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ほんとうの世界が知りたい！

世界は
私たちの前に
どのような姿で現れ
私たちはその姿をどのように
とらえることができるのだろう

仏教では世界を
感覚器官と感覚対象とその認識として
眼・耳・鼻・舌・身
そして意の六つの感覚器官（根）
色・声・香・味・触
そして法の六つの対象（境）
眼・耳・鼻・舌・身
そして意の六つの認識（識）
という十八の界でとらえる

仏教に準じるとすれば
シュタイナー神秘学では
世界は十二の感覚と十二の対象
そして十二の認識という
三十六の界でとらえることになる

ハイデガーは
大地
神々
死すべきものども
天空
という詩的なまでの四方界を提唱した

新たに提唱されはじめている
オブジェクト指向存在論では
そのハイデガーにならい

実在的対象
実在的性質
感覚的対象
感覚的性質

という新たな四方界を
交差配列的にとらえ
その緊張関係のなかで
世界へのアプローチが
なされようとしているのだが・・・

世界は私たちの前に
さまざまな姿で現れる
そのほんとうを
どのようにとらえればよいのだろうか

世界のほんとう
私たちのほんとうへ
道は続いてゆく

「哲学史には、すでに非常に多くの個体的対象についての理論が存在する。アリストテレスの第一実体に始まり、ライプニッツのモナ
ドや、フッサールとそのライバルたちのオーストリア学派を介して、ハイデガーの四方構造をもった「事物」へと至る一連の理論の
ことだ。私は、こうした貴重な先人たちを賞賛している。だが本書の目的は、彼らの理論をまとめ上げることではなく、あらゆる対
象とそれらが関与することになるあらゆる知覚的関係と因果関係を語りうる形而上学を提起することである。私は本書で、人間と対
象の間だけに関係の隔たりがあるというカント以降の強迫観念を退け、綿と炎の相互関係が、人間と綿の相互関係や、人間と炎の相
互関係と同じ土俵に立っていると主張する。」

「本書が擁護する四方界の四つの極の名前は、ハイデガー自身のものほど詩的ではない。大地・神 ・々死すべきものども・天空に代えて、
私たちが提示したのは、実在的対象・実在的性質・感覚的対象・感覚的性質である。この最新モデルが、ハイデガーのものに比べ詩
的な情緒を欠いているのは、砂漠のような光景の方が好ましいという悪趣味な美的選好のためではなく、私たちにとってのドラマが、
四つの極そのものでなく、それらの間の緊張の内にあるためである。ハイデガーは四方界の四つの項の間の、反映という動的な相互
関係に言及してはいるものの、そうした緊張に名前を与えたり、それらを一つ一つ考察したりは全くしていなかったのだ。
　感覚的対象とその感覚的性質との間にある緊張は、フッサール現象学の主題である。最もシンプルな形をして郵便受けや木でさえ、
その表面から絶えず新しいプロフィールを放射しつつ、一定の期間に渡って私たちにとって同一の統一体であり続けている。こうし
た出来事は、常識的な習慣によって、徐々にその謎を剥ぎ取られてしまう。だが、一つの持続的な感覚的対象が、それを見る人に退
位して、角度や距離、気分に応じて無数の形で具体化されうるという事態には、つねにどこか奇妙なところがある。子供であればま
だそれが分かるかもしれない。しかし大人が、ワインボトルがただたんに回転することや山の向こうに徐々に日が落ちていくこちょ
に纏わりついているはずの不思議な雰囲気を改めて認識するには、多くの訓練が必要となるだろう。また、フッサールが提示する第
二の緊張においては、感覚的対象は、自らの移り変わる偶有的な外観ではなく、時間の変化を通じて自分自身であり続けるために本
当に必要な多数の性質と異なっている。だがこの性質は、〔感覚的性質ではなく〕実在的性質である。というのも、これらの性質は、
感覚的対象を破壊することなしには、その対象から剥ぎ取ることができない性質であり、あらゆる感覚的アクセスから退隠し、知性
によって間接的にしか接近できない性質だからである。さらに、ハイデガーの道具分析に見られるとおり、実在的対象とその感覚的
性質の間にも緊張がある。深層にある、退隠しているハンマーは、一つの隠蔽された統一体であるが、感覚的性質を現象的領域にへ
と放っているのである。そして最後に、そうした退隠している実在的対象は、たんに統一的な塊であるだけでなく、各々がそれ地震
の本質的特徴をもつ限りにおいて、互いに異なっている。一つの統一的な事物としての実在的事物と、その多くの性質ないし調子と
の間の緊張を、フッサールやハイデガーは論じていない。しかし、ライプニッツの『モナドロジー』や、（あまり知られてはないが）
バスク地方のスペイン人、ハビエル・スピリの著作には、そうした緊張を見出すことができる。ヘルダーリン的なパトスをもったハ
イデガー自身の擁護を採用しなくとも、以上四つの緊張には、次のように、それぞれにふさわしい示唆的な名前を与えることができ
るだろう。すなわち、フッサール的射影の移り変わりが与えるような時間（ＳＯ−ＳＱ）、ハイデガーの道具分析が示したような空間（Ｒ
Ｏ−ＳＱ）、ライプニッツのモナド的な本質（ＲＯ−ＲＱ）、フッサールの形相的直観によって捉えられるような形相（ＳＯ−ＲＱ）の
四つである。こうしてついに、更なる理論構築の基盤となるような四方構造が見出されたことになる。」
※実在的対象：ＲＯ・実在的性質：ＲＱ・感覚的対象ＳＯ・感覚的性質：ＳＱ

■グレアム・ハーマン『四方対象／オブジェクト指向存在論入門』
 （岡嶋隆佑監訳　山下智弘・鈴木優花・石井雅巳訳　人文書院　2017.9）
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受け取るためには
受け取るための器にならねばならない

犬の腐った死骸をみて
弟子たちは目を背けたが
イエス・キリストは
「なんと美しい歯をしていることか」
そう言ったように

どんなもののなかにも
積極的に美しさを見出す
そんな力をもたねばならない

受け取るということは
つくりだすということなのだ

（「河井寛次郎の人と仕事」より）
「河井は焼物の名人である。だが更に尚「受取方」の名人である。人間に会う場合でも、映画を見る場合でも、品物
を眺める場合でも、その価値の受取方が並々ではない。他の人には無とも思えるものかた、有を引き出してくる。
実際無であるとしても、有で受取る。否、受身で受取るのではなく、積極的に汲取って了う。だから目前に置かれ
た対象物が同一であっても、誰でも河井のように受取るわけではなく、又受取れるわけではない。河井あっての受
取方である。」

「河井は受取方の名人であると私は書いた。受取るというと、とかく受動的な言葉に終わるが、物があって河井が受
取るのではなく、寧ろ河井があって物が受取られてゆくのである。否、一層つきつめて言うと、河井の受取方の中
で生まれてくるのである。受取方もここまで来ると本物である。
　併しここで注意してよいのは、河井はただ受取ってばかりいるのではない。その受取ったものを制作に活かすこ
とに、河井の陶工としての値打が見られる。河井の凡ての制作は、その受取証なのだとも云える。受取ったものの
証拠が焼物となって現れてくるのである。もののよさを受取るのは、河井が自分の焼物に磨きをかける意味があ
る。只受取って悦んでいるのではない、それで生活を作り、思想を鍛え、作品を深くさせているのである。だから
受取るものが動くと作品も動き出してくる。そうして絶えず受取方を進めているので、仕事が躍進してゆくのであ
る。河井にあっては仕事は歓喜の結果である、不断に受取るものがあるので、仕事がしたくてたまらないのである。
河井のは、作りたくてたまらなくて作った品物である。だから一つも眠っている作品はない。只惰性で作っている
というようなことはない。又いやいや乍ら作るとか、仕方ないから作るというようなことはない。試みたいものが、
後から後から追いかけてくる。それは受取るものが次々に創られてゆくからである。」

■柳宗悦（日本民藝館監修）『柳宗悦コレクション１　ひと』（ちくま学芸文庫　2010.12）
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アフター ･･･

後に来るものは
かつての高みを追い求める

その流儀に倣いながらも
そこからの自由を目指し

守るべきは守り
ブレイクすべきはブレイクし
そこから羽ばたくときには
かぎりなく自由な翼で

アフター ･･･

けれども
後に来るものは
ときにその過去へと向う

そのほんとうの生成を殺し
原理主義へと陥ってしまう

源へ遡るということは
部分への固執でも
変わらない形への拘りでもないのに

アフター ･･･

源へと遡るということは
その生成の現場にいるということ
そこから宇宙が生まれるということなのだ

（HMV&BOOKS online より）
「インプロヴィゼーションの源流をバッハに見たり―。メルドー流バッハ、ここに極めり。
現在ジャズ・シーンの先鋭を行くブラッド・メルドーが、偉大なる音楽の大家を独自の感覚と解釈で紐解く！

鍵盤楽器奏者、そして即興演奏の大家としてのバッハをテーマにした『AFTER BACH』。
誰もが知る作曲家・演奏家の今まで聴いたことのない新感覚の解釈が、ジャズ、クラシックのジャンルを飛び越え、聴く
ものを圧倒する。
バロック音楽の大家、J.S. バッハ。クラシック史最重要作曲家の 1 人である彼だが、それだけでなく、鍵盤楽器奏者、そ
して即興演奏の大家として当時は広く知られていたという。現代では知ることが難しい、そのバッハの即興演奏の大家と
しての面を、現代ジャズ・シーンを牽引するピアニスト、ブラッド・メルドーが独自の感覚と解釈で紐解く！そんな大胆
で革新的な作品が誕生した。

本作『AFTER BACH』は、その J.S. バッハの「平均律クラヴィーア曲集」から４つの前奏曲、そして１つのフーガを取り
上げ、それらの後に、それぞれ対応する楽曲にインスパイアされたメルドーの手による ”After Bach”（バッハ流の）楽曲
が続く。アルバムの幕開けを飾るのは、メルドーによる「Before Bach: Benediction」、そして締めくくるのも彼による「Prayer 
for Healing」。バッハをテーマにした 12 曲が並ぶ作品である。

ノンサッチのレーベル・メイトである作曲家／ピアニストのティモ・アンドレスは、本作をこう説明している：「プロのオ
ルガン奏者としてのバッハは、その演奏のかなり多くが即興という手法を取ったものであり、当時、彼が最も尊敬を集め
ていたのは、その即興演奏の巧みさと複雑さだった…それから 300 年以上経った今、ブラッド・メルドーはその伝統を受
け継ぎ、バッハの芸術の苛立たしいまでに知られていない部分に新たなものを付け加えた」さらにティモはメルドーにつ
いてこう分析もしている。「メルドーのスタイルには、バッハを思い起こさせる要素が常にあった、特にその厚く織り合わ
された音とか――でも彼は、一生懸命真似しようと思っている訳でも、飾り立てた演奏をしようと思っている訳でもない。

『AFTER BACH』は、むしろ、（バッハとメルドー）二人の鍵盤奏者、即興演奏者、作曲家としての共通点を調査し、暗に
示されていた相似点をはっきりさせているのだ」

ここ日本では「音楽の父」とも呼ばれているように、作曲家・演奏家としてだけでなく、音楽教育者としての面も持って
いたという J.S. バッハその彼の「平均律クラーヴィア曲集」を核として選び、メルドーは生徒、もしくは助手としての役
割を、自らに与えている。メルドーの曲と即興は、一つの作品の上に重ねられた作品であり、元の作品が持つ特色を展開
させながら、誰もが想像したことのない方向へとその音世界を拡大させている。ブラッド・メルドーによる、誰もが知るバッ
ハの今まで聴いたことのない新感覚の解釈が、今、ジャズ、クラシックのジャンルを飛び越え、聴くものを圧倒する。」

■ Brad Mehldau ( ブラッド・メルドー )『After Bach』（2018.3）
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西洋音楽では
音は出る前から準備され
ウラ拍を取ることで
リズムは循環し続いていく

日本人のリズムは
ウラ拍がとれない
ウラとオモテを切り離し
断絶や段差をつくるからだ

そしてウラにこそ
心が真意があるとし
ウラがオモテを支える力をもつとした
隠されたウラは自らを表さず
リズムは下へ水平へと向かうのだ

「西洋音楽のリズムが取れるか取れないには、「裏」、いわゆる「ウラ拍」をうまく取れるか取れないかで決まるところがあ
る。大人から楽器を始めた人がリズムで悩むのは、この「ウラ」の拍をうまくつかまえられないことによる場合が少なくな
い。ウラ拍の苦労はヨーロッパの人たち、たとえばフランス人に話してもなかなかうまく伝わらない。そもそもウラ拍とい
う言葉自体、それほど使われていないようである。（中略）
　一拍目の前の拍の、まだ音がない拍が「前拍」であるが、前拍はウラ拍のいわば変形で、前拍を十分に感じ取れなければ
正しいリズムが取れないことは、ウラ拍と同じである。前拍は循環して続いてゆくリズムの中で、音の出る前からすでに準
備されている。音楽が終わって音がなくなるときもまた同じことで、そこにめぐっているリズム感を絶やしてはならない。
それは余韻の表現や感じ方に表れてくる。日本人の拍取りは、むしろ切り離され、お互いに交代してゆくもののように見える。
　連続させるリズムか、断絶をつくるリズムか、ウラ拍をとれるか取れないかというリズム感の問題は、日本人のものの裏
と表という認識仕方に繋がっている。」

「段差のあるリズム、途切れるリズムは、裏と表を別のものとして切断して考える日本人の認識がつくりだした。日本人は、
表面に見えない「裏」の方に真の心が宿っていると捉えた。そもそも「裏」と「心」の原義は同根であった。表立ってこな
い気配が言いたいことを見、言葉の裏側に真意を探ろうとするのは、表と切断された裏を、こよなく愛んできたからである。
　日本人は、陰に潜み表に隠れた裏のもつ潜勢力を重視してきた。裏が支えるのでなければ表はうまく力を発揮できない。
掛軸や表装の裏打ちは表を映えさせるために、いかに入念に行われることであろう。
　陰に隠れる裏は明確に自身を表さないで、漠然と本意を示唆することになる。（中略）
　実は接頭語の＜ウラ＞には当初、「強い感情」という要素があった。しかしそれは次第に弱まり、心の「底」という側面
が大きくなって行った。そして「うら〜」は「どことなく〜」、「なんとなく〜」という意味合いとして使われることになっ
た。（中略）
　明示されないものであるウラは、日本的な感覚に、見えないところを含めて全体をぼんやりと見やる見方を強くさせる。
見るというよりも、むしろぼんやりと感じることへの嗜好を強くしてゆく。この感じ方、ものの見方は、畢竟、下方向への
リズム、水平方向へと向かうリズムと重なり合うものであった。」

