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「わかる」という結果は
外からはやってこない

じぶんが「わかる」ことへと
育っていくことではじめて
「わかる」は訪れる

「読むこと」も「考えること」も
誰かといっしょに読み
考えることはできない
「ひとり」読んでいくしか
考えていくしか「方法」はない

科学は技術と結びつき
その答えという結果を使うことはできる
けれどもそれは「わかる」ことではない
いっしょにできるのは使うことだけだ
そこではわかることが必要ないからだ

アカデミズムは
専門の人たちどうしが
いっしょにわかることを求める
そのいっしょにわかるということは
使えるということにほかならない

あるものごとを学べるとしても
ひとりで熟練することでしか学べないことを
アカデミズムは証明とは呼ばないだろう

じぶんひとりでしか学べず
人から人へしか伝えられない
そんな真実をどのように扱えばいいのだろう

ただ愛すること
それが普遍的な真理だとしても
そのことでさえ
証明することはできないのだから

■國分功一郎『スピノザの方法』（みすず書房　2011.1）



の応答になっていた。だが、自分ではなおも「ひとりで読んでいる」とはどういうことなのか、
また、「誰かと一緒に読む」あるいは「誰かと一緒に考える」とはどういうことなのかがわかっ
ていない。私はおそらくそこに到達しなければならない。」

「本書で私はスピノザのデカルト批判に注目している。しかし、執筆中に何度も私は、自分
はデカルト主義者なのだと思わざるをえなかった。「これで間違いない」と思ってまとめた
ことを人前で発表し、それを全面的に否定されるという経験をしたとき（しかもそれが何度
もあった）、あのときほどデカルトの気持ちがわかったことはない。自分は何か悪霊のよう
なものに欺されているのではないか、いったい正しさに手がかりはどこにあるのか。私は本
気でそれを考えていた。本書に書いたとおり、デカルトのコギトには曖昧さがある。説得の
要請がコギト命題を歪めているというのもスピノザの言うとおりである。だが、曖昧になろ
うとも論理を歪めてしまおうとも、どうしてもああせざるをえなかったデカルトの切迫が私
にはわかる気がする。むしろ、だからこそスピノザのような読み方に私は強い解放感を覚え
たのだった。しかし、人は簡単にデカルト主義者であることをやめられないだろう。デカル
トはいゆの時代も批判されていたとある研究者が言っている。それにもかかわらず哲学を志
す者がいつも、いつまでも読まねばなたないのがデカルトである。いまは懐疑のなかでひと
りぼっちになったデカルトの書き物を読みながら、もういちど「ひとりで読んでいる」とは
どういうことなのか、「誰かと一緒に読む」あるいは「誰かと一緒に考える」とはどういう
ことなのかを考えねばならないと思っている。」

「スピノザは合理主義者と言われており、実際にそうである。精神の本性と法則が存在すると言
い、しかもそれを認識しなければならないと説くところはまさに合理主義者そのものである。
だが、そうした精神の本性と法則はあらかじめ与えられることはできないと考える点において、
スピノザの哲学はいわゆる合理主義と一線を画していると言わねばならない。なぜなら、精神
の本性と法則は認識を重ねていくなかで認識を重ねる当人によって発見され、出会われねばな
らないと考えることは。各々の精神の特異性を考慮に入れることにほかならないからである。

「あっ、わかった」という感覚は人に「わかる」とはどういうことかわお教える。そしてその感
覚は人には伝えられない。その感覚はみずから体得しなければならない。（略）数学法則を理解
していくことは、数学法則を理解していくみずからの精神の本性や法則そのものを理解してい
くことである。これが反省的認識の言わんとすることにほかならない。だから、合理主義とは言っ
ても、何か普遍の真理を頭ごなしに人に押しつけるのとはまったく違うヴィジョンがスピノザ
の方法には見いだせる。しかもこの方法は、合理主義者が言っていたような精神の本性や法則
をないがしろにするどころか、それに最大の価値を置いているのだ。この意味でスピノザは近
代哲学の夢を、近代哲学とは違うやり方で達成しようとしているのである。」

「哲学体系の頂点にデカルト哲学はコギトを置き、スピノザ哲学は神の観念を置く。そしてスピ
ノザは、『デカルトの哲学原理』においてコギト命題を根拠の記述から状態の記述へと書き換え、

『エチカ』においては神の観念を状態の描写として構築する。すると、コギトかた始めるデカル
ト哲学と、神から始めるスピノザ哲学との間には、断絶よりもむしろ漸次的な移行が見いださ
れると言わねばならない。すなわち、（１）説得をめざす、根拠の記述としてのコギト命題（デ
カルト）から、（２）説得をめざさない、状態の描写としてのコギト命題（スピノザ『デカルト
の哲学原理』）、そして（３）説得をめざさない、状態の描写としての神の観念（スピノザ『エ
チカ』）へ。この意味で『デカルトの哲学原理』は、哲学に向かうスピノザの発想そのものを直
接に伝える著作である。『知性改善論』が『エチカ』を準備したという意味でその手前にあると
すれば、『デカルトの哲学原理』は、『エチカ』が生成してくるそのもとのところにある論理を
描いているという意味で、同書の裏側にあるということができる。両者はその核心において通
じ合っていることがわかるのである。」

「本書のもととなった論文はたしか二〇〇一年ごろに書き始められた。一度書き上げられた論文
は二〇〇四年に行われた事前の審査会で完全否定され、私はもう一度最初からすべてをやり直
さなければならなかった。あのときに私は、生まれてはじめて挫折というか、何かを投げ出し
たい気持ちになった。博士論文の後書きで指導教員にお礼を述べること、とりわけ「先生のお
力添えがなければ私はこの仕事をやりとげることはできなかった」と書くことは常套である。
私はしかしこの常套を、力を込めて反復せねばならない。あのときに私の気持ちを察し、本当
は何と闘うべきなのかを態度で示してくださったのが森山先生である。あのときの森山先生の
あの態度がなければ、私はこの仕事を投げ出して、アカデミズムによく見られるタイプのルサ
ンチマンをため込み、大いなる不健康のなかで後の生を生きることになっただろう。森山先生
はその意味で、私の命の恩人ならぬ生の恩人である。森山先生はマダガスカルについて研究さ
れている文化人類学者だが、先生からいただいた指摘は本当に鋭かった。そして前向きであった。
その森山先生から何度も繰り返し伝えられ、そして結局乗り越えられなかったのが、「國分さん
はスピノザをひとりで読んでいる」という指摘である。本書の結論はいつの間にかこの指摘へ
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言葉から絵が生まれるとしても
説明するだけの絵になってしまえば
絵本が絵本である意味は失われてしまう

絵から言葉が生まれるとしても
説明するだけの言葉になってしまえば
絵本が絵本である意味は失われてしまう

ほんとうは絵も言葉もそれぞれに
その奥には秘密の世界が広がっているのに
それがただひとつの意味だけに縛られてしまう
とき
想像の扉を開くことが禁じられてしまう

言葉も絵も鎖から解き放たれ
重ねられ矛盾しあいながらも
読者のなかで錬金術的に働くとき
そこに魔法の世界は開かれてゆく

■マリア・ニコラエヴァ＆キャロル・スコット『絵本の力学』（川端有子／南隆太訳　玉川大学出版部　2011.3）

「絵本がほかに類を見ない芸術としてきわだっているのは、〝絵〟と〝ことば〟という二つの異なる
種類のコミュニケーションの方法が組み合わさってできていることによる。記号学的な用語を使っ
て表現すれば、絵本は、二つのまったくちがった記号体系 ---- つまり、〝絵〟という図像による記号
体系（図像の記号学）と、〝ことば〟という約束ごとによって成り立つ恣意的な記号体系（約束ごと
による記号）--- を使って意味を伝える媒体であるということになる。」

「この本では、〝ことば〟と〝絵〟の両方が互いに効果的に働くことで読む者に感銘を与えるような
絵本を、意図的に選んで論じてきた。なかでもとくにその効果が見られたのは、〝ことば〟に含まれ
る情報と〝絵〟に含まれる情報とのあいだに見られる〝矛盾〟から緊張感が生まれるような作品で
ある。こういった絵本では、その緊張感のおかげで、ことばと絵のそれぞれが、互いにもう一方の
表現手段で伝えられたことをそのまま繰り返すのではなく、むしろことばと絵がひとつになって協
力し、うまく機能している。」

「二〇世紀が進むにつれて、作家／画家が意図するものと読者に与える印象は、異なるものになって
きた。ことばと絵という二種類の〝語り〟によって描かれる細やかな描写や全体像、さらには出来
事が、ことばと絵との〝関係〟によって明確でわかりやすくなるということはなくなった。むしろ、
ことばを繰り返し読めば読むほど、そして絵を細かいところまで見れば見るほど、ますます絵本が
伝えようとする内容がわからなくなるというくらいに強烈な曖昧さをとり入れることもしばしばあ
り、読者の理解力がますます試されるようになってきた。その結果、読者は自分なりの答えを見つけ、
作品中の謎を自分なりに解明し、さらに作家／画家と力を合わせて筋書きと物語をつくり、自分で
解釈をするよう求められる。」

「このことばと絵に関わる問題を心理学的な立場から考えようとするときには、ジャック・ラカンの
考えに基づいた議論を援用するといいかもしれない。（略）ラカンの理論では、「想像界」と「象徴界」
を区別するということが、とりわけ重要である。この想像界と象徴界という二つのカテゴリーを、（略）

「図像の記号」と「約束ごとによる記号」という二つの概念に関連づければ、絵本のなかのことばと
絵の相互関係を、ラカンの述語を使って説明することができる。
　ラカン理論における「想像界」ということばは、「イメージ」つまり絵や図像的な記号からできて
いる。ラカン心理学の「想像段階」は、ことばを学ぶ前の子どもが、言語によらないイメージによっ
て意味伝達を行う段階のことである。おとなの場合は、意図的に言語を使わず、絵や図像に頼って
意思の疎通を試みることになる。想像界におけるコミュニケーションは、直線的でもなければ、構
造化もされていない。
　象徴界は、（ふつうの意味の「シンボル」ではなく）意味論における概念の「シンボル」を指しており、
ふつう「記号」と呼んでいる、伝統的であり約束ごとからなる記号を用いて意味を伝達する世界であ
る。ラカンによれば、象徴段階は言語的である。というのも、言語は従来からある伝統的な記号によっ
て成り立っているからである。象徴段階は、ラカンの理論では、直線的で、整然と秩序立っていて、
男性的（もしくは、児童文学にあてはめるならば、おとな的）である。
　三番目の「現実」段階は、前述の二つ（想像界と象徴界）を和解させようとする試みである。これは、
しかしうまく和解させられないことが多いと、ラカンは述べている。ラカンは、想像段階を母親と
結びつけ、象徴段階（ラカンの呼び名にしたがうと、父の法の世界）へと移るためには、子どもは
必然的に母を拒絶しなくてはならないという。
　ジュリア・クリステヴァは、ラカンの思想をさらに発展させ、女性の創造性は想像界を回復させ
ることによって発揮されるのだと提唱した。この考え方を応用して、絵本が言語と非言語とのあい
だの間隙を埋め、経験を積んだ読者にも経験の少ない読者にも同じように訴えかける芸術形式をつ
くりだすさまを考えてみれば、絵本こそがラカンの「現実」段階の具現化であり、かつクリステヴァ
の女性の創造性の発現の場であることが、明らかになる。
　「絵本は非常に幼い子どものための文学だ」というよくある偏見は、明らかにラカンのいうコミュ
ニケーションを軽視する風潮から出てくるのだろう。だが、絵本のなかのことばと絵の作用をよく
分析してみると、どうやら、絵本は、想像界と象徴界、図像的記号と通常の言語記号をうまく結び
つけるという、これまでにほかのどんな文学形態も成し遂げることができなかったことを達成して
いるといえる。」
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メビウスの帯のような夢を見た

表と裏がむすばれるように
我と汝がむすばれるとき

我と汝のむすばれた輪
そのあいだを切り放しても
我と汝は一度ねじれて
大きな輪をつくる

その我と汝の大きな輪
そのあいだをさらに切り放すと
そこからもうひとつ
我と汝の輪に絡まった
小さな輪がうまれる

小さな輪は
この世界なのかもしれない
そんなことも想像してみる

我と汝の大きな輪
そして小さな輪は
たしかにつながっているのだ
ねじれという
不思議なむすびとともに

■クリフォード・Ａ・ピックオーバー『メビウスの帯』（吉田三知世訳　日経ＢＰ社　2007.4）

「メビウスの帯には、面白い性質がいろいろある。（略）帯の中央に沿って
鋏を入れると、切り放された２つの輪ができるのではなく、半回転（180
度）のめじれが１ヶ所入った大きな輪がひとつできる。こうしてできた大
きな輪を中央に沿ってもう一度切ると、互いに絡み合った輪が２つでき
る。言い換えれば、２回目の切断によって、つながった２つの輪ができる
のである。
　あるいは、メビウスの帯の縁から３分の１のところをぐるりと切断する
と、２つの輪ができる−−−−一方は、幅が広いメビウスの帯、もう一方は、
１回転ねじれが２ヶ所で入った大きな輪である（1 回転ねじれとは、360
度のねじれである）。これはどういうことなのか考えてみよう。メビウス
の帯を中央に沿って切断すると、切断を始めた点に戻ることはすでにみた
通りだ。元の点に戻るまでにメビウスの帯を１周してきたのである。とこ
ろが、縁から３分の１のところから切断しはじめると、メビウスの帯を２
周しないことには、切断を開始した点よりも帯幅の３分の１離れた点に来
ているからだ。
　別の表現をすれば、切断開始点に戻って２つの輪ができあがるまでに、
メビウスの帯を２周回らなければならないのである（図 2.2）。２つの輪
をＡ、Ｂと名づけよう。Ａは幅が３分の１になった以外は、元のメビウ
スの帯と同じである−−−−実際、この輪は、元のメビウスの帯の中央の３
分の１なのだ。図 2.2 では、Ａは小さい方の輪である。ＡはＢとつながっ
ているが、Ｂは長さがＡの２倍ある。つまり、メビウスの帯を３等分する
と、小さなメビウスの帯Ａと、それより大きく、半回転のねじれが４つ入
り、２つの面を持つ帯Ｂができるが、このＡとＢはつながっているのであ
る。」

