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外は内に
内は外に

上は下に
下は上に

大局は局所に
局所は大局に

我は汝に
汝は我に

彼岸は此岸に
此岸は彼岸に

些事は大事に
大事は些事に

隠されてはいないが
見ようとしなければ
見えない秘儀である

「禅は正当の仏道の教えとしばしば相反した、ちょうど道教が儒教と相反したように。禅門の徒の先験的洞察に対しては言語はた
だ思想の妨害となるものであった。仏典のあらん限りの力をもってしてもただ個人的思索の注釈に過ぎないのである。禅門の徒は
事物の内面的精神と直接交通しようと志し、その外面的の付属物はただ真理に到達する妨害と見なした。この絶対を愛する精神こ
そは禅門の徒をして古典仏教派の精巧な彩色画よりも墨絵の略画を選ばしめるに至ったのである。禅学徒の中には、偶像や象徴に
よらないでおのれの中に仏陀を認めようと努めた結果、偶像破壊主義者になったものさえある。丹霞和尚は大寒の日に木仏を取っ
てこれを焚いたという話がある。かたわらにいた人は非常に恐れて言った、「なんとまあもったいない！」と。和尚は落ち着き払っ
て答えた、「わしは仏様を焼いて、お前さんたちのありがたがっているお舎利（しゃり）を取るのだ。」「木仏の頭からお舎利が出
てたまるものですか。」とつっけんどんな受け答えに、丹霞和尚がこたえて言った、「もし、お舎利のでない仏様なら、何ももった
いないことはないではないか。」そう言って振り向いてたき火にからだをあたためた。
　禅の東洋思想に対する特殊な寄与は、この現世の事をも後生のことと同じように重く認めたことである。禅の主張によれば、事
物の大相対性から見れば大と小の区別はなく、一原子の中にも大宇宙と等しい可能性がある。極致を求めんとする者はおのれみず
からの生活の中に霊光の反映を発見しなければならぬ。禅林の組織はこういう見地から非常に意味深いものであった。祖師を除い
て禅僧はことごとく禅林の世話に関する何か特別の仕事を課せられた。そして妙なことには新参者には比較的軽い務めを与えられ
たが、非常に立派な修行を積んだ僧には比較的うるさい下賎な仕事が課せられた。こういう勤めが禅修行の一部をなしたものであっ
て、いかなる些細な行動も絶対完全に行わなければならないのであった。こういうふうにして、庭の草をむしりながらでも、蕪菁（か
ぶら）を切りながらでも、またお茶をくみながらでも、いくつもいくつも重要な論議が次から次へと行われた。茶道いっさいの理
想は、人生の些事の中にでも偉大を考えるというこの禅の考えから出たものである。道教は審美的理想の基礎を与え禅はこれを実
際的なものとした。」

■岡倉覚三『茶の本』（村岡博訳　岩波文庫　1991.12）
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おお自然よ
と賛嘆することも
ああなぜ自然は
と嘆くこともできる

自然は謎である
人間の鏡であり
教師である

その謎は人間によって
解かれねばならない
自然はそのままで
自然なのではないからだ

自然を征服などできはしない
それはただのエゴイズムにすぎない
人間は自然を高次の自然へと
変容させなければならない使命をもっている

そのときはじめて
自然という謎が
姿を見せるのだ

そのときはじめて
人間という謎もまた
姿を現してくる

「われわれの時代は、回顧的である。現代は、祖先の墓場をたてる。現代は、伝記と歴史と批評を書く。昔の人びとは、面と向かって、
神と自然とを見た。われわれは、彼らの目を通して見ている。なぜ、われわれも宇宙に対して独自の関係をもたないのであろう。なぜ、
われわれは伝来のものではなく、直感の詩と哲学をもち、祖先の宗教の歴史ではなく、われわれに啓示された宗教をもたないので
あろう。しばらくの間でも自然の胸にだかれれば、その生命の大河が、われわれの周囲を、またわれわれのなかを通って流れてゆき、
この大河の力により、われわれは、自然に即した活動をするよう祖誘われるのであるが、なぜ、われわれは、過去のかさかさになっ
た骨の間を手さぐりしたり、現代人に古色蒼然とした衣装を着させて、仮装をさせるのであろう。太陽は、今日も輝いている。野
には、さらに多くの羊毛があり、亜麻がある。新しい土地、新しい人びと、新しい思想がある。われわれ自身の仕事と法則と礼拝を、
要求しようではないか。」

「野と森とが与えてくれる最大の喜びは、人間と植物との不思議な関係を暗示してくれる点にある。私は孤独で、無視された存在で
はない。木や花は私にうなずき、私も彼らにうなずく。あらしにゆれる木の枝は、私にとり新しいものであり、また古なじみのも
のである。私を驚かしたりするが、それでいて未知のものではない。その驚きは、自分の考えが正しいとか、自分の行為が正当で
あるとか思っていた時に、もっと高尚な考えや、もっとすぐれた感情に襲われた時の驚きににている。
　しかし、この喜びを生み出す力は、自然のうちにあるのではなく、人間のうちに、あるいは自然と人間の調和のうちにある、と
いうことは確かである。こういう楽しみは、大いに自制してこれを用いることが、必要である。自然は、いつも晴着で着飾ってい
るのではなく、昨日は、ニンフたちの賑やかな宴会のためかと思われるほど、よいかおりを放ち、光り輝いていたその同じ眺めが、
今日は、優秀におおわれているからだ。自然は、いつでも、精神の色をおびている。災害を受けて苦しんでいる人にとっては、わ
が家の炉に燃える火も、悲しみを蔵している。それに、親しい友を失ったばかりの人には、風景が、自分を軽蔑しているように感
ぜられる。日が暮れてゆく時、その大空のもとに、つまらぬ人びとがいる時は、その大空は、それほど壮麗なものでなくなる。」

「世界は、このように、魂にとり、美の要求を満足させてやるために存在している。この要素を、私は、窮極の目的と称する。魂が
なぜ美を求めるか、その理由は、尋ねることも答えることもできない。その一番大きな深い意味において、美とは、宇宙のただ一
つの表現である。神は全く美しいものである。真と善と美は、同じ「全」の異なる面であるにすぎない。しかし、自然のうちに現
れた美は、究極的なものではない。これは、内的で永遠の美の使者であり、これだけでは実質的な申し分のない善ではない。これは、
一つの部分として存在すべきもので、いまだ、「自然」の窮極因の最後の、あるいは最高の表現ではない。」

■エマソン『エマソン名著選　自然について』（斎藤光訳　日本教文社　平成 14 年 7 月）
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秘教は語る

人間は動物から進化したのではない
人間が人間になるために
動物たちは生まれた

人間はじぶんのなかから
動物たちを外化することで
進化を続けてきたのだ

動物たちはかつての人間の一部
人間はじぶんの外化してきた
数えきれないほどの動物たちに囲まれて
世界のなかで生きている

動物たちはいったい
どんな役割をもっているのだろう

動物たちは宇宙の感覚器官なのだ
宇宙は動物たちがいないと
世界を見ることができない
動物たちがいなくなると
宇宙から感覚器官を奪ってしまうことになる

絶滅する動物たちが増えるということは
動物の担ってきた役割が
果たせなくなってしまうということだ

人間は動物たちのおかげで
人間であることができる
人間が人間であるということは
動物たちによって
生かされているということなのだ

動物たちのことをもっと知らなければならない
失ってしまった宇宙の感覚器官の秘密に
近づいていかなければならない
動物たちの供犠に応え
動物たちを真に解放するためにも

それは人間がみずからを
解放することでもあるのだから

（第 1 章「動物の 12 分類」より）
「ルドルフ・シュタイナーによると、動物には 12 のグループがあります。このグループとは、明確に区別できる動物の大きなカテゴリーを
意味します。一方の側に位置するのが節足動物です。関節のある脚や附属肢をもつ動物で、カニや昆虫のほかクモも入ります。これは他と
比べて突出して大きく、広範囲に分布するグループで、その種類は数十億になります。これほど多くのタイプや科があり、種や個体がこれ
ほど多様で、これほど広く世界中に分布している動物のグループはほかにありません。節足動物の反対側に位置するのが、たった一つの細
胞から成る原生動物です。節足動物と原生動物は両方とも確かに動物ですが、どういうわけか動物界から “ 抜け出す ” 傾向があります。尾
索動物の次にくるのが軟体動物で、これには二枚貝、巻貝、頭足類（ツツイカ、コウイカなど）が含まれ、すべて一つの門に属します。そ
の次には蠕虫類（環形動物）がきます。それらの反対側には、ハリネズミのような皮膚を持つ棘皮動物、そして腔腸動物がきます。この配
置のなかに無脊椎動物が非常に自然に分類されています。
　あるグループがどのようにして別のグループから進化したかという問いは脇に置いておきましょう。なぜなら、実のところ、そういうこ
とは起きていないからです。むしろ、グループごとにそれぞれが明確に区別される独自の宇宙力によって形成され、皆が並んで共存してい
ることがわかります。もちろん、移行段階はあらゆるところに確認できます。しかし、それでは、退化に見られないものがどこにいるでしょ
うか。棘皮動物のなかで、ヒトデは一つの明確に区別された綱を形成しています。（中略）腔腸動物でも、それが海面動物であれ、サンゴ、
イソギンチャク、あるいはクラゲであれ、それぞれ独自の統一性があります。それらはすべてグループ（集団）心魂という一つの共通の子
宮から生まれたのです。このグループを形成する心魂が、土台に固着する無柄形態のポリープも、そのポリープから出芽して分離し、独立
体として海洋を自由遊泳するクラゲ期のクラゲも、両方ともつくるのです。」

「ルドルフ・シュタイナーは、感覚器官は実は私たちだけに属するものではなく、外界の一部であり、感覚器官によって世界は私たちの内部
に達すると述べましたが、これはすべての無脊椎動物にも当てはまります。門綱目科を問わず、無脊椎動物はどれも深く世界と結びついて
います。世界に屈服することによって、世界の力に浸透しているのです。昆虫が眼をもっているとしても、それで世界を見ているというこ
とではありません。むしろ、世界がその眼に働きかけ、のぞき込んでいるのです。ここで私が “ 世界 ” というのは、それぞれの無脊椎動物
の姿を通じて自分のための諸器官をつくり上げる宇宙の力のことです。二枚貝であれサルパであれ、植虫類であれ棘皮動物であれ、無脊椎
動物は世界の一器官なのです。それは独立して世界に対峙するのではなく、むしろ世界がその姿のなかに映し出されているのであり、世界
が自分の感覚器官をつくるのです。
　他方、脊椎動物は世界の中にただ単にたたずんでいるのではありません。世界に対抗することもできるようにできているのです。脊椎動
物は世界から自分の生活空間を取り戻し、自分の環境を築くことができるのです。脊椎動物は発達すればするほど、自分でつくり上げる環
境が明確になります。（中略）
　しかし、節足動物や原生動物はどうでしょうか。節操動物は脊椎をもたないにもかかわらず無脊椎動物にも属さず、脊椎動物にも属しま
せん。節足動物は世界のイメージとして形成されているということです。宇宙の力としれ存在するものすべてが節足動物のなかにイメージ
として表れています。世界の心魂は、ちょうど私たちが世界の多様性を眼で知覚するように節足動物を知覚し、チョウやクモなど現存する
何千もの種類を形づくっているのです。（中略）
　さて、蠕虫と魚類、軟体動物と両生類、棘皮動物と鳥類、腔腸動物と哺乳類をつなぐ線を引きますと、図が次第にひとつの完全な統一さ
れたイメージになってくるのがわかります。このイメージこそが人間のイメージです。」

（第 12 章「家畜」より）
「これまで検討してきた領域を振り返りますと、またルドルフ・シュタイナーの動物分類の助けを借りますと、私たちが進化の過程に参加し
てきたこと、それを通じて苦しんでさえきたことが明らかになります。動物をグループごとに観察することによって、進化の過程そのもの
がより明らかになりました。（中略）このように、動物自体が私たちの導き手であり教師だったのです。ですから、彼らの性質や形態を研究
することによって、私たち自身の存在に関するより深い理解に達することができたのです。
　最初、人間は巨大で、力がありました。なぜなら、霊的存在の子供である人間から、ほかの動物たちが進化したからです。地球は、熱、光、空気、
水、それから湿地帯、泥、そしてそれが最後に固まるまで、諸々の状態を通過しながら段階的に濃厚になりました。人間はその過程に付き従い、
それから引き下がり、やがて再度 “ 下降 ” しました。人間は何度も繰り返し自分から動物を分離しました。しかし、動物は人間からだけ生
まれたのではなく、地球という生命存在からも生まれました。この人間と地球の継続的な相互作用によって、人間的動物と地球的動物が現れ、
アトランティス時代の第三期までに、人間は話す能力を発達させ、記憶力を形成しました。その、世界の春に、人間はｰｰｰｰ今では身長は小
さいですが、それでも 3 重の生物ですｰｰｰｰはじめて固い大地の上に立ったのです。」
※ 3 重の（「原注」より）：肉体的・有機的存在の３重性ｰｰ神経感覚系、律動系、代謝肢体系。心魂的存在の３重性ｰｰ思考、感情、意志。

