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ＡＩは
人間にとってかわろうと
しているのだろうか

ＡＩみたいな人間と
人間みたいなＡＩ以外は
存在できなくなるのだろうか

一人称的な人工知能
三人称的な自然知能
それらは「外部」を見えなくさせてしまう

ＡＩには決して持ちえない知能を
召還しなければならない

思弁的実在論や新しい実在論は
これまで射程におかれていた
偽物の外部のさらに外側に
外部の実在を論じている

さらにその延長線上に
「わたし」と「外部」との関係に踏み込む
一・五人称的知性としての
天然知能が召還される

知覚できないけれど存在するもの
無意識である徹底した外部
決定論と自由意志の矛盾を超えること
異質なものを受け容れ続けること
それらへと向かうことのできる知性へ

一・五人称的知性は
「わたしたち」に回収されない
「わたしの外部の実在」へ向かう

■郡司ペギオ幸夫『天然知能』（講談社選書メチエ 691　2019.1）



「自然知能は、世界に対する正しい知識という意味で、客観的知識を指向し、自分はそれを
所持していると信じています。その意味で、その知性は、三人称的な、「わたし」や「あなた」
といった主観的な経験を無化したものだと言えるでしょう。」

「人工知能は、世界にとっての知識ではなく、自分自身にとっての生活世界・知識を構築す
るのです。知覚されたデータを集め、繋ぎ合わせ、自分自身が活用できる世界として、世界
を認識するのです・それは徹底した「わたし」の世界であり、一人称の世界です。」

「天然知能は、一・五人称的知性ということができるでしょう。一・五人称とあ、「あなた」
に対面する「わたし」のことです。「あなた」自身ならそれは二人称ということになります。
しかし、今問題にしているのは、飽くまで、あなたと向き合っている「わたし」なのです。
わたしにとって、あなたとは何でしょう。「あなた」は、一人称の複数である「わたしたち」
ではありません。わたしとあなたの間に、何らの相関などないのです。わたしとあなたの間
に何らかの共同的場など一切ない。あるならそれは「わたしたち」に回収され、一人称に回
収されます。
　あなたは、わたしにとって想定外の何者かなのです。驚くべきことをするかもしれない。
驚くべきこと、想定外であることは、何か行為がなされて初めて知覚されることですね。し
かし、知覚された行為に対してその都度対処する、それだけなた、一人称も三人称も同じで
す。なぜ一・五人称なのか。
　それは、想定外の何者か、予期し得ないことが待ち構えているかもしれないにもかかわら
ず、その「あなた」と対面しているということを意味します。つまり目の前のものに対し、
まだ知覚されていないにもかかわらず、良きし得ない何かが存在するだろうことを受け容れ、
待っているのです。それがわたしの「あなた」に対する態度なのです。これが一・五人称的
知性です。従って一・五人称的知性とは、「知覚されないものに対しても、存在を許容する
能力」、と定義できます、繰り返しますが、一人称や三人称は、知覚されないものなど問題
にしません。主体と関係づけられるものだけを、問題とする。知覚以前は知ったことではな
いのです。」

「異質なものを受け容れ続けることにしか、外部に開かれる術はないのです。（略）天然知能
を全開にするなら、比較して評価するしかない世界とは、違うものが見えてくるに違いない
のです。
　人工知能の発達によって、定量化し評価し比較する能力主義が全面化する今だからこそ、
天然知能は意味を持つのです。」

「本書で論じられるものは、天然知能という新しい概念です。天然知能は、人工知能の対義語と
して自然に根付いている知性、を意味するものではありません。決して見ることも、聞くこと
もできず、全く予想できないにもかかわらず、その存在を感じ、出現したら受け止めねばなら
ない、徹底した外部。そういった徹底した外部から何かやってくるものを待ち、その外部とな
んとか生きる存在、それこそが天然知性なのです。
　人口知能の対義語は自然知性でしょう。」

「本書では、自分にとって意味のあるものだけを自らの世界に取り込み、自らの世界や身体を拡
張し続ける知性を、「人工知能」と呼びますが、それもまた、自分の「外部」を観察し、絶えず「外
部」世界とやりあっていく知性のように、一見、見えてしまいます。
　しかし、人工知能の「外部」は、自分にとって都合のいいものが集められた外部です。自分のとっ
て意味のないもの、邪魔なものは、目にも入らない。知覚しないのです。いずれ自分の役に立
ちそうなものだけが知覚され、自分の世界に組み入れられるか否か詮議される。」

「知覚できないが存在する外部について想像もできず、自分に都合のいい「外部」だけを見聞き
する人は、もちろん、ダサいことが大嫌いです。理想的に美化された自分に比肩するものだけ
で世界を創りたいわけですから。
　もちろん私は、洗練された美意識一般を否定するものではありませんが、外部を「外部」によっ
てのみ理解するような人たちに、まずは明確にその違いがわかるための言葉を贈ります。天然
知能は「ダサカッコワルイ」のです。」

「知覚できないが存在する外部、徹底した外部について考えることは、今こそチャンスだと思い
ます。海外では一斉に、思弁的実在論や新しい実在論といわれる哲学が勃興しています。それ
らを標榜する哲学者が、皆、言っていることは、「お前らが思ってきた外部は、所詮、自分と関
係があるだけの特殊な外部、偽物の外部だった。本当の外部は、その外側にある」というもの
です。（略）
　ところが、「本当の外部は、その外側にある」といった論調は、残念ながら天然知能にまで足
を踏み入れていません。それは外部がある、と言っているだけで、外部を生きる次元に踏み出
していないのです。もし踏み出したら、途端に「ダサカッコワルく」なりますからね。」

「「ダサカッコワルイ」は、かっこワルイことで意図と実現の間にギャップを開き、ダサいこと
で無際限な外部を呼び込み、意図と実現の間を開きながら閉じ、閉じながら開くのです。自由
意志・決定論・局在性の文脈で述べるなら、「ダサカッコワルイ」は、文脈を逸脱することで自
由意志を開設し、決定論の存在と不在の間を不断に運動することで決定論を宙吊りにし、その
運動の原因となる無際限に異質な外部を、局在性の不在によって召還するのです。それが天然
知能の性格なのです。」

「一・五人称的知性としての天然知性は、「わたし」と無関係な、それ自体として存在する「わ
たしの外部の実在」を問題とします。「わたし」と関係のある、「わたし」に有用なものだけで
構想される、そういった世界の、外部に目を向けます。
　それは、最近話題の、新しい実在論や、外部の存在を構想する思弁的実在論と、密接な関係
にあることが予想されるでしょう。ところがむしろ、新しい実在論の延長線上に、天然知性が
位置することが示されるのです。つまり先にあるということです。
　一・五人称的知性とは、知覚できないが存在する外部を、受け容れる知性です。」

「三人称的知性＝自然知能、一人称的知性＝人工知能」
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何者でもないままに
探究そのものを続けて
生きていけるだろうか
そう問いつづけて生きてきた

何者かとして生きるのではなく
何者でもない人として生きることで
世界を閉じないでいられるように

なにかに属し役割を得ることで
世を生きる必要はあるとしても
そのことで何者かであろうとすることは
ひとりであることを阻害し
世界をその何者かのなかに閉ざしてしまう

世界の秘密には
ひとりで対さねばならない
生も死もその扉は
ひとりで潜らねばならないように

ある種の表現者であるということさえ
探究のための境界でしかないだろう
境界を超え秘密に迫るためには
まさに何者でもなくなる必要があるのだから

■イケムラレイコ『どこにも属さないわたし』（平凡社　2019.1）

「インターネットの時代になり、可能性に限りがなくなった
ような錯覚があるが、決してそうでもないと思う。それより
もなんでも〝くくる〟ことが増えているように感じている。
　たとえば、アーティストとしては、コンセプトを明確にす
ることで、より世界に対しても流通しやすくなる。自分で自
分をくくってマーケティングするやり方は、ある意味ではた
しかに簡単に多くの目に触れやすくなるだろう。人びとは共
通点を見つけるとなにかに分類しようとするし、それを通し
て世界を理解し、生活の場をつくっていくのだろう。
　私はどの美術界にも直接的には属していない代わりに、さ
まざまなグループにつながりがある。グループにどっぷり属
していないということは想像以上につらいこともあるし、マ
イナーとして扱われると傷つくこともある。それが自由の代
償でもあるのだと自覚している。それと引き換えに、世界と
直接関わっていく可能性が広がる。
　私は意識的に難解な場所に自分の身を置いているのかもし
れない。今の状況を嘆くことはない。ほかの人たちがやらな
かったことにチャレンジしているのだと自分の言い聞かせて
いる。属さないというのは、異端者ではない、アウトローで
はない。
　個からはじまることで、個に触れ合える。そうやって、初
めて本当の意味でつながることができるのではないか。」

「「どうやったら成功できるのか」ということに固執し、手っ
取り早く成功できる方法を下がる人が増えてきている。三十
歳で、四十歳で成功していなければと焦るアーティストも多
いけれど、私はスペインで学んだせいか、そういう考え方が
なかった。
　土地ならしがなくて、どうやって家が建てられるのだろう。
計略的なことだけをして、どうして表現者としての素直さを
保てるのか。
　計算も計略も今の時代にはある程度避けられないであろう
が、行き当たりばったりもたまには良いと、人の構うことに
こだわらないようにしている。
　このギャラリーに属していなければチャンスがないとか、
これこれの値段を達せられなかったらアイティストとして残
れないなど、人はいろいろ言うかもしれないが、やはり大切
なのは信念なんじゃないか。
　なぜ、多くのアーティストはブランディングにこだわるの
だろう。このアーティストの作品だと言えると商売はうまく
いくのかもしれない。でも、私の道は違う。探し当てたなど
と思ったことが一度もない、今でも下積みだと思っているし、
まだこれからだと思う。だから長い道のりなのだ。」

「どこにも属さないということは自己をみつめることである
かもしれない。また、それによって他を知ることであろう。」
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考古学が
故きを温ねて
新しきを知ることならば
知の考古学は
知ることそのものを温ねて
新しく知ることへと
向かわなければならない

知ることそのものを
温ねるということは
知識を得るということではない
そこで働いている思考そのものを温ね
それを明らかにすることだ

新しく知ることへと向かうためには
思考そのものを問わなければならない
どんなに知識を積み重ねても
閉ざされた思考の環のなかから出られなければ
新しく知ることはできないからだ

みずからを閉じ込めてしまう
閉じた思考の環から外へ出るということは
それまでの自分自身であり続けないということだ

みずからの思考の歴史をたどり
それを批判的に問い直し
別の思考へと思考を解放しなければならない
自己に働きかけて自分自身から引き離し
変容させるための思考の鍛錬が必要なのだ

■慎改康之『フーコーの言説／＜自分自身＞であり続けないために』（筑摩選書　2019.1）

「ミシェル・フーコーの『性の歴史』第四巻『肉の告白』がついに刊行され
る−−−−この情報が二〇一七年の秋に発信されるや否や、ＳＮＳ等によっ
て瞬く間に世界中に拡散された。そして二〇一八年二月、長い間未完のま
まにとどまっていたこのフーコー最後の主著が実際に出版された際には、
フランスでは多くのメディアによって一大事件として扱われた。」

「フーコーの研究は、計画されていたものよりも古い時代のキリスト教へと
導かれることになるわけだが、しかしそれだけにはとどまらない。（略）キ
リスト教初期を扱った『生者たちの統治』の後、フーコーは、その後の一
連のコレージュ講義において、キリスト教に先在しそれとのあいだに複雑
な関係を持つものとして異教の哲学を検討すべく、ローマ帝政期へ、そし
てそこからさらに古典期ギリシアへと、一歩また一歩と時代を遡ることに
なる。そしてそうした探究のなかで次第にはっきりとした輪郭を表してく
るのが、「自己の技術」をめぐる問題、すなわち、自己に働きかけて自己を
変容させるための技術が古代世界においてどのように練り上げられてきた
のかという問題なのだ。そうしたなかかで、セクシュアリティに関する歴
史研究が、当初の計画とは抜本的に異なるやり方で再編成されることにな
る。『性の歴史』の続刊は、もはや一八世紀以降の権力関係のなかで発展し
たセクシュアリティの装置を扱うものとしてではなく、古代世界における
自己の自己に対する実践の変化のなかでの欲望の解釈学が形成されるに至
るプロセスを扱うものとして姿を現すのである。」

「新たな道を選ぶべくフーコーを動機づけたもの、それが、彼の言う「好奇
心」である。
　フーコーによれば、「好奇心」とは、「自分自身から離脱することを可能
にしてくれる」もののことである。つまりそれは、執拗に知識の獲得を目
指すものではなく、自分がいつもとは異なるやり方で思考したり知覚した
りできないだろうかと問うものであるということだ。そしてまさしくその
ような「思考の思考自身に対する批判作業」こそが、今日において価値を
持ちうる哲学的活動なのだとフーコーは言う。「別のやり方で思考すること
がどのようにしてそしてどこまで可能であるかを知ろうと企てること」、こ
れこそ、思考における「自己の鍛錬」としての哲学の任務なのだ、と。
　ところで、研究の根本的な転回を決定づけたものとしての「好奇心」に
関する以上のような記述は、逆説的ながら、フーコーにおける一つの一貫
性を明かなやり方で示してくれる。実際、すでに見てきたとおり、ここで

「好奇心」によって導かれるものとして語られている自分自身からの離脱と
いう企てこそ、六〇年代の「考古学的」研究を貫いていたものであり、さ
らに七〇年代には権力の戦略に体知る抵抗のあり方として掲げられていた
ものに他ならない。そしてそれに加えて、フーコーの歴史研究にとっての
問題が、「自分自身の歴史を思考する作業が、どこまで、思考それがひそか
に思考しているものから解放し、別の仕方で思考することを可能にするこ
とができるのかを知ること」であったということ、さらには、さまざまな
場所で繰り返し述べられているとおり、彼の研究は何より自分自身を変え
ることをその目的とするものであったということを考え合わせるとき、自
分自身から身を引き離そうというこの絶え間のない努力こそ、フーコーに
おける最もフーコー的なもののいちの一つとして価値づけられうるもので
あると言えるだろう。」
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創造はプラクシス
道は途上である

創るものは
創られるものとともにあり
みずからをも創り
働くものは
それを終えることがない

永遠とは
永遠に途上であるということであり
ゆえに
愛とは
待つことそのものにほかならない

そして
無常ゆえに
働いてやまず
我は常に
我を超えて
みずからを創造してゆく

悟りとは
終わりをはじまりにすることであり
すべては今まさに新しいことに
気づいてやまないということである

創造は終わらない
愛もまた終わらない
道は続いてゆく

■大貫隆『終末論の系譜／初期ユダヤ教からグノーシスまで』（筑摩書房　2019.1）

「聖書の言う「創造」は、世の常識的な用語法では英語の「クリエーション」
(creation) の訳語として受け取られている。その場合、強く作用しているのは、

「無からの創造」という観念である。しかし、目下のわれわれのように、創造を
普遍史の中での神の「働き」の意味に解する場合には、ラテン語起源の creation
ではなく、ギリシア語の「プラクシス」(praxis) を当てるべきである。こちらは、
日常用語では「実践」の意味で用いられる。この日常用語が、目下の文脈にもよ
く適合する。神の創造の働きとは、神の実践のことに他ならない。すでに見たよ
うに、ヨハネ福音五章 17 節の「わたしの父は今なお働いておられる」というイ
エスの言葉も、同じことを示している。」

「普遍史の全体を聖書の言う神の連続的創造のプロセスと見做すとき、そこから
これらの危機を除外して考えることはできない。そして、前掲のヨナスの言にも
あるように、「行動（プラクシス）の遂行は、その行為の主体そのものを実現する」
のだとすれば、普遍史を貫いて「働いている」神も、それらの危機に直面しながら、
自らの主体を実現しつつあると考えねばならない。行為主体である神は、今なお
自己を実現する途上なのである。
　もちろん、これ以上に、「神は永遠不変」とする世間一般の通念に反する言明
もないであろう。この通念では、神の「永遠不変」は「時間性」「あるいは「歴
史性」を絶対的に排除しているからである。
　しかし、現代のキリスト教神学はつとにそのような通念を、「神の永遠性概念
のバビロン捕囚」（Ｋ・バルト）と呼んで激しく異を唱えてきた。そしてそこから、

「生成途上にある神の存在」（Ｅ・ユンゲル）、あるいは「終末論的存在論」（Ｗ・
パンネンベルク）への思考の転換が提起されてきた。そしてそれは当たっている
と私は思う。
　すでに述べてきたように、聖書の終末論にとって重要なのは、天地万物の歴史
の行方、神の「制作」よりも「行動」なのである。そして、その行動の「道のり」
は未完である。したがって、神が何者であるかの問いも未決のままにとどまらざ
るを得ない。その理由は、ただ単に太陽が人間の視力を超越するように、神が人
間の認識を超越するからではない。むしろ神の自己実現そのものが未決だからな
のである。」

「もちろん、普遍史はその後も続いていく。だからこそ、もう一度繰り返すが、
ヨハネ福音書のイエスは「わたしの父は今なお働いておられる。だから。私も働
くのだ」と言うのである。しかし、新訳聖書は同時に、すでにこ十字架の危機の
克服の中に、普遍史の終わりに神がどう自己実現するか、その先取りを見て取っ
た。それは弱いもの、および「不適合なもの」を「淘汰」から守る愛である。ヨ
ハネの第一の手紙四章 16 節が、新訳聖書全体の中でも例外的な定義文をもって、