■樋口佳子『日本人とリズム感／「拍」をめぐる日本文化論』（青土社　2017.12）
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ただ正しいのは
おもしろくない
ただ善いのは
おもしろくない

白か黒か
善か悪か
右か左か
そんな単純な二項対立から
自由になれる「目」がほしい
そしてグレーでもないような「目」

この世に生きるのは
じぶんの世界から
外に出るためではないか
じぶん以外の世界を
見るためではないか

好きは
もっと好きになればいいけれど
嫌いは
嫌いのままじゃつまらない

漢書宋名臣言行録に曰く
「水至って清ければ則ち魚なし」
きれいすぎる水には魚が住めないように
正しさだけに生きようとすれば世界は独善になる

どれだけおもしろがれるか
そこに驚きと発見と自由の種は見つかる

「真実か嘘か？　善か悪か？　右か左か？　それとも表か裏か？
　加速する社会の混沌さを感じながら生きていると、
　うっかり単純な二項対立に
　寄りかかりたくなってしまうことがある。
　どこまでもグレーゾーンな日常。
　そんな世界を見つめるための「目」がほしい。
　そんなとき映画や、文学や、写真は、
　私たちにどんな驚きと、発見と自由を与えてくれるのだろうか。
　2018 年のドキュメンタリー／ノンフィクション考。」

（尹雄大／インタビュアー・ライター→吉田豪／プロインタビュアー「「しがらみ」から遠く離れて」より）
「尹／著書のなかで「正しいけれどつまらない人より、正しくないけれどおもしろい人を取材したい」と記されてい
ます。吉田さんのなかで、「正しい／正しくない」をどのように棲み分けているのでしょう？
吉田／単純なことですよ。正しくないことは、基本おもしろいんです。ちゃんとした政治家なんて人間的におもしろ
くないでしょう。だから、ボクの好きな人が政治家になろうとすると萎えるんです。アントニオ猪木は大好きだけど、
政治家として信用できる要素はゼロです。」

「尹／自分の価値観と合わない場合でも歩み寄れるのは、やはりその人の「筋」を理解したいから？
吉田／こちらの思想信条と合わない側にこそ、おもしろい人は山ほどいるんですよ。左翼よりも右翼のほうがおもし
ろい人が多いのは、でたらめなことを言っている人が多いから。戦争反対は正しいけれど、「戦争賛成！」と言って
いる人のほうがどうかしれて、おもしろくはなるんですよ（笑）。
　それでいうと、石原慎太郎の言うことはバラバラに見えるけど、ある意味で一本筋が通っていると感じるのは、た
ぶんものごとを「男らしいかどうか」でジャッジしているからだと思うんです。ゴリゴリの保守のようでいて、それ
だけじゃない感じがしていたんですが、石原さんのいろんな差別発言も「こっちのほうが男らしい」くらいの感じで
しょう。ようは雑なんですけど、単純な思想に縛られる人よりはおもしろいんですよ。
尹／思想や主義ではなく、「その人」を観ることで観えてくるものがあることは確かです。
吉田／どうしても思想信条で他人をジャッジしがちだし、その基準で「この人は正義の味方だ」とか「国家の敵だ」
とか言いがちです。でも、人って絶対にそれだけじゃないよということを言いたい。」

■ STUDIO VOICE March 2018『見ようとすれば、見えるのか？』
　（INFAS パブリケーションズ　2018.3）
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人にも
モノにも
置かれるべき
場所がある

そのとき
人も
モノも
そのほんとうの
輝きを得る

けれども
置かれるべき場所は知られず
その輝きも
ほんとうには
気づかれないままでいる

人はその人であるのに
別の人になろうとしたり
モノはそのモノであるのに
別のモノになろうとするとき
人もモノも
そのほんとうの場所を失うからだ

人も
モノも
踏み迷いながらも
そのほんらいの場所を
探しつづける
永遠の旅人なのかもしれない

http://www.1101.com/masahiro_motoki/index.html

☆「第 6 回　樹木希林さん。」より
http://www.1101.com/masahiro_motoki/2018-03-28.html

本木　「私、リサイクルショップをはじめたら、
    　絶対うまくいくと思う」
    　っていうことも、よく言ってますね。
── 
　　   リサイクルショップ？　樹木さんの？
本木   そうそう、もちろん、オーナー。
    　　ただのリサイクルショップじゃないですよ。

    「この人って、なんだか、
    　もう使い古されちゃってるみたいだけど、
    　こういう映画のこういう役に、
    　この人を置いたら、すごく活きるのにね」
    　みたいな‥‥つまり
    「役者、芸人のリサイクルショップ」です。
──
    うわあ、ちょっとすごい店ですね（笑）。
本木
    樹木さんにとっては、人もモノも同じで、
    それが生きるところに置いてやれば、
    その人なりの、
    そのモノなりの魅力が自然に発揮されて、
    輝くことができるんだって、いつも。
──
    場所とか、置かれどころが大切であると。

    ふだんからそういうお話をしていたら、
    本木さんも、
    「自分の身の置きどころはどこなんだ」
    とか、考えたりしますか。
本木
    ええ、考えちゃいますね。

    でも私は、樹木さんに、とにかくハッキリ、
    「本当に、いろんな意味で狭い人ね」
    「その妙な自信のなさを、
    　頑固に主張し続ける自信の強さって何？」
    と言われ続けてまして‥‥（笑）。
──
    そうなんですか（笑）。
本木
    「あなた、いろんなことを、もっと気楽に、
    　もっと、おもしろがればいいのに」って、
    ずーっと刷り込まれているけど、
    ずーっとぜんぜん、変わらないんです、私。 

☆「第 3 回　その人が透けて見えるとき。」より
http://www.1101.com/masahiro_motoki/2018-03-25.html
──
    役者さんの演技を見ているんだけど、
    そこに、その人がにじみ出てくるようなとき、
    僕らの心は動くのかもしれないです。
本木
    だから、これ、極端なこと言っちゃうと‥‥、
    結局、人間として、
    どう魅力的であるかが問われてるんですかね？
──
    ああ、なるほど。
本木
    それは、容姿だとか人間性とかだけじゃなく、
    危うさだとか、意外性、欠点すら‥‥
    たとえばさ、はっきり言って
    ふだんのルックスは冴えないんだけど、
    ステージで唄ったり楽器を弾き出すと、
    ものすごくかっこよく見えるミュージシャン、
    たくさん、いるじゃないですか。
──
    ええ、ええ。
本木
    あれ、もちろん「技術力」ではあるけれども、
    意外性の魅力でしょ。

    役者でも、
    最悪にネガティブな役のお芝居しているのに、
    妙に惹かれるとか、
    「ああ、この人が出てくると、
    　やっぱり画面がピシッと締まるなあ」とか、
    どれも、魅力への評価で。
──
    はい。
本木
    あるいは逆に、
    「この人、すごく上手なんだけど華がない」
──
    単に「技術」ばかり達者になっちゃったら、
    逆に「華がない」と‥‥。
本木
    うん、ものすごく残酷な言いかただけど、
    それって、絶対ありますよね。

    だから、これは逃げ口上ですけど、
    私はまず上手くならないように、
    不器用をキープしてますもん（笑）。 

■ほぼ日刊イトイ新聞　2018 年 3 月 28 日（水）
　俳優の言葉。001　本木雅弘篇
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私とは
公案である

公案を生きるために
私は私として生まれてくる

私というかけがえのなさは
私は私から逃げられないということだ

私は私という
過去と和解しなければならない

和解は論理ではない
公案に向き合うことが和解である

公案とは鏡に映った
みずからの姿である

おまえは誰だと問うている
おまえの過去現在未来を問うている

私とは
永遠の公案である

救いも
祈りも
成仏も
悟りも
その公案の果てに訪れる

「私はなぜ私なのか。答えられるはずのない問いだ。その問いには後悔が含まれていると私は感じる。その答えられない問いを
前にして、答えのなさを分かりながらも求めずにはいられない心のあがきとあせりともどかしさと切なさこそが、＜私＞をめ
ぐる自己同一性の核心だ。理論的に解決してしまい、通り過ぎてしまう哲学は、＜私＞の形而上学から縁遠い哲学なのである。
　私はなぜ私なのか、そこには心の癒しがたい擾乱として過去への後悔が含まれていると思う。過去の行為や出来事に対する
後悔というよりも、純粋に過去に向かっての後悔なのだ。じゃあなぜ私はこの世界に生まれてきてしまったのだろうという後
悔がある。」

「過去と和解するということは、未来の自分に約束をして、未来の自分が現在の自分を通して過去の自分に何かを送り届けるこ
とだ。人間の倫理性は、正義や等価交換を基本原理として設定されている。それを否定することはできない。それを否定して
しまったら、仕事もビジネスも友情も、世界秩序も神との契約も混乱してしまう。
　にもかかわらず、それだけでは何かが欠けている。時間が過去から現在、現在から未来に流れていくこと（逆向きに考えて
も同じだ）は絶対変更できない。神すら変更できない事柄であるとすると、何かを交換することで過去と未来を等しいものに
することは、時間の前と後の間ではできない。それがきっと不可逆性ということだろう。それを呪いと捉えるのか、贈り物と
捉えるのかで、人生の見方も、存在の見方も、世界の味方も変わってくると思う。
　時間とは有り難い贈り物だ。こういう存在形式の贈り物は他にはないから。日本のことわざに「親の恩を子に流す」「または

「親の恩を子で流す」という言い方がある。恩は一方向的に送られるもので、見返りを求めるものではないということだ。子供
を育てるのは見返りを求めてではない。川を遡る鮭も、産卵と共に個体としては死んでいくわけで、見返りなど求めてはいない。
生命は見返りや等価性を基礎とする営みなのではない。帰りえないこと、帰りがないことが時間性であり、人間の倫理性の前
提条件である。
　生命も時間も存在も、功利性とは無縁の事態なのである。もちろん、戻りを有した領域においてならば、功利性は不可欠だ。
だが、現れては消えていくことが定めである領域では話が同じになるわけではない。人間は時間の中で、取り戻せないことを
なぜ贈り物として考えなければならないのか。いや、それはきっと考えるべきだからだ。それが時間を享受するための条件な
のだ。」

「過去と和解することは難しいのか、易しいのか。確かなことは、既製品の出来上がった答えは過去と和解するのには無力であり、
自分の中にハビトゥスとして宿った力だけが答えを知っているということだけだ。答えのなさが答えであり、それが実質のあ
る答えを心のある場所に供給してくれる。」

「過去への後悔とは、存在の中にある以上必然的な過去からの残響に生じる存在の応答なのであり、＜いま・ここ＞を経由して、
未来に流れていく響きなのである。過去を消し去ることによって過去と和解しようとすることは、時間を持たない存在者であ
る天使になろうとすることだ。過去と和解するということは、天使ではない存在者としての人間の地位にとどまり、過去・現在・
未来という時間の中で、過去が現在の源流・起源であることを認識し、受け止めることなのである。」

■山内志朗『過去と和解するための哲学』（大和書房　2018.4）
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あるがままは
ときとして
自己同一性の檻を
強化してしまう

檻のなかでは
檻の外のことがわからなくなるからだ
檻のなかにいるのに
檻の外などないとさえ信じてしまい
檻の中の知識を溜め込むことに汲々としてしまう

自分を乗り越え拡張させるためには
想像力がポエジーが必要だ
そこにないものを
存在するものとすることで
檻の外への可能性を広げる力が

そのためには
わかりやすい答えは避けるのだ
理解を宙づりにしたまま
中腰の姿勢に耐えなければならない

ヴォイスが訪れるまで
自分の外部に
そして世界の源に流れている
リアルな言葉が訪れるまで

「読解力というのは目の前にある文章に一意的な解釈を下すことを自制する、解釈を手控えて、一時的に「宙吊りにできる」能力
のことではないか」

「難解な文章を前にしている時、それが「難解である」と感じるのは、要するに、それがこちらの知的スケールを越えているからです。
それなら、それを理解するためには自分を閉じ込めている知的な枠組みを壊さないといけない。これまでの枠組みをいったん捨て
て、もっと汎用性の高い、包容力のある枠組みを採用しなければならない。
読解力が高まるとはそういうことです。大人の叡智に満ちた言葉は、子どもには理解できません。経験も知恵も足りないから、理
解できるはずがないんです。ということは、子どもが読解力を高めるには「成熟する」ということ以外にない。ショートカットは
ない。
僕はニュースを見ていて、読解力が下がっているというのは、要するに日本人が幼児化したのだと感じました。」

「今の日本社会は、自分自身の知的な枠組みをどうやって乗り越えていくのか、という実践的課題の重要性に対する意識があまり
に低い。低いどころか、そういう言葉づかいで教育を論ずる人そのものがほとんどいない。むしろ、どうやって子どもたちを閉じ
込めている知的な枠組みを強化するか、どうやって子どもたちを入れている「檻」を強化するかということばかり論じている。
しかし、考えればわかるはずですが、子どもたちを閉じ込めている枠組みを強化して行けば、子どもたちは幼児段階から脱却する
ことができない。成長できなくなる。でも、現代日本人はまさにそのようなものになりつつある。けっこうな年になっても、幼児
的な段階に居着いたままで、子どもの頃と知的なフレームワークが変わらない。もちろん、知識は増えます。でも、それは水平方
向に広がるように、量的に増大しているだけで、深く掘り下げていくという垂直方向のベクトルがない。
読解力というのは量的なものではありません。僕が考える読解力というのは、自分の知的な枠組みを、自分自身で壊して乗り越え
ていくという、ごくごく個人的で孤独な営みであって、他人と比較したり、物差しをあてがって数値的に査定するようなものでは
ない。読解力とは、いわば生きる力そのもののことですから。」