■カール・ケーニッヒ『動物の本質／ルドルフ・シュタイナーの動物進化論』 
　塚田幸三訳　ホメオパシー出版　2006.5）



mediopos-1079
2017.10.29

雷蔵の色は
うつりゆき
深まりゆく

凜から快へ
快から実へ
実から艶へ
艶から妖へ
妖から翳へ
翳から残へ

ひとの生は
色のうつる
時の劇場か

それぞれに
ひとの色は
うつりゆく

生まれ育ち
道をたどり
やがて死し

ひとは生を
どんな色で
染めるのか

（村松友視『雷蔵の色』より）
「市川雷蔵が、歌舞伎界から大映時代劇に転じて、スクリーンに登場したとき、最初に感じたのは〝凜〟の色だった。きらりとした若手
俳優であり、あかるい役を演じていても、役者修業のきびしさがにじみ出ている ･･････ それが、他の新人とちがう色だった。
　やがて、舞台と映画との境界線をクリアしてしまうと、雷蔵に〝快〟の色が生じはじめた。どんな役どころでも快感がただようとい
うのも、実はすごいことだった。それを生む内側には、雷蔵の役に取り組む苦闘の時間があり、その結果が見る者に快さを与える、と
いう構図だ。涼しげに泳ぐ白鳥が、水面下の足掻きを感じさるのに似た、役者・雷蔵の風景ということかもしれなかった。
　映画俳優としての自信と自覚をもった雷蔵は、会社が与える花形スターとしての役をこなしながら、時に会社が世に問う文芸作品に
も登場し、役者としてのステップアップの時を刻んでいった。
　自分が希望する三島由紀夫作品の『炎上』など、ファンからは望まれぬ作品にも意欲を見せ、結果としての評価も高かった。大映の
スターを演じながら、役者としても成長し、実験作や意欲作にも挑戦する。その頃の雷蔵からは、〝実〟の色が伝わってきた。実力の〝実〟、
あるいはきっちりと演じる〝実〟、さらに一見地味な和事のむずかしい実役を演じる〝実〟などが、入り混じった〝実〟の色だった。
　その下味ができあがってくると、何でもなさそうな役にも雷蔵らしさがあらわれ、見る側に心地よさを与える〝艶〟の色が出てきた。

〝艶〟というのはなかなかむずかしい世界で、長くやっていれば手に入るというものでもない。雷蔵には、もちろん最初から〝艶〟があっ
たのだが、〝艶〟を演じるのでなくどんな役にも〝艶〟がからむというありようが、余裕をもって全面に出たという感じだった。
　色気などというものも、そうではなかろうか。本来、色気をもっていない人が、経験や修業や物まねで色気を出そうとしても、それ
は見る者にはとどかない。本来もっているものが、あるときからふんわりと、無理なくあらわれる ･･････〝艶〟もそんなことではなか
ろうかと思われる。
　そういう意味で、雷蔵がはじめからもっていた宝である色気や〝艶〟の色が、時機を得て、見る者にとどいてきはじめたという気が
するのだ。
　ただ、役者というものはどこか、現実に存在する人間を写したような人物ではなく、この世にこんな人間がいるにだろうか、いたら
いいな、いると面白いなと思えるような人物を手がけたくなるのだろうか。雷蔵が身をおいていた歌舞伎の舞台には、現実とかけはな
れていながら、どこかで一般の人々の心根と通じるような人物が、しばしば登場する。
　雷蔵が、スクリーンの中でそんな人物を演じるケースが増えてゆくにつれて、雷蔵に〝妖〟の色がにじんで見えるようになった。〝妖
しい〟は〝怪しい〟に通じるわけで、これまで物語の主人公になりにくい存在なのだが、〝怪しい〟から半歩踏み出してみたら、そこに

〝妖しい〟世界があったということかもしれない。これは、役者だけでなく、われわれ物書きとても同じことで、世間的には〝怪しい〟
と思われている人物を、〝妖しい〟色に染めてみたいという思いがある。
　それが成就する人しない人、は当然あるわけで、雷蔵はもちろん〝怪しさ〟を〝妖しさ〟に染めあげてしまった役者ということになる。
　眠狂四郎を演じる雷蔵には、陰翳の〝翳〟の色があった。翳りというのではなく、日本独特の〝翳〟の色だった。谷崎潤一郎の『陰翳礼賛』
を思い浮かべていただければ、和の文化としての〝翳〟は分かりやすいかもしれない。雷蔵の出自にまつわるものがたりと、眠狂四郎
の出自のものがたりは、この〝翳〟の色によって結びついている。それゆえに、比類ない魅力がスクリーンに立ちこめたのだった。
　そして最後に、〝残〟の色。大いなる可能性を秘めたまま、三十七歳の若さで死して四十年 ･･････ いまだに残る強い雷蔵の色のあざ
やかさは何なのだろう。その残り香をからめた〝残〟の色が、いまも天空にただよっている。」

■村松友視『雷蔵の色』（河出書房新社　2009.7）
■村松友視『雷蔵好み』（集英社文庫　2006.7）
■市川雷蔵『雷蔵を語る』（朝日文庫　2003.9）
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世の中は
なぜを嫌う
考えることを嫌う

建前では
学ぶことを勧めながら
その実
ほんとうの問いを嫌い
教えられた答えへの道以外は認めない

ほんとうのことを
教えることはできない
教えられることもできない
まねび学ぶことができるだけだ

なぜを繰り返すことは
疎んじられる
世の中のあたりまえ
そういうものだを
否定されてしまうからだ

世に反対する者も
反対する以上のことを求めず
深めることをしない
反対するというなぜを
あたりまえだと思っているからだ

そうして世の中は
常識と
賛成と反対で
満たされてゆき
考えることを求めなくなる
なぜはどこかに失われてしまうのだ

問いは孤独のなかからしか生まれない
教えることも教えられることもできない
なぜというプロセスの持続からしか
学ぶことはできないからだ

「「もしや、探し物か？」
「はい ･･････ ですが、人の目には映らぬものを探しておりました」
「目には映らぬもの？」
「･･････ 雪の欠片です」
　尚七は空を見上げ、侍もつられたように顔を仰向けた。（中略）
　

「欠片、とは？」
「雪のひと粒ひと粒が、どのような形をしているのか、どうしても確かめたく ･･････」
（中略）
「なるほど、雪の形が見たいというわけか。それは面白い」
　こんなふうに興を寄せられたのは初めてで、尚七はかえってうろたえてしまった。

「おかしな奴と、思わぬのですか？」
「おかしいことなぞあるものか。万物の形を確かめんとするのは、すなわち格物究理の神髄であろう」
（中略）
「そういえば、お主はどうして雪の形にこわだるのだ？」（中略）
「古来、雪を六花（りつか）と称しました。何故、六つの花と呼ばれるのか、かねがね不思議に思うでおりました」
（中略）
「草木に咲く花は、みな花びらが五枚です。どうして雪だけが六弁なのか、何よりもそれが不思議でなりませんでした」」

「「どうして私を、御学問相手に据えられたのか、いまひとつ解せぬのです。お物頭さまは顔も広うごさいますし、この江戸なら、もっ
と秀でた者がいくらでもおりましょう。わざわざ手間をかけてまで、私を呼び寄せたのは何故だろうと、不思議に思えてなりません」
　あまり表情を変えぬ男だが、笑った気配があった。足を止め、尚七をふりかえる。

「それはな、おまえが『何故なに尚七』だからだ」
「おからかいに、ございますか」
「そうではない。他人になんと言われようと、考えることをやめようとしない。それは何よりも貴いことだ」
「･･････ とうとい？」
　どんな学問であろうと、考え続けることで先へと進む。学問ばかりでなく商いや芸事もも同じだろう。何よりも政（まつりごと）
もまた、考え、そして動くより他に先を開く道はない。

（中略）
　自分で思っていた以上に、尚七は孤独だった。
　考えることは、そんなにいけないことなのだろうか。自分はやはり、おかしいのだろうか。他人から向けられる揶揄と皮肉に満
ちたまなざしは、人との壁であり距離でもあった。
　——おまえは、そのままでいろ。
　ふいに谷村基輔の声が耳によみがえった。
　突き放されたわけではなく、あれは基輔の、精一杯の賛辞だったのかもしれない ----。
　尚七は初めて、友の言葉を正面から受けとめたように思えた。」

■西條奈加『六花落々』（祥伝社文庫　平成 29 年 10 月）
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狂になるのはむずかしい
狂は聖でもあり
俗と相容れないからだ

俗にも狂はあるが
それはただの錯乱にすぎない
真に狂であるためには
俗であり俗を超えなければならない
理性的であり理性を超えなければならない

俗のなかに自由はない
そこでは全面的に徹底的に
自分であることはできないからだ
そして自分を離れることもできない

けれども自由が
俗から離れたとき
それはただの逃避となる
逃避のなかで悟りすました顔は
二重の俗の姿にすぎない

自由になるためには
俗のなかで歩まねばならない
そして自分さえも超えて歩むとき
そこにこそ狂は顕れる

（OSHO『狂人ノート』より）
「J. クリシュナムルティの最初の本は、『最初で最後の自由』と呼ばれる。実のところ、それ以降、彼は何ひとつ新しいことは言っていない。
あの本が彼の遺言だ。以来、彼は死んでいる。これは多くの人に起こる。カリール・ジブランは、『預言者』を書いた十八歳の年に死んだ。
実際は、彼はその後何年も生きて、たくさんの本を書いた、が、『預言者』は卓絶している。
　クリシュナムルティの題名はいい。『最初で最後の自由』･･････ 最初で最後の自由とはなにか？自分自身であること、結果への考慮はいっ
さいなく、全面的に徹底的に自分であることだ。
　グルジェフはよく、「他の人のことは考えるな」と言ったものだ。彼はまったく正しい。他の人のことを考える瞬間、人はもう自分ではな
くなる。しかし、自由に生きるということもまた難しい。なぜなら、人は他者とともに生きなければならないし、彼らは期待でいっぱいだか
らだ。それに、とても傷つきやすいときてる！もし期待が満たされなかったら、彼らはみじめになる。そして、みじめな人間は人に苦しみを
もたらす。彼らにはそうするよりほかない。人は、自分の持っているものしか与えることはできない。彼らが持っているのは、みじめさだけだ。
　だからわたしは言う。考慮することなく、世界をしてその道を行かせ、おまえは自分で進みなさいと。」

「今朝、わたしは禅の「十牛図」の話をした。九番目の図は、ただ空っぽの庭だ。それが、あらゆる宗教の究極であってきた。クリシュナムルティ
でさえ九番目の図に属する。彼がそう考えるかどうかに関わらず、彼はそれに属する。
　わたし自身、九番目の一団に入っていた。つまり、クリシュナ、ラマナ、J. クリシュナムルティ、それからまた古代の人たち ･･････ マハヴィー
ラ、マホメット、モーゼ ･･････ 彼らはみんな九番目に属する。その通り、彼らはひじょうに聖人っぽい、ひじょうに超普通だ。超普通であ
ることの支配力は普通ではない。それから抜け出るのは、存在のなかの最後の事柄だ。そして、それが十番目の図になる。人が無から出てく
るとき、普通なるものの世界に戻ってくるとき、それはまったく素晴らしい。普通はもはや普通ではなく、現世的なものが神聖になる。」

「狂気であればあるほど、わたしはより＜真理＞に近づく。」

（白川静『文字遊心』「狂字論」より）
「孔子もまた革命者であり、革命に情熱を傾ける狂者であった。聖人といわれる孔子が、また革命にその一生を賭ける狂者であったことは、「聖
と狂とが一つの円環の上にある」ということの真実性を証明する、一つの事例であるといってよい。」

「狂はロゴス的な世界のなかで、理性の否定者としてあらわれる。しかもそれは理性に内在する、内なるものである。この理性への反逆者は、「こ
れを裁する」ことによって、はじめて理性を支えるものとなり、理性の一つの形態となる。」

「孔子のいう「聖人の道」は、「狂々伋々たる」狂者の道である。狂の論理は、すべて倒逆の論理である。人は盗跖をこそ狂というであろうが、
そのゆえに盗跖よりすれば、いわゆる聖人の道こそ、「狂々伋々たる」狂者の道に外ならない。」

「狂はまた美の様式的表現のなかで、重要な位置を占めている。芸術の分野では雅俗を分かつことが基本とされるが、狂は俗に与するもので
はない。形姿よりも気韻を尚しとするが、気韻はその骨法のうちに存する。また潑墨・濃淡・省筆・付置などによって、速度と緊張とが与え
られなければならない。そしてついに枯淡・蒼勁とは老の境地であり、老こそ東洋における永遠の美である。ときにはその老境を強調するた
めに、羅漢図のように醜・怪に至ることをも避けることがない。醜怪のうちに完全をみようとする思考は、すでに〔荘子〕のうちにもあった。
そしてその終局は無に帰し、寂寞に帰する・そしてそのような美意識を支えるものとして、その背後に狂の精神が奥深く流れつづけている。
中国の精神史のなかで、狂はまことにゆたかな、また特異な地位を占めているようである。」

