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mediopos-951
2017.6.23 じぶんが

からだそのものに
なっていることを想像する
とてもむなしい

からだじゃないじぶんは
どこにあるのだ

じぶんが
からだから
はなれていることを想像する
せっかく生きているのになぜ

このからだは
いったいなんだというのだ

からだは
空だけれど
殻だからこそ
そこにいろんなものが
入っている
入ってくる

からだに入っているものよ
おまえはわたしか
そうではないのか

からだに入ってくるものよ
おまえはだれだ
わたしをどうしようというのだ

からだのわたしよ
からだのひみつを探るのだ
そして新たなからだを創るのだ

からだじゃないわたしよ
からだにひみつを問うのだ
からだとともに懸命に遊ぶのだ

「身体を最大限に、最も効率よく、快楽においても、労働においても、使用し、編成することは、いわば資本主義的＜精神＞の原理であり、
この＜精神＞は身体をほとんど過度なほどに肯定し、管理し、調節し、身体から最大限の利得を引き出そうとするのだ。
　性としての身体も、器官の集合としての身体も、あるいは有機体としての身体さえも斥けるようにしてアルトーが語った「器官なき身体」
は、このような資本主義の身体原理に照らしてみるときこそ、異様なユーモアとなり、深い挑発になっている。アルトーが提出する「身体」は、
禁欲主義の対する快楽主義とも、キリスト教から離脱した世俗的な欲望の肯定とも、理性を否定する情念とも、異質なところに置かれてい
る。確かにそれは、宗教的あるいは形而上学的超越性に対して徹底的な内在性を打ち立て、理性や国家や制度の固定や強制に対して、たえ
ず動いてやまない振動を持続しようとし、いつでも顕在化したものから、潜在的なものに逆行し、精神の脅威に対してはむきだしの肉体を、
固定した重たい粘着性の身体とその欲望に対しては、ほとんど風や光に似た形のない身体を指し示しているのである。
　現代は、身体に対していかなる抑圧も加えはしない。性的身体に関しても、有機的身体に関しても、健康や快楽における身体に関しても、
あらゆる種類の知識と言説と技術と資本化が進行している。しかし、これは決して身体が肯定されたのではなく、また「より大きな理性」
になったことでもなく、身体が徹底的に身体以外のものに従属し、精密な技術や管理や売買の対象となり、同質化され、標準化されている
ことかもしれないのだ。アルトーは、あたかも全面的に身体を肯定するかのような世界の脅かしを、彼の思考と体験のすべてによって察知し、
これにあらがおうとした。」

「アルトーの身体は、凝固や麻痺や加速や膨張や、無機物や有機物、気体、液体、固体、分子や電気などのさまざまな位相を移っていった。「器
官なき身体」は、そのさまざまな位相をめぐり、その位相の間にあるが、決してどれかの位相に決定されるようなものではありえない。ア
ルトーは何かの中に入るためではなく、あくまで何かから「出る」ために麻薬を用いたと言っている。だから私たちは、決して「器官なき
身体」の中に入ったり、それを確実に獲得したりすることがありえない。アルトーは身体を、最も近くにありながら最も遠くにあるという、
哲学の存在問題に似た難所に位置づけたようにみえるが、身体が最も単純であり、最も実現しがたいという問いを、どんな哲学者よりもみ
ずからの身体で生きて、問いをもっと深めるために答えを発見し続ける。」

「二十世紀の思想家たちによって、無意識と呼ばれ、あるいはエロティスム、非知、他者、外部そして存在などという言葉にこめられた、
意識からも理性的な主体からも逸脱する次元を、アルトーは「身体」として、他の誰ともちがった形で問いを提出した。その身体を「器官
なき身体」と呼ぶことで彼はもう一度問いを反転させ、拡大し、身体をめぐるさまざな次元にその問いをむけた。この＜反転＞は、ただ問
いを背理として宙づりにするために要求されるのではない。逆に決して問いを停止させずに持続し、その持続のなかに身体をおく実践を示
しているのだ。「私の内部の夜の身体を拡張すること」」。

■宇野邦一『アルトー　思考と身体』（白水社　2011.5）



mediopos-952
2017.6.24

むかし　むかし
あるところに
光が　ありました

と　おもったら　闇
と　おもったら　門
と　おもったら　音
と　おもったら　日
と　おもったら　火
と　おもったら　悲
と　おもったら　秘
と　おもったら　心
と　おもったら　恋
と　おもったら　愛

と　おもったら ･･･
やっぱり　光だった

（１７「無理」の魅力　より）
「現実をそのまま写すようなリアルな絵本よりも、現実に独自のフィルターをかけてもうひとつの世界を作り上げるグラフィカルな絵本の方
が好きだ。
　勿論「現実をそのまま写すような」と云いつつも、三次元の世界を二次元の絵本にまとめる作業は本当に「そのまま」ではありえない。
　つまり、そこには必ず何らかの「無理」があるのだが、グラフィカルな絵本の場合は、さらにもう一段階「無理」のランクが上がるという
ことだろうか。場面に独特の緊張感があるのは、そのためかもしれない。
　例えば、『りんごとちょう』『まるいまあるい』などで知られるイエラ・マリのシンプルな作品には、常に美しい緊張感が充ちている。『とおもっ
たら ･･････』（イエラ・マリ／作・栗栖カイ／訳）はこんな風に始まる。

　　むかし　むかし　あるところに　ウニが　ありました
　　と　おもったら ･･････ ヤマアラシ
　　と　おもったら ･･････ こどものあたま

「と　おもったら」で、かたちが似ているものを次々に結んでゆくのだが、普通に似ているものだけを結んでしまっては面白くならない。「と
　おもったら」のなかに、意外な飛躍を与えてゆくところがポイントだ。この「意外な飛躍」の部分が「無理」のランクアップに当たるのだ
ろう。」

「そして、エンディングはこうである。

　と　おもったら ･･････ やっぱり　ウニだった。

　目の前には最初からウニがひとつあるだけだったのだ。それならば、「と　おもったら」によって膨らんだイメージの連鎖は美しい「夢」
に過ぎないことになる。

　と　おもったら ･･････ やっぱり　ウニだった。

「夢」とは現実世界に眠っている可能性のことだろう。目の前の「ウニ」の背後に広がる可能性の恐るべき埋蔵量が、絵本のなかで次々に資
格化されていたのだ。「無理」に挑みつつ「無理」を感じさせない力が、それを支えている。」

■穂村弘『ぼくの宝物絵本』（河出文庫　2017.6）



mediopos-953
2017.6.25 今やすでに自撮りである

鏡に映すじぶんではなく
カメラで写すじぶん

自撮りをする者の
関心はじぶんだろうか
それとも他者だろうか
じぶんのなかの他者
そして見せるための他者

鏡のなかには
見せるための他者はいないが
自撮りには
見せるための他者がいる
いったい何を見せようというのか

じぶんという不可解な矛盾と謎のまえで
ときにナルキッソスとなり
ときに自虐を生きるために
自撮りへと向かうのだろうか

仮面をのぞきこむと
そこに虚無の穴があいているように
じぶんの顔は虚無をさらけだす危険地帯だ
近づけば近づくほどに
じぶんから遠ざかってしまう迷宮

アリアドネの糸はあるだろうか
自撮りレンズはメビウスの輪のように
じぶんをぐるぐるとめぐりながら
光をどこへ導こうというのだろう

（「人間の顔に近づくカメラマン」より）
「おそらく写真家にとって人間の顔ぐらい興味の深いものはないだろう。風景でも、出来事でも、写真家はすくなくとも自らその
一部分を装ってシャッターをきることができる。けれども人間の顔に近づくカメラマンというものは、およそ奇妙な存在だといえ
ないだろうか。レンズという一つ眼の箱をふりかざして、おもむろに顔に近づくのであるが、撮られる顔の主はどこを見てよいの
だろう。レンズであるか、カメラマンの眼であるか、それともあらぬ方か ･･････ などと考えるのは野暮の骨頂というものだろうか。

（中略）
　肖像画家にしてもふしぎな歴史をもっている。何時間も、何日間も、モデルにポーズをさせて、さて描きあげたものは何であっ
たろうか。ゴヤの妖気漂う貴婦人たちを見るがよい。セザンヌはとうとう婦人の顔を林檎をモデルにして描いたなぞといわれた（な
んと穿ったような俗説だろう！）。写楽はかれの「傑作」をものにするとさっさと歴史から足跡を消してしまったではないか。
　しかし写真ではかなり事情がちがってくるであろう。
　どんな写真の大家でも、何分の一かはメカニズムに物を言わせている。つまり機械の操縦者を装っている、と考えられるだろう。
しかもレンズの性能はもう極限に近いところまで発達したそうである。だから、写真の何分の一かは、このカメラという奇妙な箱
が責任を負った形になっているのではなかろうか。いや、この箱をあいだにして、人間が押しっくらをしたり、隠れんぼうをして
いるようにさえ見えてくるのである。
　ああ、なんという魅力のある遊戯だろう。
　私たちは、顔————ヴァレリー先生によれば、精妙な発信器と受信機を兼ねそなえた————この変幻きわまりないものに限
りない好奇心をいだいている。一刻もとどまっていない、この独特の「映画」の一コマを永遠に氷結させてみたい興味とでもいう
のだろうか。それは同時にわれとわが顔に対するひそかな好奇心にもつながっている。このような心理の出会いなしには興味深い
顔の写真は生まれないかもしれない。
　写真の出現と世の熱狂に悪態をついたボードレールも結局ナダールとカルジアによって苦虫をかみつぶしたような肖像写真を残
しているが、それは記念物以上のものだ。戦前のことだが、フランスの文士たちの姿を撮ったジゼール・フロイントの写真を見て、
サルトルが自分の顔もふくめて「みんな戦争から帰ってきたみたいだ」といった話を何かで読んだことがある。その被写体らしい
感慨は、その場合から切り離しても何かおもしろい。」

