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どんなに醜く見えるもののなかにも
美を見つけることのできる力をください

どんなに不自由に見えるもののなかにも
自由を見つけることのできる力をください

どんなに愚かに見えることのなかにも
叡智を見つけることのできる力をください

どんなに刹那に見えることのなかにも
永遠を見つけることのできる力をください

どんなに見えないもののなかにも
存在を見つけることのできる力をください

（逢坂剛「美を見て死なない男」より）
「千秋くんは、美しいものは美しく、醜いものは醜いと、はっきり言った。
　しかし、どのような醜いものの中にも、美がひそむと考えているらしく、それを貪欲に見いだそうとした。
むろん、その努力が実るとは限らなかったが、決してむだになったわけではなく、かならず血となり肉となっ
たはずだ。『美を見て死ね』を通覧すると、そのことがよく分かる。」

（「仙崖：笑いは美である」より）
「ご承知の通り、不誠実と嘘と金の世の中である。では、諸賢はその中で何をしているのかというと、他な
らぬ金勘定と出世の工夫にすぎまい。こんな社会はダメだと愚痴る対極の理想に、ではいったい何を置くべ
きなのか？
　クイズは時間の無駄だから答えを言う。それは美である。美は一目見れば分かる。美人は一目見れば分か
るのと同じだ。しかし、一口に美人といってもまたその趣味の善し悪しがある。美も同様だ。
　小林秀雄は「美は訓練だ」と言った。お子様は甘い物が好き。渋みや苦みを味わえるようになるには、経
験が要る。美も同じ。」

（「海北友松：見えないものは無いのか」より）
「唯物の世の中である。目に見えないものは無いのなら、昼の星も夜の太陽も無いことになる。（中略）
　存在とは何か？
　存在、とはどこにあるのか？

（中略）
じゃあ鬼とは？
　いませんか？　心の中に。」

（「ウィレム・デ・クーニング：存在つまり世界を語る」より）
「デ・クーニングにとって、お得意のモチーフ「女」は本当に必要だったのかしら？
　この絵を見るとやっぱり「女」はいらなかったんだな、と思われる。
　じゃあ彼は何を言いたかったのか？
　ひと言で言えば「存在」だ。「宇宙」と言ってもよいが、そうすると諸賢はロケットの方に頭が行っちゃう。
　「存在」はあなたの胸中にしかない。科学は「存在」にはコミット出来ない。科学はお宅の庭石をはぐっ
たらダンゴ虫が何匹いるか、は語るが、なぜあなたがいるか、には永遠に答えられない。」

■堀越千秋『美を見て死ね』（エイアンドエフ　2017.12）
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こころのなかでは
なんにでもなれる

いつからだろう
なれなくなったのは

そらもとべなくなったし
うるとらまんにもなれなくなった

なにかになるということは
いったいどういうことなんだろう

じぶんがじぶんになること
じぶんがなにかになること
そのあいだでながいたびがはじまる

きもちはちゃんとつたわる
そうおもっていた

いつからだろう
つたえることをあきらめたのは

だれもにもこころはわからない
だれにもことばはつたわらない

つたわるということは
いったいどういうことなんだろう

わたしがわたしであること
あなたがあなたであること
そのあいだでながいたびがはじまる

「なつみがなにかの
　マネをして、それを
　おかあさんが
　あてるゲームだよ！」

「コレ、なーんだ？！」
「ちがうよ！」
「コレは？」
「なんで
　わかんないの！？」

「どーして
　わかんないの？！
　なつみのきもちに
　なって！！」

「そんなのわかるわけ
　ないでしょ？！」

「えー！！
　ねちゃった！！
　・・・さいごのは
　なんのマネ
　だったんだろ。」

■ヨシタケシンスケ『なつみはなんにでもなれる』（ＰＨＰ 2016.12）
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チョウは姿を変える

ひらひら飛ぶのばかりがチョウじゃない
卵から幼虫へ幼虫から蛹へ
そして成虫へと姿を変える

チョウは冬を越す

春になって突然姿を現すわけじゃない
卵や幼虫や蛹だけでなく
成虫のままでも冬を越す

人は姿を変える

いま見えている姿だけが人じゃない
からだは年とともに姿を変える
こころも年とともに姿を変える

人は魂の冬を越す

魂にも卵や幼虫や蛹のようなときがある
あるときいきなり羽化するわけじゃない
次の成長のために魂も冬を過ごすのだ

（「井上大成・冬は春のために」より）
「皆さんは、チョウはどのような姿で越冬すると思っているだろうか。小学校ではモンシロチョウやアゲハを飼育して
その発育過程を学習するが、どのように冬を越している（一年を送っている）のかは教えていないようだ。春先にモ
ンシロチョウが飛ぶのを見れば、昆虫にそれほど興味がない人でも顔がほころぶだろう。しかし、そのチョウは春になっ
て突然湧いて出てきたわけではなく、どこかで、何らかの姿で冬を過ごしていたはずだ。
　日本のチョウには幼虫で越冬するものが一番多く、約 45％を占めている。蛹と卵で越冬するものがそれぞれ 20％
強で、成虫で越冬するものは 10 数％だ。もちろんこの比率は、日本の地方によって異なっていて、例えば南の地方
では成虫で越冬する種類の比率は高くなり、卵で越冬する比率は低くなる。冬を越した成虫は春になって産卵し、蛹
は春に羽化して成虫になる。幼虫の場合は、暖かい場所で少しずつ餌を食べながら冬を乗り越える種類と、春まで餌
を食べない種類とがある。幼虫が春になってすぐに蛹になる種類もあれば、春になってからもまた葉を食べて大きく
なる種類もある。冬を越した卵は、春に孵化して発育を始めるので、成虫になるのは夏ごろになる。
　温帯の昆虫にとって厳しい冬をいかにして過ごすかは、文字どおり死活問題だ。冬の間に死んでしまうものも多い。
昼間の時間が長い夏に育ったアゲハの幼虫は、蛹になって短い期間のうちに羽化して成虫になる。けれども昼間が短
い秋に育った幼虫は、温度が高くてもすぐには羽化しない蛹になる。その蛹は、夏の蛹よりも寒さに耐える能力が高く、
また一定期間の寒さを経験しないと羽化しない。アゲハが晩秋や冬に成虫になっても、蜜を吸うための花もなければ、
幼虫が食べるための柔らかい葉もない。だから、彼らはまだ冬が来るだいぶ前から冬越しのための準備をするのだ。
また、もしバラバラの時期に成虫が羽化したら、結婚相手を見つけるのが難しい。同じ種類が同じ発育段階（卵、幼虫、
蛹）で冬を越せば、羽化時期を揃えることができる。冬は厳しいだけでなく、このように次世代を確実に残すために、
生活史を同調させる役割も持っていて、チョウの体内では来たるべき春に備えて着々と準備が進められている。」

■『月刊かがくのとも２・チョウのふゆごし』
　（井上大成・ぶん　松山円香・え　福音館書店 2018.2）
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知ろうとすることは
自分の門を開けること
門を開けることから
すべてははじまる

今日一日だけでも
数えきれないほどの
植物や虫や鳥や動物や石たちに
出会っているはずなのに
それに気づけないでいると
門は閉ざされたままだ

今日どれだけの鳥に出会えたか
出会いながら挨拶するだけで
世界はその分だけ
静かに門を開けてくれる

そら植物園をつくるならば
そら石園・そら虫園・そら鳥園・そら動物園も
心のなかにつくっていいけばいい
世界はそのぶんだけ広がってゆく

そこにたしかにいるのに
気づこうとさえしないで
門を閉ざしていると
世界も心も狭く貧しいままだ

（「そら植物園とは」より）
「たとえば、あなたが朝起きてから歯磨きをして、玄関から出るまで一体何種類の植物のお世話になっているでしょう。毎朝
歩く道では、一体何種類の植物を目にするでしょう。
　植物の存在は、私たちの身近にいる何気なくかけがえのないものです。
　また 21 世紀の現在では、植物の可能性は、建築、アート、教育、音楽、医療、政治、化学、デザインなど、あらゆるジャ
ンルと交ざり合い、垣根を跳び越えます。
　植物を愛でる心は、人種も年齢も性別も宗教も感じさせない。
　そして植物のスケールは、人間の想像を遙かに超えるのです。
　有史以前の時代から人びとは植物によって栄え、植物と共に生き、恩恵を受けてきました。いま時代が、有機的な思考にシ
フトしていかなければならないときを迎え、まずは植物のことを気になるひとが一人でも増え、この地球上で植物に対する愛
情の絶対量が増えることを願いします。そしてそのために、いま自分たちが実践できること ･･････ 植物の魅力に出会えるよ
うなあらゆる植物事業を日々推進し、サポートしていくことを続けていきたいと思います。
　そら植物園とは、ひとの心に植物を植える “ 活動名 ” です。」

「プラントハンターとは、イギリスで 17 世紀ごろから活躍した職業で、主に王族や貴族のために有用植物や観賞用の植物を、
海を渡ってまで探しに行った人たちのことをいうらしい。時代は移り、現代になって、おれの仕事は諸国の王族や貴族のため
のときももちろんあるが、それだけでなく、世間さまざまな需要に応えて日々植物を採集、供給している。ここ 10 年くらい
そんな毎日を送っているおれと出会うと、魔法にかかったように植物のことを好きになってしまうひとが続出するのを、この
目で何度も何度も見てきた。これは自慢話ではなく、大真面目に植物の仕事をやっているおれにとっては大きな励みになって
いる。
　今回は得意技である植物そのものを用いず、言葉という形で自分なりにがんばって植物の魅力を伝えてみた。願わくは、こ
の本にちりばめられた、植物話がそらみみのように聞こえ、植物がいかに多様で、それにまつわる物語がいちいちおもしろい
かということに気づき、最終的にそれが植物 ･･････ ひいては自然や環境や植物文化への敬意と理解、そしてなにより興味を
深めるきっかけになれば本望なのである。ふと、ひとの心のなかに植物園ができたようなイメージだ。」

「“ 清順さんは、こんなにいろんな国から植物を集めたりして、植物がかわいそうとか、それが生態系に影響を及ぼすとか、そ
んなことを思ったりしないですか ”
　こういう仕事をやっていると植物の輸出入に関する法の規制が確立されていて、おれたちが想像できないような量の植物が
毎日世界中で海をまたいで動いている事実がある。これだけさまざまな植物が何百年にもわたり海外から導入されてきた歴史
があるにもかかわらず（それで人類は栄えてきたのに）、おれひとりになんとまあびっくりするようなことを言うものだ、と
感心してしまった記憶がある。まさに木を見て森を見ざるの類いの話である。
　それは、たとえは木を切り倒してかわいそうと言うひとが、首を刈り取られ内蔵を取り除いて焼かれた牛を食べてもなにも
感じない話と似ているのかもしれない。100 本のバラの花束をもらったときに感じる、“ きれい ” と思える感情と、100 個の
命が刈り取られているという事実と、そのバラの 1 本あたり何％が石油代なのかという疑問は、常に本質的に同居するが、だ
からといって日常的にそれを気にする必要もない。しかし “ 知らぬが仏 ” では、ちょっとおなかが空いてしまうというひとは、
知ってみるのもよいだろう。なにかに狂おしいくらいマニアックになれば、自ずと知識が芽生えてくる。知るはたのしみなり。
おれは、植物がたのしくてやめられない。」

■文・西畠清順／画・そらみみ工房『そらみみ植物園』（東京書籍 2013.7）
■文・西畠清順／画・はつみみ工房『はつみみ植物園』（東京書籍 2016.7）
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学ぶことは
学校で閉じられてはいない

勉強すべきことが決められてしまうと
それ以外のことは学ばなくなる
テストにでないことばかりだからだ

テストにでることは
教えることができるけれど
それ以外のことは
教えることのできないことばかり

それ以外をじぶんで学びつづける者は
教えることなんかできないことを知っている
学ぶことしかできないのだ

ぼくのなかの少年は
閉じた自分に風穴をあけてくれる
おじさんをほしがっている
ぼくを無条件に認めてくれるからこそ
ぼくを変えてくれるそんな

（ほんとうにはいない）おじさんだ

ぼくのなかの少年は
どんなに年をとっても少年のままだ
少年を好き嫌いや善悪や正不正の
白黒ゲームに閉じこめちゃいけない
少年は自由のためにいるのだから
少年は学びつづけるためにいるのだから

（「勉強」より）
「私は勉強が好きだ。これは私が大学を出ていないせいかもしれない。私
は自分が非常に頭が悪いと感じているし、そのため常に勉強の必要にかり
たてられている。また、実際、私は何でも勉強にしてしまうことにかけて
は名人の域に達しているかもしれない。自分も、結婚も、育児も、文章も、
テレビも、映画も、あらゆることを私は勉強にしてしまう。そして五十代
なかばの今、ベンキョー人間の自分はやや自己肯定的につぶやく。人間、
教えることは不可能だ。学ぶことができるだけである。」

（「ぼくのおじさん」より）
「今度新しい雑誌の編集長をやることになった。雑誌の題名は「モノンクル」
とつけた。モノンクルとはフランス語で「ぼくのおじさん」の謂いである
--------