「神は愛である」と断言するのは、神の存在そのものにかかわる意味に解するこ
とができる。
　なぜ「淘汰」から守ることが藍なのか。普遍史の中で神の働きと道のりの目標
が「すべてにおいてすべてになる」（Ｉコリ一五、ロマ一一 36）ことだからであ
る。パウロは神がその目標に向かって、今現に被造物全体と共に、そして被造物
の内で、共に「呻いている」と語る（ロマ 26）。この「呻き」も神の存在そのも
のに深くかかわっていると解することができる。」
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形而上と
形而下は
切り離され

存在と
認識は
切り離され

生と
死は
切り離されてきた

かつて
霊と魂と体からなる
三分節としての存在だった人間が
体だけの存在になってしまったように

存在者とはいったいなんだろう
存在者について問うとは
いったいどういうことだろう

「科学」は
「科学主義」になることによって
「自然」は
「自然主義」になることによって
「形而上学」は
「形而上学主義」になることによって
それぞれの「外」が見えなくなる

内は外へ
外は内へ
超えられねばならない

生は死へ
死は生へと
超えられねばならないように

■柏端達也『現代形而上学入門』（勁草書房　2017.9）
■植原亮『自然主義入門／知識・道徳・人間本性をめぐる現代哲学ツアー』（勁草書房　2017.7）

（柏端達也『現代形而上学入門』より）
「形而上学とは一つの重要な意味において存在論のことである。（略）異論
はあるはずだ。存在論的でない「形而上学」や形而上学的でない「存在論」
があっていいはずだ。いずれの語もその一致に抗えるだけの豊かな内包を
もっている。しかし、今日日本語で書かれたおそらく最も分かりやすい形
而上学の−−−−私の考えるまさに「形而上学」の−−−−入門書の書き出しに
ある一文は次のようなものである。すなわち、「誤解を恐れずに単純化して
言えば、形而上学が研究対象とするのは、この世界の基礎的なあり方であ
る」。さらにそれは「ここで言う世界とは、地球上に存在する事物だけでな
く、おおよそ存在するあらゆるものを含む全体のことである」と続く。こ
の特徴づけに基本的に私も賛成したい。
　世界は存在する事物から構成されている。いかにも。そしてそれは次の
ように表現してもよいだろう。世界は存在者であふれていると。「存在者」
という言い方は大げさに響くかもしれないが、私はその語を、存在するあ
らゆるものを一般に表す言葉として使う。」

「存在についての形而上学的な問いは非存在についての問いを含む。そして
それは哲学者にとって重要な問いの側面を形成する。」

（植原亮『自然主義入門』より）
「自然主義に立つ哲学者は、哲学を科学と緊密に結びつけようとする。この
世界は自然的世界であり、そこには自然を超えるものは何も含まれていな
いし、人間も、したがって人間の心も、また、それを構成している部分に
ほかならない。だとすれば、哲学が人間を含むこの世界を理解しようとす
る試みであるなら、どの側面についても科学の方法を用いるべきだろう。
なぜなら、世界について現在われわれが手にしている最良の認識は科学に
よってもたらされており、その意味で自然を探求するうえでもっとも信頼
できるのは科学の方法だからである−−−−。」

「われわれ人間は、この世界の中で哲学を営むような生物なのである。そし
て、哲学の本性に最もうまく近づくことができるのが自然主義のアプロー
チであるとしたら、人間の自己理解−−−−汝自身を知れ−−−−という古代以
来の伝統的課題も、自然主義によってこそ最もよく果たされるのではない
だろうか。」

「自然主義は、存在論的自然主義と方法論的自然主義のふたつの柱からなる
ものとして整理することができる。存在論的自然主義は、この世界はすべ
て自然現象からなる（物理主義では物理的な存在のみからなる）と主張す
る立場であり、方法論的自然主義では、哲学は科学と同じ目的と方法をも
つ営みとして捉えられる。」

「存在論的自然主義も方法論的自然主義も、究極的にはこの世界についての
経験的な探求を通じてその妥当性が示されるという点で、ア・ポステリオ
リな主張である。」

「完全な自然化を拒むように見える領域を形成している哲学的難問の数々
も、哲学の科学という構想によって、自然主義の枠内に収めることができ
るようになるかもしれない。」
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人は自分が
いまここに存在しているのだ！
という確かな感覚を求めてやまない

ある目的に向かって努力し
それが達成されたときの感覚も
そうした自己の存在感を感じる経験になる

けれどそのプロセスは永遠には続かない
達成された後には
またあらたな目的を見出し
そのハレに向かってゆくことが必要になる

そしてそれが見出せないとき
そして目的が達成されないとき
人はケガレた状態に陥ってしまう

日々の生のなかでも
自己の存在感は経験される
ほんのささいなことでも
たしかに自分はいまここに存在している！
そう感じることのできる機会はたくさんあり
また同時に自己の存在感の希薄な
ケガレた状態になったりもする

自己の存在の確かな経験は永くは続かない
ひとはケとケガレとハレという
刹那の循環を生きている

逆説的だが
本来的な自己の存在感は
自己を超えたところで経験される

いまここにありながら
いまここを超え
自分が自分を超えたときにだけ経験できる
本来的な自己の存在感を
人は本来求めてやまないのだろう
宗教という現象もまたそのなかから生まれたのかもしれない

■大熊昭信『存在感をめぐる冒険／批判理論の思想史ノート』（法政大学出版局　2018.11）



「自己の存在感とは＜今ここに私がいる＞という自分の存在の直覚である。その直覚
は、直感として自分を支えている生命的な活力を感覚的に把捉している。存在の内実
の感じを捉えている。同時にそれは直観として、生命的なものの観念を形成している。
だが、直観は知に働くとき自分の存在のありようを無意味場虚空を無意味に浮遊して
いるといった具合に観念することもある。さらには世界は合理的なのか、それとも不
合理なのか、人生に意味はあるのかないのか、そのいずれとも判断しえないところで
直観はためらう。そうした直観に対して生命的なものに突き動かされる直感が有無を
言わさず弁明を求める。つまり直感が直観を扇動する形で思弁が駆動する。それがぼ
くらの思考の動因であり出発点である。
　文学を含めたあらゆる芸術的な創造の開始もまたそのようなものである。芸術的な
営為も根源的な虚無を前にして、にもかかわらずそれを意味づける存在の気配−−−−
つまりは存在感−−−−をこころのうちに察知し、その気配を言葉にし、音にし、色彩
や形にする。ただその存在の内実を（気配を）たとえば神と捉えるのか、あるいは生
命的なものとみなすのか、そうしたものを虚妄としてあくまでも虚無と見定めるのか、
その最初の判断に各種思惟の差異が生まれる。これは（略）古典古代にキリスト教が
勃興したときに直面した問題提起である。各種思弁の差異は、たとえば、そうした三
択のうち、なにを真なるものと判断し、選択するかによるのである。存在感とはそう
した根源的な判断から生まれる。美的経験もそこから生まれるのであり、芸術の創造
とはそうした根源的な存在感の具体化なのである。」

「この＜今ここ＞の自己の存在感はまことに捉え難いものである。＜今ここに私がい
る＞という経験の＜今ここ＞は絶えずたちどころに＜かつてそこでは＞になってしま
うからである。（略）では、その場合ぼくらはどうしているかといえば、その＜今こ
こ＞は、充実のときもあれば、意気消沈のときもあり、さらには憂さ晴らしの時もある。
そうしたいたずらに流れ去る＜今ここ＞の経験を一定のパターンとして把握するので
ある。＜ここ＞を宇宙論のもとに組織化するのが、たとえば、知識社会学でいうノモス、
カオス、コスモスで描かれる世界像である。また＜今＞の組織化を常民（農民）の生
活に見出したのが日本民俗学で、そのケ、ケガレ、ハレといった概念は常民の生活時
間の時系列のパターンである。それは日本語の気やそのキ、ケという二つの読みをめ
ぐる振る舞いを検討することによって具体的に理解される。元気の気の充実した労働
生活（ケ）の気力が失せ（ケガレ）ると、気晴らしをして（ハレ）活力を回復してま
たぞろ日常生活（ケ）に立ち戻るという具合だ。ケ、ケガレ、ハレは気（生命力）の
組織化といっていいが、そのケ、ケガレ、ハレという具合に組織化された時間の＜今
ここ＞にそれぞれ独自の＜今ここに私がいる＞という自己の存在感が生まれるのであ
る。それは気力充実した時の存在感（ケ）であり、無気力の時の存在感（ケガレ）で
あり、気晴らしのときの存在感（ハレ）である。ちなみにヘーゲルは哲学とは週日の
労働のありようと日曜の存在のありようを妥協させること、つまり世俗的面と聖なる

面を統合することであるといった。これは哲学とは、日本民俗学の言葉でいえば、ケ
とハレを統合する営みであるというのと同じことだ。」

「＜今ここに私がいる＞という経験は瞬間的である。それは歴史的な時間のなかで実
存主義的な一回こっきりの刹那の切迫した自己の存在感である。だが、同時にそれに
は一定の持続がある、流れない停滞した澱んだ時間、いや非時間の経験でもある。そ
の場合には＜今＞も＜ここ＞も＜私＞も意識から消えている。これはぼくらが本来的
存在感という経験である。＜今ここに私がいる＞という表現にはそういうわけで自己
の存在感と本来的存在感という二つの経験がさながら一体として語られていることに
なる。
　くりかえすが、本来的存在感とは元来自己に無自覚であり、時間や場所の意識もな
いのである。というか、自己意識や時間、空間の意識以前のありようである。本来的
存在感の時間や場所の経験とは＜いまここに私がいる＞の直接性を経験し、その臨在
感を経験しているときであるが、そのとき＜私＞の意識はなく、その時間あるいは空
間の経験は無時間、無場所の経験となる。それこそ歴史的時間の外、地政学的時空の
外のありようである。」
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意識を包む
無意識があり
それを包む
集合無意識があり
類心的無意識がある

類心的無意識の領域では
心と身体はその境を失い
共時的現象は起こり
時間は歪み空間は歪む

かつて
遺伝的に継承された力が
その類心的無意識を使い
さまざまな霊的現象に関わった

その方法は
現代では病となって顕れたり
ときにその病を癒すなかで
無意識のうちに使われたりもするが
それらの力は古い力の再現でしかない

新しい力を育てなければならないのだ
新しい力を育てることで
かつての古い力も新しい形で甦る

ユングのアクティヴ ･イマジネーションは
新しい力への道でもあるのだろうか
少なくともそれが
無意識と関わるための
半ば意識的な方法であるならば
治療を超えた新たな道ともなり得るのかもしれない

■老松克博『心と身体のあいだ』（大阪大学出版会　2019.1）



「ユングが類心的無意識という領域の存在を唱えたとき、それは、心理的とも生理的
ともつかない無意識層を指していた。ユング自身はこの概念をあまり体系的に発展
させることがなかったが、それが最も印象的に用いられているのは、共時的現象の
発生に「類心的な元型」が関わっているという晩年の主張においてである。
　典型的な共時的現象は、たしかに、心と物質（ないし身体）の重なり合う領域で
起きていると考えられる。しかし、はたしてそれだけなのか。類心的な領域の関与
を想定しうる事態はもっと広範に見られる。昨今の心理臨床の世界を振り返ってみ
れば、そう感じさせる疾患や障碍が次々に注目を集めてきている。したがって、ユ
ングのこの概念は、従来以上に有効に使える可能性がある。
　たとえば、発達系やトラウマ系、これらの人たちの場合、身体が心を巻き込んだ
り心が身体を巻き込んだりしているわけだが、両系のあいだには重なりがあって、
どちらが本態か判然としない場合も多い。また、これら両系や一部の心身症者を含む、
身体系個性化のプロセスを歩む人たち、つまり身体系にもよく似た特徴がある。
　よく似た特徴とは、時間や空間の歪みが体験されていることである。それは一種
の宗教性につながるところがあるため、発達系やトラウマ系は、啓示を受けたり、
法悦を感じたり、鋭く予感し見通したりするが、他方では被害念慮や関係念慮を抱
き、解離症状や侵入症状にも苦しんでいる。また身体系は、しばしば、苦行的な日々
の鍛錬や身体の微調整を続ける。
　これら三系を併せて類心系と呼ぶ。では、類心系の心と身体のあいだで起きるこ
とは何か。類心系においては時間や空間の超越が生じうる、というのが本書の主張
の中心となる。類心系の体験する時間や空間の歪みは、単なる症状ではなく、本来
は自己治癒を、すなわち時空の超越への変容をもたらす合目的的なものである。
　この変容で起きることは、次のようにまとめられる。時間の歪み、つまり「時間
の逆転」と「時間の凝縮」は、「当たってから撃つ」能力と「履歴を読む」能力にな
る。空間の歪み、つまり「空間の濃淡」は、「隅々まで有魂化する」能力になる。そ
して、もう一つの空間の歪み、「空間の重なり」は、「彼方まで重ね見る」能力になる。
　逆に言えば、時空の歪みが時空の超越という本来の姿に変容すれば、類心系は癒
されるし、まわりの近縁な人たちに癒しの輪を広げていける。ならば、時空の歪み
から時空の超越への変容のためにできることは何なのか。提案したいのは、ユング
派のイメージ技法、アクティヴ・イマジネーションである。その創始者、ユングは、
トラウマ系としての自分、そして発達系としての自分を癒すべく、霊媒になじみの
方法を借りてこの技法を編み出したのだった。
　霊媒の力はトラウマにともなって発生しやすい解離や多重人格を土台としている
わけだが、それを反対にトラウマの治療に使おうというのだからまことに興味深い。
やはり症状は合目的的なのである。ユングはアクティヴ ･ イマジネーションによっ
てみずからを変容させた。イメージを用いる技法は数々あるが、内的な時間や空間
を直接に扱うなら、無意識とリアルタイムで関わることのできるアクティヴ・イマ

ジネーションに勝るものはない。
　イマジネーションの世界では、時間や空間の変容が起きてもまったく不自然では
ない。むしろ、イマジネーション以上にそうしたテーマにふさわしい技法はないだ
ろう。」
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宇宙樹は
天と地をむすび
地下に流れる水は
生命の源となる

宇宙樹は
果実を実らせ
それを啄む鳥たちは
その種を運び
あらたな宇宙樹を芽生えさせる

宇宙樹は
神秘の階梯
神々の使いが昇降し
天と地の幾何学のなか
宇宙創造の錬金術が
生命の樹として生成するのだ

■山口博・監修／正道寺康子・編『ユーラシアのなかの宇宙樹・生命の樹の文化史』（勉誠出版　2018.12）

（山口博「序論」より）
「果てしなく広がる草原とそれを覆う天空の間に生きる騎馬遊牧民、言い換えるならアルタイ語族であるト
ルコ民族やモンゴル民族は天崇拝の念が強く、彼らはあるいは天を支え、あるいは天界の神々の昇降する
柱をイメージし、具象化としての宇宙山や宇宙樹を観た。天山北路はその名の如く天山の麓であるが、天
山は宇宙山でもあった。それであるから天山の中に在る天池には、西王母が降る伝説が残る。宇宙樹は宇
宙山にあり、より高く天界に達すると考えられていた。
　その宇宙樹と目された樹木の聳え立つ所が世界の中心であり、そこに彼らは居住しているという認識に
立つ。逆に言うならば、彼らの居住する地域には巨樹が聳え立ち、そこが世界の中心であり、巨樹は天空
を支え天界に通じる回路の世界軸であった。アルタイのある伝説は、「天地のへその上、万物の中心に、地
上の樹の中で最も高い樹、もみの木の巨木がそびえ」、梢は天神の住居に届いているというのである。
　大地のへそ、つまり大地の中央にある聖地に立つという宇宙樹は、民族・地域により建木、シャーマン
の木などとも呼ばれ、柱や梯子に転位され「天柱」「天梯」「天橋」の語を生んだ。年代の遡る例としては、

『旧約聖書』創世記にあるヤコブの夢の中の、神の使いが昇り降りしている天に届く梯子がそれであり、プ
ラトン『国家篇』のエルの物語で、仮死状態のエルが見た天と地の全体を貫いている柱のような光も、宇
宙樹の転位といえるであろう。「天柱」は中国紀元前二世紀の『淮南子』天文訓にあるし、「天橋」は万葉
時代をかなり遡ると思われる地方歌謡に「天橋も長くもがも」（『万葉集』巻一三）と歌われている。
　柱・梯・橋などの言葉が端的に示すように、宇宙樹の重要な要素は神々が天と地を往還する回路である
ことである。」

「宇宙樹と世界樹はイコールで使用されていても、これと生命の樹は一応区別される。エリアーデも『世界
宗教史』で、世界樹・宇宙樹に対して生命の樹を区別する。
　樹木に永遠の命の根源を見たのは、樹木が秋から冬にかけて枯れ死した状態になりながら春には再び甦
る植物の生命の観察からである。古バビロニア時代の『ギルガメシュ叙事詩』のギルガメシュ、『旧約聖書』
のアダムとエバ、これらは不死を植物に求め、しかも入手できなかった話だが、生命の樹の始源は、死の
恐怖を克服しようとする古代人の不死・よみがえり・不老という永遠の命を求める願望のシンボル化にあ
るといえよう。死にあらがえない生あるものの命、その限界を明らかにする生命の樹は、運命の樹でもあっ
た。
　人間は死の恐怖を克服できる生命の樹は求め得ずしても、植物のように生命の再生と豊穣を希求する。
エリアーデの『豊穣と再生』の「植物−−−−再生の象徴と儀礼」の章は根源的な論として卓越している。彼
の『シャーマニズム』『世界宗教史』を含めて、宇宙樹・生命の樹に関するその後の研究で、エリアーデ論
を基礎としない論はないであろう。」

