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2017.9.6 善く生きるという問いが

哲学の始原にあるとしよう

善く生きるためには
善きことを知らねばならない

善きことは教えられるものだろうか
教えられただけの善には
自由はないだろう
それは容易に偽善となる

善きことは
己の内に見出されることで
はじめて善く生きたいという
自由がそこに生まれるだろう

善きことを見出すためには
悪しきことをも知らねばならない

悪しきことを外に見出すだけでは
己の善きことは独善となる
悪しきことを知るためには
己の内にある悪しきをも知らねばならない

己の内にある悪しきを知るためには
己の矛盾に気づかねばならない

己の矛盾に気づかず
矛盾を外に求めるだけで自足すれば
善く生きようとすることそのものが偽善となる

善きこと悪しきことは
己の内なる矛盾において見出されてこそ
自由への大いなる道となる

生きることは矛盾に満ちている
矛盾を問い続けながら
そのなかでこそ善く生きねばならない

「古代の倫理学は一般に「徳倫理学」である。社会のうちで「美徳」とされていることがらについて研究する。
　現代日本では、人がすることについて、それが法に触れるかどうか、他人の迷惑にならないか、あるいは、悪いこと、汚いこと、
醜いことではないか−−−−そういうことなら話題になることがある。しかし、なにが人間として「立派なこと」かということは、あ
まり積極的に話題にのぼらない。ヨーロッパにおいても、ソクラテス以前にはどうやら同じであったらしい。」

「ソクラテスは、数十年間にわたって日々他人を呼びとめて行ってきた問答において、美徳を問題にし、それまでだれもしていなかっ
た問い、すなわち「優れた人のすることか」「悪い人のすることか」という問いを人々に投げかけてきた、と言っているように思わ
れるからである。（･･･）このような倫理学の視点もおそらくソクラテスによってはじめて人類に提示されたのであって、ギリシアに
おいてもそれ以前にはなかったと考えてよいのではなかろうか。
　しかしプラトンがそれを耳にし、作品に描いたため、大きな影響力をもったプラトンの作品を通じて、徳倫理学はヨーロッパに定
着した。一方、ソクラテスの衝撃をもたない日本の知の伝統では、徳倫理学が省みられることはほとんどなかった。」

「キリスト教の時代になると、「敬神」の徳は「信仰」と名前が置き換わり、さらに神との関係における美徳であるために一般的な徳
目以上のものと見られて、神学の徳目（神学徳、対神徳）に移された。したがって五つあった一般的な徳目のほうは、ひとつが居場
所を移されたため、四大徳（四枢要徳）と呼ばれるようになった。
　神学徳（対神徳）とは、「信仰」「希望」「愛」の三つである。これは使徒パウロによってキリスト教信者に与えられた独特の徳目である。

（･･･）
　さらに修道院制度の秩序（院長への絶対服従）がひろまるなかで、上位の者への「従順」が徳目に加わる。また正確にはいつごろ
から言われだしたかわからないが、ヨーロッパでは、「率直さ」は、（特別な何かではなく）だれでもあたりまえにもつべき徳として
受けとられている。
　これらの徳目に反するものは、その社会においては醜いものと見られ、非難され、拒絶される。古代ギリシアとそれにつづく時代
のヨーロッパにおいて、臆病、放埒、不敬神ないし無信仰、愛のないもの、不正義、無思慮、不従順、等々は、「人間の醜さ」であっ
た。率直さに反する「裏表のあること」も拒絶の対象となった。
　社会のなかで何が称賛され何が非難されるかという点で、日本の社会と共通であるものもあれば、かならずしもそうでもないもの
もある。たとえば日本社会にある本音と建て前は、ヨーロッパでは拒絶の対象である。したがって倫理道徳に関しては、彼我の違い
はあると考えなければならない。
　わたしたちは、ヨーロッパの哲学を理解するために、このヨーロッパの道徳学・倫理学を学ばなければならない。なぜなら広義の
ヨーロッパの哲学は、人間の意志から独立した対象を考察する「自然学」と、人間の意志（主観）から生じる行動・態度を対象とす
る「道徳学」のふたつを含んでいるからである。（中略）
　日本で道徳がどのように教えられるべきか、人々のあいだで議論がまとまらず、位置も不明瞭なままであるのは、存外こういう理
由があるのではないかと思われる。（中略）
　しかし自分自身を知らないでいては、他者の理解も本物にはならない。なぜならヨーロッパの哲学は「おのれを知る」ことをつね
に重大事であると見ているからである。（中略）
　実際、おのれという足もとを見なければ、各個人の、そのおのれを「善きもの」とみなすことができる「美徳」について研究する
ことはできない。ヨーロッパはヨーロッパで、「おのれを知る」努力をつづけつつ現代の哲学を語っているのだか、その点ではわれ
われも同じ努力をしておく必要がある。」

■八木雄二『哲学の始原／ソクラテスはほんとうは何を伝えたかったのか』 
　（春秋社 2016.7）
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2017.9.7 好きな音楽は？

その問いに
どんな答えをするか

音楽は
記憶と結びついている

だれでも知っている音楽を
好きな音楽と答えるとき
その人と共有できるのは
だれとでも共有できる記憶だ

同時代の人達と共有できる音楽
同世代と共有できる音楽
仲間と共有できる音楽

特別な音楽は
その人の
特別な場所に
記憶されている

特別な音楽は
特別な人と共有したくなる

ほんとうに好きな音楽を
好きな音楽と答えるとき
共有したいのは
その人との特別な記憶だろう

その音楽を聴くとき
どんな景色が浮かぶだろう

音楽は
記憶と結びついている

「特定の世代だけに共通する音楽ｰｰｰｰこれを私は「コモン・ミュージック」と名づけているｰｰｰｰは異世代を排除する分、「われわれ意識」を高めて
くれる。自分たちとともに生きてきた音楽には愛着が湧くものだが、自分たちが亡くなれば愛する人がいなくなる。墓場まで持っていく音楽、と
も言えるだろう。
　このコモン・ミュージックこそ、ポピュラー音楽を大衆音楽たらしめていると私は考える。なぜなら、コモン・ミュージックはメディアによっ
て流通した文化的装置として、「歌は世につれ世は歌につれ」と俗に言われる社会の後景をかたちづくっているからだ。永遠のスタンダードなど
というと、クラシック音楽になぞらえて評価されたようで聞こえはいいが、歌はスタンダードになった瞬間、その動脈に流れる時間を止めてしま
う。一方、コモン・ミュージックは、あの頃何度も繰り返しかかり、流行り歌となった曲、いわば時代という舞台の書割である。若者が人前では、
自分が本当に好きな音楽ｰｰｰｰパーソナル・ミュージックｰｰｰｰを隠すため、コモン・ミュージックを歌ったり語ったりして「まとう」ことが、私の
過去の研究から明らかになっている。結果的に、仲間とのコミュニケーション・ツールとして役立つ「旬」のコモン・ミュージックが、集合的記
憶となって人々のうちに積もり、ときには自分から距離の近い前景であるパーソナル・ミュージックよりも、時代の後景としてあの頃を思い出さ
せることがあるのだ。
　歌の耐用年数や「歌い継がれる曲」（スタンダード）の条件について考えようとしていた私の関心はしだいに、歌の消費期限や「歌い継がれない曲」

（コモン・ミュージック）へと移っていった。他者とのつながりや時代背景といった種々のしがらみから抜けきれず、「あの頃」と心中しようとす
る幾多の曲たちと、それらを愛する人々との「道行」に惹かれたからだ。小説『失われた時を求めて』でプルーストが、一口のマドレーヌと紅茶
が呼び起こした記憶の大伽藍を描いたように、個人史における感覚の記憶を糸口に過去を想起させる音楽の聴覚体験を探ることが、「誰がために
人は音楽を聴いて泣くのか」の答えへと通じる水路ともなろう。」

「音楽の三層構造のうちの二層（パーソナル・ミュージックとコモン ･ ミュージック）、つまり音楽の前景と後景の行き来を考えるにあたり、メモ
リー ･ スケープという便利が概念がある。訳せば「記憶の装置」。第二次世界大戦後四〇年を経過しようとする頃から、歴史学や地理学、人類学、
カルチュラル・スタディーズの分野で、特定の場所に結びつく記憶（ヒロシマやアウシュビッツの外傷）など、戦争をめぐる「負の記憶」の緩急
に援用されてきた。一方、芸術の世界では写真展やサウンドアートのテーマとなるなど、歴史の再構築だけでなく、アートによる都市や空間の再
創造の文脈でも、場所・記憶・時間を多元的にとらえようとする動きのなかで柔軟に用いられてきた概念だ。」

「そもそも、音楽が記憶と結びつけられやすいのはなぜか。音楽の聴取体験が往々にして過去を想起させるのはなぜか。写真家・批評家の港千尋は、
ギリシャ神話で九人のミューズ（叙事詩、歴史、叙情詩、音楽、悲劇、宗教音楽、舞踏、喜劇、天文）たちを生んだとされる記憶の女神ムネモシュ
ネについて触れている。記憶という母を共有する諸芸術間の結びつきを、記憶を媒介に自由に移動することでとたえようとした。ここで港が論じ
る記憶は芸術創造のための美的記憶であり、生活上必要な知識の記憶ではない。しかし、港は、F・A・イエイツが著した『記憶術』をひもとき
ながら、古代から中世、ルネサンス期におけるい劇場空間と身体の移動という観点からも記憶の想起について考察しており、空間と身体感覚の関
係に注目した点で本書のメモリースケープの議論を先取りしている。
　記憶術とは、おおまかにいえば感覚的なイメージを空間の秩序に符合させて演説や物語を諳んじようという試みだ、こうした記憶術と音楽は無
縁ではない。」

■小泉恭子『メモリースケープ／「あの頃」を呼び起こす音楽』
　（みすず書房　2013.9）
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2017.9.8 異界をどこに見るか

かつて異界は
根の堅州の国として
海の彼方にあった

死と生は水平にあり
カムムスヒは
海とつながり
母とつながっていた

やがて異界は
垂直の世界となった

地下の黄泉の国と
天の高天原に分かれ
タカミムスヒは
天とつながり
父とつながっていった

水平と垂直は
交差しなければならない
交差したところにこそ
霊性の原郷が
開けるのでなければならない

そのときはじめて
地と天は結ばれ
生と死は結ばれ
異界は永遠へと
時の深みに開かれるだろう

「三浦／海に背を向けるという意識はいったいどこから来ているか。鎖国の影響があるのでしょうか。周囲の海は意識しますが、海の向こう
という意識がいつごろからかなくなっていきますよね。
赤坂／太平洋と日本海に対する意識が随分と違う気がしますので、その疑問にこたえるのはなかなかむずかしいと思います。しかし、海に対
する意識が近代以降、とくに希薄になったということは確実にいえるのではないでしょうか。江戸時代というのは、水の交通に基礎を置いた
社会でした。海と川をつなぐ交通路が張り巡らされていました。近代は鉄道網というかたちで陸の交通網を整備することで、近代国家の中央
集権的な統治システムをつくりあげました。つまり、近代は船の文化、海の文化を捨ててきたのです。近代日本人の意識のなかでは、極度に
海に対して閉じているという感じがします。
三浦／（･･･）海の向こうを意識するかしないかということですが（･･･）、日本列島に住んだ人々は、大きく分けると水平的な世界観をもっ
た古層の縄文系の人々と、垂直的な世界観をもつ北方系の新モンゴロイドがいた。これは弥生系であり、天皇系の祖先ともつながっていたら
しい。その北方系の人々は広い大陸にいたわけで、海を渡って列島に来たわけですが、本質的には陸の道しか知らない。それに対して、水平
的な世界観をもつ人々は海のかなたをいつも意識している。そのなかで、近代国家というのは垂直的な人々が造った国家であり、鉄道を中心
とした陸の道をもちいて国家を作ろうとした。つまり、律令国家と近代国家もまったく同じで、七つの陸の道によって統一国家を作ろうとした。