「メビウスの帯を組み合わせてできる不思議な構造のひとつに、サンド
イッチ構造のメビウスの帯がある。これは、紙の帯２本で作ることができ
る。実際やってみて、できたものを目の前に、ピンク・フロイドを聞きな
がら、どうも納得できないと何時間も思い悩む人もいる。まず、１本の帯
をもう１本の帯の上に載せて、サンドイッチの２枚のパンのように重ね
る。２つの帯を重ねたまま一緒に半回転させ、ひとつのメビウスの帯を作
るときのように端を貼りつける（図 2.5）。
　この２層構造の物体を手に取ってみてほしい。一見しただけでは、お互
いの表面で接し合う、重なった２つのメビウスの帯ができたと思えるだろ
う。だが、何ができたかをほんとうに理解するにはそれだけでは足りない。
まずは、できた物を１本の爪楊枝で注意深く探ってみよう。爪楊枝を１本
の帯のあいだに滑り込ませ、ゆっくりと帯に沿って動かしてみると、最初
に爪楊枝を滑り込ませた位置に戻ってくる。そう、２つの帯の間には、常
に隙間があるということだから、離れ離れの帯が２つできたのは間違いな
いようだ。
　では、次に赤いクレヨンを手に取って、一方のメビウスの帯に色を塗っ
てみよう。面全体を塗り続けよう。すると、やがて塗り始めた位置に戻っ
てくるのだが、このとき、サンドイッチ構造のメビウスの帯を２周してい
るのだ。ということは、この構造は、２つの帯がただ単に重なっているの
ではなく、じつはひとつの面とひとつの縁を持つひとつの帯なのだとうこ
とになる。これで驚くのはまだ早い。最期に、ゆっくりと２つの帯を離し
てみてほしい。半回転ねじれが４つある、ひとつの大きな輪になっている
のである。」
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人は信じたいのだ
天と地がむすばれることを
さまざまな矛盾を超えて
できるかぎり大きくむすばれることを

ひとの矛盾や
世界の矛盾が
合理や効率のために排されるとしたら
ひとのなかから
世界のなかから
大切なものが失われてしまうことになる

渾沌の顔に目や口など
七つの孔をあけたところ
渾沌は死んでしまった話のように
排除することで生まれた合理は
どこかでなにかを死なせてしまうのだ

人は信じたいのだ
ひとがひとであることを
そのために
芸術という営為は
さまざまな矛盾を超え
混沌をさえ生かす道を歩まねばならない

■川内有緒『空をゆく巨人』（集英社　2018.11） 「環境破壊などを理由に地平線プロジェクトに反対する住民もいた。ある日、新聞社や美術
館、そして蔡宛てに「プロジェクトを中止しろ」という怪文書が送られてきた。今回。方々
に取材をするなかで、その怪文書をまだ保管している人がいた。見せてもらうと、便箋に
して何枚にもわたる脅迫ともとれる文章である。対応に苦慮する関係者を前に、当の蔡は「反
対者も参加者ですね。大事にしたほうがいいです」と話した。

（略）
　普通ならば、何か目標がある場合、それを達成するために必要なスキルや人を集めよう、
そして逆に達成を阻害する要因は排除しようと考えがちである。しかし、蔡にとっては、
出会った人、居合わせた人のすべてが、作品を成立させる要素となるのだ。この世界は混
沌としており、コントロールできないことを蔡は受け入れ、むしろ喜んで混沌に身を委ね
ていた。」

「回顧展『I Want to Believe』は、オープンと同時にチケット売り場に長蛇の列ができ、そ
の列はやがて美術館の外まで伸びていった。」

「作品《いわきからの贈り物》には、テロや見えない壁といったクリアな社会的なメッセー
ジはなかった。ただ、日本にいる蔡の友人たちの協力を得てつくられたことだけが明確だっ
た。だから、見方によっては、この傷だらけの船こそが、暴力や差別、分断、争いに溢れ
たこと世界に残された希望そのものに見えたかもしれない。
　（略）
　蔡は、作品関してあまり多くを語らない。作品の意味はあくまで見る人が自分のなかで
見出すものだからだ。玉重のように友情や幸福を見出すもよし、汚い船などと素通りする
もよし。昔の友との思い出に浸るもより、正解も間違いもない。そこで感じたすべてが正
しく、解釈は見る人の自由な感性に委ねられる。作品は、見る人の心を鏡のように映し出
すのだ。
　蔡が生み出してきた多様な作品の数々を、ぱっと既存のカテゴリーでくくることは簡単
ではない。しかし、じっと目を閉じれば、それぞれの作品が小さな雫となり、ポタリ、ポ
タリと落ち始める。そして、生み出された細い流れは、いつしか奔流になり、確固とした
哲学を伝え始める。そこにあるのは、意外なほどにシンプルなメッセージ。展覧会タイト
ルにもなったあの言葉を思い出せばいい。

　I want to beliebe.
  ---- 私は信じたい。----

　蔡は一貫して、人智を超えたもの、目に見えないもの、科学で解明されていないもの、
人類には手が届かぬもの、人間にはコントロールできないものを作品取り入れてきた。火薬、
宇宙、風、海、異星人、巨人、風水、龍、気、漢方、平和。そして友情も−−−−。
　そのすべてを、「私は信じたい」。

「私は信じる（I beliebe）」でもなく「信念（Belief）」でもない。「I want to beliebe」は、
あくまでもパーソナルで、自分自身の心に発露がある。誰が信じなくても、自分は信じる
という願いは、誰にも否定することはできない。
　柔らかな渦巻に抱かれたたくさんの作品を通じて、観客は繰り返し、そのメッセージを
聞いた。
　私は信じたい−−−−。」
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はじめての音が聴きたい
あたらしい音が聴きたい

（どこにもない音じゃなく）
（どこにでもある音なのに）

いままで聴けてなかった
気づけてなかった音たち

（風も水も鳥も虫も光さえ）
（こうして話しかけてくる）

あたらしい流れとともに
はじめて話をするために

（いつもはじめてのように）
（いつもあたらしい自分と）

■高木正勝『こといづ』（木楽舎　2018.11）

（「いろは」2017 年 8 月 より）
「ぐあぁぁぁぁ、ぐおろっ、ぐるっがぎゃあぁぁ。あちらでカラスが鳴いているので、泣き声を
真似てみる。そっくりそのまま真似ようとすると、これがなかなか難しい。口の開け方、喉の
締め方、息を当てる場所。まるででたらめに、馬鹿になって、ただただカラスのまんまになろ
うと集中していると、あぎゃぁぁぁ。躰の奥底からカラスの鳴き声が飛び出した。自分からこ
んな音が出るとは思ってもみなかった。まあ、こんなことをしてもなんの君もないだろうけれど、
楽しい。
　猫がニャニャ、ひぐらしがテレヒヒヒトトリリリ、なんでもかんでも、こちらにやってきた
音を真似してそのまま返してみる。ほんとうに馬鹿になるしかない。声の出し方も今まで試し
たことのないような、これはちょっと無理やろうなというところで怖がらずに音を出してみる。
最近は、こんなことが一番楽しい。
　◎
　ソロモン諸島から帰ってからというもの、頭の片隅で常に何か「あたらしい音」というのを
自分なりに探しているような気がする。あたらしいといっても人類が聞いたこともないような
音みたいに大げさなものではなくて、今まであまり注意を払ってこなかった音を、もっとちゃ

んと聴いてみたくなった。
　暮らしの中で真剣に耳を澄ましてみると、まず空気の音がおもしろい。場所ごとに空気の音が違うし、座ったり立ったりしても細か
く違う。好きな空気の音がするところは、居心地がいい。目を瞑って耳を頼りにすれば、今いる場所がどんな空間なのか、どんなもの
に囲まれているのか、何かがあるとして、どれくらい離れているのか、たくさん伝わってくる。目で見ていたのとはまったく違う、も
うひとつの世界が頭の中に浮かんでくる。そして耳は、家の壁を通り越えて、外で歌っている虫や鳥や、さらに山の中にまで耳をやっ
ていくと、生き物たちがどんな具合にそこここで暮らしているのか、なんとなく伝わってくる気がしてくる。
◎
　そういう耳で日々を過ごしていると、耳の側をかすめ飛んでいったカナブンの羽音や、風が頭上を通りすぎる音がおもしろいく意味
のあるものに感じてくる。人が喋っている言葉ですら、意味を追うのをやめて、音の上がり下がりや、かすれたり、詰まったり、そん
な部分に注目して聴いてみると、息に混じって滲み出てくる、なんとも命の精とでも呼びたくなるような、その人それぞれの息に乗っかっ
た声という音そのものが、ほかにはないもので、儚く、心を奪われる。
　歌や演奏を聴くように、大事なものを受け取るように、周りで鳴っているすべての音に耳を凝らしてみると、どれもこれも、音とい
うのは何かから何かへのメッセージなのかもしれない、だとすると何を届け合っているのだろうか。耳を澄ましていると、どこか遠く、
生まれる前の記憶のような、死んでいく先のような、そういうものと繋がっている気もしてくる。そんなおもしろい音たちを自分なり
に真似てみると、聴いているだけより、さらにもっとおもしろい。
　人の躰には血管や神経が河のように流れているけれど、あたらしい躰の使い方を試みるということは、自分の躰にあたらしい流れを、
あたらしい道をつくるようなものだ。そんなあたらしい道に新鮮な風が通りだしたら、やっぱり今まで気づいていなかったものにまで
気づけるようになると思う。簡単にいうと、鳥や植物や空や海や、そういう人間でないものときちんと話がしたくなったのかもしれない。

（略）
◎
　「つきてみよ　ひふみよいむなや　ここのとを　とをとおさめて　またはじまるを」

（突きてみよ　一二三四五六七八九十　十と納めて　またはじまるを）
　と、良寛が詠ったように、何事も突き進めていくと、ちょっと詰まってしまうこともあると思う。これ以上ないくらい、あることに
懸命になったのだから、さらにその先、その先へと思い入れすぎるのは、ちょっとしんどいことだと思うようになった。
　十まで辿り着いたら、また一からはじまる。何事もそういうものだと、ただそれだけのことと知っているだけで気持ちが楽になった。」
※高木正勝：「音楽家／映像作家。（･･･）細田守督作『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』の映画音楽をはじめ、
CM 音楽などコラボレーションも多数。」
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死なない人はいない

しかしすべての人が
死を恐れているわけではない

死からは逃れられないが
恐怖から逃れることはできる

そしておそらく
死ぬことに変わりはないとしても
生きているあいだ
健康でありつづけることは
できるようにもなるだろう

だれも死なないでいると
地球号は内から崩壊してしまうことになる
それは結果的に人類の絶滅にもつながる

人口を増やさないままに
すべての人がずっと生き続け
だれも生まれてこないようにするというのも
今度は人類という種の意味が失われることにもなる

必要なのは
死ななくなることではなく
必要なだけ健康的に生きられることと
死生観の根本的な変化なのだ

かつて宗教によって
たとえそれが錯誤に満ちていたとしても
補われていた死への恐怖の緩和を
確かなかたちで新たに共有することで
生と死の意味を得る道を歩まなければならない

死の恐怖から自由になりながら
生の意味をより深めていくことで
権力や金力などへ向かいがちな
さまざまな自我の問題を
解いていくこともできるだろう

けれども人類がそうなるまでには
まだ長いプロセスが必要になりそうだ
まずはひとりでも多く
生の意味を深めながら
死を恐れない人が増えていきますように ･･･

■ジョシュ・ミッテルドルフ / ドリオン・セーガン
　『若返るクラゲ 老いないネズミ 老化する人間』（矢口誠＝訳　集英社インターナショナル　2018.10）



「本書にはふたつの大きなテーマがある。

　１　自然選択はわたしたち人間の遺伝子に「死のプログラム」を巧みに組みこんだ。
寿命に限りがないと、増大する人口を維持できず、生態系の崩壊を招き、絶滅に至る
危険があるからだ。

　２　いくらかの理解と創意工夫があれば、頭のいい人類は自然界の「死のプログラ
ム」を打ち負かし、より長く健康的な人生を手に入れることができる。

　鋭い読者ならお気づきだろうが、このふたつはまったく正反対のことをいっている。
わたしたちが子供たちのために預かっているこの限りあるエデンの園に、七〇歳の寿
命を超えてまで長居しようとするのは、はたして正しいことなのか？　心優しく寛大
な集団主義者でさえ、これには疑問を覚えるはずだ。

（略）
　わたしたちはこの矛盾を認め、これこそがアンチエイジング関係の問題のなかでい
ちばんむずかしいものだと考え、格闘をつづけてきた。さらに広く見れば、このパラ
ドックスは、人間の状態を改善しようと熱望している人たち全員につきまとっている。
地球の最高捕食者にまで昇りつめた人類を待っているのは破滅的な結末であること
を、わたしたちは知っている。この惑星全体が人間の寄生によって単一文化になって
しまった。人間はすでに地球の両極と七つの海を征服し、宇宙にまで進出しようとし
ている。
　わたしたちはひとりひとりの人間に共感を覚え、その全員がよりよい人生を送る手
助けをしたいと願う。しかしその一方で、個人の幸福とコミュニティの幸福が衝突す
る可能性があることもよくわかっている。当然のことながら、コミュニティが崩壊す
れば、多くの個人が道連れになって命を落とす。
　あまりに多くの人間があまりにも長く繁栄しつづければ、結果として生命の多様性
と豊かな可能性を狭めてしまうことを、わたしたちは恐怖とともに観察してきた。熱
帯雨林は減る一方なのに、ショッピングモールはどんどん建設されている。こうした
実存的なジレンマに対して、なんたることか、わたしたちは答えを持っていない。」