「人間は自分が生まれついた環境、与えられた知識や価値観や美意識に束縛されています。そこからどうやって自己解放するか、
どうやって自分の限界を超えて、ブレークスルーを果たすか、それが人間が成熟するための課題です。自分が「自分である」こと
の自己同一性の呪縛からどうやって逃れるか。
そのための一つの方法として文学的想像力というものがある。「そこにないもの」をあたかも「存在するもの」であるかのように
ふるまう。これは自分が囚われている呪縛から逃れる上できわめて有効な方法です。「想像力が権力を奪う」というのはパリ五月
革命のスローガンでしたけれど、自由な想像力は時には地上的な権力よりも強いというのは、本当のことです。
想像力が世界を創り、想像力の欠如が世界を滅ぼす。僕はそう思います。現実しか見ない人間はしばしば自分のことを「リアリスト」
だと言い張りますけれど、このような人間は人間の生成的なありようについては何も知ろうとしないし、何も考えない。現実のご
く一部分、自分を閉じ込めている「檻」の内側の風景しか見たことがなく、それが全世界だと思い込んでいる。そんな人間を僕は「リ
アリスト」とは呼びません。」

「多くの人が勘違いしているようですけれど、自分の思考プロセスは自分のものではありません。それは、マグマや地下水流のよ
うなもので、自分の外部に繋がっています。それと繋がることが「ヴォイス」を獲得するということです。呼吸と同じです。呼吸
というのは酸素を外部から採り入れ、二酸化炭素を外部に吐き出すことです。外部がないと成り立たない。自分の中にあるものの
組み合わせを替えたり、置き換えたりしているだけではすぐに窒息してしまいます。生きるためには外部と繋がらなければならな
い。
言葉が生成するプロセスというのは、自分のものではありません。自分の中で活発に働いているけれども、自分のものではない。
それに対する基本的なマナーは敬意を持つことなんです。自分自身の中から言葉が湧出するプロセスに対して丁寧に接する。敬意
と溢れるような好奇心を以て向き合う。」

「僕たちが使う重要な言葉は、それこそ「国家」でも、「愛」でも、「正義」でも、一義的に定義することが不可能な言葉ばかりです。
しかし、定義できるということと、その言葉が使えるということはレベルの違う話です。一意的に定義されていないということと、
その言葉がそれを使う人の知的な生産力を活性化したり、対話を円滑に進めたりすることとの間に直接的な関係はないんです。む
しろ、多義的であればあるほど、僕たちは知的に高揚し、個人的な、個性的な、唯一無二の定義をそこに書き加えていこうとする。
でも、それは言葉を宙吊りにしたまま使うということですよね。言葉であっても、観念であっても、身体感覚であっても、僕たち
はそれを宙吊り状態のまま使用することができる。シンプルな解に落とし込まないで、「中腰」で維持してゆくことができる。その「中
腰」に耐える忍耐力こそ、大人にとっても子どもにとっても、知的成熟に必須のものだと思います。でも、そういうことを言う人
が今の日本社会にはいない。全くいない。」

■内田樹の研究室　2018.03.28「言葉の生成について」より
http://blog.tatsuru.com/2018/03/28_1751.php
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泣いて生まれてきたとしても
生ききったと思うほどに生きて

「サンキュー・ベリー・マッチ」
そう言って死にたいものだ

じぶんが創造だということを
見失ってしまっているとしても
じぶんのなかに眠っているものを見つけ
それを形にしていきたいものだ

詠うことを忘れてしまったとしても
魂に自由を取り戻すために
じぶんの底の底のほうから訪れる
歌を取り戻したいものだ

（鶴見和子「死ぬことほど晴れがましいことはない」より）
「日本を代表するオピニオンリーダーとして国際会議に飛び回り、論文や本の締め切りに追われる日々を過ごした鶴見は、77 歳の時に脳溢血で倒れ
左半身不随となった。鶴見は生死の境をさまよった心境、倒れてからの新しい人生を短歌に詠み、歌集『回生』にまとめた。『こころの時代』（２００１
年＜平成十三年＞放送）でその頃のことを語っている。
　「あたくしはね、倒れたことを今とっても感謝しているんです。あのまんまで突き進んでもね、枠の中に閉じ込められてね、それで終わっちゃった
と思うの。だけど、なんかすごく自遊になったの。体が不自由になったことで、魂が自由になったの。そういう感じなの。『回生』というのは。
　倒れたのは１９９５年１２月２４日クリスマスイヴの午後４時、突然パタンと倒れた。その時にね。ベッドの上でどんどんどんどん夢を見るのよ。
あれ臨死体験というんだと思うけど、いろんな夢を見た。ところが夢を見るとその夢が歌になって出てくるのよ！　不思議な体験だったのよ。
　それはどうしてかというとね、わたくしは１５歳で佐佐木信綱先生に入門して、２１歳の時に『虹』という歌集を出さしていただいた。それからす
ぐぬアメリカに留学して、自分が哲学とか社会学とか学問の道で生きていこうと考えた時にね。歌なんて詠っている暇はないわ、と思ったのね。それ
からぜんぜん歌を作らなくなった。なのに、自分が倒れて死ぬか生きるか瀬戸際になった時に急に体の底から噴き上げてくるのよ、歌が。

　　半世紀死火山となりしを轟きて煙くゆらす歌の火の山

　そういうふうに歌が一晩中ほとばしり出てきたのよ。もし、その時私が歌を詠わなかったらどうなったかというと、言葉をきっと失っていたと思う。
だから歌を杖として私はね、生死の境を乗り越えたんだと思う」」

「鶴見は倒れてから１年余り、歩くことさえできなかったが、病になって初めてゆったりとした時間を過ごすようになった。
　「先生が、歩いてごらんとおっしゃるの。それで私はね、歩けませんと断固として言ったのよ。そうしたら先生が笑い出したの。『私が診断して決め
ます』って。それで私も笑い出したの。しかたがないから杖ついたらね、２、３歩歩いたのよ。へーって自分で思ったの。」
　自らの潜在能力に驚く日々のなかで、鶴見は「人類にとって発展とは何か」を考え、「内発的発展論」をさらに深めていった。
　「すべての人がね、自分のなかに埋蔵資源を持っているんです。その埋蔵資源を深く掘りあげて、それに新しい形を与えていく。それが創造という
ものなんですね。どんな場合でも人間は死ぬまでに創造ということができると思うんです。

　　完復は不可能と医師に知らされて限界まで自力ためさんと決す」

「病人でも『健康な病人』というのがあると思うんですよ。それからね、死ぬのでもね、『健康な死に方』とうのがあると思うんです。
　だからね、本当に良く生きた、というような死に方ね。生ききったと思うように死にたい。そう思って毎日ね、ほんとにね、その日の力を全部出し
切って、歩いて疲れきって練るのよ。
　人間にとって、死ぬことほど晴れがましいことはないと思うの。最高のハレだと思うのよ、死というのは。そういう最高のハレに向かって生きたい
と思うの。それはね、本当によく生きたと思って死ねたらそれが最高のハレだと思っている。
　−−−−ああいいわ、鳥が鳴いてる ･･････」

「倒れて１０年あまりを力の限りに粋、人間のうずもれた能力を発掘し続けた鶴見和子。
　亡くなる前に語った最後の言葉は
　「サンキュー・ベリー・マッチ」
　だったと言う。」

■「ＮＨＫあの人に会いたい」刊行委員会編『あの人に会いたい』（新潮文庫　平成二十年十一月）
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人間を演じる

人間という
はてしない謎

はてしなさは
庭のような宇宙でもあり
大宇宙の光のようでもある

もういちど
人生をくりかえすのだとしたら
人間をまた別なかたちで
演じることになる

生きるのが
好きか
嫌いか

演じるのが
好きか
嫌いか

インドの犀のように
温和で
地味に
群れることなく
孤独に
のこのこと
歩き回っている

そんなのも
いいのかもしれないが
そのなかには
どこか
破壊もある

だからそれが
また別の生を
呼ぶのかもしれない ･･･

　
「主人公熊谷森一に山崎努、妻の秀子の樹木希林を迎え、画家・熊谷森一を描いた沖田修一監督の映画『モリのいる場所』が公開され
る。熊谷森一晩年の、命の庭できままに過ごすある夏の一日が描かれたものだ。かつて山崎努に「生まれ変わるなら何がいいですか？」
と訊いたことがある。「木はどうだろう。木が好きなんです。動かず、一カ所で暮らして、終生過ごす。あまりにも寿命が長いと僕は
堪えきれなくなるかもしれない。寿命が短い木。姿が美しく、そして自由。広葉樹がいいね。後任ができる。落葉する木は枝が自由」
映画『モリのいる場所』はそんな自由な思いを描いた獨楽と言われた画家の物語だ。」

「山﨑努のインタビューは一月二十二日。朝から雪が降る中、自由学園の明日館の講堂で行った。庭に雪が積もる、その様子を見つめ
るように山﨑は外に出て煙草を一本くぐらせる。（中略）
　山﨑努と熊谷森一との出合いは二十年以上の前のことになる。ふと本屋に立ち寄った際、熊谷の画集が彼の目に止まった。頁をめ
くりながら「宵月」という絵に出会い、ただいい絵だと感じていった。
　山﨑は言う。
　「白い月と背景の青に目を奪われ、黒い木と葉、それらを縁取る赤い輪郭線にも心惹かれます。熊谷森一自身に興味を持ち、その人
柄に惚れたんです」
　熊谷森一はなぜ超俗の人と呼ばれるにいたったのか、山﨑は読書をするように熊谷森一の人間観をひもといていく。」

「映画の中で秀子に熊谷森一はこう問うていく。
　「もう一度人生をくりかえすことができるとしたら、どう思う？」
　秀子はこう答えた。
　「やだわ、疲れるものあなたは？」
　「おれは何度でも生きるよ、今だってもっと生きたい。生きるのが好きなんだ」
　「犀の角のようにただ独り歩め」とはブッダの教えに魅せられた山﨑努の書評集のタイトル。インド犀の角の中はぶよぶよの肉でヤ
ワな代物だ。インドの犀はただ温和で地味に群れることなく孤独に、のこのこと密林を歩き回っている。熊谷森一もまたこの薄暗い
森を徘徊する鈍重な生きものなのだ。川には川にあった生きものが住む。森には森にあった生きものが住む。人は妬まず欲せず。深
い喜びと悲しみを抱えて生きる。朝起きて虫になっていたとしてもちっとも不思議じゃないと山﨑は嘯く。この映画のように心をく
だき、そう、老人の願いはいつもどこか破壊をともなっている。」

■「山﨑努　森を生きる犀の角のような二本の杖」（文＝新井敏記　写真＝池田昌紀）
　（「コヨーテ　No.64 Spring 2018」所収）
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いったい
何のために生きているか
わからなくなったとしても

「ああ、美しいものを見た」
それだけで
生きていることが救われる
生きようとする心が甦る

すべては
いつか滅びてゆく
失われてゆく
たとえそうだとしても

ほんとうのことばは
消えずに残るかもしれない
存在という
かけがえのないほんとうの
美しいことばとして

そんなことばを探したいと思う
そんなことばを詠いたいと思う
そのためにこそ
生きているのかもしれないのだから

（「土屋恵一郎＜インタビュー＞石牟礼道子さんに聞く」より）　
「土屋／最初にお会いしたときに、もう言葉では現代は救えないということを石牟礼さんがお話になっていました。現在は、水俣の
海が埋め立てられていて、過去の痕跡がないような状態になってきて、人々はそれを忘れたいと思う。しかし、そこには人間だけじゃ
なくて、さまざまな生き物が実は死んで、それが埋められている。それを救済するためには言葉では救済できない。そこで能という、
音楽、あるいは言葉にならない、呪術的な声、それでないと救えないとおっしゃっていましたね。
石牟礼／長い長い、存在の歴史というのがございますよね。水俣の不知火海だけじゃなくて、どこの風土も、海、山、川を含めて、
存在というときは、人間とか獣とか、魚とかだけでなくて、存在の風土ぐるみ、こんなに救いのない、希望のない、希望は欲しいん
だけど、どこを見ましても甦りの兆しというのは少のうございますよね。人間とかかわる形では、命の命脈の水も汚れてしまっている。
目に見えるものは有限ですから、終わりが来るには違いないんだけど、別にそのことを悲しまなくても、当然形あるものはなくなり
ますから、それでいいのかしらと思ってみるんです。自分の代にはないかもしれないけれど、将来はあり得る、いつか終わりが来て、
ほかの星に行くとか空想しているけど、そんなこと、そうまでして生きのびなくても、長い間、ご苦労さまでしたという気持ちがす
るんですよね。終わってもいいやという気がするんです。呪術的な声になる前の呻吟が聞こえるんですよ。水俣におりますと。
　だけども、人間だけじゃなくて、生命というのは、堂々と、何を努力しているのかわからないけど、生きようとして、どの段階でも、
何者であるにしても、一生懸命生きようとするでしょう。生きようとしてきた姿を思うと、健気であったという思いがするんですよ。
絶望が先にあるんですけど、ああ、健気なものだな、という気持ちがございましてね。哀憐の情というか、生きとし生けるものに対
して抜きがたくありまして、だから、このどろどろの無意識の世界に還っていって、この次、どういう生命の形になって、生まれ替
わるか、蘇生、変質して、生まれるだろうか。生まれると思うんですよ。それがどんなものであれ、生きる努力というのの祖型でしょ
うからね。だとすれば、そのために一生懸命生きようとした意思というのはわかりますから。一途にいじらしいものが美しいですよね。
それで、そのいじらしさを花にして、たてまつりたいという思いですね。存在に対して。」

