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インターネットは道具である
どんなに便利になったとしても
道具であることを超えることはない

どんな道具も
それを用いる者が
その道具のなんであるかを決める
そしてよくあることなのだが
人は往々にして道具に使われるようになる

人は自分を超えることはできない
便利な道具を持ったとしても
それは自分を超えたことを意味しない
むしろ自分を貶めてしまったりもする

インターネットで生じている
さまざまな現象も
人が人であることを
まざまざと演じている

多くが自覚的であれば
インターネットも自覚的に働き
多くがみずからの欲望を
それをつかって実現しようとしたときには
それが鏡のように働くことに不思議はない

道具があれば使ってみたくなる
それは多くの場合現実化に向けて動き出す
さまざまな科学兵器も生まれ使われ
それらがヴァーチャルな世界になったとしても
その身体的な障壁が減る分だけ
フィクションとノンフィクションの境目も
しだいに曖昧になってゆく

インターネットにおける匿名性も
人が人であることに深くかかわっている
ディープであろうとダークであろうと
人は生まれ死にやがて匿名にならざるをえない
そのあいだをさまざまに遊ぶのが人のサガなのだろ
う

その遊びは善き遊びとなり
悪しき遊びともなり
魂の姿をみずからが決めてゆく
光は光のように
闇は闇のように

■木澤佐登志『ダークウェブ・アンダーグラウンド／社会秩序を逸脱するネット暗部の住人たち』（イースト・プレス　2019.1 収）



ほの暗い空間に渦巻いている。それが（略）ダークウェブと呼ばれる世界である。
　ダークウェブとは、通常と異なる手段によってしかアクセスできないインターネット上の
特定の領域を指す。特殊な技術によりアクセスした者の身元を秘匿化することができるので、
法の手が及ばない形であらゆるアウトローな悪徳が営まれている。（略）　しかしこのダーク
ウェブでは、単なるイリーガルな領域として切り捨てることのできない独自の文化圏が、何
よりも至上とされる「自由」の旗印のもとで形成され、うごめいている。」

「混同されがちなディープウェブとダークウェブの違いについて。（略）ディープウェブとは
グーグルなどの検索エンジンのクローラーがインデックス化することのできない領域にある
文書やＷＥＢサイトを指す。グーグルの検索エンジンがクロールできる領域は、今ではイン
ターネット全体の４％に過ぎないといわれ、それ以外のＷＥＢメール、登録制のサイト、有
料コンテンツ、学術データベース、イントラネット、ツイッターの鍵アカウントなど多岐に
わたる領域は何らかの意味でアクセスが限定されている。（略）この、グーグルが影響を及
ぼすことのできる４％の料理気を表層ウェブ、そしれ残りの 96％の広大な領域をディープ
ウェブと呼ぶ。
　ダークウェブは、この 96％のうちに含まれるという意味ではディープウェブの一部であ
るといえるが、性質はディープウェブとまったく異なっている。ダークウェブはアクセスに
Ｔｏｒ（トーア）ブラウザやＩ２Ｐなどの専用のソフトウェアを必要とする。逆にいえば、
専用のソフトウェアを導入すれば誰でもアクセスが可能であることでもある。ダークウェブ
が表層ウェブとディープウェブの二つの領域ともっとも異なるのは、そこにアクセスした人
間の身元、またそのこに存在するサイトのサーバーの身元を秘匿してくれる点にある。」

「ディープウェブとダークウェブは語感こそ似ているが、まったく性質を異にしていること
がわかるだろう。なにより、規模的に言ってもディープウェブがダークウェブを圧倒してい
る。」

