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わたしたちは世界をただ
窓から見ているのではない
見ることで
世界とともにある

見るとき
見られるものはつかまれている
そして見られるものに
わたしはつかまれている
見るものと見られるものは
ともにあるのだ

けれどもわたしたちは
それに気づけないでいる
見ているけれども
そのほんとうは見られていない

クレーが「芸術とは
目に見えるものを再現することではなく
見えるようにすること」だというのは
見えていないものを
いままさにそこに
生じているように見せるということだ

ほんとうの芸術は
見える以上に見るためのものだ
不在のものを現前させるということだ
それを透視とも
ポイエーシスともいうことができる

わたしたちは世界から
切り離されてはいない
世界を見るということは
世界とともにあるということなのだ
まさにともにあるのだ
けれどもそれに気づけないでいる
そのとき芸術が切に求められる

「メルロ＝ポンティは見える以上に見る」ことを最終的に「透視力 [voyance]」と名づけており、それこそが「不在なもの
をわれわれに現前させる」と説明している。ここで忘れてはならないのは、この透視力が「見える以上に見る」---- 見えな
いものを「見えるものを浮き彫りにする深さ」として見えるようにする ---- ことで「不在なものをわれわれに現前させる」
点である。それはたんに「不在なもの」を現前させるだけでなく、存在したことのない独特な現前をありのまま創造する。
メルロ＝ポンティが「準ー現前 [quasi-présence]」と名づけたのも、こう理解すべきだと考える。効果的かつ強力な「潜
在性」---- つまり「創造的なものの肉」として理解すべきなのだ。とはいえ、これらはすべて起こる。なぜなら、『眼と精神』
の別の表現によれば、「見える以上に見る」とは、われわれが見るもの「にしたがって」、それ「とともに」見ることだか
らである。

（中略）
　メルロ＝ポンティがこの表現で性格づけようとした「見ること」をルネサンス以降に西欧文化の中心を担ってきた
[fenêtre] という表象のモデルから理解することができないのは明らかであろう。彼が示そうとしているのは、むしろ別の
モデルに近い。それは現代の画像の経験に根源的な問いを投げかける画面 [éclam] のモデルである。われわれは、窓とい
うモデルによって見えるものを「それ自体の場に」定着しうると考えてきたのに対し、画面とは明らかに、画面「にしたがっ
て」あるいは、画面「とともに」見させる。メルロ＝ポンティが終生映画に関心を抱き続けた理由もここにある。」

「＜可視性＞を「肉」として性格づけることは ---- それぞれの時代が持つ ---- ヴィジョンの一般概念に向かうことであり、
そこからわれわれの今日の「人間と＜存在＞の関係」を説明しようと試みることである。つまり、これからの探求や理解
や形成が、当然ながら個人の問題にはとどまらないという視点を明らかにするのだ。」

「「見えるようにすること [Sichbarmachen]」。これは一九二〇年パウルクレーが書いた『創造者の信条告白』の有名な書
き出し、「芸術とは目に見えるものを再現することではなく、見えるようにすること」という一文のキーワードで、その六
年後にクレーが描いた人の顔のようなデッサン ---- それは一枚の扉で、扉の回りには壁ではなく星空が拡がっている ----
にも添えられる。もし芸術が本当に見えるようにすることだとしたら、それが ---- この点は強調しておく必要があるが ----
見えないものが目に見えることが確かにあって、芸術は見えるものの生起そのものにおいて、つまり見えるものが「生ま
れいずる状態」にあるときに、見えるようにするために身を差し出すことになる。メルロ＝ポンティが晩年の講義録に記
したように、クレーは『創造者の信条告白』のなかで、「芸術作品も同じく、生起こそが重要なのだ [Ach dsa Kunstwerk 
ist erster Linie Genesis]」と書いている。」

「私は能動と受動の分かちがたい関係を示そうと試みてきた。この関係とは、私たちがその考案者ではないままに創造性と
一体化するものにほかならない。このような関係を定義するためにもっとも適した言葉は、メルロ＝ポンティが晩年の思
索の中心的理念の一つである、交差配列 [chiasume] の理念を記述するための言葉であろう。これに従って彼は、「存在と
の関係はすべて、とらえると同時にとらえられること、とらえることはとらえられ、刻み込まれる、しかも、まさにそれ
がとらえている同じ存在に刻み込まれるのだ」と指摘している。
　（中略）
　じっさい、もし私たちが世界と向き合う主体ではなく、世界との出会いの共鳴器であることを明らかにするくぼみであ
るならば、「つかむ」という哲学の理念は明らかに考え直されなくてはならない。その意味でメルロ＝ポンティの哲学とは、

「生の上に突き出てあるのではない」と書いた。つまり哲学は、生を知的に所有するためにそれをつかむ立場にはないのだ。
　（中略）
　このように、哲学と非ー哲学は、感覚的なものと知的なもの、想像的なものと現実的なもの、能動と受動、主体と客体とまっ
たく同じである。形而上学が、見えるものと見えないものという二元論に要約されうるすべての二元論を確立する根拠と
してきた対立を無効とすること、それよりも両極の密接な共属に名を与え、その上で人間と＜存在＞の関係に現在起こっ
ている大変化に相応しく姿勢と言語を改変させること、それこそが私たちに実現すべく残された責務である。」

■マウロ・カルボーネ『イマージュの肉／絵画と映画のあいだのメルロ＝ポンティ』（水声社　2017.12）
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マクロコスモスと
ミクロコスモスは
照らし合っている

ならば
ミクロコスモスと
ミクロコスモスもまた
照らし合っているはずだ

けれども
照らし合いながら
そこに好き嫌いが生まれる

好き嫌いには理由があるはずだが
理由をたどっていけば
いつのまにか理由はわからなくなる
些細なことを大きく膨らませて
好き嫌いにしているだけだからだ

そして
照らし合いながら
対立し争いはじめる

近いものほど憎み合い
対立は近いところでこそ生まれる
近いということは
共通した場を持っているのだが
それゆえに小さな差に拘ってしまう

それでも
照らし合いながら
種子は蒔かれねばならない

オプティミストは共通したところに目を向け
ペシミストは違ったところに目を向ける
ポジティブは前向きで
ネガティブは後ろ向きだ
けれどどちらかが正しいとはいえない
すべての道が統合されたところに
可能性の種は蒔かれ育ってゆく

やがて
すべては鏡のように
照らし合いはじめるだろう

すべては互いのみずからの内にある
みずからの内にあるものに
鏡に映すごとく
どれだけ目を向けることができるか
そうすることで
自由への可能性は静かに広がってゆく

「ライプニッツは、取り入れられるものなら何でも取り入れようとする。食わず嫌
いというものがない。もちろん、結果として受け入れられないものもあるにはある。
だがそれはそれなりの審査をした上での受け入れ拒否によるものである。最初か
ら門前払いという姿勢はない。「あれか、これか」で迷うのではなく、可能な限り「あ
れも、これも」を目指すのである。

（中略）
　否定の姿勢とは排除の思想である。それは真理への可能性を排除することにな
る。ライプニッツはこう言いたいのだろう。ライプニッツがさまざまな学問分野
に手を染めたことの理由は、もちろん第一には関心の広さということがあるが、
それと同時に、なるべく多くの考え方からよいところを取り入れ、一見対立する
考え方であっても両立できるような見方が得られないか、と模索する姿勢があっ
たからである。」

「まず最初に、幼い頃からあらゆる方向に関心を向けていたライプニッツがいた。
次の段階として、体系的な学問に触れだしたときに、対立する見方のどちから一
方をとりべきだと思って迷っていた時期があった。そして第三に、ある決心がつ
いて一つの考え方の立場に立った。しかし第四段階として、いったん捨てた見方
との統一が必要だよ気付いた。この時点で、全体視の思想家ライプニッツが誕生
したことになる。この姿勢の自覚は、その後さまざまな局面においても発揮され
る。」

「ライプニッツのやり方は、（中略）言ってみれば、「お人好し」なのである。一度
でも借金を返してくれたなら、たまに踏み倒されたとしても今度は返してくれる
だろう。かりに一度も返してくれたことがなかったとしても、それでも絶対返す
ことがないと言えない以上は返してくれるかもしれない、と期待する。絶対確実
と言えないながら切り捨てる、というデカルトのやり方に対して、ライプニッツは、
絶対不可能だと言えないならば、さしあたっては承認しておこうか、と言う。（中略）
　しかしだたの底抜けのお人好しというわけではない。どんな対立も乗り越えら
れ両立できると考えたのでもない。ライプニッツは、違いを初めに出すのではなく、
共通する地点を確認することを求める。一切の違いをほおかぶりするということ
ではない。譲るところは譲るにしても、どうすれば譲ることができるのか、その
論理を構築しようとするのである。両立可能な場面を徹底して模索することが重
要となる。宗教上の対立から「寛容」という態度がこの時代は切実に求められて
いたが、寛容の論理とはまさしくこの共通化の論理の承認なのである。（中略）
　ライプニッツに限らず、寛容の思想は本来、単なる気前の良さではない。したがっ
て、ついつい「お人好し」と言ってみたものの、脳天気なお人好しというわけで
はない。厳しさはある。しかし決して希望は失わない。「楽天的」という言い方を
ライプニッツあるいはライプニッツの思想に対して評するのは正当ではないのだ
が、強いて言うなら、厳しさと希望とが同居した「楽天家」ではあった。」

■佐々木能章『ライプニッツ術／モナドは世界を編集する』（工作舎　2002.10）
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煩悩即菩提
菩提即煩悩

されどそこには
智慧の導きがなくてはならぬ
智慧なき煩悩は満たされぬ渇きとなり
智慧なき菩提は自由なき操り人形をつくる

激情即霊性
霊性即激情

されどそこには
愛智の導きがなくてはならぬ
愛智なき激情は我が身を焼き
愛智なき霊性は狂信の徒をつくる

悪とは
みずからの内に
悪を認めず
他を悪とすることにほかならぬ

悪の霊性は
自らを映せず
他のみを映す鏡のごとし
霊性の機を失した
時期はずれの善のごとし

「霊性とは、聖者や賢者、預言者や高僧たちにのみあるものではない。それが発現するかどうか
は別として、誰の内にも存在する。同様に、激情もまた暴君や独裁者にのみ備わった資質とは言
えない。パウロに激しい激情はなかったか、ドストエフスキーに賭博へのやむにやまれぬ欲情は
なかったか。霊性と激情は、時に絡まり合い、支え合うようにして、精神史に刻まれている。本
書において古代から現代まで追ってきた「霊性の証言」は、見えづらく、聞き取り難いかたちで
あるにしろ、折々に発現し続ける霊性の水路は、間違いなく現代を生きるわたしたちの足元にも
届いていることを語っている。いささか、痩せ細り、涸れかけた姿でかもしれないが、霊性はい
つでも、どこでも、誰にでも発現しうる。問題は、そんな霊性の流れをいかにして育てていくか
である。
　たとえば激情を単に否定しようとするストア的な倫理は、激情の激しさを知らない空論にすぎ
ない。戦争が悪であることは誰にでもわかっている。ところが欲望や激情に目が眩むと、そこに
予想される悲惨な結果が見えなくなる。激情の波に捕らえられて過去に目を閉ざすものは、歴史
や物語から何も学んでいないことになる。激情の仲には悪しき霊が猛威をふるって、わたしたち
の霊を苦しめている。だからこそ、わたしたちは自らの霊を正しく導かねばならない。プラトン
が「激情的な愛江ロース」を「知恵への愛フィリア」へと転換させたように、わたしたちは欲望
や情念を正しく導かねばならない。あるいはイエスの周囲に生じたように、弟子たちの心が激し
く燃えて天国を希求したり、あるいは純粋に宝を天に積もうとするのであれば、その種の激しさ
はとても有意義であろう。いずれにせよ、わたしたちの心の深みである霊を正しく導く方法が探
究されなければならないのである。」

■金子晴勇『霊性の証言』（ぷねうま舎　2018.1）
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何が幸いするかわからない
生きていくのは難しい