（･･･）それに対して、古層の世界、庶民的な世界では、海の道が大事だった。（･･･）
赤坂／日本海側でいえば、海のかなたに中国大陸があることを完全に意識していますね。海のかなたからいろいろな漂流物も流れてきます。
日本海は大きな湖のような感覚があったと思います。（･･･）
三浦／わたしも日本逆さ地図を研究室に貼っているのですが、あの地図を見ているとわたしたちがもっている近代的な地理感覚とは全然違う
世界を感じられますね。」

「三浦／黄泉の国は垂直的な性格を持っています。（･･･）
それに対して、根の堅州（かたす）の国というのは、黄泉の国と混同する人もいますが、元来、地上とは水平的な関係に位置づけられた海の
かなたの異界、島のようなところと考えられていました。古事記の神話では、根の堅州の国は黄泉の国と重なってしまった地下のイメージを
与えられているようにみえますが、本来はもっと明るい、海のかなたにある原郷的な世界だったはずです。そして、そのように観念できるか
らこそ、人は死を受け入れることができるのではないでしょうか。それが南方的な要素をもった水平的な世界観の基本的な認識だと思います。」

「三浦／海と強くつながるのが、カムムスヒという神です。（･･･）カムムスヒという神はどうやら海とつながり、母系的な性格が強い存在に
みえます。（･･･）
　天皇家とむすびつくタカミムスヒという神とカムムスヒはセットになっていて、タカミムスヒのほうが強調されることが多いので、あまり
カムムスヒに光があたられてないということがあります。（･･･）
　タカミムスヒは完全に男系的要素が強い。カムムスヒは母系的です。（･･･）カムムスヒは海の神だったのだろうと考えています。古事記に
は高天原にいるというように記載されていますが、カムムスヒは貝の女神のお母さんですから、海のかなたにいる神と考えるべきでしょう。
水平線的な思考のなかでカムムスヒというのは祖神として存在する。これが、おそらくはスサノヲのいる根の堅州国につながっているだろう
と思っています。」

■赤坂憲雄・三浦佑之『列島語り／出雲・遠野・風土記』 
　（青土社　2017.5）
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2017.9.9 目を閉じた自分の顔を見る

カメラがあれば簡単なことだ
けれどその顔とは
いったい誰の顔なのだろう
機械を通された自分の顔

機械の眼を通して
自分の顔を見ることを
特別だと思わなくなっているのは
じぶんの顔からすでに
アウラが失われているこということだ
その顔は加工することさえ難なくできる

今や身体からさえも
アウラが失われるようになって久しい
じぶんの身体もすでにじぶんではない
すげ替え可能な遺伝子の乗りものにすぎない

自撮りさえ日常化している今
機械の眼を通したじぶんになるということは
すでに魂の不在が前提になっているのかもしれない

カメラに写ると魂をとられることだという感覚は
いまではただの冗談にすぎないけれど
複製可能なじぶんの顔が日常化することは
どこかでじぶんの魂のアウラを
じぶんで奪いつづけているということではないか

機械を通さないでは
じぶんを見ることのできない魂に
見えないじぶんを見る力を
取り戻すことはできるだろうか

「ベンヤミンが、「アウラ」という概念を最初に示したのは『写真小史』においてであった。そして、複製技術によって「アウ
ラ」が失われていくというベンヤミンの指摘は、その後の複製についての議論やメディア論での前提とされた。また、「機械
的複製を行うもろもろの方法は、つまるところ縮小技術であり、その助けをかりて人間は、作品を充分使いこなせるくらいに、
手中に収めることができるのである」といった指摘によってもはっきりと認識されることになるのだが、複製によって、美術
館に置かれている作品や建築物を手元において自在に扱うことができるようになった。さらに、写真は「生活状況全体の文章
化」なのだともベンヤミンは述べている。「文章化」つまり、視覚の「記録」ということである。ベンヤミンの「文章化」は、

「記録」ということとともに、「記憶」という意味を盛っている。したがって、写真は「歴史」をどのように捉えるのかという
ことにも深くかかわっている。」

「バウハウスの写真が生み出したもうひとつの傾向は、バウハウスでの生活風景を撮影したスナップ写真の多さである。スナッ
プ写真は、日常生活の瞬間を捉えるものであるが、バウハウスのスナップは、いかにもバウハウスの構成主義的な画面をつくっ
ている一方で、実にくつろいで気軽にシャッターを切っていることも伝わってくる。被写体となったバウハウスの人々が、バ
ウハウスの階段で、手すりで、川縁で、いたるところで気軽なパフォーマンスをして見せている。（中略）
　自分が眼を閉じている顔がいったいどのような顔なのかを自ら見る機会は、カメラが出現するまで皆無であった。眼を閉じ
ることは、自己の外部ではなく内部へと眼を向けることでもある。それが他者の眼（カメラ）にどのように映し出されるのか。
そうした事態への興味がそこには映し出されている。ある意味では、他者の眼差しに無防備にさらされることを厭わない気軽
さがそこにはある。
　こうした写真が気軽に撮られ、また撮ることができるのだということを、バウハウスのスナップ写真は、この時代にあって
はっきりと気付かせたのだともいえるだろう。写真は特別な形式で撮影されなければならない、あるいは特別な被写体であっ
たほうがいい、あるいは被写体になった人は、特別の身振りをしなければならない、といった写真の持つ特権性とでもいうべ
き眼差しは、けっして写真本来の特性とは関わりのないことなのだということを、バウハウスの一連のスナップ写真は示した。
したがって、こうした、気軽なスナップ写真もまた、写真という機械メディアの特性から生み出された表現である。カメラを
向けるに価しない日常生活・ものは、ありえないのだということだ。
　日本では、一九七〇年代の中平卓馬や森山大道たちのプロヴォーグの写真からはじまり、現在のオートフォーカス・カメラ
による日常写真の広がりは、おそらくバウハウスのスナップ写真のあり方と時間をへだててつながっているように思える。そ
して、そのスナップ写真の息づかいと気軽さが、今日の日本のファッション写真や広告写真に転用されることが少なくない。
　バウハウスの写真は、モホイ＝ナジも自ら指摘しているように、写真の発明から一世紀を経て展開された。しかし、写真が
光やレンズ、そして既存のテクストの三部リングによって構成されるものであり、また、機械の眼によるスナップなのだといっ
た、写真のもろもろの特性がバウハウスでは実験された。そのことは、写真という視覚装置のさまざまな意味が理解されるよ
うになるまでに、一世紀かかったということを示しているのだろう。」

■柏木博『視覚の生命力／イメージの復権』（岩波書店　2017.8）
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人間は
協力する種のはずなのに

人間の本性は
際だって
道徳的で協力的なはずなのに

こんなにも
夥しく争い続けている

集団内では利他的なのに
集団と集団の間では
利他的あることが
どこかへ消えてしまう

それとも
それらの争いそのものこそが
制度と心の進化なのだろうか

競争し続けることが
競争そのものを淘汰するように
争うことそのものが
争いを淘汰するように

人間という実験は
まだはじまったばかりなのかもしれない

＊返歌としてのポエジー

「文字通り数百の実験が数十の文化圏で行われているが、参加者プールのかなりの割合において寛容で公共心に満ちたように見え
る行動が観察されている。現実環境においても、同様の知見が見出されている。
　この行動は「長期的な視点に基づく自己利益」、つまり評判やお返しの期待では説明できない。単なる近親者に向けられた好意
でもない。
　他者の援助、資源を分配しない者や社会規範から逸脱した者への罰のいずれもが、他者をも考慮する動機によって最もよく説
明される。たとえコストを負うことになり、また将来におけるコストの補填が期待できないとしても、人間は他者と協力し、そ
して協力など様々な規範から逸脱した者を罰しようとする。この２つの性質は強い互恵性という用語によって捉えられる。
　本書で提示した証拠が示すように、もし人間が真に利他的であるならば、行動科学における謎とは、人間の社会行動の生物学的、
経済学的モデルにおける標準的な問い、すなわち自己のみを考慮する人々がなぜあたかも非利己的に見える振る舞いを示すのか、
を説明することではない。
　問われるべき謎とは、いかにして大多数の個体が利他的に振る舞うような種が進化したのかを説明することである。そして利
他的な振る舞いとは、その行動をとらない方が個体の物質的ないしは遺伝的利得が増加する行為である。利他主義者は、完全に
自己のみを考慮する選好を持つことによって、より高い利得が得られる、であるにも関わらず、いかにして利他的な選好、すな
わち利他的な行為を動機づける選好が、進化し得たのだろうか？
　最もあり得る説明が、現在と同様に人類は、生存のために多数の個人による協力が必要不可欠な環境で生活していたから、と
いうものである。捕食、子育て、リスク配分、防衛のために、利他主義者が優勢な集団は、協力から得られる利益を享受し、他
集団との競争において優位な立場に立つことができた。
　人間の備わった４つの顕著な特質により、集団内での利他主義者に対する淘汰圧が弱まり、集団間競争において多くの利他主
義者を抱える集団が得る利益が増大する。第１に食物配分や一夫一婦制などによる集団間の繁殖均等化、第２に、小さなコスト
で逸脱者に対して罰を与えられること、第３に、社会規範を内面化し、また利他性を教え込む制度を構築する能力、第４に、頻
繁に生じる致死的な集団間競争、そこではより多くの利他主義者を抱える集団が有利となる。
　人間以外の種には一連の特質が見られないという事実から、人間の本性が際立って道徳的で協力的であることを説明できるか
もしれない。」

■サミュエル・ボウルズ＋ハーバード・ギンダス『協力する種／制度と心の共進化』 
　（竹澤正哲〔監訳〕　NTT 出版　2017.2）
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耳をすます

じぶんのなかの調和に
耳をすます
じぶんのなかの不調和に
耳をすます

調和も
不調和も
見ることはできないから
じぶんを分けないで
じぶんに耳をすます

原因を見る

ひとつだけにフォーカスして
原因を見る
全体のバランスのなかで
原因を見る

原因と結果は
曼荼羅のようなものだから
原因を分けないで
全体と部分を見る

体と心
外と内は
多次元的にむすばれている

体を治すことと
心を治すことは分けられない
外からくることと
内で起こることは分けられない

体をバランスさせるために
心をバランスさせる
心をバランスさせるために
体をバランスさせる
外の争いをなくすために
内の争いをなくす
内の争いをなくすために
外の争いをなくす
すべては多次元的な曼荼羅として
インドラの網のように顕現している

「大友／東大病院で循環器内科にいらっしゃるのって、日本のいわゆる西洋医学として最先端のところなわけでしょう？　そういう先生が
民間医療や伝統医療のことに興味を持っているのがおもしろいなと思ったんです。この人はどうして、そういうことに目を向けているんだ
ろうって。」

