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日本を愛するというならば
何の変哲もない日本をこそ愛するのがいい
人を愛するというならば
何の変哲もない人をこそ愛するのがいい
自分を愛するというならば
何の変哲もない自分をこそ愛するのがいい

好きだというのは
それで幸せになれるということだから
そして何の変哲もないところにこそ
「本物」はたしかにあって
打算もひとの評価も忖度もなく
ほんとうの愛がそこにはある

「俺様」的な自尊は好きではないが
そこにそんな愛があれば
その「俺様」をこそほしいと思う
その「俺様」であるためには
死を賭けてさえ悔いることはない

愛の価値は
愛そのもののなかにある
そしてその愛は彼方にではなく
何の変哲もなく生きている
じぶんそのものとともにあることでこそ
得られるものだと思うのだ

（小松貴『昆虫学者はやめられない』より）
「大学院へと進学し、昆虫学者としての人生を本格的に歩き始めてから、私の人生はまったく安全とか安定とか、そういうこととは
程遠いものに変わり果ててしまった。アリの巣をほじくるためだけに、海外旅行に行くようになった。いつ後ろから刺されるかも分
からないような治安の悪い都市、いつ後ろから猛獣に食われるかも分からないようなサバンナに密林。熱帯の伝染病に倒れて、走馬
燈を見る程度には死を覚悟したこともあった。帰国当日に、帰りの飛行機が航空会社のストライキで飛ばなくなったばかりか、無責
任な旅行代理店に見捨てられ、結果ロボコップも裸足で逃げるような犯罪都市に、たった一人で閉じ込められたこともあった。
　しかし、そんな目に遭おうとも、私の心はどこかで幸せを感じていた。幼い頃、ため息をつきながら眺めた昆虫図鑑に載っていた、
美しくて格好いい外国の昆虫たち。その生きた「本物」に、町中のペットショップでも人工の温室内でもなく、本来彼らのあるべき
場所で出会うことができたから。それだけではない。図鑑にも載っていない、未知なる新種の昆虫たちにも次々に出会えたから。もっ
とも、その新種というのはどれもハナクソほどの大きさしかない、たいそうしょぼくれたものばかりで、格好いいクワガタや、綺麗
なチョウの新種なんか一種たりともない。でもいいのだ。見つけたものが派手かどうかなど、昆虫学者にとっては些末な問題に過ぎ
ない。この世で最初に、俺様が見つけた。それが新種であることに、世界の誰よりも先に俺様が気づけたという事実それ自体が、何
よりの誇りなのだ。
　私の周囲の昆虫学者の中には、海外の虫の珍奇さ・新奇さにあてられ、もはや日本の虫では面白い見を感じられなくなってしまっ
た、と嘆く者がいる。でも、私は海外で虫と触れあうほどに、無性に日本の虫に対する恋しさにも似た情念が高ぶってくる。アフリ
カのサバンナを歩きながら、長野の裏山に住むルリボシカミキリのことを懐かしんでいる。今の昆虫学者としての私を形作ったのは、
日本の本州のどこにでもあるような何の変哲もない裏山、そしてそこに住む生き物だ。私は一生、そんな裏山に鎖で心をつながれた
まま生きていくだろう。」

（片桐仁 × 小松貴「昆虫愛！」より）
「――本日は昆虫学者の小松貴さんと、ある時は俳優、またある時は彫刻家。奇才、片桐仁さんのトークショー、題して「昆虫愛！」
にいらしていただきありがとうございます。昆虫学者の小松さんはもちろんですが、片桐さんは昆虫などをモチーフに精緻なオブジェ
の制作でも知られており、ご家族でも昆虫採集に出かけられるとか。今日は徹頭徹尾、昆虫話。昆虫愛に満ち満ちた、マニアックな
ひとときを！」

■小松貴『昆虫学者はやめられない』（新潮社　2018.4）
■片桐仁 × 小松貴「昆虫愛！」

『昆虫学者はやめられない―裏山の奇人、徘徊の記』（小松貴著）刊行記念
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古代ギリシアの神々が
やがて時代をくだり
人々のそして個のなかに
その姿をうつしたように

日本の神々もまた
うたという言霊を通じて
人々のそして個のなかに
その姿を映していったが

個の言霊はやがて
「おもやひのもの」を深めながら
もののあはれと呼応しはじめた

西行の和歌
宗祇の連歌
雪舟の絵
利休の茶
それらを承けた芭蕉の俳諧もまた
そうした風雅の道

さまざまな宗教や哲学
芸術や神秘学の道もまた
そうした旅のひとつに見えてくる

「造化にしたがひて四時を友と」し
もののあはれの姿を顕す
うたの言霊を求める旅へ

「歌はもともと相手を意識してうたわれたものであるが、その作者は個人というよりは共同社会の制作に関わるものであった。しかる
に、これまで口承社会の産物であった歌が文字を借りて表記される記紀万葉の時代になると、よみ人知らずの「うたう歌」から「よむ歌」
へと大きく変化をとげた。それがさらに平安時代、鎌倉時代と時代が下がって、ひとにぎりの宮廷歌人の周辺だけに歌の舞台が移さ
れると、歌をよむのは文学の栄光を目指す個人の営為にまかされた。これら宮廷歌人によって鋭痩な美の頂点がきわめられた。
　しかし私には『古今和歌集』や『新古今和歌集』などの勅撰集に、日本の歌を代表させることを拒みたい気持ちがある。それは宮
廷生活以外の庶民の世界がなおざりにされているからだ。庶民の生活はおおらかで屈託がなく、したがって、そこに伝えられてきた
民謡や歌謡も自在な動きを見せている。後白河院は遊女の社会に伝えられた今様を愛唱・蒐集するのに余念がなく、また後鳥羽院は
連歌にふけり、倦むことがなかった。
　孤独な作業である和歌が行き詰まると、連歌が起こったのにはそれだけの理由がある。連歌を「筑波の道」と呼ぶように、それは、
はるかな片歌の問答歌につながろうとする動きだからである。その連歌が衰退すると、こんどは俳諧連歌が栄え、やがて連句の時代
となった。

（中略）
　こうして連句は庶民が構成する共同社会の中で生まれたかけあい歌の姿に接近していった。歌を国民の「おもやひのもの」（共有財
産）と呼んだ柳田国男は、芭蕉を中心として展開された連句の世界にかぎりない親近感を示した。それは歌の本然の状態に通じあう
ものがあったからではなかろうか。千年の時空をへだててなお私どもの胸に突き刺さる東歌の叫びは、芭蕉の目指す「もののあわれ」
と呼応するように私には見える。」

「後白河院が今様に心を奪われ、後鳥羽上皇が連歌の遊びに心を傾けたということを軽々しく見ることはできない。それは『古今和歌集』
『新古今和歌集』の伝統をひく宮廷の歌の世界が完結自足しているように見えながら、実はそうではないことを二人の上皇が自ら示し
ているからである。そのことを生涯をかけて示したのが西行であった。
　彼は諸国を旅し、遠く陸奥まで足をのばした。庶民の生活にじかに触れた西行の歌が、宮廷歌人の技巧的なものとはまるでちがう
ものであることはとうぜんであった。『後鳥羽院口伝』に、「西行はおもしろくてしかも心に殊にふかくあはれなる」生得の歌人と評
されている。西行はもっぱら自分の心を内省しながらうたった、どちらかといえば「正術心緒」の歌人であった。「寄物陳思」の伝統
はむしろ、連歌の道をたどって、その終点を芭蕉とその門人たちの連句の場に見出すのである。」

「和歌の世界が行き詰まったところから連歌がさかんになり、連歌が衰退したところから俳諧がいきおいを得た。それは連歌とまった
く別の流れというよりは、連歌の中でも滑稽味を狙った俳諧連歌の刺激によるところが大きかった。」

「俳諧は和歌や連歌が取りあげなかった俗語や漢語を受け入れたが、貞門俳諧、つづいて談林俳諧を経過し克服した芭蕉にとって、非
俗な言句をそのまま承認肯定することではなかった。
　かれは「俳諧の益は俗語を正すなり」と弟子に説いた。世間の俗語を只して、詩語まで高めることが芭蕉の志であった。『三冊子』
は芭蕉の高弟・服部土芳が一七〇二年に著したもので、芭蕉の俳諧理念を書きとめた貴重な書物である。この言葉の裏には、世態人
情の世界は、雅語にはふさわしくなく、俗語でしか表現できないことがあることを受け入れ、しかも俗語を雅語のように洗練しよう
とする芭蕉の並々ならぬ野心が透けて見える。
　芭蕉が目指したものは、「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休が茶における、其貫道する物は一なり。
しかも風雅におけるもの、造化にしたがひて、四時を友とす」（「笈の小文」）とあるように「風雅」であった。その風雅の道を求めて
西行や宗祇の旅にならおうとしたのであった。」

■谷川健一『うたと日本人』（講談社現代新書　2000.7）
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世界の果てへの冒険は
今自分はどこにいるのかを
知るための冒険でもある

かつて冒険者たちは
未知の場所を求めて
地球上をさまざまに経巡った

いまでも冒険者たちは
新たな冒険を求め
これからもそれが
絶えることはないだろうが

地球を越えて冒険は広がり
外へ向けてではなく
内へ向けての冒険も広がるにつれ
世界の果てそのものは変わり
未知の場所　未知の体験
それらもまた変わっていくだろう

そしてそれらの変化にもかかわらず
すべての冒険はつねに
今自分はどこにいるのかを
知るための冒険となるだろう

それは自分を問う問いでもあり
それが世界そのものを
問う問いにもなるからだ

■ドミニク・ラニ著・キャリン・ドゥリング＝ブロジェ絵『“ 世界の果て ” の物語　ATLAS OF IMAGINARY LANDS』（鳥取絹子訳　河出書房新社　2018.7）

「地図の歴史をひもとくと、地理についての私たちの知識が時代を経てどう変化してきたのか、
目からウロコが落ちるように見えてくる。古代の地図は都合よく引き裂かれているものもあれ
ば、枠組みもさまざまで、製作者が確信している国や場所などはわかるけれど、空白や疑問も
読みとることができる。各地方の境界線や、海、川の位置、住民などについては、当時の旅人
や探検家たちの報告や記憶のおかげで正確にはなっている。しかし古い諺でいみじくも警告し
ているように「遠くから来た者は平気で嘘をつく」ものだ。時代とともに、地図の真ん中や、
本当の大陸の隣り、そのほか地球のあちらこちらに、大洋や架空の国、土地、島、大陸、国王
･･････ などがあらわれて、伝説や夢に包まれた謎のオーラを放っていた。
　世界はここで終わりなのだろうか？　地の果てがあるとしたらどこなのだろう？　これらの
疑問に夢中になった古代人が「エクメーネ」---- 人間の住む地域 ---- の限界としていたのは、
南はリビアやエチオピアなどのバーバリー地方、東は古代グルジアの王国コルキスや黒海、伝
説のヘスペリデスの園、最北は仮想の大陸トゥーレ ･･････ などだった。
　西ではキティラ島やオギュギア島、カンディ島（クレタ島）、都市国家トロイが、早くから
憧れの地にランクづけられていた。おそらく実際にはなかった戦争の舞台になったトロイは、

古代ギリシアの詩人を魅了し、それを受けて神話学者や劇作家、考古学者が想像力をふくらませた。神に祝福されたキティラ島は長く
愛の島とされ、カンディ島はギリシア神話でアテネの英雄テセウスと牛頭牛身の怪物ミノタウロスが対決した島だった。オギュギア島
は魔女キルケが住む島とされ、ホメロスの『オデュッセイア』を手に地中海を回った多くのギリシア人が、その島を探し、場所を突き
止めることで美しい旅を終えていた。」

（「３　オギュギア島／カリュプソの隠れ場」より）
「伝説の地の運命もいろいろで、なかには永遠に人が住むのを拒んでいるところもある。たとえばオギュギア島には、何世紀ものあい
だ、ユシリーズと美しい海の女神カリュプソ以外は誰も住んでいなかったようだ。ホメロスの『オデュッセイア』の英雄、ユリシーズ
は、天空を支える神アトラスの娘が住む島にたどり着いたとき、そこに７年も留まるとは思ってもいなかった。画家ブリューゲル（父）
が描いた絵を見ると、芸術家が島をどのように想像していたかがよくわかる。金色と緑色で統一された色彩のなかでユリシーズの抱擁
に身を委ねるカリュプソ ･･････。ニンフの住む洞窟の入口から差し込むブルーが美しく、２人の恋人を結びつける愛と調和した美し
い崇高さを全体に与えている。「魅せられた目と、歓びに浸る魂の持ち主は、不死身ではない」とホメロスは謳っている。（略）
　あたかも、人それぞれの心の奥でその場所を永遠に秘密にしておきたいかのように。この世でもっとも美しいニンフ、カリュプソが
人間の目に触れないように住んでいた洞窟は ---- 私たち自身の心の洞窟なのかもしれない。」

（「３４　トゥーレ／どこにもない国」より）
「紀元前４世紀、ギリシアの探検家ピュティアスは目を疑った。目の前にあらわれた島はこれまで見たこともない様相をしており、彼
はその島にトゥーレと名づけた。氷のように冷たい濃霧のなかに沈んだトゥーレ島は、世界が液体と固体の中間で揺れているようで、
地中海で出会う島とは似ても似つかないものだった。（略）
　彼が、グレート・ブリテン島を離れて北上してから６日後に発見したのが冒頭の島である。そこでは太陽が地面すれすれに単調な曲
線を描き、昼も夜もないようだった。科学者としても優れていたピュティアスは、真夜中の太陽について説明した初めてのヨーロッパ
人となった。
　地理学者ストラボンによると、ピュティアスは航海記『大洋』（＊現存せず）でこの驚くべき島について、「海の肺」のようだと表現
している。陸地でも海でもない。水平線上を沈まずに動く大洋の光を浴びたトゥーレ島は、まさに目に見える世界の新たな境界だった。

（略）
　トゥーレ島は長あいだ、世界の果ての地点であり続けるのである。永遠に淡い光に包まれた心地よい響きの島、墓地のない死者のた
めの霊の地 ---- どこにもない国として ･･････。」
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声は
いたるところにある
ことばは
いたるところにある

