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存在はコトバである

コトバは分節し
響き
名をもち
文字となって
天地万物は生成されてゆく

世界は無
あるいはカオス
そこから
存在
そしてコスモスが展開する

渾沌に目口を空けると
死んでしまう寓話があるが
われわれ人間は
混沌の死によってこそ
生かされている

人は言葉の種
生命であり
光であった言葉が
人の闇のなかから
育たなければならない

存在はコトバであり
人はコトバへの道を歩む
はるかな旅人なのだ

（井筒俊彦『意味の深みへ』より）
「真言密教の言語哲学を、現代的な思惟の次元に移して展開するために、私はそれを意味分節理論的に基礎づけることから始める。そして、こ
の目的のために、その第一歩として、先ずコトバに関する真言密教の思惟の中核を、「存在はコトバである」という一つの根源命題に還元する。
　「存在はコトバである」。あらゆる存在者、あらゆるものがコトバである。つまり存在は存在性そのもにおいて根源的にコトバである、という
ことをこの命題は意味する。一見して明らかなように、こういう命題の形に還元された真言密教は、もはや密教的ではない。宗教的ですらない。「真
言」という観念を、一切の密教的、宗教的色づけを離れて、純粋に哲学的、あるいは存在論的な一般命題として提示するにすぎない。そのよう
な純粋に哲学的な思惟のレベルに移置しておいて、その上で「真言」（まことのコトバ）ということの意味を考えなおしてみようというのである。」

「真言密教の見所によれば、個人的人間意識のレベルに生起する意味現象は、宇宙的レベルにおける意味現象の、ほとんど取るにも足らぬミニチュ
アにすぎないのだ。宇宙的「阿字真言」のレベルでは、ア音の発出を機として自己分節を起こした根源語が、「ア」から「ハ」に至る梵語アルファ
ベットの発散するエクリチュール的エネルギーの波に乗って、次第に自己分節を重ね、それとともに、シニフィエに伴われたシニフィアンが数
かぎりなく出現し、それらがあらゆる方向に拡散しつつ、至るところに「響」を起こし、「名」を呼び、「もの」を生み、天地万物を生み出して
いく、『声字実相義』に、「五大に響きあり」と言い、かつ空海自らそれに注して「内外の五大に、ことごとく声響を具す。一切の音声は五大を
離れず。五大はすなわち声の本体、音響はすなわち用なり。かかるが故に、五大皆有響という」と言っているように、それは地・水・火・風・
空の五大ことごとくを挙げての全宇宙的言語活動であり、「六塵悉く文字なり」というように、いわゆる外的世界、内的世界に我々が認知する
一切の認識対象（もの）はことごとく「文字」なのである。
　全世界をコトバの世界とし、声と響の世界、文字の世界とする真言密教的世界像は、このようにして成立する。イスラームの文字神秘主義や
ユダヤ教のカッバーラーの場合と同じく、真言密教においてもまた、存在世界は根源的にエクリチュール空間であり、そしてそのエクリチュー
ル空間は、万物の声に鳴り響く空間だったのである。」

（宮坂宥勝監修『空海コレクション２』〜「声字実相義」より）
「五大に皆響きあり
　十界に言語を具す
　六塵悉く文字なり
　法身は是れ実相なり」

（ルドルフ・シュタイナー『ヨハネ福音書講義』より）
「「ロゴスの使者」であるキリスト教エソテリズムが語る存在の深い秘密は、ヨハネ福音書冒頭の偉大で簡潔な命題の中に、はっきりと示されて
います。（中略）
　始めに人体の原像として「言葉」がありました。そして「言葉」は万物の根底をなしていました。すべての動物・植物・鉱物は、後になって
生じました。土星紀においては、人間だけが存在していました。太陽紀に「言葉」が生命になりました。そして月紀では光になりました。そし
て地球紀に人間が自我を獲得したとき、その言葉が人間から発せられるようになったのです。しかし人間は、言葉とは何であるのか、言葉は最
後には何ものとなって現れるのかを学ばなければなりません。始めに言葉がありました。その言葉は生命となり、光になりました。そしてその
光はアストラル体の中に生きています。人間の内面の闇の中に、その無明の中に、光が輝き入ります。地球紀は、人間が言葉の光を認識して、
内部の闇を克服できるようになることに、その存在意味を持っているのです。

（中略）
　どのようにして闇が次第に光を理解するようになるかについて、ヨハネ福音書はここからさらに物語り続けるのです。」

■井筒俊彦『意味の深みへ』（岩波書店　1985.12）
■宮坂宥勝監修『空海コレクション２』（ちくま学芸文庫　2004.11）
■ルドルフ・シュタイナー『ヨハネ福音書講義』（春秋社　1987.12）



mediopos-1302
2018.6.9

心
心
心
心はどこにあるのか

かつて心は神々であった
人は神々の心のままに生きた

神々はあるとき
人のなかの心となった

人に心が生まれ
心が自分のことを決めて
行動し始めるようになった

けれど世界は劇場なのだ
行動することで世界は上演される
そして心は世界のなかで
関係しあい影響しあいながら
さまざまなドラマを演じ続けている

心
心
心
心をどうしたいのか

すでに神々ではなく
自由で主体的な心であろうとしながら
世界劇場のなかで
新たなものをつくりだそうとする心へ

心
心
心
私たちは新たな心を発明しなければならない
新たなドラマのために

「僕は人工知能とは「技術」ではなく「思想」だと思っているんです。」
「すべては神の仕業。これがソクラテスが現れる数百年前の世界の価値観です。じゃあこの時代の人間の心とは一体どのよ
うなものだったのか。「精神 spirit」の語源につながる当時の古代ギリシア語は「魂 psyche」です。このプシュケー（魂）は、
僕たちが想像している心とは大きく違う。ホメロスの時代のプシュケーは、体を流れる血や、死んだら体から霧散する煙
のようなものです。ホメロスの『イーリアス』では、「撃たれた傷口からプシュケーが流れる」のような表現で使われてい
ました。
　ソクラテス（とプラトン）が登場して以降、このプシュケーの概念がガラッと変わります。彼はどう考えたか。ソクラ
テスは「魂の本性について真実をつきとめる」と宣言します。ホメロスの時代のように、神様の業に頼らずに、人間が自
ら論理的に物事を思考し、魂を「証明」しようとするんです。人間の行動や心についても、神が取り憑いたなんて言わずに、
原因と結果を分析して、理性的な推論によってその本性を求めた。そしてプシュケー（精神）は、世界の状態を判断し、自
分の身体を統御する理性の座になっていく。魂は「機能 function」を持ち、「管理」「支配」「熟慮」する「肉体の主人」の
ような存在であると言ったわけです。それまで、空気や亡霊のような存在だった魂が、明確な「自己」を持ち、道徳的判
断の主体にさえ変化するんです。ソクラテスが定義したこうした心のあり方を、僕は「制御する心」と呼びたいと思います。」

「このソクラテスの発明の延長線上に、人工知能もあるのではないか。それがドレイファスの「人工知能の起源はソクラテ
スにある」という発言の意図です。だからこそ現代でも、古代ギリシアでソクラテスの起こした「思考の革命」が未だに
続いている。逆の言い方をすれば、人間の心の本質を、身体が不要な論理的推論のシステムだとするソクラテス的思想は、
人工知能という技術によって達成され得るかもしれない、AI はそんな西洋の歴史に深く根ざした長年の「夢」だ、と考え
ることもできます。」

「「有機体の生の形式」というのは、生物の身体的構造と知覚形式のことです。ヴァレラは、身体をもった主体が、行為によっ
て外側の環境と相互作用することによって、ふたたび自分自身の行為を変えていくという循環プロセスこそが、人間の知
覚や心の本性なのではないか、と考えたのです。彼はこれを「Enactive Mind」と呼びました。「Enact」という語は、「行
動」や「（法などが）成立する」という意味の言葉です。「行為から産出された心」と訳されることが多いのですが、僕は「上
演する心」と訳してみたいと思っています。今日のもうひとつのタイトルですね。
　Enact という言葉には「（劇を）上演する」という意味もあるんです。最初は何もない舞台に役者や舞台装置が揃い、そ
れらが動くことで上演が成立する。それまで何もなかった場に、行為が生じることで、その束の間、演ずる主体と演じら
れた世界が同時に成立する。そして劇が終われば、それはたちまち立ち消えてしまう。僕たちは、確固とした世界に存在
している情報を一方的に受け取って認識するのではなく、自分が世界に働きかけるまさにその行為によって、世界を絶え
ず生成している。「私」が「行為」するのではなく、「行為」が「私」を創造する。それが、認知や心の本質だと思うんです。
　ソクラテス、ホッブズ、デカルト…認知科学や心の概念のベースとなっていたのは西洋の哲学です。しかし、ヴァレラは
これら西洋哲学に基づいて心の問題を考えることに限界を感じた。そこで東洋の考え方に目を向けます。なかでも彼が注
目したのが「縁起」という思想です。縁起はもともとサンスクリット語で「pratītya-samutpāda」、英語では「Co-dependent 
arising」と翻訳されるんですが、これは「共に依存しながら生じる」という意味です。いい翻訳ですね。心はそれだけで
自己の主人になる存在ではなく、他者や環境とインタラクションしながら生成していくという考え方です。
　ソクラテス以前の時代は世界が不安定で何に頼ったらよいのかわからない時期でした。そうした時に自分自身を律する
しっかりとした主体、大地がほしい。ソクラテスは、あまりに混沌とした不安定な世界のなかで、安定した世界認識を獲
得するために、「自己」というひとつの基盤を発明して心の中心に据えた。そういう精神が西洋哲学の起源であり基本です。
しかし東洋の伝統では、すべてのものが依存し合って生じているという考え方を基本にしています。世界はそもそも網の
目のように張り巡らされたネットワークであって、すべての存在が互いに依存しあいながら生成と消滅を繰り返し続けて
いる。安定した自己や世界などあり得ず、万物流転の不安定な世界を受け入れつつ生きようという精神です。これは西洋
世界から見たら斬新な発想で、多くの西洋哲学者たちも魅了されてきました。」

「最初に、人工知能は「技術」ではなく「思想」である、と言いました。もしこの考えが正しいのであれば、人工知能に何
ができるか、人間にどこまで近いのか、というような議論は本質的ではないと僕は思います。「人工知能」と「人間」とい
う対立があるのではなく、今日お話してきた「制御する心」と「上演する心」という対比がある。結局のところ、問題は
人工知能が人間に取って替わるかどうかといったことではなく、僕たちがどういう心のあり方を求めているか、というこ
とが重要なのではないでしょうか。なぜなら人工知能は突如としてどこかから来襲してきた技術ではなく、西洋の内側で
数千年の時間をかけて構築されてきた思想であり、それを結実するために生まれた技術だからです。その起源にいたソク
ラテスが仮に「心を発明」したのだとしたら、まったく別の「心」も僕たちは持ち得たはずです。「ソクラテス的な心 = 制
御する心」というのは、必ずしも人間に与えられた唯一の心の有り様ではなく、いくつもある心のモデルケースの一つか
もしれない。だからこそ、僕たちはいま、どういう心を再発明したいのか、そのことを考えることが大事だと思うのです。」

■下西風澄トークイベント「はじまりの哲学 〜制御する心から、上演する心へ」
（日本デザインセンター　ポリローグ　2018.2.9 より）
https://www.ndc.co.jp/polylogue/report-kazeto-shimonishi-vol1/
https://www.ndc.co.jp/polylogue/report-kazeto-shimonishi-vol2/
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美しいものは目の前にある
その秘密は隠されてなどいない

隠しているのはじぶんだ
目の上に梁があることに
気づいていないだけ

美しいといわれないと
それに気づくことさえできず
そういうものだとされてしまうと
そうでなければならないと
思い込んでしまう

美しいものも　醜いものも
好きなものも　きらいなものも
わかることも　わからないことも
そういうものだと思い込んでいる

そしていちど思い込んだものは
心がその場所に鍵をかけ
その扉を開けるのは難しくなる

鍵は自分がつくったものなのに
ひとが鍵をかけたのだとさえ思い込んでしまう
そして秘密はどこか遠いところから
だれかが教えてくれると思っている

どんな秘密も隠されてはいないのに
秘密を開示することを
どこかで拒んでいるじぶんがいる
秘密はいつも今ここに開かれてあるのに

「猪熊さんは言います。

　　美は何げなき所にも
　　静かに存在する。

　物に対してさえいつも、やさしいまなざしです。

　　　毎日何気なく使っているものや、
　　　役目を終わったものも、
　　　見方によって違う表情を
　　　見せてくれるのが
　　　いとおしい。」

「道ばたで拾った缶のフタも、
　ガラクタのようなものも、
　猪熊さんの手にかかれば ･･････。
　トイレットペーパーの芯までも！

　　　きらいなものといったら
　　　なんだろうな ------
　　　すぐ思い出せないほどですね。
　　　ぼくはなんでも
　　　受入れようとするから。」

「猪熊さんは言いました。

　　　今、あなたたちの身の回りにある
　　　常識的なことに、
　　　もう一度目を向けて考えてほしい。
　　　そこにあらゆる秘密が隠され、
　　　美しさがあるのです。」

■『猪熊弦一郎のおもちゃ箱　やさしい線』（小学館　2018.3）
 ( 監修：丸亀市猪熊弦一郎現代美術館／公益財団法人ミモカ美術振興財団）
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二つに分けられたものは
互いを傷つけあってしまう
よき曖昧を許さないから

白か黒かは悲しい
灰色にしてしまうのもまた悲しい
白でも黒でも灰色でもない
そんな言葉がほしい
沈黙からこそ生まれるような

詩が沈黙に
いちばん近いのは
よき曖昧がそこに生きているから
メタファーも
よき曖昧のための友人になるのだ

けれど詩や歌が正邪の道具になるとき
言葉はすでにそこで死んでいる
分けられない魂を引き裂いてしまうから

詩のように
秘密もまた魂を活かす
隠しておかなければならない秘密ではなく
魂を磨き光らせるための砂として

（対談Ｖ「ふわふわが好き」より）
「工藤／ふわふわと連動してるけど、魂の話もしてくださった。魂ってあると思いますよ、ておっしゃった。
それで、きょう、ちょっと持ってきたんですけど。
谷川／えっ、タマシイを？
工藤／ちゃうちゃう（笑）。本です。わたしが聞き手になって、心理療法家の河合隼雄さんに伺った話をま
とめた『こころの天気図』に、谷川さんと河合さんの対談があって ･･････。