「稲葉／人の生命や魂、体や心の営みの中でその全体性を考えた時、とりあえず良くなればいいという単純な話でなくて、もっと長期的な
視点で、どうしたらこの人はより良い人生が送れるのか、それにはどういうサポートができるのか、そういうことを真剣に考えると、西洋
医療だけでなくいろんな選択肢があるわけですよ。（･･･）
　それぞれの医療によって、身体観や生命観、体や命をどう捉えているかという、そもそもの発想がまったく違うんです。本当はそうした
ものの見方やそもそもの原理原則こそが土台や根っこにあるはずだと思うんですけど、つい枝葉となる技術的なことばかりに目がいってし
まう。（･･･）
　たとえば西洋医学的な考え方は、「病気が治るから健康になる」なんですよ。だから「病気を治しましょう」というのが西洋医学の発想です。
かたや伝統医療などの東洋医学の考え方は、まず「元気になりましょう。そうしたら結果的に病気が治りますよ」という発想なんです。（･･･）
　どこにフォーカスを当てるかがまったく違うんです。西洋医学というのは、まず「病気とはこういうものだ」と定義する。その病気を何
とかして治そうとすることが大きな目的なんですね。だから病気というものを、体にとっての侵略者のように考えて、それと闘う。つまり
病気と闘ってやっつけてしまおうと考える。「闘病」という言葉もあるように、病気は闘うものであり、取り除くべきものであると考えます。
でもそれは、自分の体を「戦場」として見ていることと等しいんです。病気という「敵」と、自分という「味方」が戦争をしている。だか
ら、敵を撲滅して追い出しましょうというのが西洋医学的な発想の根幹にあるんですね。
　それに対して、東洋医学の考え方というのは、そもそも人の体というのは「調和的な場」であると捉えます。生命とは、ある調和的な場
を保つことによって生きている、と。たとえば病気になったということは、その調和の場が崩れた状態だと考えます。調和の場が崩れたか
ら、病気や症状として現れる。だからそれをまたもとにあった調和のある場に戻していきましょう、と。そのために自分の中の調和や健康
というものを考えることから始めて、そこへ向かっていろんなことをやっていきましょうというのが東洋医学の考え方なんです。（･･･）
　さらにいうと、自分の体を戦いの場という戦争のメタファーで捉えている限り、この世から戦争は永遠になくならないと僕は思っていま
す。つねに敵か味方かという発想ですべてを考えているわけですから。そうでなくて、自分の体や生命が、ある調和の状態からバランスが
崩れた時、またもとの調和に戻していくためにはどうすればいいのか、そもそもどういう状態が調和なのかということを、みんなが自分の
体を舞台にひとつのモデルとして考えていけば、戦争のような力による強引な解決法は、この世からなくなるんじゃないかと思っています。」

「大友／日本ってちょっと変わった土地ですよね。アジアの中にあって東洋の文化圏でありながら、本来だったら西洋の文化と全然違う文
脈だったところものすごい勢いで、かなり高度に西洋の文脈を取り入れてきた。そのために、混乱したところもあると思うんです。もとも
とあった伝統医療の世界に、西洋医療が入り込んできたこともそうかもしれません。音楽にしても、明治、大正、昭和と時代が進んでいく
なかで、それまでの日本にあった音楽よりも西洋から入ってきた音楽が圧倒的な力を持って席巻していったんだと思います。今や古典的な
日本の音楽はマイナーなものにすら思えるけれど、でも完全に消えたわけじゃなく、僕らの音感やリズム感の中にその痕跡はしっかり残っ
ています。だから僕らは、少しがんばればその両方が見える可能性もあるはずなんです。今、この時代に生きる人間にとって、多分この先
を考えていくのに、そういう視点ってすごく必要なことだと思う。」

■大友良英・稲葉俊郎『見えないものに、耳をすます／音楽と医療の対話』 
　（アノニマ・スタジオ／ KTC 中央出版　2017.9）



mediopos-1032
2017.9.12

霊性が失われてゆく近代には
霊性をひらくことが求められたが
物質と精神
地上と天上
科学と宗教
生と死
我と汝
それらは
ますます悲しく物別れしていった

それらを
そのままで
むすぶことは今やむずかしい
それらは
それぞれが否定されることなく
互いに非でありながら
即むすばれなければならない

メビウスの環のように
虚数ではじめて表される形のように
イデアを求めればリアルが得られるように
彼方を指させばみずからを指さすように
汝を愛せば自らを愛するように

（解説：安藤礼二「「霊性」と「浄土」の起源」より）
「大拙が用いている「霊性「や「霊覚」という言葉は、基本的にはスウェーデンボルグの書物に記された内的かつ神的な精神性、ス
ピリット、スピリチュアル、スピリチュアリティの訳語である。しかし、「霊性」（あるいは霊性をひらくための霊覚」）という言葉は、
近代人である大拙が独力で創りあげたものではない。中世の神仏習合期から近世を経て近代にいたるまで、大拙の禅の師匠たちが磨
き上げてきた概念である。その起源は、遠く列島を離れ、大唐帝国で「華厳禅」の体系を築き上げた清涼澄観や主峯宗密にまでさか
のぼる。」

「大拙の「飜訳」は、時間と空間を超えて、異なった概念同士を一つにむすび合わせ、それらをまったく新たな地平によみがえらせる。「霊
性」という、大拙が選んだ「飜訳」の言葉は、古代の大陸で儒教と道教と仏教を一つにむすび合わせ、中世の列島で固有信仰たる神
道と外来信仰たる仏教を一つにむすび合わせ、そして近代のグローバルな世界でキリスト教の神秘主義思想とアジア諸宗教の神秘主
義思想を一つにむすび合わせる。
　おそらく、そうした営為は「浄土」という言葉にもあてはまる。大拙が、スウェーデンボルグの「可能性の中心」に見出したのは、「五
感の世界を離れたる他界」についての生き生きとした体験をそのまま記録したところであるｰｰｰｰその裏面には、描写があまりにも具
体的すぎて「信仰」から離れてしまうという欠点もある。有限の世界と無限の世界、自然性の世界と霊性の世界の対立と通底。それ
は第二次世界大戦が激化するなかで大拙が考え抜いた娑婆と極楽、穢土と浄土の対立と通底という問題とも重なり合う。昭和一七年

（一九四二）にまとめられた『浄土軽思想論』に、総序たる「真宗官憲管見」ｰｰｰ英文論者の邦訳であるｰｰｰｰに次いで収められた「極
楽と娑婆」に、大拙は、こう記している。「極楽は霊性の世界で、娑婆は感覚と知性の世界である」、さらには、「霊性の世界は法界と云っ
てもよい」と。
　この二つの世界を、いまこのとき、人間は同時に生きなければならない。その際、「極楽」の在り方を知るためには、スウェーデ
ンボルグが実際に見た「霊界」の在り方が参考になる。（中略）
　スウェーデンボルグの「霊界」は、「浄土」（「極楽」）を理解するために大いに役立つ。しかし、「浄土」（「極楽」）は、いまここで
生きるためには充分ではないのだ。極楽と娑婆は隔絶している。だからこそ、その二つの世界を同時に生きるためには「矛盾」を、「非
連続の連続」を、生きなければならない。「不生不死」ではなく、死がそのまま生となり、生がそのまま死となる「相互矛盾即自己
同一」（「生即死」にして「死即生」）という限界にして極限の体験を経なければならない。極楽と娑婆は、霊性と自然性は、法界（霊界）
と現実界は、「相応」の調和ではなく、対立し合ったもの同士がその対立のまま合一する、すなわち、異なったもの同士が「同」で
はなく「非」であるまま合一されなければならない。「即」によってむすばれ合わなければならない。大拙による「即非の論理」の
完成である。
　大拙の「即非の論理」は、スウェーデンボルグによる「相応の論理」を基盤としなければ、しかも、それを横様に乗り超えなけれ
ばｰｰｰｰ縦に「超越」するのではなく「横超」しなければｰｰｰｰ成り立たなかった。それが「大拙とスウェーデンボルグ」という問題に
対して導き出された一つの解答である。」

■鈴木大拙『スエデンボルグ』（講談社文芸文庫　2016.10）
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ひとつ
になろうとするとき
そこに画一性を求めるならば
ひとつはただの退歩になる

ひとつ
になろうとするとき
そこに多様性を求めるならば
ひとつは大いなるひとつへと向かう

同じ
になろうとするとき
それが過去に向かうならば
同じは個を失わせてしまう

同じ
になろうとするとき
そこに洗練された寛容があれば
同じは個を織り成すタペストリーとなる

（梨木香歩→師岡カリーマ・エルサムニー　「７　繋がりゆくもの、繋いでゆくもの」より）
「服装一つにしても、本来もっと多様であることに寛容であったはずのムスリム社会。なぜこれほど画一性を求める姿勢ばかりが荒目
立ちするようになってしまったのか。
　「明確に定義された共同体への帰属によって居場所を得る安心感を、人々は求めている」。お書きになっていたこの「人々」とは、
ムスリムのみ意味されていたのではありませんね。日本人もそう。そして原理主義へと傾斜しがちな、現代を生きる多くの「人々」も。
何かに属している、つまり群れの一員であることによって得られる安心感には確かに抗しがたい魅力があります。生きて在ることは
本来異常事態で、それ自体に本質的な不安があらかじめ内蔵されているのだとしたら、私たちは、安定して生きていくために、何かに「繋
がっている」ことを必要とする生きものなのかもしれません。」

（梨木香歩→師岡カリーマ・エルサムニー　「１１　あれから六万年続いたさすらいが終わり、そして新しい旅へ」より）
「違う文化を拒絶せず黙って受け入れた経験を、たくさん持てば持つほど、ひとの「寛容」はどんどん鍛え抜かれていき、そのことがきっ
と、私たちを「同んなじ」家族（趣味趣向が違うおじいさん世代、孫世代が互いに干渉しない、でも互いの存在は認めている、とい
う理想のｰｰｰｰ）にする、という観測は、あまりにもナイーブな楽観主義でしょうか。でも今現在、目を覆わんばかりの殺戮が起こっ
ている世界の一方で、全く違う次元の、あらゆるヒエラルキーから自由な、「同んなじ」」になろうムーヴメントがｰｰｰｰやっている本
人も意識しないところでｰｰｰｰ起こっているような気がしてなりません。（中略）
　人類がアフリカ大陸から世界へ旅し始めたのが、今から六万年前らしいですが、その頃はきっと、それこそみんなほとんど「同んなじ」
だったのだろうと推測します。これも見たわけではないので、当てずっぽうに違いないのですが、たぶん、私たちはその頃、「ひとつ」
だった。
　その間、六万年の間に、ほんとうに世界中の隅々にまで人類はたどり着いた。「地に満ち」あふれてしまった。そしえｔ皮膚の色も
体つきも顔つきも、文化も、多種多様な花々が咲き誇るように、多様性を極めた。極め尽くした、といってもいいのではないでしょうか。
ここが「極相」なら、世界はこれから、ゆっくりと、もとの「ひとつ」、「同んなじ」に戻ろうとする流れに入っているのではないか
と思うのです。それはきっと、来た道を逆戻りするような単純な「退歩」ではなく、様々な色合いを持った糸が、交通や通信の影響で、
より密接になることによって、ゆっくりと織られ、一枚の布になっていく、そんな「進歩」。それに反発する動きももちろんあって、
つらく悲しい、残酷な出来事も起こるでしょうが、この流れには誰ももう、逆らえないのではないか。新しい旅は、もう始まってい
るのでしょう。そして、そういう時代に、個人にできることのキーワードになるものは、J についておっしゃったところの「寛容の真
髄」、すなわち、それぞれの「寛容」を鍛え抜き、洗練された寛容にしていくこと。それこそが、この旅を乗り切るための必須アイテ
ムになる ･････。」

■梨木香歩／師岡カリーマ・エルサムニー『私たちの星で』 
　（岩波書店　2017.9）
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見えているものは
無数の見えないものに
支えられている

そのことに気づいたとき
私を支えている
無数のものの
かたじけなさに
祈らざるをえなくなる

たったひとつの音
たったひとつの言葉は
無数の沈黙にこそ
支えられている

その沈黙に
耳をひらくとき
私の音は
私の言葉は
その宇宙のなかの
光になり得ているだろうか

光あれ
すると
光がそこにある
そんな言葉こそ
ポエジーの源になる
そんな夢を見はじめて久しい

「木村／自分が「ふと」ここにいるという場合、（･･･）ある意味では逆にひどく大きな根拠から出てきている、宇宙的な根拠のようなものから出
てきているとも言えるので、われわれは何かそういう宇宙的な根拠から、ポカッと投げ出されて存在している。つまり、私なら私という形で投げ
出されているわけなんだけれども、その時私という形では投げ出されなかったその他たくさんの可能性、投げ出されるべきであった可能性を負い
目として、自分が自分として、私として投げ出されたことによって、私はそういう残りのすべてとの一種の根源的連帯感のようなものを背負わさ
れてもっているんじゃないかと思うのです。音で言いますと、ある一つの音がポカッと出てきた時には、もっとたくさんの、同じように出て来る
ことができたはずの音たちの中からたった一つの音が出てきたのであって、後の音は表面的には一応沈黙という恰好で、空白に残されてしまう。
武満さんもどこかで、沈黙の中には無数の音が犇めいているというようなこよを書いていらした。私は、恐らくそういうことをお感じになってあ
の文章を書かれたのかなあと思って読んでいたんですが。
武満／そういうふうに読んでいただければ、有り難い、嬉しいことです。僕は音に対して全く正反対なものとしての沈黙、というのは考えられな
いんです。
木村／考えられないですねえ。
武満／無数の音が犇めき合っているために、遂には無のような状態になってしまう状態、僕はそれを「沈黙」と言って、たまたまの一つの音の背
後には、沈黙が途方もない大きな量で在る。そうでなければ、一つの音というものの意味はない。」