■ OSHO『狂人ノート』（和尚エンタープライズジャパン　1991.5）
■白川静『文字遊心』（平凡社ライブラリー　1996.11）
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ただここにいる
それがむずかしい

樹は育つ
光を浴び
根を伸ばし
葉を茂らせ
年輪を重ね

人もまた
樹のように

けれども
人は心の蔵のなかに
さまざまなものを溜め込み
それが人を複雑怪奇にする

ただここにいる
それがむずかしくなる
なにかをしなければ
そう思い込んでいる

けれども
ただここにいる
そのことを
学ばなければならない
そこからしか始まらない

ただ呼吸する
それがむずかしい
ただ声をだす
それがむずかしい
ただ愛する
それがむずかしい

「最上／武術と違うのは型がないということで、型を見て手順を覚えることはないんですね。ただ身体がひとりひとり違うのは、武
術の場合は太っているやせてるとかいろいろあると思うけど、舞踏の場合そのひとりひとりの違いがもっと拡大されてくると思うん
です。（中略）ただ立っててもいいんだけど、そういうときにこっちで見た目が全然綺麗じゃない人がものすごい綺麗だったりとか、
全然違うものがでてくるんですよ。それはなんでなのかなという、びっくりするぐらい違うの。最初すごいびっくりしたんですよ。
なんでこんなに普段見ているのと違う人に見えるし、中身がでちゃう。立ってるだけでびっくりするぐらい中身が出ちゃうんですよ。
ダンスというのはみんなは同じ動きを追求するじゃない？　うまく動けるように。だからひとりひとりの違いよりもみんなが同じ段
階を踏んで、同じ身体になっていくことを求めるわけです。でも舞踏の場合はひとりひとり違うということがむしろ大事で、スタイ
ルがいいから有利とか、そういうことは全然ないんですよ。歳がいってるから有利とか。まあ、だいたい舞踏の場合は歳がいってい
るほうが若い人よりいいんですけどね。
押井／そうだね。
最上／歳がいっているほうが全然面白いです。比べられない。それはダンスと違うところで、歳がいっている人は中身があるんです
よ。木と同じで。木だって歳がいって太い木のほうが細い木より全然面白いんで、それと同じで。（中略）よく昔、子供には分裂病（統
合失調症）がないって言ったじゃない？　なんでかって言うとまだ内面がないから妄想も抱きようもないし、分裂もしないからだっ
て。分裂するだけの中身がないから。だからある年齢移行じゃないと分裂病ってならないんですよね。それと同じで歳を取るに従っ
て中身は複雑になる。それが外に出てくるから面白いんですよ。ここで腕を上げるのか下ろすのか、腕を上げる前に指を動かすのか。
そういう違いによってその人の中身がわかる。それは立たせれば一発でわかる。立ち姿でその人がなにを生きてきたかがすぐわかっ
ちゃう。そういう面白さがある。だからそれを私は「内部が出ちゃうんだよね」と言うんだけど、なぜか知らないけどある状態になっ
たときに内部が出る。それは日常とは違う身体になるということがミソかなと思うんです。例えば「ただ立ってろ」と言った場合、
ただ立っているって普通人間しないじゃないですか。でも「立ってろ」と言われた場合にどうしていいかわからない。ただなんの目
的もなく立っていなきゃならない。そういうときに人の中身がでちゃうんです。」

「最上／人前に立たされて、しかも私なんかには人前に立ってそれこそ「なにもするな」と言われちゃうわけ。だからこそ中身がでちゃ
う。なにかするというんだったら動きのなかでごまかしが利くけど、なにもしないで立てとかさ、ただ座れと言われると、座った姿
勢でひとりひとり全然。だから中身の違いがでるんですよ。見た目の違いがないんですよ。だから綺麗なプロポーションのかわいこ
ちゃんが綺麗かと言ったら、ぜんっぜんこれが違うから！まったく違う。その人の中身が汚いと、汚いのやっぱり！（笑）。いくら
スタイルがよくて顔が綺麗でも、汚いんですよ。不思議なんだけど、それで中身が綺麗な人は見た目が綺麗じゃない人でも綺麗なん
ですよこれが。だからなまじ綺麗な人って「私は綺麗だわ」という自意識で生きてるじゃないですか。それが出ちゃうんですよ。だ
から汚いの。」

「最上／身体って自分の身体そのものを鍛えるというかね、軸を通すなり自分の身体自体に焦点を合わせたものの見方もあるけど、

■押井守・最上和子『身体のリアル』（KADOKAWA　2017.10）
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内と外の境界を
越えて訪れるように

ムスビの神は
異なるもの
矛盾するものを
むすびあわせる

互いに矛盾する
正と反を合一させる力は
一なるものへ導くが

そのとき
真でない偽は否定され
善でない悪は否定され
美でない醜は否定され
光でない闇は否定され
有でない無は否定される

マレビト神よ
ムスビの神よ

物質と生命を
生命と霊性を
見えるものと見えないものを
顕在化したものと潜在下にあるものを

それらの境界を超えて
矛盾そのものとともに
結び合わせる力を！

（「日本思想のリレイヤー」より）
「マレビト神がそうであったように、ムスビの神もまた「異なるふたつのものをあわせ、まじりあわせる」力をあらわしている。あらゆ
る神を生み出す（生産する）ムスビは、それ自体が境界であり、その境界には一種の内部構造があって、物質と生命、生命と霊性、見え
るものと見えないもの、顕在化したものと潜在下にあるものなどを、たがいに離れないように結びつけている。
　世界に統一をもたらす唯一の神は、単一の原理を世界中に張り巡らす「同化」作用によって、世界中にある事物を結び合わせ、まとめ
あげようとする（折口信夫が批判をこめて語っている国家神道における天照大神のような神が、これにあたる）。ところが、ムスビの神
は異なるものを異なるもののままで結び合わせる。見えないものの領域に隠れている存在を、力ずくで光の中に引っ張り出してきて、現
象世界に仲間にしてしまうのではなく、見えるものの背後に見えないものが結びついていて、そのまま統一されている。このようなムス
ビの神が、神道教の根本に据えられていることを、いままで多くの日本人は気づかずにきてしまった。
　物質と魂を結びつけるムスビの神は、フィジカルな世界をメタフィジカルな世界から分離することがない。それによってムスビの神は
形而上学から解放される。ムスビの神は、神々の世界を生産する原理を内包していると同時に、物質的生産や生命の増殖などが起こって
いる現場にも、形を変えればそのまま通用する可塑性を備えている。つまり、折口信夫によって神道の中から取り出されたムスビの原理
は、マルクスが資本主義の中から抽出した価値増殖の原理と、形式的な同一性さえ持つことになる。
　神道の中心を天照大神のような一神ではなく、異質なものの結合原理そのものであるムスビの神に置くと、物質的なものと霊的なもの
のまじりあいでできたこの世界のすべての領域に、一貫した思考原理を入り込ませていくことができるようになる。ムスビは生命や心の
領域の問題ばかりではなく、経済をはじめとする増殖するものに関わるすべての領域に、適用が可能な原理をああｒわしている。
　これまでは「三位一体」の神を掲げるキリスト教だけが、神学から経済学にいたるまでの、人間の心が関わる全領域に思考が入り込ん
でいける一種の万能性を誇ってきた。そしてこの万能性があったればこそ、キリスト教には他の宗教にたいする優越性も生まれ、宗教的
情熱の強さも生まれてきた。しかし、ムスビの神を土台に据える人類教が創造されるとき、思想の「世界システム」における西欧の覇権
は、内側から崩されていくことになる。神道が宗教として生まれ変わるためには、このような根本的な改造が必要である。そうしなければ、
日本人はほんとうの意味で、この戦争に負けたという事実を乗り越えることはできないというのが、折口信夫の行き着いた考えだった。
　このようなムスビの神は、姿を変えたマレビトであると言える。マレビトは境界を越えて来る神として、物質性と霊性をまぜあわせた
存在であり、その混成状態を仮面装着した不思議な姿で表現している。これにたいしてムスビは物質性と霊性を結合する構造原理そのも
のを表現している。同じ境界の考えを、マレビトは芸術によって、ムスビは哲学的に表現しているのである。
　物質世界を三次元とし、霊的世界を四次元と言ってみると、マレビトやムスビはその二つをつなぎ結び合わせる存在として、三と四の
間の分数次元を持っていることになる。つまり、マレビトもムスビもフラクタル構造をした神であり、この点で単一の原理でできた一者
としての神とは、本質的な違いを持っている。
　世界の生成や成長や増殖ということを考えるためには、単一的な性質の神ではなく、フラクタル構造をした境界性の概念を表現する神
を根本に立てなければならないが、神道のおおもとには、すでにそのような神がムスビやマレビトとして用意されているではないか。日
本人はどこかよその世界に自分を建て直すための新しい考えを求めにいくのではなく、自分の中でもう一度探し出す努力をはじめなけれ
ばならない。折口信夫はどう考えた。
　このとき折口信夫の思想は、親鸞の思想の根源に驚くほど近づいている。一方は神道を通して、もう一方は仏教体系を介して、自己の
思想の根源的な表現に達していたのであるが、私にはそれがどちらも「日本的霊性」のあらわれの真骨頂のように思えるのである。」

■中沢新一『虎山に入る』（角川書店　2017.10）
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どう生きるか
その問いは尽きない

朽ちる世を疑わず
賢く世を渡るとき
世の恵みは得られるが
世を越えた恵みは見失う

朽ちる世に
貧しさのみをみて
世を棄てるとき
みずからを育てた世も
まだ見ぬ永遠も
貧しくするばかりになる

天職という謎がある
それがどんな形でも
そこに天と地を貫く
永遠があるとき
それを天職というのだろう

世にあって世におもねず
救いを求め救いに縋らず
刹那にあって刹那に埋もれず
永遠を求め永遠に逃れず

どう生きるか
問い続けながら
私でない私は
私にコーリングしている
生きよ！と

「私は現代を或る意味で極めて貧しい時代であると思っているが、その貧しさとは相対的なものではなく、絶対的なものであること
を思い知らせてくれたのは鑑三であった。現代が特に貧しいのではない、或る希求を持った精神にとっては、時代は、「此世は」、
絶対的に貧しいものなのである。
　天職という古色蒼然たる言葉がある。それはその人間の才能や性格に向いているとか、好きであるとか、そういった次元のもの
ではあるまい。天職というのはその仕事を通して、何か永遠なるもの、或る絶対的なものにつながる、そういった消息のものでは
ないか。仕事は所詮、「此世」にかかわらざるを得ないものだが、その中に永遠なるものにつながる契機がこめられているかどうか
が要点なのであろう。「朽つる世」を超えるもの、肉としてその中に生きながら「朽つる世」を超越するもの、「朽ちざるもの」、そ
ういったものが宿っているもの、それが天職というものであろう。その仕事が世間的な意味で創造的な仕事であるか否かというこ
とは、決して大事な点ではない。そういう表面的な見方ではとらえられないことなのである。その人間と仕事との関係の中に永遠
性の契機が秘められているかどうかの問題なのである。「此世」が「什麼な世」と決定的に見えてしまった「砕けたる心」にとっては、
永遠性への希求が絶対的に必要なものとなるのである。人間を相手に、消費者を対象に、あるいは「時代」に対応して、いわば市
場に向きあっていくら熱心に仕事をしようとそれは天職とはいえまい。神の前に立つ、あるいは或る絶対的なものに向いあっている、
といった緊張した意識が目覚める瞬間があるような仕事が天職と呼べるものであり、恐らくその瞬間に、「救い」の光も洩れ射すの
である。
　内村鑑三の肖像写真の中の一枚に、大正七年にとられたものがある。著作集の巻頭によく掲げられているものである。大正七年
といえば、あのキリスト再臨唱道の年である。この聖書を左手に持って立っている肖像ほど、いわば単独者を感じさせるものは稀
であろう。この鑑三は全く独りで立っている。その眼の前からは、時代も近代日本も、さらには人間さえも消えてしまっているよ
うである。或るところで、我が生涯は人と我との関係ではない、神と我との関係であると言い切った鑑三そのものである。「其誠実
を表はして余ある容貌」（山路愛山）、「その鋭い感じの顔」（志賀直哉）が、或る絶対的なもの、キリストに向い会って、ほとんど
人間的な表情など削り落としてしまっている。この顔からは、その口からは、おざなりの、何か時候の挨拶の言葉などは決して出
てこないようにも思われる。人を突き刺す言葉を吐かなければやまない人のようにも思われる。そして、次のような鑑三の言葉がｰ
ｰｰｰそして鑑三の言葉は要請力というものに満ちているのだがｰｰｰｰ何か痛みのようなものを感じながら、思い起こされることがよく
あるこの頃なのである。