（中略）
　少年である僕がいるとしますね。少年は当然親の押しつけてくる価値観や物の考え方に閉じ込められている。これはも
う生まれた時からずっと閉じこめられているわけですから、当人にとってはいわば自明のことであって、従ってあんまり
当たり前すぎて閉じこめられているということにも気づかずにいるわけですが、でもなんだか毎日がうっとうしい。
　そんなところに、ある日ふらっとやってきて、親の価値観に風穴をあけてくれる存在、それがおじさんなんですね。「男
なら泣くな」なんて親ならいうところを「人間誰だって悲しい時には泣くんだ。悲しけりゃ泣いてもいいんだよ」みたい
な、親のディスククールと違ったディスクールでくる人、それがおじさんなのね。あるいはカーブの投げ方教えてくれた
り、コーヒーなんか飲ましてくれたりするかもしれないよね。おじさんは遊び人で、やや無責任な感じだけど、本を沢山
読んでいて、若い僕の心をわかろうとしてくれ、僕と親が喧嘩したら必ず僕の側に立ってくれるだろうような、そういう
存在ですね。おじさんと話したあとは、なんだか世界が違ったふうに見えるようになっちゃったト、そういう存在が、まあ、
僕におけるおじさんというイメージなんですね。（右の文章は「親」とあるところを「文化」という言葉で代入してもちゃ
んと辻褄があるように実に巧みに構成されておりますなア）
　でね、そういうおじさんの役割を果たすような雑誌を作ろう、とぼくは思いたったのであった。人間というものは自分
の矛盾に自分の内側から気づくことはなかなかむつかしい。社会も家族も、また、自己も、それはそれで矛盾だらけのう
ちに、R・D・レインのいい方を借りるなら「合理的」なんですね。誰かが出っぱれば、その分だれかが凹んで、全体と
してはアメーバの如く閉じて調和している。暴力を振るう少年がいれば、それに耐える母親がおり、無関係を装って傍観
している父親がいて、それはそれなりに閉じているわけでしょう。この閉じた系を外に向かって開いてゆかない限り、こ
の病気はなおりませんね。そもそも自分というものが見えてこない。それはちょうど日本がヨーロッパの眼をもった時、
初めて日本が見えてきたのと同じだと思うのよね。

（中略）
　今、雑誌がおちいっているディスクールは大別して三個あるのですね。第一が好き嫌いのディスクール。（中略）
　あと二つのディスクールというのは、善悪のディスクールと、正しい正しくないのディスクールですね。（中略）
　おじさんのディスクールは右のどれでもないのです。おじさんの世界は直線でなく網目なのですよ。真理は一つではな
い。ある文化にとって真であることは、ある文化にとっては真ではなく、また、ある文化にとってはどうでもよいことで
あって、おじさんはそれを見通す地点に身を置きたいのよね。」

■伊丹十三『ぼくの伯父さん』（つるとはな　2017.12）
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科学が科学を超えるために
レンマの学は要請される

科学が科学を超えるには
ロゴスはロゴスを超え
縁起の理法で
世界は認識されねばならない

線形は非線形に
因果は非因果に
そしてモナドとモナドは照らし合い
世界は荘厳されてゆく

そのとき
言語は言語を超え
直観を事とし
時は時を超え
永遠の相を映し
苦は苦を超え
愛の道へと歩むだろう

「レンマ学は、大乗仏教の縁起の論理を土台として、新しい「学」を構築しようという試みである。かつて鈴木大拙や井筒俊彦によっても、こ
のような「学」が構想されたことはあったが、いずれの試みも未完成に終わっている。私は彼らの挑戦を受け継いで、現代科学を補完する存在
となりうる新しい「学」として、このレンマ学を創り出したいと考えている。
　まず「レンマ学」の名称についてである。この名称は哲学者の山内得立が『ロゴスとレンマ』という著作で提出した概念である「レンマ」に
基づいている。山内は仏教の縁起的論理の特徴を、古代ギリシャ哲学の概念であるレンマによって表現した。レンマは「ロゴス」と対比される。
ロゴスはギリシャ哲学でもっとも重視された概念であり、語源的には「自分の前に集められた事物を並べて整理する」を意味している。思考が
このロゴスを実行に移すには、言語によらなければならない。人類のあらゆる言語は統辞法に従うので、ロゴスによる事物の整理はとうぜん、
時間軸にしたがって伸びていく「線形性」を、その本質とすることになる。
　これにたいしてレンマは非線形性や非因果律を特徴としている。語源的には「事物をまるごと把握する」である。ここからロゴスとは異なる
直感的認識がレンマの特徴とされる。言語のように時間軸にそって事物の概念を並べていくのとは異なって、全体を一気に掴み取るようなやり
方で認識をおこなう。仏教はギリシャ的なロゴスではなく、このレンマ的な知性によって世界をとらえうようとした。
　それはゴータマ・ブッダ以来、仏教では世界をつくるあらゆる事物が、「縁起」によって相互につながりあっているという認識を出発点にし
たからである。世界は縁起によって動き変化していく。それゆえに形あるものをいつまでも自分のもとにとどめておこうとする人間は苦しむの
である。この人間本来の「苦」から解放されるためには、縁起の理法によって動き変化していく、世界の実相を認識しなければならない。そこ
から仏教では縁起をめぐる論理学が発達することになった。この縁起的論理は西欧で発達することになったロゴス的論理と、まったく異質の展
開をとげることになった。」

「私のレンマ学にはいくつもの源泉がある。そのうちのいちばん重要な直接的源泉は、南方熊楠が明治三十六年（一九〇三年）に、那智の山中
から高山寺住職であって友人の真言僧土宜法龍にあてて書いた手紙である。この手紙の中で熊楠は、当時隆盛を極めていた西欧近代科学の方法
の限界を指摘しながら、大乗仏教の縁起の論理に基づく新しい科学を創造することによって、人類の科学的思考に真の前進をもたらすことがで
きるであろうと書いた。」

「今日の科学は因果については分かるが（もしくは分かるべき見込みはあるが）、縁起を理解できない。縁起の理法を理解するためには、ロゴス
的な知性の拡張ともいうべく別の知性が必要である。「大乗仏教に望みあり」と熊楠が言うのは、大乗仏教の根本思想がレンマ的思考に基礎づ
けられた縁起の思想に置かれているからだ。その縁起思想の最高の表現を『華厳経』と中国華厳宗の中に見出すことができる。科学は大乗仏教
の縁起の理法を取り入れることによって、より完全な知識へと近づいていくことができる。
　那智山中でしたためられた南方熊楠の何通もの手紙類が、幸運にも高山寺に保存されてあったことによって、私の構想するレンマ学は可能に
なったとも言える。粘菌、華厳学、曼荼羅を結ぶ先に、熊楠は近代科学の限界をある部分では超えてそれを補完する「新科学（ノヴム・オルガヌム）」
の創造を考えていた。レンマ的な生命体である粘菌の示す不思議に導かれながら、レンマ的＝縁起的論理によって基礎づけられた新しい「学」に、
南方熊楠は近づこうとしていた。私のレンマ学はそのとき熊楠の蒔いた種子から成長したものである。」

■中沢新一「レンマ学」
　（「群像　２０１８年 2 号」2018.1 講談社　所収）
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心の病とは何だろう
それは自分と向き合えないために
日常で心が破綻してしまう病だ
自分と向き合えなくても
日常を乗りこなせれば病にはならない
少なくとも心の病とは呼ばれない

精神分析とは
自己教育へと導くための
魂の道場ではないか

自分と向き合うためには
無心でなくてはならない
それは持続的なものでなければならないが
日常の自我はそれに耐えることは難しい

自分を気にしすぎることはまた心の病になる
そのための無心なのだ
無心であるための修業が
魂の道場では行われる

人の痛みの代わりをすることはできない
精神分析は心の病を治さない
自己教育を通じて
痛みと向き合えるように修練する場なのだ

教育とは何だろう
それは自分で学べない者を
自己教育へと導くための道場ではないか
自分で学ぶということは
自分に向き合うことにほかならない

人を教えることはできない
人の代わりに学ぶことはできない
教育はすべて自己教育なのだから
それは自己教育を通じて
学ぶことができるように修練する場なのだ

（「稽古——自分と向き合う契機」より）
「（西平）「自分と向き合う」という言葉が、この対話のキーワードのひとつであったこ
とは間違いない。精神分析は、クライエントの痛みを取り除くために援助するのでは
なく、クライエントが自分の問題と向き合う機会を創り出そうとする。そうした発想
に私は大いに共感した。しかし、それは厳しい道ではないか。そこで私は、さまざま
な場面でその点について尋ねた。たとえば、そうした課題は「自我を鍛えること」と
して理解してよいのか。あるいは、稽古や修業の発想に近いのか、どこが違うのか。
　もう一点、「リフレクティブな自己」という視点も、とても興味深かった。自分と向
き合い、自分のことを見ることができる。ともすれば、それは「自分のことを気にし
過ぎる」ことにつながりはしないか。では、「自分と向き合うことが大事である」、し
かし「自分のことを気にしすぎるわけではない」という、その関連をどう理解したら
よいのか。
　日本の伝統思想が〝無心〟という言葉によって提起した問題を、精神分析は「自我」という言葉を手がかりに解きほぐしてゆくように
感じられたのである。」

「（松木）人生は、修業・稽古の場なのか、快と苦を集める場なのか、おそらくどちらもの場なのだろう。
　しかし、両者の比重は人により異なるものであろう。それはその人が、乳児のときからそれまでの人生を、どのような生物としての素
因のもとに、どのような境遇で、どのような思いを抱いて、生きてきたかに因るのではないかと思われる。それらが、その人自身の真実
である。わたしには、人はこころの何処かに、ただ快と苦を得ようとするだけでなく、いくらかでもましな自分でありたいという希求を
抱いているように思える。その希求を受け入れることができるとき、「修業」「鍛錬」が、こころに居場所を得られるのではないかと思う。」

（「二重の見——生きている転移／逆転移」より）
「（西平）人から治してもらうのではなくて、自分で自分の痛みを抱えようとする。痛みを取り除くのではない。わざわざ自分の内なる「傷」
と向き合う課題。「ワーク」という言葉に込められた重い意味をあらためて感じる。まして「ワーキング・スルー」という言葉には、あ
る種の決意、あるいは、ある種の〝祈り〟が込められていると予感せざるを得なかった。」

「（松木）転移過程はそのままでは反復、フロイトの言う「反復強迫」に終わる。それは人生で同じ困難や挫折を繰り返すこととして日常
のなかに認められる。その転移過程を反復強迫から解放し、新たな展開を築くことを精神分析関係は提供しようと試みる。転移を見極め
逆転移を吟味する意義はそこにある。」

（「循環・往来——ワーキングスルー」より）
「（西平）精神分析は「痛み」を「取り除く」ことを目指さない。期待するのは、患者本人が「みずからの痛みを抱えるようになること」・
　患者は「楽になりたい」と思って来るのだが、次第に「痛み／喪失・挫折」から逃げようとしている自分に気がつく。「受け容れるしかない」
･･････ そういう気持ちになることができたら、それが大切なひとつの達成になる。」

「（西平）松木先生の「修業」理論は、とても示唆的である。
　たとえばそのひとつ、修業した人と、していない人の違い。どちらも意識せずに呼吸している。ところが、修業した人は、じつは、い
ちど呼吸をぜんぶ意識して経験している。「吐いて吐いて吐いて、吸って吸って吸って、それを両方徹底してやった人が、そういうこと
をやらなくなって、呼吸をする」。それが修業した人の、意識せずに呼吸している姿である。それに対して、修業していない人は、そう
した経験がないまま、ただそのまま呼吸している。むろんそうした修業を経ない「ただそのまま」はしばしば理想化され、子どもの無垢
と重ねて称賛されるのだが、しかし実際の場面では、子どもの無垢は持続しない。ビギナーズラックは繰り返すことができない。その違
いなど、もう少し先生に尋ねてみたかった。
　もう一つ別の場面。師匠に「似せる」という話。まずは一所懸命、師匠に似せる。しかしそのままでは「自分ではない」。自分を取り
戻すために「似せぬ」、「破」がある。つまり「破」は、自分が本来持っているものをどう活かすか、そのために必要になるという理解で
ある。ところがそのように模索を続けていると、結局、「本質的なところは師匠に似ている自分」に気がつく。それが「似得る」である。
世阿弥からは離れた理解であるのだが、修業プロセスの理解としてとても興味深い、と同時に、おそらく精神分析における「訓練分析」
のなかで体験されている変容プロセスであるのだろう。分析家訓練のプロセスを、稽古や修業の視点から検討する仕事は、次に残される
課題である。」

■西平直・松木邦裕『無心の対話／精神分析フィロソフィア』（創元社　2017.12）
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天使と悪魔が棲んでいる