「神話のモチーフは混交する。（略）実際は、その二者は分離し難い巨樹信仰の二つの基本概念である。生
命の樹で一般に想起するのは『旧約聖書』創世記のエデンの園にあるという生命の樹であろうが、エデン
が世界の中心であることを視野に置くならば、その樹は宇宙樹の要素を持つ。
　宇宙樹の根の下には地下の泉があり、宇宙樹が汲み上げたその豊かな水が、生命力の源泉として信仰さ
れた。北欧神話『エッダ』のユグドラシルを想起すればよいであろう。地下の泉のほとりに住む女神がこ
の木に水を与えると、人間界に露となって宿り、生きる力となる。宇宙樹と生命の樹が結びつく理由の一
つがここにある。

（略）
　ユーラシアで出土した王冠の幾つかの立飾りは、宇宙や全世界を支配する王者の権威の象徴である宇宙
樹であると同時に、被支配者たちの安息や繁栄を施す生命の樹でもあった。立飾りの宇宙樹には鳥が留ま
るが、鳥は果実を啄み他所で芽生えさせ更に繁栄をもたらす。宇宙樹は生命の樹でもあった。」
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一にして
全なる宇宙こそ
真なる存在

存在はコトバ
コトバは光

森羅万象は
それぞれの響きを
交響させ

地の深みから
天の高みまで
人はそれぞれの
コトバで響き合い

すべての存在は
光と光を照らし合い
一にして多
多にして一
一大曼荼羅を成す

内なる宇宙
外なる宇宙を
内在即超越
超越即内在として
生きるとき
人は
光の曼荼羅としての
真如と成る

■澤井善次・鎌田繁 [ 編 ]『井筒俊彦の東洋哲学』（慶應義塾大学出版会　2018.9）
■井筒俊彦『意味の深みへ／東洋哲学の水位』（岩波書店　1985.12）



（『井筒俊彦の東洋哲学』〜安藤礼二「第七章　井筒俊彦と華厳的世界−−−−東洋哲学樹立に
向けて」より）

「井筒俊彦の「東洋哲学」の可能性とは一体どこにあったのか。それは「華厳」という世界
認識の方法と、その「華厳」的な光の世界を自らの言葉として、あるいは自らの身体とし
て生きた「空海」という個人に集約されるのではないかと思われる。華厳と空海。両者の
いずれをも、井筒は著作集第九巻の『東洋哲学』で論じている。東洋哲学の古典を創造的
に「誤読」するという印象的な一節がはじまりの部分に記された「意味分節と空海−−−−真
言密教の言語哲学的可能性を探る」と、大乗仏教とイランのイスラーム神秘主義、つまり
華厳的な世界とスーフィー的な世界を比較対象した「事事無礙・理事無礙−−−−存在解体の
あと」である。この二篇の講演論考は『東洋哲学』の一つの焦点を形作っている。」

「井筒俊彦は、空海にアジア神秘主義思想の一つの完成を見出している。空海は「神秘」の
体験、「密」の体験が可能となる事態を「加持」とした。それは如来の力が太陽のように衆
生の心を照らし出しそこに顕れることであり（「加」）、衆生の心の水が如来の力を太陽の光
のような暖かみとしてそこに感じ取ることでもある（「持」）。より直截な表現を使ってしま
えば、如来と人間が直接に性の交わりを果たすようなものである ･･････。
　さらに空海は、華厳的な「光」を、如来から発する真なる「言葉」（真言）として読み替
えていく。森羅万象は光として、あるいは言葉として、相互に通じ合い。一つに溶け合っ
ているのである。そうした顕在的かつ潜在的な世界の総体を、空海はプラトン的でありプ
ロティノス的でもある真実在（「真如」）たる曼荼羅、その中心に位置する根源的な一者た
る「法身」（大日如来）とした。神やイデアという「有」の思想とは根本から相容れないは
ずの仏教思想、印度的な「空」と中国的な「無」が一つに結び合わされてかたちになった
列島の仏教的な環境のなかに、空海は、内在が超越につながり、超越が内在につながる神
秘主義思想−−−−ヘブライズムとヘレニズムの最も創造的な総合と等価であるもの−−−−を
導入したのである。空海の前では、ヨーロッパ的一神教とアジア的多神教の対立などといっ
た偽の問題は成り立ち得ない。
　「法身」（大日如来）は一なる存在であるとともに全なる存在でもある。『大乗起信論』は、
そのすべてを費やして、「真如」である「法身」の在り方。衆生の心がそのまま如来の心へ
と転換していく在り方を説いている。『大乗起信論』自体、井筒俊彦が『意識の形而上学』
の冒頭に記しているように「誰が書いたのか知らない」、従って「いつどこで書かれたもの
であるか、正確にはわからない」正体不明の「論」である。空海は、当時から『大乗起信論』
以上に偽経の疑いが濃厚であった『大乗起信論』の注釈書、『釈摩訶衍論』を重視すること
を生涯やめなかった。そして、「法身」が自ら語り出すこと、すなわち宇宙全体が真の「言葉」

（真言）に貫かれていることを、高らかに宣言したのである。」

（井筒俊彦『意味の深みへ』〜「七　意味分節と空海−−−−真言密教の言語哲学的可能性を
探る」より）

「「存在はコトバである」。あらゆるものがコトバである、つまり存在は存在性そのものにお
いて根源的にコトバ的である、ということをこの命題は意味する。」

「真言密教の所見によれば、個人的人間意識のレベルに生起する意味現象は、宇宙的レベル

における意味現象の、ほとんど取るに足りぬミニチュアにすぎないのだ。宇宙的「阿字真言」
のレベルでは、ア音の発出を機として自己分析の動きを起こした根源語が、「ア」から「ハ」
に至る梵語アルファベットの発散するエクリチュール的エネルギーの波に乗って、次第に
自己分節を重ね、それとともに、シニフィエに伴われたシニフィアンが数かぎりなく出現し、
それらがあらゆる方向に拡散しつつ、至るところに「響」を起こし、「名」を呼び、「もの」
を生み、天地万物を生み出していく。『声字実相義』に、「五大に響きあり」と言い、かつ
空海自らそれに註して「内外の五大に、ことごとく声響を具す。一切の音声は五大を離れず。
五大はすなわち声の本体、音響はすなわち用なり。かかるが故に、五大皆有響という」と言っ
ているように、それは地・水・火・風・空の五大ことごとこうを挙げての全宇宙的言語活
動であり、「六塵悉く文字なり」というように、いわゆる外的世界、内的世界に我々が認知
する一切の認識対象（もの）はことごとく「文字」なのである。
　全世界をコトバの世界とし、声と響の世界、文字の世界とする真言密教的世界像は、こ
のようにして成立する。イスラームの文字神秘主義やユダヤ教のカッバーラーの場合と同
じく、真言密教においてもまた、存在世界は根源的にエクリチュール空間であり、そして
そのエクルチュール空間は、万物の声に鳴り響く空間だったのである。」
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ユングの光に照らされた大拙
大拙の光に照らされたユング

西洋の光に照らされた東洋
東洋の光に照らされた西洋

心理学の光に照らされた仏教
仏教の光に照らされた心理学

仏教の光に照らされたキリスト教
キリスト教の光に照らされた仏教

仏教の光に照らされた神秘主義
神秘主義の光に照らされた仏教

禅の光に照らされた南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏の光に照らされた禅

自我の光に照らされた無我
無我の光に照らされた自我

秘教の光に照らされた顕教
顕教の光に照らされた秘教

そんなさまざまな交差の光のなかから
生まれてくる新たな光の道へ

■Ｃ．Ｇ．ユング『東洋的瞑想の心理学』（湯浅泰雄・黒木幹夫訳　創元社　2019.1）



■鈴木大拙『神秘主義／キリスト教と仏教』（板東性純・清水守拙訳　岩波書店　2004.2）

（Ｃ．Ｇ．ユング『東洋的瞑想の心理学』〜湯浅泰雄「編訳者序説　ユングにとっての東洋」より）
「「禅の瞑想」と「浄土の瞑想」の二論文は、その内容からいうと、東アジア、特に日本の仏教に関係が深い。
「禅の瞑想」は、鈴木大拙の英文著作『禅仏教入門』がドイツ語に訳されたときに、序文として書かれ
たものである。」

「大拙がユングの禅理解に対してどういう不満をもったのか（略）、ユング心理学と禅の基本的立場の
違いについて言えば、次のような点が考えられる。禅は何よりも、日常的平明さを究極の悟りと結び
つけてとらえようとするところに特徴があり、その点で、真相心理学的な内面的イメージの探究に関
心をもつ印度的ヨーガとは違っている（仏教では、密教が印度的な性格をとどめており、唐代仏教や
平安仏教にはそういう性格がなお強い）。夢や幻視のようなイメージ体験を重視する点では、ユング心
理学はむしろ密教に近くなる。禅は逆にこのような方法をきらい、いわゆる無念無想。あるいは公案
による簡素化された方法をとるからである。
　もう一つ考えられることは、ユングがこの論文で、変容 Wandlung,transformation の問題を重視
している点である。「変容」というのは、リビドーの変換あるいは昇華によって内面的な象徴的エネル
ギーの体験内容が変化してゆく過程である。いわゆる「個性化」の過程を、リビドー論、ないし心的
エネルギー論の見地からとらえた概念と言ってもよいであろう。人格心理学的にみれば、人格形成に
よる円熟の過程を内面的にとらえた見方ともいえる。ユングは、禅における悟りの体験を、長い精神
訓練の後に突然おとずれる変容の体験の覚醒であると解している。このような見方は、たしかに、悟
りあるいは「見性」とよばれる体験の心理学的側面を明らかにするものと思われる。ただし、思想と
しての禅は、そういう過程の問題にはあまり重きをおかない。そこに、心理学者と禅者の立場の違い
がみられる。」

「私の考えるところでは、「変容」の問題は、修業の体験を基礎におく東洋の哲学の基本にふれるもの
である。（略）
　ユングは、まだフロイトと協力していた一九一二年に『リビドーの変容と象徴』を書いているが、ずっ
と後になって、この本を『変容の象徴』（一九五二）と改題し、大幅に書きあらためて公刊している。
この著作は古代の神話伝説や錬金術などの象徴的イメージを材料にしたものであるが、初版と再版の
間の年月を考えると、東洋的瞑想について思索をめぐらせていたことを示している。（略）エクハルト
やスエーデンボリを重視する点からみれば、もともと、大拙とユングの気質は近い。」

「ユング心理学の立場に立ってみると、観経の瞑想法は、いわゆる能動的想像 aktive Imagination の
方法と関係がある。能動的想像というのは、心中に起こってくる夢や観念などのイメージを、抑圧す
ることなく、自然に、自由に働かせながら、具体化してゆく方法である。描画や箱庭療法やフィンガー・
ペインティングなどは、その手段である。ヨーガや密教の瞑想法は、主題を固定させたものであるから、
もちろん能動的想像の方法とは性質が違うが、無意識のイメージを活性化するという点では同じであ
る。」

「本書は、「ユングにとっての東洋」を知るための手引きとして編訳したものである。ユングに親しむ
につれて、私にとって次第に問題になってきたのは、これとは逆の「東洋にとってのユング」という
新しいテーマである。一般的に言い直せば、深層心理学が東洋の伝統的文化遺産と現代人の心の問題
の関係について新しい光を投じたとすれば、われわれ東洋人はそこからどのような課題を見出してゆ
くべきか、という問いである。この問いはもはやユングをこえて、われわれ自身の課題となってくる
であろう。」

（Ｃ．Ｇ．ユング『東洋的瞑想の心理学』〜ユング「禅の瞑想（一九三九）鈴木大拙に寄せて」より）
「本来的自己というものをどのように定義するにせよ、それは、自我とは全く別の何かである。そして
また、自我のあり方についての高い洞察が本来的自己へと導いてゆくという点において、後者は自我

の経験をその内に含んだ、より広範囲のものであり、したがって自我を越えているのである。自我と
は私自身についての一定の経験であるが、それと同じように、本来的自己は自我が体験するものでは
あるけれども、それは、拡大された自我とか高い自我とかいった形においてではなく、「非我」Nicht-
Ich という形態において経験されるのである。
　このような考えは、『ドイツ神学』Theologia Germaniaの筆者にもよく知られていたことである。「こ
の完全なるものが、一体どんな被造物において意識されるというのであろうか。そこでは、被造性と
か、被造物としてのあり方とか、何かあるものとしての性質、自己性などといったものはすべて失われ、
消滅していなければならないのに ･･････。」（略）
　この説明はすでに、「開悟の内容」について重要なことを語っている。ここには、悟りの過程が示さ
れているのであって、それは、自我という形態に限定されている意識が、自我性をもたない本来的自
己へと突破すること Durchbruch として、明確な形で表現されている。こういうとらえ方は禅の本質
に合致したものであるとともに、マイスター・エックハルトの神秘主義とも合致している。」

（Ｃ．Ｇ．ユング『東洋的瞑想の心理学』〜ユング「浄土の瞑想（一九四三）観無量寿経に寄せて」より）
「キリスト教のマンダラと仏教のマンダラの間には、微妙な、しかし大きな違いが見出される。キリス
ト教徒は、黙想の中であっても、私はキリストであるとは言わず、パウロとともに「私が生きている
のではない、キリストが私の中に生きているのだ」（ガラテヤ人への手紙、二章二〇節）と告白するで
あろう。ところがわれわれの教典は、「お前は、お前が仏陀であることを知るであろう」と言っている。
根本的にいえば、この二つの告白は同じものである。なぜなら、仏教徒がこのような認識に達するのは、
彼が「無我」つまり自我をもたないでいいるとおきに、はじめて可能になることだからである。けれども、
この二つの表現のしかたには非常な違いがある。キリスト教徒は、キリストにおいて終わりに達する。
これに対して仏教徒は、彼が仏陀であることを認識するのである。キリスト教徒の生は、たえず移り
かわる自我中心的な意識界から出て来るのに対して、仏教徒は、今でも、内的自然という永遠な根底
の上に安らっている。人間の内的自然は、神性ないし普遍的存在と一つであるとい考え方は、インド
の他の宗教にも見出すことができるものである。」

（鈴木大拙『神秘主義』〜「Ｉ　マイスターエックハルトと仏教」より）
「〝純粋な（または絶対の）静けさとしての神の本体〟あるいは〝いかなる差別も入りこむ隙のない、
沈黙した砂漠〟をキリスト教徒はどのようなものと考えているのであろうか ? エックハルトが神性の
概念を〝純粋なる無（ein bloss niht）〟として掲げる時、彼は仏教の空性（sunyata）の教えと完全
に相応している。」

（鈴木大拙『神秘主義』〜「VII　「このまま」より）
「エックハルトの神は、才一の「南無阿弥陀仏」に幾分似通っているけれども、エックハルトは当然の
ことながら、すべてのことを神に帰している。

（略）
　真宗の表現形態は、客観的・非人格的な禅の行き方とは対蹠的に、主観的であり、且つ人格的であ
る。このことは、真宗が実在の慈悲の面に一層の関心を寄せるのに対して、禅の方はその智慧の面を
強調する傾きがあることを示すものである。真宗信仰は阿弥陀の本願に基づいているが、これは「名
前」を意味する「名号」として知られる「南無阿弥陀仏」に集約されている。名号というと抽象的に
響くかも知れぬが、これは主観と客観、信ずる者と阿弥陀、「南無」（礼拝する者）と仏「礼拝される者」、
機と法とが一体となった形なのである。名号が称えられる時、不思議な一体化が行われるのである。」
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外部を召喚する！

「わたし」ではない「わたし」
「わたしの世界」ではない「世界」を召還する

藝術はほんらい
外部を召喚し
それを描画するものではなかったか
ポエジーはほんらい
外部から訪れるものを
言葉に照らすものではなかったか
外部を「いま・ここ」に召喚する！

かつて預言者は
外部のコトバを預かり
そのコトバを伝えようとした
向こう側を伝え
もたらそうとして呼ばわった

向こう側とこちら側の間には
橋は架けられてはいない
橋はそれをむすぼうとするものだったが
橋は境域でもあり
こちら側から向こう側へ渡るには
みずからを真性の鏡に映さねばならない

こちら側と向こう側は
切り離されながら
切り離されているがゆえに
合わせ鏡のように照らし合う
逆対応の世界だ

外部を召喚するためには
「わたし」と「わたしではないわたし」
「わたしの世界」と「わたしの世界ではない世界」を
「いま・ここ」に邂逅させなければならない

そのための魔術として
藝術がポエジーが必要だ
創造性はそこにこそ求められなければならない
向こう側とこちら側が逆対応的に邂逅する
外部を召喚するために

（第一一章「花喰鳥（往復書簡）」より、郡司ペギオ幸夫「マジカル日本画としての中村作品」より）
「デュシャンの藝術係数から出発して、意図と実現のギャップを開設し、その外部を召喚する装置とし
ての作品が存在する。それは作品であると同時に、外部の召喚によって実現される、その時その場所で
実現される「作品」のための仕掛けでもあるわけです。いかにして外部を召喚するか、これこそが、中
村藝術の核を成すものだと思われます。
　意図と実現の共立は、狩る・狩られる、食う・食われる、殺す・殺されるなどの排他的二項関係を土
台に、構想されました。共立しない両者にあって、共立する仕掛けが設計され、排他的性格を無効にさ
れて、共立の舞台に立たされる。それはデュシャン自身も考えなかった、藝術係数の普遍化・深化なの
だと思います。
　果たしてそのような構想の元に展開される日本画は、マジカル日本画と銘打たれましたが、排他的二
項対立を共立させたこちら側と、召還される向こう側の最も普遍的存在様式こそ、過去という時間軸、
未来という時間軸の邂逅で織りなされる時間だった。それが、花喰鳥という画題によって明確に転回さ
れた。これは中村芸術の一つの完成であるのだと思います。」

