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☆mediopos-2626　　2022.1.24

きのこは不思議である

きのこを知らないひとはいないだろうが
きのことはいったい何なのか
「きのこは何を語ろうとしているのか」という問いに
明快に答えられるひとはあまりいそうにない

そしてそのきのこのわからなさこそが
きのこを魅力的にしているともいえる

伝説のきのこ博士といわれた
きのこ学の第一人者・小川真の名エッセイ
『きのこの自然誌』が文庫化されたが
（残念ながら著者はこの刊行を待たずに
昨年亡くなっている）

その小川真氏が大先輩になるという
解説の藤井一至（森林総合研究所・土の研究者）によれば
「つくばの研究所に向かって下駄をはいて自転車をこぐ
白髪頭の男の姿に「ゲゲゲの鬼太郎」」を見たと
思った人もいたという」

そんな小川氏の個性的な姿も魅力的そうだが
本書で語られる
ひそやかに光るきのこ
きのこ毒殺人事件
ナメクジは胞子の運び屋
などの話もとても魅力的で
本書には氏が描いたきのこの絵も多数収録されていて
氏のきのこへの思いがそこからも伝わってくる

きのこをふくむ菌類学のことを
マイコロジー mycologyといい
その名は古代ギリシャ語の
たべられるきのこを意味する
ミュケースからきているようだ

分類のむずかしいきのこを植物の仲間としたのは
アリストテレスの弟子のテオフラストスとのことだが
その後近代的な生物分類学をつくったリンネも
きのこをどう分類すべきか混乱していたようだ
その後ブリエールやペルスーンという大家が
植物に入れておくのが無難だとしたという

十八世紀になって顕微鏡が発明され
微生物が発達するようになったものの
菌類学の主流は植物病理学や発酵醸造学であって
きのこの研究はアカデミズムの主流からは外れてしまう

詳しくは知らないが日本でも
大学の理学部には菌類学講座はなく
微生物を教えるところすらないというのが現状で
医学部や農学部のなかで生物学や菌類学としてではなく
細菌学や医真菌学・植物病理学や発酵醸造学・農芸化学など
として教えられているだけだという

大学では役に立ちそうなことは研究されるが
生物学の祖でもあるアリストテレスが
哲学のはじまりにみた「驚き」は
いまや学問としての研究場所にはないらしい

いまや「論理国語」というように
言葉さえ役に立つか立たないかで
分けられるようになったくらいだから

おそらく人間もこれから
そのように直接役に立ち分類しやすい人間と
そうでない分類のできない人間に分かれていくのかもしれない

しかしおそらく後者の人間こそが
「驚き」と「想像力」で
未知の世界をひらいてゆくのでははないかと
ひそかに思っている

ちょうど高原英理がそうした
よくわからないきのこゆえの幻想を
たくましくして書かれたであろう魅力的な物語
『日々のきのこ』もでていたので
あわせてご紹介しておきたいとおもった次第

きのこもずいぶん変だけれど
それ以上に人間という存在はずいぶん変なのだ
決して論理や科学のものさしだけで測れたりはしない
だから人間は人間でいられる
きのこの魅力が尽きないように

■小川 真『きのこの自然誌』 
　（山と渓谷社 ヤマケイ文庫　2022/1） 
■高原英理『日々のきのこ』 
　（河出書房新社  2021/12）



■小川 真『きのこの自然誌』
　（山と渓谷社 ヤマケイ文庫　2022/1）
■高原英理『日々のきのこ』
　（河出書房新社  2021/12）

（小川 真『きのこの自然誌』～「新装版によせて」より）

「この本を書いた頃は「きのこって、何とおもしろい生き物か」と思っていた。しばらくして「いったい、き
のこって何だろう」と考えはじめた。ようやく「きのこはどうやら森林に生まれた新しい生物で、腐生からス
タートし、第三紀になって繁栄しだした特定の樹木のグループと共生する方向へ進化したらしい」と、一応納
得できる答を見つけたつもりでいた。ところが、ここ数年「きのこは何を語ろうとしているのか」と、とまど
うことが多く、またぞろ悩みはじめた。
　先日、「ショウロの取材をしたいので」といわれて、あちこち尋ねてみたが、今はもうとれる所も料理を出
している所もない。マツタケはご存知の通り輸入品にかわり、ハツタケやアミタケすら見なくなった。西日本
のマツ林は枯れてシラカバ林のようになり、岩山や砂丘でも枯死しつづけている。東北、北陸、山陰の雪が多
い産地ではブナやナラが枯れ、九州や紀伊半島ではシイやカシが、高い山ではモミやツガが枯れている。いず
れもきのことと菌根をつくる種類で、木が、きのこのどちらかが死ねば共倒れになる仲である。弱り始めた林
からはきのこが姿を消し、明らかに細い根は腐っている。
きのこのように試練をうけた回数の少ない新しい生物ほど、自然の変化には敏感なはず。きのこは今、その姿
を消すことによって私たちに何かを告げようとしているのでは･･････。もし、きのこが地球温暖化や環境汚染
の予言者だったとしたら･･････。と考えると、きのこの姿がまた変わってみえてきた。かれんなきのこが黙示
録の天使に変身しないことを願うのみ。
　ほんの数十年の間にも正しいと信じていたことが、あてにならなくなる、つぎつぎと不可解なことが現れ
る。きのこに限らず、生物とはやはり「未知の科学」に属するものかもしれない。
（一九九七年三月三日　宇治川のほとりの研究所にて　小川真）」

（小川 真『きのこの自然誌』～「おわりに　−−−−　きのこと菌類学」より）

「菌類学のことをマイコロジー mycology というが、マイコ myco は古代ギリシャ語のミュケースからきてい
る。種類まではわからないが、ミュケースというのはたべられるきのこの名前だったといわれている。」
「近代科学の源流をさかのぼっていくと、古代ギリシャにたどりつくことが多いが、菌類学もこのあたりから
きている。現代の分類学でも菌を「真菌植物門」という名で呼んだり、きのこを植物の一種として教えている
人もあるが、このやり方は紀元前三〇〇年頃の知識から一歩も出ていない。
　きのこを植物の仲間にした最初の人は有名なアリストテレスの弟子で、リュケイオンの二代目学長を勤めた
レスボスのテオフラストスである。師のアリストテレスが生物学、なかでも動物学を始めたのを受けて、真面
目なテオフラストスは植物学や農学の礎をおいたといわれている。」
きのこを表す漢字、菌、蕈、芝、芮などにはいずれも草が生い茂るようすを示す草冠がついている。おそらく、
中国古代の人もきのこは植物と思っていあたらしい。大昔から薬草学である本草学がよく発達していたので、
菌のこよもよく知られており、出る場所によって、土菌、木菌、石菌などに分けられていた。もっとも、時に
はきのこが鉱物にまぎれこんだりもしているので、やはり扱いにとまどっていたものとみえる。」
「近代的な生物分類学をつくり上げたリンネは一七五一年に『フィロソフィア・ボタニカ』という本を出した
が、そのなかで菌を鉱物、植物、動物のどれに入れるか迷っていた。ある人は植物といったり、動物といった
り、地衣やこけと一緒にする人もいたりと、当時は相当混乱していたらしい。その後、ブリエールやペルスー
ンという大家が植物に入れておくのが無難だという結論を出したのである。
　十八世紀の顕微鏡の発明は、生物学に革命をもたらし、菌のこともよく知られるようになった。（･･･）必
要は発明の母、役に立つ微生物学はどんどん発達史、植物病理学や発酵醸造学が菌類学の主流となり、きのこ
の研究はもの好きがやる趣味の研究か、きのこ栽培という投機的な仕事と思われるようになっていった。」
「日本の菌類学の発達史は生駒義博氏によって『菌蕈』のなかに連載されているが、その歴史はきのこに似て、
ひそやかである。今に至るも、生物学全般を扱うべき大学の理学部には、一つの菌類学講座もなく、微生物を
教えるところすらない。微生物学や菌類学は細菌学や医真菌学、植物病理学や発酵醸造学、農芸化学などに姿
を変えて医学部や農学部のなかに根を下ろし実学としてめざましく発展した。
　ところがその陰で基礎となる一般菌類学は忘れられ、生物としてのきのこを教えてくれるところは、日本
じゅう探してもほとんどないにひとしい状態になってしまった。」

「科学を志す人はつねに新しいことに情熱をそそぎ、より基本的なものを追い求めようとする。気づかぬまま
にその時代の潮流に乗って、ファッションを追っている。ファッションにならなかったものは時代遅れ、わ
かったものとしていつまでも置き去りにされる。きのこは、いつも微生物学のバイパスを歩いてきたのであ
る。
　きのこは、目に見える数少ない微生物の一つであり、ギリシャ、ローマの昔から菌類学の原点でもあった。
糸状細胞で体をつくる真菌のなかでは、高度に発達した生活法をもち、あらゆる場所に広がり、寄生、共生、
腐生などの生活を通じて自然の成り立ちに深い関わりをもっている。菌類や微生物を理解するというだけでな
く、生物の生活を広くとらえるためにも、決して忘れてはならない存在である。」
「せめて手元にあるきのこぐらいは知りたいものと思ってやってきたが、きのこ狩りに夢中になるほどにわか
らないことがふえてきた。人のやらないことをやってみようというへそまがりの同志が、一人でもふえること
を願って筆を置く。（･･･）
（一九八二年七月二六日　小川真）」

■小川 真『きのこの自然誌』の内容

新装版によせて

1きのこの形、きのこの成長
雷の落とし子/天地無用/ユダの耳/きのこに根はあるか/異常気象とショウゲンジ/マツタケ前線は南下する

2毒きのこ、薬になるきのこ
ひそやかな光/笑うきのこ/きのこ殺人事件/聖なるきのこ/ものは使いよう/ありがたいきのこ

3胞子の世界
産めよふやせよ/ひと夜の命/くさい奴/運び屋のナメクジ/お腹を空かしたチップモンク/ブタの好物

4菌糸・菌根のこと
城をきずく/山が吹く角笛/生きている化石/靴のひも/ぶくりょうつき

5きのこの栄養のとり方
シメジあれこれ/ランに食われる/落葉を食べる/由緒正しいヒラタケ/居候/きのこ糞尿譚

6きのこの分布・きのこの生態
きのこ狩り/コスモポリタン/追われるハツタケ/ヒョウタンから駒/クリのポックリ病

おわりに―きのこと菌類学

解説 藤井一至

■高原英理『日々のきのこ』収録作

「所々のきのこ」「思い思いのきのこ」「時々のきのこ」 

■高原英理『日々のきのこ』【推薦文】 

「ばふんばふん、ぽこんぽこん、がやがやごよごよ。きのこの放つかわいい・こわい・安心の胞子が世界人類
に満ちますように。」 ――岸本佐知子さん 

「きのこ。きのこは変な生き物。でも、きのこより、変な人がいっぱいいるって、私は人なのに思う。私もき
のこなのかも。」 ――最果タヒさん 



☆mediopos-2627　　2022.1.25

『歩くひと　完全版』には
映画監督の是枝裕和氏が初めて谷口ジローについて書いた
寄稿文が書き下ろしで掲載されているが
そこで書かれているように

その魅力は
「「取るに足りないもの」の前で立ち止まる」
ということだろう
「登場人物にその行動、そして風景に、
目的や目標、意味を、意識的に背負わせない」
ということ

時代に遅れないように
目先の目標や目的を追いかけ
それらに追いかけられ続けるような
そんな生を生きるのではなく
身近なところにあるような
「取るに足りないもの」の前で
「立ち止まり、深呼吸を」すること

谷口ジローの絵をいまいちばん目にしやすいのは
『孤独のグルメ』(原作:久住昌之)の作画だろうが
本書『歩くひと』は
その世界にも近しいところがある

街や土地・風景のなかを歩き観察する
そのことで見えてくる世界
もちろん『歩くひと』は猛烈に腹が減って
おいしいものを食べるために
店をさがして歩くわけではない
ただ歩き観察し
ときに少しばかり変な行動をしてみたりもするが
あくまでも歩き立ち止まれるはやさで生きているのだ

『歩くひと』は
１９９０年から１９９１年にかけて
連載されていたものだそうだが
２０２０年年４月～２０２１年３月まで
NHK BS4K8Kテレビドラマ化もされていたという
（残念ながら知らずにいた）

本書はカラーページも再現しながら
その全作品を収めた完全版で
さらに2010年にLOUIS VUITTONが刊行した
「TOKYO CITY GUIDE2011」のために描き下ろされた特別編が
初邦訳・全世界で初めて単行本に収録されているほか

さらに特典として
「別冊読本 谷口ジローが『歩くひと』を描いた日々」も付いてい
て
連載当時の著者「近況報告」や
担当編集者が当時を振り返る文章等も読むことができる

「作者の言葉」にこうある

「なんの変哲もない日常の景色のなかでさえ、
おもしろいものを見つけて楽しんでしまう。
ときどき佇んでぼんやりしたり、木に触ってみたり、
登ったり、石コロを拾ったりします」
「さあ、今すぐにせわしなく走りまわってきた時間を
ちょっと止めて、少しだけ歩いてみませんか。
　ゆっくりとね。」

「取るに足りないもの」として
わたしたちが忘れているものこそが
生きるために必要なのかもしれない
生きるためにこそ
「ゆっくりと」「歩くひと」でありたい

■谷口 ジロー『歩くひと 完全版』
　（小学館  2020/8）



■谷口 ジロー『歩くひと 完全版』
　（小学館  2020/8）

｛是枝裕和「カタクリの花」より）

「カタクリの花は群生と呼ぶほど多くなく、あくまでもさりげなく、むしろ「取るに足りない」ものとして、
まばらにそこに存在していた。Ｉ君がいなければ恐らく僕らは気づかずに素通りしてしまったに違いない。」
「谷口ジローという名前は正直に言えば20年程前までは『「坊っちゃん」の時代』という作品で記憶している
程度だった。つまり、個人的にはそれ程重要な名前ではなかった。その存在感が大きく変わるきっかけは、や
はり映画だった。２００４年に『誰も知らない』という映画を撮って海外の映画祭を頻繁に回るようになって
以降、特にヨーロッパで、中でもフランスで「タニグジジローを知っているか？」「君はタニグチが好きだろ
う」「映画化するつもりはないか？」と、期待を込めた暑い眼差しを向けられることがあまりに多くなったの
で、そこまで言うのなら、と買って読んでみた。読んで、見事はまってしまった。確かにそこには僕が映画で
描きたいと思い、いつも苦心惨憺している人々の小さな営みの積み重ねと豊かさが、これでもかという程丹念
な筆致で描かれていた。僕が暮らしていたのと全く同じ時期に、谷口さんが清瀬の台田団地の近くで暮らして
いたことなど全く知らなかったのだが、今、それを知って読み返すとそこに描かれている風景のいくつかが、
僕の記憶の中に色と匂いを伴って確かに甦る。（･･･）
　しかし、それは、もしかすると単なる僕の錯覚かもしれない。何故なら、谷口さんの作品に登場する風景は
細密に描かれてはいるものの、どれも全く、風景としては〝取るに足りない〟からである。少なくとも「名所
旧跡」とか「風光明媚」という言葉で形容される類のそれではない。その意味では『歩くひと』に代表される
彼の日常モノはどれも、普通ならカメラマンがシャッターを切ったり、画家があえてキャンバスを据えてパ
レットに絵の具を出そうとは思いもしないものなのだ。風景版『孤独のグルメ』と言ってもいい。」
「登場人物にその行動、そして風景に、目的や目標、意味を、意識的に背負わせない。しかもその「取るに足
りないもの」の前で立ち止まる。何をきっかけに谷口さんの姿勢がこんなふうに変化したのか、不勉強な僕は
存じ上げないけれど、きっと谷口さんには谷口さんの人生における「カタクリの花」との出会いがあったので
はないか、と勝手に想像している。
　高級食材を使った料理だけを食べる人々をグルメと呼ぶのではなく、バブルがはじけて以降、谷口さんが描
いたような市井の人々の食文化の中にこそ、愛着だったり、郷愁を私たちはむしろ感じるはずだ。それと同様
に、この『歩くひと』や『散歩もの』、さらには僕の大好きな短編集『欅の木』で描かれた街の風景は、それ
が都市からほとんど消えてしまった今、描かれた当時以上に私たちを、否応なくその前で立ち止まらせる魅力
にあふれて見える。それは決して単なるノスタルジーではない。世界が激しく変わろうとしている今、移動す
る、生活するスピードを私たちは問い直さざるを得ない。谷口さんはそんな時代を予見したかのように、立ち
止まり、深呼吸をし、空を見上げて来た。あなたたちは相変わらず時間に追われながら私の脇を、小走りに通
り過ぎていくのか。『歩くひと』はそう問いかけている。」

（別冊読本「谷口ジローが『歩くひと』を描いた日」より）

「『歩くひと』は、「週刊モーニング」（講談社）の増刊として月刊ペースで刊行されていた、「パーティー
増刊」に、１９９０年から１９９１年にかけて連載されました。
　連載時には、作中び縦柱に谷口ジロー氏による「近況報告」が毎回掲載されており、今回、それらを毎回収
録いたします。」

（別冊読本「谷口ジローが『歩くひと』を描いた日」～「近況報告」より）

「●第１話（…）
　やっぱり歩くのはいい。車や自転車では見えないものも、歩いていれば、見えたり聞こえたりする。歩くの
は楽しい。歩いていると、なんだか人間にもどれそうな気がするのは、僕だけだろうか。」

（別冊読本「谷口ジローが『歩くひと』を描いた日々」～「作者の言葉」）

「「歩くひと」はゆかいな人です。のんびりと楽しみながら歩きます。時間なんかまるで気にしません。身も
心も軽やかです。だからいろんなものが目に入る。なんの変哲もない日常の景色のなかでさえ、おもしろいも
のを見つけて楽しんでしまう。ときどき佇んでぼんやりしたり、木に触ってみたり、登ったり、石コロを拾っ
たりします。やっぱり「歩くひと」はとてもへんです。

　それでもきっと「歩くひと」は私たちが遠くへ忘れ去ったなつかしいののを思い出させてくれることでしょ
う。
　さあ、今すぐにせわしなく走りまわってきた時間をちょっと止めて、少しだけ歩いてみませんか。
　
　ゆっくりとね。」



☆mediopos-2628　　2022.1.26
犬童一心監督による田中泯のドキュメンタリー
『名付けようのない踊り』の公開が１月２８日に始まるが

その公開にあわせたかたちで
「ほぼ日刊イトイ新聞」の
「俳優の言葉。009　田中泯 篇」の連載が始まっている

田中泯は俳優としての出演も数多くあるが
自身としてはあくまでも「ダンサー」であって
「俳優」ではないという

「ダンサー」であるか「俳優」であるかの違いには
おそらく身体と言葉の関係がある

「ダンサー」にしても「俳優」にしても
「存在感の源、魅力の源は「その身体」」なのだろうが

あえて極論を図式的にいうならば
「身体」で演じているのが「ダンサー」
「言葉」で演じているのが「俳優」ということになろうか

田中泯が映画に役者として出演しているときには
「常識的に言えば、踊っているようには見えない」ものの
「自分としては踊るような状態で演技してる」のだという
「まずは「身体」があって、そこから、言葉が出ていく」

おそらく役者として田中泯がよく起用されるのは
身体性ゆえの存在感
または言葉そのものの身体性が
普通の役者ではつくりだせない異質な実在感を
映像表現できるからなのだろう

現代は言葉と身体が切り離され
大地性に根づかない身体と
身体性の希薄な言葉とが
ちぐはぐなままぎくしゃくと動き話されている
そんな感じを受けることが多くある

スポーツが身体性を補完し得ているかというと
特別な場合を除いてむしろ
身体性をスポイルしているところも
多分にあるようにも感じられる

身体と言葉とは
身体から生まれる言葉と
言葉から生まれる身体が
複雑かつ交錯したかたちで関係しあっていて
それを分けてとらえることはできないところがあるが

むしろ身体と言葉をともに成立させている
ある種の根源的霊性とでもいえるものがあるのではないか
そこからさまざまな芸能や芸術も生まれてくるようなそんな

■「俳優の言葉。009　田中泯 篇」
　（「ほぼ日刊イトイ新聞」）

「第１回　ぼくは俳優ではない。（2022-01-24）」
https://www.1101.com/n/s/min_tanaka/2022-01-24.html



■「俳優の言葉。009　田中泯 篇」
　（「ほぼ日刊イトイ新聞」）

「第１回　ぼくは俳優ではない。（2022-01-24）」
https://www.1101.com/n/s/min_tanaka/2022-01-24.html

「──　それではあらためて‥‥なのですが、
　　　泯さんが、
　　　ご自身は、あくまでも「ダンサー」であって、
　　　「俳優」ではないと
　　　以前からおっしゃっている‥‥ということは、
　　　重々、存じ上げているんです。

　泯　　ええ。」

「──　今回、犬童一心監督がおつくりになった
　　　　ドキュメンタリー映画で、
　　　　さまざまな場で踊る泯さんを見ました。
　　　　そうしたら、勝手な感想ですが、
　　　　画家の熊谷守一さんを演じているときの
　　　　山﨑努さんだとか、
　　　　一人芝居をやっているイッセー尾形さん、
　　　　あるいは、
　　　　東京乾電池で演技の稽古をつけている
　　　　柄本明さんなど、
　　　　自分が尊敬する俳優さんたちと、
　　　　どこかが‥‥重なるような感じも受けて。

泯　　　言葉のありなしは、ありますけどね。
　　　　たとえば、山﨑さんや柄本さん、
　　　　イッセー尾形さんらのやっていることが、
　　　　言葉というものを一切封印して、
　　　　まったくの無言で成り立つかと考えたら、
　　　　どうだろう。
　　　　その点、踊りなら言葉を一言も発さずに、
　　　　一日中、見せ続けることができますから。
──　　はい。ですので、
　　　　まずは、そのあたりの「違い」も含めて、
　　　　どうして「泯さんは俳優ではない」のか、
　　　　おうかがいできたらと思いました。

泯　　　ぼくは、それまで５７年生きてきて、
　　　　演技なんかやったことなかったんですよ。
　　　　まず、「言葉」が苦手だったし。

──　　そうなんですか。

泯　　　だから‥‥映画に出たことをきっかけに、
　　　　（注：『たそがれ清兵衛』）
　　　　ぼく自身、
　　　　自分の中にある「言葉」というものを、
　　　　どんどん、
　　　　外へ開放するようになっていったんです。
　　　　それまでは、
　　　　どうしようもなく無口な人間だったので。

──　　それこそ、ずっと黙って‥‥踊って。

泯　　　ただ、それはぼくだけじゃなくて、
　　　　多くのダンサー、舞踊を目指す人たちは、
　　　　どこかで言葉を苦手にしています。
　　　　と言っても、外へ出すのが苦手なだけで、
　　　　じつは、頭の中は言葉だらけです。
　　　　いろんな言葉が、次々と、
　　　　浮かんでは消え、浮かんでは消え‥‥て、
　　　　それらが、脳内にみっちり充満している。

──　　頭の中では「おしゃべり」だ、と。

泯　　　だって、ダンサーであろうがなかろうが、
　　　　わたしたち現代人は、
　　　　言葉と一緒になって生きてるわけだから。

──　　はい。

泯　　　言葉なしの時間なんか、ないでしょう。
　　　　一日中、脳内で言葉がうごめいている。
　　　　それがわたしたち現代人の、
　　　　むしろ、ふつうのことじゃないですか。

──　　そうですね。

泯　　　いつからか、
　　　　言葉が身体より優先するようになった。
　　　　現代では、身体は、
　　　　言葉に置いていかれちゃってるんです。
　　　　ちょっと前に
　　　　東京でオリンピックがあったけれども、
　　　　もし仮に、
　　　　スポーツというものが禁じられたら、
　　　　人間社会はバランスを崩して、
　　　　もっと危うくなっていく気がしますね。

──　　言葉と身体のバランス‥‥が崩れて、
　　　　頭でっかちな社会になってしまって。

泯　　　それくらい身体とはすごいものだって、
　　　　ずっと思っているんです。
　　　　いま名前の出た山﨑さんや柄本さんは
　　　　とくにそうですけど、
　　　　彼らには舞台で鍛えた身体があります。

──　　ええ。」

「──　言葉をあやつる俳優さんにしても、
　　　　存在感の源、
　　　　魅力の源は「その身体だ」‥‥と。

泯　　　そう思います。」

「第２回　演技と踊り、言葉と身体。（2022-01-25）」
https://www.1101.com/n/s/min_tanaka/2022-01-25.html

「──　俳優なんか、関係ないと思っていた。

──　　それこそ、ずっと黙って‥‥踊って。

泯　　　ただ、それはぼくだけじゃなくて、
　　　　多くのダンサー、舞踊を目指す人たちは、
　　　　どこかで言葉を苦手にしています。
　　　　と言っても、外へ出すのが苦手なだけで、
　　　　じつは、頭の中は言葉だらけです。
　　　　いろんな言葉が、次々と、
　　　　浮かんでは消え、浮かんでは消え‥‥て、
　　　　それらが、脳内にみっちり充満している。

──　　頭の中では「おしゃべり」だ、と。

泯　　　だって、ダンサーであろうがなかろうが、
　　　　わたしたち現代人は、
　　　　言葉と一緒になって生きてるわけだから。

──　　はい。

泯　　　言葉なしの時間なんか、ないでしょう。
　　　　一日中、脳内で言葉がうごめいている。
　　　　それがわたしたち現代人の、
　　　　むしろ、ふつうのことじゃないですか。

──　　そうですね。

泯　　　いつからか、
　　　　言葉が身体より優先するようになった。
　　　　現代では、身体は、
　　　　言葉に置いていかれちゃってるんです。
　　　　ちょっと前に
　　　　東京でオリンピックがあったけれども、
　　　　もし仮に、
　　　　スポーツというものが禁じられたら、
　　　　人間社会はバランスを崩して、
　　　　もっと危うくなっていく気がしますね。

──　　言葉と身体のバランス‥‥が崩れて、
　　　　頭でっかちな社会になってしまって。

泯　　　それくらい身体とはすごいものだって、
　　　　ずっと思っているんです。
　　　　いま名前の出た山﨑さんや柄本さんは
　　　　とくにそうですけど、
　　　　彼らには舞台で鍛えた身体があります。

──　　ええ。」

「──　言葉をあやつる俳優さんにしても、
　　　　存在感の源、
　　　　魅力の源は「その身体だ」‥‥と。

泯　　　そう思います。」



「第２回　演技と踊り、言葉と身体。（2022-01-25）」
https://www.1101.com/n/s/min_tanaka/2022-01-25.html

「──　俳優なんか、関係ないと思っていた。
　　　　泯さんの人生にとっては。

泯　　　俳優、お芝居、物語‥‥ようするに
　　　　演ずるということは、
　　　　ぼくのやってきた「踊り」とは、
　　　　まったくの対極にあるものですから。
　　　　なぜなら、人間の間に言語が生まれ、
　　　　社会が生まれてから、
　　　　演技というものは生まれたわけです。

──　　ええ。

泯　　　それにたいして「踊り」は、
　　　　社会以前、言語以前に存在していた。
　　　　ぼくは、そう信じています。
　　　　人間が言葉を手にする前から、
　　　　踊りというものは、絶対に、あった。
　　　　それじゃなきゃ、おかしいでしょう。
　　　　言葉の前に身体が動かないなんて、
　　　　そんなの、絶対におかしいんですよ。

──　　つまり、言語より先に身体があった。

泯　　　演技、演ずるという行為は、
　　　　踊りよりも、うーんとあとの社会の話。
　　　　だから、ぼくはやっぱり、
　　　　われわれ人間が、
　　　　はじめの大事なコミュニケーションを
　　　　身体でやっていたということに、
　　　　そして、
　　　　人間が踊りをはじめたということに、
　　　　自分自身、
　　　　いちばんのプライドを感じてたんです。」

「──　お芝居と踊りに、共通点はありますか。

泯　　　ですから、映画に出演するということは、
　　　　常識的に言えば、
　　　　踊っているようには見えないわけだけど、
　　　　自分としては、
　　　　踊るような状態で演技してるってことは、
　　　　たしかですね。

──　　なるほど。泯さんのお芝居のベースには、
　　　　泯さんの「踊り」が、あった。

泯　　　ぼくが、ふつうの俳優と違うと思うのは、
　　　　台詞から来る喜怒哀楽を
　　　　一切、たよりにしていないことでしょう。
　　　　ぼくは、その役柄が、
　　　　どんな身体を持った人間なのかを考えて、
　　　　その１点だけを、
　　　　演じる際の拠りどころにしているんです。

──　　「身体」が、役の手がかり？

泯　　　しゃべり方とかでは、まったくないです。
　　　　しゃべりなんてのは、いちばん最後です。

──　　まずは「身体」があって、
　　　　そこから、言葉が出ていくというような。

泯　　　人間というものは、そういうものですよ。
　　　　台本を読みながら、わかってくるんです。
　　　　この人は、たとえば、
　　　　前に一歩を踏み出すときに、どんな人か。
　　　　その「踏み出す」所作に、
　　　　極端に言えば、
　　　　その役柄がすべて入ってたりするんです。

──　　たとえば？

泯　　　つま先で探るように脚を出すような人か。
　　　　腰から、グンッと前へ出ていく人なのか。
　　　　身体より顔が前に出ている人だっている。
　　　　それだけで、人間は、表せるんです。

──　　はあ‥‥おもしろいです。

泯　　　あなたが最初に名前を挙げたけど、
　　　　イッセー尾形なんか、本当に上手いです。
　　　　彼は、ようするに、
　　　　マイムのような芝居をずっとやっていて。

──　　そうですね。

泯　　　舞台のソデで、早変わりをしたりとかね。
　　　　おもしろいなあと思って見てます。
──
あ、交流あるんですか。

泯　　　ないです。

──　　え、ないんですか。

泯　　　ないです。

──　　ただ観てるだけ？

泯　　　そうです。意識して、観に行ってます。
　　　　で、おもしろいなあと思ってる。
　　　　でも演劇に属します。彼は、完全にね。

──　　はい。

泯　　　つまり「言葉の世界の人」です。
　　　　言葉にならない何かを、
　　　　身体に宿していることは、たしかです。
　　　　でも、まず第一に、
　　　　言葉による世界を表現していますよね。

──　　泯さんの世界とは、また別？

泯　　　そうですね。」



☆mediopos-2629　　2022.1.27

自己紹介や
プロフィールの掲示は
社会的承認のための
一種の儀式だが

そのために使われる各種項目は
じぶんの社会的「属性」で成り立っていて

じぶんをそれらと同一視して
疑わないでいるひとたちもいるが
「属性」をじぶんだと思いこむと
それらに拘束され自縄自縛になり
それらから自由であることができなくなる

とはいうものの
「自我同一性」や「自己同一性」
といった意味で用いられることの多い
「アイデンティティ」なるものは

文化的・民族的アイデンティティや
ジェンダー・アイデンティティといった使われ方をするように
「個人の自己感覚・意識をなんらかの理想・イメージ・「属性」
を
表す名詞に「一致させるアイデンティファイ」傾向」があり
「アイデンティティ」といわれるものそのものが
矛盾と限界のもとにあるともいえる

「アイデンティティ」の根底にあるのは
他者とは異なったものとして
「わたしはわたしとして存在すること」を確かなものとするこ
とであり
それは「わたしという存在のかけがえのなさ」と
「時間の経過を経てもなおわたしとして認めうる一貫性」が求
められるが