（「大岡信＜対談＞救いとしての本物の美−−−−新作能『不知火』奉納に託される思い−−−−」より）　
「石牟礼／大岡さんが『詩への架橋』でお書きになっていらっしゃいますが、シュメールの時代の短い詩のようなもの、あれは今の
人と感受性はあまり変わらないですね。シュメール文化は崩壊しましたが、言葉はいつまでもよみがえるのを待っている。
大岡／人類の歴史からいって言葉はどこかでふっとよみがえるものがあるんじゃないかと思います、現在の言葉は、すぐに消えてし
まうものが多いと思いますが。
石牟礼／だんだん記号化してくる ･･････。（中略）でも詩は違いますからね。
大岡／そうです。そういうものを死ぬまでに一行でも書ければいいなと思っていますけれども。

（中略）
石牟礼／何気なさそうな表現の中に、あったりしますね。
大岡／何気なさというのは、一番大事なことではないかと思いますけれどね。本当は何かあって、何気なくでないと。
石牟礼／最初の言葉は、何かあって出てくるんですよね。私たちはそれをちゃんと継承しているかどうか。
大岡／ですからやはり、人の言葉は常に心澄まして聞かなければならない。
石牟礼／高名な文学者の言葉も大事ですけれども、普通の庶民の言葉の中に、会話の中にそれがありますよね。
大岡／ありますね。短い一言でも、ずっと残ってしまい場合があります。この『不知火』の上演運動までやる方々は、そのことをよ
く感じているんだと思います。（中略）
　節回しにのってしゃべられている言葉の一節を、ぱっと覚えてね。わからないけえれども不思議な言葉だと思った瞬間に、言葉が
その人の中に入り込むということがありますからね。どこに感銘を受けたとかと聞かれてもわからないけれども、何となくすごくよ
かったと感じて、それが心の中にしみ込んでいくと、とても大事なものになっていくんですね。
石牟礼／そうですね。ああ神々しかった、何しろ美しかったって。さんざん苦しい目に遭って、それこそ地獄の底、奈落の底まで堕
ちた人たちですので、一瞬でも何か幻のような世界が現れたら ･･････。現世的な利益や救済は何もないのですけれども。
大岡／「ああ、美しいものを見た」ということは、すごく大事ですね。心というのは不思議なものです。本当に。」

■「石牟礼道子全集　不知火　第十六巻」（藤原書店　2013 年 2 月）
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お金に
教育に
管理にと
世の中があまりにも
息苦しくなったとき

それらの「意味」を
いちどチャラにする
そんな DADA が必要になる

けれどそんな DADA は
ネットワークの拡大やグローバル化なん
かで
縛られないようにするのがいい
いまやそれらはむしろ

「意味」を単純化し強化し
見えない深みを消し去ってしまうからだ

未来の DADA は
ただの破壊になってはならない
見せかけの創造へと向かってはならない
子供だましの宣言になってはならない
イワシの頭の宗教になってはならない

未来の DADA は
意味の水平をいちどチャラにしながら
その垂直へと向かうのがいい
垂直は時間さえも超え
存在の源への運動になる

未来の DADA は
世界を水平につなぐのではなく
世界の根底へと向かい
世界の高みへと超越し
それらをむすぶものに

そのとき
お金はほんとうの血液になり
教育はほんとうの精神になり
管理はほんとうの協働になる

たちが既存のあらゆる価値観に逆らって引き起こし、深い意味もなく「ダダ（DADA）」と命名したその絶望的な大騒ぎは、やがてダダ
イズムという、既成芸術を否定する新しい芸術運動として、国境と言語を超えて拡がっていく。」

「ダダは、マルセル・デュシャンの陶製小便器『泉』（一九一七年）の印象が強烈なせいもあり、美術の領域で「現代アート」の原点と
されることが多い。ただツァラを中心とするこうした地球規模のネットワークに支えられたダダイストたちの多様なアイディアや行動
は、既成のジャンルを横断し世代を超え時空を超えて引き継がれてきたことも忘れてはならない。複数化したダダイズムは歴史上の出
来事で終わらない「精神状態」（最初のダダイスト、ツァラとリヒャルト・ヒュルゼンベックの言葉）として、いまなお進行中である。
二〇〇五−〇六年、パリのポンピドゥー・センターで開催され、ワシントンのナショナル・ギャラリー、ニューヨークの近代美術館に巡
回した最大級のダダ回顧展「DADA] の一〇〇〇ページに達するパリ版の図録の巻頭には、三館長連名のメッセージが載っている。「ダダ
イストたちが大成功を収めたのは、遠距離をものともせずに多くのつながりを創り出し、あるいは維持するために、当時の新しいコミュ
ニケーションの手段を活用して、さまざまな国籍の芸術家たちの真のネットワークを構築しようと思いついたからである。
　だが、ネットワークが拡大するためにはそれに見合ったコンテンツが必要である。ツァラたちがダダイズムを世界中に広めようとして
も、それが共感の輪を作らなければダダのグローバル化は実現しなかっただろう。彼ら独自のコンテンツとはいったい何だったのだろう
か。それはツァラがチューリヒで発表して世界中に広まったマニフェスト「ダダ宣言一九一八」に太字で記された「（※指指し記号／ダ
ダは何も意味しない」という一行から明らかになるだろう。このフレーズは「ダダとは何か」という問いへの回答を拒否するメッセージ
ではあるが、それだけではなく、先頭の指差し記号が暗示するように、この二音節の疑似音（da/da）が読者を意味の次元から無意味の
次元へと導くパスワードでもあることを暗示している。だから、ツァラが同じ宣言で「誰もが叫べ。破壊と否定の大仕事をなしとげるの
だ」などと乱暴に書いても、そんな過激な命令文自体が「何も意味しない」という意思表示によって相対化されてしまうのだ。
　「何も意味しない」ダダに参加するためには、「何も意味しない」生き方を選びさえすればよく、この選択がどんなアイディアやアクショ
ンに結びつくかはダダイストひとりひとりの自由にまかされていることになる。この種の自由と徹底した相対主義こそが、ダダイズムが
グローバル化した最大の理由のひとつだったといえるだろう。」

（中略）
　ツァラ自身、先ほどのダダ宣言の冒頭で「私は宣言を書くが、何も望んではいない。私は原則として宣言には反対だし、原則自体にも
反対なのだ」とほとんど支離滅裂なことを言っていた。

（中略）
　とはいえ、ダダイズムに特定の定義や方法が不在だったとしても、ダダの「無意味」は「無内容」ではなかったから、ダダイストたち
は何の提案もしなかったわけではない。それどころか、彼らは既成の分類に従えば文学、美術、思想などの領域で伝統的な価値観を無視
して、それまでほとんど誰も思いつかなかったさまざまなアイディアを行動に移し、「芸術」の地平を一変させたのである。この方向の
先に私たちの時代の芸術が位置するのだから、ダダイズムはたしかに現代アートの出発点ではあった。」

■塚原史『ダダイズム　世界をつなぐ芸術運動』（岩波現代全書 112　2018.2）

「二〇世紀初め、人類が経験した最初の世界戦争のさなかに、ヨーロッパの国々から中立国スイスに集まってきた若い芸術家
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人は何かを信じて生きる
信じられないという者は
信じられないということを
信じながら生きている

ひとの信じていることを
信じる必要はないけれど
ひとがそのように
信じているのだということを
否定することはできない

ひとを変えようとすることはできない
ひとの意志に働きかけることはできないからだ

ひととはともにあることしかできない
ともにあるということは
違うということだ
違うからこそ共振できる

可能性はその共振のなかにある
それはときに破壊的にもなり得るだろうが
共振することでこそ何かが生まれる
そのことを信じながら生きたいのだ

どんな愚かな信のなかにも
その底を掘り進んでいけば
源には地下水が流れ
それは深い信とつながっている
それを信じて生きる

だれもがみずからの
深みにある地下水にたどりつき
それに気づくことができますように

（「パネルディスカッション」より）
「松岡／宗教と資本主義と国家について、お一人ずつお話を伺いたいと思います。
合理的なものを国家は追求せざるを得ないのに、ときに戦争のような大きな矛盾を
産んでしまうのも国家です。国家とは別に、エスニック・ステートのような民族社
会もあり、言語社会もある。さらにその下には血縁社会があり、今労働社会という
ものが生まれている。国家が何重にもなっていますが、こうした中に信仰や、宗教
が入ることはあり得ないのでしょうか？」

「池上／資本主義がどんどん進むと、人びとはバラバラにされてしまう。その連帯、
紐帯をつくる。あるいは国家が抑えつけようとするとき、それに抵抗する。そのよ
うな宗教が、あらためて見直されているのではないかと私は思います。」

「佐藤／重要なのは「無関係の関係」をつけていくことです。
　これは言葉のあやではありません。ある人の生き方を見る。苦しいときに具体的
に自分を助けてくれた人。自分の可能性を見て引き上げてくれた大学の先生。間違
えた方向に行き、危ないことをしようとしたとき（中略）カラダを張って、止めて
くれる人がいた。
　その人はなぜ、私とかかわらなくてもいいのに、かかわってくれたのか？　ワン
クッション置いて、数年を経てから考えてみると、その人の背景に宗教的な信念があったからだとわかります。信仰があったらからだ
と気づいたときに、人は感化されると思うのです。」

「若松／これからの社会に求められているのは、「共存」と「共振」でしょう。相容れないものが共存するから、共振できる。同じもの
は触れ合えない、違うからこそ、共振できる。このような世界観を、宗教という地平でどのように実現していくことができるのか。と
ても大事な問題だと思います。」

「碧海／先日、アメリカ仏教の専門家の方と話をしましたが、アメリカの人たちがマインドフルネスや個人的な瞑想をやっていると、
物足りなくなることがあるらしいのです。瞑想からさらに進んで、浄土真宗の他力の発想のような、別の仏教に開かれていく可能性が
あるのではないかといっていました。実際に日本の浄土教や浄土真宗をおもしろいと思うアメリカ人もいるようです。マインドフルネ
ス・ブームをポジティヴに捉えると、テクニックでつながり、その後にもっと深い仏教の思想的な面を通して、人びとがつながれる方
法がありえるのではないだろうか。そのような関心から、最近のマインドフルネス・ブームの展開を追いかけています。」

（佐藤優「おわりに」より）
「この日のシンポジウムを終え、私は一九九一年一二月のソ連崩壊後に集中して読み、ロシア人と議論したニコライ・ベルジャーエフ
のことを思い出した。ベルジャーエフは、ロシアにマルクス主義を導入した一人であるが、一九〇五年のロシア第一次革命をきっかけ
にマルクス主義から離脱し、ロシア正教に基盤を置く宗教哲学を形成するようになった。
　ベルジャーエフは、「何かを信じていない人間は存在しない」という。無神論者は、「無神論」を信じているのであり、唯物論者は「物
質」を信じているに過ぎない。この指摘は、ほとんどの人が世俗化し、特定の宗教を信じていないと考えている二一世紀の日本におい
てもあてはまる。
　第一が、拝金教だ。（中略）
　第二が出世教だ。（中略）
　第三は受験教だ。（中略）
　このように、無自覚のうちに危険な宗教を信じていることに、本書を読んで読者が気づいていただけるとうれしい。宗教批判は、世
の中を正しく理解するための第一歩なのである。」

■池上彰・佐藤優・松岡正剛・碧海寿広・若松英輔
　『宗教と資本主義・国家／激動する世界と宗教』（角川書店　2018.3）
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宗教とは
むすびなおすこと

だとすれば
一度は切り離されなければならなかった
ということなのかもしれない

なぜ切り離されねばならなかったのか
なぜむすびなおさなければならないのか

集団から
個が切り離され
ペルソナを持ちえるように ･･･

　高次の存在へと向かうためのひな形として
　個というペルソナがつくられた

　そのペルソナゆえにこそ
　高次の共同が可能ともなるからだ

自然が
高次の自然へと向かうために ･･･

　自然からいちど霊が切り離され
　そのうえであらたに
　むずびなおされなければならない

　人がペルソナを通じ
　高次の人へと変容するように
　ものはモノとなり
　また新たなものへと
　変容しなけばならないからだ

けれども宗教は多く
むすびなおすことを怠ってきたのではないか

あらたなむすびの道へ
歩みははじまっていくだろうか ･･･

（「六　日本人の宗教生活の土着性と世界性」より）
「通路は異なっても、普遍主義に到達できるのだとしたら、キリスト教の普遍主義と、祖先崇拝＝家族中心主義とを通って到達することのできる土着
信仰の普遍主義とは、おなじものかどうか、について考えてみたいと思います。デュルケームが宗教を定義する時に、聖と俗との区別という考えを使っ
たことは、すでに述べました。キリスト教の場合は、聖は俗から超絶していると考えられています。聖が俗になったり、俗が聖になったり交換するこ
とがない。ただキリストがそこに一回かぎりの降誕をして神の子であると同時に人間のペルソナとしてあらわれた、それによって人間の罪を荷われた、
それはただ一回かぎりのことなのですね。キリスト以外の普通の人間が神になることも、神が人間になることもないわけです。ところが日本の場合は、
聖と俗、異常なものと日常的なものとは、交換可能なのです。日本人は死ねばみんな神になる。そしていったん神になったものは、ふたたび人間に生
まれかわることもできる。この聖と俗との交換可能性が日本の民間信仰とキリスト教の大きな違いではないかというのが第一点です。死者と生者とは
対話ができる関係にあります。死者と生者とは、おたがいに助けあうことができます。死者と生者との連帯の関係ということが民間信仰とキリスト教
の違う点だと考えます。
　その次にもう一つ違う点はペルソナと言う問題だと思いますが、これは私にはよくわからないのです。神がペルソナであるから愛があると言う、そ
ういうことは私にはわからないのです。日本の土着信仰から言えば、神というのは何でもいいわけです。山には山の霊があり、水には水の霊がある、
かまどにも神さまがいる。ここに燃えている火にも、やかんにも神さまがいるのです。そういう神々にはペルソナがないわけです。それでキリスト教
の神が非常にわからないわけなんです。高木八尺先生が新渡戸先生の宗教を論じられた文章の中で、新渡戸先生は様々の東洋の宗教に通暁しておられ、
そういうものをよく理解しておられる。しかし、ペルソナを持たないという一点で、新渡戸先生は東洋の宗教を批判しておられると最後に書いてあり
ます。そこをちょっと読んでみます。「われらは老子を読み、仏典を学び、東洋の神秘思想をさぐることにより、購い、救済の観念に間近まですすむ、
しかも究極への到達を欠く思いがある、われらは確かに多くの光明をみた、しかも一つの枢要なもの、すなわち全く活ける人格をみなかったのである。」
つまり東洋思想の中では、神がペルソナではなく、したがって「全く活ける人格」であるということをどうしてもみることができない。そこが欠けて
いるのだと言ってらっしゃる。これが問題になると思います。」