「木村／精神医学では「自己」が大問題になる。特に精神分裂病を扱っていると、自己が自己であることに直接関わってくる。それが非常に危機
的な状態であるわけです。その場合の自己というのは、決して、アイデンティティというような————この言葉は私、嫌いなんですが————
つまり自己同一性なんていうことではない。そんな単純なものではない。自己というのは、いわば自分であることと自分でないことの差異化の構
造であると思うのです。自分でないもの、これは他者という人間の形をとってもいいし、物に託してもいいわけですが、それを、これは自分じゃ
ないと言って分ける働きです。大自然の前に出て行ってそう言ってもいい、音楽でもいい、そういった自分でないものを自分から区別する働きそ
のものが自分ではないかと思うんですね。自分が偶然、ふとここあるわけだけど、そのことによって、周りに自分じゃないもの、自分以外のもの
を醸し出すというのかな。音出言えば、一つの音が鳴ったということで、周りに沈黙を醸し出すような働きがあるますよね。非常に立派な音とい
うのは。安っぽい音は、沈黙を醸し出さないと思うんです。そういうように、自分があることによってそこからいわば分泌作用みたいにして自分じゃ
ないものを分ける働き。これが自分というものだと思っている。「一音」というのは、構造上それと非常に近いものなんでしょうね。」

「武満／今日では間ということすらも、日本の伝統的な音楽、いわゆる邦楽をやっている人たちの間では、平面的な技術的なことになってしまって、
「間をどうやってとろうか」というようなことが言われているけれども、実際には、古来の武道等でも間ということがもっとも大事だと言われて
いる。

（･･･）
　そこで言われているのは、間を如何に切り詰めていくか。「間をあける」んじゃなくて、「間詰めをする」ということが本来は大事だった。それ
は音と音の間（沈黙）の緊迫した関係を生むものです。ところが今は、間を如何にあけるかということを考えている。それがすなわち、今日の邦
楽を貧しくしているとも言えるわけで、間というのは結局、ひとつの音に、それを存在せしめる他のすべての音のコンプレクシティ、複雑性を見
出していくということでしょう。そしてそれは、音と間というものは別のものではないということです。僕は、「日本の音は、音階に属すること
を拒んでいる」と、書いたことがあるんです。」

■『木村敏対談集１／臨床哲学対話　いのちの臨床』（青土社　2017.3）
　木村敏 × 武満徹「間／人間存在の核心」



mediopos-1035
2017.9.15

イヤダは
かならずしも
ワガママじゃない

百閒先生の場合
芸術院に入ることが
入信することのように
感じたからではないか
それとも
ヒモをつけられる
権威のなかにじぶんが入る

百閒先生は
気ガ進マナイことは
したくないのだ
そして
なぜ気ガ進マナイかというと
イヤダカラなのだ

ワガママでないとき
いや少しくらい
ワガママでも
イヤなことは
しないほうがいい

気ガ進マナくても
みんなと同調する
気ガ進マナくても
エラくなった気分になる
そんなことはイヤダがいい

迷いのないイヤダは
イヤダするのがいい
じぶんでも
よくわからなくても
イヤなことは
たいがい
イヤなことなのだから

（ヒャッケンマワリ・23「イヤダカラ」より）
「「イヤダカライヤダ」
　とは芸術院会員（年金六十万円）をことわったときの
　百閒先生の口上としてつとに有名だが
　実際に書かれたメモの文章はもう少し長い
　「御辞退申シタイ
　　ナゼカ
　　芸術院ト云フ会ニ
　　這入ルノガ
　　イヤナノデス
　　ナゼイヤカ
　　気ガ進マナイカラ
　　ナゼ気ガ進マナイカ
　　イヤダカラ」
　（･･･）
　このときお使いをした
　多田基の文章は
　新潮文庫『百鬼園随筆』も解説で
　川上弘美氏が引用し
　迷宮のような経緯が
　百閒の小説を思わせるといっている」

（「あとがきまんが」より）
「「私と云うのは文章上の私です」
と「蜻蛉玉」にあるとおり
百閒先生の「私」は
そのまま本人ではない
しかしこのまんがは

「文章上の私」を
真に受けて描いてしまった

「ヒャッケンマワリ」は
八年ばかり道に迷いながら
描いたまんがで

（･･･）
描いている途中でも
道に迷った」

■竹田昼『ヒャッケンマワリ』（白泉社　楽園コミックス　2017.9）
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ふしぎ
たくさん
ながれてくるよ

みたことないもの
ながれてくるよ

せかいの
ふしぎ
ながれてくるよ

ひとの
ふしぎも
ながれてくるよ

じぶんの
ふしぎも
ながれてくるよ

ふしぎに
たくさん
あえるといいね

「ぼくが山口県青海島で出会った、ふしぎな生きものたちの話をしようと思います。
　出会いのほとんどは、海面のすぐ下、１メートルから２メートルのところ、ぼくたちがくらす場所
のすぐ近くです。
　ぼくがもぐっているのは、小さな湾です。はしからはしまで、歩いて３分はかかりません。
　海底の地形、潮の満ち引き、季節や風向きなどの関係で、岸から何キロメートルもはなれた沖や深
い海から流れてきたいろいろな生きものが、この小さな湾に集まりやすいようです。」

「今日はどんな生きものが、青海島の湾に流れてくるでしょうか。」
「僕はカメラマンなので、ファインダー（のぞく所）を通して生き物たちを見ています。ずっと見てい
ると、見たこともない表情や、ふしぎな行動に気づくことがあります。とてもカッコイイ形に見える
こともあります。そんな時にシャッターを切って写真を撮ります。失敗も多いですが、その瞬間のこ
とは忘れられません。またいつかそんな瞬間を撮るチャンスがくると思って、撮影にいきます。また
たくさんの不思議と出会えると思うのです。」

■月刊たくさんのふしぎ（2017 年 10 月号）／吉野雄輔　文・写真『海のかたち　ぼくの見たプランクトン』 
　（福音館書店　2017.9）
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役に立つ役に立たない
お金になるお金にならない
評価される評価されない

価値がそこでしか
見つからない世界では
好きや知りたい
愛や友情
理想や真実は
いったいどこに
すみかを求めればいいのだろう

世界があまりに狭く閉じて
役に立つことも
お金になることも
評価されることも
その小さな世界のなかでしか見えなくなると
人はそのなかで窒息してしまう

裏山のほうが
ずっとずっと広い世界かもしれない
手のとどく小さな宇宙のほうが
ずっとずっと広大な宇宙かもしれないのだ
そのなかでこそ人は
無限の宇宙の住人として生きていくことができる

「ウォーレスも熊楠も、ともに豊かでない家の出身だったし、生涯を通じて定職らしきものにも就かなかった。それでも、学術誌
の最高峰ネイチャーにいくつも論文を載せ、熊楠に至ってはその本数は日本人最多の座を守り続けているという。しかも熊楠の場
合、その論文のほとんどは天文（Minakata,1893 など）など、彼の専門分野とは畑違いのものだったらしい。それがなおさらす
ごい。私のような先行きの見えない若手研究者にとって、彼らの存在、生きざまは大いに励みになる。かならずしもどこかの組織
に組み込まれずとも、きっと研究は続けていけることを、彼らの生涯は我々に暗示してくれている。当時といまは時代が違うし、
相応の精神力も必要だが、これからの人生設計の選択肢としてこういう生き方も私は含めたい。どのみち、私みたいな人間を雇う
企業や団体がこの国にあるなど、期待すること自体がすでにばかばかしく思えはじめている。」

「この本は「裏山の奇人」と題するように、身近な裏山にいる生き物の話に相当数のページを割いた。私の主要な研究対象はアリ
ヅカコオロギだが、どちらかといえば裏山に住むノミバエ、ケカゲロウその他、裏山の虫たちの話に入魂して書いたと思い（もち
ろん、アリヅカコオロギもまた裏山に住む虫の一つではあるのだが）。
　私が一三年間住んだ長野の裏山を舞台に、多大な努力と時間をかけてその生態を調べ上げたこれら虫たちは、一貫して共通した
特徴を持つ。（･･･）これらはいずれも、直接的にはまったく人類の役に立たない虫であることだ。いくらシロアリを暴食するから
といって、ケカゲロウがシロアリ駆除に使えるだろうか。使えないだろう。あんな数が少なく、養殖もできないもの、どうやったっ
て人間にとって都合のいい道具にはならない。カイガラムシの尻にしゃぶり付く毛虫がいることを見つけたところで、筋肉少女帯
が言うところの、「死んだ恋人は生き返らないし、日本がインドに変わるわけでもない」。そんな無駄な研究やっても意味がないだ
ろう、どうして花実が咲くものかと思う読者はいるはずで、実際そのようなことを面と向かって人から言われることもある。」

「最近、国内外で「科学」という言葉の重みをないがしろにするような出来事が頻発している。それらはいまの時代が金だとか出
世欲だとか、そういうものを科学に求める機運が高いことが原因の一つにあるように思う。そんななか、あえて「歩いて行ける距
離の場所で、極力金を使わず、人の役に立たない生き物の研究をすることに心血を注ぐ」方向性は、時代にそぐわないかもしれな
い。しかし、日本の科学の歴史を紐解いてみれば、そんな方向性がそぐう時代がそもそもあったのか。産めよ増やせよと言われた
昔の日本において、ただ「わからないことをわかりたい」という基礎科学に対する社会の目は、いま以上に冷たいものだったかも
しれない。そのような状況下でも、かの熊楠は私の理想に一番近いことをやり遂げた。
　研究というものに対して、二言目には意義だ成果だということを要求するのが、いまの日本である。大きな研究プロジェクトと
いうものは、ほぼ例外なくよそから支給される資金によって行われるから、社会的に無意味な研究をやっている者には誰も投資し
ないのである。それはまったく当たり前なことであり、私とて研究者として生きていく限りは、そのわだちから外れることは叶わ
ない。」

「私には、裏山で解決したい謎がまだたくさんある。私がこのあとがきを書いているのは、新しいかりそめの職場がある九州だ。
九州の裏山にはオオカマキリモドキ、コゾノメクタラチビゴミムシ、ヒコサンアリヅカノミバエその他、幾多の謎めく虫けらが生
息するが、その多くは発見の困難さに加えて、その存在自体が人間の福利厚生に何ら寄与しないものばかり。だから、この二一世
紀にもなってそれらの生活史はおろか、それらがいまこの世に存在しているかいないのかさえ、誰も調べない。確かめない。私は
人気である向こう三年間、休日にはかならず裏山に直交し、血道を上げてこれらの謎を解明するであろう。理由は「だってこれら
虫たちのことがとても気になるから」で十分である。」

■小松貴『裏山の奇人／野にたゆたう博物学（フィールドの生物学 14）』 
　（東海大学出版部　2014.8）
　小松貴『虫のすみか』（ベレ出版　2016.6）
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お葬式
タンポポ
マルサの女
マルサの女２
あげまん
ミンボーの女
大病人
静かな生活
スーパーの女
マルタイの女