（中略）
工藤／この本を、久しぶりに読み直したら、谷川さんと佐野洋子さんと阪田寛夫さんがそれぞれ河合さんと
対談していて、すごくおもしろかった。三人とも魂のこと、聞いているんだよね。」

「工藤／『こころの天気図』で、忘れられないのは、「秘密」というテーマで話したときです。
谷川／そんなに秘密があったの？
工藤／秘密は、言ってはいけないという思い方をしていた。元気で明るいっていう人生をがんばってやりす
ぎたのね。

（中略）
工藤／人さまに公表できないものは、ゴミくずで、心の中にくず籠があるイメージ ･･････ 汚れた部屋のイ
メージでした。河合さんは、それをこんなふうに言っているんです。

「秘密を、みがき砂にたとえましたけど、これは、真珠貝といったほうが、ぴったりしますね。
　秘密は、貝の中に投げ込まれた石みたいなものだと言えます。貝（人間）にとっては、石（秘密）は異物
だけれども、それを、ずーっと包んでいくことで、真珠ができあがる。石がない人は、真珠もできない、た
だの貝。」（『こころの天気図』）
　これすごく、うれしかったんです。自分の中に、人に見せられない、ゴミくずがたまっている感覚があっ
たんですが、それが真珠の素に変わった。
谷川／言葉の力はすごいね。
工藤／すごいです。

（中略）
工藤／それともう一つ、口癖があったでしょう。「二ついいことさてないものよ」、あれもおもしろかった。

「口が二つあったら、ええねんけどなあ」ともおっしゃってましたよね。いっぺんに一つのことしか言えな
いけれど、反対のことをいっしょに言えると、ちょうどいい、って。
谷川／言語には、そういう性質があって、バイナリーにしか言えないんですよね。つまり、聖俗とか、善悪
とか、美醜とあ、全部二つに分けないと言えない。そうじゃなく言おうと思うと、詩ならば、分けなくても、
ちょっとできるんですよね。
工藤／そうですね。だから曖昧に見えるところには、それが入っていたりする。
谷川／よき曖昧には ･･････ ね。
工藤／よき曖昧、っていいですね（笑）。
谷川／詩は全部それだから。よき曖昧なんだから。存在は、そういうものなんですよね。つまり、両面あっ
て、それが一つになっているから、存在。解釈は、どうしても、善悪とか、二つに分けちゃう。」

「谷川／河合さんは、ある時期までは、自分の学問分野で「魂」という言葉を使うのをすごく警戒していま
したよね。やっと少し使えるようになったのは、もう晩年でしたね。心理学の学問的な分野では、魂なんて
言ったらおしまいよ、みたいなことがあったんだね。
工藤／そうみたいですね。谷川さんは、魂はずっとある、という感じですか。
谷川／うん。

（中略）
谷川／ぼくは、初めから死ぬのが割と怖くなかった人なんだけど、いまはだいたい楽しみになってる、とい
うのがいちばん近い。（中略）
ぼくは、魂は、エネルギーだというふうに思っていますからね。目には見えないけれども、人を動かすエネ
ルギー。」

■谷川俊太郎・工藤直子『ふわふわ』（スイッチ・パブリッシング　2018.6）
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私というのも感覚だ
私という感覚を味わうために
人は生まれてくる

天使はまるでスプーンのようだ
食べものをたしかに運ぶけれど
自分はそれを味わうことができない

このからだがなければ
からだを支える生命と感覚がなければ
私という感覚を味わうことができないのだ

私は私を味わわなければならない
そのときはじめて私は
私の先へと歩みを進めることができる

けれど私という感覚は標識だ
その標識は私の先を指す指
標識は標識の示す場所ではない
その示す先へと向かわねばならないのだ

「「感じること」、あまりにも身近で、中世であれ現代であれ、東洋であれ西洋であれ、共通する次元は、普遍性
の次元です。イエスの感じていた痛みと、中世人が感じていた痛みと、現代人が感じている痛みは、同じでは
ないでしょうか。痛みや感覚の次元に宿る普遍性、共通性は、無媒介的であり、ありのままのむき出しの次元
であり、そのままで中世のスコラ哲学の真相が込められるとは言えないとしても、そこに向かう心性にはどう
しても、中世スコラ哲学の呼びかけを聞かずにはいられないのです。
　近世の神学者マルブランシュ（一六三八〜一七一五）は、「感覚の恩寵」という考えを述べました。それは快
楽主義の現れではなく、感覚を通すのでなければ、外部からであれ内部からであれ自己の内なる根底からであれ、
心に入り込むことはありませんし、そして心に定着することもないのです。感じることはとても難しいことです。
私はそう思います。砂糖の甘さが感じられるときも無限の距離が飛び越えられているように思うのです。感じ
るとは、何もない平原に一条の光が天から差し込むことに似ています。
　当たり前の小さなことを一歩で跨いでしまうこともできます。その程度のものかもしれませんが、しかし同
時に、感覚とはハビトゥス（「習慣、習態」とも訳されます）への前奏曲なのです。
　感じることは、小さな声で呼びかけます。感覚は、快楽、悦楽、官能への入口として、非難の眼差しを向け
られてきました。官能のために堕落し没落していった者はいつの時代にも数えきれません。人間の精神をそれ
だけ虜にするものはとても危険なものです。しかし、危険の住まうところに救う力が育つのであれば、没落へ
の機縁であると同時に救済する力を宿してはいないのでしょうか。高貴なものが身をやつして、卑しい姿で現
れるものであれば、感覚に崇高なものが宿っていないことはありえないはずです。
　なぜキリストは肉体を持つような仕方でこの世に現れねばならなかったのでしょうか。なぜ十字架で苦しむ
必要があったのだろうか。人間としての現れであって、わざわざ人間としての肉体を持つ必要はなかったので
はないか。
　概念は現実化することがなくても成り立っています。命題が真理としてなりたつために、充足する個体や事
例が存在しなくてもかまいません。しかし概念を担う肉体がなければ成就しない事柄もあります。個体性は概
念として存在するだけで充足されることはありません。個体的概念が神の知性にあっても、個体がこの世に存
在するという出来事は成立していません。この世界に登場しなければ、感覚も痛みも経験する必要はないはす
です。ところが個体ということは、肉体において担う者が存在し、その者が演じ遂行してこそ、成就するもの
です。世界や宇宙や個体の一回性の意味はそこにあります。個体の存在には感覚が随伴する、と思います。「随伴」
とは、本質的契機としてかならずあるわけではないとしても、常に伴って存在しているものです。」

「（ヨネハス・ドゥンス・スコトゥス）の思想は、存在の一義性や「このもの性」という思想によって知られて
きました。特に「このもの性」という概念は、聖フランシスコの小さいものへの眼差しを具体化する概念でした。
聖フランシスコは、貧しい人々の救済に心を砕きましたが、その眼差しは魚や小鳥にも及び、雲や水や空といっ
た自然物にも向けられました。聖フランシスコが作った「太陽の歌」は、森羅万象を包括する全被造物の讃歌
になっています。私が心打たれるのは、「死」をも人間の敵と見なすのではなく、姉妹として呼びかけているこ
とです。」

「痛みとは＜肉＞の同質性のことなのです。イエスが人間の姿をまとい、受肉したのも同じことです。受肉した
が故に、イエスは人間と同じ、いや人間としての痛みと苦しみを感じました。しかもあの十字架上で。この苦
しみを追体験してしまったのが、聖フランシスコやアビラのテレサでした。世界という一つの、同じ＜肉＞と
いう地平の上で、数多くの痛みが、多様な場所で励起しているのです。世界というのは＜肉＞の同質性を表し
ていないのでしょうか。そして、そのことと存在一義性は重ならないのでしょうか。」

「私がこの本で示したかったのは、感覚という方向（sensus）の向く先なのです。感覚は現在の刺激を測るもので、
それは快楽や苦痛を目盛にしています。目盛が示す強度は、道路標識のごときものなのです。東京に向かう人が、
東京行きの標識に向かって衝突したら、風車に挑みかかる騎士と同じように、人に笑われますが、私たちは同
じことをしていないのでしょうか。この＜私＞ということも感覚 (sensus) だと私は思います。＜私＞とは未来
の何を指し示すものなのでしょう。
　感覚は現在を測る器官ですが、経験において繰り返され、記憶や身体図式の中にとどまるものとなり、未来
を組み込む能力になったときにハビトゥスが生まれます。「実体」という閉じた枠組みを飛び出し、未来をあら
かじめ取り込みながら、関係性を基礎にしようというのが十四世紀に現れた流れだと思っています。」

■山内志朗『感じるスコラ哲学／存在と神を味わった中世』 
 （慶應義塾大学出版会　2016.5）
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あたりまえのことには
あたりまえではないことが隠されている
隠されているものを明らかにするには
あたりまえの根っこにあるものに
光を当てなければならない
そこに見えるものは
まだ見たことのない景色かもしれないから

わかっていることには
わかってはいないことが隠されている
隠されているものを明らかにするには
わかっているの根っこにあるものに
光を当てなければならない
そこに見えるものは
まだ考えたこともない道筋かもしれないから

合理的なことには
不合理なことが隠されている
隠されているものを明らかにするには
合理的の根っこにあるものに
光を当てなければならない
そこに見えるものは
理では測れないモノサシかもしれないから

利己的な心には
利他的な心が隠されている
隠されているものを明らかにするには
利己的の根っこにあるものに
光を当てなければならない
そこに見えるものは
利では測れない心の不思議曼荼羅なのかもしれないから

「私がヒューム哲学をその分析の柱とすることのもっとも大きな理由とは、ヒューム的思考
というものは、哲学的に物事を取り扱う一つの有効なやり方を示してくれる、ということ
にある。私がここで念頭におく「ヒューム的思考法」とは、通常はあたりまえとされるよ
うな関係 ---- いわゆる「わかっていること」---- の「構造」を分析し、それが必然的に真で
あるようなものではないこと（しかし、同時にそれが現実においてはすでに採用されてし
まっていること）を暴く手法ともいえる。ゆえに、それは、「わかっている」とされていた
現実というものを「なんでそうなっているのかわからないもの」として示すことになる。
　おそらく大多数の人にとって「わからない」ということはあまり歓迎されない事態である。

「わからない」よりは「わかっている」の方が望ましいと一般的には考えられているし、人々
が重宝するところのいわゆる「科学」とは、「わからない」を「わかる」方向へと変えよう
とする営みといえる。だからこそ、その逆、つまり「わかる」が「わからない」へと変わっ
てしまう方向はあまり歓迎されない。「わかっている」のがあたりまえのようなことを「わ
からない」と考え込む人に対し、通常であれば、人々は「こいつは何を言っているんだ？
　哲学する奴はやっぱどこか変だな」という気持ちを抱くであろう。だが、時に「わから
ない」ということが、人々の胸に強く、そして心地よく響くことがある。それは、「わから
ない」という内容が理路整然と説明され、これまでの「わかっている」が実は錯覚の類で
あることが理解されるときである。私はこのような現象を「哲学に出会う」と呼んでいるが、
私にとってヒューム的思考法こそまさにそうした出会いを提供してくれるものであった。
そうした思考法は、「わかっている」という事態に潜む「わからなさ」をわかるようにクロー
ズアップし、これまで見過ごされてきたことに気づかせてくれりものである。それはちょ
うど、何かと何かの「間」を覗き込むような、「間」を問う営みともいえる。因果批判にお
いては「原因」と「結果」との「間」に何があるのか、あるいは、人格同一性批判におい
ては「過去の私」「現在の私」との「間」を繋げているものは何であるのか、というように、
ヒューム的思考はそうした「間」にある「わからなさ」を常に問題視する。
　よくわからないような「間」はできるならばない方が望ましい。なぜなら、「間」には余
計なものが入り込む余地があり、できるかぎり縮減、もしくは消滅されるべきものと一般
的には考えられているからである。出来事と出来事との間が広ければ広いほど、そこでの
不確定要素が多くなり、原因追及や未来予測が困難となる。人と人との間が開けば開くほど、
お互いがわかり合えなくなってゆく。非強調と強調との間が開くほど、われわれが強調に
至るまでの確実な方法がないことに不安を覚えてしまう。およそ科学というものはあいま
いな領域である「間」を照らし、そこに何があるのかを明記し、それを克服することを目
的としているため、「間」の問題は解決されなければならない。これ自体は別にかまわない。
しかし問題は、こうした考えのもと、「間」の問題は解決されていなければならない、ある
いは解決しているはずだ、という強迫観念や思い込みにわれわれは支配されがちなことであ
る。われわれはこうした思い込みに囚われ、「間」の問題を日常において不問とするだけで
なく、「そこにはなにも問題ないのに！」とか「もう解決済みの問題なんだ ･･････」とつい
つい決めつける傾向にある。だからこそ、解決済みの事象について、無理やり「間」をこ
じ開けようとする哲学的営みは、一般的には歓迎されるどころか、煙たがられる風潮がある。

「なぜ、わざわざ繋がっているものを分離するのか？　なぜわかり合えていることを疑うの
か？」と。しかし、本当にそれらは繋がっていて、本当にわれわれはわかり合えているの
であろうか。私が思うに、「間」を問うことは、繋がりを分離・切断するものでもなければ、
退屈な屁理屈によって関係性を否定することでもない。それは、そこに存在するが見落と
されていた隔たり（ギャップ）を見つめ、何がそこに潜んでいるのかを暴いてゆくような、
いわば「知的な作業」である。ヒュームの哲学が単なる懐疑主義ではない理由もまさにこ
の点にある。」

■中村隆文『不合理性の哲学／利己的なわれわれはなぜ協調できるのか』 
 （みすず書房　2015.12）
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また見つかった
何が
無限が
内と溶けあう外が

球の表面では
直線はすべて円となるように
無限遠点は
私の後ろの正面となり
世界の外と内は
クラインの壺のごとくつながる

エッシャーは
絵に描かれた形に無限を求め
ゲーデルは
数学のメタに無限を求め
バッハは
音のなかに無限を求めたが
形而上学は
メタに物質の無限を
求めたのではなかったか

