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☆mediopos-2551　　2021.11.10

芸術（アート）とは何だろう

少なくともそれは
人がその創造性を発揮するための
ひとつの在り方ではあるのだろうが

文明的にも地球環境的にも
行き詰まりをみせている現代
その人間であるがゆえの芸術（アート）は
あらたな時代にむけて変容していかなければ
その創造性を失ってしまうことになる

本書で芸術（アート）から
「藝道=GEIDO」への「旅」が語られているのは
地球生命と共創造可能なものへと
「反転」する必要性を痛感しているからだろう

著者によれば
今や文明は限りなくタナトス化しているという
ここでいうタナトス化とは
死であり反−生命である

ほんらい生命は自己創出的であり
自己変異的なものであるがゆえに
「絶えず自らを自らにより創出し」
「多様化していくエネルギーに満ちたもの」なのだが
資本主義や情報主義はそうした生命に対して
自己同一性を加速度的に反復させ
生命の自己差異化に対して「死」をもたらし続けている

そうした「文明のタナトス化へのベクトルを「反転」させ」
「再エロス化、再生命化」し
「再び大地へと、ガイアへと接合させる」
その「反転」の仕掛けを
著者は「GEIDO的実践」としてとらえている

EIDOとは藝道

あえて日本の伝統に根ざした言葉を
GEIDOというコンセプト表現にしたのは
鶴見俊輔の限界芸術や柳宗悦の民藝から
一遍・和辻哲郎・九鬼周造など
日本の伝統的なありようをヒントに
瞑想や風土・性愛・エロスやさらには
貨幣経済（ブロックチェーン）なども考察しながら
新たな「藝」への道を歩もうとしているからのようだ

そのGEIDOには少なくとも二つの方法があるという

ひとつは「内なる旅」
文明が風土を上書きしていく通態化であるならば
その「上書きを遡行し、内へと旅し続け、
エロスの、生命の泉を再び見出す」こと

もうひとつは「外なる旅」としての「脱風土化」
つまり「あらゆる風土から自由になり、
その脱風土化の果てに「地球」を再発見する」こと
そして「この里山に、この茶室に辿り着き、
「内なる旅」と相まって、そこに
「小さな地球」を創り出す」ということ

もちろんそれは単なるエコロジー運動ではない
「そうした再デザイン・再創造のなかに、
「美」をも生み出そうとする」

おそらくほんらいの芸術は
マクロコスモスとミクロコスモスの照応のなかで
人間が創造へと向かうことで見出される
「美」への営為ではなかっただろうか

その意味でいえば
GEIDOの「内なる旅」と「外なる旅」は
人間が地球という大いなる生命と
共−創造していく旅でもあるはずである

■熊倉 敬聡『GEIDO論』 
　（春秋社 2021/9）



■熊倉 敬聡『GEIDO論』
　（春秋社 2021/9）

私は、長年、一九七〇年代後半から二〇〇〇年代前半にかけて、Art−−−−そしてその日本的翻案である「芸
術」ないし「アート」−−−−の世界で、勉強し、研究し、批評し、あるいは実践しながら、活動してきた。しか
し、古い世紀が終わりつつあるとともに、実は、Art（そしてその翻案）が人類の創造性の発露としてすでに歴
史的役割を終えつつあるのではないか、だとすると、Artの終焉後、いったい人類の創造性はどこに向かい、ど
のように実現されていくのだろうかと自問しつづけるようになった。その自問の「旅」日記こそ、前著『藝術
２・０』であり、その旅がとりあえず辿り着いた逗留地＝「GEIDO」という概念・実践を、今回さらに概念的
に錬磨し、実存的に掘り下げるために、再び新たな「旅」に出たのだった。」

「いったいこの文明のどこが「おかしい」のか、根源的に問うてみよう。
　生命とは、元々、自己創出的であるとともに、自己変異的なものである。それは絶えず自らを自らにより創
出しつつ、ウイルスや環境の変化により自らを変異させ、多様化していくエネルギーに満ちたものである。
　ところが、やはり一生生命体であった人間は、いつしか「心」をもち、それがやがて半ば「自律化」してい
くとともに、他の生命、そして宇宙全体を「意識」により二重化し、記号により表象するようになった。その、
意識・記号による世界の二重化・表象とは、自己差異化する生命に対して、自己同一化という反−生命をもた
らす。「ネコ」という言葉そしてその意味は、原則的に、明日も一年後も同一であり、「一万円」という貨幣
とその価値も、明日も一年後も同一であらねばならない。そうした意識・記号による自己同一性の反復は、だ
から、生命の自己差異化に対して「死」をもたらすものに他ならない。それは、ヘルベルト・マルクーゼが、
ジグムント・フロイトの文明論を継いで、文明における「タナトス」と呼んだものだ。
　ヨーロッパ近代が発明した資本主義、そしてデジタル・テクノロジーが創出した「情報主義」が、自己同一
性の加速度的過増殖を引き起こし、今や文明を限りなくタナトス化している。そのタナトスのブラックホール
に吸い込まれるように、人類は、莫大な量の化石燃料による、あるいは原発によるエネルギーを浪費し、無数
の生物を犠牲にし、そして莫大な量の廃棄物を排出してきた。この「死」、「反−生命」の謳歌に、今や生命
が反旗を翻し、ガイアの脅威となって襲いかかろうとしている。
　だから、我々人類は、早急にこの文明のタナトス化へのベクトルを「反転」させ、再エロス化、再生命化し
なくてはならない。タナトスの自己同一性を、エロスの、生命の自己差異化へと「反転」させて、再び大地へ
と、ガイアへと接合させなくてはならないのだ。その「反転」の仕掛けこそが、里山の再創造としての「地球
芸術」であり、わび茶の再創造であり、あらゆるGEIDO的実践だと思うのだ。

　でも、なぜGEIDOなのか。

　この「反転」としてのGEIDOには、少なくとも二つの方法がある。一つは、「内なる旅」としての脱通態化
だ。私たちは、オギュスタン・ベルクとともに、文明が風土を上書きしていく通態化であることをみた。だが、
その通態化の結果、文明がこれほどまでに過剰にタナトス化し、自壊寸前であるなら、もう今度は風土の上書
きを遡行し、内へと旅し続け、エロスの、生命の泉を再び見出すしか方途はないのではないか。その「内なる
旅」こそ、独修の、双修の、多修の行であった。そして、もう一つの方法は、「外なる旅」としての脱風土化
だ。林を含め、GEIDO−KAたちは、「内なる旅」とともに「外なる旅」を、長きにわたって行った。その
「旅」は、ある風土から他の風土へと移動し続けることにより、自らの出自の風土もさることながら、あらゆ
る風土から自由になり、その脱風土化の果てに「地球」を再発見することであった。そして、「外なる旅」の
末、この里山に、この茶室に辿り着き、「内なる旅」と相まって、そこに「小さな地球」を創り出す。その「地
球」の懐の深奥から、その「いびつなＶ」の鋒の向こうから押し寄せてくる生命の、エロスのエネルギーの奔
流、「道（タオ）」が、上書きされた風土・通態の内側へと雪崩れ込んでいき、文明に巣食ったタナトスを洗
い流していく。そして、里山という風土を、茶室という風土を、生命的・エロス的に再デザイン、再創造して
いく。「破格」し、ついには「離格」していく。GEIDO-KAたちは、しかし、ただの環境活動家ではない。彼
らは、そうした再デザイン・再創造のなかに、「美」をも生み出そうとする。太鼓の一打、茶の一滴が、超偶
然＝美として際立ち、その乾坤一擲の鋒が、無限、宇宙が宿る「依代」となるよう、己の「藝」を磨くのだ。
　だが、そのGEIDOは、その里山、その茶室に住む少数のエリート、「天才」のものではない。都市に暮ら
す、いまだ文明のタナトスの直中で生活する誰でもが、自分が望みさえすれば、すぐにでも実行できるものな
のだ。いや、なるべき多くの者たちが、なるべく早急に、このGEIDOのエロス化に参加しなければ、文明は完
全に機能不全となり、自壊してしまう。だから、GEIDO-KAたちが個人として全身全霊で彼らを誘い込むこと
も重要だが、より大規模な組織、企業、大学、行政などが、この文明の再エロス化に参入してくることもまた

も重要だが、より大規模な組織、企業、大学、行政などが、この文明の再エロス化に参入してくることもまた
緊要なのだ。林の地球芸術や陶々舎の新しいわび茶を共創する良品計画や博報堂のみならず、多くの企業、大
学、行政が、ここ日本でもGEIDO的行動へと「反転」し始めている。我々人類に遺された時間は、あと五年、
いやもっと短いかもしれない。この文明史的「賭け」に破れたならば、ガイアは、人類など平気で呑み込んで
しまうかもしれない。そうならないうちに、我々人類は、今すぐにもGEODOの実践者とならなくてはならな
い。」



☆mediopos-2552　　2021.11.11

「心」という漢字は
孔子の時代にはなかった
その後編纂された「論語」には
「心」の文字が使われているが
孔子の時代にはまだ使われていなかったそうだ
たとえば「不惑」の「惑」ははじめ「或」だった
「或」とは境界を区切ること・限定すること
それを教えてくれたのは能楽師の安田登氏

本書『心はどこへ消えた? 』を読みながら
まず思い出したのはそのことだ

おそらく「心」は
「自我」「個」といったものが
生まれるように生まれてきたのではないか

心は消滅の危機にさらされているという
「物」が豊かだった時代には
「心」はまだ守られていたが
「物」にかえて「リスク」の豊かな現代では
「心」を守る場所が失われてきている

かつて「大きな物語」のなかで
人の「心」は守られていた
しかし「ポストモダン」の時代
「大きな物語の終焉」が盛んに語られていた後から
かつての「大きな物語」は
「個人の時代」の物語へと向かって行ったが
やがて「物」の豊かさが失われ
「リスク」の社会へと向かって行くなかで
かつて守られていた「心」は行き場を失っていった

そしてコロナに象徴されるような
別の「大きすぎる物語」がやってきた
コロナだからというのではなく
すでに「大きすぎる物語」はその前から
管理社会というかたちなどで
小さな心をかき消すように働きかけてきていた

「心」が生まれて２０００年
それが「個」の種として
少しずつさまざまなかたちで育ってきていたのだろうが
いまだ「個」つまり「自我」は
大海原を航行するほどに育ってはいない
現代の私たちの「心」はまだ小さな小さな舟でしかないのだ
小さな舟は「大きすぎる物語」に翻弄されつづける

臨床心理士である東畑開人氏は
そうした翻弄されている小さな舟の語る
「小さすぎる物語の中の、これまた小さすぎるエピソードに」
立ち現れる「心」をみつけようとしている

わたしたちのそんな「心」は
これからどこへ向かっていくのだろう
大海原でも翻弄されずにすむような
たしかな「個」「自我」は育つだろうか

危機の時代はおそらく常に
可能性の種の蒔かれる時代でもある
「種」がたしかに育っていくためになにが必要なのか
「心」はあらたな姿を得ることができるだろうか

東畑開人氏の『居るのはつらいよ』は
このmedioposでもご紹介したことがあるが
氏の言葉は常に率直で切実である

「頻繁にかき消される」心
「何度も何度も心を再発見し続ける」ために
「私たちは話し合いを続ける」のだという
その小さな小さなエピソードに宿る心は
やがてたしかに育っていけるだろうか

「心はつらい」けれど
それでも海を渡っていかなければならない

■東畑 開人『心はどこへ消えた? 』
　（文藝春秋 2021/9）



■東畑 開人『心はどこへ消えた? 』
　（文藝春秋 2021/9）

「この本は２０２０年５月から２０２１年４月にかけて、週刊文春で連載した「心はつらいよ」をまとめたも
のだ。」

「春にはコロナがあった。だから、「コロナ禍の心」を書こうと思った。
　だけど、すぐにネタが尽きたから、夏にはなんでもいいから心を探すようになった。
　それでも心は見つからない。観念した私は、次第に「心はどこへ消えた？」と問うようになった。それが
秋。
　冬の訪れとともに、わかってきたのは、大きすぎる物語によって、心がかき消されてしまっていることだっ
た。そしてそれが、決してコロナのせいではなく、この20年一貫して進行してきたことに気がついた。
　心は今や小さすぎる物語になって、ひどく脆弱になっている。それがこの連載の最終盤、２度目の春を迎え
たときの私の危機感だった。
（･･･）
　だからこそ、連載が終わった今、私は思う。
　心は何度でも再発見されねばならぬ。
　大きすぎる物語は心をかき消す。それは抗しがたい。
　それでも、私たちは心をもう一度見つけることもできる。小さすぎる物語が完全に消失してしまうことはな
いからだ。
　それでも個人は存在する。それぞれの複雑な事情は存在する。
　私はそういうものを取り扱う仕事をしている。

　この１年、コロナの最中でも、私はカウンセリングの仕事をし続けていた。
　東京の片隅にある小さな雑居ビルの、そのまた小さな一室でクライエントと会い続けてきた。
　来談が難しくなってオンラインになったクライエントもいたし、対面で通い続けたクライエントもいた。
　いずれにせよ、私たちは心について話し合うことを続けたのだ。

　そのとき語り合われたのは、大きすぎる物語ではなかった。コロナのことや、政府のことや、グローバル資
本のことではなかった。もちろん、そういう大きすぎる物語も彼らの小さすぎる物語の遠景にはあった。
　だけど、結局のところ、クライエントたちが語り続けたのは身の回りの小さな人間関係のことであり、彼ら
が置かれているきわめて個別の複雑な事情であった。
　カウンセリングルームでは、大きすぎる物語に抗して小さすぎる物語が語られる、表ではできない裏の話が
なされる。誰にもわかってもらえる気がしない自分だけの孤独が、小さな声で語られる。
　心は頻繁にかき消される。それをもう一度見つけ出す。だがそれもつかの間再び心は失われる。それでも、
何度も何度も心を再発見し続ける。そのために、私たちは話し合いを続ける。

　だから、心理士として言わねばならぬ。
　それでも、心は存在する。
　どこに？
　エピソードの中に。

　クライエントの語る小さすぎる物語の中の、これまた小さすぎるエピソードに、彼や彼女の心が立ち現れ
る。ときにほのかに、ときにあざやかに。
　心とは何か。それは事典で定義されるものではない。心は理論の言葉で語られた途端に、灰色の標本になっ
てしまう。大きな物語の中で心は窒息してしまう。
　そうではない。心はごくごく個人で、内面的で、プライベートなものだ。だから、心は具体的で、個別的で、
カラフルなエピソードに宿る。緑なす文学的断片こそが、心の棲家なのだ。」

「本当は話を１９９５年から始める必要がある。その年に心の時代が終わり始めたからだ。」
「かつて、つまり１９９９年以前には、心はキラキラと輝いていた。
　河合隼雄という臨床心理学者は「物は豊かになったが、心はどうか？」と問いかけて、心に裏があり、深層
があることを魅力的に語っていた。それが多くの人の心を打った。」
「なにより臨床心理学は大人気だった。」
「私が臨床心理学を学ぼうと決めた頃には心の時代は終わりかけていたけれど、それでも心がキラキラしてい
た時代の余韻はあった。」

「しかし、本当のところ、バスは行った後だった。
　私が大学に入ったのは２００１年で、大学院に進学したのが２００５年。臨床心理士の資格をとったのが２
００８年で、博士号を取って大学院を出たのが２０１０年、その後、私は病院やカウンセリングルームで、心
の仕事をしてきた。
　その20年、私は徐々に心が逆風にさらされていると感じるようになった。かつてキラキラしていた心は、今
ではほとんど人々の関心を集めることがなくなっていたからだ。」
「心の深いところを探索する心理療法は、かつては称賛されていたけれど、今では多くの批判にさらされるよ
うになった。
　密室で二人、ナイショの話をするのは危険ではないか。時間がかかりすぎる。コスパが良くない。さまざま
な批判があり、それらには確かに一理あった。
　その代わりに、グループになったみんなで苦しいことをシェアするやり方や、目標を明確にして、短期で効
果を出すやり方が支持を集まるようになった。心の新層の魅力はひどく色褪せてしまった。
　それだけじゃない。心をケアするために、内面ではなく、外界を整備することの重要性が強調されるように
なった。たとえば、住まいを提供したり、生活費を支給したり、労働環境を変えたり、問題は心ではなく、環
境なのだと言われるようになった。メンタルヘルスの最前線は、経済的・社会的な問題へと移っていったの
だ。」
「なぜだろうか？　何が起きたのだろうか？」
「もっともシンプルに語ろうとするのであれば、私はそれを日本社会が貧しくなったせいだと言ってみたい。
　そう、「物は豊かになったが、心はどうか？」というあの言葉には深い洞察があったと思うのだ。」

「心は物の反対である。ただし、そのためには物が「確か」でなくてはならぬ。
　だけど、そういうリアリティは消えてしまった。
　今でもお店に行けば物はたくさん並べられている。物自体は溢れている。でも、社会が豊かだとはとても思
えない。
（･･･）
　今、豊かなのは物ではなく、リスクだ。私たちはあらゆるところにリスクが潜んでいる世界で、自己責任を
背負って生きていかないといけない。
　「リスクは豊かになったが、心はどうか」これこそが現代のリアルだ。
　もはや物は「確か」ではない。社会は貧しい。外界はとても危険な場所になってしまった。
　すると、心は消滅してしまう。心は暴力にさらされたり、危険に取り囲まれると、フリーズしてしまう。あ
るいは外界のことを警戒し、モニターし続けているときには、内面のことなんて考えていられない。
　心とは「私」の中の鍵のかかる個室のことなのだ。周囲から脅かされることなく、そこに安心して一人でい
られるときに、私たちは初めて自分を振り返ることができる。内面を感じることができる。心とは外界が安全
なときにのみ可能になるものなのだ。」
「心の個室を可能にするために、まずは外界を安全な場所にするよう整備しなくてはいけない。心の内側では
なく、外界をケアする。それがリスクに満ちた世界の最重要課題になったのだ。」

「結局のところ、個人が脆弱になってしまったことが問題の本質だと私は思う。今私たちの個は脅かされてい
て、心の個室を維持することが難しくなっている。
　もしかしたら意外に思われるかもしれない。この20年、世の中では「個人の時代だ」と言われ続けてきたか
らだ。
（･･･）
　経済的には個人でお金を稼げる人が増えたのは事実だ。だけど、それは逆に言えば、個人がマーケットとい
う大きすぎる物語に剥き出しでさらされる世の中になったということだ。個人の時代とは個人でリスクを引き
受けねばならない時代なのだ。
　心の時代はまだ牧歌的だった。その頃、個人は直接リスクにさらされないように守られていた。
（･･･）
　心の時代とは、「ポストモダン」という言葉と共に（覚えておられるだろうか？）「大きな物語の終焉」が
盛んに語られていた時代でもある。
（･･･）
　それから20年経った。もはや小舟で航海することは解放でも何でもない。望んでいようといまいと、誰もが
小舟で生きざるをえない世界になったからだ。もう守ってくれる大船が存在せず、みんな小舟で大海に放り出
されるようになった。



　私たちは自由になったのかもしれない。（･･･）だけど、本当のところ、私たちが感じているのは自由の心
地よさではなく、脆弱さであり、不安だ。大船に守られることのないままに、大海原の圧倒的な力に脅かされ
るからだ。大きすぎる物語に私たちは剥き出しでさらされている。

（･･･）

　大海原をこぎ続けるには、小舟はあまりに小さすぎる。
　小さな物語は大船がまだ存在していた心の時代には、個人の人生を支えるだけのサイズに見えた。だけど、
今はあまりに無力だ。それは実際のところ、小さすぎる物語になってしまったのだ。
　心はどこへ消えた？
　大きすぎる物語に吹き飛ばされた。
　コロナのせいではない。この20年、小さな物語はどんどん小さくなっていったし、それらを守るための風除
けは次々と失われていった。
　だから、たとえコロナが終わったとしても、個人は脆弱なままだろう。
（･･･）
　私たちを取り巻く物語はどんどんと大きくなっていって、私たち自身はもっともっと小さくなっていく。そ
ういう抗いがたい流れに私たちは巻き込まれている。」
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理性は不安を伴う
理性は理性でないものを
不可知の領域へと遠ざけるからだ
その不可知の領域が理性を不安にさせる
たとえそれが敬して遠ざけるものであったとしても

「物自体は不可知だ」とするカントは
その『純粋理性批判』に至るまでの道程において
『視霊者の夢』を出版している

スウェーデンボルグに深い興味をいだき
八巻からなる『天界の秘儀』を読み
スウェーデンボルグの心霊能力や思想
そして霊的な存在一般に対して
アンビヴァレントな態度をとっているのだ

「大著は理性の一滴も含まない。それにもかかわらず、
その中には、同様の対象に関して
理性の最も精密な思弁がなしうる思考との、
驚くべき一致が見られる」
というのである

坂部恵はカントの『視霊者の夢』を
『純粋理性批判』以上にユニークであり
「理性の不安」を自己解剖した意識的な作品であるとしてい
る

『視霊者』は
「形而上学の夢によって解明された視霊者の夢」
という副題をもっているが
それは「宗教的迷妄や神秘的錯乱を批判する立場」と
「神秘的体験の視点から、
科学主義、実証主義の限界を批判する立場」という
相反する二つの夢を二律背反的に付き合わせることで
「人間精神の有限性の自覚と実践にもとづく生の充実へ」
と向かおうとするものではあるが

坂部は『視霊者の夢』のユニークさは
そうした批判哲学的な立場を超えて
「精神のより深い次元にまで至ろうとする
哲学的洞察をもったもの」だというところにあるという

なぜカントはスウェーデンボルグという
神秘思想家に執着せざるをえなかったのか
坂部恵はその問題意識を
「通常の夢と現実の区別をこえて
いわば深く夢見る能力の次元」の発見だとしている

カント研究から哲学をはじめた坂部恵にとって
カントの『視霊者の夢』に関するその視点はやがて
「カロリング朝ルネサンス」を起点にした西洋哲学の書き換え
と
「バロック哲学」の復権を唱えることに向かわせることになる
坂部がスウェーデンボルグ＝カントに見た
「深く夢見る能力の次元」から展開される構想である

その「バロック哲学」の構想とは
「深く夢見る能力の次元」に共鳴したカントの延長上に
ブレイクやハーマン・イェイツ・ボードレールなどの
ロマン主義、象徴主義の思想家、文学者の系譜へ
さらにはその系譜を包み込むような
包括的思想史的水脈として構想されたのではないか
坂部恵の良き継承者の一人でもある
プラグマティズム研修者の伊藤邦武はそう述べている

ちなみに2005年には
スウェーデンボルグの著作や手稿類は
「ユネスコ世界記憶遺産」にも登録されたそうだ

かつて鈴木大拙もスウェーデンボルグの訳者でもあり
批判的な紹介者でもあったが
鈴木大拙はカントのような不可知論へではなく
大乗仏教のよる霊性の統合を図ろうとした

■高橋和夫『スウェーデンボルグのことばと思想／永生への扉をひらく』
　（青土社 2021/8）
■坂部 恵「『視霊者の夢』の周辺」
　（坂部 恵『坂部恵集〈1〉生成するカント像』岩波書店 2006/11　所収）
■伊藤邦武「『霊視者の夢』の周辺で」
　（『別冊水声通信 坂部恵―精神史の水脈を汲む』水声社 2011/6　所収）
■『カント「視霊者の夢」』 (金森誠也訳／講談社学術文庫　2013/3）

日本でのスウェーデンボルグの紹介者である高橋和夫は
スウェーデンボルグを他の神秘思想とは
一線を画さなくてはならないとしているが
スウェーデンボルグがさまざまな文脈で
深く広い影響を与えていることを踏まえながら
逆にいえばその霊界探訪的なありようではなく
むしろ認識の拡大としての霊性の獲得へと
向かう必要があるのではないかとも思われる

現代は「理性の不安」どころか「理性」さえ
失われようとしている時代となっているように見える
理性以前の者は理性ゆえの不安さえ持てないだろう

理性以前に戻るのではなく
理性は理性を超えてゆくためにある
そのためにこそ「不可知論」ではなく
夢と現実の区別をこえた
「深く夢見る能力の次元」が求められる



■高橋和夫『スウェーデンボルグのことばと思想／永生への扉をひらく』
　（青土社 2021/8）
■坂部 恵「『視霊者の夢』の周辺」
　（坂部 恵『坂部恵集〈1〉生成するカント像』岩波書店 2006/11　所収）
■伊藤邦武「『霊視者の夢』の周辺で」
　（『別冊水声通信 坂部恵―精神史の水脈を汲む』水声社 2011/6　所収）
■『カント「視霊者の夢」』 (金森誠也訳／講談社学術文庫　2013/3）

（高橋和夫『スウェーデンボルグのことばと思想』より）

「スウェーデンボルグには「神秘」「霊界」「心霊」という言葉がつきまとい、本書で紹介した彼の深遠で高
邁な思想はまだ人口に膾炙しているとは言いがたい。特に誤解や曲解にさらされているのが、彼の思想が神智
学、Ｒ・シュタイナーの人智学、ＳＰＲを含む心霊科学、ヤコブ・ベーメやＧ・フォックスらの神秘主義−−−−
これらと密接に関わるという誤解である。（･･･）これらとスウェーデンボルグの思想とは一線を画さなくて
はならない、と私は考えている。何の関係もないとは言わないは、両者のあいだには相当な隔たりがあると思
う。
　スウェーデンボルグにいわゆる超能力ないし霊能力があったことは、事実である。しかし一般に、彼のこう
した能力は、解釈者の偏向した意向で誇張されたり矮小化されたり、完全に無視されたりした。ここで大切な
ことは、スウェーデンボルグ自身がこうした非日常的で得意な能力を可能な限り秘匿したという事実である。
彼は万事において人間が本来もっている理性や良識に基づいて語り行動したのである。」

「ヨーロッパ中に知れ渡ったこの出来事に深い関心をいだいた若きカントは、かなり大がかりな調査を始め
た。」
「カントは八巻もの分厚い『天界の秘儀』をみずから買い込んで読み、一七六六年にスウェーデンボルグへの
批判書『視霊者の夢』の出版に踏み切ったのである。」
「カントは、表面上はともかく、スウェーデンボルグの心霊能力や思想に対してのみならず、霊的な存在一般
に対して終始、両面価値的（アンビヴァレント）な態度を見せている。すなわち、カント自身、超自然的なも
のをどう処理してよいか、まだ確信がもてなかったのである。だからこそカントは、スウェーデンボルグの
「大著は理性の一滴も含まない。それにもかかわらず、その中には、同様の対象に関して理性の最も精密な思
弁がなしうる思考との、驚くべき一致が見られる」と述べざるをえなかったのである。この批判書において彼
はまた、スウェーデンボルグの千里眼に関して、「真実であるという完全な証明が容易に与えられるに違いな
い種類」の出来事である、と明言している。」
「カントは『視霊者の夢』出版の四年後、ケーニヒスベルク大学の教授になり、そののち一〇年以上の長い沈
黙期間を経て『純粋理性批判』を出版し、不動の地位を確立した。この沈黙の期間の講義で彼が再びスウェー
デンボルグに言及し、次のように評したことは注目に値しよう。

　　スウェーデンボルグの思想は崇高である。霊界は特別な、実在的宇宙を構成しており、この実在的宇宙は
感性界から区別されねばならない叡智界である、と彼は述べている。（Ｋ・ペーリツ編『カントの形而上学講
義』）」

（伊藤邦武「『視霊者の夢』の周辺で」より）

「坂部の『理性の不安』所収「『視霊者の夢』の周辺」によれば、カントがスウェーデンボルグを論じたこの
得意な著作は、「カントが一七五〇年代のいわゆる『独断のまどろみ』の時期を脱して、一七七〇年代以降の
批判哲学の形成に向けて、いわば自己のあらたなアイデンティティの編成を求めて模索するクリティカル・モ
メントのまさにきわまった時点でのカントの内部宇宙の様相をさながらにあかしするものとして、思考のシス
テムの変換の歴史としてカントの思想形成をあとづけようとするわれわれの立場からして、とりわけ重要な意
味をもつものにほかならないと考えられる」という（『坂部恵集』岩波書店、第一巻。二〇〇六年、八二頁）
　坂部によれば、この作品はいわば、自我の解体・崩壊を前にしてのカントの自己救済のドキュメントであり、
こうした「アイデンティティの編成を求めて模索するクリティカル・モメント」の精神の内部宇宙をあえて公
衆の前に露出するような作品は、もちろん批判哲学への方向を導くという役割をもっているとしても、それだ