十三なのに
映画は十本
残された三本は
いったい

その死の謎は
残された三本の
テーマにあったのかもしれない

そう邪推したくなるような死だった
精神分析を啓蒙するほどなのに
自殺などするはずもないのだから

けれどもその精神分析のなかで
どこか自分の影を
抱えきれなくなったのかもしれない

残された三本のテーマを邪推してみようか

大信仰（宗教団体の光と闇）
政治家の生活（政治家の光と闇）
シャドーの女（アニマとアニムスの光と闇）

「一　池内岳彦／二　音楽愛好家／三　商業デザイナー／四　俳優／五　エッセイスト／六　イラストレーター／七　料理通
／八　乗り物マニア／九　テレビマン／十　猫好き／十一　精神分析啓蒙家／十二　ＣＭ作家／十三　映画監督）

（「十三　映画監督」より）
「そして、一九八四年、五十一歳になった伊丹十三は、映画『お葬式』を発表します（同年のキネマ旬報第一位）。映画公開の
後に行われたインタビューでは、これまで自分が様々に取り組んできたことはすべて、映画監督になるための準備、用意だっ
たのだ、と答えています。これまでご覧になってきた十二の顔は、すべてこの十三番目の映画監督のための助走だったのだ、
というのです。なるほど。
　以後、日本人とは何か、日本人社会を支えている構造とはどういうものか、といった大きな重たいテーマを、周到で緻密な
取材、練り上げられた脚本、つねに映画的であろうとする大胆な画面構成、考え抜かれたキャスティング、ゆるがせにしない
細心の演出によって、誰にでも楽しめ、見終わったあと少し賢くなったような気分にもさせてくれる特別な物語につくりあげ
たのです。
　日本映画ではかつてなかったタイプの知的エンターテインメント映画は、毎回驚くほどの動員を記録し、伊丹映画の公開は、
その都度社会現象になっていきました。数々の名優を送り出し、流行語にもなった伊丹映画には、伊丹十三の人生のすべてが
詰まっています。」

■『伊丹十三記念館ガイドブック』（伊丹十三記念館　2007.5）
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型があり
個性がある

個性を受けとめる型
型を行かす個性

技術が進めば進むほど
個性は迷路になってゆく
型はただ記号になってゆく

音楽とはいったいなんだろう
音楽はいったいどこへ行くんだろう
どこへ行きたいんだろう

人とはいったいなんだろう
人はいったいどこへ行くんだろう
どこへ行きたいんだろう

「この本の前半、パリで優勝するまでの軌跡を思い出すままに書き連ねました。書くにつれ、戦後まもなくの世界的なギターブーム、その
自由で大きな潮流の中に生まれ育った自分を本当に幸せに思いました。こうして思い起こせば楽しい思い出ばかりです。
　半世紀が経った現在、安定してアカデミズムの中、世界中で数々のギターコンクールが開催されています。もう、ひとつやふたつの優勝
では話題にもならず、次から次へと勝負の場を渡り歩く若者もいて、コンクールの舞台はかつてのようなステイタスを失い、その登竜門と
しての在り方もすっかり変わってしまいました。そんな今、音楽家を目指す次の世代は、より確かな手応えを持った音楽、しっかりとした
個性に根ざした、新しい独自の世界を探し求めねばなりません。インターネットや流通の飛躍的な発達のおかげで、海外留学の苦労も少な
くなり、もはや僕たちの時代ほど誰もが孤独ではないでしょう。しかし、この広がりすぎる情報社会の中で、自由な表現の伸び代、想像の
広がりはむしろ狭められ、個性的であることは難しく、表現者にとって時代は逆に厳しい方向に進んでいるような気がしてなりません。そ
んな世界で、この本が若い音楽家にとって何かのヒントにつながれば、こてほど嬉しいことはありません。」

（「６弦　交遊録３　渡辺香津美」より）
「福田／一八八九年だったかな、パコ・デ・ルシアが《アランフェス》やった時に、その準備段階の時に来日して、三日間、僕が彼の火照
るに通ってクラシック・ギターの特訓をやったことがあるんだ。報道陣シャット・アウトでね。そこでパコが「この曲は、どれくらい自由
に弾いていいのか？」って聞くわけよ。いつ勝手に弾いていいのかってね。クラシックだから、勝手に弾いちゃいけませんよ、と言うんだ
けどね。えーっ、そんなに勝手に弾いたらアカンのかって。お前らクラシックの人間は、がんじがらめの世界で生きてるなって言われたこ
とがあるよ。
渡辺／でも、クラシックもジャズもフラメンコも、上る道は違うんだけど、音を出した時点でその頂上では交わることがあるね。それがギ
ター音楽の面白さかもしれない。
福田／そうだよね。パコが言ってたけど、クラシック・ギター弾くために、一所懸命クラシック音楽を聴いてみたんだって。それで、フル
トヴェングラーみたいにどんどん遅くなっていく演奏を聴いてね、音楽がどんどん遅くなるということは自分らの世界には無いって言うん
だよ。俺達の世界は、どんどん速くならなければいけないんだってね。でもね、パコと話をしているうちに、「俺ももう少し勝手にやって
もええのかな」って気になってきた。いかに、クラシックの法則にがんじがらめになっていたかを彼から教わった気がしたな。」

※「———数ある渡辺香津美さんとの共演の中で、とりわけ忘れられないのは、パナソニックが製作したＤＶＤ。山梨県の牧岡という温泉
地に泊まり込みで僕らのデュオ演奏を撮影したのだ。あれから二十年になる。（･･･）
渡辺／ＤＶＤのタイトルが『禁じられた遊び』だったよね。
福田／そう、もちろんギター名曲としての《禁じられた遊び》をメイン・タイトルにしたんだけど、じつは、ジャズ・ギターとクラシック・
ギターが一緒に演奏するとうことが『禁じられた遊び』なんだというコンセプトだった。
渡辺／あの時、僕のギターはアコースティックだったけれど、弦はスチールだったからチェンバロみたいな効果が出ていたよね。」

◎ Kazumi Watanabe with Shin-ichi Fukuda - Forbidden Plays Guitar Duo, 1998
https://www.youtube.com/watch?v=3gF_-zM4AN4

■福田進一『福田進一 ６弦上のアリア』（学研プラス　2017.9）
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永遠が見ている
本来形のない永遠が
形となって現れている

いまを
永遠に残そうとするか
その永遠に
みずからを捧げようとするか

技が
祈りになるとき
技は美へと昇華する

永遠が見ている
本来形のない私という永遠が
私という形となって現れている

そのことに気づくとき
時は止まる
私という
ひとりの祈りのなかで

（対談：井浦新 × いとうせいこう「仏教を革新した「運慶と快慶」を語ろう」より）
「井浦／じゃあ僕は、まず醍醐寺にある快慶の弥勒菩薩像を。
いとう／これは艶めかしいよね。沈んだエロティシズムがあって。
井浦／僕はかなりの技巧好きなんですが、この像は初の金泥塗りであることといい、衣の文様の精緻さといい、すごすぎて狂気を
感じるくらいです。
いとう／ほお！　一般的には、快慶は職人肌で運慶は天才肌と言われがちだけど、新くんは快慶の中にあってこそ、実は驚異的な
ものがあると。
井浦／はい、超えがたくても超えられない兄弟子・運慶がいて、自分が慶派の中でなにをつくれるかと葛藤し、技術面を突き詰め
ていったところに、快慶の魅力を感じます。同様に、東大寺の地蔵菩薩立像も、技巧から感じられるものがすごい。細かく彫って
金泥を塗って截金細工を施して。緻密すぎる衣が怖いです（笑）。
いとう／確かに怖いね！もう工芸品の域だよね。遠くから見たら普通なんだけど、近づくにつれて、ディテールに圧倒される。
井浦／快慶が生んだ「安阿弥様（あんなみよう）」は、阿弥陀仏の像の定番になるのですが、やっぱり美しい。なんてきれいなん
だろうと、みんなが振り返ると思います。
いとう／美しさでいうと、浄土寺の阿弥陀三尊像もすごいよね。」

（「快慶篇」より）
「自身も熱烈な阿弥陀信仰者だった快慶だからこそ、人々の想いに応えるために、理想の仏をコツコツつくり続けたのだろう。左
右対称に整えられた衣文線や平明な衣の形式は、「安阿弥様」と呼ばれている。さらに気品ある顔立ちなどの表現が加わり、快慶
独自の美しい仏の姿が出来上がった。」

（「私の心に強く響いた、運慶・快慶の仏像。／いしいしんじ」より）
「いしいしんじさんは、幼い頃から運慶仏・快慶仏に出会うたび、見られているような「目」を感じるという。
　彫っている瞬間の「いま」を永遠に残そうとした運慶。彫っている像の「永遠」のために自分のいまを捧げようとした快慶。い
しいさんはふたりをこう捉えるが、快慶の姿勢に惹かれるという。
　「善財童子立像のポーズは、この場所の風、空気の、空間の流れを全身で “ 止めている ”。由緒とか、来歴とかより、そんな巨大
なことを、この、ひとりの子どもがやり遂げている。周りの並み居るおっさんらは偉そげに立っているだけ。子どもだから、ひと
りだから、できるのかもしれない。そうして、彫っている時、快慶は善財くんと同じか、よりいっそう子どもに、なったひとりに
なっていた。見ている僕たちは、その時間のなかに立ち止まる。善財くん、すなわち快慶は、身体を張って時間さえ止めているよ
うに思えるのです」」。

■ pen No.457 2017 10/1『運慶と快慶。２人の男が仏像を変えた』（CCC メディアハウス　2017.9）
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原理主義は原理を等閑にする
主義になると原理は忘れられる
主義は原理の逆さえ主張できる
原理そのものがナンセンスなのだが
ナンセンスさえ主義にできるのだ

原理は後でつくられる
残された言葉の一部しか理解できない者が
一部を全体から切り離して原理はつくられる
しかもその一部は錯誤された部分だ
そして継承者を自称する者は
それを原理にすることで自己満足に陥る

大海を伝えようとした者が
それを潮だまりだと思い込み
潮だまりの原理をつくり
それさえ理解できない者が
潮だまり主義をつくる
そして海なんかないのだと
大海を伝えようとするものを異端者とする
その繰り返しだ

そうでなければ
恋せよ！といわれて
それが禁じられることなどありえない
女は男と対等だといわれて
女性を虐げることなどありえない

自由の原理が
ひとを不自由にすることだってあるだろう
平等の原理が
ひとを差別することだってあるだろう
愛の原理が
ひとを憎ませることだってあるだろう

そんな悲しみを超えるために
じぶんのなかの主義や原理を
超えてゆける勇気を！

（「原理を無視する「原理主義」より）
「「女は男と対等であり、義務と同じだけの権利を持つ」
　こう言ったムハンマドの言葉は、それまで圧倒的に男性優位だった部族社会において、ショッキングなほどに急進的だった
だろう。それをイスラーム社会の男たちの多くは、結局何年経っても消化できなかったばかりか、男性優位の「習慣」を「宗教」
と混同して、「これが神の意志だ」と言って無知を強いられた女性たちを従わせてきた。男性自身もそう信じるように育てら
れたのだからあまり責めては気の毒だが、言わばそうして女をだましてきたわけである。たとえばターリバーン政権時代から
たびたび報道されている、アフガニスタンにおける女性の迫害などが、ムハンマドの教えの精神とはほど遠いことは、右に挙
げたいくつかのエピソードからも明らかだ。
　では。世界のメディアは一体何を根拠に、社会から女性を排除しその権利を蹂躙し、「これがイスラームの本来の姿だ」と
断言する政権や組織の主張を真に受けて、それを「イスラーム原理主義」と呼ぶのか。」

