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☆mediopos-2601　　2021.12.30

狂気とはなにか

狂気とは異質なものへの逸脱であり
理性を否定するものとしてあらわれるが
闇を通してこそ光がもたらされるように
狂気は理性に内在する内なるものでもある

ゆえに理性的であるためには
みずからの内なる狂気への自覚が必要となる

逆説的にいえば
狂気を自覚できないときの理性は
理性である条件を持ちえていない

それは言葉をかえていえば
悪人正機という悪の自覚による正機であり
無知の知という無知の自覚による知である

ここに吉村萬壱の自伝的エッセイ
『哲学の蠅』がある
作家デビュー20年にあたって著されたものだが
こんな壮絶に綴られた自伝は読んだことがない
「蠅」に擬えたみずからの生が哲学として語られている

帯にこんな言葉が書かれている

「“哲学”を読むこと、“文学”を書くこと、
“人生”を狂うこと･･････。
世間の「自明性」と、世間の「正当性」を破壊しながらも
なお“物語”に人間の希望を託してきた作家の、
魂魄の記録であり、現象的自叙伝であり、
誰も描き得なかった哲学の本である」

本書では「世間様」に「狂気」が対置される

「世間様」は「常識や普通の極北」であり
「狂気」は「その対極に位置するもの」である

著者・吉村萬壱は
「人の道」に拒否反応を示す
それが「当たり前」と考えられていることに対して
自他をその「型」に嵌め込もうとすることを嫌う

とはいえ「人の道」をひとから強制されるのは拒むが
「人の道」を踏み外すような人間は許せないともいう

その理由が頷ける

「そういう人間の相手をするのは大層しんどい」からだ
「人の道」に疑いをもたない「強い」人間は
「何の疑いも持たない」がゆえに「面倒臭い上に、
エネルギーが吸い取られてしまう」という

「世間様」を生きて「人の道」に疑いをもたない者は
往々にしてそうでない者を
過剰なまでにそれに巻き込もうとする
無自覚は自分勝手な正当性を押しつけふりまわすのだ

しかしそのオチが面白い

今の環境に過剰適応し「世間様」を生きているような
「強い種は環境変化によって一挙に絶滅する」が
「辺境に生きる弱い種は生き延びる可能性が高い」という
たしかに過剰適応は環境の変化に極度に脆弱である

一見みずからを笑いのネタにして書かれているが
この「世間様」と「狂気」の対置は
先述したように
まさに悪人正機や無知の知にもつながる
「自覚」への道を如実に示している

世間の「自明性」や「正当性」を疑わないところに
人間の創造的な可能性はひらかれえないからだ

■吉村 萬壱『哲学の蠅』 
　（創元社 2021/11） 
■白川 静『文字遊心 』 
　（平凡社ライブラリー 平凡社 1996/11）



■吉村 萬壱『哲学の蠅』
　（創元社 2021/11）
■白川 静『文字遊心 』
　（平凡社ライブラリー 平凡社 1996/11）

（吉村 萬壱『哲学の蠅』～「解放」より）

「私は「忠犬」というのが苦手である。
　家に忠犬が一匹いると、それはきっと主人の自由を奪うだろう。主人思いの立派な犬の前で、どうして観責
任でいい加減な飼い主でいられようか。それではまるで忠犬という「世間様」がずっと家の中にいて監視の目
を光らせているようなもので、息ができないのではなかろうか。」

（吉村 萬壱『哲学の蠅』～「狂気」より）

「私は狂気というものに対してずっと憧れていた。母が取り憑かれていた「世間様」が常識や普通の極北で
あったとすれば、狂気こそその対極に位置するものと思われたからである。そしてそれにも増して重要な理由
は、狂気が「向こう側の世界」に触れている気がしたからだった。しかしひょっとすると、「世間様」に異様
に固執する母こそが狂気と最も親和性が高い人格だったのかもしれない。」

（吉村 萬壱『哲学の蠅』～「熱量」より）

「「人の道」という言葉を聞くと、私は反射的に拒否反応を起こして「イーッ」となってしまう。「人の道」
という「人として踏み行うべき道」が予め決まっていて、それを踏み外さぬように生きていく人生が「当たり
前」と考えられていることの背景には、彼らをそう信じ込ませている強大で暴力的な「力」の存在を感じる。
彼らは刑務所や軍隊にいるのではない。市井に暮らす自由人であるにも拘わらず、なぜ自ら進んで「人の道」
という「型」に自他を嵌め込もうと腐心するのだろうか。
　文化人類学者の奥野克巳は『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこ
と』の中で、ボルネオに暮らす狩猟採集民プナンについて、次のように述べている。

　　「反省する」という言葉はプナン語にはない。
　　「ありがとう」という表現は、プナン語にはない。
　　プナン語には、「借りる」「返す」という言葉がない。
　　プナン語には精神病、こころの病を表す言葉がない。

　言葉がないということは、その概念もその事象もないということである。プナンの人びとの暮らしには、反
省も、感謝も、貸し借りもない。つまり我々の社会で「人の道」とされているものが存在しないのである。「人
の道」とは、厳密には我々の社会に固有のものであり、親方のような存在が弟子に懇々と説教することによっ
て辛うじて保たれているような特殊な価値基準に過ぎない。従ってそれを絶対のものと考える必要はなく、そ
れが苦しいと感じるならそこから逃げ出したり、風穴を開けたり、笑い飛ばしても一向に構わないものなの
だ。」
「「人の道」のような「美徳」を採用しないことは、私の精神を解放し、伸び伸びとした深呼吸を可能にして
くれる。予め敷かれたレールを往くことほど、うんざりする人生はない。
　しかしだからと言って、私にはサド侯爵のように、サディスティックな悪徳に熱狂するほど、良心の呵責か
ら解放されてもいなければ、充分なエネルギーの持ち合わせもない。逸脱行為には否応なく惹き付けられる
が、恐らくまがまがしいプレイの最中にふと堪らない虚しさに不意を衝かれ、恐れをなして逃げ出してしまう
に違いない。
　逸脱を享受するには、それなりの能力が必要なのだ。
　生きる力、生きるエネルギーの不足は、ひょっとすると私の人生における根本的な問題かも知れないと思う
時がある。世の中には、生きんとする意志が並外れて強い人間が多過ぎる。彼らは生物個体として強靱で、健
康で、利己的で、この世界を牛耳っている中心勢力として君臨している。とても敵いそうにない。力で勝てな
い者は、道徳や秩序に頼って自分を護るしかない。従って私は本当は「人の道」に依存しながら生きているの
である。借りた物を返さない人間や、反省も感謝もしない人間が、実は私は大嫌いなのだ。そういう人間が
「プナンには、有難うも御免なさいもない」とぬけぬけと言い放ったとしたら、私は内心激怒することであろ
う。「人の道」を強制されるのは御免だが、「人の道」を踏み外すような人間は許せない。なぜなら、そうい

う人間の相手をするのは大層しんどいことだからだ。面倒臭い上に、エネルギーが吸い取られてしまう。こう
いうところが私という人間の矛盾した点である。そして実はこういう人間の存在があってこそ、「人の道」と
いう鵺的存在は延々と生き延びてきたのに違いないと思うと、こんな自分につくづくうんざりする。従って私
には「人の道」を否定する資格はない。それでも私は「人の道」が大嫌いなのだ。「人の道」は母の口癖でも
あった。母は私より、遙かに生きる意欲に満ち溢れている。強い人間ほど「人の道」に何の疑いも持たないも
のである。何という疎ましさか。私の唯一の頼みの綱は、強い種は環境変化によって一挙に絶滅するが、辺境
に生きる弱い種は生き延びる可能性が高いという進化論上の法則だけである。今の環境にやっと適応して細々
と生きている種は、環境が変わっても何とか適応していくだろう。滅ぶのは、今の環境に過剰適応している種
である。」

（白川 静『文字遊心 』～「狂字論」より）

「狂気を意味する alienation は、本来疎外を意味する語であり、さらにいえば alien は異邦人、異質なるもの
を意味する語である。狂気は理性にとって異質なものとして区別され、排除されるものであるが、しかし闇を
通して微光がもたらされるように、人はこの異質なるものを内在させることによって、はじめて理性的である
ことができるのではないか。すなわちその異質なるものの自己疎外を通じて、より理性的であることができる
のではないかと思う。パスカルの［パンセ］（四一四）に、次のような一条があることが思い出される。

　　人間が狂気じみていることは必然的であるので、狂気じみていないことも、別種の狂気の傾向からいう
と、やはり狂気じみていることになるだろう。

　フーコーはこのことばを引用したのち、ここには「理性に内在的な狂気の発見、つぎにそのことに由来する
二重性」の問題があるとしていう。

　　この二重性とは、一方では理性に固有な狂気を拒否し、それを排除しつつもそれを倍化し、この倍化に
よって、狂気のなかのもっとも単純でもっとも閉じられ、もっとも無媒介な狂気におちいっている「狂った狂
気」であり、他方では、理性のもつ境域を受けいれ、それに耳をかたむけ、その市民権を容認し、その激しい
力の侵入をそのままにしている「おとなしい狂気」である。−−−−狂気の真理とは、狂気が理性にとって内的で
あり、いっそうよく自らを確保するために理性の一形姿・一つの力・いわば一つの必要である。［狂気の歴史］

　あの謎のようなパスカルの語について、これは一つの簡明にして説得的な解説といいうるものであろう。そ
して「ニーチェの狂気、ヴァン・ゴッホの狂気、あるいはアルトーの狂気」のように、「狂気となって炸裂す
るこうした創作活動は、近代世界ではたびたび起こっている」ことであり、この「頻発性を、一つの問題の執
拗さとして真剣に受けとめる必要がある」ともいう。たしかに狂気の問題は、人びとの生活が全地球的に急速
に拡大されつつあるいまの時代には、いっそうその緊迫度と頻発性とを加えてきているように思われる。この
世紀末的な状況のなかで狂気はすでに日常的なものであり、また、いつどのような新しい狂気が炸裂しても、
ふしぎでないような気がする。しかし狂気はもともと「理性自体のなかに、理性の諸形態の一つとして、恐ら
くは理性の支えの一つとして」あり、理性が自らを確保するために、「理性にとって、一つの必要」として位
置づけられるべきものであった。すなわち狂気は、その疎外の原理に従って、「狂気と区別され分割された理
性がいかなるものであるかを照らし出す」（中村雄二郎［述語集］）役割をもつ。狂気こそが理性と創造の源
泉であり、狂気の歴史は、その民族の創造的な活力の消長を示すものであった。」

「狂はロゴス的な世界のなかで、理性の否定者としてあらわれる。しかもそれは理性に内在する、内なるもの
である。この理性への反逆者は、「これを裁する」ことによって、はじめて理性を支えるものとなり、理性の
一つの形態となる。」



☆mediopos-2602　　2021.12.31

本書は世界の神話・伝説・文学を渉猟する
「世界神話シリーズ」の第７巻目
これまでに動物・植物・鳥類・昆虫・魚類
そして風土についての神話学が展開されてきているが

第７巻目の本書では
「異界」の神話がテーマとなっている

異界は
死の世界である他界ではない
神の世界である常世の国でもない

この世とあの世のあわいにある
「もうひとつの世界」である

死の世界ではないから
異界を訪れて
この世へと帰還することもできる

「もうひとつの生」としての夢の世界も
また異界のひとつでもある

異界は世界各地で
さまざまな形で語られているが
死の世界を語るというのではなく
異界があえて語られているということは

異界は「この世界から隔絶したものではなく、
むしろ、それはこの世界の内部の隠れた世界、
あるいは影にある世界」（川村湊）
だともいえるからだろう

異界への旅とそこからの帰還が
語られることも多いが
それは日常世界からは隠された
見えない世界の体験が語られ
それが神話化されているのだといえる

たとえばカスタネダのシリーズで
トナールという日常的世界に対し
ナワールという日常性や理性を
遙かに超えた次元が現れる世界もまた
異界だといえるかもしれない

集合点の移動ということも示唆されるが
日常世界として固定された集合点は
いわば「この世」として現れているが
その集合点が移動することによって
現実であると思われていた世界が
別の世界として現れるということでもある

さまざまな秘儀において
異界が体験されることもあるが
それもまた日常世界とは異なった世界での
体験を得ることによって
世界の秘密を体得しようとするものだともいえる

悟りの世界もおそらく同様だろうが
重要なのは異界へ往くというよりも
異界から還るということこそが重要である

それは生まれ死に生まれ死にという
果てしなくもみえる繰り返しのなかで
生のなかでこそ（象徴としての）死を
体験する必要があるということ

生は固定された日常のなかに
閉じ込められた宿命的なものではなく
隠された世界をも生きることによって
生と死を超えた果実をもたらすことができるのだから

■篠田知和基『世界異界神話』
　（八坂書房 2021/12）



■篠田知和基『世界異界神話』
　（八坂書房 2021/12）

「異界の神話とは言葉の矛盾ではないかと思われるかもしれない。神話とは神々の物語である。神々の世界は
地上の人間とは異なった「異界」であろうから、異界の神話とは神話世界の神話の謂いで、同語反復ではない
かと思われるかもしれないのである。しかし「異界の神話」とはかならずしも同語反復ではない、神話は神々
の物語であるといっても、人間界を隔絶した天上界の物語ではなく、神々と人間たちとのあいだにつむがれる
さまざまな葛藤を物語るのである。むしろ神々ならぬ人間が異界を訪れて、追い返されたりする物語である。
神々にもめったにゆくことのできない別世界がある。地上と神々の世界があり、そのほかに「別世界」がある
のである。その別世界のできごとを物語るのが「異界の神話」である。」

「別世界とは死の世界、すなわち、「他界」のことと思われるかもしれない。しかしここではあえて、「他界」
と「異界」を区別する。「異界」とは「もう一つの世界」であり、他界すなわち死者の世界ではないとするの
である。他界は冥界ともいう。また、他界を動詞として使えば死ぬことである。ほかに魔界という概念もあろ
う。」

「異界とは「もう一つの世界」「別世界」である。冥界の入口は異界である。ギリシャではアケロン川をカロ
ンの渡しに乗って渡った先は異界としてのハデスの王国である。冥界の裁き手がいて、そこまでやってきた亡
者を地獄タルタロスへ、あるいは楽園エリュシオンの野へ振り分ける。そしてそこまでは死者ならぬ生者も危
険を冒す気ならいけるのである。
　村境から異界がはじまる。しかし他界はもっと先である。祖霊が集まるところを山中他界ともいう。しか
し、天狗や山人のすむ領域であれば、他界ではなく、異界である。距離と到達困難性からいえば竜宮は他界と
みなされるが、他界を死者あるいは祖霊のすむところとすると、龍宮いは死の影が希薄である。ここでは龍宮
も異界とする。アメリカインディアンの世界で、星の世界は往々にして死者の世界だが、同時に星娘、星婿な
どがいて、彼らが地上におりてくるところでもあって、その場合には異界である。死者の国であっても、多く
の物語では、死んだ妻を訪ねにいったりするところで、この世とあの世の境界ではあるが、純粋な死者の世界
ではない。死者もいるが、生きている人間も訪問者として受けいれられるところである。そこで試練をうけて
本当の死者になる。そこには距離的にも、村境からほんの少し川をさかのぼったところだったりする。近い他
界としての異界なのである。死者の国としても「もうひとつの死者の国」である。異界を考えるにはこの「も
う一つの」という概念が重要である。」

「異界は他界ではない。つまり死の世界ではない。そこで微妙なのが、ギリシャのハデスである。これを死者
の国とするなら、異界ではないが、オルペウス、ヘラクレス、テセウスらのようにそこへ行ってもまた地上へ
戻ってくることができる世界としては死の世界ではありえない。もちろんだれでもが行って戻ってこられるわ
けではない。が、ペルセポネなら、年の三分の二は地上で暮らすことができる。残りはハデスの館ですごすの
である。」

「異界を他界と区別して、他界に接するところのようにいったが、異界はかならずしも死後の世界に隣接した
地帯だけではない。それはこの世とは異なった「もうひとつの」世界である。夢の世界であってもいい。桃源
郷、あるいは龍宮でもいい。が、そういったときにはプラスのイメージが強い。他界ではないからそこへ行っ
たら二度と帰ってはこられないところではない。ただし、この世への帰還は条件づけられていて、その条件を
満たさないと、あるいは禁止条件を守らないと、この世に帰ってきたあとで、二度と異界へは戻れないし。こ
の世でも生きてゆくことはできない。（･･･）夢でもうまく目覚めればいいが、夢とうつつの境の出方をまち
がると、狂気の世界に迷い出ることになる。「現実世界への夢の流出」とネルヴァルはその状態を語ってい
る。
　異界論の「権威」と目される小松和彦氏に言わせれば「日常世界としての村落共同体を一歩外へ出れば、そ
こは他界である（『神々の精神史』）。ここでいう「他界」は本書での「異界」にあたる。
　川村湊氏は『言霊と他界』で、大国主の治める幽冥界について、「この世界から隔絶したものではなく、む
しろ、それはこの世界の内部の隠れた世界、あるいは影にある世界」であるという。」

「異界は他界とはちがって、そこから戻ってくることのできるところである。ただ、異界だからこの世とはち
がう時間が流れていて、異界の三日は地上の三〇〇年に相当したりする。これは惑星の世界でも地球が太陽の
周りを一年かけてまわるのに対し冥王星などでは何百年もかけてまわるのと同じである（二四八年）。これは
どちらが時間が速く流れるのかわからない。」
「異界はもうひとつの世界である。「夢はもうひとつの生である」（ネルヴァル）という。（･･･）この世と
並行している「もうひとつの生」である。そこにひたりつづけると、地上の論理や時間を忘れてしまう。狂気
の世界である。」

「異界への旅はウサギ穴、ネズミ穴からの墜落のように瞬時におこなわれることもあれば、舟に乗る、砂漠を
越える、空を飛ぶなど、さまざまな方法で地の果てまでゆく場合もある。夢の世界へはたいてい深い井戸に落
ちこんでゆくような墜落の感覚を経て、広々とした野原にでる解放感をあじわうトンネルと花野のプロセスを
経る。臨死体験でもそれはほぼ同じである。しかしもちろん、個人によって、風土によって、条件によって、
その旅の様相はさまざまである。」

「日本神話には死後世界は黄泉の国と根の国と常世があって、それぞれ肉体の浄化、精神の浄化、存在の浄化
に相当し、日本の民俗の世界では、異界と他界と常世があり、幽霊であり、死霊であり、まれびとである。異
界はまだ死に切れていない亡者の世界で、他界はあの世で、常世は神の世である。これはフランスなども同じ
で、墓のなかと墓のかなたと、あの世と別世界を区別し、常世にあたるところは天国で、それぞれの世界から
の訪れ人も「戻ってくる人」「「亡霊」「まぼろし」「幽霊」そして「妖精」などといっていた。」

「神は不死であるということも、人は死んだらそれっきりで、二度と戻ってくることはないということもある
意味ではパラドックスである。神話では神の死が語られる。幻想譚は亡霊の出現を語る。永遠の生という幻想
もある。転生や輪廻という教説もある。（･･･）ある意味では死も異界もパラドックスなのである。魂の世界
が「実在」しているとすれば、幽霊も実在している。臨死体験も現実なのである。」

《目次》

序論:異界の神話/異界と他界/神々の世界/異界の時間
I. 異界への旅:1.英雄たちの物語/2.辺境の異界/3.ヨーロッパの異界/ 4.日本・中国の異界/5.文学の中の異界
II. 死の神話:1.神々と英雄の死/2.人間たちの死/3.神の懲罰・悪魔による死/4.臨死体験/5.死の起源の神話
III. 亡霊の神話:1.世界の亡霊譚/2.幻想文学の中の幽霊/3.怨霊名士録
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私たちの世界観は
教えられたことに呪縛されている

物「と」心
体「と」心
主体「と」客体
科学「と」社会
人間「と」自然

近代以降の私たちは
それらの「と」によって
世界を二つに分ける世界観である
「二元論的構図」の魔法によって
呪縛されているのである

大森荘蔵の哲学的営為の中心には
そうした「二元論的構図」の呪縛を
どのようにして解くかということがあったようだ

おそらくその呪縛は近代よりもずっと前
とくに言語が使われるようになってから
私とあなたのあいだにある「と」のように
世界がさまざまなものに分けられはじめてから
次第に私たちの世界観になってきていたはずだ

世界を「分かる」ために
私たちは世界を「分けて」きた
そして渾沌は穴をあけられて死ぬ･･･

言語はその源でもあっただろうが
その道具によって
分けられないものまでも分けてしまい
言語を世界に当てはめることで
そこに当てはめられないものは
存在しないものにさえされてしまうことになった

二〇世紀に入る前後から
フロイトが意識下の問題に注目したのも
デカルトが方法的懐疑によって
「私」だけは疑いえないとしたことで
「主−客」の源泉にもなったような「区別」に
方法的懐疑を当てはめようとしたものでもあるだろう

疑いえないはずの私という意識に
意識下から働きかけているものがある
そのことをフロイトは探求し
その探求をラカンは継承していくことになる
（そのことについてはあらためてご紹介する予定）

さて本書『流れとよどみ―哲学断章』は
大森荘蔵の代表的著作とされている
一九七六の『物と心』の刊行後
同様の問題を「日常生活の場に戻し」ながら
書かれた「―哲学断章」であり
生命誌の中村桂子も深く影響を受けた一冊でもある

今回の引用は全二一章の最初
「１ 夢まぼろし」から少し引いてみたが
今後おりにふれてご紹介しながら
いかに「と」を超えていくかということを
問い直してみたいと思っている

ちなみに生誕一〇〇年を記念した
現代思想 2021年12月号 特集=大森荘蔵については
mediopos2597（2021.12.26）でもとりあげています

■大森 荘蔵『流れとよどみ―哲学断章』
　（産業図書 1981/5）
■中村桂子「大森荘蔵先生がいらっしゃらなければ」
　（現代思想 2021年12月号 特集=大森荘蔵 生誕一〇〇年　2021/11　所収）



■大森 荘蔵『流れとよどみ―哲学断章』
　（産業図書 1981/5）
■中村桂子「大森荘蔵先生がいらっしゃらなければ」
　（現代思想 2021年12月号 特集=大森荘蔵 生誕一〇〇年　2021/11　所収）

（大森 荘蔵『流れとよどみ』～「はじめに」より）

「私が試みたのは、いくつかの哲学的問題、あるいは哲学的困惑とでもいうべきものを、それが生まれてきた
元の場所である日常生活の場に戻してみることであった。およそ哲学の気（け）などない明るい茶の間や台所
の床板一枚下にはそれらの問題や困惑がよどんでいることを示したかったのである。（･･･）
　だがその視角が「身心」または「物と心」の問題に偏したのは、私の関心がそれらに偏していた、そして今
でも偏してきるからである。（･･･）

　私の目指したのは、世界と意識、世界と私、という基本構図をとりこわすことである。その構図は古くから
哲学を呪縛してきただけではなく、われわれの日常生活の隅々にまで浸透している。そしてその日常の知識を
発祥の地とする科学もまたその構図の中で成長してきたものであり、したがって現代の科学者はそれを殆ど自
明のこととしてこの構図の中で思考し、実験し、生きているのである。
　それにもかかわらず、この構図、世界と意識とをまず剥がしそしてダブらせるというこの構図は、錯覚であ
り誤解であると私には思われる。それはかつての天動説に似て、長年の風雪をこえて生活の地（ぢ）になった
由緒あるものであるが、しかしやはり一種の幻惑であったと思うのである。人々は自分の思い込みとは違っ
て、実はこの構造の中で暮らしてはいないのである。意識のスクリーン越しに世界を眺めているように思い込
むが実は世界の中にじかに生きているのである。世界のエアポケットのような「心の中」で喜んだり悩んだり
しているのだと思いこんでいるが、そのとき世界そのものが喜ばしくあるいは悩ましいのである。世界には喜
びや悩みの種だけがあるのではなく、喜ばしさ悩ましさそのものが世界なのである。それなのに人は別様に思
いこんできたのである。
　しかしこの堅固な積年の幻惑をはらぬのは、自分自身でからでさえ容易ではない。それはこの構図の中で鋳
こまれた言語、その言語による思考の習慣や感慨の表白、非難や賞賛、といったものから身をはがすことだか
らである。だがさらにそれに加えてこの試みが乗り越えなければならない難関がある。それは現代脳生理学が
この二元論的構図をその膨大なデータで裏打ちしているようにみえることである。われわれは自分の脳を通し
てみた世界の中に生きている、と。しかしこの考えは、この世界が幻ではないかというデカルトの感慨を許容
する。私はこの弱点を手掛かりにして、それが科学のそもそもの前提と矛盾するということを示そうとした。
そこで、生理学の成果は別の構図の下で眺め直されなければならない。
　しかしここ十数年来主として米国で論議されてきた「同一説」（Identify Theory.意識と脳の同一説）は問題
外であると私には思われる。その「同一」の意味が甚だ心もとなく、記憶と過去世界の問題がその視野の外に
あるのが致命的であると思うからである。だが、私が前著「物と心」と本書で提出しようとした一元論的構図
もまた満足のゆくものでないことは私自身よく承知している。しかし少なくともそれが正しい路線上にあるこ
とを読者に納得して頂けるのではないか、という希望をもっている。」

（大森 荘蔵『流れとよどみ』～「１　夢まぼろし」より）

「われわれは何を「現実」だと呼んでいるのだろうか。それは何よりもまず自分自身の命にかかわることであ
ろう。そしてそれとともにまた、自分の生きている状態とでもいえるもの、例えば苦痛や快楽、気分や感情と
かである。否応なく自分の命と生にかかわるもの、それがわれわれの現実の核である。
　だから痛みには幻はありえないのである。激痛におそわれている人に向かって、君は今、痛みの幻覚におそ
われているのであって本当は痛みなんてないんだよ、と言うことこそもっとも非現実的であろう。それと同
様、悲しみや喜びや怒りにも幻はありえない。幻の賞金で喜ぶことはあっても、その喜び自体は幻ではありえ
ない。ある妄想のため怒ることはあっても、その怒りは怒りの幻覚ではない。このように人間の生きることそ
ものもである苦痛や感情に幻がありえないのと同様に、同じく生きることの核心である「さわる」ことにも幻
はありえない。手で摑んで触れ、口で触れ、胃腸で触れるものが幻だということはありえない。そういうもの
こそわれわれが「現実」と呼んでいるものだからである。

　それに対して幽霊が幻だとされるのは、この人間の命の「現実」に疎遠だというがために過ぎない。この世
に存在せぬ虚妄のものだからというのではない。幽霊はその傍らの柳の木と同様に存在したのである。「見え
るが触れえぬもの」として存在したのである。それを幻と呼ぶのは、われわれが存在を二つに分類して「見え
て触れうるもの」と「見えるが触れないもの」とに区分したからである。だから幻は不可触な存在ではある
が、虚妄の非在ではない。存在のこの区分は存在と非在との区分ではなく、われわれの生き死ににかかわるも
のと、かかわらぬものとへの分類なのである（もっとも幽霊に驚いて心臓マヒを起こすこともありうるが）。
それによって現実と幻が区分けされ、真と偽とが区別される。だからこられの区別はきわめて人工的な区別、
というよりもむしろ動物的な区別なのである。

　区別は区別された両方のものが存在していなくてはその働きを失ってしまう。すべての人間が正気であり善
人であれば、狂気と正気、善人と悪人の区別は無用となるように。だが時に人はこのことを忘れる。（･･･）
　人生すべてこれ夢なり、ということも額面通りにとるならばこれと同じである。夢ということが意味をもつ
のは、覚醒がある限りにおいてだから。
　いやそれにとどまらない。夢について語れるのはただ覚めている間だけではあるまいか。死について語れる
のはただ生きている間だけであり、過去や未来を語れるのはただ現在只今だけであるように。つまり、そこに
居ない間だけ語れるような「そこ」があるのである。（･･･）夢は過去形で語るほかはない。夢から覚めて初
めて夢を見たのである。」

「夢と覚めた世界との対比は、現実と幻の対比と同様に、存在するものと非在のものとの対比ではない。それ
は人間の動物的条件に根ざした存在の分類なのである。この、夢まぼろしと現実との対比の基準そのものが動
物的現実なのである。夢まぼろしはありもせぬものではない。ただ現在只今食べられないものなのである。そ
して人は時に、食べられないものをありもせぬものだと言うのである。」

（中村桂子「大森荘蔵先生がいらっしゃらなければ」より）

「この本（『流れとよどみ―哲学断章』）は、こんな言葉で始まります。「私が試みたのは、いくつかの哲学
的問題、あるいは哲学的困惑とでもいうべきものを、それが生まれてきた元の場所である日常生活の場に戻し
てみることであった。明るい茶の間や台所の床下にそれがあるとおっしゃるのですから、先生ありがとうござ
いますと叫びたくなりました。私が求めていたものです。続いて「私の目指したのは、世界と意識、世界と
私、という基本構図をとりこわすことである」ともあります。私は当時「科学と社会」とか「人間と自然」と
いう言葉に悩まされていました。なぜここに「と」が来るのだろう。科学は社会の中にあり、人間は自然の中
にあるのにと思って。意識のスクリーン越しに世界を眺めているように思い込むが実は世界の中にじかに生き
ているのである」
　どの言葉も素直に読めばあたりまえのことです。すばらしい哲学者に、あたりまえなどと言うのは失礼この
上なしと言われそうですが、日常でよいのだということをこれほど明快に語って下さるのは先生の他ありませ
ん。
　「と」で最も興味深いのが心と体、つまり心身問題です。この本にはこの問題への一答案が示されており、
そこで示される「重ね描き」は、私にとって「魔法の杖」になりました。身心の問題は、「二元論的構図での
客観的世界とその主観的世界像は、一言語論的構図の中では日常的描写と科学的描写の「重ね描き」として表
現される」という形で示されます。そこでは「原因−結果」という物心関係は捨てられ、「重ね描き」による
「即ち」の関係になるという答えは、「身心問題。その一答案」として書かれているものですが、「と」とい
う言葉にどうしてもなじめずにきた私には、納得のいく答えとして受け容れられるものでした。」

「心ある自然、心的自然がさまざまに〈感情的、過去的、未来的、意志的等々〉立ち現れる」それが「私がこ
こに生きていることそのことにほかならない」。だから「私と自然との間に何の境界もない」とあります。そ
してこれがわれわれの祖先がもっていた感性に近く、これこど近代科学の進展に連れそうべきものであると先
生はおっしゃるのです。今はガリレイ、デカルトの水先案内で迷路に入っているが、ここから抜け出して感性
をとり戻すことは可能であり、これが「近代科学の路線の本来あるべき道であることを示す」のが本書（『知
の構築とその呪縛』）で試みたころだと結ばれています。」
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「学問はいずれも
　−−−−哲学となった後に
　−−−−詩（ポエジー）となる」