人に利用されることもある
人を利用することもある

問題はやまのようにあり
解決する力もさまざまだ

クリエイティブもけっこう
荒唐無稽もあるだろう

血を残したいなら残せば良い
残したくないなら残さねば良い

何が幸いするかわからない
生きていくだけが能じゃない

死んでゆくのはかんたんだ
死なない人はひとりもいない

けれどこの世に生まれたかぎり
生まれて得られる力を残さねばならない

地上は進化のごった煮だ
天上もまたそのごった煮を利用する

何がほんとうに必要かわからない
おそらくすべてが必要なのだろう

だから迷いながらも
迷わず生きてゆく
だから迷いながらも
迷わず死んでゆく

「動物界の現実はというと、生きていてもひどいことばかりで、いずれ死ぬ（人間界もそうだと言われている）。そして、動物
界でいきなり死ぬのはたやすい。何億年とそういうものだ。どんな動物にとっても（人間は別）、心地よい死の床で安らかに
この世を去ることなどありえない。なにしろ、いつなんどきでも、自分の頭をほかの動物の口から引っ張りだそうともがいて
いる動物がいる。どこかの虫の体内にハチの幼虫がいて、宿主の体を体内から食べていることも請け合おう。今この瞬間、倒
れた木の下敷きになった生きものもいるはずだ。樹木さえ敵になる。
　自然は死や苦難に無頓着で、そのことに人間は不安を覚える。私たちはほかの動物の口から自分の頭を引っ張りだそうとも
がく動物のことなど想像もしたくない。品もなにもあったものではないではないか。ところが実は品がないどころか、美が宿っ
ている。この惑星を彩る捕食者と獲物は、幾年月かかったかわからない壮大な進化の極みなのだ。太古の昔の超単純な１個体
から出発して、生命はこの惑星上で爆発的に広まってきたわけだが、まあ、必ずしも互いに仲良くなっているわけではない。
それに、互いの警戒ばかりもしていられない。難しい気候に、洪水や竜巻、小惑星も心配のたねだ。
　一言でいえば、動物たちは問題を抱えている。それに対し、進化はこの地球という惑星において基本的には最も壮大な問題
解決力である。ところがややこしいことに、進化はさまざまな問題を作りもする。そのせいで、動物界の事情は ･･････ 込み入っ
ている。
　例として、ゾンビアリの境遇をご紹介しよう。このアリは南米の熱帯雨林に暮らす普通のアリとして生まれ、仲間と列をな
して食べ物を探しに出かけるのだが、時として知らぬ間に客を乗せる。とある菌類の胞子である。アリの表皮に憑いた胞子は
宿主の体に入り込む ･･････ さらには精神にも、菌はアリの脳を乗っ取る化学物質を放って、「コロニーを離れ、菌の生育に最
も適した時刻に最も適した高さの葉の裏側へ移動せよ」と命令する。続いて、葉脈にかみつくよう命令すると、宿主の息の根
を止め、後頭部から菌が柄を伸ばして、下を歩きまわるアリの群れに胞子を振りかける。こうしてこのサイクルが繰り返され
る。」

「ところで、動物界にこうしたせめぎあいを引き越しているのはいったい何か。あのシステムである。あのシステム。チャールズ・
ダーウィンの自然選択というアイデアのことだ。生きものは食べ物と水と往々にしてすみかを、ほかの種と、さらには同じ種
のなかでも争わなければならない。一方、ＤＮＡの複製でミスが生じたり、親の遺伝子の混ざり方がどの子をとっても違って
いたりするせいで、必然的に個体差が生じる。食べ物は周りにいつもたっぷりあるとは限らず、そろって生き延びるというわ
けにはいかない。生き延びた個体が、生きるための資質を勝ち取るのに有利なラッキー遺伝子を持ち合わせていれば、子をつ
くってその大事な遺伝子を伝えることができ、ひいては血筋が保たれる。
　だが、食べ物は生き残りの要因の一つにすぎない。仲間より速いなどして、捕食者から逃げる優れた手段をもった個体も、
生き延びて遺伝子を伝えられる。厳しい環境にうまく耐えられる個体も、生き延びて遺伝子を伝えられる。そして、羽の色合
いや踊りのうまさが抜きんでているなど、異性にとりわけ好印象を与える個体は、遺伝子を伝える権利を勝ち取る。争いは、
捕食者と獲物のあいだ、兄弟姉妹のあいだ、発情したオスと発情したメスのあいだ ･･････ など至る所で起こっている。優位
に立つ種がそのうち現れるかもしてないが、どんな優位性にも対抗策が打ち出される。
　動物界において弱点はしかるべき扱いを受ける。生きものどうしは折に触れて互いの様子に目を光らせているからだ。こう
して、地球上の生命何十億年という歴史において、進化は問題をたくさん作ってきたが、解決策もいろいろ見つけてきた。せ
めぎ合いをさんざん繰り返してきたのである。問題や解決策のなかには、実にクリエイティブ、というか荒唐無稽なものも多々
ある。」

■マット・サイモン『たいへんな生きもの』
 （松井信彦訳　インターシフト　2017.10）
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カブトムシのふしぎを問うことは
人のふしぎを問うことに似ています

カブトムシが成長するための
栄養を採ることができるのは
たんぱく源になる
葉っぱの「繊維」だけじゃなく
繊維を糖分にかえてくれる
きのこやカビのほか
その糖分をさらに分解してくれる
腸内細菌といった微生物たちのおかげです

人もまた栄養を採るためには
食べものをそのままでは吸収できないので
吸収できるかたちにしなければなりませんし
腸内細菌の助けもかりなければなりません
腸は第二の脳とも
いわれるようになってきているように
腸内細菌もずいぶん注目されてきています

カブトムシの幼虫が群れるのは
群れようとして群れているのではなく
生きるための食べものを求めることで
知らないうちに群れてしまっているのです

人が群れることの多いのも
ほんとうは群れる必要なんかないのに
ひょっとしたらなにかの誤解で
群れてしまっているということはないでしょうか
食べるためにということはもちろんですが
人の場合それ以外の打算や未熟さもありそうです

カブトムシは土のなかで 11 ヶ月過ごし
やっとその後地上に姿を現しますが
人もまた長い子ども時代をすごし
いわゆる社会とやらにでてきます

けれども人の場合もっともっと複雑で
わからないことがたくさんありすぎるのですが
だからこそ人はおもしろすぎる
生きものだともいえるのです

（小島渉・文／廣野研一・絵　福音館書店　2018.2）

「カブトムシの幼虫たちは、腐葉土の葉っぱの「繊維」を栄養源にしている
と考えられてきました。しかし、最近カブトムシの幼虫の研究が進むにつれ、
いくつものことがわかってきました。まず、幼虫たちは、腐葉土だけでなく、
そこにすむ大量の「微生物」をいっしょに食べているということがわかり
ました。繊維と水分でできた植物の葉っぱとちはがって、微生物はカブト
ムシの成長にかかせない「たんぱく質」でできています。重さでいえば幼
虫が食べた腐葉土の 10 分の 1 が微生物、つまりたんぱく質だろうと考え
られています。
　もうひとつ、幼虫の栄養にかかせない栄養に「糖分」があります。糖分
はそのままの形では栄養として体内に吸収することができません。人間も
腸で吸収しやすい形にしてから栄養として体内に取りこんでいます。カブトムシの幼虫は、きのこやカビが地中深くのば
した無数の「菌糸」を腐葉土といっしょに食べることで糖分を手に入れているのだろう、ということまではわかってきま
した。
　きのことカビは、地球上でゆいいつ、木や葉っぱの繊維を完全に分解することができる生きものです。きのこやカビが
繊維を分解して体内に糖分をつくりだします。その糖分を食べた幼虫たちは体内に吸収しやすい状態に自分の力で消化し
ているのだろうと考えられてきたわけです。けれども、そのあとにわかったことは、幼虫はきのこやカビの菌糸を食べて
も成長に十分な量の糖分を、消化することはできないということでした。ではどうしているのでしょうか？
　カブトムシの幼虫は、きのこやカビの菌糸がつくりだした糖分を体内にとりいれやすい状態に分解してくれる微生物を、
腸に、たくさんすまわせていたのです。カブトムシが急成長できるのは、たんぱく源になる腐葉土にすむ微生物。さらに、
葉っぱの繊維を糖分にかえてくれるきのこやカビ、そして、その糖分をさらに分解してくれる腸内細菌といった微生物た
ちのおかげでした。（中略）
　けれども、微生物たちとカブトムシの幼虫の関係はいいことばかりではありません。地中には、地上とはくらべものに
ならないほどの微生物がすんでいます。なかには、幼虫の命をうばうウィルスやカビもいます。ごく一部の運の悪い幼虫
は、こうした微生物に命をうばわれてしまいますが、ほとんどの幼虫は病原菌の影響を受けることなく成虫になります。」

「カブトムシのメスは、卵を近くにまとめて産むので、ふ化したときのはとうぜん幼虫は母親が産んだままの状態で近く
にあつまっています。しかし、その後数ヶ月たっても、幼虫たちが散り散りになることはありません。幼虫たちは “ 群れ ”
をつくってくらしているようにしかみえないのです。なぜカブトムシの幼虫は、あつまってくらすのでしょうか？研究が
進むにつれ、その意外な答えが明らかになりました。（中略）
　幼虫たちは、あつまろうとしてあつまっているわけではありませんでした。食べものである腐葉土から離れたくない一
心でうごいていただけだったのです。その結果、幼虫どうしの距離が縮まって、知らないうちに “ 群れ ” ができてしまっ
ていた、ということだったのです。」

（小島渉「カブトムシは人がいないと生きられない？」より）
「カブトムシは人の暮らしと密接に関わって生活しており、人里離れた山の中には住むことができません。幼虫の餌場と
なるのは人が農業のために作った腐葉土や、公園や学校で、落ち葉や切り倒した木を集めておくような場所です。人があ
らわれる前にカブトムシがどのような場所に卵を産んでいたかはよく分かっていませんが、今でも、大木の樹洞にたまっ
た落ち葉の中や、川原に流れついた倒木の下から幼虫が見つかることがあります。昔はそのように偶然できた場所でほそ
ぼそと暮らし、今よりもずっと数の少ない虫だったのではないでしょうか。
　私たちにとって馴染みの深いカブトムシですが、あまり研究がすすんでおらず、まだまだわからないことがたくさんあ
ります。私はカブトムシの研究を始めて 10 年ほどになりますが、研究を進めていくにつれて次々と新しい疑問点が湧き
出てきます。カブトムシの不思議な生態は、私の人生をかけてもまだまだ解き明かすことはできないかもしれません。カ
ブトムシというのは、それほどおもしろい虫なのです。」

■月刊たくさんのふしぎ・2018 年 3 月号
 『カブトムシの音が聞こえる／土の中の 11 ヶ月』
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われしらず
大和の言の葉は
古より紡がれ継がれ
ひとの心を種として
歌われつづけ
その響きはいまもなお
水脈を失うことなく流れ

言の葉は
山川草木
鳥獣虫魚
いきとしいけるものたち
森羅万象ととともに
響きあいつつ歌となり
鬼神をも動かし

みるものとみられるもの
きくものときかれるもの
ふれるものとふれられるもの
かぐものとががれるもの
あじわうものとあじわわれるもの
それらはたがいに照らしあい
言の葉となり歌われてゆく

歌うのは心
心響きあう言の葉を
失うことなかれ
紡がれ継がれる言の葉に
歌わされることなく
ともに歌うものとして

「私は今回の講義の題目として「叙景の歌 ---- なぜ日本の詩は主観の表現においてかくも控え目なのか？」という題を掲げました。
　なぜこのタイトルだったのか、といえば、従来西欧の詩学においては、「詩（ポエジー）」を次のカテゴリーに分類することは自明のこ
とと考えられてきたからでした。すなわち、叙事詩・叙情詩・劇詩であります。（中略）
　けれども、このカテゴリーには分類しきれないジャンルの詩が、日本には大量にあったのです。それは、風景そのものの描写による「叙
景詩」とよばれるジャンルにほかなりません。「叙景」よりもさらに大きな概念として「自然詩」という命名の仕方もできます。（中略）
　「叙景詩」あるいは「自然詩」の中心主題は、おどろくべきことに、明確な輪郭をそなえた客観的な自然の描写ではまったくなかったと
いうことを申し上げておきます。そこにこそ、日本の「叙景詩」「自然詩」の、最も興味ぶかい、また最も扱い難い特質があったのでした。
　偽装された恋歌としての叙景歌が、日本の古代和歌の重要な遺産をなしています。
　瞑想的・超越的な心の空間への通路としての叙景歌が、中世和歌や近世和歌の高貴な伝統をなしています。
　いずれの場合も、「客体」としての風景や自然の堅固な輪郭は、意図的に曖昧にぼかされています。それをとらえる感覚について言っても、
視覚や聴覚よりは、むしろ内臓感覚的な触覚、味覚、嗅覚などが重視され、感覚の意図的な混ぜ合わせが好まれました。その一例をあげます。
ここでもまた、平安時代歌人凡河内躬恒です。彼は春の水に浮かんで流れてゆく花を主題に、次の歌を詠みました。
　　やみがくれ岩間を分けて行く水の
　　　声さえ花の香にぞしみける　　　　　凡河内躬恒
　水が暗闇の中で岩間を分けていくのは、当然鋭敏な触覚の世界です。また、流れてゆく水の音さえも花の香りに染みている、というの
は、聴覚と嗅覚、そしてかすかに味覚までも動員した、綜合的な感覚の世界にほかなりません。十世紀の日本の詩人は、早くもボードレー
ルのコレスポンダンスにも似た諸感覚の混ぜ合わせを実践していたのでした。
　そしてこれは、単に一人の詩人だけの特殊例ではなかったのです。
　こういう例から知られるのは、日本の古典詩人たちの言語意識が、早い時代からかなり爛熟した耽美主義的傾向をもっていたというこ
とです。（中略）
　こうした一般的性格は、言うまでもなく、長い歴史の過程を経て、多少は変化しているでしょう。とくに過去一世紀余りの近代日本に
おいては、さまざまの変化があって当たり前でした。何しろ日本の近代とは、個人主義と自己主張を当然とする西欧のスタイルに学ぶと
ころ極めて大だったからです。
　けれども、詩の表現について見るなら、一千年以上前からすでに高度に発達を遂げていた日本語の詩表現の総体は、現代の私たちの言
語意識をも本質的に支配していると考えねばなりません。
　叙景詩や自然詩の、今回私が一瞥したにすぎない長大な伝統は、今なお最も活潑に生きて働いている伝統だと、私は考えています。主
観的意思表示においてきわめて控え目であるその伝統も、です。」