「死の恐怖のためのホルモンの基盤は動物のなかで進化したが、まだ長期的な未来を
理解するまでには発達していない。動物はいつか起こる死を認識しておらず、身に迫っ
た危険から逃れるために有用なエネルギーとモチベーションが必要なときにだけ、短
期的に恐怖が湧きあがってくる。しかし、現代の人間には、認識による原初的な恐怖
が拡散している。恐怖は低レベルだが継続的に存在し、左肩に乗った悪魔となってい
る。ケイヴがいうように、「これはわたしたちにかけられた呪いであり、高度な知性
を持ったことの代償」なのである。慢性的な状態としての恐怖は適応を助けるもので
はない−−−−助けることなどまったくない。いつか死ぬことを意識して生きることは、

崇高な努力をうながすことにつながるが、恐怖をかかえて生きることは体を麻痺させ
てしまう。恐怖が運んでくるホルモンと感情は、ジャングルにおいては適応を助ける
が、現代文化のコンテクストにおいては意味がない。
　死から逃れることはできない。しかしたぶん、恐怖からは逃れられるだろう。」



mediopos-1482
2018.12.6

それしかない
とおもうときは
そうおもったときの
まえまで
もどったほうがいい

それしかない
かえられない
そうおもいこんでいるのは
なぜだろう

かえられないのは
かえたくないだけ
そんなこともたくさんある

すきやきらいだって
かえたくないだけ
なのかもしれない

さんせいも
はんたいも
そうおもいこんでいるだけ
なのかもしれない

しぬのがこわいのも
わからないままに
こわがっているだけ
なのかもしれない

なにかがなくては
いきていけない
そうおもっているときも

そのなにかが
ほんとうに
なくてはならないのかどうかは
ほんとうはわからなかったりする

みらいは
ひとつだけじゃない
たくさんある

あたらしいじぶんを
みつけることさえできれば

■ヨシタケ シンスケ『それしかないわけないでしょう』（白泉社　2018.11）
「・・・ねえねえ、しってる？
　みらいは
　たいへん
　なんだぜ。」

「みらいのせかいは
　たいへんなこと
　ばっかり
　なんだってさ。」

「ひとが　ふえすぎて
　たべものが　なくなったり

　びょうきが　はやったり
　せんそうが　おきたり

　うちゅうじんが　せめてきたり
　ちきゅうが　こわれたり
　するんだって。」

「だーーーーいじょうぶよ。
　みらいがどうなるか
　なんて、だれにも
　わかんないんだから！

　たいへんなこと
　だけじゃなくて、
　たのしいことや
　おもしろいことも
　たーーくさん
　あるんだから！

　おとなはすぐに
　「みらいは　きっと　こうなる」とか
　「だから　こうするしかない」とか
　いうの。

　でも、たいてい
　あたらないのよ。」

　「あと、おとなは　よく
　「コレとコレ、どっちにする？」とかいうけれど、
　どっちも　なんか　ちがうなーって、おもったときは、
　あたらしいものを　じぶんで　みつけちゃえばいいのよ！

　みらいは　たーーーくさん　あるんだから！」
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盆栽宇宙はミクロコスモス
自然の樹木を小さな宇宙で表現する

盆栽は自然まかせではないけれど
自然の力を生かしながら
小さな鉢の上で
新たな自然の形をつくりあげていく

人もまたミクロコスモス
宇宙の霊性を人という形で表現する

人もまた自然まかせではないけれど
からだという自然の力を生かしながら
この小さなかたちのなかで
新たな霊性をつくりあげていかなければならない

そこには
高次の自然学とともに
高次の霊性への探求が必要となる

ミクロコスモスは
マクロコスモスのたんなるミニチュアではない
ミクロコスモスとマクロコスモスは照らし合いな
がら
あらたな宇宙へと変容していかねばならない

■月刊たくさんのふしぎ 2019 年 1 月号 　村田行雄・文　関戸勇・写真『盆栽を育てる』（福音館書店　2019.1）

「盆栽は、地面に生えている木のように、大きくならない。鉢のなかは、土
の量が少ないから、小さいままなんだ。
　けれど、ときには地面の木より古いこともある。幹を見れば、盆栽が過ご
してきた年月を感じるだろう。」

「盆栽には、ふつうの鉢植えと違うところがある。
　たとえば、盆栽は木の形をよくすることに、とても気をくばるんだ。
　形を整えるために、いらない枝や伸びた芽をはさみで切り取っていく。僕
たちが伸びた髪の毛や爪を切るのと一緒だね。
　めざすのは、鉢とのつりあいがとれていて、むだなところがない形だ。」

「伸びすぎた芽を摘んだり、いらない枝を切ったりするのは、かわいそうと
思うかもしれない。けれど、それはみんな自然のなかでも起こることなんだ。
　自然のなかでも、新芽が虫や動物に食べられたり、枝が風で折れたりする
ことがある。そのくりかえしで自然の木の形はできあがるけど、自然任せで
は整った形になるかどうかわからない。
　だから僕ははさみを使って木の形を変えてゆく。そうしてできあがった盆
栽が、まるで自然のなかで偶然美しくなったような、でも絶対に自然のなか
ではならない形になったらいいと思っているんだ。」

「「盆栽はいつも外にだしっぱなしなんですか」ときかれることがある。
　ふつうの盆栽は、日本の野山に生えている木を鉢に植えて育てるので、夏
の暑さや冬の寒さにきちんと当てたほうがいい。
　（略）
　大事なのは、植物の立場で考えることなんだよ。」

（作者のことば「盆栽町の盆栽園」より）
「僕がいる「九霞園（きゅうかえん）」は、埼玉県さいたま市の盆栽町にあり
ます。盆栽町は昔、「盆栽村」という名前でした。
　盆栽村ができたのは１９２５（大正１４）年です。僕の祖父の村田久造が
九霞園を開園したのは、その４年後の１９２９年（昭和４年）のことです。
盆栽村を作ったのは、東京の団子坂（今の文京区千駄木）あたりで盆栽を育
てていた人たちです。彼らは加藤大震災で被害に遭い、新しい場所で盆栽の
ための町を一から作ろうと思いたちました。

（略）
「盆栽園」というのは、動物でいうとペットショップとペットホテルとペッ
トの美容院と動物園を合わせたようなところです。盆栽園は盆栽が好きな人
のために盆栽を育てて売ったり、自分では世話が出来ない人のために盆栽を
預かって手入れしたりしています。

（略）
　昔は、今よりももっと多くの人が盆栽を育てていました。しかし、庭のあ
る家が少なくなったり趣味の種類が増えたりして、盆栽を育てる人は少なく
なっています。でも、いつの時代も人が植物を育てるのを止めることはない
でしょう。身近に自然がなくなればなくなるほど、植物を身近に置きたくな
るかもしれません。

（略）
　でも、今の人たちが生活のなかで普通に楽しみを持って育てられるものが
何かを考えていくと、時間をかけて松やモミジの形を良くしていくという盆
栽のあり方は少しずつ変わっていくかもしれません。それでもそのもとにな
るのは、昔からある植物です。それを変えないように守っていくことも、今
の時代に合わせて変えていくことも、僕は両方やっていこうと思っていま
す。」



mediopos-1484
2018.12.8

現代という時代は
さまざまな音楽に取り囲まれ
それを身体化しながら
生きている時代のように見える

けれどもそうした
身体化されさえしている
さまざまな音楽のルーツを
意識して聴きわけられる人は
多くはいないようにみえる

洋楽はすでに
かなり消化されてしまっていて
若者たちはじぶんたちの享受している音楽を
じぶんたちのオリジナルの音楽だとさえ
思い込んでしまっていることも多いのではないか

そんな音楽には
どこかでなにかが足りなかったりもする
かつて「洋楽」に創造性があふれていた時代の豊か
さが
そこから響いてくることは稀なのだ

それでも
現代でも確かな響きを持つ音楽には
どこかでルーツをきわめたうえでの
オリジナリティを感じることもできる

新たな音楽でありうるためには
音楽が現れてきた源の響きを
どこかで消化した上で
創られる音楽でなければならない

ジャンルにかかわらず
演奏される響きにしても同じだろう
現代において真に創造的に具体化される音楽は
たしかなルーツに遡っていきながら
しかもそれにとらわれることなく
あらたな響きを持つものでなければならないはずだ

■君塚洋一『選曲の社会史／「洋楽かぶれ」の系譜』（日本評論社　2018.3）



「音楽を手にする人は誰もが「選曲」をしている。
　音楽を手にする人は、曲を選び、発掘し、聴き、響かせ、並べ替え、語って、どこかで誰
かに必ず影響を与えている。アーティストであれ、ＤＪであれ、選曲家であれ、音響技師で
あれ、叔父や同級生や隣のお姉さんであれ、あるいは一人のリスナーであるあなた自身であ
れ、誰かが音楽を手にする行為は、そんなふうに大なり小なり「選曲をすること」にほかな
らない。
　では、いったいどんな音楽が選ばれるのか。この「極東」の場合、それは海を渡ってやっ
てきたのがどのような音楽だったのか、そしてそれを私たちがどんなふうに受け止めてきた
のか、その顛末に大きく左右されている。」

「細野晴臣はサックス奏者・菊池成孔らの後を受け、二〇〇九年から一年間、コシミハルらと
ともに六本木にある東京ミッドタウン・ガレリア棟のＢＧＭ選曲を担当した。

（略）
　細野晴臣が東京ミッドタウンの選曲を引き受けたのは、東京の街の多くの施設や店舗が深
い意図もなく音楽を垂れ流し、そんな音の無秩序な氾濫に対して音楽家として感じるある種
の不快感を快感に変えられないか、と考えたからだという。

（略）
　細野は言う。「プロムナードのような人々の行き交う場では、音楽は聴くものではなく空間
のオブジェに変貌するものであり、それ故に際立った個性は場のバランスを壊すことになっ
てしまう。幸い、多くの『良き』音楽はある法則を伝統的に継承することで、社会との融和
性を保ち続けることを可能にしている。その法則とは快感原則とでも言える、人の気持ちを
良くさせようとする洗練された技法のことだ」。「快感原則に沿った洗練された技法」をもち、
大都市・東京の昼のプロムナードを演出するのにふさわしいのは、細野自身が幼少期かた親
しんできた一九四〇−一九六〇年代のアメリカやヨーロッパで作られたイージー・リスニン
グや映画音楽などの楽曲群だったという。

（略）
　いずれも伸びやかで気品があり、都市の優雅な洗練を感じさせる音楽である。細野がこれ
らの曲を選んだのは、世の人々を心の底から寿ぐ明るさと軽快さ、そしてこの世のものとは
思えないほどの官能と気品を湛えた二〇世紀中葉の良質な音楽が二一世紀へと継承されない
のではないか、という危機感からである。彼は言う。「ぼく自身のことじゃなくて、ぼくの好
きな音楽なんかは伝えていきたよ。ぼくは、一九三〇〜一九六〇年代の音楽を受け継いでい
る自覚があるけれどそんな音楽を絶滅種にはしたくない。ＤＮＡがひとつでも残ってればな
んとかなると思ってる」。」

「二〇一四年一〇月、東京・恵比寿の音楽フェスティバルで細野晴臣のセットを聴く。「Tutti 
Frutti」、「29 Ways」、「Ain't Nobody Here Us Chickens」。Ｒ＆Ｂ、そしてルーツ・ミュー
ジックをこよなく愛する主催者、ピーター・バラカンの開催趣旨を汲んで、アップ・テンポ
で渋いブギウギの曲が続く。「アメリカのルーツ・ミュージックを日本人がカヴァーしている
にすぎない」。これまでなら、どこかそんな後ろめたさがつきまとった。だが、今は違う。
　かつて忌野清志郎が、ブッカー・Ｔザ・ＭＧ ’s のメンバーだったスティーヴ・クロッパー
をプロデューサーに迎え『メンフィス』と、遺作となる『夢助』の二作のアルバムをつくった。
ブッカー・Ｔザ・ＭＧ ’s はいうまでもなく、メンフィスのスタックス・レコードの専属とし
て、オーティス・レディングやウィルソン・ピケットらのバックを務めた伝説的なスタジオ・

バンドである。細野は『夢助』の最期に収録されることになる「あいつの口笛」を作曲し、
デモテープに自らの仮歌を吹き込んでクロッパーに送った。すると、クロッパーはその仮歌
にＯＫを出し、そのまま採用してしまった。「こいつは誰だ、何者あんだ？ナニ人なんだ？」。
彼はそう問いかけたという。ディープなＲ＆Ｂのレコーディングを膨大にこなしてきた、か
のプロデューサーに出してもらいたいと思う曲のグルーヴを、細野が自らきちんと掌握して
歌っていることが、クロッパー本人にも十分に理解できたのである。
　「本場」でないアーティストも、「本場」の誰よりもその音楽を深く理解し、自分たち自身
に十二分に引き寄せ、消化しきったうえで演奏する。そして、そのような音楽に影響を受け
ながら、他方で、自分たちならではの新たな音楽を生み出していく。それこそが「ルーツを
きわめ、かつオリジナルをやること」にほかならない−−−−洋楽があの高みから流れ込んで
きてゆうに一世紀半を経た今なら、確信を持ってそう言えるように思える。」
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静寂と沈黙が
内なる場所から失われるとき
それは外的に制度化されるようになる

道徳的ファンタジーが
内なる場所から失われるとき
それが外的な道徳になるように

内なる場所が空虚になるとき
静寂と沈黙に耐えられず
人が群れつながる場所に出かけ
そうでないときは
さまざまなメディアと
つながっていようとする

そして社会化された道徳が
人にさまざまことを命じるように
静寂と沈黙は命じられることでしか
得られない社会道徳と化する

静寂と沈黙のなかで
内なる場所で熟してくるものなくして
己であることを学ぶことはできない

またひとは静寂と沈黙から
生まれるものを通じてしか
己の深みで
ひとと真につながることはできないのだ

■アラン・コルバン『静寂と沈黙の歴史／ルネサンスから現代まで』 
　（小倉孝誠・中川真知子訳　藤原書店　2018.12）

「現代のフランスで、静寂はたんに騒音がないということだけではなく、ひとつの贅沢と見なされている。若い世代
にとって、静寂は苦痛と感じられているようだが、それは彼らが静寂とはどういうものか教えられなかったからで
ある。瞑想の文化がある日本では、事情が異なるだろうと私は思っていたが、日本の友人たちによればそうではな
いことが分かった。電子機器の先進国である日本でも、静寂を実践し、その恩恵を味わう習慣が失われつつあるよ
うだ。」