世界の内と外
物の内と外
私の内と外
境界の内と外

内と外が
ぐるりと裏返り
むすばれてゆく
そんな夢を見た

「荒木
    高校生のときに、
    『ゲーデル、エッシャー、バッハ』という、
    超分厚くて超難解な本に出会ったんです。

（中略）
    たとえば、ゲーデルという人は、
    論理学の数学者なんですが、
    数学自体をメタ的に、
    高みから俯瞰で捉えようとしていました。

（中略）
    他方で、エッシャーは、
    この世界の外側には何があるんだろうと、
    絵画‥‥彼の場合は版画によって、
    その問いかけに答えようとしていまして。

（中略）
    おおざっぱにいうと、３人とも、
    問い立てが常に「一段上」にあるんです。

    ただ単に数学を掘り下げたり、
    絵を描いたり、
    音楽を作曲したりしただけじゃなくって、
    数学自体が、絵自体が、音楽自体が、
    その「外側」から見たら、
    どんなかたちをしているんだろう、
    どんなふうに見えるんだろうって、
    考えていた人たちなんです。
──
    宇宙の果ての、その先は‥‥みたいな？
荒木
    まさにそうです。

（中略）
    バッハにしても、
    音楽というものの「美しさ」について
    何だろうと考え、
    自分なりの理論を構築したわけですが、
    彼の理論を読み解くと、
    エッシャーが絵画でやっていたことと、
    大きく共通していたりするんです。

（中略）
──
    エッシャーさんは
    何をしたかったのでしょうか？

荒木
    無限を描きたかったんです。
──
    無限を。‥‥絵で？

（中略）
荒木
    エッシャーに「円の極限Ⅰ」という作品が
    あるんですけど、
    これなどは、無限性を表現した作品です。
荒木
    どうしたら
    無限を描けるだろうと考えたエッシャーは、
    ひとつの解答として、
    魚型のタイルを、
    中心から遠ざかるにつれて細かく、
    規則的に歪ませながら、
    ギッシリと、敷き詰めたんですよ。

（中略）
    これ以上、手で描けないほどのサイズまで
    魚を描き込んでいるんですけど、
    これこそ、
    エッシャーのたどり着いた結論のひとつ。
    数学的には、その円の輪郭へ向けて、
    どの方向にも
    タイルを「無限」に描き続けられる絵です。

（中略）
    中心の手元のタイルから
    タイルが無限に敷き詰められているんですが、
    その敷き詰められた空間全体を、
    この絵では、見渡すことができているんです。

（中略）
    俯瞰してみると、このように、
    タイルは円の輪郭に向かって小さくなりますが、
    この世界の住人の目で見れば、
    すべてのタイルは同じ大きさ、同じ形なんです。

（中略）
    この絵は、
    どっちの方向にも、どこまで行っても
    「端」はないこと、
    つまり無限の世界であるということを
    表現している一方で、
    世界全体を俯瞰し見渡せているんです。」

■ほぼ日「数学者・荒木義明先生に訊く、エッシャーのこと。」
　第 1 回「ゲーデル、エッシャー、バッハ」〜第 2 回「誰も見たことのない五角形？」
http://www.1101.com/yoshiaki_araki/2018-06-12.html
http://www.1101.com/yoshiaki_araki/2018-06-13.html
※図《円の極限Ⅰ》 
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魂を過去に戻すことはやさしい
そのときひとは
ときに古い見る者となり
道を逸れれば狂気の人となる

狂気とならないためには
とらわれを去らねばならない
こだわりの種は躓きの石となる

感情に思考に意志に躓き
我を忘れて感情に溺れ
僅かな知識にも溺れ
意志を抑えることができなくなる

現代はかつての時代のように
魂は集合的ななかで守られてはいない
ひとはみずからの魂に向き合わなければならない

魂が確かに歩いていくためには
みずからを見る目を持たねばならないのだ
そのために人は意識魂を育てる

自分は何を見ているのか
自分は何を聞いているのか
自分は何を感じているのか
自分は何を考えているのか
自分は何を語っているのか
自分は何を望んでいるのか
自分は何をしているのか
自分はどのように生きているのか

それらを日々意識し
種が静かに成長していくのを
忍耐強く見まもるときはじめて
新しい見る者となる準備がはじまる

たとえ狂気のように生きたとしても
その狂気は狂気となる必要のない
創造的な狂気となるだろう

（梯久美子『狂うひと／「死の棘」の妻・島尾ミホ』より）
「「タマス」すなわち「タマスィー」には「贈り物」の意味があった。つまり天や神
から与えられるものなのである。しかもそれは「タマシイ（霊魂）」と根本は同じだ
という。
　タマスという概念の根本には、獲物はもともと神から授かったものだという家投
げがあるというが、それを受け取る権利は、見ただけの者にも生じるのだ。古くか
らの南島の文化において、「見る」という行為には、それほどの重みがあるのである。
　見るという行為が意味するものの大きさと、見た者に与えられるものが「タマシイ」
と関係しているということを知ったとき、私は以前ミホから聞いた話を思い出した。
　養母の吉鶴はミホに、あらゆることをよく見るように教えたという。料理でも裁
縫でも、見さえすれば自分のものにできる、と。

「心をこめて見れば、見たものが自分の中に入ってくる ---- 母はそう言いました。以
来私は、何でも一生懸命見る人になりました。そうすると、見ているものと自分が
ひとつになる感じがあります」
　見ることで対象が自分の中に「入ってくる」という感覚を身につけて育ったミホは、
おそらくは生まれつきの資質もあって、見たものを鮮明に記憶し、忘れることがな
いという特質をもつ人になった。
　思えば、ミホの狂気は島尾の日記を「見る」ことから始まっている。そしてさらに、
見てしまった「あいつ」の顔が自分の中から消えずに苦しむのである。
　見ることは恵みであると同時に呪縛であり、賜るものは良きものとは限らない。
イキマブリが見えてしまうギンタおじは、その能力ゆえに孤独なまま老いていく。
当たり前の幸福を手に入れられないのである。しかし、「見る人」であることはギン
タおじそのものであり、自分自身である限りその能力からは逃れられない。
　見るという宿命を背負っているのはミホも同じである。ミホの作品に一貫してい
るのは、作者の「目」の存在だ。読者の前に細密なタペストリーを広げるようにあ
りありと情景や人物を再現できるのは、対象を自分の裡に取り込んで一体化してし
まう「目」のおかげだが、それはときに、見ないほうがよいものを見、取り込むべ
きでないものを取り込んでしまう。祝福され、かつ呪われた目なのだ。『死の棘』の
時代、島尾の日記を見て精神の均衡を失ったミホは、その後、外出時にしばしば黒
眼鏡をかけるようになった。それは、他人の視線を避けるというよりは、見えすぎ
る目を、少しでも見えなくするためだったのではないだろうか。」

（宮沢賢治「青森挽歌」より）
「感ずることのあまり新鮮にすぎるとき／それをがいねん化することは／きちがいに
ならないための／生物体の一つの自衛作用だけれども／いつでもまもってばかりゐ
てはいけない」

（Ｒ．シュタイナー『いかにして超感覚的世界の認識を獲得するか』より）
「蓮華を不健全な仕方で開発すると、或る種の見霊能力が現れても、その能力は幻想
や空想と客観的な霊的体験との相違を区別できないばかりではなく、日常生活を迷
いに陥れ、節操を失わせる。そのような場合、修行者は臆病で虚栄心の強い人、或
いは高慢で我儘な人物等になりやすい。このような悪しき性質がそれまで見出され
なかったような人々の場合にもである。---- 十六弁の蓮華のうちの八枚は、すでに太
古の時代に開発されており、修業に際して、それらが自然にふたたび活性化される
ということはすでに述べた。修行者の努力は、したがって、他の八枚の蓮華の開発
に向けられねばならない。行法が間違った形式をとる場合、太古の時代に開発され
た部分だけが活性化されて現れ、新しく形成されるべき八枚は凋んだままの状態に
おかれる。論理的思考や理性的態度に対してあまりにも無関心な行法の場合に、こ
のようなことが生じる。神秘修行者が明晰な思考を大切にすること、話の通じ合え
る人物であることは、あらゆることに先立つ重要な条件である。」

■梯久美子『狂うひと／「死の棘」の妻・島尾ミホ』（新潮社 2016.10）
■『宮沢賢治全集Ｉ』（ちくま文庫 1986.2）
■Ｒ．シュタイナー『いかにして超感覚的世界の認識を獲得するか』 
 （高橋巌訳 イザラ書房 昭和六十二年三月第二版）
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わたし
と
あなた
そして
からだや
そこで生まれる
ことばは
同じ場には
いられないけれど

から、
と
から、
ならば
同じ場に
いられる

人
と
人
は
その間の
から、
と
から、
で
じか
に
つながれる

能
と
受
の
中動で

（「第一回「から、だ」ということ」2005.7.22 より）
「竹内／自分とまったく違うものにある働きかけをする。それが、頭で考えてするとい
うことではなく、自覚してるんだけれどもからだ全体で、それこそ「じか」でね、フッ
と何かに触れ合うというふうにならないと、成り立たないんじゃないかなぁという気
がするんです。
　その「じか」ということをもう少し説明しますと、こういうことです。ことばが劈
かれるときの体験を、今まで私は、声が出た、コトバが喋れたということに重点を置
いて書いてきた。でも、もうちょっと別の感覚がありまして、何かと言うと、他者がはっ
きり同じ世界に現れたということです。今までは、目の前にからだ全体をとりかこむ
ガラスの壁のようなものがあり、喋ったコトバはマイクか何かで拾われて向こうへス
ピーカーで伝えられると感じていた。向こうの声もガラスの壁がありますから、向こ
うで拾われて別の何かから耳に入ってきている、という非常に間接的な感覚があった。
これがいきなり壊れた。私が喋ったことがスッとあの人に通り、私が喋ったとたんに
あの人が息づき、動いている。そういう有り様が現れた。それが「じか」ということ
なんです。
　だから「じか」というのは、同じ場に異なる者が一緒にいてそれが動く、自分が動
くことが向こうが動くということに、向こうが動くということが自分も動くというこ
とになって、それで場と自分と相手が一つになって生きているというか ･･････。だけ
れども、同時にまったくの他者でもあるわけで、違うものだから、反応の仕方から言
えば、自分がこう動くからといって向こうも同じように動くとは限らない。にもかか
わらず同じ場で同じようにつながって動いているとしか言いようがないということが
あるということです。（中略）
　自覚的に動きながら、自覚によって動くことではないことがらが、動かなければな
らない。なんと言ったらいいか、能動と受動が一つになっており交錯もしている。自
分で設計して動くのではない動き、今その場で自分と触れ合って動いていくという以
外言いようのない何かです。」

■竹内敏晴『からだが生きる瞬間／竹内敏晴と語りあった四日間』（藤原書店　2018.6）
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ことばは
檻のなかに
閉じ込められている

空ということばは
どんなジャンルからも自由なはずなのに
フィクションにもノンフィクションにも
科学にも小説にも詩にも
事実にも虚構にもされてしまうが
ほんとうはそんな監獄からは自由なほうがいいのだ

だから空と書いたとき
すべてのジャンルから自由になれますようにと
空ということばにおまじないをかけておきたい
けれどそんな祈りもむなしく
空はどこかの監獄のなかで
刑期が終わるのを待たねばならないことになる

からだは
檻のなかに
閉じ込められている

わたしのからだは
世の中のお仕着せから自由なはずなのに
彼になったり彼女になったりそれになったり
ジェンダーになったりジェンダーフリーになったり
職業になったり名前になったり
動物になったり有機体になったり死者になったり
物質になったり魂になったり霊になったり
天使になったり神になったり悪魔になったりもするが
ほんとうはそんな着ぐるみからは自由なほうがいいのだ

だからわたしがわたしであるとき
どんな姿からも
わたしからさえも自由になれますようにと
願ってやまないのだが
そんな願いもむなしく
わたしは与えられた着ぐるみのなかで
役割が終わるのを待たねばならないことになる

（吉田篤弘『あること、ないこと』より）
「原稿を書いているとき、たびたび、「あの灯りのついて
いるところまでいこう」と、つぶやきます。この本の収
められたすべての文章はそのようにして書かれました。
決して、「終わりまでいこう」ではなく、「灯りのついて
いるところ」なのです。
　あらかじめ、「終わり」を決めて書くことは、まずあり
ません。書いて行く先にみえるのは、ぼんやりとした小
さな灯りだけです。
　ところで、この世には、ジャンル分けという無粋なも
のがありますが、エッセイでもフィクションでもなく、
そのどちらでもあって、どちらでもないこの本は、ジャ
ンル分けへのささやかな抵抗であります。『あること、な
いこと』という表題に、その思いをこめました。
　出来る限り、自由に書きました。詩のようであったり、
物語の一部のようであったり、辞典のようであって、身
辺雑記のようでもあり ----。」

（アルフォンス・リンギス『異邦の体』より）
「伝統的に「彼（he）」という代名詞は、性やジェンダー
を明確にせず、ただ個人を指し示すものとして用いられ
てきた。文法的には「彼」は無徴の名辞、「彼女（she）」
は有徴の名辞と見なされてきた。修辞学上「彼」は男性
として徴づけられており、この用法においては女性的な
ものが無視されている、とフェミニストの書き手は論じ
てきた。彼（女）たちが促進してきたのは文法上、修辞
学上の改革であり、その場合「彼」は男性として徴づけ
られ、「彼女」は女性として徴づけられる。
　しかし個人とはたんに男性や女性であるだけではない。
再生産を司る器官が機能不全であったり、それを欠落さ
せていたりする、両性具有的、性横断的、シャム双生児
的なものでもある。彼（女）たちはたんに男性ないし女
性であるだけではなく、ジェンダー横断的、多数的ジェ
ンダー的、非ジェンダー的であり、サイボーグであり、
狼人間であり、天使である。彼（女）たちがつくりあげ
てきたのは、動物、両性具有的有機体、植物、川、機械、
精霊、死といったものとともに、種を横断して自らの組
織化と官能性を結合させるような記号論と文化なのだ。