言葉を紡ごうとするときには
ノヴァーリスのこの言葉が
心のどこかで響いてくる

学ぶことから
哲学は失われてはならないし
哲学は哲学のままでは
生きた力をもつことはできない

それは詩（ポエジー）とならなければ
生きた創造性が失われてしまうからだ

さらにいえば
「詩は歌に」なることで
精神を自由に羽ばたかせることができる

そのとき忘れてはならないのは
それは過去にあった
「黄金時代の復活」のためではなく
あらたな自由への道であるということだ

学ぶことは
哲学を経て
詩に
そして歌になる
過去へではなく
未来へむかう祈りとして

とでもいえるだろうか

そうすることで
「わたし（自我）」はみずからを
「わたしの芸術作品として、
高次のわたしへと形成」する
はるかな道へと向かわせることができるが

自我は自我のままでは終わらず
さらに自我を越えた
高次の自然学への道ともならねばならない

ノヴァーリスに興味をもつようになったのは
ベンヤミンの
『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』からだが
深くその言葉が魂に届くようになったきっかけは
中井章子の
『ノヴァーリスと自然神秘思想／自然学から詩学へ』だった

それ以来最初に挙げた
ノヴァーリスの言葉であらわされる理念は
忘れることのできない指針となっている

さて今回主に引用紹介をしている
今泉文子『ノヴァーリス／詩と思索』は
今年（二〇二二年）がノヴァーリスの
生誕二五〇年を迎えることもあり刊行されているようだ

今泉文子のノヴァーリスに関する著作は
翻訳を除けば四冊目であり
最初の『鏡の中のロマン主義』から
三十年以上に渡り
ノヴァーリスと向き合ってきていることになる
この機会にあらためて
ノヴァーリスを読み直すことにしたい

学ぶことが
じぶんのなかに
自由への歌を響かせるものとなるように

■今泉 文子『ノヴァーリス／詩と思索』（勁草書房 2021/11）
■今泉 文子『ノヴァーリスの彼方へ／ロマン主義と現代』（勁草書房 2002/1）
■今泉 文子『ロマン主義の誕生／ノヴァーリスとイェーナの前衛たち』（平凡社 1999/7）
■今泉 文子『鏡の中のロマン主義』（勁草書房 1989/5）



■今泉 文子『ノヴァーリス／詩と思索』（勁草書房 2021/11）
■今泉 文子『ノヴァーリスの彼方へ／ロマン主義と現代』（勁草書房 2002/1）
■今泉 文子『ロマン主義の誕生／ノヴァーリスとイェーナの前衛たち』（平凡社 1999/7）
■今泉 文子『鏡の中のロマン主義』（勁草書房 1989/5）

（『ノヴァーリス／詩と思索』より）

「おりしも二〇二二年は、ノヴァーリスことフリードリヒ・フォン・ハルデンベルクの生誕二百五十年にあた
る。
　近代の幕開けから現代へいたるこの二百五十年のあいだに輩出した数多い詩人・作家たちのなかでも、〈ド
イツ・ロマン派〉のノヴァーリスほど極端な毀誉褒貶にさらされつつ、しかもなお現代思想のなかで意味深く
取り上げられている作家は、他にあまり例をみない。」
「ノヴァーリスが書き遺したものは、未完の小説ふたつ（『ハインリッヒ・フォン・オフターディンゲン』と
『サイスの弟子たち』）、数多くの詩（長編『夜の賛歌』、『聖歌』のほか、若書きの詩も多い）、講演風の
小論（『キリスト教世界、またはヨーロッパ』）やアフォリズム風の作品（『信仰と愛』）、などのほか、夥
しい数の断章（最初の断章集は「花粉」と題されて「アテネウム」誌に掲載、またロマン主義的百科全書の試
み「一般草稿」のほか、多方面にわたる思索を書きつけた大量の断章がある）や、研究ノート（膨大な「フィ
ヒテ研究ノート」やカント、ヘムステルホイスなどの哲学研究ノート、フライベルク鉱山学校時代の「自然科
学研究ノート」など）があり、また、ロマン主義解明にも意味深い多くの書簡や日記がある。
　ハルデンベルクは夭折した。しかし、じつに大量の断片から成り立つ「ノヴァーリス」という思索圏は、ひ
とつひとつの断片がなおも生命を孕んで燃え上がろうとしている。」

「「一個の芸術作品」として「わたし／自我」を創るために、「フィヒテ研究」以来、かれがどれほど多方面
から自我を攻囲しようとしていたかは、さまざまに形容詞をつけて思索しているところからも察せられよう。
いわく、永遠の自我、絶対的自我、経験的自我、理論的自我、実践的自我、自由な自我、分化した自我、神的
自我、高次の自我、理想的自我、統合的自我、間接的自我、道徳的自我、必然的自我、政治的自我、純粋自我、
独立した自我、完全な自我、想像的自我、現実的自我などと。このようにさまざまな切り口で思索をめぐらし
つつ、〈わたし（自我）〉とは、わたしがわたしをわたしの芸術作品として、高次のわたしへと形成する途上
にあるものとみなす。（･･･）「芸術作品として自我を形成する」というのは、たんに観念上の話なのではな
く、当然、具体的・実践的なものでなければならない。その方途は、対象のすべてを一個の〈きみ〉（親称の
Du）としていくという要請になる−−−−「われわれはいっさいを一個の〈きみ〉へ−−−−第二の〈わたし〉へ
−−−−変えねばならない。もっぱらそうすることによってのみ、われわれは自分自身を、あの大いなる自我へ
−−−−あの一であると同時に全であるものへ−−−−高めるのである」（「一般草稿」）」。

「ある断章に「魔術主義、あるいはファンタジーの統合主義。哲学はここではまったく魔術的観念論として現
れる」と書かれている。（「一般草稿」）かれは自分の哲学論−−−−かれの言う「哲学の哲学」−−−−を記した
断章群に「ロゴロギー的断章」というタイトルを付けたが、この「ロゴス論」という言葉でかれが目ざしたの
は、従来の哲学と異なる「来たるべき哲学」であった。かれは「従来の哲学探究は、哲学をまず打ち殺し、次
いで分解し、解体してきた。その残滓からなる成分が哲学の成分だと、人びとは信じてきた」（「準備録））
と断じ、そんな「哲学」に対して「来たるべき哲学」は、悟性と想像力を統合したものとする。（･･･）この
時期は、「分業」を基本とする資本主義が展開しだしたことに歩調を合わせるように、あらゆるものが分化・
分裂していく時期であった。この「近代」の開始とともに、思考さえも分化・分裂し、統合性を失っていく。
であればこそ、このロマン主義者は、「思索をもう一度統合的なものにせよ」と主張する。「われわれの思考
は、従来、ただ機械的か−−−−推論的か−−−−原子論的か−−−−あるいはただ本能的か−−−−力動的なものかで
あった。いまや。分裂したこれらを統合する時代がやってきたのではないか？」と問い、「怠惰な者や未熟な
者のためにあるにすぎない論題の分析的叙述」（同）を脱して、「真に統合的に哲学する」ことをうながすの
である。」

「「詩作することと一篇の詩を作ることは異なる」（「準備録」）という言葉が端的に示すように、〈詩作〉
とは、ノヴァーリスにおいて、人間に本来的な創造的営為であり。また、それ自体を反省するものである。こ
の自己自身を反省する詩は「来たるべき詩、超越論的ポエジー（transzendentale Poesie）」（同）と呼ばれ
る。ところでノヴァーリスは「ほとんどすべての人間は、わずかながらもすでにして芸術家なのだ」と言って
いた（同）。「だれでもが為す」という点で、人間（ホモ・サピエンス）にとって詩作とは、じつに思索と同
じことであり、逆に、思索とはとりわけて創造的なものであり、また、そうでなければならない、と言うの
だ。」
「思索とは創造的でなければならないし、逆に詩作とは創造的な詩作なのである。あるいは別のおもしろい言
い方を挙げると、「悟性の詩が哲学である−−−−それは、悟性が自己自身を跳び越える最高の跳躍−−−−悟性と
想像力の統合−−−−である」（「準備録」）となる。」
「学問はいずれも−−−−哲学となった後に−−−−詩（ポエジー）となる」（「一般草稿」）という言い方もなさ
れる。対象に向ける注意深い眼差しに裏打ちされた思索が、真の学を、哲学を、形成する。その思索は、表現
するときはじめてクリティカル（判定しうる、決定的な）なものになるからには、必然的に詩を呼び込む。」

「「われわれの言語−−−−それは当初あるかに音楽的であったが、しだいにかくも散文的に−−−−かくも調子は
ずれに−−−−なってしまった。いまではさらに鳴り響きに−−−−騒音に−−−−なってしまった」（「一般草
稿」）。そうであるならと、このロマン主義的哲学詩人は「詩はふたたび歌にならなければならない」と言う。
　「詩は歌に」と、ポエジーの本源的な音楽性をふたたび取り戻そうとあえてうながすのは、言うまでもなく
「お楽しみや、お気に入りや、趣味の対象」とするためではなく、さりとて「芸術の本質を規定している厳格
な冷徹さ」に「低次の美」（ベンヤミン）でもって覆いをかけるためでもない。それは、ノヴァーリスならで
はの〈認識〉に−−−−感性と精神あげての認識に−−−−かかわる独自の思念のゆえである。」
「音楽を聴くと精神が快く、自由になるというだけの話ではなく、文字記号による詩が〈歌〉になったとき精
神が自由になる、ということであり、まさしくこのことが重要なのだ。精神はただ機械的に思考に思考を重ね
る（DenkenにNachdenkenを）のではなく、歌となった詩のなかを「インドの故郷」にいるがごとくに自由に
のびのびと逍遙するし、そうでなければならないというわけである。」
「巧みな遊戯者となった精神、あるいは思索家、哲学者についてこんな言い方もされる−−−−思索家の自己形
成と熟練度が増すとともに、自由も成長する。（自由と愛はひとつのことなのだ）［･･･］しまいに哲学者は
詩人となる。詩人とは、最高度の思索者、もしくは最高度の感性をもった者にすぎない。（詩人の程度）詩人
と思索家の区分けは見かけ上のものにすぎない−−−−しかもそれは両者の短所になってしまう」（「一般草
稿」）。ここで言われる自由とはただ放恣を許すということではなう。ノヴァーリスは「精神ほど自由なもの
はないが、同時に、精神ほど、強制しうるものはない」（「準備録」）とも言う。自由だからこそ、みずから
においてみずからを強制できるとするのである。」

「　　世界は、生あるものにはどんどん果てしのないものになっていく−−−−したがって、多様なもの同士の結
合にけっして終わりはありえず、思考するわたし［自我］にとっては無為という状態は決して訪れない−−−−黄
金時代が現出するということもありうるかもしれない−−−−しかし、それは事物の終焉をもたらすものではな
い−−−−人間の目標は黄金時代ではない。（「フィヒテ研究」）

「人間の目標は黄金時代ではない」−−−−ノヴァーリスの最高の理念をただ「黄金時代の復活」とのみする者
は、この言葉を肝に銘じてほしい。」

「「理念の楽園を創る−−−−もろもろの理念の断片を探し集め、「それらの理念のすべてに固有の土壌と−−−−
気候と−−−−格別な手入れと−−−−本来あるべき隣人とを与える
」仕事をするのは思索家であるとして、ノヴァーリスは、思索家がその造園作業に「見事な」腕を発揮するの
は、以下のような仕儀になると言う。

　　思索家の自己形成と熟練度が増すとともに、自由も成長する。（自由の程度）。方法の多様性が増し
−−−−ついには、思索家はどんなものからもあらゆるものを作りだせるようになる−−−−哲学者は詩人となる。
詩人とは、最高度の思索者、もしくは最高度の感性をもった者にすぎない」（「一般草稿」）。
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ヒュパティアのことを知ったのは
いつのことだったか
はっきりとは思い出せないけれど

岡野玲子の陰陽師１２巻の六「星を捕らへるもの」に
安倍晴明の前世として
思いがけず登場したのが平成１７年のこと

そのときにはすでに関心をもっていたから
それ以前に溯るだろうが
そのときあらためてヒュパティアについて
詳しい資料を探そうとしてそのままになっていた

訳者の中西恭子氏にとっても意外なほど
本書は売れ行きが好調で重版もでるそうだが
それはヒュパティアを主人公にした
映画『アレクサンドリア』の影響なども
あっただろうことなどが
本書の刊行にあたって公開されている
動画チャンネルの「ＢＨチャンネル」で
中西恭子氏ご自身からも語られている

古代においてはとくに稀有であった
女性数学者・哲学者であるということが
ミソジニーや女性知識人の機会均等の問題とも関係し
現代において注目されやすくなっている
ということも多分にあるようだ

ヒュパティアは３５５年頃に生まれ
４世紀後半から５世紀初頭
ローマ帝国のアレクサンドリアで活躍した
女性の数学者・哲学者・天文学者で
数学者テオンの娘に生まれ女性ながら学塾を率い
「公的知識人」の役割を担った新プラトン主義者だったが
キリスト教徒の政治的対立に巻き込まれ
４１５年に非業の死を遂げることになる

古代末期ローマ帝国におけるアレクサンドリアは
古代哲学者の理想を体現したヒュパティアが
市民の教師であり模範として活躍し得た時代でもあったが
ヒュパティアの無意味で衝撃的でもある殺害は
古代から継承されまだ残っていた古代の文化や知恵を
キリスト教が攻撃し破壊していく時代への
ターニングポイントともなったようだ

訳者の中西恭子氏の著書には
『ユリアヌスの信仰世界』があるが
ユリアヌスは４世紀のローマ帝国の皇帝で
当時台頭してきていたキリスト教への優遇を改めようとしたが
そのことで後世「背教者」と呼ばれることになる

ヒュパティアもユリアヌスも
古代末期のローマ帝国の時代において
事実上キリスト教によって古代の文化が破壊されていく
そんな時代を象徴しているともいえる

とはいえ本書の魅力の中心は
ヒュパティアを悲劇のヒロインや聖女として美化することなく
時代の制約のなかを生きぬいた女性知識人として
魅力的に描かれていることだ

ヒュパティアについての原資料は限られているそうだが
そんななかでも本書はかつてヒュパティアについて
知りたいと思っていたことについて
さまざまな視点から見ることのできる貴重な資料となっている

■エドワード・J・ワッツ（中西恭子訳）
　『ヒュパティア／後期ローマ帝国の女性知識人』
　（白水社 2021/11）



■エドワード・J・ワッツ（中西恭子訳）
　『ヒュパティア／後期ローマ帝国の女性知識人』
　（白水社 2021/11）

「ヒュパティアの死はそれほど衝撃的で、それほどおそろしいものだったからこそ、彼女はたちまち、起源後
五世紀初頭には失われつつあったように思われる、社会がより円滑に機能していた旧き時代の象徴となった。
つづく千六百年を通して、散文作家、詩人、画家、映像作家、そして研究者ら幅広い人々が、ヒュパティアと
彼女に代表された時代をときに寿ぎ、ときに弾劾した。彼女は魔女として名誉を剥奪されてきたが、フェミニ
スト・アイコンと目されることもあれば、殉教者として称揚されることもあった。彼女の死はアレキサンドリ
アにおける教会の腐敗の、またギリシア的理性の終焉の、そして宗教的原理主義の象徴として用いられた、
ヒュパティアの事例はもしかすると今こそこれまで以上に反響をもたらすものでもあろう。Gooole検索によれ
ば、彼女は世界で最も有名な新プラトン哲学者であり、プラトン、ソクラテス、アリストテレス、ピュタゴラ
スにつづいて、ギリシア哲学者の人気五位に入っている。」

「歴史のなかにはいわれなき不当な死のかたちが無数に存在し、響きあう。マーティン・ルーサー・キング・
ジュニアのような指導者の殺害は、そのひとが自身の生涯を献げた偉大で高貴な大義への、最後の犠牲のしる
しとなる。彼らの生涯と死は同じ物語の一部であり、その殺害は同時に、彼らが根深い不正と闘いつづけたこ
とに光をあて。彼らが背負っていた重荷と闘わねばならなかったことを明るみに出す。この千六百年にわたっ
て、ヒュパティアは喪われた正当な大義での殉教者とみなされてきた。古代においては、彼女は対立するキリ
スト教の体制の犠牲となった伝統宗教と哲学の擁護者として死んでいった。啓蒙主義のもとでは、彼女はあた
かも古典古代の理性が迷信に圧倒される瞬間に、古代世界の慣習の擁護者となった人物であるかのように理解
されていた。二十世紀には新しい時代の幕開けにあって、女性の社会的役割とキャリアの選択を制限する家父
長制に対する、女性の自立の擁護者ともなった。
　とはいえ、ヒュパティアは象徴である以前にひとりの人間である。彼女は勇敢だったが、その苦難は私的な
ものであっや。彼女は闘士でもあったが、その闘いの目的は個人的なものだった。彼女が死んだのはおもに、
ふさわしくないタイミングでふさわしくない場所にｙたからだが、だからといってその死がとるにたりないも
のになるわけではない。マーティン・ルーサー・キングの生涯と死ほど鮮烈な生を生き、劇的な最期を迎えた
ひとは少ないが、それで人々の人生が重要でなくなるわけではない。我々が期待するようなかたちではなくて
も、どの人生の物語のなかにも英雄的な精神は見出されるのだから。
　その死においては、ヒュパティアは数々の正当な大義のために力強い象徴となってきた。しかし、生前彼女
が闘ったのは、そのうちのわずかのためにすぎなかった。彼女はむしろ、通常は男性が支配する場所に出入り
し、通常男性が唱えてきた思想を教え、通常は男性によって独占されてきた権威を行使した、才能ある哲学者
である。どれも先例がないわけではないが、ヒュパティアの同時代の女性でこのすべてを試みた人はいない。
ヒュパティアはそれをやった。しかもどれもみごとにやりとげた。駆け出しの哲学者であったころ、彼女の作
品によって彼女の生きた都市における知の力学は再定義された。後年、大成してからは、伝統的多神教とキリ
スト教徒双方の共同体のあいだに信頼と協力を保とうと苦闘する都市に、平和と尊厳をもたらす影響力を担っ
た。ヒュパティアは社会の変革を求めて大々的に闘うことはなかったが、自らが望んだように生きられる場所
を切り開くために、無数のささやかな闘いを闘ってきた。彼女は明確な目的をもって人生を生き、たいへんな
障害にもかかわらず、すばらしい勇気に支えられて個人的な目標を達成できた。象徴としてのヒュパティア
は、ひとりの人間としてのヒュパティアについて我々が知っていることの、ほとんどを覆い隠してしまう。そ
れでもこの人物が完全に失われてしまったわけではない。」
「ヒュパティアの勇敢な行動とは、生涯の終わりで蛮行に遭遇したことではなく、彼女が生涯を通して日々さ
さやかな障壁を克服していったことである。」

「ヒュパティアは三五五年頃、哲学者テオンとその妻の娘としてアレクサンドリアに生まれた。」
「後期ローマ世界の教育の慣例を（･･･）見ていくと、ヒュパティアが受けていたかもしれない教育が、幅広
いものであったことがわかる。（･･･）我々の史料が語るところでは、彼女は父親から「数理科学について充
分な訓練を受け」、そこから「ほかの形態の哲学」の研究へと関心を拡げ、父を「さまざまなやりかたで」超
えるほどになったという。このことは、彼女が疑う余地なく、言語と文法と哲学を（もっとも広い意味で）修
めたことを示唆するが、彼女が父親以外の教師のもとで学んだことがあったかについてはなにも語らない。」

「三十歳の誕生日を迎える頃には、ヒュパティアは畏敬の念をもたれるほどに知の権力をアレクサンドリアで
確立していた。」
「ヒュパティアは哲学に献身するために、パッポスやテオンのような四世紀のアレクサンドリアの数学者たち
の教説にみられる数学の厳格な特徴と、新プラトン主義者プロティノスとポルピュリオスの哲学大系を結び合
わせて学生を教えなければならなかった。」
「ヒュパティアが三八〇年代に父の学校を継いだときのテオンの正確な年齢はわからないが、当時五十五歳を
大きく越えてはいなかったようだ。」
「ヒュパティアの指導のもと、この学校は、プラトンとアリストテレスと他の哲学者の教説に関する、さらに
包括的な教育を提供するようになった。」

「三八〇年代が三九〇年代に変わる頃、ヒュパティアは現代の専門職の人々の多くのキャリアの途上で遭遇す
るのと同様の、職業上および個人的な試練に直面した。三十五歳の誕生日までには、アレクサンドリアを代表
する数学者たちの厳格さと、プロティノスとポルピュリオスのプラトン主義の洗練とを結合させる哲学の教説
という、傑出したブランドを作り上げていた。ヒュパティアの非の打ちどころのない訓練と数学を扱う途方も
ない技法は、地中海世界における数学と科学の抜きん出や中心地におて、数学と哲学のバランスを変化させる
ことを可能にした。」
「三九〇年代の半ばには、ヒュパティアの学校は、個人の宗教的なアイデンティティよりも、成員どうしの強
い絆と社会で果たす役割を強調して、際立った知名度をもつようになっていた。」

「ヒュパティアの教えの特徴である思慮と節制はその学校の人気を高め、さらなる利益をもたらした。古代で
は、哲学者たちは支配者や要人に率直で公的な助言を行なうことで、ある種の特別な社会的地位を獲得した。
哲学者たちはほかに享受する者のまれな言論の自由を与えられた。というのも理論上、哲学を探究すれば哲学
者には、結果がどうなろうと権力者に真実を告げる義務が生じたからだ。」

「ヒュパティアのもっとも有名な学生シュネシオスが、彼女の学校を三九〇年代の半ばに去るころまでには、
ヒュパティアは地上最大かつもっとも複雑な都市のひとつに教えられるこの土地で、積極的に政治的な役割を
担っていた。ジェンダーのせいで都市の公職の大半には就くことができず、アレクサンドリアでの公権力の行
使も阻まれたが、彼女の担った公的な役割はむしろ、教育を受けたエリートの女性はいかにふるまうべきかと
いう無形の期待のほうに規定された。ヒュパティアが成し遂げた事跡の根底にあったのは、ヒュパティアが公
に教える場を持ち哲学を実践することによって、男性が圧倒的多数でありつづける環境で働く女性だったとい
う現実である。」
「ヒュパティアの同時代人には、哲学者としての教育を受け、哲学や数学を教えるか、ヒュパティアが果たし
たとみられる公の役割を担ったこともある、四人の傑出した女性がいる。」

「ヒュパティアの殺害は帝国じゅうの人々を恐怖に陥れた。殺害に関与した狭い集団の外では、ヒュパティア
の殺害を危険な犯罪者の処刑やセラピス像の破壊と同じことだと理解する者はほとんどいなかった。もっと広
い世界では、ヒュパティアは犯罪者でも宗教的な象徴でもなかった。彼女は帝国の知的生活に研究をもって意
義ある貢献をなし、彼女の都市の政治生活にかたちを与える公的活動を行った、声望高い哲学者であった。何
十年にもわたってヒュパティアは、同胞市民の教師として、模範として、また顧問として、古代の哲学者の理
想を体現してきた。ヒュパティアへの襲撃は、古代末期の社会に残っていた文化の礎への攻撃でもあった。」

「無意味に殺されて時代の境目となるまでは、ヒュパティアは複雑な変わりゆく後期ローマ世界を現実に生き
た人物であった。」
「同時代人たちにとってヒュパティアの死は、アレクサンドリアの主教が自らの利益を脅かされていると感じ
たら、恐るべき集団を使って強迫する（場合によっては展開させる）ことが確実に可能になった、恐怖の半世
紀の幕開けとなった。このようにしてヒュパティア殺害は（･･･）むきだしの力の誇示のような場面の前兆と
なった。ヒュパティアの死は、ある意味では、災厄の五世紀がアレクサンドリアの教会で理解されはじめた瞬
間であった。それはキリスト教の力を違った、もっと穏健なやりかたで用いていた傍観者たちを、恐怖のどん
底に陥れた。」
「ヒュパティアの死は、ミソジニーの時代や女性知識人の機会均等の終焉を意味しているのでもない。ヒュパ
ティアと同じ道をたどった女性知識人がほかにいないのは事実だが、それはヒュパティアがより啓蒙の進んだ
時代を生きたからではない。ヒュパティアほどの人物は二度と古代世界に現れなかったからである。」

[目次]
大斎の殺人
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第2章 幼年時代と教育
第3章 ヒュパティアの学校
第4章 中年期
第5章 哲学の母とその子どもたち
第6章 公共的知識人
第7章 ヒュパティアの姉妹たち
第8章 路上の殺人
第9章 ヒュパティアの記憶
第10章 近代の象徴
エピローグ 伝説を再考する
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デカルトは
「私は考えるゆえに私は存在する」
としたが
フロイトは
その「私」にもアクセスできない領域
である無意識という仮説から
精神分析を創造した

無意識からの働きかけを
「私」自身は知ることができないし
それをコントロールすることもできない
ある意味でその無意識は〈他者〉であるともいえる

無意識という〈他者〉からの働きかけによって
病的な症状を呈する者を治療するために
精神分析は患者とのあいだに
無意識に向かい合うための関係をつくりだす

極めて楽観的にいえば
患者がみずからの無意識からの原因に気づき
それを意識化することができれば
治療がなされたことになるのだが
話はそう簡単にはいかない

多くの場合治療にあたっては
無意識を通じ
「転移」といわれる
治療者と患者とのあいだの
強い感情的な結びつきが生まれることになる

フロイトはの治療者と患者のあいだの転移において
「患者から恋愛感情を告白されたり（陽性転移）」
「強い攻撃性を向けられたり（陰性転移）」する経験を
人為的に生み出しながら積極的な原動力にしていくが

実際のところ
たとえば転移性恋愛と恋愛を分けるものは
「それが治療関係のなかで生じたという事実以外には何もない」
治療者はそのことを自覚しながら
みずからの治療者としての場を保っていかなければならない

ユングはみずからも陥ってしまったそんな転移という現象を
魂における錬金術的な個性化の視点へと展開させている

ラカンはフロイトが答えをだせずいいた
「精神分析はいかにして終結するのか？」という問いに対して
「分析主体が分析家を〈他者〉とみなすことをやめ、
自分の無意識について、自分以上に分析家のほうが
何事かを知っていると考えるのをやめるとき、
精神分析は終わりを迎える」とした

もちろん治療関係としては
ある種のバランスシートが必要にはなるだろうが
やはり重要なのは
精神分析を超えたところで
「私」と「他者」を「結合」させ個性化を図る
その永遠のプロセスにほかならないだろう

さてあらためて
「転移」という現象をとらえなおしてみれば
恋愛関係にせよ敵対関係にせよ
私たちは「他者」に向き合うとき
なんらかの「転移」を行っているともいえる

私たちは自らの無意識としての「他者」を
実際に向き合っている「他者」へと投影することで
「欲望」や「快−不快」を感じながら
日々の生を送っているといえる

それがバランスを失ったとき
まさに心理療法が必要となることも
また信仰という神的なものを絶対的他者とする
恋愛関係の極北のようなかたちをとることもあるだろうが

たとえば実際の恋愛や結婚という現象も
「転移」関係のなかで互いを「鏡」にしながら
魂の錬金術的な個性化をはかる
ということが重要な課題となっているのではないだろうか

■工藤 顕太『ラカンと哲学者たち』 単行本 – 2021/12/22
　（亜紀書房 2021/12）
■カール・グスタフ・ユング（林道義・磯上恵子訳）
　『転移の心理学』
（みすず書房 1994.9）



■工藤 顕太『ラカンと哲学者たち』 単行本 – 2021/12/22
　（亜紀書房 2021/12）
■カール・グスタフ・ユング（林道義・磯上恵子訳）
　『転移の心理学』
（みすず書房 1994.9）

（工藤 顕太『ラカンと哲学者たち』「第1章 哲学は狂気をどう考えるか――ラカンの「デカルトへの回帰」」より）

「無意識−−−−「私」に在り方を決定的に方向づけているにもかかわらず、「私」自身にはどうやってもアクセスできない領域
−−−−というフロイトの仮説をひとたび受け入れたならば、おのずと自分にかんするさまざまなことが疑わしくなってくる。無意
識を認めるということは、要するに「私」の一番重要な部分については、「私」自身には知りえないし、コントロールすること
もできないと認めるに等しいのだ。精神分析とはこの認識を出発点として、個人が主体となってみずからを問い直し、変化して
ゆく実践にほかならない。」

（工藤 顕太『ラカンと哲学者たち』～「第6章 科学にとって神とは何者か――精神分析の始まりと終わり」より）

「転移とは、一言でいうと、強い感情的な結びつきのことである。フロイトによれば、転移は親密な人間関係にきまって現れ、
精神分析の実践に限らず広く一般に見られる。例えば、はっきりとした性的要求を伴う恋愛のようなあからさまなものもあれ
ば、尊敬や信頼といった、表面上はより整序されたものもあり、そのかたちは様々である。もちろん、親密さというのはつねに
肯定的な感情のみによって形作られるのではない。むしろ、顕在化していようとなかろうと、そこにはしばしば敵対的な負の感
情も含まれていることを強調するのが、フロイトのリアリズムである。アンヴィヴァレンツなき感情（例えば憎しみをほんの少
しも伴わない愛）は、少なくとも神経症者の世界には存在しない。
　いずれにせよ、感情的な高まりと他者への強い結びつきが転移現象の核となる。ところで、精神分析の実践はこの現象と切っ
ても切れない。それは、治療者と患者のあいだではつねに転移が見出される、という臨床的事実のみによるのではない。そうで
はなく、より積極的に、転移を原動力にする技法として、フロイトは精神分析を発明したのだ。フロイトは、患者から恋愛感情
を告白されたり（陽性転移）、強い攻撃性を向けられたり（陰性転移）する経験を繰り返すなかで、それを治療上偶発的に生じ
る障害ではなく、むしろ治療の本質をなす現象と位置づけた。精神分析とは、人為的に転移を生み出す実践であり、転移関係こ
そが分析に固有のフィールドとなる。」
「フロイトの狙いは、患者自身が抵抗ととことん向き合い、それを主体的に乗り越えるよう促すことであった。それは、論理的
にも経験的にも、分析が患者の症状の根に近づけば近づくほど、患者の抵抗は強くなっていくことを確信していたからだ。転移
こそが精神分析の原動力であるというフロイトの考えは、「転移抵抗」をも、そしてより本質的に、転移をつうじて新たな姿を
とった症状それ自体をも、肯定する発想として受け取らなければならない。」
「転移をめぐるフロイトの洞察から引き出されるのは、精神分析は、症状が展開してゆくそのプロセスと同じ方向を向いた進
む、という原則である。精神分析とは、それ自体が、患者と分析家の二者関係によって代理された症状なのだ。（･･･）症状の軽
減や解消は精神分析の「結果」ではあっても、「目的」ではない。そうだとすれば、当然次のような疑問を浮かんでくる。