「静寂（シランス）とは、単に音のない状態ではない。そのことを私たちはほとんど忘れてしまった。聴覚という指
標は変質し、衰え、神聖さを失った。静寂がかきたてる不安、さらに激しい恐怖はいっそう強まった。
　かつて西洋人は静寂がもつ奥深さと風味とを味わったものだった。瞑想するにも、内面の声をきくにも、黙想す
るにも、祈るにも、夢想するにも、創造するにも静けさが条件であると考えられてきた。静寂はとりわけ心のうち
にある場であり、言葉はそこから出現するものと考えられていたのだ。沈黙による社交上のかけひきを西洋人は詳
述した。西洋人にとって絵画は無言の言葉であった。
　場所の慕わしさ、つまり寝室あるいは寝室にある物、そしてまた家の慕わしさは、静けさが織りなすものだった。
十八世紀に感受性の強い人間が出現して以来、人々は、崇高という規範に触発されて、おびただしい数の静けさを、
砂漠に感じ山に海に感じ野にきくことができたのである。
　沈黙は恋の出会いの衝撃を伝えるものであり、ふたりの融合に必要な条件だと思われていた。気持ちが長続きす
る前触れだったのだ。病人が送る生活、死の近さや墓の存在感のために、さまざまな種類の沈黙が生まれた。今で
はそうした沈黙は単なる残留物にすぎない。

（略）
　いまでは静黙する faire sllence ことは難しく、したがって安らぎと落ち着きとを与えるあの内なる言葉は聞こえ
ない。社会は音に服従するようにと命じる。自らの内なる声に耳を傾けるよりも、全体の一部であれという。かく
して個人の構造そのものが変更された。
　孤独なハイカーや芸術家、作家、瞑想の愛好家、修道院に隠棲した男女、墓所を訪れる女性たちのいくたりか、
とりわけ見つめ合い、たがいに口をつぐむ恋人たちは、なるほど静寂を求め、静寂の肌合いに敏感だ。しかしそう
した人々はいわば島にうちあげられた旅人である。その浜辺はむしばまれ、やがて無人になるだろう。
　しかし都市空間において喧噪の激しさが増したことは、人が思うほどには別段重要ではない。騒音の度合い（デ
シベル）を調査する活動家、立法者、衛生学者、技術者のおかげで、都市の騒音は変化し、おそらくは十九世紀よ
りも騒々しいというほどではない。新たな変化の本質は、過度のメディア化にある。常に接続された状態で、そこ
から言葉がたえず個人に流れ込む。そのため人は静寂をひどく怖れるようになった。
　（略）かつての静寂をよびおこし、静寂の探究、その手触り、規律、戦略、豊かさのありさまを描き出し、沈黙の
言葉について述べることは、静黙することを、すなわち己であることを学びなおすのに役立つかもしれない。」

「二十世紀半ばにおきた革命について指摘しよう。それまで病院における叫び声というのは、贖いの苦しみというキ
リスト教的価値観が暗黙のうちに認められる限りにおいて、かなり広く容認されていた。一方、現代の病院において、
苦有の叫び声はスキャンダルである。医者が失敗し、患者の側に自制ががないことを伝えるものだからだ。
　それとは反対に、悦楽の叫びは、十九世紀にはまだ容認しがたいものであったようだが、今日では多くの映画や
テレビ番組における主要な要素になった。この点については、一九世紀、特に娼婦が悦楽の叫びをあげた際に、警
察官が記録した訴えの数々も、この変化を証明する。
　例外的に現代について考えてみよう。電車内で声をあげることは、公害とみなされる。乗客は静寂を望むからで
ある。二十世紀半ばまではそうではなかった。当時、会話は普通のことであり、何となればコンパートメントにお
ける礼儀であった。同様に飛行機の旅でも静寂が好まれる。それを破れば不作法だとみなされかねない。映画館で
も同じだ。
　それでもこうした静寂の要求は、騒音に対する許容限度が下がったことを意味するのだろうか。おそらくは違う。
日中、交通機関で静寂を要求する人たちが前の晩にはディスコやミュージックホールで、人類がこれまで経験した
ことのない強烈な音に耐えた人たちと同一人物であったりする。まるで静寂とそれが与える安らぎとは、時と場所
に応じて、断続的に求められるものであるかのようだ。」
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電子音楽そのものが目的となったとき
音楽はそこで生命を失ってしまう

（電子音は可能性のはずなのに）
（イマジネーションが閉ざされてしまったとき）
（音楽の可能性もまた閉ざされてしまう）

技術や操作が目的となったとき
音楽は歌い聴くという本来の能動性を失ってしまう

（与えられたものを）
（どんなに巧く加工しても）
（あらたな世界は広がらない）

社会や政治が目的となったとき
音楽は音楽であることの意味を失ってしまう

（音楽を道具にすることはできるけれど）
（その道具はまるで道化のようで）
（ときにドラッグにさえなってしまう）

音楽はこれからどうなっていくのだろう
それをどんな名前で呼ぶのかわからないけれど
人の可能性をあらたに広げるものでありますように

（「はじめに」より）
「作曲家の武満徹はインタビューや対談などにおいて、しばしば「電子音楽を作曲し
たことはない」という意味の発言をしていた。この発言における「電子音楽」とは、
ドイツで創始された狭義の電子音楽、エレクトロニッシェ・ムジークのことを指し
ている。十二音技法に端を発するこの作曲技法は、作曲上のさまざまな要素にまで
パラメータ化を拡大してそれを制御しょうとする総音列主義による作曲へと展開し、
さらには音の持続する時間／音の高低としての周波数／音の大きさとしての強度ま
でを数値化して扱うだけでなく、電子的に作成された音響を数多く重ね合わせるこ
とによって、あらゆる音色までも無限に生成しようとする理念へと突き進んだ。
　その後「電子音楽」という言葉は、電気的／電子技術を援用して実現する音楽を
幅広く指すようになった。武満は作曲へ録音再生技術という電子テクノロジーを持
ち込んだ最初期の日本の作曲家であり、その意味では武満を広義の「電子音楽」の
パイオニアの一人とすることもできるし、武満自身「電子音楽に取り組んでいる」
という意味の発言をしている例も数多く確認できる。さらに黛敏郎が日本で初めて
エレクトロニッシェ・ムジークの流れを汲む電子音楽を発表する四ヶ月前、既に武
満徹は電子音を使用とした放送番組を手掛けてすらいたのである。」

（「題名のない音楽談義」（一九八二年十月二十九日、十一月五日）より）
「「週刊朝日」誌の一九八二年十月十九日号／十一月号に岩城宏之／武満徹／黛敏郎
による鼎談「題名のない音楽談義」が掲載された。武満は「いまお金をかけてこれ
だけ電子工学が進んでいるにもかかわらず、全然イマジネーションがないってこと
が一つ。それから、それを使っている人たちはもっとイマジネーションがない」と
発言し、続いて尺八の音をシンセサイザーで模倣しようとする態度を批判している。

（略）
「いま僕らがやっているような現代音楽というようなものが、本当にいまわれわれに
とって必要なのかどうか。人間全体の大きな問題じゃないですか。（略）人間の社会
もコンピュータライズされ、テクノロジーがものすごく進んできて、電話とかテレ
ビとか情報の伝達ってものがものすごく早くなってきたりして、それで、みんなが
一心同体みたいな形になれるかっていうと、そうでなくて、その隔絶感っていうの
はますますそのために深まってくるわけでしょう。（略）それでどうしていいかわか
んないっていうことですよ」と黛に返答した。
　しかし、武満は「ただ、僕は音楽をそれでも続けたい。高橋悠治は社会的、政治
的な音楽ってことで、自分で水牛楽団をつくって政治的な問題と取り組む。僕はも
う一つそうじゃないやり方だってあると思うんです。／何か音楽に類するものを人
間は必ず求めると思うんです。それは何なのかと言ったら、僕は音楽っていう抽象
的なものではなくて、自然の感情だと思うんです。（略）僕らがつくる音楽が、人間
の中にある自然な感情を思い出させる。少しでもよみがえらせるきっかけになれば。
まだいくらかは存在する意味があるんじゃないかと思う。」とポジティブな発言をし
ている。」

（「スペクトラム・カンティクル」（一九九五年六月二十七日）より）
「武満は一九九五年十二月十四日の朝日新聞に掲載されたエッセイにおいて「いま私
たちは技術（テクノロジー）の援用によって、誰もが手軽に楽器を演奏し、その音
色までも合成することができる。このこと自体は考えるまでもなく素晴らしいこと
だが、出てくるものは、なぜか、似たりよったりのものばかりである。それは、結局、
与えられた材料の枠のなかで、いかに上手にマニュピレート（操作）するかという
ことがうた（音楽）の主目的になってしまって、音楽にとって最もだいじな（自発
的に）うたい出し、聴き出すという能動性を忘れてしまっているからである。いや、
忘れさせられている、と言いかえてもいい」と、恐らく最後のテクノロジー批判を行っ
ている。」

■川崎弘二『武満徹の電子音楽』（アルテスパブリッシング　2018.7）
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手本は
良き
悪しきを
問わぬ

鏡の
良き
悪しきを
問わず
映じる如く

人も
己も
上手
下手を
合わせ持つ

光も
風も
上手
下手を問わず
照らし吹きゆく

上手のみ
映す鏡も
下手のみ
映す鏡も
手本を失う

手本を
驕りのままに
曇らせ
失うとき
推して知るべし

（風姿花傳三　問答條々　下」より）
「問。能に得手々々とて、殊の外に劣りたる為手も、一向き、上手に勝りたる所あり。これを上手
のせぬは、叶はぬやらん。また、すさまじき事にてせぬやらん。
　答。一切の事に、得手々々とて、生得、得たる所あるものなり。位は勝りたれども、これは叶は
ぬ事あり。さりながら、これも、ただ、よきほどの上手の事にて（の）了簡なり。誠に、能と工夫
との極まりたらん上手は、まどか、いづれの向きをもせざらん。されば、能と工夫とを極めたる為
手。萬人が中に、一人も無き故なり。無きとは、工夫は無くて、慢心ある故なり。そもそも、上手
にもわろき所あり。下手にも、よき所必ずあるものなり。これを見る人も無し。主も知らず。上手は、
名を頼み、達者に隠されて、わろき所を知らず。下手は、もとより工夫なければ、わろき所をも知
らねば、よき所のたまたまあるを辨へず。されば、上手も、下手も、互ひに人に尋ぬべし。さりな
がら、能と工夫を極めたらんは、これを知るべし。
　いかなるをかしき為手なりとも、よき所ありと見ば、上手もこれを學ぶべし。これ、第一の手立
なり。もし、よき所見たりとも、我より下手をば似すばじきとおもうふ諍識あらば、その心に繋縛
せられて、我がわろき所をも、いかさま知るまじきなり。これ、即ち、極めぬ心なるべし。また、
下手も、上手のわろき所もし見えば、上手だにもわろき所あり、いわんや、初心の我なれば、さこ
そわろき所多かるらめと思ひて、これを恐れて、人にも尋ね、工夫を致さば、いよいよ稽古になりて、
能は早く上がるべし。もし、さはなくて、我はあれ體にわろき所をばすまじきものをと慢心あらば、
我がよき所をも眞實知らぬ為手なるべし。よき所を知らねば、わろき所をもよしと思ふなり。さる
ほどに、上手にだにも上慢あれば、能は下るべし。いはんや、叶はぬ上慢をや。よくよく公案して
思へ。上手は下手の手本、下手は上手の手本なりと工夫すべし。下手のよき所を取りて、上手の物
数に入るる事、無上至極の理なり。人のわろき所を見るだにも、我が手本なり。いはんや、よき所
をや。「稽古は強かれ、諍識はなかれ」とは、これなるべし。」

■世阿弥 作（野上豊一郎・西尾実 校訂）『風姿花伝』（岩波文庫 1958.10）
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色を呼ぶ
その名のなかに

隠された
洒落や
地口や
謎々で遊ぶ
心の豊かさよ

忘れられ
失くした色を
ふたたび求め

また
遊びのなかで
あらたに名づけ

■福田邦夫『忘れられ失われた奇妙な色を追ってＩ／色のロストワールドに分け入る楽しみ』（青娥書房　
2018.11）

（「いわぬいろ（謂わぬ色）」より）
「くちなしいろ（梔子色）のこと。口がなくてものがいえないという駄洒落みたいな色名である。梔子色はクチナシの実からと
る黄色色素と紅（くれない）や茜（あかね）の赤い色で染めた赤みの黄色で、皇太子の儀式用の服の色、黄丹（おうに、おうたん）
に似ているところから、一時禁制されたこともある。本来はなかなか由緒ある色だったのだ。」

