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☆mediopos-2576　　2021.12.5

ティモシー・モートンのいう
「エコロジカルな自覚」とは
「Ａ＝Ａ」という「自同律」を
自明のものにしないことだという

インドの伝統的な思考に
Ａでも
非Ａでも
Ａかつ非Ａでもなく
Ａと非Ａのどちらでもない
といいうテトラレンマというのがあるが

モートンのエコロジカルという
エコのロジックは
一見言葉の遊びのようにさえ思える
そんなテトラレンマのようなロジックで
「言葉と思考」を転回させようとしている

それを「自覚」に導く主体は
「強い主体」ではない
主体はむしろ弱くされることで
「遊び」へと向かうことができる

主体を弱くすることで
むしろ自覚は深められ
自在で柔軟な主体となり
「環境」と響き合えるようになる

「正しさ」「正義」「真理」などは
強い主体でしか主張しえないことだが
そうすることでわたしたちは
みずからを「環境」から遠ざけてしまう

それは「環境」と「遊戯」することではなく
「環境」から必要とされるモノだけを
切り出してそれ以外を捨象するということだからだ
そうすることで
「物事の意味を一つの尺度に閉じ込めてしまう」

モートンは
「モノがモノであるとは、遊戯的である」ことであり
「そのように生きることのほうが「精緻」」だという

モノたちすべては
ほんらい遊び心に満ちている
それを狭い場所に閉じ込め
身動きをとれなくしているのこそ
「強い主体」である

「精緻」であろうとすることで
モノたちは遊びはじめる
つまり世界は遊びはじめ
わたしたちもまた囚われからはなれ
未知の現実とともに
生きる主体へとひらかれてゆく

■森田 真生 
『僕たちはどう生きるか／言葉と思考のエコロジカルな転回』 
　（集英社 2021/9） 



■森田 真生
『僕たちはどう生きるか／言葉と思考のエコロジカルな転回』
　（集英社 2021/9）

「同じ出来事が、人間中心的な枠組みの外では、まったく別の意味を持つ。都市のロックダウンは、人間にとっ
てはスムーズな生活の中断にほかならないが、人間でない生物の多くにとっては、人間活動の順調な作動こそ
が、平穏な暮らしを疎外してきた最大の要因なのである。
　同じことが、異なる存在、異なるスケールにおいて、まったく別の意味を持つ。だから物事の意味を一つの
尺度に閉じ込めてしまうわけにはいかない。
　同じことが別のスケールではどんな意味を持つか。これを常に想像し続ける姿勢を、アメリカで独自の環境
哲学を展開するティモシー・モートンは「エコロジカルな自覚（ecological awareness）と呼ぶ。」

「エコロジカルな自覚のもとでは、僕が僕であるという「自己同一性（identity）は、もはや当たり前のことで
はなくなる。「Ａ＝Ａ」という「自同律（law of identity）は、ほとんど自明な原理のように見えるが、生命に
とってはむしろ、驚くべき達成なのである。
　純粋に、清潔に、首尾一貫した「自己」という発想自体が、すでに現実味を失っている。自己と非自己、人
間とそれ以外と、ものごとを図と地にきれいに分けられると信じるにはもはや、僕たちはあまりにも深く、他
者が自分に浸みこんでいることを学んでしまっている。
　前景と背景、図と地を切り分けて考える発想そのものの機能不全。ティモシー・モートンはこれを、「世界
の終わり（the end of the world）」と呼ぶ、それは、終末論的で破局的な、人類や地球そのものの終わりでは
なく、内と外、図と地を切り分け、自分だけが安全に引きこもれる場としての「世界（world）」があると考え
ること自体の終わりなのだ。」

「ティモシー・モートンは今年に入って、人類学者で作家のドミニク・ボイヤーとの共著で『hyposubjects』
という本を出した。これは、ハイパーオブジェクトの時代に、どのような「主体（subject）」として生きてい
くかを模索するかなり実験的な著作だ。
　本を書くという行為そのものを編み直していこうとする二人は、一人称を共有するという遊び心に溢れたス
タイルでこの本を書き勧めていく。二人の署名が「私たちは」と名乗る代わりに、「私は」と同じ一人称を分
かち合うのだ。このため、「私は完全に同意だ。私はまったく同意できない」といったような矛盾した文も平
気で書けてしまう。首尾一貫した一人の「強い主体」としての著書という観念を打ち破る試みである。
　標題にある「hyposubject」は「hypersubject」に対置される概念だ。ハイパーオブジェクトの時代に、それ
でもなお意味の主宰者であり続けようとする「強い主体」を、著者は「hypersubject」と呼ぶ。これに対し、
「hyposubject」とは、全体を俯瞰できない自己の弱さと不完全さを受け入れて生きていく「弱い主体」だ。」
「ハイパーオブジェクトの時代の主体は、むしろ自己を徹底的に弱くしていくしかないのではないか。本書で
モートンとボイヤーはこの可能性を追求する。ここで、「遊び（play）」が、重要なキーワードになる。
　「遊び」とは既知の意味に回帰することではなく、まだ見ぬ意味を手探りしながら、未知の現実と付き合っ
てみることである。それは、みずから意味の主宰者であり続けようとする強さを捨てて、まだ意味のない空間
に投げ出された主体としての弱さを引き受けることである。意味の全貌を見晴らせないなかで、それでも現実
と付き合い続けようとする行為は、自然と「遊び」のモードに近づいていく。
　それはいつも子どもたちが僕に教えてくれることでもある。」
「危機においてますます意味の主導権を握り続けようとするハイパーサブジェクトの支配から自由になるため
には、単純な抵抗や正義の主張だけでは不十分なのだ。既知の意味に固着せず、意味の主催者であろうとする
大人たちを結果として翻弄していく子どもたちの遊び心は、これからの時代を生きる大きなヒントを孕んでい
るのではないだろうか。
　モートンは、子どもたちどころか、あらゆるモノが、精緻に見れば、すでに遊び心を体現していると語る。

　　モノがモノであるとは、遊戯的であるということなのだと思う。だから、そのように生きることのほうが
「精緻（accurate）」なのだ。

（･･･）

　モノはそれ自体ですでに驚くべきほど創造的で、遊戯的なのではないか。とすれば、遊戯的であることは、
現実から一時的に脱線することではなく、むしろ遊戯的であることこそが現実的なのではないか。既知の意味
に固着する息真面目さよりも、あらゆる可能性を試す遊び心の方が「精緻」だとモートンが言うのは、それは
意識や生命すらないとされる、あらゆるモノたちに共通する根本的なあり方だからである。」

「そもそも「正しさ」「正義」「真理」などはいずれも、強い主体の言葉だ。生態学的に豊穣な網に編み込ま
れた僕たちにとって、最終的な真実や正しさを摑もうとするより、目の前の現実を、より精緻に把握しようと
動き続けていくことの方が切実だ。」



☆mediopos-2577　　2021.12.6
なにも考えたくないほど
疲れたときにはとくにタオがいい
そんなときでも
「タオは笑っている」からだ
もちろんどんなときでもタオでありたい

はじめて老子と荘子を知ったのは中学の頃だが
それ以来ずっとタオの「風狂」と
ともにありたいと思うようになっているようだ

それは仏教から影響をうける
ずっとまえのことだ
だからどこか仏教にもタオの風を感じ
さらにずっとずっと後になって
キリスト教について知るようになっても
イスラムのスーフィーについて知るようになっても
そこにはいつもタオの風を感じている
逆にいえばそうでないものにはどこか違和感がある

とくに分別くさいのはお断りしたい
ちょっと疲れたこんなときだからだろうが
ほんとうに久しぶりに（４０年ぶりだ）
スマリヤンの『タオは笑っている』をパラパラ

そのなかから今回は
「３５　風狂の哲学と分別くさい哲学」を引いてみた

なにも言うことはない
この章の最後もそうだ

「本章に関してお詫びしなければならないことがひとつある。
それは本章が分別くさいことだ。
ただ、友人がこう言ってくれたのがせめてものなぐさめだ。
「分別くさくはあるがどこか狂っている。」」

狂っているのには
二種類ある
じぶんが狂っていないと思ってる狂い方と
じぶんからすすんで狂っている狂い方

もちろん世の中で偉いと思われ
評価されるためには前者でなければならないが
そんな者にはなりたくもないので
いつも風狂とともにありたいと思っている

引いたなかで
とくにそうありたいと思っているのは
分別を捨て寛大になり
狂うことで
「ぞっとするような「まともさ」も
堪えがたいものでなくな」り
「さらに狂気が進むと
狂気か正気かの二元論は無意味になり、
両者は同じにみえてくる」というところだ

ぼくのような中途半端な狂い方だと
まだ「ぞっとするような「まともさ」」に
いまだ耐えきれずにいるところが多分にある

だからこそそのなかで
なんとかやっていく必要があるのだろうが
もっと狂気を進めることができたときには
もう狂気であることにさえ
こだわらなくてもすむようになれるのだろうか

■Ｒ・Ｍ・スマリヤン（桜内篤子訳）
　『タオは笑っている』
　（工作舎　1981.4）



■Ｒ・Ｍ・スマリヤン（桜内篤子訳）
　『タオは笑っている』
　（工作舎　1981.4）

（「３５　風狂の哲学と分別くさい哲学」より）

「哲学はおおざっぱに言ってふたつに分けられる。「風狂の哲学」と「分別ある哲学」である。わたしは当然、
前者のほうが好きだ。後者はきまじめで、正当で理性的で分析的である−−−−要するに、ひじょうに分別くさ
い。一方、風狂の哲学はどこか狂っている。そして自然発生的でユーモアがあり、従来の思想の枠にまったく
とらわれない。道徳的でない。自己規制がない。整然としてない。それはこの世を超越していて、美しく、詩
的で、真っ正直で、矛盾とパラドックスに満ち、要するに魅力的である。分別くさい哲学と較べて、いちばん
まさっている点は真実にずっと近いということだ。こう書くと、当然、分別ある哲学者の多くは異議を唱える
だろう。風狂の哲学のほうが真実に近いという証拠はある。ただしどれも分別ある哲学者が認めてくれそうに
ない狂った証拠ばかりだ。
　哲学者にかぎらず、人はだれでも、だいたいどちらかのタイプに属するようだ。一般的に、心理学者、精神
分析家、経済学者、社会学者、政治学者は分別あるタイプだ。そして芸術家、詩人、音楽家、（うれしいかな）
化学者、理論物理学者、数学者（とりわけ数理論理学者）は風狂の傾向がある。経験から言うと、ひじょうに
優れた論理学者は分別あるものに深い理解を示すと同時に、風狂なものにもすばらしい感性をもっている。こ
れは当然と言えば当然だ。理屈を超えた哲学は新鮮であるばかりでなく、ひじょうに啓蒙的であり、風狂の哲
学を理解できない人は真実をもほんとうに理解できない。
　分別を捨てることによって、人間はより情深く寛大になる。さらに狂うことによって、この世の、ぞっとす
るような「まともさ」も堪えがたいものでなくなる。さらに狂気が進むと狂気か正気かの二元論は無意味にな
り、両者は同じにみえてくる。
　わたしは分別ある哲学に反対しているわけではない。分別ある哲学があるからこそ狂気の哲学のすばらしさ
が引き立つのだから。
　それではふたつのタイプの例を示そう。文学、とりわけ西欧の文学には分別の哲学が幅をきかせている。ア
リストテレスの作品をみるがいい。どのページを開いてお分別だらけだ。一方、風狂の哲学とはざっとこんな
ものだ。つぎの荘子の言葉によく表されている。

　　古代人の知識は完全だった。なぜ完全だったかというと、ものの存在を知らなかったからだ。これほど完
全な知識があろうか。足りないものはなにひとつない。それからやがてかれらはものの存在を知った。しかし
区別はしなかった。それからしばらくたって区別するようになった。だがそれぞれにいいとか悪いとか判断を
下すことはなかった。人間が判断を下すようになったとき、タオは崩壊した。そしてタオの崩壊とともに個人
の選り好みというものが始まったのである。

　本章に関してお詫びしなければならないことがひとつある。それは本章が分別くさいことだ。ただ、友人が
こう言ってくれたのがせめてものなぐさめだ。
　「分別くさくはあるがどこか狂っている。」」



☆mediopos-2578　　2021.12.7

ますむらひろしは
宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』を
三度漫画に描いている
（三度目はまだ途中）

一度目は１９８３年
二度目は１９８５年
そして今回の三度目は
昨年の２０２０年にはじまって
現在は全四巻予定の分の第二巻まで

宮沢賢治は『銀河鉄道の夜』を三度改稿している
ますむらひろしは一度目には
「午後の授業」から始まる第四次稿（最終形）を
（それは「たった96ページで描いた」のだが）
二度目には初期形（第三次稿）を描いたが
今回は最初に描いた第四次稿（最終形）を
「約600枚という六倍の規模で描」こうとしている

宮沢賢治が主に改稿したのは
冒頭の所（第四次稿の冒頭は学校の教室ではじまる）
そして第四次稿では削除された
「ジョバンニの世界への、
作者宮沢賢治の思想の重大な介入」としての
「ブルカニロ博士」や「黒い帽子の大人」である

今回第四次稿をもとに描かれた学校の教室の所で
ジョバンニは
「ではみなさんは、そういうふうに川だと云われたり、
乳の流れたあとだよ云われたりしていた
このぼんやりと白いものがほんとうは何か、ご承知ですか？」
と先生に尋ねられて答えられない
だいじなのはジョバンニがそれを星だとは答えなかったからだ

そこには「賢治の込めた綿密な想いがある」からだと
ますむらひろしは理解している
「亡くなった者が、それから異空間に行く行程で、
賢治は星だらけのがらんとした所を、
とし子に歩かせたくはなかったのだ」
そしてその思いが
「やがてこの物語を産む大きな種子」となったのだと

さて上でもふれたとおり
第四次稿では「ブルカニロ博士」や
「黒い帽子の大人」の所が削除されているが
おそらくそれらはあからさまな作者の介入という形ではなく
ジョバンニのなかで育まれていく思いとして
暗に示されているかたちをとりたかったのではないだろうか

ますむらひろしの「初期形（第三次稿）」の
言葉でいえば別の箇所でつかわれた
「黒い帽子の大人」の語っているこんなところである

「みんながめいめいじぶんの神様が
　ほんとうの神さまだというだろう

　けれどもお互いほかの神さまを
　信ずる人たちのしたことでも
　涙がこぼれるだろう

　それからぼくたちの心が
　いいとかわるいとか
　議論するだろう？
　そして勝負がつかないだろう

　けれどももしおまえが
　ほんとうに勉強して
　実験でちゃんとほんとうの考と
　うその考を分けてしまえば
　その実験の方法さえきまれば
　もう信仰も化学とおなじようになる」

「このきれぎれの考の
　はじめから終わりすべてに
　わたるようでなければいけない
　それがむずかしいことなのだ」

■原作・宮沢 賢治／作画・ますむら ひろし
　『銀河鉄道の夜・四次稿編〈第1巻〉』
　（風呂猫 2020/11）
■原作・宮沢 賢治／作画・ますむら ひろし
　『銀河鉄道の夜・四次稿編〈第2巻〉』
　（風呂猫 2021/5）
■原作・宮沢 賢治／ますむら・ひろし賢治シリーズVol.1
　『銀河鉄道の夜』
　（扶桑社　1995/3）



■原作・宮沢 賢治／作画・ますむら ひろし
　『銀河鉄道の夜・四次稿編〈第1巻〉』
　（風呂猫 2020/11）
■原作・宮沢 賢治／作画・ますむら ひろし
　『銀河鉄道の夜・四次稿編〈第2巻〉』
　（風呂猫 2021/5）
■原作・宮沢 賢治／ますむら・ひろし賢治シリーズVol.1
　『銀河鉄道の夜』
　（扶桑社　1995/3）

（『銀河鉄道の夜・四次稿編〈第1巻〉』より）

「宮沢賢治が残した「銀河鉄道の夜」の生原稿は83枚。「ケンタウル祭の夜」で始まり、天気輪の丘を降りる
所で終わる構想で書かれた初期形。賢治はそれを三度改稿し、第四次稿（最終形）では「午後の授業」から始
まるものにした。私はこれを83年に描き、85年には初期形（第三次稿）を描いたのだが、判らないことがゴソ
リと残り、作品の魅力は私を離さなかった。それ以来、月一回の文章連載で何年も調べていった謎解き巡りの
一部を「イーハトーブ乱入記」にまとめたが、それでも解けない謎たちはチカチカと点滅していた。

　それにしても、つくづく思うのは、この作品は霧に包まれた山脈のようで、全貌を描ける者は賢治しかいな
い。「描いてもけっして描ききれず、奇妙な輝きと深淵な闇が、ニッタラろ微笑む幻想第四次空間」。何とか
少しでも捕らえたいと、五年前から三度目の作画を開始した。83年にたった96ページで描いた最終形を約600
枚という六倍の規模で描くという企画を、赤旗日曜版編集部が受けてくれ、そのコマ割りラフ・スケッチを数ヶ
月かけてノートに書き終えた時期、一冊の書籍を著書よりいただいた。

　「ジョバンニの銀河カムパネルラの地図」椿淳一著、同時代社刊。それは私の描いた漫画二作への有り難く
深い賛辞とともに、銀河鉄道の舞台構造についての問題提起を含んでいた、《銀河鉄道はいっったいどこを
走っているのか？》その提示は大胆であり、私のなかで解決するまでは本番の下書きに入れず、半年ほどかけ
て自分なりに調査して再考し、結論を得た。」

「「ケンタウル祭の夜」から始まってた物語を、賢治は学校の教室から始めた。この先生はどこか賢治自身に
見えるが、ジョバンニたちを呼び捨てにしない。実際賢治は生徒をさん付けで呼んだらしいが、私の小学生時
代ですら、そんな先生は居なかった。だがヒネクレた私が二十歳近くに最初読んだ時、この優しさが実に怖
かった。子供の直感は何かを見抜く。小学校の教科書に現れた「虔十公園林」で感じた賢治の怖さと同質のも
の、それは今も変わらない。」

「銀河鉄道を今回描きだしてから、いろんな友だちが、異空間に逝ってしまった。
ザネリに連れられるように去るカンパネルラの後ろ姿に流れる「星めぐり」の旋律。この場面でギターを弾く
男のなかに、異空間にいったZABADAK・吉良知彦氏が化身してる。

　そして天気輪の柱。賢治が「見分けられた」としか書いてないのに、この物語の秤の支柱みたいに、あまり
に重要な物体。だが手がかりは「天・気・輪」の三文字だけ。いろんな想いを詰めて原始的な気配に込めた。
そして色彩部長の入魂のカラー連続展開のあと、ついに軽便鉄道の座席が現れるが、それはロングシートなの
だ。

　85年の作画の際、鉄道オタクの妹に、「兄ちゃん、軽便鉄道って狭いから、坐席はボックス形でなく、ロン
グシートだよ」と言われた。この事柄については、２００１年、宮沢賢治学会よりイーハトーブ賞をいただい
た時、花巻での授賞式の記念講演で、このフレーズを語ったとたん、会場でどよめきが起こった。それほど《軽
便鉄道＝ロングシート》は知られていなかった。それでも二度目もボックス形で描いた私が、三度目の今回何
故かロングシートで描くのか？　」

「古来、名作の冒頭はなかなか味わいのあるものだが、やはり賢治もよくよく考えて、物語の冒頭の言葉を選
んだのだと思う。
「ではみなさんは、そういうふうに川だと云われたり、乳の流れたあとだよ云われたりしていたこのぼんやり
と白いものがほんとうは何か、ご承知ですか？」
　この設問は深い。もしジョバンニが星だ、と答えたら、物語は一体どうなっただろう？　たぶん、銀河鉄道
の窓からは、星しか見えなかっただろう。だがジョバンニはどうしても、そう思えなかった。それは疲れから
でも寝不足のせいでもない。何故そう思ったのか？　ここに賢治の込めた綿密な想いがある。この冒頭の謎
は、何年も私の頭のなかにあったが、やがて、妹とし（とし子）の亡くなった翌年、１９２３年８月１日の心
象スケッチ「青森挽歌」のなかで、その答えを感じた。青森県を走る列車が真夜中に停まったどこかの停車
場、そこで賢治は思った。
「あいつはこんなさびしい停車場を
たったひとりで通っていったどうか
どこへ行くともわからないその方向を
どの種類の世界へはいるともしれないそのみちを
たったひとりでさびりくあるいて行ったろうか」
　亡くなった者が、それから異空間に行く行程で、賢治は星だらけのがらんとした所を、とし子に歩かせたく
はなかったのだ。どうしても、野原や林のある所を歩いていってほしかったのだ。その祈りの心こそが、やが
てこの物語を産む大きな種子だったのだ、私はそう思う。」

（ますむら・ひろし賢治シリーズVol.1『銀河鉄道の夜』～ますむらひろし「未来圏からの質問／文庫版あとが
き」より）

「･･･ところがいくら見ても、そのそらはひる先生が云ったやうな、がらんとした冷たいところだとは思はれ
ませんでした。それどころでなく、《見れば見るほど、そこは小さな林や牧場やらある野原のやうに考へられ
て仕方なかった》のです。

　このジョバンニの想いこそ、宮沢賢治が夜空を見て、その彼方に行ってしまったとし子を思った時に、どう
しても、がらんとした冷たいとこでなく、野原や林のあるそうした風景のなかを歩いていったのだと願いたく
なったためなのだ。
　だが、そうして賢治が描いた幻想第四次の風景を想像しようとする時、今もなお《冷たいがらんとした》銀
河写真たちが、そうした星しか夜空に想像できない人たちをつれて、ジョバンニや賢治のまわりをうろうろし
続けてしまう。
　だからこそ、あの午后の授業の先生の質問は、過去から発せられ、永遠に未来圏から聞こえてくる問いなの
だ。先生は、静かに賢治の声で尋ねている。

　「ではみなさんは、さういふふうに川だち云われたり、乳の流れたあとだと云はれたりしてゐたこのびんや
りと白いものがほんとうは何かご承知ですか。」

（ますむら・ひろし賢治シリーズVol.1『銀河鉄道の夜』～詩人・天沢退二郎「ますむら版・銀型鉄道の夜・ブ
ルカニロ博士篇」より）

「ジョバンニ少年は、全くひとりぼっちで銀河鉄道の夢に入ったのではなかった。ブルカニロ博士という名の
不思議な導き手は、夢の中のジョバンニの耳に〝セロのような声〟でさまざまな考えをつたえていたが、第二
次稿ではさらに〝黒い帽子の大人〟の姿で自ら夢の汽車に乗りこんで、世界や歴史の見方について、人間の生
き方について重要な演説をするにいたる。この演説は、ジョバンニの世界への、作者宮沢賢治の思想の重大な
介入である。それは宮沢賢治が、一九二四年以来この物語にどのように取りつかれていたかを示している。
　死を間近にした時期、賢治は、まるでつきものが落ちたかのように、そのような介入をやめてしまう。第四
次稿の黒インクは、ブルカニロ博士や〝セロのような声〟を削除する。しかし私たちは、ますむらひろしとと
もに、もう一度−−−−いや何度でも−−−−ブルカニロ博士に導かれて、宮沢賢治の思想にふれる必要がある。最
後にはただひとり銀河鉄道の夢に立ち、ただひとり戻ってきたジョバンニの決意と胸のうちを理解するために
も。」
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言葉を使うには
技能／skillが必要だが
技能としてとらえられた言葉は
道具としての言葉になりがちだ

言葉はたんなる道具ではないが
道具としてとらえただけでも
有用なツールにも危険な武器にもなり
薬となってひとを癒やしもするし
逆に毒をまき散らしもする

情緒的なものを排し
言葉の意味を正確に伝えるためにと
「論理的な文章」（論理国語）が
求められるようになっているが
そもそも「論理的な文章」がどういうものなのか
そこでいう「論理」とは何なのか
その前提となっているものを問いなおす必要がある
おそらく多くの場合
論理とは何かということは問われないままだ

論理的であればわかりやすいかといえば
そうとばかりはいえない
論理的であろうとして
むしろ何も伝わらなくなることもある
逆にわかりやすく伝わりやすければ
そこに論理性があるともいえない

またごく単純な論理で表現されていても
それが受け取られるときには
その文脈しだいで多義的に働き
ときには表面的な意味が
アイロニーのように逆の意味をもつこともある

言葉は複雑怪奇なところもあるから
単純化された抽象的な論理を云々するだけでは
言葉を学ぶことにはならない

「ほんとうに生徒の論理性を鍛え、
実社会で使える実用的な言葉を身につけさせたいなら、
汚れや雑音にまみれた言葉をこそ使う必要」がある

学校の国語の問題に答えるような言葉の力や
機械翻訳のできるような道具となった言葉の力からは
言葉の大切な働きは失われてしまうからだ

言葉として表現されてはいるけれど
表には直接表されていない意味や
言葉として表現されてはいないけれど
沈黙のなかで表現されている言葉などもふくめた
言葉の多様な姿の前で
「むしろ世界の不思議さに驚き、
日々新しい畏怖の念にかられること」こそが
言葉を学ぶということだといえる

■阿部公彦『病んだ言葉　癒やす言葉　生きる言葉』
 　（青土社　2021/11）



■阿部公彦『病んだ言葉　癒やす言葉　生きる言葉』
 　（青土社　2021/11）

（「はじめに」より）

「私たちはつい言葉に「強さ」を求めがちだ。「全部伝えたい」という気持ちは、このように言葉を強力な武
器のように使おうとする気分につながっている。強く、効果的に、説得力をもって語り、相手にうんと言わせ
たい。語ることによって相手を支配したい。そういう言葉の使い手が偉いと思っている。それを、すごい、と
賞賛する。
　しかし、言葉は本来的に弱いものでもある。だから伝わらない。そこをやっと何とか乗り越える、というふ
うに考えるべきだろう。言葉が故障したり、病んだりするのはあたりまえなのである。
　とはいえ、賢い人類は知っている。言葉には、弱さゆえの力がある。その細身と、やわらかさを生かして、
薄暗い心の隙間や、物と物との隙間に入り込み、とんでもない宝物を発見することができる。かと思うと、「ま
さかそんなふうに言うとは！」と奇跡的な形で世界をつかまえたりする。」
「言葉は毒にも薬にもなる。病を抱えた言葉はそれゆえに癒やしをもたらすこともあるだろうが、さらに病を
広げてしまうこともある。取り扱い注意なのは間違いない。しかし、私たちが言葉を使って生きていかねばな
らない以上。言葉にさらされ、その危険や魅力と出会いながらやっていくことは回避不能の必然なのである。
言葉の病がまるでないもののように、知らぬふりを決め込むことなどできない。ちょうど人間などいないかの
ように振る舞うことができないのと同じように。これは自分が数字だけの世界に住んでいると信じる人たちに
も適用されることだ。」

（「言葉は技能なのか」より）

「英語のskillの訳語である「技能」という語は、この二〇～三〇年くらい英語教育の世界で頻繁に使われるよ
うになりました。たしかにその利点はあります。一つには、言葉の世界が身近になるということです。歴史
上、言葉を身につけることは知識の習得や文献解読といった知的な営みと連携することが多く、どうしてもエ
リート主義的な言語観を生みがちでした。（…）
　言葉が宗教的な権威と密接につながってきたことも忘れてはなりません。（…）
　しかし、過度な畏怖には弊害もありました。言葉は地道な努力でそれなりに身につく。神聖視しすぎれば、
そうした側面に目がいかなくなるでしょう。技能という語はそんな過大な神聖視を乗りこえ、言葉をいわば
「民主化」するのに役立ちました。（…）
　技能という語には、解放性があります。ただ、それで「すべてよし」ともいきません。ここからが私の懸念
です。
（…）
　たしかに、技能／skillという語の導入のおかげで、人間の言葉との付き合い方はより自由で解放されたもの
となった。しかし、そうした解放感は、言葉を甘くみることにもつながったのではないか。言葉を単なる道具
や技能とみなし、使用法さえ覚えれば簡単に使えると過信したら、言葉の（そして究極的には人間の）あやう
い部分に思いが及ばなくなるのではないか。
　私たちはあらためてこのあやうい部分を見つめ直す必要があると思います。「あやうい」には、「暴力的で
危険な」との意もこめられていますが、他方ではそこには「デリケートで毒にも薬にもなる」という含意があ
ります。言葉の危険さと有用性や魅力は紙一重なのです。」

「言葉を甘く見てはいけない。言葉や人間をめぐる学問の最大の効用は、世界を知り尽くしてやっつけること
にはありません。むしろ世界の不思議さに驚き、日々新しい畏怖の念にかられること、それが先につながりま
す。今、私たちに必要なのは、まずは驚く力なのかもしれません。」

（「「論理的な文章」って何だろう？」より）

「「論理」という言葉は通常、良い意味で使われます。（…）
　たしかに国語の時間では「論理」のトレーニングはあまりされず、「作者の心情を読み取れ」とか「深さを
味わえ」といった情緒的な指導が多いという意見はあります。ならば、元凶である「情緒過多」を切り離し、
論理そのものをドライにやろう、となる。ここまでの表面的な理屈はわからないのではない。（…）
　しかし、論理をやるなら「論理的な文章」で、というところまでくると、かなりおかしなことになっていな
いでしょうか。そもそも「論理的な文章」とは何でしょう。それを読むと論理のトレーニングになる？　文章
と論理の関係は？　という問いが浮かんできます。
　日常的には「論理性」と「わかりやすさ」が混同されることはあります。しかし、両者はずれることもある。
典型が法や行政の文言です。なるべく「漏れ」をなくし壁を作ろうとするので、一種の「つじつま合わせ」に
なる。また権威を盾に批判を封じようとする。だから文章としてはわかりにくくなりがちです。
　しかももっと困ったことがある。ときに言葉は「論理的でない」方がわかりやすことがあるのです。その方
が人に訴えるから。言葉の不思議です。」

「文章では論理や意味の整合性はとても大事です。でも、どんなに論理的で自己完結的な装いをまとった文章
でも、「文脈」や「効果」から自由にはなれません。だから「１＋１＝２」の部分を発掘するなら、それが文
脈の中でどんな効果を持つのかを見極める必要が出てきます。
　言葉と人間の世界におりてきた「論理」はほんとうに厄介です。表向き立派な発言でも、裏にとんでもない
意図を隠し持つことができる。人は往々にして都合の悪い部分はごまかすもの。そうした部分をも含めて「読
む」能力を養うのが国語の役割でしょう。
　言葉の複雑さをよく示す例の一つはアイロニーです。「Ａだ」と言いながら、同時に「Ａじゃない」と言え
る機能です。「おいしいね」と言いながら、その文脈や言い方次第で、「まずい」を示してしまう。小学生で
も操れる「ウソの力」です。」

「ほんとうに生徒の論理性を鍛え、実社会で使える実用的な言葉を身につけさせたいなら、汚れや雑音にまみ
れた言葉をこそ使う必要があります。使い手の匂いが付着し。情緒だけでなく思惑やイデオロギー、ときには
勘違いや失敗なども含むような言葉。そうしたものと格闘させることでこそ、「生きる力」を育む国語教育が
できるのではないでしょうか。」