　神は必ず逃げる者に追ひ着いて猶予なく其者を捕へ給ふに定まつて居る、会社や学校や政府や諸官省に逃げ込んで首尾克く隠れ
了ふせたと、自分一人は思うても、大沸騰や大葛藤が必ず、其脚下から起つてくる、そこで他人は兎も角本人丈けはよく其原因を
承知して居る、（「約拿（ヨナ）書講義」明治三十六年一月）」

■新保祐司『内村鑑三』（文春学藝ライブラリー　2017.10）
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シュルレアリスムが刺激的でありながら
陳腐でしかあり得なかったのは
オートマティスムを使って
現実を超えた現実を記述することで
人間の総体をとらえようとしながら
そこからでてきたものの多くが
抑圧された無意識でしかなかったからだ

抑圧された欲望の出口から
出てくるものたちは
さまざまな驚きを与えるだろうが
無意識の蔵のなかにある
可能性の種子を育てるには
あまりに粗雑な方法でしかなかった

審神者（さにわ）のいない
ただの霊媒のようなもの
無意識のなかからでてくるものには
珠もあるだろうが夥しい邪を内包している

新たな時代の神託を得るためには
新たな形の審神者を必要とする
しかもその審神者は
みずからの内にこそ育てられねばならない
そこにこそ新たなシュルレアリスムの
可能性が秘められているのではないか

新シュルレアリスム宣言へ！

(「詩人の設計図」〜「シュルレアリスム　ひとつの視点」「自動記述の諸相　困難な自由」より )
「オートマチスムの追求は、本来主観性と客観性との分裂を解消し、これを超現実的な総体に綜合しようとする意図のもとになさ
れている。しかしシュルレアリスムは、いかにして綜合されるかについては、合理的な説明を行っていない。

（中略）
ぼくらはかれらシュルレアリストの作品を読んで、そこに、たとえば自動記述の方法を跡づけることはできない。しかしそこに、
解放された想像力がつかみとったイマージュやリズムを見、あるいは感じとることはできる。そして、この点が重要なのだが、
ぼくらの内部で、それらのイマージュやリズムに呼応して、空間がひらけ、時が流れるとき、はじめてその詩は真に完成したと
いえるのだ。「詩人とは霊感を受ける者であるよりも、はるかに、霊感を与える者である」とエリュアールはのべているが、シュ
ルレアリストの試作品は、霊感を与えられ、言いかえれば想像力を解放された読者との創造行為によってはじめて完成されるも
のといえる。」

「もともとシュルレアリスムには二律背反的性格がつきまとっている。シュルレアリストが解体を通じての新しい綜合をめざして
自動記述の方法をおしすすめればおしすすめるほど、そこに形造られるイマージュの世界は、特殊な、破片的なものになってい
く危険が常につきまとった。従来無視されてきたある種の連想形態の優れた現実性や、夢の全能性に対する信頼に立脚するとは
いっても、これらの現実性、全能性を信じるための客観的規準はない。」

「シュルレアリストにとっての自動記述は、美を生み出だすための手段であったのではない。美は自動記述の過程において発見さ
れるものであって、発明されるものではない。それは自動記述が単なる内的独白などとは異なり、意識的人間と、彼自身の内部
にあって全宇宙とひそかに交信している神秘的な隠れた部分との対話であることを常にめざすべきものと考えられていたからだ。
自動記述はシュルレアリストにとっては単なる文学的構成の一様式ではなく、宇宙および人間の未知の領域を探るための強力な
武器であった。シュルレアリストたちを動かしていた衝動は、文学的あるいは芸術的野心であるよりも、はるかに人間の総体を
知ろうとする野心、いわば＜人間の科学＞であった。美は目的ではなく、結果としてかれらに与えられた。だからそれが、とり
わけ痙攣的なのだ。」

「シュルレアリスムをとらえていた観念のうち、最も重要なのは、人間という複雑な構造のなかでいかなる矛盾も意味をもたなく
なり、認識と事物のあいだにいささかの間隙もなくなり、言葉が描写や叙述ではなくて現実そものもとなると同時に、言葉とし
ての実体はあくまでも失わないでいるような瞬間、そうした絶対的な超現実にふれる瞬間があるという観念だったといえよう。
これは言いかえれば、人間が全体としての自己を見出そうとする熱望のあらわれにほかならず、自動記述がシュルレアリスムに
おいて最も重要な位置を占めているのもこのためにほかならない。意識が常にある目的に向かって集中し、欲望を統合的、論理
的に組織化すると同時に、矛盾を監視、排除しようとするのに対し、潜在識の内部には意識によって抑圧され、とじこめられた
欲望が、たがいに矛盾することなく混じりあいながら生きつづけている。シュルレアリストがこの領域にメスをあて、抑圧され
た欲望に出口を与えようとしたことは、かれらをとらえていた観念がこのようなものであった以上、きわめて当然だった。そし
てかれらが、論理化される以前の、欲望と同体である言葉をひきだし、自動記述によって定着したとき、これを意識の眼で見る
読者がそこにショックを感じ、教育な美を感じたのもきわめて当然だった。だからシュルレアリストがいかに拒絶しようと、こ
こには美学、シュルレアリスムの美学が必然的に形造られもしたのである。」

■大岡信『現代詩人論／詩人の設計図』（講談社文芸文庫　2017.6）
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こなたから
かなたへ
かなたから
こなたへ
風をトポスとして
神秘を尋ねる

いずこともなく
吹き過ぎてゆき
いずこにも
とどまることなく
風となりて
風狂のままに

不易は
流行のなかにあり
時の深みは
軽みのなかにあり
神秘のトポスは
遊戯のなかにあり

（「二十二　風 ---- 風羅坊という生き方『野ざらし紀行』」より）
「終生、風雅を求め、風狂に生きた芭蕉のキーワードは、さしずめ「風」ということになろうか。
（中略）
　ここに言われる「風」は、詩人の内なるデーモンとしてのそれで、風雅の魔心たる風狂の心を指している。
　が、同じ「風」でも、左の文中のそれはもっと内面に吹き込んでいて、おのれ自身が「風」と化しているみたいだ。

　　百骸九竅（ひゃくがいきうけう）の中に物有、かりに名付けて風羅坊といふ。誠にうすもののかぜに破れやすからん事をい
ふにやあらむ。かれ狂句を好（このむ）こと久し。終に生涯のはかりごととなす。（『笈の小文』）

　風羅とは風に破れやすい薄衣をいい、風羅坊とはそのような。精神や生活の安定からはほど遠い剣呑な人物のことをいう。ふ
つう芭蕉というと、私たちは反射的に求道の人、枯淡の人を連想してしまうけれど、それは教科書的な通念が刷り込まれている
からだ。見てきたように、彼は結構振幅の激しい人生を送ってきているのである。
　（中略）
　さればこそ、風羅坊・芭蕉が風雅に憑かれ、風狂の心のままに、定住を厭い、庵を打ち破り破りして、旅の境涯に生き、風を
トポスとして句作に励んだのは、いっそう必然であった。

　　師のいはく「乾坤の変は風雅のたね也」といへり。しづか成る物は不変のすがた也、動けるものは変也。時として留めざればとゞ
まらず。止むるといふは見とめ聞きとむる也。

　これは、服部土芳の随聞記『三冊子』の一つ「赤さうし」の一節。有名な「不易流行」の説は、ここから来ている。そして、
晩年の芭蕉がしきりに「軽み」ということを唱えたのも、こなたからかなたへといずこともなく吹き過ぎてゆく風に身を晒して、
ともすれば重くなりがちな己の生を、みずから風と化すことによって軽くしたいと念願したからで、彼が理想とする最高の句境は、
確かにそこにあっただろうと納得させられる。」

■前田速夫『古典歴遊／見失われた異空間（トポス）を尋ねて』（平凡社　2012.4）
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出版がビジネスとして成立し難くなるのは
娯楽でも実用でも教養でもない場所からだろう
風のように目に見えない精神や芸術性を
ビジネスとして成立させることはむずかしいからだ
それらは見えるものとして
ビジネス化されなければ生き残れない

生涯のうちに一枚も売れなかった絵が
やがてはビジネスとして成立することになったときも
それを生み出した人間の営為そのものは
ビジネスとして成立することとは程遠いものだった

精神や芸術をビジネスとして成立させるためには
それらの営為に娯楽や実用ときには教養としての
仮面をつけて売り出す必要がある
宗教性に宗教の仮面をつけ
マスのムーヴメントにしなければならないように
大衆性を離れてはビジネスは成立できないのだ

お金というわかりやすい価値は
マスのモノサシにすることが容易だから
そのモノサシで測れないものは
ビジネスとして成立させることが難しくなる

マスのいちばんの基準は
わかりやすさということだから
精神や芸術という
目に見えない価値へ近づこうとするような
お金にならない努力を要することは
マスには似合わないのだ

経済は競争を好む
ゆえに経済においては
そこに精神や芸術を持ち込むには
友愛を必要とする
逆に言えば
友愛をもつためには
精神や芸術へ接近する必要があるということだ

けれどもそれをマスにおいて共有することはむずかしい
そのむずかしさのなかで孤軍奮闘する者は
死屍累々のなかを歩むしかないだろうが
世界から精神や芸術をなくさないためには
そういう者がどうしてもいなくてはならない

とはいえ精神における自由のなかで成立する芸術は
現代においては個と個のネットワークを通じて
担保される可能性も秘めているのではないだろうか
ビジネスとしては機能しないとしても
自由において担保されるようなそんな

「学生時代から国書刊行会、書肆風の薔薇から水声社、経営方針めいたものから度重なる危機の実体と、思いもかけず語りすぎ
てしまった気もしますが、私は、あたりまえのことですが、「ビジネス」という側面（かりに、そんなものがあるとすればの話
ですが）をぬきにして出版を語るわけにもいかない（何しろ、最近、私は「出版経営者」ですので）、と考えています（それに
しては、われわれの会社の現状は、この表現はすでに何度も使いましたが、まことになさけないものですが）。それで、売上げ
や原価や採算の問題はもちろん、在庫や借入金のこともできるだけ詳しくお話するつもりでいました。そうでないと、私の話の
全体が、フィクションではないにしても、リアリティに欠けるのではないかと思ったからです。
　もっとも、これもまた言うまでもないことですが、出版を「ビジネス」にのみ還元することもできません。出版は一面におい
て政治的実践————この側面については、私が贅言を尽くすまでもないでしょう————、一面において芸術、シュタイナー
が教育をあえて「教育芸術」という意味での芸術なのだとも言えるのではないでしょうか。二十年ほど前のことですが、年下の
ある編集者が賀状をくれて、われわれの会社の出版活動を＜出版芸術＞と評してくれたことがありました（中略）。私は大いに
驚きました（それまで私はそんなことは考えたこともなかったのです）が、それ以来、出版は芸術である（かもしれない）と漠
然と考えるようになったのも事実です。むしろ、われわれの出版活動が＜芸術＞の名に値するかどうかを考えるようになった、
というべきかもしれません。かりに芸術だとしても、細部がゴツゴツとした、かなり荒々しい、＜野生の芸術＞なのではないか
と思います。願わくば、いますこしのソフィスティケーション、いますこしのエレガンスを、そしてさらに激しい野生を、と思
わないでもありませんが、私にはすでにあまり時間は残されていなようです。あとは次の世代に託すしかなさそうです。」

（一九八一年二月一日／書肆風の薔薇設立準備会「設立趣旨書」より：）
「今日、出版界はひとつの転換期にあるのではないでしょうか。戦後三十年をへて、いわゆる《戦後民主主義》と多かれ少なか
れ結びついて戦後の出版を支えてきた《教養主義》が、それを生みそしてそれによって生み出された読者層そのものとともに、
解体しつつあるのはもはや誰の目にも明らかです。（中略）
　古い《教養主義》に代わるべきものは、新しい知、単に書斎的なものではない新しい相貌をもった新しい知ではないでしょう
か。この新しい知を、私たちは、言語（記号）への問い、ととりあえず呼びたいと思います。だが私たちは、この言語への問い
を、《教養》として、もしくは《良書》として出版するつもりはありません。（大・小を問わず、今日の日本の全ゆる出版社を呪
縛しているものこそ、《教養主義》とともに、この《良書幻想》ではないでしょうか）、読み、書き、そして出版するというひと
つのテキスト的な実践として出版してゆきたいと考えています。言語への問いを、ひとつのテキスト的実践として、そしてでき
うる限り徹底的に、問いつめてみたい、と私たちは考えています。
　そして、戦前から今日にかけても日本の前衛的な文学・芸術の孤立を規定してきたのが、真の意味での批評の場の不在である
ならば、私たちの課題は、言語への問いを問うことによって、批評の場、ある共通の問題意識を有する批評の場を創出し、その
ことを通じて、著者／編集者／読者が互いに置換可能であるような、一種の文学共和国の夢を夢みること、このことではないで
しょうか。（中略）
　出版社としての経営的成功と持続のみが私たちの唯一絶対の目的ではありません。私たちにとっての問題は、この言語への問
い、この夢想であって、商業的出版社としての成功のみではないからです。私たちの出版社が成功するとすれば、それは即ち今
日の日本における言語への問いの、この夢の成熟であり、私たちが《敗北》するとすれば、それは即ちこの問いの、この夢の《敗
北》である、と考えうるような形においてこそ、私たちは、《私たちの》出版社を運営してゆきたいと思います。時代の最も本
質的な部分とともに歩むこと（中略）。時代とともに生き、時代とともに滅びること。このことをこそ私たちは願うものです。