「ダークウェブは規模的には大したことがない。ディープウェブを海面下の巨大な氷山にた
とえるのなら、ダークウェブはその周りを泳ぐシロイルカ程度だろう。」

「インターネットが夢みたサイバースペースの理念は確かに潰えたかにみえる。しかし、さ
らがらジークムント・フロイトが探求した人間の「深層意識」のように、インターネットの
地下にもう一つのサイバースペースとでも呼ぶべき暗号空間が偏在しはじめている。
　Ｔｏｒネットワークは、ボランティアの運営する世界中に散らばった中継ノードを暗号化
通路として繋げることで匿名的な通信を可能にする。自己同一性から解き放たれた私たちは、
どこかにアクセスするたびに、ウクライナ、シンガポール、ドイツ、ラトビアを一瞬で経由
する。私たちは、あらゆるところに存在しているともいえるし、どこにも存在していないと
もいえる。「私は偏在する」
　そして、ここにＰＧＰという暗号化ソフトウェアと、ビットコインという匿名的な暗号通
過システムが加わる。私たちは、ブラックマーケット「シルクロード」において、ＰＧＰ、ビッ
トコイン、Ｔｏｒという三種の神器が手を取り合うさまを見るだろう、三つの暗号化システ
ムの重なり合いにおいて立ち上がってくる暗号圏、それこそがダークウェブに他ならない。」

「1990 年代にワールド・ワイド・ウェブが登場してから 30 年近くが経とうとしているが、イ
ンターネットをめぐる状況はその進歩と裏腹にどんどん憂鬱をもたらすものになりつつあるよ
うに見える。
　かつてインターネットは、ネットワーク同士が繋がることで、情報のフラットなやり取りを
可能にする、ある意味で民主主義の理念そのものを体現するシステムとして歓待された。さな
がらインターネットは、マーシャル・マクルーハンが 1960 年代に提唱した、地球規模の電子
メディアネットワークから成る「地球村（global village）」のように、世界中の人々を平等に繋
ぐものとして捉えられていた。
　たとえば、２０１０年代初頭の「アラブの春」や、それに続くウォール街のオキュパイ運動は、
ＳＮＳが世界中の人々を連帯させたという意味で、そんなインターネットが夢みた理念がつい
に到来したかのように見えた。
　しかし、それから現在に至るまで、自体は私たちの願望を裏切るかのように進展してきた。「ア
ラブの春」の後に台頭してきたのは、中東の平和ではなく「イスラム国」であり、インターネッ
トのアンダーグラウンドには「イスラム国」による斬首死刑動画やリクルート情報がペストの
ように広がっていった。人々を連帯させたはずのＳＮＳは、フェイクニュースと移民排斥を訴
えるヘイトで溢れかえり、２０１６年にはついにドナルド・トランプ大統領を誕生させた。
　ＳＮＳやモバイルアプリの隆盛によって加速するウェブの細分化と断片化は、私たちを自閉
的なコミュニティに閉じ込めていった。たとえば、フェイスブックやツイッターのタイムライ
ンは自分にしか見えないので、私たちは自分のフォロワーがどんなタイムラインを見ているの
か想像することしかできない。」
　「「見たいものしか見ない」というフィルタリング特性と、「言論の自由」が組み合わさること
によって、ネット上におけるコミュニティは往々にして感情に基づく先鋭化と過激化を伴って
いく。」

「グーグルもＳＮＳも根底にある問題は同じであり、フィルタリングと孤立化の現象はインター
ネット全体を覆っているといっても良い。あなたが見ているネットは、私が見ているネットと
同じではない。それはツイッターのタイムラインからウェブの検索結果や広告まで、ほとんど
すべての領域にわたっている。
　結局、問題になっているのは「個人」なのだ。いかにしてパーソナライゼーションによって
サイバースペースから「個人」の選好を掬いだし対象化するか。
　もちろん、そこにはマーケティングも横たわっている。」

「現在のインターネットに蔓延する、ある種の閉塞感のようなものは日本も海外も変わらない。
私たちはフィルターバブルに閉じ込められ、ＳＮＳでの行動はビッグデータとして収集され、
ネットワーク中立性は撤廃され、「通信の秘密」は侵害されようとしている。だとすれば、オー
プンかつ自由な空間としてのサイバースペースの夢は、今では単なる過去のノスタルジーでし
かないのだろうか。
　そうかもしれないが、そうではないともいえる。インターネットには、政府の監視も、グー
グルのアルゴリズムも、企業やコンサルティング会社によるターゲティングも、さらには法律
の手すらも及ばない不可視の領域が存在している。インターネットが現実社会そのものと変わ
らなくなってしまった現在、まるでかつてのサイバースペース独立宣言の夢を取り戻そうとす
るかのように、インターネットの内側に「もう一つの別の世界」を打ち立てようという意志が、
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脳が感じ考えているわけではないけれど
そのハードとそこで働くソフトウェアがなければ
人間は地上で活動することはできない

