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どうしてこの世が
こんなふうにあるのだろうと
日々感じることが多い

わざわざ
めんどうな
世の中や
じぶんが
こんなふうに
あるのだろうと

数学の公式のようであるならば
こんな世はいらないだろう
わざわざ生まれてくる必要もない

ならば
この
めんどうくささこそが
この世がこの世であるという
意味なのではないか

ならば
その
めんどうくささのなかで
遊んでみるのも
洒落ていていいのかもしれない

だいじなのは
スクエアなまでに
マジメすぎないこと
すべてを
そこそこに
いろんなインターフェイスを
ためしてみること

この世は
いろんなテクスチャーと
いろんなスタイルでできている
ネクサスなのだから

遊びをせんとや生まれけむ
されど遊びの質は見定めながら

「いつのころからか、ぼくは普遍的なことを自慢する連中に警戒するようになっていた。
　どこにでも、どんなことにも、いつもユビキタスに通用する「普遍」という基準があるという自負を持ちすぎるのは、おかしな
ことである。それを世の中に広げることを普遍的だというのなら、そんなことを振りかざさなくてもいいじゃないか、数学の公理
のように黙って前提にしていればいいじゃないかと思うようになったのである。」

「どうもユニバーサリズムやグローバリズムは説教じみている。「変」や「ちぐはぐ」や「あべこべ」を排除して、デファクト・ス
タンダードの設定のなかだけで通用成立するプロトコルを普遍的だとみなしすぎていた。
　そんなふうに見ないほうがいい。そういうプロトコルはユビキタスに普遍的なのではなくて、「その世界」に通用するだけなのだ。
そうだとすれば、そのような世界に言及できる「それぞれのインターフェイス」はどうなっているのか。そこを議論したほうがいい。
　分類をしすぎることも問題だ。全体をいくつもの部分に分けているうちに、部分と部分の差異ばかりが強調されて、あまつさえ
そういう部分を足していけば、きっちりとした全体になると思いすぎることになる。それでは「継ぎ目」やインターフェイスや「膜」
のほうに注意のカーソルが動かなくなっていく。」

「社会は機械システムのようにきっちりとした部品やテクストが複合的に組み立てられた構成系ではない。そんなふうになっては
いない。世の中はむしろ動的なコンテクストで組み立っていて、テクスチャーがらみのテクスタイルになっていると見たほうがよ
く、相互の干渉が混成して流れても成り立つコヒーレントな波があると見たほうが当たっている。法律ですらそうなっている。か
つてホワイトヘッドは、このような混成テクスチャーと複合スタイルで出来ている世界のことを「ネクサス」と名付けた。」

「世の中はロゴスによる「世界」だけでできているとはかぎらない。農耕や裁縫や日々の言葉づかいや食欲は、もっとくだけている。
ちぐはぐやあべこべもおこっている。ぼくはこれを、世界に対して「世間」と言うことにする。世の中で世界に属するルール・ロー
ル・ツールでかたちづくられているのが一割か二割ぐらいだとすれば、のこりの八割や九割は世間だらけになっている。」

「江戸の『和訓栞』では「あべこべ」は「彼辺此辺」と綴り、『南山俗語考』では「彼方此方」と綴ると説明されている。「あべ」はあっ
ちで、「こべ」はこっちのことをいう。「あべこべ」は「あちこち」なのである。このように世の中をみると、「彼（あ）」と「此（こ）」
とが同時に動いていることがわかる。それが「あべこべ」だ。「ちぐはぐ」同様、とてもすばらしい言い草だ。「彼（あ）」と「此（こ）」
であべこべならば。世界もせけ院も本来はあべこべであったはずなのである。」

■松岡正剛『擬／「世」あるいは別様の可能性』（春秋社　2017.9）



mediopos-1052
2017.10.2

高き山の頂は
広き裾野に支えられ
氷山は
水面下の力で浮かび
高き天は
地の上と地の下で
支えられなければらない

みずからを
高めようとするならば
地上へ地下へと
降らなければならない
そうすることで
みずからを高くすることができる

みずからの
地上と地下を
見落とすものは
天に昇ったつもりで
気づかないうちに
みずからを低くしてしまうのだ

「笑福亭鶴瓶といえば、芸歴 40 年以上の押しも押されぬ大御所だ。
　しかし、さんま・たけし・タモリの「ＢＩＧ３」には入れなかった。人は彼らを「天才」と呼ぶ。その才気は疑う余地のないものだ。
そして３人には一つの共通点がある。
　それは「孤独感」だ。
　彼らが発する笑いの奥底には、どこか〝影〟のようなものがつきまとう。
　それは恐らく、本当の意味で他人を信じることができないからではないか。孤独や絶望が独特なオーラとなり、強烈な存在観を生ん
でいる。これは「ＢＩＧ３」に限らず、多くの「天才」と呼ばれる人物に共通しているものだ。
　〝孤独〟が人を〝天才〟にするのか。それとも〝天才〟は〝孤独〟になる運命にあるのか————。
　しかし、鶴瓶には、それが一切感じられない。
　彼にあるのは、それとは真逆の「幸福感」だけだ。
　では、鶴瓶は「天才」ではないのだろうか？
　それは違う。
　芸能界でこれだけ経験を積み、才能の塊のような男が、まったく孤独感を感じさせないのは、むしろ驚異的なことだ。なぜそれが可
能なのか————彼の言動を見ていくうちに僕はあるキーワードにたどり着いた。

「スケベ」だ。
　彼の生き方に通貫している「スケベ」な思想こそ、鶴瓶を鶴瓶たらしめているのではないか。
　鶴瓶は常々自分が「性善説」に立っていると語り、タモリは鶴瓶のことを「自閉症」ならぬ「自開症」と〝診断〟している。誰に対
しても心を開き続ける鶴瓶はまさに〝病的〟である。
　鶴瓶は、他人を信じている。それができるのは、誰よりも自分を信じているからではないだろうか。多くの人が他人を信じることが
できないのは、即ち、自分を信じ抜くことができないからだ。
　だが、鶴瓶は他人も自分も、つまり人間を信じ切っているように見える。それが「孤独」を感じさせない理由ではないか。だとするなら、
やはりバケモノである。
　もしかしたら本当の「天才」とは、こういう人を言うのではないだろうか。
　ならば、鶴瓶は芸能界のみならず、あらゆる局面で〝最強〟なのではないか————。」

「「嫌いな人います？」
　ＳＭＡＰ・中居正広にそう問われ、笑福亭鶴瓶は断言した。

「いないんや。みんな好きやねん。」
　同じことを嵐の二宮和也に訊かれたときも、同じように「いないいない」と返している。

「いままでだと？」とさらに二宮が追求すると鶴瓶は少し思い返して改めて答えた。
「いないなぁ。嫌いというのは、やっぱ好きやから嫌いなんやろ、たぶん。なんか気になるから嫌いになってしまうねんけど、やっぱり
好きなんやろ、それは」
　鶴瓶が、「人」に対して常にスケベに接することはできるのは、根底にこうした思考があるからだろう。
　「鶴瓶さんがスゴいと思うのはさ、災いのほうに向かっていくじゃないですか。」
　糸井重里は鶴瓶のスゴさをこのように語る。それに対し、鶴瓶も「そうやろね。意識なく入っていくよね」と同意する。」

「人間は愚かだ。けれど、その愚かな部分こそおもしろいと鶴瓶は言う。
「イヤと思って拒絶することは簡単やけど、イヤやからよけい近づくっていう方法を何十年もとってるんです」
　その愚かさに積極的に近づきおもしろがることが、スケベに生きるための鶴瓶の流儀なのだ。」

「立川談志は鶴瓶をこう評したという。
「己の姿を皿蹴る晒け出し、実在と、虚像が入り混じった、何とも形容しがたい落語家」
　虚も実もない。目の前の相手にどうやったら喜んでもらえるか。その部分にだけ鶴瓶はスケベに生きている。」

■戸部田誠『笑福亭鶴瓶』（新潮選書　2017.8）
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神々の住むところ

キリスト教は
それを魔法の山
異教の魔女の土地とし
人は山を遠ざけはじめ
山は暗くなっていった

１７世紀のヨーロッパに登山の記録はない
ペトラルカが登山の父と呼ばれているように
ルネッサンス時代になり
山はようやく復権してくる
栄光の山
スポーツの山
風景画の山として

西洋ではかつて
山は描く対象ではなかった
中国の六朝時代には山水画が描かれ
隋唐の時代には日本へと伝わり
やまと絵にとりいれられてゆく
そして北斎の富岳三十六景へ
やがてそれが西洋へ

山は神々のからだ
それがいちどは人から遠ざけられた
ひとがそのからだをもつために
ひとのなかで神々が甦るように

山そして自然という
ほんとうはとらえきれない存在の前で
ひとはいまどこへ向かおうとしているのだろう
人もまた暗さと栄光のあいだを
まだ彷徨っているのだろうか

（「和楽」特集記事「西洋では山をどう描いてきたのか？」より）
「人類が描いた絵画の最古の例であるフランス・ラスコーの洞窟壁画を見るとわかるように、先史時代のヨーロッパでは、当時の社会や文化から考えると非常にレ
ベルの高い絵が描かれていました。
　しかし、対象物は身近な動物や人、樹木が主で、山をはじめとした風景は描かれていません。それは、古代エジプトのヒエログリフと呼ばれる象形文字で表さ
れた絵でも、古代ギリシアの壷絵などにおいても同様で、山は描く対象になっていなかったのです。
　古代ローマ時代になると、キリスト教が絵画の価値を決め、すべての頂点に神がいて、人間はその下、自然はさらにその下と位置づけられ、絵画の主題は神の
世界のみに限られるようになります。
　それが、イタリアのルネサンス期になると、神のみならず、神を敬う人々や背景も丹念に描かれるようになり、想像力とともに遠近法を駆使したマンテーニャや、
万能の天才として知られるダ・ヴィウンチが、背景に山を描き、絵画の中で神と人間社会と自然との関わりが感じられるようになります。
　しかしこのように、絵画の中に山が描かれるようになっても、それは依然として主題を引き立てるためのものであり、山や自然が単体で描かれることはありま
せんでした。西洋絵画においては長らく、山や自然を主題にするという発想は禁じられていたのです。
　それが、19 世紀を迎えてキリスト教の政治的な勢力が弱まっていくにしたがって、絵画表現も新たな時代を迎えることになります。
　18 世紀後半に始まった産業革命によって、近代化した都市部では暮らしにくさを感じる人々が増え、科学技術の発展によってかつて驚異だった自然も、親しみ
やすいものとみなされるようになり、人々は自然に対する憧憬や親しみを強くするようになっていました。
　そんな時代背景のヨーロッパにもたらされたのが、浮世絵などの日本美術で、思いもよらなかった絵画に接した芸術家たちはたちまち魅了され、〝ジャポニズム〟
という芸術における一大ブームが起こるのです。
　中でも芸術家たちを驚かせたのが、北斎の『富岳三十六景』に代表される、山や自然を主題にした思いがけない絵でした。
　北斎の自然描写にいち早く感応したフランスでは当時、絵画の主題は神話や聖書、という厳密な決まりがあって、それを外れると絵として認められないという
状況がありました。
　それに対して、古き伝統から逃れたいと考えていた画家たちは、北斎の絵に表された日本的な自然観に感銘を受け、模索や習作を繰り返すうちに明確な方向づ
けをつかみ取っていきます。
　それが、自然に眼差しを向けた近代西洋画の誕生であり、19 世紀の後半になってようやく、山を主題にした作品が描かれるようになったのです。」

（■Ｍ・Ｈ・ニコルソン『暗い山と栄光の山』より）
「十七世紀の詩人たちが描写した時 ----- 彼らは大体においてそんなことはしなかったが ----- その表現は「点に接吻する」とか「星にも届く」といった古典的形容
辞への儀礼と、自然の顔を汚す「疣、瘤、火ぶくれ、腫れもの」に対する非難の言葉との間で揺れ動いていた。しかし十八世紀の詩人たちは、その叙景詩の中に
率先して山の風景をとり入れ、長く詳しい叙述を導入して、山々の描写が風景詩の重要な一部となったことを示した。そしてロマン派時代ともなると、誰もが知
るように、山々は叙景詩の中心となったのみならず、イスラエルの父祖たちにとってのシナイ山にも比肩するほど、神聖なものとなったのである。一六八〇年代
のバーネットの動揺は、イギリスの趣味の変遷の前兆のようにも思われた。しかしどのようにして、何故にこうなったのであろうか。」

（「訳者あとがき」より）
「ニコルソンが主として取りあげた十七世紀、十八世紀という時代は、近代科学の誕生と発展の時であった。しかしニコルソン自身が「新しい哲学」の章の初めに
も指摘しているように、その科学の母体である「スキエンティア」は科学と哲学の両方を含む、より広い自然の学であった。自然の生成、変化そして日々の営み
は極めて人間的な、そして宗教的な意味をもって解釈された。当時発達しつつあった望遠鏡や顕微鏡の技術、力学や光学や天文学といった諸科学は、自然界の驚
異を明らかにし、この世界における人間の位置を脅かして人々に戸惑いを与えながらも、なお創造者である神への賛美の念を一層つのらせたのであった。このよ
うな意味での科学は、詩人や文筆家にとって決して疎遠なものではない。それは彼らの想像力を駆り立て、自然の持つ意味を考え直させるとともに、自然におけ
る美的判断の基準をも変化させていったのである。」

「神学と「新しい哲学」とを結合し、自然界の法則と神の命令との対応性を示したトマス・バーネットの『地球の聖なる理論』は、本書の集神的な部分をなしてい
る。「主として聖書に記録されている太古の歴史の諸相を、もう一つの光すなわち自然と哲学の光によって新たに確認すること」は、バーネットがその序文の結び
に記した言葉であった。人間の罪の醜い象徴であった山々も、形成しまた破壊する雄大な自然の力の一つの顕現となったのである。」

「閉ざされた世界から脱して膨大な宇宙空間に神の無限性を見た人々は、ふり返ってその眼を地上の雄大なもの ----- 山と海 ----- に向け、そこに再び神の力の反映
を見たのだった。山々はその雄大さで人の心を拡げ、無限なるものへの憧憬を目覚めさせた。」