（中略）
付記　私たちの出版活動は、その意図からして学際的なものにならざるをえませんが、とりあえず具体的には次の様な分野のも
のを出版してゆく予定です。
１．文　　学 ･･････ 内外の、広い意味での前衛的な文学を扱う（小説、詩、短歌、批評）。
２．芸　　術 ･･････ 内外の、広い意味での前衛的な芸術を扱う（美術、音楽、演劇、映画、写真、漫画 etc.）
３．人文科学 ･･････ 内外の、言語の問題を問う、広い意味で記号学的な動向を扱う（哲学、言語学、人類学。心理学 etc.）
４．オカルティズム ･･････ 内外の、ユング心理学等をも含めた広い意味でのオカルティズム的動向を扱う。」

■鈴木宏『風から水へ／ある小出版社の三十五年』（論創社　2017.6）
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I am
よりも
I become

自己も
世界も
生成する

いまできることは
I am
やろうとすることは
I become

そのままでいい
というのは
じぶんのネガティブな
ありのままを
認識しておくという
スタートラインにすぎない

そこからは
I become
そのままでいてはならない
じぶんを生成させなければならない

変わるためには
じぶんでじぶんを
揺さぶらなければならない
生成するじぶんへ

ネガティブのないポジティブはなく
緊張のない開放はない
ネガティブな緊張を養分にして
ポジティブな開けは成長していく

I become は
I am を内包し
みずからを生成していくのだ

（第七話「ポジティブを考え直す」より）
「ママ「慎重やったり、警戒心が強い人を『ダサい』みたいに言うて、大胆ぶるポジティブな人っておるやろ。暴走族が事故するのは運
転が下手やからちゃうで。慎重な運転はダサいから、カッコつけて実力以上のスピードを出すからやねん。つまり、ポジティブはカッコ
つけるから、失敗しやすいってことやねん」（･･･）

「状況に関係なく前向きって『頑固』で、心のバランスを考えてない『ゼロ百』で一段階やな。せめて二段階で考えなアカン言うたやん。
そうせな薄っぺらになってまうで」（･･･）

「もっとせこくなって、終わったことからでも何か学ばな、もったいないやん。けど、せこいってネガティブやからなりたないやろ」（･･･）
「ネガティブって、せこくて地味でチンタラしてカッコ悪いねん。そやからあんたはネガティブの効果を見落とすねん。ポジティブの人
でもネガティブの効果に気付いてる人もおるねんけど、ポジティブの素人は気付けんまま終わる。それが『三流のポジティブさん』やねん」
女先輩「ポジティブに三流とはあるんですか？」
ママ「何にでも一流二流三流ってあるで。『三ポジさん』は自己満足やねん」
男「（三ポジさん）･･････」
ママ「で、ポジティブは『やる気になれば不可能はない』って、大きい目標を持つやん。大きい目標は大きい不安と葛藤と緊張になるね
ん。そやから緊張をとるためにはポジティブを考え直さなアカンねん。」

（･･･）
ママ「ポジティブは大きい目標を持つから、足元を見るっていう才能を手に入れ損なうねん」

（･･･）
女先輩「でも、ネガティブだとなぜ伸びるんですか？」
ママ「現実主義やからやねん。イメージとかカッコよさに惑わされんと、目の前のものが見えてるねん。」（･･･）

「･･････ まず、カッコつけてない、頑張ってない、『自分のまんま』になることやねん」（･･･）
「悪いとこも弱いとこも否定せんと認める。ネガティブな部分も認める。それがスタートラインやねん。ポジティブ目指すのもやめたら、
何も頑張ってないから、緊張もせえへんやん」
女先輩「でも、ポジティブを目指さなかったら、緊張しなくても、努力もしなくて成長もしないんじゃないですか？」（･･･）
ママ「そこやねん。『自分のまんま』が誤解されてる理由は。一生今の『自分のまんま』でええって意味ではないで。正確に言うと『ちょっ
と今だけ、自分のまんま』になってみようやねん」（･･･）

「理想と現実のギャップを埋めようとするのが葛藤の原因。その葛藤が不安になり、緊張になり、もっと頑張らなアカンと焦り、足元が
見えへんようになってまうねん」
男「･･････」
ママ「その負のスパイラルを断ち切らなアカンやん。ギャップを埋めるのを、ちょっと今だけ休憩するねん。自分をかえりみるやん。『か
えりみる』って、反省の〝省〟って字やで」（･･･）

「ポジティブに憧れてるって、フライング状態で、せっかちになってるねん。自分のまんまっていうスタートラインに戻らな。けど、戻るっ
てネガティブな感じやから気付けへんねん」

（･･･）
ママ「『緊張をとる』ことで一番大事なんは不安や弱さを認めた『ちょっと今だけ、自分のまんま』になることやねん。具体的に言うと
･･････『ポジティブがネガティブ要素で構成されている』やねん」

「それが『一流のポジティブさん』やねん」

■伊藤丈恭『緊張をとる』（芸術新聞社　2015.8）
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光が強くなればなるほど
影は強くなってゆき
意識が明るくなればなるほど
無意識の場所は暗くなってゆく

知性が主役になればなるほど
痴性はその影を担わねばならず
賢さが愚かさを生み
正常が狂気をつくりだし
アイデンティティーが道化をつくりだす

個となるために
つくりだされた仮面が
仮面のまま暴走しはじめるとき
道化はその仮面を脱ぎ捨てて
無−知　無所有　無—意志　無—為へ
その喜悲劇を演じなければならないのだ

その喜悲劇の極北にあるキリストは
道化の王なのかもしれない
みずからに道化を見る者は
キリストをも見るだろう

光と影を超え　聖と愚を超え
生と死を超え　我と汝を超え
道化の王キリストへと歩むだろう

（「道化の遺言」より）
「道化とは、たとえユングやバシュラールが触れていなくとも、歴史を越えて人類の想像力に内在する原型的イメージの一つであり、それゆえ
に合理的分析を拒否する象徴である。彼はつねに多義的・矛盾的である。そもそも「道化」の原名 ‘Fool’ にしてからが（１）愚者・間抜け。（２）
白痴、（３）狂人、という三様の互いに似て非なる意味を含んでいることは辞書を引くまでもない。とすれば、そのような「生まれつきのフー
ル」から分化した「作られたフール」すなわちいわゆる「道化」がさらに複雑微妙な多義性をもつのは当然であろう。しかしまさにそれゆえ
にこそ彼は不死身である。おそらくディオニュソスの男根崇拝的祭儀に由来するギリシア古代喜劇のサチュロスあたりから始まって、サーカ
ス・クラウン（ピエロ）やハリウッドの喜劇俳優にいたる道化の長い伝統は、人間社会に及ぼす彼の魅力の深さ、あるいは人間社会が彼を必
要とする度合いの大きさを証明している。（中略）
　ベケットは道化の伝統に独自の変奏を与えることによって、新しい不滅の道化の像を現代文学の中心に創造した作家である。その彼が自分
の手でその道化を終末にまで追いつめなくてはならなかったとは、痛ましい限りだと言うほかない。」

「ベケットが近代合理主義的人間像の安易なアンティテーゼとして道化を登場させたと断定するのは、厳密ではない。彼の道化がチャップリン
たちと異なるのは、近代ヨーロッパ人そのものが道化へと転落していく姿を身をもって示している点にある。（中略）
　ベケットの全作品はデカルト的近代ヨーロッパ人の知的倨傲と合理的自我のアイデンティティへの確信を自らにおいてとことんまで剥奪
し、バタイユの言う「無—知」に到達しようとする凄まじい苦行にほかならない。“Je ne sais pas”(I don’t know) を最大の口癖とし、無所有、
無—意志、無—為のアタラクシアの境地をめざす（ただし完全な到達は許されぬ）モロイたちをヨブの再来、キリストの「心貧しき者」、ある
いはわが中世の「捨聖」と呼んでもいいのかもしれぬ。ぼくはたまたまその苦行における彼らの特徴に注目して、「道化」と名づけたまでだ。
そしてその苦行ゆえに生まれた道化が、苦行の厳しさゆえに終末に近づいていく道程を、恐れと悲しみをもって見つめたまでだ。」

「ベケットの道化はまず自分自身の個体としての終末、すなわち死との緊張した遊戯の中に存在を現す。マロウン、ハム、ウィニーの演ずる終
盤戦に、それはことさら鮮やかだ。それはまた、ベケットと主人公との間の根深い臍の緒を思えば、処女作「被昇天」以来演じつづけられて
きた作者自身の終盤戦と言っても同じだ。そればかりではない。すでに見たように、ベケットの道化は道化の伝統の終末に現れた道化であり、
ホモ・ルーデンスという人間観とテアトルム・ムンディという世界観の終末に現れた切羽つまったホモ・ルーデンスである。裏返して言えば、
近代的・合理的ホモ・エウロペウス・カルテジアヌスの終末を身をもって告知すべく現れた道化である。」

「リアの道化を「霊感を受けた道化」と呼んだのはコールリッジだった。ドン・キホーテに最高の賛辞を捧げたのはドストエフスキーであり、
彼自身は至上の白痴ムイシュキンを創った。これらの「霊感を受けた道化」の系譜の最後を飾るのがベケットの主人公だとすれば、その先頭
に立つのは ---- おそらくキリストである（道化とキリストを同じ筆触で描いたルオーの絵が有力な傍証となるだろう）。そして、信じがたく思
われるであろうが、始めと終わりは密接に照応するのだ。まるで始めに終わりがあり、終わりに始めがあるかのように。
　（中略）ベケットとキリストという問題以上に重大なものはぼくにとって存在しなかったのではなかったか。「おれは一生のあいだ自分をキ
リストになぞらえてきたんだ」と言うゴゴを代表として、ベケットの主人公たちにはほとんど例外なくキリストとの自己同一視が認められる。
ホルバインの画のように、彼らは鏡を見ると、そこにキリストを見出すのだ。いや、彼らは逆に不届きにもこう言うかもしれない ---- 赤子の

「無—知」、マリアの「無—為」を嘉した逆説の達人、さまざまな物語を語った言葉の人、まっとうな連中から愚者よ狂人よと笑われた放浪者、
アウトサイダーでありながら人間社会の罪を一身に背負った贖罪羊などとしてのキリストが、もし鏡を見たら、そこにおれたちを見出すだろ
う、と。彼らこそはパウロの言う「キリストにおける愚者」なのかもしれない。彼らにとってキリストは彼であり我なのである。そしてベケッ
トにとって彼ら作中人物は彼であり我である。さらに、中世人にとって道化・狂人が彼であり我であったように。ぼくたち読者にとってベケッ
トの道化・狂人は彼であり我である ･･････。」

■高橋康也『サミュエル・ベケット』（白水社　ｕブックス　2017.10）
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ほんとうの言葉ならば
からだに宿るだろうか

ほんとうの言葉が宿るためには
ほんとうのからだでなければ
宿ることはできないだろう

ほんとうの言葉と
ほんとうのからだが出会えたとき
キリストは地上に現れた

そしてそのとき
生は死を超え
地と天は結ばれ
ほんとうの言葉と
ほんとうのからだの種は蒔かれた

けれども種が育つには
はるかな時が必要だ
私が私であると言うことでさえ
ほんとうの言葉にはなれずにいる

ほんとうの言葉で
私は私であると言えたならば
私はほんとうのからだなのだ
そしてそのとき
私は生と死を超えている

肉体を鍛えあげて
死を遠ざけようと思ったところで
からだはほんとうの言葉から
遠ざかるばかりだ
私はただのからだになるばかりだ

ほんとうの言葉になろうとして
肉体を衰弱させようとする者よ
死を舞踏しようとする者よ
その果てに汝は何を見るのか
ほんとうの言葉の幻か
ほんとうのからだの幻か

「言葉と身体は不可分なのに、そのあいだにはこえがたい断裂がある。言葉が言葉を呼び、身体のあいだに、身体をこえて自律的な次
元を生み出す。言葉は身体でないものとして身体をあやつり、身体に命令する。言葉の外部にありながら、それでもなお言葉に深く
浸透された身体があり、身体なしでは存在せず、身体の状態と事情を敏感に反映する言葉というものがある。土方巽の残した言葉を
前にすると、あらためてそのことを考えずにいられない。これほど身体に密着して流動し粘りつく言葉がまれならば、これほど身体
から離脱して乱舞しているかにみえる言葉も稀有なのだ。（中略）
　言葉は事物とも身体とも無関係に存在しうる。「み」という音は言語においては＜み＞という音のイメージであり、「み」を発音す
る身体とも、＜身＞という指示物とも独立している。このことの延長で私たちはしゃべるのではなく、会話するのではなく、読むこ
とも書くこともなく、ただ意味のない独り言をいうことができ、また独り言を口にしなくても、頭には意味のある、意味のない言葉
がたえず明滅している。頭のなかで独語しているこの声、いったいこれは私の声なのか、と問うことができる。これは私の声じゃな
いということができる。それにしても、このとき「私」とは、声にも言葉にも、身体にも属さない「私」とはなんだろうか。『病める
舞姫』の語り手さえも頻繁に「私」と言うのであるが。
　「私」は言葉として存在し、身体として存在しながら身体を遠ざけ、身体として存在しながら言葉を排除している。言葉と身体のあ
いだのそのような断絶と相互浸透を、土方巽もたしかに経験し、したたかに生き、しかも他にないほどに激しく両極の間を揺れたの
にちがいない。土方巽の言葉が異様であるとすれば、それは通常の言葉が表現しえないものを迎え入れ、そのことで過剰なほどに満
ちているからである。言葉はそのせいで歪み撓んで、はちきれそうになっている。あるいはすでに張り裂け、ひび割れている。しか
しその言葉はまた異様にすばやく、軽やかでもある。激しい動揺に引き裂かれた言葉が、それでもあるリズムで振動し、雲や霧のよ
うに不思議な図形を描きつづける。そのすばやさは肉から解き放たれた言葉の速度であるかもしれないが、じつは言葉以前の身体の
次元で生きられている知覚や思考の速度からじかに来るものでもある。「からだ自体の感ずる重力の無さ加減が、ふと思うことのなか
に浮かんだ形を素早く食べてしまうような身振りを、私に教えてもいたのであろう」。このような「身振り」がたえまなく言葉に注ぎ
こまれたのだ。」