（「七　殺されたもののゆくえ　かくれ里」より）
「自然に対するアニミスティックな考え方と技術のかんけいは、日本の特殊性ではありません。アメリカの科学史家のリン・ホワイトは、現代の環境
破壊の危機は、人間だけが神に象って創られた被造物だから、その他のすべての被造物を支配することができるというキリスト教の自然観に根源的に
由来しているといっています。キリスト教は、異端のアニミズムを破壊することによって、自然のもつものの感性を無視して、人間の思いのままに自
然を搾取することを可能にしたともいっています。しかし、これだけがキリスト教の唯一の自然観ではない。アシジの聖フランシスは、人間をふくめて、
神の創られたものすべては平等であって、人間が被造物の君主だとは考えませんでした。蟻が人間の兄弟であれば、火もまた人間の姉妹として遇した
のです。聖フランシスこそ、現代のエコロジストの守護聖人だと論じています。（中略）
　遠野物語に描かれている日本の小さい人びとの自然観は、日本固有のものといいきることはできません。ヨーロッパ中世にも、それが主流を占める
思想ではなかったにしても、それに似たものをさがし出すことができるということです。
　現代世界的規模でおこっている、軍備競争、急速な工業化とそれに伴う環境破壊に対して、自然と人間がどのようにして共生しながら発展してゆけ
るかがわたしたちの課題です。前代の「迷信」だといわれてきた考え方の中に、こうした現代の困った問題を乗り越えてゆく知恵がかくされているの
かもしれません。」

「かくれ里は、一体どこへいったのでしょうか。遠野は、現在は「トーノピア」とよばれ、新しい近代都市に生まれかわりました。カッパの池とか、
オシラサマの家はあるにはありますが、それらはすべて観光用です。昔のかくれ里のおもかげはありません。
　他方、新しいかくれ里ができつつあります。たとえたかくれ被爆者。被爆者に対する差別があるために、被爆者であるから結婚ができない、就職が
できないなどの理由で、被爆者であっても名乗り出ない人が沢山いるんですね。長崎では、かくれキリシタンとかくれ被爆者がいっしょになって二重
うつしになっている。もうひとつは、私がここ七年ほど調べております水俣病です。「うして水俣病」というんです。うち捨てられた水俣病という意味で、
これも、かくれ水俣病です。自分が水俣病ですと申請するよ、まずとったお魚が売れないとか、結婚とか就職ができなくなります。私たちが差別する
から、その人たちがかくれなくちゃならないという、全くかくれ里の由来と同じものであります。（中略）
　遠野は、もうかくれ里ではありませんが、私たちの中には沢山のかくれ里があります。そしてかくれ里にいる人たちの持っている思想と行動−−−−
水俣病の患者さん、被爆者、ハンセン氏病患者、在日韓国人の思想と行動−−−−こそ、近代文明がもたらした危機を乗り越えるために、非常に大切な
ものを示唆していると私は考えます。」

■鶴見和子『殺されたもののゆくえ』（はる書房　新装版　2018.2）
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２０世紀初頭を振り返れば
そこには可能性に満ちた
さまざまな知の種が
蒔かれていたことが見えてくる

そのひとつに
ユングがその中心的役割を果たした
世界の知性を集めたエラノス会議があり
ユングに傾倒した
ポールとメアリー・メロン夫妻の
送り出したボーリンゲン叢書がある

ボーリンゲン・プロジェクトに集った
人びとそしてその交流
送り出された数々の名著たち

その１００年後の時代
私たちはその種を育てられているだろうか
その種から実りは得られているだろうか
２１世紀を新たな希望に満ちた世紀とするべく
新たな種を蒔く試みははじまっているだろうか

ＡＩがどんなに進んでも
知を新たに生み育ててはくれない
知を知恵にかえるのは
ひとりひとりの悩み多き人でしかない

希望と絶望のあいだから
この２１世紀に
どんな知恵が生まれてくるのか
すべては悩めるひとりひとりの
現在進行形の自由のなかにある ･･･

「Ｃ・Ｇユングはスイスのボーリンゲン村を隠棲の地とし、心理学・神話学・宗教学・図像学など様々な分野の世界的
知性を集めた＜エラノス会議＞（一九三三年開始）で中心的役割を果たした。そのユングに傾倒したアメリカの資産
家ポールとメアリー・メロン夫妻は、一九四二年にボーリンゲン基金を設立、学術研究の支援と出版事業を開始する。
＜ボーリンゲン叢書＞はユング著作集、エラノス講義の書籍化をはじめ、ヴィルヘルム訳『易経』、キャンベル『千の
顔を持つ英雄』、ノイマン『グレート・マザー』、鈴木大拙『禅と日本文化』、ヴァレリーやコールリッジの著作集など、
数々の名著を送り出し、奨学金で多くの研究者や文学者の活動を支え、考古学発掘調査に資金援助を行なった。ユング、
ケレーニイ、エリアーデ、ブロッホ、パノフスキー、ショーレム、ナボコフら、ボーリンゲン・プロジェクトに集う
綺羅星の如き人々、二十世紀を変えた＜知＞が生成される現場を活写した人的交流の文化史。」

■ウィリアム・マガイアー『ボーリンゲン／過去を集める冒険』（高山宏・訳　白水社　2017.12）
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宇宙がまだ一つであるとき
そこにリズムはなかった

リズムという現象が起こるとき
宇宙は生成してゆく
宇宙が生成してゆくとき
リズムが現象となって顕れる

森羅万象に偏在するリズム
私という現象をつくりだすリズム
リズムはいったいどこにあるのだろう

リズムは外にあり内にある

外のなかの内は外を律動させ
内のなかの外は内を律動させ
外と内は共鳴し共振しむすばれ
外であり内である宇宙が生成されてゆく

リズムは図であり地である

図のなかの地は図を律動させ
地のなかの図は地を律動させ
図と地は共鳴し共振しむすばれ
図であり地である宇宙が生成されてゆく

リズムは主であり客である

主のなかの客は主を律動させ
客のなかの主は客を律動させ
主と客は共鳴し共振しむすばれ
主であり客である宇宙が生成されてゆく

リズムは能動であり受動である

能動のなかの受動は能動を律動させ
受動のなかの能動は受動を律動させ
能動と受動は共鳴し共振しむすばれ
能動であり受動である宇宙が生成されてゆく

リズムは空間であり時間である

空間のなかの時間は空間を律動させ
時間のなかの空間は時間を律動させ
空間と時間は共鳴し共振しむすばれ
空間であり時間である宇宙が生成されてゆく

リズムは光であり闇である

光のなかの闇は光を律動させ
闇のなかの光は闇を律動させ
光と闇は共鳴し共振しむすばれ
光であり闇である宇宙が生成されてゆく

「人がリズムと聞いて思い浮かべる現象は、見渡せば世界のすみずみにまで満ち満ちている。水面に石を落とせば輪のような波がリ
ズミカルに広がるし、時計の振り子も弾力的に反復する音を立てる。身体そのものも不随意にリズムを刻んでおり、心拍や呼吸など
の場合はそのリズムを随意的に大きくすることもできる。天空を仰げば月は盈ち虧けを繰り返していて、注意深く観察すれば、星の
運動も脈動する秩序を感じさせる。
　このリズムの感受性は人類の地域も歴史も超えて、いわゆる文明化の程度と関係なく共有されている。むしろ文字も持たない先史
的な文明のほうが、リズムの感受性を高度に発達させているといえるかもしれない。太鼓の多様な拍節で信号を送り、縄の結び目の
長短によって意味を伝えた先史人は、近代人より繊細なリズムの感覚を持っていたと想像される。宗教儀式や社交の娯楽を見ても、
近代人よりも前近代的な部族のほうが、舞踏のリズムをより重要視しているようにみえる。
　同じことは個人の成長段階についてもあてはまるようであって、リズムは成人にも、言葉や文字を知らない幼児にも共通して理解
される。」

「リズムはまた人間の感覚器官の違いをも超えていて、俗に五感と呼ばれるすべての感覚を通じて享受することができる。耳は音の
リズムを聞き、目は点や線、さらに色彩の対比のあいだにリズムを感じとる。皮膚も触覚のリズミカルな刺戟を感じわけるし、心臓
の鼓動のように、いわば内蔵の触覚が直接に受容するリズムもある。何よりも全身の筋肉と骨格はリズムに敏感であって、多くの日
常活動をリズミカルにおこなうことができるうえ、純粋にリズムを満喫するためだけの運動、ほかならぬ舞踏に没頭することもでき
る。
　このことを裏返していえば、リズムを受け取る特定の感覚器官、感性の種類はどこにも存在しないということになる。断定するの
は早すぎるが、あえていえばリズムを受けとるのはこれまで知られたどの感覚でもなく、まったく未知の新しい中枢だと考えるほか
なさそうである。（中略）もっと正確を期すなら中枢があるという推定も棚上げして、身体をあらたに定義しなおしたうえで、リズ
ムを感受するのは身体の全体だと考えておくべきかもしれない。」

「個人の内部で在りかを極限できないリズムはまた、複数の個人の集団のなかでも均等に偏在している。舞踏家はほとんどつねに音
楽の演奏家と共演するが、音は演奏家、跳躍や旋回は舞踏家の側にあるのにたいして、リズムはその中間にあるとしかいえない。」

「もしもリズムがこれまで述べてきたような現象だとすれば、これが人間の感覚の対象にならないのはもちろん、およそ主体・客体
の関係を結ぶ意識の対象でありえないのは自明だろう。」

「リズムの身体に対する伝達はたとえば「共鳴」、あるいは「共振」と呼ぶのが適当であるように思われる。思いだせば、純粋流動は
異質の媒体を難なく乗り越え、水から竹筒へ、竹筒から音響へと境界を超えて移動するものであった。リズムとはこの媒体の乗り換
えがつくりだすものであり、いわば変形された純粋流動そのものでもあるから、これが身体というもう一つの媒体に乗り換え、その
内部で共振を起こすと考えることは可能だろう。」

「リズムは不思議な現象であって、力の力動とそれを断ち切る拍子とが共存して、しかも流動は拍子によって力を撓められ、逆にそ
の推進力を強くするという性質を持っている。これはあの「鹿（しし）おどし」の構造にも擬えられるものだが、このリズムの構造
を諸現実の根底に据えることによって、私は長く哲学を苦しめてきた病弊と闘えると予想してきた。
　その病弊とは古代以来、かたちを変えては連綿と続いてきた、いわば「一元論的二項対立」と呼ぶべきものである。古代の形相と質量、
近代の主観と客観、意識と外界、精神と物質など、哲学はさまざまな二項対立を掲げて、そのどちらが真実在であるかを争ってきた。
どちらかが真実在でなければならないのは、じつはその背後にある一元論のせいであって、裏返せば、これがあればこそ二項対立が
生じるといえる。善といえば悪、光といえば闇、神といえば悪魔というように、一元論は必ずその反対物を呼び起こすのである。
　私はこのジレンマを解決するには、最初から内に反対物を含み込み、反対物によって活力を強められるような現象を発見し、これ
を森羅万象の根源に置くほかはないと漠然と考えていた。そしてそういう現象がたぶんリズムだろうということも、これもまた漠然
と胸中の一隅に暖めてきた。」

■山崎正和『リズムの哲学ノート』（中央公論新社　2018.3）
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意匠には意匠なりの意味がある

主義には主義なりの意味があり
思想には思想なりの意味があり
流行には流行なりの意味があり
化粧にも化粧なりの意味があるように

深海を潜ることにも似て
世の中は素では生きづらいのだ
そこにはさまざまな潜水道具が必要になる

けれどもやがて
海からあがっても
さまざまな意匠を身に纏わなければ
生きられないという思い込みが支配しはじめ
る

じぶんがどんな意匠を身に纏っているか
それさえも考えなくなり

「様々なる意匠」のもとで生きていくように
なる

教育は学問はメディアはマスコミは政治は
そんな「様々なる意匠」を喧伝してやまず
それらの言葉でもの申し行動することを
社会性があるなどとさえ言うようになる
じぶんに向き合わないですむように
逃避しているだけであるにもかかわらず

意匠は空気にも似ている
「空気の研究」の空気である
空気を吸って吐かないと生きてはいけない
それが世間を生きる処世術でもあるのだ
それを身に着けたもののみが
必要な社会性と権威を身に着けることができ
る

意匠には意匠なりの意味がある
けれども意匠を離れられなくなることは
自分の姿が見えなくなるということだ
常に「様々なる意匠」の姿のままで
それがじぶんだと思い込んでしまう
そしてやがてじぶんの顔さえわからなくなり

