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ありのままでは
生きられない
そう思うとき
なりすますのだろうか

なりすますためには
姿を似せなければならない
そのためには
とほうもない苦労と
工夫が必要になるのに

だますことで
生きてゆこうとする
それはたくましさなのか
それとも悲しみゆえなのか

それとも
なりすますことそのものを
楽しんでいるのだろうか
愉快犯のように

なりすましているうちに
じぶんがだれなのか
わからなくなりはしないだろうか
にせもののじぶんを
ほんものだと思いこんでしまうように

■「月刊　かがくのとも２０１８年１２月号／なりすます　むしたち』（澤口たまみ・ぶん　舘野鴻・え　福音館書店 2018.12）

（澤口たまみ「なりすますわけ」より（かがくのとものとも 2018.12））
「昆虫の脚は六本で、蜘蛛の脚は八本。また昆虫のなかで、カブトムシなど甲虫の仲間は、どれも固いはねでおなかが覆わ
れていますし、蝶や蛾の仲間は、粉で覆われたはねを持っています。生きものの姿は、分類学的により近い仲間ほど、互い
に似ているのが普通です。
　いっぽう、近い仲間でもなんでもない相手に、姿を似せている生きものもいます。『なりすます　むしたち』の案内役、蟻そっ
くりな姿をしたアリグモも、そのひとつです。
　それにしても「なりすます」とは、どういうことなのでしょう。なりすますには、似せる相手がいなければなりません。
さらに、似せた相手がいなければなりません。さらに、似せた相手と自分とを、見まちがう存在もいなくてはなりません。
なりすますとは、さまざまな生きものたちが、互いに関わり合いながら、同じ場所で暮らしているからこそ、成り立つ関係
だと言えるでしょう。
　木の幹で蛾のはねが、幹さながらの模様をしていたり、その葉の切れ端にしか見えなかったり。なりすますとは、まわり
に似ていると、見つかりにくく食べられにくいという事実に、端を発しているのでしょう。なりますます相手として、しば
しば蜂が選ばれるのも、はりを持ち、刺すことにある蜂に似ていると、鳥などに食べられにくいという理由があるようです。
　アリグモがなりすましている蟻は、飛ぶことをやめた、蜂の仲間です。きばを持ちかじること、お尻から酸っぱい汁を飛
ばすこと、おおぜいの家族で暮らしていることから、最も強い昆虫のひとつです。蜂に似ていると、食べられにくいのかも
しれません。
　同じ場所に暮らしている生きものたちは、互いに「食べる・食べられる」という関係で結ばれています。生きものはみん
な、何かを食べなくては生きてはいけません。そして、食べられる生きものもまた、何かを食べてけんめいに生きています。
生きものがなりすますとき、そこには、えものとなる相手に気づかれずに、こっそりと近づいて食べたい、という理由もあ
るのでしょう。
　アリグモが蟻になりすますのは、強い蟻に似ていると食べられにくいからなのか、蟻が守りアブラムシを食べるのにつご
うがいいのか、ほんとうの答えを出すのは、むずかしいことに違いありません。けれど、ほんとうの答えに近づくために、
想像し、推理することは、とても大切だと思うのです。」
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聖なるもの
その無限を求めて
偶像はつくりだされたが
そのとき
無限は
偶像のなかに
閉じ込められてしまった

閉じ込められてしまった無限を
取り戻すために
偶像は破壊されたが
そのとき
無限から
物質がそして感覚が
排されてしまった

ただ精神へと向かうのではなく
ただへ物質と向かうのでもなく
精神と物質が合わせ鏡のように
向かい合いながら
流動する領域を経験するために
新たなイコンが必要なのかもしれない

この地上を生きるなかで
新たなロゴスが
求められねばならない
そのために
精神と物質の根源から立ちのぼってくる
新たなロゴスを生きること
そこに新たなイコンは生まれてくる

■中沢新一『イコノソフィア／聖画十講』（河出書房新社 1986.6） 「近代の歴史は、まさにイコンの解体の歴史でした。わたしたちはいま、その解体の進んだ極限的な状況に生きています。そ
ういう時代に宗教的な絵画などを、ことあらためて、いままでのようなやり方で何度読みかえしてみたところで、近代がたどっ
たイコン解体の歴史の意味などについて少しも真剣に考えてみない、アナクロニズムにおちいってしまうのではないでしょう
か。わたしたちは、イコノクラスト（聖像破壊）の果てに生きているのです。それは、なげいてみてもはじまらない事実なのです。
もちろんそうかといって、イコンの解体、イコノクラストの歴史そのものである現代をそのまま肯定することによっても、も
はやいささかも前進することのできない袋小路のような時点へ、わたしたちがさしかかっているのも、また事実です。前進す
るために、未来へ向かって歩むために、わたしたちはいまやイコノロジーでもない、イコノクラストでもない、イコノソフィ
アという叡智の女性の到来を必要としています。
　問題は、絵画のことだけではないのです。さまざまな生の領域で、イコノクラストが極限的な状況にまで進行しています。「イ
コン」は、だからここではひとつの象徴にすぎません。たとえば、「合いの空間」の崩壊しつくしたのちに、わたしたちは愛
する能力をかかえたまま、いったいどこへむかっていったらよいのか、などという今日的課題も、やはりイコノクラスト運動
のひとつの帰結としてあるもののように思えるのです。「イコン」の問題は、こう考えてみれば、まさに現代そのものなのです。
　わたしたちは、イコンの擁護をおこなおうとしているのでも、イコンの破壊をしようとしているのでもありません。私たち
はただ、イコンがまだ自分の語るべきことを語り終えていない、と感じているだけなのです。わたしたちは、イエスにならっ
てこういいたいのかもしれません。「わたしは、イコンを破壊し解体しにやってきたのではない。わたしはただ、イコンを完
成するためにやってきたのだ」と。
　過去の人間がつくったものとつきあうには、これが最良の方法だと、わたしたちには思えるのです。歴史の残骸の中から、
ソフィアの鳳凰を舞いたたせる。そしてその羽から送りだされてくる強烈な風で、歴史を未来の方に吹き飛ばしてしまうので
す。イコノソフィアは死と解体ではなく、未来にかかわる叡智のスタイルにほかなりません。ローリー・アンダーソンが歌っ
ています。

「歴史ってなに？
　歴史は天使さ。天使は過去を振り返るたびに悲しくて、残骸を補修するために、歴史のむかうんだ。でも、天使の羽のつく
りだす風があんまり強いんで、そのために、ぼくらは未来に吹き飛ばされていくのさ」ってね。」

「こうしてはじまったイコンの変化が、ほんとうにはっきりと自分のテーマをつかみとることができたのは、現代文化のさき
がけをなす十九世紀後半のヨーロッパに起こった、海外の革命の時期であったような気がします。キリスト教世界のイコンは、
眼に見えない、物質的感覚を超えた経験領域のことを、壁のしっくいや板きれや布のうえに絵具をつかって絵画表現をしよう
とする人々に反対しつづけたイコノクラストの運動を押しのけながら、しだいにできあがったものです。ですから、もともと
イコンには、不可視の意識領域の出来事を、色彩とかたちのつくりなす物質的なオブジェのなかに「受胎」させることにつき
まとう、とうてい調和点を見つけられそうにない矛盾がつきまとっていたわけです。イコンが「無限」にかかわる絵画だった
からだ、といいかえることができるかもしれません。イコンの発達とともに、ほんらいは言語表現すら超絶した「無限」にか
かわっていたものが、物語性のつくりだす観念的なイデオロギーによって、すっかり狭苦しいものにつくり変えられてしまっ
た。そのイデオロギーはけっして物質のなかからたち現れてくるものではなく、むしろ物質性や流動的な感覚・欲望をおさえ
つけながら、「観念」の力をふるったのです。ルネサンスにはじめるイコンの変化や解体は、こんなふうにイコンが落ちこん
でしまった「有限」の狭苦しい枠のなかから、イコンを救いだそうとする行為だったのではないでしょうか。いまや「有限」
なのは（かつてのイコノクラスト時代とちがって）、物質ではなく観念なのです。「無限」は、いまや観念とか精神とかのなか
にではなく、物質と感覚のなかにある。観念のつくりあげた世界に、流動的な欲望や物質的感覚を解き放つ。そうやって、も
う一度聖画のなかに（そうなると、もはやそれは聖画と呼ばれることはなくなりましたが、「無限」をとりもどす。なんとい
う奇妙な出来事なのでしょう。遠い昔、東方キリスト教に起こったイコン破壊の運動と、近代を生み出すイコンの「唯物論的
変化」とは、まるで合わせ鏡のようにむかいあっているではありませんか。一方は精神の領域に「無限」を見出そうとしてイ
コンに反対し（彼らには物質は根源的な悪だととらえられていました）、もう一方はイコンにふたたび失われた「無限」をと
りもどそうとして、物質と物質的感覚に向かった。こういう外見のちがいにもかかわらず、ふたつの運動は一枚の鏡面を境に
して、たがいに相手を照らし出しています。そして、その鏡面には、「不可視の、言語表現も物質的感覚も超絶した経験領域を、
色彩とかたちによる表現のうちに受胎させる」こと、いいかえれば「無限」を絵画表現に受胎させようという、そもそもの矛
盾をはらんだイコンの企てが置かれています。」

「新しい「言葉（ロゴス）」のあり方を探しだして、その「言葉（ロゴス）」を生きてみること。わたしたちにふさわしいソフィ
アのかたちをつくりだすこと、鏡面界を新しく生き直してみようとしている現代の知性にあたえられたテーマは、こういうこ
とにしかないような気がします。精神と物質を別々のものと考えたり、そうして分けたどちらかに「無限」をわりあてて対立
を激化させたり、知性の有限さをえぐってみるだけでは、もうだめなのです。わたしたちの生きているこの世界のさなかに、
宗教ともいわず、神秘ともいわず、「無限」を呼び起こし、「無限」がたち現われるようにすること。いま、わたしたちには、
わたしたちにふさわしい「イコン」が必要なのです。」
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最近よく使われる
「世界観」という言葉は
どこか居心地が悪い

クリエーターなる人物や
その作品と称するものの持つ
世界の見方のようなものと化しているからだ
別の言葉を使ったほうがいい

世界観や宇宙観は
世界や宇宙の捉え方や意味づけの
根底にある観方なのだから

ひとは地球の上で生きながら
地球を越えた天空に思いを馳せ
地球とほかの星との関係を問う

太陽系のなかで
銀河系のなかで
ほかの無数の銀河
島宇宙のなかで
地球がどこに位置するのかを問う

いまここにいることが
無限とも思われる大宇宙のなかで
どのような意味を持ち得るのか
そのことを問いかけるために
天空の地図は描かれてきたのだろう

分子原子電子素粒子
そうした極小の世界もまた
天空の地図と照らし合わされ
極小と極大を問うことで
人間という存在のありようが
問いつづけられているように見える

ひとは世界の果て
無限の彼方のことを知ろうとし
同時に
世界にあるみずからの根源をもまた
切に知ろうとしているのだ

■アン・ルーニー『天空の地図／人類は頭上の世界をどう描いてきたのか』（鈴木和博訳　日経ナショナルジオグラフィック社 2018.3）

（「Introduction 何もない場所へ」より）
「何もない場所へ
「そこには一つの相対的な宇宙、一つの広大な空間がある。
それは虚無と呼ぶこともできよう。
その中には、我々が暮らし、成長しているのと同じような球体が無数存在する。
この宇宙は無限だと宣言しよう。
宇宙が有限であるという理由も、慣習も、可能性も、感覚による認識も、自然の摂理も存在しないからだ。
そこには、この世界と同じような無限の世界が存在する。
−−−−ジョルダーノ・ブルーノ『無限、宇宙、および諸世界について』（1584 年）

先人たちは、光に汚染された現在よりもはるかに多くの星々を目にしていた。そして、天空の世界につ
いて調べ、地図を作ろうとしたのだろう。現存する最古の遺跡には、太陽や月の動きを追うのに使われ
たり、特定の星と一直線に並ぶように配置されたと思われるものがある。はるか昔に残された記録は、人々
が惑星の動きをたどり、星々の地図を作ろうとした証なのだ。」

（「Chapter1 世界の中心」より）
「世界の中心
プトレマイオスからコペルニクスへ

西欧では、少なくとも古代ギリシャから 16 世紀まで、宇宙の中心は地球で、すべてが地球の周りを回っ
ていると信じられてきた。この考え方は、古代ギリシャの哲学者アリストテレスが唱え、ギリシャ系天
文学者クラウディオス・プトレマイオスが著書『アルゲマスト』で広めたものだ。２世界に著された本
書は、1600 年代にいたるまで天文学上の重要文献として扱われ、地球中陰の宇宙像が 2000 年近くも
天文学を支配し続ける決めてとなった。」

（「Chapter6 無限の彼方へ」より）
「無限の彼方へ
宇宙の果てを目指して

プトレマイオスの宇宙は、球体の中に閉じ込められたこぢんまりとした世界だった。ようや
くそれが覆されると、星々は制約から解き放たれ、無限の空間に散らばることになった。そ
れから数世紀を経て、天文学者たちは、かつて考えられていたよりもずっと遠くまで星々の
世界が広がっていることを知った。その上、宇宙には無数の銀河が存在し、それぞれに無数
の星が存在することも突き止めた。天の地図作りは、果てしない作業になっている。」
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自転車に乗れるようになるとき
乗れなかったじぶんは
すでに忘れられている
忘れられることで
はじめて身につくのだ