「肉体を美しく鍛えあげて超越的な次元に達するような行為に、およそ土方は背を向けるようになっていた。果てしなく追求された少
年のからだは、同時に病者や老年の「衰弱体」に通い、一個人の記憶や身体の拡がりをまったく逸脱していた。そこでは無数の生の
微粒子が交換し、交感し、ダイアローグを続けている。そういう生の微粒子は、すさまじい速度で生死を繰り返し、たえず死の光線
に照らされている。そこには舞踏を逸脱してほとんど演劇的なものがあるが、それは上演不可能な演劇でもある。このような演劇は
上演不可能なもののまわりをめぐるしかないのだ。この不可能は演劇の「公共性」の可能と不可能に深くかかわることにちがいない。
　そして演劇的なもの、それは土方自身の死の体験に深くかかわる。死を体験することは不可能だとしても、この不可能をいかに生
の深みに迎えるか、と問うことができる。たしかに多くのめざましい演劇は死の演劇であり、同じくめざましいダンスは死のダンス
である。「突っ立った死体の舞踏」を踊ろうとした土方は生体のダンスを拒否しようとした。それは「私というものが死んだ」後のダ
ンスでなければならない。それはゾンビたちのダンスではないし幽霊の演劇、死者の鎮魂のための演劇でもない。「死者たちだけが、
もっとも高価な代償を支払って固有な地位と特異性と、鮮やかな、ほとんど道化た輪郭を獲得する」と書いたカントールの「死の演劇」
とも微妙にすれ違う。土方にとって死と生の境界はかぎりなく薄い。死は不断に、刻々いたるところで体験される（生きられる）。も
し演劇がぎりぎりまで切りつめた形でおこなわれる公共性、共同性の構築であり、覚醒であり、再発見であるのなら、それはまたこ
のような死を公共化し、可視的にする機会でもある。
　『病める舞姫』の最後には、突然語りが転調して、黒マントと白マントのふたりの女が対話しはじめる大雪のなかのシーンがある。
それは不可能な演劇が一瞬結晶して出現させた「ダイアローグ」だったのか。あるいは消尽の果てで「衰弱体」が見出したもうひと
つの舞踏の予感だったのか。」

■宇野邦一『土方巽／衰弱体の思想』（みすず書房　2017.2）
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正しい道へ歩むために
通らざるをえない道だ

じぶんを振り返り
どうしようもないじぶん
じぶんの苦しみに
悩みつづけるのは
正しい道を探しているからだ

その正しさは
人を責めるためのものではない
人を責めるのは
じぶんをゴマ化すためなのだ
じぶんの顔を鏡に映せないから
ひとの顔をそこに置いてゴマ化しているのだ

人を変えようとするまえに
じぶんを変えるのが先だ
その順序を間違えちゃいけない
順序を間違えてしまうと
じぶんの道を踏み出せなくなる
じぶんでじぶんを決定する力を
なくしてしまうことになる

答えが答えなのではない
答えはすぐに問いになる
問いつづけることこそが
正しい道へと歩む道だ

正しい道とは
正邪をつける道ではない
矛盾を生きようとする道だ
矛盾から逃げると
じぶんの道を踏み出せなくなる
矛盾をおそれず踏み出すことだ
矛盾こそが問い続ける力だから

「コペル君、
　いま君は、大きな苦しみを感じている。
　なぜそれほど苦しまなければならないのか。
　それはね、コペル君、
　君が正しい道に向かおうとしているからなんだ。
　「死んでしまいたい」と思うほど自分を責めるのは、
　君が正しい生き方を強く求めているからだ。
　人間ってものの、あるべき姿を信じているからだ。
　さあ、コペル君、いまこそ答えを見つけよう。
　ここには、君が決してゴマ化すことなく考えきた、
　気づきと発見が記されている。
　おじさんのノートを最後まで読んでくれれば、
　きっと君は、自分を取り戻せる。
　あらたな一歩を踏み出すことができる。
　僕たち人間は、
　自分で自分を決定する力をもっているのだから。」

■原作・吉野源三郎　漫画・羽賀翔一『君たちはどう生きるか』（マガジンハウス　2017.8）
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デジャヴ
じゃなく
ヴジャデ

知っているはずなのに
じつは知らない

じぶんのことさえ
じぶんはまるで知らない

親しいはずのあなたのことも
ほんとうはなにも知らない

知っていると思ったとき
すべては過去のものになってしまう

知らないことに気づいたとき
すべては新しくなる

いつもはじめて
いつも新しい

「“DéJàVu” は「既視感」として良く知られているが、初めてなのに見た記憶がある感覚は誰
でもあることで、自分も若い頃は時々体験している。しかしこの感覚は年齢と共に無くなる傾
向にあるらしい。代わりにと言ってはなんだが、ここに “Vu Jà Dé” が出てくるのだ。米スタ
ンフォード大学のボブ・サットンという教授による造語で、デジャヴを逆さまにしたそのま
まの意味である。つまりよく知っている事柄を初めて体験するような、新鮮な感覚のことだ。
“jamais vu”（ジャメヴ）も「未視感」という意味で使われている。
　最近自分の音楽的傾向は主に 40 年代のポピュラーやジャズに向いているのだが、それらは
殆どが自分の生まれる以前の音楽であるのに親密感がある。何故ならそんな音楽は５０、６０
年代まで続いたので、幼少時に聴いていた音楽と繋がっているからだ。しかしその感覚が最近
になって変化してきている。いざそれらをライブでカヴァーしようとすると、耳馴染んでいる
筈の音楽が全く知らない世界で創造されたものに感じるのだ。現代の器械では作ることのでき
ない音響や、今では通用しないロマンティックな歌詞もそうだ。そのノウハウを全く知らない
自分に気がつく。故に試行錯誤して一から作り上げて行くことになる。思い出そうとして忘れ
られない、忘れようとして思い出せない、そういう鳳啓助師匠の名言は思い出そうとするまで
もなく、忘れられない。」

■細野晴臣「Vu Jà Dé」（レーベル : Speedstar　2017/11/8）
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聞くことが聞くことを超えるためには
聞こえない世界へ赴かねばならない
そしてそこからまた聞くことへと帰還する

見えるものが見えるものを超えるためには
見えない世界へ赴かねばならない
そしてそこからまた見える世界へと帰還する

感じることが感じることを超えるためには
感じることを超えた世界へ赴かねばならない
そしてそこからまた感じる世界へと帰還する

考えることが考えることを超えるためには
考えることを超えた世界へと赴かねばならない
そしてそこからまた考える世界へと帰還する

私が私を超えるためには
私でない私へと赴かねばならない
そしてそこからまた私へと帰還する

（「第三章ベートーヴェン」より）
「ベートーヴェンはピアノという楽器のことをよくわかっていました。楽器の改良が進んで鍵盤数が増えると、喜んでその楽器に合わせ
て音域の広い曲を書いています。ベートーヴェンの創作に楽器は大きな影響を与えている。でも、ベートーヴェンの耳が次第に聞こえ
なくなっていったという点を忘れてはならないと思います。現実の楽器の音色、ソノリティがどんどん聞こえなくなっていったんです。
ベートーヴェンは次第に現実のピアノのためでなはなく、イマジナリー・ピアノ、つまる自分の頭の中にあるピアノのために作曲する
ようになっていった。最後の三つのソナタでは特にその感じが強まっていると思います。現実の楽器の響きを超えた、「超」現実的な響
きづくりを要求するわけです。だから、後期の作品は特にそうかもしれませんが、音色が特に重要になってきます。
　ベートーヴェンが頭の中でどのような音色を聞いていたのか。どのような響きを求めていたのか、それは誰にもわかりません。想像
するしかない。ベートーヴェンの作品に限らず、一般的な話になりますが、ロシアでは伝統的に、作品のイメージや物語性のようなも
のからのアプローチを大切にしています。例えばこのソナタのこの部分はこういう詩、こういう文学作品のイメージですとか、具体的
な言葉を使ってイメージするんですね。あるいは絵画的などの視覚的なものからの連想。そういうコンセプトを大事にするのがロシア
の伝統です。とにかく想像力というものをフルに使う。
　例えば、ソナタ第 32 番の第２楽章んついての、マリア・ユーディナのユニークな解釈。ベートーヴェンはここでソナタ形式にさよな
らするのではなく、違うリアリティーというか、別のリアリティに移る、という。それを解説するためにダンテの『神曲』の一節を引
用する。『神曲』第 33 歌。光が射してきて、自分が変わるとか、そういう内容の部分です。そこから音や響きのイメージが浮かんでくる。」

「最後の三つのソナタは一つのトリプティク（三部作）というか、三大ソナタ。演奏会でもまとめて取り上げられることが多いですね。
第 30 番も第 31 番も素晴らしいですが、それでも第 32 番はすば抜けた存在です。最高傑作と言っていい。
　コントラストがはっきりした二つの楽章をもっています。第１楽章は序奏つきのアレグロ・ソナタ楽章。展開部でフガートを使った、
コーダつきのきれいなソナタ形式です。第２楽章アリエッタは変奏曲形式。両楽章ともに形に関して特別なことはしていません。ただ、
その中身というか音楽語法が新しい。伝統的なものを遣いながらもそれを非常にシンボリカルなものとして聞かせているところが独特
ですね。ベートーヴェンの晩年スタイルの特徴です。（中略）
　耳が聞こえない、本当に孤独な世界の音楽。でも、心の中ではいろんな気持ちがぐちゃぐちゃ動いて、アップダウンが激しい。暗い、
ネガティヴなパッションが渦巻いているのがこのソナタの第１楽章。それをきちっとした形で見せているのが、ベートーヴェンのすご
いところだと思います。
　第２楽章は一転して天上的な世界。晩年のベートーヴェンは一種の宗教的なものというか、天上的なものへのあこがれが強まります。
必ずしもキリスト教的なものとはかぎらない、ニルヴァーナみたいなものかもしれませんが、闘って乗り越えるだけでなく、哲学的に
天上的なものを求めるようになる。目線が以前よりも高いところに行っているんですね。もちろん、すべての人間的なパッションも含
めて、個人的あるいはインティメート（親密）な表現でありながら、それをすべて上から客観的に見るという、もう、非常にスケール
の大きな世界です。
　晩年スタイルのもう一つの特徴として、声部が離れていく感じが強くなります。これも耳が聞こえないことに関係があるのかもしれ
ません。右手がより高音域へ、左手がより低音域へ。真ん中が何もない。たとえば第２楽章の小節１１６〜（３−９）。まさに天と地で
すね。客観的であり、すべてのものを押さえたというか、上も下もこれ以上ないというところまできた。感動的な箇所です。
　また、Ｃ−ｄｕｒ（ハ長調）という、真っ白い、無色透明な調性を第２楽章に使うというのもシンボリックというか。やっぱり、観念
的な世界です。ハ短調（第１楽章）／ハ長調（第２楽章）という関係は、きわめてオーソドックスだとはいえ、そこには決意のような
ものを感じます。そして、結果としてこれ以上の内容も形もあり得ないぐらいのことをやった。ピアニスティックな意味でもそうです。
たぶん本人も満足したでしょう。言葉で説明するのはとても難しいけれども、ピアノ楽器として、あるいはベートーヴェンの頭の中で鳴っ
ていたイマジナリー・ピアノとしての可能な響きをすべて表現できた。これ以上することもないし、やり切った、そういう感じだと思
います。」

■イリーナ・メジューエワ『ピアノの名曲　聴きどころ　弾きどころ』
 （講談社現代新書　2017.9）
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変身する
変身して
我は我々となる