「山の向こう側とこちら側は、ナボコフにおける絵画の中の時間（過去）の、未だに現実になっていな
い過去（＝未来）と、現実になった過去（＝過去）に対比されながら、同時に、その各々に、絵画の中
の時間軸と、絵画の外の時間軸が重ね描かれているのですね。さらに向こう側とこちら側は、過去の被
葬者の時間軸と未来の被葬者の時間軸にも対比されるわけで、徹底して無関係な異なる時間軸を表して
いる。その徹底して無関係な時間軸が邂逅する。それだけ聞くと、何かパラレルワールドのような気が
しますが、そうではなく、徹底して無関係な時間軸の各々が、過去と未来を開設し、両者の邂逅として

「いま・ここ」があるわけですね。
　逆に言うと、未来がやってきて過去となり、この反復で時間が進むと考えてしまいがちな時間は、徹
底して無関係な「未来」の時間軸と、「過去」の時間軸の邂逅としてのみ、構想できる。「過去」の時間
軸は、ベルグソンの言う、現在であった過去と現在でなかった過去の両者から構成されますから、いわ
ゆる過去と、未来から構成されている。その意味でこちら側の「過去」は、「わたし」の時間軸という
わけですね。これに対して向こう側の時間軸、「未来」の時間軸は、こちら側から決して窺い知れず、
知覚できないが存在する時間でしかない。
　このような過去の時間軸と未来の時間軸の関係を召喚する装置として、《宇津の山屏風》のような書
き割りの山々が、蔦に絡まされて折り重なりながら描かれる。こうして、知覚できないけれども存在す
る「未来」が、向こう側に感得され、山々の向こう側に「向こう側」それ自体として垣間見られるわけ
ですね。
　知覚できないが存在する向こう側は、古代では、うつつ（こちら側）を取り囲むような別次元の世界、
例えば浄土のような世界として構想されたのだと思います。だからそれは阿弥陀の住む「世界」であり、
見えないが存在する世界なのだと思います。
　ところが、中村さんの描く「向こう側」は、そういった全体、ひとまとまりに展開される世界でさえ
ない。徹底して知覚できず、その全貌を捉えられないものです。いわば「世界」は存在しない。
　このような描像は、現代哲学の最近の動向とも整合的です。カンタン・メイヤスーの思弁的実在論は、

「わたし」と相関を持つ世界を否定し、その外部に存在する、「わたし」とは徹底的に無関係な外部の存
在を唱えます。マルクス・ガブリエルは、全体として認識される世界の否定によって、「世界は存在しない」
と唱え、その外部に存在する世界の実在へと向かいます。これは新しい実在論と呼ばれる哲学運動の一
つです。徹底して互いに無関係な、外部に存在するオブジェクトによって、やはり新しい実在論を提唱
するグレアム・ハーマンは、より積極的に、断片としての外部を主張するわけです。
　ただし思弁的実在論や新しい実在論は、「わたし」と無関係な外部の存在を主張するだけで、外部を
召喚するための技法については何も語らない。多くの場合、外部は古くから用いられる数学的方法や論
理的方法によって証明されるのです。論理とは無関係な外部は、論理的に制御できない。これをどのよ
うに呼び込み、召喚し、降霊するか、といった論点は、ここにありません。召喚の儀式や召喚の装置を、
どう構想し、どう描くかということこそが藝術であるとする中村さんとは、アプローチがまるで異なる
わけです。
　加えて、外部と「わたし」との関係ですね。思弁的実在論や新しい実在論の外部は、「わたし」との
徹底した無関係性によって外部足りえ、それ以上のものではない。しかし、中村さんの言う向こう側は、
こちら側と向こう側の無関係性としてあらゆる場所、場所に現れるもので、過去と無関係性をもちなが
らその徴のみがやってくる未来であり、常に現れるものです。無関係でありながら、「いま・ここ」と
接続している。それが外部＝向こう側というわけですね。
　この外部＝向こう側からやってきたものが、カモノハスや仏虫であり、鯨であり、アサリの殻紋様の
蜃気楼でした。花喰鳥の場合、それは「向こう側の徴＝月」を咥えてやってくるミヤコドリやマメコガ
ネですね。月の現れとして、向こう側＝未来という時間の、問題が明確に描かれたのだと思います。」

■中村恭子・郡司ペギオ幸夫『TANKURI 創造性を撃つ』（水声社　2019.1）
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情に流されまいとして
知にしがみつく者は
むしろ情に流されてしまう

合理的であろうとするならば
情にも合理を見ようとすることを
怠ってはならない

論理は論理を超えたところへは
足を踏み入れることができない

合理的であろうとするならば
論理を超えたところへさえも
境を超えなければならないだろう

神秘を神秘的に論じる必要はない
神秘は現在の認識にとって
神秘であるにすぎない

「知」に呪縛されたとき
「知」を超えてゆくことはできない
「わたし」に呪縛されたとき
「わたし」を超えることができないように

（「Ｉ - 審美体験・神秘体験」より）
「近代ヨーロッパの合理思想と簡単に呼ばれるものが、ヨーロッパ自体では、根本
のところで、決して非合理と完全に切りはなされたものではなく、神秘思想とも動
的な関係を保ちつつ進展してきたのに対し、日本に移入された場合、多くは概念の
論理的整合に追われ、ややもすれば純然たる知的操作として形式化したことは否定
できないだろう。（もちろん、これは日本でだけの現象でｈなあく、西欧のエピゴー
ネンにも見られる。）小林秀雄がくどいほど批判しつづけたのは、そのような形骸
化した贋物の「合理思想」であった。自己のうちに、通りいっぺんの合理では御し
きれない人間的事実をはっきりと見すえ、その上で、論理的思考の筋道を切り開き、
理に合った世界観を抽出するという思想の正道を辿らず、机上の理論として借用し
た概念をつじつまが合うように組み合わせてよしとする多くの知識人を、小林秀雄
はしつように批判した。時には、その批判の対象が、論破しやすい形でやや安手に
つくられた仮想敵という印象を与えることは事実であり、吉本隆明が激昂するのも
わからないではない。しかし、激昂のあまり逆に筆が滑って、小林秀雄が「味覚や
触覚や視覚的な識知のなかに自足」するがごとくに言うのは、行きすぎである。小
林秀雄の考えはいかなる分野に関しても一貫しており、マルクスの場合にも、フロ
イトの場合にも、またデカルトの場合にも、源泉に戻ってみれば、常に、一回限り
の独自の実存から強力な思想の生まれ出るドラマがあり、そこには、理性も感性も
動員されていることを確認するのである。初心忘るべからず。このひとつのことを、
小林秀雄は思想の誕生に関して、繰り返し説いたと言える。
　ただ、小林秀雄にとってむずかしかったのは（そして、小林秀雄が誤解されやす
いのは）、日本の精神的土壌としては、元来、いわゆる心情が理性を圧倒し、情緒
に溺れるあいまいさが明晰な論理をなしくずしにし、うっかりすれば神がかりに走
りかねない状態がある、という点である。そこで、知的操作に終始する「合理思想」
を是正するために感性ひいては神秘の復活を求めると、土着の根強い情動過多が動
き出しその波にのみこまれることを警戒するあまり、本来ならば小林と同じ道を歩
いていけるはずの人々、「ほんとう」の合理思想を実践する人々をも敵にまわすこ
とになりかねないのである。

「「感想」（ベルクソン論）の第一回で小林秀雄の語る経験は、たしかに、「ミスチッ
ク」経験ではあるが、筆者の関心は、特異な神秘経験を人々に伝える、というよりは、
自分にとっては、当たり前で、はっきりとわかっている事を、そのまま人に伝える
ことがいかにむずかしいか、ありのままをそのまま書くと、童話になってしまうと
いうことに向けられているのである。
　小林の神秘経験においては、事実の直接の経験としては、何の驚くことも妙なこ
ともなく、何も彼も当たり前であり、はっきりしているのである。」

「小林秀雄は「神秘」という言葉は、稀にしか用いていない。一九四〇年に書いた「道
徳について」の最後の一句、「故に道徳は遂に一種の神秘道に通ずる。これを疑ふ
ものは不具者である。」などという断言は、むしろ稀だ。『本居宣長　補記』におい
ても、「彼が、世の中の ｢あやしき事」を肯定したとは、これに向つて、己れの心
を開け放つたといふ事であつて、其処には、神秘な世界への憧れといふやうな、あ
やふやな感情は全くみられないのである」と明言している。
　なにもかも、あやしいこの世にあって、人はいかに「合理的」にものを考え、い
かに明瞭に物をみるか。」

■二宮正之『小林秀雄のこと』（岩波現代文庫　2018.12）
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芸術とは何か考え始めると
芸術とは何なのかわからなくなる
人間とは何か考え始めると
人間とは何なのかわからなくなるように

芸術は
人間の魂の謎なのかもしれない

芸術は
社会的でもあり
個人的でもある

社会のなかに
種は蒔かれるが
社会のなかで
閉じてはいかない

社会から切りはなされたとき
芸術はその土壌を失うが
社会のなかに閉じた芸術は
その可能性をなくして形骸化してゆく

芸術は役にたたないという考えは
人間は役に立たないというのと同じだ
芸術をなくした人間は
人間は人間であることを超えてゆくための
大切ななにかを見失ってしまう

芸術を社会制度のなかだけでとらえるとき
芸術はそのほんらいの翼を持てなくなる
芸術は世界の外側から
なにかを召還してくるものだからだ
それは常に制度化をすり抜けてゆかなければならない

古くから継承されている伝統的な芸術も
社会制度に組み込まれた道具に堕さないかぎり
それはいまもなお世界の外から
人の魂をゆりうごかすものであり得るのだ

■猪木武徳「デモクラシーと芸術」
『第 1 回　芸術からレジームを読む』（新潮社　Web でも考える人　2019.1.30）



http://kangaeruhito.jp/articles/-/2742

「　音楽作品は本質的に建設的かつ創造的な人間の活動の産物である。それを演奏や鑑賞の
ために再現するには、多くの人の共同作業を必要とする。しかし作品そのものは基本的に「個
人」のアイディアと技によって生み出される。だが、「個人」の美という価値意識を作り上
げる要素として、その「個人」が現実に生きた社会体制を無視できるのか。社会風土（mores）、
慣習や伝統を知ることなしに、芸術を単に「個人」の技として切り取りその価値を云々はで
きない。生まれた土壌から抜き取ることは，芸術の「いのち」を傷つけることになりかねな
いからだ。」

「　この連載で書き記そうとしているのは、「美の本質」を正面から論ずる芸術論や、美学理
論ではない。そのような形而上学的な試みはわたしの身の丈には合っていない。本連載は芸
術（主として西洋音楽）という創造の世界を、政治体制や経済システムとの関連から捉える
試論にすぎない。芸術家が遺した作品を生んだ社会体制（regime）を通して、人間の「影」
のようなものを分析することになるかもしれない。だが、それが「美とは何か」という問題
に近づくひとつのルートではないかと考える。」

「　特に文学は、「人間は謎」だという事実をいかに示すか、「謎」そのものをどのような形
であぶり出すのかにひとつの大きな役割がある。この作業は数学的な「論証」の枠には納ま
らない。ヴィーコー（1668-1744）の言葉を使えば、デカルト（1596-1650）の言う確実
な真理を「記述する」だけではなく、「真らしい」ことがらについて、想像力をめぐらして
事細かに「物語る」方法の学問である。
　ドストエフスキーやトーマス・マンの小説の粗筋を要約したところで、そこに新たな発見
があるわけではない。むしろ細部の観察や予期せぬ感情の動きに、読む者は「そうだったのか」
という不思議な共感を覚えるのだ。言い換えれば、18 世紀以降の近代科学が前提とする「合
理性」や、「数少ない要素でできるだけ多くの現象を説明する」という理論の効率性の原則
に固執する限り、人間と人間感情の謎に迫ることは難しい。
　改めて考えると、人間というのはおかしな動物だ。人間社会は、「個人」という意識や概
念の発生よりもはるかに古くから存在する。ミツバチやシロアリなどのように群生動物で
あった人間は、他の生物が生み出しえなかった複雑な言語を用いながら、法や、交換の正義
を保証するための貨幣を創り出して社会秩序を築く過程で、徐々に「個人」を発見してきた
のだ。「個人」は社会、あるいは社会体制の中から生まれ出たと言えよう。音楽家でもあり、
写譜業を生活の足しにしていた思想家ルソー（1712-1778）がモデル化したような、「個人
間の契約」によって社会が生まれたという方向だけを見るのは一面的で不十分だ。社会体制
が「個人」を生み出すという側面は無視できない。
　また厄介なことに、人間はつねに「社会的動物」であるわけではない。「反社会性」も併せ持っ
ている。ときに憎悪や報復感といった「反社会的」な感情を抱き、それが行動にあらわれる。
党派的になりやすい、利己的な態度になる、法を破ろうとする、独断的で協調しようとしな
いなどの性向は、人間の「反社会性」の具体的な現れである。「合理性」と「社会性」だけ
で人間を理解できないとすれば、伝統的な学問は必ずしも人間の理解に強い力を発揮できな
いということになる。
　確かに人間が真理を求めたがり、知ることを欲するとしても、ではなぜ虚構（fiction）で
ある神話や小説、そして冗談や機智を好むのか。あるいはなぜ規則や約束事、あるいは形式
に縛られた音楽や絵画を創作し、それを鑑賞することに喜びを感じるのかを十分に説明する
ことはできない。」

「　では現代の慌ただしい産業社会に生きるわれわれは、いかなる政治と経済の体制
（regime）のもとで生活しているのであろうか。それはデモクラシーと市場経済を中核とす
る体制と要約することができよう。政治も経済も「数」が、そして「数だけ」が、物事の最
終的な決定原理となっている。現代の芸術世界について考える場合も、この「多数者の支配」
という事実を軽視することはできない。」

「　では政治体制としてのデモクラシーは、いかなる類型の人間を生み出すのだろうか。「デ
モクラシーは祖先を忘れさせるだけでなく、子孫の姿を見えなくし、一人一人を同時代の人々
から引き離す」（トクヴィル『アメリカのデモクラシー 第二巻（上）』松本礼二訳、岩波書店）
と言う。また、死者が投票権を持たないデモクラシーという政体は、伝統と親和的であるこ
とは難しい（チェスタトン『正統とは何か』）とも言われる。伝統の中で形成された美意識
や美的な作品は、デモクラシーという政体のもとではとかく忘れ去られやすいのではないか。
　近代デモクラシーの歴史を振り返りながら、デモクラシーという体制の中で芸術はいかな
る運命をたどってきたのかを知る必要がある。そして衰弱しつつある伝統的な芸術活動を公
共的に支える政策の必要性をどう説明するか。伝統芸術を保護するとすれば、そのためにど
のような補完的な装置の導入が望ましいのかについても検討されねばならない。」

「この連載の隠れた目的は、よく耳にする、芸術は「役に立たない」、「無駄だ」という杜撰
な通説に反駁することにある。芸術は人間の魂の問題と深く関わると考えるからだ。」
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人は多かれ少なかれ
それに向かって投影するなんらかの偶像と
それそのものに固着するフェティッシュを有し
ている

偶像を問うことは
そこに何を投影しているかを問うことであり
フェティッシュを問うことは
それそのものの呪物性を問うことである

一神教はほんらい
偶像崇拝とフェティッシュへの固着から
人を解き放とうとするものではあったが
その要請は皮肉にも
多く逆向きのベクトルとしても作用し
人を呪縛することにもなった

人は投影の対象なくして
みずからを映すことはむずかしく
世界が物質主義的になればなるほど
物質そのものへのフェティッシュは強まるからだ
そこにまた近代以降の私的な嗜好が加わることになる
その二重の呪縛のなかで人は生きている

社会や経済そして教育は
人に繰り返し投影とフェティッシュを刷り込み
それなくしては生きられなくしてしまう
それらを否定することさえ
むしろそのシャドーを生きることにもなってしまう

