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☆mediopos-2526　　2021.10.16

いきもののデザインは
見れば見るほど不思議に満ちている

子どものころから
とくに虫や魚のかたちには興味津々で
年を経るにつれその不思議感覚が
幾何学や数学や言葉へ
時空や意識へ
そして存在そのものへと
広がってきてはいるが
それらへの不思議感覚はいまでも深まるばかりだ

社会や政治や経済のなかの
人間関係や力関係のなかにも
それなりの不思議はあるにはあるが
それらについて理解できたとしても
そこには「わかる」感動よりも
「わかる」悲しさや
絶望ばかりが見つかることが多く
むしろ苦手感覚のほうが深まってゆく

やはり『いきもののカタチ』についての不思議が
部分的にせよ「わかる」というのは
なににも代えがたい感動がある

本書では10章にわたって
そうした不思議へのアプローチが
熱をこめて語られている

引用で紹介した
メガネモチノウオの皮膚の模様の不思議は
著者が40年ほどまえに
テレビＣＭでその迷路模様を見たのが
動物の模様に興味をもったきっかけだったという

メガネモチノウオの顔には
１匹１匹異なる迷路模様がある
そして模様は成長の過程で徐々に変化する
魚が大きくなるにつれ模様は徐々に折れ曲がり
分岐ができて複雑な迷路パターンに変化していく

生物には縞・斑点・網目・ヒョウ柄など
さまざまな皮膚模様パターンがあるが
それはコンピュータをつくったチューリングが発表した
生物の体の形ができる原理についての仮説
「生物の体の中で、化学反応の活性化因子と抑制因子の
せめぎ合いが化学反応の〝波〟を生み出し、
それが、生物の形や模様を作る」
からつくられた理論にもとづいて
コンピュータ・シミュレーションをすれば
自動的に再現できてしまう

それをわかりやすく説明するために
著者は細胞のふるまいを
オセロのルールに読み替えて解説している

オセロには「相手の石を、自分の石で挟むとひっくり返せる」
というルールがあって
ゲームが進むと模様っぽいパターンができていくが
色素細胞のほうにも
そのように色が入れ替わるルールがあるのだという

その簡単な説明は以下の引用で
詳しくは本書を参照してもらえればと思うが
そのように
「生物現象の背後にある法則や仕組み」が「わかる」と
たしかにこれまでとは世界が違って見えてくるようになる

生物現象だけではなく
意識や思考や感情や意志などをはじめ
人間にとって大切なさまざまな現象にも
おそらくその背後には「法則や仕組み」があるはずだ

それを「わかる」ためには
さまざまな営為が必要とはなるのだが
そのひとつでも「わかる」と
それまでの「迷路」は「迷路」ではなくなり
それこそ世界は違って見えてくる

■近藤滋 
　『いきもののカタチ 続／ 
　　波紋と螺旋とフィボナッチ・多彩なデザインを創り出すシンプルな法則』 
　（学研プラス 2021/9） 



■近藤滋
　『いきもののカタチ 続／
　　波紋と螺旋とフィボナッチ・多彩なデザインを創り出すシンプルな法則』
　（学研プラス 2021/9）

（「はじめに」より）

「自然の驚異を実感とともに味わう、別の方法があるのをご存じでしょうか。対象は、動物園やペットショッ
プ、さらにはスーパーの鮮魚売り場でも出会えるような「普通」の生物。身近な生物の、ごく当たり前と思っ
ているような特徴の中にも、考えてみれば「不思議」なことがたくさんあり、しかもその謎は、論理的に考え
れば「スッキリ」解けることがあります。そして、わかったときの感動は、「見る」だけの時よりも、ずっと
大きいはず。なぜなら、「わかる」は体験だから。ひとたび、生物現象の背後にある法則や仕組みが「わかる」
と、「不思議」が「当たり前」になり、大げさに言えば、以前とは世界が違って見えるようになるのです。」

（「９　細胞たちがオセロで遊び、皮膚の模様が現れる」より）

「黄色と黒の２種類の色素細胞が、皮膚の中でせめぎ合う。周囲にいる細胞の組み合わせが勝ち負けを決め、
その結果、浮かび上がるのが波のパターン。でも、その勝ち負けのルール、なんだかボードゲームのオセロに
似ているような気が……・」

「皮膚模様に関する面白い問題は、進化に関するものだけではない。例えば「模様が動く」ことをご存じだろ
うか？」
「メガネモチノウオというサンゴ礁に棲む大型のベラの仲間（…）の顔に、見事な迷路模様がある。（…）こ
の迷路は１匹１匹、異なるのだ。全体として「迷路模様」であること、つまり、一定の幅のある帯が折れ曲がっ
たり分岐しているという点では共通しているが、帯の方向や分岐の位置はばらばらなのである。
　いろいろな大きさの個体の模様を比較すると、さらに驚きの事実がわかる。模様は成長の過程で徐々に変化
しているのである。魚がまだ小さいときには、模様は単純なシマシマであり、折れ曲がりや分岐はほとんどな
い。しかし、魚が大きくなると、模様は徐々に折れ曲がり、分岐ができて、どんどん複雑な迷路パターンに変
化していく。古い模様が消えて、新しい模様に変わるのではないのである。つまり、この迷路模様は生きてお
り、成長するに従って、迷路の特徴を維持したまま変化し続けるのだ。いったいどんな仕組みがあれば、こん
なことが可能なのだろう？」

「1952年に、天才数学者でコンピュータ科学の生みの親でもあるアラン・チューリングが、生物の体の形がで
きる原理についての、驚くべき仮説を発表した。内容は、「生物の体の中で、化学反応の活性化因子と抑制因
子のせめぎ合いが化学反応の〝波〟を生み出し、それが、生物の形や模様を作る」、というものである。」
「この波の理論は、特に生物の模様パターンの研究に関しては、絶大な威力を発揮する。この理論を使ってコ
ンピュータ・シミュレーションをすれば、生物に存在するほぼすべての皮膚模様パターン（縞、斑点、網目、
ヒョウ柄、などなど）を作れるだけでなく、雑種の模様を予測したり、成長に伴う模様変化を予測することま
でできる。先ほどのメガネモチノウオの模様変化も、模様を作る場を拡大するだけで、自動的に再現できてし
まうのだ。」

「模様のでき方の大まかなイメージを摑んでいただくために、細胞の挙動をオセロのルールに読み替えた解説
から始めたい。」
「なぜここでオセロが出てくるかというと、2種類の色の石で、盤面の領域を奪い合うというオセロの特徴
は、魚の皮膚模様と共通点が多いからである。
　（…）ゼブラフィッシュの皮膚の模様は、黒と黄色の2種類の色素細胞の配列からできていることがわか
る。しかも、色素細胞の大きさもほぼ一定（…）で、皮膚の表面に隙間なく敷き詰められている。」
「ご存じのように、オセロには「相手の石を、自分の石で挟むとひっくり返せる」というルールがある。その
結果として、ゲームが進むと模様っぽいパターンができていくのであるが、実験で調べたところによると、色
素細胞のほうにも、色が入れ替わるルールがあるようなのだ。
　例えば、黒い色素細胞が、黄色い色素細胞に取り込まれたような配置があると、黒い細胞は死んでしまい、
その位置には黄色い細胞が出現する。また、その逆も同じ（…）。」
「色素細胞の入れ替わりルールはもう1つある。2種類の色素細胞は、近接していると反発し合う（殺し合
う？）にもかかわらず、黒細胞が生存を続けるには、ある程度の距離に、黄色細胞が存在することが必要なの
である。」

「次に、実験でわかった2つの「色素細胞のルール」を少し単純化して、オセロのルールに変換してみる。ま
ず、6方格子の枠を描いて、それぞれのオセロの石を1枚ずつ置く。色素細胞のルール①は、（…）「まわりを
4つ以上敵方の石にとり囲まれたらひっくり返す」としよう。
　色素細胞のルール②は、「同じ色の石の集団があったときには、距離1マス以内がすべて同じ色という位置
にある石は、ひっくり返す」とする。
　色素細胞のルールが簡単なので、それをオセロのルールに変換するのも、このようにカンタンなのである。
で、あとはこのルールに従って、ひたすらオセロの石をひっくり返せばよいのだが、それには最低でも1,000
枚くらいは必要（…）。」
「作業期間は約3日。その気が遠くなるような作業の結果、（…）最初、ただ石をぶちまけて、格子状に敷き
詰めたときには、特にパターンをつくっているようには見えなかったが、1回、2回とひっくり返す作業を続
け、4パターン目には、ヘビのような模様がはっきりとした輪郭を持ってできあがってきた。
　こんな簡単な操作で、模様はできてしまうのである。」

「模様のシグナルは、2種類の長さの違う突起（黄色細胞の突起：短い、黒細胞の時：長い）によって伝えら
れていることが、わかった（…）」

「このシグナルネットワークの動作をコンピュータでシミュレーションすると、いろいろな模様ができるの
だ。」



☆mediopos-2527　　2021.10.17

十八世紀のイギリスの哲学者ジェレミ・ベンサムは
「パノプティコン」という
全展望監視システムを構想した

そのシステムでは
円形に配置された収容者の個室が
多層式看守塔に面するよう設計され
収容者たちには互いの姿や看守が見えなかったが
看守はその位置からすべての収容者を監視できた

最初のパノプティコン型刑務所はアメリカで建設されたが
のちには学校や病院や工場などの施設にも
応用されることが意図されていたという

ミシェル・フーコーは『監獄の誕生 監視と処罰』で
その「パノプティコン」を
管理・統制された社会システムの比喩として使ったが

二十一世紀の「パノプティコン」
とくにデジタル・パノプティコンでは
中心と周縁の区別は完全に消え去り
「人はあらゆる側面から、あらゆるところから、
それどころかあらゆる人から照射されうる」ものと化す

言葉をかえれば
完全な相互監視システムである

「管理社会」といえば
だれかがつくりだしたシステムによって
管理するというイメージをもちやすいが
このシステムはだれもみずからすすんで「透明」化し
ひともじぶんも互いに管理していく

そのシステムを象徴的にあらわしているのが
「デジタル・パノプティコン」としての
インターネットである

「管理社会の住人はたがいにネットワークを結」び
「過剰なコミュニケーション」を行っていく
それは外的な強制ではなく
みずからの「露出症と窃視症」によって
「透明」化へと互いを導いていく
自分のプライベートを好んで露出し
その「構築と維持に積極的に加担」しているのだ

「露出症」というのは
じぶんをまるで芸能人のようにして
個人的なことを自己表現と錯誤し露出していく欲望
「窃視症」というのは
芸能人のプライベートを覗きたがるように
ひとのプライベートを覗き込もうとする欲望

インターネットとくにＳＮＳには
そうした病的な欲望に満ちていて
それがエネルギー源となって
「相互管理社会」を強化していくことになる

それが危険なのは
マスメディアをはじめとしたメディアが
その「相互管理」を容易にするような
情報管理を強化しているからだ

ネットワークと「過剰なコミュニケーション」が
みずから情報を集め考えていく力をむしろ奪い
管理された情報だけが共有されていく
そこにみずからを疑う力さえすでにない

そこで権威をもつのが
極めて管理されたかたちで
信仰化した「科学（主義）」である

そこでは与えられた情報以外を
科学的ではないという信仰で拒み
信仰にもとづく「知識（教え）」が真実として
あらゆるメディアで教えられている
多くは悪意ではなく「透明」な善意のもとに

■ビョンチョル・ハン(Byung-Chul Han) （守博紀訳)
　『透明社会』
　（花伝社 2021/10)



■ビョンチョル・ハン(Byung-Chul Han) （守博紀訳)
　『透明社会』
　（花伝社 2021/10)

（「肯定社会」より）

「透明性はとりわけ情報公開が問題になるような文脈で声高に呼び求められる。透明性を高めよ、という要求
は［情報公開の文脈に限らず］いたるところで掲げられており、その要求は透明性を物神化してあらゆる場面
にもちこむまでに激しくなっている。この透明性の要求は、政治や経済の領域に限らないパラダイム転換に由
来する。否定性を含んだ社会はこんにちでは消え去り、肯定性のために否定性がつぎからつぎへと撤去されて
いく社会に取って代わられている。こうして、透明社会はまず肯定社会として姿を現す。」

「透明性をもっぱら汚職や情報公開と関連づけて考えると、その射程を見誤ってしまう。透明性はあらゆる社
会的事象をとらえて深刻な変化にさらすシステムそのものに内在する強制である。社会のシステムはこんに
ち、そのシステムのなかで遂行されるあらゆるプロセスを定められた手順にのっとって加速させるために、そ
うしたプロセスを透明性の強制にさらす。加速せよという圧力は否定性の解体を伴う。コミュニケーションが
最大速度に達するのは、同じものが同じものに応答するときであり、つまりは同じものの連鎖反応が生じると
きである。他なるもののありかたや真なるもののありかたが帯びる否定性、あるいは他なるものの抵抗するあ
り方は、同じもののあいだで生じるなめらかなコミュニケーションを乱して遅らせる。透明性は、他なるもの
や異なるものを排除することによって、システムを安定させ加速させる。このシステムそのものに内在する強
制ゆえに、透明社会は、同じもので画一化された社会になる。この点に、透明社会の全体主義的な特徴があ
る。「強制的同一化を言い表す新しい言葉−−−−透明」。

「人間の魂は明らかに、他者の視線にさらされることなくみずからのもとにあることのできる領域を必要とし
ている。人間の魂には透かし見ることのできない部分がある。全体をくまなく照らそうとするならば、人間の
魂は焼き尽くされ、ある特別な魂の燃え尽きがもたらされることになるだろう。透明なのは機械だけだ。自発
的であること、出来事のように生じること、自由であること、といった生一般の本質をなすありかたは、透明
性をまったく許容しない。」

「人間は自分自身にとってすら透明ではない。
（･･･）
人間が二人いればその二人のあいだにも裂け目が開いている。それゆえ、個人間の透明性を確立することは不
可能である。それは望ましいものでさえない。他者の透明性が欠けているというまさにそのことが、関係を生
き生きとしたものに保つのである。」
「透明性を高めよという強制にはまさにこの「繊細さ［Zartheit］」が欠けている。これが意味するのは、完
全に排除するこよなどできない他者性への尊重という繊細さにほかならない。こんにちの社会をとらえている
透明性のパトス［情念］を考えれば、距離のパトス［情念］を養うことが必要だろう。距離と羞恥は、志保
にゃ情報やコミュニケーションの加速した循環のなかに統合することができない。こうして、引きこもること
ができる内密の空間はすべて透明性の名のもとに排除される。そのような内密の空間はくまなく照らし出され
搾取される。世界はそれによってより羞恥がなくなり、より剥き出しになる。」

「情報をより多く集めたからといって、必ずしもよりよい決定に辿り着けるわけではない、ということも明ら
かにされている。たとえば、直感は手に入る範囲の情報を越えて直感固有の論理にしたがう。情報量がますま
す増大し、それどころか腫瘍のように増殖することによって、こんにちではより高次の判断能力が萎縮してい
る。知識と情報は、より少ないときの方がより大きい効果をもたらすことが多い。」

「肯定社会は否定的な感情もまったく許容しない。そうして人は、苦悩や苦痛とどのようにつきあい、それに
どのような形式を与えるかということを忘れる。」

「肯定社会であらゆる場面に使える判断は「いいね」である。フェイスブックが「きらい」のボタン導入を一
貫して拒んできたのはいかにも特徴的である。肯定社会はあらゆる否定性を避ける。というのも、否定性はコ
ミュニケーションを停滞させるからだ。コミュニケーションの価値を測る尺度は情報交換の量と速度だけであ
る。大量のコミュニケーションは、コミュニケーションそのものの経済的価値をも上げる。否定的な判断はコ
ミュニケーションを損なう。コミュニケーションの接続は「きらい」よりも「いいね」の方が早くつながる、
拒絶の否定はとりわけ経済的観点からいって活用できない。」

（「管理社会」より）

「二一世紀のデジタル・パノプティコンは、もやはひとつの中心かた、専制的な視線の万能から監視されるの
ではないのであり、そのかぎりでそれは展望する地点を欠いている。ベンサムもパノプティコンにとって本質
的な役割を果たす中心と周縁の区別は、完全に消え去っている。デジタル・パノプティコンには展望の光学は
まったく必要ない。この点こそがデジタル・パノプティコンの効率性をなしている。展望する地点をくまなく
照らし尽くすことは、展望する地点のある監視よりも効果的である。なぜなら、そこでは人はあらゆる側面か
ら、あらゆるところから、それどころかあらゆる人から照射されうるからだ。」

「こんにちの管理社会は、ある特殊なパノプティコン的構造を示している。たがいに隔離されたベンサムのパ
ノプティコンの入居者とは反対に、こんにちの管理社会の住人はたがいにネットワークを結び、激しくコミュ
ニケーションする。隔離による孤独ではなく、過剰なコミュニケーションが透明性を保証するのである。デジ
タル・パノプティコンの住人は自分自身を見せびらかし、みずから剥き出しになるのだが、それによって、そ
の住人自身がデジタル・パノプティコンの構築と維持に積極的に加担することになる。とりわけこのことが、
デジタル・パノプティコンの特殊性である。デジタル・パノプティコンの住人はパノプティコン的な市場で自
分自身を展示する。（･･･）露出症と窃視症の栄養源は、デジタル・パノプティコンとしてのインターネットで
ある。管理社会は、その社会で生活する主体が、外的な強制ゆえにではなくみずから生み出した欲求ゆえに剥
き出しになるときに完成する。それはすなわち、自分のプライベートな領域や親密な領域を放棄しなければな
らないという不安よりも、そうした領域をはずかしげもなく見せびらかしたいという欲求が優ったときであ
る。」

「透明性と権力は悪い意味で結託する。権力は秘密のなかに隠れたがる。秘密の実践は権力が用いるさまざま
な技術のひとつである。透明性は権力の秘密な領域を解体する。しかし、双方向的な透明性は、つねに監視す
ることによってのみ設立されうるのであって、しかもこの監視はますます極端な形態をとっている。これこそ
が監視社会の論理である。さらに、全面的な管理は行為の自由を根絶し、最終的には強制的同一化に至る。自
由な行為空間をつくり出す信頼は、管理で単純に代替することなどできない。」

「信頼することは、知ることと知らないことのあいだの状態でのみ可能である。信頼するとは、他者のことを
知らないにもかかわらず、その他者と積極的な関係を構築することである。信頼することによって、不十分な
知識しかなくても行為することが可能になるのだ。」

「こんにちでは地球全体がパノプティコンへと発展している。パノプティコンの外部はない。パノプティコン
は全面的になっている。内部と外部を隔てる壁などない。みずからを自由の空間として提示するグーグルと
ソーシャルネットワークはパノプティコン的な形態をとる。こんにち、監視は、ふつう考えられているように
自由への攻撃として遂行されているのではない。むしろ、人びとは自由意志によりパノプティコンの視線にみ
ずからを引き渡しているのだ。人びとは、みずからを剥き出しにして展示することによって、意図的に一緒に
なってデジタル・パノプティコンの建設に従事する。デジタル・パノプティコンの収容者は犠牲者であると同
時に加害者である。この点に自由の弁証法がある。自由は管理であることが明らかになる。」



☆mediopos-2528　　2021.10.18

精神科医の春日武彦による
『奇想版 精神医学事典』は
連想で見出し語が続いていく事典で
解説を書いている歌人・穂村弘いわく
「びっくり箱」だ

「小説の一節、映画の一場面、俳句、新聞記事、
患者の発言や作品、春日先生の体験や考察」など
「目を疑うような言葉が次々に飛び出してくる」

そして「身につけたはずの常識や先入観が
無効化されて、世界が新しく更新される」という

世界観が変わるほどに
内容が「常識」から外れているとは思えないけれど
ひょっとしたらあまりそう感じないのは
（むしろかなり説得力のあることが論じられたりもする）
ぼく自身が半ば「常識」外れだからなのかもしれない

とはいえさすが精神科医だけあって
「びっくり箱」からは
日常的な感覚からはずいぶん離れたものが
さまざまにでてくる

そしてそれによってそれまで
ある程度「あたりまえ」のように感じていたことが
別の視点でとらえることができるようにもなる

穂村弘の挙げている例でいえば
子どもの頃から「肉じゃが」を
「すきやき」だと信じていた人が挙げられている
これを笑い話だと思うこともできるけれど
はてじぶんの理解している「言葉」が
ひょっとしたらまったく別の意味かもしれない
と思い始めるとただ笑うことはできなくなる

言葉の意味というのは
同じ言語を使っている人のあいだでは
おおむね同じ意味で使っていると思われているが
はたしてそれはそんなに確かなものではない
その考えを進めていくとかなり怖くなってくる

事典のなかからは
続いておさめられている
［種の多様性］と［統合失調症］の項目を引用してみた

種の存続のためには多様な個体があることで
環境の変化にも種として対応できる可能性が広がるが
統合失調症もまたその意味では必要な存在なのだという

統合失調症で失われる「統合」はなにかといえば
「連想における「適切な距離」」だという
そして通常考えられる範囲の連想からすれば
妄想としか思えないような連想がそこには働いている

その連想が間違っているとかいうよりも
社会生活上許容される常識の範囲を超えているため
生活上にさまざまな支障が起こってしまうことになる

イメージ連想の飛躍は
結果的に秩序だってなされるときには
病的だとは見なされず創造的にもなり得るが
妄想的な仕方のままで秩序を失うと
やはりどこかで破綻しがちになる

常識的な連想というのは
コミュニケーション上において
「適切な距離」をつくるためには必要なのだろうが
それがあまりに「適切」すぎる連想ばかりだと
「多様な個体」が存在しなくなるともいえる

最近は統合失調症そのものは
精神科の主役ではなくなってきているようだが
ひょっとすると人類はいま
ある種の多様性を失おうとしているのかもしれない

昨日「透明性」について少しふれてみたが
それによって「管理社会」への道が進んでいるのも
そういうことなのかもしれない
「適切な」個体だけが存在を許される社会･･･

■春日武彦『奇想版 精神医学事典』
（河出文庫　河出書房新社 2021/8)



■春日武彦『奇想版 精神医学事典』
（河出文庫　河出書房新社 2021/8)

（穂村弘「解説　言葉のびっくり箱」より）

「春日先生の『奇想版 精神医学事典』は不思議な本だ。本書には、読者の数だけ読み方があるだろう。でも、
言葉マニアの自分にとっては、何よりもまず言葉の宝箱、いや、びっくり箱なのだ。小説の一節、映画の一場
面、俳句、新聞記事、患者の発言が作品、春日先生の体験や考察･･････、出典はさまざまなれど、頁を開くだ
けで目を疑うような言葉が次々に飛び出してくる。そのたびに、身につけたはずの常識や先入観が無効化され
て、世界が新しく更新される。自分はこんなに凄い場所で生きているのか、という気持ちになる。
　幾つか例を挙げてみよう。

　　子どもの頃から「すきやき」と信じていた料理が実は「肉じゃが」であったという人物を知っている（［近
親相姦］）

　思わず笑ってしまったけど、同時に不安な気持ちになる。「肉じゃが」を「すきやき」だと信じていたのは、
子どもの頃からそう教えられてきたせいだろう。春日先生がお書きのように。これ自体は「笑い話の範疇」で
も、同じパターンでもっと怖ろしいことが、いくらでも起こり得るんじゃないか。現に、このエピソードは「近
親相姦」という項目の中で紹介されているのだ。「すきやき」の話では、致命的なことは起こっていない。で
も、その予兆だけが示されているところが逆に怖ろしい。
　そういえば以前、「日本の地図」だと信じていたものが実は「四国の地図」だった、という話を知人から聞
いたことがある。怖かった。そんなことがあるのだろうか。勝手に思い込んだのか、それとも、誰かにそう教
えられたのか、聞き忘れたけれど。」

（『奇想版 精神医学事典』～「序」より）

「冒頭の項目「神」から以降、すべて連想の連続によって見出し語が並べられている。だが、ある言葉から何
を連想するのかは人それぞれであり、知識や経験の量に左右され、精神状態や関心のありようによっていくら
でも変化する。ましてやそれが奇矯な人物によってもたらされたものならば、次の項目がどのようなものにな
るかは予想がきわめて困難となる。
　人間を自然界の動物から隔てる特徴には種々様々なものがあるが、そのひとつに連想の豊かさがあるのでは
ないか。野生動物においては、ダイレクトで即物的な連想、いやむしろ反対に近い連想に（あえて）思考が限
定されなければ自分の生命を守ったり餌を捕獲することが難しくなるだろう。ぐずぐずと余計な想像力を働か
せていては、過酷な自然を生き抜けない。
　だが人間は違う。余分なこと、無駄なことを考えられるからこそ、縦横無尽に知恵や工夫を生み出せるよう
になった。突飛なアイデア（･･･）、奇妙で意外な思い付き（･･･）、あまりにも馬鹿げた発想（･･･）は、人
間の連想力の自在さと多様性に根ざしている筈だ。そして連想のありような癖が、まぎれもないその人らしさ
（個性）を形作る。
　この辞典は筆者の連想を次々につなげ、それぞれの項目について解説ないしコラムに近い文章を付すことで
成り立っている。なべて辞書の類いには検索の用途のみならず、数多くの項目を寄せ集めてひとつの世界観な
いし宇宙を提示するといった使命をも嘱望されているに違いない。医学的記述もガラクタめいた知識も新聞の
三文記事も一緒に並べられている本書は、おそらくキッチュな小宇宙と映るのではないか。でも人の頭の中
は、そのように猥雑でいかがわしいものなのではなかっただろうか。」

（『奇想版 精神医学事典』～［種の多様性］［統合失調症］より）

「［種の多様性］
　生きものたちは、それぞれの種において可能な限り広いバラエティーの個体を揃えようとする。そうすれば
環境の変化や点滴の新たな攻撃に適応し得るような個体を用意出来るからである。つまり種の存続を担保する
ためには、変わり者や規格外（？）も必要という話になる。
　では人間の場合はどうか。たとえば統合失調症を患うことは、現代社会において明らかに不利である。しか
も遺伝的な影響が少なからず関与している。にもかかわらずそれが淘汰されてしまわない理由については、15
頁［漂着者］および212頁［疼痛］の項で既に記した。統合失調症は、対極的に見れば人類にとって必要な存
在なのだ。
　境界性パーソナリティー障害も、種を活性化させ反映に導くという意味ではやはり必要な存在なのだろう。
人類が量産型の「ありふれた」人間だけで構成されると、種としてはきわめて脆弱になってしまうわけであ
る。」

「［統合失調症］
　かつては精神分裂病と呼ばれていた。つまり精神の何かが分裂したり統合を失う病気ということになる。で
はその「何か」とは？
　連想における「適切な距離」である。それが離れ過ぎたり、ばらばらになってしまう。すると思考が突飛に
なったり異常になる。
　例を挙げよう。わたしたちは「氷」という言葉から何を連想するだろうか。ある人は、「オンザロック」と
か「フローズンダイキリ」「カクテルシェーカー」といったものをイメージする。別な人は「氷山」「ペンギ
ン」「白熊」を思い浮かべる。さらに別な人は「スケート」「ワカサギ釣り」「カーリング」などが脳裏に浮
かぶ。「樹氷」「ダイヤモンドダスト」「氷柱」と思いが進む人もいる。いずれにせよ納得がいくし、自然な
連想だろう。
　だが、「氷」から直ちに連想するものが「原子力発電所」であると言われると、我々は困惑してしまうだろ
う。その人によれば、氷は溶ける。いっぽう原子力発電所にある原子炉内では、炉心融解（メルトダウン）と
いう現象が起きることがあり、それは燃料集合体が溶けることに他ならず、どちらも溶けることで共通するか
た連想が働いても奇異ではない、と。まあ一種の考えオチであり。１００頁で述べた「フォン・ドマールスの
原理」に合致する。
　現実生活において「氷」からダイレクトに「原子力発電所」を連想するようだったら、日常生活はかなり営
むのが困難になるだろう。コミュニケーションが円滑に図れないだろうし、突飛な発想の連続では誤解や戸惑
いばかりが周囲との間に生じる筈だ。イメージは暴走するばかりだろうし「まとまり＝統合」を失い、明らか
に思考に障害が起きている（･･･）。そのような自体が生じがちなことから、精神分裂病や統合失調症といっ
た名称が生まれて来た。
　原因は脳神経のシナプス接合にある神経伝達物質に異常があるからだといわれているが（だから神経伝達物
質のバランスを調整する薬剤で病状は軽快する。しかし完治はしない）、単純にそれだけでなくもっと別な
（たぶん複数の）メカニズムも関与しているらしい。だが現在のところそこはよく分かっていない。」



☆mediopos-2529　　2021.10.19

岡崎乾二郎の名を知ったのは
松浦寿夫と岡崎乾二郎の
『絵画の準備を! 』（2005）以来のこと
それ以来とくに視覚芸術について考えるときに
岡崎乾二郎を思い出さないことはない

昨年には岡﨑乾二郎の作品の「全仕事」が掲載された
『岡﨑乾二郎 視覚のカイソウ』が
さらに先日デビュー以来書かれてきた
批評の第一巻目が刊行された

今回引いた引用は今回の批評集の最初にある
「ふたたび、うまれる」で
最初に公開されたのは二〇一一年
その後岡崎が還暦を迎えるにあたって制作された
私家版の冊子『而今而後』（2015）に採録されたが
それは「自分をいかに片づけるか／
別のメディウムに転化させるか」という主題に関わり
自伝に代える文章とされているとのこと
みずからの基本姿勢が表されているということでもある

作品集のなかで岡田温司が
岡崎乾二郎について語っているように
「岡崎の出発点」における確信は
「誰が語っているのか、そして誰が制作しているのか。
それはけっして「わたし」という主体ではない」
ということにも深くかかわっている
つまり「芸術は自己表現とは無縁である」ということである

もちろん「わたし」が存在していないということではない
「わたし」はじぶんが「わたしであると気づいたとき」
すでにとうに「わたし」であったのだが
気づいてみればいつのまにか
「わたし」はいまここにいる「わたし」（のからだ）に
いわば「憑依」してきたというのだ

そしてその「わたし」は対象を「感覚」するが
それを「わたし」が表現するとき
そのイメージ（像）は感覚的対象そのものではない
そのイメージ（像）のもとである「何か」もまた
どこからか召喚されて訪れてくる

表現がおこなわれているとき
この「わたし」は感覚的対象を表現しているのでも
「わたし」を自己表現しているのでもない
「何か」は召還されて訪れているのである

その「何か」は
見えるものではない
聞こえるものでもない
言葉そのものでもないが
それが「わたし」という依代によって
像として音として言葉として表出されれいる

もちろんそれは古代における
シャーマニスティックな在りようではない
近代以降の「自我」から自由であるのでもない
むしろ「自我」の洗礼を受けながらも
「自己表現」ではなく
召喚されることで現出させることのできる表現として
「感覚のエデン」であることがめざされる

それは芸術における領域だけではなく
まさに人間存在に求められるものでもあるのかもれない

人間は「ふたたび、うまれ」なければならない
かつていたエデンにおいてではなく
あらたに創造されなければならない
根源的な「わたし」の住まうべき「エデン」において

■岡崎乾二郎『感覚のエデン (岡崎乾二郎批評選集 vol.1) 』
　（亜紀書房 2021/9）
■岡﨑乾二郎・林道郎・岡田温司・中井悠・松浦寿夫・千葉真智子
　『岡﨑乾二郎 視覚のカイソウ』
　（ナナロク社 2020/3）



■岡崎乾二郎『感覚のエデン (岡崎乾二郎批評選集 vol.1) 』
　（亜紀書房 2021/9）
■岡﨑乾二郎・林道郎・岡田温司・中井悠・松浦寿夫・千葉真智子
　『岡﨑乾二郎 視覚のカイソウ』
　（ナナロク社 2020/3）

（『感覚のエデン 』～「ふたたび、うまれる」より）

「憑依という。畏れることなく率直に言えば、わたしはいつ、わたしになったのか覚えてはいない。わたしで
あると気づいたとき、そのわたしの意識はもう、とっくの前からあるもので、〈あらためて〉それに気づいた、
という風だった。ああ、そうだ、わたしだった。そのとき、わたしはすでに以前から確かに世界に存在してい
た〈継続していた〉わたし、に気づいただけだった。ただそれを意識しなかっただけ、ちょっと忘れていただ
けで、あらためて、それを意識した〈気づいた〉とそんな風に感じた。だから生まれたときの記憶はない。あ
えて言えば、わたしがいること、それに気づいたとき、それを思い出したときが、わたしが生まれた、そのと
きだった。論理的にはおかしいが、生まれたとき、すでにわたしは何年も前から存在していたのだった。」