それを突き詰めて
とくに社会的な承認や権利の問題としてとらえるとき
「属性」にみずからをアイデンティファイしてしまうことにな
るのだ

今回引用している逆卷しとね氏のテキストで
紹介されている鷲田清一の論では
アイデンティティの問題系が
「固有性」と「人格の同一性」のふたつに分けられている

「固有性」の問題系は
「自分探し」のように
「他の誰とも違う唯一の自分」を求める「フィクション」にかかわり

「人格の同一性」の問題系は
「時間的変化を経てもなお維持される自己の同一性の問題」
に関わっているが

鷲田清一はこの二つの問題を
「所有が串刺しにしていると考え」ているという

そしてこの二つの根底にあるのが「自己の所有」
「＜存在＞を＜所有＞に定位して理解しようとする思考」である
というのである

そして鷲田清一は他者論へと向かう
「モノの同一性が崩れたり、自己を所有することへの強迫観念が
自己同一性アイデンティティを揺らがせたりするときに、
他者へと開かれていく」というのである

さてここでの「他者」への「開かれ」だが
おそらく重要なのは「プレ」と「ポスト」なのだろう

みずからのアイデンティティなるものを
社会的諸属性に無前提無自覚のままに同一化させ
みずからの「プロフィール」を疑わないまま
むしろそれを強化させるかたちで社会的承認を求めるあり方か

むしろみずからを社会的諸属性に同一化させ得ないがゆえに
「プロフィール」なるものからいかに自由になるかを求め
「わたし」という存在を「他者」へと開いていくかである
もちろんそのとき「社会的承認」が求められているのではない

■逆卷しとね「自由と不自由のあいだ／拘束をめぐる身体論」
　連載 第3回「個人認証と不審な《この生》」2021.8.26
　（Webサイト「生きのびるブックス」より）
https://ikinobirubooks.jp/series/sakamaki-shitone/345/



■逆卷しとね「自由と不自由のあいだ／拘束をめぐる身体論」
　連載 第3回「個人認証と不審な《この生》」2021.8.26
　（Webサイト「生きのびるブックス」より）
https://ikinobirubooks.jp/series/sakamaki-shitone/345/

「僕は自己紹介が苦手だ。所属や職業、趣味をスマートに紹介できない。自己紹介の定型で用いられる項目の
すべてが僕の場合は空欄であり、他人が常識として共有している「自己」の指標にいささかも関心がないのだ
から無理もない。体裁だけ整えるなら、「野良研究者／学術運動家」という肩書を挙げることになる。ところ
が、僕にはその肩書らしきものの意味がよくわからない。「地球防衛隊です」と言っている感覚に近い。聞い
ている側もさっぱりわからないだろう。そこで手心を加え「HAGAZINE九州支部」や「在野研究者」という比
較的穏当に聞こえる余地のある自己紹介をすることもある。」

「「アイデンティティ」（“identity”）は、14世紀フランス語に由来する、「同一であること、ひとつであるこ
と、同一である状態」を指す言葉だ。この用語は通常、発達心理学者エリク・エリクソンの「自我同一性」
（ego identity）や社会学における「自己同一性」（self-identity）の意味で使われることが多い。その延長線上
に、ある集団に対する同一化を表す文化的・民族的アイデンティティ（アフリカ系アメリカ人、「アイヌ」、
縄文文化圏）や、個人の自己認識と規範との関係性を示す「ジェンダー・アイデンティティ」（シスジェン
ダー、トランスジェンダー、ノン・バイナリー）のような用法がある。いずれにしてもアイデンティティの問
題系が焦点とするのは、個人の自己感覚・意識をなんらかの理想・イメージ・「属性」を表す名詞に「一致さ
せるアイデンティファイ」傾向である。」

「《個人》のホラーという言葉で僕が想定しているのは、たとえば、「女性」や「公務員」、「ニカラグア人」
といった名詞に自己同一化アイデンティファイしている個人が、その同一性アイデンティティを喪失するよう
な事態だ。結論を先どりしてしまえば、失職して「無職」に転落する、性の揺らぎを経験する、祖国を失い難
民になることへの恐れは、自己同一性を保証する国家的・社会的な《個人》の制度に由来している。実際、社
会保障番号、マイナンバー、戸籍、免許証、保険証、パスポート、果てはウイルスソフトのアクティベーショ
ン・キーからＴカード、レンタルDVDの会員証に至るまで、個人の正体を保証するドキュメントや数字には事
欠かない。これらの存在は、「お前は何者でもない」という権利はく奪の宣告と紙一重だ。ひとたび証明書を
紛失してしまえば、さまざまなサービスを受けることができなくなる。警察が職務質問の際に、身元を示す証
明を求めてくるのも同じ理由による。この社会は得体の知れない不審者を恐れる。その裏返しとして、個人は
固有名や職業、住所などの複数の名詞を所有することに固執し、不審者に転落することを恐れる。
　名詞を失うことへの恐れは、ある名詞に対する自己同一性アイデンティティを社会的に承認してもらえない
ことへの怒りと同根である。」

「自己同一化には限界がある。しかしそれでもなお、わたしはわたしとして存在することが確証されなければ
ならない。自己同一化の社会では、わたしという存在のかけがえのなさと、時間の経過を経てもなおわたしと
して認めうる一貫性が要請される。《個人》のフィクションを生きるためには、わたしは他とは異なる個人と
していつも「決定」されていなければならない。」

「社会的承認のはく奪や権利の喪失に対する怯えは、他の誰とも異なる個人を際立たせ「ひとつの全体」とし
て維持する、自己同一化のシステムと背腹の関係にある。とりわけ本連載初回の《個人》と所有の問題を念頭
に置くなら、所有とアイデンティティを同系の問いとして並べる鷲田清一の論は示唆的だ。

　鷲田はアイデンティティの問題系を「固有性」と「人格の同一性」のふたつに分ける。固有性は、自分探し
やわたしがわたしとして定まらないという危機アイデンティティ・クライシスの渦中にある（長い）思春期の
ように、他の誰とも違う唯一の自分を画定させなければならない、というフィクションにかかわる。他方、人
格の同一性に託されているのは、「時間のなかでの身体の不断の様態変化をつらぬいてわたしが＜わたし＞と
して同一の持続的存在であるのはどうしてか」という主題である。つまり、ものごころつく前の幼児の僕と今
ここで蕎麦を啜っている僕が連続した存在であるという、時間的変化を経てもなお維持される自己の同一性の
問題である。
　鷲田は、固有性と人格の同一性というアイデンティティの二大テーマを所有が串刺しにしていると考え
る。」

「　自己同一化は、他者とは異なる「わたし」のなかに「わたし」の基礎となるもの（固有性）を探し求める
運動と過去の「わたし」と今の「わたし」の一致（自己の同一性）を追求する運動のふたつからなる。このふ
たつの運動の原動力となるのが「自己の所有」、すなわち「＜存在＞を＜所有＞に定位して理解しようとする
思考」である、と鷲田は考える。鷲田はこの後、モノの同一性が崩れたり、自己を所有することへの強迫観念
が自己同一性アイデンティティを揺らがせたりするときに、他者へと開かれていく契機について論を展開して
いる。鷲田のように、自己の所有を挫く契機に自らの存在を認めてくれる他者の次元へと「わたし」が開かれ
る、というのは他者論の典型でもある。」

「自分の存在を「名詞」に同一化して行われる自己紹介は、あくまでも個人の単位での正体や立場、身元を明
かすことを常識とする慣習に従っているにすぎず、実はその胡乱うろんな内情をなにも語っていない。「学術
運動家」という肩書は怪しい。「野良研究者」という肩書も明らかに怪しい。これらの肩書が怪しく響くの
は、それらが職業として確立していないと同時に、その背後にある動詞の群れが見えない、つまり「なにをやっ
ているのかわからない」からである。不審者である。不審者は「名詞」に頼ることができない。喪失するかも
しれないなにかをそもそも所有していないからだ。だからなにをやるか、どうやるか、なぜやるか、なにと、
誰とやるか、という動詞をめぐる関係性だけが問われる。

　アイデンティティに関する《個人》の喪失感や恐れは、このような「動詞」的な関係がその名詞に表象され
ているという信仰にあるのかもしれない。つまり、多彩に蠢く動詞の群れからなる「わたし」を単一の名詞に
同一化する習慣とその同一化の不完全さが、失職やはく奪などの《個人》の恐怖の根源にあるのかもしれな
い。だが《この生》を生きているのは、名詞ががらんどうの、動詞に巻き込まれた不審な生である。それは僕
だけではない。《この生》から眺めれば、ＩＴ企業の社長だろうが、路上生活者だろうが、マッサージ師だろ
うが、殺し屋だろうが、アーティストだろうが、その不審さは変わらない。あらゆる名詞は空っぽで、動詞の
蠢きとその意想外のもつれに蹂躙されている。みんな不審者である。不審者に転落するかどうかは問題ではな
い。なにをやらかしてしまっているか、どのアクションに応えているのか。不審者として生きてしまっている
という現実のなかに《この生》のホラーはある。
　
　「わたしたちの具体化」とは名詞の列挙ではない。それは「わたしたち」という人称をいつも不審なものに
してしまう、野良犬のごとき動詞たちが切り拓くけもの道の軌跡である。」
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大塚信一氏は岩波書店の編集者で
一九九七年から二〇〇三年まで代表取締役社長を務めていた

退社後『理想の出版を求めて 一編集者の回想1963-2003』（2006）が
トランスピューから刊行されるまでは
大塚信一氏のことをあまり意識することがなかったので
山口昌男・河合隼雄・中村雄二そして木田元の数々の著書の刊行に
編集者・大塚信一と深く関わっていることを知らずにいた

その後各氏の評伝である
『山口昌男の手紙 文化人類学者と編集者の四十年』（二〇〇七年）
『哲学者・中村雄二郎の仕事 
　<道化的モラリスト>の生き方と冒険』（二〇〇八年）
『河合隼雄 心理療法家の誕生』（二〇〇九年）
『河合隼雄　物語を生きる』（二〇一〇年）が
刊行された後しばらくしてから
木田元の評伝はでないのだろうかとずっと思っていたところ

一〇年以上あいた昨年になって
『哲学者・木田元／編集者が見た稀有な軌跡』（二〇二一年）が
トランスビューではなく作品社から刊行された

大塚氏が木田元の著書に最初に関わったのは
岩波新書の『現象学』（一九七〇年）だそうだが
木田元との出会い及びその刊行までについての若干は
以下の引用でもふれている

時代に応じジャンルも関わり方も
また出版社の方針などさまざまだろうが
とくに哲学や思想の分野
しかも山口昌男・河合隼雄・中村雄二・木田元について
著者と編集者の関わり方の実際を
なにがしか知ることができるのは興味深いところである

これらの評伝そのものからは
とくに新たに啓発される内容はあまり見られないが
それぞれの著者の営為の目録を
それらが生み出される時代背景とともに
見直すには格好のものであるといえるだろうし

とくに世に大きく影響を与えてきた
著書の数々が刊行されるにあたっての
編集者と著者の関係を知ることのできる
大変貴重な記録ともなっている

かつて八〇年代から九〇年代にかけて
中心となっていただろう時代をつくっていた思想の顔も
いまではかつてとはずいぶん異なってきているが

著者の名前も次第に忘れられ
著書の数々さえ次第に書店の店頭からは
姿を消すようになっているいま
その思想的営為が見直される必要があると思われる

■大塚信一『哲学者・木田元／編集者が見た稀有な軌跡』
　（作品社　2021/6）
■大塚信一『河合隼雄　物語を生きる』
　（トランスビュー 　2010/10）
■大塚信一『大塚信一河合隼雄 心理療法家の誕生』
　（トランスビュー 　2009/6）
■大塚信一『哲学者・中村雄二郎の仕事 <道化的モラリスト>の生き方と冒険』
　（トランスビュー 　2008/10）
■大塚信一『山口昌男の手紙 文化人類学者と編集者の四十年』
　（トランスビュー 　2007/9）



■大塚信一『哲学者・木田元／編集者が見た稀有な軌跡』
　（作品社　2021/6）
■大塚信一『河合隼雄　物語を生きる』
　（トランスビュー 　2010/10）
■大塚信一『大塚信一河合隼雄 心理療法家の誕生』
　（トランスビュー 　2009/6）
■大塚信一『哲学者・中村雄二郎の仕事 <道化的モラリスト>の生き方と冒険』
　（トランスビュー 　2008/10）
■大塚信一『山口昌男の手紙 文化人類学者と編集者の四十年』
　（トランスビュー 　2007/9）

（大塚信一『哲学者・木田元／編集者が見た稀有な軌跡』より）

「ようやく、私の編集時代にお付き合いいただいた著者の、主要な方々に対する感謝の思いを形にすることが
できた。これまで山口昌男（文化人類学）、中村雄二郎（哲学）、河合隼雄（臨床心理学）、松下圭一（政治
学）、宇沢弘文（経済学）の諸氏についての評伝を出版してきた。しかし、書物ということで言えば、私の最
初の著者であり、以降半世紀にわたって親しくしていただいた木田元先生について、このようにまとめること
が可能になるとは夢にも思わなかった。
　その理由は何と言っても、氏の仕事のとてつもない壮大さと緻密さにあった。二〇世紀を代表する思想家で
あるメルロ＝ポンティとハイデガーの業績の輪郭を知ることですら容易でないのに、木田先生は何とハイデ
ガーが挫折した当の『存在と時間』の、本来の構想の再構築まで試み、成功なさっていたのだ。
　私は木田先生のご苦労の程をよくよく知っていたので（普段は全くその素振りさえ見せない快活な氏であっ
たが）、まさか私が氏の仕事の全体像を描くことになるとは考えたことがなかった。とはいえ、八〇歳の大台
を越え、生涯の残り時間も少なくなった時に、残された最後の仕事として浮上してきたのは、やはり木田元論
でしかありえなかった。
　言うまでもないことだが、私は哲学の研究者ではない。専門家から見れば穴だらけの仕事かもしれない。
が、編集者にしか知りえない氏の苦闘の足跡から見えてくるものがある、と確信している。勿論、その確信が
本書の出来映えを保証するものでないことは、自覚しているが。」

「一九六三（昭和三八）年、岩波書店に入社した私は、編集部の雑誌課に配属され、『思想』の編集部員になっ
た、」
「四年後に単行本の編集部に異動し、主に講座「哲学」を担当するように指示された。講座が完結したのは一
九六九年で、すぐ新書編集部に回されたのだった。
　雑誌『思想』や講座「哲学」の編集を担当させられたことが、私の最初に新書の自主企画が木田元著『現象
学』であることに深く関わっていた、と言えるであろう。」
「この雑誌（『思想』）は、その名称が示すように、哲学や思想、社会科学に関わる研究論文を掲載している。
数多くの著者の中の一人に、当時新進気鋭の哲学者と目されていた生松敬三がいた。一九二八（昭和三）年生
まれで、後にわかったことだが木田と同年齢であった。東京大学の哲学科卒であったが、彼の関心は広く、洋
の東西に亙り、また文学にも造詣が深かった。」
「その生松に、しばらくたってから同じ中央大学文学部にいる、当時助教授の木田を紹介してもらった。以後
三人でよく飲み歩くことになる。」

「私はずっと生松に新書を書いてもらいたいと思っていた。しかし生松の守備範囲の広さが、逆に新書という
四〇〇字で三〇〇枚足らずの小著にテーマを絞ることを難しくしていた。というわけで、生松から木田を紹介
されてしばらく経つと、木田に現象学をテーマに書いてもらいたいと思うようになる。それは何よりも私自身
が、ミンコフスキーやビンスワンガーそして社会学のA・シュッツに深い興味を抱いていて、彼らにどうして
現象学が大きな影響を与えたのか知りたかったからだ。
　木田に話を向けても、最初は全くとりつく島もなかった。なぜなら当時の岩波新書は、特定の学問分野の第
一人者が、一般読者を対象に分かり易くその学問について解説するというスタイルを取ることが多かったから
だ。四〇歳になるかならぬかの殆ど無名の私立大学助教授が執筆者になることなど、想像することも難しい時
代だった。
　それはしばらく後に、臨床心理学の河合隼雄に『コンプレックス』（一九七一年）に執筆を依頼した時も同
様だった。河合は初対面の時に私に言った。岩波新書は、私たち若手研究者にとっては読むものであって、書
くものだとは思えません」と。
　しかし、飲んだり歌ったりしている間に、少しずつ、〝現象学について書くなら、あなたは最適の筆者だ〟
と木田に思い込ませるように仕向けた。と言えば格好よすぎるが、その間の事情は自分で言うのは恥ずかしい
ので、木田が後に何回も書いてくれた（『猿飛佐助からハイデガーへ』岩波書店、二〇〇三年他）ので、それ
らを参照していただきたい。」

「結局、根負けした形で木田は私の執筆依頼を受け、目次を作成してくれた。しかし実は、それからが大変苦
労したのである。毎週水曜日の午前中に開かれていた新書の編集会議で提案したものの、五、六人いる編集部
員の誰一人として〝現象学〟なんて見たことも聞いたこともなかったからだ。」
「原稿をもらうのに多少の苦労はあったが、その経緯についても、木田自身が後に面白おかしく（少し面白す
ぎるが）何回も語っているでの、ここでは省略する。」
「こうして木田元著『現象学』は一九七〇年九月二一日に刊行された。
　今、私の手元ぶ二〇二〇年一月二四日に発行された第四三刷の『現象学』があるが、初版刊行後五〇年近く
増刷され続けていたことがわかる。」
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本書は民俗音楽学者の増野亜子氏が
モンゴルのホーミーなど世界各地の声の世界から
テクノロジーがつくりだしたボーカロイドまで
声の文化をさまざまに旅し分析・考察したものだが

その旅の最初に確認されているのは

「声は人間の身体から出る音」であり
「身体の内部で燃えるエネルギーや
呼吸と不可分に結びついてい」て
「一人ひとりが異なった声をもつ」ということ

そして同時にまた
「声は後天的に、文化的に、社会的に獲得された
身体技法によって形成されるもの」であり
「個としての声のあり方と、
その声のもつ文化的・社会的な側面の両方が、
分かちがたく結びついていること」である

それゆえに
声の源は私たちの内側だけにあるのではない
身体の外側にある世界のさまざまによって
私たちから引き出されるものでもある

つまり「声によって私たちは自分と他人、
自分と世界をつなぎ、関係づける」のである

このことは声の力について考えるときにも
重要な観点となる

ことばを発するということは
その声の力やエネルギーによって
他者にそして世界に働きかけて変化させる
と同時に
働きかけたことによって
ことばを発したひとも働きかけられ変化する

言語機能のひとつに
約束したり宣誓したりする
発話行為が行為そのものとなっているような
行為遂行的な働きがあるが
まさにことばを発することそのものが
力となって働きかける行為となっている

そうした行為遂行的言語行為の極北にあるのが
天地を創造し
「光あれ」ということで光を創造する
神のことばである

人間のことばは神のことばのように
世界そのものをつくりだしたりではできないが
発した言葉どおりになる「言霊」の力のように
ことばは単なる概念をもった記号ではなく
それそのものがなにがしかの力を有している

「呪文」「ことばの魔術的な力」というのも
そうした「言霊」の働きのひとつだともいえる

ことばはその意味において
働きかけそしてまた働きかけられもするが
意味のよくわからないような呪文というかたちでも
働きかけそして働きかけられもする

それが良きことをもたらすこともあり
また悪しきことをもたらすこともあるが
意識的なものであるだけではなく
多くは無意識から働きかけられるものでもあるため
その働きについて無頓着であるのは危険である

現代において強力な魔法のことばのひとつが
「科学的である」という睡眠を誘う呪文だろう
どんなに非科学的なことでも
マスメディアで流され公にされ教育効果をもつことで
強力な呪符のように働き
多くの人を昏睡状態にさせる力をもっているからだ

■増野 亜子『声の世界を旅する』
　（オルフェ・ライブラリー　音楽之友社　2014/7）



■増野 亜子『声の世界を旅する』
　（オルフェ・ライブラリー　音楽之友社　2014/7）

「声は人間の身体から出る音、人間が身一つで出すことのできる音である。」
「声は身体が発する他の音、たとえばお腹が鳴る音やおなら、あるいは足や手をたたいて生み出す音よりも、こまやかで複雑で
多様な表現ができる。声は人間にとってもっとも根本的な音であり、人の生物としてのかたちやあり方、身体の内部で燃えるエ
ネルギーや呼吸と不可分に結びついている。
　声は息とともにあり、呼吸とともに生まれる。」
「声を発することは人の内側と外側をつなぐことでもある。体の内と外で空気のやりとりをすること、つまり呼吸によって人間
は生きている。そして声もまた、私たちの中と外を接続する。私たちは自分の中から外へ向かって声を投射し、そして耳から
入ってくる他人の声を内側に取り込む。」
「一人ひとり骨格が異なり、背格好や顔の造作が異なるように、一人ひとりが異なった声をもつ。身体や顔のかたちを自分で選
べないのと同じように、声も選べない。それは基本的にあらかじめあたえられたものである。声は取り替えのきかない、自分だ
けのものなのであり、自分の声から逃げることはできない。そしてまさにその固有の響きのために、声は他の誰でもない自分の
存在を力強く表す音になるのだ。
　しかし同時に、声は後天的に、文化的に、社会的に獲得された身体技法によって形成されるものでもある。身体の使い方に熟
達すれば多様な声音、音高を出すことができる。」
「声の響きには私たちが生まれもったものと、文化や歴史によって培われた美学や技法の両方が鮮明に刻印されている。どのよ
うな時に、どのように話し、どのように歌い、どのように泣くのか。声の表現が興味深いのは、この世に一つしかないその人自
身の個としての声のあり方と、その声のもつ文化的・社会的な側面の両方が、分かちがたく結びついていることである。」

「声が生まれる源は私たちの内側だけに存在するわけではない。身体の外側、自分の外側に広がる世界のさまざまなできごと
が、私たちから声を引き出す。自然現象や他人のことば、目にしたり聞いたりしたものごとが私たちの身体や感情に作用し、そ
れに反応して身体が動き、声が出る。誰かの声を聞いて、自分もまた声で返す。声は世界に対する働きかけであると同時に応答
でもあり、声によって私たちは自分と他人、自分と世界をつなぎ、関係づける。」

「声に出されたことばには現実の世界に作用する潜在的な力がある、という考え方は、よく考えるとそれほど奇妙ではない。難
題にぶつかった時に、自分や他人に言いきかせるように「大丈夫！」と言ってみたり、自分に発破をかけるために「絶対○○を
やる！」と宣言したりすることには、なにがしかの効果がある。」
「ことばが未来を決定するとはではいわなくても、現実の世界に対していくばくかの影響を与えるという感覚は、非化学的で非
合理かもしれないが、なんとなく切り捨てがたいところがある。心の中に抱えた思いや考えはもやもやとした形のない何かであ
るが、いったん声に出すと思いはことばとして形をなし、声として響きをもつ。そして声のエネルギーによって自分にも他人に
も働きかけ、世界に作用し、変化を引き起こす。ことばを発することは本来的に人や世界に対して働きかけるものなのだ。

　古代インドの神話的叙事詩〈ラーマーヤナ〉や〈マハーバーラタ〉の世界では、ことばは神聖な力に満ちている。そこでは神々
や王、聖人たちが発することばは、未来を変える力をもつ予言・呪言となり現実に働きかけてしまう。一度口に出したことばの
実効性は本人にも取り消せない。古代叙事詩において物事のなりゆきを決めるのは過去の出来事の因果応報（カルマ）であり、
予言や呪言とその成就が物語の展開を決める重要な歯車になっている。」

「声に出して言うことが力をもつのは神話の世界だけではない。ことばは声として発せられ、他人に聞かれることによってある
種の社会的な効力をもつ。その顕著な例は、裁判における宣誓や判決の宣言、オリンピックの開会宣言などである。「真実を話
すことを誓う」と声に出すことが、それに続く未来のできごとにおいて「真実が話される」ことをあらかじめ決定する。声に出
されたことばの内容は実現するという前提に立っているのだ。
　このような発話は、すでに起きたできごとの伝達や報告とは異なり、これから起きるできごとを方向づけるものである。言語
学者のジョン・Ｌ・オースチンは、発話行為自体が、その内容以上に重要な意味や効力をもつ場合、つまり「その発現をするこ
とがとりもなおさず、何らかの行為を遂行すること」になる場合、そのような性質を行為遂行性、パフォーマティヴィティ
performativityと呼んだ。宣誓においては声に出して言うという行為自体がこれから起きることを規定し、ことばは現実的に未来
に働きかける。」

「声に出して発せられた時にもとも強い力を発するのは神のことばであろう。キリスト教の世界で神のことばの力が最大限に発
揮されるのは、なんといっても旧約聖書の〈創世記〉冒頭で、天と地を創造した神がことばによって光と闇、そして昼と夜を作
り、分ける場面である。
（･･･）
　新約聖書の〈ヨハネによる福音書〉第一章には「はじめにことばありき」、つまり世界は神のことばから始まったと書かれて
いる。「光あれ」ということばが、光そのものよりも先に発せられ、実体としての光はそのことばから生み出される。」

「ことばが世界に働きかける神秘的な力を、Ｓ・Ｊ・タンバイア S.J.Tambiahは「ことばの魔術的な力the magical power of 
words」と呼んだ。呪文の詞は意味が明瞭なほうがいいこともあるが、往々にして詞自体は意味がなかったり、難解であったり、
異言語であったりして意味がわからないことも多い。そして多くの場合、日常会話とは異なる非日常的な抑揚たリズム、発声法
を用いる。必ずしもことばの意味ではなく、むしろ声の響きや、声に出すという行為自体に魔術的な力が宿っていることもあ
る。
　仏教やヒンドゥー教の真言（マントラ）は神聖な力をもつ特別なことばである。」

「意味のわからないことばは表面的で即時的な理解を拒むから、いっそう私たちの好奇心を刺激する。わからないからこそ、よ
けいにそのことばの奥に深遠な意味があると思うのではないだろうか。「ちちんぷいぷい」とか「脂かタブラ」といったたわい
のない呪文にも、理解不能なもの、非日常的な要素が未知ゆえにもつ不思議な魅力、異界性というべきものが感じられる。」

「魔法の呪文のことば〈アブラカタブラ〉や〈ビビディ・バビディ・ブー〉のように、意味をなさないことば、音節をでたらめ
に並べたものを英語ではジベリッシュgibberishという。タモリの得意ネタであったデタラメ外国語や、外国人に聞こえる日本語
のイメージから生まれたハナモゲラ語も、意味のない音節を外国語風に話すジベリッシュである。まったく意味がない音を、ま
るで意味があるように話のが面白くて笑ってしまう。
　「無意味」に聞こえることばの中にはどこからどうみてもナンセンスな場合と、もともとは意味があるのに、聞き手がその言
語を理解できないために、意味が通じない場合がある。ビートルズに曲のタイトルで、サビにも登場する〈オブラディ・オブラダ 
OB-LA-DI,OB-LA-DA〉というフレーズは、アフリカのヨルバ語で
「なるようになる」という意味である。しかしヨルバ語を知らない大多数のリスナーにとってたジベリッシュと同じだ。」
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本書は女性舞踏家であるカルロッタ池田の
パフォーマンス公演「ギリシア悲劇メディア」のための
台本として書かれたテクストをもとにしながら
パスカル・キニャール自身の体験と
「母と子」や「性」をめぐる古今東西の神話や伝承に対する
著者の考察が織り交ぜられた「闇の舞踊論」である

《子殺し》のイメージで知られる「メディア」をもとに
ちょうど先日このmedioposでもとりあげた
田中泯をはじめとした土方巽・大野一雄などの
いわば「暗黒舞踏」なども援用し
誕生以前の身体のダンスまで遡りながら
「「わたし」以前の、わたしならざるわたしの
身体の回復を目指す、闇の言葉のダンス」となっている

ダンスの歴史には
「十九世紀中頃に誕生したロマンティック・バレエ」と
「「一九四五年以降」に生まれた舞踏」という
〈上〉と〈下〉反対の方向を向いた二つがあるとしているが

パスカル・キニャールが本書で
「ダンスの起源」として舞踏＝ダンス論を展開しているのは
もちろん〈下〉の方向を向いているダンスである

たしかに「バレエ」は
重力を克服しようとするように上へ上へと跳躍し
「暗黒舞踏」は
大地に向かうように下へ下へと這う

キニャールはダンス全体の起源に
「決定的に失われてしまったがゆえ、
わたしたちが接近不可能であるはずの胎内の、
そして誕生の経験を見て」
その「臨界的な経験へ」と迫ろうとしているが
そうした失われたダンスへと迫ろうとするのが
「暗黒舞踏」的な〈下〉へのダンスだという

ダンスは言語に属するものではなく
ダンスと音楽の世界が「最初の世界」であり
言葉の世界は「第二の世界」であるとしているが

その「最初の世界」である
言語によって「「わたし」という主体が形成される前の
身体のダンスへと迫ろうという不可能性の試みが
（言語以前のものに言語で迫ろうとする不可能性）
本書で展開されている舞踏＝ダンス論であるといえる

「最初の世界」のダンスは
生まれてくるとともに失われるがゆえに
「第二の世界」のダンスは最初のダンスを
言語的な身体性をもったものへと
芸術的に制度化していくのだろうが
そのことで身体はなにかを決定的に失ってしまうことになる

ある意味でこの試みは
言語をもって言語を超えようとし
身体をもって身体を超えようとする
大地性への脱自的な跳躍であるともいえるのだろう
そうすることで
「わたし」以前の「わたし」へと迫ろうとする

■パスカル・キニャール
　（桑田光平＋堀切克洋＋パトリック・ドゥヴォス訳）
　『ダンスの起源』
　（パスカル・キニャール・コレクション　水声社 2021/12）



■パスカル・キニャール
　（桑田光平＋堀切克洋＋パトリック・ドゥヴォス訳）
　『ダンスの起源』
　（パスカル・キニャール・コレクション　水声社 2021/12）

（パスカル・キニャール『ダンスの起源』～「帯」より）

「ギリシャ神話の「メディア」をもとに、暗黒舞踏から、誕生以前の身体のダンスまで遡る。ゴンクール賞作
家であり、数々の戯曲を手がけるキャニャールによる、闇の部討論。」
「《子殺し》のイメージで知られる「メディア」から始まり、暗黒舞踏の逸脱的な身ぶりによって、「わたし」
以前の、わたしならざるわたしの身体の回復を目指す、闇の言葉のダンス。」

（「訳者あとがき」より）

「本書は（･･･）フランスを中心に活動し、二〇一四年に他界した女性舞踏家、カルロッタ池田（一九四一 − 
二〇一四年）とのパフォーマンス公演『ギリシア悲劇　メディア』のための台本として書かれたテクスト
（･･･）を「母胎」としながら、縦糸としてキニャール自身の（とりわけ幼年期の）体験を、横糸として「母
と子」や「性」をめぐる古今東西の神話や伝承、そしてそれらに対する著者の考察を紡ぎながら構成されてい
る一書である。」

「太古から現代に至るまでの「ダンス」の最大の敵は、本書で繰り返し論じられているように、（空気中にお
いてしか成立しない）言語である。羊水のなかの数ヶ月間から生誕に至るまでの経験は、言語を通じて、どこ
までも失われつづけていく。言語に先立つのは「沈黙」であり、ダンスは言語に属するものではない、と著者
は断言する。「わたし」という主体が形成される以前の、わたしならざるわたしの身体を−−−−しかし、はた
してそれは本当に「身体」なのだろうか−−−−「回復」しようと努めるのが、かれの舞踏＝ダンス論であり、そ
れに身体ではなく、言語によって迫ろうとする不可能な試みこそが、この一冊なのである。
　ダンスの歴史を少し思い起こせば、「一九四五年以降（ポスト）」に生まれた舞踏−−−−「真っ白な裸の幼
虫」が地面を這いつくばるような踊り−−−−は、十九世紀中頃に誕生したロマンティック・バレエ−−−−妖精の
ように、重力に逆らうような飛翔を志向する踊り−−−−と明らかに反対の方向を向いている。〈上〉と〈下〉
は、（･･･）ダンスを生み出す最も重要な力線であるのだが、キニャールは舞踏ではなくダンス全体の起源
に、決定的に失われてしまったがゆえ、わたしたちが接近不可能であるはずの胎内の、そして誕生の経験を見
ている。いわば、人間の人間性を再検討するべく、その準備段階の独自で唯一的な−−−−〈内〉と〈外〉の
−−−−臨界的な経験へと迫ろうとするのだ。キニャールにおける「起源」は、このような欠落のイメージそのも
のであり、その欠如を埋めることこそ、テキストが紡がれる必然性へとつながっている。」