けにとどまらず、主著である『純粋理性批判』以上にユニークで先駆的な性格をもっており、現代のわれわれ
の自我の底に救っている分裂と不安を先取りするものとして、ルソーの『対話、ルソー、ジャン・ジャックを
裁く』やディドロの『ラモーの甥』などに匹敵する、「理性の不安」を自己解剖したきわめて意識的な作品で
あるのである。
　『視霊者の夢』は「形而上学の夢によって解明された霊視者の夢」という複雑な副題をもっているが、これ
はこの作品が二つの異なった夢を軸にして互いの立場を批判するという入り組んだ構造をもっていることを示
している。それは形而上学という独断主義（たとえば心脳同一的唯物論などの科学主義）によって宗教的迷妄
や神秘的錯乱を批判する立場と、視霊者が採用する一種のオカルト主義や神秘的体験の視点から、科学主義、
実証主義の限界を批判する立場を、互いに付き合わせることによって、どこまでいっても決着のつかない哲学
上の両義性をテコにして、最終的には、人間精神の有限性の自覚と実践にもとづく生の充実への呼びかけへと
進もうという議論である。
　カントのこの作品は二つの夢の相反的対立を白日のもとにさらし、それを直視することで実践的理性の優位
へとわれわれの目を向け変えるという意味で、批判哲学の立場をはっきりと先取りしている。とくに、相反す
る立場がアンチノミーに至るという議論は、改めていうまでもなく『純粋理性批判』の理性の二律背反の先駆
的表現であり、また、理性の自己撞着から実践への目の向け変えというヴォルテール流の発送も、啓蒙主義者
としてのカントの面目をいきいきと伝えている。さらには、ヴォルテール流の「われわれ自身の庭を耕そう」
というスローガンのうちに、「未来の希望」を基礎にして発揮される生産的構想力の重視ということを含む議
論は、第一批判のなかに潜む構想力の積極的な役割へと注目を先取りしているという意味でも十分に注意が払
われるべき、この作品がもつ独特のニュアンスである。
　しかしながら、こうした『純粋理性批判』への道程に位置づけられるだけでは、坂部がこの作品に読みとっ
たユニークさの半分しか理解していないことになるだろう。坂部がいう、ある意味では『純粋理性批判』以上
に強烈だとされるこの作品の現代性は、この生産的構想力というものが孕む「分裂と不安」の側面をもう少し
クローズアップしたものでなければならず、それはあくまで精神の二つの立場に中立的に対峙するという「理
性批判」の立場をこえて、精神のより深い次元にまで至ろうとする哲学的洞察をもったものでなければならな
い。これは別の角度からいうと、両義的な態度に終始する『霊視者の夢』にあっても、カントをしてスウェー
デンボルグという得意な神秘思想家へと特に執着させたものが何であったのか、という問題意識はやはり残り
続けるということである。坂部はこのことを、スウェーデンボルグがカントに伝える、理論的にはもはや説明
のできない、人間が生きるうえでの究極のよりどころとなる信念とか希望の次元、「通常の夢と現実の区別を
こえていわば深く夢見る能力の次元」の発見として解釈している（『坂部恵集』第一巻。二〇〇六年、三六一
頁）。
　坂部は同じカ所で、この次元を、「実証主義とかテクノクラートの時代に対して、そういうものだけでは割
り切れない人間の心の深い次元−−−−いわゆる夢と現実の双方をひっくるめてわれわれの生きる場面を根底にお
いて生み出すような、いわば深く夢見る能力の次元」と表現しているが、ここでの「実証主義」への批判から
も明瞭なように、彼はスウェーデンボルグに共鳴するカントにおいて、明らかに批判哲学における純粋に中立
的な姿勢を踏み越えて、「深く夢見る能力の次元」の根本性を指示する立場を見てとっており、そこに自分自
身もまた共鳴するものを感得しているのである。
　よく知られているように、坂部は『理性の不安』のカント論を含む多くの厳密で明澄な西洋近代哲学史の研
究のあと、その哲学史的視野を大幅に拡大して、いわゆる「カロリング朝ルネサンス」を起点にした西洋哲学
史の書き換えと、「バロックの哲学」の復権を唱えるようになった。それは、二〇世紀後半における西洋近代
思想の自己批判というモーメントに並行して試みられた、哲学史の読み変えという作業の一つとして提起され
た試論であるが、私自身は彼におけるバロック哲学の注視というこの事態を、坂部がスウェーデンボルグ＝カ
ントに見た右のような「深く夢見る能力の次元」を重視する哲学の延長上に構想されたものであろうと考えて
いる。つまり、二律背反を通して理性の自己批判を敢行する『純粋理性批判』のカントよりも、『視霊者の夢』
においてスウェーデンボルグの深く夢見る能力への強い共鳴を露わにしたカントの延長上に、スウェーデンボ
ルグ主義の影響を色濃くもったブレイクやハーマン、イェイツ、ボードレールなどのロマン主義、象徴主義の
思想家、文学者の系譜を考え、さらにその系譜を包み込むようなより大きな包括的思想史的水脈として、バ
ロックの哲学を構想したのではないか、というのが私の理解である。」

「坂部は『理性の不安』において、カントにとっての「視霊者の夢」と「形而上学者の夢」の相剋とは、いわ
ゆる身心関係をめぐる二元論と一元論の存在論的相剋であることを詳細に解き明かした。その相剋は単に宇宙
の時空構造をめぐる形式的アンチノミーである以上に、霊魂という独立存在の可否を賭けた、存在論上の闘い
であった。パースの宇宙論とはこの相剋をスウェーデンボルグ主義に立脚して克服しようとした試みに他なら
ない。」
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わたしたちはごく当たり前のように
「権利」という言葉を使っている
空気のように思われているこの「権利」は
決して当たり前のものではない

日本語の「権利」は
英語の「right」の訳語だが
意味は必ずしも重ならない

「right」は「正しいこと」を意味するが
「権利」は「力と利益」の意味を含む

とはいえ永井均の解説にもあるように
「right」の本質を表現しているのはむしろ「権利」
つまり「利のための権（利益を得るための力）」である

そうした「利のための力」をもつ言葉に
「正しいこと」という名が巧妙につけられることで
その根拠や正当性についてそれ以上
吟味し検討することができなくなってしまう

この「right」を巧妙な仕方で実際に通用させるためには
そのような隠蔽と「聖化」が必要であった

「権利」という理念の根底にあるのは
有力な少数者に対して
多数者が成就させようとしている
「権力への意志」である

「権利」は「自明の真理」でも「自然の法」でもない
まして「正しいこと」であるのでもないにもかかわらず
そのことを自覚しないままに使われる
「権利」という言葉は危険な思想にも転化しかねない

「〈権利〉の思想は、〈力〉による支配を
排除しようとするものであるのに、
この目的を実現するためには、
〈力〉を頼みとせざるをえないのである」

フランスの人権宣言に
「人および市民の権利の保障は、一つの武力を必要とする」
とあるように
権利を得るということは
力に対して力で対抗することでもあるのだ

しかし「権利」に対する著者の洞察は
永井均の示唆するごとく
「もはや使い道がないほどに根源的な真理を語っている」

つまり「権利」についての洞察は
「「神聖な嘘」に対する「卑俗な真実」、あるいは
「善良な嘘」に対する「邪悪な真実」であらざるをえない」
ということになる

「権利」という言葉にかぎらず
こうして当たり前のように使っている言葉は
その根源的なところで理解しようとするとき
多くの場合自明のものではなくなってくる

しかし重要なのはそこからなのだろう
自明さというヴェールを外したところで
それをどのように自覚的にとらえるか
そこからはじめる必要がある

■笹澤 豊『〈権利〉の選択』 
　(ちくま学芸文庫　筑摩書房 2021/11）



■笹澤 豊『〈権利〉の選択』 
　(ちくま学芸文庫　筑摩書房 2021/11）

「本書の表題を『〈権利〉の選択』 としたのは、権利思想が我々の理性に与えられる「自明の真理」や「自
然の法」といったものではなく、我々の意思によって主体的に選択された思想であること、そして、さまざま
な問題を含みつつも、それを踏まえた上でなお自覚的に選択されるべき思想であることを示したかったからで
ある。」

「我々は普段、ごくあたり前の言葉として「権利」という言葉を口にしている。我々は空気の存在をことさら
意識せずに生活しているが、〈権利〉も我々にとってそれと同じようなものであるといえよう。」
「「権利の平等」という考え方は、それほど当たり前のものであろうか。そうではないことは歴史が示してい
る。この思想はロックやルソーによって説かれ、アメリカの独立とフランス革命とによって現実世界に定礎さ
れたが、その定礎にあたっては文字通り多くの血が流されている。血の犠牲の上に実現され思想、−−−−そのよ
うな思想が、だれによっても認められ、どこにでも通用する空気的な存在であろうはずがない。（･･･）銘記
すべきことは、〈権利〉の思想が権力闘争によって−−−−それも武力行使をともなうあからさまな権力闘争に
よって−−−−勝ち取られた思想だということである。」

「〈権利〉の思想は、〈力〉による支配を排除しようとするものであるのに、この目的を実現するためには、
〈力〉を頼みとせざるをえないのである。力による支配を企図する者に対して、「力による支配は不正である」
という〈理〉を説いたとしても、所詮は馬の耳に念仏でしかない。〈力〉は〈理〉を受け入れようとはしない。
そうなれば〈理〉を貫く手段として残るのは、〈理〉が自ら力を身につけ、この力をもって〈力〉に対抗する
ことだけである。」

「「権利」という日本語はright＝〈ライト〉の訳語であるが、「権利」と〈ライト〉という二つの語の意味内
容は、決して々ものではない。（･･･）〈ライト〉は「正しさ」や「正統性」を意味の中核として持つ語であ
るが、他方、「権利」は基本的には「利を保護する力」という意味を持つ語だからである。幕末ー明治期にお
いて〈ライト〉に「権利」の訳語があてられたとき、そこには特殊日本的とも言える独自の背景的思想が作用
を及ぼしている。」

「〈ライト〉の思想は、その真偽が問題となりえないような思想である。それはなぜかといえば、この思想の
言説が、事実に関する判断からなるものではなく、価値評価の判断からなるものだからである。Ｍ・マクドナ
ルド（『自然のライト』）の言い方を借りれば、〈ライト〉の思想の言説は、「人間の選択の結果として何が
なされるべきかについての言説」であり、それは「人間の選択と選好から結果するすべてのものを含んでい
る」。そうである以上、この言説は、真か偽かの判断の対象にはなりえない。
（･･･）
　本書における我々の見解からすれば、〈ライト〉の思想は、多数者の「力への意志」に起源を持つ思想であ
る。自分を力において他の人々とほぼ同等であるとみなす大多数の人々が、自己の「力への意志」を成就しよ
うとし、実践的な効果をねらって考案した技巧的な装置、−−−−それが〈ライト〉の思想なのである。この技
巧的な装置は、ではその実践的な効果において、本当に「より良い決定と選択」を我々に保証するものなのか
どうか。この保証の問題−−−−〈ライト〉を擁護する場合の有力な論拠となりうるこの保証の問題は、本書の
考察の重要なテーマの一つであった。しかし、考察の結果得られた我々の答えは、かなり否定的なものであ
る。
　〈ライト〉の思想の有効性を疑問視する我々の見解は、あるいはかなりの人々の耳目を驚かすことになるの
かもしれない。
（･･･）
　だが、〈ライト〉の思想の正当性を信じて疑わない人でも、国際政治の現状が、依然としてこの思想の理念
を否定するような、力の論理によって支配されていることを否定はしないであろう。〈ライト〉の思想が理想
主義的な理念からなる絶対的なものであるとすれば、そうした〈ライト〉の思想は、国際政治の舞台ではほと
んど何の意味も持たない。それぞれの国家が他国の軍事力に対抗するために強大な軍事力を配備している国際
社会の現状では、国家間に利害の衝突が生じた場合、問題解決の手段が武力に求められ、事態が力と力の対決
へと発展するような状況がいつ生まれたとしてもおかしくはない。そのような事態にたち至ったとき、それぞ
れの国家の当事者は、「この戦争は国民の権利を守るための戦いである」と言うであろう。しかし、ここで守
られるべきものとされているのは、それぞれの国民の〈利〉であり、〈利〉にからむ問題の解決が力に求めら
れる点で、そこでは理想主義的な意味での〈ライト〉の思想の理念は破棄されていると言わねばならない。理

想主義的な観点から〈ライト〉の思想を絶対視し、これを自明の真理とみなしている人も、こうした現実が存
在することを疑わないはずである。だが、一方で〈ライト〉の思想の正当性を自明視する人が、もう一方では
この思想の不在の現実を当然のように受けとめて、このことに疑問を感じないとしたら、そういう精神の態度
こそが問題ではないか。
　誤解を避けるためにお断りしておくが、「〈ライト〉の思想には問題がある。この思想を絶対視してはなら
ない」と述べることで、私はこの思想を否定しようとしているわけではない。（･･･）むしろ、〈ライト〉の
思想は我々にとって必要な思想であり、積極的に擁護されるべきものであると私は考えている。−−−−一見矛盾
しているようにみえるこの私の考え方を分かっていただくためには、ニーチェの次の言葉を借りてくるのが早
道である。「真理とは、それなしには或る種の生物が生きることのできないような誤謬である」。ここで言わ
れる「真理」という言葉を「〈ライト〉の思想」という言葉に置きかえ、「誤謬」という言葉を「自己の正当
性の根拠を示すことができない思想」という言葉に置き換えて読んでいただきたい。〈ライト〉の思想を、我々
は真理とみなしている。だがこの思想は、実際には自己の正当性の根拠を示すことができない思想であり、そ
うである以上、我々はこの思想を絶対的な真理として受けとるわけにはいかない。しかし、それでも我々はこ
の思想を必要とする。この思想は、「或る種の生物」が、つまり力において他者とほぼ同等である（と自己を
規定している）我々が、生きてゆくために欠かすことのできない思想だからである。そういう思想であるか
ら、我々は取り決め（＝契約）によってこの思想を「真理」であるとみなすのである。（･･･）
　だがそうであればこそ、この思想の本質と、限界や問題点とをたえず見すえようとする精神の態度が必要な
のではあるまいか。〈ライト〉の思想がやみくもに絶対視され、現実から遊離した神話と化するとき、この思
想は、人間の現実に対して有効に機能しえない抜け殻になるか。どんな危険な酒をも受け容れる空の器になっ
てしまう。」
「手をこまねいて現状に甘んじることを望まないなら、我々は理想主義者であることをやめて、現実のただ中
に身をおかなければならない。そのためにはまず、〈ライト〉の思想を地上へと引きずりおろし、そこから新
たに〈ライト〉の概念を捉え直す努力が必要である。〈ライト〉の思想を力の論理の一形態として意味づける
ことは、そのための有効な視座を我々に提供してくれるように思われる。たしかに、このようにして相対化さ
れた〈ライト〉の思想は、神話と化した〈ライト〉の思想以上に危険な酒を受け容れる器になるかもしれない。
この相対化の視野に立てば、すべては権力関係であって、絶対的な真理や絶対的な正義は存在しない、という
ことになるからである。だが、一旦この危険な場に身をおき、この場をくぐりぬけるのではければ、〈ライト〉
の思想が現実に対して有効に機能しうるものになることはないように思われる。」

（永井均「解説　他に類書というものが存在しない真に画期的な一冊」より）

「本書の著者によれば、「権利」という理念は、自分を力において他の人々と同等であると見なしている多数
者が有力な少数者に対して自分たちの権力への意志を成就しようとする際に必要とされる戦略である。それが
実際に力を持つのは、その根源に力への意志が存在するからである。それゆえ驚くべきことに、「正しいこ
と」を意味する原語の「right」よりも、「力」と「利益」を意味する苦肉の訳語である「権利」のほうが、じ
つはその本質を表現している、といえることになる。Rightという原語は、むしろその本質を最初から隠蔽して
いるわである。いや、その隠蔽によってこの概念のイデオロギー的本質を暴露している、ともいえるだろう。
「利のための権（利益を得るための力）」という内実をもつ概念に「正しいこと」という名前がつけられてし
まえば、その根拠と正当性をそれ以上吟味検討することはもはやできない。Rightの理念が支配する世界にお
いては、それはなぜ正しいのかと問うことは、独身者はなぜ結婚していないのかと問うことのごとく、同語反
復的な無意味な問いとなる。この理念は、それを通用させるためには、この種の隠蔽と「聖化」とを必要とす
るわけである。」

「Rightと権利の関係にかんする著者のこの洞察は、疑う余地なく素晴らしいものだと思うが、しかし、逆説
的ながら、その素晴らしさはその使い道のなさの内に示されているといえるだろう。この洞察は、もはや使い
道がないほどに根源的な（という意味は表に現れないように根源へと押し込まれているという意味だが）真理
を語っているからだ。つまり、この真理は「神聖な嘘」に対する「卑俗な真実」、あるいは「善良な嘘」に対
する「邪悪な真実」であらざるをえない。もともとからそうであったのではなく、まさにそれが記述している
その過程を通じて、そのようなものとして現れざるをえないように（世界の側が）変わってしまうわけであ
る。」

「ともあれ、笹澤豊の本書は、こうした問題を、今日一般的に論じられているような表層的水準においてでは
なく、その最も根底から考察するためには、決して避けて通ることのできない、他に類書というものが存在し
ない、真に画期的な一冊なのである。」
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マルセル・デュシャンの作品
『花嫁は彼女の独身者たちによって裸にされて、さえも』は
四次元のモニュメントであった

それは二枚のガラスが上下に重ねられ
上の領域は四次元の「花嫁」
下の領域は三次元の「独身者」たちが
あらわされているとされるが

そこには無限の「書物」が封じ込まれ
その「書物」から
無限の可能性を読みとるよう
意図された作品であるといえる

デュシャンは四次元の「花嫁」を
一つの「球体」をなしているとするが
その四次元における「球体」が
三次元に存在する「独身者」にとっては
その三次元的に顕現される形としてしかとらえられず
「その真の形態を測定することは絶対にできない」
つまり四次元の「球体」である「花嫁」を
三次元においてそのまま見ることはできない

デュシャンは「球体」である「花嫁」を理解するために
四次元を原理的に思考していった

数学者たち・科学者たちの示唆から
点・線・平面・立体を使った思考実験として
幾何学的に四次元を理解しようとし
鏡のなかに反射するその像の在り方のように
それを「ある一つの立体がもつ潜在的な可能性のすべてを
表現したものである」ととらえていたようだ

そして「鏡の部屋のなかに置かれた
鏡の身体を鏡の目で見る」こと」で
四次元の「花嫁」へと到達し
三次元の時空の限界を超えようした･･･

ここからは個人的な見方になるが
四次元は果たして三次元を包むだけなのか
と問うことはできないだろうか

三次元は四次元の射影であるとともに
四次元が投げた影を物質として
仮象としてであれ顕現させる場でもあるのではないか
そして投げられた影を変容させながら
さらに四次元に投げ返すものでもあるのではないかと
つまり四次元から三次元への複製は
ただの複製であるだけではなく
そこで創造されるものがあるということでもある

その意味ではデュシャンの『大ガラス』の
「花嫁」と「独身者」である四次元と三次元は
クラインの壺のようにつなげられることで
有限と無限・生と死を往還し
あらたなものを創造する照らしあう鏡として
とらえることもできるのではないだろうか

■安藤礼二
　「燃え上がる図書館／アーカイブ論第一回　四次元のモニュメント　マルセル・デュシャンの「花嫁」」
　（『文學界　2021年11月号』所収）



■安藤礼二
　「燃え上がる図書館／アーカイブ論
　　第一回　四次元のモニュメント
　　マルセル・デュシャンの「花嫁」」
　（『文學界　2021年11月号』所収）

「目の前には、巨大なガラスでできた「作品」がある。透き通った二枚のガラスを上下に重ね、そのそれぞれ
に特異な形象が定着されている。二枚のガラスで構成された、一枚の透明で巨大なタブローがそこにある。上
の領域は「花嫁」を、より正確に表現するならば「花嫁」となる直前の「処女」を（あるいは「処女」のまま
である「花嫁」を）、下の領域は「独身者」たちを、それぞれあらわしたものであるという。「花嫁」は四次
元の世界に吊り下げられており、それゆえの「雌の轢死体」とも呼ばれている。それに対して、九体の「鋳型」
からなる「独身者」たちは三次元の世界に立ち、不毛で孤独な運動を永久に続ける後代で複雑なメカニズムを
形成している。」

「真の『花嫁は彼女の独身者たちによって裸にされて、さえも』とは、ガラスの「作品」のことではなく、二
つの無限の「書物」をそのなかに封じ込めた二つの箱のことだったのかもしれない。それらを読むことから無
限の可能性を秘めた「作品」が生み出されるからである。」

「『花嫁』と『大ガラス』、『大ガラス』と「遺作」は、ともに同じ四次元の表現そのものであった。複製す
ることができない絵画作品、複製を禁じられた立体作品は、どちらも四次元が顕現してくる「鋳型」に過ぎな
い。「鋳型」とは、それこそ、そのなかから数限りない「既製品」（レディ・メイド）が生まれ出てくる母胎
そのものである。「鋳型」から生まれ出てくる「既製品」は、「鋳型」とその起源である四次元を共有してい
るという点においてはまったく同一のものである。しかし、そうであることとはまったく正反対に、「既製
品」としての作品とは、「鋳型」をもとにしてそれぞれの素材を用いて生まれたという点で、つまりは作品に
おいても「鋳型」においても有限の素材の配合がまったく同一となる確率が限りなく少なくなるという点にお
いて、無限に多様な個性、無限に多様な差異をもって生まれ出てくるものでもあった。同一であることと差異
をもつことの区別が、ここにおいて完全に消滅する。同時に、オリジナルとしての作品とコピーとしての作品
を区別する確固たる基準もまた完全に消滅する。」

「鑑賞者が自らの外部にしてその内部として、内部にしてその外部として目にする「花嫁」とは、その「花嫁」
が位置づけられる場とは、一体どのように考えられるものだったのか。その一つの明確な答えを、デュシャン
は『ホワイト・ボックス』のなかに記してくれている。「花嫁」は一つの「球体」（une sphère）をなしてい
るのである。われわれ三次元を生きる人間にとって、同じく三次元に存在する「独身者」たちは不完全で決定
された形態をもつとともに、その形態は必ず何らかのかたちで測定することができる。しかし、四次元に存在
する「花嫁」は、われわれ三次元を生きる人間にとっては決定された形態をもちえず、ある場合には大きく、
またある場合のは小さく見え、その真の形態を測定することは絶対にできない（つまり、われわれにとっては
ただ完全な形態としてしか思考することができない存在である）。デュシャンは、それを「球体」として表現
したのだ。（･･･）
　なぜ、「花嫁」は「球体」でなければならなかったのか、また、なぜ、ある場合には小さく見え、ある場合
には大きく見えるその「花嫁」の「球体」を通して、三次元に生きるこのわれわれは四次元を認識することが
できるのか。（･･･）『ホワイト・ボックス』のなかには、当時、三次元以上の空間、三次元を超えた空間認
識という意味で超空間的な認識として把握されていた四次元を原理的に思考していった数学者たち、科学者た
ちの見解を記したメモが収められている。問題となっているのは、点、線、平面、立体を用いて、いわば思考
の実験として、次元間の「基本的並行関係」（･･･）を応用することで、幾何学的に四次元を理解するという
方法である。」

「『ホワイト・ボックス』には「四次元の目」について、こう記されていた。それは、外部に対しては閉じら
れているが、「その表面にあらわれた三次元の物体（オブジェ）の印象のすべてを、まったく同時に受け入れ
るような球体状になった網膜」である、と。四次元の目とは、その表面においてありとあらゆるものに総合を
与える球体状の「方法」（定式）でもある。「球体」とは四次元をあらわす原理にしてそれを見る方法でもあっ
た。そして、また、少女の裸体が据えられている部屋の壁面には「碁盤目模様をもったリノリウム」が敷かれ
ていた。つまりはチェス盤そのものであった。そうであるならば、少女の裸体は、そのなかに無限の変化の可
能性を秘めた、白色に輝くそのチェス盤の上でゲームの過程で女王にまで昇りつめることが可能なポーン（歩
兵）そのものでもあったはずである。三次元の「もの」（オブジェ）はすべて四次元の影である。「鏡の部
屋」の中心に、秘めた性器として「鏡の目」をもった「鏡の身体」が安置されている。それが四次元の「透視
図法」の消失点である。

　その消失点では、どのような事態が生起するのか。『ホワイト・ボックス』には、こう記されていた（かな
り語を補った上で訳出する）。「四次元として存在する潜在的な可能性とは、感覚諸器官が捉えることができ
る外観の下にあらわれる「現実」ではなく、ある一つの立体がもつ潜在的な可能性のすべてを表現したもので
ある（その有り様は、あたかも、鏡のなかに反射するその像の在り方と類似する）。三次元の物体が潜在的に
もっているイメージは無限に多様である、あるいは無限の多様体としてあらわれる。それらのイメージは無限
に小さく、また同時に無限に大きい」。鏡の部屋のなかに置かれた鏡の身体を鏡の目で見ること。無限は無限
を透過させ、無限は無限を反射する。無限は無限に孕まれ、無限は無限を産出する。潜在的な音が立てる響き
（Écho.Son virtuel）とも記されている。潜在的に無限の可能性をもった。それ事態は空虚（ゼロ）な音が宇宙
全体に響き渡るのである。それが四次元の「花嫁」の正体である。
　四次元には三次元の可能性のすべてが含まれている。四次元に到達できたものは、三次元を規定する時間と
空間の限界を乗り越えることが可能になる。（･･･）マルセル・デュシャンの『大ガラス』は、そして「遺作」
は、四次元のモニュメントであり、四次元の「タイム・マシン」である。現代のアーカイヴは、そこからはじ
まる。」



☆mediopos-2556　　2021.11.15

現代の詩人で
いちばん読んできたのは
入沢康夫
高橋睦郎
そして
谷川俊太郎

入沢康夫はすでに地を去った
まだしばらくは
二人の詩を読むことができる

谷川俊太郎の最新詩集『虚空へ』

「夥しい言葉の氾濫に」「詩の杭を」
「できるだけ少ない言葉」で書かれた
短い行脚の一四行詩の近作が集められている

じぶんを振り返っても
年を経るごとに
言葉への対し方は異なってきている

はじめは
「私の言葉」を書けるようにだったが
やがては
「私の言葉」を書かないですむように
まさに「虚空へ」と

現代は夥しい「私」が
「私の言葉」だとして
言葉を発しようとする時代だ
それなのにそれらの言葉は
まるで複製された大量生産品の「私」のようだ

沈黙に近い音楽のように
沈黙に近い言葉を
響かせることができればと願う
散文では響かせることのできない響きを
そしてたとえ散文であったとしても
そこに沈黙からの呼びかけとなる響きを

私の発する言葉であっても
言葉はほんとうは私の言葉ではないから
せめて祈りのように

■谷川 俊太郎『虚空へ』
　（新潮社 2021/9/28）



■谷川 俊太郎『虚空へ』
　（新潮社 2021/9/28）

「言葉数を多くすることで、暗がりから徐々に現れてくる詩がある。言葉数を
少なくすることで、暗がりのなかで蛍火のように点滅する詩もあるかもしれな
い。短い行脚の三行一連で書いた『minimal』（二〇〇二年）に続いて、やはり
短い行脚の近作一四行詩をこの詩集に集めてみた。今の夥しい言葉の氾濫に対
して、小さくてもいいから詩の杭を打ちたいという気持ちがあった。」

「（意味ではなく）

　意味ではなく
　歓びと
　哀しみが
　ある

　苦しい
　日々に
　一生に

　解釈しない
　計算できない
　カラダと
　ココロ

　永遠から
　今が
　こぼれる」

「（言葉の殻）

　言葉の殻を
　剝くと
　詩の
　種子

　詩の種子を
　割ると
　空

　何も
　ないのに
　在る

　問えない
　答えない
　ものの
　予感」

「（これを）

　これを
　好み
　それを
　嫌う

　ヒトは選ぶ
　物を事を
　人を
　自分を

　唯一の
　太陽に灼かれ
　己れに迷い

　無数の
　因果の網に
　かかって」

「（誰もが私なのに）

　誰もが
　私
　なのに君が
　いる

　私の
　言葉を
　人々とともに
　生きて

　君の
　言葉に
　私はいるか？

　意味とともに
　無意味を
　喜んで」

「（問いがそのまま）

　問いが
　そのまま
　未来の
　答え

　言葉が
　出来ないことを
　音楽は
　する

　魂が
　渇く
　この数小節

　調べとともに
　輪廻する
　私」

「（無はここには）

　無は
　ここには
　無い

　どこにも
　無い
　宇宙にも
　心にも

　無は偽る
　文字で
　詩で
　こうして

　無いのに
　時に
　有に似る」



☆mediopos-2557　　2021.11.16
先日とりあげた
（mediopos-2552/2021.11.11）
『心はどこへ消えた？』の
臨床心理士の東畑開人と
「SEKAI NO OWARI」の藤崎彩織の
「心のトリセツ」という対談がある

藤崎彩織は
「くよくよ」でも「うじうじ」でもなく
「ねじねじ」と悩んでいるという

「ねじねじ」とは
「大小さまざまな歯車が絡み合っているような様子」で
「ああでもないこうでもないと、
前に回ったり後ろに回ったりする歯車」
「上手く噛み合わずに何度も止まりながら、
何とか回ろうとする歯車」

藤崎彩織は
「自分はこのままではどこにもたどり着かない」
という「ねじねじ」状態に陥る

その「ねじねじ」をエッセイにすることで
「少なくとも後ろ向きなねじねじから
前向きなねじねじにはなれた気がする」というが
「落ち着いてはまたぶり返しての繰り返し」だともいう

東畑開人は「ねじねじ」することは
論理的にじぶんを追い込んでしまう超自我から
心を守る力があるというが

藤崎彩織はその反面「論理的な思考」が
「自分の心が苦しいとか悲しいといった
負の感情に染まってしまったときに助けてくれる」ともいう

「ねじねじ」することで
じぶんを追い込む論理もあれば
その「ねじねじ」の袋小路から
じぶんを助けてくれる論理もあり
つまりは心は揺れながら
それなりのバランスをとっている

心がそのように揺れること
そのものにもまた意味があるのだろう
心が揺れなければ心は動きを止めてしまう

仏教で「止観」というのがあるが
それもまた心の動きを止めてなくしてしまうのではない
動いてこその心なのだ
要はその心の動き方

ゲーテの『ファウスト』の「天上の序曲」の
「人間は努力するかぎり迷うものだ」
という言葉を思い出すが
「ねじねじ」することそのものを
いかに創造的な迷いに導くかが大切のようだ