「「『花』の美しさという様なものはない」「美しい『花』があるだけだ（小林秀雄「当麻」）という小林秀
雄のレトリックは不十分だが、世阿弥の「秘すれば花」の翻案、つまり花は、在るのではなく、見えるのでも
なく、ただ訪れるだけだ、と考えれば理解もできる。確かにそれは訪れる。何度でも、時間の隔てにもかまう
ことなく。

　ところで「見たこともない天使の姿は描くことはできない」という類の言い草があり、カラヴァッジョやた
クールベやらの古今の多くの画家たちが「描かないこと」を釈明するクリシェともなってきたが、天使の姿が
描けないのであれば、同じように見えないはずのおっかさんや労働者、靴や花や山の姿さえも描けない、と釈
明することもなた可能になってしまうはずである。
　これでは芸にならない。世阿弥にならうならば、見えないゆえにこそ描くことができる、いやそれを召還さ
せることもできる。見えないからこそ、それをはっきりと出現させることもできるのだと言わなければならな
い。」

「イメージというものは知覚されている感覚そのものではない、知覚された情報（感覚与件）が引き寄せる
（構成された）像である。この見えないはずの何ものか＝像、に帰属させないことには、目や耳や手の先、舌
先で知覚される情報（感覚与件）の確かさ、をわれわれは認識できない。見ているだけではなく、「何か」を
見ているというかたちでしか、見ていることそれ自体を自覚できない。こうして「何か」は何度でも訪れる。
この「何か」は、だから時間にも空間にも直接属していない。そこから、少し、いや、だいぶ離れている。

　踊りを踊るとき、踊り手は自分の姿を見ることはできない。踊り手は、だが何かを感じている。身体が受け
取るさまざまな感覚、身体の諸部分が発する無数の感覚。情動は、ばらばらではなく「何か」に帰属するもの
として、いわばダンスとして呼び寄せつつある「何もの」か、あるいは、到来しつつある「何か」として感じ
られているはずである。この「何か」が〈ダンスしている〉という実感として感じられているはずである。
　憑依＝表意。その時間の落差。あるいは、その落差、隔たりを乗り越えた憑依がそこでいつも起こってい
る。意味するもの〈知覚された像〉と意味されたもの〈概念像〉の隔たり。表意＝憑依に含まれるのはこうし
た構造だろう。測定できない時間の亀裂。芸という憑依は、そのたびにそれを乗り越え、そのたびにふたたび
生まれなおす（時間の差に関わらないのだから、一〇〇〇年後だろうと数万年度だろうとそれは可能であ
る、）。
　だが言うまでもなく、それこそが文字の構造であり、文化というものに含まれていた再生（reproduction）
の構造だった。

　雲はつねに変化しているはずだが、その運動は名づけられる。名づけられた途端に、その運動は魂を持つ。
つまり、何度でも転生、再生可能な魂となる。それは必ず、再び訪れる。
　われわれがふと目覚めたとき、自分に気づくように。この目覚めに、百万年の眠りからの目覚めと、昨日か
らの目覚めとの区別はない（区別などつくわけがない）。そのつど、新しい一日がはじまるだけである。
　ああ、そうだった。わたしは、ここにいたのだった。ずいぶんと前から。」

（『岡﨑乾二郎 視覚のカイソウ』～林道郎「造形作家としての岡﨑乾二郎」より）

「岡﨑乾二郎のこれまでの活動は、多くの人が知るように、文字通り八面六臂というべき信じがたい多元性を
誇っている。画家、彫刻家、建築家、批評家、絵本作家、教育者･･････、その仕事の全貌をとらえるには、こ
れでもリストは足りない。しかも、驚くべきは、それぞれの領域においてなされた彼の仕事が、どれひとつと
して「余技」とは見えないことだ。離散的に配置された各領域の仕事は、蜘蛛が信じがたい周到さと軽やかさ
でバラバラに離れた複数の支店をつなぎあわせてつくる巣のように、互いに緊密に結びあい、たえずその振動
を交換し、増幅している。
　つまり、そこには、つねに一貫した力が流れ、溢れ出している。彼の仕事のどの側面を切り出しても如実に
感じられるその力−−−−あるいは17世紀の哲学者が「コナトゥス」と呼んだもの−−−−こそが、こう言ってよけ
れば、「芸術」の秘密に一直線につながっているという予感を認めないわけにはいかない。だが、同時に、大
急ぎで注記しておかなければならないのは、私は、だからといって、現実の彼方に超越的なものとして存在し
ている「芸術」を称揚したいわけではない。それは、こう言ってよければ、徹底して具体的な「質」（ベルグ
ソン的な意味での）−−−−感受される特異性−−−−として、現実の諸条件を内包しながらもそれらに還元するこ
とは決してできない何物か、輪郭ある対象として切り分けることもできないのだ。」

（『岡﨑乾二郎 視覚のカイソウ』～岡田温司「岡﨑乾二郎という「謎」」より）

「誰が語っているのか、そして誰が制作しているのか。それはけっして「わたし」という主体ではない。この
確信は、すでに岡崎の出発点からあったように思われる。1970年代末に活動をはじめる岡崎が、当時、勃興し
つつあった新表現主義やトランス・アヴァンギャルドの主観主義的傾向に批判的であったことが、何よりその
証拠であろう。
　そもそも芸術は自己表現とは無縁である。岡崎いわく、「芸術とは、自己がその同一性を確認できない場所
に、つまり、まったく自分に縁もゆかりもない場所に、なおかつ定住することを強いられているモノなのでは
ないか」。あるいはまうあズバリ、「わたしという主体が話しているのではない」とも。主体はアプリオリな
ものとしてあるわけではなくて、形式が主体をつくりだすのだ。同じ年、磯崎新との対談では、「芸術家自身
にすた所属していないものを作る」ことこそが「普遍的な芸術の条件」であると明言される。いわゆる署名に
ついても、それは作者の同一性と所有権を保証するためというよりも、むしろ逆に、「あとからくる誰かがサ
インするための枠をアーティストはサインとして書く」、とすら述べている。さらに岡崎にとって、自分自身
の死を通過する「恢復期」とは、同時に「主体を殺すこと」でもある。
　岡崎のこの脱ー主体的な芸術館は、しかし、歴史を振り返るなら、むしろより本来的で根源的なものだった
はずである。「天才」の語源となった「ゲニウス」とはもともと、意識の主体を越えた非人称の力であり、「ゲ
ニウスとともに生きるとは、未知の部分や経験との関係を生きることを意味していた」。それを、「芸術家の
生得的生産力」とか「主観の内なる自然」と読み替えたのはかの哲学者カントで、今やこちらのほうが一般化
しているが、長い芸術の歴史から見ると、それは高だか近代の二百数十年のことに過ぎない。岡崎は、おそら
く単に理屈としてではなくてむしろ感性として、カント以前の「ゲニウス」の本質に触れているのである。」

「とはいえもちちろん、完全に主体を脱すること、主体を消し去ることがいかに困難であるかは、岡崎も承知
している。「消去しえない深く的な残余として残る主体」と、いかにしてあくまでも非ー自体的に付き合うこ
とができるか、岡崎の芸術の賭けはそこにあるように思われる。それはまた、スタイルとマニエリスムとが不
可分に結びついていることの自覚にもつながっている。いわく、「ひとつの絵の中で、様式と別の様式が、否
定と肯定の注釈を終わり泣く繰り返している」、と。マニエリスムとく、美術史においてそれまで無視される
か蔑視されていたが20世紀に新たによみがえった歴史上の時代区分を、岡崎は、まったく独自に−−−−アナク
ロニックに−−−−読み替えるのである。」
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グノーシス思想といえば
二世紀以降キリスト教において
異端とされた思想である

異端とされる前は
ヴァレンティヌス・バシリデス・マルキオンの
三派に代表されるキリスト教グノーシス思想があり
新約聖書のなかにも
ヨハネの福音書とその書簡やパウロ書簡には
グノーシス的な思想形態や表現形態が見出される

福音書に収められてはいないが
1945年にエジプトで見つかった『ナグ・ハマディ写本』には
きわめてグノーシス的な「トマス福音書」が含まれている

グノーシス思想にはさまざまな複雑な側面があり
ひとくくりに論じることはむずかしいが
『中世哲学講義』で論じられているように
グノーシス思想の諸側面を
次のように分けておくととらえやすい

ヘレニズムの諸思想におけるグノーシス（古代ギリシア・ロー
マ）
神秘主義のグノーシス（ヘルメス・トリスメギストス）
旧約聖書におけるグノーシス（ユダヤ教）
福音におけるグノーシス（キリスト教）

ヘレニズム時代の思想界においては
グノーシスとは「神の知」を意味する
グノーシスを獲得することによって
人間が究極的に救われるという救済知であり
帝政時代のギリシア・ローマ世界全体に広がっていた

その思想は東方宗教の影響を受けており
学問的な探究よりもそれによって得られる
「救済」が強調されている

ヘレニズム時代に特有な神秘的グノーシス思想は
「ヘルメス文書」のなかに典型的にもみられる
そのなかでも特に重要なのは
その巻頭にある『ポイマンドレス』である

ポイマンドレスとは人間の牧者である最高神ヌースであり
筆者の求めに応じて
「天地および人間の創造、その堕落、その昇天」を啓示する

叡智なる神はロゴスと結びつき
感覚的世界（物質界）の創造主である
第二のヌース・デミウルゴスを生み出す
ヌースは自分に似せて人間をつくりだすが
人間はデミウルゴスのように創造しようとする
そしてそのことで人間は地上にとらわれ
自己の本質を知る者と知らざる者に分かれてしまう
そして前者は恵みを得ることになるが
後者は闇のうちで死の苦しみをなめるようになる

その意味で人間はグノーシスを得る（神を知る）ことで
地上を離れた永遠への恵みを得ることができる

そうしたヘレニズム的なグノーシス思想に対し
旧約聖書におけるユダヤのグノーシスは
神の永遠の本質を知ることではなく
神の人間に対する要求を知ることを意味している
そのために「律法を知る」ことが求められるのである

それに対してキリスト教の福音におけるグノーシスでは
「外的形式なる示現」としての律法を守ることよりも
「精神の内面」において内面化されることが求められる
根源的には「愛」によって動機づけられているのである
そこで「愛なる神」を知るとは
「キリストにならい神と人を愛すること」であり
復活においても「愛するものなる神」を見ることである

さて二世紀以降キリスト教において
グノーシス思想はなぜ異端とされたのかだが
ごく単純化していえば
神が創造した物質世界に対して否定的であること
（キリストが肉をもって
死と復活をしたことの意味がスポイルされてしまう）
教会の権威なくして「神の知」を得ようとすることだろう
（やがて人間が有していたはずの霊魂体のうち
霊は教会が管理するものとされてしまうことにさえなる）

シュタイナーは人智学を
グノーシスとして位置づけていないが
それは現代においては古代回帰にしかならず
物質世界や自然を否定的にとらえ
霊的世界への帰還だけを指向するような
欠損した認識に陥ってしまうことになる
人間は人間であることそのものなかにおいて
神的知識でもある霊的認識を得る必要がある

「神を知る」ということは
単に霊的な認識を得て「救済される」ということではなく
むしろ霊的認識を得ることでこそ
ほんらいの意味で「地上」を知り
「物質」を知り「自然」を知り
そして「人間」を知ることで
霊的進化の道を歩む必要があるのだから

■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)
　～グノーシスに関する第五章～第一八章
■荒井献・柴田有『ヘルメス文書』（朝日出版社 1980/10)
■筒井賢治『グノーシス』(講談社選書メチエ　講談社 2004/10)
■野本 寛一『言霊の民俗誌』
　（講談社学術文庫　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)
　～グノーシスに関する第五章～第一八章
■荒井献・柴田有『ヘルメス文書』（朝日出版社 1980/10)
■筒井賢治『グノーシス』(講談社選書メチエ　講談社 2004/10)

（「第五章　グノーシス思想（一）−−−−その問題−−−−」より）

「三七　グノーシス思想 gnosticism は、二世紀の教会内部にあらわれたきり、教会の正当によって異端として
斥けられた大きな思想的潮流である。しかしその発端は決して二世紀にあるものではなく、その淵源ははるか
に古い。その内容はきわめて複雑であって、様々の要素を含んでいる。それらの要素を手がかりにグノーシス
思想の源をさぐるならば、それはユダヤ教、原始キリスト教のみならずヘレニズム哲学、シリア、エジプト、
バビロニア等の東方宗教、ギリシアの民族宗教、さらにまた、占星術や魔術に到るまでその原型となる要素を
見出すことができる。」

「三九　グノーシス思想の成立に関しては、次のように考えることができよう。すなわち、現象としてのグ
ノーシス思想が、正当キリスト教に対立する思潮として、社会内部に成立し、やがて教会から分離してゆく過
程をとるのは、二世紀以降のことであり、これは「キリスト教グノーシス思想」ということができる。しかし
ながら、このグノーシス思想が社会内に成立する以前に、その母胎となるべき思想環境はヘレニズム世界を支
配していたのであって、教会そのものの成立したのはまさにそのような思想環境のうちにおいてのことだった
のである。この意味でのグノーシス思想は、キリスト教以前からすでに存在していたともいえる。

四〇　これを固有の意味でのグノーシス思想、すなわちキリスト教グノーシス思想に対して、原グノーシス思
想 proto-gnosticism とでも名づけるとするならば、キリスト教はまさにこの原グノーシス的思想環境のうちに
種子をまかれ、その生成発展の過程において、自分自身の内から、キリスト教グノーシス思想という鬼子を生
み出していったのだともいえよう。」

「四一　新約聖書そのものが、かかるグノーシス的思想環境の中で徐々に成立していったものである。それゆ
え、新約聖書の中に、とくにヨハネの福音書とその書簡およびパウロ書簡のうちに、グノーシス的な思想形態
や表現形態が見出されるのはむしろ当然のことであるかもしれない。」

「四二　グノーシス派と称せられる人々は、子細に検討するならば、その思想は決して同じではなく、かなり
の相違がもとめられる。しかし一般にその創立者によって、ヴァレンティヌス、バシリデス、マルキオンの三
派に分かれうる。」

（「第六章　グノーシス思想（二）−−−−ヘレニズムの諸思想におけるグノーシス−−−−」より）

「四八　グノーシスという言葉はヘレニズム時代の思想界において、特別の意味を有する。それは単なる知
識、ないし認識ではなくて特に神の知であり、それの獲得によって人間がはじめて究極的に救われうるごとき
救済知である。フェスチュジエールによれば、かかる救済知としてのグノーシスに対する熱望は、帝政時代の
ギリシア・ローマ世界全体にわたってひろがり、この時代の思想全体を特色づけるものであるという。」

「五〇　ギリシア本来の思想は、東方宗教との接触によって、著しく宗教的色彩を帯びてきた。この時代に復
興したプラトン派、ピュタゴラス派等も、ギリシア本来の単なる反復ではなくて、その中に多分に東方宗教の
要素を加えている。またこの時代の支配者的哲学たるストア哲学も、プラトン、アリストテレスの用語を継承
しながらも、その思想の根本は著しく東方宗教の影響を受けている。そしてこれらの学派はすべて、純粋な学
問の探究よりもむしろ、学問を通して得られるはずの「救済」を強調している。」

（「第九章　グノーシスの意味（三）−−−−神秘主義のグノーシス、ヘルメス・トリスメギストス−−−−」より）

「九二　ヘレニズム時代に特有な神秘的グノーシス思想は、エジプトの神にしてギリシアの神ヘルメスと同一
視されたトトに仮託された著作「ヘルメス文書」（Corpus Hermeticism）のうちに、最もよくあらわされてい
る。この書はおそらく、一世紀の半ばから三世紀の終わり頃までの間に成立したものであって、十八篇の論文
より成り、そのうちには、プラトン、ストア、新ピタゴラス派等、伝統的なギリシア哲学と、東方宗教の諸要
素とが混合しているが、全体として、神の知としてのグノーシスによる人間の救済をテーマとしたものであっ
て、神秘主義的色彩が濃厚である。

九三　ヘルメス文書のうち特に重要なのは巻頭の『ポイマンドレス』である。ポイマンドレスとは、人間の牧
者の意味であって、人間の牧者である最高の神ヌースのことを意味する。この筆者の前にこの神があらわれ、
その求めに応じて彼に一つの示現　visio をみせる。その啓示の中で、彼は、天地および人間の創造、その堕
落、その昇天を見る。その啓示の内容は或る点でイスラエルの宗教およびキリスト教のそれと非常に類似しな
がら、或る点で非常に異なっている。その後にあらわれるグノーシス思想は、ここにその原初的形態を有して
いる。グノーシス思想の本質を理解するために『ポイマンドレス』は、ヘルメス文書の中で最も重要であ
る。」

「九八　神なるヌースは、ロゴスによって、デミウルゴスなる第二のヌースを生み出す。」

「九九　ロゴスはいままでいた下位の元素の世界から出て上昇し、いま創造されたばかりの純粋な世界のうち
に入り、デミウルゴスなるヌースと結合する。そのため元素の世界はロゴスを失って単なる質料になってしま
う。デミウルゴスなるヌースはロゴスと結合して世界を廻転せしめ、この廻転によって諸元素の中から、非理
性的なる諸々の生物を生ぜしめる。すなわち、気からは鳥を、水からは魚を、地からは地上に住む諸々の動物
を。−−−−以上が世界の創成である。」

「一〇一　人間は、デミウルゴスが世界を創造するのを見て、自分も創造したみたくなり、父の許しを得て創
造の圏にはいった。」

「一〇二　人間は、七つの圏をつき破っていく途中、下方の自然界にその美しき姿を示した。自然はこの美し
い人間の姿が、自分の上に、すなわち水と地の上に映じたのを見てこれを愛し讃美した。人間は、自然のうち
に反映している自分の姿を見ると、それを愛し、そこに住みたいという気をおこした。ひとたび欲するや、そ
れは実現した。自然は、愛する人間を受け取ると、これを抱きしめ、両者は合体した。かくて、天上の人間は
地上に住む身となったのである。

一〇三　それゆえに、地上の人間は、二重の性格を有している。すなわち、その身体に関しては可死的で、そ
の本質に関しては不死である。人間は不死であるかぎりにおいて、万物に体知る支配権を有しているが、それ
にもかかわらず可死的であるかぎりにおいて、運命に従わねばならぬ。彼は不死であるかぎり、世界を超越し
ながら、可死的であるかぎりこの世界の奴隷である。」

「一〇六　人間は二つの部類に分かたれた。すなわち、自己の本質を自覚せる者と、無知なる者とである。両
者は豊かな恵みを受けるが、自己の本性を自覚せず、エロスのあやまちによって生じたこの身体に執着する者
は、闇のうちにとどまって、死の苦しみをなめるのである。」

（「第一〇章　グノーシスの意味（四）−−−−神秘主義のグノーシス、ヘルメス・トリスメギストス（続き）
−−−−」より）

「一〇七　ヘルメス・トリスメギストスによれば人間は二つの種類に分かたれる。すなわち自己の本質を知る
者と知らざる者とである。後者は誤ったエロスによって自分に結びついた肉体に執着しその情欲の奴隷とな
り、死の苦しみをなめ、永遠に暗黒のうちにとどまる。前者はこれに反し、特別の恵みを受ける。」

「一一六　人間には、真の意味での究極的グノーシスは死後でなければ得られないとしても、それに似たグ
ノーシスを示現の形で見る可能性は現世の人間に与えられている。（･･･）その可能性を実現せしめるための
手段が浄めの生活と秘儀への参与である。」

（「第一二章　グノーシスの意味（六）−−−−旧約聖書におけるグノーシス−−−−」より）

「一三四　「グノーシスの意味は、その対象が神である場合に、ギリシアとイスラエルとにおける相違は最も
明らかとなる。ギリシア哲学において神を知るとは、神の永遠不変の本質を知ることである。知性認識の前に
姿をあらわすのは、時間を超越した神である。」

「一三五　これに反し、旧約聖書において「神を知る」とは、神の永遠の本質を知ることではなくて、神の意
志を、力を、人間に対する要求を知ることである。」

「一三八　神の人間に対する意志はイスラエルの民にはとりわけ父祖や預言者に対する啓示を通して与えられ
たのであり、その啓示の本質は「律法」のうちに保たれていた。それゆえ「神を知る」とはまず第一に彼らに
とって「律法を知る」ことだったのである。」



（「第一四章　グノーシスの意味（八）−−−福音におけるグノーシス−−−−」より）

「一六一　天国における直視を中心にイエスの教えを考えるならば、そこに福音におけるグノーシスをみとめ
ることができる。もちろんそのグノーシスは、ギリシア哲学におけるそれとも、東方宗教のそれとも異なるも
のである。のみならずそれは旧約聖書やユダヤ教におけるそれとも異なるものである。それにもかかわらず、
人間の救済を「神を見る」ことにおく点に、グノーシス的性格をみとめることができる。」

「一七三　福音におけるグノーシスは、それを可能ならしめる場として「天国」を有している。そしてこの天
国は（一）さいわいなる霊魂のゆく場所（･･･）、（二）生ける神の子キリストによって地上にもたらされた
神の国、（三）終末において実現される栄光の世界、という三つの場所において成り立つから、それぞれの場
におけるグノーシスもそれぞれの場にふさわしい仕方で成り立つ。そして一切は、終末における神の直接的な
直視に秩序づけられている。」

（「第一六章　グノーシスの意味（一〇）−−−福音におけるグノーシス（続き）−−−−」より）

「一八五　律法は福音においては、二つの方向に完成されている。すなわち内面化と普遍化の方向である。内
面化によって、律法の有する形式性は全面的に否定されたのではない。内面的動機が外的形式なる示現にあら
われることが必然であるかぎり、外的形式的側面も重視されなければならない。しかし外的形式的行為の価値
判断の根拠はあくまでも精神の内面にあり、それゆえときによってはその外的形式的側面は、無視され否定さ
れることもまた可能である。」

「一八七　律法が完成さるべく究極的に志向しているものは「愛・アガペー」である。福音における律法の内
面化と普遍化とは、根源的には「愛」によって動機づけられている。」

「一九六　キリストを知るとはキリストのあとに従い、その愛を行ずることを意味したように、神を見ること
は、ただ神の愛を知ることではなく、みずから神の愛においてはたらくことである。我々は愛することにおい
て「愛なる神」を知る。地上においては、キリストにならい神と人を愛することにおいてキリストの愛を知っ
たように、復活においても、人々は単に神を「見る」のみならず、たえざる神と人への愛のうちに「愛するも
のなる神」を見るのである。そこでは愛することが見ることであり、見ることが愛することとなるであろう。
この点に、福音における神の直視と、東方的グノーシス思想におけるそれとの根本的相違がみとめられる。」
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『ＭＯＮＫＥＹ vol.25(FALL/WINTER 2021-22)』の特集は
「湿地」（の文学）というかなり変わった特集

巻頭の柴田元幸「猿のあいさつ」で
「馬車」を意味する英語には階層性があるが
「湿地」「沼地」のそれには階層性がほとんどない
という興味深い話があった
その単語は特定の地域がむすびついていて
それらを総称的に表すものがないというのだ

そして湿地が意味するのは
「百パーセント陸地ではないし、
百パーセント水域でもない、曖昧な場所」

そんな場所は
「自分と他者、生と死、過去と現在等々の
境界線を曖昧にすることを得意とする、
文学という営みと親和性が高い」という
それゆえに組まれたのが今回の特集

そういえばじぶんの性格や性向は
ある意味「湿地」的かもしれない

白か黒かというのは避けたい
白でも黒でも灰色でもないというのも同じ

なにかにカテゴリー分けされるような
そんなありようから自由でありたい
良く言えばすべてにおいて
「中」という「動的平衡」に
みずからの位置を置きたいと思っている

いろんな考え方を理解するために
哲学書や科学書なども目を通しはするけれど
そういう論理や理論や図式などで
世界が白黒されたりすることにうんざりすると
ポエジーの世界へと遊ぼうとするのも
境界性があいまいで自由を手放さないでいられる
「湿地」的な場所に身を置きたいからだ

ちなみに野山の生物などを観察するようになって以来
植物や昆虫たちの宝庫である湿地帯に
魅力を感じるようになっている
湿地帯がその生命を失うとき
笹原などになってしまったりすることで
そうした生きものたちが見られなくなるのは残念だ

「湿地」という
境界にしか存在できない場所がなくなったとき
人は白黒灰色といった世界でしか
生きられなくなってしまうのかもしれない

ＰＳ
湿地という言葉からすぐに連想したのは
ドイツの詩人、ドロステ＝ヒュルスホフの
「沼の少年」という少しばかり思い出深い詩だが
この特集でドイツロマン派が
とりあげられているわけではなく
これはあくまでも個人的な回想メモ
柴田元幸のとりあげる外国の作品は基本的に英語圏

■『ＭＯＮＫＥＹ vol.25 特集 湿地の一ダース』



■『ＭＯＮＫＥＹ vol.25 特集 湿地の一ダース』

（柴田元幸「猿のあいさつ」より）

「英語では「馬車」を意味する言葉が形状別に何十とあります。大英図書館ウェブサイトの受け売りですが、ジェーン・オー
スティンはしばしば馬車を使って人物の地位や野心を伝えます。」
「それに比べ、「湿地」「沼地」を表すさまざまな語同士の、階層性がほとんどないことの爽やかさ。「川」を意味する語
はいろいろあっても（stream,brook･･･）まずはriverという総称がどん！と構え、「湖」もやっぱりまずはlakeに代表される
のとは違い、bog,marsh,swamp･･･等々「湿地語」はいかなる総称にも回収されず、おのおのの独自性を静かに表明してい
ます。
　それぞれの語がどう違うのか簡単に記述した「湿地語小辞典」（78ページ～）でもわかるとおり、それら湿地語はたいて
い、特定の地域と結びついています。fenはイングランド、swampはアメリカ深南部、evergladeはフロリダ･･････乱暴な想
像ですが、世界各地で、「あすこらへんの、じめじめ／どろどろ／びしょびしょ したあたり」を言い表す言葉をそれぞれ
作っていくなか、riverやlakeに相当する地域を超えた総称的単語に吸収されても不思議はなかったのに、幸いそうはならず
各自の独自性が保たれた･･････そんな感じでしょうか。
　百パーセント陸地ではないし、百パーセント水域でもない、曖昧な場所。そうした湿地の曖昧さは、自分と他者、生と死、
過去と現在等々の境界線を曖昧にすることを得意とする、文学という営みと親和性が高いのではないか。（･･･）泥炭が取
れ、ミイラが出てきたりするアイルランドの沼地がまず頭に浮かび、そういえばアメリカ南部のワニや蛇がうようよいる沼
を奴隷が逃げていく話もあったなあと思い、日本の作家なら誰が独自の湿り気を作り出してくれるだろうかと考え･･････そ
の結果、さまざまに湿った場所がそれぞれの湿り気を発散しつつ響きあい、呼び交わしあって、手前味噌ですがなかなかユ
ニークな〈猿の〉
一ダースが出来上がったのではと思います。」

（「文―柴田元幸／絵―しりあがり寿：湿地語小辞典」より）

「bog／湿地・沼地を広く言い表す語だが、特に、植物が多く含まれる地層から成り、海綿状（spongy）とでもいうほどの
水はけの悪い土地を指す。」

「everglade／「通例　丈の高いスゲの類の草が点在し、季節によっては水面下の没する」（リーダーズ英和辞典）たぐいの
湿地。特にフロリダ南部の大湿地帯の一部はEverglades National Park（エバーグレーズ国立公園）となっていて生態系の保
護に努めている。」

「fen／特にイングランド中東部の沼地を指す語。」

「marsh／「年間を通じて排水が悪く、定期的にあるいは間欠的に冠水し、ところどころに水のたまりが口をあけているよ
うな低い土地を指す。［･･･］ここは主として鉱質土壌（mineral soil）から成る。」海辺にあるmarshは水が塩分になること
も多く、これはsaltmarshと呼ばれる。」

「mire／「特に人が呑み込まれたり、はまり込んだりする沼地的な(boggy）場所」」

「moss／一般的には「苔」の意だが、主としてスコットランドでは「沼地」「泥炭地」の意にもなる。」

「aquamire／quagとmireが合体して出来た、文字どおりにも比喩的にも「泥沼」を意味する語。」

「slough／「泥でぬかるんだ場所、特に道路などにできた穴で、泥水がたまっていて車や馬などでは通れないところを指
す」」

「swamp／アメリカ、特にアメリカ南部とイメージ的に結びついた語であることは否めない。swamp rockといえば1970年
ごろの南部の泥臭いサウンドを指し（･･･）」
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シニカルというのは
皮肉っぽさや冷笑的であることだが
もとは古代ギリシアを生きた
ディオゲネスを典型とした
古代シニック派からきている

托鉢生活を送る哲学者の集まりで
「派」といっても結束していたわけではなく
追従する者などに対してもシニカルだったようだ

人や物事など世の中に存在するものを疑い
いわば教育されたものの偏見を明るみだし
そこに「まったく異なる見解がある可能性を」
独自の生活様式のなかで示していた

それは学問ではなく
大衆に対する「挑発や排便行為」といった
粗野で常軌を逸した行動をとっていたというが
そうして人々に気づきを与えることで
世の中を変えることはむずかしかったようだ

現代はある意味でシニシズムに満ちているが
本書ではそれを「現代のシニシズム」とし
「古代のシニシズム」とはむしろ対極にあるという

「今を生きる私たちは総じてシニカル」だ
「現代のシニシズム」は
世界を変えようとする試みは失敗する運命にある
ということが基調となっていて
「古代のシニシズム」が「あらゆるものや人に
迎合することを一切拒んだ」ような態度はとらず
むしろ「常に自己の利益を追求しながらも
自身が厭う状況に迎合」するという

「古代のシニシズム」が「現代のシニシズム」と
大きく異なっている点は
人や物事に対する異議申し立てである批判を
みずからに対しても向けているかどうかということだろう

古代シニック派はみずから
批判を体現しそれを生きようとしたが
現代のシニシズムにおいては
シニカルさのなかにありながら
みずからがそれを体現しようとはしない

古代シニック派はその挑発的で過激なパフォーマンスのた
め
現代のシニシズムは「自身が厭う状況に迎合」するため
結局のところ世の中を変えることはむずかしいようだ
（という表現もシニカルな物言いになっていたりするが）

シニカルであるということは
人や物事に対して疑問を持つことだが
その疑問をどう生きるかということが
現代のシニシズムにとっては大きな課題となる

管理社会化が急速に進んでいる現代においては
その疑問をもつことでさえも
マスメディアや科学（主義）といった権威の前で
スポイルされてしまう傾向があるようだ
そのなかでみられるシニシズムの多くは
さまざまなパフォーマンスを越えることは稀で
「必然的に資本に取り入れられてしま」ったりもする

その意味でも
現代においてシニカルであることの意味を
とらえなおしてみる必要がありそうだ

■アンスガー・アレン（上野正道  監修・ 彩本 磨生 訳）
　『シニシズム』
　（ニュートンプレス 2021/9）



（巻末「用語集」より）

■古代のシニシズム（Ancient Cynicism）

「古代シニック派は、托鉢生活を送る哲学者集団だった。学派としての固い結束はなく、杖と外套という独特
な恰好のため見分けがつきやすい。意図的な窮乏化、粗野な振る舞い、恥じらいのなさ、不可解な行動、常軌
を逸した様子が特徴。シニック派は独自の生活様式を実践することでその偏見をあらわにし、世に存在するも
のに対し、まったく異なる見解がある可能性を示すことにある。英字表記で古代シニシズムは大文字の「Ｃ］
から始まり、現代シニシズムと区別される。

■路上のシニック派（Street Cynicism）

「大いに愚弄された古代の托鉢僧の一派。貧しく疎外された人々と結びつき、裕福な権力者を侮辱しながら
ローマ帝国を放浪した。路上のシニック派は偽りの哲学者として広く非難されたが、その評価は自分たちの理
想とするシニック派のレガシーをつくろうとした哲学者や政治家の対立的な視点によるものである。

