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☆mediopos-2676　　2022.3.15

映画『カナルタ　螺旋状の夢』は
アマゾンに暮らすシュアール族の村をひとりで訪れ
一年以上にわたり生活をともにしながら
撮影したドキュメンタリー

1989年生まれの映像作家・文化人類学者
太田光海（おおた・あきみ）の初監督作品である

シュアール族の人々は
「よく眠り、夢を見て、
　真の意味で自分が何ものかを知るべき時」
「カナルタ」と言うのだという

シュアール族の村は
アマゾン熱帯雨林の西端にある
エクアドルの南部の小さな町から
さらに車で3時間ほど奥地の村

そこで村のリーダー的存在である
映画の「主人公」となるセバスティアンと
その妻パストーラに出会い
対話を重ね信頼関係を築き
森で生きる術を教わりながら
集落の一員となって暮らす

つねにカメラを回していたのではなく
撮影は全部で35時間だけだという
映画はそのなかの121分間
ことさらに未開人の村だという表現も
未開民族の儀式を紹介したシーンもない
人間と植物の関係性を縦糸に
現代社会に生きる森の民ゆえの
アンビヴァレントな状況も見せきながら
森で暮らす生活シーンが淡々と描かれていく

あえて描かれるのは
シャーマンとしてのセバスティアンが
幻覚性の植物を服用して“ヴィジョン”を見るとき
それを明晰な言葉で語ってみせるリアルなシーンだが
それもことさらな見せ方ではない
むしろわたしたちもその明晰さに誘われるかのようだ

わたしたちはシュアール族のように
森のなかで多種多様な植物とともに暮らす環境にはなく
ほとんどそうした智恵からも切り離されていて
そうした環境を得ることは難しいだろうが

どんな環境のもとで生きるとしても
シュアール族のひとたちが
前向きに生きようとすることを決して忘れず
つねに「自分に力がある」こと
「本物のシュアール族」であろうとするように
それぞれがどうすればじぶんらしく生きられるか
そのことをあらためて問い直す必要があるだろう

「よく眠り、夢を見て、
真の意味で自分が何ものかを知る」こと
「カナルタ」

■太田光海（おおた・あきみ／監督・撮影・録音・編集・制作） 
　映画『カナルタ 螺旋状の夢』



■太田光海（おおた・あきみ／監督・撮影・録音・編集・制作）
　映画『カナルタ 螺旋状の夢』

イギリス・日本｜２０２０年｜１２１分｜DCP｜ステレオ｜シュアール語・スペイン語
監督・撮影・録音・編集：太田光海／
サウンドデザイン：マーティン・サロモンセン／
カラーグレーディング：アリーヌ・ビズ
出演：セバスティアン・ツァマライン、パストーラ・タンチーマ
制作協力：マンチェスター大学グラナダ映像人類学センター
配給：トケスタジオ
2021年10月2日公開

「アマゾンの熱帯雨林で暮らすシュアール族に密着したドキュメンタリー。監督や撮影などを手掛ける太田光
海が先住民族の村におよそ1年滞在し、村人たちと共に過ごしながら彼らの日常生活を映し出す。セバスティ
アン・ツァマライン氏とパストーラ・タンチーマ氏らが出演。マーティン・サロモンセンがサウンドデザイン、
アリーヌ・ビズがカラーグレーディングを担当し、太田監督が学んだマンチェスター大学グラナダ映像人類学
センターが制作協力している。」

（『カナルタ　螺旋状の夢』あらすじ）

「セバスティアンとパストーラは、エクアドル南部アマゾン熱帯雨林に住むシュアール族。かつて首狩り族と
して恐れられたシュアール族は、スペインによる植民地化後も武力征服されたことがない民族として知られ
る。口噛み酒を飲み交わしながら日々森に分け入り、生活の糧を得る一方で、彼らはアヤワスカをはじめとす
る覚醒植物がもたらす「ヴィジョン」や、自ら発見した薬草によって、柔軟に世界を把握していく。変化し続
ける森との関係の中で、自己の存在を新たに紡ぎだしながら。しかし、ある日彼らに試練が訪れる...。」

〈「カタログ」より〉

「よく眠り、夢を見て、真の意味で自分が何ものかを知るべき時、シュアール族の人々は「カナルタ」と言う。

（「レビュー：箭内匡（やない・ただし）／文化人類学者　東京大学総合文化研究科 教授」より）

「『カナルタ 螺旋状の夢』に出て来るシュアール族の人々は、一体どんな点で私たちと一番異なっているのだ
ろうか。それは、彼らがアマゾンの多種多様な植物と接して暮らし、それらの植物の力を実感しながら生きて
いる点だと私は思う。

　植物は、私たちの大半にとって、スーパーで買う規格化された野菜や果物、道端に生えてくる雑草、公園の
「木」やレジャーで接する「自然」、といったものでしかない。しかし植物は実際には、酸素呼吸する全ての
生物に生を与え、食べ物を与えている強力な存在である。人間の傲慢さにも文句を言わず、彼らは私たちの生
を静かに見守り、支えてきた。もちろん食べられる一方では拙いから、植物たちは自衛手段として、自らの身
体を食い尽くす細菌・昆虫・動物を追い払うための多種多様な化学物質（中には猛毒も多い）をも発明してき
た−−−−人間は植物のそうした力に気がついて「薬」を知るようになったのである。なお、植物は、敵を毒殺
するよりずっとエレガントな方法も発明している。幻覚性のある化学成分を作れば、食べた動物はフラフラに
なって数時間は食べることをやめるのだ、
　
　太陽エネルギーが燦々と降り注ぐアマゾンの熱帯雨林は無数の生物種を生み出し、それらが束になる中で、
一本一本の植物が精一杯に生きている。森に住むシュアール族はそれらの植物たちとの優れた対話者である
キャッサバ芋を茹でて食べたり−−−−また唾液を混ぜてチチャ（発泡酒）を作る−−−−、ヤシ科植物の葉で屋根
を葺いたり、バナナなどの幅の広い葉で物を包んだり、様々な病気の治療に役立つ薬草を腫れた足に塗った
り、傷口に塗ったり、薬草を口から内服したり、そして新たな薬草を発見したり･･････。彼らの日常は何より
も植物との交渉の中で成り立っている。彼らはまや、マイキュア（チョウセンアサガオの類の数種）やアヤワ
スカ（キントラノオ科のつる植物）といった特別な植物が、もし適切な形で服用するならば、その幻覚作用の
中で人生についての深い真理を教えてくれることも知っている。映画の終末部でセバスティアンが私たちに語
りかけるように、それらの植物は生きるための「ポジティヴなエネルギー」を与えてくれるものであり、「そ
こに「ネガティヴなことは一切ない」。

　アマゾン先住民のこうした奥深い世界を、『カナルタ』は様々な映画的手法を駆使し、重層的な形で私たち
に伝えてくれる。時折織り込まれるクローズアップのショットは、茹でた芋の手触り、地面を踏みしめる足の
力強さを伝え、またクリアーなステレオ音声は素晴らしい臨場感を与えている。セバスティアンを追いかける
カメラは私たちを彼の生きる世界に誘い込み、また暗闇を彷徨うカメラはパストーラやセバスティアンの人生
における迷いと決断の語りを見事に支える。映画の後半では、パストーラとセバスティアンがカメラを持つ人
類学者のアキミにまっすぐ語りかけ、それを通して私たちが彼らと親密な関係を営むことになる。太田はさら
にさらに、こうした様々な要素が豊かな照応関係をなすよう、創意に満ちたモンタージュを行っている。『カ
ナルタ』はそれ自体、アマゾンの森と同じように重層的で、響き合いに満ちた映画だ。そうした分厚い映像に
身を浸す中で、私たちはほとんど、濃厚なアマゾンの森のジュースを実際に飲んでいるようにも感じるのであ
る。

　映画終盤のドラマチックな展開は説明不要であろうが、ここでは序盤・中盤の部分にある味わい深い言葉を
拾っておきたい。

　セバスティアンや屋根葺きの作業に加わる男たちは、各々が「自分に力がある」こと、「本物のシュアール
族」であることを強調する。そうした彼らは、疲れた身体を癒やすチチャを飲む場合も「立っている時」に飲
む。「俺たちは常に前に進んでいる」のだ。アマゾン先住民はある意味、強烈に個人主義的である。しかしそ
れは西欧近代的な個人主義のイデオロギーとは異なり、「各々が力強く存在しなければならない」という存在
論的真実をそのまま肯定することである。ちょうど一本一本の木ができる限り枝葉を伸ばし、たえず「前に進
む」ように、アマゾンの森に住むシュアールたちは、自分たちも一歩一歩前向きに生きようとする。こうした
個人個人の「前に進む」力の肯定は、そうした力を一つにすることも矛盾することはない。「これがシュアー
ル族だ。俺たちが力を合わせればどんなことでもやり遂げられる」とセバスティアンが誇らしげに語るとおり
である。

　パストーラもセバスティアンも、とても知的で人間的魅力に満ちた先住民である、人類学の醍醐味の一つ
は、まったく意外な場所でそういった人々と出会うことにあるが、そうした出会いを『カナルタ』は、民族誌
映画にしかできない形で私たちにダイレクトに経験させれくれる。アマゾンの熱帯雨林で、そして世界の様々
な辺境地域で、こうした貴重な生がどれだけの数、繰り広げられてきただろうか−−−−そうため息をつきたくも
なるが、ともかく、私たちがこの、現地に深く溶け込み、そして大変な苦心とともに撮影・編集された貴重な
映像に出会えるだけでも、限りなく幸いなことだと思う。

　『カナルタ』は、ロバート・フラハティ、ジャン・ルーシュ、小林紳介といった、現地の人々と自然のただ
中に身を浸し、その最も深いところに立脚して作品を作った映画作家たちの最良の系譜に連なる、傑作であ
る。」



☆mediopos-2677　　2022.3.16

悪いのか悪くないのかという問いは
考えるほどにむずかしい

善と悪とは多分に状況依存的だからだ

悪とは時機外れの善だともいわれる所以である

従って状況（文脈）が変われば
同じ行為もまったく別の意味を持ち得る

本書は言葉の善悪の問題を
言語哲学の観点から解き明かす試みである

善悪の問題だから
使われた言葉の善悪を判断するには
社会的道徳とされるところから照らすことになる

本書の議論はその点でいえば
社会規範・慣習という物差しで
言語行為と言語表現の規則を
明らかにするものだということになる

本書の結論では
そのルールは次のように説明されている

まず「なぜ悪口は悪いのか」については

「悪口が不平等なランキングを作り出す」からだという

悪口は「理念上、私たちには上も下もなく、
お互い平等のはず」だから
「その理念をないがしろにする行為」となり
そのために悪くなる

さらに「どうしてときどき悪くないのか」
「どうしてあれがよくてこれがダメなのか」については

「上下関係が絶対にない」場合は
「悪くはならないし、
　相手を傷つけることにもならない」という

また「歴史的な抑圧と迫害」が背景にあり
「特定の単語」が
「強烈な使用条件的内容を抱える」こともあるともいう

つまり言語行為と言語表現は
人はみんな平等であるという
「理念」に照らした善悪の基準と
社会的歴史的及び慣習的に規定された
文脈と意味に大きく規定されているということである

その意味でいえば
そのときの状況（文脈）もしくは条件が変われば
善悪はまた別の観点で判断されるということであり
論理的に正しいか正しくないかということではない

本書の視点は多分に社会学的でもあり
ある特定の社会条件における
「理念」と「理想」と「実際」に照らし
その言語行為と言語表現の規則を
道徳的に明らかにしようとしているのだといえる

しかしこうして極めて常識的なかたちで
言語行為と言語表現についての善悪の判断を見ていくと
あらためて言語の「意味」
さらには言語を超えたところにある
「意味」を問わざるをえなくなる

善と悪も「意味」である
その「意味」はいったいどこからくるのか
さらには「意味」とはいったい何かという問いである

本書でも意味の外在主義と内在主義については
第３章で説明されているが
意味そのものの謎には踏み込んでいないようだ

■和泉 悠『悪い言語哲学入門』
　 (ちくま新書 筑摩書房 2022/2）



■和泉 悠『悪い言語哲学入門』
　 (ちくま新書 筑摩書房 2022/2）

「悪口の謎１「なぜ悪口は悪いのか、そしてときどき悪くないのか」
　悪口の謎２「どうしてあれがよくてこれがダメなのか」」

「「なぜ悪いのか」というと、それはあるべきでない序列関係・上下関係を作り出したり、維持したりするか
らです。私たちは事実上、身体能力の違いや貧富の差など、それぞれに異なっています。しかし、理念上、私
たちには上も下もなく、お互い平等のはずです。人々をおとしめ、低い位置にランクづける行為は、その理念
をないがしろにする行為のため、悪いのです。

　人を理由もなく傷つけることは悪いことですので、悪口だろうが何だろうが、人を傷つけるような行為は基
本的に悪いでしょう。しかし、今述べたように、悪口が不平等なランキングを作り出すとすると、そのときた
またま傷つけなくても、悪口は悪くなるのです。

　さらに、権力の上下関係があるということは、下のものの意見がないがしろにされたり、そもそもその人が
ぞんざいな扱いを受けたりすることにつながります。そのようなとき、人は不快に思い、傷つくでしょう。そ
のため、不平等なランキングの存在は、どうして悪口が人を傷つけるのか、ということにも関連しているので
す。

　「どうしてときどき悪くないのか」「どうしてあれがよくてこれがダメなのか」という謎も、同じ発想にも
とづいて解くことができます。本書では、上下関係が絶対にないということがはっきりしている場合のは、た
とえ何を言ったとしても、悪くはならないし、相手を傷つけることにもならない、という論点も紹介しまし
た。黒人に体知る差別的名詞を、黒人の若者同士がむしろ友好関係を強調するために使うというのは、よく知
られた事実です。

　また、歴史的な抑圧と迫害を背景として、特定の単語は強烈な使用条件的内容を抱えることがあります。そ
れを無視して、「この単語はこの単語の省略似すぎない」「この単語はこの単語の専門的言い換えに過ぎない」
などと勝手に単語の内容をでっちあげてはいけません。敬語表現の内容を勝手にでっちあげるわけにはいかな
いのと同じことです。」

【目次】 

はじめに

第1章 悪口とは何か――「悪い」言語哲学入門を始める
1 私たちは言語のエキスパートではない
2 悪口の謎
3 言語哲学を学ぶということ

第2章 悪口の分類――ことばについて語り出す
1 内容にもとづいた分類
2 形にもとづいた分類
3 行為による分類

第3章 てめえどういう意味なんだこの野郎?――「意味」の意味
1 意味を学問する
2 意味の外在主義と内在主義
3 意味が担う四つの機能

第4章 禿頭王と追手内洋一――指示表現の理論
1 武士を法師と呼ぶなかれ
2 固有名
3 確定記述

第5章 それはあんたがしたことなんや――言語行為論
1 語用論
2 言語行為論

第6章 ウソつけ! ――嘘・誤誘導・ブルシット
1 嘘つきは泥棒のはじまり
2 嘘とは何か
3 嘘でなければいいじゃない

第7章 総称文はすごい
1 主語がデカイ
2 「だって女/男の子だもん」

第8章 ヘイトスピーチ
1 ヘイトスピーチとは何か
2 「ヘイト」と「スピーチ」の概念分析
3 「蒸気船」としての言語

おわりに――悪口の謎を解く

もっと勉強したい人のためのブックガイド



☆mediopos-2678　　2022.3.17
本書『日本の敬語』は
言語学者の金田一京助が
「国語審議会」の敬語部会の会長としてまとめた
建議「これからの敬語」（一九五二年）の経験から
一九五九年（昭和三四年）に刊行されたもの

建議の趣旨はというと
旧来の敬語は「必要以上に煩雑な点があった」から
これからの敬語は「できるだけ平明・簡素」なものでありたい
という大方針のもとに

旧来の敬語は主に上下関係に立って発達してきた」のに対し
新時代の敬語は「各人の基本的人格を尊重する
相互尊敬の上に立」つものであることが説かれる

そしてそのためにはその基本を錯誤して
「不当に高い尊敬語や、不当に低い謙そん語を使う」ことは
排すべきであるとしている

世界のさまざまな言語のなかで
敬語がもっとも「やかましい」ことで有名なのは
社会的階級もまた「やかましい」
ジャヴァ島の「ジャヴァ語」だそうだ

そのことから敬語の起源を階級意識に結びつけて
そこから生まれたとすることが多いが
金田一京助はその起源をもっとも古い原始社会において
「神をたたえるほめ詞」からのものではないかという
その神へのほめ詞が人間関係のなかに反映され
敬語となってきたものだろう

まったく敬語をもたない言語は少ないだろうが
日本語は英語などにくらべてずいぶん敬語にうるさい
その敬語を「日本語の美しさである」ととらえることも
また煩雑で面倒だととらえることもできる

「序説」のはじめのところで
英語に対比して紹介されているように
日本語でのあいさつひとつとっても
「皆さん、今日は！」とか
「お元気ですか？」
「お変わりありませんか？」とかいうように
日本語では自然に
「さん」でよびかけたり
言葉の最初に「お」をつけたりする

過剰なまでに「お」をつけたりするのは
むしろ敬語をはきちがえた使用法だろうが
こうした「さん」や「お」のない
日本語は想像できないように
日本語を使う以上
敬語表現は欠かすことができない

平成二五年の文化庁の調査でも
「今後とも敬語は必要だと思いますか」の問いに
約85％の人が「必要」と答えているという

金田一京助が建議で意図したのも
敬語を現代に適した「平明・簡素」で
「相互尊敬の上に立」つものにということで
建議の７０年後の現代的な意識においても
それと大きく隔たってはいないともいえるのだが

解説の滝浦真人が示唆しているように
現代では「他者への表敬より
自己の呈示を指向する傾きが明瞭に見られる」という
それを象徴しているのが
「させていただく」という表現である

「他者主語の「くださる」が忌避され
自己主語の「いただく」が選好され」
それが変化したものである

この「させていただく」という表現は
表向きは丁寧な表現ともされているのだが
どこか自分中心の押しつけがましいイメージが否めない

滝浦真人によれば
現代人の多くが必要としているのは
かつての「固定的な関係性」を外れたところで
じぶんが「判断」しなくてもすむような
いわば短絡的ともいえる「敬語」であり
その典型的なものが「させていただく」なのだろう

それは「平明・簡素」ではあるが
「相互尊敬の上に立」つものだとは言いがたい

昨日とりあげた「悪口」のような
「不平等なランキングを作り出す」ことは
避けられるだろうが
「させていただく」の氾濫する場での言葉は
つまるところ「他者」不在なのだ

■佐藤麻貴「変化への順応と抵抗の礎となるもの」
　（『未来哲学　第三号　二〇二一年後期』
　　未来哲学研究所　 ぷねうま舎　2021/12　所収）
■九鬼周造「情緒の系図」
　（九鬼周造『「いき」の構造　他二篇』岩波文庫 1979.9所収）



■金田一 京助『日本の敬語』
　(講談社学術文庫　講談社 2022/3）
　※底本:『日本の敬語』角川新書、1959年
　　
（「第一章　序説」より）

「ラジオの放送で、聞いていると英会話の先生が、いつでもまず、“Now,boys and girlsmhow do you do?”
と口を切られる。
　日本語でもその様に「やあ、男の子たち、女の子たち、今日は。」と言って言えなくはないけれど、誰ひとりそうは言わ
ない。
　何と言うか？
　「皆さん、今日は！」
と、「さん」を付けたり、
　「皆さん、お元気？」
と、「お」を付けたり、
　「お元気ですか？　お変わりありませんか？」など、「です」「ます」を添えたりして、
　「元気かい？　変わりがないかい？」
などは初めての人に対して言わない。これが「日本の敬語」である。Ｂ・Ｈ・チェインバリンがhonourificと呼んで説いて著
名になった日本の敬語である。」

「いわば、「日本の敬語」は、古代の素朴な迷信が、高い美しい面へ順応、深化したものであり、またそれは社交的に向上
した日本の民衆が力をあわせ、国語を精練して造り挙げた言語芸術の愛すべき名品なのである。
　名品といっても、特定の人の床の間の飾りにおく名品とはちがい、誰でもいつでも自由に使える実用の名品である。」

（「第四章　現代の敬語」より）

「日本語の会話の美しさが、よく調和した、過不足のない、適正な敬語の運用にきわまる。ただし、技巧だけでも底を突く
し、巧みが見えすくと、不快にさえもなる。むずかしいかなだ。」

「ホントウに、人をうやまう心と、謙譲な心から出るまことの言葉−−−−巧まざる最良の敬語はそこに生まれるものである。
要はめいめいの心の問題に帰する。むずかしいようで、その実「易い」とも言えよう。
　人間の誠心・誠意。敬語のむずかしさも、そこにあり、敬語の易さもまた、そこにある。」

（滝浦真人「解説　七〇年後の敬語」より）

「旧版『日本の敬語』が刊行されたのは一九五九年で、その前年まで金田一京助は第１期（改組後）「国語審議会」の委員
を務めた。そこでの彼の仕事は、敬語部会長としてまとめた建議「これからの敬語」（一九五二年）に代表され、そのこと
が本書の附録として「これからの敬語」が収録されている所以である。
（･･･）
　この建議の趣旨を確認しておくと、まず「これまでの敬語は、旧時代に発達したままで、必要以上に煩雑な点があった」
から、これからの敬語は「できるだけ平明・簡素にありたい」という大方針が宣言される。そしてそれを支える考え方とし
て、「主として上下関係に立って発達してきた」旧来の敬語に対して、「各人の基本的人格を尊重する相互尊敬の上に立」
つのが新時代の敬語であることが説かれ、そのためには、「奉仕の精神を取り違えて、不当に高い尊敬語や、不当に低い謙
そん語を使う」商業的な過剰敬語を排すべきことが述べられる。」

「「これからの敬語」が世に出てから七〇年の時が経過しようとしている。日本語の敬語とそれを話す人の心持ちはどう
なっているだろうか。筆者の見るところ、注目すべき点が二つある。一つは、人々が規範としての敬語を欲しがっているよ
うに見えることである。（･･･）

　もう一つは、敬語の使用における変化として、他者への表敬より自己の呈示を指向する傾きが明瞭に見られることであ
る。象徴的なのは、「させていただく」への停まらないシフトで、背景のは、他者主語の「くださる」が忌避され自己主語
の「いただく」が選好される変化に表れるように、丁寧さは保持したいが他者に言及する（触れる）ことには躊躇いがある
との心持ちが見える。古典的な二分類に名前のある「尊敬語／謙譲語／丁寧語」は他者への表敬を受け持つが、「これから
の敬語」から半世紀少しを経て出された文化審議会答申「敬語の指針」（二〇〇七年）で加えられた類型「丁重語／美化語」
（それぞれ「謙譲語／丁寧語」からの〝分離独立〟）は、指向する他者が直接的には表されず、へりくだる／上品に言うこ
とのできる自分を見せるという意味において自己呈示的である。その自己呈示も話し手として対面する聞き手に対する意識
の反映には違いないので、機能としては（間接的に）丁寧語的であると言える。だとすると、金田一の思い描いた日本語像
と大きく隔たってはいないことになる。

　尤も、規範はほしいが他者に触れるのは避けたいという心持ちはなかなかわかりにくい。どこかねじれて見えるこの現象
は、金田一が思い寄らなかった何かを示しているように思われる。

　上下の秩序から対等な関係での相互尊重へと金田一は願った。ところが、そこには一つ、皮肉な面があった。身分社会に
おける上下の秩序は、流動性が低く個々人の裁量範囲も小さい反面、固定的な関係性を導きやすい点で、話し手にとっては
そのつど考えなくて済む面がある。他方、対等な関係（少なくとも上下よりも親疎の関係が顕著になりつつある社会）で
は、誰をどう待遇するかを各自が自分で決めなければならない度合いが増すことになる。現在に至る上述のような変化を見
ていると、このことが人々の重荷になっているという要因があるのではないかと思えてくる。

　「規範」は、確固としたものがあるかぎり、各自が判断しなければならない部分は少なくて済む。そうした意味では、
85％もの人が「必要」と思っている「敬語」とは、考えなくて済むためのガイドラインなのかもしれない。これが、身分社
会でなくなって七五年が経過した日本社会の現実だとすれば、金田一は少々がっかりするだろうか。」
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道徳と倫理は
同じような意味で
使われることが多いが
似ているようで異なっている

道徳は外から与えられるが
倫理は内から育てられるからだ

「倫理」という言葉も
たとえば「内なる知恵」のように
表現されたほうが誤解を避けられる

道徳はそうした「内なる知恵」が
固定化されピン留めされた標本のようなものだ

この藤原辰史・伊藤亜紗の対談でも
「道徳からどう逃れるのか」が
重要なテーマとなっているという

「道徳はわかりやすくて、
全自動的で、カント的」であるがゆえに
内的リズムを持ち得ない

道徳は～すべきだ
ということで
外からリズムとかたちを
変化し得ない型に押し込めてしまう

対談の最初に
「ものを考えるときに、
「名詞族」の人、
「形容詞族」の人、
「動詞族」の人がい」て
藤原辰史・伊藤亜紗の両氏は
ともに「動詞族」で
「名詞は一番嫌い」だという話がでてくる

なぜかというと
「名詞は止まっている」から
「概念として操作可能に」なり
「ブロックのように組み合わせたり、
体型化したりできる」けれど
動詞は「使った瞬間に
こちらが体ごと巻き込まれる」ように
「変身」できるのだという

つまり「動詞族」であるということは
「変身」し「何かになれ」る
つまり「主語が交換可能に」なるのだ

対談のなかに
「細胞膜」の話もでてくるが
「細胞膜のレベルでは浸透が起こっていて」
「閉じているんだけど開いている」
細胞もまた決して閉鎖形のものではなく
名詞ではなく変身できる動詞なのだ

道徳と倫理の違いに戻ると
その意味では
道徳は概念の決まった名詞族であり
倫理は「変身」できる動詞族である

その意味では
学校やメディアで教えられる情報も
ほとんどが与えられるだけの
「名詞」にすぎない閉鎖形であり
内なる智恵はそこからは排されてしまうことになる

ひとを管理するためには
そうした名詞としての道徳が好都合だ
「正しい」とされる「答え」を与えるだけで
その「正しさ」を「問うこと」は許されてはいないから

■藤原辰史・伊藤亜紗(対談)
　「「ふれる、もれる」社会をどうつくる? 」
　（ちゃぶ台7「特集:ふれる、もれる、すくわれる」
　　ミシマ社　2021/5所収）



■藤原辰史・伊藤亜紗(対談)
　「「ふれる、もれる」社会をどうつくる? 」
　（ちゃぶ台7「特集:ふれる、もれる、すくわれる」
　　ミシマ社　2021/5所収）

（「藤原辰史・伊藤亜紗(対談)「ふれる、もれる」社会をどうつくる? 」より）

「伊藤／なんか、私と藤原さんは「動詞族」ですよね。
　藤原／動詞族!?　どんな族ですか（笑）
　伊藤／ものを考えるときに、「名詞族」の人、「形容詞族」の人、「動詞族」の人がいると思うんです。動
詞族は、動詞をベースとしてものを考える人です。
　藤原／なるほど。そうするとたしかに僕は、がぜん動詞族です。すべて動詞にもっていきます。伊藤さんも
そうですか。
　伊藤／私もそうです。形容詞とかもたまに好きですけど。名詞は一番嫌いです。
　藤原／なんで名詞は嫌いですか？
　伊藤／名詞は止まっているからですね。
　藤原／日本語、とくに学者の言葉って、だいたい「名詞＋～でる」になっちゃいますよね。僕はそれがずご
くいやなんです。もっと動詞にニュアンスを込めればいいのにと思って、意識的に動詞を増やすようにしてい
ます。伊藤さんは、停まらないようにするために動詞を多く使って思考するんですね。
　伊藤／名詞は概念として操作可能になっちゃうんですよね。ブロックのように組み合わせたり、体型化した
りできる。でも動詞は、使った瞬間にこちらが体ごと巻き込まれる感じがします。私は文学研究かたスタート
しているのですが、最初に研究したポール・ヴァレリーは動詞族の人でした。彼は「動詞は身体を探している
存在である」と言いました。
　（･･･）
　藤原／私があるときから動詞を意識的に使おうとしたのは、環境史というジャンルにちゃんと取り組むため
でした。人間だけの歴史ではなく、人間以外の生物・植物をひっくるめて文章を書くとき、名詞ではどうして
も「変身」できないんです。伊藤さんの本のキーポイントも「変身」ですよね。「何かになれる」ということ。
動詞を使えば、木も犬も猫も立つし、われわれ人間も立つ。主語が交換可能になってきます。動詞族と名づけ
ていただいて光栄です。」

「伊藤／私が生物学をやっていたときに一番好きだったのは細胞膜だったんです。細胞膜はすごく浸透しま
す。生物は「閉鎖であり、かつ開放である」ものですが、まさにこれが細胞膜のあり方ですね。膜として自分
の領域を定義しているけれども、同時にその膜をすごい量の物質が出入りしている。頭で考えると「個体」と
して分かれているけれど、細かく見ると細胞膜のレベルでは浸透が起こっていて、もれまくっている。建築で
いったら、穴だらけみたいな状態。閉じているんだけど開いている、という加減はミラクルだなと思います。

（･･･）

　藤原／「今日は菌のために一〇〇キロカロリーあげようかな」とか考えて食べるのは幸せですね。

　伊藤／自分のために食べるよりも、菌のために食べると思うほうが幸せですよね。細胞膜は、人間がそうい
う境界をすごく恣意的に決めているということを教えてくれました。ブラインドラニングのロープも細胞膜の
ようなところがあって、滲み出す、染み込む、みたいなことが起こります。ロープの両端を伴走者と視覚障害
者のランナーが手で持っているのですが、お互いの呼吸が感じられるほど接近した状態で運動を何時間もシン
クロさせるという、すごく特殊な状況のなかで、お互いの境界がよくわからなくなる。うまくいくと、視覚障
害の人も走路が見えるような感じがしてくるそうです。ちょっとここで曲がるなとか、段差があるなとか、鳥
が前を横切ったなとか、環境に対する晴眼者の反応がぜんぶもれていくんですよね。もれたものを視覚障害者
が感じることで、走路が見えちゃうみたいなことが起こる。でも、そもそも神経だって、体のなかを結ぶロー
プみたいなものですからね。」

「伊藤／なんか、意識してやっていることってたいしたことではないなと思うんです。「もれる」の問題とも
つながると思いますが、意識的に頑張ってやることよりも、無意識にやってしまうこととか、仕方なくそう
なってしまうことのほうが、何かを破壊してくれるというか。自分が持つ計画だったり、「私はこうである」
という像だったり、そういうものを破壊していく要素に救いを見出したいんですよね。

　藤原／タイトルは『手の道徳』ではなく『手の倫理』なんですよね。「倫理」というところまでいっている。
これは、ついやってしまうとか、つい出てしまうものにかかわる問題ですよね。「つい出てくる」という場の
つくり方や信頼関係のあり方がある、言いかえれば、「つい」ということから同時遂行的に倫理が出てくるん
だと。こういうふうに「道徳」と「倫理」を区別しているところは大変示唆的です。ある意味、きわどいとこ
ろを攻めてらっしゃると思うんですよね。ポリコレが強すぎる世界では言葉にしづらいのですが、『縁食論』
で私が書きたかったのは、道徳と食物を結びつけても辛いというか、美味しくないだろうということでした。
野放図に食べまくるのもちょっと問題だけど、伊藤さんのいう「倫理」を積み上げて、お互いに「出てしまっ
た」みたいな感じでやっていくほうが、縁食としてうまくいくのではないでしょうか。すごく微妙で曖昧で、
相互浸透的なところを突いてきていらっしゃるなと思います。」

「藤原／『縁食論』も伊藤さんの本も、「道徳からどう逃れるのか」が重要なテーマになっています。道徳は
わかりやすくて、全自動的で、カント的なので、ある意味で『どもる体』のリズムとおなじですね。リズムに
乗れば吃音がなくしゃべれるけれど、それは全自動だから、あえてリズムに乗らずにどもる人がいる。ある種
の道徳から逃れることは、これと一緒です。

　伊藤／たとえば、いつか自分は死ぬじゃないですか。そのことになんかほっとしたりするんですよね。べつ
に死にたいわけじゃないんですが、そういう摂理みやいなものに救われるところがあります。「どうにもなら
ないもののほうがメインである」という感覚です。どうにもならないものに乗っかっていて、非人間的なもの
が本当だという感覚に、逆に救われる。だから人間でないもを探しちゃうのかもしれないですね。」
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占いの原理については興味があるが
とくにじぶんで占いはしない