「様々なる意匠」だけが
仮面のように笑っているだけになる
※「空気の研究」：山本七平

「批評家、小林秀雄の文壇登場作となった「様々なる意匠」（昭和四年）は、以後、彼が産み出すことになるすべての批評作品を、硬
い、簡明なひとつの図式のように含んでいる。そこに書かれている言葉は、宣言であると同時に告白であり、否定であると同時に信
仰であるような意志で凝結している。これほど鮮明に、みずからを世に現した文学者が、ほかにいるのか、私は知らない。
　だが、さらに驚くべきことがある。小林は、その絶筆となった「正宗白鳥の作について」（唱和五十六−七年）で、「様々なる意匠」
の主題を最大の結果に導こうと努めている。＜批評家、白鳥＞を論じて己を語り終えることは、彼の最後の難業となり、彼の力はそ
こで尽きた。（中略）
　小林の登場作は、批評家として、自分はこう生きる、生きるほかないのだと、言っている。五十数年後に書かれたその絶筆は、自
分は批評家として、こう生きた、生きるほかはなかったのだと、表白している。二つの文章を読み比べれば、五十年の歳月が、人間
の一貫した精神の努力にもたらす純化と熟成とが、まざまざと観える。白鳥の批評を、魂の総力を挙げて讃え直すことが、ついに己
はいかに生きたかを語る最後の手段となったのである。
　小林が、かつて「意匠」と呼んでいたものは、何だったか。それは「世の騒然たる文芸批評家等」が、「騒然と行動する必要の為」
に身にまとった理論や方法や観念の体系のことである。彼らの騒然たる行動は、そうした「意匠」に守られ、守られていることによっ
てだけ成り立っている。そうだとすれば、行動しているのは、彼ら自身ではない、「意匠」である。種々の「意匠」がしきりとふり
まく行動らしきものの影が、そこにはあるだけだ。
　小林が列挙するそれらの「意匠」とは、「マルクス主義文学」「芸術の為の芸術」「写実主義」「象徴主義」「新感覚派文学」といっ
た騒然たる諸理論である。小林は、これらの理論を順番に取り上げ、ひとつずつ批判しているかのようだが、そうではない。こうし
たものは、これをまとっている人間とは、始めから何の関わりもない「意匠」に過ぎない。小林はそう言いたいのである。単なる「意
匠」に過ぎないものの無力や欺瞞や生産不能が、世の誰をも救わない空疎な本性が、たちまち明らかにされる。しかし、そうされる
のは、別のもうひとつの理論によってでは決してない。理によって言い立てられるもの一切と、真に在るものとの対照が、おのずと
発揮する明示の力によってだ。」

「むろん、人はひとつの時代に、それが作る社会の内に棲むほかはないから、彼が身にまとう衣服はその時代のもの、語る言葉はそ
の社会のものになる。けれども、彼の外見を覆う時代や社会の粉塵は、ひとつの竜巻が巻き上げる砂であり、落ち葉であり、手近な
塵と言ってもいいものでしかない。彼の環境が、彼に科学者の記号を強いれば、彼は科学者という竜巻にもなろう、軍人の言葉を強
いれば、軍人という竜巻にもなろう。「然し彼は彼以外のものにはなれなかった」。つまり、彼は、彼の宿命とも呼ぶべき竜巻の形し
か作り出せなかった。」「これは驚く可き事実である」と小林は言うのだ。どうして批評家だけが、この「驚く可き事実」の外に出て、

「様々なる意匠」を弄んでなどいられよう。」
「一切の意匠を脱ぎ去り、わが身ひとつをもって為される「私の批評」というものがある。あり得るはずなのだ。なければ、批評は「傑
作の豊富性」にかすりもしない。ただ、喰われて意匠の屍を曝してゆくだけだろう。意匠を脱ぎ捨て、「私の心が私の言葉を語り始める」
まさにその瞬間に、「私の批評」は、裸のままで誕生の声をあげている。「作者の宿命の主調低音」を、わが身の深奥に響かせて産ま
れる批評の魂がある。」

「わが身を離れた理論の仕組、カラクリとしての批評方法は、それ自体が呑気な自働装置として成り立ち、わがまま勝手に働いてい
るものだから、ほんとうに在るものとの接触は、なしで済ますことができる。裸体の批評では、そうはいくまい。もののじかに触る、
というこの知覚の経験以外に、頼みとするもの、働いてくれるものは何もない。しかし、このやり方以外に、批評家が空理空論を免
れて、文を創造する道がどこにあるのか。」

「「私の批評」が極まるところ、その「私」は、それが徹底して向き合う人間の姿の前で消滅してしまう。当然のことではないか。意
匠を捨て去った裸の「私」は、精度を増すほどに対象との距離を縮めて重なり合い、対象の全体は鏡となって批評家自身の純一な姿、

「言ふに言はれない」純一な「宿命」を映し出すことになる。「私の批評」では、そういうことが必ず起きる。」
「遠い昔に学問と呼ばれたものは、どうなっているのだろうか。人は何を信じ、いかに生きるべきかを、我が身を賭けて問い詰める
文業の役割、宣長の言う「道の事」は、近代日本の一体どこに在るのか。大学の言わば官製の学問制度のなかに、そういうものがな
いこと、あり得ないことを、白鳥も、小林も、河上も、はっきりと知っていた。彼らを「独身批評家」に育てたものは、まずはこの
自覚の深さなのだと言ってもいい。近代ジャーナリズムは、どうであろうか。そこに群がり生じた大そうな数の自称批評家たちはど
うであろうか。昭和十七年に、小林は書いていた。「西洋の文学が導入され、批評家が氾濫し、批評文の精緻を競ふ有様となつたが、
彼等の性根を見れば、皆お目出度いのである。『万事頼むべからず』、そんな事がしつかりと言へてゐる人がいない。批評家が批評家
らしい偶像を作るのに忙しい」（「徒然草」）。

■前田英樹『批評の魂』（新潮社　2018.3）
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知ることは分ける
分けられるとき
知ることは
もののなかへは入れない

美しいものは
向こうから
わたしのなかへ入ってくる
そのときわたしもまた
美しいものへ入っている

美しいものを使うことは
美しいものとともにあることだ
美しいものとともに暮らすことだ

味わうためには
食べなければならない
食べてわたしにしなければならない

ものを有つということは
わたしにするということだ
わたしでないものを有つことはできない
わたしでないときにそれを有つとはいえない

わたしのことばを有つということは
ことばがわたしになるということだ
わたしでないことばを有つことはできない
わたしでないことばはわたしのことばではない

（「「見ること」と「知ること」」より）
「観るよりも知ることを先に働かすものは美に触れることができない。見る力は内に入ってゆくが、知ることは周囲を廻ることに
過ぎない。美への理解には分別より以前に働く直観の力がなければならない。本質的なものによく触れ得るのは直観であって理
知ではない。かかる意味で見る力は、知る力よりも、もっと本当の理解を有っているとも云える。説くことが出来なくとも、真
理に通うものが更に多い。」

「見ずして知る者は神秘を知らない。仮りに美の内容が知によって清算されたとして、示されるものが果たして美であろうか。き
れいに割り切れる美は、深い美であろうか。高の知れた美だと云えないであろうか。美学者は彼の美学を知識の上に置くだけで
はいけない。否、それ所ではない。知ることから見ることを導き出そうとしてはいけない。それは本来の顚倒だからである。」

（「見るものと使うもの」より）
「美しいものを有っている人は決して少なくはない。併しそれ等の人々を顧みると、いつも二つのことが気附かれる。其の有ちも
のの大部分は古い品であること、そうしてそれ等を大概は眺めるものとして有っていることである。」

「品物のよさは見るだけでも楽しめる。併し使うことによって、もっと楽しめる。否、よく使わずば、真に楽しめないとも云える。
ここで使うと云うのは、日々の生活に美しい器物を取り容れて、それと共に暮らす謂である。生活と美とを結ぶ意味である。生
活で美を使うと云ってもいい。
　ものを使いこなさずば、ものの美しさを深く味わうことは出来ない。だから見ることより使うことの方が、もっと美しさに近
づく。云わば用いることは見るよりも、もっと多くを見せるとも云える。
　併し古い品物を愛する人は、とかく日々の暮らしから離れて、ものを眺めて了う。古いものは既に、「使う」より「見る」方の
要素が多いだけに、「使う」ことの悦びを有つ人は、古いもののみでは満足出来ない筈である。古いものを眼で見るだけでは、ほ
んとうにものを愛しているのではない。そうして、眼だけではなく暮らしで物と交わる人は、新しいものから美しい品を選び出
さずにはいられないであろう。」

「実は古いものを見る方は寧ろ易しいのであって、新しいものを選ぶのは、そう簡単でない。古いものはその価値が知れ渡ってい
るので。世評の標準で選ぶことができる。云わば向こうから、美しさを示してくれる。所が新しいものの選択は使う人の眼力に
かかる。自分で定めなければならない。だから新しいものを買う方がずっとむずかしい。」

「日々の暮らしに、美しい品を用いるのは、経済的に不可能ではないかと、そう反問する人もあろう。併し美しさと高値とは必ず
しも一つではない。高値いものは美しいとは限らず美しいものは高いとは云えない。
　それどころか、高値いものは却ていいものが少ない。奢るものはとかく病的である。美しいものは寧ろ簡素な品に多い。」

「不断使いだから、何でもかまわないと云う人がある。自宅使いのものに、いい品物は使えないと云う人がある。（中略）
　寧ろ平常の暮らしが大事である。もとより平常使いには質素なものがいい。質素なものの中でいい品を選ぶのは寧ろ本道であ
る。さきにも述べたように、幸なことには質素と美とには結縁が多い。平常の暮らしをつまらぬ暮らしと考えてはならない。
　平常使いのものだから何でもいいと云う考え方は成り立たない。それは器物を愛していない証拠でもあるだろう。平常使いに
こそ心を用いたい。（中略）
　新しいものを使いこなし得なければ、古いものをも、有ちこなすことは出来ない。ものへの愛は、日々の暮らしに根をおろさ
ねばならない。」

■柳宗悦『柳宗悦コレクション２　もの』（ちくま学芸文庫　2011.2）
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知らないのは無知

知っているつもりで
知らないことを
知らないのは無明

知らないことを
知っているのは
智慧のはじまり

けれども
知らないことを知っているだけで
そこから一歩も踏み出さないとき
その智慧はひとつの傲慢にもなる

知らないことを
知らないままに
一歩を踏み出すことで
間違い混乱し錯誤しながらも
そのことでなにかが
創造されるのだとしたら
それはひとつの智慧となる

望むらくは
知らないことを知りつつ
そこからこそ一歩を踏み出し
創造への道を歩まんことを

「無知は歓迎すべきものではないが、必ずしも悲嘆すべきものでもない。人間にとって、無知は避けられない。それは自然な状態だ。
世界はあまりに複雑で、およそ個人の理解を超える。無知は腹立たしいものかもしれないが、問題は無知そのものではない。無知を
認識しないがゆえに、厄介な状況に陥ることだ。」

「東洋思想には、自らの無知を認めよ、と説くものがある。自らの知識がわずかであることを受け入れ、他者の知識に敬意を持て、と。
さらに踏み込み、他者の知識に感謝するよう促す教えもある。これは認知科学にも重要な示唆を持つ。個人が学習し、理解できる量
には限りがある。それを超える何かを成し遂げるには、コミュニティが必要だ。根本的な営み。すなわちモノを考えることにおいて、
私たちは一蓮托生なのだ。（中略）
　ただコミュニティのなかで生きるといっても、自らの意志決定に対する責任は負わなければならない。他の人々が間違っているか
もしれないし、コミュニティはときとして極端で誤った見解を持つこともある。個人は自らを欺くことがあり、集団はメンバー同士
が欺き合うのを助長することもある。そうでなければ、カルト集団のカリスマ的指導者が前後の見境をなくしたときに起こる悲劇が
説明できない。（中略）
　このためわれわれは、コミュニティの考えや信頼性のある専門家の意見をなんでも鵜呑みにしろと勧めるつもりはない。他者に信
頼を寄せるときには、一服の懐疑心と、ペテン師や誤りを堂々と主張する人々への警戒心を携えている必要がある。コミュニティが誤っ
たアドバイスをしたときには、それを拒絶するのはあなたの責任だ。ナチスの強制収容所の警備員が、自分たちは命令に従っていた
だけだと言っても許されることはない。テロリストが思想的コミュニティの一員だからといって、罪を免れることはもちろんない。」

「私たちは、自分は実際よりも物事を理解していると錯覚しながら生きている。この錯覚は、本当に振り払わなければならないものだ
ろうか。常にできるだけ現実的な考えや目標を持つよう努力すべきだろうか。（中略）
　錯覚を避ければ、正確さが身につく。自分に何がわかっているか、わかっていないかがはっきりする。それが、目標を達成するの
に役立つのは間違いない。自分の能力を超えるような仕事を引き受けることもなくなり、周囲を失望させることもなくなるだろう。
約束したことは、これまでよりもきちんと守れるようになるだろう。
　しかし、錯覚は楽しいものだ。日々の生活の相当部分を、敢えて錯覚のなかで過ごす人も多い。現実味などこれっぽっちもない、
架空の世界を楽しむこともある。空想を楽しみ、創造力を膨らませる材料にすることもある。錯覚は別の世界、目標、結果を思い描
くきっかけとなり、ときとして創造的製品の開発につながる。また錯覚することで、そうでなければやってみようとも思わない事柄
に挑戦する意欲が生まれるケースもある。これらは誤りだろうか。本当に錯覚は可能な限り排除すべきものだろうか。」

「知識の錯覚は、私たちに新たな領域に足を踏み入れる自信を与える。偉大な探検家が新たな冒険に繰り出すときには、自分の知識を
実際よりも過大に見積もっているはずだ。（中略）
　実際よりも物事をわかっているという錯覚は、自分で自転車やおもちゃの電車を修理したり、庭にポーチをつくったり（少なくと
もやってみようとする）原因である。そういうことに手を出すのは、自分が何をしようとしているか、わかっていないからだ。自転
車を分解したり、必要な部品を買い集めたりした後でようやく知識が足りないことに気づく。ときには諦めて自転車を自転車屋に持
ち込んだり、大工を頼んだりするが、苦労の末にやり通すこともある。やり通せたときには、そもそも挑戦する気にさせてくれた知
識の錯覚に感謝しなければならない。」

「錯覚は楽しいものかもしれないが、無知と同じように手放しで喜べるものではない。たとえば人間関係についての知識の蓄積は、何
が問題かはわかっているという意識から、関係修復の努力をしないという弊害をもたらすこともある。相手の短所はわかりきってい
るという傲慢さあるいは恐怖心から、関係を断ってしまう。私たちはどうしても社会的関係の全体像、すなわち自分も問題の一因で
あることを理解できない。それ以外の領域においても、知識の錯覚に起因する人間の弱点や悲劇を、本書を通していつくも見てきた。」

■スティーブン・スローマン＆フィリップ・ファーンバック
『知っているつもり　無知の科学』（土方奈美訳　早川書房　2018.4）
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波は寄せ
彼方より届く
漂流物

