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☆mediopos-2501　　2021.9.21

これまであまり意識したことはなかったのだが
本書の著者「山田晶」は
アウグスティヌスやトマス・アクィナスの
訳者として知られている

哲学を自己流なりにせよ読み始めてずいぶんになるが
ここ数年来ようやくかつて刊行されていた
たとえば中央公論社の「世界の名著」シリーズなどの
古典的名著を面白く読めるようになってきている
（アウグスティヌスとトマス・アクィナスの巻は
まさに山田晶氏による訳と解説によるものである）

逆にいえばこうした日本語化されているものでさえ
これまであまり読めずにいたことになる
つまり基礎的な部分がずいぶん欠けているので
ずいぶんいろんな哲学等の内容を曲解していた
あるいはそれ以前のレベルだったことも多々ありそうだ

さて本書は山田晶が京都大学において
昭和41年から58年まで行った「中世哲学」講義を
全五巻に収録したものの一巻目であり
今後随時刊行されていくことになっている

本書第1巻では昭和41-44年度までの4年間の講義が収載され
「中世哲学とは何か」というテーマで
パウロとヨハネを中心にした
キリスト教と哲学の関係についての考察や
ギリシア哲学や神秘思想
ユダヤ教やパウロなどとの関係から
グノーシス思想の意味に関する考察等が行われている

当初思ったよりもずいぶん読みやすく
まるで実際に講義を受ける新鮮な感覚で読み進められる

今後この講義について何回かにわけて
ご紹介していくことにしたいと考えているが
今回はそのいちばん最初の
昭和41年度（一九六六年）前期講義の
「中世と中世哲学」についての講義からはじめる

「中世哲学」とはいったいどの時代の哲学であり
そこでいう「中世」とは何を意味しているのか

もちろんここでいう「中世」は
世界中のすべての地域にあてはまるものではなく
あくまでも西洋における「中世」であって
それをたとえば日本にそのままあてはめることはできない

ふつう西洋で「中世」といわれる時代は歴史家のあいだでは
歴史家のあいだでさまざまな説があるとはいえ
「四 − 六世紀から十四 − 十六世紀にいたる
千年以上にわたる西欧の時代」にあたるが
「中世哲学史」はこれにはあてはまらない
哲学史における中世はそれよりもずっと前の一世紀
キリスト教とともにはじまる

このことは西欧特有の哲学を学ぶときには
いくら強調しても強調しすぎることはないだろう
その意味では日本で西欧由来の哲学を学ぶというとき
キリスト教をある程度知らないままでは
その前提事項が欠落してしまうことになるが
これはキリスト教について不案内なことの多い
日本人にとっては大きなハードルであるともいえる

中世哲学とは
「キリスト教と哲学との交渉において成立発展した哲学である」
ということになるのだがそうであるとすれば
キリスト教が哲学になんらかの影響を与えているということにな
り
古代哲学と中世哲学とを区別する
ポイントとなる原理を見ていかなければならなくなる
たとえばグノーシス思想などもそこで重要な視点として
検討していくことも必須となる

今回は最初の「第一章　中世と中世哲学」のみをとりあげたが
随時「キリスト教と哲学」「パウロと哲学」
「ヨハネと哲学」「グノーシス思想」といった問題を
随時不定期でとりあげてみることにしたい

■山田晶 (著), 川添信介 (編) 
　『中世哲学講義: 昭和41年―44年度 (第一巻) 』 
　（知泉書館 2021/7)



■山田晶 (著), 川添信介 (編)
　『中世哲学講義: 昭和41年―44年度 (第一巻) 』
　（知泉書館 2021/7)

（「第一章　中世と中世哲学」より）

「一　中世哲学とはいうまでもなく中世の哲学である。しかしこの場合「中世」とはいかなる時代をさすので
あるか、またこの時代における「哲学」とは何を意味するのであるか。」

「二　中世という語がはじめて用いられたのは一四世紀の人文主義者たちによってである。（･･･）彼らに
とって、中世とは輝かしい古代文化の埋没し忘却された野蛮不毛の時代に他ならなかった。中世を「暗黒の時
代」とする歴史観はここに端を発する。これに反し十九世紀の初頭にドイツ、フランスを中心におこったロマ
ンチックの思想家たちシュレーゲル、シャトーブリアンはまさにこの中世のうちに彼らの理想の実現された時
代を見出した。中世を「光明の時代」とする歴史観はここに端を発する。」

「三　このように「中世」という時代に対する価値評価は様々であるが、その場合彼らが問題としているのが
西洋の中世である、という点については一致する。」

「四　この中世の開始の時期については歴史家の間に諸説がある。すなわちコンスタンティヌスがリキニウス
に対して勝利する三二四年、民族移動の始まる三七五年、東西ローマ帝国が決定的に分裂する三九五年、西
ローマ帝国の滅亡する四七六年、教皇大グレゴリウスの存在した六〇〇年代等が中世の発端とされる。要する
に四世紀から七世紀までの間に、古代とは全く異なった政治理念が西欧世界を支配し始めるのであって、この
転換の時期をいつに置くかに関して諸家の意見は異なるのである。」

「五　これに対し中世の終末はあまり明確に限ることができない。一つの政治理念によって統一されていいた
西欧的世界は長い時代をへて次第に分裂の方向を辿る。ルネサンス運動の開始される十四世紀をもってすでに
中世の終末とする人もあり、またコロンブスがアメリカを発見した一四九二年、ルターが宗教改革を提唱した
一五一七年をそれとする人もいる。要するに四−六世紀から十四−十六世紀にいたる千年以上にわたる西欧の時
代が普通歴史でいわれる「中世」なのである。」

「六　ところが「中世哲学史」が取り扱う時代は、これよりもさかのぼるのが常である。（･･･）「中世哲学」
における「中世」は、普通の歴史的区分における中世のように四世紀以降に始まるのではなくて、むしろ一世
紀に、すなわち、イエス・キリストの歴史における出現とともに始まるとされるのである。」

「七　しかるに普通の歴史においては、この一−四世紀は「中世」ではなくむしろ「古代」に属する。哲学史
においても、この時代の哲学のある部分は古代哲学史において取り扱われている。」

「八　具体的にいうと、セネカ、エピクテトスがストアの哲学者として古代哲学史の中に登場するのは中世哲
学史では使徒の時代にあたる。アンモニオス・サッカス、プロティノス、ポルピュリオス等が新プラトン学派
として古代哲学史で取り扱われる時代は、中世哲学史ではユスティノス、テルトゥリアヌス、クレメンス等ご
ごとき初代教父の時代にあたる。またアテナイのプルタルコス、プロクロス等がアテナイのプラトン派として
古代哲学史で問題とされる時代は、中世哲学史においてニッサのグレゴリウス、アウグスティヌスの活躍する
時代にあたるのである。」

「九　このように古代哲学史と中世哲学史とにおいて重複する時代が別個に取り扱われるということは、哲学
史における「古代」と「中世」との区分は単に時間的な前後関係にもとづくものではなく、また何らかの政治
的な時間によるものでもなく、何か別の原理にもとづくものであることを示している。すなわち「古代哲学
史」と「中世哲学史」との区別は、前者が「古代」という先行する時代において成立した哲学の歴史を取り扱
い、後者がそれにひきつづく「中世」という時代における哲学を問題とするということにあるのではなく、何
か原理的に異なる視点のもとに思想の歴史がみられることにもとづいて生じたものであることが知られる。で
はその原理的に異なる視点とは何であろうか。」

「一〇　それがキリスト教であるということは何人にも容易に気づかれうるであろう。」

「一一　ここからしてひとは、中世哲学とは「キリスト教と哲学との交渉において成立発展した哲学である」
という理解に到達する。」

「一二　しかしこれについても、少し深く考えると色々の問題がわいてくる。第一に、キリスト教と哲学との
関係が問題である。哲学の本質が世界の理性的普遍的認識を目指す「学」である点に存するとするならば、理
性をこえた啓示の無条件な「信仰」を本質とするキリスト教がどうして哲学に影響を与えることができたであ
ろうか。哲学する者はキリスト教徒であろうと非キリスト教徒であろうと、彼らが研究する「哲学」そのもの
には何の変わりもないはずではなかろうか。(･･･）このように考えてくるならば、キリスト教が学としての哲
学に影響を与えることがありえず、またもしその影響のもとに何か新しい知識の体系が成立したとしても。そ
れは神学であって哲学ではないという結論になる。要するには中世には神学はあっても哲学はなかった、従っ
て「中世哲学」は形容矛盾であるということになる。」

「一三　他方、もしキリスト教が哲学になんらかの影響を与えうるとするならば、その影響は単にキリスト信
者ないしそれに何らかの意味で関心と同情をもつ者にのみ局限されないことになるであろう。もしそうだとす
ればキリスト教のすでに相当に普及していた二世紀に生きたエピクテトス、またアレクサンドリアにオリゲネ
スと時をおなじうして生きたプロティノスにも何らかの意味でのキリスト教の影響はみとめられないであろう
か。もしもみとめられるとすれば、キリスト出現後の西欧世界に生きたすべての思想家は自らそれを意識する
としないとにかかわらず、またそれを好むと好まないとにかかわらず、すべてキリスト教の何らかの影響のも
とにあるという点で共通し、従って古代哲学はキリストの出現とともに終るとはいえないであろうか。」

「一四　このように考えてくると、古代哲学と中世哲学とを区別する原理はそう簡単なものでないことが分か
る。」



☆mediopos-2502　　2021.9.22

本書は
「ブラックボックス」というコンセプトで
世界をそして世界に対する私たちの見方を
さらには私たち自身の生をも
とらえようとする試みのようだ

ブラックボックスは
その「内部があきらかになっていないもののこと」

世界はそうした「ひとつの巨大なブラックボックスであり、
無数の小さなブラックボックスが集合したもの」でもあり
私たちは「それらに囲まれつつ、それらを読み解き、分解し、
またあらたなブラックボックスを
組み立てることで生きて」いるのだという

本書で扱うのは主に
書物（本）・貨幣（お金）・コンピューター（機械、計算機）
さらには人類の歴史や思想・文学
そして私たちの「生」についてだが
「ブラックボックス」というコンセプトで
それらをとらえる際に重要なのは
それらは自明なものではないということ
自明でないにもかかわらず
それらが機能していることに意識的であることだろう

たとえばスイッチを押しただけで機械が作動し
それに応じたアウトプットが得られるとしても
私たちはその仕組みを理解しているわけではない
それを知るためにはそのメカニズムを知り
必要に応じその中身を辿っていかなければならない

しかもそのなかで働いているひとつひとつの部品も
決して自明のものではない
それらについて知ろうとすればそれなりの理解が必要になり
おそらくそれらのなかにもまた入れ子構造のように
自明であるとはいえない数多くのものが存在している

そうした機械だけではなく
文字ひとつとっても
またその組みあわせによって作られる言葉も文章も
それらは決して自明のものだとはいえない

わたしたちはそんな自明だとはいえない
無数の「ブラックボックス」に囲まれ
「ブラックボックス」ゆえに
それを使って生きていくことができる

けれど「ブラックボックス」が
「ブラックボックス」であるがゆえに
私たちの生を脅かすものがあるとすれば
その「内部」を批判し検証し
それを明らかにしていくことが必要になる

「ブラックボックス」に対する無自覚さのあまり
たとえばスマホやＡＩという「ブラックボックス」や
お金・経済という「ブラックボックス」
病気・病院という「ブラックボックス」
歴史・物語という「ブラックボックス」
教育・信仰という「ブラックボックス」に
疑いさえもたず信じ込み過度に依存していくことは
私たちの「生」そのものを
損なってしまうことになるからだ

その「ブラックボックス」に対して
どのような姿勢を持ちえるかということが
私たち一人ひとりの重要な課題であるのだといえる

とはいえ私たちの「身体」や「思考」
「感情」や「意志」さえも
その「内部」をすべて明らかにして生きていくことはできない
その多くの部分が「ブラックボックス」であるがゆえに
「生」を営むことのできる無数のものによって
私たちは支えられている

重要なのはどのようにすれば
さまざまな見えないでいる「ブラックボックス」から
「生きた時間」を得ることができるかということに他ならない

そのために必要なのは
不断に更新される知識と解読力
深みから得られる知恵と想像力
そしてあくなき自由を求める力なのだろう
それらを失ってしまったとき
私たちは「ブラックボックス」に
支配されるだけの存在と化してしまうことになる

■永田 希
　『書物と貨幣の五千年史』
 （集英社新書　2021/9)



■永田 希
　『書物と貨幣の五千年史』
 （集英社新書　2021/9)

「世界はひとつの巨大なブラックボックスであり、無数の小さなブラックボックスが集合したものでもありま
す。わたしたちはブラックボックスのなかで、それらに囲まれつつ、それらを読み解き、分解し、またあらた
なブラックボックスを組み立てることで生きています。
　本書ではブラックボックスを代表するものとして書物（本）、貨幣（お金）、そしてコンピューター（機
械、計算機）をとらえ、その成り立ちをまず辿っていきます。」

「ブラックボックスとは、内部があきらかになっていないもののことです。読めば分かるはずの書物を指して
ブラックボックスと呼ぶことに強い違和感を覚える人もいるかもしれません。しかし考えてみてください。
「読めばわかる」ということはつまり、「読むまではわからない」ということではないでしょうか。良い書物
は繰り返し読むことに耐えるとよくいわれます。これは読むたびに新しい発見があるということにほかなりま
せん。「読めばわかる」はずの本ですが、読んでも読んでも「まだわからない」ことがありえるということで
す。
　本論で本（書物）と並べて主題にしているのは貨幣（お金）です。たとえば千円札は「千円」という額面
（文字）が繊細な図案とともに印刷されただけの紙切れです。にもかかわらず千円札は「千円」の価値をもっ
たものとして、千円分の買い物に使用できます、千円札という貨幣は、千円分の買い物を可能にする機能を内
蔵したブラックボックスなのです。」
「現在、世の中には膨大な書物と貨幣が流通しています。そこには、いましがた例に挙げた「紙に印刷された
もの」としての紙の本や紙のお金だけではなく、いわゆる電子書籍や電子貨幣も含まれています。電子書籍や
電子貨幣にはコンピューターが欠かせないのはいうまでもないことでしょう。そしてコノユーターは、書物や
貨幣よりもいっそうブラックボックスらしい存在です。」
「書物、貨幣、コンピューター。現代人は何重にもブラックボックスに取り巻かれ、支えられているのです。」

「ブラックボックスは箱状のイメージをもつ概念です。その空間的なイメージで、歴史を溯ったり客観時間や
主観時間を論じるのは不思議に思われるでしょう。しかしブラックボックスという「箱」には、もとより「な
かを開けてみる」という動きをともなう時間性が付随しています。」
「開けてみるまではなかがどうなっているのかわからないもの、つまりブラックボックスを開き、その中身を
あきらかにすることでその成り立ちや仕組みを知ること、組み立てれらた製品を解体して、その仕組みを調べ
ることをリバースエンジニアリングといいますが、世界はリバースエンジニアリングを待っているのです。
　リバースエンジニアリングによって、設計図のないものの仕組みをつかみ、ふたたび組み立て直したり、別
の製品を開発する際の参考にすることができるようになります。」

「時間もまた本論のテーマのひとつです。古くからクロノス時間（客観時間）とカイロス時間（主観時間）と
呼ばれて区別されてきたものを、永遠と「生きられる時間」に言いかえて扱ってきました。(･･･）永遠と「生
きられる時間」のあいだにあるズレをブラックボックスが埋めているということがわかるでしょう。
　単純に考えるならば、永遠とは「生きられる時間」がずっと連続していくことだし、「生きられる時間」は
永遠から切り出されたものです。しかし実際には、永遠は想像力なしには思い描くことができないし、「生き
られる時間」を永遠のなかから切り出されたものとみなすためには、そこに生きている誰かの身体を想定する
必要があります。そして想像力も身体も、それぞれ独自の中途半端さと複雑さをもっています。
　ひとは、それぞれに中途半端でそれぞれに複雑な想像力と身体をもっていて、だからこそそれぞれに中途半
端で複雑な時間を生きています。本論でもっとも多く言及した書物と貨幣というブラックボックスは、「中途
半端さと複雑さ」の膨大な多様さと煩雑さを調停し、何かを伝えたり、何かの事業を推進するために利用され
てきました。」

「そもそもひとは、産まれた瞬間に始まり死によって終わる「生」を直線的に生きている、と思いがちです。
はたして本当にそうなのでしょうか。そう考えるようになったのがなぜでしょうか。ある時間に始まり、ある
時間に終わる線上の時間を想定して、その線のうえを移動する点として自分の人生を考えるならば、ひとは出
生から死までの連続のなかを生きているのかもしれません。しかし、「生」が、何もかもほぼ完全にはわから
ない中途半端さと複雑さの奔流にもてあそばれているだけであり、さきに述べた線上の人生観は、さしあたり
自分たちを納得させるだけの物語でしかなかったのだとしたらどうでしょうか。
　そのとき、線上の人生観はまさに「藁をもつかむ」ように必死に頼るしかないモデルになるでしょう。で
も、ほかの「生」のとらえ方は不可能なのでしょうか。たとえば、書物を最初のページ～最後の頁まで線的に
読み進めるのではなく、好きなページ、好きな章、好きな単語や好きなキャラクターの部分を拾い読みして独
自の「読み」をつくり出してしまうように「生」をとらえることはできないでしょうか。
　実際のところ、ひとや病や睡眠、事故、スポーツやゲームへの没入、アルコールや薬物による酩酊によって、
肉体の出生から死までの線的な連続から意識を分離して、そのあいだの時間をより濃密なものに感じたり、忘
却して空白なものにしてしまったりします。一律の太さや濃さをもった単一の線だと思っていた生は、じつは
突然に太くなったり濃くなったり、逆に細くなったり薄くなったり、途切れ途切れの破線になったりするので
す。」
「ひとの「生」がブラックボックスであるように、人類の歴史もまたブラックボックスです。事実と虚構を明
確に区別して、語り手の知りえた情報から可能な限り事実に近づけていこうとしつつも仕方なく虚構を書いて
いるという自覚のある歴史家もいますが、多くの人は歴史を事実の単なる集合として理解しています。ひとの
解釈によって事実が歪曲されるということを是認しているわけではありません。ただ、歴史には多くのひとの
中途半端な知識、複雑すぎて書き残すことも読み取ることも難しい思惑が含まれています。その中途半端さや
複雑さを状況に応じて整形したものが歴史の総体とした引き継がれていくのです。」
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アナキズムは
華厳の世界観に似ている

絶対的な中心をもたず
すべての存在が
他の存在との関係のなかで
みずからの存在を成立させている

アナキズムは無政府主義ではない
そんな政治運動的なものとしてとらえたとき
それはアンチであることで
国家制度をむしろ裏から強化してしまう

どんなアンチも
相手を批判することで
相手を絶対化してしまい
むしろ相手を支えてしまうことにもなるからだ

権力は国家やそれに準ずるもの
だけにあるのではないから
自覚されていない
みずからの内なる権力意志にこそ
注意を向ける必要がある

批判がむしろ相手を支えてしまうことになるのも
批判するという行為が
みずからの内なる権力意志の
無自覚な裏返しになってしまうからだ

批判するという行為は
それが無自覚になされたとき
みずからを絶対化するベクトルをもつことになる

最初から結論が決まっていて
他者がどこにもいない議論も多いが
そのときそれぞれは
ただ相手に「改宗」を迫っているだけだ
「対話」の可能性へと開かれてはいない

じぶんが絶対的な中心ではなく
関係性のなかで変化していく
そんな存在であるととらえたとき
はじめて「対話」は意味を持ち得るが

アナーキーであることは
そんな可能性を実らせるための
花ともなることができる
まさに華厳のような花の曼荼羅

そこにははじめから決められた
ルールや制度や法や組織は存在しない
それらを絶対化して従うことこそ
みずからの内なる花をスポイルすることになる

逆説的にいえば
みずからを絶対化しないことこそが
人が自立的な存在であるための必要条件であるといえる
自立した存在であるためには
開かれたひとりでなくてはならないからだ

■松村圭一郎『くらしのアナキズム』
　（ミシマ社　2021/9）



■松村圭一郎『くらしのアナキズム』
　（ミシマ社　2021/9）

「フーコーの権力論の射程は、本書で扱うアナキズム論を大きくこえている。なので、それをすべてふまえて
考えていくことは難しい。だが、アナキズムを考えるとき気をつけるべきいくつかの点は確認しておこう。
　つまり、権力による強制は国家という制度だけにみられるわけではないこと。むしろ国家権力への抵抗が国
家という制度を内側から支えている側面もある。そして国家体制への抵抗に力点をおきすぎると、より身近な
場で抑圧的な権力関係が生じていて、そこに自分もとりこまれている現実から目をそらしかねないこと。こう
した危険性を意識することは、アナキズムをたんに国家や政府の否定にとどまらず、あらゆる権力的なものと
向き合う方法を考える視点へと拡張させるはずだ。」
「近代の国民国家モデルとは異なる視点から、一人ひとりが自立しつつ、ともに政治や経済の主体となりうる
社会のあり方を考える。それは、これまでもこれからも、人類学の中心的な問いでありつづける。」

「現代のアフリカを代表する人類学者のフランシス・ニャムンジョは、人間を「不完全な存在」とみなす伝統
こそがアフリカの民衆的想像力の根底にあると指摘した。彼が注目したのは、ナイジェリアの小説家チュツ
オーラが『やし酒飲み』で描きだした西洋とは対照的な世界認識だ。」
「西洋では、なんでも二元論で切り分けようとする。情動と認識、主体と客体、人間と動物、生者と死
者……。でもチュツオーラの世界では、目にみえることとみえないこととが分けられておらず、超自然的な存
在と生きている人間との垣根もない。人間が植物になったり、神になったり、精霊になったり、半分男性で半
分女性だったり、変幻自在に姿を変える。いろんな「存在」のあり方が可能な世界なのだ。」
「世界は流動的で、つねに変化しつづけている。そこでの「人間」は、いつも不完全な存在にすぎない。でも、
不完全だからこそ、同じく不完全な他者との交わりのなかに無限の変化の可能性が生まれる。このアフリカの
民衆的想像力についてのニャムンジョの議論は、とてもスケールが壮大だ。でも、ふつうにエチオピアで出会
う人の姿とも重なっている。」
「不完全な存在どうしが交わり、相互に依存しあい、折衝・交渉する。ニャムンジョは、そこにある論理を、
「コンヴィヴィアリティ（共生的実践）」という言葉でとらえた。この言葉には、さまざまなニュアンスがあ
る。寛容、包摂、相互依存、強調、饗宴など、親密さと疎遠さの緊張関係のなかで、自己と他者への配慮のバ
ランスをとる葛藤をはらんだ状況が含意されている。
　ニャムンジョは、この「コンヴィヴィアリティ」こそが、人間が不完全であることを肯定的に評価し、その
不完全な状態を問題だと思わなくなる鍵だと指摘している。西洋近代のように完全であろうとする野心や欲求
は妄想を肥大化させる。一方、不完全性の肯定は、その妄想を抑制する。
　コンヴィヴィアルな世界では、「改宗」を迫るのではなく、「対話」をすることが異なるものに対処する方
法となる。異質なものをすべて包摂することが、その秩序の根幹をなす。自分とは異なる存在は、脅威ではな
く、むしろ魅力的なものとして積極的に受け入れられる。」
「ニョムンジョはいう。「コンヴィビアリティは、異なる人びとや空間、場所を架橋し互いにむすびつける。
また互いに思想を豊かにし合い、想像力を刺激し、あらゆる人びとが善き生活を求め確かなものとするための
革新的な方法をもたらす」。この方法こそが、グローバルに人びとが流動し、あらたなシティズンシップの枠
組みが求められる時代にあって、世界が必要とするものなのだ、と。
　このコンヴィヴィアルな対話が、国家や市場のただなかにアナキズムのスキマをつくりだす起点になる。」

「人間が産業主義と機械の奴隷になり、与えられた商品を消費するだけの存在となる。そして自由や自治が失
われる。この生産性を基軸とする産業主義の対極にあるものとして、イリイチは「コンヴィヴィアリティ」を
提起した。彼はその意味を人びとが他者や環境とのあいだで「自立的で創造的な交わり」をもつことであり、
そこに「人間的な相互依存のうちに実現された個的自由」という倫理的価値が産まれると説明する。その視点
は、まさにアナキズム的だ。」

「いまぼくらは自分のためだけにお金を稼いで独立し、どれだけ与えたかではなく、どれだけ手に入れたかを
誇りながら生きている。そんな時代の消費社会を「未開」とされた人たちがみたら、よっぽど野蛮だと思うか
もしれない。」
「そんな日が来ないように、与えるために働き、与える相手がいることを喜び、いろんな人との関係のなかで
生かされていることを楽しんだほうがいい。そうやって人間の経済をまわしていく。」

「現在、地球上で国家の統制や商業の経済から逃れられる場所をみつけるのは不可能に思える。どこにアナキ
ズムの可能性をみいだせるのか。たぶん流れに身をまかせているだけでは、その大きな渦から抜け出すことは
できない。ささやかな抵抗の場をみいだし、スキマをこじあけていく。そんな動きが必要になる。」
「くらしのアナキズムは、目の前の苦しい現実をいかに改善していくか、その改善をうながす力が政治家や裁
判官、専門家や企業幹部など選ばれた人たちだけでなく、生活者である自分たちのなかにあるという自覚にね
ざしている。
　よりよいルールに変えるには、ときにその既存のルールを破らないといけない。サボったり、怒りをぶつけ
たり、逸脱することも重要な手段になる。（･･･）
　いやいや、ちゃんとルールを守らないとダメだ。そういう人もいるかもしれない。アナキズムは、そんな間
違った真面目さとぶつかる。「正しさ」は、ときに人間が完全な存在であるかのような錯覚に陥らせる。互い
に不完全で、でこぼこがあるからこそ、人と人とが補いあって生きていける。そのために、政治や経済があ
る。
　正しい理念や理想を掲げて一致団結して進むのではなく、たえずそれぞれの「くらし」に立ちもどりなが
ら、能力に応じて貢献し、必要に応じて与えられる状況をつくること。そのために異なる意見をもつ他者との
対話をつづけること。そのコンヴィヴィアルな対話には、向かうべき方向があらかじめ決まっているわけで
も、ひとつの正解があるわけでもない。」
「だれかが決めた規則や理念に無批判に従うことと、大きな仕組みや制度に自分たちの生活をゆだねて他人ま
かせにしてしまうことはつながっている。アナキズムは、そこで立ち止まって考えることを求める。自分たち
の暮らしをみつめなおし、内なる声とその外側にある多様な声に耳を傾けてみようとうながす。その対話が身
近な人を巻き込んでいく。「私たちそんなことをやるために生きているわけじゃないよね？」と。
　ぼくらはときに真面目であるべき対象をとり違えてしまう。大切な暮らしを守るために、日々の生活でいや
なことにはちゃんと不真面目になれる。ルールや「正しさ」や国家のために一人ひとりの暮らしが犠牲にされ
る。それこそがぼくらの生活を脅かしてきた倒錯だ。
　ひとりで問題に対処できなくなるまえに、一緒に不真面目になってくれる仲間をみつけ、そのささやかなつ
ながりの場や関係を耕していく。それが、くらしのアナキズムへの第一歩だ。」
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キリスト教と仏教は
「神を信じる人格的宗教」と
「悟りを獲ることをめざす知的な宗教」
という点で相違しているのは確かだが

