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私にしか私は捉えられない
他の人から見た私
私として識別される私は
私のさまざまな属性にすぎない

それは私が私自身を
さまざまな属性として見るときも同じだ
それらの属性は私ではない

そうであるならば
私は存在者ではないのだ
存在者ではないゆえに
世界そのものでもある
そして私はだれでもない

仏陀は天上天下唯我独尊と言ったらしいが
そういわざるを得なかったからなのだろう

自由であり得ることもそれに似ている
属性にとらわれているとき
自由であり得るための気づきは得ることができない
五蘊によって曇らされている状態なのだ

ひょっとしたら親鸞の
「ひとえに親鸞一人がためなりけり」も
その親鸞は存在者としての親鸞ではなく
だれでもない私ゆえの救いを述懐したのかもしれない

その他力の力は
真我＝無我ゆえにこそあり得るのだから
そのとき私は世界そのものと一致した
だれでもない私になっているが
その私は真我＝無我ゆえの私にしか
とらえることはできないのだ
天上天下唯我独尊として

私であることは
私だけに可能なのだが
それに気づくこと
それが仏教の
シンプルな教えなのかもしれない

■永井均『世界の独在論的存在構造／哲学探究２』（春秋社 2018.8）



（「付論「自我、真我、無我について ---- 気づき（サティ、マインドフルネス）」はいかにして可能か」より）

「＜私＞の存在は＜私＞自身にしか捉えられない。他の人から見ればその人は、その人の持つ所属性によって他の人々から識別される一人の人にすぎないからである。
　＜私＞の存在は、科学的であれ歴史学的であれ、この世界の客観的事実を超えた超越的な存在なのである。と、このように語るとき、それは（私が語っているからといって）永井均のことを
語っているのでもなければ、またもちろん一般的な自己意識としての「私」のことを語っているのでもない。実を言えば、それについて通常の言語で語ることはできないのである。だからじつは、
ここでも語れていない。という意味では、実在もしていない。
　そして、これが「真我」の真の意味であろう。バラモン教（やヒンドゥー教）の説くところによれば、それぞれの個我の世界である小宇宙は宇宙に遍在するその根本原理であるブラフマン（梵）
と、通常は切り放されてはいるのだが、アートマン（真我）という自分の真のあり方を自覚すれば、それよ合一することができる。これは、世界にはたくさんの人間が並列的に存在し、それぞ
れに自我があるというような、通常の平板な世界解釈の内部でだけ理解しようとすれば、なにやら神秘的なお話のように見える。しかし、そのような平板な世界解釈を超えて、端的な事実をあ
りのままに捉えれば、むしろ端的な事実をありのままに語っているだけだ、と見ることもできるだろう。たくさんの個我たちのなかになぜか＜私＞が存在しているとは、つまり一人だけ世界（宇
宙）そのものと合一している不可思議なものが存在しているということであり、じつのところそうとしか捉えようがない（通常の平板な世界解釈では捉えられない）からである。そう捉えれば、

「梵我一如」はむしろ単純で自明な事実にすぎないことになる。そのような捉え方によってしか、私はたくさんの人間のうちどれが私であるかを識別できないからである。
　そして、この意味での真我はまた無我でもあらねばならない。なぜなら、それは本質的に属性を持たない空っぽの存在であって、そうでしかありえないからである。すなわち、それは必然的
にだれでもなく、だれかであることができないからである。もしだれかとして（すなわち固有の属性を持った者として）捉えられてしまえば、そこには捉え間違いの可能性が生じてしまうが、
そういう可能性は存在しないからだ。属性の違いによる識別は、ここではそもそも働いていない。だから＜私＞は、だれでもないどころか、何でもないのだ。しいていうなた、ただこれでしか
ない。それが何であるかは決して分からない。いやむしろ、それは何であるかがない。
　さらにまた、＜私＞は、科学的に捉えられる一般的事象でもなければ、歴史学的に捉えられる個的事実でもないのだから、この世界に実在してはいない。この世界に実在しているのは、属性
の違いによって他の人々から識別される一人の人間（たとえば永井均という人物）だけである。彼が、彼だけが、なぜか＜私＞であるというあり方をしている、などという事実は、われわれの
世界の中にはそもそも実在してはいないのだ。その意味で、＜私＞は、無我であるどころかむしろ個的に無である。
　もう一つ重要なことは、先ほど一人の人間のまとまった意識が成り立つためには必ず必要だとされや（そしてそのことが仏教の無我説を脅かすとされた）統覚の働きもここではじつは必要が
ない、ということである。さまざまな心的要素の生滅を一つの形式で捉えて秩序づけ、まとまりをもった一つの意味に統一するという働きは、必要ないのだ。そのようなものは存在しなくても、
あるいは存在しなくなっても、＜私＞は存在できる。

（略）
「気づき（サティ、マインドフルネス）」は反省的自己意識の働きだとはいえるが、反省する主体はだれでもない（いかなる属性もない）真我＝無我でなければならないことになるだろう。逆に
言えば、仏教においては否定的に見られている、「気づき（サティ、マインドフルネス）」が欠けている放逸状態（いわゆるモンキーマインド状態）とは、だれでもない（いかなる属性を持たない）
真我＝無我が（仏教用語で言えば「五蘊」によって蓋をされて）発動せず、代わりに諸々の属性によって条件づけられた不純な自発性が勝手に発動している不透明な状態である、といえるだろう。
諸々の執着と、それに基づく貪欲は、このことから生じる。先ほどは気づきがある（マインドフルネスである）のに無我であることは通常の言葉遣いでは語義矛盾だと言ったが、この見方から
すればむしろ、気づきがある（マインドフルネスがある）ためには無我であらざるをえないわけである。世界そのものと一致した、だれでもない私だけが、マインドフルネスでありうるからだ。」
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遺物を掘り出し
それをモノとして
復元するだけならば
考古学は
モノをモノとして
成り立たせている心を
見失ってしまうことになる

モノはその部分だけで
成り立っているのではなく
全体として成り立っているのだから

自然を切り放された部分としてとらえてしまい
全体を丸ごととらえようとしなければ
ほんとうの自然学にはならない
あらゆる科学もまたそうであるように

私たちの生きられた世界を
とらえようとするときにも
個々を切り放してしまったとき
その全体性は失われてしまう

生きた想像力が必要だ

モノに心を観
心にモノを観
部分と全体を往還し
過去の生きられた世界を
現在の生きられている世界を
そして未来の生きられる世界を
想像する力が必要なのだ

■中沢新一＋山極寿一「生きられた世界を復元できるか」
　（現代思想 2018.9 特集「考古学の思想」所収　青土社）



「山極／今西さんが晩年に言っていたのは、自然学は科学ではなく、まさに自然の学なのだと
いうことです。自然全体を丸ごと捉える学問であって、部分的な自然を捉えるのは自然の重
要な特質を見逃すことになると。
中沢／考古学が今後向かっていく道は、実はそちらのほうではないかと思っています。考古
学が扱っている異物を遺した社会の人々が考えていたことというのは、実はそういう世界で
す。アニミズム的でトーテミズム的であるような世界です。そしてそのなかから国家をつくっ
たりといったことが起こってきた。その世界を復元し、理解するのが考古学です。考古学は、
それを遺物を通してやらなければいけない、モノのなかからやらなければいけないというこ
とで、モノを対象とした科学としてこれまで発達してきました。それはそれで大変な、素晴
らしい成果をつくり出してきたわけですが、今後考古学が目指していく方向は、それをつく
り出した人々の生きていた世界、考えていた世界を復元できるかどうかというところに懸
かっているのではないかと思っています。
山極／遺物を掘り出し、人間の骨から過去の姿を復元するだけでは、心を掘り当てることは
できないでしょう。生物は環境と切り離して考えることはできません。例えばわれわれが遺
伝子を保存して、未来あるいは宇宙にそれを持っていき、人間というかたちだけ復元したと
しても、環境が異なれば、まったく違う生き物になってしまうでしょう。それと同じで、遺
物や骨を現代の世界のなかで復元しても意味がない。過去、人間たちはどういう自然環境に
囲まれ、どういう動物たちとどういうふうな接触の仕方をしていたのかということを考えな
ければ。
　日々彼らの課題は何であったのか。今以上に一日の大半は食べることに費やされていただ
ろうと思います。彼らの歩き回る範囲はどれくらいだったのか。われわれは今一日に五キロ
も歩きませんが、農耕牧畜が始まるまで、狩猟採集民はおそらく男性で一日平均一五キロ、
女性は九キロ歩いていた。ではどこを歩いていたのか。どういうふうに歩いていたのか、疲
労度はどのくらいだったのか。睡眠にしても、八時間ずっと眠るというのではなく、数時間
寝ては起きるというやり方だったと思います。彼らはどの合間に起きて、焚き火を囲みなが
らいろいろなことを話していたはずです、そのとき何が彼らの脅威であり、楽しみであった
のか。それをどのくらいの数の人たちから得ていたのか。
　つまり、社会性と心の在り方は環境にかなり規定されているし、そういうものから総合的
に考えていかないと、見えてこないものがあるはずです。一番重要なのは、彼らがどういう
暮らし方をしていたかということよりも、どういう心をもっていたのかということです。今
のわれわれは、彼らの生活には戻れないかもしれないけれど、心には戻れるはずです。だか
らこそそれは近代においては俳句として残っているし、もっと昔に遡れば短歌として残って
いる。あの短歌がつくられた背景、あの短歌のなかに込められている自然観なり心なりとい
うものを、われわれは今でも感じることができるのです。
中沢／復元できるんですよね。
山極／できますよね。。そこがすごいところだと思います。われわれは時間を取り入れ、環境
を言葉として外部化して残してきた。言葉には実際の個物として残された遺跡以上のものが
隠されているという気がします。」

「中沢／日本の考古学の第一段階は終わったのだと思います。モノの整理・体系化に関しては
世界に冠たる精緻なものをつくりえたと思っています。土器形式体系などはまさにそうです。
ただ、その呪縛から逃れられないところもある。その先へ突破していくにはどうしたらよい
かということを、若い考古学者は認知考古学などを取り入れたりしながら模索しているのだ
ろうと思います。でも私から見れば、もっともっと柔軟性がほしい。そのためには今西さん
などの本を読んでほしい。
山極／今西さんは考古学的なことは書いていませんが、空間即時間のような考え方は考古学
にとっても非常に重要だろうと思います。歴史がどうつくられるか。それは過去の蓄積だけ
ではないのだと今西さんは言います。生物の体は食べるということに関連した器官がすごく
多い。一方、繁殖に関する器官は小さい。それは生物の一生のなかで繁殖はほんの一部分を
占めるにすぎないからです。繁殖は時間です。そして食べるという行為は空間です。空間的
にある物体を身体に取り込んでいくことが食べるという行為であって、繁殖は時間をそこに
生み出す作業なのだ、と今西さんは言いました。子孫をつなげていくわけですからね。人間
の感覚としては、時間的な感覚は小さい。しかし、言語やモノは時間を空間につくり変えて
みせたから、時間という概念が広がった、われわれが時間を気にするのは、時間と空間が相
即ではなく対象物になっているからです。しかしそれは現代科学あるいは言語がつくり出し
た幻想かもしれない。」
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風景はそこにあって
ただ見られるだけの景色ではない

風景は自然と人のあいだで
作り作られる景色である

今見ている風景は
長い時間のなかで
やがて変わっていく
変わり続けていく
ときには
思いも寄らない速さで

そしてその風景のなかで
人もまた変わっていく
変わり続けていく

風景のなかには歴史があり
その歴史のなかには
人の生が織り込まれている

風景は外に広がる景色だけではない
それは人の内にもまた広がっている

内なる風景もまた変わっていく
長い時間のなかで
ときには
思いも寄らない速さで

そしてそこには
生きられた時間が
多様な姿で織り込まれている

■港千尋『風景論／変貌する地球と日本の記憶』（中央公論新社 2018.9）



「風景とは何だろう。ためしに辞書を引いてみよう。
　（略）
　もし風景とは何かという問いの答えを探して辞書を引くと、堂々巡りになってしまう。辞書とはそう
いうものなのだろうか。でもよく読むと、風景と景色と風光は互いに互いを説明しあう関係だというこ
とがわかる。（略）
　ここではあえて広辞苑が示している、風景＞景色＞風光＞風景という言葉の循環に注目したい。風景
をめぐる「循環的関係」のなかに、すでに多くが語られているとみることもできる。風景とは、特定の
時代や場所に生じる個別の景色や風光が、お互いに参照したり引用したりしながら、現実のうえでも想
像上でも、この世界に一種の循環を生み出すような何かではないだろうか。
　では英語のほうはどうだろう。（略）広辞苑のランドスケープは、「ランド」につづく三つの綱目に含
まれている。
　ランド／ランドアート／ランドスケープ／ランドマーク（途中説明・略）」

「ランドスケープのほうにも、シースケープ＝海景やシティスケープ＝都市景といった派生語がある。
スケープ＝景という意味で使っていることになるが、ランドスケープという語の成り立ちを見ると、事
情は少し違うようである。この言葉の成立を詳細に調べた環境史家のジョン・スティルゴーは、その
オリジンが現在のオランダ北部から北ドイツの海岸地帯で使われていたフリジア語のランドショップ
(landschop) にあるのではないかと考えている。スティルゴーは、フリジア人たちが、それを「掘り起
こされた土地」という意味で使っていたと推測した。彼は「ショップ」を、英語起源の「スコップ」や「シャ
ベル」と同じような、土を掘り起こす道具だと考え、そこから「シャベルで掘り起こし、それを北の海
へと放り投げる」という身ぶりを想像した。見えてくるのは海に向かって陸地を拡大してゆく人々の姿
であり、その意味では「風景」をつくる人の行いということになる。

（略）
　ランドスケープが生まれたのは陸と海との間ということになる。埋め立てや干拓で土地を水平線へ拡
大してゆく動きと、海から陸地へ向かって接近する動きとの間である。
　ランドスケープとは「･･････ の方へゆく」人間の動きであり、どこをどこへ向かっているにせよ常
に風と潮にさらされた人々の、つまり農民と海民らの汗の言葉であった。陸ではスコップで掘り返した
土を海へと投げ、沖ではかすかな隆起に目を凝らす人々の言葉である。方向は違えど、どちらも生活と
生命がかかっているという点では同じだ。」

「外来語として定着している「ランドスケープ」の由来を辿ってゆくと、オランダ、デンマーク、ドイツ、
イギリスといった北方の国々の風景が見えてくる。そこに現れるのは必ずしもフェルメールやフリード
リヒやターナーらが描いた美術史を代表する風景画の傑作ではない。漁師、船乗り、測量技師や堤防監
督、そしてシャベルで土を掘り返し、それをモッコで水辺へと運ぶ人々の、幾世紀にわたる活動こそが、
ランドスケープなのだった。
　（略）フリースラントでは堤防に囲まれた初期の村が「黄金の輪」と呼ばれたり、環状の堤防が英語
で ring dike と呼ばれている。これに相当する日本語は「輪中」である。現代でも日本の地名に残って
いるこの言葉は。一三世紀頃から濃尾平野の木曽三川沿いに生まれた水利共同体の名で、村を取り囲む
堤防を「輪中堤」と言う。英訳するならまさしく ring dike であり、しかもオランダ語とほぼ同じ時期
に出現している。
　輪中は鎌倉時代には出現していたとされる。治水共同体という意味での輪中は、江戸時代初期、各地
に堤で囲われた村が出現してから使われだした言葉と言われる。（略）
　ユーラシア大陸の西と東の端で、同時期に生まれたふたつのランドスケープは、一九世紀末に出会う
ことになる。
　（略）
　ひとりは明治時代の初期、いわゆる「お雇い外国人」のひとりとして明治政府に招かれたヨハニス・デ・
レーケである。（略）
　ヨハニス・デ・レーケが関わった三〇年におよぶ改修工事で名高いのは、大阪湾、淀川や木曽川下流
三川の分流計画である。最初の視察は一八七八年（明治一一年）だったが、この時オランダ人たちは洪
水を起こす日本の河川の問題点に気づいていた。水源の山岳地帯を訪れると、いたるところははげ山だっ
たからだ。