■藤崎 彩織『ねじねじ録』
　（水鈴社 2021/8）
■東畑開人×藤崎彩織「心のトリセツ」
　（文學界(2021年12月号) 2021/11　所収）



■藤崎 彩織『ねじねじ録』
　（水鈴社 2021/8）
■東畑開人×藤崎彩織「心のトリセツ」
　（文學界(2021年12月号) 2021/11　所収）

（藤崎 彩織『ねじねじ録』より）

「その日のライブを振り返っていた私に深瀬くんは言った。
「サオリちゃんって、いつもねじねじ悩んでるよね」
「ねじねじ?」
「そう、なんかいつも難しい顔しててさ。ねじねじ悩んでるって感じするじゃん」
  確かに深瀬くんの言う通り、私の悩み方は、『くよくよ』でも『うじうじ』でもなく、『ねじねじ』である
気がする。
『ねじねじ』という言葉からは、大小さまざまな歯車が絡み合っているような様子が浮かんだ。
ああでもないこうでもないと、前に回ったり後ろに回ったりする歯車。
上手く噛み合わずに何度も止まりながら、何とか回ろうとする歯車。
ねじねじ。まるで自分の頭から聞こえてきそうな音だと思った。」

「２０２０年は特にねじねじした年だった。音楽制作も行き詰まったけれど、小説家としての活動はもっと行
き詰まっていた。
　デビュー作の『ふたご』を直木賞の候補にして頂いたのが２０１７年。それから３年経っているのに、何一
つ形にできていないことに焦り、不安を振り切りたくてとにかく膨大な文章を階梯や。書きまくれば何か見つ
かるのではないか、振り返らずに直進すれば。ゴールに辿りつくのではないかと、ひたすた手足を動かす。
　でも、「自分はこのままではどこにもたどり着かない」ということに気づいて、私は立ち尽くしてしまっ
た。」
「そんな時、ずっと一緒に仕事をしている編集者から「エッセイの連載を始めてはどうか」と打診された。」
「こんな状態の自分でも挑戦していいのなら。そんな気持ちで、『ねじねじ録』というエッセイの連載をさせ
て貰うことになった。」
「エッセイを書き始めると、いかに自分の心が追い詰められていたのかを改めて実感した。疲れていたし、酷
く落ち込んでいた。歯車は幾つも錆びて、回ろうとするたびに軋んで嫌な音を立てる。
　でも、毎週短い文章を完成させていくことで、少しずつ錆びが撮れていくのも感じた。読み返してみると、
良かったッポイントや反省点が分かり、次はこうしようと思うエネルギーが頭の中の歯車を回そうとする。そ
のうちにばらばらに動いていた歯車が同じ方向に動きはじめたのか、スランプ続きだった音楽制作の方もよう
やく噛み合い始めた。」
「リハビリのように始めたねじねじ録は、私にねじねじさせる時間を作らせなかった。ねじねじしている時間
があったら、そのねじねじを書け。まるでそう言わんばかりのタイトルのエッセイを週に一回書く。
　結果的に、私はこのエッセイに救われたのだと思う。自分のねじねじしたところに嫌気がさしてねじねじ
し、そこから脱しようとねじねじし、脱せなくてねじねじしていた自分は、それらを書くことで、少なくとも
後ろ向きなねじねじから前向きなねじねじにはなれた気がする。」

（東畑開人×藤崎彩織「心のトリセツ」より）

「東畑／あのエッセイはゼロリスクを考える上で、学びが大きかったです。藤崎さんが帰宅を急ぐあまり赤信
号を無視して横断歩道を渡ったら、車と衝突して事故になってしまった。警察官からは「運転している人を裁
判で訴えることもできる」と言われたけれども、ほとんどケガがなかったこともあって、「赤信号を渡ったの
は私だから」とも思う。ここで「ねじねじ」するんですね。白黒をはっきりさせずに、考える。コロナ禍で「ゼ
ロリスク」が目指されるときに、「ねじねじ」することは大事だと思うんですね。論理的に突き詰めて考える
と白か黒かになるんだけど、エッセイは物事を「ねじねじ」させる。もちろん、論理的に考えた方がいいこと
もたくさんあるけれども、人間社会は複雑です。超自我って論理的に突き詰めてくるんで、「生きていること
自体がリスク」ということになってしまいかねない。ですから、「ねじねじ」することに超自我から心を守る
力があるように思いました。
藤崎／論理的に考えない方が救われることもあると思うんですけど、私の場合は、自分の心が苦しいとか悲し
いといった負の感情に染まってしまったときに助けてくれるのは、論理的な思考だったりするんです。自分の
心の仕組みというかシステムを論理的に理解すると、自分の性格が悪いから、負の感情に染まっているのでは
なくて、何らかの出来事によって、自分のシステムが作動して、負の感情に心が運ばれてしまったからなん
だ、と自分を客観的に見られて、心を落ち着かせられます。」
「東畑／心のトリセツなんですよね。それがあると心を呑み込もうとしている感情などがから距離を取ること
ができる。それで、気持ちは落ち着くようになりましたか？
藤崎／それで万事がうまく行ったわけではなくて、落ち着いてはまたぶり返しての繰り返しで･･････。結局、
東畑さんが先ほど言っていた同じ脚本を何度も繰り返すことになりました。やっぱりそこから抜け出せていま
せん。
東畑／みんなそうですよ。僕もずっと同じことを悩んでいます。でも、同じことを悩み考えているかあ、文章
が生まれるのではないかと思います。悩んでいないことについては、文章を書けないんですよね。
藤崎／確かにそうですね。」



☆mediopos-2558　　2021.11.17

遊ぶといえば
ヨハン・ホイジンガの
『ホモ・ルーデンス（遊ぶ人）』を思いだすが

世阿弥の『風姿花伝』では
「天の岩戸」の物語における「御遊び」が
申楽の始めだと述べられているように

神々もまた人間も
「遊び」あっての存在である

では「芸能」「遊芸」にとっての
「あそぶ」というのはなにを意味するのだろう

本書では「世阿弥」と「利休」をめぐって
芸術と政治権力の矛盾に満ちた「共生」が
そして「共生」ゆえの「非共生」が示唆されるが
（「非共生」ゆえに世阿弥は佐渡へ配流となり
利休は自死を賜り自刃することになる）
そこに「あそび」の働く場が
形成されるがゆえのことであるともいえる

著者の大橋良介はここで
日本語の「あそび」のほんらいの意味を
「しばらくその目的をはづれたところへ出て
無目的にある」こととしてとらえている

信長や秀吉の「御成」の茶会では
「被遊（あそばされる）」という表現が頻繁に出てくる
それは当時の庶民にとっては
「貴人の行為はすべて日常性にしばられない
「あそび」の性格を帯びているとみなされた」からだが
日常性にしばられないがゆえに
「現実世界で見落とされている意味があらわれる」
ということでもあっただろう

「あそび」は非日常の場を
そこに現出させるということだ
それゆえ宗教空間もまたそこに関わってくる

一遍上人は「遊行上人」といわれ
「遊戯観音」は自在の悟りを得た姿であり
『妙法蓮華経』の観世音菩薩は娑婆世界に遊ぶ

そのように「あそび」「遊」は
非日常の性格を帯びているがゆえに
「遊芸」をうみ宗教的境地ともなるが
その反面「遊興」に身を滅ぼす危険を孕んでいる
その意味で「遊」は「自由」と近しいともいえる

さて今回本書をとりあげてみたのは
久々に大橋良介という懐かしい名を目にしたからでもある
かつて西田幾多郎の哲学について著者から学んだことも多い
現在は（二〇一四年から）
日独文化研究所所長をされているとのこと

■大橋 良介『〈芸道〉の生成 世阿弥と利休』
　 (講談社選書メチエ　講談社　2021/11）
■南坊 宗啓『南方録』 
　(岩波文庫　岩波書店 1986/5)



■大橋 良介『〈芸道〉の生成 世阿弥と利休』
　 (講談社選書メチエ　講談社　2021/11）
■南坊 宗啓『南方録』 
　(岩波文庫　岩波書店 1986/5)

（大橋 良介『〈芸道〉の生成 世阿弥と利休』より）

「世阿弥は自分の著書のいくつかの「遊楽」あるいは「遊芸」という文字の入った題名を、用いていた。『風姿花伝』では、
申楽の縁起が神代の「天の岩戸」の物語から説き起こされるが、「その時の御遊び、申楽の始めと、云々」と述べられる。
もしわれわれの生活の中から「遊び」が取り除かれたら、どんなことになるか、想像すればよい。それは人としての生活で
はなくなる。
　日本・中世の「遊芸」について、（…）西山松之助の「近世の遊芸論」という、周到な学術論考がある。西山はそこで、
「遊芸の共通項のうち、最も重要なことは、あそびであることと、そのために、参加者は、例外なく自分で演じるというこ
とである」と、述べている。この西山の重要な指摘に、なおひとつ付け加える部分があるとすれば、それは「あそび」とい
うものが、それを見ている者をもそこに引き込んで、演者と観者の、さらには芸能者と権力者の、「共生空間」を形成する
ということだ。（…）その場合の「共生」に構造的に「非共生」のエレメントが含まれる、ということが本書の基本的な着
眼だ。」

「「あそび」という日本語は、元来どういう意味を持つのだろうか。私が私淑していた国文法学者の故・森重敏（…）の説
を引用したい。以下の引用は故・森重教授が昭和六十二年三月八日付で、達筆のこまかい文字で書かれた便箋五枚の、筆者
宛て私信の一部である。
「アソブという語は以下の意味を持っている。語幹アソの原形はアスで（アソブもアスブの転）、アス自体、もともと一つ
の動詞。アス（動詞）は満たして置くの義。神前に稲・酒などを一杯備へること。（……）アソブは、本来の目的はもって
ゐながら、しばらくその目的をはづれたところへ出て無目的にあること。（……）無意志、無目的、無責任である」
　森重教授のこの説明を念頭におくと、不意に想起されることがある。それは、信長や秀吉の「御成」の茶会で、「被遊（あ
そばされる）」という表現が頻繁に出てくるということだ。庶民からすれば、貴人の行為はすべて日常性にしばられない
「あそび」の性格を帯びていると、思われたのだ。かつての身分社会の庶民感覚だから幻想でもあるが、しかし幻想であれ
ばこそ現実世界で見落とされている意味があらわれる、ということもあり得る。
　「あそび」は、現実の必需に追われた生活の中でしばらくその必需関連から外れる時空であり、現実の生活に不可欠の自
由なゆとりと解放だ。それは最も緊迫した場面でも生じ得る。たとえば桶狭間の一戦に信長が出陣するとき、「信長
（……）敦盛の舞を遊（ば）し」と書かれる。行為とはどこまでも何かを目的とするものだが、その目的関連の束縛の全体
を。「しばらくその目的をはづれたところへ出て無目的にある」ことが、「あそび」のひとときとなる。」

「茶の湯そのものを「遊」という文字であらわすことは、「『南方録』ではほとんど出てこないが、それでも「野点」を「野
遊」と形容する個所はある。武家たちの遊びである「狩」すなわち「野駆け」が、そこで茶を点てて飲む「のだて」となり、
両方共に「野遊」と称されたということは、またしても「戦陣の中の茶の湯」に通ずることだ。『南方録』に記述される「野
点」のひとつが、島津征伐の終結を祝う「筑前ノ箱崎」という陣屋だったことも想起しよう。利休もその場にいた。「松原
ニテノ休（利休）ノハタラキ」があったことが、そこに言及されている。
　「野遊」という語から、ともすれば茶室の中での細かい所作を忘れて伸び伸びと野外で野駆けし、その折りのくつろいだ
一服休憩が、連想されるかもしれない。しかし利休はそれに対して厳しい戒めを、述べている。野点は「一心ノ所為ニシテ
（心を集中しておこなうものであって）、手ワザノ小事ニアラズ（手先でおこなう小さな事でない）」と。
　実際、「遊」もしくは「あそび」には、種々の次元がある。迷惑な遊びもあり、危険火遊びもあり、身を滅ぼす遊蕩や遊
興もある。『南方録』では、「茶ノ本道」は廃れて「俗世ノ遊事」となるときに、かえって世間ではそれが茶の湯の繁盛と
取られると、述べられている。しかしまた、俗世の虚栄を突き抜けて宗教生の深さに転ずる真剣な「遊び」もある。（…）
仏門ではこれを「遊山（ゆさん）」という。修行の場であり寺を向上の場としての「山」に例えて、寺から寺へと修行に回
ることを言うのだ。時宗の開祖・一遍上人や、その宗派の僧たちは「遊行上人」と言われ、「遊戯観音」はどんな状況にも
出入自在の悟りを得た姿でもある。親鸞の『教行信証』では、「薗林遊戯寺門」でこう述べられる。「菩薩衆生を度するこ
と、たとへば獅子の鹿をうつに所為はばからざるごときは、遊戯するがごとし」と。獅子が鹿を殺めて餌食にすることが、
菩薩の衆生済度の行為の比喩になるという、驚くべき個所だ。『妙法蓮華経』の「観世音菩薩普門品」に「観世音菩薩はい
かにしてこの娑婆世界に遊ぶや」という問いは出てくるが、この場合の「遊」はサンスクリット原典の語の和訳では「歩き
回る」となっている。「遊」は、人間が生きていくときの最も基本的な相としての「歩き回る」ことそのものだから、生き
るか死ぬかの真剣勝負の場でもあり得るし、奥深い宗教的境地としても現じるし、また遊興に身を滅ぼす危険ともなる。
　「世阿弥と利休」の「と」が、最終的なこのような「遊」に凝縮され、「芸道と権力の共生空間」での生き方になるのな
ら、それを開示する「世阿弥と利休」といテーマは、まさしく現代にまで伸びてくるものとなる。」
「世阿弥と利休における芸道の生成と、そこでの「遊」は、現代のわれわれにも限りない問いかけと示唆を含んでいる。」

◎目次

第一章 なぜ「世阿弥と利休」か 
一 六百余年の忘却に埋もれていた世阿弥
二 「世阿弥と利休」という視座
三 世阿弥と足利義満・義教
四 利休と織田信長
五 利休と豊臣秀吉
六 「芸道」および「茶道」の概念史
七 東西の芸術観の比較
八 戦陣の中の遊楽
第二章 世阿弥と義教
一 足利義教――天魔と歌人が同居する将軍
二 『風姿花伝』の「花」
三 『風姿花伝』から『花鏡』へ――「秘すれば花」
四 「離見の見」――演者の目と観衆の目 
五 「批判之事」――「貴人」の批評眼の意味
六 『金島書』――「こがねの島」佐渡へ/から
第三章 利休と秀吉
一 『南方録』研究史の概観――茶湯ニハ、昔ヨリ書物ナシ
二 下克上の時代の茶の湯
三 織田信長――夢幻の如く也
四 秀吉と利休――美をめぐる対峙と共生
五 『南方録』の美学 
六 「利休死後」の利休
結語 「遊」、そして現代
あとがき 西田幾多郎の手紙(新史料)にちなんで
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本書では特に近代以降
清沢満之から三木清・吉本隆明・鶴見俊輔まで
「親鸞」の影響を読み解きながら
とくに吉本隆明の「最後の親鸞」がクローズアップされる

吉本隆明の「親鸞」は
生半可な宗教否定論者をこそ否定しているほどの
宗教的な思惟の構造の解体としてその思想をとらえている

親鸞は自力を捨て
知識や知性がもたらす自己への執着からの解放を求め
「かぎりなく〈愚〉に近づくこと」を願ったという

それは「みんなが当たり前に信じていること」を
「それは本当だろうか」と疑い続けることでもあり
吉本隆明もまたそのような姿勢を貫いた

「疑い」はまず
「自己への疑念」から発せられるがゆえに
みずからの「知」の放棄へ
そして「愚」へと向かわざるをえない

親鸞とともに考えるということは
本書の副題にあるように
「私は間違っている」から考え始めるということだ

現代の知者ないしは知者を自認しているだろう者の多くは
「自己への懐疑」ではなく
「あなたは間違っている」の思想に呪縛されている

「自分を取り巻く世界にひたすら愚痴を吐き、
他者に向けて悪態をつき続けるだけの、
言葉の最悪の意味での「悪人」になり下がる」態度だ

悪人正機は自らを「悪」であり「愚」である
とするところからしかはじまらないのだが
「自己への懐疑」なき知者は正機し得ない悪人でしかない

さて本書の内容から少し外れるが
「懐疑（主義）」といえば
アレクサンドレイアのピュロンだが
ピュロンはアレクサンダー大王の
インド・アジア遠征に参加し
その影響から懐疑主義は生まれたようだ

インドの懐疑主義といえば
釈迦の時代の六師外道のひとりサンジャヤ
釈迦の弟子舎利弗もはじめその師のもとにいたが
釈迦のもとへと去ることになる

釈迦は死後の世界などについて言及を避け
「無記」という態度をとるが
その態度はいわば懐疑主義的な
「テトラレンマ」でもある

「テトラレンマ」とは
《Ａと非Ａのどちらでもない》という
《Ａ》でも《非Ａ》でもなく《Ａかつ非Ａ》でもない
第四の思考であるが
ピュロンはその影響を受けていたのだという

ピュロンからはじまる古代の懐疑主義は
近代的な懐疑主義が知識に対する懐疑だったのに対し
考え（信念）そのものにかかわるもので
それゆえに私たちの生き方そのものに深く関わってくる

サンジャヤからはじまり
仏陀の無記という態度にも影響し
ピュロンが影響を受けた懐疑主義的な態度は
親鸞のような「私は間違っている」という
「自己への疑念」をみずからの「知」への疑念とし
「愚」へと接近させるというものではないが
（一見それは「正しい」をＡとすれば《非Ａ》の態度だ）

親鸞が『教行信証』のように知を求め続けながら
その果てに「愚」へと肉薄していこうとしたのは
《知》でもなく
《非知》でもなく
《知かつ非知》でもなく
《知と非知のどちらでもない》
その果てに「愚」を見ていたのではないか･･･
ということで懐疑主義について少しふれてみることにした
（懐疑主義についてはあらためてとりあげることにする）

■碧海寿広 
　『考える親鸞／「私は間違っている」から始まる思想』
　 (新潮選書　新潮社 2021/10)



■碧海寿広『考える親鸞／「私は間違っている」から始まる思想』
　 (新潮選書　新潮社 2021/10)

「（吉本隆明の親鸞論の代表作「最後の親鸞」）の大きなテーマは、宗教の解体だ。単に特定の宗教団体や信
仰心を否定するのではない。親鸞思想の解読を通して、人間に本能のように備わる宗教的な思惟の構造を解体
するための論理を提供しているのである。その意味で、同書は生半可な宗教否定論者こそを否定している、と
も評せる。宗教を批判し、宗教から自由になった気になっている人間に、宗教的な思い込みや党派性から抜け
られない者の、いかに多いことか。
　吉本によれば、いかなり自力も捨てよと説いた親鸞は、「かぎりなく〈愚〉に近づくこと」を願ったという。
親鸞は、人間の知識や知性がもたらす自己への執着からの解放を求めたのである。だが、『教行信証』のよう
な浄土教の専門書を執筆した中世の知識人である親鸞にとって、「愚」に接近するのは容易ではなかった。そ
れゆえ、この「愚」への肉薄こそが親鸞の「最後の課題」であったと、吉本は指摘する。」

「吉本は死ぬ三ヶ月ほど前、先に逝った愛猫について、ゆっくり話をした。その話の内容をまとめた本が、彼
の死後に出版されている（『フランシス子へ』）。老齢による惚けが進行し、彼の長女によれば「頭の中で自
分だけの記憶が再構築されている」状態にあったというが、同書は、吉本隆明という思想家がどういう人間で
あったかを簡素に示唆してくれる、良書であると思う。
　前半はむろん猫の話だが、後半では親鸞についても淡々と語られる。たとえば次のように、

　　親鸞の考えかた自体がもう、最初っから異端で、普通のお坊さんだったら疑いもしないことを、最初から
疑っています。／修行なんて意味がないし、お経も、仏像も、どうだっていい。実証的にわかるところを信じ
たかっていうと、それも信じることができない。／それで親鸞はそれまで誰も行ったことがない道を行くほか
なかった（中略）みんなが当たり前に信じていることを「それは本当だろうか」って疑って、最後までそれを
追求し続けた。

　まわりの人々が素朴に信じていることを、ひたすら疑い、考える人。これが吉本隆明という思想家のなかに
組み込まれた、親鸞の原像である。中世の僧侶である親鸞にとって、その疑いの対象は、まずもっと仏教にか
かわる事物であった。だが、そうした宗教への懐疑の根本には、すべての観念や事実を「本当だろうか」と問
い直す、考える人としての親鸞の性分があったはずだ。
　この親鸞に見える「本当だろうか」の思想は、吉本が生きる上でよって立つ原理でもあった。同じ本のなか
で、吉本は自分の性分についても語っている。

　　「いや、本当にそうか」ってことを追求していったら、なかなか断定なんてできるもんじゃない。もっと
言うなら、生きるっていうのは、どっちとも言えない中間を断定できないまんま、ずっと抱えていくことじゃ
ないか。／僕は確かにそういうものをいくつも、いくつも飽きもせずに抱えながら歩いてきた。／これは大変
な荷物持ちだねって言われたら、本当にそうだと思います。／考えて考えてはいるんだけど、断定できないん
だからそうするよりしょうがないんですね。

　「いや、本当にそうか」−−−−。この問いを飽くことなく繰り返し、最後まで「考えて考えて考え続け」たの
が、吉本の思想家としての生涯であったと言える。その人生の過程で、彼は親鸞に出会い、親鸞について考え
つづけた。親鸞を考える人の一つの模範としながら、ありとあらゆる対象について、考え続けた。
　その疑い、問い、考える人の心は、人間がやがて終わりを迎えるその日まで、終わることはないだろう。」

「自己への疑念から発する問いと思考の運動は、吉本隆明の「最後の親鸞」において臨界点に達する。自分が
所持する「知」を徐々に放棄し、高僧から愚者へと自覚的に墜ちていったかのような晩年の親鸞に、吉本は、
自己の構築した宗教を自ら解体する宗教家の壮絶な姿を幻視した。いったんは「知」の高みに上り詰めた人間
は。「私は間違っている」と思い直し、「知」への洞察を深めながら「知」を終わらせていくという、実に入
り組んだ思考の展開に、吉本は親鸞思想のほかに類をみない強さを見て取り、これを我が物にしようとした。
　誰よりもまず自分を疑い、そこから何かを考える。このような思想と行動を起こした過去の少なからぬ日本
人が、親鸞と共にいた。」

「自己への懐疑は、もちろん、ときに世界への疑念や、他者への批判を伴いながら、思想の幅を拡げていく。
自分と同じく間違っている世界を正し、自分と一緒に改善されるべき他者を動かすための思想の制作もまた、
私たちが親鸞と共に推進しうる活動だろう。
　だが、そうした活動に際しても、徹底して自分への疑いを持ち続ける姿勢を崩さないことが、親鸞と共に考
える人にとっての倫理となるべきだ。自己への懐疑を忘却し、ただ「あなたは間違っている」の思想に呪縛さ
れたとき、人は、自分を取り巻く世界にひたすら愚痴を吐き、他者に向けて悪態をつき続けるだけの、言葉の
最悪の意味での「悪人」になり下がる。そうは決してならないための倫理を体得する上で、親鸞は、今後も引
き続き確かな指針を私たちに与えてくれるはずだ。」

◎目次

序章 親鸞と日本人
第一章 俗人の仏教
1非僧非俗
2魂のずっと奥のほう
第二章 「罪悪感」の思想家
1悪人正機
2煩悶と懺悔のループ
第三章 弟子として考える
1『歎異抄』
2高僧に憧れて
第四章 超越と実存のあいだ
1絶対他力
2仏は唯一と知る人よ
第五章 異端の精神史
1法難と本願寺
2或る歴史家の闘争
第六章 宗教の終焉
1自然法爾
2終わりなき思想
終章 アイ・アム・ロング
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量子論と東洋思想といえば
思い出すのは吉福伸逸・田中三彦訳の
フリッチョフ・カプラ『タオ自然学』（1979/工作舎）で

タオイズムの陰と陽に
粒子と波動性の相補性を重ね合せ
踊るシヴァ神に素粒子のコズミックダンスを見るという
いわばニューサイエンスの走りでもあったが

『世界は「関係」でできている』は
ニューサイエンス的なスタンスではなく
物理学者の視点で語られた
詩的にさえ感じられる量子論的世界観である
このカルロ・ロヴェッリはこのmedioposでもご紹介した
（mediopos-1754  2019.9.4）
『時間は存在しない』の著者でもある

本書は同じ東洋思想でもタオではなく
「関係」ということから
量子力学の特徴である「状況依存性（コンテクスチュアリティ）」が
ナーガルジュナ（龍樹）の「空」の思想に重ねられている
「あらゆるものを関係という観点から考える」ということだ

「空」（śūnyatā シューニャター）とは
「事物は、自律的な存在でな」く
「ほかのもののおかげで、ほかのものの働きとして、
ほかのものとの関係で、ほかのものの視点から、存在する」こと
すべては固定的な「実体」がなく
関係性において成り立っているということである
「諸法無我」つまり「我は存在しない」というのも
実体的な意味での「我」が存在しないということだ

けれどそれは懐疑主義というのではなく
ニヒリズムというのでもない
あらゆる現象・存在は「相互依存」によって成立」し
その根源に「絶対的な存在」をつくらないということである
むしろそのことによって
「自由」や「遊び」の可能性を豊かに広げ得る観点ともなる

さてここからは本書から少し離れるが
ナーガルジュナ（龍樹）の「空」の思想あたりから
いわば大乗仏教が展開してくる

その後説かれる大乗仏教の基本ともなる
『大乗起信論』では「如来蔵」思想が説かれ
そこにはある種の「実体」が認められ
それはほんらいの仏教ではないとされたりもする

霊的世界観においても
地上世界は仮象の世界であり
霊的世界が実相であるととらえられたりもするが
おそらく根源には「関係」さえ存在しない「一」があり
そこから関係のはじめである「二」あるいは「三」が生まれ
そこからいわば階層的に世界が展開してきた
ととらえることもできる

つまり地上世界も霊的世界も
「状況依存性」ということに変わりはないが
それぞれの階層には仮象としての「実体」が存在し
階層間における関係性も含め
それらの仮象の関係性によって
世界は現象しているととらえることができる

すべては「関係」において成立し
絶対的な確かさ・実体は存在しないものの
仮象存在が多次元的に遊戯しているということだ

一切は空であるが
そこでいかに自由であり得るかというのが
仮象としてであっても「我」の遊戯だとはいえないか

さて「ナーガルジュナ（龍樹）」については
あらためてとりあげることにしたい

■カルロ・ロヴェッリ（冨永星訳)）
　『世界は「関係」でできている／美しくも過激な量子論』
　（NHK出版 2021/10）
■中村 元『龍樹』 (講談社学術文庫 講談社　2002/6）



■カルロ・ロヴェッリ（冨永星訳)）
　『世界は「関係」でできている／美しくも過激な量子論』
　（NHK出版 2021/10）
■中村 元『龍樹』 (講談社学術文庫 講談社　2002/6）

「量子力学の中心となるこの特徴は、専門用語では「状況依存性（コンテクスチュアリティ）」と呼ばれている。
　あらゆる相互作用から解き放たれて孤立した対象物自体には、特段の状態はない。せいぜいその対象物が一つのやり方
で、あるいは別のやり方で発現するかもしれないという、一種の確率的傾向があるにすぎない。ところがその確率さえも、
未来の現象の予測や過去の現象の反映でしかなく、常に別の対象物に対しての相対的なものなのだ。
　こうしてわたしたちは、きわめて過激な結論に至る。この世界は属性を持つ実体で構成されているという見方を飛び越え
て、あらゆるものを関係という観点から考えるしかない。
　思うにこれが、量子とともにあるこの世界についての、わたしたちの発見なのだ。」

「わたしとその文献との出会いは、決して偶然ではなかった。量子とその関係論的な性質について話していると、よく「ナー
ガルジュナ（龍樹）は読んでみた？」と訊ねられたのだ。」

「ナーガルジュナは二～三世紀の人である。」
「ナーガルジュナの著作の中心となっているのは、ほかのものとは無関係にそれ自体で存在するものはない、という単純な
主張だ。この主張はすぐに量子力学と響き合う。」
「何ものもそれ自体では存在しないとすると、あらゆるものは別の何かに依存する形で、別の何かとの関係においてのみ存
在することになる。ナーガルジュナは、独立した存在があり得ないということを、「空」（śūnyatā シューニャター）とい
う専門用語で表している。事物は、自律的な存在でないという意味で「空」なのだ。事物はほかのもののおかげで、ほかの
ものの働きとして、ほかのものとの関係で、ほかのものの視点から、存在する。（…）ナーガルジュナは、雲も、空も、感
覚も、考えも、わたし自身の頭までもが、同じように別のものとの出合いから生じているという。それらはすべて、空っぽ
な存在だ、と。
　ではこのわたし、空の星を見ているわたし自身は存在するのか。いいや、わたしも存在しない。では誰が星を見ているの
か。誰も見ていない、とナーガルジュナはいう。星を見るということは、わたしが慣例に従って「自分」と呼んでいる相互
作用の集まりの一構成要素なのだ。「言語が分節化しているものは存在しない。心の及ぶ範囲は存在しない。」わたしたち
がいるということの芯になる本質、理解すべき謎に包まれた究極の本質は、存在しない。「わたし」は、互いに連絡し合う
膨大な現象が構成する総体でしかなく、それらは互いに依存し合っている。かくして、西洋における何百年にもわたる主体
や意識の本質を巡る思弁は朝霧のように消えてしまう。」