■Ｍ・Ｈ・ニコルソン『暗い山と栄光の山』（小黒和子訳　国書刊行会　1989.11）
■和楽 2017/10・11 月号『天才絵師、北斎のすべて！』（小学館　2017.9）
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美しき姿には毒がある

愛されるためには
飾らねばならないが
我が身を守るためには
内に毒を持たねばならないのだ

毒を持てないものは考えるのだろうか
毒の姿に擬態すればよい
擬態すれば毒を持てると

蝶は昼を踊り
蛾は夜を踊る

けれども
昼に踊る夜の蝶の蛾は
何を思い昼にその姿で踊るのだろう

毒蝶に擬態し
またきらびやかな姿に
我が身も毒を持とうとする

（「昼蛾」／嫌われるための夜の蝶の芸術」より）
「目の前を綺麗な蝶が飛んでいく。ひらひらと訪花する。この小さな身体に大きな翅の昆虫を、捕食者たちは一体何と見てい
るだろうか。ときどき鳥の嘴の形に翅を傷つけられた蝶が採集されることがあるけれど、鳥の目には、一口大の御馳走が翅に
目立つ紋様を散らして、自分を誘っているとしか見えないのではないか。
　人の目にはいくら綺麗でも、そんな事はどうでもよい。鳥には好かれる、雌の蝶には嫌われる、では話にならない、要はそ
の逆の効果をあげることである。
　雌は別として、鳥のような御免こうむりたい相手の方に、こちらを好きになる理由のある場合、つまり自分が美味しそうに
見えるときには、これに嫌われるということは中々の難事である。嫌われるその方法の一つとして、幼虫時代から有毒の植物
を食べて育って、見に毒を帯びておくというのがある。毒を食べて虫自身は何故死なないか。それは何事も子供のときからの
稽古がものをいうのであろう。
　鳥が毒蝶を食べる。毒が強すぎると鳥が死んでしまうけれど、極度に不味であったり、苦しんで吐くという程度の毒である
場合、鳥は二度とその類の蝶を食べない筈である。従って覚えやすい印象の紋様を蝶はもつ方がよい、ということになる。有
毒の蝶の鮮やかな色彩が、かくて出来上がる訳である。連中は大抵、自分の姿を誇示するように、ゆっくり、悠々と飛翔する。
あわてる理由はないのであって、むしろあわてるとかえって危ない。
　自分は無毒でありながら、有毒の蝶にそっくりで、それでいて種族的には縁もゆかりもない蝶がいる。本家に混ざって飛ぶ、
その飛び方までも同じ流儀で、これほど化けおおせれば、見破られないかとひやひやすることはもはやないのか、それとの自
分でも毒のあるつもりになっているのか。錯覚も自信のうちである。
　蝶は昼間の視覚的な世界に生活する故に美しい羽を持つのだけれど、蛾の中にも昼間飛び、蝶のように暮らしている者がい
る。本当のことを言えば、鱗翅目の昆虫の大半が蛾であり、蝶はそのごく一部、孤立した群といってもよいのだが、比較的大
型で昼間飛ぶために、やはり光の中で生活する人間に、蝶は親しまれているのである。しかし夜の闇の中には、種類数も個体
数もはるかに蝶を上まわる、膨大な蛾、つまり西洋人のいう「夜の蝶」の世界がある。ややこしいけれど、その蛾の中の異端
者とも言うべき者どもが、昼間に飛ぶ。すなわち昼間飛ぶ夜の蝶である。
　この昼飛性の蛾の大方の者は、姿を毒のある蝶に似せている。ある者は紫色に輝くルリマダラに、ある者は黒地に白紋と赤
紋のベニモンアゲハの類に、またある者は白地に黄と黒と赤の彩りも鮮やかなカザリシロチョウに。一体どうしてこんなこと
が起こるのか、それが解明されたとき、進化論はすっかり姿を変えているであろうし、そんなことまであるいは、人間は知ら
ぬほうがよいという気さえする。
　そうして昼跳性の蛾の中で、毒蝶に擬態していない者は、いずれも層をなす雲母の薄片や綾錦にも比すべき、独特のきらび
やかな斑紋をもつ。おそらくは蛾それ自身が有毒なのであろう。ただ目立つことのみを心がけているようである。」

■奥本大三郎『蟲の饗宴／僕はこうして虫屋になった』（世界文化社　2017.10）
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完成が何だ
完成とは何だ

表現に完成はあるか
表現とは何だ

言葉に完成はあるか
言葉とは何だ

自由に完成はあるか
自由とは何だ

精神に完成はあるか
精神とは何だ

生に完成はあるか
生とは何だ

ただ歩くしかないではないか
一里塚でひとまず息をつく以外ないではないか

歩くのをやめた場所は
完成ではなく終わりにすぎない
終わる場所もまたはじまる場所になるのだが

「歩く人・碧梧桐。（･･･）
　いったいぜんんたい碧梧桐の生涯の真面目とはなんだったのか。（･･･）
　「子規の死語四年、碧梧桐は三十四歳。俳句革新の原点に立ち返り、『萎縮した生気を発憤する』、それこそが全国行脚の発心のすべ
てだ。」
　いやそうこの発心をつらぬくこと、なにはともあれ碧梧桐は子規の俳句革新を一途に推進してきたのだと、まずそのことを明確に
しておこう。そのためもあって前へ前へとばかり、新傾向から自由律へと、ひたすら歩きに歩きつづけたのである。これはかえりみ
てひとりの人間の域を超えた事業というべきものであろう。
　たしかにこと事業の遂行となると十全な達成はみなかった。あえていえば志なかば道なかばにした。どれほどかはその昔に子規が「由
来彼は秩序的の能力と推理的の常識を欠く者」と喝破した通りだったとしよう。
　だけどそれは悪とされることか。いましばらく思いいたされたし。わが偏愛の詩人、谷川雁の詩句にある。

「完成が何だ」（「伝達」）
　これこそまさによく碧梧桐の俳精神をいっていないか。まったくこの人についていうと小さな完成など求めるべくもなく生きたの
である。かくして碧梧桐は逝った、還ることなく征きてあれと、つぎなる新世代に託して。でさいごに問うてみよう。
　ｰｰｰｰはたして碧梧桐なかりせば、と。
　（･･･）すると、いわずもがな昭和の自由律の尾崎放哉、種田山頭火はいなかったろうし、そのつながりから同期のプロレタリア俳
句の栗林一石路、橋本夢道もいなかったのでは、といっても誤りではない。さらには詳しくないが、新興俳句運動、それも起こらなかっ
たやも。じつにその運動は水原秋桜子が虚子の「ホトトギス」を離脱した一事に発端があるのだ。この陣営では高屋窓秋、篠原鳳作、
渡辺白泉、西東三鬼、富沢赤黄男らの面々など。
　はたまた山口誓子、中村草田男もだろう。そしてそれだけでなく戦後の高柳重信、金子兜太らの仕事もあるかどうか。さらにもっ
と時代はくだりネット俳句オタクらもまた。いやそれらの全部があったとしても、やはり碧梧桐なくば、まるでちがう様相となって
いたろう。」

「碧梧桐は多面体（マルチ）だ。なかでもやはり碧梧桐の書家としての達成は圧倒的なものがあろう。（･･･）石川（九楊）は大著『近
代書史』に「再構成された無機なる自然　河東碧梧桐」と題し一章を割いている。そこで書家はこちらが言いたいことをこんなにも
正確にすばりと書くのだ。（･･･）

「･･････ 河東の書は書史の全体像を視野に収め、新しい書の創出に苦悩した本格的な書であり、漠然と考えられているような『知識
人の書』の範疇に属する趣味や手すさびによる風変わりな書では決してない。もしも河東の書が、日本近代書史に正当に位置づけら
れないなら、きっと日本の近代書史は精気とみずみずしさを喪ってしまうだろう」
　とそのように揚言してはじめ、ひりひりするような熱い筆で長く重厚な論を繰り延べることそのしまい、こんなふうに終行にとど
める。

「･･････ 書を読み解くことによって見えてくる碧梧桐の表現の歴史は、俳句を詠み込むところから見えてくる碧梧桐の歴史と等しい
はずである。／碧梧桐の書は、まさに近代に抜きん出た表現である。ということはすなわち、碧梧桐が残した俳句の表現も近代文学
史上に傑出した意味をもっているのだと、これは書の方から見て確実にいえるのである」」

■正津勉『忘れられた俳人　河東碧梧桐』（平凡社新書　2012.7）
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昼には星が見えないけれど
空に星がないのではなく
見る力を持てないだけ

物質世界で霊的感覚を
働かせることはむずかしい

昼に星を見るために
深い井戸の暗闇に降りるように
霊的感覚を働かせるために
自らの深い内へと降りてゆく

内的感覚は神秘ではない
だれもがその力を持っている

けれどもそれに気づかない者は
見えるものだけが
世界だと思い込んでしまう

光の中で
ほんとうの光を見るために
人は自らの深みに
降りてゆかねばならない

するとそれまで見えずにいた
物質の秘密もまた見えてくるのだ

「私には、自分のもっている感知の力が〝神秘的〟なものかどうかはわかりませんが、それが覚知的なものであることは確かです。それは、
遠くにあるものを盲人が認知できる領域内へ運びこむ能力であり、だからこそ星たちでさえまるで戸口にあるように思えるのです。この感
知力は私を霊界へと結びつけてくれます。また、不充分な触覚の世界から得られる限られた経験を検証し、それを霊的意味に翻訳して私の
心へとさし出してくれるのもこの感知力です。それは、私の中の人間的なものに神的なものを示し、この世と〝大いなる彼岸〟とのかけ橋、
今と永遠とのかけ橋、神と人とのかけ橋を築いてくれます。この感知力は思索的で、直覚的で、回想的です。宇宙には客観的な物理世界だ
けでなく、客観的な霊界も存在しています。物理世界に内側と外側があるように、霊界にも内側と外側があり、そのそれぞれがリアリティ
をもっています。そして霊界は物理世界の内側にあって、しかも優位に立っており、霊的なものを無視して物質的なものが使われるのでな
ければ、生命のこの二つの層のあいだに対立はありません。両者の区別については、スウェーデンボルグは彼の〝不連続な階層〟という理
論で説明していますが、その説明によれば、物理世界は物理世界と同じ材料でできた感覚器官によって認知され、一方霊界は霊界と同じ材
料でできた感覚器官によって認知される、ということになります。
　私の生活は、盲、聾、啞という三重苦のためにとても複雑になっていますので、思考と努力で自分の経験を合理化しなければ、ごく単純
なことすら行うことができません。もし、外側の世界を理解しようとせずに、いつも神秘的な感覚だけを働かせていたら、私の進歩は妨げ
られ、あらゆるものが身のまわりに崩れ落ちて混沌となっていたことでしょう。夢と現実を混ぜ合わせ、霊的なものとまだきちんと見たこ
とのない物質的なものをごちゃ混ぜにするのは私にとってたやすいことであり、内的な感覚がなければそれらを分けておくことはできませ
ん。ですから、色や、音や、光や、また触知できない現象についての観念を組み立てるときにたとえ間違いを犯すとしても、私はつねに外
側の生活と内側の生活との均衡を保つように心がけなければならないのです。また、他人の経験を参考にし、それをあてにしなければ、私
は自分の触覚を使うこともできません。さもなければ、私は迷路に迷い込むか闇の中を堂々めぐりするほかはないのです。スウェーデンボ
ルグの『天界の秘儀』にある次の一文は、そういうわけでいつも特別私の助けになりました。

　　自分の外側で起こっていることを見たり認知したりするのは内側の人間であり、この内側の人間を源泉として、感覚的な経験は生き生
きとしてくる。なぜなら、この主体的な源泉をおいてほかに、知覚や感覚のいかなる能力も得られる場はないからである。だが、感覚は外
側からやって来るという誤りはあまりにあたりまえで一般的であるために、感覚から離れて抽象的に考えないかぎり、素朴な精神はもとよ
り合理的な精神ですら、その誤りから脱することはできない。（『天界の秘儀』五二九）」

■ヘレン・ケラー『ヘレン ･ ケラー　光の中へ』（鳥田恵訳／高橋和夫監修　めるくまーる　1992.10）
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私のなかでは
無数のミューズが
響き合っている

私が生まれる
すると
音や運動やリズムとともに
ミューズは奏で始め
その環が広がってゆく

３歳のミューズが奏で
その環が広がり
５歳のミューズが奏で
その環が広がり

１０歳１５歳２０歳の
３０歳４０歳５０歳の
そしてやがてその生の最後に
死のミューズが奏で
その環が永遠へと広がるときまで

無数のミューズの環は
響きを重ね合いながら
その音楽を育て奏で続けるのだ

ミューズの歌を忘れるとき
私という無数の円の響きは聞こえなくなり
私はじぶんを失ったまま
直線をさまよい始める

「私たちは皆「ミューズ的人間」を必要としている。ミューズ的なるものを抜き取られるとたちまち、人は己の人間性に本質的なあ
る深いものを失ってしまう。
　それゆえ、ミューズ的人間を理解しようとし、その始まり、特徴、様々な展開の仕方を少しでも把握することが必要だと思われる。
　この分野は命とりになるくらい広範なため、専門家を重視する西欧的な伝統の中では、タブーだとも言える。この分野が取り扱う
ものとして、人生と遊び、子どもと子ども文化、創造する人間と音楽が挙げられることは間違いないが、それだけではなく、教育学
と学校、社会の発展と政治も取り扱われることとなる。————「ミューズ的人間」はエコロジー的な全体的思考をその本領として
いるので。分野とジャンルを越え、さらに文化や世代を越え、学問や詩の枠を越えて、より大きな全体像で見ようとしなければ、私
たちは「ミューズ的人間」を見失ってしまう。
　本書は人間の命の始まるところから開始される————音、運動、リズムが、それ以降の生活の基礎となる形式パターンとして刻
み込まれるという、胎児期についての議論とともに。これを取っかかりにして、人生の様々な段階におけるミューズ的表現形式、そ
の形式を育む生活条件を次々に取り上げていく。おむつ交換台の赤ん坊の喃語から、国境を越えた子ども文化の自然発生的な歌まで。
子どもが学校や授業と出会うときから、十代の若者が音楽により解放されるまで。スターリン統治下のディミトリ・ショスタコーヴィ
チから、晩年の歌遊びやダンスまで。本書のように人生のサイクルという視点をとれば、締めくくりは当然「死」ということになる。
ダン・アンダションの「ある楽士の埋葬」————そして盛り上がるコーダ。」