おそらく教義や儀式といった
歴史的につくられてきた形や
それにともなって生み出されてきた
感覚や感情や思考のあり方を超えた深みに
おりていくことさえできれば
その根底に流れている霊性においては
通じ合っているはずだ
それはキリスト教と仏教にかぎったことではない

キリスト教はその当初から
ミトラ教のような古代秘教などだけではなく
ゾロアスター教や仏教などの影響を受けてきたはずだし
仏教もまたとくに大乗仏教的な展開においては
キリスト教的な衝動をさまざまに受けてきた

そうしたなかでキリスト教も仏教も
決して一枚岩ではなく
その進展のなかでそれぞれの内においても
さまざまな対立や融合などが生まれてきている

単純に比較することはむずかしいだろうが
東西の宗教の秘教的な側面
つまり神秘主義的な傾向においては
顕教的な側面では形式的な信仰のなかに
隠されてしまっている霊性の場所において
たとえば祈りや瞑想といった観点でも
共通している霊性を見いだすことも可能だろう
もしそうでなければ
そもそも「霊性」といったことが
否定されてしまうことになるはずだからである

もちろん現代においては
かつての神秘主義というあり方を脱した
あらたな時代のための
いわば「神秘学」が必要とされている

そのひとつが
シュタイナーの神秘学だと
個人的には考えている

シュタイナーの霊性のベースにはキリスト教があり
それと関係するキリスト者共同体があるが
シュタイナーも生前強調していたように
それはあくまでもシュタイナーが
指導をもとめられたが故に生まれたもので
神秘学そのものが狭義のキリスト教的なもののみを
対象として探求されるものではなく
宗教的な信仰がそこに求められるわけでもない
あくまでも科学を含む「学」の
霊的な領域を含めた拡張にほかならない

日本において東西をむすぶ「霊性」を説いたのは
鈴木大拙だったがその探求は
禅宗だけではなく真宗へも向かったように
またエックハルトなどのキリスト教的神秘主義を
それらと比較したりもしているように
「神秘学」はそれぞれに特有の霊性に基づきながら
さまざまに連携し深め合っていくことが求められる

ひとつの霊性がすべてを
兼ね備えているわけではおそらくなく
さまざまな霊性がむすびあい補完しあい
深めあうことによってしか可能ではない
そんな霊性の拡張こそが
これからますます必要になってくるはずだ
たとえ過渡的には対立のほうが
顕著になることがあるとしても

■金子晴勇『東西の霊性思想／キリスト教と日本仏教との対話』
　（ヨベル　2021/9）
■ルードルフ・オットー（華園聡麿ほか訳）
　『西と東の神秘主義／エックハルトとシャンカラ』
　（人文書院　1993/3)



■金子晴勇『東西の霊性思想／キリスト教と日本仏教との対話』
　（ヨベル　2021/9）
■ルードルフ・オットー（華園聡麿ほか訳）
　『西と東の神秘主義／エックハルトとシャンカラ』
　（人文書院　1993/3)

（金子晴勇『東西の霊性思想』より）

「確かに仏教とキリスト教はともに歴史的に成立した実定的な宗教であるかぎりにおいて、教義に関しては両
者の対立は簡単には解消できる性質のものではない。しかし教義を信じる主体の機能面に関しては、相互に学
び会うことによって信仰のいっそうの発展に寄与できるのではなかろうか。一般的な理解によればキリスト教
と仏教との思想上の対立は神を信じる人格的宗教と悟りを獲ることをめざす知的な宗教との相違にあると考え
られており、それは東西宗教の間に横たわる克服しがたい深淵的な対立とみなされる。確かにこの溝は深いの
であるが、霊性に具わる情緒的側面と知性的側面の考察を通して両者の比較が可能である。実はキリスト教の
中にもこの二つの側面が含まれており、ディオニュシオス・アレオパギテースとアウグスティヌス、エックハ
ルトとルター、カントとシュライアーマッハー、ヘーゲルとキルケゴールなどの思想的な対立を通して考察す
ることができる。また仏教においても禅宗と浄土教の思想的な対立を通して解明することができるのではなか
ろうか。」

「注目すべきは、ルドルフ・オットーの『西と東の神秘主義／エックハルトとシャンカラ』である。彼による
と西方と東方の神秘的な体験と思想では人間の霊的体験の最深の衝動において驚くべき一致があり、人種や風
土や時代から全く独立した、人間精神の隠された内面的な究極的なる類似性が認められる。それは神秘主義と
いう同一の本性について語ることができるからである。それは霊性の深みから発現しているがゆえに、東西の
神秘主義を比較考察することが必要である。そこから東西の神秘主義には次の共通点が見いだされる。
（１）風土や地理的条件は人種の違いによって全く影響を受けない、人間精神の原始的に強力な衝動があっ
て、そこには体験の内的な関連における驚くべき類似が見られる。
（２）神秘主義がつねに同一の性質であるとの主張は誤りであり、他の精神的な領域と同じく多様な表現と変
化が認められる。
（３）この多様性は人種とか地理的条件によっては決められないのであって、同じ人種や文化的なサークルの
中でも見られる。
　そこで東西の神秘思想を比較してみると、①形而上学的思弁における類似性、②その教えは形而上学ではな
く救済の教えであること、③認識の方法、アートマンと魂、被造物とマーヤー、自己高揚としての宗教という
点に共通点があるが、相違点は、①生命力、②高揚と謙虚およびその対極性、③ゴティック的人間や倫理的内
容において指摘される。このような神秘主義の特質は霊性思想と読み替えることができる。
　さらに西田幾多郎も『場所的論理と宗教的世界観』という論文の終わりで自説をさらにキリスト教に接近さ
せて考察し、キリスト教と仏教に関して相反する両方向を認めることができる、と説く。彼は二つの宗教につ
いて言及し、単にその一方の立場にのみ立つものは、真の宗教ではないと語って、相互の理解を促進すべきで
あると主張する。そして「絶対愛の世界は互に捌く世界ではない。互に相敬愛し、自他一となって創造する世
界である」と説いて、念仏の行者は非行非善的で、他力にして自力を離れた愛に生きており、我々の自我が「創
造的世界の創造的要素」として活動しなければならない。」
「この最晩年の思想の中で西田はキリスト教も仏教も相互に相手から学ぶべきものを示唆する。わたしたちに
とってそれぞれの信じる教義は互いに譲り合うことができない性格をもっているとしても、信仰の主体に起
こっている信仰の機能、つまり霊性作用を通して互いに学び合うことができる。これまで論じてきたことから
この点を再考すると、わたしたちは信仰の主体における機能を霊性の機能として詳しく考察してきた。その内
容を単純化して言い直すと、霊性の機能は神を受容する働きではあるが、そこには同時に愛による創造作用が
内蔵されている、と言えるであろう。したがって受容する機能には単なる受け身の姿勢だけではなく、受容し
ながら同時に新たに創り出す創造機能が内蔵されているといえよう。愛の創造作用はこれまでヨーロッパで大
いなる歴史的な展開を見せており、日本におけるキリスト教徒も行動的になったが、そこには同時に思想的に
も深化することが勧められよう。したがって日本仏教からもその知性的で深淵的な洞察力を学び得ることも多
くあるのではなかろうか。」

■「キリスト教も仏教もそれぞれ宗教的な世界観として、時代とともに個性化による多様な姿を造形してきた
といえよう。この二つの宗教が出会うことにちょってさらに個性化は進展するように思われる。それゆえ日本
の精神状況は両宗教が邂逅することによっていっそう優れた形態を生み出すことが期待されるのではなかろう
か。」

「キリスト教と仏教との間には霊性の人格的情緒的側面と知性的直観的側面との相違が影響して、やがてキリ
スト教は道徳主義に転落し、仏教の場合には静寂主義に陥る傾向が見られる。両者の対話的な交流によってそ
れぞれ他者からこれらの点を学び合うべきである。こうして無信仰とニヒリズムが蔓延する現代社会にあって
協力して、時代精神を克服する希望をもつことができるであろう。」
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口誦・口承の文化が
次第に失われてきている

かつて日本は
「言霊の幸はふ国」だった

言霊は呪言でもあり
そこに込められた霊力・呪力によって
病や災いを遠ざけ
安寧な暮らしをもたらそうとし
それが「口承されやすい口誦句」として
庶民の知恵を伝えていくメディアともなっていた

それらの言霊は
文字や記録ではなく
口誦・口承によって伝えられてきた
やがて江戸時代にもなると
文字が使われるようになってはきたが
「山深いムラ・海辺のムラ・離島などにおける
文化伝承の主流は、口誦により、口承によってい
た」

本書で紹介されている資料は
「明治二十年代生まれから、昭和十年代生まれ」の
方が
語り聞かせてくれたものだそうだが
それ以降の時代に生まれた世代では
「活字・ラジオ・テレビ・ファックス・インターネッ
ト」
といったメディアが浸透するにつれ
そうした口誦・口承は急速に衰退してゆく

たとえかつての口誦・口承が
記録として残されるとしてもそれはすでに
「言霊」としての力を持ちえなくなってくるだろう

もちろん失われるものばかりではなく
新たに得られるものもあるだろうが
現代の人たちの多くはそうした口誦・口承の文化で
はなく
さまざまなメディアによって発信されたものだけを
世代ごとに共有していくかたちでの
生活文化しか持ちえなくなってきている

政治家やメディア人たちの使う言葉をみるだけでも
現代の言葉がとても軽々しいものであることがわか
る
「言霊」としての言葉という観点からすれば
言葉の力はあまりにも貧しく刹那的だ

言霊が大きな力をもっていた古代
仏陀はみずからの言葉を書き記さなかった
イエスや孔子もまた同様である
その時代にはすでに
文字で記録することもできたはずだが
弟子たちによる言行録というかたちでしか
記録としては残されていない

現代的に考えるならば
教えを正確に伝えようとすれば
みずからの言葉そのものを記録するほうが
誤解をうけずにすむと考えられそうだが
そうはしなかったということに
深い意味があったのではないだろうか

「言霊」は働きそのものであって
生きた働きとしてそれを伝えようとすれば
それは直に働きかける必要がある
かつて文字をもたない南米の先住民は
西洋からもたらされた文字を悪魔ととらえたそうだ
が
たしかに文字はすでに死んだ言葉でしかない
死んだ言葉である文字を使うのは悪魔の仕業なのだ

その意味からすれば
「言霊の幸はふ国」であるためには
生きた働きとしての言葉でなければならない

参考までに本書から
「無言の物忌み」のところを引いてみたが
ある神事においては
「人間の言語だけ」ではなく
「〈万象の言語〉を忌む」ことさえ行われた

「言霊」の力をたしかなものにするためには
現代のような言葉の垂れ流し状態の対極にある
「無言」「沈黙」が必要だということだろう
そうしてはじめて
「言霊の幸はふ国」は可能となるのだが･･･

現代にあらたに
〈ことばの力〉を甦らせるためには
なにが必要なのだろうか

■野本 寛一『言霊の民俗誌』
　（講談社学術文庫　2021/7）



■野本 寛一『言霊の民俗誌』
　（講談社学術文庫　2021/7）

「文献記録によらない、口頭伝承によって伝えられた常民の生活文化を研究対象とする民俗学の使命を考える
とき、「口誦民俗」という分野に注目しなければならないのは当然であろう。
　本書に収めた諸資料を語り聞かせてくれた人びとは、明治二十年代生まれから、昭和十年代生まれにまで及
んでいる。明治二十年代から三十年代にかけて生まれた方々の場合、両親が江戸時代生まれであることが考え
られるし、子守りをしれくれ、日常生活をともにした祖父母・曾祖父母は確実に江戸時代の生まれであった。
　もとより、江戸時代には文字も記録も存在したのであるが、山深いムラ・海辺のムラ・離島などにおける文
化伝承の主流は、口誦により、口承によっていた。その方法は、基本的には太古以来のものだと言ってもさし
つかえなかろう。時を遡るほどに口承の色あいは濃かったのである。口承という方法に頼らなければならず、
それに重きを置いてきた人びとと、活字・ラジオ・テレビ・ファックス・インターネット時代に生きている人
びととの間には、口誦・口承に対する認識において大きな隔たりがある。
　口承に重きを置いた人びとの、ことばの生活の豊かさは、活字と電波メディアに漬かって育った世代には想
像もできないほどである。伝承・伝達を、口誦・口承に頼らざるを得なかったからである。口承の定着をより
確かなものにするためには、まず、事象の核心を要約し、正確に示すことのできる、快適で効果的な口誦句を
生み出さなければならない。口承された口誦句には、先人たちのくふうと、対句・対語・同音反復・音数律・
縁語・掛詞などの多様な表現技巧が自然のうちに積み重ねられている。庶民の知恵と言語感覚の集積が、さら
に時の流れの中で濾過され、口承されやすい口誦句となったのである。文字記録の徹底、マスメディアの浸
透・公教育の普及、さらには、生産集団としての家庭の崩壊、地域共同体の紐帯の弛緩、経験重視の作業形態
から、能率重視で機械化・画一化の著しい生産製造方法への転換----こうした状況の中で、口誦・口承要素が急
速に衰退してゆくのは当然のことである。
　右に見た通り、口誦は口承・伝承の大前提なのであるが、口誦の力はそれのみではない。口誦することによっ
て、ことばに内在する霊力・呪力を発現させ、呪的目的を達成したり、口ずさむことによって暮らしや行為に
折り目をつけるといった「ことばの民俗」も多様であった。日本人は、おのが国を「言霊の幸はふ国」と自任
し、長い代打、ことばとそれにかかわる文化を守り育ててきたのだった。
　先にふれた通り、現今の社会状況は、口誦・口承の衰退を招く条件がそろっているのであるが、わが国のこ
とばの生活は、衰退にとどまることなく、さらに悪化の状況を呈していると言ってもよい。無節操な外来語や
略語の氾濫・粗野で稚拙な表現を電波に乗せて流行させるもの、省みることなくそれに追随するものの数の多
さ、各層・各分野における「ことばの誓い」の軽々しさ、先人達が畏怖し、守ってきた言霊を自ら衰弱させる
ような傾向が著しい。このことは日本文化の衰退以外の何ものでもなかろう。日本は、急激な近代化の中で実
に多くのものを失ってきたのであるが、文化の根幹にかかわることばの分野においても喪失したものは少なく
なかった。」

（「五　言葉と禁忌／(一)無言の物忌み」より）

「益田勝実氏は、「言挙げせぬ」ということについて次のように述べている。「言挙げせぬ」ということが重
視されるということに関しては、神事で物忌みの方法として沈黙がことに重きをなしていることも視野に入れ
ておきたい。忌み籠もる人びとが終始物を言わないだけではないのである。出雲の佐太神社の御忌祭、長門の
住吉神社・忌宮神社の御斎祭が数十年前までは、十五日間にわたって、近隣の集落もろとも一切の音曲停止を
守ってきていた例なども考えに入れたい。神事で忌むのは人間の言語だけではない。〈万象の言語〉を忌むの
だ」−−−−。」
「各地の神社で神事に奉仕する神職や神役達が口に榊の葉を銜えている様子が思い出される。これはもとと
り、捧持する御神体や御神宝に息や唾がかかることを防ぐものであるのだが、さらに重要な点は、榊の葉を口
にくわえることによって無言・無声を証明することになっているということである。熊本県の阿蘇神社御田植
神幸式に登場する「ウナリ」の覆面や、山形県庄内平野の覆面「ハンコタナ」などの起源は、邪視防止だと考
えることができるのであるが、さらに古い時代、覆面で、特に口を覆うということが、無言を証明することに
なっていたとも考えられてくる。「耳ふたぎ」に対して、「口ふたぎ」の習俗が存在したことは否定できま
い。」
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沈黙は
言葉の反対概念ではない

言葉における沈黙は
言葉では伝えられないという
言葉の限界を伝える表現でもあるが

「スポーツや踊り、音楽、美術、ジェスチュアなど」も
沈黙における表現の方法であり
音楽は聴覚を媒介にし
美術は視覚を媒介にし
スポーツや踊りは身体を媒介にし
それぞれが異なった沈黙における表現ともなる

そして言葉における沈黙がそうであるように
他の表現における沈黙も
それぞれの作品が究極的に目指すのは
それぞれの媒介の「向こう」にあるものだ

表現されたものそのものが
直指人心のように指し示す「向こう」

それぞれの媒介としての作品は
月を示す指であって
「向こう」には「月」がある

言語芸術としての詩もそうだが
すべての芸術は「向こう」を示しているにもかかわらず
多くの場合は示している「指」を「月」だと錯誤してしまう

そのことは「表現」を
「自己表現」だと勘違いしてしまうことにもつながる
じぶんを「指」だと思い込み
その「指」の表現そのものに意識を向け
「向こう」へと開かれた次元を持てないでいるのだ

その開かれた次元は
わたしたちの通常の意識を越えた「無意識」にある

「遠い宇宙があり足許に大地があることも無意識」であり
「自然現象のみならず、人類の歴史や住んでいる
街の風景もまた無意識」にほかならない

そしてそれらの働きを知るためには
「能動的な意識の働きや知的探求よりも、
身体を生かして受動的な受容を心がける」
そうした方向に開かれていかなければならない
そうすることで
「意識と無意識の境界を取り払う」ことも可能となる

「向こう」を示す「指」は抽象的な記号ではない
「語り出ぬもの見え得ぬものの次元」を示そうとする
身体性をもった「指」にほからないのだ

■李 禹煥(リ・ウファン)『両義の表現』
　（みすず書房　2021/5）



■李 禹煥(リ・ウファン)『両義の表現』
　（みすず書房　2021/5）

（「表現としての沈黙／2018.8 パリにて」より）

「沈黙は、ロゴスと対比されることはあっても、言葉と反対概念ではない。沈黙も一つの態度、立場の表明であり、言葉と
違う表現の方法である。言葉ばかりが意思表示でないのは言うまでもない。相手の言葉よりも、むしろその眼つきや顔色ま
たは行動でより確かな判断を下すこともある。スポーツや踊り、音楽、美術、ジェスチュアなどが言葉でない表現であるば
かりか、それらもまた言葉でないもっと雄弁な言葉であることは多言を要しまい。言葉を突き詰めていくと、ついに詰まっ
てくる。言葉には限界があるということだ。言葉に詰まった時は沈黙せざるを得ない。ところで考え抜いた先には大抵言葉
がない。そしてまた、究極的決定的瞬間に出会うと沈黙せざるを得ないが、その時、無限の暗示が広がる。
　私はアーティストとして沈黙のことを考えている。アートでは、通常の言葉とは異なる沈黙の在りように遭遇する。音楽
は聴覚を媒介にするに対し、絵画や彫刻は視覚を媒介にする。言語に関わる沈黙と非言語的な耳と眼差しの沈黙は当然異な
る。言語に関わる沈黙は、言葉の途絶が特徴であるが、耳や眼差しのそれはむしろ言い得ぬものとの出会いであることが多
い。言葉で届かないものが、音律や絵づらでは直接に伝わったりする。」

「人は私の多くの作品に、沈黙を感じるという。」
「私の作品にみられる沈黙の性格は、おそらく非−人間的だ。それは作品が特定の素材や方法の駆使もさることながら、や
はり発送の根幹が自然や外部との関わりにあるためであろう。私は、人間の言葉を拒むわけではないが、人間以外の音や声
にも耳を傾けてみたい。それも耳に届いたり眼に映る音や色彩を越えて、広大な宇宙に満ちている鳴らぬ音、聴こえぬ言葉
に出会いたいのだ。
　おそらく音楽家の究極の関心は、音の向こうにある。私の関心も似ている。絵画や彫刻において、語り出ぬもの見え得ぬ
ものの次元を開いてみたい。私の作品の波状は、まだ人間の言葉の領域から遠くない。何処まで行けるか、沈黙の彼方は遠
くて深い。」

（「無意識について／1973/2019」より）

「硬直した意識の合理化しか認めようとしなかった時代が近代である。つまり意識の表象化によって構築された現実が世界
なのだ。従って意識の及ばぬところは世界ではない。この考えが産業社会を形成し、帝国主義や植民地主義を生んだのは言
うまでもない。意識は意識を呼び、その膜を広げてゆくほどに、外界はどんどん抑圧され追いやられる。
　いよいよ膨張した意識世界がパンクしかけた時に、無意識の存在に気づき、それを引き出したのがジグムント・フロイト
である。」
「私は思う。前意識や抑圧を離れても無意識は広がっている。逆に言えば、無意識の世界は、遙かに広く深いものであっ
て、意識で丸ごと捉えたり抑圧可能なものではない。空がある太陽があることや、遠い宇宙があり足許に大地があることも
無意識なのだ。自然現象のみならず、人類の歴史や住んでいる街の風景もまた無意識である。つまり想像力の根拠律なるす
べては無意識だ。それらの存在が無意識なのではなく、陰に陽に意識と関わったり作用反作用するものとしてそれはあ
る。」
「無意識とはある意味で、自然宇宙の運行であり摂理なのだ。当然、人間もその一部である。だからそれを知る道は能動的
な意識の働きや知的探求よりも、身体を生かして受動的な受容を心がける方向に開かれていると思われる。修道僧たちの行
う修行が目指している地平は、明らかに意識と無意識の境界を取り払う試みだろう。その際、言葉より呼吸や身体のリズム
を整え、心を落ち着かせて、無我の状態になろうとする。まさに禅がそうである。ここで大事なのは、心ではなく外部とし
ての身体である。それをわがものから、自然の波状に連ねることによって、無意識の次元に遊ぶことができるとされる。」

（「開かれる次元 Open Dimension」より）

「そもそも私は表現を自己の表象化とは考えない。自己のコンセプトから出発するにせよ、表現行為は他者へと呼びかけで
あり、世界との交流の出来事である。そして何よりも表現が意識を越えて多くの無意識を伴う。そのため諸関係の中で自己
を磨き、表現を限定し、応答のレベルを高めなければならない。私は運動選手が身体を鍛えるように腕の訓練を積む。世界
とより高度に深く通じ合うためにこそ、コンセプトを整備し、無意識に津ならなう集中力を鍛える。これらは表現が媒介項
であることを示すが、そこで制作のプロセスや身体行為の重視が浮かび上がる。作品はプロセスと身体行為を通じて作られ
るということである。この立場は極めて古典的な美術家の姿勢だが、人類の永年の叡智であり、表現に超越性を持たせる良
い方法と言える。
　現代はハイテクやＡＩの登場で、身体やプロセスが蔑視する傾向にあるが、私には人類の将来が危ぶまれる風潮に思えて
ならない。身体は便宜上「私の身体」というが、実はより世界に属する生きものだ。ハイデガーやメルロ＝ポンティが指摘
するように、人間が世界に織り込まれて生きている証が身体なのだ。それゆえ身体の働きは、私の意識の表明に限られず、
不確定な外部や無意識との関わりで未知性を帯びる。身体の動きは時間の経過と外部性と無意識の作用により、表現を複合
的なものに導き、作者を越えていく。もっと言えば、身体を通じた表現は無限なのだ。どのみちハイテクやＡＩは知識の総
体の他ではない。それは身体性を持たない。それに対し人間の身体は生物学的な有限性を持ちつつも、絶えず意識と無意識
そして呼吸の変化の中にあり、外と関わる多義的なものなのである。」
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葛原妙子には
「幻視の女王」
「魔女」
「黒聖母」
「ミュータント」
といった呼び名があり
その作品は
前衛短歌だともいわれるが

そうした呼び名や前衛という位置づけは
その「誰にも似ない形象性、形而上性」から
生まれてきたもので
ともすればそのことで
歌そのものの鑑賞にバイアスを
与えてしまうことにもなるのかもしれない

個人的にいえば
歌を読むとき重要なのは
「歌とは何か、何のために歌をつくるのか」
という作者の視点への興味である
その視点に奥行きが感じられないとき
その歌はじぶんにとって歌として働きかけてはこない

引用で紹介している代表作二首

　　あきらかにものをみむとし
　　　　まづあきらかに目を閉ざしたり
　　他界より眺めてあらば
　　　　しづかなる的となるべきゆふぐれの水

この歌を読むだけで
その視点と言葉の奥行きに引き込まれてしまう

塚本邦雄が『百珠百華―葛原妙子の宇宙』で試みたのは
そうした葛原妙子の一首一首の持っている「広義の本歌」の
「迷路巡り」「逍遙」を行っていくことだった
葛原妙子の一首一首にはそれだけの
「本歌」を背景とした世界があるということだ
それほどの背景を持ちえている現代短歌は
また歌人は稀であるのは確かだろう

「作者がただ一言、「花」と歌つた時、
その一首には花の持つ、あらゆる概念が集積され、
すべての要素が匂ひ立つ」
それを読みとりその「匂ひ」を感じとれるだけの
言語感覚（言霊感覚といってもいいかもしれない）が
少しなりとも得られるようにならなければ
歌を読んだとは言えないのだろう

『短歌ムック ねむらない樹 vol.7』の
第一の特集は「葛原妙子」でその最初に
高橋睦郎のインタビューが掲載されているが
「現在の短歌の状況は葛原とは真逆の
とめどもない拡散の傾向にある」という

現在の短歌の多くには面白味があったとしても
先に紹介した二首にもみられるような
「誰にも似ない形象性、形而上性」も
一言一言の「広義の本歌」へと
はるかに目を向けさせてくれるものも
感じられないものが多い

それは歌をつうじて暗示される
「問い」の深みともいえるのかもしれない

「目を閉ざし」てものを見る視点
「他界より眺め」る視点
その視点から導かれる「問い」は
深くそしてあらたな「問い」へとつながってゆく

■川野 里子『葛原妙子 (コレクション日本歌人選)』
　（笠間書院 2019/7)
■川野里子『新装版 幻想の重量──葛原妙子の戦後短歌』
　（書肆侃侃房　2021/8)
■『短歌ムック ねむらない樹 vol.7』（書肆侃侃房　2021/8）
■塚本 邦雄『百珠百華―葛原妙子の宇宙』
　（花曜社 1982/7)
■森岡貞香編『葛原妙子全歌集』
　（砂子屋書房 2002/10)



■川野 里子『葛原妙子 (コレクション日本歌人選)』
　（笠間書院 2019/7)
■川野里子『新装版 幻想の重量──葛原妙子の戦後短歌』
　（書肆侃侃房　2021/8)
■『短歌ムック ねむらない樹 vol.7』（書肆侃侃房　2021/8）
■塚本 邦雄『百珠百華―葛原妙子の宇宙』
　（花曜社 1982/7)
■森岡貞香編『葛原妙子全歌集』
　（砂子屋書房 2002/10)