本を読むこともまた
数限りない忘却のなかで
言葉の地層を重ねることで
ひとに場所と現在を作り出してゆく

重ねられた意識の深みから
立ち上がってくるものと
どれだけともに踊ることができるか
それが読書の経験の質に関わってくる

学ぶため覚えるための読書は
ただの体験にしかならないだろう
経験へと向かうためには
それを意識の深みのなかで熟成させ
身体化させなければならない

■蜂飼耳『朝毎読』（青土社 2018.10）

「読書は、人間の想像力を遙か遠くへ運ぶ。たとえばそのような表現を目にすることがある。けれど、
遠いどこかと繋がるだけでなく、同時にその反対、つまり、人がいる場所と現在を作り出し、紡ぎだす
行為だともいえる。遠い場所どころか、いま現在、まさにいまこのときを出現させる行為が読書だ、と。
そして、人がその場に立つことを、読む前には想像すらしなかった方向から不意に支える。読書はその
ようにして、人間に現在を与えるのだ。
　いつ、だれが書いたのか、名前があってもなくても、どこかのだれから書いた言葉や伝えた言葉が、
読むこと、受け取ることを通して、身体を通過していく。抜けていき、忘れてしまうこともある。とい
うより、むしろそのほうが多い。抜ける途上で、思いがけず身体に残るものが生じる場合もある。それ
は読書の記憶、痕跡となる。数えきれない記憶や痕跡が地層を成していく。この景観は、外側からはほ
とんど見えない。その人だけが知る精神的な地層だ。
　人と人が出会うときには、知らず知らずのうちに、ざまざまな意味において、この精神的な地層を見
せ合うものだ。心の中にある道や谷や崖、言葉の蓄積が模様を描く地層を、そっと見せ合い。何事かを
納得する。読んでも忘れてしまう本や言葉が、そこに計り知れないほど含まれていることは不思議だ。
　覚えていることだけが重要なのではない。忘れてしまい、もはや復元できない経験は、覚えている事
柄と同じくらい大切で、かけがえがない。これは、ある程度大人にならないと気づかないことかもしれ
ない。子どものあいだは、覚えなければいけないことがありすぎるから。
　忘れないための読書、身につけるための読書は、いわゆる学習に属するだろう。それに対し、身体を
通過させてはいくらでも忘れていく読書がある。読書の醍醐味はむしろ、こちらにある。個人的な行為
としての、熟した読書は、おそらくこうした感触から始まる。」
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ハレとケ
非日常と日常
公と私
よそゆきとふだん着は
うらとおもてで
ひとつの生き物

ハレのなかにもケが生き
ケのなかにもハレが生きている
外ばかりの器も
内ばかりの器もないように

ケは急がない
時のなかで
少しずつ少しずつ
熟してゆく

ケは声高に語らない
穏やかな海を
静かに航海するように
沈黙とともに生きる

そうして
ようやく宿るものは
あたりまえという
あたりまえでではない
秘かな美しさを湛えはじめる

■佐藤卓 編著『ケの美／あたりまえの日常に、宿るもの』（新潮社 2018.10）

（料理研究家　土井善晴）
「「ケの美」とは、日常の営みという生き物の秩序の中に現れる美しさです。だれにでも見えるあたりま
えの事と物、または行為。それらが、ほんとうに無くなったときは、すでに、その生き物は滅びている
のです。」

（武者小路千家家元後嗣　千宗屋）
「いうまでもなく非日常と日常を区別する柳田国男が提唱した「ハレ」と「ケ」のうちのことだ。「ハレ」
は、日常を離れた「晴」やかなハレ。お正月や結婚式、春秋の祭等人生や季節の節目に巡ってくる祝祭
的な時間と場所を指す。晴れ着や「今日は晴れをさせていただいた」などそのことばは今も日常に残る。
いっぽうの「ケ」はその対概念で日常そのものを指す。テレビやスマホも無い昔、大方の人々にとって
の日常は、日の出と共に起きて労働にいそしみ、日没と共に終わる極めて単調な日々の繰り返しであっ
たろう。そのぶん年に数度あるハレの日は見るもの着るもの食べるもの、格別であったに違いない。い
まは日々ご馳走を食べられるし、お祭り並みに賑やかしいことが日常を彩る。結果、昔のハレはケとなり、
日常からハレとケの区別が消えつつあるように思う。
　そしてまたケも大きく変化した。かつてはハレとケは単純な対概念ではなく、各々がそれぞれの性格
を複合的に内包していたのではなかったか。一見単調な日常の中にも客を迎えたり、食事の際は家族一
同がそのための部屋に集まり威儀を正して食をとるというハレの時と場が存在していたはずだ。ハレと
ケが単純な二項対立と捉えられがちな現在、日常からハレが消失し、ハレとケは極めて表面的な対概念
として理解されているように思えてならない。ゆえに「ケの美」と言われてもピンと来ない。

　現在、多くの人にとってもはや茶の湯は「ハレ」のものだろう。生活の場から和室が消え、着物も消え、季節感も消え、そういった嗜みのもと
一碗の茶を親しい人との交わりの中で愉しむという風習は日常からほとんど消滅したに等しい。着物に着飾って茶会に赴くというハレの場におい
てかろうじて残っているといえる。茶の湯の家に生まれ日々の営みの中に茶の湯を据える絶滅危惧種の私にとっては、茶の湯はまず日常だ。しか
し、一日の流れの節目でお茶を頂く時間は、背筋を伸ばし、お気に入りの茶碗を選び、抹茶を漉し、お湯を沸かし、茶碗を温め、お菓子を選びと、
特別な時間となる。つまり日常の中の非日常、ケの中のハレの時間だ。」

（「群言堂」代表／デザイナー　松葉登美）
「小さなものに飽き足らず、夫とともに、三十年近くかけて十軒の古民家を再生してきました。改修にあたっては、「家の声に耳を澄ませること」
を大事にしています。だからでしょうか、不思議なことに「家が喜んでいる」と感じることがよくあるのです。
　そうした経験から、「ケの美」とは、技巧的に優れたものではなく、貧しさや質素な暮らしの中から生まれ出る美しさや、愛情に育まれてこそ
見えてくる美しさのことではないかと思っています。

　　やはり　野におけ　蓮華草

　辺鄙な田舎、ここ石見銀山大森町が、一番居心地が良いのは、私自身が「ケ」だらけな存在だからなのかもしれません。」

（「ninfa perhonen」代表／デザイナー　皆川明）
「私にとって、日常と非日常の境界は曖昧です。日々の中で暮らす事への必然から繰り返される事象か、特別な祝いや稀に起こる喜ばしい事象か、
という境界をその境とするとしても、その事象を認識するのは心です。更に、細かな粒子の様な事象に、やはり細かく反応して、意識化している
様に感じられます。多くの事象は、〝ハレ〟と〝ケ〟の存在が光と影のごとく混在し、揺れ動く木漏れ陽のようなものかもしれません。そしてそ
こに在る〝美〟とは、樹々を仄かに揺らす風のような、私達の好意の意識なのではないでしょうか。

（略）
　ケの美は、〝足るの美〟と言い換えられるかもしれません。必要十分な材料、機能、によって生まれた物から生まれる暮らしが、結果的に潔い
佇まいとなり、それが精神的な美意識へと繋がっていく事に、矛盾がないからだと思います。
　〝ハレ〟という外に放出される美と、〝ケ〟という内包されていく美が、暮らしの中で様々な風物詩を紡ぎ出しているのでしょう。」
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アートマンがブラフマンであるとき
私は世界にほかならない

その世界のなかで
私という一人称は
あなたという二人称にも
彼／彼女という三人称にもならないはずだ

けれども
私しかいないにもかかわらず
世界にはたくさんの私が
私という一人称として存在している（らしい）

世界という謎は
私という謎にほかならない

私という一が
世界劇場の上では
多として現れることになるのだ
そしてその多は
自と他の二人称の関係ともなり
我と彼／彼女という三人称の関係ともなる

世界が私という一であるとき
その私は世界から
姿を消していなければならないから
ブラフマンは無となっていなければならない
そうでなければ世界劇場は開かれないことになる

神秘主義がしばしば異端とされるのは
世界劇場にその無が姿を現してしまうからだろう
姿を現すのはほかならない私としてなのだから

世界劇場を生きている存在たちにとっては
そんなことがありえるはずもなく
許されてはならないのだと ･･････

■中村昇『落語哲学』（亜紀書房 2018.8）



（６「私とはなにか」（２）二人の私「粗忽長屋」」より）
「行き倒れの熊五郎を見た八五郎は、急いで長屋に戻り、熊五郎と会う。熊五郎は、
吉原で酔っぱらって、自分の長屋に向かったが、浅草寺の境内をぬけたあたりから記
憶がないという。「それがお前が死んだ証拠だ」と八五郎はいう。なるほど、記憶が
なくなり、自分の死体が目の前にあれば、たしかに死んだのかもしれない。でも、死
体を抱いているこの「おれ」は、いったい誰だろう？」

「落語は不思議な芸である。一人ですべてを演じるので、逃げ場がない。しかも、講
談や浪曲と違い、状況説明などは最小限におさえ、いきなり人物の台詞のやりとりが
始まる。落語家自身が、ト書きなしで世界を開き、展開し閉じなければならない。恐
ろしい芸だ。噺家の＜私＝世界＞だけで、終止しなければならないのだから、豊穣に
なるか、貧寒となるかは、演者一人の腕次第ということになるだろう。
　しかし、この落語の特徴は、異なった側面も示している。われわれの世界の最も根
源的なあり方を、そのまま舞台で演じるものであるという点だ。噺家という＜私＞の
なかですべてが展開していくというのは、＜私＞と＜世界＞との結びつき、（＜私＝
世界＞）そのものではないか。ウィトゲンシュタインがいうように、私が世界そのも
のだ、というわけである。

（略）
　落語は、演者は一人だ。複数の人間により世界がつくりだされるのではなく、演者
自身が無という背景になって、噺そのものの世界を現出させなければならない。客の
＜私＞が背景となっている世界にうまく重なりつつ、自らも消えなければならない。
だから、枕はとてつもなく危険なのだ。枕で爆笑をとると、噺家自身の＜私＞がうま
く消えなくなってしまう。噺がいつまでたっても始まらない。
　小さんが、小三治が、見事に消えることによって、八五郎や熊五郎が生き生きと現
れてくる。どこにも、背景としての＜私＞は存在しない、これが、噺という世界だ。
演者の＜私＞は、透明な背景としてのみあるべきであって、噺に登場してはいけない。
ほんの少しも。
　「粗忽長屋」という噺は、このような＜私＞のあり方を、見事にとりだしてみせて
いる。熊五郎の＜私＞が、最後の最後で顔を出すからだ。だから、「粗忽長屋」は、
大げさないいかたをすれば、われわれの根源的なあり方（私＝世界）と落語そのもの
の本質（演者の＜私＞の生滅）とを、実にわかりやすく指摘している噺だといえるだ
ろう。」

「自分を決して見ることができない背景としての＜私＞が、自分を見てしまった。背
景としての＜私＞があるからこそ、この世界は成りたっている。そして、その構造の
なかで、具体的な「私」も、他人を鏡として自分自身を確かめる。ところが熊五郎は、

他人ではなく、自分自身（死体）を鏡として、自分をたしかめざるをえなくなった。
他人を鏡として自分を類推するはずが、自分を鏡として自分を「類推」してしまった
ということだ。つまり、われわれの自己認識の根底にある「自他の相補性」とでもい
うべき事態を壊してしまったのだ。（略）
　＜私＝世界＞なのだから、背景としての＜私＞は、この世界には登場しない。たし
かに、その世界には、いろいろな登場人物（それぞれの＜私＞）が、生き生きと見え
るだろう。それを仮に「三人称の私たち」と名づけよう。
　三人称の私たちは、＜私＞という舞台の上で、生きている。いろいろな出来事が進
行していく。しかし、そのなかの特定の「私」が、こちらをじっと見つめている。背
景であるはずの＜私＞を、舞台の上へと誘っているのだ。このように誘う「私」を「二
人称の私」と呼ぶならば、透明な枠組みの＜私＞は、「二人称の私」によって、この
世界のなかの登場人物である「私」を自覚するといえるだろう。「自他の相補性」と
いうのは、このことだ。
　八五郎の＜私＞は、「三人称」の熊五郎を比較した。二人の熊は、八五郎の＜私＞
のなかの登場人物にすぎない。おかしな事態ではあるけれども（略）、生きている熊
と死んでいる熊が、それぞれ「三人称の私」として存在している。
　しかし、熊五郎の＜私＞にとっては、そうはいかない。屍となった自分自身を見る
ことによって、「自他の相補性」が強く働き、あるいは、破壊され、「自自の相補性」
になってしまう。背景の＜私＞が、「自他の相補性」のレベル（具体的な「私」）に無
理やりひきずりだされてしまった。
　そして、そのありえない矛盾（略）に引き裂かれ、思わず背景である＜私＞を＜私
＞が指摘してしまう。だからこそ、死体の「私」をたしかめた後で（「抱かれている
のはたしかに俺なんだが ･･････」）、熊五郎は、「抱いている俺はいったい誰なんだろう」
というのだ。この順序は、まったく正しい。恐ろしいほどに正確だ。
　「抱いている俺」、つまり、黒幕である透明な枠組みが、最後の最後でほんのちょっ
とだけ姿を現す。前代未聞の出来事がおこるのである。
　「粗忽長屋」は、決して現れてはいけない背景である＜私＝世界＞が、ぬっと姿を
現してしまう比類のない噺だといえるだろう。」
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自分探しなどしないほうがいい
ほんとうの自分などという
自分を変えたくない
甘えん坊を見つけるだけだから

人は変わる
変わらないということは
いまのちっぽけな自分を
そのまま守りたいというだけのこと
その願いはまずは叶わない

変わるなら
自分の可能性を
なんらかのかたちで
広げてくれる方向へと変わったほうがいい

世の中の基準に従う必要はない
（疑ってかかる必要はあるけれど）
それでも世の中の基準というのは
それなりの砥石にはなってくれる
だから自分の得意なことを仕事にするのもいいが
苦手な仕事をするのも得るものは多い
（グルジェフの命じるヒヨコや絨毯を売るワークのよ
うに）

一歩踏み出すにも長い時間がかかる
一歩で１０年くらいだと思った方がいいかもしれな
い
それほどに人が学ぶためには時間がかかる
数十年生きて数歩でも歩けたとするならば
それも良き生ではないか

自分探しなどするくらいなら
一歩でも歩いたほうがいい
歩けば変わることができる
自分というルーティーンを
少しでも変えることができるから

■マイケル・ピュエット＆クリスティーン・グロス＝ロー 
　『ハーバードの人生が代わる東洋哲学／悩めるエリートを熱狂させた超人気講義』 
　（熊谷淳子訳　早川ノンフィクション文庫 2018.6）