響きとして
形として
動きとして
意味として
光として
そして
沈黙として
･･････

けれどもそれらは
ほんとうに聴かれなければ
ほんとうに見られなければ
現象するただの記号にすぎない

それらが
ほんとうの器となり
かけがえのない食べ物となるとき
声はいのちの水となり
ことばは存在の光となる

失われているものはなにもない
気づけば与えられている
そして永遠のなかで
すべては閃いている

■齋藤陽道『声めぐり』（晶文社　2018.7） 「「声」は伝わらない。それがぼくの実感だ。
　「声」は沁みてすでにある。それもまたぼくの実感だ。
　ぼくにとっての写真は、失われた「声」を、ふたたびめぐるための旅だった。
　この本に書いたことは、自伝でもなく、エッセイでも、写真論でもない。
　声めぐりの旅へと踏み出す一歩を支えてくれた現象についてである。」

「目に映るすべてがスローモーションのようだった。降りしきる雪のひとつずつが、発光しているかの
ようにくっきりと見えていた。
　そのとき、雪は降って積もるだけの自然現象ではなかった。
　雪のひとつずつが、それぞれ一個として存在していた。そう見えたとき、眼前に広がっているものは
無限の語りだった。
　声が降っている。降りつづけている。
　ごんごんと声が降っている。声はいつまでも降りしきる。
　その声は凜としていて、世俗の音を思わせなかった。
　たったのひとつ、が、こんなにも、ある。
　でも、やっぱり、たったのひとつ、しか、そこにはない。

　顔をあげて空を見る。黒雲から降りしきる声たちは、物事を暴こうとするような攻めた「見る」姿勢では、到底、見通せる
ものではなかった。ただただ受けとめるしかなかった。声を浴びる。降ってくるあまねく声を、無限のひとしずくとして浴びる。
　食い入るように見て、銃を撃つように撮ることだけが写真ではなかった。
　手のひらで水をすくうように、浴びて受け入れながら撮ることもできた。
　声がふりそそぐ光景の奥には、黒雲が、夜の帷が、清浄な空気が、そして、宇宙に連なる空があった。見上げる夜空と降り
しきる雪の冷たさを肌で体感したそのとき、孤独に追いやるだけの、うとましいものでしかなかった沈黙のイメージが反転した。
　ことばなき沈黙からこそ、生まれ出ずる声がある。その声は、耳が聞こえるとか聞こえないとか、そういう表面的な次元で
聴くものではなかった。
　かじかむ手で握りしめるカメラの質感をもとに、ぼくはある直観を抱いた。
　ぼくはこの雪のひとかけらたちを「声」として見て、聴いた。
　聾する者は、ひとつのふるまいや自然現象といった、ことばなき沈黙のなかで閃いているものを「声」として聴く能力をもっ
ている存在なのではないか。その力は、ぼくにも備わっているのではないか。写真が、その能力を、一層ふくらませてくれる
のではないか。
　一万の雪の中で閃いた直感は、希望といっていいほどに強く光っていた。
　今もなお光っている。」

「ほんもののことばは、語ることのできない意味に充ちている。
　ほんもののことばは、時間をかけながら、こころの片隅で静かに花を咲かせる。
　ほんもののことばは、目に見えぬやさしい手として、こころに当てられている。」

「写真が切り拓いてくれた「声」は、豊かな沈黙とともにすべて眼前にあった。
　ことばが無くとも、皮膚や五感のあらゆるものを通して、雄弁に話すことができた。
　音が無くとも、まなざしやからだを通して、慈しみつつ歌うことができた。
　永遠の中の一瞬に立っているいのちだから、自分のこころの鼓動をつかんで、かのいのちをまなざす贅沢を与えられている。
写真はその贅沢をうけとめる器だった。
　ありがとう。」
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ひとりのとき
人は愛することができる
ひとりのとき
人はひとりと結ぶことができる

ひとりでいられずに
つながろうとするとき
愛は愛にはなれない

ひとりがひとりと結ぶためには
ひとり迷路のなかを
歩んでいかなければならない

暗闇のなかで壊れながらも
立ち上がり続けなければならない
迷路の果てではじめて
ひとりはひとりと出会えるのだから

ひとりとひとりが
ほんとうに出会えたとき
そこではじめて愛は生まれ
そのときひとりは変容する

「現代はとかく個体について語りづらい時代である。個は一方では、ある行為の原因や責任を押し付けるための枠や基点とし
て粗暴な思惑の犠牲となり、他方でそれは、文化や社会のネットワークの中でいわば強制的に作られた幻想だと暴きたて繋が
りたい強迫的欲望により雲散霧消してしまう。個はこの板挟み状態の中にある。
　また、そのことに拍車をかけるように脳科学や社会学、人類学といった新しく魅力的な知の試みが、長い伝統をもつ哲学的
な個体の議論をなかったものにしようとしているとも思える。
　人間は社会的動物で、環境と歴史の中で形成され、生きて行かざるをえない。そんなことは分かっている。その全てを認め
た上で、なおも人間は個として、個体として生きていかざるをえないことを貫ければと考えている。生きるも死ぬも最期はや
はり個である。そしてそのことが、哲学にとどまらず、臨床やアートにおいても欠くことのできない条件になると信じている、
このことは、とりわけ哲学が共同研究に向かないことの最大の理由でもある。
　現に、自然科学を筆頭とする学術論文からはどんどん個が失われている。誰が書いているのか、執筆者が何を思ったのか、
それら痕跡を消すことが学問の本性であるかのような幻想に覆われている。テーマもスタイルも語り口も、客観性という名の
もとに個が駆逐されている、プラトンを、ゲーテを、ニーチェを見てみろといいたい。彼らは間違いなく、かけがえのない個
としての生と作品を残していった。
　また臨床のフィールドに目を向けると、そこには次の展望が描けず、暗闇の中で苦しむ多彩な個が溢れている。たとえ社会
の、制度の、医療の、家族の問題があったとしても、苦しむ個はどこまでいっても個であり、それとして立ち上がり続けなけ
ればならない。これは療育でも、教育でも同じである。
　ただしそうはいっても、哲学という人間の営みが、このままでいいとも思ってはいない。哲学の終わりが宣誓されて久しい。
哲学はもはや、緻密な理論構想によって人びとの想いをがしっと捉えることができた幸福な時代から、知的好奇心をくすぐる
遊び心に溢れたガジェットや、物事の見方に新味を加えるスパイスとして間接的に活用されるステージに進みつつある。いや、
すでにそうなっている。
　それは哲学の危機というよりも、知的経験の新たなステージなのかもしれない。人々はますます本を読まなくなり、という
か速度を重視した別の知の経験を立ち上げようとしているかもしれない。」

「伝えておくことがある。世界が今より善く、豊かに、美しくなるよう行為することは何より大切なことである。しかしその
はるか手前で、自らの存在に歯ぎしりし、苦しみ、どうしても前に進めなくなる個体がどのような世界にも存在してしまう。
そうした個体には世界が変わるのを待つ余裕すらない。みずから変わってみるしかない。個体の変容をロマン主義の夢に封じ
込めてはいけない理由がここにある。」

■稲垣諭『壊れながら立ち上がり続ける／個の変容の哲学』（青土社　2018.8）
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からだと
こころと
たましいと

人は三つに
編まれた知恵だから
学ぶためには
三つの知恵を
美しく編んでいく

どんなものも
じぶんを抜きにして考えず
どんなものも
世界を抜きにしては考えないで
二つをむすぶ知恵がいる

考えることだけ
感じることだけでは
世界はばらばらになってしまう
ふたつをむすぶ知恵がいる

見ることも
聴くことも
十二感覚のどの関係も
すべての感覚を
むすびあわせる知恵がいる

知恵は二人三脚
ふたつのうちのひとつじゃない
ふたつから問い
ふたつから学び
そこから知恵を編んでいければ
美しい三つ編みをつくることができる

「今日多くの人びとが、魂（スピリッツ）でとらえられるものと通常の因果連鎖とのバランス、
いいかえれば直感と論理とのバランスをとろうとして苦労しています。そのどちらかと優先
したり、大きなヴィジョンのために個人的責任をおろそかにしたり、ただの現実主義に走っ
たりする傾向があるのです。
　父の説明によれば、イロコイ流の考え方の本質は、これら二つのバランスをとって歩くこ
とだといいます。右、左、右、左 ･･････。バランスのとれた歩き方をするには、左右の足を
バランスよく踏み出すことが必要ですが、それはバランスのとれた考え方にも当てはまりま
す。
　この伝統によれば、芸術と数学や論理を別々なものと見るかわり、芸術、数学、論理といっ
たものを一つの全体ととらえます。左右の目のように、両方そろって奥行きを与えてくれる
ものなのです。右と左、全体性と因果律、直感と論理など、こうした二つの考え方、二つの
見方は、いわば二点間の直線から三角形を立ち上げ、その両方を超えたより豊かなリアリティ
像の形成を可能にしてくれます。
　父から学んだ＜学びの道＞と＜強い魂の道＞は、直感と論理、全体性と因果性のバランス
をとるものです。
　魂の目で森を見、魂の耳でその木精を聴き、宇宙を貫く変化の流れを理解することは、私
たち一人ひとりの責任です。どんなの森が大きくても気づきを失わないでいることは、一人
ひとりの責任です。森を抜けてゆく一本の道を選ぶこと、地上の目で道を見きわめ、地上の
耳で木精を聴きとることは、一人ひとりの責任なのです。だれも他人にかわってそれをする
ことはできません。魂の気づきは地上の気づきの代用にはならないし、地上の気づきは魂の
気づきの代用にはなりません。
　リアリティを知覚し経験するこれら二通りの形を理解すると、コミュニケーションの全体
性を保つことがとくに重要になってきます。二つの知覚、二つの理解としての言葉とイメー
ジが、二人三脚で歩きだすのです。」

「私にとってインディアンであることの本質は、宇宙を一つの全体として理解することだとい
えます。あらゆる部分があらゆるほかの部分と全面的に関係しあったものとして理解するの
です。それは、個体性を一時的な構造として、全体性を永続的な構造として理解することです。
それは物事の関係性を理解し、二次元のかわりに三次元で考えることです。それは物事を時
間軸に沿った連続性、ないし因果連鎖でのみとらえず、広大で、複雑で、相互の関連しあっ
た多くの物事が同時進行し、あらゆるものがほかのあらゆるものに影響をおよぼしているか
らです。生命を因果律で説明するのは、あまり生産的とは思えません。

（略）
　インディアンの流儀で正統であるためには、宇宙の全体性に含まれるあらゆる要素を尊重
すること、真心で語ることが不可欠です。
　さもなければ、自分自身の存在の全体性を否定することになってしまいます。」

■ポーラ ･ アンダーウッド『知恵の三つ編み』（星川淳訳　徳間書店　1998.8）
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こんな顔かい
は
どんな顔

のっぺらぼうに腰を抜かすのは
顔という人の常識が
いきなり外されてしまうからだろう
あるはずの顔のない人のまえでは
どうしていいかわからなくなるのだ

人は顔なのだろうか
たしかに
その人であることは
その顔で印象づけられる
顔は広く流通しやすいのだ

けれど
じぶんの顔は直接見ることができない
鏡に映すか
写ったもの描かれたものを通じてしか
じぶんの顔はわからない

鏡像段階といわれるように
人はじぶんを他者のように映して
そうすることで
じぶんがじぶんであると思う
そのシンボルが顔だ

仮面は人格でもあるペルソナ
顔というのはまさに仮面なのだが
その面／オモテは私なのだろうか

オモテの背後にウラテがあって
そのウラテこそが私なのだ
ということもできそうもない

けれど顔は私を呼び出し
あなたを呼び出す
オモテとウラテが
互いを照らし合いながら

そしてときに
その顔は
こんな顔かい
とでもいうように
不気味で得体のしれないものを
垣間見せたりもするのだ

■ラフカディオ・ハーン『怪談』（南條竹則訳　光文社文庫　2018.7）
■安部公房『他人の顔』（新潮文庫　昭和五一年十月）
■鷲田清一『顔の現象学』（講談社学術文庫　1998.11）



（ラフカディオ・ハーン『怪談』・「むじな」より）
「「お女中」彼は女に近寄って、声をかけた ----「お女中、そんなにお泣きなさるな！
･･････ お困りのわけを言ってください。お助けする道があれば、喜んでお助けしましょ
うほどに」（商人は本気でそう言ったのだ。たいそう親切な人だったから）けれども、女
は泣きつづけた ---- 長い一方の袖で顔を隠しながら。「お女中」彼はもう一度、できる
だけ優しく言った ----「どうか、どうか私の言うことを聴いてください。･･････ ここは
若い娘御が夜に来るところではありません。頼むから、泣くのはおやめなさい ---- た
だ、どうすればお役に立てるか、おっしゃってください」女はゆっくりと立ち上がった
が、こちらに背を向けて、袖の蔭でなおも呻いたり、しゃくり上げたりしている。彼は
女の肩に軽く手をかけて、言った。「お女中！ ---- お女中！ ---- お女中！ ･･････ ちっと
の間でいいから、私の言うことをよくお聞きなさい！ ･･････---- お女中！ ---- お女中！」
･･････ すると、その〝お女中〟はふり返って、袖を下に落とし、顔を手でつるりと撫で
た ---- その顔には、目も鼻も口もないの男は見て ---- 悲鳴を上げて、逃げ出した。
　彼は紀の国坂を必死で駆け上がった。目の前は真っ暗で、がらんとしていた。一度も
うしろをふり返らずに、どこまでも走ってゆくと、やがて提灯の明かりが見えたが、た
いそう遠いので、蛍火のようだった。彼はそちらへ向かって走った。それは道端に屋台
を据えた行商の蕎麦売りの提灯にすぎなかった。しかし、あんな目にあったあとでは、
どんな明かりでも、どんな人間でもありがたい。彼は蕎麦売りの足下に、とび込むよう
に身を投げだして、叫んだ。