■『滝口修造　白と黒の断想』（幻戯書房　2011.3）



mediopos-954
2017.6.26

目覚めなさい！
といわれて
目覚めるくらいなら
目覚めない方がましだ
という天邪鬼が好きだな

教えてあげよう！
といわれて
教えられるくらいなら
教わらない方がましだ
という頑固者が好きだな

愛しなさい！
といわれて
愛するくらいなら
愛さない方がましだ
という拗ね者が好きだな

じぶんのなかにある
とってもとっても小さな種が
ゆっくりゆっくり育っていくのを
じっくりじっくり待っているんだ
というおとぼけ者が好きだな

（「目覚まし時計をおとなしくさせる機械」より）
「やあ、みなさん、おはよう。ほんとうのところを言ってほしい。君たちも、よくある目覚まし時計で乱暴に起こされる
のはいやだろう。目覚めとはもっと穏やかなものでなければならない。さあ、そこでだが、まずあのやかましいベルを
取りはずして、控えめな渇いたスポンジを取りつける。それから時計の時針（１）をナイフの刃のようによく研ぐ。君
たちが起きたい時間に合わせて張っておいた糸（２）のところまで時針が来ると、糸が切れるしかけだ。この糸には大
きな耐火レンガ（３）が」つるしてある。レンガには白い不透明なペンキをぬり、ひもをかけておくが、ひもの色はで
きれば二色がいい。糸の切れたレンガはバグパイプ（４）の上に落ち、それを押しつぶす。バグパイプからは、前の晩
に調律しておいた和音ともに空気が出る（いいですか、時計のねじを巻くのと、バグパイプに空気を入れておくのを忘
れないように）。この空気が、糊をきかせやダチョウの羽根 11 枚でつくった羽根車（５）にあたって回転させる。これ
が回転すると、君たちがあらかじめジェノヴァで買っておいた黒い滑車に糸（６）を巻きつけ、マッチ棒の並び（７）
から一本を引き抜くことになる（そう、もちろん引き抜き式のマッチなのだ）。マッチは発火して、栗の重炭酸塩の蒸気
式コンロ（８）に火をつける。すると、たちまち重炭酸塩が例の空色の炎をあげ、クックマ（コーヒー沸かし）なかに
入れた、にせの人造コーヒーの代用品のイミテーションを温める（もういっぺん言わせてほしい。クックマ。ありがとう。
あ、でも、もういちど。なにしろこの言葉がいたく好きなので。クックマ。クックマ。クック。いや、みなさん、あり
がとう）。つまり、９の番号のついたクックマのことです。」

■ブルーノ・ムナーリ『ムナーリの機械』（中山エツ子訳　河出書房新社　2009.5）



mediopos-955
2017.6.27

静謐な夜を夢想すること
どんなに徒労に思われる昼のなかでも

静謐に見ること
見られるものにみずからを化身させながら

静謐に聴くこと
内奥に流れる旋律となって

静謐に思考すること
無謀なまでの自己放擲さえともなって

静謐に待つこと
時の暴力のなかに身を置きながらも

静謐な音楽になること
神話の叡智の旋律をもって

「レヴィ＝ストロースは、人類の知的な認識と感覚的な経験について考えるときの特権的なモデルを、音楽においていた。彼は「音
楽が思考するように」思考し、「音楽が感じるように」感じることをひとつの理想とした。そして具体的には、彼にとっての思
考の本質的な主題であった「神話」こそ、「音楽」そのものであった。神話が、人間の内奥で、人間の意識が感知しえないとこ
ろで、どのように神話みずからを考えているか。この「野生の思考」のメカニズムを、神話の思考法に自らの頭脳を委ねるこ
とで解き明かそうとしたレヴィ＝ストロースにとっては、まさに音楽が、音楽という唯一無二の形式のなかで、音楽みずから
について思考するやり方こそ、神話に内在する論理そのものであると思われたのだった。」

「音楽という外在化された「対象」に個人として私が耳を傾け、その内実を印象や意味として受けとめるのではない。逆に、人
は音楽によって客体化され、他者化された私と出逢い、その私自身をひとつの体系として聴く。一方で音楽を構築している論
理は人間の頭脳へと流れ込み、音楽は人間の裡ではじめて自らを十全に生きることができる。この物神に言論を反転させ、融
合させた直観は、レヴィ＝ストロースの思想を駆動することになる、もっとも核心的なテーゼとなった。そして、作曲家でもあっ
たルソーの思想の本質から導き出されたこの特異ともいえる音楽の定義は、ほとんど同じ表現のまま、『神話論理』の第一巻の
巻頭を飾る「序曲」のなかで繰り返されることになる。

　作曲家の意図が実現するのは、神話と同じように、聞き手を通してであり、聞き手によってである。（･･･）それは要するに、
発信者のメッセージによって意味されている自分を発見するのが受信者であるということによる。音楽は私の中でみずからを
行き、私は音楽を通して私を聴いている。このとき神話と音楽作品はオーケストラの指揮者のようなものであり、その聴衆は
音を立てない演奏家である。」

「精神的境界に鳴り響く静かな音楽————それはおそらく、言語の内奥へと時を超えて歩みを進めた者に初めて聞こえてくる、
夜の音楽のことにほかならなかった。（･･･）
　蜜蜂の巣箱のなかでの労働。ヴェイユがその渦中で辛酸を舐めたあの工場労働の現場を離れ、思考の手前にある音楽にたち
かえり、近代的個人の構築物としての社会のかなたにある夜を想像すること。レヴィ＝ストロースが夢想するドン ･ キホーテ
の精神は、マドリガルの静謐な調べに乗せて、ジャンヌ・ダルクやアンチゴネーたち、すなわち無数のヴェイユの分身たちの
住まう叡智のくにを、静かに目指そうとしていた。」

■今福隆太『レヴィ＝ストロース　夜と音楽』（みすず書房　2011.7）



mediopos-956
2017.6.28

言葉は文体という乗りものに乗る

乗りものに乗ることのできない言葉もあれば
ほいほいと乗っかってきやすい言葉もある
同じ言葉も乗りものによって運ばれ方が違ってくる

文体という乗りものを作る人がいて
性能のいい乗りものを作れば便利だけれど
便利だけでいいかというとそうでもない
その乗りものでなければ表現できない形が必要だ

文体という乗りものを運転する人も大切だ
同じような乗りものでも運転しだいではずいぶん違う
せっかくつくったはずの乗りものを
あちこちぶつけて台無しにしてしまうことだってある

形だけまねようとしても
そこに思考がついていかないときもあれば
あまりにも感情が拙すぎることもある
熟練し深められたスキルが不可欠なのだ

新しい文体という乗りものを見つけるためには
いちどじぶんの乗っている乗りものから降りてみる必要もある
そして運びたい言葉たちをどうしたらきちんと運べるか
全体の設計からひとつひとつの部品までを点検してみるのだ

言葉は権力だといった哲学者がいた
言葉を使うのではなく使わされてしまうということでもある
言葉に使われてしまうときの言葉は既製品の乗りものに乗る
それに気づかずに書くということのなんと恐ろしいことだろうか

（対談　村上春樹・柴田元幸「飜訳の不思議」より）
「柴田／村上さんが『風の歌を聴け』をお書きになったときに冒頭をいったん英語で書いていたように、二葉
亭も『浮雲』第二編を書きはじめたとき、江戸的文章から逃れるためにロシア語で書いてみたそうです。自
分を縛っているものの外に出る手段としての外国語を感じさせるエピソードだと思いますが、どう思われま
すか。
村上／小説文体というのがだんだんできてくると、その文体で書かないと小説ではないという決まりみたい
なものができてしまうんです。僕がちょうど小説を書こうとした頃は、現代文学という縛りがあって、それじゃ
ないと駄目、という雰囲気がありました。僕はそれを書くつもりがなかったし、書いてもうまくいかなかっ
たので、じゃあ英語で書いてみようと思った。そうすれば楽だろう、縛りから逃げられるだろうと思ったん
です。（略）
　あの頃は大江健三郎、中上健次、村上龍というメインストリームがあり、そこから抜け出そうとするには、
たとえば筒井康隆的なサブジャンルに行くしかない。ぼくはサブジャンルに行くつもりはなかったので、そ
うなると新しい文体をこしらえるしかない。もともと僕は小説を書こうというつもりはなかったから、逆に
それができたんだろうなという気がします。（略）
柴田／村上さんは英語に通じていらしたからできたわけですけど、英語が得意でなかったら、他にやり方っ
てあったでしょうか。
村上／どうなんでしょうね。文体に対する提案といえば漱石が浮かびますが、漱石は漢文の知識と英文の知
識、江戸時代の語りみたいな話芸を頭の中で一緒にして、観念的なハイブリッドがなされていたと思うんです。
だから漱石は飜訳をする必要がなかった。鴎外は、僕はあんまり読んでいないからわからないんですけど。
柴田／鴎外には漱石の英文学の代わりにドイツ文学があって、ハイブリッドということでいうと漱石と同じ
構造です。
村上／でも鴎外の文体は決して新しくはないですよね。
柴田／『舞姫』のような文語体があったり、いわばテキストファイルのような淡々とした文章があったりい
ろいろですが、たしかに新しくはないかもしれない。
村上／文体に対する提案はないですよね。漱石の場合はそれがあった。（略）
漱石は文体に対してコンシャスだったと思うんです。だから彼を超える文体を作る人はその後現れなかった。
少しずつバージョンアップしたけれど、志賀直哉も川端康成も根底にあるのは漱石の文体なんです。戦後、
大江さんあたりから変わってくるわけだけれど ･･････。」

■『モンキー　vol.12 SUMMER/FALL 2017』（スイッチ・パブリッシング　2017.6）
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若さは褒めそやされるが
必ず速やかに失われる
若さのみを誇るとき
その喪失は欠如をしか意味しない
失われない若さの果実を得なければならない

体の力は褒めそやされるが
そのピークは速やかに失われる
体の力のみを誇るとき
その喪失は欠如をしか意味しない
失われない体の力の果実を得なければならない

智慧を育てるには長い時間がかかり
だれにも見えないので利用されることはない
智慧は褒めそやされることもないので
決して失われることなく育っていき
その果実は生と死を超えて継承されてゆく

（「前田英樹から甲野善紀へ／歩行について」より）
「スポーツ選手の頂点は、残酷なほど若い時にやってきます。酷使して、あちこち壊れかかった体を残して現役を退いた時
には、彼らは後進の指導とかいうもの以外、スポーツに対してもう何をしたらいいのかわからない。こういう人々が、資本
の流れや国家の枠組みのなかで利用され、誉めそやされ、棄てられていくのだとしたら、この時代にスポーツのリアリズム
を心から渇仰するなどとはおめでたい話ではありませんか。私が誉めそやしたい技術は、もっと別なところで、おそらくは
黙々と生きている技術です。年齢の積み重なりと強く関わり、それによってのみ少しずつ可能となってくるような技術なの
です。こういう技術は、組織的にはほとんど利用することができない。利用するには、いささか手間がかかり過ぎる。待つ
時間が長過ぎる。けれども、ほんとうに上達する技とは、そうした在り方しか実はしていないものではないでしょうか。」