「この世界は錯覚であるよいうこと、つまり輪廻は仏教の普遍的なテーマで、それが錯覚だと悟ることで涅槃、すなわち解
放と私服に到達する。ナーガルジュナによれば、輪廻と涅槃は同じであり、いずれもその存在は空である。つまり、存在し
ていなかった。
　ということは、空だけが実在するのだろうか？　結局のところ、それは究極の実在なのか。いいや、そうではない。ナー
ガルジュナはとりわけめまいのしそうな章で、そう断言する。いかなる視点も別の視点と依存し合うときにのみ存在するの
であって、究極の実在は金輪際存在しない、と。これはナーガルジュナの視点自体にいえることで、空でさえも本質をもら
ない。それは慣習的な形式であって、いかなる形而上学も生き延びることはできない。空は空なるものなのだ。」

「ナーガルジュナの思想の魅力、それは現代物理学の問題にとどまるものではない。その視点には、どこか目のくらむよう
なところがある。しかもそれは、古典であれ最近のものであれ、西洋のさまざまな哲学の最良の部分とみごとに共振する。
ヒュームの徹底的な懐疑主義と響き合い、ウィトゲンシュタインによる難問の覆いを剥ぐ作業と共鳴する。それでいて、あ
またの哲学が落ち込む罠----いずれにしても結局は説得力に欠けることが判明してしまう出発点を仮定するという罠----に嵌
まっていないように見える。ナーガルジュナは、現実の複雑さや理解の可能性について語りつつ、わたしたちが概念のうえ
での究極の基礎を求めるという罠に落ちるのを防いでくれるのだ。
　ナーガルジュナの視点は、決して形而上的な奇想の産物ではなく、むしろ中庸である。そこには、あらゆるものの究極の
基礎を問うことはまったく無意味だ、という悟りがある。
　だからといって、探索の可能性が閉ざされるわけではない。むしろ逆で、自由に探索できるようになる。ナーガルジュナ
は、この世界には実体がないとするニヒリストではなく、自分たちは現実について何も知り得ない、とする懐疑主義者でも
ない。現象の世界こそが、探索し、じょじょに理解を深めていける世界なのだ。わたしたちは、その一般的な特徴を見つけ
ることになるかもしれない。だがそれは、あくまでも相互依存と偶発的な出来事の世界であって、そこから「絶対的な存
在」を引き出そうとするべきではない。
　何かを理解しようとするときに確かさを求めるのは、人間が犯す最大の過ちの一つだ、とわたしは思う。知の探求を育む
のは確かさではなく、根源的な確かさの不在なのだ。自分たちが無知であることを鋭く意識するからこそ、疑いに心を開い
て学び続け、よりよく学ぶことができる。それこそが、一貫して科学的な思索----好奇心と反抗と変化から生まれた思索----
の力だった。哲学にも方法論的にも、知の冒険の碇を下ろすことができるもっとも基本的な、あるいは最終的な定点は存在
しない。」



☆mediopos-2561　　2021.11.20

役者の山田孝之は
どこか得体の知れないところがあるが
声の山田孝之には
逆にむしろ近しさと懐かしさを感じる

演技者としての山田孝之の
変幻自在でときに屈折し複雑極まる感情表現が
朗読する山田孝之には表面的には感じられないが
だからこそその声はどこか
それらの深みから響いてくるように感じられる

優れた役者から学べるのは
人間の感情というやっかいなものが
どのように表現され得るかということだ
山田孝之という役者に惹かれるのもそのためだ

そんな山田孝之の詩集『心に憧れた頭の男』を見つけた
2008年から月刊誌『＋act.(プラスアクト)』で
13年にわたり綴られてきた全79篇を朗読したCDが付いている
山田孝之はどんな声で
みずからを演じているのだろうという好奇心から
偶然のように本書を手にとった

役者である山田孝之を売りにするところなどまるでなく
表紙を見ればわかるように
黒がベースの文字のみのモノトーンな詩集である
右に白地に黒または
左に黒地に白の鏡文字になっていたり
上下を白黒に割ったり
大きな感じ2文字と2～3行だけの作品もあったりと
詩集そのものが陰影をもった静かなひとり芝居のようでもある

タイトルの『心に憧れた頭の男』にひかれ
声の山田孝之にふれてみたいと思ったが
想像した以上にその声の淡々とした響きに魅せられる

「心に憧れた頭」とは
「感情が出たあとに頭で考える弱さ」を
あらわしているようだ
その「弱さ」がどこか愛おしい

最後に置かれている詩の最後のことば
「ずっと眠っていたいんだ
　ほんとうはね」
にどこか深いところで共感してしまう

永久保存版の朗読詩集になりそうだ

■山田 孝之『朗読CD付き詩集 心に憧れた頭の男』
　（ワニブックス 2021/10）



■山田 孝之『朗読CD付き詩集 心に憧れた頭の男』
　（ワニブックス 2021/10）

※はじめに置かれている詩

　『無に全て』

　この道を目で観ても何も見えない
　この道には記憶がある
　その記憶は彼の全て

　彼はその道に一つの花を見つけた
　目で見える花
　その花は彼の全てになった

　彼はその花を捨て記憶を求めて道にきた
　記憶が消えそこにあるのは彼だけ
　彼が彼の全てになった

　彼は彼を捨てず記憶を求めた
　彼は彼を捨てず花を求めた
　彼は彼を捨てず花と記憶を見つけた

　彼は記憶が全てではなく
　彼は花が全てではなく
　彼は彼が全てではない

　彼は全てを捨てた

※「あなたが」からはじまる詩より

　あなたが私の正面に立った時、私はあなたに正面の顔を見せる
　あなたが私の背後に立った時、私はあなたに背後の顔を見せる
　私はあなたに全てを見せるが、その全てが真実とは限らない
　私だけが知る真実を、あなたは疑うことで満たされる
　あなただけが持つ虚構を、私は真実とすることを許す
　真実が虚構になり、私とあなたは満たされる
　私だけが知る虚構を、あなたは信じることで満たされる
　あなただけが持つ真実を、私は虚構とすることを許さない
　虚構が真実になり、私とあなたは満たされる
　あなたは私を疑う、だから私はあなたを信じる
　あなたは私を信じる、だから私はあなたを騙す
　私とあなたの間には、常に真実と虚構が存在し、その全てが真実であり、
　その全てが虚構でもある

　あなたが私にそうするように

※最後に置かれている詩の最後のところから（題はなし）

　目が覚めたら眠る前
　美しさが憎たらしい
　確実に何かが産まれては死んでいる
　でも、僕は、
　なんだか眠たい
　ずっと眠っていたいんだ
　ほんとうはね

■（自身による「解説」～【作品考察】より）

「対義語や肯定後の否定、自分を笑うことの多さ等、特色も見受けられる。最終作まで「可愛いと思う醜さ」と綴り、素直
には終わっていない。上乗せしたりひっくり返したり、発信したり返ってきたり、感情が出たあとに頭で考える弱さ。最後
まで「心に憧れた頭の男」である。自分を笑うのも無理ない。」

（自身による「解説」～【50/50】より）

「幸福と不幸、喜びと悲しみ、嬉しさと辛さ、私はそうしたものがベースとして50/50なのだと思う。表現する仕事も楽しい
が、それと同じくらい苦しみもある。生きたい気持ちと同じくらい死にたいと思う。死に関しては、捉え方が他の人たちと
違う自覚がある。「眠りたい」に近いのだ。寝に就く時、このまま目覚めなければ幸せだなと思う時がある。極端に言え
ば、50/50のバランスが基本なので、生にもしがみついていないし、死も恐れてはいない。どっちにも向かっていない感覚な
のだ。だから、ずっと「死」は受け入れている。来ないでほしい気持ち半分、そして、もう半分では待っている。
　13年間綴ってきた言葉を見ると、この時はこっちのバランスが勝っていたのだなと、バロメーターで感じたりもする。50/
50の思考回路が随所に見え隠れしている。」
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五十嵐大介と宮沢賢治は
見えない世界を歩いていた

考えるというよりも歩いていた
または歩くということが考えることだった

歩くということは
脳を使って考えることではない
もちろん考えるのは脳ではない

唯脳ということを
当然の前提で論じる者も多いが
脳はどんなに複雑でも結局のところハードである
そのハードを動かす見えないソフトウェアがあり
さらにそのソフトウェアを働かせている魂がある

考えるというのは
魂がソフトウェアを働かせているのであって
それを働かせるために
わたしたちは四肢を働かせる必要がある
つまり自分と世界を「呼応」させるということである

そのために宮沢賢治は
「何度も山行を決行」し
五十嵐大介は「一人でぶらぶら散歩しては、
目に映るいろんな物を細かく見ては妄想する」

そして“この世界の大部分は
人間じゃないものでできている”ことに気づき
「日常の中で見過ごしてしまっている風景や
その裏側に広がる世界を掬いあげ、
見えないはずのものを見せ、
聞こえないはずの音を」聞く

ほんとうはだれでもそうしているはずだ
それにもかかわらず
日常というむしろ非現実を現実として
世間というプログラムのなかで
世界を閉ざしたまま生きてゆく

そして感じられているはずのものも感じられなくなり
見えているはずのものも見えなくなり
聞こえているはずのものも聞こえなくなる

五十嵐大介と宮沢賢治は
そんな世界に閉じ込められないままに
見えない世界を歩いている（た）のだろう

■漫画家・五十嵐大介ロングインタビュー
 「見えない世界の歩き方」
  （Coyote No.75 特集 山行 宮沢賢治の旅
　　スイッチパブリッシング 2021/11）
■『五十嵐大介: 世界の姿を感じるままに』
　 (文藝別冊/KAWADE夢ムック　河出書房新社 2014/8）



■漫画家・五十嵐大介ロングインタビュー
 「見えない世界の歩き方」
  （Coyote No.75 特集 山行 宮沢賢治の旅
　　スイッチパブリッシング 2021/11）
■『五十嵐大介: 世界の姿を感じるままに』
　 (文藝別冊/KAWADE夢ムック　河出書房新社 2014/8）

「十代の頃から宮沢賢治は故郷の山々をくまなく歩いていった。
特に岩手山には魅かれ、健脚を誇るように何度も山行を決行した。
山に登り、里に下りて、宮沢賢治は見た光景を忘れまいと
一所懸命にスケッチをして詩や童話を生成していった。

たとえば朝の霧の中で、山の一角が白く光って見える。
朝の光がたんに何かに反射しているだけかもしれない。
宮沢賢治はこの光はただの現象ではなくもっと深い意味があると考える。
自然から自分へのメッセージなのだと。朝の山の中にいて心揺さぶられていく。
自分と世界が呼応する瞬間がある。自分はここにいる。世界は目の前に開けている。

自然を知るために、今こそ宮沢賢治の山行を考えてみたい。
宮沢賢治の原風景をとおして、作品の奥にある彼の思いを考える。
見えない世界の不思議を発見する旅へ。」

（「INTERVIEW 五十嵐大介　見えない世界の歩き方」より）

「『海獣の子供』『魔女』『ディザインズ』などの作品で知られ、
アニミズム的な世界観をこれまでマンガに描いてきた五十嵐大介。
繊細さと力強さを併せ持った筆致で描かれる風景や
動物の描写は芸術の域に達していると評される。
五十嵐が描くマンガは、扱うテーマは異なっていても
“この世界の大部分は人間じゃないものでできている”ことに気づかせてくれる。
日常の中で見過ごしてしまっている風景やその裏側に広がる世界を掬いあげ、
見えないはずのものを見せ、聞こえないはずの音を聞かせてくれるという点で、
五十嵐大介もまた宮沢賢治と同じ景色を見つめているのかもしれない。」

「歩き慣れている道なのになんだか怖いなと感じたり、帰り道がわからなくなってしまったりすることはこれ
まで時々ありました。」

「私は幽霊とかが見える人ではないので、単なる自分の思い込みかたもしれないし、その境目って難しいので
すが、本当は存在するけどただ見えていないだけなのかもしれないとも思うんです。だから今だって、そんな
ものいるわけないじゃんと言われているものであっても、科学技術が進歩したら「実は幽霊はいました」とな
るかもしれない。「それって科学的に証明できないでしょう？」と言われていることって、科学がまだ追いつ
いていないだけかもしれない・そういうふうに思っていたほうがおもしろくないですか？」

「賢治の作品には、四次元という言葉だったり当時としては難しい概念が使われていない。まわりの人はたぶ
ん説明されたとしてもそれを実感するのはむずかしかったでしょうね。ひょっとしたら賢治も他の人との感覚
のズレや生きづらさを感じていたから、そういう感覚や概念に興味を持っていたのかもしれないと思うんで
す。人と違う視点で物事を見るということには、そういう部分があるかもしれない。」

「一人で過ごす時間が長い人って、他の人よりも多くのことを発見できるんじゃないかと思っています。賢治
はよく一人で夜に野山を歩いていたみたいですが、それは誰にも会わずに済んだからだったのかもしれない。
私の場合、とにかく一人でぶらぶら散歩しては、目に映るいろんな物を細かく見ては妄想することが好きで
す。
（･･･）

　人間って、脳じゃなくて足で考えていると思うんです。脳は身体全体の統制役であって、思考は他の部位が
担っているんじゃないかな。脳だけでは何もできなくて、自分の身体にちゃんと向き合うことで何か見えてく
る気がするんです。私の場合、その時の感覚を表現したいというところから創作が始まることがほとんどで
す。」
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詩というのは
時間のような存在だ

アウグスティヌスが『告白』で
「いったい時間とは何か。
誰も私に尋ねないとき、私は知っている。
尋ねられて説明しようと思うと、知らない」
と語っているように

わたしたちはほんらい言葉とともにあり
言葉は存在の根源から泉のように湧きいで
だれでもがそれで潤されているはずなのに
言葉の根源について問われると
だれもそれに答えることはできない

言葉の根源にあるものこそが詩
あるいは詩が生まれてくる源

しかしながら
いまや八二歳となった
老練にして常に童心のようでもある詩人
吉増剛造は
「苦しい」「嫌でしょうがない」といいながら
（それを語ることの不可能性故にだろうが）
それでも「詩とは何か」について
吉増剛造にしかできない仕方で答えようと試みている

詩とはベンヤミンが翻訳について論じている
「あらゆる言語が到達しようとして志向する」
その極にある「純粋言語」へと通じる道であり
「根源の心に向かっていく」ことだという

それは「詩情」とか「詩心」とかいったものよりも
「はるかに底のほうの、「かたち」にならない、
名づけがたい根源的なところにあるらしい」
「思いの塊り」をつかまえるよう
「わたくしたちの心が自分に課している」もので
それは芭蕉が「風雅の誠を責める」
という言い方をしたことにも通じている

「課している」「責める」というのは
その「一瞬の直感」をつかまえるためには
間断なく心を寄せていなければならないからだ
心はすぐに凡庸な流れのなかに埋没してしまう

詩人にかぎらず
またあらゆる芸術家にかぎらず
言葉を使っている存在である以上
（つまりは人間であるかぎりにおいて）
ほんらいはだれもがどこかで
「根源の心」であるともいえる
「純粋言語」へと向かおうとしているといえる

しかしその道は
ハイデガーもいう『杣道（そまみち）』
「どこにも行き着かない径」にほかならない
つまり根源について問われると
だれもそれに答えることはできなくなる

それにもかかわらず
奇蹟のように訪れる
光と言葉を待ちつづけるように
「自分の心を間断なく捉え直してい」く
そのことだけが「根源の心」への道となるのだ

■吉増 剛造『詩とは何か』
　(講談社現代新書　講談社 2021/11）



■吉増 剛造『詩とは何か』
　(講談社現代新書　講談社 2021/11）

「「詩の心」、「詩情」とか「詩心」とか、それから「ポエジー」あるときには「ポエム」とか、そんな言い
方をしますけれども、それよりもはるかに底のほうの、「かたち」にならない、名づけがたい根源的なところ
にあるらしいものの、「思想」というよりも、「思いの塊り」といったほうがよいようなもの、それの、その
はたらきのようなものをこそ、そして、そのはたらきを促す、あるいはさそう僅かな力をこそ、つかまえなけ
ればならない。それが大戦争、敗戦、そして３・１１という大災厄を経て、わたくしたちの心が自分に課して
いる、「課している」という言い方が、たった今できましたが、そうしたある、「運命」という言葉を使うの
はとても重いのですけれども、そういうところへと躙り寄っていくための、「詩」とは、細い道のひとつなの
だろうと思います。ですから、「和歌」や「俳句」やあるいは「小説」も含めて、戦前、戦後すぐまでの、「か
たち」のある芸術活動とは、今や「詩」は、まったく違うものになってきています。そうひとまず申しあげて
おきたいと思います。
　わたくしは日本語で書くしかありません。しかし皆さんご存じのように日本語というのは、ひじょうに底の
深い多岐にわたる言語の層を、その奥底に持っている言語です。時として、中国の唐や宋の時代、明の時代、
清の時代、あるいは沖縄、アイヌの方々の言語、あるいは韓国の方々の言語が波頭のように、そこから聞こえ
てくるかもしれません。しかも、わたくしたちが長い間、命を永らえておりますこのアジアという地域はアフ
リカにも似て、太古からの、ヨーロッパ文明が到達をしたところとはまた違う深い時間を、わたくしたちの身
心の奥底の、何か身体と心のしぐさのようなものとして持っていて、それにもつねに訊ねなければならないの
です。」

「たった一人で鉛筆やシャーペンやボールペンを持って、紙の前で、さあ、「詩」を書きなさいと言われます
と、きっとだれでもが、もう頭が真っ白になってしまうでしょう。しかしそれこそが、じつは大切なことなの
です。ドイツの非常に優れた批評家でした、ヴァルター・ベンヤミンという人が翻訳について論じながら、あ
らゆる言語が到達しようとして志向する、「志し」、「向かおう」としている、その極にあるのは、「純粋言
語」であるという言い方をしていました。その想定されている「純粋言語」に向かって努力するように、でしょ
うね。そういうところにわたくしたちは、いまや立たされているのです。
　ですから、これは失敗とか成功とかいう技術の問題を超えた、心がしめすべき態度のようなものでしょう。
そこでふっと思い浮かべますのですが、芭蕉さんが、「風雅の誠を責める」という言い方をしていました。古
臭い言い方ですけれども、その「風雅の誠」というものは、じつは誰にも見えていないものなのです。それは
「ポエジー」と言うこともできない、「詩」と言うこともできない、もしかすると「歌」というものをも超え
ているものかもしれない、そういうところに心を寄せていくことを課せられた、それをまあニーチェだった
ら、「人というのは間断なく何かを超えていくものだ」って、ふっと、言ったことがありましたけれども、植
物や動物も宇宙の中で定められた、あるいは間断のない変化する生を受けていることでしょうけれども、特に
「言葉」という不思議を持たされた人間という存在が、必ずしもキリスト教の言う「原罪」というのとは違い
ますけれども、それともどこか似たような、「間断なく根源の手が働いている」、･･････これは吉本隆明さん
について名づけた言い方ですけれども、･･････根源の心に向かっていく、ということなのかもしれません。」

「この「純粋言語」というのは、学問、思想、芸術の歴史、あるいは詩の歴史から紡ぎ出されてくるものとい
うわけでは必ずしもなくて、誰しもが持っています。もう苦しんでどうしようもないような、そんなときにひ
らめく稲妻のような、一条の弱々しい、幽かな、貧しい街の夜の光のようなもの。こういう、まあ昔だったら
「一瞬の直感」というような言い方をしました。そうしたものに心を寄せることを、間断なく心に課する、課
するっていうのは「言偏に果てる」と書きますね、そういう、心にその荷を負わせる、責任を負わせる、そう
したことに、「詩」は存在しているのだろうと思います。
　それはどういうあらわれをしてくるのか。ときには見事な作品に結実することはあるのかもしれませんけれ
ども、それはむしろ奇蹟です。また、狭い意味での「詩」の中だけにではなく、絵心や歌のこころ、パウル・
クレーやカンディンスキーやゴッホ、あるいは浦上玉堂や雪舟や、あるいはカフカ、またあるときには蕪村の
ような、言語と接する「しるし」の中にもおそらくは、「純粋言語」への道は、わずかに見えているはずなの
です。
　（･･･）そういう人たちの目指しているものの果てに、やはりわたくしたちの心がどこかで求めているらし
い「純粋言語」に通じる道があるらしいことにも気がついておりました。」

「わたくしは哲学書を読むのが好きで、ニーチェ、キルケゴール、ウィトゲンシュタインなどの本を折にふれ
ひらいておりますが、中でも特に、･･････政治的なスタンスの問題などもありまして、最近、あまり評判がよ
くないようですが、･･････マルティン・ハイデガーをしばしば読み返しております。詩の本源についての哲学
的な考察としては、やはりハイデガーが言ってることが、わたくしの考えておりますことに一番近いように思
うのです。そのハイデガーの著作に、日本語のタイトルを『杣道（そまみち）』というものがあります。
　杣道、森の中の下草径のようなものです。森の中で下草に覆われて、ほんとうにあるかないかもわからな
い、あるいはどこに続いているのかもわからない、細い細い、そんなあるかなきかの「通路」。恐る恐るその
小径をたどってゆくと、ふっと、森の中の小さな開けた場所に出ることがある。その「開けた場所」のことを
ハイデガーは「真理」の比喩として使っているようなのですが、真理という大げさなことばはわたくしにはむ
しろ避けたいと思うのですが、やはりなにかそのような、「ほんとうのこと」への小さな小さな、細い小径を
たどる行為に、（･･･）わたしくしが試みますことは、通じるような予感が今、いたしてきております。
　でも、この『杣道』、フランス語のタイトルは、またそれを日本語に直しますと、「どこにも行き着かない
径」というのですね･･････。」

「おそらくベンヤミンがみごとに言いました「純粋言語」ということばでもまだ十分には届くことのできな
い、･･････そしてこれを決して「純粋詩」という枠組みにはとどめない所にこそ「詩」はあるのだという予感
がわたくしはいたしております。「純粋言語」のさらに下へと降る坑道を掘る、あるいはそれは、「＋」では
ない、「−」の存在を摑もうとする、基本的には実現の不可能な、空しい行為なのかも知れません。ここまで
考えたり、思ったりすると、これはもう危ないことなのかも知れません。しかしそれでも何とかそこにまで届
こうとしてもがく、悶える、そのような行為が、あるいはその行為によって出来上がった「作品」の中にでは
なく。そのもがいている行為そのものの、逡巡、躊躇の中にこそ、ふっと一瞬、貌を顕すのが「詩」というも
のなのかもしれないのです。
　（･･･）鎌倉時代に道元という禅の偉い人がいましたけれども、この人は宋の時代に中国に渡って、中国語
を勉強して、宋の言葉で思考していたんですね。日本に帰ってきて、曹洞宗を開きましたけれど、その道元
が、『正法眼蔵』野中で「ものを考えるときには、笊（ざる）で水を掬（すく）うごとくにせよ」と言ってい
るんです。
　ふつうでしたら逆ですよね。「笊で水を掬うごとく」では、もう水が漏れてしまいます。しかし、その漏れ
ていく水の音に耳を澄まして、そのときを考えていくこと、すなわち、ものの役に立つとか目的があるとか、
そうしたことを超えて、ベンヤミンの言う「純粋言語」のようなところに、あるいはそれを超えたところに向
かって自分の心を間断なく捉え直していく、そういうことを続けていくことが、やはり必要なようです。」



☆mediopos-2564　　2021.11.23
20世紀以降の西洋哲学では
一元論的な考え方が主流だが
（二元論はデカルト的二元論という
批判のための決まり文句があるほどに旗色が悪い）

美学者の伊藤亜紗は
ずっと二元論に関心があるという
「心と体を別々のものとして考える、心身二元論」

一元論には一元論なりの理由があるのだが
実際問題としてその一元論の多くは結果的に
物質一元論つまりは唯物論のヴァリエーションに堕し
心身一如の視点というわけではない

唯脳論というのもそのひとつ
脳科学者をはじめとしてともすれば
「《私》は存在しない」とさえ言い切ったりもする
仏教者の一部が唯物論的になるのもそういうことだ
すべては縁起であって
《私》が存在するというのはいわば無明故なのだ
結果的に物の関係性の世界に近くなってしまう

かつて人間は霊魂体の三分節としてとらえられていた
それがキリスト教会が霊は教会が管理するものだとして
個々の人間は魂と体の二元存在とされてしまった
そして現代の科学主義的な文脈からは魂さえも消され
人間は体だけの存在だとらえられるようになった
脳科学で「クオリア」というのをもってこざるをえないのも
物質的な脳では説明がつかないからだ

ほんらい必要な一元論は
心身を総合する霊という霊的一元論なのだが
現代ではそれが物質的一元論となってしまっている
だから科学は霊どころか心までを
どうにかして存在しないものとしようとしている

だれでもが実感しているはずだが
実際のところ心と体は一体化してはいない

生まれてから体は成長しそして老いていくが
「私の心」は「体」に折り合いをつけようとしたりもするが
互いに寄り添い合ってていくとはかぎらない

「心ここにあらずな体」と
「体ここにあらずな心」が
交差しながら働き合っているとでもいえるだろうか

体と心はそれなりのしかたで
共生・統合されている側面もあるだろうが
それを統合する「霊」の働きを考えた方がわかりやすい
その意味での三分節的一元論（いわば三位一体）として
人間をとらえたほうが実感にも近いのではないだろうか

けれどいきなり霊をもちだすのも難しいので
まずはかつての二元論というよりは
それをあらたに捉え返したかたちで
人間を心身の二元に分けてとらえるのが
実際的なのではないかと思われる
そのうえでの一元論である

■村瀬孝夫と伊藤亜紗の往復書簡「ぼけと利他」
　第28回　心ここにあらず（伊藤亜紗）
　（「みんなのミシマガジン」2021年11月22日より）
https://www.mishimaga.com/books/boketorita/003807.html



■村瀬孝夫と伊藤亜紗の往復書簡「ぼけと利他」
　第28回　心ここにあらず（伊藤亜紗）
　（「みんなのミシマガジン」2021年11月22日より）
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「　2ヶ月ほどまえに、中学生向けの本を出版しました。テーマは体とアイデンティティ。本というよりは体とつきあうため
のパンフレットといった感じの、薄くて可愛いらしい本です。読書はあまり得意ではないけれど悶々とした悩みを抱えてい
る、そんな10代に向けて書きました。
　10代に向けて本を書いたのは初めてだったので、いろいろと新しい経験をしました。まず、やりとりを重ねるうちに、担
当編集者の方が、どんどん中学生になっていくんです。
「　そうこうしているうちに、書いているこちらも、時間感覚がおかしくなってきました。この本は「思い通りにならない
体が思いがけないことをつれてくる面白さ」について書いているのですが、ベースにあるのは、わたし自身の子供のころの
吃音経験です。言えなかった言葉を寝る前に反芻する、苦いような甘いような時間のことが思い出されます。書きながら、
自分が育った実家の子供部屋にいるような錯覚に陥っていきました。
　おそらく、文章を書くこと、あるいは読むことは、必ずしも現在の自分が書いたり、現在の自分が読んだりするものでは
ないんでしょうね。40代のときの作品でも、実際に書いているのはその人のなかの10代かもしれないし、すでに大人になっ
た人が、10代のときの自分のために本を読むこともある。10代向けの本といっても、それはあらゆる年齢の人のなかにいる
10代に向けて本を書くことなのだな、と思いました。」

「　先週、修復家の方たちとお話する機会がありました。公園に設置されているブロンズ像や、巨大な野外彫刻、食堂に飾
られている壁画などを手がけていらっしゃる方々です。扱っているのは作品というモノなのですが、ご本人たちの感覚は介
護とそれほど遠くないように思いました。
　主に公園のブロンズ像を扱っている方は、「ホースで水をかける、という鑑賞の仕方がある」と言い切ります。作品は基
本的には目で見て鑑賞するものなので、触れる機会は多くありません。その「ブランク」が、洗浄の作業を特別なものにし
ます。腹部に水をかけたり、泡をつけて足をブラシでこすったり、ワックスをつけて顔を磨いたりしているうちに、像が全
然違う存在に見えてくるのだそうです。
「　一方で、修復という作業は、科学者的な視点や、歴史学者的な視点も必要とします。」
「　他方で面白かったのは、その修復家の方が、「作業を始めたら頭を使わない」と言っていたことでした。頭を使うと、
毎回同じようなやり方をしてしまうからだそうです。必要なときには、作品を分解したり、穴をあけて部品を取り換えたり
する必要がありますが、そこには作家の生理のようなものが見えてくる。「となりのおじさんの生活に入っちゃった感じ」
とその修復家は言います。自分の基準で整えるのではなく、「おじさん」の整理に従って整えること。自分の体になじんだ
技やしみついた癖で判断してしまわないために、「頭を使わない」なのだそうです。」

