも･･････それも･･････なにもかも･･････、と箱男（註：安部公房の小説『箱男』の主人公）のように、つぶ
やくことになるのかもしれない。視線が一時的に決まりきった約束や思い込みから解放されたようになるのだろう。このこ
とは、そっくりそのままピンホール・カメラの特性である。そして、すべてがやわらかくゆるやかな世界となり、ひとつの
ものに焦点がさだまることがない。

　世界を等価に見る、ということは、先入観なく世界を見るということである。（･･･）
　カメラを持つと世界を自由になんでも撮ることができ、見ることができると思う。ところがやはり人は、ある規制の考え
や方則に沿った視点でしか見ることができない。先入観や既成概念にしばられずに自由な視点で見ることなど、まず不可能
なことなのである。
　ホームレスの小屋のようなカメラから世界を見れば、こうした既成概念に束縛されない自由な視点を確保できるのではな
いか、とわたしは想像した。」

「ピンホール・カメラの撮影は、ピントを合わせるという操作がない。レンズと違ってピンホールを通して画像は定まらず
輪郭が曖昧なのである。あらかじめ、すべてにやわらなくピントが合っているという特性があるためである。
　フレームを切り取るという操作もない。ファインダーがないから、いい加減に画面を設定することしかできないのだ。さ
らに露光時間が長い、そのために動くものを写すのがむずかしい。
　このないない尽くしのピンホール・カメラが写し出すのは、不鮮明でつかみどころのない不確かな世界である。ピンホー
ルを通過した、やわらかくていいかげんで曖昧に見える写真はレンズ、フォーカス、フレーム、シャッター・スピードなど
のカメラの基本的な機能を極限まで取り去った果てに、それでも見えてくる世界の光景なのである。」

「そして、わたしがピンホール・カメラの撮影で最も気をつかい苦労するのは、明るいところで完璧な闇をカメラ内部に確
保することである。」
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人は生まれると
まずじぶんのまわりにいるものを
模倣しながら育っていく

アナロジー思考というのがあるが
思考はそもそもアナロジーをベースにしている
というよりは
思考が育つ以前に
人は模倣して育っていき
その模倣から思考が育っていくといってもいい

人は動物や昆虫などと比べて
生まれたときにすでに決定されている
本能的なプログラムが比較的ゆるくできているので
生まれてからの模倣が
個体的なレベルでの成長にとって重要になるが
自我が育っていくにつれて
模倣を超えた個体レベルでの思考も生まれてくる

それは模倣を超えたというよりも
まわりにいるものへの模倣が
別のレベルでの模倣へと移行する
ともいえるのかもしれない

最初は身体レベルでの生命的な模倣から
感情や思考レベルでの模倣へと移行し
さらにより高次の模倣へと移行してゆく

虫の擬態を見ていると
形態を驚くほどに模写するには
どんな「意識」が働いているのかが気になるが
それはたんなる適者生存というようなものでもなさそうだ
やはり集合レベルでの意識が
形態と機能をプログラミングしていると考えたくなる

養老孟司氏によれば
虫の擬態は
「モデル」「真似る者」「だまされる者」
というたんなる三者関係だけではなく
それに「それを見るヒト」を加えた
「四者関係」の中で起こっているという

虫の擬態はもちろん種のレベルでの形態模写だが
人間のそれは個のレベルでの模倣・アナロジーである
人間のそれにもまた「四者関係」があるだろう
「みずからの模倣・アナロジーを見る自己」
が加わった「四者関係」である

人の身体や思考・感情・自我や
さらにそれを超えた意識には
それぞれが「擬態・模倣」する元型がある

虫の擬態を見ていると
自然に存在しているさまざまなその元型があり
自然を超えたものの世界に存在している
またさまざまなその元型がある

人間の感情は
かつてわたしたちのまわりにいた神々たちが
内面化したものだとも神秘学的にはいわれるが
それもあるレベルでの元型の擬態・模倣であり
自我もまた神的世界にある元型を
擬態・模倣しようとしたものであるともいえる
キリスト存在が人間の雛形ともなっているというのも
そうした意味でとらえることもできる

自然と人間
霊的世界と人間
それらの関係をとらえるとき
「擬態・模倣」という観点から
照らし出してみるのも面白そうだ

■養老孟司 (著)・海野和男(写真)
　『虫は人の鏡 擬態の解剖学』
　（毎日新聞出版 　2020/12）



■養老孟司 (著)・海野和男(写真)
　『虫は人の鏡／擬態の解剖学』
　（毎日新聞出版 　2020/12）

（「００　なぜ虫か」より）

「どうして「虫なんか」に興味を持つのか。生まれてこのかた、何度それをきかれたのかわからない。しかし、虫が好きな
のは、私だけではない。ここの写真を撮っている海野和男氏は、私よりももっとひどい。写す対象もいろいろあろうに、虫
専門の写真家だからである。
　なぜ虫が面白いか。まずなにより形と色。さらにその多様性であろう。そもそも虫専門門の写真家がいるということは、
そのことを示している。もはや凝るしかない。ただ相手が小さいうえに、むやみにいろいろな種類がいるから、つまり多様
だから、ふつうの人は、面白いもなにも、どう考えたらいいか、わからなくなるらしい。
　生物の多様性は、多くのナチュラリストを引きつけてきた。というより、生物の多様性に魅かれた人たちを、ナチュラリ
ストと呼んだ。そう言ったほうがいい。」