「スポーツは、移動軸がバラバラになった人体を、そのまま運動の一般法則に従わせ、徹底して酷使する。酷使に耐えられ
る体力さえ作っておけば、それでよいというわけです。しかし、そんなことに耐えられる体力の限界は、どんなに合理化さ
れたトレーニングを積んだところですぐにやってくるでしょう。移動軸は、足法との緊密な連関を通してまったく新たに立
て直されなくてはならない、これが新陰流剣術の考え方です。」

「ところで、解放はなぜ必要なのでしょう。作用／反作用の原理をはずれて身を立てることは、なぜ必要なのでしょう。体
を毀損することなく、最大限活用するためでしょうか。活用して立ち会いに勝ちを得るためでしょうか。もしそれだけのこ
となら、日本の剣術は、決して上泉伊勢守が達したような普遍的なラディカリズムを見ることはなかったでしょう。作用／
反作用の原理による運動の一般法則を抜け出ることは、自分自身の身体運用についてだけ求められるのではない。そのこと
は、相手との立ち合いの関係全体について求められ、この立ち合いが生死に対して取る関係全体について極めて具体的に求
められると言えます。」

■甲野善紀・前田英樹『剣の思想』（青土社　2001.10）
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悪は外からも
内からもやってくる

悪は個のなかからも
共同体のなかからも育ってくる

悪はアトムとしても
モナドとしても生まれてくる

悪は科学としても
宗教としてももたらされる

鏡に映るじぶんの悪の顔から
目をそらしてはならない

二つの河のあいだの細い道を
均衡を保ちながら注意深く歩むことだ

「ある目的にもとづいて集まった意識的集団は共同体的だと言えます。
　私の理解では、社会というものがアトム的世界であり、共同体というものはモナド的世界ということになります。アトム同士は
相互に結びつくことはありませんが、モナドは「神」という「超越的存在」を介して交流が可能です。
　イメージしやすくするために例を挙げれば、アトム的世界がビリヤードの球が散らばった状態であるとすれば、モナド的世界は
糸に結ばれたたくさんの風船が「超越的存在」という手に握られ束ねられている状態だということです。
　現在、主流と考えられるアトム的モデルは、新自由主義や「利己的な遺伝子」という考え方に親和的と言えます。それに対して、
ローレンツが考えた「種の保存」というモデルは、全体主義の時代においては、むしろ非常に説得力があったことでしょう。
　このように、一見無関係にある自然科学の物の見方の中にも、その時代の精神や思想性が色濃く反映されるものです。
　となると、今、近代的な成果主義や競争社会がもはや限界に近づきつつあるために、アトム的世界である社会全体がもう一度、
モナド的世界である全体主義的な流れの方向に揺れてもおかしくないのではないか。
　そうなると、「種」という考え方や、「モナド」という考え方、あるいは、日本でいうと、京都学派の哲学者、田辺元の思想————

「種の論理」という著作があり、『田辺元哲学選』（全四巻、岩波文庫）に入っています————がよみがえってくるかもしれません。
　田辺は、種から個体が生まれると考えます。日本人の集合が日本民族ではなく、まず日本民族というものがあって、日本人とい
う個人が生まれると考える。
　その結果、日本版ファシズムのようなものが具体化するかもしれません。田辺の処方箋からも悪が生まれると私は考えます。
　悪の問題を考えるためには、そして人間の悪意や国家的な悪がどこからもたらされるのかを見極めるためには、このような思想
的潮流への目配りも大切だと私は考えているんです。」

■佐藤優『悪の正体』（朝日新書　2017.6）
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正しいことをいうのはやさしい
むずかしいのは
じぶんに嘘をつかないで
それがいえるかどうかだ
じぶんを勘定に入れて
それがいえるかどうかだ

べきという言葉も
じぶんに嘘をつかないと
言えそうもない言葉だ
嘘でなければ
べきは使わないで
ただじぶんがそうするだけだから

じぶんのやっていることと
正しいことやべきのあいだが
どんどん離れていってしまえばしまうほど
言葉は嘘の爆弾になってやがて自爆する以外になくなる

僧である前に
ひとは生きていく人間だから
ふつうの人と同じように生活するに越したことはない
そのように生活していることからしか
人が人を深めていくことはできないからだ

ふつうには生活しないでおいて
それを超えようとするのは嘘だ
その嘘で経を称えたところで
経が深まるはずもない

けれどもふつうの人がふつうのようにしているだけでは
じぶんのなかのほんとうに大切なものは育っていかないから
ふつうに生活しながらそれを超えようとする
それがいちばん大事な生き方なのではないか

それができないから
ひとの悪いところをあげつらって
じぶんの嘘を隠して賢くなった気になってしまう
そしてその嘘はじぶんを嘘そのものにする

（「『最後の親鸞』以降」　一九七七年八月五日から）
「これは僕の考えですけど、もしほんとうの思想がありうるとすれば、国家として共同体として組織として、あるい
は自分として自分の内面に嘘をついているということと、正しいことをいうことの間に橋が架かってなければいけ
ないと思う。親鸞の思想には、橋が架かっている。橋が架かっていない思想を、僕は信じないわけですよ。そもそ
も僕は、正義なんて信じていない。理念的に正しいことをいうのはやさしいことです。人間は、そんなのは、ちょっ
とでも知識・教養があればできるんですよ。僕はそう確信します。しかし、そんなことはたいしたことじゃないと
思います。
　自分に嘘をついていることと、正しい理念というものと、両方に橋が架かっているということが、非常に大切な
ことだと思います。それがなければ、思想はゼロに等しいというのが僕の考えです。上代から現在まで全部合わせ
てでもいいですけど、僕には、日本の思想家のなかで親鸞だけが、程度があるでしょうけれど、そうしているよう
に思えてしかたがないのです。」

「橋を架けるということの意味でづけれど、現世流の言葉でいえば、自分の主体的な思想として、少なくとも自分が
正しいことをいうばあい、「こういう言い方しかできないよ」というかたちで主体的に橋が架かっていなきゃいけな
い。つまり自分のなかで、嘘をつく自分と、正しいことをいう自分との間に、よく考えられていなければならない。
自分は、ここのところは嘘で、ここのところはいつでもごまかしやすいんだなあという問題が、主体的に突きつめ
られていなきゃならない。もうひとつは、理論的にといったらおかしいでしょうが、理念的にあるいは教養的に突
きつめられていなければならない。だから、その三つの意味あいで突きつめられていなきゃいけないと僕は思いま
すけどね。」

「なにかいいことをしようと思っているうちは、サルトルがいうところの自己欺瞞の問題を処理できていない。教義
的、信仰的な著述から推察するに、おそらく親鸞はそういうことを考えていたのではないか。ただ親鸞というのは、
そういうことについてあまりいわない人なんですね。でもそういうことをいう人なんだから、積善や修行を欺瞞と
見なしていたに相違ない。」

「僧に非ず俗にあらず」というばあいに、「僧に非ず」ということのなかには、ひとつは生き方の問題があります。（略）
　「僧に非ず」ということでふつうの人とほぼ同じような恰好をし、働いて日銭を稼ぎつつ生活していたのかもしれ
ない。教信は黒い袈裟なんか着ないしし、お経も持っていない、さらには寺も建てず、本尊も飾らない。彼はふつ
うの人と同じような家に住み、念仏を称えていた。もちろんそっくり同じとはいいませんけど、それと非常に近い
かたちで生活していたのではないか。」

■中吉本隆明『質疑応答集①宗教』（論創社　2017.7）
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自分を建築するとすれば
どんな形になるだろう

光の静かに降る場所で
風がさやかに通る路

朝には鳥も鳴くといい
夜には星も訪れる

形は決まってなくていい
色はほどよく自然のままに

宇宙に照らされ宇宙を照らし
大地に照らされ大地を照らし

大きくもなく小さくもなく
自分に合った姿を纏い

いつでも変われる自在さで
自分を問い続けながら

そんな形になるといい

「思い返すだけで気持ちが整理され、シンプルな心身になれるもの。
　風土や自然が美しく浮かびあがってくるもの。
　訪れるたびに新たな発見があり、自分の存在や成長を肯定してくれるもの。
　人の存在、人の営みはすばらしいものだと感じられる気品あるもの。
　特別なことではなく身近で等身大の生活に呼応する寛容なもの。

　高貴にして寛容な建築に出合い、自分の正直な気持ちで向き合うと、尊敬の気持ちとともに、今新しく建築をつくる仕事に携わっ
ていることを誇りに思うことができます。」

「このような建築のエッセンスを感じさせることのできるものを、どうしたら自分がつくることができるのだろう。そんな果てし
ない自問の旅が始まるのですが、その長い旅は自分の人生を豊かで充実したものにしてくれるとの実感があります。
　しかし、楽しいことばかりではありません。時には進むべき道がわからず、迷い苦しむこともあります。さまざまな情報の渦
に足をすくわれることもあります。
　そんなときに道標として現れて、自分の進むべき道を教えてくれるのもまた、それらの高貴にして寛容な建築であるのです。

　〝自分のコントロールがおよばない難しいことは考えずに、自分のやれることを良心に照らし合わせて一歩一歩、進みなさい。
人生や建築にとって重要で大切なことはそんなに種類があるわけではないのだから〟と。」

■堀部安嗣『建築を気持ちで考える』（TOTO 出版　2017.1）
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世界がひとつだけしかないなら
その外側にはなにもない

けれども世界どうしが
じぶんをじぶんだけだと思いこんでいて
互いに知ることなく存在している
そんなことだってあるかもしれない

ひとはじぶん一人だけしかいない
そんなことはだれも思っていないだろうけれど
ひとよりもじぶんを特別だと思いたいものだから
比べて誇ったり争ったりはなくならない

真理がひとつだけしかないなら
ほんとうの神さまが一人だけなのだとしたら
それ以外はぜんぶ間違っていたり
贋物になってしまったりもする

ひとつだけだとしても
たくさんあるとしても
世界があるということは
そしてじぶんがいるということは
本物でも贋物でも
かぎりなく不思議なことではないか

その不思議のなかに包まれて
ぼくたちはこうして生きている生かされている
なんという奇跡的な世界なのだろう

「十九世紀から二十世紀にかけてのどこかの時点で、少なくとも知識人の間で、単一世界論と自己中心性と名づけられること
ができるような、世界と人間に対する知的構えが支配的になっていった。世界は一つであり、その外側には何物も存在しないか、
少なくともそれを考慮する必要はない。世界とは何か、人間とは何か、世界の意味、人間が生きる意味とは何なのかを考える
場合、自己の、つまり現在を生きる人間の視点から考察すればよく、それだけで十分である。これらは今も、思考する際の一
種の条件のようになっているので、意識に上ることはあまりないが、次のような疑問がすぐ浮かぶ。「世界は一つ」というのなら、
その外側はどうなっているのか。「一」は「多」の対概念なのだから、「一」のみの「一」という観念は意味を持たない野では内化。
通常「人間」という言葉は、ホモ属という動物の中のホモ ･ サピエンスという種を意味する。それは広大な宇宙の中の小さな
点にすぎない地球上で誕生した生命の一つであり、「生命」という大きなカテゴリーの中の一つである。われわれの知的な視
野が地表面で生存するホモ・サピエンスに限定されるなら、世界や知性や人間にかかわる普遍的な理論を導くことはできない
のではないか。」