「地口や洒落といった言葉遊びが多いのは、同音異義語が多い日本語の性質によるものだろうが、諺や謎々などにはその種のも
のがたくさんある。くちなしという植物の名前もそうだろうし、梔子で染めた色を「謂わぬ色」などと言い代えるのもその類
である。
　落語のような特殊な芸能が日本で発達したのはまさに当然と言うべきだろう。図書館で調べた諺や言葉遊びの辞典は、ちょっ
とした大辞典くらいのヴォリュームがあってびっくりする。日本人は昔から言葉遊びが好きだったようだ。ただ古いものは中
国の故事からとられたり、古来の名歌などに由来する場合が多く、そちらの知識がないと歯が立たないこともある。
　紫を「ゆかりの色」というのは、『古今和歌集』に由来するとか、濃き紅が色に出る」、花色ごろもが「うつろいやすい、さ
めやすい」ということを表すというのは、昔のインデリには常識みたいなものだったのだろう。ところが「濃紫（こむらさき）」
が「逢い初める＝藍染める」ということになるとだいぶ洒落らしくなってくる。「浅葱染めかや、藍足りぬ」が「逢いたりぬ」
にかけてあることはすぐわかる。近頃の若者だったら「愛足りぬ」と考えるかもしれないが。
　江戸の暇人が考えたような地口はくだらないと言えばそれまでだが、結構おかしな傑作がある。中には色に関するものも幾
つかある。
　「あかさたなはまやらわ」を「赤坂の馬鹿野郎」と言い代えるようなものが地口で。「柳は緑、花は紅」を「女は一人花はくれない」
とか、「我が身は人に肌はふれない」とやる。「黒砂糖甘くこれも蜜なり」は「故里寒く衣打つなり」をもじったもの。
　謎々にもいろいろある。「青とかけて、曇天ととく。そのこころは、日が出れば晴れる」「朱とかけて、口論ととく。こころ
は言をもって誅する」なんていうのは漢字のテストみたいな謎々である。「暁の月落ちて新枕（にいまくら）」とは何か。あか
つきからつきが落ちて、あか、新枕は寝初め、つまり根染めで、茜染めのこと。「紅の糸腐りて虫となる」は虹、「乞食は日本
にかぎる」は唐紅（からくれない）なんていうのはくだらない。「鬱金の鉢巻き」というのは色名と色のテストみたいなもの。
鬱金はショウガ科の植物の根からとられる黄色の染料で、それで染めた鉢巻きを頭に締めれば頭に黄がまわる、つまり気がま
わるというわけだ。忘年会の幹事は鬱金の鉢巻きにかぎる。「黒犬の尻（おいど）」とは何か。尾も白くない、言うまでもなく、
面白くない。「白犬の尻」ではないところがいかにも江戸っ子らしくていい。」
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無常も刹那も
逆境も順境も
それなりに
歩む道を選ばせるための
契機とはなるだろうが
人を根っ子のところで
変えてしまうのではなさそうだ

無常に逃避し刹那に享楽するのも
無常を達観し刹那を力に変えるのも
順境に驕り逆境に躓くのも
順境を追い風とし逆境を踏み台とするのも
その人らしさにほかならないのだから

そして
その人らしさに良きも悪しきもない
長明のように災厄の時代を生き
みずからの不運を嘆いたのだとしても
順境ではなかったがゆえに
『方丈記』は書かれ
それが人の心に響きもした

生きているということは
程度の差はあれ
無常と刹那
逆境と順境のなかで
それなりに心をゆらすことでもあり
隠遁したといっても生きているのだから
そうしたゆれと無縁ではありえない

そして少しなりとも
「達観」をめざすとしたならば
そのゆれをどう生きてゆくか
それ次第なのではなかろうか
そのかたちはさまざまだろうけれど

■鴨長明（蜂飼耳訳）『方丈記』（光文社古典新訳文庫　2018.9）
■堀田善衛『方丈記私記』（ちくま文庫　1988.9） （■鴨長明（蜂飼耳訳）『方丈記』「訳者まえがき」より）

「隠遁生活、無常観、と来ればすっかり達観した人物の綴った文章が『方丈記』なのだろうと、
敷居の高い世界を思い描く人もいるのではないかと思う。しかし、『方丈記』と鴨長明の伝記
的な内容から知られる事柄を併せて考えると、この人物が達観とはやや異なる境地に生きた
ことが見えてくる。
　そして、『方丈記』が受け継がれ、現代まで伝わっているのは、おそらく、達観を目指しな
がらも実際にはその手前で行きつ戻りつうろうろする人の葛藤や悔しさ、寂しさが滲んでい
るからだ。迷う人によって書かれた、迷いのある書物だから、受け手は共鳴するのではないか。
　小説家の堀田善衛（一九一八−- 九八）は、太平洋戦争中、東京大空襲に直面し、やがて『方
丈記私記』（筑摩書房、一九七一）を書いた。数々の災厄の場面を描いた『方丈記』を、戦災
の向こうに見据えて考察した。災害について記すという観点においては、東日本大震災の際、

『方丈記』が思い起こされ、取り上げられることも少なくなかった。
　確かに。『方丈記』には鴨長明が経験した災厄が知るされている。安元三年（一一七七年）
の大火、治承四年（一一八〇年）の竜巻、同年の福原遷都、養和元年 ( 一一八一年）からの飢
饉、元暦二年（一一八五年）の大地震。この世の儚さ、人間の暮らしを取り巻く虚しさが次々
に展開される。だから立派な家など建てても、富に拘っても仕方ない、というのが『方丈記』
から聞こえる鴨長明の主張の一つとなっている。
　それゆえに、後半に書かれる方丈の住み心地、身軽さがもたらす気軽さは、いっそう強調
される。その底には、鴨長明が人生の途上で味わった悲哀や悔しさの感情が横たわっている。
　具体的には、たとえば、家系的にゆかりのある下鴨神社の摂社である河合社の禰宜になれ
そうだったのになれなかったこと、鎌倉へ行って将軍・源実朝と会えたけれどもとくに何に
も結びつかなかったことなど。いろいろと、うまくいかなかったのだ。
　好きなことは、和歌を詠むことと琵琶を弾くこと。出家の身で、方丈の庵へ移り住んでも、
和歌と楽器は手放さない。それどころか、だれも聴いていない環境なので琵琶の秘曲を自由
に弾いて楽しんだりしている。六十二歳で没するまで、鴨長明はその草庵に住んだらしい。『方
丈記』もそこで執筆された。魅力のある人物だっただろうと思う。
　「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」という『方丈記』の書き出しの文
章には、老成した隠者を想像させるところがある。だが、鴨長明は迷っていた。いつも迷い、
心は揺れ動くばかりだったのだ。そうでなくては歌など詠めないし、琵琶の演奏だって思う
ようにはできないはずだ。さらにいえば、迷いがきれいさっぱり消え去ったなら、『方丈記』
という書物をあえて書くこともなかったのではないか。
　草庵でのこの暮らしがいいのだ、と書きつけること自体に鴨長明の深い葛藤が滲んでいる、
と読んでも間違いではないだろう。そして、その矛盾したすがたは、現代の読者から見ると
むしろ魅力的なのだ。八百年も前の人だけれど、遠い人ではない、という印象が立ち上がる。」

（堀田善衛『方丈記私記』より）
「私には、この時代について、及びこの時代の「世」について考えるとき、二人の、二つの極
に立つ人の姿が見えている。長明が一方の極にある人として、さらにもう一方の極にある人
としては、身みずから、罰せられて「世」に出て衆生救済そのものと化した人としての親鸞
が見えている。
　しかも長明がかくれた日野山の、そのすぐのふもとに親鸞が生まれたとは、何たる縁とい
うものであろうか。長明かくれて親鸞出づ。
　そうしてかかる「閑居の気味」は、中世芸術家たちの憧憬の対象となり、またまた、今度
は鴨長明自体が本歌取りの対象にされてしまう。」
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香の道は
連歌の如く

香の名は
歌よりとられ
香は
その名で
歌を香らせる

連歌もまた
香を遊ばせ
香り立つ歌の景色を
創りだしてゆく

香と香は連なり
名と名は歌い
香と名は
歌となって戯れ
心の景色を現してゆく

■濱崎加奈子『香道の美学／その成立と王権・連歌』（思文閣出版　2017.10） 「日本人は目に見えないものを尊ぶ心を大切にしてきた。とりわけ伝統文化にお
いては、目に見える「型」を用いながら、実は目に見えない何かを伝えている
ということが多々あるのであって、そこをひもとかなければ、それらを理解し
たことにはならない。そしてそれは、芸術・芸能に限ったことではない。（略）
　香道は、香りという、目に見えないものを「道」にまで仕立て上げた、世界
にも稀なる芸術である。しかもこれをおよそ五百年のもあいだ伝えてきている。
これは、実はとても不思議なことである。」

「『五月雨日記』は、数百年ものあいだ、門人たちによって書写され、伝えられ
てきた。一見、単なる記録にすぎないが、にもかかわらず、香道の聖典として
扱われてきたものである。」（『五月雨日記』：東山泉殿で行われたとされる香会
の記録）

「香会において、歌は意味のつながりを無視してその一部が切り取られ、名とし
て香に付けられる。当座においては、香と名と歌という要素が、それぞれ単独
で築いてきた世界から切り離されたステージの上で、何らかの関係を新たに取
り結ぶ。そしてそのことにより、それぞれ単独ではなしえなかったような意外
な展開を生み出すことになる。
　香と名とは、常に新たな関係を作り出そうとする運動体である。それは（略）
連歌の付句の関係に似ている。連歌は、付ける句によって、前句の世界では思
いもよらなかったような展開を生んでいくのであって、したがって場は常に動
きをはらんでいる。そして、この動きを支える精神は、機知である。
　香りのなかで歌がどう変化するか。歌のなかで香りはどのような物語を生み
出していくか。しかも香りは幽かで、刻々と移ろいゆく、それ自体流動的な対
象である。連衆は、名付けにおいて、そして、当座において、香と名と歌との、
瞬間ごとに織りなす関係性を鋭く捉え、謎をかけ、あるいは謎を解きつつ、香
り立つ一つの風景を創造していくのである。」

「連歌師は、香によってより豊かに描き出される心の景色に遊びながら、言葉を
発し、相手の言葉を受けとめ、そうすることで、次々と生まれ替わる新しい言
葉の関係−−−−言葉の運動−−−−を楽しんでいた。
　（略）
　連歌は、のちの記録には言葉しか残らず、徹底的に言葉の世界のなかに完結
する、言葉の遊びである。それが、ここから一歩、言葉の外の世界−−−−非言語
の世界−−−−へと飛び出していったのが、香との掛け合いの世界、すなわち、香
会であったと考えられないだろうか。香りという、言語ではあらわし得ない嗅
覚という感覚に、連歌的な原理を持ち込むこと、つまり、香に「名前」を与え
ることで、連歌は、言語内の遊びから、外部世界へと結びついていこうとした
のである。」

「香の名の多くは、和歌や物語から採られていた。連歌師や連歌によく通じる者
たちは、和歌や物語を切断し、切り取ることによって、香りに「名」を与えた。
名の本になった和歌は、香りのなかに放たれることによって、単独で詠まれる
時には思いもよらなかったような情景が立ち現れる可能性が与えられた。それ
は、連歌において、一つの句が次なる句によって、全く新しい句へと変貌して
いくのと同じ原理に貫かれていた。香の名はまた、決して周知の和歌ばかりで
なく、時にあまりよく知られていない歌謡などからも採られていた。連衆は謎
を解くようにしてその作意に思いをめぐらせ、同時に香りを味わい、香りのな
かに名のヒントを求め、名と香りが合わさった時に初めて知られる「付合」の
妙を堪能したのである。」
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生きることは変わること
見ることは変わること
知ることは変わること
変わりつづけること

変わりつづけて
変われなくなったとき
死は訪れる

お役目は
とりあえずそこで
ジ・エンド

それまでは
何度も何度も
一皮剥けなきゃならない

バカになり
マヌケになり
不良になり
非常識になり

一瞬一瞬
そして長い時間をかけて
何度も何度も
一皮剥けつづける

だから
じぶんは何者でもない
どんどん何者でもなくなっていく
じぶんを本質へと導こうとすればするほ
どに

そしてまた
あたらしいお役目を
はじめるときがきて
変わりつづける

■北村道子『衣装術２』（リトルモア　2018.12）

「私はスタイリストだと思っていない。だから名刺にも書いていません。」

「知覚したときは、そこで終わってはいけない。
変わらなきゃ。変わることはものすごく大事。」
変わらなければそれを知ったことにはならない。
一皮剥けなきゃならない。
変わっていって、全部の皮が剥けたとき、死が訪れる。
役目が終わったんだ、何もかも知っちゃった ･･････
そのとき、自然とまぶたがおりて、
心臓の鼓動も止まって、ご臨終になるんじゃないかな。
十月十日お腹のなかにいて、出て、
どんなにいい風にジャッジしても、
自分の一生は、80 年間だと思う。
10 年ごとに自分自身が成長していかないと損するよ。
私は今 70 になって、80 まで生きるのかどうかわからないけど、
今からは本質だな、と思っている。
あの 16 歳のときのいやーな少女に戻ろうと思ってるの。
少女のときから婆さんって言われてたから。
もうクソのような婆さんになりたい。
そして、不良のために仕事したい。」
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キリストは
秘教を公にすることを使命とした

家族や自らを憎まなければ
愛することはできない
剣をもたらし敵対させるために
愛は訪れなければならない

そのように十字架を担うということは
どういうことなのだろうか

それはみずからが
問うことさえできずに
依存している存在を問い疑うことなくして
愛することはできないということだ

無神論者にとってさえ
その依って立つものこそを
疑い問わなければならない

キリスト教が個をつくったといわれる
個であるということは
他者がそこに顕れるということだからだ
他者がいないとき
愛することはできない

他者がいないということは
問うことさえできない人間関係や共同体など
が

「空気」のように存在しているということだ
「空気」がなければ息ができないという前提が
そこで疑い問われなければならない
そのことではじめて「他者」は顕れる

十字架は
みずからがみずからに架ける
そのことを通じてしか
愛することはできないからだ
そして愛の試練は続く

「「宗教が社会現象なのではなく、社会のほうこそが宗教現象である」。これは、あ
る著名な社会学者の言明だが、まことに的確に真実をついている、と言わねばなら
ない。神とは何か、人はなぜ神を信じるのか、ということを徹底的に考え抜くことは、
そのまま、社会をその総体において理解することと同じことになる。」

「神を信じていない（つもりの）日本人も、「空気」には関心がある。「空気を読めない」
ということは、日本人にとっては、一神教が神との契約を守らないことと同じくら
い悪いことであり、このことは、かつても、そして今も変わらない。（略）＜神＞
という概念を社会学的に一般化したとき、われわれは、「空気を読む」ことと「（狭
義の）神への信仰」との間の相違と類似を同時に捉えることができる。」