（「青年よ、恋をせよ！」より）
「イスラーム共同体が誕生してまもなく、ヒジャーズの詩人たちは、現在進行形の恋愛詩「ガザル」に夢中になる。政治的中
心はマディーナからクーファへ、さらにはディマシュク（ダマスカス）へと移るが、マディーナやマッカは宗教的重要性を保
つと同時に、イスラーム世界の拡大とともに、そこに流れ込む富もまた増大し、暇を持て余す若者が溢れる洗練された都会へ
と変貌する。娯楽としての歌謡が大流行すれば、必然的に恋愛詩が発展する。
　またそれまでよりも女性が自由になり、異性同士が交流するようになったということも挙げられる。イスラームによって男
女が隔てられるようになったと考えられることが多いが、むしろその逆で、今でこそモスクでは男性と女性が分けられている
が、ムハンマドの存命中は、彼のすぐ後ろで礼拝するためにだれよりも早くモスクに行って場所取りをする女性がいたほどだ。
ムハンマド自身、妻に対する愛情を人から隠さなかった人である。
　スタンダールに聞かせたらさぞかし面白がるだろう話がある。アブー・ヌーファルというイマーム（宗教指導者）にある男
が尋ねた。
　「人は恋から逃れることができますか」
　するとイマームはこう答えた。
　「できるとも。徳も知性もない粗野な男なら。しかし、少しでもウィットがあり、ヒジャーズの民の優しさとイラク人の繊
細さを持ち合わせた男であれば、恋から逃れるなどあり得ぬ！」
　そして一編の詩を詠んだ。
　　君が恋をせず情熱を知らずにいたならば
　　　　　　君は沙漠のロバとそっくり同格だ」

■師岡カリーマ・エルサムニー『イスラームから考える』（白水社　2008.4）
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中立である必要はない
確固とした視点は不可欠である
軸のない視点は中心にはならないからだ

独楽は回っていなければならない
止まって見えるほどに確かに
中心をたえず見定めて

両極はヒステリックに
対極への声を荒げてやまず
メディアは力と金に弱く
ヒステリックな大衆の声に迎合する

フェアであるためには
不在者の声にもなれなければならない
声なき声にも耳をひらくということだ

それはときに危険な道にもなる
両極からもっとも嫌われる道だからだ

賛成にも反対にも回収されないように
味方にも敵にも回収されないように
権力にも反権力にも回収されないように
道は注意深く歩まれねばならない
たとえそれが危険な道とみなされるとしても

（「訳者あとがき」より）
「「長年にわたりアラブ各国の友人や同僚と付き合ってきた経験から、あるイラク人が忠実な友となるか仇敵となるかを決定する
のは、細い糸ほどしかない些細な違いであるということを、私は知っていた。当然どこに行っても例外はあるが、一般的に行っ
て、歴史的にも心理的にも、アラブの中でもっとも凶暴であると同時にもっともロマンチストであるという、二つの矛盾する面を、
イラク人は合わせ持つのである」
　潔癖と言っていいほどに公正な報道と事実の追求にこだわることで知られるユスリー・フーダにしては、かなり思い切ったコ
メントである。しかし、イラク・イスラーム軍の名で知られる武装組織を取材するためシリアからイラクへ不法入国し、「危険の
往来する道」を命がけで歩んだ体験を綴るなかで、関わった密入国者などのイラク人個人に注がれる一貫してフェアな眼差しが、
ユスリーの人間的なスタンスを物語っており、その文脈で読むからこそ、イラク人の国民性に対する一見ショッキングなコメン
トも、偏見だの一方的だのといった嫌疑を容易に免れるのである。」

「戦場記者の経験もある調査ジャーナリストだが、実際にはどちらかというと物静かなインテリ肌のユスリーは、敬虔なイスラー
ム教徒であると同時に芸術や文学に造詣が深く、誠実な人柄と紳士的な物腰、そして職業倫理に徹するその姿がアラブ世界で広
く信頼と尊敬を集めている。しかし、同時に誤解されやすいジャーナリストでもあろう。それは彼の取材が自らの信念に基づい
ているだけでなく、不在者の声————それが誰の声であれ————を代弁することを忘れないからだ。例の「極秘」の大スクー
プを愛国心溢れるアメリカ人が見たなら、まるでユスリーがアルカイダや実行犯の若者たちの肩を持っているかのように誤解す
るかもしれない。しかし彼は、テレビという場で相反する意見を闘わせる手助けをし、想像を絶する犯行に及んだ男たちの実像
に迫ったに過ぎないのだ。二〇一一年に大規模デモによってエジプトでムバーラク大統領が失脚し、民主化の希望が頂点に達し
ていたころ、ユスリーは報道討論番組の司会者となって成功を収めた。慢性的な交通渋滞に悩むカイロのこと、生放送が始まっ
ても討論参加者がひとり「まだ到着していません」ということは珍しくなく、そういうときは、たとえまったく違う考えの持ち
主であっても、ユスリーはその人物から予想される意見を代弁した。彼が中立的ではないという批判もあるが、彼のようなジャー
ナリストに求められるのは厳密な中立性ではなく客観性であるという点が、しばしば見落とされるからであろう。民主的に選ば
れたはずのモルシー大統領があからさまに非民主的な政策を打ち出し始めた時点でユスリーは批判的な立場を明確にし、その論
調が反モルシー運動の激化につながったとして、同朋団支持者には糾弾された。しかしその後は、軍出身のルーシー大統領政権
に対しても冷徹な監視の目を向け続けたため、なにやら国粋主義的な様相を帯びてきた反同朋陣営にも嫌われた。一度は自由を
勝ち取ったはずのエジプト・メディアが、シーシー政権を支援するビジネス界の意向を反映して自己検閲に奔走し、エジプト風
に言えば「権力のための太鼓たたき」になりさがるなか、ユスリーの討論番組は続行が困難になったとして二〇一四年に打ち切
りになった。二時間近い番組を週四回放送するハードな日常かた解放され、時間ができたのだろう。それから半年後に、本書『危
険な道』が出版され、ベストセラーとなった。怪我の功名といったところだろうか、現在は、逆境にあってもなんとか独自性を
保ち続けているシュルーク紙に定期的に寄稿し、主にメディアの現状と本来の在り方をめぐる論評を展開している。ヒステリッ
クに対立するどちらの陣営にも属さず、現状に辟易している読者にとって、冷静で良識のある意見を発信し続けるユスリーは今、
もっとも信頼できる希望の星だ。」

■ユスリー・フーダ『危険な道／ 9.11 首謀者と会見した唯一のジャーナリスト』 
　（師岡カリーマ・エルサムニー訳／白水社　2016.2）
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他者のまなざしが
強く内面化されると
気づかないうちに
じぶんのまなざしになっている
模倣である

模倣には対象がいる
かつては中華を
近世以降は欧米を
その対象に求めてきた

日本は
欧米のまなざしを求め
それに応えるべく
模倣をくりかえし
そのまなざしで
みずからを
そして欧米以外を
見るようになった

日本のメディアは
スポーツ選手が
欧米でどう評価されたを
事細かく一喜一憂する
それ以外には関心がないかのように
どう見られたかが報道される

どう見られたかがないと
じぶんのまなざしがつくれないからだ
国粋にしても
それこそがまさに
どう見られたかの逆暴走にすぎない

かつて神々が内面化されて
ひとの心になっていったというが
日本はその時代のままに
じぶんの内面をつくるために
模倣をくりかえしているのかもしれない
ときには悲しいカオナシのようになりながら

「他者からのまなざし————つまり「見られる」立場と、他者のまなざし————つまり「見る」立場は、
元来大きく異なるもののはずである。しかし、本資料集の第一部「見られる日本」と第二部「見る日本」
に収録されたか数々の絵葉書を見れば、両者の間には類似した表象が数多く存在していることが分かる
だろう。このような現象は一体なぜ生まれたのだろうか。（･･･）これは、ほかならぬ日本が自らの西洋
化を進めるにつれて、自分たち自身が従来注がれてきた欧米からのまなざしを徐々に内面化し、その一
種オリエンタリズムに満ちたまなざしを、今度は自分たちが、まだ西洋化が進んでいない他者—————
この場合、とりわけ同じアジアの近隣地域————に注ぎ始めたからだと思われる。
　むろん、西洋から見られる異邦としての日本と、その西洋のまなざしを内面化した日本が見る異邦と
しての近隣諸国という、それぞれの絵葉書における表象の対象は、文化的には大いに異なっており、一
概に単純な比較は控えるべきかもしれない。しかし、ここで紹介する絵葉書の図像を見る限り、両者の
間にはやはり何らかの影響関係があるのではないかと、つい想像してしまう。それほど「まなざし」的
に類似している表象が多く存在するのである。もっともこの共振は、おそらくほとんど無意識裏になさ
れたであろうことも推察される。ただ、そうであればあるほど、逆にますますこの内面化されたまなざ
しの深さを証明することになっている。」

■白幡洋三郎・劉建輝　編著『異邦から／へのまなざし　見られる日本・見る日本』（思文閣出版 2017.5）
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血によって
永遠を得ることは
過去を甦らせようとする
切ない儀式なのかもしれない

血によってしか
時を超えられないという
悲しい物語

かつて
名は血によって
伝えられる
集合的な魂だった
そして
永遠は
そこにしかなかった

偉大な宗教家神秘家は
血の流れを断つことで
集合的な魂から個へ
個から超個へと向かった

永遠の花
永遠の時

永遠は
どこにあるのだろう

永遠を求める場所に
人はみずからを置こうとする
血は血に
霊は霊に

血という象徴は
人の魂の郷愁をかきたてるが
そこに永遠を求めようとする者らは
過去を喰らいながら生きていくしかないのだ

「あんたら
　ポーの一族
　だろ
　（･･･）
　自分らのことを
　“ バンパネラ ” って
　言ってる
　（･･･）
　伝説の
　バンパネラだ
　誰も彼の姿を
　見ていないが
　この大老から
　直接　血をもらった
　直系がいる

　それが少年なんだそうだ
　あんただろ？
　エドガー

　そして
　ポーの一族には
　村があるってな
　バラの村

　ヨークシャーの
　どこかの谷に
　入り口がある
　入り口は隠されてて
　誰も村には
　入れない
　中では一年中
　バラが咲いている
　･･････
　大老（キング）ポーが作った
　村なんだってな」

「･･･ 聞いて ･･･
　･･･ サブリナ ･･･
　私の夫のマクシーが
　亡くなる前に
　ある男が
　訪ねて来た
　——22 年前のことよ

　大オットマーは
　もうすぐ亡くなりますが
　もし望むなら ･･･
　生き返ることも
　できます
　ただし
　人間には
　もどれません

　おまえは
　悪魔なの !?