（川野 里子『葛原妙子 (コレクション日本歌人選)』より）

「　　あきらかにものをみむとしまづあきらかに目を閉ざしたり　　『朱靈』

　ものを見るとはどういうことか。その方法は『朱靈』に至って完成したと言えよう。それは写生という視覚
に頼った近代の方法を克服し、目を閉ざして存在の核心を直に「見る」という方法であった。
　この方法の先駆者が斎藤茂吉である。葛原は斎藤茂吉に私淑し、生涯その歌の秘密を解こうとした。「茂吉
をこっちへ取ってしまおう！」と森岡貞香と熱っぽく語り合ったという。
　　わが目より涙流れて居たりけり鶴のあたまは悲しきものを　　『赤光』
　この茂吉の歌を引用し、「この歌をいわゆる写実の何人かが理解するだろう」とも語っている。
　鶴という存在の核心に触れてしまい、その「悲し」さに触れた「私」はいつの間にか涙を流している。「鶴
のあたまは悲しきものを。然り。」と葛原はその悲しみを受け取る。茂吉は涙を流したが、葛原に涙はない。
茂吉の「私」が濡れており柔らかいのに対し、戦後を生きる葛原の「私」はしんと冷え、孤独である。同じ孤
独と孤高を葛原は掲出の鶴に見ている。」

「　　他界より眺めてあらばしづかなる的となるべきゆふうぐれの水　『朱靈』

　（･･･）エッセイの中で葛原は「他界」について次のように語っている。
　　　　　　信じがたい他界のわれがいて下界に一点を見つめている、
　　　　　　という感じに尽きるからである。（略）ずばりと他界にいる
　　　　　　のは他ならぬ「われ」である。
　まるで幽体離脱のような視野であり、この世を去る人が最後に目に焼き付ける風景のようだ。例えば水溜ま
り一つがひったりとこの世に止めおかれているのを見つめる。なぜそこにあり続けるのか。その意味を説かれ
ぬまま「しづかなる的」となりつつ。そして思えば人間がまさにそのようにこの世にあり続けている。
　「他界」は天国のような宗教的な場所ではない。はるばるとこの世を見るための詩人の場所であり、そこに
葛原はもうずっと以前から棲んでいた。詩人とは刻々と死につつこの世を振り返る人のことである。しみ通る
ようなさびしさとこの世への怖れが感じられる、後期を代表する一首。」

（塚本 邦雄『百珠百華―葛原妙子の宇宙』より　※旧仮名遣いの漢字は新仮名遣いの漢字にしています）

「先蹤のない文学はない。すべての短歌は広義の本歌を持つている。真の独想・独創を期するならば、作家は、
たとえばエスペラント語のやうな「新しい言葉」の創造から始めねばなるまい。また、たとえば、そのエスペ
ラントすらラテン語といふ先蹤もしくは本歌があることに思ひ到れば、潔癖にそれらを拒み通す時、少なくと
も詩歌人は啞になる他はないだらう。その啞になることすら、死その他種種の方法によつて言葉を絶つた先人
のミミクリ−を演じてゐることになるのだから、残された「創造」など皆無といふくにになる。」

「私が、葛原妙子作品解釈鑑賞に際して意を用ゐ、かつは苦慮し、なほその上に、かへつて興に乗り、愉楽の
限りを尽くしたのも、この本歌探索であつた。妙子歌の本歌探しは、広義にしろ狭義にしろ、一首の迷路巡り
であり、八幡の藪知らず逍遙に他ならなかつた。（･･･）一首一首にそれ（妙子の胸中を忖度すること）を試
みるなら、一首に五十枚を要し、百首は五千枚の量となるだらう。それを、私の独断と偏見によって百首二百
五十枚に縮めた時、歌は、とある一つの角度から見た面のみ、特殊な光を放つこととなつた。そして、私はそ
れ以外の何をももとめなかつた。歌における「独創」の限界を極めるかに見えるこれら作品群に、生ぬるい、
一知半解の「解説」や「注釈」など更に不要である。
　今日、一首の歌に、たとへば五十枚の鑑賞欲を唆るやうな例がいかほどあらう。そのやうな歌の作り手が何
人ゐるだらう。稀有であり、常に例外的な存在と言はねばなるまい。
　その点で葛原妙子は斎藤茂吉と、見えざる線で結ばれてゐる。かつて私は両者についての見解を「紅衣光
体」〈「短歌」55年5月〉にしたためた。そして意の半ばは尽くしたやうに思ふ。残る「半ば」のその七割方
は満たさうと、この「百珠百華」の執筆を思ひ立つた。」
「私は時として、私にかうまで鑑賞欲を唆る作品に嫉妬した。往々にして、あるいは作者が意図してゐないで
あらう世界にまで立入り、敢へて消し去らうとしたかも知れぬ資料にまで言及してゐるのは、さいうふ焦慮の
なせる業である。作者がただ一言、「花」と歌つた時、その一首には花の持つ、あらゆる概念が集積され、す
べての要素が匂ひ立つ。それを証するために、私は「百華」を、負けじと動員せねばならぬ。」

（『短歌ムック ねむらない樹 vol.7』～「インタビュー（聞き手・川野里子／高橋睦郎　僕の知っている葛原
さんのこと」より）

「高橋／葛原妙子は自分にとって真に新しい確かな存在感のある歌を求めつづけた人。その敢えていえば求道
の軌跡が彼女の歌で、量産することやその結果有名になることなどが目的ではなかった。まして況んや歌人を
演ずることなど考えたこともなかったのではないか。自ら手ごたえを感じうる一首を産むために苦しみつづけ
た一生だったと思います。その結果、彼女の歌は他の誰にも似ない形象性、形而上性を得た。これは方向とし
ては凝縮で、現在の短歌の状況は葛原とは真逆のとめどもない拡散の傾向にあるといえるのではないか。そう
いう状況の中だからこそ葛原妙子の通してもう一度歌とは何か、何のために歌をつくるのかを考えなおすこと
が必要なのではないかと思います。」
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■堀江 敏幸『定形外郵便』
　（新潮社 2021/9)
■モンテーニュ（原二郎訳）『エセー （五）』
　 (岩波文庫 赤 509-5 1967/9）

堀江敏幸の最新エッセイ集のなかで
モンテーニュが引き合いにだされていたので
久しぶりに『エセー』をとりだして
当該箇所を読んでみることにした

『エセー』は全三巻あり
岩波文庫での訳は全六巻に分けられている
引き合いにだされているのは
第三巻の「第八章　話し合う方法について」から
文庫では第五巻に収められている

「話し合いとは他者の言葉に耳を傾けることだが」
その前提にあるのは互いに相手を信じることである

最初から正しい結論を持っていて
それを相手に認めさせるのは話し合いではない
「誤りを指摘されたら素直にそれを認めて、次に活か」す
ということが話し合いのための基本姿勢である必要がある

「耳を傾ける」ということは
相手の意見を理解しようとすることであり
同時にみずからの意見にまちがいがあれば
それを直す勇気を持つということなのだが
「まちがいを直す勇気がない」どころか
まちがいを認める勇気さえないひとは多い

モンテーニュはこう言う
「私が私の欠点を公表し告発すれば、
誰かがそれの恐るべきことを学ぶであろう」
そして「結局は、自己を語ればかならず損をする。
自己に対する非難は常に信用され、
称賛は常に信用されないからである」という

これはまるで悪人正機のようでもある
みずからを賞賛し善であるとする人よりも
みずからの過ちを認め
そこから学ぼうとする人こそ信用される
（とはいえ人が過ちを認めると
それに追い打ちをかけるような者も後を絶たないけれど）

モンテーニュがそうであるように
重要なのはつねに
自己と「話し合う」ことを続けることだ
そしてじぶんの間違っているところをみつけたら
それにしがみつかないで直そうとする勇気をもつこと

最悪なのはじぶんのなかでなにかを権威化して
それを決して変えようとはしないことだろう
つまり自己と「話し合う」可能性を閉ざすということだ
そうすることでその権威を外的対象に投影してしまい
権威から自由であることができなくなってしまう



■堀江 敏幸『定形外郵便』
　（新潮社 2021/9)
■モンテーニュ（原二郎訳）『エセー （五）』
　 (岩波文庫 赤 509-5 1967/9）

（堀江 敏幸『定形外郵便』～「話し合う夏」より）

「数年前の夏、ヴァカンスの時期に、フランスのラジオ局が全四十回にわたって短い読書番組を組み、大変話題になった。
平日の昼間、十二時五十五分から十三時までの五分間。昼食の前、あるいはその最中に聴くことになるのだろうか、子ども
も大人も微妙にもてあます。だからこそ得がたい時間を狙って選ばれた対象は、十六世紀のモラリスト、モンテーニュの
『エセー』である。何巻もある大河小説ではないけれど、一語一語をたどっていくために必要な「遅さ」を加味すると、通
読するのに何年もかかりそうな思考の素であり、巣でもあると言っていいだろう。」
「モンテーニュはまずもってすぐれた法律家であり、政治家だった。『エセー』の初版（第一・二巻）は一五八〇年に刊行
されているのだが、そのあと数年間、彼はボルドーの市長をつとめた。第三巻は、政治を退いたのちの八八年、初版改稿版
とあわせて刊行されている。彼はこの版にもひたすら書き込みを加え、自身との対話を死ぬまで継続した。重要なのは、自
他の声を聞く人としてのモンテーニュの、実践に基づく思索である。はかりごとをせず、ありのまま、誠実に自分を見せる
こと。甲乙双方の心を引き出す、あらぬ疑いを掛けられない「信用」こそが、政を司るものとして、もしくはひとりの人間
として重要であることを彼は熟知していた。
　第三巻「話し合いの方法について」の一節が胸にしみる。話し合いとは他者の言葉に耳を傾けることだが、それは相手を
信じることでもある。相互信頼は人間の契約のようなものだ。傲慢さは、厳しく排除される。ただし「今の時代の人々を、
そうする気持ちにさせるのはむずかしい」とモンテーニュは言う。「彼らにはまちがいを直す勇気がないのだ。なぜなら
ば、自分がまちがいを直されることに耐える勇気がないのだから」。同時代の日本語で読む以上、「今の時代」とは私たち
の今でしかないだろう。誤りを指摘されたら素直にそれを認めて、次に活かせばよい。しかし「まちがいを直す勇気がな
い」者たちは逆に居直り、論点をずらしてごまかそうとする。人の愚かさも賢さも、その双方を抱える矛盾との戦いも現在
のものだ。モンテーニュが闘った夏は、いまだに終わっていない。」

（モンテーニュ『エセー 5』～「第八章　話し合う方法について」より）

「ただ過ちを犯したからといって、人を罰するのは、プラトンも言うようにばかげていよう。なぜなら、してしまったこと
は元に返せないからである。罰するのはむしろ、二度と同じ過ちを繰り返させないためか、あるいは、他人に同じ過ちを避
けさせるためである。」

「私が私の欠点を公表し告発すれば、誰かがそれの恐るべきことを学ぶであろう。私が私の中でもっとも高く買っている特
質は、自分を称賛することよりも自分を告発することでいっそう名誉を得ている。だから私は終始自分を告発することに落
ち込んで、そこにとどまっている。けれども、結局は、自己を語ればかならず損をする。自己に対する非難は常に信用さ
れ、称賛は常に信用されないからである。」

「われわれは人から矯正されることをいやがるが、本当は自分からすすんでそれに立ち向かわなければなるまい。とくにそ
れが教訓という形でなく、話し合いの形でくるときいそうである。われわれは反対の意見に会うごとに、それが正当である
かどうかを見ないで、正しかろうと間違っていようと、いかにしてそれをかわすかということを考える。腕をひろげる代わ
りに、爪を出す。」

「私は人から反駁されると、注意は覚まされるが、怒りは覚まされない。私に反駁し私を教える人には自分のほうからすす
んでゆく。真理を明らかにすることこそ、互いの共通の目的でなければなるまい。怒りの感情にすでに判断をたたきのめさ
れ、理性よりも先に混乱に判断をつかまえられている人は、いったいどんな返答ができるであろう。」

「私は、真理をどんな人の手の中に見いだしても、これを喜び迎える。そして、遠くからでも真理の近づいてくるのを見れ
ば快く降参して、私の負かされた武器を差し出す。また、相手があまりにも権柄ずくな、命令的な態度に出ない限り、私の
著作に対する批評にも肩を貸してやる。そしてときには、著作を改善するためというよりも、むしろ相手の顔を立てるため
に書き変えたこともある。相手に気安く譲歩することによって、自由に忠告しようという気持ちを喜ばせ、つちかいたいと
思うからである。もちろん、それが私の損になってもかまわない。けれども、現代の人々をどういう気持に誘うのは実にむ
ずかしい。彼らは矯正しようとする勇気をもたない。自分が矯正されることに堪える勇気がないからであり、常に互いに面
と向かって感情を偽って語り合っているからである。私は自分を批評して知ってもらうことが大好きであるから、誉められ
ようと、けなされようと、平気である。私の思想そのものが自分に矛盾し、自分を非難するのが終始なのだから、他人がそ
れをしたところでまったく同じことである。（･･･）けれども、あまりに高飛車な人とは袂を分かつ。たとえば、私の知っ
ているある人は、自分の忠告が受け入れられないと不満に思い、それに賛成されないと侮辱されたと考える。」
「結局、私はたとえ微力なものでも、堂々と正面からくる攻撃ならば、どんなものでも受け入れる。けれども形式を無視し
た攻撃には我慢がならない。私にとっては内容はどうでもよく、すべての意見が同じことで、どちらが勝とうと大した差は
ない。もし議論の運び方が秩序正しいなら、私は一日中でも静かに議論をするであろう。私が求めるのは力強さや巧妙さよ
りも秩序の正しさである。」
「ばかを相手に本気で議論をすることはできない。こういう無茶な先生の手にかかっては、私の判断ばかりでなく、良心ま
でが駄目になる。」
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異界とは
「この世の外」にある世界

本書は古代シャーマニズムから発し

メソポタミアの永生希求
古代エジプトの死後生
中国道教やヒンドゥー教・仏教
古代イランの霊魂離脱
ギリシアの巫医やプロティノスの神秘主義
メルカバーからカバラまでのユダヤ教神秘主義
フィチーノに到るプラトン的宇宙周航
イスラーム教の昇天や神曲などの
神話・伝説・宗教などに見られるものから

現代の体外離脱・臨死体験・幻覚剤による変性意識
そして多次元世界の研究にまで壮大に辿る
異界探求の霊魂の旅の貴重な資料となっている

異界とはどこにあるのだろう

「この世の外」にあるとはいえ
それはさまざまに異なった姿で体験され物語られ
またそれらはどこか通底しているところもある

おそらく異界への問いは
この世を問い直す旅でもある
そしてこの世とこの世の外を合わせ
世界はどこにあるのかという問いでもある

ふつうわたしたちは
素朴実在論的な世界に生きていて
この世の外の世界を
「異界」としてとらえるが
ではこの世とはいったいどんな世界なのか
という問いをもつならば
この世を単純素朴にとらえる世界観に
安住することはできなくなる

素朴な宗教的信仰を持つ者にとっては
素朴実在論的な世界観（物語る）と
他界・彼岸・あの世といった異界の物語を合わせ
生と死の世界をとらえることも多いだろうが
そうした単純な信仰を離れたとき
世界は謎そのものとなって顕れてくるはずだ

本書で紹介されているように
シャーマニズムからはじまる異世界への旅にせよ
現代的な物理学的世界への旅にせよ
そのあり方は違うとしても
どの世界観を生きるかによって
その異界の現れ方はさまざまに異なっているが

その現れ方が異なっているのは
それぞれの文化的なものの深みにある「元型」が
私たちの意識のスクリーンに
それぞれの物語を映しだしているからだろう
そしてそれはこの世でも同様に
だれにでも同じ姿として現れてはいない

死んで肉体を失えば
すべてが終わりだという
即物的で唯物論的な世界観もあれば
この世はマーヤ（幻影）であり
「この世の外」にこそ真実があるという
霊的世界観もあるが

異界を否定してこの世だけを実在するとすることも
この世を否定して霊的世界だけを肯定することも
深いところでは似た観方だともいえる

必要なのはまず
じぶんがどんな世界観をもって生きているのか
そのことに意識的であることだろう

すべてはマーヤ（幻影）であり
反対にすべては真実であるともいえるのかもしれないが
まずは人類最古から人間がどんな視点で
世界をとらえようとしていたかを知る必要がありそうだ

その意味でも本書『異界への旅』は
異界についての物語をさまざまに教えてくれる
貴重な資料となっている

■ヨアン･P･クリアーノ（桂芳樹訳）
　『異界への旅—世界のシャーマニズムから臨死体験まで』
　（  工作舎 　2021/8）



■ヨアン･P･クリアーノ（桂芳樹訳）
　『異界への旅—世界のシャーマニズムから臨死体験まで』
　（  工作舎 　2021/8）

「人類最古の記録、ならびにもっとも「原始的な」文化の研究、すなわち原始的技術を用いた狩猟・採集民族
の文化の研究によって、異界への旅が初期人類の関心事の最優先のものということが示された。文明の夜明け
から現代に至るまでの異界旅行や他界観に関するおびただしい資料に接して、歴史家も認知論者も異口同音の
疑問を発するであろう。異界の旅をしたというこれらの人びとは、実際にどこを訪れたのであろうか、と。し
かしながら両者の期待する答えはいちじるしく異なっているのである。
　歴史家は文字によると否とにかかわらず記録を蒐集し、人びとが探検したと称するあらゆる異界について、
その文化的枠組の範囲内において記述しようと試みる。」
「認知論者は歴史家の集めた資料を用いて、これら異次元探検家の主張の真実性を検証しようとする。すなわ
ち、認知論者の提出する疑問とは以下のようなものであろう。数限りない人びとが訪れたと称する、これらの
世界の実在性とはどういうものなのか？　これらの世界はわれわれの「自然宇宙」の一部なのであろうか？　
それとも「平行宇宙」なのであろうか？　あるいは「心的宇宙」なのであろうか？　そしてこれらのいずれの
場合にも、いかにしてこれらの世界に到達できるのであろうか？」

「歴史的にみると、異界探求者が訪れた光景の在処について与えたもっとも一般的な説明は、われわれの属す
る「自然宇宙」の内部にあるとするか、あるいは「平行宇宙」の一部であるとするかの、いずれかである。こ
のような「平行宇宙」についての完全な記述を与えるのは、宗教の役割であった。初期の哲学というものは、
そのような営為の合理化から生じたものである。古代から現代に至るまで、死者と霊魂離脱者は死後生を経験
するものとみなされてきた。死者が蘇生して、死後の生がいかなるものであるかを語るのに対して、ジョー
ジ・ギャラップ二世が名づけた「死後生への窓口」は、たいていの場合、生きたままの人間が人身事故や出産、
外科手術、治療のさいの施薬や麻酔投与、院外での発病、犯罪検査や「宗教的ビジョン、夢、予知や他の霊的
体験」などの結果として見たものを語ることによって得られるのである。
　異世界旅行や他界観の問題に対する数々の心理学的接近の共通分母は、それらがある一事において、そしし
てその一事においてのみ、一致している点である。すなわち、そのようにして探求された宇宙が「精神宇宙」
であること、換言すれば。これらの宇宙の現実性は探求者の心のなかにあるということである。不幸にして、
いかなる心理学的探究心が現実にどいうものであるか、とりわけ「精神空間」というものはいかなるものであ
り、どこにあるかということに対する十全な洞察を与えることはできないように思われる。」

「複数の理由によって、人間の「精神空間」は驚くべき性質をもっている。そのうちのもっともいちじるしい
ものは、人間の「精神空間」が、周囲の「物理宇宙」のような三次元に限定されるものではないという性質で
ある。われわれが内なる「精神空間」（…）に入っていくとき、自分の行く手が実際に分からないのである。
われわれの心のなかには、夢や変性意識が連れていけないような場所はない。にもかかわらず心理学者は、わ
れわれが経験するものは個人的経験か、誕生のときにすでに心のなかに存在したものと密接に結びついている
という。このような説明は、いずれも個人の性的欲望や衝動の抑圧と考えるにしても、集合的無意識と考える
にしても、問題を含んでいる。これらは検証不可能な仮説に立っていて、心が実際にいかなるものであるかと
いう問題を完全に無視しているので、究極的には役に立たない。精神分析学がわれわれにもたらす「無意識」
や「こころ」に関するあらゆる漠然たる話は、シャーマニズムの儀式や箒にまたがった魔女の空中飛行の現代
版にすぎない。このような場合にはすべて、われわれがシャーマンや魔女の前提を共有するかぎりにおいて妥
当する手続きや職業的解釈を扱っている。にもかかわらずこれらの説明の普遍妥当性は大いに疑問なのであ
る。たとえばわれわれは、夢やヴィジョンがどこから生じ、それらが何から構成されているかというような基
本的問題に答えることができないかぎり、夢がいかなるものであるかということを実際に理解することができ
ないのである。
　仮に「精神空間」をその不可思議な「精神物質」とともに、われわれに外在するものとして知覚される世界
と平行する、独自な宇宙として記述するとしても、この両者はさまざまな程度に相互に依存しあっているので
ある。すなわち、外なる世界は、これを知覚する「精神宇宙」なくしては存在し得ず、しかもこの「精神宇宙」
が逆に、この知覚作用から形象（イメージ）というものを藉りているのである。このようにして、少なくとも
「精神宇宙」の情景と記号は、現実の認識作用の構造に依存しているのである。蜜蜂の内面世界は、イルカや
人間のそれとは完全に異なっている。」

「認知的伝達は歴史的なものである。しかしそれはつねに古い信仰の見直しを前提としている。それゆえにま
た絶えざる記憶の過誤、抹殺、革新が生ずる。多くの場合、哲学はこのような一定数の法則の組み合わせのも
つ含意を考え抜く組織的な試みにほかならない。このようにしてたとえばプラトン主義は、ある一つの問題の
探求から生じるあらゆる種類の論争を解決しようとする試みとなる。プラトン主義者は天上のあらゆる範疇を
描き、霊魂の肉体から肉体への転移である「輪廻転生」の問題に答えようとする。応答の組み合わせが多様な
のは明らかである。そして議論決着をつけるには権威の力を藉りるしかない。
　直接経験や直接の遭遇の例証は信仰の権威を高める。異界の旅の報告が、人類の多くの伝承に豊富に見られ
るのはこのためである。過去の尊敬すべき人物による啓示に接すると、われわれはその真実性を疑問なく受け
入れがちなのである。正当性への要求は、ヘレニズム時代を通じての黙示録的偽典や秘教的啓示の盛行を説明
するものである。
　異界に関するすべての歴史資料を蒐集することは途方もない仕事であり、かつて試みられたことのないもの
である。筆者は、このテーマに関する最近の一般的関心事の深さを物語る章から始めて、地理的、年代記的に
あらゆる伝統を提示すべく取捨選択した。これらの異なった伝承のあいだの深い類似性と、異界への旅の一般
法則の形成にあたっての、最近に至るまでのシャーマニズムの圧倒的重要性をいかに評価するかは、読者の判
断に委ねる。」
「人間の心のあいいだの相互作用の複合的な過程は、われわれの多数が旧石器時代を遡って、さらにホモ・サ
ピエンスの黎明に達する幽暗な根源を有しているという認識をすら抱かせるのである。「異界への旅」は、人
類のもっとも強固な伝統の一つであるという点で、このたぐいの信仰に属するように思われるのである。」

《目次》
頌辞…ローレンス・E・サリヴァン
序論
第1章 四次元探求のための歴史家の旅支度
第2章 遊離霊魂は遊離霊魂を求める…シャーマニズムの輪郭
第3章 暗黒の財宝…メソポタミア宗教の永世希求
第4章 人形・劇場・神…古代エジプトの死後生
第5章 中国道教における鶴駕、霊魂飛翔、幽婚説話
第6章 心への旅…佛教と三界流転
第7章 熱狂から霊的幻視へ…古代イランの霊魂離脱
第8章 ギリシアの巫医
第9章 七つの神殿と神の戦車…メルカーバーからカバラまでのユダヤ神秘主義
第10章 惑星間旅行…プロティノスからフィチーノに至るプラトン的宇宙周航
第11章 天界帰昇の極致…ムハンマドからダンテへ
結論
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紙ヒコーキと
死と詩と
良寛の話

著者の小津夜景は
北海道生まれの俳人でフランス暮らし
極上のエッセイを書く

サブタイトルに「漢詩の手帖」とあるように
エッセイの一回ごとに漢詩の引用があり
さらに「しなやかな和訳」がつけられている

このエッセイではじめて知ったが
芸術家で人類学者であり
アメリカの民俗音楽の復活にも関わった
ハリー・スミスは
紙ヒコーキのコレクターでもあった

そのコレクションを集めた写真集の冒頭には
人類学者であるのはただの娯楽で
「ほんとうの使命は死の準備」であるという
生前のインタビューが引用されているとのこと

ハリーのコレクションは
「ニューヨークのあちこちで拾った」
「うす汚れたごみとなった、ちっぽけな紙ヒコーキ」で
「死とたわむれた果てのいきものみたいな不気味さがある」という
「死の準備」として紙ヒコーキを集めていたというのだ…

冒頭の軽みのある紙ヒコーキの話から
「死の準備」としての紙ヒコーキの話へ

■小津 夜景
　『いつかたこぶねになる日／漢詩の手帖』
 　（素粒社  2020/11)
■Paper Airplanes: The Collections of Harry Smith  
　 (Catalogue Raisonné) 
　（J&L Books Inc 2015/10/27)

さらにそこから
「我々はどこから来たのか？
我々は何者か？
我々はどこへ行くのか？」をめぐって
「紙ヒコーキの香りのする詩」であるという
良寛の詩へと話は展開し
その詩が和訳とともに紹介されている

その詩と紙ヒコーキを重ね
「からっぽの空にふわりと身をゆだね、
風の吹くままに生きていれば、来るべきその日、
死者としてどうふるまうべきか、
そのエレガントな作法がおのずと身につくのだろうか」
と「死の準備」の話とも重ねられてゆく

絶妙なエッセイである

「うふふ」
「死の準備」

そして良寛の
僕の詩は詩でなない
という漢詩でエッセイは閉じられる

詩と死
そのあいだで戯れる
紙ヒコーキのような自由…



■小津 夜景
　『いつかたこぶねになる日／漢詩の手帖』
 　（素粒社  2020/11)
■Paper Airplanes: The Collections of Harry Smith (Catalogue Raisonné) 
　（J&L Books Inc 2015/10/27)