「彼」が男性として徴づけられ、「彼女」が女性として徴
づけられるような新たな用法が促進されたなら、このよ
うな諸個人は全て傷つけられ、沈黙を強いられてしまう。
彼（女）たちを「彼（女）たち」であるがままにしておこう。」

■吉田篤弘『あること、ないこと』（平凡社　2018.5）
■アルフォンス・リンギス『異邦の体』（河出書房新社　2005.8）
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私は
私の
無限遠点

そこに
世界という
奇蹟は
現れる

その奇蹟の前では
もはや言語は
沈黙するしかないのだろうか

いや
それに
ふれるために
言語は
名づけを繰り返し
限りなく差異を
生み出し続けるのだ

私には
ふれることのできない
私そのものに
漸近線的に
近づき続けるために

そして
そこに
世界という
奇蹟を生み出すために

「そもそも＜いま・ここ・わたし＞とは、なんだろうか。『白痴』のムイシュキンのいう「どう
しても忘れられない一点」のようなあり方で、＜わたし＞は存在しているといえるだろう。世
界の透明な枠組みとして、自身の身体をも含めた「相対的価値」の世界に対峙する。だからこ
そ、この＜わたし＞は、世界に決して登場しない。突きとめようとすると、無限に後退していく。
突きとめようとするのも、同じ＜わたし＞だからだ。
　＜いま・ここ・わたし＞が、そのようなものであれば、ウィトゲンシュタインのいうように、
世界は、そのまま＜わたし＞になるだろう（独我論＝実在論）。もちろん、その＜わたし＞は、
＜わたし＞にとって、いわばもっとも近い無限遠点のようなものだから、＜無＞いに等しい。
このあり方自体が、ウィトゲンシュタインのいう＜奇蹟＞かもしれない。そして、真の絶対的
状態だとも、いえるだろう。ここでは、一切の言語化（相対化）が、阻まれているからだ。
　すると言語は、このように世界に密着している＜いま・ここ・わたし＞が、世界から離れら
れるという錯覚をいだかせる装置だともいえるだろう。言葉によって、われわれは、絶対状態
から離脱した。しかもその状態が、＜奇蹟＞であることを確かめるために。だが、世界を＜奇
蹟＞として見る経験は、当然のことならが、世界を＜奇跡＞ではなく、べつのものに変質させる。
　そしてまた、そのような言語の存在そのものも、われわれは＜奇蹟＞としてとらえるだろう。
世界という＜奇蹟＞のまっただなかにいながら、われわれは、その「世界という＜奇蹟＞」をしっ
かり自分の手にとろうとする。そしてそのために、言語という、べつの＜奇蹟＞を使わざるを
えない。その拙劣さ、あるいは、袋小路 ･･･。」

「ベルクソンが、「記憶」と表現したものを、小林は、「言葉」だというのだ。このようなやり方
で小林は、ベルクソンから言葉についての考えを受け継いだといえるだろう。だから『感想』
が未完のまま終わり、『宣長』において、その堅固な言語論が構築されたとき、ある意味で、そ
こにはねじれた連続性があったといえるかもしれない。どちらも、言葉が主役なのだが、裏の
主役と、表の主役といったちがいがあるのではないか。裏から表への連続があると思う。『感想』
においては、裏面から否定的に浮かび上がっていた「言語」という大きな存在を、『本居宣長』
においては、正面に据えて、肯定的に論じたといえるからである。だから、やや強引ないい方
をすれば、「イマージュ」の体系としてのこの世界という観念と、「言霊」によって生きられる
この世界という考えとは、表裏一体の関係にあるといえるかもしれない。」

「純粋に知覚すれば、とても語りつくせない変幻自在な＜それ＞に、直接触れるのが、命名とい
う行為である。しかし、この命名は、その行為をおこなったらすぐに、背後に控える言葉の森
に呑みこまれ、できあいの語になってしまう。もし、世界の様相に、つねに触れつづけようと
するのであれば、命名行為も、果てしなくつづけなければならない。だが、そんなことは決し
てできない。
　だからこそ言語は、世界の無限のあり方に見合うように、「言霊」という生き物になる。反覆
可能性という数限りなく反覆しつづける領域で、微細な差異をできるだけ生み出すことによっ
て、森羅万象の底なしの状態に対抗するのだ。もちろん、世界と言語とは、まったく異なる。
だから、何もしていないに等しいのかもしれない。しかし、われわれが、＜世界＞の様相に触
れる（あるいは、そうしていると錯覚する）ためには、この方法しかないだろう。＜それ＞に
漸近線的に近づくしかやりようはない。われわれには、＜言語＞という、粗雑だが、この上な
く強力な武器しか、手元にないのだから。」

■中村昇『小林秀雄とウィトゲンシュタイン』（春風社　2007.3）
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傷という事実があり
その事実を生む体験がある
その体験は経験となり得ているだろうか

事実を生む原因があり
それが生むという結果がある
原因と結果を結びつけることで
そこに体験が生まれるのだが

体験を経験にするためには
原因と結果を結びつけている関数を
さまざまに解きほどかなくてはならない

痛みを変容させ得るほどの魔術を使い
原因を原因へ
結果を結果へと送り返し
事実を事実として受け止めるのだ

今の私という事実があり
その事実を生む体験がある
そこには原因と結果という物語がある
その物語を変えることは難しいだろう

物語を変容させるためには
原因と結果を結びつけている体験を
自由という関数のもとに
経験へと導かねばならないのだ
必然の連鎖に縛られた物語から
自由にならなければならない

経験とは
今の私という
事実とともにあり
その深みへと
降りてゆくことだからだ

（谷口清彦「傷と運命 ----- 訳者あとがきにかえて」より）
「ジョー・ブスケ。一八九七年三月一九日、ナルボンヌ生まれ。第一次大
戦にさいして志願し中尉となる。一九一八年五月二七日、一発の銃弾が
その両肺をつらぬき、脊髄を損傷する。二十一歳で下半身不随となり、
一九二四年から死にいたるまで、南仏カルカソンヌの「鎧戸を閉ざした一
室」のベッドに横たわったまま執筆をつづける。その隠遁のなかでブスケ
は恋愛をし、シュルレアリスムと出会った。そしてヴァレリー、ジッド、
エリュアール、ポーラン、アラゴン、ヴェイユらと友情を結ぶ。一九五〇
年九月二八日死去。
　戦争とは、いつも到来してしまっている出来事である。われわれはつね
にすでに戦時下を生きさせられている。戦争は「ゆたかな経験」ではなく、
経験を剥奪する秩序の連鎖であり、原因の無制限なつらなりであり、因果
律の支配である。戦時下を生きるということは、機械仕掛けのモンタージュ
に捕獲されることであり、装置群の作動にまきこまれることである。そえ
ゆえ致命傷は避けられないだろう。ブスケは銃弾を浴びて下半身を完全に
麻痺させられてしまった。そのブスケが「傷を馴致する」のだという。そ
れは、戦争においてこそ突出する必然の連鎖の肯定ではない。運命を自由
の別名へと変えることである。
　したがって、戦争に傷つけられた人間がすすめる経験のプロジェクトが
ある。傷がブスケを必然の連鎖から離脱させたのだとすれば、その傷は連
鎖を断ち切りる偏差として肯定させるだろう。恨んだり呪ったりするので
はなく、「傷にふさわしい者になること」。傷をつけたその出来事を意欲す
ること。そうして、それを不定の「ひとつの出来事」へと反転させること。
そのとき、原因と結果の結び目はほどかれ、原因は原因へ、結果は結果へ
と送り返される。戦争という秩序の支配のただなかに空隙が発生するので
あり、その空隙のうちに新しい時間が滞留していく。傷の受肉は、戦争の
神話的暴力を失効させる神的暴力となる。ブレヒトの経験のプロジェクト
は「貧困の公正なる分配」としてのコミュニスムだった。同様に、クレー
は技師が製図するように描くだろうし、ブスケは傷の出来事の息子になる
だろう。」

■ジョー・ブスケ『傷と出来事』（谷口清彦・右崎有希・訳　河出書房新社　2013.7）
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自己教育が可能なのは
自分のなかから
自分で引き出すことができる
ということが前提となる

サポートはできるが
本来的なものは教えられない
仏性はほんらい種として備わり
人はなることができる

自己教育を前提としない教育は
自分のなかには何もなく
外から与えられなければならない

そのとき仏性は
与えられなければならなず
人はなることはできない

真実はふたつのあいだにある
人はみずからの自由において
自己教育しなければならないが
その種は進化のプロセスのなかで
付与されていかなければならない

土星紀において物質の萌芽が与えられ
太陽紀においてエーテル体の萌芽が与えられ
月紀においてアストラル体の萌芽が与えられ
地球紀において自我の萌芽が与えられたように

（「第９講　存在と非存在」より）
「「なる」、「生じる」ということが、あるものがそのものとしての本性を獲得する
ことだとすれば、そのものはすでにそのものとして存在していなければならない。
しかし、すでに存在しているならば、どうして新しく生じる必要があるのか。ま
た、それが存在していないのであれば、本性を獲得する基体が存在しないのであ
るから、どうしてそれが生じうるのか。

（中略）
　ものがなにものかに「なる」ということを、本性の獲得ということで、存在論
のレベルで語ろうとすると、必ずこのディレンマに陥る。バルトリハリは、この

「存在と非存在のディレンマ」を解決するために、「普遍の顕現」ということで、
ものの「生起」を説明しようとしたのであった。
　さて、バルトリハリからおよそ七〇〇年後、日本にもこのディレンマに悩んだ
人物がいた。鎌倉時代の禅僧道元である。（中略）
　「人は仏となれるか」、「人はいかにして仏となるか」。仏教であれば誰もが考え
てきた問題のはずである。そして、多くの場合、この問いは「仏性」のあるなし
に関わって論じられてきた。
　つまり、人は仏性をそなえたときに「仏」となる。あるいは、人には仏性が本
来的にそなわっている、その仏性が輝き出たとき、人は仏となる。あるいはまた、
人には最初から仏性がそなわっている、だから人はそのまま仏である。---- この
ようなことがしばしば言われてきた。（もっともここでの例は、「仏性」でなくて
もよい。「仏」を「人間」と言い換えてもよいだろう。）
　道元は『正法眼蔵』で、仏性について様々な観点から論じている。彼は、とき
に「仏性あり」と言い、またときに「仏性なし」と言う。たとえば、「仏性はな
いと語り、仏性はないと聞く、それがそのまま仏となる道だと知られるのである。
したがって、まさに仏性のないそのときこそが、そのまま仏になるときである。「仏
性はない」と聞かず、また「仏性はない」と語らないときには、まだ仏にはなれ
ないのである。」
　ここで言われているのは、「仏になるのは、その者に仏性がないからこそだ」
ということで、逆説的ではあるけれども。極めて論理的でもあろう。もし、よく
言われるように、すべての生きとし生けるものに仏性がそなわっているならば、
仏性があるとはすなわち「仏である」ということであるから、すべての生きもの
は最初から仏であるのであり、仏になることはない。つまり、「仏になる」とは、
そのときには仏性はなく、あるとく仏性がそなわってはじめて、「仏になる」わ
けである。
　しかし、道元は、次のようにも言う。「仏性というものは、どこかからやって
来るわけでもない」と。仏の本来的な性質であるはずの仏性が、何かの拍子にそ
の者にそなわるということもないということである。
　ここに見る問題は、実はわれわれがこれまでの講義で何度も見てきた、因中有
果論と因中無果論の間の解決困難な難問にあたるものである。つまり、「人が仏
になる」のは、原因である人にすでに結果としての仏性があるからだと考える立
場と、「人が仏になる」にしても、それは原因である「人」に仏性があるからで
はなく、仏性が「人」に新しくそなわる瞬間があるからだという立場との、対立
である。
　そして、この対立は、本講で見たように、存在と非存在、「ある」となる」と
いうことについて考えるときにも、必ず生じてくる問題なのである。」

■赤松明彦『インド哲学１０講』（岩波新書　2018.3）
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からだは
から、だから
そこに
さまざまなものが
訪れる

声が訪れ
魂が訪れ
時代が訪れ
時としてそこに
隕石が落ち燃え上がる

だから
跳ばない＝飛ばないで
立つのだ
顕つのだ
建つのだ
起つのだ
絶つのだ

自我という
不可思議な舞踏で
立つのだ
隕石の落ちた痕跡で

ときには
記憶の彼方で
まだ燻っている
その熱を浴びながら

言葉となった
から、だで
舞踏するのだ
から、だとなった
言葉で
舞踏するのだ

（2018.4.1　Tokio gozo y.）
「トブコトデハナイ、タツコトニ、オマエハシンソコキョウガクシタノデハナカッタカ、･･････ ＝
跳ぶ or 飛ぶことではなく、立つこと（顕つ、建つ、起つ、絶つ、･･････）に、お前は、心底、畏
れを、覚えていたのではなかったか、･･････。そうだった、･･････ 大地踏みの血の虹が立ったのだ。
その未開の地の咽喉の下の呼ー吸を濁す。さらに、･･････。」

（「「舞踏」という隕石 ---- 森下隆さんとの対話」より）
「森下隆／二〇一八年の土方巽の命日の慶應義塾大学で行うイベントには、美術家の中村宏さんに
来ていただき、一九六八年の土方巽の舞台『土方巽と日本人 -- 肉体の叛乱』についてお話しいた
だきます。中村さんは、この舞台を八ミリで撮影しているんです。（中略）おそらくこの一九六八
年という年がすごく象徴的なのだと思います。われわれと少し上の世代が、もう一度そのころを
見直そうとしている。自分たちの七〇年代の活動を取り返したいということもある。また、いま
の若い人にも、「六八年って何だろう」という問いかけがある。こういうなかで、二〇一七年から
二〇一八年に『肉体の叛乱』が語られる予定です。二〇一八年は一九六八年からちょうど半世紀
です。」