「資本主義が無意識の信仰によって動いているのだとすれば、結局、資本主義への
批判は宗教批判という形式をとることになる。もし、資本主義の＜外＞までをも視
野に入れた、現代社会の徹底的な相対化を試みようとすれば、それは、無神論への
企てでなくてはならない。真の無神論はきわめて難しい。なぜなら、資本主義がす
でに「無神論」の外見をまとっているからだ（にもかかわらず、無意識のうちの神
への執着を前提にしているからだ）。」

「人や生き物を愛することの価値を解いた宗教者は、もちろんキリストだけではあ
りません。他にもたくさんいます。しかし、キリストは別格です。キリスト教の教
えは、「愛」に尽きるからです。キリスト教には、他に何の教えもない。ユダヤ教
には、人としてなすべきことがたくさん規定されていて、それが律法という形式を
とったわけですが、キリスト教では、そういう豊かな律法はすべて破棄されてしまっ
た。残ったものは、「隣人愛」だけです。ところが、そのキリストは、こうも言っ
ているのです。

　　私が来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思ってはならない。平和ではな
く、剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。（「マタ
イによる福音書一〇章三四−三五節」）

　キリストは、愛を説いているのに、こんなことも言っている。この言葉は、愛の
教えと矛盾しているのではなうか。そのように見えます。とにかく、キリストは、
愛と同じくらい憎悪を強調しています。平和と並んで戦いを重視しています。」

「キリストが語ったことの中で最も問題含みの発言、最も物議を醸す発言は、まち
がいなく、「ルカによる福音書」一四章二六節の次の言明ではないでしょうか。

　　私についてくる者で、父と母、妻と子、兄弟姉妹、さらには自分自身の命を憎
んでいない者は、私の弟子ではない。

　キリストの弟子としてキリストについてきたかったら、両親とか兄弟とか妻や夫
とかを憎まなくてはならない。このようにキリストは言っている。しかし、キリス
トのメッセージ、キリストの命令というのは、「（隣人を）愛せ」ということではなかっ
たでしょうか。引用した「ルカによる福音書」のこの言明は、キリストのメッセー
ジと矛盾しているように思えます。二つの命令、愛への命令と憎悪への命令をどの
ように両立させたらよいのか。両者はどう関係しているのか。結局、両者は同じこ
となのではないか。両者は地続きなのではないか。」

「汝の敵を愛せ」というキリストの命令があります。クリスチャンでなくても知っ
ている、非常に有名な命令です。これらを僕らは、文字通りとるべきではないでしょ
うか。つまり、「敵を敵として愛せ」と。この命令を裏返すとどうなるか。「愛する
人を憎め」となります。この二つの命令は、同じことを言っていると解釈すること
ができます。（略）
　冷酷で激しい憎悪だけは、人を、共同体の束縛から、つまり自分が生まれおちそ
こで育った共同体のしがらみから解放する力をもっているのです。」

「では神的暴力とは何でしょう。それは、法に外在する暴力であり、人を法から解
放し、真に自由にする暴力です。僕の考えでは、愛と直結している暴力、愛と区別
がつかなくなっている暴力こそが、この神的暴力です。」

■大澤真幸『憎悪と愛の哲学』（角川書店　2017.9）
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それがたとえ
現実にはない
異世界であるとしても
たしかな想像力さえあれば
そこに世界は存在する

みずからがその世界を創り出すからだ
そしてその世界には
その世界のなかにしかない真実がある

虚構とされる異世界を
現実の世界と取り違えてしまわないかぎり
想像力は自由に飛翔する翼となる

現実とされる世界も
それを現実としてとらえている者が
現実としてつくりあげている仮構世界でもある

想像力がなければ
それが現実とされる世界だとしても
それが与えてくれるもののなかで
与えられたかたちでしか生きることはできない
そしてその世界の真実さえ
ついぞみずから見出すことはできないだろう

想像力が生み出す
無数の可能世界のなかの経験は
現実とされる世界を生き
それを変えていく経験ともなり得るのだ

■ウンベルト・エーコ『異世界の書／幻想領国地誌集成』（三谷武司訳　東洋書林　2015.11） 「実在はしないけれども多くのフィクション作品の舞台となった場所は無数に存在し、
我々の空想世界（イマジネーション）の一部を形成するに至っている−−−ピノッキオの
おもちゃの國、シンドバードがルフ鳥（ロック鳥）に遭遇した島、ラブレーの鐘の鳴る島、
７人のこびとが暮らす小部屋、眠れる森の美女の白、赤ずきんのおばあさんの家、そし
て東西を問わず様々な説話に登場する磁石の山などである。
　他方で、実在していながらフィクションの素材となった場所も多い。例えば、ロビン
ソンの島は太平洋チリ沖のフアン・フェルナンデス諸島に実在する。デフォーは、この
島に置き去りにされ苦難の年月を過ごしたアレグサンダー・セルカークの実話から着想
を得たのである。」

「フィクションの舞台として有名ではあるが実際には存在しない場所には−−−−しばしば
ビジネス上の思惑から−−−−後づけで造られることになったものも多い。例えば、シャ
トー・ディフ（実在）に造られたモンテ・クリスト伯の獄房（虚構）にはデュマのファ
ンが大勢訪れているし、いまではロンドンのベイカー街にシャーロック・ホームズの家が、
またニューヨークにはネロ・ウルフの家が「実在」している。」

「虚構の場所に関しては、つい信じてしまうということがない。実在しないことを知りつ
つ、敢えて、あたかもそれが実在するかのようなふりをする−−−−そうやって作者の提供
するゲームに共犯者として参加する−−−−それこそが、フィクション作品に接するときの
約束事だからである。」

「物語の可能世界こそは、その内部で起こる出来事について絶対確実な知識を得ることの
できる唯一の宇宙であり、この世界に入り込んでいる限り、我々は非常に強い＜真実＞
の観念を手にすることができるのだ。
　現実の世界については、エルドラードなりレムリアなりがどこかに存在していると頭
から信じ込んでいる人々がいるかと思えば、そんなものが実在するわけがないと否定す
る懐疑論者もいる。しかし、スーパーマンの正体はクラーク・ケントであること、ワト
ソン博士はネロ・ウルフの相棒ではないこと、アンナ・カレーニナは列車に轢かれて死
んだのであって王子様と結婚したわけではないことについては、誰にとっても疑問の余
地はない。

（略）
　こうして最期にひとつの慰めが得られる。それは伝説の土地であっても、信仰の対象
から虚構の対象へと変わった瞬間に真実になるということである。宝島はムー以上に真
実であり、芸術的評価を抜きにして言えば、ピエール・ブノワのアトランティードには、
多くの人々が探し求めてきたあの消えた大陸とは違って異論を差し挟む余地がない。そ
してプラトンのアトランティスは、、物語として読むならば（神話とは本来そのように読
むべきものだが）、ドネリーのアトランティスとは異なり、そもそも論駁することが不可
能な対象なのである。
　本書の各章には、伝説の登場人物に消すことのできない実在感を与える物語が添えら
れている。それが我々の記憶の博物館の一部となるならば、仮に現実世界においてその
人物や土地が消え去ってしまったとしても（あるいはそもそも存在しなかったとしても）、
想像力によるその再現は決して否定されることがない。
　＜地上の楽園＞だろうと＜天上の楽園＞だろうと、そのようなものは端から信じない
という者であっても、ドレの「白い薔薇」の絵を見、彼に霊感を与えたダンテのテクス
トを読むならば、そこに幻視された光景が、まさに我々の想像力の現実の一部をなして
いることに気づくはずなのだ。」
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私が私であるということは
記憶の集まりなのだろうか

そうであるならば
記憶を失ってしまったとき
私はもう私ではなくなっている

ブレードランナーでは
合成人間のレプリカントには
作られた記憶が与えられていた

レプリカントの私の
私とはいったいだれなのだろうか
記憶はあるけれど作られた記憶

私がじぶんだと思っている記憶も
どこまでがほんとうかはわからない
なにがしかはそれなりに作られてもいる

私が私であるということは
いったいどういうことなのだろう
記憶である私
記憶でない私 ･･･

どんな記憶も失われないとしたら
私は私でいられるのだろうか
それでも私のままなのだろうか

私が私のままだとしても
記憶のなかで私は
正気でいることができるだろうか

私という記憶で物語をつくり
それなりに忘却することもできる
私という存在の
なんと愚かしくも愛おしいことか

■桑木野幸司『記憶術全史／ムネモシュネの饗宴』（講談社選書メチエ　2018.12）

「記憶術（略）の核心をここでごく単純化して述べれば、心の中に仮想の建物を建て（＝器の準備）、
そこに情報をビジュアル化して順序よく配置したうえで（＝情報のインプット）、それらの空間を瞑想
によって巡回してゆく（＝取り出し）−−−−たったこれだけである。けれども、（略）この仕組みは建
築のもつ秩序的空間連鎖に、イメージの持つ情報圧縮力を巧みに組み合わせた、実に効率的なデータ
処理システムとして機能することが実証されている。」

「西欧における記憶術の歴史を大まかにまとめると、次のように整理できる。
　紙の調達が不自由だった古代世界において、主に長大な弁論を暗唱するために開発された素朴な記
憶術は、中世にはやや下火になりつつもキリスト教の影響を受けて独自の変容を遂げる。やがてルネ
サンスあるいは初期近代（一五〜一七世紀初頭）と呼ばれる時代に華麗な復活を遂げたが、そのあと
忽然と姿を消す。（略）
　では、なぜこの時期に、古代の、いってみれば黴臭いテクニックがよみがえったのだろうか。（略）
　時あたかもルネサンス人文主義のまっただなかである。古代ギリシアやローマの古典的名著が次々
と印刷・出版され、教養人がそなえるべき知的スタンダードが形成された。その一方で、自然科学や
航海術が発達して様々な新発見がなされ、それらの知見を通じて学術書も怒濤の勢いで増大してゆく。

（略）そこで登場するのが記憶術だ。古代以来の伝統を戈巣盤石のデータベース・ツール。この術を当
世風に改良することで、情報の洪水を乗り切ることができるのではないか−−−−そう人々が考えたのも
無理はない。
　あらためて指摘するまでもないが、これとそっくりな危機的状況を、現代の我々は生きている。し
かも、その深刻度は数倍どころか数百倍、数万倍だ。

（略）
　あえて極端なことをいうと、実はそういった現代の情報革命の萌芽は、すでにルネサンス時代の記
憶術の消長史にすべて内包されていたのだ。」

「記憶の力は両刃の剣である。精神内面に蓄えた膨大な情報を独創的な仕方で組み合わせ、新たな知識
を生み出す力がそなわっている一方で、その力を誤ると、内面イメージの暴走はもとより、記憶の書
き換えや恣意的な操作といったネガティヴな面まで現前かしかねない。（略）
　記憶とは過去のデータを独創的に再構成することに他ならないということは、そのプロセスに人為
的に介入することによって、人々が想起する内容を操作できてしまうということでもある。」

「ある歴史的記憶を後世に伝えたいと思う人と、それを望まない人がいたとする。後者が記憶の書き換
えや歪曲といった手段に訴えたとき、前者にはそれに抗する術があるだろうか。繰り返すが、記憶と
は我々が思っている以上に脆いものであり、架空の情報の示唆や誘導、プロパガンダによって、容易
に変形させられてしまう。最新の認知科学の研究によれば、場合によっては、一度も起こったことが
ない事柄を「自らの体験」として人に思い出させることさえ可能だという。こうなると、実際の出来
事の記憶と、創作された記憶との区別をつけることは非常に困難だといわざるをえない。
　だからこそ、記憶と想起のしくみを知り、記憶を構成する（賦活）イメージの力を正しく認識して、
記憶と文化の創造的な交錯のプロセスに通暁することが、自己防衛の手段になりうるのだ。その意味で、
初期近代における記憶術の発展と衰退の歴史を丹念にたどることは、過去の人々がいかにして記憶女
神を味方につけ、その権能に与ろうとしてきたのかを知ることができる点で、有益な示唆を含んでい
る。記憶を恣意的に操作しようとする者が我々の前に現れたとき、それらの知見は強力な武器となり、
鎧となってくれるだろう。
　記憶女神ムネモシュネの叡智の饗宴は、まだまだ終わらないし、終わらせてはならないのだ。」

「完璧な記憶力を手に入れられたら ･･････ そう思わないこともない。それは裏を返せば、一度覚えた
ことを永久に忘れないということだ。けれども、これはよくよく考えてみると、恐ろしく不便なこと
ではないだろうか。」

（略）
　すべてを記憶しておくことは、必ずしも望ましい結果を生むとは限らない。我々は忘却することに
よって、情報の些末な枝葉をそぎ落とし、主要な点のみを抽出して管理する。そうすることで、様々
に異なるけいけんから教訓や予測を引き出し、知識を継続的に積み上げてゆくことができるのだ。重
要なのは、意味のある経験だけを選択的に記憶することであり、逆にもし全ての事柄を鮮明に覚えて
いるとすれば。それは何も覚えていないのと同じくらい不都合なのだといえる。我々は、忘却と上手
に付き合いながら生きてゆくしかないようだ。」
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狩猟者は獲物を得るが
アニミズムにおいては
狩猟者と獲物のあいだに
絶対的な壁はない
その姿は違え
同じ霊魂を持つものだからだ

それゆえ
獲物の犠牲
恵みに対して
その魂を
鎮魂しなければならない
ときに自己犠牲さえ伴いながら

けれども
人間と動物のあいだに
壁はないとしても
そこに差異がないわけではない

そうでなければ
狩る者は
狩られる者としての
役割も持たなければならないからだ

故に
狩猟者は
獲物にみずからを似せながらも
狩猟者と獲物のあいだに
鏡像と実像の差異のような
差異をつくりだす

それは
生者と死者のあいだにも通じる

生者と死者のあいだにも
絶対的な壁はないが
決して同一ではない
そこでも差異は確保される
生者の生のアイデンティティは
保たねばならないからだ

現代人は
人と動物の間
生と死の間に
霊魂の同一性を見ない
または
霊魂を否定することで
明確な壁を設ける
ゆえに
動物を犠牲とはとらえず
死は見えないものとされる