（「入試政策と「言葉の貧しさ」」より）

「私たちにほんとうに必要なのはお飾りの言葉としての「論理」ではありません。たとえ小学生レベルであっ
ても、言葉を使うことで論理について考えることはできます。わざと論理をずらして使ってみることで、理解
が深まるということもある。他人の言葉の「論理」がわからなくて頭をひねるというのも貴重な体験でしょ
う。ほんとうに「論理」にフォーカスするのが目的なら、はじめから「論理的な文章を読みましょう！」など
と枠をはめるのではなく、「そもそも論理とは？」という問いに向き合ってもらうほうがいい。そうすること
で論理の周辺や、論理と非論理の境界線に積極的に足を踏み入れていけば、我がこととして、切実に論理とか
かわることができるようになるでしょう。そうしたステップをへてはじめて、懐の深い言葉の運用力が身につ
くのです。
　そもそも「論理的な文章」などというくくりはひどくいい加減なものです。いったいどういう文章を想定し
ているのでしょう。皮肉などのレトリックや、形容詞が少ないという意味で使っているのなら、とんでもない
誤解です。論理は私たちが文章の中から読み取るもの。こちらの読み方次第で、その文章が見せる顔はまった
く異なってきます。装飾が多い文章でもいくらでも論理性はもちうるし、逆に、事務的な文章でも論理性にか
けることはある。わかりやすいか、わかりにくいか、単純か複雑かといった指標では測れません。
　しかもおもしろいのは、言葉というのはちょっと非論理的だったり、ちょっとあいまいだったりいい加減
だったりする方が、頭に入ることもあるということです。」
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真面目と不真面目は
同じ価値軸の上に乗っているが
非真面目はその軸上には存在しない

「非」であるということは
Ａに対するアンチの関係から
自由であるということだ

「多数派」と「少数派」も
互いにアンチである関係にあり
「派」から自由であることはできない

世の中の多くの発想は
ほとんどＡと非Ａという
互いにアンチであることで構造化されていて
その関係から外れると
世の中からは理解されない場所にいることになる

本書ではそうした
Ａと非Ａという関係でもある
「現在の延長で物を考え」ることを超えるために
「妄想」が肯定される
（とはいえ著者はあくまでも研究者であって
商品化される研究という発想からは外れないでいるのだが）

「妄想」が生きた妄想になるためには
「頭」だけではなく
「思考する手」がなければならない
さらにいえば「手」が「思考」をサポートしながら
新たな場所へと連れていかなければならない

実際のところ「思考」は
基本的に過去からやってくるものだからだ
そしてその「思考」を生み出したのは
過去の四肢（手足）にほかならない
従って今試行錯誤を重ねる四肢（手足）がなければ
「思考」を生み出すこともできなければ
それが新たなアイデアとなることもできない

現代の管理社会的状況は
その四肢（手足）と頭が逆転した状態にほかならない
頭で決めたことが四肢（手足）を縛り付ける
そこから新たなものが生み出されることはない

非真面目であること
「アンチ」的な関係性から逃れること
四肢（手足）で試行錯誤すること
そこからしか開かれない扉がある

■暦本 純一
　『妄想する頭　思考する手／想像を超えるアイデアのつくり方』
　（祥伝社 　2021/2）



■暦本 純一
　『妄想する頭　思考する手／想像を超えるアイデアのつくり方』
　（祥伝社 　2021/2）

「我々は、現在の延長で物を考えがちである。妄想は、今あるものを飛び越えて生まれるものであり、だから
こそ「新しい」。いや、何かを妄想しているとき、最初からそれが新しい発想だとは自分でもわかっていない
かもしれないのだ。むしろ「なんでこうなっていないんだろう」「こっちのほうが自然じゃないだろうか」と
漠然と思っているだけで通り過ぎてしまう場合も多い。だから、妄想によって「新しいことを生み出す」に
は、思考のフレームを意識して外したり、新しいアイデアを形にし、伝えたりするためのちょっとしたコツが
必要だ。頭の中の妄想を、手で思考するのだ。」

「非真面目」は「不真面目」とは違う。私が考える違いはこうだ。
　たとえば学校で教科書をしっかり勉強し。先生が与える課題をきちんとこなす生き方。これが「真面目」な
のは言うまでもない。一方、教科書を落書きで埋めたり、先生に反発して授業をサボったりするのは何かとい
うと、これは単なる「不真面目」だ。
　不真面目は、いわば「真面目度」を計る価値軸の上に乗っている。（…）学校、教科書、先生といった真面
目路線への「アンチ」として成り立つものだから、不真面目は真面目に依存しているといってもいいだろう。
逆らっているようでも元の価値軸の枠内にいるわけだ。
　しかし「非真面目」は、その「真面目度」を計る価値軸の上に乗っていない。非真面目な人は、そもそも真
面目路線が眼中にない点で、不真面目な人とは違う。学校の授業や先生の命令があろうがなかろうが関係な
く。自分がやりたいことに集中しているのが非真面目な態度だ。」

「未来を予測して課題を設定し、「これからの世の中はこうなるはずだ、そしてこいういう課題があるはずだ」
と想像するところから始まるのは、課題解決型のイノベーションだ。しかしそれだけでは、想像の範囲内での
未来しかつくることはできないかもしれない。想像を超える未来をつくるために必要なのは、それぞれの個人
が抱く「妄想」だと私は思っている。」
「他人にはすぐには理解されず、そのため広く共有もされない妄想であっても、本人はそこに何らかのリアリ
ティを感じている。つまり、乗っている価値軸が違うということだ。本人にとっては自然なことであって、奇
をてらって「不真面目」におかしなことを言っているわけではない。自分の価値軸の上で「面白い」と感じた
ことを、率直かつ真剣に考えている。」

「眼高手低、という中国の故事をご存じだろうか。
　「眼」は、たとえば美術や文学の鑑賞力や批評力など物事を評価する力のこと。「眼力」「目が肥えている」
というときの「眼」だ。一方の「手」は、何かを創作する技能や能力のこと。その「眼」が高くて、「手は低
い」。つまり「批評は上手だが実際に作らせると下手」という意味だ。口では立派な能書きを垂れるけれど、
いざ自分で作ってみると実力のない「口先だけ」みたいな人を揶揄する言葉である。「眼高手高」を目指すべ
きだ、ということだろう。」
「その能力は「高」であってほしいが、高いところ（頭の上とか）に置いて考えているだけでは何も始まらな
い。そのまま「お手上げ状態」になってしまわないうよう、せっせと手を動かす。（…）
　もちろん、手を動かしてうまくいかないこともある。
　逆に言えば、手を動かさないと失敗さえできない。失敗によって問題の構造が見えてくれば前進だ。うまく
いかないなら、その問題を解決する方法を考えながら、また手を動かせばいい。」
「試行錯誤は、傍から見れば地道な作業だろう。でも、地道に手を動かすことによって、さらに別の妄想が沸
いてくることもある。また、問題の構造を理解して「ああそうか、この手があったのか！」と解決策を思いつ
いたときは、「既知×既知」の組み合わせから新しいアイデアを思いついたときと同じように気持ちがいい。
悪魔のように細心に作業をしながらも、天使が微笑んでくれる瞬間があるわけだ。
　だから私は、何度も失敗を重ねながら手を動かす時間は「神様との対話」をしているのだと思っている。天
使のようなひらめきは、腕を組んで考え込んでいてもやってこない。」

「日本は妄想に不寛容なので、新しい技術の「お試し」もなかなかしない。「うまくいくことや安全性が完全
に確かめられるまでは使わない」のが今の日本社会の基本姿勢なのだ、それがうまくいくかどうかより、「ルー
ルに則っているかどうか」が重視される。一応の「実証実験」はやるが、あとはうやむやのまま実用まで進め
ない場合も多い。
　しかもルールを現状に合わせて柔軟に変えることにも消極的だ。」
「本当にイノベーションを起こしたいなら、「こうあらねばならない」的な真面目路線のほかに、「非真面目」
な路線を確保することが必要だと私は思う。つまり、人をキョトンとさせるような妄想を語る人間を排除しな
い。役に立つかどうかわからないアイデアでも、とりあえずやってみる。それが、妄想に寛容な社会だ。
　誰もが正しいと認める課題を設定して、その解決策を真面目に追求することを否定はしない。そういう行動
ができる人間も、間違いなく社会に必要だ。
　しかし、そうやって与えられた問題の正解を模索するだけでは、真面目一辺倒の社会になってしまう。それ
によって社会全体に悲壮感のようなものが漂っているのが、今の日本ではないだろうか。」
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「人間は常に何かの歯車である」

私たちはなんらかのシステムの一部として
生きていかざるをえないところがある

アイヒマンはみずからの行動を
「組織の命令に従っただけである」としたが
アーレントはそれを「歯車理論」として批判した
「歯車であり続けようとしたこと自体の責任は
避けることができない」というのである

しかしアーレントの「歯車理論」からすれば
私たちは「歯車」として生きるか
そうでないかを選択できることになる
しかし後者を完全に選択することは
現実的にいってきわめてむずかしい

したがって問題はさらに
別の角度からとらえていく必要がある

組織には閉じたメカニズムがあり
そのメカニズムを「よりスマートにする」ためには
不確定要素を排除し閉鎖したシステムとして
みずからを「最適化」していかなければならないから
「スマートなシステムのなかに嵌め込まれた歯車は、
外部との接点を失ってしまう」ことになる

問題は「歯車」であることそのものではなく
「一つの閉じたシステム」（世界観）を唯一のものとして
みずからを最適化した「歯車」としてしまうところにある

もちろん別のシステム（世界観）もまた
「一つの閉じたシステム」ではあるのだが
複数のシステムへと開かれていれば
「絶対的な閉鎖性を乗り越えることができる」

そのためには「歯車」というありようを
とらえなおすことも必要になる
一つのシステムに最適化された「歯車」は
そのシステム内でしか働き得ないからだ

そうした「絶対的な閉鎖性に抵抗する道具のあり方」を
戸谷氏は「ガジェット gadget」と呼んでいる

■戸谷洋志「スマートな悪／技術と暴力について（最終回）」
　（『群像　2022年1月号』講談社　所収）

「ガジェット」は「歯車」のような
一つのシステム内における最適化の道具ではなく
「潜在的に転用可能な道具であり、
究極的に何らかのシステムに還元されない道具」
としてとらえられる

「ガジェット」は「歯車」としても機能し得るが
ある特定のシステムのためだけのものではなく
別のシステムやネットワークにも転用可能な道具なのだ

さて現在ますます強化されつつある管理社会においては
人は特定の「歯車」になることが求められている
つまり社会システムそのものが
「アイヒマン」生産工場へと向かっているともいえる
そして自己責任という名のもとに
「歯車」である責任は
みずからが負わなければならなくなる

学校や会社・団体など特定の組織という
「スマートなシステムのなかに嵌め込まれた歯車」
と化しているとき
ひとは姿を変えた「アイヒマン」となっている

そのためにもわたしたちはみずからを
閉じたシステム内に最適化される「歯車」としてではなく
特定のシステムに還元されない「ガジェット」として位置づけ
複数のシステムへと開かれた存在としていく必要がある
みずからの「世界観」を開かれたものにしていくことで
「アイヒマン」になることを避けることができるのだ



■戸谷洋志「スマートな悪／技術と暴力について（最終回）」
　（『群像　2022年1月号』講談社　所収）

「ハンナ・アーレンは、組織の命令に従っただけであることを理由に、自らの責任を相対化したアドルフ・アイヒマンの主張を、
「歯車理論」として批判した。そして、法廷においてその理屈は成り立たないということ、たとえ組織の歯車だったのだとして
も、歯車であり続けようとしたこと自体の責任は避けることができないということを、指摘している。
　アーレンとの主張に従うなら、私たちは、歯車として存在するか、歯車でないものとして存在するかを、自分で選択できるこ
とになる。そして、もしも組織の歯車となることで悪に加担せざるをえず、それを避けようとするならば、歯車であること自体を
やめなければならない、ということになる。歯車になってしまったら、人間の良心は搦めとられてしまう。良心そのものが、歯
車の歯と歯に、無数の溝に最適化されてしまうからだ。
　組織を一つの大きな機械として捉えるなら、そこには一つの閉じた機構が、メカニズムが存在する。あるメカニズムをよりス
マートにするためには、そのメカニズムのなかに存在しうる不確定要素を可能な限り取り除かなければならない。スマートなシ
ステムはその本質において閉鎖的である。全体を最適化するためには、その全体から、最適化を疎外しうるすべてのものを排除
しなければならないのだ。
　だからこそ、スマートなシステムのなかに嵌め込まれた歯車は、外部との接点を失ってしまう。一度、そのシステムへと最適化
された人間の良心は、もはやそのシステムを相対化する外の視点を持ち得なくなるのであり、そしてスマートなシステムは、そ
うした状態が完成することを目指すのである。全体を構成する部分が、立ち止まることなく、絶え間なく、与えられた機能を果
たし続けることこそが、システムのスマートさを支えているのだ。」
「スマートなシステムへと良心が最適化され、それによって、悪に加担することから逃れられなくなること----それを本連載では
「スマートな悪」と呼んでいた。では、こうした悪に抵抗するために、私たちは自分たちが属しているシステムを、あるいは私た
ち自身を、どのように理解し、捉え直すべきなのだろうか。」
「再びアイヒマンを例にとってみよう。彼はナチスに自分を最適化させていたのであり、その一つの歯車だった。彼にとってナ
チスは一つの閉じたシステムを----世界観を----提供するものだったに違いない。しかし、それは彼にとって唯一のシステムではな
かったのだ。彼は、自分の行いをナチズムによってではなく、別の世界観のもとで捉え直すこともできたはずだった。もちろん
その別の世界観もまた一つの閉じたシステムである。しかし、そうした複数のシステムへと回路を保持していれば、アイヒマン
は、少なくともユダヤ人の虐殺に加担することが絶対に正しいという確信を持てなかったはずである。その確信が揺らぐ瞬間
に、自分の行為について思考し、判断を下す可能性が開かれる。
　しかしアイヒマンはそうした可能性をつかみ取ることができなかった。それは彼にとってナチズムが、別様でありうる複数の
システムのなかの一つではなく、それ以外が不可能であるようなシステムとして立ち現れていたからである。この意味においてナ
チズムは絶対的な閉鎖性を体現していたに違いない。」

「アーレンとならこう言うだろう。だったら歯車であることをやめればよい。ではそのとき、歯車であることをやめる、という
ことは、いったい何を意味しているのだろうか。もしもそれがあらゆる組織から独立し、孤独に思考し判断できる主体になる、
ということであれば、少なくともそては多くの人にとって不可能な要求であろう。それができないからこそ、人間は組織を作
り、他者と共に生きているからだ。
　もちろん、自分は組織の歯車などではない、と自任している人もいるかもしれない。たとえば、それまで会社員として企業の
歯車となって働いていたが、その不自由さに嫌気がさして独立し、フリーランスになった、という人もいるだろう。しかしそう
した人も、何らかのビジネスに携わっている限り、顧客との関係においてあるフレームワークの中に嵌まり込んでいるのであ
り、そのなかでは依然として歯車であり続けている。あるいは納税をしているのであれば、国家の徴税というシステムのなかで
はやはり歯車であり続けている。
　人間は常に何かの歯車である。人間が歯車でなくなることは、ほとんど想像することが不可能なほど、非現実的である。私た
ちはそれを前提にせざるをえない。ただしこのことは、だから人間はスマートな悪に抵抗できない、ということを意味するので
はない。歯車であらざるをえないからといって、悪への加担から逃れられないとは限らない。
　したがって、考えるべきなのは、歯車でありながらも良心を最適化されないためにはどうしたらよいのか、ということだ。」
「たとえば、あるメカニズムでしか使用することができない歯車は、そのメカニズムのなかに絶対的に閉ざされている。もしも
人間がそうした歯車として存在しているのであれば、その人間は悪への加担に抵抗することができない。しかし、たった一つの
システムに閉ざされているのではなく、複数の閉鎖的なシステムへと開かれている歯車であれば、そうした絶対的な閉鎖性を乗
り越えることができるだろう。」

「私たちは、こうした絶対的な閉鎖性に抵抗する道具のあり方を、術語的に「ガジェット gadget」と呼ぶことにする。」
「あらゆる道具が閉鎖的なシステムに帰属している。そうしたなかで、ガジェットは、もともと帰属していたシステムから離れる
ことができる道具であり、しかも、そうしたものとして扱われる道具である。ただしそれは、ガジェットが何らかのシステムに
も帰属せずに使用される、ということを意味しない。ガジェットが使用されるとき、それは常にあるネットワークのなかに埋め
込まれる。しかし、そうであるにもかかわらず、ガジェットは最初からそのネットワークのためだけに存在していたわけではな
い。だからこそ、潜在的には別のネットワークにも転用可能である。」
「ガジェットを語源的に解釈すれば、それは、潜在的に転用可能な道具であり、究極的に何らかのシステムに還元されない道具
として理解されうる。」
「ある閉鎖性のうちに、新しい別の閉鎖性への回路を開くという点にこそ、ガジェットの真価が発揮されるのだ。」

「私たちが、さしあたりは組織の歯車でしかないとして、それでも悪への加担に抵抗するためには、私たちはどんな歯車である
必要があるのだろうか。それに対して筆者は次のようなアイデアを提示したい。すなわちその歯車とは、ガジェットとしての歯
車である、ということだ。」
「開放性とは、複数の閉鎖性への開放性である。そうした開放性が人間の良心を全体最適化から免れさせる。そして、ガジェッ
トとは、このような意味において開放性を実現する道具である。それが潜在的に無限に転用可能な道具であるからこそ、ガ
ジェットを介在させたシステムが唯一のものではなく、別のシステムがありうるという可能性を、そのシステムのなかに宿らせ
る。だからこそ、人間が自らをそうした存在として理解できるなら、そのとき人間がスマートなシステムのただなかにありなが
ら、思考の可能性を取り戻すことができる----そのように考えられるのではないだろうか。」



☆mediopos-2582　　2021.12.11

資本主義は宗教である

その教義の中心にあるのは
なんでもお金に換えよ！

お金への衝動を植え付け
すべてをその目的の手段とすること

ベンヤミンは
「目的なき手段」ということを
いっているそうだが

お金という目的だけではなく
目的そのものを外した手段
ということを考えていくと
それは「遊び」にほかならない

目的に縛られない
目的から自由な「遊び」

「遊びをせんとや生まれけむ」
という『梁塵秘抄』のうたがあるが

私たちがこうして生まれてきたのは
お金をはじめとした
さまざまな目的のためではない
人間の存在意義は「遊び」であって
「遊びを忘れたら、人間はダメに」なる

対談のなかに
『タモリ倶楽部』で
タモリが怒った話を引いておいたが
タモリにとって重要なのは
まさに「手段」の歓びであって
「目的」に堕してしまってはならない
これはタモリが「意味」を避けようと
してきたことにも通じている

現代において
もっとも熱狂的に信仰されている宗教は
冒頭に掲げたように資本主義だが
その「外側の可能性」を考えていくためにも
「目的なき手段」ということが重要な鍵になる

対談のなかで
「日本みたいに世間と八百万の神々、あと経済、
新自由主義っていうのを組みあわせたら、
ものすごく宗教としてはうまくいきますね。
自助と自己責任もあればさらに」
と若林が語るところがあるが
言い得て妙である

わたしたちはその宗教から
自由になることができるだろうか

まずは「目的もなく遊び続け」ること
そこからはじめる必要がある

なぜなら「遊び」こそが
あらゆるシステムの外へとわたしたちを導く
アリアドネの糸ともなり得るからだ

■対談 國分功一郎×若林正恭「目的もなく遊び続けろ」
　（『文學界 2022年1月号』文藝春秋　所収）



■対談 國分功一郎×若林正恭「目的もなく遊び続けろ」
　（『文學界 2022年1月号』文藝春秋　所収）

「若林／『タモリ倶楽部』での話なんですが、漁の投網をきれいに投げるのにはまった人が作ったサークルの
特集の回があって。それを海じゃなくて公園でやっているんですよ。僕が「これ、魚が取れたときが快楽の絶
頂のところじゃないですか。なんのためにやってるの」って普通に質問したら、タモリさんがすごい怒った。
でも、タモリさんの怒り方も「おまえ、変態をばかにするのか」ってちょっとおかしいんですけどね。その後
話題になったのが、タモリさんの友達の話で、女性が好きな人がそれが高じて、女性が履いている靴のフェチ
になった。その後、履いてる靴じゃなくて、女性の靴が好きになって自分で靴を買っているらしい。タモリさ
んがそいつは素晴らしい男だって言ってたんです。市場というか経済の中で、合理的はないものに時間を使っ
てたり、好きだと、もう変態になるじゃないですか。
國分／その投網の話、なんか分かります。目的と手段で物事を考えちゃいけないってことですよね。いまは目
的をハッキリさせて、そのために適切な手段を選んでって話ばっかりだから。
若林／そう、実際に自分で投げてみてよさがわかりました。なかなかうまくいかなくて、あ、今のが一番きれ
いだったってなると気持ちいい。投網は魚を取ることを目的としているはずであるけれど、そこではもうその
投網という手段だけが残ってるんですよね。
國分／さっきもベンヤミンの話をしましたが、ベンヤミンって人は「目的なき手段」という訳分かんないこと
も言ってます。僕は最近これにもすごく関心があるんです。目的がない純粋な手段というのはいったい何なの
だろうか。意味はすぐにはよく分からないけれど、この言葉だけでどんどん考えを進めていくといろいろ面白
いことが見えてきます。いま思ったんですが、公園での投網は目的なき純粋な手段ですよね。何の目的も達成
しない、ただの手段。つまり遊びですよね。でも遊びを忘れたら、人間はダメになっちゃう。
若林／言葉を喋る前の赤ちゃんがずっとティッシュを出しているのとかありますよね。それが楽しい。いない
いないばあとかもそうだし、手段だけっていうのは人の根源的な楽しみなのかもしれないですね。
國分／（･･･）現代のビジネスマンが資本主義に追い立てられてるって話は、結局、周囲を目的で埋め尽くさ
れているということではないだろうか。
若林／そうですよね。僕は目的ないことがけっこう好きなんですよ。前も話しましたが、公園で一人でよくバ
スケットをしています。でもそれを言うと、何目指してるのって聞かれるんですね。それって目指してるもの
がなきゃいけないと思ってる人の言葉じゃないですか。テレビマンは今、ただでさえ忙しい働いている人に、
テレビを見てもらう時間をどう作ってもらうかすごく研究しているらしいんですよ。可処分時間自体は昔より
少なくなってる。映画も倍速で見て、二時間あるやつを半分で見たりして、インプットだけをしていくってい
う流れがあるわけですよね。
國分／可処分時間は本当に作りにくいですよね。現代社会で一番高級なものは何かといえば、時間だと思うん
です。だから時間を使うことが最大のコストを支払っていることになる。」

「若林／さっき國分さんがおっしゃっていた話で、資本主義を信仰と捉えるとしっくりくるのは、勝つことが
幸福につながると皆信じているからだと思うんです。信仰を広めるのがすごくうまくいってると思う。だから
暇な時間が嘲笑の的になるんですよね。資本主義、新自由主義をみんなに浸透させる教育が、なぜこんなにう
まくいったのか。今日の國分さんと僕の会話を例えば一五％の人がしたら、浸透させようという側の人からす
ると困るわけじゃないですか。
國分／でもそれも多分、資本主義はうまく取り込んでいくんじゃないかな。暇をつくることが大事です、って
いうのをお金に換えていく。
若林／稼げそうです、それ（笑）。
國分／なんでこの資本主義っていう宗教がうまくいったのかは、本当に大きな謎です。でも、この宗教にまだ
完全に取り込まれていない部分もあると思います。（･･･）
もちろんこれは印象論ですし、そんなに根拠があるわけではないんですが、でも、お金が欲しいというのは決
してもともと人間に備わっている本能のようなものではない。だから一定の条件がそろうと、心配、焦り、恐
怖で煽ってくるこの宗教からふっと抜けられる瞬間はあるのだと思います。
（･･･）

若林／日本みたいに世間と八百万の神々、あと経済、新自由主義っていうのを組みあわせたら、ものすごく宗
教としてはうまくいきますね。自助と自己責任もあればさらに。
國分／日本ではそれがずごく浸透してうまくいっていますよねっていう若林さんの指摘は、とても鋭いと思い
ます。ヨーロッパは田舎性があるんですね。歴史があって古いから、なんかあんまり世界の潮流についていけ
ないところが残っている気がする。昔、浅田彰がアメリカは大人の資本主義、ヨーロッパは老人の資本主義、
日本は子どもの資本主義って言ったことがあって、その図式が僕の頭に残っているのかもしれないけれど、
ヨーロッパの老人性が新しいものに対して多少、拒絶反応を持っているところはあるように思います。それ
が、資本主義という宗教の外側につながっているのかもしれない。最近の東アジアは、中国も含めて、子ども
が部活を一生懸命やるみたいな感じの資本主義になっているようにも見えますね。資本主義の外側の可能性を
これからも考えていかないといけないですね。」
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「彫刻」という言葉は
「芸術」という言葉とともに
一九世紀の終わり・明治時代にそれぞれ
〈sculpture〉〈art〉の訳語として生まれたが
それは「日本が近代を指向したために生まれた」

はじめは西洋文明を受け入れた「技術」を
意味していたのだが
一五〇年ほどのあいだに
特に「彫刻」において
その基本的な意味が変化している

本書の『近代を彫刻/超克する』というタイトルは
太平洋戦争勃発直後の一九四二年
雑誌『中央公論』および『文学界』において
論じられた「近代の超克」に由来している

「彫刻」とは彫り刻まれたものであるにもかかわらず
「それは掘り刻まれたものではない」

そのように彫刻は
「「それ」を「それ」たらしめる中心義を否定する」
そんな「彫刻を彫刻たらしめる沈黙と拒絶」という
「自己否定」をこそ「超克」するために
著者は「思想的課題」としての「彫刻」を語ろうとする

近代が生み出した「彫刻」は
きわめて「政治」的な産物なのだ

「為政者の威光をとどめておくため、
共同体における事物の記念、宗教神を祀るために」
彫像は造られ
政体の変化とともに
「指導者の彫像が民衆の手で引き倒され」たりもする

旧ソ連時代を象徴するレーニン像は破壊され続け
記憶に新しいところでは
ブラック・ライブズ・マター（ＢＬＭ）による
彫像を引き倒しなどもあった

日本では「同一の台座の上で軍人像が
平和の裸体像へと転じた」ことさえあり
また露骨なまでの事件として
あいちトリエンナーレ２０１９での
《平和の少女像》についての騒動もあった

事例はさまざまだが
「彫刻」は政体によって造られ規定され
政体等が変わると破壊されもするように
「冠されたものに遅れて」「彫刻は事後的に存在する」
彫刻は「発見」され「拒絶」される存在なのだ

その意味で「彫刻」は
近現代の政体・共同体という名の偶像を
如実に映し出す思想的「偶像」としてとらえられる

そのように近代について云々する前に
「偶像」とはなにかを考える必要もあるだろう

「出エジプト記」に
「あなたはいかなる像も造ってはならない」
とあるように

『涅槃経』のなかで釈尊がアーナンダに自らの死後は
「法に依りて人に依らざれ、義に依りて語に依らざれ、
智に依りて識に依らざれ、
了義経に依りて不了義経に依らざれ」
そして「自らを依りどころとせよ」と示したように

イスラームにおいては偶像を禁じているように

禁じられているはずの「偶像」が
「彫刻」として造られ破壊される

■小田原 のどか『近代を彫刻/超克する』
　（講談社 2021/10）

わたしたちはさまざまなかたちで
「偶像」を作り上げている
そして「社会」「世間」の変化とともに
それをすげ替えたりもしている

その意味で「彫刻」をはじめとする
さまざまな「偶像」に映じているものこそが
わたしたちが問い続けなければならないものだ

まずは「偶像」が「偶像」であることに気づくこと
そこからはじめる必要がありそうだ



■小田原 のどか『近代を彫刻/超克する』
　（講談社 2021/10）

※巻頭のエピグラフより

「あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形
も造ってはならない　−−−−出エジプト記20:4、新共同訳」

「彫像はいつまでも沈黙のままにとどまっているので、ことばとエクリチュールの一神教は、まるで地獄を避けるように、
彫像を避け、彫像を排除し、自分の信奉者たちに、偶像を憎み偶像を破壊するように命ずる。このようにして言語は、彫像
の本来の場所を取り上げる。同様に、歴史的にも伝統的にも、彫刻もしくは肖像についてのいかなる哲学的・包括的な概論
も存在しない。言語は沈黙について語ることはないからだ。　−−−−ミッシェル・セール（『彫像−−−−定礎の書』米山親能
訳）

※以下、本文より

「彫刻、この困難について語りたい。彫刻とはなにか。それはどのようなものの名か。
「彫刻」とは本邦における sculpture の訳語である。明治の世、一九世紀の終わりに生まれた。sculpture とはなにか。それ
はラテン語scalpere（動詞・爪で掻く、彫る、刻む）に由来する。ゆえに sculpture とは技術の名称である。ゆえに彫刻とは
彫り刻まれたものの名である。と、ひとまず言っておく。
　sculpture の訳語としての彫刻と同時期に、art の訳語としての「芸術」もまた定着する。アートの語源、ラテン語の ars 
（才能、技術、学問）はギリシャ語techne（技術）に相当する。そしてまたpictureは「油彩」、「洋画」、「絵画」と訳さ
れるが、pictureが由来するラテン語picturaはpingere（動詞・着彩する）から派生した。さらにこの時期「日本画」という呼
称も生じるが、これは「洋画」に対照された造語である。これら技術の名である訳語と造語は、日本が近代を指向したため
に生まれた。これが重要だ。
　一五〇年ほどが経つ。技術の呼称であったそれらの基本義が変わる。artisan（職人）とatrist（芸術家）が区別されるよう
に、いまやアートとは技術の称ではない。彫刻も同様である。しかし彫刻の困難はartやpictureの比ではないのだ。どういう
ことか。それは掘り刻むという名において、まったくそれではないものが内包されているということにある。一例を挙げ
る。ロダンのブゾンズ彫刻は彫り刻まれていない。それでもなお、われわれはロダンのブロンズ彫刻を彫刻と呼ぶ。
sculptureと呼ぶ。
　「それは掘り刻まれたものである」と言いながら、「それは掘り刻まれたものではない」と同時に言うこと。「それ」を
名指しながら「それ」を「それ」たらしめる中心義を否定すること。そのようなことが果たして可能か。ゆえに彫刻は沈黙
する。言語を拒絶する。だからこそミッシェル・セールが言うように「歴史的にも伝統的にも、彫刻もしくは肖像について
のいかなる哲学的・包括的な概論も存在しない」のだ。彫刻のこんなとはこのようなことである。
　わたしは彫刻を語りたい。
　言語によって、書くことによって彫刻を超克したい。彫刻を彫刻たらしめる沈黙と拒絶を、それを引き起こす当のものに
よって表したい。これはたんに芸術の一領域について記述するということを意味しない。
　歴史とは言語によって記述されたものを指す。哲学も同様である。それを拒絶し続けてきたのが彫刻だ。「それである」
ことと「それでない」ことが一致する地点に彫刻は立っている。すなわち彫刻を語ることとは、そのような自己否定をこそ
超克することである。（･･･）
　いまからここに書くものを、わたした「近代を彫刻／超克する」と名づける。これは「近代の超克」という名のとある座
談会に由来する。日本が近代を指向したために生まれた名前、それが彫刻だ。ゆえに彫刻を語ることは、本邦の近代化とそ
の困難について照射することに等しい。」