　日本の山は江戸時代に進んだ乱伐のせいで、荒れ放題だったが、その惨状を目撃したオランダ人たちは、
すぐに伐採を止めることと、はげ山から土砂が流出しないための対策を講じるように進言したのだった。
　（略）
　二番目の例は第二次大戦後、農林省（現在の農林水産省）の招きで来日したピーター・フィリップス・
ヤンセンとアドリアン・フォルカーの二人である。ヤンセンはデルフト工業大学水力学科で干拓専門の研
究をしていた教授、フォルカーは干拓技師として「食糧増産五カ年計画」のために計画された八郎潟干拓
調査が目的の来日だった。
　（略）
　このときすでに、ヤンセンの目には諫早湾の干拓事業のような、本当に必要かどうか分からない干拓工
事の未来が予見されていたのかもしれない。そもそも八郎潟そのものが、漁船を追い出し、海から遡上す
るスズキやカレイなど魚介類の豊富な漁場を埋め立てることにほかならない。かつては秋田県の水産物の
半分が水揚げされるほどの湖だったのである。だがそうした未来について、彼は語っていない。
　むしろその言葉が今日の日本でも意味をもつのは、彼らが来日する直前北ヨーロッパを襲った大水害の、
生々しい記憶が反映しているからだ。」

「当時の日本人は干拓と築堤は「千年の計」であることを学んだだろう。しかしそれがその後の日本の公
共事業にどれだけ生かされたかは定かではない。「今後百年後であるかもしれんし、または明日であるか
もしれない、しかし当局は百年後に来ると考えた」という件は、高潮だけではなくあらゆる自然災害、特
に地震と津波についてはそっくりそのまま、現在の日本にも当てはまるのではないだろうか。
　わたしたちは、ここに「ランドスケープ」の現実を見なければならないだろう。大水害を避けられなかっ
たオランダ人にとって、そして先の震災で「想定外」を経験した日本人にとって、ランドスケープとは、
百年、千年という気の遠くなるような時間をかけた闘いに耐えられるかどうか、という覚悟の言葉であろ
う。ひとつの闘いは、別な闘いを生む。辞典のなかに見える、ランドスケープと風景と景色の循環的な説
明が、意味をもってくるのはここである。」

「干潟の典型的な光景は餌をついばむシギやチドリだろう。鳥たちがついばんでいる餌は、砂や泥のなか
に生息することから底生動物と呼ばれるが、それらは微生物を餌にしている。干潟は川や海から流れ込む
有機物や栄養塩類、太陽光や酸素によってバクテリアや藻類のような微生物にとっても理想的な環境であ
り、底生動物はこれらの微生物を食べている。いっぽう人間のほうは、アサリやシジミなどの貝類を求め
て干潟へ集まる。カニやハゼなどもいる。
　（略）
　かつて日本中にあった干潟や潟湖は、一九七〇年代の高度成長期に進行した沿岸開発によって、壊滅的
な破壊を受けてきた。残されたわずかな干潟は、ほぼ例外なく粘り強い保護運動があって残されているの
である、現代日本のラグーンの成立史は各地の市民運動の歴史と重なるといっても過言ではないだろう。
瓢湖もまた、動物と人間とが長い時間をかけてデザインしてきた風景である。
　こうした経緯を含めると、瓢湖のような環境は、自然と人工の二項的な対立ではとらえきれないことが
わかる。つまり視点の転換が必要になってくる。」
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森を歩いて
キノコを見つける
そこには
異界が広がっている

森の生は
死の世界に支えられている
生と死の交錯する場所に
菌の世界があるのだ

菌は胞子として天空を浮遊し
菌糸として地中を流転しながら
生と死の境界にあって
異界の容を垣間見せてくれる

キノコの森は
私のなかの森と共振する
そしてその奇怪で滑稽な姿で
生と死の交錯する
異界へと誘ってくれるのだ

■小学館の図鑑ＮＥＯ『〔改訂版〕きのこ』（小学館 2017.12）
■森毅・編『キノコの不思議／「大地の贈り物」を 100％楽しむ法』 
　（光文社　カッパサイエンス 昭和 61 年 9 月）

（森毅・編『キノコの不思議』・森毅「プロローグ ---- なぜか、キノコの時代なのだ」より）
「もしも菌類が存在しなければ、落ち葉はもとより、風に倒れた木が累なりあって、どうしようもなく
なるだろう。しかしながら、木の倒れるのを待っていては処理が間に合わない。そこで、まだ生きて
いるあいだから、死体処理は開始され、生物は病みはじめる。腐った木や湿った土とは書いたが、そ
れ自体が、キノコたちの存在様式であって、死とは生の一部分でもあるのだ。
　だから、生とは死を組み込んで成立している。菌と植物、あるいは菌と動物の共生というより、それ
は生と死の共生でもある。人は死を異界に閉じ込めようとする。土の中の異界は閉ざされている。そ
れでも、その異界からの贈り物としてのキノコたちの姿を通じて、生と死の交錯を考えることができる。
　今のところ、異界のできごとについて、よく了解しかねることが多い。ここで考えている真菌の世
界でさえ異様なのに、変形菌（粘菌）の世界に至っては、なんとも了解しかねる。
　粘菌の胞子たちは、アミーバ状に自立しながら、食物を求めて拡散していく。そして食物のなくなっ
た状態になると、凝集して一種のナメクジのごときかたまりとなって動きだす。まさかアミーバたちが、
拡散すべきか凝集すべきかと悩むはずもないのに、なぜかそれが一種の動物的存在になってしまうの
だ。そしてそれは、樹上に根をおろし、そこからキノコを出して、ふたたび胞子を散らす。この奇怪
な生命体に、なにかの意味を読むことすら、僕にはできない。
　ふつうのキノコについてなら、そこに文化のメタファーを見ることができよう。地上の人たちは、生
産の世界の樹木たちを眺め、せいぜいが、地上に姿を現した茸の彩りを見る程度だろう。

　しかしながら、ほんらいのドラマは地下にある。木が幼いあいだは菌を寄生させるだけの余裕もなかろうが、ある程度まで成熟し
たら菌が寄生しはじめる。生産の論理だけなら、養分を菌の与えるのは生産効率の悪いことだが、木の繁栄のため、土中のドラマの
完成には、菌糸の繁茂する土壌がなくてはならぬ。そして、木は老いて、朽ちる力のほうがまさると、木は枯れる。もちろん、寄生
した菌糸にしてみれば、木が枯れるのはみずからの死でもあって、ふたたび空中の胞子の浮遊に運命をゆだねるよりない。
　たとえば歴史を考えるのに、生産の視点から、つまりは木の視点からばかり考えてきたような気がする。マツが枯れて、ナラが現
れたりする。彩りに、マツタケが姿を見せたり、ナラタケが群生したりはする。しかしながら、真のドラマは、ひょっとすると土中
にあるのかもしれないのだ。菌糸たちの世界で、寄生されるものと寄生するものとのドラマ、体制と文化の深層でのドラマといって
よいかもしれないが、そうしたものがある。生産の視点より文化の視点、といってしまうと歴史家は怒るかもしれないが、土の中の
世界を考えることもまた、必要なように思うのだ。
　木ではなくてキノコの側に視点を移せば、寄生こそが本質であって、それはむしろプラスの指標になる。木の視点としての生産の
論理に、キノコの視点としての文化の論理、ただしそれは地上の茸ではなくて本体としての菌糸のことなのだが、そうした地下の異
界の論理を対置してみよう。地上で考えるかぎりは、生のみにプラスの指標を与えかねないが、地下の世界は地上から見れば死の異
界、ほんとうのところは生と死が交錯する、そして了解の届かぬ少し奇怪な世界である。」

「元来、ファンタジーとは、異界との通話の物語のはずだった。異界を偏見で固定させたところで、ファンタジーにはならない。す
べてが死であったり、すべてが夢であったりするのではない。生と死が交錯し、幻想と現実が混在するからこそ、ファンタジーなの
だ。そして、本来は、人間のまた、その生命の中に、生と死が交錯し、幻想と現実は混在しているはずだ。死を閉じ込め、幻想を見
ないことにして、生活を安楽にしているのだけのことだ。だから、ときにそれを解き放つため、ファンタジーがある。
　そして、キノコのディスクールは、奇怪であるがゆえに滑稽でもあり、どこかしら、かわいらしい。死が奇怪であるがゆえに、い
くらか滑稽であるぐらいまでは、物語の世界として可能かもしれないが、それを、かわいらしいものとして認識するのは、茸という
実体なしには、ちょっと困難だろう。」

「それぞれの生活に関しては、まだまだ人間の了解しえない世界があるにしても、それぞれの小世界のドラマは、小さなかわいらし
い物語である。」

「そして、なぜか、茸の姿に宇宙の容（かたち）を感じてしまうのだ、その宇宙は変容して、ときには胞子として透明な天空を浮遊し、
ときには菌糸として暗黒の地中を流転する。キノコについて語ることが、宇宙について語ることになる。」
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理想の建築について
ときおり夢想することがある

けれど夢想はいつも
理想を描く能力の壁に遮られてしまう

ぼくの描く理想の建築は
じぶんを理想の建築そのものにするというも
の

自分が宇宙そのものになるとすれば
はてその宇宙は
どんな姿をしていれば理想だといえるのか
ぼくの夢想はいつも
そこで挫折せざるをえない

じぶんを超えたところでは
理想の建築を思い描くことさえできず
みずからの現実と貧しい想像力の前で
挫折せざるを得なくなるのだ

それでも夢想は続いていくだろう
理想の宇宙を建設するために
みずからを理想に近づけようとする
どこにもないからこそ
夢想してしまう見果てぬ夢へ

（CHAPTER1「夢見た理想の都市」より）
「中世からルネサンス時代にかけて、人々はさまざまな方法で理想的な都市を成立させるための答えを探し続けてきた。
宗教が重んじられていた中世には、地上の楽園を体現する完璧な大聖堂や、キリスト教社会の理想形である修道院こそが
理想の都市だという考えが一般的だった。やがてルネサンス時代に入ると、古代ギリシャやローマの古典様式に近い比率
を採用して、すばらしく優雅な建物と街並み、広場がそろった理想都市を設計しようとする試みが始まった。確かにそれ
らは理想としてはすばらしかったが、実現する見込みはほとんどなかった。ミラノやウルビーノなどの都市にはすでに多
くの人々が暮らしていたし、住宅や店や宮殿や教会などのあらゆる建物をいったん取り払って新しい都市を建設するとい
う案は、現実離れしているうえに、費用がかかりすぎる。だが、理想都市の建設計画は、街並みや広場の再開発や、主要
な建築物の再建の際に何かの参考になるかもしれないと、そのまま後世に受け継がれた。
　理想の都市を思い描き、紙に書き留めてきた当時の人の多くは、私たちが「建築家」という言葉から想像するような人々
ではなかった。現代の建築家は、専門的な勉強をしてきた建築物設計のスペシャリストだ。しかし、建築家が現在のよう
な専門職になったのは 15 世紀や 16 世紀頃のことで、それ以前は、ベテランの石工や彫刻家、職人、技師、画家、作家
などが設計者の役割を兼ねていた。19 世紀に理想の修道院とされたスイスのザンクト・ガレン修道院の設計を手がけた
のは 1 人の修道士だったようだ。1480 年代にウルビーノ公のために非常に美しい理想都市を設計した人物の職業は画家
だった。そのわずか数年後に、油彩の技法から工学にいたるまであらゆる技術を身につけたレオナルド。ダ・ヴィンチも、
ミラノ公に捧げる有名な理想都市を設計した。
　さまざまな時代と場所を背景に生み出されたこれらの理想都市は、禁欲的で質素な中世の修道院から、豪華絢爛なルネ
サンス調の都市まで、外観も様式もまったく異なる。それでも、設計者たちがそこかしこに残した足跡、例えば未完成のボー
ヴェ大聖堂、見事というほかないウルビーノの絵画、緻密で複雑なザンクト・ガレン修道院平面図、見る者を魅了するダ・
ヴィンチのスケッチ、スフォルツィンダやクリスティアノポリスなどの理想都市の設計図は、私たちに過ぎ去った時間と
歴史の中に消えた理想を思い起こさせ、変わらぬ感動を与えてくれる。」

■フィリップ・ウィルキンソン 
『まぼろしの奇想建築／天才が夢見た不可能な挑戦』 
（関谷華・訳　日経ナショナルジオグラフィック社　2018.10）
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強く濃密な感覚性が
偶像を排した
天上の形を求めるとき

生きた神的な数は
幾何学的な形をとりながら
地上に天上を
作りだそうとするのだろう

０をも生み出した
アラビア数字も
神的な姿を地上に
映そうとしたのかもしれない
そしてそれが形ともなっていった

植物もまた
地上の姿をそのまま描くのではなく
そのリズムと成長のパターンを
アラベスクとして
天の原型を楽園の庭に
シンボル化しようとしたのだ

■ダウド・サットン『イスラム芸術の幾何学／天上の図形を描く』 
（武井摩利訳　創元社　2011.5）
■ｐｅｎ　2018.2 ／ 1 No.444『アラブは、美しい』（CCC メディアハウス　2018.2）
■『イスラームのタイル／聖なる青』（INAX BOOKLET INAX　1992.12）

（ダウド・サットン『イスラム芸術の幾何学』より）
「伝統的なイスラムの装飾は、際だって機能的である ---- た
だし、ここで機能的というのは単に実用的という意味ではな
い。イスラムのデザインは、文明化とひきかえに失われた霊
的な感覚を、無垢の自然が持つ原初的な美しさを再構築する
ことで補完し、俗世にどっぷり浸かった人間を真剣な熟考へ
いざなおうとする。イスラムのデザインは、一種の “ 目に見
える音楽 ” だと言ってもよい。モチーフの反復とリズムが内
なるバランス感覚を目覚めさせ、神への祈りや神についての
思弁を視覚的に展開する役目を果たすのである。
　多くのイスラム幾何学パターンが一見すると単純で明らか
な必然性を持っているため、ともすればそのパターンを見つ
けるまでにどれだけの苦労があったかは忘れられがちであ
る。無名の職人たちはそうしたパターンについて、「もとか
ら存在する可能性であり、それにふさわしい者に神が示し与
え給う」と考えていたに違いない。少なからぬ職人たちが「点

（ヌクタ）」と「幾何学者（ムハンディス）」という単語のア
ブジャドの数が同じであることを意識し、自分たちの作るも
のを通じてこの超越的な関係が輝かしく現れるようにと願っ
たことだろう。」

「点をひとつ思い浮かべてほしい。空間の中の、次元のない
位置である。点を拡張すると線が定義される。この線を最初
の点のまわりで回転させると、円ができる。円は最初の、そ
して最もシンプルな平面幾何学で、「一」「単一性」「唯一性」
の完璧なシンボルである。この円の円周上の１点を中心と
し、円の中心を通る第 2 の円を描く。できた交点を中心に
して順々に次の円を描くと、中央の円のまわりに 6 個の円
が描かれる。クアルーン（コーラン）に記された天地創造の
6 日間の理想表現である。この美しくもシンプルな構造は無
限に拡げていくことができ、平面を充填する正六角形のタイ
リングを作りだす。
　正六角形の各辺の中心をひとつおきに結ぶと、正三角形 2
個からなる六芒星ができる。これはイスラム世界では「ソロ
モンの印章」と呼ばれ、ソロモン王がこの印章付き指輪を使っ
てジン（精霊）を使役したとされる。外枠だけの星形にして
並べると、星と六角形のパターンが生まれる。」
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宇宙は
全体と部分が
むすびあい
照らしあって
調和を奏でている