さて人とはどんな存在なのだろう
生とはどういう在りようなのだろう
その問いが問われることさえ今や稀だ

■レーン・ウィラースレフ『ソウル・ハンターズ／シベリア・ユカギールのアニミズムの人類学』（奥野克巳・近藤祉秋・
古川不可知 = 訳　亜紀書房　2018.4）

「ユカギールの狩猟者は、狩りの際には狩猟者かつ動物である。また人間共同体
のうちでは、単純に彼自身ではなく再生した親族である。死者の魂なくして生き
た人格がないのとまったく同様に、獲物なくして狩猟者はない。したがってユカ
ギールの人格は、デカルト的な意味でのコギトとして分離し、自立しているので
はない。それは本質的かつ生まれながらにして関係的なのであり、それ自身の実
在は、参与する関係の外側やそこから切り離されたところにはない。それゆえに
私はハイデガーの用語である「世界＝内＝存在」を採用した。それは間実在、間
身体性、相互作用の領域であり、そこでは人格であることは実在の間にあるので
あって、そのうちのひとつに宿るのではない。だが我々が理解しなければならな
い少々パラドクシカルな問題とは、ユカギールの人格はその存在に染みわたる深
い関係性によって規定される一方で、固有の志向性と行為主体性を備えた独自の
人格としても認識されることだ。まさにこの原理によって、狩猟者は獲物との関
係をとおして構築され、規定されるにもかかわらず、動物を殺す意図を持った人
間の狩猟者としてあり続けることができる。同様に、自己のアイビ（霊魂）と取
り持つ関係によって名前とアイデンティティを獲得するユカギールの人格は、同
時に自身を以前の生から差異化し、独自の意思のもとに決断して行動をとること
ができる。人格は、人間と非人間および生者と死者という両面で外の人格から分
離していないと考えられていると同時に、志向性と行為主体性も有すると見なさ
れているのである。」

「ユカギール人が人間と非人間あるいは生者と死者の間に乗り越え不可能な存在
論的障壁を設定しないことは、彼らが自己と他者の差異化に没頭しないというこ
とではない。反対に、保証されたア・プリオリな差異がないということは、差異
を例示する様々な日常的実践をとおして絶えず差異を作り出し続けなければなら
ないということである。
　我々は、ユカギールの社会性が他の狩猟採集民と同様に、シェアリングの原理
をめぐって構成されるやり方を見た。シェアリングのエートスは、所有と蓄積か
らの解放、つまり個人の間に依存関係を作り出す可能性からの全面的な解放を伴
い、基本的な平等という性質をもった関係を確立する。借金や信用貸し、互酬お
よびいかなる種類の非対象関係も、シェアリングの精神と実践の双方に反するも
のだ。お互いにシェアする人々が身をもって示すのはそうでなかう、まぎれもな
い対等性である。（略）だが問題はユカギール人にとって、自然の行為主との真
に徹底的なシェアリングという状況は、最終的には維持不可能であり、実のとこ
ろ自己破壊的であるということだ。それは常に与え手と受け手の役割の反転を
もって終わり、人間の捕食者は獲物である動物の精霊にとっての獲物の地位に転
落する。この反転への恐怖はユカギールが動物の支配霊を取り扱うやり方に繰り
返し見出せる。この精霊は人間の「親族」に対する「愛」ゆえに彼らを「殺す」
ための手段として、豊かな獲物の群れをシェアするのだと信じられている。した
がって全体としては「シェアリング」や「愛」における「差異の吸収」は否定的
に捉えられる。それは人間としてのアイデンティティの喪失を意味し、究極的に
は「死」を意味する。なぜなら、そうした明確なアイデンティティなくして人間
にとっての生などないのだから。」

「狩猟者は獲物のアイデンティティと見た目を取り入れることで、動物（とその
不可視の霊的な片割れ）に対して動物自身のイメージを投げ返す。ちょうど鏡に
映しだされたモノのイメージは現実のモノと類似しながら、鏡像それ自体はモノ
のレベルでの現実性を持たないのと同じように、狩猟者によって始動されたイ
メージは獲物と完全に同一化することなく獲物を指し示す。そしてまさにこの不
一致あるいは差異の局面が、動物を上回る力を狩猟者に付与する。第一に、それ
は狩猟者の二重のパースペクティヴを提供するのであり、（人間の狩猟者がする
ように）エルクをエルクとして見るとともに、（彼がエルクによって見られるよ
うに）彼自身をエルクとして見る。実のところ、狩猟者を著しい危険に晒すのは
このパースペクティヴの二重性である。なぜなら、彼自身の人間のパースペク
ティヴを備えた知覚主体として実在するという区別を保ち続けたまま、動物の根
源的な「らしさ」のシェアリングを可能にしてしまうからだ。第二に、動物が狩
猟者の中に見るもの、つまりその致命的な魅惑の対象とは、動物自身の正確な複
製ではなく幻想のイメージである。実際には「内面」あるいは不可視のもの、す
なわち動物自身の隠れた人間的性質を隠すことによって動物の人間的性質、つま
りそのアイビ（霊魂）をさらけ出す。アイビこそ狩猟者が動物に自ら差し出すよ
う強要するものである。したがって狩猟者の欺く力は動物と同一であることに存
するのではなく、同時に同かつ他であること、類似かつ差異であることに存する。
これは可視性と不可視性、つまり事実性と幻想の間に戯れの空間を開き、この空
間において狩猟者は現実についての動物の知覚を操作された虚構の中へと引き入
れ、それによって獲物を仕留めるのである。」
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キレイゴトというモノサシで
ゲンジツは測れない

キレイゴトをゲンジツにするために
たくさんのタテマエと規則ができあがる

キレイゴトばかりを並べていると
その奥で影の生き物が増殖しはじめる

キレイゴトですまないことは
みんな知っているけれど
キレイゴトを否定するわけにもいかない

けれど影はさまざまな形をとって
キレイゴトのシャドーを演じ続ける

理想のゲンジツを探そうとして
偽のゲンジツの顕在化した

「社会主義が終わった時代」から
「サブカルチャーの時代」ははじまる

ゲンジツの理想が
失意と失望で塗りつぶされたとき
サブカルチャーのなかで
新たなゲンジツを作りだそうとしたのだ

サブカルチャーのなかでは
ゲンジツはどんな姿でもとることができる

たくさんのタテマエと規則のなかで
窒息しそうになっても
そのなかでだけは息ができる

キレイゴトが大きくなると
その影もサブカルチャーも巨大化する

そして
世の中のゲンジツと
キレイゴトのシャドーと
サブカルチャーのゲンジツが交錯しながら
現代という時代の顔は描かれてゆく ･･･

■安彦良和『革命とサブカル／「あの時代」と「いま」をつなぐ議論の旅』 
（言視舎　2018.10）

「現代という時代はどういう時代か。
　様々なとらえ方はあるだろうが、僕にとってはこの時代の決定的な呼び名はひとつしかない。それは『社会主義が終わった時代』
ということだ。もっと限定的に『マルクス・レーニン主義が終わった時代』と言ってもいいのだが、それでは意味合いがあんまり狭
くなる。レーニンが現れ、ボルシェビズムが猛威を振るいだす以前の、社会主義的な正義の重圧が人々の心にのしかかった状態を包
括することが出来ない。
　では「社会主義」とは何か。それが「終わった」とはどういうことか。」

「「一九六八年」に、それは既に終わっていたというのが僕の考えだ。僕が考えるだけでない。社会主義の再生にかけた最期の望みを
体現するかのようなチェコスロバキア人民の試みを戦車で圧殺した時点で、つまり、ブレジネフドクトリンという鉄の鎖で縛りあげ
なければ社会主義陣営とその体制はもたないのだと公に認めてしまった時点で、社会主義は終わりを告白してしまっていたのだ。
　そこから一九八九年までの二十余年は、現実に、物理的な崩壊現象としてその「終わり」が顕れるまでに要した単純な時間経過に
他ならない。」

「代わってやってきたのが「サブカルチャーの時代」だった。
　かつての若者たちが反抗期で身にまとった「カウンターカルチャー」とは、それは明らかに別のものだった。反抗期でもなく、とがっ
ている必要もなく、それはただ「面白ければ」よかった。
　もちろん、この「面白さ」には相当の幅があった。インタレスティングでもマーベラスでもよく、洒落でも抒情でもよかった。今
風に言えばともかく「イケてない」ものは駄目で、その〝駄目〟の筆頭が「政治」だった。
　この「政治」的事件が、しかし一刻日本中の耳目を文字通り集めた。一九七二年の『あさま山荘事件』だ。」

「「差別はいけない。差別されている側に立ちましょう、寄り添いましょう」というのは、それはたぶん余計なお世話なんだろうな、
という気がある部分するんですね。」

「「良心的」でしょっていうところに安住しているのが嫌ですね。今のリベラル派のいやらしさは、そういうとこです。そういう「嫌
らしさ」に、かなりの人たちが気づくようになっている。（略）
　差別はいけないという大前提があるから、なんとなく「嫌だな、良識ぶってやがるな」と思いながら、それに異を唱えると「差別
に与するのか」ということになってしまうので、つい同調する。その気持ち悪さですよ。
　この話の根本に「社会主義」なり「マルクス主義」なりの、ものすごく大きな思想体系が終わったということがあるわけです。政
治システムとしても終わった。それに対して総括していないじゃないか、ということがあるんですよ。これだけ大きな変動があった
のに総括していない。そういう中で、かつて「マルクス主義」や「社会主義」が現役だった時に、同じ脈絡の中で捉えられていた「良
心」や「リベラル」ということが、なんかヘソの緒が切れないまま、まだ生きている感じがする。ひじょうに往生際の悪い、総括を
意識的に拒んでいるような人たちが、「良識的」って部分に、どんどんどんどん逃げ込んでいる感じです。」

「右でも左でも、気持ちが悪いものの中には嘘が隠れてるんですよ。気持ちが悪いという、その生理的な感覚は、ものすごく大切な
んじゃないですかね。（略）
　そういう時代に、自分で言うのもなんだけど、多感な青春期に出会って、それで「なんか違うな」と思った連中は同世代にいっぱ
いいるわけです。それが、その後の一九八九年の変動で裏付けられたわけです。「これだったのか、気持ち悪さの正体は」みたいな。
これは、時代体験としては戦争体験のように圧倒的ではないけれども、かなり大きいはずだと。それをうやむやにしていくのは、世
代的にどうなんだということですね。
　良識的というようなことが、それだけでまかり通るというのが、貴重な時代体験をうやむやにしている気がするんですよ。」

「リベラリズムの中にはものすごく性善的な楽観論があります。「理解し合えば差別はなくなりますよ」みたいな。でも、なくならな
いんだよな。アイデンティティにこだわりたいというのは、別にネガティブなことだけではなくて、やっぱりある。たとえば「移民
がいっぱい来て、わけわかんなくなっちゃうのが嫌だ」という感覚。それは保守的で忌まわしい右傾化の兆しというだけではなくて、

（どうしようもなく）「あるんだ」っていう気がしますよね。「そんなことってないですよ、みんなわかり合えますよ、どんどんいらっ
しゃい」って言ったら、実はそうじゃなくて、対立が先鋭化することがありうる。
　だから、「移民は嫌だ」というのは、ナチズムの始まりではなく、むしろそこに対して楽観的で鈍感であることのほうが、その始
まりなんじゃないかなという気がするんです。右傾化して、極右が出てきたとか、なんか出てきて危ないよっていうことで、赤ラン
プをつけるのが、基本的にメディアの風潮です。それはむしろ単純すぎるんじゃないか。
　それに対して寛容であり続け、否定的であることが「良心的」だから、そっちにいれば間違いないというほうが、むしろ間違いを
生むんじゃないか。
　なんでワイマール憲法下の社会がナチスになったのか。それは非常事態法がどうだとかこうだとかだけじゃなくて、やっぱり第一
次大戦の戦争の後のぐちゃぐちゃの中で、きれいごとに対して「それは嘘じゃねえか」というふうな大衆心理が働いた結果でもある
と思うんですよ。
　トランプの支持率がなんで下がらないとか、安倍さんもそうだけど、なんであんなに醜い指導者が、一定程度支持され続けるのか
というのは、やっぱりそういう社会心理があるんじゃないかと思うんですけどね。
　否定の否定という消極的な肯定ですよ。それに対して「馬鹿だナァ」と言うだけじゃいけない。」
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私が生まれてきたのは
この地上で
美しいものを
見つけるためではなかったか

哲学のはじまりには
驚きが求められたように
さらに
その驚きの彼方に
聖なるまでの美しさを
見つけるためではなかったか

生まれたとき
大声で泣き叫んでいたのは
聖なる美しさを見つけようと
呼ばわったのではなかったか

呼んでも呼んでも
見つからないままに
さまよい続けたのではなかったか

真なるものを求め
善なるものを求めながら
言葉の迷路にもさまよったのではなかったか

真なるものが偽なるものをつくり
善なるものが悪なるものをつくりさえして
言葉は私を迷わせたのではなかったか

そして
聖なるものを失った
形ばかりの美しさのなかで
夥しいまでの醜ささえも見つけて
嘆きつづけたのではなかったか

けれど
聖なる美しさこそが
私を呼ばわっていた
言葉を超えたところで召命していたのだ
私がそれに気づけなかっただけ

私が生まれてきたのは
この地上には
聖なる美しさがあることに気づき
神の「良し」としたものを
見つけるためではなかったか

■若松英輔＋山本芳久『キリスト教講義』（文藝春秋　2018.12）
「若松／ゲーテもまた「聖なるもの」について面白い言葉を残しています。「聖なるもの」とは語
り得るのだろうか。いやむしろ、語り得ないものこそが「聖なるもの」ではないか、それこそが、
恐るべき神秘であるとゲーテは言います。