「彫像は、為政者の威光をとどめておくため、共同体における事物の記念、宗教神を祀るために造られる。ここには安定さ
せること・固定させることへの希求がある。しかし歴史上、彫像はつねに破壊とともにあった。政体の変化は指導者の彫像
が民衆の手で引き倒されることによって表される。あるいは物神崇拝と聖像破壊、そして近年ではブラック・ライブズ・マ
ター（ＢＬＭ）における彫像引き倒しを挙げてもよい。人の歴史とは、自らに似せたものを自らの手で壊し続ける道程で
あった。かようにわれわれの歴史は、われわれの像の破壊とともにある。」

「戦意高揚の彫刻、平和の彫刻、反戦の彫刻、建前はなんでもよい。冠されたものに遅れて彫刻はある。いつも、つねに、
彫刻は事後的に存在する。だからこそまったく忘れられる。しかし彫刻がある意味はそこにある。否定され破壊されると
き、はじめて彫刻は発見される。拒絶が超克の標となる。

　　文明の毒は「平和」の仮面のもとにはびこるのである。
　　戦争よりも恐ろしいのは平和である。平和のための戦争とは悪い洒落にすぎない。[･･･]奴隷の平和よりも王者の戦争
を！

　『近代の超克』に収録された亀井勝一郎による巻頭論文の結語である。ここで強調された「戦争」と「平和」とは表裏一
体だ。その証左が同一の台座の上で軍人像が平和の裸体像へと転じたという事実である。かような変遷を彫刻は経験し続け
ている。彫刻の困難とは本邦が抱える困難とほとんど位相を同じくすると言ったのは、そのような意味においてである。だ
からこそ、本邦において平和の彫刻は可能かと問うことは、敗戦国における「平和」の欺瞞を検証する作業と等しい。
　彫刻、それは日本画近代を指向したために生まれた名前だ。「それである」ことと「それでない」ことが完全に一致する
地点に立つものの名前である。彫刻はその場にとどまっている。しかしつねに否定されることで見いだされる。叩き壊さ
れ、爆破され、引きずり倒される。それでも何度でも舞い戻る。
　そのようなありようを、導きの糸にできないか。わたしたちの似姿がほかでもないわたしたちによって破壊され続けてい
るということ、それこそがわたしたちの歴史だったのだと受けとめることはできないだろうか。
　そうであるとすれば、それが否定されることは何ら嘆くべきことでも、恐れるべきことでも、恥ずべきことでもない。彫
刻は変わらない。彫刻を見る「わたしたち」が変わるのだ。彫刻は沈黙してはない。つねにこう言っている。あなたたちは
変われる、と。そのことを、否定と衝突と破壊を繰り返しながら、わたしたちは今日も確かめ続けている。そのような作業
を「近代を彫刻／超克する」とわたしは呼ぶ。」

「二〇一九年の夏、《平和の少女像》といくつかの作品をめぐり、様々な出来事が起きた。あいちトリエンナーレ２０１９
によって、本邦の分断が加速したともいわれた。
　そうだろうか。これは表現の問題でありながら、本邦の戦後教育の問題でもある。本書でも確認したように、彫刻がどの
ように見られるかということは。社会と彫刻との関わりが問われることろ等しいからだ。「公共絵画」とも「公共工芸」と
も「公共写真」とも人は言わない。しかし、「公共彫刻」と人は言うのである。それを見る者たちとその時代を鏡映しにす
るものが彫刻なのだ。彫刻の解釈や評価が時代を経て変わっていくのは、それを見る／論じる「われわれ」が変わっていく
からにほかならない。
　そしれここで本当に問わねばならないのは、「われわれ」とは誰かということである。本書で取り上げたように、彫刻を
見る「われわれ」をめぐって、いくつもの衝突が起こっている。これは、彫刻が「歴史」の定点観測装置としてじつに有効
であることの証左だ。街頭に確かにありながら、平時はさして注目を集めず、あってないようなもの。にもかかわらず、破
壊されてもこの地上に降り立ち続ける。そのような彫刻のため、これからもわたしは言葉を尽くしたい。
　そのはじまりが本書である。」
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知るということは
ひとを変える

環境（道具／ツール）も
ひとを変えるが

どのように変えるかは
それを得た者が
じぶんを変える仕方によって異なっている

知ることのまえに
そして環境（道具／ツール）を得ることのまえに
おそらくひとは多く
じぶんのその「後」の変化への
基本条件をすでにもっている

逆にいえば
知ることで
そして環境（道具／ツール）を得ることで
そのひとがどう変わるかをみれば
そのひとの基本条件
つまりは現在の魂の傾向性がおのずとわかる

民主主主義は善きものでも悪しきものでもなく
多くのひとがそれをどのように使うかによって
そのアウトプットが大きく変わるように
また刃物は便利な道具としても使えるが
殺傷することにも使えるように

コミュニケーションのありかたを劇的に変えた
インターネットという情報技術は
その意味で多くのひとが現在
どのような基本条件を持ちえているのか
ということを如実に示している

ある道具を得て
それに夢を託すこともできるが
その夢が実現するかどうかは
その道具をもったひとに依っているということだ

夢はそのひと以上でも以下でもない
ひとは夢への現実的な想像力を超えられない
「大衆」に夢を託すとしても
夢は「大衆」のありようを超えられないのだ

そして「大衆」は（もちろん個々のひともそうだが）
じぶんを変えるかもしれない「啓蒙」を望まない
すすんで変えるのは生活の快適性にかかわる部分だけだ

哲学的な思考などを身につけようとするときには
ある意味でじぶんを変えようとするのだろうが
それもまたそのひとの魂のありようを
どれほど変えることができるかはわからない

ひとを「マス」として変えようとするならば
ある種の宗教運動か
それに近い社会運動にするしかないだろうが
そこにはまた別の陥穽が待ち受けている

そんなひとの「愚かさ」に絶望しながらも
「嘘つきにも詐欺師にもならずに」
夢を語ることをやめないでいるためになにができるか

■東　浩紀
　「嘘つきにも詐欺師にもならずに――『一般意志2・0』について」
　（『新潮　2022年1月号』所収）
■東 浩紀『一般意志2・0　ルソー、フロイト、グーグル』
　(講談社文庫　2015/12）

東浩紀という哲学者には
知を誇った青くささを感じていたこともあり
あまり好感をもってはいなかったところがあるが
この記事をみて少しだけ親近感を持つことができた

「不能性の受容こそが
夢を失わない唯一の道のように感じられる」
とあるように

人を信じることは
人を信じられなくなった後にこそ
ほんらいの意味をもち
夢を見ることは
夢を失った後にこそ
ほんらいの意味をもちえるだろうから



■東　浩紀
　「嘘つきにも詐欺師にもならずに――『一般意志2・0』について」
　（『新潮　2022年1月号』所収）
■東 浩紀『一般意志2・0　ルソー、フロイト、グーグル』
　(講談社文庫　2015/12）

「最近は『一般意志2・0』という本を読み返した。一〇年前の本である。
　（･･･）
　『一般意志2・0』は二五〇ページほどの小さな著作である。タイトルどおり一般意志という概念を扱ってい
る。
　一般意志というのは、教科書にも載っている一八世紀フランスのあの有名な思想家、ジャン＝ジャック・ル
ソーがつくりだした概念である。ルソーは、人間ひとりひとりには特殊意志しかないが、社会全体には一般意
志なるものがあって、統治者はそれに従う必要があると述べた。ひらたくいえば、王だからといって好き勝手
に振る舞っていいわけではないと主張したわけだ。近代民主主義はそこから始まった。
　ぼくは『一般意志2・0』で、ルソーのこの概念について、現代の情報環境に照らして「アップデート」する
べきだと説いた。ルソーの時代、一般意志はあくまでも理念上の存在でしかなかった。けれどもいまや、社会
全体の意志はＳＮＳやビッグデータを利用してあるていど可視化可能になっている。だとすれば、その新たな
環境を前提に政治や民主主義を再定義すべきではないか。
　この主張そのものはめずらしいものではない。情報技術はコミュニケーションのありかたを劇的に変えた。
政治の本質はコミュニケーションだ。したがって新しい情報技術の誕生が新しい政治を求めるのは必然であ
る。じっさい世界中で似たような内容の本が書かれている。
　だから『一般意志2・0』は、ぼくの著作のなかではめずらしく、大きく重要な社会問題をストレートに扱っ
た本で、それゆえ広い読者に読まれることが期待されていた。ぼくも書き始めたときは新しい主著になると意
気込んでいた。けれどもいま振り返れば、結果的に、そのストレートさこそが逆にこの一〇年間ぼくを口ごも
らせる原因になってように思う。

　情報社会の話というと、本誌読者のなかには、二〇世紀からある古い議論だと関心を失うかたもいるかもし
れない。たしかにネットが普及したのは一九九〇年代だし、それ以前からポストモダニストは好んで情報社会
について語っている。
　けれども当時の「情報社会」は、二〇二一年のいまとはまったく異なるものだった。コンピュータは椅子に
座ってキーボードを叩いて使うものだったし、通信速度は圧倒的に遅かった。音楽や映像も、基本的には物理
メディアを購入し、専用機で再生するものだった。
　それががらりと変わったのは、ようやく二〇〇〇年代に入ってのことだ。いま「情報社会」について語るう
えで欠かせないのはＳＮＳとスマホだが、それらはじつは一五年ほどまえにバタバタと現れた新しい技術であ
る。たとえばフェイスブックが誕生したのは二〇〇四年、ツイッターが誕生したのは二〇〇六年、初代ｉＰｈ
ｏｎｅが発売されたのは二〇〇七年だ。
　にもかかわらず、それらは現れるやいなや世界中で爆発的に普及し、人間と人間の関係、そして人間とコン
ピュータの関係をがらりと変えてしまった。ぼくたちはいま、大半のひとが日常的にコンピュータ（スマホ）
を持ち歩き、社会のあらゆる場所がネットワークにつながり、なにを読んでどこに行ってだれと会ったのか、
生活の多くの情報が自動的にアップロードされる時代に生きている。ＳＦでも誇張でもなくほんとうにそう
なっていて、しかもその変化はわずか一〇年ほどで起きた。「情報技術革命」は一九九〇年代によく使われ、
いまでは死語になりかけている言葉だが、未来の歴史家は、ほんとうの革命は二〇〇〇年代後半から二〇一〇
年にかけての時期に起きたと記すかもしれない。
　『一般意志2・0』はまさにその革命の只中で書かれた本だった。だから同書の底には、これだけ社会が新し
くなったんだから、政治も人間も新しくなるんだろうという素朴な楽観が流れている。」

「けれどもその青臭い「夢」は、刊行後一〇年で二重の意味で打ち砕かれることになった。ひとつには、そも
そも件の革命なるものが政治をたいして改善しなかった、どころかむしろ問題ばかりを引き起こしたという現
実がある。

　（･･･）人々がつねにスマホを持ち歩きＳＮＳでたえずつながりあう情報環境の出現は、政治のコミュニ
ケーションをたいへん厄介なものにした。その厄介さは学問的には、フェイクニュース、ポストトゥルース、
エコーチェンバー、サイバーカスケード、デジタルゲリマンダリングなどさまざまな言葉で分析されている
が、そこで言われているのは要は、常時ネットに接続するようになると、ひとは常時見たいものだけを見、聞
きたいことだけを聞くようになるということである。（･･･）
　他方でもうひとつ、話をより複雑にしていたのは、そんな挫折にもかかわらず、なぜか論壇では情報技術の
「未来」だけはインフレを起こし、どんどん派手に語られるようになっていったという逆説的な情況であ
る。」

「この一〇年、『一般意志2・0』には二種類の好意的な読者がいた。ひとつは、そのとおり、ＳＮＳで政治を
変えましょうという人々で、もうひとつは、そのとおり、情報技術で世界は変わりますよという人々だった。
ともに決して誤解ではない。けれどもぼくは著者として、前者の読みは現実による否定されていると考えてい
たし、後者の読みは話を大きくしすぎだと感じていた。
　ＳＮＳで政治が変わると主張するのは嘘だし、シンギュラリティで世界が変わると主張するのは詐欺だ。ぼ
くは嘘つきにも詐欺師にもなりたくなかった。しかしそのどちらにもならず夢を語る方法も、またいっこうに
見つけることができなかったのである。」

「ひとは若いころはだれでも夢を語ることができる。その状況は幸運であれば三〇代まで続く。ぼくはその点
で、とても幸運だった。
　けれどもそれも四〇代までは続かない。ひとはいつか、夢がそうたやすく現実にはならないことを知る。そ
こで嘘つきになるとは、現実を否認することである。夢が実現していないにもかかわらず、実現したといいは
ることである。逆に詐欺師になるとは、現実から離れることである。夢はそもそも現実と関係ないのだから、
実現したとかしないとか語るのは意味がないと定義を変えることである。
　だから、嘘つきにも詐欺師にもならず夢を語り続けるとは、つまりは現実を直視し続けるということであ
る。夢の実篇が現実によって拒まれていることを認めつつも、不可能な夢を語ることを諦めないことである。
ＳＮＳは政治を変えないし、シンギュラリティは世界を変えない。哲学の言葉葉だれにも届かないし、人類は
いつまでも愚かなままだ。けれど、それでも新たな道具は新たな幸せを生み出すはずだし、新たな言葉葉新た
な出会いを生み出すはずだと信じ、希望を失わずに目のまえの小さな現実から変えようと試み続けることであ
る。
　そのようなふるまいは、おそらくはあるタイプの人々には単純に夢を失ったようにみえることだろう。じっ
さいそのような批判も受けている。
　けれども、もはや五〇歳になり、四〇代ですらなくなったいまのぼくには、むしろそのような不能性の受容
こそが夢を失わない唯一の道のように感じられる。
　人間の愚かさは、これから一〇〇年経っても、否、一〇〇〇年経っても本質的になにひとつ変わることがな
いだろう。ぼくたち人間は、たとえシンギュラリティが到来し、たとえ地球以外の惑星に移住し、たとえ仮想
空間で無限の富と寿命を手に入れ、たとえ働かずに永遠に生活できるようになったとしても、それでも人間で
あるかぎり、やはり同じように見知ったものたちだけで集まり、異質な他者を排除し、嫉妬しあう、憎みあい、
傷つけ殺しあい、そしてその事実を都合よく忘れ続けるだろう。その愚かさから逃れるためいは、おそらくは
ぼくたちは人間であることをやめなければならないだろう。けれどもぼくには、哲学者の端くれとして、あく
までも人間が人間であり続け、人間として「夢」を持ち続ける可能性について考える責務は課されているよう
に思われる。
　人間の絶対的な愚かさを前提にして、『一般意志2・0』の夢を再起動すること。最近はそんなことばかりを
考えている。」
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私という現象は
私が孤独であることに気づくこと
つまり自分で自分に話しかけること
によって始まる
そうでなければ
私であるということは意識されないままだ

その意味で
孤独でない私は存在しない
孤独によって私は自分を確認する
デカルトのいう方法的懐疑でもある

しかし人間である以上
どんなかたちであるにせよ言語を有しているが
それは私という現象が
私だけで成立しているのではない
ということを意味している

その意味でも
孤独は自分を確認するだけではなく
自分から離れた視点である
「相手の身になる」ということと深く関係してくる
孤独には「寂しさと優しさの感情」が含まれるが
それは「相手」を求める視点が
内包されているということだ

「言語は相手の身になる能力、
相手と入れ替わる能力を前提とする」から
「二つの視点を入れ替え可能とする」視点
つまりさらに上から俯瞰する第三の視点を必要とする

言語を有している私という現象は
その意味において
私という身体とその第三の視点によって
成立しているということもできる

人は鏡像段階を経て成長していくが
そのことによって私という現象としての
孤独を生きてゆくことになる

そしてその「孤独のなかにすでに他者との関係、
すなわち社会が含まれている」
孤独は他者を前提としているのだ
ゆえに人は他者とそして森羅万象ともむすばれ
その極北に「彼我一体感」へと至る可能性を得る

しかしそれにもかかわらず
私という現象は私という現象であり
「個別性としてある」以上
どこまでも他と同一化することはできない
真の意味で感動も悟りも共有することはできないのだ

孤独であるがゆえに
私は生まれ
孤独であるがゆえに
他とむすばれるが
どこまでも私は私である

神は「私は私であるである」存在だが
神もまた同じく孤独であり
孤独を発明したのもまた神なのだろう
そしてそれゆえに
神はコトバともなった

■三浦 雅士『孤独の発明 または言語の政治学』
　（講談社 2018/6）
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「孤独はありふれた語だが、見かけほど単純ではない。」
「孤独は言語とともに古い。
　それには理由がある。孤独とは自分で自分に話しかけることだからである。そして、言語こそ、自分で自分に話しかける
ことをもたらしたものなのだ。すなわち、人は言語によって孤独になり、孤独になることによって言語を得たのである。
　孤独は言語の別名であるとさえいっていい。私という現象もまた自分で自分に話しかけることである。人は、自分で自分
に話しかけることによって私になったのである。私という現象は私が孤独であることに気づくことにほかならない。孤独は
私という現象とともにすでに始まっているのである。」

「孤独は始めから方法的懐疑を内包している。
　人は誰でも、思春期の初めに少なくとも一度は、外界のすべては夢ではないかと疑い、私もまた夢ではないかと疑う。そ
して、自分で自分に話しかけているというそのこと、すなわち自分を疑っているというそのことによって自分の実在を確認
する。いわば、孤独によって自己を確認するのだ。むろん、確認しない人間もいる。自分を忘れることなど簡単だからであ
る。自分を何ものかであると思い込むのと同じほど簡単だ。」
「孤独とは方法的懐疑のことなのだが、それにとどまらない。おまえのことは誰も分かってくれないという寂しさの感情を
含まない。優しさに包まれたいという感情も含まない。迷子になったと気づいた瞬間の、あの青々とした不安、暗闇のよう
な恐怖とは無縁なのだ。」

「寂しさと優しさの感情が重要なのは、なぜか。
　孤独に含まれる寂しさと優しさの感情は、養い育てられるという体験からしか生まれないからである。」
「相手に身になることができるようになった瞬間、人はこの入れ子構造が無限に続くということ（･･･）をも会得してしまっ
ているはずなのだ。現実にはしかし、この会得は、ただ、私という現象が、私から離れた視点、第三の視点なしには成立し
えないという事態に代替されてしまっている。
　孤独は寂しさをともなう優しさを求めるところに、その隠された出自が暗示されているといっていい。」

「言語は相手の身になる能力、相手と入れ替わる能力を前提とする。
　人称を持たない言語はありえないとはそういうことだ。
　たとえば日本語において、しばしば一人称が二人称に転じるのもその事実を示す。相手の身になる能力は捕食するものと
捕食されるもの、追うものと追われるもののすべてが身につけなければならない能力だが（･･･）、その能力は、この二つ
の視点を入れ替え可能とする蝶番のような視点、すなわち、さらに上から俯瞰する第三の視点を想定しなければ成立しえな
い。
　この第三の視点が私という現象の実質−−−−人間的意識の実質−−−−なのだ。空中に浮遊する第三の視点は身体を含まな
い。だからこそ、私には私の死が理解できないのである。死が不条理に思われる理由だ。
　この第三の視点と、ここにあるこの身体との関係が、いわゆる私であるといっていい。第三の視点と、現に行動している
行為主体との関係が、内的対話、内面にほかならない。行為主体は現場に属し、俯瞰する眼は永遠に属す。すなわち身体と
精神である。
　身体と精神の関係、肉と魂の関係は、言語とともに古い。この関係なしに、入れ替え可能性を基盤とする言語は成立しえ
ないからだ。
　言語は孤独と同時に彼岸をももたらしたのである。」
「俯瞰する眼、第三の視点が二人称に馴染まないのは、そこに自己の、すなわち私という現象の、出自が隠されているから
である。
　一人称、三人称と違って、二人称は抽象を嫌う。二人称は向き合っている具体的な現場にしか属さないからだ。向き合う
ときのその向きとは、左右をもつということであり、左右をもつとは現場にあるということ。いまここにこのようにしてあ
るということ、個別性としてあるということにほかならないからだ。」

「孤独は繰り込まれた他者を前提とする。
　ということは、孤独のなかにすでに他者との関係、すなわち社会が含まれているということである。孤独のなかには社会
が潜むということだ。
　孤独すなわち私という現象が社会的現象であるというのは、私が社会の一員であるというようなことではない。私という
現象そのものが、初めからひとつの社会として成立しているということだ。私が政治的現象であるということにしても同
じ。私の成り立ちそのものがひとつの政治としてあるということだ。私とは、第三の視点としてある私が、身体としてある
私を、徹底的に支配するということだからである。
　私とは、私が私を支配するということである。」

「人は孤独によって結合する。
　孤独は人間の特性である。誰もが孤独だ。それは誰もが私であるのと同じだ。だが人は、誰もが孤独であるというそのこ
とにおいて結び合う。いわば、人と人は分かりあえないということだけは分かりあえるというかたちで、分かりあう。孤独
な読書において、人は、数万、数十万、数百万の孤独な魂と結びあうことができる、時代を超えて。」

「人は孤独によって人と結合するだけではない。
　森羅万象とも結合する。
　宗教的感動のほとんどが、森羅万象すなわち宇宙との彼我一体感に収斂する。神との結合といってもいい。悟りといって
もいい。だが、神との結合は分かちあえても、悟りを分かちあうことはできない。
　宗教的感動と芸術的感動とは別のものではない。言語が発生させた俯瞰する眼、第三の視点の振る舞いであることに変わ
りはないからである。精神が肉体を脱ぎ捨てるのだ。この感動が、私という現象の謎、国家という現象の謎に直通すること
は疑いない。文学的感動の仕組みは、宗教、政治、経済、社会の仕組みに直通している。
　だが、感動は分かちあえたとしても、悟りは分かちあうことができない。」

「悟りは証明することができない。
　悟りは反証可能性を提示しえないのである。」
「感動もまた証明できない。
　ただ、新たな感動を与えてその感動に応えることができるだけなのだ。」
「感動を分かちあうというが、ほんとうは分かちあうことなのでできはしないのである。」
「感動は多く興奮や熱狂を伴う。興奮や熱狂は伝染する。群集心理の問題に隣接している。」
「問題は、感動があくまでも個人的な体験としてあるということである。そしてそれは、騙し騙されるのと同じ次元にある
ように思われるということである。」
「信じるということは騙されてもいいと思うことなのだ。
　これこそ、宗教の基底である。
　だが同じようにそれは、商業の基底でもあったのである。」
「騙されてもいいという決断、あるいは驚くべきものに出会おうという決断なしに、現生人類がアフリカを出たとは、私に
は考えられない。騙されてもいいという決断は、死んでもいいという決断と隣接する。
　勇気とは死んでもいいと思うことなのだ。」
「宗教も経済も、要するに賭けである。命懸けの跳躍、すなわち騙されてもいいと決断することが、宗教と経済の起源、い
や、あらゆる事業の−−−−つまり冒険の−−−−起源なのだ。それこそ孤独の次元なのだと私には思われる。
　あるいは逆にこう言ってもいい。
　人間は本来的にあらゆる文章を疑問形でしか終えることが出来ない。それが人間的孤独のあり方なのだ、と。」
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キリスト教的な時間は
終末へと向かう直線的なものであり
東洋的な円環する時間との対比で
理解しているところが多分にあるのだが

キリスト教が成立するにあたっては
終末に向けて直進する「終末論」と
いま・ここで創造され続ける「創造論」という
二つの系譜があり
それぞれの時間意識が交錯しながら
展開してきたことが本書では描かれている

「創造論」は
「神のみが王」という理念に由来する
「王制に反対する審判預言の系譜に属」している

その前提になるのは
「人間の不完全さ、愚かさ、あるいは
悪い思いを抱える人間存在の限界」であり
「失われていた〈神〉のリアリティを取り戻」すことで
「人間の倫理」が根拠づけられるものだという

それに対し「終末論」は
「救済預言の系譜に属」し
「神の完全さがいつか理想的な形で
人間にも実現するという思想にもとづき」

メシアにとって理想的な統治が行われ
新たなエルサレムが築かれるという願望が投影され
「理想状態の実現に主眼が置かれる」
（「創造論」における審判預言では「社会正義を求めて
為政者を批判することに主眼」が置かれる）

そしてすべての人間が理想状態を実現するのは難しいため
「終末論」では人間を
「救われる「義人」と裁かれる「罪人」に二分」する
二元論的世界観が展開される
その典型が黙示思想である

「神のように」なることを欲する欲黙示思想は
「プロテスタントをとおして再発見されたパウロの」思想の変種として
「近現代の「西洋」を支配する理念」ともなり
「終末に規定されて、倫理的に正しくこの世を送ることが求められる」

「イエスの活動と思想はその真逆」であり
「被造物として存在すること自体が神による祝福なのであり、
まずは与えられたいのちをこの世で享受すればいいのであって、
倫理は後からついてくる」のだという

「終末論は人間は「神のように」完全に」なろうとするが
「創造論はその不可能性を弁えることを教える」というのだ
「神のみが王」なのであって
人間はどんなに理想を描けたとしても
「神のように」はなれないとする

そして本書では
「神のみが王」なのであり
人間は「自らの愚かさに気づき、「神のように」なろうとする
強欲と傲慢から自らを解き放」ちながら
理想へと向かうことが説かれる
「創造論」の系譜が主に主張されているが

「神のみが王」ということが強調されているように
それはおそらく著者のきわめて顕教的な信条告白のようだ
そこには秘教的な視点は排され
宗教を超える視点はみられない

さらにいえばここでいわれている「創造論」と「終末論」は
それそのものが二元論的な観点になっている

キリスト教には限らないが
顕教的な信仰においては
往々にして秘教的な部分は切り離され
「神」が単純に絶対化され
「神」の働きを別の視点でとらえようとすることは
（たとえば梵我一如的なものもそうだが）
多くの場合異端とされ
それは人間の愚かさ・傲慢を示すものとさえされる

本書では
キリスト教においては
時間を直線的にとらえる「終末論」が主ではなく
創造論的な系譜も存在していることを示し
それこそがイエスの思想でもあったということを
示唆しようとしていると思われるのだが
果たしてそういい切れるかどうかは疑問である

ともあれキリスト教のなかにある
「創造論」と「終末論」の双方を比較して見ていく視点は
古文書からの解読としてはそれなりに示唆的である

■上村静『終末の起源／二つの系譜　創造論と終末論』
　（ぷねうま舎. 2021/11）



■上村静『終末の起源／二つの系譜　創造論と終末論』
　（ぷねうま舎. 2021/11）

「創造論は王制に反対する審判預言の系譜に属する。これは「神のみが王」という理念に由来するものであり、人間による
人間支配を認めないという思想にもとづく。そこには、人間の不完全さ、愚かさ、あるいは悪い思いを抱える人間存在の限
界を「創造神」という絶対者の前に確認する、人間についての洞察が含まれている。人間の不完全さや愚かさは、人間の知
識や知恵の不十分さとかかわる。それゆえ、創造論の思想系譜は、知恵文学の中に見出される。
　「知恵」は普遍的な教えであり、格言や人生訓として世界のどの文化にもみられる。歴史的な出来事への言及を欠くのが
通例である。聖書にも一般的な知恵が見られるが、時代とともにユダヤ教的な特徴をも具えていく。」

「人間の限界と、それにもかかわらず生かされて在る〈いのち〉を語るコヘレトは〈神のみが王〉という理念を創造論から
語る思想の系譜に属する。しかも、他者としての「王」だけでなく。自らが自らの「王」たろうとする生き方、自我に支配
されたあり方をも否定することで、「神のみが王」という理念を徹底している。ここにこの理念の到達点を見ることができ
るとともに、仏教思想との近似性を見出すことができよう。
　〈いのち〉が与えられたものであることに気づくとき、人は愛されていることを知る。愛されていることを知る時、人は
自分を愛することができる。自分を愛する者は、他者を愛する。ここに倫理が生まれる。コヘレトは、きわめて否定的な言
語を用いながら〈いのち〉を肯定し、失われていた〈神〉のリアリティを取り戻そうとしている。そこにこそ、応報なしに、
人間の倫理----共生への志向----は根拠づけられるのである。」

「終末論は救済預言の系譜に属する。これは、神の完全さがいつか理想的な形で人間にも実現するという思想にもとづき、
しばしばダビデ系の王（＝メシア）により理想的な統治や（新しい）エルサレムが世界の中心になるという願望が投影され
る。救済の対象となるのは、全世界であったり、イスラエル民族であったり、特定の人間集団であったりさまざまである
が、新しい理想状態が産まれることを期待するがゆえに、古い秩序の滅び（裁き）が言及されることも多い。この点で審判
預言を含むように見えることも少なくないが、（…）創造論につらなる審判預言が社会正義を求めて為政者を批判すること
に主眼を置くのに対し、終末論の系譜は理想状態の実現に主眼が置かれる。すべての人が理想状態に達するのは難しいの
で、終末論は人間を救われる「義人」と裁かれる「罪人」に二分する二元論へと発展していくことになる。
　終末論は、南ユダ王国の預言者たちに端を発し、知恵文学を経由して黙示思想へと結実する。」

「終末論が内包する根本問題は、二元論的世界観にある。われわれが今現在生きている「この世」とそれが終わった後に期
待されている「来るべき世」に、世界は二つに分けて考えられている。当然ながら「この世」は悪に満ちた世界と見なされ
ており、滅ぼされるべきものとされている----だから別の新しい世が期待されているわけである。「来るべき世」は、した
がって完璧な理想的な世界ということになる。そこには悪がない。悪のない世界には当然ながら悪人もいない。というわけ
で、人間も「義人」と「罪人」に二分される。この世で「義人」として生きた者だけが、来るべき世で永遠の生命を獲得し
て幸せに生きることができる。「罪人」は永遠の責め苦を味わう----ということはすべての人が永遠居生きるということにな
るのだが、その辺の矛盾は気にしないのが宗教というご都合主義の産物のいいところなのだろう。人間は努力次第で「義
人」になることができ、そうすれば「永遠の生命」を得られる、他方で「罪人」は裁かれるという思想、ここに終末論の前
提とする二元論的世界観の根本問題がある。」