（「紙ヒコーキの乗り方」より）

「友人の伴侶が、紙ヒコーキにはまっている。
　空力的に最適なデザインを考えつつ、紙ヒコーキを手ずから折りあげ、屋外でとばす。ただそれだけのシンプルな遊ぶ
だ。
　で、ある日の週末、折りたての紙ヒコーキをたずさえて近所の河川敷に出かけ、友人夫妻がのんびりすごしていたら、
「おやおや。もっととぶようになりますよ」
とかなんとか言いつつ見知らぬ男性が近づいてきた。そして、
「わたしは、ほにゃらら、という紙ヒコーキの会を主宰している者です」
と自己紹介し、紙ヒコーキについていくばくかの講釈を垂れたあと、なんと友人夫婦を紙ヒコーキ愛好家たちの会合に招待
してくれたのだそうだ。後日、友人夫妻が案内された室内には、いつまでも宙を旋回しつづけるミステリアスな紙ヒコーキ
がたしかに実在したとのことだった。
「すごかったよ。紙ヒコーキがずっと、ふわふわ浮いてるの」と友人。
「うそ。そんなことあるの」とわたし。
「なるほどねえ」
「うふふ」
「うふふ」
　そんなきつねにつつまれたような会話をしたのがつい先月のこと。さいきんふと思い出して紙ヒコーキのことを調べてみ
たら、発泡スチロールペーパーでつくった紙ヒコーキは、わずかな気流の室内でゆっくりふわふわとぶ、との記述を科学方
面のサイトにいくつも発見した。」

「紙ヒコーキときいて思い出すのは、ビート・ジェネレーションの芸術家にして人類学者、さらにはアメリカの民俗音楽復
活のきっかけとなった史学的コンピレーション･アルバム“Anthology of American Folk Music”の編纂も手がけているハリー・
スミスのことだ。実はハリーは紙ヒコーキのコレクターでもあり、彼がニューヨークのあちこちで拾った紙ヒコーキの中か
ら厳選された二五一機が『紙ヒコーキ／ハリー・スミスコレクション1』（原題：“Paper Airplanes: The Collections of Harry 
Smith:Catalogue Raisonné),VolumeⅠ）という写真集になっている。それぞれの機体にはいつどこで手に入れたのかが記され、
頁をめくると、政党のビラだったり。マニラ封筒だったり、レストランのメニューだったりと、さまざまな素材で折られた
紙ヒコーキが楽しめる。
　どうしてハリーが紙ヒコーキに夢中だったのか、はっきりとしたことはわかっていない。この写真集の冒頭には、わたし
は自分の使命を人類学者であると考えてはいるものの、畢竟それはただの娯楽、ほんとうの使命は死の準備なのです、来る
べきその日、わたしはベッドによこたわりながら、この人生が目のまえから去りゆくのを見届けることでしょう、などと
語った生前のインタビューが引用されている。
思えばハリーの愛した紙ヒコーキは、どんなものでもよかったわけではない。それは空中から墜ち、うす汚れたごみとなっ
た、ちっぽけな紙ヒコーキでなければならなかった。そうした遺物としての紙ヒコーキには、たしかに死とたわむれた果て
のいきものみたいな不気味さがある。とすると、ハリーが拾い集めていたのは、やはり死の準備について考察するための資
料だったのだろうか。

「我々はどこから来たのか？　我々は何者か？　我々はどこへ行くのか？----こういった問いは、いつでもどこでも人間音頭
を去ることがないようで、漢詩にもまったく同じ主題の詩がある。

　　（僕はどこから来たのか）　　　良寛

　僕はどこから来て
　どこへ去ってゆくのか
　ひとり草庵の窓辺にすわって
　じっと静かに思いめぐらしてみる
　思いめぐらすもはじまりはわからず
　ましてやおわりはもっとわからない
　いまここだってまたそうで
　移ろうすべてはからっぽなのだ
　からっぽの中につかのま僕はいて
　なおかつ存在によいもわるいもない
　ちっぽけな自分をからっぽにゆだね
　風の吹くままに生きてゆこう

　我生何処来
　去而何処之
　独坐蓬窓下
　兀兀静尋思
　尋思不知始
　焉能知其終
　現在亦復然
　展転総是空
　空中且有我
　況有是與非
　不如容些子
　随縁且従容
　
　なんて紙ヒコーキの香りのする詩なのだろう、こんなふうに、からっぽの空にふわりと身をゆだね、風の吹くままに生き
ていれば、来るべきその日、死者としてどうふるまうべきか、そのエレガントな作法がおのずと身につくのだろうか。それ
ともその作法は、空をとべない人間にとって、とてもはかない夢なのだろうか。
　良寛は江戸時代の僧侶。彼の和歌や書はいまでもファンが多い。漢詩もたいへん個性的で、いろんなテーマについての思
考や観察をシンプルにまとめたアフォリズムっぽいものをたくさん書いている。ちなみに良寛自身は「僕の詩は詩じゃない
よ」とのたまうのだけれど、これは謙遜ではなく、漢詩の規則などくそくらえという型破りの宣言だろう。良寛は禅宗の坊
主ゆえ、くそくらえの精神は本流の作法だ。
　
　　（僕の詩を詩だというのは誰か）　　　良寛

　僕の詩を詩だというのは誰か
　僕の詩、それは詩でなないのだ
　僕の詩が詩ではないと分かる人こそが
　はじめて僕と詩を語ることができる

　孰謂我詩詩
　我詩是非詩
　知我詩非詩
　始可与言詩

　原詩のパンキッシュな字面がとてもいい。こんなことをわざわざ詩にしているというのもユーモラスだ。そして、どこか
らどうみても、この詩が一〇〇パーセント詩であるところもさすがである。」

◎ハリー・スミスについて

《Wikipediaより》
ハリー・スミス（Harry Everett Smith　1923年5月29日 - 1991年11月27日）は、アメリカ合衆国の芸術家、画家、音楽家、
評論家、学者、奇術師、詩人である。
画家、詩人、音楽評論家、音楽プロデューサーとしてアメリカで活動した。その一方で多彩な趣味や才能を有しており、他
にも人類学者、言語学者、音楽学者、オカルト系歴史家、哲学者として様々な分野で活躍している。
また、趣味でレコードや絵本、アルメニアのイースター・エッグの収集、さらには奇術といったものがあり、それら分野で
も第一人者である。
1952年、アメリカフォーク音楽のコンピレーションである『Anthology of American Folk Music』を発表。後のフォークブー
ムに大きな影響を与えたとされる。
1991年5月29日、チェルシー・ホテルの一室で死去。
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あなた
は
貴方であり
彼方である

高橋睦郎の新たな連載詩は
「あなたへ　過去という未来への問いかけ」
と名づけられ
第一回目である最初の「あなた」は
『イリアス』『オデュッセイア』という
叙事詩を語った詩人
「ホメロスまたはホメロスたち」への
呼びかけ・問いかけである

ホメロスはひとりではない
平家物語を語った琵琶法師たちがそうであるように
そこには数えられない語り手・詠い手が存在し
それの存在によってそれらの叙事詩は作られた

語り詠う者一人ひとりのなかにも
過去の語り手・詠い手が存在し
語り・詠うなかで編み上げられてきたのだ

日本の噺家・講談師の落語や講談も
個々の噺家・講談師によって語られるとき
その語りには最初の語り手から
現在の語り手までにいたるまでの語りが
なんらかのかたちで生きている
そしてそこには「名」として継承される
見えない芸統があったりもする

その意味で語りのなかには
それまでに語られたものたちの語りが
さまざまなかたちで織り込まれている

さらにいえばすべての言葉には
過去からの言葉が織り込まれている
そうでなければ言葉は言葉であることができない

私たちはそうして過去から現在まで
さまざまに生成されてきた言葉を
過去の言葉への呼びかけ・問いかけを通して
新たな言葉として紡ぎ出しているのだといえる
そしてそれらの言葉はまた
未来への呼びかけ・問いかけともなっていく

そしてわたしが「わたし」というときも
それはいまここにいる「わたし」でありながら
はるかな彼方の「わたし」である「あなた」
過去や未来の「わたし」である「あなた」への
呼びかけ・問いかけでもあるといえるだろう

■高橋睦郎「あなたへ／ホメロスまたはホメロスたちへ」
　（新連載詩・あなたへ　過去という未来への問いかけ　その一）
　（『現代詩手帖 2021.10』思潮社　所収)

「日本語であなたは貴方であり、彼方。現代日本の詩作者＝試作者という位相から過去世界の
詩人たちに呼びかけ、詩のありかを問いかける試みは必然的に未来へ向かうものでなければなる
まい。その最初はホメロス、紀元前一三〇〇年から一二六〇年にいたるあるとき、マルマラ海、
黒海に抜けるヘレスポントス海峡に近い交通の要衝にあったアイオロス族の豪富の一族を南西部
の陸および島から北アカイア族の集団が襲撃した。当時としては大事件が、事後間もなくから歌
われはじめ、歌い継がれ、トロイア戦記叙事詩群とでもいうべきものが成長していった。その最
終段階である紀元前八五〇年から八〇〇年頃、『イリアス』『オデュッセイア』の二つの叙事詩
を現在の形にまとめあげたとされる人物の呼び名だ。ただ、二作の成立はそれぞれの文体・語彙
の上から少なくとも五十年以上の開きがあるとされ、同一作者ということはまず考えられない
という。すると、完成時においてもホメロスは二人、歌われはじめから完成まで叙事詩群に関
わってきた詩人たちのひとりひとりについてもこれをホメロスと呼ぶなら、数十人、数百人、あ
るいはそれ以上のホメロスたちがいたことになる。それら数えられないホメロスたちに呼びか
け、問いかけるとしたら、いったい何を問うか。作品の個性の前に詩人の個性もしくは非個性と
は何か、ということでなければならないだろう。」

■高橋睦郎「あなたへ／ホメロスまたはホメロスたちへ」
　（新連載詩・あなたへ　過去という未来への問いかけ　その一）
　（『現代詩手帖 2021.10』思潮社　所収)
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■『ブルータス９４８／特集 村上春樹 上 「読む。」編』
　（2021年10月15日号　マガジンハウス）
■『ブルータス８６／巨大特集 ドイツの「いま」を誰も知らない』
　（1984年4月15日号　マガジンハウス）
■パティ・スミス（管啓次郎訳）
　『Ｍトレイン』（河出書房新社 2020.11）

ブルータス最新号の特集は「村上春樹」である

最近村上春樹はなにかと露出が多すぎるのもあって
かつてのように村上春樹の名を見つけると
エッセイでも翻訳でも片端から読んでみる
ということはほとんどなくなっているが

今回のブルータスの特集には
なんと1984年のブルータスのドイツ特集のときの
村上春樹の記事がそのまま復刻されている

村上春樹は当時ブルータスのスタッフと
１ヶ月の現地取材をし
小説「三つのドイツ幻想」と
11のエッセイを寄稿しているのだ

1984年の村上春樹は
1982年に『羊をめぐる冒険』がでて
そのあとの1985年の
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』も
まだでていない頃だ
やっと作家としてひとり立ちした頃

村上春樹も若く
またブルータスもまだ若い盛りで
（ぼくもまだまだ若かった）
1984年のドイツ特集のときのブルータスもまだ８６号
（最新のブルータルはすでに９４８号を数える）
当時のブルータスは素晴らしい特集が多く
このドイツ特集の号も処分せずにとっておいた号の一冊だ
懐かしさとひとつひとつの記事の熱量に
読み始めるとつい入り込んでしまう

さて今回の村上春樹特集は「読む。」編で
「私的読書案内」が主となってはいるのだけれど
それとはべつに「エッセイで巡る村上カルチャー地図」という
世界各地を旅したときに書かれたエッセイの一部が
ロンドンやベルリンなどの場所別に紹介されている

そのなかにドイツにも関係した「ベルリン」のところに
パティ・スミスの話が書かれてあった
わざわざパティ・スミスが村上春樹に会いに
ベルリンまで来てくれて歌ってくれたという話だ

少し前にちょうど
パティ・スミスの回顧録『Ｍトレイン』を読んで
そのなかに村上春樹の小説を読む話がでてきていたのを
興味深く思っていたところである
『ねじまき鳥クロニクル』の「井戸」を抜ける話で
パティ・スミスはある種の「解決策」を得る

パティ・スミスは村上春樹のために
（ちょっとしたお礼の気持ちもあるのだろうが）
わざわざベルリンにやってきて
「「アンプラグド」で二曲を歌」う



■『ブルータス９４８／特集 村上春樹 上 「読む。」編』
　（2021年10月15日号　マガジンハウス）
■『ブルータス８６／巨大特集 ドイツの「いま」を誰も知らない』
　（1984年4月15日号　マガジンハウス）
■パティ・スミス（管啓次郎訳）
　『Ｍトレイン』（河出書房新社 2020.11）

（『ブルータス９４８／特集 村上春樹 上 「読む。」編』より）

「村上春樹さん、今、どんな気分ですか？　「どんな状況でも、人は楽しめるなにかが必要です」と言うよう
に、最近の村上さん周りはなんだかにぎやかです。ラジオ番組を始めたり、自伝的エッセイを書いたり、「楽
しくやっているうちに、気がついたら一冊分できていた」というクラシック・レコードの本や、なんとなく集
まってしまったＴシャツの本。おまけに村上春樹ライブラリーまで、村上さんのにぎやかな今の気分を動詞で
探ったら、１号では収まりきらないボリュームになりました。上巻は「読む」というキーワードで、村上さん
は本について話し始めました。」

「実は、村上春樹とBRUTUSは古い付き合い。1984年のドイツ特集では、１ヶ月の現地取材を経て、小説
「三つのドイツ幻想」と11のエッセイを寄稿してもらいました。今回、そのレアな記事を復刻掲載。次号で
Part2もお届け予定です。」

（『ブルータス８６／巨大特集 ドイツの「いま」を誰も知らない』～「日常的ドイツの冒険 by 村上春樹」・
序−−秋のドイツとブルータス工場」）

「「秋のドイツ」という映画があったけれど、それとはべつにドイツの秋はひどく寒い。ほんとうに嫌になっ
てしまうくらい寒い。日なんてまるでささないし、おまけに天井の雨もりみたいなかんじのしょぼしょぼとし
た雨が降る。そんな秋のドイツを「ブルータス」のスタッフとついたり離れたりしながら、約１ヶ月間歩きま
わった。
　一般論から始める。
　ドイツとはドイツ的日常の集積である。これはまああたりまえの話だ。認識とは誤解の総和であり、感動と
非感動の集合体である。我々が誰であろうと、我々がどこに行こうと、このコンテクストは不変である。我々
が何かに近づこうと努力すればするほど、状況との誤差は増大する。
　だから、というわけでもないのだけれど、僕はこの長い旅行のあいだ、何をも理解するまい、何をも志すま
いと努力した。この手の努力は僕にとってはもっとも特異な作業のひとつである。
　具体的にいうと、朝起きて近所を走り、ビールをたらふく飲み、散歩をし、日が暮れると映画かオペラか酒
場に行き、土地の美味を食し、ぐっすり寝る。この繰り返しである。ハンブルクからケルン、ジルト、ベルリ
ン、フランクフルト、と一ヶ月間このペースは崩れなかった。
　それとは逆に同行した「ブルータス」スタッフの方法論は、すべての断片を過激に拡大することにあった。
僕はそんな彼らの行動様式を便宜的に〈ブルータス工場〉と名付けたわけだが、正直なところ僕は一人の小説
家として、どんなドイツ人と会うより、どんなドイツの風景を眺めるより、そのブルータス工場の作業ぶりを
見ている方が楽しかったと告白でざるを得ないのである。しかしまあとにかく、ドイツの話。」

（『ブルータス９４８／特集 村上春樹 上 「読む。」編』～「エッセイで巡る村上カルチャー地図」＠ベルリ
ン「パティ・スミス」より）

「パティさんは先日わざわざベルリンに来てくれて、僕のために「アンプラグド」で二曲を歌ってくれました。
自分でギターを弾きながら。とても素敵だったですよ。そのあと食事をしながら、二人でずいぶん話をして、
僕が「ロックンロール・ニガー」が好きだと言ったら、笑って、あれは歌詞がずいぶん問題になって（ニガー
という言葉を使っている）、いろんなところで放送禁止になった。でもがんばってステージで歌っていたら、
目の前の席にジェームズ・ブラウンがむずかしい顔をして座っていて、「あれはびびったよ」ということでし
た。とても面白い話がいっぱいありました。素敵な人です。（『村上さんのところ』より）

（パティ・スミス『Ｍトレイン』～「井戸」より）

「私は『羊をめぐる冒険』という本を開いた。タイトルに興味を引かれたのだ。あるフレーズが私の目を捉え
た−−−−狭い通りとどぶ川でできた迷路。私は即座にそれを買った。ココアに浸して食べるための、羊のかたち
をしたクラッカーのつもりで。それから近くの蕎麦屋にゆき、冷たいとろろ蕎麦を頼んで、読みはじめた。
『羊』にすっかり夢中になった私は、日本酒を一杯飲みながら、二時間以上もそこにいた。青いジェロー［ゼ
リーの商標］みたいな塞いだ気持ちが、その縁から溶けてゆくのが感じられた。
　それにつづく数週間、私はいつもの角のテーブルで、ムラカミばかりを読みつづけた。息を吸うために水面
に出てくるのは、お手洗いに行くときか、コーヒーのお代わりを頼むときだけ。『ダンス・ダンス・ダンス』
と『海辺のカフカ』が、『羊をめぐる冒険』にただちにつづいた。そして、ついに、『ねじまき鳥クロニクル』
にとりかった。これが私を打ちのめし、地球の不毛で完全に無垢な領域へと突っ込んでゆく隕石のような、止
めようのない軌道へと投げ込んだのだった。」

「結局、私につつまりいい解決策を提供してくれたのは、ムラカミその人だった。『ねじまき鳥』の話者は、
井戸を通り抜けてどこともしれないホテルの廊下に出ることに成功するが、それは彼自身のもっとも幸福な時
のように、泳ぐ自分自身を想像することによってだった。ピーター・パンが、ウェンディとその弟たちに、飛
ぶために必要なものを教えたのと同じ。「楽しいことを考えてごらん。」」
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いうまでもなくホドロフスキーは
『エル・トポ』や『ホーリー・マウンテン』
『リアリティのダンス』などの
映画監督として知られているが
タロット研究家・サイコセラピストでもある

ホドロフスキーのライフワークは
「日本語版への序」に書かれてもいるように
科学によって精神を治療するのではなく
芸術によって魂を解放する独自のセラピーである
〈サイコマジック〉の取り組みだという

映画『リアリティのダンス』を観て以来
ホドロフスキーに興味をもつようになり
本書を手にとってみた

目次でもわかるように
さまざまなことが語られているが
実際のところ書かれてあるのは
読み始めたときの印象を裏切るほどに
きわめてシンプルなことだ

愛されることを求めるのではなく
愛することから始めようということ
じぶんがじぶんに与えたものが与えられる

ひとがじぶんを愛してくれないというのは
じぶんの問題ではなくひとの問題だ
じぶんをセラピーするためには愛するしかない
愛することそのものこそが創造的な詩的行為であって
そのための言語が「サイコマジック」なのだ

もちろんそのシンプルさへ至るまでが
錯綜し複雑だとはいえるけれど

「それではどうすればいいのか？」といえば
「請うのをやめることだ」という
「請うのをやめれば、与える立場にいることにな」る
そうすることで「被害者」として生きることをやめる

批判的な性向は魂の成長をスポイルしてしまうというが
それはじぶんやじぶんに関係してとらえているものを
「被害者」としての立場に置いてしまうからだろう
現代の病のひとつである「承認欲求」も
「承認されることを求める」という
「愛されない症候群」のひとつにほかならない

「サイコマジック」である詩的行為は
批判的・被害者的ではなく創造的である必要がある

その意味でどんなときでも必要なのは
「それは創造的だろうか」とじぶんに問うことだろう
「愛されない」と百万回唱えても創造的にはなれない
それは「愛されない」現実しか生み出すことはできない
だいじなのは愛したければ愛する求めたければ求める
ただその詩的行為を遂行しつづけることだ

■アレハンドロ・ホドロフスキー（花方寿行訳）
　『サイコマジック』
　（国書刊行会 2021/6)



■アレハンドロ・ホドロフスキー（花方寿行訳）
　『サイコマジック』
　（国書刊行会 2021/6)

（「日本語版への序」より）

「精神分析は神経科医であるジグムント・フロイトによって創られた。そのルーツは科学的だ。
　サイコマジックは映画作家にして舞台監督であるアレハンドロ・ホドロフスキーによって創られた。その
ルーツは芸術的だ。
　精神分析は言葉を用いてのセラピーだ、
　サイコマジックは行為（アクト）を用いてのセラピーだ。
　精神分析はセラピストが患者に触れることを禁ずる。
　サイコマジックはセラピストが相談者に触れることを勧める。

　治療するためのアートを実践することを決意した時、私は自分のエゴの囲いから出て、世界の痛苦へと足を
踏み入れたが、そこで家族の問題に直面することになった−−−−二、三、四あるいは五世代にわたる一つの病
の反復だ。繰り返される癌、繰り返される名前、繰り返されるレイプ、繰り返される離婚、等々･･････
　精神分析はある人物が問題を抱えている時、言葉を用いてそれを分析し、それを引き起こしたトラウマが何
かを探ろうとする。患者はこうして、六ヶ月、十ヶ月、数年間も話をした末に、例えば、自分が母親に託して
性的欲望を持っていることに気づくかもしれない。だがトラウマを抱えているのに気づくことは、それを解決
することではない。
　さて、言葉から治療的な行動に移るために、患者には何ができるのだろうか？
　そこで私は迫られたのだ、
　サイコマジックの発明を！

　サルバドール・ダリは夢を現実に持ち込みたいと言った。私は逆向きの道を行った−−−−
　「無意識に現実の言語を話すことは教えられない。
　　理性に夢の言語を話すことを教えなければならない」

　サイコマジックは詩的行為の言語だ。」

（本文より）

「論理的であってほしいと望むこの人生は、気違いじみて、ショッキングで、驚異的で残酷だ。私たちの行動
は論理的で、意識的な振りをしているが、実際には、非理性的で、狂っていて、矛盾している。」

「ひとは自分自身の狂気を通過することによってのみ、賢者になるんだ。」

「蓮の花は泥の中から咲くことを決して忘れてはならない。浄められた空に向かって昇るためには、泥濘を探
求し、死と泥に触れる必要がある。」

「一度もしたことのない何かをする瞬間に、もう私たちは治癒の道にいる。ルーティーンを破らなければなら
ない。」

「私たちはみな、この「よくもこんなことをしてくれたな」とか、「あなたは私を愛していないんだ」という
ゲームを終わりにしなければならない。愛されていないという感覚に耽溺してはならない。まさしく、愛され
ていない感覚を持っているなら、その感覚を変えて愛されていると感じなければならない。それではどうすれ
ばいいのか？　そうだな、まずはじめに、請うのをやめることだ。私が請うのをやめれば、与える立場にいる
ことになり、そうすればこう言えるんだ−−−−「あなたは私を愛していないが、私はあなたのことをとても大切
に思っている」とね。そしれ腹を立て、相手をうんざりさせ、苦しみながら人生を送る代わりに、私は「もう
たくさんだ」と言うだろう。そして問題はおしまいだ。私はあなたを愛している。私は自分の一生を通して被
害者として生きるつもりはない。とんでもない。私はあなたを愛しており、それで十分だ。もしあなたが私を

愛さないなら、それはあなたの問題で、私のじゃない。そこに治癒がある。創造的である時、ひとはもう何か
を求めるのに集中するのではなく、反対に、それを私たち自身で作成する。愛のないところに愛を置かなけれ
ばならない。そうすればそれを見つけられる。君が自分の愛する能力の欠如を映す鏡として相手を利用してい
るなら、それは君が自分を愛してくれない誰かを探しにどこかへ行ってしまっているからで、それが君の愛す
ることができない理由なんだ。君は愛することができないのに、愛さないという自分の問題を相手に託してし
まっている。それを鏡のように投影しているんだ。愛するんだ。そして君が愛すれば、相手も君を愛するだろ
う。なぜなら君が自分の愛を投影するからだ。

　物事を愛することから始めよう−−−−芸術、人々、私たちの作品、全てを。創造し、愛することに専念しよ
う。他の態度は私を無為に、ずっと停止していることへ導くのだから。想像力は、反対に、しなければならな
いことをするように導く、そして君は自分がすることを投影する。投影すれば、受け取れる。君が世界に与え
るもの全てを、世界は君に与えてくれる。君が世界に与えないもの全てを、世界は君に与えてくれない。想像
力のおかげで、請うことから解放されなければならない。「僕は才能が欲しい」と思う時には、「僕には才能
がある！」と言わなければならない。もう持っているなら、どうして才能を欲しがるんだ？　私は成功した
い。だがもう成功を手にしているんだ！　欲しいものは全て、私は持っている。そこで、請うことをやめて、
私は自分の作品を作りにかかる。それが全てだ！　音楽を演奏したければ、演奏する。歌いたければ、歌う。
書きたければ、書く。金を稼ぎたければ、稼ぐ。それだけだ。
　なぜなら私たちの横いんはいつも、私たちが自己実現するのを妨げる牢獄があるからだ。父さん、母さん、
そうだろう？　私たちが言われてきた忌々しい禁止だ−−−−被害者になれ、被害者のように生き、被害者面を
しろ、他人をうんざりさせろ、と。」

（「訳者解説」より）

「本書でも重要な役割を担っているのが、アクトという言葉だ。これは日常我々が行う「行為」を意味すると
同時に、演劇・映画における「演技」、あるいは演劇における「幕」を意味する単語である。本書では大体「行
為」「演技」にルビを振って用いているが、ホドロフスキーはこの語を、「状況に応じた即興を含みつつも、
何らかの意図をもって予め計画された通りに遂行されるパフォーマンス的行為」という意味で用いている。ご
く稀に、意図が解放される以前、家族や社会によって押しつけられた「役割」を「自分自身」と混同して行わ
れるものを指すことがあるが（この場合ひとは無自覚に役柄を「演じて」いることになる）、基本的に無自覚
的・反射的・習慣的な行動が「行為」には含まれない一方、厳密な行動計画や台本のない「ひたすら真っ直ぐ
歩く」といった行為がアクトと呼ばれるのは、このためである。通常「演技」という言葉に含まれるような、
自分とは異なる人間を「演じる」必要も、ここにはない。狭義の演劇やパフォーマンス・アートと異なり、観
客も必要ない。純粋に主観的なものである夢の中でも、無自覚に夢に流されるのではなく、意識的に何かを計
画しそれを遂行するのは、たとえ「明晰な傍観者として夢の展開を眺める」だけのものだとしても、アクトに
なる。
　ただしこのアクトは、主観的なもののみであるわけではない。詩的行為が友人と一緒になって行えるよう
に、演劇的行為が最低限の台本や設定に基づいて上演可能になるように、パフォーマンスの目的と内容の骨子
を共有することによって、アクトは複数の人間によって行う共同作業となり得る。前衛演劇がそうであるよう
に、呪医による手術やサイコマジック・サイコシャーマニズムは、患者＝観客をアクトに直接参加させながら、
パフォーマンスを実践する。実践＝実習もまた、ホドロフスキーが好んで使う用語だ。書かれた台本はそれだ
けで成立しているものではない。上演するために練習され、その場で実践されることによって、アクトは完成
される。惰性によりアクトが形骸化するのを嫌うホドロフスキーの場合、演劇活動において練習はあまり重視
されていないようだが、サイコマジック行為の場合も含め、失敗したアクトを修正し成功するよう繰り返すこ
とは否定されていない。」
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かつてユダヤ人は
啓示によって与えられた律法を遵守することで
みずからを義としたが
外から与えられた律法を形だけ遵守することは
ともすれば律法のほんらいをスポイルすることにもなる