　　言葉で言えず、全く想像もつかない最高のものがまるで自分たちとあまり違わないかのよう
に、人々は神の名をぞんざいに扱っている。そうでなければ、主なる神だとか善き神などといっ
た言い方をしないだろう。神の偉大さが骨身に染みているのならば、沈黙するだろうし、栄誉の
ためにむしろ名を呼ばぬ方がよい。（エッカーマン『ゲーテとの対話』）

　この一節をオットーが『聖なるもの』の註に引用しているのです。これを読むと、ゲーテは何
ものかと出会っているのは明らかです。神とは、沈黙を強いるものだというのですね。では沈黙
を強いるようなものを、哲学や神学はどのように扱うのか。というのは、神学とは問いに対して
直接に答えを出すものであるよりも、むしろ謎の中における導きの光であるように思うのです。」

「山本／「神秘」が「神秘」としてして現れるには「理性」がなければならない。「理性」に開示
されることによって、「神秘」は独自の論理構造をあらわす。「神秘」にふれることによって「理性」
はそれまでにない開花をする。どちたも、もう一方を前提にしているのです。
若松／近代の宗教には、「理性」と「神秘」とは拮抗するものだというとらえ方が強く、どちらか
といえば「神秘」に蓋をして、理性的なる側面を強める方向に行ったように思うのです。そのために、
深まりゆく豊かさが失われてしまったことは否めない。」

「若松／では宗教から「聖なるもの」を除くと、何が残るのか。いまは「聖なるもの」が残ってい
るのか。近代以降の宗教が「聖なるもの」をある密度で告げ知らせているかというちょ、それは
簡単には肯定できないという思いに駆られます。
山本／その次元がやはり大きく欠落していると思います。（略）人間が宗教に「心の安定」のみを
求めようとするとき、つまり人間が自らの欲求を軸にして宗教に近づこうとするとき、そこに「聖
なるもの」は立ちあらわれにくいのです。」

「若松／「聖なるもの」と密接に関係してくるのが、先にもふれましたが「美」です。「聖なるもの」
にふれ得るとしたら、やはりそれは「美」を通じてではないかとも思ったのです。柳宗悦に「美
の召命」というあまり知られていない文章があるのですが、そこで柳は、真に美しいものは不可
視な文字で記された書物だというのです。

（略）
　美を見失う者は、不可視な文字を見失う者だというのです。そこにおいて、真善というのがこ
の時代において力をもっている。美が力を失っているように思われる。しかし、言語だとぶつかっ
てしまうような問題とは違う地平を美は開くことができるのではないか、という考えを語ってい
ます。美の世界では、他者と共存しつつ、言語では越えてゆけない問題をも開いていける可能性
がある。柳がいうように、「美」を統合しながら進んでいきたいと思いますね。
山本／真善というのは人間が捉えるもの、では美とはそうではないもの、むしろ美の方が人間を
捉えてくるのだ、とも言えますよね。
　旧約聖書の「創世記」の第一章には、六日間で神が全世界を創造する有名な話があります。そ
の際後に、「神はお造りになったすべてのものを御覧になった。見よ、それは極めて良かった」（第
三一節）という一節があります。この「良かった」と訳されている言葉は、ヘブライ語のトープ
という形容詞です。旧約聖書が、紀元前三世紀から一世紀にあいだにヘブライ語からギリシア語
に訳されたときに、この言葉は、カロス、すなわち「美しい」と訳されました。

（略）
若松／柳はそれを「不二の美」と表現しました。
山本／美（カロス）とはカレオー、つまり「呼ぶ」という意味の動詞に由来しているのだという
語源説があって、古代の教父たちによって頻繁に語られてきました。（略）「美」も「神」も、人
間の側がそれらを求めるだけでは何も始まらず、むしろ、それらのものからの呼びかけを感受す
ることによってすべてが始まっていく。もっと言えば、人間の側がそれらを求めるということ自
体が、それらのものからの呼びかけや促しの一つの現れであり応答であるとも言える。」
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ひとりでは
歌えない歌がある

けれどそれは
歌うひとりひとりが
かけがえがないからだ

合唱が美しいのは
ひとりの声と
ひとりの声が違いながら
不思議な調和へ向かうときだ

おなじ声はない

おなじ声になろうとするとき
声は調和ではなく
同調になってしまう

それはもう
歌ではないものに
化けてしまっている

そこには
ひとりの歌はなく
みんなの歌さえなくなっている

世界は
ひとりでは
生まれない

そして
ひとりとひとりが
違いながら調和するとき
世界は美しい合唱になる

■中地雅之 編著『声が世界を抱きしめます／谷川俊太郎 詩・音楽・合唱を語る』（東京学芸大学出版会 2018.12）

「谷川／なんとなくコーラスっていうものに偏見を抱いていたんですけども、一つの転機は、一九六〇年代の半ばすぎに、

一種の奨学金をもらってヨーロッパに行ったことがあるんだけれど。そのときベルリンに非常に変わった形のコンサート

ホールがあって、そこでまだロシアになる前のソビエト連邦の赤軍合唱団というのを聴いたんですね。今はもうないんでしょ

うけども、その赤軍合唱団っていうのはもちろん元気のいい、革命的な歌を歌うんですけれども、僕はそこで一番感じたの

は、ある一つの歌の終わり方のディミヌエンド（だんだん弱く）の美しさですね。それは、自分にとってはコーラスの一番

美しいところだというふうに感じるようになって。その辺から少しコーラスっていうものに対する偏見がなくなってきてい

て、それからバッハの《マタイ受難曲》なんかを聴くと、あの中でことばとコーラスがまったく見事に一致して、本当にそ

の部分だけで感動してしまうっていうところがあって、そんなところからコーラスに対する偏見はだんだんになくなってき

た。」

「谷川／太平洋戦争、第二次世界大戦が終わった直後に、ＡＦＲＳ（進駐軍放送）が始まって、アメリカのポップス系の音

楽をずっと流すようになったのね。そこで、女声コーラスを本当に人工的なハーモニーで聴ける、たしかアンドリュース・

シスターズとか、なんとかシスターズとかいくつかあって、そのコーラスですよね。何人かの小規模のコーラスなんだけれ

ども。それがあまりに人工的なんで、薄気味悪かったことを覚えています。人間のもっている命の部分というのは、ある面

で雑音に近いものを含んでいなきゃいけないし、野生に近いものを含んでいなきゃいけないというふうに僕は感じました。

だから、コーラスもあんまりうますぎて、そういう人間の野生みたいなのが聞こえなくなるって言えばいいんもかな。たと

えば、電子的な音調で作られた音楽なんかにあって、初音ミクみたいな完全な電子音だけで歌うキャラクターも出てきてい

るわけですよね。で、コーラスがそういうところから逸れていくっていうのは、たぶん複数の人間が関わっているからなん

じゃないかなって。だから、コーラスの中の一種ノイズ的な部分っていうのは大事なんじゃないかなと僕は思いますけど。」

「谷川／とくに合唱が好きだってわけでもないし、合唱曲をたくさん聴いているわけでもなくて、合唱っていうことばのもっ

ている力をハーモニーの象徴として感じたということだと思います。

中地／声を合わせるということには、プラスのエネルギーを生み出す面もあるし、あるいは違う方向にも行ってしまう。古

代ギリシャ以来の合唱の流れを見るなかで、その両方の可能性があると感じます。」
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立体を見るためには
少なくとも
３つの方向からの視点を必要とする

それがさらに時間軸をもつとすれば
その時間軸ごとに変化する
複数の視点が必要となる

それが可能となるとしても
そこに事実はない
あるのは解釈だけだ

心的事実となると
解釈さえも途方もなく難しい

おなじものを見ていたとしても
その景色は人の数だけ違うからだ

だれかのかわりをすることはできない
かわって景色を見ることもできない

だれかのかわりに
その景色を解釈しようとするならば
そのときは
じぶんひとりの視点として
その責任を負わなければならない

組織や多数派
少数派でさえも
その視点は一面的な解釈でしかないことを
ふまえていなければ独善的になる

じぶんが正しいということは簡単に言える
ひとの目にあるちりは見やすいからだ
そしてじぶんの目にある梁は見ないままで
いる

世界を豊かにしようとするならば
多面的多重的多層的
そして多次元的な視点が必要になる
それを忘れてはならないだろう

■森達也『「自分の子どもが殺されても同じことが言えるのか」と叫ぶ
人に訊きたい』（講談社文庫　2018.11）

「加害者の声を聞く。話をさせる。その主張に対しての風当たりは強い。
被害者や遺族を傷つけるのか。加害の側を利することがわからないの
か。そう口にする人たちのほとんどは、なぜか被害者や遺族ではない。
彼らからのそうした罵声を、僕は日本一多く浴びているかもしれない。
だから不思議になる。なぜ彼らはこれほど居丈高になれるのか。なぜ
これほどに強く自分たちの正義を信じることができるのか。自分たち
が見た一面を真実だと主張できるのか。
　人は同じ景色を見ても違うことを考える。ニーチェは「事実はない。
あるのは解釈だ」という言葉を残したが、メディアが提供するすべて
の情報は、記者やディレクターやカメラマンなど誰かの視点（バイア
ス）を介在している。人は見たいものを見て聞きたいものを聞く。そ
れは僕も同様だ。客観的な事実などと口が裂けても言わない。言える
はずがない。作品として提示できるのは主観的な事実だ。それはひと
つではない。人によって違うのだ。でも多くの人は、誰かが見たり聞
いたりしてフィルタリングした情報を、たったひとつの真実とか客観
的な事実だなどと思い込む。
　ジャーナリストの定義をひとつあげれば、自分が見聞きする現実に
対しての負い目を常に持つことだと僕は思っている。負い目を抱えな
がら主張する。後ろめたさを引きずりながら歯を食いしばる。ジレン
マだ。引き裂かれる。でも目を背けないこと。楽な道を選ばないこと。
周囲に迎合しないこと。
　僕はジャーナリストではないが、表現において負い目や後ろめたさ
はいつも抱えている。組織や多数派にどうしても帰属できない。ずっ
と一人だった。主体的に選択したわけじゃない。結果としてそうなっ
てしまった。そんな人生が実り多いといえるのかどうか、それはまだ
わからない。でも多くの人と違う視点をもし僕が持つのなら、それは
こうした時間を持ってきたことと、決して無縁ではないと思う。それ
は僕の視点だ。でもあなたにも視点はある。誰もが持っている。世界
は多面的で多重的で多層的だ。視点は人の数だけある。だからこそ世
界は豊かなのだと。」
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表現にはオリジナルというものは少ない
ほとんどが模倣とその編集からできている

あらたな表現を生み出すためには
模倣することのできる力が必要だからだ

模倣することができてはじめて
表現することが可能になる

その術を確かに学ばなければ
模倣することはできない

術の学び方しだいで
模倣の質は変わってしまう

そして模倣を通じて
新たなものも付け加わってくるのだ

型を学ぶことで
守破離へと展開し得るように

著作権という現代の慣習は
ほとんどが利益にかかわるものだ

個人の権利を守るということもあるだろうが
実際は守るに値するものの在処はいろいろだ

稚拙な編集しかできないままに表現することからは
新たなものが生まれてくることはないだろう

模倣されるに値するものをどれだけ生み出せるか
それこそが表現のオリジナリティにほかならないのではないか

■クリストファー・デ・ハーメル『世界で最も美しい 12 の写本／『ケルズの書』から『カルミナ・ブラー
ナ』まで』（加藤磨珠枝＋松田和也 訳　青土社　2018.9）

（「第 4 章　ライデン写本アラテア」より）
「コピー（書写）すること／ copying の問題全般を見てみよう。すべての中
世写本は、それが著者によるテキストの最初の自筆原稿でない限り、別の何
かからコピーしたものだ。写字生は既に存在する写本を再現し、可能な限り
入念かつ誠実に書写する術を学んだ。写本彩色（イルミナトール）は先達の
写本の挿絵を範とした。書写された文字は今度はそれ自体が手本となり、コ
ピーのプロセスが何世紀にもわたって延々と続いていく。すべての写本が、
その手本のあらゆる側面を正確に再現したものとは限らない。なぜなら職人
の腕も制作環境も、また依頼主の要求も大きく変わりうるし、芸術様式は世
代ごとに絶えず発展していくものだからだ。だが中には、その祖先に驚くほ
ど似ている写本もある。本章で調査の主題となる書物、すなわち＜ライデン
写本アラテア＞は古代天文学に関する詩であり、われわれの知る限り、その
手本のほとんど完全なファクシミリであると言える。その手本は、当時にお
いて既に数百年も前のものだ。なぜそのようなことが起こるのか。、そしてそ
れは〔コピーを制作した〕カロリング朝時代の人びとの熱意や審美眼に関し
て何を語ってくれるのかは、極めて興味深い問いだ。
　現代の世界では、単純なコピーというものは、特に文学や芸術の世界では
軽蔑に値する概念だ。剽窃は忌み嫌われる。現代の作家や芸術家はオリジナ
リティを目指して苦闘している。しかしながら、中世ヨーロッパにおいては
コピーは賞賛されていたのだ。芸術家は互いの作品を模倣する訓練を受けた。
受け継がれたパターンと形式は、リアリティ云々は無視して忠実に反復され
た。権威あるもの（アウクトリタス）は常に尊敬され引用された。著者たち
は過去の著述家に敬意を表し、しばしば実際のオリジナリティを、あたかも
すべては過去に既に言われたことであるように隠蔽した。創造的なフィクショ
ンにおいてすら、ボッカチオやチョーサーのような著者たちは、自分の話は
昔の本で見つけたものだと前置きしてから物語を開始した。医学や自然誌な
どの自然科学のテキストは、遠い過去から受け継がれた知識を再現していれ
ばいるほど尊ばれた。古典世界を学ぶことはことのほか尊重された。中世を
通じて、ギリシア人とローマ人は文化的に卓越しており、古代人は現在では
失われた、あるいは朦朧としか伝えられていない知識を持っていたという感
覚が根強く存在していた。今は無き、学問の華開いた古典古代に対する憧憬
に満ちた郷愁があったのだ。
　文字通り再生を意味する「ルネサンス」という言葉は、一般にヨーロッパ
史の３つの時期に当てられ、そのすべてのコピーが関わっている。」