「黙示思想----それは「王権神授」、人間の王が神の代理人として振る舞うことを正当化する思想に淵源する----は人間が
「神のように」なろうとするものだ。「神のように」他者を裁き、「神のように」永遠に生きることを望む。「神のように」
振る舞う者同士が争い合っているのが、今日の世界状況ではなかろうか。
　聖書には人間の著者がいる。複数の著者・編者がいる。そこには多様な思想が展開されていて、互いに対立しあうことも
ある。それを「神の言葉」として絶対化し、特定の思想を規範として他者に押し付けることは、自らが「神のように」振る
舞うこと、偶像崇拝に他ならない。
　聖書そのものが多様な思想を含んでいることは、多様な価値が承認されるべきことを教えている。多様な価値をもつ個人
としての人間、集団としての人間は、。どうすてば平和に共生できるのか、それを「神」という超越の象徴を前に、問いつ
づけなければならない。「人間学」としての神学・聖書学の責務はそこにある。」

「近現代の「西洋」を支配する理念は、プロテスタントをとおして再発見されたパウロのそれの変種であり、それは黙示思
想に淵源する。黙示思想は「神のように」なることを欲し、人間を分断するだけでなく、それを受け入れた者にも不安から
解放されることを赦さない。終末に規定されて、倫理的に正しくこの世を送ることが求められる。
　イエスの活動と思想はその真逆であった。被造物として存在すること自体が神による祝福なのであり、まずは与えられた
いのちをこの世で享受すればいいのであって、倫理は後からついてくる。「神のみが王」という創造論の理念は、被造物が
生かされて在ること、それにゆえに人間による人間支配を認めないという倫理を要請するのである。そして、人間が「神の
ように」なれないこと----人間の相対性、不完全性----を自覚するがゆえに、倫理的に完全であることを求めない。
　終末論は人間は「神のように」完全になりうることの期待を語るが、創造論はその不可能性を弁えることを教える。終末
論は高潔さを求めるが、創造論は愛（赦し）を前提とする。現代世界は、現世利益を貪り合っているように見えながら、実
は自覚されないままに終末論的思想に規定されている。しかし、さまざまな個性を持つ人々が共生していくうえで望ましい
思想の系譜はどちらであるか、一神教徒はもちろんそれ以外の人も、自分を取り巻く価値観について再考する必要があろ
う。」

「本書では終末論を理想と関連づけて批判的に論じたところがあるが、誤解を招かないように少し補足しておきたい。人間
が何らかの理想を掲げることは望ましいことであり、また必要なことであると思う----もっともそれが本当に理想としてふさ
わしいかどうかはよく吟味されるべきであるが。しかし、その理想が容易に実現できると考えるならば、それは理想の名に
値しないだろう。同時にまた、どうせ実現できないのだから理想なんて要らないというわけにもいかない。すでに前八世紀
のイザヤが夢想したように、戦争のない世界は理想の最たるものであるだろう。それから二千七百年以上も経って、今なお
その理想は実現からはほど遠い。それでもこの理想はこれからも掲げつづけられるべきであろう。モーセ五書はイザヤの理
想の実現をユダヤ人の為すべき使命としたのであり、ユダヤ教徒は今なお人類の再統合という理想のために律法を守ってい
る（たぶん）。日本国憲法の前文もまた恒久平和と全世界の国民が恐怖と欠乏から免れることを崇高な理想として掲げ、そ
れを日本国民の存在意義としている。ユダヤ人であれ日本人であれ、民俗や国民は共同幻想にすぎないと言ってしまえばそ
れまでだが、この幻想の上に国際なるものが存立している以上、自国ファーストをあからさまに掲げるよりは世界平和を掲
げる方が国家という理念的存在には望ましいだろう。」
「人間は愚かな生き物だ。「神のように」なることは決してできない。愚かであるがゆえに、理想を思い描くことはできて
も、決してそれを実現することはできない。けれども、まさに自らの愚かさに気づき、「神のように」なろうとする強欲と
傲慢から自らを解き放つならば、決して実現することのできない理想に向けて歩みはじめるくらいのことはできるかもしれ
ない。」
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ひとが何かに興味をもち
それが継続的なものになるときには
なにか強いきっかけがある

それが幸せな驚きであるならば
そしてその驚きがその後の人生を
喜びへと導いてくれるならばどんなにいいだろう

もちろんそうしたきっかけは必ずしも
幸運なきっかけであるとは限らないし
ポジティブなものかそれとも
ネガティブなものかはわからないが
どちらにせよそれが生の課題を
指し示してくれることになることがある

フランスで二〇一九年に刊行された
本書の著者（まだ二十代の物理学者である）は
少年時代にイワシに話しかけられた体験から
（とても幸せな驚きだったのだろう）
海の神秘に対する情熱をもつようになり
魚たちのことを知ろうと魚の研究を仕事にし
魚に出会うための冒険に出かけるようになる

ここで語られる海の生き物たちの物語は
自然科学的なものだけではなく
歴史上のエピソードや伝説など
さまざまな驚きに満ちている

本書のなかにあるウナギの話題
（第8章「道路の下のウナギ）は
以前（mediopos-2281/2021.2.13）の
パトリック・スヴェンソン『ウナギが故郷に帰るとき』でも
とりあげたことのある長い旅をするウナギの話だ
このウナギの話だけでも興味津々なものだが
そんな話が本書にはたくさん詰まっている

本書を読むと
魚たちはどんなふうに世界を感じているのか
どうやってコミュニケーションしているのか
ということをあらためて考えるようになる

そして海の生き物たちはもちろん人間ではないから
人間と異なった生き方をしているわけだけれど
人間の生活や感情とどこかで通じるものがあるような
そんな気もしてくるところがある

その意味で魚たちへのアプローチは
魚たちについての知識を与えてくれるだけではなく
さまざまな視点から語られる物語は
私たち自身について教えてくれる

さて余談だが
最初に本書を手にとったのは
「はぐれイワシの打ち明け話」という
面白いタイトルがきっかけではあるけれど
訳者の名前が「河合隼雄」と記されていたのも大きい
もちろんこの訳者はユング心理学のほうの
河合隼雄とはまったく別人である

■ビル・フランソワ（河合隼雄訳）
　『はぐれイワシの打ち明け話／
　　海の生き物たちのディープでクリエイティブな生態』
　（光文社 　2021/11）



■ビル・フランソワ（河合隼雄訳）
　『はぐれイワシの打ち明け話／
　　海の生き物たちのディープでクリエイティブな生態』
　（光文社 　2021/11）

「僕は（…）イワシとの出会い以降ずっと、海の神秘に対する情熱をもちつづけることになるとは思ってもい
なかった。そして、その出会いが僕を、より遠くの沖合にまで連れて行き、魅力的な住人たちがいっさい黙る
ことなくそれぞれの物語を語ってくれる海中の世界の発見へと導いてくれることになろうとは。
　この生き物たちは、どうやってコミュニケーションをとっているのだろうか？　どんな風に世界を感じてい
るのだろうか？　この生き物たちの生活や感情は、僕たち人間と同じなのだろうか？　こうした謎を解きたい
という欲望に駆り立てられて、僕は科学者になった。流体力学とバイオメカニクスといった分野を研究するこ
とによって、海中の世界について新しい見方ができるようになった。そして、既存の問いに対する素晴らしい
答えが得られただけでなく、さらに新しい疑問も生まれた。
　それ以来、僕はこの魅力的な生き物たちを観察するために、昼夜を問わずに泳ぎ、船に乗り、海に潜った。
昔は魚が怖くて、メデュースのサンダルを履いた足が底につかないような沖への冒険に乗り出そうとはしな
かった。当時の僕は、いずれ自分が魚の研究を仕事にし、自由時間までをも魚に出会うための冒険に費やすよ
うになるとは思ってもみなかった。クジラの歌を聴き、地中海のマッコウクジラを訪ね、アホウドリを数え、
マンタと遊ぶようになるなんてまったく考えていなかった。ましてや、自分の家のすぐそば、都会の真っただ
なかで、並外れた個性を持つ魚たちを見つけることになるとは。
　水の流れに導かれるようにして、自分の運命を海にかけている人々と知り合った。海の秘密を解明する科学
者、海と調和して生きる漁師、海を保護するために活動するボランティア……、そういった人たちだ。僕は、
水中の世界をもっと深く知り、その世界を保護し、あるいは単純にそうした生態系のなかに自分の居場所を見
つけ出し、海と調和を保ちつつ対話する方法を学ぶため、彼らのプロジェクトに参加した。そして、たくさん
のことを教わった。イルカの信号の読み解き方、マグロの漁のしかた、アザラシへの近づき方……。さらに海
の物語も発見した。人々によって文字にされ、あるいは語られ、科学や伝説の魔力によって光を当てられ、革
新的な発見や口承されてきた詩によっていろどられた物語だ。

　それらの物語は、いったい僕に何を教えてくれたのだろう？
　水中の世界は、心を奪われるような美しさを垣間見せてくれるだけではない。他の知識、とりわけ僕たち自
身についての知識を教えてくれる。
　僕自身についていえば、何より「どうやって話をするのか」を海の住人たちに教えてもらった。それぞれの
流儀でコミュニケーションをとり、一見沈黙しているように見える海のなかで物語を紡ぎ出すそのやり方から
僕は話し方を学んだ。驚くほど雄弁な生物たちが、自分たちの物語を僕に打ち明けてくれ、今度は僕がその物
語を誰かに語ろうという気にさせてくれた。海の生物たちが僕に語ってくれた物語を、この本を通じてお伝え
することができるのは、まさしく彼らのおかげである。
　この本は、読者のみなさんを、科学の世界と伝説の世界、つまり海洋と歴史の深海に向かってダイビングさ
せてくれるだろう。僕はカタクチイワシの群れによる秘密の社交界にみなさんを招待する。クジラの会話にも
一緒に参加しよう。その旅の途中では、井戸のなかで百五十年間生きたウナギのエール、オーストラリア先住
民と親交を結んでいたコバンザメといった、型破りな生き物たちと知り合いになれるだろう。少し足を止め
て、ホタテガイの歌やタマキビによる比類なき古代のサーガに耳を傾けよう。また、サンゴの免疫やベラの性
転換についての最新の知見にも触れてみよう。現実とは驚くべきものだが、そんな現実に負けないリアリティ
をもつ古代の海の伝説を通じて夢の世界へ行ってみよう。」

「海の物語に身を任せてみよう。海の物語は言葉の世界と同じく自由な空間である。そうでありつづけなけれ
ばならない。言葉を自由に使おうとせずに規則に従った表現や言い回ししか認めようとしないのは、海に壁を
つくろうとするのと同じこと。海は特定の人だけのものではなく、みんなのためのものだ。そして、想像力も
みんなに備わっている。だから、自分だけの言葉を話す孤独なクジラであっても、大きな群れに導かれるイワ
シの一匹であっても、発明家のタコであっても、コバンザメでも、慎ましいロブスターでも、。それぞれが自
分たりの方法で、自由に自分の物語を歌っているのだ。

　僕が海の世界について夢想したことによって、読者のみなさんが何かを空想したり、それをもとに考えた
り、友だちと共有したいと思うようになったり、まだ見つけていない生き物に対するまなざしをもつように
なってくれたらうれしい。そして海の生き物の話を聞きたい、海の生き物について知りたい、海の生き物を守
りたいという思いをふくらませてくれることを願っている。
　本書が、海という。身近にあるにもかかわらずまだ知られていない新たな領域へとみなさんを導いてくれる
ことを、そして本書を読むことによって、海岸で貝殻を拾い集めたといった海についての記憶が蘇ってくれる
ことを願っている。さあ、貝殻を拾って耳に当ててみよう。きっと、海の声を聞けるはずだ。」

《目次》

プロローグ
1　魚はみんなしゃべっている
2　音が絶えない世界
3　イワシのように詰められる
4　小さい魚もやがて大きくなる
5　貝と甲殻類
6　今日のおすすめ
7　魚の絵を描いてみよう
8　道路の下のうなぎ
9　シー・サーペント
10　海は鏡
11　海との会話
12　よいマグロを見つける
13　終わりは……魚のしっぽのようにすっきりと
エピローグ
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さまざまなジャンルでしばしば使われる
「アーティスト」とか「作品」という言葉は
「私が」「私が作った」という主張が
あまりに付着しすぎていることが多く
どこか好きにはなれないことがあるけれど

本書で繰り返し繰り返し言及されるように

「アート」も
「アート思考」も
「問い」であり

「アート思考」は
「「問い」を感じ取って自分なりに
新しいものの見方や感じ方を
身に付けて答えを探し出す力」であって

「アーティストは見えないものを
見えるようにするような役割を」担ってきた

という基本的なところは
あらためて再認識される必要がある

観る者が「問い」へと導かれることで
認識が変えられたり
また深められたりしないような芸術は
どんなジャンルにおいても
芸術としての意味があるとはいえないからだ

とはいえ「作品」としての「アート」には
さまざまな世俗性が付着しすぎていて
（「作品」の権威づけや売買もそのひとつだが）

しかもそれが公に公開されることそのものが
ある種の内的な思索としての「問い」よりも
社会的な場での「私の」主張へと
偏る向きがあることは否めない

もちろんどんな芸術的な営為も
社会性を帯びることそのものが
純粋な問いであることと多分に矛盾してしまう
（本書ではその「社会性」のポジティブさが
　ずいぶんと強調されている）

そしてその矛盾のなかで
「私が」「私が作った」が
鬼子のように現れてしまい
「アーティスト」や「作品」が
「問い」よりも「権威」として実体化されてしまう

その意味では本書のタイトル
『〈問い〉から始めるアート思考』は
「〈問い〉から始める」ではなく
（「から」だけだと
　他の目的の「ため」になってしまうから）

「〈問い〉から始まり
　〈問い〉へと導かれるアート思考」
「〈問い〉そのものとしてのアート思考」
といったタイトルのほうが
「アート思考」というコンセプトを
より適切にあらわすことができるのではないだろうか

■吉井 仁実『〈問い〉から始めるアート思考』
　（光文社新書 1174　光文社 2021/12）



■吉井 仁実『〈問い〉から始めるアート思考』
　（光文社新書 1174　光文社 2021/12）

「「アート思考」を私なりに解釈すると次のようになります。

　・アート思考＝問う力

　現代の社会に対して「問い」を投げかけること、それが「アート思考」であると。「この既成の考え方は本
当に正しいのか」「今の時代ではこのような表現もあり得るのではないか」「どうして私たちはこんな不自由
を強いられるのか」などという問いを、ときにはユーモラスに、ときには洗練された手法で、ときには突拍子
もないやり方で、つまり今までにない方法を用いて表現する。それがアートであり、その「問う力」が画期的
であればあるほどにアートの価値が高まると私は思っています。」

「古来、アーティストは見えないものを見えるようにするような役割を社会の中で担ってきました。（…）
アーティストたちは、その時代や社会の中で、見たくても見えないものを描き出してきたと言えると私は思っ
ています。（…）アーティストたちに共通しているのは、未来についての「問い」を私たちに投げかけなが
ら、常識を揺さぶったり、今までにない経験をさせたりするところです。」

「アートとは「問い」である。そうであれば、なぜアーティストは「問い」を鑑賞者や社会に投げかけるので
しょうか。何か必然性のようなものがあるのでしょうか。
　アーティストは誰かに頼まれたわけでもないのにみずから「問い」を作って、基本的に言葉には頼らず、そ
れを時間と手間と労力を使って形や色、作品の強度などで伝えようとします。どうして、わざわざそんなこと
をするのでしょうか。芸術学の専門家や美術評論家に聞けば、さまざまな考えを教えてくれると思います。た
だ、私はわりとシンプルにこう考えています。
　アーティストが「問い」を発するのは、人間の感覚と意識を拡張したいからだと。
　アーティストは、不特定の鑑賞者に今まで感じたことがないものを感じさせたいと思っています。言葉に頼
らないのは、今まで覚えたことのない感覚を味わわせたいからです。アーティストの中には、その新たな感覚
を通して、人々に新たな意識を生み出させようとする人もいます。人が持つ感覚を通して、今まで感じたこと
のない感覚を覚えさせることで、それまで頭の中にあった意識の壁を越えさせようとするのです。
　アーティストは、お金のためではなく、あるいは誰かの依頼に応えるためでもなく、人々の意識の拡張を図
ろうとしまう。それはなぜか。この答えに絶対的に答えられる人はいないと思いますが、アートはそうやって
人間の歴史とともに営まれてきたのだろうし、アートが人々の意識を拡張する度に人類はより自由になれたの
ではないかと私は思っています。」

「アートに触れる意味、あるいは意義、価値、面白さ、楽しさ、魅力があるとすれば、それは何でしょうか。
私はアーティストが投げかける「問い」を感じ取ることだと思っています。
　アートシーンの最前線を走るアーティストのアート作品には、現代社会で考えるべき鋭い「問い」が必ず潜
んでいます。鑑賞者はそれを非言語的に感じ取りながら、同時に今までのなかったものの見方や感じ方、意識
の壁、思考の幅を拡張していくことで、自分なりに「問い」に対する答えを探していくのです。
　このようにアートに触れた経験は、その後の鑑賞者に多かれ少なかれ何らかの影響を与えます。その影響
は、ときに鑑賞者の見方や発想、生き方にも及びます。それがアート作品がこの社会に存在する意味だと私は
思っています。
　「アート思考」というのは、このように「問い」を感じ取って自分なりに新しいものの見方や感じ方を身に
付けて答えを探し出す力なのではないかと、私は思っています。現実の社会の中で今まで見たことも聞いたこ
ともない物事や状況に直面し、それと自分の間に生じるズレや問題は何かを感じ取り、それを「問い」として
受け止め、自分の立場や仕事、あるいは生き方やスタイルの中で答えを見つけて行動していく。そのことが、
社会で以前よりも強く求められるようになっているとも感じます。
　私は、アートに触れれば触れるほど「問い」を感じ取る力が身に付くと思っています。そして、この力が身
に付くほど、アート以外のものからも「問い」を感じられるようになるとも思っています。また、私はアート
鑑賞を繰り返して行く中で、さまざまなものごとに対する直感力のようなものも身に付けてきたと思っていま
す。例えば、初めての人や物を見るとき、新しいビジネスを始めるとき、あるいは新たな社会現象に触れたと
きに、無意識に近いところで新鮮な感覚や違和感のようなものに数多く気付けるようになったと実感していま
す。そして、その感覚は私が仕事をする上でとても訳だってきました。」

「アートとは「問い」である。そして、「アート思考」もはやり「問い」であると思います。「問い」は、未
来という新しい時代における新しい価値や考え方の提案でもあります。つまり、アートもアート思考も、「問
い」を自ら作り出して多くの人に伝わるように表現することであり、その「問い」が画期的であれば、社会の
「仕組み」を大きく変えるゲームチェンジの原動力になり得るのです。
　アートに限らず、時代を画した製品やサービス、出来事、社会的な事件や現象には、多くの人の心を揺さぶ
る「問い」があるのです。近年、ビジネスの世界では「問題解決」という言葉がよく聞かれますが、もしかし
たら重要なのは「解決」ではなく、「問題」の中にある「問い」なのかもしれません。実は、イノベーション
は「解決」ではなく、そんな「問い」から生み出されるものなのかもしれません。」
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ヘレニズム時代の重要な思想潮流では
エピクロス派・ストア派とともに重要なのが
「古代懐疑主義」

その中心的存在は
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
その影響から懐疑主義は生まれたと思われる

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
釈迦の弟子である舎利弗もはじめその師のもとにいた

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
おそらくサンジャヤから学んだところではないだろうか

「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ようだ

そのピュロンの懐疑哲学を継承し
『ピュロン主義哲学の概要』という著作のある
セクストス・エンペイリコスは
ディオゲネスよりも一世代前
西暦二〇〇年頃の人だと考えられている

そのセクストスの著作はその後忘れられていたが
一五六二年になって『ピュロン主義哲学の概要』が
ラテン語訳され反響を呼び
その後モンテーニュ・デカルト・ヒューム・カントなどにも
大きな影響を与えることになった

しかし同じ懐疑主義といっても
古代の懐疑主義と近世以降の懐疑主義は異なり
近代的な懐疑主義が知識に対する懐疑だったのに対し
ピュロンからはじまる古代の懐疑主義は
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

古代懐疑主義者はあらゆる事柄について
対立・矛盾する諸々の言論への判断を保留することで
ついで無動揺（平静）にいたることをめざしている

しかも探求する際の態度でいえば
真実を発見したとするのでもなく
真実は把握できないとするのでもなく
探求を続けるという態度をとるのが懐疑派であるともいう

無動揺（平静）といえば
仏教的にいえば涅槃ともいえる状態にも似ている
もちろん宗教的な悟りではなく
実際の生き方のなかで求めたわけだが
かつてピュロンがインドからもたらしたもののなかに
そうした要素も含まれていたのかもしれない

ピュロン主義的なものに重ねていえば
生き方のなかにおける正誤・真偽に関する
対立・矛盾という「苦」から自由になるために
その「中」なる態度としての
判断保留を行ったということでもあるのだろう

■セクストス・エンペイリコス（金山弥平・金山万里子訳）
　『ピュロン主義哲学の概要 (西洋古典叢書) 』
　（京都大学学術出版会 　1998/2）
■J.アナス・ J.バーンズ（金山弥平訳）
　『古代懐疑主義入門――判断保留の十の方式』
　（岩波文庫　2015/6）



■セクストス・エンペイリコス（金山弥平・金山万里子訳）
　『ピュロン主義哲学の概要 (西洋古典叢書) 』
　（京都大学学術出版会 　1998/2）
■J.アナス・ J.バーンズ（金山弥平訳）
　『古代懐疑主義入門――判断保留の十の方式』
　（岩波文庫　2015/6）

（セクストス・エンペイリコス『ピュロン主義哲学の概要』より）

「懐疑主義とは、いかなる仕方においてであれ、現れるものと思惟されるものとを対置しうる能力であり、これによってわ
れわれは、対立［矛盾］する諸々の言論の力の拮抗のゆえに、まずは判断保留にいたり、ついで無動揺［平静］にいたるの
である」

「懐疑主義に向かう原因となる原理は、われわれの主張では、無動揺［平静］に到達したいという期待である。すなわち、
素質の優れた人々は、諸々の物事における変則性のゆえに同様に、それらのうちのいずれをよりいっそう承認すべきなの
か、行き詰まってしまい、物事のうちで何が真実であり、何が虚偽であるかを探求するようになったのであるが、これは、
真偽の問題に判定を下すことによって、無動揺［平静］に到達することを目指してのことであった。
　また、懐疑主義の構成原理は、あらゆる原論にそれと同等の原論が対立［矛盾］する、ということである。なぜなら、こ
こから出発してわれわれは、ドグマをもたない状態に立ちいたると思われるからである。」

（セクストス・エンペイリコス『ピュロン主義哲学の概要』～「解説」より）

「一五六二年、一冊の書物がヨーロッパで出版され、哲学史上、他に類を見ないほどの反響を呼ぶことになった。出版され
たのはセクストス・エンペイリコス『ピュロン主義哲学の概要』のラテン語訳であった。以後、モンテーニュ、デカルト、
ヒューム、カントなど近世哲学の主要な哲学者たちや、それほど著名ではない他の多くの思想家たちが「きみは何ごとを知
りうるか？」という問いを突き付けられ、各自この問いに対する答えを模索するなかで、認識論を中心とする近世哲学の流
れが形成されていく。哲学の歴史に及ぼした影響の大きさにおいて、セクストスはプラトン、アリストテレスと比肩しうる
古代の哲学者であった。」
「『哲学者列伝』第九巻一一六で、ディオゲネスがセクストスとその弟子のサトルニノスに言及しているという事実は、セ
クストスがディオゲネスより一世代以上前の日とであったことを示す。（･･･）セクストスの活動時期の中心をほぼ二〇〇年
頃に設定することができるように思われる。」

（J.アナス・ J.バーンズ『古代懐疑主義入門』より）

「　　人々が何か物事を探求する場合に、結果としてありそうな事態は、探求しているものを発見するか、あるいは発見を
否認して把握不可能であることに同意するか、あるいは探求を継続するかのいずれかである。たぶんこのゆえにまた、哲学
において探求される事柄についても、真実を発見したと主張した人々もいれば、真実は把握できないと表明した人々もお
り、またほかに、さらに探求を続ける人々もいるのであろう。そしてこのうち、真実を発見したと考えるのは、アリストテ
レス派、エピクロス派、ストア派、そのほかの人々のように、固有の意味でドグマティストと呼ばれている人たちであり、
また、把握不可能であると表明したのは、クレイトマコスやカルネアデスの一派、およびその他のアカデメイ派であり、そ
して探求を続けるのは懐疑派である。

　これは、ギリシアの懐疑哲学者、セクストス・エンペイリコスによる懐疑哲学への入門書『ピュロン主義哲学の概要』の
開巻の言葉である。ここで懐疑主義者は、万年学生ないし万年研究者、すなわち「どこまでも探求を続ける」人として描か
れている。実際、ギリシア語の形容詞「スケプティコス(skeptikos)」は「探求する」あるいは「考察する」という意味の動
詞から派生した語である。ところで、探求者が探求を続けるのは、追い求めている対象をすでに発見してしまったのでもな
ければ、どうしても発見できないという結論に達したのでもないからである。探求者は、問題となっていることについてま
だ何の意見ももっていない。ここから「スケプティコス」あるいは、英語のscepticalという語は、われわれになじみ深い意
味をもつようになる。スケプティコスとは疑う人である。彼は信じるのでもなく、信じないのでもない。肯定するのでもな
く、否定するのでもない。
　何であれ与えられた問題に懐疑的であるとは、それに関して判断を保留すること、すなわち、肯定と否定のいずれにせ
よ、どんな断定的な意見にも承認を与えないことである。懐疑哲学は、人間が行なう諸々の探求行為のかなり広範な領域に
わたって、たぶんその全領域にまでわたって、疑い、判断を保留するうように勧める。少なくとも一時的には、われわれが
決定できず、判断を保留するこよになる問題はたくさんあるからである。この日常的態度を、懐疑哲学者は拡張し、一般化
し、体系化する。」

「われわれは世界について何を知りうるか。われわれは、世界についていかにして考えたり、語ったりできるのか。
　これら二つの大問題が、哲学が扱う二つの主要分野を境界づける。認識論は認識の問題を論じる。知識とは何であるか。
われわれはどれだけのことを知ることができるのか。何については確実でありうるか。われわれの考え（信念）はいかなる
状況のもとで正しいと認められるか。

（…）
　論理学、あるいは言語哲学は、意味の問題をもっぱら取り扱う。われわれが、あるいはわれわれの発する音声が、何ごと
かを意味するとは、どういうことか。いかにしてわれわれは、外界の事物を指示することができるのか。どのような推論過
程をへて、われわれは一つの言明から次の言明へと正当に進んでいくことができるのか。
（…）
　論理学の時代の前には認識論の時代があって。デカルトやロック、ヒュームやカントといった思想家にとって、哲学の根
本問題が関わっていたのは言語や思考ではなく、むしろ人間知性の本性とそれが及ぶ範囲であった。哲学者が最初に行うべ
き仕事は、われわれが世界に関する知識を得ることができるのはどのような仕方によって、またどの程度までであるかを確
定することであった。論理学が収めた勝利は、現代の英米哲学に独特の色合いを与えている。その様式と問題の取り上げ
方、方法と論法、いずれをとっても以前の時代の哲学とは著しく異なっている。それとちょうど同じように、認識論の支配
は、三世紀にわたるヨーロッパの哲学思想の性格に影響を及ぼしたのであった。
（…）
　認識論が哲学の基本的部分とみなされるようになったとき、そこからどのような経緯で懐疑主義が最も大きな論点となる
かということも、容易に理解できる。探求に乗り出しそれをさらに進めていく前に、認識論者たちは、どれだけのことを知
ることが期待できるかと訊ねてみる。この疑問に対する懐疑主義者の応答は、妥協を許さぬものである--------ほとんど何も
期待できない。知識の門の傍らで、懐疑主義者は見張りに立つ。彼の挑戦に答えずに城のなかに入ることはできない。」

「デカルトと彼に続く哲学者たちが詳述し批判した議論は、ほとんどすべて古代のテクストのうちに見出すことができる。
しかしそれだけではない。セクストスの頁を繰ってみると、デカルトが指摘するよりもずっと多くのものがそこにはあり、
哲学に関心をもつ読者がセクストスにまで立ち返る労力を惜しまないなら、ごくごく少なく見積もっても、近世以降の議論
によって想像される以上に豊富な懐疑的論法を発見できるのである。
　しかし、古代懐疑主義と近世以降の懐疑主義のあいだにはもう一つ、さらに興味深い違いがある。古代ギリシア人は彼ら
の懐疑主義を本気で受けとめたが、現代人はそうはしない。
　近世以降の懐疑主義は、しばしば、知識に対する挑戦として現れる。懐疑主義者が論ずるところによると、われわれが
「知っている」と自認する事柄の多くについて、否、実にすべてについて、彼の議論はわれわれにそうした自認を否応なく
放棄させ、本当はほとんど何も知っていないと告白させることになる。この結論は、最初は才気と閃きに満ちているという
印象を与えるかもしれないが、繰り返されると平板に見えてくるであろう。なぜなら、この懐疑論の挑戦は、われわれの考
え（信念）をすべて手つかずのまま残すからである。すなわち、何か知っていると主張することさえなければ、われわれ
は、ふだん行なっている通りに、かくかくしかじかであると断言し、考え続けることができるのである。われわれは、自分
の考え（信念）が知識にはなりえないことを認めはするが、しかしなお、考え（信念）を抱くことは正当であると主張する
であろう。（…）このような懐疑主義は、確かに無益なものに見られて当然であろう。それは、われわれの行動、あるいは
生活様式に影響を与えることがない。そしてまさにその分、真剣味を欠くのである。
　古代の懐疑主義者が攻撃したのは知識ではなかった。彼らは考え（信念）を攻撃した。彼らは、懐疑論の圧力のもとわれ
われの考え（信念）は根拠のないものであることが判明し、われわれにはこれこれでないと考える理由がないのと同様にこ
れこれであると考えるりゆもなくなると論じた。結果として-------彼らの考えによれば--------われわれの考え（信念）そのも
のが消え失せることになるであろう。もちろん、知識と名のつくものすべてを失うことにもなるが、しかしそれは、考え
（信念）を全体として失うことのささいな結果にすぎないであろう。古代の懐疑主義者は、やかんのなかの水がこれから沸
騰するということを知っていると主張することはない--------それだけでなく、これから沸騰するという考え（信念）を抱く
こともない。むしろ彼らは、水は沸騰すると考えることも、沸騰しないと考えることもしない。もしも「水はこれから沸騰
するだろうか」と訊ねられれば、彼らは肩をすくめてみせるだろうし、また「水は凍るだろうか」と訊ねられても、彼らは
同じ無頓着の身振りを示すだろう。
（…）
　古代懐疑主義者の関心は、哲学的懐疑にはまったくなかった。彼らが説き勧めようと期待した懐疑は、普通の、非哲学的
な懐疑であった。この懐疑が排斥したのは考え（信念）であり、したがって、それは実践的な懐疑であった。実際、古代懐
疑主義者が自分たちの哲学を推奨するのを常としていたのは、まさしくその懐疑が現実生活に及ぼすいろいろの結果のゆえ
であった。彼らの主張によると、懐疑主義は、われわれを日常の考え（信念）から解放してくれることにより、生活から気
苦労を取り除き、幸福を保証してくれるのである。」