「今の時代も、わたしたちはこれまでの窮屈な考え方を打破したと感じ、新たに意味
を与えてくれるものを探している。高次の真理を内面に求めよと教えられることが
とみに増えた。自己実現者の目標は、自己を見つけることであり、内なる真に従っ
て自己の人生を「忠実に」生きることだとされる。
　これが危険なのは、だれもが自分の「真」の姿を見ればそれとわかるはずだと信じ、
その真実に従って人生を規定してしまうことにある。自己を定義することにこだわ
りすぎると、ごくせまい意味に限定した自己−−−−自分で強み、弱み、得手、不得手
だと思っていること−−−−を基盤に未来を築いてしまうおそれがある。中国の思想家
なら、これでは自分の可能性のほんの一部しか見ていないことになると言うだろう。
わたしたちは、特定の時と場所であらわれる限られた感情だけをもって自分の特徴
だと思い込み、それが死ぬまで変わらないものと考えてしまう。人間性を画一的な
ものと見なしたとたん、自分の可能性をみずから限定することになる。

（略）
　中国の思想家は、どの人もみんな複雑で、たえず変化する存在であることに早く
気づけと説くにちがいない。一人ひとりに、さまざまな、時に相反する感情の傾向や、
願望や、世界への反応の仕方がある。わたしたちの感情は、内にではなく外に目を
向けることで引き出される。世間のしがらみを断って瞑想したり旅に出たりしても
養われない。日々の営み、つまり他者とかかわったり行動したりすることで実地に
形づくられる。言いかえると、ありのままの自分だけが自分なのではない。いつで
も積極的に自分自身をよりよい人間へと成長させることができる。
　もちろん簡単ではない。自分の力量について、そして本当の変化がいかにして起
こるかについて、意識から改革しなければならない。また、一足飛びにできるもの
でもない。変化は不屈の努力によって徐々にやってくる。鍛錬を積んで視野を広げ、
複雑に絡み合いながらその時々で状況を決定づける要因（自分の置かれた人間関係
や、つき合っている仲間、就いている仕事など、さまざまな生活環境）を把握し、
周囲のあらゆるものとのかかわりを時間をかけて変えていくことが成長につながる。
広い視野でさまざまな見地から眺めれば、ゆっくりした真の変化をもたらす行動が
とれるようになる。
　真の自由は自分が中核の部分では何者であるか発見すること得られるとわたした
ちは教わるが、その「発見」こそ、これほど多くの人を無頓着の時代に閉じ込めて
きたものの正体だ。わたしたちの行く手に立ちふさがっているのは、わたしたち自
身にほかならない。」

「偽りをなくせ。本物であれ。真の自分に正直であれ。今どきのこうしたスローガン
は、自分の心をのぞき込むようにけしかける。わたしたちは自分が何者かを見いだし、
ありのまま受け入れようともがく。
　危険なのは、そうやって見いだしたものが、あるとき、ある場所での自分を写し
たスナップ写真にすぎないことだ。わたしたちは自己啓発本を読み、瞑想し、日記

をつけ、自己診断して自分にレッテルを貼る。ぼくは自由人だ。わたしは短気だ。
自分は夢想家だ。人と親しくなるのが怖い。（略）
　西洋人が真の自分と定義しているものは、実際には人や世界に対する連続した
反応のパターンにすぎる、時とともに蓄積されたものだ。」
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真名
片仮名
平仮名

意を伝えるために
漢字という乗り物を使って
漢詩はつくられ

やまとことばでしか
表すことのできない
音をかたちにした
仮名という乗り物で
和歌が詠じられてきたが

意は示すことはできるものの
それを見せることはできない
語り詠い得ぬものは
沈黙のなかでしか表しえないから

言葉が消えたあとの言葉
声が消えたあとの声でこそ
心は詠じられなければならないだろう

和漢の円融するところで
静かに演じられる無声の姿のなかにこそ
心に直にふれる美と真実は
垣間見ることができるのかもしれない

■丹彭『いにしえの恋歌／和歌と漢詩の世界』（筑摩選書 2018.10）
「和歌は漢詩を土台にして生まれた。
　ゆえに和歌は漢詩と相通ずる。ともに春夏秋冬を借りて人の心を詠じ、ともに五七の旋律を貴ぶ。ともに
花鳥風月の美、音楽の美、絵画の美など同じ美の境地を目指す。

（略）
　だが、和歌と漢詩は相通じながらも異なる個性を持つ。恋歌がよい例である。
　和歌はもっぱら恋を詠じ、歌人の視点はおもに閨中の刹那にあり、優美なるもののあはれを志向する。そ
れに対して、漢詩は恋を詠うことにははばかりがあった。詩人の視点は広大な宇宙にあり、格調高き雅怨を
最高とする。」

「もののあはれの成立は、和歌が漢詩を受容してきた道のりであり、和歌が漢詩を土台に独自の世界を創り出
してきた道のりでもある。そして、漢の文化が和の文化に変わってゆく道のりでもあった。
　和漢の境を紛らわせる。和漢の円融たる境地に独自な日本文化が花をひらく。」

「琴の声や雨の声を詠じた恋歌には深い味わいがある。その味わいはたとえ言葉が終わっても、言葉で表現さ
れる声が消えても、心にめぐりしばらく消えない。無声の声の美である。
　無声の美とは何か。声はしないが声はある。声は有るが声がない。
　言葉はそもそも意を表し尽くせない。
　（略）
　いにしえの中国の哲人は早くに言葉の限界を意識した。荘子は「意の従うところの者は、言を以て伝う可
からず」（荘子・天道）と述べる。孔子も「書は言を尽くさず、言は意を尽くさず」（周易）と言う。大伴旅
人の「筆の言を尽くさぬは、古に今に嘆く所なり」（万葉集七九三）という嘆きも、孔子の言葉を踏まえる。
また、中国と日本で栄えた禅宗は言葉そのものを否定し、伝法は言葉によらず、心を以て心に伝えると主張
する。
　『詩人玉屑』（南宋・魏慶之）という詩話集がある。室町から江戸初期にかけて日本漢詩人の作詩指南にもなっ
たこの書に、「言が尽きても意がかぎりなく有するもの、天下の至言なり」という蘇軾の言葉が記される。言
葉が尽きたのちの意。声が消えたのちの声。たとえ一字一声がなくても、無声の声こそ、尽く風流を得た最
高の美である。
　無声の声は静寂と余韻を持って成る。」

「漢詩と和歌には、文字の声、琴の声、雨の声、鐘の声などすばらしい声の世界がある。
　だが詩人は音声を題材にしながら、声そのものを求めているのではない。声は静寂を浮き立たせ、余韻を
浮き立たせるための存在である。静謐のなか、余韻が恋心とともに、いつまでもしめやかにたゆたう。詩人
は有声を用いて無声の境地を表し、無声の声の美を創り出す。
　九江に左遷された白居易はある夜、船中にて長安の名妓がひく琵琶を聞く。大弦はそうそうとして急雨の
ごとき、小弦は切々として私語の如し。大弦小弦は入り混じり、大珠小珠が玉盤に落ちる音がする。花中の
鶯が滑らかにさえずり、氷下の泉がかすかに咽ぶ。忽然、泉水が凝固し、琵琶の声がぴたりと止まる。この時、
声無きは声有るに勝る、と詩人は言う（琵琶行　原文略）。
　紀貫之の歌がある。「逢ふことは　雲居はるかになる神の　音に聞きつつ恋ひわかるかな」（古今集四八二）。
はるか遠く雲の上にいるあの人の声が聞こえない。自分の声も伝わらない。だが、この沈黙のなかに、強い
想いが雷鳴のようにひびきわたる。無声は有声に勝る。
　これは道家も禅家も尊ぶ「淵黙にして雷声あり」の境地でもある。淵黙とは、深淵のような沈黙のこと。
天地を轟かす雷鳴が、とこしえの静寂とともにある。
　真の声は無声にある。

「綾鼓」の女御は声が聞こえれば姿を見せると約束した。だが、庭老人の熾烈な思いはどんな声でも表し尽く
せない深いものだ。だから、いっそ、綾絹を張って鼓の声を消し、無声を以て表現しようじゃないか。世阿
弥は大鼓の声を用いながら無声の声を歌った。
　漢詩と和歌が求める無声の声の美が、綾鼓の能舞台でくりひろげられる。」
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生は芝居
人は役を演じている

演じるには技を磨かねばならない
そしてそのためには長い時が必要となる

演じることで
観客に何を見せるのか

どんなに巧みな演技も
演者を見せるのが目的ではない

月を見せるための演技のはずが
差した指ばかりを見せようとする者は多いのだ

月を見せることができないで
月を指差す演技にこだわるからだろう

それでもひとはそれなりに懸命に
月を指差す演技を身につけなければならない

ほんとうに月を見せることで
指差している自分が消えてなくなるまで

■笈田ヨシ『見えない俳優／人間存在の神秘を探る旅』（五柳書院 2018.11）
「「理屈を言うな !!　理屈を言うと下手になる !!」師匠はそう言うのが常でした。「習う」という
ことは師匠のワザを真似て、それを繰り返して師匠の芸に近づくことです。しかし新劇一年生
の僕は伝統芸能の演者になるつもりはなかったので、習い事は習い事として、如何に新しい演
劇を創るかという議論を仲間達としていました。しかしすぐに気づいた事は、演技は頭だけで
出来るものではなく、身体全体を使わねばならないということです。
　音楽家の道具は楽器です。画家の道具は筆です。そして我々俳優の道具は身体です。楽器や
筆をいくら綺麗に磨いても、使い方に熟練していなければ立派な音楽家や画家に成れません。
それと同じように、俳優もいくらお化粧をして、フィットネスに励んだところで名優にはなれ
ません。自分の身体をどう使うかの職人的な訓練が必要なのです。
　理屈がわかるのは簡単ですが、身体の訓練は進歩が遅く、一朝一夕で結果が出るものではあ
りません。何十年も何十年もかかって少しずつ理解していくのです。」

「芝居が終われば、幕が下りて、僕の演じた人物は消えて無くなります。けれども俳優笈田は幕
の後ろにまだ残っています。私服に着替えて劇場の前にあるカフェに行くと、そこには客席に
いた人たちがたむろして、今見た芝居の感想を述べあっています。僕も其処でビールを飲んで
いると、親切なお客が僕のところにやって来て、お世辞かどうか判りませんが、「よかったよ。」
と褒めてくれます。勿論僕は笑顔で「有り難うございます。」と言いますが、その時、僕はチャー
ミングな俳優笈田を演じているのです。それからその親切なお客さんたちに別れを告げて外へ
出ると、俳優笈田は消えて無くなり、なんでもない笈田がぼそぼそと我が家へと向かいます。
　家について歯を磨くために洗面所に行き、目の前にある鏡を見ると、その中には老いた笈田
がこちらを見ています。僕はその顔に向かって自問自答します。「お前は子供の頃に忍者になっ
て消えてなくなりたかったのに、いまだに客の前で老いぼれた身体をさらけ出しているではな
いか。お前は消えることを諦めたのか」「いや、諦めていません。例えば、『あのお月さんをご
覧よ』と言って人指し指を上げた時、台詞回しや所作の巧さを観客に見せるより、舞台にない
お月さんを想像してもらえるよう努力しています。観客にお月さんが見えたと思っていただく
為には、自分は消えてなくならなければなりません。観客が役者の上手下手に気を取られたら、
お月さんは見えてきません。」
　名優の六代目尾上菊五郎曰く、「お月さんをご覧よと、人差し指で月を指差す所作は教えられ
るが、その指の先からお月さんまではお前の責任だよ。」
　狂言の師匠曰く「舞台とは台が舞うという意味で、すなわち舞う態です。演者は舞台の血となっ
て舞台で動けば、舞台に血が通い、舞台が生き生きと舞い始めるのです。舞台は演者の芸を見
せるところではありません。」
　しかし、一生懸命にお月さんのことを考えても効果はありません。まずは人差し指をどんな
形にして、どんなテンポで動かすかを考えることです。そうすれば、観客が勝手にお月さんを
想像してくれるのです。「先を考えず、まず手元に気を使え」という事です。

　尚も鏡の自分に向かって問いかけます。「この老人の前に幕が下りて笈田が死んで無くなって
も、幕の後ろに何か残っているだろうか。それとも、もう何も残っていないのだろうか。」

　一休和尚が死んだ時、その弟子が和尚の連れ合いであったと言われている森女に尋ねました。
「死とは何ぞや。」すると彼女は「先を急がるる人のことなり。」と答えたそうです。」
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大乗起信論に由来する
如来蔵の仏教は実体論だから
ほんらいの仏教ではないという
原理主義的な考え方はあるけれど

（原理主義はときに）
（生きた原理さえも殺してしまう）

道教　儒教　仏教
そしてキリスト教　神を
有限と無限　個と超個　一と多という
矛盾のなかで統合しようとした
大拙の視点を排することはできない

（すべての宗教　霊性は）
（その源にある神秘でむすばれている）

西田幾多郎とともに歩んだ
大拙のはるかな歩みは
東洋と西洋の霊性をつなぎ
ジョン ･ケージや柳宗悦の芸術にも影響を与
え
井筒俊彦とともに共振しながら
現代に光の種を蒔いているのだから