タロットもそのひとつだけれど
ほかの占いにくらべ
そうしたツールには
ある種シャーマニスティックな
無意識に関与する力が強く感じられるのもあって
それに取り込まれないように気をつけている
どこかわからないところに無意識がリンクさせられ
そこから見知らぬものが入ってくるからだ

少し前にユリイカから
鏡リュウジ責任編集による
『タロットの世界』がでたところだが
そのときにも絵札がある種のゲートとなって
つながっていそうなものには
ある種の距離をとるように気をつけていたりもした

鏡リュウジ氏には学問的な知識の視点が強くあり
そのことである種の危険防止装置が働くので
少しばかり安心して受け取れるところがあるけれど
タロット関係のものやスピリチュアルものの多くは
できるだけ敬遠するようにもしている
珍しく本書からは呼ばれたような気がしたので
興味をひかれ読んでみることにしたけれど正解だったようだ

タロットにはいろんなヴァージョンがあって
おそらくつながるところが異なっている
たとえば「マルセイユ版」などは
キリスト教的なゲート感が強くあり
それ以外のものにつながるのを拒み威圧するような
狂信的で強引な力を感じたりもする

本書によれば
ほんらいのタロットのソースはずっと古く
人類発祥の時代まで溯って伝えられていた
さまざまな古代の知恵が集められ
その原形ができあがってきたようだ
そしてその後さまざまな変遷をたどりながら
現在のようないくつかの版が成立してきたのだという

本書の著者である鶴見明世氏及び藤村龍生氏によれば
タロットに問うと
それが「鏡」のようになって
「あなたはこうだよ」と見せてくれるのだという
まさに「か・が（我）・み」であって
それが占いの基本であり
その基本が見失われない限り
占いがネガティブに働くことはない
しかも言語的な思考のフィルターが少ない分だけ
深いところでじぶんに向き合えたりする

その意味では
スピリチュアルな神的なソースからの
ある種のメッセージにしてもそれは
「その人が「誰であるか」にかかわってくる」ものとして
じぶんに向き合うためのものにほかならない
それは決して神からの命令や指示のようなものではない

鶴見氏は「ほとんど神話以前の地球的神格」である
玄武・青龍・朱雀・白虎という「四神」と
コンタクトしてきているということだが

そうした存在は「太古の時空を開くことで、
わたしたちがみんな「地球の夢」として生きている
ということを思い出させてくれる」のだという

わたしたち人類は地球で生まれ育ち
そしていまや地球環境の問題を問わざるを得ないなか
さらに「主義」や「利」でさまざまに対立し続けている

それも「地球の夢」のひとつではあるとしても
それはある種の悪夢でしかなくなっているが
悪夢をつくりだしてきたのも人間であるならば
悪夢を超えていくのも人間でしかない

地球とともに
良き夢を見られる時代をつくるためにも
一人ひとりがじぶんに向き合えますように

■鶴見明世・藤村龍生
　『スピリチュアル・コード──鶴見明世のシャーマン世界』
　（羽鳥書店 2022/3）



■鶴見明世・藤村龍生
　『スピリチュアル・コード──鶴見明世のシャーマン世界』
　（羽鳥書店 2022/3）

（藤村龍生「はじめに」より）

「鶴見明世は、不思議な人である。
　一般的には、卓越したタロット・リーダー（占い師）として有名である。
　小学生のときにタロットに出会って独学でタロットを学び、（･･･）リーディング歴は40年以上にも及んでいる。しかも、
日本国内だけではなく、ドイツ・スイス・フランスなどヨーロッパでも、数年にわたって、タロット・リーディングを行っ
ている。
　だが、それだけではない。鶴見明世は、ごく幼いときから、頻繁にいわゆる幻視的ヴィジョンを視る人であって、とりわ
け１９９６年の臨死体験以来、ヴィジョン能力を通じて、さまざまなスピリチュアルな神格とのコミュニケーションはでき
るようになり、そうした神格とともに、さまざまな人、さまざまな場所の霊的な問題に、いわゆるシャーマン的に対処する
ことも行っている。
　とても興味深いのが、彼女にかかわる神格が、この数千年のあいだに人類が形成してきたさまざまな宗教文化の形式にか
ならずしも合致しない、人類の歴史以前にまで溯る古代の神格であることである。たとえば、玄武・青龍・朱雀・白虎とい
ういわゆる「四神」。だが、彼女は、それを古代中国でまとめられた四神像として理解し関与しているのではなく、その形
式を超えたところで、それぞれの存在の独自のあり方を、みずからの経験を通して、知っているのである。
　そこには、キリスト教・佛教・イスラーム教といって、もちろんきわめて強力なのだが、地球における生命の歴史という
観点からすれば、とても新しい最近のものである宗教が、あるいは抑圧し、封印してきた、地球のもっとも古い神的な存在
の地平が垣間見える。
　「人新世」というような言い方も、最近ではされるようになってきているが、21世紀に入って、人類の歴史が転換期に突
入してきていることは、誰にも意識されはじめている。そして、地球環境問題は、全人類にとっての切迫した課題である。
誰もが、自分たちが住むところが、「地球」というひとつの環境＝システムであることを意識せざるをえなくなってきてい
る。そのとき、われわれのこれまでの歴史のダイナミズムの基盤であったそれぞれの「宗教」の枠を超えて、もういちろ、
「われらの地球」の神秘的存在を感覚しようとしなければならないのではないだろうか。
　本書の対談に込められた思いは、それに尽きる。」

（鶴見明世　あとがき「勇気をもって流されること」より）

「情報化が進み、地球温暖化も激しく進行し、さらにはコロナ禍も重なって、世界は、人類は、時代は、大きく変わって行
きます。わたしも、これまでのように、ただ「占い」をご提供するのではなくて、自分が経験している世界のことを少しで
も人々に伝えなければならないのではないか、と思うようになりました。また、実際、多くの方から、そういう要望も寄せ
られるようになってきています。
　やはりこの時代、人間は、どうしても誰もが、三次元のこの世だけではなく、異次元の世界とかかわって生きているとい
うことを、正しく知るべきではないか、と思うのです。「スピリチュアル」という言葉葉、世に溢れているけれど、その多
くは現世利益や自己満足を満たすもので、「とても都合が良いスピリチュアル」になっているように思えます。それではい
けないのではないか。もっと複雑な、もっと広大な世界で、それはあるということを伝えなければならないのではないか、
そう思うのです。わたしはある意味では「異端」かもしれませんが、けっして「異常」ではない。ただ空を見上げるだけで
はなくて、足元の地面を、「地球」を感じてもらいたい。求めるべきは、じつは、何かをゲットして欲を満たすことではな
く、「勇気を持って流されること」。そのような思いが、本書の対談を通じて、少しでも、届けられたらと思っています。」

（「Ⅰ　鶴見明世の原点／独学でタロットを学ぶ」より）

「藤村／一般的に、人が「占い」を求めるときって、自分の人生の将来についてポジティヴなことを言ってもらいたいから
ではないですか？　そういう気持ちがありますよね。たいていはピンチのときですから。でも、そういうときって、その人
の生き方の全体というか、存在の仕方全体が問題になっているわけです。でも、本人は、危機の、嵐のまっただなかで、自
分が何であるか、よく見えない。そこで、たとえば、タロットに問うわけです。すると、タロットは、その具体的な問いに
即して、「あなたの存在はこうだよ」と返してくれる。けっして、そこで問う人とは別にどこかに一般的な回答があって、
それが出てくるというのではなくて、まるで「鏡」のように「あなたはこうだよ」と見せてくれる。それが「占い」の本質
だと思っているのですが、ちがいますかね。
（･･･）
鶴見／そうなんです。ある問いを投げたら、タロットが検索して回答をもってくるというのではなくて、タロットのほう
が、問いかけている人がどういうあり方をしているかを「検索」にかけるみたいな感じがありますね。でも、皆は、たとえ
ば御神籤を引くみたいな感覚でリーディングを求める人も多かったのですが、最近は大きく変わってきているのを感じてい
ます。わたしのもとにお出での方々に、自分にはわからない出来事の展開、未来だけではなく今現在の確認や、場合によっ
ては自分の遠い過去のあり方まで知りたいというお考えでおみえになる方が増えています。そこにはご自身を鑑みるという
行為が内在していると思いますが、そういう方にとっての「自己肯定」という方向になる視点からのリーディングを提供し
ています。」

（「Ⅰ　鶴見明世の原点／独学でタロットを学ぶ」～タロットの起源を問う②白虎が答える」より）

「鶴見／［リーディング］一般に言われている歴史とは異なっている･･････言われているのはまったく違っている･･････キ
リストの死もタロットには関係ない･･････「黙示録」も関係ない･･････マリアの原形である隠された存在の知恵よりももっ
と溯るのだ･･････。（･･･）（そして、タロットの起源は）エジプトをも超えているんだ（･･･）ばらばらになって漂ってい
る知を集めようとしてタロットの原形ができて行ったのだ（･･･）･･････エジプト以前、人類発祥の時代まで溯って･･････そ
こで伝えられていたものがあるのだ･･････そのときからすでにある知･･････なぜこの星（地球）に生きていくのかという問
いと答えがそのなかにあるのだ･･････
（･･･）
鶴見／［リーディング］地球の歴史は二分されている。人類以前と人生が出現してからと･･････人間という形をした存在が
もたらしたのがタロットの知だ･･････」

（「Ⅱ　臨死体験、そして四神の世界へ」より）

「藤村／よく考えてみたらわかりますが、お話に出たＤＮＡということなら、それは、地球に生命が誕生したときから続い
ているんですね。誰のＤＮＡもみんなそうです。ＤＮＡレベルでは、われわれはみんな太古から存続してきているのです。
もしそれと同じように、「魂のＤＮＡ］というものがあるとしたら、それだって、まさに太古の地球からずっと続いてきて
いるはずですね。だからＤＮＡという遺伝情報の次元で視たら、われわれは誰もが、「玄武」までは行かなくとも、少なく
とも「白虎」くらいには太古の存在んですから。
　このことをほんとうに、われわれの誰もが自分のことととして感じとらなければならない時代に入ってきています。
（･･･）
　だからこそ、この時に、さまざまな宗教体系、神話体系といった人類の文化のベースとなっていたものよりも、もっと古
い、ほとんど神話以前の地球的神格が、人類にコンタクトしてきたということに、深い意味があるのではないか、と思った
りするのですが、いかがでしょう？

鶴見／これもまた難しい質問です。すみません、わたしは、藤村さんのように、思想的に整理するように自分の考えを形成
してきたわけではなくて、あくまでもその場その場の事態に、そのつど必要な作法をもって対処してきただけなのです
が･･････でも、いま、あえて、何か一言ということになると、わたしの頭に浮かぶのは「地球の夢」という言葉です。
　わたしのファンタジーかもしれませんが、「地球」ってまるいですよね。球ですよね。地球はまわっていて、そのどこに
も「てっぺん」はないですよね。ひとつの「てっぺん」があって。、それが「支配」したり、「裁き」をもたらしたりする
のではなく、それぞれの人がみな同じように「てっぺん」なんだと。「まるい地球」に極があるとすれば、それは、まんな
かの見えない中心、そして、それが、強いて言えば「愛」だと思いますね。「愛」と言っても、「隣人を愛せよ！」みたい
な命令形になる「愛」ではなく、哀れな、傷ついた魂をただただじっと抱きかかえるだけのような「愛」ですが･･････わた
しがしてきたことは、究極的にはそういうことだけだと思っています。ただじっと抱きかかえる、それも、これも奇妙な言
い方ですが、胸に抱きかかえるというよりは、子宮に抱きかかえる、そしてそのとき「子宮」が「地球」なんです。
　「地球に抱きかかえる」･･････それが「地球の夢」。
　四神は、そういう「地球の夢」を思い出させてくれる、そしてそれが、ひとつの「花」として開くようにしてくれる･･････
それが「祝福」ですね、ある場合には「浄化」ですね。
　それぞれの生命というものが、きっとすべての生きものを含めて、「地球の夢」としてあるんだ、ということを、一人ひ
とりが、ご自分の慎ましい、しかしたったひとつの存在において、実感する。そして、それだからこそ、いたがいが共鳴し
あい、つながりあえる、時間の流れを超えて、つながりあえるということを感じとる･･････四神はそういうことを助けてく
れるんだと思います。わたしたちに、太古の時空を開くことで、わたしたちがみんな「地球の夢」として生きているという
ことを思い出させてくれるんだと思います。」

（「Ⅲ　ヒーリング、世界を舞台として」より）

「藤村／明世さんがかかわってらしたスピリチュアルな存在は、けっして、神社であれ、教会であれ、すでにどこかに祀ら
れてある「神」だったしたわけではなくて、ほんとうに「一対一」の関係を通して現れたスピリットだったようですね。
　鶴見／そうですね。スピリチュアルな存在というのは、究極的には、その人が「誰であるか」にかかわってくるんだと思
います。「万人共通の神様」というのも存在するのかもしれませんが、それぞれの人が誰であるのか、はみんなちがってい
るんです。
　藤村／「その人が誰であるのか」−−−−それは誰もが、それぞれちがった仕方でスピリチュアルであるということですよ
ね。誰もが、きっと本質的に、スピリチュアルなんですよね。信仰にあるなしに関係なく。
　それは、どれほど文化が異なっていても共通する普遍性ですよね。
　鶴見／はい、そのとおりだと思います。」



☆mediopos-2681　　2022.3.20
「言語が違えば、世界も違って見える」のは
私たちの社会の言語習慣の体系が
そこで使われている言語の影響を
広範囲にわたって受けているからで

たとえば色の認知ひとつとっても
その体験は色そのものだけからくるのではなく
色を名づけた言葉に強く影響されている

ある文化的慣習のなかで
自然に感じられている常識的な認知も
別の文化的慣習のなかでは
必ずしも自然であると感じられるわけではない

言葉は世界に対する認知を切り取り
表象と概念を組みあわせて成立しているが
それはそれぞれの文化的慣習によって
異なった切り取られ方をしている

そして言葉によって可能となる思考もまた
そうした言葉の切り取り方にさまざまに影響されている

言葉の違いによる世界認識の違いを見ていくことは
いまじぶんが使っている言葉によってつくられている
認識のありようを意識化するためにも重要だが

「言語が違えば、世界も違って見える」というような
異なった言語による世界認識の相違よりも重要なのは
「言葉を共通にする共同体」のなかでの
「言葉」への認識の大きな違いではないだろうか

たかが言葉
されど言葉である

いまじぶんが使っている言葉のスキルを
自明のものとして意識化しないまま
じぶんの現在の認識を上げていくことがなければ
言葉でなにができるのか
またなにができないかということについて
言葉をつうじて学ぶことはできない

言葉の限界は思考の限界でもあるところがあるから
言語の限界をじぶんの使用可能な言語のなかで
そのスキルレベルを引き上げる必要があるということである

じぶんの使っている言葉と
それが可能にしている思考を意識化する必要があり
そうすることで
言葉が言葉を超えるところに
導いてくれる可能性もひらかれるからである

そこでいう言葉は論理言語だけではなく
さまざまなものが成熟の可能性として開かれている
そんな言葉として理解する必要がある

たとえば科学者や学者の言葉は得てして
感情や感覚が未熟なままであることも多いようだ
じぶんは科学的かつ論理的に思考できていると思いこんだまま
その範囲をはなれた事象に対しても（まったく無謀にも）
その思考を持ち込もうとしてしまったりする

「言語が違えば、世界も違って見える」ように
言葉のもつさまざまな次元を成熟させることで
おそらく世界はまったく違って見えるはずだが
深められていない次元では
その言葉は幼稚なままに留まっているのだ

現在さまざまなところで問題になっている
リテラシーの問題もそこに深く関わっている
言葉の成熟にともなって
そこで得られる理解も開かれてくるからである

メディアなどから流される情報に対する理解も
そこでなにが与えられているのではなく
与えられていることで何が隠されているのか
何を隠そうとしているのかを理解することが基本である
学校で何が教えられているかではなく
何が教えられていないかということが問題であるように

■ガイ・ドイッチャー（椋田直子訳）
　『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』
 (ハヤカワ文庫NF　早川書房 2022/2）



■ガイ・ドイッチャー（椋田直子訳）
　『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』
 (ハヤカワ文庫NF　早川書房 2022/2）

「言語はふたつの顔を持つ。公の役割を担うときの言語は、言葉を共通にする共同体がコミュニケーションを成立させるために
合意した慣習の体系である。しかし言語のはもうひとつの私的な顔がある。それが、話し手それぞれが心に取りこんできた知識
の体系である。言語が効果的なコミュニケーションの手段であるためには、話し手の心に依存する知識の私的体系が、言語習慣
の公的体系と密接に対応していなければならない。そして、この対応があるからこそ、言語の公的習慣は、全宇宙でもっとも魅
惑的。かつもっともとらえがたい対象物、すなわち私たちの心、で起きていることを鏡のごとく映し出すことができる。

　本書の目的は、私たちの思考の基本的諸相が社会の文化的慣習に影響されていること、それも、今日主流とされている考え方
よりはるかに広範囲にわたって影響されていることを、言語が提示してくれる証拠を通じて示すことだった。第Ⅰ部では、言語が
世界をさまざまな概念に切り分けるやり方が、自然によってのみ決定されたのではないこと、および、「自然」だと思っている
ことの多くは、私たちが育ってきた社会の慣習に依存していたことが明らかになった。だからといってそれぞれの言語が気の向
くままに、恣意的に切り分けられるものではないことはいうまでもない。しかし、コミュニケーションを成立させるために学習
することが可能で、筋道もたつという制約内ではあっても、ごく単純な概念であってさえ切り分けるやり方はさまざまあり、そ
の多様さは常識が予想する範囲をはるかに超えている。慣れ親しんだものを「自然」と感じるのが常識というものだからであ
る。

　第Ⅱ部では、私たちの社会の言語習慣が、言語を超えた、思考の諸相に影響を及ぼすことを見た。言語が思考に及ぼす実証可能
な影響は、過去の高説にいうそれと大きく異なっていた。とくに、母語が私たちの知識地平を限界づけ、他言語の概念や区別を
理解する影響力に制約を課すという説については、なんの根拠も発見されていない。母語の影響はむしろ、ある特定の表現を頻
繁に用いることで培われる習慣にこそある。ある種の概念は互いに分明なものとして扱うこと、ある種の連想関連はくり返し心
に刻むこと−−−−これらの発話習慣から形成される心的習慣は、たんなる言語自体の知識を超えて、より大きな影響を及ぼしう
る。本書では言語の三つの領域について、その実例を紹介した。空間座標系と、それが記憶パターンと定位に及ぼす影響、文法
的ジェンダーと、それが連想関係に及ぼす影響。および、色の概念と、それがある種の色識別に対する感受性を増大させうるこ
と。

　今日の言語学、認知科学の分野では、言語が思考に及ぼす影響を、それが真正の推論にかかわる場合にのみ有意と認める、と
いう考え方が主流になっている。たとえば、ある言語が、別の原語の話し手なら簡単に解けるような論理問題を解く妨げになる
ことが証明されれば、影響は有意と認められる。論理的推論にこのような制約的影響を及ぼす実例はいまだ提示されていないか
ら、必然的にそれ以外の影響には意味がなく、人間は基本的に同じやり方で思考する−−−−というのが主流の説である。

　しかし私たちの人生における論理的推論の重要性を強調しすぎるのは、あまりにも安易である。哲学的分析を日々の糧として
育ち、思考すなわち論理で、それ以外の心的プロセスなど注目に値しないと考える人々には、そんな過大評価も当然に思えるの
かもしれない。しかしこの見方とは裏腹に、私たちの現実の生活経験においては、論理的思考は控え目な存在でしかない。日常
生活においては本能や直感、感情、衝動、実用的巣霧などに導かれて心を決める場合が多く、それに較べたら抽象的演繹的推論
にもとづいて決断を下すことなど圧倒的に少ない。一日のうちで論理的何代にとりくんでいる時間と、脱いだ靴下をどこに置い
ただろうと考える時間のどちらが長いだろう。あるいは、立体駐車場のどこに車を置いたか思いだそうとしている時間と比べた
ら？　色彩と連想と暗示に訴えるＣＭと比べて、三段論法で説得するＣＭは何本あるだろう。そして最後に、集合論上の対立が
もとで戦われた戦争がいくつあっただろうか。

　母語の影響が及ぶと実験的に示されているのは記憶、知覚、連想関係などの思考領域、および自分の位置を知るという実用的
スキルの領域である。そして、私たちが現実に生きていくうえで、これらの領域は抽象的推論の能力に劣らず重要である。あるい
は劣らないどころか、はるかに重要かもしれない。」

「戦闘で並外れた武勲が立てられたと聞くとこいは、通常、戦況が思うように進んでいない徴候だと思ってまちがいない。戦争
が計画どおりに展開し、自軍が勝っているならば、個人の並外れた英雄的行為はまず必要ないからだ。武勲は必要なのは概して
負けている側である。

　本書で紹介したような実験のいくつかはきわめて独創的かつ斬新なので、人間の脳という要塞を攻略しようとする科学の戦い
が大勝利を挙げた徴候できないかと勘違いをしたくなる。しかし実際には、これらの実験に見られた独創的な推論は、大いなる
強さではなく大いなる弱さの徴候である。これほどの独創性が必要とされるのは、脳の働く仕組みがよくわかっていないからこ
そなのだ。私たちがこれほどまでに無知でなかったら、工夫をこらした課題への反応時間を測定して情報を絞りとるといった迂
遠な手法に頼る必要もなかっただろう。もしもう少しよくわかっていたら、脳でなにが起きているかを直接に観察して、自然と
文化がどのようにして言語の諸概念を形成していくか、文法のどの部分が先天的なのか、言語が思考のどの相にどんな影響を及
ぼすのか、といったことを正確に判断することができたことだろう。

　いかにもお先真っ暗のように無知だ、無知だと強調することはないじゃないか、と抗議の声が上がったとしても無理はない。
とくに、最後に紹介した実験は息を呑むような最先端技術を土台にしているのだから、なおのことだ。脳の活動をオンラインで
走査し、特定の課題を実行しているときに、どの特定部位が活動しているかを明らかにしたではないか。それを無知だなどと、
どうして言えるのか。しかし、こんなふうに考えてみてほしい。ある大企業の活動の仕組みが知りたいのに、本社ビルの外に
立って離れたところから窓を観察することしか許されないとする。となると、推論の土台となる唯一の証拠は、どの部屋に何時
に電気がついたか、ということだ。もちろん長時間かけてじっくり観察すれば、さまざまな情報が引き出せるだおる。たとえ
ば、週一回の重役会は二五回の左からふたつ目の部屋で開かれるとか、なにか緊急事態が起きたときには一三回の活動が激しく
なるから、おそらくあの階に危機管理センターがあるのだろうとかいうことがわかるかもしれない。しかし、なにが話されてい
るかをいつまでたっても聞くことを許されず、すべての推論が窓の観察のうえに成り立っているのだとしたら、そこで得られた情
報はいかにも不充分ではないか。

（･･･）

　しかし、汝後世の読者よ、われらがわれらに先立ちし者の無知を許したがごとく、われらが無知を許したまえ。遺伝の謎は私
たちの眼前で明るみに出たが、私たちがその大いなる光を見ることができたのは、先立つ人々が倦むことなく闇を探しつづけた
からにほかならない。だから後に来る者たちよ、苦もなく達した高みから私たちを見下ろすことがあるとしたら、私たちの努力
という踏み台があったからこそ、そこへ上がれたのだということを忘れないでほしい。闇を手探りしつづけるのは報われない仕
事であり、理解の光が射すまで休んでいようという誘惑に抗するのは難しいからだ。しかし。もし私たちがこの誘惑に負けたな
ら、あなたがたの世は永遠にこないだろう。」
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職場では「定期健康診断」が
法律で義務づけられていて
年度末になると受けたくなくて
先延ばしにしているぼくのような人間に
いついつまでに受けるよう矢のような催促がくる
一年のあいだでいちばん体調の崩れるのが
この健康診断後の数日である

養老孟司氏の推薦している本書は
「医療に頼らず、自分に頼れ。
池田流健康術の極意」とのことだが
こうした当然のことを力説しなければならない
そのことこそが深い病なのだともいえそうだ

養老孟司氏もごじぶんの講義のなかで
再三話しておられることだが
「異常」はつくられている
「正常」であるという基準を変えれば
いくらでも「異常」を増やすことができる
血圧の異常云々の多くも
統計的な平均値からの偏差の度合いであって
そこで設定された基準値からの「異常」があるからといって
必ずしも病気であるということにはならない

今年も先月仕方なく「定期健康診断」を受けたのだが
これまでほとんどの問診医はろくに顔さえみないで
数字だけをみながら機械のようにコメントしていくだけだが
今回あたった初老の問診医は
こうした養老孟司氏の考え方をされているのか
健診で出された数値のバイアスや
個人差についてもきちんと説明してくれた
ここ数十年のあいだではじめての体験である

病院と学校はよく似ている
学校でもまた「正常」と「異常」が
「正しい」とされる「指導」のもとに設定される

病院や学校がまったく要らないとは思わないが
病院や学校があるのは当然なことではない
病院や学校が必要なひともいるが
そうでないひともいる

健康であることも学ぶことも
その基本は「自己教育」であるはずで
それを外から与えることはできない
できるのは「自己教育」のためのサポートだけである

病院や学校が必要なひとは
「自己教育」が不全なのであって
その場合には多くのサポートが必要になるということだ

しかし現代ではそのサポートが絶対化され
ますます強要されるようになっている
それが管理社会としては必要不可欠だからだ
病院も学校も自己目的化し
それらが設けた「正常」と「異常」の基準に基づいて
ひとを病人と名づけ「できない子」と決めつける

できれば「病院に行かない生き方」
そして「学校に行かない生き方」で
「自己教育」によってみずからを方向づけられますように

■池田 清彦『病院に行かない生き方』
　（PHP新書　PHP研究所 2022/3）
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（「はじめに」より）

「僕が65歳になってしばらく経った頃、市の健康福祉部から健康に関する調査票が送られてきた。封を開けて見てみると、
「体重はどのくらいですか」
「血圧は気になりますか」
「階段で手すりがなくても上れますか」
「毎日の生活が充実していると感じますか」
「周囲の人から頼りにされていると感じますか」
「これまで楽しんでやれたことが、楽しめなくなったように感じますか」
　などという、バカバカしい質問のオンパレードで笑ってしまった。
　毎日の生活が充実しているかどうかなんてことを、なぜ市の人間に言われなければならないのか。まったく。余計なお世
話である。これに真面目に答えて提出すると、答えた内容に応じた「健康アドバイス手帳」をくれるというが、僕はそんな
ものは要らないから。そのぶん市に払った税金を返してほしいと言いたくなる。
　また、日本では、職場における「定期健康診断」は法律によって義務づけられており、その受診率が低い企業には当局か
ら指導が入る場合もあるらしい。こんな制度がある国が日本以外にもあるのかは知らないが、少なくとも欧米には存在しな
い。

（･･･）

　健康診断に関していえば、病気の自覚のない人まで「病人」に仕立て上げ、「このまま、ほうっておくと大変なことにな
りますよ」という未来の仮定を脅し文句にして、無駄な治療を受けさせようとする。
「医療費を削減するためには、病気の予防に力を入れなければならない」などと言っているが、結果はそうなってはおらず、
医療費はむしろ膨らむ一方である。自覚症状のない人まで治療の対象にしてお金を巻き上げているのだから、そんなの当た
り前だよね。

（･･･）

　なぜそんなことが起きてしまうのかといえば、国が国民の健康状態を心底心配しているから、などではもちろんない。
　一度何かが決まってしまうと、その制度を前提としたビジネスで大儲けしている人たちが世の中には大勢いるからだ。

（･･･）

　国というのは人々の健康に口出しはしてくるけれども、それを本気で守る気などさらさらない。本当に守りたいのは、利
権の確保や経済効率、つまりカネなのである。だから結局、自分の身は自分で守るしかない。

　しかし、健康に関していえば、案外それは真っ当な考え方なのかもしれないと僕は思う、自分の体の一番の専門家は他の
誰でもない自分だからね。
　誰かの言いなりになるほうが楽だとか安心だとか考える人は多いけれど、医者の言うことを聞いていれば健康になれるか
といえば決してそんなことはなく、かえってそれが不健康につながる可能性だってある。」

（「第１章　人間の個体差を侮ってはいけない」より）

「例えばたくさんの人の血圧を測り、横軸に低いほうから高いほうまでの血圧をとって、縦軸にその血圧を示した人数をと
れば、グラフはだいたいベル型の正規分布という形になる。これはつまり、平均値あたりの血圧の人が人数的にはもっとも
多いということだ。
　統計的な判断としては、中心あたりにいる人が「正常」で、極端に低い数値や高い数値が出た両端のほうの人は「異常」
である。つまり、平均値から外れれば外れるほど「異常」だというわけだ。（･･･）
　ただし、これはあくまでも統計的な「異常」であり、それが異常だからといって「健康ではない（あるいはその可能性が
高い）という話ではない。（･･･）
　つまり、病名がついている病気なんてものは実在物ではないのだ。僕の知り合いで医師でもある岩田健太郎は『感染症は
存在しない』（集英社インターナショナル新書）という本を書いているが、個々の病人は存在するが、結核とか新型コロナ
の病名で規定される病気そのものは実在しないのだ。新型コロナに感染しても完璧に無症状であれば、病気とは言えないだ
ろう。
　医者が作った勝手な「基準」によって、健康かどうでないかが決まってしまうとなれば、その作り方は「趣味の問題」な
んて言ってられない。

（･･･）

　血圧に関していえば、２０００年以前は１６０／９５mmHg以上の人を高血圧とすると決めていた日本血圧学会が、２０
００年からは１４０／９０mmHg以上が高血圧だと言い出した。ひとたび決まってしまうと、あたかもそれが絶対的な基準
であるかのようにその数値が一人歩きを始めてしまう。」

「人間ドックですべての項目が異常なしである人の割合が、たった８．４％しかないという日本人間ドック学会の調査結果
の記事を初めて目にしたのは２０１１年だったと記憶している。けれど、２０１６年になると、さらに状況は悪化し「すべ
て異常なし」と太鼓判を押してもらえた人はなんとたったの５．６％だ。つまり、すべてが「正常」な人は２０人に１人く
らいしか存在しないということである。
　実は「正常」な人がさらに減った背景として挙げられているのが、受診者の高齢化・検査項目の増加・判定基準の厳格化
だ。」

（「第２章　健康法は自分で決める」より）

「世の中に出回る健康情報というものは、あくまでも不特定多数に向けた一般的で、平均的な情報でしかない。健康のため
にこれを食べろとか、これをやれとかいう話を聞くとすぐに飛びつく人がいるが、それが誰にでも合うというわけじゃな
い。」

（「第５章　死ぬまで自分らしく生きる」より）

「人間という生き物は、命がつながっていればそれでよいのではない。「ただなんとなく生きる」ということができない性
分をもっているのだ。忙しい毎日の中でふと我に返り「自分の人生の意味」を追求したくなったり、定年退職を機に「これ
から何を楽しみに生きてくのか」ということに頭を悩ませたりするのはそのせいなんだよね。
　しかも人間には個体差、つまり個性がある。誰かにとっては楽しくて充実感を得られることでも、別の誰かにとっては苦
痛でしかないことだってある。僕にとっては虫を採ったり標本を作ったりすることが最高の楽しみだけど、虫なんて見るの
も嫌だという人だっているしね。
　つまり「どう生きるのか」という課題はあくまでも個別の問題なので、他の誰かに託すことはできない。自分自身で解決
するしかないのである。」

（「おわりに」より）

「日本で、あたかも健康診断が素晴らしい予防効果をもつかのように喧伝されているのは、はっきりいって医療利権のため
である。
　健診を受けて、何でもないと言われて、３カ月後に具合が悪くなって医者にかかったら、がんで余命３カ月と言われた人
を、私は何人も知っている。この場合、検診は何の役にも立たなかったのである。
　それでも、毎日毎日膨大な数の健診が行われているのは、健診をやめらたら食うに困る関係者がいっぱいいるからであ
る。しかし、関係者ではない一般人は、健診関係者を食わすために、健診を受ける義務はない。
　まあ、血圧検査や血液検査くらいは受けても体に対する侵襲はないと思うけれど、ある程度の年齢になると、すべての項
目が正常という人は少ない。そこで、多くの人は医者の処方されるままに薬を飲むことになる。
　薬には必ず副作用があるので、薬を飲むとまた別のところの具合が悪くなり、その症状を緩和する薬が必要になり、とっ
た具合に処方される薬はどんどん増えていきかねない。薬を５種類も６種類も飲んでいて、薬を飲むのが仕事になっている
ような人もいる。こうなると、生きるために薬を飲んでいるんだか、薬を飲むために生きているんだかわからなくなる。」
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地球上のあらゆる生物は
太陽の光・月の満ち欠け・潮の流れに同期しながら
体内でリズムを奏でている