パソコンを使っている比喩でイメージすれば
そのハードやソフトウェア
そしてそれをオペレーションすることのなかで
さまざまな障害が起こることなど珍しくないのがわかる

そしてそこには
さまざまな物語が展開されてゆく
それが極めて特殊な場合もあれば
ほとんど気づかれないほどに
起こっているエラーもあるだろう
むしろ完全な場合のほうが稀有なのではないか

おそらくはハードとソフトウェアと
オペレーションのすべてが解明されたときにも
そこからはじめて
ほんとうの謎は始まるのではないだろうか

たとえばパソコンの前でこうして
文字を入力している存在
パソコンにとってその存在を
そうさせているものこそが
まずは謎にほかならない

わたしたちをそうさせているものの
根源へと視点をうつす必要があるのだろう
わたしたちが日々感じ考えていることは
それはそれでさまざまに意味があるのだが
その源にあるものこそ
それらを生じさせているのだ
たとえそれがすべてマーヤであるとしても

■ヘレン・トムスン『９つの脳の不思議な物語』（仁木めぐみ訳　文藝春秋　2019.1）

「旅を始めるときは、彼らのとてもユニークな世界との付き合い方を理解できるだろうかと思って
いた。だが実際に会ってみた結果、彼らの隣に立つことで、我々の脳がどう機能しているかを理解
することができた。彼らの話を通して、脳があるときは素晴らしく、あるときは予想もできないよ
うな危険なやり方で我々の人生を形作っていることを知った。同時に消えない記憶を持つ方法や、
迷子にならない方法や、死ぬときの感覚などもわかった。さらに一瞬で幸せな気分になれる方法も、
幻覚を見る方法も、良い判断をする方法も教わった。ゴム手袋を自分の手だと感じる方法も、自分
の現実を今以上に直視する方法も、さらには自分が生きていることを確認する方法まで学んだの
だ。」

「過去を一日も忘れない〝完全記憶者〟ボブ」
「自宅で道に迷う〝究極の方向音痴〟シャロン」
「鮮やかな色彩を知る〝色盲の共感覚者〟ルーベン」
「一夜で人格が入れ替わった〝元詐欺師の聖人〟トミー」
「〝幻聴を聴く絶対音感保持者〟シルビア」
「発作と戦う〝トラに変身する男〟マター」
「孤独を生きる〝離人症のママ〟ルイーズ」
「〝三年間の「死」から生還した中年〟グラハム」
「〝他者の触覚とシンクロする医師〟ジョエル」

「脳がつくりだしている生活を我々は楽しむべきだ。特に「普通」でない脳の持ち主は。本書に登
場した人たちは特別な人々だが、願わくばその風変わりさではなく彼らの人間性に驚嘆し、彼らと
の違いより共通点に驚いていただきたい。彼らはみな一人一人特別な脳を持っていると教えてくれ
た。我々にボブのような頭脳はないが、誰しも過去を思い出し、数えきれない素晴らしい瞬間で心
を彩ることができる。我々は存在しない音楽を聴いたり、宙に浮かぶカラフルなオーラを見たりは
しないが、それでも幻覚は見ている。我々が感じる現実はその幻覚の上に成り立っているのだ。我々
はジョエルほど他人の痛みをありありと感じることはないが、ミラーニューロンのおかげで、程度
は違うがそれを感じることができる。
　我々はみな素晴らしく精巧な神経システムを持っているおかげで、強い愛情を感じ、他の人を笑
わせ、誰とも違う、予想もつかない人生を作り出す力を持っている。我々はそのおかげで膨大な量
の知識を覚えたり、誰も考えたことのないようなアイデアを思いついたり、心臓の鼓動を感じなが
ら答えを見つけたりできる。我々の脳はまだ解明されていない謎であり、どこまで想像もつかない
世界を作れるのかは、まだわからない。そしてそれが解明される経過こそ、最もロマンティックな
ストーリーになるだろう。」
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ヘッケル博士は一途だったのだろう
素朴で無邪気な一元論を貫き通し
過激なまでに論争を繰り広げた

個体発生は系統発生を繰り返すというのも
生物の進化を系統樹にしたのも
すべては一元化されて
とらえられるということを
夢みていたからなのだろう
しかもそれは生物の多様な形態のように
目に見えるかたちでとらえられるのだと