「十八世紀に最終的な階梯を上った啓蒙の盛期は、天空にかつてない数の無数の精神が存在し、それらが人間の知性と「理性」
において結ばれているというヴィジュアル・イメージへの信頼の頂点でもあった。またそれは、決定論的世界を隈なく見通す
知性の観念と、原理的な点でそれに比すべくもなく無力な人間知性による確実性の達成不可能性という、先取りされた知的断
念が共存する世界でもあった。それ以降の啓蒙の運命がこの「理性」という、古代と近代をむすぶあいまいな観念の変容に象
徴されているとするなら、十八世紀におけるその両生類的なあり方は、この運命もまた、不可逆的時間の中での一つの偶然的
な道行の結果にすぎないことを証していると考えることもできよう。」

「世界の複数性は、一見したほど異様な観念ではない。（･･･）日常世界と平行し、これに対応した充実度を持つ不可知の領域
が存在するとする、総体としての世界の表現の仕方」という、世界に関する複数性論の広くとられた定義を、認識主体として
の個人の経験可能領域に適用すれば、複数性論が「自分が今まで知らない、今後も決して知ることができない客観的世界や、
他人の内面が存在する」という、日常世界の経験の枠組みに適合的な思考だということがわかる。
　二十世紀の第四四半期以降から現代までは、今後複数性論の復活期と見なされるようになるかもしれない。」

「「知る」だけでなく、欲望し、集団で行動することにもかかわる人間の知性の歴史は、「知識」の単線的な発展ではない。外
界と自己についての認知能力の発展という限定された視点からとらえる時、その道筋は迷路のように紆余曲折し、時として後
退していく。複数世界論の衰退に決定的な根拠があったのではないのと同様、宇宙空間と自然に関する知識の増大が、地球と
いう一惑星上で展開したエコ・システム内のたんなる一つの種にすぎない人間のあり方を確証していく反面で、人間をあたか
も環界から自律した小宇宙の中の創造主のように描き出す単一性論は、現代のさまざまな政治的、社会的、経済的制度の建設
を導く、大きな役割を果たしてきた。単一性論が促進してきた「近代」の仕組みが自身の成功のために今限界に突き当たって
いることが、あるいは前世紀からの複数性論の復活の密かな動機となっているのかもしれない。そうであれば、歴史的、世界
的に見て決して少数意見だったとはいえない複数性論は、世界の総体的な表現のあり方として検討される価値を持っていると
言えるだろう。」

■長尾伸一『複数世界の思想史』（名古屋大学出版会　2015.1）
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私には私に見えるものだけしか
見ることができません
私には見えないものを
だれかが見ているのでしょうか

私には私の後ろが見えません
後ろを見るためには
私の外に出なければならないからです

私の後ろを
私の外から見ているのはだれでしょう
私の後ろを
私が見るにはどうしたらよいのでしょう

鏡を見る私には
私の顔しか見えません
鏡を見る私を
私が見るにはどうしたらよいのでしょう

私には私という地平線を
越えることはできないのでしょうか
私には私という鏡を
超えることはできないのでしょうか

（第 III 部　長新太の「ちへいせん」の展開　３「ブタヤマさんたらブタヤマさん」より）
「見たことのないような絵本、というのは確かに長新太の絵本にはたくさんあるのだが、中でも、この絵本の「見たことのなさ」
は特異である。（略）
　「ブタヤマさんは　チョウを　とるのに　むちゅうです
　　うしろから　なにがきても　わかりません」
　という書き出しで始まるこの絵本は、まさに白い網を持ってチョウを追いかけるブタヤマさんの絵から始まっている。一見する
とわかりやすいはじまり方である。ブタヤマさんはこの絵本でもとても小さく描かれている。そんまブタヤマさんの「後ろ」にい
ろんなものがやってくる。「忍びよってくる」とでもいえばいいか。（略）でも、ブタヤマさんは我関せずで、ひたすらチョウを追
いかけている。ブタヤマさんは、それら大きなものたちにまるで食べられそうな感じなのだが、そういうふうにはならない。「セリフ」
はないけれど「やつら」は「後ろ」からついて回り、何かしらの「呼びかけ」をしているかのような感じに描かれている。だから
なのか、毎ページに、
　「ブタヤマさんたら　ブタヤマさん　うしろをみてよ　ブタヤマさん」
というナレーションが入る。」

「鶴見俊輔さんは（･･･）この絵本の主題を「自己中心的状況」という「哲学用語」で説明されていた。「前」だけを見ていると「後
ろ」が見えないという理解である。「視野には死角がある」という理解である。確かにそういうことが読み取れる絵本になっている。
これも絵本の一つの見方である。そういう風に見てみると、ブタヤマさんは無邪気というか、情け無いというか、愚かである。少
なくとも愚かであるかのように見える。」

「ところで、そんなふうにブタヤマさんが「無邪気」に「情け無く」「愚か」に見えるのは、実は私たち（絵本の読み手）がブタヤ
マさんの後ろにいるものが見えているからである。不思議なことに、私たちにはブタヤマさんの「後ろ」にいるものが見えている
のである。ブタヤマさんには見えないものが、私たちには見えている。だから、ブタヤマさんが「愚か」に見える。でも、なぜな
のか。なぜブタヤマさんに見えないものが、私たちには見えているのか。私たちが「絵本の読み手」であり、「絵本の観客」だか
らなのか。
　こ『ブタヤマさんたらブタヤマさん』という絵本の、本当に面白いところ、不気味なところは、ブタヤマさんが「後ろ」にいる
ものに「気づかない」ところだけではなくて、ブタヤマさんの気がつかない「後ろ」のものに、私たち（絵本の読み手）が「気が
ついている」ことを描いている絵本だというところにある。」

「この絵本の読者は（･･･）ブタヤマさんがチョウを追いかけるのを見ながら、ブタヤマさんの背後に現れるのに、なぜ気がつかな
いのだろうと思ってしまう。しかし、ブタヤマさんの「前」に現れるモノと、「後ろ」に現れるモノは、まるで「判じ絵」のよう
な関係になっていて、どちらかを見たら、もう一方は見えないようになっているのだ。見る位置を変えない限り見えてこない。そ
れはふり向くから見えるという性質ものではなくて、そこに「絵」の現れを見ようとするその「見立て」への意志や努力の中で見
えてくるものである。そこにあるのは「美＝芸術」を見る位置である。
　こんなふうに見てゆくと、この絵本における「後ろ」とは何かという問いが、改めて興味深い問いとして見えてくることに気が
つく。」

「マグリットに「鏡に映った自分の後ろ姿を見ている男」を描いた絵「不許複製」（一九三七年）がある。不思議な絵である。ここ
でのマグリットの問題意識と長新太の問題意識はよく似ている。マグリットの絵には、鏡に向かう男がいるのだが、そんな鏡には、
自分の後ろは映らない、映るのは、鏡を見ている自分の正面の姿であるはすだから。なのに、この絵には、その男の「前」ではな
く「後ろ」が描かれている。だから、ここでも「後ろ」とは何かという問いを立てないといけなくなる。ここに描かれている「後ろ」
とは、その男が振り返って見えるような「後ろ」ではないからだ。ある意味では、「前」を向いていても見えるような「後ろ」が、
そこに描かれているのだ。当たり前のことであるが、それは「絵」としてのみ現れる「後ろ」である。」

■村瀬学『長新太の絵本の不思議な世界／哲学する絵本』（晃洋書房　2010.4）
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新たな思想を
生み出すためには
新たな言葉が必要となる

新たな言葉は
変化の坩堝から
とりだされ
厳しく鍛え上げられる

そして
その器には
新たな思想が盛られる

世界が変化するとき
言葉もまた変化するだろう

生と死を超える思想のためには
生と死を超える言葉が必要となる

我と汝を超える思想のためには
我と汝を超える言葉が必要となる

有と無を超える思想のためには
有と無を超える言葉が必要となる

新たな世界を容れることのできる
新たな言葉は生み出されるだろうか

「漱石と西田が必要とした「新しい革袋」、それは余計な装飾やニュアンスをできるだけ排除したニュートラルな新言語である。その意
味で大きな意味をもったのが、彼らの勉学と平行して進行していた日本語の近代化である。具体的にはいわゆる言文一致の運動である。
　ただし、この「言文一致」という標語は事態を正確には伝えていないことを知っておく必要がある。これは、よく誤解されているよ
うに、たんに「文」＝書き言葉を「言」＝話し言葉に一致させることではないからである。実際にそのような試みもないではなかった。
また大雑把に見れば、「文」が「言」の方向に歩み寄ったことも確かである。
　しかし、実際に起こったことは、たんなる話し言葉への接近というより、むしろ話し言葉に近い「新しい書き言葉」の創出というべ
きである。たとえば、今日われわれが普通に使っている言葉の末尾「である」は、「です」「ます」と並んで、このときの産物であるが、