「吉増／森下さんとのこの対話は、この書物の序論になるだろうと思っていますので、二つ程、あ
らかじめ考えてきたことがありました。それは普通言う、身体と言語とか肉体と言語というんじゃ
なくって、さっき申し上げた、劇場への歩行のときに生じてきているようなもの。それは世界の
雛形でした、･･････。その歩行というのは、テロリストの歩行みたいなものなのですよ。一、二、
三で突っ込んでいくような。そうした歩行に近いものを一九六八年に感じてい。というのは、一
人の人物の姿、ほとんどこれは幻の炎の肉体らしいなと、心の底に直観をして、影響を受けてい
たのが、瀧口修造さんだったのです。瀧口修造さんは必ず現場にいられた。わたくしたちのパル
コの公演のときにも、たった一人椅子を出して見ていらしたのが瀧口修造さんだった。そして土
方さんの「燔犠大踏鑑」も、瀧口修造さんに捧げられています。」

「吉増／総じて、一九六八年、六九年、七〇年、七一年、七二年。隕石の落下の痕跡のままがいか
にすごかったか。稀有のエロスの天使のような笠井叡もそのまんま残っているし、すぐそばに三
島さんがいたわけですよね。そういうものが残っていて、頭の中の記憶が燃えた隕石のまんま、
四十年後にぶつかるわけじゃない。そうすると、それはどんなふうにといったらいいのか。記憶
は焼け焦げていくし。自分の中でも齟齬が起こりますよね。だから、それは最初に受けた焼け跡
がいかに激しかったか。

（中略）
　話題に出たけど、死後、『慈悲心鳥がバサバサと骨の羽を拡げてくる』という本を出した。これ
は命名は吉岡実さんですけどね。声の舞踏、文学だ。この声を筆耕する、筆耕して本をつくって
しまうというのは一種の暴挙でした、･･････。残された土方巽の声の舞踏というか、声における
文学の舞踏だよね。これの波及力、力というのは、これから出てくるものかもしれない。まだま
だ未知のものだろうと思う。それにぼくは手を貸した。というよりも、それに荷担したな。夢中
になって荷担した。実際に土方さんの声を持って歩いて、自分の声にもうなっちゃっているよね。

「とってもさみしねくてねえ」って。「ムイント・ソニージョ」って、ポルトガル語にして覚えちゃっ
ている。（笑）
　こういう声の舞踏の道を初めてつくったのが土方、これははっきり言える。いま言える限り、
間違いなくそうです。声による文学の舞踏の扉を開いたのは、亡くなった土方巽であると言える。
ぼくはそれに荷担しているからね。」

◎土方巽 Hijikata Tatsumi - 肉体の叛乱 (1968)
https://www.youtube.com/watch?v=dANmcbepNdY

■吉増剛造 
 『舞踏言語／ちいさな廃星、昔恒星が一つ来て、幽かに〝御晩です〟と語り初めて、消えた』 

（論創社　2018.5）
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インタビューは鏡

そこに
人が映り
時代が映り
歴史が映り

そして
じぶんが映る

偏見や
問いや
課題や
無意識や
ヒントや
そんなみんな

人は
じぶんにも
インタビューする力を
持ち得ているだろうか

そして
人とは何か
じぶんとは何かを
じぶんのなかに
映せるだろうか

（ほぼ日刊イトイ新聞）
2018-06-18-MON 〜 2018-06-20-WED

「クレーネス
    今回のポムゼルさんのケースのように、
    彼女の記憶自体が、
    より大きな歴史に絡み合うような、
    そういった記憶は、
    歴史的、客観的な事実の記録と同様に
    重要であるにもかかわらず、
    放っておいたら、
    彼女とともに、消えてしまいますよね。 

（中略）
クレーネス
    そういう、どこにも残されない記憶を、
    未来に対して「保存」すること。
    そうすることによって、
    将来、同じような出来事が起きたとき、
    そのとき生きている人たちが、
    何がしかの教訓を
    引き出してくれるかもしれません。 」

「──
　　ヴァイゲンザマーさんは、
    インタビューの醍醐味って、
    どんなところにあると思いますか。

ヴァイゲンザマー
    誰かをインタビューすることによって、
    自分自身を知ることができること。 

（中略）
ヴァイゲンザマー
    たとえば‥‥自分がどれほど、
    無意識のうちに偏見を抱いていたのか、
    どういった問題意識を持っていたのか、
    あるいは、
    どういった問題に無頓着だったのか。
    そういうことが、
    誰かをインタビューすることを通じて、
    見えてくることがあるんです。 

（中略）
ヴァイゲンザマー
    わたしたちは、どんな相手であろうと、
    小さな子どもからであろうと、
    何かを学ぶことができると思うんです。

    どんな人も、
    他の誰かの糧になる何かを持っている。
    そして、その何かを、
    自分自身を知るためのヒントにできる。
    それが、
    インタビューの醍醐味かなと思います。 」

「──
    少し大きな質問ですが、
    「人間」とは何だと思いますか。

    これまで、
    たくさんの「人間」に話を聞いてきた、
    おふたりにとって。 

（中略）
　ヴァイゲンザマー
    我々は、
    いわば、その答えを見つけるために、
    インタビューを続けているから。 

（中略）
クレーネス
    我々は人間がやっていることすべてに、
    興味があるんですよね。

    自分以外の他の人の日常生活や人生は、
    なぜ、自分たちのそれと違うんだろう。
──
    ええ。
クレーネス
    なぜ、こういう生活をしてるんだろう。
    なぜ、こういうふうに
    生きなければならなかったんだろう。 
──
    そのことが知りたいんですね。
ヴァイゲンザマー
    知りたいです。
    そして、幸運にも知ることができたら、
    他の人にもぜひ知ってほしい。
──
    なるほど。
ヴァイゲンザマー
    時代や歴史という大きな事柄についても、
    あるいは逆に、
    名もなき人の人生の記憶についても、
    知り得たことを、誰かに語りたいと思う。
──
    大きくても、小さくても、等しく同様に。 」

■インタビューとは何か。03
「人間とは、何か」ということを、一生をかけて追求していきたい。
クリスティアン・クレーネさん＆フロリアン・ヴァイゲンザマーさん　篇
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クライエントはおおむね
人のせいで生きている
なにかが悪いから
自分はこうなったと思っている
けれど人のせいにしないと
生きてはいけないのだ

だからいちどそれを受けとめる役割が要る
投影しないと闇を投げることができないからだ
それを転移といったりもする

転移されたほうは
投げられたままだと危険だから
なんとか受けながら
それを変容させていくことを模索しつづける

投げる球はストレートだけだといいが
さまざまな球種を投げてくる
その球種すべてに対応するのは困難だろう
ある程度球を絞りながら対応していくしかない

母を求め求めていく人もいれば
父を求め求めていく人もあるが
両方を求められて
ともに受けとめられる人は稀だろうし
母に甘え続けたいとか
父に教え導き続けてほしいとか
そういう望みそもののが
悲喜劇でもあるように思う

つきつめて考えていくと
人と人の関係というのは空しいものだ
その空しさをなんとか超えて
否定の否定を続けながらも
統合へ向かうことを
模索し続けるしかないのだろう

やれやれ

「クライエントが（難しいクライエントほど）結局一番言いた
いのは、「何も生まれてこなくてもよかったんじゃないか」と
いうこと、それが一番大きな問題でしょうね。親父とおふく
ろが勝手に生みやがって、しかも自分を拒否して ･･････ とい
うことね。それで何に向かっても立ち向かっていこうとする
わけです。ところがそれが本当にそういうことであったなら、
この子は生きていることができないわけです。だからその前
に、この子にとっては、自分はやはり愛されているというこ
とが、確認されなければならないわけですね。それがこのケー
スだと、どうもこの人は自分を愛してくれているようだと確
認して本当に面接に入るまで、一年くらいかかっているとい
うことです。で、セラピストの個人的生活について尋ねると
いうあたりから positiv transference（ポジティブな転移）
が強くなってくる。そして最高に達するときがあのプレゼン
トですね。その辺からもうだいぶ確信ができてきたんで、そ
こで行動がよくなってくるわけです。学校に行きだすでしょ。
　結局しかし、我々の自我とその底にいろいろなコンプレッ
クスがあるという風に考えますとね、我々は現に生きている
ということは、非常に底のものを体験するというのは、滅多
にないわけです。僕だってなぜ生まれてきたのかわからない
し、人間なんて、信用してるって言っても、本当は誰も信用
できないかもわからないですよ。我々はだけど、あんまり
深く考えないおかげで、ちょっと「おはよう」と言っても
らっただけで、喜んだりするわけ。でも、深く深く考える
とね、ちょっと人間なんて全部信用できないと思うんです。
で、全部人間が信用できないというところから、なおかつ
integrate( 統合）していった人というのは、ものすごい宗教
家でね。仏様とかそういう人です。」

「セラピーの難しい人ほどね、母性役割と父性役割の両方をセ
ラピストに同時に要求するわけです。それがある程度、力の
ある人はどちらか一方をある程度こちらに要求して、こちら
が母性的な役割を終わった頃に父性的な役割をとるように変
わってくれるけれどもね。だからセラピストとしれはものす
ごく難しいわけなんです。どっちしたらいいのかわからない
わけなんです。ちょっと父性的な役割をとると甘え足りない
ような顔をするんで、ちょっと甘えさせてあげると、今度は

「先生は毅然としていない」なんて言うわけですね。」

■河合隼雄（河合俊雄編）『河合隼雄語録　カウンセリングの現場から』（岩波現代文庫　2018.6）
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森に行くと
たくさんの樹が生い茂り
その樹がいったい何の樹なのか
わからいことが多い

樹は大地に根を張り
幹を太らせ枝を伸ばし
葉をつけ花を実をつける

葉や花の形などから
その樹が何の樹なのかが
わかるときもあるが
葉や花の見られない季節などは
幹や枝だけを見るだけでは
その樹が何の樹かわからないことが多いのだ

そのように
情報を正しく受け取るのはとてもむずかしい
まして森を実際に歩くことさえなければ
その情報がヴァーチャルなのかどうかさえわからない

一本の樹のことを理解するためには
その場所の生態系の全体をとらえながら
そして他の生物との関係もふまえながら
その樹の特性をひとつひとつ丹念に
観察していかなければならない

さらに森のことになると
一本の樹だけではわからない
その樹をわかるためにさえ
可能なかぎりの範囲のことに関心を持ち
探究を続けていく必要がある

だれかが「この樹はＸだよ」と言ったのを聞いて
それだけでその樹をＸだと断定することはできない
その樹がなんの樹なのかを見定めるには
そしてそれを伝えるためには
その樹のことをどれだけ理解できているかが鍵になる

ウォルター・クロンカイトの危惧が
現実のものとなって久しい

「もう十年以上前になるだろうか。アメリカで伝説のキャスターと言われたウォルター・
クロンカイトという人物にインタビューしたことがある。
　クロンカイトは一九六二年から二十年近く、夕方ニュースのキャスターをつとめた。
当時はテレビの黄金時代、まだテレビがお茶の間の主役だった時代と言ってもいい。
人々はケネディー大統領暗殺をクロンカイトの言葉で知り、アポロの月面着陸をクロ
ンカイトの案内で経験し、ベトナム戦争の敗北をクロンカイトの姿勢から読み取った。
クロンカイトが伝える出来事が知るべきニュースであり、クロンカイトが伝えないも
のは、アメリカ人にとって起きていないことだったのだ。
　インタビューしたのは彼がすでに八十九歳のころ、イラク戦争をどう報道するべき
かについての考えを聞くことが目的だったのだけれど、話はメディアのあり方全般に
わたった。
　その中で彼がこう言ったのを覚えている。

「インターネットは若い人にとても人気があります。新しいスタイルですし、読みたい
記事を選ぶことができます。理解できないニュースや、知りたくないニュース、また
自分が全く知らないニュースに耳を傾ける必要がなくなります。その結果、興味を狭
めてしまい、知識は非常に限られたものになるのです。」
　当時はインターネットがまだ出始めたばかりのころ、クロンカイトはその新しいメ
ディアに興味を持ち、同時に懸念していたのだ。
　彼はその三年後に亡くなった。そのためか、ぼくにとってはその言葉がクロンカイ
トの遺言のように心に残っている。」

「ぼく自身は二つのことを心がけている。
　全体像をつかむこと。
　（中略）
　もうひとつは、本質は何かを常に考えること。
　（中略）
　そうして自分なりのものごとを理解したあとで、他の人にそれを伝えなくてはなら
ない機会もでてくるかもしれない。聞くことよりも、話すほうが得意だという人もい
ると思う。ぼくは子どものころから、人前で話すことが大の苦手だったし、今でも話
すより聞いているほうがはるかに心地いい。今でも話すことはとても難しいと思う。
　自分が理解したこと、考えていることを、相手にどう伝えるか。日常会話、学校の
クラスのみんなに何かを提案する場面、さらに会社員として仕事を取るためのプレゼ
ンテーション。実にさまざまな機会で相手に伝えることを求められるだろう。
　難しいのは複雑なものごとを伝えなければならないケースだ。複雑なことを複雑な
まま伝えたのでは、相手は納得してくれない。じゃあ、どうするか。
　そう、わかりやすく伝えることだ。
　そんなの当たり前だよと言うかもしれない。でもこれがなかなか難しい。
　心構えとして、ひとつ覚えておいたほうがいいと思うのは、単純化とは違うという
ことだ。単純化では大切なところを捨てることになり、本質が伝わらなくなってしまう。
わかりやすく伝えるというのは、複雑なものごとの本質はきちんと残しながら、かみ
砕いて伝えることだ。考え抜いて、伝わる言葉を必死で探さなければならない。
　そのためにも自分がまずはしっかり理解すること、そうすれば自分の言葉で伝える
ことができる。自分がしっかり理解せずに、相手にわかりやすく伝えることなどでき
ない。話がわかりにくい人はおうおうにして、自分が理解していないことが多いのだ。
　伝えることと、自分が理解することは表裏一体だ。そして理解するには、じっくり
聞くことが大切になってくる。しっかり聞くことなしに、伝えることなどできないのだ。
　（中略）
　心をオープンにして耳を澄ますことは、あなたの生活を、もっと言えばあなたの人
生を豊かにしてくれるはずだ。知識やものの見方を得られるだけではない。人間の深
い思いに接することは、あなたの心をも鍛えてくれる。知識であれ、人の思いであれ、
未知の世界に触れることは、とてもワクワクする体験なのだ。その楽しさをぜひ味わっ
てほしい。」

■松原耕二『本質をつかむ聞く力／ニュースの現場から』（ちくまプリマ - 新書　2018.6）
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世界が変容するためには
人が変容しなければならない