　精神分析はいかにして終結するのか？

　じつは、この点についてフロイトの考えは揺れている。そもそも、ひとつの精神分析が終わるとはどういうことなのか、明確
な終わりを設定できるのかという根本的な問題が、精神分析の歴史のなかで長らく残されてきた。そしてこの問いにはっきりと
した答えを与えたのがラカンだったのだ。」
「分析主体が分析家を〈他者〉とみなすことをやめ、自分の無意識について、自分以上に分析家のほうが何事かを知っていると
考えるのをやめるとき、精神分析は終わりを迎える。
　ひとは、誰かが自分以上に自分のことをわかってくれているとみなしたとき、その相手に対して強い感情的な結びつきを持
つ。そして、そのひとから見た自分こそ、真の自分だと信じるようになる。ごくありふれた恋愛関係にも、このような面はたや
すくみってとれる。これは、転移をつうじて相手を理想化している状態であり、「知を想定された主体」とは、このように理想
化された他者のことである。精神分析において、分析家がこのような理想化の対象となる局面は避けられない。だからこそ、フ
ロイトが伝えるような愛憎が臨床の日常風景となるのだ。しかし、逆にいえば、この理想化にしっかりケリをつけることこそ、
精神分析の真の終わりであり、その目的にふさわしい。ラカンによれば、「分析家は、まさしくこの理想化から転落し、権威を
失わなければならない」。」
「主体が〈他者〉に依拠することで始まるひとつの精神分析は、この〈他者〉そのものが問いに付され、やがてはその不在がそ
れぞれなりの仕方で引き受けられることで終わる。」

（工藤 顕太『ラカンと哲学者たち』～「第7章 恋愛は存在しない?――「転移性恋愛についての見解」再読」より）

「私たちが日頃経験している恋愛から転移性恋愛を分かつものは、それが治療関係のなかで生じたという事実以外には何もな
い。さらに、フロイトはこうも書いている。むしろ、転移性恋愛には、無思慮で盲目的であるという点にかけては、通常の恋愛
に望まれる以上のものがある、と。仮に、どこまでも真っ直ぐで情熱的であることを恋愛のひとつの理想と考えるならば、転移
性恋愛こそがこの理想を体現していると言うことさえできる。（･･･）だからといって、分析家は患者の想いに応じるわけにはい
かない。したがってフロイトとともに私たちが導き出す結論は、次のようになる。転移性恋愛とは、最初から失われている恋
愛、始まったときから終わっているにもかかわらず、精神分析においてつかの間生きられなければならない恋愛のことだ。ひる
がえって、あらゆる恋愛は、転移がそうであるのと同様に、ひとつの症状である。」

（工藤 顕太『ラカンと哲学者たち』～「第8章 道徳か情欲か――カントともうひとつのアンチノミー」より）

「いうまでもなく、私たちの行動にはすべて私たちの欲望がかかわっている。だから、「欲望とは何か」という問題を真剣に突
き詰めていくと、意志や行動原理といった、私たちが日頃当たり前に前提としている事柄もおのずと問い直されることにな
る。」

「ラカンは、『精神分析の倫理』の議論を凝縮し、深化させたテクスト「カントとサド」（一九六三年）のなかで、簡潔に次の
ように書いている。「法と抑圧された欲望とはひとつの同じものである。これはフロイトの発見したことだ」。抑圧された欲
望、すなわち精神分析が扱うべき無意識の欲望は、カントのいう道徳法則と同じく、無条件な法として機能し、主体の行動原理
となる。ただし、欲望をひとつの法にまで高め、それをとことん突き詰める道は、決して心安らかなものではない。」

「フロイトは快／不快をエネルギー論的に定義し、前者を緊張や興奮の解消、後者をその高まりとみなした。ポイントは、この
ような見方によって、快と不快が量的な増減というひとつの軸のもとで（あたかも目盛が上がったり下がったりするかのよう
に）とらえられる、ということだ。快原理とは、文字どおり、以上のように定義された快を追求し、不快を回避しようとする根
源的な傾向のことである。」

「ラカンは死とセットになった性行為に何を見出すのか。それは、快とは厳密に区別された、それどころか快／不快という対立
にはそもそも収まらない「享楽（jouissance）」−−−−これはラカンが精神分析にもたらした独自の概念だ−−−−である。」
「享楽とは、快原理というリミットの向こう側へと主体を誘う根源的な満足のことであり、欲望の真の原動力は快ではなく享楽
である。」
「快原理が課すリミットを越えないことこそが欲望の日常を定義する。それは、私たちを享楽から隔てる見えない壁のようなも
のだ。だが、これはあくまでも欲望の一面である。ラカンがカントの道徳法則の峻厳さに見いだしたのは、欲望のもうひとつの
顔、致死的な享楽へと主体を向かわせる命令の残酷さにほかならない。」

（ユング『転移の心理学』より）

「フロイトが「転移」と呼んだ現象は、心理療法の臨床に自らたずさわっている者なら誰でもよく経験する、むずかしい問題で
ある。（･･･）心理学はこの現象を見過ごすことも、避けて通ることもできないし、また治療学はいわゆる「転移の解消」が単純
明快な自明の事柄であるかのように見せかけるべきではない。じっさいのところ、転移と密接に結びついている「昇華」を論ず
る人々にも同じような楽観主義が見られる。」
「私は初めはフロイトとともに転移を課題に評価しすぎるほどだったが、経験を積むにつれてその重要性は相対的なものである
と考えざるをえなくなった。転移がある人には治療薬となり、他の人には劇薬となる薬に喩えることができる。」
「読者の中にはもしかしたら、私が転移を説明するのに、よりによって錬金術のシンボル体系のような一見何の関わりもない事
柄を引き合いに出すのを、不思議に思う人がいるかもしれない。それとは反対に、『心理学と錬金術』の中で私の詳しい説明を
読んだ読者は、無意識の心理学が臨床のために取り組まねばならない現象と錬金術とあいだに、どれほど密接な関係があるか承
知している。」

「錬金術においてほかならぬ神秘なる婚礼という観念が非常に重要な役割を果たしていることは、その代用としてよく使われる
《結合》という表現が何よりも、今日化合と呼ばれる事柄、および結びつくべき物質同士を結合させる力、すなわち今日でいう
親和力、を意味していることを考えれば、驚くに当たらない。」
「《結合》が錬金術にとって重要なイメージであり、またその臨床上の価値がのちの発展段階において証明されたように、ここ
ろに対しても同じように重要な価値をもっている。すなわちこのイメージは、［化合という］物質の不可解な性質を認識するた
めに役立ったのと同様に、内部のこころの暗闇を認識するためにも役立つのである。」
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人間だけでなく
動物にもワイルドフッド（青年期）があり
その時代を乗り越えて大人になる

本書でワイルドフッドと呼ばれているのは
「体は大きいが経験に乏しく、
性的機能は働くようになったが
脳の成長はまだあと何年もかかるような者たち」のこと

本書で示唆されているその時期の課題は
ＡＹＡ世代（思春期および若年成人期）で現れ
ＳＡＦＥＴＹ（安全）
ＳＴＡＴＵＳ（ステータス）
ＳＥＸ（セックス）
ＳＥＬＦ−ＲＥＬＩＡＮＣＥ（自立）
という生存に必要な四つの不可欠なスキルを
乗り越えていかなければならない

もちろんワイルドフッドに要する期間は
種によってさまざまだ

たとえば
ライオンは1.5～4才
ハイイロオオカミは1.5～4.5才
ナイルワニは8−15才
ザトウクジラは4～20才
飼いネコは6ヶ月～1.5才
飼いイヌは8ヶ月～2才
そしてヒト（現生人類）は11才～？

ヒトだけが11才～となっているが
おそらくヒトには動物たちにはみられない
さまざまな事情があるということだろう

人間的にいえばその乗り越えは
通過儀礼（イニシエーション）でもある

人間の場合広義でとらえれば
おそらく通過儀礼は
ワイルドフッド（青年期）だけではない

シュタイナーによる7年ごとのライフサイクル観を
未来において獲得されるであろうものも含め
人間の9つの構成要素に対応させるならば
次のように示唆できる

人間はまず主に肉体的な誕生があり
7才でエーテル体・14才でアストラル体・21才で自我が
次第に生まれ育っていきその後も
感覚魂・悟性魂・意識魂等と続いていくことになり
理想的にいえばそこから生命霊・霊我・霊人が育ち
全体で7×9で63年を要するということもいえるが
おそらく個々人の成長プロセスは
魂によりまた環境にとってさまざまな経過を辿る
実際のところとくに最初の14才～21才あたりに
大きな壁があってそこからの成長はとても難しくなる

40才を過ぎないと霊的な教師である条件を満たさないのは
感覚魂・悟性魂・意識魂の成長までに要するプロセスが
必要とされるからだろうが
実際のところ40才になったからといって
魂がそのプロセスを辿れているとはかぎらない
おそらく最初のワイルドフッド的な通過儀礼時期で
行きつ戻りつしているというのが実際のところだろう

■バーバラ・N・ホロウィッツ／キャスリン・バウアーズ（土屋晶子訳）
　『WILDHOOD(ワイルドフッド) 野生の青年期／人間も動物も波乱を乗り越えおとなになる』
　（白揚社 2021/10）

ちなみに孔子は
学に志すのが15才（志学）
立つのが30才（而立）
迷わなくなるのが40才（不惑）
天明を知るのが50才（知名）
ひとのことばが聞けるようになるのが60才（耳順）
思いのままにふるまっても道を外れないのが70才（従心）
といっているがこれもまた理想型

古代インドでは
人生を4つに区切って
学生期（8歳頃～25歳頃）
家住期（25歳～50歳頃）
林住期（50歳～75歳頃）
遊行期（75歳～）
ということになっているが

現代では最初の通過儀礼が古代のようにノーマルにはいかず
なおのこと「ワイルドフッド」のままで
成熟していかないどころか
むしろそこから逆行してしまうようなところも多分にある

それでも20才前後・40才前後・60才前後あたりには
それぞれの成長期の節目となっているところはあるようだ



■バーバラ・N・ホロウィッツ／キャスリン・バウアーズ（土屋晶子訳）
　『WILDHOOD(ワイルドフッド) 野生の青年期／人間も動物も波乱を乗り越えおとなになる』
　（白揚社 2021/10）

「ワイルドフッドの間に直面する四つのきわめて重要な課題は、キッチンカウンターの上のバナナにいる成長
途上のミバエでも、タンザニアのセレンゲティ国立公園で成獣になろうとする時期、力強く咆哮するライオン
でも、仕事、学校、友人、恋愛関係、そのほかの任務のバランスを取りながらうまくやろうとしている十九歳
のヒトでも、みな同じなのだ。その課題とは。
　安全でいるには？
　社会的ヒエラルキーのなかをうまく生きぬくには？
　性的なコミュニケーションを図るには？
　親もとを離れて自立するには？
　絶対不可欠な四つの事柄は、おとなになってからもずっと課題でありつづける。しかし、その課題はＡＹＡ
世代（思春期および若年成人期）で初めて現れ、親の支えや保護なしで取り組まなければならないことが多
い。ワイルドフッドでの経験によって、生きていくうえで必要なスキルが身につき、おとなになってからの運
命が決まるのだ。
　危険を避ける。集団のなかでの居場所を見つける。相手の気持ちを引きつけるためのルールを学ぶ。生活の
自立と目的をたしかなものにする。こうした能力は普遍的なものだ。なぜなら、そうした力は若い動物が物騒
な外の世界に出ていって生き残るのを助けてくれるからだ。スキルを学ぶのは、死ぬまで順調に過ごしたいな
ら必須の課題だ。
　ＳＡＦＥＴＹ（安全）、ＳＴＡＴＵＳ（ステータス）、ＳＥＸ（セックス）、ＳＥＬＦ−ＲＥＬＩＡＮＣＥ
（自立）。この四つのスキルはヒトでもその体験の核にあり、引き起こされる悲劇や喜劇、壮大な冒険の旅の
根底をなしている。
　おとなへ向かおうとする青年期動物にとっては、うまくいかないことのほうが格段に多い。しかし、その道
程をなんとかこなせば、成熟したおとなの動物として生きていける。この図式の意味するところは常に変わら
ない。ワイルドフッドの間、個体は四つの課題にぶつかり、それぞれに関する技能を磨いてきた。彼らはただ
年齢を重ねただけではない。「成長した」のだ。ワイルドフッドの旅路は六億年以上もの間、無数の動物がた
どってきた。古代からのこうした限りない経験の積み重ねは、現代の成熟したおとなとして成功するために生
きぬく方向を指し示してくれる恰好の地図になると考えている。」

「「地球上でおとなになること」という講座で教えるときは、いつもちょっとした調査をする。「自分を青年
だと思う人は手を挙げて。次は、自分をおとなだと思う人は手を挙げて」。学生たちの年齢はみんな一八～三
三歳だが、このふたつの質問にそれぞれ即刻あるいは自信ありげに手を挙げる者はめったにいない。どちらの
問いにも「イエス」と手を挙げる学生も多い−−−−僕たちは青年でありおとなでもあるのです。
　もし若者が自分たちのことを言うのに「adolescent（青年期の若者）」という言葉を使わなかったら、十分
に（もしくはほとんど）成長しているのに、完全には成熟していない新しい生きもののことを何とよべばいい
のだろう。体は大きいが経験に乏しく、性的機能は働くようになったが脳の成長はまだあと何年もかかるよう
な者たちをどう位置づけたらいいのだろうか？
　「adolescentia」という言葉葉、おとなになるという意味のラテン語「adolescere」から来ており、古くは
一〇世紀の中世の文書に出てきて、聖人が若いころに迎えた宗教的な転機を指すのに使われた。北アメリカで
は、一六〇〇年代のなかば、ニューイングランド地方のピューリタンがこの時期を「chusing time」［訳注 
chuseはchooseの古語］とみなし、それまでの軽薄さを捨て去り、おとなとしての務めを担うべきとした。そ
のころ、そうした一人前になろうとする人々は長らく「youth」とよばれていた。一八〇〇年代後半になっ
て、「adolescent」という言葉が代わって広く使われるようになる。
　フラッパー、ヒップスター、ボビーソクサー、ティーニーポッパー、ビート族、ヒッピー、フラワーチャイ
ルド、パンク、Ｂボーイ、バレーガール、ヤッピー、Ｘ世代−−−−こうした言葉は、二〇世紀アメリカの特定の
文化に属していた若い人々について語るときに持ち出されてきた。「ティーンエージャー」という言葉が最初
に活字で登場したのは一九四一年であり、すぐに多くの人々に使われるようになる。ほぼ八〇年経った今日で

さえ、「ティーンエイジャー」は「adolescent」の言い換え語として人気だ。若者の脳の発達は一三歳より前
に始まり、一九歳をはるかに過ぎても発達し続けることを神経学者たちが明らかにし、「ティーンエイ
ジャー」は科学的に見ると完全な同義語ではないにもかかわらず、その言葉は便利に使われている。また、過
去一〇年かそこらの間は、「ミレニアル世代」［訳注　米国で一九八〇年～二〇〇〇年代初頭までに生まれた
人々］はこのライフステージ全体を占めていたが、今となっては、ほとんどのミレニアル世代が思春期・若年
成人の時期を通り抜けてしまった。
（･･･）
　私たちが探していた言葉は、種の壁を越え、生態と環境が相まって成熟した個体をつくり挙げる時期をすっ
ぽり包みこむ必要があった。その言葉は特定の年齢、生理的な兆候、文化・社会・法に定められた節目にも制
約されないものであるべきだ。そして、ライフサイクルのこの独特な段階にある脆弱性、興奮、危険、可能性
をとらえる言葉でなければいけない。私たちの最初の著書のタイトル『Zoobioquity』は「動物」を意味するギ
リシャ語の「zo」という部分と、「偏在」を意味するラテン語をつなげて新しくつくった言葉だ。本書のため
に、私たちはタイトルにすべく再び造語に取り組んだ。このライフステージの何が起こるかわからない状況を
とらえ、動物としての共通するルーツがあることをはっきりと掲げるために、「wild」を選ぶ。そして、古記
英語から接尾語「hood」をつけ加えた。フッドとは「あるときの状態」を表し（「少年時代」「少女時代」な
どの言葉の一部）、あるいは「集合体」の意味となるので（「近所」「修道女の共同体」「騎士団」などの言
葉の一部）、青年期動物の地球規模のつながりのなかに存在するメンバーであることが示せる。深化の長大な
ときのなか、種の区別なく見られる成長段階で、子ども時代を引き継いでおとなになるまでの一時期を、「ワ
イルドフッド」と名づけることにしたのだ。」
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生きることは
世界観にかかわっている

ひとは世界に
みずからの世界観を投影し
そのなかで生きている

学問も同様に
その学問を成立させている世界観のなかで
ある視点を対象に投影し
そこで問うことのできるものに対する
答えを得ている

人間が人間である以上
人間であることで可能な世界の
外に出ることはできない

「人間を超えた人類学」といっても
おそらくそれは変わらないだろうが
それでも人類学が
人間を超えた視点で
人間と動物のあいだを超え
物と霊のあいだを超え
「人間的な世界のうちにある性質を
非人間的な世界に投影する」ことを超えて
新たな可能性へと開かれてゆくのは興味深い

そうすることではじめて人間は
みずからを超える可能性を得るからだ

生きるということは
最初に決まった世界があり
決まった自分がいるというのではない
インゴルドも述べているように
「生きることの核心部分は始点や終点にはなく、
生きることは出発地と目的地をむすぶことではない」のだ

変化しつづける生物・非生物を含む
さまざまな存在がいて
変化しつづける世界のなかで
変化しつづける自分がいる
そのなかで世界に働きかけながら世界を変え
みずからにも働きかけながら変わり続ける

人間世界の外にでることはできないとしても
その世界を拡張していくことは可能である
そのためにもじぶんがなにを投影しているのか
まず自らの視点を問いなおすことが必要となる

世界は多次元的であり
それぞれの世界にはそれぞれの存在者で充ちている
じぶんがどこでどのように存在し得るかによって
開かれてくる世界は異なってくる

いまこの世界にいるということは
みずからがその世界にフォーカスしているということだが
それは世界観によってさまざまな姿を見せてくれる
わたしがそれまでになかった一歩を踏み出すと
その一歩分の世界が広がるように

■奥野 克巳『絡まり合う生命——人間を超えた人類学』
　（亜紀書房　2021/12）
■ティム インゴルド
　（柴田崇・野中哲士・佐古仁志・原島大輔・青山慶・柳澤田実訳）
　『生きていること／動く・知る・記述する』
　（左右社　2021/11）



■奥野 克巳『絡まり合う生命——人間を超えた人類学』
　（亜紀書房　2021/12）
■ティム インゴルド
　（柴田崇・野中哲士・佐古仁志・原島大輔・青山慶・柳澤田実訳）
　『生きていること／動く・知る・記述する』
　（左右社　2021/11）

（奥野 克巳『絡まり合う生命』より）

「十九世紀のタイラーのアニミズム論以降、モノを含めた非人間に潜む霊や魂をどのように捉えるのかを、地球上の各地に
住む人間にまで拡張し、調査研究することによって記述件等した人類学のアニミズム研究の流れ先端に現れたのが、インゴ
ルドのアニミズム論であった。インゴルドが述べるように、現象の真っ只中に入り込む人たちが、経験と想像力あるいは事
実と空想を峻別せずに、そこで生成する世界をつかまえようとするとき、モノが動き、話すことを目の当たりにする。タイ
ラーの物-霊二元論や、人間的な世界のうちにある性質を非人間的な世界に投影するメカニズムとは根本的に異なるアニミズ
ムが、インゴルドによって高らかに宣言されたのである。インゴルドのアニミズム論は、人間がモノや動物などの人外との
「間」で物理的・精神的な距離を失わないでいるならば、世界はアニミズムに充ちていることを示している。」

「インゴルドは生物社会的存在を説く際に、社会関係と有機体、社会の領域知と自然の領域がひとつであることに気づいて
いたのである。だが間違ってはならないのは、それらをひとつにするのが、「全体論的で関係論的な存在論」ではなく、「局
所的で関係論的な生成論」に進むことだという点である。あらかじめ全ては関係であるといった調和的な全体論に進むので
はなく、何ら確定していない偶然による局所的なつながによる不安定な生成へと進まねばならない。前者は、あらかじめ全
てが分類されていて区画されているのと同じであり、そこに想像の余地はい。インゴルドが目指したのは、局所的なつなが
りによる不安定な生成だったのである。
　その意味で、生物社会的存在という概念には、関係論的な生成論的特徴が最初から合意されていたことになる。存在と
言ってしまうと、「Aかｎｏｔ Ａか」という形式論理を突き破ることはできない。その上で、インゴルドは詩的に「あなた
の中に入り込んで」といった表現をしているが、そこには「自」か「他」かという問いが発生してしまう危険性がある。イ
ンゴルドの目的は「Ａでもｎｏｔ Ａ」でもない空間を語ることだとすると、彼はそれをいかに言い表すのかという点で苦心
しているようなのである。
　上妻は、シベリアのユカギールの狩猟行動の調査をつうじて社会的な領域と生物的な領域を「私でなく私でなくもない」
という動態の中に読み解いたウィラースレフ［ウィラースレフ二〇一八］のように、生成論の動態の基礎を特定することか
ら始めれば、インゴルドは、生物社会的存在の骨組みをよりすっきり提示できたのではないかと評している。生物社会的存
在という表現では、静態的・実体的な存在が最初から想定されてしまい、関係論的思考を組み入れた時に現れうる動態的・
生成論的な面が除外されてしまう危険性がある。
　上妻がいうように、インゴルドは揺れている。ある時には「ビカミングス」と言ったり、またある時には「ヒューマニン
グ」と言ったりもしている。しかし、それらは全て、一貫して関係論的な生成論の観点で捉えられている。
　生物社会的存在というアイデアを手に入れた後、インゴルドは躍進する。『生きていること』［インゴルド二〇二一］に
収められた「つくることのテクスティリティ」を取り上げて、自然の領域と社会の領域のように、二極化した決定論的な論
理がどのように突き崩されるのかを追ってみよう。
　「形相」は心のうちにデザインを持つエージェントが押しつけるものであり、それに対して、不活性な「質料」が一方的
な型を押しつけられる受動的な対象とみなされる。モノをつくることにおいて、こうしたアリストテレス的な「質料形相モ
デル」が、依然として繰り返しなぞられている。だが画家パウル･クレーがいうように、形とは「死」であり、形が生成しつ
つある状態こそが「生」なのではないか。
　質料形相モデルを補正するために、人間「主体」が「対象」としてのモノに働きかけるという図式を反転させて、対象が
主体に働きかけるのだと主張されたことがある。だが、そうした二極化の乗り越えは、主体と対象の二極化を生み出した当
の論理と全く同一の理論体系にとどまったままなのである。
　クレーのいう「形を与える過程」の創造性こそが示されねばならない。作り手の役割とは、事前に心のうちに抱いたアイ
デアを施行することではなく、当の作品の形をあらしめている素材の力と流動に合体し、それに随うことなのだと、インゴ
ルドは唱える［インゴルド二〇一一：一八七-二〇六］。

（ティム インゴルド『生きていること／動く・知る・記述する』より）

「哲学者たちは、世界の内に存在することの条件について、長きにわたって思索をめぐらせてきた。だが、動くこと、知る
こと、記すことは世界の内に浸され、存在する以上のことを要求する。動くこと、知ること、記すことは観察することを要
求するのである。動き、知り、記す存在は注意深い目をもたなければならない。注意深い目をもつということは、世界に向
かって生きていることを意味する。本書は、生きていることについての研究を集めたものである。
　現在、英国の人類学者たちは私を含めて、生きているという課題に対してきわめて冷淡な学術的環境におかれて仕事をし
ている。建学の理念やら戦略企画、監査報告や査察のなだれに飲み込まれ、参与の苦労と汗から生まれた観察することと不
可分のアイデアは、光と空気と湿気に飢えた草花のようにしおれている。学問はイノベーションと競争力という二つの虚像
に身を売って、学びの伝統を市場のブランドへと、卓越性の追求を外部資金と評判のくだらない寄せ集めへと、そして本書
のような著作を、人間の知に対する貢献ではなく格付けとインパクトで測定されるアウトプットへとおとしめるに至っ
た。」

「人類学とは、私に言わせれば人が生きることの条件と可能性をじっくりと着実に探っていく学問である。けれども、これ
までの人類学の歩みがそうだったというわけではない。ときとして人類学者たちは、苦心の末に自分の理論から生きること
をそっくり末梢してしまうか、遺伝対文化、自然対社会のように区分けされるパターンや規範、構造やシステムから吐き出
される単なる出力結果の断片として、「生きていること」を扱おうとしてきた。自然として産まれ、社会によって模（かた
ど）られ、生来の遺伝的性向に操られ、継承された文化を範にとるものとして、前もって定められた容器を満たすためにみ
ずからの生を費やす生物、それが人間だというわけだ。ちょうど、「われわれは全員、何千種類もの違った生を生きうる自
然の装備で出発するが、結局はただ一種類の生活を営む結果に終わる」（･･･）というクリフォード・ギアツの有名な言葉
にあるように、この見解では、生きることは、容器をだんだん満たしながら、終わりに向かって可能性を閉じていく運行に
すぎないことになる。この四半世紀のあいだ、こうした見方をひっくり返したいという思いに私は導かれてきた。行き先の
定まったプロセスであるという目的論的な見解に代えて、行き先が絶えず更新されていく宙に投げ出された流転として、生
きることの可能性を新たに捉えなおすことはできないだろうか。生きることの核心部分は始点や終点にはなく、生きること
は出発地と目的地をむすぶことではない。むしろそれは、無数の物たちが流動しながら生成、持続、瓦解するなかを絶えず
切り拓き続けてゆくことであるはずだ。つまるところ、生きることは開いていく運動であって、閉じていくプロセスではな
い。そして本来、このような「生きること」こそが、人類学の関心の中心にあってしかるべきなのだ。」

◎奥野 克巳『絡まり合う生命——人間を超えた人類学』
【目次】
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ほんとうに久しぶりに
エンデとボイスの対談を読み返す

この対談は
一九八五年二月八日から十日にかけて行われ
一九九二年十一月に邦訳刊行された

エンデとボイスの背景には
ルドルフ・シュタイナーの
とくにこの対談においては
「社会有機体三分節化」という考えがある

エンデは芸術と精神にフォーカスし
ボイスはそれを
「社会彫刻」のほうにフォーカスしようとする
その食い違いは一貫してあるが
互いを批判・否定することはなく
それぞれの芸術家・作家としての
視点を確認しあっていて興味深い

ちなみにこの対談から一年も経たないうちに
ボイスが亡くなってしまったのもあり
ドイツで公刊されたのは一九八九年のことだ

邦訳を最初に読んでから
こうして三十年近くたって読み返すと
当時は見えてこなかったところも
少しながら理解できるようになっているようだ
当時はボイスのことをよく知らずにいたこともある

さて両者とも芸術を
啓蒙（お説教）の手段にすることに対しては
きわめて批判的だ

啓蒙（お説教）に使われる芸術は
現代でもたくさんあるし
作品の目的や作者の意図なるものをつくって
啓蒙（お説教）に使う教師や批評家もいるが
そういう態度はとりあえず論外としておきたい

重要なのは「世界の変革」にほかならない
その「変革」は社会運動でも教育・啓蒙でもなく
世界の知覚・認識
さらにいえば存在的な変革・変容である

エンデとボイスに考え方のちがいがあるのは
その働き方にある

ボイスは芸術の「作用」を
いわば目に見えるもの等の直接的なものとみなすが
エンデはそれが存在するということだけで
「世界は別のものに」なり
「ちがった世界」を出現させるという

極論をいえば
ボイスにとって芸術は
いわば社会へ仕掛ける爆薬のような作用を伴うものだが
（それが「社会彫刻」ということでもあるが）
エンデは芸術そのものの存在が
見えないところかもしれないが
（木を植えて森をつくるという比喩もある）
確実に精神に影響を与えていくととらえている

個人的にいえばエンデの視点に親近感を覚えるが
たしかにボイスのような視点も欠くことはできない
キリストの十字架上の事件が
社会彫刻ならぬ世界彫刻として働いたところがあるように

しかしたとえだれにも知られないとしても
「新しい知覚」「新しい意識」において
芸術的な営為ないし意識がもたらされたとき
人類はその一点から波紋が静かに広がるように
変容する可能性を得るのではないかと思っている

■ミヒャエル・エンデ／ヨーゼフ・ボイス（丘沢静也訳）
　『芸術と政治をめぐる対話』
 　（岩波書店  1992/11）



■ミヒャエル・エンデ／ヨーゼフ・ボイス（丘沢静也訳）
　『芸術と政治をめぐる対話』
 　（岩波書店  1992/11）

「エンデ／自分自身を変革しないで、社会を変革するという企ては、もちろん、ちょっとあやふやですね。
ボイス／けれどもさ、もちろんそれは、そういうつもりでもあるわけだよ。
エンデ／どんなことでも、意図をもちすぎてやるべきではないと思いますね。ものごとには、その価値が、ま
さに意図のないところにある、というケースもあるわけですから。なぜなら価値が、そのものごと自身のなか
にあるからです。人生には、それ自体に価値があるものがたくさんあります。経験というものは、なにか他の
ことに役立つから重要なのではなくて、たんに存在しているだけで、重要なんです。