どんな法律も規則も
なぜそれがあるのか
それらを遵守することが
はたしてそれぞれの目的に
叶っているのかどうかということが
なおざりにされたとき
それらはたんなる機械的なプログラムにすぎなくなる

現代においても
管理社会が後戻りできないまでに
強化されつづけるのは
そのための機構が自動化し
ほんらいの目的が見えなくなってしまうからだ

ユダヤ人において「律法」の演じた役割を
古代のギリシア人においては「智慧」
いわば知への愛である「哲学」が担っていたが
それがひとを救済するものではなく
グノーシス的なものに傾斜してしまうとき
本性の認識（グノーシス）によって
神性へ回帰しようとすることが
ともすれば地上を生きる身体性を
スポイルしてしまうものともなった

その意味で身体をもつがゆえに
律法によって導かれなければならないにもかかわらず
そこに本性の認識としての智慧が
失われることを避けるためには
ひとが身体を持ち律法のほんらいを生き
智慧を深めることのできる存在が
「キリスト」という雛形として示された
というのがキリスト事件であったともいえるだろう

パウロの神秘論は
そのキリストを生きるために
みずからを聖霊の働きの場とすることで変容し
キリストの身体と同形化を目指すものだったようだ

これらのことを過去のことだとすることはできない
少なくとも私たちはさまざまな「律法」に
そして律法をつくり続ける管理者たちによって
ますます管理されるようになった社会を生きている

しかも「智慧」ではなく
「科学（主義）」という「知識」によって
わたしたちはますます「智慧」を失っている

そして学校社社会・病院化社会という
みずからが積極的なまでに管理を求める存在へと堕し
わたしたちのほんとうの智慧も身体も見えなくなり
それらを創造してゆくことこそが
自由の道であることがわからなくなっている

はたして新時代の「回心」は
私たちに訪れるだろうか
律法でもたんなる知でもなく
それらのほんらいがむすばれることで
変容することが可能となる存在への道が

■山田晶 (著), 川添信介 (編)
　『中世哲学講義: 昭和41年―44年度 (第一巻) 』
　（知泉書館 2021/7)
■宮本 久雄『パウロの神秘論／他者との相生の地平をひらく』
　（東京大学出版会 2019/12)



■山田晶 (著), 川添信介 (編)
　『中世哲学講義: 昭和41年―44年度 (第一巻) 』
　（知泉書館 2021/7)
■宮本 久雄『パウロの神秘論／他者との相生の地平をひらく』
　（東京大学出版会 2019/12)

（山田晶『中世哲学講義』～「パウロと哲学」より）

「七四　パウロは「異邦人の使徒」であるともに、また「キリスト教神学の父」とも呼ばれる。彼の書簡、なかんづく『ロ
マ書』は、キリスト教における最初の神学書であるとともに、以後あらわれるすべての神学者たちにとって、たえざる霊感
の源泉となった。しかしパウロは、単にキリスト教神学の父であるばかりではない。ヨハネと並んで「キリスト教哲学」の
父でもある。」

「八〇　パウロは神から与えられ、祖先から伝承された「律法」に安んじ、異邦人たちを自分たちよりも道徳的に一段ひく
い者として軽蔑ししているユダヤ人に対して、律法を知る者は単にユダヤ人だけではないと主張し、神の御前に義とされる
のは、律法の「聴聞者」ではなく律法の「実行者」であると警告しているのであるが（ロマ2・13）、このパウロの言葉
は、これを哲学的に考察するならば、自然理性にもとづく道徳の成立の可能性を、キリスト教の立場から保証したものとみ
ることができる。

八一　ここで我々はカントが、その『実践理性批判』の末尾において、「それをおもうごとに深い畏敬の念に打たれざるを
えぬものが二つだる。一つは、天に輝く星であり、一つは自己の内なる道徳律である」といったあの感動すべき理想と本質
的に同じものがすでにパウロによって表明されているのを見出すのである。」

「八四　ではパウロが、異邦人に対して示した上記のごとき理解と寛容とは、どこから由来するのであろうか。回心以前の
パウロがそのように狂信的なユダヤ教徒であったとしたならば、回心以後の、それとうって変わったパウロの態度の原因
を、我々はキリストのうちに見出す以外はないであろう。回心とともにパウロは、「生きるのはもはや私ではない、私にお
いてキリストが生きるのである」（ガラ2･20）という人となった。」

「八九　パウロは、単に異邦人に対して使徒であるばかりではない。キリストにおいて生きるパウロにとって、もはやユダ
ヤ人と異邦人の区別は本質的なものではない。キリストの福音を知らず、それを受けない者は、たとえユダヤ人であっても
或る意味で「異邦人」なのである。」

「九三　ユダヤ人は、将来、救世主に出ずべき民として神によって選びわかたれた。この特別な使命のために、彼らには、
啓示によって律法が与えられた。律法によって彼らは、神と人間とに対して守るべき道徳を他の諸民族に比してはるかに明
確に神自身から教えられたのである。そこで或るユダヤ人たちは、自ら神の民と称して神を誇りとなし、律法に安んじ、律
法の命ずる外形的な掟の遵守をもって自分を義となし、自分を「盲者の手引、案書くに在る人の燈火、愚者の教師」と考え
た。（･･･）律法はかえってユダヤ人の或る物を、偽善者、冒涜者、姦通者となした。しかも彼らは律法に誇って他をいやし
み、自らを義人よ考えている。彼らにおいて人間の罪は「傲慢」という、最もいやしがたい、いとうべき形であらわれてい
る。」

「九五　パウロはこれに対して、「律法によりて得るは罪の意識なり」（ロマ3･20）と答えている。律法は外形的な掟とし
てではなくその内面的な意味において理解されるとき、他の諸民族のいかなり倫理も、これに比肩することのできない高い
道徳性を示している。しかし律法そのものに人間を罪から救う力はない。」

「一〇四　パウロは、すべての人間がこのように自然的に賦与された理性の能力によって神の存在と道徳律をさとりうると
いうことからして、人間の救済のために啓示は不必要であり、自然理性だけで足りるという、合理主義的見解にはおもむか
なかった。それとは反対に、パウロがそこからひき出した結論は、「人々弁解するをえず」（ロマ1･20）であった。「けだ
しすでに神を知りたれど、神としてこれに光栄を帰せず、感謝せず、かえって理屈の中に空しくせられて、その愚なる心暗く
なれり」（ロマ1･20）。

一〇五　ここに我々は、あたかもユダヤ人において「律法」の演じた役割を、ギリシア人において「智慧」が果たしている
ことを知る。律法それ自身にユダヤ人を罪から救う力がなかったように、異邦人たち、なかんづく文化の最もすぐれたギリ
シア人たちは「智慧」を有していたが、その「智慧」そのものに彼らを罪から救う力はなかったのである。」

「一〇六　しかしこのことは、「智慧」そのものの無価値を証することでは決してなかった。それはあたかも悪しきユダヤ
人の存在が彼らの有する「律法」そのものの価値を証するものではなかたのと同様である。」

「一一九　律法や智慧に誇る人々が義とされなかったよういん、キリストの恩寵に誇る人々もまた、まさしくそれによって
使徒たるの資格を失う。なぜならば恩寵による諸々の効果も、もしそれが誇りをもってかえりみられるとき、大きな傲慢に
転ずるからである。ひとは身を低めることによって高められ、栄光を神に帰することによってより豊かな恩寵にめぐまれる
であろう。」

「一二三　ソクラテス的人間とパウロ的人間との間に、根本的区別を指摘することは容易である。前者は哲学的実存を、後
者は宗教的実存を代表する。プラトンにおける探求の対象たるソフィアが善のイデアであるに対し、パウロにおけるこれは
キリストであり、しかも生ける神の子、十字架につけられたキリストである。プラトンを智慧に向かって根源的に動かして
いる愛が、美しきイデアに対する限りなく思慕としてのエロスであるに対し、パウロを根源的に動かしているものは、キリ
ストの十字架上の死によって人類にそそがれた神の愛たる「聖霊」である。このような相違は歴然としている。

一二四　それにもかかわらず、パウロの信仰が信仰における人間の生の安易な休息を意味せず、かえって不断の死と復活と
を意味するものであったかぎりにおいて、プラトン的な哲学の生は、少なくともパウロ的な生の一つのモメントとして、そ
のうちに包摂されるように思われる。（･･･）ギリシア教父における否定的神学は、本来そのような意味でのキリスト教的
な「哲学すること」であった。その思想的源泉はすでにパウロのうちに見出されるのである。」

（宮本 久雄『パウロの神秘論』～「むすびとひらき／2-3　パウロの神秘論」より）

「これまでの神秘主義との比較（グノーシス的神秘主義・ギリシア教父の神秘論・アウグスティヌスの神秘論）において、
パウロは、神・キリストと人間・被造物を明白に区別し、異邦人を含むすべての人間の罪業がキリストの十字架を通して贖
われ、そのキリストへの信仰によって新しいアイオーンに生き、義化・聖化の道を辿りつつ、やがて終末において復活に至
るという希望の道を開示した。（･･･）彼の神秘論は、プロティノスやグノーシス主義にように、人間の本質・本来性を神性
と考え、それは質料的世界や肉体（ソーマ）によってあたかも幕（セーマ）の中に閉じ込められているかのようにしてある
とは考えない。だから彼の神秘論は、身体の中で自己の神性を忘却した人間が、再度自己の本性の認識（グノーシス）に
よって神性へ回帰し、合一融合するという合一神秘主義（unio mystica）と全く相反する。この合一的神秘主義は、当然質
料・肉体を軽蔑する二元論的でペシミズム的人間観世界観に拠って立つ。この立場は、新約聖書内にも仮現論的な傾向とし
て現出している点が考察された。
　ところでパウロ的神秘論の人間の側における変容の出発点は、キリストの到来による新しいアイオーンの地平の拓けとそ
こにおける義化と聖化であった。（･･･）
　パウロの神秘論を表現する上での核心的用語とテーマについて(･･･）。そのテーマは、（･･･）（ａ）ソーマ、（ｂ）受
難、（ｃ）変容、（ｄ）同形化、（ｅ）神秘、（ｆ）キリストの体、（ｇ）終末論的な霊的諸力、つまり古いアイオーンと
の戦い（･･･）。
（ａ）ソーマに関しては、（･･･）キリストの栄光がソーマに参与する同形化が根本であること、その同形化を言いかえれば
自然的なソーマからプネウマ的なソーマへの変容止揚であることを解明した。この霊的ソーマの実在的根本的ヴィジョンを
パウロはダマスコの体験において得たといえる。（･･･）
（ｂ）受難や苦しみに関しては、われわれは義人であるから苦しむわけではない。（･･･）パウロの救済のヴィジョンにあっ
ては、それが罪が人類船体を普遍的に支配する現状況に他ならない。（･･･）虚無に服している被造物は救いを求めて呻き、
体の贖いを待ち焦がれてわれわれ人間も呻き、聖霊さえ、われわれのために執りなして梅入れいるのである。（･･･）
（ｃ）もし人が主の方に向き直るなら、霊を与えられ栄光から栄光へと義化・聖化されていく。従って変容は聖霊の力によ
り、義化と聖化を不連続の連続として二つの契機にする。しかし、最終的な変容はパルーシアにおける一瞬のうちなる復活
の変化である。従って変容は必ずやソーマ的変容であって、これがギリシャ的グノーシス的人間の神化と異なる点であ
る。」
（ｆ）（ｇ）さらにこの変容は、宇宙的レヴェルで実現し宇宙の霊的諸勢力の克服をも伴っていた。それは故事にゃ協働
体、宇宙的自然を新しい被造物に新生さす。この変容は、またカイロス的であり、新しいアイオーンおよび終末の迫りの
ヴィジョンにおいて実現されていく。
（ｄ）それをキリストのエイコーンとの同形化、さらにその栄光のソーマとの同形化として明確に表現したい。（･･･）
（ｇ）本論の神秘論を示す典型的表現は次の句にある、「主イエス・キリストは、すべてのものをご自分に従わせることさ
えできる力（デュナミス）によって、わたしたちのみじめなソーマを、栄光に輝くご自分のソーマと同じ形に、同形化させ
るであろう。この変容は終末論的ヴイジョンで説かれている。核心はいやしいソーマが、キリストの栄光のソーマと同形化
することで、この神秘論はヘレニズム的神秘主義が非時間的な神とのヌース的合一を説くのに対して、救済史的な歴史の
ヴィジョンにおけるソーマの同形化を説き勧めているのである。」



◎宮本 久雄『パウロの神秘論』【主要目次】

序章 本論の目的と筋立て
1 なぜ、今、また、パウロなのか
2 それでは「なぜ」なのであろうか
3 それでは「今」とはどういうことか
4 それでは「また」とはどういうことなのであろうか
5 筋立て

第1章 現代におけるパウロ解釈の二動向
1 神秘主義と義認論をめぐって ドイツ系研究者
2 新しい眺め(New Perspective)の拓け 英米系研究者

第2章 回心以前のパウロとダマスコ体験
1 回心以前のパウロ
2 パウロのダマスコ体験

第3章 キリスト論
序 パウロから見たイエス
1 キリストに関する全体的ヴィジョン
2 キリスト論的諸テキスト

第4章 トーラー(律法)論
序 Covenantal Nomismの地平
1 トーラーに対するパウロの態度
2 パウロのトーラー論と救済論(「ロマ」九-十一)

第5章 神の義と神によるキリストを通しての義化
序 罪・悪について
1 神の義と義化
2 「ロマ」七章、絶望する「わたし」とは?

第6章 聖霊論(Pneumatologia)
序 「ロマ」七章(罪への隷属)と「ロマ」八章(聖霊による罪からの自由)との対比
1 「ロマ」八章における「聖霊論」解釈の系譜
2 「一コリ」十二章における「キリストのソーマ」とカリスマ協働体
3 有賀鐵太郎におけるハヤトロギアとそのキリスト論的中断およびプネウマ体験
4 むすび――聖霊の諸特徴

第7章 変容論
序 霊の主導による変容
1 義化・聖化を含む変容について――基礎テキスト・「ロマ」六1-23
2 変容をめぐって――関連テキスト

第8章 ソーマ的受難と変容の神秘論――パウロ神秘論を構成する諸テーマ(ソーマ、受難、サタン的諸力との戦い、終末、変
容、同形化、相生、神秘)
1 諸テキストにおける各テーマの分析と洞察
2 パウロ神秘論の基礎テキスト
3 むすび

むすびとひらき
序
第1部 神秘論を構成する諸テーマをめぐって――第1―8章の総括的ふり返り
第2部 諸々の神秘主義・神秘論の類型とパウロの神秘論
第3部 パウロ神秘論が根源悪的現象に告知しうる思想と実践および諸々の宗教的神秘伝承との対話の可能性――根源悪、パ
ウロ神秘論の根拠・エヒイェ、エヒイェ的人格と相生の地平
放てば満つる

鬼哭と恩愛の秋(とき)
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折紙（ORIGAMI）は
世界の共通語らしい

五〇歳以上のひとに
「次世代に残したい懐かしい遊びは？」
と問うと第一位が「折紙」なのだそうだ
鶴や風船・兜などを折ったことのない人は
あまりいないかもしれない

小林一夫『折紙の文化史』は
和紙の独自の歴史からはじまり
折紙の歴史を紙の伝来から
現代の医療から
ＣＧ・航空工学・アパレルまでを辿った
初めての文化史だという

紙は７世紀初め頃に
紙の「溜め漉き」という技法が
高麗から伝えられたそうだが
８世紀から９世紀ころには
薄くて強靱な紙をつくる
「流し漉き」という技術が編み出され
神社の紙垂・宝来・流し雛・形代など
宗教・祭事・儀礼において使われはじめる

本書ではそうした折紙の歴史を辿りながら
古代・平安時代から
鎌倉・室町・安土桃山時代
江戸時代
明治・大正・昭和(戦前)時代
昭和20年(戦後)から現代へ
そして折紙に関するテーマが
さまざまに紹介されていて興味深い
（引用部分の目次参照）

三〇年ほど前のことになるが
布施知子という折り紙作家の影響で
それまでの折紙のイメージではなく
「ユニット折り紙」といわれる折紙に興味をひかれ
いろんな折紙を折って遊んでいたことがある

その後折紙を折ってみる機会はあまりなくなったが
同じく「ユニット折り紙」の作家で
物理学を専攻されていた川村みゆきという方の書著を知り
「多面体の折紙」という幾何学的な視点を中心とした
折紙のさらなる展開にも目をひらかれるようになった

一枚の紙をさまざまに折るとさまざまな多面体となり
さらに紙と紙を重ね折りなしていくにつれ
世界の幾何学的な姿がそこにあらわれてくる

それはまるで
１という数・円というひとつの根源が
その内に多様性を生成していきながら
世界を生成していく姿のようにも見えてくる

紙の伝来したはじめに
特殊な断ち方をして折った紙を使って
神社の紙垂（注連縄飾り）として使うようになったのも
神的な生成や祈りが
紙を折ることで現れてくる世界の幾何学構造と
どこかで深く関係しているからなのかもしれない

■小林一夫『折り、願い、遊ぶー折紙の文化史』
　（里文出版　2021/4）
■布施知子『みんなで楽しむおりがみつき 多面体おりがみ』
　（日本ヴォーグ社 2018/9）
■川村みゆき『多面体の折紙―正多面体・準正多面体およびその双対』
　（日本評論社 1995/11) 



■小林一夫『折り、願い、遊ぶー折紙の文化史』
　（里文出版　2021/4）
■布施知子『みんなで楽しむおりがみつき 多面体おりがみ』
　（日本ヴォーグ社 2018/9）
■川村みゆき『多面体の折紙―正多面体・準正多面体およびその双対』
　（日本評論社 1995/11) 

（小林一夫『折紙の文化史』～「第１章　古代から平安時代」より）

「日本最古の歴史書『古事記』と勅撰正史『日本書紀』によると、610年（推古18）年に高麗より渡ってきた
僧・曇徴が「溜め漉き」技法という紙の製法を日本に伝えたとされる。これにより情報の伝達の紙が使用され
るようになると、各地の寺院で行われた写経の広がりもこれを後押しして、紙の普及の一大転換となった。」
「大陸より伝わった「溜め漉き」技法は、やがて製紙技術や加工技術が飛躍的に向上し、確かな記録はないが、
「流し漉き」という薄くて強靱な抄造技法が延暦年間（782～806）頃には編み出された。」
「宗教、祭事、儀礼と紙との関わりは深く、神社の紙垂（しで／注連縄飾り）、高野山で弘法大師（空海、
774～835）が注連縄の代わりに用いた縁起尽くしの切り紙「宝来」、厄払いを込めた流し雛、形代（人
形）、儀礼のための扇子などへとつながっていく。」

「『源氏物語』に登場する紙人形や切り紙細工じゃ、神楽舞や山車の飾りに見ることができる「折紙の原点」
である。今も行われている行事としては、穢れを払うために形代を水に流す禊の儀式や、紙人形供養などがあ
る。」

（小林一夫『折紙の文化史』～「第２章　鎌倉・室町・安土桃山時代」より）

「公家社会では、「平包み」という絹などの布帛で物を包む方式が広がり、その包みが解けない工夫と装飾を
兼ねた絹などの「組紐」が作られた。
　一方、武家社会では、白い紙を撚って糊を引く「水引」によって中身の「モノ」が象徴される「包みの折り
形」が考案された。いわゆる布帛文化と和紙文化の違いで、ともに中身の物品を暗示する簡潔な形態と美的セ
ンスは、相手を尊敬し思いやる「礼の心」として、世界に類のない日本独自の文化をつくり出した。
　太刀を振るときの「太刀紙」や、紙を贈るときの「要脚折紙」などが出現した。これは太刀や絵画の鑑定書
を兼ねており、現代でも由緒正しいという意味で「折紙付」という言葉が残っている。」

「日本では古来、新鮮な鮑を人に贈る習わしがあった。それが乾燥鮑になり、帯状に伸ばした「のし鮑」にな
り、鮑をもじったパラピン紙（黄色に手染めした紙）に代わり、後に略して〈のし〉という文字になるという
過程を経て、絵で描かれた熨斗に変化した。」

（小林一夫『折紙の文化史』～「第10章　未来につなぐ」より）

「平面から立体を作り出す「折紙」は、日本人に古くから図面を理解する能力が自然に培われてきたから生ま
れたといえよう。例えば、日本にはそれぞれの家に固有の家紋がある。衣服や生活道具に描かれている家紋の
図形は、微分積分の比率計算と熟練した職人技からできている。それは、円周率や曲線図形の面積（2次
元）、立体の体積（3次元）などを求めるのに独自な発達をした江戸時代の「和算」があったからといえ
る。」

■小林一夫『折紙の文化史』目次
 
《第一章》古代から平安時代 ・紙の起源 ・和紙と神事 ・穢れを払う流し雛 ・雛から姉様人形に
《第二章》鎌倉・室町・安土桃山時代 ・折形が礼法に ・のしと水引
《第三章》江戸時代 ・飛脚の伝える文 ・富山の薬売りと紙風船 ・浮世絵の中の折紙ほか
《第四章》明治・大正・昭和(戦前)時代 ・万国博覧会 ・学校教育 ・赤紙を染める
《第五章》昭和20年(戦後)から現代 ・日本初のカルチャーセンター ・世界に拡散 ほか
《第六章》折紙発展の功績者たち ・おりがみ会館 (当時のお茶の水界隈) ほか
《第七章》トピックス ・日本折紙協会発足 ・山折り ・谷折り ・和紙で人間国宝 ほか
《第八章》創作折紙と著作権 ・ トラブルのケース 「羽ばたく鶴」「寿鶴」「唇」 など ・折る工程と時間で判
断 ・浮世絵と木版千代紙との違い
《第九章》世界とのかかわり ・古代紙の発見 ・各国の折紙 ・フランス、 スペイン 、中国ほか ・各国での折
紙展開催 ・折紙のある光景 ・ナプキンの折り方
《第十章》未来につなぐ ・数学と折り紙 ・紙幣を折る ・リサイクル ・折り鶴の祈り
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この『からだの中の時計』には
書かれていないことだけれど

わたしたち人間の
体内時計の1日の時間が
25時間ぐらいなのは

人間が人間になったときの
1日の時間が25時間ぐらいだったから
なのではないだろうか

1日の時間というのは
地球が１回自転する時間

ニワトリの1日が23時間40分で
ハツカネズミの1日23時間30分なのも
それぞれの動物が動物になったときの
1日の時間だったと考えることができる

1日は24時間ということになっているが
地球の自転にかかる時間は
長くなったり短くなったりしているようだし
24時間以上が1日の人間もいれば
24時間よりも短めの動物もいるから

動物の1日の体内時間は
単純に地球の自転に要する時間だけではなく
それぞれの生物の棲息環境なども
それなりに影響しているのかもしれない

太陽の光を感じることで
体内時計のズレを直していることから考えれば
1日の時間が決まったときの
太陽の光の影響時間ともいえるかもしれない

体内時計には1日のサイクルだけではなく
鳥の羽の生え替わりにも見られるように
1年のリズムなどもあるようなので
地球のすむ生き物たちというのは
1日だけではなく1年や
さらに長いスパンでの太陽との関係のなかで
みずからの体内時計をつくりあげているともいえる

時間というのは不思議で
体内時計のようにからだのなかに
刻まれている時間もあれば
物理的に刻まれている時間もあり
その時間も相対的だったりする

またギリシア語には
クロノスとカイロスという時間を表す単語があり
クロノスが時計で計ることのできる時間であるのに対し
カイロスは人によって異なる主観的な時間である

わたしたちのからだは
クロノスの時間に従っていることが多いけれど
こころはカイロスの時間を生きている

体内時間のズレは
物理的ともいえる太陽の光で
修正されるようだが
カイロスの時間はどうなのだろう

その時間を導く霊的な光のようなものは
存在するのだろうか
存在するとしたら
それもまた霊的な側面において
さまざまなリズムを刻んでいるのかもしれない
そんなことを想像してみるのも面白い

■吉村崇・著／いとうあや・イラスト
　『からだの中の時計 (月刊たくさんのふしぎ2021年11月号)』
　 （福音館書店 　2021/10）



■吉村崇・著／いとうあや・イラスト
　『からだの中の時計 (月刊たくさんのふしぎ2021年11月号)』
　 （福音館書店 　2021/10）

「夜になると、わたしたちは自然と眠くなります。
　朝になると、めざめます。」
「それは、わたしたちが、見えない「体内時計」をもっているからなのです。
　わたしは、そんな体内時計のふしぎさに惹かれ、研究をしています。」

「じつは生き物は、それぞれちがうリズムを刻んでいます。
（…）ニワトリは、暗い部屋で飼うと23時間40分ごとに鳴きます。ニワトリの場合、すこしずつ前にずれてい
きます。
ハツカネズミは23時間30分くらい、人間は25時間ぐらいのリズムを刻んでいます。ヒトがずっと暗い洞窟で過
ごすと、寝る時間が毎日1時間ずつ遅くなっていくのです。
それでは、どうしてわたしたち人間はズレを感じずに規則正しく生活できるのでしょう？」

「わたしたちは、毎朝太陽の光を感じることで、体内時計のズレを直しているのです。」

「体内時計は、24時間刻みだけではありません。もっと長いものもあります。ドイツの研究者がノビタキとい
う小鳥を、季節の情報が入ってこない実験室の中で10年間飼育したところ、約5か月ごとに羽根が生えかわり
ました。
このことからノビタキのからだの中には、およそ半年や一年といったリズムを刻む体内時計もあることがわ
かったのです。そしてこの長期の体内時計も、放っておくとどんどんずれてしまうので、太陽の光による修正
が必要です。」

「このとき生き物が頼りにしているのは、太陽が出ている時間、すなわち一日の日の長さです。」

「わたしたちヒトを含む哺乳類は目で光を感じます。でも哺乳類以外の鳥や、トカゲ、カエル、魚たちは、目
のほかにも、光を感じられる部分があることがわかっています。」

「わたしたちのからだは、「細胞」という小さな部屋がたくさん集まってできています。ヒトのからだには、
37個の細胞があるといわれています。その細胞ひとつひとつに、時計遺伝子が組み込まれていることがわかっ
てきました。わたしたちのからだは、頭のてっぺんから足のつま先まで、時計だらけなのです。
ただ、これらの時計の進み方はそれぞれバラバラです。放っておくと、互いにどんどんずれていき、脳の中の
「視交叉上核」とよばれる部分が、全身の時計をおなじ時間に合わせていると考えられています。
まるでオーケストラの指揮者のように、からだ中の時計の音頭をとっているのです。」
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かつて人類学が生命を論じたとき
それはあまりに人間的だった