賢治はなぜ
ヘッケル博士の名を出したのだろう
批評家は賢治が
ヘッケル博士のように霊魂死滅説なのか
反対に霊魂不滅説なのかで
解釈を分けているようだが
妹トシの霊魂は万象の
いまは見ることのできない根源へと
回帰していったと語っているのではないか

あまりに素朴な考えだと
万象の根源とは物質なのだとするか
精神そのものなのだとするか
そうした単純さのなかでつまらない議論を
はてしもなく戦わせることになるが
その矛盾を超えたところに夢を見たいものだ

シュタイナーは思考の一元論を説いたが
その一元論もまた自由への夢を見ようとしたのだろう
そして思考の一元論といいながら
神秘学は思考を超えたところで展開されていった

ヘッケルの夢
賢治の夢
そして
シュタイナーの夢
それぞれの夢の回帰する源を
想像してみるのもまた夢の中

■佐藤恵子『ヘッケルと進化の夢／一元論、エコロジー、系統樹』（工作舎　2015.9）



「実はこの人物は、結構、私たち現代の日本人にも影響を及ぼしているのである。例えば、
現在の地球環境問題には欠かせない「エコ」という言葉、これの元の姿であり「エコロジー」
という言葉と概念は、このヘッケルが創始したものだ。
　では、「個体発生は系統発生を繰り返す」というフレーズはいかがだろう。（略）
　生物の進化を、写実的な樹木の枝分かれとして描出した系統樹も有名だ。（略）
　また、ヘッケルの専門はクラゲや放散虫などの海生無脊椎動物の形態学・分類学であり、
生物学用語の中には、モネラ（原核生物）、プロティスタ（原生生物）、ベントス（底生生物）、
ネクトン（遊泳生物）など、多くのヘッケル造語が今なお生きている。（略）
　さらには、今日当然、私たちは、自然の生物の形からインスピレーションを得たデザイ
ンを、さまざまな装飾品や家具や建築に生かしているが、そのルーツの一つもヘッケルに
ある。」

「ヘッケルは、ダーウィンの進化論を果敢にドイツに広めた普及者でもあり、そればかりか、
進化論に基づき彼独自の一元論という哲学的な世界観を打ち立てた。私たちに影響を与え
ている彼の生み出したイメージ群は、実はこの一元論的な考え方から繰り出されている。
実際に枯葉、教会支配から脱却した新しい価値観に基づく世界を創出するために、一元論
者同盟なるものを創立して、社会改革運動にまで着手しようとしたのである。彼の人生の
ほとんどが激しい論争、いや激烈な喧嘩の日々だった。」

「ヘッケルを読むことはまた、一九世紀ドイツという、私たちにとっての異文化空間で、
自然科学と文化と社会がどう影響し合いながら歴史を押し進めてきたかを見出す一つのヒ
ントを示すことでもあり、さらには、その流れが織り糸の一本となって、私たちの今を織
り上げていることを知るヒントにもなるだろう。」

「『有機体の一般形態学』では、形態学を一元論的な視点−−−−つまり、生物が無機物と同
じ物質から成り、同じ因果的な自然法則に従っており、かつ、自然選択による進化が世界
を支配しているという視点−−−−から再編することに重点が置かれており、それまでの多
くの知識を検討しつつ、再定義が試みられていく。そこには、スピノザやゲーテに代表さ
れる自然科学の影響が色濃く見られ、かつ、障壁となるキリスト教的な世界観を否定する
表現も見られる。しかし内容の大部分を、生物の形態の構造的な捉え方と形態の生成発展
の仕方についての叙述が占めている。」

※ルドルフ・シュタイナー『シュタイナー自伝 I』（伊藤勉＋中村康二訳　人智学出版社　
1982.11）より

「哲学者たちの陣営では、ヘッケルという人物は、生物の形態について僅かのことしか知
らないのに、それらのものに自己流に解釈したダーウィン理論を適用し、不遜にも世界観
の形成はすべからくダーウィン理論に通暁した自然科学者の見解に基づくべしと説く、哲
学的ディレッタントとみなされていた。自然科学者たちからすれば、ヘッケルは自然科学
の観察から恣意的な結論を引き出す夢想家であった。」