ときに人は天使に憑かれ
ときに人は悪魔に憑かれる

天使に憑かれた者は聖別されるが
悪魔に憑かれた者は癒やされねばならない

悪魔とは何だろう
悪魔に憑かれるとはどういうことだろう

キリスト教は個を育てるために
シャーマニスティックな要素を排し
大地性を抑圧することになり
そのことで人のなかの悪魔を隠蔽した

そのため悪魔は時として激しく噴出し
悪魔に対峙するための厳格なテクネーで
エクソシストが悪魔憑きを癒やすシステムが作ら
れた

キリスト教は天使と悪魔を峻別する
そのキリスト教への信仰ゆえに
エクソシストが存在し
エクソシストが存在するがゆえに
悪魔憑きが顕在化するともいえるかもしれない

精神分析家が存在するがゆえに
心に病を持つ人が存在するかもしれないように

「はたして、エクソシストとは何者なのか？
　エクソシズムは、日本人の私が密かに思い描いていたような、悲愴で病的な印象を与えるものではなかった。それはむしろ、
驚くほど厳格な形式を持った宗教儀式だった。
　もし、誰かに〝悪魔憑き〟というのは、やっぱり今でいう精神病なんでしょうねと聞かれたならば、いまの私は即座にちが
うと答えるだろう、彼らの多くは、エクソシズムという儀式のもとでだけ別人のように変貌し、後は何とか日常生活をこなし
ているからだ。
　ヴァティカンが公式エクソシストの活動を認知するのは、そこに、天からの聖なる力が、司祭を媒介として、地上の悪に苛
まれる人間の身体と魂を癒やすという信仰に基づいている。一方、イタリアの心理学者は、長い年月をかけて練り上げられて
きたエクソシズムの形式には、科学ではまだよく解明されていない、病と心が癒やされるプロセスの謎が隠されているのだと
目を輝かせた。
　エクソシズムの儀式の核になっているのは、一つには、司祭による〝憑依した者〟の尋問である。このやりとりは、悪魔と
いう名の人生に襲いかかる不条理な悪と個人のドラマを紡ぎ出してゆく作業だともいえる。
　そして、二つ目の特徴は、エクソシズムの中にトランス状態に入った相談者たちが吠え、唸り、身を捩って、獣めくことだ。
中には〝憑いた者〟が語り出さないケースも、対話など成立しないケースもある。だが、そんな場合でも大なり小なり共通し
ているのは、この相談者の変化である。その動きは、見ようによっては、だだをこねる幼児のようでもある。言語を越えた身
体表現とでもいおうか、その奇妙な動き自体がカタルシスをもたらし、精神活動に何らかの影響を及ぼす。それは理性の目に
は異様に映るが、現代社会の中でぎこちない反復的な動きを強いられている人間という動物には、案外、本質的な変容なのか
もしれないと、いまの私にはそう思える。
　イタリアの心理学者たちは、このエクソシズムの中の〝悪魔憑き〟たちのトランス状態を、世界中のシャーマンのそれに喩
えた。エクソシストは、ラテン語で唱えられる祈りの反復する単調なリズム、額への按手というスキンシップ、聖水や十字架
というアニミスティックな装置を使って、彼らをトランス状態へと導いてゆく。すると〝悪魔憑き〟たちは、トランス状態に
入り、別世界を旅するシャーマンのごとく、地獄行きを決行する。口を広げた恐怖の淵、混沌の底に身を浸し、そこから這い
上がってくる。
　九〇年代に脚光を浴びているのは、このいわば「癒やしとしてのエクソシズム」である。通ってくる人々の中にも、精神科
や心理カウンセラーや内科を訪れても、思わしい結果が得られない、原因も名称も曖昧な、現代病を抱える人が増えている。

（中略）
　私は、一人のエクソシストの秘められた生涯のほんの断片を垣間見たに過ぎない。だが、その断片の輝きは、数々の癒やし
やミステリアスな現象にもまして、厳しい信仰と清貧を貫き、他者のために自らを消耗し尽くしたひとりの宗教者の精神力に
支えられていた。」

■島村菜津『エクソシストとの対話』（小学館 1999.6）



mediopos-1159
2018.1.17

メディアは人を変えるだろうか
生活は変わり
コミュニケーションのデザインは
確かに変わるだろうけれど

地図がつくられ
文字が記され
航海が大陸をむすび
鉄道が広がり
飛行機が空をつなぎ
そして電話や電信が普及し
地球を地球の外から見えるようになり
インターネットが張りめぐらされ
コミュニケーションのデザインは
さまざまな様相を表してきたが
これからもさまざまな姿を見せてくれるだろう

人のコミュニケーションの形は変わっていく
けれども人のほんとうは変わらないだろう
体験は増大しても経験は深まらないからだ
経験が深まらなければ人は変われない
宗教が常に過去の源へ還ろうとするのはその象徴だ
コミュニケーションのデザインは未来へ向かうが
霊性はともすれば過去の叡智へ還りたがる

経験を深めるメディアはあるだろうか
メディアそのものはその力を持ち得ないだろう
経験へと媒介するメディアは
道具として働くだろうが

人は愛することができるけれど
メディアは愛することができないように
人は叡智を深めることはできるけれど
メディアは叡智を深めることができないように
人はポエジーを詠うことができるけれど
メディアはポエジーを詠うことができないように

（髙橋裕行・江渡浩一郎「特別対談　これからのコミュニケーション・デザイン」より）
「髙橋／この本の内容は九〇分の講義を前提として考えていて、前半で世界地図ができるまでを教え、後半でアポロから見た地球、
スチュアート・ブランドの「ホール・アース・カタログ」の話に持っていくという流れです。大地を這っていたところから、ポンと
宇宙から見た地球にまで話を飛ばしています。その間にいろいろなものがあるけれど、最終的には地球観というか、地球がどういう
ふうに見えているか、地球をどういう風に観じているか、というようにまとめています。
そこでもう一つ思っているのは、今、アポロから見たあの青い地球というものから、もう一歩違う地球儀が生まれつつあるのではな
いかということです。ネットワーク社会が本格的に展開したことにより、地球は再び大きくなったのではないでしょうか。宇宙から
見たあの図像のもたらしたイメージは「小さな地球」でした。だじゃら「世界は一つ」的な思想が生まれた。宇宙船地球号みたいな
かつてあったキャッチが示すような、一個の共同体なんだ、というような思いがあったかもしれません。でも、今は「いや、地球は
もっと大きいんだ」と観じていると思うんですよ、人間が。インターネットの本格的な普及によって、地球が本来の大きさを取り戻
したような、やっぱりコミュニケーションできない場所は地球上にはたくさんあるんだなとか、気がつきつつある時代だと考えてい
るんです。言語で分割されているし、国境も歴然としてあるし、文化の違いはかえって浮き彫りになっているし ･･････ というよう
なことがすごく鮮明にわかるような時代になっているのだと思います。
江渡／鉄道の普及って人類史に重要な役割を果たしていて、鉄道によって世界のかたちが大きく変わりました。でも、その存在が当
たり前になった今、すでにもう十分に変わっちゃったので、これ以上はもう変わらないよと思っている。これって実は新しいメディ
アが登場する瞬間には毎回そう思っているということですよね。
髙橋／世界が小さく見える瞬間があるってことですよね。そもそもマゼランからそうだったと思う。マゼランが世界を一周したとき
に、なんだいけるじゃないか、世界ってそれほど大きくないぞ、と。そういった一種の興奮は、新しいメディアの登場時、時代の転
換時に起きるのでしょう。その上で、現在、グローバル・ヴィレッジはそんなに小さくないぞという発見も生まれている。かつての
インターネットのブラウザのアイコンなどは、地球がモチーフになっていたりしました。青い丸だったり、それがくるくると回って
いたり。地球が村ぐらいの規模感に見える、というのはやはり事実としてインターネットの初期にはあったと思います。地球にプロッ
トできるくらいの点しか Web Server がなかったわけですからね。でも、参加していなかった人たちがみんな参加するようになっ
てきたことにより、意外と大きいという事実が見えてきたのだと思います。それまでは少数者しか見えてなかったわけです。そりゃ
あ、小さく見えます。そうしてその後、現代では島宇宙がどんどんできつつある。クラスターごとにつくられたコミュニティがたく
さんある状態です。いや、島宇宙という言葉を使ってしまったけれど、本当はもっとグローバルな障壁が見える、という言い方が正
しいかもしれません。乗り越えがたいものがよりわかりやすくなっちゃった、というか、政治的な、経済的な、言語的な ･･････ 種々
の壁が、それこそ過去には黙殺されていたようなものまで、鮮明に見え出すようになってきた。」

■髙橋裕行『コミュニケーションのデザイン史／人類の根源から未来を学ぶ』
　（フィルムアート社 2015.9）
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わからないことを
わからないといえる勇気を！

わからないことを
ずっと問いつづけることでしか
生きた理解は得られない

与えられた問いは
生きた問いではない
不安のなかで問いつづけられた
問いこそが生きた問いとなる

かつてすべての営為は
生きた理解をえるための道だったが
ノウハウという言葉が象徴するように
今や決められた答えを得るための
自動化した方法でしかなくなっている

決められた知識の蓄積は
検索すれば出てくるだろうが
生きるための創造としての問いは
決してそこから出てくることはない

道を歩くのは自分だ
かつて宗教家は
それを支えてくれもしたが
今や俗化風化して久しい

代わりに精神分析家が現れ
同行二人を試みてもいるが
ひとのこころは謎に満ちている

ひょっとしたら心の病の患者は
その謎を開示するためにこそ
現れてくれているのかもしれない

わからないことを
わからないといえる勇気を！
わからない苦しみのなかから
問いを見つけ生きた理解を得るために

「私たちはずっと学んできました。小学校や中学校は、明らかに学ぶ場として私
たちがそこに参入することを求められ、そうしてきたところです。それから大学、
さらには大学院等に至るまで、学ぶ道のりを長く歩んできたことでしょう。職
業的専門資格を得るためにも、それからも多くを学ぶことが必要でした。現代
の社会でより安心感を抱いて生きていくことを思うとき、こうした学ぶ姿勢は
あまりに当然なこととして疑問の余地はないことのようです。何らかの資格を
得た後も、学ぶことは大事なことであり、その資格を保持するためや、それ以
外にも必要なことでしょう。
　ところで私は “ 学ぶ ” という表現を無造作に使っていますが、これまでの文において、“ 学ぶ ” の前提に、「必要な既存の正しい知識
を」、「偏りのない正確な理解で」という表現が置かれるべきことを認識しています。学校教育での “ 学ぶ ” ということは、必要な既存
の正しい知識を正確に理解すること、覚えることなのです。
　しかし、それだけなのでしょうか。そうではないようです。
　私は医学生のとき、臨床講義という患者供覧の授業————その講義の対象の疾病に罹患している患者に来てもらい、学生の前で
教授が診察する事業————に出て、大変驚いたことがありました。そこで提示される疾患の多くが、原因はいまだわからない、治
療法も未確立で期待できないというものだったのです。そこでの必要な正しい知識とは「不明」、「究明の途上にある」ということでした。
それまで私は医学部での学びとは、疾患や治療に関する必要な既存の正しい知識を正確に理解すること、覚えることと思っていまし
たので、医学ではあまりに多くのことがわかっていないことが、当時の私には衝撃だったのです。
　しかし、これが世の事実です。世には、わかっていることもありますが、わかっていないことが無尽蔵にあるのです。ですから、
学ぶということでは、わかっていることについての必要な正しい知識を正確に理解すること、覚えることはその一側面に過ぎず、もっ
と大きな側面に、わかっていないことがあることを知り、わかっていないことを受け入れるということがあるのです。
　そしてこれは、外界の事物に限定して当てはまることではありません。熟考するなら、私たちは私たちの身近な人たち————た
とえば、両親、兄弟、配偶者、子ども————についてわかっていないこと、知らないことがあまりにあることに気づかないわけに
はいかないでしょう。それに加えて、私たちは私たち自身についてなんと知らないことでしょう。
　しかし、私たちは幼い頃から私たちの視線をわかっていることをわかるようにする方向へと向けるように、既存の正しい知識を正
確に理解すること、覚えることを教育されてきました。ですから、私たちはあたかもわかったかのように、わかっているかのように、
ことに対応してしまいやすいのです。
　「わからないこと」は、私たちを不安にします。それは、私たちがあたかも無能である、劣等で無用であると断定されてしまいそう
な恐怖を私たちの中にかき立てます。その恐怖に私たちは耐えられなくなってしまうのです。しかし、わからないことこそが、真の
意味で私たちが学ぶ機会を提供してくれるのです。なぜなら、わからないことに持ちこたえて得られた理解は、その人にとって他の
何にも代え難い無二の自分の理解————それはパーソナルな発見であり創造であるもの————をもたらしてくれるからです。
　それが「生きた理解」と言われているものでしょう。そこで前提は、わからないことに持ちこたえることなのです。

（中略）
　おそらくこころの臨床では、わかったことから既成の解答を見つけ提供することよりも、わからないことから問いを見出すことの
方が遙かに重要なのだと思います。なぜなら、」その答えをクライエント／患者自身が発見する、あるいは創造することこそが、彼／
彼女がよりよく生きていくのに必要な達成であり、私たちにほんとうに求められている専門的援助だからです。
　ビオンは語っています。「精神分析はわからないことを教える方法ではありません。精神分析は、何かを発見するためのなおいっそ
うの疑問なのです」。そうであるがゆえに、私たちは耳を傾けるのです。」

■松木邦裕『耳の傾け方／こころの臨床家を目指す人たちへ』
　（岩崎学術出版社　2015.6）
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闘い方はひとぞれぞれだ
おそらくすべては
自分との闘いなのだろうが
ぶつかることのできるものが
見える他者としてしか理解できないとき
闘いは他者との闘いとして現れる

なぜ地上があるのか
その問いも
地上では他者が見やすいから
というところも多分にあるのだろう
だから地上では闘いが絶えない
そして出会いという恵みもまた
与えられたように訪れる

けれども他者と闘うことは
まわりまわって自分との闘いに収斂する
出会いの恵みもまた
それらを通じて自らの発見に収斂する
自分と他者とはメビウスの環なのだから

おそらく経済至上主義や表現の自由という
すべてを低きフラット状態にしてしまうことも
どこかでメビウスの環のようにいつのまにか
精神や芸術の高みへと
繋がってくれるよう願うばかりだ
高き山にも広い裾野が必要となるように
破壊的なまでに見える低さが
現代では必要とされているのかもしれない

闘い方はひとぞれぞれだ
理解され難い精神と芸術をひとり守ることも
だれにでもわかる表現の自由を求めて
すぐに廃れてしまうものを振りまくことも
それぞれの闘い方なのかもしれない