神を降ろすものは
神の器とならなければならない
器に応じたものがそこに降ろされ
そこで我は我々というワザヲギとなる

かつて我は
神との我々となるために
我を神に近づけるために
我を空け渡さなければならなかった

そのときの我の蓮華は
古い華しか咲かせることはできない
古い霊性である

現代では
我を空け渡してはならない
明るい意識のなかで
我という器に
神的なものを迎えなければならないのだ
そのとき蓮華は新しい華となる

器は降ろされるものを選ぶ
器に合わないものは降ろすことができない
ゆえに
器は鍛えられなければならない
強度を持たねばならない
曇りなき鏡でなければならない
そして
その器のなかでは
悪しきものさえも
変容できなければならない

新たなワザヲギこそが求められる
あらゆるものを真似
ワザヲギは変身し
祝祭ははじまる
そしてあらゆる人称がカタリはじめる

「市川／俳優の、ワザヲギの持つ呪力の一つは、変身です。この世ならざる存在へ変身する。これは仏教で言う、例えば即身成仏に近いよ
うな、自分にないものに変身するという、そのことによって自分が救われる、みたいなものだと思っています。これも一種の鎮魂でしょう。
役者に限らず人には誰しも変身願望というものが多少なりともあると思います。」

「市川／『古事記』とか、古代の文学に通じると思うんですけど、歌舞伎は一人称と三人称が容易に入れ替わるんです。ですから義太夫の
詞章でも、一人称で語っていたものがいきなり三人称になって客観的になって、と非常に不思議な現象が起こる。日本の文学の特徴です
よね。主語が入れ替わる。巫女に神が乗り移ってきて語ったのが文学の始まりだと言いますけれども、そういうふうに一人称と三人称が
入れ替わる。
梅原／カタリはだいたい一人称ですか。
市川／一人称と三人称です。日本の演劇の特徴で、よく歌舞伎における義太夫が例に挙げられるんですけれども。役者の言葉が途中から
第三者、つまり浄瑠璃の太夫によって語られる演劇の形態を、日本人はあまり特異とは思ってないんですね。それはおそらく日本の文化
の根底に流れているものであって、西洋人から見ると非常にそれは不思議なことなんんです。「何で役者の科白を第三者が途中から語るん
だ」ということになります。
　日本人にはあまりそれに対する違和感がないということは、根底に「語り物」の系譜があるからだと推測しています。「カタリ降ろす」とか。
カタルってことは鎮魂ですよね。やはり、先生も僕も、「鎮魂」してるんでしょうか。
梅原／アイヌの「ユーカラ」は一人称だけなんです。　不思議なことに、全部一人称でカタってるんです。二人称、三人称はないんです。
これと繋がるような気がするね。
市川／それが解明されると面白いですね。
梅原／「私」を意味する「ア」というのは全部に繫がるんです。つまり一人称すなわち人間一般ということになってしまうんです。「我々」
と言う時には二つの言い方があって、カタリを聞いている人を含めた「我々」と、自分たちだけの「我々」と二つある。この間、李御寧
さんと話したんだけど、アフリカの言語やインドネシアの言語には、それがあると言うんです。
　今の日本語の「我々」という言葉にそういう区別がなくなったのは、西洋言語の〝罪〟ですよ。原始言語には「我々」というのには二
つの言い方があった。前者の「あなたと一緒の我々」というのは、「神が乗り移っている我々」だと思うな。「アイヌ語」はたいへん面白
いですよ。
市川／その「我々」というのは、演劇で言うと、舞台の俳優と観客ということになりますね。
梅原／そうですね。
市川／観客も一緒になった「我々」なのか、役者だけの「我々」なのか、ということですよね。
梅原／そうなんです。「ユーカラ」というのは、「真似する」っていう意味なんです。基本的にはアイヌの神さまは動物ですからね。動物
を真似する、動物が乗り移るっていうことなんです。その乗り移る肉体がシャーマンで、その神事から演劇が生まれた。神が乗り移って
きて、そしてその神を演ずるのが芸能です。
市川／「真似る」ですか。

（中略）
梅原／そうです。こっちから見れば「乗り移る」だし、第三者から見れば「真似る」になるでしょ。そういうことですわ。それができる
のは昔は宗教家だったんですけど、それが役者の〝技〟になって、役者の能力とされてきたと思うんです。そういう〝原点〟へ帰って演
劇を考えなくちゃならない時代になってきたな。
市川／歌舞伎座の正面や南座の正面に櫓が上がっているのも神を迎えるということです。南座の櫓には、中央に梵天、御幣を立てます。
まさに神を迎えて、神を楽しませる場が、舞台であり、その神を真似るのが役者です。その意味で演劇とは一種のお祭、祝祭だと言える
のではないでしょうか。」

■梅原猛・市川亀治郎『神仏のまねき』 
  （梅原猛「神と仏」対論集第３巻　角川書店　平成十八年十一月）
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見えるものと
見えないものは
交差している

見えるもののなかの見えないもの
見えないもののなかの見えるもの
見ることができるという謎

言葉と
沈黙は
交差している

言葉のなかの沈黙
沈黙のなかの言葉
言葉があるという謎

あなたと
わたしは
交差している

あなたのなかのわたし
わたしのなかのあなた
あなたがいるという謎

生と
死は
交差している

生のなかの死
死のなかの生
生があるという謎

時と
永遠は
交差している

時のなかの永遠
永遠のなかの時
時があるという謎

「セザンヌからクレーへと受け継がれたもの、そしてそのなかにハイデガーが見たもの、またメルロ＝ポンティが見たもの、それ
は「存在者」や「対象」なしに「存在」そのものの現出を描き出すことだったのではなかろうか。ハイデガーが Ereignis と呼び、
メルロ＝ポンティが、「沈黙した存在」がその「固有の意味」を顕現させる、と述べた事柄はセザンヌからクレーへと至る或る絵
画の様式の中に見出されているように思われる。それは色が物に付着した反射光であることをやめ、つまり、事物の「皮膜」であ
ることをやめ、形相と質料という枠組みを破壊して、物が物として出現してくる「次元」の複合と生成を生み出すものであること
にセザンヌとクレーが気づいていたことをメルロ＝ポンティが指摘していることからも明らかであろう。」

「メルロ＝ポンティが「見えないもの」と言うときに、それは単に可能的な見えるものを意味しているのではない。それはいわば、
「見えるもの」を見えるようにさせているそれ自体は見えないものであるわけで、だとすると、メルロ＝ポンティの絵画論において、
存在が固有の意味へともたらす、と語られているところでも「見えないもの」は想定されているはずである。したがって、メルロ
＝ポンティを深く惹きつけたクレーのことばは、絵画は見えないものを「見えるようにする」ということばである。メルロ＝ポン
ティは、絵画は「見えないものという裏地」を備えている、とクレーに倣って述べている。『知覚の現象学』では、知覚される対
象とそれを取り巻く地平として考えられていた視覚の構造が、後期になると、「見えるもの」と「見えないもの」の交差として考
えられていくわけであるが、その際に、ハイデガーが四方界という形で提示した表象＝像概念への批判と存在や物への、十字抹消
的な提示がクレーからのインスピレーションに連結されていると見ることができる。」
※ハイデガー「四方界」：後期ハイデガーの独特の思索／「天空」「大地」「神的なもの」「死すべき者である人間達」の四界が互い
に映し合い働き合う世界

■加國尚志『沈黙の詩法／メルロ＝ポンティと表現の哲学』（晃洋書房　2017.3）
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ポエジーはだれのものでもない
ことばがだれのものでもないように

専門化されすぎて
死んでしまいそうなことばからは
ポエジーは失われてしまうだろう
干からびたチーズみたいに

日常に埋もれすぎて
自我に縛られたことばからも
ポエジーは失われてしまうだろう
甘すぎるジャムみたいに

私たちはポエジーの器になれる
僥倖のように
そこにことばが訪れるとき
香ばしい焼きたてパンみたいに

（谷川俊太郎「詩人なんて呼ばれて」より）
本当は呼ばれたくないのです
空と呼ばれなくても空が空であるように
百合という名を知る前に子どもが花を喜ぶように
私は私ですらない何かでありたい

（谷川）
「アカデミックな知識って抽象的になりがちでね、具体的に感じられないからどうしても言語の世界に還元される。文学の言語だけじゃ
なくて科学の言語も政治の言語もそう。となると、そうなる以前のことばで、できるだけ名前のつかない、無名の存在にじかに触れる
ような詩を書きたいって、不可能なことを、僕はますます考えるようになる。」

「もう、散文によって書く詩論という形式では手に負えなくて、詩の問題は詩で、徹底して細部の中に個別に問うてみよう、と思って書
いたのが『詩に就いて』でした。日本ではずっと作品になったポエムと、詩情としてのポエジーがあって、ポエジーは必ずしも言葉で
はないから、言葉にするのがむずかしい。それは日常の隙間にも広告にも音楽にも潜んでいて、ポエジーのごく一部が言葉によってポ
エムになっているに過ぎない。僕としてはそういう、言葉にならない詩とは何か、それを見つけるために、あの詩集を書いたというと
ころもありました。」

「僕は自我を表現するために詩を書くんじゃないって、いつも言ってるでしょ。書いてる自分は受け身になっていろなものを全部取り込
んで、それに自分を託して書く ----- そんな自我のない、ジョン・キーツが言ったところの「ネガティブ・ケイパビリティ」を、いつも
無意識のうちに行いながら詩を書いてるって感じがあります。
　それと誰かがね、僕の詩を「概念的だ」って言ってるんです。なるほどと思ったな。概念的、つまりある程度抽象的になっているっ
てことは、どんな時代にも通用するところが出てくる。あまり細かい心理とかにこだわらずに書くことで、読者を獲得してきているの
かもしれません。」

（尾崎）
「古くならないばかりか、いつ読んでもそのたびに新しい、歴史や伝統に収まらない、既視感がない、手垢がつきにくい。現実に即して
いるんだけど、張り付いてはいなくてフロー。それも谷川さんの詩の特徴のように思います。」

（谷川）
「僕はそれを「デタッチメント」と言ってるんですよ。漱石の言うところの非人情。詩には基本的にそういう性質があるのではないですか。
　それと、僕には若さに価値を置くという考え方がない。われわれ世代は若いことが素晴らしいのでなく、むしろ年寄りの方が偉いと
いう育ち方をしている。僕自身、自分の若さが失われていくという意識があまり強くなくて、逆に自分が今、八十半ばの曾祖父である
という自覚のほうも足りなくて困るという感じ。資格もないというか。」

■谷川俊太郎／尾崎真理子『詩人なんて呼ばれて』（新潮社　2017.10）
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まほろばはいずこに

まほろばは
浄土にあらず
俗世にあらず
浄土と俗世の分かたれぬ道に

夢にあらず
現にあらず
夢と現の分かたれぬ道に

他力にあらず
自力にあらず
他力と自力の分かたれぬ道に

まほろばはいずこに

我が未生の時に
我が祈りの内に

天にあるがごとく
地に現れんことを

永遠にあるがごとく
刹那に現れんことを

「美しく生きたい、というのが蕪村の願いであったとすれば、それに対して、真実に徹したい、というのが漱石の志であった。
　ぼくはここで、あらためて、本書の初めに引いたホイジンガの、あの「三つの道」を思い返す。人生には三つの道がある————と、
このオランダの史家はいう。第一の道は、俗世を捨て、彼岸に望みを託す宗教的な情熱であり、いうなら、「厭離穢土、欣求浄土」の心
情を支えとする、そのような生き方だ。それに対し、第二の道は、宗教が求める彼岸の世界を、此岸、すなわちこの世につくりだそう
とする社会改良への願い、理想実現の道である。そして、第三は、まさに、そのあいだにあって、吸いにくい世をすこしでも美しく彩り、
夢の国に遊ぶことで明るく生きていこうとする、つまり人生を芸術に置きかえ、心の中でつくりかえてみたい、とする、そうした選択
といってよい。そして、蕪村も、漱石も、ともにそのような「第三の道」を歩もうとしたのであった。
　だが現実は、そうかんたんに「第三の道」を行くことを許さない。もし、あくまでもそのような「夢の道」をたどろうとするなら、
たちまち、貧困が追いかけてくる、蕪村も漱石も、どれほど貧しさに苦しまねばならなかったか。
　漱石の一生は、金銭との闘いだったといっていいほど、苦渋に満ちたものであった。晩年にはいささかの余裕も持てたようだが、彼
の小説の中には、いたるところに金に苦しめられる生活が、まるで主題のように扱われている。あげくの果て、漱石は金銭をこの上な
く憎悪し、怨念とさえ思われるほどの心情を吐露している。そんな彼の肖像が、現在の千円札に刷られているのは何たる皮肉なめぐり
合わせであろうか。
　蕪村とて、同様だった。若いころはいうまでもなく、画においても、俳諧の世界でも、かなり名をなし、一家を構えるほどの実力を
有しながら、その生活は金に追われる毎日といってよかった。貧に苦しむ蕪村の姿は、彼の遺した手紙の随所に見ることができる。」