■現代のシニシズム（Modern cynicism）

「現代のあらゆる形態のシニシズムを指す一般的なカテゴリー。このシニシズムは、特定の集団固有の理想で
ない限り、現代社会に蔓延するといわれる。権力者（大きな影響力と富を得るためなら手段を選ばないような
者）が機を狙う操作的なものから、虐げられ社会の主流から取り残された者が唱える絶望的なものまで幅広
い、英字表記で小文字の「ｃ」から始まり、古代シニシズムと区別される。」

■インサイダー・シニック（Inseider cynicism）

「現代シニシズムの一種。（･･･）古代シニシズムとの関連性はほぼなく、現代の職業人や役人のシニシズムに
通じる。彼らは、人間は最終的に利己的な動機で動くと信じ、それを前提に同僚とつき合い、大きな組織での
生存に全力を尽くす。」

■戦略的シニシズム（Strategic cynicism）
特に今日の大学の学者は、自己妄想的で自らを高めるような理想をもち、常に「戦略的」に介入する。それは
政府や影響力のある機関と手を組むために必要かつ懸命な策であり、そのような慎重な駆け引きが権力の手綱
を断ち切るのではなく緩めるのに有効であると考えられている。彼らが職業上疑うよう訓練を受けてきた機関
やシステムに、学問的に従うという論理である。このようなアカデミックでリベラルなシニシズムは好感をも
たれるよう装い、善行を主張するため目立たない。さらに奇妙なことに、その地位はよい露骨なほかのシニシ
ズムを否定することで確立される。それは第一に現代のシニシズムは、あからさまな偽善のシステム（罪の意
識のない者のシニシズム）または信念に欠けるシニシズム（悲観主義に偏った者のシニシズム）であるという
前提、そして第二に、民主的プロセスに有意義にかかわっていく前兆とみなされることが多いとされる現代の
シニシズムは無力化の産物（教育による高揚的効果を欲する人々の病）であるという前提に基づいている。家
父長的なニヒリズムや進歩的なシニシズムと同様に、常に「シニシズム」を別の場所に置くようなある種の否
定に根ざしている。」

■家父長的なニヒリズム（Paternalistic cynicism）

「政府の操作や制度的なケアの論理を支えるシニシズムの一形態。その強烈なポジティブさゆえ見抜きにくい
が、既存の傾向や習慣を操作しながら世論を形成しようとする人々のシニシズムである。家父長的なシニック
は自身が提供するサービスにとって儲けることが多いが、その活動（彼らが操る人々にも明らかに利益をもた
らす活動）が理解され正当化されるにつれて、より大きく発展する。」

■進歩的なシニシズム（Progressiv cynicism）

「家父長的なシニシズムと同様、その強烈なポジティブさゆえ捉えにくい。教育が本質的な善良さに支えら
れ、そこに帰着できると考える後期近代の教育者の間で、特に普及している。教育的救済の神話を永続させる
シニシズムは、必然的に失望を招き、責任を分け合い、改善を強行する。」

（本文より）

「かつて、現代のシニシズム（cynicism）とはまったく異なるシニシズム（Cynicism）が存在しました（英字
表記で後者の頭文字は「Ｃ」。シニシズムの代表的な実践家に、シニック派のディオゲネス（生誕紀元前412
年～紀元前403年頃）がいます。ディオゲネスといえば、同時代のギリシャの人々に対し否定的であったこと
が知られていますが、彼は人々の生活状況を変えることに献身的でした。この点において、彼のシニシズムは
覇気のない現代のシニシズムと対極にあります。現代における大衆のシニシズムは、世界を変えようとする試
みは失敗する運命にある、と私たちに最初から思わせます。」

古代のシニック派は托鉢生活を送る哲学者の集まりでした。学派として固い結束はなく、かの有名な杖と外灯
のみという独特な恰好のため簡単に見分けがつきました。意図的に自らを窮乏化し、粗野に振る舞い、恥じら
いもない、理解しがたい行動と常軌を逸した様子から、そのほかの人々との違いは一目瞭然でした。シニック
派は独自の生活様式を実践することで、自らが属する文化を批判しました。その狙いは、同時代の人々を憤慨
させ、彼らがもつ偏見をあらわにし、世に存在するものに対し、まったく異なる見解がある可能性を示すこと
でした。一方、現代においてシニシズムの人々を特定するのは大変困難です。少数の改革者によって実践され
るものではなく、シニシズムは主流となっています。今を生きる私たちは総じてシニカルです。現代のシニカ
ルな態度も文化的な洗練性や高尚な慣習に懐疑的ですが、対外的な反発力は控えめです。現代シニシズムには
社会的・政治的信条がなく、隙にかろうじてつけ込み、常に自己の利益を追求しながらも自身が厭う状況に迎
合します。あらゆるものや人に迎合することを一切拒んだギリシャの先人とは直結しません。では、いつ古代
シニシズムは現代の形に変化したのでしょうか。」

「本書は特に、古代と現代のシニシズムが教育文化に与えた影響に焦点を当てます。現代シニシズムにおける
教育文化とは、多彩な制度的形態で施される教育から、教育を受けた者の価値観や行い、自己理解に至るまで
非常に広義です。古代シニシズムは同時代教育文化や伝統的な価値観から逃れることができませんでしたが、
それらに対する反発行為で際立つ存在でした。文化を覆すというミッションを最終的に果たせなかっただけ
に、この点はあっさり見落とされ軽視されています。（…）古代シニシズムが古代ギリシャで生まれたとされ
る時期のある段階で、教育を受けた西洋人の文化的覇権をどうにかゆるがしていたとしても、根本的にそれを
阻むことができなかったでしょう。人々の教育への傾倒を内側からぐらつかせ、公に疑問を呈するというシ
ニック派の計画は実現されていません。古代シニシズムは今なお私たちに多くのことを教えてくれますが、シ
ニック派が教育をあざ笑う様が終始見られることでしょう。」

「現代の私たちは、シニシズムがまるで無意識にあふれ出してしまうもの、完全に屈服しないよう良心で抵抗
しなくてはならない自身の暗部かた噴出するもののように考え、それを免罪符にしています。「シニカルな人
になんてなるたくない。でも･･････」そんな心もちなのです。」

「ソクラテスのアイロニーは友人や知人の間で実存に対する疑いを生み出すことに注力しているのに対し、シ
ニック派は暴動を引き起こそうとしています。」

「シニック派哲学の教育的活動は本質的に統制できない肉体の経験に根ざしています。」

「シニック派は人間の付属物を取り払いたいと考え、激しい怒りを呼ぶほどに大きく介入しました。無意識に
負っている義務を表面化させ、それらを可視化して変えていくことが狙いです。」

「ディオネゲスは公衆の面前で排泄したりしただけでなく、聴衆が演説に聞き入り、恍惚状態になったときを
狙ってその行為に及んだ点に注目しています。」



「古代シニシズムは、恥や屈辱を教育実践の中心に据えることで、教育を受ける人々に恥をかかせたり屈辱を
与えたりしようとします。」

「シニック派は従来の教育の概念に反発し、追従者たちにも否定的だったため、学問ではなく挑発や排便行為
を生活の主体にしていました。」

「シニック派の肉体とその排泄機能や性機能に重点を置くことは、規制の場として、肉体が広範な社会秩序の
判断的運用をどのように反映し守ることを期待されているかを理解するためです。」

「教科書的な教育やパターナリズムの束縛から解放された教育は本来よいものである、という原理を主張する
こと、つまりは明言せずとも暗示することが、教育的救済の神話を永続させ、現代のトラウマに対処する教育
者のポジティブながら二枚舌のシニシズムの起源となっているのです。」

「現代シニシズムは、一般化された無関心ではなく、中途半端な幻滅に突き動かされています。」

「シニック派の排便行為を実際に目にしたリアルな観客の理屈抜きの不快感は、憤りを利益に変えるバーチャ
ルな観客に取って代わられました。」

「「人と違う生き方をする」という古代のシニック派の手法は、必然的に資本に取り入れられてしまいます。」
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「うんちのうんちく」満載の
うんち学入門の本が
なんとブルーバックスから出ている

旅人のミエルダが「うんち君」に
「うんち」について教える旅のストーリーとなっている

うんちについての知恵をもったミエルダが
「臭い、汚い！」って笑われて落ち込んでいた
新米のうんち君にじぶんの存在意味について
教えながら旅をするという設定

ちなみにミエルダというのは
スペイン語で「うんち」の意味
（それが話の最後に明かされる※ネタバレ）

ほとんどの動物には口があり
口から入った食べ物は
からだを貫く１本の管である消化管を通って
肛門とよばれる開口部から「うんち」として排泄される

栄養摂取という見方からすれば
動物は入口と出口のある一本の管にほかならないが
排泄されるうんちにはさまざまな働きや大切な役割がある

『うんち』の役割はおもに４つあるという

まず『うんち』をすることは
生きていることの証であり
生き物が進化してきたことの証である

生きているからこそうんちをする

つぎにその落とし主の個体情報を周囲に発信し
個体と個体の間や集団のなかでの
コミュニケーションの手段として使われている
においというのもその大切な要素である
（ヒトはそれを臭いとして嫌がるけれど）

うんちはからだの言葉である

さらにうんちは落とし主が属している
生物種としての情報も発信していて
『生き残り』をかけた異種間の情報戦略にも用いられる

うんちは生きていくための情報である

そしてうんちは生態系のなかで
物質を循環させる仲介をしている

うんちは地球をめぐりつないでいる

そんな「うんち」を現代人は
衛生的な観点から下水処理場へ運び
生態系のサイクルから外してしまっている

うんちだけではなく
現代人は「消臭」ということで
「いやな臭い」を遠ざけ
生物としての感覚を失い続けているといえる
快適さの代償がこれからどうなっていくのか
そうしたことを考えるためにも
「うんちのうんちく」は気づきの宝庫でもある

マタイ福音書にイエスのこんな言葉がある

「口にはいってくるものは、みな腹の中にはいり、
そして、外に出て行くことを知らないのか」
「口から出て行くものは、心の中から出てくるのであって、
それが人を汚すのである」

ひとは口から入るもののことは
ずいぶん気にするけれど
（美味しい・不味い等々）
出て行くもののことからは目を逸らそうとする
口から出ていくもののこと（ことば）
そして排泄されていくもののこと（うんち）を
どれだけ気にかけるかは魂にも深く関わってくるはずだ

■増田 隆一
 『うんち学入門 生き物にとって「排泄物」とは何か』
　（ブルーバックス　講談社 2021/10）



■増田 隆一
 『うんち学入門 生き物にとって「排泄物」とは何か』
　（ブルーバックス　講談社 2021/10）

（「はじめに」より）

「日々の生活を考えるまでもなく、私たち生物にとって、「食べる」ことには多くの時間が費やされてきました。
　生物の進化を考えても、からだの機能の変化にともなった食べ物の種類（食性）に多様性が見られます。草食性、肉食
性、雑食性の動物がいますし、植物や単細胞生物の最近でさえも、さまざまな食べ物（栄養素）を取り込んでいます。
　「食べ物」は、生き物の生命活動（＝いのち）を維持するためのエネルギー源として接種されます。
　では、生き物から排泄される「うんち」は、どのようにつくられ、何をしているのでしょうか？　言い換えれば、私たち
生物にとって、「うんち」とはなんなのでしょうか？
　結論から言えば、「うんち」もまた、生き物の多様性とともに進化してきました。そして「うんち」は、現在の生き物の
「いのち」と「いのち」をつなぐ架け橋となっています。
　「うんち」はさらに、「生き物」とそれを取り巻く「生態系」とをつなぐ架け橋ともなっています。「うんち」を知るこ
とはすなわち、生き物のふしぎを知ることでもあります。」

（本文より）

「僕は汚いうんちなんだ。さっきも通りがかりの子どもたちに「臭い、汚い！」って笑われたばかりなんだ……。どうせ、
野原でのたれ死にするだけだよ」
　旅人（ミエルダ）は、ふてくされているうんち君をしばらく見つめていましたが、やがてゆっくりしゃがみながら、励ま
すようにこう言いました。
　「そうか。じゃあ、君がこの世の中でどれだけ役に立っているか、一緒に見にいく旅に出てみないか。君は、君をこの世
に生み出してくれた「落とし主」にとっても、その落とし主が属する社会にとっても、----それどころか、この地球という惑
星の環境全体にとっても、とても大切な役割を果たしているんだ。君はどの「体臭」を気にしているようだけど、においだっ
てきちんと意味があるんだよ。信じられないって？　とにかくついてきてごらん」
　「こんな僕に、いったいどんな役割はあるっていうんだ……？」
　うんち君は、いまだ半信半疑ながらも、旅人の言葉にしたがい、自身の謎を尋ねる旅に出ることにしました。」

「「これまでの旅を通して、生き物が排泄する「うんち」には、さまざまな機能や重要な役割があることがよくわかりまし
た」
　ミエルダがうんち君に訊ねます。
　「では、うんち君。ここまでに学んだことをまとめると、どうなるかな？」
　「はい。まず一つめは、生き物にとっても地球環境にとってもきわめて大切な存在である『うんち』は、生き物のみから
排泄されるものだということです。つまり、『うんち』をすることは生きていることの証。そして、生き物が進化してきた
ことの証です。」
　ミエルダは満足げに何度もうなずいています。
　「そのとおり。『うんち』は、生き物が食べた食物が彼らの消化管の中を通り、さまざまな反応の結果として、つくられ
たものだ。『うんち』は生き物にしかつくることができない」
「二つめに、『うんち』の大切な役割として、その落とし主の個体情報を周囲に発信し、個体間や集団内のコミュニケーショ
ンの手段、つまり、『落とし主の分身』として使われている」
　ミエルダはうなずきました。
　「その際、においが重要なはたらきをもっていた。『臭いからこそのうんち』だったね」
　「はい。そして、三つめに、『うんち』は落とし主が属している生物種としての情報も発信していて、『生き残り』をか
けた異種間の情報戦略にも用いられていました。つまり、『種の存続』にとっても、重要な役割を果たしています。」
　「そのとおりだ。同じ種内の生き物のあいだだけでなく、異なる種のあいだでも有効に活用されている」
　ミエルダは相槌を打って、うんち君に先を促しました。
　
「そして、最後の四つめとして、『うんち』は生態系における物質循環の仲介をしている。つまり、『うんち』は生き物と
地球をつなぐ役割を果たしています」
　ミエルダは大きくうなずきました。
　「正解だ。食べ物が『いのち』を生み出し、『うんち』はその『いのち』と地球をつなぐ重要な橋渡しをしている。わか
りやすくよくまとめたね。以上の４点を、『うんち』の役割４カ条とよぶことにしよう！」

「最後にあらためて、ヒトの現代社会において『うんち』がどのように扱われているかを考えておこうか。（…）現代のヒ
トはみな、『うんち』を臭くて汚い物として扱っていて、排泄後はすぐに水洗トイレで流してしまうことを見てきたね。野
生動物の『うんち』は生態系の中で物質循環という重要な役割を担っていて、どの動物たちも決して、『うんち』を汚いも
のとは見ていない。しかし、残念ながら、ヒトの『うんち』は下水処理場へ運ばれ、生態系のサイクルに入ることがほとん
どなくなりつつある」
　以前のうんち君なら思わずしょんぼりしてしまいそうな話題も、今はそうではありません。「うんち」であることへの自
信をのぞかせながら、うんち君はこう言いました。
　「『うんち』は生き物と地球を結ぶ仲介者なのに、人間は自らの『うんち』をその流れから除外してしまったということ
だよね。下水処理された『うんち』は、人間社会に還元されることなく、さらに、自然生態系においても利用されることは
ないんですね」
「文明が発展する以前、狩猟・遊牧生活やそれに続く農耕・定住生活の初期段階においては、野生動物の排泄物と同様、ヒ
トの『うんち』もまた、生態系における食物連鎖や物質循環のなかで重要な役割を演じていたことだろう。けれど、人間社
会が複雑化し、人口が都市部に集中してくると、『うんち』を介してヒトに悪影響を及ぼす病原体が伝播する可能性も高まっ
たため、日常の暮らしから『うんち』をなるべく遠ざけるようになった。これ自体は公衆衛生上、大きな意味があることと
おもわれる・
　しかし、うんち君がまとめてくれた『うんち』の役割４カ条をあらためて考えると、ヒトが『うんち』を一方的に遠ざけ
ることは、本来の生態系における物質循環からは大いに外れることになる」
（…）
　「ヒトを含めて、すべての動物は必ず『うんち』を排泄する。においのない『うんち』なんてありえない----。ヒトにとっ
て『うんち』とは何なのか、さまざまな世代のヒトたちが、さまざまな場面で考え、語り続けることが必要です。『うんち』
の起源と現代のありさま、そしてこれからの行く末について考えることは、自然環境の保全を含めた、今後の人間社会の進
化と発展につながるはずだと思うんです」」

「「『ミエルダ』という名前には何か意味があるの？」
「「じつは--------、ミエルダというのは『うんち』という意味なんだよ」」
「そうなのです。「ミエルダ」は、スペイン語で「うんち」という意味の言葉なのです。ともに旅をしてきた二人の名前は、
じつは同じ意味をもっていたのでした。」

〈もくじ〉
第1章 生物にとって「うんち」とは何か
第2章 個体にとっての「うんち」──なぜ「する」のか
第3章 集団にとっての「うんち」──果たして「役に立つ」のか
第4章 他の生物にとっての「うんち」──「うんち」を使った巧みな「生き残り」&「情報」戦略
第5章 環境にとっての「うんち」──地球規模で活躍する「うんち」
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松岡和子個人全訳の
シェイクスピア全集全33巻（ちくま文庫）が
25年かけて完結したというので
かぎられたものしか読めてはいないけれど
シェイクスピアに関連したものを
再読してみたりもしている

シェイクスピアが引退前に書いた作品
『テンペスト』のプロスペローについて
魔術師がらみのテーマで書いてみようとも思ったが
（それについてはあらためて）

今回は
シェイクスピアの研究・翻訳・演出家でもあった
安西徹雄の『彼方からの声』から
「シェイクスピアと『語り』」に関するところが
坂部恵の「かたり」について
ふれていたのでそのテーマについてのメモなど

言語行為には
水平でのレベルと
垂直でのレベル
そして両者が交わるレベルがある

わたしたちは「はなす」が
それはひとからひとへの
水平的な発話行為である

彼方からの声は
「告げる」「宣る」
そして
彼方への声は
「うたう」「いのる」が
それは上から下への
あるいは下から上への
垂直的な発話行為である

そしてそのあいだで
わたしたちは「かたる」がそれは
「現実を超えた、何らかの意味で異次元の世界と、
日常的な現実の時空とを結び、繋ぐ発話行為」である

特に「劇」における俳優は
「二つの、別の次元属する世界の交錯を身をもって媒介し、
みずからの精神と身体のうちに成立させ」ているが

あらためて言語と人間との関わりを考えてみると
どのレベルでの発話行為にしても
わたしたちはそれぞれのレベルにおいて
それらの言葉の依代になっているのではないだろうか

そしてそれぞれのレベルにおいて
私たちに必要な透明度が異なっている

「はなす」ときにも
わたしたちは多く言葉に使われているが
そこでは日常レベルの意識が強く働いている

彼方からの「告げる」「宣る」言葉には
わたしたちの日常意識は透明である必要がある
彼方へと「うたう」「いのる」ときにも
透明度がなければそれらの言葉は届かない

その間でわたしたちは
演劇的なありようを通じて
両者をつなぎむすぶために「かたる」

シェイクスピアの時代の演劇が
かつて道化を用いていたのも
その存在はある意味で
水平と垂直をむすぶ役割でもあったからだろう
「魔術師」や「魔女」の存在もまた同様である

■安西 徹雄『彼方からの声―演劇・祭祀・宇宙』
　（筑摩書房 2004/1）
■坂部 恵『かたり』
　（弘文堂思想選書　弘文堂 1990/11)



■安西 徹雄『彼方からの声―演劇・祭祀・宇宙』
　（筑摩書房 2004/1）
■坂部 恵『かたり』
　（弘文堂思想選書　弘文堂 1990/11)

（安西 徹雄『彼方からの声』～「シェイクスピアと『語り』／演出の経験を手がかりとして」より）

「「語り」の問題を理念的に考えるにあたって、私がもっとも大きな示唆を与えられたのは、坂部恵教授の『か
たり』という書物でした。坂部さんはまず、「話す」と「語る」、そして「告げる」や「宣（の）る」との根
本的な差異を指摘します。つまり、「話す」という行為が、日常的な現実の示現で、人と人との間におこなわ
れる「水平的言語活動」であるのにたいして。「告げる」「宣る」という言語行為は、「話す」の対極にある。
というのも、例えば神仏の「お告げ」、あるいは「祝詞（のりと）」「詔勅（みことのり）」といった用法か
らも明らかなとおり、「告げる」「宣る」というのは、究極的には神と人との間に生じる「垂直的」言語活動
であるからです。
　さて、それなら「語り」はどうであるかと言えば、今言う水平と垂直の二つの軸の相交わる場で成立する発
話であって、「告げる」や「宣る」とは違い、あくまで人が人に語るものでありながら、他方「話す」とは対
照的に、何らかの意味で日常の次元を超えた、超越的な契機を孕んでいなくては成立しない。つまり「語り」
とは、現実を超えた、何らかの意味で異次元の世界と、日常的な現実の時空とを結び、繋ぐ発話行為である。
そして「語り手」とは、このような交信の生起する場として、人として人に語りかける者であるながら、同時
にまた、何らかの超越的なるもの−−−−その極相においては、神という形をとるでしょうが、そのいわば依代
（よりしろ）となり、異次元の言葉を人に宣べ告げる者ともなるわけです。
　けれども、もし、「語り」や「語り手」の存在のありようを、このように捉えることができるとすれば、こ
れは実は、劇そのものや、俳優の存在のありようそのままにほかならないことに、思い当たるのではないで
しょうか。なぜなら、劇が上演される時、現実にはどこにも存在するはずのない虚構の世界が、劇場という現
実の時空の只中に存在し始め、観客の日常的経験の只中に、異次元の世界が今現に侵入し、占有し始めるから
です。そして、この二つの、別の次元属する世界の交錯を身をもって媒介し、みずからの精神と身体のうちに
成立させるのが、まさに俳優というものであり、彼はこの時、現実の生身の人間でありながら、同時に、非有
の世界を現実に生きる存在ともなる。つまり非有の世界は、いわば彼に宅身するのであって、彼はこの時、「語
り手」同様、現実を超えた異次元世界の依り憑く依代となると言うことができるでしょう。
　このような観点を導入する時、「劇」と「語り」との関係について、新しい見方が開けてくるのではないで
しょうか。「劇」と「語り」は（･･･）、必ずしも対極にあるのではなく、むしろ互いに連続し、重なりあう
部分があるのであって、お互い同根であり、相同の関係にあると考えることができるのではないかと思うので
す。」

（坂部 恵『かたり』より）

「おなじく一つの言語行為を意味するとはいえ、〈いう〉とか〈口にする〉とかいった行為と対比してみた場
合、〈かたる〉も〈はなす〉も、ひとしく、たんなる片言隻語を口にすることにとどまらず、通常一つ以上の
文にわたる起承転結をもったひとまとまりの発語行為ないし発話行為を意味する点で共通の性格をもつ、しか
しながら、さらに考えてみると、両者のあいだには、あきらかにいわば発話行為のレベルの差といったものが
みとめられる。一言でいって、この二つの言語行為をくらべた場合、〈はなし〉のほうが、より素朴、直接的
であり、それに対して、〈かたり〉のほうは、より統合、反省、屈折の度合いが高く、また、日常生活の行為
の場面からの隔絶、遮断の度合いが高い。」

「また別な角度から見ると、〈かたり〉、〈かたる〉は（このかぎりでは〈はなす〉も含めて）それ（ら）と
は別種のいわば垂直的な言語行為に対立する。ここであらたな対立項として考えられるのは、〈つげる〉、〈の
る〉といった言語行為である。これらの言語行為を垂直的といった意味は、〈祝詞〉などの例を考えてみれば、
ただちにあきらかになるとおもわれる。〈のる〉とは、元来、神話や戒律（法、〈のり〉）を神仏が人の口を
借りて告知する、啓示する、つげ知らせることにほかならない。〈のる〉のは神（々）、神仏であり、聴き従
うべきは人である。神−人の垂直的関係が、ここではこの種の言語行為の成立の要件として想定されているの
である。

　神仏の〈おつげ〉などというように、〈つげる〉についても、同様の垂直的関係が想定されよう。〈つげる〉
の語が、今日の日常的用法において、人と人との間にかかわる行為を意味して使われる場合でも、たとえば、
医者がある患者がガンであることをその家族ないし本人に〈つげる〉、〈つげ知らせる〉、〈告知する〉とい
う場合、あるいは、あるひとがある隠しごとを誰それに〈つげ口する〉とかいう場合のように、そこには、最
低限、知−無知、知る者と知らない者の垂直的関係が介在していることにわれわれは気づく。」

「同様のことは、〈うたう〉、〈となえる〉あるいは〈いのる〉といった言語行為に対する〈はなす〉〈かた
る〉の関係についてもいえるかとおもわれる。
　ただ、この場合、「念仏をとなえる」、「自然の美しさをうたう」、「神仏にいのる」（古型は、「神仏を
いのる」）等々の表現を考えてみればただちにあきらかなように、問題となる垂直的関係は、さきに見た〈つ
げる〉、〈のる〉がいわば「上からの言語行為」といった性格をもつのにひきくらべて、ちょうど逆方向から
する「下からの言語行為」というべき特徴をそなえている点にあきらかな性格のちがいがある。
（･･･）
　ともあれ、上下いずれの方向からするものにもせよ、垂直の言語行為が、すくなくともその典型において
は、神仏−人の関係といった何らかの相互的ならざる関係において成り立つものであるのに対して、〈かた
る〉、〈はなす〉といった水平の言語行為の特質が。それらが原則としてあくまで人が人にさしむける相互的
なわざあるいはいとなみにほかならないことが、以上の対比をもとに考えるとあきらかだろう。
　古来、日本の芸能で、〈かたりもの〉と〈うたいもの〉がはっきりと区別されてきたことは。おそらく、こ
のことの一つの例証と見なすことができるだろう。
　複式能の〈間狂言〉のかたりにその典型例が見られるように、〈かたり〉は、（〈はなし〉についてなおさ
ら）、元来、〈謡い〉とはちがって、神々や亡霊やあるいは聖職者ならぬむしろ平俗な人間のわざ、人間が人
間にさしむける言語行為にほかならないのである。」
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道徳とされるものは
あまり好きにはなれない

それは多くの場合
外からの「べき」で規定され
「評価」「承認」を満たすために存在する

それに対する「アンチ」もまた
その「べき」から自由にはなれない
それも「アンチ」としての「評価」「承認」だからだ

本書では「利他」がテーマとなっている

「「利他」と「利己」は対立しているように見え」て
「メビウスの輪のようにつながっている」という

利他をする！というのは
そのことによって
みずからをも利しているからでもある

与える人がいれば
それを受け取る人がいて
そこには「与える」ことで生まれる
「支配」や「統御」の関係が成立してしまう
たとえまったくそんな意識などないのだとしても

「与えきり」である場合
そういう関係性は生まれがたいが
そのときそこに「与える人」という
行為の主体が存在していないことが前提となる

「利他」が本来的に成立するためには
「利他の主体はどこまでも、受け手の側にあ」り
「私たち」が主体的に利他的なことを
行うことはできないからだ

そして発信者が「主体」となるとき
「利他は未来からやって来る」のに対し
受信者にとって「利他」は「過去からやって来る」

しかも「偶然」のような「必然」として

その意味において
利他と利己も
偶然と必然も
時空を超えて「思いがけず」
メビウスの輪のようにつながっているのだといえる

本書には書かれてはいないが
それらの捉え方をさらに展開させるとすれば
「与えるものが与えられる
偶然のような必然を生きる自由」
ということにもなるだろうか

そこに「べき」はなくあるのは「自由」だけ
「与える自由」と「与えられる自由」の相即
もちろんそこには「支配」「評価」「承認」へと
傾斜していく低次の自我による「道徳性」は存在しない

■中島岳志『思いがけず利他』
　（ミシマ社 2021/10）



■中島岳志『思いがけず利他』
　（ミシマ社 2021/10）

「若者を中心に、利他的な行為への関心が高まっているというのは、世界的に確かな傾向のようです。医療従事者や様々な
エッセンシャルワーカーへの感謝の伝達行為も広がりました。寄付やクラウドファンディングなどに参加した人も多いで
しょう。これは大変重要な潮流だと思います。
　しかし、一方で、「利他」には独特の「うさん臭さ」がつきまとうことも事実です。利他的行為に積極的な人に対して、
「意識高い系」という言葉が揶揄を込めて使われたり、「偽善者」というレッテルが貼られたりすることがあります。結局
のところ、利他的な振る舞いをすることで「善い人」というセルフイメージを獲得しようとする利他的行為なのではないか
という疑念が、そこには沸き起こってしまうのです。
　しかも利他行為の「押し付けがましさ」は、時に暴力的な側面を露わにします。誰かから贈与を受けたとき、私たちは「う
れしい」という思いと共に、「お返しをしなければならない」という「負債感」を抱きます。うれしいんだけれども、プレッ
シャーがかかるというのが贈与の特徴です。もし、返礼をする余裕がない場合、二人の場合のは、次第に「あげる人」「も
らう人」という上下関係が構築されていきます。「私はあの人を援助している」／「あの人からは一方的にもらってばかり
だ」という双方の思いが蓄積していくと、ここに支配−被支配の関係が自ずとできあがっていきます。これが、利他的な贈与
の怖いところです。」

「「利他」の反対語は「利己」とされています。「あの人は利己的だ」というと、自分のことばかり考えて、他者のことは
顧みない人を批判する言葉ですよね。これに対して、「あの人は利他的だ」というと、自分の利益を放棄して、他者のため
に尽くす人を称賛する言葉になります。なので「利他」の反対語は「利己」。そう認識されています。
　確かに、表面的には「利他」と「利己」は対立しているように見えます。両者は真逆の観念で、一方は称賛され、一方は
非難されます。
　しかし、どうでしょうか。
　例えば、ある人が「評価を得たい」「名誉を得たい」と考えて、利他的なことを行っていたとすると、その行為は純粋に
「利他的」と言えるでしょうか？　行為自体は「利他的」だけれども、動機づけが「利他的」な場合、私たちはどのような
思いを抱くでしょうか？
　おそらく、そのような行為は、利己的だと見なされるでしょう。」
「−−−−「利他」と「利己」。
　この両者は、反対語というよりも、どうもメビウスの輪のようにつながっているもののようです。
　利他的なことを行っていても、動機が利己的であれば、「利己的」と見なされますし、逆に自分のために行っていたこと
が、自然と相手をケアすることにつながっていれば、それは「利他的」とみなされます。
　「利他」と「利己」の複雑な関係を認識すると、途端に「利他」とは何かが、わからなくなってきます。」

「いくら他者のことを思って行ったことでも、その受け手にとって「ありがたくないこと」だったり、「迷惑なこと」だっ
たりすることは、十分ありえます。」
「まず考えなければならないのは、「支配」という問題です。「利他」行為の中には、多くの場合、相手をコントロールし
たいという欲望が含まれています。（･･･）相手に共感を求める行為は、思ったような反応が得られない場合、自分の思いに
服従させたいという欲望へと容易に転化することがあります。これが「利他」の中に含まれる「コントロール」や「支配」
の欲望です。」
「このような「支配」や「統御」の問題は、利他と深くかかわるケアの場面で先鋭化するように思います。」
「認知症と診断されると、周りの人や介護従事者は、認知症の人たちに「何もしないこと」を強要してしまいがちです。仕
事をすることから遠ざけ、掃除や洗濯、食事など日常生活にかかわることも、何でもやってあげる。それが「ケア」だと思
われてきた側面があります。これに対して「ちはる食堂」では。間違いに寛容な社会を形成することで、認知症の人たちを
尊厳をもって働くことができる環境を整えようとしています。そのことで、当事者が持っているポテンシャル（潜在能力）
を引き出す。その人の特質やあり方に「沿う」ことで、「介護しない介護」が成立する場所を作ろうとしています。」
「利他は時に目立たないものです。しかし、誰かが活躍し、個性が輝いているときには、必ずその輝きを引き出した人がい
ます。利他において重要なのは、「支配」や「統御」から距離を取りつつ、相手の個性に「沿う」ことで、主体性や潜在能
力を引き出すあり方なのではないかと思います。
　これは自然との付き合い方も、同様なのではないかと思います。」