「である」を日常の話し言葉として使う人は今日でもいない。それは新しい「書き言葉」として定着した言葉だからである。（略）
　われわれ今日の読者が、たとえば『こころ』を読んでも、言語的にはほとんど違和感がない。しかし、そのことを以て、漱石も現代
語を書くことができたと考えるのは倒錯である。なぜなら、漱石たちこそが、そのような「新しい日本語」を創り出した当人なのだか
ら。漱石や西田がそれぞれの分野で独創的な思想を発展させることができたのは、彼らが同時に新しい言語の開発者でもあったからで
ある。柄谷行人の言葉を借りていうなら、まさにこの新しい言語「制度」が彼らの「内面」と「内省」を可能にしたといってもいい。
　明治維新のころに生を受け享け、多感な成長期を迎えたとき、彼らの周囲は政治、経済、社会、文化のどれを取ってもドラスティッ
クな変動の時期であった。そしてその変動の大波は当然のようにして、言語というわれわれの思考のインフラともなるべき分野にも及
んだ。漱石や西田の場合には、江戸時代から引き継いだ漢籍の教養や日常語に、それとはまったく異質な外国語の猛烈な習得が加わっ
た。今日のように飜訳が出回っている時代ではないから、自ら原書と格闘しなければならない、その勢いで政府高官や知識人の一部か
らは公用語を英語に置き換える案さえ出された時代である。言文一致の運動はそういう混乱の中から生まれてきた。そして彼らはその
ドラスティックな言語変革の現場に当事者の一人として立ち会っていたのである。（略）
　これは別の観点からいうと、日本が近代国家の仲間入りをするために必要としたあらゆる分野でのネーション化のプロセスと重なっ
ている。つまり、新言語の創出とは、ほかならぬ「国語（ナショナル・ランゲイジ）」の創出でもあったのである。もっとも多感な青
少年期にこのプロセスに居合わせた彼らにとっては、この国家レベルでの大変動そのものが彼らにとっての「明治」だった。彼らにとっ
て従来のエスタブリッシュメントはあまりにも古く、西洋のそれはいまだよそよそしかった。むしろ、さまざまなものが坩堝の中にあっ
て、まだ見ぬ何ものかを生み出そうとする、そのダイナミズムこそがすべてだった。」

■小林敏明『夏目漱石と西田幾多郎』（岩波新書　2017.6）
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見るものはみずからをも見る
見るものも見ることで変わる
聞くものはみずからをも聞く
聞くものも聞くことで変わる

学ぶものはみずからをも学ぶ
学ぶものも学ぶことで変わる
教えるものはみずからも教える
教えるものも教えることで変わる

往くものはみずからをも往かせる
往くものも往くことで変わる
還るものはみずからをも帰還させる
還るものも還ることで変わる

時はみずからをも刻む
時も刻むことで変わる
永遠はみずからをも深める
永遠も深められることで変わる

世界はみずからをつくる
世界もつくることで変わる
我はみずからをつくる
我もつくることで変わる

（「監訳者あとがき」より）
「従来学問は「対象」を鳥瞰して（＝神ないしアプリオリなるものの視点から）眺めるか、あるいは外部から特権的に（対象そ
のものに付随する諸条件から独立して）観察する位置を用意していた。その際、この循環を問うことはタブーとされる。ある
いは循環は、それ以上問うことのできない前提として用いられる。たとえば、「神を視る神」の眼は、神秘化される。「無知の知」は、
知の前提とされる。「自己の存在を疑う自己」の存在は、疑うことができない。「現状の転覆を訴えて現状においてなされる宣言」
は、転覆すべき現状のものとはならない。どれもが、自己言及的な循環への問いを回避している。そして、それを問うことの
代わりに、ある定点を措定し、そこに止まり、そこに定位して記述を行ってきた。「超越」も「主観」も、その記述を可能にす
る有用な定点として働いた。こうした固定化は、時間の経過の中で、対象とともにその記述が変化していくという事態を見え
なくする。それに対しルーマンは、自己言及そのものから入っていく。」

「進化を扱う第１章では、進化理論は、全体社会システムの自己反省に寄与するものとされる。それは、社会が進化理論において、
自己自身を他の諸可能性との差異に措くことによる。社会は、その差異の中で、自らの決定をなし、また決定の厳密さを獲得
していく。すなわち、社会の理論は、自己言及を通じ、自らを反省の対象とし、さらなる進化を導くのである。同時に、進化
の成果が差異として社会の自己反省に取り入れられるのであれば、それを取り入れた社会そのものが進化の成果である。進化
をもたらす理論は、自らにおいて進化する。」

■ニクラス・ルーマン『理念の進化』（土方透　監訳／新泉社　2017.4）
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一枚の写真がある
その写真からは
さまざまな言葉が訪れもする
けれどもそれらの言葉は
写真そのものは表現できない

言葉では伝えられないから
写真を撮るのか
写真では伝えられないから
言葉を使うのか

言葉にできない
言葉は無力である
そういいながら
言葉は
絵画を語り
映画を語り
音楽を語り
演劇を語り
あらゆるものを
語ろうとし続け
しかも
語ることを求められもする

知が無知の知ゆえに知たり得るように
言葉は語り得ぬがゆえに言葉たり得るのだから

「写真と言葉、この二つの単語を強く意識させた写真家は中平卓馬だった。個人的なことを書くと、私が写真に関心を寄せ
るきっかけは、中平卓馬だった。写真行為から「思想のための挑発的資料」を導こうとした人物がいた、ということに関
心を持ったのである。だが、中平が試みたことは、（･･･）多木浩二の言葉を借りれば「幼稚」だった・というより、写真
には思想の言語が入り込む余地がなかった。つまり、写真と言葉は相いれない関係にあるといえる。そこに写真の強さが
ある。その強さとは、中平が『なぜ、植物図鑑か』で発見した「事物」という存在である。事物は言葉を持たない。ただ
圧倒的な存在でたたずんでいる。そして、写真もまた圧倒的な事物であり、言葉を跳ね返す強さを持っている。
　だが、中平だけでなく、写真家は言葉を求めている。
　森永純は写真を「ことばへ近づける」ために撮り続け、原芳市は「言葉がないと撮れない」と言う。この二人の発想と
古屋誠一が言う「言葉を写真にできなければダメだ」は、同一線上に位置している。これは中平が求めた言葉とは異なる

「言葉」である。森永と原は撮る動機として言葉を求めたが、中平は写真行為から思想的言語を生み出そうとした。つまり、
彼らは逆の立場に位置している。
　こうした写真家たちのなかでも荒木経惟は強靱な力を持った写真家に見える。その仕事量の多さもさることながら、さ
まざまなスタイルの写真を撮り、異なる内容の写真集を作り続けるさまを見ると、写真は体力勝負の産物のようにも思え
てくる。ここで取り上げた写真家の多くは寡作なほうだと思うが、数で競うとなると荒木に圧倒的な軍配が上がるだろう。
無論、数で比較しても意味はない。では、荒木に言葉がないかというと、決してそういうことはない。むしろ荒木ほど饒
舌に言葉を繰り出す写真家も珍しい。だが、彼の言葉はほかの四人の写真家とはまったく違った独自の言葉である。照れ
隠しでちゃかしたりもするが、彼の言葉にはいろいろ気付かされることがある。
　荒木の場合、妻・陽子の存在が大きい。陽子の言葉があったから、怪物的に仕事をこなし続ける荒木経惟という写真家を、
生身の存在として見ることができるのかもしれない。荒木にとって妻・陽子は、現実と虚構をつなぐ紐帯の役割を果たし
ていた。そして、妻が亡くなったことで、荒木は一人現実のなかでもがくようになったのではないかと想像する。
　無論、写真家の言葉だけが独特なわけではない。文学や哲学といった言葉だけで世界を成り立たせる人の表現は別にして、
画家や音楽家のなかにも独特の言葉を持つ人は少なくない。例えばフィンセント・ファン・ゴッホが残した手紙を読むと、
自分の絵画に対する考えが述べられていて、それ自体が批評になっている。作曲家の武満徹の文章を読むと音楽のことは
もちろん、映画にも造詣が深く、文体には文学的な趣きも感じる。作品を作るだけでなく、言葉にすることで自分の作品
と距離感を保ち、次の作品を制作するための布石ともなりうる。これはモノを作る人間に限らず、言葉を使う人間全般に
言えることである。」

■髙橋義隆『言葉の果ての写真家たち　一九六〇ｰｰ九〇年代の写真表現』
  （青弓舎　2017.3）
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何のために
がないことを
人は想像できなく
なっているのかもしれない

遊びは
何かのために
するのではなく
戯れることそのものが楽しいのだ
という単純なことさえ
わからなくなってしまったのだ

愛するということさえ
何かのために
するようになってしまった
だから
愛するためには
そのひとではなく
そのひとの属性が大事になった
そしてそのときひとは
いちばん大切な自由を失った

ただ蜻蛉がとんでいるのをうれしがったり
蝶が舞うのに心躍らせたりする
そんなことさえもまれなことになってしまった
だから
街でよくみかける鳥たちのことさえ
ほとんどわからなくなってしまっている

何かをするには理由がいるのだ
比較して優劣がつくことでなければ
何かをしようとはしなくなった
スポーツにお金の話がつきまとうのは
遊びを優劣と競争にしてしまったことの象徴でも
ある

でも人はほんとうは
いちばん大切なことは
何のためにでもなく
ただそうしたいからしている
ただおのずからそうなるからしている
そのごくあたりまえのことが
失われつづけて久しい

「これまでの遊びの起源の考察は、狩猟採集で暮らしている人々が、狩猟の際にうまく槍や石を命中させた、待ち伏せが成功した、
罠がうまくいった、獲物を巧みに仕留めたなどの緊張感、高揚感、達成感などが〝遊び〟に通じる感情として考えられてきたの
ではなかろうか。狩りが人間社会の遊びと直結する、とみなされてきたようである。
　狩猟やそれに伴う感情は自然に対する競争関係のなかで生じたもので、人間社会の内部にある〝遊び〟に通じるものではない
であろう。これが混同されて、あたかも太古から人間は対立や競争関係にある〝遊び〟と誤解した。遊びの起源を考察したホイ
ジンガや他の研究者達、むろんレヴィ＝ストロースも含めて、遊びをすべて対立、競争関係にある〝競う遊び〟を前提にしてきた。
現在も「最も遊びらしい状況が生じるのは、勝利の確率が競争者全部にとって平等であるときである」（マイケル・J・エリス『人
間はなぜ遊ぶか』）のように、競争が遊びの必要な条件としている。
　繰り返すが人類の遊びの大半は〝競わない遊び〟であった。原始共同体の時代から「遊びとしかいい表せない行為」は〝競わ
ない遊び〟であった。」