（パスカル・キニャール『ダンスの起源 』～「第六章　失われたダンス」より）

「思春期の少年たちが声変わりする（声が、身体の奥底で他のものへと変化し、そして突然、低くなってしま
う）と失われる声があるのと同じで、子供が産まれる（産み落とされ、誕生し、方向を見失い、穢され、投げ
出され、弱々しく泣き出す）と失われるダンスというものがある。

　失われた声の儀式のことを、ギリシアでは、悲劇と呼ぶ。
　失われた踊りの儀式のことを、日本語では、暗黒舞踏と呼ぶ。」

「起源における人間はことごとく、地面の上で不器用である。（ダンサーはことごとく臆病なのだ。）われわ
れは、起源において脆弱である。われわれは、誰しもがひとりで立ちあがり、一日のうちなるべく多くの時間
を立っていようと、立ち続けようとする。
　男性も女性もことごとく、自分の手脚の弱々しさ、不確かさ、無力さといった不意に訪れる揺籃期を前に、
ひどく悔しがる。
（･･･）
　母親の子宮のなかでしていたようには、もう手脚を自由に動かすことはもうできない。だからこそ、身体の
感覚（自己受容性感覚）が、かつての力を保持したいと願うのだろう。」

「田中［泯］（東京湾の地下の黒い床の上を這うように進む真っ白な裸の幼虫）は、こんなふうに書いている
−−−−わたしの踊りは、名前をもっていません。踊りは、個人に属するものではありません。世界は有限では
ありません。人間が空間の中に現れ出る瞬間に先立つ衝動に、わたしが息を合わせるのです。二つの踊りが存
在します。かつてのわたしは、死者たちのために踊っていたので、頭をゆらゆらと動かしていました。でも今
は、地面の近くを、ゆっくり、とてもゆっくり、裸で踊っています。この世界に入りこむべき、母親の体によっ
て投げ出された先の地面の上で何とか動こうと、土の上で何とか前へ進もうと、初めての空気のなかで何とか
息をしようと、這っているのです。

　ふたつの王国が存在するように、ふたつのダンスが存在する。
　第一のダンスは生誕に先立ち、誕生とともに落とされる。
　第二のダンスは、羊膜の水のなかで失われてしまった泳ぎ方、生誕の苦しみのはじまりでその膜が失われる
ときに失われてしまった伸縮の仕方を、空気中でもできるように甦らせ、演じ、真似て、移し換え、再計算し、
表現してみせる。
　ヨーロッパ的な芸術の制度について論じるとき、〈ダンス〉、〈マイム〉、〈音楽〉、〈仮面劇〉、〈悲劇〉
を区別することが、わたしにはできなくなってしまった。（･･･）
　いまや、われわれの伝統を作り上げてきた芸術の制度に別れを告げなければならないと思っている。」

（パスカル・キニャール『ダンスの起源 』～「第十一章　破滅点」より）

「芸術は、脱皮である。
　生命の誕生は、わけても抜群の脱皮である。
　脱皮に際し、身体はそれまで自身を包み込んでいたものを離れる。
　土方自身、こう書いている−−−−舞踏家は、洞穴から外に出て光のなかに戻る瞬間の先史絵画であると。
　人間の発達においいぇ。すべての変化（メタモルフォーズ）の基準となるのは、誕生という脱皮である。大
地に触れたことが一度もない容器の外に完全に出ること、それは引き籠もっていた身体の動きに対して狭くな
りすぎたために引き起こされ、まったく知らない要素のなかに産み落とされること−−−−陥れられること自体
をしたないという無知に陥る。
　未知の世界への純粋な出発。」

（パスカル・キニャール『ダンスの起源 』～「第十八章　夜の猛禽」より）

「言葉の世界（第二の世界）は振り返り、ダンスと音楽の世界（最初の世界）が現れるのを見る。
　現在の世界は振り返り、そこに古代世界が回帰するのを見る。素晴らしき、液体の、闇に覆われた、幻想的
な、熱く、衣装をまとった、皮と毛皮に厚く覆われた古代世界の回帰を。」

「ダンスは過去へは足を踏み入れない。ダンスとは完全に往古に属するものだ。ダンスは溢れ出る。往古から
溢れ出たダンスはどこにも到達することはない。ダンスは過去も顔も母も言語も社会も必要としない。
　ダンスは畏怖にとどまり続ける、ダンスは純粋な状態変化の中で持続する。ダンスは前進するのではない、
溢れ出るのだ。
　ダンスは少しの恐れもなく平穏から去る。」

「それは現実への扉だ。
　即興が即興をおこなう点だ。
　誕生の、調和からの逸脱の、トラウマの、恥辱の、畏怖の、トランスの、脱−自の、捕捉からの離脱の点で
ある。」

「ダンスの場所とはひとつの場所を意味しない。舞台は舞台上には開かれない。ダンスの場所とは、時間のこ
とだ。それは影から光へと移りゆく時間である。
　この時間は誕生と再生の時間である。状態が変わる時間。
　舞台とは、時間のなかでためらう時間の点である。
　あるいはこの点は、最初の日の光が放つ方向を失った黎明の前夜である。あるいは、死に先立つ瞬間、方向
を失った黄昏、だんだんと最後に近づく、お前は何者かという呼びかけなのだ。」
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一九五三年
斎藤茂吉・釈迢空という
日本短歌界を牽引していた二大巨星が亡くなる

翌年の一九五四年
当時短歌雑誌の編集者だった中井英夫の
新人発掘のための新たな企画をきっかけに
現代短歌の「こころみ」がはじまることになる

その「こころみ」のなかから
中城ふみ子や寺山修司も見出されている

後に『虚無への供物』という
戦後推理小説の代表作とされている作品をはじめ
さまざまな幻想小説で知られている
中井英夫という編集者の存在がなかったら
寺山修司という巨星も現れなかったかもしれない

中井英夫は二十六歳から三十七歳の頃
（昭和二十四年一月から昭和三十五年六月）
当時の短歌の三つの雑誌
日本短歌社の「短歌研究」と「日本短歌」
そして角川書店の「短歌」の編集長をつとめていたが
それ以降は短歌の世界を離れることになる

当時の詩壇・俳壇はその中井英夫の「こころみ」に対して
それらはほんらいの短歌ではないということで
常に鋭い批判的な立場を崩さなかったようだ

中井英夫の「こころみ」と歩みをともにした存在は
塚本邦雄や岡井隆であり葛原妙子であったが
そうした存在がなければ今これほどに豊かな歌の世界が
短歌の歴史に刻まれることはなかったように思われる

ちなみに当時たとえば塚本邦雄の存在を評価していたのは
吉本隆明・吉岡実・辻井喬・高橋睦郎・大岡信といった方々で
そういう意味では時代のなかで
確かな眼を持ちえていたひとたちの視点を
当時の詩壇・俳壇は持ちえていなかったといえそうだ

このことは同時代のアカデミズムを見わたしてみても
同様なことがいえるかもしれない
その基準が過去の型にはまったルーティーンでしかないからだ

ちなみに編集者中井英夫が短歌界にのこした偉業のことは
最近ようやく知ることができたが
みずからの不明に恥じ入るばかりである

そのきっかけになったのが
まさに塚本邦雄であり
数年前になってようやく
その存在の巨大さに驚愕して以来
遅まきながらようやく短歌の世界に
遊ぶことができるようになった
（じぶんで短歌をつくるわけではないけれど）

とはいえその後の現在進行中の現代短歌の多くに対しては
塚本邦雄に対するほどの驚きを持ちえてはいないけれど

ちなみに現代の短歌の世界は
従来のような短歌総合雑誌と結社による活動の場
商業出版をも含む幅広い読者による短歌の場
そしてネットにおけるコミュニケーションの場だという
（すでに「新聞短歌」の世界は次第に縮小しているようだ）

たしかにネット上では
夥しいほどの短歌や俳句の世界が
見わたすことのできないほどに広がっている
以下の引用での荻原裕幸氏も
「それらを俯瞰する方法」が見つけられないそうだ

塚本邦雄は「短歌における「現代」」（1967）で
こう述べているが

「短歌は、今日無用の文学である。
否無用おいう否定や拒絶すら感じさせぬ、無関心の文学であろう」
「しかもなお、現代短歌は、今日まぎれもなく存在する。
日本の現代詩歌から、短歌を差引いて語ることは許されない。」

日本の詩歌は短歌の現在がどうであろうと
短歌への射程を失うことはできない
そのためにも万葉集以降古今集・新古今集から現代短歌まで
さまざまに紡がれてきた「歌」への感受をなくすことは
日本語の可能性を閉ざすことにもなるだろう

■関川 夏央『現代短歌 そのこころみ』 
　（集英社文庫 集英社 2008/1）
■中井 英夫『定本 黒衣の短歌史』
　（ワイズ出版 1992/12）
■荻原裕幸「インターネットと短歌」
　（ユリイカ 2016年8月号 特集=あたらしい短歌、ここにあります」所収）
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（関川 夏央『現代短歌 そのこころみ』より）

「この本は、現代短歌の果敢な「こころみ」を記述しようとする「こころみ」である。短歌には門外漢だが日
本語表現について日頃考えをいたしている者の、一種の短歌論の「こころみ」でもある。
　ここではおもに「戦後」といわれた時代、その五十年間の短歌と歌人についてしるした。その起点は、斎藤
茂吉、釈迢空の二巨人が没した一九五三年である。翌年、短歌雑誌編集者中井英夫は編集上の積極的な「ここ
ろみ」を開始し、このとき現代短歌は躍動しはじめたのだと私は考えた。
　中井英夫はすでに一九六〇年代なかばには短歌を離れていたから、その一九九三年の死はなにごとかの契機
とはならなかったが、期せずその前後頃からあらたな動きが目立つようになった。
　それは、「結社」ではなく、「座」を中心とした若い歌人たちや歌を好む一般人たちの、抒情とユーモアに
富んだ向日的作品群の出現である。彼らは中城ふみ子や寺山修司による「一九五四年の衝撃」を知らず、しか
し先行歌人たちの「こころみ」を間接的にまた無意識的に伝達されているのである。そのあたりを歴史記述の
いちおうの終着点とした。」

「短歌誌編集者時代の中井英夫は、中城ふみ子、寺山修司を世に出し、塚本邦雄、葛原妙子を強く推した。ま
た春日井建、浜田到、村木道彦を「発見」した（･･･）。」
「五三年に斎藤茂吉が死に、八三年に寺山修司が死んだ。寺山はすでに十五年以上前に短歌を事実上やめては
いたが、ふたりの死の間に横たわる三十年の歳月のうちに現代短歌が成立したことはたしかだ。現代短歌をに
なう歌人たちの多くが、「前衛短歌」以降八〇年代初頭までにその表現を開始したのである。
　一千九百九十三年十二月十日、中井英夫は七十一歳で死んだ。肝硬変であった。奇しくも『虚無への供物』
の冒頭の場面と同じ日付、おなじ曜日であった。」

（中井 英夫『定本 黒衣の短歌史』より）

「私は昭和二十四年一月から昭和三十五年六月までの足かけ十二年間、日本短歌社の「短歌研究」と「日本短
歌」、角川書店の「短歌」三誌の編集長をつとめた。年齢にして二十六歳から三十七歳までである。これらの
雑誌はいわゆる歌壇の総合雑誌−−−−商業誌であって、「アララギ」などの歌人が主宰する結社雑誌とは違うも
のだが、その間の私は歌舞伎の黒衣ながら、つとめて表へ出まいとし、本名で短歌評論を書いたり歌集の月旦
をしたりということはなるべく謹んできたものの、なのぶんにも長い年月なので、その間、匿名あるいは記者
として書き綴った文章は相当の量にのぼる。整理してみるとその折々の雑文とはいえ、おのずから戦後短歌の
側面を語って、〝黒衣の弁〟をなしているので、潮出版社のおすすめに従い、中から現代にも通じる問題を含
んでいると思われるものを選んで一冊にまとめることにした。

（荻原裕幸「インターネットと短歌」より）

「短歌の世界には、ジャンルのパブリックなメディアとして、短歌総合誌と呼ばれる雑誌が存在している。短
歌研究社の『短歌研究』、KADOKAWAの『短歌』、本阿弥書店の『歌壇』等がある。ビギナー向けにシフト
した紙面もしばしば見られるけれど、短歌的なステータスの最上位にあるメディアだとみなされている。肝心
の多くは結社と呼ばれる団体に所属し、定期刊行の機関誌である結社誌に、作品や短歌評論を発表するといっ
たスタイルで活動を続けてきた。結社内部の賞、その他、活動が認められると、第一歌集の出版や前述の短歌
総合誌の主催する新人賞への応募を勧められる。短歌総合誌は、各結社の動向をうかがいながら、結社間のバ
ランスをとるようなかたちで誌面を構成していた。誌面への露出は、ある種のステータスであり、その都度小
さな活気を生んでいた。」

「しかし、こうした短歌の世界のありようは、一九八〇年代に大きく揺らぐことになった。端緒になったの
は、林あまりの第一歌集『MARS★ANGEL』（一九八六年、沖積社）が、爆発的に売れたという話題が広
がったことだったと記憶している。（･･･）出版部数は一般に一〇〇〇部以下で、過去に例がなかっただけで
はなく、それが、結社と短歌総合誌とが構成する場の他にも短歌に影響を与える場が存在し得るという事実を
露呈したからだろう。俵万智の第一歌集『サラダ記念日』（一九八七年、河出書房新社）が、ダブルミリオン
セラーとなり、商業的な出版物としての歌集が断続的に刊行されるようになる中、短歌は一九九〇年代を迎え
る。」

「一九九〇年代の半ば、私も、世の趨勢に従うように、ワープロから切り替え、パソコンのユーザーとなり、
メールやパソコン通信を利用しはじめた。誰にどう伝えたのがきっかけだったかは忘れたけれど、程なくし
て、短歌の仲間から声がかかり、比較的若い世代の歌人のメーリングリストによるコミュニケーションの場に
参加することになった。」「歌集にも商業的な出版の可能性がある、と認識されはじめた状況に加えて、ネッ
トが普及しはじめる。世紀を跨いで、短歌をめぐる状況は変化し続けた。現在、単純に言って、三つの焦点と
なる場がある。一つは、従来からの、短歌総合雑誌と結社が構成する、短歌史とのつながりにおいて短歌を考
える場。さらに、一つは、商業出版を視野に入れて、短歌を書かない、短歌の外の読者をも意識して短歌を考
える場、そして、もう一つは、前二者とかかわりながらも、ネットにおけるコミュニケーションに短歌の快さ
を求める場である。」

「二〇一〇年代になり、スマホの普及とも相俟って、短歌とネットの親密さは、さらに加速度的に進んでいる
ようだ。ただ、それらを俯瞰する方法が、私にはうまく見つけられない。」
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学校はいうまでもなく
身近に「師」といえるものを
見出すことはいまだできずにいるが

いちばん最初に
じぶんにとっての「師」といえるかもしれない
そんな存在を感じたのは
寺田寅彦である

その基本的な姿勢である
「科学と芸術」の両立ということもそうだが
ときに随筆のなかでみせる生き方に
どこか深い共感に似た尊崇の念をもってきた

今回の随筆集は
これまで何度も読み返した内容ではあるけれど
あらためてその「師」のことばはいつも新しく響く

「電車の混雑について」は
最初の頃読んで共感したもののひとつ

「必ず空いた電車に乗るために
採るべき方法はきわめて平凡で簡単である。
それは空いた電車の来るまで、気永く待つという方法であ
る。」

もともとひとと競うという発想がなく
かけっこではなぜいちばん速く走らねばならいか
数値化され序列化される勉強に励まねばならないか
またなぜ人のたくさんいるところに
わざわざ集まらなければならないか
そうした疑問をもって生きてきた者としては
まさに「救い」のような啓示さえ感じられた

ひとのたくさんいるところで
われ先にゆこうとしないで
「気永く待つ」ということ

気永く待ちながら
そこでなにが起こっているのかに
注意深くあること

科学主義の問題も
アーティスト主義の問題も
それぞれがみずからの権威のもとに
みずからが依拠する
「限定」された「原因条件」だけを根拠に
みずからの真理性なり表現性なりを誇示することで起こる

ほとんど権威的な排他的宗教の論理が
そこには生まれていることさえ見定めることさえできれば
彼らの導き出している「結果」を
冷静に見てみることは比較的容易である

つまりそれぞれの初期条件と守備範囲を把握し
彼らがそれらの範囲の「外」で
無謀にもみずからの権威を振るっているときには
それを疑ってかかることができる

その基本的な視点のないまま
なにかを無意味に権威づけしてしまうと
あたりまえのことさえ見えなくなってしまう

たとえひとがみんながわれ先にゆこうとし
それを他者にさえ強制しようとするときにも
それらに従うことなく
「気永く待つ」のがいい

世の多くの争いやさまざまな問題は
焦って「結果」を得ようとするばかりで
「待てない」からこそ起こるのではないか

たとえ得られないとしても
その得られないことこそが結果として
もっとも得ていることになるのではないか

そんなことをずっと思いながら
生きてきたのだが
世の中はどうもそうでもなさそうだ

もちろんそれはそれで
大変参考になる景色ではあるのだけれど

■寺田 寅彦『万華鏡』
　（角川ソフィア文庫　KADOKAWA 2022/1）
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（「自然現象の予報」より）

「自然現象の科学的予報については、学者と世俗との間に意思の疎通を欠くため、往々にして種々の物議を醸
す事あり。また個々の場合における予報の可能の程度等に関しては、学者自身の間にも意見は必ずしも一定せ
ざる事多し。」

「ある自然現象の科学的予報と云えば、その現象を限定すべき原因条件を知りて、該現象の起こると否とを定
め、またその起こり方を推測する事なり。これはいかなる場合にいかなる程度まで可能なりや。この問題が直
ちにまた一般化学の成立に関する基礎問題に聯関する事は明なり。しかし因果律の解釈や、認識論学者の取扱
うごとき問題は、余のここに云為すべきところにあらず。ただ物理学上の立場より卑近なる考察を試むべし。
　厳密なる意味において「物理的孤立系」なるものが存せず、すなわち「万物相関」という見方よりすれば、
一つの現象を限定すべき原因条件の数はほとんど無礙なるべし。それにかかわらず現に物理学のごときものの
成立し、かつ実際に応用され得るはいかん。これは要するに適当に選ばれたり有限の独立変数にてある程度ま
でいわゆる原因を代表し、いわゆる方則によりて結果の一部を予報し得るによる。これにはいわゆる原因と称
するものの概念の抽象選択の仕方が問題となる。これは結局経験によって定まるものにして、原因の分析とい
う事自身がすでに経験的方則の存在を予想する事は明なり。（…）現在の物理学的科学の程度において、従来
の方法によりて予報をなし得る範囲はいかなるべきかが当面の問題なり。」

（「科学者と芸術家」より）

「芸術家にして科学を理解し愛好する人も無いではない。また科学者で芸術を鑑賞し享楽する者もずいぶんあ
る。しかし芸術家の中には科学に対して無頓着であるか、あるいは場合によっては一種の反感を抱くものさえ
あるように見える。また多くの科学者の中には芸術に対して冷淡であるか、あるいはむしろ嫌忌の念を抱いて
いるかのように見える人もある。場合によってじゃ芸術を愛する事が科学者としての堕落であり、また恥辱で
あるように考えている人もあり、あるいは文芸という言葉からすぐに不道徳を聯想する潔癖家さえ稀にはある
ようにお思われる。
　科学者の天地と芸術家の世界とはそれほど相いれぬものであろうか。これは自分の年来の疑問である。」

「科学者と芸術家の生命とするところは創作である。他人の芸術の模倣は自分の芸術でないと同様に、他人の
研究を繰り返すのみでは科学者の研究ではない。もちろん両者の取り扱う対象の内容には、それは比較になら
ぬほどの差別はあるが、そこにまたかなり共有な点がないでもない。科学者の研究の目的物は自然現象であっ
てその中になんらかの未知の事実を発見し、未発の新見解を見出そうとするのである。芸術家の使命は多様で
あろうが、その中には広い意味における天然の事象に対する見方とその表現の方法において、なんらかの新し
いものを求めようとするのは疑もない事である。」

「芸術家科学者はその芸術科学に体知る愛着のあまりに深い結果としてしばしば互に共有な弱点をもってい
る。その一つはすなわち偏狭という事である。」

（「方則について」より）

「科学の法則は物質界における複雑な事象の中に認められる普遍的な連絡を簡単な言葉で総括したものであ
る。」

「方則が可能であるためには宇宙の均等という事が必要である。時と空間に対して不変な事実が認め得られる
事が必要である。かくのごとく事実が吾人に認め得られるというのは不思議な事ではありるまいか。」

（「物理学と感覚」より）

「人間がその周囲の自然界の事物に対する知識経験の基になる材料は、いずれも直接間接に吾人の五感を通し
て供給されるものである。」

「哲学者の中には我々が普通外界の事物と称するものの客観的の実在を疑う者が多数あるようであるが、吾々
科学者としてはそこまでは疑わない事にする。世界の人間が全滅しても天然の事象はそのままに存在すると仮
定する。これがすべての物理的科学の基礎となる第一の出発点であるからである。この意味ですべての科学者
は幼稚な実在派である。」

（「電車の混雑について」より）

「必ず空いた電車に乗るために採るべき方法はきわめて平凡で簡単である。それは空いた電車の来るまで、気
永く待つという方法である。」

「満員電車を嫌うか好くかは「趣味」の問題であろうから、多数の乗客がもし満員電車に先を争って乗る事に
特別な興味と享楽を感じるならば、それは致し方ない。その趣味の是非を論じるための標準は数理や科学から
は求められない。
　昔は、人に道を譲り、人と利福を分つという事が美徳の一つに数えられた。今ではそれはどうだか分りかね
る。しかしそういう美徳の問題等はしばらく措いて、単に功利的ないし利己的の立場から考えても、少くも電
車の場合でじゃ、満員車は人に譲って、一歩おくれて空いた車に乗る方が、自分のためならず人のためにも便
利であり「能率」のいい所行であるように思われる。少なくも混雑に対する特別な「趣味」をもたない人々に
とってはそうである。

　これは余談であるが、よく考えてみると、いわゆる人生の行路においても存外この電車の問題とよく似た問
題が多いように思われてくる。そういう場合に、やはりどうでも最初の満員電車に乗ろうという流儀の人と、
少し待っていて次の車を待ち合わせようという人との二通りがあるように見える。
　このような場合には事柄があまりに複雑で、簡単な数学などは応用する筋道さえ分からない。したがって電
車の場合の類推がどこまで適用するか、それは全く想像もできない。したがってなおさらの事この二つの方針
あるいは流儀の是非善悪を判断する事は非常に困難になる。
　これはおそらく誰にもむつかしい問題であろう。おそらくこれも議論にはならない「趣味」の問題かもしれ
ない。私はただついでながら電車の問題とよく似た問題が他にもあるという事に注意を促したいと思うまでで
ある。」
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ことばは時代とともに変わっていく

しかし「話しことば」と「書きことば」に加え
インターネット環境ととともに
メールやＳＮＳなどによる
「打ちことば」が生まれてきたことによって

日本語がかつてとは異なってきているのではないか
そしてそのことによって
ことばが劣化してきているのではないか
というのが著者の今野真二氏の問いかけである

わたしたちがことばを使うとき
まず「思考」が一次的にあって
二次的にそれを「盛る器としての言語表現」があるわけだが
「思考」と「言語表現」とは
「自律神経と呼吸のように一体化している」

「思考」を深めていくときにも
「言語表現」を豊かにすることが不可欠であり
「言語表現」が劣化してくると
「思考」を深め育てていくこともできなくなる

「言語表現」を豊かにするというとき
重要なのはやはり「書きことば」である
「書きことばの混濁」は「思考の混濁」となる

「文＝書きことば」と「言＝話しことば」は
異なった言語形態であるにもかかわらず
とくに最近のように
「書きことばの話しことば化」の傾向があると
なおのこと違いがあまり意識されにくくなるが

「話しことば」と異なる「書きことば」の特徴は
「情報」を目的に合わせて
「圧縮」して「構造化」して提示することだという

話す順序にそって展開する「話しことば」に対し
「書きことば」は「ノイズ」を必要に応じ去りながら
伝えるための情報を配置し構造化できる

そして書くときにはそのことを踏まえて書く必要があるし
そうした「書きことば」を読むことで
「書きことば」もまたうまく使えるようになる
それはひいては「思考」を鍛え磨くことにもなる

しかし私たちの現在の日常的な言語生活は
多くの場合「書きことば」ではなく
「話しことば」「話しことば化した書きことば」
そして「打ちことば」が中心となっている

「話しことば」と「打ちことば」が中心となった言語表現は
多くの場合「書物」として膨大に蓄積されたものをもとに
「思考」を深めるには適しているとはいえない
語彙も概念も比較的単純で
複雑に「文章」化された表現がなされることも少ないからだ

現代はだれでもが読み書き（打ち）できるようになっているが
その反面その大多数のひとたちの言語表現の水準が
「ことば」をそれにあったかたちに変化させていくことになる
それでことばが劣化し「壊れ」ていかなければいいのだが
そうならないために「書きことば」の復権が
必要だというのが著者の提言となっている

あらためて本書の示唆から
じぶんの「ことば」のありかたを個人的に振り返ってみると
こうして「書いて」いることばは実際には「打ちことば」である
そしてとくにネット環境においては
「話しことば化」した表現を多く使っている

反面インターネットをふくむ環境によって
それがなかった時代にくらべ
飛躍的に質量ともにデータ化された「ことば」や
それにもとづく「情報」を使いこなす可能性も広がってきている

その意味では「打ちことば」も
「書きことば」が背景にある場合と
それが欠如した場合とを分けて考える必要もありそうだ
ネット環境によりツールを使いこなすか
ツールに使われてしまうかということだ

ともあれ「うつりゆく日本語」ということで
危惧しなければならないのは
「思考」の劣化・混濁であることは間違いない

■今野 真二『うつりゆく日本語をよむ／ことばが壊れる前に』
 (岩波新書 岩波書店 2021/12）



■今野 真二『うつりゆく日本語をよむ／ことばが壊れる前に』
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「「うつりゆく」はおもに、この五年間、長くても十年間ぐらいを観察してのことだ。この五年間ぐらいの間に日常生活で
見聞きする日本語が、どうもかつての日本語とは異なっているように感じることが多くなってきた。」

「「他者に伝えたい情報」を言語にするプロセスを「言語化」と呼ぶことにする。言語には「話しことば」と「書きことば」
がある。「言語化された情報」に音声によってかたちを与えるプロセスが「音声化」、文字によってかたちを与えるプロセ
スが「文字化」だ。「話しことば」「書きことば」は「他者に伝えたい情報」を盛る「器」と考えるとにする。」
「情報の言語化は「話しことば」から始まる。文字によってことばを記したものが「書きことば」だから、文字がなければ
「書きことば」は始まらず、成立もしない。」

「「話しことば」と「書きことば」とのもっとも違う点は、自然に習得できるか、できないかといってよいだろう。よく、
言語は自然習得できる、というが、そういう場合の「言語」は「話しことば」のことだ。どんな言語にも「話しことば」と
「書きことば」とがあるから、日本語使用者もそのことはわかっていると思うが、違いを意識する機会は案外少ないかもし
れない。」
「「話しことば」と「書きことば」とは異なる言語形態であるという認識は大事だ。（･･･）現在においては、「文＝書き
ことば」が「言＝話しことば」寄りにある。そのために二つの言語形態という感覚が曖昧になりやすい。
　一九九五年あたりからインターネット環境が整い始め、それに伴ってまずはメールが使われ始め、さらにはＳＮＳが広く
使われるようになり、最近では、いろいろなかたちで、インターネット上での「やりとり」が常態となりつつある年代が増
えてきている。」
「本書では電子メールやＳＮＳなどで使われていることばを新しい言語態と認め、「打ちことば」と表現することにする。」

「「話しことば」を整理して「書きことば」にする場合、無駄な「情報」や重複している「情報」を省くだろう。それは「情
報」の取捨選択であり、整理である。「話しことば」にはそうした「ノイズ」が含まれている。「ノイズ」といってしまっ
ていいかどうか、そのことについても考えておく必要があるが、今ここでは「ノイズ」ということにしておく。わかりやす
く話すのには「話しことば」にありがちな「ノイズ」をなるべくいれないようにして、「書きことば」にちかい「構造」を
もたせるということがまずは考えられることになる。
　筆者は「書きことば」の特徴は「圧縮」と「構造」だと考えている。両者はふかく結びついている。「情報」を目的に合
わせて「圧縮」して「構造化」して提示するのが「書きことば」だと思えばよいだろう。」
「書き手と読み手とが共有している情報については、言語化しなくてもよい。そのことからすると、読み手がある程度わ
かっている場合と、読み手が「不特定多数」である場合とでは、圧縮のしかたが自然に変わってくる。」
「単線的に展開せざるを得ない「話しことば」に対して、「書きことば」は情報の配置を十分に吟味して、構造をつくるこ
とができる。したがって、書き手になった場合には、そういうことをよく考えて「書きことば」をつくる必要があるし、読
み手になった場合には、そういうことを前提に「書きことば」を読み解く必要がある。「書きことば」を読むことによって、
「書きことば」をうまく使いこなすことができるようになり、「書きことば」をうまく使いこなせれば「よく」読むことが
できるようになる。」

「言語はそれを使う人の集団によって「共有」されている。「共有」の過程で「類推」は重要だ。母語について文法をこと
さらに学習しなくても使うことができるようになるのは「類推」をする力が備わっているからだと考えられる。自身が獲得
した言語形式をもとにして、獲得していない未知の言語使用を類推していく。あらゆることを学習しなくても、言語を運用
していくことができる。
　類推は共有されている（と思われる）言語形式をまねる、ということであるから、毎日接しているマスメディアやＳＮＳ
などで使われていることばは、いわばまねされやすい。ＳＮＳが万を超えるフォロワーを背後にしていることからすれば、
それが「共有」されている言語形式であることは確かだ。ＳＮＳで使われている「打ちことば」が現在の日本語のありかた
にかかわっていることはむしろ当然といってよい。」

「言語を「静的」にとらえるならば、「話しことば」「書きことば」「打ちことば」というアウトプットされたものをとら
えるということになる。それは一般的なとらえかたといってよい。一方、三言語態をつなぐ「回路」があると過程し、その
「回路」が機能しているかどうか、というとらえかたは、言語の「動的」なとらえかたといえるかもしれない。言語は時間
が経つとどんな言語でも必ず変化する。したがって、言語が変化することを嘆いてもしかたがない。本書が「日本語の現
在」に疑問を投げかける説き、それはアウトプットされている「話しことば」「書きことば」そのものが変わったというこ
とよりも、「回路」が機能していないのではないか、という問いであるといってよい。」

「「書きことば」がゆっくりと繰り返し読むことを前提にしなくなっている、ということにみえる。そういう意味合いでの
「書きことばの話しことばへの接近」「書きことばの話しことば化」ということにみえる。」