自然も
そして
人も
全体と部分が
結びあい
照らしあったとき
調和を奏ではじめるけれど

心や体の
全体と部分が
結びあい
照らしあえなくなったとき
病という現象で
それを知らせている

水が多すぎたり
少なすぎたりする
自然の不調和も
その現象を通じて
シグナルを送っている

それらの不調和に対して
ただ対処療法的に対するとき
それらの不調和は
また新たな不調和を
生み出すことにつながりかねない

そのためにも
不調和の源にあるものへと
遡っていける勇気と
不調和を新たな調和へと
導くことのできる知恵を
むすびあわせ
照らしあわせなければならない

そのときにこそ
宇宙は新たな高次の音楽を
奏ではじめるのかもしれないから

■稲葉俊郎『ころころするからだ／この世界で生きていくために考える「いのち」のコト』（春秋社　2018.9）



「医療は人間の全体を扱うものである。
　人の体も、人の心も、部分と全体からできている。全体は部分がないと成立しな
いし、部分は全体があるからこそ存在している。全体と部分とは、そうして響きあい、
補い合う関係性である。
　人の体も特定の部分ばかりを使いすぎて体の全体性が失われてしまうと、復元力
や調和の力がおのずから働いて、全体としてのバランスをとろうとする。全体性を
取り戻そうとする働きの中で、体や心の症状として表の世界に目に見える形で顕在
化してくることがある。全体性の喪失が過度に行き過ぎた時は、より切実な問題と
して、体や心の病のような形で顕在化してくることもある。」

「芸術と医療には接点がある。それは、共に人間の全体性を取り戻す営みだからだ。
　（略）
　心には全体性がある。意識できるところから、意識できないところまで。よくわ
からない心の場所は無意識と呼ばれたり、潜在意識や深層意識と呼ばれる。はっき
りと姿をつかむことができないが、時々表に顔を出すことがあり、存在の気配は感
じられる場所は無意識の広大な世界だ。心の領域は広く深い。ただ、わたしたちが
普段接する場所はほんの上澄みしか使っていないようだ。心は常に何かしらの活動
をして動き続けているように思えるのだが、その動きの全貌はどうも見えにくい。
形はないし、取り出してみることもできない。そうした心の動きや働きを理解する
には何かしらの補助線が必要になる。」

「自然界を支える水のイメージを、自分の心という生態系に適用して考えてみよう。
体も心も、わたしたちが日々抱えている内的自然なのだ。
　（略）
　心が仕事をするためには、地上と地下に流れる水路を適切に作り直すことが必要
になるし、地下水を表にくみ出す通路も必要になる。水路づくりは自分という存在
の再構成であるし、地下水をくみ出す通路は、芸術などを含んだ、生きる「表現」
を行うことでもある。」

「芸術の体験は、心の内部で仕事を行うための心のエネルギーが環流する水路づく
りとも大きく関わっている。たとえば、わたしたちが感動した時、日常では使うこ
とがない心の層が揺さぶられているのがわかるだろう。その時、わたしたちの心の
内部では地殻変動が起き、未知の水源から新しい水路を介して水が流れ出してくる
かのように、心のエネルギーが動き出す。地層が深ければ深いほど、わたしたちは
わけのわからない力に揺り動かされるように感じる。心の深層が揺らぐことで、心
全体の構造がグラリと揺らぐのだ。」

「芸術には、わたしたちの意図を超えて心を動かし、心の全体像を組み替える力が
ある。」

「芸術と医療には接点がある。それは、共に人間の全体性を取り戻す営みだからだ。
そして、「人間の全体性を取り戻す営み」として芸術や医療を考えなおしてみると、
人間が生み出したその他の文明や文化、儀式や儀礼の中にも、「失われた全体性を
取り戻す」ことに源を発して、「全体性を取り戻す」ことを目的としている営みを
数多く発見することができるだろう。」
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色は
匂いて
生まれては消え
虹のいのちも
つかのまの夢

光と闇のあいだに
天使大天使たちは現れ
色のいのちは輝き出で

天に輝く
虹には
地水火風の四大たち

紫から
藍へ
青へ
緑へ
黄色へ
橙へ
赤へ

勇気と恐れを明滅させ
さまざまな感情を
うつろわせながら
せわしなくせわしなく
現れては消え ･･･

■杉山久仁彦『図説・虹の文化史』（河出書房新社 2013.12）
■ルドルフ・シュタイナー『色と形と音の瞑想』（西川隆範訳 風濤社 2001.11）
■中沢新一『虹の理論』（新潮社 1987.6）



（「虹の色」　シュタイナー『色と形と音の瞑想』所収）
「秘められた叡智のなかで、虹は特別の意味を持っています。」
「虹は最も外側の紫から始まり、遙か彼方まで微光を放ちます。そして、青＝安らかな心魂の
気分に移行します。ついで緑に移行します。虹の緑を見ると、生長・芽吹き・開花すべての上
に、私たちの心魂が注ぎ出るかのようです。虹の紫・青から緑に至ると、私たちは神々に由来
する者であるかのように感じます。私たちは神々に帰依し、祈ります。緑のなかには、驚きへ
の扉、あらゆる事物に対する共感と反感の扉を私たちに開くものすべてが生きています。虹の
緑を吸収すると、世界のあらゆる存在を、ある程度まで理解できます。
　つぎに、黄色に移りましょう。私たちは内的にしっかりするように感じます。自然のなかで
人間であってよい、と感じます。黄色は周囲の自然以上のものです。橙色に移りましょう。私
たちは自分の内的な熱を感じます。自分の性格の短所と長所を感じます。赤に移りましょう。
反対側の紫と同じく、自然の彼方へと移行します。そこでは、みなさんは自分の心魂から現れ
出る歓喜、献身、存在への愛を感じます。」

「アリストテレスの時代、人々は秘儀のなかで「色彩はどこから発生するのか」と問うことによっ
て、色彩には下級三隊の天使たち（アルヒャイ、アルヒアンゲロイ、アンゲロイ）たちが関与
していることを知りました。アリストテレスは『感覚と感覚的なものについて』のなかで、「色
彩は光と闇の共同作業である」と述べています。
　熱の背後に上級三隊の天使たち（セラフィム、ケルビム、トローネ）、光とその影の背後に
中級三隊の天使たち（キュリオテテス、デュナメイス、エクスシアイ）、色彩のきらめきの背
後に下級三隊の天使たちを見るという精神的な理解のしかたは、次第に失われていきました。
そして、悲しむべきニュートンの色彩論しか残りませんでした。十八世紀においても、秘儀参
入者はニュートンの色彩論を笑い飛ばしましたが、ニュートンの色彩論は物理学を専攻する
人々の信仰箇条になっていきました。
　ニュートンの色彩論からは、精神界について何も知ることができません。精神界から刺激を
受けたゲーテは、ニュートンの色彩論に対して真正な色彩論を打ち立てて、ニュートンに恥辱
を与えました、ニュートンに対してほど、ゲーテがぼろくそに語ったことは他にありません。
ゲーテはニュートンの愚にもつかない色彩論を、手ひどく罵っています。今日では、このよう
なゲーテの悪態は理解できないものになっています。」

「空気は光の影です。光が生じると、ある条件下に影が生じます。色彩が存在し、その色彩が
空気のなかで作用して、空気中にきらめくように飛び散ると、空気のなかに別の要素が生じま
す、ある条件下で、圧力によって逆圧が生じるように、色彩から液体状・水状の要素が生じま
す。光の影が空気であるように、水は色彩の反映なのです。
　理解しがたいことかもしれませんが、一度、色彩の真の意味を把握しようとしてみてくださ
い。例えば赤というのは、何か攻撃的な色です。赤から逃げたくなります。赤は人を押し返し
ます。青紫に向かって走ると、青紫は私たちから逃げ去り、ますます遠くなっていきます。色
彩のなかに何かが生きているのです。色彩は一個の世界です。心魂は色彩を体験すると、感動
せずにはいられません。そのように心魂は、色彩世界のなかで自己を感じます。」

「人間は虹を見ます。もしイマジネーション認識をもって虹を見るなら、虹のなかで活発に働
く四大元素存在（土の精・水の精・風の精・火の精）が見えます。この四大元素存在は、注目
すべき様子をしています。虹の赤と黄の部分から、絶えず四大元素存在が出てきます。そして、
虹の緑の部分の下の端まで来ると、引き寄せられるように、緑と青の部分に消え入っていきま
す。そして、また赤と黄の部分から現れてきます。
　イマジネーション認識を獲得した人が見ると、四大元素存在たちは現れては消え入ります。
実際、虹は四大元素存在のすばらしいワルツです。四大元素存在は大きな勇気をもって、虹の

なかに消え入ります。橙色の部分からは恐怖が流れ出ています。青紫の部分を見ると、「ここ
には勇気が生きている」と感じられます。
　虹を切断して、九十度回転させてみましょう。そうすると、四大元素存在がこの色彩の円環
の上方から恐怖をもって現れ、下方に勇気をもって消えていくのが見えます。そして、勇気は
再び消え去ります。見字は水状の要素から成り立っています。この水状の要素のなかに霊的存
在が生きています。この霊的存在は、実際、下級三隊の天使たちの一種の模像です。」

「色彩の光輝く世界に、生命が浸透します。天使・大天使などが闇のなかに光を、光のなかに
闇を持ち込みたいという憧れを感じます。そのことをとおして、惑星に色彩の変化を生じさせ
るだけでなく、色彩の変化を内的に体験するようになります。闇が光を圧すると、弱さと物憂
さを感じます。反対に光が闇を圧すると、活気を感じます。人間が駆けるとき、人間の内部で
光が闇を圧しています。座り込んで、不精になるとき、闇が光を圧しています。これは心魂的
な色彩の働き、心魂的な色彩の輝きです。」
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故きを温ねて
新しきを知る

新たなものを
つくり出すためには
古きもののさまざまな型を
まねぶ必要があるということだ

話芸
喋り方
リズム
言葉遣い

型は
固定した形ではなく
身につけるべき
姿なき姿のようなもの

説法でも
相手にあったものでなければ
届かないように
芸は
相手にあったものでなければ
受け入れられるものにはならない

不易は流行するが
流行するためには
その時代その人にあった
姿が求められる

けれどその姿の奥には
守破離の繰り返しを通じて
守り育てられる
姿なき姿としての
真の型がなければならない

真の型であるからこそ
さまざまな意匠に応えられるだけ
自在でなければならない
そしてそれこそが
不易流行ということでもあるのだ

■神田松之丞『講談入門』（河出書房新社　2018.7）



（「松之丞、人間国宝・一龍斎貞水に講談の歴史を学ぶ」より）
「松之丞／後世に残したい演目、残すべき演目と思われるものはありますか。
貞水／講談の話芸、喋り方、リズム、言葉遣いというのがはっきり残る話だね。後世に残すっ
て言っても、今の講釈師の人だって今の客だって、俺たちが講釈師になったときのことは何
も知らないんだよ。
松之丞／たしかもそうですね。
貞水／つまり、たとえば何かひとつ、昔から残った話があったとすると、それはその時代の
お客さんが喜んで聴いてくれるような喋り方、演出の仕方をしたから、その話が伝えられて、
今に残っているということになるよね。
　新しいものをやってもお客さんがウケないこともあるし、反対に「こんな古い話は」と思っ
てても意外に喜んでくれるということもある。一時期、修羅場っていうものをみんなが嫌がっ
たことがあった。「あんなものは古い」とか言ったけど、談志いわく「笑わせるなら落語だ、
掛け合いなら漫才だ、講釈は講釈やるよりしょうがないよ」って。
　講釈というと、昔からあるものだよね。自分自身いろんなものに書いたりして残している
ことだけど、新しい形の講談を作らなきゃならない、ってみんなよく言うけれど、元のもの、
古いものがわからないやつに新しいものは作れないと思う。
　古いものをちゃんと勉強してから新しいものを作ったら、それは絶対に新しいものになる
んだよ。林家三平が売れたとき、まわりからくだらないって言われたけど、あの人はお父さ
んのところで、嫌でも古典落語の芸風を聴いて育ったんだ。お父さん自身、そういうちょっ
と新しい感じを採りいれた人でもあったけど、元はちゃんとした芸だよ。だからそういう下
敷きがあるから、ああいう形の三平ができたんだ。圓歌さんだってそうだろう。
松之丞／圓歌師匠は、その時代に古典を普通にやってても勝てないという判断で、ああいう
芸風になったと、ご自分でおっしゃっていたそうですが。
貞水／あるとき三平さんは、当時竹蔵と言っていた圓蔵に、「竹やん、竹やん。これ帰りに
ポスト入れといて」って頼んだ。そのはがきを圓蔵が俺に、「貞やん見てごらん。な、これ
だよ」と見せたんだ。すると「○○芸能社様　お仕事あったら宜しく」って書いてあるの。
だからあの師匠だって、それなりに苦労しているから、それが生きてるんだよね。
松之丞／後世に残したいと願う演目よりも、その時代時代に合った読み物が受け入れられる
ということですか？
貞水／そういうものが後世に残るんじゃないの？
松之丞／それはつまり、今しかない、ということなのでしょうか。
貞水／だからネタを新しくするということは、お客さんに合うネタでなければダメだという
ことだよ。お客さんだっていろんな人がいる。古典が好きな人もいれば新作が好きな人もい
る。まして講談には、昔からニュース講談や文学講談というじぇんるもあって、伊藤痴遊の
政治談義をはじめ、時代に合った読み物をやって一斉を風靡した人もいる。
松之丞／先生は、古典と新作を分けてないのでしょうか。
貞水／自分の芸風では分けられないんだよ、きっと。だから、俺たちが一番憧れるのは、講
釈師はスーパーマーケットだということだよね。お客さんが喜ぶいろんな品物が並んでて。
松之丞／何でもあって。
貞水／そこそこに買ってくれるっていうのがね。」

（神田松之丞「おわりに」より）
「講談界は、お客さんが入らない悩みを永年抱えてきましたが、ここにきて様相は変わって
きました。（略）
　にもかかわらず、「インフラ」が整備されていませんでした。個人のＣＤやＤＶＤはあれど、

『落後辞典』のような講談の読み物をまとめた本がないのです。
　（略）
　本書は、多くの人の講談の入口になって欲しいと願うものです。奥行きが深い講談という
芸能の、狭い間口を改築して拡げるようなものになればいいと思っております。
　幕末から明治にかけて隆盛し、大正には時代遅れと言われていた講談。最盛期には二〇〇
軒以上あったとされる講釈場は、現在は一軒もありません。江戸だけで講釈師は当時八〇〇
人いて、あらゆる名人上手がしのぎをけずっていたそうです。その全盛と比べれば、今の人
気はまだまだで、大勢の人が講談をよく知りません。」
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除菌除菌と喧しい昨今
善玉と悪玉
有益と有毒を
二分しようとする
啓蒙主義者は後を絶たない

部分と全体を成り立たせている
複雑な関係性や協働性を
部分だけを取り出した短絡的な因果関係で裁
き
そのことで失われるもののことは
無関係であるかのように振る舞う

彼らはみずからの内にもあって
みずからを育ててもいるものが
存在が許されないかのように
善と悪の戦いの指揮を執るが
やがてそのことでみずからをも
損なってしまうことを知らずにいる

始末の悪いことに
それは善意であり正義の行為であり
ハイドを知らないジキルのように
影を知らずに影にふりまわされるばかりなのだ

そろそろ影との統合を図る必要に気づき
みずからを育て共進化してきた存在とともに
歩むことへと目を向ける必要がありそうだ

それにはまず
みずからの内にある見知らぬ存在に気づき
それを変容させることからはじめなければならない
その存在こそがみずからにとっての
最強のパートナーとなるかもしれないのだから

■サンダー・エリックス・キャッツ『発酵の技法／世界の発酵食品と発酵文化の探究』（水原文・訳
　オライリー・ジャパン　2016.4）



「この本に書かれている情報のほとんどは、発酵を利用して、人が口にしておいしく栄養豊
富な食物や飲料を作るテクニックに関するものだ。この文脈で発酵とは、さまざまなバクテ
リアや菌類、そしてぞれらによって作り出される酵素による、食物の変成作用を意味する。
人類は、アルコールを作ったり食物を保存したり、そしてより消化吸収が良く、毒性が少な
く、おいしい食物を作り出すために、この変成作用のパワーを利用してきた。ある試算によ
れば、世界中で人類が消費する食糧全体の３分の１までもが発酵によって作られたものであ
り、また発酵食品の製造は、すべてを合計すれば、世界最大の産業の１つになる。これから
説明する通り、発酵は人類文化の文化的進化を推進する役割を果たしてきた。しかし、発酵
は自然現象であり、料理での利用はそのごく一部であることを認識することは重要だ。我々
の身体の細胞も、発酵を行っている。別の言い方をすれば、人類が発酵を発明したり作り出
したりしたわけではない。発酵が我々人類を作り出した、というほうが正確だろう。」