いうまでもなく
生命をもっているのは
人間だけではない

生命の世界は
微生物の世界から動植物の世界も含め
「生きものたちの相互依存関係」において

さらにいえば
無意識を含めた意識の世界をも
とらえていかなければならない
意識は人間だけにあるのではないからだ

かつて吉本隆明は
「生命について」という講演で
三木成夫の生命論を受け
生命の連続性の視点を語るとともに
「生命にとっての本質」である精神現象
つまり生命と倫理をめぐるテーマについて語ったが

そのことで「吉本は、
人間に高度に発達した機能としての意識や無意識、
生前の生命や死後の生といった問題を、
他の生命との連続性において捉えるための糸口を
私たちに示してくれている」のだ

『森は考える――人間的なるものを超えた人類学』の
著者であるエドゥアルド・コーンが示唆しているのも
「生命の人類学」を「「人間的なるもの」を超えるだけでなく、
生命へ、さらには生命が持つ意識や思考や精神現象へと拡張」
するためのさまざまな視点である

人類学だけではなく
あまりに人間的な学問は
あらゆる生命現象やそれにともなう精神現象へも
拡張されていかなければならない

おそらくその拡張は狭義の生命だけではなく
物質現象へと視点を拡張されていくことになるのかもしれな
い
生きものたちだけではなくすべての存在は
「相互依存」関係のもとにあるからだ

昨今の人類学が興味深いのは
ただ人間だけを論じようとはしないところだ
そしてそうすることで逆説的に
「人間」という存在をあらゆる存在へと
拡張することにもなるのかもしれない

■奥野克巳「人類学は生命を論じうるのか? 」
　（『たぐい vol.4 』（亜紀書房 2021/9）所収）
■吉本隆明「生命について」
『吉本隆明〈未収録〉講演集2 心と生命について』（筑摩
書房 2015/1）所収
■エドゥアルド・コーン（奥野 克巳ほか訳）
　『森は考える――人間的なるものを超えた人類学』
　（亜紀書房 　2016/1）



■奥野克巳「人類学は生命を論じうるのか? 」
　（『たぐい vol.4 』（亜紀書房 2021/9）所収）
■吉本隆明「生命について」
『吉本隆明〈未収録〉講演集2 心と生命について』（筑摩書房 2015/1）所収
■エドゥアルド・コーン（奥野 克巳ほか訳）
　『森は考える――人間的なるものを超えた人類学』
　（亜紀書房 　2016/1）

（奥野克巳「人類学は生命を論じうるのか? 」より）

「微生物は倒すべき敵ではなく、理解すべき味方だと、海洋微生物生物学者エドワード・デロングはいう。彼によ
れば、微生物なしでは、自然と社会の絡まり合った秩序は成立しえない。海洋微生物学者にとっては、海洋微生物
こそが地球の生命の中心であり、それには。リヴァイアサンのような巨大な力が潜んでいる。クジラが一九世紀の
海にとって仕事、貿易、自然史の象徴であり。二〇世紀の海の象徴として、イルカが環境科学のマスコットだった
のだとすると、今日、海洋の微生物たちが科学技術を駆使した海の舞台に立つ準備をしていると、人類学者ステ
ファン・ヘルムライヒは考える。」

「海洋微生物は今日、生命の起源それ自体を追うのではなく、生命を維持させる地球最古の生態系の仕組みを問う
「ハイパースライム」へと発展してきている。中央インド海嶺の深海の熱水鉱床の下に、超好熱性メタン菌を中心と
した超好熱性地下熱水微生物生態系ハイパースライムが存在することが発見された。そこでは、二酸化炭素と水素か
らメタンを作る超好熱「メタン菌」と、メタン菌が作るメタンから水素を生成する超好熱「発酵菌」が、互いの生
産物に依存する生態系を築いている。」

「地球の熱帯雨林には、地球の生命の半分以上が棲息している。そして、生きものたちの相互依存関係が、酸素を
生み出す木々の成長を支えている。昆虫は動物の糞に卵を生み、養分にする。残った糞は養分として森の植物に吸
収される。死んだ昆虫はアリによって分界され、土に還り、木の養分となる。木が枯れるとき、シロアリの腸の中
の微生物が木の線維を分解して栄養物に変えていく。こうした無数の生きものたちの働きによって、森は酸素を生
み出し、地球上には生命が満ち溢れる。微生物から昆虫、動植物を含め、多種が絡まり合って、予期せぬ調整が働
き発展していく「アッセンブリッジ」が生命現象を持続・進化させているのだといえよう。」

「吉本（一九九四年一二月四日に池袋リブロで行われた「生命について」と題する公演記録）は、一九八〇年代以
降に遺伝子に関する研究が盛んになったことと、人間だけでなく、動植物を宇宙論的に考察するエコロジカルな生
命論が現れてきたことが、生命をめぐる議論に拍車をかけたという。それらの生命論は、人は何のために生命を投
げ打つことができるのかという「覚悟性」の問題を考えていった戦中派の吉本にとっては新鮮に感じられたらし
い。吉本の生命論は、（1）解剖学者・三木成夫に影響を受けた思索と、（2）三木のアイデアから引き出された人
間とその他の生物の連続性のもとに、意識や精神性の次元に分け入ろうとする独自の思索の、大きく二つに分けら
れる。
　第一に吉本が取り上げるのが、三木の生命論である。生命現象には、樹木は螺旋状に成長し、胎児が母親から出
てくる時は螺旋状に回りながら出てくるなど、「螺旋」をめぐるテーマがある。加えて、昼夜のリズムなどの「リズ
ム」が生命現象の標識である。（…）
　三木によれば、人体を解剖学的に眺めてみると、一方で、自律神経で動く胃、腸、心臓、肺などは「植物神経系」
で、腸管が枝分かれして臓器につながっている。他方で、目、耳、鼻、手、舌などの感覚器官は「動物神経系」で、
それを動かしている中心が脳である。この二つの系統に対して、人間は人体を解剖して知識を得ているのだとする
と、人間は「植物性」と「動物性」と「人間性」からできているのだと吉本は見る。
　こうした生命の連続性の観点からは、岩石とか無機物のように、意識や精神性が全くない存在があり、植物には
それがややあると見た方がいいだろうと吉本はいう。植物には、環境を良くしてやれば生育しやすいとか、肥料を
与えてやれば成長しやすくなるというように精神性がある。そのように、意識や精神性は人間だけが持っていると
考えないほうがいい面もある。生命あるものはみな意識を持っていて、それには連続性があると考える見方は、有
用なのではないかと吉本は述べている。」

「三木の生命論の継承とでもいうべき吉本の生命論の第一のテーマは、生命と倫理をめぐる第二のテーマにつな
がっている。宗教は、生と死を追い詰めることによって、生前の性、死後の生命、つまり生命の倫理の問題を論じ
てきたのだと吉本は解している。無意識の世界は、宗教家のいう生前に対応するのではないか。
「生命について」の中で、生命論における倫理に関して吉本は、宮沢賢治やアンリ・ベルクソンなどを手短に検討
した上で、最後に日本中世の浄土宗系の宗教思想、とりわけ親鸞のそれを取り上げている。」

「ベルクソンにつって、精神とは意識のことである。「すでにないものを記憶して、まだまないものを予期するこ
と、これが意識の第一の機能である」。意識は人間にだけあるのではない。「生きているものは生命と同じだけの
ひろがりをもっています」。精神現象とは、したがって、人間にとってだけでなく、生命にとっての本質なのであ
る。
　吉本はしかし、意識の問題は、現状では、諸学や宗教においてまだ十分に解くことができていないと見ている．
意識や無意識の問題や生前や死後の問題をうまく扱わないと、生命論は展開していく感じがしないとさえ述べてい
る。吉本にとって、生命論とは、生命の誕生から人間への連続性の問題であり、意識の進化に深く斬り込むことな
しには深められない主題なのである。
　振り返れば、吉本は。「生命とは何か」という問いを、一方では、三木の独創的な研究を手がかりとして、生命
全体で共有される、螺旋とリズムの特性および植物系と動物系の特性の中に整理した上で、それらに収まりきらな
い人間に至るまでの意識や、全記憶が隠された、謎めいた精神原理である無意識、宗教の特異性にまで踏み込んで
いったのである。吉本は、人間に高度に発達した機能としての意識や無意識、生前の生命や死後の生といった問題
を、他の生命との連続性において捉えるための糸口を私たちに示してくれている。」

「三木やベルクソンに影響を受けた吉本の生命論が秀でているのは、意識や精神性を人間独自の問題として取り上
げることから出発しながらも、それらを人間だけに限定せず、人下苦いの動物や植物にまで拡張しようと努めてい
るからである。吉本の探求は、人間はいかなる存在かという問いの探求の先に、人間的なるものを超えて、微生物
から昆虫、動植物などあらゆる生命を視野に入れながら探求を進める近年の人類学の試みにも重なる。
　その代表的なものが、エドゥアルト・コーンの提唱する「生命の人類学」である。生命の人類学は、「あまりの
も人間的な世界を、人間を超えたより大きな一連のプロセスと関係性の中に位置づけるある種の人類学」であ
る。」

「生命をめぐるコーンの人類学的な記述検討は、意識や精神性が扱いえないと生命論は深まっていかないと説いた
吉本の生命論やベルクソンの問題意識に重なっている。意識や精神性が重要だというのは、精神現象が人間に特権
的に具わっているという意味ではない。それは、意識や精神性があらゆる生命の進化の原動力となったからであ
る。生命の人類学は、コーンがいうように「人間的なるもの」を超えるだけでなく、生命へ、さらには生命が持つ
意識や思考や精神現象へと拡張する射程を示しえている。」
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対話（ダイアローグ）には
さまざまな次元がある

もっとも根源にあるのは
「わたし」の成立に必要な
「他者」との存在的な「対話」である

わたしたちは他者を鏡としながら
（鏡像段階ともいえる）
みずからの内なる他者を成立させ
そのことで「わたし」となることができる
それは言葉以前の「対話」ともいえる

そうして「わたし」であるという意識において
対話的な関係が成立してゆく

具体的な他者との「対話」も
それによって成立してゆくが
その前提として
「わたし」の思考のなかにおいて
「対話」がなければならない

その思考はハンナ・アレントのいう
〈一者にして二者 two in one〉であるといえる
二人以上の内的対話がそこでは行われている
思考は基本的に「複数性の世界」なのだ

ソクラテスの哲学は「対話」によって進んでゆくが
「ソクラテスが意図していたのは、
他者との共生は自分自身との共生から始まるということ」であり、
「自分自身と共生するすべを心得ている者だけが、
他者と共生するのにふさわしい」のである

他者と共生することをめざす「対話」となるためには
「感情移入」としての「同情」ではなく「友情」が
〈統一〉ではなく〈連帯〉が志向されなければならない

快・不快を背景にした「感情」は「対話」を損なってしまう
そこでは「同情」がなければ「反感」が支配する
そのとき存在する「他者」は敵か味方かのような感情でしかない
対話に必要なのは「共に」「生きる」ための「友情」であり
同一化を求める「統一」ではなく
違いを前提とした「連帯」である

感情だけではなく思考もまた
みずからの内なる対話にとって必要なのは
異なった意見・異なった知・異なった認識などの矛盾を
「共に」「生きる」ための知恵である

そうすることではじめて
「他者」との「対話」がひらかれてゆく

■桑野 隆
　『生きることとしてのダイアローグ／バフチン対話思想のエッセンス』
　（岩波書店. 2021/9）
■桑野 隆『増補 バフチン』
 (平凡社ライブラリー　平凡社　2020/3) 



■桑野 隆
　『生きることとしてのダイアローグ／バフチン対話思想のエッセンス』
　（岩波書店. 2021/9）
■桑野 隆『増補 バフチン』
 (平凡社ライブラリー　平凡社　2020/3) 

（『生きることとしてのダイアローグ』～「Ⅱ内なる対話」～「６　モノローグが対話的なこともある」より）

「バフチンは（…）つぎのような〈内的対話〉も対話であるとしています。わたしたちは、相手に向かって声
にだしていなくとも、ほかのひとと対話をしたり、自分自身と対話をしていることがあります。

　　わたしたちがなにかの問題にとりくみ、それを入念に考察しはじめるやいなや、［…］わたしたちのこと
ばは、ある程度の長さの個々の台詞に分割され、対話的形式をおびてくる。
　　この対話的形式がもっともあきらかにあらわれるのは、わたしたちがなんらかの決断をしなければならな
いときである。わたしたちはゆれうごく。どうふるまったほうがいいのかわからない。わたしたちは自分と議
論したり、なんらｊかの決断が正当であることを自分に納得させようとしはじめる。わたしたちの意識はあた
かも、独立した対立し合うふたつの声に分かれているかのようである。

　このようなケース、すなわちことばというものが内的に対話的であるケースが、（…）ドストエフスキーの
作品にはかずおおく見られ、バフチンはこうした〈内的対話〉にひときわ注目していました。ひとりで考えご
とをしているかのように見えて、じっさいは心のなかで他人やもうひとりの自分と語り合っているようなケー
スです。」

「たとえばハンナ・アレントは、思考とは〈一者にして二者 two in one〉であるとみなし、つぎのようにのべ
ています。

　　考えているときには私は「一者にして二者」なのであり、自分自身と矛盾することがありうる。つまり、
私は、一者として他者と共生するだけではなく、自分自身とも共生するのだ。分裂の、もはや一者ではいられ
なくなることの、核心にあるのが矛盾の恐怖であり、そして、これこそ矛盾律が思考の根本原理たりえた理由
なのである。さらにこれこそ、人間の複数性が完全には廃絶されない理由であり、哲学者が複数性の世界から
逃れようとしてもそれはつねに幻想に終わる理由なのである。

　このように〈複数性〉の意義を強調するとともに、「ソクラテスが意図していたのは（そしてアリストテレ
スの友情論がより徹底的に説明しているのは）、他者との共生は自分自身との共生から始まるということであ
る。［…］自分自身と共生するすべを心得ている者だけが、他者と共生するのにふさわしい」と述べていま
す。
　外部の他者と対話するだけでなく、内なる自身とも対話できることが、豊かな〈共生〉に不可欠の条件であ
るというわけです。」

（『生きることとしてのダイアローグ』～「Ⅱ内なる対話」～「７　意識は対話の過程で生まれる」より）

「わたしたちの意識もまた対話的関係のなかにあります。

　　ひとつの意識というのは、形容矛盾である。意識は本質的に複数からなるのである。意識には複数形しか
ない。

　　自意識は言葉なしにありえないが、言葉というものはその本性からして他者にとって存在しており、聞か
れたり理解されたりしようとしている。いかなる意識も、いかなる自意識も、他者なしにはありえない。孤独
な意識というのは、幻想ないし虚偽［…］である。

（『生きることとしてのダイアローグ』～「Ⅱ内なる対話」～「８　真理も対話のなかから生まれる」より）

「バフチンは、真理もまた、意識の複数性を前提としていることを強調していました。真理とは、特定の者（た
とえば神とか権力者）の頭のなかに存在しているようなものではなく、複数の者たちの対話という社会的相互
作用の過程ではじめて生まれてくるものなのです。」

「真理もまた、意識と意識のあいだで起こる〈出来事〉のなかで生まれるのであって、〈社会的〉なのです。
このように、〈真理〉の規定をめぐっても、対話的立場からのものと、モノローグ的立場からのものがあると
いううことになります。バフチンとしては、もちろん〈対話的真理〉のほうを重視し、探求しています。」

（『生きることとしてのダイアローグ』～「Ⅱ内なる対話」～「９　他者がいて、わたしがいる」より）

「自己の限界をぬけでるのに必要なのは、「わたしのなかにもうひとり、事実上、おなじような人間（二人の
人間）がいるということではなく、その者がわたしにとってべつの人間であるということである」とのべてい
ます。
　バフチンがいうように、わたしは、そもそも〈他者〉を欠いては、自身を意味づけることはできません。む
ろん、あなたも同様です。〈他者〉あってのあなたです。この自ー他関係は可逆的であって、〈他者〉である
あなたにとっての〈他者〉はわたしです。」

（桑野 隆『増補 バフチン』より）

「この時期、すなわち一九二〇年代前半のバフチンの見解でもっとも興味深いのは、「他者」のみがもたらし
うる意味生成とそれにともなう責任の強調である。
　たとえば「感情移入」なるものに、バフチンはきわめて否定的であった。「貧弱化」とすら呼んでいる。た
だ感情移入するだけでは、二人（以上）が出会った意味がない。〈他者〉としで出会うのでなければ、両者の
あいだに新たな意味が生まれうる貴重な機会がみすみす失われるばかりか、当人の自己喪失にもつながりかね
ない、という。感情移入する者は自分に責任を持っていないというわけだ。
　バフチンのこうした姿勢からは、ハンナ・アーレントの「暗い時代の人間性について」（一九五九）が思い
出される。アーレントは、政治空間においては〈同情〉は〈距離〉を廃棄し、その結果〈多元性〉をも破壊す
るため、他者にたいする相互承認の基礎たりえないと考えていた。〈同情〉は〈連帯〉とはちがうというので
ある。バフチンもまた〈同情〉ではなく〈友情〉を、〈統一〉ではなく〈連帯〉を志向していたといえよう。」
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10文字ホラー
というのがある
（と最近知った）

10文字で
ホラーの世界を
表現するジャンル？のようだ

10音ではなく10文字
決まりはそれだけだ

本書には
10万作の応募作品のから
選ばれたものが収録されている

ホラーを好んで読むほうではないけれど
10文字という限られた文字数で
ホラーを表現するという
「定型」の考え方が面白い

傑作が続々と生まれてくる
というのではおそらくないだろうが
定型のなかで
ホラーシーンを想像させようとするとき
いくつかの型が見えてきたりするのも
またそれを破ろうとする試みがあるのも
興味深いところだ

俳句は五七五
短歌は五七五七七
その型のなかで
さまざまに舞う言葉は
言葉数の少ない分だけ
一文字・一単語の役割は大きくなる

まして10文字で
表現しようとすると
一文字・一単語の果たす役割は
ますます大きくなる

ちなみに日本語は
助詞の果たす役割も大きい
が・の・に・を　や
は・も・こそ・でも・しか・さえ
などなど

こうした助詞を使いこなすのはとてもむずかしく
散文のなかで使うときよりも
限られた文字数のなか
しかも定型表現でとなると
かなり考えぬいていないと
効果的な表現は成立しがたくなる

一文字または一単語を変えただけで
がらりと意味合いが変わってしまうような
そんな定型表現が見つけられればと
10文字ホラーを読んでみているが
作るのはなかなかむずかしそうだ

ホラーというテーマではなく
別のテーマでの表現も試みると
さらに面白いのではないかと考えもするが
言葉というのは
言葉そのものを超えた
奥行きや背景を必要とする

あるジャンルが成立するためには
その積み重ねや
エポックとなる表現が必要になる
10文字ホラーが今後どうなっていくか
『10文字ホラー２』も近々出るそうだ

■氏田 雄介 (編集)
　『10文字ホラー 1 』
　（星海社 2021/9)



■氏田 雄介 (編集)
　『10文字ホラー 1 』
　（星海社 2021/9)

「ここに、二編の10文字ホラーがあります。

　Ａ　一部屋だけ異様に安い
　Ｂ　一部屋だけ異常に安い

　Ａは、私が「10文字ホラー」の企画を思いついた時、最初に考えた作品。Ｂは、本書に掲載するにあたって一文字だけ変
えたものです。

　「異様」という言葉葉、雰囲気のおどろおどろしさや様子のおかしさを伝えるニュアンスを含んでいます。一方で、「異
常」という言葉からは単に「普通ではない」という客観的事実を表しているような印象を受けます。

　何点か他の部屋と比べて極端に賃料の安い部屋。その異様さを伝えるためには「異様」という言葉をそのまま使うより
も、その雰囲気を読者自身で想像してもらった方が伝えると考え、本書ではＢの案を採用しました。

「10文字ホラー」は、その短さ故に一文字の担う役割が非常に重く、そこが面白いところでもあります。本書の作品も、そ
れぞれ一文字一文字に作者のこだわりがあるはずです。作者が意図していなかったとしても、一文字変えただけでガラッと
印象が変わることに間違いはありません。」

「　　あの時殺された鶴です

　　　読んだら一秒前に戻る

「　　月の後ろに何かがいる

　　　月が欠ける、中心から

　　　今日は満月の筈なのに

　　　五時間前と同じ夕焼け

　　　信号機が嘘をつける日

　　　関連広告すべてが棺桶」

「　　昨日は笑っていた写真

　　　裏返すなと言ったのに

　　　何度拭いても濡れてる

　　　芳名帳を燃やす暖かさ

　　　サンタが四回来た夜は

　　　今日も帰って来た人形」

「　　茶碗一杯分の蛾の死骸

　　　ペンケースの中の小指

　　　向日葵の種が全部目玉

　　　指切る頁は常に八十八

　　　無数の透明な虫が顔に

　　　襖の間から縦に覗く目」

「　　電話のノイズと話す君

　　　必ず三時に非通知音

　　　断末魔が混ざる保留音

　　　配達先が埋立地だった

　　　磯のにおいのする花束

　　　磨れた箱が後部座席に」
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世阿弥は七十歳を過ぎ
奥義相伝を授けた元雅を喪い
その二年後佐渡へ流される
（八十一歳で亡くなるが
佐渡で亡くなったか
帰洛できたかは明かではないという）

藤沢周の『世阿弥最後の花』は
その佐渡での世阿弥を描いたものだ

世阿弥は元雅を喪ったことで
「元雅口伝の秘伝」である『却来花』を
「後代の形見」として記し残したが

その「形見」ともなる奥義は
「無用の事をせぬと知る心」と
「却来風」であるという

藤沢周『世阿弥最後の花』から
引用しているのは
その「却来風」とも呼ばれる「風」位としての
「せぬ所」「せぬ隙」を描いたところである

それは「望却来、却来不急」と説明される
「望まないということ。望んで望まない。
急いで急がない。求めて求めない。探して探さない」こと
禅の公案のごとく「逆理の即のままでいること」

「せぬ」ということは「しない」ことではない
外からみれば何もしていないかのように見えるが
むしろ「心をつなぎ」
すべての身体能力や作法を
「一心」で繋いでいる事態であり
鈴木大拙のいう「即非の論理」でもある

それは「間」であり
形の見えない「中心」であり
止まっているように見えるが
高速で回転している独楽のようなものである

人間にとって
花が咲き月が光るように
「ただある」ということ
「せぬ所」にいること
「無心」であることはむずかしい

人間は自我を行使し
「する」ことでみずからを表現しようとするが
それはある意味で自我の病でもある
承認欲求もその病のひとつ

人間が「無心」にまで至るには
あらゆる「有心」「自力」を尽くさねばならないが
その極北にあるのは
絶対的なものにみずからを委ねる他力であり
「せぬ所」「せぬ隙」である

世阿弥が生涯の最後に至ったのは
その「せぬ隙」にみずからを置く
不断の「無心」だったのだろうが
それはおそらくすべての人間にとって
歩む必要のある道であり
それそのものが「花」でもあるのだろう

■藤沢周『世阿弥最後の花』（河出書房新社 2021/6）
■鎌田東二『世阿弥／身心変容技法の思想』（青土社 2016/3)
■小西甚一 編集『日本の思想〈第8〉世阿弥集』 (筑摩書房 1970/7)
■西平直『世阿弥の稽古哲学』（東京大学出版会 2009/11)



■藤沢周『世阿弥最後の花』（河出書房新社 2021/6）
■鎌田東二『世阿弥／身心変容技法の思想』（青土社 2016/3)
■小西甚一 編集『日本の思想〈第8〉世阿弥集』 (筑摩書房 1970/7)
■西平直『世阿弥の稽古哲学』（東京大学出版会 2009/11)

（藤沢周『世阿弥最後の花』より）

「月や花は、輝こうとも、喜ばせようとも思うてはいない。ただ、光り、ただ、咲く。ただ、欠け、ただ、萎れる。人だけ
は、この心なるものがあるゆえに障礙となって、邪魔をする。いかに、このうまく舞おうとする己れを、無にするか･･････。

　−−−−せぬ所と申すは、その隙（ひま）なり。このせぬ隙はなにとて面白きぞと見る所、是は、油断なく心をつなぐ性根
也。舞を舞ひ止む隙、音曲を謡ひ止む所、その外、言葉、物まね、あらゆる品々の隙々に、心を捨てずして、用心を持つ内
心也。この内心の感、外に匂ひて面白きなり。

　『花鏡』で、私は舞歌の肝として、せぬ所、すなわち、態（わざ）と態との間の空隙こそが大事だと書いた。何もしない、
ただ立っている、ただ静かにしている。その時こそ、心を捨てずに集中し、すべてをつなぐ張り詰めが肝心であり、それが
自ずと外に表れて、面白いものになるのだ、と。
　だが、まだそれでは足りぬ。月にも花にも到底かなうまい。何もしない、ということをしようとしている心、があるから
である。

　−−−−かやうなれども、此内心ありと、よそに見えては悪かるばし。もし見えば、それは態になるべし。せぬにてはあるべ
からず。無心の位にて、我が心をわれにも隠す安心にて、せぬ隙の前後を綰（つな）ぐべし。是即、万能を一心に綰ぐ感力
成。

　せぬ所を面白くしようと、すべてに用心し、張り詰めている内心が、外に表れては、操り人形の糸が見えるようなもので
ある。いかに、見事な舞歌であれ、その内心が漏れてしもうたら、それは単なる態。自らのさような心をも、己れにも隠し
ながら、何もしないということをつないでいかねばならぬ。森羅万象の一つ一つと己れが同じうなって、もはや一心、我が
万象であり、万象が我であり、それすらも分からぬままに、ただあるということ･･････。」

（鎌田東二『世阿弥／身心変容技法の思想』より）

「七十歳を過ぎてすべての奥義相伝を嫡男元雅に授け、もう死ぬのを待つばかりであった世阿弥は、思いもかけず、自分よ
り先に息子元雅を喪い、自分の芸流が絶え、一座も破滅してしまったと悲嘆に暮れている。
　（･･･）やむなく「元雅口伝の秘伝」であるこの一書（『却来花』）を「後代の形見」として記し残し置くと言う。
　その「形見」ともなる奥義とは、「無用の事をせぬと知る心」と「却来風」であるという。無用のことはしない。これが
「能の得法」、すなわち悟りであるという。これは初期『風姿花伝』「第一　年来稽古条々」の「五十有余」に記された芸
境の「せぬならでは手立てあるまじ」の境位を、中期の代表作『花鏡』の「せぬ所が面白き」を経て、さらに徹底深化させ
たものである。」