今回文庫化された柳澤桂子の『リズムの生物学』は
1994年に刊行された際には
『いのちとリズム』というタイトルだったように
まさに「いのち」は「リズム」だ

生命現象におけるリズムを
時間的な観点からだけではなく
空間的な観点からもとらえていくと
私たちのからだも「細胞の繰り返し、
遺伝子の繰り返し、塩基の繰り返し」というように
「何層にも積み重なった繰り返し構造によって」できている
「最終的には素粒子の繰り返しが
「私」という個体をつくっている」

「リズム」から生命現象を解いていくと
それがほとんどすべての生命現象に関わる
根元的な現象であることがわかる
そのことを解き明かそうとしたのが
『リズムの生物学（いのちとリズム）』である

こうしたリズムを「かたち」という現象において
自然学を含めた哲学的な視点から
多角的に探求した画期的な試みがある

上記の『リズムの生物学』の３年ほど前に刊行された
中村雄二郎の『かたちのオディッセイ』である
（１９８６年から１９９０年にかけて
雑誌『へるめす』において連載されたもの）

本書は哲学・芸術・宗教の領域を超えて
論じられている「汎リズム論」であり
フラクタル幾何学・散逸構造論といった
当時の最新の科学的なアプローチ等も踏まえ
形態・リズム・色の問題に根源的な考察がなされている

ふつう「かたち」というのは
空間的にとらえられているが
それを「聴覚的・時間的なリズム」
「時間性も帯びた具体的な領界としての場所」として
とらえようとする試みである

本書ではゲーテやシュタイナーについても言及されているが
日本の哲学者が哲学書のなかで
シュタイナーの霊学についてまとまったかたちで
とりあげているのは本書がはじめだろう

本書のなかでは『胎児の世界』でもよく知られている
三木成夫の「生命記憶論」についても言及されているが
三木成夫といえばゲーテ・ヘッケルそしてクラーゲスである

生の哲学者クラーゲスは
宇宙の根源現象を「リズム」としてとらえているが
『リズムの本質』という著作では
「拍子は反復し、リズムは更新する」と論じられている

少し前に三木 成夫の
『三木成夫とクラーゲス／植物・動物・波動』が
うぶすな書院から刊行されたところだが
「「分節的・総局的連続性」をもったリズムの本質は、
いってみれば〝寄せては返す〟という
波の運動相貌のなかに端的に見ることが出来る」という

「かたち」は「リズム」であり
「リズム」は「かたち」である

天体の音楽もそうであるように
生命現象を含むあらゆる現象は
その根源において音楽を奏でている

だから海辺で聞こえてくる〝寄せては返す〟の音は
「われわれに宇宙の根源現象としてのリズムのこころを
悠久の〝ひびき〟として伝えてくれる」のだ

■柳澤 桂子『リズムの生物学』
　 (講談社学術文庫　講談社 2022/3）
　※一九九四年一〇月に刊行された
　『いのちとリズム　無限の繰り返しの中で』（中公新書）を改題
■中村 雄二郎『かたちのオディッセイ／エイドス・モルフェー・リズム』
　（岩波書店 1991/1/）
■三木 成夫『三木成夫とクラーゲス／植物・動物・波動』
　 (うぶすな書院 2021/12）



■柳澤 桂子『リズムの生物学』
　 (講談社学術文庫　講談社 2022/3）
　※一九九四年一〇月に刊行された『いのちとリズム　無限の繰り返しの中で』（中公新書）を改題
■中村 雄二郎『かたちのオディッセイ／エイドス・モルフェー・リズム』
　（岩波書店 1991/1/）
■三木 成夫『三木成夫とクラーゲス／植物・動物・波動』
　 (うぶすな書院 2021/12）

（柳澤 桂子『リズムの生物学』より）

「本書では、生命現象にみられる繰り返し現象を中心に、そこに発生するリズムについて述べ、その繰り返しの起こる機構
について考えてみた。おなじ現象が一定の間隔をおいて繰り返し起こるときに、そこにリズムが生じる。心臓の鼓動のリズ
ム、覚醒と睡眠のリズム、日の出と日没のリズムなどは私たちが日常に感じているリズムである。
　さらに、私は、時間的なリズムのみならず、空間的なリズムという観点からも生命現象を考えてみた。すると、私たちの
からだだけを考えてみても、何層にも積み重なった繰り返し構造によって人間ができあがっていることがわかる。細胞の繰
り返し、遺伝子の繰り返し、塩基の繰り返し−−−−そして、最終的には素粒子の繰り返しが「私」という個体をつくっている。
　リズムというたった一つの言葉をめぐって生命現象を解いていくと、それは、ほとんどすべての生命現象について言及す
ることになる。リズムとは、生物にとってそれほど根元的な現象であるということであろう。時間的・空間的リズムは、対
称性の破れという視点から統一的に説明することができる。」

「生物たちは、それぞれ自分の体内にサーカディアンリズムを刻む時計をもちながら、天体の運行の周期に同調して生きて
いる。」

（中村 雄二郎『かたちのオディッセイ』～「第Ⅷ章　場所とリズム運動」より）

「ふつう、〈かたち〉の対応するのは場所ではなくて空間である、と考えられている。しかし、この考え方は、視覚的・無
時間的な形象だけでなく、聴覚的・時間的なリズムもまたかたちであることに眼を向けるとき、変更を迫られるはずである。
そして、ここにおいて、時間性を排除した空間にかわって、時間性も帯びた具体的な領界としての場所が浮かび上がってく
る。」

「フィードバックの働く（つまり非線形の）系からリズム振動が発現するのは、エネルギーの流れに関し自己調整機能をそ
なえた系のなかに、活動を促す一定量のエネルギーがたえず外界から流れ込んでいるからである。これは、弁の開閉によっ
て各小室の水量を調節する単純な機械モデルによっても実現することができる。そのもっとも簡単な例は、日本庭園にある
ししおどしである。系が生命体の場合には、外からエネルギーをとり込む物質の代謝をコントロールするさまざまな酵素が
体内に存在しており、それによって物質の化学的変化の流れが平均して一定になるようにコントロールされている。すなわ
ち、さまざまな仕方でこのような非線形の系に実現されるエネルギーの定常的な流れが、リズム振動を生み出すのである。
　この宇宙そして自然界には、そのようなエネルギーの定常的な流れを保つかたちでコントロールするために、ほぼ二十四
時間の周期で営まれる生物に共通なサーカディアン・リズム（概日周期リズム）をはじめ、さまざまな周期から成る多数の
リズム振動が存在している。（･･･）
　とはいえ、単独の、また孤立したリズム振動からは、〈天球の音楽〉といわれるような共振もハーモニーも生まれはしな
い。そこには、どうしても、もう一つの重要な原理の働くことが必要である。すなわち、それは、非線形振動同士の引き込
み（entrainment）である。すでに一七世紀に物理学者クリスティアン・ホイヘンスは、二つの振子時計を同じ木の上に固定
しておくと、やがてそれらの振子がシンクロナイズして、同じように時を刻むようになることに気がついた。そのとき、振
動数も位相もシンクロナイズするのである。
　このリズム振動及び引き込みによる共振という働きは、この宇宙や自然のなかの至るところに見出される驚くほど偏在的
な現象である。」

（中村 雄二郎『かたちのオディッセイ』～「第Ⅹ章　振動のひらく世界」より）

「私のリズムや振動への関心は、〈かたち〉の問題をいろいろな角度から追求していった過程で出てきたものであった。〈か
たち〉を視覚的なものに限らず、聴覚的なものについても考えるべきだという立場を押しすすめていったところ、振動や響
き合いや引き込み現象に出会い、すべての形態形成に、とくに生命体の形態形成にリズム振動が中心的な役割を果たしてい
ることに気がつくようになったのである。
　その考え方の要点を述べておけば、次のようになる。自然界のなかに自然発生的に生じた簡単なリズム振動同士が引き込
みによって共振しあうとき、リズム振動体は次第に複雑化し、物質代謝の機能を獲得しつつ、自立化していく。こうして、
物質界から有機体、そして生物が生まれていく。非生命体と生命体とがこれまで考えられてきたように断絶していないこと
を示唆する重要でわかりやすい実例は、大気現象である台風が、一種の振動現象にもとづく渦巻きによって、まわりのエネ
ルギーを吸収して成長し（つまりエントロピーを減少し）、生命体のようなライフ・サイクルをもつということである。」

（中村 雄二郎『かたちのオディッセイ』～「補遺　形態共鳴と視覚の自明性」より）

「ユングの場合の〈元型〉や〈共時性〉は、機械論を共通の反対項とすれば、シェルドレイクの〈形態形成場〉や〈形成的
因果作用〉と意外と近い。ただし、決定的な相違は、後者が科学的な生物学の理論をめざしてるのに対して、前者が最後に
は非因果連関的な心のリアリティを求めていることである。ユングにとって、共時性とはなによりも一群の事象の意味のあ
る共時性であったが、意味に支えられた一群の事象の共時性を物理現象の次元で根拠づけるすべがなかたらである。
　その点で興味深いのは、ボームの〈内蔵秩序〉の理論が、少なくとも理論的にあたかも両者を架橋する可能性をもってい
ることである。というのも、彼は、それによって、物質と心のいずれにも有効な理論をめざしているからである。（･･･）
　すなわち、内臓秩序においては、世界の各部分が他のすべての部分をなんらかの仕方で包み込んでいる。したがって、わ
れわれが思考のなかでどのような部分や要素や相を抽象しようとも、それらも総体を包み込んでいるため、全体との関係が
保たれている。また、宇宙と意識の両者を、分離できぬ単一の運動の総体として理解することが可能になるのである。」

（三木 成夫『三木成夫とクラーゲス』～「宇宙の根源現象／宇宙と人間」より）

「ゲーテはその最晩年、植物の成長過程に見られるラセン形成の、ある根強い傾向をその鋭い直観の眼で捉え、そこに秘め
られた「生の根本原理」をもののみごとに洞察した。」

「宇宙の根原現象としての「渦巻」は、上古の昔からひろく〝流れ〟に譬えられて今日にいたったのであるが、現代の生の
哲学者Ｌ.クラーゲスは端的にこの現象を「リズム」と表現する。それは一般に〝波動〟あるいは〝律動〟と訳されている
が、その語源は（･･･）rhéeinから出る。「･･････rhéein=流れる、に由来する“Rhythmisu”という詞はまず第一に、とりわけ
水の波に、みごとに現れるひとつの連続性（Stetigkeit）をわれわれに開示する。その山と谷との不断の交替は、この両者
の、切れ目も割れ目も避け目もない移り変わりによって行われる。ここからその第二の特色が明らかになる。それは常にた
だ類似するものが、常にただ類似の間隔をおいて繰り返される、ということである。どんな水の波も先行のものと形や持続
のそっくり同じものはひとつもない。･･････」クラーゲスはこうして、水の面にいつ果てるともなく拡がってゆく波の連な
り、その山と谷とのなめらかな〝更新〟のなかに機械運動の〝反復〟とは異なった「リズムの本質」を見い出すのであるが、
さらにそうした連続性のなかに「分節性」と「双極性」を識別する。はじめの「分節性」とはこの波の連なりが、山頂、谷
底または両者の移行部など、同じ位相点に順につけられた〝節〟の列によって分割されることをいう。この節のつけ方には
人ごとにニュアンスが見られるが、適切な「打拍」によって、かくれたリズムがにわかに高揚されることは、日常しばしば
経験するところであろう。つぎの「双極性」とは、この山と谷の関係が、たとえば「＋３」と「−３」のような消極的なも
のではなく、「上昇から下降」「下降から上昇」という二つの形に見られるような、互いに質的に向かい合った、すなわち、
〝極性聯関〟を示すものであることをいう。このような「分節的・総局的連続性」をもったリズムの本質は、いってみれば
〝寄せては返す〟という波の運動相貌のなかに端的に見ることが出来るであろう。浜辺に聞こえる、あの打ち寄せる波の音
と、ひいてゆく波の音の不断の交替は、われわれに宇宙の根源現象としてのリズムのこころを悠久の〝ひびき〟として伝え
てくれる、ひとつのみごとな例と思われる。

　ゲーテの〝蔓〟からクラーゲスの〝波〟へ、われわれは宇宙の原形を求めて視線を移してきた。前者がより空間的な〝ラ
セン〟の渦であるとすれば、後者はより時間的な〝リズム〟の流れということになる。そこでいま、この後者を見る眼で、
あらためてこの宇宙の森羅万象を眺めると、ここでもまたわれわれは百花繚乱のリズムのシンフォニーに接することになる
であろう。しかもそこには大きな〝二つの流れ〟の交錯が見られる。
　
　そのひとつは四大すなわち地・水。・火・風の奏でる壮大な自然リズムのハーモニーである。（･･･）それは宇宙の無数の
天体が描き出すラセンの渦巻模様からなる。その身近なものとしては、この地球に四季の移り変わりをもたらす「年リズ
ム」、潮の干満、大潮小潮の交替を告げる「月リズム」さらに昼と夜を目まぐるしく交替させる「日」リズムの三者がそれ
ぞれ太陽系由来のものとして識別されるが、このほかリズムの語源となった水波を中心に、光の波・電磁波・音波・地震波
から周期的な気候変動・地殻変動、さらにはあの氷河期の繰り返しにいたる数えきれない長短さまざまのリズム波が知られ
ている。それらは、いってみれば、素粒子のスピン運動と宇宙球のラセン運動を両端にもつ〝宇宙波〟の雄大なスペクトル
帯のいずれかの分画に由来するものと考えられる。

　さて宇宙のリズムのひとつが、このような四大のリズムであるとすれば、他のひとつは、いうまでもなく植物・動物。人
間の奏でる生物のリズムでなければならない。われわれはそこでもまた、これらの膨大なハーモニーに接することになろ
う。眼をまずこの体内に向ければ、自らの生をなににもなして実感させる心臓の鼓動と呼吸の波動に出会う。そしてさらに
内臓の諸器官や各種の細胞の描き出す色とりどりのリズム模様にゆきあたる。一方日常の生活に眼を向ければ、そこでは休
息と活動・睡眠と覚醒の交替にはじまり、その振幅の周期的な増減と、〝調子の波〟の繰り返し・病気の時節的な到来から、
はては人生の〝節〟にいたる数多くのリズム現象が、ある時ははっきりと、ある時はおぼろに交錯するさまを見るであろ
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河合隼雄には井筒俊彦のように
エラノス会議での講演録がある

河合俊雄が解説で指摘しているが
その講演のなかでもっとも重要なテーマであると思われる
「じねん」及び華厳経的な「相互浸透」については
『宗教と科学の接点』（一九八六）の
第五章「自然について」で一部触れられているものの
日本語での著書や論文としては展開されていない

河合俊雄がこのエラノス会議講演録を
翻訳刊行（2013年）したのは
そうした日本語ではあまり展開されていないテーマを
多くの人に伝えることを意図しているのだという

日本語の「じねん」には
「おのずから」と「みずから」に対応し
「自然発生的に」と「自由意志から」という
両方の意味があるが

そこで関与している「私」は
ただ受動的になっているのでもなければ
自由意志を働かせているだけでもない

東洋では「じねん」という観点において
「自我の力を減じることの重要性が強調されてきた」が
「真に個性的な生は、
ユニークな転回点も一般的な法則も、その両方を必要とする」

河合隼雄は『宇治拾遺物語』や明恵の夢から
さまざまな示唆を受けながら物語や夢について論じ
そうした「転回点への感受性を増す」ようにコミットする
「物語、そして私の関与についての」重要な示唆を行っているが

その先を論じてはいない河合隼雄の論考を
「今後に引き継いでいくことは、物語論、臨床の思想として」
重要だというのである

華厳経的な「相互浸透」の視点においては
「この世における何ものも
他の独立したものとしては存在していない」が

それぞれの存在は「有力」と「無力」のように
「「有力」な要素の現れだけが目に見え」
「他の領域（たとえば夢など）」など
無意識のものは見えないでいる

それら「無力」のままでいるものの
積極的な働きを生かすために
物語や夢からの示唆が重要になる

意識の働きからの「みずから」と
無意識の働きからの「おのずから」をともに
ユング的にいうならば「個性化」へと導くために
「たましいの現象」を探求してゆこうとすることを
河合隼雄は広義の意味で「科学」的に意図していたのだろうが
現代の「科学」の多くはむしろ逆に
「たましいの現象」を「脳」に還元さえしようとする

河合隼雄はそうした現状のなかで
「じねん」の「おのずから」と「みずから」を
ともに働かせるための有効な視点を
常に模索しつづけていたのだと思われる

■河合隼雄（河合俊雄訳)
　『夢・神話・物語と日本人: エラノス会議講演録』
　 (岩波現代文庫 学術 444　岩波書店 2022/3）
■河合隼雄『宗教と科学の接点』
　（岩波書店　1986.5）



■河合隼雄（河合俊雄訳)
　『夢・神話・物語と日本人: エラノス会議講演録』
　 (岩波現代文庫 学術 444　岩波書店 2022/3）
■河合隼雄『宗教と科学の接点』
　（岩波書店　1986.5）

（『夢・神話・物語と日本人』～河合俊雄「解説」より）

「第一章「相互浸透／中世日本における夢」は、『宇治拾遺物語』を題材にしている。河合隼雄は中世の物語を題材にした
著書や論文を多く書いていて、たとえば『物語を生きる／今は昔、昔は今』（二〇〇二）では、各章で様々な物語が取り上
げられている。また、『物語と人間の科学』に収録されている「物語と心理療法」では、『落窪物語』を取り上げている。
ところが、『宇治拾遺物語』を題材にした対談や講演録はあっても、論文や著者は見当たらないようである。
　第一章は内容的には、先述の『宗教と科学の接点』（一九八六）の第五章「自然について」と一部重なっている。しかし
大部分は日本語で発表されずに終わったように思われる。今回翻訳のために読み直してみても。、この第一章が圧巻で、ま
た著者としてもこれに中心的なアイデアがあると考えたからこそ最初に持ってきたと考えられるのに、日本語の著書や論文
で展開されずに終わったのは不思議である。それだけに今回の出版を通じて、多くの人に伝えることができればと願ってい
る。」

「第一章において、転回点に関して「じねん」という考え方が用いられるのは非常に興味深い。「じねん」には「おのずか
ら」と「みずから」に対応して、「自然発生的に」と「自由意志から」という両方の意味がある。「私」の関与というのは、
単に受動的に従っているのでなければ、全く自由意志に基づいているのでもないのである。これは、物語、そして私の関与
についての、非常に重要な示唆であるように思われ、河合隼雄が完成させなかったこの第一章を今後に引き継いでいくこと
は、物語論、臨床の思想として待たれることかもしれない。」

（『夢・神話・物語と日本人』～「第一章　相互浸透／中世日本における夢」より）

「真に個性的な生とは何なのだろう。『宇治拾遺物語』にみられる夢への態度は、多層的な現実とさまざまな次元での生を
指し示す。自我を中心におかない、存在の自生的な流れである。「じねん」が導く先なる生の在り方を考える。」

「他者と自分の関係は非常に微妙なものである。あなたと私ははっきりと区別できると感じてはいるものの、多くの相互浸
透するような要素があって、それは特に夢の世界において顕著である。」

「日本語の（･･･）第一人称の言い方には、「わたくし」、「ぼく」、「俺」、「うち」などのように多くのものがある。
どれを選ぶかは、状況と話しかける相手によって決まる。このような点で、日本人はもっぱら他者の存在を通じて「私」を
見出していると言ってよいのである。
　しかしながら、この側面が強調されすぎると、日本人はあまりにも受動的で、何でもふりかかってくることを受け入れ、
何の自律性も持っていないという結論になるかもしれない。実際はもっと複雑なものなのである。」

「明恵は、日本に伝わってきた様々な仏教の宗派や教えに対して比較的オープンだったけれども、自分は第一に華厳宗の徒
であった。「華厳経」において、全てのものはお互いに自由に相互浸透し合っている。この完全に相互的な浸透と透過は、
「一塵のなかに無量の諸仏が入る」とよく言われる表現のなかに見事に捉えられている。
　一九八〇年に、井筒俊彦は［エラノスで］華厳哲学についての講義を行った。

（･･･）

　もし一が全てならば、個人のアイデンティティーが問題となってくる。〝Ａ〟はどのように〝Ｂ〟から区別できるのであ
ろうか。これを井筒は存在論的な「有力」と「無力」という法蔵の概念によって説明している。それぞれの現象（〝Ａ〟、
〝Ｂ〟、〝Ｃ〟･･････）は同じ内容をもっているけれども、違った現れ方をするのは、それぞれの要素でどれが有力である
のかの総和になっている。
（･･･）
　深層心理学の立場からは、「有力」と「無力」の意味は相対的になり、意識の状態によると言えよう。通常の意識では、
「有力」な要素の現れだけが目に見えるけれども、他の領域（たとえば夢など）においては、「無力」な要素も見ることが
できるのであろう。」

「人間を含めた全てが単に自生的におのずから流れていくのならば、「じねん」の現実における人間の役割は何なのであろ
うか。言葉を換えれば、自我の役割は何なのであろうか。東洋においては、「じねん」に自分の自生を従えていくために、
自我の力を減じることの重要性が強調されてきた。しかしこれが十分な答えのようには思われないのである。」

「自分の転回点が訪れているというのは、いつどのようにしてわかるのであろうか。それを決める基準は何なのであろう
か。答えは明らかである。つまり「じねん」に従うのである。これがいわゆる自然科学的な観点からすると無意味であるの
はわかっているけれども、筆者の観点は個性という概念を検討することでより明らかになるであろう。」

「もしも個性が自分、他者、物、自然の間の明確な区別をすることで確立されるならば、世界を観察する一般法則が多く発
見される。これらの法則を適用することで、自然は効果的にコントロールされる。しかしながらこのような集合的な意識に
支配されている限りは、自分のユニークさを確立することはできない。（･･･）
　他者に対して開かれているとユニークな生がおくれるかもしれない。しかしながらこの道は危険にさらされている。
（･･･）ユング派の用語で言うと、自分の個性は集合無意識のなかで見失われるかもしれない。
　真に個性的な生は、ユニークな転回点も一般的な法則も、その両方を必要とする。これらの転回点には当然ながら法則が
ないかもしれないけれども、われわれはどこまでもコミットして物語を読むことを通じて、転回点への感受性を増すことが
できるかもしれない。われわれの夢というのは実際のところこのような物語であって、区別を超えた領域、すなわち「じね
ん」においてわれわれ個々人に授けられるものなのである。」

（『宗教と科学の接点』～「第１章　たましいについて」より）

「人間存在を全体として、たましいということも含めて考えようとすることは、宗教との必然的なかかわりを生ぜしめる。
しかし、そこであくまでもたましいの現象を探求してゆこうとする態度は科学的と呼んで差し支えないものであり、ここに
科学と宗教の接点が生じてくるのである。しかし、そんなことを言っても、たましいなどということを対象とすること自
体、既に科学的ではない、と反論する人もあろう。つまり、たましいなどという測定不能なものは科学の対象外なのであ
る。この点をどう考えるべきであろうか。これを考えるためには、西洋近代に確立された、自我の問題について少し考察す
る必要があるだろう。今回トランスパーソナル会議で議論され、多くの人を惹きつけら、たましい、死、狂、身体性、など
ということは、考えてみると、西洋近代の自我が自らの体験のなかから排除してきたものではなかったろうか。このように
考えると、ともかく自我について検討してみることの必要性が了解されるであろう。」

「西洋の自我に対して、東洋の自我は知ることと信じることを明確に分けようとはしない。ユングは東洋にあるものは「認
知的宗教か宗教的認知のどちらかである」と述べたが、このことは、東洋人の意識は自と他とをそれほど切り離して考えて
いないことを意味している。「観」という字は、そもそも内界を観ることを意味していた、というよりは外界と内界などと
いう区別を最初から立てていないのである。」

（『宗教と科学の接点』～「第５章　自然について」より）

「日本語で自我とか自己とか言うとその「自」は、自然の「自」でもある。自然はもともと「オノズカラシカル」という意
味で、「自」は「おのずから」を意味している。しかし、「自」は「おのずから」を意味するのみではなく、「みずから」
をも意味している。前者の場合は、主体の営為によらず、ものごとがひとりでに生じ、存在することであるが、後者は主体
の自主的、能動的かかわりのある場合である。英語であればこの二者はまったく異なる語によって表現される。ところで、
日本人は「おのずから」と「みずから」とを使いわけていきながら、漢字を移入したときに、どちらも同じ「自」という文
字で表記することにした。この点について、木村敏は次のような重要な指摘をしている。つまり、「『おのずから』と『み
ずから』とは、一応の現象的な区別はあっても、根本においては一つの事柄を指しているという、いわば現象学的な理解が
そこにはたらいていたに違いない」というのである。」

「この際、「みずから」はユングの言う意味での自我から発することであり、「おのずから」は自己から発することである
ことと考えられるであろう。そして、日本人の場合は自我と自己との境界線があいまいであり、両者は融合した形で体験さ
れるので、「おのずから」も「みずから」も、木村敏の指摘するように「根本においては一つの事柄」という理解が生じて
くるのではないかと思われる。」

「現代に生きるわれわれとしては、あいまいな形での「自然」との一体感にしがみつくことなく、対象化し得られる限りは、
自然を対象化して把握することを試みつつ、科学と宗教との接点に存在するものとしての「自然」の不思議な性質をよく弁
えて、より深く探求を重ねてゆくことが必要であろう。人間がどう叫ぼうと、どう考えようと、神そのもの、あるいは自然
（じねん）は簡単に死ぬものではない。ヨーロッパにおける神の死の自覚がより深い神への接近をもたらしつつあるよう
に、日本において「自然」の死を自覚することが、自然のより深い理解をもたらすであろう。」
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私たちはモダン（近代）の後の
ポスト・モダンの
さらに後の
ポスト・ポスト・モダンの時代を
生きているともいえるが

差異を肯定し求めていたはずの
ポスト・モダンの後に
きわめて大衆化したかたちで訪れたのは
検索すれば答えがでてくる自動販売機のような
インターネット的知識の時代のようだ

そこで求められるのは
だれにでもわかる「答え」であって
そこに「差異」は必要とされない

関数を表す数式があり
ｘに代入すれば
解が自動的にでてくるような機械的知性であり
その数式がどんなことを表しているのか
そのプロセスが問われることはない

たとえその数式が
極めてシンプルなものだったとしても
そのシンプルさが生み出される
複雑なプロセスなど理解しようとはしない

インターネットはもともと
軍事的な技術から生まれたものだが
インターネットを使うことで
世界の軍事技術や地政学そして歴史などを
問いかけたりはしないように

検察してでてくる
わかりやすい答えだけを見ようとする
まさに戦争が起こったときも
ここ数年来の感染症がらみの事象に対しても
多くは与えられた検察ワードと
自動的に（操作されて）出てくる答えだけを享受し
きわめて画一的な反応をするばかりだ

そこにあるのは
ポスト・モダンが問題視した二項対立を
脱構築するといった方向ではもはやなく
二項対立そのものであるような発想である

現代は科学主義と技術だけが
ポストになるだけで
まるでポスト・モダンへの反動のように
秩序を求める管理化の方向へ進んでいる

本書は「今なぜ現代思想か」という問いに対し
「現代思想は、秩序を強化する動きへの警戒心を持ち、
秩序からズレるもの、すなわち「差異」に注目する。
それが今、人生の多様性を守るために必要だと思うのです」と
まさに現代のきわめて危うい状況への警鐘ともなっている

著者の千葉雅也氏は
「現代思想を学ぶと、
複雑なことを単純化しないで考えられるようになり」
「単純化できない現実の難しさを、
以前より「高い解像度」で捉えられるようになるというが
はたして現代人がそうした「現代思想」を
求めているかどうかは疑問である

求めているのはわかりやすい答えと先進の技術
そして管理された安心・安全だけなのかもしれない
そうでなければここ数年で起こっている状況は
生まれていないだろうから
それともこうした（洗脳されたような）危機的状況がなければ
それを求めるきっかけがないということなのだろうか

■千葉 雅也『現代思想入門』
　 (講談社現代新書　講談社 2022/3）



■千葉 雅也『現代思想入門』
　 (講談社現代新書　講談社 2022/3）

「ここで言う「現代思想」とは、一九六〇年代から九〇年代を中心に、主にフランスで展開された「
ポスト構造主義」の哲学を指しています。（･･･）
　本書では、その代表者として三人を挙げたいと思います。
　ジャック・デリダ、ジル・ドゥルーズ、ミシェル・フーコーです。
（･･･）
　では、今なぜ現代思想を学ぶのか。
　どんなメリットがあるのか？
　現代思想を学ぶと、複雑なことを単純化しないで考えられるようになります。単純化できない現実の難しさを、以前より
「高い解像度」で捉えられるようになるでしょう。

（･･･）

　大きく言って、現代では「きちんとする」方向へといろんな改革が進んでいます。これは僕の意見ですが、それによって
生活がより窮屈になっていると感じます。
　きちんとする、ちゃんとしなければならない。すなわち、秩序化です。
　秩序から外れるもの、だらしないもの、逸脱を取り締まって、ルール通りにキレイに社会が動くようにしたい。企業では
「コンプライアンス」を意識するようになりました。のみならず、我々は個人の生活においても、広い意味でのコンプライ
アンス的な意識を持つようになったというか、何かと文句を言われないようにビクビクする生き方になってきていないで
しょうか。今よりも「雑」だった時代の習慣を切り捨てることが必要な面もあるでしょう。しかし改革の刃は、自分たちを
傷つけることにもなっていないでしょうか。
（･･･）
　現代は、いっそうの秩序化、クリーン化に向かっていて、そのときに、必ずしもルールに収まらないケース、ルールの境
界線が問題となるような難しいケースが無視されることがしばしばである、と僕は考えています。何か問題が起きたときに
再発防止策を立てるような場合、その問題の例外性や複雑さは無視され、一律に規制を増やす方向に行くのが常です。それ
が単純化なのです。世界の細かな凸凹が、ブルドーザーで均されてしまうのです。
　物事をちゃんとしようという「良かれ」の意志は、個別具体的なものから目を逸らす方向に動いてはいないでしょうか。
　そこで現代思想なのです。
　現代思想は、秩序を強化する動きへの警戒心を持ち、秩序かたズレるもの、すなわち「差異」に注目する。それが今、人
生の多様性を守るために必要だと思うのです。
　人間は歴史的に、社会および自分自身を秩序化し、ノイズを排除して、純粋で正しいものを目ざしていくという道を歩ん
できました。そのなかで、二〇世紀の思想の特徴は、排除される余計なものをクリエイティブなものとして肯定したことで
す。」

「僕は一九七八年生まれで、九〇年代から二〇〇〇年代にかけて精神形成をした人間なので、二〇世紀的なものをずっと背
負っているのですが、デジタル・ネイティブの世代からすると、逸脱をポジティブに考えるというのは違和感があるかもし
れません。
（･･･）
　今日では、秩序維持、安心・安全の確保が主な関心になっていて、以前のように「外」に向かっていく運動がそう単純に
は言祝がれなくなっています。
　そういう状況に対して僕は、さまざまな管理を強化していくことで、誰も傷つかず、安心・安全に暮らせるというのが本
当にユートピアなのかという疑いを持ってもらいたいと思っています。というのも、それは戦時中のファシズムに似ている
からです。
（･･･）
　秩序をつくる思想はそれはそれで必要です。しかし他方で、秩序から逃れる思想も必要だというダブルシステムで考えても
らいたいのです。」

「それにして「現代」思想とは言いますが、もう古くなってしまったことは否めません。それは二〇世紀後半の思想であり、
現代世界はその頃からだいぶ変わっています。それに、インターネットが登場する以前に思想なわけです。
　今、現代思想の本を読むのはかなり難しいと思います。
　デリダを読もうと思ったら、その前段階である「構造主義」の理解が少しは必要だし、ラカンの精神分析の知識が前提に
なっていたり、暗黙の前提が多いのです。」