「私たちはみな、そのときまでに自分が生きてきた年月を総和した存在である。その時々の経験をもったすべての年齢が、どの人の
内にも潜んでいる。西洋ではあまりに多くのことを直線的にとらえる傾向にあるので、私たちの今の年齢を、本来の年齢だと見なし
がちである。それによって、それ以外の過去の年齢はある意味で意識領域から消えてしまい、年齢概念を不必要に平板なものにして
いる。だが、現実に光と影の様々な面に出会ったとき私たちが共感し理解するためにはこれまでの記憶や思い出すべてが必要である。
ひとりの人間の内に存在する様々な年齢は、この場合、非常に音域の広い楽器で、いろいろな高さの音や響きを出すことができる。
私たちはみな、人間として現実に根ざした生き方を続けようとするなら、この年齢という楽器からいろいろな音を出し、音をいろい
ろに組み合わせて用いなくてはならない。音楽、詩作、踊り、創造的な造詣————そして何よりも、遊ぶ子どもたちとの接触————
これらは大人の内に存在する様々な年齢に、新たな命を与える。大人の心が一〇歳の子の視点を獲得したとき、それは、子どもらし
さと成熟の間の差をこわし去り、五〇歳の大人の日常生活を実りある意味深いものに変えるという決定的な働きをすることもある。
ミューズ的人間の年齢は円形であり、直線的ではない。」

■ヨン＝ロアル・ビョルンクヴォル『内なるミューズ／我歌う、ゆえに我あり』（福井信子訳　ＮＨＫブックス　1999.7）
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わたしがいる
あなたがいる
わたしがいるからあなたがいる
あなたがいるからわたしがいる
わたしとあなたはともにいる

表がある
裏がある
表があるから裏がある
裏があるから表がある
表と裏はともにある

善がある
悪がある
善があるから悪がある
悪があるから善がある
善と悪はともにある

肯定がある
否定がある
肯定があるから否定がある
否定があるから肯定がある
肯定と否定はともにある

変化がある
永遠がある
変化があるから永遠がある
永遠があるから変化がある
変化と永遠はともにある

「『美の法門』を著す三十五年前に、柳は銅板画職人であり、画家であり、詩人であったウィリアム・ブレイク（一七五七—一八二七）
に夢中になり、おそらく日本で最初のブレイクの研究所となる『ヰリアム・ブレーク』（洛陽堂、一九一四）を著し、次のように記した。

　ブレークは神の庇護になる此世に否定の運命をもって創造されたものゝ一つとしてない事を固く信じて、全自然の偉大な肯定的意
義を唱導したのである。然も彼はその鋭敏な洞察の力によつて此肯定の思想を相対律の上に建てゝゐる。彼は此現象界が凡て対立的
価値の上に成立する事を見ぬいてゐる。悪のない所に善はなく正がなければ又邪もない。生命と物質と、主観と客観と、美と醜と是
等の対立的事実は何等矛盾するものではない。彼等には不可分離相互関係が内在してゐる。対峙する二個のものは直ちに両者の存在
の是認を意味し、又一方の肯定は必ず他方の肯定をも内意する。純粋に単一性をもつて成立する事象は此世界に存在しない。（『ヰリ
アム・ブレーク』）

　一枚の紙の片側を表とみなした時に初めて裏という概念が成り立つように、対立する二者は常に相互依存の関係にある。柳は「善
と悪、心と物、理性と直観、彼等は人が作為した抽象的差別である」と述べ、ブレイクの「生けるものはすべて神聖である」という
言葉に注目して、対立する二者のうちの一者を比定するのではなく、二者をそのまま受け入れることの意義を説いたところにブレイ
クの最大の特徴がある、と論じた。柳はこれを「肯定の思想」と呼び、「人為的道徳の不自然を打破して此全称的肯定の思想を人生観
上に齎らしたのは恐らくブレークを以て嚆矢とする」と言い切った。
　後年の柳は浄土真宗に傾倒し、仏は信賞必罰の審判者ではなく、あらゆる存在を慈悲の心で受け取ってしまう、と述べた。初期の
柳はブレイクに熱中して、「行きとし生けるものはすべて神聖である」という言葉を取り出した。どちらも「肯定の思想」であるとい
う点で共通しており、柳の関心のあり方は若き日々から晩年に至るまで首尾一貫していたと言える。しかも柳は『ヰリアム・ブレーク』
に「ブレークの思想が一見して東洋的色調を帯びてゐる事は事実である」と記し、古代インドの宗教哲学書である『ウパニシャッド』
の英訳本に言及しながら、「特にその想像又は生命の観念に於てブレークの思想は本質的に東洋最古の哲学思想を示してゐると云はね
ばならない」と指摘した。」

「一九世紀初頭に古代インド哲学と出会ったブレイクは、不和の原因となる「利己心」を制御するために「自己寂滅」という鍵概念
を設定し、流血の歴史を持つキリスト教をゆるしを基調とする「イエスの宗教」へと変換し、相互寛容の仕組みを打ち立てた。ブレ
イクの思想は一九〇〇年代の英国社会に閉塞感を抱いた人々によって受け継がれ、その一人であったリーチの来日とともに柳に伝播
した。柳はブレイク思想とインド哲学との親近性を的確に見抜き、ブレイク研究とキリスト教神秘主義の延長として民藝運動を創始
し、心を無にするという他力の思想に到達した。ブレイクの「対立なくして進歩なし」という「対立の思想」と、「生きとし生けるも
のはすべて神聖である」という「肯定的世界観」は、その思想的支柱をインド哲学とイエスの言葉に遡ることができ、その影響は柳
の民藝に及んだ。一方英国ではブレイクと日本美術に魅了されたビニョンが、人と自然の関わり方を問い直し、環境に働きかけるの
ではなく、環境から働きかけられる存在として人をとらえ、人の鋭敏な感受性に価値を置いた。インドを出発点として一八世紀のロ
ンドンを経由し、二十世紀の東京に流れ込んだ西廻りの「肯定の思想」は、様々な仲介者を経てブレイクから柳へと手渡されながら、
柳の中で大乗仏教という東廻りの「肯定の思想」と合流し、時空を超えた円勘定の思想の潮流を形作った。二十世紀という「利己心」
が衝突した戦争の時代に、柳とビニョンはブレイクを起点として、多様な個性が共存する多元的世界を模索し、自他の個性をともに
守るための戦略として、受動性に積極的な意義を見出した。個としての主体性を確立した上で、他に対して自己を開いていくこと。」

■佐藤光『柳宗悦とウィリアム・ブレイク／環流する「肯定の思想」』 
　（東京大学出版会　2015.1）
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ひぎのへの
あわひのへその
へれめけん
ここぞとなりて
あまのひらけん

わがはらは
ひのもとなりて
いざゆかん
こぞのひらほの
ひみのゆくまで

はらほろと
こころひらほの
ほのみえて
わがそのひみの
たへてゆめみん

さりてはな
はるかのみねの
こころなし
ことほぎまつり
ひみのひらけり

（「山下洋輔 × 笹公人　スペシャル・ハナモゲラ対談／ハナモゲラ和歌はフリージャズの流れにある」より）
「笹／タモリさんと初めて会ったのは、博多のホテルだったとか？
山下／そうそう。一九七二年の渡辺貞夫さんとのジョイントコンサートの後で、われわれが部屋でばか騒ぎをしているところに、
いきなり知らない男が中腰で踊りながら入ってきた。お能の真似をしていた中村誠一が被っていたゴミ箱を取り上げて、自分で
被って。誠一が韓国語のモノマネで怒ったら、それ以上にうまい韓国語のモノマネで言い返してきた。それからフランス語、イ
タリア語、最後はスワヒリ語までいっちゃってね。僕らはおかしくて、もうゲラゲラ笑い通し。それからですね。タモリとのつ
きあいは。
笹／スゴイ ･･････ ！まさに、「その時、歴史が動いた」んですね。
実は、一九八三年のタモリさんのオールナイトニッポンの最終回の音源を見つけまして、その時にタモリさんが詠まれたハナモ
ゲラ和歌を文字に起こしてみたんです。

「きんたびれ　すてもちみれば　しにあわん　つきのかたびら　しきのとうふか」
「おぶへびの　よりしりくれば　しゃべりまくり　ひしたぞうふつ　あしたしるぞや」
山下／なんなんだ、これは！（爆笑）
笹／「すてもち」で捨て鉢ば気分を、「し（死）にあわん」で無念さを滲ませているのですかね。
山下／「つき、かたびら」の調べはきれいだ。「おぶへび」ってなんでしょうね？　「秘した＝隠していた心」を今夜全部話して
しまうということか（笑）。
笹／ところで、ミュージシャンにハナモゲラ和歌が流行ったのは、なぜだと思いますか？
山下／やはり、言葉をひっくり返して言ったり、わざと、世の中に通用していない言葉を使いたいという意識だと思いますね。元々
は、クラシック界の独特の隠語だったとも言われています。「ツェーマンゲーセン」とかね。
笹／歌手より楽器演奏者のほうが、ハナモゲラ語は上手な印象を受けます。
山下／小山彰太（山彰太）が文学的にいちばん優れていて、いろんな法則を考案していますよ。彼は、ハナモゲラ和歌ヘラハリ
派の祖です。彼から、三頭火の「音は　しぐれか」という俳句を教わった時は、驚いたねえ。これが俳句？　まるでフリージャ
ズじゃないか、と。」

■笹公人『ハナモゲラ和歌の誘惑』（小学館　2017.4）
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風のごとく狂うがいい
華の開くがごとく
世界が開かれるがごとく

私が言葉を発するのではない
ものが言葉を発するのだ

ものを見るとき
私はものとともにある

宇宙の宴をともにしつつ
孤心の目で世界を見るのだ

風のごとく狂うとき
言葉は訪れ
ものはとともに歌う

華の開くがごととく
世界が開かれるがごとく
ものは言葉で言祝がれるのだ
私という孤心のなかで

（「狂言綺語と信仰」より）
「（･･･）信仰者後白河と風狂人後白河と。両者をつないで一人の生身の後白河院として統一しているものは、いっ
たい何だったのか。
　結局のところ、思想的な面でいえば、狂言綺語と讃仏乗の一致を信じつづけること、そこに後白河院の今様狂
いの思想的根拠があったのだ。
　そういう根拠がある以上、今様修行に熱中することは、賞賛すべきことでこそあれ、忌むべき筋合いのもので
は全くなかったのである。
　こうして、信仰心が篤ければ篤いほど、ますます狂言綺語の世界に深く陶酔してゆくという独特の精神構造が
見えてくる。
　私はこれを後白河院という特殊な個人だけのものだとは毛頭考えない。たとえば日本の「芸能」の世界は、究
極においてすべて、後白河院がめざしたのと同じところをめざすものではなかったろうか。
　そしてまた、日本における「信仰」と「文学」の問題は、「狂言綺語」の価値を体質的・先験的に肯定してかか
るわれわれの古い古い民族的習性によって、つねに曖昧に、なしくずしにされる歴史をかさねてきたのではなか
ろうか。
　「思想」と「文学」の問題もまた同じであろう。
　そういう意味で、私は後白河院という人の中に、日本の芸能や文芸や思想の、いわば鏡に映った姿とでもいい
うるものを感じるのである。長々と院の今様自伝にかかずらってきた理由は、そこにあった。」

（三浦雅士「《解説》「うたげと孤心」を支えるもの」より）
「大岡は（･･･）道元論「華開世界起」においてすでに、道元＝詩人説を打ち出している。語の用い方が宗教者の
ものでも哲学者のものでもない、まさに詩人のそれだというのである。大岡は、「華開世界起」の末尾において、

『正法眼蔵』「空華」の章から華開世界起の語を含む一節を引き、「言葉がものを表現するのではなく、ものが言葉
をして自己表現させるとしか言い様のない、絶対的な表現の世界がここにはある。それは、道元と同時代に生き
ていた定家をはじめとする新古今の詩人たちも、ついに知ることのなかった、まったく新しい、受けつぐ者がひ
とりもいなかったという意味でさえ、今もってまったく新しい、日本語の開花であり、詩の誕生であった」と結
んでいる。
　「ものが言葉をして自己表現させる」という語は、「さとった瞬間、人は仏にさとられているのだ」という語に
近接している。また、「松の事は松に習へ」と述べた芭蕉の語にも近接している。自分が相手に、相手が自分にな
りうることを知らなければ、言語は使えない。言語そのものが人間のその機微から生まれたのである。そしてそ
の機微は両者を俯瞰する目を必須とすることをも含んでいる。大岡が見出して並べたこれらの言葉においては、
いわば、文学的感動が宗教的感動によって、あるいは宗教的感動が文学的感動によって、裏打ちされているのだ。
相手と自分の両者を俯瞰する目が、「うたげ」を俯瞰する宗匠の目、批評家の目、要するに「孤心」の目へと連な
ることは指摘するまでもない。そしてこの「孤心」すなわち孤独の目は、いわば伸縮自在、宇宙の彼方から自他
を眺める目————彼岸の目————でもありうる。いや、そうでなければならないのである。大岡には仏とは
そのようなものに見えただろう。道元もまた同じだと考えたのだ。」

■大岡信『うたげと孤心』（岩波文庫　2017.9）
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プリニウス
ああプリニウス