「まず、「思考」があって、それを「盛る器としての言語（表現）があるとみるのが順序ではある。その順序からすると、
「思考」が一次的なもので、「言語（表現）」は二次的なものということになる。しかし、うまく言語化しようと思ってい
ろいろ工夫しているうちに、考えがきれいにまとまってきたという経験はだれにでもあるのではないだろうか。（･･･）そう
考えると、言語は「思考を盛る器」ではあるが、「思考」と完全に切り離されているのではなく、「思考」と深くかかわっ
ているとみるのがよさそうだ。
　ヒトがどうやって思考しているかといえば、言語を使って思考しているのだ、と考えると、「言語」と「思考」は一体の
もにとしてある、とみることができる。」

「「思考」と「言語表現」とは、自律神経と呼吸のように一体化している。「思考」を鍛える、「思考」を磨くというが、
「思考」に直接働きかけることはできない。（･･･）では、どうやって鍛え。、磨けばいいのか。アウトプット側、すなわち
「言語表現」にはたらきかけるといいのだ（･･･）。（･･･）そうだとすると、「書きことばの混濁」はそのまま「思考の混
濁」をあらわしていることになる。」
「問題は「混濁」だけではない。「器」は「型」でもある。潜在化している、あるいは顕在化されていく「多様性」を的確
にあらわす語や言語表現をもたなければ、いつまでも「紋切型の表現」を使うことになる。そして「紋切型の表現」は、顕
在化されていく実際の「多様性」を結局は表現できない。つまり「実際の多様性」を捕捉できない。「多様性」を理解しよ
うというかけごえばかりが響いているということはないだろうか。」

「「書きことば」に関して、時として「劣化」と表現したくなるような変化が顕著にみえる。そのことに危機感をもつ。
（･･･）「書きことば」の「劣化」はいずれ思考の劣化を引き起こすと推測するからだ。（･･･）
　「器」がゆがんでくると、それに容れた説きに思考もゆがんできる。思考そのものはほんとうはゆがんでいなかったとし
ても、ゆがんだ「器」に入れられた思考は、第三者にはゆがんでみえてしまう。そのうちに思考そのものもゆがんでくるか
もしれない。」

「「打ちことば」の発生によって、「書きことば」は「話しことば」側にひっぱられているようにみえる。少し前であれば、
「ひっぱられることがある」と表現しただろうが、現在では確実にひっぱられているといってよい。特に「書きことば」の
特徴であって「構造」という点においてそれが顕著にみえる。」
「「書きことば」が「打ちことば」の影響を受けて変化するということは、「根幹」が変化するということである。言語は
変化するものであるから、（･･･）そのこと自体は「言語の宿命」として受け止めなければならない。だから、「打ちこと
ば」によって「書きことば」が変化することも受け止めるつもりではいるが、そう思っていても気になる。安定的な「書き
ことば」は必要ではないか。」

「日常的な言語生活にある言語は「話しことば」「話しことば化した書きことば」「打ちことば」ということになり、いず
れにしても、「話しことば」にちかい言語のみで日々の言語生活が展開していくことになる。それが現時点における筆者の
見立てだ。
　そうだとすると、標準的な「書きことば」をとりもどす、安定させる、ということが重要になるだろう。日常的な言語生
活において標準的な「書きことば」が失われつつあったとしても、書物というかたちでそれは膨大に蓄積されてきてい
る。」
「「古典を読む」というようなことは、標準的な「書きことば」の復権のためには有効な方法の一つといってよいだろう。」
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「最も見えていないのは自分の見方である」
その視点からはじめる

「まなざしの革命」のためだ

じぶんのいまの「まなざし」を
「あたりまえ」「常識」「正しい」とし
疑っていないとき
あるいは
その「まなざし」の存在さえ意識化できないとき
そこにこそ「盲点」がある

じぶんの顔を直接見ることができないように
じぶんの「まなざし」を問い直すことはむずかしい

多くのばあいじぶんの顔を見るまえに
じぶんの「まなざし」に照らされた世界を見て
そこに問題を見つけてその原因を
「社会が間違っており、政治が間違っており、
人々が間違っているからだと主張する」

そして「間違えている社会に対して、
間違えていない自分がいる。」
「間違えている相手を正さねばならない」
とすることになりがちだ

ハナムラチカヒロ『まなざしの革命』は
「まなざし」を変えることを提言する

大げさな提言のようだが
ここで論じられていることは
あえて言挙げする必要さえないような
明白すぎるにもかかわらず最重要な視点でもある

加えて重要なことは
世の中にはそうした「まなざしの革命」など
起こってほしくない存在がいるということだ
しかもそうした存在は「悪」の顔ではなく
善意に満ちた顔で現れていたりもする

そして実のところ
私たちがみずからの自由において
欲し恐れ動機づけていると思っていることそのものが
「気づかない間に自分の意図の外側から計画」されていたりもする
いわゆる広告やマーケティングによって
商品への欲望が作り出され動機を植えつけられもするように

そうした自分の「まなざし」の「盲点」となり
ときに刷り込まれてしまっているかもしれない思いこみを知るために
本書では「常識」「感染」「平和」「情報」「広告」「貨幣」
「管理」「交流」「解放」という９つのキーワードから
現代社会を読み解いていこうとする

それぞれのキーワードにおけるポイントを
以下に引用しておいたが
基本となるのは
「世界を変革させる代わりに、
私たちがまず自分を変革すること」
つまり「自分のまなざしに革命を起こすこと」である

そうすることで世界は違った相貌のもとに現れる

■ハナムラチカヒロ
 『まなざしの革命／世界の見方は変えられる』
　（河出書房新社 2022/1）
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（「はじめに」より）

「多くの市民は善良であり、心根が悪いわけではない。そして多くの有識者や企業の経営者は聡明であり、決して頭が悪い
わけではない。誰もが日々、どうすればこの社会を良くできるだろうかと考え、努力を重ねている。それなのに、なぜ世界
は一向に良くならず、ますますおかしな方向に進むように見えるのだろうか。特に２０２０年のパンデミック以降、先行き
が見えない社会状況に誰もが不安に思い、うまくいかない現状に誰もが憤っている。あちこちで聞こえるのはこの社会が間
違っており、政治が間違っており、人々が間違っているからだと主張する声だ。間違えている社会に対して、間違えていな
い自分がいる。そして間違えている相手を正さねばならない。誰もがそう思いたい気持ちはわかるが、それは本当にそうな
のだろうかと立ち止まってみたくなる。」

「私たちは何かの物事を見る際に、単に事実だけを見ているわけではない。私たちにはすでに見解や立場があって、その色
眼鏡を通して見ていることが多い。そして、多くの人は自分が色眼鏡をかけていることには気づかず、その色眼鏡の存在が
無意識になったまま、眺めている出来事を「現実」だと思い込んでいるのだ。
　だが、その色眼鏡を外したり、取り替えると、同じ物事に対して違う現実が現れてくることがある。」

「私たちが最も見えていないのは自分の見方である。私たちは自分が当たり前だと思うものは問題にしない。それどころか
その存在にすら気づかないことがある。そしてその盲点を生み出すのは、自分が間違っていないという思い込みである。だ
がその盲点の存在に一度気づいてしまった瞬間、まなざしに革命が起こる。今まで見えてなかったことが急に違って見え、
物事の見方が反転するのである。自分のこれまでの見方を知ったときの衝撃は大きい。急に状況が見え始め、文字通り世界
の見方が変わってしまう。そのまなざしの革命は社会を変えるよりも大きな力を持っているのだ。いや、実際に社会すら変
えてしまい、本当の革命すら起こる。だから今こそ変えねばならないのは、社会ではなく私たちのまなざしなのではない
か。私たちは世界を変えることはできないが、世界の見方は変えられる
　だが一方で、私たちのこれまでの見方が変わってほしくない人々もこの世界にはいる。そんな人々は私たちのまなざしに
革命など起こってほしくないのだ。だから私たちがある方向を向くように、あえて極端な見解を助長し、不安や恐怖を煽
り、欲望を焚きつけて、誘惑する。そうやって私たちの目にわざと色眼鏡をかけようとする意図がこの世界にはある。それ
は決して悪意という形では近づいてこない。とても善良なフリをして近づいてくる上、私たちは間違っていないと甘い声で
囁くのである。（･･･）私たちが善意で行うことが、望んでいたことと正反対の結果を生むのは、そんな悪意と無関係ではな
い。だからこそ、私たちの世界の見方が外から変えられるプロセスを私たち自身が知っておく必要がある。」

（第一章「常識」より）

「いつの時代であっても、変わることなく正しい常識など存在しない。何が当たり前であり、何が正解なのかは状況や見方
によって変化するからだ。何が起こるかわからないこの世界では絶対的なものはなく、常に変化して「無常」に移ろうこと
だけが普遍的に正しいと言える。だから私たちは常識ではなく常に正しい認識はないという「無常識」こそ本来が拠り所に
すべきだ。
　そのために私たちはこれまで自分の常識を培ってきたプロセスへもう一度立ち戻る必要がある。（･･･）そうやって、時代
の流れの中でそのときに正しいことと間違っていることを見極める努力が必要になる。「多くの人の当たり前が正しい」で
はなく、「正しいことが多くの人の当たり前」であるべきだ。」

（第二章「感染」より）

「ウイルスへの恐怖が終わっても、また違うものに対して私たちは恐怖を抱く。そうやって常に恐怖に囚われる私たちには
いつまでも平和が訪れないだろう。そして私たちを恐怖で支配しようと企む力は、世界が平和に見えるときから水面下でう
ごめいている。私たちが気づかない間に、世界はもうとっくに戦争へと突入しているのかもしれない。」

（第三章「平和」より）

「戦争は、私たちの内側からやってくる。だから私たちに必要なのは、外に囲いを築くことではない。心の内側からやって
くる脅威に対して囲いを築くことである。気を抜けばすぐに戦争状態になる私たちの心に、常にまなざしを向けて、見張っ
ておかねばならない。外部の条件によって得られる平和ではなく、自分自身で内側に平和を生み出せるようになること。ど
んな状況であっても、その時、その場で安全委穏やかでいられること。それはとても難しいが、私たちの心の中が平和であ
るときに、本当の意味で私たちは戦争を放棄することができるのである。」

（第四章「情報」より）

「私たちに最も必要なのは「情報は単なる情報でしかない」と正しく見る見方である。現代はあらゆる情報が、新聞やテレ
ビ、ウェブサイトやＳＮＳなどのメディアを通じて複合的にやってくる時代である。また誰もがある特定の見方で情報を切
り取り、発信できる時代なのだ。そんな世界では、これまで以上に絶対的な真実などありえない。情報に固執することも、
情報を遮断することも、情報に過剰な価値判断をすることも見方を曇らせてしまう。情報は情報に過ぎない。そうやって離
れて眺めることが正しい理解であり、情報に溢れる社会の中で生きる最も賢い態度だろう。情報とは私たちがその場で必要
な行動を判断する上での単なる材料であり、情報だけが私たちが何かを判断する唯一の拠り所ではないのだから。」

（第五章「広告」より）

「広報やマーケティングで培われた心理を誘導するさまざまな手法は、ビジネスに用いられるときには欲望が煽られるが、
戦争に用いられるときには恐怖や正義感が煽られる。マーケティングの用語には軍事用語が多いのは決して偶然ではな
い。」

「情報の多くは「偶然を装って」やってくることも意識する必要がある。あくまで偶然に起こった出来事であるように見え
るほど、そのメッセージを無意識に深く受け入れてしまうものだ。計画は計画されたものである、と悟られると効力を失
う。だから計画されていることそのものが伏せられる。（･･･）計画する側はそのようなプロセスを踏まえている。」
「私たちが今、最も興味や関心があることは一体何なのだろうか。そして私たちが今、最も心配し不安に思うことが一体何
なのだろうか。そして、何よりも、私たちは「なぜ」そのように思うようになってしまったのだろうか。
　私たちはなぜそれを欲し、なぜそれを恐れるのか。その自分自身の動機について、私たちは無自覚である。だが私たちの
行動の動機が、気づかない間に自分の意図の外側から計画されていない保証はどこにもないのだ。」

（第六章「貨幣」より）

「働くこと、食べること、眠ること、楽しむこと、悲しむこと、笑うこと、学ぶこと、傷つくこと。そんな私たちの人生は
数字には置き換わらない。その当たり前のことにまなざしを向けずにシステムだけを置き換えても、結局は誰かの人生を搾
取したり、自分の人生を無駄にするだけだ。システム以前に私たちが置き換えねばならないのは、自分の中での価値に対す
るまなざしである。その上で、どのようなシステムを選択するのかが重要になるのではないか。」

（第七章「管理」より）

「いつの時代も社会の中心にあるのは、人々をどのように管理するのかという問題である。二十世紀の世界では、人々を管
理する政治経済のシステムは、「ファシズム」「共産主義」「資本主義」の三つの選択肢のどれが最良なのかを巡り争って
いた。」

「世界平和や人類の友愛は素晴らしい理念だが、もっともらしいフレーズで規模を拡大させる誘惑に注意せねばならない。
小さな範囲の平和を維持できず、隣人を慈しむことができないのに、大きな範囲でそれを達成できるはずはないからだ。結
果として協力する範囲が大きくなったとしても、自らを管理するのは自らであるべきだ。そのためには、自分の管理の範囲
を超えた大きなシステムを構築したり、それらに過度に依存するべきではないだろう。
　それよりも私たちが世界規模で共有するのは管理やシステムではなく、智恵やアイデアではないか。それは共有しても贈
与しても減ることはない。本当に誰もに必要なことは独占して取引するのではなく、無償で共有すべきであろう。それが本
当の意味でのCooperation（協力）になるかもしれない。」
「社会がどうなろうと、自らの態度を管理できれていれば、私たちはこの先、不安から解放されって生を全うすることがで
きるだろう。大切なのは世直しではなく、自分のまなざしの方向をしっかりと管理することなのである。」

（第八章「交流」より）

「これまでは便利さや快適さを常に求め、私たちの欲を回転させてきた。同時に不安と不満足を膨らませながら、貧富の格
差の拡大に加担してきた。加速する消費と生産のサイクルに時間もエネルギーも搾取され消耗し、身心の健康にも地球の他
の生命にも負担をかけるような文化と文明であった。
　しかし一方で、このパンデミックをきっかけに私たちは新しい道へ踏み出すこともできる。（･･･）困難な状況にあっても
感情的に反応するのではなく、智恵を分け合い、人々と協力すること。そんな文明を育むことを選択すれば、きっと私たち
は数々の問題から解放されるだろう。」



（第九章「解放」より）

「私たち一人一人の誰もが今の社会の理不尽さに加担することや、過度に何かを恐れることから離れること。離れた場所か
ら冷静に物事を見つめて、そのときに正しいことをすること。そして自分だけではなく周りの生命の利益と幸せを考えるこ
と。日常の生活の中で淡々ｒと自分のすべきことを行うこと。どんな問題が起きても恐れずに協力し合い、そのときその場
を明るく乗り切って生きていくこと。そうした当たり前のことをする方が、拳を振り上げて起こす革命よりも、大きな力を
持つのではないか。
「世界を変革させる代わりに、私たちがまず自分を変革すること。自分のまなざしに革命を起こすこと。私たち自らがそれ
ぞれ自分のまなざしの革命家になること。それこそが真の解放の第一歩である。それを受け入れたときにはじめて私たち
は、自分がそれほど弱い存在でも無力な存在でもないことが見えてくるはずだ。」
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エマ・マリス『「自然」という幻想』でも述べられているように
「手つかずの」自然はない
という現実を踏まえる必要があるのはたしかだ
まちから離れたところにある美しい自然だけが自然ではなく
自然はわたしたちのまわりのいたるところにある
しかもいわゆる「自然」はただ人に「やさしい」だけではない

その意味ではきわめて安易ではあるが
人に都合のいいように「地球にやさしく」するしかないとはいえる
人のエゴもふまえたうえで
現実的な自然環境をつくりだすというのは理には適っている

しかし問題は「テクノロジー」である
完全なテクノロジーはいまのところまず望めない
テクノロジーをとりいれるときのリスクを考えないわけにはいかない

ブラントの揚げたつのテクノロジーは
どれも大きなリスクを抱えている
しかもそれぞれのテクノロジーは現状では
背景にさまざまな利権構造をもってしか存在しえない
テクノロジーの方向性がある種の意図のもとに
方向づけられてしまうことも十二分に想定しておかなければならない
「SDGs」なども多分にそういう利権構造のもとに提唱されている

ではどうすればいいのか
なのだが･･･

『「自然」という幻想』では「残念ではあるが、
あらゆる状況に有効な唯一の最終目標は存在しない」という
しかし目標として掲げられている
「人間以外の生物の権利を守ろう」
「遺伝的な多様性を守ろう」
「精神的、審美的な自然体験を守ろう」
といったことは重要な観点であるのはたしかである

人間は人間であることを逃れることはできない
環境保全というきわめて困難な課題のもとに
さまざまな問題を抱えながら進んでいくしかない

「自然を守ろう」「自然に帰ろう」といった
単純すぎる感情論ではなく
現実的なものを見すえていく必要があるのはたしかだろう

☆mediopos-2637　　2022.2.4
「地球にやさしく」という
エゴイスティックなものを内に秘めた言葉がある

それは地球が使い物にならないですむように
人間に都合のいいようなかたちで働きかけようという
ステートメント的なキャッチフレーズである

そのときの「地球」とは
「自然」ということに置き換えてもいい

たしかにわたしたち人間は多くの自然を破壊してきた
このまま破壊を続けていくわけにはいかない
自然を保護する必要がある

さて自然保護というが
その自然とは何だろうか

いわゆる自然保護のための諸活動は
「手つかずの自然こそ至高、自然を元の姿に戻すべき」
という基本的な考え方に基づき
自然を「元の姿」に戻そうとするものだ

自然は人為に対する
という視点でいえば
自然を守るためには
そこから人為を去る必要がある

そこで問われるのは
自然の「元の姿」である

『ホール・アース・カタログ』（一九六八～一九七二）を発行した
スチュアート・ブラントは自然を「もとの姿に戻す」という
環境主義的な思想を唱えていたのだが

その後二〇〇九年に『地球の論点』を刊行し
かつての環境主義をあえて現実的なものにシフトさせ
「地球温暖化」を避けるためには
テクノロジーを活用することが必要だという

そのテクノロジーとは
「都市化」「原子力」
「遺伝子工学」「ジオエンジニアリング（気候工学）」である

ブラント自身この考え方が反発されることを承知し
みずからを「異端」と称してはいるのだけれど･･･

この４つのテクノロジーを
手放しで喜ぶことはできないのだが

■『自然とは何だろうか（スペクテイター〈49号〉）』
　（エディトリアル・デパートメント／編集)
　（幻冬舎 2021/12）
■エマ・マリス（岸由二・小宮繁訳）
　『「自然」という幻想／多自然ガーデニングによる新しい自然保護』
　（草思社文庫　草思社　2021/4）



■『自然とは何だろうか（スペクテイター〈49号〉）』
　（エディトリアル・デパートメント／編集)
　（幻冬舎 2021/12）
■エマ・マリス（岸由二・小宮繁訳）
　『「自然」という幻想／多自然ガーデニングによる新しい自然保護』
　（草思社文庫　草思社　2021/4）

（『自然とは何だろうか（スペクテイター〈49号〉）』より）

「自然をめぐる考えは時代や人により千差万別であり、歴史的に変化しながら、明確につながっている（･･･）。
　自然にただ一つの〝正解〟はありません。」
「資料にあたっていく過程で、自然を考えるうえで示唆を与えられた本に、エマ・マリス著『「自然」という幻想』（･･･）
があります。
　これまで自然保護者たちは、〝手つかずの自然〟こそ理想の姿であるとして、それまで当然のごとく、理想の自然像が語
られ続けてきました。
　しかし、マリスによれば、〝手つかずの自然〟とは、アメリカ人が形成してきた幻想に過ぎない。地球に人間が住み着い
た前も後も、自然はつねに変化をし続けてきたではないか。理想の自然などはどこを探してもない。現代の〝改造された自
然〟も〝原生自然〟も、同じ自然なのだ。懐古主義的に昔の自然を理想としてかかげることは、きわめて不自然な態度では
ないか、と主張します。
　自然を相対化することで著者は、われわれはいま、目の前にある自然を維持し、管理すれば良いのだとする〝自然への新
しい見方〟を問題提起しており、いま私たちの日々の暮らしの背景にすでにある。大小さまざまな多様性ある自然こそが、
現代の自然なのだとして、新しい時代の自然を説いています。同書を読んで以来、それまで自明なこととして抱いていた思
い込みが消え、〝本来の自然〟とは、もしかしたらアメリカ人がつくり出したフィクションだったのではないか･･･などと、
考えをめぐらせるようになりました。
　このように自然の定義は常に揺れ動きながら変化していくものであって、同時に、人智を活かすことで問題を解決し、あ
らたなつながりを生み出す可能性を秘めているということが、さしあたりの結論です。」

「『ホール・アース・カタログ（Whole Earth Catalog）』（一九六八～一九七二）は、カウンターカルチャーに大きな影響
を与えた雑誌として、広く知られている。この雑誌は幅広いテーマをあつかっていたが、なかでも「環境（エコロジー）」
は、最大のテーマであったといえるだろう。表紙の地球の写真と、誌名の「アース（Earth）」が、それをよく示している。
この雑誌の発行人であるスチュアート・ブラント（一九三八～）は、環境主義のリーダー格の一人であると見なされてき
た。
　『地球の論点（Whole Earth Discipline）』は、そのスチュアート・ブラントが、二〇〇九年に出した本である（日本語訳
は二〇一一年、英治出版、訳・仙名紀）。本書の主題は「地球温暖化」であり、それをふせぐために、「都市化」「原子力」
「遺伝子工学」「ジオエンジニアリング（気候工学）」という四つのテクノロジーを活用しよう、という内容である。これ
らの四つはいずれも、従来の環境主義では「嫌われ者」といえる。しかし、これらのテクノロジーこそ、むしろ「グリーン」
（「エコ」）なのだ、というのが本書の主題である。ブラント自身、この考え方が反発を受けやすく、逆説的であることを
承知しており、みずから「異端」と称している。従来の環境主義という「正統」に対して、そのリーダー格の一人だったブ
ラントが反旗をひるがえし、「異端」に走った、という構図である。」

「エコモダニズムとは、このブラントの「異端」路線に賛同する動きである。エコモダニスト（エコモダニズムの支持者）
の全員がブラントに影響を受けているわけではないが、エコモダニズムというあたらしい環境主義の流れができていくにあ
たって、ブラントと「地球の論点」の影響力は大きかったようだ。」

「二〇一五年ｍ「エコモダニスト宣言（Ecomodernist Manifesto）が発表された。」
「宣言の内容は、人間の活動を止めるのではなく、技術によって環境への負荷を減らしていくことによってこそ、環境問題
を解決できる、というもので、『地球の論点』とぼぼ同じ論旨である。」
「エコモダニズムは、環境と経済を切り分け、「デカップリング（分離）」する。経済成長し、技術革新を進めてこそ、環
境問題を解決しうる、と考える。「経済成長を支持する環境主義」なので、右派も支持しやすい。」
「エコモダニズムは、人間の能力を信頼している。この楽観主義は、マット・リドレー『繁栄』、スティーブン・ピンカー
『21世紀の啓蒙』、ハンス・ロスリング『ファクトフルネス』といった、最近の思想にも通じるところがある。」

（エマ・マリス『「自然」という幻想』より）

「過去３００年で、私たちは多くの自然を失った。「失う」という言葉に持つ２つの意味でだ。まず、多くの自然が破壊さ
れたという意味で、私たちは自然を失った。森は住居になった。小川は、暗渠と駐車場になった。リョコウバトも、ステ
ラーカイギュウも消えて、博物館の薄暗いギャラリーの毛皮と骨格行本になった。そして私たちは、もう一つ別の意味でも
自然を失った。私たちは自然のありかを見失った。私たちは、私たち自身から、自然を引き離し、見失ってしまったのであ
る。
　私たちが間違ったのは、自然は、「私たちと離れたところに」、どこか「遠く」にあると考えるようになったからだ。私
たちはテレビで自然を見る。豪華な雑誌で自然を読む。私たちが思い描く場所は、どこか遠く、束縛のない野生、住民も道
路もフェンスも電線もない、手つかずの、季節の変化のほかは変わることのないような場所なのだ。手つかずの野生という
夢想が私たちに襲い掛かる。そして私たちは自然について盲目になる。」
「本書は自然への新しい見方がテーマだ。慎重に管理されている国立公園も、広大な北方林も、無人の北極の地も、自然で
ある。しかしあなたの庭の野鳥も、マンハッタンの五番街をぶんぶん飛ぶミツバチも、植林地で列をなすマツも、都市河川
の川辺のブラックベリーやバタフライフィッシュも、道端のニワウルシも、畑を駆け抜けるウズラも、雑草と藪に覆われて
ベビやネズミも徘徊する放棄された畑も、「侵略種」と名指しされる植物が鬱蒼と茂るジャングルも、見事にデザインされ
たランドスケープガーデンも、緑化屋根も、高速道路の中央分離帯も、アマゾンの奥深くに抱かれた５００年の歴史を持つ
果樹園も、そして、ごみ捨て場から芽を出したアボカドの木も、自然なのだ。

　自然はいたるところにある。しかし、どこにあるとしても必ず共通する特徴がある。「手つかずのものはない」、という
ことだ。いま現在、地球という惑星に、手つかずのウィルダネスは存在しない。」
「認めるか否かにかかわらず、私たちはすでに地球全体を管理しはじめている。意識的、効率的に管理を進めるために、私
たちは、自らの役割を認め、引き受けてゆかねばならないのである。」
「変化した生態系より従来の生態系のほうがよいとするこの信仰のようなものは、生態学周辺領域にあまりに根深く定着し
ているため、自明の前提とされてきた。（･･･）手つかずの自然というカルトは、文化的につくりあげられたものだ。しかも
その歴史は比較的新しい。他のさまざまな文化的な信条と同様、アメリカで生まれたのである。」

「残念ではあるが、あらゆる状況に有効な唯一の最終目標は存在しない（･･･）。つまり、すべての土地について、所有者、
管理者、行政機関、土地に関心を持つ人々が協力して、共通の最終目標を見出すために詳細に議論するしかないのだ。これ
はとても難しいことではあるけれども。」
「目標１　人間以外の生物の権利を守ろう」
「目標２　カリスマ的な大型生物を守ろう」
「目標３　絶滅率を下げよう」
「目標４　遺伝的な多様性を守ろう」
「目標５　生物多様性を定義し、守ろう」
「目標６　生態系サービスを最大化しよう」
「目標７　精神的、審美的な自然体験を守ろう」
「多様な目標を土地ごとに設定しコストも考慮しよう」

◎『自然とは何だろうか（スペクテイター〈49号〉）』《目次》

◆まんが 人は自然をどうみてきたか? 作画/関根美有 原作/赤田祐一
第1章 キリスト教の自然観
第2章 楽園をきりひらいた人たち
第3章 ロマン主義者の自然観
第4章 自然保護のはじまり
第5章 生物多様性のめざめ
第6章 サイレント・スプリング
第7章 ピープルズ・パーク事件
第8章 エコロジー運動の夜明け

◆『地球の論点』とエコモダニズム 構成・文/桜井通開 挿画/川勝徳重
・地球の論点と自然観の変遷ーーーこの本をいま、再読する理由
・まず『WEC』と『WED』を比較してみた
・『地球の論点』を読む(都市は「グリーン」である/原子力は「グリーン」である/遺伝子工学は「グリーン」である/ジオエ
ンジニアリングは「おそらく必要」である)
・「エコモダニズム」とはなにか?
・エコモダニズム・ブックガイド

◆ロングインタビュー 三人に聞く わたしの自然観
取材・構成/鴇田義晴、赤田祐一(編集部) イラストレーション/ひさうちみちお
・内山節氏に聞く―――哲学者と考えた 自然と人間の関係
・坂田昌子に聞く―――ネイチャーガイドから教わった「生物多様性」の意味
・能勢伊勢雄に聞く―――ライブハウス・オーナーに聞く「自然をどうとらえるべきか」

◎エマ・マリス『「自然」という幻想』《目次》

第1章 自然を「もとの姿に戻す」ことは可能か
第2章 「手つかずの自然」を崇拝する文化の来歴
第3章「原始の森」という幻想
第4章 再野生化で自然を増やせ
第5章 温暖化による生物の移動を手伝う
第6章 外来種を好きになる
第7章 外来種の交じった生態系の利点
第8章 生態系の回復か、設計か?
第9章 どこでだって自然保護はできる
第 10 章 自然保護はこれから何をめざせばいいか

「昔に戻す」以外の自然保護の目標を議論する
多様な目標を土地ごとに設定しコストも考慮しよう
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「語りえぬもの」は語りえない
それにもかかわらず
語ろうとする

語ることはできないかもしれないが
語りを超えたところで
「語りえぬ」ものは
その姿を垣間見せてくれるのではないか

そんなことを思いながら
野矢茂樹氏の『語りえぬものを語る』を読み
決定論を拒否し自由を擁護したいという
その意図の表明に至るのを喜ぶ

決定論は「どんなできごとにも、
厳格な因果法則が成り立つような原因が存在する」
まだ原因がわかないとしても
「まだ見つかっていないだけで、探せばきっとあるはずだ」
そう応じるだろうという
依拠するのは自然科学である

科学信仰はそこから生まれる
結局のところ現代最大の宗教である科学信仰は
そうした「決定論」の教えを支えにしている
そこに「自由」の入る余地はない
まだわかないことも
いずれ科学が解明してくれるという信仰である

しかし科学は「決定論的世界像を現実世界にあてがい、
そこからこの現実世界を透かし見る」だけであって
現実世界そのものを明らかにしているわけではない

あくまでも仮説にもとづいた検証による証明でしかなく
「像」に照らされない現実があるように
「この現実世界は、そのような自然科学の自然像から
つねに、しかも思いもよらぬ仕方で、はみ出していく」

世界は語り尽くせない
しかしそれは科学の限界ではなく
科学が語れる世界はその範囲内にあるからだ

「世界は、私を驚かしうる」
「そこにこそ、「自由の物語」を語り出す余地も生ま
れる」

語りえぬという不可能性にもかかわらず
語りえないものを語ろうとする
決して「証明」できないが
驚きに満ちた〈自由〉が
そこには開かれているのではないか

■野矢 茂樹『語りえぬものを語る』
　（講談社学術文庫　講談社 2020/11）



■野矢 茂樹『語りえぬものを語る』
　（講談社学術文庫　講談社 2020/11）

（野矢 茂樹『語りえぬものを語る』より）

「私は決定論と自由は両立しないと考えている。そして、自由を擁護したいとも。それゆえ、私は決定論を拒
否しなければならない。だが、決定論に直接反論することは不可能なのである。どうしたってそれは水掛け論
になる。」
「決定論を支えるのはあくまでも厳格な因果法則である。」
「決定論は「どんなできごとにも、厳格な因果法則が成り立つような原因が存在する」と主張する。それに対
して、「そのような原因は存在しない」と反論しようとしても、「まだ見つかっていないだけで、探せばきっ
とあるはずだ」と応じられてしまうだろう。決定論も「あるはずだ」としか言えない弱みはあるが、反決定論
も「あるはずがない」とまで強いことは言えず、けっきょくどちらも決定的なパンチが出せないままとなる。
　だが、決定論者は「こっちには強い味方がある」と言うだろう。自然科学である。量子力学はともかくとし
ても、少なくとも巨視的（マクロ）な現象については自然科学は決定論的である。だとすれば−−−−と決定論者
は反決定論者たる私に言う−−−−、君は自然科学を敵にまわす気か。
　いや、そんな度胸は私にはない。私がやりたいことは、自然科学はけっして決定論者の見方ではないと示す
ことである。自然科学の営みから決定論を切り離すことができるし、実際、切り離されている。私はそう論じ
たい。」