「「ポスト構造主義」という言い方ですが、これはデリダやドゥルーズらをひと括りにして言うときに使われるものです。
「ポスト」とは「後」という意味で、「構造主義の後に続く思想」ということになります。（･･･）
　ポストモダンとは「近代の後」です。そもそもの「近代」とは、今日我々が生きる社会の基本ができた時代で、一七から
一九世紀あたりを指します。近代とは、市民社会や進歩主義、科学主義などが組み合わさったものです。
　大まかに言って、近代は、民主化が進み、機械化が進み、古い習慣が捨てられてより自由に生きられるようになり、「人
間は進歩していくんだ」と皆が信じている時代です。皆が同じように未来を向いている。
　その後、世界経済が、つまり資本主義が発展していくなかで、価値観が多様化し、共通の理想が失われたのではないか、
というのがポストモダンの段階です。このことを、「大きな物語」が失われた、と表現します。

「　そうした状況は、九〇年代後半からのインターネットの普及によってさらにはっきりしました。今、ＳＮＳを眺めてみ
れば、細かに異なる無数の主義主張が言われているわけですが、そういう多様性によって世界がより幸福なものになったか
というと、むしろ、いざこざの可能性が増えて世界はよりストレスフルになってしまったと思います。（･･･）
　ポストモダンの状態を良しとするポストモダン思想、ポストモダニズムは、「目ざすべき正しいものなんてない」、「す
べては相対的だ」という「相対主義」だとよく言われます。そして、デリダやドゥルーズらがその首領なのだと言われたり
する。
　相対主義批判＝ポストモダン批判＝現代思想批判、というわけです。
（･･･）
　確かに現代思想は相対主義的な面があります。（･･･）二項対立を脱構築することがそうなのですが、それはきちんと理解
するならば、「どんな主義主張でも好きに選んでＯＫ］なのではありません。そこには、他者に向き合ってその他者性＝固
有性を尊重するという倫理があるし、また、共に生きるための秩序を仮に維持するということが裏テーマとして存在してい
ます。（･･･）いったん徹底的に規制の秩序を疑うからこそ、ラディカルに「共」の可能性を考え直すことができるのだ、と
いうのが現代思想のスタンスなのです。」

「現代思想の代表的な三人、デリダ、ドゥルーズ、フーコーをどう扱うか。
　三者には共通の問題があったと捉えることにします。（･･･）
　とくにデリダのテーマなのですが、三人に共通することとして言えるのは「二項対立の脱構築」だと思います。（･･･）
　脱構築とは（･･･）物事を「二項対立」、つまり「二つの概念の対立」によって捉えて、良し悪しを言おうとするのをいっ
たん保留することです。
　とにかく我々は物事を対立で捉えざるをえません。善と悪、安心と不安、健康と不健康、本質的なものと非本質的なも
の･････などなど。私たちが何かを決めるときは、何か二項対立を当てはめ、その「良い」方を選ぼうとするものです。
（･･･）
　そもそも二項対立のどちらがプラスなのかは、絶対的には決定できないからなのです。
（･･･）
　二項対立は、ある価値観を背景にすることで、一方がプラスで他方が−になる。
（･･･）
　本書では、デリダは「概念の脱構築」、ドゥルーズは「存在の脱構築」、フーコーは「社会の脱構築」という分担で説明
します。」

「今日の大学では、ドゥルーズやデリダといった、かつてはアカデミズムからはみ出して、「これは学問なのか」と人を当
惑させるような最前線を切り開いていた人たちがすっかり古典化されてしまいました。デリダやドゥルーズをいかに「正し
く」読むかという再アカデミズム化が大いに進行し、彼らを主題にした博士論文がごく真面目に書かれるようになっていま
す。それがはたして現代思想の受け止め方、引き継ぎ方としてよいのかどうかは疑問なしとはしません。

　さて、二一世紀にはひとつ大きなムーブメントが起きました。それは「思弁的実在論（Speculative Realism）」というも
のです。その火つけ役がメイヤスーの『有限性の後で』で、フランスでの出版が二〇〇六年（デリダの死後ですね）、英訳
が二〇〇八年に出ています。英語圏で爆発的に読まれたことが大きかった。（･･･）
　思弁的実在論というものは大きく言えば、人間による意味づけとは関係なく、ただ端的にそれ自体として存在している事
物の方へ向かう、という方向づけです。意味よりも、それ自体としてあるものを問題にする新種の実在論が登場した。」

「身体の根底的な偶然性を肯定すること、それは、無限の反省から抜け出し、個別の問題に有限に取り組むことである。
　世界は謎の塊ではない。散在する問題の場である。
　底なし沼のような奥行きではない別の深さがある。それは世俗性の新たな深さであり、今ここに内在することの深さで
す。そのとき世界は、近代的有限性から見たときとは異なる、別種の謎を獲得するのです。我々を闇に引き込み続ける謎で
はない、明るく晴れた空の、晴れているがゆえの謎めきです。」

[本書の内容]

はじめに 今なぜ現代思想か
第一章 デリダーー概念の脱構築
第二章 ドゥルーズーー存在の脱構築 
第三章 フーコーーー社会の脱構築
ここまでのまとめ
第四章 現代思想の源流ーーニーチェ、フロイト、マルクス
第五章 精神分析と現代思想ーーラカン、ルジャンドル
第六章 現代思想のつくり方
第七章 ポスト・ポスト構造主義
付録 現代思想の読み方
おわりに 秩序と逸脱



☆mediopos-2686　　2022.3.25
まさにいまこそ
中庸民主主義（ミーノクラシー）が
政治に生かされなければならないが
現状はそこから激しく逸脱している

その逸脱を加速させているのが
あまりにも偏向しているメディアである

現代においてもっとも中庸から遠いのが
政治であり科学であり
教育であり医療である
ということに気づくのは
少しでも意識的になればむずかしくない

それにもかかわらず
多くのひとが
それらの逸脱に気づかず
それらを疑わないがゆえの逸脱を
逸脱だと意識し得ないのは
メディア等から流される情報を
そのまま鵜呑みしているからだ

過去五十年間の戦争は
メディアによって起こされてきた
という視点もあるが
それ以前から
与えられた情報をそのまま信じることで
戦争体制は加速されてきたところが大きい

現代ではとりわけ
インターネットをはじめとしたメディアからの
きわめて偏向した情報は
そうした条件づけを加速させている

条件づけされそれに翻弄されるのは
「心の弱い善良な国民」であり
「極端を選択することに心を決めてしまえば、
あとは楽になるので疾走するだけになるのである」

始末の悪いことに
その「条件づけ」の「甘い誘惑」は
「平和」というだれも否定しない価値であり
またここ数年でいえば
「安心」という生死に関わる教導である

そして「みんなで渡ればこわくない」から
レミングの大移動のような結果を導いてしまう

そこにもっとも欠けているのが
まさに「中庸」なのだが
おそらく偏向している人たちは
みずからを偏向しているとは思わず
正しいことをしていると思っていることが
現状を袋小路にしてしまっている

かつて仏陀は「正見」「正思」「正語」「正業」
「正命」「正精進」「正念」「正定」という
「八正道」を説いたが
その正しさとはまさに「中」であることだった

「中」であるためには
まず与えられるものが「中」であるかどうか
そしてじぶんのなすことが「中」であるかどうかを
吟味することが不可欠となる

現代は「検索」することで
または学校で教えられることで
「正しい答え」が与えられるという信仰があるが
それは決して「中」なのではない
「中」であるためには
不断に問いつづけなければならないからだ

■崔 相龍（小倉紀蔵／監訳）
　『中庸民主主義 ――ミーノクラシーの政治思想 』
　(筑摩選書　筑摩書房 2022/3）



■崔 相龍（小倉紀蔵／監訳）
　『中庸民主主義 ――ミーノクラシーの政治思想 』
　(筑摩選書　筑摩書房 2022/3）

（「日本語版への序文」より）

「人間の行為は広い意味において、政治と無関係なものがほとんどないように思われる。一九六〇年、四・一九革命（李承
晩政権を打倒）が起きたあの日、私は十八歳という若い年齢で政治学徒としての人生を歩み始めた。その後、六十年以上政
治学を勉強し続けているが、政治とはこんなにも難しいのか、この難しい政治現象を扱う政治学というのは本当に難しい学
問だな、ということを今も切に感ずる。政治学はすべての学問の中でもっとも理解し難いとプラトンは言い、統治術は特殊
な学問であるといった。そしてアリストテレスは、政治学は学問の大本(master science）であり、理論学ではなく実践的な
知恵を扱う実践学だといった。この二人の政治哲学者の視座は今日でも息づいている。昔も今も政治哲学は、可能な最善の
政治、政治家、そして政治体制は何であるのかについて、最適の答えを見つけようとする学問である。
　今まで私は政治哲学および国際政治の分野において三つの主題、すなわちナショナリズム、平和、そして中庸に関して深
い関心を持ち続けてきた。」

「一九七〇年代以来、私の研究関心は平和思想だけでなく、その延長線上で中庸の政治思想に集中させてきた。平和が民主
主義の核心的価値であるなら、中庸な民主主義とともに正義論の核心的主題である。このことがまさに、私が中庸正義論の
根源を探求する理由でもある。「正義が中庸である」という命題、すなわち中庸正義（Justice as mean）が西洋の古代ギリ
シアと東洋の古代中国において同時平衡的に存在したことを確認できたのは、私にとって驚きであり、新鮮な学問的衝撃で
あった。
　プラトンは『国家論』で、ソクラテスの節制思想を忠実に継承し、節制と中庸が正義であるということを一貫して説いた。
『国家論』は正義論から始まり、中庸論で幕を下ろす巨大なドラマであり、その意味で中庸正義を提示した最初の西洋古典
なのである。アリストテレスはプラトンの中庸正義、中庸の統治術、中庸の制度化としての「法」の哲学を融合し、中庸正
義を中庸の政治体制として体系化するのに決定的な寄与をした。孔孟学（孔子・孟子の学）で示された「政治正也（政とは
正なり）」は古代中国の中庸正義を一言で表現したアフォリズム（aphorism）の精髄である。言葉の根源からは政は正、つ
まり政治が正義であることを読み取ることができる。孔孟学において正義は仁義と表現されるが、その仁義がまさに中庸で
あり、中正、中道、時中などと軌を一にする。
　公正正義（justice as fairness）を主題とする二十世紀正義論の大家ロールズ（John Rawls）も、広い意味で中庸正義のカ
テゴリーにおいて解釈されうる。」

「これまで私は、平和と中庸という政治哲学の永続的な問いに答えるため、平和の政治思想研究から導き出された民主的平
和と、中庸政治思想の核心的価値である中庸正義の融合を試みてきた。民主的平和が実現される平和状態と中庸正義が実現
される中庸状態は、二極化の葛藤や戦争そして構造的暴力の最小化を志向する国家・市場・市民単位の複合的国際社会にお
いて、私たちが現実的に期待できる最善の政治状態であるといえる。」

（「終章　中庸と平和の政治体制」より）

「一九七〇年代以来、米国の学会を中心に提起されてきた民主的平和論は国家的水準の平和研究を発展させ、政治体制の民
主化と平和の関連を経験的に説明しようとする学問的成果である。民主的平和論は「民主主義国家間では戦争をしない」と
いう命題によって広く知られているが、これを唱える研究者たちは、その理論の哲学的根拠をカントの共和的平和論に見つ
け出そうとし、ある人たちはカントを「平和の発明家」として位置づける。
　しかしこのような主張はそもそも事実としても間違っているだけでなく、思慮深いといえないその単純化に驚きを禁じえ
ない。まず、政治体制の民主化と平和の相関関係（elective afirnity）は、カント以前にすでに多様な形で深く議論されてきた
という点を忘れてはらない。（･･･）
　また、「平和の発明家」としてのカントに関する議論についても再定義を促さざるをえない。すなわち、カントが平和思
想の中で共和制を平和の条件と考えた視座に注目するならば、（･･･）カント以前、すなわち古代アリストテレスの中庸状態
から近代ルソーの民主改革論に至るまで、類似した問題意識が多様に存在したことを確認することができる。ここで強調し
たいのは、カントより二百年前、すでにエラスムスは功利的観点による経済的平和論とともに平和のために有効な体制とし
て混合政体を提起したのだし、そのことによってアリストテレスの混合政体からカントの共和制に至る架橋の役割を果たし
たという点である。
　このように見ると、米国の民主的平和論者たちは彼らの平和論の思想的拠点としてカントの『永遠平和のために』に執着
すべきではなく、二千五百余年の西洋政治思想史の本流において探るべきであり、民主的平和論に基づく現実の政策もその
ぶん、歴史の重みと政治的思慮を土台にして作られなければならないだろう。
　クリントン政権時代の「democratic peace」とブッシュ政権時代の「democracy leads to peace」はどちらも民主的平和
論の理念を土台にしており、それは先に指摘した通り歴史的な流れに乗っているわけだが、その理念の実践としての具体的
政策は、相互承認を土台にする平和と中庸の原理を大きく逸脱している。したがって中庸民主主義の視座から見るならば、
民主的平和論とそれを政治理念としている米国の対外政策は過度な「十字軍民主主義（Crusade Democracy）」へと疾走す
べきではなく、適正な民主的現実主義（democratic realism）」を必ず選択しなければならないだろう。」

（小倉紀蔵「監訳者あとがき」より）

「著者も「日本語序文」で語っているように、現実の政治状況が中庸を喪っている現在、「中庸民主主義（ミーノクラ
シー）」の洞察と智慧こそが、もういちど「よき生」のための政治を取り戻すうえで必要だと核心するからである。右と左
のポピュリズが猖獗を極め、「極端」という甘い誘惑が強大化して心の弱い善良な国民を翻弄している。極端を選択するこ
とに心を決めてしまえば、あとは楽になるので疾走するだけになるのである。本書では「疾走する」という意味の韓国語が
何度も使われているが、まさに「突っ走る」わけである。このような時代に本書が語る世界観は、とりわけ重要である。著
者によれば、正義とは極端ではなく中庸であり、平和とは中庸としての正義の結果であり、法治とは、中庸の制度化である。
著者の哲学の核心は中庸正義であり、それを実現させる中庸政治である。これには中庸を通した中庸外交も含まれる。そし
て中庸民主主義（Meanocracy／ミーノクラシー）は、中庸正義と民主的平和の融合によって実現されるとする。著者本人か
た聞いたところによれば、著者にもっとも深い影響を与えたのはカント、ロールズ、そして坂本義和である。カントやロー
ルズはすばらしい業績を残したが、東洋の思想に対する理解が不足している。西洋中心主義を脱し、東洋にまで外延をひろ
げて平和や正義を考える必要がある、というのが著者の一貫した姿勢だ。」



逆説的にいえば
なぜ「矛盾」が現れるのかといえば
「視点」をもつということそのものが
部分的でしかないからだともいえる

ウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』において
「語り得ぬものについては沈黙しなければならない」
と言わざるを得なかったのも
言葉が世界を照らし出すということは
そのことそのものが世界の全体からすれば
世界を部分化して照らすしかなかったからなのだろう

それは老子の示唆するように
道が語り得るものであるとすれば
それは「常の道」ではない
「名が名づけうるものであれば
それは「常の名」ではない
といっているようなものだ

なにかを語るということは
「常」であることを離れるということになる

「絶対矛盾的自己同一」は
そうした矛盾そのもののありようを逆照射しながら
「うら」と「おもて」を
「一つのもの」としてとらえようとするものだ

一枚の葉を「うら」だけ
「おもて」だけにはできないように
すべての根源は矛盾をはじめから超えている

それにもかかわらず
私たちはそれを矛盾としてとらえてしまう
それを「無明」だということもできるだろうが

☆mediopos-2687　　2022.3.26
黒崎宏といえば
ウィトゲンシュタイン研究だが
その研究がユニークだったのは
ウィトゲンシュタインと禅
そして道元・ナーガールジュナというように
ウィトゲンシュタインの「語り得ぬもの」に
仏教とくに禅の視点から「語る」試みを続けたことだ

その黒崎宏は１９２８年生まれ
すでに９４歳となっている
その黒崎宏がおそらくはその研究の「結語」
とでもいえるテーマに選んだのが
「絶対矛盾的自己同一」である

『「西田哲学」演習』（２０２０年）に続き
その続編として
西田幾多郎はもとより井筒俊彦の論文からの
引用なども行いながら論じられている

「絶対矛盾的自己同一」のたとえとして
「うらを見せ　おもてを見せて　ちるもみじ」
という良寛の句が挙げられている

「おもて」と「うら」を同時に見ることはできないが
「葉」には「おもて」も「うら」もあり
その両方があってはじめて「葉」の全体であるように

物事の全体を観ようとするならば
ひとつの視点からすれば矛盾しているとしか言えない
別の視点もあわせ多視点的多面的に観る必要がある

「本書の窮極の結語」として
「αは、α1、α2、α3･･････に於いて、
「矛盾的自己同一」である」
と述べられているが

「葉」の全体をとらえるためには
葉1、葉2、葉3･･････というように
それぞれのどうしは矛盾してみえるけれど
「葉」としての全体を観る必要がある

「生きる」ということが
「死」との矛盾において生きることであり
「語る」ということが
「沈黙」との矛盾において語ることであるように
私たちはそうした「矛盾」に身を置くことで
その「矛盾」を超える課題をもち得る
そんな存在だということもできるのかもしれない

おそらくそれは
世界があるということ
私があるということと
深く関わっているのではないだろうか

■黒崎 宏『「絶対矛盾的自己同一」とは何か／続・「西田哲学」演習』
　（春秋社 2022/2）
■黒崎 宏『「西田哲学」演習／ハイデガー『存在と時間』を横に見ながら』
　（春秋社 2020/3）



■黒崎 宏『「絶対矛盾的自己同一」とは何か／続・「西田哲学」演習』
　（春秋社 2022/2）
■黒崎 宏『「西田哲学」演習／ハイデガー『存在と時間』を横に見ながら』
　（春秋社 2020/3）

（黒崎 宏『「絶対矛盾的自己同一」とは何か』より）

「「うらを見せ　おもてを見せて　ちるもみじ」という句がある。良寛の辞世の句として、知られているもの
である。それはともかくとして、確かに万物万事、表もあれば、裏もある。何事にも、表裏があるのである。
表裏があって、はじめて、一つのものなのである。

　しかし我々は、表裏を同時に見ることはできない。したがって我々は、何事も、その全体を一挙に見ること
はできないのである。我々は、例えば、もみじの葉一枚でも、表を見て、裏を見て、やっとその全体を知るこ
とができるのである。もみじの葉一枚ですら、我々は、それ自体を見ることはできず、その意味で、もみじの
葉一枚ですら、それ自体は我々の経験界を超越しているのである。もみじの葉一枚ですら、表から見ればカク
カクに見え、裏から見ればシカジカに見えるものとして、言語的に、概念的に、記述されるものなのである。
その様な、言語的存在なのである。ここにおいて、「表から」とか「裏から」とかいった見る視点を無視して、
ただ単に「カクカクに見える」と言い、また、訂正なしに「シカジカに見える」と言えば、それは矛盾である。
しかし、この二つの言明が、ある一つのものについての、二つの視点からの見え方であるとすれば、そこには
何の矛盾もない。しかも、その一つのものは、そのように二つの視点からみて、はじめてその全体像が把握で
きるものであるとすれば、そのような二つの言明の連言（「そして」で繋いだもの）は、必然なのである。こ
の様な場合、西田幾多郎は、その一つのものを「（絶対）矛盾的自己同一（なるもの）」と言った。そこには、
何の不自然さもないであろう。一般的に言えば、ある物事が「何であるか」という事は、最終的には、それに
ついて多面的に言語的に語る事によってのみ、明らかになるのである。即ち、その本質が確定されるのであ
る。そうであるとすれば、

「この世における万事・万物は、「（絶対）矛盾的自己同一」なのである」

と言えるのではないか。

　このことを、もっとも明確に示したのが、物理学では、まずはガリレイ（の「慣性の法則」）であり、更に
は、より進んだ形では、アインシュタイン（の「特殊相対性理論」）であり、哲学では西田幾多郎（の「西田
哲学」）である。しかも、「数」には、数字に於いて定義される「数」をも含めて、「基数」と「序数」とい
う二つの顔があり、その意味では、先に言った「この世における万事・万物」には、「数」をも含めてよいの
である。（･･･）そうであるとすれば、西田幾多郎は、後に私は「二〇世紀におけるヘラクレイトス」とも言
えるのではないか」と言うが、別の見方をすれば、「哲学におけるアインシュタイン」とも言えるのではない
か。そして実際、西田は、アインシュタインにたいへん関心をもち、アインシュタイン訪日に一役買っていた
のである。」

「　　ある一つのものαがある。それは、視点ａから見ればＡに見え、視点ｂから見ればＢに見える。この場
合、その二つの見え姿ＡとＢに於いて、「矛盾的自己同一」なのである、と言える。」

「葉は、表と裏において、「矛盾的自己同一」である。
　自然数は、基数と序数に於いて、「矛盾的自己同一」である。
　図＜アヒル／ウサギ＞は＜アヒル＞と＜ウサギ＞に於いて、「矛盾的自己同一」である。
　世界は、「個物的多」と「全体的一」に於いて、「矛盾的自己同一」である。
　人生は、自由と必然に於いて、「矛盾的自己同一」である。
　神は、超越と内在に於いて、「矛盾的自己同一」である。
　認識（行為的直観）は、行為と直観に於いて、「矛盾的自己同一」である。
　電子は、「波動性と粒子性に於いて、「矛盾的自己同一」である。
　　等々」

「　　αは、α1、α2、α3･･････に於いて、「矛盾的自己同一」である。

ある意味で、これが本書の窮極の結語である。」



☆mediopos-2688　　2022.3.27

大逆事件で処刑された幸徳秋水の生まれた
高知県の中村（現在の四万十市）で
生まれたというのもあり
大杉栄の名とともに
その意味もよくわからないままだったが
比較的小さい頃から
アナキズムには親近感があった
管理されたり束縛されたりすることに対して
意識的にならざるをえなかったのだ

昨今の国家の行状をみていても
国やそれに紐付けられている政治家は
国民なるものをどのようにすれば管理できるか
そのことを至上の課題としている

そして国民が管理されやすくなるのは
国民が自由になるときではなく
むしろ危機感のもとで生きるときのようだ

特に日本人にその傾向が強いようだが
危機的な状況が訪れたとき
国や政治家を見限るのではなくその逆に
「ちゃんと支配してください」
というようなことになってしまう

「管理」の要請である
じぶんを家畜のような「国畜」にせよということだ
学校教育や医療やもその準備に怠りない

ほんらいアナキズムには
管理されるような仕方ではない
「相互扶助」がその中心にある
ということが議論されるようになっている

相互扶助が一人ひとりの自由から
なされるようになることが基本にあれば
この世もずいぶん生きやすくなりそうだが

現状はまったくその反対で
国家や組織の管理下において
一人ひとりがそれに抵抗するどころか
管理を強く求めることを通り越し
第二次世界大戦下の国防婦人会のように
自粛警察のようなことさえも起こり得ている

もちろん各種メディアやインターネットでも
都合の悪い情報は検閲下において隠蔽削除され
まさに現在は戦時下にあるといっても過言ではない
そして隠された戦意高揚は静まる気配がない

暴力革命は必要ないし避けねばならないが
ハナムラチカヒロの提唱しているような
「まなざしの革命」こそが
今もっとも必要とされていることなのだろう

でき得ればそうした社会的な諸々とは
距離をとりながら生きていきたいものだが
そうするには現代はあまりに困難な時代だ

■栗原康×松村圭一郎×森元斎（構成・辻本力）鼎談「アナキズム会議」
■栗原康「きみは負けるってわかってて、たすけにきてくれたんだよな」
■松村圭一郎「ほんとにアナキズムは可能なのか?」
■森元斎「「ただ生きる」というアナキズム」
（文學界(2022年4月号) 特集「アナキズム・ナウ」文藝春秋　2022/3　所収）
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（栗原康×松村圭一郎×森元斎「アナキズム会議」より）

「−−−−近年、急速にアナキズムへの関心が高まりつつあります。少し前までは、どちらかというと暴力革命といったものを
連想されることの多かったアナキズムが、ここにきて急激にリアルなものと感じられるようになった背景には何があるので
しょうか。

栗原／確かに、この十数年で大きく状況が変わってきましたよね。それこそ九〇年代後半、僕が大学生のころなどは、アナ
キズムを勉強しているというだけで「こいつバカなのか」と（笑）。僕が政治学科にいたというのもあるのですが、みんな
ただの庶民でしかないのに、なぜか為政者目線でしゃべりたがる。「国家なんて別にいらないじゃん」というだけでザワザ
ワって。
　でもコロナ以前からですが、世界的に国家や資本主義に対する不信が高まっていますよね。二〇〇〇年代終わりにはリー
マン・ショックで資本主義がふっとんだ。金持ちに好き放題やらせた結果がこれです。日本では原発事故があって、福嶋で
甲状腺ガンが増えても、国と御用学者は因果関係を求めない。みんなわかってしまいました。「国はいざというときに民を
守らない、都合が悪くなったらすぐに嘘をつく」。（･･･）」もはや国のトップが憲法や法律を守らない。めちゃめちゃな世
界になってしまった。「なら、こっちも法なんて守らねえぞ、あばれちゃえ」とか「自分たちのことは自分たちで守らねば」
となりますよね。そこに、アナキズム的な言説がスッとハマったのではないでしょうか。

松村／日本の政治状況が、逆説的にアナキズム的な言論の場を作り出してきたということはありますね。（･･･）安倍元首相
を始めとした政治家たちこそが、今の日本のアナキストを生み出した功労者だたったわけです（笑）。政治家がいかに信用
ならず、害悪かということの見本を示した、という意味で。」

森／アナキズム的なものって、生に対する具体的な問題から出発していることが多い。我々日本人が今抱えている絶望感
も、もちろん同様です。（･･･）つまり「我がこと」として参加しやすい問題になったということですね。そうした時、アナ
キズムというのは一つ使える思想だな、という感触はあります。

松村／（･･･）かつてアナキズムは、「社会のレースから外れた人たちの思想」みたいな形でしか認識されず、「落ちこぼれ」
「はみ出し者」みたいなネガティブな言葉とセットでしか理解されなかった。でも本当は、アナキズムは、社会の中で生き
ることの中に積極的な意味を見出すための考え方でもあったわけです。つまり今、本来の形で−−−−この時代に生き残るため
の術、ちゃんと人間らしく生きるた、めにプラスに作用するものとして認識され始めたということなんでしょうね。やっぱ
りみんな社会の在り方とか、既存のルールにモヤモヤしている。その「このままでいいのか？」に言葉を与えているのがア
ナキズムなのではないか。」

「−−−−現在世界を覆っているコロナ禍とアナキズムとの関係についてお伺いします。先ほどの政治不信のお話にも繋がりま
すが、日本では３・１１以降、国家に対する不信感が募りつつあり、今回のコロナにおける対応をめぐって、それがいや増
している。この状況をどう生き延びていけばいいとお考えでしょうか。

栗原／ひどい話ですが、国があまりになにもしないから、みんな「ちゃんと支配してください」になっている気がするんで
すよね。「ヨーロッパみたいにロックダウンをやってください」と、左派の人ほど言ってしまう状況にある。それでいいの
かと。それで気付いたら国の家畜になっているなんてごめんです。ブレイディさんの言葉を借りるなら「国畜」。何もして
もらえないからこそ、国がしっかりしないと死ぬと思いこまされるこの逆説的状況。その結果、自粛警察みたいな人たちが
湧いてきたり。僕はこの状況が怖いですし、同じような恐怖を感じている人も少なくないと思う。

松村／ちょっと日本社会が異様すぎると思うんですよね。欧米社会と比べても、みんな真面目過ぎるというか、従順すぎ
る。日本から出たら、もっと適当だし自由だし、それこそアナキスト的な生き方だってもっと普通なんですよ。日本の場
合、ずっと自民党政権だし、戦後作られた制度もかなりそのまま引き継がれているので、自分たちの生活を相対化したり、
そこから距離を取って別の視点から考える機会を失い続けてきたのかもしれません。」

「森／松村さんが『くらしのアナキズム』で書かれていたように、日々の暮らしのような、身近な側面にもアナキズムはあ
る、というご意見には強く同意します。そうした視点をもって、我々も一人ひとりがやれる範囲で相互扶助をやっていくべ
きだと思う。その一方で、アナキズムなるものの中の、ともすればある種の批判の対象にもなる部分も決して無しにして考
えてはならないとも思っていて。つまり、生活のアナキズムがあった上で、闘争を含むアナキズムの「運動」も、現代的な
視点で捉え直していき、その面白さを広めていきたい。

（･･･）

栗原／僕も森さんと同じようなことを考えています。人が立ち上がって「うりゃあ」となっていく運動的な側面は、つい日
常生活と切り離して考えられがちだけど、意外と地続きなものだと思っていて。
　そういう感覚をもう一度よびおこすために、最近は明治時代のアナキスト、幸徳秋水を読んでいます。日本では、かれが
クロポトキンの最初のちゃんとした紹介者であって、それこそ「相互扶助」や「パンの略奪」の思想を紹介した。でも、彼
の考え方を見ていくと、もともと儒教を学んできた人というのもあって、「相互扶助」がほぼほぼ孟子の「仁」だったりす
るんですよね。「仁は人の心なり」。要するに、思いやりの心は人が本来持っている心であると。
（･･･）
　優しい人助けであると同時に、権力者のせいで人が困っていたら、たとえ自分が殺されても決起する、みたいな二面性が
ある。そういう危うさも込みで相互扶助なんです。僕はそれが的外れじゃないと思っていて、クロポトキンもそういう人
だったと思います。めっちゃ優しいイメージと、略奪者を略奪せよという好戦的なイメージの同居。その両方の側面を持っ
ているからこそ、統治者・権力者にとってアナキズムは怖い思想なのだと思います。」

（栗原康「きみは負けるってわかってて、たすけにきてくれたんだよな」より）

「相互扶助とは、目のまえで困っているひとがいたら手をさしのべる、ただそれだけだ、だいじなのは、はじめからこれが
正しいというたすけあいの方法があるわけではないということ。
（･･･）
　クロポトキンはいう。相互扶助はその「実行によって得られる勢力の無意識的承認」なのだと。おまえがやれ。たんにあ
れこれと思慮をめぐらせて、これだけの成果がみこまれるから、これだけの見返りがあるからやるというのではない。自
（おのずか）ら然る。あたまよりもさきに身体が勝手にうごいてしまう。失敗してもいい。身を滅ぼしてもいい。それでも
あたりまえのように手をさしのべるのだ。」

（松村圭一郎「ほんとにアナキズムは可能なのか?」より）

「アナキズムは、国家や市場を下支えし、それを可能にしている無数の無名な人びとの営みに目を向ける視点でもある。
（･･･）国家を支え、可能にしている力の源泉はどこにあるのか。これまで権力者や支配者の力だけが過大に信じられてき
た。「無力で無能な国家」くらいに思っていて、ちょうどバランスがとれる。」

「アナキズムの基本は相互扶助だ。」

「政治家や国家にはできない「政治」がぼくらにはできる。アナキズムはその一人ひとりのもつ力を信じる思想なのだ。」

（森元斎「「ただ生きる」というアナキズム」より）

「私たちは本来、ただ生きているだけである。ただ生きるというのは欲望に忠実になり、時にそれを節制したりしながら生
きることだ。」

「人間は自由に基盤を置くからこそ、その能力が開花できる。それは何度言っても言い過ぎることはない。労働にしてもそ
うだし、教育にしてもそうだ。」

「自由を奪うのが国家である。（･･･）資本主義は一見自由に見えるが（･･･）そもそもの欲望やその発露である自由をずら
り、みかけ上の自由（自由主義や新自由主義の「自由」は全くもって偽の言葉である）を設定し欲望を商品に結実させてい
くのみだ。」
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ヨーロッパ中世の「魔女狩り」というと
過去に起こった愚かな事件であって
じぶんはそれとは無関係である
いまでは多くのひとはそうとらえるだろうが

「魔女狩り」はいつの時代にも
姿をかえてあらわれている
わたしたちもそれに無縁であるとはいえない

「魔女狩り」は悪意によって
行われる場合もあっただろうが
本書によればその「機動力は、
宗教的な熱心さによって与えられたのである」

拷問は「悪霊の緊縛を打ちくだく」ために
「魔女自身のために戦われ」
「自白を行い、炎の中で死に絶える魔女」にとって
それは「罪を浄め、救済をかち得るチャンス」だった

つまり「魔女狩り」は「善」であり
「正義」であり「救済」でもあったのだ

現代において「魔女狩りの社会」から学ぶことは
その赤裸々な事実をわたしたちみずからに
照らしてみる勇気だろう

大規模な魔女狩りは
「俗界の知識人の悪魔への強迫観念を反映した」が
個々の魔女裁判は「農村レベルの人間どうしの間の
恐怖と憎悪を反映した、という事実」も
踏まえておく必要がありそうだ