けれどもそれらもまた
それらがどんな道を通るとしても
やがては自分との闘いのなかで
世界のすべてとつながっていくのだ

「それにしても二十一世紀の今日は「経済至上主義」が世界を支配し、インターネット社会で「表現の自由」がもたらされた時
代だから、武智師が若い頃に影響を受けた「芸術至上主義」そのものが多くの人にとってはまったく理解のほかであろうことも
大方想像はつくのである。
　だが一方で今日の「経済至上主義」と「表現の平等」が人類のこの先に何を残してくれるのか、私にはまったく想像がつかな
い。たぶん何も残らなくなってしまうのだろうし、人類自体が滅んでしまえば残すことにも何ら意味はない、と、ごく自然に考
えられてしまう程度に、人類は今や来るところまで来ている気もする。
　そしてそれは別に私が「偏屈のニヒリスト」だからではなく、今やだれもが心の底ではそんなふうに思えてしまうのではない
か、という気もしている。
　ともあれ武智師の根底では優れた表現者に対する謙虚さこそが優れた享受者を生み、優れた享受者こそが人類の文化を守ると
いう考え方が基調をなしていたのではなかろうか。そこでは優れた表現者のみならず、優れた享受者にもそれなりの立場がある。
しかしながら「二流以下の芸」と、その享受者は存在すら許されないのだ。そうした苛烈さが「平等」を信じる多数の人びとに
受け入れられるはずもなかった。」

「所詮、人は自分という人間を通してしか他人を理解はできない。従って、いかなる評伝も書き手の理解で捉えられた人間像で
しかない。そう割り切った上で、自分に阿客観的な資料を駆使して外側からストイックに人物の輪郭をデッサンする評伝には向
かないと感じている。むしろ他人のイメージを自らの内に取り込んで、フィクションの登場人物として甦らせる方法が私にはふ
さわしい気がしたのだった。
　フィクションは妄想の産物である。幼児期に親と離れた淋しさから生じたとおぼしき妄想癖を、私は早くに封印していた。武
智師の死で受けたショックがその妄想癖を復活させて、私を直接的な表現者に駆り立てたのだとすれば、なんとも皮肉な結末と
いえそうだ。
　今回フィクションの形を取らず、武智師の想い出をストレートに書いてみる気になったのは、この年齢にして、人生における
出会いというものの面白さはようやくわかり始めたからかもしれない。
　人だれしも生まれてから死ぬまでの間に親をふくめて多くの人たちと出会うが、何げない出合いが自身の能力や努力を超えて、
人生を大きく左右したと感じられる向きは決して少なくないだろう。私もまた数々の出会いによって、幼い頃には想像もしなかっ
た人生を歩んできたことが、今にして面白く思えるのだった。
　武智鉄二との出会いをひと口で締めくくるのは難しいが、世間を相手に闘い続けてきた人は、他人様にどう思われようが、自
身の殻を打ち破って全開で生きることの必要を私に説いたのだった。
　他者との闘いというものを教わった点では、人生の父といってもいい存在なのかもしれない。女性が人生での闘いを教える父
と出会えるのも、当時はまだ稀なことだったような気がする。
　戦前の日本で滝川事件を契機として反権力に目覚め、戦時下では国家を無効にまわして断絃会を組織し、戦後もまだまだ自ら
闘いの場を積極的に歩いたような師父とはちがい、私はやはりなるべく他人と争わずに生きていきたいと念じる凡庸な人間だ。
　しかしながら、それでも人生は特に他人との闘いを避けられず、常に自分との闘いの場であるという認識を、今日までずっと
持たされ続けてきたのは、まぎれもなく武智鉄二のおかげだった。」

■松井今朝子『師父の遺言』（集英社文庫　2017.10）
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ひとが心を持つようになったのは
おそらく紀元前五世紀頃からのことだ

かつて心はまだ外からひとに働きかけていたが
次第に内から働くようになりはじめたのだ
キリスト事件が象徴する紀元前後
それが大きな流れとなりはじめる

心が外から働くとき
ひとは十戒のようなかたちを必要としたが
心が内から働くようになると
ひとはひとりになる

心が内から働き始めると
外からの導きを失ってしまうために
みずからがみずからを導かなければならなくなるのだ

その心を導くものをパウロは
信仰と希望と愛であるとし
そのなかで最も大いなるものは愛であると言った
ゆえに愛は自由へと向かい
自由ゆえに人は苦しむことになる

ひとはそれぞれがひとりとして
内に心をもつことで
逆にそれを支えてくれる確かなものを
究極の外に求なければならなくなった
それは個であると同時に
絶対者を外に仰ぐことでもあった

その心との格闘を
アウグスティヌスに見ることができる
私の心がひとりであるからこそ
そこに信仰と愛の教義をつくろうとしたのだ

心はこれからもまだ
さまざまな道を歩んでいくことになるだろう
いまだ外からしか働かない心を持つ者
内なる心をさらに深めようとする者
さまざまな私の心が世に満ちながら
大河のような流れをつくってゆくだろう

そしてひとはひとりであるがゆえに
みずからを鏡に映しその謎に向き合いながら
愛を問いつづけることをやめないだろう

（「富松保文『アウグスティヌス　＜私＞のはじまり』」より）
「『告白』のなかで、アウグスティヌスは「いまや自分自身が、自分にとって大きな謎となった」と言う。そして、自らの理性と
の対話というスタイルで書かれた『ソロリキア』（＜独白＞の意味）という作品のなかでは、「何を知りたいのか」と自問し、「神
と魂を知りたいのだ」と自答している、たんに神を知りたいと言うのでも、魂を知りたいと言うのでもない。しかしまた、それ
ぞれを別個の事柄として、神と魂という二つのことを知りたいと言っているわけでもない。鏡に映った自分の顔が、しかし同時
におぼろげに神の顔を映し出しているように、私への問いは否応なく神への問いを孕んでしまう。なぜ、そうなのか。鏡の比喩
を通して、そのことを考えてみたい。どうして私の顔と髪の顔が重なり合うのか。そこに自分を知るということの謎、＜私＞の
はじまりをめぐ謎がある。」

「私が私であることが、あなたにとって私が何であるかということと切り離せないならば、そして、あなたがあなたであるとい
うこともまた、私にとてあなたが何であるかということと切り離せないとするならば、私とあなたはまるで合わせ鏡のように互
いに互いを映し合い、そこに無限の奥行きを生み出しもする。それは鏡面のなかの虚空間という意味では閉ざされた内面世界か
もしれないが、他者を映し込むことにとってはじめて生み出されたものであるという意味では閉ざしようのない内面世界でもあ
る。
　誰を愛しているのかが分かりさえすれば、自己への問いは半ば解かれたも同然だと言った。しかし、半ば解かれた問いは、か
えってそのことで、ついに解き得ない問いへと反転してしまう。『愛の賛歌』（パウロ『コリントの信徒への手紙一』）から、最
後にもう一度、鏡の比喩の一節を引用しよう。

　わたしたちは、今は、鏡におぼろに映ったものを見ている。だがそのときには、顔と顔を合わせて見ることになる。

　謎は解かれたのではなく、むしろ、そのときが訪れるまでは、けっして完全には答えられることのない問いとして開かれたの
だ。私のはじまりは私という謎のはじまりであり、愛するということに答えがないとすれば。その謎には答えはない。鏡に映っ
た私の顔、そこに神の顔を透かし見ることで、その二つの顔の微かな、しかしけっして乗り越えることのできない隔たりのなか
に、私にとって解きようもなく、かと言ってまた、逃れようも閉ざしようもない『私とは何か』という問いが開かれる。」

「『個の誕生————キリスト教教理をつくった人びと』（岩波書店、一九九六年）という本のなかで、著者の坂口ふみ氏は、こ
の四世紀から六世紀にかけての教理史を次のような視点から捉えようとしている。

　　純粋な個としての個、かけがえのない、一回かぎりの個の尊厳、そういったものが思想的・概念的に確立したのは、近代よ
りはるか以前のことだったと思われる。遅くとも紀元五、六世紀の、あのローマ帝国末期の教義論争のなかで、それははっきり
とした独自の顔をあらわし出している。中世を通して生きつづけたその顔を、近代はふたたび新たなかたちでとりあげたのであ
る。
　　近代は「個」のめざめの時代だったとよく語られてきた。政治的・社会的にはたしかにそれは新しい局面を与えたかもしれ
ない。しかし、思想としての「個」の思想は、ひょっとしたら、西欧の近代ではもうすでにひからびて、変形してしまったもの
ではなかったろうか。あのローマの教義論争の時代には、近代の個よりは少し茫漠とした、しかし、まだ「意識」に還元されきっ
てはいない、それゆえいかにもみずみずしく、生命にあふれた「個」の概念が生きていなかったろうか。西欧のキリスト教が「思
想」と化する長い歴史の中で、その個は明確化はしてきたが、原初のみずみずしい生命力は失っていったように思われる。」

■富松保文『アウグスティヌス　＜私＞のはじまり』（ＮＨＫ出版 2003.11）
■出村和彦『アウグスティヌス　「心」の哲学者』（岩波新書 2017.10）
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仏教はひとりでいられるための準備だ
ひとがひとりの心を持つようになり
苦しみのなかで生きはじめたからだ

ひとりでも大丈夫になる
それが仏陀の歩みだったが
それを学ぼうと集まって修業をはじめた
ひとりでひとりを学ぶことは
まだむずかしかったからだ

ひとりでも大丈夫になる
それは悟りとも呼ばれたが
すべてのひとりが
大丈夫になることができなければ
ほんとうの大丈夫にはならない
そんな大きな乗り物が悲願とされるようになった

ひとりの悟りと
すべてのひとりの悟り
大きな乗り物を求めるとき
他力が要請されるようになった
悟りから救いへの転換である

悟りは自力を事としたが
救いは他力を事とした
ひとりの心は救いを求め
他力はすべてのひとりの救いを悲願とした
そして救いのためには信が求められた

信とは人の言
南無阿弥陀仏もまた言であり
それを称えるだけで救われるとしたり
ただその言を信じるだけだとしたり
言そのものになるのだと行じたりした

ひとのなかに植えられた心の種は
ひとりのなかでさまざまに育ちながら
自力や他力やそれらを超え
さまざまに育ってきた

自力にせよ他力にせよ
宗教というかたちは
切り離されているゆえにはじまったが
すべての宗教は切り離されてあるという
ひとりの不安のなかにあることを避けられない

宗教が必要とされなくなるためには
ひとりがひとりで
宇宙的に存在できるように
ならなければならない
秘教はそのためにこそ要請される
それは悟りも救いも超えてゆくだろう

「信心は称名念仏とともに形成されていく、として宗教行為の実践を主軸とした法然。
　信心を「如来よりたまわりたるもの」と表現した親鸞。
　念仏も信心も無用と捨てきった一遍。
　三者は同じ浄土仏教思想に立ちながら、信心という側面を取り上げただけでも、それぞれの特性を提示してくれます。」

「法然は、師資相承、あるいは寺院や僧による手次、ではなくひとりひとりが直接阿弥陀仏と向き合う仏道を切り開きました。全主体
をかけて「あれかこれか」選びとるのだ、という日本仏教史上稀有な論理を展開しました。
　プロテスタントたちの明快な「神と私」関係こそが、神の前に独りたたずむ単独者としての個を生み出し、神に背き続ける苦悩の
自我を自覚させました。この図式と同様の事態が、法然思想と親鸞との間に起こったと思われます。
　おそらく、法然が仏教的一元構造を解体しなければ、日本宗教の土壌において親鸞のごとき類い稀な宗教性が華開くことはなかっ
たでしょう。法然の「救い型」思想構造がひとりの実存的宗教者を生み出したのです。」

「法然は、明恵の論理に代表されるような「同一性」や「均質化」を特徴とする日本仏教の中で、聖道門／浄土門、親／疎、純／雑、
信／疑といった二項対立構造を打ち立てました。そしてそのことで、厳しい批判にさらされます。
　親鸞は、法然の仏道を大乗仏教の体系上で位置づけようとしました。その際、理論の支柱となったのは曇鸞の「背反するものが、
そのままひとつである」という思想です。
　一遍は、西山派によって洗練された法然思想を、「捨てる」に徹底することで中空型構造へと向かいます。すべての要素は名号へと
帰し、その名号と私とが一体となる、それが一遍の語った地平でした。
　こうして列挙すると、一旦、法然によって再構築された中軸型の仏教が、親鸞を経て、一遍へとたどり着き、再び中空型へと回帰
したように見えます。でもそのように単純化して捉えることは避けなければいけません。
　法然と親鸞は、夾雑要素を排除する仏教を志向していました。（中略）法然は従来の仏教にくっついていた非仏教的信仰を削ぎ落とし、
専一・純化された仏道に立とうとしていました。最初に法然が足場としていたのは、総合仏教である天台宗でした。そこから法然は、
専修念仏へとシフトしていったのです。
　そして、この傾向は親鸞においてさらに強化されます。だから、中軸型の構造という面では、親鸞は法然よりも先鋭的です。シン
クレティズムの性質が強い日本宗教フィールドにおいては、特異な存在であると言っていいほどです。親鸞が『教行信証』に「化身
土巻」を設定したわけは、なにが非仏教的信仰であるかを明確にするためでした。
　また、一遍は「ただ南無阿弥陀仏」と専一・純化された仏道を、すべてを飲み込む胃袋のように転換します。一遍は、最初から、
法然や親鸞のように夾雑物を削ぎ落とそうとはしませんでした。法然や親鸞とは違う方向を見ていたのですね。
　このように。三者は同じ「日本浄土仏教」の範疇に属していながら、それぞれの立ち位置や方向性には特性があるわけです。
　生涯を出家者として送った法然。
　どこまでも世俗の中に生き切ろうとし、自らを非僧非俗と呼んだ親鸞。
　遊行という形態をとった一遍。
　彼らの歩んだ仏道は、それぞれの思想とパーソナリティによって特徴づけられています。」