ボイス／「それ自体に価値があるから」ってのは、とても適切で、いい表現だ。

エンデ／たとえば、芸術の価値というのも、私にとってはそういうことなんです。なにか他のものに役に立つ
からすばらしい、というんじゃなくて、ここにあるから、この世にあるから、手もとにあるから、すばらしい
のです。なぜかっていうと、それが存在するだけで、すでに世界は変わっているからです。木を植えことがで
きるように、詩を書くこともできる、と言えるでしょう。こんにちではすでに、環境破壊のことばかりが注目
されています。しかし、ほとんど無視されている現象があります。心の荒廃です。環境の荒廃とおなじように
切迫していて、おなじように危険なものです。そしてこの心の荒廃に対抗するのに、心のなかに木を植える試
みが考えられる。たとえば、いい詩を書こうとする。心に植える木というわけですね。木を植えるのは、リン
ゴがほしいからというだけではない。ただ美しいからという理由だけで植えることもある。なにかの役に立つ
から、というだけでなく、存在しているということが大切なんです。そうやって多くの作家が、いや多くはな
いが、何人かの作家や芸術家は、ここに存在して人類共通の財産になりうるなにかを、つくろうとしているわ
けです。----存在していることがいい、というだけの理由で。このことは、永遠に重要なことだと思えるのです
が……。あのですね。私はブレヒトでひどく苦労したんです。何年間かは。新米のころ私は、なんといっても
彼の議論の網にかかっていたんですから。最初は、すっかり彼の理論にひっかかって、すべてを真に受けて、
実際、ブレヒト自身もそうなんだ、なんて思っていたんです。ずいぶん長いあいだ、しっかり考えてから、よ
うやく私も、彼自身ほとんど自分の理論を信じていなかった、と気づいたのです。そもそも自分を正当化する
ために、ああいうものを書いたにすぎなかった。しかしブレヒト流のアジテーションのコンセプトによって、
文学論争のあらゆる場面にもちこまれたものがある。宣教師の立場です。いっぱい災いをもたらしましたよ
ね。その立場によれば、結局のところ、どんな演劇も、どんな文学も、読者や観客に教義を吹き込むだけのも
のなんです。もうちょっと穏やかにいえば、社会や政治について啓蒙するだけのものなんです。つまり、いつ
も作家は、啓蒙する側で、観客や読者は、啓蒙される側。作者はすこし愚かだったり、モノ知らなかったりす
るので、観客や読者は、もの考えるようになる必要があるというわけです。（…）

ボイス／いや、じつに結構だ。だが、誤解のないように言っておきたいのだが、もちろんぼくだって、人びと
に教えようなんて気は、これっぽちもないんだよ。教えるべきものなんて、なにもないんだから。理解されな
ければ、教えることだってできない。だが、なにかが触発される。なにかが起きる。何かが挑発される。挑発
というのは、よく知られているように、なにかを呼び出すってことだ。いろんなプロセスを動かす。しかも、
ぼくにとっていちばん大切なこと、つまり社会芸術にたいして効果のあるプロセスを、だ。だが、ぼくの芸術
は、教えることには程遠いはずだがね。

エンデ／要するに芸術は、そういうのにもっとも向いていないんですよ。

ボイス／うん、だが、もちろん、お説教じみた芸術もある。それを見落としちゃいけない。ずいぶんあるいん
だから。

エンデ／そういう啓蒙主義的コンセプトは、四七年グループが強力な代表ですが、私は、ものを書くように
なってからずっと、そういうコンセプトを批判してきました。四七年グループは、「作家は国民の良心であ
る」なんていう命題をかかげていた。私なら、こう質問させてもらいたいものです。「いったいどんな権利が
あって、厚かましくもあなたたちは、国民の良心だなんて言うのですか？　あなたたちだけが、誠実さを請け
負ったのですか？」と。もちろん良心は、やましさを感じるときにのみ、機能をはたすわけです。とすると、
そもそも作家はたえず読者に、ひどいことや汚いことを指摘しつづけなければならない。こういうわけにはい
かない、なんてことを示す必要がある。けれども文学の使命は、それに尽きるわけではない。そういう作家が
一世代を埋めつくしたわけですが、彼らはいま、みんな、じっとすわりこんで、どうしたらいいか、わからな
い。ヒルデスハイマーは、「もう本を書かない」と言ったし、グラスは、ひどい憂鬱におちいっているし、ベ
ルもそうです。もう彼らはみんな、どうやって進めばいいのか、わからない。ああいうふうに文句を言いつづ
けるのに、そろそろ退屈になってきた。

ボイス／ああ、ぞっとするね。ああいう悲嘆には、へどが出る。」

「ボイス／ヴァン・ゴッホは、絵を描くために、絵を描いたわけではけっしてない。ヴァン・ゴッホは。、そ
れ以上のことを望んでいた。ほんとうになにかを引き起こすつもりだった。なにかを変革するつもりだった。
あの時代の状況において。

エンデ／実際になにかを変革したんですよ。つまりですね、彼の絵がこの世に存在することによって、世界は
別のものになった。ヴァン・ゴッホの絵が存在しなかった世界とは、ちがった世界が出現したわけです。

ボイス／そう、それはそうだ。にもかかわらず。またもは別の地点に戻されるわけだ。つまりさ、そういう絵
が存在したにもかかわらず、世界大戦があった。ぼくの考えでは、それは芸術の欠乏なんだ。だからもしも芸
術が、そういうものを世界から抜き出すという使命を放棄して、形式の原理として社会というからだに手をつ
けないなら、精神的なオナニーなんだ。むだなことさ。だからぼくは、モダンの偉大な人たちの仕事を、偉大
な意志とみなしているんだ。そういうことを実現する未来に対して、シグナルを送ったのだ。ヴァン・ゴッホ
が以前にやってことは、結局のところ、社会の原理をどうしても獲得しようとする努力だったわけだから。彼
の絵を見るだけでいい。それから伝道師としての活動を。大いに関係があるんだよ。彼は。自分の書いたもの
の効果、それから自分の描いたものの効果のすべてを、効果といったものの世界において、変革の原理と考え
ていた。

（…）

エンデ／私たちの議論のちがいは、ただ、そういう絵の存在によってもたらされる変革の作用を、ちがったふ
うに評価している、ということだけなんですよね。私は、そういう絵とか、詩とか、音楽とかが存在している
だけで、もうすっかり世界が本質的に変革された、とみなすわけです。それらの作品が、いわば間接的に、ま
ず変革をうながすというのではなく、ともかくそれが存在しているだけで、私に言わせれば、ちがった世界な
わけです。それによって世界がちがったものになる。シェイクスピアより以前の世界は、シェイクスピアの戯
曲が存在している世界とは、ちがう。（…）どこかでなにか作品がうまくできれば。音楽でも、絵でも、い
や、小さな詩でもいいのですが、いい作品が生まれれば、その作品が存在するというだけで、世界は変革され
るのです。というわけでこのことは、私にとって、とてつもなく重要なことなのです。たんに美的な意味にお
いてだけではなく、それによって人類の精神の状況が別のものになる、という理由においても。これはきわめ
て重要なことだと、考えています。私にとっては、とてつもなく重要なことなんです。木を植えて森をつくる
のとおなじくらいに。

ボイス／それに価値があることは認めるよ。でも、まさにそういう価値には、作用ということがない。

エンデ／いや、最終的には、社会的な意味もあるんです。私は、社会的な意味においても、そう言っているん
ですよ。ヴァン・ゴッホのおかげで可能になった、新しい知覚は、新しい意識を導き、そして、その新しい意
識が、新しい社会のかたちや、生活のかたちを生みだすんです。」
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「トイ人」という
「学問する人のポータルサイト」があって
そこに掲載されているインタビューが本になった

一年ほど前にこの「トイ人」のインタビューから
野矢 茂樹「この世界は他者にどう現れているのか」を
とりあげたことがあるが
（mediopos-2232/2020.12.26）
今回は小川隆『禅は「自己」をどう見てきたか』から

著者と同様
悟ったことも
そのための修行をしたこともないけれど
問題意識だけは共有できそうなので
「悟り」と「その後」について

悟りへ往く道と
悟りから還る道がある

これをずっと単純化して
卑近な例でいえばおそらく
「考えてわかること」
「わかってからどうするか」
というとになるだろうか

自転車に乗るという例でいえば
自転車のメカニズムと走り方を学ぶことと
実際に自転車に乗って走れることとは違う
自転車に乗って走ることだけはできるものの
メカニズムがわからなければ
パンクしてもじぶんで修理できなかったりするし
故障したときもその対応の仕方もわからない

さらには自転車で走るルールを知らなければ
道を安全に走ることはできない
走ってはいけないところを走ってしまうこともある

引用にある鈴木大拙の例でいえば
「不自由が自由なんだ」ということでもある

「禅とは無を根底にした、何にも縛られないもの」だけれど
実際に生を送るときには
「どんな現実でも「ありのまま」に肯定」する
というわけにはいかない
そうでなければ人を殺すことさえも
場合によっては肯定されてしまうことにさえなってしまう

その意味では「考えてわかること」よりも
それをどのようにこの「生」のなかで
展開し得るものにするかということのほうが重要だといえる

そしてこの「生」に
単純な論理のような「答え」を与えることはできない

■三浦 雅士『孤独の発明 または言語の政治学』
　（講談社 2018/6）

多くのひとは
じぶんが不自由であることを自覚しないで生きている
それにたいして悟りの世界へ往きそして還ってくると
ひとが不自由に生きていることがわかり
自由を自覚しながら不自由を生きることを
生のなかで学んでいくことになる

それが錯誤されてしまうと
みずからの悟りを過信し
みずからの不自由ゆえの自由の
「不自由ゆえ」をなおざりにした
エゴイスティックな生を送ってしまうことにもなる
よくあるような「グル（導師）」症候群のようなものだ
それは知らないことを知らない哲学者のようでもある



■小川 隆『禅は「自己」をどう見てきたか』
　（『「問う」を学ぶ／答えなき時代の学問』
　　アルタープレス/トイビト 2021/12　所収）

「悟りとは何かってことが気になるのは、当然だと思います。でも、禅者にとって重要だったのは、必ずしもそこではあり
ませんでした。昔の語録を読んでゆくと、いかにして悟ったかということと、同等か、あるいはそれ以上の重みで、悟っ
ちゃった後、いかに悟りを忘れ去って普通に生きてゆくかって問題が、大まじめに追及されているんです。

――えっ？ そうなんですか？

　ええ、悟ったことはおろか、修行もしたことのないぼくなんかには、とても共感も実感もしようがない問題意識ですけ
ど……。でも、昨年、鎌倉円覚寺の横田南嶺老師の講演をうかがう機会があったんです。「如来禅と祖師禅」というテーマ
でした。たいへん精緻なお話でしたが、その趣旨を自分勝手に乱暴に単純化してしまうと、悟っているのが「如来禅」、悟
りを脱ぎ捨て、踏み越えてゆくのが「祖師禅」だということだと思いました。そのときの老師のお話とお姿から、ぼくも感
じたんです。ほんとうに身をもって道を修めている人にとっては、悟りを忘れ去るとか「悟り」を踏み越えてゆくいうこと
が、ほんとうに切実な現実問題なんだなって。

――うーん、それは、どんな感じなんでしょうね？　悟りすら忘れ去るということは、頭や心の中に何も無くなるというこ
となんでしょうか？

　いや、悟ったことがないので何とも言えませんが、禅の語録で見る限り、その逆じゃないかと思います。

――逆といいますと？

　たとえば、さきほどお話しした洞山。川を歩いていて、二にして一、一にして二、という自己を悟った。そこで顔色がさっ
と変わって、からからと大笑いしだした。いっしょにいた兄弟子がビックリして、どうしたんだってきく。すると洞山は、
亡くなった老師の教えが、今やっと分かりました、と言う。そこで兄弟子が迫るんです、悟ったのなら、ここで一句言え、
と。洞山はそこで偈（げ）を詠んだというのです。

――洞山が本当に悟ったかどうか、兄弟子がテストしたってことですか。

　というより、自己完結しないようにってことじゃないかな。言葉にするということは、どうしたって、現実の世界の問題
になる。さっきの運動の話にもつながるけど、悟りの世界に居つくことを許さないという意味があるんだと思います。

――行ったままじゃなくて、ちゃんと戻ってこいと。

　戻ってくると、現実のもろもろの事物の制約を受ける。だけど、そこをこそ生きていかないと駄目なんだってことじゃな
いかと思う。

――それはちょっと分かる気がします。

　その洞山の師匠が雲巌（うんがん）っていう人なんだけど、洞山が老師になった後に、弟子がきくんです、「雲巌老師は
悟っていたんでしょうか」って。伝記には雲巌は悟ってなかったという話があるから、それをふまえての質問でしょう。す
ると洞山は、「悟っていなければあのように言えたはずがない」と言うんです。

――悟っていなければ、わしに真実を示せたはずがない、というわけですね？

　そう。でも、それだけで終わらない。それから、また、こう言うんです。「悟ってしまっていたら、あのように言ってく
れたはずがない」と。つまり、悟りの世界を知らなければ真実は言えない。でも、悟りの世界に行ったきりだったら、真実
を言葉にしてはくれなかったはずだって。一句言えっていうのも、そういうことを要求してるんじゃないかと思います。」

「――大拙は「ひじ、外に曲がらず」という一句を見て「不自由が自由なんだ」という直感を得たとのことですが、これは
どういうことなんでしょう。

　現実世界っていうのは、いろんな条件に制約されて成り立っていますよね。一方、悟るとまったく無限定で、無分節で、
すべてが平等な世界に超出するんだと思うのですが、さっきも言ったとおり、そこへ行ったきりでは駄目。悟りの世界から
戻ってこなくちゃいけない。でも、戻ってきたら、そこは相変わらず諸条件に制約された不自由な世界なわけです。悟った
からといって腕が外向きに曲がるようになったり、歩かなくても移動できるようになったりするわけじゃない。その諸条件
に従って現実を生きること、実はそれがそのまま「自由」なんだと。

――さきほどお話に出た、0度じゃなくて360度の「そのまま」を生きるというわけですね。「腕は外に曲がらないんだか
ら、できないことは考えなくていい」ってことかと思ってました。

　ただ、そこには難しい問題があります。３６０度の「ありのまま」といったって、ただの現実随順とどう違うのか。禅は
基本的に現実肯定なんですけど、それが間違った現実の随順にならないような歯止めがないんです。

――どんな現実でも「ありのまま」に肯定してしまうと。

　１９９０年代にアメリカの研究者が「禅とナショナリズム」というテーマでさかんに大拙を批判したんですけど、問題の
本質はそれだと思います。

　朱子学の祖の朱子は、若いときには禅をしていました。後にその経験を踏まえて禅批判に転じるんだけど、その論点の一
つが「ありのまま」でいいのかということ。禅では歩くのも、水をくむのも、薪を運ぶのも仏性の表れだっていうけど、じゃ
あ刀でむちゃくちゃに人を殺しても、仏性の表れだといって肯定されるのかと。現実における善悪の規範はやはり必要だと
主張した。

　禅にとってそれは大きな課題で、規範という枠組みを外すことで自由になるというのが禅の身上なんだけど、自由になっ
たときの善悪の歯止めはどうするのか？ 善悪の歯止めを設けたら禅の生命は失われてしまう。でも設けなかったら、軍国主
義のときには戦争に邁進してしまうのが禅だってことになっちゃう。それでいいのか？ 現に、日本の歴史ではそうなってし
まったわけですが……。

――その問題について大拙はどう考えていたんでしょう。

　ちゃんと説明はしているんです。禅とは無を根底にした、何にも縛られないものである。でも、だからこそ、禅をやる人
は、西洋近代の知識や技術をしっかり学ばなくてはいけない。そして、無を根底とするから、その知識や技術を善用できる
んだと。はっきり断言してるし、理屈としては成り立っているんだけど、現実に戦争になだれ込んだら、そううまくはいか
なかった。

――なるほど。

　それで大拙は、禅の悟りとともに、「大慈大悲」の痛切な祈りの心のようなものを、しきりに説いたのではなかったかと
思うのです。」

◎「トイビト」インタビュー一覧
https://www.toibito.com/interview
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じぶんを見る
ということは
言葉でいうほど
簡単なことではない

しかしだからといって
ひとを見る
ということも
じつのところむずかしい

その両者はおそらく
メビウスの環のように
捻れながらつながっていて
ぐるぐると
なにやらわからないままに
堂々めぐりしたりする

今回の引用の冒頭にあるように
「見る」ということは
「見えている」と「見えていない」で
構成されているわけだけれど
意識的に「見る」ことも
「見ない」こともできるし
無意識に「見ている」ことも
「見ていない」こともある

ほとんどのばあい事実上
じぶんに「見えている」ものしか見ていないから
「見えていない」ものに気づくことはむずかしい

だからあるものが「見えている」ひとと
「見えていない」人が会話などをすると
まったく話がかみあわなくなってしまう

とはいえ「見えている」といっても
「見えていると思っている」だけのこともあり
じぶんが「見ている」という
そのことについてどれほど意識的かはわからない

多くの場合たしかに「多数派は
多数派に所属している自覚は無く生きている」わけで
その「多数派」が見てないものを
言挙げしてみたりしたくもなるけれど
じぶんが「見ている」ということのなかに
意識されない「見えていないもの」もある
ということも自覚されるに越したことはない

「人の振り見て我が振り直せ」
という言葉があるが
ひとを見るときそこには
自分の無意識の部分も投影されていることもあるから
相手の気になるところがあるとすれば
それを「じぶんを見る」ということに
応用してみるきっかけにするのがいいのではないか

多その意味において
「じぶんを見る」と
「ひとを見る」という
メビウスの環を
ぐるぐるとたどりながら

安易な結論を「見る」のではなく
そのなかで浮かび上がってくるだろう
「わからなさ」につきあってみると
「見えていない」なにかが
見えてくるところもあるのかもしれない

■加藤拓也「まなざしの持つ時間」
（『群像 2022年2月号　講談社　所収）



■加藤拓也「まなざしの持つ時間」
（『群像 2022年2月号　講談社　所収）

「「見る」という事はおおよそ、意識的に選択した「見る」と「見ない」、無意識的に「見ている」、「見て
いない」、そして「見えている」、「見えていない」で構成されている。この「見る」構成上の配分バランス
は世代や人それぞれ、国の環境でも随分と偏りが見られると思っている。例えば私の友人である韓国人は意識
的に見てこない事が多く、イギリス出身、中国育ちの友人は見たのち、見えなくしていた。日本で育ったのち
中学生でアメリカに渡った友人は見えていないことに気付いていない。この見るという事について、前提とし
て「何を」の部分が抜けてしまうと、何の話だとなってしまうだろうが、何に当てはめてもらってもかまわな
い。日本人で見ないを選択すると書いてしまえば嫌な事と限定されるだろうが、そうだとは限らないまま続け
る。例えば恋人のスマホを見るか見ないか、見えない方が善いのは、見えてしまった事にしたいのか等、我々
いはどのようなまなざしを向けるべきかという意識的な選択を迫られる場面がある。その意識的な選択の背景
には何があるのかという事に私は興味がある。そこへ向けるまなざしに、私が演劇を続ける理由が一つばかり
あると思っている。」

「「見る」という言葉より「まなざし」という言葉の方が個人的に好みである。辞書を引けばニュアンスの違
いがあれど、世間的に使われているニュアンスは「見る」という行為についてを指しているのであろう。「ま
なざし」という響きには感情が含まれると思っている。前後のコンテクストから汲み取る、汲み取らなければ
いけなほどの微量ではあるが、些細な、水面が揺れないように手を浸らせてゆくような匂いを感じる。小川洋
子の『博士の愛した数式』という小説を劇団で演劇化させてもらった事がある。私がこの小説を好んだのは、
博士を取り巻く人物たちが博士に向けるまなざしに、その水面を決して揺らさない優しさと強さを感じたから
である。彼らのまなざしには社会が学ぶべき匂いが溢れている。社会が向けてこなかったまなざしに、弱者へ
のまなざしというものがある。この弱者というものはいわゆる社会的弱者と定義される人でも、されない人で
も、インターネット弱者や、会社にいる人や身近な人に居ると思う。老いた人、引きこもり、虐待されている
人、病気になった人、大きな事故を起こしてしまった人、なんでも構わない。周りに一切居ないというケース
はかなり珍しいだろう。他者を弱者と定義するのは難しいが、弱者は弱者であらんとする事も多々だ。そして
やがて誰でも弱者になりうる。先は「まなざし」という言葉を好むと述べたが、弱者へ向けると書くと「まな
ざし」より弱者を見つめる、と書いたほうがしっくりとくる。「まなざし」に含まれるニュアンスが同じ苦し
みをまるで理解できる距離だと、個人的に感じているように聞こえるからだ。言葉は自分の考えを伝える手段
としていかに不完全かと度々感じる。弱者を見つめてこなかった原因の一つにはまず他者を想像していないと
いう事があるだろう。我々は産まれながら決める事のできない運の要素によって、今後の人生を大きく左右さ
れるし、多数派は多数派に所属している自覚は無く生きている。いくら想像してもわからない事だらけではあ
るが、わからない他の何かを見つめる時間を長く持ち、まなざしを持ち時間がゆっくりと流れ始めると、私は
再び、自分にまなざしを向ける事が出来る。」
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ＡＩを考えるということは
「人間がものを思考すること、理解すること、
認識することなどが、いったいどういうことなのか」
をあらためて考える機会ともなる

そのためにも
ＡＩと人間の思考の違いについての
基本的な視点をもっておく必要がある

まず人間の思考には
「規範的な次元」が内在しているが
ＡＩにはそれがないという視点

「私は○○と考えます」というとき
人間の場合そこには
「その思考や判断に責任を持ちます」という
最低限のコミットメントがあるが
ＡＩにはそれがない

人間の思考にはその背景に物語性があり
さらにその背景には
死する存在であるがゆえの時間性がある
「規範的な次元」はそこから生まれてくる

ごく単純にいえば
人間にはからだと
それにむすびついた心があり
死すべき存在であるからだと心が
生み出している物語がありその物語性ゆえに
思考や判断におけるコミットメントが生まれる
ゲームのようにリセットできないということでもある

さらにＡＩには
「フレーム問題」と「記号設置問題」があるという視点

フレーム問題は
人間は自分で認識のフレームを設定できるが
ＡＩにはそれを与える必要があるということだ
じぶんで限定された認識フレームをつくれるということは
そのフレームを無視することもできるということだ
「何もしない」ことができる」
しかし「ＡＩにはそれができない」

「記号設置問題」は
記号（言葉）を外的に存在する現実のものとを
むすびつけるにあたって
ＡＩはどんなに処理能力があっても
記号内処理であることを出ることができないということ

■「AIと文学の未来」をめぐる連続インタビュー
　聞き手・山本貴光＆吉川浩満
　（3）大澤真幸「人間とAIの関係は神学的に規定されている」
　（『文學界 2022年2月号』文藝春秋　所収）

こうしたことを考えていくと
ＡＩとは天使にも似ている感じがしてくる
天使には自由はない
天使は神的な存在から与えられた
役割・道具としての高次存在であり
そこにはからだをともなった心や自由は存在しないのだ
自由は大いなる制約と苦しみ
そして愚かであることにさえ
開かれているがゆえに可能となる

なぜ人間はこんなにも不自由なからだと心で
地上を生きているのだろうか
それはＡＩのようにならないためにこそ
不自由を通じた自由を生きているのではないか
そんなことを考えたりもする
死を引き受けるがゆえの物語性もそこに関わってくる

人間はＡＩでも天使でもないがゆえに
人間であることを選んでいるのだともいえる
人間であるがゆえの悪をさえ引き受けながら



■「AIと文学の未来」をめぐる連続インタビュー
　聞き手・山本貴光＆吉川浩満
　（3）大澤真幸「人間とAIの関係は神学的に規定されている」
　（『文學界 2022年2月号』文藝春秋　所収）

「山本／なぜ、大澤さんがＡＩを思想史的に考えることに惹かれないのでしょうか。

　大澤／その枠組みでは、ＡＩが人間にどれぐらい近づいたのか、ばかりが議論されているように見えるからです。
　ＡＩと人類との直接的な類比によって、ＡＩの認識や思考が人間にどれぐらい近づいたかを考えるよりも、ＡＩは人間の
ようには考えていない、ということがすごく重要だと思うんです。ＡＩが人間のようにはできないとから見えてくる人間に
ついての新しい知見のほうに興味をそそられます。ＡＩ研究が進むことによって、人間がものを思考すること、理解するこ
と、認識することなどが、いったいどういうことなのか、自分でもよくわかっていなかった、ということがわかってきまし
た。

　山本／おっしゃる通りですね。いまＡＩは人間のようには考えていない、と言われましたが、ＡＩと人間の思考の違いに
ついて、大澤さんは何を重要視されていますか。

　大澤／大きく二つあるのですが、一つ目は、人間の思考に内在している規範的な次元です。人間はたいていの場合、ＡＩ
にまず認識を学習させて、それから思考させようとしますよね。規範的な判断は、人間がやればいいと思っているから、教
えるにしても認識や思考を習得させてからになるでしょう。ほとんどのＡＩ研究者は思考と規範が別の問題だと考えている
からです。でも、実際には人間の思考には、純粋に客観的に考えていると思っているときでも、最低限の規範的な次元が含
まれているんです。
（･･･）
　「私は○○と考えます」と言うときには、本人はその都度、真剣には考えていないにしても、その思考に対して、「その
思考や判断に責任を持ちます」という最低限のコミットを表現している。その思考や判断が内容の点では明らかな道徳的な
問題を含んでいないときでもです。ニュートラルに「そこに文藝春秋社がありますよ」と私が言うときんは、それが客観的
な情報だとしても、その真理性に責任を持ちます、というような最低限のコミットメントが、思考に必ず伴っているんで
す。ＡＩの思考には、この規範的な次元がない。
　なぜ、このように人間の思考には規範的次元が内在しているのかを考えていくと、ＡＩと人間の思考のもうひとつの大き
な違いが見えてきます。
　それは人間の思考が持つ物語性です。（･･･）ただ、ものを考えているだけに見えても、その背景には、過去を参照した
り、記憶を引っ張り出したりして、ものを考え、それに基づいて行動し、その結果に責任を持つ、という一連の物語を持っ
た時間が流れています。
　ではなぜ、人間の思考には物語性が宿るのか。結論から言えば、それは人間が死ぬからでしょうね。逆に言えば、私たち
は生きようとして思考し、判断している。人間は死を避け、生きるために考えるから、人間の思考には時間性や物語性が備
わり、そこから規範的な次元が出来してくると考えられます。（･･･）

　山本／人間と思考の違いについて話していただきましたが、ＡＩの知能が人間のそれを越える、いわゆる「シンギュラリ
ティ」の可能性については、大澤さんはどのように考えられていますか。

　大澤／（･･･）私はＡＩが本質的な意味で人間のように思考できる、あるいは人間の知能を越えた、と言える日は、そん
なにすぐには来ないのではないかと考えています。なぜならＡＩについて昔から言われてきて、いまだに解決されておら
ず、解決の方針さえ立っていない、二つの難題があるからです。

　山本／それは「フレーム問題」と「記号設置問題」でしょうか。

　大澤／その通りです。

　山本／「フレーム問題」は、この世界が膨大な要素とその組みあわせからできているために生ずるものでした。そうした
環境のなかで、ある課題を達成したい場合、そこにある全ての要素を検討するわけにはいきません。時間と空間の範囲を限
定し、無数にある要素や関係のうちから対象とするものを限定する必要があります。つまり、課題解決のためにフレーム
（枠組み）を設定するわけです。これがＡＩには難しい。
（･･･）

　大澤／フレーム問題のいちばんのポイントは、人間は大半のことを「無視」できて、「何もしない」ことができるのに対
して、（･･･）ＡＩにはそれができない、ということです。
（･･･）

　山本／（･･･）もう一つの大問題は、「記号設置問題」ですね。ＡＩは身体を持たないので、人間のように「ネコ」や「リ
ンゴ」といった記号を現実のネコたリンゴと結びつけられない、と長らく言われてきました。（･･･）

　大澤／最近では、ＡＩに膨大なネコの画像を学習させることで、「ネコ」という記号とネコの画像を結びつけることがで
きるようになってきたことをもって、「記号設置問題」は解決されつつある、と言う人もいます。しかし、私はそうは思え
ません。いくら「ネコ」の写真を見て、「これはネコです」という判断ができたとしても、コンピューターにとっては、「ネ
コ」という記号を画像という別の記号と結び付けているだけです。（･･･）
　それに対して、人間は、そのメカニズムは詳らかにされていないのですが、記号を学ぶと、得も言われぬ仕方で、それが
外に実在することを知りますし、言語の習得の過程で、外部の実在と記号を結びつけることをたやすく身につけます。
（･･･）

　山本／フレーム問題と記号設置問題についてのお話を伺って、詩人のジョン・キーツの言葉を連想しました。キーツは、
文学で偉大な仕事を達成する人、なかでもシェイクスピアは「ネガティブ・ケイパビリティ」（消極的能力）を持っていた
と言います。それはどんな能力かといえば、「人が不確実さとか不可解さとか疑惑の中にあっても、事実や理由を求めてい
らいらすることが少しもなくていられる状態のこと」（ジョン・キーツ『詩人の手紙』田村英之介訳、冨山房百科文庫）で
す。つまり、何かを放っておけること、何かをせずにいる状態、キーツの文脈からすると拡大解釈になるかもしれません
が、人間がいろんなものを無視できる核には、このネガティブ・ケイパビリティという能力があるのかもしれません。

　大澤／同感です。」

「大澤／人間にとって自由とは何か？　というＡＩ技術の展開に応じた新しい問題の次元が開けてくる予感がします。脳と
機械、脳と脳が直接つながるようになると、新しい集合意識と個人意識が生まれ、哲学的に考えるべき難しい問題が出て来
るのではないでしょうか。
（･･･）

　個人的には、そうなったとき、人間は何を失ってしまうのかに非常に興味があります。自己の個体性の意識には、「他者」
が関わっているからです。哲学では独我論が成り立つというくらいですから、「他者」が本当にいるのか、という問題は、
ちょっと意地悪に考えると本来難しいのですが、哲学的に説明できなくても、私たちにとって「他者」がいることは確実で
すよね。「他者」についての感覚、「他者」についての認識や思考、それは人間の最大の謎であり、人間とは何かを考える
上で非常に重要な問題だと思います。
　だからこそ、自分の脳と「他者」の脳が直接的につながったとき、「他者」への感覚や認識、思考のベースになっている、
「他者」との超えがたい壁のようなものは、どうなっていくのか、非常に気になるのです。
　「他者」というのは、ビーイング（存在）とノンビーイング（非・存在）の中間にあるんです。哲学的には独我論によっ
て、いないことにもできるけれども、実際に人間が生きていく上では、決してないことにはできません。「他者」を「無視」
できるのは、それがビーイングとノンビーイングの間にあるからなんです。あると思っているから、「無視」して、なきも
のとすることができるのであって、最初から本当にないと思っていたら、「無視」することはできません。「無視」と「無
知」は違うわけです。このことは、「フレーム問題」や人間が「何もしない」ことを可能にしている「ネガティブ・ケイパ
ビリティ」にも通じていますね・ビーイングとノンビーイングの中間の次元で機能しているものがたくさんあるから、人間
には「無視」ができるし、「何もしない」ができる。それはおそらくＡＩにはビーイングとノンビーイングの中間にあるも
のを教えるのが非常に難しいからでしょう。（･･･）
　さらにいえば、ＡＩにはなくて、人間にはある「死」の概念もそうです。誰も自分の「死」を経験することはできません
が、自分が死ぬことは知っている。
　このようにビーイングとノンビーイングの間にある様々なものが、私たち人類の認識や思考や世界観の根幹を支えている
のです。私たちが人間的だと思っていることの大半は、そこにあるのかもしれません。
　だから、脳と脳がつながったとき、本当に大きなブレイクスルーが起こる予感がしています。」