「　魂のない存在をケアするというのは、いったいどういうことなのでしょうか。
　そのことを考えるきっかけとなったもうひとつの出来事は、週末の川口有美子さんとの対談でした。川口さんは、1995年
に筋萎縮性側索硬化症（ALS）と診断されたお母さまを、12年にわたって介護をしつづけました。ご存知のとおり徐々に筋
肉がやせて体が動かなくなる病気で、川口さんのお母さまも途中から人工呼吸器をつけ、最後にはまぶたを閉じたまま目も
固定され、意思疎通ができなくなりました。
　意識は明晰なのに意思疎通ができない状態は、想像するだけでも大きな恐怖をかきたてます。しかし、川口さんがお母さ
まを通して経験したことは、少し違っていました。意思疎通が取れなくなった段階でお母さまの脳波を測ったところ、シー
タ波が出ていたのだそうです。シータ波とは、瞑想など深いリラックス状態で見られる脳波のこと。川口さんは、「母は完
成された」と思ったと言います。「母は天国と地上の真ん中らへんにいる」「母はもうこの世のことには興味がないし、私
たちのことは心配していないんだな」。もちろん、体が動かなくなる過程ではいろいろな葛藤があったはずですが、川口さ
んは、どこかで「任せよう」と思ったお母さんの意思を尊重しなければならない、と考えました。
　面白いのは、お母さまが、魂としては「天国と地上の真ん中らへん」の存在として完成されながら、同時に、代謝する体
を地上に残していた、ということです。川口さんは、「母の体のまわりで、私たちはとても幸せにくらせていた」と言いま
す。家族だけでなくヘルパーさんたちも、お母さまの体をいい状態に保つことが楽しかった、と。脳死を「植物状態」と表
現することがありますが（川口さんのお母さまは脳死ではありませんでしたが）、文字どおり「心ここにあらず」の体をみ
んなでケアすることは、農業のような共同性を生むのかもしれません。
　患者さんにも、毎日毎日他人に介護されるうちに、自分の体が自分だけのものじゃない、という自覚が生まれてくるので
はないか、と川口さんは言います。実際、「自分は死んじゃってもいいけど、自分の体がないとまわりのみんなが困る」と
言う患者さんもいるそうです。みんなが困らないように、自分の体を地上に残しておく。川口さんのご著書のタイトルは
「逝かない身体」なのですが、これは「死なない身体」という意味ではなくて、「生かしておく身体」という意味だったの
だ、と知りました。まるで「自分の体の留守をみんなにあずかってもらう」みたいな感じですね。

「『どもる体』の序章にも書いたのですが、ずっと二元論に関心があります。心と体を別々のものとして考える、心身二元
論です。確かに、西洋の哲学の文脈では、20世紀以降は一元論的な考え方が主流です。二元論はコテンパンに否定され、
「心は体である」というような言い方がされてきました。でも、一元論だと言えるのは、うまくいっている体を前提にして
いるからなんですよね。うまくいっていない体は、必然的に二元論になります。心は〇〇したいと思っているのに、体はそ
のとおりにならないのですから。
　その二元論にもおそらくいろいろなタイプがあります。吃音の二元論は瞬間的にやってくる分裂としての二元論ですが、
川口さんのお母さまは分離することによって平穏がもたらされるような、均衡としての二元論を生きていました。心と体を
遠く引き離すことによって見えてくるのは、「人間」の狭い定義なんかはるかに超え出るような、未知なる生のあり方です。
二元論は、一歩間違えると本人の思いを無視することになるので、慎重な態度が必要なのですが、そこにある生のかたちに
新たな身体論の可能性をさぐってみたい。そんな「心ここにあらずな体」に思いをめぐらせた数週間でした。」



☆mediopos-2565　　2021.11.24
現代では「エコノミー」といえば
経済を意味するものとして捉えられているが
それは近代以降のことである

「エコノミー」の起源は
古代ギリシアの「オイコノミア」にまで溯れ
家を富ませるための家政の技術のことだったが

ストア派の哲学者は
宇宙を秩序づける根源的な働きとしてとらえるようになり
さらにキリスト教神学へと移入され
スコラ哲学のトマス・アクィナスはそれを
神による世界統治の様態としてとらえるようになる

やがて一八世紀になると
「重農主義」に関連させた有機的な秩序を意味するようになり
農業の分野で考究されるべき「政治のエコノミー」
そして自然界全体に働く「自然のエコノミー」の概念が生まれ
そこから「経済学」としての「エコノミー」と
「エコロジー」が派生してくることになる

バタイユは「エコノミー」を
経済を含む生産の観点からの
「限定エコノミー」と
非生産的な余剰という観点からの
「一般エコノミー」としてとらえ

「贈与」に関連した観点から
人間の全体生を考察することで
生産から消費へ
有用性から栄光へ
〈俗なるもの〉から〈聖なるもの〉へと向かう

「エコノミーの範型は目的への秩序づけ」であり
その目的を遂行するための手段としての有用性において
他者に関係づけられることで働くが
それは生産的エコノミーであって〈可能なもの〉の圏域にある
しかしバタイユのいう「至高者」における生は
〈不可能なもの〉の圏域にあり
自らの所有を放棄して見返りなく贈与する「消尽」へと向かう

そこでは「与える者は〈誰でもない者〉であり、
与えられる者は〈誰でもない他者〉であり、
与えられるものは〈何でもないもの〉」となる

純粋に見返りのない贈与というのは
与える者も与えられる者もなくただ与えることに他ならない

私たちが何かを「与える」というとき
そのことで具体的な「返礼」を求める

それは商品などの場合は交換や売買であり
具体的な「物」でない場合にも
与えられたものに見合ったものを返すことで
その平衡を保とうとする
一方的に与えられるだけでは平衡が保てないからだ

けれどもそれを宇宙的な秩序としてとらえるとき
与えることと返礼は
異なった次元のものどうしの秩序においても
平衡をとる必要がでてくる

たとえば宗教的な供犠では
地上だけの関係性だけではなく
地上と地上を越えた世界との関係性が問題となる
神的なものとの間の関係である

おそらく神々の領域においても
霊的エコノミーや贈与は成立していて
地上的な意味での返礼ではなく
別の意味での返礼が求められることになる

「見返りのない贈与」というのも
霊性における次元において平衡が求められている

その意味でいえば宇宙のエコノミーの原理は
「与えることで与えられる」ということであって
直接的にせよ間接的にせよ
次元間の見えないやりとりにせよ
みずからがみずからに求める
姿を変えた平衡作用として
とらえることもできるかもしれない

主体を超えた主体の関係性においては
「〈誰でもない者〉が〈何でもないもの〉を
〈誰でもない他者〉に与える」
ということにほかならないのである

■佐々木 雄大『極限の思想　バタイユ／エコノミーと贈与』
　 (講談社選書メチエ　講談社 2021/10）



■佐々木 雄大『極限の思想　バタイユ／エコノミーと贈与』
　 (講談社選書メチエ　講談社 2021/10）

「バタイユは人間の活動を生産の観点からのみ考察する思考の枠組みを「限定エコノミー」（économie 
restreinte）と呼び、いわゆる「経済」もこれに含まれる。これに対して、人間の活動から不可避的に生じる余
剰という観点から、その非生産的な営為ををも考慮に入れる学問が「一般エコノミー」（économie 
générale）である。限定エコノミーの観点からすれば、人間は自己保存の欲求に従って、自己の共同体の生を
維持・拡大するために、富やエネルギーを生産・消費・交換・分配する存在である。そこでは行為の一切は有
用性という尺度の下で測られ、消費もまた結果的に生産へと寄与する生産的消費に過ぎない。しかし、バタイ
ユによれば、人間は自己の損失をも欲望する存在である。それはときに自らの生命や財産を非生産的に浪費
し、いかなる計算も見返りもなしに贈与する。そこでは人間は有用性の原理に従属することのない至高な存在
であって、栄光だけが唯一の尺度となる。このような消尽をも含めた人間の生産性を考察するのが、バタイユ
のいう一般エコノミーなのである。」

「一般エコノミーの観点からすれば、至高性とは消尽することであり、至高者は非−知の主体であり、至高者
のコミュニケーションは企図されえない。そてゆえ、至高な生は知と所有の主体による生産的なエコノミーの
外部に存する。この生産的エコノミーが〈可能なもの〉の圏域なのだから、至高の生はその外部、つまり〈不
可能なもの〉である。もし何らかの意味で至高性があるとすれば、それは「不可能であるにもかかわらずそこ
にある」ことになるだろう。この意味で、至高性とはひとつの奇跡なのである。
　このように至高性が〈不可能なもの〉だとすれば、最後にもう一つ重要な問いの答えがここから導出され
る。至高者のコミュニケーションは瞬間・好運・純粋記憶という脱臼した時間性において生起する。そこで至
高者となった者は非−知へと変容し、自らの所有を放棄して消尽する。この消尽を通じて、至高者は自らを与
える。そこで与える者は〈誰でもない者〉であり、与えられる者は〈誰でもない他者〉であり、与えられるも
のは〈何でもないもの〉である。それはまさしく「〈誰でもない者〉が〈何でもないもの〉を〈誰でもない他
者〉に与える」という贈与の定式を満たしている。実を言えば、〈不可能なもの〉としての贈与とは至高者の
コミュニケーションだったのである。」

「至高者のコミュニケーションとは〈不可能なもの〉としての贈与であった。だとすれば、その運動に相応し
い表現もまた贈与であることになる。バタイユが自らの書くものを「最も狂った、最もよく聾者に宛てられた
呼びかけ」だと形容するとき、それが贈与を指していることは明らかだろう。聾者に宛てられた呼びかけとは
返答のあてのない呼びかけであり、応答の可能性を予め考慮されることのない発話である。それは返礼のない
一方的な贈与であり、生産へと決して回収されない消尽なのである。
　とはいえ、沈黙を含む表現と再生産的な表現を客観的な基準の下で明確に判別することなどできない。もし
両者が区別されるならば、それらは互いに生産的な領域へと繰り込まれてしまうだろう。ポエジーはたしかに
言表不可能なものを表現しようとする試みだと言えるかもしれない。しかし、表現可能なものを限界まで踏破
していなければ、それは単なる慰めへと堕してしまう。そのとき、ポエジーはもうひとつ別の言説として通常
の言説に対立するだけであって、一方の手が与えるものを他方の手が引き止めるにすぎない。また逆に、論証
的言説だからといって、沈黙を含みえないわけでもない。なぜなら、いかなる表現であろうと、それが〈可能
なもの〉であるかぎり、その内に既に〈不可能なもの〉を抱え込んでしまっているからである。それゆえ、何
らかのメルクマールがあるとすれば、それは結局、コミュニケーションの運動に呼応しているか否かというこ
とでしかない。すなわち、ある表現が別の表現を促し、その表現がまた別の表現を強いたという事実によっ
て、事後的にそれが贈与だったことになるのである。
　なぜバタイユは書いたのか。それは書かざるをえなかったからである。そして、バタイユの書いたものを読
んだ者が書くことでと促されるとき、あるいは、書かざるをえなくなるとき、バタイユの表現が始めて贈与な
るのである。」

（「補論　エコノミー概念小史」より）

「エコノミーとは何か。今日「エコノミー」（economy,économie）」という語は「経済」という意味で理解
される。それは時間や貨幣、エネルギーといった稀少材の節約や効率的な使用を、あるいは利益と損失を計算
する合理的判断を、そしてまた商品の生産・分配・交換・消費を文肢とする諸活動の相対を意味する。とはい
え、そうした経済の捉え方はあくまでも現代の経済体制に即した理解にすぎない。例えば、経済史家のカー
ル・ポランニーが言うように、歴史的に現れた様々な経済システムを互酬性・再分配・家政・交換という四つ
の原理へと分類し、市場経済が支配的になるまでの間、これらのシステムは社会的諸関係の内に「埋め込まれ
ていた」（enbedded）と考えるこよもできる。」

「エコノミーの営為そのものはおそらく人類の歴史と同じほど古く、その始原を跡づけることはできない。し
かしながら、「エコノミー」という語は古代ギリシアの「オイコノミア」にまで溯ることができる。」
「オイコノミアを主題とする。現存する最古の著作はソクラテスの弟子クセノフォンによる『家政論』であ
る。」

「オイコノミアを再び宇宙規模にまで拡大したのは、ストア派の哲学者たちだった。ストア派にとって、宇宙
とは単一の神的理性によって合法則的に秩序づけられた自然の総体である。この宇宙を秩序づける根源的な働
きがオイコノミアと呼ばれる。」

「神の宇宙統治としてのオイコノミアはキリスト教神学へと移入されると、その中心的教義に関わる重要な意
味を担うようになる。（･･･）
　パウロが用いる「オイコノミア」という言葉には、二通りの解釈がありうる。この語を「職務」と理解する
ならば、パウロは神によって託された職務を預かっているということである。他方、これを「摂理」と取るな
らば、神による宇宙の管理のために、パウロが派遣されたことを意味する。いずれにせよ、パウロが自らの個
人的な意志ではなく、神によって使命を託されて福音を告知しているという点では変わらない。」
「中世のキリスト教神学において、オイコノミアに関連する三つの概念を用いて神による世界統治の様態を説
明したのが、スコラ哲学最大の神学者トマス・アクィナスである。（･･･）
　トマスにおける神の世界統治は秩序の計画・実行・逸脱という三つの様態として捉えられる。」

「一八世紀に初めて「エコノミスト」と呼ばれる一群の人々が登場した。それが「重農主義」
（physiocratie）である。彼らにとって「エコノミー」が重要な概念だったことは、その代表的人物ケネーに
捧げられた弔辞によく表れている。（･･･）ここで「エコノミー」とは、様々な学問領域における有機的な秩
序を意味している。そして、とりわけ農業の分野で考究されるべき「政治のエコノミー」（économie 
politique）がつまり、「経済」なのである。」

「動物のエコノミーが一箇の生物体内に限定された秩序だとすれば、これを自然界全体にまで拡張したのが
「自然のエコノミー」である。二名法で知られる植物学者輪廻は『自然のエコノミー』において、神学と生物
学の交差する地点にエコノミーを見出す。」
「エコロジーとエコシステムは自然のエコノミーから派生した概念である。」

「エコロジーと同様に、初期近代のエコノミー概念から分岐して、現代の思想や社会に多大な影響を与えてい
る支流がもう一つある。それが「経済学」（political economy）である。」

「エコノミーの範型は目的への秩序づけである。そこには永遠的な側面と歴史的な側面、摂理と運営、目的の
ための手段の配置と手段を用いた目的の遂行が含まれる。こうした目的−手段関連の下での行為が指示するも
のとはつまり、有用性である。有用性とは（･･･）目的のための手段である。それはより一般的に言い換えれ
ば、他のものへと関係づけられることを意味する。それ自身を目的とし、他者へと従属することのない至高者
は決して有用となることがない。仮に神がそれだけで存在し、世界という他者がいなければ、オイコノミアは
必要とされなかっただろう。したがって、エコノミーとは究極的に他者への従属的関係を意味するのであ
る。」

【目次より】
序 章 バタイユのエコノミー論
第一章 エコノミー論の生成
1.一九四五年九月二九日付ガリマール宛書簡 2.松毬の眼 3.消費の概念
第二章 エコノミー論の軌跡
1.異質学 2.聖社会学 3.有用なものの限界
第三章 エコノミー論の探究
1.知/非 知 2.可能なもの/不可能なもの 3.限定エコノミー/一般エコノミー
第四章 エコノミー論の展開
1.贈与 2.エロティシズム 3.〈聖なるもの〉 4.至高性
終 章 バタイユの贈与論
補 論 エコノミー概念小史
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「常識」は「世論」をつくるが
「常識」そのものが間違っているかもしれないことは
意識しておいたほうがいい

じぶんだけの「常識」であれば害は少ないが
それが「世論」とともにあるとき
その「世論」にも少なからずじぶんの責任があるからだ

「常識」の多くには
身近な人達からの影響もあるだろうが
教育やマスメディアやネットによって得た情報が
「常識」になっていることも多い

それらの多くは自分で考え
それを検証して「常識」としているわけではない
ほとんど刷り込み（インプリンティング）である
そしていちどすり込まれた「常識」はなかなか変えられない

教育やマスメディアやネットに
バイアスが少なければいいのだが
むしろそれらこそがバイアスの源となっている
それらの発信源に都合の悪い情報は
最初から情報の外に置かれるか
間違った情報やフェイク情報として位置づけられてしまう

発信源は基本的に多くの場合
政治と経済の利益によって成立しているから
その背景にしっかり目を向けておくことが
刷り込みから自由になるためのリテラシーを育ててくれる

本書は森林ジャーナリスト田中淳夫による
地球環境問題に関する常識や思い込みへの異論集だが
それらの異論・異説がすべて正しいというのではなく
「「森の常識」を元につくられた〝環境問題の世論″」に
「不都合な真実を突きつけ」
「多くの情報の正否を判断し、全体像を描」き
「時間的視野を持ち、「もし～だったら」と考察する」ことを
繰り返すことで思考を鍛え
リテラシーを磨いていくというのがその意図のようだ

昨今の環境問題や医療の問題などをめぐって
「常識」とされていることの多くは
いろんなお金や力が働いてつくられたものだ
「SDGs」とかいうのも
どこかほんらいの問題意識とは
どこか別のところで動いている経済問題だったりもする

「常識」は部分的には確かに
「正論」を語っているので疑いを持ちにくいが
その「正論」によって隠されていることや
政治や経済においてどんな利益が動くのか
ということに目を向けていけば
その部分性によってスポイルされているものも見えてくる

気を付けなければならないのは
「異論・異説」への過度の傾斜にも注意が必要だということだ
「常識」となっている「正論」のすべてに
アンチをぶつけるだけだと
それが別の強力なバイアスを生んでしまう

重要なのはさまざまな意見を総合したうえで
大きな声に左右されず
また自分に都合のよい情報だけに拠らず
「中」なる見解を持てるよう努めることだ
それが必ずしも正しいとはかぎらないが
そうすることで常にみずからを極論と思い込みから遠ざけ
柔軟な判断のもとに置くことができる

※引用部分に目次を引いておいたが
それぞれのテーマ（章）ごとに
「森の常識」に「？」がつけられているから
じぶんの「常識」にぶつけてみると思いがけない気づきとなる

■田中 淳夫『虚構の森』
　（新泉社　2021/11）



■田中 淳夫『虚構の森』
　（新泉社　2021/11）

「森があれば洪水を防げ、渇水もなくなり、山は崩れない。森は二酸化炭素を吸収して気候変動を抑えてくれ
る。また森こそ生物多様性を支える存在であり、もっとも大切な自然である。それらを裏返すと、人の営みは
常に環境破壊を引き起こす。さらにプラスチックは環境に悪い影響を与え、農薬や除草剤は生態系を狂わせる
悪魔の化学物質。
　森だけではないが、こうしたステロタイプな環境問題における常識は、本当の問題点を覆い隠す。昨今は国
連の定めた温室効果ガスの削減目標やSDGs（持続可能な開発目標）さえ推進すれば（実現すれば、ではな
い）、地球は安泰だと信じてしまう。
　何も「森の常識」を全否定しようというのではない。だが深く考えずに信じてよいのか。何か見落としはな
いか。常識というバイアス（思い込み）は判断を誤らせないか。
　森の世界に長く関わると、ときに「不都合な真実」に触れてしまうことがある。不都合と言うより、森は千
差万別であり。融通無碍であり、常にワンダーな感覚に満ちた存在であることに気づくと言った方がよいか。
私自身は、その謎だらけで予想を覆す森に惹かれるのだが、世間は固定された森の姿を描きがちだ。そんな
「森の常識」を元に環境問題の世論が形成され、政策がつくられていくのを見ると、不安を超えた危険性を感
じる。
　本書では、私の見つけた森に関する異論・異説、意外な現実などを紹介したい。それらは一般に思われてい
る森林とは違った姿だろう。学会で定説（だが、世間ではあまり知られない）の項目もあれば、新説として注
目され始めたばかりで、まだ評価が出ていないものもある。とはいえ（…）陰謀論や政治的プロパガンダ、ス
ピリチュアル系、オカルト系のトンデモ学説からは慎重に距離を置いたつもりだ。
　テーマには、地球的課題であり気候変動と生物多様性に関わる森の話題を意識してエランdあ。そのほか外
来種の侵入など身近な自然の変容、日本の森林の歴史的変遷、植物が人にもたらす被害としての花粉症、日本
文化を支える森の産物、そして環境問題に対する政策や報道そのものも取り上げたい。
　自然の変化を何でも環境破壊だと糾弾するつもりはない。反対もある。環境破壊と騒ぐ中には、まったく別
の理由で起きたもの、あるいは自然界の正常な営みを人為のせいだと思い込むケースもある。また人が生きる
ための自然への働きかけを、どこまで否定できるのか迷う。ある程度の「人間の都合」は受容せざるを得ない
だろう。
　また「異説への異論」もあるはずだ。その異説を取り上げた私の浅学さもあれば、早合点もあるだろう。科
学の新たな知見が過去の定説を否定する可能性だって残される。本書を読んで「こんなもの、異説でも異論で
もなう。すでに常識だ」という人もいれば、「信じられない。意図的にゆがめられた情報じゃないか」と思う
人もいるだろう。ここであっさり異論を信じるでも否定するのでもなく、さらに深掘りして、本当に正しいの
はどちらかチェックしてくれたらよい。それを含めてのリテラシーだ。」

「現在、世界中の科学者たちが必死に将来の環境を予測しようとしている。そして警告を発している。もちろ
ん外れることもあるが、全体としては想定どおりに危機が進行している。だが信じない人も多い。そして
「フェイクニュース」、そして「グリーン・ライ」「グリーン・ウォッシング」が広がってきた。ニセ情報、
環境に関する嘘、環境によいと思わせる洗脳、と訳せばよいか、いずれも世間を欺き、現実の環境破壊を隠す
ものだ。
　なぜなら警告は、自分にとって不都合な事態であり「信じたくない未来」だからだ。それゆえ恣意的に、あ
るいは無自覚に否定する。ただ、それらのニセ情報は「目先を取り繕う」ためだけであり、本来必要な対策の
足を引っ張っているのだ。
　これらに対抗するには、できる限り正確な情報を導き、それを多くの人に届け、足を引っ張るフェイク
ニュースを否定する必要がある。そこに必要なのは、感情的な予想ではなく、厳格に科学的データに寄り添
い、未来に起きるさまざまな可能性を想像することだ。そんな「論理的な想像力」を磨きたい。
　では「論理的な想像力」を磨くにはどうしたらよいか。
　まず情報は多いほうがよい。異論・異説も含めた幅広い情報を仕入れ、ていねいに考察する訓練が欠かせな
いと思う。情報はバラバラ、正反対のものでもよい。一つ一つ検討して正否を判断していくうちに、全体を包
含する新たな「事実」を見つけられるかもしれない。
　「群盲象を撫でる」とか「木を見て森を見ず」と言うが、個の盲人が撫でて取得した情報は間違いではない。
目にした一本一本の木の様子も嘘ではない。だから各人の情報を突き合わせていけば、全体の姿を想像できる
はずだ。

　ただし、大きな声に左右されないこと。自分に都合のよい情報だけを選ぶ、都合の悪い情報を無私する、と
いったバイアスに支配されないこと。象の鼻を触った人の意見だけを重んじると、象は長い蛇のような生物に
思えてしまう。大木ばかりに注目したら低木や草を見落とす。多くの情報の正否を判断し、全体像を描く。そ
して時間的視野を持ち、「もし～だったら」と考察する。それを繰り返すことで思考を鍛えていきたい。」

※各章での「異論」より

第1章 虚構のカーボンニュートラル
「森林は増えている！
　森林は温室効果ガスを出す！
　気候変動で陸地が増えた島国あり！
　木を植えるのは環境破壊！」

第2章 間違いだらけの森と水と土

「森があると水は涸れる！
　森の下の表土は失われる
　森が山崩れを誘発する！
　土からパンデミックが起きる」

第3章 日本の森を巡る幻想

「現代日本の森は非常に豊か
　潜在自然植生は幻の存在！
　進化は自然破壊から始まる！
　生物は森より草原に多い！」

第4章 フェイクに化ける里山の自然

「花が咲いても種はできない！
　日本の原風景を外来種がつくる！
　養蜂が野の自然を守っていた！
　争わない外来種と在来種もある」

第5章 花粉症の不都合な真実

「スギ花粉は縄文の昔も多かった！
　森が荒れると花粉は減る！
　間伐したら花粉は増える！
　花粉に似たマイクロプラスチック」

第6章 SDGsの裏に潜む危うさ

「日本文化を支えるのは外国産！
　自然を破壊する自然エネルギー！
　パーム油は非常に優秀な食用油
　食糧危機はやって来ない！」



　ただし、大きな声に左右されないこと。自分に都合のよい情報だけを選ぶ、都合の悪い情報を無私する、と
い◎目次 

はじめに ――森を巡る情報の「罠」

第1章 虚構のカーボンニュートラル

1.地球上の森林面積は減少している?
2.アマゾンは酸素を出す「地球の肺」?
3.間伐した森は「吸収源」になる?
4.森林を増やせば気候変動は防げる?
5.老木は生長しないから伐るべき?
6.温暖化によって島国は水没する?
7.砂漠に木を植えて森をつくろう?

第2章 間違いだらけの森と水と土

1.「緑のダム」があると渇水しない?
2.「緑のダム」があると洪水は起きない?
3.木の根のおかげで山は崩れにくい?
4.森は降雨から土壌を守ってくれる?
5.黄砂は昔から親しまれる気象現象?
6.植物もパンデミックに襲われる?

第3章 日本の森を巡る幻想

1.マツタケが採れないのは、森が荒れたから?
2.古墳と神社の森は昔から手つかず?
3.日本の「本物の植生」は照葉樹林?
4.日本の森は開発が進み劣化した?
5.植林を始めたのは江戸時代から?
6.生物多様性は安定した環境で高まる?
7.草原は森より生物多様性は低い?

第4章 フェイクに化ける里山の自然

1.ソメイヨシノにサクランボは実るか?
2.外来草花が日本の自然を浸食する?
3.堤防に咲く花は、遺伝子組み換え植物?
4.街路樹は都会のオアシスになる?
5.ミツバチの価値はハチミツにあり?
6.外来生物は在来種を駆逐する?

第5章 花粉症の不都合な真実

1.造林したからスギ花粉は増えた?
2.枯れる前のスギは花粉を多く飛ばす?
3.スギを減らせば花粉も減る?
4.舗装を剥がせば花粉症は治まる?
5.花粉症はスギがもたらす日本だけの病?
6.マイクロプラスチックは花粉症より危険?

第6章 SDGsの裏に潜む危うさ

1.桜樹は日本人の心だから保護すべし?
2.和紙も漆も自然に優しい伝統工芸?
3.木材を使わない石の紙は環境に優しい?
4.再生可能エネルギーこそ地球を救う?
5.パーム油が熱帯雨林を破壊する?
6.農薬や除草剤は人にも環境にも危険?
7.人口爆発のため食料危機になる?