「私たちは、与えることによって利他を生み出すのではなく、受け取ることで利他を生み出します。そして、利他となる種
は、すでに過去に発信されています。私たちは、そのことに気づいていません。しかし、何かをきっかけに「あのときの一
言」「あのときの行為」の利他性に気づくことがあります。私たちは、ここで発信されていたものを受信します。そのとき
こそ、利他が起動する瞬間です。発信と受信の間には、時間的な隔たりが存在します。」
「利他の構造においては、「発すること」よりも「受け取ること」のほうが、積極的な意味を持つのです。
　−−−−自己が受け手になること。そのことによって、利他を生み出すこと。
　これが（･･･）「与格」の構造と通じています。受け手にとって大切なのは、「気づく」ことです。私たちには、過去から
多くの言葉や行為がやって来ます。しかし、残念ながら、そのほとんどを見逃し、つかみ損ねています。しかし、何かがきっ
かけで、ふと「あのときの一言」に気づかされたとき、言葉や行為が受信され、利他が起動します。」

「自分の行為は利他的であるかどうかは、不確かな未来によって規定されています。自分の行為の結果を所有することはで
きず。利他は事後的なものとして起動します。
　つまり、発信者にとって、利他は未来からやって来るものです。行為をなした時点では、それが利他なのか否かは、まだ
わかりません。大切なことは、その行為がポジティブに受け取られることであり、発信者を主体にするのは、どこまでも、
受け手の側であるということです。この意味において、私たちは利他的なことを行うことができません。
　一方受け手にとっては、時制は反転します。「あのときの一言」のように、利他は過去からやって来ます。当然ですよね。
現代は。過去の未来だからです。
　発信者にとって、利他は未来からやって来るものであり、受信者にとっては、過去からやって来るもの。これが利他の時
制です。」
「私たちは縁起的な偶然を、のちに因果的な必然へと読みかえ、経験し直します。偶然とは、過去と現在が物語化されてい
ない状態であり、「この現在」が未来から物語化されるとき、偶然が必然へと変化します。
　この時間のあり方は、ここまで述べてきた「利他の時間」と深くかかわっています。利他とは、「とっさに」「ふいに」
「つい」「思いがけず」行ったことが他者に受け取られ、利他と認識されるときに起動するものです。その行為が利他的で
あるか否かは、行為者本人の決めるところではありません。利他はあくまでも受け取られたときに発生するものであり、事
後的なものです。「利他」という現象は、「この現在」の行為が受け手によって「利他」として意味づけられた未来におい
て、起動するのです。これは、偶然・必然と々構造です。」
「私は「今」の意味を、未来から贈られるのです。そのためには、「今」を精一杯、生きなければなりません。偶然の邂逅
の驚き、その偶然を受け止め、未来に投企していく。その無限の連続性が、私たちが生きていることそのものであり、世界
の有機的な連関を生み出す起点なのです。」
「私たちは、未来によって今という瞬間を生きています。」
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神的なものは
対象化できるものとして
表現することはできない

しかしひとは
拠り所をつくろうと
さまざまな偶像をつくりだし
神的なものとして拝してしまう

たとえそれが神への冒瀆とされ
偶像が禁止されたとしても
聖なる道具や文字・書物
あるいは聖なる建造物といった
偶像にかわるものがつくられることになる

地上は対象認識の世界だから
対象化できるものでなければ
たしかなものとは感じられないからだ

偶像崇拝はフェティッシュに似ている

フェティッシュには宗教的な要素はないが
それはある対象に対する偏愛として
いわば「物神」として生まれる

それが集合的なかたちで
宗教的な対称としてあらわれるとき
宗教的なご利益や救済への欲望が投影され
それが偶像としてかたちをとることになる

ユダヤ教やイスラム教は
そうした偶像を排する傾向を強くもっているが
キリスト教は人となった神という教義があることもあり
さまざまな絵や彫刻で図像が描かれてきたものの
教義上は図像そのものは偶像ではないとみなされる

仏教でもほんらい偶像化は排され
葬式で死者に対するときにも
拝するのはその死体に対してではなく
仏性に対してであるとされる

自然宗教において
たとえばご来光を拝むときにもほんらいは
ご来光そのものである太陽を神としているのではなく
それによって象徴されるものを礼拝している

そのようにわたしたちは
神的なものを感受し
それを認識しようとするとき
ほんらい対象化できない存在だとしても
相対する「もの」
あるいはそれが投影されたもの
少なくともその「表象」なくしては
それをとらえることがむずかしい

霊的認識の階梯においても
神的な認識は
まず対象のない思考を得ることから始められる
さらにはその思考さえも排し
排することさえも排し
といった階梯を歩むことで
それぞれの階梯にある偶像的なものを
去っていくことが求められる

けれども地上世界の困難さは
それらの高次の認識が同時に
霊的な世界へと向かうだけではなく
逆に物質的世界へも帰還する必要があることだろう

■中村 圭志 『宗教図像学入門／十字架、神殿から仏像、怪獣まで』
　（中公新書 2668)　中央公論新社 　2021/10）

ものはほんとうはたんなる物質ではなく
物質の姿をした霊にほかならないからだ
閉じ込められた霊は人が解放しなければならない
グノーシス的な救済知がはらんでいる陥穽も
そうした霊的存在と認識の往還がなされないところにある

ほんらいキリスト教がグノーシス的な救済知を排したのも
わたしたちは物質世界を二重の意味で
物質的な対象認識の世界から
解放しなければならない課題があるからだといえる

「宗教図像」もたんに宗教的なご利益や救済へではなく
そこにほんらい映じされているものをとらえかえし
物質世界そのものの解放へとつながるような
そんなありようを生きるための拠り所となるとき
はじめてその役割を担うことができるのではないだろうか



■中村 圭志 『宗教図像学入門／十字架、神殿から仏像、怪獣まで』
　（中公新書 2668)　中央公論新社 　2021/10）

（「第２章　空と偶像禁止／見えない神をどう描くか」より）

「神様や真理は絵に描けないし像に刻めない。この点を強調する伝統もある。」

「人類が発達させた言語なるものは、目の前に存在しないものについても語ることができる。おそらくこれが人類が霊や
神々の神話をもつことになった根本的な理由だろう。数十万年も続いた原初の狩猟採集生活は、動物などに範をとった精霊
の図像を生み出した。一万年ほど前からんじょ農耕生活がもたらした階級社会や帝王のイメージもまた、天界の王族のよう
な神々や天人の図像を生み出した。
　そうした神なる存在は、力においても特性においても人間の理想とした姿であるが、やがて神なる存在を図像にするのは
畏れ多いという観念が生まれた。いわゆる偶像制作および偶像崇拝の忌避である。
　偶像禁止をはっきりと信条にしたのは、紀元前一三世紀ごろに歴史に姿を現したイスラエル人（ヘブライ人、後世のユダ
ヤ人）である。彼らは教典（旧約聖書）の中に「あなたは自分のために彫像を造ってはならない」「それにひれ伏し、それ
に仕えてはならない」としっかり書き込んだ（「出エジプト記」二〇章）。半遊牧民的な出自をもつイスラエルの民は、周
囲の農耕民族が豊穣神の神像を刻んで猥雑な儀礼を行なっているのを見て、それらと自分たちの信仰を潔癖に区別しようと
思った。像を刻まないことが信仰の純粋性の象徴となったわけだ。
　イスラエルの民は、さらに。自分たちの神ヤハウェを民族性を超越した普遍の神、唯一絶対神と解釈するようになった
（紀元前六世紀ごり）。かくして生まれた一神教から、一世紀にキリスト教が、七世紀にイスラム教が派生した。いずれも
偶像禁止の建前を受け継いだ。」

「十戒の石板、それを収めた幕屋あるいは神殿が、いわば神そのものを代理する表象となっていることに注目されたい。ユ
ダヤ人は神の像は刻まなかったが、そのぶんだけ石板や聖櫃という呪力を帯びた物品を大いに尊崇したのである。
　なお、石板も聖櫃もない現代では、ユダヤ教徒は幾本かある律法の巻物を礼拝堂（シナゴーグ）に安置し、これを神から
の授かりものとして丁重に扱っている。そうした律法の巻物は神の代理表象と化していると言えるかもしれない。
　ちなみにモーセの十戒は、ヤハウェという名前をみだりに呼ぶことも禁じている。ユダヤ人は聖書の中のיהוהという文字
（右から左にＹＨＷＨと書かれ、本来ヤハウェと読まれた）を「主（アドナイ）」と読み替えて読むようにしたのだが、そ
のせいでこの文字の正確な発音は忘れ去られた。近代の言語学が発音を復元するまで、西洋の一神教徒は、母音を間違えた
イェホウァ（エホバ）が旧約の神の名前だと思っていた。」

「面白いことに、ユダヤ教から派生したキリスト教は、神を描くことをタブーとはしなくなった。絵や彫像を崇拝するのは
いけないとしても、図像として描き出すことそれ自体はＯＫだと考えなおしたのである。タブーがゆるんだ一番の理由は、
この宗教では「神が自ら人間イエスとして地上に現れた」としていることだろう。神に地上的姿を与えたのは神自身なのだ
から、その姿を描いたからといって人間が偶像を創作したことにはならないというわけだ。（…）初期のキリスト教徒はキ
リストを羊飼いの姿で象徴的に描いていたりしていたが、後世、イエスの生涯と死の各場面が絵画的テーマとして取り上げ
られるようになり、ビザンツや西洋中世の芸術が開花した。
　キリスト像の中でも格別に興味深いのは「写像」型の一群である。ある伝承によると、イエスが世にあったころ、病気治
しの噂を聞きつけた小国の王がこの生き神様を呼び寄せようとした。しかしイエスは旅に出るかわりに顔をぬぐった布を王
の使いに持たせた。この布には不可思議なことにイエスの顔が写真のように映っており、霊験あらたかなることこの上な
かった。後世この布の写像の絵筆による写しとされるもの----マンディリオン（意味はハンカチ）----があちこちに伝承さ
れ、十字軍時代に西方にも伝わった。」

「なお、かつて東方教会では（隣のイスラム圏の影響もあって）聖像（イコン）を描くことの正当性が疑われたことがあっ
た。その時期の聖像破壊運動をイコノクラスム（八～九世紀）と呼ぶ。結局、論争は終結し、イコンは正当にして有り難い
ものだということで落ち着いた。呪物として偶像崇拝してはいけないものの、聖像には神という存在の本質が表現されてい
るとみなされるようになった。」

「キリスト教に次いで世に登場した一神教であるイスラム教では、偶像禁止をかなり厳格に守っている。神----アラビア語で
アッラー----の姿を絵に描くことも像に刻むこともない。神の啓示を受けたとされる預言者ムハンマドの姿を描いた写本はた
くさんあるが、それでも禁忌は強く、ムハンマドの顔を白抜きにしているものもある。
　イスラム教の礼拝施設であるモスクには、神像の類は一切ない。信者はメッカのカアバと呼ばれる太古の多神教の神殿跡
の建築物に向かって日に五回の礼拝を捧げる。世界中どこにいても礼拝のときにはこのカアバの方角（キブラと呼ばれる）
に顔を向ける。モスク内にはキブラを示すミフラーブという壁龕のようなものがある。
　なお、キリスト教徒にとってキリストが「神の子」であるように、イスラム教徒にとってコーランは「神の言葉」である。
だからキリスト教徒がキリスト像や十字架を丁重に扱うように、イスラム教とはコーランを極めて丁重に扱う。そういう意
味ではコーランという文書そのものが神の代理表象の役割を果たしていると言えるかもしれない。
　イスラム教は美術そのものを禁止したわけではないが、宗教的行為の中から彫刻や絵画の制作が概ね抜け落ちた。しかし
そのかわりイスラム教徒はモスクの壁を美しい幾何学模様のタイルで埋め尽くした。また、アラビア語とアラビア文字で記
されたコーランの聖句はそのまま聖なる書道として複雑性を増していった。
　モスクのドームや半ドーム状の空間を覆う、眩暈をさそう複雑怪奇でリズム刈るな幾何学的図形は、まるで神から発せら
れる光のシャワーのように見える（たとえばイランのシェイク・ロトフォッラー・モスク）。イスラム教には神を「天と地
の光」と表象し、世を神の光を受けた光景と捉える神秘主義思想もある。」

「一神教と異なり、多神教世界では一般に神々を図像化することに抵抗はない。とはいえ、真理は偶像的な図像ではえがけ
ないという思想がなかったわけではない。
　仏教世界には諸仏諸菩薩の図像があふれているが、建前としてはそれらはあくまで瞑想修行のための便宜である。（…）
最初期には釈迦の姿を直接描くことには遠慮があり、菩提樹、法輪、仏塔などで代理的に表象した。
　仏教では、像だろうが現実の事物であろうが、それ自体には執着すべき実体がないという「無我」や「空」の教えを究極
の奥義としていりる・禅者は真理を「空白」や空白の暗示としての円（円相）で表現するようになった。仙厓の禅画は真理
を語る表象が月を指す指のようなものであることを暗示している。密教でも悉曇文字（サンスクリット語の表記法の一つ）
のａの文字（…）が、全文字の筆頭であり、かつサンスクリット語で否定の接頭辞ａ-に通ずるということから、「空」の象
徴として瞑想に用いられる。」
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少し前に佐々木敦編集の雑誌
『文学ムック　ことばとvol.3』で
「ことばと音楽」の特集が組まれていた
（mediopos-2361 2021.5.4で紹介してあります）

この特集のなかに
「自分が信頼しているミュージシャンたちに」
「歌詞(だけ書いてください)」 というオファーを出し
素晴らしい「「歌詞」たち」が届けられる
というものがあったが

今回の『小説現代』の特集
「新しい物語のカタチ」のなかでも
小説と音楽とをリンクさせる試みが行われている

そのメインディッシュが
道尾秀介の「聞こえる」

たんに小説と音楽のリンクというだけではなく
作者の道尾秀介が小説はもちろんのこと
使用する音楽の作詞作曲・演奏・アレンジ等
すべて行ったという

歌の設定が女性のヴォーカルなので
仮歌をじぶんでボーカルトランスフォーマーで
女性の声に変えたものを当初つくっていたが
Ｙｕｋｉｎａというシンガーソングライターとの出会いから
今回実際に参加してもらったそうだ

この「きこえる」は
シリーズとして展開されていくというが
かならずそこにラストには必ずＱＲコードがあり
そこからYouTubeで音楽とリンクしている
という小説＋音楽という世界が楽しめることに

ＱＲコードとYouTubeからのリンクという発想は
現在ではとくに斬新なものではないけれど
実際に小説世界をそれを利用して
つくりあげる力業に少しばかり驚いている

物語もそれなりに面白いし
音楽もそこそこちゃんとつくられている
それよりも興味深いのは
シンガーソングライターとの偶然の出会いを含めた
その制作にあたっての背景の物語なのかもしれない

ちなみにこの特集のなかに
水野良樹氏（いきものがかり・ＨＩＲＩＯＢＡ）と
小説家・歌い手・アレンジャーが出会って生まれた
５つの奇跡の物語という
小説家が書いた歌詞をもとに
小説と音楽を作るという企画もあり
今後こうした試みも増えてくるのだろうと思われるが

そのクオリティを
どこまで深められるかが
この試みの今後を左右していくのだろう

■道尾秀介「聞こえる」
■道尾秀介インタビュー 
　「小説を『体験する』発想の裏側
　『面白そう』から『面白い』までの距離を縮める挑戦
■道尾秀介×Yukina「多彩な二人の偶然の出会い」
■歌詞から広がる「物語」の世界
（小説現代 2021年 11 月号　講談社 2021/10)
（特集「新しい物語のカタチ／今小説の未来を考える。」）



■道尾秀介「聞こえる」
■道尾秀介インタビュー 
　「小説を『体験する』発想の裏側
　『面白そう』から『面白い』までの距離を縮める挑戦
■道尾秀介×Yukina「多彩な二人の偶然の出会い」
■歌詞から広がる「物語」の世界
（小説現代 2021年 11 月号　講談社 2021/10)
（特集「新しい物語のカタチ／今小説の未来を考える。」）

（道尾秀介「聞こえる」より）

「この作品は耳を使って体験するミステリーです。
　最初に、次ページのＱＲコードから「ある音声」をお聞きいただきます。
　そのあと本文をお読みください。
　読了後に、ふたたびＱＲコードが現れた場合、
　そちらの音声も再生することをおすすめします。」

（「道尾秀介インタビュー」より）

「短編「聞こえる」で始まった音声と小説を組みあわせた新しい物語「きこえる」シリーズ。著者の道尾さん
は、今作で小説だけではなく、音声の制作もすべて一人で行いました。これまでになかったこの試みはどのよ
うに生まれたのか、道尾さんに掘り下げてお聞きしました。」

「−−−−写真と物語を組みあわせた小説『いけない』や、読む順番で結末が変わる画期的な小説『Ｎ』など新
しい物語のカタチを模索し続けている道尾さんですが、今回は「音声」と「物語」を組みあわせた新しい小説
を執筆していただきました。」

「−−−−道尾さんはこれまでにもたくさんのチャレンジをされていますが、今回の「聞こえる」では、何より冒
頭のＱＲコードのビジュアルに驚かされますね。突然現れる記号に違和感を感じるけど、説明しがたい不気味
なものも感じます。
道尾／みんな知ってることだけど、ＱＲコードってものすごい便利なんですよ（笑）。僕は名詞に自分のオ
フィシャルサイトに飛べるＱＲコードを刷ったりして活用しているんですが、何よりも楽。小説に音声コンテ
ンツを入れるならＱＲコードを使おうというのは、元の発想からあったものでした。読み手の気持ちになって
考えた時、ページをパッと開いた瞬間にＱＲコードが出てきたらわくわくするだろうなと思って。」

「−−−−50ページからのミニ対談でも触れていますが、今作は、小説はもちろん、使用する音楽も、作詞作
曲、演奏、アレンジ等はすべて道尾さんの手によるものです。小説の執筆と音楽の制作、どちらから取り組ん
だのでしょうか？
道尾／同時進行です。どちらかが存在しないと、もう一方も存在できないので、作業は一緒に進めることにな
ります。曲を作りつつ、原稿を書きつつ。」

（道尾秀介×Yukinaより）

「−−−−道尾さんがＹｕｋｉｎａさんの存在を知ったのはいつのことだったのでしょうか。
道尾／二年くらい前のことです。日付ははっきりしていて、二〇一九年十一月十二日。その日、都内のある駅
でたまたま途中下車したんですよ。わりと寒い日で、人もだいぶ少なくなった遅い時間。クリスマスのイルミ
ネーションがあったから、それを眺めながら歩いていたら、すっごいアグレッシブなギターと力強い歌声が聞
こえてきたんです。それでふらふら～っとその歌声のほうに歩いて行ったら、十九歳の女の子がギターを抱え
て路上で一人で詠ってた。
−−−−Ｙｕｋｉｎａさんが路上ライブしていたんですね。
Ｙｕｋｉｎａ／はい。当時所属していたバンドのワンマンライブの宣伝のために、その時間だけ限定的に一人
で路上ライブをしていたんです。」

「−−−−Ｙｕｋｉｎａさんに歌ってもらおう、と決めたのはいつのことだったのでしょうか？
道尾／小説の初稿を最初に編集者に送ったのは今年の五月末だったんですけど、その段階での音源は、僕の仮
歌をボーカルトランスフォーマーで女性の声に変えたものでした。最終的に「小説現代」に掲載するとき、誰
かプロの女性に歌を入れ直してもらわなきゃならなかったんですが、すぐにＹｕｋｉｎａさんの声が浮かんだ
んです。」

（「歌詞から広がる「物語」の世界」より）

「小説家が書いた歌詞をもとに、小説と音楽を作る−−−−
　水野良樹氏（いきものがかり・ＨＩＲＩＯＢＡ）と
　小説家、歌い手、アレンジャーが出会って生まれた、５つの奇跡の物語」

◎道尾秀介「聞こえる」最初のＱＲコード
https://www.youtube.com/watch?v=O7hdO6foJcE

◎HIROBA 水野良樹 PRESENTS「OTOGIBANASHI」
https://www.youtube.com/watch?v=fGGTxOVt8-c

https://www.youtube.com/watch?v=fGGTxOVt8-c


☆mediopos-2538　　2021.10.28

「笑い」についての哲学といえば
ベルクソンくらいしか知らなかったが

この本では近代以降の
デカルト・ホッブズからスピノザ・スペンサー
そしてベルクソン・ニーチェまで
六つの「笑いの理論」が論じられている
（興味のある方はとりあえず引用部分の目次参照）

本書には近代以降において
笑いがどのように生まれるかが
論じられるようになるまえの
古代ギリシアの喜劇やソクラテス・ディオゲネス
そしてルネサンス時代のラブレーや
セルバンテス・シェイクスピアなども
前半に論じられていて興味深いけれど

すべてご紹介するのは難しいこともあり
ここでは「笑いの哲学史」として紹介されている
近代以降のものの論点の紹介にとどめた

著者の中山元によれば
「笑い」は三種類に分けられるという

まず声を出して笑う「おかしみの笑い」
他人に向けた微笑みのような「社会的な笑い」
そして心の中で笑う「批判的な笑い」

おそらく生物のなかで
あきらかに笑う存在は人間だけだろうが
この世に生まれ生きていくためには
まずひとに敵意をもたれないようにする必要から
笑いはまず赤ちゃんの笑いからはじまるような
「社会的な笑い」からはじまる

■中山元
　『わたしたちはなぜ笑うのか／笑いの哲学史』
　（新曜社 2021/8）

そしてその笑いが
ふつういわれるような笑い声となり

さらに他人への批判や自分への苦笑のような
心の中での笑いのような
ある意味意識化された複雑な笑いともなっていく

そうした笑いについて
「笑いがどのようにして生まれるのか、
どのようなきっかけで笑いという
人間的な行為が発露されるのか」
といったことに注目しはじめるのは
近代以降のことだという

その「笑いの理論」は主に以下の六つ
（引用でその大まかな考え方を紹介してみた）

心身二元論から説明する理論
優越感という心理的なメカニズムから説明する理論
自由な人々の共同体を形成する社会性に貢献する理論
笑いの放出の理論
同一性と差異のシステムとしての「ずれの笑い」の理論
そして人間の自由を獲得するための批判的な笑いの理論

笑いは他者にむけられつつ
みずからへも向けられる

お笑い芸人は多くじぶんをネタにして笑わせるが
そのことがお笑い芸人への蔑視にはならず
むしろそこに高度な知性が感じられもするのは
笑いを高度に発揮することが
人間の精神の力につながるからだろう

他人を批判する笑いも多くあるものの
それは魂にとっては結局のところ
みずからをスポイルすることにもなる

逆にみずからを
そしてみずからが置かれた苦しい状況さえをも
笑うことのできる力こそが
笑いのもつほんらいの可能性をひらき得る行為ともなる

フランクルのいう
強制収容所での笑いや患者の笑いのような
高度な笑いこそが
「人々の精神を崩壊させないため」の
「貴重な武器」ともなり得る

ニーチェいわく
「笑いは人を自由にし、自由は人を笑わせるのだ。」



■中山元『わたしたちはなぜ笑うのか／笑いの哲学史』
　（新曜社 2021/8）

（「序論　三種類の笑い」より）

「まずふつうに「笑う」という動作にも、いくつかの違いがあることを考えておこう。動作として口を動かし、
多くの場合、声を出して笑うのが、もっとも普通の「笑う」という行為だろう。おかしなことを見聞きしたと
き、嬉しいときなどには、わたしたちはこのように「笑うだろう」。これは「おかしみの笑い」と名づけてお
こう。
　これにたいして頬の筋肉を動かすだけで、声を出さずに「笑う」ことも多い。それは「ほほ笑み」とか「微
笑」とか呼ばれる。これは楽しい気分になっているときや、他人に挨拶するときなどに、相手に敵意のないこ
とを示すために行われることが多い。他人に向けたこうした笑いは、「社会的な笑い」と呼べるだろう。
　それから動作にまったくださずに、心の中で笑うことがある。自分の愚かさ加減を笑うとか、他者の愚行を
笑う場合だ。この場合のは、動作にだすのが好ましくないために、笑いの動作が抑制されることが多い。他者
の愚行を笑う場合などには、その他者と別れて、自分部屋に戻ったときに、腹を抱えて笑い直すこともあるだ
ろう。この笑いは、自己や他者に対する批判的なまなざしから生まれた笑いであることが多い。こうした笑い
は「批判的な笑い」と名づけておこう。どれも笑いでありながら、その意味と機能にははっきりとした違いが
ある。」

（「第四章 近代の心身二元論に依拠した笑いの理論と優越の理論」より）

「古代、中世、ルネサンスをつうじて、人々は生活のなかで笑いを撒き散らしてきた。この笑いは、生きられ
た笑いである。そして笑いを理論化しようとする試みなどは、ほとんどみられなかった。笑いについての考察
がなかったわけではない。笑いが人間の活動の一部であるかぎり、笑いの考察はかならず行われるだろう。た
だし人々が注目していたのは、笑いがどのような機能を果たすかということよりも、笑いがどのようにして生
まれるかということだった。（･･･）
「近代にはいると、笑いが人々のあいだでごく自然に生まれ、何らかの働きをする行為であることよりも、笑
いがどのようにして生まれるのか、どのようなきっかけで笑いという人間的な行為が発露されるのかに注目が
集まるようになる。たんに笑いが、ごく自然な人間の営みであるとして受け入れられるだけではなく、人間に
とってある種の特別な行為として分析すべき対象とみなされるようになった。ときに近代の到来とともに、人
間の精神と身体の関係に特別な関心がもたれるようになった。そして笑いがこのような心と身体との関係の特
別な表現として、考察されるようになったのである。」

（「第四章 第二節 デカルトの生理学的な笑いの理論」より）

「デカルトは情念が身体に働きかけ、身体を動かすと考えたが、人間が情念の働きかけによって身体的に行動
する以前に、こうした情念が身体的な「外的表徴」を引き起こすと考えたのだった。嬉しいときは顔が生き生
きと赤くなり、悲しいときは顔が青白くなる。これらは人間の意志を伴わない不随意な反応であり、純粋に生
理的なものとして考えられている。そして「笑い」もまた、こうした身体的な不随意な表現の一つであると考
えられたのである。」

（「第四章 第三節 ホッブズの優越感の理論」より）

「近代の合理主義にとっては、笑いは理性の方則にしたがうものではなく、身体的な情動の一つの表現とみな
される。こうした笑いの考察を代表するのが、デカルトと同時代人であるイギリスの哲学者ホッブズによる笑
いの分析である。ホッブズは、人間をあたかも原子のように、周囲の環境からまったく切り離して、個別に合
理的に判断することができると考えた。」
「ホッブズは笑いを心理的な側面から理解するために、それを「突然の得意」の表現と定義する。他者のうち
に、「ある不格好なものを認識し、それとの比較から彼らが突然自らを賞賛する」ときに生まれる「顔のゆが
み」なのである。笑いというものは「かれらを喜ばせるかれら自身のある突然の動作によって、あるいは他人
のなかになにか不格好なものを知り、それとの比較からかれらが突然自らを賞賛することによって、ひきおこ
される」ものである。この笑いは、自己の優越を感じたときに生まれる情念の身体的な表現とみなされている
のである。」

「この優越感の理論は、これまで考察してきた笑いの機能の分析との関連では、「社会的な笑い」の枠組みに
入るものである。

（「第五章 笑いの共同体の理論　第一節 スピノザの笑いの共同体」より）

「ホッブズの理論的な展開を受け継いで、笑いというものを人間の情動の一つとして考察しながら、笑いの社
会性について考察したのが、スピノザである。」
「たがいに愛し合う人々の和合の共同体において、人間はますます大きな善を追求し、ますます大きな満足と
喜びを得ようとする。この共同体は、人間がますます完全な存在になろうとする共同体である。
　人間は身体をもつ存在だから、この満足と喜びとは身体的には「笑い」として表現される。（･･･）たがい
にほほ笑みと笑いを分かち合う共同体、それは自己の喜びを高め、その喜びを笑いによって他者に伝達し、そ
の笑顔によってまた他者の喜びを高めて行く共同体である。」
「笑う共同体は、不死の精神の永続を信じる自由な人々によって形成される理想の共同体なのである。」

（「第六章 笑いの放出の理論　第一節 神経の緊張の解放—スペンサー」より）

「第四の理論として検討したいのが、笑いが身体的な緊張を解放する役割を果たすという笑いの放出の理論で
ある。
　こうした放出の理論として有名なのが、社会学者のハーバート・スペンサーの笑いの理論である。スペン
サーは「笑いの生理学」という有名な論文で、笑いのメカニズムを人間の身体の生理学的な緊張の解放という
う動力学的な観点から考察している。」
「スペンサーは、神経系が緊張した状態におかれると、その昂奮を他の回路に伝達して放出しようとするので
あり、そのことで笑いが生まれると考える。」

（「第七章 同一性と差異のシステムとしての笑い　第一節 ずれの笑い」より）

「第五の笑いの理論として、「ずれの笑い」とでも呼べるものがあり、これは「同一性と差異のシステムとし
ての笑い」の理論と呼び替えることができるだろう。この理論は、どのような心理的な条件のもとで笑いが生
まれるかを考察するという意味では、「おかしみの笑い」の理論と考えることができるが、笑いが人間の心理
の特定の性質によって生まれると考えるのではなく、人間の心のうちで笑いが生まれるメカニズムを構造的な
ものとして把握しようとするところに、これまでの生理学的な理論との違いはある。笑いを生み出す心理の内
容ではなく、型式に注目した理論である。近代の笑いの理論の多くは、この同一性と差異のシステムに注目す
るものである。」
「このような同一性と差異のゲームの理論を利用しているのがベルクソンの笑いの理論である。ベルクソンは
笑いを分析した著作『笑い』で、人間の行為が機械的になったところで笑いをもたらすと主張する。「生ける
ものの上に貼りつけられた機械的なもの」、それが笑いを引き起こすというのである。」
「ベルクソンは人間が社会のうちで知らず知らずに機械的な生き方をしてしまっていることに批判の目を向け
る。笑いが生まれるメカニズムよりも、むしろ人間の笑うべき生き方を明らかにすることをこそ、この著作
『笑い』は目指しているのである。」

（「第八章 自由と治療の手段としての笑い　第一節 ニーチェにおける笑う智恵」より）

「近代の笑いの理論の最後の第六の理論は、人間の自由を獲得するための批判的な笑いの理論である。人間を
抑圧するものを批判する笑いによって、解放という効果が生み出されるのである。」
「こうした笑いの理論を代表する思想家はニーチェである。」
「ニーチェは、（･･･）善がそうであるように、「他人の不幸をたのしむ意地悪い悦びとか、略奪欲とか支配
欲、そのほか悪と呼ばれるあらゆる本能、それらは種族本能の驚くべき経済の一部をなすものだ」と喝破す
る。
　ニーチェによると、このことに気づかせてくれるのが、笑う者なのである。」
「このような笑う者が登場するとき、初めて「笑いが智恵と結ばれるであろう、そしておそらくそのときは〈悦
ばしい知識〉だけが存在することとなるだろう」。『悦ばしい知識』は、こうした笑いと結びついた知識を模
索する書物である。「笑いにとってもなお未来というものが必要である」からだ。
　それだからこそ、最後の人間を超える超人を予感させるツァラトゥストラは哄笑するのだ。」
「笑いは人を自由にし、自由は人を笑わせるのだ。」



「この優越感の理論は、これまで考察してきた笑いの機能の分析との関連では、「社会的な笑い」の枠組みに
入るものである。

（「第五章 笑いの共同体の理論　第一節 スピノザの笑いの共同体」より）

「ホッブズの理論的な展開を受け継いで、笑いというものを人間の情動の一つとして考察しながら、笑いの社
会性について考察したのが、スピノザである。」
「たがいに愛し合う人々の和合の共同体において、人間はますます大きな善を追求し、ますます大きな満足と
喜びを得ようとする。この共同体は、人間がますます完全な存在になろうとする共同体である。
　人間は身体をもつ存在だから、この満足と喜びとは身体的には「笑い」として表現される。（･･･）たがい
にほほ笑みと笑いを分かち合う共同体、それは自己の喜びを高め、その喜びを笑いによって他者に伝達し、そ
の笑顔によってまた他者の喜びを高めて行く共同体である。」
「笑う共同体は、不死の精神の永続を信じる自由な人々によって形成される理想の共同体なのである。」