■大岡信『日本の詩歌／その骨組みと素肌』（岩波文庫　2017.11）
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言葉と歌があるように
人にも地鳴きと
さえずりがあるのだろうか
恋の歌はいつの時代も絶えないように

鳥のさえずりには
うっとりと
聞きほれてしまうことがある
まるで私に献げられた
天上の歌のように

けれども
鳥のさえずりは複雑で
地鳴きは単純だとは
必ずしもいえないらしい
人の話す言葉が単純で
恋の歌が複雑だとはいえないように

鳥も人も
それなりに苦労しながら
声を学んでいるのだ

ともあれ
鳥のさえずりのように
うっとりとさせるほどの
恋の歌を歌えるようになりたいものだ

「「あの鳥は何て言ってるのかしら」そんなふうに擬人的にとらえたくなるほど、鳥たちはいろいろな声を出す。
　（中略）小鳥たちの声には「さえずり」（歌）と「地鳴き」（ふだんの声）とがある。さえずりは繁殖にかかわる比
較的複雑な声だ。親や周辺の大人から、主に幼鳥時代に学習によって覚える。オスだけが出す種類が多い。地鳴きは
一年じゅう、オスもメスも出す声で、比較的単純な声だ。本能的にインプットされているので、学習によらず、生ま
れつき出る声である。
　地鳴きは単純とはいっても、種類ごとに違うし、同じ種類でもいろいろな声を出す。ときと場合によって出す声が
違うのだ。驚いた瞬間に出す声、敵を見つけたときに出す声、群れが集まるときに出す声、ヒナが親に餌をねだると
きの声。近年では、巣に近づく敵がカラスかヘビかによって、親の出す声が異なり、それによってヒナのとる行動が
違うという発見例もある。
　ただし、鳥の声は、人の言葉が進化してきた道すじとは別に進化してきたものだ。少なくとも本能である以上、一
つ一つを目的的に考えながら出しているのではない。本能的行動に対して、知能的な行動というのは、必要性を感じ
てから行動に移すまで時間がかかる。それでは生死にかかわることが、野外ではたくさんある。反射や本能による行
動は、刺激を受けてから行動が起こるまで、時間がかからない。遺伝子上にプログラムされているので、悩む必要が
ないのだ。「逃げなさい」「巣立ちなさい」「集まろうぜ」「渡ろうぜ」と、言葉で考えていると思うと、説明しきれな
いことも多い。深い意味のない声も明らかにある。
　総じていえば、一定の状況下、たとえば緊張や空腹のもとなどで、「つい」出てしまうのが鳥の声である。しかし、
その結果、仲間が集まってきたり、仲間がやぶに隠れたり、親鳥がヒナに餌を与えたくなったりする。誰かが「つい」
出した声を、他個体が信号として利用しているのは確かである。そのやりとりは、あたかも言葉的ではあるが、衝動
的に出た声を聞いて、聞き手が一定の反応をする。それが生存や子を残すのに有利だった場合、その発声も、聞き手
側の行動も、理に叶った行動として、進化の過程で自然選択によって残ってきたのである。（中略）
　とはいえ、同じ状況下でも聞き手がいなければ出さない警戒声もあるし、地鳴きにこそ、文法のようなものが発達
しているという研究成果も出て来ている。歌は複雑で地鳴きは単純というとらえ方は、改めなければならないときが
来ている。」

☆山と渓谷社ウェブサイト内のページに
　本書と関連する鳥の歌声つきの動画があります。
http://yamakei.co.jp/tori/tori_voice.html

■石塚徹『歌う鳥のキモチ』（山と渓谷社　2017.11）
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時とともにあり
生まれやがて終わりを迎える

奏でられている今が生の今
過去はすでに過ぎ去り
未来はいまだ来ていない
そして完成されたところで
音楽はそして生は跡形もなく消える

音楽はどこにいくのだろう
私はどこにいくのだろう
音楽が作曲されるように
私もどこかで作曲されたのだろうか
音楽が奏でられるように
私も奏でられるために生まれたのだろうか

はじまりが魅力的な音楽もいいが
終わったとき永遠を感じさせる音楽がいい
すでに死を迎え
跡形もなくなるからこそ
そこにすべてを感じさせてくれる音楽

いちばん聴きたい音楽は
ずっと聴き続けていたい
そんな音楽だ

はじまりも終わりもないままに
今という響きの永遠とともにあり
いつのまにか消えてゆく音楽
夢なのか現なのかわからないままに

（「音楽の終わり方」より）
「時間芸術としての音楽の実存がとりわけ生々しく浮かび上がってくるのは、その「終わり」においてである。若い頃の私は、
曲の終わり方のことはあまり気にしたりしなかった。ある曲が好きになるとは、曲の始まり方を好きになることと、ほぼ同義
であった。そして曲の終わり方について言えば、勝利宣言のような終わり方をする曲ばかり好きだった。曲の終わりを真の意
味での「終焉」とは考えていなかったということである。
　以前にも書いたが、音楽はその終わり方の点で、極めて特異な芸術ジャンルである。文学や絵画の場合、作者が推敲を重ねて「こ
れにて完成」と認定した時点で、新しい作品が生まれる。世に送り出される。しかし音楽−−−−楽譜としての音楽ではなく、実
際に目の前で鳴り響く音楽−−−−は、最後の和音に辿り着いて完成した瞬間、跡形もなく消える。音楽の完成とはある意味で音
楽の死である。

（中略）
　「音楽が終わる」とは、音楽という夢から目覚めて現実に立ち返ること、つまり生への帰還なのか。それとも音楽という、人
が生きる時間の中で最も生命力が横溢したそれの終わりは、ある意味で死の一種なのか。この恍惚の只中で死んでも別に構わ
ないと考えるのか。これが永遠に過ぎ去る瞬間がやってくることにおののきと憂鬱と戦慄を感じるか。やがて熱狂が去って再
び地に足の着いた日常が戻ることに安堵を覚えるか。音楽の終わりとは祭りの終わりによく似た時間意識を人にもたらす。」

「本当に難しいのは、始め方ではなく、終わり方だということ。これが当てはまるのは音楽には限るまい。（中略）
　思うに作曲家がある作品に託した世界観が最も端的に表れるのは、その終わり方においてである。曲の始まりはまだ提示に
すぎない。それは「私はこれについてこれから語りたい！」という表明である。それに対して終わりにおいては、作曲家が曲
の冒頭で宣言したことが本当に語られ尽くしたかについて、審判が下される。それだけではない。作曲家が自分では意識して
いなかったようなことまでが、終止和音の余白に浮き上がってくる。微かな疑念、言い得ぬ想い、言葉と裏腹な何か、自覚す
らない無意識−−−−そういうものがある。」

「十八世紀までの音楽があまり終わり方を終わりとして強調しない−−−−これはとてもよくわかる。きっと彼らは神のお導きと
いったことを深く信頼していて、人間の時間の終わりなどは二の次だったのであろう。ただひたすら最後の審判を待つことだ
けが人の務めだというような死生観を生きていたのであろうか。それと比べるならばベートーヴェン以降の十九世紀型「盛り
上がるフィナーレ」は、とても人間的であると同時に、ある意味で神の世界に安住できなくなった人間の不安の裏返しだった
のかもしれない。」

「勝利にせよ、帰依にせよ、自己否定にせよ、墜落にせよ、先送りにせよ、近代クラシックにおける曲の終わりは、常に形而上
的な意味がある。終わりをどう作曲するか。そこにこそ作曲家の人生観のすべてが集約して現れてくるのである。しかるに前
近代の作曲家の音楽で「終わり」はそんなに大した意味を持ってはいない。
　例えばバッハの音楽の多くは、静かに消えていくという点で、シューベルトの《未完成》のような帰依型の終止と似ていな
くもない。しかしそこには、近代音楽が知らない、さりげなさがある。淡々と、ふっと、消える。でも何かは変わらず続いて
いく。最近どういうわけか、こういう人間の小ささに思いを馳せさせてくれる音楽に、とても惹かれる。」

■岡田暁生『クラシック音楽とは何か』（小学館　2017.11）
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タネは宇宙だ

その形
その色
その働き
その戦略
その歴史
その変化
ひとつひとつのタネが
生きた独自の宇宙を形づくっている

養い
耐え
結びつけ
身を守り
そして旅する
タネたち

私たちは
そんなタネから
大きな恩恵を受けながら
暮らし続けている

タネを
知り
学び
そして
守り
育て
未来のタネとして
ともに歩むこと

そのためにできること
それを考えていくことは
私たち自身の未来を
考えていくことでもある

人もまたタネだ
未来へのタネだ
みずからを知り
みずからを大地に撒き
育て芽吹かせ実らせ
新たなタネへ

「私たちは種子のある世界に暮らしている。朝食のコーヒーとベーグルから木綿の衣服や、寝る前にココアを飲む人にとってはその
飲料に至るまで、私たちは一日中、種子に囲まれて生活している。食物、燃料、酒、毒薬、油、染料、繊維、香辛料もすべて種子
から作られるのだ。種子がなければ、パンも米も豆も穀物もナッツも手に入らない。世界中で種子は文字どおり生命の糧であると
共に、食料、経済、生活様式の基盤でもある。現生の植物の九〇％以上が種子植物なので、種子は野生の世界でも生命の拠りどこ
ろとなっている。現在は種子植物が至るところで見られるので、他のタイプの植物が一億年以上にわたって地上を支配していたこ
とを想像するのは難しい。しかし、時計の針を戻してみれば、木のような形のヒゲノカズラ、トクサやシダ類といった胞子植物が
大森林を形成していた頃、種子植物はそうした胞子植物の陰で細々と進化の道を歩んでいたことがわかる。ちなみに、当時の大森
林は石炭という形で現在残っている。種子植物はこのような低い身分から次第に勢力を拡大していく。まず、針葉樹、ソテツ類、イチョ
ウが現れ、やがて大規模な顕花植物の種分化が起こり、現在見られるように、胞子植物や藻類から主役の座を奪い取ってしまう。
種子植物が劇的な勝利を収めたのを見ると、疑問が湧いてくる。なぜ、これほど成功したのか？　地球の景観を一変させてしまっ
た要因は、種子と種子植物のどのような特性や習性なのだろうか？」

（タネは養う）「種子の中には赤ちゃん植物の最初の食事、すなわち幼植物の根や芽、葉が成長するために必要な栄養が最初からす
べて備わっている。（中略）植物の歴史では大きな一歩だったのだ。移動できる小さなカプセルの中にそれだけのエネルギーを凝縮
させることができたおかげで、さまざまな進化の可能性が開け、種子植物が地球の至るところへ進出できるようになった。人間は
種子の中に詰め込まれたエネルギーを取り出すことで、現代文明への道を切り開いた今日に至るまで、人間の食生活は幼植物のた
めの蓄えられた種子の栄養を横取りすることで成り立っている。」

（タネは結びつける）「種子植物の出現によって、突然、植物は大気中で生殖できるようになり、は分を花粉を散布して卵に受粉さ
せるさまざまな独創的方法が次第に進化していった。両親の遺伝子を母体の上で合体させて、それを移動可能ですぐに発芽できる
子孫のカプセルに収納するのは実に画期的な方法だった。胞子植物はたまに交配するだけだが、種子植物は絶えず遺伝子もやり取
りを繰り返している。」

（タネは耐える）「一冬しまっておいた種子を翌年の春にまくことができることは、園芸愛好家まら誰でも知っている。実は、多く
の種子は発芽を誘発するために、寒い時期や野火に出会ったり、動物の消化器官を通過したりすることが必要なのだ。光と水分と
栄養の状態が発育に適した条件を満たすまで、発芽せずに土の中で何十年も待っている種子もある。この休眠という習性は種子植
物以外の生物にはほとんど見られないが、種子植物はこの習性を進化させたおかげで、稀に見る特殊化と多様化をなし遂げたので
ある。」

（タネは身を守る）「植物の種子には猛毒物質を含め、驚くほどさまざまな防衛策が施されている。ヒ素うあストリキニーネのよう
な毒物はいうまでもなく、硬い殻や鋭いトゲから香辛料の成分である化合物まで、種子の防衛手段には驚くべき適応が見られる。
この話題を探究すると、自然界の主要な進化の原動力が明らかになると共に、タバスコソースの辛味や医薬品から、種子製品の中
でもダントツの人気を誇るコーヒーやチョコレートに至るまで、種子の防衛手段を人間が自分のために利用してきたことがわかる。」