「バクテリアは我々の先祖であり、すべての生命と共存しているということ、我々のために
重要な生理機能の多くを行っていること、そして我々の食物を向上させ、保存し、そして保
護しているということは生物学的事実だが、それとはまったく反対に、バクテリアが我々の
敵であるという認識が広く存在している。微生物学の最初期の輝かしい功績は、微生物病原
体の同定とそれに対する効果的な攻撃手段の開発だった。そのため、我々の文化には「バク
テリアとの戦い」とでも言うべきプロジェクトが組み込まれている。ここ 10 年ほどはテロ
との戦いが、またその 20 年前は麻薬との戦いが叫ばれていた。バクテリアとの戦い（その
ような名前で呼ばれることはめったにないが）はそれよりもずっと古くから、数世代にわたっ
てほぼすべての人に刷り込まれてきた考えだ。時には重要な理由から（しかし一般的には過
剰に）人間へ処方される抗生物質だけでなく、我々は日常的に家畜へ抗生物質を与えたり、
水を化学的に殺菌したり、また「99% のバクテリアを殺菌する」という宣伝文句で市販さ
れている抗菌ソープを使ったりしている。
　「99% のバクテリアを殺菌する」ことの何が問題なのだろうか？　実は、大部分のバクテ
リアは、我々を病気にするおそれのあるごく一部のバクテリアから、我々を守ってくれてい
るのだ。我々の身体の中や表面、あるいはその周囲に存在するバクテリアを無差別に殺菌し
続けると、我々は感染に対して強くなるどころか、弱くなってしまう。バクテリアは遺伝変
異性が強く、病原菌は通常用いられる抗生物質への耐性を急速に獲得する。「バクテリアに
耐性の獲得が論証されている通常の抗菌剤を、日用品の成分として使用することは中止すべ
きだ」と米国医師会は声明を出している。バクテリア一般へ向けられた絶え間ない攻撃や、
それに油を注ぐ観念論は、的外れで危険なものだ。「バクテリアを憎み、殺そうとする人は、
自己憎悪に陥る」と Lynn Margulis は注意している。
　バクテリアとの戦いの結果、我々とバクテリアとの関係は急激に変化している。かつて
人体に普通に見られた胃の中に生息するバクテリア Helicobacter pylori（いわゆるピロリ
菌）は、現在では米国の子どもの 10% 未満にしか見られず、絶滅に向かっているのかもし
れない。H.pylori は少なくとも 60,000 年にわたって人間の仲間であり、哺乳類が出現した
1 億 5000 年前から、近縁のバクテリアが哺乳類の胃に生息していたという証拠もある。バ
クテリアを「善玉」と「悪玉」に分類しようとする人は多い。H.pylori は胃潰瘍や胃がんな
どの健康問題を引き起こすとされており、またこれらの病気はこのバクテリアの人口あたり
発見率と共に減少している。しかし、たとえ我々の健康問題の原因だったとしても H.pylori
は我々の一部であり、特定の調節機能をそれに依存して我々は共進化してきた。この特定の
バクテリアが果たしている（あるいは果たしてきた）と考えられている役割には、胃酸のレ
ベル調整、一部の免疫反応、そして食欲をコントロールするホルモンなどがある。H.pylori
の消失は、肥満や喘息、胃酸の逆流、そして食道がんの増加と関連しているかもしれない。「共
生バクテリア」を『有毒』と『有益』に分類することが的確であるかどうかは、非常に疑わ

しい」と疫学者の Volker Mari は注意を喚起している。「なぜならば、そのような分類はバ
クテリアが人間の健康のほんのわずかな特定の側面に与える影響を調査して行われたもので
あり、微生物フローラの構成と健康全般とを関連付ける試みは未だ行われていないからであ
る」。微生物学者であり医師である Martin Blaser は、「我々に内在する微生物個体群の選
択の変化は、人間の健康と病気に現れ始めた一部のパターンの原因となっている」と論じ、「し
たがって、H.pylori は人間のミクロの生態学の変化と病気のリスクの『指標生体』とみなさ
れるかもしれない」と示唆している。我々の共進化パートナーを根絶することには、大きな
リスクが伴うのだ。」

「この本を読み、発酵飲食物の実験をするあなたには、発酵に必要な特定のバクテリアや菌
類の群落だけでなく、我々身体がより大きな生命の網の中で共進化してきた存在であるとい
う意識を養うよう、お願いしたい。生物学者の Edward O.Wilson は、そのような意識を生
命愛 (biophilo) と名付けている。この単語は耳慣れないかもしれないが、そのような意識
は人類が最初から持っていたものだ。残念なことに、我々は自然界から次第に隔離され、動
物や植物、菌類、そして我々の体内のバクテリアの認識を失い、それらと意識的に対話する
ことができなくなってしまった。このまま、より大きな生命の網との対話から遠ざかるので
はなく、このような関係を取り戻さなければならない。発酵は、目に見える形でこの意識や
このような関係を涵養するための方法だ。」
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仏陀は悟ったとき
「家の作り手を見つけたぞ」
と言ったそうだが
その家とは日常の私であり
家をつくる巧妙なカラクリを見つけたのだ

瞑想の主体は
日常の私ではない

日常の私の瞑想は
さまざまな悩み苦しみから
私が自由になるためにある

その私は名前や役割や
さまざまな属性をもった本質としての私

無我であり独我である私の瞑想は
そんな本質としての私から
自由になるためにこそある

その私は独我であり無我としての実存
そしてそれは今そのものにおいてある私

私が自由になるためにある仏教から
私から自由になるための仏教へ

無心としての仏教１．０
有心のマインドフルネスとしての仏教２．０
無心のマインドフルネスとしての仏教３．０

けれどもおそらくその後で
さらに仏教４．０が
訪れなければならないのかもしれない

本質としての私と
実存そのものとしてある私の
何重にも絡みあった矛盾をむすぶ仏教

世界は苦に満ちているかもしれないが
苦のなかを生きることを通じてしか
得られない天と地をむすぶ道はあるはずなのだ

そしてそのときにはじめて
世界がなぜあるのかという
秘密への鍵が得られるのかもしれない

■藤田一照・永井均・山下良道『＜仏教３．０＞を哲学する』（春秋社　2016.9）



「藤田／仏教１．０、２．０、３．０という言い方は、僕と良道さんで『アップデートする仏教』という
本を作る対談をしている中でたまたま出てきた言葉です。」

「藤田／僕は最近流行のマインドフルネスに絡めて言えば、２．０は「有心のマインドフルネス」、そ
して、３．０は「無心のマインドフルネス」ということを言っています。では、１．０はどうかという
と、「無心」で終わっている。「無心」という何か神秘的な境地があって、それについては語るんだけ
ど、そこまでの道筋が全然語られない。（略）それに飽き足らない人たちがマインドフルネスという
道筋をつけた。けれど、それは「有心」でやっちゃってるんですね。それで「無心のマインドフルネス」
というのは、（略）「無心」で「マインドフルネス」する。面白いですよね。「無心」って英語にしたた「マ
インドレス（mind-less）」ですよね。心がない。あるいは、no-mind。マインドフルネスは文字通
りの意味は「心がいっぱい」ですから、まさに正反対。それが３．０では両立というかクロスしてい
るところが、非常に禅的で面白いですよね。無心がそのままマインドフルネスになっているようなあ
り方です。」

「永井／普通よく、「我」とか「私」には実体がないというような言い方をする人がいるんですね。で
も、実体って言っても意味が分からないじゃないですか。実体って難しい概念ですよ。実体というの
は、西洋哲学の用語としてもよく使いますけど、非常に難しい概念で、主語となって述語にならない
というのがアリストテレス的な概念ですけど、この意味がよく分からないですね。「自我には実体が
ない」と言うと何となく分かるような気がしますけど、実は何がないのか分からないですね。そして、
実体はないとして、では何ならあるのか。と私などは聞きたくなります。もし現象だけあるなら現象
的存在として立派にあることになるので、問題をはっきりさせるためには、実体と実は似てるんです
けど、違う言葉を使った方がよくて、それは本質という言葉です。「本質がない」という言い方の方が、
哲学上のポイントとしては的を射ています。
　「本質」という言葉は何と対立しているかと言うと、西洋哲学の伝統的な概念では「実存」です。
実存するとはただ存在するということです。西洋哲学では、存在論という分野が昔からあって、近代
になってから認識論が出てきましたけど、存在論が最初なんです。存在論というのは、「存在とは何か」
という問題を扱う分野なんですけど、実はインド・ヨーロッパ語では、存在というのは全部英語のｂ
ｅ動詞にあたるもののことで、ｂｅ動詞には「〜である」と「〜がある」の二つの意味があるわけで
す。それで、「〜がある」が実存で、「〜である」が本質です。「〜である」の「〜」のところに入る
のが全部本質なんですね。一照さんと良道さんはお坊さんである、と言ったら、これはお二人の本質
を言っていることになります。それに対して、「〜がある」が実存。（略）
　それで、「私には本質がない」。これは私が主張したいことであり、かつ実は、仏教的なことでもあ
りうると、ここではあえて言ってみたい。私には本質はないんだけれども、何があるかというと、実
存だけがあるんだ、と。

（略）
　だから、われわれは、どれが私であるのかどうやって捉えているかといえば、ただ直接的に実存し
ているこいつ、ということだけで識別している。（略）ほかの特徴は何も使っていません。これは別
に私の主張でもないし、思想ということでもなく、単なる事実です。（略）
　ついでに言っておくと、「私」だけがそうなんではなくて、他の概念にもそういうものがあって、
もうひとつに「今」というものがありますね。（略）他の時点を間違えて今だと思うことなどありえ
ないでしょ？　絶対に間違えないのはなぜかと問われたら、答えは明かで、今しか存在していないか
らですよね。端的に存在している時が、すなわち今であるわけです。今しかないんです。（略）
　実は、私も同じなんです。私以外のものはないんです。ないって言うのはおかしいけれど、他人の
顔を観たりして、ああいるなと分かるけど、そう分かっているのはいつも私ですから。（略）
　私が私自身を他から識別して捉えるとき、私は、それが誰かであるかには関係がなく、ただ端的に
存在しているという事実によって識別してとらえているのです。そういう意味で、私はもともと端的
に無我で、そうでないと私になれないんですよ。」

「藤田／たとえば自由というものを考えた場合２・０的に言えば、「私」が自由になるためにはどうす
ればいいのかという問題設定ですね。ですから、目指しているのは「私の自由」です。３・０になると、
私と自由という項目はあるんですけど、繋ぎ方が変わってきて、「私からの自由」になります。あるいは、

「私というとらわれからの自由」ということでもいいでしょうね。というふうに、項目としては私と
自由はあるのですが、２・０と３・０では繋ぎ方が全然違ってきているということです。問題の設定
の仕方がまるっきり違う。」

「藤田／ですので、「瞑想の主体は何か」ということに関して言うと、私なんですけど、普段の私では
ない。（略）
　明らかに座禅の主体は、普段の私ではない。普段の私は、スイッチを完全にオフにするわけではな
いけれど、普段働かせているプログラムとは違うプログラムに従って働いているというしかないです
ね。」
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教育芸術という言葉もあるように
医療も芸術であり
ほかのどんなものも
人のすべての営為は芸術にほかならない

この地上には
人であることで与えられた
天と地をむすぶという秘密の役割があり
手を使って行なわなければならない
技の秘儀があるのだ

物心ついたかつかないかの頃から
どこかで聞いたのか
ずっと心に残っている話がある

お釈迦さんが悟って
その悟りは誰も理解できないだろうから
そのまま地上を去ろうとしたのだが
あえて地上にとどまることにしたという話だ

そして
人はすべてほんとうは悟っているのに
そのことを忘れてしまっているから
それを思い出すきっかけがいるのだとも

その話がほんとうに聞いた話なのかどうか
いまではよくわからないけれど
その話はぼくのなかにずっと残っていて
それがぼくを導いてきたようにも思う

地上で生きることは
深い意味を持っているということだ
そしてどんなに小さなことでも
意味のないことはない
すべては天と地をむすぶために
大切なかけがえのないことなのだと

天と地をむすぶことを
芸術と呼びたい
それがあるからこそ
人はこうして生きるに値するのだから

「医聖と謳われるヒポクラテスは、３０００年近くも前の時代に、自らの医療に関してこ
んな言葉を述べています。
　【Ars monta,vita brevis.(Art id long.Life is short.) 医学を習熟するには人生は短い】
　既に紀元前５世紀に、医学、医術に関して、アートと表現しているのです。
　芸術という言葉は、明治時代にアートの訳語として翻訳されました。アートの語源は
ラテン語のアルスで、テクニックの語源となった。ギリシャ語のテクネーに近い、技術
的な、わざ、を意味するものに近かったようです。
　現在、大学の教養課程のことは「リベラル ･ アーツ」と表現されますが、直訳すると、
自由な芸術となってしまいます。実際には、それを学ぶことにより、社会生活をする上で、
自由になれる技術の習得を意味しているのでしょう。
　古代のギリシャにおいて、自由な人という概念は、非奴隷という意味で使われていま
した。何かを学んだ時に、何かから解放され、隷属されないための、わざとしての教養、
という意味で現代にも言葉として残りました。
　この本の題名として、医学の部分の漢字に、敢えて〝醫〟という字を選んだのには意
味があります。醫という文字は、会意兼形声文字とされる分類であって、上の部分の左
側は、箱の中に入った人が手に杖を持った状態を表し、上の右側の、るまた・ほこづく
りは手で行う仕草を表し、それを、エイッというおまじないの声で矢のように放つ、と
いう擬声の意味も持っているそうです。下の部分の酉は、酒器を洗わす象形文字とのこ
とです。
　つまり、薬草やお酒、薬を使い、様々な道具や知識、そして言葉も駆使して積極的に
人を癒す、病気を治す、それを行う人、そして医療の行為という能動的なアートの部分が、
この一つの漢字に表現されているために、敢えて古い字体の醫を用いました。
　僕は、医師として 30 年という一つの節目を迎えました。今、僕は、開業医として地
域医療に携わっています。偉大な先人の医師達の成し遂げた偉業、身近な人達から学ん
だことから、それぞれの先人達の残した「アートとしての醫学」の部分について、僕が
医師として生きてきた中で得た経験から、エッセイとして綴っていきたいと思います。」

「医師になろうと思ったのは、小学４年生の時だった。（略）
　たしか「東芝日曜劇場」のような週末のテレビ番組を見た時のことだ。（略）
　まだ若い役者であった頃の、緒形拳が、医者になりたての研修医の役をやっていた。
たしかドラマのタイトルは『きりぎりす』だったと思う。
　ある患者さんが事故で運ばれて来て、心臓マッサージでは心臓の拍動は戻らず、開胸
心マッサージという、胸を外科的に開いて、直接心臓を手で摑んで、規則的に握ること
で血液を送り出す方法が展開された。それでも、かなりの時間が経過しても心臓の拍動
は戻らず、若い研修医は、どうしていいか分からなくなってしまう。自分が手を動かし
ている限りは、脳にも血液は運ばれ、この人は生きている。しかし、心臓の拍動が戻り
そうな気配はない。そして、自分が手を止めることは、その時点で、この人が死を迎え
ることを意味する。
　その時に、通常の清潔な環境ではあり得ない、ドラマならではの設定ではあるけれど、
手術室の窓に、一匹のキリギリスがいた。今思うと、心象風景として、研修医にだけ見
えていたのかもしれない。そのキリギリスを見て、研修医は、あのキリギリスが鳴いた
ら自分は手を止めよう。もし鳴かなかったら、自分が倒れるまでマッサージを続けよう、
と心に誓う。
　見ていて、これは凄いことだ、と、小学生の僕は思った。自分の判断を他に委ねてしまっ
た、という批判的な見方もできるけれど、キリギリスが鳴くかどうかは、神のみぞ知る
ものだ。当時の僕は、研修医の手は、ある種、〝神の手〟になったのだ、と思った。
　小学生の僕に、他にそういう職業を思い浮かべることはできなかった。だけど、何だ
か凄く、やってみたいな、と思った。医者になろう、とその時、心に決めた。」