「ああ！ ---- ああ！ ---- ああ！！」
「これ！　これ！」蕎麦屋は荒っぽく言った。「おい！　どうしたんだね！　誰かにやら
れたのかい？」

「いや ---- 誰にもやられはしない」と相手は息を切らして言った ----「ただ ･･････ ああ！
---- ああ！ ･･････」

「---- 驚かされただけなのかい？」行商人はすげなくたずねた。「泥棒かい？」
「泥棒じゃない ---- 泥棒じゃない」おびえた男は喘ぎながら、言った ･･････「いたんだ
･･････ 女がいたんだ ･･････ 濠のそばで ---- その女はわたしに見せた ･･････ ああ！　何
を見せたかは、とても言えやしない！」･･････

「へえ！　おまえさんに見せたってのは、こんなものじゃなかったかい？」蕎麦屋はそう
言うと、自分の顔をつるりと撫でた ---- すると、顔はたちまち卵のようになった ･･････
同時に、明かりがふっと消えた。」

（安部公房『他人の顔』より）
「魂や心だって、同じことで、顔でしか流通させられないと思うのは、習慣からくる一種
の先入観なのではあるまいか。百年間、顔を見合わせているよりも、一編の詩、一冊の本、
一枚のレコードが、はるかに深く心を交わせる道である場合は、けっして珍しいことでは
ない。第一、顔が不可欠なものだったとしたら、盲人には、人間の資格がないことになっ
てしまうではないか。そんなふうに、顔の習慣に、安易によりかかることで、かえって人
間同士の交流をせばめ、型にはめる結果になてしまっているのではないかと、ぼくはむし
ろそれを案じているくらいなのである。現に、そのいい例が、皮膚の色に対するあの馬鹿
げた偏見だ。黒だとか、白だとか、黄色だとか、たったそれだけの相違で機能を停止して
しまうような、不完全な顔に、魂の通路などという大任を任せるのは、それこそ、魂をな
おざりにする態度としか言いようのないことだ。」

（鷲田清一『顔の現象学』より）
「「顔が見えない」という言い方がよくなされる。顔は本来見えるものだという前提がここ
にはある。わたしがこの書き物のなかであきらかにしようと試みたのは、これとは逆のこ
と、つまり顔はだれかによって対象のように見られるものではないということだ。
　顔は見られるべき視覚的なイメージではなないし、読まれるべき表現なのでもない。い
いかえるとそれは、肖像や表情なのではない。像や記号ではない。
　にもかかわらず、顔はわたしを呼びだす。不意を打つようにして迫ってくる。が、顔は
それを手厚く迎えることがないと、あるいはその極微の震えに感受することがないとすぐ
に消えてしまう。顔とはそのような傷つきやすい現象でもある。」

「顔は見えるものなのか。顔は面なのか。そもそもここにある（はずの）この顔、それは
わたしなのか。もしそうでないとすれば、それはだれに向けられているのか。それへと向
けられている（はずの）他人の顔もそのひとでないとなれば。あるいは、私の表、他人の表？
　では表って何だろう ･･････。」
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教師は教えない
教師こそ学ぶ
学ぶ者は注意を向けることで
心を開いて受け取り
それを通して教師に教える

すべての存在には
贈り物が与えられている
そしてそれは責任でもある

与えられるということは
与えるということでもあるのだ
そのレシプロシティを忘れたとき
存在は変容することができない

与えられていることに
感謝するだけでは足りない
ありのままでいるだけでは足りない

与えられたものを使って
責任を果たさなければならない
ギブアウェイの儀式をするのだ
そうすることで人は
新たな生へと変容することができる

古い物語を新しい物語にむすび
叡智を知識にむすび
魂を科学にむすび
いのちを言葉にむすび
世界を再生させるのだ

■ロビン・ウォール・キマラー『植物と叡智の守り人／ネイティブアメリカンの植物学者が語る科学・癒し・伝承』（三木直子訳　築地書館　2018.8）

「科学の傲慢さに心を侵されたやる気満々の若き博士だった私は、そこにいる教師は私だけだと勘違いしていた。自然こそが真の
教師なのだ。学ぶ者である私たちに必要なのはただ、しっかりと気付けるようにしていることだけだ。注意を向ける、というの
は、生きた世界とお互い様の関係を持つひとつの形だ ---- 与えられた贈り物を、しっかりと目を開け、心を開いて受け取るとい
うことである。私はただ、学生たちがしっかりとそこに存在し、耳を傾けることができるようにしてやりさえすればよかったのだ。
霞が立ちこめるその午後、山々は学生たちはそのことを教え、そして学生たちは私にそれを教えてくれた。」

「先住民族の多くは、生き物にはそれぞれ固有の贈り物、その生き物特有の能力が与えられているとう考え方を共有している。鳥
は歌い、星は輝く、というように。ただしこうした力には二面性がある。力は同時に責任でもあるのだ。美しい鳴き声が鳥に与
えられた贈り物であるなら、鳥には一日を美しい調べで迎える責任がある。鳥はさえずる義務があり、私たちはその歌を贈り物
として受け取るのだ。
　私たちの責任は何かと問うのはまた、私たちに与えられた贈り物が何であるかと問うことでもある。そして私たちはそれをど
う使うのか？　トウモロコシの人々の物語は、世界を贈り物として捉え、それにどう応えればいいのかを考える手引きとなる。
土の人々、木の人々、光の人々にはみな、感謝の心とそこから生まれるレシプロシティの感覚が欠けていた。そしてトウモロコ
シの人々、自分たちに与えられた贈り物と責任を知ることで変容した人々だけが地上で生きることができた。一番大切なのは感
謝することだが、感謝するだけでは十分ではない。
　人間以外の生き物には、人間には備わっていない特質が与えられている。空を飛べたり、暗闇でも目が見えたり、爪で木を引
き裂いたり。メープルシロップを作ったり。では人間には何ができるだろう？
　私たちには翼も葉もないかもしれない。でも人間には言葉がある。言語はわたしたちに与えられた贈り物であり、そして私た
ちの責任だ。私は書くということを、自然界から与えられたものにお返しをする行為と考えるようになった。古い物語を伝える
ために、新しい物語 ---- 科学と魂を再び一つにし、私たちがトウモロコシの人々になるのを助けてくれる物語 ---- を語るために。」

「レシプロシティは、与えられたもの、受け取ったものすべてに対して、私たちが責任を引き受けることを求める。遅まきながら、
今度は私たちがお返しをする番だ。マザー・アースのためにギブアウェイを開こう、毛布を広げ、私たちが作った贈り物をうず
高く積み上げよう。本、映画、詩、創意に富んだ機械、手、心、そしてビジョンという贈り物をすべて、地球のために捧げよう。
それが何であれ、今こそ自分の持てる力を発揮し、世界の再生のために踊るときだ。
　生きる、という特権へのお返しとして。」

※レシプロシティ（reciprocity）：互恵性、返報性
※ギブアウェイ：プレゼント贈呈の儀式
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永遠の世界から
やってきたことを
どこかで覚えていると
無常の世界は
途方に暮れるほど生きづらい

さむくて
あつくて
いたくて
かなしくて ･･･

永遠の世界には
成長は存在しないから
無常の世界で
永遠の世界を望むと
無常の世界での
成長もまた拒まれてしまう

それでも
永遠の世界から
無常の世界へと
ひとはすべてを忘れて
生まれてこようとするのだ

そして
どんなにこわくても
どんなにかなしくても
じぶんの目で
その無常の世界を
じかに見なければならない

そうすることで
永遠の世界のじぶんを
成長させることができるから

■松本大洋『ルーヴルの猫』（小学館　2017.11）



「今から５０年以上昔の話だ ･･････
　姉とはいつも一緒だった ･･･
　（略）

　　誰と話しているの、お姉さん？

　　聞こえた、マルセル？
　　絵とおしゃべりしていたの。

　姉のアリエッタは幼いうちに成長が止まり、
　他人（ひと）からは
　ワシが兄のように思われていたよ ･･･

　父はルーヴルの修復を負かされた大工で ･･･
　ワシら二人はいつも
　ここを遊び場にしておった。

　「絵の声が聞こえる？」と ･･･
　姉はいつもワシにそう聞いた ･･･

　姉は他人（ひと）には聞こえない
　絵の声と話していた。

　（略）

　他の子どもたちになじめず
　いつも独りだった ･･･

　絵と話す時だけ笑った ･･･
　いつもどこか遠くに心をやっていた。

　（略）

　それからしばらくして
　姉は消えてしまった。

　　アリエッタは
　　絵のなかにいるんだよ。

　大勢の人間が姉を探した。
　ワシは必死で訴えたが ･･･
　当然相手にはされなかった。

　（略）

　だが ･･･
　ワシにはわかる。

　この館に
　大量にある
　絵のなかのどこかで ･･･
　姉は暮らしている ･･･」

「今年こちらに運ばれた
　「アモルの葬列」を、
　その、拝見したいのです。

　（略）

　今から 50 年以上昔の話です ･･･
　一人の女の子が
　ここ、ルーヴルで
　行方不明になりました。

　彼女には
　絵の声を聞く力が
　ありました。

　絵と会話することが
　できたんです。

　この世界と上手く
　折り合いをつけられなかった彼女には
　絵の世界が全てだった ･･･

　少女が
　姿を消した時 ･･･
　少女の弟は、
　姉が絵の中へ入ったのだと
　確信したそうです。

　（略）

　あっ、この子 ･･･
　この猫 ･･･
　小さくて
　子どものように見えますが ･･･

　実は今年で６歳になる
　立派な成猫なんです。

　･･･ その猫もまた、
　少女と同じく ･･･
　〝絵入り〟なのですね？」

　（略）

　長らく絵を直す
　日々の中で
　彼らの存在について
　幾度か耳にしたことがあります。

　絵の声を聞き、
　その世界に住まう者。
　〝絵入り〟の存在。」

「ぼく
　この世界が
　大好き ･･･

　でも
　どうして
　なんだろう？

　さむくて
　くさくて、
　うるさくって ･･･

　ともだちは
　死んでしまったのに ･･･

　あっちへ
　帰るんだ。

　きみと
　いっしょに
　帰るんだ。

　（略）

　わたしは
　絵の中で
　とても幸せ。

　わたしの小さな弟に、
　そう伝えてちょうだい。」

「夏が来る前には
　出発するよ。

　誰にも言わずに

　行くつもりだったけど、
　君は心配するだろうと
　思ってね ･･･

　外はひどい所だよ ･･･
　（略）
　僕もこわいんだ。
　外のことを考えると、
　時々夜もねられなくなる。

　でも
　見てみたいんだ ･･･
　この目でね。」

「ゆきのこさん、
　ゆきのこさん ･･･

　今はもう ･･･
　わたしの声は
　あなたに届かない。

　思い出も
　その心から消えてしまったわね。

　強く雄々しい
　姿が、とてもすてきよ、
　ゆきのこさん。

　天高く尾を上げて
　たたかって
　いらっしゃい。

　わたしは
　いつでも
　ここにいるわ。

　この場所から
　いつも、みんなを
　見ているの ･･･」

※ Antoine Caron アントワーヌ・カロン 
　Allégorie. Les funérailles de l Amour 
キューピッドの葬式（アモルの葬列）
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天と
地と
人と

宇宙は
響きの
曼荼羅

霊と
魂と
体と

人は
響きの
曼荼羅

調和し
協奏する
曼荼羅の
響きを聴け

不協和さえも
大いなる調和へと
変容させながら

■菅野恵理子『未来の人材は「音楽」で育てる』（アルテスパブリッシング　2018.6） （ヒルデガルト・フォン・ビンゲン／天・地・人を調和させる」より）
「おおいなる存在とつながるには、人間の精神、肉体、自然の調和がとれていることが大事である
---- 約一〇〇〇年前にそう主張していた人がいる。ドイツの修道院長・教会博士ヒルデガルト・フォ
ン・ビンゲン（一〇九八〜一一七九）だ。この名は、「ビンゲンという土地に住むヒルデガルト」
という意味である。幻視という神秘体験をした修道女として知られる。

（略）
　中世は精神性が最上位に置かれており、聖書にはその修業について書かれてある。が、精神の
持ち主である人間の肉体の修養についてはほとんど触れられていない。ヒルデガルトは精神の崇
高さを説きながらも、同時に健全な肉体をもつことが大事であると主張したのである。人間は「宇
宙の肉体的な中心」である、と。そして、その自らの内にもつ三つの小道として「魂と体と感覚」
が相互作用していると考えたのだ。ヒルデガルトはこう述べている。

「（･･････）魂は体を生かし、思考を養い、体は魂を引きつけ、思考を明らかにするのである。感
覚は魂を感動させ、体を満足させる。魂は、火が闇を照らすように体に命を与えるが、それには
備えている二つの主な力を用いる。知性と意志であって、これらは魂の二つの腕のようなもので
ある。（･･････）魂は動くために二つの腕を持っているのではなく、太陽がその輝きによるように、
この二つの力によって自らを現すからである。」それゆえ、精神とともに、健康な肉体を維持する
ことにも気を配った。薬草にも詳しく、ハーブの効能やその処方、病気や怪我の治療など、さま
ざまな活用の方法を知っていた。

（略）
　ヒルデガルトは「天上の聖なる声」を音で表現した作曲家でもあった。それは心が開け放たれ
ていくような、清涼感と豊穣さを感じさせる音楽である。『ビンゲンのヒルデガルト ---- 中世女性
神秘家の生涯と思想』を著したＨ・シッペルゲスによれば、ヒルデガルトは七〇曲以上におよぶ
その典礼聖歌を「天上の交響楽的ハーモニー」と呼んでいた。
　ここで、同氏によるひとつの重要な指摘がある。彼女が作曲した典礼聖歌のメロディーが、グ
レゴリオ聖歌の音域を超え、より大きな音域をもつということだ。グレゴリオ聖歌は単一の旋律
を男声が歌うためのものであり、厳格かつ内省的な印象である。いっぽうでヒルデガルトの典礼
聖歌はおもに女声によって歌われる単一および二声の旋律であり、清涼かつ開放的な印象をもつ。
男声と女声の違いもあるかもしれないが、グレゴリオ聖歌は聖書をとおしての神との間接的対話、
対してヒルデガルトのほうは神との直接対話とも感じられる。旋律の動きがより活発で音域も幅
広い音楽、それは彼女自身の開放的な精神とそれに調和した肉体のあり方を象徴しているのでは
ないだろうか。」