（タネは旅する）「荒れ狂う波浪に翻弄されても、風に巻き上げられても、果肉の中に閉じ込められても、種子は移動という目的を
果たすための数限りない方法を見出してきた。種子は移動に適応したおかげで、地球上のあらゆる環境に入り込むことができ、驚
くほどの多様化を遂げ、木綿やパンヤからマジックテープやアップルパイに至るまで、なくてはならない貴重な産物を人間にもた
らした。」

■ソーア・ハンソン『種子／人類の歴史をつくった植物の華麗な戦略』
（黒沢令子訳　白揚社　2017.12）
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宗教家である必要はないが
人であることの倫理的根拠は

「課された自己を受け入れる」ということだ

誰が課すのか
自己が課すのである
それが自由であるということでもある

課された自己を受け入れることで
はじめて
他者を受け入れることへも開かれる

課された自己を引き受けるということは
自殺をしてはならないということだ
課された自己というのは生そのものなのだから

他者を受け入れるということは
許すということを受け入れるということだ
他者を受け入れることそのものが
自己を開くということでもあるのだから

すべての霊性の根底には
すべての存在が
みずからを受け入れるということがあるのだろう

それを山川草木悉皆成仏　と祈ろうが
南無阿弥陀仏　と祈ろうが
生きとし生ける全てのものよ　と祈ろうが
みこころの天になるごとく地にもなさせたまえ　
と祈ろうが
アッラーは偉大なり　と祈ろうが
みずからを受け入れないところに
人が人であることの倫理的根拠はない

　南直哉『超越と実存／「無常」をめぐる仏教史』（新潮社 2018.1）

（宮崎哲弥『宮崎哲弥　仏教教理問答／連続対談　今、語るべき仏教』
　「問答四　南直弥　不死の門をいかに開くか」より）

「宮崎／私たちは「死」を、どういうわけか幼少時から切迫した問題とし受け止め、
それを生の最大の脅威と感じつつ生きてきたわけですが、南さんはそれから解
放されるために仏道に入ったのですか。
南／「死」を抱えたまま自殺もせずに、発狂もせずにやっていける方法がこっ
ちなのかな、というだけのことです。僕、生きているうちはだめだと思いましたよ。ブッダだって死んでいるんですから。ただ、仏
陀や道元禅師みたいな、解決はつかなくても。それを抱えたまんま、その苦の存在をまっとうできた人がいる。で、あれは、そっち
をやるほうがいいと思ったんですね。私にとっての最大の救済は、似たようなやつが生きていたということですよ。
宮崎／しかもブッダの場合は二五〇〇年も前に。ナーガールジュナも一八〇〇年も昔の人だし、道元にしても ･･････。
南／八百年前ですね。しかも同じ方法を使っているんだから、やってみる意味はあるんじゃないかと。だから、恐怖や不安から解放
されるとは思っていなかったですね。私はね、出家するときにいちばんためらったのが、受戒しちゃうと自殺を禁じられるというこ
とだったんです。それまで「いざとなれば死ねばいい」と思って生きてきましたから。でもとにかく、僕は出家し、自殺をしないと
決めました。それは、ただ決めただけです。決めた根拠なんてないです。根拠も善悪もないまんま、生のほうを選んでほしいと人に
は言いますが、自殺が悪で生きることが善だとは言えないです。もし、生を選べば、そこに善も悪も発生するだろうとは言えます。
そして、その生を受容することが善であるとしなくてはいけない、そうしない限りは人間の社会が成り立たないとは言えます。そん
な僕が倫理の基盤に考えるのは、自殺が良いとか悪いとかではなく、課された自己を受け入れるかどうかということです。課された
自己にイエスと言った瞬間に、そこに善が立つというふうに決めざるを得ないと想います。
宮崎／今思い出したのですが、ウィトゲンシュタインは『論理哲学論考』の草稿に「自殺が許される場合は、すべてが許される。何
かが許されない場合には、自殺は許されない。このことは倫理の本質に光を投じている」と記していますね。
南／それ、私も読んでそう思いました。やっぱり最大の問題は、課された自己にイエスと言うかどうかですよ。言わなくてもいいけ
ど言う、ここを納得しない限りは倫理の基盤はあり得ない。自己というのは他者が課しますから、自己を引き受けることの中には他
者そのものを引き受ける覚悟が当然あるでしょう。そうでない限り、倫理なんぞ発生するはずがないです。ということは、自己を引
き受ける気にさせなくてはいけない。それが社会の責任だと思うんです、私は。」

「宮崎／ところで、南さんが死刑制度に反対だと断言されるのはなぜなんですか。『なぜこんなに行きにくいのか』（新潮文庫）ではっ
きり表明されていますよね。
南／つまりね、後悔できなくする、あるいは懺悔することを不可能にしてしまうというのは、宗教家としてはだめだと思うんです。
それともうひとつは、宗教家は、「絶対に許せない」とは言っちゃいけないんですよ。」
宮崎／うーむ。
南／しかし死刑は人に対して「絶対に許せない」とする制度なんですよ。だから反対なんです。宗教家が「絶対に許せない」と言っ
てしまったらこれはだめですよ。それは自殺が許されるんだったらすべて許されるのと一緒なんですよ。宗教家は誰に対しても、ど
んな人に対しても、たとえ自分がそれで批判されようが何しようが、宗教家であるという立場を選んだ瞬間に、相手を見ちゃだめです。
相手を見ないで、「絶対に許さないとは言わない」ときめるのが私は宗教家だと思う。
　それと同時に「自分は自殺しない」と決めるのが宗教家です。根拠のないまんま、生を選ぶというのはそういうことだと思うんですよ。
神が根拠の人もいますよ。だけど僕は、無常という教えにリアルを感じる仏教徒ですから、根拠があろうとなかろうと、なくても自
己の存在を引き受けるという決断をしないと仏教徒は成り立たないと思うんです。」

■宮崎哲弥『宮崎哲弥　仏教教理問答／連続対談　今、語るべき仏教』
 （サンガ出版　2013.12）
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道を探し
道を見つけ
道を選び
道に導かれ
道を歩き
道を作り

ときに
道から外れ
道なき道を行き
道に迷い
道を失い
道を誤る

道には積み重ねられた知恵があり
道を歩む安心はあるけれど
道を作る歩みのないまま
道を目的のためのただの道具にするとき
道の本来の知恵は失われ
道の源への道は見えなくなってしまう

「わたしたちは、この世界を移動するとき、自分が生まれるまえからある道を通る。生まれてはじめて呼吸をするときには、たどるべきたくさんの
道筋がすでにある。「精神的な道」「キャリアの道」「哲学的な道」「芸術的な道」「健康への道」「美徳への道」･･････ これらは、家族や社会、ある
いは人類が用意してくれたものだ。「道」という言葉はどれも偶然使われているわけではない。現実の道と同じように、こうした抽象的な道も、わ
たしたちの行動を導き、制約するものだ。それは一歩ずつわたしたちに寄り添い、目的地までも伸びている。こうした道がなければ、わたしたち
ひとりひとりは人生の原野を自分でかき分けてどうにか生き延び、同じ間違いを繰りかえし、同じ解決法を再発明しながら進まなくてはならない
だろう。
　だが、問題がある。そのなかからどの道を選べばいいのだろう。随筆家のジェームズ・フィッツフェジェームズ・スティーヴンは鮮やかにこの
ジレンマを描いている。「わたしたちは雪が舞い、霧が立ちこめる山道に立っている。ちらちらと道が見えるが、それは誤った道かもしれない。も
しその場にとどまれば、凍死するだろう。もし道を間違えれば、わたしたちは悲惨な末路を辿る。正しい道があるのかすら、よくわからない。さ
てどうする？」
　古代の哲学を少し覗いてみるだけでも、生きる道を選ぶのは昔から簡単ではなかったことがわかる。だがそれは、現代ではさらにむずかしさを
増している。科学技術や文化、教育、政治、商業、輸送手段の発達が組み合わさり、人々は以前には考えられなかったほど多様な生き方を手に入
れられるようになった。全体としてはよい発展だし、人生の道がさまざまな欲求を叶えていることの証だ。だがこの変化には−−−−ゆっくりとして
いて、人によっても度合いは異なるが−−−−副作用もある。人生の選択肢があまりに多すぎることだ。
　たとえば誰にでも関係しているのは、「生活のために」どんな仕事をするかという問題だ。（中略）
　宗教あるいは哲学的伝統の選択もそれに劣らず多用だ。（中略）
　結局、わたしたちはみな道を求める者なのだ。わたしたちは人生が与える道のなかからどれかを選び、それがうまくいかなくなったときは必要
に応じ修正し、工夫を加える。複雑なのは、わたしたちが道を修正するとき、道もわたしたち修正するということだ。わたしはこの現象をアパラ
チアン・トレイルで自分の目で見た。トレイルはわたしたちハイカーが一歩歩くごとに修正されるのだが、結局のところ、わたしたちのコースを
決めているのはトレイルだ。それをたどることで、わたしたちはその条件に合わせて変化する。体重が減り、持ち物を削ぎ落とし、歩くほどに速
度を速めていく。同じことは人生の道にもあてはまる。わたしたちは協力してそれを形成するが、それによってわたしたちひとりひとりも変化する。
だから道は賢明に選ばなくてはならない。」

「わたしたちは人生の道をどのように選ぶのか？　どの道を行けばいいのか？　何を目指して？
　こうした質問に、巧みに、先を見通して答えられることを、わたしたちは知恵があるという。（中略）知恵こそが、未知の領域を進むための導き
になる。」

「最高の知恵を備えたトレイルに共通しているのは、わたしが見たところ、耐久性と効率性、柔軟性という三つの性質のバランスだ。このうちひと
つしや持っていないトレイルは長く残らない。（中略）
　いくつもの道がある世界を正しく進んでいくためには、トレイルの知恵を利用すればいい。（中略）
　たしかに、ある程度の迷いは必要だ。だが生涯迷いつづけ、道のない原野から出られないとしたら悲惨なことになる。しかし幸いなことに、わ
たしたちはひとりで放浪するわけではない。ここに、トレイルにより生き方のもうひとつの利点がある。トレイルの素晴らしさは、自分自身の放
浪や、ほかの人々の報道から得られた成果を保存できることにある。（中略）
　何前年もの時間のあいだに、最初につくられた仮のトレイルは広がり、グローバル・ネットワークになった。それによって人々はより早く自分
の目的を達成できるようになった。ところがこの変化によって、ひとつの予期せぬ結果が生じた。わたしたちの多くが、人生の時間の多くをコネ
クターと結び目、デザイア・ラインとその先にある欲求の対象だけにふれて過ごすようになったことだ。そのような狭い視野のなかで生きること
には、危険がある。トレイルがより早く目的地に到達させてくれるほど、わたしたちはますます世界の複雑さや流動性から遮断され、生活は脆弱で、
固定され、近視眼的になってしまう。わたしたちの集合的知性がどれほど大きくなっても、広大な宇宙と比べればいかに小さなものかということ
を忘れてはならない。（中略）
　存在論的な真実、世界の奥にある真実は混沌だ。しかし現実的な真実、わたしたちが実際にそれを使って何かをなしとげるための真実は、不純
物を取り除かれた混沌だ。前者は原生自然であり、後者は道だ。そのどちらもが本質で、どちらもが真実なのだ。」

■ロバート・ムーア『トレイルズ／「道」と歩くことの哲学』（岩崎晋也訳　エイアンドエフ　2018.1）
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生きることが息苦しく
なってしまったのだろう

生きることは苦しみであり
悲しみであることを認めたとしても
生きることを狭い場所に
閉じこめてしまっているのは
ほかならぬ自分だということに気づければ
その息苦しさから解放される道も見えてくる

あらゆる「そういうものだ」には
疑いをもったほうがいい
ほんとうに「そうでなければならない」ということは
思いのほか少ないのだから

「べき」という檻と笞から自由になったほうがいい
歴史のなかからでさえそれを豊かに学ぶことができる

感覚を五感に閉じこめてはいないだろうか
五感でさえ貧しくしてはいないだろうか
ひとつの感覚だけにこだわりすぎて
ほかの感覚の豊かさを捨ててはいないだろうか

自分の創造性をスポイルしてはいないだろうか
人の基準だけをモノサシにしてはいないだろうか
受動的な娯楽だけに身を委ねてはいないだろうか
やりたいことがわからなくなってはいないだろうか

時間がないと嘆くばかりで
予定のない時間さえ潰してはいないだろうか
長さではなく質の時間を忘れてはいないだろうか
どんな些細な体験も驚きと新鮮さをもって見れば
子どものような新しい時間のなかを生きられるのだ