記録する
ひたすら記録する
ホントかウソかは問わない
引用でも伝聞でもかまわない
事実は容易に書き換えられる
ならば
森羅万象の話は
面白いと感じた記録がいい

面白い話にはどこか毒がある
毒は薬にもなる
毒にも薬にもならない
世の言葉の数々は
人から時間を奪ってゆく泥棒だ
時間泥棒にそろそろ気づく時代ではないか

毒のない読書は
気の毒だ
毒書こそがむしろ
毒から人を守ってくれる
殺菌された言葉は
人を無菌室に閉じ込めてしまう

引っかからない読書は
心にも引っかからない
時間潰しのための読書は
まさに大切な時間を潰してしまう
時間を潰すということは
人の生を潰すということだ

良質の毒書に会えると
良質の時間に出会える

＊時間泥棒：ミヒャエル・エンデ『モモ』

（ヤマザキマリ＆とり・みき『プリニウス完全ガイド』より）
「出口／あらためて「プリニウス」を読み返してきましたが、とにかくディテールが丁寧に描かれています。コミックスに収録されているお二人の対談では、
人物はヤマザキさん、背景はとりさんがご担当されているとありました。
とり／大まかな役割分担はそうなのですが、回数が進むにつれ、徐々にその役割のようなものが崩れていき、二人の絵が〝融合〟し始めてきたなと手応えを感
じているところです。
出口／とにかく、ひとつの絵というかコマに夢込まれた情報量が多くて、読むのに時間がかかる。僕はさほどマンガには親しんでいないのですが、「あれ？マ
ンガとはこんなにも読むのに時間がかかるものか」と思うほど。
マリ／それはまさに我々の望むところでもあります。マンガってどうしてもストーリーを追うだけで、絵が読み飛ばされてしまうことも多くて、それは「なん
てもったいないことなんだろう」という意識が、とり先生と私の中にはあるんです。だから「プリニウス」に関しては、できるだけ１ページの滞留時間を長く
することができれば、と。

（･･･）
出口／だから読んでいると、「引っかかる」という感覚が生じるのですね。
とり／ただ、マンガを読む時に「引っかかってしまう」というのは、あまり良いこととはされていない風潮があるんです。作者としては、隅々まで絵を見ても
らいたいんですけど、読者としては読むスピードが停滞してしまうことになる。

（･･･）
出口／「花には香り　本には毒を」という、学生時代に覚えた好きな言葉があります。現代思潮社という出版社のキャッチコピーです。口あたり咽喉ごしのよ
いサイダーを飲んだような読後感の本は、結局、頭に残らない。読後、何かひっかかる〝毒〟があって、それが徐々に全身に回ってくるような本が、僕は「い
い本」だと思っている。
マリ／そういう意味で捉えるとしたら、「プリニウス」は毒素がいっぱいです。」

「マリ／外国で古代史を勉強すると言われるのは、「『博物誌』は古代文学として最低の書物です。」内容は面白くても、読み物という意味では文体がめちゃくちゃ
だから。まあ、あれは哲学書でも文学作品でもなく、観察や考察の記憶なわけだからそれで全然いいのですけどね。
とり／その意味でも、やっぱり南方熊楠に似ていますよね。
出口（治明）／でもだからこそ、生の記録としてもとても史料価値が高い。
マリ／資料としては一級品です。そもそもプリニウス本人が高級な文章を書こうとか、文学性なんてことはこれっぽっちも意識していない。とにかく森羅万象
を書き留めておきたい人なんです。
とり／対照的に、同時代を生きた知識人のセネカは、とても整った文章を書く。だから後世にも立派な著作集が残るわけです。プリニウスが南方熊楠だとしたら、
セネカは柳田国男かも。
出口／カエサルやセネカの文章は、いかにも「どうだ俺の名文は！」という感じで、後世の人間に詠まれることを多分に意識しています。
マリ／対してプリニウスは、友人でもあったウェスパシアヌス（註　ローマ皇帝。在位六九ー七九年）に見せることしか考えていない。
出口／「僕は、こんなことをたくさん見たよ、聞いたよ」と、何か無邪気さがあります。
マリ／いわば「俺の百科事典」（笑）。『博物誌』は彼の外部記憶装置で、今でいうハードディスクなのかもしれませんね。」

「われらが主人公、プリニウスは紀元 23 年頃生まれの古代ローマ人。軍人であるが、博物学者として名高い。
　正式な名はガイウス・プリニウス・セクンドゥス。甥っ子で後に養子になったガイウス・プリニウス・カエキリウス・セクンドゥスと区別するため、大プリ
ニウスと呼ばれる。膨大な著書があったとされるが、今日まで残っているのは『博物誌』だけ。しかし、紀元 79 年のウェスウィウス火山の大爆発を観察しな
がら息絶えるという、劇的な最期が記録に残されたため、歴史に名を残した。享年 56。
　『博物誌』は、伝聞から書物の引用など、ありとあらゆるホントとウソが膨大に集成されている天下の奇書で、シェイクスピアや澁澤達彦なども愛読者だった。
どこか南方熊楠を思わせる。経歴は謎だらけだが、ヤマザキマリととり・みきは、真の姿に一歩でも近づくため、イタリア取材を重ねた。」

■ヤマザキマリ＆とり・みき『プリニウス I 〜 VI』（新潮社　2014.7 〜 2017.10）
■ヤマザキマリ＆とり・みき『プリニウス完全ガイド』（新潮社　2016.6）
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ぼくの言葉はいま
いったいどこを
旅しているんだろう

ぼくがこうして書いたとたん
もうぼくの言葉では
なくなってしまう言葉たち

もともとぼくだけの言葉なんか
あるわけじゃないけれど
つかのまぼくに訪れて
ともに遊んでくれる言葉たち

ぼくのなかでも
いろんな人たちの
いろんな言葉が
旅を楽しんでいる途中だ
そしてぼくの言葉と
刎頸の交わりを結んだりもする

ぼくに訪れた大切な言葉が
ずっと旅を続けているかもしれないように
ぼくに訪れたいろんな人たちの言葉も
ぼくを通ってまた旅にでたりもする

言葉は旅してやまない
ひととひとの心の十字路を通り
そしてすべてのひとの
ひとりの心なかでこそ
みずからが光になることを祈りながら

「「旅する言葉」
わたしの言葉は、いまごろ、
どのへんを旅しているのでしょうか？
青い空から降り注ぐ光が、
まぶしかったりするのでしょうか？
夕方のにわか雨に、
悲鳴をあげていたり
するのでしょうか？

それとも、
無事に辿りついて、
あの人に想いを
伝えているのでしょうか？

旅している
わたしの言葉は、
手紙と呼ばれます。

わたしの口から
発する言葉より、
旅した分だけ
磨かれている気がします。

大切な言葉には、
旅をさせましょう。
大切な人のもとまで。」

■小山薫堂・安西水丸『夢の名画座で逢いましょう』（幻冬舎文庫　平成 24 年 11 月）

（クラウス・ハロ監督 /2009 年フィンランド『ヤコブへの手紙』より）
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死者という言葉は誤解を生む
死という言葉には
生を否定するイメージが
まとわりついているからだ

死者はいつも
姿を変えてここにいる
だから
死者をちゃんと見ないと
いたずらするぞ！と
死者にハロー！
するのがハロウィンなのだ

生まれ
生きて
死に
そして再生する
その循環のなかで
我ら人間は魂を育てている

その循環が見失われ
人間は目覚めを忘れ
生という眠りのなかにある

生と死の織り成す
曼荼羅の秘儀を受けるように
目覚めるためにこそ
死者にハローせよ！

死者とはじぶんでもある
じぶんにこそハロー！するのだ
メメント・モリは祝福の言葉だ

死を忘れたら
生でも死でもない
宙ぶらりんの化けものになっちまうぞ！

※メメント・モリ（ラテン語 : memento mori）： 
　「自分が必ず死ぬことを 忘れるな」「死を記憶せよ」

「冬を目前にしたヨーロッパのある民間の祭日では、その一年の始まりの前夜に、「生まれること、生きること、死ぬこと、再生
すること」のすべてを、一夜にして目撃できるという、それは、厳しい北ヨーロッパの風土に生きる人々の実感に根ざしていた。「万
霊節」と呼ばれるケルトの祭「サウィン」である。
　今日イヴェント化されている「ハロウィン」の起源は、このケルト伝統の「サウィン」にある。
　十九世紀、アイルランドやスコットランドからの移民がアメリカに伝え、あらためて広まった「ハロウィン」は、実は、ヨーロッ
パの基層文化を築いたケルトの人々の供養の季節祭に遡るものである。
　ケルト暦の「新年」は。今日の隊員太陽暦の十一月一日に当たる、厳しい「冬の始まり」の第一日目とされた。前夜の大晦日、
十月三十一日の日没から始まる「サウィン」の夜に、それまでの一年の「旧い時」と、来るべき「新しい時」とが、うねりを起、
混ざり合う。ふだんは「死と生」を隔てている壁が破られ、「あの世とこの世」の間の扉が開かれ、「祖先」と、親しい「死者たち」
が、この世に戻ってくると信じられた。
　すなわち「サウィン」は、祖先の霊や親しかった死者を、家に招き入れて、もてなし、静かに供養する、冬の始まりの夜だった。
　この時季、太陽のエネルギーは極端に弱まり、「光の半年」が終わって、死の季節である「闇の半年」へと反転すると、人々は
考えた。大自然の生命力が「光から闇へ転じてしまう節目」がこの時であり、死者はこの世に戻ってくるという信仰が、「サウィン」
の暦が生まれる大元にあった。

（･･･）
　「サウィン／ハロウィン」は、元より「生と死の対立」を煽る夜などではなく、祖先や、逝った親しい仲間と、魂を交流させて、
闇の季節の安寧と、闇に沈んだ者たちが「闇から光を見いだす」ことを願う夜であった。

（･･･）
　「サウィン」の恵みとは、希代のアイルランド人小説家Ｊ．ジョイスが『フィネガンズ・ウェイク』（一九三九年）で描いたように、
もはや過去の人であると皆が諦め集った通夜（ウェイク）の只中に、死んだフィネガンが目覚め（ウェイク）、生き返ってくるよ
うな奇跡である。またそれは現代アイルランドのトム・ムーア監督の傑作アニメ『ブレンダンとケルズの秘密』のように、少年
修道士が出口なき悲しみの森を彷徨い、もう駄目かと思われたその瞬間に、緑葉を付けた樫の木の道しるべに出会うような救い
である。
　なぜ、黒々とした「サウィン」の夜に、生者にこのような「恵み」がもたらされるのかといえば、この特別の夜に甦る死者とは、
過去の存在などではないからである。死者は生者が同情する弱い存在であるどころか、言葉も行動力ももち、時空を超えて何か
大切なものをもたらす導き手である。フィネガンのように、「死んだ男」は、ケルトの想像力においては「過去に留まる幽霊」で
はありえず、それどころか過去・現在・未来を行き来して、この世の者たちに何かをもたらすスピリットなのである。
　「生と死」や「あの世とこの世」、「光と闇」は二項対立なのではなく、常緑の「循環」する生命のサーキュレーションであることを、

「サウィン」というケルトの伝統は、教えてくれる。」
（･･･）
　「「サウィン / ハロウィン」の夜のように、私たちも「闇」から始めることで、再び生まれ直すことができるかもしれない。現
代の生命論への深いヒントもそこに隠されている。」

■鶴岡真弓『ケルト　再生の思想／ハロウィンからの生命循環』（ちくま新書　2017.10）
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音楽は人だ
音楽はその人を超えられない
創るときも聴くときも
その人を超えられない

音楽は人を自由にするだろうか
音楽はその人を超えられない
音楽で自由になるためには
自由な人でなければならない

その人が歩けば
音楽も歩き
その人が立ち止まれば
音楽も立ち止まる

音楽を問えば
音楽はその人を問い
音楽を説明すれば
音楽はその人を説明する

宇宙の音楽がある
宇宙とはその人の世界だ
その人の世界の大きさだけ
宇宙の音楽はその人の宇宙を奏でる

「私は音楽が好きで、それを学び、仕事にしてきた。なのに、歌い踊ることより、そのあり方を問題にしてばかりいる。これは今日音楽をす
るものなら、程度の差こそあれみな同じかもしれない。音楽は、あるときからプロフェッショナルな技術を持った職人の仕事となった。彼ら
は望まれるまま音楽を作り、それを奏でる。家具職人が注文に応じて家具を作るように。だから、その音楽に意味があるだろうか、どうある
べきだろうかという問題は、職人にとってはどう巧みに音楽をするかという技術的な問題ほどは重要ではなかった。私は演奏家でも作曲家で
もなく、かといって学者でもない中途半端なミュージシャンに落ち着いた。そして、音楽とはなにか、という問いを発し続ける。
　音楽とは何か？　あるいは、どうあるべきか？　などの問いが発せられ始めるのは、近代からだろう。それはではその時その場に与えられ
た音楽をひたすら享受することにさほどの疑問はもたれなかったにちがいない。しかし近代以降、いまの自分のありようを過去からの流れの
なかでとらえ、そして未来についても思いを馳せるという、＜進歩と発展＞の精神のありようが出現しはじめる。これは現代の社会学におい
て＜再帰的モダニティー＞と呼ばれる概念だ。ある時代から、ひとはこの＜モダニティ＞という病にかかり、せかせかとさまざまな工夫を試
み始める。そして音楽も同様にせかせかと変化し始め、めまぐるしくその様式や考え方が変わってゆく。
　私もこのような＜再帰的モダニティ＞のなかで、新しい音楽のありかたをやはりせかせかと考え続けてきた。だがあるところで、それがひ
とつの病のようであり、そのなかでじたばたしてもなにも変わらないことに気付き始めた。そして、そこからの脱出を本気で構想し始める。」