「決定論は、「できごとＡが生じると、それが原因となってつねに必ずできごとＢが生じる」という厳格な因
果法則がこの世界には成り立つ、と信じている。この信念に対して自然科学は援軍となりうるのか。
　ここまでの私の議論がまちがいでなければ、答えは否定的である。厳格な法則はそもそも世界を描写したも
のではない。それゆえ、それは世界が決定論的なあり方をしていることを示すものではありえない。なるほ
ど、科学は決定論的な理念世界像を描き出すかもしれない、だがそれは、けっして世界がその通りであるとい
う主張として素朴に理解されるべきではない。現実世界は科学が描き出す決定論的な世界像からずれ、はみ出
し続ける。科学はそれのずれを見積もるべく、決定論的世界像を現実世界にあてがい、そこからこの現実世界
を透かし見るのである。
　現実には、人間が関与する現象は言うまでもなく、自然現象もまた、まったく同じことが繰り返されるとい
うことはない。毎日毎年同じように昇っているように見える太陽も、完全に同じ昇り方をすることなどありは
しない。枝から堕ちる木の葉は言うまでもなく、手から放したリンゴでさえ、厳密には二度と同じ落ち方はし
ない。あらゆる現象は二度と反復されることのない一回的なものである。他方、自然科学は、厳格な法則を提
示し、条件さえ揃えば完全に同じ現象が何度でも反復されるという自然像を描く。だが、この現実世界は、そ
のような自然科学の自然像からつねに、しかも思いもよらぬ仕方で、はみ出していく。
　科学が世界を語り尽くせないのは、科学の限界のゆえではない。そもそも世界は語り尽くせないのである。
世界は、私を驚かしうる。実在は、自然科学も含め、言語によって語り出されたあらゆる理念的世界からずれ
ていく。実在とは、語られた世界からたえずはみ出していく力にほかならない。その力を自分自身に、人間の
行動に見てとるとき、そこにこそ、「自由の物語」を語り出す余地も生まれる。」
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不思議に心惹かれる画家
ヴィルヘルム・ハマスホイを知った

2020年1月から6月にかけて
東京と山口で開催された
「ハマスホイとデンマーク絵画」展に合わせ
本書は刊行されたと思われるが
ハマスホイについて知ったのは
昨年暮れになってからのこと

ハマスホイ（1864-1916）はオランダの画家
17世紀オランダの画家たちから学んだこともあり
「北欧のフェルメール」と呼ばれたりもするようだが

「画面に様々な象徴が鏤められた17世紀オランダ風俗画と、
何も語らないハマスホイの室内画は本質的に異なるもの」
だというのはその作品を見るだけで明らかだ

「100年前のコペンハーゲンで「一枚のハマスホイ」といえば」
「背を向けた女性が一人佇む−−−−あるいは無人の、静かな室内画」
が思い浮かべられたという

「私はかねてより、古い部屋には、
たとえそこに誰もいなかったとしても、
独特の美しさがあると思っています。
あるいは、まさに誰もいないときこそ、
それは美しいのかもしれません」
とハマスホイ自身が語っているように
その絵の主題は人物中心ではなく「古い部屋」そのもの

その「古い部屋」には
堆積している時間の深みゆえの美しさがあり
その空間は繊細な光に満たされ
また「少ない数の抑えられた色」が使われていることで
落ち着きのある雰囲気を醸し出している

この静謐さはおそらくは
画家の魂の深みにある
元型的なものから伝わってくるのだろう

絵画を観るときに
（多くは画集でしかないけれど）
いつも気になるのは
その画家のそうした元型的なものだ

その作品が心惹かれるものであるとき
おそらく観るこちらの魂の深みにある元型と
画家のそれとが原風景を共有するかのように
夢のなかでじぶんがそこにいたかのように
共振するときでもあるのだろう

とくにハマスホイの「背を向けた女性が一人佇む
−−−−あるいは無人の、静かな室内画」を観ると
その静寂のなかにいるじぶんを重ねることになる
じぶんがそこにいるというより
静謐な時間を湛えた空間そのものとなって･･･

■萬屋 健司『ヴィルヘルム・ハマスホイ　静寂の詩人』
　 (ToBi selection　東京美術 2020/1）



■萬屋 健司『ヴィルヘルム・ハマスホイ　静寂の詩人』
　 (ToBi selection　東京美術 2020/1）

（「はじめに／一枚のハマスホイ」より）

「19世紀末から20世紀にかけて活動したデンマーク人画家、ヴィルヘルム・ハマスホイ。静謐な室内画をはじ
め、独特の詩情を湛える風景画や建築画、モデルの内面を鋭く捉えつつも、共感に満ちた肖像画など、およそ
30年間の活動を通じて優れた作品の数々を世に送り出しました。ハマスホイの「寡黙な」芸術は、初めこそデ
ンマークの人々になかなか受け入れてもらえなかったものの、やがて国内外で高い評価を得るようになりま
す。およそ100年前のコペンハーゲンで「一枚のハマスホイ」といえば、人々は背を向けた女性が一人佇む
−−−−あるいは無人の、静かな室内画を思い浮かべたそうです。
　没後、一時は忘れられたハマスホイですが、近年、世界中で再び注目を集めています。日本でも初めての回
顧展が2008年に開かれ、多くの人々に深い印象を残しました。本書は、ハマスホイのデビュー作から、最後に
描いた室内画まで、画家の創作活動を辿りながら、その人生と同時代のデンマーク美術(の一端)を紹介する画
集です。」

（「灰色と白のパレット」～「古い部屋の美しさ」より）

「ハマスホイ自身の回想によれば、画家が初めて室内画を描いたのは1888年のことだた。その後も、時折この
モティーフを取り上げてはいるが、「室内画の画家」のイメージに反して、初期の創作活動の中心的な主題は
人物や風景である。19世紀末のコペンハーゲンでは、多くの画家たちが室内の情景を描いており、ハマスホイ
が本格的にこの主題に取り組み始めた1980年代半ば頃、それはすでに流行の画題となっていた。
　同時代のコペンハーゲンで描かれていた室内画の多くは、画家自身の家庭生活をモティーフとするものだっ
た。遊び疲れて眠る幼いわが子や、その様子を優しい眼差しで見守る妻、あるいは近しい友人たちが居間で寛
ぐ情景といった、親密の温かみのある日常の一場面が好んで描かれた。幸福な家庭生活を暗示するそうした絵
画は、19世紀末のコペンハーゲンの人々が求めたイメージだった。
　一方、ハマスホイの室内画が醸し出す雰囲気は、同時代の画家たちのものとは異なっている。ハマスホイ
は、17世紀から18世紀に建てられた古い建物に住み、その室内を描いていた。室内画に登場する家具調度も
18世紀後半から19世紀前半の、当時としても過去の時代のものである。ハマスホイは、1907年のインタ
ビューで「私はかねてより、古い部屋には、たとえそこに誰もいなかったとしても、独特の美しさがあると思っ
ています。あるいは、まさに誰もいないときこそ、それは美しいのかもしれません」と述べている。この言葉
は、ハマスホイの絵の主題が、室内を舞台に人物が中心となって展開するなんらかの物語ではなく、古い部屋
そのものであることを示している。
　扉や窓を効果的に用いた画面構成や、手紙を読む女性などのモティーフは、フェルメールやピーテル・デ。
ホーホ、ヘールライト・テル・ボルフといった、17世紀オランダの画家たちから学んだものである。従って、
ハマスホイが時折「北欧のフェルメール」と呼ばれるのも、あながち根拠がないことではない。しかし、画面
に様々な象徴が鏤められた17世紀オランダ風俗画と、何も語らないハマスホイの室内画は本質的に異なるもの
である。ハマスホイが惹かれ、描いたのは、時間が堆積した古い部屋そのものの美しさであり、同じように古
びた家具調度に降り注ぎ、空間を満たす繊細な光だった。」

「「Ⅲ 1898-1908 ストランゲーゼ30番地」より）

「なぜ私が少ない数の抑えられた色を使うかですって？それはまったくわかりません。それについて何かお話
することが、私には本当に不可能なのです。私にとって自然なことで、それがなぜかは説明できないのです
が、初めて作品を発表したときから、そうなのです。それは、落ち着きのある限られた色彩、と呼ぶのが相応
しいかもしれません。一枚の絵において、純粋に色彩という点に限って言えば、色の数が少なければ少ないほ
ど、絵画的な効果は高まると私は確信しています」（ヴィルヘルム・ハマスホイ）

「モティーフを選ぶとき私が重視するのは、その線であり、それは絵画における調和した構造美とも呼ぶべき
ものです。もちろん、光も大切です。それが重要なことは、言うまでもありませんが、モティーフの線は、総
じて私が重きを置くものです。色彩も確かに副次的なものではなく、どのような色に見えるか、無関心なわけ
ではありませんし、調和した色彩になるよう努めています。しかし、モティーフを選ぶ際に私が目を向けるの
は、何よりもまず、その線なのです」（ヴィルヘルム・ハマスホイ）

「個人的には、私は古いものを好みます。古い住居や古い家具、それら全てに宿る、極めて独特の雰囲気が好
きなのです。しかし同時に、新しいものを犠牲にして、つまり良質の新しいもの、という意味ですが、古いも
のを偏愛するのは間違っていることに、気づいていないわけではありません。現代人は現代の、時代に合った
住宅に住むべきです。現代の美的感性の流れに従う方が、古いものを模倣するよりも遙かに良いのです」
（ヴィルヘルム・ハマスホイ）

◎「ハマスホイとデンマーク絵画」展のサイト
https://artexhibition.jp/denmark2020/
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土井善晴は料理研究家だけど
このエッセイは
岡潔の話あたりからはじまっていて興味深い

岡潔は「人は壁の中に住んでいるのではなくって、
すき間に住んでいる」という

壁は「大脳を熱する時間」
壁のすき間は「何者にも束縛されない、依存しない時間」

暇を楽しむことが必要なのだ

暇とは「一人で解決しないといけない時間」であり
「だれにも頼ることができなくて、
自分で進めるより仕方がない」時間で
そういう時間がなければ「智力」は働かない

だれかに評価されるのでもなく
それを意味づけるのでもなく
じぶんでじぶんの見えない可能性を自由に広げる時間

岡潔が数学だといっているのは
計算したりして答えを出すというのではなく
「だれも知らない新しいやり方で」
「問題を解く方法そのものを見つけること」
「なぜ解けないかという証明に興味を持つこと」
つまり問いそのものを深めるということだろう

そのために必要なのは「情動という情緒」で
岡潔はそうした情緒を働かせるのに
「布団の中に潜り込んで思考する癖」があったという

机の前に座って真面目にお勉強する
といったことではなく
じぶんなりの仕方で暇を楽しみながら情緒を働かせる

小林秀雄も同様に
「学問が人間をバカにする」
「人間の生きた知恵を学問が奪う」という

ここでいう学問とはそうした
「暇を楽しみながら情緒を働かせる」のとは対極にある
壁にすんで「大脳を熱する時間」を過ごすことだろう
（「頭寒足熱」の反対でもある）
そこでは決められた答えを覚えることはできるだろうが
問いを深めていくことをスポイルしてしまう

岡潔の言う数学的情緒は
おそらく土井善晴のいう「一汁一菜」と深く関係している
「「一汁一菜」は念仏だ」ともいう

坂口恭平の話が紹介されているが
「ひどい鬱で苦しんでいた坂口は」
「米を磨ぎご飯を炊いて、味噌汁を作ることで、
料理が鬱を改善すると気づ」き
しまいには鬱を治してしま」ったという

坂口恭平は料理することを念仏にしたのだといえる
必ずしも料理することではなく
息をすることだったり森にでかけることだったり
絵を描いたり楽器を奏でることだったりすることも
念仏になるだろうが

料理をすることは
じぶんの生きていくための根っこのところに
関わっているだけに
地球のめぐみでもある食材やその料理の仕方
そしてそれをたしかに食べることといった
生と深くつながっっている「問い」のなかで
見失われていた生きていることそのものの感覚が
とりもどされたのかもしれない
それは岡潔のいう「情緒」ともつながっている

壁のなかで生きているとき
人はじぶんのつくりあげた既成の思考の形にあわせて
じぶんを導こうとしてしまうことになるが
壁のすき間にいるときは
自由においてみずからを開いていく時空のなかにある
そのとき必要なのは情緒をもって問うことなのだ

■土井善晴「地球と料理」
　（ミシマ社「ちゃぶ台8　ミシマ社創業15周年記念号
　　　特集：「さびしい」が、ひっくり返る」所収）2021.11）



■土井善晴「地球と料理」
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「『岡潔　数学を志す人に』には、次のような一節があります。

　　泊った宿屋の女主人から「うちの子には珠算もピアノも生け花も舞踊も習わせています。まだ足りないで
しょうか」とたずねられ（中略）どうもこの人は子供の時間を残り無く何かで塗りつぶさなくてはいけないと
思っているらしい。しかし人は壁の中に住んでいるのではなくって、すき間に住んでいるのです。むしろ、す
き間でこそ成長するのです。だから大脳を熱くするのを短くし、すき間を長くしなければとうてい智力が働く
ことはできまいと思われます。

　壁とは、大脳を熱する時間であり、壁のすき間とは何者にも束縛されない、依存しない時間です。自分で何
かしらする時間です。この場合携帯やゲームは依存です。ぼーっとしていてもいいと思います。それでも自動
的に何かを考えていますから、暇を楽しむことだと思います。
　暇って、一人で解決しないといけない時間でしょ。ある意味で追い込まれているのです。
　私は若い頃タバコを吸っていました。当時、ヨーロッパ行きの飛行機の中は禁煙ですから、タバコが吸いた
くても吸えません。仕方がない、どう思うと、ぜんぜん吸いたいと思わなくなります。だから、娘が生まれた
瞬間に、ポケットにあったタバコを捨ててから、一度も吸いたいと思わなかったんです。腹が据わるというこ
とがあると思います。諦めることかもしれません。
　だれにも頼ることができなくて、自分で進めるより仕方がない、やらんとしゃーないと思えたとき、気分
か、考えかは知らないけれど、サッと変わるんです。かしこい子どもは、助けてもらえることを知っているか
ら泣くのです。だれもいなけりゃ、泣き止んで、一人でスッと立ち上がるでしょ。諦めることで変わるんで
す。」

「岡潔が数学と言っているのは、計算方法を学び、計算の正確さやスピードを競うことではありません。それ
なら人間はコンピューターにかないません。彼の数学とは、だれも知らない新しいやり方で三次方程式のよう
な問題を解く方法そのものを見つけることです。もしくはなぜ解けないかという証明に興味を持つことです。
そういった天才になる方法をエッセーで教えてくれているのです。曰く、「本だって読むことより読みたいと
思うことのほうが大切」ですって。

　岡潔は情動という情緒をまず大切に思っているのです。彼は布団の中に潜り込んで思考する癖があるので、
いつも布団はしきっぱなしにしていたそうです。自分の中から天才が出てくるのを待っていたのか、考古学者
がエジプトの遺跡の発掘作業をするように、心の細かなひだをずっと見つめていたのでしょう。彼は人間の命
の奥深くに、数学と結びつく何かがあることを知っていたのです。それはあなたにもある何かかもしれませ
ん。」

「なにかの事故で脳を損傷した人が、突然天才的な能力を発揮することはあります。それは後天性サヴァン症
候群（高次機能障害）と言われるものです。自動車事故で脳を損傷し十年間の記憶を失い、突然娘の絵の具を
借りて「生命」としか思えない光輝く点描写を描き始めたのがディジュリドゥ（アボリジニの民俗学区）奏者
のＧＯＭＡさんです。彼の物語をテレビで見て感動して、すぐに彼にＤＭで連絡したのです。後日、彼から連
絡があって個展に出かけました。そのときは、自分の置かれた状況に戸惑っているように思いました。
　先日彼と数年ぶりに会ったら、絵を描きたいというよりも、情動、使命感のように思うようになったそうで
す。冷静に自己を見つめられるようになっていた彼によると、人間には脳で知識として覚えている記憶とは別
の、身体の細胞で覚えている記憶があるとわかるそうです。
「脳は数パーセントしか使われていないと言われるけれど、人間には未知の能力があると思う。自分の直感を
信じて、自分を大切にして生きてください」と。」

「天才が表れるコンディションの土台づくりは、それぞれのやり方があるのです。ただ真面目に勉強していて
はいけないと小林秀雄も言っています。

　　「バカになるもとは学問にあったんです」
　　「学問が人間をバカにするんです」
　　「人間の生きた知恵を学問が奪うのです」
　　「学問をして、みんな利巧になったから、日本はおかしくなったんです。」

　と、くりかえし力説して教えてくれているのです。」

「私は料理研究家ですから、料理の話をしないといけないですね。人は私からこんな話を聞きたくないと思っ
ていると思うからです。
　料理だって、もちろん同じです。料理は、ときにより、必ずしもおいしいものはできません。和食の場合、
特にその多くを食材に依存するのですが、ある食材に正しく反応するか、といった要素が重なった結果が味に
表れます。坂口恭平が「偶然とダンスするようにして感性した料理」（『cook』）と言ったのはこのことで
す。」

「今回は「地球と料理」のことを書こうと思っていました。それが随分と遠回りしてしまいました。」
「地球と料理は隣り合わせにあるのです。（･･･）
　先日文藝春秋の『文學界』の人に頼まれて「坂口恭平のすごさ」という文章を書いたのです。そこに書いた
ことなんですが、一部をこちらにコピペします（お許しを）。

　　坂口恭平を知ったのは、彼が書いた料理書「cook」（晶文社）を読んだからです。当時、ひどい鬱で苦し
んでいた坂口は、食べることに逃げないで、立ち上がり、米を磨ぎご飯を炊いて、味噌汁を作ることで、料理
が鬱を改善すると気づくのです。それから、料理するたびに、料理の意味に気づき、発見し、しまいには鬱を
治してしまうのです。
　生きるとは料理である（中略）･･････「料理という芸術」「料理の哲学」「料理は医療」なんて言葉で言わ
れることもあるけれど、僕は逆だと思う。「芸術が料理」「哲学が料理」「医療は料理」なのである。すべて
の人間のなすことが、料理に集約されるのではないか。

　あれもこれも料理から始まっているのです。養老孟司先生は、大脳皮質のはたらきから人間の言葉の始まり
を考えますが、私は料理からすべて考えています。坂口恭平が言うように、原点である料理の始まりと今をつ
ないでいるのです。物事の始まりと、今がわかれば、その間にどんなことがあるのかを考えることができるか
らです。」

「私は、この十年来、「一汁一菜」で良いと言ってきました。それは単に楽ちんな食事をつくるというよりも、
料理することをやめないでほしかった、逃げないでほしかったんですね。同時に、家庭料理という文化を守る
こともできるし、和食を守ることもできると思ったのです。
　和食の「もったいない」という言葉は、地球環境を破壊する大量生産、大量消費を緩和できるでしょ。私は
マザー・テレサの言葉を転用して、一人の人間に何ができるかという問いに、「早く家に帰って家族を愛しな
さい」と答えています。あり得ないことですが。もしすべての人間がそれをすれば、問題が解決するんです。
　家庭料理とは、子どもの居場所をつくること、命をつくる（守る）仕事です。その通りでしょ。人間は栄養
摂取をするためにご飯を食べるのではない。料理されたものを食べる、料理したものを食べさせる、料理して
食べる。のが家の食事です。人間と人間の間に情緒が生まれるのです。
　料理する道具が美しいのは、料理する行為が純粋だからです。それを柳宗悦らが民藝と呼んだのです。なぜ
美が生まれるのかと考えて、「美の法門」に記した美の宗教に至るのです。
　それ以前に、自然と深く関わる人間の暮らしの至るところに美を認め、暮らしの美を際立たせたのが千利休
の茶です。その偉大なる仕事は、美をもって宇宙の秩序を示したようにさえ思えます。
　美とは岡潔の言う数学的情緒の情緒です。そうしたことが「一汁一菜」にはあるのです。だから、「一汁一
菜」は念仏だと言ったのです。そう考えると暮らしは修行です。修行だとすれば、緊張と緩和があります。あ
るはずです。なければ耐えられません。厳しければ厳しいほど、心の中には、無限の遊び、楽しみが見つかる
はずです。実際にその通り。しんどければ、サボればいいんです。どうぞ、お休みください。サボッた瞬間に
ひらめきます。」
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フロイトは個人の無意識にアプローチし
ユングは集合的な無意識にまでそれをひろげ
個性化という錬金術的統合に向かったが

ミンデルは個人の内面だけではなく
身体的なもの・人間関係・集団・社会にまで
その射程を拡げるプロセスワークへと向かう

そのためにそれぞれの領域における
気づきである「アウェアネス」を用い

注目され意識されやすいものだけではなく
タオを説く老荘思想や量子力学を引き合いにだしながら
「放置されたもの」「予測できないもの」
「神秘的なもの」「目に留まったものすべて」にまで
現れているものすべてには意味があり
それらの事象には現れる意図があるのだとする

本書ではそうしたプロセスワークを
組織の変容のために用いることを示唆している

ミンデルは対立を調停するのではなく
隠されていた対立を引き出す

対立するものの間には見えない壁があり
それをミンデルはエッジと呼んでいるが
そのエッジへ介入するために
対立しているもののあいだに会話を引き出し
それぞれが相手の立場への気づきを育むことをサポートする
そうすることで組織や集団の変容を促すのだ

プロセスワークが
そうした「ワールドワーク」といった
異なった意見をもつ集団での「アウェアネス」に向かうのは
「私」を閉じたものとしてとらえてはいないからだ

「私」を開かれたものとしてとらえるとき
さまざまな対立（葛藤）は
「私」の内面にだけではなく
身体や人間関係・集団・社会においても
同様にとらえることができる

ユングのいう「個性化」を
さまざまな「フィールド」において
図ろうとするのがミンデルのプロセスワークなのだろう

ネガティブなかたちで現れているものがあるとしても
それらはすべてそれぞれのフィールドにおける
「個性化」のために現象化していると捉えることができる

その視点からすれば
私たちがこうして生まれてきているのも
そのなかで起こっているさまざまなことを
みずからの内面においてだけではなく
じぶんの関わるさまざまなフィールドにおいて
統合・変容へと導くことが課題なのだといえる

「汝自身を知れ」というときも
その「汝」はこの「私」だけではない
「私」というフィールドは
宇宙の極小から極大にまで
ひろげてとらえることもできる

■アーノルド・ミンデル
　（松村憲・西田徹訳／
　　バランスト・グロース・コンサルティング株式会社 (監訳)）
　『対立を歓迎するリーダーシップ／組織のあらゆる困難・葛藤を力に変える』
　（日本能率協会マネジメントセンター  2021/12）
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　（日本能率協会マネジメントセンター  2021/12）

（「解説」より）

「ミンデルは無意識と呼ばれる心は、内面のみならず、身体の姿勢や症状に現れたり、人間関係や人生に、集
団に、社会に現れると考えました。個人の人生を振り返れば、自分の思いどおりに計画・実行して進む部分と、
ご縁としかいえないような自分のコントロールを超えた出来事とが相互に織りなされていることに気づくと思
います。プロセスワークは世界や人生のコントロールできない部分も含めて、「プロセス」という用語を使
い、無意識の理論をより分かりやすく、実戦可能なものに進化させました。そこには「アウェアネス」と呼ば
れる純粋な気づき、ユングの理論を発展させた「目的論」（起きてくる事象自体に意図があり、意味があると
考える思想）、タオの流れを説く東洋の老荘思想、エネルギーと物質の非線形的な理論である量子力学などが
思想背景として含まれています。
　ワールドワークは、ミンデルがプロセスワークを発展させる過程で生まれました。」

（アーノルド・ミンデル『対立を歓迎するリーダーシップ』より）

「21世紀の世界では、政治学、心理学、スピリチュアリティ、物理学は、互いに独立した別々の領域として存
在しています。また、フィールド理論、ドリームワークとボディワーク、関係性ワーク、国境を超えた組織的
ワークといった概念も存在します。今こそ、小規模のあるいは大規模の集団がそれぞれの環境の中でともに生
き、働き、成長していくことを促す手法としての「ワールドワーク」を発展すべきときです。私たちは、心理
学、科学、スピリチュアルな伝統の知識を活用し、かつそれらに縛られることのないワールドワークを必要と
しています。大きな組織と個人の両方をワークし、より有意義で楽しい世界を創造していく新しい職業を創り
出す必要があります。この新しい職業は、これまで別々のものであった複数の職業を統合し、必要に応じて環
境や物理的宇宙と相互に作用し合い、私たちが生きている時代の精神性から利益を得るものでなければなりま
せん。」

（「ディープ・デモクラシー」）

「民主主義（デモクラシー）は素晴らしいが、それだけではいまだ何か成りないとミンデルは考えます。多数
決の原理が支配するデモクラシーとは異なり、ディープ・デモクラシーでは、すべての声を尊重します。性別・
学歴・民俗などにおける主流派と少数派の両方の声を重視します。それに加えて、自分自身の中にある強い感
情・価値観や理念（主流派）だけでなく、現れ出ようとする自分の中の何か（少数派）にも注意を払うという
意味も持っています。」

（「プロセス」）

「春夏秋冬のように全ては移ろいゆくという概念に加え、病気・憎悪・苦痛といった一見ネガティブに思える
ものに対してもアウェアネスを持って、大いなる流れに従うことで有意義なものが生まれるという考え方で
す。禅における「日々是好日」、すなわち晴れの日も雨の日も、すべての日は良い日であるという姿勢にも通
じます。」

（「ワールドワーク」）

「数十人程度の様々な意見を持つ人たちが集まり、真摯な対話を行います。多くの場合、原発廃止派と原発存
続派のような両極を立てての議論を行います。訓練されたファシリテーターの進行により、参加者は相手側の
立場を理屈で理解することから大きく進展し、深い感情レベルでの相手側への気づき（アウェアネス）を得る
ことができ、対立関係から新たなものが生まれます。」

（「第12章　路上とエコロジー」より）

「私は以前、健康や癒やしとは、良い食べ物を食べ、十分な運動をし、心理的に良い状態であることだと考え
ていました。しかし、私は次第にそういった健康に関する短絡的な考え方から離れていきました。」
「人間のシステムは、短絡的な方法で改善することはできません。私たちの世界はあまりにも複雑だからで
す。」
「優れたエコロジーとは、心の状態を利用して全体のプロセスに従うことを意味します。」
「私たちが有害だと思っているものが、人や地球のために役立つかもしれないと考えることはできないでしょ
うか？　」
「優れたエコロジーとは、地球と調和して生活を送ることであり、それができるかどうかは、道（タオ）に入
り、自分がいるフィールドのエネルギーに従うことができるかどうかにかかっています。」
「個人が道（タオ）に生きるように、コミュニティが道（タオ）に生きるということが、すべての部分にアク
セスできる状態で調和的に生きるということです。もしコミュニティの中に、感情的な緊張がたくさん堰きと
められているのだとしたら、感情を解放するための出口を作るだけで、コミュニティはより調和の取れたもの
になります。感情を解放することと、雨が降ることには、それほど大きな違いはありません。」
「優れたエコロジーを実践するためには、放置されたもの、予測できないもの、神秘的なもの、目に留まった
ものすべてに従わなければなりません。これは、自分の身体や夢、家族や集団のことを考えるとき、地球のこ
とも考えることを意味します。それはマイノリティの意見をサポートし、聞こえないものや素晴らしいものの
ために立ち上がることを意味します。それは、厄介なフィールドに勇敢に飛び込み、それをバラバラにして、
その知恵に任せて元どおりに組み立てることを意味します。そして自分が賢いように振る舞うのではなく、集
団の叡智を引き出すこと、リードするだけでなくファシりてーとすることを意味します。」

（「第15章　ディープ・デモクラシー」より）

「新たなミレニアムへと突入した今、私たちが個人や集団としてのアイデンティティに頑なに固執してしまう
ことも、人間の歴史が紛争や戦争で彩られてきた原因の一部であると私たちは気づきはじめています。熱力学
第二法則には、人間の振る舞いに関する古い神話が反映されています。つまり、意識が欠如した世界は無慈悲
に死に向かって流れてゆくことが示されているのです。闇に包まれた感情の閉鎖系の中では、人間はひとつの
側につくか、別の側につくかしか選択肢がありません。科学、神話、そしてごく普通の常識が、自滅について
私たちに警告しています。電磁場の中で自らの「二重身（ダブル）」に消滅させられたファインマン理論での
電子のように、あるいは自らの音室の中で死にかけている世界のように、私たちは敵とは違う存在でるかのよ
うに装い、気まぐれな神々に翻弄される無力な存在であるかのように振る舞います。
　しかし、科学と神話は変容の可能性も予言しています。ファインマンの「目覚めた電子」やマクスウェルの
「アウェアネスを持った悪魔」のように、私たちも一次的に時空を超えて、エントロピーを反転させ、自然に
寄り添って流れることが可能です。熱死や温室効果に代わる選択肢として、自己治癒力を持つシャーマンのよ
うに、世界が時間の直線性から抜け出して様々な役割をプロセスするという、世界変容の偉大なビジョンがあ
ります。このようなビジョンは、最終的に性向するに違いありません。なぜなら、セルフウェアネス、グルー
プアウェアネス、対立をプロセスすることは、戦争よりもスリリングで、平和よりも創造的だからです。」
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「沖仲仕の哲学者」エリック・ホッファーは
今年で生誕１２０年となる（１９０２年生まれ）

ホッファーはドイツ系移民の子として
ニューヨークに生まれ７歳から１５歳まで失明
世紀の学校教育はまったく受けていないという

視力がもどってからは
農園や金鉱・港湾などで働きながら
１９５１年に処女作として本書を発表し
それが大きな反響を呼び
社会思想の古典的名著となっているが
その後も６５歳までで沖仲仕として働き
１９８３年に８０歳で亡くなっている

学者のための学者としてではなく
こうして沖仲仕をつづけながら
そこから思索するひとの言葉は
深くずしりと響く

本書は愛読書のモンテーニュ『エセー』にならって
みずからの思考をはじめて言葉にしたものだという

本書『大衆運動』のなかでホッファーは
宗教運動・民族主義運動・ファシズム・ナチズム・
コミュニズム・排外主義といった
さまざまな大衆運動の特に狂信的段階を考察し
それらに共通する特性について熱く語っている

すべての大衆運動は
さまざまな違いがあるとしても
「同じような種類の人々のうちに
初期の支持者をみいだすのであり、
同じような心の持ち主に訴えかける」といい

そうした支持者の中心となるのが
「欲求不満を持つ人々」だという

そして大衆運動は
「その人の自己の全体像に代わるものを提供するか、
あるいは自分個人の力によっては
生み出すことのできない要素を提供することによって、
生きがいを与えることができる」

「わたしたちの個人的な利害や展望が、
人生の目的とするほどに価値があるものとは思えない場合、
わたしたちは自分のほかに何か生きるに値するものを
絶望的なまでに求める」のだという

政治的な運動であれ宗教的な運動であれ
共通しているのは
狂信的にじぶんをその運動の中に託すことである

ホッファーはこうした言葉でも表している
「わたしたちが大衆運動に参加するのは、
個人の責任から逃れるためであり、
熱心なナチ党員の語る言葉を借りれば
『自由から自由になるため』なのである」

そして「個人の独立性を喪失してしまうと、
わたしたちは新たな自由を獲得する」ともいう
そして「恥じる心も後悔の念もなしに他者を憎み、
いじめ、嘘をつき、拷問し、殺し、裏切る行為」さえも
平気で行うことができるようになる

この視点をひとことでいえば
個の魂を集合的な魂のなかに
無自覚なまま解消させることだといえる

ナチスのような極端な例ほどではないにしても
こうした集合的なかたちでの言動・行動は
さまざまな権威を持ち出すことで
みずからを偉く見せたり
それで人を従わせようとしたりというように
日常的にも頻繁に目にすることができる