「法然は、本来「悟り型宗教」であった仏教を、「救い型宗教」へと再構築しましや。さらには、仏教者の生活様式にも大きな転換を
もたらしました。

（中略）
　そしてこの法然の思想構造が、日本宗教史上稀有な存在である親鸞という存在を生み出します。（中略）
　法然ほどすっきりとした論理的整合性を発揮するのでもなく、一遍のようにすべてを無化して仏と合一するのでもない、地獄へ行
くしかな我が身と、必ず浄土へ往生する我が身とのコンフリクトが、親鸞の生涯を貫いています。どちらにも着地しないその姿こそが、
親鸞の信心の内実です。
　一方、法然や親鸞とは異なる「遊行」の形態をとった一遍は、その圧倒医的な身体性でさまざまな垣根を軽々と越えていきましや。
出家と在家、聖と俗、仏と私、念仏と禅、仏教と非仏教、宗教と芸能など、領域の意識を捨てた一遍においては相反することなく融
合しています。
　法然によって、中軸型へと解体ー再構築された浄土仏教は、一遍において中空型の構造へと転換されます。一遍の世界では、異質
な存在はすべて同一化され平等化さてます。考えてみれば、ダンスや音楽から生み出される宗教的熱狂は、非信者さえも巻き込んで
しまいます。宗教体系は信じている者と信じていない者との差異化を避けることができませんが、アートや芸能は信じていなくても
共鳴可能です。信・不信を問わない一遍が、踊躍念仏や賦算という特徴的な様式へと至るのは必然であったと言えます。」

■釈徹宗『法然親鸞一遍』（新潮選書　2011.10）



mediopos-1164
2018.1.22

ひとときの
現の夢の物語

それは現か
夢のまた夢か

現に
いざなわれ
夢に
いざなわれ

ひとときの
ひとときの
現の願いを如何せん

苦しみも
喜びとなり
現と夢のめぐりが
幸多きものとなりますように

（「何処にか　その壱　茶碗の中」より）
「パパさん ･･･
　パパさん ･･･

　･･･ ん。
　あ ･･･

　どうされました？
　パパさん。

　･･････
　うむ。
　なんぼ ･･･
　思う。
　奇妙です。

　また
　あちらへ
　行かれましたか。

　･･････
　はい。」

「ママさん。

　はい。
　
　どう
　なりま
　しょう。
　この
　奥の目、
　見えない
　もの ･･･ 見せて
　くれます。」

「パパさん、
　パパさん。

　あ ･･････
　んん ･･････

　お戻りになられましたか。」

「よいですか、
　くれぐれも
　お話の中に
　入ったままに
　なりませぬように。

　はい。
　戻りますとも。
　戻ります。
　ママさんの
　ところ ･･･
　戻ります
　とも ･･････

　夜ばかり
　見るものなりと
　思ふなよ
　昼さえ夢の
　浮世なりけり」

「たったひとりでもいい、
　何度も、何度でも、本がボロボロになるまで
　読まれるマンガを書きたい。
　あきることなく何度も開いて絵を
　見たくなるマンガを描きたい。

　それが私のたったひとつの小さな望み。

　そんなマンガが私に描けたか疑問は
　あるが、今、頭の中で妄想している物語
　その世界と絵はなんとなく見えているのだが
　これをひとつの形にするのは難しく骨の折れる
　作業となる。それでも苦痛を乗り越えた
　楽しさがあるのもまちがいのないことだ。」

■谷口ジロー『いざなうもの』（小学館　2017.12）
※ 2017 年 2 月 11 日に亡くなった谷口ジローの未発表絶筆を含む作品集
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ごんたくれは
じぶんも人も傷つけずにはいない
けれど血を流すことでしか
得られない自由もあるだろう

ごんたくれは
じぶんをもてあました姿だが
それが真実へと向かうとき
鏡に映る顔はほんとうの顔になる

ほんとうの顔は
苦しみと悲しみの果てに
自由を生む笑いへと変わるのだ

ほんとうの顔は
鏡のなかでは醜く歪んだ
化物になったりもする
名を求めるための名が
名のなかにじぶんを閉じ込め
じぶんを化物に変えてゆくように

自由を失った顔のなかに
じぶんはどこにもいない
だれでもないじぶんを歩むとき
はじめて道は続いてゆく

「————こっちを向け。
　ふり向いた豊蔵は、世にも恐ろしいものを見せられた。
　自分自身の顔である。人を貶め、悪意を吐き続ける者の顔は、こうも醜い。
　鏡を手にした彦太郎は、もっとも辛辣なやり方で、豊蔵に思い知らせた。
　（中略）
　「ようわかったは、古拙胡雪 ･･････ おまえがわしに伝えたかったんは、これやったんやな」
　笑って笑って笑いながら、いつしか山姥の顔がぼやけていた。
　知らぬ間に、豊蔵は泣いていた。目尻から流れたものが、長い頬をいく筋も伝う。
　「わしらはとどのつまり、人が好きで好きでたまらんのや」
　奇異だ、醜悪だと罵られながら、箏白も胡雪も、ただ人だけを描き続けた。化物じみや姿であったり、妙に人くさい動物であったり、
形はさまざまながら、それらはすべて偽らざる人の姿だ。
　「わしもおまえも、ほんまにごんたくれや」
　人を乞うて、人に容れられず、それでも人を乞う。
　愛おしく、そして悲しかった。
　「おまえはごんたくれのまま、逝ってしもうたな ･･････ わしも死ぬまで貫き通すつもりでおったが、なにやら阿呆らしゅうなって
きたわ」
　奇をてらい、狂を演じ、体制に抗い。俗な世間を罵倒し続けた。
　すべては強烈な、自意識の裏返しだ。深山箏白という名には、もがき続ける豊蔵の葛藤の歴史が深く刻まれている。いくら落款を
変えようと、名に仰々しい肩書をつけ足そうと、豊蔵は箏白である呪縛から、どうしても抜けられなかった。
　「わしはただ、わしの絵を描いてみたい————」
　（中略）
　一目も世間も名声も、一切を捨て去って、ただ思うままに描きたいものを描く。
　その憧れが、どうしようもなく胸にふくらんだ。
　（中略）
　豊蔵は、両手を高く上げ、天に向かった怒鳴った。
　「胡雪！　よう見とけ！　わしは今日から深山箏白やない、ただの豊蔵や！」
　もう、深山箏白を演じる必要はない————。
　すべてから解き放たれた、孤独で自由な絵師の姿が、そこにあった。」

※ごんたくれ：「困った人」、「乱暴者」、「いたずら者」
※作品中登場する絵師：深山箏白こと豊蔵（実在の曾我簫白をモデル）、吉村胡雪こと彦太郎（実際の長澤蘆雪をモデル）、その他実
在円山応挙、伊藤若冲、呉春、池大雅、玉瀾）

■西條奈加『ごんたくれ』（「光文社 2018.1）
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その境界の引かれ方は面白い

地域や文化に根づいた食の歴史が
その境界を引いているのだが
宗教的に牛を食べることを禁じたり
豚を食べることを禁じたり
鱗のない海のものを食べることを禁じたり
そうしたことにも
それなりの理由があったのだろう

身近に手に入れられる環境にあったとしても
あるものを食べるものとしてとらえ
別のあるものを食べないものとしてとらえる
その違いにも先入見と同時にそれを超えた
なんらかの理由があったことも考えられる
食についてそれなりの叡智をもっていたりもするのだ

それらの食の歴史がまた
その人たちの体質をつくってきたのだから
それまで食べたことのなかった食物を
栄養があるからというだけの理由で
だれでも食べればいいというわけでもなさそうだ
食の偏見と無差別的な食の導入とは
どちらもそれなりの混乱をもたらすことがある

食べるものと食べないもの
その個人的な嗜好での境界の引き方も面白い
その人の人となりを表していることが多いからだ
そしてその嗜好はある時不意に変わってしまうこともある
健康や価格の問題だけでもなさそうだ
食はいろんな意味でその人そのものを表現してやまない

「海藻は、栄養面で人に有益な点が非常に多い。栄養不足の
人々には低栄養の食事を低価格で補うものとなるし、デンプ
ンや脂肪分、糖分を摂りすぎ、もっと健康的な食品を求めて
いる人々にもぴったりだ。海藻の消費拡大は地球の環境にも
よいことだ。陸上植物の栽培や動物の飼育による環境へんも
負荷を減らすからだ。こうした考えは最近になってはじまっ
たものではない。（中略）
　海藻が、現在、これまでのどの時代よりも広く利用されて
いるのはたしかだ。海岸や海中で採集する天然の海藻のほか、
海藻は世界中で海中養殖されている。これには、海底に杭を
立て、それにプラスティックの糸を張って海藻を養殖する「モ
ノライン方式」た、長いロープに浮きをつけて海面に浮かせ、
それに海藻をかけて養殖する「ロングライン方式」、また「養
殖筏」や。「養殖網」を利用したものなどがある。
　食物が健康に寄与することはもちろん大事だが、食べたことのない食物を口にしたときの驚きや、その風味や食感、そ
れを材料とした料理を味わい楽しむことは、それに劣らず重要だ。世界の多くの地域ではおもに陸上の産物を食べ、その
歴史も長いため、人間が海藻を食べてきた歴史や、海藻をさまざまな料理でおいしく食べられることはあまり知られてい
ない。
　海藻はさまざまに応用のきく食物だ。生で海藻のみを食べてもよいし、ほかの食品と一緒に食べてもよい。焼いてもゆ
でても、蒸してもよいし、こんがり焼いても、ゼリー状にしても、揚げてもよい。スモークもローストも可能だ。粉末に
したり、酢漬けや塩漬け、またオイルに漬けて保存したり、発酵させることもできる。挽いて小麦粉のようにしたり、き
ざんだり、裂いたりもする。風味を増すために数年かけて熟成させることもある。エキスを抽出したり、海藻酒にしたり
もする。紅藻、褐藻、緑藻類はそれぞれ独特の風味を持ち、さまざまな料理に利用される。一部の紅藻は乾燥すると硫黄
のようなにおいを放ち、花や紅茶のような香りとヨウ素の風味がはっきりと感じられる。一方の褐藻はヨウ素の風味がもっ
とおだやかで、干し草のようなスパイシーな香りがあり、渋みがある。海藻には非常に香りや味が強いものがある一方で、
味や香りがし、一緒に調理する食材の味がうつるものもある。
　海藻は、大半の地域では１年を通して食べられるが、旬とされる時期もある。収穫後に乾燥させた海藻は非常に長期の
保存が可能で、軽く、運搬も容易だ。乾燥させた海藻は水につけるとすぐに元にもどる。アジアその他の地域ではこれを
利用し、もどした海藻や生の海藻を使った独特のスープが生まれている。海藻は「うまみ」、つまりグルタミンを含む。甘味、
塩味、苦味、酸味にくわえ、いわゆる「第５の味」である「うまみ」は、和食に欠かせない基本の味だといわれることが
多い。だが今日では世界中でこの味が認められており、最近では「新北欧料理」にも使われている。「うまみ」（日本語で「お
いしさ」を意味する）自体にはあまり味は感じられないが、調理する食物に風味を与え、舌を満足させ、ボリューム感を
出し、食材のおいしさをひきだすのだ。
　現在、世界は、海藻を食べるアジアと、食べない欧米とに大別できる。欧米では海藻は珍味であり、アジアの食習慣に
つきあうときにのみ口にする新しい食物だ。ヨーロッパや北米の人々に「海藻類を食べますか」と聞いてみると、たいて
いはこんな答えが返ってくる。「食べないよ。どうしてあんなもの食べなきゃいけないんだ」「海岸に打ち上げられた海草
なんて、食べ物じゃないよ」「飢饉のときに貧しい人たちが食べるものだろう」「戦時中の食料不足の時代には食べたのだ
ろうが、いまどき好んで食べる人なんかいない」「海藻なんてどうでもいいよ。なくても困りはしない」「地球の反対側で
は食べているかもしれないが、こちら側で食べることは、今もこれからもないね」

（中略）
陸地の「緑」から海の「青」へと目を向ければ、学ぶべきことは多い。また、大きな楽しみでもある。」

■カオリ・オコナー『海藻の歴史』（龍和子訳　原書房 2018.1）
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求めよ
さらば
与えられん

されど
直接与えられることのないまま
真実を求めつづけなければならない
それが信仰だ

宗教とは霊的世界から切り離されたことで
再び霊的世界へと結ぶ道を歩む
信仰世界にほかならない
水を渇望して水を得ればすでに渇きは消えるように
得られないがゆえに信仰は生まれ
得られたときにそれはすでに認識となる
けれども体験も知識も
ほんとうの経験にならなければ認識にはならない

お金さえ信仰となるのは
お金を求めてやまないからだ
どんなにお金を得ても信仰がなくならないのは
ほんとうのお金を得ていないからだ
お金の影を追い求めているだけ

かつて人間は神的世界の一部だったが
やがてそこから切り離されて地上に降り
個別化して生きるようになり
切り離されたために宗教が必要となった
はじめは集合魂のような自我を持ち
やがて個としての自我へと向かいながら