「実践的な問題の場合には、懐疑主義者は、行動しようとする自分自身の性行について判断を保留することになり、また従っ
て、それについて超然とし、無頓着になるのである。（…）
　実際ここに、彼（セクストス）が懐疑主義を積極的に奨励する理由がある。なぜなら彼によると、幸福は、まさにこのよ
うな、超然とした無動揺（平静）のうちに存するからである。超然とした内的状態が、懐疑主義の目的であり到達点なので
ある。」
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本書『カリスマ』が刊行されたのは一九九〇年
邦訳は一九九二年だが（本書はその文庫化）
その時点ではまだオウム真理教の事件は起こっていない
にもかかわらず本書ではその事件を
多面的に理解するための考察としても有効である

本書の基本テーマは集団の狂気
あるいは集団形成の核に存在する
特異な人格的威力の「カリスマ」

そのテーマについて理論と実例の両面から
その現象についての考察が繰り広げられている

理論として参照されているのは
ヒューム／ミル／ニーチェ／ウェーバー
デュルケム／メスマー／フロイトなど
実例としてとりあげられているのは
ヒトラーとナチズム／チャールズ・マンソンとそのファミリー
ジム・ジョーンズと人民寺院／シャーマンと共同体である

なぜカリスマという存在があらわれ
そこに信奉者が集まり集団化されるのか

本書で論じられる主な内容について
訳者の森下伸也氏がわかりやすく紹介しているが
その六つの論点をまとめてみると以下の通り

(1)「カリスマ＝自己喪失欲望」論
カリスマ現象の最も奥深い源泉は
初期幼児期における自他未分化へと回帰しようとする
自己喪失の願望である

(2)「カリスマ＝現代のシャーマン」論
カリスマの形成はシャーマンの成巫過程と
同じプロセスで形成される

(3)「カリスマ＝ナルシシズム」論
アイデンティティ崩壊の危機にあたって
カリスマ的パーソナリティないし
ナルシシズム障害を病んだ人格がつくり出される

(4)カリスマ集団の深層相互作用論
ナルシシズム障害を病んだ大衆が
カリスマ的人物の啓示を人格的再生の核とし
自己喪失願望の対象として集合する

(5)カリスマ集団のラベリング理論
カリスマ集団が危険な存在になるのは
集団の構成員が極度の幻想に取り憑かれたり
孤立させられることで
潜在的な暴力が顕在化するときである

(6)カリスマのコンティンジェンシー理論
自己喪失の欲望を満たすべき条件が満たされないとき
集団の狂気があらわれる危険性がある

基本となるのは「自己喪失の願望」である

カリスマを現代のシャーマンとしてとらえたとき
その人格が形成される過程は上記の(2)の説明では

自我構造の徹底的な破壊
　→自明な世界の完全な崩壊
　　→誇大妄想をともなった啓示の経験
　　　→新しい人格としての再生

となっているがその過程は
古代のシャーマンのようなありようではなく
アイデンティティ崩壊の危機にあたってつくられた人格や
ナルシシズム障害としてあらわれる

そしてその人格のもとに信奉者が集まり
みずからの自己喪失願望を実現させようとする
それがネガティブなかたちで発現しなければ
その集団は危険なものとなることは少ないが
いわば過剰なまでの反社会的な幻想を伴い孤立するとき
危険な存在として顕在化されることになるわけである

しかしおそらく私たちが意識しておく必要があるのは
そうした「自己喪失の願望」は特別なものではなく
わたしたちは多くの場合
日常からじぶんを解放させてくれるものとして
なんらかのかたちでそうした
「自己喪失の願望」を充足させようとしていることだ

それは現代的な消費活動もそのひとつだし
国家などの集団や共同体への愛着
芸能人や有名人への投影
ロマンティックな恋愛
権威への畏敬
そしてもちろん宗教的な帰依なども
「自己喪失の願望」のあらわれである

それらは愛や聖なるものがもつ
両義性としてもとらえることができるだろうが
みずからの自我の発達プロセスに無頓着な場合
それらもなんらかのかたちでの危険性をともなって
顕在化される可能性をもっている
自我はそれほどに危ういものなのだ

■C・リンドホルム（森下伸也訳）『カリスマ』
　（ちくま学芸文庫　筑摩書房 2021/12）



■C・リンドホルム（森下伸也訳）『カリスマ』
　（ちくま学芸文庫　筑摩書房 2021/12）

「カリスマの通俗的なイメージにとって決定的に重要なのは、明らかに、もって生まれた資質で他者を惹きつ
けるきわだったカリスマ的個人の存在である。カリスマの本質をなすこの磁石のような資質は、ごくわずかな
人間しか自分の基本的性格の一部として「所有する」ことのできないもの、と考えられている資質である。カ
リスマは学習されるのではない−−−−それはちょうど背丈や目の色のように存在しているのだ。
　だがカリスマは、身体的な特徴とちがって、それを欠いた他者との相互作用のなかでのみ出現する。換言す
れば、カリスマは個人に内在する何かと考えられるけれども、ひとはその資質を他者から隔離された状態で発
揮することはできない。それが露わになるのは、ただその影響を受ける人々との相互作用のうちにおいてのみ
である。カリスマとは、何よりもまず、ひとつの関係、指導者と信奉者両方の内的自我が関与する相互交流な
のである。したがって、もしカリスマ的な人間がひとを服従せしめる力をもっているとしても、その信奉者は
服従させられることにぴったり合うような能力をもっていなければならないわけで、もしカリスマを理解しよ
うと思うなら、われわれは指導者ばかりでなく信奉者のパーソナリティ形態をつくり上げているんは何なのか
を考えてみる必要があろう。
　だが、指導者と信奉者の相互作用とは別な、もうひとつの側面がある。指導者のまわりに集まる群衆（ある
いは恋人に惹きよせられる人間）は、興奮しやすさ、非利己性、感情的激しさといった一定の特徴を、彼らが
一人の個人でいるときの通常の意識よりも強くしめすために、また魅惑されている人間がカリスマ的他者への
崇拝のうちに個人としてのアイデンティティをうしなってしまうために、カリスマは西欧社会において、物理
学者が言うような意味での「強い力」として感じられるのだ。そしてそれは、信奉者がそれぞれ各自の自我を
−−−−そしておそらくは指導者の自我をも−−−−超越し変形させるようなやり方で、人々をたばね上げるのであ
る。（･･･）
　このダイナミズムは途方もなく強力で、かつ著しく両義的な、つまり激しく願望されるものでありながら、
同時に激しく恐怖されるダイナミズムであり、また道徳的には、利他的愛の頂点でありながら同時に残忍な
ファナティズムの深淵であるものと想像される。」

「（自我の限界を脱出しようとする深い）願望は社会環境のあり方によって多様な外姿をとる。非日常的な無
我の状態に到達できる一つの方法が、移ろいやすい気質をもったカリスマ的指導者という霊感喚起的な人物に
よって結合された集団に所属するのだということを、われわれは見てきた。シャーマニズムの社会にあって
は、カリスマに関与するそうした経験が生活の日常に組みこまれ、現にある世界を強化する。自分たちが不当
なものとみなすシステムに人々が虐げられ抑圧されている、あるいは無意味なものに見える社会のなかで人々
が無気力になっている、より複雑な社会システムにおいては、ひとはエクスタシーてき交感に参加する機会を
あたえてくれるばかりでなく、堕落した世界に対する変革運動を導く約束もしてくれるカリスマ的救済者を待
望するであろう。」

「現代社会の世俗的領域には非常に多くの選択肢が機能しており、それらはカリスマがもたらすのと同質の、
しかしおだやかに飼いならされた熱狂の経験をあたえている。たとえばアメリカでは、消費の倫理が重要な共
同体的機能をはたしている。なぜならそれは、自由企業の倫理が設定する目標が現実に到達可能であること、
我慢強さと総称の運があればだれでもそれに参加し成功することを、社会に対して証明するものだからであ
る。自分の選好に耽溺する可能性、したがってまた衒示的消費で自己の価値を証明する可能性は、共創主義的
な枠組みにもかかわらず、わかちあいの感情をもたらす。（･･･）
　このような文脈で言えば、商品を買う行為は共同体におけるひとつの儀礼であり、商店街は他人とつどい、
日常意識からの快適な離脱を集団のなかで楽しむ舞台となっている。抑鬱状態にある人々が夢中になって大散
財する事実は、物質的財の誘因力ではなく、むしろそうした微弱な形態の交感状態がもつ魅力を語っているの
だ。
（･･･）
　市場そのものがうまく機能しているかぎりは、物質的な満足と一般的な参加感覚がより強制的でリスクが大
きいカリスマ運動に巻きこまれることを未然に防ぐ。もちろん経済が破綻すれば、人々は自信を喪失し、おそ
らくはカリスマ的な関わりによって、集合的な力を回復するための新しい道を求めることもあろう。
　カリスマ運動のメンバーとなることに対するもうひとつの代替的選択肢は、個人と国家全体のあいだに育ま
れる強い愛着である。国家に対する民衆の強度の長女的関係は家族や近隣的紐帯の解体と密接に結びついてお
り、その結果として、国家は共同体に参加する感覚の中心的な源泉となる。」

「現代の問題はカリスマ的な経験そのものではない。というのは、「カリスマ」とは結局のところ、恩寵の賜
物を意味する言葉だからである。それは本質的に、世俗的な世界の疎外と孤立の外部にあって、それと対立す
る根源的な超越の瞬間をもたらす直接的なエクスタシーの経験−−−−これは日常生活を構築するための土台とな
る記憶である−−−−、ということ以上の実質的な内容をもたない。ウェーバーやデュルケムによって確立され、
心理学的な理論によって異なった表現をあたえられたパラダイムが主張しているのは、実のところ、社会は自
己と他者の深い情動喚起的な交感、理性ではなく生きられた生命力をもたらす交感をその基礎としているとい
うことであった。人間を充電するこうした境界の超出がなければ、もはや生はその醍醐味を損ない、行動は力
を欠き、世界は色彩をうしなって単調さのうちに沈むであろう。
　だから問題なのは、このような無我と交感というモーメントが今後も存在しつづけるかどうかではない。そ
れはわれわれ人間の不可欠な条件の一部である。問題なのは、そうしたモーメントがどのような形態をとるか
ということなのである。」

（「訳者まえがき」より）

「『カリスマ』という標題から察せられるように、本書の主題は、集団の狂気という人類の古くて新しい問題
である。」
「多くの理論家が自己の思想的生命を賭けて−−−−場合によっては文字通り命がけで−−−−立ちむかってきたこ
の問題に、著者は思想史、社会学、心理学、精神医学、宗教学、人類学など多方面の文献やフィールドワーク
を広く渉猟し、先達の知見を吸収しながら、「カリスマの総合理論」とよぶにふさわしい大胆かつ精彩にとん
だ考察と主張を展開している。
　老婆心ながら、読者の便宜のために本書の要点を列挙しておこう。
　(1)「カリスマ＝自己喪失欲望」論･･････カリスマ現象の最も奥深い源泉は、自己喪失の願望、すなわち初期
幼児期における自他未分化の溶解状態へ回帰しようとする、人間の終生変わることのない根源的かつ普遍的な
欲望にある。その欲望を満たすものであるという点で、宗教的・政治的カリスマ集団への参加は、祝祭におけ
る集合的沸騰、恋愛、アイドルやスターへの傾倒、国家的シンボルへの同一化、アルコールや麻薬への耽溺な
ど、基本的に等価である。
　(2)「カリスマ＝現代のシャーマン」論･････カリスマ的指導者は多くの場合、境界的パーソナリティあるい
は深刻な自己愛障害の持ち主であり、そうしたパーソナリティは、〈自我構造の徹底的な破壊→自明な世界の
完全な崩壊→誇大妄想をともなった啓示の経験→新しい人格としての再生〉という、シャーマンの成巫過程と
ほぼ同一のプロセスをたどって形成される。
  (3)「カリスマ＝ナルシシズム」論･･････複雑な社会構造と社会変動の恒常化のため、アイデンティティがつ
ねに崩壊の危機に瀕している現代の社会には、大なり小なりのカリスマ的パーソナリティ、またそれに近いナ
ルシシズム障害を病んだ人格が、たえず大量につくり出される条件がそなわっている。
  (4)カリスマ集団の深層相互作用論･･････ナルシシズム障害を病んだ大衆は、彼らのいわば先達であるカリス
マ的人物の啓示を人格的再生の核とし、彼あるいは彼女を自己喪失願望の対象として集合することによって、
カリスマ集団が成立する。一方、追随者集団の存在はカリスマ的人物にとって、自己の誇大妄想を維持と、人
格の解体をくいとめるための絶対条件である。軽度の患者たちが重症患者のもとに惹きよせられてでき上がる
信奉者と指導者の関係は、こうして相似した欲求の相互作用・相互充足をその本質とする。
  (5)カリスマ集団のラベリング理論･･････カリスマやカリスマ集団それ自体は善でも悪でもない。それが危険
な性格を帯びるのは、何らかの危機的社会状況によって集団の構成員が極度の幻想に取り憑かれる場合、また
「異常」というレッテルを貼られて孤立させられ、それぞれの集団に固有な反社会的病理性や、集団そのもの
に潜在的にそなわっている暴力性が肥大し顕在化していく場合のみである。
  (6)カリスマのコンティンジェンシー理論･･････「ナルシシズムの時代」である現代にあっても、社会秩序が
相対的に安定し、自己喪失願望を充足する他の選択肢が機能しつづけるかぎりにおいては、カリスマ集団とい
う選択肢は採られることが少ないし、カリスマ集団もそれに偏見をもって排除するというかたちで接しないか
ぎりは、危険な性格を帯びることはないであろう。だが、現代は自己喪失の欲望を満たすべき人間間のエロス
的接触がますます乏しくなりつつある時代であり、もしそうした条件が満たされない場合には、集団の狂気と
いう亡霊が何度でもあらわれてくるにちがいない。」
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アニミズム的な思考や経験は
西洋の理性や科学知では
捉えることができない

釈迦時代の六師外道のひとりサンジャヤから
ナーガールジュナの『中論』
そしてそこから展開されてきた
華厳の世界観そして
それを背景にして深化された禅などもまた
西洋の理性や科学知ではとらえることはできない

とはいえそれを現代において
あらたな形でとらえなおすためには
思考・経験を拡張させ得るような
またかつてのそれらを理解可能にするための
思考法がどうしても必要となる

西洋の論理の基本は
古代ギリシャ以来矛盾律（「Ａは非Ａではない」）が
基本となってきた

インドでは「Ａである」「非Ａ］であるという命題に加え
「Ａであり、かつ非Ａである」
「Ａでもなく、かつ非Ａでもない」という
二つの命題が加えられ
西洋的な二者択一に対して
テトラレンマとよばれている

それをふまえながら清水高志は本論考において
「主体／対象」「一／多」という二つの二項対立に加え
「内／外」という二項対立を加え組みあわせた
トライコトミーという思考法を提案している

それは主体と対象が関係しあっているネットワークに加え
「一が多を包摂し、多が一を包摂」し
過去や未来という時系列の変化にかかわらない
「状況に非 − 依存的な、独立した「今」どうしが
シンクロニシティの状態となったネットワークとして
イメージすることができる

そうすることではじめて
矛盾律に囚われた思考・経験を
拡張させていくことが可能となっていく

論考では
道元の『正法眼藏』の現状公案から
三つの例がひかれているが
ここで引用したおいたのは
その「一五」「うを水をゆくに」だ

魚と水・鳥と空とが例にとられ
「一なる存在が万象にじかに繋がること（「一／多」）、
主体と自然（環境）が一体であること（主体／対象）、
被包摂と包摂（「内／外」）という二項対立の三つ組みが、
しっかりと組み合わさって機能している」
というトライコトミー的な視点がが示されている

そのほかにも「〇八」「生というは、たとえば、
人のふねにのれるときのごとし」では

「全機現」という言葉で
「ある瞬間のある自然の現れが、
全宇宙のいのちと響きあっており、
そのあらゆる機関が全部同時に働いているということ」が示され

「〇九」「たき木、はいとなる、さらにかえりて
たき木となるべきにあらじ」では
「「生」と「死」もお互いに独立しており、
それぞれに《全機現》」であることが示されている

■清水高志「トライコトミーTrichonotomy（三分法）、禅、アニミズム）」
　（奥野克巳×清水高志『今日のアニミズム』以文社 2021/12　所収)
■道元『日本古典文学大系 81 正法眼藏/正法眼蔵随聞記』
　（岩波書店 1965/12）

西洋では古代ギリシャ以来
アニミズム的な思考・経験から離れ
対象論理を中心にした世界観が展開されてきたが
古代インドの思考法やそれを継承したであろう仏教
とくに大乗仏教においては
ある意味でアニミズム的な思考・経験を
論理化しそれを悟達のために用いてきた

科学という名のもとに失われてきた思考・経験は
量子力学においてもそれが示唆されることもあるように
今世紀に入ってから次第に
そしてやっと現代において
人類学という分野からの示唆としても
あらたなかたちでのアニミズム的な思考が
クローズアップされてきているが

それらはこれからどのように
西洋の理性や科学知を拡張し得ていくのだろう
現実の政治・経済状況等をみるかぎりにおいては
まだその時が訪れているとは楽観できないけれど



■清水高志「トライコトミーTrichonotomy（三分法）、禅、アニミズム）」
　（奥野克巳×清水高志『今日のアニミズム』以文社 2021/12　所収)
■道元『日本古典文学大系 81 正法眼藏/正法眼蔵随聞記』
　（岩波書店 1965/12）

（清水高志「トライコトミーTrichonotomy（三分法）、禅、アニミズム）」より）

「科学の対象を関係づけ、記述する主体が、その主体と切り離されてもともと存在している対象についての知
識を得ていくのが科学であるという近代人の思考は、実はその過程において起こっているさまざまな複雑な主
体と対象の交錯、一と多の交錯を隠蔽しており、実態とは大きくかけ離れたものであるといわざるを得ない。
アクター・ネットワーク論による分析は、それら複数の二項対立の潜在的な協働を可視化し、ときに組み換え
る方法を提示してみせているのである。
　アクター・ネットワーク論においては、「主体／対象」という二項対立は、「一／多」という別の二項対立
との結びつきが意図的に変えられることによって、「作用において」対等な関係になっている。」

「先の二種類の二項対立に、三種類目の「内／外」という二項対立が組み合わさることによって発生するのは、
次のような事態である。

　Ⅰ　内にも外にも（一方的に）還元されない独立した対照が分離される。
　Ⅱ　その対象をめぐって、「一が多を包摂し、多が一を包摂する」というかたちで、「多／一」という二項
対立の調停が、その対象の内部にも外部にも同時に、あらゆるスケールと方向において拡張される。
　Ⅲ　さまざまな状況に非 − 依存的な、独立した「今」の状態の並存、それら端的な「今」どうしの、シンク
ロニシティの状態が生じる。

　自覚的、段階的にここまでの局面において展開する思考を。ここでトライコトミーTrichonotomyと命名する
ことにしたい。」

「二元論や二項対立の克服もしくは調停という課題は、そもそも東洋の思想的営為においても古くから問われ
ていた。西欧の形式論理では、古代ギリシャ以来矛盾律（「Ａは非Ａではない」、といった論理）による議論、
二元論的なロジックはむしろ常套であったが、インドで発達したのは四句分別と呼ばれる独自の論法である。
たとえば①Ａである、という命題に対して、②Ａでない（非Ａ）という命題が立てられるのはギリシャでも同
じだが、インドではこれにさらに、③Ａであり、かつ非Ａである④Ａでもなく、かつ非Ａでもない、という二
つの命題が加えられるのだ。西洋的な二者択一 dilemma に対して、これはテトラレンマ tetralemma とも呼ば
れている。」
「第三レンマまでが状況依存的であって、二項対立の真の調停になり得ていないという問題意識は、トライコ
トミーTrichonotomyの観点からすると、「主体／対象」と「多／一」という二種の二項対立の組みあわせが、
局所的、状況的に考えられていた状況を、いかに超えて多即一、一即多の世界観に超出するか、端的な「今」
における他者としての対象、自然との遭遇を期するかという、そうした課題が溜めこまれている状況である。
　四句分別は初期仏教の以前からあるロジックだが、『中論』ののちの大乗仏教の思想は、まさにその葛藤を
孕んだうえで、爆発的に自己展開し、初期仏教にないさまざまなあらたな表現を生んだ。多即一、一即多とい
う世界観は、文字通り華厳仏教においてとことんまで展開され、賢首大師法蔵らによってさまざまな角度から
具体的に検討された。禅はというと、たとえば有名な臨済義玄の問答のように、「脱人不奪境」「奪境不奪人」
「人境倶奪」「人境不奪」といった具合に展開される。禅者どうしの出会いがしらの劇しいぶつかり合いと揺
さぶりを事としたが、そこで出逢われたのはまた、岩田（慶治）がいうようなアニミズム的な、他者としての
自然、その宇宙的ないのちでもあった。たとえば道元の『正法眼蔵』には、そうした経験の、実に鮮やかで豊
かな表現が溢れかえっている。その一部を採り上げて、ここではトライコトミーTrichonotomy的にそれらを分
析していくことにしよう。
　「内／外」の問題、自然や環境とそれによる包摂の問題、いのちということについて、道元は「現状公案」
のうちで、こんな風に雄弁に語っている。

　　うを水をゆくに、ゆけども水のきはなく、鳥そらをとぶに、とぶといへどもそらのきはなし。しかあれど
も、うをとり、いまだむかしよりみづそらをはなれず。只用大のときは使大なり。要小のときは使小なり。か
くのごとくして、頭頭に辺際をつくさずといふ事なく、処処に踏飜せずといふことなしといへども、鳥もしそ
らをいづればたちまちに死す、魚もし水をいづればたちまちに死す。以水為命しりぬべし、以空為命しりぬべ
し（道元　二〇〇四a:五一 - 五二）。

　鳥はそらをもっていのちとし、魚は水をもっていのちとする。鳥や魚のいのちは、それらの身体のうちに封
じこめられているのではない。それらを包み込む環境、そらや水そのものが鳥や魚のいのちであるというの
だ。しかもこれはただ有機体の輪郭を境界にした、内と外の反転を語っているのではない。「みずのきわな
く」「そらのきわなし」と言われるように、そこには際限のない無限の世界そのもののあからさまな啓示があ
る。包摂、「内／外」、そして自然（環境）、鳥や魚の、躍動するひとつのあり方が。世界のすべて、つまり
万象にそのままじかに通じて一体であることがここでは謳われている。そらをもっれいのちとする鳥、水を
もっていのちとする魚は、文字どおりその環境と一体となって滞ることなく生きる。−−−−そこには有限では
あるが、主客が渾然とした生のありかたがある。そして、この生、このいのちが、たちまち万象に、きわのな
い無限な宇宙的規模のいのちに包まれている。隔絶しながら、しかも繋がっているのだ。
　ここで。包摂する、されるということが、きわめて大きな意味を持っていることは明らかである。「現状公
案」のこの短い文章のうちでも、一なる存在が万象にじかに繋がること（「一／多」）、主体と自然（環境）
が一体であること（主体／対象）、被包摂と包摂（「内／外」）という二項対立の三つ組みが、しっかりと組
み合わさって機能しているのだ。
　環境と主体の主体混淆的なあり方については、まだしも理解しやすい、とはいえそれが全世界にまで繋がっ
てゆくという機序は、先の引用だけだと充分には分からないのではないだろうか。ここに「全機現」という言
葉がある。ある瞬間のある自然の現れが、全宇宙のいのちと響きあっており、そのあらゆる機関が全部同時に
働いているということを表す表現である。「生は全機現なり、死は全機現なり」（道元　二〇〇四b:二六八）
ともいう。」

「禅が自然と、また全世界とどのように出逢ったか、その経験のうちに働いている複数の二項対立の機構がど
んなものであるかについては。そのごく一部をここに垣間見ることができた。しかしさらに重要なのは、どこ
で働いている経験そのものであろう。つまり、鳥や魚を眺め、川で舟を漕ぎ、薪が灰になってゆくその炎を前
にして、それがどう実際に悟達されたかである。−−−−その経験、その出逢い、その根源的な感情が、どのよう
なきっかけで感じられているのか。また、それが獲物を狩る狩猟民のアニミズム的な思考とどのように共鳴し
ているのか？」

◎奥野克巳×清水高志『今日のアニミズム』《目 次》
まえがき(清水高志)
第一章 アニミズム、無限の往還、崩れる壁(奥野克巳)
第二章 トライコトミー Trichotomy(三分法)、禅、アニミズム(清水高志)
第三章 対談 I (奥野克巳×清水高志)
第四章 他力論的アニミズム(奥野克巳)
第五章 アニミズム原論ーー《相依性》と情念の哲学(清水高志)
第六章 対談 II (奥野克巳×清水高志)
あとがき(奥野克巳)
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国語を
論理と文学に
分ける発想がある

言葉を論理だけで
とらえようとするのは
言葉を道具にするということでもある

メタファーを排し
一義的に言葉を使おうとするということ

エビデンス主義も
そうした科学主義的な発想からきている

科学主義が宗教であるように
エビデンス主義も
論理国語という発想も
ひとつの極めて強力な
（狂信的なまでの）宗教に他ならない

そこでは言葉の使用は
限定された問題だけに適用され
多義的で状況依存的な変化にともなった
さまざまな問いにひらかれてはいない

そしてそこには「孤独」はない
孤独とは「私が私自身と一緒にいられる」
つまり「自分自身と対話する」ということだからだ

■國分 功一郎・千葉 雅也『言語が消滅する前に』
　 (幻冬舎新書　幻冬舎　2021/11）

そしてエビデンス主義のもとでは
個人的な表現は
「直接的な情動喚起」としての
エモティコン（emotion＋icon）で
事足りるものとなってしまう

そこでは言葉が言葉である
という必要がなくなってくる

ほんらいの言葉をなくした人間は
いったいどこへ行こうとしているのだろう
ＡＩによる論理思考と
稚拙な絵文字で感情を表現するだけの存在として



■國分 功一郎・千葉 雅也『言語が消滅する前に』
　 (幻冬舎新書　幻冬舎　2021/11）

（「第一章　意志は存在するのか----『中動態の世界』から考える」より）

「國分／僕らはどんどん言葉を使わなくなってきている。だから言葉が人間を規定しているということの意味も想
像できなくなっているかもしれない。」
「千葉／言葉がただの道具になってしまっているんですね。使えさえすればいいから、言葉それ自体は完全に透明
な手段になっていて、そこに引っかかることがない。だから、絵文字に置き換えてもかまわないし、記号に置き換
えてもかまわない。言葉が言葉であるという理由がない。要するにコミュニケーションが全面化している。これは
すごく逆説的な言い方だけど、言語というのはコミュニケーションのためだけにあるものじゃなかったんですよ
ね。」

（「第二章　何のために勉強するのか----『勉強の哲学』から考える」より）

「國分／僕はいま「孤独」がすごく必要だと考えています。ハンナ・アレントが、孤独と寂しさの違いについて書い
ているんですね。
　孤独とは何かというと、私が私自身と一緒にいられることだ、と。孤独の中で、私は私自身と対話するのだとア
レントはいう。それに対して寂しさは、私自身と一緒にいることに耐えられないために、他の人を探しに行ってし
まう状態として定義されます。「誰か私と一緒にいてください」という状態が寂しさなんですね。だから、人は孤独
になったからといって必ずしも淋しくなるわけじゃない。
千葉／それはいい区別ですね。
國分／ところがいま世の中を見ると、孤独がなくなっている。孤独な経験がないから、人はすぐに寂しさを感じて
しまう。そして、孤独はズレているときに起こるんです。世の中からズレているとき、なぜ自分が考えていることと
感じていることを周りの人はわからないんだろう、と思う。それはまさしく自分自身と対話するということです。
　つまり、勉強するということがズレることだとすれば、それは最終的に、孤独をきちんと享受できるようになる
ことだと思うんです。
千葉／そう。独学というのも、まさに孤独に生きることをいかに肯定するかを学ぶことなんですね。」

（「第三章　「権威主義なき権威」の可能性」より）

「國分／デビデンス主義の特徴の一つは、考慮に入れる要素の数の少なさです。ほんの数種類のデータしか「エビ
デンス」として認めない。
　そしてエビデンス主義の背景にあるのが、言葉そのものに基礎を置いたコミュニケーションの価値低下だと思い
ます。人を説得する手段として言葉が使われず、「エビデンス」のみが使われていく。（…）
千葉／言葉で納得するということと、エビデンスで納得するということとは違うことなんですよね。
國分／全然違いますね。
千葉／まずそのことを確認するのはとても大事だと思います。そういうふうに思われていないでしょうから。エビデ
ンスの勝利は言葉の価値低下なのだということが、まずは共有されなければならない。
國分／そこは本当に根本的なところだと思います。
　ところでこの場合のエビデンスとは何なのでしょうね。世の中では数字とか言われているけれど。
千葉／基本的には、ある基準から見て一義的なもののことだと思います。多様な解釈を赦さず、いくつかのパラメー
タで固定されているもの。もちろん代表的には数字です。それに対して言葉というのは、解釈が可能で、揺れ動く
部分があって、曖昧でメタフォリカルです。エビデンスにはメタファーがない。まあ、エビデンス主義者ならばメタ
ファーを消し去ってエビデンスで行くことが必要なのだと言うでしょうけどね。メタファーの価値低下が文明論的
にどれほど大変なことかが理解されていない。これがポイントでしょう。エビデンシャリズムの強まりとは、メタ
ファーなき時代に向かっていることでもある。」

（「第四章　情動の時代のポピュリズム」より）

「千葉／いまやもう、道具的な言語観でしか言語を捉えられなくなってきているんですよ。
國分／フーコーの『言葉と物』だと、一七世紀の古典主義時代のエピステーメーでは、言語は透明な媒体として捉
えられていたので、言語そのものの存在が見えていなかった。それが十九世紀に入ると、ヘルダーリンの詩などが
参照されながら、ゴツゴツとした岩のような物質としての言語が発見されたという話になっていきますよね。
　そこから考えると、現代の言語は一七世紀に戻っているようにも見える。一七世紀と違っているのは、コミュニ
ケーションが必ずしも言語に依拠せず、非常に情動的なものになっているという点かもしれない。
千葉／情動的表現が全面に出てくると、解釈が必要な言語は邪魔なわけですよね。もっと直接に情動を表現できる
絵文字、エモティコンが幅を利かすようになる。エモティコンは、エモーション（emotion）とアイコン（icon）か
らなる造語で、表情や感情を表す絵文字のことです。この言葉が示すように、現代では言語の弱まりとともに、イ
メージを使った、直接的な情動喚起の時代へシフトしてきていると思うんです。
國分／ＬＩＮＥやWhatsAppでわかったのは、日常のコミュニケーションにはスタンプや絵文字などのエモティコン
だけで十分だったということでしょう。それは尻尾を振って喜びを表現するタイプのコミュニケーションに近づい
ている。そして、以前も話した通り、それと平行してメタファーや無意識の弱体化が起こっている。」