　いいえ
　私は
　天使ではなく
　悪魔でもない」

■萩尾望都『ポーの一族　春の夢』（小学館　2017.7）
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そんなことをするのために
生まれてきたのではないと

けれどからだは
じぶんを傷つけずには
生きていることが
わからなくなることがあるのだ
そしてその苦しみの底を抜けて
みずからを超えてゆけることもあるのだ

こころは叫ぶのだ
そんなことを思うために
生まれてきたのではないと

けれどこころは
ひとを責めることで
じぶんも責めているのだ
そしてそのことに気づいたとき
ひとを許せることもあるのだ

言葉は叫ぶのだ
そんなことを騙るために
生まれてきたのではないと

けれど言葉は
騙ることでしか
語ることのできないことがあるのだ
そしてやがて語り得なくなったときに
ようやく真実が見つかることもあるのだ

（「からだ」）
「うたを歌うための声だろう
　演説するための声でなく
　歌にすませるための耳だろう
　何もかもを　聞き逃さないための耳ではなく
　いとしい耳たぶをそっとなぞるための指だろう
　おいつめるためにさす指ではなく

　ただ　ダンスのための手足だろう
　何かにしがみつくための
　ナイフを握るための手ではなく
　かかえこむための膝ではなく
　踏みつけるためのかかとでなく

　空に立てた指に　風を感じるための皮膚だろう
　花びらをうけとるための両肩だろう
　キスするためのくちびるだろう
　キスされるための頬だろう

　ひとつひとつが
　まちがいなく役割どおりに使われて
　はじめて　生かされるからだだろう

　朝焼けを見るための　あなたの瞳だろう
　たとえどんなに　この夜が長く続くとしても」

■覚和歌子『ゼロになるからだ』（徳間書店　2002.4）
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日本の現代文学の百年は
世界の終わりを目指したのか

現在と過去
生と死
意識と無意識
現実と異界
それらの対立を経た融合を

新しい人は
破壊から再生への道を歩み
新たな神話を生きねばならない
そして目覚めなければならない

文学はこれから
その刹那の形式をも超え
宗教や思想という
檻からも解き放たれて
世界の終わりからはじまる
神話としてのポエジーを
生きることができるだろうか

「スウェーデンボルグ、ブレイク、ユング。あるいは鈴木大拙、折口信夫、井筒俊彦。さらには三島由紀夫、大江健三郎、村上春樹。
　現代文学の百年の可能性がこれらの固有名詞とともにある。」

「大拙は、スウェーデンボルグ的な、「死」を通した精神の内的世界へ向けての遍歴を、仏教的な唯心論——『大乗起信論』——が明らかにしてくれた「意
識の形而上学」に重ね合わせていた。世界の構造と意識の構造は連動しており、意識の深層に存在する「アラヤ識」にこそ世界の真理が見出される。」

「学習院の高等科で大拙から英語とヨーロッパ神秘主義思想の系譜を学んだ柳宗悦は、大拙が説くスウェーデンボルグ神学と大乗仏教の融合といった
ヴィジョンに大きな影響を受け、言葉とイメージが交差する地点に独自の芸術表現を模索したウィリアム・ブレイクを、自身の最初にして最大の研
究対象に選ぶ。」

「同じく学習院の中等科と高等科に学んだ三島由紀夫が、在学中からスウェーデンボルグの『天界と地獄』の邦訳を探し求め（川端康成宛書簡）、自
らの最後の作品として「アラヤ識」を主題とした『豊饒の海』四部作を書き上げるのは偶然ではないだろう。」

「三島由紀夫は後に谷崎潤一郎の名前を冠した文学賞の選考委員の一人となり、そこで受賞者として大江健三郎を選出する。対象となった作品は「万
延元年のフットボール」（一九六七年）である。「万延元年のフットボール」で、大江は故郷の森を、まさに自身の文学が生まれ出てくる「故郷」と
して寓意的に描き出す。その際、大江は柳田國男と折口信夫の名前を出し、森と祝祭を描ききる。大江にとっての故郷の森とは、民俗学的な祝祭に
よって再生されなければならないものだった。同時期の三島由紀夫もまた、柳田國男の『遠野物語』については手放しで称揚し、折口信夫について
は異様とも思えるほど両義的で否定的な言及を繰り返していた。三島の自決、その天皇論と対峙した大江が『同時代ゲーム』（一九七九年）を経て、『新
しい人よ眼ざめよ』（一九八三年）で、宇宙的な神話にまで拡大された故郷の森の破壊と再生の物語に一つの完成をもたらしたとき、そこには三島由
紀夫の営為が否定的に——というよりも三島が折口信夫に相対したような両義的な関係をもって——参照され。ウィリアム・ブレイクに代表される
ネオ・プラトニズムの哲学が肯定的に——作品世界の骨格をなすものとして——言及されていた。
　柳田國男と折口信夫の世界、エマヌエル・スウェーデンボルグとウィリアム・ブレイクのネオ・プラトニズム、さらにはそのネオ・プラトニズム
と溶け合った仏教思想。三島由紀夫と大江健三郎という現代日本を代表する二人の作家は、近代の日本、そこに経過した百年という世紀が生み落と
した独創的な思想の可能性を、「フィクション」として書き直しているのだ。」

「鈴木大拙と井筒俊彦は、ともに深層心理の探求者カール・グスタフ・ユングの意を受けて組織されたエラノス会議に招待された二人の日本人であった。
ユングもまた、ネオ・プラトニズムの哲学と大乗仏教の意識の哲学の交点で可能になる「象徴」の論理に甚大な関心を抱いていたからだ。井筒俊彦も、
自身の後半生の思索を代表する『意識と本質』（一九八三年）等で、ネオ・プラトニズムの哲学を消化吸収することで体系が整えられたイスラーム神
秘主義思想の根底に意識の探究を据える。そこに拓かれた創造的なイメージが湧出してくる世界を、ユングの提唱した「原型」の世界として、ある
いはイメージとほとんど等しくなった流動する諸言語の種子を孕んだ大乗仏教の唯識論的かつ『大乗起信論』的な「アラヤ識」の世界として位置づ
けなおしていた。」

「三島由紀夫は井筒俊彦の名前を記さずに『神秘哲学』からの一節をまるまる要約引用して、『暁の寺』————『豊穣の海』のなかで輪廻転生と阿
頼耶識を徹底的に論じた巻————の重要な一部としていた。大江健三郎は、『新しい人よ眼ざめよ』のなかで井筒俊彦の名前を出し、『コーラン』
の邦訳からその一部を引用している。ちょうどその頃、やはり谷崎潤一郎の名前を冠した文学賞の選考委員を引き受けていた大江健三郎が選んだのが、
村上春樹の『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』（一九八五年）である。村上の受賞に際して最も肯定的な評価を下したのは丸谷才一
であり、次いで大江健三郎であった。谷崎潤一郎の著作を熱心に読んでいた村上春樹の『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』は、自
己の外側に存在する「ハードボイルド・ワンダーランド」と自己の内側に存在する「世界の終わり」という二つの世界の相克と融合を描き、この後
の村上のスタイルを決定する作品となった。外側の世界と内側の世界は個別に存在し、物語の最後になるまで相容れることはない。物語の終わりには、
文字通り「世界の終わり」が出現する。
　『ねじまき鳥クロニクル』（一九九四——九五）を経て、現在までのところ最新にして最大の長編となった『１Ｑ８４』（二〇〇九——一〇年）に至
るまで、村上春樹は二つの世界、現在と過去、生と死、意識と無意識、あるいは現実界と異界との対立と融合を主題とした作品を描き続けている。「世
界の終わり」を描き続けてきたのだ。」

■安藤礼二『祝祭の書物』（文藝春秋　2012.9）
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からだを
置き去りにしようとした

置き去りにされたからだこそが
新しいひとをつくるにもかかわらず
からだから精神を取り去ろうとしたのだ

置き去りにされ
縛られすぎたからだは
ただのうすっぺらな道具になる

からだはそのままでは
大地に縛り付けられすぎている
からだはからっぽだけれど
そのからっぽをこそ
新たな器としなければならない

からだを
新しいひとの
新しい精神にする
方法はふたつ

ひとつは
型を根気よくつくりだし
その型のなかから
おのずを展いてゆくこと

もうひとつは
忘れられたふるまいの数々を
意識的に変容させながら
その奥行きを生きること

からだを置き去りにした知恵からは
新しいひとは生まれないのだ

（１２　麿赤兒さん）
「草刈／麿さんの踊りや芝居は、「心」よりも「身体の気持ち」をかたちにして表現していると感じました。バレエですと技術を見せる
場面も多いので、「身体の気持ち」に寄り添うことはせず、身体が「苦しい」と言っていても、それを無視して、美しい動きやお客様の
目を楽しませるための派手な動きを追求するのだと思います。舞踏は、身体の内側と対話しながら表現していく感じが根源的というか、
バレエダンサーにはない感覚かもしれないと。
麿／根源的かどうかはわかりませんけどね。身体はひとつの「受容体」だと思っているんです。いいことも悪いことも、観念も空気も
すべてをいやおうなく受け入れてしまう器。バレエや伝統芸能だと、余計なものを捨てて型として様式化します。身体の「いいところ
だけのエキス」を抽出するところを、僕らの舞踏では「全部入れちゃえ」と（笑）。
草刈／全部、ですか。
麿／だって、いくら「厭」といっても空気を吸わないわけにはいかないじゃないですか。身体とはあらゆるモノゴトを受け入れてしま
うもの。もともとあった不可解なことを「要らない」と捨ててきたほかの踊りに対して、舞踏はそこから洩れ出ていった動きや無意識
層にうごめく何かをもう一度拾ってきて、構成し直すようなもんですよ。僕はそれを「忘れられた身振り」と言っているんですけどね。

（・・・）
「草刈／麿さんがお考えになった舞踏の方法論とはどんなものですか。
麿／いつもいうのは「未分化な身振りの採集」。たとえば会話するとき、意味がないような身振り手振りって無意識にやっていますよね。
つまり、身振りはどこにでも転がっている。それを意識的に採り上げるんです。
草刈／ああー、そうか。
麿／あとは、「我々が実体だと思っているこの身体はからっぽで、ふだん何もないと思っている空間こそが実体」ととらえる訓練はやっ
ていますね。いわば身体が空間に動かされている感覚です。そうやって空間を意識すると幅が出る、と。
草刈／幅が？
麿／能のすり足にもそういう感覚があると思っています。背後にある空間と時間を背負ってそれに動かされているからこそ存在に厚み
が出るんじゃないか、と。ですから、能とは少し違いますが、舞踏でもすり足を取り入れているんですよ。」

■草刈民代 × 古典芸能のトップランナーたち『舞うひと』（淡交社　2017.9）
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わからないものを
わからないといえる
わからないけれど
畏（かしこ）みながら
わからなさに向き合える
そこからはじまるむすびがある

ヴァーチャルのなかで
失われてしまうリアルを
どのようにして取り戻せばいいのだろう
論理という道具では
掬い取れないままのリアルを
どのようにして掬い取ればいいのだろう

死のリアル
他者のリアル
自然のリアル
それらのわからなさのまえで
むばれてゆくポエジーがある

死へのポエジー
他者へのポエジー
自然へのポエジー
わからなさをわからなさのままに
畏み畏みながら
むすばれてゆくポエジーのなかで
ひとはみずからをもむすび
そしてひらかれてゆく

「鎌田／現在われわれが本当に必要としているものの一つに「謙虚」というものがあると思います。謙虚とは、人間の小ささを知るということ
なんですよ。でも、人間の小ささを知るためには、命の全体像の中にわれわれの命があるというマッピングがきちんとされていなければならない。
神道はそうしたことが核となって伝わってきたものだと思います。それはまた、生命認識です。この生命認識という点で、神道はまだ可能性を
持っていると私は考えています。
南／私なりに理解すると、神道が語る自然には、根本的な「わからなさ」がどこかにあるわけですね。
鎌田／もちろんです。それが根底にあります。それを神道では「むすび」と言います。それを仏教的に「無常」と言ってもいい。ポジティブに
言えば、「産霊」。ネガティブにというか、メタ認識的に言えば、「諸行無常」。どちらも、生成変化を意味している。
南／そうでしょう。仏教の教典を見ながら私が思ったのは、「死」と「他者」と「自然」には、根本的な「わからなさ」があるということです。
ところが、「環境」という言葉はどうやら自然とは違う。
鎌田／自然は、コントロールできるものじゃないですよ。
南／環境というのは、人間が仕立てた何かなんです。「かしこむ」っていい言葉だと思いますが、「かしこむ」には、何かわからないという、こ
ちら側の自覚がないとダメでしょう。
鎌田／そうです。
南／だから、死と自然のわからなさに対してどのように自己を位置づけるのかという、ある種の縁起の思想と通底する何かを神道には感じます。
鎌田／私は最近、「無常」と「むすび」は、どうも違うことを言っているようには思えないんですよね。

（・・・）
鎌田／この「むすひ」とは、自然が持っている生成の力を指しています。西洋の哲学者のヤコブ・ベーメやスピノザなどが、「生成する自然」と「作
られた自然」というような分け方をしますが、「生成する自然」の持っている一番の根源にある働きが「むすひ」です。これは、何かを結ぶと
いう意味ではなく、生成するという意味です。