「音楽と宇宙、音楽と惑星に関係を見出す考え方は、古代ギリシアまでさかのぼる。紀元前五世紀
の数学者ピュタゴラスは協和音程を発見し、また地球を軸に秩序正しくまわる天体の運行そのも
のが音楽を奏でているという「天球の音楽」という考えを創出した。この考えは、紀元前四世紀
の哲学者プラトンや一世紀の天文学者プトレマイオスにも受け継がれ、音と音を調和させている
数の法則は、天体同士の関係に相当すると信じられてきた。そしてこれが中世まで、絶対的真理
として信奉され、キリスト教社会の根幹をなしてきた。一六世紀にはコペルニクスによって天動
説から地動説へと歴史的転換がなされるが、惑星の楕円運動法則を発見して地動説を決定的にし
た一七世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーも、「音の高さの間に見られる特定の比は、特別な「崇
高さ」や重要性を持っており、太陽系の配置と動きに組み込まれている」「音楽が人間の魂に与え
る影響は、こうした比に依存する」という考えを解明しようとした。
　現代科学では、惑星が動いて重力場が引っ張るときに音波が出ていること、地球はハム音（ブー
ンという音）を出していること、すべての物体は固有の振動数をもっていること、などが実証さ
れている。これから音と宇宙の関係は、ますます解明されていくだろう。
　科学的実証とは別に、音と宇宙がつながっているという神秘、天球に音楽があるという考え、
これは人間の想像力をかきたてずにはいられないのかもしれない、昔もいまも。中世には、特定
の周波数（ソルフェジオ周波数）には人間の身体の特定部位に働きかける作用があり、それを聴
くと身体と精神が調和すると考えられた。その音律は聖歌などにも用いられていたとされる。こ
れも宇宙と人間の調和がベースになっており、二一世紀のいま、ふたたび注目されているようだ。」
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群れは賢い
けれどそれは
個体を超えた
集合魂の叡智

個は愚かだ
けれど個は
集合の叡智から
離れることで
愚かささえ辞さない
愛の種を得る

愛の種は
さまざまな場所に蒔かれる
愚かさを知らず
みずからを暴走させる
そんな個に蒔かれたとき
種は干からびて死んでしまう

個は愚かだからと
群れの掟に従い
過去に回帰し
個を壊してしまうとき
種は芽を出せないまま眠ってしまう

みずからの愚かさを知り
それでもじぶんの足で
大地を歩き
大いなる空を仰ぎながら
自由を知恵にかえようとするとき
種は芽を出し静かに育っていくだろう

群れではない個が
個であるがゆえに犯す
さまざまな過ちを通してさえ
育てることのできる知恵を
大地へと捧げる叡智の水として

「賢い群れは、何百万年にもわたる進化の積み重ねによって生まれた。アリの
コロニーは、予測できない砂漠の環境変化に対応しながら、日々さまざまな仕
事をこなすための最適な人員配置を割り出すことができる。ミツバチの群れは、
意見対立を乗り越えて、森の中から新しい巣を作るのに最適な木を選び出す。
カリブ海を泳ぐ何千匹もの魚の群れは、まるで一匹の大きな魚のように、一瞬
にして方向を転換することができる。北極海を渡るトナカイの群れは、行く先
もわからないままに一糸乱れず出産の地を目指す。簡単に言えば、個体同士が
仲間や環境の変化に対応することを通じて、集団として自らを取り巻く環境の
不確実さ、複雑さ、変化にうまく対応していくような群れのことだ。」

「賢い群れは、いったいどんな原理で働くのだろう？（略）これまでの研究によっ
て、社会性昆虫と呼ばれるアリ、ミツバチ、シロアリなどは、多数の個体が力
を合わせて問題を解決することがわかってきている。それぞれの個体は単純な
ルールに従って動くだけで、だれも全体は把握しいない。他人に「ああしろ、
こうしろ」と指図をする者もいない。ただそれぞれの個体が我々には予想もで
きないような方法で相互作用を繰り返す中で、一定のパターンが生まれる。そ
れが、特定の行動を促したり、メッセージを伝えたりするスイッチとなり、ア
リのコロニーはいちばん近くにある食糧を見つけ、ニシンの群れは獰猛なバラ
クーダを回避するのだ。」

「鳥や魚やトナカイの群れの大部分は、赤の他人の集まりだ。だから群れが生
き残るには、集団行動と個人の利益のバランスを取るためのさまざまな能力が
欠かせない。これは、我々人間にもおなじみの問題といえる。我々も矛盾する
欲求に引き裂かれることが少なくない。他人と協力したい、でも自分の利益も
守りたい。コミュニティのためになることをしたい、でも自分や家族の都合も
優先したい、といったことだ。
　もちろん、群れならどれも賢いというわけではない。集団行動には負の側面
もある。（略）罪のない虫の群れが、突然すべてを食いつくす害虫に変貌する
のはなぜか？　また人間の本能が、どれほどとんでもない事態を引き起こすか
も見ていく。（略）賢い群れと、愚かな群れの違いは何だろう？　楽しそうな
群衆が、突如として荒れ狂う暴徒と化すのはなぜか？　簡単に言えば、賢い群
れは集団の力をうまく活かし、さまざまな選択肢の中から解決策を見いだそう
とするのに対し、愚かな群れはその破壊的な力を自らに向けるためだ。だから
こそ、賢い群れの原理を理解すること、そしてその力を使いこなす術を身につ
けることが大切なのだ。
　我々の生活は日々複雑化し、賢い群れと同じように状況の不確実さ、複雑さ、
変化に悩まされるようになっている。あふれる情報に溺れ、何か言えばすぐに
山のようなフィードバックが返ってくる。そして複雑に絡みあった問題を、次々
と解決しなければならない。意識しようがしまいが、我々は集団現象の世界に
生きている。この事実が会社を、コミュニティを、そして家族を、自信を持っ
て導いていくことをますます難しくしている。
　これは今、目の前にある問題だ。だからこそ対処する方法を学ばなければな
らない。それにはプロに教わるのが一番だ。プロといっても、テレビに出てく
るわけしり顔の連中のことじゃない。草の茂みや木の上、湖や森に潜むプロた
ちだ。」

■ピーター・ミラー『群れのルール／群衆の叡智を賢く活用する方法』（東洋経済新報社　2010.7）
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沈黙とおなじくらい
うれしくなるような問答がいい
仏陀が摩訶迦葉に差し出した花のような

そこにふわりと心がのっかれるような
そんな問答がいい
何が話されるかよりも
そのかたちや空気に心ひかれるような

丁々発止の真剣な問答は疲れてしまう
一方通行の教え賜りは鬱陶しいので御免だ
沈黙できないから言葉で埋まっているのは煩い

やはり人なのだろう
人と人なのだろう
そこに何でも乗せられる器の上で
自在に遊ぶことのできるような
そんな場所をつくることができる
人と人

そんな人
人と人になるためには
どれほどの見えない時が
深まらなければならないのだろう

（「植物に捧げた九十年　牧野富太郎」より）
「まさに神々しいばかりの御老体。背中が丸く曲がっておられるが、植物採集のため崖から落ちて、そうなったの
だと聞くと、これもまた神々しい。心の底から〝先生〟と呼べる人だ。
　ただ、耳がだいぶ遠いので、先生と話すのは重労働である。公会堂でマイクなしのお喋りをしている程度。こっ
ちが骨を折ることが分かっているので、先生はなるべく骨を折らせまいとして、自分の方でもっぱら語り続ける。
　数年前、一度大泉のお宅に伺って、某誌のため対談をしたことがあるが、その時私は、酒で身体をこわして寝
込んでいた時だったので、胃袋も腸も空ッポのところへ、ウィスキーを矢鱈と飲みながら話した（先生もよく飲
まれた）ので、しかも絶叫する会話だったので、前後不覚に酔っぱらい、リヤカーに乗せられて、お宅を出たと
いう話。
　今日は、一滴もやらないから大丈夫。そのかわり、ときどき、大きな声を出すので眼がまわった。」（徳川前白）

「牧野／無精なもんで、金を課してくれというてもちっとも貸してくれん。しようがないから高利貸しから借りる。
だいぶ高利貸しにせめられて、差押さえも何度も食いましたと。競売にもあったし ･･････。
夢声／差押さえるものはあったんですか。
牧野／ガラクタですけれどね、いろいろなものを押さえられました。
夢声／高利貸しというものはけしからんもんではあるが、一面大いに恩恵をこうむられたわけですな。
牧野／そうですね。おかげで助かったということもあるわけです。高利貸しが取り立てにきてる時、うちの外へ
家内が赤旗を立てておく。わたしが大学から帰ってきて赤旗は出ておると、わたしアうちへ入らないんです。（笑）
牧野／赤の危険視号ですね。（笑）
牧野／困った時に家内はひろい苦労してましてね、着物なんぞも、つぎはぎつぎはぎしたもの着ておったという
ほど苦しんだ。お産をして三日目に借金の言い訳に出ていったり ･･････、そういうことが随分あります。ところ
がこの家内がね、わたしがいうとおかしいけれども人と応対するのがおッそろしい上手なんです。高利貸しやな
んか起こってやってくるでしょう。ちゃんとしまいまで聞いておりましてね、それから言い訳を工合よくやって、
しまいには「まことにこれは相済みません」というて高利貸しが笑い顔して帰りおりました。
　この時わたしはこう思った。こんな貧乏なヤクザなところへきたからいかんけれども、どこか大きな会社の主
人のようなそんなところへあれがいっとったら、もっと役に立ったろうと思いましたよ。
夢声／しかし先生のところへこられたから、言い訳がうまくなられたんじゃないですかな。（笑）
牧野／それもありましょう。ええところへいっとれば、言い訳はせんでもええ。
夢声／奥さんは実際はしあわせなお方でしたろうな、ある意味ではね。ええ。お妾ぐるいをしたりする、俗物の
金持を亭主にしてるよりも、よほど清らかで幸福な一生ですよ。」（昭 26・3・19 対談）

■阿川佐和子編『問答有用／徳川夢声対談集』（ちくま文庫　2010.11）
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ときどき
迷子になる

なぜここにいるのか
わからなくなる

いまがいつなのか
わからなくなる

じぶんがだれか
わからなくなる

夢なのか
現なのか
わからない

じぶんが記憶を
つくっているのか
記憶がじぶんを
つくっているのか

記憶はときに
洪水のように押し寄せ
ときに穏やかな川ともなり
聳える山ともなり
流れる雲とも
夜空に光る星座ともなり

じぶんがじぶんであることの
迷路のなかで
じぶんのかたちを
受け容れてみたりもする

とりあえず
ぼくはぼくなのだとしよう
そしてここがここなのだとしよう
いまはいまなのだとしよう
と

けれど
ほんとうは
いつも迷子なのだ
世界のなかで迷子
じぶんのなかで迷子だ

「家の中で迷子になっていた。
　何度も確認してみた。身近にある筆記具、書物、机、煙草は迷子ではなかった。むしろコンパス
に思えた。しかし、コンパスも狂っていた。それらはどこも示していなかった。そもそも針が見当
たらなかった。
　家を見渡しても、目に映るものがよそよそしく、通行人に当たるように柱の角に体をぶつけた。
家には誰もいないのに、じろじろと見られている気がした。ベランダに面した窓は半開きで、レー
スのカーテンが揺れている。透けて見える網戸の細い格子が柵に見え、閉じこめられているように
すら感じた。
　外に出れば新鮮な空気が吸えるはずだ。もちろん、家の中にも空気はただよっている。そのおか
げで今、体が動いているのだと思いながらも、右手を見ると、生まれてはじめて見たような気がし
た。まさか体まで、と考えそうになったとこで止めた。きっと疲れているだけだ。
　壁や天井を見ても見知らぬ場所だとしか思えない。確かに形は似ている。しかし、いつもの見慣
れた部屋とは明らかに違っていた。いつからそう感じるようになったのか。いつ、迷子だと気づい
たのか。迷子になる前はどう感じていたのか。どこからか時計の針の音が聞こえてきた。
　ふと、四歳の頃、福岡の天神で迷子になったことを思い出した。」

「「これから起こることはすべて偶然だ」
（略）
「偶然は、一瞬で立ち上がる大きな建物みたいなもんで、いつまでも見ることはできん。それでも
お前はその中の回廊を歩くことができるし、見取り図ぐらいはわしの頭にだって入ってる。いつく
も分岐があり、交差している箇所もある。どれも道で、はじまりも終わりもない。」

（略）
「杭を打って、お前の場所を定める」
　思わず手で頭を触ると、針の先が指に刺さった。指先から膨らんでいく血は小高い丘のようで、
登ると遠くに町が見えた。煙突からは煙があがり、町の真ん中には異様に高い塔が建っていた。地
べたにはアリみたいな人間たちが血液のように動いていた。
　あそこからやってきたのかもしれないが、家に戻りたいという思いは薄れがちになっていた。家
のこともほとんど思い出せない。一方、帰り道の曲がり角などは鮮明に覚えていた。ところが、看
板や標識はどれも初めて見るものばかりで、風も異国としか思えないほど乾いていた。頭に刺さっ
た針のせいで記憶とは別の回路が動き出しているのかもしれない。頭からは血が流れていた。それ
なのに痛みを感じることはなかった。麻痺しているのかと思ったが、耳の上あたりが痒くなった。
指でひっかくと痒みはさらに増した。丘の上をもっと散策しようとしたが、突然、膝の裏がだるく
なった。

「あとは自由にすればいい」
　トクマツはそう言うと、懐から布を出し落ち葉の上に敷いた。」

「目を開けると、部屋を見回した。
　ノートと安い万年筆、鉛筆と消しゴム、アルミの定規と、祖父からもらった大きな黒曜石。クリッ
プ、目覚まし時計、ガラスのコップ、コップに入った水、ペットボトル、煙草、ライター、本が三
冊、メガネ、車の鍵、家の鍵、財布。ここにあるものがすべて目に映り込んでいた。

（略）
　頭に浮かんでいる記憶の星が光っている。
　いろんな人の言葉が溢れてきた。
　洪水のように。
　言葉は本当に洪水となった水しぶきをあげると、ありとあらゆるものを飲み込み、濁流となって
流れ落ちていった。
　水中は混沌としていた。
　動物、植物、石がごちゃまぜになって振り回されて粉々になった。
　それなのに、水面は静かで波紋ひとつ立てず、水底には沈殿した塵が山となっていた。
　歌が自然と口からあふれ出てきた。」