神的世界と結ぶ道は無数にある
宗教はその道を示し教えるが
ひとつの道は別の道を知らない
別の道もまた他の道を知らない
そしてそれぞれがみずからの道を最上とみる

そのことに疑問を持ったとき
道と道とを比較する者が現れる
みずからの道を最上とする目的の者も多いが
比較することで懐疑をますます深めていく者もいる

とはいえ道をじっさいに歩くことと
地図を見て比較し知識を得ることは異なっている
道を歩きつづけるということは
時のなかで汗と血を流し経験を得ることだからだ

安易な信は個であることを失わせる
懐疑を生きぬいた者だけが
見出すことのできる道がある
個であるということは
求めつづけながらも
ひとり懐疑のなかを生きるということなのだ
それは闇を排した道ではなく
闇をも抱き込んだ光の道にほかならない

「不干斎（ふかんさい）ハビアン。（中略）
　一五六五年（永禄八）年ごろの生まれ。禅僧であったが、後にクリスチャンへと改宗。日本人キリシタンの理論的支柱として活躍、仏教・
儒教・道教・神道・キリスト教を比較し論じた『妙貞問答』を著した。当時（天正年間から慶長年間にかけて）は、キリシタン全盛の時代。
ハビアンは日本人キリシタンの第一人者であった。
　ところが突如、ハビアンはキリシタンの信仰を棄てて行方をくらませる。そして、晩年に再び筆を取り、『破提宇子（はだいうす）』と
いうキリシタン批判書を発表した。キリシタン側は、この書を「地獄のペスト」と呼んで恐れたという記録が残っている。」

「ハビアンに見られる特徴的な傾向、あえて類似性が高いものを挙げるとしたら、それは現代社会において見られる「宗教の個人化」「個
人の宗教化」だろう。「宗教教団の信者になったりする気はないが、宗教性を渇望する」、あるいは「さまざまな宗教から自分にとって
必要な情報を抽出して個人的に構築する」、そのような形態である。（中略）
　精神性や価値体系の混乱期において、ハビアンは「自分をキープしたまま、各宗教を活用する」「自らの知的好奇心を満たしてくれる
宗教情報にコミットする」といった態度を貫いた。このようなハビアンの宗教態度は、まさに宗教的個人主義である。」

「森岡（正博）の『宗教なき時代を生きるために』は、何かの宗教に対して論駁するという意図はなく、ただ、自分はどの宗教にも帰依しない、
という覚悟を語りながら、終始一貫して様々な宗教信仰を尊重する態度を示している。そして、その中で森岡は、常に生命の問題に取
り組み、マイノリティへのまなざしをもち続けている。彼の人格や思想はとても宗教性豊かであり、まるで修行僧か修道士のような雰
囲気をもっている人物である。そのような人物が求める第三の道、このあたりにハビアンの宗教性を考える手がかりがあるかもしれな
い。」

「ハビアンには「土俗の宗教性」が感じられない。まるきり「無地域的」である。これはある意味、驚くべきことだ。ハビアンが生きた
当時の人には、現代のような「宗教」という概念さえないはずなのである。ほとんどの宗教がその地域その地域における習俗と関わっ
て成立していた時代なのである。
　ひょっとするとハビアンはキリスト教ｗｐ通じて「個の概念」を形成するに至ったのかもしれない。なにしろハビアンの態度は近代
自我とパラレルである。ハビアンは「早すぎた孤高の近代人」なのだろううか ･･････。」

「ハビアンと現代スピリチュアル・ムーブメントの共通点から次のような仮説を立てることができる。
　それはすなわち、現代人のスピリチュアル・ムーブメントに顕著なように、人間にはスピリチュアルな領域を情報によって解読しよ
うとする営為がそのまま自分の宗教性の発揮へと直結する側面があるということである。例えば、内田樹は「真の知性的であろうとす
れば、人間は宗教的にならざるをえない」と語っている。また島薗進は、現代を「自律した個は宗教化する時代」と喝破した。いずれも、
宗教性と理知性を結ぶ回路をうまく表現している。そして、ハビアンはその典型的な人物なのだ。仏教各派を学ぶことも、朱子学を研
究することも、吉田神道の文献を読むことも、そしてそれらをキリシタン体系と比較することも、ハビアンの宗教性にとって避けて通
れない手順だったのである。それはハビアンの信仰形態なのだ。
　例えば、このタイプとまったく異なるベクトルをもつ宗教者に親鸞がいる。私は、僧侶としても宗教思想研究者としても、親鸞思想
に強く魅了されているが、親鸞思想の魅力はなんといっても光と影が同居するような緊張状態である。己の実相から決して眼を逸らす
ことなく、解決しない問題にどこまでも関わり続けるその姿勢。あたかも底に穴のあいた船に乗りながら休むことなく水をかい出し続
けるがごとき緊張感こそ親鸞の宗教的実存世界である。
　親鸞は生涯、己自身の抱える影と対峙し続けた稀有な宗教者だった。そのような実存性を現代スピリチュアル・ムーブメントの言説
から感じることはない。（中略）そして、ハビアンの文章からも感じられない。そのあたり、やはり、ハビアンと現代スピリチュアル・ムー
ブメントは重なるところがある。
　しかし、その一方、ハビアンには、ほとんどの現代スピリチュアル・ムーブメントでは確認することができない点があることにも気
づいた。そしてその相違点によって、ハビアンはただ単に宗教を情報として消費し続けただけではなく、一つの宗教的覚悟へと行き着
いたと私自身は実感することができた。」

「ハビアンは、最後に、野人という立ち位置に身を置いた。仏教、儒教、神道、キリスト教、それら諸宗教に育まれた宗教性を抱いて、
ひとり裸で生き、死に切る、それこそがハビアンが見た宗教の地平である。」

■釈徹宗『不干斎ハビアン／神も仏も棄てた宗教者』（新潮選書　2009.1）
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デカルトさん
ぼくにもぼくなりの
考える方法が３つあります

嫌いでも理解せよ
好きなものはさらにもっと理解せよ

　快不快
　好き嫌い
　考えるための大きな壁です

白か黒かでも灰色でもないようみずからを位置づけよ
極論もただの融合もみずからの眼を曇らせるだけだ

　ただのリバースゲームも
　ただのカオスも
　多様性や矛盾の統合をスポイルしてしまいます

一見互いに関係のなさそうなことでも
通底している可能性を見るように努めよ

　地下水のように
　素粒子のように
　見えないところの繋がりが宇宙を広げます
　
デカルトさんのおっしゃるように
これを理論家のようにではなく
職人の日々の仕事のように慣れるまで使い続けて
自分を乗り越える技にできればと願っているのです

「デカルトが考える方法はどのようなものでしょうか。」
「ここで繙くべきは、デカルトが四十一歳の時に公刊した『方法序説』( 一六三七年）です。題名からして、単刀直
入なところに惹きつけられます。それもそのはず、物事に取り組む時は気を抜くな、という哲学者の命令が、方法
の四つの規則として第二部のなかで具体的に展開されているからです。」

「「第一の規則は、私が名証的に真であると認めた上でなければ、いかなるものも真として受け容れないことであった。
つまり、速断と偏見を注意深く避けることであり、そして、私がそれを疑ういかなる理由も持たないほどに、明晰
かつ判明に私の精神に立ち現れるもの以外は、何一つ私の判断には取り入れないことであった。」」

「「第二は、私が検討する難題のそれぞれを、できる限り多くの、しかもそれらを一層うまく解決するために要求さ
れるだけの小さな部分に分けること」」

「「第三は、私の思想を順序に従って導くこと。最も単純で最も認識しやすいものから初めて、少しずつ、言わば段
階を登って、最も複雑なものの認識にまで上がっていき、かつ自然のままでは前後の順序を持たぬものにさえも、
順序を想定して進むこと」」」

「「何も見落とすことがなかったと確信しうるほどに、一つ残らず枚挙し、全体にわたる通覧とを、あらゆる場合に
行うこと」」

「哲学者が考える方法の規則は以上の四つです。たった四つしかない。とても少ないです。どうしてでしょうか。理
由は簡単です。方法の規則はその数が増えればそれだけ一層、全部を同時に守のが難しくなるからです。

（中略）
　デカルトにとって方法は、どのような問題に取り組もうが、つねに従わなければならないものです。その規則は
一つとして蔑ろにされてはならない。そうであってこそ、規則の数はできるだけ少ないほうがいい。

（中略）
　まず、方法という「道」に断乎として「従う」のだ、と自分に強く言い聞かせることです。前もって決断するのです。
そして、問題や課題が解決するまで、要するに最後まで守り続ける。最初の決断を捨てまいという決意を新たにす
るのです。

（中略）
　私たちが直面する「難題」は、現実にはどれ一つとして同じではありません。私たちは日々、新たな問題に遭遇する。
それなのに、方法の四つの規則を「つねに」守れとは、何が言いたいのでしょうか。
　そう、臨機応変に（中略）いろいろと思考錯誤せよ、ということです。どうすればうまく適用できるのか、その
ための工夫を自分なりに凝らす。そして、うまくいかなかったら、どうしてなのかをきちんと反省する。
　この思考錯誤のやり方は、人それぞれです。つまり、手引き書は同じ一冊しかない。しかし、直面する問題や課
題は千差万別だから、これを乗り越えるための創意工夫もまた多種多様だ、ということです。
　ですから、方法の四つの規則に「つねに」従えとは、ある意味で私たちにクリエイティブであれ、オリジナルであれ、
と求めるのに等しいのです。そして、そうなるためには、実際に方法を使ってみることから始めるしかない。

「方法は、理論よりも実践に存するのです」
　処女作『方法序説』の出版という記念すべき年に、親友メルセンヌに宛てた手紙（一六三七年四月二十日頃）の
なかで哲学者が書いているとおりです。私たちなりに言い換えるなら、習うより、慣れろ、となるでしょうか。」

■津崎良典『デカルトの憂鬱／マイナスの感情を確実に乗り越える方法』
　（扶桑社 2018.1）
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公園で座る椅子
待合室で座る椅子
仕事をするときに座る椅子
珈琲を飲むために座る椅子
本を読むために座る椅子

椅子は建築である
私が座るために
用意された建築である

私が椅子を見る
私が椅子に座る
すると椅子は物語りはじめるのだ
椅子を建築したデザイナーの想いを
私の体に
そしてどこかで私の心にも

そのとき椅子は訊ねはじめる
私の体と心の声を聞きながら
私に座っていかがですかと

椅子は偶然のように置かれているが
私には私の物語があって
そこで椅子の物語と私の物語は出会う

たとえそれをつくった人が無名だとしても
有名であればまたそれなりに
その椅子に座ったとき
私との間で物語が生まれるのだ

「世の中に椅子はたくさんあります。
ただ、それらのほとんどは、特定のデザイナーの椅子を
多く取り上げ、スペックを中心に掲載したカタログのような内容で、
もっと椅子やデザイナーの周辺のことを知りたいのに、と思っていました。
あくまでも個人的な感想ですが。

そこで本書では、50 人のデザイナーによる 50 の椅子を厳選しています。
正直言って、１脚を選ぶのは時間がかかりました。
チャールズ＆レイ・イームズなら〝シェルチェア〟、
アルネ・ヤコブセンなら〝セブンチェア〟、
ハンス・J・ウェグナーなら〝ザ・チェア〟も捨てがたい ･･････。
悩み抜いた末に、そのデザイナーにとって
ターニングポイントになったと思われる椅子を選びました。
上記の３人について、最終的に何をセレクトしたのかは見てのお楽しみということで。

内容については、椅子の解説はもちろんですが、デザイナーの出自や交友関係、
その椅子が生まれた時代背景にページを割きました。
１脚を見開きで紹介していますので、
お気に入りの椅子から読み始めていただいてもいいですし、
50 脚の椅子は発表された順番に並べていますので、
最初から読み進めることで、椅子及びデザインの歴史をたどることもできます。

本書は従来の椅子の本に比べ、小さめにつくりました。
部屋のベッドに寝転んで、あるいはカフェでコーヒーを片手に、。
気軽にページをめくってもらえたらと思います。

デザイナーの想いから生まれた椅子には、さまざまなストーリーがあるのです。」

（「建築家・デザイナーの名言集」より）
「ミース・ファン・デル・ローエ 1886-1969
椅子はとても難しい。ともすれば、高層建築の方が簡単だ。
だから、チッペンデールがこんなに有名なのだ」

「神は細部に宿る」

■萩原健太郎『ストーリーのある 50 の名作椅子案内』（スペースシャワーネットワーク　2017.12）
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バッハよ！
シェーンベルクよ！
グールドよ！