「ＳＭＡＰや、スガシカオの『夜空ノムコウ』という曲に、「あのころの未来にぼくらは
立っているのかな」という歌詞があるけれど、そして同じように「全てが思うほどうま
くはいかないみたいだ」というのを実感しながらだけど、お互いに、あの頃の未来には、
何とか立っているみたいだ。」

「人には、皆、人生において、それぞれの決意を持つ瞬間がある。」

■臼井一郎『アートとしての醫学（M.D. The Aspect from Arts）』（幻冬舎　2018.9）
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鏡に我を映すとき
曇りなければ
そこに神は宿る

それを
か−我−み
という

鏡のなかには
神も住めば
魔も住む

鏡に映る我の姿を
見据えられないとき
光は影となり
影は我を操る魔物となる

メデューサを見る者は
石に変えられたが
鏡に映る姿を見れば
その魔力は働かない

世界を観るにも
我の内に
曇りなき鏡を持てるならば
マーヤの力から自由でいられるのだ

「古代から人びとは、鏡に対して特別な思いを抱いてきた。
それを知る手がかりが、鏡の裏（「鏡背（きょうはい）と
いう」にある。光を反射する鏡面。その裏側の鏡背に人
びとは紋様を刻み続けてきた。光をイメージした放射線
状の紋様にはじまり、方位を守る四神、仙人、さらには
禽獣や植物などで楽園を描いたものものある。
　鏡の裏側をみることで、鏡に神秘の力を感じた古代人
の感性にふれることができる。」

「初期の鏡は、おそらく器に水を張って使う水鏡のような
類で、姿見として用いられたのであろう。
　しかし金属製の円盤である鏡には、その素材的特性か
ら、太陽光をうけて光り輝くという特徴がある。鏡は太
陽の雛形と認識され、その特徴に人びとは惑わされた。
日常からはかけ離れた神秘の力を、古代の人びとは鏡か
ら感じとったのである。
　ここに鏡のもつ、姿見としての実用の具とは別の性格、
呪術性の源泉がある。」

「この頃の人びとの鏡に関する見方は、『荘子』の一節に
あらわれている。『荘子』応帝王篇に「至人の心を用うる
ことは、鏡の若し。送らず、迎えず、応えて蔵わらず、
故に能く物に勝えて傷つけられず」（大意：本当の人物と
いうのは鏡のようなものである。鏡がものごとをそのま
ま映すように、どのようなものにもそのまま対応し、名
声を誇ることもなければ物欲に心が動かされることもな
い。それ故に争ったり人にだまされたりして傷つくこと
もない）とある。
　同じく天道篇には「聖人の心は天地の鑑なり。万物の
鏡なり」（大意：聖人の心は鏡のようにごまやかに精微を
映し出し、また、深慮を照らす）とある。
　至人とは、宇宙と人生の根源にある原理である「道」
を体得した哲人のことであり、その徳を鏡で象徴してい
る。」

「神器としてあがめられた鏡、また神に奉献された鏡、時
には神の依代となった鏡 ---- 鏡の呪術性は、古墳時代の
日本列島の社会のなかで多様な発展をとげた。古墳時代
が終わり、七世紀以降になると、一部の貴人の間で、よ
うやく鏡が姿見として使われ始めたと考えられる。しか
し、鏡が単なる映像の道具としてだけ扱われたかという
とそうではない。古墳時代の人びとが鏡にもったイメー
ジは、新しい時代になると、外来の仏や別の神と出会う
なかで、反復して再生してゆく。そしてついには、鏡の
なかに神を見出すところに行きついた。鏡の向こう側の
世界は、より豊かに広がっていったのである。」

■新井悟・編著『古鏡のひみつ／「鏡の裏の世界」をさぐる』（河出書房新社　2018.9）
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ときに人は
じぶんであることから
解放されようとして
別のものになろうとする

メイクすることは
つくることであり
変身することだ

つくらなければ
じぶんが見つからないかのように
変身しなければ
じぶんに耐えられないかのように

人は見られて人になり
顔はつくられてゆく
けれどもじぶんの顔のほんとうは
じぶんにさえわからないのだ

だから人は
あらゆるものに顔を見つけ
その声にならない言葉を
読み取ろうともする

そして人はあらゆる顔に
じぶんの顔を見出し
ときにじぶんの顔から
解放されようともする

人はメイクする
変身することで
じぶんを超え
生死の境さえ超えて
夢の論理へと羽ばたこうとするのだ

■西江雅之『顔！　パプアニューギニアの祭り』（左右社　2018.5）



（西江雅之「装いの祭典　マウントハーゲン」より）
「この夏、パプアニューギニアを訪ねた。（略）
　滞在期間の二日間をさいて、「シンシン」と呼ばれる全国規模のショーを見物するために、内
陸高地の町、マウントハーフェに出向いた。（略）
　「シンシン」は、英語の “sing sing” に由来する。広い意味で「祝宴」を意味する。なんらか
の機会があれば、村人たちが集い、その土地の伝統音楽を演奏し、歌い、皆で踊る。マウントハー
ゲンの「シンシン」の始まりは一九六一年。当時、オーストラリア領であったこの土地で、行
政官が近隣一帯に住む多数の部族を町に集めて、共同で祭りを実現させたことにあると聞いた。
当初の目的は、各部族間の敵対関係を解くことと、植民者の存在と権威を人びとに知らしめる
ことであった。現在は、国内に散る多様な部族が国内統一を目指して一堂に会するための機会
づくりや、外国からの観光客誘致が、主な目的となっている。

（略）
　伝統的な装いをし、強烈な模様と色彩で顔一面を飾り立てた男女の集団が、太鼓を打ち鳴らし、
歌い、歓声を上げながら、次々と勇壮に行進する。
　祭りの装いに、現代的な素材の使用は禁じられている。豊かな乳房をユッサユッサと揺さぶ
りながら踊る女たち。来る日も来る日も、ほとんどイモ類ばかりという食文化にもかかわらず、
見事に発達した体を汗で輝かせている男たち。祭りは予想を遙かに上回る迫力で、わたしを圧
倒した。」

（管啓次郎「顔におびやかされて」）
「顔を見出すことが人間にとって生得の反応なのだろうか。柱や天井板の木目に、樹木の枝葉の
ある種のパターンに、ときには青空に浮かぶ白い雲のかたちとその陰影に、われわれはくりか
えし顔を見てしまう。二つの目と口、あるいは鼻。最小限の構成要素さえあれば、顔はあっけ
なく成立する。そしていったん見出されてしまえば、もう忘れることができない。顔がきみをじっ
と見ている。語りかけてくる。声にならない声、言葉にならない言葉によって。
　おそらくこうして顔を発見することは、ヒトがヒトになるよりもはるかに古い習癖なのだろ
う。見出される顔はヒトのものとは限らない。むしろ、ヒトからずれた、さまざまな存在であ
ることが多いのかもしれない。なんらかの動物？　精霊？　怪物？　ヒトという存在を離れて、
ヒトと連続しながらもはっきり別の雰囲気を漂わせるモノノケ的な顔が、われわれの世界には
おびただしくばらまかれている。

（略）
　パプアニューギニアのマウントハーゲンで西江雅之先生が出会った驚くべき顔たちの群れに
接して、改めてそんなことを思った。ここでの顔たちは、すべてヒトの顔。だが同時に装飾と
色彩によって、何かヒト以外のものになろうとしている顔たちだ。写真で見ただけでもすごい。
その場の熱や匂い、土埃や湿度とともに見たら、卒倒するくらいの迫力だろう。（略）
　いったいかれらは何をめざしていたのか。何になりたかったのだろうか。変身への意志はあ
ふれるほど強く、その意志はまた渇望といっていいくらいに「自己からの脱出」をめざしてい
るようだ。かれらは鳥になる、獣になる。植物になる、太陽にも夜にもなる。死者にもなる、
精霊にもなる。あるいはそうしたすべての複合物になる。夢の根本的なメカニズムが、精神分
析が説いたとおり「置換」と「圧縮」だとしたら、ここでかれらが試みている自己装飾あるい
は自己改造もまた、夢の論理に立っている。

（略）

とりわけ意味深く思えるのは、死霊のイメージだ。そこにはたぶん、二つの意味がこめられて
いる。ひとつには、出生と死のあいだであくまでも「１」という単位であることを強いられる、
人間の生涯の限定そのものに対する反抗。そしてもうひとつには、避けがたいことを誰もが知っ
ている死を先取りして、みずからが「死」になることにより死を手なずけようとする気持ち。
これはおそらく世界中のあちこちの地域で見られる、ヒトにとって普遍的な層の思考に触れて
いるのではないか。
　老若男女を問わず、顔を塗り、装飾して、生命を最大限に蕩尽しようとするかれらの顔を見
よう。それにおびやかされてみよう。するとわれわれの心も変わる。動植物とともにあり、死
と隣り合わせに生きる、この世界を堂々とわたってゆく勇気が生まれるだろう。」
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ありのままは
芸術表現にはならない
絵画
写真
音楽
そして言葉

リアルであるためには
ありのままを描くのではなく
受けとるときに
リアルさが生まれなければならない

すべてを説明し
表現しようとすればするほど
むしろリアルは遠ざってしまう
写実のほんとうの「実」は
イメージを創造できる器となれる
「実」へと向かうということなのだから

なくてはならないのは省略の美学だ
「ない」もので
どのように表現するか
「ない」もののなかで
なにが表現され得るか

芸術表現へと向かう
魔術師的なリアルさは
作り手の美学と
受けとるときに補完する空なる所が
奇跡的に出会う
そんな豊かさのなかでこそ生まれるのだ

■芸術新潮 October 2018「特集　フェルメールの静かな革命」（新潮社　2018.9）



（グラフ解説　青木俊郎「画家の眼が見たフェルメール」より）
「《真珠の首飾りの女》などでフェルメールが描く世界が、日常を題材にしながらどこか現実
と離れているように感じるのは、「密度」が違うからではないでしょうか。この世に輪郭線
は存在しない、というのがレオナルド・ダ・ビンチ以来の伝統であり、フェルメールも輪郭
をぼかしているのですが、それだけでなく、こちら側の現実空間と絵の中の世界との間に一
枚の膜が張られているような感覚がある。トロンプルイユ（だまし絵）のように、現実と絵
の中の密度が等しくなるように描くと、「触れそうな」絵になる。しかしフェルメールの絵は、
触れない。あくまでも現実空間の向こう側に、ヴェールを隔てて展開している絵画的な世界
として描かれているのです。
　画家として、フェルメールの絵から特に感じるのは、その省略の妙ですね。《真珠の首飾
りの女》にしても、まつげなど眼のディテールをもっと描けるはず。実際、同時代の画家た
ちは比較にならないほど細密に描いています。普通はもっと描き込みたくなるところを、あ
えて描いていない。これはベラスケスにも通じますが、「手抜き」の案配が絶妙なんです。
ただそのものを描くのではなく、省略と誇張による視覚的な効果を追求し、自分の表現、美
意識にまで高めている。何よりフェルメールには「マイナス」の美意識がある。必要のない
ものは描かずにどんどん引いていき、説明性を排除して、抽象的になる瀬戸際まで持ってい
く。その独自のセンスが、近代の美意識に通じるところがあった。「内容の伝達」ではなく、「自
分の美意識」の方に重点を置いて絵を描いた。だから 19 世紀に入って人間の美意識を優先
する考え方が強まると、フェルメールを見る眼が変わり、再発見されることになったのだと
思います。
　我々の日常は写真や映像に取り囲まれていて、眼そのものが者神的になっています。写実
とはリアルにものを描くことですが、リアルな絵というと写真のような絵だと思いがちで
す。しかしフェルメールが生きた 17 世紀は違っていたはず。「写実」とは何か？　自分の
画業の中でもずっと考えてきましたが、それは、「ない」ものを「ある」かのように描くこ
とだと思うのです。「ある」おのをあるがままに描くことではない。現実には「ない」ものを、
いかにリアルに表現するか。そこに写真ではない、人間的でエモーショナルな写実がある。
だからこそ、私たちはその作品を通してフェルメールという人間を感じるのではないでしょ
うか。」

（解説　尾﨑彰宏「Section6 ／フェルメールが絵に秘めた「実は ･･････」の魅力」より）
「《牛乳を注ぐ女》や《真珠の首飾りの女》で少し触れましたが、フェルメールはいくつかの
作品において、描き込んだものを最終的に消すという試みをしています。
　《眠る女》には最初、ドア付近に犬、その奥の部屋に男性の姿があったことがＸ線写真で
分かっています。壁にはキューピッドと不実を表す仮面が描かれた絵。純愛か、はたまた
不実の愛かはともかく、愛が主題であることは確実です。頬杖をつくポーズはメランコリー
を示唆するので、彼女は恋煩いをしているとも読み取れます。ところが、犬と男性が消され
てしまったことにより、女性はただ眠っているようにしか見えなくなってしまいました。と
なると、居眠りをする「怠惰」を戒める教訓を可視化したのかもしれません。この作品は、
１６９６年にアムステルダムで催された売立に出品されたフェルメール作品 21 点のうちの
1 点で、実際、目録には「酒に酔いテーブルで居眠りをする召使い」と記されています。手
前の「不在の椅子」と画中画によって元来の意図である愛というテーマを残しつつ、多様な
読み方ができるよう、あからさまな部分を消し去っているのです。《眠る女》はフェルメー
ルが描いた風俗画第１号。描かないことが生む「意味の揺れ」を早い段階から意識していた
ことがわかります。
　《窓辺で手紙を読む女》には壁に大きなキューピッドの絵が掛かっていました。それにより、
この女性は恋文を読んでおり、愛に満ち足りていることを明示しました。が、キューピッド
を消してしまったことで、何が起こったのか？　手紙は愛を示唆する小道具ですから、恋文
を読んでいると想像することはできます。でもテーブルの上の絨毯は、大きく波打つ海を彷
彿とさせます。中国磁器は、遠いアジアへの航海を暗示するものでしょう。その船（皿）は
傾き、積荷（果物）がこぼれ落ちています。さらに窓ガラスに映る彼女の表情からは、恋文
を読んでいる昂揚が感じられません。大切な人が乗る船の難破を知らせる手紙ではないのか。
別のストーリーが見えてきました。そこには、海洋国家の事情を映し出そうという趣意もあっ
たのではないでしょうか。愛の主題にその時代だからこそのリアリティを投影し、観賞者の
共感を誘おうと考えたとしても不思議ではありません。」
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物語を現実だと信じ込み
そのなかで生きることはできる
物語を幻想だとして
それを無意味だということもできる

けれどもどちらも世界から自由ではない
世界の終わりに至ったとき
意味からも無意味からも離れて
ほんとうの遊戯をはじめることができる

物語の外の世界にいながらにして
物語の世界とともにあることで
はじめて世界のほんとうの姿は
味わうことができるからだ

水は水になり
山は山になり
花は花になり
鳥は鳥になる
そして
人は気づきの人になる

私とよばれるこの私が
世界とともにありながら
意味からも無意味からも自由になって
純粋に遊戯することへと向かうのだ

■魚川祐司『仏教思想のゼロポイント／「悟り」とは何か』（新潮社　2015.4）

「私たちが、智慧によって「悟った」ゴータマ・ブッダが、利他の慈悲行へと踏み出すことを奇
妙だと感じてしまうのはなぜだろう。それは、「物語の世界」への執着から解放されて、それを
現象の中立的な継起の認知へと転換させたゴータマ・ブッダが、そこに再び介入しようとする
ことは、彼にとって「無意味」はなずだからである。
　だが、よく考えてみればわかるように、「無意味だ」と言うことが「意味」をもつのは、その
ように規定された対象以外のどこかに、「有意味」なものが存在している場合である。かりに全
てが「無意味」であるとするならば、「無意味だ」と言うことにすら、既に「意味」は存在して
いないはずだ。」