（「第六章 笑いの放出の理論　第一節 神経の緊張の解放—スペンサー」より）

「第四の理論として検討したいのが、笑いが身体的な緊張を解放する役割を果たすという笑いの放出の理論で
ある。
　こうした放出の理論として有名なのが、社会学者のハーバート・スペンサーの笑いの理論である。スペン
サーは「笑いの生理学」という有名な論文で、笑いのメカニズムを人間の身体の生理学的な緊張の解放という
う動力学的な観点から考察している。」
「スペンサーは、神経系が緊張した状態におかれると、その昂奮を他の回路に伝達して放出しようとするので
あり、そのことで笑いが生まれると考える。」

（「第七章 同一性と差異のシステムとしての笑い　第一節 ずれの笑い」より）

「第五の笑いの理論として、「ずれの笑い」とでも呼べるものがあり、これは「同一性と差異のシステムとし
ての笑い」の理論と呼び替えることができるだろう。この理論は、どのような心理的な条件のもとで笑いが生
まれるかを考察するという意味では、「おかしみの笑い」の理論と考えることができるが、笑いが人間の心理
の特定の性質によって生まれると考えるのではなく、人間の心のうちで笑いが生まれるメカニズムを構造的な
ものとして把握しようとするところに、これまでの生理学的な理論との違いはある。笑いを生み出す心理の内
容ではなく、型式に注目した理論である。近代の笑いの理論の多くは、この同一性と差異のシステムに注目す
るものである。」
「このような同一性と差異のゲームの理論を利用しているのがベルクソンの笑いの理論である。ベルクソンは
笑いを分析した著作『笑い』で、人間の行為が機械的になったところで笑いをもたらすと主張する。「生ける
ものの上に貼りつけられた機械的なもの」、それが笑いを引き起こすというのである。」
「ベルクソンは人間が社会のうちで知らず知らずに機械的な生き方をしてしまっていることに批判の目を向け
る。笑いが生まれるメカニズムよりも、むしろ人間の笑うべき生き方を明らかにすることをこそ、この著作
『笑い』は目指しているのである。」

（「第八章 自由と治療の手段としての笑い　第一節 ニーチェにおける笑う智恵」より）

「近代の笑いの理論の最後の第六の理論は、人間の自由を獲得するための批判的な笑いの理論である。人間を
抑圧するものを批判する笑いによって、解放という効果が生み出されるのである。」
「こうした笑いの理論を代表する思想家はニーチェである。」
「ニーチェは、（･･･）善がそうであるように、「他人の不幸をたのしむ意地悪い悦びとか、略奪欲とか支配
欲、そのほか悪と呼ばれるあらゆる本能、それらは種族本能の驚くべき経済の一部をなすものだ」と喝破す
る。
　ニーチェによると、このことに気づかせてくれるのが、笑う者なのである。」
「このような笑う者が登場するとき、初めて「笑いが智恵と結ばれるであろう、そしておそらくそのときは〈悦
ばしい知識〉だけが存在することとなるだろう」。『悦ばしい知識』は、こうした笑いと結びついた知識を模
索する書物である。「笑いにとってもなお未来というものが必要である」からだ。
　それだからこそ、最後の人間を超える超人を予感させるツァラトゥストラは哄笑するのだ。」
「笑いは人を自由にし、自由は人を笑わせるのだ。」

　「この笑いと自由の深い結びつきを語っているのが、強制収容所への収容を体験したヴィクトル・フランク
ルである。『夜と霧』のなかで彼は、笑いが人々の精神を崩壊させないためにいかに貴重な武器となったかを
強調している。」
「フランクルは「ユーモアは人間的実存的なものである」とまで主張する。「患者は、不安を面と向かってみ
ることを、いやそれを面と向かってあざ笑うことを学ばねばならない。そのためには笑うことへの勇気が必要
である」。そして心に笑いが忍び込んできたとき、「患者はもう賭けに勝ったのである」。自己を含めた世界
を笑いのめしながら「ユーモアをとおして患者はたやすく、自分の神経症の症状をどうにか皮肉り、最後には
克服することをも学ぶのである」。この治療の手段としての笑いの効果は、わたしたちがこの閉塞された世界
のうちで勁く生き抜くために必須の手段である。わたしたちを圧し潰そうとするものの一切を笑いとばそうで
はないか。」
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なぜだかわからないけれど
小さいころから
小唄や端唄を口ずさんでいたりした

粋で色っぽい詩と響きが
子どもの頃にイメージできていたとは思えないが
そうした詩と響きからは
言語形成において
それなりに影響を受けているはずで
西洋的な耳とはかなり異なった耳も
育ててくれているように感じられる

さて都々逸である

「立てば芍薬　座れば牡丹　歩く姿は百合の花」
というのは有名な都々逸だけれど
これを都々逸として受け取っている人は
いまでは少なくなっているだろう

日本語の短詩には
「五七五七七」の短歌・狂歌
「五七五」の俳句や・川柳があるが
都々逸は「七七七五」である

歌をつくる人は歌人
俳句をつくる人は俳人だが
都々逸をつくる人をあらわす言葉はないそうだ

そのことからもわかるように
現代では都々逸はほとんどなくなりかけているようだ
「五七五七七」が短歌で
「五七五」が俳句であることは誰でも知っているが
「七七七五」が都々逸であることはあまり知られていない

民謡の詩の多くが
「七七七五」が基本形となっているように
都々逸は神戸節や潮来節からよしこの節を経て
生まれたという説があるそうだが
もともと「三味線の伴奏に乗せて唄う」という
特徴をもっていたのは
実際に唄うという要素があったからのようだ

あらためて考えてみると
「五七五七七」「五七五」は言葉として詠まれ
「七七七五」は唄として唄われてきたが
その違いには日本語のもつリズムと
それが発揮しやすい表現形式と文化背景があるのだろう

さて引用の最後に
明治時代に黒岩涙香が
当時の都々逸の投句者に与えたという
「俚謡手引」を紹介しているが
その手引きは都々逸がよく表現されている
（「俚謡」というのが都々逸のこと）

「和歌はみやびよ俳句は味よ　わけて俚謡は心意気
　欲を云ふなら情の艶に　　　時の匂ひを持たせたい
　木にも石にも情をこめて　　つやを出しやこそ歌になる」

■吉住 義之助 (監修)・小野 桂之介 (著)
　『都々逸っていいなあ』
　（KADOKAWA 2021/10）
■中道 風迅洞
　『【26字詩】どどいつ入門／古典都々逸から現代どどいつまで』
　（徳間書店 1986/10）



■吉住 義之助 (監修)・小野 桂之介 (著)
　『都々逸っていいなあ』
　（KADOKAWA 2021/10）
■中道 風迅洞
　『【26字詩】どどいつ入門／古典都々逸から現代どどいつまで』
　（徳間書店 1986/10）

（小野 桂之介『都々逸っていいなあ』より）

「都々逸の起源については、名古屋の神戸（ごうど）町（現熱田区）の民謡神戸節が起源という説や、茨城県潮来地方の潮
来節からよしこの節を経て都々逸が生まれたという説など諸説ある。いずれにしても、ローカルな民謡を母体にして生まれ
たものであること、それを江戸後期の寄席芸人都々逸扇歌（せんか）が多くの人の口ずさむところで広めたということはま
ちがいなさそうである。
　扇歌は、現在の茨城県常陸太田市に生まれ、江戸に出て芸人となり、自ら都々逸坊と名乗って都々逸を唄った。美声に加
えて優れた三味線の腕を持ち、頓智の利いた即興の歌で客を魅了し、高座や酒席で大いに人気を博したと伝えられている。
その名跡は七代まで受け継がれたが、昭和六十年に七代目扇歌が没した後は継ぐ人はいないままになっている。扇歌の終焉
の地茨城県石岡市には、扇歌の墓碑、歌碑、扇歌の功績を記念する都々逸一坊扇歌堂などがある。
　都々逸が寄席の講座から酒席とりわけ花柳界で広まったことから、内容的にもいわゆる四畳半的な色ごとを題材として作
られることが多く、そうした隠微なイメージがつきまということになった。それにはそれなりの捨てがたい魅力があるが、
それだけにとどまっていては水の淀みと一緒で進歩がない。もっと幅広く日常生活を詠むと共に、三味線の音と離れても味
わえる短型詩として再開発しようという文芸運動が大正から昭和初期にかけて興った。こうした文芸運動は、俗体詩、情
歌、俚詠、街歌などの名称で展開されたが、交流を通じて相互の差は薄まり、現代都々逸という幅広い枠組みのなかでゆる
やかに統合されてきている。
　その後、ラジオ番組や新聞雑誌の文芸欄などで多くの人々を楽しませた時期もあったが、社会がめまぐるしく変わるな
か、以前からの色恋ものも含め都々逸を作る人や唄う人が少なくなってきている。」

「よく知られるように、短歌や狂歌の基本詩型は「五七五七七」、俳句や川柳のそれは「五七五」。ぉこれに対して、都々
逸は「七七七五」を基本詩型としている。これは、都々逸がもともと民謡からうまれたことの証左と言ってもいい。全国各
地の民謡の詩の多くはこの「七七七五」を基本詩型としている。」
「民謡から生まれた都々逸は、他の多くの民謡と同様、もともとは「三味線の伴奏に乗せて唄う」という特徴を持っている。
これは、創作された作品を「文字に書かれた詩として味わう」だけの短歌・狂歌や俳句・川柳などと大きく異なる特徴であ
る。（･･･）
　その一方で、都々逸は、多くの民謡とも異なった特徴を備えている。全国各地の民謡の多くが、伝統的に唄い継がれてき
た古典的な歌詞を皆が覚えて歌うのに対し、都々逸は、日々新しい詩を創作し続けていく点である。これは、都々逸の母体
となったのではないかと言われている神戸節、よしこの節やさらにその源流といわれる潮来節などが即興詩で唄う特徴を
持っていたことに由来するものと考えられる。もちろん、そうした新作の積み上げの中から名作と言われる〝いい文句〟が
後世まで唄い継がれていくということはあるが、都々逸の基本は、絶えず新しい歌を作り続けていくことにある。」

「広く知られているように、短歌や狂歌は一首、二首というように「首」で数え、俳句や川柳は一句、二句というように
「句」で数える。都々逸の数え方については全国的に統一されているとは言いがたいが、筆者の所属するしぐれ吟社では、
一章、二章というように「章」で数えている。また、作品そのものは短歌や狂歌と同様に「歌」と呼ばれる。」

「若い頃から集めた古典的な名文句、所属するしぐれ吟社の先輩・仲間たちの秀作を並べてみると、その内容からざっくり
四つのジャンル「色恋もの」「ユーモアもの」「含蓄もの」日常生活描写もの」に分類できる。」

「色恋もの」
「夢に見るよじゃ掘れよがうすい　心底惚れたら眠られぬ　詠み人知らず
　人の恋路を邪魔するやつは　窓の月さえ憎らしい」

「ユーモアもの」
「別れの汐どき彼女が浮気　ありたがいけど許せない　牧人
　嬶（かかあ）天下と威張っちゃいるが　たかが家来は俺一人　紫蘭」

「含蓄もの」
「白だ黒だとけんかはおよし　白という字も墨で書く　詠み人知らず
　堅い決意と男の意地は　握り拳の中に有る　健二」

「日常生活描写もの」
「願い忘れた一つがあって　も一度上った女坂　牧亮
　ふらり立ち寄りため息ひとつ　置いて帰れる店がある　笑子」

（中道 風迅洞『どどいつ入門』より）

「歌をつくる人を歌人といい、俳句作家を俳人という。私は永年「どどいつ」をつくり、その選者をつとめているが、だれ
も「ど人」とは言わない。創作二十六字詩（七七七五）、すなわち現代どどいつの作者を端的に言あらわす言葉がないので
ある。」

「フランスの詩人ポール・クローデルが、一九四五年（昭和二十年）、パリのガリマール出版から『ＤＯＤＯＩＴＺＵ』と
いう訳詩集を出したことを知る人は少ない。
　同じくフランスの詩人ジョルジュ・ボノーが著した『日本の韻律』には、短詩、俳句、現代詩に先んじて、その第一部に
「どどいつ−−−−二十六字詩」が語られていることをご存じだろうか。」

「この小著が語ろうとしている「どどいつ」なるものは、その作者に対する社会的な呼称も定まらず、戸籍の名前もあやふ
やで、いわば氏素性もはっきりしない日陰の花（こういう言葉も古くなった）の伝記を書くに似たむずかしさ、不正確さが
あるということ、これがまず第一点である。」
「その二は、江戸時代の古版本はもとより、昭和に入ってからでも戦前戦後からごく最近までのどどいつ関係（どどいつと
いう呼び名を使わないものも含めて）の刊行物、雑誌のたぐいが手に入りにくく、少数の関係者個人や好事家の私蔵するも
のをのぞいては、もはた古書店でもその書冊を見ることが困難になりつつある。」
「その三は私自身の門下初心者や、ラジオを通じて私の選評を聴いてくださる方々への「手引き書」の役目である。」
「その四は、どどいつの故事来歴はどうでもいいが、面白いどどいつの文句だけを知りたいという向きにも、古今の詞章の
出ているところを拾って読んでいただければ、「本音の歌」「未練の詩」としての二十六文字詩が、文字どおり今日に生き
ていることがわかっていただけるように編んだつもりである。」

「明示以降の創作都々逸を語るとき、記憶にとどめておきたいのは、団珍（まるちん）こと『團團珍聞（まるまるちんぷ
ん）』と、『萬朝報』が募集した「俚詠正調」である。
これらは、都々逸がひとつの短詩型文芸として、必ずしも香り高い光彩を放ったということではないが（･･･）、それまでほ
とんどよみ人知らずの拾遺集しかなかった時代に、はじめて定期刊行物が創作どどいつを載せ、とにもかくにも〝自分の
歌〟をうたう〈作詞する〉ことを推し進めた点に注目すべきであると思うのである。」

「選者の即吟十首という、涙香作の「俚謡手引」は、当時の投句者に与えたものかと思うが、今日の俚謡、どどいつ、二十
六字詩の作家にとっても平易ですぐれた心得の歌になっているので掲げさせていただく。

　歌は何う読む心の糸を　　　声と言葉で綾に織る
　歌の中でも俚謡の歌は　　　口に謡へにや歌じや無い
　口に謡ふて調子にのせて　　人を動かす歌が歌
　歌の力にや鬼神も泣くと　　流石貫之よく言ふた
　和歌はみやびよ俳句は味よ　わけて俚謡は心意気
　欲を云ふなら情の艶に　　　時の匂ひを持たせたい
　木にも石にも情をこめて　　つやを出しやこそ歌になる
　歌は皆まで云はぬが花よ　　絵でもぼかさにや絵にならぬ
　言葉やさしく姿ははでに　　かくな心を丸くよめ
　遊びましよぞ小唄の園に　　睦みむつみて末永く」

◎【都々逸】立てば芍薬　// 弾き唄い　松浪千壽
「立てば芍薬　座れば牡丹　歩く姿は百合の花」
https://www.youtube.com/watch?v=qQRng8Mst4E

◎「都々逸」美空ひばり / 古賀政男(三味線)
「腹の立つときや　茶碗で酒を　酒は涙かため息か」
https://www.youtube.com/watch?v=6shhlj-j1No

◎【端唄】奴さん　// 三味線・唄　 松浪千壽
「えぇ～　奴さん どちらへ行く（アーリャコリャコリャ）
　旦那を お迎えに さっても寒いのに 共ぞろい
　雪の降る日も 風の夜も サテお供はつらいネ」
https://www.youtube.com/watch?v=ipkd5f1QpTc



☆mediopos-2540　　2021.10.30
高橋巖と笠井叡の三回にわたる貴重な対話
『戦略としての人智学』は
二〇〇九年の暮れから二〇一〇年の初めにかけてのもの

最初の「Ⅰ」（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの対話がある）では
「ヨアキム主義」と関連した「個体主義」
「物質」と「物質性」の違い
哲学と神秘学の違い
意識と物質の関係
二通りある死のプロセス
といったことについて

高橋巖・笠井叡の両氏の間でしか
語られないだろう刺激的な対話となっている

自然科学的な発想は
外に現実があって
その現実に受け身で対するのに対し
「ヨアキム主義を生きる」ということはその逆で
「自分の中に神を見つける」こと
つまり「能動的な態度」をとることである

たとえば自然科学では赤色を
光学的な意味で客観的に説明するが
「赤色を見ているという体験」には入り込めない
つまり自然科学わたしたち一人ひとりの
生きた体験とはなりえないのだ

「原因がみんな外にあって、その外の進化の過程で、
内があとで生み出されたと考える」のが自然科学だが
神秘学はまず「内」があって
「その内の「思い」が熱となった外に流出すると、
そこから物質世界が生み出されると考え」るように
「内と外の関係」が逆になっている

その神秘学の根底には哲学があるけれど
「哲学は体験がなくても哲学に」なるが
「体験のない哲学は神秘学には」ならない

対話では語られてはいないが
ノヴァーリスが学問は哲学になったあとポエジーになる
というのもポエジーは神秘学を生む種ともなるからである

さてこの対話で最も興味深いのは
物質と物質性の違いについてのところだろう

自然科学ではたとえば
「人間の中の鉄分と山の中の鉄分は同じだ」
ととらえるけれど
錬金術では「物質」と「物質性」という概念を
明確に分けている
自然科学では「物質性」を問題にしないのだ

それを意識との関係でとらえると
「体の中にある鉄分は意識と結びつくが、
山の中にある鉄分の中には意識は入り込めない」
ということになる

笠井叡はこの物質性に関連して
舞踏の体験から「自分が物質に対して、
物質の内部から関われる存在なのだという視点」
そして「物質の内部に入る」いうことは
「無限空間に入る」ことだという視点を得る
わたしたちの「内面」はその意味で
体があるからこそ獲得できるものなのだ

さらに重要な視点は秘儀にも関連した
二通りある「死のプロセス」である

死はただ体から意識が離れていくプロセスではなく
（古代の秘儀も体から意識を離すものだった）
キリストの磔刑と復活に示されているように
「体の中に意識がさらに深く入る」プロセスともなり得る

なぜ私たちは体をもっているのか
もたなければならないのか
そのことの深い意味がそこから開かれてくる

■高橋巖・笠井叡 対話
　『戦略としての人智学』
　（現代思潮新社 2021/10）
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　（現代思潮新社 2021/10）

（「戦略としての人智学　Ⅰ／二〇〇九年十一月五日」より）

「笠井／高橋さんが「ヨアキム主義」と関連して、「個体主義」という言葉を最初に言われたのが『神秘学序
説』（イザラ書房、一九七五年）の中だったと思いますが、この言葉は当時の日本ではまだそれほど言われて
いませんでした。また「ヨアキム主義」も当時の日本では、まだそれほど知られていませんでした。私がヨア
キム主義と個体主義について読んだのは、この時が初めてでした。
　私の感じではあの思想は、七〇年代という時代に個体主義というものを、生きた形でひとりひとりの人間の
中に降ろすというよりも、まだ個体主義の在り方そのものを模索していたように思います。しかし今の時代
は、個体主義そのものが本当に生かされないと、歴史も生きない感じがします。
高橋／そうですね。今の笠井さんの言葉を言い換えると、七〇年代・八〇年代はまだ「神話」が生きていたと
も言えると思います。今の時代では、神話に対するある種の期待とか信頼とか、あるいは信仰が消えてしまっ
ているような感じがするのですが。
（･･･）
笠井／ある意味で、政治思想も、イデオロギーではもう駄目なのかもしれません。おそらくイデオロギーでは
なくて、決定的な意識の変革が重要になってくる気がします。その変革もマスではなく、ひとりひとりの個人
の中における意識の在りようというものが、もう一度完全に根底から見直されていった時に、何かが出てくる
という感じがあるのですが。平たい言い方をすれば。神話がなくなったということは、信仰を中心とする宗教
ではもう何も始まらないということです。
　では、宗教で何も始まらなくなった時に、自然科学で何が始まるかと言えば、今、自然科学は全て情報化の
方向に行ってしまいました。情報化された生命科学とか、情報化された人間学です。しかし、そのなかに何か
イデオロギーに変わる、ある新しいものが見出せるか、という問題が出てきます。（･･･）
高橋／そうですね。私の感じでは「ヨアキム主義を生きる」ということは、自分の中に神を見つけるというこ
とだと思います。しかし自分の中に出会える神が、自然科学的な考え方や合理主義的な考え方では全くありえ
ないので、一言で言うと「能動的な態度をどこまでとれるか？」ということに尽きるような気がするのです。
　情報科学を含めて、自然科学的な発想は、ある現実があって、その外にある現実に自分自身の精神を適応さ
せることで認識が開けてくる、と考えます。だからいつでもその場合の個体は、外から来る刺戟に対して受け
身で、それをどこまで客観的に受け取れるか、という作業になります。その認識作業の中で、ある自然科学
的・客観的な真実と自分が出会っていると思えれば、安心感が持てます。これも典型的な神話的思考のひとつ
だと思うのですが、しかし顕在的にしろ、潜在的にしろ、そういう受け身の態度で生き甲斐が見出せるのかと
いう根本的な疑問が出て来ているようです。
笠井／自然科学では、例えば赤色というものを光学的な意味での振動で、客観的に説明することができます。
しかし、その振動を人間は一度も知覚したことはないのです。（･･･）人間の「赤色を見ているという体験」
の中には、科学は入り込めません。つまり、科学は外側にとどまるのです。これは色だけでなく、あらゆる自
然科学的な見方は、私たちの感覚的な表象の内側までには入り込めません。
（･･･）
高橋／私が個体主義と出会って、救われたように感じたのも、この問題に意識的になれたからだと思います。
（･･･）
　それでよく思うのですが、今、笠井さんがおっしゃった個体主義の問題の一番のポイントは、「内と外の関
係」にあると思います。普通の発想は、宇宙論でもそうですけれども、ビッグバン以来、原因がみんな外にあっ
て、その外の進化の過程で、内があとで生み出されたと考えるのですけれども、神秘学の一番基本的な考え方
は、まず内があって、その内の「思い」が熱となった外に流出すると、そこから物質世界が生み出されると考
えます。ですから最初に内があるのです。
　赤い色の内なる思いを受けとるのです。この神秘学の観点に従うと「内が外」になるのですが、しかし一般
の常識は外の世界が先ずあって、それが個人を取り巻いている、という発想です。しかしこの受け身の発想が
常識になっている限りは、今の時代のいちばん根本的な矛盾や疑問に応じられないと思うのです。」

「笠井／高橋さんがどこかでおっしゃったことだと思いますが、哲学と神秘学はたった一つの違いしかない。
哲学は知の学であって、知識の方向へ行きます。それに対して神秘学は哲学が根底にあるけれど、その哲学を
体験の方向へ持っていく点が唯一の違いです。哲学は体験がなくても哲学になりますが、体験のない哲学は神
秘学にはなりません。」

「笠井／意識の問題に入るにあたって、先ほどのヨアキム主義のところに戻させていただきます。これは私の
捉え方ですが、歴史を神話の歴史、自然哲学および錬金術的な歴史、自然科学的な歴史の三つに分けた場合、
それぞれの意識の在りようは異なります。
　神話的な世界では意識のリアリティーしかないのです。（･･･）
　自然科学はそこかたイマジネーションを抜いてしまって、物質だけの関わりにしてしまいました。そのなか
においては、私たちの意識が関わることは、まったくできなくなってしまいます。私たちは「物質」という言
い方はしますが、「物質性」という言い方はしません。ところが錬金術では「物質」と「物質性」という概念
を明確に分けています。例えば山の中にある鉄分と血液の中にある鉄分とでは、「物質」は々だけど、「物質
性」はまったく違うという分け方をするのです。あるいは植物の中にある炭素と鉱物の中にある炭素では「物
質」は同じでも「物質性」は違うという分け方です。しかし自然科学では「物質性」を抜いてしまいました。
ですから「人間の中の鉄分と山の中の鉄分は同じだ」で済んでしまうのです。（･･･）
　その「物質性」の違いは「体の中にある鉄分は意識と結びつくが、山の中にある鉄分の中には意識は入り込
めない」ということなのです。この考え方は自我や意識を考える上で大切な観点です。
　なぜ私たちは意識を捉えられなくなったかというと、ひとつには物質を見るときに「物質性」の違いを考慮
しなくなったからだと思います。」

「笠井／私は三十五歳から四十一歳までドイツにいて、その時に体験したことなのですが、自分が物質の中に
いるという体験をはっきりもったのです。自我が物質の中にいるということを摑んだというよりも、分かった
のです。つまり自分が自分の体の中にいるということです。
　この体というのは炭素や窒素や、諸栄養素といった、体を構成している諸物質で、その物質の内部に自分が
いるということをはっきり体験したのです。この時に私は物を見るときの、ある視点を獲得した感じがしたの
でした。それは自分が物質に対して、物質の内部から関われる存在なのだという視点です。そして確実にわ
かったことは、内部空間というものが無限空間ということで、有限空間ではないということです。内部空間に
入った時に有限が生まれたら、これは外部になってしまいます。つまり外部であるということは、有限なので
す。物質の内部に入るということは、内部空間に入るということであって、無限空間に入るということなので
す。そして過去、現在、未来のすべてに行くことができます。現在にしか生きられない有限性であれば、それ
は内部ではないのです。（･･･）
高橋／すごい体験ですね。いわば物質という舞台がないと内面は自由に自分を表現することができないのです
ね？
笠井／そうなんです。物質があるから内面が獲得できるのです。ただし私にそれを可能にさせたものは、物質
性の違いというものを、自然界の私の体を通して感じることができたからです。
（･･･）
笠井／これは論証できる体験ではないのですが、ただ自我というものは物質の内部から関われる力なのだと思
います。
高橋／そうしますと、意識が生きられるためには物質性が必要だということですね。その物質性は逆に言う
と、内部にいる意識によって、空間的・時間的にいかようにも変わることができる。そして物質性が変われば、
またそこに新しい意識が住まわせてもらえますから、意識も変わる。」

「高橋／死のプロセスに二通りあるんですね。意識がどんどん離れて失われていく死と、意識がどんどん集中
して、それが最高に達した時に生じる死と。（･･･）
笠井／私はこのこととキリスト教の成立は無関係ではないと思うのです。イエス・キリストが十字架に架かる
ということは、けしてイエス・キリストに肉体的な苦痛を与えたという意味ではなく、そのことによってある
意識が人間の体の隅々まで浸透していったという意味だと思います。意識が完璧に体を満たすのは。けっして
サディスティックな意味での苦痛を与えることによってではなく、自我の力で意識が体を満たすことだと思い
ます。（･･･）」



「笠井／たとえばバプテスマのヨハネがヨルダン川でキリストの洗礼を行なったというのは、古代的なやり方
ですが、意識を抜こうとしましや。それは溺死する寸前まで体を水につけておくという方法です。（･･･）息
を一定時間止めておきますと、苦しさの中に、人生の中で一番大きな力が生じます。つまり死というのは。人
生の中で一番大きな力が生じる瞬間です。
　この力は二通りの方向を持っています。ひとつは体から意識が抜き出す力、もうひとつは意識がさらに体を
摑もうとする力です。バプテスマのヨハネの方法は、体を摑もうとする方向ではなく、意識を体から抜く方向
だと思います。しかし、ヨアキム思想における個体主義で捉える死は、古代的な意味での意識が体から離れる
ことではなくて、ひとり一人の人間が体を意識で完全に満たし、錬金術でいうよころの、体の物質性を最高度
にまで高めるところまで育成することです。（･･･）
　まずやらなくてはならないのは、死や物質の概念を改めて考えなおすことです。そのためには物質は物質で
あるだけではダメで、物質性というものは何なにかを考えなくてはいけません。そのことによって、私たちの
体の中に意識がさらに深く入ることができます。すると、意識が体から分離していくという意味での古代的な
死ではなく。ヨアキム主義的な死、つまり物質という壁に跳ね返される意識ではなく、物質が消滅するくらい
にまで意識が内部に入っていき、そこで、本来の意識のあり方を掴めるのではないでしょうか。ですからヨア
キム主義的な死というのは、死と同時に復活なのです。これが、私がドイツで体験したヴィジョンなので
す。」

「笠井／先ほどお話しした「第二の死」、つまり霊界参入の方向の死ではなくて、物質の奥の方に入ることに
よって生じる死があるならば、この場合の体の捉え方というのはまさに無限であって、ここまでは物質である
というのではなく、無限に物質の中に入っていくという感じがあるのです。そしてその中で、次第に体が消え
ていくという実感があるとはいえ、これは、体というものを元にしているから成り立つものですよね。
高橋／だから体は、今の瞬間において絶対にあるんですね。
笠井／そうですね。
高橋／一〇年先、二〇年先の体ではなく、今この一瞬の体に懸ける生き方というのは、非常に具体的だし、そ
れしかないような気がします。」

（「註」～「ヨアキム主義」）

「十二世紀、イタリアの思想家ヨアキムのフィオーレにより生じる。キリスト教を、父の時代・子の時代・聖
霊の時代の、三つの大きなアイオーンでとらえ、父の時代、子の時代のあとに終末が来るのではなくて、第三
の時代である「聖霊の時代」に、人間の本質である自我の力が真に開花し、一切の宗教的権威、信仰をこえて
人間そのものの神性が現れ出る、と予言した。」
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「詩」をもつということは
どういうことなのだろうか

シモーヌ・ヴェイユに
「労働者に必要なのは、詩だ」
という言葉がある

この言葉を知ったのは
『映画の詩学／触発するシモーヌ・ヴェイユ』で
今村純子氏がふれているのと同じく
鈴木大拙のエッセイからだ

その言葉については
シモーヌ・ヴェイユはそれ以上のことは
何も書いていないようだが
鈴木大拙は
「労働者が手を動かし、足を動かす
というところと関係づけて、
そこにポエジィを見ることができたら」という

そして「大工さんがコンコンやっておる、鉋でけずる、
というところに十七文字の詩情」がわき
「妙を感じて、十七文字で表現することのできるもの
を、
手足を動かす人が感じられたら、
その労働の世界というものは、
まったく変わってしまうだろう」という

現代のいわゆる労働の多くは
結局のところ「食べる」ために
否応なくなされているが
それはほんらいてきな意味においていえば
「働く」ということそのもの
さらにいえば「生きる」ということそのものに
「ポエジィ（詩）」を見ることなのだろう

シモーヌ・ヴェイユはひょっとしたら
そういうことを考えようとしたのではないか
そんなことを想像させるところがある

ヴェイユの言葉はときに断片的で
矛盾に満ちていることも多いのだが
それらすべてはたしかに「詩」なのだ
哲学に留まることなくそこから
さらに「詩」へと変容しようとしている

もちろんシモーヌ・ヴェイユは
あえて労働者のなかに入って
労働の苦しみと矛盾とを得たわけだが
シモーヌ・ヴェイユがシモーヌ・ヴェイユであるのは
そうしたありようのなかに身を置き
哲学的営為そのものを生きた詩にしたのではないか

さらにいえば
「労働者に必要なのは、詩だ」は
「あらゆる生に必要なのは、詩だ」ともいえるだろう

かつてサルトルは「飢えている子供たちを前にして
文学に何ができるのか？」と問いかけたが
それは「飢えた子供たち」だけの問題ではないし
「飢えている」のはただ食べものだけの問題でもない
人間にとっての根幹になければならない
「精神」そのものが飢えているとき
必要な「詩」のことでもあるだろう

思い出すのはシュタイナーの晩年に行われた
労働者のための講義のことである
（かつて労働者教養学校で授業を行ってもいたように）
労働者はほんらい「精神」的な営為に「飢え」ている
それゆえにこそそこに
「精神」の泉を湧かさなければならない
「労働者に必要なのは、詩だ」というのも
その意味でこそとらえられる必要がある

わたしたちははたして
そんな「詩」をもちえているだろうか

わたしたちはあらためて
かつてイエスが山上の垂訓で教えたような仕方で
「精神に飢えかわいている人は幸いである。
　彼らは詩をもつようになるだろう」
とみずからに教えなければならないのかもしれない

わたしたちの多くは
みずからが精神に飢えていることさえ
自覚できなくなってしまっているのだから

■今村 純子『映画の詩学／触発するシモーヌ・ヴェイユ』
　（世界思想社 2021/10）
■今村 純子『シモーヌ・ヴェイユの詩学』
　（慶應義塾大学出版会 2010/6)
■鈴木大拙 著・上田 閑照 編
　『新編 東洋的な見方 』
　(岩波文庫　岩波書店 1997/4）