「「せぬ」ということは、単に「しない」ことではない。気を抜かず、油断なく「心をつなぎ」、すべての身体能力や作法
を「一心」で繋いでいる事態である。最大限にはたらいていて、外見的には何もしていないように見える。百％フル活動し
ていて、〇％のように見える完全矛盾の融合態。卜部兼友が『神道秘説』の中で、「神道の玄旨とは、円満虚無霊性」と極
言したこととも共通する即非の論理（鈴木大拙」である。そこでは、「無心」は「一心」と成り、「一心」という「有心」
は「無心」である。
　このような禅的パラドックスの言説の中で、『花鏡』の有名な対象化されない無差別的全体知としての「離見の見」も成
立する。
　このような「せぬ所」とか「無用の事をせぬ」とかの境位が、「却来風」とも呼ばれる「風」位である。そしてこの「却
来風の曲」は「無上妙体の秘伝」、「口外なき秘曲」で、元雅ただ一人の相伝であったが、早世したゆえ「紙墨」に載せて
おくという。「却来風」とは、「望却来、却来不急」と説明される。「却来」を望んで、「却来」を急がない。つまり、望
まないということ。望んで望まない。急いで急がない。求めて求めない。探して探さない。そのようなダブルバインドな逆
理の即のままでいること。
　このような禅の公案のような事理を、「無上妙体の秘伝」として書き記しておくのだから、世阿弥の執念も半端なもので
はなかった。
　永享六年（一四三四）、世阿弥は佐渡に流罪になる。その二年後の永享八年『金島書』が書かれた。
　これは、興福寺の薪能を思い作った小謡に七篇の小謡を添えたもので、この七篇の小謡「若州」「海路」「配所」「時鳥」
「泉」「十社」「北山」は、永享六年の離京から泉に転居するまでの事跡を題材としているのだが、その詠のトーンは悲嘆
よりも法楽に満ちているように言える。流罪という否応ない境遇であるにもかかわらず、自らの境遇と環境を楽しんでいる
様子が窺え、透明感と明澄さに貫かれている。その詠は、目前の情景を刻み、記録文学のようである。「初心忘るべからず」
の「却来」であるかのように。」
　妄執のような執着が消え、「金島」の景色の中に透明に昇華されているかのようでもある。まぎれもなくこれは、世阿弥
が描いた終末の風景であるが、実は新たな時の始まりと再生を意味しているかのようである。」
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悪とは何か

その問いは
善とは何か
正しさとは何か
という問いがあってはじめて
その射程が見えてくる

おそらく善であること
そして正しさを考えるときには
「中」ということが重要となる
「中道」「中庸」の「中」である

それは極を去り
その平衡を求めるということであり
そのことによって
創造的な方向性へと向かう
ということでもあるだろう

そしてさらにいえばそれらの営為は
決して静的固定的にとらえられてはならず
動的なものとしてとらえる必要がある

そのような創造的な働きを持った
動的な平衡を善であり正しさであるととらえるとき
悪とはどういう存在であり
また働きであるかが見えてくるところがある

シュタイナーは
善悪二元の教えを説いたマニ教に関する講義のなかで
「悪とは、時期はずれの善にほかならない」と述べている

ほんらい善であるものが
いわばＴＰＯを錯誤したかたちで
あらわれたのが悪だというのである

さらにいえばその悪の働きがあってはじめて
人間は自由を獲得する可能性を得
宇宙に新たなものをつけくわえることができる

しかしそこでどうしてもでてくる問いは
それらの「中」を可能なものとしているＴＰＯは
どのような規準において生まれているかである
それは性善説か性悪説か
といった宇宙の根源をどうとらえるかに
深く関わってこざるをえない
最初の座標軸が変われば
そこで展開されるものそもののが
まったく異なった様相をとることになるからだ

ローティなどと近しいプラグマティズムの視点をもった
リチャード・J. バーンスタインの
『根源悪の系譜』において問い返されている
「根源悪」についての視点から導き出された
１０のテーゼを引用しておいたが

その１０番目のテーゼにある
「善悪を選択するための究極的根拠は計り知れない」
というのも最初の「根拠」の問題である

そしてその意味で最初のテーゼ
「悪への問い質しは進行中の、終わりのないプロセスである」
が示唆されているといえる

そうした視点はまさに「プラグマティズム」的なのだが
そこで少なくともなくしてはならない視点は六番目のテーゼ
「悪の力、および悪行を犯す
われわれの性癖を過小評価してはならない」ということだろう

それは「悪人正機」ということでもある
みずからを「善」「正」として疑いをもたないときこそ
「悪」は「動的平衡」を破壊するべく誘惑するのだから

■リチャード・J. バーンスタイン
　（阿部ふく子・後藤正英・齋藤直樹・菅原潤・田口茂 訳）
　『根源悪の系譜／カントからアーレントまで』〈新装版〉
　(叢書・ウニベルシタス　法政大学出版局　2021/7) 
■笠井叡「悪魔論／来たるべき愛・自由・宇宙的自立のために」
　（『月刊アーガマ Np,113 1990.8』阿含宗総本山出版局　平成二年七月　所収）
■ルドルフ・シュタイナー（西川隆範訳）「マニ教」
　（『月刊アーガマ Np,113 1990.8』阿含宗総本山出版局　平成二年七月　所収）



■リチャード・J. バーンスタイン
　（阿部ふく子・後藤正英・齋藤直樹・菅原潤・田口茂 訳）
　『根源悪の系譜／カントからアーレントまで』〈新装版〉
　(叢書・ウニベルシタス　法政大学出版局　2021/7) 
■笠井叡「悪魔論／来たるべき愛・自由・宇宙的自立のために」
　（『月刊アーガマ Np,113 1990.8』阿含宗総本山出版局　平成二年七月　所収）
■ルドルフ・シュタイナー（西川隆範訳）「マニ教」
　（『月刊アーガマ Np,113 1990.8』阿含宗総本山出版局　平成二年七月　所収）

（リチャード・J. バーンスタイン『根源悪の系譜』より）

「哲学者および政治理論家たちは悪よりはむしろ、不正義、人権侵害、不道徳で非倫理的なものについてずっと慰めになる
話し方をする。神学者および宗教哲学者たちが「悪の問題」を語る場合、その意味するところは概して何かまったく特殊な
問題−−−−つまり、全知全能で慈悲深い神の信仰と、悪の現象をいかに調停するかという問題になってしまう。まさしく彼ら
の言説が今まで特殊化され専門化されてきたために、通常の人々の生きた経験から縁遠くなっているのだ。こうした言説の
多くは、悪の通常の事例をくどくどと述べる。ナチスの戦慄、故意のサディスティックな行為、不要な殺人、屈辱的な拷問、
無辜の人々の極度の苦痛、そして伝統的なキリスト教の罪の目録である。しばしばこれらの事例は、まるで何の問題もない
かのように取り扱われる。いわゆる悪の問題の主要な論点は、実際には悪の特徴づけや悪の多様性ではない。むしろそれは
（どのように記述されるにせよ）どのようにして悪を宗教的信仰および信念と調停するかの問題である。悪についての言説
は、現代の道徳的・倫理的言説からこぼれ落ちているかのようだ。」
「哲学者たちが悪について語ることに気乗りがしないことには、もう一つの理由がある。われわれの大衆文化の底辺には、
「世俗的マニ教」の流れがある。この言葉を通じて私が言いたいのは、世界をよき力と悪しき力に二分することの安易さで
ある。悪とは（･･･）ひとが憎んで見下すあらゆるもの、ひとが堕落し卑劣だと見なすもの、暴力的に根絶させられるべき
ものである。こうした世俗的マニ教は致命的にも、狂信的なイデオロギーの形をとりかねない。今日、いまだに悪の言語を
使用し、自分たちが見下して破壊したいと欲するものを同定するのは、もっともイデオロギー的で狂信的な集団である。
　にもかかわらず、悪に関する問題は今なお回帰してわれわれに付きまとっている。新しい悪がつねに勃発することを妨げ
ることも予期することもできない不安が増大しつつある。われわれに必要なのは、これらの悪の−−−−何か悪しきものにレッ
テル張りをするときに意味するところの−−−−何かの理解。何らかの概念的把握を獲得することである。今まで経験されたこ
とをつかみ出すための深く豊かで繊細な言説が欠けている。これが私の目下の研究の背景をなす（･･･）問題設定である。
　本書を執筆する直接の動機は私の研究所『ハンナ・アーレントとユダヤ人問題』から生じた。（･･･）アーレントの研究の
なかで私は悪、根源悪および悪の陳腐さについての彼女の探求に二章充てた。（･･･）けれども（･･･）アーレントは（本人
も自覚しているように）悪について自らが提起しなかった多くの問題を呼び起こした。とりわけ『全体主義の起源』のなか
でカントに付した彼女のコメントによって、私は自分自身を問い質すようになった。アーレントは根源悪についての彼女の
概念を提示するにあたり、「根源悪」という表現をつくった哲学者であるカントが「われわれを途方もない現実に直面させ、
われわれの知りうる一切の尺度を破砕する」現象の存在を疑っていたにちがいないと述べた。（･･･）私の関心と好奇心を
喚起したのは、実はこのカントへの言及なのだ。」

「一．悪への問い質しは進行中の、終わりのないプロセスである。」
「二．悪には多くのタイプがあり、それらに共通する本質はない。」
「三．悪は全面的に理解されることに抵抗する過剰である。」
「四．悪はそれを正当化するあらゆる試みに抵抗する。悪は弁神論に抵抗する。」
「五．悪を物象化する誘惑は避けられなければならない。」
「六．悪の力、および悪行を犯すわれわれの性癖を過小評価してはならない。
「七．根源悪は悪の陳腐さと両立可能である。」
「八．個人は悪行を犯す責任から逃れることができない。」
「九．人格的責任を肯定するだけでは不十分である。アウシュビッツ以降のわれわれはまさしく責任の意味を再考しなけれ
ばならない。」
「一〇．善悪を選択するための究極的根拠は計り知れない。」

（笠井叡「悪魔論」より）

「この宇宙は性善か、それとも性悪かという議論があります（･･･）。
　この宇宙が性善か性悪かを決定するのは、宇宙そのものが悪の本性を持っているか、あるいは善の本性を持っているかで
決定される、という考え方がひとつあります。もうひとつは、それは宇宙に依存するのではなくて、人間が宇宙をどういう
ふうにとらえたかが問題なのだという考え方です。
　後者の考え方では、宇宙は性善だと人間の側からとらえれば、宇宙は善なる存在にもなりえるし、宇宙は悪だととらえる
ならば悪の力が出てくる。これは、人間の側でどういう願いを持って宇宙を観るかという問題です。同様に、人間に自由が
あるかないかは人間が決定する問題であって、はじめから宇宙の本性として自由があるということではないのではないか、
という考え方と同じです。
　この二つの考え方は、人間は必然の歴史の流れのなかにあって、完全に自由でありうるのか、ありえないのかという問題
と非常に似ているように思うのです。ダーウィンが考えたように、人間は自然の産物であって、自己原因としての自然の必
然的な結果であり、必然の流れのなかで宇宙に依存するものだとすると、人間にはある意味で自由がないともいえるわけで
す。

　しかし、一方それにもかかわらず、人間の内部から自由な意思を生み出すことができるという考え方がありうるわけで
す。（･･･）ここでは（･･･）宇宙とか大自然という自己原因から人間が自由になるということが、自分自身の存在の証しで
あり、願いだという観点を問題にしたいのです。
　そこで、自己原因として宇宙や神や自然を持っている人間が、そういう自己原因になっているものから自分を自由にする
のか。あるいは与えられた自己原因のなかに自分を解放するのかという問題が出て来ます。これは、最終的には個人の意思
で決定されるものだと思いますが、悪の問題を考える場合には、どうしても人間の宇宙的な自立という問題を切り離すこと
ができないと思うのです。
　少し結論じみた言い方をすれば、私は、人間は悪の力をもってしか、宇宙なり自然なり神なりの自己原因から、自分を独
立させることができないと思うのです。」

「マニ教あるいはグノーシス主義の人たちはどこまでも、悪とは、歴史の発展段階のある一時期にのみ現れる現象だととら
えたのです。つまり、普遍存在なのではなくて、人間をある進化の段階に高めるために悪が必要であるということ、いいか
えれば、植物を育てていくためには肥やしをやらなければならないように、神は、人間がある宇宙史の段階で、あるところ
まで発展していくために悪を必要とした、あるいは悪を人間に与えたということなのです。
　なぜかというと、悪という対立要素がないと善を実現することができないからです。（･･･）
　マニ教の悪のとらえ方は、積極的に悪を評価するのです。マニ教では、悪は肥やしとしてというよりは、宇宙や人間や歴
史の進化のために、善神が悪に自分の存在を犠牲にすると考えます。（･･･）悪霊というのは人間に自己をささげた善神であ
ると、積極的に悪を評価するわけです。」

「したがって、悪霊存在の自己犠牲をふたたびもとの善なる存在に変えてやることは、人間の力によってしかできないので
す。とすれば、神は一種の賭をしたことになる。つまり人間が、自分をふたたび悪から解き放してくれるかどうかの保証は
ないものの、人間の進化のために、善神は自分を悪霊に変えたということなのです。」

「では、人間は何のために自立するのかというと、人間が最高だからではなくて、人間が自立することによってのみ、宇宙
の始まりに存在しなかったものが宇宙の終わりに、また人間の一生のはじまりのときに存在しなかったものが死の直前に、
生まれてくる−−−−そのためだと思います。」

（シュタイナー「マニ教」より）

「悪とはなにか。悪とは、時期はずれの善にほかならない。つぎのような例をあげてみよう。完璧な技術をもったピアニス
トと技師がいたとしよう。まず技師がピアノを製造し、それをピアニストに売る。ピアニストが適当な方法でそのピアノを
使えば、両者とも善である。しかし、ピアニストのかわりに技師がコンサート会場に行ってハンマーを使ったら、その技師
は場違いである。善が悪になる。悪とは、場違いな善なのである。
　ある時期に善であったものがずっと保持されて、硬直化し、進化したものを妨害するなら、それはうたがいなく、悪であ
る。善に反抗しているからである。月紀の指導的な力が終了すべきなのに、引きつづき進化のなかに混合したとしてみよ
う。そうすると、地上の進化に悪を出現させることになる。悪は以前には完全な、神的なものにほかならなかった。それ
が、時機はずれにあらわれたために、悪になっているのである。
　このような意味で、マニ教は善と悪は根本的にその方法、起源、目的において同様のものであると見ていた、と私たちは
理解しなければならない。このように理解すると、マニが何を説こうとしたのかが理解できる。」



　◎リチャード・J. バーンスタイン『根源悪の系譜』目次

序
緒論

第一部 悪、意志、自由

第一章 根源悪──自分自身と戦うカント
悪しき格率
根源悪
悪魔的な悪
無制約的な道徳的責任

第二章 ヘーゲル──〈精神〉の治癒?
有限者と無限者
悪と有限性
アダムの堕罪
悪の必然性と正当化?
ヘーゲル対ヘーゲル

第三章 シェリング──悪の形而上学
実在的な悪
根拠と実存
我意と闇の原理
悪の道徳心理学

間奏曲

第二部 悪の道徳心理学

第四章 ニーチェ──善悪の彼岸
「よいとわるい」対「善と悪」
弁証法的アイロニスト
悪とルサンチマン
善悪の彼岸
悪についてニーチェから学ぶもの

第五章 フロイト──根絶不可能な悪と両価性
一群の兄弟たちが経験する両価性
欲動論
ニーチェとフロイト
悪に対する責任

第三部 アウシュヴィッツ以後
プロローグ

第六章 レヴィナス──悪と弁神論の誘惑
弁神論の終焉
悪の現象学
無限の責任

第七章 ヨーナス──新しい責任の倫理
ニヒリズムに対する応答
悪とわれわれの黙示録的状況
ヨーナスの神話を「脱神話化する」
ヨーナスとレヴィナス

第八章 アーレント──根源悪と悪の陳腐さ
余計さ、自発性、複数性
悪の意図と動機?
アイヒマン──人間的な、あまりに人間的な

結論
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ジェニー・オデルの『何もしない』は
先日の世阿弥の
「無用の事をせぬと知る心」
「せぬ所」「せぬ隙」としても
とらえることができる

本書の最後のほうで
福岡正信の「自然農法」の話がでてくる

いま住んでいるのが
福岡さんの地元近くであることもあって
三〇年ほど前になるが
何度かお話をうかがったこともあり
たまに街中で作務衣を着た
福岡さんを見かけたりもしていた

自然農法の福岡さんというと
無為自然の老子といった
聖人的なイメージでとらえる向きもあるが
むしろ新しいもの好きでもあって
新しい映画や音楽なども楽しまれていた
テクノロジー反対派というのではなかったようだ

「なにもしない」「無為」は
けっして「放置」ではない
ほんらいの意味での自然を生かすことにほかならない
おのずから然らしむるようにすることだ
けれど自然を離れた人間にとって
あらためてそれを生かすことを学ぶのは難しい

その意味で
「なにもしない」「無為」は
新たな「自由」にかかわることでもある

世の中はまるで
ミヒャエル・エンデの『モモ』にでてくる
灰色の男たちのような時間泥棒に満ちていて
生産性や効率といったいわば「数値」で
人間の価値を決めているところがある
その価値観から「自由」になるためには
「なにもしない」ことが重要となる

本書『何もしない』には
荘子の「無用の木」の話がでてくるが
それは内篇の「人間世　第四」にある
「無用の用」の話である

役立たずだからこそ切り倒されずに
大木になれるほどの時を経てこられた
役に立つとすぐに使役され
「世の俗人たちに打ちのめされ」てしまう
役に立つというのは「大衆の価値観」に過ぎない
そうした価値観のもとでは
大木という「真に役に立つ存在」にはなれない

役に立ってはならないのではなく
近視眼的で功利主義的な価値観のなかでは
「魂の世話」がないがしろにされてしまうからである
「魂」はいわば世間の価値観に阿ることで痩せ細り
切り倒されてしまうことにもなる

「何もしない」ということは
なにより「魂の世話」をするということなのだ

かつて「赤信号みんなで渡ればこわくない」
というギャクがあったが
「世の中というのは、猛烈な勢いで反対方向に進んでいる。
だから、私が時代遅れのように思われるのだ」
と福岡さんが述べているように
みんなが我先に渡っているときに
「何もしない」ということが重要なのだ

■ジェニー・オデル（竹内要江 訳）『何もしない』
 （早川書房 2021/10）
■福岡正信『自然農法　わら一本の革命』
　（春秋社　1983/05）
■池田知久 訳・解説『荘子 全現代語訳(上) 』
　（講談社学術文庫 2017/5）



■ジェニー・オデル（竹内要江 訳）『何もしない』
 （早川書房 2021/10）
■福岡正信『自然農法　わら一本の革命』
　（春秋社　1983/05）
■池田知久 訳・解説『荘子 全現代語訳(上) 』
　（講談社学術文庫 2017/5）

「何もしないでいることほど難しいことはない。人間の価値が生産性で決まる世界に生きる私たちの多くが、
日々利用するテクノロジーによって自分の時間が一分一秒に至るまで換金可能な資源として捕獲され、最適化
され、占有されていることに気づいている。私たちは数値評価を得るべく自由時間を差し出し、たがいのアル
ゴリズムと交流し、個人ブランドを維持する。なかには、実体験のすべてを能率化、ネットワーク化すること
にエンジニア的満足感を覚える者もいるだろう。とはいえ、刺激が多すぎて思考の流れが維持できなくなるか
もしれないというある種の不安は残る。意識からふと消えてしまう前にそのような不安を捉えるのはたやすい
ことではないが、実のところそれは差し迫った感情なのだ。人生を意義あるものにしてくれるものごとの多く
が、偶然のできごとや、妨害、セレンディピティに由来すると、私たちは今でもわかっている。それは、体験
を機械的に処理する視点が排除しようともくろむ「なんでもない時間」だ。」

「本書はアーティストや作家だけに向けたものではなく、人生とは手段以上のものであって、それゆえ最適化
されないと考えるすべての人に向けて書いた。私の議論の原動力となっているのは単純な拒絶だ。それは、自
分にとっての「今・ここ」や周囲にいる人たちだけではなんとなく物足りないと考えることの拒絶だ。フェイ
スブックやインスタグラムのようなプラットフォームは、私たちが自然に抱く他人への興味や、年齢に関係な
くコミュニティを求める気持ちにつけこむダムのような存在で、人間のもっとも根源的な欲求を乗っ取って欲
求不満にさせ、そこから利益を得ている。孤独、観察、シンプルな自立共生（コンヴィヴィアリティ）は、そ
れじたいが目的や結果なのではなく、興奮にもこの世に生を享けた者ならだれもが持つ不可侵の権利だと認識
されなければならない。」

「私が本書で提案する「何もない（nothing）」とは、資本主義的な生産性の観点から見た場合の「何もな
い」に限定されるという事実が、『何もしない』というタイトルを冠する本がなぜか行動計画らしきものになっ
ている皮肉を説明している。本書では以下の一連の動きに注目してみたい。ひとつめは、ドロップアウトする
こと。これは一九六〇年代の「ドロップアウト」とたいして変わらない。ふたつめ、私たちの周囲のモノや人
へと横方向に向かう動き。みっつめ、下降して所定の位置に収まる動き。現代のテクノロジーのほとんどが、
内省、好奇心、コミュニティに属したいという欲望を釣り上げるための疑似ターゲットを内包するデザインに
なっているので、油断すると私たちの歩みはことあるごとに妨害される。何らかの逃避に憧れている人がいた
ら、聞いてみるといい。そもそも「大地に帰る」とはどういうことなのか？　大地とは私たちが今まさにいる
この場所のことでは？　「拡張現実」というのは、受話器をもう持ち上げなくてもよくなるということだけを
意味するのだろうか？　それでは、そういう状態になったときにあなたが対峙するモノ（もしくは人）とは
いったい何／誰なのか？」

「私が定義する「何もしない」の重要なポイントは、リフレッシュして仕事に戻ったり、生産性を高めるため
に備えたりすることではなく、私たちが現在「生産的」だと認識しているものを疑ってかかるということだ。
私の主張が反資本主義的なのはまぎれもない事実であり、時間、場所、自己、コミュニティを資本主義の観点
から捉えるよう促すテクノロジーにたいしてはとりわけ警戒している。それはまた、環境や歴史にかかわるこ
とでもある。私は注意の矛先を変え、深めることを提案しているが、そうすれば自分が歴史の人間以上のコ
ミュニティの一員として参与しているという意識が生まれるだろう。社会的視点、エコロジカルな視点、どち
らから見ても、「何もしない」の究極の到達点とは、注意経済（アテンション・エコノミー）から私たちの注
意を奪還して、それを公的で物理的な領域に移植してやることなのだ。
　私はテクノロジー反対派ではない。なぜなら、自然界の観察を可能にする道具から脱中央集権型の非営利
ソーシャル・ネットワークまで、私たちが今ここに存在するのを助けてくれる可能性を秘めたさまざまな形の
テクノロジーが世の中には存在するからだ。私が反対しているのは、企業プラットフォームが私たちの注意を
売買することや、狭義の生産性ばかり神聖化して、ローカルで、人間くさくて、詩的なものを無視するような
テクノロジーのデザインや利用法だ。現行のソーシャル・メディアが表現（そこには自分を表現しないという
権利も含まれる）に及ぼせる影響と、依存性が組み込まれている点を懸念している。だが、必ずしもインター
ネットそのものやソーシャル・メディアという概念じたいが悪者なのではない。責められるべきは、商業的
ソーシャル・メディアが持つ侵略的ロジックと、私たちをつねに不安、羨望、注意力散漫の状態にしておいて

利益を上げることを奨励する金銭的インセンティブだ。さらに、そのようなプラットフォームから派生する個
性礼賛やパーソナル・ブランディングは、私たちのオフラインにおける自己像や実際に暮らしている場所につ
いての考え方に影響をおよぼしている。」

「「何もしない」とは、まず注意経済から身を引くことであり、その後何か別のものとかかわりを持つことだ。
「何か別のもの」とは、ずばり時間と空間のことであり、注意のレベルでは、そこで私たちが出会えるのはい
ちどきりしかない可能性がある。最終的には、オンライン上で最適化された人生の没場所性にたいして、歴史
的なことがら（ここで過去に何があったか）と生態系にかかわることがら（誰、もしくは何がここに住んでい
るのか、かつて住んでいたのか）への感性と責任を育む新たな「場所性」について議論したいと思ってい
る。」

「生産性という近代的概念が、実際には生態系の自然な生産力の破壊の枠組みになっていることが多いのはな
ぜだろうか？　荘子の話の逆説を想起させるが、そもそもの話は「有用」という概念がいかに狭小であるかを
揶揄するものであった。大工の夢に現れた老木は、要はこう尋ねていたのだ。「何のための有用か？」と。

「二〇〇二年、作家で環境活動家のウェンデル・ベリーは、一九七八年に出版された『わら一本の革命』の翻
訳版に序文を寄せた。日本で農業を営んだ著者の福岡正信は、彼が「何もしない農法」（自然農法）と呼ぶも
のを考案した際に、このコペルニクス的転回を経験している。放置されて、植物や雑草がはびこる畑の生産力
に感動した福岡は、その土地にもとから存在する関係性を利用する農法を考案した。畑に潅水し、稲の種籾を
春先に蒔くのではなく、植物から自然に種が零れ落ちるように、秋に直接地面にばらまいた。従来型の肥料は
使わずに、畑の表面をクローバーで覆い、刈り取ったクローバーの茎はそのまま地面の表面にのせておい
た。・
　この農法を実践すると、労働力が減り、機械や農薬は使わずに済むが、農法が完成するまでには何十年とい
う月日を要し、さらに、しっかり注意を払わねばならない。すべてが適切なタイミングで実行されれば、見返
りが約束された農法だ。福岡の農園は近隣の農園に比べて生産力が高く、持続可能であっただけでなく、彼の
農法を何シーズンか実践するとやせた土地が回復するので、岩だらけの土地や荒れた土地を農地にすることが
できたという。
　著者のなかで福岡は、「世の中というのは、猛烈な勢いで反対方向に進んでいる。だから、私が時代遅れの
ように思われるのだ」と述べている。」