「我々が〝遊び〟という場合は、なんらかの競い合い、争い、優劣をつけたり勝ち負けを決め、誰が優勝するかに関心を持つ。
知らず知らずのうちに〝遊び〟は勝敗の決まるものという先入観を抱くようになっていた。
　ところが、もと狩猟採集民のブッシュマンは、定住した今でも森で獲った獲物は集落全体で平等に分け合う習慣を保持してい
る。この生きざまは〝遊び〟にも表れているのだろう。人間どうしが争うのではなく、我々がみると無駄で「目的のない遊び」
を楽しんでいる。ただ時を過ごすだけのようにみえる「棒投げ」も彼らにふさわしい遊びであった。（略）
　遊びの起源を考える場合に、先入観なしに遊びをみる必要があり、そうすればより広い視野で遊びが観察されるであろう。
　目的のない、競わない遊びはブッシュマンの子どもたちだけではなかった。アフリカ中央部のカメルーン共和国東部の小さな
村でもみることができる。ここもかつての狩猟採集民であったピグミー系のバカ族の集落である。（略）
　競争的なルールはないという。競わない、勝ち負けのない遊びである。
　競争しない遊びの例は多数挙げられているが、子供達はパパイヤの実を転がして棒で突いて遊んでいる。うまく突けると皆で
騒いで跳びはねる。誰がうまく当てるかの比較や当てた回数は数えないという。子供達は猿や鳥の真似をしてふざけ合ったり、
蛇の死骸をぶら下げてねり歩いたり、棒か槍をかついて集団で歩き廻るなど、そのこと自体を楽しんでいる。」

「人と人とが競わない〝遊び〟の実例は他にもある。おそらく〝遊び〟の最も根源的な姿は、目的もなくただ無為に身体を動か
すというのだったのであろう。」

「本来、遊びは人間どうしの競争関係になかった。それがいつの時代からか人間どうしの競争になり、「自然ぬきの競争的遊びと
いうものが成立した」。それが永く続いたために、かつての自然に対して競争した記憶は薄れ、人と人との競争が当然視される
ようになったのだろう。」

■増川宏一『遊戯の起源／遊びと遊戯具はどのようにして生まれたか』
 （平凡社　2017.3）



mediopos-967
2017.7.9

声には倍音が含まれている

無邪気な倍音もあれば
引き裂かれた倍音もあり
どこまでも透明な倍音や
深い霧を宿した倍音もある

時代は歌声に
さまざまな倍音として
映り込んでいる

売るための歌声には
殺菌された倍音しか響かない
時代がそんな歌声を
大量に流すようになって久しい

深い感情は
深みで沈潜しながら
無邪気さとは程遠い
荒々しいけれども
きわめて細心な倍音を響かせる

ただのラヴ・ソングのなかにも
孤独と哀愁が寄り添いながら
どこか永遠の倍音が響いている

そんな声がほしいと思う
沈黙さえもゆるがせる叫びへと向かう
そんな声がほしいと思う

「一九五〇年代のフランス領アルジェリア・フランスというよりスペイン対岸に近い、地中海にメンしたその中心都市アルジェから内陸へ向け
て南西に五〇キロほど行くと、ブリダという街がある。この街に、一九三〇年代に創立された大きな精神病院がある。当時ブリダ＝ジョアンヴィ
ル精神病院と呼ばれたこの病院は、主に慢性疾患を中心に収容する広大なサナトリウムに近かったようだ。
　一九五三年十一月、ここにカリブ海のフランス領マルティニック島出身でフランスで教育を受けた一人の黒人青年が医師として赴任する。
二十八歳のこの青年の名はフランツ・ファノンといった。そして、ちょうど一年後の五十四年十一月、民族解放戦線（FLN) の名の下に全土
でフランスの植民地支配に対する武装蜂起が開始される。黒人医師ファノンは、おそらく事態が決定的な対決へと進んだ一九五六年のある日、
一人のフランス人の友へ手紙を書いている。（略）
————そして、医師ファノンは吐き出すようにこう書き記している。

　ぼくは荒々しい声が欲しい。美しい声はいらぬ、澄んだ声はいらぬ、声域の広い声もいらぬ。ぼくは端から端まで裂けた声が欲しい。」
「この言葉を私は一つの音楽論として読んできた。二〇世紀を貫く、音楽をめぐる思想の核心を語るものとして読み続けてきたのである。一人
の人間が声を出し、歌を歌うこと。その力、その理由がひび割れている。深い亀裂が走っている。だから強い力を持った音楽が生まれにくい。
だが、people が nation に吸収されてしまうずっと以前に、この亀裂を肯定しよう。肯定というより、そうした分裂と引き裂きそのものが力
の源泉であるような声、そんな別の力を持った歌を歌うことはできないだろうか。
　こうして二〇世紀音楽のさまざまな領域を通じて、私はそんな歌を求めてさまようことになった。」

「こんなことを考えるのは私だけかもしれないが、キップ・ハンラハンによる「ディープ・ルンバ」というプロジェクトは、ファノンの手紙へ
の遠くからやって来た返信の一つのように聞こえる聴こえる。
　シオマラ・ラウガーの歌う「ベサメ・ムーチョ」。キューバのこの古い名曲を歌うシオマラの声は、呟き、洩れ、震え、うろたえ、さまよい
歩き、泣き、見つめ、そして歓びと悲しみが背中合わせになった叫びの中で、路上へ消えていく。荒々しく、かつ細心。濁っていながら瑞々
しい。私はこの「裂けた声」の中に、キューバ革命以降の四〇年間この島に生き、あるいはマイアミに、ニューヨークに渡っていった無数の人々
の声を聴く。」

「こうした時間にどっぷりと浸されたことが、キップ・ハンラハンの音楽に深くダークな沈潜と洗練を与えたのは間違いないと思う。
　例えば、一九九〇年に発表された『テンダーネス』には、そんな濃密な時間が緊密に織り込まれている。一曲残らずラヴ・ソングそのもの
だが、ラヴ・ソングがラヴ・ソングのままで一組の男と女の愛を突き抜けて、その向こうに何かどうすることもできない喪失感と哀しみを漂
わせているのである。「孤独の慰めとしての霧」と人知れず記したのは、ファシストの台頭する一九三〇年代のベルリンに生きたベンヤミンで
ある。そんな濃い霧としての音楽がここに聞こえる。
　一九七〇年代以降のジャズが喪ったのは、まさにこういう「霧」ではなかったか。たった一人の声が一人の声のままで、その中に膨大な数
の人間たちの愛と哀しみ、歓びと叫びを含んでいること。これが二〇世紀のジャズに他の何ものにも代えがたい「霧」を醸し出す。」

■平井玄『引き裂かれた声／もうひとつの 20 世紀音楽史』（毎日新聞社　2001.6）
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大地を生き
人は住まい
大地は動き
人は移ろう

大地から
集落をつくりだし
そこから新たに
建築という形を構築する

ユーラシア
インド
アラビア
アフリカ

プレートの境で
文明は生まれ
そして自然は
創造と破壊を繰り返す
生と死の繰り返しのように

「旅のきっかけは友人の防災研究者の講演中の一言だった。そこで彼はインドネシア北端のバンダ・アチェを巨大津波が襲い、
インド洋に面した各地に甚大な被害をもたらした二〇〇四年のスマトラ沖地震について述べていた。彼は日本とアジアとは、プ
レートテクトニクス運動の境界を通じてつながっている、だから日本の自然災害の問題はアジアの問題でもあるのだ、と言った。
その言葉が真実であったことを二〇一一年の東日本大震災の発生直後に思いかえしたのだった。
　当時の東北の被災地を訪れた時、建築教育を生業とするわたしを最も狼狽させたのは、海中に沈んだ宅地であった。現代日本
での建築は、大地に固定されて成立している。しかしその大地自体がなくなってしまっていた。お手上げだと思ったそのとき、
養殖用の一艘の小船が小気味の良いエンジンの音を上げながら、穏やかさを取り戻していた内海を横切っていった。
　船は生きていた。そうか、大地はそもそも動く、相対的なものなのだ。先の防災研究者の言葉がさらに切実に感じられた。他
の場所を見るべきことを強く感じた。
　仕事場のある東京へ戻って、プレート境界が掲載された世界地図を広げながら、その行く先や関係を改めて眺めてみた。なか
でもユーラシアプレートは日本の南北軸をつらぬき、国土の地形、知悉成立の与件となっていた。のみならずこのプレートは、
沖縄、台湾、フィリピン、そしてインドネシアと続き、その後ミャンマーの奥地で西へ曲がって、インドプレート、アラビアプレー
ト、そしてアフリカプレートと接触し、ジブラルタル海峡を越えていた。そしてさらに興味深かったのは、ユーラシアプレート
の境界が古代文明圏の成立に関わっていそうなことだった。ミャンマー北部で急転回する境界は、黄河・長江の源流をかすめて
いた。インダス文明もメソポタミア文明も、そしてギリシア文明もそのすべてがプレート境界に位置していた。「日本とアジア」
どころではなかった。
　プレート境界は大きく二つの性格をそれら地域にもたらしたようだ。ひとつはプレート運動の類型やその地域固有の条件が重
なって、何億年ものタイムスパンによって生み出されてきた各地の特色ある大地の姿である。そこでは多様な生活文化、そして
文明が育まれた。そしてもうひとつはプレート境界において短期的、周期的に発生する自然災害である。これはわたしたちの生
活を一瞬にして崩壊させる破壊的な側面をもつ。プレート運動は、まさに創造と破壊の両面をかね備えていた。この両方に直面
している各地域において、人間がどのような住まい、ひいてはどのような文明・文化を紡いできたのかを大きくつかみたいと思っ
た。」

「人間の建設には、大地に密接な関係を持つ段階と、そこから自立していく段階がある。例えば第一次、第二次、第三次と産業
が推移するにつれ、生産は自然の時間やサイクルを離れ、社会的な時間をもちはじめる。稲を育てることがいまだに一次的なの
は、稲が季節と連動した生育期間と十分な光量と水とを必要とするからである。反対に、第三次を象徴する資本市場の株売買が
瞬時にして行われるのは、社会が商品をそのように抽象化してきたからである。
　自然から人間的時空間へ。建造物にも同じことが言える。
　大地の素材を水平、垂直に移動し、人の住む空間を作り上げたのが集落だとすれば、それはいまだに大地の性質からの制限を
強く被っていた。文明の誕生とはそのような段階から離れることである。人間社会を中心として働く、抽象の段階を上がり、そ
れを《現実》として再構築することである。そこに象徴的機能を駆使した建築が現れたのである。その意味で集落と建築は異な
るのである。」

■中谷礼仁『動く大地、住まいのかたち／プレート境界を旅する』
  （岩波書店　2017.3）
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想像力は
今この現実から立ちあがる
普遍への種はこの地に植えられる