みずからの投影とシャドーを問い直しながら
それらへの依存を余儀なくされるなかで
それらをも変容させ得るような
自由への道を探すのだ

■ウィリアム・ピーツ『フェティッシュとは何か　−−その問いの系譜』（杉本隆司訳　以文社 2018.8）



「フェティッシュとは（略）、一六世紀から一七世紀にかけての西アフリカ海岸の文化交差
的な空間に由来する」

「フェティッシュ概念に本質的であると見なしうる第一の特徴は、フェティッシュ的対象
の還元不可能な物質性にある。フェティッシュの事実性は物質に具象化されているその状
態にあり、これは偶像のそれとは異なるものである。なぜなら偶像の事実性は、それがな
んらかの非物質的な原型ないし実体と図像的に類似しているという、その関係性にあるか
らである。中世ポルトガル語の fetiço と idiolo が原理的に区別されていた理由の一つがこ
れであった。一七五七年にフェティシズムという言葉を生み出したシャルル・ド・ブロス
にとっても、フェティッシュとは本来的に物質的かつ地上の実在物であり、それゆえフェ
ティシズムは天体崇拝とは区別されていた（天体の事実性は、自然物自体への直接崇拝と
いうよりも、自然の合理的秩序に関する一種の原＝理神論的暗示にあった）。ヘーゲルに
とっては、フェティッシュというアフリカ文化はまさに歴史以前の段階を表している。な
ぜなら、厳密にいえばフェティッシュとは、理念に加わることに失敗した精神−−−−フェ
ティッシュの自然的物質性を超えて事実を否定したり、止揚したりする経験を決してもち
えない精神−−−−の対象だからである。マルクス主義の商品フェティッシュも、精神分析
学の性愛的フェティッシュも、芸術オブジェとしてのモダニズムのフェティッシュも、す
べて本質的な意味において、対象の非超越的な物質性を伴っている。
　同じく重要な第二の特徴は、唯一性と反復というテーマに関わっている。一度きりの創
造的な出来事を固着・刻印することによってもともと異質な諸要素を新種のアイデンティ
ティに集約させる点で、フェティッシュはその身分に由来する統制力を有している。例え
ば、マクガフィーは「フェティッシュとは常に複合的な要素からなる創作物」だと強調し
ている。しかし、フェティッシュによって一つのアイデンティティに収容された異質な諸
要素は物質的なエレメントに限らない。儀礼を構成する願望・信仰・物語構造もまた、フェ
ティッシュによって確定（ないし固着）されるわけで、厳密にいえばフェティッシュの力
とは、いくつかの異質な事物間の接合関係を統一し、それを固定させる原初的行為を反復
する力なのである。
　原始フェティッシュの性格に関して、一五世紀から一九世紀までの文献に最も共通して
みられる記述の一つは、おそらく「最初の遭遇」論と呼ばれるものである。フエダ王国に
関するボスマンの主要な情報提供者は、自分の部族がどれくらいの数の神々を崇拝してい
るのかを訊かれた際に、こう答えている。

「自分たちの神々は無数にあって数えきれないほどである。なぜなら−−−−彼が言うには−−
−−われわれは誰しも何か重大なことに取り掛かろうとする場合、まずはその計画を成功さ
せてくれそうな神を探そうとする。すなわち、こうした腹積もりで家を出て、最初に目に
飛び込んできた被造物−−−−それが犬であろうが、猫であろうが、この世で最も下劣な動
物であろうが−−−−を自分たちの神とするのである。それでなくても、ことによれば道に
落ちている無機物−−−−石、木片、その他あらゆる同質の事物−−−−でもなんでも構わない
のである。」
　このように目的意識をもった新たな願望と物的対象との最初の遭遇によって、この事物
はこの企ての神がかった象徴となるわけだが、アフリカ人の宗教的行動の一風変わったこ
の説明は、フェティッシュの考えが発達する以前でさえ、イスラム教徒とキリスト教徒の
あいだでは珍しくもないものであった。（略）この習わしがフェティッシュ概念の主な要
素となったのは、この概念が偶像崇拝と対極にあると定義されるようになってからである。
中世ヨーロッパにおいて信仰と法のように−−−−つまりキリスト教、ユダヤ教、そしてイ

スラム教に匹敵する社会秩序の原理として−−−−理解されてきた偶像崇拝とは違い、一五
世紀と一六世紀に発達を遂げたフェティッシュ概念は、完全に自然的かつ無法的なプロセ
スから逆説的にも生みだされる社会秩序の意識を表していた。」

「一九世紀の経済学、社会学、人類学、そして心理学のフェティッシュ言説が一貫して強
調してきたのは、価値を刻印し、転位させ、反転させ、そして過大に評価するそうした堅
固な構造の中心を占めているのはいくつかの物的対象であるという考えであった。」

「フェティッシュ概念にまつわる第四のテーマは、（活動と欲望の物的中心として）人間の
身体がいくつかの重要な物的対象−−−−それは身体から切り離されても、ある程度の間は
身体が操作する器官として機能する−−−−の影響に服しているという点である。いくつか
の物的対象との関係に、〝固定された〟人間の性的身体の現実的象徴化という、このテー
マを最も余すところなく展開してきたのは、もちろん精神分析学者たちである。モダニズ
ム芸術におけるシュールレアリズムのオブジェは、フェティッシュ言説のあらゆる記録係

（民族学者、マルクス主義者、精神分析学者、そしてモダニスト）のなかに反響している
物財となるべく造り出された結果、異常なほど擬人化ないし性的に対象化された事物とし
てしばしば表現されてきた。」
※フェティッシュ①呪物（じゆぶつ）②フェティシズムの対象物



mediopos-1540
2019.2.2

歴史は文献ではない
まして秘教は文献には記し得ない

文献に書かれてあることを
どんなに調べ尽くしても
そこから秘密の知識を
生きられたかたちでとりだすことはできない
ある人について
どんなに詳細にそのデータを集めても
その人にはならないように

記されていることを
解読することは重要である
けれども
解読するためには
記されていることが
真に意味しているもの
記されていないにもかかわらず
示唆されているものをも
読み取っていかなければならない

秘教的な意味で読むためは
みずからに照らして読まなければならない
知識が智慧として生きられたとき
はじめてその知の意味は明らかになるのだから

知識のための知識である即物的な道も
自我を燃え立たせる熱狂の道も
知識を智慧に変えることはできない

秘教は中なる道
静かに己を観照し
かぎりなき熱を秘めながら
生きられ続ける道でなくてはならない

歴史のなかでは
無数の秘められた歩みがあり
その断片が文献のなかには記されている
それを読み取ることのできる
聖なる読書をするためには
聖なる力を身につけなければならない
その力こそが生きられた歴史の彼方へ向かい
世界を聖なるものへと変容させる力となる

■マージョリー・Ｇ・ジョーンズ『フランシス・イェイツとヘルメス的伝統』（正岡和恵・二宮隆洋訳　作品社 2010.3）



「歴史解釈の（略）革新者の一人であるイギリスの歴史家フランシス・イェイツは、一九六四年、
その偉大な著作『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス的伝統』によってルネサンスの歴史叙述
を活気づけた。
　一六〇〇年、ローマのカンポ・ディ・フィオーリ（花の広場）で異端審問による殉教死を遂
げたブルーノは、放浪の聖職者だった。一六世紀後半の数十年間、イェイツがヘルメス的伝統
と同定したところの教えを説きながら、ヨーロッパ諸国の宮廷を定めなく出入りした人物であ
る。神秘主義、グノーシス主義、魔術の諸説混淆的な混成物であるヘルメス主義は、ルネサン
スのイタリアでラテン語訳された最初の書物の一つ、古代の『ヘルメス選集』に思想的基盤を
もつとされる。神秘主義と魔術をルネサンスと科学革命に注入することで、イェイツは、旧来
の歴史叙述につきものの世俗主義、人文主義、理性に対する強調を和らげた。ルネサンスとは
おそらく、過去との明瞭な断絶などではなかったのだ。

（略）
　イェイツはつねに、異質でより豊かな種類の歴史 ---- ありきたりの教科書には含まれない、
忘れられた歴史 ---- を解明しようと勤めてきた。起こらなかった歴史 ---- 彼女が「希望の歴史」
と呼んでいたようなもの ---- を探究したのである。きわめて霊的なうえ、第一次大戦における
兄の戦死という心の傷を負ったイェイツは、歴史と信仰を通して、一六世紀と一七世紀の恐ろ
しい宗教戦争の理由を説明しようとしたが、それはまた、彼女自身が生きていた時代における
ナショナリズムの跋扈を批判するための試みでもあった。ヴィクトリア朝の家庭で育った他の
女性たちと同様、ほぼ独学の彼女もまたルネサンスに魅せられた。晩年のイェイツは、自分の
研究を「ルネサンスをめぐる大胆な霊的冒険」と形容している。
　イェイツは四〇年間、ロンドンのウォーバーグ研究所の一員として過ごした。アビ・ヴァー
ルブルク（一八六六 - 一九二九年）によって開設された同研究所は、ヨーロッパ文明の学際的
研究に捧げられた学問的文庫である。何千冊もの貴重書からなるその文庫は、ナチス政権成立
直前の一九三〇年代、ロンドンに移転された。第二次大戦後の最も著名な知識人や学者 ---- 歴
史家、人類学者、神学者、芸術家 ---- の多くとイェイツが交友したのはこの場所であった。イェ
イツ同様、これら知の巨星たちのほとんどは、悲惨な両世界大戦を生き抜き、それが彼らの世
界観と学問に深く影響したのである。それゆえ、イェイツと彼らの多くとの膨大な文通は、さ
らに注目に値する。
　『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス的伝統』が刊行されたとき、イェイツは六〇才になっ
ていた。すでに評判の高い本や論文を数多く書いていたが、この一作をもって、彼女はルネサ
ンス学の第一線に立つこととなった。『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス的伝統』と踵を接
して、『記憶術』が出版されたが、それは訓練された記憶力が印刷術発明以前にいかに重要だっ
たかを解明した本である。『記憶術』は、二〇世紀で最も影響力のあったノンフィクションの
一冊であると近年評されたが、そこに至り着くためには、その前に『ジョルダーノ・ブルーノ
とヘルメス的伝統』が書かれねばならなかった、とイェイツは主張している。
　イェイツの十二冊の著作は、宗教的・政治的抗争と文化に関わる諸主題を共有することによっ
てたがいに結びついている。

（略）
　『一六世紀フランスのアカデミー』（一九四七および一九六八年）において、イェイツは、ル
ネサンス期の学問研究の諸中心地における知的雰囲気を精査し、それが、先行するイタリアの
範型といかに異なっていたかを分析した。続く『ヴァロワ・タピスリー』（一九五九年）は図
版満載の美しい本であるが、イェイツは（「略）豪華なタピスリーを解読しつつ、なぜ（当時
は別の地域だった）ブルゴーニュ朝統治の威光発揚が図られたかを示した。著作の合間に、エ
リザベス朝イングランドならびにフランスの政治、芸術。演劇、儀礼から、シェイクスピア、
ベイコン、ライムンドゥス・ルルスにまで及んでいる。最も有名な著作の一つである一九七三
年刊の『薔薇十字の啓蒙』において、イェイツは、ヘルメス的伝統の足跡をはるか中欧にまで
辿っている。」

「『薔薇十字の啓蒙』は、ヘルメス的伝統を中欧にまで跡づけ、ジェイムズ一世の娘エリザベス（エ
リーザベト）とプファルツ選帝侯フリードリヒ五世 ---- すなわちボヘミアの不運な＜冬の王＞
と王妃 ---- との結婚に焦点を定めた書物である。

（略）
　イェイツは、同書において、ある歴史的文脈を再構成したが、それはヘルメス＝カバラー主
義的な理想主義と、いわゆる薔薇十字宣言に謳われている「霊的生活の再生」への探究に染め
上げられたものであった。ルネサンスのプラハに新しい光を当てつつ、フィリップ・シドニー
が外交使節としてプラハの皇帝ルドルフ二世の宮廷を一五七七年に訪れたことを彼女は挙げ、
それに続いてルネサンスの魔術師ジョン・ディーとエドワード・ケリー、天文学者ヨハネス・
ケプラー、そしてブルーノが同地を訪問したと指摘した。（略）ルドルフに導かれて、「プラハ
はありとあらゆる種類の錬金術、占星術、魔術歴・科学的研究の中心地となり。秘教的かつ科
学的な学問に関心を抱く人々をヨーロッパじゅうから惹き寄せるメッカとなった」と彼女は主
張している。
　（略）
　薔薇十字団の宣言は、シュトラースブルクで一九一四年を皮切りに立て続けに出版された一
連の文書で、三つの話からなっている。すなわち、『名声』（一六一四年）、『告白』（一六一五年）、

『クリスティアン・ローゼンクロイツの化学の結婚』（一六一六年）である。イェイツは『結婚』
を「魂の神秘的結婚という経験として象徴的に解釈された、錬金術の工程の寓意」であるとみ
なした。再び彼女は、いつくかの結論は推定の結果であると認めたうえで、「薔薇十字主義者
は宗教的経験の深部に到達しようと試み、それを通じて彼の個人的な宗教経験は、自らが所属
する信条的立場の中で刷新され強化されたのである」と結論づけた。
　第三章において、彼女は薔薇十字思想の意味をさらに説明し、次のように解釈した。

　宣言の瞑想的な読者なら、それらの宗教的・哲学的メッセージの真剣な口調と、そのメッセー
ジを伝えるべく用いられた枠組みの幻想的な性質の対比に驚くだろう。福音主義的な敬虔性を
高めるために錬金術を用い、諸学問における研究と改革の大規模な計画を含むような宗教運動
は、確かに興味深い現象である。諸学問を、ルネサンスのヘルメス＝カバラー主義的用語を用い、

「魔術」と「カバラー」に関連するものとして捉えるのは、当時はごくあたりまえのことであった。

　「瞑想的な読者」という言葉が、イェイツの歴史解釈と世界観の霊的側面を理解する鍵となる。
彼女自身の霊性や洞察をその学問から切り離すなら、彼女の仕事全体を貫いている基本的側面
とそこに底流する主題を見失ってしまうだろう。彼女はここで、＜聖なる読書＞あるいは＜霊
的読書＞という古代の技法について言及しており、彼女はそれを記憶術同様、ルネサンスの世
界観の重要な要素であると信じていた。アウグスティヌスによって明確にされルネサンスに再
燃した、体系化された瞑想的あるいは観想的読書法は、自己知に導くと考えられていた。」
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マルクス主義の
フロイトの
そして
シュールレアリズム運動の
先駆者とされることもある
空想的社会主義者
一九世紀のユートピアン
シャルル・フーリエ

フーリエは何を幻視し
どんな社会をつくろうとしていたのだろう

フーリエは
宇宙には
物質的・有機的・動物的・社会的の
４つの運動があり
社会的運動において
万有引力の法則に匹敵する

「情念引力の理論」を発見したと宣言

そしてその「情念引力の理論」に基づき
農業アソシアシオンである
ファランジュの建設を提唱し
フーリエ主義運動は生まれる

フーリエは自然主義だともいわれ
自然から目を背け
慣習的な偏見で情念を閉塞させる
現代文明を批判告発し
そこでデフォルメされている
自然な欲望を解放しようとする

「情念引力の理論」は
「愛の重力理論」とも呼ばれ
１２の基礎情念に情念引力があるという
そして自然的欲望を肯定するのだ

フーリエの幻視は
現代のさまざまな視点からみれば
いまや古びてしまい
狂気の妄想とさえ見える

けれども
ユートピアとは
どこにもない場所なのだとしても
現代はユートピアを幻視することさえ
できなくなるほど貧しい想像力しか
持ちえなくなってきているのではないか

さまざまな妄想的なカルトが
生まれては消えてゆくなかで
社会は急速に
それそのものが妄想としか思えない姿となり
ＩＴさえあれば人間さえ不要になりかねない
高度管理社会へと向かっているように見える

自然の解放というだけにとどまらず
精神をこそ解放することのできるような
ユートピアを幻視できる力が
いまこそ新たなかたちで
必要とされているのではないか

■ジョナサン・ビーチャー『シャルル・フーリエ伝／幻視者とその世界』（福島知己訳　作品社 2001.5）



「シャルル・フーリエは一九世紀のまぎれもないユートピアンだった。既存の哲学や制度からの「絶
対的隔離」を主張した社会批判者として、自分の生きている社会への反抗をけっして妥協することな
く継続したという点で、彼はルソーを凌ぐ。情念を人間幸福の動因にみなしこれを讃美した心理学者
として彼は、ルネサンス以来のすべてのユートピア思想に刻印された原罪の教義に対して最終的な拒
否という結論を下した。仕事着の色のデザインから保育園の備品の設計まで、ありとあらゆることの
見取図を描いてみせた社会の予言者として、彼は同時代の急進派の誰よりも、自分のかんがえる理想
社会の概念をあらかじめ定義しておくことに熱心だった。ワルシャワでオレンジが育ち、海水がレモ
ネードに変わる日を予見した幻視者として、彼は、ナポレオン時代にさえ珍しい人間の社会形成能力
に対する信頼を抱いていた。
　フーリエの知的野心はあまりに雄大だったし、彼は自分の社会経済理論を奇妙な宇宙哲学といっそ
う奇妙な「普遍的アナロジーの理論」とに結びつけようとしていたから、その理論体系を鵜呑みにす
るのはできない相談だとほとんど誰もが考えた。晩年、周りに集まってきた弟子たちはすぐに、師の
教えの「有益な剪定」なるものに手を染めるようになった。師の理論を語り直し普及させてゆくとき、
彼らは経済批判と労働組織のプランを強調しながら、性の解放の要求をなおざりにし、宇宙哲学の重
要性を否定したのである。
　学者たちもフーリエに関してこの弟子たちとほぼ同様の困難に直面した。フーリエ思想のある側面
に魅力を覚えた社会思想家は多かったが、彼らもやはり、フーリエについて書こうとすれば、彼が正
気かどうかを問題にしなければ気がすまなかった。いちばんありふれた言い方で言えば、フーリエと
はフーリエとは、興味深いがいくらか頭がおかしいので、もっと正気でもっと深みのある思想家たち
の先駆者でしかない。フーリエの「明敏な洞察」と「奇妙な思弁」を区別するために、思想史家たち
は彼の思想を、それ自体の真実においてではなく、マルクス主義であれシュールレアリズムであれ精
神分析家であれ、フーリエのかずかり知らぬ時代の知の体系との関連において考察したのである。確
かにフーリエの死後ほどなく、一八四〇年代に「フーリエ主義」は、フランス初期社会主義諸派の最
右翼の一つに成長した。北アメリカではフーリエの思想が。アルバート・ブリズメンという秀れた
ジャーナリストの手で普及させられ、一八四六年までに二五のフーリエ主義者の実験的共同体が実行
に移された。けれどもアメリカの諸共同体が失敗し、一八四八年にヨーロッパの左翼が崩壊した時点
で、有意味な社会運動としてのフーリエ主義の歴史は終わったのである。そのときからフーリエは一
般には、マルクスとエンゲルスの仕事によって以外には科学的という資格を得ることのない、社会主
義なるもののユートピア的な先駆者の一人として、サン＝シモン、オーエンと並べられるようになっ
た。」