☆mediopos-2613　　2022.1.11

高野秀行の『謎のアジア納豆』を
吉田よし子『マメな豆の話』
小泉武夫『くさいはうまい』とあわせた
納豆の話としてとりあげたことがある
（mediopos-2027  2020.6.4）

『謎のアジア納豆』が文庫になったときだが
その後すぐに高野秀行は
アフリカ納豆を紹介した本を出している

今回はアジア納豆・アフリカ納豆を含め
なんと福音館書店の小学生の高学年むけの月刊誌
『たくさんのふしぎ』で
『世界の納豆をめぐる探検』として絵本になっている
子どもたちに納豆の素晴らしさを伝える貴重なものだ

日本では主に納豆をご飯にかけて食べるが
かつては納豆汁にして食べていたそうだ
納豆汁にするのは韓国の食べ方と似ている

納豆はアジアでは主に大豆と納豆菌で作られるが
アフリカでは大豆ではなくマメ科の実や
なんとバオバブの種からつくられたりしている
食べ方もおせんべいにしたりといろいろだ
それぞれの風土に合ったものをつかって
それぞれの調理法でつくる工夫を加えている

納豆はどの地域でもいわゆるご馳走ではないが
肉や魚が手に入りにくい地域で
貴重なタンパク源として
またおいしく食べるダシとして
大切に食べられている歴史をもっている

また著者の高野秀行氏は
日本の納豆の起源を求め
アジアやアフリカでの作られ方も参考にしながら
大豆のもととなったツルマメとトチの葉を使い
「縄文納豆」をつくる試みを行ったりもしている

高野秀行の探検はどれも素晴らしくかつ面白いが
納豆をめぐる探検はとくに大変貴重なものだ

人間のからだは菌で満ちているといっても過言ではない
その菌についての知恵をこうした形で
食の伝承や工夫として伝えていくのは得がたい智恵となる

現代はどうも殺菌のようなかたちで
免疫力を疎外してしまうことが多いが
むしろ菌を生かし菌とどのように共生するか
（菌と共生するというより菌は私たちの一部）
ということへと視点を向けるのがいいのではないか

個人的にいえば幸い
小さい頃から藁に包まれた納豆の時代から
日々食卓でおいしく食べてきたが
比較的健康的に過ごせているのも
納豆の影響がずいぶんあるのではないかと思っている
たかが（と思ったことはないが）納豆されど納豆である

■高野秀行 (文・写真)／スケラッコ (絵)
　『世界の納豆をめぐる探検 (月刊たくさんのふしぎ2022年2月号)』
　（福音館書店 2022/2）
■高野 秀行『謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉』
　（新潮文庫　新潮社 2020/5）
■高野秀行『幻のアフリカ納豆を追え! : そして現れた<サピエンス納豆> 』
　（新潮社 2020/8）



■高野秀行 (文・写真)／スケラッコ (絵)
　『世界の納豆をめぐる探検 (月刊たくさんのふしぎ2022年2月号)』
　（福音館書店 2022/2）
■高野 秀行『謎のアジア納豆 そして帰ってきた〈日本納豆〉』
　（新潮文庫　新潮社 2020/5）
■高野秀行『幻のアフリカ納豆を追え! : そして現れた<サピエンス納豆> 』
　（新潮社 2020/8）

（『世界の納豆をめぐる探検 (月刊たくさんのふしぎ)より』

「いろいろとおいしく食べられる納豆だけどみんな納豆のこよをよくわかっていないような気がする。例えば納豆を食べて
いる国は日本だけじゃなうとか、納豆は木の葉っぱでも作ることができるとか知らないんじゃないかな･･････」

「納豆は大豆が発酵したものだ。（･･･）納豆の場合、納豆菌という菌が働いてあの独特の匂いやねばり気を出す。納豆菌は
どこにでもいる。田んぼや畑、山などにもいる。
　でも現代の納豆工場では煮たり蒸したりした大豆に納豆菌を直接ふりかける。（･･･）
　現在はコンピュータ制御の温度調整装置を使っているので、納豆の品質を保つのは昔よりらくになった。それでも大豆の
種類やサイズが少しちがっただけでも味が変わるし、納豆菌自体もいつも同じように働くわけではないという。納豆会社の
社長さんが「40年作っても納豆は難しい」というほどだ。」

「今、納豆はそのままご飯にかけて食べるのがふつうの食べ方だと思う。でも、なんとも意外なことに、これはわりと「新
しい」食べ方だった。昔の日本人はご飯にかけたりしないで、「納豆汁」にして食べていた。」

「納豆の起源は謎に包まれている。私は「（名産地の）茨城県の水戸？」と思っていたが、実は水戸納豆は今から100年
ちょっと前の明治時代に、宮城県の納豆作り名人に来てもらって作ったのがはじめだという。」
「では納豆はいつ、どこで作られたものなのだろう？
　歴史をたどると、納豆があったことのわかるいちばん古い記録は室町時代（600年ほど前）に書かれた「精進魚類物語」
だ。」
「それ以上昔になると、あとは伝説でしかない。」
「でも、これらはみんな日本の話だ。納豆は日本だけにあるのだろうか。いや、そんなことはない。私もびっくりしたのだ
けれど、世界のいろんなところにあったのだ。」

（『世界の納豆をめぐる探検』～ミャンマーの「せんべい納豆」より）

「ミャンマーの東北部にシャン州という場所がある。そこに住むシャン族という民族が作っている納豆は、「トナオ」とい
う。ナットウではなくトナオ。「くさった豆」という意味だ。はじめて見ると全然納豆に見えない。薄くて丸いせんべいみ
たいな形をしているかただ。私は「せんべい納豆」と呼んでいる。でも匂いをかいだら、なつかしい納豆の匂いがする。
　作り方は日本の伝統的な納豆とよく似ている。ただ稲ワラではなくクワやイジヂクの葉っぱやシダで大豆を包んで発酵さ
せる。」

（『世界の納豆をめぐる探検』～ネパールの「キネマ」より）

「ネパールの東側、低い山がなだらかにつづく農村地帯には「キネマ」という納豆がある。」
「キネマはパパイヤやバナナの葉っぱで大豆を包んで作ることが多い。」
「食べ方はいろいろ。ネパールはカレー味にすることが多い。といっても日本のカレーとはちがって、もっとさらっとして
いる。」

（『世界の納豆をめぐる探検』～中国ミャオ族の「ガオヨウ」より）

「中国では納豆を食べないと一般には思われている。でも南部の山岳地帯に住む少数民族の中には納豆を食べる人たちが
けっこういる。湖南省に住むミャオ族もそのひとつ。」
「土壁の家には長さ３メートル、大きな中華鍋を３つも埋め込んだ石造りの巨大カマドがあって驚いた。納豆作りもここで
おこなわれる。
　まずは薪をくべて火をおこる。大豆を煮て化学繊維の袋に入れる。別の鍋にシダを敷きつめ、上に布をかぶせてから、煮
豆の入った袋を置いてフタをする。２晩おいたらできあがっていた。この納豆をミャオ族の言葉で「ガオヨウ」と呼ぶ。」

（『世界の納豆をめぐる探検』～韓国の「チャングッチャン」より）

「おとなりの韓国にも納豆料理があって。呼び名は「チャングッチャン」。日本式に言えば「納豆汁」である。野菜や豆腐
と一緒に煮こんで食べる。トウガラシがきいていてピリ辛だ。」
「韓国では日本と同じように煮ワラで煮豆を発行させて生チャングッチャンを作る。」

（『世界の納豆をめぐる探検』～ナイジェリアの「ダワダワ」より）

「アジアの広い地域で、私たちと同じように、納豆を食べている人たちがいた。それだけでも驚きなのに、取材を続けてい
くともっと驚くことに気づいた。アフリカにも納豆があったのだ。西アフリカの15くらいの国で、おそらく２億人ぐらいの
人が納豆を食べている。
　私がまず訪れたのはナイジェリア北部のカノ州の村。サハラ砂漠のすぐとなりにあり、すごく暑くて乾燥したところだ。
ハウサ族というイスラム教徒の人たちが「ダワダワ」と呼ばれる納豆を作っていた。アフリカの納豆はアジアの納豆と少し
ちあがう。アジアではみんな、大豆で納豆を作っていたが、アフリカでは主に「パルキア」というマメ科の大きな木の実か
ら作る。」
「ちがうのは、煮た豆を葉っぱや稲ワラに包まず、ひょうたんで作った容器に入れる。このひょうたんに納豆菌がついてい
るのだ。
　もの置きにひと晩おくと、もう発酵していた。暑いからだろう。最高気温が40度以上あるのだ。手で触るとネバネバする
し、なつかしい匂いがする。味見すると、まさに納豆。このままご飯にかけて食べたくなるほど。」

（『世界の納豆をめぐる探検』～ブルキハファソの「バオバブ納豆」より）

「アフリカにはパルキア豆以外の豆から作る納豆もあるらしい。私がいちばんおもしろいと思ったのは「バオバブ納豆」。
豆ではなくバオバブの種から作るという。」

（『世界の納豆をめぐる探検』～「納豆の起源の謎にせまる」より）

「納豆はいつ、どこで生まれたのか？　「稲が日本に伝わった弥生時代に納豆が食べられていてもおかしくない」という意
見があるが、アジア納豆を調べた結果、納豆は稲ワラ以外のものでも作れるとわかった。それなら弥生時代より前の縄文時
代から食べられていてもおかしくない。」
「アフリカ納豆を調べた結果、納豆は大豆でなくても作れるとわかった。それなら、大豆になる前のツルマメでも作れるの
ではないか。そう思って。山梨県の南アルプス市ふるさと文化伝承館で、館長の山中誠二先生と一緒にツルマメで納豆を作
る実験をおこなった。」

（『世界の納豆をめぐる探検』～「縄文納豆を作る」より）

「ツルマメは殻が固いので、そのまま発酵させるのが難しい。でも私はバオバブ納豆の作り方をまねすることを思いつい
た。まず豆を煮て、それを石皿でつぶすのだ。伝承館には縄文時代の本ものの石皿があり、それでゴリゴリと豆をつぶし
た。」
「あとは縄文時代から日本に生えていたトチという木の葉っぱでつぶした豆を包んで、ヨーグルトメーカーに入れて、温度
を42度に設定する。
　3日後、結果は･･････見事に納豆になっていた!!」

「納豆は世界のいろんな場所で愛されている。それはなぜか？
　アジアやアフリカで、納豆が食べられているのは決して豊かではない土地だ。海や川がない場所、乾燥した場所や山の中
であることが多い。そういう場所では動物の肉や魚が手に入りにくい。肉や魚には人間の体にとってとても大事なタンパク
質が含まれている。タンパク質がとれないと人間は生きていけない。でも納豆には魚や肉に負けないほどタンパク質があ
る。そう、豊かではない土地にくらす人たちにとって、納豆は命のもとなのだ。同時に、魚や肉はおいしいダシを作る。そ
ういうものがない場所の人は納豆を出しに使う。納豆には魚や肉にはかなわないけど、やっぱりダシの成分がふくまれてい
る。納豆はおおいしい食事のもとででもある。
　私はずいぶんいろんな場所で納豆を見てきた。どこでも納豆はご馳走ではない。くさいし、ねばねばしているし、なんか
ちょっとかっこ悪い。お客さんに出したりしない。でも、だからこそ、日本人をふくめアジアの人もアフリカの人も、納豆
を自分の「家族」のように思っている。」
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三日坊主はだれにでも経験があるだろうけれど
なにかを習慣にすることはむずかしい

最初から生活習慣として刷り込まれているときは
むしろ逆にその習慣から逃れることはむずかしいけれど
あらたに習慣をはじめるときには
それなりの困難さを経ることになる

古代インドの懐疑主義者サンジャヤから
アレクサンダー大王に随行したピュロン
その思想を集大成したセクストゥス・エンピリクスから
一九〇〇年後のピュロンであるモンテーニュ
デカルト・パスカル・ニーチェ・ノヴァーリスなど
習慣をめぐって哲学的な思索が展開されている
三宅中子『習慣の精神史』の面白さを
どのようにご紹介しようかと思っていたところ

とてもカジュアルなノウハウ本
佐々木 典士『ぼくたちは習慣で、できている』が
文庫化されたのでそれを枕に使いながら少し

「習慣」を身につけるためには「努力」が必要だが
その場合それに対する「報酬」のあるなしで
その態度はずいぶん変わってくる
しかし結局のところ「習慣」が刷り込みではなく
実質的に身につくのは
それを「自分で選んでいる」ということに尽きるだろう

好きこそ物の上手なれとは言い得て妙で
何度も何度も繰り返すことで
なにかをたしかに「習慣」にし
そこからなにがしかのものを得るためには
「努力」や「我慢」などではない
魂のやむにやまれぬものからの動機づけが不可欠だ

そしてその「習慣」によってひとは
じぶんでじぶんを形成していくことができる

懐疑主義者のセクストゥス・エンピリクスから
深く影響を受けたモンテーニュは
「習慣は第二の自然であり、自然に劣らず強力である。
習慣が積み重なって私の本質になった」としたが
ひとは「第二の自然」である「習慣」によって
みずからをつくりあげていかなければならないのだ

しかしパスカルはその「第二の自然」は
「生まれつき持っていた真の本性（第一の自然）を失い、
第二の自然として出来上がる」こと
ほんらいてきな「第一の自然を破壊していく」人為的な習慣は
ひとを神から遠ざけてしまうのだという

神の死を宣言したニーチェは
神の不在ゆえに
「習慣」なくして生きてはいけないとしたが

ノヴァーリスは
「種々雑多な習慣の複合」である
「日常的な習慣の中に埋没」している低次の自我に気づき
その「反省」によって「自己自身を知」り
「自己認識を得て真の自我、より高い自我」へと向かおうとし
それを錬金術的な魔術として表現する

そしてそれは天才のみがなし得る技ではなく
「あらゆる人は天才になる可能性をもっており、
従ってすべての人は魔術を使う可能性をもっている」とする
そのための「訓練」が「習慣づけ」なのである

ベルクソンも「持続の相のもとに見ることを
習慣づけようとした」がそれは
みずからの魂を高次の自我へと向かわせるものだとしたのだろう

結局のところ「習慣」を可能にするには
魂の深いところからくる動機づけがあるかどうかなのだろう
それがなければ外的な強制や目先の「報酬」といったことで
みずからを錬金術的な変容へと導く「習慣」を
じぶんのものにすることはできない

佐々木 典士『ぼくたちは習慣で、できている』には
「習慣を身につけるための55のステップ」も含め
さまざまなノウハウが紹介されているけれど
じつのところ重要なのは深い動機づけであって
それさえあればノウハウは意味をもたないのかもしれない
どうしてもそうせざるをえないとき
ひとはどんなハードルも時空さえ超えてすすむことができる

■三宅中子『習慣の精神史―三宅中子論文集全一巻』
　（西田書店  2021/10）
■佐々木 典士『ぼくたちは習慣で、できている。増補版』
　（ちくま文庫　筑摩書房;　2022/1）



■三宅中子『習慣の精神史―三宅中子論文集全一巻』
　（西田書店  2021/10）
■佐々木 典士『ぼくたちは習慣で、できている。増補版』
　（ちくま文庫　筑摩書房;　2022/1）

（佐々木 典士『ぼくたちは習慣で、できている』より）

「ぼくは以前、人生を「苦しみの我慢大会」のようなものだと考えていた。努力という苦しみに耐えられた限られた者だけ
が勝利し、美酒に酔える。しかし、習慣について今まで見てきたことからすると、どうやら努力の実体はそれとは全然違う
ようだ。」

「すさまじい努力を続けているように見える人が、努力はしていないとか、自分のしている努力はたいしたことがないと
言っている。ぼくはずっと、こういう言葉は一流の選手や作家ならではの謙遜だと思っていた。もちろんその努力を簡単に
想像するわけにはいかないが、その意味が少しわかった気がする。
　混乱の原因は恐らく、「努力」という言葉が２つの意味で使われているからだ。

　努力という言葉の中に含まれている２つの意味、ぼくはこれを本来の「努力」と「我慢」に分けて考えたほうがいいので
はないかと思っている。
　ぼくはこの２つの違いをこんなふうに考えている。
●「努力」は支払った代償に見合った報酬がしっかりあること
●「我慢」は支払った代償に対して正当な報酬がないこと」

「努力か、我慢かを分けるポイントは、受け取る報酬が支払う代償に見合っているかどうかのほか、それを「自分で選んで
いるか」という点にもある。」
「習慣が続くのは、それが自分が選んだ行動だからだ。「好きなことなら続く」と言われるのは、たとえそこに苦しみがあっ
ても、自分で納得して選んでいるからだ。」

「ウィリアム・ジェームズは習慣を「水路を穿つ水」に喩えた（『習慣の力』）。何もないところに水を流しても、最初は
通りやすい道がないので、流れは拡散するだけでうまく流れない。
　しかし何度も何度も水が流れるうちに道ができ、それは深く広くなっていく。（･･･）
　「人は、その人が１日中考えている通りの人間になる」という言葉があるが、その通りだと思う。人が１日に考える７万
もの考えのそれぞれが、自分の中で反響され、少しずつ少しずつ影響を与えていく。何度も何度も考えたことがその人の人
格を作っていく。
　他の誰かや神様すらも忙しすぎて自分がしていることを見てくれないかもしれない。でも自分の脳は、自分が考えている
ことや目にしていることに、今この瞬間も影響を受け習慣を作り続けている。」

（三宅中子『習慣の精神史』より）

「セクストゥス・エンピリクスの『概説』の骨子は「それ自体においてあるもの」の存在は判断保留してあらゆるものを相
対的にとらえるということにあったが、そのあとに、人々にとって物事は体験の頻度によって受け取り方が違うこと、つま
り、習慣になっている場合とそうでない場合で受け取り方に違いが出来ることを述べている。」
「セクストゥスを近世に伝えたモンテーニュの著書『エセー』の特徴は習慣についての記述である。（セクストゥスの『概
説』では）我々の存在ぶも物事の存在にも何一つ恒常なものはない。我々も我々の判断も、そしてすべての死すべきものも
絶えず流転する。したがて確実なことは一つとしてたがいに立証されない。判断するものもされるものも絶えざる変化と動
揺の中にあるからである。恒常なものは、在るものである。在るものはそれ自体であるものであった。先ずはパルメニデス
の「あるもののみがあり、あらぬもの（空虚のこと）はあらぬ。あるものは不変不動で、全体として連続して一つになって
いるもの（唯一者）である」があった。
　そしてモンテーニュは自身の持っているもので最も確固としたものとして「私自身」を発見し、私自身を注意深く観察し
ていくうちに私自身を作り上げているものは生活上の様々な習慣であることに気づく。「習慣は第二の自然であり、自然に
劣らず強力である。習慣が積み重なって私の本質になった」。

「短い長いの区別はともかく（･･･）生のいたるとこで習慣は発生し、人はいわばそれらに苦しめられ、あるいは護られて生
きている。自分の中に出来上がってくるいろいろな種類の習慣は無くなることがない。無くなったら、それこそ一大事だ。
ニーチェは誰よりも切羽詰まっている。神亡き後、少なくともさしあたり、人は習慣の力に頼らざるを得ないのだ。ニー
チェのこの指摘は習慣論の重要な部分である。」

「パスカルは『パンセ』の中で興味深い習慣論を展開している。」
「「『パンセ』の四三〇は人が原罪によって堕落して惨めになってしまったことを説明する。はじめ人は神の手の中にいて
神の栄光と知性で満たされ、清く罪なく、目は神の威容を見ることが出来た。死と惨めさに苦しめられることもなかった。
ところが人は思いあがって、神から独立して自分の力だけで生きられるものと錯覚したので、神はなすがままにまかせた。
人は神の手の中にいた時の本性を喪い、本能がいくらか残っている程度になってしまい、邪欲の中に沈み、もはや天使では
なく、獣のようになって神から遠く離れて、そのような状態が彼の第二の本性になってしまった。神の支配を逃れようとし
て恩寵を失った人間は「真の本性」を失ってしまったのである。神の手から堕ちた人間は、彼の本性（ナチュール、つまり
自然）を失い混乱の渦の中に置かれ、この非常事態を収拾するものとして第二の自然が形成されていったのだ。これが「習
慣」というものである。（･･･）人は生まれつき持っていた真の本性（第一の自然）を失い、第二の自然として出来上がる習
慣をもって第一の自然を破壊していく。」

「我々の日常生活は種々雑多な習慣の複合で、自我は日常的な習慣の中に埋没しているうちは自我のより低い状態で真の自
我ではない。自我がこのことに「気が付く」と日常的な習慣は抵抗となり始める。習慣が「障害」となる時、自我の内面化
が起こってくるといえるであろう。内面化は外側の自我と内側の自我の分裂になり、ノヴァーリスはこのような分裂を「ロ
マン化」という。（･･･）
　そして「気が付く」、つまり自我が日常のより低い自我に埋没していることに気が付く時「反省」が起こる。自我は自己
の内にかえって自己自身を知ること、自己認識を得て真の自我、より高い自我に達することが求められる。ここでノヴァー
リスは錬金術を持ち出して考えるヒントにする。」
「ノヴァーリスの魔術とは、日常のより低い自我に埋没していることに気が付いて自己自身を知って、自己自身のすみずみ
にまで眼光を行き届かせて、真の自我、より高い自我を得ることである。そして自己の外にある客観に引きずり回されるこ
となく、「我々のいわゆる自我」、「より低い自我」から自由になってそれに向かって働きかけることの出来るものが魔術
師である。
　魔術を使うものは感覚の世界を自由に操ることが出来、自分自身の外面的感覚の部分や身体的条件に溺れてしまうことな
く逆に支配することが出来る。
　従って魔術は決して特別なものではない。彼にとって「天才」とはこの魔術を駆使できるもののことであるが、天才は多
くの人々に共通であり、あらゆる人は天才の萌芽である。つまりあらゆる人は天才になる可能性をもっており、従ってすべ
ての人は魔術を使う可能性をもっている、と言う。」
「魔術的な創造的自我が最高のものの感覚、つまり宇宙を支配する情緒、宇宙の霊を直感する時、人間と自然との調和がな
され、神が明瞭になってくる。自然の法則の理解もこのような直感に基づいてなされないと、単なる習慣の法則を得るたけ
のことになってしまう。この調和を得るために訓練が要ることになる。
　訓練とは習慣づけである。」

「大事なところで習慣の力を借りようとしたのはベルクソンである。ベルクソンにも二つの習慣がある。（･･･）ベルクソ
ンは持続の相のもとに見ることを習慣づけようとしたのである。」



☆mediopos-2615　　2022.1.13
『文藝』の特集「母の娘」の
最初に置かれている「批評」
水上文「「娘」の時代」のなかの
「呪われたままでいるわけにはいかない」
に象徴されているような吼える言葉が
どこか般若になるまえの
生成りのように響くのが切実感があって面白い

最初に批判の刃が向けられている
斎藤環の言う
「父殺し」は可能だが
「母殺し」は不可能であるというのは
たしかに斎藤環の隠された単純なおじさん性を
露呈している言葉でもあるのだが

水上文は（おそらく本人は否定するだろうが）
母娘関係を生きる女性を代表して
（ということはそれをある意味普遍化して）
「母殺し」の可能性へと論を進めるのだ
「母殺しの不可能性などという人間の条件なんてない」
「あるのは、別々の肉体、別々の人間、
もう戻れないたったひとりであるこの「私」、
ただそれだけである」という
それはおそらく自我の叫びでもあるのだろう
そしてそれはまったく正当な叫びでもある

人は鏡像段階
つまり「他者」との合わせ鏡によって
「私が私であること」を獲得していくわけだが
その際の「他者」の主となる
「父」と「母」との関係のなかで
「私」の姿を形成していくところが強固にある

その関係の背景には
社会的・文化的・個人的な諸要素があり
そのうえでそれぞれの「父」「母」が
「私」との関係のなかに織り込まれてくる

けれど今回の批評における自我の叫びは
「父」や「母」といった固定的な役割も
かつてほど強固ではなくなってきているなか
それぞれがそれぞれの関係性のなかで
個別の「私」が形成されてくるのだと認めよ！
ということなのだろう

それでも多くの場合
「父」や「母」との関係性のなかで
象徴的な「父殺し」「母殺し」ということが
現時点での人間の魂においては
「呪い」を解くためにも
それなりの役割をもたざるをえないのかもしれない

父と母
息子と娘
その交錯した関係性のなかで
「私」のかたちがつくられていく

もちろんそこには
（ジェンダー的な意味ではあるが）
男性と女性
アニムスとアニマの
交錯した関係もでてくるのだけれど

そうしたさまざまな魂の課題を
錬金術的に克服していくプロセスのひとつとして
きわめて現代的な課題である「母娘」関係が
今回クローズアップされているのが面白い

しかし現状ではおそらくかなり単純な
マザコンやファザコンを抜けていないことさえ多く
錬金術的変容からほど遠くはあるのだけれど

■『文藝　２０２２年春季号／特集 母の娘』
　（河出書房新社 2022.1）
　～水上文 「「娘」の時代 ／「成熟と喪失」のその後」



■『文藝　２０２２年春季号／特集 母の娘』
　（河出書房新社 2022.1）
　～水上文 「「娘」の時代 ／「成熟と喪失」のその後」

（『文藝　２０２２年春季号／特集 母の娘』）

「神話から現代文学まで、物語のジャーゴンとしてつきまとう「父殺し」。では「母」はどこへいったのか？　
という問いからこの特集は始まった。某母、某娘、と古代から近代に至るまで、常に名前を奪われてきた「母」
たち。常に周縁かされる存在でありながらも、同時に抑圧者としても語られる「母」にかけられた呪いは終わ
ることがない。本誌に１９６６年から掲載され、後世の大きな影響を残した江藤淳『成熟と喪失〝母〟の崩壊』
から56年。かつて娘でもあった「母」たち----いま、「母」はどこにいるのか？」

（「水上文 「「娘」の時代 「成熟と喪失」のその後」より）

「この小論が「母」という主題をめぐって書かれていること、とりわけ女性の書き手が「母」という主題で書
き出そうとすることに、なんらの疑問も感じなかった全ての人----あなた方に向けて、この文章は書かれてい
る。
　母娘関係にはなるほど特有の困難があり、容易には避けがたい桎梏があるのであって、おそらくは女性同士
ならではの解きほぐしがたい関係が、外からはうかがい知れない秘密の愛憎があるのだろう。「母」とはもち
ろん特別の主題に、とりわけ女性の書き手にとっては「個人的」に重要な主題になるだろう。と、至極当然に
思う全ての人に、この文章を差し向ける。繰り返す。「母」という一文字のみで言い尽くされる何事かがある
と考える人、母娘関係はいついかなるときも大いなる問題に違いないと考えている人、あるいは自分には何の
関係もないと考えている人、あなた方に向けて私は書いている。
　たとえば精神分析家医の斎藤環は、母娘関係には他では見られない独特の困難があると主張し、次のように
述べている。

　　父親とは簡単に対立関係に入ることができますが、母親とは対立できません。なぜなら、母親の存在は、
女性である娘の内側に、深く浸透しているからです。それゆえ「母殺し」を試みれば、それはそのまま、娘に
とっても自傷行為になってしまうのです。
　もう一度繰り返しましょう。象徴的な意味におおいて、「父殺し」は可能であるばかりか、むしろ裂けるこ
とのできない過程とすら考えられます。しかしおそらく「母殺し」は不可能です。母親の肉体を現実に滅ぼす
ことはできても、象徴としての「母」を殺害することは、けっしてできません。おそらく、こうした母殺しの
可能性は、父殺しの可能性と表裏の関係にあるでしょう。その意味では、父を殺しながら、母を殺しえないこ
とにこそ、人間の条件が含まれているかもしれません。（斎藤環『母は娘の人生を支配する』）

　母と娘はともに「女」であり、同じ性別の身体を持っている。この身体性の共有こそが母娘関係の独特さの
源泉であり、母息子や父娘にはない困難が母娘には生じる、と斎藤は言う。そして人は象徴的な「父殺し」は
できるものの、「母殺し」は不可能である、と。むしろ「父を殺しながら、母を殺しえないことにこそ、人間
の条件が含まれているかもしれ」ないのだと----けれどもそれは、一体どういうことだろう？
　現代の教養ある知識人として、斎藤はもちろん「生物学的な本質」などということを主張しているわけでは
ないのだった。彼は「ジェンダー」の考え方を全面的に肯定していると繰り返し、「男性であり、女性である
ということは、ほぼ完全に社会的・文化的な慣習によって支えられた区分に過ぎず、そこにはいかなる生物学
的な本質も関係していない」と明言していた。にもかかわらず、彼はあたかも隠された欲望を不意に漏らすか
のように、普遍化の身振りを繰り返すのだ。「父を殺しながら、母を殺しえないことにこそ、人間の条件が含
まれているかもしれません」。
　この種の普遍化は、何を言わんとしているのだろうか？　「人間の条件」という非歴史的な普遍性を持ち出
すことで彼が何を試みていたのか、その後も繰り返される女性の「身体性」の問題によってどんな深遠な物事
が語られようとしているのか、私に理解できているとはとても言えない。というよりも、実際、私には全くわ
からないのだ。
　これは本当に、なんなのだろう？　あらかじめ運命付けられた「人間の条件」としての「母殺しの不可能性」
などという語り口は、今まさに出口を探している人の行く手を阻むことにしかならないのでは？　どれほど
「生物学的本質」など関係しないと主張していようとも、結局のところ母娘がともに同じ性別の肉体を持って
いることにその原因が求められた上で語られる「母殺しの可能性」ないし「人間の条件」は、私たちに「出口
なし」を突きつける呪いに他ならないのではないか？
　だが、あなた方に呪われたままではいられない。