「ゴータマ・ブッダの語ったことは、「全ては無意味だ」ということではない。そうではなくて、
彼が教えたのは、「無意味だ」と口にしてまで新たな「意味」を生成し続けずにはいられない、
その衝動、その根源的な欲望を深く見つめ、それを滅尽させることである。そうしてはじめて、
私たちは物語の外、「世界の終わり」に、本当に到達することができる。彼が言ったのは、そう
いうことだ。」

「では、意味の判断も無意味の判断も失効したところから、衆生への利他のはたらきかけを行おうとする人々の心象はいかなるもの
であるのか。敢えて言語によって簡潔に表現するならば、それは「遊び」と言うのが適切であると思う。
　無為の涅槃の覚知によって、渇愛から離れた眼で現象を眺めた時に、誰が教えるということもなく、ただ明瞭に自知されることが
一つある。それは、いま・ここに存在している、「私」と呼ばれるこのまとまりが、他の全ての現象と同様に、一つの「公共物」で
あるということだ。
　「公共物」という言い方が、正しいかどうかはわからない。「私」と呼ばれる、継起する現象のまとまりは、「私のもの」ではない
けれども、他の誰かのものでもないし、ましてや「みんなものもの」でもない。花が花のようにあるように、山が山のようにあるよ
うに、石が石のようにあるように、「私」はただそのように (tatha) ある。そこには意味も無意味もない。
　ただ、そのような如実の風光を反省的に考察してみれば、それが驚くべきことであるということには思いが至る。とくに、不生で
あり無為である涅槃という、いわば「他界」からこの世界を反照してみるならば、意味も無意味もない現象が、生成生滅を続けながら、
それでも形成され存在しているということは、それ自体として「奇跡的」なことである。「神秘とは、世界がいかにあるかではなく、
世界があるということそのことである」という有名なウィトゲンシュタインの言葉は、ゴータマ・ブッダの説いた実践を自ら修する
者の立場からすれば、素朴な実感そのものだ。
　（略）『テーラガーター』や『テーリーガーター』の詩句の中には、しばしば自然賛歌が見出される。例えば、テーラガーター』の
第百十三偈で、「清水があり、大石があり、黒面の猿と鹿がいて、水と苔に覆われている岩山は、私を楽しませる」と詠われている
のがそれだ。」

「解脱者たちは、しばしばそう誤解されるように、生を嫌悪し世界を唾棄しながら、苦虫を噛み潰したような顔をして、人生の残り
の時を過ごしていたわけではない。（略）『信心銘』の言葉にあったように、何かを憎み嫌うことは、愛し好むことと同様に執着の一
つの形であって、そのような正負いずれかの方向の執着からも離れることこそが、解脱の内実だからである。それは、「意味」から
も「無意味」からもともに離れることによって、はじめて「物語の世界」を終わらせることができるのと同じことだ。」

「対象への執着がなく、利益が得られるわけでもなく、必要が満たされるわけでもないが、「ただ楽しい」。そのようなあり方のことを、
「遊び」と呼ぶことは許されるだろう。仏教では、何ものにもとらわれない自由闊達な仏の境地のことを「遊戯三昧」と形容するが、
ここで言う「三昧」は、「集中」というより「まじりけがない」というほどの意味。つまり、解脱者たちの生きる時間は、その本質
として、純粋な「遊び」であるということだ。
　したがって、彼らの一部が利他行の実践へと踏み出すのも、もちろん「遊び」ということになる。彼らは「必要」だからそれをす
るわけではないし、「意味がある」からそれをするわけでもない。ただ、眼前の「衆生」と呼ばれる現象は、それが本来「公共物」
であることに気づかずに、「それは私のものであり、それは私であって、それが私の我である」と考えて、「世界」を形成し、自縄自
縛の苦しみに陥っている。解脱者たちも、かつては凡夫であったがゆえに、それが彼らにとっては「事実」であり「現実」の苦とし
て作用していることをよく知っているから、それを「ただ助ける」ことにするのである。
　「ただ助ける」というのは、解脱者たちには行為の対象である衆生に対する執着がなく、「物語の世界」を実体視してもいないがゆ
えに、それは意味もなく利益も必要もなく、「ただ行われる」ということ。したがって、それは「遊び」である。そのように「遊び」
として「ただ助ける」ということが、捨の態度を根底に有しながら慈・悲・喜の実践を行うということの内実なのであり、それがい
わゆる「優しさ」と「慈悲」との違いであるということは、既に述べた通りである。」

「解脱者たちの「遊戯三昧」は、子供の「遊び」よりももっとまじりけがない。（略）彼らの生きる時間はその全てが純粋に「遊び」であり、
さらに己自身も含めたあらゆる現象が「公共物」であることを徹見もしている以上、彼らは利他の実践のために、場合によっては自
分の命も「芻狗」のように捨て去ることを、決して厭いはしないのである。彼らにそれができるのは、慈悲の行為が彼らにとって「遊
びではない」からではなくて、むしろそれが「何かそれ以外の大切なもの」を別のどこかに確保しておくことの全くない、純粋な「遊
び」そのものであるからだ。」
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エレファンタ
ボラ
トラモンターナ
ミストラル
チョコレート・ノース
パンペロ
バラット
ルオシャンフェン
シャマル
エルヴェガスト
肱川あらし
シヌック
テワンテペカー
アブロホロス
プエルシャ
はるいちばん
ハブーブ
デマニ
ギブリ
ボレアス
・・・

風の名前に
心を遊ばせる

風を呼ぶ言葉は
その土地の香りに
満ちているけれど
空のように
風は境界を持たない

風はいつともなく生まれ
いつともなく旅だってゆく
その姿さえ見せず
心のように
言葉にならない思いを
どこかへ運び去りながら

■福島あずさ 著・nakaban 絵『窓から見える世界の風』（創元社　2018.2） （nakata「絵の制作記」より）
「飴色の西陽が差す窓枠の片面が見える。
数秒と待たず夜となり、星のまたたく空。
すみれ色の小径がどこまでも続いていた。
町の地図のような形のコニシキソウをひゅっと踏む。
向こうにあかるい人の往来がある。
不思議な形の籠を売る果物屋やつい目を惹かれる書店などが軒を連ね、
飛び交う言語があり、
山や海の方言も聞こえ、
壁のざらざらしたものや湿った夜の苔の感触があり、
軒上で丸まって眠る鳩があり、
眠る枕のその一日を癒す冷たさがあり、
古いピアノの埃の厚みに触れて、降り積もった時の奥行きに出会う。

そろそろ返って来なければ。

誰にも言ったことのない、とはいえ、さして言うほどのことでもない特技がある。
それは目を閉じると「歩いて」しまうということ。

「歩いて」しまえば、あたかも本当にその場所に居るかのように映像が現れる。

その、すべての映像が過去の何処かで目にしたものなのだろう。
絵本や図鑑、映画、旅の景色や日常で、
それでもなお説明不可能としか言いようのない見知らぬ景色が次々と立ち現れる
のは何故だろう。
それは記憶と嗜好の掛け算で生じるものと、説明できるかも知れない。

けれどももう一つ。

外的要因として、僕はそれはひょっとしたら風のおかげではないか、と思っている。
例えば、一つの粒子から地質学者はさまざまな推測を取り出すことができる。
風は無数の粒子を運ぶ。世界とその物語の小さな断片を。
そのただ中に私たちは生きているのだから。
コートを着て風に吹かれながら、感じられない何かを感じながら。

空想旅行という特技は実生活には何の役にも立たない。
そうは言いながらも僕は絵を描き続けることによってこっそりその奥深さを伝え
ようとしているところがある。
福島あずささんのこの素晴らしい風の書の挿絵を担当するという機会をいただき、
僕は密かに胸を踊らせた。
これは自分にぴったりの仕事であるし、空想とはいえ福島さんの言葉によってよ
り輪郭をはっきりさせた「風の旅」ができるのではと思った。
そして実際にそれはできた。過去に実際に旅したときの風とも再会できた。

絵に添えた言葉は絵の「比較的長めの題名」として、また誰にも知られずに消え
て行くはずだった旅の記憶として掲載していただくことにした。

絵の上に遺された筆のタッチは風に似ている。
自分の手がそうさせた動きなのに、どこか遠くから風が到来して絵を撫でたよう
にも見える。」



mediopos-1418
2018.10.3

生まれてくるということは
地上を学ぶということだ
地上でなければできないことを
学んでいくということだ
地上を歩いて
自然との関係を学ぶのだ

そして人は
ランドスケープをつくろうとする

地形を生かしながら
土や石や水
植物などの自然を使って
そこにじぶんの場所をつくるのだ

それはじぶんのなかに
ランドスケープをつくるためなのかもしれ
ない

永遠からみれば
つかのまの場所であるとしても
そのミクロコスモスは
みずからの内に照らし出され
やがてそのランドスケープは
マクロコスモスと照応するのだ

「本書の書名にある「地上学」というのは造語である。大学で造園学を専攻しランドスケー
プ設計の実務の現場に長くいた私が、大学で専任教員として研究・教育に携わることになっ
た際に、研究室が主催するゼミのタイトルに地上学という語を入れた。いきなりまともに

「造園」や「ランドスケープ」を称するのがいささかおこがましく思ったとともに、そうし
た既存の専門分野に限定せずに、広く造園／ランドスケープの方法を応用しながら都市や
社会や環境と向き合う。そのような研究室を想像したときに思いついたのが地上学という
ものだった。地上学という「学問」はまだない。そこで、まだ見ない地上学へと研究を進
めるという意味を込めて「地上学への研究」を研究室への看板として掲げた。」

「日本ではランドスケープ・アーキテクチュアには「造園学」や「造園」の訳語があてられ
てきた。「造園」はこの意味で使われるようになったのは明治半ば以降とされているが、造
園という言葉自体はランドスケープ・アーキテクチュアの訳語としてつくられたわけでは
なく、作庭や庭園といった意味でそれ以前から使われていたという。つまり、ランドスケー
プ・アーキテクチュアというアメリカ発の近代的職能を受容するにあたって、庭の歴史や
文化をもった「造園」がその担当として選ばれたのだ。
　作庭や庭園としての、従来の意味での造園の先にランドスケープ・アーキテクチュアが
あることは、アメリカのランドスケープ・アーキテクチュアがイギリス風景式庭園からそ
の思想や手法を受け継いだことと同様で、不自然ではない。造園はその対象が屋外空間で
あり、地形や土や石や水、植物などの自然の要素を用い、居場所や眺めをつくる。それは
ランドスケープ・アーキテクチュアの「実践」と重なっている。「ランドスケープ・アーキ
テクチュア」における「ランドスケープ」は、イギリス庭園の「ランドスケープ・ガーデン」
における「ランドスケープ」よりもその意味は拡大しているが、その志向は同じだと考え
ることができる。
　ただ、日本語の場合、「ランドスケープ・アーキテクチュア」は「造園」と訳されても、「ラ
ンドスケープ」が「園」と訳されることはない。「ランドスケープ」にあてられる訳語は「風
景」や「景観」である。「造園」と「風景」という語のニュアンスはずいぶん異なっている。」

「ランドスケープが思考であれば、どのようなものづくりやデザインにも、あるいはつくり
手だけでなく鑑賞者にとっても、ランドスケープは開かれる。私たちは誰でもランドスケー
プ的に世界を眺め、ランドスケープ的に解釈し、思考することができる。ランドスケープ
的に生活し、自らランドスケープとなることができる。ランドスケープ的建築やランドス
ケープ的土木、「ランドスケープ的造園」も考えられる。薄い土壌を乗せて植物を這わせ、
緑色で構造物を隠蔽しようとする人工物だけがランドスケープ的なのではない。
　ランドスケープ的であることは、例えば庭の花壇づくりのような規模にもあらわれる。
あなたは花壇の範囲や形状を決め、石やレンガの物体性を考慮して固いものを建設する。
客土を施し、植栽する。それは仕掛けとしての造園であり、工学的に遂行される。しかし、「７
　終わらない庭仕事」で述べたように、植物を工学的に育てることはできない。仕掛けた
あとは園芸的なままならなさの段階が訪れる。さらに、植物が育ち茂った花壇も、手入れ
をし続けないと花壇ではないものへ変化してしまう。ランドスケープ的であるとは、固い
ものをきっちりと仕掛けたうえで園芸的なままならさを受け入れることである。また、や
り続ける手入れを引き受けたうえで、できるだけ楽な手入れの方法を探り続けることであ
る。植物の手入れを楽にするには、花壇という現的的な範囲の状態を、周囲の環境も視野
に入れたより広域の状態に対して適合させてゆくことが重要である。あなたはそのために、
環境と植物の性質と人の行為を丁寧に読み取って折り合いを探り、最適化を図る必要があ
る。例えばそれがランドスケープ的思考であり、実践である。」

■石川初『思考としてのランドスケープ　地上学への誘い／歩くこと、見つけること、育てること』
　（LIXIL 出版　2018.7）
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錬金術は
金の製造や不老長寿の薬づくりを目指し
物質や物質を超えたものを変成させる
秘技をめざしてきたといわれる
そしてそれは「高貴なる技」とも

古代ギリシアやエジプトの時代から現代に至るまで
錬金術は幾多の時代を経て
さまざまな理論をつくり
それにもとづいた実験を行いながら
医学や科学や文化の歴史に多大な影響を与え
近代には化学との蜜月時代も経てきた

今や化学から切り放された錬金術は
怪しいオカルトか詐欺かファンタジーのように
見なされはじめて久しい

錬金術をひとくくりにしてとらえるのは難しいが
それが「高貴なる技」であり得るのだとするならば
高度な技ではあるけれど
高貴であるとはいえない化学や科学では
決して可能ではないでだろう何かを
目指した技であったはずだ
いや今でもそれを目指しているはずではないか

金の製造と不老長寿の薬づくりで
象徴される高貴さとは何だろう

（金をつくれても不老長寿になっても
高貴だとは決していえないだろうから）

それは「もの」の秘密に迫り
高次のものへと変容させる技であり
生と死を超えて人を進化させるための
秘技／秘儀でなければならないだろう

そしてそれは歴史的にテクストに残された記録で
とらえきれるようなものはないだろう
錬金術は過去へ遡及するのではなく
人とものとを永遠へと向かって
高貴に変容させるものだろうから