「近年、とりわけ第二次世界大戦以来、フーリエはいくつかの異なる視野から検討されるようになっ
た。フーリエの心理学的著作、なかでも愛と抑圧の分析に新たに高い評価があたえられるようになっ
たのもその一例である。フーリエはマルクス主義の先駆者というよりもフロイトの、あるいは少なく
とも一九五〇 - 一九六〇年代にヘルベルト・マルクーゼとノーマン・Ｏ・ブラウンが再発見したラディ
カルなフロイトの先駆者とみなされるようになった。また、かつて彼の「狂気」の証拠とされた、宇
宙論的思弁のようなフーリエの学説の諸点についてもあらためて検討されるようになった。この新し
い方向性に大きな刺激を与えたのはアンドレ・ブルトンであり、彼は『フーリエへのオード』（初版
一九四七年）に始まって、フーリエを政治経済学者たちから救い出そうと多くの努力を重ねたのであ
る。ブルトンにとってフーリエ思想の中心にあるのは資本主義や労働組織の計画ではなく、欲望の讃
美や、特定文化の偏見や拘束に直面しながら世界の隠された統一を断言したことこそが問題だった。
ブルトンの狙いは、単にフーリエを偉大な幻視者の伝統に位置づけるというばかりでなく、彼をシュー
ルレアリズム運動の先駆者であると主張することにもあった。」

「ロラン・バルトが生じさせたフーリエへの興味というものは、ブルトンやビュトールと同様、一つ
の明らかに肯定的な結果をもたらした。それはフーリエの想像能力に対する評価を高め、彼の文体上
の戦略をいっそうつよく組織させ、彼の表象様式の繊細さ・曖昧さを以前にまして考慮に容れるよう

促した。同様に、フーリエをフロイトの先駆者とみなすのが有益なのは、フーリエとは初期資本主義
を食べ物も満足に得られない世界だと批判した人道主義的な批判家と言うだけでは充分ではないこと
をそれが強調したからだ。すなわち、衝動や情動を解放するという構想が彼の思想の中心にあったと
いうのである。しかしそうはいっても、近年のほとんどのフーリエ論の著しい特徴の一つは、コンテ
クストを無視し目的論的でさえあるという性格である。フーリエは今日、マルクスの先行者とみなさ
れることは少なくなったが、それでも、フロイトのであれ、シュルレアリスムのであれ、一九七〇年
代初頭のパリ知識人たちの言語への関心のであれ、それらの先行者とされていることに変わりはない。
こうした観点がはらむ問題は、それらが限定されているということ ---- それこそが遠近法ということ
ではないか ---- よりもむしろ、それらが記時錯誤的（アナクロニスティック）であるということだ。フー
リエの考察の多くがマルクスやフロイトのそれに「先んじていた」ことを立証するのは難しくない。
けれどもそうしたところで、フーリエとは誰か、彼は何をしようとしていたのかについてのわれわれ
の理解はほとんど深まらないのである。フーリエの主張のある部分の現代性を力説することは、なぜ
彼の思想の他の部分が今日から見ると愚かしくもあり古びてもいるのかを理解することをかえって難
しくさせる」このようにある時点から過去をふり変える評価を行おうとするときいつもたやすく失わ
れてしまうのは、個人の思想の内的論理に対する感覚である。」
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ときおり投稿されるツイッターを
楽しみにしていたのに
届かなくなったと思っていたら
入沢康夫は亡くなっていた
昨年十月のことだ
ぼくにとっては
詩人のなかで最も孤高の存在

入沢康夫はぼくにはじめて
詩は表現ではないことを教えてくれた
そのことではじめて
詩はぼくに

「にっこり相好くずし」てくれはじめたのだ
死と隣り合わせでもあるものとして

詩の根源には
炉の中のような「熱」がなければならないが
感情をそのまま表すのは詩ではない
いちど「地獄くだり」をした情念を

「坩堝」のなかで生成変容させ
聖なる歌そのものにするのが詩なのだ

詩に限らず
書くということ
歌うということは
表現などではないのだ
まして自己表現などというような
自分探しのための吐露ではない

ポエジーを可能にするためには
「中心の炉」へと降ることで
みずからの「潜戸」を潜り潜り
みずからを変容させ得るような
言葉でなければならないのではないか

さあ追悼を過ぎたいま
せめて「ただもうらあらあ唄っていく」ことを
ただただ続けてゆけるようにと
入沢康夫を誤読しつつ
その足跡を追いつづけてゆくだけだ

「あなたの足あとを辿って（しばしば逆に辿って）
私たちは長い旅をしてきたのだが、それでゐて
私たちはまだ、あなたの真実の名前を知らない。」※

※「＜かつて座亜謙什と名告った人への九連の散文詩＞エスキス」より

■現代詩手帖　２０１９．２　「追悼特集・入沢康夫」（思潮社 2019.2）



（安藤元雄・天沢退二郎・野村喜和夫「大きな漏斗のような世界 ---- 座談会」より）

「野村／入沢康夫というと、条件反射のように「構造」というタームが出てきてしまいますが、お話を
うかがっていると、」むしろ「構造」よりは「生成」ですよね。「詩の生成についての覚え書」のほう
が最終的には入沢さんのコンセプトに近いような気がします。「構造」はすごくスタティックで動かな
いものですけど、「生成」はたえずみずからを更新しつづけているわけですから。
天沢／そう、いろんなヴァリアントがスタティックに定着していかないんです。」

「野村／最近では若い詩人たちが抒情なるものをめぐって、入沢康夫の「詩は表現ではない」というと
ころから、ある意味で揺り戻していく動き、むしろ抒情に積極的な価値を求めていくような、そうい
うポレミックもあります。
安藤／抒情というのは情があってそれを抒べることですが、入沢さんはそういう考え方をしないわけ
です。情を抒べるというとらえ方自体が間違いだ、と思っていたのではないでしょうか。『漂ふ舟』に
は「わが地獄くだり」という副題がついていますが、入沢さんは常にこういう自分の地獄くだりをやっ
ていた、地獄くだりは当然オルフェウスの問題にもなるし、彼自身の自分探しの問題にもなる。だか
ら詩は情そのものであって、情を抒べるものではないと。『詩の構造についての覚え書』の初めのほうで、

「詩は表現ではない」と言われますけど、何かがあってそれを表現するという考え方を彼はとらないん
です。入沢さんはたとえば叙情詩なるものを否定したりして、冷たい主知主義の人だと思われている
かもしれませんが、ぼくはそうじゃないと思う。本当は燃えるような情念の人だったんじゃないかな。
ただ、情が情でありさえすればそれだけでただちに詩的価値をもつかのような、単純すぎる考え方を
しなかっただけです。
野村／もちろんそうです。やはり入沢作品を時系列的に辿っていくと、入沢康夫でなければ掴めない
ような実存の根っ子、こちらは触れられない何かがたえず底のほうに感じられるんです。それをなん
と言っていいかよくわかりませんが、ある時期はそれが牛の首みたいなオブジェに噴出したり、また
あるときは「歌」という形式に現れてきたりする。この「歌」はなんでしょうか。
安藤／そう、彼はときどき「歌」と言いますね。ただ、この言葉はかなり反語的に浸かっているのか
もしれない。「「ただもうらあらあ唄っていく」しかないやうだ」という、詩句もありますし、歌うこ
と自体が一種の自己確認だったのかともとれる。」

（入沢康夫「作品の廃墟へ」より）
「試作品の根源にあるもののことについては、それは語ることはできず、歌うよりほか仕方がない。あ
れについて、人々に倣って《彼方のもの》と呼び、《詩のオリジン》と呼び、《中心の炉》と呼び、《煮
えたぎる坩堝》と呼び、《聖なるもの》と呼んでみても、それらはすべて便宜的な比喩であり、形容（そ
れぞれに感覚的には適切だが）に過ぎない。」
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生きることは
踏み迷うことだ

迷わないようにと
だれかがつくった道を
歩こうとすることもできはするが

深いところから
否の声が聞こえるならば
踏み迷いながら
道をつくるしかないだろう

教えられることはなく
みずからを教えることでしか
その道は生まれない
道はひとの数だけあるからだ

生きることは
踏み迷うことだ
地獄くだりもまた道だろう
そこから見つかる道も道だ

けれど世を避けて生きることは
現代では不可能な道ではあるだろう
世にありながら世を離れていること
そこに道が見出せればと切に願う

■「幡野広志、東北の鷹匠に会いに行く。」
（ほぼ日刊イトイ新聞　2019-01-31-YHU 〜 2019-02-25-TUE）
https://www.1101.com/n/s/matsubara_hatano
■谷山宏典『鷹と生きる／鷹使い・松原英俊の半生』（山と渓谷社 2018.12）
■戸川幸夫・作／矢口高雄・画『野生伝説　爪王』（ヤマケイ文庫 2018.6）



（谷山宏典『鷹と生きる』より）
「鷹使いになるという夢を抱き、ただひたすらにその道を歩み続けて四〇年以上。ここまで
は自分が思い描いた人生をまっとうしてきた。そして、六十八歳という玄冬の時代へと突
入している今、自分のこれからをどのように考えているのだろうか。
　松原は、自分の生き方にもっとも強烈な影響を与える存在としてある人の名を挙げ、彼
と自分の人生を重ねあわせている。

「私にとっての一番の理想は、デルス・ウザーラのような生き方なんです。」
「松原はなぜ、自分とデルスとを重ねあわせるのか。そこには二つのシンパシーがある。
　ひとつは、デルスが町での生活ではなく、自然の中での生活を選んだことへの共鳴。松
原も、どれだけ便利で快適な生活が送れようとも町は自分が生きる場所ではなく、鷹とと
もに自然の中で生きることが自分のめざす生き方だ、と今でも考えている。
　そして、もうひとつはデルスの苦悩や不満への共鳴。デルスは、町の生活のルールに違
和感を抱き、苦しんだ。森では自由に木を切ったり、川から水を汲んだりできるのに、町
ではそれができない。自分が慣れ親しんだ自然のルールと町のルールとの間には、決して
埋めることのできない深い溝が横たわっていた。松原の前にも、自然のルールとは異なる、
さまざまな法律やしがらみという人間社会のルールが立ちはだかり、鷹使いとして生きて
いくことが年々困難な状況に追い込まれている。」

「しかし、どれだけ困難や苦難に直面しようとも、松原は夢を見続ける。
　松原にとって鷹はなくてはならない存在である。鷹は自分の体の一部であり、すべての夢。
どれだけ獲物が少なくなろうが、どれだけ生活が貧しかろうが、関係ない。自然の中で鷹
とともに生き、そして鷹とともに死ぬことが、理想の生き方なのだ。

「これからさらに歳を重ねて七〇歳、八〇歳になれば、よぼよぼに老いていくかもしれませ
ん。それでも私は鷹とともに雪山を歩き続けていきたい。それが私の最後の夢なんです。」
　松原は、毅然とこう言い放つ。」

「松原の生き様には、われわれを惹きつけてやまないさまざまな魅力がある。でも、それら
を包括するような、もっと根源的な何かがあるのではないか ･･････ ずっとそう感じていた。
そして本書を執筆し、松原の半生をあらためて振り返ることで、その疑問の答えらしきも
のがおぼろげながら見えてきたような気がするのだ。
　われわれの心を奥底から揺さぶるもの。それは松原の「生きものとしての逞しさ」、言い
かえれば「生命力の強さ」ではないか。

（略）
　今、われわれは先行きの見えない困難な時代を生きている。自然や社会情勢に翻弄され、
これからどう生きていけばいいのか、多くの人が悩み、もがき、苦しんでいる。そんな時
代を生きぬくために、さまざまな人がさまざまなことを語っているが、もっと根本的なこ
ととして個々人が「生きものとしての逞しさ」を身につけることが不可欠なのではないだ
ろうか。」

（「幡野広志、東北の鷹匠に会いに行く。」より）
「松原／ハリスホークは人になれてますが、
    クマタカはそばにいる鷹匠以外には
    絶対になれません。
    すごく神経質で、警戒心もかなり強い。
幡野／なぜそんなにも警戒心が強いんでしょう。
    そもそも他の鳥から
    狙われるような立場でもないのに。
松原／それはたぶん、昔から受け継いできた
    人間に対する警戒心だと思います。
　　　（略）
松原／クマタカはずっと山にいて、
    あまり人里にはいない鷹なんです。
    なぜそれだけ警戒心が強いかは、
    学者もよくわかっていないのですが、
    あらゆる猛禽類のなかでも
    クマタカはかなり警戒心が強いそうです。
    それだけ訓練にも
    かなりの時間と手間がかかります。
幡野／それだけ訓練が大変だと、
    クマタカの鷹匠になりたい人も、
    なかなか出てこないですね。
松原／前は私のところにも
    「鷹匠になりたい」と手紙を送ってきたり、
    直接訪ねて来る人もいたんです。
    ただ、ほんとうに鷹のことが好きで
    「絶対に鷹匠になりたい」という、
    そこまで情熱を持っているような人は、
    ひとりもいませんでした。
    ですから、みなさんには
    こちらからお断りさせていただきました。
    厳しく思われるかもしれませんが、
    やっぱり相当な情熱や覚悟がないと、
    この時代にクマタカの鷹匠にはなれません。
幡野／クマタカの鷹匠としては、
    もしかしたら松原さんが
    最後になるかもしれないというのは、
    どういうお気持ちなんでしょうか。
松原／私のようにクマタカが好きで、

    いきものが好きな人がいればいいのですが、
    もしそういう人が現れないのなら、
    クマタカをつかった伝統は、
    私の代で途絶えてもいいと思っています。
幡野／途絶えていい。
松原／そもそもいまの時代、
    クマタカの技術を書いた本や映像というのは、
    いくつか残されています。
    私が死んで、いまの技術が途絶えたとしても、
    そのあと「クマタカの鷹匠になりたい」という、
    ものすごい情熱を持った人がいれば、
    その人がクマタカの技術を
    復活させることは可能だと思うんです。
    もちろん時間はかかるかもしれませんが、
    だれかの弟子につかなくても、
    本を読んだり、映像を見たりして、
    鷹狩りを学ぶことはできると思います。
幡野／ああ、そうか。
    そもそも松原さんも、
    狩りに関しては独学だったわけだし。
松原／はい。
    私も師匠から狩りの現場のことは、
    まったく習っていませんでした。
    それでもこうして鷹匠になれたわけです。
    もちろん技術ある人から教わったほうが、
    効率もいいし、時間も短くてすみます。
    もしそれが叶わないとしても、
    私のような情熱や覚悟があれば、
    かならず復活できるように思います。
    だから、後継者については、
    私はみなさんが言うほど、
    そんなには心配してないんです。 」
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無限の彼方を指差せば
後ろからじぶんを指している

限りがないということは
メビウスの帯のように
彼岸と此岸がつながっているということだ

四苦八苦は
いまここに囚われている存在感であり
マインドフルネスは
いまここで存在神秘を味わう存在感である

四苦八苦のいまここと
マインドフルネスのいまここは
無限の距離を隔ててむすばれている

その距離の遠さよ
気づいたときの
その距離のあまりの近さよ

私であるということと
私でない私であるということもまた
そんな無限の距離を隔ててむすばれている

存在神秘がそのヴェールをとるとき
すべてはいまここで深められてゆく ･･･

■古東哲明・藤田一照・熊野宏昭・貝谷久宜
　『マインドフルネスの背後にあるもの／存在神秘の覚醒をめぐるクロストーク』（サンガ 2019.2）

（「第１部　古東哲明「存在神秘の覚醒／マインドフルネスの哲学的深化」」より）
「マインドフルネスを一所懸命やっておられる多くの方が、しばしば、今ここ
を超えた遙か遠くのどこか＜向こう側＞をめがけて、修練を重ねておられるよ
うです。つまり向こう岸へ渡ることを、最終目的となさいます。トンネルを抜
けると、そこが至福の雪国でもあるかのように、考えがちです。彼岸と此岸が
あって、こちら側から向こう側へ抜けていく、これがマインドフルネスの身体
行だという思い込みが深いです。
　でもじつはそうではありません。
　トンネルに入ると、まずは (1) 現世からの離脱（アナバシス）の階梯です。
何か至高状態に至ったかのような境地が開けますが、それはいまだ道半ば。ア
ナバシス（心身脱落）が完遂しますと、(2) ＜おのずから・自然に＞自己変容（ペ
リアゴーゲー）が起きて弾んで、(3) ＜いつのまにか・自然に＞こちら現世へ
の帰還（カタバシス）が起きてしまいます。
　(1) → (2) → (3) へ至る全課程が、マインドフルネスです。(3) においてはじ
めて、懸案の覚醒（存在肯定＝四苦離脱）が、つまりタウマイゼンが起こります。
(2)でではありません。(2)は、(3)へ至るための最期の一撃が起動する箇所です。
　通常 (2) を覚醒の起きる場面だと考えがち。寺に籠もっての修行時、クリニッ
クや瞑想場でのエクササイズ時。そこを終極と考えがちです。
　でも、重要なのは《終えてから》です。トンネルを出る所。刑期を終えての
出所、朝まだき、門を出て、野に街に帰るその時。厳しい修行を終え、山門を
くぐり巷へ降りるその時。エクササイズ後、赤坂クリニックを出て、赤坂見附
界隈の眩しい光を浴びて歩くその時。その時、変貌したまなざしに、この世こ
の生が、変哲もない周囲のものや人々がどれもこれもすべて、切ないほど愛し
く豊かで耀きに満ちた＜存在＞であることが、痛感されてまいります。
　瞑想行は、トンネルにまずは潜り込む営みではあります。だからつい、その
トンネルを抜けた向こう側に、悟りの別天地が開けているのではないかと考え
がちです。でもトンネルは、じつはＵ字型。入るとき、後にしたはずの同じ場
所（娑婆）に戻るだけのことです。ただし自己変貌（生命の息吹奪還）を果た
して。
　すると、入る前にいた娑婆などそこが、じつは求めた寂光土だと気づきます。
この気づきこそ、マインドフルネスのゴールです。マインドフルネスを深化徹
底すれば、「娑婆即寂光土」、「生死即涅槃」を五臓六腑で痛感する。そんなＵ
字構造の行法になるはずです。」
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教育は「する」ことを求め
決められた目的を達成することを求める