（人が本来の人になるためには）
（霊性の光に照らされなければならない）

■安藤礼二『大拙』（講談社 2018.10）
（「第七章　禅」より）
「結局のところ、大拙にとっての禅とは何だったのか。それは同時に、大拙にとって仏教とは何だったのかという
問いと完全に重なり合う。大拙は、ただ、近代に可能になったさまざまな言説を折衷しコラージュすることで、「近
代の禅」および「近代の仏教」を身勝手に創り上げてしまったわけでは断じてない。大拙は、禅に伝統的なある
種の「解釈」---- 実践的な技法の解釈にして歴史的な思想の解釈 ---- の方法に則って、禅を解釈し、仏教を解釈し
たのである。そういった意味で、大拙の思想は禅の歴史に、その起源に直結している。
　大拙の思想の原型になったと考えることも充分に可能な宗密が生きたのは古代の終わり、アジアに最初に生ま
れたグローバリズム、それが発生した中心である大唐帝国であった。大唐帝国にはアジア諸地域からさまざまな
思想の潮流が流れ込み、そこは、ただ「渾沌」だけが支配していた。天台宗を大成した智顗、華厳宗を大成した法蔵、
そしてその流れを引く宗密 ---- 列島に天台宗、真言宗をもたらした最澄、空海とまったくの同時代人である ---- は、
その「渾沌」に一つの総合をもたらし、「渾沌」から「秩序」を生み出した。宗密は、道教、儒教、仏教を一つの
宇宙発生論にして意識発生論のもとに統合し、（『原人論』）、仏教の「空」と「識」を「如来蔵」によって、禅の「空」
と「漸」を「頓」によって一つに止揚した。宗密は、禅の総合者にして仏教の総合者であった。おそらく、大拙
はそうした伝統に忠実に従っている。だからこそ、「時代」を代表する禅者にして仏教者となり得たのだ。
　しかし、宗密の時代と大拙の時代では大きな違いもまた生じている。近代のはじまり、世界を呑み込んで一つ
にしてしまったグローバリズムのなかでアジアに最初に生まれた帝国、大日本帝国に生まれた大拙が取り組まな
ければならなかったのは、宗密の時代には存在していなかった、近代的に再編成された一神教（ユダヤ教、キリ
スト教、イスラーム）の教えである。近代的に再編成された一神教の内部では、これもまた近代的に再編成され
た東洋思想と接合可能な、「総合宗教」を志向した諸神秘主義思想に関する理論的かつ実践的な関心が高まってい
た。大拙は、宗密の総合（道教と儒教と仏教、および、「空」と「識」と「如来蔵」）にキリスト教と「神」を付
け加えたのだ。それが近代人である大拙が、禅の伝統、仏教の伝統に対してなし得たことである。
　そういった意味で、大拙の営為は近代的であるとともに古代的である。古代を終えるための「総合」を、近代
を始めるための「総合」に引継ぎ、一つに重ね合わせた。だからこそ、大拙の禅の解釈にして仏教の解釈は、伝
統的であるとともに革新的である。革新的であるとともに伝統的である。また、だからこそ、大拙は『臨済の基
本思想』に補遺を二つ付し、その二つ目の補遺（「人思想の再検討」）で、一神教内に神秘主義思想を発生させる
原動力となったプロティノスの「人」の思想 ---- 正確には「人」にして「光」の思想 ---- と、臨済の「人」の思
想を対比せずにはいられなかったのだ。大拙は、まったく同年（一九四九年）に刊行された『神秘哲学』の冒頭
で井筒俊彦が参照するプロティノスの断片と正確に同じ箇所を引き、有限の個としての「一」なる人間（「独一」）
と無限の超個としての「一」なる神（「独一」）の対面、その矛盾に満ちた「合一」に、ヨーロッパの神秘主義思
想のほとんどすべての基盤となったギリシアにおける「人」の思想の完成を見出している。
　それだけではない、これもまた井筒と同様、プロティノスが目にした「光」の世界を、華厳と重ね合わせるのだ。「プ
ロティノスにも華厳の事事無礙観に似たものがある」と記し、プロティノスの断片を引く ----「そして一切の上に
自分等を見るのである。何故かと云ふに、一切が透明であり、暗影もなければ障礙もないからである。一一の存
在が、幅においても深さにおいても、相互に瑩徹してゐる。光は光を貫いて行く。それから一一のものが各自の
中に一切を包含してゐる、そしてそれと同時に各自の上に一切を見得する。それ故に、そこでは到る処に一切が
あり、一切が一一であり、一一が一切である。そして光耀は実に無辺際である」。
　そしてまた、『臨済の基本思想』は、「人」の思想にはじめて大きく言及した自身の『日本的霊性』を完結する
ものであるとともに、親友の西田幾多郎が残した最後の論考「場所的論理と宗教的世界観」を真に完結するもの
でもあった。『日本的霊性』を大拙から送られた西田は、すぐさま、大拙に返礼を出す。そこには、こう記されて
いた ----「私は今宗教のことをかいてゐます。大体従来の対象論理の見方では宗教といふものは考へられず、私の
矛盾的自己同一の論理即ち即非の論理でなければならないと云ふことを明にしたいと思ふのです。私は即非の般
若的立場から人といふもの即ち人格を出したいとおもふのです。そしてそれを現実の歴史的世界と結合したいと
思ふのです」（昭和二〇年三月一一日付）。
　大拙の禅は、歴史的なものであるとともに超歴史的なものであった。個人的なものであるとともに超個人的な
ものであった。有限と無限、人間的な個と超人間的な超個がそこで一つにむすばれ合う「人」は、なによりも無
限を、超個を表現しなければならなかった。無限を、超個を芸術作品として結実させなければならなかった。」
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ナマエは
世につれ
世は
ナマエにつれ

店のナマエも
人のナマエも
商品のナマエも
時代とともに
さまざまに変化しながら
消費されてゆく

それを成熟と呼ぶか
商品化と呼ぶか
ナマエにはナマエの理由があり
そこに歴史は生まれ
歴史のなかで人は生きる

カフェで過ごす
過ごし方も
時代とともに変化し
その変化のなかに
生の時間は刻まれてゆく

カフェで過ごした時間を思い出す ･･･
するとその記憶のなかから
香りや味や空気や音楽や会話や
そしてマスターの顔などに織り込まれながら
そこで感じ考えていたことのきれぎれが
よみがえってくるのだ
そのカフェノナマエとともに

「カフェの名前は時代の好みを反映するもの。ボン、ジュ
ン、ロマン、アルプス、古時計、カトレヤ、たんぽぽ。
喫茶店が繁栄を誇った高度経済成長期には、全国津々浦々
にそんな名前の喫茶店が溢れていました。
　今はなき京都の「喫茶セブン」は１９６３年に開店し、
マスターが亡くなるまで半世紀近くも創業当時の面影を
保ちながら路地に存在していたお店。銀色の冷たい小雨
が降る早春の朝、私以外は誰もいないひっそりした店内
で、旧型のストーブを寄せた席に座ってトーストとコー
ヒーとをいただきながら、白髪のマスターに店名の由来
を訊ねたことがありました。

「これが適当な噺で。昔は喫茶店には３文字の名前がよろ
しいと言われていたんですわ。ヒカリ、コダマ ･･････ ３
文字ならなんでもよかったんですわ」
　マスターの松宮さんはカウンターの中からにこやかに
答えてくれました。

「エイトというのも考えましたが、『ン』がつく店名は運
がつくなどと言う人がまた、いましてな。で、セブンで
すわ（笑）」

「どこにでもある店名で事足りた牧歌的な時代は去り、今
やカフェにとって名前は重要な要素のひとつになりまし
た。カフェは街角で探されるだけではなく、情報として
検索される時代になったのです。」

「１　店主の名前から」
「２　カフェのコンセプトから」
「３　理想やクレドを店名に」
「４　地名をとり入れる」
「５　歴史や物語を織り込む」
「６　造語、アナグラム、語呂合わせ」

■川口葉子『カフェノナマエ The Naming of Cats/Cafe is a difficult matter』（キノブックス 2018.9）
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「どっちつかず」には
ご専門の垣根がないから
自由にいろんなところへ行くんだ

（かたちや目的地を決めて）
（そこへと向かわなくてもいい）

（なにかにならなくてもいい）
（なにものでもないほうが息がしやすいから）

（どっちつかずだからこそ）
（どちらも失わないでいられるのさ）

「中二病のまま」
興味のあること知りたいことを
ひたすら求めつづけるんだ

（世慣れして大人の顔をしたところで）
（求めることをやめただけのこと）

（その熱をさまさないほうがいい）
（病になるには病になるだけの理由があるのさ）

（中二病から生まれてくるものは）
（きっと自由を失くしていない姿をしているはずだから）

「美術だけでなく、音楽やファッションなど興味の対象が広く、父親から「お前は酉年だからか、あ
ちこち突っついて、どれも中途半端のままや」とよく小言を言われた。確かに突出した才能はな
く、努力して極めるような忍耐もなかったので、言われ続けてきたとおり、やり散らかすだけで還
暦まで生きてきてしまったとは思う。反省しようにもそういう性分なのでどうしようもないのだが、

「ちょっと待てよ。中途半端も数十年積めば、それなりの量になるじゃないか。それに今の時代、どっ
ちつかずってそんなに悪いことでもないよな」と考え直し、これまでの紆余曲折も含めた美術全体
への想いと共にまとめることにした。」

「音楽好きの仲間から「安藤さんは中二病のままだね」と言われる。制作中は大音量で音楽をかけ、
社会と隔絶する深夜の個室で、わくわくしながら音楽を聴いたり本を読んだり、興味の赴くまま情
報のサーフィンの時間を楽しみ、昼間でもそこに話題が触れると興奮して話し始めるからだ。確かに、
仕事に疲れた夜中や雨の日曜日はまるで自分の時間だと言わんばかりに、深夜の個室の時間を楽し
んでいる。中二といえば、第二次反抗期であり、冷めた目で社会を見つめ始める年頃である。そん
な独りよがりの中二のような作家兼ギャラリストが、既存の価値観に抗いながら葛藤してきた六〇
年余りの思いつきを書いてみたのがこの書籍である。
　対談相手にも、中二の熱情と冷静さを同じように持っているのではないかと感じた方々を選ばせ
てもらった。共通してバブル経済に乗れず、ひたすら好きなことに専念し、やり抜いてこられた意
志の強い人々である。喩えるなら、坂田さんには子供の頃から憧れ、在所の親族一同の集まりに従
兄弟のヒッピー風のお兄さんの部屋まで押しかけて話を聞き出したいと望んだ。村上さんとは映画

『理由なき反抗』に出て来るライバルのような存在であると同時に、どこかで通じ合い認め合えたら
という話を。大友さんとは深夜の個室でそれぞれの好きなレコードを持ち寄って語り合うような、
ちょっとマニアックな話をした。皆川さんは隣町の中学生でクラブ活動も違うけれど、街の本屋で
知り合って同志になったような、そんな感じの対談になった。この四人はそれぞれの業界に異分野
の要素を持ち込み、改革してきたパイオニアである。尊敬と同時に感謝の意を表したい。」

■安藤雅信『どっちつかず　の　ものつくり』（河出書房新社　2018.11）
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わたしたちは
ひとと違っていることと
ひとと同じであることのあいだを
振り子のようにゆれている

そのゆれのなかで
ブランドとモードは
手を取り合いながら
差異化という願望と
同一化という願望を
矛盾のなかで成立させる

わたしたちは
本物を求めながら
本物のことがわからずにいる

わからないとき
権威を求め
権威を身につけることで
みずからが権威ある存在であろうとし

権威を身につけられないとき
流行という群舞のなかから
じぶんだけが外れてしまわないように
ひとと同じものを身につけようとする

わたしたちはじぶんが
かけがえのない存在であることを
実感したいにもかかわらず
どうしていいかわからずにいる

そこにブランドとモードという
近代のファッション産業が
バベルの塔のように築かれ
わたしたちをさまざまに誘惑する

権威への欲望と
集団への帰属の欲望とのあいだを
ゆれる魂の不安のなかで

■山田登世子『モードの誘惑』（藤原書店　2018.8） 「モードを成立させるもの、それは、明日にはもう消えてゆく、つかの間の目新しさである。
この新奇性のきらめきは、永遠性や耐久性の対極にある。ファッション産業が新奇性から成
ることをよく心得ていたシャネルは、永遠性に価値をおかなかったのだ。
　けれどもブランド論としてさらに重要なのは、シャネルが「本物」に反対したことだろう。
オートクチュールの創始者ワースをはじめ、ポール・ポワレ、ヴィオネ等々、並み居るデザ
イナーが自分たちのデザインのコピー（既製服）の流通を規制しようとしたのにたいし、シャ
ネルはこう言ってはばからなかった。「既製服がモードを殺すと良く耳にする。けれどモード
は殺されることを望んでいるのだ。モードはそのためにこそある」
　コピー＝偽物は本物を殺すというのがオートクチュールの意見である。けれども、まった
くコピーされず、模倣もされないような商品、つまり「はやらない」ブランドに、いったい
ブランド力があるのだろうか−−−−シャネルはこの問いにノンと答えたのである。はやらなけ
ればブランドじゃない、偽物も生まれないようなブランドはおよそ最初から魅力がないのだ、
と。
　つまりシャネルは発想の「逆転」をやってのけたのである。ルイ・ヴィトンに代表される
ような本物至上主義にたいして、シャネルはこう言ったのだ。偽物がなぜ悪い、偽物があっ
てはじめて本物の価値がせりあがる、と。シャネルのこの「逆転の発想」は、十九世紀のブ
ランド観をくつがえす力をもっていた。シャネルとともに、コピーを肯定し、ひいてはプレ
タポルテを肯定してモードをマスの裾野まで広げてゆく二十世紀モードが誕生する。」

「十九世紀ブランドは言った。「ブランドは金で買えない」と。
　ところがシャネルは言った。「ブランドは金で買える」と。
　−−−−どちらが正しいのか？　むろん、どちらも正しいのである。一生を賭けてシャネルと
いう名に神秘のオーラをまとわせ続けてこの女実業家は、ファッション産業が実体のない「虚
業」であることをだれよりもよくわかっていたのだ。そうでなければ、本物のダイヤよりシャ
ネルのアクセサリーの方が高いなんてことがあるわけない。つまり、シャネルは自分の名を
ダイヤモンドにしたのである。
　偽物を肯定し、永遠性に反対した女が、こうして「永遠のブランド」になる。何という歴
史のアイロニーだろう。」

「わたしたちは、他人とちがっていたいけど、同時に他人と「同じ」でありたい。ヒトはそう
いう矛盾した存在なのである。わたしたちは、他人とちがったものを身につけて差をつけた
いと思う。この差異化願望ゆえにブランドを買うのである。けれども同時に、不特定多数が
つくりだす現在のときめきにも無関心ではいられない。今にきらめく旬のものがあれば、自
分もそのきらめきを共有したい。要するにわたしたちは他人と同じものに染まりたいのであ
る。
　ということはつまり、モード寄りのブランドは鬼に金棒、差異化願望だけでなく、わたし
たちの同一願望も満たしてくれるということなのだ。」

（二〇〇一・四−−−−二〇〇二・三）

「あまりに権威のなくなったこの大衆社会、みな「権威」が欲しいのである。
　だから、タダの商品でありながらカリスマ性のある商品たるブランド品を身につけて、権
威のオーラを身にまとわせる。差異化願望を満たそうとするわけである。確かにこれが、日
本人のブランド好きの理由の一端ではあるだろう。
　けれどもそこには、何だか「似合わない」という印象がついてまわる。」