かつて人の変容は
集合から個へと向かった

個の不安は
天国の平安を求めながらも
己の欲望を叶えようとし
現在の競争を生み
世界はそのように変容を続けた

地球は霊的には
無限に向かって開かれているが
物質的には有限である

人もまた霊的には
無限に向かって開かれているが
生命と肉体は有限である
球が無限でありながら有限であるように

特定の個だけが力を行使しないように
個と個が際限なく戦い続けなくても済むように
さまざまなシステムが試行錯誤されたが
この試行錯誤は今後も続いていくだろう

すべての一人が花開き
世界の大きな花となり得るまでは

最初の一歩は
じぶんという花を開かせることだ
そしてその花を香らせることだ
その香が他の花をも開花へと誘う

けれどひとの花を外から咲かせようとする時
その傲慢は人の花もじぶんの花も閉じさせてしまい
あらたな争いを生んでしまうだろう

「球はふしぎな幾何学である。球表はどこまで行っても際限ない。それでもその全体は有限な閉域で
ある。球は無限でありながら有限である。」

「「近代」という高度成長期の人間にとって自然は、「無限」の環境容量として現象し、開発と発展の
ための「征服」の対象であった。「近代」の高度成長の成功の後の局面の人間にとって自然は、「有限」
の環境容量として立ち現れ、安定した生存の持続のための「共生」の対象である。
　かつて交易と都市と貨幣のシステムという、「近代」に至る文明の始動期に、この新しい社会のシ
ステムは、人びとの生と思考を、共同体という閉域から解き放ち、世界の「無限性」という真実の前
に立たせた。カール・ヤスパースが「軸の時代」と名付けたこの文明の始動期の巨大な思想たち、古
代ギリシャの哲学とヘブライズムと仏教と中国の諸子百家とは、世界の「無限」という真実への新鮮
な畏怖と苦悩と驚きに貫かれながら、新しい時代の思想とシステムを構築してきた。この交易と都市
と貨幣のシステムの普遍化である「近代」はその高度成長の極限の形態である＜情報による消費の無
限創出＞と世界の一体化自体を通して、球形の新しい閉域性を、人間の生きる世界の有限性を再び露
出してしまう。
　かつて「文明」の始動の時に世界の「無限」という真実に戦慄した人間は今、この歴史の高度成長
の成就の時に、もういちど世界の「有限」という真実の前に戦慄する。
　宇宙は無限かもしれないけれども、人間が生きることのできる空間も時間も有限である。「軸の時代」
の大胆な思考の冒険者たちが、世界の「無限」という真実にたじろぐことなく立ち向かって次の局面
の思想とシステムを構築していったことと同じに、今人間はもういちど世界の「有限」という真実に
たじろぐことなく立ち向かい、新しい局面を生きる思想とシステムを構築してゆかねばならない。」

「近代に至る文明の成果の高みを保持したままで、高度に産業化された諸社会は、これ以上の物質的
な「成長」を不要なものとして完了し、永続する幸福な安定平衡の高原（プラトー）として、」近代
の後の見晴らしを切り開くこと。
　近代の思考の慣性の内にある人たちにとっては、成長の完了した後の世界は、停滞した、魅力の少
ない世界のように感覚されるかもしれない。
　けれども経済競争の脅迫から解放された人類は、アートと文学と思想の科学の限りなく自由な創造
と、友情と愛と子どもたちとの交歓と自然との交歓の限りなく豊穣な感動とを、追求し、展開し、享
受しつづけるだろう。
　幾千年の民衆が希求してきた幸福の像としての「天国」や「極楽」は、未来のための現在ではなく、
永続する現在の享受であった。天国に経済成長はない。「天国」や「極楽」という幻想が実現するこ
とはない。天国や極楽という幻想に仮託して人びとの無意識が希求してきた、永続する現在の生の輝
きを享受するという高原が、実現する。
　けれどもそれは、生産と分配と流通と消費の新しい安定平衡的なシステムの確立と、個人と個人、
集団と集団、社会と社会、人間と自然の間の、自由に交響すし互酬する関係の重層する世界の展開と、
そして何よりも、存在するものの輝きと存在することの至福を感受する力の解放という、幾層もの現
実的な課題の克服をわれわれに要求している。
　この新しい戦慄と畏怖と苦悩と歓喜に充ちた困難な過渡期の転回を共に生きる経験が「現代」であ
る。」

「一つの純粋に論理的な思考実験を行ってみる。
　一人の人間が、一年間をかけて一人だけ、ほんとうに深く共感する友人を得ることができたとしよ
う。次の一年をかけて、また一人だけ、生き方において深く共感し、共歓する友人を得たとする。こ
のようにして一〇年をかけて、一〇だけの、小さいすてきな集団か関係のネットワークがつくられる。
新しい時代の「萌芽」のようなものである。次の一〇年にはこの一〇人に一人一人が、同じようにし
て、一〇人ずつの友人を得る。（中略）同じような＜触発的解放の連鎖＞がつづくとすれば（中略）
一〇〇年で一〇〇億人となり、世界の人類の総数を超えることとなる。」

「一華開いて世界起こる。その一つの花が開くときにも、一つの細胞がまず充実すると、他の一つず
つの細胞が触発されて充実する、という、充実の連鎖反応によって、全体が大きく開くのだという。
　今ここに一つの花が開く時、すでに世界は新しい。」

■見田宗介『現代社会はどこに向かうか／高原の見晴らしを切り開くこと』
 （岩波新書 1722　2018.6）
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詩のことばと
詩じゃないことばは
どうちがうんだろう

ことばそのものは
詩とそうでないことばと
ちがうわけじゃない

ちがうのは
その働きかた
その伝え方
その生まれ方
なんだろう

詩のことばは
日常のことばから
転生してこなくちゃいけない
いちど死をくぐり抜けて
生まれ変わってこなくちゃいけない

そうすることで
現実の底にあるけれど
見えなくなっているものに
光をあてることができる
ときには闇を通したりもしながら

詩や芸術を必要としない人は
死を通ったそんなことばのことが
わからなくなっているんだろう

わからなくなっているから
それを別のかたちで
見なくちゃいけなくなっているのかもしれない
ときにはとても危険な通路を通ったりもして ･･･

「谷川／吉田健一さんが、詩というものは日々の現実的な感覚に基礎を置いてい
る、と言っているよね。たとえば朝の光を書いた詩を読むのに、その朝の光に
対する現実的な感覚がないとしたら、作者の言葉がどうの思想がどうのという
ことばかり論じることになってしまう。そういうふうな詩の解釈が、いままか
り通っているからだめなんだ、という意味のことを書いていたけどね。どんな
に日常的な現実から離れたように見える詩でも、そういうものが基本にある。
あるからこそ、逆に新しい感覚が出てくることが可能になるんだ。だから、基
本になる現実感覚を失ったということは、たいへん困る問題じゃないかな。
大岡／うん、うん。
　　---- 十五秒ほど沈黙 ----
谷川／だけどね。詩なんてまったく必要じゃない人間は、それはそれで幸せか
もしれないしね。
大岡／そういうことは言えるな。
谷川／このあいだも詩の朗読会で、一人の女性の質問されて、困っちゃってさ。
そのとき読んだのは「くりかえす」という詩なんだけれども、彼女は、私たち
は現実生活においてすでに十分に暗さは味わっている、それなのになぜあなた
はこういう暗い詩を書くのか、とおれを詰問するわけだ。おれはまいっちゃっ
てさ、すっかり。（笑）それから、僕が訳している「ピーナッツ」という漫画ね、
あの漫画を読んでもなぜおかしいのかまるでわからないという人が、たまにい
るんだ。人間てのはいろいろだから、ユーモアの感覚がない人もいるとは思う
けれども、それでもやっぱり不思議な気がするね。そういう人たちは、もしか
すると芸術というものを全く必要としない人種なのかなあって思うことがある。
それは、わりと豊かな世代から出てきていることも、おもしろいといえばおも
しろい。
大岡／芸術作品に何かを求めるというのは、自分のなかに欠乏を意識している
からだ。なにか重大なものがあるはずなのに自分にはつかめていない、という
ことを感じていなければ、どうにもならない。自己満足している人間に対しては、
詩が働きかけるきっかけがない。
　　---- 十五秒ほど沈黙 ----
　でもね、完全に自己満足している状態というのは考えられない。どこかできっ
と自分をごかましているんだろうな。
谷川／芸術的なものがまったく必要じゃない人間はたぶんいないのじゃないか。
たとえば「ピーナッツ」のどこがおもしろいのかわからないと言った人は、イ
ンド舞踊なんかを習っているわけよ。おれの詩がなぜ書かれたのかわからない
と言った人も、もしかするとロックは好きかもしれない。そういうふうに部分
的に補充してしまっているということはあると思うね。
　　---- 三十秒ほど沈黙 ----
　やっぱりそれは、言葉というものをどう考えているかということにつながっ
ているのかもしれないな。自分の意識が言葉でできあがっているというふうに
思っている人は、以外に少ないんだ。かなり多くの人が、言葉で自分が変わっ
ていくというふうには思っていない。言葉なんてただの道具で、自分の考えを
他人に伝えられればそれでいいんだ、みたいなこところがある。もしそういふ
うに割り切れているとしたら、詩というものはたぶん理解できないだろう。詩
がなぜできるのかってことも、まったく無意味に思えちゃうのじゃないのかな。」

■大岡信・谷川俊太郎『詩の誕生』（岩波文庫　2018.6）
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言葉のない演劇が
言葉で物語られることで
生み出されるもの
失われるもの

観客の数だけ
豊かな物語がありますように

言葉で物語られたものが
映像化されることで
生み出されるもの
失われるもの

読者の数だけ
豊かな物語がありますように

言葉で生み出された世界が
言葉に言葉を重ねることで
生み出されるもの
失われるもの

生まれてきた人の数だけ
豊かな物語がありますように

「女の子は、たった独りで、荒野を歩いておりました。
そこは、とても暗い世界でした。
---- なんてつまらない ･･････。
---- ああ、ここに一筋の光があればいいのに。ほんの少しの楽しみがあればいいのに。
光に導かれてたどり着いたのは、ロボロイドが働くおもちゃ工場でした。
　　がしょん、がしょん。ぎいっく、ぎいっく。
赤・青・緑・黄の四体は、摩訶不思議なパフォーマンスを繰り広げます。
　　のののーん、のののーん。
　　カリョーン、カランキランカカカカッ。
　　つるつる。ぽん、うわーん。
　　ぐっぱっ。ぐぐっぱっ。びっばばっ。しゅたっ。
なめらかなマイム、あざやかなマジック、しなやかなジャグリング、かろやかなダンス。
果たして、少女の心は動くのでしょうか。
そして、彼らの放つ光は世界の闇を払拭できるのでしょうか。」

（『ギア』プロデューサー　小原啓渡「あとがき」より）
「編集者の方から「『ギア』を小説にしてみませんか」というお話を頂いた時、一瞬、複雑な
気持ちになった。
　『ギア』はノンバーバル、つまり非言語表現を特徴にしている。演劇では必須の脚本も存
在せず、作品の構成と各シーンのテーマをまとめたコンセプトノートがあるだけだ。「オン・
キャクヨウ」（御客様）という架空の演出家を立て、観客から回収したアンケートを元に、キャ
スト・スタッフ全員が意見を出し合い、改訂に改訂を重ねて創り上げてきた。誰か一人の意
見に頼るのではなく、多様な感性が歯車（ギア）のように絡み合って編み出される、有機的
な作品にしたかったからだ。こういった背景のある作品を小説化することが果たして適切な
のか、そんな思いだった。
　『ギア』を非言語にしたには、言葉の壁を越えて外国の方にも楽しんでもらえる作品にする、
という狙い以外にも理由があった。
　『ギア』の創作理念は「日本文化の本質を作品に込めて世界に発信する」ことだ。その核
となるコンセプトが「柔軟性」をベースにした「調和」である。「柔軟性」というと、「あい
まいさ」といった側面もあるが、何かのバランスを取る上での重要な「あそび」「緩衝地帯」
といった意味も含んでいる。俳句や日本画にみられる「空白・余白」あるいは茶の湯や能、
禅における「抽象度の高さ」には、日本独特の美意識があり、調和をもって全てのものを包
み込む壮大さがある。私が非言語表現に挑んだのは、まさにそんな日本文化への敬意と憧憬
があったからだ。
　『ギア』が、「廃工場でドールとロボロイドたちが繰り広げる奇蹟と再生の物語」という設
定以外、時代や場所などに関しての詳細な決め事はない。というのも、その空白（あいまいさ）
の中で、御客様の一人一人が自らの想像力と感性で独自の物語を創り上げていって欲しいと
強く願ったからだ。「観客の数だけ物語がある」-------『ギア』はそんな作品にしたいと思っ
ている。」

◎林海象監督作品 京都の感動エンターテイメント
　ギア プロモーションビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=PqHt1qCzY44

■原案・小原啓渡　文・菅浩江　絵・山田章弘『ＧＥＡＲ [ ギア ] 五色の輪舞（ロンド）』
　（河出書房新社／出版ワークス　2016.7）
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シュタイナーの神秘学を
日本の魂に「うつす」には
河合隼雄の「かなしみ」を
生きようとするのもいい