対位法よ！
フーガよ！
ハーモニーよ！

調性とはいったいなんだろう

十二音音列は調を超越し得ただろうか

楽譜の水平と垂直の次元は
統合され一次元化されるだろうか

あふれでるメロディーが純化されると
どんな音楽が現れるのだろう

音楽とはいったい何だろう

音楽はどこからくるのだろう

時間のなかで展開される音楽は
時間の奥行きのなかではどんな響きを持つのだろうか

音楽の極北へ
音楽の根源へ

私の耳は
耳を超えて
いったい何を聴こうとしているのだろう

「彼（シェーンベルク）のように、作曲している作品のうちに、それを支える一切を包括して組織し、その完成を作品の完成としようとする夢は、
本来、理論をつくりたいだけの理論家にも、自分をさらすことになんの不自然も感じない表現者にも、ぜったい思いつくことなどできない切な
い願いなのである。できたら自分に個性などなく、一市民のまま社会に没入して、歌はだれの作とも知られずにわれ知らず口ずさまれればそれ
でいい、と祈るものだけが、それを夢みるにちがいないのである。その夢は、彼が本来メロディストなだけに、彼の作曲に重大な形で作用している。
　グレン・グールドが「シェーンベルクの書くバッハのインヴェンション的対位法は、メロディーが媚びを見せたり情欲をあおったりするもの
になることから、全力で身をかわしている」といっていたのを思い出そう。まるで、野放しのメロディーが音組織のなかにからめとられて初め
て楽曲を成す、とでもいいたげだ。作曲は、あふれるメロディーをしまい込んでこの世から隠すことで、この世にそれをさらすことなく存在させる。
　なぜ彼は、六十を過ぎて、調性の方向を探りはじめたのだろう。それはつまるところ、彼の理論の不純さがとうとう綻び出たものなのか。
十二音という一オクターブの考え自体が不純で、調性の名残だったのであり、意に反してそういう前提に頼っていたために、とうぜん、調的和
音に連れ戻されたということなのだろうか。いや。そうではない。逆に彼は、どんなに音列に集中して曲を書こうと、けっして主調中心にかたよっ
た調的和音の〝聴きづらさ〟におちいることなく全面的な半音階的平衡を達成するため、「限りなく均衡がとれた、果てしない三和音的な流れ」（グ
レン・グールド。野水訳）をつくり上げようとしていた。そう見ることが可能である。
　このへんの話は、グールドの「アルノルト・シェーンベルクの第二室内交響曲」という論文だけが、相談相手となってくれる。ただし、あん
まり専門的な分析で、ぼくにはさっぱりわからないが。なのに、なんとなくわからないこともない気がしてきて、その気にさせるのがグールド
の文章なのである。いま、読みながら考えさせられ、理解したと信じるところを演繹するならば、こうなる。
　シェーンベルクは、その後年の調性的作品のなかで、かつての調性をその特殊ケースとして包括するような超調性を探ったのだ。そうするこ
とで、十二音音列のなかに外的な前提として最後まで残った不純物、調性のなにがしかを脱ぎ去った。そう考えて、もし間違っていないのならば、
晩年の気まぐれめいた彼のか「回帰」が、じつは、彼が一生を一貫して行なったメロディー純化の、最後の挑戦となる。
　シェーンベルクの遺作、未完の《現代詩篇》を聴いていると、外的なものを削ぎ落とした音楽とはどんなものかが、ちゃんと耳に聴こえてく
るように思う。それは服を裏返したみたいに、世界の裏と表がひっくり返った音楽だ。」

「　バッハは、晩年の未完の作とされる《フーガの技法》の、そのとてつもない規模のなかで、和声的安定性への妥協からくぐり抜け出ようとし
ているふうに聴こえる。すでに完璧を極めていたともいえる、線的連続性と和声的安定性とが連関する構造から、和声的な予測可能性を洗い出し、
もう一度、＜反時代的＞な奇跡のハーモニーを、うねうねとつづく多声のなかに求めたのかもしれない。その結果、グールドがいうように、「去
りゆくものの気配が作品全体に行き渡っている」
　とうぜんグールドは、この＜反時代的＞探究を愛した。シェーンベルクにしろ、常識的には、楽譜の水平次元と垂直次元とが連関した構造を
実現しようとした作曲家だと考えておけばそれで十分だろう。十二音技法の経験を経て、晩年に彼が到達した「奇跡の音列」は、水平次元と垂
直次元をからめ合わせて展開する奇跡を、かいま見せずにはいない。が、ただその結果、かえって縦横の区分を突破していて、二次元的構造を、
透明な、引き延ばした声の群れへと解きほぐし、「一次元化」を引き起こしているといえる。やはり晩年の未完の作である《現代詩篇》、そのルネッ
サンス的合唱には、ひだとなって和声的な妥協の裏に隠れていた世界を、ひっくり返して伸ばして水平化した、予測も置き換えも効かない音楽の、
いってみれば存在していると感じられるがままに存在が感じられる。
( 中略）
　シェーンベルクが息を引きとる前に口にしたという「ハーモニー」という言葉は、そんな耳を、そんな感知法そのものを指そうとしてきた長
年の思いなのかもしれない、もはや、和声の体系に結びつけ、それと置き換え、問題的な音楽は手放してしまって、理解したとする聴き方などは、
＜反時代的＞作曲によって、超越されていたのだから。置き換えてしまわず、すべてを肯定してそのただなかに共存しようとするＢＧＭ空間的
な耳。ハーモニーとは、そんな共存の代名詞だと、グールドからの引用もシェーンベルクのいまわの一言も、告げているのではないだろうか。
　ぼくたちは、自分の身体的要素、自分の記憶的要素ですり替えていたのでは、とうてい及びもつかない音楽に囲まれている。いやそれどころ
ではない。ぼくたちは、聴覚を超えたものとしか、実際には出会えない。それだけが、すり替わることなく、存在しているが感じられる存在で
ある。ぼくたちは、ほとうは、存在しているものを感じ取ることはできないけれど、ものが存在していることを感じるのは可能だ。思い出せな
い記憶が、だが存在しているよ、と信号を送って心を騒がせるのとまったく同じだと、ぼくは考えている。思い出せたと思っても、ほんとうは
それは記憶ではない。想起はいつも、感覚のケースと同様、身体的またが現存在的なすり替えをともなう、ぼくたちは思い出すと、何かを汚し
たと感じさえする。けれども実はそのとき、記憶である限りの記憶は、思い出さなければならないのに思い出せない本来の記憶として、存在が
感じられる。聴こえないもの、思い出せないものへと向けて行使されるとき、聴覚は、聴覚の限界を極め、ここにはじめて、存在を告げ知らせ
るものと直面するのではないだろうか。ぼくはたんにベルクソン哲学を援用し、プラトン哲学を援用しているのではない。フーガの主唱と答唱の、
呼びかけとこだまの関係のなかに、「人間の運命を解く糸口を握っておりながら記憶に残る限り人間の創造的想像力以前からある、あの静かで寂
しい場所の記憶」が告げしらされているのを聴いたといっているのは、グールドなのである（グールド自作フーガのライナー・ノートより、野
水瑞穂訳）。」

■渡仲幸利『グレン・グールドといっしょにシェーンベルクを聴こう』（春秋社　2001.5）
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こんなにも
忘れっぽいのか
私たちは

ほんとうの記憶は
すべてずっと
いまここにあるのに

ほんとうは
これから先に創られる記憶も
いまここに準備されているのに

そんなことなど
すべて忘れてしまい
薄っぺらな記憶の欠片だけを
じぶんだと思い込んでいる

いまでも
じぶんのなかに
ちゃんとあるはずの
子どものころのじぶんのことさえ
思い出せなくなっている

失くしたことさえ
忘れてしまい
思い出せるとも
思わないままに

捨てられた記憶は
いずれ私にすべて還ってくる
捨てられた自分は
いずれ自分にすべて還ってくる
鏡の向こうからやって来るように

忘れたいことも
忘れたくないことも
時の深みに記された
すべての記憶を連れて

「ここは！？

　黒楼

　ここは
　世界で最初の
　黒楼なんだ

　いらなくなったモノを
　とりあえず一時的に
　預けておくために
　作られたとてつもなく
　巨大な倉庫 ･･･ 黒楼

　うまく
　機能していたころは
　よかったんだけど
　一度預けることに
　慣れるともう歯止めが
　効かない ･･･

　古いおもちゃに
　家族写真
　結婚祝い
　思いでの数々 ･･･
　なんでも
　かんでも
　ここに
　預けられた

　過去よりも
　新しい未来を
　そういって
　大人たちは新しい
　ことにだけ
　目を向けていった
　もっと早く　多く
　新しいものを ･･･

　だからどんどん
　捨てられるものが
　多くなって黒楼も
　大きくなっていったんだ
･･･

　それに万が一
　過去のものが
　必要になったら
　取りにくれば
　いいだけだ ･･･
　ってね

　でも想定外の
　出来事が
　起きた

　『カラス』の出現

　奴らのエサは
　「記憶」や「思い出」･･･
　黒楼は奴らの
　絶好のエサ場だったのさ

　奴らは
　人の思い出を
　記憶ごと喰いつくした

　なくなったものが
　なんなのかさえ
　ずっと気づかない

　だから誰も
　ここに預けたものを
　取りに来ない」

■五宝（WUBAO）『ＭＩＡ　雲上のネバーランド』（集英社 2018.1）
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自然保護を唱うのならば
まずいちばん身近な環境に関心をもつことだ
遠くの自然よりも
いまここにある手の届くところへ
気づかずにいた自然に確かに気づくために

人権尊重を叫ぶのならば
まずいちばん身近な人権へと目を向けることだ
遠くの人権よりも
いまここにある手の届くところへ
気づかずにいた人権に確かに気づくために

愛を探そうとするならば
まずいちばん身近な人を愛することだ
遠くの愛よりも
いまここにある手の届くところへ
気づかずにいた愛に確かに気づくために

秘境を求めるならば
まずいちばん身近な秘境を見つけることだ
遠くの秘境よりも
いまここにある手の届くところへ
気づかずにいた秘境に確かに気づくために

神秘へ歩もうとするならば
まずいちばん身近な神秘に目覚めることだ
遠くの神秘よりも
いまここにある手の届くところへ
気づかずにいた神秘に確かに気づくために

「旅に出よう。
　どこか遠くへ行くことだけが旅じゃない。秘境はすぐそこにある。むしろ、心を揺さぶるようなワクワクってのは、案外身近にあ
るものだ。普段から見飽きている近所の風景も、時間帯を変えて眺めてみるだけで新たな発見があるものだ。例えばそう、今まで気
づかなかったけど、夕空にコウモリが飛んでいたりする。
　このコウモリという動物は本当に不思議だ。これほどまでに誤解されている動物はほかにいないのではないだろうか？　真実のコ
ウモリは、めちゃくちゃ魅力的で、とんでもなく興味深い。コウモリは、およそ人間には考えられないような能力をたくさんもって
いる。そんなコウモリの魅力と能力をひも解いてゆくだけで、世の中にある学問のほとんどを渡り歩かなければならないんじゃない
かと思えるほど、コウモリという動物は奥が深い。」

「僕は今まで老若男女１０００人以上からコウモリ体験談を聞かせてもらっている。面白いことにじつに多くの人が同じようなことを
語る。「夏の黄昏時、家に帰る道すがら、川の上をヒラヒラ飛ぶものがいることに気づく。鳥じゃないぽいけど、なんだろう？　と思っ
て見ていたら、近所のオジサンが「おー、あれ、コウモリだぞ」と教えてくれた」といった感じだ。
　ということは、コウモリを見るにはそれと同じことをすればいいのだ。
　季節は夏。時間は夕方、黄昏時。場所は川沿い。さあ、あとはコウモリの登場をひたすら待つのみ！　出るか？　出ないか？　と
いうわくわく感がコウモリ観察の醍醐味である。もし、スズメよりも少し小さな、ひらひらと飛ぶものを見つけたら、それがコウモ
リだろう。ぜひ、皆さんもコウモリを探してみてほしい。自分の身近にある自然を日常生活で感じることって、じつは一番の自然保
護につながってゆくものだと僕は信じている。環境問題に関心を持ち、大自然を守ろうと躍起になるのもいいけど、まずは自分の暮
らしている街の自然に関心をもってみよう。」

「生物学的なくくりでいうと、コウモリはほ乳類である。（中略）古の中国では、動物でも植物でもない雑多な生物を「虫」としてい
たので、コウモリは動物とは考えられていなかったようだ。一方、ヨーロッパでは、コウモリはネズミの一種だと思われていたようだ。

（中略）日本語でも、コウモリの別名を天鼠や飛鼠と表現する。まさに空飛ぶネズミといった捉え方である。（中略）じつは生物学上
の分類ではコウモリとネズミは決して近いなかまではない。コウモリの親戚にあたる動物はイヌやネコ、そして最もコウモリち近い
なかまはなんとウマだとする説もある。」

「現時点でコウモリの先祖ははっきりとわかっていない。どのようなプロセスでコウモリが翼を獲得し、空を飛べるようになったのか、
そして超音波を使ってエコーロケーションをするようになったのか、わかっていないということである。」

「コウモリはウマとだけ近いわけではない、ということのようだ。現段階で確実にいえそうなことを式で表すと次のようになる。
（コウモリ）＋（ウマ＋イヌ・ネコ＆センザンコウ）＋（クジラ・ウシ）＝同一グループ）」
「なぜコウモリは逆さまなのか？（中略）逆さまにぶら下がっていれば、飛び立つのが楽で有利だ、というのがその理由。コウモリが
地面ではなく、高い位置にとまっているということがポイントだ。（中略）鳥のテイクオフのように足で枝や地面を蹴るためのエネル
ギーを使う必要もないし、とっても効率的ではないか。」

「コウモリがなぜ、飛べるようになったのかの謎に迫る仮説が、コウモリ研究家の船越公威先生による「ぶら下がり先行説」である。
　この説によれば、コウモリは飛べるようになる前に、まず、逆さまにぶら下がりながらの樹上生活を身につけたのではないかという。
枝にぶら下がったままの生活であれば、前足は完全にフリーになる。自由に使える前足をフルに使って虫を補食し、樹上で死活して
いた動物がコウモリの先祖の姿かもしれない。ぶら下がることによって前足を四足移動から解放し、翼の機能を獲得した可能性もあ
る。」

「コウモリの一番スゴイ能力は「体温を上げ下げできる」ことだ。爬虫類のように外気温に合わせて体温を下げることもできるし、僕
ら人間と同じように体温を一定に保つこともできる。まさにコウモリの真骨頂、どっちつかずだからこそ生まれる臨機応変の適応力
がハンパないのだ。」