健全な権威や尊崇の念は重要だが
それがたしかな個としての責任と自由に
裏付けられていないときそれらは容易に
『自由から自由になるため』の手段と化してしまう

■エリック・ホッファー（中山元訳）
　『大衆運動 新訳版』
　（紀伊國屋書店 2022/2）



■エリック・ホッファー（中山元訳）
　『大衆運動 新訳版』
　（紀伊國屋書店 2022/2）

「大衆運動には、宗教的な運動や社会革命や民族主義的な運動などがあるが、本書ではこれらすべての大衆運動に
共通してみられるいくつかの特徴について考察している。」
「どのような大衆運動でも、運動の支持者のうちに自分の生命までも捧げようとする覚悟と、統一行動を求める傾
向を生み出すものである。大衆運動においてどのような教義が教え込まれるかにかかわらず、さらにどのような綱領
が提起されるかにかかわらず、つねに狂信と熱狂と熱烈な希望と憎悪と不寛容が育まれる。そしてすべての大衆運動
は人生の特定の領域において激しい活動の流れを生み出すことができるのであり、どのような運動もその参加者に
対して盲目的な信仰と一途な忠誠を求めるのである。
　すべての大衆運動は、それが求める事柄と教義に違いがあるとしても、同じような種類の人々のうちに初期の支
持者をみいだすのであり、同じような心の持ち主に訴えかける。
　狂信的なキリスト教徒たち、狂信的なイスラーム教徒たち、狂信的な民族主義者たち、狂信的な共産主義者た
ち、そして狂信的なナチ党員たちのあいだには明かな違いが見られるが、これらの人々を動かしている狂信的な考
えは、同じものとみなして同じものとして扱うことができる。これらの狂信的な人々を、運動の拡大と世界支配に
駆り立てる力もまた、どれも同じものとみなすことができるし、同じものとして扱うことができる。あらゆる種類
の献身と信仰と権力の追求と自己犠牲には、共通したところがあると言える、こうした運動の聖なる大義や教義に
は大きな違いが見られるものの、大義や教義を有効なものとする要因のうちには、共通したところがみいだされる
のである。
　本書では主として大衆運動のうちで、運動を興隆させる初期の活動的な段階を取り上げる。この段階で中心を占
めるのは忠実な信奉者たちであり、聖なる大義のために自分の生命を犠牲にする準備ができている狂信的な信仰を
抱いている人々である。こうした人々がどのようにして生まれるのかを追跡し、このような人々の性格の輪郭を描
くことを、本書では試みているのである。
　この試みに役立てるために、二つの作業仮説を立てている。すなわちすべての大衆運動の初期の支持者のうちで
中心となるのは「欲求不満を持つ人々」であり、これらの人々は運動に自発的に参加するのが通例であるという事
実から出発して、次の二つのことを仮説として想定した。

　　（一）外部から運動への参加を迫る刺激がまったく与えられないとしても、欲求不満そのものが忠実な信奉者
に特有にみられる特色のほとんどすべてを生み出すことができる。
　　（二）人々を運動に参加させることのできる効果的な技術とは基本的に、欲求不満を持つ人々の心にもとから
そなわっている傾向と反応を育て上げ、固定することにある。」

「欲求不満を持つ人々に、大衆運動はその人の自己の全体像に代わるものを提供するか、あるいは自分個人の力に
よっては生み出すことのできない要素を提供することによって、生きがいを与えることができる。」

「聖なる大義に対する信仰心はかなりの程度まで、自信喪失の埋め合わせになる。」

「自己が卓越した人物であると主張する根拠がないと考えれば考えるほど、人は自らの国や宗教や人種や聖なる大
義が卓越したものであると主張するようになる。」

「わたしたちが大衆運動に参加するのは、個人の責任から逃れるためであり、熱心なナチ党員の語る言葉を借りれ
ば『自由から自由になるため』なのである。」

「大衆運動の最大の魅力の一つは、それが個人の持つ希望に代わる大きな希望をもたらしてくれることである。進
歩の思想が広まっている社会においては、この魅力はとくに強い力を発揮する。というのも進歩という考え方にお
いては、「明日」がとても重要であり、未来に何も見込みを持てないことによって生まれる欲求不満というものが
とくに強くなるからである。」

「わたしたちの個人的な利害や展望が、人生の目的とするほどに価値があるものとは思えない場合、わたしたちは
自分のほかに何か生きるに値するものを絶望的なまでに求めるものである。人々の献身とか忠誠とか忠義とか自己
の放棄のようなものは、それがどのような形をとるにしても、私たちの意味を失った無益な生活に何らかの価値や
意味を与えてくれると思えるものに絶望的なまでにすがりつく営みににほかならない。それだけにこうしたものに
わたしたちは情熱的に、そして極端なまでに激しくしがみつくのである。」

「ある社会において大衆運動が勃興する準備ができているかどうかを判断するためにもっとも信頼できる指標にな
るのは、どうしようもないほどの退屈が拡がっているかどうかということであろう。大衆運動の興隆に先立つ時代
について説明したすべての文献において、倦怠感が広範に拡がっていたことが指摘されている。そして大衆運動はそ
のごく初期の段階においては、搾取されている人々や抑圧されている人々よりも、退屈している人々のうちに同調
者や支持者をみいだす可能性が高い。」

「ある人物に自己犠牲をさせるには、その人から個人としてのアイデンティティと独自性を奪い去ってしまわなけれ
ばならない。その人に、ジョージとかハンスとかイワンとかタダオとかの名前を持った人物であることを、すなわ
ち誕生と死によってその存在が限られた原子のような人間存在であることを、やめさせなければならない。この目
的を実現するもっとも根本的な方法は、個人としての人間を集団としての団体に完全に同化させてしまうことであ
る。集団に完全に同一化した個人はもはや、自分もほかの人々も人間とみなすことをやめてしまう。」

「人々が自己犠牲を捧げる用意ができているためには、この世の現実から目を背けていなければならない。自分自
身の経験と観察から結論を引き出すことができる人々は普通、殉教の思想を受け入れたりはしない。というのも自
己犠牲は理性的な行為とは言えないからである。何らかの問題を調査し、熟慮したプロセスの結果として、自己犠
牲が選ばれることなどありえないことなのである。
　そのためすべての活動的な大衆運動は、運動の信奉者たちと世界の現実とのあいだに、事実によって揺るがすこ
とのできない遮蔽幕のようなものを設置しようとする。」

「統一の原動力のうちでも憎悪はもっとも近づきやすく、広い範囲に及ぶものである。個人は憎悪によって自分自
身かた引き離されて高く舞い上がり、自分の幸福や未来を忘れてしまうし、嫉妬や利己主義からも解放されるので
ある。個人はあたかも、自分と同類の人々と一体になり、大きな炎のような大衆に溶け込むことを切望している無
名の粒子のような存在になる。」

「大衆運動の団体行動において個人の独立性を喪失してしまうと、わたしたちは新たな自由を獲得する。これは恥
じる心も後悔の念もなしに他者を憎み、いじめ、嘘をつき、拷問し、殺し、裏切る行為である。大衆運動の魅力の
一部がそこにあるのは疑いのないところである。」

「模倣は、統一を作り出すための重要な原動力である。組織のなかに均質な要素が広まっていなければ、緊密に結
びついた集団が形成されることがありえない。どのような大衆運動も意志の統一と強制的な均質化を重視するが、
これは服従によってだけではなく、模倣によって生まれるものである。しかも服従というものは、掟に従うことだ
けではなく、実例を模倣することによっても生まれるのである。」

「大衆運動は言論人によって開始され、狂信者によって実現され、活動家によって強固なものにされる。」

「活動家が大衆運動を掌握するようになると、大衆運動はもはや、自分の個人的存在の苦悩や重荷から逃れるため
の避難所ではなくなり、野心家たちが自己実現するための手段となる。
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たしかに澁澤龍彦の遺作『高岳親王航海記』は
漫画化されるにふさわしい幻想奇譚かもしれない

近藤ようこはこれまでにも
夏目漱石の『夢十夜』や折口信夫の『死者の書』
津原泰水の『五色の舟』などを漫画化してきていて
それらの作品でもその表現は独特の力をもっていたが

『高岳親王航海記』は
もともと漫画的なところをもっているために
漫画化によりふさわしい作品のように思われる

漫画の第1巻の解説を担当している巖谷國士によれば
近藤ようこの漫画のスタイルは
「強調や誇張が少なく、淡々としている」
「細密な描きこみや過剰な装飾や、
飛び散る汗や、感情のどぎつい表現もない」
「花や星につつまれもしない」
「人物の表情や仕草はさりげなく、
内面をしつこく説明したりしない。
それでいてくっきりと読者の心にのこる」
と言っているが
まさにこの描き方が『高岳親王航海記』にはふさわしい

澁澤龍彦の『高岳親王航海記』は
１９８７年にほぼリアルタイムで読んでいた

読者としての読む力が足りないのもあっただろうが
当時澁澤龍彦を読み過ぎていて
少しばかり食傷気味だったことも関係したのか
そのときはあまり印象に残らなかったことを思い出す

そのときの印象の影響で
近藤ようこの『高岳親王航海記』も
読むか読まないかと迷っていたのだが
結局あらためて原作と漫画をあわせて読んでみることで
澁澤龍彦が澁澤龍彦であることや
（澁澤龍彦が当時声を失っていたこともあり）
これが遺作として書かれたことを
なるほどと感得することができた

澁澤龍彦の書くものは
どこかアナクロニズムや
「剽窃」とさえ言えるものに満ちていて
それが良くも悪しくも
澁澤龍彦が澁澤龍彦である所以なのだが

それは「何百冊、何千冊という下敷き」のなかから
澁澤龍彦にしかできない仕方で引き出し
作品を書きつづけたわけであり
巖谷國士のいうように
「そこに澁澤龍彦の存在意義がある、
大きさがあるとさえいえる」のだろう

しかもこれも巖谷國士が示唆しているように
澁澤龍彦が「思考の紋章学」の実践として
「花があればその観念を紋章化してしまいたい」
といっているのとは反対に

「彼が自称している、自分の書くことは
すべて観念的だという言葉は、じつは嘘っぱち」で
「じつは彼こそは、具体物というものの
パターン化されない、時空へとひろがってゆく
微妙な空気を伝えることのできた稀有の文章化」だった

たしかに澁澤龍彦の紡ぐイメージは
観念ではなく具体的なモノに満ちている

しかし具体的なモノといってもそこに生々しさは希薄で
それを観念的といっていたのかもしれないが
（観念とモノとのあいだに存在しているような）

『高岳親王航海記』の数々の奇譚も
観念ではなく具体的なモノを
そして具体的なモノでありながら
「強調や誇張が少なく、淡々と」
「さりげなく」描ていて
それが近藤ようこの画風に絶妙に合っているのだ

■澁澤 龍彦『高丘親王航海記』
　（文藝春秋　1987/10）
■近藤 ようこ（澁澤 龍彦 原著)
　『高丘親王航海記 I ～IV』
　(ビームコミックス　KADOKAWA　 2020/9～2021/10) 
■東雅夫 (編集)『幻想文学講義:「幻想文学」インタビュー集成』
　（国書刊行会 2012/8）



■澁澤 龍彦『高丘親王航海記』
　（文藝春秋　1987/10）
■近藤 ようこ（澁澤 龍彦 原著)
　『高丘親王航海記 I ～IV』
　(ビームコミックス　KADOKAWA　 2020/9～2021/10) 
■東雅夫 (編集)『幻想文学講義:「幻想文学」インタビュー集成』
　（国書刊行会 2012/8）

（近藤 ようこ『高丘親王航海記 I』～解説・巖谷國士「もうひとつの『高岳親王航海記』」より）

「澁澤龍彦の『高岳親王航海記』を近藤ようこさんが漫画化すると聞いて、あ、いな、やっぱりと思った。もともとすこし
漫画的なところもあるこの小説を漫画にしたらどうだろう、と以前に想像したとき、まず彼女の名が頭にうかんでいたので
ある。
　理由のひとつはいうまでもない。近藤さんはこれまで近代日本文学の名作の漫画化をつぎつぎに手がけ、どれもみごとに
成功しているからだ。夏目漱石の『夢十夜』や折口信夫の『死者の書』のような古典から、田中貢太郎の『蟇の血』や坂口
安吾の『戦争と一人の女』や津原泰水の『五色の舟』のような異色作まで、それぞれ原作の内容を忠実に伝えながらも、独
自の漫画作品に仕立ててきた。とくに太平洋戦争の時代を描く後二者など、コロナ危機にも重ねて読める現代性をふくんで
いる。
　読書家の多い漫画家のなかでも、彼女は指おりの「文学読み」なのだろうと思う。大学で国文学や民俗学を学び、いまも
文献や資料の渉猟をしている近藤さんには、研究者の一面もある。『高岳親王航海記』という一種の歴史小説の漫画化に必
要な時代考証なども、彼女なら充分にできる。
　もうひとつ、このほうが肝心だが、漫画のスタイルがいい。描き方も組み立て方も、強調や誇張が少なく、淡々としてい
る。よくある細密な描きこみや過剰な装飾や、飛び散る汗や、感情のどぎつい表現もない。花や星につつまれもしない。人
物の表情や仕草はさりげなく、内面をしつこく説明したりしない。それでいてくっきりと読者の心にのこる。
　そういう漫画のスタイルこそが、じつは『高岳親王航海記』にふさわしいはずである。この小説では風景などの描写も淡
泊で、感情や心理はほとんど表に出ない。人間関係のもつれも深まりもない。九世紀の貴人である主人公の心には「天竺」
と「薬子」と「エクゾティシズム」がぎっしりつまっているだけで、近代人に特有の不安や苦悩などとも無縁である。
　どちらかといえば近代以前の説話やメルヘンに近い物語で、事実、どの部分も古今の説話・口承や古典文学を下敷きにし
ているのだが、語り口は細部の描写にこだわらず、あっさりしている。その点がじつは、淡々とした画風を保ちながら出典
の考察までできる漫画化、近藤ようこさんにぴったりなのである。」

「原作にももともとすこし漫画的なところがある、と冒頭に書いたけれども、じつは澁澤龍彦の生前、まだ喉に「珠」ある
いは癌の宿ったことを知らずにこの小説を連載しはじめていたころ、私はその点について彼と話したことがある。第一章は
ちょっと漫画みたいですね、と私がいうと、澁澤さんはふふふと笑い、
　「うん、それもあるんだ」
　と答えた。」

「澁澤龍彦は全七章に及ぶこの小説を三年にわたって連載したのだが、第五章まで書いたあとの一九八六年九月に喉の癌を
発見され、すぐ声帯を切除されて声を失った。さらに大手術をうけて翌年に退院してから、最後の二つの章「真珠」「頻伽」
を描きあげ、八月五日に五十九歳で亡くなった。
　私は十五歳年下だが二十四年間も交遊した友人なので、病室の彼を何度も見舞った。ふと思うのだが、当時すでにこの漫
画が出はじめていたらどうだろう。きっと私は、少年親王と薬子と天竺の集うこの見開きページをあけ、澁澤さんに見せて
いたにちがいない。声をもたない彼はさっそく枕もとの紙に鉛筆で、
　「うん、これもいいね！」
　と記したのではないかと思う。ここにはおそらく漫画でしかつくりだせない、もうひとつの『高岳親王航海記』が芽ばえ
ているからである。」

（『幻想文学講義』～巖谷國士「アンソロジーとしての自我／澁澤達彦」(97.5.18)より）

「澁澤さんの晩年の本に『私のプリニウス』（一九八六年）というのがあります。連載途中で入院することになったために
後半が尻切れトンボになっていると「あとがき」にも書かれてあるように、かならずしも完成度が高くはないし、わりと地
味な本ですけれども、ここには澁澤さんの自画像みたいなものがふくまれていて、ひょっとすると鍵になる作品かもしれま
せん。
　『私のプリニウス』は、その題名からして、いろいろな意味あいにとれるでしょう。「私の」といっているところに、澁
澤さんの告白みたいな要素もありそうですね。最初からプリニウスへの愛を語っていますが、その愛というのが一種の悪口
なんです。プリニウスの『博物誌』は嘘八百をならべているとか、でたらめが多いとか、いいかげんだとか、見てきたよう
なことを見ないで書いているとか･･････そのなかで一箇所、近ごろ澁澤さん自身をめぐって話題になっている「剽窃」とい
う言葉をめずらしく使っているところがある。ちょっと引用してみましょう。

　　（※以下、引用）
　　（･･･）
　　独自の科学的な観察眼と私は書いたが、どうやらそういうものは薬にしたくも『博物学』のなかにはないと思ったほう
がよさそうだ。あきれてしまうくらい、プリニウスは独創的たらんとする近代の通弊から免れているのであった。
　どうも私はプリニウスの法螺吹きである点や、剽窃家ないし翻案家である点を強調するあまり、彼の大著執筆にあたって
の真面目な意図を無視しがちであるような気がするが、いずれは彼のすぐれた観察眼や洞察力を示す機会もあることと思
う。
　　（･･･）（※以上、引用終わり）

　（･･･）「剽窃家」という言葉が出てくる後半部を理解するために、ここでもういちど読みなおしてみないわけにはいきま
せん。とにかくだいぶ変な文章ですね。澁澤さん好みの言葉でいうと、アナクロニズム、時代錯誤をふくむ文章、なぜなら
プリニウスは古代人ですから、「近代の通弊から免れている」（笑）なんていうのは変で、じつはむしろ、これは近代人で
ある澁澤さん自身のことをいっているのではないか。澁澤さんはアナクロニズムを方法のひとつとしていた人ですから、こ
ういうアナクロニズム的な文章を書くときに、無意識だということはまずなかったろうと考えられます。
（･･･）
　「独創的たらんとする近代の通弊」云々、これがアナクロニズムが彼にとって方法的なものだったというのは、晩年の小
説などを読んだ多くの人が感じているはずで、僕も何度かその点を指摘したことがあります。
　たとえば『高岳親王航海記』（一九八七年）では、親王の骨が「プラスチックのように薄くて軽い骨だった」といってい
たり、それから本来は時代的にも地域的にもいるはずのない大蟻食なんかが出できたり。そういうくだりが、彼の小説のな
かでよく目につくんですね。
（･･･）
　アナクロニズムというのは、全然ちがう時代のものをもってきて笑いを誘うテクニックであると同時に、澁澤さんがいつ
もやっている、自分と自分の愛するものとのあいだの、いわば時をへだてた交流でもあるんですよ。
（･･･）
　澁澤さんというのは、その作品の多くに、じつは何百冊、何千冊と下敷きを使ってきた作家です。そのひとつひとつをと
りあげて、どこそこが原本・種本とおなじだ、なんてことをやりはじめると、それこそ切りがなくなってしまうでしょう。
　この点で僕が「剽窃」という言葉を使いたくないのは、法律や道徳の臭いがするからなんで、（･･･）「剽窃」という言葉
にはいつもそういう臭いがつきまとう。（･･･）
　何百冊、何千冊という下敷きを用いているということは、つまりそれなしにはこの作家の作品は成立しないということで
す。とすると。それ自体が澁澤龍彦のいわば「特異体質」なんですよ。これは彼の自我というものにかかわる特殊な事情
で。ついでに日本の近代の問題が絡まって出て来る。そこに澁澤龍彦の存在意義がある、大きさがあるとさえいえるかもし
れない。」

「『フローラ逍遙』の「あとがき。では、花なら花というものを論ずるときに、澁澤さんはそれを観念にしてしまいたい
−−−−ということは、いわば「思考の紋章学」の実践なんで、花があればその観念を紋章化してしまいたいということです。
その欲求のゆえにまず具体物から離れてしまうんだと。
　ところがあの本は、僕にはほとんど具体物との交流をくりかしているように見える。たとえばタンポポというものを彼は
愛している。タンポポというのはどんな観念かといっても、あてはまる前例がほとんどありません。そういう場所でもあの
本は書かれているように思えます。（･･･）なによりも特徴的なのは、あそこに描かれている花々が澁澤さんにとってだいた
い身近な存在だということ。端的にいえば、鎌倉の花であり、関東の花であるわけです。
（･･･）
　それなのに「あとがき」のほうでは、（･･･）「書物のなかで出会ったフローラ、記憶のなかにゆらめくフローラが、現
実のそれよりもさらに現実に感じられる」云々と書いている。だから不思議なんですね。『フローラ逍遙』の「あとがき」
については、あの本の一面のみを説明しているにすぎません。そこに欠落している部分に、澁澤達彦の最後の位置が示され
ているのではないか。『高岳親王航海記』というのもじつはそういう部分をふくむ作品で、具体物があらわれようとしてま
た消えてゆくような、あえかな、不思議な切なさがある。（･･･）
　つまり彼が自称している、自分の書くことはすべて観念的だという言葉は、じつは嘘っぱちなんです（笑）。プリニウス
と同じように嘘っぱちをいっているわけで、じつは彼こそは、具体物というもののパターン化されない、時空へとひろがっ
てゆく微妙な空気を伝えることのできた稀有の文章化だったんじゃないか、とさえ思う。」
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宮川淳の名を知ったとき
すでにその存在は去っていた
一九七七年のことだ

当時たどたどしくもようやく
その言葉をたどりはじめた頃で
どこか啓示のようなものさえ感じていたものの
当時それらの言葉はほとんど理解できないままだった

数十年経って読みなおしてみると
それらの言葉たちの若々しさ
そして痛々しく切実なまでの気負った思考さえも
どこか伝わってくるような懐かしさを感じる
そしてそれらはいまでもとても新鮮に響いてくる

宮川淳に影響を受けた
吉田喜重・小林康夫・西澤栄美子という三氏の
宮川淳をなにがしか照らし出している言葉が収められた
『宮川淳とともに』という一冊が昨年（二〇二一年）刊行され

おそらくそれを機にしてだろう
皆川博子が宮川淳について
そしてその訳したイヴ・ボンヌフォアの詩について
「群像」で連載している「辺境図書館」で語っている

そういえば宮川淳は
『ボンヌフォア詩集』を訳し刊行している

当時の世界文学全集の「現代詩集」のなかで
いくつか訳されているものを除けば（安藤元雄訳もある）
まとまって訳しているのは宮川淳だけだ

宮川淳訳のボンヌフォアの詩「フェニクス」について
皆川博子はこう語っている

「不死鳥が樹木のなかにとどまる」
「炎に身を投じては甦る不死の鳥が、
自ら不死であることをやめる。
不死であらねばならぬことは、
火の鳥にとっては、一つの束縛であった。
自ら断ち切り、死の自由を獲得する。鳥は樹木と同化する」

不死であるという「束縛」から逃れるために
不死鳥は樹木と同化し死の自由を獲得する
このイメージは深く
「私」と「世界」の謎に迫るものでもある

そしてそれはコクトーの「オルフェ」のシーンのように
「鏡」のなかに入るということともどこか通じている

根源的な存在は
まさに「不死」であり「永遠」そのものだが
「フェニクス」や「オルフェ」は
なぜ世界があり私という存在があるのか
そして私たちは死すべき存在なのか
そうした問いへとむけた
詩的な応答としてとらえることもできるのではないか

根源は自ら不死であることをやめて
世界となり「私」となることで
「死」という「自由」を得たのだ
それは生を得るということでもある

逆説的にいえば世界も「私」も
「死」という鏡のなかにはいることで
「永遠」へと反転することができる
そしてまた鏡のなかからこうして
「死」と「生」の世界へと生まれてくる

私たちは死を得たフェニクスにほかならないのだ

■皆川博子「辺境図書館 23」（「群像 2022年 02 月号」所収）
■宮川淳『鏡・空間・イマージュ』（美術選書　美術出版社　1967.3） (1967年) (美術選書)
■吉田喜重＋小林康夫＋西澤栄美子『宮川淳とともに』（水声社 2021/10）



■皆川博子「辺境図書館 23」
　（「群像 2022年 02 月号」所収）
■宮川淳『鏡・空間・イマージュ』
　（美術選書　美術出版社　1967.3）
 (1967年) (美術選書)
■吉田喜重＋小林康夫＋西澤栄美子
　『宮川淳とともに』
　（水声社 2021/10）

（皆川博子「辺境図書館 23」より）

「自分は七〇年代の化石なのだと、近頃思うようになりました。
　身のまわりに大人の全集本が溢れ、むさぼり読んだ小学生の頃を最初の読書黄金期とすれば、七〇年代を中心に六〇年代
後半ぐらいから八〇年代にかけては、第二次黄金期でした。海外の幻想文学がさかんに邦訳され、ラテンアメリカ文学が数
多く刊行されたのがこの時期でした。」
「宮川淳氏の邦訳による『ボンヌフォア詩集』に遇ったのも七〇年代でした。」
「原語の韻律の魅力やそれぞれの言葉の持つ奥行きの深さはわからないままに、それでも、異国の多くの詩を、邦訳で楽し
く摂取してきました。

　　フェニクスであることから自由になった鳥は
　　死ぬために樹木の中にひとりとどまっている

　イヴ・ボンヌフォアの「もうひとつの死の岸辺」の一節です。

　　ランプの中で油が年老い、黒ずんだように、
　　わたしたちがそうであったあれほどの失われた道のように、
　　それは樹木の物質にゆっくりとかえる。

　不死鳥が樹木のなかにとどまる、というイメージ、そうしてランプの中で油が年老いるという比喩に、私はまず、惹かれ
たのでした。炎に身を投じては甦る不死の鳥が、自ら不死であることをやめる。不死であらねばならぬことは、火の鳥に
とっては、一つの束縛であった。自ら断ち切り、死の自由を獲得する。鳥は樹木と同化する。

　　鳥はわたしたちの頭の前を行くだろう、
　　血の肩がそれのために起き上がるだろう。
　　それは喜々として翼を閉じるだろう、
　　お前がさし出してやったお前の身体、この樹木の頂に。

　　枝々の中を遠ざかりながら、それは長く歌うだろう、
　　影がその叫びの教会をとり去りにくるだろう、
　　枝々の上に刻みつけられた死のすべてを拒んで
　　鳥はあえて夜の峰をとびこえるだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　「フェニクス」」
「ボンヌフォアの詩とともに、それを訳し、巻末にボンヌフォア論を記した宮川淳の名も、深く心に残ったのでした。
　美術、文学に関する宮川淳の文集『鏡・空間・イマージュ』に接したのも、同じころでした。取り上げられた対象は、ギュ
スターヴ・モロー、ジョルジュ・ブラック、ホアン・ミロ、三岸好太郎、佐伯祐三、アンドレ・ブルトン、イヴ・ボンヌフォ
ア、清岡卓行、ベル・エポックのポスター、素朴画家たち。そして書き下ろしの「鏡について」が収録されています。」
「一九七七年、宮川淳は四十四歳で逝去。」
「ところが、今年（二〇二一年）十月に『宮川淳とともに』という一書が刊行されたのです。吉田喜重、小林康夫、西澤栄
美子の三氏による著書でした（･･･）。
　大島渚、篠田正浩とともに、日本のヌーヴェルヴァーグと呼ばれた吉田喜重監督の映画は、思い出深い作が何本もありま
す。（･･･）宮川淳と大学当時親交があった吉田氏への西澤氏によるインタビューと現代哲学の泰斗小林氏の文章が載ってい
ます。宮川淳より一世代下の小林氏と西澤氏は、宮川淳を師とされた方々です。吉田氏の懐旧の言葉に、当時の若い世代は
ジャン・コクトーの映画「オルフェ」に強い印象を受けたのではないかと思いました。鏡に手を触れると鏡面が水のように
揺れ、その奥の死の国に入って行く。それ以前に『鏡の国のアリス』もありますが、コクトーの映像は記録に残っています。
　宮川淳は、鏡の向こうに在って、静かに存在の力を及ぼしている。その波紋がこちらに拡がり続けることを願いしま
す。」

（宮川淳『鏡・空間・イマージュ』～「ランプについて　イヴ・ボンヌフォア」より）

「事物が滅び、ひとは死ぬ−−−−人間がついに理解しえず、またのがれえないこの現実、多かれ少なかれ、あらゆる文明の運
動がはじまるこの根源的な地点にイヴ・ボンヌフォアは立っている。ところで古典ギリシャ以来、西欧文明は壮大な概念の
大系として築き上げられてきたといえるだろう。概念は現実に存在し、したがっていずれは失われ、死滅すべき、この事
物、この存在から永遠の本質のみを救いあげる。だが、概念はついに存在するもの、現存とは無縁に終わるだろう。ボンヌ
フォアはこのような概念＝本質を拒否して、可感の世界、存在するもの＝現存への接近を詩に求めようとする。それは事物
や存在に宿り、それらを滅ぼすあの死、有限性、無名性を見つめることだ。だが一方、言語もまた直接性の否定だというヘー
ゲル以来の認識がある。はたして詩は、窮極において、われわれに現実的なものを与えることができるだろうか。そこに展
開される絶望と希望との強靱なディアレクティクを通じて、現存はすぐれて言語の次元のメタフィジックへと高まってゆく
だろう。（･･･）
　ここではただ、そこから生まれるボンヌフォアの詩のいわば倫理性を想い出しておけば充分だろう。詩は目的ではなく、
手段、そしてなによりも行為である。救いの行為、われわれの破産を希望に変質する行為としての詩。」

「「詩はことばの空間の中で追求されるが、しかしその一歩一歩は再肯定された世界の中で検証されるものなのだ」と『詩
の行為と場所』の終わり近くでボンヌフォアは書いている。そこにボンヌフォアの詩の倫理性があるとすれば、また逆に、
それがあくまでことば、イマージュ、要するに言語の空間のなかで追求されるところにその倫理性の詩的正統性があるとい
うべきだろう。」

（宮川淳『鏡・空間・イマージュ』～「鏡について」より）

「ポール・エリュアールは書く。

　　そして、ぼくはぼくの鏡のなかに降りる
　　死者がその開かれた墓に降りてゆくように

　コクトオのオルフェもまた鏡をとおりぬけて冥府に降りてゆく。そして、なによりもわれわれは鏡のなかに落ちることを
おそれるのだ。」

（『宮川淳とともに』～「Ⅲ Requiem」より）

「−−−−《死》がどんな果実だと、詩人は言うのか。ぼくたちの光のなかで成熟するこの夜。だが、それはひとつの同じ夜
だ。あなたの夜は、またわたしの夜だ。だが、この夜には裸身では跳び込めない。そこではあらゆる裸身が消えるからだ。
そこへ。その荒地へ。言葉ではなく、水よ。わたしの肉体を搬べ！」（一九七七年）
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〈わたし〉は
なにを「所有」している
といえるのだろう
そして「所有」しているという
〈わたし〉とはいったい誰だろう

法によって社会制度的に
あるいは契約というあり方において
〈わたし〉が「所有」しているとされるものがあるが
いうまでもなく制度や契約を離れたとき
その〈所有［権］〉は保証されるとはかぎらない

それにもかかわらず
いやそうであるからこそ
多く人はみずからの〈所有［権］〉に執して止まない

さらに〈わたし〉は
〈所有［権］〉としてではなく
〈わたし〉に付随する名や評価を
みずからに「所有」するものとしてとらえ
それらにもまた執することを止めない

さらにいえば〈わたし〉はじぶんの身体を
「所有」していると素朴にとらえ疑わないでいるが
必ずしもそうとであるとは言えない

「これはわたしのものだ、
だからそれをどうしようとわたしの勝手だ」
ともいえないことは
たとえば自殺することを考えてみるだけで明かだ

さらにいえば身体をこえたところにあるだろう「心」を
〈わたし〉は「所有」しているといえるだろうか

こうしたことを考えていくと
「所有」するということが
さまざまな次元で異なった捉え方をされ
しかもさまざまな矛盾のもとにあるということがわかる

上記は「所有」に伴うさまざまな執心について
ごく普通に挙げてみたものだが

今回の鷲田清一「所有について」の論考は
ヘーゲルやクロソウスキーなどの視点から
「人格と身体の連帯性の破棄」について論じられている

「所有」と「帰属」の問題等から
ヘーゲルの論じている
「人は所有者であることを止めることによって所有者になる」
という〈所有〉をめぐる逆説から

クロソウスキーは
「所有主体もまた代替可能」であり
「〈わたし〉の存在もまた所有の論理に呑み込まれ」
「〈わたし〉の同一的存在とその固有性もまた、
レトリカルな仮構である」とする