■ローレンス・Ｍ・プリンチーペ『錬金術の秘密／再現実験と歴史学から解き明かされる「高貴なる技」』（ヒロ・ヒライ訳
　勁草書房　2018.8）



「平凡なものを貴重なものに変化させることは、人間の想像力をかきたてる。クリソペア（引
用者註＊金の製造）をはじめとする錬金術の試みは、この魅力を具現化している。しかし錬
金術はたんなる造金、あるいは物質を他の物質に変化させる以上のものであり、約二千年前
のギリシア・エジプト世界での誕生から現代にいたるまで、多様な文化環境において展開し、
さまざまな潮流を生む。無数の実践家たちが、種々の理由から異なる目的のために幾多の手
法で探究する。黄金期にある初期近代のキミア（引用者註＊錬金術と化学を現代的な価値観
から恣意的に分離しない、数世紀にわたり伝搬した伝統的な知の形態：造金術と長命術）は
その典型だ。
　本書で概観した理論と実践の幅ひろさから理解できるように、「錬金術とはなにか」という
根本的な問いに答えるのは難しい。どんな単純な解答も満足のいくものではない。どの時代
においても、「高貴なる技」の多様性とダイナミズムを認識することが、歴史学的に正確な姿
を示してきれるだろう。しかし実践や目標、実践家たちが多様である一方で、比較的に安定
していた特徴も指摘できる。
　なによりもまず、錬金術は頭と手に依存する営みだと理解することが重要だろう。つまり
理論的かつ実践的であり、テクストと実験操作の双方にもとづくのだ。ふたつの要素はつね
に相互作用している。ゾシモスの霊魂と身体、ジャービルの水銀と硫黄、ゲベルのミニマ、
パラケルススの三原質、スコラ学派の第一質量と実体形相、ファン・ヘルモントの種子など、
物質の構成についての一連の理論は錬金術の目標を支え、実験室での作業を導く。実験室や
自然界での観察は実践家たちの経験の中核をなし、これらの理論を誕生させ成長させる。こ
うした理論の存在とそれが実践にはたした役割は、「錬金術は失敗のくり返しからなる経験的
な料理にすぎない」という古い偏見を否定するだろう。
　実験室での操作と結果は、テキストによって明瞭にも不明瞭にも記述され、寓意やエンブ
レムをとおして隠され、かつ開示される。残存する器具や生成物が実験操作の証拠となり、
錬金術師たちは思索の世界だけに生きていたという主張や、彼らの目的は物質的なものでは
なかったという誤解を退けるだろう。錬金術師たちは過去の書物を精査して実践に移し、み
ずからの経験にもとづいて再解釈し、さらに気づいた点を追加している。彼らには、書斎に
こもるだけの理論家から処方の体験家まで幅ひろい種類の人間が存在したが、「高貴なる技」
の核心は理論と実践の相互作用でありつづける。もともと別個であった知識人と職人の世界
をまたいで、錬金術は世界とその可能性を探究するものとして繁栄し、その目標には知識と
実践が同時に存在している。
　錬金術は、実践的な作業を強調する生産的な営みだ。新しい物質を生成し、既知の物質を
変化させ、その品質を向上させることが目標となる。実践家たちが調整しようと試みた物質
は、賢者の石やアルカエスト（引用者註＊パラケルススが提唱した万物を溶解する液体）、飲
用金といった「至高の秘密」から、医化学的・薬学的な生成物、さらには高収率な金属や高
品質の合金、顔料、ガラス、染料、化粧品にまでおよぶ。これらのうちの幾つかだけに焦点
をあわせる人々もいれば、より多くのもの、あるいはすべてに傾注する人もいる。こうした
物質的な関心は、学者たちの嘲笑をさそうこともあるが、錬金術に職人的な活動に比肩する
特殊性をあたえ、物質を分析・同定・操作する手法を発達・集積させ、「ハウツー」知識の宝
庫となった。
生産的な営みは物質的な次元だけにとどまらず、自然界についての知識を生み出すことも狙
いとなる。物質を変化させることは、その物質を知り、隠された本質と構造について理論化し、
特性を理解することが要求される。たとえば錬金術師たちは経験にもとづいて、化学変化の

核心にあり、観察された現象を説明できる不可視の微粒子が存在するという仮説を提出する。
また実験で使われた物質の重量が保存されることに気づき、操作をより良く管理するために
利用する。そして諸物質と特性を目録化し、自然界の豊かさと多様性を記録する。要するに、
彼らは自然を理解し、その働きを発見・観察して利用し、それらの説明を洗練させ、自然の
隠された秘密を見出そうとした。

（略）
　自然哲学の構成要素である錬金術は、なによりも科学の歴史の一部であり、世界を知り、
理解し、利用するという人類の試みの記録なのだ。継承されたテクストの難解さにくわえ、
錬金術の目的や実践家たちについての誤解は、この結びつきを長期にわたって不明瞭なもの
にしてきた。しかし現在の研究は、錬金術と現代科学の違いを無視することなく、それらの
連続性を復元しようとしている。理論的な思索とともに、錬金術師たちは実践的な作業を強
調したが、それは実験の文化を促進し、分析や統合といった調査の手法を発展させる。これ
らの要素は、現代科学の活動でも決定的な役割をはたす。金や銀、宝石や医薬などを調整す
るという願望は、自然の働きを向上させる人間技術の可能性を擁護するものだ。したがって
錬金術と科学には、いかなる明確な「断絶」も存在しない。もちろん目標や理論、世界観、
さらに社会的・職業的な仕組みや文化的な立場はゆっくりと変化したが、物質を理解し、有
益な目的のために物質の変化を遊動することは、錬金術と化学の共通性と連続性を担保して
いる。」
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現代は「水の試練」の時代である
足のとどかない水のなかで
たしかな支えのないままに
探求し続けなければならない

いままで手掛かりにしてきたような
思考や感情のルーチンに
逆戻りしてしまわないことだ
それは危うい地盤のもとにあるのだから

だれも疑おうともしないような権威も
教育でしか学べないと思い込んだことも
ほんとうはすでにその内実は失われている
学び終わるというような幻想はもういらない

自明だという思い込みを去り
思考を停止させて混乱することなどなく
じっと考え続けることで戸惑いながらも
絶えず変容し学んでいくのだ

■森田真生「数学の贈り物」（みんなのミシママガジン　2018.10.01）
https://www.mishimaga.com/books/sugaku-okurimono/000537.html

「　現代は自明視されていた様々な規範が、音を立てて壊れていく時代だ。規範には知恵と偏見の両面があり、実
際には、線引きが画然と引けないことが多い。規範が比較的安定しているうちは、それを知恵として尊び、共同
で支えることで、社会の予測可能性を保つことができる。ところが、規範が高速で変容していくいま、大人しく
規範を受容できる従順さよりも、規範を知恵としてみる視点と、偏見とみなす観点を、自在に切り替えることの
できる柔軟さの方が求められる。同じルールを保守すべきと頑なに拘るのでもなく、悪しき思い込みだと馬鹿に
するのでもなく、見方を臨機応変に切り替えながら、複数の現実を並行して生きていく力が必要とされているの
ではないだろうか。一つだけの物語を信じることができた時代より、不確かで、知的負荷の圧倒的に大きな時代
を僕たちはいま生きている。
　不確かな時代は、いつも恐怖を煽る言説が蔓延る。しかし、「パニクるのではなく戸惑え」と、『サピエンス全史』
や『ホモ・デウス』の著者ユヴァル・ノア・ハラリは近著 "21 lessons for the 21st Century"（未邦訳）の中
で忠告している。なぜなら、不確かな未来を恐れてパニックに陥ることは、不確かな未来は「悪い」未来であると、
決めつける傲慢さの裏返しだからだ。「戸惑い（bewilderment）」は「パニック」よりも謙虚なのである。「恐ろ
しい未来がくる！」と思考停止で叫ぶよりも、「何が起きてるのかさっぱりだ」と困惑しながら、考え続けること
の方が前向きなのだ。
　僕もいま、困惑している。これからどんな時代が訪れるのか、たった十年後の世界がどんな場所になっているか、
僕には想像もつかないのである。
　こんな時代に、子どもにどういう教育を受けさせるべきかと、同世代の子を持つ親にときどき聞かれる。僕が
思うに、「子どもに教育を受けさせる」という発想を捨てることこそ、まず一番にやるべきことではないだろうか。
　先日、予防医学を研究している石川善樹さんと、福岡でお話する機会があった。そのとき石川さんが「学び、働き、
休む」という人生を三段階に分けるモデルは、これからの「人生百年時代」には通用しないと指摘していた。「人
生百年」と言われて僕はまだピンとこないが、人生の序盤で学び、中盤で働き、終盤を余生として過ごすという
モデルが通用しないという点に関して、僕は全面的に賛成である。
　「子どもに教育を受けさせる」というとき、どこかで自分は「学び終わって」いる側で、子がこれから「学ぶ」
時代に突入するのだという、人生の「三段階モデル」が頭にあるのではないか。しかし、制度や規範が流動化し
ている現代において、学びが終わるということはない。学ぶことは安定した大地の上にピラミッドを建設するこ
とより、どちらかといえば、荒波の上で、サーフボードを操縦し続けることに似ている。絶えず重心と姿勢を調
整しながら、動き続け、考え続けないといけないのである。足場を固定し、人生の序盤で蓄えた知識でやりくり
していくことができるほど、世界はもう単純ではない。
　学び終わった大人として、これから学び始める子に接する。そういう風景は世界から徐々に消えていくだろう。
遠くない将来、教室という場は、教室の外に溢れ出していくはずだ。学ぶことと働くことの境界は曖昧になる。
なぜなら、何かを知るとは、壁の内側で知識を貯めることではなく、世界に働きかけ、その応答を引き受けながら、
自己を変容させていくことだからだ。

    　私は研究者（investigator）である。私は探りを入れる。私は特定の観点を持たない。（...）探求者（explorer）
はまったく首尾一貫していない。いつどの瞬間に自分が驚くべき発見をするのか、彼は決して知らない。

　これはマーシャル・マクルーハンが、彼の言葉を編んだアンソロジー " McLuhan: Hot & Cool" に寄せた文の
一節である。特定の観点から世界を見晴らし、首尾一貫した物語を構築するのではなく、全貌を把握できない未
知の世界に自らを投げ込み、探りを入れる。彼は自分が、その意味での「研究者（investigator）」であると宣言
するのだ。
　彼の「make probes」という言葉を「探りを入れる」と訳したが、probe は「探針」や「探り棒」のことで、「make 
probes」というのは、外から眺める代わりに、知りたい世界の中に入り込み、全身でそれに触れることで、情報
を得ていく方法を意味する。知ることは働きかけることであり、学ぶことは、学ぶべき対象とともに自己を変形
させていくことだというイメージをありありと喚起させる表現である。
　人はすべて、意味の確定していない未知なる世界に投げ込まれた存在である。大人も、子どもも、「いつどの瞬
間に自分が驚くべき発見をするのか」知らない「研究者」として生きることができる。僕ができることは、子ど
もにどのような教育を受けさせるべきか悩むことではない。子どもに自分の「知識」を授けることでもない。ただ、
彼らの手を引き、ともに同じ「探求者」として、未知に飛び込み、戸惑いながら、この圧倒的に不思議な世界に「探
りを入れ」続けていくことだけである。」
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似ているということは
違うということでもある

ふたごだって似ているし
区別がつかないときだって
あるかもしれないけれど
同じ人がふたりいるわけじゃない

びっくりするほどに
違っているのもいいけれど
似ているけど違っているというのも
ちょっとステキなことじゃないかと思う

林を歩くのも
森をあるくのも
どちらもステキなように

違っているということは
似ているいうこともある
反対と賛成が極論でも似ているように

反対もぐるりとまわると
賛成との違いがわからなくなる
反対と賛成のあいだにいるほうが
ずっと違ってみえたりもする

反対ばかりをを叫ぶのも
賛成ばかりを叫ぶのも
どちらもあまりステキなことじゃない

（「作者のことば　姉崎一馬：１、２、いっぱい。木、林、森」より）
「ぼくの好きな数の数え方に「１、２、いっぱい」というものがあります。３以上はいっぱい。アフリカ大陸に住む人にそんな数え方考え方
があるそうです。必要なのは１つか２つ。数えきれないほどあるなら使うときに１ｔｙだけ、または２つ探せばいい。それでいいじゃないか
･･････。おおらかで細かいことは言わない。すっきりとしてわかりやすいですね。

「木」という字は木の形から作られたと言われています。「木」が２つ集まると「林」という字になります。３本なら「森」ですが、３ほんだけ
というわけではありません。

「くりばやし」はたくさんのクリの木が集まっています。でもたくさんあっても「森」と呼ばないのにはわけがあります。どうしてでしょう。森
は自然がつくったもの、林は人がつくったものといく大まかな意味があるからです。
　林と森との違いはもうひとつ。人が木をたくさん植えると、どうしても同じ種類の木を植えてしまいます。それはいつか人のために利用した
いと考えているからです。自然の森には色々な種類の木が生えています。そこにはいろいろな生きものも暮らしています。「くりばやし」は人が
自分たちのためにクリの木だけを植えた「林」なので、たくさんの生きものが暮らすことはできません。
　では、くりばやしの木はみんな同じでしょうか。そんなことはありません。同じクリの木でも一本一本みんな枝の張り方、こずえや葉が伸び
る速さが違い、たくさん実をつける木があったり、とても甘みの強い実を結ぶ木もあります。自然の森のような木の種類が多いこととは別の違
いがいっぱいです。

「林」と「森」、違いはあってもどちらにも数えきれない、同じではないものがいっぱいある、と言いたいのです。たくさんあることは希望につ
ながると思います。これだけしかないよ、というよりも「いっぱい」や「たくさん」には複雑ですぐには分からないことがあふれているから、
そこには夢があると思いませんか。だから、なんでも１、２、それ以上は「いっぱい」と、豊かな気持ちになることうけあいです。」

■月刊たくさんのふしぎ　2018 年 11 月号「くりばやし」（姉崎エミリー 文・姉崎一馬 写真／福音館書店　2018.10.）
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消化できないものを食べたときは
排出しなければならないように

消化できないことがあったとき
私たちはそれを排出する必要がある
そう思い込んでいたりする

じぶんの汚れに直面できないとき
じぶんの愚かさに直面できないとき
じぶんの醜さに直面できないとき
私たちはそれを外に排出する

そしてそれらがじぶんの外にあって
じぶんを汚し攻撃さえしてくるように
受け取ってしまったりもする
知らずにじぶんを相手に
ボクシングしているようなものだ

ほんとうはそれらを
繰り返し噛みしめ味わい消化し
養分を吸収できればいいのだけれど ･･･

それらはただ栄養になるだけじゃなく
味わい深い新たな果実にもなって
私たちを愉しませてもくれるのだから

■北山修『新版　心の消化と排出／文字通りの体験が比喩になる過程』（作品社　2018.6. ／旧版 :1988.4）

「一　私たちは、醜いものや汚いことを棚上げにする関係から始めて、これに直面するという過程を経て、これを取り除く
という反復を行なう過程を有している。
二　この筋書きが、私たちの昔話や伝説、例えばイザナキ・イザナミ神話で繰り返されている。
三　この過程について、動機づけの観点から説明しようとするとき、精神分析の発達理論が適用できる。とくに、甘やかし 
− 急激な幻滅 − 対象の傷つきや汚れへの直面 − すまない − 排除儀礼の開始、という流れは育児にまで遡って観察できるだ
ろう。
　ただし、この育児と性格形成とのつながりは、無意識過程を分析できない客観的観察からは証明できないだろう。
四　生体反射に特定の意味を読み取ろうとする分析家による肛門期についての解釈は、棚上げされやすいものを棚上げせず
に取り扱う「蓋」や「橋」となろう。（略）
五　未消化排除の第一義は、自分の分を守ることと、未消化物を受け取ってもらいたいことである。
六　具体的な汚いものは、身体的におさまらないものが、社会的におさまりの悪いものとして取り扱われるときに発生する。
七　「汚い」という神的苦痛は、割り切れない、のみこめないなどの消化の苦痛の比喩で解釈できる。この苦痛を回避する
手段としては、排除以外に、これを抱えたり、置いておいたりして、曖昧にするというやり方がある。比喩は、すでに何も
のかを置いておく表現なのである。
八　育児の失敗によって割り切れないものを押しつけられた者が、楽になるための治療を受ける際は、後始末は他者にまか
せて吐くことが必要であるが、独り立ちに向けての「愉しい反復」のために＜噛みしめて＞＜味わい＞＜こなす＞ようにな
ることが肝心である。」

「分からない未消化物は、有限の自然の大地に＜知＞という栄養を育む＜肥やし＞であり、この大いなる領土のど真ん中に
深くしみこませてから、いつかまた来る＜知＞の収穫の時期を待ちたいと思う。ゆっくり食べてよく噛んだ後に残ったもの
は、目に見えぬ大地に返そう。公害で汚れ、核で傷ついてしまった地球と比べて、この大地はまだまだ大丈夫だと思うので
あるが。そして、消化されためのは、次の果実の種となる。
　さて、以上の文脈で、父親はどこで必要とされるのか。＜この国＞では、どこの鮨屋でも男が鮨を握る。これまで書いた
ことに深く巻きこまれることなくこなせるように、ここで父親たちが母と子の間に割って入るのである。」
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聖なるものは
偶像化されてはならない
それは目には見えないものだからだ