坐禅は他から教えられる教育ではない
教育であるとしても
自然（じねん）による自己教育にほかならない

自我よりもずっと深く広く
世界そのものと切り離されていはいない自己により

「ちからをもいれず、こころをもつひやさずして」なされる

有為の行法として「する」習禅ではなく
「しない」無為無我の行法

心身一如の宇宙的な動的平衡として
坐のなかで繰り広げられる宇宙的ダンス

■藤田一照『現代坐禅講義／只管打坐への道』（角川文庫 2019.1）

（「第一講　坐禅は習禅にあらず」より）
「釈尊の菩提樹の下での坐禅は誰かに教わったことを実行したのではなく、全く自発的なものだった
と私は考えています。何か特別な行法を意識で「為そう」としたのではなく、為すことでは到り得
ない世界があることを知ってただ謙虚にそこに「在ろう」とした。そしてそこに何が訪れてくるか
をただ虚心坦懐に観ようとしただけ。そう言ってもいいのではないかと思うのです。だから坐禅は
我が「する」有為の行法ではなく、「しない」無為・無我の行法、行法ならざる行法、行法であるこ
とを忘れた行法、行法を脱落した行法ということになります。だから「ちからをもいれず、こころ
をもつひやさずして」（道元『正法眼蔵　生死』）なされる坐禅なのです。
　それとは違って、有為の行法は「ちからをもいれ、こころをもつひやして」行われます。必然的
にそこには自分、「オレ」という主体的な意識が出張ってきて、全てをマネージ（管理）しコントロー
ル（統制）して、所定の目標を達成することを目指すというかたちになります。道元禅師はこうい
うタイプの行法を一口に「習禅」と呼んで、「坐禅は習禅にあらず」と言って坐禅とははっきり区別
しています。」

（対談者　船橋史郎「第二対談　高度な「型」としての坐禅」より）
「船橋／先ほども言ったように型っていうのは働きなんです。かたちっていうのはその外見、外形の
部分のことで、姿勢という言葉のなかの「姿」の方ですね。でも、あとの「勢い」というのが型の
本質なのです。それは見えないものなのです。働きだから。さっきの例でさすりあげて上がった腰と、
力んで持ち上げている腰とでは、その人の身体のなかでの働きが違うわけです。そこのところがか
たちではなくて型となるためにはすごく大事なことなのです。」

（「第三講　尽一切と通い合っている坐禅」より）
「坐禅というと、どうしても自己の内面を探求することだとか、内的なこころの世界へ沈潜すること
だというような私秘的なこころの世界に関わることだというイメージで観られがちですが、道元禅
師のいう坐禅は全くそうではありません。むしろそれとは逆の方向で、個人の意識のなかという、
限られた小さな世界であれこれとやりくりしている内向きな自分を外へ向かって開き、そんな自分
も本当ははじめからずっと世界と繋がっていたことに目覚めていくこと、気づいていくことなので
す。」

「しばしば坐禅は精神集中の練習だと思われていますが、これは大きな誤解だと言わなければなりま
せん。何簡易精神を集中することは何よりもまず集中しようとしている自分と集中するべき対象と
いう本来は存在しない二元性を人為的に作り出します。」

「ですから坐禅というのは世界とより親密になっていく道だと言えます。（略）尽一切と通い合う坐
禅をしていれば自ずとそうなっていくのです。」

（第四講「活潑潑地の坐禅」より）
「坐禅の不動性を背景としそこから浮かび上がってくる微細、微妙な動きが確かにあるのです。いか
にも不動そのものに見える坐禅のなかには実はバラエティに富んだ豊かな動きの世界が秘められて
いるのです。ですから坐禅を静止的、固定的なからだのポーズとして理解するのは正しくないとい
うことになります。坐禅はむしろダンスのような動的なプロセスとして理解すべきです。」
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地上に生命が生まれてくるときには
さまざまなかたちがある

鳥の卵という不思議のかたちは
外界から隔てる殻の働きで
生まれ出るまでの生命を
守り育てる宇宙的なかたちだ

その小さな卵のなかには
大きな生命の謎が秘められている

卵のなかには
卵黄と卵白が閉じこめられ
それらは卵殻膜で包まれながら
硬い卵殻が守りを固めている

卵の形は種によってさまざまだ
卵形　球形　双円錐形　洋ナシ形
それらは卵黄と卵白を包む薄い卵殻膜の
形や
体積によって決まってくるらしい
色彩もさまざまな理由から
進化してきた結果のようだ

鳥の卵は美しく完全な形で
さまざまな謎を包みながら
わたしたちの前に現れている
その神秘的な姿の謎から
宇宙卵という比喩も生まれてきた

宇宙卵は
どのようにして生まれ
卵のなかにあったものは
どのようにして
宇宙を産みだしてきたのだろう
やがて宇宙は新たな卵を産むのだろうか

宇宙進化の謎の前で
魂の卵になった自分を想像してみる
私という魂の卵はどこから生まれ
やがて卵は孵化するのだろうか
啐啄同時の如き姿で

■ティム・バークヘッド『鳥の卵／小さなカプセルに秘められた大きな謎』（黒沢令子訳　白揚社 2018.7）



「個人や博物館のコレクションになるのは、卵のいちばん外側を覆う生命のない殻である。卵
の中身は新たな生命を生み出す可能性を秘めているが、食べられたり、捨てられてしまうこと
もある。鳥の卵に対して一般の人が抱いているのは二つの対照的なイメージだ。一つは、多様
な鳥の美しい卵殻のイメージで、複雑な模様がついているものも多い。こうした卵は本や博物
館の展示ケースで目にする機会がある。もう一つは、ありふれたニワトリの卵で、プラスチッ
クの容器入りだったり、台所のボウルの中に割り落とされた透明な卵白の真ん中に卵黄がある
イメージだ。
　しかし、鳥の卵はこの二つのイメージが示すものだけではない。」

「発生中の胚は石灰質の硬い卵殻で外界から守られているが、一方、この卵殻を通して外界と
つながってもいる。卵殻は、微生物の侵入は許さない一方で、中にある胚には呼吸させる。また、
抱卵する親鳥の体重を支えられる強さと、孵化を迎えたヒナが自力で破れる弱さを併せ持って
いる。このように相反する要求を同時に実現させるような構造はどうやって生み出されたのだ
ろうか？　進化は、胎盤と未熟児が一体になって大体外で機能するユニットである「自立式生
命維持システム」を生み出すという離れ業をやってのけたのである。」

「鳥の卵は種に特有な形があり、鳥類学者は卵の形を卵形、球形、双円錐形、洋ナシ形など、
さまざまな用語で記載しているが、こうした形状は大雑把に分類されているだけで、厳密さを
欠いている。楕円的卵形とか、やや楕円形といった中間型もよくある。」

「卵の形は種だけでなく、科にも特有であることがわかっている。たとえば、フクロウの仲間
は球形、渉禽類は洋ナシ形、サケイ類は卵形または楕円形、カイツブリの仲間は双円錐形の卵
を産む。」

「メスの鳥がどのようにして特有の形の卵を作るのかを考えたとき、卵の形は卵殻で決まるの
ではないか、つまり卵殻ができるときに卵の形状が一緒に決まるのだろうと思っていた。しか
し、意外なことに、卵を酢に漬けた実験でわかったように、卵の形は卵殻ではなく、その内側
にある薄い卵殻膜によって決まるのだ。このことがわかれば、卵の形状が決まる過程を理解す
るのはさほど難しくない。」

「卵の形状は卵の体積とも関係があるかもしれない。卵管や総排泄口（総排出腔）の拡張にも
限度があるので、卵形の直径も、人間の胎児の場合と同様に制約を受けているとしたら、卵の
体積を増やすためには、卵を細長くすることが一つの方法になるからだ。」

「鳥に関しては「卵形」が「球でない」ことは重要なのである。魚やカエル、ウミガメなどは
球形の卵を産むことを考えると、鳥類と、ヘビやトカゲ、ワニなどの爬虫類が球よりは多少長
めの卵を産むことには、自然選択が有利に働く何らかの利点があると思われるからだ。」

「卵の色彩に関する進化論的な説明は、カムフラージュ（隠蔽）や目立たせるため、託卵され
るのを回避するため、個体識別するためという三つのカテゴリーに大別することができる」

「卵白は卵のいちばん存在感のない部分で、無理からぬことだが、誰の目にも「何の役にも立
たない」ように見える。その理由は、まず、無色透明だからだ、卵白（アルブミン）という名
称は、白を意味するラテン語の「アルプス」に由来するが、卵白が白くなるのは、調理で熱を
加えてタンパク質が変形したときだけである。次に、卵白は境目がはっきりしない粘液のよう
な物質の塊で、構造がないように見える。さらに、子どものころ、卵白の成分は九〇％が水だ
と教えられて、ほとんどが水ならばたいして役に立つものではないという思いが強くなった。

　しかし、卵白は役に立たないどころか、まさに驚くべき、謎を秘めた存在なのである。発生
中の卵におけるその役割はきわめて重要で、胚に水分とタンパク質を供給するだけでなく、卵
が酢の中で回転したり転がったりしても、胚が損傷を受けないように衝撃を和らげる役割も果
たしている。しかし、もっと重要なのは、虎視眈々と胚を狙っている微生物から胚を守る、精
巧な生化学的ファイヤウォールの役目を担っていることである。」

「私は生物学者として、鳥の卵は完璧さの見本だと考えている。さもなければ、少なくとも鳥
が経験するさまざまな選択圧の完璧な妥協だと思う。また、美的な観点からしても、色彩、形、
大きさという点で完璧だと思っている。当然のことだが、この生物学と美学という二つの視点
は互いに無関係なものではない。私が生物学者として卵に魅せられているのは、卵の惚れ惚れ
するような美しさに心を奪われたからでもある。」

「卵の大きさや形状、色彩に関するさまざまな選択圧をかけたのは繁殖環境のこのような驚く
べき多様性であり、そうした選択圧があったからこそ、鳥類とその卵はそれに応えて進化を遂
げたのだ。あらゆる生物の場合と同様に、私たちが観ているのは成功例、つまりうまく適応し
た例である。そう考えれば、卵が完璧と思えるのは少しも不思議ではない。私が感心している
のは、自然選択によって、種ごとに異なるさまざまな選択圧の間で巧妙に妥協した産物がこれ
ほど多く創り出せるほど、鳥類に豊かな遺伝的多様性が備わっているということだ。」
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なにが私にそうさせたのか？

私をある行動に駆り立てる
その理由はさまざまに挙げることができる

その数式にその因子を代入さえしなければ
私はそうしなくてもすんだのかもしれない

そう考えなくてもすみ
そう感じなくてもすみ
そう行動しなくてもすむ

たしかにそうなのだ
私の心を操る寄生生物Ｘを
私の行動関数に代入しさえしなければ
私はそうしなくてすんだのだろう

すべてをそのＸのせいにすることは可能だ
そのＸを探求していくことで
私はそのＸから自由になることができる

けれども
そうしなくてすむようにしたい
そのこともまた
なにかの寄生生物Ｘが
原因なのかもしれないではないか

問いはこうして無限後退していく
その根源にはなにがあるのだろう

目の前のさまざまなＸに対して
さまざまに取り組むことは有益で
ある程度は可能なのだろうが
結局のところ
じぶんはどうしたいのだろう
そこのところに話はたどりつく

なにが私にそうさせたのか　から
私はなにをしようとしているのか　へ
これは深いところにあるだろうじぶんという
謎そのものに迫るしか方法がないのかもしれない
決して解の見つかりそうもないその謎に

■キャスリン・マコーリフ『心を操る寄生生物／感情から文化・社会まで』（西田美緒子訳　インターシフト 2017.4）



「寄生生物は直截的または間接的に、私たちがどう考え、感じ、行動するかを操っている。
実際には人間と寄生生物との相互作用が、人の気持ちのありようだけでなく社会全体の特
性まで方向づけている。もしかしたらそれが、病原体の脅威にさらされている地域と、予
防接種と公衆衛生の改善でそのリスクを大幅になくした地域との、世界のいたるところで
見られる不可解な文化的相違の理由になっているのかもしれない。地域社会に寄生生物が
広く蔓延していくと、私たちが食べる食品、宗教上のしきたり、結婚の相手、社会を支配
する政府に影響があらわれることを示す証拠が、さまざまな方面から数多く見つかってい
る。
　このような主張の背景にある科学の歴史はまだ浅い。それでも歴史は急速にまとまり
を見せ、新興分野の輪郭ははっきり形をばしてきて、この新興分は「神経既成生物学

（neuroparasitology）」と名付けられた。だが名前に惑わされてはいけない。この取り組
の中心になっているのは今のところ神経科学者と寄生生物学者ではあるものの、心理学、
免疫学、人類学、宗教研究、政治学といった多彩な分野からの研究参入が増えてきている。」

「すべての操り手の生みの親、親玉中の親玉は、ＤＮＡ−−−−世界中で最も多産な自己複製
子だ。それは地球上のあらゆる生きものに乗り移り、宿主の大行列が一生をそのさらなる
伝達に捧げるよう強制する。たしかに遺伝子は、私たちの種のメンバーをあおって、まっ
たくバカげた真似をさせることがある。たとえば自分にひどいことをする相手にうっとり
したり、食糧難の世界で進化したために食べすぎたり、とくに受胎調節ができる時代には
人生の最悪のタイミングで赤ちゃんを産んだりしてしまう。
　寄生生物とその宿主のすべてを詳しく探ったこの冒険旅行は、私たちを遺伝子から地政
学まで連れてきた。実に大きな跳躍をしいられたものだが、おそらくこの旅はまだ終わっ
ていない。たぶん私たち自身が、無限大の超巨大野獣に潜む生命体なのだ。私たちが宇宙
と呼ぶものは、怪物のゴロゴロうなる腸につまったガスのあぶくにすぎない。だから私た
ちが宇宙の複雑さと目的を理解できないのは、大腸菌が人間を動かしている仕組みを想像
できないのと同じであり、また大腸菌が人間の寿命と自分の寿命を隔てる時間の広がりを
理解できないのと同じことなのだ。
　ちょっとだけ調子に乗りすぎたかもしれない。私の頭は寄生生物のことでいっぱいになっ
てしまった。おそらく彼らは私の脳にも身を隠し、静かに私の正気をかじり取っているだ
ろう。自然は不気味で壮大な驚きに満ちている。暗くて臭い体の溝に潜む微生物が、私た
ちの行動に影響を与えているかもしれないなどと聴いても、少し前なら一笑に付しておし
まいだった。単細胞の寄生生物がネズミをだまして、ネコに言い寄る気にさせているなど、
予測できる者はほとんどいなかった。
　ハンマーしか持っていなければすべてがクギに見えると、諺は教えてくれる。でもこの
本は堂々と、寄生生物中心の世界観を披露している。私は広大な進化と歴史の場面を、そ
の狭いレンズを通して描いたのだ。偏らないよう努めたつもりだが、寄生生物に畏敬の念
を抱いているせいで、ときには称賛しるぎたことがあったかもしれない。寄生生物がこれ
ほどまでひどく軽視されてきたことは確かで、その大きな力、なかでも驚くべきマインド
コントロールの能力と、人間と動物の行動に影響を与えるいくつもの道筋は、今もまだ正
当に評価されているとは言えない。
　この科学はまだ若くて流動的だ。それでもこの分野の発達によって、私たちは刺激的な
場所にやってきた。寄生生物が人間に行使する力を詳しく調べれば、私たち自身の力も伸
ばせるにちがいないからだ。」
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合理を極めようとするシンプリシティ
創造的な空っぽの器になろうとするエンプティネス