■今村 純子『映画の詩学／触発するシモーヌ・ヴェイユ』
　（世界思想社 2021/10）
■今村 純子『シモーヌ・ヴェイユの詩学』
　（慶應義塾大学出版会 2010/6)
■鈴木大拙 著・上田 閑照 編
　『新編 東洋的な見方 』
　(岩波文庫　岩波書店 1997/4）

（今村 純子『シモーヌ・ヴェイユの詩学』より）

「　　「純粋さとは穢れをじっと見つめる注意力をもつことである」

　「純粋であること」とは、穢れを知らぬことではない。否むしろ、「汚いもの」、「忌み嫌われるもの」と
いった、本来私たちが、「無きもの」としたいと欲してしまう事柄を、なによりもじっと見つめるその注意の
力をもつことである。善は善としてそこにあるのではない。そうではなく、悪の直中にあって希（こいねが）
われるものでもあり、その善への眼差しのなかに善はあるのだ。美は美としてそこにあるのではない。そうで
はなく、一切の美が欠如した醜悪さの直中にあって、自己が自己から離れることによって、愛がきざし、自己
の奥底に他者と世界が映し出されるという実在（リアリティ）の感情こそが、美にほかならないのである。」
「ヴェイユは、（･･･）ナチスの「狂気」が席巻する二十世紀前半の西洋にあって、もうひとつの「狂気」、す
なわち、自己が生きるか死ぬかという局面にあって、自己ではなく世界と他者へと愛がどうしようもなく向
かってしまう、その私たちすべての人間の心の奥底に眠っている「愛の狂気」に訴えかけるのである。そして
この愛がきざすならば、極限状況にあって、私たちは、美の感情によって善を把持しうる。そのとき、私たち
は「詩」をもつといえるのであり、それが自らの「生の創造」を、たとえ死を蒙ったとしても、最期の一瞬ま
で促進してゆくのである。
　このような「生の創造」は、端的には言葉にあらわしえない。その私たちの「存在の神秘」を、プラトンは
さまざまな神話を用いて、言葉において、開示したのであった。それでは、シモーヌ・ヴェイユは、現代とい
う時代にあって、どのようにして言葉において、言葉を超えて、実在を開示しようとしたのであろうか。
　それは、言葉という虚構にほかならないものが、言葉と言葉とのあいだに「ずれ」、「亀裂」、「閃光」を
起こすならば、実在を開示しうるという把握によってである。そしてまた、彼女が用いる象徴とイメージは、
きわめて「女性的なもの」、きわめて「小さなもの」であり、そこに宿る「暖かさ」、「やわらかさ」のうち
に、言葉が、言葉において、言葉を超えて実在を映し出す鏡となる、そのことを「関係」として捉えたのであっ
た。」

「シモーヌ・ヴェイユにおける「詩」とは、およそ詩というものがいっさい見られない「恥辱」や「醜悪さ」
の直中で見出されるものである。しかし、ひとたび私たちがいつどこで美を課似るのか、いつどこで自らのう
ちに詩情が溢れ出るのかと問うならば、「儚さ」や「脆さ」といった、かぎりなく「無」に近いもののうちで
あることが知られるであろう。このことを、ヴェイユは、さらに、社会科学の地平に広げてゆく。「無」、「真
空」という響きのなかには、まだ何か私たちが直接的に生きる糧となる「高いもの」が孕まれている。何もの
でもなくなるとは、社会から全的に放擲されることである。人がそこにいるという感覚を、他者がもちえない
存在となることである。このことは、時代が暗くなればなるほど、もっとも見過ごされてはならない事柄であ
るにもかかわらず、もっとも見過ごされてきた事柄である。というのも、その人の〈今、ここ〉が揺るがされ
る危険性がある場合、人は容易に「自我」という名のシェルターのなかに閉じこもり、もっとも助けを必要と
している人を「無いもの」とするのみならず、その人たちを「罪あるもの」、「醜悪なもの」として退け、己
れのシェルターを脅かす危険分子として抹殺しようとするからである。そうした状況にあって、ヴェイユが述
べる「詩」は、私たちが生きる世界にあって、どれほどの倫理の地平を開示するのであろうか。世界が悪一色
で染め上げられたとき、悪の直中にあって、詩はどのような善を輝き出せるのであろうか。」

（今村 純子『映画の詩学』より）

「修士論文を書いていた年の夏、鈴木大拙の『東洋的な見方〈新編〉』（岩波文庫、１９９７年）を書店で手
にとり、そのなかにシモーヌ・ヴェイユの名を見つけた。「そこで、この人がいっているのに、労働者に必要
なのは、詩だと、こういうんですね。労働者に必要なものは詩である、と・労働者にはパンも必要だし、バター
も必要だろうが、それよりも詩が、英語でいうポエジィが必要だと、こういっておですね。わたしはこれがシ
モーヌ・ヴェイユというような人でなければ言えないかと思う（「「詩」の世界をみるべし」同前、二四一
頁）。その内容に先立って、「シモーヌ・ヴェイユというような人でなければ言えないかと思う」という言葉
の息遣い、肌触りに惹かれた。
　プラトンに深く耽溺していたヴェイユは、『ティマイオス』を格別な位置においている。「プラトンは洞窟
から出て、太陽を見つめ、そして洞窟に戻った。『ティマイオス』は、洞窟に戻った人間による書物である。
それゆえ、感じられるこの世界はここではもう洞窟として描かれてはいない」（「プラトンにおける神」『全
集第五巻−第二分冊』、一二四頁）。『ティマイオス』のミュートスは、神による世界創造を、芸術家が作品
をどう創造するのかということと類比的に語り、そこからわたしたちひとりひとりは自らの生をみずからの手
でどう創造するのかということを、あらゆる角度から語っているのがシモーヌ・ヴェイユの思想である。
　わたしたちは一生かかって自分自身をなんとかして語ろうとしているのではないだろうか。わたしは自分の
語り方がよくわからなかった。いまでもわかっていないと思う。詩を書いていた時期もある。キャメラを手に
していた時期もある。どれもこれもわたしという存在からは、ずれているように感じられた。だが、心が動か
される映画に出会ったとき、魂の奥底で言葉のかけらがかたちになるのを待っているあの感覚−−−−これだけ
は確かなものである気がする。真っ暗闇のなかで、微かに出口の方向を指し占める光があるのではないかとい
う身震いするような予感。それだけでわたしたちはある方向に向かって歩み出すことができるのではないか。
　巨大な映写機を眺めたり、三十五ミリフィイルムのリールが回る現場に佇んでいたり、その音に身を委ねて
いるのが好きだ。それは否応なく、真っ暗な狭い部屋のなかで肩寄せ合いながら八ミリフィルム上映を観た幼
少期の思い出と重なっている。フレームのなかを動くわたしをわたし自身が見つめているという夢の出来事の
再現。それだけではなく、わたし以上にその姿を微笑ましく見つめてくれている人がすぐそばにいてくれてい
るという空気の粒子感。スクリーンとなっていたのは押し入れのふすまである。その押し入れは、ある日父が
子どもたちに見せるべく椿山荘から買ってきてきれた小さな籠に入った蛍たちを放った、その同じ場所でもあ
る。蛍のゆっくりした動き、発光の濃淡、そして翌朝には無残に黒い点となって床に落ちてしまっていた
ショック。その一連の経験は、まさしく「即今」の経験であったかと思う。シモーヌ・ヴェイユはペラン神父
に宛てた手紙のなかでこう述べている。「死の瞬間は生の規範であり、目標であるとつねに信じておりまし
た。自らに適ったように生きている人にとって、死の瞬間は、時間の無限小の断片に対して、純粋で、裸の、
確かな、永遠の真理が魂のうちに入ってくる瞬間であると考えておりました」（「手紙Ⅳ 精神的自叙伝）」
（『神を待ちのぞむ』一〇三頁）。これは、「即今」を見つめてきた人でなければ、言えない言葉かと思う。

（鈴木大拙 『新編 東洋的な見方 』～「「詩」の世界を見るべし」より）
　※「東洋思想の特殊性」より抄出、一九五九年八月『禅文化』

「近ごろ読んだ本で、フランの若い婦人が書いたものだが、（･･･）その人（シモーヌ・ヴェイユ）は、ユダヤ
人であったが、フランスで生まれて、戦争中ヒットラーのユダヤ人狩りに追われて、まあ、転々とあちこち逃
げまわってアメリカへ渡って、最期にロンドンで死んだ。死んだ年が三十三か四で、きわめて若い人ですね。
　つまりユダヤ系の人でフランスに育った人であるが、この人の頭の良さというか、考え方の深さ、感じ方の
深刻な点は大いに一読の値いがあると思うんです。近ごろ日本訳が出たように新聞で見ました。これを読んで
みるとですね、フランスの大学を出て、フランスの学校で哲学の先生をやっておったんです。だから哲学的な
素質がある。それからその人の日記、ノートみたいなものが残っておるですな。それを見ると、その人はイン
ドのウパニシャッドとか、『バガバッド・ギーター』とかいうような書物を読んでいる。これは一般にヨーロッ
パに早く知られているから読んではおるだろう。
　ところが不思議なことに、わしの本を読んだと書いてあるですね。わしの本の禅に関したものを読んでおる
と書いてある。ヒトラーの時代というと、二十年ほど前ですね。わしが禅の本を書きはじめたのは四、五十年
前だが、この日とはたぶん二十五、六歳の時に読んだものと思うが、読んだといっても、べつに批評も何もし
ないで、その中から言葉をいくつか引いて、三、四カ所に出ておる。こりゃ不思議だと思うて、それからまた、
よくこんなほうまで目を通すということに感心したわけです。



　それで、東洋の思想に触れておったということは、確かなんだが、そのせいかどうかしらぬが、その人の言
葉の中に、純粋なキリスト教とは見られず、純粋にユダヤ宗の人とも思われぬ、何か東洋のものがはいってき
てやしないかという気がするのです。
　その中にこういうことがあるんです。その人は女でありながら、学校の先生をやめてしまって、労働者の中
にはいって、一緒に洗い仕事をした人なんですね。か弱い女の人が荒い仕事をやっても、とうてい耐えられる
はずがない。けれども、労働者の体験をしたいというのか、苦しい人々に同情したというのか、そういう動機
からでしょう。（･･･）そこで、この人がいってるのに、労働者に必要なのは、詩だと、こういうんですね。労
働者に必要なものは詩である、と。労働者にはパンも必要だし、バターも必要だろうが、それよりも詩が、英
語でいうポエジィが必要だと、こういっておるですね。わたしはこれがシモーヌ・ヴェイユというような人で
なければいえないかと思う。ただそれだけで、べつに説明も加えてないんです。
　それを、労働者が手を動かし、足を動かすというところと関係づけて、そこにポエジィを見ることができた
ら、まあ、労働者は助かるですね。これを日本にあてて考えてみると、俳句というものがある。俳句をやる人
はそこに詩情を見て、十七文字にまとめることができるだろうと思うですね。そうすると、大工さんがコンコ
ンやっておる、鉋でけずる、というところに十七文字の詩情がわけば、この普通の労働、この機械的な反復の
ほかに、いちいちの鉋の動き、鋸の動きに、いうにいわれぬ詩情、今のポエジィを感ずるとすると、これだけ
の仕事を何時間やって、どれだけの給料をもらうんだという、交換条件を何も入れないでですね、ただ、こう
やっておることだけに妙を感じて、十七文字で表現することのできるものを、手足を動かす人が感じられた
ら、その労働の世界というものは、まったく変わってしまうだろうと思うです。」



☆mediopos-2542　　2021.11.1

濱田陽『生なる死』の第一章「存在と時空」は
『未来哲学 第二号』に掲載されたもので
すでにmediopos-2404（2021.6.16）でご紹介してある
本書はそれを最初に含む論考が一冊にまとめられたものだ

第一章「存在と時空」は
「統一時空」へのとらわれから自由になるよう
気づきを与えるものだった

「統一時空」とは
「一つの流れに思えている時間、
一つの広がりと考えられている空間」で
それは超越的に与えられた絶対的なものではなく
ひとがつくりだしたものだ

「統一時空」は（現在では暗黙の）約束事となっているが
わたしたちは「自分が日々、この瞬間、瞬間を重ねている
関係のあり方、関係性を、それ自体、時間、空間である」
というところからそれぞれの生をとらえる必要がある
つまりわたしたちは一人ひとりそれぞれの時空を生きながら
そのうえで互いに関係しあっているということだ

統一時空のなかにいると思い込んでいるわたしたちは
「生まれ落ちたときからの制度と近代的習慣によって、
いつしか一つの時空、一つの名前、
一つの人生を当たり前として、
時には「科学的」な常識として受け入れてい」き
「生物学的な生命を終えたとき、
わたしたちはゼロになるとされ」るが

そうした「一つの時空、一つの名前、一つの人生は
仮想であって、いくつもの時空、いくつもの名前、
いくつもの人生の方」を「リアル」に近いとして
「わたし」という存在をとらえることができる

生と死の問題もそれに関連する

死にいたる生という世界観は
生物学的な死の観念からくるものだ
そしてそれはわたしたちの「直接経験」ではなく
（自分が死を直接経験したことからくるのではない）
あくまでも「間接経験」を基に考えられている

それゆえに著者は
「直接経験する出来事としての生なる死」を
「自らの生物学的な死によらない自らと
五つの存在（自然、生きもの、人、つくられたもの、
人知を超えるもの）との関係性の根本的変容」と定義し
「生なる死の文化」としてとらえようとする

わたしたちはそれぞれ自分固有の時空を生きている
そしてその「時空の多様性は、
わたしたちの尊厳に直結している」のだといえる
その尊厳をもちえないとすれば
わたしたちは「統一時空」によって
時間・空間の監視統制下におかれてしまうことになる

重要なのはそれぞれが固有の時空を生きているとともに
その時空をそれぞれの自由のもとに
「コモンズとして、共有可能な時空をつくり出」す
「コモンズとは、みんなのためのみんなのもの」
つまり他者の時空へとみずからを開くということだ
決して統一のための監視統制ではありえない

ひとり一人固有の時空を前提としながら
他者へとひらかれた関係性を生きること
それがみんなのためのひとりであり
ひとりのためのみんなである
そんな自由な創造を描ける未来でありますように
おそらくわたしたち人間は
そのためにこの困難な地上世界に生まれてきたのだから

■濱田陽『生なる死ーよみがえる生命と文化の時空』
　（ ぷねうま舎 2021/10）



■濱田陽『生なる死ーよみがえる生命と文化の時空』
　（ ぷねうま舎 2021/10）

（「第一章　存在と時空」より）

「わたしたちの多くは、自分が日々、この瞬間、瞬間を重ねている関係のあり方、関係性を、それ自体、時間、空
間であると考えていないだろう。しかし、この動く関係性こそが、わたしたちそれぞれにとっての時間、空間なの
だ。これら、わたしの時間、わたしの空間をまとめて、わたしの時空、と呼ぶことにしよう。
　わたしたちがあらゆる存在に関わるとき、そこに、このわたしたちの時空が立ち現れる。時間、空間を動く関係
性ととらえれば、わたしがわたしの関係性を生きるとき、そこにわたしの時空が生じてくる。
　これは、どういうことだろうか。
　なんとなく一つの均質な流れだと思っている時間、一つの均質な広がりだと考えている空間そのものも、じつ
は、人自身による、ある特殊な関係性からつくられている。もし、この時間、空間をただのつくりものと片付ける
のでないなら、同じく人であるわたしの時空も、取るに足りないものと退けることはできないはずだ。わたしたち
は、常に、自分自身の関係生を生み出し、つくり出しているのだから。」

（「第七章　時空、名前、人生は一か多か」より）

「時空は一つであり、わたしは一つの名前をもち、生まれた瞬間はゼロ歳で、毎年、自分だけのための誕生日を迎
え、一つの人生を生きている。一つ、一つ、一つの世界。それは、本当にかけがえのない世界だろうか。
　わたしたちは、いつもこのようなことを考えているわけではない。しかし、意識しないまでも、生まれ落ちたと
きからの制度と近代的習慣によって、いつしか一つの時空、一つの名前、一つの人生を当たり前として、時には「科
学的」な常識として受け入れていく。そうでない発想や文化伝統は非化学的で、古い考えと早計し、ファンタジー
や伝統文化の枠のなかでのみ容認し、消費していく。
　しかも、生まれ落ちた瞬間だけがゼロなのではない。生物学的な生命を終えたとき、わたしたちはゼロになると
されていないだろうか。つまり、一つの名前をもち、人生を続けてきた存在がゼロになる。一かゼロだ。
　だが、そうではないとしたら。
　一つの時空、一つの名前、一つの人生は仮想であって、いくつもの時空、いくつもの名前、いくつもの人生の方
がリアルに近いとしたら。そこからこそ、不思議な「わたし」という存在が、その尊さが、浮かび上がってくると
したら。
　実際には、現代物理学では、時空は相対的とされる。にもかかわらず、人は、一つの時間、一つの空間を統一的、
人工的につくり出すことで、あたかも一つの時空の世界を生きていると思い込んでいる。それだけではなく、多様
性を文化や民族という名の下で隘路に追いやり、統一された一つという抽象化された観念が、名前、人生にまで、
作用を及ぼし続ける。この一の重さに耐えきれなくなったとき、人は、すべてをゼロにしようとする衝動に身を任
せ、軽々と、存在がゼロに転じられてしまうのかもしれない。
　一かゼロか。あるいは存在か無か。この観念は、人の世界と時空、そして、自分の存在を想うとき、わたしたち
を縛り続けている。」

（「第九章　生なる死」より）

「現代人としてわたしたちの多くは通常、死を一度しか経験しないと考えている。
　一度の死の観念にどこまでもこだわるなら、ハイデッガーが『存在と時間』（一九二七年）で執拗に展開したよ
うな思索と世界観が出現してくる。それは自らの、死にいたる生を根底に置いた世界観だが、異なるリアリティに
よれば、異なる世界観が開かれるだろう。
　臨死体験や輪廻転生などの議論を脇に置けば、誰しも、人は生物個体としての死をまぬがれない生を生きてい
る。しかし、生物として死ぬわけではないが、「死」という言葉でしか表せない根本的な変容が、自らに起こるこ
とがあるのではないか。
　そういう経験を、生なる死（living death）、と呼んでみよう。近代とは、生物学的な死の観念が支配的になり、
それ以外の死のリアリティが薄められていった時代、死にいたる生を強調しすぎて、多くの生なる死を失ってきた
時代ではないだろうか。

　死にいたる生ではなく、生なる死を根底に置けば、どのような世界観が現れてくるだろう。現代人は生物個体と
しての死の観念に大きくとらわれ、そのメタファーを用いて多くの思索を展開している。しかし、自らの経験を基
礎に置いたとき、そこに自分の生物学的な死は含まれない。人の平均寿命を知ったり、近親者の死に遭遇したりし
て、生物学的な死の観念を培うが、それは自らの死の直接経験ではない。だから、生物学的な死を根底に置いても
のを考えるということは、間接経験を基に思索するということだ。
　そこで直接経験する出来事としての生なる死を、自らの生物学的な死によらない自らと五つの存在（自然、生き
もの、人、つくられたもの、人知を超えるもの）との関係性の根本的変容、と定義しよう。生なる、というのは、
生とともにある、生をかたちづくっている、という意だ。
　そして、この生なる死が、個人の経験の域を越えて、人と人の間で、人としての能力、判断、作用を通じて、間接
経験としてではあるが共有され、受け継がれていくとき、それを、生なる死の文化ととらえよう。
　この経験を共有した人自身の関係生が後に根本的に変容すれば、それは生なる死の文化が、新たな、もう一つの
生なる死をもたらしたことになる。また、複数の人が同じ出来事からそれぞれ独自に生なる死を経験し、その後、
互いを理解し合うこともあるだろう。」

（「結序章　人知を超えるものの生なる死」より）

「そよ風のように透明で、自由で、誰にも吹いてきて、また誰かのために去ってゆく。
　人知を超えるものは、人の能力を超えている存在だ。わたしたちに良きものをもたらすか否かは、あらかじめわ
からず、事後的にそれと受けとめる。それでも、人の文化伝統の多くは、この存在を念頭に置き、それに由来する
力が働いていると説いてきた。
　自然のそよ風は肌で感じ、物理特性を方程式に表すことすらできる。しかし、同時進行の科学的アプローチに
よってはとらえられない、この非アルゴリズムのはたらきを、ありふれたそよ風のメタファーで考えてみよう。
　このはたらきは、統一時空に同期させ、制御することはできないけれども、それにこころを開いておくことなら
できるかもしれない。人知でとらえられないだけで、いつも「吹いている」なら。
　この、人知を超えるものの良きはたらきを、そよ風のコモンズ、と呼んでみよう。コモンズとは、みんなのため
のみんなのもの、という意味だ。ここで、みんな、とは、人に限定せず、五つの存在、自然、生きもの、人、つく
られたもの、人知を超えるもののすべてを示すとしよう。
　この力が吹いてくるときには、わたしたちはその他大勢でなくなる。このとき、この場、この時空に、はたらき
かけてくる。
　人にとらわれず、深淵においてもはたらく。もし、このような力とのふれあいが成立するなら、より大きな友情
や愛情の源となるはずだ。それは密室に閉じ込められるものではない。その場のなぐさみではなく、開かれた永続
的な何かをもたらそうとする。徹底的な孤独にすら、はたらきかけるだろう。
　この「風」は計算できない。しかし、こころでならとらえられると、人の文化伝統は考えてきた。それはどこま
でも貫徹し、矛盾をゆるし、受けとめ、なぐさめる。」

「五つの存在の前に謙虚になり、自他を痛める矛盾を自覚し、失敗の経験を認め合うなかで、生なる死の可能性に
気づくときに、わたしたちはコモンズのそよ風が吹いていく未来へと、ともに歩んでいけるようになるだろう。」

（「おわりのおわり」より）

「生はどのように終わるのだろうか。死ぬ瞬間になれば、こう終わる、とわかるのだろうか。
　もし、わからないなら、その終わりを終わらせよう。
　知っているつもりになるのを、終わらせよう。
　そして、知らないことを、はじまりをはじめよう。
　死ぬときまでも、わたしたちは、はじまりのはじまりであるだろう。そして、その先は、はっきりとはわからな
いのだ。



　わたしたちは、みんなで用いる時空を受け入れながら、わたしたちの時空を生きている。そこから、他に代えが
きかない関係性が生まれ続けている。だからこそ、わたしたちは尊い、尊厳を有しているともいえるのではないだ
ろうか。
　わたしという現象が、関係性の束だとしても、動く関係性として、不思議なことに、また新たな関係生を紡ぎ出
している。どんな天与の巧緻である自然計算、人口計算と、計算さえ及ばない何かが、わたしたちを支え続けてい
ることだろう。
　統一時空は便利だが、この動く関係性の関係性を、影のような位相へと焼き増ししてしまう。みんなでそれに合
わせれば、あらゆるものがコントロールでき、文明が進んでいくようにみえるけれども、度を越せば、がんじがら
めになり、自然、生きもの、人を取り返しのつかないほど傷つけ、また、人知を超えるものを冒瀆することになっ
てしまうかもしれない。みんなで時空を合わせていることすら、忘却してしまうだろう。
　だからこそ、存在と時空の根源的多様性を拠りどころにしたい。わたしたちの存在が根源的に多様であること
は、わたし、という動く関係性の関係性が多様であること、その芯が時空としてそれぞれに多様であることだ。
　同じ寿命だったとしても、それぞれが生きる人生は違う。それぞれの時空が本質的にユニークだからだ。」

「時空の多様性は、わたしたちの尊厳に直結している。
　人は自分固有の時空を生きていると主張する権利がある。しかし、その一部を、自ら託し、コモンズとして、共
有可能な時空をつくり出す。社会契約の根底に時空契約を行うのだ。だから、この時空が、全体主義や非人道的な
ことに用いられるなら、それを拒否する権利があるはずだ。
　こう考え方の組み替えを行うのが、良き世界を希って、思索を続けてきた先人たちの伝統につらなることであ
り、時代とともにありながら次の時代をつくる思想の力なのではないだろうか。思想の新たな展開の息吹に出会う
とき、わたしたちはすでにその空気を吸っており、ひとりの思想家の思索ではなくなっている。ひとり、また、ひ
とり、ふさわしい言葉と道理を求めていく。
　スマートフォンやＡＩを用いて、人の時間、空間はいくらでも監視、制御可能になってきている。それを容易にす
るのが、時空はただ一つしかない、という思い込みだ。そうこうするうちに、本当の時空はこれだ、と主張する複
数の大国が、最先端技術で先行する企業と結束して、わたしたちが望まない監視統制社会へと誘導し始めるかもし
れない。時空を意のままに操れる立場が、もっとも魔術のように利益をつくり出すことができる。
（･･･）
　わたしたちは、デジタル器機を同期せず、月や太陽をながめ、呼吸をして、いつでも、自らの生命の時空、多様な
文化の時空を感じることができる。そして、自分や大切な人々の幸せや、より良い社会を願って、自らの時空の一
部を分け、共有可能な時間、空間の運営に協力できる。
　この、時空自由、時空民主主義、コモンズとしての時空の思想は、今後、ますます重要になってくるだろう。
　わたしたちは多様時空を生きている。同時に、みんなの時空も、時空の自由の下に民主的に運営していく世界を
求めている。そして、もっとも謎である、あらゆる存在と時空、わたしたちもその一部である何かに、知性と人知
を超えるものへの敬意をもって、こころを開き続けていたい。」
「やわらかく、常に変化し、わたしたちが自由に参加できる、みんなものもに協力する。独占的な一にこころ奪わ
れない覚悟をもって、自らの多様性を受け入れつつ、はじまりのはじまりのなかで、これからの未来へと準備して
いけるのだ。」



☆mediopos-2543　　2021.11.2

著者の盛口満ことゲッチョ先生には
生き物エッセイがたくさんあるが
本書のテーマは「キノコ」

ゲッチョ先生というのは
大学時代のサークルでつけられたあだ名
カマゲッチョが短縮形になったものらしい
（その由来が面白いが長くなるので省略）

ゲッチョ先生はいま沖縄大学学長で専門は理科教育
自然に惹かれ沖縄に住んで二〇年になるという

本書では沖縄にやってきた「生き物屋」
そのなかでも「キノコ屋」であり
さらには「地下生菌類屋」だという
オリハラさんとコーヘイ君を
沖縄県北部の森に案内することになったことから
キノコをめぐる話が面白く語られている

ちなみに地下生菌というのは
「地下の暮らしに合わせて姿形が収れんした、
さまざまなグループ出身のキノコの総称」

本書は主にその地下生菌や変形菌
そして冬虫夏草や地衣類の話である

なぜキノコなのかそして地下生菌なのかだが
オリハラさんは「人間の常識を超えて、
キノコの姿形が変化すること」に興味を惹かれるといい
コーヘイ君も「見えない世界とつながりがある」ことに惹かれ
「肉眼では、しかと確かめられない
キノコと植物の菌根共生関係」に興味を持っているという

キノコや地下生菌の面白い話は
興味のある方に本書を読んでいただくとして
ここでとりあげたいのは
「眼鏡を掛ける」というたとえで意味することである

それは「特定の視点を持つことで、
初めて存在が視野に入る生き物たち」を
みる視点を持つということである

ただ森の中を歩いていてもそれだけでは
そこにいる生き物に気づくことはむずかしい
鳥を見るためには鳥を見る「眼鏡」をかけ
地下生菌を見るためには
「地下生菌眼鏡」を掛ける必要がある

ゲッチョ先生が森（クラガリ谷）を歩きながら
そこで目にする生き物たちの
背後に控えているだろう見えない存在に
気づくことの大切さを語るところを引用しておいたが

まずそこにいる生き物たちに気づき
それを見るための「眼鏡を掛ける」ということが大事である
あるものを見るためにはそれを見る「眼鏡」がいる
そしてその「眼鏡」をもつためには
それに応じた知識や視点が不可欠で
それを育てるためにはそれなりの経験が必要になる

できればひとつの「眼鏡」だけでなく
多くの「眼鏡」を掛け替えられるようでありたいが
さらに重要なのはそうすることで
「見えない共生の多様な世界」を見ることだろう

本書はゲッチョ先生のこんな言葉で終わっている

「森に行こう。
　見えない世界を見るために。
　それには、どんな眼鏡を掛けていこうか。」

■盛口満『歌うキノコ／見えない共生の多様な世界』
　（八坂書房 　2021/10）



■盛口満『歌うキノコ／見えない共生の多様な世界』
　（八坂書房 　2021/10）

「僕は今、沖縄の県庁所在地・那覇に住んでいる。仕事は大学の教員で、専門は理科教育だ。」
「僕は、（…）沖縄の豊かな自然に惹かれて、この土地に住んで二〇年になる。
　僕同様、沖縄の自然に惹かれて、住み着いた生き物屋の友人・知人は何人もいる。本土から沖縄にやってく
る生き物屋も、毎年ひきもきらない。そうした沖縄にやってきた生き物屋と一緒に生き物探しをすることもま
まある。（…）
　生き物屋のオリハラさんとコーヘイ君が沖縄に来るという連絡を受ける。さっそく、ヤンバルと呼ばれる沖
縄島北部の森を案内する手はずを整える。
　オリハラさんは四、五歳のときに手にした植物図鑑のキノコのページに、「なぜか惹かれ」て、以後もキノ
コに興味を持ち続けてきたという折り紙つきのキノコ屋で、現在は博物館で学芸員をしている。コーヘイ君も
幼少時よりずっとキノコにはまり続けており、こちらも由緒正しき若手のキノコ屋だ。
　ところで、キノコ屋といってもさらにジャンルは分かれる。二人は、キノコ屋の中でも地下生菌類屋という
名称を保持している。地下生菌とは、落ち葉の下や土の中など、森の中でもすぐには目に見えない場所に生え
るようになったキノコたちのことだ。もっぱらそんなキノコばかりを専門に見て歩く人たちがいるのだ（地下
生菌の団体すらある。なお、コーヘイ君の場合は（…）虫に取りつくキノコ、冬虫夏草の研究者でもあ
る）。」

「地下生菌というのはある特定のグループのキノコの名称ではなく、地下の暮らしに合わせて姿形が収れんし
た、さまざまなグループ出身のキノコの総称だ。森を歩いていて、ふつう目に付くキノコは、大きく担子菌と
子囊菌類に分けられるが、地下生菌と呼ばれるキノコは、この両グループ内のさらにさまざまな分類群に、バ
ラバラに位置しているのである。
　オリハラさんは地下生菌の中でも、担子菌類のイグチの仲間を専門に調べているという。イグチというの
は、カサの裏側がヒダ状になっていなくて、小さな穴がたくさんあいて、まるでスポンジを思わせるつくりを
しているキノコだ。
（…）
　オリハラさんは、「人間の常識を超えて、キノコの姿形が変化すること」に興味を惹かれるのだという。だ
から先祖はカサ型のキノコだったくせに、丸い形に変身した地下生菌に惹かれるわけだし、先祖の姿をわずか
に残す、柄の名残のある地下生菌を見ると嬉しくなるというわけだ。
　コーヘイ君の場合、博士論文の研究テーマは、エンドゴンという菌とコケとの菌根共生に関する研究だっ
た。コーヘイ君は、「見えない世界とつながりがある」ことに惹かれるという。地下に生える菌や、肉眼では、
しかと確かめられないキノコと植物の菌根共生関係にコーヘイ君が興味を持つのは、そうした理由だ。
　「キノコは常識を超えて姿が変わる」
　「キノコは見えない世界の住人でもある」
　とびっきりのキノコ屋が、キノコに惹かれるこのわけを、心にとめておこうと思う。」

「「鳥屋さんと一緒に森を歩くと、新鮮な感じがします」
　オリハラさんは笑いながら言う。鳥屋はたえず周囲の音に耳を澄ませている。羽音や落ち葉を掻き分ける音
がしたら、音のした方にさっと目を向ける。もちろん、鳥はそれぞれに固有の鳴き声を持ち、姿が見えなくて
も、十分な知識があれば鳴き声だけで種類を識別することも可能だ。一緒に森を歩いていても、キノコ屋とは
見ている世界が違うのだ。」