「近代の最終地点のパロディの域にまで音楽を進めた前衛音楽や実験音楽の役割は終わり、だんだん色あせたものに見え始めた。同時に、芸
術という保護区における、新奇で個性的なものを珍重する精神そのものも、やや色あせ始めたようだ。少々新奇なことをしたアーティストが
これほど評価されてきたのは、＜再帰的モダニティ＞ゆえなのだが、これについてもそろそろ反省の時季に入ることだろう。三和音による音
楽情動技術はワールド・ミュージックにまでその適用範囲を拡大しつつ、世界の音楽の標準ツールにまでなりつつある。なぜこのツールが、
このように世界を席巻してしまったのかについては、その方法論の合理性ゆえと一応は説明できるのだが、私にはまだまだ謎が深い。
　いまでは当然視されている、録音された音楽に聞き入るという行為も＜音楽モダニティ＞のもたらした音楽行為のひとつであると考えられ
るのだが、なんとそれが近年終わりかけているようにも見え始めた。ＣＤの売上は減じ、総じてライヴや演奏会にも人は集まらなくなり、音
楽を営為としてきたひとたちもそろそろ廃業を考え始めたという話も聞かれるようになった。もちろんこれは、メディア環境やビジネス・モ
デルの変化による現象なのかもしれない。だが、私には音楽という営み全体のポテンシャルが落ち始めたことの疑いを否定することは難しい。
＜音楽モダニティ＞は、偉大なクラシック音楽とともにグローバル音楽ビジネスを創出させ、一世紀ほどの間はたいへん隆盛したが、どうも
それが終局に向かいつつあるかもしれないのだ。」

「ポピュラー音楽の情動は、それを買う消費者の意向を反映していると通常考えられているが、それは商品としての音楽とその消費という単
純な図式のなかでのことである。その消費者の意向はどこからきているのかについては、あまり議論されていない。あたかもポピュラー音楽
は消費者の意向投票によって決まっているかのように論じられることが多いのだが、じつは消費者が反映させたい情動は、社会という管理の
フィルターを通過してできあがったものなのである。
　いまとなっては、わずかの幸福な例外をのぞけば、音楽の情動は資本主義による「世界音楽」という都合のよい管理機構の傘下に管理され
ており、人々はそれを買うことによって自分のものにするのであり、さらにその情動が消費者によって濾過され純化され、次に生産される音
楽にフィードバックされる。この濾過ーフィードバックによって情動はどんどん画一化され、それをリニューアルした音楽の再生産がループ
のように続く。この過程では、音楽の情動はすでにフライト・アテンダントの笑顔のように精選され管理されているので、まちがっても晩年
のマーラーのような不健康な情動が混じる隙はなく、咀嚼しやすいファミレスのメニューのように整理され、売られているのである。」

■若尾裕『サステナブル ･ ミュージック／これからの持続可能な音楽のあり方』 
　（アルテスパブリッシング　2017.6）
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アナロジー（類似）と
コレンスポンダンス（照応）によって
我と汝
見えるものと見えないもの
時間と空間は
翻訳（トランス）され
そしてむすばれ
世界の一輪の神秘の薔薇となり
言葉となった身体へと変容する

そのために
旧大陸ヨーロッパと
新大陸アメリカは結ばれ
日本から
そして日本へ
神秘の薔薇を花咲かせようとする
大きなむすびの物語があった

その物語を語り始めねばならない
決して隠されてはいなかったが
誰も語ろうとしなかった
場所と産霊へと至る
その大いなる物語を

すべては秘儀である
秘儀が見失われたところで
小さな思想と思想が争い始めるのだ
見せかけだけの思想の
パフォーマンスだけが売りの政治闘争のように

世界の一輪の神秘の薔薇となる
ほんとうの言葉を受け取らなければならない
その言葉において人の霊性は生きられねばならない
天と地のむすばれる場所で
生命のポエジーとともに

「折口の「産霊（むすび）」。それは大拙の「霊性」や西田の「場所」がそうであったように、世界戦争のなかから突如として生
まれてきたものではない。西田の「場所」と同様、折口の「産霊」もまた、大正から昭和に元号が変わるという大きな時代の転
換期に、自らの学を総合するものとして見出された理念なのだ。『古代研究』の最終巻を成り立たせる鍵として ･･････。それが
世界戦争を経ることによって、自らの学問を完成させる最後の、そして最も重要な概念として鍛え上げられ、磨き上げられたの
である。
　しかも折口の「産霊」は、その起源をたどってゆけば、平田篤胤の「産霊」にまで至る。篤胤は、キリスト教を消化し、「産霊」
を中心とした宇宙生成論である『霊能真柱（たまのみはしら）』（一八一三年刊）を完成した。篤胤の同時代人に、ボードレール
やマラルメの詩的世界の源泉になったエドガー ･ アラン ･ ポーがいる。ポーもまた、篤胤とほとんど同じヴィジョンを用いなが
ら自身の特異な宇宙論である『ユリイカ』（一八四八年刊）を完成した。コレスポンダンスとアナロジーの詩法の起源には、篤
胤とポーの〝宇宙〟が存在していたのである。そこから西洋と東洋が「翻訳」によって混在する「迷宮と宇宙」の文学史がはじ
まることになる。
　折口の「産霊」において、大拙の「霊性」において、西田の「場所」において、一と多、外と内、超越と内在は矛盾しつつ一
つに調停される。大拙の「霊性」を媒介として、折口の「産霊」と西田の「場所」を一つに重ね合わせてみること。民俗学と哲
学を通底させる宗教的思惟の原型を取り出すこと。それは近代日本思想史が成立する過程そのものを捉え直すことを可能にする
とともに、その透徹点をも明らかにしてくれるであろう。」

「西田幾多郎と折口信夫————哲学と民俗学という、相互にまったく異なった分野で、それぞれ前人未踏の学の体系を創り上
げていった二人、西田の哲学は西田哲学と称され、折口の民俗学は折口学（折口民俗学）と称されている。（中略）
　その類似は、彼らがともに学問の究極の目標として定めた「神」の問題においても、またその「神」に近づいてゆくための独
自の方法においても、顕著なものがある。西田も折口も、いまここにいる存在が、その存在のあるがまま、つまりは有限の精神
と身体をもったまま、超越の時空と、すなわち無限の「神」と合一できることを願ったのである。そのためには、私（個＝多様
なもの）と神（普遍＝一なるもの）が、それぞれ接近し合い、同一の地平を占めなければならなかった。自己と他者、私と神、
多と一、個と普遍————それら、根源的に対立する二つの極が、共通の場をもつこと。そして、そこに一元的な領野が開かれ
ること。西田も折口も、哲学と民俗学において、ただそのことだけを追求していたのだ。
　そのような一元的な地平で、対立する二つの項を一つにつなぐもの。自らの心の奥底に存在する内在の場と、神という超越の
場を一つにつなぐもの。それさえも、この二人は共有してもっていた。西田にとっても折口にとっても、二項対立を徹底して無
化してしまうものとは、なによりも言語だった。直接性の言語、表現性の言語、個と普遍を相互に矛盾するまま一つにつなぐ言語。
西田の哲学も。折口の民俗学も、この特異な言語をめぐって組織された表現についての学だった。西田は認識論から言語論へ向
かい、折口は言語論から認識論へ向かうというように、ちょうどその過程が正反対の形をとっていたのではあるが ･･････。」

「西洋と東洋を一つにつなぐ、内在即超越、超越即内在である新しき「神」。
　西田が来るべき哲学者の任としたそのような問題提起に応えるように、西田とはまったく異なった分野から、独自の解答を導
き出したのが、最晩年の折口信夫であった。戦後に行われた一連の講演のなかで説かれた、「天地の外に分離して、超越して」（神
道宗教化の意義」）出現しているのだが、森羅万象あらゆるものに内在する「霊魂を与へるとともに、肉体と霊魂との間に、生
命を生じさせる、さういふ力を持つた」（「神道の新しい方向」）神、産霊（むすび）。実は、折口は『古代研究』刊行の際すでに、
この産霊について十全な定義付けを行っているのだ。しかもその時点で、産霊の神は、霊魂を付与する神であると同時に詞に憑
依する神でもあると説かれていた。（中略）
　言葉を発生させ、霊魂を発生させる、超越神かつ内在神である産霊。憑依によって誕生する、南島の原初の詩人たちに聖なる
言葉を授けるのは、そのような神だったのである。そしてこの段階ではじめて西田の「場所」と折口の「産霊」は重ね合わさり、
近代日本思想史は一つの完結を迎える。」

■安藤礼二『場所と産霊／近代日本思想史』（講談社　2010.7）
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部分だけしか見えないと
それが何なのかわからなくなる
ジグソーパズルの１ピースだけ眺めても
そのピースが何なのかわからないように

部分と部分がどうつながっていて
全部がどうみえるかがわかると
部分の大切さが見えてくる
自分の歩いている道がどこなのか
地図を見てみればよくわかる

全体は全体だけじゃなく
部分は部分だけじゃなく
全体のなかにも部分があり
部分のなかにも全体があるのが見えてくる
自分の行きたいところ
自分の今いるところ
どちらも大切だっていうことがわかる

知りたいことを知るのは楽しい
楽しければむずかしくても大丈夫
易しさのための易しさは邪魔になる
知りたいときには
知るためのヒントがあればいい
あたりまえの答えを教えられても邪魔になる
自分で問うための手がかりがあれば
自分ひとりでも歩いて行ける

( インタビュー「科学の本の作り方————小さなアインシュタインたちへ」聞き手　林公代 ) より

「かこ／それから絵本を作るときには「総合性」ということを大切にしています。他の本では、部分については詳しくおやりになっ
ているものはあるんですけど、総合的にはあまり描かれていない。
　実はこの世界というのは、いろいろなかけ離れた分野の総合で成り立っているのだと。そのことを一つの絵で示してあげると「あ、
そうか」と子どもさんは理解できるのです。
　単に部分の理解ではなくて、いろいろなものがお互いに影響し合いながら、あるいは助け合いながら生きている世界なんだとわかっ
ていただかないと、非常に狭い分野の科学屋になったり、人間になったりしてしまいます。それは今までの本では、どうも十分でなかっ
たのでね。
　それは川崎のセツルメントでの活動で、僕の専門でない医学とか教育学とか法律の連中と一緒になって、街の問題をよくしようと
活動していたときに学びました。「ちょっと問題のある発言をするな」という子どもがいたとすると、その子どものある一面を見て
いたのだけでは問題は解決できない。家族のこと、医学的なことなど総合的にいろいろな観点からアプローチしないと、人間という
複雑な生き物、あるいは複雑な社会の理解や、問題の解決にはなかなか至らないのでし。総合性がないとね。
————先生の科学絵本は、膨大な資料から先生の科学的知識をもとに綿密に考えられた構成と、総合的にこの世界を見せる絵の技
術の両方があってできていることが大変よくわかりました。そして先生の絵本の最大の魅力は、読んでいて「楽しい」ことだと感じ
ます。
かこ／ぼくはそれがとても大事だと思います。ただ「楽しさ」の内容というか質が、一般に言われているものと少し違います。へた
に漫画化すると怒る子がいますね。「僕が求めているのはそんなものじゃない。もっと本当の意味がわかるようにしてくれればいい
のに」と。
　子どもは大人よりも後まで生き延びる、つまり未来に生きるわけで、そのために大人のいいところを知ろうとします。ところが頼
りにする大人がいい加減なものしか提供してくれないと、がっかりする。それで自分の力で開拓しようと思うけれど、なかなか難し
いから、その手掛かりを与えてくれるものがあったら「いただき〜」と、そこに飛びつくわけです。
　だから子どもたちの欲求が燃えている時代に、一つでもその子に応じたものがあれば、自分で開拓して自分の意志の赴くままに追
求しようとします。
　その態度は、素晴らしい科学者になるとかそういうことではないけれども、人生や社会を切り拓いていく力になるのです。自分の
目で見て、考えて、判断して行動するという。それを失うと、ただ生きているということになる。本人もがっかりでしょうし、社会
にとってもマイナスで、もったいない話ですよね。

（中略）
子どもは「生きよう」という力を持っています。燃えたっているときにがっかりさせないことですね。

（中略）
語弊があることはあまり言いたくないけれども、親御さんや先生が持っているものを押しつけて、それを教えれば十分だというので
はなく、伸びるようにしてあげないといけない。」

■文藝別冊 KAWADE 夢ムック『かこさとし　人と地球の不思議とともに』 
　（河出書房新社　2017.7）
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死んでしまう魚のような人がいて
じっとしていないと
死んでしまう樹のような人がいる

泳いでいたい人は
泳いでいたい宇宙論を論じ
じっとしていたい人は
じっとしていたい宇宙論を論じる

その二つの宇宙論が議論をはじめると
対立しないわけにはいかない
けれど同時に宇宙は一つなのだ
たくさんの姿があることから
たくさんの姿を見ようとする人がいて
宇宙はひとつだから
ひとつの原理を求めようとする人がいる

どちらの人もそれなりの宗教心があり
たくさんの姿という事実を信仰しようとする人
ひとつの原理を信仰しようとする人があり
信仰心を否定する人もまた
真実を求めようとする心という意味では
別の形の信仰心があるともいえる

さてさて
そんなこんなでＷ . ジェイムズは
プラグマティズムを展開させていくのだが ･･･

「哲学の歴史はその大部分が人間の気質の衝突とも言うべきものの歴史である。このような取り扱い方をすると、わが同僚のうちには不見識だと
思う者があるかもしれないが、私はこの衝突を重要なものと見なし、これによって哲学者たち相互の著しい差異を説明しようと思うのである。
専門的哲学者というものは、どのような気質をもった者であっても、哲学するに当たっては、自己の気質という事実をつとめておし隠そうとする。
気質が論拠になるなどということは伝統的に承認されていない、そこで専門哲学者はその結論の依って来たる理由としてただ没人格的な論拠の
みを主張する。けれどもじつは彼の気質の方が、これよりもより厳密に客観的な前提のいずれよりもいっそう強く哲学者の傾向を定めるのである。
気質はそれぞれ哲学者に直接の証しを与えて、あるいいは感傷的に傾く宇宙観を抱かせ、あるいはむしろ冷酷な宇宙観にはしらせたりする。そ
れはちょうどこの事実なりあの原理なりが行なうところと同じである。哲学者は自己の気質に安んじて身を委している。哲学者は自己の気質に
適する宇宙論を求めるがゆえに、それにかなった宇宙解釈であればどんな説でもそれを信頼する。彼は自分と反対の気質をもつ人々は世界の性
格と調和しないものと感じ、彼らは、たとえ弁証の能力において遙かに彼を凌駕していようとも、哲学の仕事にかけては無資格なもの、「それに
あずからぬ」人であると心ひそかに考える。
　しかしながら公の論壇においては、ただ自己の気質を論拠とするだけでは判断力の卓越さや権威を要求することはできない。ここにおいてわ
れわれの哲学的議論には一種の不誠実が生じてくる。すなわちわれわれのすべての前提のうち最も有力なものに決して触れないという不誠実で
ある。」