「当時の支配的な精神的状況の中に身を置いて自然の本性について考えるならば、哲学的
には極めて素朴なヘッケルの結論が出てこざるをえない。然るにヘッケルの反対者たちは、
単なる感覚的見方にとどまっており、思考の力によってこの見方を発展させることを回避
しようとしていた。」

「私はヘッケルと個人的に知り合った。彼は魅力的な人物であった。世の中を無邪気に見
つめている彼の両眼はあまりに穏やかであり、もし鋭利な思考に貫かれたら、この瞳は砕
けてしまうに違いないという印象を受けた。この瞳は感覚的印象は受けとめるが、物体や
事象の中に潜む思想にまでは透入することができない。」

「このように互いに矛盾する二つの性向がヘッケルの裡に棲息していた。一方には穏和で
愛情深い自然の素質があったが、その背後には、狂信主義を吸い込み、不徹底で視野の狭
い思想で武装した亡霊のようなものが潜んでいた。」

※宮澤賢治「青森挽歌」より
「  わたくしがその耳もとで
    遠いところから声をとつてきて
    そらや愛やりんごや風、すべての勢力のたのしい根源
    万象同帰のそのいみじい生物の名を
    ちからいつぱいちからいつぱい叫んだとき
    あいつは二へんうなづくやうに息をした
    白い尖つたあごや頬がゆすれて
    ちいさいときよくおどけたときにしたやうな
    あんな偶然な顔つきにみえた
    けれどもたしかにうなづいた
    　　　《ヘツケル博士！
    　　　　わたくしがそのありがたい証明の
    　　　　任にあたつてもよろしうございます》
    　仮睡硅酸の雲のなかから
    凍らすやうなあんな卑怯な叫び声は……
    　（宗谷海峡を越える晩は
    　　わたくしは夜どほし甲板に立ち
    　　あたまは具へなく陰湿の霧をかぶり
    　　からだはけがれたねがひにみたし
    　　そしてわたくしはほんたうに挑戦しやう）
    たしかにあのときはうなづいたのだ」
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「我あり」は決して外から
その意味を与えられることはない
「我は我あり」なのだから

けれども存在の無意味への不安から
人はたえず自分の外に
その意味を求めてやまない

承認されてはじめて
その意味は与えられるからだ
承認はこの社会この世界のなかで
存在している！という実感を与えてくれるのだ
承認を抱きしめるようにして人は生きようとする
生き甲斐も多くそこからやってくる

けれどもいかなる承認も
存在の完全な肯定に至ることはない
人がほんとうに求めているのは
無条件の肯定としての愛なのだから

人はまず他者としての自己に出会う
そしてその自己に他者を投影しながら
その我汝の合わせ鏡のなかで苦しみもする
そこから外へと脱出する道を
見つけることのできないまま

けれどもその鏡は泉にもなり得るのだ
そこから新たな意味をも生み続けられる
存在の形成力としての泉に

その泉こそが外へ
他者へとつながる可能性を秘めている
自縄自縛の呪いではなく
他者という呪いでもなく
他者への祈りとして
無条件の肯定としての愛の可能性として

■小林康夫『君自身の哲学へ』（大和書房　2015.4）



「誕生によってこの世に落ちてきて、死によってまた「天」へと昇っていく。この垂直な運動とは異なっ
て、誕生と死のあいだには、いずれにせよ、時間のなかで水平にと行ったらいいか、生きていかなけ
ればならない。しかも、人々の「あいだ」で、社会や歴史の「なか」で。われわれの世界は、単に自
然的な世界であるのではなくて、まるごと歴史的だったり、社会的だったり、さらには技術的で、人
工的だったりするわけです。では、誕生と死のあいだに挟まれたこの人生、（略）この生という存在を、
われわれはどのように生きたらいいのか。」