■坂口恭平『家の中で迷子』（新潮社　2018.6）
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身体を持つがゆえに
人は死すべき存在となり
俯瞰する眼を持つがゆえに
人は死の次元にかかわり

その死すべき存在として
自分を見つめる眼で
死を超えるために
人は言葉を記し記憶を作る

人はどこにいるのか
みずからの身体のなかに
身体を超えた身体のなかに
みずからを俯瞰する眼のなかに
語られ記された言葉のなかに
記憶の深みのなかに

そしてそれらを
覚めたまま
死すべき存在として
死を超える眼で見るところに
永遠の記憶の場所がある

「三浦／死は文学の根本問題です。アメリカ文学だろうが、日本文学だろうが、その
問題にかかわっていないものはない。文学だけに限らず、たとえば舞踏をはじめ芸
術と呼ばれるものはすべて死に関わっている。ブランショが言っている文学空間と
いうのは死の空間のことです。

（略）
三浦／交通事故や自殺といった生理的な死ではなく、むしろ「自分がいないかもし
れない」と考えること。飜訳しているときなぜそう考えるのかといえば、飜訳する
ことと死にかかわることは同じ根から出ているからです。小説家であれ、批評家で
あれ、翻訳家であれ、言葉にかかわる人間は必ず普遍的な次元にかかわってしまう。
普遍的な次元とは俯瞰する眼のことであり、死の次元のことです。それこそ人間だ
けが許された空間です。自分がないほうがいいというのも、書く場合の常套です。
その状態にならざるを得ないのは、もともと名づけられた人間は半分死んでいるか
らです。現実的にも人間は何かに熱中している瞬間は違うところに属している。あ
の世といってもいい。具体的に何にかかわっているかというと、死んだ人間はもち
ろん、それ以上に後から生まれてくる人間にかかわっている。つまり、書くことは
まだ生まれていない者たちとの社交なんだと僕は思う。

柴田／多分、俯瞰について西洋人が考えると、ほとんどの場合、監視の目ということになると思います。見るということは権力を持つこと
であり、何かを支配することである、と。でもむしろ「死」に話が行くべきなんですね。
三浦／そうだと思います。監視の目は神の目ですが、神なんてものはほんとうは存在しない。それは死すべき存在としての自分を見つめて
いる自分の目にほかならない。それが死の視線であり、永遠の視線、文学の視線です。柴田さんが飜訳をやっているのはどういうことかと
いえば、日本語と英語のある種の対応関係を身につけることです。つねに俯瞰する眼を持つということです。人間はすべて俯瞰する眼を持っ
ているということは、人間というのはもともと飜訳的存在、自分で自分に言い聞かせる存在だということです。たとえば、村上春樹が欧米
で多くの読者を獲得したのは、死に関して、死後の世界に関して、まともに考えさせる文学が欧米になかったからです。神なんてものはほ
んとうは存在しないと薄々感じ始めた欧米人にとって、彼の小説は、あの世とこの世の関係がどうなっているのかを、キリスト教的にでは
なく書いた欧米には稀な現代小説だったんだと思う。春樹が登場したことによってぽっかり空いた穴が埋められた。ポール・オースターに
もそういうところがあるけれど、春樹のほうがはるかに直截的です。
柴田／なるほど。
三浦／キリスト教的な伝統のなかにありながら、欧米人は、キリスト教の天国のイメージだけではもう満足できないところに来ている。ほ
んとうはみんな望んでいるのに、そういう小説が真正面からは出てこないんです。春樹の死者は鮮明です。これはまったく新しい形だろう
と思う。

（略）
三浦／現代に限らず文学はすべて死にかかわっている。『源氏物語』の「宇治十帖」もそうです。宮澤賢治も中原中也もそう。なぜ僕が「死」
を非常に強く感じ取るようになったのかというと、舞踏に関して長く考えていたからです。最初に柴田さんがご指摘くださった「身体」と
いう問題に関心を持ったことが非常に大きい。能であれバレエであれ、優れた身体芸はすべて死にかかわる。じつは、その要素を全面開花
させた感じで春樹が登場した。春樹さん自身が意識しているかどうかは別として、それが春樹は世界的に支持された理由だと思います。そ
の後の展開としては、おそらく先ほど話していた社交の問題につながってきます。社交の問題は、いずれ死ぬ人と付き合うことです。
柴田／そうなんですか。
三浦／基本としてはそうだと思う。社交の一番根本にはこの問題があると僕は考えています。言ってしまえば「これが今生の別れ」みたい
な感じは、ジャズのジャムセッションにだってある。なぜかといえば身体を持っているからです。これっきり会えないかもしれない、とい
う問題がいつでもあるんです。

（略）
三浦／社交は記憶を作るためにやっているんです。記憶とは死を超える手段であり、そういうかたちで死とかかわっている。もちろん自分
の頭の中の記憶は人に移せないけれども、結局、言語によってそれが可能になったわけです。（略）
　神話や伝説のように物語という形をとることもあるけれど、瞬間的なものも含むので物語だけではない。歌舞伎の見得もバレエの跳躍も
回転も記憶術の典型です。
柴田／要するに、場の記憶ですね。
三浦／そうです。祭りもそうです。ジャムセッションで高揚し「うわ、すごい！」と全身が青ざめる、まるであの世を垣間見たような快感は、
音楽が記憶術であることの証明だと思う。記憶された感動は、半分死の世界にかかわっている。だから社交の本質は、あした死ぬかもしれ
ないという「死」の世界に属している。これを表現できるのが、小説であり、文学なんだと思います。しかも、そのうえでなお覚めつづけ
ているということですね。そうでなければいつでもファシズムに引き寄せられる。」

■三浦雅士 × 柴田元幸『世界を俯瞰する眼と飜訳的存在』（『群像 2018.9』講談社）
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人間は
人と人の間を
ゆれて生きる

人という字が
支え合っているようでもあり
せめぎあっているようにも見えるように
人はその矛盾を生きているのだろう

それは自己と他者でもあれば
みずからの内にある
利己主義と自己犠牲でもある

ここに
「外道」という道が示される

ふつうの人の道が
聖なる方向へと外れている道だという
己への見返りのないまま行う道
献身という自己犠牲

おそらく
長い長い霊性の道においては
そうした「外道」の道によってしか
開かれない道があるのかもしれない

近視眼的な眼では「外道」であっても
宇宙的な眼でみたときには
メビウスの環のように
利他が自利につながっているような

「「外道信仰」とは何か。端的に言えば、「自己犠牲」のことである。しかし今日、こ
れを社会的な文脈で理解してもらうことは甚だ困難であり、かつ誤解さえ招きかねな
い言葉である。一般的に犠牲とは、これまでの歴史的・社会的関係においては、他者
から強いられたものという色彩を濃くもって受け止められるからである。まして「自
己犠牲」という主張は共同体の上部構造（宗教等）からの個人への操作であり、まっ
ぴら御免というのが疑似民主化した社会の理想であろう。そういう中で「自己犠牲」
こそが人倫の最高の規範であるなぞといえば、権力の走狗と指弾されるのが戦後この
方のご時世というものであろう。
　誤解なきようお願いしたいのは、私はなにも時代錯誤な道徳論を云々しようとして
いるのではない。戦時下の「滅私奉公」で散々な眼にあった民草にとって私的生活の
優先こそが戦後精神のバックボーンとなってことは、多くの識者が指摘するところで
ある。「公より私」、そして「豊かな生活」への希求こそが民衆のエネルギーとなって
高度経済成長を実現してきた。それを私は仮に「自然感情」と呼んできた。
　しかし市民社会における「個」の確立なくして「私」を優先することは、ただ自分
さえ良ければという「ミーイズム」（利己主義）に堕ちていくことは見易い道理であり。
高度経済成長の終焉後、かれこれ四十年にもなろうかとしている今日でさえ、自然や
他者を犠牲にしてでもさらなる成長をめざそうという新自由主義的な発想が権力者は
勿論のこと、民衆の中にも深く浸透している。そうした中で、「自己犠牲」こそが人
倫の最高の規範であるといえば、体制・権力にとっては恰好の援軍と受け取られよう。
　が、「産めよ、増やせよ」戦時スローガンから戦後の「豊かな生活」への希求という「自
然感情」は、人間の奥深くに秘められてきた感情であるとはいえ、それは何ら「自然」
的なるものではなく、人為的な感情である。さらに言えば、それこそが「優生（顕性）

思想」の発言そのものでなくてなんであろう。外道の本質が「自己犠牲」にあるという時、うっかりすれば社会文脈上、「優生（顕性）
思想」を是認しているかの如き印象を与えかねないことから、「誤解を招きかねない言葉である」旨を記した。
　一般的に「外道」とは人の道を外れた無頼者を指す言葉であるが、本来は最も人間的なる者の意であり、それこそ「外（ソト、蘇塗、
禁足地）」である聖なる道を歩む者のことを言うのである。みずからその道を歩む者は、その先にこそ真の共生の道が続いていること
を信じるものである。」

「「わが身を捨てて、他人のために生きる」。それを傲慢といわれるでしょうか。どうして「自分のために」、あるいは「相手と共に生きる」
と素直に言わないのかと、いぶかしく思われるでしょうか。でも、自らの内に虚無を見てしまった者にとって、生の直接性に素直に
なることはできない。いや、それ故にこそ、自らを他者の前に放下することにおいて、他者と架橋することに賭けねばならないので
はないでしょうか。
　もっとも、「自己犠牲」という言葉を口にした時、いえ「自己犠牲」について意識した途端、その人は汚れてしまっている。そのこ
とに気付かないわけではありません。そうです。「捨てる心も捨てよ」なぞと、こむつかしい言葉を費やさずとも、例えば川で溺れて
いる人を発見した当人が、自分が泳げないのも忘れて、なんとか助けようと、思わず自分が川に飛び込んでしまう、というように、
真の自己犠牲は理屈以前になされてしまっているということ。あるいは我が子が誤って火の中に手を入れ、火傷をするのをみた母親が、
まるで自分が火傷をしたかのように傷みを覚え、自らの手を火中に入れて子供を救おうとするように、世の親たちが我が子のために
無意識のうちにおこなっていることです。
　ただ人間は（自己）犠牲を意識化できる生き物であるという業を既に背負わされてしまっている。その絶対矛盾的自己統一性を「献身」
という放擲によって、絶対矛盾的自己同一性を取り戻すこと。「献身」。人間の、人間たる由縁は、ぎりぎりのところ、そこにしかな
いでしょう。そのような献身を献身とも思わぬ人の有り様こそが尊いのですし、そうした人こそが本当に信じられるものです。そこへ、
少しでも私たちは近づかねばならない ･･････ と思うのです。」

■徳永裕二『外道まんだら／忘れられた聖と賎の原像を求めて』（不知火書房　2018.7）
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意識に
顕在意識と
無意識があるように

無意識には
ロゴス的知性と
レンマ的知性がある

植物でいえば地上と地下にあたる
言語的無意識と普遍的無意識

プシュケーと自然の関係を
とらえるためには
両者を結ばなければならない

自然は地下にある
レンマの元型から
芽を出し葉をつけ花を咲かせる

そのように
世界はそうした法界の曼荼羅から
ロゴス的世界を現出させ
それを意識へと転換させてゆく

新たな科学は
自然から意識へ無意識へと同時に
無意識から意識へ自然へと向かいながら
その環をめぐらなければならない

世界の謎も時空の謎も
そして私という謎も
そこから明らかになってゆく

■中沢新一「レンマ学〔第八回〕」（『群像 2018.9』講談社）
■Ｃ．Ｇ．ユング／Ｗ．パウリ『自然現象と心の構造／非因果的連関の原理』（海鳴社　1976.1）

「レンマ学の立場に立つと、フロイトとユングの仲違いの真の原因を、明確に理解することができる。フロイトは言語の深層構造
と共通の根を持つ「アーラヤ識」の活動のうちに、彼のエス（無意識）を発見したのであり、そのことをラカンは「無意識は言語
のように構造化されている」と表現した。これに対してユングは、心の深層に言語的無意識＝アーラヤ識とは異なる機構をもって
活動している別の種類の無意識の存在を直観していた。この別の種類の無意識のことをユングは、「集合的無意識」とか「普遍的
無意識」と呼んだが、それはレンマ学の言う「レンマ的知性」に対応している。」

「科学的思考もまた神話的思考の場合と同様に、レンマ的知性に根を下ろした地下茎の部分と、ロゴス的知性によって制御される
地上植物との混成体としてつくられているのではないか。物理学者のヴォルフガング・パウリは心理学者のユングの協力を得てそ
の問題に正面から取り組もうとした。パウリの研究は、近代的科学思考の土台に隠されている元型的思考の影響をあきらかにしよ
うとするものであり、それは科学的思考をめぐるレンマ学的探究の先駆けをなすものとなった。」

「ケプラーにおいてもユングにおいても、「元型」はロゴス的知性とはまったく異なるなりたちをしている。私たちはそれがレンマ
的知性の産出する心的イメージに、正確に対応していることを知っている。レンマ的知性に満たされた空間（法界）では、あらゆ
る事物が相依相関しあう縁起の理法によって運動しているために、レンマ空間は非可換の構造をそなえ、あらゆる事象が非局所的
な性質を持つ。その空間を因果的連関として理解することは、部分的にしかできない。その空間はいわば偶然の集積であり、それ
を理解するためには非因果的な確率の考えによるしかない。
　量子論が開拓しようとしていたのは、そのような元型的あるいはレンマ的な原理に基づく空間（量子空間）だったのである。そ
れは縁起の理法によるレンマ空間と同じ構造を持つ。それゆえ量子論をきっかけにして、ロゴス的思考原則に元型的＝レンマ的思
考原則を結合した、新しい思考構造の創造が求められているのである。物理領域のものである量子空間の諸原理と、心的領域のも
のであるユングの元型論には不思議な共通性が見出される。そのように考えたパウリは、ユングとの共同作業を開始した。『自然
の解明と精神（プシュケー）』（邦題『自然現象と心の構造』）という本が、その成果として生まれた。」