（『荘子 全現代語訳(上) 』～「無用の用」より）

「「あれはつまらぬ木だ。舟を作れば沈むわ、棺桶を作ればすぐ腐るわ、道具を作ればすぐ壊れるわ、門や戸
にすれば箭に樹脂が出るわ、柱にすれば虫が食うわで、全く役に立たない木だ。使い道がない。だから、こん
なに長生きできたのさ。」
棟梁の石が家に帰ると、その夜社の櫟が夢枕に立って、「そなたは私を何と比べるつもりかね。立派な木と比
べたいのだろうが、一体、樝・梨・橘・柚や、木の実・草の実の類いは、実が熟するともぎ取られ、もぎ取ら
れると辱めを受けることになる。また、大きな枝はへし折られ、小さな枝も引っ張られる始末だ。これは、な
まじ役に立つ取り柄があるために、かえって己の生命を苦しめるもの。だから、天寿を全うしないで、途中で
若死にする結果にもなるわけだが、自ら世の俗人たちに打ちのめされようとするものだ。こういったことは、
何も木の場合だけに限らない。あらゆる物がこうなのだ。
　それに、私はずっと以前から、役立たずでありたいと願ってきた。その願いは、死に近づいた今になって
やっと適えられ、真に役に立つ存在になったのだ。さらに、所詮そなたも私も、ともに一つの物であるにすぎ
ず、根源者たる道ではない。どうして互いの価値を決められようか。そなたとて、死に損ないのつまらぬ人
だ、私が真につまらぬ木かどうか、分かるはずもなかろう。」
　棟梁の石は目が覚めると、夢の吉凶についてあれこれと思いをめぐらしていた。すると弟子がたずねて、
「役立たずでありたいと願っていたのなら、何だって社の神木になんかになったのでしょう。」
「黙れ、滅多なことを言うでない。あれもただ社の櫟の木に姿を借りているだけだ。分からず屋たちが悪口を
言っていると思っているだろうね。たとえあれが社の櫟以外の物に生まれていたとしても、刈り倒されて天寿
を全うできないなどという恐れは、あるはずがない。それに、あれが胸中に抱いているものは、大衆の価値観
とは違うのだ。それなのに、大衆の価値観で誉めたり貶したりするなんて、えらく検討はずれだねな。」」
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わたしたちの多くは
曲の始まりには意識的だが
曲の終わりについては
始まりほどには意識的ではない

しかし曲の終わり方には
時間芸術としての音楽の
時代性が色濃く反映されている

作曲家はいちはやく
時代の時間観念を
音楽として表現していく

音楽を聴くということは
時代の時間観念を聴くということでもある

また音楽の嗜好はひとそれぞれだが
その嗜好にはそれぞれが求める
時間観念が強く反映している

『音楽の危機』の著者・岡田暁生によれば
「近代音楽はすべて
目的論的な時間に呪縛されてきた」という

そしてさまざまな時代状況のなかで
「復活と勝利の物語」である
「勝利をしゃにむに目指す右肩上がり型」から
「勝利という「目的」の不能を表現」した諦念型
「目的への急上昇に伴う墜落の不安を表現する」サドンデ
ス型
「目的達成のプレッシャーを一時的に棚上げする」ループ
型など
さまざまな型の音楽が作られ聴かれてきた

著者のいう「音楽の危機」とは
三密を回避することなどによる音楽活動の制限
といった否定的な状況によるそれだけではなく
むしろそれゆえに生まれてくるであろう
（生み出してゆかなければならないであろう）
新たな音楽創造の可能性のための契機でもあるようだ

壁（危機）があることでそれを乗り越えるための
創造的な発想が必要となる
作曲家は時間芸術特有の創造的な発想で
あらたな響きを生み出していくはずだが
それはわたしたちが獲得していくであろう
新たな時間意識と共振していくものでもあるだろう

危機の時代は
創造のエポックをともに生きることのできる
得がたい経験をもたらしてくれる
とても楽しみだ

■岡田 暁生 『音楽の危機／《第九》が歌えなくなった日』
 （中公新書　中央公論新社 2020/9)



■岡田 暁生 『音楽の危機／《第九》が歌えなくなった日』
 （中公新書　中央公論新社 2020/9)

（「第五章　音楽が終わるとき−−−−時間モデルの諸類型」より）

「「右肩上がりに盛り上がる時間の呪縛からいかに脱するか」という問いが、コロナ以前からすでに、全人類の喫緊の課題
であったことについてはいうまでもあるまい。（･･･）にもかかわらず、人々が「右肩上がり」の夢をいまだに捨てられない
とするなら、その理由の一つは、ふだんから聴いている音楽にあるのではないかと、誇張抜きで思うことがある。」
「ベートーヴェンの《第九》のように、右肩上がりの時間を絶対的な説得力でもって現前させる音楽作品があっては、いつ
までたっても永遠に近代の重力圏から脱けだせないのではないかという気がしてくる。
　（･･･）このベートーヴェンの「右肩上がりに盛り上がるタイプの音楽」は、近代市民社会／資本主義と軌を一にして発展
してきた。しかしながら、こと西洋音楽に限ってみても、「右肩上がりではない音楽」は数多い。」
「わたしたちはふだん、曲の「始まり」についてはよく意識している。イントロだけで何の曲かわかる人もかなりいる。だ
がそういう人にしたところで、ある曲が「どう終わっているか」については、あまり意識が回っていないだろう。しかし考
えてみれば人生とは時間イメージのプランそのものだとすらいえるわけだから、「生き方モデル」として音楽を考えようと
するときに本当に重要なのは、「終わり」まで含めたこのトータルな時間プランなのではあるまいか。
　音楽の歴史を「終わり方」に注目して眺めると、右肩上がりのイメージというものが近代以降の音楽に固有のものだった
ことがわかる。せいぜい二百余年ほどの歴史しかないのだ。」
「「最後が盛り上がる」というタイプの音楽は、ベートーヴェン以前にはまったく存在していない。バッハの作品にベートー
ヴェンのようにあられもなく盛り上がる作品が一つでもあるだろうか？」

「過去何百年もの音楽を思い切り大胆に類型化してみて、改めて「過去の音楽にこれからの時間のモデルを見つけるのは難
しい」と実感する。神が司る永遠などというものをほとんど信じられなくなっている現代人にとって、帰依型の音楽に心か
ら身を委ねることは難しかろう。またハイドンやモーツアルト（あるいはジャズ）に観られるような定型型において、しか
るべく時が来たら「シャンシャン」で店じまいするためには、共同体的な阿吽の呼吸が不可欠だ。全員が「そろそろだね」
と自ずと片づけを始めるような共通の時間感覚である。だがこういう「空気を読む」感覚も、現代人においてはどんどん弱
まっている。
　近代社会のアイコンだった勝利宣言型はとても危険だ。下手をすれば根拠もなく人の気を大きくさせる安酒になる。かと
いって諦念型の嘆きも、今日ではもはや陳腐化しているだろう。マーラーの第九番のような終わり方は、メロドラマ映画な
どによってあまりにも酷使され、賞味期限が切れてしまっているように思う。もちろんだからといって、勝利宣言のベー
トーヴェンの「運命」や《第九》、あるいは諦念型のマーラーの第九番の交響曲の価値をなんら傷つけるものではないにせ
よ、である。そしてループ型が約束する「永遠に続く快適な今」は、極論するならば、もはやその欺瞞が明らかになってし
まったのではないだろうか。となるならば残るのはサドンデス型の恐怖の終わりか･･････？
　わたしたちはこの三十年間、予想もしなかった大カタストロフに定期的に見舞われてきた。そのたび復活と勝利の物語が
持ち出され、あるいは諦念の物語で癒やされ、しかしいつの間にか過去を半ば忘れてしまい、根本的なことは何一つ変わら
ないまま日常はとりあえず修復され、ループ的な平坦かつ快適な時間が回復し、しかし忘れたころに再びサドンデス的なも
のに見舞われる数十年だったといっても過言ではない。
　前衛的な音楽を大胆に目指す人たちには、安直な癒やし系ではない、次の世界を見せるような時間モデルを提示してほし
いと、強く願う。ベートーヴェンやシューベルとは、二百年以上にわたって社会の思考回路を既定するようなモデルを打ち
立てたのだ。極論すれば後の世のほとんどの作曲家は、十九世紀初頭に確立されたいくつかの時間モデルの中に、さまざま
なコンテンツを代入してきただけだったとすらいえる。今なされるべきは、ただ「いい音楽」（美しく感動的でよく仕上げ
られた音楽）を書くだけでなく、既成の時間モデルの枠自体をラディカルに更新する試みである。」

（「第六章　新たな音楽を求めて−−−−「ズレ」と向き合う」より）

「近代音楽はすべて目的論的な時間に呪縛されてきた。勝利をしゃにむに目指す右肩上がり型はいうまでもなく、勝利とい
う「目的」の不能を表現しようとすると諦念型になるし、目的への急上昇に伴う墜落の不安を表現するとサドンデス型にな
る。またループ型は目的達成のプレッシャーを一時的に棚上げする就寝前の睡眠導入剤的効果を狙っているともいえる。そ
れに対して本章でとりあげた作品はいずれも、「近代」の目的論を根底から解体する試みだった。時計から逃げるか（ヤン
グ）、時計が止まるまで待つか（リゲティ）、スケジュール管理のグロテスクな戯画を見せるか（アンドリーセン）、ゆる
やかにみんなでなんとなく流されるか（ライリー）、流されることを断固として拒み、たとえズレていても自分のペースを
守るか（ジェフスキー）、おうしたいろいろな発想が、公民権運動とベトナム反戦運動、ヒッピー・カルチャーとフリー・
ジャズとロック、学生紛争と一九六八年革命、そして石油危機と環境保護運動の始まりといった社会潮流との、のっぴきな
らない対決の中で生み出されたものであることは、いうまでもない。そしてわたしは、彼らが提起した問いを今一度わたし
たち自身の問題としてとりあげる好機が、今こそ来ているのではないかという気がしている。
　この間のわたしたちは、「いったい何がどう進むか誰にもわからない時間」というものをリアルに経験した。（･･･）近
代社会における目的論的な時間とは結局のところ「目的設定→時計によるスケジュール管理→完成品のパッケージ」という
大量生産システムの思考であり、「先が見えない」ということは、このシステムがあまりに無菌室的に自己完結していたが
故に、外部からの予測不能の異物によって簡単に機能不全を起こしてしまったということなのだろう。

　しかしながら、「どう進むか見当もつかない時間」、あるいは「スケジュールなど立てようのない時間」とはまた、従来
の因習の縛りから完全に自由になれるチャンスだということでもあるだろう。そして音楽についていうならば、これは近代
の目的論的な時間図式を根本的に組み立て直す絶好の機会だと。わたしは考える。いたるところにそのモデルが生まれつつ
ある。例えば福岡伸一のような生物学者により、ウイルスと人間との「動的平衡」ということが強くいわれている。種の維
持のためには人間もウイルスも一時的に不安定な状況が生まれることを敢えて必要としていて、それによってあらゆる変化
に対応できる高次元の安定を実現しているという考え方だ。（･･･）これなど音楽創造にとってまたとなく参照点ではあるま
いか。今にもこうした思考形式が実際の音楽となって響いてきそうな気がしている。」
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ひとつを知ると
たくさん知ったと考えるひとと
むしろ知らないことが
たくさんふえたと考えるひとがいる

リテラシーという言葉が
最近ではよく使われるが
おそらくそれをどのようにとらえるかも
そのふたつの受け取り方に似ているかもしれない

そこに書かれてあることが
とりあえず表面的な意味で読める
そのことだけで満足するひとがいて
むしろそこに書かれていないことについて
考えたり調べたりするひとがいる

とくにマスメディアで多く流されている情報は
学校で与えられる教科書の類いも同じだが
最初にずいぶんたくさんのフィルターがかかっている
それを信じて疑わないひともいれば
そこに多くの真実が隠されていることに気づき
フィルターの下にあるものに目をむけるひとがいる

見えるということで
見えなくなっていることは多い
見えているという思い込みは
ほんとうは見ていないもの
わかっていないものを隠してしまうからだ

『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』の
著者・川内有緒と若松英輔の対談のなかで若松氏が
白鳥さんの知人のホシノマサハルさんが
「アイマスクをつけて、目が見えない人の気持ちに
なるなんてバカバカしい」と話されていたことに
共感したことを語っているが

「私たちはすぐに何かをわかった気になるし、
違う立場の人のことを思いやるべきだ、
わかることはいいことだと思い込んでいる」

このわかった気になるということほど
「共に生きる」ことを損なうことはない

ひとつわかった気になったとしたら
そこにたくさんのわからなさを見つけること
他者にたいしても
ものごとや情報に対しても
「開かれている」ということは
そういうことではないだろうか

わからないということ
そして問うということ
そこからしかなにもはじまらない

■「対談＝川内有緒×若松英輔「わからなさを共に生きる」」
　　『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』刊行を機に
　（週刊読書人　2011年10月8日　第3410号）
■川内 有緒『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』
　（集英社インターナショナル 2021/9）



■「対談＝川内有緒×若松英輔「わからなさを共に生きる」」
　　『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』刊行を機に
　（週刊読書人　2011年10月8日　第3410号）
■川内 有緒『目の見えない白鳥さんとアートを見にいく』
　（集英社インターナショナル 2021/9）

（「対談＝川内有緒×若松英輔「わからなさを共に生きる」」より）

「若松／読みながら思い出していたのが、石牟礼道子さんのことです。石牟礼さんと何度かお会いしましたが、話を重ねる
うちに思うようになったのは、私たちは多くのことを言葉にできるようになったからこそ、言葉にならないことがわからな
くなったのだということでした。本当は言葉にできないことの方がこの世界には多いのに、それを見失った。それと同じこ
とがこの本にも書かれていると思うんです。晴眼者は目が見えるからこそ、見えないものがあることを忘れてしまった
と。」

「川内／少し違うかもしれませんが、私たちは白鳥さんと絵を見るとき、その絵について言葉で伝えようとするのですが、
何を言っていいかわからず言葉が出てこなくて、皆が黙ってしまう瞬間があるんです。場がシーンとなって、沈黙が重なる
音がするような、言いたいんだけど言えない。そういう空気が生まれます。白鳥さんは、その感じも好きなんだよね、と言
うんです。沈黙の音色を白鳥さんは楽しんでいるのだと、あるとき気づきました。
　白鳥さんが美術館に通い出した二〇年前とはずいぶん変わって、最近は目が見えない人と見る美術のワークショップがあ
ちこちで行われるようになっています。ただそうしたワークショップに、白鳥さんはあまり参加しようとしません。と言う
のも、一般的なワークショップにはゴールがあって、成功の形が決まっているんです。たとえば参加した全員が意見を言え
たことをよしとするというような。そういうところに落ち着くのが気持ち悪い、一言も話せなかった人がいたっていいと思
う、と白鳥さんは言います。その場で、その人たちとでしか起こらない全てを、白鳥さんは大事にするから、ワークショッ
プの主催者が、皆が意見を言えるようにしてくださいなどと枠組みを整えだした瞬間、彼は扉を閉じてしまう。沈黙という
余白も味わいたい。若松さんが魁夷の絵を見て目を閉じたのとも、少し繋がるところがあるのかなと思います。

若松／私たちは耳で音を聞き、目で色を見、頭でさまざま事を理解していると思ってますが、この世界の全てを認識するこ
とはできない。あるいは認識できる範囲を少し超えたところにあるものをも、呼吸しているのかもしれません。そういうも
のは言葉にならなくても、確かに実在する。語り得ないものは、語ってしまうと、無くなってしまうのだと思うんです。そ
の語り得ないもののなくてはならなさが、この本には詰まっていました。
　エッセンシャルなものを、私たちはいつでもあると思い込んで見失ってしまった。何も言わずただ共にいるというような
なくてはならないものを、私たちは大事にしてこなかった。これまでの日常が奪われてみて、そのことにようやく気づいて
も、それを取り戻す術さえわからなくなってしまっている。何かを新しく作り上げるというのではなく、自分たちがいかに
カンタンに手放してきたのかを改めて思い知ること。それは絵を見ること一つとっても、そうだと思うのです。」

「若松／白鳥さんの知人のホシノマサハルさんが「アイマスクをつけて、目が見えない人の気持ちになるなんてバカバカし
い」と話されていましたよね。本当にその通りだと思いました。私たちはすぐに何かをわかった気になるし、違う立場の人
のことを思いやるべきだ、わかることはいいことだと思い込んでいるところもあります。それは大きな誤解なのですが。視
覚障害の人どころか、人は、ほかの誰にもなれない、その上で寄り添うことが大事なんだと、ホシノさんは言う。わかった
と思わせない力が、この本にはありますね。
川内／わからなさの中で生きているということは、この本を画いている間中、感じていました。白鳥さんと二年間というそ
れなりの時間をたびたび一緒に過ごして、電話で話したりメールでやり取りして、でもそれだけの時間をかけても、わから
ないことの方がたくさんある。そのわからなさがあるから、この先も関係が続いていくと思うし、わからなさを大事にして
いきたいんです。」

「川内／研ぎ澄まされた言葉に惹かれるときもあるけれど、今は一言で誰かを救えるような強い言葉ではなく、どちらかと
いうとぼんやりした正体のよくわからないものを、自分の中にため込んでいきたいと思っています。」
「若松／時間はかかるけど、ゆっくりであれば杖なしに自分の足で歩いていける。あるいは自分たちで歩いていく。これは
そういう物語ですよね。確かな杖で一人颯爽と歩くのではなく、皆で支え合って一歩一歩行く。そういう歩き方でいい。一
人逞しく闊歩しなくていい。白鳥さんが言う「楽になる」ってそういうことではないか。努力して人に認めてもらえて、な
るほどと理解されるような生き方なんかごめんだね、という感じがいいんですよね。」

「若松／白鳥さんが「『できる』と『できない』は、プラスとマイナスじゃない」「『できる』ひともいるし、『できない』
ひともいる。それでいい」と言っていましたね。できること〈I can〉と、私であること〈being〉とは、全く別のことなの
に、できるということが存在証明のように、世の中が流れつつあることは否めないのですが、存在の方に立ち戻っていきた
いですよね。」
「若松／人が存在するということ、私は私であることと同時に、他者に向かって開かれていることの大事さ、それもこの本
に通底して書かれていたと思います。その人がその人らしくあることは、同時に他者に開かれていることなのだと。」

「川内／白鳥さんと初めて絵を見るとき、自分の意見を言うことに躊躇する人は多いんです。正しいかわからない自分の主
観を白鳥さんが信じてしまったら申し訳ないと。それに対して白鳥さんは、その言葉を信じるかどうかは自分が決めるか
ら、あなたは主観でものを見て話してください。影響を与え合いながらアートを見ればいいと思う、と言うんですね。する
と皆ホッとして、初めて自分の目で見て、自分の言葉で語り始める。それは、お互いの信頼を寄せていく行為のようにも思
うんですよね。
若松／白鳥さんの周囲で、これまで作り上げられてきたアートの意味や概念が崩れ去り、新たに生まれてくるものがあるん
ですね。
　数年前に、カナダで薬の代わりに美術館を処方するという取り組みが始まりました。これも医学の常識からすると驚きだ
けれど、新しいというよりは、私たちが忘れてしまったいること、失ってしまったものを取り戻す思考から生まれたように
思います。」
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「鏡に映った自分の姿を見て、それが自分だとわかる」
というのは人間だけではない

人間以外のチンパンジーも
そしてホンソメワケベラという魚も！

脊椎動物の鏡像自己認知では
最初は明らかに他の個体と見なし
（知らない他個体だと勘違いをして攻撃する）
（ステージ１）

そのうち変だぞと疑いはじめ
不自然な確認行動を繰り返し行いながら
鏡像の随伴性を確かめながら
自分であることに気がついていく
（ステージ２）

興味深いのはイカ・タコといった頭足類で
攻撃的社会反応（ステージ1）
や確認行動（ステージ2）が一切見られず
同種他個体には挨拶行動や攻撃行動をはじめるが
鏡の自分の姿に対しては
攻撃行動も不自然な確認行動もせず
いきなり鏡面の自分の姿を触りはじめるという

こうした研究を知ると
では昆虫類はどうなのだろうとか
興味がわいてくるがどうなのだろう
眼が複眼だったりもするので鏡像といっても？

とりあえず脊椎動物に限られるとしても
自己認識のプロセスにおいては
なんらかの鏡像自己認知段階があり
やがて自と他の違いを認識するようになるようだ

じぶんを即じぶんだと同一化して
それ以外の外的存在をじぶんとな異なった存在とみなす
というのは生命としての基本的な態度でもあるだろうが
（そうでなければ生き残っていけない）

即自的なじぶんではなく
外に映ったじぶんをじぶんだと見なすというのは
じぶんの身体の像を外から見ているということであり
勝手に拡大解釈をすればそれを見ているじぶんは
身体そのものではないということにもなる

さて本書の最後のほうに
思考と言語の問題も示唆されているが
鏡像自己認知をへて
鏡に映ったじぶんをじぶんだと理解する際には
言語と結びついていない思考があるということでもある

「鳥のカケスも、過去を振り返ることや、
将来のことを思い描くことができる」そうだが
じぶんのことをふりかえってみても
通常いわれる思考ではないものがなければ
成立しない認識があるのも確かではないかと感じる

言語と結びついた思考現象は
ある意味で思考以前の認識の後付けでさえある
それはずいぶん遅い乗り物でしかない
源思考とでもいえる認識は
直観とでもよぶことができるかもしれないが
それがどのように働いているのかはよくわからないけれど

■幸田 正典『魚にも自分がわかる ――動物認知研究の最先端』
　（ ちくま新書　筑摩書房. 2021/10）



■幸田 正典『魚にも自分がわかる ――動物認知研究の最先端』
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「ホンソメワケベラという小さな熱帯魚が「鏡に映った自分の姿を見て、それが自分だとわかる」という研究を、ここしば
らく行ってきた。」
「魚類の自己意識に関する問題に取り組んでいるのは、世界でも我々の研究室（大阪市立大学理学部・動物社会研［通称］）
だけである。我々の研究成果は、これまでの常識と大きく異なり、魚の自己意識、その他のいくつかの「賢さ」、そして「こ
ころ」さえも、どうも人間とかなり近い面があることを示している。これまでの常識をただすときが来たのかもしれな
い。」

「我々は、ヒトや哺乳類だけではなく、魚類も顔認識を通して相手個体を認識・識別していることを発見した。さらに、魚
もヒトのように、顔を特別なものとして認識し全体処理することで、素早くかつ正確に顔認識していることを示してきた。
ヒトも魚もともに相手個体の「顔心象」を持ち、無自覚にそれと照らし和え合わせて「誰々さん」と認識しているのである。
　さらに大事な点は、この顔認識の神経基盤である顔神経系が、どうやら魚からヒトまで共通していそうなことである。
（…）
　そして、ホンソメもヒトのように、鏡像の自分の顔を自分の顔心象と照らし合わせて鏡像自己認知することがわかった。
ホンソメの鏡像自己認知の本質はヒトの場合と似ており、おそらくこの能力にも「相同性」（自己意識相同仮説）があるだ
ろう。
　この鏡像自己認知の過程は、ヒトと魚ともに相手個体の顔心象と照らした他者認知の過程と似ている。顔心象と照らし合
わせる他者認知の様式を、ヒトも魚も自己鏡像の認識に援用していると考えることができる。」

「脊椎動物では、魚からヒトまで広い範囲で鏡像自己認知が認められるが、認知が起こる過程は共通している。はじめは、
鏡像を同種他個体と見なし社会的行動（多くの場合は攻撃行動）をとり、次に自分かどうかを確かめるための不自然な行動
を鏡の前で繰り返す。鏡像自己認知のやり方については、魚類とヒトが顔に基づいて認識しているので、おそらく「そのあ
いだ」の他の脊椎動物も、やや強引にいうと顔認識で行っているのだろう。
　しかし、頭足類のイカやタコの鏡像の確認の仕方は、脊椎動物の場合とは大きく異なる。アオリイカに同種他個体をガラ
ス越しに見せると、社会的な挨拶行動や攻撃行動をはじめる。これに対し、鏡の自分の姿に対してはスーと近寄り、攻撃行
動も不自然な確認行動もせずに、いきなり鏡面の自分の姿を触りはじめるのだ（…）。これは脊椎動物とは異なる反応であ
り、自己指向行動の起こり方はまったく違う。」
「イカ・タコには、脊椎鵜動物に共通して見られる、攻撃的社会反応（ステージ1）や確認行動（ステージ2）が一切見られ
ないのだ。逆に、頭足類の例は、魚・鳥・イルカ・ゾウ・ヒトまで多様性がいくら高くても、分類群がいくら離れていても、
脊椎動物の鏡像自己認知過程の共通性が高いことを浮き彫りにしている。イカ・タコの例は、脊椎動物の自己認識様式の類
似性、統一性あるいは保守性を再認識させる。」
「頭足類の個体認識のやり方はまだわかっていない。脊椎動物が、魚からヒトまでが共通して顔心象を持つ他者認識と自己
認識とは対照的に、彼らの認識方法は大きく異なっている可能性もある。脊椎動物門と軟体動物門という大きく異なる動物
門内での類似性、動物門間での相違性が明らかになってくれば、より広い視野から脊椎動物の自己意識の問題に迫ることが
できると期待される。」

「脊椎動物の鏡像自己認知では、チンパンジーもホンソメも、さらに多くの動物でも、はじめて自分の姿を鏡で見たときは、
知らない他個体だと勘違いをして攻撃する。その後、変だぞと疑いはじめ、不自然な確認行動を繰り返し行って鏡像の随伴
性を確かめつつ、考え（あるいは悩んで）自分であることに気がついていく、という認知の過程を経ている。どの脊椎動物
でも、すべてが鏡を見たことのない個体である。
　最初は明らかに他の個体と見なし（ステージ1、鏡を見て１～３日まで）、そしていろいろと確かめていくなかで、どこか
の時点で「自分だ」と気づいているのである。それは、おそらく確認行動が始まり終わるまで（ステージ2、鏡を見て４、
５日ごろ）のことである。それ以降の、鏡を覗き込む段階がステージ３である。この覗き込みは、自己指向行動と考えら
れ、自己鏡像が自分だと認識できたと考えられる時期である。
　確かめるといっても、その内容は自分自身の姿や自己の顔である。鏡像を自分だと認識するというのは、ホンソメにとっ
てはさすがに難しい問題だろう。なにせそれまで見たこともない存在であるし、未体験の出来事である。」

「ホンソメが自分だと気づく過程は、大きく２つの可能性が考えられる。１つは不自然な確認行動を始めてから、時間の経
過に従い、右肩上がりに次第にわかっていき、最後に１００％自分だとわかるという可能性である。もう１つは、何度も確
認行動を繰り返している中で、ある時点で「あっそうか、俺か！」と一気に気づく可能性である。
　前者の場合は、頭の中で鏡像をどのように確認し理解しているのだろうか？　最初は得体の知れない不可解な存在であ
る。そのうち20％わかった、60％わかった、80％わかった状態というのが、私には想像できない。とはいえ、相手は魚なの
だから未知の能力があるのかもしれない。
　ただ私は、自分自身の経験やこれまで魚を見てきた経験からして、ホンソメは、ある時点で一気にわかるのだろうと、はっ
きりした根拠はなしに考えていた。

　ヒトには、「ひらめいた」という言葉が当てはまる瞬間がある。まったく未知の物事を深く長く考えて、その「答え」に
気づいた瞬間、「わかった！」とか「そうか！」という肯定的な高揚感を伴う心的状態になる瞬間（=Eureka moment)であ
る。」

「思考はふつう言語と密接に結びつくとされている。だから、言語をもたない動物は思考ができないと見なされてきた。し
かし、ホンソメが見せる「ユーリカ」は、魚類が思考の末に自分だと理解した瞬間と言えそうであり、この例は言語を持た
ない動物も、思考ができる可能性を示している。言葉を持たない鳥のカケスも、過去を振り返ることや、将来のことを思い
描くことができる。」