終わりに――行列の後ろを見るために



☆mediopos-2567　　2021.11.26

音楽について考えることは
宇宙を考えることにつながる

おそらく宇宙は
コスモスとカオスのあいだで
奏でられる音楽でもあるからだろう

音楽は地上を越えた世界
言葉を換えれば
意識下へと働きかける
魔術的なものでもあった危険性から
原初においては仏教もキリスト教も
音楽に対して否定的であった

孔子が音楽を好んだのは
礼楽としての秩序を求めたからでもあるだろうが
その孔子も日がな楽を奏でることもあったようだ

その出自はシャーマンにつながるものでもあり
天的な秩序を地上的な秩序へとつなげる
そんな意図もあったのかもしれない

わたしたちの意識もまた肉体そして五感も
多くは地上的現実にとらわれているから
そのカオスを秩序づけるために
音楽を理性的に働かせることもできるが
反面音楽は情動に強く働きかけもする
音楽には「カオスとコスモスの
両方の領域に属する二面性」がある

近代はその理性の側面に重きを置き
魔術的側面を抑圧してきたが
本書は帯にもあるように
「前近代における音楽の重要性を明らかにし、
近代が抑圧した魔術的世界を呼び覚ます」ための
さまざまな示唆を盛り込んでいる

しかしともすれば魔術的世界への傾斜は
意識下の領域を混乱させることにもなりかねない
おそらく重要なのは近代的な意識を通りながら
その領域を拡張していくために
あらためて前近代の音楽
あるいは〈表現〉ではなく〈沈黙〉へと
寄り添っていくことなのではないだろうか

ある意味において
魔術においてもっとも高度なありようは
魔術をあえて行使しないことでもあるという
つまり〈表現〉しないことであり〈沈黙〉することだ
そしてそれは深い祈りにも通じている

■滑川英達『魔術的音楽のために／魂の宿す声、音に宿る神秘』
　（水声社 2021/11）



■滑川英達『魔術的音楽のために／魂の宿す声、音に宿る神秘』
　（水声社 2021/11）

「音楽の起源がどのくらい昔まで遡れるかわかりませんが、おそらく言葉と同じくらい古いものでしょう。単なる
鳴き声から言葉が生まれたとき、意味のある音というものを人間は初めて手にしたのでしょうから。」

「古代人はこの世のある全てのもの、動物や植物といった生物にとどまらず、石や水、川や海、炎や星といった無
生物まで、全てが魂を持ち、「言葉」あるいは「歌」を発していると考えていました。」

「本書で扱う魔術的音楽、この「魔術的」という語は、啓示的宗教の引き受ける責任を欠く（あるいはそこから引
き剥がされた）ダイモーン的宗教と言い換えることができるかもしれません。」

「近代とは視覚優位の時代であったといわれます。目に見えるもの、肉眼で観察できるものを重視し、不可視のも
のを従属的な位置に置いていきました。網膜的知とでも呼べるものです。
　音楽とは振動であり、空気を伝わり、鼓膜を振るわせるだけでなく、肉体全体を振動させるものです。視覚を理
性的とするなら、より感覚・感情的で、肉体的なものともいえるでしょう。同時に視覚を具体的なものとするなら、
より抽象的なものともいえるでしょう。
　また、視覚における見る行為に比べて、聞く・聴くという行為が、より受け身であるともいえるでしょう。」

「キリスト教も仏教も、その長い歴史のせいで、最初は戸惑いますが、実はどちらも伝統の変革者（破壊者）とし
て現れた「新しい」宗教なのです。その攻撃の対象となったのが、魔術的な世界観・価値観だったのです。もちろ
ん、先ほど空海に触れた際に述べたように、後世になって、仏教は魔術的要素を取り入れてゆきます。キリスト教
においても、聖者や聖遺物への信仰を取り込みます。その辺りに、人類の文化・社会における。魔術的なものの普
遍性をみることができるでしょう。」

「「人間」なるものの定義とは何でしょうか？
　人間に道徳的な定義を与え、人間の可能性の範囲を限定することによって、僕たちの社会は成り立っています。
しかし（･･･）魔術的世界観は、（･･･）道徳というものから自由な世界です。そこには僕たちの暮らす社会の基準
から見て、善なるものもあれば、悪と判断されるものもあります。
　とらわれない心とは寛容な心でもあります。
　人類の歴史全部が、僕たちと同じ考えや感情で動いてきたわけではありません。そして世界の人々全員が、僕た
ちと同じ信念、道徳を持っているわけではないのです。
（･･･）
　問題となるのは、人間の定義ではなく、その可能性の領域だと言うべきでしょう。」

「音楽とは情動と理性の両者に働きかけます。これをカオスとコスモスの両方の領域に属する二面性と言い換えて
もいいでしょう。
　そして元来、識域下に対して意識的に働きかける技術が、魔術にしろ、音楽にしろ、必要とされました。」
「日常から離脱して、現実を超えた世界を捉え、他界への入口を開くのは、多くの場合、不快な雑音です。それは
金属音をはじめとして、発音が聞き取りにくい、通常の発生とは異なる獣のうなり声のような呪文や異言であった
りします。」
「ノイズというものは、日常生活にまんえんしているものですが、儀礼において、それのみを取り出して先鋭化す
ることで、日常意識と断絶し、精神の覚醒を促すものでもあります。
　理性とは言語をモデルとして組み立てられる認識です。そこから次元を上げ、言語化不可能な知（非−知）を受容
できるほど認識の幅を拡げるには、一旦、肉体という、精神と不可分な領域にある感覚・情動に働きかけ、詩人ラ
ンボーらの言うような意識的錯乱という一種の狂気、あるいは人類学者ベイトソンらの称えたダブルバインド（二
重拘束）といった状態を作り出すことで、新たな認識へと踏み込まねばなりません。臨済禅の瞑想と公案をめぐる
非＝日常言語・反＝意味的跳躍を、肉体による空気振動との共振による脱我を通して執り行う、と言うことも可能
かもしれません。」

「中世以前の西欧社会では、音楽、特に器楽とは魔的なものの顕れと捉えられていました。一方、体制内の音楽と
しては教会の合唱音楽が、「魔的の顕れ」と対になる概念として、「形而上の聖性の顕現」と捉えられていました。
　この、中世カトリックの教会音楽のポリフォニーを起源に持つ、西洋音楽、その起源が決して音楽の起源を指し
示すものではないことは、これまで僕らがめぐってきた散策によって明白かと思います。さらに、教会からも離
れ、「純粋」に「鑑賞」されるべく、生産された「純（！）音楽」。産業社会、情報社会で「消費」の対象となり、
僕らの生のＢＧＭとなるべく量産される現代の反−純音楽、それが技術発展と歩みを共にし、音楽の全く新たな位置
づけの必要性を希求していることも、これまでも僕らのぶらぶら歩きから了解のことと思います。技術発展は単な
る「合理化」「能率化」ではなく、世界観・宇宙観の断絶の上に成り立つ価値観の刷新であることも、僕らはぼん
やりわかってきましや・
　しかし何故、音楽と広義での「宗教」、あるいは音楽の「宗教性」にこわだるのか。それが見失われてゆき、今
再び見出そうとすることに、どんな意味があるのか。」

「音楽も宗教も、人間の精神＝身体の切迫した「病」、人間集団の存亡の「危機」に際して必要な、この世界を包
括する不可視の世界とのやり取りに欠かせぬ、「向こう岸とのコミュニケーション」における交渉人のような存在
なのではないかと思います。
　ここにシャーマニズムの「人間」という存在にとっての重要性、その出現の必要・必然性と普遍性が見出せるで
しょう。」

「僕らは「表現の自由」という〈言葉〉を何も省みることなく使っています。しかし、むしろ表現によって失われ
るものは何か、を問うことも大事なことではないでしょうか。重点は「自由」ではなく、「表現」に対する手放し
の讃美への疑問です。
　つまり「沈黙の意味」についてです。ケージの無音室での経験については、先に触れましたが、近代人にとって
沈黙は、ある場面、ある文化的背景では美徳、場面、文化的背景が異なれば、無礼とみなされます。一方、インディ
オの世界では、沈黙こそがニュートラルな状態なのかもしれません。
　天使が通るがままにせよ。
　そういえばデレク・ジャーマンに『エンジェリック・カンバセーション』という美しい作品がありました。今、
思い当たったのですが、天使的会話とは沈黙を指すのかもしれません。
　沈黙を引き裂く声と、沈黙に寄り添う声。
　声や音楽について考える際、沈黙を定常状態とみなしてみると、少し違った世界が見えてきそうです。」

「宗教に対する忌避の感情、近代の「信念」は、同時に何かしらの聖なるものとしか呼びようのない事象への畏怖
に対する、忘却という形をとった妄執を、その背景に持っています。
現実というカオスと、これをコスモスと認識することなしには成立しない人間の「知覚」、そしてこの認識゠知覚
を基礎とするカッコつきの「現実」。
カオスとしての現実と、通常僕らが現実と呼んでいるもの、という二つの領域を繋ぎ止めているのが、宗教であ
り、音楽であると言えるのかもしれません。」



☆mediopos-2568　　2021.11.27

最初に引用してある
殺人を犯した少年Ａと裁判官のやりとり

たしかに少年Ａは
「言葉」を持っていない

自分の感情を言語化することが不得意で
言葉で考えて掘り下げることができない
言葉が足りないので短絡的な言葉を使い
それをそのまま行動化してしまい
それが暴力となって表れる

「言葉」がなければ
単純な喜怒哀楽のなかでしか
じぶんを表現できなくなる
「言葉」を習得させる取り組みが必要だ

少年Ａの事例はたしかに極端な事例ではあるが
程度の差はあるがひとごとではない

はたしてじぶんは「言葉」をもっているだろうか

少年Ａと裁判官のやりとりからは
裁判官の「言葉」の貧しさも感じられる
この「貧しさ」というのは
じぶんの世界で使う「言葉」から
決して出ようとしない「貧しさ」だ
じぶんの「言葉」が「貧しい」かもしれないとは
おそらくまったく感じていない「貧しさ」だ

裁判官の姿勢が間違っているとか
偏っているとか不誠実だというのではもちろんない
裁判官のもっている「言葉」は
「常識」のなかでしか成立しえないなかで
少年Ａに対しているからだ

ここで途方に暮れるのは
「言葉」を持たない者と
社会的な「言葉」を持っている者が
やりとりをすることがどうやって可能かである

少年Ａの言葉の貧しさとは異なった
言葉の貧しさが
社会的な「言葉」を持っている者にもある
そのことが意識されないとき
「言葉」は暴力となるか
あるいは洗脳する道具となりかねない

少年Ａには常識でとらえられる
〝考える力〟〝他者への想像力〟〝倫理力〟は
感じられないが
社会的な「言葉」とされるなかでのそれには
はたしてどれほどのそれらがあるといえるだろうか

「必要なことを身につけ」
「社会のレールに乗れるようになる」ことは
たしかに切実なまでに必要なことだが
それが言葉の豊かさであるということはできない

ぼく自身数十年にわたって
いわゆる「社会」で働き続けているが
そうした場で使うことのできる言葉が
ほとんどの場合「記号」のようなものでしかないことを
日々切実なまでに感じている
「記号」から外にでることは
その「社会」では生きてはいけないことを
意味しているからだ

そのことを意識しながら生きていくことは
ある種の厳しいまでの「行」とはなり得るが
それで「言葉」を豊かにできるわけではない
じぶんの弱さと言葉の貧しさの前で立ち尽くすばかりだ

■石井光太「言葉を失った少年たち／どん底からの国語力再生」
　（文學界(2021年12月号) 2021/11　所収）



■石井光太「言葉を失った少年たち／どん底からの国語力再生」
　（文學界(2021年12月号) 2021/11　所収）

「少年Ａ「ぶっ殺してやろうと思って（被害者の少年を殺害現場へ）連れていきました」
　裁判官「その時に殺意があったということ？」
　少年Ａ［いや、ないです」
　裁判官「でも、殺してやろうと思ったわけだよね」
　少年Ａ「はい･･････。ぶっ殺そうと思いました」
　裁判官「じゃあ、殺そうとしていたんじゃないの？」
　少年Ａ［いや、そう思ったけど、殺そうとしたわけじゃないです･･････。（自分でも）よくわかりませ
ん･･････」

　二〇一五年、神奈川県川崎市を流れる多摩川の河川敷で、十八歳の少年が仲間とともに中学一年の男子生徒
を殺害した事件が起きた。冒頭の言葉は、その裁判における加害少年と裁判官のやりとりである。裁判官から
どの時点で殺意が芽生えたのかと問われたものの、加害少年は気持ちを言葉にできないまま答えるのを諦めて
しまった。
　少年院など矯正施設にいる非行少年たちの多くに共通する特徴がある。彼らが「言葉」を持っていないとい
う点だ。
　現在の少年院に収容されているのは、一時代前の暴走族に代表されるような不良少年ではない。虐待、いじ
め、貧困、障害といった問題にさらされ、早いうちから人間関係が破綻して不登校になり、現実逃避するよう
に仮想現実の世界にのめり込んだり、社会を漂流するように生きてきた者たちが大半だ。
　今は、不安や怒りを外部（社会や他人）にぶつける「反社会的」ではなく。それらを自分自身に向けて社会
不適応となる「非社会的」な子供が増えている。社会にあらざる子供という意味だ。」

「（奈良少年刑務所で教育専門官を務めた）乾井は述べる。
「不幸な境遇で育った少年は、『悲しい』とか『苦しい』とか自分の感情を言語化するのが不得意です。彼ら
にとって言葉で考えて掘り下げるのはつらいことでしかないので、考えようとしない。だから自己分析が非常
に苦手です。一方で、怒りの感情は『むかつく』『殺す』『死ね』など簡単に口にします。これらは他人に向
けらるものなので言語化しやすいのかもしれません。でも、言葉が足りないので、短絡的に極端な言葉で表
し、そのまま行動に移してしまう。それが暴力という非行として現れるのです」
　冒頭で紹介した川崎の事件の加害者たちも、自分が抱えている問題から目をそらすように、週に五、六日も
集まっては酒に酔い、沸き起こる怒りの感情を身近にいる弱い後輩にぶつけ、それが殺人事件にまでつながっ
た。これもまた、言葉を失った者たちの悲しいなれの果てなのである。」

「（「そんとく塾」という学び直しの機会を提供する教育機関の副塾長を務める）原田は語る。
「日本の学校では、国語は身近すぎて軽視されがちですが、生きることに困難を抱えている人の大半は言葉に
問題を抱えています。その苦労を知らない頭のいい大人たちが、彼らを「ちゃんとやれ」と叱っても効果がな
いんです。それなら、きちんと学び直しの機会をつくり、〝考える力〟〝他者への想像力〟〝倫理力〟をつけ
させるべきです。
　少年院や刑務所に行った人たちは、これより下はないという『底打ち』体験をしています。だからこそ、そ
こを出て社会に出た直後は、立ち直るためにスポンジのようにたくさんのことを吸収しようとする。この期間
にこそ、我々のような人間が支援に入り、必要なことを身につけさせなければならない。それができれば、彼
らは社会のレールに乗れるようになるのです」」

「本稿で見てきたのは、少年院を中心とした社会の底辺で若者たちに言葉を習得させる取り組みだ。極端な事
例と思われるかもしれないが、社会で生きづらさを抱える人たちの中には、多かれ少なかれ本稿に登場した少
年たちのように言葉を持たないことによって苦境に陥っている者がいる。ＳＮＳ全盛の現代において、そうい
う者たちがいじめ、ドラッグ、売春、詐欺といった落とし穴にはまりやすいのは容易に想像できる。
　情報社会に溢れる言葉はかつてないほどの量になっている。だが、それに見合うほど、人々は豊かな語彙を
持ち、つかいこなしているだろうか。言葉をつかった自分と他者について思考しているだろうか。むしろ、そ
の反対のことが起きてはいまいか。
　そう考えた時、メディアはもとより、言葉を生業とする人々が現代に果たす役割は大きいはずだ。」
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科学的にだけ解明されようとする人体には
なにかが欠けている

人体を科学的に理解しようとするとき
山本健人『すばらしい人体』は
楽しく読める啓蒙本としては優れているが
（だからベストセラーになっているのだろうが）

科学的には語るだけでは
人体は生体機械のようになってしまう
そこには文化の歴史がない
文化は科学の付録ではなく
生きるうえで必要な知恵なのだ

人は物質としての「人体」だけでできているのだろうか
そこからすべては生み出されているのだろうか
「自然界で普遍的に起こりうる化学反応の連鎖」だけであって
「化学や物理の方則によって説明できる」というならば
「考える」ことも「愛する」ことも「希望をもつ」ことも
すべて科学的・物理的なものに還元されてしまうことになる

しかし「サイエンス」への信仰者は
信仰であるがゆえに大真面目にそして真摯に
しかも善意から大真面目に
「科学的に説明」できること以外のものを
むしろ見えない闇のなかに葬り去っている

「軆」には文化誌がある
それぞれの部位をあらわす言葉があり
その語源や諺
その言葉を使った慣用句
そして語られてきた怪しい物語がある

それらは直接役に立つようなものではないが
むしろそうした「カラダのフシギなモノガタリ」から
「軆」の見えない姿も学ぶことができる
その意味で福井栄一『解體珍書』は
医学から葬り去られたものを世界に取り戻してくれる
「軆」の物語・歴史もまた「軆」の大事な世界だからだ

プロセス指向心理学のミンデルは
「ドリーミング・ボディ」について示唆しているが
実際のところ「人体」は「化学反応の連鎖」だけでできてはいない
いろんな「ボディ」の次元があって
それらが絡み合い働きあってできている

「ドリームボディ（シャーマンズボディ）」は
人間の存在の深層で
「夢」と「身体症状」(病い)を結びつけているボディで
その視点からボディをみていくと
身体症状(病い)に隠れた意味を見出すことができる

しかも私たちはじぶんだけに閉じた
ボディだけをもっているわけではない
とくにシャーマンズボディにおいては
じぶんの身体だけではなく
周囲の世界あるいは環境とも関係したものが
ボディとしてとらえらえている

私たちは「理路整然と「科学的に説明可能」」な存在だろうか
「化学反応の連鎖」だけでできた存在なのだろうか
その前提に立って（それ以外の要素は存在しないと見る）
現代はいままさに医療による人間管理が進行中だが
人間は物質的なものを超えた存在であり
それが管理できないものだということが忘却されつつある

「すばらしい人体」は
もっとひらかれた存在なのではないか
夢（ドリーム）を失った私たちは
夢みることさえできなくなってしまう
ましてやそれを超えたものを見出す可能性を奪われてしまう

■山本 健人
　『すばらしい人体／あなたの体をめぐる知的冒険』
　（ダイヤモンド社 　2021/9）
■ 福井 栄一『解體珍書—カラダのフシギなモノガタリ』
　（工作舎 2021/10）
■アーノルド ミンデル（青木聡訳・藤見幸雄監訳・解説）
　『シャーマンズボディ／
　　心身の健康・人間関係・コミュニティを変容させる新しいシャー
マニズム』
　（コスモスライブラリー 　2001/8）
■アーノルド ミンデル（藤見幸雄訳）
　『ドリームボディ―自己(セルフ)を明らかにする身体』
　（誠信書房 2002/4）
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　『ドリームボディ―自己(セルフ)を明らかにする身体』
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（「山本 健人『すばらしい人体』より）

「私は医師として医学を学び、人体の構造・機能の美しさに心を奪われてきた。一方で、このすばらしいしく
みを損なわせる、「病気」という存在の憎らしさも実感してきた。病気の成り立ちを理解し、病気によって失
われた能力を取り戻すのも、医学の役割である。
　これまで医学は、多くの病気に潜む謎を解き明かし、膨大な数の治療手段を生み出してきた。」
「流行する病の原因を特定し、それに合う薬を投与する、という一連のプロセスは、現在当然のものとして受
け入れられている。だが、この当たり前の営みが「当たり前」になったのは。長い人類の歴史においてごく「最
近」のことなのだ。
　その後、医学はさらに長足の進歩を遂げてきた。」

「人体は本当によくできていて、美しく、神秘的だ。
　だが、これらの現象は、自然界で普遍的に起こりうる化学反応の連鎖によるものだ。
　何か特別な、目に見えない超自然的な力を信じたくなるほどよくできたしくみが、実は化学や物理の方則に
よって説明できる。医学という学問は、長い年月をかけてこのことを解き明かし、サイエンスの一角を担って
きた。。
　人体は、自然界に無数にある有機物と、それほど大きく違わない。
（･･･）
　私が医学に魅せられたのは、一見渾沌とした人体と病気のシステムが、理路整然と「科学的に説明可能」で
あることを知ったからである。」

（福井 栄一『解體珍書』より）

「人体にまつわる怪談・奇譚・珍談を、古典文学から集めて現代語訳。
妖しくて愉しい身体の不思議をときあかします。

いちばん身近で、いちばん不可解。
なかなか本人の思い通りにならないのが、五臓六腑と身体髪膚。
そこが厄介、そこが愛しい。
マジカルでミステリーな身体旅行で心気充実、無病息災、日々平安。
頭のてっぺんから爪の先まで珍談奇譚がよりどりみどり。

[目次より]
髪の色を変えられた男
額を割って出てきたもの
鼻の穴騒動
骸骨が教えてくれたこと
肩のことで笑われた男
肝のありか
腰のほくろが決め手なのに…
尻を蹴られた盗人
踵はどこへ行ったのか
爪にこもった想い
脹脛(ふくらはぎ)の威力
翼が生えた僧]

（アーノルド・ミンデル『シャーマンズボディ』より）

「先住民のヒーラーたちの教えによれば、人生の質は、夢や周囲の世界と結びついた身体の感覚によって極
まってくる。私はそういった身体（感覚）をシャーマンズボディ（訳注：ミンデルは夢と共時的関係にある身
体を「夢身体（ドリームボディ）」と命名したが、夢に加えて周囲の世界あるいは環境と一体となった身体を
シャーマンズボディと考えている）と呼ぶことにする。世界各地の先住民文化の呪術師たちや秘教的な諸伝統
によると、シャーマンズボディとの結びつきが、健康、精神的な成長、良好な人間関係、コミュニティ感覚の
鍵となる。
　シャーマンズボディ（またはドリーミングボディ）とは、普通ではない特別な体験や変性意識状態を意味す
る。それは身体症状や動作に向かう衝動、夢や周囲の世界からのメッセージといったシグナルを通じて、日常
的な自覚に浮上する。」
「ドリーミングボディとつながることは、身体的な健康を保ち、世界の本質に関する洞察を得るための鍵とな
る。」

「ドリーミング・ボディは私たちが抱える日常的な問題、たとえば人間関係の問題、家族やグループ間の紛争、
子どもや成人の抱える問題、愛の破局、中年期の鬱状態、老後の問題、倫理体験などの背景に隠れている。そ
して、誰もがいつかは死ぬ日を迎える。
　運命によって急性あるいは慢性の疾患、学問あるいはビジネスの失敗、性的な悩み、狂気、自殺願望、ある
いは不倫などの問題を抱えたとしても、そうした苦悩を反転させる「ドリーミング・ボディを生きる」という
新しいパターンが背景に潜んでいる。私たちは直面する難問によって日常生活を中断せざるを得ないが、その
ときこそ、潜在的な可能性、戦士の精神、そして死に目覚めることができる。それまで身につけていたパーソ
ナリティに別れを告げ、心のある道を見いだすことができるのである。」
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佐々木敦編集「文学ムック　ことばと」の
vol.4の特集は「ことばとからだ」

特集のなかに
小説家であり臨床家でもある松波太郎への
 佐々木敦のインタビューがある

インタビューの前に松波太郎に
 佐々木敦が全身ハリを打ってもらい
その後でインタビューが行われた

それで題が
「コトバのカラダにハリを打つ」」

佐々木氏曰く
「言葉の中にも身体的要素はあるし、
身体と呼ばれているものの中にも
言語的な要素は当然ある」という

ハリを打つのは
いわゆる対症療法的な西洋医学ではない
探りながらツボを見つけたうえで
ツボだけに対症的に働きかけるのではなく
からだぜんたいの働きをバランスさせてゆく

からだは機械ではないから
故障したところを修理する
または取り替えるようなものではない
症状はからだ全体のなかでとらえる必要がある

ことばもまた記号ではないから
記号を使って論理を表現し
間違ったところを訂正していけば
ことばとして生きたものになるわけではない

ことばが病むときにも
（じぶんでは病んでいることがわからなかったりするが）
病んだことばだけに働きかけても
ことばぜんたいの働きをバランスさせることはできない

健康のためにからだを動かすような仕方もあれば
病を癒やすようにからだを癒やすような仕方もあるように
気分を良くするためのエンターテインメントとして
ことば（小説など）を享受することもあれば
魂にはたらきかけ成長の糧にするようなことばもある

からだをどのようにとらえるかは
ことばをどのようにとらえるかに似ている

からだのことば
ことばのからだ
という視点から
からだとことばをとらえるとき
そこからひらかれてゆく世界がある

■「インタビュー 松波太郎「コトバのカラダにハリを打つ」」
　（ 佐々木敦 (編集)「文学ムック ことばと vol.4」2021/10　所収）



■「インタビュー 松波太郎「コトバのカラダにハリを打つ」」
　（ 佐々木敦 (編集)「文学ムック ことばと vol.4」2021/10　所収）

（ことばと編集長　佐々木敦 巻頭言より）

「特集は「ことばとからだ」です。
　言葉と体、言語と肉体（ここは「身体」でなく敢えて「肉体」と記したい）は、どんな風にかかわりあっているのか、あ
るいはまた、かかわりあえるのか。
　最初に思いついたのは、文字通り「ことばとからだ」という言葉だけでした。
　それから時間を掛けて肉づけをしていって、こんな特集になりました。
　他の頁も、これまでと同じく、すべてが響き合っています。
　雑誌とは、それ自体、ひとつの体のようなものだと思います。
　このからだに、触れてください。」

「インタビュー 松波太郎（聞き手　佐々木敦）「コトバのカラダにハリを打つ」より」

「佐々木敦／本日はありがとうございます。松波さんが院長をされている「豊泉堂」で施術を受けてから、小説家としての
松波太郎氏にインタビューするという、おそらく前代未聞の企画です。今、ちょうど施術が終わったばかりで、僕はこんな
に本格的に全身にハリを打ってもらったのは数十年ぶりだったのですが、最初に記入した予診票をもとに丁寧に説明しても
らいながらの施術で、自分で考えた企画とはいえ、これはもう役得としか言いようがない（笑）。
松波／患者さんが言ったことをうのみにしない、信用しすぎない、訴えのとおりにある程度、肩が痛いなら肩もやってあげ
ないと満足はいかないと思うんですけどね、根本だは肩に来ているのはかなり遠隔のツボだったりということがよくあるの
で、そのへんはある意味アドリブで手で触りながら。いわゆるツボというのがあるんですね。でも、ツボを見つけて万歳で
はなくて、真ん中を打ちすぎると、野球で喩えるとストライクゾーンをやりすぎると、当たりが強すぎる場合もあるんで
す。」

「佐々木／一般的には言語と身体って対立概念だと思われがちだと思うんですが、そんなことないんじゃないかと。言葉の
中にも身体的要素はあるし、身体と呼ばれているものの中にも言語的な要素は当然ある。そこの交叉点みたいなことを特集
で扱えないかと考えたんです。そうすると、松波さんはこの特集にドンピシャなんですよね。だから小説もお願いして、こ
うして自分が施術してもらってからお話をうかがおうと。これは我ながら素晴らしいアイデアを思いついたかなと。」

「佐々木／誰しも持って生まれた体があるわけですが、意識的じゃない部分も含めて、こういう体になってきて、今はこう
です、という状態があったときに、そこで小説を書こうとすると、この体であるがゆえにこうなるんだ、という「こうなる
んだ」に対して、そこで無理をして自分の体に合っていない理想像とかモデルを設けて無理やりやろうとすると、体を言葉
が裏切ることになる。だから無理をしない、みたいなことになるんだと思うんですけど、でも一方で、それ自体がけっこう
無理になるというか。」

「松波／本当に全体を治すということを考えると、まったく実験的や奇を衒っているように受けとめられるかもしれないけ
ど、たぶんそれはまったくわからない。なんでここを触られているんだろうと思いますよね。ここにハリを打つことで、
こっちの熱が引いていく、こっちに移っていく、和らいでいくっていうことが、体感として後からわかってきると思うんで
すよ。まずそこの目線に立てるかどうか。そうはいってもここを触られたい、ここは読みやすくてよかった、だけで症状が
消えていく人もいるので、そういう人は放っておけばいい。そんなに重症じゃないんですよ。本当に重症の人というのは、
なぜそこを触るのとか、なんでこの文体で来るのとか、なんでこういう書き方をされるのみたいなほうが、混乱しているよ
うであって実はそれが認知症予防になっているかもしれないし、自分の思い描くストーリーのとおりに作品が運んでいけば
読む側としてじゃ気持ちがいいかもしれないけれど、認知症予防にはならないと思うんですよね。自分の中で物語を作って
いるとおりに作品が流れ込んでくるだけだから。
佐々木／なるほど。ずっと同じ本を読んでいるだけになっているという。
松波／その裏をかかれることで、ここらへんがはっとさせられるとか、首の詰まりが楽になるとか。それは本人からすると
気持ち悪かったりもすると思います。予定していたものがまったく違うところに話が進んだりしていくと。でも総合的な目
で、もうちょっと一か月単位とかで見ると、そのときの嫌な気分とか。それも結果としては体にいい。その目線に作家側も
立てるかどうかですね。
佐々木／それはすごい重要ですね。
松波／マッサージ的な気持ちよさで読者が「これが読みたい」というのだけ、肩だけをグリグリやって「ああ、気持ちいい」
だけで帰しちゃう、そうしたら一か月後にもっとひどくなって、もっとエンターテインメントを求めるようになると思うん
ですよ。もっと強めに同じしますということになる。
佐々木／そこだけ揉んで内出血しちゃいました、みたいな。
松波／そういうことです。だからその場で嫌われたり、その場であんまり意味がわからないとか言われても、一か月後、一
年後、あるいは自分が亡くなってから、評価されるというのもあれだけど、読者の体のために何かしら繋がっていることが
伝わるというか。」

「佐々木／さっき施術していただいているときに、鬱病の話をしたじゃないですか。今はいろんな意味で心の病の時代だと
思うんですけど、薬でなんとかなっちゃうというのがあるにはある。精神分析が衰退して精神医学のほうがヘゲモニーを
握っているという現状があって、でもその一方で、精神分析に代表されるような、コミュニケーションの病をどうやって解
消させるのかという問いは今でも有効だと思うんですよね。西洋医学と東洋医学の対立も、そういう感じがある。いわゆる
「泣けるなんとか」みたいな、サプリメント文学みたいなの今は趨勢として強いから、そうじゃないほうの価値や意味付け
を失われつつある病態の中にいかにして回復させ得るのかというのが文学の問題としてある。僕は文学の歴史的、制度的
な、観念的な権威性みたいなものってすごく嫌だと思っているのだけれど。もう一方でやっぱり文学という言葉でしか捉え
られない何かがあるよね、みたいな気持ちもあって、そこは両面なんだなというふうに思いますね。単にいい気持ちになり
たいとか、クサクサするからスカッとしたいということだけだったら、そのための小説もあったりする。そうではないもの
をやろうとすると、途端にややこしくなる部分もあるし、反応がビビッドじゃなかったりとか、手応えを得るのが難しい。
でも、だったら全部薬でいいじゃんということになるわけで、それだと重要なものが失われてしまうのではないか。だから
これは本当に東洋医学的な思考が教えてくれることなのだと思いました。」

「松波／言葉でそのまま言語化されちゃうようなものでは、結局はやっぱり解消されないですよね。スッキリしたいから
スッキリした内容が書かれているものを読めばいいというわけではないし。
佐々木／そのときはそれでいい気もしたりするのかもしれないけれど。」

◎「文学ムック ことばと vol.4」目次

【巻頭表現】
菅原睦子「大丈夫、聞こえているよ。」

【創作】
上田岳弘「領土」
東山彰良「REASON TO BELIEVE」
古川日出男「太陽 The Sun」
マーサ・ナカムラ「人形師」

【特集 ことばとからだ】
◎小説 
金原ひとみ「アイ ドント スメル」
戸田真琴「海はほんとうにあった」
藤野可織「心臓」
松波太郎「あカ佐タな」

◎対談 
千葉雅也×村田沙耶香「水槽の中のからだ/水槽の中のことば」

◎インタビュー 松波太郎「コトバのカラダにハリを打つ」

【第三回ことばと新人賞】 
笛宮ヱリ子「だ」

【翻訳】
トリスタン・ガルシア「地球外存在」(小嶋恭道訳)