「俗界の知識人」そして「農村レベルの人間」とは
現代においてはどんな人たちに相当するだろうか
そしてそれらの人たちが依拠しているのは何だろう

ここ数年来
そしていままさに起こっている
世界的な事件のなかにあてはめてみるだけでも
現代における「魔女狩り」「魔女裁判」の
現実は浮かび上がってくるだろう

しかも現代はかつての時代に比べ
事情は複雑かつ巧妙である
なおかつ現代の「魔女狩り」を
意図的に実行する善良を装った姿さえ垣間見える
その意図と指示のもとに
多くの人たちはみずからの善や正義を疑わず
それをみずから進んで実行しようとする

■ノーマン・コーン（山本通訳）
　『新版 魔女狩りの社会史』
　（ちくま学芸文庫　筑摩書房 2022/3）



■ノーマン・コーン（山本通訳）
　『新版 魔女狩りの社会史』
　（ちくま学芸文庫　筑摩書房 2022/3）

※冒頭で掲げられているモンテーニュのエピグラフより

「まったく習慣というものは、本当に乱暴で陰険な女教師なのである。それは少しずつ、そっと、我々のうち
にその権力の根を植えつける。けれども、始めこそそんなに優しくつつましやかだが、一たび時の力をかりて
それを植えつけてしまうと、たちまちに怖ろしい暴君のような顔をあらわす。そうなると、我々はもう、目を
上げてこれを見る自由さえなくなってしまう。
　モンテーニュ『随想録』一巻二三章（関根秀雄訳、新潮社版、一九七〇）」

（「序文」より）

「この本はヨーロッパ中世のある妄想と、その帰結に関する研究である。」

「我々がこの妄想と最初に出会うのは二世紀においてであるが、この時代には、異教徒のギリシア人とローマ
人がローマ帝国内部の小さなキリスト教徒の共同社会にそれを押しつけた。これらの不運な人びとは、赤ん坊
や幼児が儀式として殺される集会と、これらの犠牲者の遺体が儀式としてむさぼり喰われる饗宴を催すとして
非難された。彼等はまた、親と子のあいだの近親相姦を含むあらゆる形の性行が自由に行われる性愛のオル
ギーを催すと非難され、獣の形をした奇怪な神格を崇拝するとも非難された。

　中世のキリスト教世界においては、数多くのカトリック教会反対グループ、すなわち異端的セクトが、原始
キリスト教徒が非難されたのと同じような行いをしていると非難された−−−−それに加えて彼等は、十字架に唾
を吐き、踏みつけるというような、また、何らかの多かれ少なかれ卑猥なやり方で形に表して行われる魔法崇
拝というような瀆神的な行為をしている、と非難された。そのように非難されたカトリック教会反対者たち
が、一般的に想定されてきたように主として異国的で非キリスト教的なカタリ派だったのではなく、逆にワル
ド派とフラティチェリ派という誠実にキリスト教とたらんとしたグループだった、ということを発見して、私
は驚いた。五、六世紀ものあいだ、ある程度まで彼等につきまとっていたそしりを晴らすことが、史実の再検
討によって、すべての事柄において可能だということがわかった。まさに同様な非難がフランス国王フィリッ
プ美王によってテンプル騎士修道会の壊滅を果たすために援用された。」

「一六世紀か末から一七世紀にイングランドで起こった魔女裁判が、規模においてばかりでなく雰囲気におい
ても、同時期にヨーロッパ大陸の大きな地域を席巻した大規模な魔女狩りと非常に異なる、ということが昔か
ら知られていた。私は、ヨーロッパ大陸自体の中でも、個々の魔女裁判と大規模な魔女狩りとの同様なコント
ラストが時々見られることを示して、何故そういうことが起こったのかを説明しようとする。それを説明する
鍵は、次のような事実の中にあるように思える。つまり、一方では大規模な魔女狩りが、とりわけ俗界の知識
人の悪魔への強迫観念を反映したのに対して、個々の魔女裁判が、とりわけ農村レベルの人間どうしの間の恐
怖と憎悪を反映した、という事実なのである。」

（「第一二章　魔女狩りは実際に、どのように始まったのか（二）」より）

「魔女狩りは、概してシニカルな行動であったのではない。財政上の貪欲や意識的なサディズムは、決してす
べての場合に欠落していたわけではないけれども、主要な機動力になったのではない。魔女狩りの機動力は、
宗教的な熱心さによって与えられたのである。拷問でさえも、それを使用した人々のほとんどにとっては、合
法的であるばかりではなくて、宗教的に必要なものとされた。魔女は悪魔と同盟を結んでいるばかりではな
く、悪霊によってしっかりととらえられている、と考えられていた。拷問の目的は、そのような悪霊の緊縛を
打ちくだくことにあった。裁判の一つ一つが、神の諸力と悪魔の諸力とのあいだの闘争であった。−−−−そして
その闘争は、とりわけ、魔女自身のために戦われた。自白を行い、炎の中で死に絶える魔女には、少なくとも
彼あるいは彼女の罪を浄め、救済をかち得るチャンスがある、と考えられた。他方、神は、無実の人々には、
どれほどの拷問を与えられても、それに耐えられるような力を与えられるだろう、と考えられていた。そし
て、拷問を耐えきることのできた少数の人々が−−−−それは、魔女狩りの最高潮の時期においては、およそ一〇
人に一人であった−−−−以前の諸世紀においては知られておらず、あるいは拒否されていたのに、自明の真理と
して当然のことと思われるようになった信仰に従って行動する官僚制−−−−による、無実の人々の大量虐殺の最
高の一例とみなされ得る。それは、ステレオタイプを作りあげる人間の想像力のものすごさと、そのステレオ
タイプがいったん一般的に受け容れられてしまうと、人間の想像力はその正しさを容易に疑おうとしないとい
うことの両方を、生き生きと照らし出す。二十世紀が始まる以前では、悪霊化の作用と影響の恐ろしさは、魔
女狩りにおいてもっとも激しく表されたのである。」

（黒川正剛「文庫版解説　学際的な魔女狩り研究を切り開いた先駆者」より）

「なぜ、このような大規模な迫害が起こったのか、それも魔女という、現代の私たちから見ると幻想的な存在
を実在するものとみなして火炙りにしたのか。魔女なりという特異な歴史的現象の核心にあるこの重要な問題
を、古代ローマ時代から中世末にかけてのヨーロッパ社会で連綿としれ受け継がれてきた迫害表象の分析から
解明したところに、本書の一つめの特色がある。反社会的とみなされた数々の集団に対して捏造され、ステレ
オタイプ化した迫害表象が社会転覆を目論む陰謀論と手を携え蓄積された結果、近世の魔女像が結晶化し、本
格的な魔女狩りに至るという構図である。」

「陰謀論と迫害・差別が関連性をもち、現代世界においても深刻な様相を呈することは先のアメリカ大統領選
の騒動でも明らかである。（･･･）ＳＮＳを含めてインターネット上で真偽入り混じった情報が飛び交い、宗
教・民族問題が世界中で噴出している今後の人類社会の行方を考えていく上で本書から得ることは少なくな
い。コーンが本書で問題にしているのは、「悪の権化として想像されたある種の人間たちを絶滅することに
よって、この世を浄めようとする衝動」であり、「今でも我々はそういう衝動を抱きつづけている」という極
めて現代的な問題なのだ。」

「コーンが本書冒頭で掲げるモンテーニュのエピグラフ（･･･）で言及されている「習慣」の恐ろしさは、まず
は「内なる悪霊」にとり憑かれて、「妄想」と迫害が習慣となり、最終的に魔女のステレオタイプを作り上げ
膨大な火刑を生み出したことに関わるのだろう。魔女に関わる妄想／幻想（に過ぎないもの）が数多の処刑と
いう現実（リアリティ）を生み出してしまったのである。ある種のヴァーチャルリアリティの暴走と言えるだ
ろうか。現代に生きる私たちにとって無縁な話ではない。（･･･）誰しも「習慣」にとらわれ、「内なる悪霊」
にとり憑かれる可能性がある。そのような警句をコーンは本書を通して発していたのだと思われる。本書は今
後も読み継がれるべき必読書である所以である。」
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☆mediopos-2690　　2022.3.29
少し前のmediopos2683（2022.3.22）では
「かたちとリズム」についてとりあげたが
今回はそのテーマに関連した
河野哲也『間合い: 生態学的現象学の探究』

リズム現象が
「間」「間合い」という視点から考察され
それらは人間の身体性
さらには心にも深く関係しているのだという

その考察の基本となるのが
自然と生命の波動現象としてとらえれた
生きたリズムと関係している
「間」という概念の考察である

「間」とは
「ま」「あいだ」「あわい」「はざま」である

「ま」とは時空間両方に関わる
「物と物との、出来事と出来事との、
人と人とのあいだの間隙やインターバル」であり
「二つの事物のあいだに生じる」質的な特性であり
「ダイナミックでありながら
バランスを保っているような現象」を表している

さらに「間合い」とは
「間」に「合わせる」ことであり
「適当な距離」「正しい距離」「適切な時間取り」を意味し
「間合いを取る」とは
「適切な」距離を取るということである

こうした「間」「間合い」の概念の検討を踏まえ
本書では日本の古典芸能である「能」と「武道」
そして「庭園散策」において
「間（ま、あいだ、あわい、はざま）という現象が
どのように経験され、間合いという対人的やりとりが
どのように働いているか」が探求されていくのだが

その探求がめざすのは
中村雄二郎の『かたちのオディッセイ』や
山崎正和の『リズムの哲学ノート』を
（後者についても以前このmedioposでとりあげている）
身体論的に展開していくことだという

少しばかり気になるのは
「リズムが世界のすみずみまで
通底している原理であるとするならば、
人間の身心もリズムとして理解することもでき」
「人間の心と呼ばれるものも、
身体と環境の間に生じるリズムとして捉えられる」
としているように
すべてをリズムに還元してしまう視点だろうか

リズム論としては興味深いのだが
中村雄二郎や山崎正和の試みを
さらに展開するというよりは
むしろ狭めてしまっているようにも感じられる

リズムの主体は「流体」であり
「水で代表され」るということでいえば
（現代のアカデミズムでは使えない用語だが）
エーテル的な観点についてのものであり
それは生命を中心とした重要な働きではあるのだが
世界をそれだけに還元することはできない

著者はすべてを「身体と環境の間に生じるリズム」から
説明しようとしているのだが
おそらくそれで「すべて」ではない
「現象」に対する観点は
多視点的である必要があるように思われる

たとえ視点どうしが「矛盾」しているとしても
その「矛盾」を超えて表れるであろう「世界」をこそ
統合的に探求されてしかるべきではないだろうか

■河野 哲也『間合い: 生態学的現象学の探究』
（知の生態学の冒険 J・J・ギブソンの継承2）
　（東京大学出版会 2022/3）



■河野 哲也『間合い: 生態学的現象学の探究』（知の生態学の冒険 J・J・ギブソンの継承2）
　（東京大学出版会 2022/3）

（「序　間と間合いとは何か」より）

「本書は、間と間合いという現象とそれを創出する人間の身体性について、生態学的現象学から記述し、考察することを目
的としている。」

「鹿威しの例からわかるように、間はリズムと関係している。ハーモニーが音程における秩序を指すのに対して、リズムは
運動とその速度における秩序を指すと言えよう。しかしもともと、リズムを意味するギリシャ語 rhuthmos（リュトモス）
は、語源的には「流れる」という動詞の rheo（レオ）から派生している。ただし、古代ギリシャ人はこの言葉を、第一義的
に「かたち」、それも固定的な形ではなく、線の形や着衣のスタイルなど、即興的、一時的、変更可能な形を意味するもの
として使い、第二義的に、音楽的な現代のリズムの意味で使ったという。したがって、リズムとは「即興的な配慮」を意味
していた。（･･･）
　リズムは、メトロノームが刻むような機械的な拍子とは区別されなければならない。リズムは、自然と生命の波動現象で
ある。」

「「間」という漢字は、「ま」とも「あいだ」とも「はざま」とも読むことができる。「間合い」は、もちろん、「間」と
「合う」という単語を組みあわせた言葉である。」

「「ま」は、物と物との、出来事と出来事との、人と人とのあいだの間隙やインターバルとして定義できる。それは、空間
的あるいは時間的であり、時空間両方に関わることもある距離である。」
「「ま」は、空間的であると同時に時間的であるが、それは単に量的な隔たりではなく、関係についての質的な特性を指し
ている。まは、その意味において何かの機会である。機会とは何かが生み出される、何かが生じるタイミングのことであ
り、その良し悪しを質的に評価することができる。「間がよい「間ふが悪い」「間が抜けている」「間延びする」というの
は、そのタイミングの良し悪しについて言っており、そこでは二つの事物のあいだに生じる出来事がその二つの事物をうま
く媒介できるかどうかが問われている。（･･･）
　したがって、「ま」は、空虚で、無力な、否定的でしかない非存在ではなく、何かが生じることで二つの物を結びつける
ような、しかも、その二つを独立の物としながらも結びつけるような現象である。まにおいては、二つの物を、距離をおい
て結びつける力が働いている。それは引力であると同時に斥力であるような力の働きであり、物と物を媒介し、ある釣り合
いの状態に収めているような力の働きなのである。」

「「あいだ」は、「ま」とほぼ同義語であり、日常生活においては言い換えが可能な場合も多いが、それでもニュアンスの
違いがある。あいだは、まよりも客観的で、時間的・空間的な距離が遠いニュアンスがある。まのインターバルとしての客
観的な側面を推し進めれば、まはあいだとなるだろう。」

「「ま」と「あいだ」はまだニュアンスの違いに尽きるとも言えるが、「あわい」よ「はざま」は、明らかにそれらとは違
う意味を持っている。もちろん、「あわい」も、辞書を引けば、古代の和歌の中では「物と物のあいだ」「時間と時間のあ
いだ」「人と人のあいだ」という意味で用いられていることがわかる。しかし、あわいには、「色の取り合わせ、配色」と
いうそれ以外の意味がある。あわいは、ある色を他の色から区別する境界線や接触面の意味を持っている。あわいには、ま
とあいだにはない接触のニュアンスが含まれている。それは、事物や出来事のあいだに引かれた境界であり、隔たりによっ
て二つの領域を分節化すると同時に結びつけもする動的な閾を言うのである。（･･･）
　はざまは、「狭間」「迫間」「硲」とも書くことから、物と物のあいだ、出来事と出来事のあいだを意味する点ではこれ
までの言葉とは同じであっても、より狭い、切り込んだ、差し入った風景を感じる言葉である。実際に、辞書の上では「は
ざま」の第二の意味は、「谷」「谷間」である。」
「あわいやはざまは、まやあいだのように何かが生まれてくる空隙というよりは、物と物、出来事と出来事が切り替わる瞬
間を指しているように思われる。あわいが接触的で、やや平面的な印象を与えるのに対して、はざまは深さと狭さを持って
クレバスのような、切り込んだ深みの印象を与える。

　ま、あいだ、あわい、はざまには、こうしたニュアンスの違いがありながら、そのどれもが単純な時空間の空隙を意味し
てはいない。そこに見出せるのは、複数の物や人、出来事のあいだを、距離を保ちながらつなげるような、あるいは、結び
つけながら間隙を穿つような、ダイナミックでありながらバランスを保っているような現象である。この現象をうまく言い
表しているのは、「不即不離」という言葉であろう、「間（ま、あいだ、あわい、はざま）」は、引きつけると同時に引き
離し、分けると同時につなげ、連続すると同時に非連続とし、始まると同時に終わるような、そうしや対抗する力が動的に
均衡している様子を指す言葉である。」

「「間合い」とは、「間」に「合わせる」ことである。それは辞書的には、単純に「隔たり」を意味することもあるが、む
しろ「適当な距離」「正しい距離」「適切な時間取り」を言う。たとえば、「間合いを取る」と言えば、ただ距離を取るで
はなくて、「適切な」距離を取るという意味である。」

「間（ま、あいだ、あわい、はざま）は、絵画における空隙、建築や庭園における空間、音楽における空白や拍子など、日
本の伝統的な技や芸術、芸能において最も重視される要素である。間はダイナミックな現象であり、単純な距離というより
は、隔たりとつながりを実現する一種の運動である。
　このことは、間合いにおいてより顕著に現れる。間合いは何よりも、能や音楽のようなパフォーマンスを伴う芸能、剣道
や空手のような武道・格技、あるいは落語のような話芸で最も頻繁に用いられる言葉である。日本における芸とは、身体の
運動をもって芸術的価値を創造する活動である。それは制作行為であるよりは、観客に直接に向けられた身体パフォーマン
スである。それらのパフォーマンスでは、いかに適切な距離や間隔を作り出すか、それをいかに保つかの技が競い合われ
る。それは、何かを生み出すための適切な無をパフォーマンスの最中に創造するということである。」

「以上のような概念分析に基づきながら、身体を使った技・技術、すなわち、とりわけ日本の古典的なパフォーマンス芸能
である能と武道、さらに、庭園散策に注目し、そこにおいて、間（ま、あいだ、あわい、はざま）という現象がどのように
経験され、間合いという対人的やりとりがどのように働いているかを探求することが本書の目的である。本書において最終
的に目ざしているのは、中村雄二郎が構想し、近年では、山崎正和が提案していたリズムの哲学を、身体論的でダイナミッ
クな観点からさらに展開することである。したがって、間合いという身体的な現象が、リズムという宇宙に偏在する存在論
的現象とどのようにつながっているのかが焦点となる。」

「第５章では、それまでの間合いとリズムの現象に関する考察を通して、新しい自己観・身体観を提示する。それは、リズ
ムを宇宙と人間の身体を共通に編んでいる元素のように考える立場である。あらゆるものは、リズムを変換しながら他で伝
えていく媒体であり、人間の心と呼ばれるものも、身体と環境の間に生じるリズムである。身体はリズムを刻む流体として
理解される。身体は環境に浸っている。環境は卵のようなものであり、身体はその中から形をなしてくる黄身である。ま
た、環境に浸って生きる存在として植物の生を取り上げる。アリストテレスは、植物にも魂を認め、魂と生命を区別しな
かった。現在、求められているのは、こうした命と接続した心の概念である。自己とは、環境という流体の中に生じる気象
や潮流である。自己についての研究は、心理学ではなく、気象学や潮流の海洋物理学に相当するのである。」

（「第５章　流体としての身体」より）

「現象学など現代哲学は、主体が身体であることを繰り返し主張してきた。にもかかわらず、身体と環境とは皮膚の表面で
きっぱりと分離され、能動的な身体が受動的な環境に働きかけるという近代的主体の図式は維持されたままであった。それ
は、身体と環境を共通に語る概念が存在しなかったためである。（･･･）知覚や認識や意図など心の機能とされるものと世
界とを共通に語れる形而上学的な存在が必要とされている。メルロ＝ポンティは、世界と身体を共通に生み出している元素
的な存在を「肉（la chair）」と呼んだが、この概念に実質を与える必要がある。

　そこで本書で注目したのは、リズムである。メルロ＝ポンティの言う「肉」とは「流体のリズム」である。これまで述べ
てきたように、身体的な生には、そのあらゆる局面にリズムを見ることができる。リズムは、身体を身体たらしめる一種の
形相であり、本質である。」

「リズムが世界のすみずみまで通底している原理であるとするならば、人間の身心もリズムとして理解することもできるは
ずである。リズムは、ダイナミックである。それは波動として、一点からあらゆる箇所へと到達し、波形として己の姿を伝
える。リズムを中心として宇宙を捉えたときには、あらゆるものは、リズムを変換しながら他へ伝えていく媒体だと言えよ
う。人間の心と呼ばれるものも、身体と環境の間に生じるリズムとして捉えられる。」

「リズムの主体とは何であろうか。リズムを刻むもの、それは流体である。空気のリズムが捉えにくいとすれば、それは水
で代表される。水は、多くの国や地域において万物の根源とみなされてきた。」



☆mediopos-2691　　2022.3.30
共感はよいことなのか
そうではないのか

その問いは
善と悪への問いにも似ている

悪とは時季外れの善だという捉え方がある
おなじことでもTPOが異なれば
善も悪になり悪も善になり得るということだ

さらにいえば
共感と反感は同じベクトル上にあるから
共感が強まればそのぶんだけ
逆ベクトルの反感が強まることになる

強く共感を求めるということは
承認欲求を強く求めることでもあるから
その分だけ承認されない不安も強まっていく

共感はつながりを生み相互信頼を育むこともできれば
それそのものが苦しみをもたらすことにもなるが

共感はとても大切な働きをするだけに
それがどのように働くかを理解し
ネガティブなところまで受け容れられるかどうかは
私たち一人ひとりの「成熟」にかかっているといえる

本書ではきわめて誠実な仕方で
共感のプラスの側面と
マイナスの側面について論じられ
いかにしてマイナスの側面を減らして
「よりよい形で共感を生かせるようにする」かが
探求され提言されているが
著者も「あとがき」の最初に記しているように
たしかに「共感はとても疲れる」のだ

共感と反感は同じベクトルの反対向きの力だから
共感を求めようとすればするほど
同時に逆の方向にも力は強まり
「とても疲れ」てしまうことは避けられない

その意味でもじぶんが疲れすぎない範囲に
共感をセーブすることも重要な態度になるだろう

そして共感をセーブするためには
じぶんの共感が正常に働くことのできる許容範囲を
じぶんでわかっていなければならない
それが「成熟」ということでもある

その「成熟」においては
共感について理解する程度に応じて
感情的なキャパシティも広げておく必要がある
感情的になることは感情が未成熟なためなので
感情的になるときはじぶんのキャパシティが
まだそこまでには達していないと理解したほうがいい

「共感は感情の共有であり、自己了解と同時に
他者了解が生じている」という示唆もあるが
結局のところいかにじぶんを
他者のごとくみなせる力を得るかということでもある
そうでなければじぶんがどういう共感-反感の
ベクトル上にあるかが見えなくなるからだ

共感にかぎらず現代の諸問題は
同じベクトル上の片方だけを求めて
逆のベクトルを許容できないことにあるようだ
安心・安全を求める度合いに応じて管理は強まってくるし
平和を求める度合いに応じて戦争は胎まれてくる

現代は「とても疲れ」てしまう時代だが
だからこそそれが許容範囲を超えないように
じぶんの力を極端なまでに片方にシフトさせることなく
それが受容可能になるまでじっくりと「成熟」を待つことだ

■山竹伸二『共感の正体 : つながりを生むのか、苦しみをもたらすのか 』
　（河出書房新社  2022/3）



■山竹伸二『共感の正体 : つながりを生むのか、苦しみをもたらすのか 』
　（河出書房新社  2022/3）

（「はじめに　いまなぜ〝共感〟か？」より）

「いま、かつてないほど「共感」が注目を集めており、書店でも共感をテーマとした書籍が溢れている。
　たとえば「共感」という言葉が登場し、共感力アップが社会生活において重要であり、対人関係において有利になる、と
いう主張をしばしば耳にする。共感力とは、相手の考えや気持ちを察することができて、その気持ちに寄り添い、「わかる
よ」「同じだよ」と応えることのできる力である。当然のことながら、こうした力を持つ人間は仲間に愛され、組織におい
て評価されやすい。共感力はコミュニケーション力でもあり、この力を持っている人ほど、優れた人間、善良な人間とみな
され、円滑な人間関係を築けるのである。
（…）
　共感のこうした特質は、多くの人にとって自明のことであり、経験的に理解していることでもある。それゆえ、看護や介
護、保育、カウンセリングなど、対人ケアの現場では古くから共感が重要視されてきた。
（…）
　また、近年ではビジネスシーンにおいても共感に注目が集まっており、共感力は成功をつかむ上で重要な力とみなされて
いる。ビジネス書のコーナーを見ても、共感の必要性や今日権力の磨き方について述べた書籍は少なくない。

（…）

　共感の及ぼす影響は行為範囲にわたっている。共感力を身につけることは、相手を理解し、よりよい人間関係をもたらす
だけでなく、社会的な成功にもつながっており、共感の欠如は孤立と挫折に直結している。共感できるからこそ、他者の信
頼を得ることが可能になり、共に生きているという充実感、連帯感を抱くことができるのだ。
　一方、共感された側にも多くのメリットがある。まず、自分の気持ちが受け容れられたことはの安心感、ありのままの自
分が認められたことへの安堵感がある。共感は悲しみや不安をやわらげ、喜びを大きくしてくれるのだ。それだけではな
い。苦しみを知った相手は単に共感を示すだけでなく、こちらが楽になるよう具体的に行動し、手助けしてくれることもあ
る。共感は同情を生み、相手を救おうとする利他的な行為につながりやすのである。」

「しかし、共感することは、必ずしもよいことばかりが待っているわけではない。
　共感力があって相手の考えや気持ちを察知できれば、確かに相手の意に沿った行動をし、相手を喜ばせる言葉を紡ぐこと
ができる。それは円滑で良好なコミュニケーションを可能にし、友人関係や恋愛関係、ビジネス関係などにおいて、失敗を
減らし、成功をもたらすに違いない。
　だが、本当に共感できているうちはよくても、全てに共感できるわけではないし、次第に無理をして相手に合わせる場面
も増えてくるかもしれない。多少違和感を覚えても、相手の気持ちが理解できるだけに無視できず、同調してしまうことも
あるだろう。無理をして相手に同調し続けていれば、次第に強いストレスを感じ始め、疲労感と苦しみをもたらすことにな
る。」

　昨今、同調圧力が社会問題として注目されているが、それは現代社会に承認不安が蔓延しているからだ。周囲に認められ
ない不安があるからこど、相手に認められるように同調し、忖度する人が増えている。共感力は相手に同調する上で役立つ
が、なまじ相手に合わせられるため、その関係から抜け出せず、苦しむことにもなりやすい。
　それだけではなく、共感すること自体に苦しみがともなうことも少なくない。

（…）

　近年では、感受性が高く、繊細すぎる人、敏感すぎる人のことをＨＳＰと呼び、感じすぎるがゆえの苦しみを抱えた人に
ついて、その苦しみを解消する方法を解説した書籍が増えている。」

「なるほど、共感力を身につけることはコミュ力向上に直結しているため、周囲に認められる道が開かれる面もある。しか
し、たとえ共感力が増して認められたとしても、共感のしすぎで苦しみが増えるなら、あまり望ましい状況とは言えない。
同調し過ぎれば苦しくなるし、自分の自由を感じることができなくなる。相手の気持ちがわかるがゆえに、相手の苦しいに
反応して疲れ果てたり相手の意見を尊重せざるを得なくなる。相手の気持ちを忖度し、同調した挙句、自由を失ってしまう
のだ。
　最近では、こうした同調や忖度を批判し、そのような態度はやめるべきだ、という主張が増えているように思える。」

「共感できるからこそ、相手の苦しみを理解し、助けることができるのも事実であり、共感は人間の道徳性、利他的行為に
おいて欠かせないものであるように見える。共感があるからこそ、私たちはお互いを思いやり、助け合うことができるので
あり、だとすれば、過度な共感はリスクをともなうとしても、やはり共感力はあったほうがよいのではないか。
　だがこの点についても、近年、批判的見解は出始めている。共感に基づく利他的行為は危険である、という主張が目立つ
ようになってきたのである。」

「このように、共感ブームと拮抗する形で、反共感論の主張を少なからず目にするようになった。それらは共感の本質に関
わる重要な問題提起となっており、共感を考える上で決して無視することはできない。（…）
　共感は本当に相互理解と協調、平和をもたらす自然の恩恵なのだろうか？
　それとも、不安や自由の喪失、憎しみ、差別をもたらす、悪魔のささやきなのか……？

　謎を解き明かす鍵は、共感の本質的な理解にある。

（…）

　共感をより有効に活かす道を考えるためには、そもそも「共感」とは何なのか、その本質を明らかにすることが必要にな
る。誰もが納得するような共感の意味（＝本質）を考えることで、共感によって生じるリスクを回避し、より有効に活かす
道が見えてくるはずなのだ。」

（「第４章　共感とは何か／現象学から本質を問う」より）

「（１）共感が生じる経験は、①「情動的共感」と②「認知的共感」の二つに分けられる。」

「（２）共感の質は心の発達、特に自己の確立と認知の発達にともなって変化する。」

「（３）他者の共感によって「得られる自己了解と「存在の承認」。」

「（４）心理的距離、空間的距離の近い人ほど共感が生じやすい。」

「（５）共感力には個人差がある。」

「（６）共感は感情の共有であり、自己了解と同時に他者了解が生じている。」

「（７）共感は他者理解をとおして他者のためになる行動（利他的行動）を生む。」

「（８）共感は喜びだけではなく、苦しみを生む場合もある（共感的苦悩）。」

「（９）共感はお互いを理解し、協力し合う基盤となり、文化・社会を形成する。」

（「おわりに」より）

「共感は人と人のつながりを生み出す最も重要なものである。共感があるからこそ、私たちは孤独から抜け出し、勇気を持
つことができる。自分の気持ちが受け容れられたように感じ、自分の存在価値に自信を持つことができる。私たちが共に助
け合い、協力して生きることができるのは、単に自分が助かるからというわけではない。共感によって他者とのつながりに
喜びを見出し、お互いの価値を感じ合うことができるからなのだ。

（…）

　大事なのは共感に頼らないことではなく、共感のデメリットを減らし、よりよい形で共感を生かせるようにすることだ。

　信頼できる人の共感を介して自己了解できれば、共感的苦悩と不安を緩和し、冷静さを取り戻すことができる。熟考して
理性的な判断ができれば、共感による早まった行動を抑制し、歪んだ正義や利他的行為の過ちを減らすこともできるだろ
う。また、多様な人々の身になって考える視点、力を身につければ、排他的共感に陥ることもなく、むしろ協調的共感が生
まれ、より強いつながり、助け合いが拡がっていくに違いない。

　楽観的と思う人もいるかもしれないが、私はそうした未来の可能性を信じたい。」
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佐野元春が約四年にわたって
母校立教大学での公開講座という形で
（2009年7月から2012年12月にわたりNHKで放送された）
「ソングライティング／
　共感伝達としての『音楽』と『言葉』」として
ソングライターとの対話のなかで
「音楽詩」表現の意義と可能性を語ってきた記録が
一冊にまとめられた

対話したソングライターは
小田和正／さだまさし／松本隆／スガシカオ／矢野顕子／Kj
桜井和寿／後藤正文／鈴木慶一／岸田繁／RHYMESTER／山口一郎
山口隆／KREVA／曽我部恵一／トータス松本／キリンジ／七尾旅人
中村一義／大木伸夫／星野源／山崎まさよし／なかにし礼／大瀧詠一

実際に「ソングライティング」に携わっている
さまざまな視点がそこにはあってさまざまな発見がある

そのなかから星野源との対話を見てみることにする

佐野元春は
ソングライティングとは
「自分を知」り
「共感を得」て
「普遍性を獲得」し
「世界を友とするための作業」だというが

興味深いことに
対話のなかで星野源は
「僕は僕の曲を聴いている人に、
共感してほしいとは全然思っていない」という
昨日の「共感」のテーマにもつながるところだ

最近のＪポップは
「聴き手の共感を求め過ぎている歌が多い気が」するという

ひとの共感を得ようとして
「この人は自分と同じなんだ！」と思わせようとする
「自意識の押し付けのような表現になってしまう」のだと

「世界はひとつ」という言葉にしても
「地球はひとつだけど、世界はいっぱいあるよなあ」
と思っていたともいう

そしてひとつとひとつも
「絶対にひとつにはなれないけど、
重なった時にもうひとつの色ができる」
「君と僕はひとつ」ではなく「君と僕はふたつ」だと

星野源にはそのことを
シンプルに表現している「ばらばら」という曲がある
こんな歌詞だ

　　世界は ひとつじゃない
　　ああ そのまま ばらばらのまま
　　世界は ひとつになれない
　　そのまま どこかにいこう

　　世界は ひとつじゃない
　　ああ そのまま 重なりあって
　　ぼくらは ひとつになれない
　　そのまま どこかにいこう

スポイルされない「共感」とは
ひとりとひとりというふたりをひとりにしないで
ふたりのままでいられることであり
ほんとうに「友」であるのも
むりやり世界を「ひとつ」にするのではなく
違いをそのままにしておける関係だといえるだろう