「コウモリは他の哺乳類に比べて異例なほど長生きだ。多くの研究者の情報を総合すると、平均寿命でみて３〜３．５倍、最高齢では
１０倍以上も同サイズの哺乳類より長命ということになる。」

「コウモリがなぜ長生きなのか？　真っ先に注目すべき要素は「冬眠」だろう。コウモリほど冬眠の習性を発達させている哺乳類は他
にいない。」

■中島宏明『ボクが逆さに生きる理由／誤解だらけのこうもり』
　（ナツメ社　2017.11）
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生命は体だけでできてはいない
死を迎えるとき
体から生命体が失われるのだ

体から離れた生命体は
生命の源へと還っていき
生命に去られた体は
分解されて土に還っていく

生命の還っていく場所がある
感情には
感情の還っていく場所があり
思考には
思考の還っていく場所があり
私という魂には
私の帰っていく場所がある

生命のない物質となった体を
分解する者達がいるのなら
私たちの感情は
だれが分解してくれるのだろう
私たち思考は
だれが分解してくれるのだろう

そして私という存在は
だれが抱きとめてくれるのだろう
私は私であるという存在の海が
私という滴を抱きとめてくれるのだろうか

私という謎
私は私であるという謎
秘密ではない秘密がそこにある

「あらゆる生き物は、死を迎えます。
　雨のあと晴れの日が続くと、道ぞいでミミズが干からびているのをよく見かけます。にぎやかだったセミも、夏が終われ
ばいのち尽きます。川岸や海岸に転がっている流木も、かつては樹木という生き物でした。縁起の悪い話だと叱られるかも
しれませんが、われわれ人間も例外ではありません。
　そして、生き物は死ぬと「土にかえる」とよくいわれます。
　この土にかえるプロセスのことを「分解」といいます。生き物は死ぬと地面に横たわり、あるいは地面に埋められて、そ
こで分解されます。生き物の遺体が分解され、やがて土にかえっていくことは、多くの人が知っています。
　分解にはいったい、どれくらい時間がかかるのでしょうか。動物が死んだり、植物が枯れたりしたあと、遺体はどうやっ
て分解されて、土にかえるのでしょうか。実はこういったことは、案内、知られていません。（中略）
　分解は、生き物の遺体が「なくなっていく」プロセスです。それは、動物や、肉眼では見ることのできない菌類や細菌な
どの微生物が、生きるために、遺体を利用することで進行します。この遺体の分解という大役をになう生き物たちは、まと
めて「分解者」とよばれます。（中略）
　生き物の分解のプロセスを知ることは、分解者とよばれる生き物たちの暮らしを知ることと同じです。「分解」とは、そ
の本来の意味とは違って、別の新たな「いのちを生み出すいとなみ」でもあるのです。」

「「死」は「生」と表裏をなしています。これからの人生、何が起こるかわかりませんが、いつか死ぬことだけは決まっています。
　人間だけでなく、すべての生き物にとって「死」は避けられません。菌類も動物も植物も原生植物も最近も、生き物であ
る限り、必ず「死」を迎えます。例外はありません。
　４０億年前ともいわれるはるか遠い昔、生命は地球上に誕生しました。その後、一度も途切れることなく、その「いのち」
は今日にいたるまでつながっています。
　このことは、裏を返せば、生命の誕生以来、気の遠くなるような長い時間を通じて、生き物は絶え間なく、累々と「死」
を重ねてきたことを意味します。
　ところが、私たちがいま生きている地球は、４０億年分の生き物の遺体であふれているわけではありません、なぜでしょ
うか。
　その秘密は、「分解」にあります。地球では、生き物の遺体で満杯になってしまわないように、「分解」と呼ばれる巧妙な
仕組みがつくり出されました。
　「生きる」ということと「死ぬ」ということは両輪をなして、この地球の生態系を動かしてきたのです。この２つの車輪
をつなぐのが、「分解」とよばれるプロセスです。」

■大園享司『生き物はどのように土にかえるのか／動植物の死骸をめぐる分解の生物学』（ペレ出版　2018.1）
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I was born は
ほんとうだろうか

能動
でも
受動
でも
ないんじゃないか
生まれるというのは

作る
でも
作られる
でも
どこか違う
できるんだ

する
でも
される
でも
どこか違う
なるんだ

見る
でも
見られる
でも
どこか違う
見えるんだ

思う
でも
思われる
でも
どこか違う
思えるんだ

そして
受動でも
能動でもない
そのあいだで

わたしと
あなたの
あいだに
名づけられない人称があって

わたしと
じぶんの
あいだに
名づけられない人称がある

　（木村敏×坂部恵「＜作り＞と＜かたり＞」より）

「木村／中動相というのはおもしろいですね。

坂部／能動と受動をともに含んでいるのが中動相ですね。（中略）人間の「する」にしても「作る」にしても、本来その中動相というのがノーマルな形

である。それが一方的に作為による受け身になってしまうと、やはり病的な作為体験になるし、どうでしょうか。逆にそれが全く能動的になってしま

うと、これもまた「自分は万能の神様である」とか、万能感というようなものが逆に躁病とかなんかのときにありますでしょうか、そういう、自分は

純粋に能動者だと思ってしまうのは、これもやはり人間の身としては少しおかしいことだと思います。

木村／私は日本語というのは意外とその中動相になじむ言葉ではないかと思っているんですよ。「思える」とか「見える」とかいうような言葉ですね。

たとえば「見える」というのは「見る」でも「見られる」でもなく、「そんなふうに見える」とか中動相的な感じで言いますよね。

坂部／だと思います。ということは、また木村さんの「あいだ」というのも、決して能動一方でも受動一方でもなくて中動相だということになる。

木村／はい。「作る」とか「する」ということと少し関係づけて言うと、「できる」という言葉がありますよね、日本語にね。「できる」というのはまあ、

語源的には「出て来る」とか「出来してくる」とかいうことなんでしょうが、日常ぼくらが使うときには「できる」というと非常に中動相的な意識で

言うことが多いんじゃないでしょうか。

坂部／そうですね。言語学者の池上嘉彦さんという方が『「する」と「なる」の言語学』（大修館書店）という本を書いていらして、その中で日本人は

一方的な能動の「する」というのを、少しやわらげて中動相的なほうへ持っていく傾向があるというようなことを書いておられました。

木村／「なる」も中動相ですかね。あれを西洋の言葉で言うと、werden とか devenir ですか。それだと「生成」という意味で読みますけれども、ちょっ

と違いますもんね。日本語の「なる」は「生成」と。」

「坂部／いまちょうど話題にしている「できる」というのは、ギリシア語だとたぶんデュナミス（可能態、潜勢態）という言葉になると思いますね。ヴァー

チュアルとも訳されますが、やはりエネルゲイア、アクチュアリティ（現実態、現勢態）と対立するということで、ギリシア語の場合はかつてこのデュ

ナミスという言葉が非常に含蓄が深くて、ちょうど日本語と重なってくるような意味合いをいろいろ持っていると思うんですね。これが面白いことに

ラテン語に入りますと三つぐらい訳ができまして、デュナミスの訳が。一つはポシビリタス、ポシビリティ、それからプロバビリタス、プロパビリティ

ですね、それからもう一つがヴィルトゥス、ヴァーチュアリティ。それで「できる」の含みを一番よく伝えている言葉はヴァーチュアリティだと思います。

（中略）

木村／「できる」というのはデュナミスですね。

坂部／デュナミスですね。「する」ではないですね。まだ本当にするかしないかはわからない、さっきの話で、可能性としてあるいは能力として「できる」、

そこのレベルの話だと思います。

木村／西田幾多郎が、ポイエーシスという言葉をかなり長い間というか、晩年は特にそうですけど、遡ってみると結構前から、たとえば「行為的直観」

なんて言うときから使っていますね。「行為的直観」なんて言うときには、行為ですから、むしろプラクシスのほうかと思ったら、ポイエーシスが強調

されるんですよね。あれもやっぱり一般者の自己限定としての自己、言い換えるとデュナミスがエネルゲイアになったものとしての自己ということに

関係するでしょう。（中略）潜性態のデュナミスだけにとどまっているのだったら、シーンとしてなにもないんでしょうけど、それが原生的になってエ

ネルゲイアになると、自己という働きが出てくる。

坂部／その通りだと思います。ですからポイエーシスというのを、西田は晩年には本当に多用しますけれども、そこで言っているポイエーシスは、い

まおっしゃいましたよう単なるデュナミスだけじゃなくてエネルゲイアを含んだ、アクチュアリティを含んだ、まあ豊かなアクチュアリティというよ

うな意味合いを含めてたぶん西田は使っているんじゃないかと思います。あくまでヴァーチュアルにとどまるというような使い方ではないですね。」

■『木村敏対談集２／臨床哲学対話　あいだの哲学』（青土社　2017.7）
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露出癖が世界を破壊する

世界がのっぺらぼうになり
露骨なだけの化け物になり
内が曝かれ失われ
聖なる力が失われてゆく

世界の生成は
内と外に二重化されている

世界のほんとうは
見えない場所に隠されてあり
その隠された場所から
神々は現れ出ようとする

その力をむりやり
引き出そうとするとき
聖なる力は変質してしまう

結界は聖なる力を守っている
内苑と外苑があるように
人に内界と外界があるように
内と外の均衡は守られねばならない
そして間には結界がなければならない

内なる世界が守られることで
外なる世界はその源を
失わないでいることができるからだ

結界は開かれるべきときにこそ開かれる
そのための場所と周到な準備が必要だ
見えない場所に隠れている聖なる力は
しかるべきときに開かれてゆく
そのとき存在の世界に向かって
神々は現れ出ようとするのだ

「内苑と外苑とからなる明治神宮の構成は、近代日本の建築家や造園技師が、知恵をしぼって考え出したものだが、折口信夫はそこに

深い日本的原理が復活していることを発見して、たいへん感動した。それは、世界はどのようにして生まれてくるのかをめぐって、

日本人が抱いてきた無意識の思想にほかならない。そういう思想が、西洋へ留学して最新の科学技術を学んできた技師の心に、ユニー

クなかたちでよみがえっていたことは、まさに驚きであった。

　内苑と外苑の二重構造のうちにあらわれているものは、「ミアレ」の原理と呼ばれるものである。「ミ」は美称、「アレ」はものごと

が世界に顕現してくることをあらわす。ミアレは事物の生成をあらわす、きわめて古い日本語である。

　世界の本質は、見える世界の表面にさらされているのではなく、外から見れば閉ざされている、見えない空間に隠されている。そ

の閉ざされた見えない空間から、存在の世界に向かって、神々はあらわれ出ようとする。そのとき、聖なる力のミアレが起こるので

ある。

　神社の構造そのもののうちに、このミアレの原理が表現されている。卵のように外から閉ざされた空間の中に、霊力は隠れている。

その力が現実世界に向かって、自分を開いていく。そのとき現実世界のただ中に、神的な力が純粋に戯れているような特別な場所が

つくり出される。そういう特別な場所のことを、神の「ニワ（斎場）」と呼んだ。もともとは森であった神社の奥に隠され、閉じ込め

られていた霊力が、ミアレをつうじて、神のニワに顕現し、遊び戯れるのだ。」

「明治神宮の造営を託された建築家や造園技師たちは、皆そのことを知っていて、そこに足を踏み入れた人が誰でも、そのことを感じ

取れるような空間をつくろうとした。彼らは、人間の力や欲望を誇示するものではなく、むしろ人間を「謙虚」にする空間をつくろ

うとした。ここでは、自然を征服するのではなく、自然の理法を受け入れる生き方が称賛され、その考えを実現するために、最新の

科学技術が駆使された。（中略）

　自然が人間に拘束を課し、その拘束を人間が受け入れながら仕事をおこなうとき、そこには軽やかな自由な感覚が漂うようになる。

欲望を満たす自由ではなく、欲望に自然なかたちの拘束を加えるとき生まれる、別種の自由の感覚である。ここには人間的欲望を解

放しきろうとする資本主義にたいする、見えない「結界」が張られてきた。

　明治神宮に張られていたその結界が、いま破られようとしている。一流の現代建築家の想像力の産物を武器にして、結界に突破口

がこじ開けられ、そこから資本主義の奔流が流れ込んでくる。ゼネコン、広告代理店、スポーツ業界、音楽業界、イベント業界、政

治家たちをエージェントにして、現代の資本主義の濁流が、つまりはお金の原理で動かされる究極の世界の奔流が、緑の社に流れ込

んでこようとしている。

　お金は、あらゆるものの「根を切る」働きをする。土地に根を生やして育っていたものの根を切って、移動や持ち運びの簡単な商

品や記号や情報に変える。そうして商品になったものを、お金に変える。そうすると、それまで世界の中に根を生やして生きてきた

ものが、根を切られた漂流物となって、お金のシステムでできた世界の中を、漂うようになる。」

「ミアレの原理でできた空間では、身体や物質性をもった現実世界（外苑が象徴する）は、人間世界の外部に広がる目で見えない領域

への通路（内苑の森が象徴する）と、一つにつながっている。それによって、故郷との根を断ち切ってきた人々の集合場所である都

市の中に、高次元な根を回復した新しいタイプの空間を生み出すことができる。

　その意味で、明治神宮はまさに「新しい伝統」を創出しようとする実験だった。資本主義によってつくられた世界のただ中に、資

本主義を超える空間を生み出そうとした。そのことを示すために、ここには見えない結界が張られている。この結界がお金の力によっ

て破られてしまうと、東京という都市は未来への可能性を失う。これが新国立競技場問題のアースダイバー的深層である。」

■中沢新一『アースダイバー　東京の聖地』（講談社 2017.12）