「森の中を漠然と歩いていても、なかなか生き物の存在に気づかないことがある。
　特定の視点を持つことで、初めて存在が視野に入る生き物たちがいる。僕は、こうした視点を持つことを
「眼鏡を掛ける」というたとえでとらえている。
　地下生菌も、「地下生菌眼鏡」を掛けなければ、到底目に入ってこないものだろう。」

「地下生菌屋のコーヘイ君が、地下生菌よりうも先に独自の眼鏡を掛けて探すようになっていた対象がある。
それは虫に取りつくキノコの冬虫夏草だ。コーヘイ君は小学校二年生のときに冬虫夏草に憑りつかれる。図鑑
に出ているアリに取りつく冬虫夏草、アリタケの写真を見たのがきっかけだったのだそう。
　「ひたすら自分で探しました。最初に見つけたのが、オオセミタケ。図鑑を見てから半年後の小学校三年の
ときです。図鑑に出てきたアリタケを見つけたのは、その年の六月ですね。オオセミタケを見つけてから立て
続けの見えるようになって」
　コーヘイ君のこの話を聞くと、「冬虫夏草眼鏡」は二段階で掛け変わっていることがわかる。最初は存在を
知ったときに掛けた眼鏡。どこかにそれがあるはずだという確信だけに支えられた、ピントがぼやけたような
眼鏡ではあったのだけれど、とにかくその眼鏡を掛けたおかげで、彼は実物の冬虫夏草に行き当たる。そして
実物に出会ったおかげで、眼鏡が掛け変えられた。今度の眼鏡は、もっとくっくりとした焦点を持つものだ。
なんとなく、生えている場所のイメージがわかる。もし生えていたとしたらどんなふうに見えるかわかる。こ
うして自分の中に探索像ができあがると、次々に冬虫夏草が生えているのが見えるようになってくる。
　僕もまた、地下生菌眼鏡を掛ける以前から、冬虫夏草に憑りつかれていた者の一人、冬虫夏草屋だ。」

「冬虫夏草眼鏡に加えて、ときどき地下生菌眼鏡を掛けるようになった僕が、ずっと掛けることをあこがれて
いた眼鏡がある。それが「変形菌眼鏡」だ。
　変形菌という生き物をご存じだろうか。変形菌といえば、明治から昭和初期にかけて活躍した、博物学者の
南方熊楠が生涯追いかけていた生き物として知られている。」

「森に来ると、なにかが見える。
　クラガリ谷に向かう。（…）道脇の落ち葉に混じって、点々と、カサの直径が一センチあまりの白い小さな
キノコが生えている。その根元には、リュウキュウマツのマツボックリが隠れている。マツボックリを専門的
に分解する、リュウキュウマツカサキノコだ。ずっとカサの大きな、黄土色をしたイグチの仲間も、ぽつぽつ
ある。（…）
　歩きながら、ふと耳をすましてみる。ヒヨドリの声がする。これはヤマガラの声か。ウーウーと、遠くから
響くのはカラスバトの声。低木あたりで羽音がするのは、アカヒゲが立てる音だ。さすがにもう、セミの声は
聞こえてこない。コココ……と樹上から音がする。見上げると、木の葉の陰から、大きめの鳥が飛び立つシル
エットがちらりと見えた。ノグチゲラだ。キノコの目を向けていると、つい耳からの情報をカットしているけ
れど、森の中には、いろいろな音も満ちている。
（…）
　林床にしゃがんで、ライトで足下を照らしてみる。一センチほどの、薄い黄土色に染まった丸いキノコが見
えた。地下生菌だ。二つ割りにしてみると。中は白い。ルーペで拡大してみると、細かなしわのような構造が
ぎっしりとある。コーヘイ君が沖縄県から初報告を行った、スイチチショウロだ。
　さすがに冬虫夏草は時季はずれ。一見、冬虫夏草っぽく見えるのは、エダウチホコリタケモドキという子囊
菌だ。沖縄県のレッドデータブックに載っている腐食性のキノコだけど、このクラガリ谷ではよく姿を見かけ
ている。
　菌従属栄養植物のムヨウランの仲間の枯れた果実があった。同じく菌従属栄養植物のホンホウソウの枯れか
けたものもある。タカツルランと同じように、菌から栄養を得ている植物たち。
　タカツルラン同様、こうした植物たちは、地下に、膨大な量の菌がいてこそ、暮らしていけるものたちだ。
変形菌が見えないバクテリアを可視化するものであるなら、菌従属栄養植物は、見えない菌を可視化するもの
だ。いわば、森の中で、バクテリア菌や、そうした目には見えない多くの生き物の存在を明らかにする、灯台
のような存在だ。
　いや、僕が森の中で目にする生き物は、きっと、皆、見えない存在を背後に控えているはずだ、
　耳にし、目にするものは全て、見えない世界を照らす灯台なのだ。
　だから、これからセミの声を聞くことがあったら、思いたい。それは、本当は、様々な命の合唱なのだと。」
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シュタイナーは人智学を
グノーシスの改新ではない
そう明言してはいるが

初期（神智学協会ドイツ支部の時代）において
雑誌「ルチフェル」（後の「ルチフェル・グノーシス」）を
編集・刊行していたことからもわかるように
人智学はグノーシスとの明かな違いと同時に
「本来の自己認識」という点においては
グノーシスと響き合っていることは確かだろう

とはいえグノーシス主義のいう認識は啓示的性格をもち
そこに浄福やエクスタシーを伴ったりもするのに対し
シュタイナーの示唆している高次認識への道は
近代哲学の認識概念の延長上における
「認識論的主体」の深化・拡張であって
みずからの意識においてなされる
（拡張された）「科学的」認識の道である

その点においてグノーシス主義のように
宗教的全体知や終極的救済といったことは語られず
むしろ「自由の哲学」にみられるように
シュタイナーは当初からの基本認識である
「倫理的個体主義」を保持したまま
自我を高次のものへと変容させていく
終わりなき宇宙的プロセスとして人間進化をとらえている

しかしおそらく多くの場合
シュタイナーの神秘学的な内容は
さまざざまな形でその「部分」だけが受容され
教育・社会運動・医学・農業・芸術・宗教など
それぞれがそれぞれのかたちで
シュタイナー思想の部分だけを
無批判に信奉していく傾向があるのは否定できない

キリスト者共同体にしても
これはほんらい人智学ではなく
シュタイナーの示唆によるものでしかないが
それにもかかわらず現在ドイツでは
ルター派・カトリックに次ぐ信者を集めているという

その意味で人智学とシュタイナーが信仰される
という現象は避けられないだろうし
また人智学が「運動」として位置づけられたことによって
ほんらいの「倫理的個体主義」とは
矛盾してしまう側面も多分にでてくることになる

「認識論的主体」の深化・拡張は
深化・拡張しえたところでしか成立しないのだが
人智学及びシュタイナーあるいは組織・運動へと
さまざまに「投影」されたものが
認識の深化・拡張だと錯誤されてしまうということだ

さて今回ご紹介したのは
1970年代からシュタイナーや関連書籍の翻訳もされている
深澤英隆氏の論考である

深澤英隆氏は
ゲルハルト・ヴェーアの『ユングとシュタイナー 対置と共観』や
エリアーデの『世界宗教史 4』なども訳されているように
シュタイナーの人智学を他の思想との比較で多視点的に見ている
こうしたスタンスは視野狭窄にならないためにも
シュタイナー理解において欠かせないのではないかと思われる

■深澤英隆「ルドルフ・シュタイナーとグノーシス主義」
　（大貫 隆・高橋 義人・島薗 進 ・村上 陽一郎　編
　　『グノーシス 異端と近代』岩波書店 2001/11　所収）
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「いわゆる「人智学」運動の創始者、ルドルフ・シュタイナーがグノーシスの徒か否か、という問いには、す
でにさまざまな立場から答えが出されている。（･･･）この作業はしかし、一見そう見えるほど単純明快なも
のではない。」

「その思想傾向から見ても、また教会的キリスト教との関係からしても、シュタイナーの人智学はしばしば「グ
ノーシス（主義）」の一形態と見なされがちなことは容易に理解できる。また、例えばヘルメス主義などに媒
介されつつ近現代に成立したエソテリズムやニューエイジ等を（教会的なそれではなく思想史的なカテゴリー
として）「新グノーシス」と呼ぶならば、人智学をそこに含めることもおそらく不当ではない。しかしそれと
同時にまた、すでにふれてきたようなシュタイナー思想と元来のグノーシス主義との差異も見のがすことはで
きない・
　既述のようにシュタイナーの「認識」概念は、霊的なそれをもふくめて、近代哲学の認識概念の延長上に考
えられている。いわゆる「認識論的主体」の深化・拡張ということが、シュタイナーの初源的関心事なのであ
る。シュタイナーの「科学的（学問性）」主張を看過すると、シュタイナーの真意は分からない。宗教的全体
知や、終極的救済といったことがらを語ることを、むしろシュタイナー自身は回避している。シュタイナーの
思想に否定神学的要素があまり見られないことも、これと関連するグノーシス主義との違いである。自然科学
は、実在の本性が知りえぬからといって「否定科学」に走ったりはせず、部分的認識を集積してゆく。これと
同様にシュタイナーの意図したことも、日ごとに講演する場所と内容をかえつつ、肯定的存在定立を積み重
ね、更新してゆく、対抗科学の実践なのである。
　シュタイナーの「自我」概念も、グノーシス主義の人間主体の理解とは、大きく異なっている。神智学時代
以前のシュタイナーは、「倫理的個体主義」を主張するニーチェ主義的アナーキストと見られていたが、そう
したニュアンスは、人智学の構築以降も維持される。現代西洋人の自我や個人主義的自己意識は、シュタイ
ナーにとっては否定され、放棄されるべきものであるどころか、宇宙的プロセスを経て獲得されたものであ
る。問題はその意識水準を下げることなく、自我を「霊的自我」に変容させてゆくことであった。その過程
は、明らかに進化論的に考えられており、プレーローマ世界のようなものとの合一により一挙に達成されるの
ではない。それは転生を繰り返しつつ進行する、終わりの見えないプロセスである。聖書的な立場からは、グ
ノーシス主義の人間主義やナルシスティックな自己崇拝が批判すべきものとされる。人智学についても同様の
批判は成り立つかもしれない。この点で、「神」智学から「人」智学への改名は、ある意味で象徴的である。
もっともシュタイナー自身の思想では、いまある自己のありのままの肯定ではなく、終わりなき進化という点
にアクセントが置かれている。ただし内外の人智学信奉者がシュタイナー思想を自己愛や自己肯定の養分とす
る光景は、決してめずらしいものではない。
　物質性・質料性の評価ということも、すでに見たようにグノーシス主義との際だった差異である。近世の自
然神秘主義、例えばベーメなどでは、神性と自然は深い弁証法的関係におかれたが、なお物質性は十全に肯定
されえなかたｔ。しかしヘーゲルを経たシュタイナーでは、物質性は（いずれ霊化され、揚棄されるにせよ）
霊性の進化の必然的契機として、積極的な意味を与えられるのである。また文化や社会も、シュタイナーに
あっては宇宙論的進化図式のなかに位置づけられてゆく。シュタイナーのいわゆる社会の三分岐化の理念に基
づく社会運動なども、グノーシス的現世拒否とは対極の姿勢をしめしている（この問題はしかし、政治とグ
ノーシスという問題圏で、あらためて考えられる必要があろう）。
　最後に残る問題は、「神話」の理解や位置づけに関わる問題である。かつてプロティノスはグノーシス主義
に対し、概念の神話化や儀礼化を批判した。シュタイナーにおいては、この点はどうであろうか。
　シュタイナー批判者のなかでは、もっとも入念な読み込みを示しているＫ・レーゼは、グノーシス主義とシュ
タイナー思想との相違を的確に指摘しながらも、人智学の体系を、神話的思考と学的思考が混然と混ざった
「新グノーシス的神話」と呼ぶ。ミュトス／ロゴスの関係をどうとらえるかは、シュタイナー理解の試金石と
もなる。シュタイナー自身はすでにみてように、自らの営為を、学的ロゴスのオルタナティヴな更新と考えて
いる。これを受けて、教育や医療といった部分のみをロゴスとして受容する者もいる。あるいはそもそもミュ
トスとロゴスといった差異に対する感覚もなくシュタイナーに耽溺する者もいれば、そうした二分法を超えた
いわばパフォーマティヴなシュタイナー受容を実践する方向もある（例えばヨゼフ・ボイスなど）。もちろ
ん、シュタイナーの思想を丸ごとミュトスとみて、実証主義的、あるいは批判的ロゴスの観点から全面批判す
ることも、ひとつの立場である。

　プロティノス以降、グノーシス主義の奔放な神話性ということは、定着した見方となっている。とはいえ、
何をミュトスと見なすかは、何をロゴスと見なすかということに常に相対的である。いずれにせよ、グノーシ
ス主義においける神話的なるものの意味や機能、ミュトス的表象性とロゴス的概念性との関係は、余さず解明
されたとは思えない。シュタイナー理解にあっても、さらにはグノーシス（主義）そのものの理解にあって
も、ミュトスとロゴスとの間の相対性や流動性や相互転換性といった出来事を、おそらく我々はなお注視する
必要があるだろう。」
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タロットには古代の秘儀的な内容が秘められている
そんなイメージがあったりもするのだが

そのはじまりは
一四世紀にアジアからイスラム世界を経由して
西ヨーロッパに伝わった
今のトランプの原型になったゲームカードである

それが一五世紀北イタリアのルネサンス諸都市で
絵札が加えられて「タロット」となる
占いのツールではなくゲームツールである

それがやがて一七世紀以降になって
ヨーロッパ中に広がってゆき
一七八一年にタロットのエポックが訪れる

パリの百科全書派のクール・ド・ジェブランが
タロットは古代エジプトの英知に起源をもつと提唱
ゲームカードが一気に「秘教化」され
魔術や占いの重要な道具とみなされるようになり
さらに二〇世紀後半からは「心理学化」し
現代の占いカード「タロット」へとつながっている

タロットの心理学化に大きな影響を与えたのは
精神科医のユングの思想で
ユングは直接的にはあまり
タロットに言及してはいないようだが
元型的素材としてとりあげられる
さまざまな夢やヴィジョンなかに
きわめてタロット的なものが見られる

私たちの潜在意識のなかには
集合無意識として
さまざまな「元型」があって
それらが無意識から私たちに働きかけているが
そのさまざまなパターンを
タロットは見せてくれるというわけである

たとえば「大アルカナ」は次に挙げるような二二枚がある
（ほかに五六枚の「小アルカナ」があるがこれは省略）

「０：愚者」「「１：奇術師」「２：女教皇」「３：女帝」
「４：皇帝」「５：教皇」「６：恋人」「７：戦車」
「８：正義」「９：隠者」「１０：運命の輪」
「１１：正義」「１２：吊られた男」「１３：死神」
「１４：節制」「１５：悪魔」「１６：塔」
「１７：星」「１８：月」「１９：太陽」
「２０；審判」「２１：世界」

これらのカードが「元型」をあらわしていて
たとえば「黄金の夜明け団」では
「生命の樹」にタロットを配し
カバラとも関連づけられながら
さまざまな解釈を行っていく

個人的にいえば
こうした潜在意識に強く働きかけるタロットに
遊戯を超えて必要以上に入りこみたくはないが
それについてある程度の理解を得ておくことは
潜在意識から来るさまざまな影響を
自覚しておくために必要だとは考えている

今回鏡リュウジ責任編集による充実した内容の
『タロットの世界』がユリイカの臨時増刊号として
刊行されたこともあり
そのさわりとして紹介してみることにした

ちなみにタロットカードのなかで
いちばん好きなカードは
愚かであると同時にとらわれのなさをも意味する
大アルカナの「０：愚者」

鏡リュウジによる解説によると
このカードを好きな人は多いだろうという
図柄が「永遠の少年」として
表現されているからのようだ
とはいえこの「愚者」は最初から
そういう姿で描かれていたわけではないようだが

■鏡リュウジ 責任編集
　『ユリイカ 2021年12月臨時増刊号　総特集◎タロットの世界』
 （青土社　2021/11）
■鏡リュウジ『タロットの秘密』 (講談社現代新書　2017/）



■鏡リュウジ 責任編集
　『ユリイカ 2021年12月臨時増刊号　総特集◎タロットの世界』
 （青土社　2021/11）
■鏡リュウジ『タロットの秘密』 (講談社現代新書　2017/）

（『タロットの世界』～「はじめに」より）

「この号は大きく三つのセクションからなりたっている。
　一つは歴史、そしてもうひとつはタロットが文化に及ぼした影響、そしてタロット実践の内的プロセスにかかわるもので
ある。
　タロットの歴史は「神秘化」のプロセスでもある。タロットは一般に「神秘的な占いカード」だとイメージされることが
多い。僕が子どものころにはタロットははるか古代の秘密の英知を寓意のかたちで隠したものであると紹介する占い専門書
も多かった。だが、現代の実証的な研究では、そうしたイメージは一八世紀後半以降に誤解と一種のファンタジーに従って
あとから付与されたものだということが明らかになっている。しかし、幻滅する必要はない。タロットの面白さはその誤解
や妄想が付与されてゆくプロセスそのものも深く関わっているのである。
（･･･）
　一四世紀、おそらくアジアからイスラム世界を経由して、今のトランプの原型になった四つのスーとのゲームカードが西
ヨーロッパに流入する。
　そして一五世紀北イタリアのルネサンス諸都市において、その数札からなるカードに切札･･･つまり今でいう「死」「恋人
（愛）」、「審判」といった絵札が付け加えられ、今の「タロット」が誕生する。タロットはゲームとして発明されたのだ。
　タロットには百科全書的にこの世界を縮約しようとする動きも内包されている。ひと組の札のなかにコスモスを表現しよ
うとでもいうのだろうか。知的探究心と遊び心がカードの中で手を取り合ったのだ（･･･）
　貴族の優雅な･･･そして知的な･･･遊びとして誕生したタロットはほどなくして版画によって大量生産され、より広い層へ
と広がってゆく。素朴でありながらなんとも美しい「マルセイユ版」と総称されるタロットは一七世紀以降ヨーロッパ中、
さらには船乗りたちの手で世界に伝播してゆく。（･･･）
　そして運命の一七八一年。タロットはこの年に大きく変貌する。パリの百科全書派の学者クール・ド・ジェブランがタロッ
トは古代エジプトの英知に起源をもつと提唱し、ここからタロットは一気に「秘教化」され、魔術や占いの重要な道具とみ
なされるようになるのだった。占星術が知的な世界から完全に追放される啓蒙の世紀に、占星術と入れ替わるようなかたち
でタロットの「神秘」が誕生したのはなんという歴史のアイロニーであろうか。（･･･）
　タロットが纏う神秘の衣装にはエジプト風のそれのみならずユダヤの秘儀も加わる。近代魔術の父と称されるエリファ
ス・レヴィは、タロットを至上の神秘への鍵とみなした。レヴィにおいてタロットはカバラと結びつき、実際的な身心変容
技法のツールとしての価値を持つようになる（･･･）。
　レヴィのタロットへの熱情は、フランスばかりではなく海を隔てた英国において大きな花を咲かせる。オカルトや魔術に
関心を持つ向きには抗し難い響きの名を持つあの魔術結社･･･「黄金の夜明け団」において、現代のタロット実践や解釈に直
結するさまざまな教義が構築された。現在世界でもっともポピュラーなウェイト＝スミス版タロットも、クロウリーのトー
トタロットもこの水脈かた誕生するし、定番の「占い方」であるケルト十字展開法も、さらにはアイルランドの演劇運動を
推進したアベイ座の創設にもこの魔術結社が関わっている。（･･･）
　さらに、タロットは一部の秘儀への志向者ばかりではなく、より広い層に新時代の霊性の表現として創造的に受容されて
ゆく。（･･･）
　むろん、タロットは日本でも大人気である。タロットを普及させることに最大の貢献したＵＳゲームズ社・社長スチュー
アト・キャプランのタロット百科事典は世界中のタロットデッキを網羅するまさしく圧巻の書だが、その第四巻（二〇〇五
年）には日本のタロットに一章が当てられるほどになっている。（･･･）
　タロットは、文化芸術にも深く影響を与えている。とくに視覚的な、映像芸術とも深くかかわっているのは当然だといえ
るだろう。二つ目のセクションはこうした面をとりあげている。タロット文化研究をリードするエミリー・オーガー氏は映
画の中でのタロットモチーフを子細に調査、分析した専門書をものにしておられる。（･･･）
　
（『タロットの世界』～鏡リュウジ「タロット・ユング・エラノス」より）

「タロット本において「潜在意識」という言葉が用いられているのは偶然ではない。「潜在意識」という、自己啓発的、そ
して心理学的な概念は現在のタロットカルチャーに深く根を下ろしているのである。
　一五世紀中葉に北イタリアで世俗的遊戯用カードとして誕生したタロットが一八世紀後半の古代エジプト起源説という
「誤解」を跳躍台として「秘教化」し、さらに二〇世紀後半からタロットが「心理学化」していった流れはすでにタロット
に関心を持つ向きにはかなり知られている。現代のタロットの「心理学化」には「潜在意識」というタームからもわかるよ
うにニューソート、そしてヒューマンポテンシャル運動の影響が色濃いが、それに加えて強いインパクトを与えたのがスイ
スの精神科医カール・ユングの思想である。（･･･）平易なタロットの入門書の中にすら、ユングのアイデアがはっきりと言
及されている。「（タロット）の図柄は、喜びや、希望、恐怖といった誰の人生にも遭遇しそうなシーンやドラマが織り込
まれ、人の行動や思考パターンが網羅されています。･･･誰の心の中にも共通しているもの、これらは心理学者ユングが発見
した『集合無意識』と呼ばれているものです」

　だがこのユングの思想の磁力圏は、通俗的で世俗的なセルフヘルプの枠にとどまるものではない。タロットはユングとい
う巨星を含む知のサークルの中で、思いがけないところに姿を現している。（･･･）
「占いもユングにとっては真剣な研究対象であった。易を西洋社会に知らしめるのに大きな貢献を果たしたのはユングにほ
かならないし、西洋占星術にも同様に真剣に取り組んでいる。取り扱いが難しいユングの「共時性」の着想源としての「占
い」の役割は大きい。現代の占星術実践はユングの強い影響下にあるが、ユングが自らの心理学・思想を構築する上で歴史
上のみならず、同時代の占星術文化と積極的に接触し大きな影響を受けたことも明らかになりつつある。」
「ユング自身による直接的なタロットへの言及はごくわずかである。しかし、この世界のあちこちに「元型的」なるものを
探求するユング心理学的な鏡を通してみれば、ユングの著述のあちこちにタロットの絵札と重なるイメージを見出すことが
できるのである。ユングは元型的素材としてさまざまな夢やヴィジョンをとりあげるが、その中にはいかにもタロット的な
ものを散見できる。いわば「タロットならぬタロット」がユングの著述に存在するのだ。
　中でも印象的なのは、ユング中期の主著と言える『心理学と錬金術』に収録される「個体化（個性化）過程の夢象徴」で
取り上げられる夢である。
　この論文はエラノス会議でのユングの講演を元に大幅に加筆、校訂されたものである。ユングにとって錬金術は重要な
「集合無意識」から生まれる元型的イメージの宝庫であった。」

（『タロットの秘密』より）

「本書の構成と内容は、僕の中の二つの自分という特徴をそのまま表している。人はどちらかというと冷静で合理的な自
分。この自分は、神秘性を剥ぐ方向でタロットの歴史を叙述している。本書はタロットの「神話」を崩すことにもなってい
る。一方で、もうひとつの神秘的な世界に憧れる自分はタロットのハウツーを解説している。タロットが人の心の内面を映
し出すと仮定して、その意識のモードに入ることでタロットは「使える」ようになるのである。
　そして、僕は思うのだ。ユングや僕ほどの極端なかたちではなくても、人は誰でも自分の中に理性とロマンの二つを抱え
ている存在であるはずだ。タロットは、誰の中にでもあるこの二つの側面をすくい上げているのだ。
　かつて、日本にタロットを紹介した種村季弘を魅了したのは、タロットは森羅万象をその中に表しているというアイデア
でもあった。この考え方があるからこそ、タロットカードは、日常のちょっとしたことから高度な哲学的問いまで、答える
ことができると考えられたのである。
　この宇宙すべてを解き明かしたいというのは、人間という存在がもつ根源的な欲求だ（現在は「科学」によってそれを成
し遂げようとしている）。だからこそ、人はタロットに魅了されてきた。タロットは手の中の宇宙なのである。」



☆mediopos-2546　　2021.11.5

本書では手話から開けてくる世界把握が
時間の流れや出産の哲学にまで結びつけられている

まず目をひらかれた思いがしたのは
これまで哲学は音声や文字によって表される
言語によって展開させられてきたという視点である

たしかに哲学は「時間軸上を細く流れる
渓流のよう」な言語で表現されるが
それに対して手話は「空間を文法化して、
手や視線や身体のいろいろな場所を
同時に使うことができる」言語で表現される

手話空間（メンタルスペース）には
「鳥瞰視点空間」と「等身大視点空間」の
二つがあるという

それを時間把握の観点からとらえてみると

「鳥瞰視点空間」では
鳥が地上を眺めているときのように
「時間は歴史年表を見るときのように
各時点が直線的に一列に並んでみえるが

「等身大視点空間」では
時間は「私の目の前にあなたという
もうひとりの当事者がみえている」ように
「目の前でありありと流れている」と感じられ
発話の当事者を中心に広がる等身大の空間が
受け手にも共有されながら流れている

手話を使ってしゃべるとき
この二つの異なった空間は区別され
その二つの空間のあいだが
自覚的にいったりきたりされているという

このように世界を認識する主体は一様ではない
この場合は手話がとりあげられているが
他の感覚を使った言語及び言語に類する表現があれば
異なった視点がそこにひろがってくるはずだ

認識主体を多様なものとしてとらえ
さらにひとりの認識主体のなかにも
さまざまな認識の様態を拡張していくことで
世界認識もまたそれに合わせて
拡張していくことが可能となる

本書の最後に収められている森岡正博による解説では
著者の手話や出産をめぐる話から
ふたつの時間把握の興味深いアイデアが示唆されている

ひとつは円環的な時間構造である
時間は過去から未来へと一直線に進むのではなく
「たえず新しい主体が何度も誕生するという
円環的なものにシフトしていく」という視点である

過去から未来へという単線的な時間はあり得るのだが
それらを日々の就寝・起床や四季の巡りといった
さまざまな円環的な時間構造が支えているというもの

このひとつめの視点は比較的示唆されることもあるが
興味深いのはふたつめの
「時間が流れるということそれ自体を、
ひとつの出産として捉える」という視点である

宇宙が自己出産しているように
時間を「私という主体を包み込んでいる全宇宙が、
新たな全宇宙を出産し続けていく
果てしないプロセスとして」とらえるというもの

こうして「手話」と「出産」からはじまる話は
時間認識の解体と拡張へと拡がっていく

■田中さをり
　『時間の解体新書――手話と産みの空間ではじめる』
　（明石書店 2021/10）



■田中さをり『時間の解体新書――手話と産みの空間ではじめる』
　（明石書店 2021/10）

「興味深いことに、学術的な哲学の議論で使われる音声言語と日常会話的な手話では、形式だけでなく、感覚
的イメージも異なる。一つの違いとして、哲学の議論を音声で聞いていても、位置関係がみえにくいことが挙
げられる。例えば私自身は、誰かに過去の出来事を音声で伝えるときでも、声真似を交えてその場の様子が見
えるように話す傾向がある。これは特に女性同士の会話にはよく見られる傾向だが、私は文章を書くときで
も、その場の様子を記憶した映像をなぞるように文章化する。手話を使っているときは初学者ながらもこうし
た特徴がより顕著になる。一方で、哲学分野では、ピッチの高低差があまりない単調な音声で高速で発声する
人が多くて、これは慣れるまでかなり時間がかかった。
　大学内の哲学講座の講義などでは、書かれた原稿を読み上げたり、哲学書のテキストを引用したりしながら
議論が進む。板書で図表を書いたりすることもあるものの、単語や物同士の位置関係はあまり重要視されず、
空間が言語の文法に入り込みにくい議論のスタイルのように思えた。空間を文法化して、手や視線や身体のい
ろいろな場所を同時に使うことができる手話とは違って、哲学の議論は、時間軸上を細く流れる渓流のようで
もあった。
　このような違うが生む固有の哲学問題もありそうである。身振り・手話・音声・文字というモードの連続性
や非連続性は、これまでの哲学の議論そのものを相対化する力をもつのではないか。
　本書ではこうした問題意識をもとに、手話が既存の西洋哲学の文脈でどのように扱われてきたのかを見てい
くととともに。手話の空間で既存の時間論を解体することを試みる。手話と音声の非連続性をできるだけ明ら
かにしていくつもりである。また、言語としてのこれらの連続性についても焦点を合わせるため、時間の延長
にある生と死の問題の分析に、改めて「産む性」の視点を導入する。
　「産む性」とは、文字通り出産する性のことであるが、ここでは「出産という出来事を時間の経過とともに
体験しつつある女性」という意味で用いる。意外に思われるかもしれないが、産む性の視点には、手話と同
様、空間的な思考が含まれている。出産の前後では、「私」と「子ども」、「私の出産」と「他の誰かの出産」
というそれぞれ２つの視点が重なって会話の中に入り込むためだ。この複層性は、時間の問題の先にある、生
と死の問題を考える上で強力な道具になる。」

「本書の目的は、世界を認識する主体の多様性を示すことで、人間の定義とともに哲学そのものを拡張するこ
とにある。第一に、思考を支える映像性や空間性とその正確な表現力を兼ね備えた哲学があったならば、音声
言語の枠組みに閉じられた哲学の問題を、よろ広い地平に開放できるのではないか。第二に、産む性に焦点を
合わせ、産むことと死ぬことを同列に考えられる哲学があったならば、既存の男性を中心とする思考によって
支えられた哲学を拡張できるのではないか。こうした二方面への拡張を試みながら、本書の議論は進められ
る。」

（森岡正博「解説　手話からみえてくる時間の流れと出産」より）

「手話は、耳の聞こえない（あるいは聞こえにくい）人々によって使用されてきた。それはひとつの言語文化
として古来より受け継がれてきている。田中さんも指摘するように、古代ギリシアの哲学者アリストテレス
は、人間の知性にとって聴覚は決定的に重要だと考えており、西洋における聴覚障害者への差別的視線がここ
から生まれたとも言える。この流れは日本の障害児教育にも持ち込まれ、手話ができるよりも口でしゃべれる
ことのほうが人間の知性にとって大事、という考え方が作られた。その過程で、手話についての哲学者ヴント
の学説が歪められて日本に受容されていく。」

「英語圏の時間の哲学では、マクダガートの時間論がよく議論される。」
「田中さんの提唱する手話空間の時間論を考えてみたい。
　手話空間（メンタルスペース）には、「鳥瞰視点空間」と「等身大視点空間」の二つがあると田中さんは言
う。「鳥瞰視点空間」とは、ちょうど空を飛ぶ鳥が地上を眺め下ろしているような感じのもので、時間は歴史
年表を見るときのように各時点が直線的に一列に並んでみえるのである。これに対して「等身大視点空間」と
は、まず私というかけがえのない当事者がここにいて、その私の目の前にあなたというもうひとりの当事者が
みえているという感じのものである。このとき、まさに時間は目の前でありありと流れているように感じら
れ、未来のことは現在となり、現在のことは過去になる、というふうな把握がなされる。
　そして手話を使ってしゃべるときには、この二つの異なった空間が区別されていて、話者はこの二つの空間
のあいだを自覚的に行ったり来たりしながらしゃべるのである。この二つの空間の区分はたいへん興味深い。
そしてこの手話空間の視点から見てみれば、マクダガートの時間論ではこの二つの空間の区別がそもそもなさ
れていないため、時間が進む向きを先取りして理解している主体がマクダガートによって恣意的に想定されて
いる、というのが田中さんによるマクダガート批判の骨子である。」