「そういうものだ」に閉じこめられている箱から出るためには
驚きと好奇心という鍵が必要だ
私という存在はほんとうは魔術師なのだ
自分を無数の異なる生のもとに置くことのできる
そんな魔法を使えばいい

（「７　感覚について」より）
「感覚の歴史をたどると、平静ではいられなくなるような真実が明らかになる ---- 私たちの多くは感覚をほとんど失ったよう
な状態で生きているのだ。これは西洋世界に広がる、隠された欠乏の形だ。鋭い聴覚を持つ音楽家や、すぐれた嗅覚の香料
商でもないかぎり、自分の感覚を最大限に活用できているとは言えない。ふだんから自分の感覚を養い、注意深く徒研ぎす
ましている人がどのくらいいるだろう。朝食を食べたり、散歩したりするときに、周囲の音や、味、手触り、においのすべ
てにどれくらい注意を払っているだろう。（中略）
　知覚の方法について歴史はなにを教えてくれるだろう。まず、私たちには五感があるという古くからの思いこみに挑み、
その拘束から自由になって、ほかにもいくつかの感覚を所有していることを認識する必要がある。次に、この五百年のあい
だに、視覚がなぜほかの感覚に比べて優位に立つようになったのか、とりわけ、目がどうして鼻や耳を圧倒するようになっ
たのかを知らねばならない。」

「私たち一人ひとりが感覚の旅人になったと考えてみよう。地元の風景の知られざる深みや美しさを発見する旅に出るのだ。
（中略）
　感覚は、世界と自分について学ぶときに欠かせない方法である。たいてい私たちは、その隠れた力をほとんど利用してい
ない。感覚を磨くことがは、手元にありながらみなが忘れている自由であり、それによって人生に新たな意味と経験を加え
ることができる。私たちを待っている喜び、驚き、好奇心、記憶のすべてに目を向けるべきときなのだ。」

（「１１　創造性について」より）
「創造性は、人間の性質のなかでも相変わらず極度に神話化が進んだ分野である。多くの人は、いまだにそれが、すぐれた画家、
千里眼の詩人、創意に富む物理学者など、ごく少数の特別な才能の持ち主に限られたものだと信じている。しかし歴史を見
れば、創造性はもっと幅広く探求できるのがわかる。キッチンで自己表現してもいいし、ホモ・ファーベルの喜びを経験し
ても、社会の慣習を破ってもいい。もちろん、私たちは今でも厳しい障害に直面している。あまりにも専門的で退屈なため、
創造的な思考の範囲が狭まるような仕事に、多くの人が囚われているのだ。テレビのような受動的な形態の娯楽に、誰もが
たやすく引き寄せられる。それは平均的な人から日に三、四時間を奪っている。その時間は、手仕事をしたり想像力を使っ
たりして過ごしてもいいはずなのだ。
　だが少なくとも、神に輝きを祝福されたミケランジェロに生まれつかなかったことを心配するにはおよばない。創造性に
は才能の贈り物も遺伝も必要ないのだ。なにより必要なのは、自信を持って、独自性を表現する方法を見つけることができ
ると信じることである。」

（「５　時間について」より）
「私の時間との付き合い方は、たんに時計を拒絶することではなく、興味の尽きないこの世界をもっと穏やかなペースで受け
入れるということなのだ。（中略）毎朝、庭を歩いて、なにか変化はないかと探してみる。花のつぼみが開いたり、新しいク
モの巣ができていたりといったことが、一日の始まりに平穏をもたらしてくれる。食事も、風味をじっくりと味わいながら
することを心がけている。私の小さなスケジュール帳を見ると、ほとんどの人が笑いだす。なにしろ、一日分のスペースが
小指の長さの半分しかないのだ。すぐに書く場所がなくなるので、これには予定を増やさない効果がある。作為的？　その
とおり。それでも私にとっては効果的だ。急かされるような気持ちにならず、人生を最大限楽しむために最良の方法は、私
の知る限り、予定を少なくすることである。」

（「おわりに」より）
「私たちは無数の異なる人生を生きるかもしれない。過去の文明は、愛、仕事、創造、死の伝統的なあり方だけが目の前の選
択肢ではないことを教えてくれる。生き方の新たな驚きの可能性を見つけたければ、歴史の “ 魔法の箱 ” を開けて、なかを
見さえすればいいのだ。それらは私たちの好奇心に火をつけ、想像力を魅了し、行動を起こさせてくれるだろう。」

■ローマン・クルツナリック
 『生活の発見／場所と時代をめぐる驚くべき歴史の旅』
 （横山啓明、加賀山卓朗＝訳　フィルムアート社　2018.1）
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上と下

ひとは
上を見あげ
上にいたいと思う

そして下を見ることで
じぶんの位置を確かめる

上にいることで
重力に逆らって
位置エネルギーを
高めようとでもするかのように

けれどもほんとうは
上にのぼるということは
下をつくるということなのだ

そして上と下は階層をつくる
階層の好きな者は
分節でしかないものさえ
階層としてしか見ない
けれども
そのときひとは
下にささえられてこそ
上があることを忘れている

ほんとうは
上にいるということは
どこか悲しいことなのだ
悲しいから
よけいに
上にのぼろうとする

けれども
下にいなければ
見えないものがあり
下を掘らなければ
見つけられない宝物だってある

下へと向かうことで
はじめて見つかる
天への道だってあるのだ

ときには坂を見あげるのもいい
坂を上るのもいいだろう
上ったあと下ってみるのもいい
そこから見える風景をながめ
上と下の
秘密の関係を見るために

「坂を登って高台に立ち、下界を見おろす。人はそれだけで、ゆるぎない力を得
たような錯覚に陥る。下るよりも上りたい、少しでも上にいたいと望む気持ちは、
わからないでもない。私だってジャングルジムがあれば天辺まで上るし、観覧者
があれば嬉々として乗り込む。小心者はそうやって、ときどき位置エネルギーを
高めながら生きているのだ。
　しかし坂というものは上り下りの通路ではなく、なにもなしえていない自分の、
宙ぶらりんだけれど十分に前向きな気持ちをどれだけ持続しうるか、それを静か
に試す場でもある。低地にじっとたたずみ、溜息も漏らさず涙も流さず、闇に沈
む直前の深海色の空をみあげると、思念をかたちにしてくれるという不穏な空間
に大きな船が停泊して、橙色の舷燈を、ぼそぼそつぶやくように明滅させている
のがわかる。
　一歩でも二歩でも坂を上れば、あの光を手に入れることができるのだろうか。
できなくはないだろう。ただし、それに触れたとたん、世界の示準に狂いが生じて、
なんとか保たれていた「いま」が容赦なく化石化されてしまうにちがいない。
　だから、しばらくはここにとどまろう。無防備な背中を外界に晒し、ひたすら
坂を見あげて、喫水線につどう言葉のゆらめきを眺めていよう ----「いま」がむ
なしく通り過ぎていくのをほんの少しでも遅らせるために。」

■堀江敏幸『坂を見あげて』（中央公論新社　2018.2）
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身体は思考である
そして身体性は型のなかで顕現する

型は虚である
虚であるがゆえに
身体性のなかで顕現されねばならない

型を身体性のなかで
顕現させるためには
職人的な技を磨かねばならない
思考は手に
手は思考にならねばならないのだ

職人の技は
型を守り
型を破り
型を離れたところで
自在な型として顕現する

身体性のない思考は
型を持つことができない
思考の手を持つことができない
型を持つことができないとき
型から自由になることもできない

文字にも
身体性がある
漢字
平仮名
片仮名
それらの型のなかで
言の葉は舞う

思考は身体性を持たねばならない
身体性を持つためには
職人の技を必要とする
そしてその型を昇華させることで
思考を超えてゆかねばならないのだ

「日本の芸術文化を通観すると、明らかにいくつかの共通する特色、時代やジャンルの個別性を超えて通底する文化コアというべきも
のを見いだすことができる。
　その一つは、形を超えた「幽玄・侘びの世界」といえるだろうか。（中略）
　二つ目は、平面、つまり徹底した二次元化を遂げる表現世界。大和絵から琳派、浮世絵など日本の平面デザイン、おそらく今世界を
席巻するマンガもその流れの延長に捉えることができる。しかも「幽玄・侘びの世界」とこの「徹底した二次元化」を遂げる世界は、
どうやらカップリングしながら互いを補完しているように思えてならないのである。（中略）
　じつはもう一つ、日本文化のコアともいうべき思考回路がある。それは「身体性」と「型の文化」である。日本人独特の身体表現は、能・
歌舞伎・舞踊に始まり武道などの型、さらに土方巽などが始めた現代舞踏などもその流れの中にあるが、「身体性」つまり身体表現は、
なにもそれら身体を使う直接的な表現に留まることなく、書や陶芸も身体表現の中に深く根を張っている。「身体性」を思考回路の中
に結びつけたものは、仮名文字の発明ではないかと思われるのだが、縦と横、つまり柱と梁にも似た建築構造的な漢字表象世界、コン
クリートな意味世界を、流れる曲線や動きで解体し再び結びつける仮名は時間の中を刻々と移り変わる音楽のようである。それは意味
を持つために生まれたのではなく、単一の旋律のように動きを現し呼吸し、リズムを持つために生まれてきたようでもある。楽譜に頼
らず「体で覚える」日本人にとって、身体は単なる動作ではなく、根本的な思考そのものであるといえる。（中略）
　日本の音は身体的であるとともに、それ自体きわめてインディビジュアル、個的な存在である。西洋のオーケストラがそれぞれのパー
トを対峙させ、部分を総合させ壮大な交響曲を成立させるのに対して、日本の音はひたすら個的であり部分であり、小鼓や大鼓の個的
な一撃の中に、すべてが、全宇宙が現前している。部分が全体に従属し配列統御の下に壮大な物語や思想が姿を現すのではなく、小さ
な部分の中にすでに全体を宿している。あるいは部分と全体はお互いを交換できる等価性の中にある。それらの小さな部分には意味の
付与はない。従って用もなく奉仕もなく、ヒエラルキーも存在しない。ただ存在し宇宙とともにある。なにか壮大な思想を語るためで
もなく、ただ在るということ。そのこと自体がどれほどの壮大な物語よりも偉大な思想よりももっと大きな意味を持つことがあると考
えている。
　我々はそのようにして身体を通して音に接し、書に接し、茶碗に接し、能に接し、舞踏に接し、そこには単なる表現媒体という枠に
拘束されない「身体性」という思想性が付与されているのである。
　さてもうひとつ述べておくべき事柄、この動きの表現「身体性」とカップリングするものが「型の文化」ではないだろうか。（中略）
いずこより生じ、いずれへともなく消えてゆく動きの変容「身体性」は、時間軸の中に揺らぎながら形を超えていくが、一方「型の文化」
は時間軸の中に形として留まり、しかも「実」としてではなく内部に「虚」を胚胎させ再現性をともなって現実世界に現前する。「型」
は徹底した表側思考であり外形そのものとなる。誇張されたリアリズムである歌舞伎は、悲しみの表現を場面に合わせて激しく身を震
わせ、様々な品・形容で成立させるが、省略による徹底した簡素化をめざす能は、悲しみの形容、その個別性を捨象し悲しみそのもの
の抽象化を図る。わずかに面をかしげ、右手を面の前に斜めに翳すただそれだけの動きによって、あらゆる悲しみを抽象化する。まさ
に能は身体によって表現される究極のミニマリズムである。
　「身体性」と「型の文化」の関わりは樂茶碗、ことに長次郎の茶碗においてなお一層明らかに窺うことができる。長次郎の茶碗が茶
室で存在する姿は、シテが舞台で立っている姿と同じものを感じさせる。それはあらゆる形容を捨て静まりかえった存在そのもののた
たずまいである。変化や誇張、装飾はもとより作者自身の個性をも削ぎ落とした表象、それは造形を超え表現そのものを超えたもの、
これも究極のミニマリズムに通じる「型の文化」であるが、さらに、長次郎茶碗、つまり樂茶碗は「手捏ね」という最もプリミティヴ
な身体動作を通して形造られる。轆轤や道具を使用せず両方の手で円形に延べた土を周辺部からゆっくりと締め起こしていく「手捏ね」
作業は、まさに「身体性」そのもの、手の柔らかな姿が茶碗に姿を与える。樂茶碗の基本は、手の姿、その「身体」を宿した手捏ねの
原型をさらに篦で整え最終の形へと削り上げる次の工程は、変化や誇張などあらゆる個別性を捨象し究極のミニマリズム、「型」への
昇華に至る行程である。」

■十五代樂吉左衛門『光悦考』（淡交社　平成 30 年 2 月）
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いつの世も
名利を求め
精神を捨てる者
大樹に依り
安心を得る者
群れのなかで
我を失う者
後を絶たず