けれども人は
祈る対象をもとめ
次第に偶像化されていったが
そこに作者の姿はまだなかった

それは人の手を経ることのない
神の痕跡として
彼岸と此岸
聖と俗
精神と物質をつなぐ媒介としての
イコンでなければならなかった

けれども聖なるものは
しだいに俗に近づいていき
そこに芸術家個人が表れてくる

そして
聖と俗は分かれ
それぞれの道を行きながら
道はまた交錯していくことになる

芸術は特権化され洗練され
作者個人のつくりだす作品として
世俗化されていくことで
聖なるものは失われていった

かつてのような
偶像化を免れたイコンは
現代において可能だろうか

ほんらいの聖なるものへとむかうとき
イコンさえも不要なのだが
大衆には祈りの対象としての
イコンが必要なのかもしれない
沈黙ではなく祈りの言葉が必要なように

現代芸術としてのイコンは
どのようにして可能となるのか
そこに芸術家の個人は
かぎりなく透明になっていなければならないだろう
そこに新たな聖と俗のむすばれる場所を見つけるために

ウォーホルが
それに成功しているとはいえないだろうが
特権化されかねない芸術でありながら
それをかぎりなく俗化したなかに
聖なるものを見つける試みとしてとらえるとき
ウォーホルの屈折した祈りが見えてこないだろうか

■宮下規久朗『聖と俗／分断と架橋の美術史』（岩波書店　2018.5）



（「序　聖俗の分断／宗教改革と美術」より）
「西洋美術における宗教改革の影響は、正負の両面にわたるといえよう。プロテスタント圏においては、
恐るべき芸術破壊をもたらし、スイスなどで美術活動をすっかり荒廃させたが、オランダではやがて宗
教色を払拭した、あるいは内在化させた世俗的ジャンルの隆盛を見る。カトリック圏においては宗教改
革に対抗したカトリック改革によって写実的で感情的な様式が生まれ、宗教美術を中心として世界中に
バロック美術を成立させることになった。つまり宗教改革は、西洋美術史上はじめて聖と俗とを明確に
分断し、それぞれを発展させるとともに、融合させる契機となったのである。
　聖俗の両者は完全に分離されたのではなく、深い地点で融合し、互いに活力を与え合うこととなった。
美術の世俗化は、人々の目を現実世界に向け表現世界を著しく拡大させて自らの可能性を拡張し、やが
て脱宗教化した近代以降の市民社会で多様な芸術を生み出し、二〇世紀以降、それを大胆に変容させる
モダニズムにつながった。」

「二〇世紀においては写真や映像も聖性を体験させるイメージとして考慮しなければならないが、現代
美術のうちに聖性が感じられるとすれば、何より、場に特殊な雰囲気を与えるインスタレーションに求
められよう。
　西洋美術の豊穣は、宗教改革に端を発するこのような聖俗の分離と融合、衝突と調和によって醸成さ
れたのである。」

（III　生と死「アンディ・ウォーホル作品における聖と俗」より）
「二〇世紀の美術を代表する二人の巨匠は、前半がピカソ、後半がアンディ・ウォーホルだといわれる
ことがあり、また、アメリカ二〇世紀絵画の最大の巨匠がジャクソン・ポロックだとすれば、ウォーホ
ルはそれに匹敵するアメリカの巨匠だとされることがある。しかし、一般の人気や批評家からの愛着に
もかかわらず、「ウォーホルの作品をじっくり見れば見るほど、その芸術の定義が困難となり、伝統的
な美術史や美術館学では分類できなくなる」とニコラス・バウムは述べている。たしかにウォーホルは、
一九六〇年代のポップ・アートの作家であるとするだけでは影響力が大きすぎ、軽妙であると同時に深
刻な芸術を生み出したアーティストであった。
　ウォーホルは、ピカソと同じかそれ以上に、美術のあり方や考え方を変えてしまったといってもよい
だろう。ピカソやポロックが飽くことなき創造力にあふれる力強い天才さとすれば、ウォーホルはまっ
たくそれらとは対照的に、オリジナリティや天才性を嘲笑するように、ビジネスライクに現代社会の大
衆の欲望を淡々と掬いあげ、その平均的な趣味や時代を鏡のように反映したアーティストであった。」

「作者の個性を感じさせず、他者にゆだねられた芸術の理想的な姿こそ、彼が幼少時から見慣れ、日々

その前に頭を垂れて瞑想したキリスト教のイコンではなかったろうか。イコンには作者は重要ではな
い。作品の個性もオリジナリティも必要とされないが、教会に飾られ、家庭で日常的に崇敬されている。
　そもそも最初のイコン、つまりキリストの聖顔であるマンディリオンやスダリウムは、神の姿を描
いたものというよりは神の痕跡であり、人の手を経ずに成立したもの（アケイロポイエトス）である
ことが重要であった。（略）こうして生まれたイコンは、六世紀後半以降、その制作と崇敬が一般化し
たが、それらは偶像とはちがって神を思い描くための窓としての機能をもつとされた。神が不可視で
あり、偶像を禁じられたキリスト教にとって、何よりもまず、聖像の正当性を問うことが重要であり、
正統なものでなければ宗教的価値は与えられなかった。そして救済は、像によって成就するのではなく、
像を通して見る神の恩寵によってもたらされた。こうしてイコンは、彼岸と此岸、聖と俗、精神と物
質をつなぐ媒介としての機能を果たしたのである。」

「ウォーホルの芸術は、（略）作者の個性や主観を捨象し、社会の現実や大衆の趣味をそのまま反映し
たという点や、本来の文脈を消去してすべてを現在化する点などにおいてイコンとの共通性が多いと
いえよう。ウォーホルはかたくなに作品制作における自我や精神性を拒否し、その代わりに自らの創
造力の源泉や制作方法を他者や社会に求め、さらに作品の解釈や受容をそれらに全面的に委ねた。こ
うして世俗にまみれるほど、自己が空虚化され、イメージが透明化されたその強度が高まったといえ
るだろう。その結果、彼の芸術は徹底的に俗でありながらも聖なるものに転じることになったのである。
　彼が自らを無にして委ねようとしたものは、特定の他者というよりは、時代、運命、あるいはまさ
に神と称してもよいものであったのかもしれない。そもそも聖性とはそうした地平においてしか表れ
ないものであろう。彼の芸術がイコン的な聖性を帯びるのはそのためではなかろうか。」
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本は読んでも読まなくてもいい
読むならば読まされないことだ

言葉は魔法だから
本は読むよりも
読まされてしまうことがほとんどなのだ

文字は人を操ることができる
読めるということで
人は知ったつもりになり
じぶんで考えることを忘れてしまう

本は言葉の魔法だから
読めない本さえも人に魔法をかける
読んだふり
分かったふりさえさせてしまうのだ

読むためには
読まされてはならない
読まされることを超えて
じぶんで考えて読まなければならない

古典を読むことも大切だとはいえるが
権威あるとされる古典に
読まされてしまわないよう
注意して読まなければならない

そうでなければ人は過去へと向かい
今を創ることを怠ってしまう
読むことは過去との対話でもあるが
未来との対話でもある
読むことは過去と未来を貫く
新たな創造でなくてはならないからだ

「プラトンから始まって、宣長の話で終わるこの本は、ごく大まかに言って、ふたつの

ことを書いている。ひとつは、文字に書かれたものを軽々しく信じるまい、というこ

とであり、もうひとつは、書かれたものへの軽信から私たちが常に免れているための

手だては、すぐれた本を愛読するしかない、ということである。どちらも当たり前の

ことのようだが、ふたつが同時にできている人は、なかなかいない。

　次から次に出る本への軽信は、束の間の楽しみと、ぼんやりとした不安や苦痛を与

える。すぐれた本を独り愛読することは、生き甲斐と永続する喜びとを与えてくれる。

これは、まず間違いない。間違いないが、このことを実際の愛読によって知っている

人は、まことに少ないと言える。文筆業者が、やたらと数を増やす所以なのだろう。

　そういう愛読書を持ちたいが、何を読んだらいいか教えてほしい、という質問をす

る人は、今も昔もたくさんいる。私も教師をしている頃は、いやというほどその種の

ことを訊かれた。これは、ほとんど答えることの不可能な質問だ。自分は、何を信じて、

どう生きたらいいのか教えてくれ、というのと同じ質問だから。たちどころに、それ

に答えられる者がいるとしたら、それは何かをたくらんでいる詐欺師である。

　人が一生かけて何かを信じるというのは、教えられてする選択ではない。信じるも

のは、むしろ突然に向こうからやってきて、自分の首の根を捕らえ、次には肚の底に

棲み込んでしまう。その時、人は自分が誰であるのかを始めて知る。こういう自己発

見は、年齢とあまり関係がないように思う。かなり遅い人もいれば、仰天するほど早

い人もいる。どちらでもいいことだろう。天が定めたことなのだから、文句を言う筋

合いのものではない。その不思議に感じ入って生きることが大切なのだ。

　信じるものが本を通じてやってくるのか、それとは別の仕方でやってくるかは人さ

まざまで、これもどちらがいいとは、もちろん言えない。ただ、こういうことだけは

言える。

　私たちは、この時代に生きている人々との横のつながりによって生きていくほかは

ない。とりわけ、人が得をしたり、金銭を稼いだり、出世したりするのは、このつな

がりに大いに成功することによってだろう。結構なことである。しかし、人間という

生物種は、厄介なことにそれだけでは生きてゆけない。それだけで生きていることに、

心のほうでどうにも耐えられない出来になっている。大昔から、この事情には変わり

がない。

　他方、人間種に与えられた言葉という神秘不可思議なものは、死んだ人々との縦の

つながりをいつも保証してくれている。死んだお婆さんについての話を母親から聞く、

すると、聞いた人の心はお婆さんの魂のなかに飛んで息、そこで対話を始める。対話

して、この人は何と自分にそっくりなのかと思ったりする。言葉で過去を遡る旅は、

こうしてどこまでも伸びていく。祖先の伝承とは、本来そうしたものだろう。深くに

行けば行くほど、その伝承は熱を帯び、生き甲斐でいっぱいなものになるだろう。

　書物がこうした伝承を引き受けてくれる時、私たちが持ちうる縦のつながりは、限

りなく富んだものになる。私たちひとりひとりの自己発見は、人類に与えられた魂の

持続と創造とに、そのまま溶け込んでいけるものになる。この意味で、信じてやまな

い愛読書を独り持つとは、人類の魂を継ぐ行為なのである。

　そのような愛読書にでくわすために、人は何をすればいいのか、私にはわからない。

わからないが、魂から魂への縦のつながりを強く求めて生きる人に、愛読される古典

が向こうからやって来ないはずはないと思う。古典は、みずからその扉を開いて、求

める人を招き入れるだろう。何を愛読したらいいかという質問の、これ以上の答はど

うもなさそうだ。」

■前田英樹『愛読の方法』（ちくま新書　2018.10）
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はじめて手にした図鑑は
海べの生きもの
だったろうか
野山の昆虫たち
だったろうか

じぶんの見た生きものたちが
どんな生きものなのか
その名前をたしかめながら
見てみたい生きものたちのことを
あこがれいっぱいに想像しながら
日がなながめていたものだ

それから半世紀以上のあいだ
生物たちや岩石鉱物たちなど
図鑑は自然のなかに存在する
あらゆるものたちへ
想像力の翼を羽ばたかせるために
なくてはならないガイドであり続けている

図鑑は言葉の世界のように
リアルの世界に閉じてはいない
シュール・リアルへと開かれてもいる

その世界へと入ることで
見える世界だけではなく
見えない世界をも
形にして見ることができる
そんな魔法の玉手箱でもあるからだ

これからどんな図鑑を
手にすることができるのだろう
そこにどんな世界が広がっているのだろう
はじめて手にしたときの図鑑のような驚きを
これからも味わうことはできるだろうか

そのためにも
いつもはじめてのように
世界にふれることのできる
そんな生まれたての想像力とともに！

■ユリイカ 2018.10 『特集・図鑑の世界』（青土社　2018.10）

（「インタビュー　荒俣宏：人類普遍の図鑑を求めて」より）
「荒俣／ここ数十年で博物画の研究が大きな飛躍を遂げ、歴史的に見ても今日存在
するようなストイックな「標本画」だけでなく、背景も描きこめばドラマも演じ、
自由な表現すら存在した、ということが分かってきた。鳥の絵の（ジョン・ジェー
ムズ）オーデュボン、花の絵の（ピエール＝ジョゼフ）ルドゥーテらが出た博物画
黄金期がそうでした。西洋では、古い博物画への関心が復活しましたが、日本では
その影響がやっといまあかわれ、麥風の作品への関心の高まりになったといえそう
るようです。つまり、もはや博物画といえど科学のしもべでいる必要がなくなった、
ということです。
　ただ、初等・中等教育の時間には必ず模写や写生を教えている。この写生という
のは、基本的に博物学の人々が作り上げた技法なんですよ。西洋では、ルネサンス
期から、実物を写生する方法が有力となり（アルブレヒト・）デューラーのころか
ら「自然にあるがままを描く」ということが、評価されだした。それまでは鏡に映
すとか屈折画像を作るなどの光学的技法はありましたが、実物を目で見ながら描く
方法は未発達でした。プラトンではないけれど、真実は目で直接見えないという思
想もあったですしね。しかし博物学時代に入ってから自然のかたちこそ神の叡智が
宿ると考えられはじめ、絵もそうなった。これは博物学の影響を無視できない進展
だと思います。精写による挿絵でいと、図鑑が売れなくなった。古代からある絵を
模写したのでは、科学の絵としては意味がなくなったわけですね。」

「−−−−やはり図鑑の要諦になるのは、〝図〟のほうなんですね。しかもそれは多様な
種を描いた図の集合ということにもかぎらない。
荒俣／もちろん記述のほうも言葉遣いにしても名前の付け方にしても、それなりに
楽しいところはたくさんあると思いますが、最大の問題は〝図鑑〟というくらいで

すから図がどの程度成立するかにある。デューラー以降になると、自分たちの感情を入れるのではなく、現実の自然にあるように描く
写生が重要になってきて、図譜に「写生図」と描いてあるだけでも当時の学者は買ったものです。（コンラート・）ゲスナーの『動物誌』
も有名だけれど、あれもデューラーの木版画を使っています。しかも先ほども言いましたように自然というのは神の作った作品ですから、
そのとおりに模写するというのは神の栄光に対する感謝にもつながっていて、線を一本増やしてもいけないちょ一所懸命描いた。
　ただ、記述のなかにはおもしろいことも書いてある。とんでもない怪物もたくさん載っているんですが、説明をよく読むと、これは
わたしが見たものではないときちんと書いてある。じゃあなぜ載せるのか。見たことはないけれど、こういうものがいると伝えられて
いる。図鑑だから載せるけれども、写生できないから昔の人の絵を載せた、どこが悪いと（笑）。なるほど、たしかにそれはそうだ。い
まわれわれは当時の図鑑に対して架空のものと現実のものが一緒くたになって存在物と非存在物の区別がついていなかったと簡単に言
うけれど、そうではない。当時の人々も俺は知らんと、実物を見てはいないから信用できないけれど、昔の人が描いちゃったから参考
のために入れるのは当然でしょうと書いてある。これは博物学の精神だと思います。
−−−−いるとされている以上は ･･････。
荒俣／いるとされていなくてもいるんですよ。歴史の本に出てくるようなものはとりあえず存在の範疇に含めている、彼らの認識のほ
うがわれわれよりもぶっ飛んでいたんでしょうね。実際に探検はできなくてもアメリカにはこういうものがいるらしいと情報は入れて
いるわけです。ガセネタと都市伝説と事実と目撃したものを並べながらもちゃんと分けて入れている。そこが博物学の精神なんです。
アリストテレスの『動物誌』の段階から卵の殻を破って成長の度合いをチェックしたという科学精神はあって、誤解というか、ガセネ
タに近いようなものもだいぶあるけれど、本物かどうかという区別はちゃんとついていた。中国も同じで、『山海教』なんて化けものな
かり載っているんだけど、彼らにとっては現実的なツールだった。」