（二〇〇三・六）

「九〇年代に入り、バブル経済は破綻した。以来、ファッション・シーンは多様化して、古着
からキャラクターグッズまで、ありとあらゆるテイストが横並びで併存している。以前のよ
うなゴージャス志向はさすがにもうはやらない。それでもなお、「シャネラー」という流行語
が生まれたように、人びとのブランド信仰は今も強固に生き続けている。いちど覚えた贅沢
気分は、気分を変える経済的実体が崩壊しても、記憶から消えはしないのである。記号消費
という文化的遺伝子は確実にわたしたちの体内に宿ってしまったのだ。不況になってもモー
ドが急に「清貧」になるわけではないのである。
　歴史のアイロニーというべきだろうか。身分や富からの解放に始まった二十世紀ファッショ
ンが、贅沢の大衆化をかくも見事に実現し、あげくに多くの「魂なき享楽人」たちを生み出
してしまったのは−−−−。この世紀末、むやみに「魂」の癒やしがはやり、さまざまな宗教が
はやるのは、いわばブランド信仰のゆきつくところ、近代ファッションの過飽和のロジカル
な帰結の一つなのである。」（一九九八・五・一一）
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「同じ川には二度と入れない」ように
同じ宇宙は二度と存在することはできず
同じ私は二度と存在することはできない

すべては
いまはじめて
生まれているからだ

たとえそれが変化をも
詳細に描き出していたとしても
数学や幾何学ができるのは
抽象化された説明図式をつくることでしかない

いまここで
新しく生まれているものは
生きられることでしか
とらえることはできない

川が川であることも
私が私であることも
宇宙が宇宙であることも
すべてはいまはじめての
時のなかに生きられてある

同じような川に入ることはできるだろうが
同じ川には二度と入れないのだ
その違いに鈍感になってはならない

けれども川に入ることが
もう一度川に入ることに
さまざまな意味を与えることはできるだろう
同じようなことのなかで
川に入ることを技術化することもできるだろうし
ときにそれをポエジーで詠うことだってできる

■イーヴァル・エクランド『予測不可能性、あるいは計算の魔』（南條郁子訳　みすず書房　2018.8）

「出発点はプトレマイオスの宇宙だった。これはいくつもの円運動を複雑に精巧に組み合わせたもの
でできている。わたしたちはこの構築物が時とともに装飾過多に陥って脆くなり、単純な楕円軌道
とケプラーの三法則に取って代わられるのを見た。それからニュートンの宇宙の黄金時代がやって
きた。これは重力の法則によってすみずみにまで秩序づけられた、完璧に透明な宇宙である。時は
空間のなかに描き込まれ、読み方を知る者にとって、過去と未来は現在の一瞬のなかに記されている。
軌道に沿った惑星の動きは。ニュートンの法則のおかげで、楕円の幾何学的な性質に還元された。
　同様の観点は、ニュートン宇宙学の直接の跡継ぎである一般相対性理論にも見出される。アイン
シュタインは時空という四次元の対象を導入した。その幾何学的性質は、一度に三次元しか見えな
いわたしたちにとっては、運動という見かけのもとに表れる。つまり、時空における静的な幾何学
的対象を三次元空間で切っていくと、次々に移り変わる断片、空間内を移動する物体として見える。
もちろん、ニュートンからアインシュタインに替わることで、話は三次元から四次元ｈと移り、時
空のゆがみの研究は、円錐曲線の幾何学的性質を研究するのとは別の意味で難しい。それでも、試
みの本質は変わらない。時を空間に還元し、運動を幾何学で置きかえるのだ。それは厳密な決定論
に支配された、閉じた宇宙である。時の流れは何ひとつ新しいことをもたらさない。もたらされる
のは既知のもの、悠久の昔から予測できたであろうことばかりである。
　ポアンカレの批判と、その後の研究者たちによる力学系の研究の成果は、そのような概念では不
充分だということを示した。彼らの分析から見えてくるのは、まったく予測不可能で、根本的に新
しい時のイメージだ。この「時」は現在のなかの閉じ込められることを断固として拒否する。パン
こね変換という具体的なモデルは、このような時の概念が決定論的な法則と立派に両立することを
示した。最もニュートン的な力学系といえる天体力学のど真ん中に、規則正しいケプラー運動より
もむしろサイコロ投げによく似た現象が見られることが明らかになった。このような状況を前にし
た観察者は、渦を巻きながら流れる川のそばにいて、次から次へと移り変わるその様子を書きとめ
ようとする人に似ている。
　それが開かれた宇宙である。そこでは時はとらえがたい。ヘラクレイトスの言葉をもう一度引こ
う。「同じ川には二度と入れない」。しかしこの宇宙的な流れから、いくつかのイメージを救い出そ
うと試みることはできる。流れに運ばれていくたまゆらの形を見分け、引き上げることはできる。
これは誰もがしていることだ。実際、失われた時からわたしたちの記憶が保存するのは、いくつか
の断片的な、ときに無意識の思い出だけである。そしてこれが、別の領域で、カタストロフ理論が
試みていることだ。きわめて特殊なある種の力学系は、尖り、へそ、蝶などと呼ばれる形に結晶する。
専門家はそれらがどこから来てどこへ行くのかは言えなくても、変幻する波のなかにそれらを同定
することはできる。
　こうして、旅の終わりにふたたび幾何が出現する。なぜなら基本カタストロフは、ある貧しい−−
−−あまりに貧しいので動きは隠れて見えない−−−−力学系を要約した幾何学図形なのだから。しか
し幾何の役割は、ここでは、ニュートンやアインシュタインの宇宙学におけるそれに比べてはるか
につつましい。求められているのはせいぜい、動が静の前で霞んでいる状況をいくつか見分けるた
めの枠組みにすぎない。結局、それは無力の告白に等しい。
　数学は対照的な時の概念のあいだを揺れている。一方は、自然なやり方で幾何学の言葉に翻訳さ
れる大域的な概念だ。はるかかなたの銀河がニュートンの引力によって地球上の分子の動きに影響
をあたえるように、現在が未来に呼びかけ過去に応答する。もう一方は、時の流れのなかに、次々
に立ち現れる状態の列を見る。それらの状態は互いにほとんど無関係なので、過去の痕跡はすみや
かに消えていき、一瞬一瞬、根源的に新しいものが出現する。
　時の真の本性は数学の手をすり抜ける。数学にできるのはこれら二つの概念のあいだの緊張関係
を鮮明にすることだけだ。もっともこれらの対立はいまに始まったことではなく、科学の枠組みを
大きくはみ出している。詩人や哲学者たちもまたこの二面性に直面し、彼らなりの、ときにはより
優れたやり方で、これを表現してきた。」
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まなざしで
風景は変わる

見えているもののなかには
見ている自分もいるから

同じ風景を前に
まなざしの数だけ
見えている風景はある

変わらない世界という境をなくすためには
まなざしを変えなければならない

変わらない自分という境をなくすためには
まなざしを変えなければならない

想像力が必要だ
まなざしを変えれば
見えているものは変わる
見えていないものも見えてくる

■ハナムラチカヒロ『まなざしのデザイン／＜世界の見方＞を変える方法』（ＮＴＴ出版　2017.11） 「誰かが眺めるから風景になるというのは、当たり前すぎる事実なのでつい
見過ごされがちだ。しかし、誰かがどのように世界を眺めるかの方が風景
を考えるうえで本質的である。もしもある場所が、誰にも眺められること
なくどこかにひっそりとあっても、それは風景とは呼べない。誰かに眺め
られるからこそ、風景が生まれたと言える。つまり土地や場所の状態は風
景の半分であり、もう半分はそれを眺める誰かの目なのである。ここでは
その眺めている誰かの目のことを「まなざし」と呼ぶことにしたい。
　風景を見るということは、窓枠で外の山並みを生け捕るように、私たち
のまなざしの中にその対象を捉えることである。世界には無数の物事があ
るが、まなざしから外れているものは風景にはならない。だから、まなざ
しをどこにどのように向けるのかが風景を生みだしていて、見えているも
のの背後には、それを見ているまなざしがある。そしてそのまなざしのあ
り方によって、風景は様々な姿で変化するのである。」

「本来私たちが目にするさまざまなものは、常にある制約の中で見ているも
のにすぎない。私たちの風景には見えない枠がはめられていて、無意識に
その枠からまなざしは向けられている。だが私たちは自分の見方に枠があ
るとは思わずに普段は生きている。私たちの目は様々なものを映し出すこ
とで確かに視覚的には “ 見えて ” はいる。しかしそれがちゃんと “ 見えて ”
いるとは限らない。」

（略）
　まなざしが固定化するとは、いわゆる “ モノの見方が凝り固まる ” と呼ば
れる状態である。そうなると、新しい発見がなくなるだけでなく、自分が
どのような見方をしているのかにも意識が届かなくなる。そうして風景は
次第に見えなくなってしまう。」

「私たちが固執する自己とは一体何を指すのだろうか。私たちの身体だろう
か。それとも心だろうか。私たちは確かに自己というリアリティを持って
生きている。しかしその信じて疑わない存在である自己というのは、実は
極めて怪しいものである。」

「一度生まれた自己というアイデンティティをなかったことにするのは難し
い。自己が空想の産物であり、実は「ない」などという考えを私たちは受
け入れなくないのである。だから自己に固執してそのアイデンティティを
何とか存続させようとする。そして自己をより優れたものとして他者のま
なざしの中に映すことに固執し、それを様々な表現物や情報の中に埋め込
むことで拡大させて生存しようとするのである。そして何より自己がなく
なってしまうことは絶対に避けたいことなのである。そこに苦しみが生ま
れる。」

「まなざしのデザインの本当の目的は、「＜私＞という妄想」を見破ること
である。今度はそのために空想を働かせることが大事である。様々な空想
を使って、様々なものの見方をすること。それは自分が見てきた風景を異
化し、自分の常識を打ち砕き、自分のこれまでの見方を変える。そうやっ
て何度も自分の見方を変えることで、最期は＜私＞という妄想を打ち砕く
必要がある。
　人間が持つ空想という素晴らしい能力は現実を生み出す。だから頭の中
で描く空想をどのようにマネジメントするのかによって私たちは現実を変
えることができる。空想を使って「調和と共生」を目指すのか、それとも「生
存と防衛」を目指すのかは、私たちのデザイン次第である。一人でも多く
の人が自らのまなざしをデザインし、自由になる人々が増えると、個の生
存ではなかう私たち全体が生存できるのではないだろうか。」
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世の中のほとんどは
ほんとうは
しなくていいことばかりだけれど

していることは
どんなにつまらない
どんなにちっぽけに見えることでも
すべて意味があるのもたしかだ

意味があるといっても
どんな意味なのかは
ひとそれぞれだけれど

「べき」が好きな人もいる
「べき」で生きて
がんじがらめになることに
意味を見出すのも
その人の生き方だ
そのなかでみつかる何かを
手に入れようとしているのだろう

それはそれだ
そうでなければ生きられない
それを通じてしか
学べない人もいるのだから

しなくていいことはできるだけしないで
したいことが何なのかを
じっくりと考えることのほうに
意味を見つけたほうが
ずっとしあわせだとは思うけれど

■ｐｈａ『しないことリスト』（だいわ文庫／大和書房　2018.9）

「今の世の中には、無数の
「しなきゃいけないこと」
があふれている。

（略）
「これをしないとヤバい」
というメッセージだらけだ。
　なぜ、こんなに「しなきゃいけないこと」に追われるのだろうか。
　その理由の一つは「情報が多すぎる」からだ。

（略）
　そして、もう一つの理由が、「そのほうが儲かるから」だ。

（略）
　いわゆる「しなきゃいけないこと」の 99％は「本当は別にしなくてもいいこと」だ。

（略）
「なぜしないといけないかが、自分でよくわからないことは、もうやめよう。まわりに理解されなくても、自分で実
感の持てることや、自分のしたいことだけをやっていこう」

（略）
　結局、自分の頭で「それは本当に必要なのか」と一つ一つ考えていくしかない。評価基準を自分の外に置いてい
る限り、他人に焦らさせるのは避けられないからだ。」

「環境をスッキリさせる　所有しないリスト／余計な買い物をしない・お金で解決しない・高い家賃を払わない・自
分だけで独占しない・頭の中だけで考えない・読みっぱなしにしない・デジタルにしない・過去に固執しない・高
く積み上げない」

「行動をラクにする　努力しないリスト／だるさを無視しない・元気でいつづけない・自分を大きく見せない・睡眠
を削らない・一人でやろうとしない・すぐに決めない・イヤなことをしない・土日を特別視しない・一ヵ所にとど
まらない」
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分けることで
分けられないことに気づく

（ほんとうはひとつ）

わかりやすい言葉を経て
わかりにくいことへの道を教えられる

（一歩からはじまるはてない道へ）

わかった！という思いこみのはてで
わかっていなかった！ことを振り返る

（何度も何度もひとり赤面）

知ることで
知らないことを知る

（見ているのに見えていないもの）

問うことで
問えない自分に気づく

（問える範囲が世界のはてになる）

（石井邦夫「あとがき」より）
「『天狗芸術論』は、『田舎荘子』刊行の約二年後、享保年間（一七二九年）に
刊行された談義本である。「芸術」といってもそれは「武芸・心術」を意味す
る言葉であり、『天狗芸術論』は武術書として高い評価を受けている。ただ、
武術書ではあっても、技についての記述はほとんどない。武術の精神面の問題、
すなわち「気」と「心」の問題をメインテーマとして扱っているのである。
　では実用性に乏しいのかといえば、けっしてそのようなことはない。技の修
練によって気が磨かれることを前提にしているのである。しかしながら、その
技（体の動き）を制御するものが気であり、気は心の動きを伝えて体の動きを
制御する、その意味で心は気の主であると説く。そして、その心の問題を解く
鍵として、荘子や孔子、孟子の思想の本質がわかりやすく解説されている。佚
斎樗山は『田舎荘子』の一話「荘子大意」のなかで、「それ仁義は人心自然の
天徳なり」と説き、「荘子は聖門の別派なり」と説いているが、その内容をな
すものがこの『天狗芸術論』に解説されているように思えてならない。」

（内田樹「解説　初学者を極意に導く方法について」より）
「正しい旅程を歩むために、初学者は大いなる迂回をしなければならない、と
いうのが著者の教育戦略でした。
　そのために「わかりにくいことを、わかりやすい言葉で書く」というテクス
ト戦略を著者は採用したのです。どうしてこの戦略が有効かというと、それは