【本がなければ生きていけない】
小田原のどか「本にまつわるエッセイ」
和田彩花「「本が好き」のためらい」
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守中高明ははじめ現代詩人として
（『現代詩文庫157』思潮社1999.5）
そしてそのことをつうじ
ドゥルーズ＆ガタリの『千のプラトー』の
訳者であることにもあらためて気づいたのだが

その後あらためて出会った守中高明は
いきなり浄土教の「他力」の人であった

そのときの驚きもあり
（mediopos-1623  2019.4.26）の
『他力の哲学』でとりあげてもみた

ちょうど夜光社からでている『HAPAX14』に
インタビューが掲載されており
今回の『浄土の哲学』について語られているので
その概略がわかるよういくつか引用しておいたが

なにせフランス現代哲学のデリダ・ドゥルーズ・フーコー
そして批評家のブランショから
「他力」でありそして今回の「浄土」へである

インタビューに答えている最初が
「私は外側から見ると、
きわめて胡散臭い人間ですよね」で
詩人でフランス現代文学と哲学がなぜ
「浄土」なのかということからはじまっている
たしかによくわからない人だ

守中高明は浄土宗の寺に生まれ育ち
僧侶の修行も学生時代には終え
二十四歳からは正式な僧としての活動も続けてきた

その多面性には一貫性がなさそうにも見えるが
実際のところは
「すべてを結ぶ核みたいなもの」としての「存在感情」
「強い拘束性をもつひとつの存在機制」があり

それはひとつには「存在の有責性」という問い
さらには「存在の時間錯誤」という問いであって

その「二重の負の存在感情から解放されるプロセスで
生まれてきたのが『他力の哲学』であり、
『浄土の哲学』」であるのだという

そのあいだにもさまざまな葛藤があったようで
やはり「浄土宗の僧侶という社会的な立場から離れ」ようと
寺を継ぐ後継者をつくる試みをさえおこなったものの
結局それがかなわず「浄土宗・専修寺住職」となっている

さて守中氏は二〇一三年の早春
「突然、「私は赦されている！」
という感覚に打たれる経験」をしたのだという
それによってさきの「二重の負の存在感情」に
「廻心」が訪れることになった

当初「この感情を論理化」することはできない
そう思ったそうだが
今回の『浄土の哲学』はその試みでもある

さてここからがようやく本題なのだが
「私は赦されている！」というのは
「時間錯誤の価値転換」だという

さきの「二重の負の存在感情」は
「〈今〉という時間との不調和、〈今 - ここ〉の充溢から」
「つねにすでに決定的に追放されているという存在感情」で
その負の感情が「まったき肯定性の経験へと価値転換」した
そのことが「「赦し」の経験」として訪れたのだ

人間存在は「時間」という「強い拘束性をもつ
ひとつの存在機制」に縛られているがゆえに
〈今 - ここ〉にいることができずにいる
それこそが「存在の有責性」であり
「存在の時間錯誤」となって「救済」がなされないでいる

「赦し」というのは
その意味において「時間」の拘束から自由になる
「他力」の訪れであるともいえる
それは「自然（じねん）」を生きるということでもある

浄土宗の僧侶としての守中氏は
かつての宗派制度の維持への「異議申し立て」のために
「他力」「浄土」を哲学として論じることで
あらたな歩みをはじめようとしているのだといえる

その試みは興味深いともいえるが
その論述はかなり難解な表現に満ちている
はたして守中氏の歩みはどこへ続いていくのだろう
個人的にいえば守中氏の
あらたな詩をこそ読んでみたいところだが･･･

その試みは興味深いともいえるが
その論述はかなり難解な表現に満ちている
はたして守中氏の歩みはどこへ続いていくのだろう
個人的にいえば守中氏の
あらたな詩をこそ読んでみたいところだが･･･

■守中高明『浄土の哲学／念仏・衆生・大慈悲心』
 　（河出書房新社  2021/8）
■「守中高明インタビュー　念仏とは〈風 - になること〉である
　　なぜ、他力＝浄土の哲学なのか　聞き手＝HAPAX」
 　（『HAPAX14 気象 (14) 』夜光社 　2021/11　所収）



■守中高明『浄土の哲学／念仏・衆生・大慈悲心』
 　（河出書房新社  2021/8）
■「守中高明インタビュー　念仏とは〈風 - になること〉である
　　なぜ、他力＝浄土の哲学なのか　聞き手＝HAPAX」
 　（『HAPAX14 気象 (14) 』夜光社 　2021/11　所収）

（「「守中高明インタビュー」より）

「守中／私は外側から見ると、きわめて胡散臭い人間ですよね。まず詩を書くことから出発し、同時に日本の
現代詩を論ずることからパブリックな活動を始めましたが、他方、学生時代に自分なりに培った素地は、フラ
ンス現代文学であり、それを論ずる際の必須の武器としてのフランズ現代哲学です。とりわけデリダとドゥ
ルーズ、そしてフーコーが私にとっては重要で、かつその三者を受容する前提としてモーリス・ブランショの
存在がきわめて大きかった。しかしもう一方には、浄土宗の寺に生まれ育ったという出自と来歴があります。
僧侶になるための修行も学生時代にはすでに終えていて、二十四歳からは正式な僧としての活動も続けてきま
した。
　ですから、よく言えば多面的、悪く言えばつかみどころがないのが私のアイデンティティなのですが、自分
としては一貫性があり、すべてを結ぶ核みたいなものがあると考えています。しかし、それではいったい何が
一貫しているのか、その核はなにかということをあらためて説明しようとすると、ものすごくむずかしい。や
や大仰な言い方になりますが、そこにはひとつの存在感情といいますか。強い拘束性をもつひとつの存在機制
がある、あるいは存在機制が「あった」と今や過去形で言えるか否か----いずれにせよ、その存在機制を言語
化するのは初めてのことで、かなり勇気がいるのですが、複雑に絡み合ったその存在感情、その存在の拘束性
を、この機会にあえて二つの角度からお話してみたいと思います。
　第一に、存在の有責性という問いがあります。つまり、みずからの存在がギルティである、あるいはみずか
らの存在が非合法でしかありえないという抜きがたい感覚があるのです。そして第二に、存在の時間錯誤性と
いう問いがあります。すなわち、みずからの存在が現在とつねに不調和をきたしている、あるいは〈今〉とい
う時間と適合した「生き生きとした現在」という感覚をもてない、つまり〈いま - ここ〉から、わずからだけ
れども決定的なずれがあった、〈いま - ここ〉からつねにすでに追放されているという感覚が私の中にあるの
です。そして、まさにこの二重の負の存在感情から解放されるプロセスで生まれてきたのが『他力の哲学』で
あり、『浄土の哲学』なのです。そのことをなんとかうまく語りたいというのが今日の、この場に臨んでの私
の率直な心境です。」

「この三人（カフカ、前期ハイデガー、デリダ）はいずれも、人間における存在的機制をある種の「法」ない
し「掟」とみなし、その拘束性、存在を拘束してくるその力を重視し、それ向き合い続けた作家であり哲学者
で、存在の拘束性を最大の強度にぽて描き出すという方向性において、作品を書き、哲学的な概念形成をし、
あるいはそのような仕方で哲学的体系を脱構築することに言語と思考を賭けた人たちだと和私は考えていま
す。
　ところが、私のそのようないわば存在論的な構えに転機が訪れました。それが「赦し」の経験です。『他力
の哲学』という私にとっての大きな転回----「ケーレ」というと大げさですが----、浄土の教えでいえばまさに
「廻心」です。
　その転回＝「廻心」が起きたのは、「赦し」というまったく別種の存在感上をあるとき私が現実に生きたこ
とによります。これはデリダの『赦すこと----赦し得ぬものと時効にかかり得ぬもの』（未来社、二〇一五年）
を翻訳して刊行した際の「あとがき」にも書いたことですが、二〇一三年の早春、私は大学から帰宅する途中、
自宅まであと数十メートルという路地を歩いているときに、突然、「私は赦されている！」という感覚に打た
れる経験をしました。まったく思いもかけぬ、予想もしない、予想しようもない感覚で、純粋で完全な、文字
どおり全身を貫き、浸すような感情でした。ほんとうにあれこど純粋な強度の経験と言うべき経験で、その時
はなぜこんな感情に浸されるのか、まったく理解すべくもありませんでしたし、「あとがき」の中でも「分析
はすまいと思う」と書いたように、この感情を論理化できるとは思っていませんでした。しかし、『他力の哲
学』を書き終え、『浄土の哲学』へと歩みを進めることができたので、この機会に多少とも分析的に考えてみ
たいと思います。」

「背景となる要因として、その頃、浄土宗の僧侶という社会的な立場から離れて自由になれる可能性が近づい
ていたということがあります。当時私は、寺の住職を辞めてその地位を譲るべく弟子を一人育てていました。
その弟子が、その年の夏に三回目の修行を大本山で行ない、その年の暮れに最後の「加行」というかなり厳し
い行を同じく大本山で修めれば正式に僧侶の資格を得ることができるという見通しが立っていたのです。
　現代の日本社会において、僧侶であるということはさまざまな矛盾や葛藤、時として深い欺瞞や偽善を生き
なければならないということを意味します。たとえば、資本主義経済の中で生きなければならない以上、宗教
上の行ないも、それをいかに取り繕ってみても、結局は賃労働と同じだと見なされることを避けられません
し、他方、日本中世に生まれた教義は、そのままでは現代においてはたんなる神話的価値しかもたないことを
知りつつも、宗派の制度の中では、その教義を伝統という美名のもとに墨守しなければならない、などなど、

僧侶であることは日々そんな葛藤の連続そのものです。私は寺で生まれ育ち、先ほど語ったような父からの特
有の「呼び声」を受け取った以上、大学教員と寺の住職をなんとか両立させていくほかないと思って、二重生
活を続けてきたわけですが、その頃にはもう限界だと感じて、世間的身分としての僧侶を辞める決心をしてい
たのです。
　そして事実、翌年二〇一四年一月にはいったん住職を正式に退き、大学での研究と教育に専念することにな
ります。しかしその後、残念なことに、その弟子が健康上の理由で住職を続けられなくなって、二〇一七年七
月には私がまた復帰することになり、現在にいたるわけですがその詳細は省きます。とにかく、その時は宗派
び固定したドグマティックな制度からいったんは解放されて、矛盾や欺瞞から自由になれるという期待があ
り、制度の外で、浄土教や自分の〈信〉を検証することができるはずだという展望が拓けていたのです。
　しかしそうは言っても、これは依然として外形的な要因で、「私は赦されている！」というあの力の一撃は、
やはりもっと本質的な別のところからやってきたと考えられます。そのとき起きたのは、一言でいえば、「時
間錯誤の価値転換」だったと概念化することができるように思います。」

「〈今〉との不調和という感覚に存在論的根拠があるとしても、「生き生きした現在」からの追放という表現
が暗示しているように、この感覚は悲劇的であることを絶対に免れないというのが当時の私の考え方でし
た。」
「いや、そうではない----そう私は、ようやく考えられるようになったのです。この特異な時間構造はまったく
両義的であって、肯定的にはたらくこともできるし、否定的な結果を生むこともある。そして「赦し」とは、
まさにこの時間構造がそのまったく肯定性において作動したときに得られる経験である、というのが現在の私
の考え方です。事実、二〇一三年に早春に力の一撃に打たれた私の中に響き渡ったのは、つぎのようなフレー
ズでしや------「私は - 明日 - 産まれました」。これもいっさい偽りのない証言です。
　これはつまり、誕生という一回きりの出来事、一般にはある人の起源だとみなされる一回性の出来事を、こ
れから到来する過去という謎へと、あるいはいまだ完了せざる時刻へと開く、そんな反復可能性の論理で
す。」
「こうしたすべてを総合して考えると、〈今〉という時間との不調和、〈今 - ここ〉の充溢から、わずかでは
あるけれど、つねにすでに決定的に追放されているという存在感情、その時間錯誤の感覚が、負の悲劇的なる
経験から、幸福なまったき肯定性の経験へと価値転換したのが、私における「赦し」の経験であり、その概念
の確立だったと言えるのではないか、と今あらためて考えています。つまり、存在を前 - 起源的に拘束する
「罪」の掟から「生成の無垢」を回復することができた------そう要約することができるでしょうか。」

「現在の浄土宗は、きわめて重要な仏教概念を、あくまでも神話体系を構成する一般概念にとどめ、その一般
概念を基盤として宗派の制度を維持するということを続けています。」
「それに対して徹底的に異議申し立てをしようとしたのが『他力の哲学』であり、『浄土の哲学』です。日本
中世に形成された教えは、その概念の「名」だけを継承したのでは無力であり、無価値であることは言うまで
もありません。」
「阿弥陀仏・往生・浄土という概念をドゥルーズ、ニーチェ、スピノザなどの眼差しから読み換えようとした
のが『浄土の哲学』です。（･･･）たとえば「阿弥陀仏」とは、親鸞がすでにはきりと定式化していたように
「自然（じねん）」であり、その「おのずから」「しかしむ」はたらき以外のものではありません。それは、
衆生がそこに内在することしかできない生成のプロセスであり、したがって「阿弥陀仏」への〈信〉とは、「自
然」のはたらきに内在し、その「ひとのはじめてはからざる」生成の必然、つまり、人間がことさらに思量す
る余地のないその「他力」の必然を生きることであると言えます、別の角度から言えば「阿弥陀仏」とは「自
然」という形相なき力能の名であり、したがって、それを人格化し、超越的〈一者〉として表象することは、
人間中心主義が生んだ妄念にすぎません。そのことが理解されれば、「浄土」が、はるか彼岸に位置する超越
的領土ではなく、衆生が称名念仏の声とともに生成変化していく内在性の平面にほかならないということがお
のずと明らかになりますし、「往生」もまた死後の出来事ではなく、衆生が念仏を称えるという行為の遂行に
よって「本願」の時間構造の中にみずからを投げ入れ、その開かれた未来完了という時間構造の中でみずから
をそのつど新たに生成させつつ、この穢土そのものを「浄土」へと生成させていくプロセスを指すことが明確
化されるはずです。その意味＝方向性において、浄土宗の神話体系を構成する一般観念を解体し、その地盤か
ら掘り崩すことが、今回の私の目的のひとつでした。」



「称名念仏が気息＝風であり、したがって、大気への生成変化であり、称名念仏によって〈風 - になること〉
がまさに自然に内在しつつ決定不可能性の場に出ていくことである、というのが『浄土の哲学』の結論です。
純粋に生理学的に言っても、私たちは呼吸をしなければ三分と生きてはいけないわけですよね。呼吸をとおし
て、つまり、大気とのガス交換をとおして、酸素を取り入れ二酸化炭素を排出するといくことを私たちは繰り
返しています。その際、体外とのガス交換という外呼吸のみならず、細胞レベルでも血液を通じて酸素を送り
込み、二酸化炭素を排出するという内呼吸を行なっている。つまり、念仏という声＝気息は、私たちが細胞レ
ベルからして自然に内在してあるほかないということを、そのつど確認する行ないだと思うんです。念仏が空
虚な祈りではないというのは、そういうことも含んでいるわけですえ。自然に内在することが「他力」への
〈信〉なのだと（…）あらためて感じます。
　そして、国家による捕捉からいかに逃れるか、いかに別の場を開くかというのは、まさにこの本のもうひと
つの大きな主題であり、問題設定です。国民国家がその領土内に人民を国民化しつつ捕捉し、統計的処理が可
能な人口集団とみなし、その安全を保証するという口実のもとに労働資源として管理するというこの現在の統
治システムを、とにかく疑い、可能な限りシステムに亀裂を入れ、〈外〉への脱出口を密行けて「非国民」と
しての新たな人民を生成させることを開始し、そして何度でも繰り返すほかありません。」

◎守中高明『浄土の哲学: 念仏・衆生・大慈悲心』・目次
 
序 パンデミックと祈り――危機の時代、回帰する浄土 

第I部 浄土と衆生――法然、親鸞、そして一遍へ 

第1章 浄土という場 
(1)浄土はどこにあるか――法然における生の肯定、念仏の意志 
(2)阿弥陀仏の力――親鸞における信・廻向・往生 

第2章 衆生とは誰か 
(1)「一切衆生」という名――一法然における平等、親鸞における差異の肯定 
(2)「不可思議の法」――一遍における〈離隔を惹き起こすもの〉たち、無底という自由 

第II部 他力の論理学 

第1章 他力、あるいは自然【じねん】 
(1)「他力」と「自然法爾【じねんほうに】」――法然から親鸞へ 
(2)「神あるいは自然」――スピノザと親鸞 
第2章 他力、あるいは無媒介の力 
(1)「心によらざる法」――一遍における「他力」
(2)名号の力――弁証法を消尽する、あるいは決定不可能なるもの 

第III部 大慈悲の倫理学 

第1章 念仏とマイノリティ 
(1)中世被差別民と浄土の教え――親鸞における「悪人」 
(2)「非人」とは誰か――排除‐包摂から生成変化へ 
第2章 念仏と結び合い 
(1)「浄不浄をきらはず」――一一遍、被差別民とともに 
(2)踊り念仏――身体・コナトゥス・解放 

第IV部 浄土革命のほうへ 

第1章「立正安国」という問い 
(1)「先づ国家を祈って、須く仏法を立つべし」――排撃される専修念仏 
(2)「王法/仏法」の彼方――主権権力と念仏の衆生 
第2章 浄土コミューンの原理 
(1)大地の民族と根本情調――ハイデガーと共同体の問い 
(2)風の衆生と称名念仏――来たるべき浄土コミューン 
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本書は2017年の著者の博士論文に
加筆されたものだそうだが
シュタイナー受容もここ数十年で
ずいぶん変わってきた感がある

シュタイナーは1900年を境にして
前期思想と後期思想にわかれてとらえられているが
いわゆる「シュタイナー教育」においても
後期シュタイナーのオカルト的な内容そのものは
どこか敬遠されていることがあるようだ

シリコンバレーのＩＴ企業に勤める社員の多くが
（矛盾するのではないかと思うのだが）
「コンピューターを使わない」シュタイナー学校に
子どもを通わせているという話はわりと知られているが
そこでもおそらく「その学校は歓迎され」るが
「その思想は敬遠される」という状況ではあるのだろう

しかしいまだオカルト的な内容が
歓迎されてはいないだろうなかで
こうした踏み込んだ内容の博士論文が書かれたことは
特筆すべきことかもしれない

きわめて唯物論的科学主義的で
しかも管理社会化の進んでいるなかで
その対極にある思想が
（対極にあるからこそ求められているのだろうが）
アカデミックな仕方で論じられているからだ

本書は『自由の哲学』を中心とした
前期の思想の核にある「倫理的個人主義」を基本とし
「エゴイズムの克服」そして「自由と倫理の両立」を
転生論やキリスト論を含んだ
後期のオカルト的な内容にかなり踏み込んだ上で
（「神話」とか「ホリスティック」といった言葉で
ていねいにフォローしかなり配慮を加えながら）
シュタイナーの一貫した姿勢を描き出している

もちろんシュタイナーが論じられる場は
いまはまだ「教育」の場でしかないだろうが
むしろ「教育」だからこそ
シュタイナーの神秘学的な内容の全体が
検討されるということは意義のあることだと思われる

本書は教育に関する文脈で書かれたものではあるが
シュタイナー思想の多視点的な受容に関する
多くの論文なども比較紹介されたり
テーマに応じながら
井筒俊彦や中沢新一の思想なども引き合いにだされたりと
ある意味でバランスのとれたしかも直球の感のある
優れた「シュタイナー入門」としても読むことができる

■河野 桃子『シュタイナーの思想とホリスティックな知』
　（勁草書房 2021/11）



■河野 桃子『シュタイナーの思想とホリスティックな知』
　（勁草書房 2021/11）

「（シュタイナー）の思想は通常、前後期の境とされる1900年前後のいわゆる「転回」以降、神秘主義的傾向
を帯びるようになったことが知られている。したがって、それは確かに、教育思想のなかに「非合理的なも
の」についての語りが最も顕著に現れた例であると言うことができる。しかしシュタイナーはその際、通常の
認識の外部に存在するとされるものについて、例えば、生命の働きを司る「エーテル体」や感情の動きを司る
「アストラル体」といった形で、きわめて具象的・実体的に語った。このため、そうした語りが含まれていた
こと自体は目新しいことではなく、むしろそうした特徴ゆえに、「その学校は歓迎され、その思想は敬遠され
る」という、よく知られた状況が長年にわたり続いてきたと考えられるのである。」
「シュタイナーにおける、こうした前期思想から後期思想への変化については、その断絶と連続性をめぐって
多くの議論がなされてきた。」
「これらの議論は(1)前期から後期への変化に対するシュタイナー自身の評価をそのまま踏襲するものと、(2)
思想史的な考察を通じて、前期から後期にかけれの連続性（や断絶）を独自に考察するものとに大別すること
ができる。」
「シュタイナー自身は、自らの前期思想と後期思想の関係について、本来は当初から後期思想のような神秘主
義的な思想をもっていたものの。「導師」からの教えを守ってある時期まではその思想を隠し、それを、学術
的・哲学的な手法というオブラートに包む形で語っていた、と述べていると言うことができる。」
「しかし、その断絶の部分を、いわゆる定説の内容のように「導師」からの指示のみによって説明するこには
無理があるのではないだろうか。なぜなら（･･･）「唯一者」の思想をもつシュティルナーを全面的に支持
し、各個人が「自由」に行為できるようになることにこそ、自らの理想とする倫理的な社会秩序の実現の契機
を見出していたシュタイナーが、特段の理由なく、単に「導師」からの教えに「従う」という受動的な態度で
仕事のやり方を変えていったとは考えにくいためである。
　また、こちらがより重要な点であるが、シュタイナーの「転回」を定説のような仕方で単に「隠してきた思
想を、外皮で覆わずに公に示すようになったこと」と捉えるだけでは、彼の思想の全体像を理解する上でも不
十分であるように思われる。なぜなら、そこでは前期思想＝非本質的、後期思想＝本質的、という評価がなさ
れたことになり、後期思想において、前期に論じられた「倫理的個人主義（ethischer Individualismus）」が果
たしている意味、ひいては後期に入ってから論じられはじめた彼の教育思想において、それがもつ意味が見逃
されてしまうと考えられるためである。
　そもそも、シュタイナーの前期思想の代表的著作である『自由の哲学』では、「エゴイズムの克服」が主要
なテーマの一つであった。そして後期の教育思想の方は、彼の社会論である「社会有機体三分節化」の構想の
もと、「エゴイズムの克服」に向けた実践とし提示されている。
「神秘主義的な手法で示されたシュタイナーの後期思想を。「倫理的個人主義」を実現する「世界自己」に向
けて人々を〈教育〉するための〈神話〉として捉え直すことで、教育思想を含む彼の後期思想の底流に存する、
自由と倫理の両立への方向付けを詳細に描き出すことが、本書の一つ目の課題である。また、この取り組みの
なかで、〈神話〉という「ホリスティックな知」を共有する仕組みに、本書で述べる〈教育〉と教育、どちら
の意味においても道徳的発達を促す教育的意義が期待されていることを示し、そこからシュタイナー後期思想
の再評価に向けた新しい観点を明らかにすることが、本書の二つ目の課題である。」

「シュタイナーは、前期思想の段階から当時の認識論が広く前提としていたカント的な不可知論を克服する必
要があると考えており、その関心のもと、ゲーテ的認識論に依る自身の認識論を構築した。シュタイナーの認
識論では、本来、相互の連関を欠いた個の集合体にすぎない近く内容が「私」を場とする一元論的な思考の働
きによって統合され、「～として」認識されると考えられる。これは思考の働きが、「直感（Intuition）」と
いう形をとって単なる個の集合体にしこう内容を与える際に、思考の一元論的なあり方に支えられ、それらの
近く内容を一つにまとまった連関のなかで表れさせるためである。こうした認識論を背景とするがゆえに
「私」が、「世界」と同じだけの拡がりをもつ「私」（＝「世界自己」）という位相をもつと言い得る。シュ
タイナーは、こうした「世界自己」としての「私」は、常に個別的な「私」の行為の結果としてのみ実現して
いくと考えていた。このため「世界自己」としての行為は、個人としての「私」の自由な行為であると同時に、
理念世界全体に広がる「私」としての行為、つまり、エゴイズムを乗り越えた倫理的な行為となる。こう考え
る立場をシュタイナーは倫理的個人主義（ethischer Individualismus）」と呼び、この視点から「自由と倫理の
両立」を目指した。（･･･）シュタイナーは、「倫理的個人主義」が実現するためには、人々の「道徳的想像
力（morarische Phantasie）」を高めることが必要であり、またそのための〈教育〉が求められるとした。」

「シュタイナー自身の発言からは、後期の神秘主義的な手法で述べた「認識の外部」についての描写は、それ
によって、とくに学問的な訓練を受けていない人々であっても認識拡張への努力を行うことができるよう整え
られたものであった可能性が読み取れる。」
「シュタイナーは（･･･）自らの後期思想が、いわば現代版の新しい〈神話〉として果たすことを期待してい
た。とくに「世界自己」への〈教育〉との関連では、知性の領域に特化した発達を遂げた同時代の人々が、〈神
話〉のもとで「想像力」を働かせ、自身の認識を拡張させることが意図された。またシュタイナーは、〈神話〉
の内容を「信じる」べきではなく、それについて「思考する」ことこそが必要であるという点に繰り返し注意
を促している。」

「（シュタイナーは、転生論やキリスト論のような）具体的な語りによって読者・聴衆が自身の「私」を「世
界自己」として捉えやすくなるための工夫をしつつ、一方でシュタイナーは、誰であっても「修練」によって
「認識の階梯」をのぼり、認識の拡張を果たすことが可能であるとしていた。ただし後期シュタイナーは。そ
ういった修練（瞑想）という形で読者・聴衆に思考の強化を求めながらも、彼らが実際に現時点での認識の外
部の対象を知覚を伴う形で認識できるようになることにはこだわりを見えていなかった。シュタイナーはその
著作において、認識の拡張は誰にも可能でであるとしながらも、それを誰もが「直ちに」成し遂げられるわけ
ではない点に注意を促している。」

「後期シュタイナーの歴史観において、人間は、①太古の「ハートの論理」から、②20世紀当時にも通用して
いる「知性の論理」を通過し、③将来的に、「知性の論理を成果として担ったハートの論理」を必要とすると
考えられてきたことを踏まえ、シュタイナーが「エゴイズムの克服」に向けて語る「この私」へのこだわりか
らの解放は、「この私」の枠を感情面でゆるめることではあっても、それは決して、意識的な思考や自意識を
手放すことで至れる境地と考えられていたわけではない（･･･）」
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『牧師、閉鎖病棟に入る。』という著書のある
沼田和也という牧師がいる
プロフィールはこうだ（本から抜粋）

「高校を中退、引きこもる。
かろうじて入った大学も中退、再び引きこもるなどの
紆余曲折を経た1998年、関西学院大学神学部に入学。
2004年、同大学院神学研究科博士課程前期課程修了。
そして伝道者の道へ。
しかし2015年の初夏、職場でトラブルを起こし、
精神科病院の閉鎖病棟に入院する。
現在は東京都の小さな教会で再び牧師をしている」

著書はその閉鎖病棟に入院したときの話
その閉鎖病棟は著者が牧師として
見舞いに行っていた病院でもある

その沼田牧師のWeb連載がある
今回とりあげるのは主にその第４回
「第４回　わたしは償ったのか？」

教会の牧師をしていた沼田牧師は
主に幼稚園の理事長および園長として働いていた
「連日の過酷な職務」とその「重圧」とからあるとき
「副園長に対して怒りを制御できなくなり、瞬間的に激
昂」
「副園長を大声で罵ったあと、職員室から飛び出し、
牧師館にひきこも」り「自殺をほのめか」す
そして「閉鎖病棟2か月、開放病棟1か月の入院」

主治医の言葉にも激昂するなか
主治医は静かにこう言ったという

「あなたはそうやって、まわりの人たちに
言うことをきかせてきたんですね。
だだをこねれば要求を聞いてもらえたわけだ。
そういう成功体験を、あなたは積み重ねてきてしまった」

■沼田和也「いのり、いのち　東京牧師日記」
　（Webページ「晶文社　スクラップブック」より）
■沼田 和也『牧師、閉鎖病棟に入る。』
　（実業之日本社 　2021/5）

その後「主治医との対話を重ね、
退院後は牧師として復職」している

「赦しとはなんだろうか」と
沼田牧師はいう
「副園長から赦され、妻からも赦されて、
今こうして生きている。」

牧師ゆえにでもあるだろうが
そんなみずからをペテロとパウロに重ね
どんなに悔いても悔い足りないことへの
「赦し」について問いながら
牧師として黙ってひとの話に耳を傾ける

聖書にはこんな一言があるという

　あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ
　渇いているなら水を飲ませよ
　こうしてあなたは彼の頭に炭火を積み
　主はあなたに報いてくださる

魂が激しく灼かれゆさぶられるような言葉だ
炭火を積まれるような「赦し」が
頭の上で燃え続ける…
「赦し」とはそれほどまでに激しいのだ
ペテロもパウロも
そして沼田牧師もまた
そんな「赦し」とそれへの問いとともに生きている