「『元型的観念がケプラーの科学理論に与えた影響』というのがユングとの共著に寄せられたパウリの論文の原題である。ケプラー
の科学理論は元型的思考の創造的否定による乗り越えなのである。「私はケプラーでもありフラッドでもある」というのがパウリ
の口癖であった。」量子論の出現によって生じた科学的思考の基礎の動揺にたいして、パウリはケプラー以来そこを制してきたロ
ゴス算術的な思考を、レンマ空間との接触によってつくられた元型的思考という土台に、もういちど結合する必要を考えたのであ
る。レンマ空間＝法界の数学などというものは、はたして存在しうるのか。パウリはそういうものは今はまだないが、きっと「ある」
にちがいないと考えていた。
　ユングとパウリの思想は南方熊楠の発想によく似ている。南方熊楠もロゴス的科学思考の固い岩盤に華厳的レンマ思考への通路
を開削することによって、科学的思考に新次元を開こうとしていた。その華厳的レンマ思考の元型論的モデルを先取りしようとし
たのが、「南方マンダラ」と呼ばれるものであった。「今はまだないがかならずある」と熊楠が信じていたものに、レンマ学は明確
な形を与えようとしている。」
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ポエジーはむすぶ

刹那と永遠
ミクロとマクロ
内と外
我と汝

永遠の彼方を指させば
無限遠点で後ろの正面へと到り

宇宙の彼方を仰げば
無限は我が手のひらに咲き

我が内なる秘された世界へと向かえば
世界の外へと到る道を見いだしながら

それら
極と極を
相転移させ

ポエジーは秘やかに舞うのだ

■栗田勇『芭蕉（上・下）』（祥伝社　平成二十九年五月／十月） 「　　五月雨を降りのこしてや光堂

　想えば、すでに五百年にわたり、年々降りつづけてきた五月雨も、ここだけは降りのこしていたのであろうか、空
漠たり五月雨の空のもとで、光堂は燦然と輝き、かつての栄光を伝えつづけている。

　この句は、平泉での梅雨の季節が降ったり止んだりするなかでも、人気がない境内で、光堂は四季の移ろいにもか
かわらず、暗い御堂の奥では、にぶい輝きを放つ情景を詠んでいる。（略）ここでは光堂は、天然自然の、春夏秋冬の
季節のなかでも、梅雨時の薄暗い堂内で、金色に明滅する。
　（略）
　この「光堂」は、誰がこの名称をつけたかはつまびらかではないが、いま、あの藤原文化を開花した中尊寺の境内
に佇む御堂を光堂と詠んだ芭蕉の句は、簡素な外観にも拘わらず、そこからあふれるような内陣の絢爛たる金色のエ
ネルギーの暗い渦巻を想起させる。
　その内部空間は、建造物の大小にかかわらず、濃密なるミクロ（micro）の空間と呼ぶことができる。
　ここで「ミクロ」とあえて呼んだのは、たんに物理的な大きさについてではない。
　芭蕉が江戸を発していらい、「おくのほそ道」と芭蕉が自ら名づけた、いまだ旅人の訪れも少ない、独特な歩みの真
実を噛みしめたのである。

　さて、いま芭蕉の一句を「ミクロの句」として紹介したが、では、対極にある「マクロ（macro）の句」とはなん
であろうか。
　（略）
　筆者は躊躇なく、ここで、今までの句のなかで、ミクロの句の対極となるマクロの句として一句あげておきたい。

　　　暑き日を海に入れたり最上川

　この句は、じつは、私が少年の頃から惹きつけられたなじみの詩句、アルチュール・ランボオの詩句『永遠』を想
いださせる。
　「永遠」が詩になるだろうか。

　　　　永遠

　　また見付かった。
　　何がだ？　永遠。
　　去（い）ってしまった海のことさあ
　　太陽もろとも去ってしまった。（略）
　　　　　（中原中也訳『ランボオ全集　第一巻』人文書院）

　（略）

　この詩句を解説することはむずかしい。
　いや、基本的に言葉を越えたところに、人間はマクロの極とミクロの極とを直感し、あるいは体感しているといっ
てもいい。
　しかし、極大と極小は、究極のところ、人間の思考、そのありかは、ほとんど直感あるいは直覚とでも、文字をあ
てるほかはあるまい。しかし、私たち人間はこのマクロとミクロという極点を、求めつづけてきたのではないか。
　問い、求めつづける究極の地というものがあるとすれば、それは恐らくマクロとミクロという相反する観念が、永
遠の彼方で一致融合する極点である。
　私たちは、生きているかぎり、言語を用いているかぎり、この不可能を可能にする地点に憧れ求めつづけてゆく。
それが芭蕉の詩というものなのである。」
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死はこわくない
こわいのは生きること

生きることは
生きていくことは
どこかで無理があるから

泣いて生まれてくるけれど
そのうち涙を隠して
生きてはいくけれど
ほんとうのところは
泣きべそかいて生きている

みんなお面をかぶって
そしらぬ顔でたくましく
生きているようには見えるけれど

世の中は異界で
その異界ではじぶんもふくめ
みんな異形の魔物のようだから

でもほんとうのほんとうは
生きることは
涙の谷じゃない

そのことを
死ぬときまでに
ちゃんとわかっておくために
宗教も神秘学もある

生きることはこわくないんだと
異界を生きることのなかにしかない
ほんとうを見つける必要があるんだと

生はこわくない
こわいのは生のなかで死をおそれること

（石牟礼道子「まえがき」より）
「いざ自分の死のこととなると、どう迎えられるだろうか。ここに尊敬おくあたわざる大先輩の名
言がある。

　　死ぬというのは面白い体験ね。
　　こんなの初めてわワ。
　　こんな経験するとは思わなかった。
　　人生って面白いことが一杯あるのね。
　　こんなに長く生きてもまだ知らないことがあるなんて面白い！！
　　驚いた。

　二〇〇六年七月三十一日に逝去された、鶴見和子さんの最期のお言葉である。このお言葉を受
けて弟俊輔さんが、
　「そうだよ、人生は驚きの連続だよ」
　と答えられ、お二人で大笑いなさったという（ご令妹内山章子さんの「闘病報告」による ----『環』
二十八号、二〇〇七年、藤原書店）」

「伊藤／苦しい ･･････ 今もおつらいですか？　石牟礼さんご自身、生きてるってことそのものが。
石牟礼／そうですね。
伊藤／どういうところが。人との関わり、それとも？
石牟礼／どう言ったらいいんでしょうねえ、･･････ 人との関わりといえば、自分は半端人間とい
う気がするんです。
伊藤／半端人間？　でも、その半端な人間に救われている人間もたくさんいます、ここにもあそ
こにも。
石牟礼／半端な人間ですよ、私だけでなくて、生命、特に人間は。生きていくことが世の中に合
わないというか。
伊藤／人間が？
石牟礼／人間が。どこか無理じゃないかと。私だけじゃなくて、無理しなきゃ生きていけないんじゃ
ないかって。どんな意識を持つか、それはわかりませんけど、生きているということには無理が
あるなぁという気がします。
伊藤／でもアニミズム、さっきも宗教の話ででてきましたけど、その基本は生命でしょう。宇宙
に散らばる塵みたいな。それは、生きていることで成り立ってますよね。人間もその一つと考え
られません？
石牟礼／そう、だけど「そらのみじん」になったときはいいけども、まぁなるんでしょうけど、
生きている間は、どうも世間とうまくいかない。何かお互い無理しているなぁという気が、思い
過ごしかもしれないけど、そうは人様はお思いにならないかもしれないけど、私の主観では、お
互いに無理があるなあっていう気がします。それで言葉も、することもなすことも、なんとなく
掛け違うんじゃないかって。
伊藤／明るいふりをしてますが、実はよくわかります。
石牟礼／ねぇ。それでないと、詩なんか書かないでしょう。
伊藤／実はね、隠してますけどね。
石牟礼／隠してますけど。それでお互いに、なるべく波風立たないように、お互いに不必要に苦
しまないように気を遣って、努力はしていると思うんですよ。私だって。それでも無理がある。
だからなおさら、無理が来るということも言えます。もう、生きていくって大変。
伊藤／つい、紛れてました。楽しいこともいっぱいあるから。
石牟礼／楽しいこともありますよね。まぁありがたいことに。でも、どこかで泣きべそかいてい
るのね。」

■石牟礼道子・伊藤比呂美『新版　死を想う／われらも終には仏なり』（平凡社新書　2018.7）
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死ぬの生きるの生きるの死ぬの
　　　言ってるあいだ生きている

汝は知るか我は知らない
　　　しつこい奴はソクラテス

イデアは彼方この世は影よ
　　　プラトンさまはどこにいた

実体なきが縁起のまこと
　　　まことのもとはどこにある　　

物はあるのかわかりゃあしない
　　　カントの勘はどこへゆく

そういうものだそうするべきだ
　　　問わないままに決めるひと

うつつが夢か夢がうつつか
　　　鏡のなかで映しあう

じぶんの影を見るのを避けて
　　　影に踊って残るもの

血縁地縁離れたところ
　　　人のむすびは永遠に

浮世は憂き世　世間の波に
　　　さらわれながらも浮き沈み

死ぬの生きるの生きるの死ぬの
　　　死んだあとでもまだ問うか

■坂崎重盛『浮世離れの哲学よりも 憂き世楽しむ川柳都々逸』（中央公論新社　2018.1）

「　　本降りになって出てゆく雨宿り
　とか
　　　母親はもったいないが騙しよい
　あるいは
　　　いやなお客の親切よりも　好いたお方の無理がよい
　とか
　　　丸い玉子も切りよで四角　物も言いよで角が立つ
　どれもよく知られた川柳と都々逸です。」

「庶民の生活の中から生まれ、人々の間で親しまれてきた川柳。都々逸に接
するにつけ、人間の実像、心の内の本音、あるいは生きる知恵を知るため
には、「頭でっかちの哲学、心理学」よりもむしろ「川柳、都々逸」だろう
なぁ、と実感するのである。
　「笑い」は実は、「真理」と親近関係にある。人は、それまで気づかなかっ
た真理を示されると、なぜか往々にして笑う。心の動揺が笑いをもたらす
のだろうか。
　四角四面の権威・権力や、なにかの理由で隠蔽されてきたものごとの本
質（あるいは真理や真実）を言い当てられると、人は「笑う」。」

「哲学が言語によるバトルだとすれば、そこには言語遊戯というか比喩やあ
てこすり、あるいは駄洒落やパロディも秘かに仕込まれていたのではない
だろうか。
　それらを日常生活の中で駄洒落も言ったことのない、冗談体質のかけら
もない真面目一方の堅物の学者先生方が、本当に訳せたのだろうか ---- と
いうおせっかいな懸念を抱いてしまうのである。
　で、やっぱり、
　　　浮世離れの哲学よりも 憂き世楽しむ川柳都々逸
　---- ってね。
　ぼくには、川柳、都々逸が肌に合うなぁ。」
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寛容は許すことでもあるけれど
それは愛よりも慈悲に似ている
上から下へと与えるような

寛容は宗教や国家や思想など
集団が問題になることが多いけれど
まず一人ひとりの場所で
考えてみたほうがいい

私があなたに寛容であるというとき
あなたを下に置いている
私が許すということになるから

上と下をなくして
私のなかのあなた
あなたのなかの私
としてとらえるとき

それは愛の源へと向かう
寛容や許しではなく
深い共感への道

けれどそのときつねに
不寛容なるもの
じぶんに敵対するものに対して

どう対するかということが
鬼門のようになる

目には目を歯には歯を
それとも
右の頬を打たれたら左の頬を
なのか

そこには
正しさや善と悪の問題が生まれ
国や法や宗教が関わり
堂々巡りにもなってくる

じぶんはいったいどんな根拠で
寛容になりまた不寛容になるのか
その問いをすべての者が持ち
共生という視点から
それをどれだけ深めることができるか

それこそが人類に与えられた
大いなる課題なのかもしれない

■福島清紀『寛容とは何か／思想史的考察』（工作舎　2018.3）
■加藤節『ジョン ･ ロック／神と人間との間』（岩波新書　2018.5）



■ジョン ･ ロック『寛容についての手紙』（加藤節・李静和訳　岩波文庫　2018.6）

（福島清紀『寛容とは何か／思想史的考察』より）
「いかなる寛容理論も、不寛容なるものに寛容であるべきかどうかという問題に答えなけ
ればならないであろう。なぜなら、寛容という観念そのものが一つのディレンマを抱え
ているからである。一方で、もしある者が不寛容な人びとに不寛容であれば、その者は
完全に寛容だということにはならない。他方で、もしある者が不寛容な人びとに寛容で
あり、そのことが彼らの計画の実行を手助けするならば、その者の寛容はいやおうなし
に不寛容に貢献したことになる。寛容は、ある意味で、つねに不寛容を生み出しうるの
であり、したがって、徹頭徹尾寛容であることは概念的にも実践的にも不可能なのであ
る。」

「様々な次元での亀裂を抱えた現代社会において「共存」の原理を構築することは可能な
のか、「差異の固有性」を否定し去ることなく「普遍性の次元」「人類という概念」を救
済すことは可能なのか、可能であるとすればいかにして可能か。これまでの歴史が多様
な時代的地域的諸条件に規定されつつ蓄積してきた問題の重層性に思いを致すならば、

「寛容」という概念に「賭けられているもの」はまことに重い。」

「ロックは、「宗教の問題」と「国家の問題」とを区別し、その両者の間に正しい「境界線」
を設けるためにこそ、宗教上の事柄のみならず政治上の事柄をも同時に論究する、いわ
ば両面作戦を遂行しなければならなかった。このような双方的課題を勝れて政治的観点
から遂行しようと試みたところに、ロックの寛容思想の構造的特質と思想史的意義が存
在するのである。
　一六世紀から一七世紀にかけて近代西欧的な「寛容」概念が形成される過程では、一
つの国家の中で幾つもの宗教が共存することはいかにして可能か、という宗教的問題の
解決が目指された。長きにわたる宗教戦争が一応の終結をみたのち、人びとは諸宗教の
共存を考え、かつ実行しなければならなかった。問題自体が宗教的な刻印を色濃く帯び
ており、個人や共同体のみならず軍事的な勢力においてさえ、そのアイデンティティー
の見出し方は宗教的次元を本質的なものとして内包していた。
　しかし今日、グローバリゼーションの進展に伴って、国際関係の真只中で経済競争が
新たな敗者・弱者を生み出しているのが現状であり、そうした現状認識にたって「寛容」
を論じようとするかぎり、もはや問題の重心を宗教的次元におくわけにはいかないであ
ろう。とはいえ、共存・共生の問題は依然として存続している。民俗的出自、宗教、信条、
意見、富などの差異によって多様性をもつ人びとの間で共生の原理を構築することはい
かにして可能か。この問いを持続するためには、少なくとも政治と宗教との関わり、国
家主権と個人の自由との関わりを改めて検討しなければなるまい。そうであるとすれば、
寛容思想の系譜のなかでロックが先鞭をつけた政教分離（国家と教会との分離）の理論
的基礎づけは、無神論者やカトリックに不寛容な態度を示した点で限界をもっていたに
せよ、時空を超えて原題の我々に問いを投げかける思想的遺産の一つであると言えよう。」
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花の下には平等を