（「第五章　エビデンス主義を超えて」より）

「國分／エビデンスには、反権威主義や民主主義的な側面もある。（…）
　ところが、エビデンス主義には別の側面があって、非常に少ないパラメータだけを使って真理を認定するので、
個人の物語を無視するわけです。（…）
　絵便殿す主義が掲げる科学主義は宗教的なものの危険に対して極めて敏感であるわけですが、他方でそれ自体が
狂信的になっている感がある。（…）
千葉／エビデンス主義も結局、一定のエビデンスだとされるものだけを信じていればいいという意味で宗教だし、
それを否定すると反科学主義になって、オカルト的なものを信じる宗教になってしまうということですよね。
　本当はそうじゃなくて、何らかのデータであるにせよ思想にせよ、その有効性の軽重を測って調整することが重
要なのに、そういう主張がなかなか理解されづらくなっているんですよ。一つの原理だけで行動していればいいと
思ったら楽だから、どうしてもそうなってしまいやすいわけです。
　つまり、状況によって判断することの難しさと責任から逃れようとしていると思うんです。その意味で、エビデン
ス主義も法務的発想と同じように責任回避に使われやすい。」
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「ゆるむ」だけで
「本物の自分」に出会える
とはいえないだろうけれど

「ゆるむ」という発想は重要である

「ゆるむ」の対極にあるのが
「張る」「締まる」「固まる」である
とくに「固まる」

防災のためにと護岸工事で
コンクリートで固めてしまうように
身体を固めてしまったとき

それまでの川の自然は「固め」られ
そこにいた生き物たちの多くも
生息できなくなってしまうように
身体の生きた動きは失われてしまう

対処療法ということで
ポイント部分の症状の疾患だけを
抑えようとするのもそれに似ている

「ゆるむ」「ゆるめる」ことは
暴れ馬の手綱を放してしまうことではない

身体の全体が柔軟にバランスし
微妙な変化にも応じられるように
そこにいわば「動的平衡」をもたらす
というイメージでとらえられる

「動的平衡」とは
変化するベクトルと
バランスするベクトルが
調和的に統合された「ゆるむ」ことでもある

そうした「ゆるむ」という発想は
もちろん身体だけではなく
感覚や感情や思考においても
とても重要なことだ

コンクリートで固められた感覚や感情や思考では
決まりきった受容と表現だけしかできなくなる
一種の「洗脳」状態ともいえるかもしれないし
「管理社会」化もその延長上にあるともいえる

本書では主に「身体論」として
「ゆるむ」ためのさまざまな「ゆる」が
図解しながら紹介されている

代表的な「ゆる体操」では
「ほゆる」（骨のゆる）
「ぞゆる」（臓器のゆる）
「きゆる」（筋肉のゆる）があり

そのほか
「寝ゆる」「座ゆる」「椅子ゆる」
「立ちゆる」「息ゆる」など
実際にできる「ゆる体操」で
「揺動・擦動緩解運動」をやってみることができる

そうすることで身体だけではなく
感覚・感情・思考も
「ゆるむ」状態へ

■高岡 英夫『完全版「本物の自分」に出会うゆる身体論』
　（さくら舎　2016/12）
■宮本 武蔵（鎌田茂雄訳注）
　『五輪書』 (講談社学術文庫　講談社 1986/5）
■アラン（神谷幹夫訳）『幸福論』
　 （岩波文庫　岩波書店　1998/1）



■高岡 英夫『完全版「本物の自分」に出会うゆる身体論』
　（さくら舎　2016/12）
■宮本 武蔵（鎌田茂雄訳注）
　『五輪書』 (講談社学術文庫　講談社 1986/5）
■アラン（神谷幹夫訳）『幸福論』
　 （岩波文庫　岩波書店　1998/1）

「宮本武蔵の『五輪書』には、「ゆるむこと」が兵法の根本をなす原理であることが、明確に説かれています。
そのことは『五輪書』の基底を語る「地之巻」の次の一節「水を本として、心を水になる也」に集約されてい
るとともに、「水之巻」の一節「心を静かにゆるがせて、其ゆるぎのせつなも、ゆるぎやまぬやうに」をはじ
めとして、『五輪書』全編の中で10カ所以上にわたって、記されています。
　おそらくは日本の武術史上、もっとも人を斬ることの強さを究めようとしたであろう剣客の兵法の根底が
「ゆるむこと」であることは、多くの読者に驚きをもって迎えられることでしょう。
　そして他方、フランスの教育家、思想家であるアランの『幸福論』。多くの断章に通底する論旨を読み解い
ていくと、アランは幸福の根底をなす原理として「ゆるむこと」を語っていることがわかります。幸福の要素
となりうる外的要素も、人間関係や心や身体の問題のような内的要素も、「ゆるむこと」なしには幸福の要素
として完全には機能しえない、ということなのです。
　武蔵とアラン、『五輪書』と『幸福論』、およそかけはなれた両思想の根底をなす原理が、同じ「ゆるむこ
と」というのは一体どういうことなのでしょう。それは、兵法も幸福もすべては人間という事象の具体的部分
に過ぎず、それらには共通する深い本質があり、それが「ゆるむこと」だということを示しているのです。」

「私たちがどのような身体のあり方をしたらいいかというと、第一義的に、全身の細胞たちに揺動（ゆすりゆ
すられ動く）・擦動（さすりさすられ動く）をさせるような、しかも質の高い運動状態を、基本的な身体のあ
り方とすることです。
　これは揺動、擦動緩解運動というものが、人間の望ましい身体のあり方に、必須不可欠な第一義的な要素と
して見出されたということを意味しています。これはきわめて重要なことで、身体に関する論＝身体論におい
て、歴史上さまざまな考えが述べられてきましたが、人間の身体を論じていくときに、動物細胞に基づくこう
した種類の運動状態が身体のあり方の基本である、あるいは身体論のベースになるという考え方は、意外にも
今日に至るまでなかったのです。
　そのような意味から、21世紀以降の身体論の新しい地平というものは、運動論によって拓かれるべきものだ
と、私は考えています。その運動とは、揺動・擦動緩解運動です。」

「結局、揺動運動にせよ擦動運動にせよ、細胞レベルの構造・機能に従って、その構造的特徴をもっとも活か
し、その機能を最大化するものでなければならないわけです。揺動・擦動の結果、身体がどういう状態になる
かというと、それは緩解といういうゆるんで、ときほぐれた状態です。
　私が考えた「ゆる」という概念は、まさにこの揺動・擦動などの運動によって緩解状態が十全に保証される
という運動コンセプト、あるいは身体のあり方を示す概念です。」

「ゆるむという言葉の使われ方をざっと見てみると、どうも、「ゆるむ」という言葉は、あまりいいことを現
していないことが多く、その対立概念である「張る」「締まる」「固まる」は、いいことを表していることが
多いように見受けられる。
　しかし、「ゆるむ」「張る」「締まる」「固まる」を、そのような観点だけでとらえていると、人間にとっ
て重要な事態や現象、さらには法則や論理を見失うことにもなってしまうのである。
　たとえば、不意を突かれたり、怖い目にあったり、緊張したりする場面で、最近の若い人たちはよく「固まっ
ちゃった」とか「固まっている」という。そういっている、あるいはいわれていいる人を見ると、まさにカチッ
と固まっている。頭も身体もこわばっている。
　しうしながら固まった身体や心では、試合で優れた動き、会議で有効な議論もできないし、食事をしていて
も楽しくない。だかたらこの場合、固まるのがよくないことは明らかだ。（…）
　そして、この場合の「固まる」「固まっている」の反対概念は何かというと、それが「ゆるむ」「ゆるんで
いる」であるということに、異論はないだろう。」

「これらのことから私はあることに気がついた。それは、大局的に眺めてみると、人間の科学的な認識のあり
方の歴史は、固まっている方向からゆるんでいる方向へ進んできているのではないか、ということである。
　人間がものを見て、こういうことが真理ではないかと考える認識のあり方はパーツ同士を強くつないだり、
締め付けたり、固めたり、もともと決まったものは決まったものというような堅牢で固定的なものから、パー
ツとパーツのあり方をより自由にとらえる方向に変わってきているように思えるのだ。」
「生物に対する考え方も似たようなことがいえる。昔は、生命、生物は神がつくったものだから、不変だと考
えられていた。ところが、もとは単細胞生物だったものが、次々に変化していくことで多種多様な生物が生ま
れたのだ。変化の連続こそが生命の存在であるという説をダーウィンなどの生物学者が唱えるようになった。
（…）
　生命の物質構成に関する考え方にも、固定的から変動的への同じような認識の変化が見られる。」
「言語学でも同じ傾向のことが起こっている。」
「このように考えてみると、固まっていることがよくて、ゆるんでいることがよくないという現代人の人間に
対する見方、あるいは人間が構成している組織に対する見方は、思想史的に見ると、どうやらずいぶんと古典
的な段階にとどまるもののようである。
　つまり、私が本書でお伝えしたいのは「ゆるむとちょっといいこともあるよ」というレベルの話ではない。
ゆるむことをどのようにとらえるかは、人間や人間の集合体であるすべての組織、家庭にはじまり企業や国家
といった規模のものまで含めて、それらのあり方を規定する根本的なものの見方の問題なのである。」

「自然はゆるんでいる。だから、明らかに自然の一部である私たちの身体もゆるんでいると、本当に健康で
あったり、持てる能力のかぎりを尽くして高い能力を発揮できたり、とても幸せな状態になっていくのだ。
　人間はゆるんでいる自然に対して、コンクリートを使って護岸工事、防壁工事をする。コンクリートは固
まっているものの代名詞だが、その固まっている状態を利用することで、自然のゆるんでいる運動を止めよう
としている。ゆるんでいる自然に対して、固まっているコンクリートを対峙させる。これが私たちの文明、文
化のひとつの象徴的な運動の仕方なのである。（…）
　いくらコンクリートで固めて自然のゆるみを退治しようとしても、自然は法則そのものだから、結局自然に
勝つことはできないで終わるのだ。」
「今後は少しずつ、いろいろなところで自然とどのようにつき合っていったらよいかの再考が進むだろう。た
だ単にゆるんでいる自然に対して、固まっているコンクリートをぶつけて退治というような単純な発想ではな
く、自然の持っている法則に、少しでもより多く合致するような方向に、現代文系の考え方も変容しはじめる
必要があるように、私には見える。」



☆mediopos-2594　　2021.12.23
「花咲ける」ではなく
「花裂ける」である

花を描いた画は
数えられないほどだが
花が萎れ朽ち果てていく
その姿を描いている画は
これまでに観たことがない

花なき
によって
花を想い描くことはあっても

花が花であることを
失っていくその姿を
ひたすら描きつづけているのは
この画集『花裂ける、廃絵逆めぐり』の
福山知佐子をおいてほかにはなさそうだ

「花咲ける」姿は生を
「花裂ける」姿は死を
象徴しているともいえるだろうが

こうして「花裂ける」姿の画を前にすると
生と死についてのイメージは交錯してくる
そして生とはなにか死とはなにかが
否応ないかたちで問いなおされもする

植物にとって花は
その生のなかで限られた時だけのものだが
人はその花を求めそれを飾る
ひょっとするとそれはむしろ
隠された死を飾っているのではなかろうか
といった想いさえ浮かんできたりもする

本画集には
アガンベンが言葉を寄せている
やはり「花とは何か？」を問う言葉だ

画集の最後にも
水沢勉・鵜飼哲・鈴木創士という三者による
評が寄せられているが
どの評も「花裂ける」への驚きの前で
どこか戸惑っているように感じられもする
「花裂ける」の前では
言葉が言葉みずからを
「裂け」させてしまうのかもしれない

今回この画集をとりあげてみるにあたっても
言葉は「裂け」てしまうばかりだが
ふと思い出したのは
併せてご紹介している『花の果て、草木の果て』のこと
植物の『なれの果て図鑑』である

植物図鑑にはさまざまな図鑑があるが
『なれの果て図鑑』だけはなかったという
「花裂ける」画集がなかったであろうように

しかし「果て」というのは
時空の終わりではない
おそらく時空は円環している
生と死が円環しているように

私たちは「果て」を想わせるものを前にしながら
その「果て」へと視線を向けることで
その円環をゆくみずからを
幻視することもできるのではないだろうか

「花裂ける」を観
「なれの果て」を観るのは
生死を超えたみずからを観るということにもつながるからだ

■福山知佐子画集『花裂ける、廃絵逆めぐり』
　（水声社　2021.12）
■田中 徹『花の果て、草木の果て／命をつなぐ植物たち』
　（淡交社 　2017/2）



■福山知佐子画集『花裂ける、廃絵逆めぐり』
　（水声社　2021.12）
■田中 徹『花の果て、草木の果て／命をつなぐ植物たち』
　（淡交社 　2017/2）

 （福山知佐子画集『花裂ける、廃絵逆めぐり』～
　ジョルジョ・アガンベン「花／福山知佐子の絵画のために」（高桑和巳訳）より）

「花とは何か？　花は、生けるものが世界に向けてかくも開かれてあるところ、生けるものが我を忘れている
ところにある。
　だから、花はこれほどにも美しい。花の美しさがこれほど絶対的なもの、啞然とさせられるものであるのは
ただ、咲くということが我を忘れるということ、ただ形と色になるということ、もはや内部をもたないという
ことを意味するからである。」

（福山知佐子画集『花裂ける、廃絵逆めぐり』～水沢　勉「砂粒の時間」より）

「植物はやがて萎れ、朽ち果て、一部は砕け、粉末化し、あたりに瀰漫する。一見、否定的に感じられるその
プロセスに潜む生命の循環を、この画家は、世界の片側に鋭敏に感じ取る。それは、結果として、「死」の図
像といってよい痛ましさを湛えることになるのだが、それだからこそ逆説的に「生」の全的な解放も予感させ
もする。
　この矛盾の緊張。
　しかし、その不安な状態こそが、生きていることのまぎれもない証しなのだ。そしてその不安を日々の時間
のなかでひたすらに描きつづけることで、その時間の質が確かなものとして描く本人にもその絵をまのあたり
にする他者にも感じられるのである。
　このほとんどが枯れながら命を終えて無数の植物たちを描く作品集のイメージを辿るとき、わたしたちは、
その死に立ち会うことを強いられているともいえる。が、しかし、それは、現代の「死の舞踏」ともいうべき、
静かで、しかし壮麗なレクイエムの図像を追尾することでもある。その尽きることのない波動のなかに、気づ
くとわたしたちは浸されている。それはどこかで個人という枠組みも越えて広がっているのではなかろう
か……ここでもやはり個々の死を越えた予感が萌す。そして痛苦と感謝のアマルガムのなかにわたしたちは包
まれる。」

「たいせつなのは、日々、手から滑り落ちる砂粒の時間である。
　その時間を生き、そして死んでゆく覚悟と実践をこの作品集は、声低く、物語る。」

「　　いかなる作品も、厳密には、崩壊の過程にある。死へと途上にある。
　　崩壊そのものに宿る自然性に気づくとき、不思議なことに、それはただただ悲観するものではなく、慰藉
の微香をまといはじめる。その微妙な転調ともいうべきものを、危うく、きわどく、響かせる、この作品は、
ほんとうにけなげである。それは一見、私小説風な圏域の産物のようでありながら、崩壊を通じて、私物化、
つまり所有を徹底して廃棄し、だれにも、そして自然全体にも開かれ、ひとつの関係の糸として、インドラの
網の中に撚られ、世界に捧げられているからである。」

（福山知佐子画集『花裂ける、廃絵逆めぐり』～鵜飼　哲「もうひとつのリミット」より）

「作家の意図的な配置の効果とは次元を絶した所作の蠢きが、これらの作品を「生物画」(nature morte 死ん
だ自然）と呼ぶことを禁じている。

（※以下、福山知佐子『反絵、触れる、けだもののフラボン』からの引用）

　　空間より時間に興味があるので、一秒ごとに変化するものを追うもどかしさや、既に失われたものの残像
の記憶に関心をもつ。自分の身体感覚もそこで絶えず変化しているので、それによっての、ものの見え方の変
化と持続自体に興味がある。
　いつ始まるのか、いつ終わるのかもわからない植物の死の時間を追っているとき、自分の浅薄な構想や構成
を超えて、瞬間、瞬間にはるかに緊密で精緻な未知の演技がなされる。それに対してこちらがどれだけ受容体
に成り得るか、時間と身体の鬩ぎ合いが、そこに現前しながら既に失われた時間への内密な地図を刻む。」

（福山知佐子画集『花裂ける、廃絵逆めぐり』～鈴木　創士「裂け目」より）

「かつては生きていて、あがきもせずに滅びるものは美しいが、死んだものはほんとうに生き返らないのだろ
うか。あるいは生きているものは死んではいないのだろうか。死がそこにあれば、生がここにある。それと
も、死がここにあれば、生はそこにはない。しかしこれら二つの文章は同じ事柄を指している。これはとって
つけたような撞着語法ではない。私は天国と地獄の中間にある煉獄の話をしているのではない。
　いま私は福山知佐子の植物デッサンを見ている。生に終わりがあっても、死そのものとは別の事柄だという
ことはわれわれの経験が知り得たことである。植物は人間の死よりはるかに明瞭に、そしてゆるやかにそのこ
とを物語っている。あまりにも生命を蓄えていたものは思いがけず死後の生に似てしまうことがあるのだ。死
ぬこと自体を知ることは誰にもできないことであるとはいえ、だらこそ死ぬことは生のこちら側にしかないの
ではないか。死はそんな風にしていつまでもあてどなく想起され、そして想起のなかで自ら知り得ない忘却の
地点を探しあぐねているのだろうか。だが実のところ、どうやって死を知ればいいというのか。
　植物を視覚の固有の底辺においてまで見続けること。植物の匂いを嗅ぎ、手で触れ、植物の生と死、再生、
病、衰退、崩落に寄り添うごとく見続けること。不断の眼差しによって、デッサンによって、植物の孤独それ
自体の瞬間が表面に出現した別の眺めとなる。」

（田中 徹『花の果て、草木の果て』より）

「植物は枯れる。プログラムされた遺伝子の発現によって枯れる場合もあれば、与えられた環境に適応でき
ず、あるいは病害虫などによって枯れる場合もある。地上に固定して生育しているために植物がもっている特
質の一つは、その生育場所を移動できないことであり、それだけ環境の変化によって大きく影響を受けるとい
うことである。
　さまざまに工夫を凝らした手段や方法で繁殖体や種子を散布し続ける植物ではあっても、好ましい場所を自
ら選ぶということは不可能に近い。上手くいけばそこで根づいて生活を営み、そうでなければ枯死するのであ
る。このやり方で植物は綿々と生きつないできた。
　現生するすべての植物は、はるかなる過去の瞬間をくぐり抜けてきた植物たちの「末裔」であり、あるいは
「なての果て」ということができる。
　「果て」はいまも続き、くり返されている。」

「冬休みの頃になると、スズメバチの巣は空になっているはずなのに、近寄ると勢いよく働きバチが出撃して
きた。冬になっても生き残っているのである。守らなければならないものなど、もはやないはずなのに。
　季節感が薄れ、四季がなくなりつつあるともいわれる。そのなかで、自然界の生き物は季節感覚において
も、またその順応性においても、季節の消長を「科学的」に論ずる我々人間よりもはるかに優れている。
　『落葉図鑑』『冬芽図鑑』『樹皮図鑑』『種子図鑑』『芽ばえ図鑑』『根茎図鑑』など、近頃の図鑑は細分
化され、じつに多岐にわたる。それらをそろえれば、ある植物についてのすべてがわかると勘違いしてしまう
のも無理はないが、1つ欠けているものがある。それが植物の『なれの果て図鑑』である。
　本書がその序となれば幸いである。」

◎福山知佐子画集『花裂ける、廃絵逆めぐり』を紹介しているHPがあります
https://hanasakeruhaie.jimdofree.com



☆mediopos-2595　　2021.12.24

本書の「あとがき」で作者が記しているように
新型コロナ禍における言葉の問題をめぐる
著者の各種メディアでの示唆について
「言葉にこだわるなんて悠長な話だ」
「言葉の問題よりも、もっと喫緊の問題がある」
という声がたびたび届いたそうである

いうまでもなく
かつて古代ギリシアにおいてソフィストたちが
言葉を魔術や呪術になぞらえ」たように
「言葉は非常に面白く、また、ひどく恐ろしい」

言葉はひとりで創りだし使うものではなく
言語共同体において共有されるものだから
そして言語はその言語共同体のなかでの
「思考」をも意味しているから
その「思考」は
私たちの「現実」を生み出しているともいえる

それが些末な問題である場合もたしかにあるだろうが
私たちの社会や生活にとって重要な
政治的なものにかかわるばあい
言葉に意識的であることは必須となる

とくに今回の新型コロナ禍といわれる状況に対して
つくりだされまた使われている言葉をみると
その言葉がどのような「思考」から生み出されているか
その無自覚さや隠れた意図があらわになる

たとえば「自粛を解禁」するという言葉などをみるだけで
そこにあるあまりにもあからさまな無知と意図が見える

自粛を解禁するということは
自粛が禁じられていたのが解かれる
という意味になってしまう

しかもそもそも自粛はみずから自主的に行うものであって
禁じたり解禁したりすることを命ずるようなものではない
「要請」も命ずるようなものではない

そうした言葉の背景にある「思考」は
「ボランティア」を自発的なものであるのとは
まったく矛盾したものとして扱うのとも似ている

それは表向きの意味とは矛盾する行動を促す
ダブルバインド的な思考のもとに
政治が行われていることを意味している
おそらくそれらの背景にあるのは
否応なく命じられる「自己責任」ということだろう

かつて第二次世界大戦中におこなわれた戦意高揚が
現代においてはさらに巧妙に錯誤したかたちで
（ダブルバインド的な表現のもとにということだが）
行われているようにもみえる

言葉は時代とともに変わっていくが
とくに政治において意図的に変えられてしまうとき
「言葉にこだわるなんて悠長な話だ」
ということはできない

私たちの思考と現実は
言葉によって容易に操作されてしまうからである
その意味でも本書のタイトルにある
「いつもの言葉を哲学する」ことが重要となる

■古田 徹也『いつもの言葉を哲学する』
　（朝日新書　朝日新聞出版　2021/12）



■古田 徹也『いつもの言葉を哲学する』
　（朝日新書　朝日新聞出版　2021/12）

（「序章」より）

「古代ギリシアではある時期、「ソフィスト」----元々のギリシア語では、「知者」を意味する「ソピステース」----
を自称する専門的職業人が活躍していた。」
「言葉は人の生活や思考の隅々にまで行き渡っており、陰に陽に甚大な影響を与えている。言葉を巧みに操れば、根拠の弱
い主張を強く見せることもできるし、同じ事柄を賞賛することもできれば非難することもできる。自分を偉大に見せ、自分
のしたいことに支持を集めることもできる。ソフィストたちは、とくに言葉を魔術や呪術になぞらえもした。」

「かつて哲学者のウィトゲンシュタインは、「すべての哲学は「言語批判」である」と語った。本書もまた「言語批判」を
行うものだが、扱うのはいつもの言葉たちだ。すなわち、私たちの生活の中に織り込まれてきた言葉。そして、私たちがい
まよく見かける言葉、いま繰り返し用いている言葉を哲学する。
　多様な言葉のもつ多様な側面を見渡し、「批判」しつつ、全体として本書が探求するのは、言葉を大切にするとは実際の
ところ何をすることなのか、という問いである。その過程で、〈言葉は生活とともにあり、生活の流れの中ではじめて意味
をもつ〉という事実を、私たちは何度も確認できるだろう。そしてまた、〈しっくりくる言葉を慎重に探し、言葉の訪れを
待つ〉という仕方で自分自身の表現を選び取り、他者と対話を重ねていく実践が、いまの私たちにこそ与える重要性も、次
第に浮かび上がってくるだろう。
　かつてソフィストたちが洞察した通り、言葉は非常に面白く、また、ひどく恐ろしい。」

（「第四章 変わる意味、崩れる言葉」～「４「自粛を解禁」「要請に従う」----言葉の歪曲が損なうもの」より）

「二〇二〇年一月末に行われた東京大学大学院人文社会系研究家の入学試験において、私の所属する倫理学研究室が出した
ごく説明問題のひとつは、「三密」の意味を尋ねるものだった。もちろん、この場合の「三密」は伝統的な仏教用語のこと
である。古来この言葉は密教において、仏の身・口・意の三つの働き、あるいは、人間による同種の三業を指すものだった。
しかし、そのわずか二ヶ月後に、この言葉----正確には「３密」----に全く異なる意味が与えられて社会全体に広まり、仕舞
いにはその年の「新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれることなど、入試当時は想像もできなかった。
　新型コロナ禍の前後で大きく意味合いを変えた言葉には。この「三密」や、あるいは「濃厚接触」などのほかに、「緊急」
や「緊急事態」という言葉も含まれるだろう。
　最初の「緊急事態宣言」では社会に緊張感が行き渡ったが、その後同じ宣言が繰り返されるごとに、人々の行動変容をも
たらす効力は薄まっていった。現在では、この宣言のいう「緊急事態」は、文字通り緊急の対策を講じなければならない大
災害や大騒乱を意味するというよりも、多くの人にとってはたんに、商業施設の時短営業や休業が行われる不便な事態とし
て理解されるものと化している。「緊急」や「緊急事態」という言葉の相貌は、いまや以前とは異なるものになっていると
言えるだろう。
　新型コロナ禍という世界規模の災厄の渦中で私たちは、既存の言葉をこれまでとは異なる意味で理解して使用することを
急に迫られている。しかし、これは危険な傾向だ。大抵の言葉は、長い歴史や多様な生活の文脈を背景になり立っており、
関連するさまざまな言葉と連関しながら、私たちの生活自体を根底で支えている。にもかかわらず、あたかも自分たちの意
のままにできる道具のように言葉を扱い、その意味を好き勝手にころころ変えてしまえば、私たちは自分の拠って立つ基盤
を自ら深く損なうことになる。

　たとえば、一回目の緊急事態宣言が解除される頃から、多くのマスメディアで、「自粛を解禁」という見出しや文言が踊
るようになった。これは二重の意味で奇妙な言葉だ。
　まず、「解禁」とは文字通り〈禁止が解かれること〉を指す言葉だ。たとえば「鮎漁を解禁」というのは当然、鮎漁の禁
止が解かれ、鮎をとる行為が赦されることを意味する。それゆえ、「自粛を解禁」だと、自粛の禁止が解かれること----つま
り、自粛が赦されること----を意味することになってしまう。
　そして、さらに奇妙なのは、自粛とは、これも文字通り〈自ら進んで行動を粛むこと〉を意味するということだ。つまり、
自粛している事柄は、そもそも禁止が解かれる対象ではないのである。
　とはいえ、こうした誤用にはそれなりの背景もうまがえる。新型コロナ禍において、国や地方の行政府は、感染拡大を食
いとめるためのさまざまな「自粛」を市民に対して「要請」してきた。しかし、それは現実には、しばしば強い圧力を伴う
「命令」の様相を呈している。実際、これまで大臣や知事、市長といった立場の人々からは。「自粛を徹底させる」、「自
粛の要請に従ってもらう」、「要請を守らない場合には」といった言葉が平然と発せられてきた。言うまでもなく、「要請」
には応じるものであって、人が従ったり守ったりするのは「命令」であるにもかかわらず。」

「言葉の意味や用法というのは、私たちの社会や生活にとって些末なものでは全くない。むしろ、その生命線であり。急所
でもある。新型コロナ禍における言葉の歪曲はこのことをはっきりと私たちに示すものだが、それ以前から、言葉の意味の
恣意的な「変更」は、政治をはじめとする公共的な空間で常態化していた。」

「言葉がねじ曲がり、壊れることは、そのまま、言語的なコミュニケーションが不全に陥ることを意味する。言葉を雑に扱
わず、その意味や用法に心を配り、自分の言葉に責任をもとうと努めることは、言葉とともにある私たちの社会や生活を支
える基礎でもあるのだ。」

（「あとがき」より）

「昨年来、新型コロナ禍における言葉の問題をめぐって各種メディアに何度か寄稿し、インタビューを受け、テレビやラジ
オにも出演しました。そのたびに、「言葉にこだわるなんて悠長な話だ」、「言葉の問題よりも、もっと喫緊の問題がある」
という声が届きました。
　そうではないということを、本書はさまざまな角度から照らし出そうと試みていまうｓ。言葉は、私たちの生活において
常に喫緊の問題です。言葉の面白さと恐ろしさ、そして、言葉に無関心でいることの危うさに、本書が少しでも迫るものに
なっていてほしい。最後の節を書き終えたいま、私の胸にあるのはこのひとつの願いです。」

【目次】

第一章 言葉とともにある生活
第二章 規格化とお約束に抗して
第三章 新しい言葉の奔流のなかで
第四章 変わる意味、崩れる言葉
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 Netflixで映画『浅草キッド』が公開されている
ビートたけしの自伝的な物語の映画化である

そのなかに印象的なセリフがある
幻の浅草芸人と呼ばれた深見千三郎（大泉洋）が
タケシ（柳楽優弥）にいう台詞
「笑われるんじゃねぇぞ　笑わせるんだよ」

お笑いは
「笑われる」んじゃなくて
「笑わせる」
つまり「ウケる」芸をみせる

そのウケることについて
矢野利裕「近代社会でウケること」
という論考がある

笑いに対する意識の変化にともなって
現在の笑いは10年前の笑いとは
変わってきているという

それは2010年代にさかんに論じられはじめた
ジェンダー論などを背景にした
「ポリティカル・コレクトネス」といった
社会的な意識の変化に対応していて
それが芸能の世界にも適用されることで
差別的な表現がチェックされるようになり

かつて「笑いとは「差別」だ」と
作家の中島らもがいったような笑いは
「お笑い」として成立しえなくなっているのだ

とはいえそれは「芸能もまた、
片足を社会に突っ込んでいる」からであって
「社会的価値観を追認するだけ」では
そもそも演芸として成立しえない

つまり「ウケる／ウケない」ということが
芸人の芸のあり方を規定しているのだ
芸人たちはつねに「ウケ」るであろうものを
みずからの芸のなかに反映させようとしている

『Ｍ１』や『キングオブコント』などを観ると
いまなにが「ウケ」ているのかが感じられる

ちょうどこの秋に行われた
『キングオブコント2021』で優勝した
空気階段の「火事」の例が紹介されているが

それは「登場人物の異質性を突き放して笑う」
そのような構造ではなく
異質性の「条件のもとでひたむきになにかをする、
その「夢中」さのともなった「ボケ」」が
強調されているという
そこでの笑いは「感動コント」の傾向があるというのだ