されど
隠遁のままに
生きることは難しい
みずから糊口を凌ぐためには
世を離れることはできないからだ

世に棲みながらも
世に依存しすぎることなく
我を失わなずにいるためには
精神においては
世から離れて生きねばらないのだ

そのことにこそ
精神の自由は
見いだされねばならない
そこにこそ
精神の贅沢は
味わわれねばならない

「鴨長明は、末法の世を生きた。末法の世に『古今和歌集』を継ぐ和歌の道を『無名抄』に記し、末法の世に驚き慌てる
衆生のさまを、また閑居に自足する精神の贅沢を『方丈記』に記し、衆生の発心のさまざまを『発心集』に探った。そして、
後鳥羽院が鎌倉幕府との関係を安定させ、「治天の君」として権勢を誇っていた時期のうちに歿した。
　建保七年一月二七日（一二一九年二月一三日）源実朝が暗殺されることも、承久三年（一二二一年）、後鳥羽上皇が倒
幕の兵を挙げて破れた承久の乱も知ることはなかった。」

「鴨長明『方丈記』は、あたかも神仏が人びとをさとすために演出したかのような京の都を襲う災厄の数かずから逃れる
すべを、住まいへの執着と他者への恩愛を断ち切る境地に求め、閑暇にこそ訪れる精神の贅沢をうたっていた。そして、
それを漢文と和文という異なるふたつの書き言葉に橋をかけ、流れるようにしくむという超絶技巧によって提示していた。
それこそ、「かういふこともあるのかと思はせる性質」のものであり、ひとつの文化の創出であった。

（中略）
　かつて、日清戦争が開始された年、内村鑑三『日本及び日本人』（一八九四年、のち『代表的日本人』）は、「功利主義」
の世の中の到来と見て、江戸時代の「封建」を賛美した。それがのちの世には「反動」と映ろうとも、日本全体が資本主
義に巻き込まれてゆくことへの激しい憤りの発現だった。『努力論』（一九一二年）と並ぶ幸田露伴の修養書、『修省論』

（一九一六年）も、いよいよ世界史が本格的に帝国主義戦争の時代に突入したとき、日本全体が激しい競争社会と化しゆ
くことに警鐘を鳴らした。これら過去への郷愁を伴う書物が、関東大震災を超え、日中戦争、第二次世界大戦を越えて、
日本が大きく変貌を遂げても長く読みつづけあっれてきたのは、いったい、なぜだったろうか。わたしは、それに似たこ
とが『方丈記』にもいえると思う。
　いや、われわれは、もはや、『日本及び日本人』や『努力論』の警鐘では追いつかないほど、功利主義や競争社会が、
ほとんど行き止まりにまで進んでしまったところへ運ばれてきてしまった。そしてバブル経済がはじけ飛び、そののち、
日本はいくつもの天変地異に見舞われた。それに伴う犠牲が大きければ大きいほど、われわれの価値観の底にとぐろを巻
いて蹲っているものを撃つことばの新鮮さに惹かれるのではないか。
　『方丈記』は、人間の関係が、いわば「主従」として結ばれるしかない世の中のしくみのなかで、その関係を切断する

■鈴木貞美『鴨長明／自由のこころ』（ちくま新書　2016.5）
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深い夜の静寂のなかで
あなたの声が聴きたい
あなたの裸の声が

その声に
わたしの声を重ねよう
わたしの裸の声を重ねよう

そよ風のわたる森の中で
あなたの声が聴きたい
あなたの秘められた声が

その声に
わたしの声を重ねよう
わたしの秘められた声を重ねよう

激しい波の打ち寄せる岸辺で
あなたの声が聴きたい
あなたの初めての声が

その声に
わたしの声を重ねよう
わたしの初めての声を重ねよう

（「あとがき」より）
「日本語には松籟とか風韻ということばがあります。松を渡る風の音、吹く風そのものの音など、
私たちはさまざまな自然音に、詩情と言っていいような感情を呼び覚まされていると思います。
そのような「聞こえてくる」自然音に対して、人間が創る音楽を私たちは耳を通して心で「聴く」
のです。
　でもその二つの聞き方はもともと区別できるようなものではないでしょう。この本の題名を私
ははじめ「聴く」と「聞こえる」というふうに、分けて考えていました。ところがそのうち集中
して「聴く」と、深いところにひそむ「聞こえる」ものに気づくのではないかと思うようになり
ました。
　活字で黙読する詩と、声で音読される詩は、時に全く違う感動を人にもたらします。若いころ
から私は詩と音楽を切り離して考えたことはありませんでした。詩も音楽も沈黙・静けさを古里
として生まれてくる姉妹なのです。」

（「ひとり」）
「きらめく朝の陽射しの中で
　あなたの裸の心を見たい
　そよ風のわたる林の中で
　かくされたのぞみを知りたい
　人は傷つけあうしかないとしても
　この世に生まれた初めての時に
　あなたが触れた世界がいとしい

　あなたはひとり　ただひとり
　かけがえのないいのちを生きて

　とどろく海のしぶきを浴びて
　あなたも知らないあなたを見たい
　私をみつめる瞳の奥に
　ひめられた問いを知りたい
　たとえ答えはどこにもないとしても
　この世に生まれた初めての時に
　あなたが触れた世界がいとしい」

■谷川俊太郎『聴くと聞こえる』（創元社　2018.2）
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与えるのか

何のために が消えるとき
贈与は純化され
狂気をはらむ

けれど
狂気をはらまなければ
超えられない贈与があるのだ

贈与のための贈与は
すでに倫理などは超えているのだから

何のための
サクリファイスか

何のために が消えるとき
サクリファイスは純化され
狂気をはらむ

けれど
狂気をはらまなければ
超えられないサクリファイスがあるのだ

サクリファイスのためのサクリファイスは
すでに倫理などは超えているのだから

何のために
愛するのか

何のために が消えるとき
愛は純化され
狂気をはらむ

けれど
狂気をはらまなければ
超えられない愛があるのだ

愛のための愛は
すでに倫理などは超えているのだから

（岩野卓司「シモーヌ・ヴェイユの贈与の狂気」より）
「ヴェイユは一九三七年にアッシジにある小聖堂で、「何か私より強いものが私に人生ではじめて跪くように強いた」経験
をし、翌三八年にはソレムの修道院で激しい頭痛に襲われたが、この苦しみの最中、肉体から離れ「純粋で完全な喜び」
を見出し、このことにより「不幸を通して神の愛を愛する可能性」が開かれたのだ。彼女はこう書いている。「当然のこと
だが、このお勤めの間に、キリストの受難の考えが決定的に私の中に入ってきたのだ。」その結果、彼女はイエスの「犠牲」
を基盤に据えて諸々の思想を展開していくようになる。かくして、イエスの「犠牲」を中心にしてヴェイユはギリシア神
話や他の神話を解釈するようになるのだ。
　例えば、ヴェイユはプロメテウスとキリストを同一視している。人類に火を与えて救済したことで、ゼウスによって処
刑されたプロメテウスは、彼女の文脈では、アダムとイヴ以来の人類の罪を救うために磔刑に処されたキリストと酷似し
ているのだ。ヴェイユはこう自分の読みを示している。「これらの詩句を『プロメテウス』と比較してみると、プロメテウ
スとキリストの話の類似が眩いばかりに明白になる。」また、エレクトラの愛情によって姿を現すオレステスとキリストも
同一視されている。「もしエレクトラが地上に追放され不幸に陥った人間の魂であり、オレステスがキリストであると考え
るならば、オレステスの次の言葉はどんなに胸をえぐるか。／『･･････ 口にだすのが不可能な言葉がなんと私に訪れるこ
とか。もう言葉を抑えることはできない。』」
　ヴェイユにとって、キリスト、プロメテウス、オレステスとエレクトラ、アンチゴネーが互いに重なっている。彼らに
共通するドラマは、愛と救いと犠牲の物語なのである。キリストとプロメテウスの場合、特にはっきりしているように、
愛の贈与は、人類などの救済を与えるが、同時に贈与者の死も要求する。彼らは先ほど指摘した愛の贈与のアイロニーを
生きなければならないのだ。
　この過激な愛をヴェイユは「愛の狂気」と表現している。」

「ヴェイユの哲学は、所有や権利ではなく、捨てること（abandonner）も含めて贈与すること（donner）に立脚している。
そして、この贈与の他者性も問題になっている。他なる世界からの愛の贈与の命令があるのだ。この意味で、贈与者は受
動的である。贈与することは他なる世界への応答に他ならない、そしてまた、贈与は死と関わっている。贈与することは、
人々の救済を求めるが、贈与者を死にさらし、死に至らせ、他なる世界へと回帰させる。愛の贈与は、人類の救済のよう
な救済を求めると同時に、贈与者の犠牲を強いるのだ。しかし、これを命と引き換えに救済を求める贈与交換と見なして
はならない。なぜなら、贈与者には動機としての人類への愛や人類救済のような動機があるが、贈与を徹底すると贈与者
はこういった動機をも捨て去り、ただ贈与するだけの存在になるからである。ここに贈与がはらむ狂気があるのではない
だろうか。」

■『別冊水声通信　シモーヌ・ヴェイユ』（水声社　2017.12）
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幸せな森に住む
幸せな樹のもとに
幸せな鳥たちは訪れる

樹々は話している
樹々は歌っている
その声をその言葉を聞く耳を
わたしたちは持ちえているだろうか

幸せな地に住む
幸せな人のもとに
幸せな心は訪れる

心は話している
心は歌っている
そのほんとうの声に
ほんとうの言葉に
わたしたちの耳は
開かれているだろうか

わたしたちは
森の物語も心の物語も
聞かずに生きてはいないか
森の秘密も心の秘密も
知らずに生きてはいないか

「森林管理官の仕事を始めたころ、私は樹木たちの秘密についてほとんど何も知らなかった。人間が動物の気持ちをあまり知らないように、現
代の林業は木を切り、新しい苗を植える。木材をつくるためだ。専門誌などを読んでいると、林業関係者は利益が出ているかぎり、森林の健康
については関心をもとうとしないように思える。樹木を相手にするのはあくまで仕事にすぎないので、商売に必要なだけ育ってくれればいいと
いうわけだろう。かくいう私もかつては視野が狭かった。毎日のように数百本のモミ、ブナ、ナラ、マツを眺めては、これはいくらになるだろ
うか、どれだけの板がつくれるだろうか、としか考えていなかったのだから。
　二〇年前、私はツーリスト向けにサバイバル訓練やログハウスツアーを企画する仕事を始めた。その後、樹木葬のための森の管理や、原生林
の保護の仕事が加わった。森を訪れるたくさんの人との会話を通じて、狭かった私の視野が広がりはじめた。曲がった木、でこぼこの木といっ
た、以前の私なら価値がないとみなしていたものにこそ、人々が魅了されるとわかったからだ。そのおかげで私は、木の幹を眺めて値踏みする
だけでなく、おかしな形の根っこや曲がった幹、幹を覆う柔らかな苔などにも注目するようになった。子どものころに感じていた自然への愛が、
私の心にふたたび芽生えたのだ。
　それ以来、奇跡や不思議にたくさん出会った。そうこうしているうちに、私の林営地でアーヘン工科大学の研究が行われるようにもなった。
その研究を通じ、それまで私がかかえていたたくさんの疑問に答えが見つかった。だが同時に、新しい謎もたくさん生まれることになった。毎
日のようにあらたな発見が続いて、私の生活は楽しいものに変わった。
　営林方法も、樹木の習性を尊重したものに変えることにした。木も傷みを感じるし、記憶もある。木も親と子がいっしょに生活している。そ
ういうことがわかった以上、手当たり次第に木を切り倒し、大きな乗り物で樹木のあいだを走りまわる気にはとてもなれなくなった。だから、
二〇年ほど前から私の林営地では、大型の機械を使わないことにしている。木を伐採したときは、作業員が馬を使った慎重に運び出す。健康な
森−−−−幸せな森と言ってもいいかもしれない−−−−はそうでない森に比べ、はるかに生産的だ。そこから得られる収入も多い。（中略）
　樹木は私たちを幸せにしてくれる。あなたも、今度森を散策するときには、大小さまざまな驚きを見つけるにちがいない。」

「問うべきは、人間が必要以上に森林生態系を自分のために利用していいのか、木々に不必要な苦しみを与えてしまってもいいのか、というこ
とだろう。家畜と同じで、樹木も生態を尊重して育てた場合にだけ、その木材の利用は正当化される。要するに、樹木には社会的な生活を営み、
健全な土壌と気候のなかで育ち、自分たちの知恵と知識を次の世代に譲り渡す権利があるのだ。

（中略）
　ドイツの憲法には、「動物、植物、およびほかの生体を扱うときには、その生き物の尊厳を尊重しなければならない」と記されている。これ
を守るなら、道端に咲く花を意味もなく摘むことは許されない。世界のほかの国の人々からは、このような考えはあまり理解されないかもしれ
ないが、私個人としては、動物と植物の両者を隔てなく扱うべきだという考えに賛成できる。植物の能力や感情、あるいは望みなどがよりよく
わかるようになれば、彼らとの付き合い方が少しずつ変化するのは当然だろう。
　森は、たまたま無数の生き物に生活空間を提供しているだけの木材工場でも資源庫でもない。事実はその逆だ。適切な条件で育つことができ
てはじめて、森林の樹木は安全と安心という木材の供給以上の役割を果たしてくれる。