　人の上に人を置き
　人の下に人を置く
　そんな愚かな時代でも

人のあいだには歌を

　万人が万人に対して戦う
　だれも信じられない
　そんな自我の荒れた時代でも

言葉の奥には心を

　道具となった言葉が
　批判ための批判ときれい事のなかで
　垂れ流される時代でも

精神のなかには自由を

　確かなものが見えず
　常識に雁字搦めになって
　息ができなくなるような時代でも

「磯田／日本人は言挙げするときはぼかす、和歌でなんとか政治意思表明をする。ただし和歌の
段階ではいちおう個人が詠むもの、一人が制作するものですが、だんだん時代が下っていくと二
人以上になっていく。
嵐山／連歌への道ですね、個人の心の奥へ奥へともぐっていって、淋しがったり、恋したのが『万
葉集』です。実質的に『万葉集』を編集した大伴家持は、ひとりぼっちであることを自然のなか
に感じる人でした。自然と自我が一体化して歌となった。ひとりぼっちの文芸が、連歌という共
同作業になっていく。それはなぜでしょう。
磯田／今回、ぜひ考えたいところです。
嵐山／「なぞなぞ」でも見られたように、歌にも「笑い」や「ユーモア」の要素が入ってくる。
そのへんも『万葉集』の頃とは違うように思えますが。
磯田／この頃、「有心（うしん）」ということがいわれるようになったんです。これを説きはじめ
ると難しいのですが、言葉を非常に表層的で軽いものととらえ、その奥に心があって、それはよ
り深いものであると考えるんです。心に「有る」「無し」が言われ、表層である和歌の奥に深い心
が潜んでいることをもって和歌をよしとする、その状態を「有心」という。和歌の奥に隠れてい
る深い心。ということは、心の一番深いところまでは、言葉は表現できないという前提です。で
すから「心あり」というは和歌の判じとしては最高の褒め言葉なんです。「言葉のみありて誠なし」、
あるいは「心なし」と言われるのが最大のコワイことでした。言葉だけペラペラと表層的である
というのです。
　それは個人に宿っているのですが、いま見た自然現象であるとか、さまざまな対象に対して皆
で「心の共有」をすることが、おそらく時代とともに必要となってきて、連歌とかに向かうので
はないでしょうか。一緒に何かに対して心を共有しようという、唱和するかたちの連歌という詩
形が求められた。
嵐山／共犯意識ですね（笑）。強い絆でむすばれた仲間には共犯意識があります。共同体幻想が
求められる時代的な要請があった。
磯田／そこが大きなポイントです。国文学者の方たちに賛同を得られるかわかりませんが、日本
の社会をあきらかに二つに分けるとすれば、鎌倉時代末期から南北朝動乱期に大きく変わりまし
た。その時期に日本の社会が大きく変化したことと、それまでもあるにはあった連歌というもの
が、ここで爆発的に流行したことはおそらく無関係ではないだろうと思います。
嵐山／「有心」は和歌の理念のひとつで、後鳥羽院歌壇、新古今時代に盛んに唱えられました。
後鳥羽院は「実情」という意味に考えていたようですが、定家は言葉の持つ魔力的暗示としてと
らえていた。『枕草子』を書いた清少納言は、「有心」を「もったいぶった心」として否定的に使っ
ている。連歌では「心あり」という心情ですね。
磯田／連歌の時代は「縁（えにし）」というのか、横のコミュニケーションが非常に重視された
時代なんです。なぜかというと、この時期は、日本の天皇家の系統が二つ以上あって、実質上の
中央権力がない。惣領制という一族のタテの指令系統も切れてしまった。縦の糸がきかないので、
人びとは横につながって、宗教縁や血縁や地縁といったかたちで座を結んだり、「組中」「家中」「講
中」というふうに「○○中」をつくり、一致結束して生存をはかっていくようになります。さら
に戦争などに非常事態には団結して同盟である一揆を結ぶ。西洋でいえばホッブスのいう「万人
の万人に対する闘争の時代」が一層深まっていくなかで、皆で何かを共有することが始まり、人
間の平等が始まるんです。それまでと違って、実質的にあらゆる権力が無力化していく南北朝以
降、日本人はひょっとしたら「人間は平等である」という意識を強く持つようになった。連歌が
それを進めたとぼくは思うんです。「法の下の平等」ではなくて、連歌を利用した「花の下の平等」
---- これが今日どうしても言いたかったことです。
嵐山／なるほど、そうなんだ。和歌の余技として貴族のあいだで遊ばれていた連歌が南北朝時代
から室町時代へ移行していくなかで、武士・商人のあいだに広まり、連歌という魔法が時代を解
体変容させていく。
磯田／というのは、この時期、「花の下連歌」というのが始まるんですよ。これが面白くてですね、
平安時代からもちろん連歌はあって、それどころかヤマトタケルが最初に始めたとも言われて、
中世の人たちはそう信じていましたが、南北朝期になって爆発的に流行した。」

■嵐山光三郎＋磯田道史『影の日本史にせまる／西行から芭蕉へ』（平凡社　2018.8）
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内的な時間は一様には流れない
時間を容れる器の質や量もさまざま

杜子春のように
ひとねむりした時間が
波瀾万丈の一生のように
感じられることもある

熱中していると
一瞬にも感じられるあいだに
あっというまに一日が過ぎていることもある

子どもの頃には
ゆっくりと過ぎていた時間が
大人になると
次第に速くなっていくという

内的な時間の速さは
新たに得られる経験の量と質や
身体的な有りように
関係しているのだろうか

子どもの頃はすべてが新しい
自我はまだ身体から半ば離れていて
肉体そのものの経過から自由でいられる

年を経ると
慣れと惰性と常識が支配的になる
しかも自我は身体のなかに埋まって
肉体そのものの経過に縛られていく

時間が経つのが速いか遅いか
どちらを求めるかは人次第だろうが
すべてを常に新しく経験できるとき
その質と量とを容れることのできるだけの
時間乗り物が用意されるのではないだろうか

経験が常に過去のなかでしか
繰り返されないようになったとき
新たな経験を容れる時間は不要になり
時間に追い越されて生きるしかなくなってしまう

■ダウエ・ドラーイスマ『なぜ年をとると時間の経つのが速くなるのか／記憶と時間の心理学』（鈴木晶訳　講談社　2009.3）

「人の記憶は青春の時間と同じ働きをしているのだろうか。時間と空間の
根本的な違いは、人はかつて知っていた場所には戻れることがあるが、そ
の時代には戻れないということだ。昔の通りを六歳児として歩くことはで
きない。過ぎ去った時間の経過を、もはや事実に照らして吟味することは
できない。いやそのようなことをしても、おそらく無意味だろう。「ずっ
と前」とか「昔」といった、時に関する多くの評価や判断は、昔の路地の
ように訂正を拒む。それはおそらく、それらがある特定の物差しにもとづ
いて計測されたからだろう。自分自身という物差しである。子どもにとっ
て、一年は人生の大きな部分だ。当時は一年がこんなに長く続くなんて
ちょっとした驚きだった。子どもたちは長い路地で長い日々を過ごす。私
たちは一生を通じて物差しを使い続けるが、この物差しはつねに変化して
いるので、尺度がないも同然である。子をもつ身になって、自分がわが子
の年齢だったときに自分の両親は何歳だったかに気づくまで、自分より年
上の人はつねに年上である。学校の先生もまた ---- 二〇年後に同窓会で顔
を合わせ、何となく彼らが若返ったように見えるまで ---- つねに年上であ
る。新入生は、その親たちも同じく、年々若くなっていく。暦上では一〇
年あるいは二〇年という期間は一定だが、個人の経験においては異なった
長さになる。この事実は、暦上では遠くへ遡る過去の期間が、主観的には
それとは逆により近づいてきたように見える、ということなのかもしれな
い。戦後一〇年目に生まれた人は、十五歳の誕生日と五〇歳の誕生日では
違ったふうに時の流れを感じる、将来の出来事を判断するときも、この個
人的物差しは重要な役割を演じる。ひとたび、時が速く進むことに慣れて
しまう年齢に達すると、一〇年は短く思えるが、それと同じ時期が二〇歳
の青年には小さな永遠という印象を与える。つまり、誰でも自分自身がス
ライド式物差しであり、昔の計算尺のように、計算結果はそのスライド部
の位置次第なのである。
　とはいうものの、年をとるにつれて時間がどちらの方向にずれるかにつ
いては疑う余地はない。客観的な減速が主観的な加速を生み出すわけだが、
その過程において、私たちの体内時計の速度が一定の役割を果たす。たま
たま体内時計の多くは、老人よりも若者の体内でのほうが速く動く。（略）
もし私たちの年齢を生理時計の回転数という見地で表現したなら、若いと
きの時間は長く、老いてからの時間は短いといわなければならないだろう。
おそらくこのことが、子どものころの日々はとても長かったのに、年をと
ると時間は驚くほど早く過ぎていくことの理由を説明しているのだろう。
私たちは、無意識に生理時計を基準にして、時計の時刻を読み取る。客観
的時間、つまり時計時間は、一定の速度で谷間を流れる川のように過ぎて
いく。人生の朝のうちは、人はまだその川よりも速く、川沿いを颯爽と走っ
ている。正午ごろになると、スピードはいくらか落ちてきて、川と同じ速
度を保つ。夜に近づく徒彼は疲れ、川のほうが速く流れるので、彼は遅れ
ていく。ついに彼は立ち止まり、川べりで横たわるようになるが、川はそ
れまでずっと流れてきたのと同じコースを、何事もなかったかのように、
変わらぬ速度で流れ続けている。」
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自然をまねび
自然と遊べ！

人間は進化するために
動物たちを放出してきた
そうシュタイナーの神秘学は説く

人間が人間になるためには
低次とされる要素を放出することで
高次の存在へと向かう必要があった

そうでなければ
新たに高次の要素を
身に付けることができなかったのだ

低次の要素とはいっても
集合的なあり方をしているだけで
それは叡智に満ちたもの

その叡智を失うことではじめて
人間は個的な知識や知恵を
身につけられるようになった

新たな高次の力はきわめて不器用で
思考を使ってかつての叡智を
ひとつひとつ見つけださなければならない

その力ははなはだ効率も悪く
自然破壊をはじめさまざまな副産物を
試行錯誤のなかで生み出してしまう

不器用な力で生み出される叡智を
みずからのものにするための
高次の自然学が必要となる

集合的で無意識的な叡智ではなく
意識的で個的な力によって
創造される知恵へと向かう道である

叡智から切り離された丸裸の姿のまま
この地上でひとつひとつ積み上げるように
叡智を再獲得するのが人間の道なのだ

■アミーナ・カーン『生物模倣／自然界に学ぶイノベーションの現場から』（松浦俊輔訳　作品社　2018.5）
「人類は自分が創造性のピラミッドの頂点にいると思いがちだ ---- 地球に暮らす、美しいもの、たくまし
いもの、変わったもの、いろいろな生物の中の頭脳担当で、驚異的なものはすべて、私たちがゼロから仕
立てたものだというわけだ。
　しかし私たちは多くの点で遅れている。自然は私たちと対等どころではない。人間よりも四〇億年も前
にスタートを切っている自然は、人間の巧妙なところを、どんな突拍子もない想像力も及ばないほど超え
ている。」

「十九世紀に急成長した工業化はおおむね自然を、手なずけ、手を加え、支配し、無視し、破壊さえする
対象と見るようになったからだ。私たちは、技術的な問題を解決するとき、大型化したり、エネルギーや
資源をつぎ込むようなものを作ったりする。良きにつけ悪しきにつけ、それは結果を出してきた。しかし
無頓着な消費を二世紀ばかり続けた結果、私たちは生態学的にも、生産面でも、行き詰まりが目前という
ことになった。私たちは技術開発の限界に近づきつつある。すぐに手が届くところには、もう実は生って
いない。解決を求めて残された問題 ---- 医学、建築、計算機学での ---- は複雑で扱いにくい。さらに、私
たちは天然資源を使い果たしつつあり、環境を汚染しつつある。私たちをここまで進めてきた力任せのや
り方が、今や役に立たなくなりつつある。
　そこで少なくとも研究者は、私たちが行き詰まっているところで自然がどう成果を出しているかに注目
するようになった。生物学者は自然界を調べてきた成果が他の領域にも使えることに気づき始めている。
他方、工学者は、物理学ではなかなか解決できない問題の多くについて、生物学者が答えを手にしている
かもしれないと思うようになった。それはこの何十年かで大きな勢いを得るようになった思考様式であり、
名前もついていて、生物に着想を得たデザインという。」