「うつす」ことは
統合することではなく
ともに深みで出会うこと

矛盾を避けていっしょにしようとしたり
論理の網を無理に被せようとするよりも
矛盾は矛盾のままに「むすぶ」のがいい

「かなしみ」は
こころの深みの「茫々とした世界」で
すべての喜怒哀楽や思いや望みを
深くいとおしみつつ生きるということ

日本の魂は
わたしのなかにあなたもともにいる
わたしのなかに自然もともにある
けれども
わたしはわたしでありあなたと向き合い
わたしは自然へと働きかける

その矛盾を
「かなしみ」つつ
「うつす」のだ

「河合隼雄は、最初、西洋的な合理主義を目指し数学を専攻し、後に自分の分析や心理療法の
体験を通じて、日本的な曖昧さの大切に気づいていきました。そして東洋的な「こころ」と
西洋的な「意識」を対立するものとして捉え、それを統合する第三の道を探りました。しかし、
これはあくまで統合という西洋の自己実現や個性の枠組みでの発想です。やがてそれらは統
合されるべきものではなく、矛盾するままに並列するものとして理解されていき、その中で
自分の中にある様々な要素の発生と実現を、驚きをもって生きていったのです。フルートの
たしなみ、文化長官としての仕事など、その一生の最後まで、驚きと発見の連続であったの
ではないでしょうか。
　日本で心理療法を実践する中で、著者（河合隼雄）は次第に困難なクライエントに会うこ
とが増え、大変な重圧を感じるようになったと書いています。心身ともに疲労困憊し、この
まま続けていると、自分は死ぬのではないかと本気で思ったこともある、とも明かしていま
す。
　そうした状況を打開するきっかけになったのは、クライエントが必要としている関係のレ
ベルと、治療者である自分が努力している関係のレベルが異なっていることに気づいたこと
だと著者はいいます。クライエントの中で動いている元型的なものに、治療者である自分は
表層のレベルで応えようとしている。クライエントは、表層のレベルではそれに感謝すると
しても、言語化できないレベルで不満を感じているのではないか ---- そのように考え、著者
は自分の意識レベルを「必要に応じて深くすることを心がける」ようにしはじめたのです。

　　華厳の説く縁起の教えが、治療者とクライエントの関係に深い示唆を与えてくれたので
す。私が一人の人にお会いするとき、そこには茫々とした世界が広がり、そこに展開する関
係と共に私は浮遊しているようなことになってきました。その関係は日常的な人間関係と異
なり、極めて非個人的（impersonal）なものになります。

　華厳経の説く縁起の教えとは、ごく簡単にいうならば、あらゆるものは繋がり合っていて、
そこに個々の区別はないというものです。自他の区別がある個人的関係ではなく、全てがつ
ながり合った「茫々とした世界」を浮遊しているような非個人的な関係を維持することが重
要なのです。そこから何か思わぬものが生まれてくるのです。
　このような態度が身についてきた時、著者は、「治療の場面で、以前より喜怒哀楽の感情を
表すことが増えている」ことに気づいたそうです。感情は他者に対して表現する時に自我の
関与するものなので、心理療法では意識的で表面的なものとして、普通は避けるようにされ
ています。しかし、浅い意識のレベルでクライアントの深い心的内容を無理して受けとめよ
うとしていたために抑圧していた個人的感情が、非個人的な関係の深まりによって、むしろ
レベルの異なるものとして解放されて自由に動く。またその根本は非個人的と感じられると
ころから感情が湧いてくることもある。
　その結果、クライエントの自殺願望や、それを行動化する人が非常に少なくなり、著者自
身の疲労感も軽減されたといいます。ユング派の人は、一般的にクライエントとの個人的な
関係にオープンな態度の人が多く、その理由は無意識のレベルにおける非個人的な関係への
信頼と、それとの個人的な関係の区別に基づいていると考えられますが、著者の感覚はそれ
をさらに一歩進めたものと言えましょう。クライエントとの人間関係を、非個人的な水準に
まで広げてもてるようになると、その底に流れている感情は、「いとしい」という感情も混じっ
た「かなしみ」だといいます。

　　治療者の本来の役割は、この中心に位置を占めることではないでしょうか。クライエン
トと分離し難いほどの深いレベルにおける、苦しみとかなしみのなかに身を置いていると、
自然に日常の世界がひらけてきて、そこではもちろん楽しく愉快な経験も沢山できるのです。

　これはなかなか得難い境地でしょう。仏教学者の末木文美士氏は、本書文庫版の解説に寄
せて、「なぜ『かなしみ』なのか、必ずしも十分に説得力のある説明はない。理屈ではなく、
意識の底の底に沈みこんだとき、河合が掘り当てた水脈なのだ。その『かなしみ』の無限の
深みにこそ、僕たちの生きる根源がある。最後に『かなしみ』に行き着いた河合に、僕は限
りなく共感する」と述べています。」

■河合俊雄『河合隼雄スペシャル』（ＮＨＫ 100 分で名著　2018.7）
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心の病はからだから
からだの病は心から生まれるから
ふたつは両輪の輪のように
互いにバランスをとりながら歩むのがいい

心が高い山と深い谷を往復しすぎると
からだは焼け付いてしまうし
食べ過ぎもその反対も
心のバランスをひどく妨げてしまう

ときには自然のリズムのなかで
心とからだの調和をはかるのがいい
街のリズムや人のリズムは
心もからだも疲れさせてしまうから

食べものはその波動で
人を調和にも不調和にもさせるが
食べものに過敏で不安になりすぎても
心もからだも不調和にさせてしまう
手に入りやすく消化しやすいおいしいものを
適度に食べるというのがいい

心のふるまいもその波動で
みずからを調和にも不調和にもさせるから
ひとにあまり影響されずに
じぶんのできる範囲のことを
じぶんのペースでやっていくこと

努力を怠ってはならないが
じぶんの今のうつわに合ったことを心がけること
知識ではなく身の丈にあった知恵をそだてることだ
競争が悪いわけではないが
そのために心もからだもすり減らしてはいけない

人は生まれた以上かならず死を迎えるが
短命にせよ長寿にせよ
死を恐れる必要はない
魂が永遠であることを知り
心穏やかにじぶんなりの生を歩むこと
ときに病になったときは
そこからたしかに学ぶことだ

（「第２部第２章「ヒポクラテス医学の哲学的背景」より）
「サレルノというのは、すでに 12 〜 13 世紀に医学の全盛時代を迎え、ヨー
ロッパ医学のメッカとも目され、ヨーロッパの医科大学発祥の地ともいわれ
た有名なところです。この地でうたわれたすばらしい養生訓は 400 行足らず
のラテン語の詩でできております。各国語に訳され、日本語のものは私訳（ヒ
ポクラテス全集に付録として掲載）がありますが、当時から数百年にわたっ
てヨーロッパのベストセラーであり、その行数も次々付け足されて 3,000 〜
5,000 行にまでふくらむほとでした。『サレルノ養生訓』には、ヒポクラテ
ス全集の養生法が美しく軽快なリズムにのって語られています。さきの４体
液の説明も、四季おりおりの養生法も述べられておりますが、私は、現代の
医学もこのように大自然の中で詩的に語られるならば、ほんとうにすばらし
いのに、と思うことがよくございます。例えば、現代の医学は、理論上から
交感神経と副交感神経の放物線カーブが一線上に上昇しはじめ、日中にピー
ク、それから下降、夜の休憩時から一線の下にカーブが沈んでまいるのです
が、他方、副交感神経は、これと全く反対の放物線カーブを描きます。しか
しこれをサレルノ養生訓はものの見事にじつに簡潔に次のようにうたいます。
Mane igitur montes,sub serum inquirito fontes, つまり、「朝には山を仰
ぎ見、夕べには泉の水を見よ」というように。と申しますのも、高く聳える
山を仰ぎ見ることによって私どもは活動への高まりが示唆され、夕べには眼
下静かにたたえる泉の水を見ることによって休息への自然なリズムがわれわ
れに伝わってくるというものなのでしょう。
　ここには、さくさくとした現代医学の理論はなく、生きた自然の環境が医
学に溶け込んでおります。私は、日本の医学部においても、このような大自
然と共に生き、そこに培われる医学教育を何よりも優先すべきであると思う
者です。１つ食養生をとってみましても、どこの医学部でもすぐれた食餌学
を教えようという姿勢がうかがえません。医者には、こういう自然の幸であ
る食物、さらには天文・地理等々の自然的な環境がまずいちばん必要である
のに、こういうものが医学教育に渾然一体となっていないのであります。食
餌は栄養士に任せておけばよいというのでしょうか。医者にはとにかく食物
も含めて自然の環境に対する基本的な理解が徹底的に仕込まれなくてはなら
ないと思います。
　私は、ヒポクラテス医学がいろんなところでいちばん基本として教えてく
れている食養生について、彼の医学の哲学的背景の理論面ではなく、真に生
きた人間医学のいちばん深くて基本的な医の精神に立ちかえり、大きな自然
にはぐくまれる自然と一体の看護が病人に必要であることを強調したいので
す。こうして自然の教えるものをよく観察したり知ったりして医の心を通わ
せ合うところに、真に温かで、しかも、きびしく自己を持する哲学の精神も
宗教の精神も養われてくるのではないかと思うのです。ヒポクラテス医学の
哲学（愛智）的背景というのは、人間本来の自然を知ること、そしてその知
恵を愛することにもっていきたいと思います。この純粋に知ろうとすること
によって、心は養われ浄化され良い心が培われるのではないかと思います。」

（『サレルノ養生訓』本文／序）
「サレルノ医学校は、あげてイギリス国王につぎの養生訓を書き記す。
あなたが、病気の苦しみを受けることなく、健全でありたいと願うならば、
重苦しい煩いを避け、怒りを忌まわしいものと考え、
飲酒を節し、食餌は少な目に、
食後は起き上がるようにし、昼寝は避け、
また小便やガスが出るのをがまんしてはならない。
以上のことを注意してよく守るならば、あなたは長寿を全うするだろう。
あなたに医師がいないとすれば、
つぎの３つのもの、つまり、快活な心、休息、適度の食餌があなたの医師と
なるであろう。」

■大槻真一郎（澤元亙・監修）『『サレルノ養生訓』とヒポクラテス／医療の原点』 
 （コスモス・ライブラリー　ヒーリング錬金術１　2017.4）
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精神科学はグノーシスの改新ではありえない
自然界を抜きにした知恵は
人の生を豊かに育てることはできないからだ
知恵は天と地を結ばなければならない

四つのエーテルへの視点は
自然界のすべてを新しいやり方で観察し
認識していくことを教えてくれる

樹が
花が
石が
土が
水が
風が
虫が
鳥が
獣が
そして
人という個我が
時間と空間のなかで
新たな姿で
星たちとの関係のもと
めくるめく姿をとって
私たちの前に
現れてくる

どんな小さなことも
そこにはかけがえのない
無限の豊かさを湛えながら現れている

精神科学は
苦しみからではなく
冷たい知識からでもなく
驚きと感動からはじまる
そしてそこに
深いいつくしみが生まれ
天と地をむすぶ知恵が生まれる

■エルンスト・マルティ 
 『四つのエーテル／ルドルフ・シュタイナーのエーテル論に向けて／四大・エーテル・形成力』（石井秀治訳　2013 年冬／ 2018 初夏改定版）

（「エーテル的形成力と四つのエーテルとの必然的な相違」より）
「エーテルとは何なのでしょうか。地・水・空気・熱とは異なる何か、しかしある法則のもとに、それらと結びついている何かです。ルドルフ・シュタイナーは、四大と四つのエーテルは土星の
熱に由来することを見出しました。四大と四つのエーテルは、地球がたどってきたそれぞれの段階に、一対ずつ新たに生じました。古土星紀には熱エーテルと熱が、古太陽紀には光エーテルと
空気が、古月紀には音エーテルと水が、そして私たちの地球紀には生命エーテルと地元素が生じました。それぞれ上位・下位の、天上的・地上的な、生けるものの内では深く浸透し合って共働
しており、生命なきものの内では個別的に作用している四つの対、そう、同一の起源を有する四つのきょうだいが、四大元素と同じように、四つのエーテルにもそれぞれの特徴があり、その性
質、振る舞い、働きを異にしています。四大元素と四つのエーテルを全体として対置するなら、四つのエーテルは上にあるもの、軽いもの、包括的なものであり、四大は下にあるもの、重いもの、
特殊なものであると言えるでしょう。四大が由来する源はいわば中心に、四つのエーテルの源は周辺にあります。つまり四大は中心的、点的、特殊なものであり、四つのエーテルは外延的、全体的、
普遍的なものです。数学的に表現するなら、両者は互いにプラスとマイナス、ポジティヴとネガティヴという関係にあると言えるでしょう。」

「ルドルフ・シュタイナーは四大と諸惑星との関連についても詳しく述べています。たとえば火星は鉄の、土星は鉛の、太陽は金の生みの親です。星々の諸力はともに作用することもできます。
たとえばアンチモンは、太陽系惑星の諸力の共働によってつくり出されました。十二獣帯の各星座も物質形成に関与しています。たとえば牡羊座は珪素を、牡牛座は窒素を形成しています。（中略）
物質は、四大の内に取り込まれて凝縮した星々の働きなのです。」

「こう言うことができるでしょう。四大元素は物質の衣をまとってのみ現象し、四つのエーテルは形成力の衣をまとってのみ現象する、と。しかしだからといって、四大元素と四つのエーテルの



一つひとつを個別的に取り扱うことには意味がない、ということにはなりません。熱力学、空気力学、流体力学などの物理学分野は、四大元素と四つのエーテルの一つひとつを個別的に取り扱っ
ていますし、工学、医学、農業なども、四大元素を取り扱っています。---- 物理学はそもそも四大元素に関する科学なのであり、望むらくは近い将来、四つのエーテルに関する科学にもなり得る
分野であるのです。化学も物質に関する知識領域ですが、生物に関する科学としての有機化学は、形成諸力と諸プロセスに関する知識領域となりました。形態とは、四つ組みの原理（形成力・形
態・プロセス・物質）の共働がひとつの総体として現象したものを指しています。
　この四つの根本原理、形成力、形態、プロセス、物質のうちどれかひとつが、自然のなかに個別に現れることはありません。感覚界のなかの形態と物質がそうであるように、プロセスと形成力
は互いに結びついています。しかし認識行為にとっては、個々それぞれをはっきり識別することは不可欠の要件です。」