であれば根源的には
〈わたし〉はいったいだれが
「所有」しているといえるのだろうか

「身体から、〈わたし〉による所有（権）を解除する」
のだとするならば
役者が役に憑依されそれを演じるように
〈わたし〉という身体も
「だれでもありうる」ということにもなる

さらには〈わたし〉という人格もまた「ペルソナ」であり
その「ペルソナ」そのものについても
「所有（権）を解除する」こともあり得るだろう

こうしたことをさまざまに考えていけば
はたして〈わたし〉が〈わたし〉であることは
いったいどういうことなのか
そう問い続けながら
迷路をさまよっていかざるをえなくなる

■鷲田清一「所有について　11人格と身体の連帯性の破棄」
　（「群像 2022年3月号」講談社　2022/2　所収）



■鷲田清一「所有について　11人格と身体の連帯性の破棄」
　（「群像 2022年3月号」講談社　2022/2　所収）

「わたしの体、服、鞄、部屋、家族。わたし［たち］の学校、会社、そして国･･････。世界は何ものかとして現れるだけで
なく、だれかのものとしても現れる。（･･･）モノとの関係、人との関係、あるいは能力とか成績とか履歴。そういうこと
がらの隅々にまで、それが「だれのものか」という判断が浸透しているという、あえていえば強迫的な事実は、社会をどの
ような磁場へと引き込んできたのか、という問題といいかえてもよい。〈所有〉をめぐっては、土地の境界にしても、物品
の帰属と所有者が有する権利についても、能力と報酬の査定にあっても、現代人は強迫的なまでに緻密にそれを決しようと
する。一人ひとりの存在の内実は、その人が自由に用い、また処理できるものとして何を所有しているかに、ひたすら置き
換えられてきた。しかもその所有は、他者による浸蝕や介入をきびしく監視するような、いってみれば《免疫》機構のよう
な排除性や閉鎖性を特徴としている。〈所有［権］〉という、過剰なまでに緻密化しかつ偏在化したこの観念的＝制度的な
システムが、どのような歴史的脈絡において成立し、増殖し、そしていまどのような境位にあるのか。
　わたしたちがこうした問題提起の核にまず据えたのは、次のような問いであった。第一に、〈所有［権］〉という観念が
どのような意味で、近代の市民的自由というものの礎となり、またその過程で逆に、桎梏ともなってきたのかということ。
第二に、「～のものである」という（所有者へのモノの）〈帰属〉の問題は、〈所有〉のそれと同一視できるものなのかと
いうことである。
　さらにそれに併せて、次のようないくつかの問題も、付随的というよりは右の問題と内在的につながるものとして提示し
ておいた。一つは、所有権をもつということは、当該のものについて可処分権（もしくは自由処分権）があるということと
同一のことを意味しているのかという問題である。あえて雑駁な言い方をすれば、「これはわたしのものだ、だからそれを
どうしようとわたしの勝手だ」という理屈は正当なものかということだ。
　いま一つは、〈所有〉の問題は〈もつ〉という問題とおなじであるのかということである。別の言い方をすれば、「ある」
ということと「もつ」ということの関係はそのまま〈存在〉と〈所有〉の関係といえるのか、とりわけ〈所有〉ははたして
（対象を持つという他動詞的な意味での）「もつ」と同一の事態をいっているのかどうかということである。
　そしてこうした疑問は、〈所有〉を表してきた二つの語がそれぞれにみずからを裏切るような反転性を有しているという
語彙上の問題とも関連する。まず、property。この語は、一方で〈所有（権・物）〉を表すが、他方で、物や人の〈固有〉
性を表しもする。つまり、所有（権・物）という譲渡可能なものと、固有性という譲渡不可能な、つまり代替不能なものと
を、同時に表すということである。次に、possession。何かをじぶんのものとして持つこと（占有）を表すこの語は、同時
に、何かに取り憑かれていること（憑依という被占有の状態）を表すということである。」

「人は所有者であることを止めることによって所有者になるという、〈所有〉をめぐる逆説を、ヘーゲルは提示した。彼自
身の言葉でそれを再度確認すれば、〈所有〉のプロセスというのは、「私が他の者と同一的なある意志のうちに、所有者た
ることをやめるかぎりにおいて、私は対自的に有る所有者、他の意志で排除する所有者であり、かつありつづけるという矛
盾がそのなかであらわれて媒介される過程」であるとしたのだった。
　ここに提示されているのはなかなかにきわどい論点である。（･･･）
　一つは、〈所有〉という事態には「放棄＝譲渡」の可能性が不可欠の前提として含まれているという点である。
（･･･）
　そうだとすると、所有する主体としての〈わたし〉の存在もまたいずれ、〈所有〉の論理に呑み込まれざるをえない、そ
うした理路を撥ねつけえないことになる。これは、身体もまた所有の対象となる外的な物件（＝わたしの身体 mein 
Körper）の一つに数え入れることができるということ、身体はまぎれもない〈わたし〉の「自由の現存在」（＝わたしのも
の das Meinige）であるということとのあいだにヘーゲルが敷いたその隘路を、ふたたび閉じてしまう。これが第二の論点
である。（･･･）
　そして第三の論点、これは〈わたし〉という所有する主体の自己同一性にかかわるものである。身体や生命はほかならぬ
わたしのこの現存在として、ほんらいは所有の対象ではありえないものである。わたしはそれらに養われており、それらは
つねにわたしのもとにあるものであって、すくなくともそれらはわたしの存在にとって「外的」なものではないし、わたし
はそれらを意のままにできる「主人」なのでもない。」

「ヘーゲルにおける三つのきわどい論点を、いっそう尖ったかたちで再提示した人に、二十世紀という百年をほぼ併走して
生きたフランスの思想家、ピエール・クロソウスキーがいる。その彼は、著書『ルサンブランス』（一九八四年）に収めら
れた「ステレオタイプの使用と古典的統辞法によってなされる検閲について」という論考を、ヘーゲルの言葉をそのまま復
唱するかのように、次の一文で締め括っている。−−−−「私の財は、これを譲渡することによってのみ、私にとって譲渡不可
能なものであり続ける」。
（･･･）
　ここでは、ヘーゲルの「きわどい論点」として先に析出した三つのものが、集約されて語られている。すなわち、
　　①〈所有〉にはその不可欠の前提として放棄＝譲渡の可能性が含まれていたが、そこから所有主体もまた代替可能であ
ること。
　　②〈所有＝固有〉はすでに非固有性という契機に蚕食されており、そのかぎりで〈わたし〉の存在もまた所有の論理に
呑み込まれること。

　そして。
　　③〈わたし〉の同一的存在とその固有性もまた、レトリカルな仮構であること。
　が、ここではより先鋭なかたちで語り出されている。
（･･･）
　クロソウスキーによれば、身体と〈わたし〉との結びつきは偶然的なものでしかなく、したがって、身体は「わたしの所
有物」ではなく、むしろ「ひとつの通過地点」（unlieu de passage）にすぎない。そう指摘するアラン・アルノーは、、ク
ロソウスキーにおける身体の観念を次のように解している。−−−−肉体（身体）は、ひとつの舞台（scène）であり、した
がって、あらゆる舞台と同様に、そこで演じられる見世物しか、また、時の経過のあいだに進行する出し物しか存在しない。
この見世物は、別の舞台でも催されることができるであろう。
（･･･）
　ここから浮かび上がってくる身体イメージは、わたしがわがものとして所有する身体のイメージとは大きく異なる。ここ
にあるのは「「私」の中に不定形な無数の力が入り込んでいるというヴィジョン」である。いいかえるなら、ここにあるの
は、「私」と「身体」との内密で自己閉鎖的な関係ではなく、むしろ「「私」の分裂であり、多数化であり、偏在化であ
る」。」

「さらにこれに重ねる必要があるのが、（･･･）ある身体がわたしの身体であることと、それがわたしによって所有されてい
るということとは、同一の事態ではないという論点である。
（･･･）
　人格概念の論理的原初性という第一の論点と、わたしの身体の存立それじたいがすでにより根源的な同化＝自己固有化の
結果であるという第二の論点を重ね合わせれば、「身体から、〈わたし〉による所有（権）を解除する」こととしてクロソ
ウスキーが描きだしていた身体の状況が、正確には、だれかのものでもあるというのではなく、むしろだれでもありうると
いうことなのだということがわかる。
　「私の財は、これを譲渡することによってのみ、私にとって譲渡不可能なものであり続ける」ということ。ロックの語彙
でいえば、人はだれでも自身の身柄［身体］に対するプロパティをもつというプロセス（自己固有化appropriation）のプロ
セスでもあるということが、ヘーゲルからクロソウスキーに受け継がれたもっとも重要な論点であった。そしてこれはまぎ
れもなく、わたしの身体はわたしの《私有財産》であるという幻影を生じさせる当の、まさにきわどい論点でもあった。」

「身体がいろんな人物になるということ、それを生業としているのが俳優である。身体はパーソンの憑かれる（possessed
＝占有される）。いいかえると、身体は俳優としてある。
　（･･･）
　わたしたちは、〈所有〉の演劇的起源という、これまでとは別の問題圏へと誘われる。所有と譲渡・祭祀との概念的つな
がりの探求である。そのとき、占有（possession）ということが同時に憑依でもあるということの意味するところ、さらに
は、「私の財は、これを譲渡することによってのみ、私にとって譲渡不可能なものであり続ける」という固有（prooriété）
と譲渡（alienation）［脱固有化］の共範的な関係にも、あらためて光を当てることになるだろう。」
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「人新世」という視点が
提起されるようになって久しいが
その議論のなかでは
人間から切り離されたところで
環境を論じることはできなくなっている

その意味でとくに二〇一〇年以降
人文学全体において従来の専門分野の壁を超えて
隣接分野との協働というかたちで
環境をめぐる人文学的なパースペクティブをもった
「環境人文学」が発展してきている

そんななかで人類学的な探求として
「マルチスピーシーズ（ＭＳ）人類学」関係の著作が
このところ続々と刊行されてきていて目が離せない

それは「人間という単一種から離れて、
微生物から昆虫、動植物だけではなく
地球外生命にも目を向け、多種の共同体を取り上げて
その中に人間を位置づけ直してみることを、
民族誌という人類学の強みに拠りながら探っていく」ものだ

その際気になるのが
「人間」をどうとらえるかである

人間から切り離された環境はない
と同時に
人間だけではなく人間をこえた諸存在も含めて
人間をとらえなおす必要がある

「マルチスピーシーズ民族誌」と「環境人文学」を
跨いで使われる語に「人間以上（more-than-human）」
という語があるというが
その際にとらえられる「社会性」にはいまや
人間と非人間の両方を含んだ
「人間以上の社会性」なのだという

今回ご紹介している『モア・ザン・ヒューマン』は
シリーズ「人間を超える」の第一巻目

「人間以上」ではなく「人間を超える」
という表現がなされているのは
「人間以上」ということで「人間を捨象している」のではなく
「「人間」を含みながらその外を取り込んでいる」
という視点であることを意識化するためのようだ

もはや地球には
人間の影響を受けない環境はないとしながらも
その「人間」という存在の「外」の諸存在をもふくんだ
「人類学」であろうとしているが

それは「人類−学」でありながら
「超人類−学」あるいは「拡張された人類学」
とでもいえるようなものになってきているのだといえる

その意味ではもはやすでに
現在のような狭義の人類という存在は
旧人類的な存在になろうとしているのかもしれない

「モア・ザン・ヒューマン」には
人間がもっと人間になることが求められるように
人間は自らを含みながら拡張していくような
そんな存在でなければならない
そんな課題がそこにはあるのだろう

■奥野克巳／近藤祉秋／ナターシャ ファイン 編
　『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』
　（シリーズ人間を超える　以文社 2021/9）
■鼎談　奥野克巳×近藤祉秋×結城正美　シリーズ「人間を超える」（以文社）
　「「人間以上」という問い――Ｍｏｒｅ‐Ｔｈａｎ‐Ｈｕｍａｎ」
　（図書新聞　2022年2月12日　所収）



■奥野克巳／近藤祉秋／ナターシャ ファイン 編
　『モア・ザン・ヒューマン マルチスピーシーズ人類学と環境人文学』
　（シリーズ人間を超える　以文社 2021/9）
■鼎談　奥野克巳×近藤祉秋×結城正美　シリーズ「人間を超える」（以文社）
　「「人間以上」という問い――Ｍｏｒｅ‐Ｔｈａｎ‐Ｈｕｍａｎ」
　（図書新聞　2022年2月12日　所収）

（『モア・ザン・ヒューマン』～奥野克巳「序論　モア・ザン・ヒューマン」より）

「一九七〇年代の環境哲学、一九八〇年代の環境史、一九九〇年代のエコクリティシズム、二〇一〇年代の実
在論哲学、マルチスピーシーズ民族誌やアートと人類学などの研究にみられるように、二〇世紀後半から現在
にかけて、社会科学を一部含めた人文学の諸領域において、人間の周囲の環境や非人間的存在をめぐって、顕
著な研究の進展が見られた。こうした動きは、従来の専門分野の壁を超えた隣接分野との協働というかたちで
現れることが多いが、漸次個別に発展した、小さな学際的な動きの先に、人文学全体において結わえる大きな
領域横断的試みが今日、「環境人類学」として発展してきている。」

「人新世との関わりでは、人間活動の影響が及んでいない環境はもはやなく、人間から切り離したかたちで環
境を論じることは意味をなさないという議論の広がりとともに、環境問題を人間の問題として考える方向性が
明確に打ち出されていったとされる。環境人文学は、新しい研究対象や手法を提示するというものではない。
二〇世紀後半行以降の小さな学際的動きの中で蓄積されてきた、環境をめぐる人文学的なパースペクティブ
が、とりわけ二〇一〇年以降に発展してきているのである。
　マルチスピーシーズ民族誌と環境人文学を跨いで使われる語に「人間以上（more-than-human）」という語
がある。学術用語として初めてこの語を用いた、エコクリティシズム研究者ディヴィッド・英ブラムの用語法
としては、それは、物質的であるだけでなく、精神的なものを含めた存在や現象のことを指していた。
　チン（マルチ・チン）は、彼女の初期の著作では恥ずかしながら、社会的なことを「人間の歴史と関係があ
る」ことと定義していたことを吐露している。それに続いて、「今では、それはとても奇妙なことのように思
える。社会性の概念は、人間と人間でないものを区別しない。「人間以上の社会性（more-than-human 
sociality）」は両方を含む」と述べている。「人間以上の社会性」という概念は、人間と非人間の両方を含む
のである。
　チンがそのことに気づくようになったのは、ある菌類学者にインタビューした時からだったという。その研
究者に研究内容を尋ねた時、「キノコの社会学（mushroom sociology）」という答えが返ってきた。チンはそ
の後、人間だけでなく、非人間のキノコもまた社会的な存在であると見ることができるようになったという。
彼女は、社会生物学者や進化心理学者を慎重に排除しているが、自然の中に社会的なものを見る研究者たちと
協働すれば、社会的関係やネットワークをどのように研究するのかをともに考えていくことができるだろうと
述べている。今日マルチスピーシーズ民族誌研究の第一人者であるチンにとってさえ、「人間以上の社会性」
へと「改心」する契機が必要だったということは、逆に、社会的であることが人間だけに限って語られること
が一般には圧倒的に多いという事実を示している。」

「人間による地球の環境変動が取り沙汰されるようになった今日、人間という単一種から離れて、微生物から
昆虫、動植物だけではなく地球外生命にも目を向け、多種の共同体を取り上げてその中に人間を位置づけ直し
てみることを、民族誌という人類学の強みに拠りながら探っていくのがマルチスピーシーズ民族誌であった。
その試みは、人類学という既存の学問の枠だけにもはや収まるものではなくなっている。他方、環境人類学は
人間と人間が住まう環境や自然、生物やモノとの関係性を、今日の複雑な政治・経済・社会および科学技術を
めぐる文脈の中に位置づけて、既存の人文諸学の垣根を越えて、その近未来的な展望を果敢に切り拓こうとし
ている。それはマルチスピーシーズ民族誌を含みながら、人新世の時代において今後人文諸学が取り組むテー
マを明確に示しつつ、諸課題に実質的にあたるための手がかりを与えてくれるだろう。」

（「人間以上」という問い」より）

「近藤／今回のシリーズ名の「人間を超える」を英語にすると「Beyond the human」となり、その第一巻目が
「More-Than-Human」です。この二つは同じ意味で使われていることが多いと思いますが、私は少し違うニュ
アンスで受け止めていました。Beyond the humanは「人間」とそれ以外の存在の間に線を引いて、その線の
「外」を目指していく感じがします。それに対してMore than humanは「人間」を含みながらその外を取り込
んでいるという意識があります。
　ＭＳ人類学に対して「人間を捨象している」という批判がなされることがあります。確かにＭＳ人類学はポ
ストヒューマニティーズの影響を受けているかもしれませんが、先ほど説明したようにMore than humanとい
う言い方は決して人間を捨象していない。それどころかアボリジニ研究の泰斗でオーストラリアのＭＳ研究を
牽引したデボラ・バード・ローズのように、ポストコロニアルの議論をうまく取り込んだうえでＭＳ論を展開
している人もいます。「ＭＳ］は、フェミニズと科学技術論、政治生態学、先住民研究、デザイン研究などの
さまざまな分野の論者が化学反応を起こしているような多様な運動体としてあると思います。」

◎『モア・ザン・ヒューマン』目 次

序論 モア・ザン・ヒューマン 人新世の時代におけるマルチスピーシーズ民族誌と環境人文学(奥野克巳)

第一部 人間と動物、一から多への視点
第一章 インド中部ヒマラヤの種を超えた関係性(ラディカ・ゴヴィンドラジャン/宮本万里)
第二章 工業型畜産における人間-動物の労働(アレックス・ブランシェット/吉田真理子)
第三章 人間-動物関係をサルの視点から見る(ジョン・ナイト/合原織部)
総論I(奥野克巳/近藤祉秋/大石友子/中江太一)

第二部 人間的なるものを超えた人類学の未来
第四章 モンゴルの医療、マルチスピーシーズ・ストーリーテリング、マルチモーダル人類学(ナターシャ・ファ
イン/村津蘭)
第五章 森の思考を聞き取る人類学(エドゥアルド・コーン/近藤宏)
第六章 想像力を駆使し、可能性の彼方に人類学を連れ出そう(アナンド・パンディアン/山田祥子)
総論II(奥野克巳/近藤祉秋/大石友子/中江太一)

第三部 モア・ザン・ヒューマンの人類学から文学、哲学へ
第七章 外臓と共異体の人類学(石倉敏明/唐澤太輔)
第八章 エコクリティシズムのアクチュアリティ(結城正美/江川あゆみ)
第九章 仏教哲学の真源を再構築する(清水高志/師茂樹)
総論III(奥野克巳/近藤祉秋/大石友子/中江太一)

あとがき マルチスピーシーズ人類学から本書を眺望する(ナターシャ・ファイン)
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やさしいことを
わざわざ難しそうに書くひとも
難しいことを
難しく書くひともいるが

できるならば
難しいことを
やさしく書ければいいと思っている

かんたんな言葉で
やさしく書かれているとわかりやすいかといえば
むしろそのことでもっと難しくなったり
誤解されたりすることもあるけれど

かつてずいぶんその本にお世話になった赤瀬川源平さんが
２００５年（六十八歳のころ）にだされた
「大人の絵本」がこうして文庫化されている

むかしは「当たり前のことは無視」し
「当たり前を超えるもの」「ばかりを
追いかけ」ていたけれど
「当たり前のものを見るのが面白くなってきた」という
無視されていたものは
「じっと見ているともじもじし始める」ようだ

テーマは「自分の謎」
「自分が自分であること」

はじめはじぶんの顔を鏡に映す話だ
鏡を見るのが嫌だという
「自分はここにしかいない」のに
じぶんではない「鏡の中の人」がこちらを見ているから

鏡というのは
じぶんの意識のあり方を象徴しているところがあって
鏡に映っているじぶんを
たんじゅんにじぶんだと思っている人は
おそらくどんなものを見ても
そこにじぶんを映してみることは少ないのではないか

世の中には世界に起こるさまざまに
じぶんを照らしてみることをしないひとがいる
そしてときにじぶんを問わずに
批判的で攻撃的になったりもする

ほんとうはどんなことも
じぶんの意識には反射しているはずで
それが無意識の中で影になってしまうこともあって
そしてときにその影に復讐される
もちろんその影もじぶんではないと思っているから
それに対する態度も同じである

次にとりあげられているのは「痛い」問題である
爪や髪は切っても痛くないけれど
じぶんの多くのからだの部分は切ると痛い
もちろん麻酔をかければ痛みはないだろうが
麻酔が切れればやはり痛い

そういえば萩原朔太郎に「死なない蛸」の話がある
水槽のなかで飢えた蛸が
じぶんの足からはじめてすべて食べていく話だ

痛い痛くないは別として
じぶん（のからだ）はどこからどこまで
じぶんなのだろうかという問いへ
そして死とはなにかという問いへも
つながっていくことにもなるだろう

また「一つだけの問題」は
じぶんはなぜここにいるじぶん一人だけなのか
みんなにもそれぞれじぶんがいるのに
ということへの問いである
独我問題でもあるが
この問いもとてもたんじゅんなのに
どこまでも難しいもんだいのひとつである

このように
「自分が自分のことを考える」ことは
「当たり前」のようでいて
ほんとうはどこまでも「最後の一点」は見えない
けれどその見えない一点をじっと考えていくと
なにかが見えてくるような気がしてくることもある

「当たり前のこと」は面白いけれど
ほんとうはいちばん難しい

■赤瀬川 原平『自分の謎』
　(ちくま文庫 筑摩書房 2022/2）



■赤瀬川 原平『自分の謎』
　(ちくま文庫 筑摩書房 2022/2）

（「あとがき」より）

「若い頃は文章を書くのに難しい言葉ばかり使っていた。難解なものほど凄いという風潮もあり、よけいそう
なっていたと思う。でもそのうち「難解」がただのスタイルだとわかり、自分で恥ずかしくなってやめた。世
の中に難解な問題はたくさんあるけど、言葉が難解では肝心の問題までたどりつけない。
　文章や本というのは、農業みたいなものだと思う。形のいい物を作っただけでは何にもならない。それが
ちゃんと食べられて、食べた人の体内で分解されて、身になってこそのものだと思う、本当にそうなっている
かどうか、というので読まれ率が気になる。
　そんな思いがだんだん表にでてきて、この大人の絵本のような形ができた。」

「自分が自分であることはあまりにも当然で、しかも強制的で、誰にも逃れられない。みんな確実に自分であ
る。（･･･）
　遺伝子は継承できるようだが、自分は継承できない。一代限りだ、譲渡もできないし、交換もできない。貸
与もできない。これを不思議といえばいいのか、当たり前といえばいいのか。」

「むかしは当たり前のことは無視していた。それよりも、当たり前を超えるものを見たいと、そればかり追い
かけていたように思う。それでどうにかなったかというと、案外どうにもなっていない。
　それよりも、当たり前のものを見るのが面白くなってきた。当たり前だと無視していたものが、じっと見て
いるともじもじし始める。ぼくだって人にじっと見られていると。気まずくてもじもじしれしまうものだが、
当たり前のものにもそれと同じような関係があるらしい。
　自分が自分のことを考えるというのは、人間の脳が脳のことを考えるのと同じで、最後の一点が見えないは
ずのものだが、でももじもじはしてくるようである。そのもじもじラインを繋いでいくと、不可能な一点が推
察できるような気がして、こういうものを書いてみた。」

（「Ⅰ　目の問題」より）

「鏡を見るのが嫌な人と、嫌でない人がいる。ぼくは嫌なので困る。
　なぜ嫌なのか、自分でもわからなかったが、よく考えたら、わかってきた。」

「鏡を見ると、人に見られるからだ。鏡に映っているのは自分だけど、その自分という人の目がこちらを見て
いる。それがどうも嫌で、そんなに見ないでくれと、本当はそう言いたい。」

「鏡を見るのが平気な人は、たぶん鏡の中の人を、こちらが見ているのだろう。」

「ぼくの場合、見ようと思いながら、どうしても見られてしまう。」

「自分の目でも、鏡を見たらその視線が反射してこちらに向かう。だから鏡を見るのは嫌なのだけれど、みん
なはどうなのだろうか。」

「鏡の中にいるのは、自分のようだけど、あれは自分ではない人だ。
　自分はここにしかいない。」

（「Ⅱ　痛い問題」より）

「爪切りで爪を切りながら考える。爪は切っても痛くない。自分の足の爪なのに、自分にはぜんぜん痛くな
い。爪は自分じゃなうのだろうか。」

「実験はできないけれど、自分の体を痛いのと痛くないのに分けていったら、痛いと感じる最後はどこになる
のだろうか。」

（「Ⅳ　一つだけの問題」より）

「子供のころ、自分は何故ここにいるのかと考えた。友だちにＡちゃんやＢちゃんやＣちゃんがいるけど、み
んなそれぞれ向こうにいる自分らしい。自分は何故この、ここにいる自分になっているのか。」

「人間の大人の話では、幼児期のこの種類の思いのことを貴種願望と言うらしい。自分だけ特別で周りとは違
うという感覚。でもこれ、願望だろうか。自覚ではないのか。自分がここに一人しかいないのは事実だから、
自分が貴種であることは確かなのだ。
　人間はこの世に数えきれぬほど大勢いるが、自分だけはみんな貴種だ。
　人類は全員は貴族なのである。」

（「Ⅴ　強い自分　弱い自分」より）

「人間は肉も食べるし草も食べる雑食系だから、強い自分と弱い自分が同居しているらしい。
　それが時に応じて変換しながら、たとえばの話、人生の前半は強い自分が生活を切り開き、広範になると弱
い自分が場所を得て、俗に人間が丸くなったといわれたりする。」

「歳をとって認知（ボケ）るのは、弱い自分のあらわれだろう。もの忘れというのは、それを覚えている自分
と覚えていない自分が、時を変えてあらわれることだ。
　二つに割れなかったはずの自分だけど、人生の時間軸の中では、それが少しずつ砕けて、そのカケラが出没
を繰り返している。」
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「統計」そのものがもつ問題や信憑性は
とりあえず置いておくとしても

ニュースで報道される「数字」は
とくに「見出し」に見られるように
ほとんどのばあいその文脈や根拠
そして他データとの比較がなされることは少ない
わかりやすさと強い印象づけのためだ

そして多くは伝えたい「結果」ありきで
わかりやすく見える「数字」だけが示される
そこには視聴者がそれをもとに考えていく視点はない

その背景にあるのは
視聴者の科学信仰とメディア信仰であって
示された「数字」もまた信仰されてしまうことになる

ここ数年のＣＯＶＩＤ−19をめぐっての報道は
そのことを再確認するための恰好の材料ともなっている

ＳＮＳ等も含むメディアでの異論の検閲や
限られた視点以外はとりあげられない海外報道など
ある意味で第二次世界大戦中の大本営発表のようにも見える

本書はイギリスでの事例を含む視点だが
日本でも同様にそうしたバイアスの形成を
避けるためのガイドとして有効である

以下の引用にジャーナリスト向けに示された
１１のガイドのタイトルを挙げておいたが
その視点から一般のわたしたちも用心すべき点を
いくつか敷衍するとすれば次のようになるだろうか

まず「数字」がどのようなところで
どのように使われているか
その文脈を意識すること
ときにその文脈以外の視点が排されていることがある

また「数字」が示されるとき
それと比較可能な数字も示されているかを確認すること
（たとえば通常年のインフルエンザ等による影響との比較など）

使われている「数字」の出所（権威）がどこにあるのか
また「出所」の「意図」がどこにあるのかを
用心しながら「数字」を理解すること

「数字」がチェリーピッキング（いいとこ取り）である
その可能性を常に意識してそれを受けとること
（その場合ネガティブな結果は隠蔽される可能性が高い）

「出所」の「意図」に関係して
それによる諸利益の有無について意識的であること
多くの場合利益を得る「出所」の「意図」が
そこに深く関わっている可能性は高い

「数字」の出所（権威）に対して
批判的な視点があるとすれば
視点を比較できるようにしておくこと
（大本営発表の「数字」だけでは事実は見えない）

原因と結果との関係づけに
明確な根拠があるかどうかに注意深くあること

「数字」のその影響について
その「出所」が責任をとり得るかどうかを確認すること

本書の序にあるように
「数字」を受けとる際に気をつけなければならないのは
「数字が表しているのは人間、
そうでなければ人間にとって重要な何か」であって
「数字」そのものを鵜呑みにしないようにすることだろう
「数字」を読むときにも
そのためのリテラシーが必要ということだ

■トム＆デイヴィッド・チヴァース（北澤京子訳）
　『ニュースの数字をどう読むか ――統計にだまされないための22章』
　 (ちくま新書　筑摩書房 2022/2）



■トム＆デイヴィッド・チヴァース（北澤京子訳）
　『ニュースの数字をどう読むか ――統計にだまされないための22章』
　 (ちくま新書　筑摩書房 2022/2）

（「序」より）

「本書で私たちは、数字について多くのことを語りたいと思っています。数字がメディアでどのように用いられているかに
ついて、そして数字がいかに間違い、また誤った印象を与えているかについて。しかし、このとき気を付けなければならな
いのは、こうした数字は何かを表しているということです。たいていの場合、数字が表しているのは人間、そうでなければ
人間にとって重要な何かです。」

「私たちはたいていの場合、数字には正解と不正解があると考えますが、それもやはり、多くの場合必ずしも正しくありま
せん。少なくとも本書に出てくるような数字では。たとえば、恐ろしげですが一見シンプルな数字、ＣＯＶＩＤ−19の総死
亡者数を例にとりましょう。この場合、私たちはどの数字を使うべきでしょうか？　検査で診断が確定した〝確認済みの〟
死亡？　それとも、今年の死亡者数を過去数年間の死亡者数の平均と比べた〝超過〟死亡でしょうか？　この２種類の数字
のどちらを用いるかによって答えはかなり違ってきますし、どちらを使うべきかは、答えようとする質問によります。どち
らも誤りではありませんが、どちらかが〝正解〟というわけでもないのです。」

（「第１章　数字はどうやって人を欺くのか」より）

「ＣＯＶＩＤ−19によって世界中の人々は、いちかばちかの超特急で、統計の概念を教えこまれました。人々は突如とし
て、指数曲線、感染致命割合（ＩＦＲ）と致命割合（ＣＦＲ）の違い［ＩＦＲ（infection farality rate）は感染者に占める一
定期間内の死亡者の割合、ＣＦＲ（case fatality rate）は確定診断された患者に占める一定期間内の死亡者の割合］、擬陽性
と偽陰性、信頼区間といった用語を理解しなければならなくなりました。そして、こうした用語の中には明らかに複雑なも
のもありましたが、「ウイルスによる死亡者数」といった単純極まりないと思われるものですら、意味がつかみづらいこと
がわかってきました。第１章では、一見したところ単純明快な数字が、驚くべきやり方でいかに人々を欺くかを見ていきま
しょう。

「ニュースの読者やジャーナリストにとって重要なのは、記事の見出しに出て来る数字はより複雑な現実を隠していること
があり、それを理解するためには、さらに掘り下げてみる必要があるということです。」