「キャラと人格を、ウソと本当を、
貫通するように存在している」芸人の身体が
ひたむきに過酷な芸人の世界を生きるものとして
コントが演じられている
今年の『Ｍ１』の優勝者である錦鯉も
その芸人そのものの
ある種のひたむきなまでのボケが
前面にでていたところがあるようだ

さて「笑い」については少し前に
（mediopos-2538/2021.10.28）
中山元『わたしたちはなぜ笑うのか／笑いの哲学史』を
とりあげたことがある
その論考ではお笑いはとりあげられてはいなかったが
その視点とあわせながら
「わたしたちはなぜ笑うのか」と問うことができる

お笑い芸人は
しばしばひたむきなまでに
じぶんをネタにしながらも
そのことで「笑われる」のではなく
ウケる芸をみせて「笑わせる」

その「笑わせる」という微妙なスタンスにおいて
「ウケる」か「ウケ」ないかは
《大衆》そのものの意識と深く関わってくることになる

笑う《大衆》は
芸人を笑いながらも
その笑いは
みずからへも向けられることになる
という視点も必要になるのだ

《大衆》の意識のなかで
みずからへ笑いが向けられたとき
みずからをスポイルするようなお笑いは
受容されにくくくなる

現在の社会的な意識に規定されながらも
笑うことでじぶんを自由にさせてくれるような
共感できる笑いが求められているのだといえるのだ

ニーチェもいうように
「笑いは人を自由にし、自由は人を笑わせる」

■矢野利裕「近代社会でウケること／包摂と逸脱のあいだ」
　（『文學界 2022年1月号』文藝春秋　所収）
■中山元『わたしたちはなぜ笑うのか／笑いの哲学史』（新曜社 2021/8）
　※mediopos-2538（2021.10.28）でもご紹介しました



■矢野利裕「近代社会でウケること／包摂と逸脱のあいだ」
　（『文學界 2022年1月号』文藝春秋　所収）
■中山元『わたしたちはなぜ笑うのか／笑いの哲学史』（新曜社 2021/8）
　※mediopos-2538（2021.10.28）でもご紹介しました

（矢野利裕「近代社会でウケること」より）

「10年まえに笑えていたことがもう笑えなくなっている。いや、10年前どころではない。ほんの数年までの楽
しんでいたはずのテレビやラジオの番組でさえ、久しぶりに観／聴きなおしたら、その不用意な発言や振る舞
いに気持ちがざわついてしまう。ましてや、YouTubeで昭和のヴァラエティ番組なんか観たら、ジェンダーや
人種といった問題に対してあまりに配慮のないことに驚いてしまう。ここ１～２年、多くの人が少なからずそ
のような経験をしているだろう。
　人権意識やハラスメント意識が高まったこの社会において、笑いに対する意識は確実に変化した。芸能の野
蛮なありかたに郷愁をもつ者は、この変化に対して、その属性を笑いの対象にすることはできない。あるい
は、発達障害を想起させるようなキャラクターに対して、彼／彼女のコミュニケーションそれ自体を笑いの対
象にすることはできない。
　作家の中島らもはかつて、「笑いとは「差別」だ」となかば挑発的に宣言し、「見世物」たるプロレスにつ
いて、「「異界人」の渾沌の中から試合が組まれ、観客はその「異界性」を外側から眺め、楽しみ、笑う」と
指摘していた（･･･）。しかし、さまざまな身体的条件を社会の内側に包摂する現在にあっては、「「異界性」
を外側から眺め、楽しみ、笑う」という無責任は態度は許されないだろう。
　先日おこなわれた『キングオブコント2021』は、そんな笑いをめぐる意識の変化を本格的に感じさせるもの
だった。『キングオブコント2021』において示されたのは、「感動コント」の傾向（堀井憲一郎）という以上
に、もっと具体的に、なにを笑いの対象とするか、という問題だったはずだ。
　例えば、優勝した空気階段の一本目のコント「火事」は、ＳＭクラブに通う消防士（鈴木もぐら）と警察官
（水川かたまり）が登場するものの、彼らの変態性を笑い構造にはなっていない。そのセクシャルな志向はむ
しろ、ダイバーシティ的な価値観のもと認められるべきものとなっている。そのうえで力点が置かれているの
は、それぞれの職業倫理を果たそうとする必死な姿のほうである。
（･･･）
　空気階段に限らず、『キングオブコント2021』において笑いが起こったのは、コントに登場する人物たちの
ひたむきさに対してだった。ここで細かく分析する余裕はないが、『キングオブコント2021』において、多く
のコントは、登場人物の異質性を突き放して笑うような構造にはなってはいなかった。彼らの異質性は、いち
条件にすぎない。むしろ、その条件にもとでひたむきになにかをする、その「夢中」さのともなった「ボケ」
（マキタスポーツ『決定版　一億総ツッコミ時代）』のほうが強調されていた。
　さらに言えば、そのひたむきさはまるで、過酷な芸人の世界を生きる彼らのひたむきさを示しているよう
だった。芸人の身体は、キャラと人格を、ウソと本当を、貫通するように存在している。（･･･）
　上記のような笑いに対する意識の変化は、もちろん社会的な意識の変化と対応している。とくに２０１０年
代、ジェンダー論やポスト植民地主義といった学問的に成果を背景に、ポリティカル・コレクトネスの意識が
広まると、それは芸能界をはじめとするエンターテイメント業界にも適用された。結果、ヴァラエティ番組や
お笑い番組は、差別的な振る舞いが厳しくチェックされることになる。
　このことは、人権や階級といった従来的な社会的差別に限らない。むしろ、ここ数年でとりわけ一般化しつ
つあるのは、ルッキズムに代表される外見的特徴を笑うことへの批判意識だろう。ヴァラエティ番組において
も、例えば「ブス」といった言葉で笑いを得ようとすることは、ここ数年で完全に時代遅れになった印象があ
る。ここでは、このような傾向を総じて《リベラル》と呼んでおこう。」
「とはいえ、慎重にならなければならないのは、この社会の歩みがそのまま笑いの世界にパラフレーズできる
のか、ということだ。やはり、芸能の論理は、演芸の論理は、社会とは別の水準にあると考えるべきではない
か。」
「では、芸能の論理が社会とは別の水準にあるとはどういうことか。先ほどとは逆の方向から問うてみよう。
つまり、現代的な芸人における、それ自体は好ましいと思える芸風は、本当に現代的なリベラル意識の高さか
ら来ているのだろうか、と。演芸の論理を社会の論理とイコールで結んではいけない。そこでは、もうひとつ
メタの位置から考える必要がある。
　例えば、寛容な態度で前向きに相手を認めていくような「ノリツッコまないボケ」（松本人志）によって「誰
も傷つけない笑い」の筆頭となったぺこぱは、いかにも現代的な価値観を見すえた芸風でブレイクした。
（･･･）
　ぺこぱは、それまでの漫才から差異化するように「ノリツッコまないボケ」というスタイルを作り出したの
であって、本人としては寛容さを目的としたわけではない。（･･･）あくまでも漫才というジャンル内のイノ
ヴェーションとして、「ノリツッコまないボケ」という方法が生み出されたに過ぎない。それはむしろ、自ら
の商品価値を高めることを目指す、すぐれて資本主義的な態度だ。」
「『キングオブコント2021』も、同じ論理で捉える必要がある。」
「ここから見えてくるのは、笑いを求めることを第一義的に考える芸人の姿である。（･･･）お笑い芸人として
の彼らは、当然のことながら、観客にウケることを目的としてネタを作っている。」

「だとすれば、昨今の芸人における人権意識やハラスメント意識の高まりをベタの賞賛する必要はない。突き
放して言えば、そのような態度は社会的な約束事に過ぎないのであって、テレビを中心とするメディアで活躍
しようという芸人であれば、放送コードと同じように守って当然のものなのだ。」

「近代社会を生きる者として、芸能の領域ではなにをしても許されるのだ、という開き直りをするつもりはな
い。なにより、そのような芸能ロマンは、「ドギツイ」ものとして《大衆》に「ウケない」可能性がある。芸
能もまた、片足を社会に突っ込んでいるのだ。
　とはいえ、社会的価値観を追認するだけのものは、演芸たりえないだろう。ましてや、舞台で演じられたも
のをベタに進歩的なものとして称揚する手つきは、演芸の核心を外している。そこでは。「ウケる／ウケな
い」という生々しい現場判断の感触が抜け落ちてしまっている。
　たしかに、ここ10年ほどで笑いに対する意識は変化した。しかし、それはいつだってそうだったのだ。漫才
に代表される近代演芸は、いつだって再帰的な自己チェックが入るのだ。なにより、ウケるために。だった
ら、近代社会と演芸の両方を信頼したうえで、こう言おう。−−−−すなわち、ウケるということをもっともっと
追求するべきだ。社会を追認しているだけでもウケないし、ドギツすぎてもまたウケない。いつの時代だっ
て、その時代に対応したものとして新しい演芸は到来する。新しい毒をもって、その移ろいやすくもしぶとい
ありかたこそ、わたしたちの生きる近代社会の似姿である。そのようなものとして演芸を捉えるべきである。
　この態度は、進歩的なリベラルの立場ではない。とはいえ、無頼さを称揚するたぐいの芸能ロマンでもな
い。もっと根源的に、「ウケる」という《大衆》の反応に対する信頼である。この近代社会において、「ウケ
る」ということについてマジで考えよう。」

（中山元『わたしたちはなぜ笑うのか／笑いの哲学史』より）

「ベルクソンは人間が社会のうちで知らず知らずに機械的な生き方をしてしまっていることに批判の目を向け
る。笑いが生まれるメカニズムよりも、むしろ人間の笑うべき生き方を明らかにすることをこそ、この著作
『笑い』は目指しているのである。」

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

「フランクルは「ユーモアは人間的実存的なものである」とまで主張する。「患者は、不安を面と向かってみ
ることを、いやそれを面と向かってあざ笑うことを学ばねばならない。そのためには笑うことへの勇気が必要
である」。そして心に笑いが忍び込んできたとき、「患者はもう賭けに勝ったのである」。自己を含めた世界
を笑いのめしながら「ユーモアをとおして患者はたやすく、自分の神経症の症状をどうにか皮肉り、最後には
克服することをも学ぶのである」。この治療の手段としての笑いの効果は、わたしたちがこの閉塞された世界
のうちで勁く生き抜くために必須の手段である。わたしたちを圧し潰そうとするものの一切を笑いとばそうで
はないか。」
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哲学者の大森荘蔵が生誕一〇〇年ということで
『現代思想』で特集が組まれている

大森荘蔵はある意味で
現代の日本の哲学の
源流のひとつともなっているのだが
その特徴のひとつが
哲学者とその思想の翻訳紹介や
その延長にあるような哲学ではなく
オリジナルテーマを哲学した
ほんらいの哲学者だということだ

大森荘蔵については
あらためてとりあげてみたいと考えているが
今回はその孫世代にあたるともいえる
二〇一〇年代を代表する六人の哲学者の哲学が
Ｊ哲学として紹介されている
山口尚『日本哲学の最前線』を主にとりあげる
テーマは不自由と向き合う本当の自由のための哲学だ
（山口尚は今回の『現代思想』の特集の最初で
森岡正博と「討議」を行っている）

その「日本哲学の最前線」の六人とは
國分功一郎・青山拓央・千葉雅也
伊藤亜紗・古田徹也・苫野一徳で
（その六人はこのmedioposでも
ここ数年のあいだにご紹介してきた哲学者たちだ）

本書ではそれぞれの思想が紹介されているが
その六人に共通しているとされているのは
〈不自由へ目を向けること〉だという
「真に自由になるために、私たちを縛るものと向き合う」
ということだ

國分功一郎は
「中動態」に関連させながら
「意志」に異議申し立てをおこない
青山拓央は
「決める」という概念がはらむ不条理のもとに
人間的枠組みを超えた境地の「無自由」を指摘し
千葉雅也は
偶然性を活用した
「非意味的切断の善用」を奨励し
伊藤亜紗は
意志を他へ押しつけるという姿勢を脱し
身体をめぐる考察を通じて他者性の倫理を提示し
古田徹也は
言葉に自分の意図する意味を押しつけず
表現の「訪れ」を待つという倫理的重要性を指摘し
苫野一徳は
自分の意志を押しつける低次の「意志」を乗り越えた
「自己犠牲的献身」を真の愛として位置づけている

■山口 尚『日本哲学の最前線』
　（講談社現代新書　講談社　2021/7）
■森岡正博+山口尚「【討議】未来の大森哲学――日本的なるものを超えて」
　（現代思想 2021年12月号 特集=大森荘蔵 生誕一〇〇年　2021/11）

六人がそれぞれの仕方で模索しているのは
（低次の）意志や言葉やその意味づけなど
私たちを縛っている「不自由」に目を向け
それらに向き合ってていくことだ

それは錯綜して見えにくくなり
解くことの難しくなってしまった糸を
丁寧に解きほぐしていくような
そんな実際的な哲学であるように見えるが
ある意味で現代人は
そんなもつれた糸のようになってしまっている
ということでもあるのだろう



■山口 尚『日本哲学の最前線』
　（講談社現代新書　講談社　2021/7）
■森岡正博+山口尚「【討議】未来の大森哲学――日本的なるものを超えて」
　（現代思想 2021年12月号 特集=大森荘蔵 生誕一〇〇年　2021/11）

（山口 尚『日本哲学の最前線』より）

「「Ｊ哲学」はウィトゲンシュタイン研究で有名な鬼界彰夫が使い始めた概念である。それはＪーＰＯＰのア
ナロジーであり、哲学におけるＪ−ＰＯＰの類比物だ。（･･･）「Ｊ哲学」と呼ばれる日本哲学の最前線は《日
本的なものを哲学に取り入れるぞ！》などの志向をもたない。むしろ、「輸入」と「土着」の区別を超えて、
限定修飾句なしの「哲学」にとり組むのがＪ哲学である。」

「本書では二〇一〇年代のＪ哲学という日本哲学の最新の段階が取り上げられるのだが、この一〇年間の日本
の哲学者は「不自由」というものにこだわってきた。二〇一〇年代のＪ哲学は〈不自由へ目を向けること〉で
特徴づけられる、というのが本書を通じて明らかになることだ。ただし、（･･･）ここでの不自由への眼差し
は人間の暗黒面の露悪的な強調ではない。視線の先には〈自由〉がある。真に自由になるために、私たちを縛
るものと向き合う−−−−これがＪ哲学の旗手たちの取り組んできたことだ。」

「具体的には本書は、日本哲学の最前線たるＪ哲学の六人の旗手、すなわち國分功一郎、青山拓央、千葉雅也、
伊藤亜紗、古田徹也、苫野一徳のそれぞれの思想を紹介する。（･･･）
　本書では、いま挙げた六人の哲学者の独創性を説明することに加えて、《最新の日本哲学が全体として何に
取り組んでいるのか》も論じる。（･･･）Ｊ哲学の旗手たちの思索には人間の「不自由」へ目を向けるという
共通の視座がある。すなわち、単純に「自由」を希求するのではなく、人間の避けがたい不自由を直視したう
えで可能な自由を模索するのである。」

「六人の思想は互いに反響し合いそして共鳴する。國分は「中動態」という言語的古層の概念に依拠して主体
性をめぐる人間的過信を批判するが、この道行きは人間の言語的コミュニケーションの枠を超出し「無自由」
の世界を露わにする青山の理路といろいろな点で重なり合う−−−−それゆえ私たちは両者を並べることでそれ
ぞれをより深く理解しうる。あるいは千葉雅也は偶然に溢れる人生を生きぬく戦略として「非意味的切断の善
用」を推すが、これは伊藤亜紗が重視する「生成的コミュニケーション」で実践されていることだと解釈でき
る。加えて國分・青山・千葉・伊藤に共通する〈言語への粘り強い注目〉は古田の言う「言葉の立体的理解」
の観点からよく分かるものになるだろうし、あるいは本書のＪ哲学の旗手たちの〈知への愛〉はそれ自体で苫
野の言う「真の愛」−−−−すなわち「自己犠牲的献身」としての愛−−−−の実践として理解されうる。」

「國分は、中動態という言語的古層へ溯り、《主体が活動の過程に巻き込まれている》という事態へ読者の目
を向けさせる。「中動態」という概念を通して人間を観察すれば。私たちの生には荒波の上で船を操舵するよ
うな側面があると言える。それゆえ〈行為の視点としての意志〉という「意志」の理解は少なくとも一側面で
ある。そして−−−−國分がスピノザの議論に即して指摘する点だが−−−−私たちは、時分の生の不自由を認識す
るときのほうが、よりいっそう自由になれる。
　青山は、「あなた」などの二人称的表現を用いる言語的コミュニケーションに人間の自由の源泉を見出しつ
つ、こうした人間的枠組みを超えた境地の「無自由」を指摘する。じっさい分岐問題を考察すれば、「決める」
という概念がはらむ不条理が判明する。とはいえ−−−−これが青山の指摘のひとつだが−−−−それにもかかわら
ず私たちは、人間として生きる限り、ひとを自由と見なさざるをえない。この意味で私たちは「自由意志」の
概念に縛られていると言える。
　千葉は、環境のノリが私たちを束縛するという事態に注目し、勉強を〈既存のノリから自由になって別のノ
リへ移行すること〉という生成変化として特徴づける。そして《コードをどの方向へズラせばよいのか》とい
う問いに対しては、《たまたま自分がもっているこだわりに身を任せるのがよい》と答える。結果を意志的に
コントロールしようとするよりも、偶然性を活用するほうが創造性は増す−−−−こうした「非意味的切断の善
用」こそが千葉の奨励するものだ。
　伊藤は、身体をめぐる考察を通じて、〈他者が自己へ入り込む余地を除き去らない〉という他者性の倫理を
提示する。互いに混じり合うやり取り（例えば自己の身体との対話や接触的コミュニケーション）において
は、各人は自己の意志を最優先すべきでない。むしろ−−−−伊藤の中心的主張だが−−−−意志を他へ押しつける
という姿勢を脱し、《特定の誰かが事柄の意味を意図的に決定する》ということのない生成的コミュニケー
ションに参入することが「よきふれ合い」にとって肝要である。

　古田は、常套句の無批判的使用が思考停止を引き起こすことを踏まえ、しっくりいく表現をめぐって迷うこ
との倫理的重要性を指摘する。押さえるべきは、しっくりいく言い回しは話し手の意志のコントロールのもと
で計画的に作り出されるものではなく、むしろそれは言語の側から到来する、という点だ。私たちは、言葉に
自分の意図する意味を押しつける（例えば閣議決定によって言葉の意味を指定するなど）のではなく、言語の
伝統を尊重しながらよい表現の「訪れ」を待たねばならない。
　苫野は《愛は理念であり、愛することは意志することだ》と考える。すなわち愛は、たんなる感情や出来事
ではなく、行為である。その一方で、真の愛において意志されることは「自己犠牲的献身」であり、ここでの
「意志」は自分の意志を押しつけるという低次の「意志」概念を乗り越えたものだ。それゆえ、苫野において
「意志」はその積極的な意義を肯定されるのであるが、それは同時に〈我執的な意志〉を退けることでもある。
　このように−−−−あらかじめ述べた点だが−−−−本書で取り上げた哲学者はそれぞれの仕方で「意志」概念を
批判する。それゆえこの六人のやっていることを「不自由論」で括ることには充分な根拠がある。」

「本書は、二〇一〇年代のＪ哲学の代表的な流れは「不自由論」として特徴づけられる、と主張する。《なぜ
不自由がフィーチャーされるのか》への答えには出口の見えない経済的低迷などが関わるかもしれない。ある
いは薬物依存などの精神と身体をめぐる不自由への顧慮がここ一〇年ほどの不自由論を喫緊のもとにしている
可能性もある。哲学の個別的活動は時代の特性に多かれ少なかれ縛られるので、不自由な世代の私たちはどう
しても不自由を無視することができない。とはいえ哲学には時代を超越する面があり、本書で取り上げた哲学
者はそれぞれ〈不自由〉をめぐる根源的洞察を提示している。それゆえ二〇一〇年代の不自由論は時を経ても
繰り返し省みられるはずだ。」

（森岡正博+山口尚「【討議】未来の大森哲学」より）

「森岡／自由意志論は山口さんがずっと考えてこられたテーマですが、大森の自由意志論はちょっと独特な感
じですね。」

「森岡／大森哲学をいわゆる日本哲学、あるいは世界哲学の中にこれからどう位置付けていくのかという話も
しておきたいと思います。最近、東京学派という言い方が聞かれるようになりました。戦前から戦後しばらく
までは京都学派があり、それと対比させるような形で東京学派という系譜を見ることができるのではないかと
いう話です。その時に廣松渉、大森荘蔵、坂部恵、井上忠の四人が駒場カルテットと称され、よく名前が挙が
ります。私も二〇一九年にハワイ大学で「大森と廣松以降の東京学派」という発表をしました。（･･･）大森
哲学からちょっと離れた場所で独創的な哲学をしている大森以降の人ということで、永井均さんと入不二基義
さんと森岡を、自分の考えたいことを考えたいように考えるという大森的なところを引き継いだ、大森以降の
東京学派の哲学者として見れるのではないかという話をしました。
　その後で山口さんの『日本哲学の最前線』を拝読して思ったのは、大森を位置づけるのだとしたら東京学派
よりもＪ哲学の方がいいのではないかということです。山口さんがおっしゃるように、Ｊ哲学を考えるにあ
たってまず一つの参照項としては京都学派があると思います。そしてその後、二〇世紀の半ばから終わりにか
けて京都学派とはずいぶんニュアンスの違う哲学が東京大学を中心に緩やかに形成されていった。そして二一
世紀になってその形もまた崩れていって、日本語で独創的な哲学を志している哲学者たちが日本にも継続的に
現れている。このような見方がＪ哲学だと思います。

山口／（･･･）日本の哲学をまず部分的に始めるとすると、僕の場合はおそらく大森荘蔵が出発点になるで
しょう。大森荘蔵がもっていた関心というのはどちらかというと形而上学的と括れます。この日本形而上学の
系譜には、永井均さん、野矢茂樹さんも入るでしょうし、また入不二基義さんも入るでしょう。この日本の形
而上学の流れが面白いのは、西洋の形而上学の記述のあり方と結構対比できるような仕方になっているところ
です。
（･･･）

森岡／もしＪ哲学の形而上学の部門をアンチフィジカリズムとまとめるとしたら、やはりそれに力を与えた大
森さんの存在は大きいでしょう。大森さんは物理学出身でありながらそういう物理学帝国主義に敢然と立ち向
かった人ですかた。大森さんがそうやって頑張ってくれたから、われわれ下の世代は、哲学全体が物理主義的
あるいは広い意味での自然科学主義にどんどん移っていく中で、大森さんがご健在の時期まではずっと守られ
ていたという印象があります。

山口／そしてわれわれ世界にとってはまた新しい意味もあります。ゼロ年代からの心の哲学のメインストリー
ムはやっぱり物理主義的な捉え方なんですが、その議論が煮詰まってきたとして、ではどこにオルタナティブ
があるかというと、実は大森荘蔵に既にあったということになる。われわれにとっても数世代前だけど新鮮に
感じられます。



山口／そしてわれわれ世界にとってはまた新しい意味もあります。ゼロ年代からの心の哲学のメインストリー
ムはやっぱり物理主義的な捉え方なんですが、その議論が煮詰まってきたとして、ではどこにオルタナティブ
があるかというと、実は大森荘蔵に既にあったということになる。われわれにとっても数世代前だけど新鮮に
感じられます。

（･･･）

山口／僕は、さしあたり日本語は大事だ、と考えていますが、それは歴史的観点からの主張です。僕は「Ｊ哲
学」を歴史的な用語として理解していて。「Ｊ」に超歴史的な意味づけをすることは避けたいと考えていま
す。（･･･）
　歴史を振り返って日本哲学をどこに見出すかは、今のうちの伝統においては、日本語を使って日本的なるも
のを更新するということで捉えられると思います。

（･･･）

森岡／（･･･）山口さんもおっしゃっているように、日本語で哲学をするときに日本的になる必要はないし日
本文化的になる必要もまったくないのだけれども、日本語で書くということの独自性についてはそれをけっし
て手放してはならないと思います。だから日本語で考えて書く場は絶対に必要だし、そういう形で世界的に見
てユニークなものをわれわれが切り開いていける可能性はたっぷりあるわけだから、われわれはそれを見失っ
てはいけない。」

◎山口 尚『日本哲学の最前線』[目次]

はじめに 日本哲学の最前線=「J哲学」
第一章 共に生きるための言葉を探して――國分功一郎『中動態の世界』
第二章 人間は自由でありかつ無自由である――青山拓央『時間と自由意志』
第三章 偶然の波に乗る生の実践――千葉雅也『勉強の哲学』
第四章 身体のローカル・ルールとコミュニケーションの生成――伊藤亜紗『手の倫理』
第五章 しっくりいく表現を求めて迷うこと――古田徹也『言葉の魂の哲学』
第六章 エゴイズムの乗り越えと愛する意志――苫野一徳『愛』
おわりに 自由のための不自由論

◎現代思想 2021年12月号 特集=大森荘蔵 生誕一〇〇年[目次]

【討議】
未来の大森哲学――日本的なるものを超えて 森岡正博+山口尚

【ことだまを継ぐ】
大森荘蔵先生がいらっしゃらなければ 中村桂子
移動祝祭日――斜交いからの大森荘蔵論 野家啓一
物と記号 飯田隆
大森荘蔵の衝撃 丹治信春
大森哲学と後期ウィトゲンシュタイン 野矢茂樹
〈頑固〉の哲学 小林康夫

【額に汗して考える】
日本(語)で哲学をするということ――大森荘蔵と細野晴臣 青山拓央
懐疑論・検証主義・独我論から独現論へ 入不二基義
大森荘蔵の何が画期的でしかし私はその何に不満を感じたか 永井均

Ss【過去は物語り】
大森荘蔵と西田幾多郎――現在と身体をめぐって 檜垣立哉
言葉で世界を造形する――大森荘蔵の芸術哲学素描 安藤礼二
昭和三二年の分析哲学――座談会「分析哲学をめぐって」を読む 植村玄輝

【時間・意識・社会】
線形時間なしにいかにして過去を語るか――大森荘蔵とベルクソン 平井靖史
「過去」はいかなる意味で存在するのか?――大森荘蔵とポール・リクールの交叉 山野弘樹
大森荘蔵の時間概念とマンガ P・ボネールス(森岡正博訳)
大森哲学と社会秩序 桜井洋
大森哲学と○○論という問い 戸田剛文

【資料】
大森荘蔵主要著作ガイド 山名諒

連載●科学者の散歩道●第八一回
「科学」を科学的に――武谷三男とロマン・ローラン 佐藤文隆

連載●「戦後知」の超克●第一六回
柄谷行人における「日本」の問いかた 下・1――その「起源」と「構造」 成田龍一

連載●ポスト・ヒューマニティーズへの百年●第二一回
二つの死――ブラシエ(5) 浅沼光樹

連載●タイミングの社会学●第一三回
解釈労働 上――文化資本論を読みかえる 石岡丈昇

【研究手帖】
撮影を通して経験すること 江本紫織



☆mediopos-2598　　2021.12.27
中沢新一の「精神の考古学」の連載がはじまった

中沢新一は「対称性人類学」ということで
新石器革命的な文明へと目を向けてきたが
今回はその最初の著作である
『チベットのモーツアルト』に書かれてあるような
「精神の考古学」がテーマとなっていくようだ
それは『レンマ学』とも関係していると思われる

「精神の考古学」では
吉本隆明の示唆する「アフリカ的段階」という
新石器革命以前の精神の古層に目を向けることで
象徴や記号といった言語的な働きから自由な
人間の心の原初を明らかにしようとしている

吉本隆明／中沢新一が
その言語的象徴によらない認識について
引き合いにだしているのは
人類学者カルロス・カスタネダの「内的沈黙」だ

「内的沈黙」とはは「自己の精神のなかでの
自己と自己の対話を遮断した状態」で
現在その能力は人間には失われているが
「知覚が感覚器官（五感）に依存しないで」いる
「深い静謐」の状態になることによって
呪術師は呪術・超能力・治癒力などをも
可能にしていたのだという

それはカスタネダの著作『沈黙の力』のなかで
ドン・ファンが「沈黙の知」として示唆しているもので
「理性」といった「うわべの飾り」ではなく
その奥にある意識／存在の状態であり
呪術師は「集合点」の位置を動かすことで
「内的沈黙」の状態も「理性」の状態も可能にする
（「集合点」とは特定の状態にのチューニングされた
意識／存在のエネルギーフィールドのような場所のこと）

言語やそれにもとづく理性に縛られない「内的沈黙」は
アフリカ的段階の精神において活発に働いていた
非象徴的知性によって可能となるという
（それは「レンマ的知性」へとつながるものでもある）

現在私たちは言語／記号／象徴によって
意識／存在が規定された精神しか
持つことができなくなっているが
思考をつくる言語もそこから生まれている

そうしたあり方から自由になるためには
新石器革命以前の精神の古層における
人間の精神へに目を向けていくことが必要になる

吉本隆明は『チベットのモーツアルト』（文庫版）に
解説を書いているがそのなかで
中沢新一がチベットの原始密教のなかで見出したのが
「精神（心）の考古学」の技術ではないかとしている

ここで重要になるのは
言語的象徴によらない認識を得るために
精神の古層で働いている能力を得ることが
過去への回帰となってはならないということだろう

カスタネダの著作のなかでも
「古い見る者」と「新しい見る者」が示唆されるが
過去への回帰はみずからを
「古い見る者」へと導くことになってしまう

プレ（前）と「ポスト」（後）は
往々にして取り違えられやすいのだ

■中沢新一「精神の考古学」
　（新潮 2022年 1月号　2021/12　所収）
■カルロス・カスタネダ（真崎 義博訳）
　『沈黙の力―意識の処女地』
　（二見書房　1990/7）

シュタイナーが現代的な神秘学的修行論でもある
『いかにして超感覚的世界の認識を得るか』において
超感覚的な器官である蓮華の開発について
示唆しているように

現在活動を停止している古い蓮華は
かつての「暗い意識状態」に対応していたものであって
現代の明るい意識状態において修行することで
新たな蓮華とあわせるかたちで
かつての蓮華も新たに活動をはじめる

そのように「新しい見る者」となるためには
「精神（心）の考古学」の技術ではなく
現代の人間の意識に合った形の
あらたな「精神（心）」のあり方へと
方向づけていく必要があると思われる

しかし中沢新一はときに「精神の古層」を見出すために
過去へと回帰してしまうように見えることがある
過去のありように目を向けることは重要だが
温故知新の「知新」（ポスト）こそが求めれるのだ



■中沢新一「精神の考古学」
　（新潮 2022年 1月号　2021/12　所収）
■カルロス・カスタネダ（真崎 義博訳）
　『沈黙の力―意識の処女地』
　（二見書房　1990/7）