　母娘関係のみを取り出し、社会的背景を捨象した上で語られる「真理」の言説の危うさをこそ、「母」に注
目が集まる状況を社会的背景とともに考察しなければならないのだ。そうでなければ呪われてしまう。呪われ
たままでいるわけにはいかない。
　この意味で、とりわけ「母」にのみ問題を集中させ、個人的・心理的問題に還元する試みは全て危険なもの
だと疑ってかかる必要がある。何が「母」に、あるいは「母娘」に注目を促しているのだろう？　現代におけ
る「母」とは何か、「母」という一文字に全てが還元されることによって覆い隠されるものとは何か？　そう
した問いのないままに語られるあらゆる言説を、私は拒絶する。問いかけのまいままに積み重ねられる言説
は、たとえどんな意図があろうとも、結局のところ「普遍的」で「絶対的」な真理を語る言説の強化に手を貸
すことになるだろう。個人的な問題に還元しない形で物事を捉え直すこと、それによってこそ得られる視座が
あると私は思う。だから書くだろう、容易でないものの決して不可能ではない、そんな「母殺し」の可能性に
向かって。」



☆mediopos-2616　　2022.1.14

二〇〇四年頃
志村ふくみ・志村洋子の
母娘がともに体調を崩し
ほぼ同時期に復帰する
というのは
魂において
同じ場を共有していた
ということだったのではないだろうか

そしてそれぞれがそれぞれの仕方で
（母ｰ娘の関係もふくめて）
その時期に
魂の変容と統合という
プロセスを経ていった
ということでもあったのかもしれない

興味深いのが
うつ病を患った際
アンリ・マティスが晩年に手がけた
切り絵（画集『ジャズ』）に触発されたということ

そして
曼荼羅を描くように
「裂」を
パッチワークやコラージュに
していった･･･

だれにでも
こうした「うつ」のような時期を経た
経験はあるのではないだろうか
（ぼくの場合は毎日のように
うつとそこからの回復を繰り返しているけれど）
そのプロセスは人それぞれで
そこから回復できるとはかぎらないが
その機は魂の変容プロセスともなる

志村ふくみのように
とても大きくたくさんの仕事をされてきた方ほど
大きな光ととともに
その光ゆえに
じぶんのなかの声なき声から
思わず呼ばれるときがくる

裂たちから
「私たちをどうにかして！」と
呼びかけられた気がしたというが
その裂たちもまた志村ふくみのなかで
それまで聞きとられずに来たものだったのだろう

そしてその声を聞くことで
それにかたちを与え
「裂」の曼荼羅を描くことで
志村ふくみの世界はあらたに統合され
さらに豊かに広がっていくことになった

■古沢由紀子（聞き書きと評伝）
　『志村ふくみ　染めと織り』
　（求龍堂  2021/11）
■志村 ふくみ『私の小裂たち』
　（ちくま文庫　筑摩書房　2012/2）



■古沢由紀子（聞き書きと評伝）
　『志村ふくみ　染めと織り』
　（求龍堂  2021/11）
■志村 ふくみ『私の小裂たち』
　（ちくま文庫　筑摩書房　2012/2）

（古沢由紀子『志村ふくみ　染めと織り』～「端裂が助けてくれた」より）

「母の指導を受けて三十一歳で織物を始めてから、私はたゆみなく、染めと織りを続けてきました。機に上が
るのを億劫と思った日はなく、朝起きると仕事のことで心はいっぱい、スランプとも無縁——--。
　それが、八十歳を目前にして、二度と機には迎えない、ペンも持てない、と思うような状態に陥りました。
うつ病を患ったのです。
　先に体調を崩したのは、長女で染織家の洋子でした。這うように仕事に来ていたけれど、そのうちに寝込ん
でしまい、ついに出てこれらなくなってしまいました。残った私が工房を繰り回しましたが、夜は不安にさい
なまれたのです。
　明日をも知れぬ老齢にさしかかったと感じて、言いようのない深い闇、トンネルに入り込んだような心境
で、機に向かえなくなりました。二〇〇四年頃のことです。
　その苦境を救ってくれたのは、裂でした。京都市内の部屋にこもり、様々な草木で染めて織ってきた着物の
残り裂を見たり、触ったりしているうち、様々な昔のことが思い起こされました。
　「夜桜」「月の湖」などと名付けた作品の端裂を約五十年分、時系列にして「裂帖」に貼り付けて保管して
あります。昔の農家の女性や織り屋さんなどが織った布を保存し、見本も兼ねた「縞帖」をつくっていたのと
同じです。
　残り裂はタンスにもたくさんありました。私は四角や三角など様々な形に裂を小さく切り、モザイクのよう
に紙に貼り始めました。
　まるで布同士が昔のことをおしゃべりしているような気さえしながら、私は布をまさぐっていたのです。
　思い浮かんだのは、フランスの画家、アンリ・マティスが晩年手がけたという切り絵でした。自由自在な作
品を画集で見て、なんてすばらしいだろうと感銘を受けて、「やりたいことをやってみなさい」と言われたよ
うな気がしました。マティスには及びもつかない幼稚なものですが、朝から晩まで次から次へとつくっていっ
たのです。手元にあった裂を切り抜き、雪の結晶などの形に貼った屏風は、病を得る直前につくったことがあ
りました。

　　四十年以上も休むことなく織機に向かっていた日常が止まってしまった頃、志村は、マティスの切り絵作
品を収録した画集『ジャズ』に触発されて、「Mに」という詩のような文章を綴っている。巨匠に語り掛ける
ような言葉が印象的だ。「こんなに老いても病んでもまだ、人を喜ばせることができるなんて　でもあなたは
きっと　病んで苦しんで　哀しみつつ　描いていらしたのですね。」

　夢中になって残り裂でパッチワークやコラージュのような作品を次から次へとつくるうち、心も体も快方に
向かったようです。本当に裂に励まされ、裂のおかげで救われたのだと思います。
　知り合いを介して聞いたのか、現代美術の画廊経営者・佐谷和彦さんに「これはミニマリズムだ、小さな芸
術的なものだ」と目をとめていただきました。京都のマンションに何度も来て励ましていただき、展覧会を企
画してくださったのです。

（…）

　結局、私は染織家として二年あまりの空白を果て、再び機に上がれるようになりました。洋子も私と入れ違
いに仕事に復帰していました。」

■（志村 ふくみ『私の小裂たち』より）

「二年あまり病を得て、果たしてもう一ど機に向かえるかとあやぶんでいたが、療養がてら、ふと小裂の一杯
つまった箱をまさぐっているうちに、この小裂を雪や花びらのようにこまかくきって、一片一片を、モザイク
みたいに紙に貼りはじめた。
　お菓子の空箱を小さく区切って、赤や黄、緑の、吹けば飛びそうな小片をわけて入れ、模型の小間物屋みた
いに店びらきして、終日貼りつづけた。はじめは点描のようにひたすら空間を埋めて、花苑や噴水、お城や町
などまるでお伽噺の世界のような幼さだった。しかしそんな手仕事がたのしく、私を快方へ向かわせたのか、
次第に着想が湧き、長年織りためていた裂の箪笥から「秋霞」とか、「夜桜」「月の湖」などの作品の残り裂
をとり出して着物の雛形をつくりはじめた。千年、何の気なしに着物の簡略なパターンをつくってみたのが
きっかけだったが、小さいなりに主張している裂の勢いにうながされて、たて続けに五十枚、百枚をつくりつ
づけた。無地の雛形にも、意外と主張なき主張というか、色ひとつで勝負する潔さがあり、やはり五十枚ちか
くつくった。自分が染めたというより、そこを離れて、植物染料のもつ潜在的な力強さに驚いた。
　裂は御用済の存在として長年箪笥の中に打ち捨てられ、やがて私がいなくなったら忘れられる運命だった。
すんでのところで最晩年の私はその裂たちから呼びかけられ「私たちをどうにかして！」といわれた気がし
た。
　その裂たちのために、私は体調をくずし二年間も空白の時をあたえられたのかもしれない。人は休養の時と
言ってくださるが、休養どころではなく、働きつづけた。このことに気づかされ、再びものをつくるよろこび
をあたえられたことは、裂たちに何と御礼をいっていいかわからない。私はお手伝いさせてもらっている感じ
で、次から次へ裂の世界にはまりこんでゆく。
　一寸かっこよく言えば裂への恩返しか、なんてとんでもない、まだまだ私は貪欲に、更に更に裂を切り刻
み、こまぎれにしているではないか。それでも裂たちの中からさんざめくこの話し声、聞き耳をたてずにはい
られない。」
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緑色がイメージされるが
緑色を草木染めで
染めるのは「やっかい」だという

緑色をしている植物で
そのまま染めれば得られるかというと
葉緑素という色素はとても弱く
それで染めるのはむずかしい

色相環でいえば
緑は青と黄のあいだであるように
（緑の補色は赤紫）
緑色を染めるためには
藍と黄を掛け合わせて緑を得る必要がある

藍を先に染めるか黄を先に染めるかは
それぞれの手法によるようだが
藍染めが可能になってはじめて
緑色の染色ができるようになったのだという

薄い藍に黄を濃く染めれば
春まだ浅い季節の明るい緑色である
「萌黄色」「鶸萌黄」「若菜色」「若苗色」
「若草色」「柳色」「裏葉色」といった色

濃く藍を染めたものに黄を加えると
「木賊色」「蓬色」「青緑色」「鶯色」や
「千歳緑」「常磐色」「松葉色」
さらには濃くくすんだ緑の色である
「苔色」「海松色」が得られる

自然をそのままうつしたような
日本の色の名はその名を知るだけで
それぞれの色が豊かにイメージされるようになる

自然界で緑の色をそのまま着色できるのは
マラカイトを細かく砕いた「緑青」だけだそうだ
これは布を染めるためには使われないで
建築物や彫刻・絵画の彩色に用いられてきた

自然のイメージの代表ともいえる緑色が
なぜそのまま染まらないのだろうか

いのちの色の草木の緑は
四季の移ろいのなかで
さまざまにその色を変えてゆく

いのちは時をとどめない
緑もまたその時をとどめないがゆえに
緑は緑の色をとどめないのではないだろうか

■吉岡 幸雄『失われた色を求めて』
　（岩波書店  2021/10）



■吉岡 幸雄『失われた色を求めて』
　（岩波書店  2021/10）

「染色にたずさわるものにとって、緑ほどやっかいな色はありません。緑の色を得ようと、たとえば、。松の葉を
あつめて煮出し、その液のなかに糸や布をいれればよさそうに思います。また路傍の草を手で揉めば、指が緑色に
なりますから、布にも同じように緑を摺り込めると考えます。ところが、そうはいきません。草木の葉には葉緑素
という色素がありますが、この葉緑素はじつに弱い色素で、水にあえばすぐ色が流れてしまいますし、そのまま
放っておくと、汚れた茶色に変色してしまいます。葉緑素は染料としてはまったく不適格なのです。
　ちなみに、自然界において、そのまま緑の色を着色できるのは、唯一マラカイトという石を細かくした「緑青」
という顔料だけです。単独で緑色になる染料は世界中どこをさがしてもないと断言できます。

　では、そのようにして、緑を染色していくかといいますと、藍と黄を掛け合わせて緑を得ることになるのです。た
とえば、刈安とか黄蘗といった黄色系の染料を藍で染めた布や糸に加えて染めるのです。藍を先に染めるか、黄を
先に染めるか、とくに決まりはありませんが、私の工房では、藍を先に染めて、黄を染めるという手順が通常にお
こなわれます。ですから、薄い藍に黄を濃く染めれば、「萌黄色」「鶸萌黄」「若菜色」「若苗色」「若草色」「柳
色」「裏葉色」といったような、春まだ浅い季節の明るい緑色をあらわすことができます。反対に、濃く藍を染め
たものに黄を加えますと、「木賊色」「蓬色」「青緑色」「鳶色」や、さきほど松の色名であげました「千歳緑」
「常磐色」「松葉色」、さらには「苔色」「海松色」といったような濃く、またはくすんだ緑の色が得られるので
す。ということは、みなさんもお気づきのことと思いますが、藍染の発見がなければ、人間は緑色の染色を手にす
ることがなかったわけなのです。」

「「青々とした緑」という表現に見られるように、青と緑は渾然としています。よく話題にのぼる、青信号の緑色
もそのひとつでしょう。緑は「翠」とも書き、深い藍色を意味することになり、「緑の衣」という六位の者が着用
した袍は、やはり深い藍色とされています。
　さて、その青々とした草木の緑も、四季の移ろいのなかで、色を変えてゆきます。秋が近づいて、葉が朽ちてゆく
状態を「朽葉色」と称しますが、この朽葉色にも「青朽葉」「黄朽葉」「赤朽葉」と葉色の変化を古人たちは見て
いました。」
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読みはじめると
登場人物に同化して
そのなかに入りこんでしまうような
魅力的な物語にはリアルな細部がある

そしてその世界が具体的には
いったいどんな世界なのかと
イメージはさまざまに広がってゆく

その世界が地図として
描かれていることもあり
その地図をたどりながら
登場人物とともに旅をしたりするが

登場人物の住んでいる家などを
登場人物の動きをアニメで観るように
具体的にイメージできるようになると
家の細部が気になったりもする

文字で書かれている物語が実際に
漫画やドラマ・アニメあるいはゲームになったとき
じぶんのイメージしていたのと違っていたりすると
がっかりしたりもするけれど

がっかりするということは
それほどに物語のイメージが
じぶんのなかで描かれていたということでもあり
そのとき物語はそれぞれのイメージ世界のなかで
まさに生きて展開されているのだといえる

本書は吉田誠治というイラストレーターが描いている
『ものがたりの家／吉田誠治 美術設定集』で
「ものがたりの家」はぜんぶで３３軒

「物語の中に登場してもおかしくないような
個性的な「家」」の外観
そして建物内部のパースが
リアルなイラストで描かれ
登場人物の紹介から物語の設定や
家の構造説明なども書き込まれていて
物語をアニメで観ているようでもある

本書が興味深いのは
描かれているのは主人公の基本的な設定と
その住んでいる家だけだが
そこでどんな物語が展開されるのか
それは読者の想像力に委ねられているということだ

稚拙な絵やいい加減な設定だと
物語を先に進めてみようとは思えないだろうが
ここで描かれている物語は
虚構ながらどれもリアルに表現されている
文字だけではなかなかここまでリアルさを
イメージすることは難しいだろう

本書はそんな細部まで
イメージする力を育てるだけでなく
さらには表象できないテーマへと向かうべく
イメージを越えたイメージを
育てるきっかけにもなりそうだ

それはすでにイメージとはいえないけれど
イメージを超えるためには
まずイメージを持つ力が必要だからだ
思考を超えるためにはまず思考が必要であるように

※本書からは７つのシーンを画像で引用紹介してあるが
すべてすでに本の紹介用に画像として公開されている

■吉田 誠治『ものがたりの家／吉田誠治 美術設定集』
　（パイインターナショナル 2020/7）



■吉田 誠治『ものがたりの家／吉田誠治 美術設定集』
　（パイインターナショナル 2020/7）

「絵本や小説をはじめ、子どもの頃から無数に触れてきた物語には、必ずといっていいほど印象的な建物が登
場しました。
『ハックルベリー・フィンの冒険』の隠れ家、『アルプスの少女ハイジ』の山小屋、『モモ』に出てくるマイ
スター・ホラの「どこにもない家」など、短い文章や小さな挿絵を何度も読み返して、その物語の世界の細部
まで夢見るように想像したものです。

　この本では、そうした子どもの頃の興奮を思い出せるよう、物語の中に登場してもおかしくないような個性
的な「家」についてご紹介しました。様々な国や時代を舞台に、幅広いジャンルの物語を想定して描いたの
で、ページをめくるたびに全く違う物語に出会えるようになっています。その家の主人がどうしてそこに住
み、どんなものを食べ、どこで眠るのか、家ごとに全く違う物語が感じられるはずです。

　そして、それは昔読んだあの本を思い出すような家かもしれませんし、今までに想像すらしなかったような
不思議な家かもしれません。どんな物語を想像するのかは、この本を読むあなた次第です。素敵な物語ととも
に過ごしていただければ幸いです。」

（「悪戯好きな橋塔守」より）

「橋塔とは橋の入口などに造られた塔のことで、都市や城塞を守る門としての役目を持っている。ただ、どう
もこの橋塔に住んでいるのは本来の番人ではなく、どこからか辿り着いた無法者のようだ。」

（「憂鬱な灯台守」より）

「ある嵐の翌日、灯台守は枯れ枝のような漂流物を拾う。その「何か」は人の大腿骨ほどの大きさで、嵐が近
づくと青白く光るので、不思議に思った灯台守は嵐のたびにそれを見つめるようになる。とうとうその「何
か」に答えるように、燈台の地下室から微かな呼び声が聞こえてくると、灯台守自身もこの20年間忘れていた
記憶が甦る･･････。」

（「水没した都市の少女」より）

「都市は水没したものの、人々が変わらぬ暮らしを続けている。日常の足は船に代わり、燃料も大きく制限さ
れたが、それでもかつての暮らしを頑なに守ろうとする様は、人間のしたたかさをも感じさせる。」

（「カカオの木のツリーハウス」より）

「カカオの木に住み着いている小さな人々。彼らはカカオの実を食用にするだけでなく、有効成分を薬として
利用したり、カカオバターを軟膏にしたり、木の枝や葉を建材や家具に利用したり、繊維を衣服にしたりと、
生活のあらゆる分野に活用している。木からぶら下がった住居に暮らし、カカオの木の上で生まれ、一生のほ
ぼ全てを樹上で過ごす。」

（「偏執的な植物学者の研究室」より）

「植物に癒やしを求める人々が多い中で、この植物学者はむしろただその探究心から植物に愛情を注いでい
る。彼の研究所は植物に浸食され、植物のために全てが再構築されている。植物にとって快適な環境を求める
気持ちは誰よりも強く、人間と植物の共生関係としては、もしかしたら最も幸せな形なのかもしれない。」

（「七人のこびとの家」より）

「グリム童話『白雪姫』に登場する七人のこびとたちのための家。こびと（ドワーフ）というと近年では職人
的で屈強なイメージがあるものの、本来のドワーフは妖精としての位置付けに近く、森の奥や地下の穴に住
み、陽気でいたずら好きというのが本来の性格である。そんな彼らが共同生活を営む家は、やはり冬ごもりに
向きつつもどこか可愛らしく、彼らと同じ三角帽子風の屋根が似合う家が相応しい。」

（「炭鉱夫のエンジン小屋.」より）

「閉山によって使われなくなった小屋を再利用して住居にしたもの。元々は坑道に湧き出た地下水を排出する
ために、巨大な蒸気式ビーム・エンジンが置かれていた。ボイラーなどは再利用のために持ち脱され、残った
建物部分を改修した上で、新たに家具を置いて生活している。」
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「「かざり」とは何のためのもので、
どんな機能を持つのか」

「この世ならざる聖性を招き寄せること」
であると著者は言う

「この世ならざるもの」を招き寄せ
日常を異化し聖化し荘厳する

「日常を律する道理や合理性と
相反するベクトルを帯び」た「かざり」

本書でとりあげられているのは
組紐・座敷飾り・供花神饌・紅・香木・鼈甲
帯・茶室・薩摩切子・変化朝顔・結髪・料紙装飾
表装・刀剣・音・螺鈿・水引折形・ガラス・和食だが

物・場・色・香り・音・味など
あらゆる領域において
「かざり」という非日常のなかに
さまざまな「聖性」が招き寄せられる

著者は「千利休の周りをうろつく」ことで
「豊かな簡素」と「貧しい簡素」の違いに
気づくきっかけになったという

おなじ「簡素」でも
豊かなそれと貧しいそれとでは
プレ（前）とポスト（後）の違いがある

現代では過度な装飾を外した
シンプル指向の日用品などが普及しているが
ほとんどの場合それは「貧しい簡素」にすぎず
「自分の趣味、好み」が確立した後で
それを指向しているのではない

ひとつの流行の後追い感覚でしかないから
世の大衆的流行が変われば
その指向へと向かってゆくことになる
「みんなで渡ればこわくない」である
そんな「みんな」の場には「聖性」は訪れない

「豊かな簡素」は
「たとえば実体が「ない」ところに、
その空白を埋めるためのイメージを、
観る者それぞれに異なる形で引き出してくる、
という高度な操作」が必要とされる
その「簡素」は
「極限の豪奢を可能態として蔵」してもいるのだ

この豊かさと貧しさは
あらゆる思想や表現においてもいえることだろう
考えることにおいても
言葉を使うことにおいても
歌うということにおいても
「豊かな簡素」と「貧しい簡素」とは
まったく対局にある「簡素」だといえる

その意味であらゆる真性の「かざり」は
閉ざされた日常性に裂け目を入れ
そこに聖性を招き入れるために
「豊かな簡素」へと向かう
高度な営為としてとらえることができる

■橋本 麻里『かざる日本』
　（岩波書店 2021/12）



■橋本 麻里『かざる日本』
　（岩波書店 2021/12）

「かざりを関知し、コントロールできるのは、視覚に関わる領域だけではない。嗅覚、聴覚、触覚、味覚という感覚に触れ
るものすべて、あるいはそのバリエーションとして、温度なども含まれるかもしれない。時間の過ぎ方、空間の感じさせ方
でも、できることがあるだろう。いったい「かざり」とは何のためのもので、どんな機能を持つのか。
　とうてい考え尽くせるものではないが、今の時点での仮の結論は、「この世ならざる聖性を招き寄せること」というもの
だ。キッチュな形をとることも、荘厳な姿で顕れることもあるだろう。いずれにしても、日常を律する道理や合理性と相反
するベクトルを帯びることに変わりはない。一九九〇年までフィギュアスケートの種目だった「コンパルソリー」は、課題
の図形を滑走によって描き、その滑走姿勢と滑り跡の図形の正確さを競った。同じように、日常の道理をいくらトレースし
ても、そこに聖なるものが顕現するための「裂け目」は生じない。一時的、仮設的で、過剰であるものの存在こそが、この
世界の枠組みに束の間の亀裂を生じさせて、聖なるものが不気味な貌を覗かせる。人間は造形史の始まりから、その相貌に
魅了され続けてきた。
　あるいは、「簡素」が最後まで人為に留まろうとするもの、その極限をみようとするものであるなら、「かざり」は人為
を梃子に、聖なるものを迎え入れようとする働きだといえるかもしれない。どちらが欠けても成立しない、対であるべき人
の営みだ。この両輪の働きから生み出されてきたものが、列島の美術史に営々と積み重なり、ぶ厚い層を成している。」

「現代では簡素、シンプルを指向する日用品が多様、かつ広範囲に普及しているため、「取りあえず装飾から逃れる」だけ
なら、さほど難しくはない。何が「いい」のか、自分の趣味、好みが確立されていない時期には、灰汁抜きとでもいうのか、
ただただシンプルに徹していられるのは楽なものだ。そこからどういう趣味—————テイストに進むのかは、たとえば水
野学『センスは知識からはじまる』（朝日新聞出版、二〇一四年）の書名かが極めて端的に示しているとおり、それぞれが
積んだ経験、確立した価値観によって異なる。そして「それ以前」の迷走期は往々にして、「黒歴史」と呼ばれることにな
る。
　私自身は仕事のなりゆき上、茶の湯に親しみ、千利休の周りをうろつくようになって—————ひとまず「豊かな簡素」
と「貧しい簡素」とでも呼んでおくが—————「簡素」にもいろいろあることに、朧気ながら気づいた。ここで「豊かな
簡素」と呼んでいるものは、一見して「簡素」に見せるために周到に計画し、手数をかけ、隅々まで差配する側の意識を行
きわたらせた存在だ。わび茶の流行期、都市の喧噪のただ中にあって、周囲を木々で覆い、あたかも山中の隠遁者の庵のご
とき草案茶室を営み、世俗から離れて客をもてなすフィクショナルな場を「市中の山居」と呼んだ。むろん主も客も、遁世
者どころか権力や富のそば近くでその腐臭を嗅いで生きる者たちであり、欺瞞を十分に承知の上で入れ込む、真剣極まりな
い「ごっこ遊び」の舞台というわけだ。
　本来そうではない者が、「みすぼらしいようにする。目立たないように姿などを変える」ことを、「やつす」と言う。折
口信夫はその始まりを、「青草を結束ひて蓑笠として、宿を衆神に乞ふ」（『日本書紀』）スサノオノミコトの姿に見、「笠
を頂き簔を纏ふ事が、人格を離れて神格に入る手段であつたと見るべき痕跡がある」と記す（『國文学の發生・第三稿』一
九二九年。」その延長線上に、貴種流離譚の系譜に連なる「高位の若殿や金持ちの若旦那などが流浪して卑しい身分に落ち
ぶれた姿を見せる演技、またはその演技を中心にした場面」という、歌舞伎の「やつし事」が成立する。」

「極限の豪奢を可能態として蔵した場に位負けしない「簡素」は、難物だ。そぎ落とすだけの「貧しい簡素」は、さほど訓
練も知識もなく、誰でも簡単に実現できる。だが「豊かな簡素」は、たとえば実体が「ない」ところに、その空白を埋める
ためのイメージを、観る者それぞれに異なる形で引き出してくる、という高度な操作を行う必要がある。そういう意味で、
「利休道具」と総称される茶道具類は、「豊かな簡素」の希有な成功例と呼びべきものだろう。」

「『「かざり」の日本文化』でも、文体をテーマとする本田和子の論考「ことの葉をかざる—————古屋信子の文体」を
収録するなど、視覚芸術以外への目配りを見せているように、かざりの働きは物質だけに限定されるものではない。「過剰
な装飾語で覆われた言葉の連なりもまた、「ひらひら」的ではないだろうか。なぜなら、それれは聴覚イメージに転化され
るとき、「ひらひら」と揺れる言葉として耳に訪れるからである。（中略）「ふる（震る、振る）」とは、「ものが生命力
を発揮して動く」意であるという。振られ、揺り動かされることで、活力は沸き立ち、四辺に溢れるだろう。（中略）ふる
い時代に神に仕える女たちは、「ひれ」を振りつつ舞うことで神を招いたとされるのもこのせいであろうし、畏服の揺れが
時として一種の媚態と見なされ、若い娘たちの振り袖が、あるいは女学生の髪のリボンが、優れて挑発的に機能したのも同
様の理由であろう」（「ことの葉をかざる—————古屋信子の文体」）
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ほかならぬ「私」に宛てられた言葉を
岸辺で手紙の入った壜を拾い上げるように受けとる

壜の中に入っている手紙は
「誰でもよい誰か」という不特定の人へではなく
「誰でもよいあなた」という
不定性の二人称へと宛てられ投ぜられたものだ

「誰でもよい」といっても
その手紙の言葉は
ほかならない「あなた」へと宛てられている

「誰にでも同じ意味をもつ言葉というイデオロギー」を
象徴する「論理国語」の言葉ではなく
「あなた」だけに届けられる特別な言葉

伊藤潤一郎は
「みんなが右を向いたときには、
左をよく見るくらいのことはしてください」
という高校の卒業アルバムに書かれていたであろう
教師が卒業生に送ったメッセージを思い出す

ここでいう右と左は
イデオロギー的に書かれていたのかもしれないが
そうではなくここでは
右を「「誰にでも同じ意味をもつ言葉」
左を「誰でもよいあなた」への言葉として
とらえるのがリルケのいう「詩」に近しいだろう

リルケの言う「詩」とは
「一生かかって」「やっと最後に、おそらく
わずか一〇行」書くことができるような詩のことだ
それほどに「詩はいつまでも根気よく待たねばならぬ」

■伊藤潤一郎「投壜通信」（新連載）
（『群像 2022年2月号　講談社　所収）

そしてその「詩」の宛先こそが
「誰でもよいあなた」であり
ひとはときにそんな
「岸辺を歩きながら手紙の入った壜を拾い上げる」
という「偶然」に出会えるまで
「待つ」ことができなければならない

こうして日々書き綴っている言葉も
特定の誰かにでも
誰でもよい誰かにでもなく
「誰でもよいあなた」へと向けられている

ひょっとしたらずっとずっと遠く
やがて生まれ直してくるであろう
じぶんへと壜を投じているのかもしれない

できるならば
ずっとずっと先に
「誰でもよいあなた」へと
「一生かかって」
「やっと最後に、おそらくわずか一〇行」でも
なにがしかの言葉を送ることができますように



■伊藤潤一郎「投壜通信」（新連載）
（『群像 2022年2月号　講談社　所収）

「「みんなが右を向いたときには、左をよく見るくらいのことはしてください」
　最近ふと、この言葉を思い出すときがある。たしか高校の卒業アルバムに書かれていた、教師が卒業生に送るメッセージ
のひとつだったのだが、どういうわけか近頃この言葉を思い出すようになった。実際に現物をたしかめに行っていないの
で、本当にこんな言葉が載っていたかは定かではない。それに、なぜみんなが向いているのは「右」なのだろうか。なぜ
「左」を見ろと言われているのか。いま考えると、その含みがわからないでもないが、いずれにしても、高校卒業後一〇年
以上の時を経てこの小さな小さな言葉はやっと私のもとに届いたようなのだ。おそらく、それを書いた当人も予想しなかっ
た事態にちがいない。
　けれども、こうしたことは言葉ではよく起こるのではないだろうか。自分のなかに澱のように沈んでいた言葉がふとした
瞬間に想起され、言葉が新たな相貌を魅せるという経験は、誰しも一度ならず心当たりがあるだろう。いわばそれは、言葉
が人間うちでいつのまにか発酵していくような経験である。そうしたプロセスにおいては、言葉はもはや人間の意識的なコ
ントロール下には置かれておらず、言葉の生成変化がどこかでひっそりと進行している。驚きをもたらすような言葉の変化
は、言葉自体を時間の流れにまかせるところからはじまるのである。リルケはこうした事態を「待つ」という言葉を用いな
がら印象的に述べている。

　　詩はいつまでも根気よく待たねばならぬのだ。ひとは一生かかって、しかもできれば七〇年あるいは八〇年かかって、
まず蜂のように蜜と意味を集めねばならぬ。そうしたやっと最後に、おそらくわずか一〇行の立派な詩が書けるだろう。詩
はひとの考えるように感情ではない。詩がもし感情だったら、年少にしてすでにあり余るほど持っていなければならぬ。詩
はほんとうは経験なのだ。[･･･]追憶が多くなれば、次にはそれを忘却することができねばならぬだろう。そして、再び思い
出が帰るのを待つ大きな忍耐がいるのだ。