（「第22章　グッドハートの法則」より）

「経済学の古いことわざに、グッドハートの法則というものがあります。イングランド銀行の前の経済アドバイザーである
チャールズ・グッドハートにちなんで名づけられました。「ある測定値が目標になってしまうと、それはもうよい測定値で
はなくなる」という意味です。ドライに聞こえるかもしれませんが深い含意があります。そして、一度気が付くと、それが
至るところで起きていることに気づきます。意味するところは、何かをどの程度うまくやれているかを評価するために使う
基準は、それが何であれ、人が操作してしまうということです。
　古典的な例は教育です。
（･･･）
　教師の中には、目標を達成するのにもっとも早くもっとも簡単な方法を見つけようとする人がでてきました。そして、
もっとも早くもっとも簡単な方法は、アリストテレス式のバランスの取れた教育（すなわち「健全な身体に宿る健全な精
神」を確かなものにし、児童の好奇心を促し、個々の強みを引き出すような教育）ではありません。もっとも早くもっとも
簡単な方法は、児童に過去問を山ほど与えて、試験に何が出そうかを教えることです。もっとも早くもっとも簡単な方法
は、評価システムを操作することなのです。
（･･･）
　医療においても同じようなエビデンスがあります。」

「イギリスのＣＯＶＩＤ−19対応が（検査を含めて）適切だったかどうか、そして、そうでなかったなら誰に責任があるの
かは、公の審理が避けられない問題であり、分かるまでに今後数年はかかるでしょう。（･･･）目標値、評価の基準、そして
統計について読む（または書く）際は、それ自体が大切なのではなく、あくまで大切なことの代理であるということを覚え
ておいてください。」

（「結論および統計スタイルガイド」より）

「私たちがもっとも重要と考えること、数字に責任を持つジャーナリストのための統計スタイルガイドをお示しします。」

「①数字を文脈の中に置きましょう
　　それは大きな数字ですか？　と自分に問いましょう」

「②相対リスクだけではなく絶対リスクも示しましょう
　　焦げたトーストを食べるとヘルニアが50パーセント高くなると言われたら心配になります。しかし、ヘルニアがどのぐ
らい多いのかをまず言ってくれなければ無意味です。」

「③自分が記事に書いている研究が先行研究の公正な代表かどうかを確認しましょう」

「③自分が記事に書いている研究が先行研究の公正な代表かどうかを確認しましょう」

「④研究のサンプルサイズを示しましょう−−−−小さければ用心しましょう」

「⑤科学はｐ値ハッキングや出版バイスなどと戦っているという問題を意識しましょう」

「⑥予測値を１つの数字として出さないでください。信頼区間を示して説明しましょう」

「⑦何かが何かの原因であると言ったりほのめかしたりしている場合は注意しましょう」

「⑧チェリーピッキング（いいとこ取り）やランダムなばらつきには用心しましょう」

「⑨ランキングには気を付けましょう」

「⑩常にネタ元を示しましょう」

「⑪間違えたらそれを認めましょう」

（「訳者あとがき」より）

「数字があると私たちはより詳しく、より正確に分かった気になります。今月は先月に比べてＣＯＶＩＤ−19が「すごく増
えた」と言うよりも「１００人増えた」と言うほうが、具体的と言えば具体的です。しかし、「先月は20人だったが今月は
１００人増えて１２０人になった」のと、「先月ｈ２万にだったが今月は１００人増えて２万１００人になった」のとでは、
「１００人増えた」の意味はまったく違ってきます。（･･･）数字がありさえすればより詳しくより正確に分かるとは必ずし
も言えず、かえって誤解を生んでしまうこともあります。

　例を挙げましょう。ＣＯＶＩＤ−19の抗体カクテル療法が日本に導入され始めた２０２１年９月、ＮＨＫで「抗体カクテ
ル療法 約８割の患者回復 軽症者向けで効果 東京都」というニュースが報じられました。見出しの「約８割」からは、抗体
カクテル療法は約８割も効果がある画期的な薬という印象を受けます。本文では「この治療を受けた１０２人のうち８２人
は症状が回復するか安定したということです」と説明され、８割とは「８２÷１０２」を指していることがわかります。
　しかしよく考えてみると、この８２人の中には、抗体カクテル療法を受けたために症状が回復するか安定した人と、もし
抗体カクテル療法を受けなかったとしてもいずれ症状が回復するか安定した人が混在している可能性があります。言い換え
れば、抗体カクテル療法を受けなかった人との比較がない以上、約８割という数字を抗体カクテル療法の効果と捉えること
はできません。そのためのこの見出しは読者の誤解を招く恐れがあります。
　抗体カクテル療法の特殊承認の根拠となった臨床試験（･･･）では実際に、抗体カクテル療法群とプラセボ群を比較しまし
た。その結果、投薬２９日目までに入院または死亡した人は、抗体カクテル療法群は７３６人中７人（１．０パーセン
ト）、プラセボ群は７４８人中２４人（３．２パーセント）でした。３．２パーセントを１．０パーセントに減らしたので
すから、抗体カクテル療法には入院や死亡を約７割減らす効果があると言えます。ＮＨＫの記事の「８割」よりは小さいも
のの、画期的な薬には違いなさそうです。
　でも、もう少し数字を眺めてみると、違う側面が見えてきます。抗体カクテル療法群で１．０パーセントが入院または死
亡したということは、残りの９９．０パーセントは入院や死亡に至らなかったことになります。同様に、プラセボ群は９
９．８ペーセントが入院や死亡はしませんでした。つまり両群ともほとんど（９５パーセント以上）の人は、抗体カクテル
療法を受けようが受けまいが入院も死亡もしなかったことになります。両群間の差は２．２パーセント分だけ。「約７割減
らす」に比べると、薬の効果がよりリアルに見えてくると思いませんか。」
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高橋英夫著作集の第五巻目は
西行と芭蕉である
（２冊分が収められている）

芭蕉が１９８９年（文庫は１９９２年）
西行（岩波新書）が１９９３年なので
ほぼ３０年ぶりの邂逅になる

今回はとくに印象に残っている
芭蕉をとりあげてみることにした
（全十二章からそれぞれ少しずつ引用している）

高橋英夫はほぼ芭蕉の亡くなった年齢になって
この芭蕉についての著作を刊行しているが
みずからを芭蕉に寄り添わせながら
書き進めていったのではないかと思われる

ぼく個人でいえばずっと若い頃最初に
そして今度は二人の年をこえて
こうして読む機会をもつことになったが
やはり「月日は百代の過客にして、
行かふ年も又旅人」である

じぶんの過去と今を往還しながら
本書での１２の「変奏」を追ってみることにする

まず「ミクロコスモス」
ミクロコスモスは
「行く」が「帰る」に
風雅が俗に対応するように
マクロコスモスと照応する
そんな世界を芭蕉は俳句としてとらえている

つづいて「自己引用」
芭蕉はみずからの内部から
もうひとつの自己をとりだし
自己引用者というかたちで照応させる

また芭蕉は「風羅坊」という
「ほとんど剥き出しに近い小宇宙として」
みずからをとらえ
そこから世界をとらえている

芭蕉は俗を去り「隠」を求めもするが
連句を巻くために一つの場に立ち
またその場を後にするように
「隠」と「顕」とは
メビウスの輪のように連鎖している

それは「翁」の遊行でもあるように
「隠」に入りふたたび「隠」を出る
「隠者的往還の歩み」でもあり
「旅」することで
「死」と「再生」を繰り返すことでもあった

芭蕉は俳句を「流れゆく知」としてとらえる
俳句の作法はすみやかに成り
すみやかに変化するものなのだ

そんななかで芭蕉は晩年になって
「軽み」を唱える
それは「決して一つのところになずみ、滞らないという、
一期一会の知の中に遠い根をおろした」ものだ

その意味で俳諧全体は「非局所的」であり
「花の座、月の座、恋の座」といった局所のトポスを
自在につなぐ「風のトポス」を必要とする

芭蕉は神秘家のごとく
ミクロコスモスやマクロコスモスの極へと
みずからを収斂させようとはしない
あくまでも「俳諧という詩の永遠化」のために
「旅を空間化し、言語化」し
「物の見えたるひかり」を俳諧として表現する

以上が『ミクロコスモス―松尾芭蕉に向って』 を
かなり強引に辿ってみたところだが

芭蕉が死にあたって作られた
「旅に病で夢は枯野をかけ廻る」という句がある

おそらくこの句で芭蕉は
死へとみずからを向かわせているのではなさそうだ
そこでも「隠」と「顕」
そして生と死を往還しながら
俳句というミクロコスモスのなかに
「ひかり」を見ているのではないだろうか

■『高橋英夫著作集 テオリア5 　西行と芭蕉』
　（河出書房新社　2022/1）
■高橋 英夫『ミクロコスモス―松尾芭蕉に向って』 
　(講談社学術文庫　講談社 1992/5）



■『高橋英夫著作集 テオリア5 　西行と芭蕉』
　（河出書房新社　2022/1）
■高橋 英夫『ミクロコスモス―松尾芭蕉に向って』 
　(講談社学術文庫　講談社 1992/5）

（「あとがき」より）

「「ミクロコスモス」 − 「隠」 − 「老い」 − 「知」 − 「風」 − 「光」 − 「ミクロコスモス」という具合に
キー・ワードの設定、競合、連接、切断、旋回の試みを十二回変奏しつつ進行したこの仕事は、私の意図では
芭蕉についての想像力批評の試みである。」
「時に言葉を断たれる苦しさを味わった芭蕉だが、その時でも胸の内に湧き立つ思いはあったに違いない。そ
れを思考の経路に導いて再考すること、また連鎖的流動体・連句の形で示された芭蕉の様式的生命体にクリ
ティカルにもレトリカルにも並行し伴走すること、私がやってのはそれだったと言える。」

（「第一章　ミクロコスモス」より）

「芭蕉が実現したのは小なるものの世界、ミクロコスモスである。しかしミクロコスモスは、それと対応して
いる筈の大なるもの、マクロコスモスとの相関においてはじめて活きた存在となる。（･･･）「行く」が「帰
る」に対応し、風雅が俗に対応するように、小なるものは大なるものと対応する。対応すべきである。小それ
自体は何ものでもないのだ。ただしこの対応関係の奥深さを保証しうるためには、まず第一段階において、小
なるものをどれほど明確に見出しうるか否かが問題である。芭蕉の世界の成立いんは、アイロニーの介在を否
定することはできない。」

（「第二章　自己引用の振幅」より）

「ミクロコスモスという概念には種々の含みがある。この概念の外延を少しずつ押し拡げてゆけば、ミクロコ
スモスとしての芭蕉を確かめることができるが、そうして得られる視点は、隠者、旅人としての芭蕉の映像に
も届くものである筈だ。大と小は一つの出発点にすぎず、俳諧師である隠者の外形をしたミクロコスモスが、
世界というマクロコスモスにいかに向きあったのかこそが問われるべき深奥であるにちがいない。
　最小の詩型としての俳句は、内容的に天地の大と対応しているだけでなく、形式的にはたとえば『おくの細
道』のそれぞれの段落の集約的対応物として、大に対する小を形づくってもいた。この形式的・内容的対応関
係を、文学史の中で先鋭化した頂点におそらく芭蕉は立っていた。しかしここで付け加えて附け加えて言いた
いのは、芭蕉が頂点に達するについては自己引用が小さくはないはたらきをしたであろう、ということであ
る。自らの内部から、もう一つの自己を取り出し、切り離すこと、この方法によって大世界と小世界の対応が
形を帯びて見えてきたのである。自己の内部かた取り出されたものは、もとより自己とは同質であり、これが
マクロコスモスとミクロコスモスを関連づける原理となった。そうした見地に立つなら、ミクロコスモスの人
芭蕉を自己引用者という規定からさらに、自己発見者というふうに言い換えてゆくことができる。」

（「第三章　風羅坊の実存」より）

「郷里伊賀から近畿地方を経て須磨までの旅を書き記した紀行文『笈の小文』の冒頭に、興味深い表現とイメー
ジがあらわれる。これは、ほとんど剥き出しに近い小宇宙としての芭蕉自身に他ならない。

　　百骸九竅の中に物有。かりに名付けて風羅坊といふ。誠にうすものゝかぜに破れやすからん事をいふには
あらむ。かれ狂句を好こと久し。終に生涯のはかりごとゝなす。

　冒頭の「百骸九竅」とは百の（多数の）骨と九つの穴を意味し、人体を形づくる要素であるが、そこらから
この表現は人体そのものをさしている。」

「芭蕉の句には「風羅坊」にしてはじめて捉ええたみごとな対比があった。そこには小なるものの名人芭蕉が
大世界に視線の届く人でありえた照応の秘儀もこめられていた。」

（「第四章　「隠」に入り、「隠」を出ず」より）

「『おくの細道』それ自体を、連鎖上をなした連句に見立てることが行われているが、私もそれに同感である。
旅することと連句を巻くこととは、芭蕉にとって心理的にも生理的にも、同一の律動、波長に己れを預けるこ
とにほかならなかった。彼を旅路に誘ったものと連句興行に赴かせたものとは共通性を帯びていた。共通性と
は、到着して一つの場に立ち、やがて立ってその場をあとに出発するという流れであり、そこに私は「隠」と
「顕」のメビウスの輪の連鎖を重ねて見るのである。」

「「隠」は（･･･）人界に時として立ち寄ることも、再度世俗にまみれることをさえ恐れないし、厭わない。
逆接として言えば、ふたたびこの世に、人の世に立ち還れないような「隠」は、真の「隠」ではないのであ
る。」

（「第五章　翁の遊行」より）

「「翁」の沈黙は、老いの時間の中を、刻一刻と最終のとき「死」に向かって歩みつづける人間の暗さの結果
でもありながら、多分「知」の探索行が人間に要請する不可避な沈黙の結果である。「翁」芭蕉を旅する隠者、
遊行する隠者とした私の規定は、芭蕉の携ったのが俳諧という「知」であったことを機縁として、その見えて
は来ない裏面の沈黙まで及ぶべきである。『おくの細道』をはじめとする紀行文、あまたの俳文、主だった弟
子たちの俳論から、ほとんど一頁ごとに浮かび出てくる「翁」の遊行は、「隠」に入り、ふたたび「隠」を出
る隠者的往還の歩みに縒り合わされるべきである。」

（「第六章　死のくぐりぬけ」より）

「老隠者の旅は再生を夢み、追い求めるさすらいだった。だが再生といっても、不老不死が思いえがかれてい
たのではない。芭蕉の肉体が露出させた老人様式は、「死」を通じて再生にいたり、再生をくりかえして最後
の場所に達しようとする敢行と連れ立っていた。現実のすがたとしては一人の弟子曽良と二人づれであった老
隠者は、我が胸の底には老若の二様式を畳みこんでいた。」

（「第七章　「行きて帰る心」」より）

「　　師のいはく、学ぶ事はつねに有。席の望て文台と我と間に髪をいれず。思ふ事速に云出て、爰に至て迷
ふ念なし。文台引おろせば即反故也と、きびしく示さるゝ詞もあり。

　『三冊子』（「赤さうし」）の余りにも有名なこの一節は俳諧の作法を語りながら、俳諧に託された芭蕉の
知のきびしい成立条件を自ずと洩していると読んでゆきたい。知はすみやかに成り、すみやかに変化する。文
台から引き下げられてしまえば、反故の中に知もまた埋もれてゆく。しかしいかなる原因からか、埋没を免れ
た知がある。この知は、すみやかに立ち去ってゆき、次なる形を、次なる場を求める。俳諧、それは開かれた
知でも閉ざされた知でもなく、流れゆく知であった。「行きて帰る」形を螺旋状にくりのべながら、旅路をさ
すらいつづける知というものであった。」

（「第八章　一期一会の知者」より）

「最晩年に芭蕉は「軽み」を唱え、自らその試みに辛苦しただけでなく、弟子たちに送った書簡の中でも、何
度も「軽み」を説いている。晩年にいたって生じた作風の変化としてそれは理解されている。武学的にはそう
いうふうに受けとらなければならないが、「軽み」はそれとともに、つねに出立を志し、決して一つのところ
になずみ、滞らないという、一期一会の知の中に遠い根をおろした、芭蕉の認識のあらわれでもあっただろ
う、と私は感ずる。停滞と拘泥は「知」ではないのである。死の年、元禄七年の書簡では、何かに憑かれたよ
うに「軽み」のすすめがくりかえされている。」

（「第九章　生命の「軽み」」より）

「芭蕉は『おくの細道』の旅の肉体的記憶にたゆたっているうちに、生命そのものとしてひたぶるに「軽み」
である−−ひたぶるに問い、ひたぶるに応答する−−連鎖形体というものに気付いただろう、と想像する。それ
は変化に身をゆだねることだ。芭蕉がうつしみの長旅の重さ、深さを心になお重くもちこたえながら、重さと
訣別した「軽み」それ自体に開悟してゆく経緯がその中にはふくまれていた。」



（「第十章　風のトポス」より）

「俳諧は花の座、月の座、恋の座と定型的なトポスをいくつも設置した連鎖体共同制作詩である。だが人が人
と相接し、志を共にして事を行うとき、志の中に秘められた唯一性と人間同士の形づくる多元性をつなぐ装置
が必要だった。それが伝統様式の発展の線に沿って花や月や恋のトポスという形をとる。とはいえ俳諧の全体
は、非局所的に風のトポスとなっている、そうも見られるだろう。風の「座」などは存在しない。だからこそ
どこで、どの時刻に風が吹いてもよい、吹かずともよい、ともあれ風雅としての本性を手放しさえしなければ
よいのだ。この「非局所的」という特色が、「風」を一層自在たらしめている。片方の局に厳重な形式が集っ
ているとき、対極に結集しうる自在さの質がいかなるものであるかによって事は決まる。「風」は人間ともの
と存在（総体）のあいだを吹いて、変幻を喚び出した。芭蕉という人間は、自らが風となって関所を超え、も
う一つの世界に踏み込んでいった。ものたちは木の葉のように舞ったり、一カ所に寄り集まったりしながら、
しだいにトポスを形成するさまに整序していった。そういう整序も結局は個別性であり、局所的であると見え
てきたとき、個別を否定するのでなく個別に対応し、局所を解体するのでなく無限へ向かって穴をうがつとい
うふうにして、総体的なものがあらわれる。」

（「第十一章　「物の見えたるひかり」より）

「『三冊子』では、物から光がさしたと思ったその瞬間に、いささかの遅延もなしに「いひとむ」、すなわち
ひたと俳諧の言葉に定着してしまうのでなければならぬ、と語られていた。そのものが顕れ出る最高の一瞬と
いうものがある。それが光のさす一瞬であり、そのときをのがしたら光はただちに掻き消える。気比明神での
「月清し遊行のもてる砂の上」の一句は、さながら、光のさした砂の色合いや明暗を定着したかの観がある。
捧げもって神殿に供えられようとしている、月光をうけた砂は「物の見えたるひかり」をそのまま凍結したよ
うでもある。というより、それはかりそめの凍結ではなくて、俳諧という詩の永遠化といってもいいのではな
いか。何にもせよ、この地で芭蕉はかくの如く「物の見えたるひかり」を捉えたのである。」

（「第十二章　言語空間の旅人」より）

「ミクロコスモスとはむしろ意識の一点、知覚の一点という感覚から発して求められた存在の自己確認であ
る。いま自分は一点として在るに至ったのだという自覚を抜きにしては、ミクロコスモスはありえない。そう
考えたとき、芭蕉にとって先人たちとの同行は、ミクロコスモスの自由と不自由の両側面が、抜きさしならず
絡まった生の燃焼であったと見えてくる。」

「大宇宙であり大世界である天地の間という場において、一個のミクロコスモスとして在ろうと決意したと
き、芭蕉は二つのものを拒んだ。少なくともその二者に、同化吸収されることからは離れていったといえる。
巨大な無、本質的な無なるものに吸収され、その奥に封じ込められてしまうことは、ミクロコスモスとしての
存在喪失にほかならなかった。無の至近距離までは赴いたとしても、過程の最終団塊は無からの反転、無から
の回帰である以外はない旅路を、芭蕉は生の習いとして身につけてしまったのである。当然これは涯の涯とい
う観念の虚是湯をも意味している。究極という観念は芭蕉のものではなかった。世の涯まで趣、人外境に足を
踏み入れた雰囲気の欠如はそれに起因している。ただしこれは究極という観念の欠如という意味に限定され
る。芭蕉の実存に究極的様相が出現しなかったわけではない。隠に入っては出、旅路においては出立しては到
達し、生と死を循環ならしめた芭蕉には、はてもなく歩むことが究極体であって、そこは至福の距離なのか至
近の地なのかすでに判然とはしていないのである。
（･･･）
　ミクロコスモスとしての存在を選ぶというのは、広漠とした拡がりの中に消滅してしまわないためであっ
た、と見たほうが正しいかもしれないのだ。ミクロコスモス芭蕉の二律背反である。

「紀行『おくの細道』が劃定したのは空間である。言うまでもなくそれは言語空間である。ただちに分かるよ
うに、この空間は正確に分節されていた。一単位ごとに出立と到着が組み合わされているだけでなく、ほとん
ど一節ごとに旅路の辛苦や展開する風景の叙述と、それをしめくくり、収束する句とが組み合わされてい
た。」
「現実の旅はどうではなかったにちがいないとは誰にで分かる。旅を空間化し、言語化し切ったとき、芭蕉は
一単位ごとの記述と結びの句という対の様式を自ら獲得した。」
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言葉は変わる

現在使っている言葉の多くには
それなりの歴史的な奥行きがあり
言葉を変化の相のもとに置き
それが成立してきた背景を知ることで
言葉を生きた働きとして理解することができる

本書では日本思想における
「新」「新しさ」という言葉について
たくさんの事例も含め
その歴史が豊かに興味深くたどられている

現在「新しい」という言葉は
「進歩的だ」「新鮮である」という意味で
使われることが多いが

古代や中世では
過去をあらわす「古」や「旧」などと組み合わされ
単に「現在」を示すものであり
当時現在のように目新しさを意味していたのは
「珍（めづら）し」や「鮮（あざらけ）し」だった

また古語では「新し」は「アラタシ」
つまりアラタ（新）はアラタ（改）ムと同一とみなされていた

古代や中世社会では
古いほど理想的ですばらしいという観念があり
「本」の字がつく言葉が主要なもののひとつだった

「本」は物事の始点や起源をあらわし
最初に成立したものこそ
根源的で重要だとみなされていたので
「改める」という「新たむ」は
あくまでも「本」があってこその「新」だったのだ

しかも「改む」ことを好ましく思わない政権にとっては
法政に関して使われていた中世語の「新儀」は
反社会的な行為の象徴的な表現でさえあった

「新しい」が現在のような意味になってきたのは
近世とくに江戸時代になってからである

かつては否定的にも使われてきた「新しい」が
次第に肯定的に用いられるようになり
幕末維新期には大衆をリードする
キャッチフレーズにさえなり
明治以降の西欧文化・文明を
受容する下地ともなり現在に至っている

こうして「新」という言葉の歴史を踏まえることで
その「新」という言葉が現在もっている
可能性とあわせてその陥穽もとらえることができる

現代の「新」は
ほんらい前提とすべき「本」を失っているのではないか
もちろんそのときの「本」は
単に過去を求めるがゆえのものではなく
本来の根源的なものへの探求を怠らない
という意味での「本」を意味するのだが

■西田 知己
　『「新しさ」の日本思想史／進歩志向の系譜を探る』
 　(ちくま新書　筑摩書房 2022/2）



■西田 知己
　『「新しさ」の日本思想史／進歩志向の系譜を探る』
 　(ちくま新書　筑摩書房 2022/2）

「「ｚｄだ」といわれる。世の中の移り変わりや、流行り廃りに連動して新語が誕生したり、従来からある言葉が不意に脚
光を浴びたりする。（･･･）
　「新」の語は、流行に振り回されやすい素地があったわけではなかった。現に古代や中世社会では、取り立てて語義変化
を起こさなかった。それが江戸時代から明治時代にかけて、意味するところが百年単位でじわじわと推移し、従来よりも好
意的に受け止められるようになった。結果的には思いのほか大きな変貌を遂げた末に、現代語の「新」が醸成されている。
その過程で産み落とされる「新」関連語彙の量は、二十一世紀の今も衰える気配がなく、巨大な流行り言葉のようでもあ
る。」

「古語の「新」は通例、過去をあらわす「古」や「旧」などと組み合わされて、現在を意味した。対する現代語の「新」は
今だけでなく、今後にも意識が及んでいる。今後出る新製品や新情報に期待を寄せるのは、この先の改善や進歩を見越して
いるからなのだろう。逆に今後の劣化、いわば未来の「古」が思い描かれると、今の新鮮味を実感できる。古代から中世に
かけての「新」は、まだその域に達していなかった。「新（あたら）し」のかわりに目新しさや瑞々しさを伝えてきたのは、
「珍（めづら）し」や「鮮（あざらけ）し」などの語だった。

　よって「新」の字を含む中世語の場合も、今と同じ言葉でも意味まで同じではなかった。（･･･）

　戦国期をへて平穏な江戸時代が訪れると、学術や文芸が小刻みに更新されながら発達し、「新」の変化をうながす原動力
になった。そろばん書の『塵劫記』は、たびたび「新編」を出しながら階梯を重ねていった。俳人の松尾芭蕉は、つぎつぎ
に新作を発表しながら俳句の「新しみ」を説き続けた。『解体新書』という名の「新書」は、西洋医学の評価を大いに高め
た。こうして社会全体で、継続的に「新」なるものが生み出されていった。従来型の「古」と「新」の構図が崩れ、「新」
に次ぐ「新」の展開が可能になった。そこから今後の向上や飛躍が思い描かれ、その予感が「新」の字に見出されるように
なったと考えられる。

　一方では「新」に次ぐ「新」を懸念する声も高まってきた。声を発したのは、荻生徂徠の門流や本居宣長などの、伝統思
想を重んじる学者たちだった。目先の「新」がもたらす利益にとらわれず、「根本」の精神や「本（もと）」の社会に立ち
返るよう主張している。彼らこそ、「新」に牽引された世の中の進歩を肌で感じていた人たちだった。「本（ホン・もと）」
は「古」や「旧」と並ぶ「新」の対義語で、今でも「新館」に対して「本館」という。この「本」関連の語彙も江戸時代に
語義が変化し、「新」の推移とリンクしている部分がある。

　江戸時代に評価を高めた「新」は、幕末維新期に大衆をリードするキャッチフレーズ的な役割を果たした。明治「維新」
の幕が開け、政府は「御一新」の旗印のもとで政権の運営に乗り出した。民間では何々「新聞」や何々「新報」などの創刊
ラッシュが起こり、国際社会を取り巻く先取り情報の提供をめぐって競い合った。明治時代の政治や社会を伝える用語に
「新」が多いのは、決して偶然ではない。徐々に進歩していく今後に対する人々の期待や願いを、この字に託せるようになっ
た結果でもあった。

　それに比べると、古代や中世の歴史的な変革などでは、変えようとする側の本人が「新」を名乗るケースは少なかった。
まだ「新」の価値が後世ほど高くなく、そもそも言葉として用途が広くなかった。明治以降の学者たちが「新」によって過
去を位置付けた事例ならいくつもあり、「大化の改新」「鎌倉新仏教」「建武の新政」あたりがよく知られている。これら
はみな、明治時代の価値観が過去の歴史的な事象に投影された具体例だった。

　世界史的に見れば、進歩思想は十八世紀のヨーロッパ社会で発達した。日本では幕末維新期の翻訳文化を介して、欧米社
会に見習うべき「進歩」が各方面で主張された。とはいえ、かけ声だけで文明開化が実現されるはずもない。高度な外来の
文化を受け入れるための、下地となる学術や思想といったものが、あらかじめ国内で育っていなければならない。「新」や
「本」の字義の変化をだどる試みは、その点に迫る一助よなるように思われる。」

「古代や中世社会にあっては、古いほど理想的ですばらしいという受け止め方が広く通用していた。むろんその度合いは分
野しだいであり、同じ分野でも個々人の思想的な立ち位置などにも左右された。カギとなる言葉にも多様性があり、「本」
の字がつく言葉はもっとも主要なひとつだった。
（･･･）
「本」は、物事の始点や起源をあらわした。その原義をふまえながら、テーマによっては、最初に成立したものこそ根源的
で重要度が高いとみなされていた。特定の「本」などのものに、大いなる付加価値が与えられていたのである。たとえば仏
教語には「本願」「本尊」「本仏」などがあり、本来あるべき「本」が理想に掲げられていた。
　仏教では「正（しょう）」もまた最初の姿をあらわし、仏法は「正法」でもあった。
（･･･）
　最初のことをあらわす「正」が、現代語にもいくらか残っている。たとえば一月のことを「正月」ともいう。由来につい
ては諸説があり、最初の月こそ一年のお手本とすべき月だったとする見方がある。

（･･･）
　伝統的な「本」や「正」の解釈は、「善」にも押し広げることができる。つまり「善」「悪」の関係も、本来は先と後の
関係にあった。典型例が『孟子』に代表される儒教の性善説で、逆に「悪」を先に持ってきたのが荀子の性悪説だった。
（･･･）
　最初が理想的で、後世になるほど理想から逸脱していく。そういう価値観のもとでは、現状に対する評価が辛口になりや
すい。ましてや、今後の進歩によってもろもろの事態が改善され、より良き未来が訪れるとする考え方も、容易には育ちに
くい。今後の新製品や新情報に期待を寄せる、現代語的な「新」が成り立ちにくかったことも、想像に難くない。現に古代
や中世社会には、古代語や中世語ならではの「新」が成り立っていた。」

「当時は「本」の存在があってこそ「新」も成り立った。もし先に「本」が廃れたら、おのずと「新」の存在価値も薄れ
た。」

「院政のもとで「新院」から「新」の字が外れるのは、先達の「本院」ないし「一院」が世を去ったときだった。そのとこ
いは、単に「院」の一字を名乗ることになる。」

「法政に関する中世語の「新」のうち、おそらくもっとも否定的に解釈されていたのが「新儀」だった。あらゆる反社会的
な行為の、象徴的な表現でさえあった。「儀」は事柄や案件の意で、何々の「儀」といえば、何々の件に関して、といった
程度の意で使われた。よって「新儀」と書いた場合には、「新」に良からぬ含みが持たされていた。
　『御成敗式目』を生んだ武家法の世界では、「新儀」が違法行為の「非法」と結びついて「新儀非法」とも称した。」

「歴史の推移をたどっていくと、新たな画期となる「新」の側に目を奪われやすい。そういう内容が教科書にも年表にも載
りやすい。それでも政権の安定や永続性を願う為政者にしてみれば、現状維持がベストだった。新興勢力に対しては、しば
しば不信感が先立った。（･･･）その一点を取り上げても、現在ほど「新」を歓迎する時代ではなかった。」

「『新古今集』は当初「続古今」と命名される可能性があった。「新」で決定する前に、「続」が提案されていたのである。
（･･･）
　その「新」なるものが、時として批判的に受け取られていた点は、和歌の世界でも同様だ。平安から鎌倉にかけての動乱
期を生きた定家は、若い頃に前衛的な作風の歌を詠み、当時の歌壇から「新儀」と酷評されていた。（･･･）
　それでも定家は、一貫して「新」なる詠歌を目指した。
（･･･）
　「あたらしき」ことの是非をめぐる議論が成り立ったのも、もとになる「本歌」つまり「本」なる存在があってこその話
だった。そこには伝統的な「本」と「新」の構図が成り立ち、「本」から離れて「新」に次ぐ「新」といった今後の展望は
意識されていない。というよりも、今後の展望は必要なかった。創作活動としての詠歌は、今を生きる歌人によって生み出
されていく。その立ち位置を強調し、ある種の使命感を自負したのが定家による歌論の「新」だった。」

「古語辞典で「新し」を引くと、元来はアラタシと読まれていたことが補足されている。
（･･･）
　古語のアラタ（新）については、語源的にアラタ（改）ムと同一とみなされている。」