（・・・）
鎌田／わけのわからない何かの働きの中にかたちが生まれてくる。隠れているものから、顕在化してくる。それが「むすひ」です。顕在化した
ところでは、はっきりと現実化していくものがあるわけですね。
南／それは仮象ですね。
鎌田／背後にあるものは。よくわからない。そのよくわからないものに対しては、畏怖、畏敬の念を持つ・畏れかしこむ。こういう力があるか
ら結ばれる。
　でも、「むすひ」というときにはポジティブなかたちのところに着眼点が置かれていますが、「無常」という場合には壊れているところに着眼
点が置かれています。そこには、同じことを裏から見るか表から見るかという違いがあるいだけではないかと思います。
南／そうすると、「むすび」というのは非常に縁起に近いですね。
鎌田／私の考えではそうです。その縁起する力をダイナミックにポジティブに理解したのが「むすび」です。そして、そのとらわれから抜けて
いくための一つの機縁として構造的に理解したのが仏教だと思います。神道はそれを力動的に、はたらき的に捉えた。」

「南／では、ロジックとは別に、親鸞、空海あるいは道元という人物それぞれに、論理もあればポエジーもあると言うことができるわけですか。
鎌田／はい。法然にどういうポエジーがあったか、私はよくわからない。しかし、空海と道元と親鸞には、そのポエジーがとても重要だったと
思います。
南／（･･･）宗教とポエジーをどのように関係づけられるんでしょうか。今おっしゃる話ですと、そこは言語化してはいけないし、できないと
いうことになってくると思うんですね。
鎌田／言語化はできるんですよ。

（・・・）
南／要は、空海にも道元にも親鸞にも実存の重要な契機としてポエジーがあるのだという点が大事ということですか。
鎌田／ポエジーなくして、彼らの宗教はない。つまり、どっちが先かと言ったら ･･････。
南／ポエジーですかね。」

■鎌田東二 × 南直哉『死と生　恐山　至高対談』（東京堂出版　2017.9）
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ほんとうの名を知れば
その存在を支配できるという

ユダヤ人が神の名を発せず
神聖四字で表すのも
ほんとうの名への畏れからのものだろう

万物にはほんとうの名があるが
その名は秘密にされている

ほんとうの名の意味を知るものは
いわばその射影としての言葉を言霊としてとらえる

あえて言挙げせぬのは
ほんとうの名へ及ぼす力への畏れからだ

ほんとうの名で呼ぶことができれば
隠されているものも姿を現さずにはいられない

けれどもほんとうはなにも隠されていない
言葉こそが秘密をつくり存在を隠してしまう

天も地もほんとうの名にあふれているけれど
人はその影としての言葉を通じて
ほんとうの名を思い出さなければならない

わたしたちはじぶんのほんとうの名を思い出せずにいる
救済とはその名を思い出せるようにすることなのだ

「言語と秘密。言語は秘密をあばく。しかし、本当にそのように単純な開示の構造が問題になっているのだろうか。言語の手前にある

秘密とは何か。それは、言語以前には秘密ですらない。言語が秘密を作り上げ、それを明らかにすると考えてみてはどうだろうか。

このことは鬼という他者についても同様であって、言語が鬼を可能にし、それを抑圧するのだとすればどうだろうか。（･･･）

　日本哲学の研究者であるトマス・カスリスによると、インティマシー（親密さ／内奥性）とは「親友に内奥のものを知らせること」

が語源だそうである。カスリスにとって、日本哲学の歴史の中で、このインティマシー（親密さ／内奥性）をもっともよく体現した

思想家の一人が空海であった。

（・・・）

　真言密教というインティマシーの教えの核心は、言語と秘密にある。カスリスはそれを、言語として表現される秘密と考えた。では、

その上で、空海はいったい何を摑んでいたのか。つまり、日本語というわたしたちの言語が今日考えられるのとは異なるあり方をし

ていた中で、サンスクリット語と中国語に直面し、それらの間の飜訳において思考した空海は。何を摑んでいたのか。

　言語と秘密そして飜訳を考えるにあたって、ここで導入したいのが、救済という概念である。仏教が中国そして日本において一挙

に受け入れられた理由の一つが、救済にあった。しかもその救済は衆生を越えて草木瓦礫にまで及ぶほどの強力なものだ。それは儒

教が準備していた治の地平をはるかに凌駕していた。とはいえ、それはいかなる救済なのだろうか。キリスト教のような超越神によ

る介入とは異なる、何か別の型がここには示されていると思われる。それは、内在と言ってしまうほど単純ではない。それは、わた

したちの生きているこの世界はそのままに、何か別の次元が垣間見えるような救済なのだ。それは、仮定法的な次元や微分的な次元

だと言ってもいいし、それなしにはこの世界が破綻を来してしまうが、それを明らかにするためには、どうしても言語経験を経なけ

ればならないような次元である。」

「空海は、（･･･）「即身成仏義」と「声字実相義」とともに「三部書」とされた「吽字義」において、井筒の「意味分節理論」とはや

や異なる議論を展開している。「阿」の字があらゆる言語の本であり、それこそが真言であると述べた後に、次のように興味深い人間

のありさまを活写したのである。

（・・・）

　蒼頡が文字の形を定めると、「造化はその秘密を隠すことができなくなり、天は粟を降らせた。霊怪はその姿を隠せなくなり、鬼は

夜哭いた」というものである。しかし、空海は、画師に夜叉という別の霊怪を描かせ、自らがその画を見て恐れたというのである。

しかも、造化が秘密を隠すことができなくなったというのとは反対に、仏は何も隠していない、秘密は衆生が秘密にしているという

ことだと述べた。

　おそらく、井筒が救済しようとしている以上に、この世界の衆生であるわたしたちは言語としての秘密に翻弄されて、救済から離

れてしまうのだろう。それはほとんど不可避のようにも見える。しかし、この限界において、空海は「大悲の曼荼羅を描く」余地を、

救いがたいものたちに残したのである。

　わたしたち（しかし、いったい本当はナニモノなのだろうか）は、隠されることのない、いわば明るい秘密の中で、言語について

考え続けるほかないのだろう。言語は鬼を可能にすると同時にそれを抑圧するのだが、それは実はわたしたち自身のありさまにほか

ならない。

　天が粟を降らせることもないだろう。その代わりに、「天籟（天の音）」や「地籟（大地の音）」が、「命の雑音」もしくは「バック

グラウンド・ノイズ」として、わたしたちそのものである「人籟（人の音）」を可能にしてくれているのだ。

　武満徹は、「私は音楽家として、現存の四倍の努力をしなければ、鳥のようにはうたえないことになる。また、仮にそうしたとしても、

あんなに美しく充実した歌がうたえるものだろうか ･･････」と述べた。いつか「鳥のように」うたう時が来ることがないとは言えない。

秘密はすでに明かされているからである。」

■中島隆博『思想としての言語』（岩波現代全書 107　2017.9）



mediopos-1050
2017.9.30

概念は思考を豊かにするが
型に嵌め縛り付けもする

概念は世界から紡ぎ出されるが
概念を世界にあてはめ
それで世界を説明することもできる
けれどそれで説明し尽くせるわけではない

概念は人がつくる
人は文化のなかで概念をつくり
その有効性のなかで世界を生きる

数学も言語も同じだ
数学はきわめて効率的な言語の側面を持つ
公理や概念をあてはめることで
世界をその編み目のなかで
システム化することができる

けれどその編み目を抜け出るもの
概念にならない私こそが
存在が存在であることを明かす
私が私であることを明かせるのかもしれない

「①数学は人間の精神とは独立して存在するのか？　②数学の概念が当初の想定をはるかに超えた応用性を備えているのはなぜか？　こ

のふたつの疑問は複雑に絡み合っている。」

「数学が人間とは独立した世界に存在すると信じる人々も、宇宙の性質のとらえ方に関してはさらに二派に分かれる。ひとつは、〝正真正

銘〟のプラトン主義者たちだ。数学は永久不変の抽象的な数学的形式に存在すると考える人々である。もうひとつは、数学的構造は自然

界に実在する一部であると考える人々だ。」

「ほかの数々の例からもわかるように、「数学は発見か、発明か？」という疑問は愚問である。つまり、われわれの数学は発明と発見の組

み合わせなのである。ユークリッド幾何学の公理は、チェスのルールと同じように、概念として見れば発明である。そして、三角形、平

行四辺形、楕円、黄金比など、発明された数々の概念が公理を補っている、一方、ユークリッド幾何学の定理は概して発見であり、発見

はさまざまな概念を結び付ける道筋のようなものである。証明から定理が生まれるｰｰｰｰつまり、証明可能な事柄を掘り下げて定理を導き

出していくｰｰｰこともあれば、アルキメデスの著書『方法』に見られるように、先に問題の答えを導き出してから、証明に取りかかるこ

ともある。

　一般的に、概念は発明である。素数という概念は発明だが、素数にまつわるあらゆる定理は発見である。古代バビロニア、エジプト、

中国の数学者は、高度な数学を有していたにもかかわらず、素数という概念を発明しなかった。（中略）

　なぜギリシアの人々は公理や素数といった概念を発明したのか？　はっきりとは言えないが、おそらく宇宙の基本要素を明らかにした

いという飽くなき欲求があったからだろう。原子が物質の基本要素であるのと同じように、素数は数の基本要素だった。同時に、公理は

あらゆる幾何学的真理の湧き出す泉のようなものだった。正二十面体は宇宙全体を表す図形であり、黄金比はそのシンボルを具現化する

ための概念だった。

　そう考えると、数学の興味深い側面が見えてくる。数学は人間の文化の一部なのだ。ギリシャの人々が公理的手法を発明すると、後世

のヨーロッパの数学者たちもそれにならい、哲学や手法を取り入れていった。」

「数学は発明か、発見か？」は愚問である。なぜなら、答えは必ずどちらか一方で、ふたつは互いに相容れないと仮定しているからだ。むしろ、

私は半分が発明で半分が発見だと提案したい。」

「数学はある種の言語なのだろうか？　数理論理学と言語学の見地からわかるのは、ある程度までは言語の性格を帯びているということ

だ。ブール、フレーゲ、ペアノ、ラッセル、ホワイトヘッド、ゲーデル、さらには現代の哲学的統語論や意味論、言語学の専門家の研究

が証明するように、文法や推論は記号論理の代数学と密接なかかわりがある。とすれば、世界には六五〇〇以上の言語があるのに、数学

は一種類しかないのはなぜなのか？　実際のところ、あらゆる言語には共通の設計要素がたくさんある。（・・・）

　それでも、なぜ数学は学問としても記号表記としても統一されているのかと思うかもしれない。（･･･）

　数学の記号表記が統一的なのは、いわば〝マイクロソフト・ウィンドウズ効果〟によるものだろう。世界の誰もがマイクロソフトのオ

ペレーティング・システムを使用しているのは、それが必然だからではない。あるオペレーティング・システムがいったんコンピュータ

市場を支配すると、コミュニケーションの取りやすさと製品の入手のしやすさから、誰もがそのシステムを使わざるをえなくなるのだ。

西洋の記号表記が数学の世界に定着したのも、同じような理由と間挙げられる。」

「数学理論の存在を保証するものは何か？　（・・・）

　答えはあなたが想像するより単純だ。保証などないのである！　世の中には原理的にさえ正確な予測の付かない現象はいくらでもある。

たとえば、＜カオス＞を生み出すさまざまな力学系。初期条件のわずかな変化がまったく異なる最終結果を生むからだ。カオスを示す現

象としては、株式市場、ロッキー山脈上空の気象パターン、ルーレット盤のなかで弾むボール、タバコの先から立ち上る煙、それから太

陽系の惑星の軌道が挙げられる。確かに、数学者たちはこういった問題の重要な性質を解き明かす、巧妙な数学的形式を生み出している。

それでも、決定的な予測理論は今のところ存在しない。確率論や統計学といった分野は、まさにこういった問題に立ち向かうために作ら

れたものだが、〝入力〟をはるかに上回る〝出力〟を生み出す理論はない。（･･･）数学は特に基礎科学の記述に関しては抜群の威力を発

■マリオ・リヴィオ『神は数学者か／万能な数学について』 

（千葉敏生訳　早川書房　2011.10）