受動は能動とつながる
模倣は創造とつながる
依存は自律とつながる

世界から離れず
世界に閉じず
感覚知覚から離れず
感覚知覚に閉じず

イデアは今ここから
立ちあがらねばならない
普遍はこの経験から芽吹き育ち
枝を葉を伸ばし
天と地を結ばねばならない

「ファンタシアーの歴史的記述における支配的パターンは、古代における＜受動的・模倣的・依存的＞はたらきから近代以降の＜能動的・創造的・
自律的＞能力へ、というものだった。この枠組みのなかで見るなら、プラトンの、そしてストア派の規定に見られる感覚知覚への密着に比べて、
アリストテレスのファンタシアー概念は、感覚知覚される眼前の現実から一つの距離を置くものだと言える。そのかぎりでは、いわば「能動的・
創造的・自律的」なものへの歩みを促進したと言えるかもしれない。
　しかしアリストテレスへの遡源による以上の考察が告げるのは、むしろ次のようなことだろう。−−−−ファンタシアーは、アリストテレス的
な理解では、感覚知覚から独立に現実とは異なる状況を描き出すような（能動的・創造的・自律的な）はたらきではない。それは、知覚経験
という世界の理解のあり方の一つの局面を表すものである。世界内のある一つの実在は、他の−−- 現在の、そして過去と未来の --- 同様の実在
に関係づけられるという、普遍化可能性を孕みながら現れるのだ。それは、動物と共通するような原初的な感覚知覚においてさえ、そうであっ
た。ファンタシアーは、感覚知覚活動に含まれていたそのような現れをそれとして把握し、その普遍化可能性を顕在化するはたらきである。」

「想像力の概念の出発点となった思考は、想像も、さらには幻想さえも、われわれの経験に埋め込まれている普遍的なものを顕在化することで
あるという見方を示唆する。われわれは、想像し幻想することを、むしろ実在の経験の内実−−- そこに見てとっている＜普遍的なもの＞−−- を
あらためて見つめ直す力として捉え直すことができるだろう。現実をどのように捉えているのか−−- この点にこそ想像力の可能性はかかって
いるのである。」

■中畑正志『魂の変容／心的基礎概念の歴史的構成』（岩波書店　2011.6）
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心があっても
心のない人がいて
心がないのに
どこか心のある虫がいる

死んだらゴミになって捨てられるほうが
たぶんずっと気が楽なのに
人は死んだ人のカラダを生きているようにして
宙ぶらりんな扱い方をしなくちゃならなくなる

「あちら」にいったらもういいのだ
「こちら」にいた人のカラダには
もうあの人はいないのだ
でも「こちら」にいた人のほんとうは

「あちら」で姿をかえてちゃんとある
だから「こちら」のカラダはもういいのだ

「あちら」があったって
だれも損なんかしないのに

「あちら」を頑なに否定する人は
どこか頑ななまでの寂しさで
深く傷ついた人なのかもしれない

「あちら」のない人はとても傷つきやすい人なのだ
だからカラダをなくした人がいたりすると
困ってしまってどうしていいかわからないのだ

「あちら」があるということは
「こちら」があるということだから
「あちら」がないという人には
「こちら」もないんだと思う
「こちら」がないから
ほんとうは亡霊のように生きている
その悲しさに耐えて生きるのは悲しかろ

「あちら」のじぶんは
もう「こちら」のじぶんとは
ちがうかもしれないけれど
それは「あちら」と「こちら」を
往復するうちに
それなりに変わってゆくからだ

変わってゆくことと
変わらないことを
ちゃんとわかっていれば

「あちら」と「こちら」のあいだを
なんどでも往復しては
生きることにほんとうに驚いたり
死んでいくことを寂しく思ったりしながら
そんななかで嘘を生きなくてもすむのだと思う
虫も人も愛でながら

（メレ山メレ子「解説————「こちら」と「あちら」の幸福な往来」より）
「秋山あゆ子さんにはじめてお目にかかったのは、（･･･）「虫愛ずる一日」という催しで、壁には秋山さんお『こんちゅ
う稼業』（青林工藝社）の原画が数点展示されていた。秋山さんの絵を拝見するのはそれが初めてだったが、目が離
せなかった。
　ぶどうの蔓を人のようにぼんぼりを灯しながら渡るアリたちの水彩画も美しいが、圧巻なのは明治時代の職人図
を虫たちで再現したもの。クワガタの鍛冶屋、ナナフシの唐傘張り、そしてカイコガの芸妓 ･･････ 複雑な虫の身体
に着物を着せて人のポーズをとらせているのに、動きさえ感じさせる。この絵が好きすぎて、わたしはその後『と
きめき昆虫学』という本を出すことになったとき、秋山さんにずうずうしくお願いして図版の一部、くず拾いをす
るコオロギのカットを章扉に使わせていただいた。
　こんなすごい絵や漫画の世界を身の内においているのに、秋山さんご自身はとても穏やかな方で、気負いや気取
りを感じさせるところがまったくない。
　たまにふっとツイッターに出現し、虫画像や虫をモチーフにしたグッズの情報を収集したり、時にはイタリアン・
プログレについて熱く語って、またふっと去っていく。」

「叙情をかき立てる短編もめっぽう上手いのに、秋山さんの筆致は決してウェットではない。虫の生態を題材にとっ
た表題作「虫けら様」の五編においては、ひときわからっと渇いている。でも、抑えきれない好奇心がミツバチの
羽音のようにうなりを上げて伝わってくるのだ。」

「心を持つものと持たないものの意識のズレは、ときにはおかしみともなる。働きバチが「ゴミを捨てに行く」と独
白するコマで、ズルズルと引きずられているのは巣仲間の死体。ミツバチもミツバチの死体も、これをさらっと書
いちゃう秋山さんも含めて、世界が愛おしくなってしまう。」

「彼岸と此岸の境の描写も、繰り返し登場する。スズメバチの体に宿る奇虫・ネジレバネの夫婦も、セミの幼虫と幼
虫に取りついて殺した冬虫夏草も、最後は連れだってどこかに旅立っていく。行き先は天国というよりは、すべて
の生命の素が群体クラゲのようにつながっているにぎやかな場所なのかもしれない。命はそこから注意深くすくい
取られて、またこちらに戻ってくるのだろう。おおかたのことは忘れて。
　「雪迎え」に出て来る天虎は、「こちら」と「あちら」の間を長く生きているハエトリグモの妖怪（？）だが、人
との出会いと別れをこちらの世界で八十八回繰り返す定めだと語る。くっついたり離れたりを繰り返すだけの生命
だとわかっていても、出合いはあたたかく、別れはいつも寂しい。
　この本におさめられているのは、心ある者とない者、人と人でない者、彼岸と此岸、あらゆる「こちら」と「あちら」
を往来して、好奇心と感覚の糸をたぐりよせて漫画にしたかのような作品たちだ。小さきものたち「虫けら様」への、
称賛とねぎたいのあいさつ。
　世界は命の驚きにあふれていて、本当に寂しい思いをすることもたくさんあるけれど、帰っていく場所はちゃん
とある。帰りの電車の中でうとうととしていると、窓の外の田んぼで誰かがそう囁いたようだった。静かな土と夜
のにおいのする、どっしりとした茸を手渡されたような気がした。」

■秋山あゆ子『虫けら様』（ちくま文庫　2015.9）
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その前には
生も死もなかった

光あれ
という前には
光も闇もなかった

はじめにコトバがいたが
そのはじめの前には
コトバはいなかっただろう

カオスでも
コスモスでもなく
カオスモス

前は時間の前でなく
時間が生まれる
前のこと

そこに到るためには
超えねばならない
永遠への境がある

それはいまでも
今ここにあるはずなのに
見えない境で隔てられている

生と死が境をつくり
光と闇が境をつくり
有と無が境をつくる

我が未生以前に於ける
本来の面目を取り出すとき
機は訪れるだろうか

（「哲学の後戸」より）
「内宮の神学はあたりをあまねく照らす光の女神の威光や清浄さや権威について、陰りのない、矛盾を含まない言葉で語りだしてい
た。光自身が光に照らされた世界について語るのであるから、その神学は「トートロジー」として構成されている。トートロジー
で語られた神の世界は、一見すると神話の世界に似ているようであるが、実際には対立物のように異質である。神話というのは（１）
世界に欠損がある、あるいは（２）完全であるはずの世界にどうして欠損が生じたのか、という二種類の認識からはじまって、世
界の本質を矛盾として描き出す思考法である。ところがあまねく光に満ちた世界には、このような神話的思考が発動できる隙がない。
トートロジーが弁証法をはじきだしてしまうのだ。そこでは国家の存在の根拠を与える神学は語り出すことはできても、土着の思
考法である神話は抑圧されてしまう。
　そこで家行たち外宮神官の思想家たちは、そのようなトートロジー神学を破って、「光以前」や「光の生成」や「光の死」につい
て語ることのできる思考を創出しようと試みたのである。土着的な（ということは縄文時代以来の伝統の）思考が国家の神学的思
考に組み入れられ、自分の大切に家投げる重要な思考の伝統がそのなかで機能停止の状態に追い込まれてしまいそうになったとき
に、土着の思考が国家と文明の思考の道具をたくみに利用して、「境界的グノーシス」としての蘇りを果たそうとしたのだ。
　それができたときはじめて、伊勢神宮複合体は天照大神と豊受大神が対象な立場でつくりあげる、日本人の深淵な思想の空間と
なることができるのではないか。土着的思考が文明による自己表現をとげたという意味では、中世の伊勢神宮外宮において、まさ
に日本人による手づくりの「哲学」がぎこちない手つきでつくり出されようとしていた。
　これを実現するために、度会家行は「機前」という重要な概念を創出するのだ。」

「古くから伝えられている伝来の神を主題とした書物のなかでは、天地開闢のことがいちばん重要だと言われているが、それはまだ
めざす究極を言い当てたものではなく、機前の概念がとらえようとしているものこそが究極の原理（法）であり、それを実践する
には清浄を大事とするのである、と家行はここで断言している。神道思想は宇宙の秩序がどのようにできあがった（天地開闢）か、
思考することが本来の目的ではなく、宇宙（天地）の開闢が起こる前の、時間も空間も超えた場所（境地）に達することこそがめ
ざすものであり、その境地はさまざまな清浄の状態を実現する実践によって人間のなかに実現される。この空間以前、時間以前、
存在以前、秩序以前、思考以前を、「機前」と名づけて概念となすのだ。外宮を拠点とする度会神道は、この「機前」概念をもって
根本と立てるとの宣言である。
　この「機前」の境地には、力が充満している。しかしすべてがいまだに未発のままにあって、空間も時間もなさにこの「場所（境地）」
のうちに、さまざまな方角からなす力のい微少動機がせめぎ合っているのだ。「機前」は道教が言う「混沌」ではない。「混沌」は
有から無へ、無から有への変転を含んでいる。しかし、神道の考える「機前」はそのような有・無さえも超絶しているからだ。思
考が到達できないこのような境地は、ただ概念によっておおよそのあり場所を指さすことができるだけであるが、行動や心の働き
を整え、生への執着を超え、死とはこういうものであろうという思考の壁を突破することができたとき、それは現実に生きている
私たちの実存のままに、その境地は私たちのうちに宿ることができる、と外宮神道論は主張する。
　光と闇でさえ「機前」の後に形成されたものであり、「機前」は光と闇の分化がはじまる以前のカオスモスをあらわしている。そ
れは光以前の「光」であり、闇をみずからのうちにはらんだ絶対的な清浄である。天照大神が体現することになる光も、スサノオ
があたりにまき散らす闇も、まだいっさいが未分化のままこの「機前」のうちにある。だからそれは「無」ではない。まだ現実に
向かって発出していないから有でもない。いっさいの「機」が動き出す直前の、力みなぎる未発の場所こそが、神道が遠い昔から、
仏教にもよらず、陰陽道にもよらずに、すでに発見してあったとてつもなく古い概念なのである。」