　詩人が紡ぐ言葉は、忘却という時間をかいくぐった言葉でなければならない。それと動揺に、いつかどこかで読んだり聞
いたりした言葉が、ある日どこかで新たな意味をともなって私のもとへと届くためには、忘却とう時間が欠かせない。この
ような経験は、非人称的なものと人称的なものが絡み合うことではじめて生じるといえるだろう。言葉が寝かされて、熟成
されていくプロセスが、人間の意志が介入しえないという意味でまさに非人称的なものである。ひとに驚きを与え思考を駆
動させるような言葉は、一度人間の権能の外に置かれなければならないということだ。しかし、言葉が何かをきっかけとし
て私の意識に浮かび上がってくるという点では、その言葉はほかならぬ私という一人称へと宛てられたものとして届いてい
る。言葉がいつ想起され、何をきっかけとして思い出されるかは誰にも予想することができないにもかかわらず、想起され
た言葉が届くときの宛先はつねに私なのである。非人称的な言葉の沈殿過程から浮かび上がってきた言葉は、ほかの誰でも
ない私という一人称にとって意味を持つ言葉になる。
　しかし、こうした事態はなにも想起される言葉に限られたことではない。またしても詩の話になるが、詩人たちが語って
きたいわゆる投壜通信のモチーフは、まさに私へと言葉が宛てられているという事態をいわんとするものだった。」

「難破しかけた船から海へと投げ込まれた壜は、砂浜でそれを拾い上げた人を宛先としている。おそらく、投げたほうは
拾った者のことを知らないだろうし、たまたま拾ったほうもなぜそれが私を名宛て人としているのか明確に答えることはで
きないだろう。にもかかわらず、壜を拾った者はその手紙がほかならぬ私へと呼びかけていることを感じとってしまう。ま
さに私が読まなければならない手紙として壜は拾われるものである。とはいえ、このような事態は波打ち際を歩かなくとも
多くの人が経験していることだろう。詩や小説を読んだときに、それがまさに自分に宛てられていると思ってしまうとした
ら、その言葉は私宛ての投壜通信にほかならない。」

「壜を海へ投げるとき、投げ手はその手紙がどこかのあなたへと届くことを信じている。投げ手の心のなかには届いてほし
い具体的な誰かがいるのかもしれないが、実際にそのひとへと届く確率はゼロに近いだろう。それでも遭難した船から壜が
海へと投じられるのは、その手紙を誰かが拾ってくれるという「信」が投げ手にあるからだ。その誰かをツェランは鉤括弧
を付して「あなた」と述べる。海に投げ込まれた手紙の宛先は、誰でもよい誰かではなく、「あなた」という二人称関係の
なかにあるひとだというのである。（･･･）ツェランが語ろうとしている「あなた」とは、いわば対面関係にないような二
人称なのだ。同じ時間と空間を共有することなく、投げ手と受け手のあいだにあらんかぎりの隔たりが開かれつつも、それ
でもなお成立しうるような二人称関係。それこそツェランがわざわざ鉤括弧を付して語っている「あなた」なのである。こ
の「あなた」とは「誰でもよいあなた」なのだといってもいいだろう。壜の投げ手はそれを受け取る人を知らないがゆえに、
この「あなた」には誰でもよいという不定性が不可分なかたちで結びついている。ここで問われている二人称とは、あえて
耳慣れない言葉を用いるならば不定の二人称なのである。
　このような「誰でもよいあなた」は、けっして「誰でもよい誰か」と混同されてはならない。投壜通信は「誰でもよい誰
か」へと向けて投げられるのではなく。「誰でもよいあなた」へと宛てられている。まったき不定性ではなく、不定性の二
人称という限定が加わることによって、言葉は切迫感を帯び、ツェランが語るようにそこに投げ手の「信」が宿るのだ。そ
のような言葉であるからこそ、漂着した壜を拾い上げた人は、それをほかならぬ「私」宛の手紙として読むことができるだ
ろう。」

「「誰でもよいあなた」へ宛てられた言葉のあり方とはどのようなものなのだろうか。ここでは、先に引いた『マルテの手
記』でも語られていた「待つ」ということに注目してみたい。ただし、いま問いたいのは、詩人という人間が待つことでは
なく、言葉そのものの「待つ」という様態である。
　言葉を主体とする「待つ」を問うときに欠かせないのが、「ながら」というあり方である。「待つ」と「ながら」。言う
までもなく、ベケットの『ゴドーを待ちながら』がすぐに思い浮かぶところだろう。（･･･）『ゴドーを待ちながら』は、
ゴドーという対象ではなく、「待つ」という行為そのものを問い直す作品として読むことができる。」
「「待ちながら」という翻訳から明かなように、二つの行為の同時性を示すものとして用いられている。（･･･）つまり、『ゴ
ドーを待ちながら』は、ただ待つことではなく、待ちながら何かをするという二つの行為の同時性を延々と描きつづける作
品なのである。」

「投壜通信もまたこのような「待ちながら」というあり方をしていると考えられる。それも、「誰でもよいあなたを待ちな
がら」というかたちで、不定の二人称を待ちながら存在している言葉は、大多数のひとにとっては一般的な意味として受け
取られる数多ある言葉のうちのひとつでしかないだろうが、どこかの「あなた」にとっては一般化しえない意味（「意味の
外の意味」とでも呼べるようなもの）を持つ特殊な言葉なのである。投壜通信としての言葉には、誰にでもほぼ同じ意味と
して読みとられる一般性の側面と、「誰でもよいあなた」へと宛てられた「待ちながら」という側面が同時に存在している
ということだ。しかし、現代においては、とかく前者の側面だけが言葉の機能であるかのような様相を呈している。鷲田清
一は『「待つ」ということ』において、現代を「待たなくてよい社会」や「待つことができない社会」と特徴づけたが、社
会や人間だけでなく言葉においても「待つ」ということがなくなっているのかもしれない。
　誰にでも同じ意味をもつ言葉というイデオロギーが蔓延するこの世界で（「論理国語」を思い出したい）、私にとって特
異な意味をもつような言葉は既存の秩序をはみ出す力をもっている。」

「もしかすると、「誰でもよいあなた」を待ちながらも、誰にとっても同じ意味へと切り詰められた言葉はこの世界にはた
くさんあるのかもしれない。この連載では、そのような言葉を、「誰でもよいあなた」を待つ言葉として読んでいきたい。
投壜通信としてテクストを読むとき、そこには閉塞した現状の外に通じる突破口が開かれていることだろう。「みんなが右
を向いたときには、左をよく見るくらいのことはしてください」。右を向いている言葉のなかで左を見ること。それは、岸
辺を歩きながら手紙の入った壜を拾い上げることなのである。」
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本書は「ピーター・シスの闇と夢」展の図録を兼ね
（2021年から練馬区立美術館、伊丹市美術館などで開催）
出品作品をもとに書籍として編集・制作されたもの

ピーター・シス（1949–）はチェコスロヴァキアに生まれ
自由を求めてアメリカに亡命した絵本作家で
国際的な評価を得ているが
個人的にはこの本ではじめて
ピーター・シスについてまとまって知ることになった

チェコの厳しく重い政治や歴史を
実感としてイメージするのは難しいが
これまでチェコやプラハについてもっていたイメージを
本書を通じて更新することもできたように思える

本書にはシスの絵本の代表作でもある
『三つの金の鍵 — 魔法のプラハ』の訳者・柴田元幸とシスの
特別対談も収録されているのも興味深く
最初にチェコスロヴァキアの芸術の特徴などについて
語られているところを引用紹介してみた

アメリカから見ると
東欧のプラハ・クラクフ・ブダペスト・ウィーンなどは
同じようにみえてしまうけれども
その出身者の眼線からすれば
それぞれのわずかな違いや
街特有の美学があることがわかるという

プラハの街については
「どこか不条理で、場の暗さのようなものを抱えてい」る
そんな特有の感覚がある

チェコでは知性に訴えるスタイルの
ストーリーテリングがなされてきたといい
色彩でいえば
樹木や風景を描く時に使う特別な緑色があるそうだ

またプラハには人形劇の伝統があり
ポーランドにくらべてこじんまりとした国であるため
人形劇団が各地を回って
さまざまなストーリーを演じるような
中世的なところがあったというが
その人形劇がやがては人形劇映画にアニメーションに
そしてイラストへと発展していった

さてシスのアメリカへの亡命にも関係しているのだが
シスは当時のチェコの現状に対する反発として
「周りで起きていたことに逆らって活動」しはじめたといい
「もしすべてが自由だったら、
逆に自分の居場所を見つけるのが難し」かったのではともいう

そしてアメリカに渡ったシスは
外から見えていたアメリカの自由に見える世界も
決してそうではなく
「世の中は実はとても複雑であると」気づいた

自由を求めるのは
自由を制限されているからでもあるが

そのように
光を求めるのは
そこに闇があるからでもあり
善を求めるのは
そこに悪があるからでもあり
夢やユーモアもまた
厳しい現実ゆえにこそ生まれる

チェコの影響を受けアメリカの鏡のもとに
さまざまなことを受け止めたシスの絵本の世界には
「いま・ここを生きることと、
ここではないどこかを夢見ること」という
そんな「闇と夢」がさまざまに描かれている

わたしたちの内にもあるそうした「闇と夢」を
照らしてみるという意味でも
本書はその鏡となってもくれる

そしてじぶんの置かれている状況のなかで
じぶんはどんな自由を求め
そこになにを投影しているのかなど
問い直すこともできるのではないだろうか

■ピーター・シス 『ピーター・シスの闇と夢』
　（国書刊行会  2021/10）



■ピーター・シス 『ピーター・シスの闇と夢』
　（国書刊行会  2021/10）

（本書の紹介文より）

「重い歴史と、軽やかな想像力。
厳しい現実と、飄々としたユーモア。
いま・ここを生きることと、ここではないどこかを夢見ること。
拮抗する要素が豊かに高めあい、美しい絵物語に結実する。
ようこそ、ピーター・シスの闇と夢の世界へ。
―柴田元幸」

「共産党統治下のチェコスロヴァキア(現チェコ共和国)に生まれ、自由を求めてアメリカに亡命した絵本作
家、ピーター・シス(1949– )。『三つの金の鍵ー魔法のプラハ』や『かべー鉄のカーテンのむこうに育って』
の代表作をはじめ、幼い子どもたちへ向けた絵本、広い世界を旅した英雄への憧れを込めた物語、ダーウィン
やガリレオなど抑圧に屈することなく意志を貫いた偉人たちの伝記絵本など、繊細で詩的な表現で人々を魅了
する。世に送りだした30冊以上の絵本は、国際アンデルセン賞や、三度のコールデコット・オナー賞など、
数々の絵本賞も受賞している。
本書は、絵本原画をはじめとして、国際的な評価を得たアニメーションの原画、新聞雑誌の挿絵、地下鉄や空
港など公共の場のためのアートプロジェクトなど、シスの作品を幅広く収録。影から光へとたどってきたシス
が人生をかけてつむいだ、闇と夢が織りなす作品たちを紹介する。」

（ピーター・シス　巻頭言　（翻訳：柴田元幸）より）

「古来、旅人は村や城を訪れ、焚き火を囲む人たちに物語を語りました。
土地を離れられない人々の想像のなかに、世界の絵を描いてみせたのです。
そうやって私たちはこの世界のことを知ります。

どの子どもたちにもこの能力、この可能性があります。
自分の作ったアートで、みんな信じられないような物語を語ることができます。
人生が進んでいくとともに、大半はこの才能を置き去りにしていきます。
私は賢明な老人たちの物語を聴いて、それに添える絵を作りながら育ちました。

これこそ私の秘密の庭だと、早いうちからわかりました。
私の記憶のなかにある、さまざまな絵や物語、人生が辛くなったら、ここへ逃げてくればいい。
鍵を持っているのは私わけでした。けれどみんなにも知ってほしかった。
自分の愛する人たちと、特に子どもたちが生まれてからは彼らと、いろんなことを分かちあいたかったので
す。
そんなとき、この庭は大いに役に立ってくれました……。

長年にわたって、出版社に植物をどっさり持っていかればいま、
私はこの庭を、細心の注意を払って守っています。

子どもたちは大きくなり、庭はあらゆることをめぐるたぐいの物語で混みあってきました……。
でもそこに行くのに、実は鍵を探す必要もありません。
ペンを、インクに浸すだけでいいんです。そして、想像するんです！」

（「特別対談　ピーター・シス×柴田元幸「闇のプラハへの旅」～「チェコスロバキアのストーリーテリン
グ」より）

「柴田元幸：『三つの金の鍵 — 魔法のプラハ』を翻訳することになった2003年当時、プラハをめぐるもう一
冊の美しい本に出会いました。アンジェロ・マリア・リペリーノの『Magic Prague（魔法の街プラハ）』で
す。両者とも豊かな歴史の奥行きを感じました。これに似た感覚をヤン・シュヴァンクマイエルなど東欧や
ヨーロッパの作品に触れる時にも感じます。東欧、中欧をひとからげにしてしまって申し訳ないのですが。

ピーター・シス：プラハで育つと、街に特有の感覚を身につけるようになります。石畳、壁、教会。だからシュ
ヴァンクマイエルのようなアーティストには強い親近感を感じます。ダダ。シュルレアリスムの運動などもそう
ですね。どこか不条理で、場の暗さのようなものを抱えていて。リペリーノの『魔法の街プラハ』は今でも読
み直すことがあります。プラハをめぐるさまざまな物語や哲学が語られているからです。こういうものはなか
なか説明が難しい。私はアメリカに行きついたわけですが、アメリカから見ると、プラハ、クラクフ、ブダペ
スト、ウィーン、大きな歴史の記憶のなかではみな同じに見えてしまう。けれども、この地域の出身者であれ
ば、同じように見える街にもそれぞれ、わずかな違いやその街特有の美学があることがわかるのです。

柴田：チェコスロヴァキアの芸術にはどんな特徴がありますか。

シス：非常に微妙で説明しにくいのですが、敢えていうなら、チェコは傾向として、知性に訴えるスタイルの
ストーリーテリングをしてきたというところでしょうか。しかしたとえばウィーンのリスベート。ツヴェル
ガーなどとは大いに通じるものがあると思うし、ポーランドにも友人が沢山いますが、彼らの作品にも似たも
のを感じます。ハンガリーもしかりです。とはいえ、確かにわずかずつですが違いはあります。例えばアート
スクールにいた時ですが、樹木や風景を描く時に使う特別な緑色がありました。その緑はとてもチェコ的でし
た。ゴシックアートを見ても違いがわかります。チェコのものは他に比べて丸みを帯びているのです。ちょっ
と田舎っぽさがあるというか。オーストリアはもう少しゲルマン的で、ポーランドはロシアの影響が窺えま
す。

柴田：素晴らしい人形劇の伝統がプラハで生まれたのも、偶然ではないのでしょうね。

シス：その通りです。人形劇はとても重要な位置を占めています。このアートが発生した要因のひとつには、
チェコがこぢんまりした国だということがあります。例えばポーランドはずっと大きな国ですから、劇団が巡
回の旅をするんには距離があり過ぎました。人形劇団は各地を回り、殺人などの大事件を扱うストーリーを演
じました。時には伝統的なグリム兄弟の話よりずっと残酷な話も面目になり、どこか中世的でした。
劇団が旅をして興業するなかでアートとして磨かれ、この人形劇がやがて人形劇映画となり、アニメーション
となり、イラストへ発展していったのです。そして、カレル・チャペックのようなストーリーテリングのスタ
イルが生まれました。ここには連続性があります。

柴田：私が翻訳しているアメリカの詩人で、セルビア出身のチャールズ・シミックがいます。
以前、彼がこんなことを言ったのです。「ヒトラーとスターリンは私の旅行案内業者だった」と。つまり、ヒ
トラーとスターリンがいなかったら彼は今でもずっとセルビアにいただろうということです。これを聞いて、
なるほどこれは東欧、中欧ヨーロッパ出身の多くの人に共通して言えることかなと思いました。

シス：そうですね。今振り返ると、現状に対する反発としていろんなことが起きたのだと気づきます。何かを
しちゃいけない、こういう絵を描いたら、こういう詩を作ったりしてはいけないと言われたら、逆にやりたい
気持ちが湧いてくるものです。やってはいけないからやりたくなる。あの時代を生きた同世代は、アングラ的
な活動に向けて創作意欲をそそられていたのです。
私は音楽のポスターを作ったり、ドラムスに絵を描いたりしていました。思うのですが、もしすべてが自由
だったら、逆に自分の居場所を見つけるのが難しいのではないでしょうか。私の場合、周りで起きていたこと
に逆らって活動していた気がします。その後、35歳でアメリカに渡って、アメリカ映画やウッドストック・
フェスティバルのドキュメンタリーで見ていた世界そのままだろうと思っていたらそうではなく、世の中は実
はとても複雑であると気がつきました。そんなふうに人生から学んできたんです。」
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「ナグ･ハマディ文書」は一九四五年
「死海文書」はその二年後の
一九四七年に発見されており

「ナグ･ハマディ文書」の邦訳（全四冊）は
岩波書店から刊行済
（今回の文庫はそのうちの六文書を収めた抄訳）
「死海文書」の邦訳（全一二冊）は
ぷねうま舎から刊行中で
その全貌がほぼ見渡せる状況となっている

「ナグ･ハマディ文書」はキリスト教が地中海周辺地域に
ひろがってゆく時期に書かれ４世紀前半に埋められ
「死海文書」はキリスト教が成立する前後の時代に書かれ
死海沿岸の洞穴に秘匿された文書群であり
ともに当時の隠れた歴史の一端がこれで明らかになる貴重なも
の

「死海文書」を残したのは
イエスに洗礼を施した洗礼者ヨハネが属していた
ユダヤ教の一派であるエッセネ派であるとされ
「クムラン教団」と呼ばれている
そしてその主な思想的特色は終末論にあり
基本的に古代ユダヤ教の文書である

それに対して「ナグ･ハマディ文書」は
部分的には二世紀の中頃にまで遡るもので
新約聖書成立の後期とも重なっている

当時は「聖文書」としても読まれていただろうが
四世紀以降は異端となっていく文書であり
その異端的要素はグノーシス主義と呼ばれている

グノーシス主義はもともと
キリスト教とは無関係な独自の宗教思想だったものが
「キリスト教グノーシス派」として
キリスト教にとりこまれたもの

「ナグ･ハマディ文書」で最初に話題になったのは
「トマスによる福音書」である
『福音書のイエス・キリスト〈5〉
隠されたイエス―トマスによる福音書』（講談社 1984/4）を
当時は「キリスト教グノーシス」といったことも
よくわからないまま興奮気味に読み耽ったことがある
研究家の荒井 献の名もそのとき初めて知る

比較的最近話題になったのは
「ユダ福音書」であり
まさに裏切り者とされているユダこそが
真のグノーシス主義者として
「裏切り」という役割が与えられた存在として描かれている
『ユダとは誰か／原始キリスト教と『ユダの福音書』の中のユ
ダ』
（(講談社学術文庫　2015/11）
これも荒井 献による著作である

なおグノーシスに関しては
比較的最近とりあげたことがある
詳しくは以下のファイルを参照のこと
（mediopos-2530　2021.10.20）

■『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』
　（荒井 献・大貫 隆・小林 稔・筒井 賢治 編訳）
　（岩波文庫　岩波書店　2022/1）



■『新約聖書外典 ナグ・ハマディ文書抄』
　（荒井 献・大貫 隆・小林 稔・筒井 賢治 編訳）
　（岩波文庫　岩波書店　2022/1）

（大貫隆「はじめに」より）

「「ナグ･ハマディ文書」とは、一九四五年にナイル河中流域の町ナグ･ハマディに近いローマ時代の墓で発見
されたパピルス写本群のことである。その二年後にパレスチナの死海沿岸で発見された「死海文書」ととも
に、古代末期のユダヤ教とそこから誕生して間もない最初期キリスト教の研究における世紀の大発見と呼ばれ
る。
　おそらく後四世紀に制作されたと推定される十三の写本に合計五十二の文書が筆者されている。使われてい
る言語は古代末期のエジプトの固有言語であったコプト語であるが、ほとんどすべての文書がギリシア語原本
からの翻訳である。発見された写本は、その後ファクシミリ版で刊行された。」
「日本でも、まず主要文書の邦訳が一九九七—一九九八年に岩波書店から四冊の単行本『ナグ・ハマディ文書　
Ⅰ—Ⅳ』（荒井献・大貫隆責任編集。Ⅰ 救済神話、Ⅱ 福音書、Ⅲ 説教・書簡、Ⅳ 黙示録）で刊行された。そこで
未収録のまま残された文書も、二〇一〇年刊行の『ナグ・ハマディ文書・チャコス文書　グノーシスの変容』
（荒井献・大貫隆編訳、岩波書店）に収録された。これによって、ほぼすべてのナグ・ハマディ文書の邦訳が
出そろうことになった。」
「このたび、岩浪文庫の一冊として送り出される本書は、それら計五冊に収められた邦訳から、合計六文書を
選んで新たに編まれたものである。」

（収録文書の内容）

『イエスの知恵』
「復活のイエス・キリストがフィリポ、マタイ、トマス、マリヤ、バルトロマイオスに出現して質疑応答を交
わす。その全体を通して、古典的なグノーシス神話の概要が提示される。」

『ペトロの黙示録』
「内容はイエスが逮捕される直前にペトロが見た幻視である。十字架で殺されたのはイエスの模造物（肉体）
にすぎず、真のイエスは「十字架の傍らで喜んで笑っている」とされる。」

『ヨハネのアポクリュフォン』
「内容は復活のイエス・キリストがエルサレム神殿の境内で、十二弟子の一人のヨハネに出現して啓示する神
話である。それはグノーシス主義の数多い救済神話の中で最も代表的かつ重要なもので、論述もきわめて組織
だっている。」

『トマスによる福音書』
「「活けるイエス」がトマスを初めとする弟子たち（ペトロ、マタイ）およびマリハム（マリヤ）に出現して
語り聞かせたという言葉を集めたもの」

『エジプト人の福音書』
「キリストあるいはイエスに言及はあるが、きわめて影が薄い。もともとキリスト教とは無関係にユダヤ教の
周縁で成立した神話が事後的にキリスト教化されたものと思われるが、その改変の程度は軽微である。（…）
ヘレニズム文化圏のヘルメス文書や魔術文書と共通する点が多い。」

『ユダの福音書』
「いわゆる「裏切り者ユダ」こそが真のグノーシス主義者であり、地上のイエスも自分の本質を他の弟子たち
にではなく、ユダ一人に啓示したという。イエスが十字架の受難を経て天上の郷里へ帰還するためには、ユダ
による「裏切り」が必要であったという逆説。」

（「荒井献「ナグ・ハマディ文書とグノーシス主義」より）

「現有のコプト語の原本は、部分的には二世紀の中頃にまで遡ると見てよいであろう。
　二世紀の中頃といえば、現行の新約聖書所収の二十七文書のうち最も後期に属する諸文書（たとえば「テモ
テへの第一の手紙・第二の手紙」「テトスへの手紙」など）が成立した年代である。とすれば、ナグ・ハマディ
文書と新約諸文書は、その成立年代において部分的に重なることになる。しかも、キリスト教成立後、初めの
四世紀頃まで、キリスト教諸教会は、それが位置する地方により、またそれが属する教派によって、現行の新
約聖書二十七文書以外の諸文書も、共に信仰にとっては規範的な権威ある「聖文書」として読まれていた。ナ
グ・ハマディ文書の大半は、このような意味における「聖文書」、四世紀以降「正典」としての新約聖書から
区別あるいは差別（排除）されていった「外典」に属するのである。」

「「グノーシス主義」とは古来、「グノーシス」偽称のゆえにキリスト教の教父たち、とりわけ反異端論者た
ちにより反駁され、彼らの担う正統教会から最終的には排除されたキリスト教異端の総称であった。教父たち
によればグノーシス派は、同派の「父祖」といわれる「魔術師」シモンとその派をはじめとして、ヴァレンティ
ノス派、バリシーデス派、ケリントス派、ナーハーシュ派、オフィス派（…）、バルベーロー派、セツ派など
の分派に分かれた。いずれにしてもグノーシス派は、それに先行したキリスト教と異教（例えばオリエントの
諸宗教）、あるいは異思想（例えばプラトニズム）との事後的混淆によって成立したキリスト教の異端であ
る。
　このようなグノーシス観は、正統教会の教父たち、とりわけ反異端論者以来の、グノーシス派に対する伝統
見解であり、今日でもこの見解を基本的に採る学者たちもいる。確かにキリスト教のグノーシス派とその思想
（グノーシス主義）は、キリスト教を前提とする限りにおいて、キリスト教よりも後に成立した。
　しかし、グノーシス主義そのものが元来キリスト教とは無関係に成立した独自の宗教思想であったこと、そ
してそれが事後的にキリスト教のテキストに自らを適合し、それを解釈して「キリスト教グノーシス派」の神
話論を形成したことは、すでに確認した通りである。このことは、とりわけナグ・ハマディ文書によって実証
される。なぜなら、この文書にはキリスト教グノーシス文書のほかにキリスト教とは関係のないグノーシス文
書が含まれているばかりではなく、一つの文書はが次第に自らをキリスト教的要素に適応させていく過程が同
一文書の異本によって後付けられるからである。セツ派などはおそらく元来、キリスト教とは無関係に、ユダ
ヤ教の周縁で成立したものと想定される。神話の構成要素が旧約だけでほぼ十分に揃っており、新約の要素は
二次的付加と思われるからである。」
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人には感情がある

「恐怖、喜び、嫌悪、悲しみ、怒り、驚き、恥辱、
羨望、愛、共感･･････といった感情」は
いつの時代にもある普遍的なものだと思われているが
それは個人・生活・文化・地域・時代によって
さまざまなありようを示しまた変化している

「アナール派の到達点」ともされている『感情の歴史』は
第Ｉ巻「古代から啓蒙の時代まで」
第II巻「啓蒙の時代から19世紀末まで」に続いて
本巻「19世紀末から現代まで」の第III巻目で
邦訳が完結することになったが

第Ｉ・II巻が時代区分によるものだったのに対し
第III巻では

「I 感情を考える」
「II 一般的な感情の生成」
「III　トラウマ――極限的な感情と激しい暴力」
「IV 感情体制と情動の系譜」
「V 感情のスペクタクル」

という五つの領域に分類され
そのなかで具体的なテーマや問題が論じられている
十九世紀末からは感情が以前にはなかったようなかたちで
多様化し問題化されてくるようになったからである
（それぞれで扱っている内容は以下の目次を参照）

一八七二年にチャールズ・ダーウィンが
『人および動物の表情について』を出版し
一八八四年にウィリアム・ジェイムズが
「感情とは何か」という問いを発したことを起点に
十九世紀末からはさまざまなかたちで
多様化しはじめた感情が論じられるようになるのである

現代もその渦中にあるが
二十世紀の産業社会と大衆消費社会は
それ以前の時代にはなかったような環境を生み
それがさまざまな感情を生み出すようになる

スポーツの祭典・映画やテレビ
インターネットによって感情のメディア化
あるいはメディアの感情化が顕著になり
それは私たち現代人の感情生活に
多大な影響を与えるようになっている

さらに二度の世界大戦やナチス・旧ソ連に強制収容所
そしていままさに問題化されている中国の諸問題のように
集団的な暴力が大規模で行われることによって
極限的な感情の負荷がかけられトラウマ化されてきている

そしてとくに心理学・精神医学・神経生理学などが
感情に関わる諸事項を科学的に論じるようになり
感情の諸問題が社会的なかたちでも全面化してきている

おそらくわたしたちのこの時代は自我とともに
感情領域を拡大・深化させようとしている時代なのだろう

かつての時代にくらべて現代は
みずからの感情を拡大・深化させる機会を
各個々人が得るようになっているが
同時にそれは喜怒哀楽といった
単純な分類ではとらえられないような
さまざまな新たな感情にふりまわされ
制御しがたくなっているということもできる

そのことを象徴するのが無意識の発見であり
理性ではとらえれない感情の深みに
どう向き合っていくかという問いが
そこに生まれてくることになる

個々人の感情の拡大・深化の可能性は同時に
政治的な暴力や管理社会による感情の平板・抑圧化
メディアによって生み出される感情の群衆化といった
逆のベクトルをもった感情の危機も意味している

そんな可能性と危機の時代を
わたしたちはどのように生き
どのように感情を拡大・深化させ得るのか
本書はその問いに向かうための良きガイドともなっている

■Ａ・コルバン／Ｊ−Ｊ・クルティーヌ／Ｇ・ヴィガレロ監修
　ジャン=ジャック・クルティーヌ編／小倉孝誠監訳
　『感情の歴史 III 〔19世紀末から現代まで〕』 
     (感情の歴史(全3巻)第3巻) 
　（藤原書店 2021.10）



■Ａ・コルバン／Ｊ−Ｊ・クルティーヌ／Ｇ・ヴィガレロ監修
　ジャン=ジャック・クルティーヌ編／小倉孝誠監訳
　『感情の歴史 III 〔19世紀末から現代まで〕』 (感情の歴史(全3巻)第3巻) 
　（藤原書店 2021.10）

「感情は人類の属性であり、人類とともに存在してきた。それが何か人は気づくし、理解できる。感情はあまりに明白なの
で、時間に無関係と思われるほどだ。さまざまな時代と場所に等しく観察され、共通した体験や一見したところ共有される
反応があることを示唆している。たとえば大切な人の死に臨んで感じる苦しみ、何らかの危険の後の混乱、失敗したときの
苦渋、楽しいことがあるときに感じる喜び、などである。これらはすべて一般的な出来事であり、普遍的なものと永久不変
なものがそこに見出される。興奮、不安、歓喜が文化と社会を活気づけ、汗、不快感あるいは震えがその避けがたい表れを
示す。」
「しかしこれはけっして明白なことではない。恐怖、恥辱、怒り、喜びはおそらくいつの時代にも観察されるし、ひとつの
時代から別の時代になっても理解され、「把握される」ように思われるが、じつは個人によって、文化によって、感受性に
よって異なるのだ。これらの感情には独自の状態と変遷があり、変化す、個別化し、一般的に広く存在するとはいえ細分化
された可能性を示す。」
「感情の歴史的な多様性、濃淡、変化は何よりもまず文化と時代の反映だということである。感情は状況に対応し、感受性
の輪郭に合致し、生活様式と存在様式を表現するし、この様式そのものが情動とその程度を方向づける個別的で特定の環境
に左右される。」