「ばらばら」でいいのだ
「ばらばら」がいいのだ
「ばらばら」だけど
「ばらばら」のままでいっしょにいられる
そんな

■佐野 元春『ザ・ソングライターズ』
（スイッチパブリッシング 2022/3）



■佐野 元春『ザ・ソングライターズ』
（スイッチパブリッシング 2022/3）

（佐野元春「ソングライティングとは／世界を友とするための道具である」より）

「僕はポピュラー音楽のソングライターこそが現代の詩人だと思っています。ポップソングは時代の表現であり時代を超えたポエ
トリーである、そう思っています。この講義は二〇〇九年に始まり、延べ二十三人のソングライターたちに登場いただきました。
普段メディアなどではあまり聞くことのないソングライティングのメソッドについて、フランクに語っていただくことができた。
そのことに僕はとても感謝しています。」

「ソングライターにとって一番頭を悩ませることは何か。それは〝言葉〟、〝詞〟、〝リリック〟です。これまでゲストに来てく
れたソングライターの皆さんに訊いても、やはりメロディよりも詞を書くことのほうが難しいと多くの方がおっしゃっていまし
た。

--------詩人に詩を書こうとする衝動が生まれるのは、彼の想像力が聖なるものと遭遇することからである。・
　　Ｗ・Ｈ・オーデン

　これは僕が好きな言葉です。〝聖なるもの〟と遭遇する、と書かれていますけども、この〝聖なるもの〟とは私たちの人生にあ
る真実や美のことを指していると僕は思います。つまり〝人の想像力が真実や美に触れた時、そこに詩が生まれる〟、そんなこと
を言っているのではないでしょうか。詩とは何か--------この問いに唯一答えがあるとしたら、それを解く鍵はこのＷ・Ｈ・オーデ
ンの言葉にある〝聖なるもの〟ですね。この感覚のなかにその鍵があるような気が僕はしています。

　僕はかねてより現代のソングライターたちの仕事を見て、そこにはアカデミーの世界で語られるだけの質と量があるのではない
かと考えていました。これまで流行歌の作詞や作曲といったものは芸能の一環に含めて語られがちでした。しかしどうでしょう。
国内のソングライターたちがこれまで表現してきたことを俯瞰してみると、このソングライティングというものは文学や演劇など
他の表現と同じように現代的なパフォーミングアートの一環として捉えられる、一級の表現形式だと僕は思っています。ソングラ
イティングというと、僕はよく人から「詞や曲というのは感性でつくるものなんですよね？」と訊かれます。たしかに感性は大事
ですけども、長い年月にわたって数々の優れた曲を生み出すには、僕は〝経験〟と〝技術〟がモノを言うのではないかと思ってい
ます。優秀なソングライターであれば創作の方法は様々であり、作家としての独自のライティングメソッドを持っているのではな
いか。僕はそこに大きな関心を抱いています。」

「ソングライティングとは一体何なのか、そしてそれはどんな意味を持っているのか。そのことについて思いを巡らせてみたいと
思います。まずは、ソングライティングというものを四つの定義で括ってみました。

　ひとつは〝自分を知る作業〟。
（…）
　ふたつめは〝共感を得るための作業〟。
（…）
　みっつめは〝普遍性を獲得する作業〟です。
（…）
　最後は〝世界を友とするための作業〟。」

「世の中には名曲と言われるものが数多くあります。では、良い歌詞とは一体どんなものなんだろう。このことについて考えてみ
たいと思います。基準となる視点はいくつもあります。

　まずひとつは、〝他者への優しいまなざしがあるか〟。
（…）
　〝生存への意識があるか〟。
（…）
　〝言葉に内在するビート（韻律）に自覚的かどうか〟。
（…）
　〝自己憐憫でないか〟.
（…）
　〝普遍性があるか〟。
（…）
　〝音と言葉に継ぎ目のない連続性があるか〟。
（…）
　〝共感を集めることに自覚的か〟。
（…）
　最後に〝良いユーモアのセンスがあるか〟。」

（星野源「共感を超えた先にある繋がり」より）

「星野／あの、僕は僕の曲を聴いている人に、共感してほしいとは全然思っていないんですよ。

　--------自分が歌う曲に共感を求めていない？　それはどうしてですか。

　星野／共感って、同じことを経験しているとか、同じことを思っている人だけじゃないですか。でも、僕のような若い人間が老
夫婦の歌を歌っていて、そこに聴き手が自分を投影するのは、共感とは違うと思います。だって経験していないわけだから。

　--------たしかにそうですね。

　星野／それは共感というより、なんかその……もっといいものなんじゃないかなって、うまく言えないんですけど。僕、昔のＪ
ポップは大好きなんですけど、最近のＪポップを聴いていて思うのは、どうも聴き手の共感を求め過ぎている歌が多い気がして。

　--------ああ。

　星野／そもそも共感というのは、たとえば「この人は自分と同じなんだ！」みたいなことだと思うんですけど……。

　--------聴き手の共感を取りつけたいあまりに、自意識の押し付けのような表現になってしまうということは、往々にしてありま
すね。

　星野／もちろんそれですごく励まされる時もあるし、すべてが悪いことだとは思わないんですけど、そうじゃなくて、人間は
やっぱりひとりひとりバラバラだと思うので、どんなに背格好が似ていても、性格が似ていると言われても、あるいはそれが双子
だとしても、全然違う人だと思うんです。それを共感というもので繋いでしまう、一括りにしてしまうのはもったいないんじゃな
いかと。それぞれが孤立したまま、自分というものを持ったまま、それでも一緒にいる。そんなことができないかなって、それが
なんとなく自分が歌うことを始める以前にぼんやりと考えていたことなんです。そもそも僕は昔から暮らすのなかとか集団で人と
一緒にいるのが苦手で。でも学校にしてもスポーツにしても、みんなでひとつになることが求められるじゃないですか。それがす
ごく苦手で。それよりもい、バラバラなままなんだけど、何かひとつのもの、ひとつでもふたつでも何でもいいんだけど、何かが
繋がっているような……で、それはたぶん共感じゃなくて。うまく言えないんですけど、何かどういうことでできないかなあ、と
いうことですね。

　--------とても大事なことでを今、星野さんはおっしゃっていますね。たとえば震災後に多くのソングライターたちが曲を書い
て、「希望」、あるいは「絆」といった言葉が街に溢れていった。そうした曲を聴いて、僕は少し違和感を覚えたことがあった。
共感を取り付けたいあまりに、つくり手の自意識のようなものがオーバーに表出されているのではないか、そんなちょっとした違
和感ですね。今、星野さんのお話を聞いて、僕はハッとしました。歌というものは何も共感を取り付けるためのものではなく、聴
き手の想像力を信じて、鷹揚に構えていいんだと。そして、これこそが星野ソングライティングの本質ではないかと僕は思いま
す。

　--------「ばらばら」という曲の歌詞も僕はとても好きです。〈あの世界とこの世界／重なりあったところに／たったひとつのも
のが／あるんだ〉。この〝たったひとつのもの〟とは何ですか？

　星野／うーん、何だろう？（…）〝世界はひとつ〟という言葉--------それは否定しないし、すごくいい言葉だなと思うんですけ
ど、僕は「地球はひとつだけど、世界はいっぱいあるよなあ」と思っていたんです。

　--------ああ。

（…）

　星野／そこからまたひとつひたすら考えていって、たとえば赤い色と青い色があった時に、このふたつは絶対にひとつにはなれ
ないけど、重なった時にもうひとつの色ができる。それで、それはどちらかが色を変えているんじゃなくて、ただ重なっているだ
けなんだと。それは人間関係でも言えるんじゃないかと思って。たとえ夫婦であっても結局ふたりは他人だし、それでも一緒にい
るから夫婦なのであって、決してひとつではない。ふたりなんだと思うんですよね。〝君と僕はひとつさ〟なんて聞くと、〝嘘
だ！〟ってずっと思っていたけど、「君と僕はふたつさ」であれば、「うん、そうだよな」って。でもその〝ふたつ〟は〝ひとつ
ひとつ〟とはまた違うじゃないですか。やっぱり〝ふたつ〟だから。」

◎星野源「ばらばら」
※収録アルバム／星野源『ばかのうた』

作詞：星野源   作曲：星野源

世界は ひとつじゃない
ああ そのまま ばらばらのまま
世界は ひとつになれない
そのまま どこかにいこう

気が合うと 見せかけて
重なりあっているだけ
本物はあなた わたしは偽物

世界は ひとつじゃない
ああ もとより ばらばらのまま
ぼくらは ひとつになれない
そのまま どこかにいこう

飯を食い 糞をして
きれいごとも言うよ
ぼくの中の世界 あなたの世界

あの世界とこの世界
重なりあったところに
たったひとつのものが
あるんだ

世界は ひとつじゃない
ああ そのまま 重なりあって
ぼくらは ひとつになれない
そのまま どこかにいこう



☆mediopos-2693　　2022.4.1
本書は『群像』において
二〇二一年４月号から二〇二二年一月号にかけて
連載されたものに加筆修正したものであり
mediopos-2581（2021.12.10）でも
取り上げたことのある論考だが
今回は全体を通したテーマについて
その論旨を追ってみることにしたい

日本政府は第５期科学技術基本計画で
「Sciety 5.0」という理念を掲げ
「超スマート社会」を目指しているが

著者は「スマートさ」には
「余計なものを排除するという性格」や
「人間が受動的になる」という側面があり

その「最適化」によって
人間は「単なる資源」として扱われ
「ある種の暴力性を帯び」
「その暴力性のうちにスマートさに特有の
「悪」の姿が立ち現れる」のだという

アイヒマンもそうした「スマートさ」を発揮し
「最適化」へと向かって
「他者に対する非情さである以上に、
自分自身で思考すること」を拒絶することになった

そうした「最適化」は
「人間を交換可能な「歯車」に置き換え」ることであり
システムにおいて生じた責任を
個人が負うことができなくなる

「スマートなシステムは人間から
責任の主体としての性格を奪」ってしまうのだ

ハンナ・アーレントはそれを
「悪の陳腐さ」をめぐる議論として展開したが
それをテクノロジーの観点から考察したのが
ギュンター・アンダースである

アイヒマンは「最適化」を目指すことで
「別の、もっと大きなシステムのなかに組みこまれ」
「その一回り大きなロジスティクスのなかに
最適化されていた」のだという

そしてそれはアイヒマンだけの問題ではない
私たちもまた「アイヒマンの息子たち」なのだ

私たち一人ひとりがスマートな悪に抵抗し
それを克服していくためには
ひとつのシステムだけに「最適化」することを拒み
別のまったく違った原理に基づく
複数のシステムへとアクセスする可能性に
開かれている必要がある

著者はイリイチの技術論から
「システムに帰属しながらも閉鎖性に抵抗しうる」
「ガジェットという存在様式」を見出そうとしている

「潜在的に転用可能な道具」であり
「何らかのシステムに還元されない道具」としての
「ガジェット」は
「複数のシステムを結ぶかのように機能する」というのだ

そこで「結ぶ」というのは
「二つのものを同化させることではな」く
「その差異性をもったまま結合すること」だ
システムに「最適化」するのではなく
システムどうしを「結ぶ」技術が必要となる

この観点は一昨日と昨日とりあげていた
「共感」の問題と深く関わってくるところだ

「世界は ひとつじゃない」
「世界は ひとつになれない」
「ばらばらだけど
「ばらばらのままでいっしょにいられる」

そんな「結び」を可能にする社会像を
模索していかなければならない

■戸谷 洋志『スマートな悪／技術と暴力について』
　（講談社 2022/3）



■戸谷 洋志『スマートな悪／技術と暴力について』
　（講談社 2022/3）

（「はじめに」より）

「私たちの日常を多くのスマートなものが浸食している。私たちの生活はだんだんと、しかし確実に、全体としてスマート
化し始めている。しかし、それはそうであるべきなのだろうか。そのように考えているとき、問われているのは倫理であ
る。」

「スマートさの内在的な価値を証言する根拠の一つは、日本政府が第５期科学技術基本計画で掲げた「Sciety 5.0」という理
念である。これは、今後の日本社会が目指すべき未来を指し示す社会像であるが、その内実は「超スマート社会」と表現さ
れている。つまり、私たちの社会はスマートになるべきだと考えられているのであり、そこには明かな倫理的規範が織り込
まれているのである。実際、政府は超スマートな社会を実現するための様々な技術開発に巨額の資金を投じている。」

「あえて疑問を口にしてみよう。スマートさがそれ自体で望ましいものであるとは限らないのではないか。むしろ、スマー
トさによってもたらされる不都合な事態、回避されるべき事態、一言で表現するなら、「悪」もまた存在しうるのではない
か。そうした悪を覆い隠し、社会全体をスマート化することは、実際にはとても危険なことなのではないか。」

（「第２章　「スマートさ」の定義」より）

「スマートさの本質には少なくとも次の二つの側面がある（･･･）。すなわち第一に、それが余計なものを排除するという
性格を表すものであるとうこと、そして第二に、それによって人間が受動的になることだ。この二つの特徴はいずれもその
語源である「痛み」の意味を反響させている。

　スマートさがもつ「賢さ」とは、この二つの特徴を有するような、ある特殊な賢さとして理解されなければならない。本
書ではそれを用語として「最適化」と名づける。なぜなら、何かが最適かされるとき、そこには余計なものが存在しなくな
り、またそれが「最」適を目指すものである以上、到達するべき答えは一つであって、そこに人間の選択の余地はなく、人
間には能動性を発揮できなくなるからである。」

（「第３章　駆り立てる最適化」より）

「スマートさの本質的な特徴は「最適化」である。そうであるとしたら、次に問われるべきなのは、その際に最適化される
のが何なのか、ということだ。（･･･）
　結論から言えば、それは、テクノロジーの性能ではなく、仕組みである。ただし、その際に仕組みと呼ばれているのは、
個々のプロダクトの機構のことではない。そうではなく、問題なのは、そうした個々のプロダクトをいかに組み合わせるか
ということであり、またそうしたグランドデザインに基づいて個々のプロダクトをデザインすること、そうしたシステムの
調整である。と言える。
　本書ではこうした仕組みを「ロジスティクス」と呼ぶことにする。スマートさとはロジスティクスの最適化である。」

「超スマート社会において、この世界はフィジカル空間とサイバー空間に分割され、フィジカル空間はサイバー空間において
情報処理をするためのデータを提供する場として定義される。そのとき現実は、サイバー空間によって処理された、最適化
されたロジスティクスによって決定される。しかし、それはむしろ現実の世界に不正義を再生産する結果にもなりかねな
い。（･･･）

　人間を単なる資源として扱い、最適化という観点からのみ眺める態度は、人間に対してある種の暴力性を帯びる、そして
その暴力性のうちにスマートさに特有の「悪」の姿が立ち現れるのである。」

（「第４章　アイヒマンのロジスティクス」より）

「アイヒマンのスマートさは、同時に非情さでもあった。ただしその非常さは、他者に対する非情さである以上に、自分自
身で思考することの拒絶である。「もしかしたらおかしいのではないか」と考える可能性を、自ら追放することによってこ
そ、アイヒマンはスマートなロジスティクスを作り出すことができた。
（･･･）
　このように非情であることは、ロジスティクスの天才であったアイヒマンだけに限定される性格なのだろうか。それはア
イヒマンという特別な人間だけに与えられた宿命であり、それ以外の多くの人々にとっては関係のない、無視しても構わな
いような外れ値に過ぎないのだろうか。それとも、そうでないだろうか。」

（「第５章　良心の最適化」より）

「良心の最適化は、人間を交換可能な「歯車」に置き換える。そして、あるシステムによって生じた出来事の責任は、その
システムを支える部分にではなく、そのシステムそのものに対して請求される。みんなに責任があるからこそ、そのみんな
を構成する個人には、誰一人として責任が求められない。それによってスマートなシステムは人間から責任の主体としての
性格を奪うのである。

　アーレントは、以上のような「悪の陳腐さ」をめぐる議論を、あくまでも政治思想の文脈のなかで議論している。しかし、
「歯車」という比喩に示唆されているように、そこには技術の問題が介在しているようにも思える。こうしたテクノロジー
の観点から、アイヒマンが引き起こした悪を考察した哲学者がいる。それが、ギュンター・アンダースだ。」

（「第６章　「機械」への同調」より）

「アーレントは、アイヒマンが陥った悪の根源を、システムに対する良心の最適化のうちに見出した。それに対してアン
ダースは、機械の原理に対する同調のうちに、その根拠を見出す。二人の見方は相当な程度かなりあっている。

　二人の思想から浮かび上がってくるのは。ユダヤ人問題の最終解決のためにロジスティクスを最適化させていくアイヒマ
ン自身が、別の、もっと大きなシステムのなかに組みこまれ、いわばその一回り大きなロジスティクスのなかに最適化され
ていた、ということだ。この意味において彼は紛れもなく「歯車」だった。本書は、このようにして引き起こさる悪のあり
方を「スマートな悪」と呼ぶことにする。すなわちそれは、人間がテクノロジーのシステムに自らを最適化することで、シ
ステムの「歯車」となり、責任の主体としての能力を失い、無抵抗なままに暴力に加担してしまう悪のあり方である。アイ
ヒマンが加担していたのはこの意味での「スマートな悪」である。（･･･）

　アンダースに従うなら、今日を生きる私たちもまた、「アイヒマンの息子たち」である。アイヒマンが陥った「スマート
な悪」に私たちが陥っていない保証などなにもない。私たちがそれとして認識できないうちに、私たちもまたその悪に加担
し、歯車となって誰かを傷つけているかもしれない。」

（「第８章　システムの複数性」より）

「私たちはどのようにしてスマートな悪に抵抗すればよいのだろうか。どのようにすれば、この悪に加担することを拒絶
し、それを克服することができるのだろうか。」

「私たちが生きている現実には、複数のスマートなシステムが存在している。そしてそのいずれかのシステムへと自らを最
適化することで、人間はスマートな悪へと飲み込まれる。それに対して、そうしたシステムを別のシステムで否定したとし
ても、それはスマートな悪そのものを克服することにはならない。別の形で悪が発露することを妨げることができないから
だ。

　むしろ、私たちにとって重要なのは、スマートなシステムそのものを否定することではなく、別のシステムへとアクセス
する可能性を守ることではないか。特定のシステムに自らを最適化することを拒否し、複数の違ったシステムに開かれてい
ること、その開放性を擁護することではないか。あるスマートなシステムが、別のまったく違った原理に基づくシステムと
連続していること、その継続性を維持し続けることではなか。」

（「第９章　「ガジェット」としての生」より）

「イリイチの技術論から見えてくるものは、システムに帰属しながらも閉鎖性に抵抗しうる道具の姿として、ガジェットと
いう存在様式が考えられる、ということだ。」

「ガジェットを語源的に解釈すれば、それは、潜在的に転用可能な道具であり。究極的に何らかのシステムに還元されない
道具として理解されうる。ガジェットは、私たちの暮らしに外側から新しい可能性を付け加え、それによって私たちの生活
環境が、まだまだ改善可能であることを感じさせる。こうした解釈は、単に語源的にではなく、現在の私たちが使用してい
る「ガジェット」という言葉の用法にも該当するのではないだろうか。」

「答えは一つではない。いま目の前にある世界がすべてではない。私たちにとって、「これしかない」、「これ以外にはあ
りえない」と思える、すべてのことが、別でもありえる。ガジェットという比喩はそうした自己理解を表現しようとするも
のだ。また、そうした自己理解を促すための、一つのヒントたろうとするものだ。」

（「おわりに」より）

「「歯車」とは異なる技術的産物の存在様態として「ガジェット」を理解するとき、私たちはそこに、超スマート社会とは
異なる人間とテクノロジーの関係を想像することができる。（･･･）ガジェット性−−−−このような表現が可能だとして−−−−
を基準としてテクノロジーがデザインされるなら、それは、別の用途にも使うことができる、という点に主要な価値を置い
た技術のあり方が擁護されることになる。
（･･･）
　この意味において、ガジェットは複数のシステムを結ぶかのように機能するプロダクトであるということができる。ス
マートなテクノロジーが最適化するためにあるのだとしたら、ガジェットは結ぶためにあるのだ。ガジェット性の価値を尊
重する社会において、人間はテクノロジーを結ぶ技術として活用することになるのである。

　本書は、「結ぶ」という言葉を慎重に選択している。結ぶということは、二つのものを同化させることではない。何かと
何かを結ぶということは、結ばれるもの同士が、その差異性をもったまま結合することであるからだ。

（･･･）

　複数の閉鎖したシステムを結ぶ、ということは、それらを統合してより大きな一つのシステムにすることではない。それ
は結局のところ絶対的な閉鎖的システムを促進することにしかならず、開放性を棄損することになる。一元性を理想とし、
個別性と多様性を否定するスマートさが、そうしたシステムの結合様式に該当するものであろう。結ぶということは、この
ような一元性を実現することではない。そこでは異なるシステムが互いを排除しあうことなく同居することになる。

　同時に、結ばれたものは、それが差異を含んだ結合であるからこそ、いつでも解かれる状態にある。どんなに固く結ばれ
たものであっても、正しい手順でその結び目を解いていけば、いつか結合されたものが再び離散する。もしも解くことがで
きないならば、それはそもそも結ばれているとは言えない。絡まっているだけである。いの意味において解除可能性は結ぶ
技術の条件なのである。

（･･･）

　超スマート社会が掲げる一つの目標は、人間に対して豊かな暮らしを提供することであった。もし、本当にそれを目指す
のならば、私たちが目指すべき技術のあり方は、最適化する技術ではなく、むしろ結ぶ技術であろう−−−−それが本書の回答
である。」



☆mediopos-2694　　2022.4.2
ハイデガーのいう
「存在」と「存在者」
という存在論的差異は

日本語の「こと」と「もの」
としてとらえることができる

としているのは木村敏（『時間と自己』）である

芭蕉の俳句「古池や蛙飛び込む水の音」は
「こと」（「存在」の次元）を表現しているのだという

「「もの」たちが関係することによって、
手で触ることも眼で見ることもできない「こと」」が、
「たしかに「現れている」」

「ことはものに現れ、ものはことを表し、
ものからことが読みとれる」というのである

その「こと」を「存在」に
「もの」を「存在者」の置き換えれば
「存在は存在者に現れ、存在者は存在を表し、
存在者から存在が読みとれる」ということになり

「「存在者」が存在できるのは、
「存在」の次元があるから」であり
その意味でいえば
「存在」は「存在根拠」であり
「存在者」は「認識根拠」である

「もの」（存在者）がなければ
「こと」（存在）にたどり着く手がかりはないけれど
「こと」（存在）
さらにいえば
「存在そのもの」（純粋存在）は
「限りなく「絶対無」」に近いといえる

ベルクソンは「絶対無」は言葉にすぎないとしたが
それに対してレヴィナスは
「純粋存在」は、「純粋無」ではなく
「存在というあり方で＜ある＞」（il y a＝イリヤ）だと言った
「イリヤ」は「存在者（物）」なき「存在」という「ある」なのだ

哲学者の議論は
なんだかむずかしいそうにみえるけれど
（実際にとてもむずかしい言い方をするけれど
そして西欧では「無」が避けられる傾向にあったからだけど）

たしかに「もの」と「こと」としてとらえれば
すべての根底には「もの」が生まれてくる
「無」としての「こと」はたしかにある

それを西欧でさらにあえていえば
プラトンの「イデア」を「こと」としてとらえてみると
「イデア」は「無」だが「ある」ともいえるのかもしれないし

むしろ「もの」によって「こと」が知られるということからいえば
「ことはものに現れ、ものはことを表し、
ものからことが読みとれる」のだから
「こと」はアリストテレスの「エイドス」（形相）や
ゲーテの示唆している「原植物」の「原」とも
近しいといえるようにも思える

■中村昇「哲学者は何を言っているんだ？」
　・連載１１回　「もの」と「こと」
　・連載１２回　限りなく「絶対無」に近い「存在」
　（「トイ人」の連載より）
https://www.toibito.com/series/series-1/3281



■中村昇「哲学者は何を言っているんだ？」
　・連載１１回　「もの」と「こと」
　・連載１２回　限りなく「絶対無」に近い「存在」
　（「トイ人」の連載より）
https://www.toibito.com/series/series-1/3281

（「連載１１回　「もの」と「こと」」より）

「「存在論的差異」（「存在」（Sein）と「存在者（物）」（Seiendes）との違い）については、ハイデガーみたいに、
もったいぶってあれこれ言わずに、ひじょうにわかりやすく説明してくれる人がいます。木村敏さんです。『時間と自己』
のなかで、「こと」と「もの」という概念をつかって実に見事に説明しています。

（…）

　木村さんは、芭蕉の「古池や蛙飛び込む水の音」という俳句を例にだします。この句は、まさに「こと」（「存在」の次
元）を表現しているというわけです。

　　日本人ならばだれひとりとして、この俳句をものの世界の単なる報告文として読む人はいないだろう。ここには一つの
ことが隠されている。このことは、蛙の飛びこんだ古い池の水の音のあたりで生じていることかもしれないし、芭蕉の心の
中で生じていることなのかもしれない。あるいは、音と芭蕉とのあいだに生じていることだというのが一番正しいかもしれ
ない。（『時間と自己』中公新書、23頁）

　われわれ日本人が使う「こと」という語は、とても不思議な単語です。この語が意味する事態は、どこにも具体的な姿を
現すことはありません。われわれが確認できるのは、「もの」だけなのです。古い池の水、飛び込む蛙、水の音などの眼で
見て手で触って耳で聞くことのできる「もの」たちです。ところが、それらの「もの」によって、そして、その「もの」た
ちが関係することによって、手で触ることも眼で見ることもできない「こと」（古池や蛙飛び込む水の音）が、たしかに「現
れている」というのです。

　この「こと」と同じあり方をしているのが、ハイデガーのいう「存在」ということになるでしょう。「あり方」などとい
うおかしな言葉を使いましたが、ちょっと言葉にするのは難しいですね。それは、「存在」と「こと」とが、同じだという
ことを表す言葉（言葉は、ものですね）がないからだと思います。言葉にはできない領域に、「こと」と「存在」は「ある」
とでもいうほかありません。

　木村さんは、「もの」と「こと」との関係を、最後につぎのように見事に表現します。

　　ことはものに現れ、ものはことを表し、ものからことが読みとれる。（同書、24頁）

　「こと」が成立しているということは、だれにでも理解できる。しかし、「こと」そのものは、そのものとして表現した
り、知覚したりできるものではない。表現したり知覚できるものは、すべて「もの」にすぎない。しかし、「こと」がない
かぎり、「もの」も意味をもたないし、「もの」がないかぎり、「こと」はみずからを示すことができない。こういう関係
だと思います。

　これは、そのままハイデガーのいう「存在」と「存在者（物）」との関係にも当てはまるように思います。「存在」とい
う次元と「存在者（物）」という具体的なものとは、明らかにちがう。同じ地平で比べることはできない隔絶したちがいで
す。ところが、「存在者（物）」を見て触って聞くことで、「存在」というあり方を、私たちは知ることができるし、それ
ら「存在者（物）」とかかわることで、「存在」という概念にたどり着き、「存在とは何か」という問を、われわれは発し
てしまう、というわけです。

　木村先生の言い方を借りれば、「存在は存在者に現れ、存在者は存在を表し、存在者から存在が読みとれる」と言えるで
しょう。これはまた、われわれは、「存在者」から出発し、「存在」の次元に気づくということ、そして、「存在者」が存
在できるのは、「存在」の次元があるからだとも言いかえることができる事態だと思います。難しいいい方をすれば、「認
識根拠」（「存在者」）と存在根拠（「存在」）ということになるでしょう。」

（「連載１２回　限りなく「絶対無」に近い「存在」」より）

「「もの」（存在するもの）によって「こと」（存在）が現れる。つまり具体的に存在するもの（机、鉛筆、人間、犬など）
がなければ、「存在そのもの」は確認できないということでした。当たり前ですよね。「存在」という事態は、「存在者
（物）」が満ちみちているということなんですから。「もの」が無ければ「こと」（存在そのもの）にたどり着く手がかり
は全くありません。」

「「存在者（物）」のいない「存在そのもの」の透明な領域は、たしかに何だかよくわからない場所です。だって、「存在」
とは言いながら、「存在しているもの」が、一つもないのですから。「存在者」のいない「存在」という場なのですから、
よく理解できないのは、しょうがありません。

　こういう不思議な場所ですから、たしかにこの領域を「無」と言ってもいいかもしれません。「存在しているもの」は、
どこにもないのですから。ただ、「存在者」がその場所に現れる可能性はあります。何と言っても、あくまでもその場所は、
「存在そのもの」（純粋存在）なのですから、いわば、存在側に偏倚している（？）のです。何かが存在する準備はできて
いるのです。存在する可能性は、＜ある＞と言っていいでしょう。」

「ヘーゲルは、この存在と無とのぎりぎりの境界面（あるいは接触面）を、こういう言い方で表現したのだと思います。「純
粋存在」と「純粋無」は、いわば表裏一体であり、決して分離はできないけれども、しかし、表面から裏面へ、裏面から表
面へと移ることはできない、つまり、表裏反対の面という、次元を異とする隔絶したあり方をしているとでも言えるでしょ
う。

　純粋存在の方は、存在者（物）が登場すれば、それを対象化し、存在について具体的に語ることができる。しかし、裏面
の純粋無は、絶対に金輪際、存在者は現れない。したがって、最初から最後まで認識も対象化も絶対にできない。ただ、わ
れわれには、言語という面妖な道具があるので、対象化も認識もできないものなのに、言語化はできる。つまり、「純粋無」
や「絶対無」と言うことはできるというわけです。つまり、ベルクソンが言ったように、「絶対無」は、言葉にすぎないの
です。言葉だけの「もの」なのです。」

「レヴィナスは、存在者をすべてなくした「存在」の領域を、「純粋無」とは考えませんでした。

　「純粋存在」は、「純粋無」ではなく、存在というあり方で＜ある＞（フランス語でil y a＝イリヤ）というのです。この
「イリヤ」は、「純粋無」の裏面というのではなく、「存在」の一番基底に＜ある＞のです（このフランス語の「il y a」と
いうのは、英語でいえば「there is~,there are~」というのと同じです。「～がある」という意味です）。

　レヴィナスの言い方を借りれば、光（存在者）がすべて消えてしまった闇こそが、「イリヤ」なのです。この「闇」（イ
リヤ）は、通常は「無」といわれるものですが、レヴィナスは、そこに「存在そのもの」（純粋存在）が残っている、つま
り「存在そのもの」が＜ある＞と考えたのです。言いかえれば、レヴィナスの「イリヤ」は、「～がある」の「～が」がす
べて消滅してしまった後に残る「ある」ということになるでしょう。再び物理学の用語を使えば、電荷をおびたものは何も
ないが、「場」（field）だけが＜ある＞ということになります。「存在者（物）」なき「存在」というわけです。」

「ハイデガーの「存在論的差異」によって析出された「存在」という概念を、もっとわれわれに身近で、われわれの基底に
べたっと貼りついている＜ある＞という事態だと、レヴィナスは考えた（無理やり変更した？）ということでしょうか。ど
んなに具体的な「存在者（物）」がいなくなっても、「薄く粘っこく闇そのもののようにこの世界に貼りついているもの」
が、＜ある＞といったイメージでしょうか。」
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「アファンタジア」とは
心的イメージを形成できない状態のことである
アは「a-」で「否定」を表している

著者のアラン・ケンドルは比較的最近（2016年）
55歳のときじぶんがアファンタジアであることを知り
アファンタジアというテーマに光を当てるべく
その語りで2017年に本書を著している

アファンタジアはその現れ方に個人差があり
その境界ははっきりしないものの
人口の２～３パーセントに影響を及ぼしているという

アファンタジアの傾向をもっている人は
生活するなかで大きな不便は感じないようだが
そうした傾向をもっていない人たちは
じぶんが心的イメージをもつことについて
意識することはほとんどないようだ

イメージを
表象ということもあり
それをドイツ語ではvorstellenというが
まさにvor（前に）stellen（置く）
目の前に置かれているように
心のなかで描くということである

アファンタジアは
心のなかに像を置くことができないが
イメージするということは
像を置くことだけではないことが
アファンタジアからはわかる

著者のアラン・ケンドルは
イメージすることも
心的に物事を再生することもできるが
その再生の仕方が心的な像ではなく
「物事の抽象的な性質や特徴」であり
そこに「感覚や感情は伴っていない」という

直接に見聞きしたりすることに難はないが
それを心的イメージとして再生することができないために
それを抽象的に再生する際には
抽象化された形としてしか現れない
じぶんの子どもの頃の写真を見ても
それが「記憶」としては現れないのだ