「さて私が以上の説をなすに当たって心に抱いている気質の特殊な差異は、哲学ばかりでなく、文学、美術、政治および行儀作法においても重要
な役割を演じてきたものである。行儀作法では形式主義者もあれば自由でこだわらない人もある。政治では官憲主義者と無政府主義者がいる。
文学には純粋主義者もしくはアカデミストとリアリストがいる。美術には古典派とローマン派とがある。これらの対立は諸君の熟知せられると
ころである。ところが哲学においても「合理主義者」と「経験論者」という一対の名辞で言い表される全く同じ対立がある。「経験論者」とはあ
りのままの雑多な事実を愛好する人を意味し、「合理論者」とは抽象的な永遠の原理に偏執する人を意味する。何びとも事実と原理との両者をも
つことなくしてはひとときも生存しうるものでない。してみると、かかる対立はむしろ重点の置き方の違いである。けれどもそれはかく重点を
異なったところにおおく人々の間に最も激しい性質の反目を育成する。」

「世界は一面から見れば疑いもなく一つである、しかし他面から見ると同じく疑いもなく多である。世界は一にして多であるｰｰｰｰ一種の多元論的
一元論を採らざるをえないではないか。あらゆるものはもちろん必然的に決定されている、けれどもわれわれの意志はもちろん自由である。す
なわち一種の自由意志的決定論こそ真の哲学なのである。部分部分の悪は否定できない、しかし全体が悪ではありえない。そこで実際上の悲観
論は形而上学上の楽観論と結びつくことができる。その他についても同様でｰｰｰｰふつうの哲学上の素人は決して徹底した見解をもたないしまた
自己の思想体系を整然とととのえようなどとはしない、ただ漠然といかにも尤もらしく思われる思想のここかしこに安住して、次々と起こって
くる心の誘惑に従っているまでである。（中略）
　ここにおいて私は私の述べようとする最初の確かに重要な点に到達した。はっきりした経験論者的傾向を帯びた人が今日ほど数多く出現した
時代はかつてなかった。こんにちの子供たちはほとんど生まれながらにして科学的であるといえるかもしれない。しかしながら、事実を尊重す
るからといって、われわれのうちにある一切の宗教心が打ち消されたわけではない。事実を尊ぶ心それ自身がほとんど宗教的なのである。その
生まれながらの科学的気質はきわめて敬虔なものである。」

「諸君は二つのものを結合せしめるような一つの体系を要求している、すなわち一方においては事実にたいする科学的忠実さと事実を進んで尊重
しようとする熱意、簡単に言えば、適応と順応の精神であり、もう一つは、宗教的タイプであるとローマン的タイプであるとを問わず、人間的
価値にたいする古来の信頼およびこの信頼から生ずる人間の自発性である。そしてこれがつまり諸君のディレンマなのである。すなわち諸君は
諸君の求めるものの二つの部分が分離してしまって如何ともしがたいのを見出す。かくして非人間主義と非宗教主義を伴う経験論があるかと思
えば、他方には合理論的哲学があり、これは確かに宗教的であると自称しうるであろうが、しかし具体的な事実や歓びや悲しみとのあらゆる明
確な接触を排斥するのである。」

■Ｗ . ジェイムズ『プラグマティズム』（桝田啓三郎訳　岩波文庫　2015.11）
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なぜ
私があるのか

私は
私にならなければならない
深く深く私への道を
歩んでいかなければならない

そうすることで
私のなかに普遍が現れる
私という場所がなければ
普遍は目を覚ますことができない
普遍は個のなかでしか
その姿を現さないのだ

なぜ
汝があるのか
汝にも私があるのか

汝と照らし合わされなければ
私はその姿を現せないからだ

我と汝は世界を創造する
我の我と汝の我は
不思議な環のなかで
世界を創造する

私は私を歩み
そこで普遍は姿を現し
汝は汝の私を歩み
そこで普遍は姿を現す

私というひとりだけの私
そして
こんなにたくさんの人の私

宇宙はたくさんの私を持ち
そして一なる宇宙として現れる
宇宙はそんな不思議曼荼羅なのだ

（宮沢賢治『銀河鉄道の夜』より）
「「そんな神さまうその神さまだい」
　「あなたの神さまうその神さまだよ」
　「そうじゃないよ」
　「あなたの神さまってどんな神さまですか」青年は笑いながら言いました。
　「ぼくはほんとうはよく知りません。けれどもそんなんでなしに、ほんとうのたった一人の神さまです」
　「ほんとうの神さまはもちろんたった一人です」
　「ああ、そんなんでなしに、たったひとりのほんとうのほんとうの神さまです。」
　「だからそうじゃありませんか。わたくしはあなた方がいまにそのほんとうの神さまの前に、わたくしたちとお会いになることを祈ります」青
年はつつましく両手を組みました。」

（小木曽由佳『ユングとジェイムズ／個と普遍をめぐる探求』より）
「「心理的諸タイプ」および『タイプ論』における『プラグマティズム』へのユングの言及は、ジェイムズの議論の要約を越えて、そのまとめ方
や解釈においてユング自身の独自性が現れている点で大変興味深いものである。（中略）
　ユングは『プラグマティズム』におけるジェイムズの二類型をほとんど直接に受け取り、それを自らの外向・内向というリビドーの構えとし
ての二類型に結びつけて論じるのである。「心理的諸タイプ」の時点では、論文全体を通じて、外向・内向の二分類が示されるにとどまるが、８
年後の『タイプ論』ではそこにさらに四つの心的機能、すなわち「思考」「感情」「感覚」「直観」というユング独自の分類が組み合わされること
になる。」

「ユングは、その著作・講演等において、『諸相（宗教的経験の諸相）』を頻繁に取り上げている。『諸相』の中の概念や、そこで用いられる方法論が、
「集合的無意識」や「自己」といったユング独自の概念、そして神といった超越的な事柄を取り扱う際の一つの準拠枠として用いられていくので
ある。（･･･）
　『プラグマティズム』にも示されているように、ジェイムズの思想的立場は、普遍的で唯一の真理を問うのではなく、個人それぞれがある信念
を持つことによってもたらされる価値を見ようとするものである。したがって、信念の最も顕著な形であると言える宗教的信仰においても、人
がそれを信じることによって勇気づけられ、人生がより良きものに転ずる限り、「神」の存在は肯定さるべきものとなる。ゆえに彼のプラグマティ
ズムは、神の存在証明という科学的に解決し得ない問題を、生への寄与の観点から積極的に捉えた思想ということになる。」

「ユングの宗教論、そしれそこから導かれていく「個性化」論の根底には、『諸相』と共通する思考を多く看取することができる。」

「ジェイムズの「多元的宇宙」とユングの「一なる宇宙」が指しているものは、偶然とは思えないほどの一致点を示しているとは言えないだろうか。
　多元的でありながら、一つ（universe）としてのまとまりを持つ。「個別性」を突き詰めた先に、それらの「個」をまとめあげる「一」が次元
を違えて出現する。ジェイムズの思想のこのような特徴について、深澤は「ジェイムズにおいて多様と統一はレベルを異にしつつ輻輳している
と考えるべき」であると述べる。
　ユングが彼独自の心理学の歩みにおいて示した「自己」」の概念は、「自我であると同時に非ー自我、主観的かつ客観的、個別的かつ集合的」
と説明されるような、論理的に矛盾をはらむ概念である。そこにおいては、「多元的宇宙」における「多」と「一」と同様、「個別性」と「集合性」

「普遍性」は決して背反なものではなく、異なる次元において同時成立するものだったのではないだろうか。そして、ユングもジェイムズはいず
れも、「普遍性」とはどこか彼方に独立して存在するものではなく、「個別性」のうちにのみ見い出しうる、すなわち、「普遍性」は「個別性」の
中でしか、その姿を現さないという考えを示しているのである。」

■小木曽由佳『ユングとジェイムズ／個と普遍をめぐる探求』（創元社　2014.6）
■宮沢賢治『銀河鉄道の夜』（角川文庫 昭和五一年八月）
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教祖もなく教典もないけれど
日本で流行している
宗教と名づけられていない宗教がある

潔癖症なのか
裏返った羞恥心なのか
マスク教が日本に蔓延して久しい
かつては黒いマスク教さえ
流行したという
顔を隠して尻隠さず
という諺があるが
隠すことで現れている場所こそが
この宗教の秘密なのかもしれない

なぜ若い女性は
笑っていなければならないのか
笑っていなければ
若い女性ではないのか
若い女性の笑顔教が
日本に蔓延して久しい
かつての咳止め薬には
男性の咳の絵が描かれてあったが
今は笑顔の女性ばかりだ
笑顔という仮面の奥の
空虚な穴には何があるのだろう

なぜマスコミは
芸能人の倫理を告発するのか
芸術倫理教が日本に蔓延して久しい
芸能は日常の世界に
非日常の世界を持ち込むのが
その命だったはずなのだが
日常の世界に日常のモノサシを当てて
どうしようというのだろう
日常こそが非日常なのだという
秘密の智慧に目覚めさせよう
という深慮でもなさそうだ

見えない宗教現象のなかに
見えないなにかの意図が忍び込んでいる
だれにでも見えているのに
見えていない秘密の意図が ･･･

（「15　風邪薬　マスク」より）
「最近驚いた事の一つは、あのガーゼの白いマスクは日本だけのものだと言う事です。来日の観光客は「あの白い布は何だ。宗教か？」「あれでウィ
ルスが防げるとは非科学的だ」などと言っているらしい。確かにウィルスはガーゼを通過するかもしれませんが、保湿、保温効果はあると思
います。しかし、日本だけに普及するほど日本人は潔癖症なのでしょうか。確かに白い布は神聖で、外界に対して結界が出来、守られるよう
な気がします。もうひとつ意外な事に、昭和初期に黒いマスクが流行していたのです。それもビロード素材だったりしてけっこうオシャレア
イテムだったようです。これらのマスクが普及したのは、大正末期に世界的に大流行し死者２０００万人も出したと言われるスペイン風邪が
きっかけです。この頃の広告に「マスクをしない命しらず」というキャッチコピーがあるくらいです。これは工場の粉塵マスクを改良したも
のですが、この黒いというのが、今から見ればかなり妖しくアナーキーな感じがします。数年前の SARS 媧で香港の白いマスクをした群衆の
映像を見ると、マスクも国際的なものになったものだと思います。日本初の潔癖症が世界に蔓延していくのかと思いました。最近は花粉症対
策で再びマスクが脚光を浴びています。嘴のような立体裁断や蛇腹タイプのものがあり、不織布で密閉度も高く、春頃になるとマスクをして
いる人の群れがすっかり日常的な風景になってしまいました。そのうち目もカバーするフルフェイス的なマスクが出て来るかもしれませんね。」

（「16　風邪薬　咳と笑顔」より）
「海外の学生やインターンと接する機会がよくありますが、彼らの喜怒哀楽は顔に出やすく、少しでも嫌な時は平気でいかにも嫌そうな顔をす
るのでたじろぐことがあります。彼らは「意味もなく笑うのは相手に失礼だし、何か下心がありそうで気持ち悪い」というので、お国柄の違
いを感じてしまいます。反面、海外へ行った日本女子は、いつでもにこやかに微笑んでいると、向こうでは評判がいいらしい。しかし外国人
から見れば笑いっぱなしの日本人の笑顔も、実はにが笑い、てれ笑い、あいそ笑い、あげくは断る時でも笑いながらと、笑みにも使い分けが
あるので、日本人としてはそこを読み取ってほしいと思うわけです。ところで、私達は日常数々の広告物に囲まれて生活していますが、よく
見ると殆どの広告のメインビジュアルは美人が微笑んでいることに気がつきます。そしてそれが特に商品との必然性もないのが普通です。な
ぜ広告世界はここまで笑顔があふれているのでしょうか。ジャパニーズスマイルのように、いつでも無防備にウェルカムを装っているのでしょ
うか。序文でも述べましたように、売約のパッケージに笑顔が氾濫するのは戦後からの傾向のようです。この頃の掲載を見てもわかるように、
時代が新しくなるにつれて、男の病中の症状から女の病中（咳をしながらも）の笑顔へ、そして女の全快の笑顔へと移り変わっていくのがよ
く見てとれます。そして、現在でも広告の女性は皆笑顔です。これは、現実感を訴えるより、常に夢と幸せを見せるのが広告の使命であるか
のように考えている、現在の日本独特の文化であり世相でもあるのですね。」

■高橋善丸『くすりとほほえむ元気の素／レトロなお薬袋のデザイン』（光村推古書院　平成 23 年 11 月）
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鄙（ひな）に降りる
みずからの根としての鄙に
そこではじめて
経験は可能となる

みずからの根に降りられない体験は
いつまでも経験となることができない
そして経験にすることができない旅は
ただの空間移動にすぎない

かつて鄙は生産し都は消費し
鄙は排除し都は受けいれ
その循環が社会を形成した
やがてすべては消費する場所となり
循環は喪われてしまうかもしれない

新たな循環が生まれなければならない
象徴としての鄙と都のあいだで
経験を可能にする循環が

みずからの深みとしての鄙を喪ったとき
体験はいつまでも経験となることなく
普遍へと至る道は喪われる
個が個性化できず普遍を見出せないように

「「鄙」を感じ取るとは、その普遍に向き合うことなのだと思う。
　人の顔もまた、人種、民族、風土でその趣を異にしていながら、私たちがその顔つきや表情に自己同一化できるのは、自らと根を同
じくする普遍があるからだ。（中略）
　良い肖像画が人を魅了するのは、モデルと似ているからではない。その絵を見るすべての人と似ているからだ。人はその顔の中に己
れを発見する。ここまで生きてきた歴史、苦と楽、過去のことこれからのこと、今日のこと明日のこと、被写体の人生ではなく、自ら
の人生におけるありとあらゆる風景が、心をよぎる。「鄙」的なるものとは、そういうものだと思う。欲望が向かう対象としての商品で
はなく、自らの根に降りてゆく、その根こそが「鄙」的なるものなのではないだろうか。」