（「四つのエーテル」より）
「空間の生成に関するアントロポゾフィー精神科学の認識は、四大とエーテルの理解へ向けてさらなる可能性を提供しています。物理学者ヴァイツゼッカーは、空間はかつて突然出現したと述べ
ていますが、精神科学がそれがいつ生じたのかを述べることができます。空間は古太陽紀に生じました。ここで私たちは、二つの異例の表象 ---- 空間進化の表象と、点 - 空間・面 - 空間という二
つの空間理念の表象 ---- に慣れ親しんでいかなければなりません。近代の統合幾何学（射影幾何学）は、空間は無限遠平面によってひとつの全体に閉ざされている、と説いています。空間は、無
限遠を起点に考察することもできますし、中心点を起点に考察することもできるのです。前者においては面 - 空間が、後者においては点 - 空間得られます。純粋に幾何学的・観念的なこの二つの
空間表象は、古太陽紀の空間形成において現実のものとなります。この二つの空間は、空気と光の出現によって現象します。つまり、周辺世界（Umkreis）に発する光によって面 - 空間が、空気
によって点 - 空間が現れます。この二つの空間は互いに浸透し合っています。一方の始まりは他方の終わりです。一方をポジティヴ（＋）とすれば、他方はネガティヴ（−）です。かなり前に述
べたエーテルと四大の名称に関連させるなら、点 - 空間はポジティヴ空間と、面 - 空間はネガティヴ空間と名づけることができます。
　　　　　ー１　光ー　　　　ー２　音ー　　　−３　生命エーテル
次元
　　　　　＋　空気ー　　　　＋２　水ー　　　＋３　地元素
もうひとつの異例の表象は、空間進化の表象です。空間も進化するのです。空間は、そもそもの始めから全面的に展開していのけではありません。全面的に展開した空間は三つの次元を持つこと
になりました。ルドルフ・シュタイナー要っています。空間は古太陽紀においては一次元を、古月紀においては二次元を、そして私たち地球紀になって初めて三次元を持つに到った、と。

（中略）
　光と空気は古太陽紀に出現しました。光と空気は一次元の実在です。では、一次元の特性とは何でしょうか？　直線的であることです。このことはすでに上述において、光の持つ放射的、直線
的本質として示しました。一次元の条件は、この次元のなかにある存在は触れてはならない、ということです。

（中略）
古月紀には、空間は二次元的に現れます。なぜなら、古月紀状態に出現する水と音エーテルが二次元的であるからです。水は外に向けてその表面を見せていますが、同時にその内部でも純粋に面
なのです。水の流れはその内部においても面を成しつつ滑っています。水滴も本質的に、構造を決定する中心を持たない面的な在り方をしています。---- 音エーテルの二次元性は、対を成す節に
求めることができます。次のように考えていくなら、この節は任意の点なのではなく、そこに空間法則が現れる共役点（konjungierte Punkte）、調整された部位であることが分かります。物を
映し出す能力、それは水面のひとつの特性です。鏡の前に何らかの物があれば、それは鏡の向こう側の同じところに、像として映し出されます。鏡面は現実のものです。ここで反対に、物と鏡像
を現実のもの、鏡面を非現実のものとしてみましょう。するとここに、二つの節の法則が明らかになります。二つの節は、真ん中にある非現実の面から等距離のところにあり、その面によって互
いに結びつけられています。以上はシンメトリー、鏡像の本質です。シンメトリーは、有機的なもののひとつの根本現象です。対を成す記憶、左と右は音エーテルの働きです。

（中略）
　地元素と生命エーテルは全空間的に作用します。つまり両者は三次元的です。石の場合、ポジティヴな三次元性がその固さを生じさせています。三つの次元が固さのなかに隠れていたかのよう
です。三つの次元は等価であり、それぞれ互いに無関心です。それらは外側からのみ、任意にあるいは偶然に決定されます。三つの次元、x-,y-,z- 軸は石のなかの任意の点に置くことができます。
石のなかのすべての点は互いに等価です。

（中略）
人間は真に三次元の存在です。したがって次のように言うことができます。人間は個体（Individuum）であるだけではありません。その体は、その内で人間が個我（Individualitaet）として生
きるための基礎を成しているのです。」

「四つのエーテルを正しく表象し始めた者は、単なる知識ではなく、自然と人間における多くの新たな認識とその関連を明らかにするための鍵を手にします。その新たな表象を携え、自然界に足
を踏み入れて、たとえば一本の菩提樹の前に立ちましょう。空間に占めるその大きな姿は光エーテルの働きであり現れです。樹冠の精妙な分枝とその秩序は音エーテルの現れです。無数の葉、枝、
根の全体性の内には生命エーテルの作用が潜んでいます。樹齢 70 歳の木に今なお花が咲くのは、熱エーテルの働きです。このようなことは、動物や人間においても同じように観察することがで
きます。
　四つのエーテルの働き−−感覚界に時間を生み出し、空間をつくり出し、分離しているものを結びつけてひとつにする働き−−を明らかにしていけるなら、自然界全体を新しいやり方で観察し、
認識していくことができるのです。」
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革命があった

口承が書記に
書記が印刷に
そして
印刷がデータに

けれども
革命を起こすのも人
考えるのも
語るのも
書くのも
読むのも人

革命は
人のなかでこそ
起こらなければ
どんなにメディアが変わっても
人の歩みは進まない

どんなに検索しても
コピペしても
そこには何も生まれない
言葉をどんなに排泄したところで
そこにポエジーは生まれない

データの洪水に流されるか
たしかな箱船で知恵を運ぶか
あふれるデータを
たしかに選び編集し
みずからつくりだす力こそが
与えられるのではなく
与える力こそが問われている

今こそメディアの質が試される
みずからがメディアとならねばならない
観る力と想像力と創造力が試される

さて革命は
どこへと向かうのだろう

「新しいメディアのもと、ありとあらゆる方法でデータがやり取りされ、テキストが大量

生産される現代に生きながら、テキストが伝承されることが稀であった中世という時代

を想像するのは難しい。苦労のすえようやく用紙や筆記用具を手に入れた中世の書記は、

まずページに罫線を入れ、一文字一文字手で書き入れ、一冊ずつ綴じなければならなかっ

た。十二世紀のあるラテン語写本によれば、書記にはガチョウ、雄牛、羊、茨の四つが

必要だとされる。ガチョウはペン、雄牛はインク壺、羊は羊皮紙、そして茨はインクに

なる。」

「近年、本には強力なライバルが現れた。新しいデジタルメディアが高速かつほとんど無

限の目盛り容量でもって、あらゆる形の知やクリエイティブな活動に思うがままにアク

セスすることを可能にしたのだ。デジタルメディアは、本には不可能な視覚・聴覚的刺

激を活字につけ加え、個々の情報を多種多様なものに結びつけると同様に、小さなデー

タ記憶媒体があればアーカイブ化に図書館を必要としない。しかしデジタル時代の幕開

けは、そのようなメディアの交代に伴うさまざまな問題をも明るみに出したようだ。と

いうのもいまや、膨大なデータの洪水に、集団の記憶の中で蓄積された知が呑みこまれ

ようとしているのである。読者（利用者と呼ぶべきか）は木を見て森を見ず、方向を見失い、

必要な情報をどこでどのように探したらいいのかわからなくなってしまった。その結果

どのようなことになるのか、まだ予測はできないが、メディアの発展が知と記憶の宝庫

の姿と、そこへのアクセス方法を変えてしまう文化的革命であることに異論はないだろ

う。さて歴史を振り返れば、同じように「革命的」な影響をもたらして、その時代の人々

から熱狂と同時に疑惑の目で迎えられたメディアの革新が、過去に二回あった。口承か

ら書記への転換と活字印刷の発明である。このうちの最初の「革命」、つまり本の文化

の形成と中世（西暦八〇〇年から一五〇〇年）における文学世界の成立がこの本のテー

マである。才能ある詩人の存在だけでは文学は成立しない、ドイツ語の動詞「詩作する

（dichten）」とはもともと「書く（schreiben）」と同意語で、「歌う（singen）」「語る（sagen）」

といった口承による文学活動とは一線を画する行為だった。だから dichten する人とい

う意味の「詩人（Dichter）」とは、本来詩を作る人ではなく、書記をする人だったので

ある。書記をするためにはまず筆記用具と紙が必要だ。それらがあって初めて思想、物語、

詩歌、歴史的事件など、あらゆる知が長期的に保管され、他の人間もしくは後の世代の

人々の元にも届けられる。人間の精神ではなく、むしろ人間の思考を留めることができ

るマテリアルこそが、プリニウスが言うところの「人間の死」（『博物誌』第三章二一節）

を保証しているのである。

　だから熟練した職人技と経済的発展こそが、いわゆるフィクションとしての文学だけ

ではなく、書き下ろされたものすべてに興味をもつような、文字の世界としての文学世

界の基礎となるのである。」

「中世の文学世界（中略）は、個々のテキストや作者、受容の一局面、もしくは的指摘発

展段階からうかがい知れるものではない。写本の一つひとつがその物質的存在感と、そ

の成立に関わった作者、書記、編集担当者、挿絵画家、装飾画家、注釈者、編纂者との

結びつきの中で「多声的（ポリフォニック）な意味関連」を生み出している。そしてそ

れこそが詩人、思想家およびテキストの活力、創造性、衝撃性、ユーモア、教化性、破壊性、

そして美的な魅力を輝かせているのである。」

■クラウディア・ブリンカー・フォン・デア・ハイデ 

 『写本の文化誌／ヨーロッパ中世の文学とメディア』（一條麻実子訳　2017.7）



「なにかを憎む者は、確信を持っていなければならない。でなければ、あんなふ
うに話し、あんなふうに傷つけ、あんなふうに殺すことなどできない。あんな
ふうに他者を見下し、貶め、攻撃することなどできない。憎む者は、確信を持っ
ていなければならない。一片の疑念もなく、憎しみに疑念を抱きながらでは、
憎むことなどできない。疑念を抱きながらでは、あんなふうに我を忘れて憤慨
することなどできない。憎むためには、完全な確信が必要なのだ。「もしかした
ら」と考えてはならない。「あるいは」と考えてしまえば、それが憎しみのなか
に浸透し、よどみなく流れるべき憎しみのエネルギーをせき止めてしまう。
　憎しみとは不明瞭なものだ。明瞭にものを見ようとすれば、うまく憎むこと
ができなくなる。優しい気持ちが入り込み、よりよく見てみよう、よく耳を傾
けてみようという意志が生まれる。ひとりひとりの人間を、その多彩で矛盾し
た特徴や傾向まで含めて、生きた人間として認識するための差異が生まれる。
だが、一度輪郭がぼかされ、一度個人が個人として認識不能になれば、残るの
はただ憎しみの対象としての漠然とした集団のみであり、そんな集団のことな
ら、好きなような誹謗し、貶め、怒鳴りつけ、暴れることができる。（中略）
　憎しみには、上に向けられるものと下に向けられるものがあるが、いずれに
せよ必ず目線は縦方向だ。自分より「上のやつら」、または「下のやつら」、い
ずれにせよ彼らは「自分たち」を抑圧または脅迫する「他者」である。「他者」
とは、危険な権力だとされるもの、または価値が劣ると考えられるものである
---- こうして、のちに虐待や殲滅が掟に、それは、単に「許される」行為であ
るばかりか、「必要な」行為でさえあったと過大評価されることになる。「他者」
とは、罰を受けることなく中傷し、蔑み、傷つけ、殺すことさえできる対象な
のだ。」

「一七五二年から一七七二年にかけてドゥニ・ディドロとジャン＝バプティスト・
ル・ロン・ダランベールが編纂した、啓蒙の概説書とでも呼ぶべき『百科全書』
全二十八巻には、現代にも通じるファナティズムの定義が掲載されている。執
筆はアレクサンドル・ドゥイール。「ファナティズムとは、盲目的で情熱的な熱
意のことである。迷信的な物の藻方に端を発し、馬鹿馬鹿しく不公正で残酷な
振る舞いに及びながらも恥も悔いもないばかりか、一種の喜びと満足さえ感じ
るようになる。」これは、似非宗教の分野であれ、政治の分野であれ、現代のファ
ナティストにも共通の特徴だ。」

「ファナティストの教条主義が依存しているものがあるとすれば、それは一義性
だ。ファナティストは、「均一の」民衆、「真の」宗教、「根源的」伝統、「自然
な家族」、「適切な」文化といった純粋な教義を必要とする。異議も多義性も矛
盾も認めないパスワードとコードを必要とする。だが、まさにそこにこそ、ファ
ナティズムの大きな弱点がある。「純粋さ」と「明快さ」の教義には、同じ教義
で対抗することはできない。厳格さに厳格さで、ファナティストにファナティ
ズムで、憎む者に憎しみで向き合っても、勝てる見込みはない。」

「ファナティズムを芽の段階で摘み取ろうと思うならば、似非宗教や民族主義の
教義が唱える間違った安全神話の裏にどのような社会的、経済的不安が覆い隠
されているのかと問うことを怠ってはならない。自分の命に何の価値も見いだ
せず、それゆえイデオロギーのために自分を犠牲にしてもかまわないと考える
人間がなぜこれほど多いのかを、問い続けねばならない。
　なによる必要なのは、不純で多彩なものを支持することである。なぜなら、
まさにそれこそが、憎む者、純粋で一義的なものを偏愛するファナティストを
もっとも戸惑わせるからだ。必要なのは、自由思想に基づく疑念と皮肉の文化だ。
それこそが、ファナティストや人種差別的教条主義者が最も嫌うものだからだ。
不純なものへの賛歌は、単なる机上の空論以上のものでなければならない。多
彩なヨーロッパ社会を主張するのみならず、多彩なものを包括する共存社会を
実現するための政治的、経済的、文化的投資が現実に行われねばならない。」
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ほんとうに純粋なものは
不純さえも受け容れるほど純粋だ
大地がすべてを受け容れるように

不純を避ける純粋さは
みずからのみを善しとする
排他主義にすぎない

憎しみは上と下をつくる
憎しみはみずからをこそ憎んでいるのだが
それに気づかないままに
他者を上と下につくりだし
それを殲滅しようとする

ファナティストは多義的なものを憎む
純粋な教義のもとで
すべては一つの原理のもとに
一色に塗られなければ気がすまない

赤だといえば赤
青だといえば青だ
けれど赤の補色は緑
青の補色は橙色であるように
みずからの影こそがその狂気の純粋さを
補償していることに気づけないでいる
すべてはじぶんの影との戦いなのだ

憎しみを超えるには鏡が必要だ
鏡のなかに映るみずからの不安が
その源であることに気づけるように

けれどその鏡をすべて
みずから壊してしまうほどの
ファナティズムになったとき
黒魔術的な憎しみさえも
生まれてしまうことになる
その排他的な炎を消すのはむずかしい
太陽神が太陽悪魔を諭せないであろうほどに

■カロリン・エムケ『憎しみに抗って／不純なものへの賛歌』（浅井晶子訳　みすず書房　2018.3）