直接音楽を聞くことも
匂いを嗅ぐことも触れることもできるが
音楽を心のなかで思い浮かべたり
匂いや触感を再生することもできない

こうしたアファンタジアの傾向を持った人たちは
多くの人たちが心的イメージを再生しているのに比べて
ずいぶん異なった魂のあり方をしているようにも思うが

心的イメージを再生したり
記憶したりする魂のあり方というのは
人類の進化において少しずつ
獲得されてきた能力なのかもしれない
記憶がきわめて霊的な魂の能力であるというのも
そういうことなのではないか

そして私たちはじぶんたちが
「ふつう」だと思っているような魂のあり方も
決してみんな同じだというのではなさそうだ

五感もそれを拡張してとらえられた十二感覚も
決して多くのひとが同じような仕方で
それらの感覚を顕現させているわけではない

心的イメージを再生する力だけをとっても
その再生能力が一様ではないのも言うまでもない

しかしあらためて
じぶんが心的イメージを再生しているという
そのことがどういうことなのか考えてみると
よくわからなくなってくる

どうしてイメージが浮かぶのだろうか
記憶が甦ってくるのだろうか
もちろんそれそのものは
かつて起こったそのままの記録ではなく
心的にずいぶん編集されたものにすぎない

おそらくアファンタジアの傾向をもっていない人も
かつて直接得たイメージをある種のものに変換し
それにじぶんの感情や感覚を加え
編集しなおしたかたちで記憶としているのだろう

アファンタジアについて考えることは
そのようにじぶんがいま当たり前だと思っている
魂の力をあらためてとらえかえす重要な機会ともなる

■アラン・ケンドル（髙橋純一・行場次朗 訳）
　『アファンタジア: イメージのない世界で生きる』
（北大路書房 2021/12）



■アラン・ケンドル（髙橋純一・行場次朗 訳）
　『アファンタジア: イメージのない世界で生きる』
（北大路書房 2021/12）

（「まえがき」より）

「本書は「アファンタジア（Aphansaia）についてのものである。「アファンタジア」とは、心の目でイメージを見ること
ができない状態を指すために使われている名称である。私がアファンタジアに気づいたのはつい最近のことあるが、それ
は、私の人生において潜在的に最も大きな影響を与えてきたものである。」

（「第１章　アファンタジアとは何か？」より）

「必要に応じてイメージを思い出す人間の心の能力は、多くの人たちにとってごく当然のことと思われている。一般的に
は、たとえば、崖の上、ロンドンのオレンジ・スクエア公園、トースターや他の共通した物体や景色を心に留めておくよう
に言われたならば、多くの人たちはかなり簡単に行うことができるだろう。
　対照的に、アファンタジア傾向者はこれらの物体や景色を心に留めておくことができない。意識的な努力による「心の
目」で特定のイメージを形成する能力が欠如している。逆に、睡眠時のような潜在意識の状態では、視覚イメージがときど
き現れることもある。
　アファンタジアの究明のためにいくつかの臨床的な試験が考案されてきたが、本質的に、その人がアファンタジア傾向者
かどうかは「あなたは心でイメージを視覚化できますか？」という質問にピンとくるかどうかでわかるものである。
　アファンタジアはスペクトラムであり、関連のある徴候に沿って、異なる程度で影響を及ぼしている。これらの関連のあ
る徴候は、領域と重症度の観点で変容する。一つのキーポイントは、アファンタジア傾向者の経験は個人間で著しく変容し
得ることである。
　視覚イメージの欠如がアファンタジアを定義づける特徴である一方で、音楽を再生できないこと、匂いや触覚を再生でき
ないことなど、他にも共通して報告されることもある。かなり多くのファンタジア傾向者も、相貌失認と呼ばれる状態であ
ることを信じている。相貌失認とは、人の顔を認識することが難しい状態である。いく人かのアファンタジア傾向者が共通
して詳細に話してくれる別のこととして、絵や言葉に応じて「触感」を感じられないことがある。」

「アファンタジア傾向者は意識的にイメージを形成することはできないが、経験を記憶して記述するという、他とは異なっ
た方法を理解している。同様に、夢を見る場合は意識的な視覚イメージ形成能力とは異なる。多くのアファンタジア傾向者
は、眠っている間に、鮮明なイメージや場面、さらには習慣化された内容とともに夢を見ているという。それゆえ、アファ
ンタジアは、自発的なイメージの欠如であると考えられる。しかしながら、いくつかの報告では、アファンタジア傾向者の
なかには視覚的な夢を見ず、文字や物語、または筋書きでしか夢を思い出せないという人もいる。
　とはいえ、アファンタジア傾向者は、物体、場所、およぶ人を認識するために事実を利用するものの、視覚的な記憶はもっ
ている。たとえば、教室にいる女子が静かで印象的な青い目をしていること、あるいは結婚式で出会ったいとこは濃い顔つ
きで肩までの長さの茶色の髪をしていることなどを覚えている。アファンタジア傾向者の世界は、イメージよりも記述に基
づいている。」

「アラン／私は55歳になるが、他の人たちが異なった方法で世界や心的経験と邂逅していることを最近まで知らずに生活し
てきた。率直に、私は、みんなが私と同じ方法で、心のなかで見たり聞いたりすると考えていた。別に、みんなと同じかど
うかを考えることもなかった。
　私の出会いから、話をしたり手紙を書いたりしたほとんどの人たちについて、アファンタジアの現れ方は異なっている。
みんなはユニークな心の見方をもっているし、私はアファンタジアの現れ方について、みんなとどこかしら異なると思い始
めている。
（･･･）
「私には、アファンタジアの状態と矛盾していると思われる点がある。一つには、私は鮮明なイメージをもっている！（心
に描くことができた物事を決して見ることはできないけれど）。私は、亡くなった、あるいはぞんめいの家族や友人を視覚
的にイメージすることさえできない。その代わりとして、私のイメージは、概念と考えでプレイするような様式を採用して
いる。そして、物事がどのようにして一致するのかを理解する。（･･･）
　イメージとイメージ化だけが心の目から失った唯一のものではないかと言うべきだろう。音楽について、私はリアルタイ
ムで頭の外の現実世界から聞こえるもの以外に、歌、音、あるいは他の音声について心で聴くことができない。
　友人たちが知り合いを視覚的にイメージできるだけでなく、話をしているかのように（彼ら自身の声で、そしていつも話
している声で）聞くことができることに、私はすっかり驚かされた。もちろん私は、周囲が聞いているように、自分自身の
声で話すのを自分でも聞くことができる。だが、私は、自分に話しかけたり、話すことを聞いたりできるような内なる声を
全くもっていない。私が何かを考えるとき、そこに声はない。それは、単に本質と言われるような言葉のイメージだけであ
る。感情的ではないが、より現実に存在しているようである。それは、周辺視の隅っこで、何かの光景が目に入るときのよ
うである。何かがそこにあることに気づいてはいるが、目の前で見るほど詳細ではない。
　２０１６年、妻はラジオの議論を聴いて、私がアファンタジアであることを知った。ラジオのゲストは「心の目」ででき
ることとできないことについて説明していた。妻が仕事から帰ってきたとき、「これを調べて聴いてみて。これが、あなた
だから！」と言った。

（･･･）

　私はイメージすることもできるし、心的に物事を再生することもできるが、心のなかの絵や動画のイメージというより
も、それはイメージの本質である。私が思い出すのは、物事の抽象的な性質や特徴である。これらの再生に感覚や感情は
伴っていない。私は、説明することは言うまでもなく、このことを理解しようともがいてきた。
　もし、私の家や建物を想起するとき、あるいは車でさえ、大きさは制約的な要因となるようである。私の心は、フォーカ
スを当てられる領域と大きさを制限してしまう。（･･･）
　私は、物事を思い出すことができるが、細部のレベルについては思い出せない。私は、両親の顔を思い出せない。両親を
イメージしようとすると、実際の細部についてではなく、私が考えていることの本質が得られる。それでは、それが誰であ
るのかを知るには不十分である。（･･･）
　もういない人や親しい人のことを思い出せないというのは、アファンタジアの状態の一番つらいところである。
　既に述べたように、私は内なる声をもたない。私は、心のなかで言葉を話すことができるけれど、それらは形にならない
し、物理的な実体があるわけでもない。私は、心によって作られた音楽や声などを聞くことはない。私は、同僚が内なる声
について話してくれたとき、驚かされた。
　私は、匂いや触感を再生することができない。五感をもっているし、匂いを嗅いだり、触ったりできる。しかし、私は。
後になって思い出すために感覚的な出来事を保持しておくことができない。そうは言っても、適切な状況や正確なきっかけ
が与えられることで、いくつかの感覚を思い出せることを知っている。でも、それらが何であるのかはわからない。
　まぶたを閉じても視覚イメージは見えない。私は、これが誰でもそうであるといつも思っていた。私は、以前なら決して
そのことを疑問には思わなかったし、人々が視覚イメージについて述べているときには、彼らは単に表現力が豊かであり、
実際の生活について話しているとは思わなかっただろうと推測する。まぶたを閉じたときは、ただ暗いだけである。見える
ものは何もない。」

（「第４章　想像力」より）

「アラン／私には想像力があることを知っているが、心のなかで物事を視覚的にイメージできないということとは矛盾する
のではないだろうか？　想像力は単なるイメージ以上のものであると思う。私の場合、それは複雑なシナリオを考えるため
の心的能力であると信じている。（･･･）
　ある定義によると、想像力とは、「感覚には存在しない外界の対象物について、新しいアイディアやイメージ、概念を形
成する能力や行為」である。（･･･）
　私は、本当は、自分の趣味で読書を楽しみたいと思っていたが、現実には、なかなかできなかった。私はフィクションを
読むのが好きだが、書かれた物語を視覚的にイメージできないので、いつもページ上の単語と格闘している、文字を読むだ
けでは、物語についていったり登場人物を理解したりするのに必要な視覚イメージが浮かばない。」

（「第７章　記憶」より）

「アラン／私にとって、記憶は常に難しいものである。私は、ほとんどのことを詳細に覚えていることができず、多くの場
合は、冗談めかして自分の能力をごまかしている。「私の記憶は、まるでスイスチーズのよう。それは穴だらけ」

（･･･）

　私は相対的な時間の概念に苦しんでいる。ある出来事が他の出来事と比較して、私の人生のなかでいつ生じたのか、判断
することができない。それは、真実であることを知っているのに、他の人たちに見せるための証拠がない事実のようなもの
である。
　この本を書いている間、子どもの頃の写真を見た。私には、写真を見ることを引き起こされる回想や感情以外のオリジナ
ルな記憶がなく、自分が直接体験したはずのイメージや記憶を検索する能力もない。思い出を自分の目で見たことがない。
　また、何らかの形で視覚イメージを形成できたという記憶がない。その頃の写真を見ても、子ども時代の記憶は甦らな
い。」
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原書が著されたのは一九七七年
邦訳が刊行されたのは一九八六年
平凡社ライブラリーに入ったのが二〇〇六年
そして今回新装版になった（二〇二二年）

じつに四十四年ほどが経っているが
ここで論じられているテーマは
いまもまだ新しく
ますます重要になってきている

「サウンドスケープ」とは
自然の音や街の喧騒など「耳でとらえた風景」のことだが
それは現代人にとって「聴く力」の衰えともつながる
重要な環境問題に関わっているともいえる
つまり「騒音公害」である

わたしたちはかつての世界とは
「本質的に異なった音環境の世界に暮らし始めている」
たくさんの大きな音があらゆる場所で蔓延しているのだ

たえず聞かされ続けている音楽もそのひとつだ
わたしたちはつねに音の鳴っている環境のもとにあり
それを避けるどころかみずから耳にイヤホンをして
外界からの音を避ける代わりに
積極的に絶えず音楽を聴いていたりもする

極めて人工的で機械的な騒音そのものも問題だが
それ以上に外界からみずからを閉ざして
大きな音にみずからを委ね続けているような
そんな音環境にある人たちが
休日に静かな自然音だけの場所で過ごすとは考えにくい
すでに耳が内的なリズムを喚起できるような
ひらかれた身体で「聴く力」を失いつつのだ

象徴的なのはウォークマンの誕生だろう
ウォークマンは1979年7月1日に登場した
個人的にもその初代ウォークマンをはじめ
その携帯ポータブルプレイヤーには
ずいぶんと重宝したものだ

それはどこにでも自分の聴きたい音楽を
持ち運びできるという画期的な利点があったが
それが過剰なまで使われるような生活スタイルになると
じぶんの周囲にある環境音への意識が希薄になる
堪え難い環境音を避けることが
みずから育てていくことの必要な
内的な「聴く力」を奪ってしまうのだ

本書の第九章は「沈黙」と題されているが
わたしたちは睡眠によって生命力を回復する必要があるように
「心と精神の落ち着きを取り戻すためには
静寂な時間」を必要としている
それは「沈黙」のための時間である

現在設けられている休日は
かっては「一週間のうちで最も静かな日」だったが
いまやそれはみずからを静けさから遠ざける日
となっている感さえある
機械音にあふれ人とのおしゃべりが過剰となり
聖なる日となるはずの休日が
お祭り騒ぎの日になってしまっているのだ

西洋社会では沈黙は否定的にとらえられ
「コミュニケーションの断絶に等しい」
西洋においては絶対的な「沈黙」をは恐れられ忌避され
沈黙し言葉を発しないことは
考えていないことを意味しているように

現代ではウォークマン的な環境どころか
スマホを中心としたデジタル環境によって
ますます「沈黙」が捨てさられようとしている

たとえおしゃべりがないときでも
内的なおしゃべりは尽きることがない
沈黙のための時間が恐れられ忌避されるために
常にスマホの画面に向かい合っている

最初の刊行から四十四年経ったいま
「世界の調律」は
「サウンドスケープ」をさらに拡張して
論じられなければならなくなっているようだ

そして結論は本書の最終章で示唆されているのと同様に
「沈黙をもって終わらなければならない」

そのためにもひとまず必要なことは
人工音やおしゃべりからはなれる時間をもつことだろう

■R.マリー・シェーファー （鳥越 けい子ほか 訳）
　『新装版 世界の調律: サウンドスケープとはなにか』
　（平凡社ライブラリー 平凡社　2022/1）



■R.マリー・シェーファー （鳥越 けい子ほか 訳）
　『新装版 世界の調律: サウンドスケープとはなにか』
　（平凡社ライブラリー 平凡社　2022/1）

（「平凡社ライブラリー版　訳者あとがき」より）＊二〇〇六年三月

「原書の出版（一九七七年）からはすでに二九年、訳書版（平凡社、一九八六年）の刊行からはちょうど二〇年が経つ。本
書を著した当時のマリー・シェーファーは四〇代半ば、翻訳作業に当たっていた頃、五人の訳者の多くがまだ二〇代だっ
た。」

（「平凡社ライブラリー新装版　訳者あとがき」より）＊二〇二二年一月

「現代社会がその奥深くに抱える環境問題について、私はかねてより、その根源には「聴く力」の衰えがあると考えている。
そこには、現代人の単なる「張力の減退」に留まらず、「聴取能力の閉塞」「聴取対象の偏向」等の問題が含まれる。そし
てそれは、現代人と現代社会が、何に対してどのように耳を開き−−−−より正確には、何に対してどのように「身体」を開き
−−−−そこに何を、どのように感じ取るかをも含む「複合的な衰え」を意味する。
　今から四四年前、シェーファーが「サウンドスケープ」という言葉とその思想の普及をめざし、本書の原書を著したとき、
彼のなかにはおそらく、そのような危機感や問題意識が（直観的にも）あったはずだ、と思わずにはいられない。」

（「序章」より）

「世界のサウンドスケープは変化しつつある。現代人はこれまでとは本質的に異なった音環境の世界に暮らし始めている。
これらの新しい音は、質においても強さにおいても過去の音とは異なっており、ひときわたくさんの大きな音が人間生活の
あらゆる場所に帝国主義的にみさかいなく蔓延する危険を多くの研究者に警告している。騒音公害は今や世界的な問題であ
る。どうやらわれわれの時代に至って世界のサウンドスケープは劣悪の極みに達したようだ。多くの専門化がすでに、この
問題に手を打たなければ最終的には世界中の人間の耳がおかしくなると予告している。」

（「第十九章　沈黙」より）

「かつては、やかましい音に疲れた誰もがその地を離れ、精神の休息のために引きこもることのできる静かな聖域があっ
た。木立の中、海の上、あるいは雪に埋もれた冬の山腹がそうした場所であったかもしれない。人はそこで、星々や空高く
音もなく飛ぶ鳥を見上げては心をやすめたものだった。」

「生活のエネルギーを補充し回復するために人間が睡眠を必要とするのと同様に、心と精神の落ち着きを取り戻すためには
静寂な時間が必要である。かつて静けさは、人間の権利の不文律における貴重な一項目だった。人間は精神的な新陳代謝を
行なうために、自らの生活の中に静けさを確保していた。都市の中心部においてさえ、教会や図書館の暗く静かなアーチ形
の天井に覆われた空間があり、客間や寝室でのプライバシーがあった。都市の喧噪のすぐ外側には田園地帯があって、自然
の音のやさしい響きを聞くことができた。静かな時間もあった。休日になってしまう以前の聖なる日は静かだった。北アメ
リカでは、娯楽の日となる以前の日曜日は一週間のうちで最も静かな日だったのである。これらの静寂な聖林と時間の重要
性は、それぞれが設けられた際の種々の目的をはるかに超えるものだった。そうした静けさを失ってしまった今になって初
めて、われわれはこのことをはっきりと理解することができる。」

「人間は自分がひとりぼっちでないことを確かめるために音を発したがる。こうした観点から見れば、完全なる沈黙とは人
間の本質的性格に反するものである。人間は生命の欠如を恐れるように音の欠如を恐れる。究極的な沈黙は死であり、その
ために追悼の式典において沈黙が最も厳粛なものとなる。
　近代人はそれ以前のどの時代の人間にも増して死を恐れるので、永遠の生命という自らの幻想をはぐくむために沈黙を回
避する。西洋社会では、沈黙は否定的なものであり、虚ろなものである。西洋人にとって沈黙とはコミュニケーションの断
絶に等しい。もし自分に何もしゃべることがなければ、相手がしゃべることになる。そしてこのことが、あらゆる種類のお
しゃべり商品によって拡張されている現代社会の、たえず音をたてていなければ気がすまない性格の根本原因なのである。
　絶対的な沈黙というものを考えることは、西洋人にとっては否定的で怖ろしいこととなったのだ。だからこそ、ガリレオ
の望遠鏡が無限の宇宙の存在をほのめかしたとき、哲学者パスカルは永遠につづく沈黙を想像して深い恐怖の念を抱いたの
である。「これらの無限の空間の永遠の沈黙に私は恐れおののく」。」

「西洋では、ひとつの生活条件としての沈黙、実現可能な概念としての沈黙は一三世紀の終わり頃、マイスター・エックハ
ルト、ロイズブルーク、フォリニーニョのアンジェラ、そして『不可知の雲』の無名のイギリス人の作家とともに消滅した
と考えられる。一三世紀末は最後の偉大なキリスト教神秘主義者たちの時代であり、習慣や技術としての瞑想もやはりこの
頃の姿を消し始めた。
　社会を侵食する音の量が増大してきた結果、今日われわれは精神集中という言葉の本当の意味を理解できなくなりつつさ
えある。言葉自体は生きのびている。言わば、そうした言葉の骸骨が辞書の中に横たわっている。けれども、その言葉に生
命を吹き込む方法を知っている者はほとんどいない。瞑想を復活させることによってわれわれは、沈黙をどうしたらそれ自
体において積極的、かつ好ましい状態として見なすことができるか、さまざまな行為を浮かび上がらせる背景、それなしに
は自分たちの行為が意味を為したり存在することさえできないような偉大ですばらしい背景として見なすことができるかを
学ぶことになろう。このような考えを述べた鉄が気がこれまでにもたくさんあった。」

「音が何もないとき、聴覚は非常に鋭敏になる。リルケが『ドゥイノの悲歌』で「沈黙から生まれる絶え間のない便り」と
表現したのもやはりこれと同じ考えである。透聴力をもった人々にとっては、沈黙とはまさに「便り」なのである。
　世界の音のデザインを改良したいと望んだとしても、それは沈黙がわれわれの生活の中で積極的な状態として回復された
後に初めて実現されるものであろう。心の内なる雑音をしずめること−−−−これがわれわれの最初の仕事だ。そうすれば、他
のすべては時のたつうちに自然に進んでいくだろう。」

（「エピローグ　音楽をこえて」より）

「音に関するあらゆる研究（は）沈黙をもって終わらなければならない。（･･･）それは、中身のない虚ろな状態の否定的
な沈黙ではなく、充実した完璧な状態の積極的な沈黙である。要するに、人間が完全性をめざして努力するのとちょうど同
じように、あらゆる音は沈黙の状態、すなわち「天体の音楽」の永遠の生命を切望するのだ。
　沈黙をきくことができるだろうか？　宇宙に向けて、無限の世界に向けて意識を拡大していくことができれば、われわれ
は沈黙をきくことができる。瞑想の訓練によって、筋肉と精神は徐々に弛緩し、全身が開かれて耳となる。（･･･）その瞬
間、完全なるものが達成され、宇宙の秘密の暗号が明らかとなる。数がきこえてくる。その響きは、きく者を音や光で満た
しながら降りそそいでくるのだ。」
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いまではだれでもスマホがあれば
手軽に写真を撮ることができ
それをすぐにネット上で公開することもできる

デジタルへの急速な移行は写真を
そして写真への見方を随分変えてきているようだ

その意味では
「今日目にすることのできる写真であれば、
それらはすべて「現代写真」と呼んでかまわない」
という見方をすることもできれば
「ある限られた写真だけを「現代写真」と呼ぶ」
という見方をすることもできる

荒木経惟は
「世の中がデジタルに行っちゃって、
わたしたちの世代が思っていた写真という表現が
もう終わっちゃった」とさえ言う

日本を代表する
土門拳・植田正治・東松照明・森山大道・荒木経惟
須田一政・杉本博司・佐藤時啓・森村泰昌・畠山直哉
といった写真家たちは
いったい「写真」を通して
あるいは写真そのもので
なにを表現しようとしてきたのか

もちろんそれらは
「ある限られた写真」としての「現代写真」なのだが
今やそうした「現代写真」も
新たな文脈のなかで受容されるようになっている
それが荒木の言う「もう終わっちゃった」ということでもある

ふりかえってみれば
「現代写真」なるものを知るようになったのは
広告の仕事でカメラマンのところに出入りするようになり
そこで土門拳の写真集を目にしてからのことだ

そしてそれ以来現代写真を代表する写真家の写真集から
さまざまな強い印象を受けるようになったのだが
それ以来写真とはいったい何なのか
その問いをただ繰り返してばかりだったように思い返す
そしてなにかが「わかった」と思ったことは一度もない

おそらくそれでよかった側面もあるのだろうが
その頃のじぶんは
それらの写真の置かれている「歴史観と価値観」に対して
あまりに無知だったということが今になってみればよくわかる

写真にかぎらず美術や文学や音楽そして哲学さえも
あらゆる表現されたものは
表現されたときの「歴史観と価値観」という
文脈のなかでとらえたときに
浮かび上がってくるものがたしかにある
なにもわからず受容しているだけでは
一向にわからないままなのだ

美学者のアーサー・ダントーは
「芸術の終焉」を論じ「今や何でもありの時代、
すなわち「多元主義」の時代になったのだと宣言」したが

それに対し本の美学者・小田部胤久は
「芸術の歴史そのものが終焉した結果なのではなく」
単に「規範的文脈」である
「歴史観・価値観が終焉した結果」なのではないか

そしてむしろそうした状況によって
「歴史観と価値観がその都度多様に再編できることこそが、
これからの芸術の可能性」ではないかと問いかけている

規範的文脈に縛られるのではなく
「そこから新しい文脈を再構築できる」という可能性
「オルタナティブなまなざし」をもてると言ってもいい

けれど「オルタナティブなまなざし」をもつということは
みずからの視点に無自覚であってもいい
ということにはならないだろう

むしろある表現が生まれた文脈を
誤解も含めしっかりと咀嚼することも重要になる
誤読するときにも
自覚的な誤読のほうが積極的な意味を持ち得るからだ
そうした視点があるのとないのとでは
そこにある「自由」の意味が異なってくる

むしろ自分勝手な自由なまなざしは
往々にして固定的なまなざしでしかなくなってしまう
自由なまなざしであるためには
真の意味での「オルタナティブ」が不可欠なのだから

■圓井 義典
　『「現代写真」の系譜／写真家たちの肉声から辿る』
　 (光文社新書　光文社 2022/3）



■圓井 義典『「現代写真」の系譜／写真家たちの肉声から辿る』
 (光文社新書　光文社 2022/3）

（「はじめに」より）

「今日目にすることのできる写真であれば、それらはすべて「現代写真」と呼んでかまわないようにも思えます。しかしそ
うではなくて、ある限られた写真だけを「現代写真」と呼ぶのであれば、いったいそれらは何によってそのほかの写真たち
と分け隔てられることになるのでしょう。おそらくそれは、「写真のこれまでの歴史へのまなざし」をもっているかどうか
ということです。
「現代写真」と呼ばれる表現を生み出してきた写真家たちのことを知れば、彼らの姿勢には必ずこのニュアンスが含まれて
いることに気がつくはずです。」

「荒木経惟（一九四〇年−−）は次のように言います。（･･･）

　　　写真は終わったかもしれないと思ったね。（･･････）「終わった」っていったのは、世の中がデジタルに行っちゃっ
て、わたしたちの世代が思っていた写真という表現がもう終わっちゃったって意味なんだよ。
　　　ただ、これは悲しむことじゃないかもしれない。そういう新しい時代が来たということで、写真新世紀が目指したも
のは、本当はこれかもしれない。
　　　（荒木経惟「審査会レポート」、『写真新世紀誌 第二十三号』、キャノン、二〇〇八年）

　（･･･）この荒木の発言のうちに、現代写真という姿勢、すなわち「写真のこれまでの歴史へのまなざし」を端的に見て
取ることができると思います。
　では、荒木の言う「わたしたちの世代が思っていた写真」とはいったい何なのでしょうか。それが終わったと言うのは
いったいどういうことなのでしょう。荒木の世代の写真表現と彼からすると息子や孫のような世代の写真表現とは何が違う
のでしょうか。ここに現代写真の過去と現在、そして未来を考える上での重要なヒントがあります。」

（「終章　オルタナティブなまなざし」より）

「（アーサー・ダントー）は一九六四年に発表した「アートワールド」という論考の中で、芸術（実際にそこで主に想定し
ているのは視覚芸術である美術のことですが）と芸術でないものを区分けするのは、見た目ではなくて、ある芸術理論の雰
囲気と芸術の歴史についての知識であり、彼はそれをまとめて「アートワールド」と定義します。
　ようするに私たちが芸術について議論をする時には、自覚するしないにかかわらず、必ずある特定のアートワールドの輪
の中にいると言うのです。このアートワールドはゆるい集合体ですから、さまざまな小分類もできます。したがって、私た
ちが普段何気なく使う、「美術界」や「写真界」、「骨董界」などが小分類としてのそれの典型と言って差し支えないと思
います。
　このことは、どういったものがあるのかは分かりませんが（なぜならば、私たちはある特定の目に見えないアートワール
ドの中にいるからです）、地球上には無数のアートワールドが同時に存在しうることを暗示します。

（･･･）

　やがて彼は『芸術の終焉のあと』（原著一九九七年）を著し、その中で、欧米の美術界で十九世紀以来近年にいたるまで
繰り返されてきたのは、「芸術とは何か」という問いに対して、目に見えるスタイルに芸術の本質が内在するという考え、
すなわちスタイルと本質を同一視する考え方を前提にして、あるスタイルが生まれ、次ぎにそれを否定して別のスタイルを
目指そうとする「スタイル戦争」だったと言います。
（･･･）
　つまり、これまでのスタイル戦争でなされてきたような、ある芸術が重要で、それ以外のものが考察する価値のないもの
とする判断は、実際のその判断が正しいことが証明できないかぎり、それは単なるその都度の主観的で政治的な選択、別の
言い方をすれば、単なる信仰や思い込みによる判断にすぎないことになってしまいます。（･･･）
　こうして欧米の美術界におけるスタイル戦争が、答えの見つからない間違った戦いだったのかもしれないと多くの人が思
うようになったことで、スタイルという点では、今や何でもありの時代、すなわち「多元主義」の時代になったのだと宣言
します。」

「ダントーの主張は、確かに一見するとまるで今日の状況をピタリと言いあらわしているかのようですが、一方で彼の主張
に意を唱える人たちも少なからずいます。日本の美学者、小田部胤久もそのうちの一人です。
　小田部はダントーのそれは今の状況把握という点では間違っていないが、そこから導き出される結論において間違いを犯
していると考えます。
　彼は『芸術の逆説』（二〇〇一年）において、ダントン自らが「アートワールド」をある芸術作品が芸術であるためのさ
まざまな理論によって構成された、ある一定の歴史観と価値観をもつ集合体のことだと定義するのであれば。スタイル戦争
のあとに訪れた今日の状況を、歴史的意味を欠いた（芸術の歴史が終焉したあとの）何でもありの多元主義と結論づけるこ
とは、そもそも自らのアートワールドの定義と食い違うのではないかと言います。
（･･･）

　今日の美術界の状況は、ダントーがそう見なすように、芸術の歴史そのものが終焉した結果なのではなくて、単に「規範
的文脈」、すなわち芸術とはある一定の目標もしくは規範を目指して進歩するものであると見なしてきた、欧米の美術界が
よって立ってきた歴史観・価値観が終焉した結果にすぎないのではないかと言います。
　その上で、小田部は欧米の美術界におけるスタイル戦争の末に行き着いた「規範的文脈の不在」と、複数のアートワール
ドが同時にあるというダントーの現状認識は間違っておらず、むしろこの二つの条件がそろっていることによって、歴史観
と価値観がその都度多様に再編できることこそが、これからの芸術の可能性ではないかと考えるのです。
　つまり、欧米の美術界の文脈がほかのアートワールドをリードすると見なされてきた時代が終焉したからこそ、それぞれ
のアートワールドにおいて、これまでの文脈を前提としながらも、そこから新しい文脈を再構築できる時代になってきたと
いうことです。」

「二十一世紀がはじまった記念すべき年に発表された小田部による反−芸術終焉論。それは欧米の美術界よりも、むしろ私
たち日本の美術界や写真界がよって立つにふさわしいものに思えます。

（･･･）

　はたしてこの二十一世紀の日本にどのような道筋がふさわしいのかは、私たちそれぞれが問い、自ら答えを見つけていく
しかありません。写真、芸術、美術、平面、あるいは現代写真、現代美術。それらの枠組みさえ、はたしてほんとうに必要
なのかということも、きちんと問い続けなければいけないもののようにも思えます。

　土門、植田、東松、荒木、須田、中平、杉本、佐藤、森村、畠山、そして大江。本書で取り上げてきた写真家たちが問う
たのは、「いかに表現するか」という写真の見た目のスタイルではなくて、その背後にある歴史観と価値観です。
　これまでの歴史観と価値観。作る人であれば、それらを自ら解釈しなおしつつ、自らの作品によって新たな文脈を作り出
していくことができるでしょう。見る人であれば、たとえ同一の作品であっても、あえてそれを異なった文脈に置いてみる
ことで、今まで気が柄成った新しい意味をその都度そこに見出すことができるでしょう。
　今までも、そしてこれからも、私たちに必要とされているものは、たとえありふれたものに思えるものであっても、ここ
にあるものとは別の可能性があることを忘れない「オルタナティブなまなざし」です。これさえあれば、私たちと写真との
つき合い方は、これからも無限の可能性をもって拡がっているはずです。」

◎ 目次
【第一章】土門拳と植田正治
【第二章】東松照明と森山大道
【第三章】荒木経惟と須田一政
【第四章】杉本博司とマルセル・デュシャン
【第五章】佐藤時啓と森村泰昌
【第六章】畠山直哉と九〇年代以降
【終 章】オルタナティブなまなざし



☆mediopos-2698　　2022.4.6
鏡に映る自己を認識できるようになるには
生後18カ月から24カ月程度が必要だと言われているが

鏡に映し出された自己の身体を
視覚的に確認するよりも重要なのは
他者との関係で「見る - 見られる」という
視覚的な相互作用を経験することだという

その意味で「鏡像段階」という「鏡」とは
身体的な他者の存在を意味している

私が私となるためには
他者の身体との相互作用が必要なのである
そしてその他者には
みずからの身体も含まれている

じぶんの身体を認識することは
じぶんを「知覚と行為の主体」としてとらえることだが
さらに身体としての他者との関係が生まれることで
「他者のパースペクティヴから把握しうるものとしての
自己の存在に気づくことになる」
つまり「自己自身の経験を他者がするように客観的に振り返るこ
と、
すなわち反省することができるようになる」