「意味を問う、というのは、人間のもっとも根本的な行為です。それは、言語というものに貫かれた存
在としての人間にによっての宿命です。でも、ある言葉の意味を問うということと、この存在の「意味」
を問う、ということとは、根源的に違っている。言葉の意味は、子供にとってそうであるように、自
分に先立って、あらかじめ決定されている。決定されているというのが言いすぎなら、少なくとも初
めは他の人々が了解している意味を受け入れるしかない。でも、人生の意味を問うということきには、
もちろん「人生」という言葉緒「意味」を問うているわけではない。（略）
　この問いに、一般的な答えが用意されているわけでもない。その問いの前に一生ずっとい続けると
最後に、この問いは、あなただけの問いだったんだよ、と番人に言われてしまうわけです。誰でもな
く「あなた自身」、それが実は答えなんだよ、と。ほんとうは、僕が言いたいことはこれに尽きるよう
に思います。つまり、自分自身が答えであって、その他になにか出来合いの答えがあるわけではない
ということ。このことを、ほとうに心底から納得できたら、ということは心底の「底」が抜けるよう
な仕方で納得できたら、それでもう問題というものはなくなるのではないでしょうか。もちろん、こ
う言いながら、僕自身がそんな境地に達しているわけでは全然なくて、そういう方向に「学び」を行
おうとしているというだけですが。」

「デカルト派、近代のすべてがそこにかかっているとも言うべきこの大命題において、「我思う」なら
ば (ergo）「我あり」とやっただけで、つまり「我」が存在することまでは（略）言ったものの、その「我
あり」はどんな意味なのかというところには届かなかった。（略）
　その「我」の存在はどういう意味なのか ---- これには、近代の思考は答えることができない。とい
うより、その問いは、「我思う」の展開のうちにはない。「我思う」はけっして「我」の存在の意味を
明らかにすることはできない。」

「われわれの存在は意味によってあらかじめ支えられていない。となるとどうなるか。一人ひとりが自
分で自分の存在の意味をさがしだすか、勝ち取るか、あるいは組み立てるしかない。（略）存在の意味
の探究は、（略）けっして存在の意味がすっきりとした「意味」としてではなく、「意味」と「無意味」
が絡み合う悲劇的かつ喜劇的な混沌混乱のドラマとしてしか、現れてこないような時代に、少なくと
も西欧は突入した。それが近代というものでした。今、われわれはそうした大きな時代の終わり、あ
るいは転換の時代にいるのだと思います。」

「われわれ「近代的な人間」は、存在の「無意味」の不安にさらされながら、絶えず自分の外に、なん
らかの意味を求めようと必死になる。（略）
　なにかのために自分がある。自分があるのは、なにかのらめだ。その「なにか」がわたしの存在の
意味となる。これは、避け難い構造です。（略）
　「意味」があって、それが存在をあらしめる。「意味」が存在をすくう。「無意味」から「存在」をす
くい出す。つまり、「意味」が存在を存在させる。」

「ここでは、「意味」は他者からやってきます。それは、まず最初は、なによりも他者によって承認さ
れるということになる。承認というのは、人間にとってきわめて大事なことです。承認があって、初
めて人間は、自分の存在が存在として認められ、つまりは存在しているという感覚をもつことができる。
それは自分がこの社会、この世界のなかで、実際に、存在しているという実感を与えてくれます。」

「しかし、それで終わるわけではない。終わることはできない。というのも、そのような戦いによる承
認は、けっして存在の完全な肯定には至らないからです。（略）それでは、存在の意味は汲み尽くされ
ない。それでは完全な幸福は保証されない。」

「無条件の肯定、否定性に裏打ちされていない肯定性。ただ無条件に、なぜか、まったく理由なく、い
かなる条件もなく、ただ愛する。すなわち、行為ではなく、出来事としての愛。あらゆる条件づけか
らの解除が出来事として起こる。（略）「愛」という言葉のなかには、そのような出来事が人間にゆる
されることがあるという、人間の永遠の希望が秘められていると思います。ひょっとしたら、ほんと
うはどんな地上の愛のうちにも、そういう無条件の肯定が隠れているのかもしれません。ただ、それ
が地上の激しい戦いのなかで見失われてしまっているのかもしれない。」

「自己について考えてみようとすると、僕が最初に思い出すのは、やはりナルシスの神話です。」
「このオウィディウスの物語が素晴らしいのは、物語の発端が、ナルシスに撥ねつけられた若者が「彼
も恋を知るように」という願いを復讐の女神にかけるところからすべてがはじまるとはっきり語られ
ていることです。つまり、呪いという形をとっていますが、これは「愛なしに生まれた存在がいかに
愛を知ることができるか」という問題として、この物語が成立していることを宣言しているのです。」