器を機能的な道具としてみるか
そこに容れるための空っぽの場所としてみるか

人を自然をコントロールする存在としてとらえるか
自然とのあいだでともに生きる存在としてとらえるか

永遠を生きようとするか
無常を生きようとするか

合理を求めて生きようとするか
矛盾のなかをさえ生きようとするか

たしかなものを求め続けながらも
それもやがて
失われてゆくことは受けとめざるをえない

そのなかで生まれる
侘しさという情緒
荒んでいく有様を見据える美意識を
わび・さびというのだろうか

人は波が寄せては返すように
シンプリシティとエンプティネスのあいだを
往還し続ける存在なのだろう
生と死を繰り返す旅人のように

■原研哉 インタビュー「「人工」と「自然」の波打ち際にあるもの」（インタビューと構成：赤田祐一／編集部）



　（「スペクテーター 2019 Vol.43「わび・さび」」所収）

「---- これまで原さんは、文章や講演会などで、〝わび・さび〟という言葉はほとんど

使ってらっしゃないと思うんですけが（略）、原さんが考えるわび・さび〟について

のお考えを聞かせていただけないでしょうか。

原／「和」も「わび」も「さび」もあまり使いません。僕は二〇〇二年から無印良品のアー

トディレクターをやっているんですが、無印というコンセプトが世界に広がっていく

とき、これは単なる機能主義とか要素を削ぎ落としていくシンプリシティとは少し違

う美的な側面をもっているなと思って、それをどんなふうに世界の人々に説明したら

良いのかを自分なりに考えたんです。そのときに「空っぽ」、すなわち「エンプティネス」

という視点から説明しようと思ったんですね。禅仏教などが言っている「空」とは違う。

もうちょっと合理的な観点から。

（略）

僕が空っぽに「エンプティネス」という英語を使っているのは、「わび・さび」とか「ウ

ツ（空）」とか言うと、やはりどうしても既存の宗教や哲学のニュアンスが入り込ん

でくるので、あえて抽象的かつ明晰に表現したいと考えたからです。

（略）

「エンプティネス」というのは「無」ではなく、見る人のイマジネーションを受け

入れる「空っぽの器」ということです。英語で言うと、“Emptiness as a creative 

receptable”、つまり「創造的な器としての空っぽ」、要するに何でも受け入れること

を待機している状態をいいます。ドイツのヘンケルスの包丁をご存じですか？　これ

はすごく良くできていて、機能的な部分は素晴らしく磨き抜かれているんですよ。持っ

た瞬間、手にぴたりと吸い付くように馴染むのです。グリップする時の親指の位置が

自然に決まって、だから誰が使っても使いやすいし、道具として完成されている。実

は僕も使っているんですけど、西欧のシンプリシティというのは、たとえばこのヘン

ケルスナイフのようなものを指しています。

一方で日本の板前さんが使う柳刃包丁。これはそっけないほど簡潔ですが、持ち手は

ただのプレーンな棒切れです。どこを持っていいかわからないけれど、逆にどこを持っ

てもいい。基本は刺身を切る包丁だけど、持ち方を変えれば、ダイコンだって剥ける

しネギだって刻める。つまりどこを持ってどう使うか決まっていないし、どんな持ち

方も受け入れる。包丁を握る位置が変われば使う機能が代わってくるし、刃を研いで

短くなれば持つ位置もおのずと変わってくる。要するに柳刃包丁には、あらゆる働き

を全て受け入れる豊かな自在性があるわけで、機能と形が直結するモダニズムの発想

とは異なりますね。ヘンケルスと柳刃包丁のそれぞれ、グリップの違いがシンプルと

エンプティの違いです。」

「応仁の乱によって、それまで世界中から影響を受けて華美になっていた日本の文化

を、義政がリセットしたと言われています。彼はこのとき「冷え枯れた」感じがクー

ルなのではないか、ということを自覚しはじめたのでしょう。同じ時代に、珠光（村

田珠光）という茶の湯の開祖がいました。その珠光と足利義政は、同仁斎で茶の湯で

交わったのではないかと言われています。「わび茶」といって「豪勢な渡来ものでし

つらえるより、冷え枯れた風情の方が、ものの情緒として感じがいいのではないか」

という感覚でお茶が捉えられはじめた。人はそこから情報を得ることはあっても、そ

こに自分の内面を投影したりしない。しかし何も無い、侘びたものには、心をそこに

寄り添わせる余地がある。そういう余白がむしろ豊かさや、細やかな情緒に通じるん

じゃないかという考えが始まったのだと思います。

茶の湯では次に、武野紹鴎という人が登場してきます。（略）茶杓も竹をすっと削っ

ただけの素っ気ないものを使う。削ぎ落として何も無いもののほうがいい。その簡素

さが、徐々に絢爛な渡来ものを席巻し始めるわけです。こうして、茶室や茶の点て方

などにおいても、創造的な簡素・簡潔、つまり「エンプティネス」の運用が始まって

いくのです。

（略）

冷え枯れたもの、何もないエンプティな様相こそ、人々の情動やイマジネーションを

動かしていく大きなエンジンになり得るんだと。その発見が室町時代後期の美意識の

中核になったのだと思います。西欧から生まれて合理性に立脚した明晰なシンプリシ

ティとは全く違う美意識ですね。」

「歌人の高橋睦郎さんに折口信夫が語ったという「雪を掴む」感覚の話を教わったこ

とがあります。雪を掴んだ。その寒色は手にしっかりと刻印されている。しかし、し

ばらくして掴んだ手を開いてみると何も残っていない。そういう感覚が日本の情緒な

のだと。つまり、ひとつの感動に執着しすぎて余韻を残し過ぎてはいけない。感動は

感動として一回性のものとして受け止め、次の瞬間には感覚を初期化する。そういう

物の捉え方が日本の情緒として大事なんだと聞いたことがありますが、とても印象に

残っています。」

「「諸行無常」---- いわゆる無常観ですね。同じところに留まるのではなく常に移ろっ

ていく。生成の中にも退行を、そして衰退の中にも新たな生の萌芽を感じていく。そ

ういうことに対する美意識というのが、もしかしたら〝わび〟とか〝さび〟と言われ

ていることのような気がするんですね。ただエンプティなだけじゃなくて、朽ちてい

く様相をポジティブに捉えていく感受性が〝わび・さび〟にはあるかもしれない。し

かし〝わび〟と〝さび〟って、微妙に違いますよね。

（略）

〝わび〟というのは無常観のような寂寞とした情緒です。〝さび〟というのはやっぱり

荒び、朽ち果てていく様相。そういう違いがありますよね。

〝わび・さび〟というのは、シンプリシティとかエンプティを持ち出さないで言うな

ら「掃除」とか「波打ち際」のようなものだと思うんですよね。

掃除というのはすごく人為的、人工的な行為だと思うんです。（略）庭なんか象徴的

だと思うけど、自然のままの大地に、樹木を抜いたり植えたり、石を置いたりするわ

けです。縁側をつくったり、畳敷きの家をつくって屋根をしつらえたりする。でも自

然というのは非常に力が強いですから、畳敷きの家なんか三年くらい放っておくと、

畳の下から木が生えたりして、どんどん自然にもどってきますね。放置すると、ほ

こりは積もるし、落ち葉は入ってくる。そうならないように埃をはたきで落とし、箒

で外へ掃き出すわけです。手入れをすることで家の中の恒常性を保つわけですね。考

えてみると非常に人工的な行為です、で、庭も邪魔な苔は、むしりとるわけですね。

樹々も茂りすぎるときれいに箒で掃く。しかし完璧に掃き尽くすと人工的すぎるかた、

ちょっと落ち葉を残しておこうかみたいなことで、掃除を完成させたりする。」
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ひとり
でいることのなかに
過去と未来を照らし出す

死者も
未来に生きる者も
そのひとりのなかにある

現在だけに熱狂して生きる
大衆のなかにはその
ひとりでいることが失われている

多数派であれ
少数派であれ
派でいることのなかに
大衆は生きている

大衆のなかからは
英知は失われている
そこには過去と未来を生きる
ひとりの多様性が失われている

現代は自我の暴走する時代だ
自我はみずからを非凡だとみなしたがる

非凡を求めれば求めるほどに
そこからは
過去と未来
遠くと近く
自分と他者
そうした多様な射程は失われてゆく

ひとり
でいることは
孤立しているのではない
そこでこそ
世界を他者を照らし出す
モナドであることが可能になる

自我は
孤独であることの悲しみを
みずからを非凡とみなすことで
紛らわそうとする
けれども
ひとりの孤独のなかでこそ
自我は自我を超えてゆき
荘厳を見出すことができるのではないか

現代の大衆という自我の暴走は
そのための壮大な実験なのかもしれない

■中島岳志『オルテガ　大衆の反逆／多数という「驕り」』
　（2019 年 2 月　ＮＨＫテキスト　100 分 de 名著）



「オルテガは、二十世紀を生きたスペインの哲学者で思想家ですが、彼は（略）「大衆
が社会的中枢に躍り出た時代」にあって民主制が暴走するという「超民主主義」の状
況を強く危惧しています。そして、それと対峙する概念として「自由主義＝リベラル」
を擁護しました。（略）
　彼が言う「リベラル」とは、自分と異なる他者と共存しようとする冷静さ、あるい
は寛容さといったものです。「大衆」が支配する時代においては、そうした姿勢が失
われつつあるのではないかというのが、オルテガの指摘でした。

「大衆」という言葉が使われていますが、これは一般的にイメージされるような階級
的な概念とはまったく異なります。オルテガはまた「大衆」の対極にある存在を「貴
族」と呼んでいますが、これもお金をもっている人や。ブルジョア、エリートといっ
た意味ではありません。過去から受け継がれてきた、生活に根付いた人間の知。ある
いは、自分と異なる他者に対して、イデオロギーを振りかざして闘うのではなく対話
し、共存しようとする我慢強さや寛容さ ･･････。そうした、彼も考える「リベラリ
ズム」を身に付けている人こそが、オルテガにとっての「貴族」であったのです。
　オルテガは、こうした「貴族的精神」が、大衆社会の中でどんどん失われていると
考えていました。そして、そのことによって。民主制そのものが非常に危うい状況に
なっていると指摘したのです。」

「民主主義と立憲主義は、元来どうしいぇも相反するところのある概念です。民主主
義とは、いま生きている人間の多数決によってさまざまなことが決定されるシステム。
対して、たとえいまを生きる人間が決めたことでも、してはなたないことがあるとい
うのが、立憲というシステムなのです。いくら多数派に支持されようと、少数派を抑
圧してはならないし、守られるべき人権を犯してはならない。それは「死者からの制
約」があるからです。
　そうした立憲主義の考え方を取り入れて、「死者とともに民主主義を行っていく」
ことが、いわば文明の英知だったはずなのに、近代はその英知を投げ捨てていってい
る。これは暴走にほかならない、というのがオルテガの主張でした。」

「チェスタトンの言葉で、私の最も好きなものが以下のくだりです。

　　平凡なことは非凡なことよりも価値がある。
　　いや、平凡なことのほうが非凡なことよりもよほど非凡なのである

　これこそが、まさにオルテガと共通する感性だと思うのです。非凡なるものとは何
かと言えば、それは「平凡であること」を淡々と行えることだという。（略）
　一見平凡の見えることをきちんとすることの中に、人間の非凡さが存在している。
この感覚は、庶民の英知を信頼し、そこに「高貴さ」を見出したオルテガのそれとまっ
たく同じなのです。
　しかし「大衆」は違います。大衆は、自分の能力を過信して、そんな平凡なことを
するよりも、何か違うこと、すごいことをやってやろうと思いがちです。それは本当
の「非凡」ではない。むしろ凡庸であるというのがチェスタトンの考えであり、オル
テガの感覚でした。彼らは「庶民」と「大衆」を区別するとともに、「平凡」と「凡庸」
を区別しています。」

「現代社会を生きる人々は、明日の株価がどうとか、為替相場はどうかといった目先
のことばかり追いかけて、近視眼的になりがちです。そうではなく、もう少し広く、
遠くから物事を見ることが大事なのだと。（略）

　みなが熱狂しているときほど、そこに巻き込まれず遠くから、百年、二百年という
単位でものを考える必要があるのではないか。近くに寄りすぎることで、見えなくな
るものがあるのではないか、と意識するようにしています。
　こうした「遠くから」のまなざしを重視し、長いスパンで物事を見る。それがオル
テガの基本的な思考法である「クレオパトラの鼻が見えなくなるだけの距離から見る」
ことであり、「死者」の問題にもつながっているのです。」
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自由には
〜からの自由と
〜への自由がある
のではないか

〜からの自由は
選択としての自由
自由でありながら
そこには自らの由はない
必然性がそこにはないのだ

〜への自由は
選択するというよりも
むしろ選ばれているがゆえに
そこに自らの由を見出すことができる
必然性がそこにはあるのだ

ひとは
自分が自分であることを
外から超越的にしか確認できない
ゆえに超越的なかたちでこそ
自由を深く感得することができる

自我の根源は
私は私である（がある）である
なのだが
現在の人の自我は大海の一滴
大海の一滴である自我は
みずからそのものでもありながら
外にある大海へと向かうことで
自由を感じようとするのだ

そこにさまざまな困難も生まれる
帰依や洗脳もまたそれである
そこに自由があるのかどうか
また自由が求められているのかどうか

大海や大海を模したものに
溶け込んでしまうのではなく
そこに自らの由を見出せるだけの
自覚を持ちえるかどうか
その差異ははてしなく大きいのだから

■大澤真幸 × 國分功一郎「特別対談　自由・中動態・責任」
　（講談社「群像　2019 年 3 月」所収）



「國分／選択肢が増えることは自由が実現していることのように思える。しかし現実は全く逆
である。我々はある種の閉塞感の中にいる。むしろ、選択肢が増えていくことと自由を享受す
ることは反対ではないのか。大澤さんの問題提起を分かりやすく言い換えるとそのように言え
ると思います。現代社会は、選択肢の数を増やすことだけに自由を見るようになっていて、そ
の中でむしろ我々は自由の困難に直面しているというのが、この本で何度も強調されているこ
とです。
　この問題に対する大澤さんの答えを僕なりにまとめると次のようになります。選択は選択で
ある以上、確かにある種の偶然性を持っている。そこには、ＡでもよかったしＢでもよかった
にもかかわらず、自分が一方を選んでいるという偶然性がある。しかし、選択は同時に、「蓋
然性の直知」に基づいて、超越的な他者によって選ばされているという側面を同時に持ってい
なければならない。つまり、選択には実は、これしかないものを選んでいるという必然性が伴っ
ており、その必然性を引き受ける形で選択がなされたとき、我々は自由な選択をしていると感
じられる。大澤さんは「第三者の審級」という概念を使いながら、このように自由な選択の存
立条件を説明されている。これは非常に説得力がある議論です。」

「大澤／いろいろ選択肢があるのが自由で、選択肢が少なく、奪われていると感じる状態が不
自由だという二つしかない。そういうふうに見ることですでに本当の自由は失われていると、
僕は思ったわけです。例を挙げると、運命の人と思えるようなすてきな人に出会って、恋に落
ちるとき。このとき、私にとっては、その人以外にはありえないのであって、普通の意味では
自由のない状態だということになる。ならば、たくさんの候補者がいる中で、容姿とか頭の良
さとか経済的な事情をいろいろと考慮して、慎重に選ぶことが、自由な選択ですばらしいのか。
デパートでネクタイを選ぶときのように、恋人を選ぶわけです。しかし、後者のケースの方が、
空疎な選択に感じられる、これしかない、こうするほかないというかたちで相手を選ぶ前者の
出会いのケースの方に、実質のある自由を感じ、相手との関係により深くコミットできる。
　これは今までの時中に概念にないのです。普通は、偶然と必然の二項対立が、自由の肯定と
否定に重ね合わされている。しかし、僕が着目したのは、人は、まさに必然だと感じられてい
るときに、極大の自由（偶然）を享受しているということで、その意味で、無限判断的なかた
ちで自由の概念を鍛えなおそうとしたのだと言えるかもしれません。」

「大澤／國分さんの『中動態』とも関わることを、ここで話しておきたいと思います。僕の本
と國分さんの本を合わせて読むと、それぞれのポイントが分かりやすくなると思うんです。『中
動態の世界』はかなり評判になったので読まれた方も多いかもしれないですけど、受動態と能
動態のどちらでもない中動態という態がかつて存在して、実はそてこそ最も本源的だったとい
う議論です。中動態のポイントは、自分の外で何かが自然に自律的に生成しているということ
です。日本語の自動詞というのは、ほとんど中動態です。
　たとえば、古語では「ゆ」であり、時代が下って「る」とか「らる」に音韻変化した助動詞
とつながっている自動詞。たとえば「わかる」という自動詞は、じつは英語の understand と
はずいぶん違った感覚を表現している。「わかる」は中動態的なんですね。「私」が能動的に世
界を分節しているわけではないのに、世界の方が自律的に自分を分節し、分類し、整理されて
見えてくる。これが日本語の「わかる」の感覚です。本を読んで、一行ごとにつっかえたり、
辞書を引いたりしながら理解していくことではなく、特に自分は何もしていないのに、どんど
ん内容が入ってくることです。
　僕の言いたい自由というのはそれに近い。行為の能動性の中心が、外にあるという感覚が重
要です。「わかっている」のは、ほかならぬ「私」のはずです。しかし、どんどん頭に入って
くるとは、「私」は何もせずとも、「私」の外にある何かが自らを分節しながら現れてくる、と
でも言いましょうか。このように中心が「私」の外側にあるということが、新しい自由の概念
で、ポイントです。

　國分さんの仮説によれば、全ての動詞的世界というものの源泉に中動態がある。そのぐらい
重要なわけですね。それはどうしてなのかという哲学的な基礎づけに、僕の議論を使うことが
できるのではないか。そう考えます。（略）
　「自発」というのは、自分が関与していないのに事が起きているという外からの「自発」な
んです。「る」「らる」には、受け身、自発、尊敬、可能の四つの意味があると物の本には書か
れていますが、一見バラバラなこの四つの意味をつなぐものがあるはずです。「自発」は、自
分の外で自律的に生起しているということ。その「外」がはっきりと主体化したときには、そ
れに対して自分は「受け身」になる。「尊敬」というのは、その「外」に対するリスペクトです。
　四つの意味の中で一番興味深いのは、「可能」なんですよ。可能になっているその行為の主
体は自分のはずなのに、外に何かエージェントの中心があるように感じられている。そういう
タイプの自由概念を我々はまだ持っていなかったんですけど、そこから自由というものを考え
直さなきゃいけないと思ったわけです。」