他者を対象化できるとともに
自己自身も対象化できるようになるのである

そうした反省できる主体となるということは
「自己の外部の観点に仮想的に立って
自己自身を見つめる」ことができるということであり
それは同時に「他者を志向する感受性」に開かれることでもある

つまり「共感」である
それは「社会的に拡張された反省」でもあるといえるが
そうした観点を
「二人称のメタパースペクティヴ」と呼ぶことができる

もちろん共感は不安でもあるから
不安を避けようとして
承認欲求を過剰にもつというのも
欠損したかたちではあるが
「二人称のメタパースペクティヴ」に由来するといえる

さて身体化された自己は
その延長線上に発話能力の発現へと向かう

言語は身体的な文脈を超えて間主観的に働くために
「現実として与えられている世界と自己を
ラディカルに否定する思考を行うことで、
自己が世界のなかで生きることの意味を
問うことができるようになる」のだ

そして「いま・ここで行為する」
身体的な自己であるミニマル・セルフは
過去や未来からの視点を持ちながら
「いま・ここ」での行為を意味づけ
「人生という時間の中に位置づけたり、
世界との関係のなかに位置づける」ことのできる
ナラティヴ・セルフへと変貌することになる

ともにナラティヴ・セルフである自己と他者が
ポリフォニックな対話的な関係に置かれ
対話することで形成される自己は
「対話的自己(dialogical self）」である

プラトンはその著作のほとんどを
「対話篇」として著したが
実際に対話形式ではないとしても
哲学するということの根本には
身体性は考慮されなかったものの
そこには「対話的自己」があるといえる

その身体的自己が
やっと探求されるようになったのは
比較的最近のことである
メルロ＝ポンティの重要性もそこにある

そして本書ではその視点を継承した
 J・J・ギブソンの視点をもとに
自己と他者に関わる
身体性のパースペクティブが展開されている

■田中 彰吾
　『自己と他者：身体性のパースペクティヴから』
　 （知の生態学の冒険 J・J・ギブソンの継承 3）
　（東京大学出版会　2022/3）



■田中 彰吾
　『自己と他者：身体性のパースペクティヴから』
　 （知の生態学の冒険 J・J・ギブソンの継承 3）
　（東京大学出版会　2022/3）

（「第５章　身体に媒介される自己と他者」～「６　二人称のメタパースペクティヴ」より）

「自己が身体化されているということは、一次的には知覚と行為の主体であることを意味し、前反省的なレベルでつねに「自
己」として成立していることを意味する。ただし、同じく身体化された他者との関係が生じると、自己はたんに前反省的な
主体として自足できる状態ではなくなる。他者との関係は、（…）互いに共鳴しつつ相互行為を展開する関係だけでなく、
他者によって知覚されたり、他者の行為の対象となったりする受動的な経験を含む。（…）身体を介して他者によって客体
化される経験を経て初めて、自己は、他者のパースペクティヴから把握しうるものとしての自己の存在に気づくことにな
る。他者に由来する外部のパースペクティヴを取り入れるとき、自己は、自己自身の経験を他者がするように客観的に振り
返ること、すなわち反省することができるようになる。

　改めてデカルトのコギトに言及すると、「われ思う、ゆえにわれあり」という反省的な意識作用を遂行することができる
主体は、もともと他者との関係、とくに他者によって客体として知覚されり経験を内面化することで成立している。（…）
主我（I）が客我（me）を志向する反省の経験は、他者が自己を客体として認識するのと同じしかたで、自己が自己自身を
客体として認識することに他ならないのである。
　（…）他者由来のパースペクティヴを内面化して反省することのできる自己は、そもそも自己とは異なる主体性を備える
他者の存在に気づく「共感」の作用を持ち合わせている（…）。自己の外部の観点に仮想的に立って自己自身を見つめるこ
とができる自己は、それができるのと同程度に、他者を志向する感受性も持ち合わせている。その意味で、共感とは、社会
的に拡張された反省に他ならない。いわば、自己ー他者という二人称関係について、自己からも他者からも一定の距離を
とって見られるような観点を、ひとは客体としての身体の経験を通じて獲得するのである。（…）フックスはこのような観
点を「二人称のメタパースペクティヴ」と呼び、社会的認知の発達過程における重要な到達点であるとしている。

　ただし、自己を客体として俯瞰するメタパースペクティヴの成立は、「他者の他者性」への気づきを促すことにもなる。
自己が自己として知覚し行為するところの身体は、他者が他者として知覚し行為するところの身体とは置き換えられない。
ともに世界内で行為する主体として他者を理解することは可能であっても、その他者が他者として経験する知覚や行為をそ
のまま自己が経験できるわけではない。他者の主観的経験を、他者が経験するままに自己が経験することはできない。それ
はできるとすれば、それは端的に自己の経験であって他者の経験ではない。当たり前のことだが、説明すると煩雑になるこ
うした区別が一般に可能であるのも、自己の経験を自己の経験として、他者の経験を他者の経験として位置づけることはで
きる二人称のメタパースペクティヴをひとが保持しているからである。

　具体的な他者との出会いの場面では、時として他者の主観性が「わからなさ」として現れてくる。間身体的な共鳴が顕在
化する以前、具体的なコミュニケーションが成立する以前、自己は自己であるもののいまだ他者と有効な関係を取り結ぶこ
とができていない。他者は自己をまなざす存在として現れる。そのまなざしにどこか否定的なものを察知するとき、自己は
これから生じることの不確かさを感じて不安のなかに宙づりにされる。他者に出会う経験は、共感の経験であると同時に不
安の経験でもある。」

（「第６章　自己・他者・ナラティヴ」～「５　パラダイムとしての対話」より）

「身体化された自己は、指差しの延長線上に発話能力を獲得することで、間主観的な現実について言葉で語ることができる
ようになる。他方で、豊かな身体行為の可能性を環境のなかに見出すことで、文字通りの現実とは異なる想像的世界を見出
すことができるようになる。加えて、現実として与えられている世界と自己をラディカルに否定する思考を行うことで、自
己が世界のなかで生きることの意味を問うことができるようになる。こうして、いま・ここで行為するだけだったミニマ
ル・セルフは、過去の経験を振り返り、未来において実現すべきことを展望しながら、いま・ここで行為する自己を意味づ
け、ナラティヴ・セルフへと変貌する。身体化された自己の観点からすると、両者は断絶しているわけではなく、連続的で
ある。ミニマル・セルフが、いま・ここで行為することそのものに内在する自己だったとすると、ナラティヴ・セルフは、
いま・ここで行為することを、人生という時間の中に位置づけたり、世界との関係のなかに位置づけることで、文脈的な意
味の枠組みとして成立している自己である。

　ミニマルからナラティヴへの自己の変貌が、個体内部だけで自発的に生じると考えることはできないだろう。自己反省と
いう意識作用が、自己内に閉じた抽象的な意識作用に見えながら、他者との身体的相互作用から派生するものであったのと
同様に、ナラティヴ・セルフの形成は、他者とのナラティヴの交換があって初めて可能になると思われる。そもそも「語り」
という意味でのナラティヴは、自己自身についての語りから始まるわけではない。発話の発達について先に見た通り、多語
文によって描写されるのは、他者の注意をそこに向けたくなるような外界の出来事である。（…）自己の身体を客体として
知覚する能力は、自己を主語として発話する能力とセットで発達するのであろう。自己を客体として認知できなければ、自
分で自分のことを「私」と名指せないのであるから、理論的には当然である。

（…）

　自己自身について反省する作用が他者を理解する共感の作用の裏返しだったのと同様に、自己の経験について語るナラ
ティヴの能力は、他者のナラティヴを共感的に理解する作用の裏返しであろう。自己のライフストーリーを語ることは、擬
似的に他者の視点に立って、自己の過去を振り返り、未来を展望し、「私」という一人称の主語を用いながら、他者に理解
可能なしかたで自己の人生を題材とする物語を構成する作業である。このような作業は、聞き手としての他者が目の前に実
在するか否かにかかわらず、最初から他者との対話という性質を帯びている。ミードの自己論が示唆していた通り、「私」
という一人称の主語を用いることができるのは、他者が自己を見るような目で自分自身を見ることができるからである。」

「対話では、発話者それぞれが「私」という一人称の主語とともにその場に参加しており、話のすべてが「私たち」という
統一された主語のなかに解消することがない。もちろん身体的相互行為の場合も、行為主体の複数性は保たれているが、共
同行為の場面では「私たち」という主体性の一部へと回収される場面も多多生じる。ところが、対話の場合、非言語の対人
的強調が水面下でつねにはたらきつつも、ナラティヴの発話主体がつねに入れ替わることで、ポリフォニーのような多声性
がつねに保たれる。

　ハーマンスとケンペンは、こうしたポリフォニックな対話的経験を基礎として形成される自己を「対話的自己(dialogical 
self）」と呼んでいる。「ナラティヴ・セルフ」として発現するような、ライフストーリーが構成する自己のあり方は、人生
で出会った重要な他者との対話の経験から多大な影響を受けている。（…）ナラティヴは言葉によって紡がれる語りであ
り。言葉はつねに宛先を持つ（それが自分自身である場合も含めて）。したがって、ナラティヴ・セルフの構造を理解する
には、ナラティヴを構成する個別のエピソードだけでなく、ナラティヴ全体が差し向けられているところの潜在的な聞き手
との関係を理解せねばならない。身体化された自己と同様にナラティヴ・セルフもまた、他者との複雑な相互作用を通じて
構成される存在なのである。」
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昆虫が世界中で激減している

生息地の減少や殺虫剤の使用
そして気候の変化など
現実的な原因はさまざまにあるだろうが

おそらくそれらの根っこにあるのは
昆虫を好ましく思わないひとたちが
大多数を占めていることだろう

そうしたひとたちには
たとえば「殺菌」を疑うことなく
愛玩動物たちに愛情を向けたりはするが
昆虫に興味をもつひとは少ないだろう

ときおり有名人のなかに
昆虫少年を自称するひとがいて
昆虫愛や昆虫に目を向けることの大切さを
切に訴えることもあるのだが
そうした昆虫少年やかつて昆虫少年だった人たちも
いまやどこか絶滅危惧種のように見えてしまう

昆虫愛で生きているような養老孟司氏は
「○○の壁」という著作でも有名だが
「昆虫の壁」が
現代人には大きく立ちはだかっているようだ

昆虫の激減がどんなに危険なことか
昆虫がいかに大切な存在かを訴えても
それが昆虫好きにつながることはなさそうだ
ひとは自然に受け容れやすい感情でしか動かない

そこには「感情の壁」があるのだ

本書はノルウェーの昆虫学者による
昆虫たちについての
ネイチャー・ノンフィクションで
地球が昆虫の惑星であることを
さまざまな角度から興味深く語っているのだが
こうしたとても大切な本も
虫嫌いのひとにとっては意味はもたないだろう

「昆虫」だけの問題ではない
どんなテーマにも「感情の壁」がある
どんな大切なことも
その壁を超えないかぎりそのひとには届かない

だいじなことは
なぜじぶんがそれを好きかよりも
なぜじぶんはそれを嫌いかに
「感情」を超えて取り組むことなのだけれど
実際はその逆でしかない

知性を求めながら
感覚や感情で稚拙だったりするのも
知性の及ばない範囲に苦手意識があるからだろうし
その逆もしかりである

はたして今後人類は
「昆虫の壁」を超えることができるのだろうか

■アンヌ・スヴェルトルップ・ティーゲソン
　（丸山 宗利監修・小林 玲子訳）
　『昆虫の惑星／虫たちは今日も地球を回す』
　（辰巳出版  2022/3）



■アンヌ・スヴェルトルップ・ティーゲソン（丸山 宗利監修・小林 玲子訳）
　『昆虫の惑星／虫たちは今日も地球を回す』
　（辰巳出版  2022/3）

（「はじめに」より）

「昆虫学者だと自己紹介すると「スズメバチが何の役に立つのか」「カやアブなんていないほうがいいのではないか」など
とよく訊かれる。確かに、一部の昆虫はうっとうしい。けれど、害をなすだけという昆虫はごく少数で、昆虫の大多数は朝
から晩まで、ヒトの暮らしを支えるささやかな仕事をこなしているのだ。でも、まずはうっとうしい昆虫の話をしよう。
「なぜ、そんな昆虫が存在するのか」という問いへの答えは、三つ考えられる。

　一つ、カやアブといった昆虫は、魚、鳥、コウモリなどの餌として欠かせない。
（…）
　二つ、これらの昆虫は思いがけない方法で、ヒトの悩みを解決してくれる。
（…）
　三つ、そのそも生きものはすべて、生涯をまっとうする機会をあたえられるべきだろう。
（…）
　自然環境は驚くほど精妙にできている。小さな昆虫はその数にものをいわせて、精密に設計された自然のシステムに大き
く貢献している。」

（「序章　地球は昆虫の星である」より）

「この世界には、ヒト一人につき二億匹以上の昆虫がいるともいわれる。みなさんがこの文章を読むあいだも、地球上では
膨大な数の昆虫がせっせと活動を続けている。わたしたちヒトは昆虫に包囲されているといってもいいだろう。地球は、昆
虫の惑星なのだ。
　昆虫は恐ろしく数が多いので、全体像を把握するのはむずかしい。そして昆虫はどこにでもいる。森林、湖、牧草地、川、
ツンドラ、山にも。
（…）
　体は小さくても、昆虫の能力は驚くほど多彩だ。たとえばヒトが地球にあらわれるずっと前から、昆虫は農耕と牧畜をお
こなっていた。シロアリは菌類を栽培して餌にするし、アリのなかにはヒトが乳牛を飼うように〝アブラムシを飼う〟種も
ある。スズメバチはセルロースから紙をつくった最初の生き物で、トビケラの幼虫はヒトが魚獲り用の網をこしらえる何百
万年も前から、網のようなもので獲物を捕らえていた。昆虫は空気力学と航空術というむずかしい課題も、。数百万年前に
克服している。火の扱いこそ習得しなかったが、少なくとも光は味方につけている。体の中で光をつくりだし昆虫もいる。

「個体数」と「種の数」どちらで数えても昆虫は地球上で最も繁栄している生きものだ。個体数の多さはもちろんだが、種
の数としても、これまでに発見された多細胞生物のゆうに半分以上を占めている。」」

（「第１章　小さな体は高性能 —— 体の仕組みと機能」より）

「ほとんどの昆虫は脚が六本で、ついている場所は体の真ん中だ。翅がついているのも、昆虫の特徴だ。たいていの昆虫に
は前翅が二枚、後翅が二枚ある。」

「昆虫は「節足動物門」に属している。節足動物の体は多くの部分から成っていて、昆虫も昔はもっと多くの部分をもって
いたが、やがて「頭」「胸」「腹」という、比較的わかりやすい三つの部分にまとまっていった。」

「昆虫は無脊椎動物で、背骨や骨格をもたない。そのかわり、丈夫で軽い「外骨格」が前進を包み、たやわらかない内臓を
衝撃から守っている。」

（「第3章 食べて、食べられて —— 昆虫と食物連鎖」より）

「多くの昆虫はたがいに捕食しあう。ヒトの世界では、かつてポール・サイモンが「恋人と別れる50の方法」という歌をつ
くった。昆虫たちは「その程度しか方法がないのか？」と言うかもしれない。昆虫たちが（恋の相手をふくめて）自分以外
の生きものを食べる方法は、五〇どころではない。昆虫は、卵でも幼虫でも成虫でも食べる。相手の体内に入りこんで内側
から食べることもあるし、噛み砕いたり吸いあげたりもする。じつは、一切食べないという選択肢もある。幼虫期だけ餌を
食べ、成虫になると何もたべなくなる昆虫は意外に多い。」

（「第4章 昆虫VS植物 —— 植物との共進化」より）

「捕食性の昆虫や寄生虫も多いが、昆虫のほとんどは草食性だ。（…）
　ひとくちに草食性といってもバラエティ豊かで、昆虫は蜜や花粉はもちろん、種子、葉、茎、花も食べる。植物にしてみ
れば、昆虫は受粉を助け、種子を散布してくれる・体の一部を昆虫に食べられても、メリットはある。一億二〇〇〇万年に
わたって、昆虫と植物は密接にかかわりあいながら進化してきた。その関係は「相利共生」または「共進化」と呼ばれ、た
がいに依存しつつも、どちらかが優位に立とうとする果てしない競争でもある。」

（「第6章 自然界の“掃除人" —— 死骸と糞の分解」より）

「草食動物が食べる植物は、地球の植物のわずか一〇パーセントといわれる。残りの九〇パーセントは枯れる。
（…）
　ヒトの世界に清掃業者がいるように、自然界にも死んだ生きものを有機的に分解して掃除してくれる生きものがいる。
森、牧草地、都会にいる無数の菌類や昆虫だ。小さな掃除人たちは、市街や排泄物をその場でたいらげていく。時間のかか
る作業で、異なる種が役割を分担するという高度なコラボレーションも見られる。
　ヒトの日常からはなかなか思い至らないが、しがいや排泄物の分解は、地球上の生命にとってきわめて重要だ。地面に落
ちた糞、枯れた植物、動物の死骸が片づくのは、昆虫たちが根気よくそれらを咀嚼するおかげだ。きれいに片づくだけでは
ない。昆虫のおかげで、これらの有機物にるくまれる栄養分や土に還るのだ。窒素や炭素が土に還らなければ、そこで新し
い植物は育たない。」

（「第7章 産業を支える昆虫たち —— ヒトによる昆虫利用」より）

「いまも昔も、ヒトは昆虫のおかげで多くのものを手に入れている。ミツバチの蜂蜜やカイコの絹だｋではない、昆虫由来
だと知られていないものもいろいろある。たとえばイチゴジャムに赤い色をつける着色料や、スーパーに並んだリンゴの皮
に塗られたワックスなどだ。」

（「第8章 昆虫が与えてくれるもの —— バイオミミクリー、医学、セラピー」より）

「自然界の仕組みや機能をモデルにデザインしたり、システムを設計したりすることを「バイオミミクリー（生物模倣）」
という。昆虫をもとにしたバイオミミクリーの例は、枚挙にいとまがない。トンボはドローン技術が生まれるきっかけに
なった。甲虫のなかまには腹に温度センサーをもち、山火事に遭った木のもえさしに卵を産みつける種がいて。米軍などが
熱源感知センターの界の開発研究に使っている。」

（「第9章 昆虫とヒトの未来 —— 環境と多様性を守るために」より）

「昆虫の数の減少をしめす証拠は、枚挙にいとまがない。たとえばドイツでは、国内六〇カ所以上の測定点で確認される昆
虫の数の合計が、わずか三〇年で七五パーセントも激減した。国際的なデータによると、ヒトの人口が過去四〇年で倍増し
たのと対照的に、昆虫の数はほぼ半分になったという。衝撃的な話だ。
　なぜ、昆虫の数は減っているのか？　さまざまな要素が絡みあっているから簡単に一つの答えは出せないが、土地の開発
や農業・林業の拡大による天然の生息地の減少、殺虫剤の使用、気候の変化などは大きな要因だろう。
（・・・）
　昆虫の世界の激しい変化は、ドミノ効果によって予想もつかない結果をもたらすだろう・どれくらい深刻なことになるの
か、昆虫研究者もいまはまだ正確に予測できていない。とてつもないダメージであるはずだとわかっているだけだ。昆虫が
減りすぎたり、昆虫をめぐるバランスが崩れすぎた世界では、わたしたちヒトも生きのびるのがむずかしいかもしれない。
衛生的な水、じゅうぶんな食料、健康状態の確保は現在でも大きな課題だが、それがいっそう困難になる危険があるの
だ。」

「わたしたちヒトは長いこと、〝昆虫の奉仕〟を当たり前のように受けてきた。けれどいま、。土地の乱開発、異常気象、
農薬の大量散布、外来種の拡散などにより、環境は激変している。昆虫はひじょうに適応力が高い生きものだが、それでも
従来の役割を果たせなくなりつつある。あくまでヒトの利益という視点だけから考えても、わたしたちはこれら小さな命の
安全と幸福をしっかり意識するべきだろう。昆虫を保護するんは、将来のヒトと地球に対する一種の〝生命保険〟といえる
のではないか。
　ヒトが自己中心的な視点を捨てて少しでも視野を拡げれば、「昆虫の保護」が単なる利用価値の問題でないこともわかる
はずだ。」
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ノスタルジアとユートピアは両義的である
それは〈いま・ここ〉からの自由の可能性であるとともに
〈いま・ここ〉の喪失でもあるからである
その意味では〈いま・ここ〉もまた両義的である

おそらくわたしたちは
ノスタルジアとユートピアをもちながらも
それを超えていかなければならない

本書はノスタルジアとユートピアという視点から
いわば蛸壷状態のような〈いま・ここ〉の
その少し先へと歩みだすための視点を与えてくれる

ノスタルジアとユートピアは
〈いま・ここ〉には（すでに／まだ）ない
〈他の時間〉〈他の空間〉において
「じぶんたちがそもそもあるべき、
〝よりよい状態〟や〝理想的な状態〟」を求めるものだ

〈いま・ここ〉は〈一〉であることのなかにあり
ノスタルジアとユートピアは
〈いま・ここ〉だけではない〈二〉として現れる

〈一〉は〈あること〉そのものであり
〈二〉は〈あること〉をある意味で否定し
〈あるべきこと〉を求めるがゆえの〈二〉である

かつて多くの社会や文明では
〈二〉によって「社会の地形が形成されてきた」が
近代になり〈進歩としての歴史〉における
〈未来〉という意味でのユートピアが志向されるとともに

「〈いま・ここ〉に〈あること〉を支えてきた伝統が
進歩によって解体されることへの不安」から
「進歩への対抗ユートピアとしての保守主義の理念」が生み出され
それによってさらに
「ネーションと国民国家」が「進歩主義的なユートピアと、
進歩主義への反動としてのノスタルジアを結びつける」ことになる

そしてさらに現代においては
そうした意味でのユートピア／ノスタルジアの
リアリティとアクチュアリティはすでに失われ
「ポストユートピア的状況」が訪れている

つまり「〈いま・ここ〉に〈あること〉と、
その〈あること〉の延長線上の〈あり続けること〉が、
〝唯一の現実〟であるという現実主義（リアリズム）が、
世＝界の体制において支配的になってい」るのである

もちろんその意味での〈いま・ここ〉に〈あること〉は
永遠の今といったあり方とは対極にある
〈いま・ここ〉に幽閉されている状態にほかならない

資本主義もまた「つねに〈あるものではないもの〉を求め、
あるいは産出し続け」ていくわけだが
そのユートピア／ノスタルジアは
「〈他の時間〉や〈他の空間〉にあるものと
〈いま・ここ〉にあるものとの差異において
利潤を追求」していくだけのもので
〈いま・ここ〉に幽閉されていることに変わりはない

現代において「自傷行為やテロのような
受苦や暴力性をもった行為への志向」がみられるのも
幽閉状態である〈いま・ここ〉を超えるために
〝私の身体〟を暴力的に毀損し廃棄＝死することのなかに
「確実な強度をもった現実」を見出そうとするからである

ナショナリスムや宗教的原理主義もその延長線上にあり
「自分たちにあるべき〝本質〟や〝本来性〟を求め」
「それらと一体化することによって、」
〈あること〉の中に〈あるべきこと〉を顕現させようとする」

ノスタルジアとユートピアは両義的である
おそらくそれらは一度獲得されながら
喪失するプロセスを経なければならない
「〝本質〟や〝本来性〟を求め」ようとすると
そこにはさまざまな陥穽があるからだ

喪失することではじめて得られる
そんな自由へと開かれなければならないだろう
故郷喪失者であることでひらかれる可能性は
失われた故郷を探し求めることにはなく
それを超えてゆくことにこそあるのだから

■若林 幹夫
　『ノスタルジアとユートピア (クリティーク社会学) 』
　（岩波書店  2022/3）



■若林 幹夫『ノスタルジアとユートピア (クリティーク社会学) 』
　（岩波書店  2022/3）

（「第２章　〈あること〉と〈あるべきこと〉」より）

「①多くの社会や文明で、今現在自分（あるいは自分たち）が存在する〈いま・ここ〉の外側の〈他の時間〉や〈他の空間〉
に、じぶんたちがそもそもあるべき、〝よりよい状態〟や〝理想的な状態〟があると考えられ、そのような状態にさまざま
な形象--------楽園や永遠やさまざまなユートピア--------が与えられて、社会の地形が形成されてきた。

②そのような〝よりよい状態〟や〝理想的な状態〟から外れた欠如態である〈いま・ここ〉において、楽園や永遠やユート
ピアを求めるノスタルジアの感情が、人間とその社会が世界に存在することの実存的な感覚として存在してきた。

③そうした世＝界の体制の下にある社会の地形において、〈いま・ここ〉やそこにあること、そこで生を営むことの意味が、
〈いま・ここ〉の外部の〝よりよい状態〟や〝理想的な状態〟との関係において理解され、評価され、意味づけられてきた。

　自分たちが存在し、生きている〈いま・ここ〉が、本来自身があるべき／ありたいと思う状態から外れているという世界
のリアリティと、それゆえそのような状態に戻りたい／到達したいと願いながら、それがすくなくとも〈いま・ここ〉にお
おいてただちには困難あるいは不可能であるという生のアクチュアリティ。ユートピアへのノスタルジアにアクチュアリ
ティを与えているのは、〈いま・ここ〉に存在することが人間や社会の本来あるべきあり方の欠如した状態であるという、
多くの社会や文明に普遍的に見出されるそんな存在感覚と世界感覚である。〈他の時間〉や〈他の空間〉にノスタルジアの
対象となるようなユートピア的な時や場を位置づけ、それらとの関係において〈いま・ここ〉を位置づける世＝界の体制の
基底には、そのような存在感覚と世界感覚が存在しているのだ。」

（「第３章　〈他の空間〉から〈他の時間〉へ」より）

「近代に支配的となった世＝界の体制は、地上や天上の楽園も、始原の豊かな世界や、世界の終末の後の永遠の幸福も社会
の地形から追放し、地上の〈いま・ここ〉と、過去から現在にいたる〈歴史の現実〉----近代的な意味での歴史の現実----、
そしてその先の〈地上の未来〉からなる社会の地形のみを〝現実〟とし、そうした現実において未来を作る主体として、人
間とその社会を社会の地形の上に定位させた。」

「進歩主義と保守主義は、そして近代における時間化したユートピアとノスタルジアは、歴史化し現実化した社会の地形を
生きる人間と社会の、〈いま・ここ〉を超えるものへの憧れの形である。そこでは社会の地形が、過去から現在を経て未来
へと至る〈歴史の時間の地形〉を基盤とするものとなったのである。」

（「第４章　〈進歩〉の中のユートピアとノスタルジア」より）

「ヨーロッパにおいてナショナリズムは、十八世紀という「宗教的思考様式の黄昏」の時代に夜明けを迎え、啓蒙主義と合
理主義的世俗主義の時代に、宗教的なものに代わって世界に意味とリアリティを与えるものとして、政治的のみならず文化
的な重要性を高めていった。それは、西欧においてユートピア文学が成立し、流行し、そこで語られるユートピアのありか
が〈他の空間〉から〈他の時間〉へと転位していった時代の中におさまっている。国民国家が近代における社会神話として
のユートピアであるとするマンフォードの指摘と、このことは整合する。ここでの考察にとってさらに重要なことは、ナ
ショナリズムの誕生と流行が、スイス人に特有の病として発見されたノスタルジアが他の諸国民の間にも流行し、その対象
が故郷という〈他の空間〉から過去という〈他の時間〉へと移行していった時代とも重なっているということである。」

「〈進歩としての歴史〉における〈未来〉というユートピアは、社会の構造を変え、地域社会の環境や風景を変え、人間と
社会をかつてそれらが帰属していた場所から社会的にも物理的にも切り離していく近代化の過程を、〈あるべきこと〉へと
向かう過程として社会の地形の上に位置づけるものだった。だが、マンハイムが近代におけるユートピアのひとつとして保
守主義の理念をとりあげたように、〈いま・ここ〉に〈あること〉を支えてきた伝統が進歩によって解体されることへの不
安は、進歩への対抗ユートピアとしての保守主義の理念を生み出すものであった。ナショナリズムは、進歩主義のまなざし
の中では未来のユートピアと共に進む共同体としてネーションと国民国家を想像することを可能にする。だがそれはまた、
保守主義のまなざしにおいて、神話的な過去から続く歴史と伝統の連続性の中で〈いま・ここ〉を了解することもまた可能
にしたのである。かくしてネーションと国民国家は、進歩主義的なユートピアと、進歩主義への反動としてのノスタルジア
を結びつける。」

（「第５章　（一）になった世界」より）

「ポストユートピア的状況とは、〈いま・ここ〉を超えた〈あるべきこと〉が実現するユートピアが未来において実現する
こと、あるいは、それはまさに実現しつつあるのではないかということを、リアルかつアクチュアルなものとして感覚でき
た時代が終わった、その後の状況のことである。それは、〈いま・ここ〉に〈あること〉とは異なる〈あるべきこと〉が、
〈いま・ここ〉を超える社会の地形のどこかに存在しうる、あるいは実現しうるというリアリティとアクチュアリティは低
下して、その結果〈いま・ここ〉に〈あること〉と、その〈あること〉の延長線上の〈あり続けること〉が、〝唯一の現実〟
であるという現実主義（リアリズム）が、世＝界の体制において支配的になっていく状況である。

　資本主義が原理上、〈他の時間〉や〈他の空間〉にあるものと〈いま・ここ〉にあるものとの差異において利潤を追求す
るものである以上、グローバルな資本主義の空間は、つねに〈あるものではないもの〉を求め、あるいは産出し続ける。そ
の〈あるものではないもの〉は、市場において求められ、獲得され、消費されなくてはならないから、それらが求められ、
獲得され、消費されるその都度、それを求め、獲得し、消費する者（たち）にとっては〈あるべきもの〉としての様相をと
る。だからそれらはその都度のユートピアであり、ノスタルジアの商品化と産業化が示すように、その時々にノスタルジア
の対象であることもある。けれどもそれらは、求められ、獲得され、消費される〝その都度限り〟でユートピアやノスタル
ジアの対象であればよく、一定の社会的な広がりをもった人びとにとって共通の〈あるべきこと〉である必要はない。」

「自傷行為やテロのような受苦や暴力性をもった行為への志向が、現代の社会に特徴的なものとして現れるのはなぜだろう
か。それは、〈いま・ここ〉を超えるものへの展望が十分なリアリティとアクチュアリティをもちえなくなったとき、個々
の人間にとって〝私の身体〟こそ／のみが----そしてそれに対する暴力的なその毀損や廃棄＝死こそ／のみが----〈いま・こ
こ〉においてもっとも確実な強度をもった現実として見出され、現れるからである。」

「ナショナリズムや宗教原理主義の高まりも、自傷行為やテロについてのこうした理解の延長線上で理解することができ
る。

　ナショナリスムも宗教的原理主義も、近代化し合理化した社会や、近代の諸原理がさらに高度化したグローバルな社会と
いう、より新しくより普遍的であることを標榜する集合性の層（…）の下にある、より根源的で恒常的な、共同体の〝肉〟
や〝骸骨〟をなすとみなされるものの中に、自分たちにあるべき〝本質〟や〝本来性〟を求め、それらを呼び起こし、それ
らと一体化することによって、〈あること〉の中に〈あるべきこと〉を顕現させようとするものだからである。今日におけ
るナショナリズムや宗教的原理主義の台頭は、グローバル化した資本主義と情報のネットワークが生み出した〈一つになっ
た世界〉の中で、相互に排他的な歴史と文化、文明によって宿命的に分割されてきた社会の地形こそが、〝本当の現実〟で
あるとして、それぞれの社会や文化をその〝現実〟の側に定位させてゆこうとするのである。」

（「終章　再び〈二〉または〈多〉である世界へ」より）

「一つに閉じられ、また開かれたこの世界において、同じ人類として〈あること〉と、同じ言語や文化や歴史の中に〈ある
こと〉、生き方や志向の共鳴において共に〈あること〉を、相互に関係づける〈あるべきこと〉のイメージを、〈現存しな
い・理想的な・社会についての・イメージ〉として、そしてまた人間という存在の本来的なあり方として構想すること。そ
うした構想が決して完全に実現しないとしても、その実現を希望する意志と感性を共有し、そのような意志と感性によっ
て、経済や科学や技術を無限の成長への執着から解放すること。それらのことができるなら、グローバルに一つになった世
界は〈一〉ではなく、再び〈二〉あるいは〈多〉である世界となるだろう。」