「コミュニティとは本来、生産共同体のことで、消費単位が立ち並ぶベッドタウンのことではない。生産共同体だからこそ、鄙と都はか
つて相互依存関係にあった。都は鄙の生産物をさばき、流通させ、貨幣と交換する。鄙の技術力が高ければ高いほど、都が商品をまわ
す活力は強くなった。都の不要物や排泄物は鄙に運ばれて生産物の養分なり、都と鄙は循環社会をかたち作った。
　江戸時代では鄙の多くの人々が参詣と称して旅に出かけ、一方都の人間たちは、鄙の生活に深い関心を寄せた。（中略）私自身が経験
したように、町で生まれ育った人間にとっては、自然環境そのものや、それを生活の中心にして暮らすその生き方は、まずは存在の根
底をゆるがし、次には地に足のついた落ち着きを与える、人にとって掛けがえのないものだからである。
　ＴＴＰをどう扱うかによって、鄙は新たな生産地になるのか、消費するだけの都市になるのか、先行きは不透明だ。もし消費するだ
けの都市になるのであれば、日本に生産地はなくなるだろう。日本中が都になる、良い意味で、ではない。衣食住を完全に外国に依存
する国になるということだ。
　しかし生産地がほとんど外国に移ったとしても、国土の七〇パーセントが山地であり、周りはすべて海であるという風土は変わらない。
たとえ生産能力が失われても、日本の自然環境は世界にとって、保存する価値のある、重要な資源である。都と鄙の循環サイクルが物
質的には失われるかもしれない。しかし、精神と身体の健康を支える新しいサイクルになり得るのである。
　らいてうが経験した、山と太陽を前にした悟りが「観光」という言葉で説明できないように、ここで言おうとしている「新しいサイクル」
とは、観光とは正反対の事柄である。観光とは、人間の内側で起こる出来事のことではなく、単に「観る」対象の風景をつなぎ合わせ
て商品化する行為を、現在では意味している。ほんらい「旅」とは経験そのものであり、ときには白洲正子の旅のように、文化の底ま
で深く降りてゆく経験である。
　その土地に魅了されて住み着く人々がいる。農業体験は、たとえ素人であっても、そこには観光では得られない体験がある。祭りや
芸能は見るものではなく、ともにおこなうものである。その場所の人と知り合うだけで、鄙は内側に取り込まれる。都市を、多様な人々
を排除しない本当の意味での都市にすると同時に、鄙が人間にとっての深い体験の場所になるのであれば、鄙と都の循環は別の次元で
甦るのではないか。」

■田中優子／写真・石山貴美子『鄙への想い／日本の原風景、そのなりたちと行く末』 
　（清流出版 2014.3）
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どのように歩むか
目指す方向があり
選択できる道がある

前に続く道を歩いていく
けれどもその道が
目指す方向へ続いているとは限らない

天命はだれにでもあり
その場所へ導く道もあるだろうが
それが前に続く道だとは限らない

道は自分で決めなければならない
続く道が逸れていくならば
その道は自分でつくらなければならないだろう

言語を分節することが
同時に存在分節となるように

「井筒は著書の中でも書いておりますように、言語分節の問題に関心がありました。言語でとらえる。それは同時に存在分節である。言
語意味分節の網目組織で濾過されて、初めて、存在分節の一単位となる。禅的に考えれば、それは空の分節であり、また空海の真言的
分節でもある。つまり言語分節は存在分節であるということに他ならないｰｰｰｰ哲学的に実在論の人とか、言語学的にはシンタックス論
のチョムスキー派の人たちは反対だと思うのですが。この型の存在把握の構造構成は、東洋の諸哲学の中でさまざまなかたちで生きて
いるというのが井筒の観点というか、彼のスタンド・ポイントであったように思います。白紙の中に無数の線を網目状に引くと、その
網目の一つ一つが分節の一単位になる。日本では、丸を書いてその中に一点を打って、それで空をあらわす絵がありますが、つまり、
丸の中のその一点は万象現出の始発点で、その空間はどんなに小さくても無限に分節・分別可能である。言葉の数はどんどん多くなる
かもしれない、でもそれは空の中に全部入りきれるものであって、空が質量的に膨張するわけではない。そういう構造が根本にあって、
それは禅とか、インドの空観とかインド古代のバルトリハリの言語論、空海の真言密教、プラトンのイデア論、イスラム、ユダヤなど
さまざまな哲学的宗教的構造構成の中にもこの種の東洋的言語形而上学の展開のタイプを見ていたようですが。「空」の展開として、意
識主体・認識主体とｰｰｰｰそして、その対象としてのｰｰｰｰ森羅万象が生起する。「万象の一挙開顕」など。井筒の言語分節理論の背景になっ
ている構造のひとつだと思っています。
　井筒は生涯の中で、それを現実的にどういうかたちで学問として形成していこうかということを考えていたようでした。「空・無」＝「無
分節の全一性・充溢性」ｰｰｰｰ空・無の自発自展的現象展開としてのｰｰｰｰ意識認識主体の生起。そしてそれはまた同時に、言語意味分節
単位群地平と知覚感覚的存在単位群地平の同時生起・同時展開でもあり、この場合、言語意味分節単位の一つひとつが知覚感覚的存在
単位群の創造的鋳型として機能する。
　すべての意味単位分節の、すべての存在分節単位の、そしてすべての意味・存在分節地平の重々無蓋の相互相関的関係の動的網目組
織がすなわち、世界現出に他ならない、というのがｰｰｰｰ図式的になってしまいましたがｰｰｰｰ井筒の志向する東洋哲学的な存在論的言語
哲学の方法論の、少なくとも一つの側面ではないかと私は考えています。」

「井筒は自分の学問的方向は、はっきり内的に決定していても、あまり無理をしない、もっとも本来的な意味では、天命に応じるといっ
たような考えを生涯もっていたような気がします。
　ちょうどそのころ、サイード・フセイン・ナスルよいう、王朝が崩壊してからはワシントン大学でイスラム学科科長になった人が、
テヘラン大学教授で女王様の侍従をしていました。ナスルはものを非常に広く考える人で、女王にお金を出してもらって、イスラムも、
インドも、東南アジアも、全部入れた東洋哲学研究所のようなものをつくろうということになったのです。ナスルは、ふんだんにお金
を使って、いろいろなところから人を呼んで、ここでいろいろ議論をしたり、そういう本拠にしよう、と。それはまさに井筒のやりたかっ
たことで、井筒はもちろん一も二もなくついていきました。マギル大学を辞めて、また不義理なことをしてしまう結果になったわけです。
　そこで、マギル大学のインスティチュートの十倍もある、木立のきれいな研究所を買ったのです。古い館ですが、町の真ん中にあり
ます。それで始めたところが、あの革命が起こりました。井筒はのんきで、政治的なことは雰囲気も何も感じていないで、そこでどん
どん広げていくという理想を持っていたのです。
　結局、日本へ帰ってきて、自分の著作であらわすしかないと思ったのです。慶応には言語文化研究所をつくっていただきましたし、
テヘランのマギル大学のインスティチュートはわりに自由にさせてもらったのですが、全部だめでした。結局、井筒は自分一人でしか
何もできないと考えたのだと思います。」

■井筒豊子『井筒俊彦の学問遍路　ｰｰ同行二人半』（慶應義塾大学出版会 2017.9）
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良き知らせは幸いである
魂の糧となるであろう
されど

　どんなにすばらしい食べものだとしても
　そしてそれを掬えるスプーンだとしても
　スプーンはそれを味わうことができない

良き体験は幸いである
魂の経験となるであろう
されど

　どんなにすばらしい体験をしたとしても
　そしてそれが神秘に満ちていたとしても
　その神秘を経験にしなければ甲斐はない

良き言葉は幸いである
魂は光に照らされるであろう
されど

　どんなに良き言葉を紡ぎ続けたとしても
　そしてそれが神秘を語っていたとしても
　言葉が光を放てなければ闇は照らせない

良き器は幸いである
魂を愛で満たすことができるであろう
されど

　じぶんはただ空っぽの器にすぎないのだ
　空っぽの器になることが必要だとしても
　注がれる愛こそ神秘だと知らねばならぬ

「十七世紀フランスにおいて「経験の学知」を最も鋭敏な言葉で語った神秘家が、本書の主人公、ジャン＝ジョゼフ・スュラン（1600-
1665）である。このボルドーのイエズス会士が歩んだ霊歴道程は、キリスト教霊性の黄金時代とされる十七世紀フランスにあって
も————それゆえ世界宗教史上においても————他に類をみないもの、真に劇的なものである。ひとことで言えば、それは「体験
から信仰へ」と要約できるような軌跡を描いている。ルダンの悪魔憑き事件を発端に、十五年以上にも及んだ心身の危機的状況————
魂の「暗夜」————を通じて、彼はその身に数々の「超常の・常軌を逸した」体験を被った。それは、この世を生きる大多数の人び
とには垣間見ることも許されない神の現前について、文字どおり「見て、聞いて、触れる」ことを可能にした、特権的な「現前の体験」
であった。これまでスュランに言及した神秘主義論の圧倒的多数は、その名も『経験の学知』（一六三三年）と題された彼の自伝的テク
ストに連綿と綴られている種々の「体験」に関心を向け、その鮮烈さ、異様さに彼の神秘主義の第一の特徴を認めてきた。しかしながら、
一六五五年から五六年にかけて起こった劇的な回復ののち、イエズス会士として出生地ボルドー近郊の農村地帯を中心とした宣教と司
牧活動に奔走し、精力的な執筆活動に日々をすごすなか、彼はすべてのキリスト教信徒に「共通の」、そして一切の超常の体験を拭い去っ
た「通常の」信仰の境涯にこそ、「神秘的合一」への道を見いだすに至ったのである。比類なき現前の体験に恵まれたスュランだが、そ
の晩年、彼は、あたかも神が不在であるかのように暗い「進行の状態」にこそ根源的な平安と歓びを認め、そこに憩うことになる。（･･･）
　幻視や脱魂などの神秘体験ではなく、「不在の他者」とのもうひとつの交わりのかたちである「神秘的信仰」をこそ主題化する本書は、
本質的に個人的・直接的なものとされる体験、何か特別な「現前の体験」を神秘主義の————ひいては「宗教」そのものの————「本
質」とみなしてきた従来の研究の趨勢を正面から問い直し、私達の神秘主義理解、そして宗教理解の水準を一段押し上げようとする試
みである。」

「スュランの神秘主義は、信仰の神秘主義である。むしろ地上に生きるすべての信仰者に「共通・通常」の信仰の内に神秘の奔流を見い
だし、あらゆる現前の体験から隔てられた、その意味で暗がりにある場所————「神の栄光の永遠の城外区」————にこそ神との
近しさを見いだす。ただし、この「信仰」を、何か客観的な実体をもつもの、どこかに措定できるものとして捉えてはならない。「愛の
傷」と言われるとおり、彼の神秘主義の「中心」にあるのは何か本質的な実体ではなく、「傷」、すなわちそれ自体は本質的実際をもた
ない空隙である。だが、それは決して言葉の外にあるものではない。それはむしろ、そこから湧き出てくる言葉、それを経巡る言葉に
よって事後的に証し立てられるものであり、言葉の内にある言葉ならぬものである。かれがそこに「回帰」していった「信仰の状態」も、
そこに生きることで新たな言葉————「私の福音」————が生まれてくるような地平として、言葉とともに拓かれていったと言える。
そしてその言葉は、他の信仰者たちに向けて語り出された言葉であった。スュランの信仰は、他の信仰者たちと共有されることによっ
て初めて出来する信仰であり、私の信仰である前に私たちの信仰であった。その意味では、それはむしろ本質的に「共同的」であり、「間
接的」であると言えるだろう。
　スュランの神秘主義の根本的特徴として、さまざまな位相でそれが示している「あいだ」性が指摘できるかもしれない。そもそも、
彼の神秘主義の言葉に固有の緊張とダイナミズムを与えていたのは、近世という転換期のあいだ性であった。また、目も眩むような神
の現前の体験と、その体験が過去のものとなった現在の「あたかも神が不在であるかのように暗い」信仰との劇的な落差、隔たりその
ものが、スュランの神秘主義の言葉が紡ぎだされる場所であった。そしてその言葉は、変転を繰り返すこの世の時のはざま、神の栄光
の示現から隔てられた「永遠の城外区」にあって、信仰をともにするさまざまな人びととのあいだに織りなされたのだった。スュラン
の神秘的体験は、そのような信仰の言語活動の内にこそ明滅するのであり、人びととのあいだ、時のはざまに息づくのである。それは、
黄昏時に雲間から漏れ出す光芒のごとき、闇を輝かしながら闇に消えゆく一筋の光であった。」

■渡辺優『ジャン＝ジョゼフ・スュラン／十七世紀フランス神秘主義の光芒』 
　（慶應義塾大学出版会 2016.10）
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鼓じゃないだろう
決めたとおりでなくたっていいし
打つことで話したっていい
掛け声をかけたっていい