（中沢新一「精神の考古学」より）

「「精神の考古学」とは、吉本隆明氏が私の学的な企てにたいして与えた名前である。」
「吉本氏の「精神の考古学」への関心は、彼が歴史の認識を根底から刷新するために提出した「アフリカ的段階」という独
特な概念の展開と、深い関わりがある。」
「吉本氏は『アフリカ的段階について』において、アフリカ的段階に属すると思われる人々の精神の働かせ方の特徴を、言
語的象徴によらない、あるいはそれを超えた認識が多用されているところに見出している。」
「アフリカ的段階の精神の世界では、（マルクスの言う）アジア的生産段階以降の世界におけるように、象徴や記号が重要
な働きをおこなっていない。そこではどんな象徴も記号も、自然物につながりながら広がって生成変化しているので、事物
の同一性や変化しない実体などといったことは、考えられていない。有（存在）ですらそうである。個体化された事物の背
後を流れる流動的な力は、有ではない。また無でもない。その有と無の中間の場所に、アフリカ的段階の精神の注視は注が
れている。

　このことはアフリカ的段階の社会では、呪術や宗教の形をとった「哲学」における中心的主題になっている。吉本氏はそ
の一例として、人類学者カルロス・カスタネダ（この人は私にとっては「精神の考古学」の偉大な先駆者である）にたいし
て呪術師ドン・ファンが課した「内的沈黙」の訓練の意味を、つぎのように考えている。
　「沈黙」は多くのアフリカ的段階の社会で、若者が成人になるさいに課せられる試練の中でも、もっとも重要視されてい
るものである。沈黙とはふつう他者に言葉をかけない状態のことを指すが、ドン・ファンが人類学者に求めたのは、自己が
自己にたいして心の中で不断におこなっている対話を遮断しなければならない、というものである。この内的対話は。「現
在の言語概念でいえば、これは言語の価値の源泉となる状態を指している」。

　　（講談社学術文庫版『チベットのモーツアルト』への吉本隆明の解説から）
　　ドン・ファンは「内的沈黙」というのはこの自己の精神のなかでの自己と自己の対話を遮断した状態だと言う。わたし
たちの現在の概念では〈全き沈黙〉の事で、内容は〈無〉だというほかない。しかし、ドン・ファンというメキシコ呪術の
後継者は、それを「内的沈黙」と呼んでいて、沈黙において沈黙のなかで自己対話を中断した、より深い静謐の状態だと説
明する。そして、この状態は知覚が感覚器官（五感）に依存しないで可能な状態なのだという。ドン・ファンによれば、現
在ではこの能力は失われてしまった。ドン・ファンの言うところでは、この「内的沈黙」が呪術・超能力・治癒力などの基
礎にあるものだということになる。

　ここで言われている「内的沈黙」は、ただの「無」や何もない「空」ではなく、いわば言語の働きを停止させたときにあ
らわれてくる精神（心）の状態を指している。他者との対話を停止させるだけでなく、自己の内部で続けられている自己対
話をも停止させるとき、深い静謐のなかでおこなわれる知性作用であるといっていい。
　ドン・ファンの語るように、このような能力は現在では失われてしまったが、かつての宗教や医療においてはその能力が
むしろ中心にあった。このような能力こそが、アフリカ的段階にある文化の基礎をなす、と吉本氏は考える。」
「宗教学や人類学を学んできて驚かされるのは、アフリカ的段階に属する社会の「貧しさ」なおし、「簡素さ」である。道
具類や家屋などが貧弱であるだけではなく、象徴や記号による構成物が、極端に貧しい。しかしそれでいて、そこに生きる
人々の精神生活は、驚くほどに豊かである。
　その世界に生きる人々の「超越者」である神々が、立派な像（イメージ）として表現されることはまずない。だいいちそ
の神々も、新石器革命後に出現する神々のように、象徴化され個体化される神々ではない。他の存在の中に自在に入り込
み、さまざまに分裂して諸存在のうちに分散して、流れ去って把捉できない波動性をしめす。アフリカ的段階の神々は、あ
らゆる存在に内在している力をあらわすが、同一化もできなければ象徴化もできない。
　内在的超越者である神々のその有り様は、私たちの世界の「妖精」や「精霊」にいくぶん似たところをもつが、従属させ
られる〈象徴の〉神々もいない世界で、象徴や記号に閉じ込められることもない。そういう力が、自然界と人間の日常生活
と宗教生活を充たしている。アフリカ的段階にあるそういう神々を、のちに出現する象徴的神々（ゴッド）と区別して、自
然的精霊（スピリット、この言葉葉「精神」の語源でもある）と呼ぶことができる。
　このような世界を、「アニミズム」の世界と言うこともできる。アニミズムでは、人間と人間でないものは互いに分離さ
れない。人間は自然物や動植物の領域につながりもち、他者の領域に生成変化をおこすことも可能である。他者の領域でも
同じような生成変化が生じているために、アニミズムの世界ではあらゆる存在が相互に嵌入しあっている。そこではどんな
個体も自分の確たる境界をもたないので、「わたし」は周囲の世界に曖昧に溶け込んでいる。」

「このような世界では「意味の増殖」が起こらない。価値が増殖するためには、もともとの意味（元手＝資本）に同一性が
なければならないが、アニミズムの世界では主体はつねに他者の領域へとつながっていくために、意味に元手の働きを与え
ることができない。そのために、意味増殖がきわめて起こりにくいのである。
　またアフリカ的段階の世界には「価値の増殖（余剰価値）」も発生しにくい。（･･･）交換は他者とのつながりをつくり
だす機能が第一であるために、「贈与」が一般的である。贈与には返礼がつきもんで、贈与＝反対贈与が完結するたびに夫
妻関係は解消されて、交換のサイクルは短い周期で完結していくのである。」
「このような独自な精神によって生み出されていたアフリカ的段階が、じつに十万年以上も続いた。時間だけで見れば、人
類史の大半はアフリカ的段階として営まれていたことになる。」
「アフリカ的段階の世界に変質が生じ始める。およそ一万四千年ほど前に、中近東はレヴァント地方に革命的変化が始まっ
たのである。農業と資本主義をもっとも重要な要素とする「新石器革命」に端を発する、別の大「段階」の形成が、そのと
き開始される。これによって、地球上の多くの地点では、アフリカ的段階の精神をとおして活発に働いていた非象徴的知性
（これがのちほど「レンマ的知性」としてとりだされていくことになる）は、「精神の考古学」の方法によらないかぎり、
歴史の表面からは見えなくなっていく。」

「現代は新石器革命に始まる大「段階」の末期にあたると考えることができる。なぜ末期かといえば、増殖的成長の限界が
はっきりと見えてしまっているからである。しかしこの大「段階」からの脱出は、モーセ時代のエジプト脱出よりも、はる
かに困難である。象徴記号の増殖性は、私たちの思考の基礎に据えられており、知らず識らずのうちに、私たちは世界を「増
殖の相のもと」に見るように慣らされているからである。
　そこである時期から私は、自分の属しているこの大「段階」の底を破って、人類の精神の前層にあたるアフリカ的段階へ
抜け出していく方法を、模索し始めたのである。」

（カルロス・カスタネダ『沈黙の力』より）

「理性的すぎるものはハンディになると、わしは何度もいってきただろう。人間はとても深くて神秘的な感覚をもってい
る。わしらは神秘の一部なのだ。理性などうわべの飾りにすぎない。表面をひっかけば、その下には呪術師が見つかるん
だ。」

「沈黙の知についてもっとくわしく話してほしいというと、彼はすぎに応じて、沈黙の知というのは集合点の普遍的な位置
であり、ずっと昔にはそこが人間の通常の位置だったのだが、ある特定できない理由で人の集合点がその位置を去り、「理
性」と呼ばれる新しい位置が採用されたのだ、といった。
　ドン・ファンは、人間の全体がこの新しい位置を体現しているわけではない、といった。私たちの大多数は集合点を理性
そのものの位置にきちんと置かれたわけではなく。そのすぐ近くにおかれたのである。同じことが沈黙の知の場合にもあて
はまる。過去において、人間の集合点のすべてがその位置にきちんと置かれたわけではなかったのだ。」
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見ることは
たんに光が物に当たり
それが眼に入って網膜に映る云々
といったことではない

見ることが成立するためには
私が「それ」を見ると同時に
「それも」私を見ていることが
成立していなければならない

メルロ＝ポンティがいうように
「見ると同時に見られ、見られると同時に見る」
という両義性において
見るということは成立している

私がそれを見ると同時に
それも私を見ているともいえるのだ

「見えるもの」が「見える」
ということはどういうことだろうか。 

「見る」ということは手がつかむように
「見えるもの」をとらえるということであり
逆にいえば「見えるもの」が見ている私を逆につかむ
ということでもなければならない

しかしこの転換可能性（可逆性）は
見るものと見られるものの同一性ではなく
見るものと見られるもの
さらにはふれるものとふれられるものの
否定的な意味での同一性を意味している

以下のメルロ=ポンティの引用に
手袋を裏返すという比喩があるが
それはそうした交差配列（キアスム）的な関係における
否定的な同一性ということである

さて李禹煥は『両義の表現』に収められている
「表現としての沈黙」というエッセイで
「絵画や彫刻において、語り出ぬもの
見え得ぬものの次元を開いてみたい」と述べているが

見えないものの次元を開くということは
見るものと見られるものとのあいだの
転換可能性（可逆性）において
表現がなされるということでもあるだろう

「見ることは、見られるものに対する
私たちの身体の行動そのもの」だともいうが
見るというとき
交差配列（キアスム）的な否定的同一性において
見られるもののなかに
見えないものが折り畳まれている
あるいは奥行きとして存在している
ということもできるのではないだろうか

■李禹煥(リ・ウファン)『両義の表現』
　（みすず書房 2021/5）
■モーリス メルロ=ポンティ（中山 元訳）
　『メルロ=ポンティ・コレクション』
　 (ちくま学芸文庫　筑摩書房 1999/3）
■モーリス・メルロ=ポンティ（滝浦静雄・木田元訳）
　『見えるものと見えないもの』
　（みすず書房　1989/9）

その意味において
「表現としての沈黙」は
見ることの奥行きへと向かうことで
見えるものと見えないものとを
総合する行為であるということもできる

「耳に届いたり眼に映る音や色彩を越えて、
広大な宇宙に満ちている鳴らぬ音、
聞こえぬ言葉に出会」い
「語り出ぬもの見え得ぬものの次元を開」くために



■李禹煥(リ・ウファン)『両義の表現』
　（みすず書房 2021/5）
■モーリス メルロ=ポンティ（中山 元訳）
　『メルロ=ポンティ・コレクション』
　 (ちくま学芸文庫　筑摩書房 1999/3）
■モーリス・メルロ=ポンティ（滝浦静雄・木田元訳）
　『見えるものと見えないもの』
　（みすず書房　1989/9）

（李禹煥『両義の表現』～「見ることの成立（1982/2016）」より）

「人は眼を開いていても、普段はそこにあるものを見ていない。しかしぼんやり見ている。そこにあるやなし
や。それがある瞬間見えてくる。こちらが見ているのだ。対象において眼に刺戟を与える変化が起こったの
か、脳にそれを見ようとする何かの契機が生じたのか、その両方なのか。どちらかなのか解らないが、見える
ようになる。だからぼんやり見えている間は見ていることにはならない。
　見ることは一つの意志である。この意志はヒエラルキーがあって、初期の段階で見えることと、よく見てい
るうちの見えることは違ってくる。カントは『判断力批判』の中で、そこに見える対象はそこにあるがままの
ものではなく、自分で見ようとして構成した対象である、というようなことを言っている。いかにも観念論者
らしい見方ではあるが、そのような考え方もありうる。
　しかしこのような見方は、こちら側を主体にしたあまりにも一方的なものと言うしかない。ものが見えると
いうことは、対象が幻でない限り、その対象のこちら側もこちらを見ているということである。そこでメルロ
＝ポンティは「見ると同時に見られ、見られると同時に見る」という両義性を指摘し、見ることの成立の水準
を明らかにした。
　私の考えでこの論を進めると、見ることと見られることの交差の中でもう一つの対象が構成される。それが
絵になることもあれば、文章として記述されるものになる場合もある。この交差は中性的であるわけではな
い。時には向こうから来る眼差しが強かったり、時にはこちらから行くそれが強かったりして、絶えず揺れる
時空の中で交差する対象が出来る。
　ところで人間は、見ている時間の経過の中で対象をどんどん自己に引き寄せる傾向を持つ。つまり対象を引
き寄せるとは、逆に対象から遠のくことであり、自己のイメージにして構成したものを対象に被せるという意
味である。従って見るとはこの場合、そこにあるものを捩じ伏せて、自分のこしらえたイメージと向き合う構
造になるということである。
　この考えで外界を再構成する姿勢が、近代世界を作り上げたのは言うまでもない。しかし今はそのような表
象的帝国主義的植民地主義的眼差しは解体された。いずれにしても普段は、眼を開いていてもその気にならな
ければ、よっぽどのことがない限り向こうから対象が飛び込んでくることもないし、こちらが勝手に襲いかか
ることもない。要するにぼんやりしているうちは、見ることは成立しないのである。
　眼を開いている間はいつも見えるということになれば、おそらく人間は気が狂ってしまうに違いない。否、
見られる側も人間の眼差しに耐えられず、荒廃してしまうだろう。このようなパニックが起こらないのは自然
の摂理であり、人間の幸運と思う。人間はこれが基本であるこおを肝に銘ずるべきであろう。こちらが見よう
とするか、向こうから合図するかではじめて見ることが始まるのである。」

（李禹煥『両義の表現』～「内なる構造を越えて（1975.5）」より）

「私の仕事は、作品の成立の起源を問うことにある。既成観念の解体作業とか脱構築というより、その後に来
る新しい出発の試みなのだ。当然ながら、無からではなく近代の成果とその批評からであり、また個人的な経
験と問題意識の積み重ねに拠っている。私の作品に接する人もまた、作品の起源に立ち会ってほしいと思う。
　近代は、作家が人間の理性を全一なものとし、エゴに基づくコンセプトを普遍性の名の許に対象化全面化し
ようとした時代である。その結果、自己と同一化された存在、言表の世界、視覚化されたもののみに価値が認
められ、一切の外部性が無視されてしまった。つまり作品は外界−自然や歴史や社会−から断絶され、閉じられ
た全体となり他との関わりを失くした。ついにはプログラム化、システム化された一つの内なるコンセプトで
キャンバスを、壁を、空間を覆いつくそうとする全体主義的な表現まで出現している。
　人間中心主義の再現的な生産価値を絶対化する考えは修正されなかればならない。作ることを高度化するこ
とは必要であっても、それを拡大化全面化することは、人類を窒息させ生存を不可能に追い込む。作らざるも
の、タッチしない外界、未知の世界にも価値を認め、それらとの新しい関わりを模索したいものだ。作ること
の限定と高次元化、そして外界との開かれた関係によって、むしろ人間はもっと大きな自由と解放と飛躍が可
能となろう。

　私の仕事は、描かざるものと描くもの、作らざるものと作るものを出会わせることにある。内的なものと外
的なものとの相互干渉作用に着目して、作品を形成するという意味だ。自己を限定し、外部性を受け入れるこ
とによって作品に他者性をもたらしたい。そのためには、一層自己を整備し、厳格にし、こちらの能動的な思
考を高めると共に、向こうから来る受動的なものを受け止められる力を磨かなくてはならない。」

（李禹煥『両義の表現』～「表現としての沈黙（2018.8 パリにて）」より）

「人は私の多くの作品に、沈黙を感じるという。鈍重で幅広い鉄板を壁に立て掛け、その前に大きな自然石を
置いた作品では、空間との響き合いに無言のこだまを見る。そして、大きなキャンバスに平筆で白から黒に広
がるグラデーションのストロークを一つか二つ描いた絵画は、緊張と解放のせめぎあう空間となり、それが沈
黙のバイブレーションとして迫ってくる。このことは、私の作品が言葉や音声の途絶えと共に、言い得ぬもの
との出会い、そして無言の応答をもよおしていることを表していよう。
　私の作品に見られる沈黙の性格は、おそらく非−人間的だ。それは作品が特定の素材や方法の駆使もさるこ
とながら、やはり発想の根幹が自然や外部との関わりにあるためであろう。私は、人間の言葉を拒むわけでは
ないが、人間以外の音や声にも耳を傾けてみたい。それも耳に届いたり眼に映る音や色彩を越えて、広大な宇
宙に満ちている鳴らぬ音、聞こえぬ言葉に出会いたいのだ。
　おそらく音楽家の究極の関心は、音の向こう側にある。私の関心も似ている。絵画や彫刻において、語り出
ぬもの見え得ぬものの次元を開いてみたい。私の作品の波状は、まだ人間の言葉の領域から遠くない。何処ま
で行けるか、沈黙の彼方は遠くて深い。」

（『メルロ=ポンティ・コレクション』～「絡みあい／キアスム」より）

「見る者と見られる者の間の複雑な意味とは別に、視覚はまなざしによって触ることであるから、視覚はそれ
が私たちに示す存在の秩序のうちに刻み込まれている必要があるのは明らかである。見る者は、見る世界に対
して他者であることはできない。わたしが見る瞬間から、視覚という語の二重の意味［見ることと見えるこ
と］が示すように、視覚は補足的な視覚、あるいは別の視覚によって裏打ちされる必要がある。わたし自身が
外から見られる。わたしがある場所から他者を見ると同時に、他者はその見られた場所において、わたしを見
るのである。」

(メルロ=ポンティ『見えるものと見えないもの』～「研究ノート」1960年11月16日「交叉配列ーー転換可能
性」の項/みずず書房 P.388より)

「転換可能性ーー裏返しになった手袋の指ーーひとりの目撃者が表裏両方のがわにまわってみる必要はない。
私が一方のがわで手袋の裏が表に密着しているのを見るだけで、私が一方を通して他方に触れるだけで十分で
ある(領野の一点ないし一面の二重の「表現」)、交叉配列とは、この転換可能性のことなのである。ーー
　<対自>の<対他>への移行が行われるのも、この転換可能性によってのみである。ーー実のところ、私と他
者が事実的なもの、事実的な主観性として存しているのではない。私と他者とは、二つの隠れ処、二つの開在
性、何ものかが生起してくる二つの舞台なのである。ーーそして、これらはいずれも同じ世界、<存在>という
舞台に属しているのである。
　<対自>と<対他>とがあるわけではない。それらはたがいに他方の裏面なのである。だからこそ、この両者は
たがいに合体するのである:投射ー取り込み。ーー私の前にいくらかの距離をおいて、私ー他者、他者ー私の振
替えがおこなわれる線があり、境界面があるのである。ーー
　与えられたただひとつの軸、ーー手袋の指の先は無である。ーーしかし、それはひとが裏返すことのできる
無であり、そのときひとがそこにもろもろの物を見ることになる無なのである。ーー否定的なものが真に存在
するただ一つの「場」は襞であり、つまり内と外とがたがいに密着しているところ、裏返し点である。
ーー
私ー世界　私ー他者の交叉配列ーー私の身体ともろもろの物の交叉配列、これは私の身体が内と外とに二重化
されることーー
そしてもろもろの物が(それらの内と外とへ)二重化されることーーによって実現される。」
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本書はユングの視点から
キリストの生涯というドラマを解釈するものだが
その際のユングの視点は
基本的に錬金術研究によるものだ

ユングの錬金術研究はおそらく
その難解さのためあるいは扱い難さのために
河合隼雄もそうであるように
詳しくとりあげられることは比較的少ない

しかしながら
ユング心理学の最重要テーマである
「個性化」について深く探求しようとすれば
キリスト教文化圏においては
キリスト及びキリスト教における
「個性化」のための「元型」として
キリストの生涯というドラマが表している
錬金術的観点に注目する必要がある

「キリストの生は、心理学的に理解すると、
自己が個人の自我に受肉して変化していく様子と、
自我が神のドラマに参加して変化していく様子」
つまりは「個性化の過程」を表しているからだ

「個性化」のためには
「自己」という視点が重要となる
私たちの日常的な「自我」ではなく
「自我」がそこから生まれる
魂の全体性としての「自己」である

ユングは個性化の過程を
錬金術的な過程としてとらえているが
それは全体性としての自己から
自我が形作られていく過程を問題としている

しかしその個性化の過程が個人に訪れると
魂をさまざまな危険にもさらすことになるため
そのセイフティーネットとなっているのが
キリスト教会や宗教的な教義であったといえるのだが
そのセイフティネットは
現代においては機能し難くなってきている

深層心理学が生み出され
心理療法などが用いられるようになったのも
その補完的な役割が必要となったからなのだろう
もちろんかつて秘されてきた神秘学が
公開されてきているのも同様である

日本では多くの場合
「キリスト元型」は働きにくいから
多くの日本人は
「自然の中に人間の力を越えた圧倒的な力を見て畏れ」
特定の宗教における神よりも
「木に宿る神、水に宿る神、火に宿る神など、
そこかしこに偏在する汎神論的な存在」が
その「元型」として働いてきたといえるが

キリスト教文化圏における「元型」の変化と同様
日本人にとっての「元型」も変化してきているなか
それをどのように方向づけることができるのか
これからの日本人の「個性化」を問う必要があるだろう

■エドワード・エディンジャー（岸本寛史・山愛美訳)
　『キリスト元型／ユングが見たイエスの生涯』（青土社 2021/12）
■C.G. ユング（村本 詔司訳)
　『心理学と宗教（ユング・コレクション3）』 （人文書院 1989/4）
■C.G. ユング（池田 紘一訳)
　『結合の神秘 1 （ユング・コレクション5)』（人文書院 1995/8）
　『結合の神秘 II (ユング・コレクション6)』（人文書院  2000/5）



■エドワード・エディンジャー（岸本寛史・山愛美訳)
　『キリスト元型／ユングが見たイエスの生涯』（青土社 2021/12）
■C.G. ユング（村本 詔司訳)
　『心理学と宗教（ユング・コレクション3）』 （人文書院 1989/4）
■C.G. ユング（池田 紘一訳)
　『結合の神秘 1 （ユング・コレクション5)』（人文書院 1995/8）
　『結合の神秘 II (ユング・コレクション6)』（人文書院  2000/5）

（エドワード・エディンジャー『キリスト元型』より）

「キリストの生は、心理学的に理解すると、自己が個人の自我に受肉して変化していく様子と、自我が神のドラマに参加し
て変化していく様子とを表している。言い換えれば、キリストは、個性化の過程を表している。この過程が個人に降りかか
ると、救済にも惨事にもなる。教会や宗教的な教義の中に包まれている限り、個人が個性化の過程を直に体験するという危
険からは守られる。しかしひとたび宗教的神話という容器から飛び出してしまうと、個人が個性化の候補者となる。ユング
は次のように書いている。

　　（ユング『心理学と宗教』p.139）

　　キリストのドラマの元型的内容が多くの人々の不安定に激しく荒立つ無意識を充全に表現できていた間はキリストのド
ラマは「万人の同意consensus omnium」によって一般的拘束力を持つ真理にまで高められていた。もちろんこの同意は理
性的判断によるものではなく、それよりもはるかに力の強い非合理な憑依によるものである。かくしてイエスは、誰にでも
憑依しようと機を窺っている元型的諸力から人々を護る守護的なイメージ、あるいは守護符となった。福音はこう告げてい
る、「それは起こった、しかし神の子イエスを信じている限りは、それは決して汝の身に起こることはないだろう」。しか
し、キリスト教の支配力は衰えた人々には、それは、過去にも現在でもあるいは未来においても、起こりうる。そういうわ
けで、いつの時代でも、密かに隠れて脇道を通り、破滅を招くか救済に到るかは知らないまま、意識的な生の支配に満足で
きずに、永遠の源泉を直接体験することを求めて、不安定に荒立つ無意識に魅せられるがままに旅立った人々が存在したわ
けであるが、彼らは、気がつくと荒野にいて、イエスのごとく、あの闇の息子に邂逅することになる。」

　何世紀にもわたって、一連のイメージが集合的な心から結晶化してきて、「元型的な諸力に対する守護符とキリスト体験
とが交差するこれらの交点は、キリストの生の必要不可欠な役割を表現しているが、それは客観的な心それ自体によって、
すなわち万人の同意によって、選ばれたものである。」

「受肉サイクルの目標は、個性化の目標同様に、結合である。天と地、男性と女性、精神と自然、善と悪など。西洋の心で
は長い間引き裂かれてきた心的対立物が和解する時は来たのである。」

（エドワード・エディンジャー『キリスト元型』～岸本寛史・山愛美「あとがき」より）

「ユングは晩年、錬金術を心理学的な観点から理解し、心理療法に生かそうとしたことはよく知られている。『心理学と錬
金術』はいうまでもなく、晩年に書かれた『アイオーン』も後半では錬金術について論じられているし、ユングの最後の著
作『結合の神秘』は「ユング心理学の学問的集大成（summa）」とも評される大作だが、まさに錬金術と正面から取り組ん
でいる。このように、晩年の著作の多くが錬金術について論じたものであり、ユングは晩年、錬金術の研究に没頭したと評
されることも少なくない。これらの著作は難解であり、ユング派の分析家の中でも、ユングの錬金術的研究に関する評価は
分かれているようで、それを全く評価しないという立場もある。我が国でも河合隼雄がユング心理学を紹介し、専門家にも
一般にもかなりの関心を惹くことになたが、錬金術に関する言及はほとんどなかった。
　このような状況であるから、ユングがなぜ、最晩年にあれほど錬金術研究に没頭したのかについて論じられることも少な
い。言及されるとしても、錬金術を心理学的な観点から読み解いて心理療法に生かすというのが大筋の見解である。ところ
で、本書を訳しながら、『結合の神秘』からの引用が非常に多いことに気がついた。数えてみると、多い順に、『結合の神
秘』からは二十五箇所で引用されているが、『心理学と宗教』は九箇所、『アイオーン』と『ユング自伝』が六箇所、『ヨ
ブへの答え』五箇所、『心理学と錬金術』四箇所、『哲学の木』三箇所、あとは一度だけの言及という結果である。（･･･）
　エディンジャーがユングの観点から見た聖書の再解釈を提示するにあたり、『結合の神秘』に多くを負っているというこ
とは、同書にユングのキリスト及びキリスト教に対する理解のエッセンスが含まれていることを反映しているのではない
か。（･･･）
　さらに踏み込むと、ユングにとって、晩年の最大のテーマは錬金術ではなく、キリスト教だったのではないかと勘ぐりた
くなる。『アイオーン』も後半は錬金術のについての論考で占められているが、ユングは『アイオーン』を「医者としての
責任から書く」と述べており、特にキリスト教における「善の欠如」の問題と格闘している。『結合の神秘』もその延長と
見ることができるのではないか。錬金術に関するユングの論考はキリスト教に関する考察という広い文脈において初めてそ
の真意が見えてくるのかもしれない。」

（エドワード・エディンジャー『キリスト元型』～山愛美「解説：『キリスト元型』と心理療法−−−−導入として」より）

「本書では、キリストの生の中に個性化の過程を読み取る試みがなされている。個人が個として如何に生きるのか。もちろ
んこれは我々すべての問題である。しかしここで言っているのは、一般に言う「どう生きるのか」という問いとな異なると
いうことを知っておかねばならない。まず始まりに「私ありき」ではない。前提として私という存在があって、その私がど
う生きるのか、という発想ではないのだ。
　初めにあるのは自己、これは、一言で表現するのは難しいが、敢えて言うならば全体性。そこからまず自我の萌芽が生
じ、その自我がどのように受肉されていくのか、なのである。視野が自我に限定されていない。
　ユングは錬金術の過程の中に個性化の過程を見出したが、自我の誕生のプロッセスは、錬金術の用語では、凝固
（coagulatio）−−固めること−−である。全体性の元型である自己から、自我という一つの具体的な存在としての個が形作ら
れて−−固められて−−いく過程が問題となっているのである。

　そして「キリストの生は･･････自己が個人の自我に受肉して変化していく様子と、自我が神のドラマに参加していく様子
を表している」とあるが、これは、同じプロセスを二つの視点から見ている。自己の視点と自我の視点、天上の視点と地上
の視点とでも言えようか。ここで『転移の心理学』（1946）でユングが引用している、次のような錬金術の有名な一節が思
い出される。

　　上なる天
　　下なる天
　　上なる星
　　下なる星
　　上なるものはすべて
　　下にもあり
　　これを摑め
　　さすれば歓喜が訪れる。

　エディンジャーも『心の解剖学』の中でこの一節を引用し、「錬金術師にとって、上と下、及び内と外は、隠れた関係や
同一性でつながっている。天上で起こることが地上でも起こって重複される」と述べている。・

　心理療法において、上と下、内と外というそれぞれ相対立する二つの視点を同時に持っていることは重要である。来談者
（クライエント）の体験を、個人的具体的な（自我）の次元で見ると同時に、個人を超えた（自己の）視点も合わせ持って
見る。そしてさらに外界に生じることと内科医に生じることとを慎重に重ね合わせて見るような視点である。」

「教会や宗教的な教義の中に、元型的なものが収まっておる、キリストが代表として体験してくれるので、その中にいる限
り、個人が直に元型的な諸力を体験することは免れる。教会や教義は、守護符であり、要はお守りだったのだ。しかし、も
ちろん西洋社会においても、今日ではかつて教会やキリスト教神話が担ってくたこのような役割を果たすことはもはや期待
できない。」

「多くの日本人にとって、たとえ知識としてキリスト教のことを知ってはいても、それは「生きられた」キリスト教である
とは言いがたい、と思う。」
「かつて、我々は自然の中に人間の力を越えた圧倒的な力を見て畏れてきた。日常生活の中でも、何／誰に対して言ってい
るのかは自覚しないまま、「ご馳走様」、「頂きます」と言う。た問えば「罰が当たる」という時、罰を当てるのは一体誰
なのだろう。ひと頃「もったいない」は世界的にも流行語になっていたが、「もったいない」いは「畏れ多い」という意味
もある。誰／何に対して畏れ多いのであろうか。「ありがたし（有難し）」にもいわゆる感謝の気持ちだけではなく、「もっ
たいない、恐れ多い」という意味もある。いずれも背後に何者かに対しての畏れがある。この何者かは、特定の宗教におけ
る神というのではなく、具体的な名を持たない。木に宿る神、水に宿る神、火に宿る神など、そこかしこに偏在する汎神論
的な存在である。
　これらの神々は、少なくとも皆、我々が現実だと思い込んでいるこの世界の住人ではない。もし、そこに適切なエネル
ギーが注ぎ込まれるならば、我々を向こうの世界へと誘ってくれる存在である。（･･･）かつては至るところで見られた向こ
うへの入口は、実は今もそこにあるのだが、それを感知する人々が減ってしまっただけなのかもしれない。（･･･）
　西欧とは異なる歴史を歩んできた日本においても、やはりヌミノース的なものの受肉はこれからの重要な課題である。」