（中略）
経済効果だけが、私たちが森林を大切にすべき理由ではない。森には、私たちが守るべき謎と奇跡がある。葉でできた屋ねいは、毎日たくさん
のドラマと感動の物語が繰り広げられている。森林は、私たちのすぐそばにある最後の自然だ。そこではいまだに、冒険をしたり、秘密を見つ
けたりすることができる。
　ある日、本当に樹木の言葉が解明され、たくさんの信じられない物語が聞けるかもしれない。その日がくるまで、森に足を踏み入れて想像の
翼を羽ばたかせようではないか−−−−突拍子もない空想だと思っていたことが、じつは真実からさほど遠くないのかもしれないのだから！」

■ペーター・ヴォールレーベン
 『樹木たちの知られざる生活／森林管理官が聴いた森の声』
 （長谷川圭訳　早川書房　2017.5）
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ほんとうの経験からは
無垢は失われない
ほんとうの経験は
いつもはじめてだからだ

ほんとうの恋は
失われることがない
ほんとうの恋は
いつもはじめてだからだ

ほんとうの知恵は
ただの知識にはならない
ほんとうの知恵は
いつもはじめての叡智だからだ

ほんとうの大地からは
天が失われることはない
ほんとうの大地は
いつも天に包まれてあるからだ

ほんとうの天からは
大地が失われることはない
ほんとうの天は
いつも大地に支えられているからだ

（「猿のあいさつ」より）
「「絵と言葉はもっと仲よくしていいんじゃないか」と強く思ったのは、今号も登場してもらってい
るきたむらさとしさんと一緒に『アイスクリームの皇帝』（河出書房新社）という本を作ったとき
です。
　僕が短い英詩、もしくは詩のように読める英語の散文を選んで左ページに掲載し、右ページに僕
の飜訳を載せて、その二ページをまるまる使ってきたむらさんに絵を描いてもらう。要するに、絵
の中に、詩の原文も訳文も収まっているわけです。
　詩を飜訳する、という営みに僕はやや悲観的なのですが（小説と違って失われるものの度合いが
大きいと思うので）、こういうふうにやれば、飜訳が孤軍奮闘しなくていい。原文もあるし、絵と
いうもうひとつの「飜訳」が加わることで（そしてもちろん、そのどの飜訳も秀逸なので）、詩の
伝わり方が俄然立体的になる。これは大きいと思いました。

（中略）
　もちろん、先達はたくさんいます。なかでも、絵も言葉も強烈な「幻視力」に貫かれた作品をす
べて一人で（妻キャサリンも大いに協力したので正確には二人で）作った十八世紀イギリスの鬼才
ウィリアム・ブレイク。詩を書いて、版画を彫って、刷って、色をつけて、製本して、一冊一冊少
しずつ違う作品を販売しました。いまでこそブレイクの「詩集」がたくさん出版され、言葉の部分
が独立して流通しているわけですが、ブレイク自身にとっては、絵と言葉の両方があって初めて自
分の作品でした。
　今回、ブレイクの意図したとおりの形で代表作のひとつを紹介できて、とても嬉しいです。」

（ウィリアム・ブレイク「無垢のうた」(1789）・「経験のうた」(1794）訳：柴田元幸）より
「「うた　無垢と経験の」
　人の魂の　二つの相反するありようを示す
壮大な詩的ビジョンの持ち主であったとともに、きわめて有能な版画職人でもあってウィリアム・
ブレイク（1757-1827）。彼は詩を書き、版画を作り、自ら発明した方法（レリーフ・エッチング）
で刷り、色をつけ、縫って本にした。

『うた　無垢と経験の』は初期の代表作で、まず 1789 年に『無垢のうた』が出版され、94 年に『経
験のうた』が加わった。ワーズワースら 19 世紀のロマン派詩人から、2014 年にアルバム Songs 
of Innocence、17 年に Songs of Experience をリリースしたＵ２に至るまで、数多くのアーチ
ストに霊感を与えてきた作品である。」

■『モンキー　vol.14 SPRING 2018』（Switch Publishing　2018.2）
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私たちは俗の虚妄と幻影を生きている
私たちはその世界を離れ
往かねばならない

何かが別の何かと区別される
分節化された世界を離れ
存在の源へと往かねばならない

そして私たちはまた
還らなければならない
分節化されながらも
存在の源から切り離されてはいない世界へ
俗でありながらもヴェールの外された世界へ
私たちはそこではじめて
つねに新しく生きることができるからだ

けれども私たちはそのあいだを
ただ往き還りするのであってはならない
私たちはみずからの存在と無を生きることに
目覚めていなければならない
存在と無を生きることで
いつも新しく生まれなければならないのだ

存在の彼方にあり
思考さえ及ばない無から
そのつど
いまここで
新しく生まれていなければならない
そこに存在と無の秘密は現出する

世界がある
私がある
時がある
それらはひとつだ

そのひとつのなかで
私たちはいつも新しく生まれている
そのことに目覚めていなければならない

世界は俗として現象する
私は俗を生きなければならない
俗のなかでこそ他者は現れる
俗のなかでこそ自由は可能になる
俗のなかでこそ目覚めることができる

「世界は「そのつど」という仕方でのみ「存在」へともたらされ、存在するものとなる（道元の「有時」は、このことを述べていた）。
そして、この「そのつど」が、そこから全てが存在を汲み取る「それしかない」唯だ一つのもの ----「独一」的なもの（バスターミー）
---- であり、それが少なくとも「私」の下で＜いま・ここで＝現に＞生起していることだけは確か（「絶対に取り消しえない」）なのだ。
このようにして「存在（有）」と「時間（時）」と「私（吾）」は、言葉の強い意味で「ある」と言ってよい唯だ一つのものであるか
ぎりで、同一の事態であることが明らかになる。道元の言う「吾有時」は、唯一性ないし「独一性」という紐帯によってこれら三
者を結び付けているのだ。
　だが、この「それしか存在しない」「独一」的なものはたちどころに失われ、別の「それしか存在しない」ものに取って替わられ
る。世界は、そのつど「新しい」のだった。問題は、この「新しさ」である。そのつどたちどころに失われる「それしか存在しない」
ものが、その「何」としての限定を失うことで再び「空」という無限定な「存在エネルギー」、すなわち単なる力の塊へと還って行
くのであれば、それが別様の限定を得てあらためて「何」かとして姿を現したときの「新しさ」は相対的なものにとどまる。同じ「空」
が形を変えて姿を現したのである以上、そこに絶対的な「新しさ」は認められないからだ。「ある」という点では、何ら変わるとこ
ろはないのだ。
　では、そのつどの「新しさ」が絶対的なものと成るのは、どのような場合だろうか。明らかなように、何かが何かとして姿を現
したその「時」が（その「存在」が、その「私」が）、ひとたび失われたが最後、二度と姿を現さない場合以外ではない。これを本
書は＜「無」に帰す＞と表現し、「空」（という無限定態）へと「帰還」することと区別したのだった。この「無」においては、無
限定な「存在エネルギー」という力の塊を想定するいかなる余地もないのだ。したがって、もし思考がこの「無」に直面したなら、
そのとき思考は全き機能不全に陥る。思考を通じて理解しうる何ものも、そこには「ない」からだ。同じことを逆から言えば、な
お何かが理解可能なら（想定可能なら）、そこにはその理解可能なものが思考の対象として「存在」しているのであり、それが「無」
ではない。」

「本書の見るところ、分節化された有意味性から成る「俗」な次元に立ち戻らなければならない理由は単純である。私たちが生きて
いる世界は、この「有意味」で「俗」な世界以外ではないからだ。いくら、それが「虚妄」であるとか「幻影」であるとか、更には「欺
瞞」であるとか言われても、それが見えることに変わりはない。もはや何ものの影もない「無」を、厳しい修行を通して看て取っ
た禅者といえども、常に何も見えないわけではなかろう。そう成ってしまったら、もはや生活することができなくなってしまうは
ずだからだ。これはすなわち、私たちが生きていくことのできる世界は「俗」な世界以外にない、ということにほかならない。そ
こ以外に、私たちが「ある」ことのできる場所はどこにもないのだ。なるほど分節は私たちに相対的なものに過ぎず、分節化され
たものがそれ自体で存在しているわけではない。だが、その分節は、私たちには必要なものなのだ。なぜなら、その分節なくしては、
私たちは生きていくことができないからだ。」

「私たちの現実の根底を成す＜いま・ここで＝現に＞がその内に「本質」によって規定された「存在者」を不可欠の契機として含ん
でいるのは、それなしでは私たちが生きていけないからだ。この「存在者」の中には、当然他人たちも含まれる。他人たちを含む
多種多様な「存在者」から成る世界、それが私たちの生きてゆく「俗」界としての「町＝鄽（てん）」である。禅は、（無分節な）「ある」
を存在者の背後に「透かし」見つつその「町」で生きることを最終的な境地とする。（中略）だが、それはどのような共同体なのか。
その固有の論理の追求なしには、なぜそこに還って行かなければならないのか、どうしてそこに生きることが最終的な境地なのか、
明らかにならない。だが、井筒「東洋」哲学がこの論理を追求した痕跡はない。そこに欠けているように思われるこの論理を、＜いま・
ここで＝現に＞姿を現した世界の全てを担って証言する「私」の要請として辿ること（・・・）。」

■斎藤慶典『「東洋」哲学の根本問題／あるいは井筒俊彦』
 （講談社選書メチエ　2018.2）
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ものとこと
ものとこころの
綾なす世にて

見えるもの
見えぬもの
ともどもに

ものは
物となり
者となり
もののけともなり

ものは語らず
言の葉に憑きて
ものは語られ
ものに憑かれて
ものぐるいする者あり

ものの上手は
なに上手
ものしり
いったいなにをしる

ものずき
ものだね
ものわらい
ものも覚えず
もの思い

もののことは
ものに習えと
古人は言い
ああ
もののあわれを
たれぞ知る

「「もの」とは何か。（中略）さしあたり簡明に定義しておけば、それは、＜素材＞としての「もの」から始まり、作用と反作用と
が織りなす自然な歴史世界を経るなか、人もまた「もの」として自ずとふるまい、「もの」語り、ときには「もの」に憑かれて「も
の」狂いしながら、再び「もの」によって癒され、さらに自ら「もの」として自覚し行為するなかで、改めて「もの」そのものと
化すに至る、一連の過程を総称する語である。
　留意すべきは、ここで「もの」が、いわゆる存在ではなく、なによりも深く文脈的な＜在り方＞であることである。その論脈は、
したがって、観念論や唯物論といった二元論的存在論を前提としない。その限りで、すでに「哲学」の範疇を超えた論議世界であ
るかもしれない。もしくは、「存在論」や「形而上学」といった論題が地平に登場する以前の次元や事柄を話題にしようとしている。
哲学以前といってもよいのであるが、この「以前」ということの含意が問われる。なぜなら、それはたんに哲学成立の以前のこと
ではないからである。むしろ哲学を越えたという意味を帯びる。（中略）
　しかしまた、「もの」はわれわれに親しい日常・平易の事柄である。「ものとなる」のは難解なように見えて、むしろ日常の感覚
である。われわれはつねに「もの」と親しんでいる。「ものになる」とか、「ものにする」というのは、まさに日々の体験である。
自ら「もの」となって「もの」に聞き、また、見ることがなければ、事柄の本質は少しも明らかになってこない。（中略）
　さらにまた、この「ものの感覚」は、そのままわれわれの常識（＝コモンセンス）の核心をなしている。「もの」は固有の論理
性をもつ。それを「すぢ（筋・条）」と呼んでいいであろう。この「すぢ」を重視することにおいて、われわれの感覚（センス）は、
きわめて鋭敏である。「すぢ違い」は、そのまま非常識であることを意味する。「もの」を曖昧にすることは、われわれの思考を停
止させることである。思考は「もの」に直面し、囚われ、困惑している限りにおいて、まさに＜生きた思考＜でありうる。これも
日常の体験である。
　さらに「もの」は、たんに知的・認識的な次元のことではない。むしろ、人間全体の核心をなす規定である。このことは一見、難解・
不明な抽象的言辞のように思われるが、しかし同時にまた、その内実は、古くて懐かしいテーマでもある。すなわちそれは、「情」
をめぐる話題である。」

■津田雅夫『「もの」の思想／その思想史的考察』（文理閣　2011.10）
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じぶんがじぶんであるために
ひとはじぶんを何かに仮託する