「わかりやすい言葉」が「レッドヘリング」として機能するからです。
　「レッドヘリング」（赤い鰊）というのはミステリーなどで読者を間違った解
答へ導くミスディレクションのことです。もともとは狩りの用語です。狩猟犬
を訓練するとき、赤い鰊を途中に仕掛けておきます。鰊の匂いにつられて、本
来の獲物を追うのと違うコースに逸脱してしまった犬は飼い主にこっぴどく叱
られます。「レッドヘリング」はあやまたず目標をめざして走る能力を育成す
るために、わざと仕掛けられているのです。
　（略）
　伝書における「わかりやすい言葉」は「レッドヘリング」なのです。「わか
りにくいこと」を教えるときにわざと「わかりやすい言葉」を使うのは、初学
者を「ミスディレクト」するためなのです。「なるほど、修行の目的はこの方
向なのだな。わかった！」と膝を打たせるためにわかりやすい言葉、つまり誤
読されやすい言葉をちりばめている。
　久しく座右にあった伝書を取り上げて読んでみたときに、一〇年前と同じよ
うな読み方しかできないということは、どんな凡庸な武道家にもありえません。
必ず「自分は何と浅い読み方しかしていなかったのだろう」とひとり赤面する
ことになります。必ず、なります。それが伝書の効用です。「わかった」と「ひ
とり赤面」を繰り返す。その反復を通じて修行者はしだいに武道修行の要諦に
ついて自得してゆきます。
　それは、自分がわかったつもりでいることはだいたい間違っているというこ
とです。
　これが武道修行者が繰り返し、骨身にしみて会得しなければならない修行上
の大原則です。」

■佚斎樗山／石井邦夫 訳注『天狗芸術論・猫の妙術』（講談社学芸文庫　2014.2）
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情報爆発は
現代のネット環境から
生まれたわけではない

情報管理術は
何世紀にもわたって準備され
その上で現代を迎えている

情に流されるように
情報にも流されやすいのが
世の常ならば

情を操る技術のように
情報を操る技術の根っこにあるものを
見ていく必要があるだろう

情も情報も
扱える量と質は限られている
あふれてしまえばパンクする

とかく住みにくい世の中ならば
情にも情報にも流されないで
操りながら生きる技を身につけることだ

■アン・ブレア『情報爆発／初期近代ヨーロッパの情報管理術』（住本規子・廣田篤彦・正岡和恵　訳　中央公論社　
2018.8）

「われわれは、あたかもこれが何かまったく新しいことであるかのように、自分たちは情報化時代に生きていると言う。
だが実際は、われわれが情報について考えたり、情報を扱ったりする今日の方法の多くは、何世紀も前に遡る思考の型
や実践に由来しているのである。本書は、最も長く受け継がれてきた情報管理の伝統のひとつについて、その歴史を探っ
ている --- すなわち、私が便利な略記として「レファランス書」と呼ぶものの中に、抜粋されたテクストを、参照を目
的として収集し、配置していくという伝統である。引用文、範例、あるいは出典表記によってたいていは構成される文
字素材の大いなる集積が、権威があるとみなされている膨大な数のテクストに容易にアクセスする方法として、多くの
時代、多くの場所で利用されてきた。レファランス書は、ときには、ある特定の主題に関して抱かれている通念を明ら
かにするための根拠や、語の意味を求めて検分されてきたこともあれば、ときには、それが形成するジャンルのゆえに
研究されてきたものもある（とりわけ百科事典）。本書の目的は、初期近代ヨーロッパにおけるそのような参照道具を研
究し、それらが同時代人によっていかに着想され、産出され、利用されたかを考察することによって、われわれの時代
に先立つ過去の一時期において、時代錯誤的にではあるが「情報管理」と呼びうるものの理念と実践について洞察を得
ることである。」

「われわれの情報文化にとっていまだきわめて重要な情報管理と参照ツールの発展の多くは、近代の百科事典の基本的な
型式が一八世紀に確立したことからもたらされた。歴史家たちは、一八七〇年から一九一〇年にかけての数十年間に、
ビジネスやオフィスの情報管理技術において主要な発展が生じたと考えている。情報を画一的で管理された方法で処理
するという理想、複写や垂直ファイリング法のような新しい事務処理技術、メモといった新しいジャンルの書き物が、
これに含まれる。参照ツールの革新は、とりわけ、先立つ時代の文献を広範に利用する研究分野で、出版物が継続的に
蓄積されていくことによっても促進された。」

「初期の印刷されたレファレンス書は、作業ツールとして、今日もなお役に立つ。初期近代のテクストの編集者たちは、
作品をその歴史的文脈の中で評価して解釈するためには、その時代に入手できた資料に頼るほうが、その資料の現代版
に頼るよりも有用であることをすでに心得ている。精神史家も、自分が研究している著者たちの作業方法やツールに注
目することによって、実りを得ると良いであろう。それらのレファレンス書の検索装置やレイアウトは、異なる時代の
精神の風景を多種多様な方法で眺めて回るようにと誘っている。本書で私が示そうとしたように、ラテン語のレファレ
ンス書は、何世代もの学者たちが古代のテクストやそれに関する注解を渉猟して行った共同でのノート作成の典型であ
り、公益と読者の多様な関心に訴える思慮深い言葉とともに提供された。だが、それらの書物は、謳い文句以上の働き
をしてきた。すなわち、出版物が爆発的に増加した時代に文書情報を管理する革新的な方法を考案し、われわれ自身の
読書法や情報処理の方法に恩恵をもたらしたのである。」
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単純さは
かぎりない複雑さの果ての
一なるものでなければならない

単純さのための単純さは
排除のための排除とかわらない

合理的効率的に生きているエリートも
エリートがエリートたるべき
ピンポイントともいえるテーマをはずれたとき
ふつうのひと以上に雑を生きているように見える

アレキサンダー大王とディオゲネスの逸話にあるよ
うに
欲望や権力に惑わされないところでは
最高権力者であっても無力なのだ
望みをきかれて

「日射しが遮られるのでそこをどいてくれ」
そう答えるように

人が人になろうとするならば
雑をこそ生きたほうがよさそうだ
どんなに計算が得意だったとしても
それでなにが生きられるというのだろう
たったひとつにされた答えのまえで
ひとはどのように生きられるというのだろう

■高橋源一郎＋辻信一『「雑」の思想／世界の複雑さを愛するために』（大月書店　2018.11） 「辻／そもそも「雑」は、広辞苑（第七版）によると「(1) 種々のものの入りま
じること。主要でないこと。(2) あらくて念入りでないこと」となっています。
これらはどれも、効率性や均質性、合理性を優先する現代社会においては負の
価値や否定性を表しています。ですから、「雑という弱さ」という言い方もでき
るでしょう。その意味でも「雑の研究」は、ぼくたちが取り組んでいた「弱さ
の研究」を引き継ぐ試みだと言えるでしょう。そして、「雑という弱さ」が秘め
ている可能性に光を当てることで、現代社会の危機を超えるための道筋を見い
だしたいという思いがあります。」

「髙橋／ぼくは、作家の仕事は複雑なものを複雑なままに表現することだと思っ
ています。でも、いま多くの場面で、複雑なものを単純化して理解する、また
は単純なものにして比較することが当たり前になっています。学問でさえそう
なっている。一〇〇人をフィールドワークしても、それを分析してまとめた結果、
最初にあった一人ひとりの「雑」は消えてしまう。まあ、これはある意味しか
たがないというか、単純化、抽象化しないと理解するのが困難だからではある
のですが。
　でも、それがすべてだと言ってしまうことはまた違います。セオリーとか原
理に還元するのではなく、生々しい歴史や事実から出ない、という選択もある
ということです。それこそが、要するに「雑」なんじゃないか、と。ぼくたち
がいま問われている多くの問題は、じつは「雑」を消去して単純な何かに還元
する、一種の還元主義（リダクショニズム）から生まれているのかもしれない
と思うんです。
辻／なるほど。複雑さを何かに還元したり縮減したり、リデュースしないで、
複雑なものを複雑なものとしてつかもうとすることが大事だ、と。還元や縮減
というんは合理主義の特徴で、その流れのなかで文学や人類学は「雑学」とみ
なされ、馬鹿にされたりする。両方とも、複雑さを複雑さのままつかむ、提示
するというところが特徴ですからね。」

「辻／「雑」というのは、近代合理主義やリダクショニズムに対する異議申し立
てという意味をもつんでしょうね。単一性、画一性、効率性などへとリデュー
ス（縮減）する思想に対する批判。そして計測可能性（メジャラビリティ）と
いう原理への抵抗。「雑」を通して、そういうことをぼくたちは考えようとして
いるんじゃないかな。
髙橋／要するに、「個体」に戻すということだと思うんですよ。手続きとしては、
具体的な場所、具体的な事例、具体的な人、というかたちで考えていくことに
なるのかなと思います。
辻／量子力学も、それまでのニュートン以来の物理学における還元主義に対す
るラディカルな批判だったわけですし。さっきの行動主義じゃないけど、原因
と結果の一対一的な対応、一定のインプットにはこういうアウトプットがある
といった予測可能性、計測可能性といった世界観に対する批判でもあります。
髙橋／そもそも世界は予測不可能だ、という考え方ですね。
辻／一方で、複雑系で言う「雑」もあります。
髙橋／複雑の「雑」ですね。」
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こんなにも
こんなにも混乱した
世の中に生まれてくるのは
じぶんの正しさだけを生きるのではなく
異なる正しさのなかを生きるためだろう

ほんとうはひとつなのだとしても
ひとつがひとつのなかでだけ存在するのなら
そこに多が生まれる必要はない

ひとつはじぶんというひとつを見るために
多というありようを求めたのだろう
そしてひとつがふたつに分かれ
ふたつはみっつに
そして無数の多というかたちとして現れていった

けれども
多は一であり
一は多なのだ
プラグマティズムという思想は
そのことに挑戦しようとしたのではないか

右の頬を打たれたら
左の頬を差しだす必要はないだろうが
ひとの頬を打つことが
じぶんの頬をも打つことだとわかるために
ひとはそこに限りない経験を必要とする

「ほんとうのたった一人の神さま」という「正しさ」を
じぶんと異なる

「ほんとうのたった一人の神さま」という「正しさ」と
合わせ鏡の無限のなかで
一即多として生きてみること

それは異なる人たちが絡みあう
地球という惑星での
はるかな実験なのかもしれない

■大賀祐樹『希望の思想　プラグマティズム入門』（筑摩選書　2015.1）
■宮沢賢治『銀河鉄道の夜』（角川文庫 昭和四四年七月）

（大賀祐樹『希望の思想　プラグマティズム入門』より）
「自分（たち）が信じる「正しさ」を無理やり他人に押しつけたり、自分と異なる「正しさ」
を信じる人たちを攻撃したりといったことが、いま、ここ日本だけでなく、世界各地で起きて
いる。宗教的原理主義にもとづく武力行使、熱狂するナショナリズム、敵意をむき出しにした
ヘイトスピーチ･･････。私たちのあいだには。高くて分厚い壁がそびえ立ち、壁の向こう側にも、
私たちと同じ人間が生きて暮らしているのに、そのことに思いを馳せようともしない。自分た
ちこそ「正しい」と主張してやまなし人びとが、異なる「正しさ」を信じる人びとのことを認
めず、抹殺を図ろうとすること。幾度も私たちはそうしたことを経験してきた。宗教戦争しかり、
民族紛争しかり。「右」も「左」も、「敵」に対して容赦なく暴力を加えてきた。
　じつはプラグマティズムも、そうした争いを一つの背景として生まれてきた。ときは
一八六〇年代、アメリカ。奴隷制度存続を主張する南部一一州が合衆国を脱退し、北部二三州
と戦火を交え、両軍合わせて五〇万人もの戦死者を出した。そうした対立を乗り越えて、再び
人びとが連帯する際に大きな力となったのが、アメリカ社会に深く根づく「生き方としての民
主主義」であった。ここでいう「民主主義」とは、選挙か議会といった政治制度だけでなく、
自分たちの力でコミュニティを作り上げ、運営する際に必要とされる「態度」のことでもあっ
た。お互い異なる考えを持ちながらも、対等な存在として協力し合い、よりよき結果を求めて、
顔を合わせて話し合いをしながら、その都度、問題に対処していく。プラグマティズムは、ア
メリカの名もなき人びとによって育まれた、そうした文化を基に生まれた思想である。そして
この思想は、異なる「正しさ」を信じる者同士が、互いに互いを排除したりせず、連帯し協働
し共生することは、いかにして可能かを探究したのである。」
　本書にはパース、ジェイムズ、デューイ、ロールズ、クワイン、クーン、ローティらが登場
するが、彼らがいかなる問題と格闘したのかを、できる限り分かりやすく解説するよう心がけ
た。
　ひとつの国の中で、あるいは国と国のあいだで、数々の亀裂が走り、自分とは異なる相手を
認めようとせず、排撃しようとする動きが強まっている。私たちを遠く隔てるそうした壁を乗
り越え、ともに生きていく上で何が必要なのか。プラグマティズムは、その答えを探る上で大
きな力になってくれる思想であると、私は考えている。」

「いま私たちにとって必要なのは、次の二点である。ひとつは、多様な「信念」の持ち主と、
偶然に満ちた出会い方ができるようになり、自己のありようも、その都度再編されていくよう
になること。もうひとつは、自分とはまったく異なる価値観の持ち主も、自分とは異なる観点
から、「よりよい社会」を目指し、「正しい」と思うことを主張しているということを理解でき
るようになること。この二点をより多く実現することで、リベラルで民主的な政治文化が公共
的な政治文化として、より多くの人に共有されていくこととなるだろう。そのことはまた、自
己の信念の多様性と、異なる意見の持ち主に対する寛容な態度を、いっそう培うことになるの
である。
　プラグマティズムとは、相容れない「信念」をもち、対立し合う人びとが、そうした相克を
乗り越えて連帯し、一つの「大きなコミュニティ」を形成するための指針であり、共生を可能
ならしめる思想なのである。」

（宮沢賢治『銀河鉄道の夜』より）
「「だけどあたしたち、もうここで降りなけぁいけないのよ。ここ天上へ行くとこなんだから」
女の子がさびしそうに言いました。

「天上へなんか行かなくたっていいじゃないか。ぼくたちここで天上よりももっといいところ
をこさえなけぁいけないって僕の先生が言ったよ」

「だっておっ母さんも行ってらっしゃるし、それに神さまがおっしゃるんだわ」
「そんな神さまうその神さまだい」
「あなたの神さまうその神さまよ」
「そうじゃないよ」
「あなたの神さまってどんな神さまですか」青年は笑いながら言いました。
「ぼくほんとうはよく知りません。けれどもそんなんでなしに、ほんとうのたった一人の神さ
まです」