「蕪村の浄土、漱石の禅。他力と自力。だが、このふたりが共に仰いだのは「天」であった。アンビヴァレントな人生、人間の心情、そ
れを融合させて別乾坤を創造したいという夢、あの「第三の道」であった。この意味でぼくは蕪村の代表句とされている有名な句、

　　菜の花や月は東に日は西に

を、その〝浄土〟と見るのである。
　西に沈みゆく太陽、東にのぼる月。そして、黄一面の大地。
　蕪村の詩境、漱石の境涯、いや、すべての人生はこの一句に尽きているとさえ、ぼくには思われるのだ。」

■森本哲郎『月は東に／蕪村の夢　漱石の幻』（新潮社　1992.6）
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一人のなかには
たくさんの人がいる

手をつなぐのは
気はずかしかったり
むずかしかったりするけれど

ずっとずっと見えない奥のほうでは
いろんな根が絡み合いつながり
同じ水を吸っていたりもする

一人のなかには
無限の宇宙がある

どんなに早く走っても
どんなに賢く考えても
一人でできることはわずかだけれど

はるかな宇宙のそこかしこで
星と星は瞬きあい
光と光は交信しあい
アルファとオメガは合唱している

「編／さっき、詩は垂直に縦に向かって掘っていくもので、小説は横に流れるという話がありました
けれども、対詩の場合は「隣で掘っている」みたいな感じなんですか？　それとも、シャベルが二
つあって、二人で同じ穴を一緒に掘っているという感じなんですか？
覚／ははは（笑）。穴の口は二つなんだけれど、下はね。集合的無意識だから。
編／なるほど！　理想としれは、違う入口から入って地下で出会うという感じなんですね。
谷川／だから水の比喩で言うと、一人一人が泉でね、泉っていうのは地下の水脈につながっていて、
そこから湧くでしょう？　隣の人もやっぱり泉で、地下からなんか吸い上げているんだけれど、そ
の吸い上げたものが小川になるみたいな、比喩的に言うとそれが理想ですよね。
覚／伏流水と、地下の小川みたいな。
谷川／そう。ちょっと美しすぎる比喩ですけど（笑）。
編／普段はそれをお一人ずつ、それぞれでやっているわけですよね。詩人たちは。
谷川／そういうふうに考えない詩人もいると思うけれど、僕なんかはやっぱりそういう集合的無意
識にできるだけ根をおろしたいというか、届きたいという気持ちがどこかにありますね。それは左
脳ではなかなかできなくて、運がいいと右脳から出てくるものなんだけれど。そういうふうには考
えずに、もっと理詰めで書いている詩人たちもいるし、教養で書いている詩人たちもいるし、まあ
いろいろだけどね。」

■谷川俊太郎・覚和歌子『対詩　２馬力』（ナナロク社　2017.10）
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失われた時を求めて
人はサウダーデする

人は過去からやってきて
たくさんのものを失ってきた

失った時を甦らせるために
人はその魔法を使う

サウダーデは
過去を甦らせる魔法だ

宗教もまた過去へと向かう
再び結ぶことが宗教だからだ

一つであったものが分かたれた
ならば原初に戻ろうという魔法だ

そのとき人は幸福になれる
けれども人は原初にはもう戻れない

完全な円としての一を
我が鏡が映し返すことはできない

神（かみ）のあいだに我（が）あるあいだは
一なる神になることはできないのだ

鏡はすでに砕け
無数の我に分かれている

せめてできることといえば
鏡の欠片にみずからの顔を映すことくらいだ

失われた神を求めて
人はサウダーデする

失われた時を
甦らせようとする魔法だ

「ボルヘスは、文学においては、語られるべきもっとも大切な一語は直に語られることはなく、言葉がその周りをめぐって費やされる、と書い

ていた。わたしたちにとってのその語は、すでに語れてしまっただけでなく、くり返されすぎたかもしれない————「郷愁（サウダーデ）」である。

　この一語は、パンディラ、セシーリア、ドゥルモン、ヴィニシウスにとっても、他のすべてのブラジル、ポルトガルの詩人にとってと同じ

く、神聖なものだった。幼年時代を取り戻そうとすること、儚く過ぎ去るものを永遠に留めようとすること、来たるべき祭りを待ち望むこと、

未来の幽霊として生を経験すること、痕跡が残されていないものの痕跡を探し求めること、語り伝ええぬものを沈黙によって語ろうとするこ

と————。これらは、同じひとつの郷愁（サウダーデ）が取るさまざまな形ではないだろうか。

　この語は翻訳不可能なものだ、と言われてきた。ポルトガルの詩人フェルナンド・ペソーアは。「郷愁（サウダーデ）はポルトガル人だけが

／十全に感じることができる／この語を彼らが持っているのは／郷愁（サウダーデ）を抱いていると言うためだから」と書いた。同じ国の哲

学者エドゥアルト・ロウレンソは、ポルトガル人は郷愁（サウダーデ）の感覚に慣れきってしまったため、定義することをあきらめた、と書

いた。彼らは存在にまつわる感情の秘密と粋とを郷愁（サウダーデ）にもとづかせる、と。

（中略）

　ポルトガル語の世界では、詩人や作家の、また民衆の、あるいは大衆の想像力は、無数の形で「郷愁（サウダーデ）」の語を用いてきた。エドゥ

アルト・ロウレンソが図らずも仄めかしているように、定義の試みという形で「郷愁（サウダーデ）」はポルトガル語のなかですでに何度とな

く「翻訳」されてきた。この語が翻訳不可能だとすれば、それは、ポルトガル語の世界における夥しい数の使用例とのつながりが、翻訳先の

言語では断たれてしまう（と感じられる）からに他ならない。そして、翻訳しえない言葉————と言われるもの————とは、他でもない、翻訳が

無限に試みられる言葉である。

（中略）

　知性が幸福について教えることがなくなって久しい。文学が幸福な結末を、それがそれだけで疑う余地のない陳腐さの証であるかのように

避けるようになってからもまた、長い時が経っている。おそらく、真摯に幸福を願った最後の作家は、ここでわたしたちの導き手となったマ

ルセル・プルーストだった。それでしかありえなかった形を取ったプルーストの————語り手の————「幸福」を知るためには、長編『失われた

時を求めて』の遙かな道をたどらなければならない。

　文学で幸福な結末がますます稀になってきているのは、書き手たちが抱く幸福の像が貧しいものであることに一因があるかもしれない。幸

福はいまだに、完全な円の形を保った鏡の映し返しのようなものと考えられている（というか、ますますそう思い込まれるようになりつつさ

えある）。「彼らはその後ずっと幸せに暮らしました」と結ばれるおとぎ話の、すべてを手に入れた幸福————。

　たしかに、円かな鏡を手にしている者はもうどこにもいない。わたしたちが持っているものはと言えば、ばらばらに砕けた鏡のかけらでし

かない。だがそれでもその破片をのぞき込もうとする者は、やはりそれが、小さくではあるが、みずからの顔を完全な形で映し返しているこ

とに気づく。そして、かけらには無数の形があり、すでに鏡の役を果たさないほど微小なものもある。

　ジョルジョ・アガンベンは、エッセイ「魔法と幸福」————誰もが幸福について沈黙している時代にあって貴重な試みである————で、わたし

たちがそれに値するような「幸福」は退屈であり、真の「幸福」は、わたしたちに宛てられてはいない幸福、魔法でしか手に入れられない幸

福であるとしていた。わたしたちがこの本で描いてきたのは、郷愁（サウダーデ）ままならぬ＜時＞を意のままに操ろうとする魔法である、

そして郷愁（サウダーデ）とは、手もとに残された鏡のかけらをのぞき込もうと試みることである。幸福を希い、手に入れるための魔法とし

ての郷愁（サウダーデ）————それは、繰り返すが、誰のものでもあり、決してポルトガル語にのみ存在するものではない。

　文学————言葉を読み、言葉を書くこと————が仮に、幸福に無数の形があることを、ときにはほとんど幸福とは見えないような幸福の形もあ

りうることを証すべき営み、そしてそのあらかじめ失われた幸福な結末を、残された無数の形のなかに追い求めるべき営みだとすれば、それ

は未だ、始められてさえいないのかもしれない。」

■福嶋伸洋『魔法使いの国の掟／リオデジャネイロの詩と時』（慶應義塾大学出版会　2011.6）



mediopos-1100
2017.11.19 私が私であることはむずかしい

私は私であると同時に
私でない私でなければならないからだ

かつて私は
操られるだけの人形であった
操るのは神
私という人形と
人形を操る人形遣い

けれども今や私は
操られる人形でありながら
それを操る黒子でもなければならない
かつて人の外にいた神々は
人のうちで演じるようになったからだ

人が人になるということは
じぶんを遠くから見るために
じぶんを離脱しながら
じぶんを生きるということだ

そのことに気づくために
人は人形芝居に現を抜かす
人生は劇場であることに気づくために
舞台の外から芝居に現を抜かす

そして我に返ったとき
じぶんで芝居しながら
その芝居を見ているじぶんを
見つめることになるのだ

（日本の芸能「離脱の芸術」より）

「文楽は人形芝居と浄瑠璃の結合した芸術であるが、このうちの人形芝居の部分は、古いクグツ（傀儡）の芸能から発達したものだと言わ

れている。クグツの起源については二説があって、一説では朝鮮半島の狩猟遊動民であった白丁族が日本列島に渡ってきてこの芸能を広め

たといい、もう一つの説では、東北のイタコが舞わすオシラ様のように、巫女が神を下ろすのに使った人形から発達したものだと言われる。

いずれの説をとってみても、人形の芸能には「どこかを彷徨う」とか「他所にあくがれでる」などという、不思議な脱出性や離脱性が潜ん

でいるように感じられる。」

「クグツのおこなった人形遣いの芸能には、人間の世界を抜け出して、遠い視線から人の世を見下ろしている、神の視線のようなものが感

じられる。同じ遠くからの視線は、文楽のなかにもはっきりと感じ取ることができる。そのことをまっさきに感じさせるのが、幕開けを告

げる「東西声」だ。黒衣の衣装を身に着けた東西声は、「とざい、とーざい」という呼び立てに続いて、本日の演目と演者の名前を告げて、

そのまますっと奥に引っ込んでいく。すべての語尾を下げないという決まりにしたがって、東西声は不思議に非人間的な一本調子で、観客

の心を人間臭い世界から離脱させていく。非人間的といっても。コンピューターで合成した機械の声とはちがって、人間の内部から外に離

脱してきたものの放つ声である。

　人形を抱えて登場した人形遣いが、その人形を操りはじめる。浄瑠璃の語る物語に合わせて、人間そっくりの動きを見せる人形のほうに

観客はしだいに同化しだす。すると奇妙な逆転がおこるのである。人形を操っているのは素面の人形遣いである。つまりは人間である。と

ころが人形と一体化してしまった観客には、人形遣いが自分の運命を操っている外部の存在のように感じられてくる。人形は私たち人間と

同じに、運命の神に操られて、つぎつぎと起こる不条理な出来事に巻き込まれ、死にむかってひた走っていく。この様子を固唾を呑んで見

まもっている観客は、そのとき人生の真理を悟ることになる。ここで演じられている人形の芝居の構造は、私たちの人生を突き動かしてい

るものの仕組みと、そっくりではないか。私たちもこの人形と同じように、見えない運命の神に操られ、とうてい納得することなどできな

い人理の不条理を走り抜けている存在なのではないか。

　文楽はこのように人間の外部にあって、遠くから人間を見つめている視線の存在を感知させる力を持つ芸術なのである。素面の人形遣い

と人形の関係も、黒衣と人形の関係も、すべてが人間の世界から離脱している視線を生み出すために考え出されていた仕掛けである。その

視線の主は、神と呼んでもいいし、またとりたててそう呼ばなくてもいい。自分という意識の外に脱出して、自分を遠くから見ている視線

を獲得することで、人間は自分という存在の儚さを悟ることができる。これはすべての偉大な芸術に備わった特質である。（中略）

　そればかりではない。こんどは浄瑠璃台本の中身をよく観察してみよう。すると、文楽が物語の内容においても、いたるところに人間世

界からの脱出線や離脱のための通路を用意しようとしているのがわかる。たとえば文楽がもっとも好んできた題材の一つは異類通婚の物語

である。狐との結婚（芦屋道満大内鑑）、柳の精との結婚（卅三間堂棟由来）など、そこには動物や植物の世界への脱出線がいくつも用意

されていて、かならずその結婚からは動植物と人間のハイブリッドが生まれている。

　ここでも文楽は、人間という概念の拡張をめざしているのである。神々から動植物の精霊にいたるまで、文楽は手段を尽くして、人間を

人間という狭い境涯の外に誘い出そうとしている。そう考えてみれば、浄瑠璃お得意の「心中」というものもまた、別の形態をして人間の

世界からの脱出線であり離脱のための通路であることが、はっきりと見えてくる。文楽はまことに偉大な離脱の芸能なのである。」

■中沢新一『熊を夢見る』（角川書店　2017.10）