■中沢新一『ミクロコスモスＩ』（四季社　2007.4）
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私は私より出でて私へと還る
私は私であるということ
それは永遠である

私は名ではない
名ではないならば
虚栄はそこに生じない
永遠の中で名は意味をもたないからだ

虚栄から自由であるためには
ひとりでなければならない
ひとりでいられないものが
じぶんを語ろうとすると虚栄が生まれる

私はひとりである
ひとりであるならば
私情を他に語ることは意味をもたない
私情を語るとき人はむしろ私を失う
そして他者をもまた失う

つながるためには
そして他者を可能にするためには
ひとりでなければならない
ひとりでないものが
つながろうとするとき
愛は失われ悪が生まれる

（唐木順三『三木清』より）
「「どんな方法でもよい、自己を集中しようとすればするほど、私は自己が何かの上に浮いてゐるやうに感じる。いつたい何の
上にであらうか。虚無の上にといふほかない。自己は虚無の中の一つの点である。」「いかなる対象も私をして孤独を超えさせ
ることはできぬ。孤独において私は対象の世界を全体として超えてゐるのである。」これらは『人生論ノート』の中の言葉である。
総じてこの書は三木さんの孤独の中から生まれてきたやうな本で、三木さんの膨大な著作が亡んでもこの一冊は残るだらうと
私は思ふ。
　「すべての人間の悪は孤独であることができないところから生ずる。」これも『人生論ノート』の中の一節「虚栄について」
の中の一句である。孤独に堪へえないところから虚栄が起る。三木さんはさらに「いかにして虚栄をなくすることができるか」
と問ひ、「虚無に帰することによつて」と答へてゐる。そして、さらに語をついで、「それとも虚無の実在性を証明することに
よつて」といひ、虚無の実在性を証明することが、すなはち創造であり、「創造的な生活のみが虚無を知らない」といつてゐる。」

「三木さんは派手に、「虚栄」のふるまひをしながら、それによつて世の悪評をうけながら、それが「虚栄」であることを知り、
根源へ帰ることを知つていた人であつたと私は思ふ。」

（三木清『人生論ノート』より）
「孤独は最も深い愛に根差している。そこに孤独の実在性がある。」

■唐木順三『三木清』（筑摩書房　昭和四十八年七月）
■三木清『人生論ノート』（昭和四十九年十二月）
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じぶんに宿題を出しつづけている
そしてそのほとんどの宿題は
ちゃんと片づいたためしがない

なぜなんだろうという
あらゆるなぜが
ぼくのまわりに生まれ続けるけれど
ほとんどのなぜは
答えることのできそうもないなぜばかりだ

でも少しだけわかったことがある
じぶんに出した宿題は
じぶんでしか答えられないこと
答えをだそうとしたら
もっとたくさんじぶんに
宿題を出すことになること
宿題そのものが答えだということでもある

そして宿題に答えようとすれば
それに合わせて自分が変わらなければならない
じぶんへの宿題は
じぶんがどうしたいかだからだ

世界がなぞだとしたら
なぞに向かって歩き出さなければならない
歩き出すということは
歩いたぶんだけじぶんが変わるということだ
じぶんというなぞもともに歩くということだ
変わることではじめて変わらないじぶんも見えてくる

ぼくはこれからもずっと
じぶんに宿題を出しつづけるだろう
そしてそのほとんどの宿題は
またあたらしい宿題をつくりだしつづけるだろう

（「短い小説のための長いあとがき」より）
「二十四年前に書いた作品の小説版を書く。こんな体験はかつてない。（略）『檸檬哀歌』と『少年たちは花火を
横から見たかった』
 この二つの幻のプロットを融合して、一つの物語としたらどうなるだろう。思考錯誤を始めると、思いがけな
い可能性に気づいた。〝ｉｆもしも〟というギミックを使わなくても、この物語を描ききれるのではないか。こ
れこそ僕の中の二十年越しの残された宿題だった。原作者自身による二十四越しの改訂。皆さんにこれを楽し
んでいただけるのか、単なる大いなる蛇足なのか、こういうことはやめてくれなのか、今の僕にはわからない。
ただ、僕自身は存分に楽しみながらこれを書いた。不思議なことに、書いている間、二十四年という歳月をま
るで感じなかった。この物語の世界が生き生きと自分の中にあった。それは子供時代に遊んだ懐かしい川が、
今も変わらず豊かに流れるさまを見るかのようであった。
　物語の発想を得た大学時代の春から数えると、三十二年の歳月である。」

■岩井俊二『少年たちは花火を横から見たかった』（角川文庫　平成 29 年 6 月）
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世界のほんとうは
私のほんとうは
ヴェールに包まれている
野生の世界が
森のヴェールに包まれているように

無人カメラで
森のヴェールのむこうがわを写し
探偵をするように
世界という森を
私という森を
探偵することも
おのずからとみずからを
読み解くためには必要になる

そこに必要なのは
無人カメラではない
こちがらわとむこうがわの境を
注意深く往還する魂の力だ

森のヴェールは深く暗い
鏡にうつる己を超え
魂の灯りでその道を照らし
新たなスフィンクスの問いかける
謎に答えられるだけの魂の力が必要なのだ

「宮崎は自ら考案した無人カメラのシステムと古い狩猟型の知を融合させながら、森のヴェールに包まれた野生動物や変容し続ける
自然の姿をわれわれの目に届けてきた。宮崎が 70年代に考案したシステムは、動物が利用するけもの道に赤外線を照射し、そこ
を動物が通って遮ると自動的に撮影が行われるというものだ。もちろん自身でもカメラを持って撮影するが、すぐれた身体能力を
持つ野生動物を相手にする以上、身体的な限界を超えたところでの撮影が要求されるのだ。
　「自然」という言葉は、訓読すれば「おのずからしかり」となるが、「みずからしかり」とも読める。名詞ではあるが、「自然に」
と言うように副詞的な意味も含まれている言葉だ。宮崎の無人カメラの撮影は、赤外線に触れた動物の動きによってシャッターが
切られる仕掛けになっているため、宮崎自身がシャッターボタンを押すのではなく、「おのずから」なされるものだ。動物によるセ
ルフポートレイトのように見えるが、手作りの機材と周到な計算によって「みずから」なされるものである。したがって、その写
真は、人為でないものと人為的なものとの絶妙なバランスによってもたらされる、文字通り「自然」の賜物だと言うことができる。
　半世紀にわたり撮り貯められてきた写真は、文字通りの写真の山と化している。そこかしこに設置された無人カメラが 24時間
稼働し続け、日々大量の写真を宮崎のもとに集めてくるからだ。多くは森の中から切り出されてきたものだが、この写真群も豊か
な森のように広大で奥深く、もはや全貌を把握することが困難なほどに成長してしまっている。しかし、この「写真の森」は、現
実の森を遠景にしか見ていないわれわれが自然を読み解くためのヒントで溢れている。そればかりではなく、写真の中の動物たちは、
森から遠ざかった人間の姿をも写し出してさえいるだろう。今なお精力的に撮影は続けられているが、そろそろ撮影は小休止して、
この「写真の森」を探索し、それらに言葉をつけていく時期ではないか、というのが本書の出発点となっている。
　近年の宮崎は、「自然界の報道写真家」と自称しているようだが、無人カメラがとらえた証拠写真に目を凝らし、自然の発するメッ
セージを読み解こうとする姿は、さながら「森の探偵」だ。動物たちが起こした事件を裏付ける証拠写真は、本書の中にも多数収
録されている、シャーロック・ホームズにとってのジョン・Ｈ・ワトスンとはいかないかもしれないが、「森の探偵」の物語の語り
手のひとりとして、あるいは名探偵の推理をサポートする助手として、宮崎との対話をここに綴りたいと思う。」

■宮崎学（文・構成）小原真史『森の探偵／無人カメラがとらえた日本の自然』（亜紀書房　2017.7）
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流れゆくものは
流れゆくままに
朽ち果てるものは
朽ち果てるままに

見えない霊性は
決して失われることはなく
失われるものは
かりそめの形に過ぎないのだから

見えない霊性を
見世物小屋に陳列することはできない
陳列することができるのは
失われたものの郷愁にすぎない

どんなに知識を集めても
智慧にはならないように
どんなに過去の形を集めても
霊性へと到ることはできないのだ

「二〇世紀になり、強国の博物館が世界中の歴史的な美術品の収集にのりだす時代が始まった。そしてクイーンシャー
ロット島もその例外ではなかった。多くのトーテムポールが持ち去られ始めるが、生き残ったハイダ族の子孫も次
第に立ち上がってゆくのである。彼らはその神聖な場所を朽ち果ててゆくままにさせておきたいとし、人類史にとっ
て貴重なトーテムポールを何とか保存してゆこうとする外部からの圧力さえかたくなに拒否していったのだ。
　「その土地に深く関わった霊的なものを、彼らは無意味な場所に持ち去ってまでしてなぜ保存しようとするのか。
私たちは、いつの日かトーテムポールが朽ち果て、そこに森が押し寄せてきて、すべてのものが自然の中に消えて
しまっていいと思っているのだ。そしてそこはいつまでも聖なる場所になるのだ。なぜそのことがわからないのか」
　その話を聞きながら、目に見えるものに価値を置く社会と、見えないものに価値を置くことができる社会の違い
をぼくは思った。そしてたまらなく後者の思想に魅かれるのだった。夜の闇の中で、姿の見えぬ生命の気配が、よ
り根源的であるように。」

■星野道夫『森と氷河と鯨／ワタリガラスの伝説を求めて』（文春文庫　2017.7）