「ほんとうの神さまはもちろんたった一人です」
「ああ、そんなんでなしに、たったひとりのほんとうの神さまです」
「だからそうじゃありませんか。わたくしはあなた方がいまにそのほんとうの神さまの前に、
わたくしたちとお会いになることを祈ります」青年はつつましく両手を組みました。」
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大きな物語からは
失われてしまう物語を
ぼくらは
ささやかな断片で
埋めてみる

（その小ささでしか）
（入っていけないほどの）
（隙間から）
（魂の深みへと）
（届けられるように）

大きな声では
失われてしまう声を
ぼくらは
どこまでも沈黙に近づきながら
ささやいてみる

（その小ささでしか）
（伝えられないほどの）
（ピアニッシモで）
（魂の微細な弦を）
（響かせられるように）

■柿沼万里江 編　若林恵・松鵜功記 訳
 ローベルト・ヴァルザー 詩　パウル・クレー 画

『日々はひとつの響き／ヴァルザー＝クレー詩画集』（平凡社　2018.11）

（「編者あとがき」より）
「ローベルト・ヴァルザーの詩とパウル・クレーの絵とを組み合わせてみてはどうだろうか。その構想は六年前のある出来事に遡る。二〇一二年、東
日本大震災で亡くなった方々を追悼する一周年の催しがスイス・ベルンのフランス教会で開かれ、その際、ローベルト・ヴァルザー・センターの所長。
レト・ゾルクの発案により朗読会が行われたのである。（略）
　聴衆からの反響も大きく、活発なご意見を頂戴した。行為的な反応は決して驚くべきことではない。ゾルクもまえがき「境界を超えて」で言及して
いることだが、スーザン・ソンタグはすでに一九八〇年代、ヴァルザーとクレーの親和力を鋭く見ぬいていた。ヴァルザーの作品は言ってみれば、「散
文によるパウル・クレーである。その繊細さ、悪戯っぽさ、神出鬼没ぶりにおいて」と彼女は述べている。朗読会の試みは、生前には会うことのなかっ
たふたりの作家の美的な親和力を、いっそう明らかにするものであった。
　どちらの作家も大作ではなく、小さな作品を愛する。ヴァルザーの場合、立派なロマーン（長編小説）を書かなければ作家になれない、という強迫
観念に追われていたほど、ロマーンを意識していた。しかし、なかなか実を結ばず、そのかわりに小さい散文たちが結果的に彼のスタイルになってい
く。つまり、トーマス・マンらに代表される大きな物語＝近代文学の終焉に位置するのがヴァルザーである。ヴァルザーはロマーンという「大きな形
式」を去り、「散文小品（Prosastueckchen）という「小さな形式」に向かう（向かわざるをえない）。それらは消費社会の中で読み捨てられ、文学
作品としての価値を認められない「卑小で無価値な断片」である。しかし彼の文学において「卑小さ」はそのまま無価値ではない。彼はあえて「失敗者」
として「卑小さ」の中にとどまりながら、「偉大／卑小」「高尚／通俗」といった二項対立の対立的意味を無効にし、意味・論理の呪縛を脱する。ゆえ
に彼の言葉は軽やかに飛翔するが、しかし背後には底知れぬ深淵が口を開けている。一方、クレーの場合も断片的な小品が多い。完成作に鋏を入れる
ことで、でき上がったものを、いったん破壊し、断片化することもあった。完成作のためにスケッチを重ねて大きなプログラムを構築していくという
伝統的な絵画観を逆転させ、コンポジションを整えてしまうという、無意識にまで染みこんだ画家の習癖を自己批判することで、「断片化」に新しい
アクチュアリティを持たせようとしたからである。制作主体による統合＝物語化に疑問を感じ、むしろその裂け目に表現の可能性を見出そうとした点
で両者は通じ合うだろう。彼らにとっては、「物語化」が失敗・頓挫するする局面こそ、ごまかしのない真率なものが発動する契機となった。「失敗と
意図が区別しがたい」というイロニーの精神が、彼らの創作の根底をささえているのだ。」

（ヴァルザー「小さなものたち」）
「いつでも何かが、／生へとぼくをつないでいる。／もう何度もぼくは自問した、／なんのために朝から晩まで生きるのか？／今日から明日へと／い
わば彷徨い歩くぼくが見える、／ぼくの心は穏やかだ、／それ以上は何も知りたくない。／でもその傍らに　些細で／日常の心地よいものたちがあっ
て、／だからぼくは喜んで／必要に合わせるだろう。／暮れゆく晩に　安らかに床に就き、／何かしら美しいものを心に抱き、／できるだけ身体を休
め／そうして問いを前にする、／明日には何に出会うだろう？／好奇心よ、／おまえは生を彩る飾りなのか？」

（柿沼万里江「パウル・クレーについて」〜「どこから？どこ？どこへ？」（一九四〇）より）
「「エイドラ（幻影）」シリーズのうちの一点として、ゴーギャンの二番目の問いをする者が（ただし過去形で）、《エイドラ　かつてわたしは何者だっ
たのか？》という題名で描かれている。（略）
　この題名は、台詞に直接書かれたものである。しかし、自筆作品総目録には、この題名に加え、「エイドラ」の言葉が書き添えられている。生への
問いもまた、すでに幻影となってしまったのだろうか。そうではないだろう。問いを発する者は、自己省察を繰り返し、よりよい認識へ至ろうとする。
たとえ死後の実在に変容しても、まだその先がある。寒色の青に溶け込むことなく、赤いチョークが顔にも身体にも執拗に擦り付けられた。彼の中で
は、変化と運動が蠢いているのだ。その口元から、言葉にならない言葉、呻きが、線の束となって吐き出される。」
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ひとの心は
わからないけれど
タコの心は
もっとわからない

心は
どのようにして
育っていったのだろうか

生物は海から生まれ
心をもつようになった
そして心のかたちはさまざまだ
その心をわかるにはどうすればいい
育てるにはどうすればいい

海から育った心ならば
わからない心も
そのはじめのところではつながっている
だからタコの心がわかるときもきっとある

いまは海に棲んでいなくても
からだのなかには海をもっている
もし海が死んでしまうならば
心はどうして生きてゆけるだろう

それぞれに
それぞれの場所で
それぞれの心を育ててきた
ひとの心
タコの心

タコの心をわかろうとすることは
ひとの心もわかろうとすること
じぶんの心もわかろうとすること

■ピーター・ゴドリー＝スミス『タコの心身問題／頭足類から考える意識の起源』（夏目大訳　みすず書房　2018.11）

「ウィリアム・ジェームズは、この宇宙にどのようにして「意識」というものが現れたのかを知りたがっていた。彼
は進化を基本にその問題を考えようとした。生物の進化だけではなく、もっと広い、宇宙全体の進化について考えて
いた。進化に関し、連続性のある、納得できる理論を求めていた。漸進的な変化だけですべてを説明できなくてはい
けない。突然、まったく異質の要素が入りこむ、どこかで進化の速度が急激に変わるというような説明では、とても
納得ができない。
　私もジェームズと同じだ。単なる物質からどのようにして知性や心が生まれたのか、それを知りたい。しかもその
漸進的な変化の物語が語られるべきだろう。現時点でも、物語の概略くらいはわかっているではないか、という人も
いるだろう。脳が時間をかけて進化し、時間が経つにつれ神経細胞の数が増えていき、その分だけ徐々に賢くなって
いった。そういうことではないか、というのだ。この説明は一見、もっともらしいが、最も難しいいくつかの問いに
答えることはできない。たとえば、歴史上、最初に「主観的経験」をしたのはどのような生物なのか、ということは
わからない。非常に単純なものであっても、ともなく最初に主観的経験をしたのはどんな生物か。あるいは、最初に「痛
み」という感覚を経験した生物はどのようなものか。もし大きな脳を持つ頭足類になったとしたら、私たちは果たし
てどのような経験をすることになるのか。それとも、頭足類は主観的な経験などしない、単なる生化学的機械なのか。
中は真っ暗で、心と呼べるようなものはないのか。一方には、一個の生物ないし主体によって感じられる感覚やその
他の心のプロセスがあり、他方には、生物学・化学・物理学で捉えられるべき側面がある。世界のこの二つの側面が
何らかの形で噛み合っているはずなのだが、私たちがすでに知っているような理屈では、それらが噛み合うようには
みえないのだ。（略）
　本書では、生物の感覚、身体、行動がこれまでどのように進化してきたかをまとめる。その過程のどこかに、知性、
心の進化が潜んでいる。これは生物とその進化の本であると同時に、哲学の本でもある。（略）哲学の基本は、一見
ばらばらな多数の要素を一つにまとめ上げることだ。一つにまとめた時にどのような全体像が見えてくるかが重要で
ある。よい哲学は日和見主義だ。つまり、どのような情報であれ、どのような道具であれ、役に立ちそうであればす
べて利用するということだ。（略）
　本書の目的は、知性や心と、その進化について幅広く、そして深く探究することだ。「幅広く」とはつまり、多様
な生物について考察することを意味する。「深く」とはつまり、長い生物の進化の歴史について考察するということだ。
その歴史の中のいくつもの段階について考える。」

「心は海の中で進化した。海の水が進化を可能にした。ごく初期には、何もかもが海の中で起きたのだ。生命が誕生
したのも海で、動物が誕生したのも海だ。神経計、脳の進化が始まったのも海の中だった。また、脳が価値を持つには、
複雑な身体が必要になるが、その複雑な身体が進化したのも初めは海の中だった。生物が陸へと進出したのは、（略）
エディアカラ紀やカンブリア紀よりも少しあとのことだ。四億二〇〇〇万年前、あるいはそれよりも前かもしれない。
いずれにしても、その歴史のはじめ、動物がすべて海の中にいたことは確かである。動物は自分の身体の中に海を抱
えて乾いた陸に上がった。基本的な生命活動はすべて、膜に囲まれ、水で満たされた細胞内で営まれる。細胞は、海
の切れ端を中に抱えた小さな容器だと言ってもいい。私は第１章で、タコとの出会いは、いろいろな意味で地球外の
知的生命体との出会いに近いと言った。だが、もちろん、タコは地球外の生命体などではない。タコも人間も、地球
と海によって生まれた点では同じである。
　海は生命と心を生んだ場所であり、海にはそれを可能にする特性があるのだが、私たち普段、それをほとんど意識
しない。そうした特性はミクロなスケールで働いているものだからだ。私たち人間がどのような活動をしても、海が
目に見えて変化をすることはない。たとえば、森林の木を伐採すれば、その変化はすぐに目に見えて否定しようがな
いのだが、海に起きる変化はそうではない。廃棄物を海に流したとしても、それはすぐに拡散し、薄まってしまう。
海の環境に何か問題があっても、緊急に対策が必要だと感じられることは少ない。仮に何か対策が講じられたとして
も、すぐに目に見えるような成果が得られることは稀である。」

「本書の執筆作業が終わりに差しかかった頃、ミツバチの研究者、アンドリュー・バロンと昼食を共にする機会があっ
た。（略）
　この問題の存在が明らかになったのは二〇〇七年頃のことである。世界の多くの国で、ミツバチのコロニーが突然、
崩壊してしまうという現象が起きたのだ。そのせいで、リンゴ、イチゴなど多数の農作物の受粉ができないという事
態になった。( 略）私が「結局、原因は何なのか」と尋ねると、「今わかっている限り原因は一つではない」とバロン
は答えた。ミツバチの生活には常にいくつもの小さなストレスがかかっている。長年にわたりその数は次第に笛、ス
トレスも少しずつだが強くなる一方だった。汚染物質は増えていく。有害な微生物の数、種類も増える。生息できる
場所は減っていく。ストレスが蓄積されていくが、それでもしばらくの間、ミツバチは対処することができた。コロニー
は、より努力することでストレスを吸収し、元のままの生活を維持していた。（略）やがて臨界点に達し、ミツバチ
のコロニーは崩壊を始めた。（略）
　これはミツバチの話だが、私は海でも同様のことが起きるのではないかと考えている。（略）
　私たちはこれからも海を大切に守っていかなくてはならない。その理由はたくさんあるが、本書を読んだ読者には、
その一つが何か、もうわかっているだろう。海に潜ることは、私たちすべての起源を探ることでもある。」
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臨済禅の庭は
ミクロコスモス
石も池も樹木も
宇宙の星々のように
内なる宇宙に照応する