「この生物に着想を得たデザインという概念はもともと「生物模倣（バイオミミクリー）」という用語の下
で勢いを増した。（略）
　私たちが今認識しているところでは、新たな発見はたいてい、自然をまるごと、やみくもに模倣しても
得られず、最も見えにくい秘密を知るために、それを照らし出すほど詳細に調べることから得られる、自
然界の謎の多くは、科学者による物理学の理解が、良く言って茫漠、悪くすると危険なほど間違いである
ような領域にある。（略）
　研究者は、細かく見ることによって、その途上で顕著な見通しを手に入れつつある。ヤモリの足が接着
剤なしでも壁に貼り付くのは、弱い分子間力を利用している。ヘビは細長い体をただ飛びやすい形にする
ことによって飛ぶことができる。ふつうのマメ科の葉は、殺虫剤なしでもナンキンムシは進むのを止める
ことができる。それは、鋭い棘のあるフックが意地悪く並んでいるのを利用することによっていて、今の
ところ、これは合成物質ではまねができていない。
　こうした発見は、奇怪で驚くべきものに見えても、資源が枯渇しつつある世界、持続可能な暮らし方を
身に付ける必要がある世界、劇薬のような化学物質は減らし、廃棄物も減らす必要がある世界では、ます
ます欠かせなくなっている。第一歩は、他の生物が何十億年物間、それをどのように行なって成功したか
を知ることだ。
　すでに革命的な仕事を進めている研究者もいる ---- 生物学と工学を隔てる壁を破り、互いに学べること
を見つけている。それは最先端の研究で、めざましい、将来的には世界を変えるかもしれない成果を生み
出しつつある。

（略）
　効率は自然の多くの形態や機能を動かす強力な推進力であり、バイオインスピレーションによる技術開
発でも高い価値のある長所となる。進化による際だった新機軸のいくつかは、進化が限られた資源を使っ
たり、厳しい環境を生き延びようとしたり、すでにある生物学的に変わったところをまったく別の機能の
ために方向転換をさせたりするがゆえにもたらされる（鳥が飛べるようになったのもそういう事情だ ----
羽は、元はと言えば、ほぼ恐竜の装飾や保温用だった）。
　だから生物学は私たちよりも流体力学を理解しているように見えるし、ナノスケールでの建築が上手な
のだ。（略）
　必要が本当に発明の母なら、すべての発明家の母は母なる自然だ。車輪は自然には生まれなかったが、
よくできたねじなら自然にも作れる。バイオインスピレーションに熱心な人びとは、こつは自然界に見ら
れる戦略を取り上げ、そこから学ぶことだ ---- あるいはさらにそれを元に改良することだ ---- と言う。
　注目すべきは、見るべきところを見れば自然界からいくらでもヒントが拾えることだ。」

「イルカや鳥や他の自然のものが語りかけてくることに注意を払えば、自然を ---- 私たち自身も ---- 助け
る方法が見つかるかもしれない。手遅れにならないうちに。」
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人は個性的な楽器だ
そしてみずからを奏でる演奏家でもある
その人でしか奏でられない音楽を
みずから奏でている存在なのだ

人が音楽に興じるのは
みずからを奏でたいからなのではないか
ときに共振しながら
ときにみずから音楽を生み出しながら

いちど共振した音楽は
人のなかに刻まれているのだろう
それまで聞いたことのなかった音楽をも
新たな共振のなかで刻みながら

人は楽器で演奏家だから
たとえ認知症のようになったとしても
その共振から生まれた自分を
決して忘れることはない

その人の自己認識が精神作用が
次第に失われてゆくときにも
個性的な楽器であり演奏家であること
その人がその人であることは失われないのだ

（第 29 章「音楽とアイデンティティ ---- 認知症と音楽療法」より）

「私の病院に五〇〇人ほどいる神経科の患者のうち、およそ半数が何らかの認知症を抱えている。原因は多発性脳卒

中、中毒性または代謝系の異常、脳の損傷または感染症、前頭側頭葉の変性、そして最も一般的なアルツハイマー

病など、さまざまだ。

（略）

　たしかに、アルツハイマー病患者のなかには、病気が進行するにつれて（略）、さまざまな能力や機能を失う人も

いる。ある種の記憶の喪失は、アルツハイマー病の早期指標であり、それが深刻な健忘症に進行する場合もある。

のちには言語障害、そして前頭葉が関与する判断や予測や計画力のような、もっと繊細で深遠な能力の喪失も起こ

ることがある。最終的に、アルツハイマー病患者は自己認識の基本的な部分、とくに自分の無能力の自覚をなくす

可能性がある。しかし、自己認識や精神作用の一部をなくすと、自己を失うのだろうか。

（略）

　とくに音楽への反応は、認知症がかなり進んでも失われない。しかし認知症の治療における音楽の役割は、運動

や発話の障害を抱える患者の場合とはまったく異なる。たとえば、パーキンソン病患者を助ける音楽は、しっかり

したリズムがなくてはならないが、なじみのある音楽や心を揺さぶる音楽である必要はない。失語症の場合、歌詞

のある曲や抑揚をつけたフレーズを使う必要があり、療法士との交流も欠かせない。認知症患者の音楽療法の目的

は、それよりはるかに幅広い。すなわち、患者の感情、認識力、思考、記憶、つまり残っている「自己」に働きかけ、

それを刺激して全面にもって来ることを目指す。存在の質を高め、幅を広げ、自由と安定と秩序と焦点を与えるこ

とが目標だ。

　これはとても無理な注文思えるかもしれない。認知症の進んだ患者が、何も考えずうつろな反応状態ですわって

いるところや、言いようのない苦悩を抱えて興奮して泣き叫んでいるところを見ると、ほぼ不可能だと思うだろう。

しかし、音楽への感受性、音楽への感情、そして音楽の記憶は、ほかの形の記憶が消えてしまったずっとあとも残っ

ている傾向があるので、そのような患者の音楽療法は可能なのだ。何をしても患者を順応させ落ち着かせることが

できないときでさえ、適切な種類の音楽を用いればそれができる。」

「音楽療法は集団で行うこともあれば、個別に行うこともある。口がきけず、孤立し、当惑している人が、音楽に心

を惹かれ、それを知っているものとして認識し、そして歌い始め、療法士と心を通わせるようになる光景には驚か

される。一〇人もの重篤な認知症の人たち ---- 自分自身の世界や非世界に入り込み、互いの交流どころか、筋の通っ

た反応は一切できないように見える人たち ---- が、目の前で音楽を奏で始める音楽療法士の存在に反応する様子を

見ると、もっとびっくりする。突然、注意が喚起され、一〇組のうつろな目が演奏者に焦点を合わせる。無気力だっ

た患者がしゃんとして機敏になり、興奮していた患者は穏やかになる。そのような患者の注意を引きつけ、数分間

もとらえておけること自体、画期的なことだ。それだけにとどまらず、患者が演奏にかかわることも多い。（略）

　聞き覚えのある音楽は、記憶をよみがえらせるプルースト現象のようなものを起こし、長いあいだ忘れられてい

た感情と連想を引き出し、完全になくしてと思われていた気分、記憶、思考、そして世界を、患者に取り戻させる。

古い音楽を認識し、その心理的な力を感じると、顔に表情が浮かぶ。おそらく一人二人が歌い始め、ほかの人たち

が加わり、すぐに全員が ---- その多くがそれまではほとんど話せなかったのに ---- 可能な範囲で一緒に歌ってい

る。」

「音楽の感じ方、音楽が揺り動かせる感情は、記憶だけに依存しているものではなく、聞き憶えのない音楽でも心理

的なパワーを発揮することがある。重い認知症の患者が、前に聞いたことのない音楽を聴いて、むせび泣き、身を

震わせるのを見たことがある。彼らはほかの人たちとまったく同じさまざまな感情を経験できるのであり、少なく

ともそういうとき、認知症は深い感情を妨げないのだ、と私は思う。そのような反応を見ると、そこにはまだ呼び

かけを待っている自己があるのだとわかる ---- たとえ、その呼びかけを行えるのが音楽であり、音楽だけであるに

しても。」

■オリヴァー・サックス『音楽嗜好症（ミュージコフィリア）／脳神経科医と音楽に憑かれた人々』（大田直子訳　早川書房　2010.7）
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人は
天に生かされ
地に生かされ
そのあいだを生きている

ならば
天のこと
地のことを知らずに
生きていくことはできない

人はパンのみで
生きているわけではないが
パンのことを
等閑にするわけにはいかない

地上に生きる人のすべてが
食に困らないためには
食を生み出す土が必要条件になる

すべての土が食を生み出せるわけではない
食を生み出すために適した土と
そこで食物を生み出す環境が必要だ

土の荒廃は
人が大地を生きるために必要な
食の荒廃につながる

人の心の病は体から
体の病は心からくるという

食の荒廃は体の病をつくり
体の病は心の病を生み
心の病はまた体の病を生み ･･･

その循環が
人そのものの荒廃へとつながるまえに
土の謎へもっと分け入らなければならない

土の謎はやがて
天の謎へとつながってくるだろう
人は天と地のあいだで生かされているのだから

■藤井一至『土　地球最期の謎／１００億人を救う土壌を求めて』（光文社新書　2018.8）



「考えてみると、土について学校で教わったことはない。ややこしい土については触れな
いように、と小学校の指導要領で釘を刺されることすらある。その一方で、ニュースでは

「土壌汚染の問題でウン百億円の投入が必要だ」とか、食材の産地を訪ねる料理番組では「こ
の土がいい」という言葉が交わされる。泥まみれになった子供に、「土にはバイキンがいっ
ぱい」と諭す親がいたかと思えば、評論家たちの口からは「犯罪を生み出す土壌」なんて
いう見たこともない土まで飛び出す始末だ。土に関する知識は錯綜している。研究者のあ
いだですら、土壌は「ファイナル・フロンティア」、つまり、地球最後の謎といわれている。
分かっていないことが山ほどある。
　そもそも土とは何なのか。地球の土は、日本の土は、どうやって私たちの食卓を支えて
くれているのか。１００億人の生存は可能なのか。多様な土を基本から理解して、肥沃な
土を見つけだすしかない。その決意の先に、探検家まがないの日々が待ち受けていること
までは予見できなかった。」

「色は、土の性質をつかむ上で重要な手がかりだ。土の構成成分のうち、腐植は黒色、砂
は白色、粘土は黄色や赤色である。土の色は、腐植、砂、粘土の量のバランス、粘土の種
類によって決まる。
　腐植の多い日本の火山灰土壌は黒くなりやすい。腐植は光を吸収する炭素の二重結合（主
に芳香族化合物）を多く含むためだ。炭素の二重結合を分解するには多くのエネルギーを
要するにもかかわらずおいしくもないため、微生物たちに敬遠され、土壌中に残存しやす
い。甲子園の高校球児の白いユニフォームが黒く染まる理由である。球児たちの聖地・甲
子園の土は、鹿児島県や鳥取県大山の黒土に砂を混ぜてつくられている。（略）
　茶褐色から黄土色を想像するのは、土に腐食と粘土が多いからだ。ジメジメした日本で
は、赤色よりも黄土色の鉄さび粘土（ゲータイトやフェリハイドライトといった酸化鉄鉱
物）が多い。ネバネバした手触りだ。沖縄、小笠原諸島、東南アジアやアフリカなどの熱帯・
亜熱帯地域の土が赤色になるのは、火星と同じくヘマタイトと呼ばれる鉄さびが多いため
だ。フライパンで焼いたり乾燥させると鉄さびは赤くなる。（略）
　黄土高原やスウェーデンの土が黄色や白色になる理由は、腐食や粘土が少ないためだ。
とくに鉄が少ない。砂粒が多いと、土は白く見える。ザラザラした手触りだ。
　私たちが知っている土の色の違いは、その素材の違いを反映している。色と手触りをも
とに、フカフカした黒い土を「この土はいい」ということもあるし、真っ白な砂漠の土や
赤土をとって「不毛」だとか「貧栄養」だと断じることもある。見た目の直観は八割方正
しい。
　土の性質を決めるものは、腐植と粘土の量、粘土鉱物の種類である。ネバネバした土を
とって「肥沃だ」と判断する根拠には、粘土や腐植の水持ちのよさ（保水力）と養分を保
持する能力がある。」

「実は土の種類は１２しかない。（略）
　土に近代科学のメス（スコップ）が入るようになったのは、「土壌学の父」ドクチャエフ（ロ
シア）が活躍した１５０年前のことだ。（略）「土壌の材料となる岩石（地質）や地形、気候、
生物、時間という五つの環境条件によって、土も変化する」ことを発見した。穴掘り名人
たちが世界中の土壌を調査し、類似する土壌を大胆にまとめていくと、世界の土はたった
の１２種類になった。農業利用のためではあるが、ずいぶん大胆に分けたものだ
　もちろん、細かく見ると。同じ土は一つとしてない。それはヒトと同じだ。それでもあ
る程度似た土はある。（略）

　１２の土には小難しい名前があるが、ここでは色で大まかに分けると、黒い土が三つ、
赤い土が一つ、黄色い土が一つ、白い土が一つ、茶色い土が一つだ。残りの４種類の土は
土の色と関係なく、凍った土、水浸しの土、乾いた土、そして何の特徴もない〝のっぺら
ぼう〟な土だ（図２１）。」

「１２種類の土すべてを見たい。土を研究する者にしか理解できない夢だ。（略）
　ところがである、１２種類の土の在り処を記した世界地図（口絵１）を見ると、日本は
いくつかの色でべったりと塗りつ潰されているに過ぎなかった。」

「世界の土を見て理解したようなつもりになっていたが、12 種類の土と出会う旅の中で見
たものは、世界地図の中のパズルの１ピースずつに過ぎない。現在の７０にも及ぶ世界人
口の食糧を生産している肥沃な土はどれなのか。１００億人を養う余力を持っているのは、
どの土なのか。重要なことはまだわかっていない。この問いに答えるためには、世界全体
の土を見る必要がある。世界の土をすべて見て回るわけにはいかないので、過去に世界中
で調べられたデータが頼りになる。（略）知の多くは図書館や研究機関にも集積している。」

「ヒトほど土を資源として多種多様に利用する動物は他にいない。カロリーベースでは大
したことはなくても、代替不可能なサービスを提供しれくれている土もある。ちなみに、「犯
罪を生み出す土壌」は存在しないし、土は犯罪を生み出さない、生み出すのは、食と命だ。
　日本人はやはり日本の火山灰土壌や未熟土と密接に結びつき、その恵みを享受している
ことがわかる。食糧自給率の低さや農地面積の減少、農業の担い手不足という暗いニュー
スに覆われて忘れがちだが、日本は農業大国になれるだけの肥沃な土を持っている。私た
ちは黒土を危険にさらす外国の脅威には敏感になれるが、その国「土」を荒廃しつつある
ことには鈍感であることが多い。土の発達には数千年かかるとか、汚染土壌の修復に数
百億円かかるという事実に愕然とする前に、予防も可能だ。」