それはすでに
かつてのそれ
であることを失っている

それと
すでにそれでないものの
境界の薄明で
未生の存在としてそれはある

それは
なぜ
それだったのだろう
それでしかなかったのだろう

それは
それであることに
閉じこめられていたのではないか

それは
それでなくてもいいのに
いつのまにか
それになっていたのではないか

いま
それは
波打ち際で
名を洗われている

一塊の漂流物となって
名を洗われるならば
我もまた
我でなくなりもするのか

名なきもの
未生のもの
境界で彷徨うものとして

「それれは、自らが何かであることを洗い流されて、逆に、これから何かでありうるような薄明の領域に打ち上げられた
のだろうか。
　そのようにも見える。そして、物言わぬ物たちは、その背中に海の響きを潜ませているようにも。」

「漂流物。すでに何かであることを終え、その名を失ったもの。それでも、再び、誰かが彼らに名前を与えることはできる。
そして、そのときまで、彼らは未生の状態でまどろんでいる。」

「言葉がピサの斜塔のように観念に傾くと、人間の眼に事物は映らなくなる。
　より正確に言うならば、見えてはいるのに、見てはいないのだ。つまり、見たとたんに、それが何であるのかを言葉
で納得してしまうかぎり、事物そのものは、本当の意味では、決して見られることがない。
　もし、人間が数分の沈黙に耐えて、物自体を見つめ、その細部まで凝視するとしたら、事物は沈黙することを止めて、
実にさまざまなことを語り出すだろう。」

「「透明」は、どうすれば写すことが出来るのだろう？」

「私たちは外界のあらゆるものに「色」を感覚する。それゆえに、色彩というものを、さまざまな事象の属性のように考
えている。
　たとえば、青い海、白い波頭というように。
　しかし、私たちが見ている「色」とは何なのだろうか？
　（中略）
　私たちが見ている「色」とは何なのだろうか？」

「見慣れたはずのものが、砂浜という境界で波にもてあそばれていると、脳髄に稲妻が走ることがある。人という人の心
を、海岸と陸地に裂いていくように。

（中略）
　それは、かつては「散文」だった。しかし、潮流に流されるうちに、次第に意味を洗い流されていって、やがては「詩」
に近づいていった。私の前にあるそれは、いまだに散文の影響のなかにあるのだが、もし、私が人間ではない別の種族
に属しているとしたら、それは、もはや「詩」以前のものとなって、何も語ろうとはしないだろう。」

「日々を生きていると、思うことがある。この閉塞感のなかで、私もまた閉じられていって、世界の一部を切りとったフ
レームのなかで、私を演じているのではあるまいか、と。
　あらゆるものが名づけられた世界でしか、人間は生きられないが、それは同時に、実体よりも言葉が形作るものであり、
現実と呼ばれるものもまた、ひとつのフィクションにほかならない。
　虚構としての現実を貫くように「海の中道」は伸びていく。海はそこでふたつに分かたれて、虹の光彩を帯びた境界
を形成する。この波打ち際では、名前はもうなくてもかまわないから、と−−−−。」

「波頭に万象の片影の飛沫が飛び散る。しかし、それはあくまでも影のわずかな切れ端が、影の影のようなもので、何で
あるのかは分からないのだが。
　そのようなものとして、人は漂流物と出会う。それが何であるのか、あるいは、かつて何であったのかは、もう分か
らないもだが。
　人も、石も、草も。」

■城戸朱里『漂流物』（思潮社　2012.6）
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人が壊れてゆく

色
響き
香りを失い
壊れてゆく

それらのほんとうの姿を忘れ
ただの物質に置き換え
恵みを受けることのできないまま
それに気づけなくなっている

そのはては
自我を暴走させ
欲の奴隷になりながら
ＡＩにさえなろうとし
ＡＩの奴隷に成り下がる
ＡＩに愛ははないのだ

人はいったい何に
なろうというのだろう

色を観るため
響きを聞きとるため
香りを嗅ぎ取るため
それらの宇宙と
交歓しなければなならない

石のことば
草木のことば
動物のことばに
耳をひらかなければならない

あらゆるテクネーは
地水火風とともにある
それらを呪縛してはならない
真の姿を知り解放へと導き
みずからをも
解放しなければならない

そして
宇宙との照応のなかで
高次の自然へと向かう道を
見出さなければならないのだ

そうでなければ
人は壊れてゆき
低次の自然へと
堕ちてゆくばかりだ

「石牟礼／志村さんのなさっているお仕事というのは、生命たちを転生させる
お仕事かと思うんです。生命といいますと、人間だけでなく、宇宙に偏在して
いるわけですけれども、色というものでも蘇らせておられますし、形もそうだ
し、去っていく生命から呼びかけられてお仕事をなさっているんじゃないかし
らという気がいたします。
志村／それははじめは全然気づかなかったんですけれども、ある時期から植物
のほうから語りかけられて、植物だけではなく、いろいろなものがそこへ寄っ
てきて助けてくれるのです。たとえば、水、風、火などいわゆる地水火風の四
大ですね。本当によろこんでくれるように思うんです。水のなかで糸を洗って
いるときや、糸を陽にかざして風をうけているときなどお互いによろこび合っ
ているような−−−−。

石牟礼／メッセージをくれるわけですね。
志村／そうなんです。それがふと聞こえるような感じがしてきたんですね。やはり藍を手がけるようになってからとくにそれを感じるのです。
石牟礼／藍は「建てる」とおっしゃるんですね。
志村／藍に関する言葉は本当に不思議なんです。潮の満ち引きとか、満月とか、月の光にも深い関係があるらしのですが、まだはっきりと
は読みとれないのです。太陽や月、そのほかの惑星からも色を産み出す力が送られてくるのではないかと思うのです。とくに、鉱石、土の
なかの石にそれを非常に感じます。たとえば宝石のエメラルドをみたとき私たちは何万年前の色をみているわけでしょう。たまたま過去と
未来が自分の前で出会った瞬間にエメラルドの緑が存在するって感じなのですね。
石牟礼／私は宝石は知りませんけれども、石がたいへん好きでございましてね。石は語らないといいますが、そんなことありませんよね。
海岸などに行きまして、堀切などを通りますと断層が出ていたりしますでしょう。それを見ると、地球の創世記に出会っているように感じ
まして、とても感動いたします。鉱山から掘りあげられて、石炭なんかと一緒に掘り出された石などがあります。たちまち汗を噴いて崩壊
して、一ヵ月ぐらいのあいだに風化していくのですが、そんなものを見ますとねえ ･･････。
志村／生きていますよね。私の友人の宇佐見英治さんは『石を聴く』という本のなかで、いま掘り出されたばかりの石を見ると食べたくなる。
ピチピチと魚がはねているような気がすると書いていられます。
石牟礼／はい。何十万年だか何十億年だか、地底にあった石がはじめて大気にふれるわけですね。しかし、その前はお日様にふれていたか
もしれない。地底にあったものが出てきて、汗を噴いたようにして崩れる。
志村／それはすごい命ですね。
石牟礼／そういうのを見ますと、何か非常に心打たれましてね。石の断面もそうですけれども、地殻ドラマがそこにございますでしょう。
そういうところにたまたま行き会いますとびっくりしましてね。
志村／色の根源というのは、光と非常に関係が深くて、根からとれる色（茜とか紫紺）をみていると光が地底に凝縮したものではないかと
思うのです。
石牟礼／光が年月を焼き付けていくのでしょうか。
志村／よくわかりませんが、金星とか水星、そういう星と関係が深いんじゃないかという気がするのです。ダイヤモンドと木炭とは同じ成
分ですから、そのへんに両極があるような感じがするんです。
石牟礼／植物にしても、小さなキノコ、苔のようなものとか、小さな虫とか、私たちはもちろんのこと、宇宙の成り立ちと交歓しあってい
ると思うんです。おっしゃいますように、ダイヤモンドなどの石は動かないものですから、光を受けてそれをずっと保存していくのでしょ
うか。
志村／植物から出る色というのは必ず液体を通してものに付着するというかたちをとるんです。ですから、気体、液体、固体と宇宙の生成
と関係深く色が出てくる。いまの時代は色というものを物質としてとらえていますでしょう。ものとしてとらえて科学的にそれを分析しよ
うとしているんで、それとは全然違うわけです。ものとして、量としてはとらえられないアルファがありますね。化学分析しても植物の樹
液のなかにあるものがとらえきれない神秘的なものがあります。
石牟礼／ほんとうにこの世には人智でとらえられない何かがございますね。
志村／そういう話をしかけると、同じような仕事をしている人たちがみんな言葉を閉ざしてしまうんです。世界が全然違う石牟礼さんとは
こういうお話ができるのですが、色というものに対しては固定観念というか、科学的な観念が強いですね。」

■「石牟礼道子全集　不知火　第一二巻」（藤原書店　2005 年 5 月）
（＜志村ふくみとの対談＞「色は匂えど」より）　
※『週間金曜日』一九九四年七月二十二日、七月二十九日号。
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2018.4.15 なぜわたしはいるのですか

なぜあなたはいるのですか

なぜわたしは問うのですか
問うことは答えを求めているのですか

なぜ生まれてきたのですか
なぜ死んでゆくのですか

なぜ言葉があるのですか
なぜたくさんの言語があるのですか

宇宙はひとつですか
あなたはひとりだけですか

社会はなぜあるのですか
正しさとはいったいなんですか

自分は正しいと思いますか
自分は間違っていると思いますか

食べなくても生きていけると思いますか
眠らなくても生きていけると思いますか

お金がすべてだと思いますか
お金はいらないと思いますか

有名になりたいですか
無名になりたいですか

教えることはできますか
学ぶことはできますか

これまでどれだけの種類の鳥を見ましたか
これまでどれだけの種類の石を見ましたか

愛していると何度言いましたか
愛されていると何度思いましたか

自分に向き合うためには何が必要ですか
世界に向き合うためには何が必要ですか

「365　音もしないのに振り向くことがありますか」
「362　純粋さとは局部的なものですか」
「359　人に知られたくない秘密をいくつ持っていますか」
「358　影を邪魔だと思ったことはありますか」
「354　もし他人になれたら誰でありたいですか」
「337　意識は透明でしょうか」
「332　謎は解くために作られるのでしょうか」
「327　言葉で人を救えると思いますか」
「326　最も少ない言葉で話すべきですか　最も多い言葉で話すべきですか」
「321　どうしたら記憶から解放されるでしょうか」
「309　空に字を書く方法を知っていますか」
「300　自分の影を踏みながら歩いたことはありますか」
「297　何かを想像するときに光は必要でしょうか」
「295　物から名前をとったら何が残るでしょうか」
「289　同じ夢を見たことのある人を好きになりますか」
「283　同じ冗談で何人の人を笑わすことができますか」
「281　見たり触れたりできないけど　現実に存在するもの五つをあげてみてください」
「269　想像できない音を聞かせてください」
「263　迷路に入口と出口があるのはなぜでしょうか」
「257　どのようにしたら言葉から逃れられますか」
「255　あなたは自分を表現したがっていますか」
「253　自尊心はどのくらいの量を持つのが適当でしょうか」
「251　あなたを制限するものは何ですか」
「235　どのくらい無意識でいられますか」
「226　完全な不完全とはどういうことでしょう」
「215　物の表面と中身はどこで区別しますか」
「164　人間にとって一番愚かな行為って何でしょう」
「147　一番好きな悩みは何ですか」
「104　ランボーの詩で今すぐ言えるフレーズがありますか」
「86　今まであなたが得たものと失ったものとではどちらが多いですか」
「81　真実と事実の区別をどこでつけますか」
「78　あなたが知っている虫の名前を全部言ってみてください」
「60　あなたから名前を引くと何が残るでしょう」
「34　もし死ぬことができなかったらどうしますか」
「21　十五分間動かずにいられますか」
「14　質問には必ず答えが必要でしょうか」
「11　あなたにとって質問とは何ですか」
「10　質問にも嘘があるでしょうか」
「8　 質問と答えとどちらが生産的ですか」
「6　 質問の数と答えの数は同じでしょうか」
「1   次はあなたが質問する番です。最初の質問は？」

※田中未知：一九四五年東京生まれ。作曲家、楽器作家、実験映画監督、演劇実験室「天井桟敷」の初期メンバーとして入団。制作・照明を担当し、
一九八三年に寺山修司が亡くなるまでの一六年間、秘書兼マネージャーを務めた。音楽家としてヒット曲「時には母のない子のように」をはじめ、
寺山修司作詞・田中未知作曲のコンビで数多くの歌を残したほか、東陽一監督作品『サード』『もう頬づえはつかない』『四季・奈津子』『ザ・
レイプ』、寺山修司監督作品『迷宮譚』『ローラ』などの映画音楽も手がける。」
　※「本書は、一九七七年質問舎、二〇〇〇年アスペクトから発行された『質問』（田中未知著、秋草杏子訳）を元に、現代の表現に沿っ
て一部内容を改訂しました。」

■田中未知『質問／自分と世界に向き合うための 365 個の問いかけ』（文藝春秋　2018.1）
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私たちは風景を経験できているだろうか
決められた意味に囲われて風景が現れるとき
それを経験しているとはいえないだろう

私たちのまわりには
広大な地平がひろがっている
地平のなかに私たちはいる
私たちと地平は別のものではない

それはまだ風景ではない
地平だったものに注意を向けるとき
それは風景として現れる

風景を経験するためには
地平だったものへと
振り向かなければならない

そのとき地平と地平でないものに
意味が与えられ
その全体が浮かび上がってくるのだ
図と地のように

しかし見えるものを見ても
それは風景の経験とはならない
見えないものをこそ見なければならない
見ることは作られねばならないのだ

私たちにとって
世界は地平でできている
地平は無限に積み重ねられ
風景へと召還されるのを
見ることによって作られるのを待っている

風景に出会い
その秘密を開示するためには
みずからを豊かに織りなされた地平としながら
存在の根源を想起しなければならない

そのときはじめて
私のそして世界の
根源にあるだろう風景が現れる

私があり
世界がある
その謎が領解（りょうげ）される

「風景とは何か。この問いに対する私の答えは、「地平だったもの」です。」

「二〇世紀の哲学者の多くは、ライプニッツが「微小表象」と名づけるものからなるこの広大な領域に重要な意義を認め、これに「地平」
という述語を与えます。彼らは、注意が主題的に向けられるものを対象とする心の「高級」な働きではなく、むしろ、目や耳に漠然と
した形でその都度あらかじめ届くものからなる領域−−−−つまり地平−−−−の方が根源的であると考えたのであり、この点において、ラ
イプニッツと見解を共有していうことになります。」