■沼田和也「いのり、いのち　東京牧師日記」
　（Webページ「晶文社　スクラップブック」より）
■沼田 和也『牧師、閉鎖病棟に入る。』
　（実業之日本社 　2021/5）

（沼田和也「いのり、いのち　東京牧師日記」
　第４回　わたしは償ったのか？: 2021-11-30　より）

「わたしは2015年の6月に、精神科病院の閉鎖病棟に入院した。当時わたしは教会の牧師としてよりもむしろ幼稚園の理事
長および園長として働くことが日常の大半をしめていた。サービス残業をはじめとした連日の過酷な職務内容と、幼稚園か
ら認定こども園への登録変更の責任を負う重圧とに、わたしは次第に圧し潰されていった。ある日、そのきっかけがなんで
あったのかもはや思い出せないほどのささいなことで、わたしは副園長に対して怒りを制御できなくなり、瞬間的に激昂し
た。わたしは副園長を大声で罵ったあと、職員室から飛び出し、牧師館にひきこもった。とっさに自殺をほのめかしたわた
しを、妻は泣きながら精神科病院へ入院するよう説得したのである。葛藤ののち、わたしは彼女の言葉を呑んだ。閉鎖病棟
2か月、開放病棟1か月の入院。わたしはその教会と幼稚園を辞し、妻と故郷へ帰った。
　それからおよそ2年後、わたしとほぼ同世代の国会議員が、激昂して秘書を怒鳴り散らしている音声がスクープされた。秘
書が被害届を警察に出したことで、議員は書類送検されたという。わたしはこの出来事を他人事とは思えず、強い不安や恐
怖、それに罪の意識を覚えた。話題の渦中にある議員の映像を見ながら、わたしは自身に問うていた──わたしは償ったの
か？
　わたしは子どもの頃から、しばしば癇癪を起した。いちど癇癪を起すと、それは自分でも分かるのだが、癇癪のきっかけ
となった出来事それ自体は影をひそめてしまう。もはや怒りの感情それ自体が不愉快になってしまい、ますます癇癪がひど
くなるのである。けっきょく疲れ果てるまでわたしは怒鳴り散らしたり、おもちゃを壊したりし続けた。とうぜん親に叱ら
れたりもしたのだとは思うが、それがあまり記憶に残っていないのは、殴られることがなかったからだろう。少なくとも、
叱られてすぐにおとなしくなることはなかったと思う。」

「あの議員の場合もおそらくそうだったのだと思うが、激昂して暴言を吐く際には、反射的に相手を選んでいる。わたしは
卑劣にも、自分が勝てそうな相手を選んでキレていたわけである。子どもの頃からのことを想いだしても、それは当てはま
る。自分が癇癪を起こせば言うことを聞いてくれそうな相手に対して、わたしは癇癪を起してきた。こうしたことの積み重
ねのうえに、わたしの閉鎖病棟への入院もあったわけである。そこでの診察においても、主治医の言葉に神経を逆なでされ
るたび、わたしは激昂して大声を出した。彼はそんなわたしに動揺一つせず、静かにこう言ったのであった。

「あなたはそうやって、まわりの人たちに言うことをきかせてきたんですね。だだをこねれば要求を聞いてもらえたわけ
だ。そういう成功体験を、あなたは積み重ねてきてしまった」

　わたしは精神科病院での入院生活において主治医との対話を重ね、退院後は牧師として復職し、現在に至っている。その
ことは拙著『牧師、閉鎖病棟に入る。』にも書いた。だが、本の感想を受け取るたびに、わたしは読者への感謝の思いとと
もに、うしろめたさを覚える。成功秘話を誇っているような恥ずかしさを感じるのである。というのも、同じように職場で
キレてしまい、そのまま失職した牧師が何人もいることを、わたしは知っているのだ。そう、あの議員のように。わたしだ
けが、ここにいていいのか？　本を出してもよかったのか？」

「わたしは副園長から赦され、妻からも赦されて、今こうして生きている。また、駅でぶつかった女性からも──彼女にし
てみればさぞかし不愉快であったはずだが──駅員を呼ばれたり、訴えられたりしなかったという意味において、わたしは
赦されて今を生きている。
　赦しとはなんだろうか。わたしは赦されてラッキーなので、今こうしてこんな文章を書いていられるのか。わたしと、ス
キャンダルを起こして業界から干されてしまう人々との、その紙一重の違いはなにか。考えれば考えるほど、その紙一重の
なにかの重さに、わたしは背中を焼かれる思いがする。聖書にはこんな一言がある。

　あなたを憎む者が飢えているならパンを食べさせ
　渇いているなら水を飲ませよ。
　こうしてあなたは彼の頭に炭火を積み
　主はあなたに報いてくださる。（箴言25章21－22節 聖書協会共同訳）

　頭に炭火を積まれるとはどういうことだろう。日本風の言い方をするなら、顔から火が出るほど恥ずかしいということに
なるだろうか。怒りに駆られたわたしが激昂する。それも一度だけではなく、繰り返し過ちを犯す。そのたびごとに相手の
人々は、わたしを赦してきた。わたしにパンを食べさせ、水を飲ませてくれたのである。わたしはパンや水を、すなわちそ
の赦しを、とうぜんのごとく受け取ってよいのか。
　わたしはそれらの赦しを、顔から火が出るような恥ずかしさとともに受け取るのであり、その恥ずかしさの炭火は、じり
じりと頭の上で燃え続けているのである。炭火の存在をふだんは忘れていても、記憶の風が吹きこめば熾り、わたしを焼く
のである。
　ペトロはイエスが逮捕された土壇場で、他人のフリをして逃げようとした。そのとき彼はイエスの、

「鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう」

という予言を想いだし、泣き崩れた（マルコ14：72ほか）。彼は十字架に磔となったイエスを、自分だけ助かろうとしたと
いう自責の念とともに想起したかもしれない。復活したイエス・キリストは、その件についてペトロになにも言わなかっ
た。結果的にペトロはイエスから赦されたといえる。だが、黙って受け入れられ、赦されるということ。このことはペトロ
をしてラッキーと思わしめただろうか。彼はむしろ、イエスから呪われるよりも熱い炭火を、その頭に積まれたのではな
かったか。
　赦しの炭火はパウロにおいて、さらに熱かったと思われる。パウロは最初、キリスト教徒を迫害する側であった。彼自身
が証言している。

「私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて牢に送り、殺すことさえしたのです」（使徒言行録22章4節　同訳）

　パウロはキリスト教徒を殺した。しかし、彼はキリスト教徒になった。ところで、彼を受け入れる側の教会の人々は、そ
う簡単に彼を赦すことができただろうか。教会のなかには、他ならぬパウロによって家族を殺害された者さえいたかもしれ
ない。殺人の被害者遺族のところに、殺人の容疑者が入ってくる。古代人はそういうことが平気だったとでもいうのだろう
か。パウロは教会員たちからの刺すような視線にさらされたはずである。黙って彼を赦す、しかし決して彼のしたことを忘
れない人々の、沈黙の眼差しに。」

「パウロは回心体験をした。しかし、それと過去を水に流すことができたかどうかとはまったくの別問題である。パウロは
自分が殺した命の重さを、焼けて炎を上げる炭として頭に積まれたのだ。」

「牧師の仕事をしていると、重い話を打ち明けてくださった方ご自身がわたしに気遣いをしてくださることがある。

「こんなしんどい話ばかり聞いておられるのですか。なぜ、そんないやな仕事ができるのですか」

だが、わたしはいやな仕事だとは思っていない。わたしは何人もの人々から赦されて、今ここにいる。ペトロやパウロがも
はや直接、赦し主であるキリストや、自分が殺した人に償いをすることができなかったように、わたしも、わたしが激昂し
て暴言を吐いてしまった、しかもそれを赦し不問に付してくれた人々の多くに対して、いくら謝っても謝り足りない。なら
ばせめて他の人に、なにか喜びを伝えたい。直接キリスト教の話でなくてもよい。苦しんでいる人、泣いている人の話に、
ただ黙って耳を傾けたい。わたしは赦しをとおして自分の頭に置かれた炭火が燃え尽きるまで、目の前の誰かとともに足掻
き続けたいと思っている。」
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本書『コノキ・ミクオの詩と造形』で
はじめてコノキ・ミクオを知る

『月刊ギャラリー』で
2012年8月から2020年11月まで
8年4か月・100回にわたって連載された
アートと詩を収めた詩画集である

コノキ・ミクオ（此木三紅大）は1937年生まれ
「此木三紅大」を総合的に紹介する個人美術館
「那須高原　私の美術館」のサイトをみると
「金属、彫刻、粘土、陶芸、平面」と
ずいぶん多彩な作品がある

平面の絵画から立体的な造形作品まで
素材もさまざまなものが使われ
しかもこの詩画集でもわかるとおり
少しばかり屈折したユーモアのある詩も書く
そしてどちらも難解さを押しだすことはない

にもかかわらず
特に造形においては
常識的な感覚から絶妙な距離がとられ
奇妙な姿の存在が奇跡のように生み出されている

おそらくそれらのかたちは
作者の内なる想像界のなかで
実際に生きている存在を造形しているのだろう
そこには不思議なリアリティがある

造形と詩の関係も面白い
解説を書かれている詩人・小川英晴の言葉通り
「詩は絵の解説を超えて、絵も詩の解説を超えて、
独自の世界がそれぞれに呼応」している

此木三紅大はかつて
いわば「芸術世界をつきつめた作品」を作っていたが
最近の作品では「社会生活をする人々と同じ眼線から
言葉を立ち上げ、それをユーモアやペーソスを交えて語る」
ようになっているという

詩を読むと（それが造形にも連動している）
社会や文明・現代芸術へのシニカルな視線を感じるが
そこに「ユーモアやペーソス」があり
しかもそれがみずからへも向けられているために
表現が貧しくならず屈折したなかにも確かなポエジーがある

難しい言葉や形で難しそうなことを表そうとするのではなく
こうしたある種の「軽み」とでもいえる表現のなかに
魅力的な奥行きをもたせることができるのは
長い経験を通じてはじめて得れらた果実でもあるだろう

この詩画集は大切な保存版になりそうだ

■『コノキ・ミクオの詩と造形』
　（ギャラリーステーション 2021/11）



■『コノキ・ミクオの詩と造形』
　（ギャラリーステーション 2021/11）

（詩人・小川英晴「コノキ・ミクオの世界／言葉と美術が出逢うとき」より）

「コノキ・ミクオの詩には、社会や文明、それに現代芸術に対する様々な批判が込められている。それを簡潔
に機知に富んだ言葉で書いているところに大きな魅力があるといえる。最近の作品では、かつてのような芸術
世界をつきつめた作品ではなく、社会生活をする人々と同じ眼線から言葉を立ち上げ、それをユーモアやペー
ソスを交えて語る。それも誰にでも理解できる言葉で語るところにコノキ・ミクオの良心を感じとることがで
きる。
　『月刊ギャラリー』掲載当時、「渡しは毎月コノキさんの詩と絵のコーナーからまっさきに読むの」という
読者の声を何人かから耳にした。コノキ自身の知らないところで、このコーナーは愛読されていたのだ。思え
ば十年、およそ百回の連載をこなすために、どれほどの苦行を自らに強いたことか。渡しのアート縦横も百回
の連載をもって終了したが、ともに同時連載をした同志としても、コノキ・ミクオの仕事振りはつねに眩しく、
日々畏敬の念をもってページをひらいたものだ。百回の連載を通読して改めて思うことは、行き詰まることな
く、終始一貫魅力的な作品を書きつづけてきたということ。それは何よりもコノキ自身が、自らの世界を楽し
みながら、ときには最も良き読者として、作品を作ってきたからに他ならない。（…）頭でっかちやうすっぺ
らな作品が多い現代美術の世界にあって、コノキ・ミクオの作り出す世界には、自然との心やすらかな共鳴が
あり、この時代を生きる人間としての文明批評がある。それをちゃんと自らの表現の根幹に据えていたからこ
そ、机上の空論で終わらない実感を読者は感じ取ることができるのである。」
「コノキ・ミクオは、若き日、死に直面した折、数点の傑作をものにしている。死を前にしたものでさえ、生
涯にたった一度しか描けない傑作、それを人生の若き日にすでにコノキは描いている。死を前にしたコノキの
臨場感が生み出したこの傑作によって、コノキ・ミクオは自らの芸術の頂点を極めた。ここでコノキが死んだ
なら、夭折画家として名を残したに違いない。しかし、コノキは死ななかった。（…）新たな人生が新たな契
機を生み、新たなイメージを沸き立たせる。究極の世界から、今度は現代との対話である。（…）現代文明の
終焉と現代芸術最後の抵抗、その一連の運動の一つとして、私はコノキ・ミクオの作品を観る。」

「今日までコノキ・ミクオは、人生上に立ちはだかる様々な苦難を乗り越えてきた。自信に溢れる二十代から
三十代、病によって、死と向き合わざるを得なかった三十代から四十代、精力的に作品を書きつづけた五十
代、肩の力を抜いて自由に作品と遊んだ六十代から七十代、多彩な人生の季節を経て、十年の成果がようやく
一冊の詩画集としてまとめられることになった。ここに収録された作品はすべてコノキ自身の生み出した作品
であり、その領域は、金属、彫刻、粘土、陶芸、平面をはじめ多岐にわたる。どの作品にも独自の表現やコノ
キの感性が息づいていて、一見しただけで作者の意図を知ることができる。詩も絵も全面に自分をおしだすと
いった手法をとらず、詩と絵のかけあいによって、見るもの、読むものに生き生きとした実感を与える。それ
は美術作品においても同様だ。どの作品をとっても威圧的な表現はなく、穏やかでありながら、ユーモラスも
あり、コノキの作り出した世界の魅力がまっすぐ伝わってくる。それは金属の扱い方と世界とのハーモニーが
絶妙だからだ。
　詩は絵の解説を超えて、絵も詩の解説を超えて、独自の世界がそれぞれに呼応する。ここにあるのは作品と
咲く非とが生み出すもうひとつの物語だ。詩は簡潔明快。ユーモアとペーソスを全面に出して、時に立体作品
を挑発する。すると、立体作品までもが詩の世界の余韻をうけて、大きな想像力の中へと読者を引き込んでゆ
くではないか。それは詩にも立体作品にも多様な可能性が秘められているからに他ならない。自らの世界を平
面的に捉えるのではなく、立体的に捉えた結果、三次元、世事変的世界が成り立つとでも言ったらいいだろう
か。」

「No.11 2013年６月

　顔

　あんな顔して
　こんな顔して

　いい男ぶって
　いい自動車（くるま）乗って
　いい女ぶら下げて
　美味いもんなんか食って
　親も喰って

　いいこと言ったりして
　友達も喰っちゃって
　嫌な男だ

　俺なんか
　いい男なんだけど
　嫌な仕事して　疲れ果てて
　変な女つれて　無口になって
　嫌なことやって　嗤われて
　不味いもの喰って　爺になって
　こんな顔になっちゃった」

「No.66　2018年1月

　雑談虚笑

　「変てこでむちゃくちゃな絵を笑顔で視てくれる
　感覚のいい美術界は無いものかね」

　「今の美術教育の　硬骨アカデミーじゃ無理　無理だよー今は
　リアリティと完璧志向なんだ　世の中はそれでなくても
　潔癖症で除菌社会なんだから」

　「美術界も美苦美苦して堅苦しいね」

　「だけど「変てこ」の中に潜む自由な美が面白いんだけどなあー
　失敗にこそ真実の自分が出るというじゃないか
　某々風で無いものだよ　変てこが重美になることもあるんだぜ」

　「それって　歪んで　くねって　失敗作みたいなもんだろー
　侘び寂びかよー　茶道の世界じゃん」

　「その魅力は　はみ出した処にあるのかもね」

　「そうだよ　いつの時代も
　はみ出し者が新しい文化を創ってきたんだからね」

　「変てこと出鱈目に生命を吹き込んで
　人の心を揺さぶって来たんだね」

　「だから芸術って面白いんだよ」

　「揺さぶり揺さぶられて破壊され
　発酵と沈殿を繰り貸して収まる美かーいいねー」」
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「木」から人類の歴史を辿るという
ありそうでなかったらしいテーマの
ローランド・エノスの『「木」から辿る人類史』が
刊行されたのは２０２０年
幸いその翌年にこうして邦訳されたのは意義深い

人類史のはじめ
二足歩行をはじめたのも
森から地上に降りたからではなく
木の上を歩くためだったという

それから７００万年
木は人類とともにあり
交易に活用された木舟
多様な建築技術
エネルギー源としての木炭など
文明を築き発展を遂げるために
「木」こそが最も重要な鍵となってきた

本書のテーマはそのタイトルの通り
木という素材を軸にした視点から
人類史を見直すということであり
それが生物学・建築学・材料工学・地理学などの
科学的視点から多様に論じされていて興味深い

視点を変えると
世界がそして歴史が
まったく別の相貌をもって現れてくる

しかし読み進めていて
どこか物足りなさを感じたのは
科学的視点であるがゆえに
「木」を「素材」としてしか見ていない
ということがあるのだろう

科学的視点にいわゆるアニミズム的な視点を
安易に持ち込むことはできないだろうし
そうしてしまえば『「木」から辿る人類史』が
ニューエイジ・ファンタジーのようにも
なってしまいその意義が失われてしまうことになる

しかし人類が古代から「木」とつきあったきたのは
それを「素材」として見ていただけではないはずではないか
「人類史」を「木」から辿るというのであれば
その「木」と人類との対話という視点も
欠かすことはできないのでないだろうか

その意味では
「木」から辿る人類史には
「木」と対話する人類史が
科学的視点とは別の仕方で語られる必要がある

そう感じたので
唐突ではあるだろうが
自然と交信するというドロシー・マクレーンが
樹木から受け取った言葉が紹介されている
『樹木たちはこう語る』を並べてみることにした
いうまでもなくドロシー・マクレーンは
荒れ地だったフィンドホーンに
豊かな実りをもたらしたことで知られている

「木」を「素材」として対象化するだけでは
「木」がいったい何を語っているのかはわからない
もちろんそのメッセージを
古代の人々のように聴きとることは
ドロシーのような人以外にはできないだろうが
少なくともそこからなにがしかを感じとることはできる

森を歩くだけで生き返った気持ちになれるのは
おそらく樹々たちからの働きかけがあるからだ
それをただ化学作用に還元するだけでは
まして「素材」としてしか見ないとしたらあまりに貧しい

■ドロシー・マクレーン（山川紘矢・山川亜希子 訳）
　『樹木たちはこう語る』（日本教文社 2009/1）
■ローランド・エノス（水谷淳訳）
　『「木」から辿る人類史／ヒトの進化と繁栄の秘密に迫る』
　（NHK出版 2021/9）



■ドロシー・マクレーン（山川紘矢・山川亜希子 訳）
　『樹木たちはこう語る』（日本教文社 2009/1）
■ローランド・エノス（水谷淳訳）
　『「木」から辿る人類史／ヒトの進化と繁栄の秘密に迫る』
　（NHK出版 2021/9）

（ドロシー・マクレーン『樹木たちはこう語る』より）

「森林環境学と地球を癒やすという考え方を広めた人々の一人に、リチャード・セント・バーブ・ベイカー（一
八八九 - 一九八二）がいます。彼はイギリスの環境保護主義者であり、「木を守る人々」の創設者として有名
です。セント・バーブはその人生で、世界中にできる限り多くの木を植えようと人々に呼びかけ、自らも多く
の木を植え続け、沢山の本を著しています。そして、一九六九年に発表した私の「木からのメッセージ」に、
次のような序文を寄せてくれました。

　フィンドホーン財団のドロシー・マクレーンを通して伝えられた木からのメッセージに、このようなコメン
トを寄せることができて、とても嬉しく光栄に思います。
　先祖から私たちへと遺された木や森を次の世代へ引き渡すために働いている「木を守る人々」は、自分たち
が愛に溢れた奉仕をすることによって、人生のすばらしさを知ることを発見しました。木を植えていると、予
想もしなかったほど、人生が豊かになります。それは木全体の共同体が感謝の気持ちを発して、沢山の利子を
つけて愛をシャワーのように私たちに注いでくれるからです。想いを込めて木を植えるとき、奇跡が起こりま
す。木からのメッセージは、科学的研究では得ることができない神秘的な事柄を、私たちに明らかにしていま
す。古代の人々は、地球はそれ自体、感情や感覚を持つ存在であり、地球上に住む人間の行動を感知している
と信じていました。この考えを否定する科学的証明がないからには、私たちはこの考えを受け入れ、これに
従って行動すべきだと思います。そうすれば、まったく新しい世界が開けてくることでしょう。
　説明できないものは何一つ、受け入れないとしたら、私たちの人生はまったく退屈きわまりないものになっ
てしまうでしょう。私自身は説明できないものも信じてしまう方です。サハラの日の出と日没の奇跡や、小さ
な種が巨大な樹木へと成長し、多くの小さな生き物に食物と住み家を与える奇跡を思えば、信じないでいるこ
とは私たちの思い上がりでしかありません。しかも、こうした小さな生き物は自然の循環の中で欠くべからざ
る一環を成しており、私たち人間に生命の息吹を与えているのです。
　人類愛と、そして人間とすべての生きとし生けるものが一つであることのシンボルとして、この奇跡を事実
として受け入れようではありませんか。
　ドロシーのメッセージの一つひとつを真剣に学び、心に深く刻みつけることが、今、わたしたちには必要な
のです。」

(ローランド・エノス『「木」から辿る人類史』より)

「西洋世界に生きていると、自然から距離をとって、自分たちを動物界から完全に切り離された高位の存在と
みなしたがるものだ。」
「霊長類とその他の哺乳類との大きな違いは、霊長類が樹上生活に適応したことで生じた。私たちはいまでこ
そ地上で暮らしているが、それでもほかの霊長類と似ているのは、この樹上生活への適応形質の大部分を残し
ているからだ。驚くことに、私たち人類が最初から地上での生活に適応していたのは、近縁の霊長類が林冠で
の生活、つまり木で作られた世界での生活に合わせて身体や脳を進化させてくれたおかげなのだ。」

「初期のヒト族は、どのような経緯で木から完全に下りるようになったのだろうか？」
「正確な年代はさておき、初期人類に関する現代の研究で明らかになった事柄の中でもっとも注目すべきは、
人類が地上で暮らすうえで鍵となったのが、木の利用、とりわけその思いがけない二つの有用な特徴を活用し
たことであるという点だ。初期のヒト族は地上生活の第一段階で、木が乾燥すると「剛性が上がるという性質
を利用して掘り棒を作り、地下の栄養貯蔵器官である根という新たな食料源を掘り起こすのにそれを使った。
第二段階では、私たちの属するホモ属の初期の種が、乾燥した木の燃えやすさを生かして火をおこし、捕食者
から身を守ったり、食物を調理したりした。私たちが木から脱出して地上生活に移行した際には、皮肉にもそ
の木を形作っている材料との関係を深めたことが役に立ったのだ。」

「私たちがこれまでどれだけ大量の木材を使ってきたかを考えると、木が人類の歴史に何らかの影響を与えて
きたことは間違いない。しかし、たとえばエネルギーと石炭が産業革命に果たした役割など、木と関係のある
事柄については考察されているものの、木の役割自体についてはほぼ無視されている。もちろんこのテーマを
掘り下げようにも、文献を漁るという通常の歴史研究の方法ではうまくいかない。木を扱う真の専門家だった
木こりや木工職人は、おおむね地位が低くて文章による記録をほとんど残していないし、大プリニウスやジョ
ン・イーヴリンといった、木に関する文書を残している数少ない人たちは、実際に直接木を触ったことのない
貴族や紳士だった。彼らは木が切り倒される場面を見て心動かされたようだが、その劇的な工程に比べると、
人間の一生のうちにほとんど気づかないくらいの速さで樹木が生長する様子なんて、ほとんど記憶に残らな
かったはずだ。
　そのため当然ながら、定評のあるほとんどの歴史書には、森林が「根こそぎ倒された」とか木が「朽ちた」
とかいったように、破壊の話しか取り上げられていない。その結果、新たな力で頂点に上りつめた人類が、木
材を得るためにいかに森林を乱開発したきたか、森林破壊によっていかに土壌流出や気候変動や干魃、そして
文明崩壊を引き起こしてきたかといった、教訓めいた話の本が巷にあふれかえっている。森林破壊をめぐるこ
のような逸話は、歴史上何度も出てきた。古代メソポタミアの帝国、ミュケナイ文明のギリシャ、マヤ帝国、
ヴェネツィア共和国は森林破壊の犯人扱いされ、イースター島の人々は森林破壊によって自らの文明を崩壊さ
せたとされてきた。中でももっとも頻繁に取り上げられるのが、大英帝国の建国にまつわる逸話だろう。海軍
の創設によって広大なオークの原生林が破壊されたというのだ。
　真実はそれとはまったく違う。たしかに、人類が世界中の森林にとてつもなく大きな影響を与えてきたのは
間違いない。森林面積は減少しつつあるし、残されているの森林の構成も変化しつつある。それでも人々は長
年にわたり、森林の減少に対処して、環境破壊を防ぎながら十分な木材を調達しつづける方法をいくつも見出
してきた。だが（･･･）人類の影響は地球規模にいたるまであらゆるスケールにおよんでいて、私たちと木との
関係は世界の歴史に深い影響をおよぼしている。」

「森林破壊に関する逸話は、表面的には人を惹きつけるものの、間違った前提に基づいている。第一に、木を
切り倒すと破壊的な土壌流出が起こるという点が間違っている。（･･･）かつて、森林はもっとずっとゆっく
りと切り拓かれていたし、現代と違って重機を使わないため土壌のダメージもはるかに小さかった。森林伐採
自体の影響ははるかに小さかったのだ。」
「農耕のために土地が開発されると、たしかに浸食が加速する。（･･･）しかしそれは何百年や何千年もかけ
て起こったのであって、実際の浸食はゆっくりとした起こらない。」
「人類はまた、土壌を何千年にもわたって管理して、過度に浸食されないようにする方法も身につけてき
た。」
「土壌流出によってある意味大きな影響を受けていたのは、伐採地域から流れる河川だけである。流出した土
によって川が変色するだけでなく、泥が堆積して下流に問題を引き起こすのだ。」
「森林伐採によって破壊的な土壌流出と環境破壊は起こるという単純なストーリーは、論拠に欠けている。そ
れでも人類と木との関係は、たしかに文明と地球環境にすさまじい影響をおよぼしてきた。文明の歴史地理学
的側面と、私たちが現在置かれている状況をはるかによく理解するには、その関係生をもっと現実的な生物学
的視点からとらえなければならない。とくに考える必要があるのが、木はすべて同じではないということだ。
分類学上の二大グループである広葉樹と針葉樹では、生物学的特徴が大きく異なるのだ。」
「環境歴史学者によって、産業革命前にも人類はすさまじい影響をおよぼしていたことが明らかになりつつあ
る。その中でもっとも直接的な第一の影響が、森林面積、とくに広葉樹の優占する地域の面積が縮小したこと
である。」
「人類がおよぼした第二の影響は、自然のままの原生林、いわゆる老生林の面積が劇的に減少したことであ
る。」
「残念ながら、植林の普及はさまざまな面で重大な問題を引き起こした。第一の問題は、木工材だけが有用な
資源であると決めつけて、針葉樹やユーカリやチークなど、成長が速くて幹がまっすぐな樹木ばかりが植えら
れたことである。広大な面積の広葉樹の原生林が切り拓かれて、かわりにこれらの木が植えられたことで、生
物多様性が低下した。」
「植林がもたらしたもう一つの問題は、たった一種類の樹木からなる広大な純林が増えたことである。そのよ
うな森は強風や菌類の病気や病虫害にとりわけ弱く、森全体が破壊されることもある。」
「さらに、外来種とともに運ばれてきた新たな病害虫や病気が抵抗力のない在来種を枯らしてしまうこともあ
る。世界中の森林にとって、これが最大の脅威だろう。」



「極めつきの問題は、短いタイムスケールで走りつづける現代の産業界の植林という手法がそぐわないことで
ある。新たに植えた木が五〇年後にどれだけ成長するかを予測するのは難しいし、最終的に生産される木材の
価格を予測するのは不可能だ。その木材をほしがる人がいるかどうかすら予測できない。そのため至るところ
の森で、投資をいっさい回収できない木が育ってしまう。」

「どんな関係が壊れたときもそうだが、実際的な林業と木工の世界から疎遠になり、手を動かして細工をする
能力を失った結果、私たちの生活はさまざまな面で質が下がり、不安定で不幸せになってしまった。心理学者
は、樹木や木材との関係がどのような恩恵をもたらすかを定量化して、私たちがうすうす感じているとおり、
それが重要であることを証明しようとしている。そして彼らの研究から、人は森の中で過ごすことによって恩
恵を受けるだけでなく、森の中でたとえば木を植えたり薪を切ったりするといった作業をおこなうことで、さ
らに大きな恩恵を受けることが明らかになりつつある。焚き火や薪ストーブを燃やすと、おのずと夜の静けさ
に集中して、デンマーク人のいうヒュッゲ、すなわち満足感が得られる。
　また、木材を扱ったり木でものをつくったりしていると、穏やかで幸せな感情が湧いてくる。（･･･）
　日常生活からこれらの恩恵が奪われた私たちは、さまざまな点で祖先たちよりも貧しい暮らしをしていると
いえる。しかも、自分自身を不幸にするのと同じくらい確実に、この地球を破壊している。」
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