小さな頃は模倣
青年になるとイデオロギー
やがては信徒

じぶんになろうとして
じぶんをどこかに置き去りに
なにかの一部になろうとする

そのほうがじぶんを問わずにすむからだ
じぶんに向き合わずにすむからだ
倫理を問わずに道徳に従えばすむからだ

アイデンティティを超えるために
アイデンティティという仮面を
必要とするのかもしれないのだけれど

「環境のもつイデオロギー構造が自我にとり必須となるのは、青年期においてである。なぜなら、全世界についてのイデオロギー的単
純化なくしては、青年の自我は、自分の経験を、自分の特定の才能や集団参加の増大に応じて組織化することができないからである。
したがって、青年期というのは、個人が、子ども時代の発達の初期段階よりも、歴史的現在によりいっそう接近する段階である。児童
期の先行するアイデンティティはもっと無意識的なものであり、変化するとしてもその変化の速度はきわめて遅いが、アイデンティティ
の問題それ自身は、歴史的時代と共に変化してゆく。実際、それは歴史の産物なのだ。したがって、アイデンティティの問題について
議論するということは、そしてわれわれ臨床家の意見が求められているこの時代に、その諸側面を描写するということは、文化的歴史
に立ち入ること、またはおそらく、文化的歴史の道具になることを意味するのである。」

「道徳は遅かれ早かれ古びてゆくが、倫理は決して衰えない。これこそが、各世代で新しく生まれ変わる、アイデンティティと忠誠を
求める欲求が指し示している点である。教訓的な意味での道徳性は、迷信や非合理的な内的機能によって予言して見せることができる
が、こうした迷信や非合理的な内的機能は、実際のところ、世代間の倫理の綱目を何度でも傷つけてしまう。しかし古い道徳は新しく、
より普遍的な倫理が広く浸透したところにおいてのみ、必要性を失うのである。これが、多くの宗教における言葉が人に伝えようとし
てきた知恵である。人は、その言葉の意味を曖昧にしか理解できず、行為においては完全に無視するか、逆のことをしているにもかか
わらず、儀式化された言葉に執拗にこだわってきた。しかし昔からの知恵には多くのことが含まれており、おそらく現代において、そ
れは知識となりうるだろう。
　近い将来、異なる民俗的、国家的過去をもつ諸国民が、やがてひとつの人類としてのアイデンティティになりうるものに加わるとし
たら、その最初の共通言語は、科学と技術の働きの中にのみ見つけることが可能だろう。これが次には、彼らの伝統的な道徳という迷
信を超越していく助けとなるだろうし、すでに大いに使い古された歴史的アイデンティティの弱さに代えて空虚なネオナショナリズム
という超アイデンティティをおかなければならなかった歴史的時期を抜けて、彼らが急速に発達することを許すだろう。しかし彼らは
また、現在の「確立された」世界における主要なイデオロギーの彼方を見つめなくてはならない。そのイデオロギーは彼らを脅かしも
し、惹き付けもする儀式的な仮面として提供されている。最も優先されるべき問題は、新しいイデオロギーの創造ではなく、普遍的な
技術文明から生まれ出る普遍的な倫理の創造である。これは、イデオロギー的な青年や道徳的な年配者ではなく、世代から世代に伝達
されていくにあたって、自分たちが生み出すものの試金石は、それが触発するケアであることを知っている男性や女性のみは発展させ
ることができるだろう。もし、そもそもそうした機会があるならば、それは懐古的なものであれ将来を見渡すものであれ、あらゆる神
話の中よりも、より挑戦的で、より機能的で、より崇高な世界の中に存在するだろう。すなわち、それは最終的に倫理的に配慮された、
歴史的現実の中にあるのである。」

■エリック・H・エリクソン『アイデンティティ／青年と危機』
 （中島由恵訳　新曜社　2017.12）
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私はどこから来たのだろう
いつのまにか
私は私になっていた

記憶を遡ってみても
その水脈は辿れないまま
私のはじまりは見えない

いつのまにか
人として姿を現し
そして旅を続けてきたのだ

私は何者なのだろう
そして
何者になっていくのか

すべては無常で無我だというが
ではなぜ世界はあるのだろう
私は私なのだろう

その謎を解くために
私はこうして生きているのか
はじまりとおわりの見えないままに
はじまりとおわりが結ばれるときまで

「それは
　はじめ
　球だった

　ただの球ではない
　ありとあらゆる
　ものの姿を写しとり
　変化することができる

　私は〝それ〟を
　この地に
　投げ入れ

　観察することにした

　それはしばらく
　石の姿になって
　すごした

　暖かくなると
　今度はコケを
　写しとった

　やがて
　この地に雪が
　降り始めた

　１匹のレッシオオカミが
　南方から現れ

　力尽きると−−−−
　それはオオカミの姿になった

　それは
　意識を獲得した

　歩き方を
　知らなかったが

　すぐに再現
　することができた」

（第１巻・帯より）
「球はやがて
　人の形となり、
　世界を
　感じるために
　歩き始めた。

　彼は何者なのか、
　そして
　何者に
　なっていくのか。」

■大今良時『不滅のあなたへ』（講談社コミックス　2017.1 〜 2018.2）
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種が蒔かれ
芽を出し育ち
花をつけ
熟し実るには
地上の時が要る

そして時が熟すためには
手の技がなくてはならず
忍耐なくして
技を深めることはできない

神秘学徒は
四十歳前に教えることはできないといい
ソクラテスは
五十歳前に哲学は始められないと語る

身体のなかで時が熟すには少なくとも
それだけの経験による変容が必要なのだ
そして孔子が陸沈という言葉で示すように
それは世間の直中でなされねばならない

しかも変容のためには
詩がなくてはならない
詩のない学は
調律されない楽器のように
奏でることさえできないからだ

（「還暦」より）

「眼高手低という言葉がある。それは、頭で理解し、口で批評するのは容易だが、実際に物を作るのは困難だといった程の意味だ、とは

誰も承知しているが、技に携わる人々は、技に携わらなければ、決してこの言葉の意味は解らぬ、と言うだろう。実際に、仕事をすれば、

必ずそうなる、眼高手低という事になる。眼高手低とは、人間的な技とか芸とか呼ばれている経験そのものを指すからである。」

「円熟が定義し難いのは、例えば自由が定義し難いのと同じく、いずれ、私達の生きている事実に浸った言葉だからであり、恐らく、両

者は、生の深みで固く結ばれているだろう。だが、これは当面の話ではない。何故、こんにち、自由という事が盛んに言われ、あたか

もこれに準じるが如く円熟という言葉が軽んじられているか、という心理的問題になれば、これは、はっきりとした事だ。自由に円熟

など、誰にも出来ない。円熟するには、絶対に忍耐が要る。自由は、空想や自負に直ぐ結び付き易いが、円熟にはそのような要素は更

にない。固く肉体という地盤に根を下ろしている。そういう事だと思われる。忍耐の価値を、修身教科書の片隅に追放していい理由な

ど何処にもないのである。

　忍耐とは、癇癪持ち向きの一徳目ではない。私達が、抱いて生きて行かねばならぬ一番基本的なものは、時間というものだと言って

も差し支えはないなら、忍耐とは、この時間というものの扱い方だと言っていい。時間に関する慎重な経験の仕方であろう。忍耐とは、

省みて時の絶対的な歩みに敬意を持つ事だ。円熟とは、これに寄せる信頼である。忍耐を追放して了えば、能率や革新を言うプロパガ

ンダやスローガンが残るだけである。時間は、腕時計やサイレンの音と化し、経験され、生きられる事を止めるからだ。」

「大隠ハ隠ル朝市ニ」の思想は、道家の専売ではなかった。「荘子」によれば、孔子は陸沈という面白い言葉を使って説いている。世間

に捨てられるのも、世間を捨てるのも易しい事だ。世間に迎合するのも水に自然と沈むようなものでもっと易しいが、一番困難で、一

番積極的な生き方は、世間の直中に、つまり水無きところに沈む事だ、と考えた。この一種の現実主義は、結局、年齢との極めて高度

な対話の形式だ、という事になりはしないか。歴史の深層に深く根を下ろして私達の年齢という根についての、空想を交えぬ認識を語っ

てはいないか。

　孔子は七十三で死んだが、誰も知る通り、彼は、十五で学に志してから、幾つかの年齢の段階を踏み、七十歳で学が成就した、と言っ

た。（中略）世の中は、時をかけて、みんなと一緒に、暮らしてみなければ納得出来ない事柄に満ちている。実際、誰も肝心な事は、世

の中に生きてみて納得しているのだ。この人間生活の経験の基本的な姿の痛切な反省を、彼は陸沈と呼んだと考えてみてはどうだろう。」

「哲学とは「死の学び」であるというソクラテスの言葉は有名である。（中略）孔子の「焉ソ死ヲ知ラン」も有名な言葉だが、論語も一

種の対話篇であり、質問次第で、彼は、学問は死を知るにあるとも言えた筈である。ソクラテスも、哲学を始める年齢を、五十歳とはっ

きり決めている。人の一生という、明確な、生き生きとした心像の上に、学問が築かれている点では、二人とも同じなのである。」

「古代の支那人は、人の心を琴に喩えるについて、古代のギリシア人に相談したわけではない。「ホーマーの琴」がなかったら、プラト

ンの学問がなかったのは、「詩」を学ばなければ、孔子の学問がなかったのと同じ事である。これを想う事が、月への旅行より詰まらぬ

旅行であろうか。」

■小林秀雄『考えるヒント２』（文春文庫　新装版 2007.9）



mediopos-1200
2018.2.27

一語で
すべてを
表現できる
言葉がほしい

一点で
すべてを
表現できる
点がほしい

一瞬で
すべてを
表現できる
時がほしい

けれども
それが叶わないがゆえに
私は孤独のうちに
多くの言葉を紡ぎ
多くの点を打ち
多くの時を過ごす

夢が
夢を超え
幻想が
幻想を超え
技が
技を超え
美が
美を超えるように

（川俣高人「序」より）

「清原啓子が生きたのは１９５５年１０月から１９８７年７月までの３１年と９か月であった。生涯に遺した銅版画は僅かに３０点、版

画家としての活動期間は学生時代を含めても１０年に足りない。美術大学で清原に銅版画を指導した深沢幸雄は当時について、「精麗な

幻想が、驚くべき確かな技術で表現されていた」と述懐し、天才清原と記すとともに彗星と称した。彼女は驚くべき丹念さ、緻密さで

黙々と制作を続け、その短い生の中で、再び深沢の言葉を借りれば、「頑固にニードル一本で、万余の点を打ち、万余の線を引き続け」「特

異な幻想と、緻密、繊細な技法」で称賛と注目を集めた。

　清原の作品には、趣味嗜好や個々人の持つ美学、芸術観といったものを超えて、人の心を惹き付ける強力な磁場がある。そのあまり

にも幻視的で幻惑的な作風は、誰もが好み愛するものではないかもしれない。清原自身「今は物語り性の絵など、タブーの様だが、私

は時代錯誤と思われても、絶対にそれでいく ･･･」と述べ自覚的だった。とはいえ、本人の自虐的評価にもかかわらず、あらゆる批評

的な価値判断を無効とする強い力が、その作品にあることを否定することはできないだろう。

　その幻想的な作風から窺えるように、文学に耽溺した彼女が名を挙げるのは、久生十蘭、夢野久作、埴谷雄高、中井英夫、三島由紀

夫などであり、海外作家ではボードレール、バシュラール、ニーチェ、バタイユ、ボルヘスなど、いずれも幻想的、神秘的ないし耽美

的な傾向を持つ者たちだった。文学的な嗜好は当然、美術においても明らかで、ボッシュ、カロ、メリヨン、モロー、ブレスダン、ルドン、

それから若冲などが清原の敬愛した画家たちだ。幻想画家、奇想の芸術家として語られることの多い先達の名が連ねられる。」

（一九八五年三月二二日）

「私の無知　もっと美しい言葉を覚えたい

　一語で全てを再現できる様な美しいはりつめた言葉

　私の影の生きのびるための言葉と

　やさしい　おとなしい　静かな　狂気

　瞑想に近い　真摯な　眠る　様な　狂気

　これからの私の糧となる　美しい言葉と　真摯な狂気を

　どうしても手に入れたい

　毎日　呪文の様に　繰り返そう

　完璧に日常など寄せつけない　栄光の拒絶　と　美しい孤独

　私のこれからの祈りになる様に」

（一九八五年四月二五日）

「気品こそ香気なのだろう

　エーテルに溶け入る　唯一の香りなのだ

　神秘のベールを解く　許された鍵なのかもしれない」

（一九八五年四月三〇日）

「これから　どうなるのだろう

　鎖から　とき放たれたなら

　翼を持つ事が　出来るのだろうか

　蝋の翼　光にうたれるだけの　幻なのだろうか

　束の間の淡い時の流れの中を

　蜻蛉のように生きていけたらと想う

　あれは翼なのだ

　羽ではなく　すき通る翼

　一粒の水滴を

　狂える月の光と信じ

　夢の中に溺れていく　ガラスの玩具

　狂気の檻を

　白夜のむせぶ香油の花園と信じ

　たわわに　まよい飛ぶ　蜻蛉」

■『銅版作家　清原啓子作品集』

（八王子夢美術館監修　阿部出版　2017.11）