「女性たちによる妊娠出産の果てしない連続のラインに即する場合、時間の基本進行モードは過去から未来へ
と一直線に進む単線的なものではなく、たえず新しい主体が何度も誕生するという円環的なものにシフトして
いくとも考えられる。円環的な時間構造は、マクダガートの時間論に欠如しているものである。円環的な時間
構造をもっとも大きな次元で表しているのは四季の巡りであり。もっとも小さな次元で表しているのは日々の
就寝と起床である。出産と死という生命の基本に立ち返るとき、それにもっとも適合的な時間の流れは日々の
就寝と起床、および四季の巡り、そして同じ事象が何度も装いを新たに繰り返し起きてくる人類の歴史であ
る。もちろん単線的な変化、不可逆的な移り変わり、始点と終点はあり得るのだが、それらを支えているのは
大小の円環的な時間構造だと考えてもよいのではないか。
　さらには、時間が流れるということそれ自体を、ひとつの出産として捉えることもできそうに思う。時間が
流れるとは、いまあるものの内部から、いまないものが出現することであり、そのような出来事がひたすら続
いて起きることである。この、いまあるものの内部から、いまないものが出現するというのは、まさに出産そ
のものではないか。マクダガートや多くの哲学者たちは、未来が現在になり、現在が未来になるというふうに
して時間の流れを考えたが、それだけが解答ではないだおる。私という主体を包み込んでいる全宇宙が、新た
な全宇宙を出産し続けていく果てしないプロセスとして時間の流れを捉えてみることもできるはずだ。これは
存在が別の存在に変化するという意味での単なる生成ではない。ある存在の内部から別の存在が生まれ出るの
である。そしてそれがずっと続いていくのである。全宇宙が全宇宙を出産するのであるから、そこにおいては
出産するものと出産されるもののあいだの区別はあいまいになる。境界のあいまいさというのは、出産の根本
的な特徴のひとつである。宇宙の場合はその外部がないのだから、宇宙の自己出産に近い。これはたしかに人
間の女性の出産とは異なる。しかしひとつの出来事の形としてはあり得るだろう。
　わたしはまじめにこのようなことを考えているのだが、田中さんの本書はこのような奇妙なアイデアを生み
出す新鮮なパワーを持った物である。」
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文字が発明され
それがはじめは
特権的な地位をもっていたのが
文字を記し複製する技術とともに
いわば大衆化してきたように

写真が発明され
（十九世紀の前半頃）
それもはじめは特権的なものだったが
写真を写す技術が高度化し
ある程度大衆化したのに加え
コンピューターの発明と大衆化にともなった
デジタルカメラとスマートフォン
そしてＳＮＳの普及によって
「総写真家時代とも呼ばれるような状況が訪れている」

言葉や文字を使いこなすよりも
写真を撮ることはずいぶんと敷居が低い
しかもカンタンに撮った写真を
ＳＮＳというプラットフォームを使って自己表現したり
コミュニケーションしたりすることもできる
しかも撮った写真の加工も手軽にできる

そういう意味では
一九三五年に安井仲治が
「百年後の写真」を予想せよといわれて
「写真家はなくなる」と応えたのは
すでに現実のものとなっている
もちろんそこでいう「写真家」とは
たんに写真を撮って見せる人というだけの意味だろう
技術がそれを加速度的に実現させてきた

しかし文字がそうであるように写真にも
それを書き・写し・見て・読みとるために
必要な基本的な「リテラシー」は欠くことができないが
それを身につけるのは簡単なことではない

しかもそれはつねに創造的な観方をもちながら
深めいく仕方でしか可能とはならない
そしてそこにはつねに問いが欠かせないのだ

だれでもが写真を撮って見せる時代
だれでもが文字を使って伝える時代には
「だれでも」の多くはリテラシーを欠き
技術に使われる存在となっているにもかかわらず
じぶんがそうだという自覚をもてないでいる

写すということ
文字にするということは
そこでは問いではなく
与えられた単純な答えになってしまっているのだ

その意味で本書は
写すということ
写されたものを見るということを
問い直すための
基本的な「ビジュアル・リテラシー」を
身につけるための良き教科書ともなっている

もちろん必要なのは教科書の先であり
リテラシーの先には新たな問いがある
教科書はあくまでも禅僧が月を指す指なのだ
指だけ見ていても月を観ることにはならない
ましてや道具に使われる自らを
解放することさえむずかしくなる

■鳥原 学『教養としての写真全史』
　（筑摩書房　筑摩選書　2021/10）



■鳥原 学『教養としての写真全史』
　（筑摩書房　筑摩選書　2021/10）

「世界中の人が、日々、写真を撮っている。その量はじつに膨大で、二〇一八年に撮影された写真の総枚数は
およそ一・六兆枚にもなるらしい。二〇一七年における世界人口がおよそ七五・三億人だから、単純計算では
一人当たり二百十二枚になる。その多くがスマートフォンで撮られているということは想像に難くない。
　その手続きを実現したのは「コンピューテーショナル・フォトグラフィ(computational photography)」と総
称される、画像処理技術の進化によるものである。撮影の失敗が解消され、さまざまなアプリによって加工と
修正も手軽にできる。しかも無量のプラットフォームであるソーシャル・ネットワーク・サービス（ＳＮＳ）
での共有に最適化されており、費用がかからない。かつてプロフェッショナルな写真家の特権だった技術が標
準化された結果、総写真家時代とも呼ばれるような状況が訪れている。」

「興味深いことに、写真の賢者は昔からこうなることを知っていたようだ。日本の戦間期を代表する写真芸術
家の安井仲治は、一九三五年に「百年後の写真」を予想せよといわれて、「写真家はなくなる」と応えた。」
「安井の言葉でなお興味深いのは、写真の「普遍化」を、芸術としての発展とは区別していたことだ。」
「芸術としての写真も横で拡がってきたが、それは、社会的用途の広がりと重なっている。新しい発想の写真
表現は、ありふれた記念写真、広告、報道、記録から生まれてくるのだ。その中には、これらの紋切り型のス
タイルを忠実に模倣する作品も少なくない。「自己言及的」、「シミュラークル」などと呼ばれるこの傾向は、
写真が撮られる量の増大化に比例して強まっている。写真が溢れる社会に育った人は、自分の心理に影響を与
える映像環境に順応しつつ、それを相対化するためにも写真を撮るのである。
　そのような環境はまた、写真に対する二つの読み方を使い分けるようにと促す。ひとつは、画像を現実の率
直な代替物として読むことであり、もうひとつはある種の演出によって作られた象徴的なイメージとして解釈
することだ。いや、どのような写真も再現と創作という正反対の性質を併せ持っていることをすでに私たちは
知っていて、使い分けているというべきか。一般的にこうした解釈力を「リテラシー(literacy)」というが、問
題はいつもそれを発揮できるわけではないことだ。
　本書の意図は、写真の歴史を辿ることで、現在に至るその影響を考えるための糸口を提示することにある。
そのために写真に関する技術の発展と社会からの要請、そこから展開されたコミュニケーションと表現の変容
を簡潔に記した。それも一貫した通史ではなく、それぞれの社会的な用途に分けてそれぞれの展開を辿る。
　大きく分ければ、前半は写真によるビジュアル・コミュニケーションとして、肖像、スナップショット、報
道とドキュメント、広告について述べる。後半は芸術としての展開を軸に、ファッション、ヌード、ネイ
チャー、建築などのカテゴリーを見ていきたい。また、同じイメージや写真家が社会的文脈を横断して、影響
を与えたという事実も知ることができるだろう。時代が写真を作り、写真が時代を作ってきたのである。」

「現在では誰もが気軽に写真や動画を使いこなし、コミュニケーションや表現のツールとしている。しかし、
その成り立ちや社会的な影響力を考えることについては、まださほど自覚的に取り組まれているわけではな
い。とくに画像認識やディープフェイクといった技術が汎用化されるなかで、写真を読みとる能力、つまりビ
ジュアル・リテラシーの向上は喫緊の課題ではないだろうか。
　今日、多くの中学校や高校などの美術教育に写真が取り入れられていると聞く。少年期において作品制作や
鑑賞を通じ、写真表現の価値に触れる機会ができたことは素直に喜ばしい。ただし、もう一歩先に進んで、写
真が社会に与えてきた影響の大きさも共有されて欲しいとも思うのである。例えば本書で触れた、ポートレイ
トと個人のアイデンティティ形成、ファッション写真とライフスタイルの変容、人間存在の映し鏡としての自
然写真などだ。これらを考えていくと、現在の私たちの歴史的な立ち位置が見えてくる。写真や映像が築いて
きた文化は極めて分厚く、文字や言葉とは別の大系をすでに持っている。」
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わたしたちは多次元的な存在だ

多次元的であるということは
それらのうちのひとつの次元
たとえば物理的な身体の次元だけで
生きているわけではないということだ

プロセス指向心理学のアーノルド・ミンデルは
わたしたちの身体は
「虹が多くの色から成り立っているように」
「さまざまな「色」の現実をもっている」という

ミンデルの提唱する
そうしたレインボー・メディスンでは
少なくとも次の３つの次元を射程においている

　１．合意的現実
　２．ドリームランド（夢の次元）
　３．エッセンス

「合理的現実」は測定可能な物理的現実
「ドリームランド」は夢に類似したイメージ経験

そして「エッセンス」は「沈黙の力」から夢が生起する
プロセスに対する明晰な感覚である
「沈黙の力」とは
「あらゆる情報を潜在的に蓄えた非局在的な場」で
その場ではわたしたちの「下位状態、想像、痛み、苦しみ、
関係の問題、のすべてが世界全体と絡み合っている」

肉体における病も心における病も
少なくともその３つの現実と関わっているが
現代のいわゆる科学的生理学的な医療は
多くの場合測定可能な物理的現実のなかで
対症療法による直接的な治療を行おうとする

けれどもわたしたちの病が
病ではないとしてもさまざまな問題が
「世界全体と絡み合っている」のだとすれば
「１．合意的現実」だけでそれらを癒やすことはできない

わたしたちがさまざまな次元を
それと意識しないままにせよ
現実として生きているのだとすれば
「癒やし」はそれらすべての次元に
関わるものであるとしてとらえる必要がある

ミンデルはひとつの次元だけに取り組む医療を
「単色の医療」と呼び
「自覚（意識）のすべての次元を含む」医療を
「レインボー・メディスン」と呼んでいる

その意味でなんらかの「身体症状」があらわれたとき
わたしたちはその症状の「声」を
多次元的に聴きとる「耳」が必要になる

一〇年ほどまえによくミンデルを読んでいた頃があったが
久しぶりに目にとまったのでそのなかから
本書をとりあげてみることにした
現代の「医療」があまりにも「単色」だからでもある

■アーノルド・ミンデル（藤見幸雄・青木聡訳）
　『身体症状に「宇宙の声」を聴く―癒しのプロセスワーク』
　（日本教文社 2006/4）



■アーノルド・ミンデル（藤見幸雄・青木聡訳）
　『身体症状に「宇宙の声」を聴く―癒しのプロセスワーク』
　（日本教文社 2006/4）

「虹が多くの色から成り立っているように身体は−−−−他のあらゆる物質と同じように−−−−さまざまな「色」の現実をもっ
ている。そのうちのある一つの「色」は「合意的現実」であり、私たちみんなが慣れ親しんでいる。実体的で、物理的な、
生物医学的現実の諸側面である。その現実の中では、「通常の身体」は、頭、二本の腕、二本の足、心臓などからなり、時
空間に位置づけることができる対象とみなすことができる。しかしながら、すべての物質と同様、身体は他の「色」、ある
いは他の「周波数」を持っている。
　身体は夢に似た次元をいくつも有している。それは容易に測定したり、時空間内に位置づけたりすることができない。身
長、体重、体温は測定できるが、身体がもっているはずの量子波動パターンないし微細な感覚は直接測定したり、位置づけ
ることはできない。それにもかかわらず、多くの人たちは、そのパターンが顕現して認識できる以前に、それの微細な傾向
性を感じることができる。
　レインボー・メディスンは、物質的現実の実際の時間や空間とともに、身体の心理的現実における夢のような次元をも含
む。レインボー・メディスンは、解剖、診断、投薬、手術、生物物理学などの古典的医療の要素とともに、主観的経験、夢
のパターン、意識のあらゆる次元といった代替医療の方法をも含む。
　レインボー・メディスンは少なくとも以下の現実の三つの次元に取り組む。それぞれの現実（次元）は自覚の特定のあり
方と結びついている。

　１．合意的現実−−−−時間、空間、重量、再現可能な測定の観察
　２．ドリームランド（夢の次元）−−−−主観的感情、夢、夢に類似したイメージ経験
　３．エッセンス−−−−微細な傾向性の知覚。沈黙の力から夢が生起するプロセスに対する明晰な感覚

　これらの次元の一つしか取り組まない医療を私は「単色の医療」と呼ぶ。対して、レインボー・メディスンは自覚（意識）
のすべての次元を含むものである。」

「身体の主観的経験は、内的経験の多くと同じように、合意的現実の速度（時計の速度）とは異なる時をもつ。この違いは
誰でも感じることができる。あなたの日常的意識がドリーミング・ボディに対して、それが望まない仕方で無理強いしよう
とするとき、身体はある種のストレス反応を創り出す。それは日常的な時間に対する内側からの叛乱である。
　直線的な時間に従うことによって、身体の時間つまり身体感覚の時間からあまりにも遠ざかると、「風邪」や「流感」と
いった形での反乱が起こるかもしれない。日常感覚とは対照的に、タオイスト的な意識状態では、現実の行為とドリーミン
グボディの経験は継ぎ目なく一つになる。タオは古代ギリシアのカイロスという概念を思い起こさせる。」

「ユングは、人と出来事の間の非局在的連関を「共時性（シンクロニシティ）」と名づけた。「非因果的秩序」を彼は言わ
んとしていたのだ。こうした非因果的関連は、共有された「意味」−−−−リヒャルト・ヴィルヘルムがタオを説明するのに
使った言葉−−−−の結果として生じる、ユングによれば、共時性が起こるのは、二つの出来事が同じ意味をもっっていると
き、あるいはヴィルヘルムの言葉を借りれば、同じタオをもっているときである。
　沈黙の力（あなたのパイロット波）はあらゆる情報を潜在的に蓄えた非局在的な場であるため、あなたの下位状態、想
像、痛み、苦しみ、関係の問題、のすべてが世界全体と絡み合っている。原理的に言えば、あらゆる病気は、世界から影響
を受け、また世界に影響を与えるという意味で、「環境病」である。
　通常、「環境病」という言葉は、合意的現実において私たちの身体に影響を与える毒素やアレルゲンを指すものとして使
われる。だが、ここでは関係のもつ雰囲気と関連した。より広い意味の「環境病」を探求していく。
　「あの人は頭痛の種だ」あるいは「目の上のこぶだ」という言いまわしは、身体と関係性の間の非局在的な結びつきを私
たちが感じていることを示唆している。他者の存在はあなたの身体の調子に影響を及ぼす。それゆえ、対人関係に取り組む
ことは（理論的に言えば０あなたの症状にとっても役立つはずだ。外部にいるとあなたが思っている他人は、あなたの内部
にも存在するからである。」

「遺伝は定められた運命ではない。遺伝学は何が起こりうるかについての概略を与えてくれるが、細胞の中で起こる個人的
な「変異」や、他者との出会いが人生をどう変化させていくか、といったことに答えることはできない。」
「ある意味で、あなたは歴史（過去）が変容をもくろむ「器」である。あなたの身体問題は、錨で過去に固定されたもので
あるかもしれないが、同時に、未来に向けた解答かもしれない。」

「「人生」「愛」「自然」そして「老い」といった言葉は、多次元的な経験の数滓を含む。老いに関する合意的現実の要素
は。ふつう物理的身体の衰えを指している。私たちの容姿は変化する。縮み、背が曲がり、白髪になり、頭髪が薄くなり、
しわが増える。聴覚、視覚、感覚が衰える。記憶が正確ではなくなうｒ。一般的に、老いは徐々に進行する生物学的衰えを
意味している。」
「合意的現実では、時間の経過が老化の原因である。」
「老いに対するレインボー・メディスンの視点には、科学的見解とスピリチュアルな見解、測定可能な現実と測定不可能な
現実の両方が含まれる。人はみな老いていく。同時に、「老い」や「加齢」は、未知なる神秘的プロセスを指す空っぽの用
語でもある。ドリームランドでは、老いは多様な並行世界によって表現されうる。ドリームランドでは、合意的現実の年齢
に関係なく、「あなた」は赤ん坊であり、老人であり、生者であり、死者であり、あなた自身であり、あなた意外の諸々の
人物である。あなたは多数の宇宙から成る集合体なのだ。
　合意的現実で、あなたがただ一人の人に思われるのは、そうした他の宇宙が周縁化されているからである。あなた（そし
て他の人物すべて）の潜在的な歴史、死、生、子供時代、晩年のすべてを合計した姿だけが、あなたの全体像である。あな
たのすべての諸部分の物語を合計することに意味がある。一つの世界だけでは不十分であり、まるで人生の何かが失われて
いるかのように、あなたは不安定になるだろう。」
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『世界がわかる比較思想史入門』は
その名の通り世界の思想を比較した本だが
それは思想の比較そのものが目的ではなさそうだ

本書では
ギリシア・ローマ文化における
　神話と哲学と法
ユダヤ教・キリスト教・イスラームにおける
　同じ神を崇める啓示宗教
インド思想における
　業と輪廻
中国思想における
　「天」と「道」の思想
日本思想における
　多面的な日本的価値観
近代の哲学思想における
　理性の時代
現代思想における
　啓蒙の先にある多様性
といった「思想」が「比較」されるが

それらの「情報」を得ることだけでは
ただの知識・教養の衣装にすぎない
重要なのは
文化の背後にある構造や歴史を踏まえながら
そこにある「何か」を摑むこと

「世界がわかる」は
「自分がわかる」ということでもある

「自分のことは自分が一番分かっている」
という単純な思い込みは
「自分のことをわかっていない」
ということを意味するといってもいいほどだ

「世界がわかる」ぶんだけ「自分がわか」り
「自分がわかる」ぶんだけ「世界がわかる」
ということを前提にすれば
自分を他者であるように観察することが求められる

自分の分かっているだろうことや
分かっていないだろうこと
どうしても分かりえないだろうことを
思い込みをでき得る限り去りながら
可能なかぎり捉えてみるということだ

そうすることで
自分のなかに可能性としてある
「思考・価値観・世界観」の「多面構造」がみえてくる
そのための比較思想史でもあるのだ
そしてその「多面構造」は人の数だけ異なっている

そこから「何か」を摑むということは
みずからの生き方そのものを
生きることそのものとして
「行」じるということ

「世俗的な意味連関」のとらわれから離れ
いま生きている自分の価値観の
中心にあるものに目を向け
それがいったい自分のなかで
どんな意味を持つのか
かけがえのないものなのかどうか
それらを検証しつつ生きるということでもある

わからないならば
まずわからないことがあることを確かめながら
「何か」を摑むために「行」じる

「行じる」というと誤解があるかもしれないが
宗教的な行のようなものではない
自分を分かるというあくなき旅そのもののことだ

■中村 隆文『世界がわかる比較思想史入門』
　（ちくま新書　筑摩書房 2021/1）



■中村 隆文『世界がわかる比較思想史入門』
　（ちくま新書　筑摩書房 2021/1）

「人間の思考・価値観・世界観というのは多面構造的であって、誰かを−−−−それが他人であっても自分であっ
ても−−−−理解するにあたっては、その振る舞いや考え方を形作っている文化的・思想的背景をきちんと捉える
必要がある。そして、それはより良いコミュニケーションの可能性でもある。たとえ互いに完全には同意し合
えなくても、相手の振るまいにはなんらかの意味・理由があるということを理解することで、互いに互いの人
格を等しいものとして尊重する道が拓けてゆく。
　異文化コミュニケーションの重要性が唱えられてずいぶん久しいが、そもそもその前提としての異文化理解
とはどのようなことなのか？　それは単に、自分とは異なる文化の「情報」を網羅的に知ることではないだろ
う。本やネットで調べれば、それぞれの国がどの点で違うのかなどはすぐに分かる。そうではなく、異文化理
解とは、それぞれの文化の背後にある構造や歴史を踏まえつつ、自身のそれとはどのように同じでありどのよ
うに異なるのかを比較し、「何か」を摑むことにあるのではないだろうか。それは決して、単なる表向きの比
較に終始するべきものではない。」

「より重要なのは、そうした学びやそこから得られる有用なフレームは、まずは自分自身を理解することに役
立つということである。「自分のことは自分が一番分かっている」と思っている人は多いが、自分が何気なく
発する言葉、自分が考えるライフプラン、自分にとって許せることや許せないことなどは、普段意識されてい
ない自身の多様な文化的バックグラウンドに基づいている（だからこそ、すぐさまそれを「日本人か、アメリ
カ人か」というような単純なナショナリティに還元しようとすることは早計であるのだが）。自分自身を含
め、物事を理解し何かをしようとする際は、文化的バックグラウンドとその特性、長所をうまく捉えるための
幅広い教養と、それをうまく使いこなす素養と訓練が必要となる。
　つまり、ある人間をきちんと−−−−それは自身であろうが他者であろうが−−−−理解するためには、その全体
像をクリアにしてゆくための多角的アプローチとそれを可能とする思想的パースペクティヴが求められる。そ
して、それらを学ぶなかで、自分自身を問い直し、自身のコアな在り方を発見し、自分の人生を自覚的に生き
てゆこうとする契機も訪れるかもしれない。宗教や哲学といった「思想」について学ぶということは、それに
囚われるためではなく、その構造と限界を知ること、そしてそれを踏まえた上で、自身が何をもって生きるべ
きかという問いとその答えの手がかりを可能な限り得ようとすることでもある。」

「限られた時間のありがたみを噛みしめてさえいれば、そこにおいて壮大な目標や厳格な規律などがないとし
ても、目の前の日々の生活に集中するその在り方そのものがその人にとっての「行」となり、それ自体が生き
る指針を示すようになることもあるだろう。
　漁師は漁師人生のなかで船を出して魚をとって売りさばき、町医者は地元のお年寄りを診察し、さえない大
学教員はあまり見向きもされない本や論文を書く。たとえ一週間後にこの世界が終わるかもしれないとして
も、相変わらずそれをやり続けるであろう。それらの振る舞いは、何かに向かってはいるがそれが何かを実現
するかはまた別の話であいｒ、しかし、惰性でやっているわけでもない。その人たちにとってのその残りの時
間を使った「行」であり、そこには。それ意外の選択肢にはない何かがある。カルヴァン派における「職業人」
も、おそらくは同様に、そうして仕事に専心することで救済が約束されているのではないだろうか。
　人はそれぞれ限られた時間のなかで常に何かの終わりに向かって−−−−極端にいえば死に向かって−−−−生き
ざるをえない。その究極においては、「どう死ぬか」という問いが「どう生きるか」と直結することすらある。
たとえば、誰かを助けてかっこよく死ぬということは、誰かを助けて死ぬというかっこよい生き方をするとい
うことである。
　その生き方が自身にとっての当たり前の繰り返しとしての「行」であるとするならば、いずれ終わるその人
の終わり方は、きっとその人の生き方となるはずである。大事なことは、そうやって生き、そうやって死んで
いってよい、と思えることを日頃から実践しているかどうかである。そうした「行」の人は、世俗的な意味連
関を超越した実存として今を生き、そしてその「今」を積み重ね続けた「人生」を生きているといえる。そう、
充実しているのだ。
　誰もがみんな「自分自身にとっての行」をもちうる。一生懸命生きてゆくなかで、いつしか人はそれを身に
つけ、それがいつの間にか生き方そのものとなってゆくだろう。
　しかし、もしまたそれをもっていないとするのであれば。そして探してみようとするのであれば。私からい
えるのは、偏見や見下しから心を自由にして、世界を見つめ、己をもつめてみるべき、ということである。そ
うする以前には憧れていたものが実は虚飾であることが分かり、そして、くだらないようにみえていたものが
そうではないように見えることもあるだろう。その認識の変化が、自身のこれからの「行」に関するなんらか
のヒントを与えるかもしれない。」

「おそらく真の自由とは、かけがえのないものと向き合い続けることを自分で決めるまさにその在り方にある
ように思われる。損得考えず、限られた時間を目の前のその人と、あるいは目の前のそのこととただ向き合う
ような素朴で愚直な生き方にだって自由はあるのだ。そうした自由のもと、人は何かを信じ、その信念のもと
目の前の物事を大切にしつつ、それを積み重ね、自分の人生を生きてゆく。
　逆に、通り過ぎたかけがえのないもの、目の前にある唯一限りのものを過小評価し、「こんなものじゃなく、
もっとよいものを･･････」と求めるその態度は、我欲にとらわれ熱に浮かされた不自由な選択であって、そこ
には信念も思想もありはしない。そんな人に欠落しているものこそ、まさにその瞬間瞬間に集中するための
「行」としての生き方なのである。」
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ボルヘスの対話集成が刊行されたのを記念して
訳者の垂野創一郎と
作家の西野憲が「週刊読書人」で対談している

「たくさん本を読んで、迷宮世界を作った人」
というイメージとは異なって
ボルヘスはずいぶんユーモアにも長けた
人間味あふれる方のようだ

この対談でも紹介されているが
たとえばボルヘスはこんな冗談を言っている
「八五歳になるというのは危険なことです。
いつなんどき八六歳になってもおかしくありません」
ぼくも同様だが西崎氏も言っているように
「一生かかっても、ぼくには思いつかない冗談」だ

ボルヘスのような博覧強記というのは
それそのものは魅力的ではないが
それを超えたところで
はじめて可能になる人間性や知恵こそが
わたしたちへの得がたい宝物にもなってくれる

ボルヘスをはじめて読んだのは
西崎氏と同じく一九七八年刊行の
集英社版世界の文学のボルヘスの巻で
最初はずいぶん読むのに苦労した記憶があるが
その後年を経るごとに少しずつ
その世界に魅せられるようになり
いまでは一連のボルヘスが
座右の書の一角を占めるようにさえなっている
そしていつ読み返しても古びることなく新しい

さて今回の対談から
二つほどテーマを引用してみた

まずボルヘスと永遠
ボルヘスは仏教思想に惹かれ
無と永遠を志向していた

ここで紹介されている短編「神の書跡」にも
永遠を得るための我の否定による
個の喪失が描かれている
垂野氏のことばでいえば
「個を失うことで、永遠と繋がることができる」
というのがボルヘスが永遠との関係で辿り着いた
答えの一つだったのでないか･･･

また詩について
ボルヘスは詩の独創性を
重んじてはいなかったという
興味深いのは澁澤龍彦とくらべているとこだ
澁澤も「詩は書くものではなく、
持ってくるもの」だといっていたように

これはとても興味深い視点でもあって
個人的にいっても
むしろ言葉はほんらいすべて詩であって
あえて詩を独創的だという必要はないのかもしれない
多くの言葉にはポエジーが欠如しているけれど
それはおそらく言葉の堕落でしかないように

さてさて
ボルヘスはボルヘス以外にはまずみつからない
「ボルヘスを読むということは危険なことです。
いつなんどきボルヘスもどきになっても
おかしくありません」とでもいいたくなるほど

■ホルヘ・ルイス・ボルヘス／オスバルド・フェラーリ（垂野創一郎訳)
　『記憶の図書館／ボルヘス対話集成』
　（国書刊行会 2021/9）
■対談＝垂野創一郎・西野憲「〈人間〉ボルヘスの声を聴く」



■ホルヘ・ルイス・ボルヘス／オスバルド・フェラーリ（垂野創一郎訳)
　『記憶の図書館／ボルヘス対話集成』
　（国書刊行会 2021/9）
■対談＝垂野創一郎・西野憲「〈人間〉ボルヘスの声を聴く」
　（『週刊読書人』2021年11月5日号（3414号）所収）

（対談＝垂野創一郎・西野憲「〈人間〉ボルヘスの声を聴く」より）

「国書刊行会より、ホルヘ・ルイス・ボルヘス／オスバルド・フェラーリ著『記憶の図書館／ボルヘス対話集
成 』（垂野創一郎訳)は上梓された。二〇世紀を代表する作家ボルヘスが、世界文学から哲学、映画、宗教な
ど多彩なテーマを語った一一八の対話が収録されている。観光を機に、訳者の垂野さんと翻訳家・作家の西野
憲さんに対談をお願いした。（編集部）」

「垂野／ボルヘスが後世に与えた影響は、表面的には見えない気がします。なぜなら彼の個性は、無と永遠を
志向しているからです。ボルヘスは、仏教思想に惹かれていました。永遠との関係を、彼がずっと考えていた
からでしょう。「我」を否定する仏教思想は、別の見方をするならば、個性を消失させることに繋がります。
個の喪失に関するボルヘスの考え方は、短編「神の書跡」に反映されています。地下牢に閉じ込めれらた神官
が、アステカの神がジャガーの文様に遺した魔法の呪文を読み解き、脱出を図る。呪文を唱えれば、全能と
なって牢を抜け出ることができます。しかし、呪文を読み解いた神官は全能になってしまったがゆえに、地下
牢からの脱出も、自分のことさえどうでもよくなってしまう。
　永遠との関係を考えていたボルヘスが辿り着いた答えの一つは、「個を失うことで、永遠と繋がることがで
きる」だったのではないか。私はボルヘスではないので真偽は分かりませんが、そういう風に思えて仕方があ
りません。
西崎／個と永遠は、ボルヘスが生涯考え続けていたテーマだったかもしれないですね。それは作品からも、こ
の本の対話からも透けてみえます。」

「西崎／この本でも詩については何度もテーマに挙げて、フェラーリと議論しています。ボルヘスは詩の独創
性をあまり重んじていません。最終的には詩をどう考えていたのか、とても気になります。そういえば澁澤龍
彦も、「詩は書くものではなく、持ってくるもの」だと言っていましたね。詩の独創性に懐疑的であった二人
ですが、ボルヘスは詩を書き、澁澤龍彦は書かなかった。この違いも、調べていくと面白そうです。
垂野／そうそう。「電気カミソリをコンセントにつなげば電気が流れ込むように、ポエジーはどこからでも
持ってこられる」とか書いていましたね。澁澤さんは、訳詩のかたちで詩を書いたといえるかもしれませ
ん。」

「西崎／あとはこの時代において博覧強記とはどういうことなのか、その意味は考えたいですね。でたらめが
多いけれど、ウィキペディアのように、ネットにはたくさんの知識が並べられている。そんな現代で、ボルヘ
スのように膨大な知識を保有することは、何を意味するのでしょう。
垂野／「この時代に博識というのは、一つのファンタジーである」。誰が言っていたのか、忘れてしまいまし
たが、納得してしまう部分はあります。ファンタジーになりつつある〈博識〉の、代表者のようなボルヘスで
すが、彼は知識を詰め込もうとしたというより、自然に記憶してしまったのだと思います。これこそが、ボル
ヘス特有の博覧強記性です。読書家のそのまた飢えをいくボルヘスですから、広範囲どころか片っ端から、驚
くべき量の本を読んでいた。そして、覚えるべきところは、当たり前のように覚えてしまった。興味深いの
は、必ずしも原典のまま覚えているわけではなく、重要な「表現」として覚えているところです。ネットであ
れば、検索して探さなければ情報としてでてこないので、ボルヘスのような覚え方はできないと思います。彼
の知識の収集方法は、まさに「バベルの図書館」を探検していくようなものだったのでしょう。上限に無限に
続く六角形の部屋に置かれた書棚を、一つずつ手にとって読む。そんなボルヘスの姿は、容易に想像できま
す。」

「垂野／作品が難解なので、本人に対しても気むずかしそうな印象を抱くかもしれません。でも、そんなこと
はまったくありません。「たくさん本を読んで、迷宮世界を作った人」という世間一般のイメージに、ボルヘ
ス自身が抵抗しているところがあります。この本に収録された対話からは、生身の、人間味あるボルヘスが立
ち上がってくる。ボルヘスの作品に挫折してしまった人も中にはいるかもしれませんが、ぜひ、本書で〈人間
ボルヘス〉を知ってほしい。そしてもう一度、彼の世界に挑んでほしいと思います。」

「西崎／何よりも先に逝っていきたいのは、ボルヘスの冗談の切れ味の鋭さですね。言うまでもなく、ボルヘ
スが想像もできないほど、膨大な知識を備えている。同時に、人間として非常に面白い人だったということを
再確認しました。たとえばこんな冗談を言っていますね。「八五歳になるというのは危険なことです。いつな
んどき八六歳になってもおかしくありません」。一生かかっても、ぼくには思いつかない冗談です（笑）。一
〇回人生をやり直しても、ボルヘスにはたどり着けない気がします。
垂野／思わず笑ってしまうシーンが、数頁に一回は出てきますよね。対話が放送されるのを知りながら、「こ
こだけの話ですが」と秘密めかした話をするとか。笑わずにはいられませんでした。」