「好き嫌いは、理屈ではない。好きなものは仕方がない。同様に、嫌いなものは仕方がない。お釈迦様も、縁なき衆生は度
し難し、と言われた。
　もちろん、この「嫌い」にも程度がある。」
「好き嫌いはともかく、虫に興味を持たない人も多い。そんなものに興味を持って、なんの役に立つか。金も儲からない
じゃないか。」

「虫好きが多いかどうか、これはおそらく文明の発展段階と、微妙に関係している。都市文明が進んでしまうと、虫にまっ
たく興味のない人が増える。虫を含めて、自然が消失するからである。頭のなかから、自然が消え、虫が消えてしまう。」
「虫が現にいて、しかもそれを相手にする余裕がある。そういう時代、つまり野蛮から文明への移行過程でなければ、たぶ
ん虫好きはそれほど生じない。」

（養老孟司 ×海野和男「対談　偶然か必然か」より）

「養老／擬態の写真なんか見せられると、真面目な解剖学者は嫌がるんですよ。生物の形が出来てくるには、形が作るロ
ジックがあると専門家は思っているから、嫌になっちゃうんですね。勝手に変わりやがってなんて言いながら（笑）。擬態
というのはいまだに大問題なんです。似ているのはすべて偶然で、人間が「似ている」と判断しいているだけだと、頭から
信じない人は随分いますね。
海野／それはまあ、人間が判断しているわけですが、だから誤りであるというのはおかしな話でね。昆虫のやっていること
は実は、人間にとても近いんです。チョウなんかもそうだし、さらに擬態になると非常に人間臭い。人と虫は形態的にはえ
らい違いですけれど、遺伝子はさほど違わないという話ですし、私たちの価値観が、虫の中にあってもいいと思うんです
よ。（･･･）人間には見えない虫の美しさがまだあると思うんです。私たちの方が、昆虫より遅れている部分だってあるはず
なんでね。
養老／人間の脳がやっていることと、昆虫がやっていることは現象的に非常にうまく重なるところがあるんです。人間が脳
でやっていることを、虫は遺伝子でやっていて、全然違うということは本能的にはわかってるんですよ、人間の脳では。だ
けど、頭も使っていないのにこんなことをしていやがるというところがね（笑）。逆に言うと、脳も遺伝子も同じように自
然界の中で進化してきたものですから、恐らく同じような原理を持っているはずで、その重なりが面白くてしようがない。
海野／脳の進化を調べていくと、大昔からの昆虫の進化がわかるようなこともあるかもしれませんね。
養老／ええ。条件の重なりといった意味で面白いと思いますね。だから、擬態というのは一番のキーポイントであり、根っ
こにある問題だと思うんです。擬態というのは、モデルがあって、誰かが真似をするわけです。これを、例えば鳥なら鳥が
見てだまされるという構造になっていて、これは三者関係ですね。いわゆる従来の科学だとここで切っちゃうわけです。僕
はここに人間を加えて、四者関係で擬態を考えてみたいんですね。擬態はそもそも不思議な現象なわけです。その、不思議
だと思う自分の脳も含めて考えようとするものだから、整理しにくくて、往生してるんですが（笑）」

（「０２１　虫とヒト」より）

「擬態はゲノムのすることなのに、脳がすることにソックリである。もちろんそれは、神経系の機能の反映だからである。
脳はそこに自分の秘密を見る。十九世紀およびそれ以前の科学者たちは、虫がする本能的行動を見て感嘆した。これこそ神
の設計にほかならない、と。かれらは進化を知らなかった。だから、本能のほうが先で、神経系がそれに従って形成された
ことに気づかなかったのである。かれらは虫を見て、本能を発見したつもりだったが、発見したのは、自分自身の出自だっ
た。いまでもそうは思っていない人は、たくさんいるはずである。脳はなにか特別で、心というはたらきを示す。虫は馬鹿
の一つ覚えをくりかえしているだけだ、と。
　私が虫なら、ヒトを笑う。あいつらのやっていることは、われわれが何気なく、何の苦労もなくやることを、さんざん考
えて、やっとの思いでやっているに過ぎない。それでもなかなかうまくいかないで、年中ぼやいているではないか。なぜ、
あんな馬鹿なことをするのか。同じ生きていくなら、われわれだって、ヒトと同じ年数を生きてきた。こういう生き方があ
ることを教えてやりたいよ。

　脳の基本的な機能は、アナロジーである。それはすなわち、真似ることである。あるいは並行した回路を形成することで
ある。生物が原始的な神経系のなかに、進化の過程で試行錯誤して作り上げた回路は、われわれの合目的行動に、基本的に
利用できる。そうした利用が、まさにアナロジーなのである。
　擬態はやはりアナロジーの一種である。だからわれわれは、そこに自分の脳のはたらきを見る。だから私の場合は。擬態
を見ると、ついヒトの社会を考えてしまう。ヒトの社会には、いわば擬態は蔓延している。それは、社会がヒトの脳で作ら
れるからである。
　こうして考えていくと、対象がなんであれ、結局私たちにものを教えてくれてきたのは、自然だということを知る。
　その自然は、見ようとする気持ちさえあれば、なにもテレビやインターネットの中だけではなく、皆さんの周辺にいくら
でもあるはずである。」
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