公案とともに
迷いのなかを彷徨う矛盾のなかで
わが庭なるものを見つけねばならない

それはまるで
地に降りて天を忘れた存在が
俄に天を思い出すようなものだ
地にいながらにして
天そのものを生きる存在となる！

曹洞禅はみずからそのものが
心身一如のミクロコスモスと化し
座することがそのまま
宇宙の姿を体現する

そこでは
庭の宇宙は必要とされない
みずからが庭でもあるからだ
只だ座することで
みずからを森羅万象
宇宙に照応させる！

■枡野俊明『禅と禅芸術としての庭』（毎日新聞社　2008.4）

「禅僧に、「禅の庭」とは何か、と問いかけると、それは宇宙である、あるいは、無限大に広がる大宇

宙と一体となった空間である、などと答えが返ってくることが多い。」

「禅寺で静かに座して庭を眺めるとき、今そこに現実のものとして現れている世界は、目に見えるだけ

の、たんなる庭だと思うかもしれないが、実は、庭はすべてのものに延々と続く宇宙そのものである。

　目の前に存在する石や樹木、滝、流れ、灯籠など、今ここに現れている世界、すなわち現成の世界は、

（略）実は全部が繋がっており、その偉大なる宇宙の一部として、今、私もここにいる。

　このように、すべてのものが繋がって存在しているということが、公案であり、それが目の前に、

自分自身として現成している。（略）

　目の前に広がる庭は、自分自身の分身であり、自分の手足であると見ることが禅の見方である。そ

こには眺めている庭が、客観的対象として存在するのではなく、まさに自分自身の一部として受け止

める「自他一体」の考えが根底にある。眺めている庭と自分自身が一体であり、そこにある石は石、

池は池、樹木は樹木として、あるものがあるようにしてあるのを、仏の相そのものとして捉えること。」

「庭園を始めとする禅芸術はなぜ、臨済禅から花開いたのであろか。一方で、なぜ臨済禅でのも作庭が

行われ、曹洞禅では行われていなかったのであろうか。」

「臨済禅の塔頭寺院にとっての庭は、特別な位置付けを持つことになる。

　庭は単なる観賞の場で終わるものではなく、自己との対話の場、自己を見詰める場となってくる。

禅僧は庭を見て大自然と一つになり、宇宙と一つになる。庭は、臨済禅の塔頭寺院にとって不可欠な、

たいへん重みを持った存在となる。

（略）

　一方、曹洞禅は、すべての人はすでに仏の本質をそなえているという立場をとる、お釈迦様や六祖

慧能をはじめ多くの始祖方がすでにその事実を苦労して見つけ出している。であるから、その事実を

固く信じ、仏の歩まれた道を安心して進むことが修業だと説く。したがって、その大事実を自覚し、守り、

伸ばしていくことで、その結果として「悟り」があると考える。こては、「悟り」のための座禅をする

のではなく、座禅修行に徹した結果「悟り」に至るとするものである。ここに臨済禅との違いを見る

ことができる。

　この考えをもう一歩進めると、座禅という修業の他に「悟り」を求めない曹洞禅では、証を表す必

要がない。

　臨済禅では、公案を用いて徹底的に迷いの世界に落とされ、その修業を通して動かざるものを捉え、

「悟り」を得る。この転迷開悟を、なにかの方法でもって表現する必然性がある。ここにこそ、臨済禅

から多くの芸術が生まれた理由が存在するのではないだろうか。

　日本の京都を中心とする臨済禅の寺には、「禅の庭」と呼ばれる「枯山水」が存在するが、このよう

な形態に庭園は中国の禅寺では見ることができない。日本の「禅の庭」は、簡素、素朴のなかに禅の

持つ厳しい精神性が凝縮されている。このような庭園は禅思想の影響なしには成立し得なかったはず

である。」

「蘭渓道隆は、中国臨済禅の松源派で行われていた禅と庭の関係を、わが国において、建長寺や東光寺

の作庭によってその見本を示し、その関係性に着目した夢窓疎石が、禅と庭園の関係をさらに発展させ、

わが国独自の「枯山水」にまで高めたといえる。また、「禅の庭」のモチーフには、禅との関係かた。「龍

門瀑」として滝が好んで用いられ、可能であれば「鯉魚石」をそこに据えたことがわかる。このように、

「禅の庭」は滝石組みから出発し、次第に抽象的に変化していったと考えてよい。」
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なぜ山水なのか
故きを温ね
新しきを知ることで

「界」の奥へと歩む
「方法」が見えてくるからだ

山水水墨画だけではない
そのなかで見えてくる
われわれの内なる方法
そして外なる方法
それはある意味で

「型」ということもできるかもしれない

型を守ることで界は生まれ
それを生きることはできるが
その境を超えることは難しい
そのなかにとらわれもするからだ

その方法に
その型に気づけなければ
界の奥へと歩むことはできない
守を超え破へ
そして離へと歩むことはできない

山水に負を持ち込み
負の山水へと変容させてきたように
負へと越境し
さらにそこから越境していくための
負という方法を自覚することが必要だ

日本という方法は
多く外からもたらされたものを使いながら
それらを転移変容させてきたが
ときにその掛け違いを犯してしまう
甚だしいまでの即物感覚もそのひとつだ

忘れられてしまっている方法に気づき
創発へと導くことのできる方法に気づければ
そこから新たにはじまるかもしれない

「日本」を見出すこともできるのではないか

■松岡正剛『山水思想　もうひとつの日本』（五月書房　2003.6）
■小林忠『日本水墨画全史』（講談社学術文庫　2018.11）

（小林忠『日本水墨画全史』より）
「水墨画は唐代の中国に興った革新的な画報で、日本には鎌倉時代になってはじめて本格的に紹介された。
以来、その消化と創造的な発展に長い年月を費やしてきたわけだが、良きにつけ悪しきにつけ、日本人の描
く水墨画は、本場中国のそれとはおのずから姿や質を変えるものとなっている。そこに示された様相は、江
戸後期から明治以降の近、現代に課題となった西洋の油絵（油彩画）への挑戦の場合とも気味を通わせるも
のがあり、水墨画の日本化の営みをたどることによって、日本文化そのものの特質にまで迫り得るように思
われる。」

「中国の理詰めの水墨画は、その急所をついに日本人はつかめなかったようだ。叙事的な文章を苦手として
樹上的な詩を得意とするこの国の人は、墨おだやかに筆軽く、半島の人とこれだけは違って淡泊と清麗、そ
して時に豪奢、放胆の美質を愛してきた。
　室町の雪舟から近代の横山大観まで、水墨画というよりはそれを和風に味つけした墨絵といったほうが落
ち着くモノクローム絵画の達人たちを、二十四人もの多く選んで、評伝を試みてみた。その間、常に意識し
てきたのは、日本の、いつの時代の、この人の、水墨画の特質がどう見えてくるかという一事であって。そ
れは、私個人の、自分自身を見つける小旅行でもあった。」

（松岡正剛『山水思想　もうひとつの日本』より）
「方法は、それ自体で方法の真骨頂を表象しているときもある。
　わかりやすくいうのなら数学記号の「√」はそれ自体が方法なのである。論理記号の「∋」も方法そのものなのである。コンピュータのプログラミング言語も
方法である。水墨画の「遠山無枝」「遠水無波」といった〝絵の型〟も、破墨・潑墨もそのまま方法そのものだった。日本文化の例でいえば、たとえば「たらちねの」

「ひさかたの」といった枕詞も、実は方法なのである。枕詞は主題や主語ではなく、そこからはじまる「連れ」を内包して開示するためにある。
　またたとえば、茶席に向かっているときの露地はそれ自体で方法である。それに先立つ打ち水も刈り込みも方法だ。

（略）
　しかし、方法は体験の渦中にあるときは掴めない。
　また、その逆に、方法は自分の外にとりすまして道具箱に収まっているものでもない。
　方法は、何かの「連れ」をともなってわれわれの周辺にたえず出入りするものなのである。それは陽射しや驟雨のようなものであり、能の間拍子のようなもの
なのだ。そして、出入りがはじまったとたん。われわれはそれが方法であることを、「連れ立ち」の表明であることを、その創発こそがおこていることを、ついつ
い忘れてしまうものでもあった。
　しかし、その方法の奇妙な特性こそが重要なのだ。
　私はこういう方法こそが思想であり、方法こそが芸術であり、方法こそがデザインで、方法こそが音楽だと思っている。

（略）
　もしわれわれが「方法」を見失っているというのなら、われわれは「山水という方法」の中にいたのだということを思い出すべきではないかといことなのである。
　それは、自分が育った山水をどう見るかということが、われわれの「内なる方法・外なる方法」をつくってきたのではないかということでもある。

（略）
　山水から学んだ方法にはなかなか複雑なものが交じっていた。とくに山水思想と山水画が中国の風土と道具から発生していたことが、日本における山水思想を
一筋縄ではいかないものにした。
　しかも中国の山水と中国人の方法とは不即不離なのだ。そこは切っても切っても離れない。（略）
　そこで、この山水を日本にもってきて和様化するにあたっては、いささか特別の方法が日本人に自覚される必要があったのである。唐絵と倭絵、真名と仮名、
漢詩と和歌というような切り離しただけでは不十分だったのだ。
　こうして「負の介入」や「想像の負」の導入が試みられてきたのである。
　たとえば雪舟は中国で本場の山水画を学びながらも、帰ってきてはその山水にアンスタビリティを入れてみた。そうでなければ雪舟の描く山水は中国になりきっ
たまま動かなかった。等伯は、狩野派の隆盛という完全な支配下のなかにいて、雲母摺の襖を「負」にすることに出会うことになる。そこで初めて、自身の山水に「界
を限って、奥を限らない」という方法があることに気づいた。
　とくにわかりやすいのは枯山水である。なぜ、わざわざ水のない石組を山水にしなければならなかったのか。そのような「負の介在」をつかう方法こそが、そ
こに生まれるかもしれない山水を胸中山水とするはずであったからである。
　そして、枯山水はまさにそうなった。「負の庭」となった。
　方法そのものが山水になったのだ。」

「おそらくは、いまわれわれに必要なのは「負」の領域への「越境」である。そしてまた、「負」からどこかへ越境することである。あるいはすでに越境してやっ
てきたものの総点検なのである。あるいはまた、自身の存在を「負」とみなし、何かに賭けてどこかへ越境してみることなのだ。
　越境とは、必ずしも国境をまたぐことではない。そこにいて、かしこに越境することもある。少なくとも私はそういう方法としての越境を自身に課してきた。
自分は動かないけれど、そこに無数の負の隙間を穿孔してくことが越境なのである。そこに、どんな異質も異風も入りこめる「連れ」や「余り」を創発していく
ことが、越境なのだ。
　これは、そこをかしこが〝占領〟し、〝支配〟することに徹して抗戦するための「負の戦争」なのでもある。そのために、私は私を通して感知されるであろう「わ
れわれの山水」を提示したかったのだ。山水は界を破るものである。そして奥を限らないものなのだ。
　界を破って、奥を限らない。
　そうすべきであろう。
　そのようにしないかぎり、われわれはわれわれ自身にひそむ方法というものがついに見えないままになってしまうことだろう。それがどうしてもできないとい
うなら、しばらくは「遊び」に向かってみることである。」
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自由へと歩むためには
どうすればいいのだろう

スピノザによれば
みずからの必然性を生かすことで
みずからが原因となり
その可能な力を能動的に表現しようとするとき
ひとは自由への道を歩んでいるといえる

外部の原因に支配されるとき
自由は失われてしまうのだ
外から与えられたものに
従うにせよ反対するにせよ
それらのベクトル上にあるとき
自由は失われてしまうだろう

教育が自由を奪うことがあるのは
外から与えられる内容を
みずからの原因とすることのないまま
従ったり反抗したりするからだ

知識も感情も
教えられた場所を出られないとき
意識するしないにかかわらず
強制として作用してしまうことにもなる

わがままも自由でありえないのは
じぶんの可能な力を能動的に
表現しようとしてはいないからだ
わがままはむしろ
みずからを原因としようとしない
極めて受動的な行動にほかならない

■國分功一郎『スピノザ『エチカ』』（100 分 de 名著 ＮＨＫ出版　2018.12） 「スピノザは『エチカ』の冒頭で自由を次のように定義しています。

　自己の本性の必然性のみによって存在し・自己自身のみによって行動に決定されるものは自由であると言
われる。これに反してある一定の様式において存在し、作用するように他から決定されるものは必然的である、
あるいは強制されると言われる。（第一部定義七）

　この定義を読み解くポイントは二つあります。
　一つ目は、必然性に従うことが自由だと言っていることです。ふつう、必然と自由は対立します。必然な
ら自由ではないし、自由なら必然ではない。ところがスピノザはそれらが対立するとは考えません。むしろ
自らの必然性によって存在したり、行為したりする時にこそ、その人は自由だと言うのです。
　ここで言われている必然性を、その人に与えられた身体や精神の条件であると考えれば、スピノザの言わ
んとするところが見えてきます。先ほど見たように、腕は可動範囲を持ち、その内部には一定の構造がある。
これらの条件によって、腕の動きは必然的な法則を課されています。それを飛び越えることはできません。
むしろ、腕を自由に動かしていると言えるのは、その必然的な法則にうまく従い、それを生かすことができ
ている時です。」

「自由の定義を読み解く上での二つ目のポイントは、自由の反対の概念が「強制」であることです。（略）
　強制とはどういう状態か。それはその人に与えられた心身の条件が無視され、何かを押しつけられている
状態です。その人に与えられた条件は、その人の本質と結びついています。ですから、強制は本質が踏みに
じられている状態といえます。あるいは外部の原因によってその本質が圧倒されてしまっている状態と言っ
てもいいでしょう。」

「スピノザの自由の概念は、どこかで原因という概念と結びついていることが分かります。不自由な状態、強
制された状態とは、外部の原因に支配されていることである。ならば自由であるとは、自分が原因になるこ
とでしょう。自分が原因になるとはどういうことか。スピノザはそれを「能動 actio」という言葉で説明して
います。
　スピノザによれば、人は自らが原因となって何かをなす時、能動であると言われます。私が私の行為の原
因である場合、私はその行為において能動であるわけです。

（略）
　私たちは外部から刺激を受け続けながら存在しています。『エチカ』でも、いかなるものも、他のものから
作用を受けなければ、存在することも作用することもできないとハッキリ書かれています。（略）
　私たちは常に作用や影響を受け続けている。だとすると、私たちは常に受動でしかあり得ないのではない
でしょうか。私たちが原因になることなどできるのでしょうか。この点を理解するためには、原因／結果、
能動／受動をスピノザがどのように捉えていたのかを検討しなければなりません。
　（略）ふつう原因と結果は、前者が後者をひき起こす原因にあるものだと考えられています。ところが、『エ
チカ』の哲学体系においては、原因と結果の関係はそこに留まりません。原因は、結果の中で自らの力を表
現するものとして理解されているのです。（略）
　原因と結果の関係が表現の関係でもあるのならば、能動の関係も、我々が普段使っているそれとは異なっ
てきます。（略）
　スピノザは、私が行為の原因になっている時 ---- つまり、私の外や私の内で -、私を原因にする何ごとかが
起こる時 --- 私は能動なのだと言いました。
　先の原因／結果の概念を用いるならば、この定義を次のように言い換えられることになります。私は自ら
の行為において自分の力を表現している時に能動である。それとは逆に、私の行為が私ではなく、他人の力
をより多く表現している時、私は受動である。」

「自由であるとは能動的になることであり、能動的になるとは自らが原因であるような行為を作り出すことで
あり、そのような行為とは、自らの力が表現されている行為を言います。ですから、どうすれば自らの力が
うまく表現される行為を作り出せるのかが、自由であるために一番大切なことになります。」

「純粋に私の力だけが表現されるような行為を私が作り出すことはできません。つまり私は完全に能動的にな
ることはできません。いつもいくばくかは受動であるのです。なぜなら私たちは周囲から何らかの影響や刺
激を受け続けているからです。（略）
　ただ、完全に能動にはなれない私たちも、受動の部分を減らして、能動の部分を増やすことはできます。
スピノザはいつも度合いで考えるのです。自由も同じです。完全な自由はありません。しかし。これまでよ
りすこし自由になることはできる。自由の度合いをすこしずつ高めていくことはできる。」