「心に何らかの動きがあるかぎり、地平と地平でないものはたえず交替し、たがいに支え合います。地平に属する意識の領域は、意識が
意識として成立し、経験一般が可能となるためになくてはならない領域です。」

「地平に属していたものへ新たな注意が向けられ、これが注意の主題的な対称、つまり基体となるたびに、この基体は、新たな地平を捉
えて姿を現します。形式的に考えるなら、私の注意が一つの対象のものにとどまることがなく、したがって、地平と地平でないものが
たえず交替するかぎり、ある瞬間における地平は、これが基体となるときに地平となるはずのものと一体であると考えねばなりません。
フッサールは、地平に属していたものが注意の主題的な対象となり基体となるとき、この基体が従えるはずの可能的な地平を「地平の
地平」と名づけます。また、この「地平の地平」の背後にはその地平が想定され、さらに、今度は、その地平が、みずからにとって地
平となりうるものを呼び出す ･･････、何かに注意を向けることは、地平が無限に積み重ねられていること、非主題的なものの広大な領
域を前提として初めて可能となります。晩年のフッサールは、一つひとつの具体的な注意を支えるこの可能的な地平の総体のようなも
のを「世界」「生活世界」と名づけます。」

「地平とは、とくに注意を惹くわけではないけれども、その都度あらかじめ何となく見えたり聞こえたりしているものの広大な領域です。
何かに対し主題的に注意を向け、計算したり評価したり推理したりする場合とは異なり、地平のもとでは、認識する私と認識される対
象はたがいに溶け合い、世界は主客未分化の状態にあります。（中略）
　また、風景との関係に話を限るなら、地平は、ある場所にみずから身を置かなければ形づくられない点にその本質を求めることが可
能です。（中略）
　地平がなければ風景が姿を現すことはなく、風景の経験には、現地に身を置くことが必須であるとしても、地平と風景とは同じもの
ではありません、というのも、地平が地平であるかぎり、それは、注意の非主題的な対象にとどまるからです。換言すれば、地平は、
それ自体としては眺めることができないものであり、眺めることが可能となるためには、どうしても、主題的な注意の対象とならざる
をえないことになります。」

「風景は、私が周囲に対してとる特別な態度に呼応する形で姿を現します。風景の経験は、他のすべてとともに生活を構成する必須の契
機であるばかりではなく、風景は、他から明瞭に区別された固有の意味を具えていると考えることができます。言い換えるなら、風景
の経験に与ることには、他のふるまいには還元されえぬ固有の性格があり、これが風景の経験の本質をなしているのです。（中略）
　このような観点から風景の意味を問うときには、風景が風景として私に与えられる場面を心に描くことが必要になります。どのよう
な空間に身を置き、どのような状況のもとで目にするものが風景であるのか、具体的に思い出すことにより、風景の経験が日常生活に
おいて担う役割もまた、おのずから明らかになるに違いありません。」

「風景の経験は、注意を惹きつける何かが地平から姿を現すことによって惹き起こされる視界の不可逆的な組み換えです。そして、風景は、
何かの方を「振り向く」動作を私に要求します。視界の片隅に姿を現したものに対し、私の注意が何らかの理由によって力強く惹きつ
けられ、これが注意の主題的な対象になり、周囲の見え方が一変する ･･････、ものプロセスこそ風景の現実の実質なのです。また、意
識のこのような運動が生まれないかぎり、風景は成り立たず、ただ注意の非主題的な対称の静かな海がどこまでも、いつまでも続くでしょ
う。
　風景の経験は、「振り向く」ことを必須の契機とします。振り向くことにより、これまで輪郭を失って地平へと溶け込んでいた何もの
かが地平から引きずりだされるのです。」

「何かに注意は惹きつけられ、その何かに向かって「振り向く」とき、そして、視界が組み換えられるとき、私は、その瞬間に私の目に
映るものをただ追っているのではありません。私は、組み換えられつつあるみずからの視界全体を何かとして把握しているのです。つ
まり、これに意味を与えているのです。形式的に表現するなら、風景を眺めるとは、地平と地平でないものを含む全体に意味を与える
ことであり、実質的には、この全体について語ることに他なりません。（中略）
　ただ、風景の経験が意味を与えるのは、今の私の目に映るものではなく、私の目に映っていたものです。なぜなら、何ものかが地平
から浮かび上がり、私の注意を惹くとき、私は、この何ものかが地平と一体であり、すぐ前の瞬間までは地平に属していたことを知っ
ているからです。もちろん、これを知っているのは、私が「現地」に身を置いているからに他なりません。
　風景を眺めるとは、地平だったものが地平ではなくなるとき、この地平ではなくなったものを地平だったものとしてあとから把握し
直す作業です。この意味において、地平は、想起されること、思い出されることによってのみ把握されるものであり、風景の経験の本
質は、地平の想起に求められます。」

「「見る」とは、見る者としての私から明瞭に区別された何らかの「見えるもの」を見ることではなく、本質的には、「見えないもの」を
非反省的に純粋に見ることであり、「見えないもの」を見えるようにすることでもあります。この理解が妥当であるなら、風景の経験とは、

「見えないもの」を「見る」経験であり、風景は、本質的に「見えないもの」として私の生存を浸していると言うことができます。風景は、
「見る」ことによって私が作るものなのです。これが、風景の経験が地平の「製作」と見なされねばならない理由です。」

■清水真木『新・風景論　哲学的考察』（筑摩書房　2017.8）
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共同体は
共同体であることで
外を排する

共同体は
共有することで
共同体となるからである

共有するものがないとき
共同体は
その意味を失ってしまう

汝の隣人を愛せ
そう言った者が居る

隣人とは
何も共有されないにもかかわらず
そこに居る者

何も共有していないときにでも
隣人とのあいだに生まれる共同体こそが
真の共同体だといえるのかもしれない

共有するものが
何もないにもかかわらず
すべての者に共有されざるをえないもの
それが死である

死は
愛の別の名なのかもしれない
共同体の極北にある
何も共有していない者たちの共同体

「共同体とは普通、何かを、たとえば言語やものの見方や考え方を、共有している人びとが形づくっているものだと考えられている。

また、一つの民族、都市、制度といったものを共に作っている集団によって形づくると思われている。けれども私は、すべてを

残して去っていく者、すなわち、死にゆく人びとのことを考え始めた。死は一人ひとりの人間に一つひとつ別のかたちで訪れる、

人は孤独のなかで死んでいく、とハイデガーは言った。しかし、私は病院で、生きている人が死にゆく人の傍に付き添うことの

必然性について、何時間も考えさせられた。この必然性は、医師や看護師、つまり、できることをすべて行なうためにそこに居

る人びとだけのものではない。死にゆく人に最後まで付き添おうとする人、打つ手が何もなくなったのに居つづける人、自分が

そこに居ゆつづけないわけにはいかないと切実に感じている人にとっての必然性でもある。それは、この世で最も辛いことでは

あるが、人はそうすべきだとわかっている。死にゆく人が人生を一緒に生きていた親や恋人だから、という理由だけではない。

人は、隣のベッドで、あるいは隣の病室で、まったく知らない人が孤独に死につつあるときにも、そこに居つづけようとするのだ。

　これはたんに、一人ひとりの人間のモラルを問う決定的瞬間という意味しかないのだろうか？　私は、病院であれ貧民窟であれ、

孤独に死にゆく人を見捨てるような社会は、みずからその土台を根こそぎにしているのだと考えるようになった。

　私たちと何も共有するもののない−−−−人種的なつながりも、言語も、宗教も、経済的な利害関係もない−−−−人びとの死が、私

たちと関係している。この確信が、今日、多くの人びとのなかに、ますます明らかなかたちで広がりつつあるのではないだろうか？

　私たちはおぼろげながら感じているのだ。私たちの世代は、つきつめれば、カンボジアやソマリアの人びと、そして私たち自

身の都市の路上で生活する、社会から追放された人びとを見捨てることによって、今まさに審判を受けているのだ、と。」

「この世のざわめきに抗して同盟を結んでいる者たちの共同体のなかで、記号と抽象的実体をとおして交わされるコミュニケー

ションを越えたところで、私たちは、非人間的なものと−−−−その形式と質量とを喜んで受け入れることによって−−−−触れあうのだ。

私たちはまた、他者の形式を請け負い、私たち自身の物質的状態を変容させることによって、互いに触れあうのである。

　共有の何かを生み出し、真理を確立し、そして今や技術工学の幻影の宇宙を確立している共同体は、未開人、神秘家、精神異

常者を排除する−−−−その発話と肉体を排除する。この共同体は、そうした人びとを共同体そのものの内部で排除する。すなわち

拷問にかけるのだ。

　合理的な共同体の事業 [作品 ]の直中に、無と死、そして死すべき運命をおおいて、何も共有していない者たちの共同体が形

をとって現れる。だが、お互いを分ける死は、共有される死であろうか？　そして、それは無とみなされうるだろうか？」

■アルフォンソ・リンギス『何も共有していない者たちの共同体』

　（野谷啓二訳　洛北出版　2006.2）
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組織や管理から逃れるためには
どうしたらいいだろうかといつも考える

組織や管理のためには
教育が必要になる
できるだけひとつの価値観
ひとつの世界観で
教えることが効果があがる

契約というかたちも
教育ゆえのもの
神とさえ
いや神が契約しようとするから
人も契約を事とするようになる

歴史が必要になるのも
物語をひとつにしたいからだろう
伝統が必要になるのも
価値観をひとつにしたいからだろう

文明は人を組織し管理し
そこに力のピラミッドをつくる
ピラミッドの上から
言葉を下に向かって告げれば
下のほうはそれに従わざるをえなくなる
教育効果である

ときに
アップサイドダウンが
試みられることもあるけれど
それはひっくりかえるだけで
ピラミッド構造は変わらない

キリストは弟子の足を洗う
洗わさない者は弟子ではないとさえいう
上と下の逆対応が成立しなければならないのだ
弟子の足を洗うキリストの教えが錯誤のうちに
もっとも強大な組織を成してきたのは皮肉なことだ

組織や管理のない世界はないものか
息苦しくない人の世はないものか

（「第一章『ゾミア』−−−文明は誰のもの！？」より）

「清水／ゾミアの人々は、国家の介入を避けるためにリーダーをわざとつくらなかったという話も出

てきましたよね。従来は、未開な段階では原始共産制が残っているから、突出したリーダーは出て

こない。人々の集団が組織化するにつれてリーダーが自然発生的に現れ、権力関係が生まれてくる、というふう

に理解されていたけれど。

　そこで思い出したのが、小学校の級長や学級委員（笑）。担任の先生から「君たちで決めなさい」と言われるけれど、

子どもたちはみんな押しつけ合う。それは子どもたちが未熟だからだろうと思っていたけれど、よく考えてみたら、

級長がいると一番便利なのは先生なんですね。級長に指示することでクラスの管理が行き届くから。小学生たち

は級長を選ぶことで面倒くさいことが起こると肌で感じているんで、みんなで押しつけ合ったりして、選ばない

方向にもっていこうとしているのかなと思ったんですよね。

高野／わざと、ぜんぜん人望のない子を選んだり、とかってこともありましたよね。

清水／中国史の専門家に聞いたことがあるんですが、昔の中国共同体では、徴税は村長の役割だったんですけど、

村人たちは往々にして村の中で弱い立場の人に村長の仕事を押しつけちゃって、その人はあくせくして税を集め

て回るんです。払わない家があったりすると、泣く泣く自分で立て替えたりしながら。

高野／それは嫌ですね（笑）。

清水／強大な権力の支配から逃れるために、あえて「窓口」をつくらない、というのは支配される側の一種の知

恵ですね。

　あと、文字をもたないのもゾミアの知恵であり戦略だったとありますよね。昔は文字を使っていたけど、平地

から逃げていくとくに捨てたという話が複数の民族の伝承として残っているという。」

「高野／この本を読んで感銘を受けたところでもあるんですけど、僕はゾミアの人たちにとって歴史はそんなに重

要じゃなかったと思うんです。彼らは移動するから土地の奪い合いは起きないし、土地の権利を主張する手段も

必要もない。

清水／そうか、伝統の中で生きるということになると、文字って大事になってくるんですよね。でも、社会全体

の流動性が高い場合は必要ない。

高野／むしろ、逃げてきた人たちにとっては記録を残さないことのほうが大事なのかもしれない。姓がわからな

くなってきたメーサロンの人たちみたいに。

清水／文字があると、顔を合わせない相手との間で契約を結ぶこともできるから、経済活動が活発になってくると、

どうしても文字が必要になってくるんでしょうけどね。

高野／お互いの顔が見える範囲で暮らしていれば、文字は要らないですよね。日本でも近しい関係の人との間で

は口約束ですよね。あんまり文字にしない。

清水／確かにそうですね。

　『ゾミア』を読んで考えさせられたのは、「結局、文明とは誰のものなのか」というテーマですね。すべての人

が分明に憧れていたかっていうと、そんなことはなくて、ゾミアの人たちはそんなに文明を必要としていなかった。

むしろ文明でメリットを得てきたのは国家の側だったんだということを学びました。

高野／文明は民衆にとってすごく迷惑だったって感じがしますよね（笑）。ミャンマーの軍事政権はよくないとさ

んざん言われてきましたけど、むしろこちらが「文明」の伝統をきちんと継承していたんじゃないかと思えてき

た（笑）。

清水／そうですね。だから、この本で提示されている歴史像って、すごくアナーキーですよ。

高野／アナーキーですよね。

■高野秀行×清水克行『辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦』 

　（集英社インターナショナル　2018.4）