「恐怖、喜び、嫌悪、悲しみ、怒り、驚き、恥辱、羨望、愛、共感･･････。わたしたちの情動世界を構成するこれらの基本
的要素はどこから生じ、どのように形成され、どのように構造化され、互いに結びついているのだろうか。十九世紀最後の
数十年間を起点にして、本巻はこうした問いに答えようとする。
　一八八〇年･･････。終わりつつあり十九世紀は繊細な人間を創出した。戦争の雄叫びがとどろき、革命の興奮が響きわ
たった。しかし新たな時代が一九世紀に始まる。この時代に、人間感情をめぐる観察と考察がそれまでにない形態をまと
い、その形態が個人生活、政治生活そして社会生活の中心に感情を据えるようになるのだ。
　一八七二年、チャールズ・ダーウィンが『人および動物の表情について』を出版する。（･･･）これが感情科学のまさに端
緒になったことは疑問の余地がない。ダーウィンは著作のなかで感情が普遍的であると主張し、その基本的な分類を提案
し、身体表現の典型的な形式と結びつけた。一八八四年、アメリカ心理学の始祖ウィリアム・ジェイムズは「感情とは何か」
という問いをはじめて発し、このタイトルの論考において、生命体の変化のなかに感情をくみ入れることでこの問いに答え
た。（･･･）
　しかしそれだけではない。十九世紀末期、政治的感情と関連する他の心配事が現れたのである。一八九五年、ギュスター
ヴ・ル・ボンが『群集心理』を刊行する。（･･･）彼の不安を駆り立てたのは、たしかに公的生活における感情の支配であ
り、その移ろいやすさであり、政治の領域に感情が広がるのを容易にする不気味な伝染性だったからである。（･･･）
　この問題に関心をいだいたのは彼らだけではない。ヨーロッパからアメリカに目を移すならば、そこでもまた感情の広が
りがアメリカ人の好奇心をそそり、熱狂させたことが分かる。ただし今度は経済と財政の分野であり、とりわけ感情の広が
りが株の暴落に変貌したときであった。（･･･）この感情的危機は文学的な影響も及ぼし、一八九〇年から一九二〇年にか
けて三〇編以上の小説がそれを扱うことになる。ヨーロッパでもアメリカでも問題は同じだった。大衆社会の黎明期、政治
的、社会的、経済的に大きな変化が生じた時期にいたるところで、個人と大衆に感情の支配が及んだように思われる。しか
も確認できることはそれでけではない、ヨーロッパでもアメリカでも、輪郭が曖昧で、症状のｊはっきりしない奇妙な精神
疾患が突然現れたのである。アメリカではアメリカ的神経症、ヨーロッパでは神経衰弱と呼ばれた。魂の不明瞭な動きは、
主体による制御をますます免れるようになる。当時生まれつつあった精神分析はそこに、情動の無意識の起源を見ることに
なるだろう。ずっと以前から過度の情念を理性によって支配しようとしてきた長い伝統が、二十世紀の変わり目になって、
あきらかに疲弊の兆候を示していた。」

「わたしたちの感情世界が流動的だという考え、「下から見た歴史学」にならって、この感情世界をもっとも卑近な日常性
の細部においてだけでなく、系譜学的な次元においても把握することが必要だという意識が、この第III巻の中心にある。そ
して同じ程度に、二十世紀初頭から二十一世紀初頭にかけて、感情がその支配力を拡大し、個人の心的生活や共同体の社会
生活においてますます重要な位置を占めるようになった、という確認も本巻の中心にある。それは三つの本質的な次元にそ
くして行なわれ、判所に納められている論考全体のあちこちにその痕跡が見出されるはずである。まずトラウマの次元。本
巻が扱う歴史的時期は、それを生きた人々の感受性を極度の暴力にさらした時代だった。次に監視の次元、政治世界や経済
生産の世界で、それまでなかったような感情操作の形態が出現した。そして最後に人々の感情歴自立の次元。古くからの心
理的束縛がしだいに消えて、他の地平のほうに移動する感覚の諸形態が生まれた。かつてなかったような親密性や同情、そ
してそれと同じくらいに、それまで未知だった無関心、不安、恐怖などである。」

（小倉孝誠「監訳者解説」～「本書の基本スタンス」より）

「時代的な区分を設けただけの『感情の歴史』第Ｉ、II巻と異なり、本巻は五つの大きな領域を分類し、各領域において具
体的なテーマや問題が論じられている。日常生活、私生活、社会、自然、戦争などの暴力、芸術など、さまざまな空間や出
来事がどのような感情を生み出し、それがどう変貌していくのかという基本的な問題設定は先行する二巻と同じだが、大き
く変わったのである。
　まず、感情が生成し、ときには抑圧される場が多様化した。二十世紀の産業社会と大衆消費社会は、それ以前の時代には
なかったような出来事や、人々が集う空間（ときにはバーチャルな空間）をもたらした。スポーツの祭典、映画やテレビや
インターネットによる感情の可視化は二十世紀に始まった現象であり、それにともなった感情のメディア化、あるいはメ
ディアの感情化は近年ますます顕著になっている。それがわれわれ現代人の感情生活のあり方に無視しがたい影響を及ぼし
ていることは否定できないだろう。

　第二に、二度の世界大戦、ナチスや旧ソ連の強制収容所に象徴されるように、集団的な暴力が未曾有の規模に達し、それ
が当事者たちに極限的で、長期にわたる感情的負荷をかけてきた。その現象は国境、民族を超えて途方もなく広い範囲で経
験されてきたのである。本書では論じられていないが、われわれ日本人にとっては地震、台風、豪雨などの自然災害がつね
に不安の種である。現代はトラウマの時代と言っていいかもしれない。
　そして第三に、感情をめぐる科学的言説が多様化した。十九世紀後半にも、すでにダーウィンやデュシェンヌ・ド・ブロー
ニュが生理学的な観点から感情と表情の関係を論じた。二十世紀以降は、心理学、精神分析学、社会学、文化人類学、精神
医学、神経生理学などが、それぞれの視座から感情（あるいは情動）を論じるようになった。メランコリーやうつは、かつ
てであれば哲学者が語り、作家が書き記す内面の出来事だったが、現在では精神科医が診断し、治療する病にほかならな
い。同じ感情でも、誰が、どのような知がそれを使うかによって、社会における位置づけが変わるということである。こう
して本巻全体にわたって、精神医学に属するさまざまな言説（それへの反論、異論も含めて）が援用されている。」

【第III巻の構成と目次】 

 総序 アラン・コルバン+ジャン=ジャック・クルティーヌ+ジョルジュ・ヴィガレロ〔小倉孝誠訳〕 
 序論――感情の支配  ジャン=ジャック・クルティーヌ〔小倉孝誠訳〕 

I 感情を考える

 感情を論じてきた様々な学問と言説の大枠として、社会構築主義と普遍主義の観点を示し、資本主義、政治、ジェンダーの領域における感情
の歴史性を考察する。

 第1章 人類学の言説  ヤン・プランパー〔小倉孝誠訳〕 
 第2章 科学の領域――心理学、生理学、神経生物学  ジャクリーヌ・カロワ ステファニー・デュプイ 
 第3章 感情資本主義  エヴァ・イロウズ ヤーラ・ベンガー・アラルフ〔和田光昌訳〕 
 第4章 憤怒、合一そして公民としての熱情――感情と政治活動  ニコラ・マリオ〔和田光昌訳〕 
 第5章 ジェンダーと歴史――恥の場合  ウーテ・フレーフェルト〔和田光昌訳〕 

II 一般的な感情の生成

 感情形成の場(学校や家庭、政治への参加行動)と、感情が誘発され、増幅される対象(動物、旅、自然)を問題とし、個人の内面を伝える史料
を素材に、その歴史を探る。

 第6章 目覚めのとき――子ども、家族、学校  ドミニク・オタヴィ 
 第7章 社会参加する――政治、事件、世代  リュディヴィーヌ・バンティニー
 第8章 動物への情愛  エリック・バラテー 
 第9章 感情的な熱狂――驚きと失望のあいだで揺れる旅  シルヴァン・ヴネール
 第10章  「荒地」――自然との共感の変容  シャルル=フランソワ・マティス

III トラウマ――極限的な感情と激しい暴力

 戦争、強制収容所、民族虐殺、難民等の例外的、極限的状況における感情の布置を問い、今も止まぬそれらの蛮行が、人間の感情をどのよう
に毀損してきたのかを語る。

 第11章 戦争のアポカリプス  ステファヌ・オードワン=ルゾー 
 第12章 強制収容所の世界――それでもなお情動が  サラ・ジャンズビュルジェ 
　第13章 ジェノサイド実行者は殺害時に何を感じているのか  リシャール・レクトマ
 第14章 壁と涙――難民、国外亡命者、移民  ミシェル・ペラルディ 
 第15章 身体潰走――病と死に向かいあって アンヌ・キャロル 

IV 感情体制と情動の系譜

 怖れ、不安、抑鬱、屈辱感、人道主義、そして愛。いずれも古くから存在する感情だが、それらを軸に、情報化された大衆社会の中にある現
代人の感情体制を記述する。

 第16章 不安の時代の「怖れ」   ジャン=ジャック・クルティーヌ
 第17章 抑鬱という症例  ピエール=アンリ・カステル
 第18章 屈辱感――貶す、蔑む、引きずり落とす  クロディーヌ・アロシュ
 第19章 感情移入・ケア・共感――人道的な感情  ベルトラン・テート
 第20章 恋愛・誘惑・欲望  クレア・ランガマー

V 感情のスペクタクル

 感情を遍在化するメディアや芸術装置――絵画、音楽、映画、演劇、スポーツ、テレビ等により、感情が可視化されてきた過程を、各分野の
歴史と重ね合わせて論じる。

 第21章 芸術への愛ゆえに  ブルーノ・ナッシム・アブドラール
 第22章 暗闇で笑い、泣き、怖がること  アントワーヌ・ド・ベック 
 第23章 スポーツ的情熱  クリスティアン・ブロンベルジェ
 第24章 感情の演劇性  クリストフ・ビダン クリストフ・トリオ
 第25章 音楽聴取  エステバン・ビュシュ
 第26章 画面、あるいは情動の巨大実験室  オリヴィエ・モンジャン



☆mediopos-2624　　2022.1.22

グレゴリー・ベイトソンの『精神と自然』は
その死の前年の一九七九年に出版された
一般読者に向けて語られている唯一の本とのことだが
（とても奥深く「一般向け」とは思えないけれど）

邦訳は二〇〇一年に新思索社から刊行されたものの
その後入手困難な状態になっていたのが
今回こうして岩波文庫化され
はじめて目をとおすことができたのを喜びたい

残念ながら本書で論じられていることを
かいつまんでご紹介できるほどの理解力や表現力は
持ち合わせていないので

ちょうど（少しばかりベタな本で
ベイトソンとあわせてとりあげるのはためらわれたが）
パオロ・マッツァリーノの『思考の憑きもの』で
クリティカルシンキングがとりあげられていたのもあり

今回は二つの本で共通して論じられている
「前提 presupposition［思考以前の思いこみ］」（ベイトソン）
「思考の憑きもの」（パオロ・マッツァリーノ）
ということについてメモしておきたい

私たちはものを考えるとき
ある前提の上に立ってそれを進めていくが
ともすればその前提としているものを
意識しないかそれを絶対化していたりする

ベイトソンいわく
「自分の拠って立つところが誤っている可能性に
意識が及ぶことのない人間は、ノウハウしか学ぶことができない」

ゆえに「必然的に依拠すべき
基本前提を抜き出してみること」が必要になる

パオロ・マッツァリーノいわく
「自分のなかの常識や偏見という憑きものは、なかなか落とせない」
「自分はぶれない、と威張っている人間は、
自分は絶対に正しいと信じている」

ゆえに「敵は自分」
「クリティカルシンキングはだれかを批判するための思考ではな」く
まっ先に批判の対象としなければならないのは「自分」」である

■グレゴリー・ベイトソン（佐藤良明訳）
　『精神と自然／生きた世界の認識論』
　 (岩波文庫　岩波書店  2022/1）
■パオロ・マッツァリーノ
　『思考の憑きもの／論より実践のクリティカルシンキング』
　（二見書房  2021/12）

ベイトソンは面白い例をひいている
若い精神分析医に至るアメリカ人学生を相手に講義を行った際
学生たちは「ある種の思考のツールを欠い」ていて
「科学の前提のみならず、日常の暮らしを支えている前提についても
彼らは考えたことがない」

それに対して正反対のグループ
マルクス主義の信奉者とカトリック系の学生は
「自分たちの信じる前提の〝正しさ〟が重要である」がゆえに
「自分の立脚する前提に意識的であろうとする」という

パオロ・マッツァリーノのいう
「ワタシはぶれない」という人たちである

「自分の拠って立つところ」を意識していないか
それを絶対化して疑わないでいるか
世の中はその二つが大きな流れとなっているようだ

世の中は
ある意図的なバイアスのもとに
情報を隠蔽しながら流しているメディア
さまざまな利害にもとづいて政策を行う政治家
科学を絶対化する科学主義者
信仰をうたがわない宗教者などで満ちていて
それぞれが「自分の拠って立つところ」を絶対化し
それらを受けとるいわゆる大衆は
その管理化のもとでロボット化しているから

管理社会的な傾向が強化されている現代こそ
まず「自分の拠って立つところ」が何なのか
それを意識し懐疑する必要があるようだ

みずからを疑うことができないとき
ひとはともすれば他者への批判に
多大なエネルギーを費やすことになり
根拠のない「思考の憑きもの」に憑依され
結局のところ自我の罠にかかって身動きがとれなくなる



■グレゴリー・ベイトソン（佐藤良明訳）
　『精神と自然／生きた世界の認識論』
　 (岩波文庫　岩波書店  2022/1）
■パオロ・マッツァリーノ
　『思考の憑きもの／論より実践のクリティカルシンキング』
　（二見書房  2021/12）

（グレゴリー・ベイトソン『精神と自然』より）

「芸術も、宗教も、商業も、戦争も、そして睡眠までがそうなのだが、科学もまた前提 presupposition［思考
以前の思いこみ］の上に成立している。ただ科学の場合は、単に思考の道筋が前提によって決まるというだけ
ではない。現在の前提の是非を問い、非ならば破棄して新しい前提をつくるところに科学的思考の目標があ
る。この点において科学の営みはそれ以外の人間活動と異なる。
「自分の拠って立つところが誤っている可能性に意識が及ぶことのない人間は、ノウハウしか学ぶことができ
ない。」

「すべての精神が、必然的に依拠すべき基本前提を抜き出してみること。また逆に、それらの基本的なコミュ
ニケーションの諸特性から精神というものを定義すること。その企ては、こころみる価値がある。」

「●その１−−−−科学は何も証明しない
　科学には仮説を向上させたり、その誤りを立証したりすることはできる。しかし仮説の正しさを証明するこ
とは、完全に抽象的なトートロジーの領域以外では、おそらく不可能である。」
「●その２−−−−地図は現地そのものではなく、ものの名前は名づけられたもの自体ではない」
「●その３−−−−客観的経験は存在しない」
「●その４−−−−イメージは無意識に形成される」
「●その５−−−−知覚された世界が部分と全体に分かれるのは便利であり、必然なのかもしれぬが、その分かれ
方の決定に必然は働いていない」
「●その６−−−−発散する連続は予測できない」
「●その７−−−−収束する連続は予測できる」
「●その８−−−−〝無から生じるは無〟（リア王の明言）」
「●その９−−−−数と量とは別物である」
「●その１０−−−−量はパターンを決定しない
　単一の量を持ち出してパターンを説明することは、原理的に不可能である。しかし二つの量の比は、すでに
パターンの始まりだということにも注意されたい。」
「●その１１−−−−生物界に単調な価値は存在しない
「●その１２−−−−小さいこともいいことだ」
「●その１３−−−−論理に因果は語りきれない」
「●その１４−−−−因果関係は逆向きには働かない」
「●その１５−−−−言語は通常、相互反応の片側だけを強調する」
「●その１６−−−−〝安定している〟〝変化している〟という語は、われわれが記述しているものの部分を記述
している。」

（パオロ・マッツァリーノ『思考の憑きもの』より）

「（クリティカルシンキングとは）自分が常識と思っていること、正しいと信じていることが、誤った前提や
偏見で歪められていないかどうか、つねに疑いながら、正しい客観的根拠と正しい論理によって、対処法や解
決法を考える現実的な思考法。
　そんなのはあたりまえなんじゃないの？　なんて軽口を叩くひとは、たぶん、まるでわかってません。クリ
ティカルシンキングは自覚して訓練しないと身につきませんし、ある程度身につけたとしても、油断するとす
ぐに忘れます。
　誤った根拠から紡ぎ出された誤った論理を疑うことなく信じると、偏見や感情論となって脳にこびりついて
しまいます。こういった思考の憑きものが、問題解決を遠ざけるのです。」

「そんなに役に立つクリティカルシンキングが、なぜできないのか？　そして、どうやったらクリティカルシ
ンキングが身につくのか？
　でも私はその疑問に、自信を持ってお答えすることはできません。」

「クリティカルシンキングがなぜできないか、ではなく、クリティカルシンキングをなぜやろうとしないの
か、を考えるほうが現実的です。それがわかれば、どうやればクリティカルシンキングが身につくのかという
問いにも答えが見えてくるはずです。
　私は本書で、まともな思考をくもらせたりジャマしたりする要素を「思考の憑きもの」と呼んでいます。ク
リティカルシンキングは思考の憑きものを落とすのに役立つのですが、クリティカルシンキングを難しくして
いるのもまた、思考の憑きものです。
　で、なにがやっかいって、クリティカルシンキングを難しくしている思考の憑きものは自分のなかにあるん
です。敵は自分です。クリティカルシンキングはだれかを批判するための思考ではないといいましたけど、あ
えていうなら、まっ先に批判の対象としなければならないのは「自分」なんです。
　ひとは、なかなか自分を疑おうとしないもの。みんな自分がかわいい。自分は正しいと信じたい。自分がま
ちがうわけがない。自分は正しく標準的な人間だ。まちがっているのは自分以外のだれかなんだ。きっとそう
だ。絶対そうだ･･････。
　あまりにも自分に自信がなさすぎても、生きるのがつらくなりますけども、自信過剰も知性と理性にとって
は害悪です。自分のなかの常識や偏見という憑きものは、なかなか落とせない。」

「クリティカルシンキングは、正しくぶれるための技術でもあります。
　〝ぶれない〟って言葉がいつのまにか美徳として使われるようになったことに違和感をおぼえます。自分は
ぶれない、と威張っている人間は、自分は絶対に正しいと信じているわけです。
（･･･）
　クリティカルシンキンを意識すれば、正しくぶれることができます。まちがった思考は、思考の過程でまち
がえているのではなく、多くの場合、スタート地点をまちがえてるんです。誤った根拠や誤った前提から思考
を始めたら、正解にたどりつけるはずがありません。
　だから、ぶれることを恐れてはいけません。根拠のない常識や信念にしがみついて、ワタシはぶれないと自
己陶酔している姿のほうがよっぽど恥ずかしい。」

「クリティカルシンキングが重視するのは「現実的な思考」です。アタマのなかでどれだけ抽象的な思考や思
考実験なんてものを繰り返したとしても、それが現実社会の問題や現象をなにひとつとして解き明かせない。
解決できないのなら、単なる自己満足です。
　私は難しいことはいいません。奇妙な考えや常識から、妙な哲学や道徳観念やイデオロギーを剥がして落と
し、歴史的事実に裏打ちされた根拠から素直に考え直す作業を実践してるだけです。」
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トリスタン・ガルシアは著書『激しい生』で
近代の人間の生は「強さ＝激しさ」に取り憑かれ
強迫観念のように刺激を求め続けていると論じている

現代の私たちは単調で平凡な生から脱するために
「スポーツのパフォーマンス、ドラッグ、アルコール、
賭け事、誘惑、愛、オーガズム、物理的な快楽、
ないしは苦痛、芸術作品の鑑賞、ないしは創造、
科学的探求、狂信、ないしは熱狂的なアンガジュマン」等
によって生の「強さ＝激しさ」を求め続けてやまないが

そんな生を求める近代人の人間像とは異なり
「強さ＝激しさの消滅のなかでの和らぎ
（霊感、涅槃、精神の平静）を認め」
「実存の至上の価値として至高の状態
（死後の生、輪廻、栄光、永遠性）による超克」を求める
別の人間像を求める文明も存在していた

そしてそのふたつを
「感じるもの」と「考えるもの」として
そのふたつの人間像が対置されているが
著書はその「倫理的な結論」として
前者か後者かという答えを導こうとしているわけではない
近代的な生を否定しているのでも肯定しているのでもない

そのふたつの相容れなさを確認しながら
「差異を保存すること」を意図している

「より強く＝激しく生きるように生きるべきである」でもなく
「真理や救済、あるいは絶対的なものを知る仕方で
生きるべきである」でもなく
「生きる有機体であるという感情を失うことがないように
生きるべきである」と結論づけている

結論だけをみれば至極単純であり
あえて一冊を費やすテーマでもなさそうだが
読みながら感じたのは西欧のキリスト教が
グノーシスに対して危機感を抱いた感覚が
背景に強くあるのではないかということだ

キリスト教は地上及びその生を否定する
グノーシス的なものに対して
常に異端の匂いをかぎとってきた
その意味では本書はきわめて
キリスト教的であるともいえる

とはいえ
二項それぞれの差異をそのままにとらえながら
生きることが「要請」されているのは結果的に
二項対立的なものから離れてはいないように感じる
そのために本書の論述はある種の叫びのようでもある

しかしそのそれぞれが「差異」と同時に
その深みにおいて交差し
むすばれていくであろうような視点も必要ではないだろうか

たとえば禅が決して地上生を否定することなく
むしろ生のなかでの生そのものとしての超越的なものを
いわば「矛盾的自己同一」として求めてもいたように

■トリスタン・ガルシア（栗脇永翔訳）
　『激しい生／近代の強迫観念』
　（人文書院  2021/9）



■トリスタン・ガルシア（栗脇永翔訳）
　『激しい生／近代の強迫観念』
　（人文書院  2021/9）

「私たちには、絶え間なく、強さ＝激しさ［intensité］が約束されています。私たちは生まれ、生を正当化する強い感覚の
探求に曝されながら成長します。スポーツのパフォーマンス、ドラッグ、アルコール、賭け事、誘惑、愛、オーガズム、物
理的な快楽、ないしは苦痛、芸術作品の鑑賞、ないしは創造、科学的探求、狂信、ないしは熱狂的なアンガジュマン、等々
によってもたらされるあの即座の興奮状態は、単調さから、自動性から、同じことをどもることから、実存的平凡さから、
私たちを目覚めさせてくれるのです。なぜなら、絶えず、快く居座る人間が生の活力が失われることを恐れているのですか
ら。かつてはこの無感覚こそが、無為で満ち足りた至高者の、絶望的なまでに気晴らしを探し求めるものぐさな王たちの、
ネロンの、カリギュラの、あるいは「カプアの歓喜」と呼ばれるもののうちでまどろむ征服者たちの強迫観念でした。上位
の人間を脅かしていた逆説は、勝利をおさめながら、すべての欲望を満たしながら、すべての目標に達しながら、自身の内
で実存的な緊張や神経の力強さが緩むのを感じ、生きるものにその実存の強さ＝激しさを肯定的に評価することを可能にす
る、あの定義し難い感覚を失っていたことでした。
　西洋の経済的な発展に応じて、個々人が存分に食べられるようになり、自身を保護する住居を所有するようになり、楽し
む時間を見つけるようになるにつれて、征服者の恐れは民主化され、その欲求がますます満足させられることに苛立つよう
になる近代的な個々人に引き継がれていったのです。」

「小説や映画、歌はこの二世紀以来、ほとんど同じことを語っています。「生きよ！何を生きようとも。」「愛せ！何を愛
そうとも。」しかしとりわけ、「できる限り多く生き、愛せ！」−−−−なぜならつまるところ、この生の強さ＝激しさ以外の
何ものも重要ではないでしょうから。
　ところで、私たちに明らかに思われることは、私たちが、しかし、別のタイプの人間像とは違うことを語っているという
ことです。すなわち、実存の至上の価値として至高の状態（死後の生、輪廻、栄光、永遠性）による超克を認め、あるいは
生の代わりやすい強さ＝激しさの消滅のなかでの和らぎ（霊感、涅槃、精神の平静）を認めるような人間像とは別のことを
語っているのです。私たちは、実存の最高の意味としての絶対性や超越の観想や期待からは逸脱したタイプの人間性に属
し、支配的な倫理が、生の原理としての存在の絶えざる膨張に存するようなひとつの文明を採用していたように思われるの
です。」

「近代の精神に馴染んだこうした考えは、私たちがそれを切り離して考える外側から見つめてみると、すぐに、興味をそそ
るものになります。古代の教養人、中世の精神、漢王朝で生きた人間、ベーダ文明のブラフマン、彼らは私たちがそうする
ように、（美学的、道徳的、政治的なものに関わる）彼らのあらゆる価値をこの強化＝激化に従わせていたでしょうか？　
私たちが望むことができる最良のものは、私たちが最も美、最も真と思うものは、私たちが信じるものは、すでにあるもの
の強化＝激化なのです。世界の激化＝強化、私たちの生の強化＝激化。これこそが近代の偉大なる考えなのです。確実なこ
とは、この強さ＝激しさの考えには、私たちがこれを遠くから観察するとき、救済も英知もないということです。これは別
の生や別の世界を約束するものではないのです。これはまた、数々の人間文化に存在する自己の均衡や小康、水平化のパー
スペクティブでもありません。これらは情熱やその不断の変異の内定な消滅に関わるものなのです。現代の世界の中で万物
が私たちに約束する強さ＝激しさは、私たちの全快楽の中で、全苦しみの中で、小さな声で囁く倫理的なプログラムなので
す。「私は君に同じもの以上のものを約束しよう。私は君に生以上のものを約束しよう。」」

私たちが本書で試みたような仕方で思考することは、私たちの生に倫理的な結論を探すものではありません。ある議論の倫
理的な機能は、それを読む者に強制的な効果を生み出すことではなく、生が混同しがちなもののあいだの差異を保存するこ
とです。よく考えられた事柄は、最終的には、異なるか平等なものとして、平等だが異なるものとして私たちの前に現れう
るものなのです。これが思考の理想です。思考は生を拘束することはありません。思考は生にその統治を課すことはありま
せん。そうではなく、思考は生に異なるが平等な諸観念を提示することを試みるのです。事情を理解した上で生きるため
に。
　生きることと思考することはどちらも重要なことです。しかし、よく思考することは生きるように思考することではな
く、よく生きることは思考するように生きることではありません。一貫することへの誘惑に抗さなければなりません。しか
しそれでは、いかに生きるべきなのでしょうか？　私たちは、最終的に生を新たな法則に従属させるために、考えるものと
感じるもののあいだの倫理的秩序に関する区別を行ったのではありません。私たちにとって重要なのは、近代の消尽した条
件を置き換えることでもなく、別の服従によって生の強さ＝激しさの要請に従属することでもありません。この探求の最後
には、ひとは道徳の内容を確定することができないことを、法的な力としての思考に取り組むことを拒否することを理解す
ることになるでしょう。その反対に、最終的には、私たちは思考によって規則を定められたり、生に従属したり、あるいは
生によって秩序づけられたり、思考に従ったりすることから解放されるのです。「私たちはいかに生きるべきか？」という
問いに対する唯一の正しい倫理的答えは「より強く＝激しく生きるように生きるべきである」でもなく、「真理や救済、あ
るいは絶対的なものを知る仕方で生きるべきである」でもなく、「生きる有機体であるという感情を失うことがないように
生きるべきである」なのです。」

「こうして私たちは、この探求の最後に理解します。私たちにとって重要な生の強さ＝激しさを保持することを想像できる
のは、強さ＝激しさを思考に対置する限りにおいてであり、思考を強さ＝激しさに対置する限りにおいてでしかないこと
を。この忌みにおいて、私たちが倫理的な生を考えるのは、観念が私たちの生きる仕方に対応することを頑なに拒むことに
よってのみであり、この生が私たちの大いなる観念に従うことを拒むことによってのみなのです。私たちの倫理的特性は、
それよりももっとずっと繊細なものと考えられているのです。」
「生の力はとても繊細なものなのです。可能な限り長く生きていることを感じるためには観念と感覚の尾根の上に留まらね
ばならず、肯定の幻惑に譲歩することも、否定の深みに落ち込むこともあってはなりません。それをあまりにも強く肯定す
ることは、終いにはそれを否定することになるのです。しかし、それを否定することがそれを肯定することなのではありま
せん。単に、それ自体に抗して生の力強さを幾分か倒錯的に使うことなのです。それを横断する力強い流れに敏感でないと
きには、生き、思考する存在はいつも敗者なのです。その思考は、終いには、その存在の最も強い部分を無力化することに
なるのです。慣性的な生の幸運とは以下のようなものなのです。すなわち、感性において、他のいかなるものにも還元され
ることはないものなのです。これは何かを感じるすべての存在の親密な宝であり。その諸感覚の真珠であり、それにしか属
さないそれの一部分なのです。生きるものの生を持たない普遍的な観察者でありことはできないという感情なのです。」

（「訳者解説」より）

「「初体験信仰」にとっての「ルーチーン」は少し複雑なものである。「第一回目」はすぐに失われ、同じ「音楽」を聞く
のは「二度目」、「三度目」になる。しかし、「初めて二度目に」、「初めて三度目に」その音楽を聴くという意味におい
ては、それは常に「第一回目」の経験なのである。こうした意味において、「初体験信仰」は「ルーチーン」と共生し得る
ものである。少し視野を広げれば、「ポストモダン」というのは「近代」に対し、「初めて、［･･･］何であれ初めて感じる
ことはもはやできず、すべてを二度目に完遂させなければならないという不可能性を認めた」人類史的経験であるとされ
る。しかし、このルーチーン的な「強さ＝激しさ」の探求としての「初体験信仰」も、いずれはその経験を弱体化させるこ
とになる。すなわち、「第一回目」が「反復」され「倍化」されることによって「強さ＝激しさ」は「純化」することにな
るからである。
　「変異」や「加速」はいずれ「強さ＝激しさ」を維持できなくなりそれを失うことになるが、「初体験信仰」はそれを維
持することによって、「強さ＝激しさ」を維持するための「策略」がすべて、結果的には「強さ＝激しさ」の喪失に結びつ
くという「逆説」は共有されている。（･･･）「強い＝激しい生」がいずれは「鬱病」や「燃え尽き症候群」といった「内的
な崩壊」につながるという意味での「逆説」が語られたが、（･･･）「強さ＝激しさ」がそれ自体喪失される運命にあると
いう、いわば。「強さ＝激しさ」の存在論が分析されていることになる。そしていずれにせよ、近代の「強さ＝激しさ」は
失われることが運命づけられているとすれば、求めるべきはまさに、その「近代」というものそのものの外部ということに
なろう。つまり、「近代以前」ないしは「近代以後」の「思考」に向かって。」
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