合わせるだけが
合わすことではないだろう
外すことで
合わせたっていい
合わせすぎることで
生まれることのできないもののために

奏でるだけが
奏でることではないだろう
沈黙することで
奏でたっていい
奏ですぎることで
響くことのできないもののために

白だけが
白になることではないだろう
黒を導いて
白を見せたっていい
白だけでは
現れることのできないもののために

私であることだけが
自分になることではないだろう
汝を鏡にすることで
自分を見つめたっていい
私だけであることで
見えなくなってしまうもののために

（「「掛け声」の意味」より）
「能の舞台を観ていますと、楽器を演奏するだけでなく、演奏家が自分の「声」をあげることに対して、不思議に思う方も多いようです。（中略）
　掛け声のルーツはというと、やはりアフリカのトーキングドラムや「音調言語」に行き着くと思います。インドネシアのほうではケチャッ
クが有名かと思います。北米ではアカペラの世界ですね。要は、楽器がない時に言葉で歌うようにして太鼓の音を発します。例として、ケ
チャックを取り上げてみましょう。ケチャックは基本四拍子になっています。十二人いたら四人ずつ、三つのグループに分かれています。
そのリーダーが「シッ」と知らせる音を出すと、パターンを替えて逆回りするなどの合図を送ることが出来るのです。
　これを囃子の演奏に取り込みますと、私たちでも鼓でケチャックを打てるわけです。これは、拍数を知らせたりサインを送ったりするこ
とが出来る、能楽の演奏技術の一つかと思います。もし私たちが囃子の演奏をする時に、お道具を使わずに、掛け声と、口三味線ならぬ口
鼓で演奏をすれば、ケチャックそっくりになるのです。このような演奏を聴いていますと、演奏技術としては断然、東南アジア系のものが
強く残ったのではないかと思ってしまいます。（中略）
　また、掛け声はサインとシグナルを送る役目をしています。シグナルは、何拍目ですよという合図（「ヨッ」と「ホッ」）です。サインは、「ヨッ」
というと「次行くよ」、「ホッ」というと抑えるという意味になります。指揮者がいないので、掛け声でサインとシグナルを能楽師全員に送っ
ている、そういう役目が掛け声にはあります。
　専門用語では、トーキングドラムなど太鼓の演奏がそのまま言葉としれモールス信号のように伝えられる音楽のことを「音調言語」ある
いは「声調言語」と言われています。トーキングドラムは太鼓でしゃべっているのですが、能も「三ツ地（リズムにしばられず、詞の伸び
縮みに対応させる打ち方）を打ったら地謡の人は「三ツ地謡」という特殊な謡い方に変えたりします。（中略）
　実は、能では曲ごとに打つパターンは決まっていますが、決してそのとおりに打つとは限りません。ここが能の音楽の面白くて不思議な
ところです。（中略）
　いずれにしても、世界中の音楽の中で、こんなに人間の掛ける「声」が重要な意味を持っている音楽はないでしょう。」

（「合わせないのも能の音楽性」より）
「能は「間の芸術」ともいわれています。では、能の「間」とは、どんなことをいうのでしょうか。（中略）
　「間」とは、息を詰めたり深めたり、結果として音の出ていない時空間のことをいいます。お能でも、リズムや音に乗っていく奏法も曲
もあり、そのような合わせやすい音楽がある一方で、あえて外したりもします。リズムに拘束されること、外すことによって生まれる効果
とのせめぎ合いの面白さを追求したのが、能の音楽ではないかと思います。（中略）
　「せぬひま」が面白いと世阿弥は説きました。子どもの頃にこの言葉を読んで悩んだものです。たとえば、ギタリストの友人は「音のな
い世界が怖い」と言います。「よい音で埋め尽くす事が使命」と言っていました。しかし、能ではそうでないのです。音を聴いてもらうの
ではなく、「間」を聴いてもらうために音を出すのだということになります。それは、聴く人の心の中に、次に聴くであろう一番良い音（間）
を響かせるための役割なのだと思います。」

■大倉源次郎『大倉源次郎の能楽談義』（淡交社　2017.10）
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パルツィヴァルはなぜ
問わなければならなかったのか

問う力こそが
新たな魂の力だからだ
魂は純粋で無垢な器へと
育たなければならなかったのだ

キリストはなぜシビュラたちと
戦わなければならなかったのか

魂から巫女の地の力をなくし
明るい個の意識へと向かうためだ
先祖返りの暗き魂の地の深みから
予言や教えを受けてはならなかったのだ

魂を聖杯とし
その杯に言葉を預かり
みずから問う力を育てるために

外界へ向かう
羊飼いたちの素朴で敬虔な眼差しと
内界へ向かう
マギたちの厳しく曇りなき眼差しで
みずからの魂を新たな器
聖杯としなければならないのだ

その聖杯においてこそ
新たな叡智は開示され
天空と地上の叡智はむすばれる

「八世紀頃ごろ、イオニアのエリトラエア（エリュトレイア）に、最初のシビュラの地がありました。そこで最初のシビュラたちが、さまざまな予言を世界に告げました。

　外的に伝承されている予言が示すように、シビュラたちの言説は人間の知識と心魂のいとなみの地下に由来します。心魂のいとなみの混沌とした地下から、シビュラたちは地球進化の

未来について、いろんな民族に語るべきことを、さまざまに取り出しました。（中略）

　シビュラは才気あふれる熱狂をもって人類のまえに現われ、彼女の語ることを人々に押し付けようとしました。人々はシビュラの言葉に耳を傾けました。ギリシアの巫女ピュティアは、

人から問われるまで予言しませんでした。シビュラは、ピュティアのように待ってはいませんでした。シビュラは姿を現わし、人々が集まりました。人間について、民族について、地球

の未来についてシビュラの語ることには、強引に押し付けるような響きがありました。

　彼女たちがイオニアに現われたのは、奇妙な現象でした。イオニアは、タレスとアリストテレスからローマ時代まで、人間の整然とした心魂のいとなみ、混沌に対抗するものから現わ

れる叡智、ギリシア哲学の発祥の地だからです。イオニアでは、明瞭で明晰で明確な概念に到達するものが、心魂のいとなみのなかから探し出されました。明晰な哲学、明確な哲学、天

上的な哲学がイオニアから発し、プラトンに受け取られました。その影のように、シビュラたちは現われました。」

「預言者たちの心魂は、精神のなかで「永遠」に没頭しています。シビュラたちは、精神的・心魂的なものを開示する地上的なものに感激しています。（中略）シビュラたちは、完全に地

上の元素に没頭しています。」

「このシビュラの独特の性質は何なのでしょうか。彼女たちは、いったい何なのでしょう。彼女たちの予言は何を意味するのでしょう。シビュラの心魂のなかで生じていたことを究明しよ

うとするなら、人類進化の秘密のなかに深く下っていかねばなりません。」

「人間のアストラル体のなかで、いきいきとしたイメージによって宇宙の秘密に関与する能力がしだいに衰えていくのは、人類進化の必然的な運命でした。（中略）

　こうして、二つのことが生じました。一方ではプラトンの概念世界、アリストテレスの概念世界です。（中略）アストラル体から到来するのではなく、個我そのものによって把握・究明

される精神世界です。（中略）

　ギリシアの哲学者は、自分の思考を宇宙神霊の思考とみなすことができたので、その信頼が素朴に与えられていました。ですから、ギリシア哲学において人類にやってきたのは、宇宙

神霊の最も外側の表皮だったのです。とはいえ、宇宙神霊の生命的ないとなみに貫かれた表皮でした。（中略）

　古代から残った第二のものは、先祖返り的な遺産でした。それがシビュラの予言のなかに、はっきりと残っていました。（中略）シビュラたちは自らの世界の混沌から、人間の心魂の力

をもう一度復活させました。その力はいま神霊世界の扉を混沌とした形で開きました。（中略）

「キリストが到来せず、ギリシア哲学が発生していなかったら、どうなっていただろう」

　そうしたら人類は、自分が相続するもので存続していかねばならなかったでしょう。第四ポストアトランティス時代に、シビュラたちが活躍した段階で到来したものによって存続して

いかねばならなかったでしょう。西洋でキリスト衝動なしに、哲学なしに、哲学に基づいた学問なしに、遺伝された素質がまっすぐに発展していたら、西洋は精神的な混沌に陥っていた

でしょう。」

「キリスト衝動が教義として現れることが問題なのではありません。ゴルゴタの秘儀から流れ出した直接的な衝動が重要なのです。（中略）

　それはなによりも、キリストとシビュラたちとの霊的な戦いが繰り広げられた、感覚世界の背後に存在する領域に現れました。物質界でキリスト教が広まった秘密を、私たちは解明し

なくてはなりません。物質界の背後に、私たちは霊たちの戦いを見なくてはなりません。そこでは、混沌とした性格を以て大きな力へと成長していたにちがいないものが、心魂から追い

出されます。」

「預言者たちも、自分の心魂のなかにあるピュティア的な要素を抑え、個我の明晰な力のなかで活動するものだけを開発しようとしました。地球と結び付いた個我、地球に属する個我、地

質学的な要素の対極に位置するのが個我です。シビュラ的な要素が沈黙し、内的な熱狂がすべて止み、それらすべてが抑制されて、完全に落ち着き、永遠の根底のなかを見ます。そうすると、

平静さのなかに、永遠の個我が現れます。それを、ユダヤの預言者たちは望みました。」

「第四ポストアトランティス時代には、意識下の根底から上ってくる力が人間の心魂を支配すべきではありませんでした。個我の明晰さをとおして、その力は心魂に語りかけるべきでした。

シビュラの力を抑制して、明晰な個我をとおして語る力が上昇してくることを、古代ヘブライの預言者たちは目指しました。（中略）

　古代ヘブライの預言者たちが目指したもの、シビュラの力を「正しい軌道に乗せる」という課題は、キリスト衝動をとおして成就しました。（中略）

　シビュラにおいて混沌とした形で表明された力、人間の力がキリスト衝動によって現れるという現象が生じるでしょう。その力は心魂のいとなみの地下に潜ります。」

「しかし、どこにキリスト衝動は現れるのでしょうか。どのようにキリスト衝動はふたたび姿を現すのでしょうか。どこでキリスト衝動が心魂をつかみ、心魂がそのことを意識するのでしょ

うか。（中略）

　パルツィヴァルは帰ってきたあと自らの誤りから目を覚まし、聖杯への道をふたたび見いだすことを、みなさんはパルツィヴァル伝説からご存じでしょう。」

「どのようにして新しい時代が告げられるかを、私たちは見ます。パルツィヴァルの心魂は、意識下の、キリスト・オーラに貫かれた歴史衝動、キリスト衝動と繋がります。しかし、下方

で支配したもの、人類の歴史を導いたものが、しだいに上昇しなくてはなりません。無垢で純粋な心魂の力で近づかないと決して理解されないものを、彼は次第に理解することを学ばね

ばなりません。」

「私たちが育成する人智学は、新たな聖杯の探究です。かつて意識下の心魂の底から語られたもの、次第に人間の意識のなかに現れてきたものの意味を知ろうと試みましょう。それを次第

に意識的な言葉に変えようと試みましょう。地上と天空の関連を解明できる叡智を築こうと試みましょう。古い伝統なしに、現代に開示される叡智を見出そうと試みましょう。」

■ルドルフ・シュタイナー『聖杯の探求／キリストと神霊世界』（西川隆範訳　イザラ書房　2006.7）
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書物はやはり滅びるだろう
かつて書物がなかった時代があったように
やがて書物のない時代は訪れるだろう

けれども記憶の記された永遠の場所は
時間を超えて存在しつづけるだろう
いや存在し続けているだろう
すべての記憶を記し続けながら

人間はさまざまな道具を創り出し
人間の体を拡大延長しつづけている
いまやＡＩという人工知能さえ開発されはじめている

けれども人間のすべてを
機械に置き換えることはできないだろう
機械は生命そのものにはなりえないのだから
機械はほんとうの記憶と想像力を持つことはできないのだから

本来ものは物でもあり霊でもあるのだが
機械はそこに霊性を持つことはできないのだ
機械に霊を模した性格を与えようとする
太陽悪魔の試みはただの擬きにすぎないのだから

かつて書物が悪魔だといわれた時代があった
いまでも書物を悪魔にすることは簡単なこと
その物質性と言葉の不変を詠えば書物は悪魔になる

けれども人は二度同じ川に降りていかないように
常に変わり続ける記憶と無限の想像力を忘れなければ
書物は永遠の場所ともなる得るのだ

「書物は人間が創り出した道具類の中でもっとも驚嘆すべきものです。ほかの道具はいずれも人間の体の一

部が拡大延長されたものでしかありません。たとえば、望遠鏡や顕微鏡は人間の眼が拡大されたものですし、

電話は声が、鋤や剣は腕が延長されたものです。しかし、書物は記憶と想像力が拡大延長されたものだとい

う意味で、性格を異にしています。」

「書物は消滅すると言われていますが、私はそんなことはあり得ないと思っています。書物と新聞、あるい

はレコードとの違いは何かとよく言われます。新聞は忘れられるために読まれ、レコードもまた忘れられる

ために聴かれるのです。レコードはいくぶん機械的なところがあって、それゆえ軽薄なものです。それに対

して、書物は記憶するために読まれます。そこが違いです。

　コーラン、聖書、ヴェーダｰｰｰｰヴェーダもやはり世界を創造すると書かれていますｰｰｰｰ、これらに共通し

てみられる神聖な書物という概念はもはや時代遅れかもしれません。しかし、書物には今なおある種の神聖

さがそなわっていて、われわれはそれを失わないようにしなければなりません。一冊の書物を手に取り、そ

れをひもとく。その行為のうちには、芸術的行為の可能性が秘められています。一冊の本の中に眠っている

言葉とは何でしょうか？　死んだ象徴とは何でしょうか？　それらは何ものでもありません。書物はそれを

開かない限り書物ではないのです。紙と皮でできた、間にページのはさまれている箱型の直方体でしかあり

ません。ですが、それをひもとくと、奇妙なことが起こります。私の考えでは、書物はひもとくたびに変化

するのです。

　人は二度同じ川に降りていかない、とヘラクレイトスは言いました（この言葉はこれまで何度となく引用

させてもらいました）。誰も二度同じ川に降りていかないとは、流れゆく水はつねに変化しているというこ

とです。しかし、それにもまして恐ろしいのは、われわれが流れゆく川に劣らず移ろいやすい存在だという

ことです。われわれが書物を読むと、もはや以前に読んだ本と違っていますし、語の意味も違うものになっ

ています。しかも、書物には過去も詰め込まれているのです。」

■ J.L. ボルヘス『語るボルヘス／書物・不死性・時間ほか』（木村榮一訳　岩波文庫　2017.10）