「ここでの僕の思考は、この澄みきった、銀色に輝く泉こそ、実は、ナルシスの存在そのものなのでは
ないか、という方向に向かうのです。（略）実は、われわれはみなナルシスであり、われわれはみな本
来的には、泉のように存在しているのではないか、と。存在は泉である。いかなる他者のイメージも
映さない鏡のような泉である。
　だが、もしこのような斜めの「深読み」が可能だとすると、この場面は、なかなか難しい問い、い
わゆるアポリアの様相を帯びてきます。なにしろ、自分自身の存在である「水」に自分自身の姿が映っ
ているわけですから・ある意味では、これは、これまでずっといかなる他者の、いかなる影からも守
られてきたこの純粋無垢な水が侵され、犯されたということを意味します。水による水の侵犯。まさに、
ナルシスが生まれた起源である暴力の出来事の反復です。
　泉という水にとっては、ナルシスのイメージそのものが他者です。ナルシスにとっては、この水に
映る自分の鏡のイメージが他者です。初めての他者。そこで彼は、この地上の掟とも言うべき、他者
との根源的な激しさに出会うことになる。自分の姿を見つめて、ナルシスティックにうっとりするの
ではないのです。彼にとっては、そのイメージは自分自身ではなくて、完全な他者なんですから。そ
してだからこそ、このイメージにすぎないものを所有しようとする。追いかけようとする。すると水
の面は乱れて、心乱れて、イメージは消えてしまう。それがさらにいっそう、追いかける欲望をかき
立てる。まさに「恋」です。「愛」ではない。存在を、迎え容れ、受け入れるのではなく、そのイメージ、
その肉体、その肉体というイメージをこそ、抱き取り、所有しようとそこに取り憑くわけです。これ
こそが、呪いです。（略）
　他者を知らない少年が、その自己の本質を裏切ることなく、しかし「恋」という地上の原理を知る
ためには、他者である自己に恋するしかない。呪いは、見事に成就する。しかし、逆に考えれば、こ
の呪いによってこそ、ナルシスは、自分自身の存在そのものでもあるあの「銀色にきらめく泉」に到
達することができたのである。（略）
　ナルシスの「自己すら知らない」自己と、「他者を知れ！」という呪いとがぶつかって。思いがけず
に「存在」の根源である「泉」へとナルシスを連れ出したと僕は読もうとしているわけです。」

「われわれ誰もが、その「存在」というのは、このような「泉」なのだ、と考えたいのです。われわれ
はひとり残らずナルシスです。ナルシスでないような人はいない。」

「最終的には、では一体この「水」とはなにか。という問いが残るかもしれません。（略）今の段階で
は、僕自身は、そこに根源的想像力、つまりイメージなるものを生み出す力、存在の形成力のような
ものを見出そうとしていると言っておきましょうか。水の表面に外の事物の影が落ちて、イメージが
生まれるというだけではなく、水そのものが根源的にイメージ形成力そのものだという方向に行きた
い。それがこんこんと湧き出るものとしてわれわれの存在はある。だからこそ「鏡」というだけでは
足りない、「泉」と言わなければならないと思うのです。（略）
　その上でさらに、もっとおかしな、とんでもないことを言わせてもらうなら、この「わたし」の「存在」
というユニークな「泉」の「水」がそれでもそのままほかの「泉」につながっているという夢のよう
な直観。「泉」としては「わたし」だけの「存在」であることは間違いないのに、そこに湧き出る「水」は、
誰のものでもない、「わたし」のものでもない、そしてそれは、どこか「泉」の深い底のほうで、別の

「泉」にもつながっているのではないか。」
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「この世界」を信じようとした哲学者は
なぜみずから「この世界」から
消えてしまおうとしたのだろうか
それともみずからの内在から「この世界」を
消してしまおうとしたのだろうか

今ここに実存しているということ
それが「この世界」に閉じているのだとしたら
その実存はかの哲学者のように
ならざるをえないのではないか

実存は「この世界」に閉じてはいないだろう
実存はそれを超えてゆかなければならない
「この世界」に閉じてしまうことのない実存が
今ここに現出しなければならない

信じることが
信じないことをつくりだすのだとしたら
その信は閉じた信でしかない

哲学者が学者ではなく
知を愛する者であるならば
それはなにかを閉じるもの分断する者ではなく
すべてをむすび開いてゆく者でなければならない

宇宙にこの世もあの世もないだろう
知を愛する者ならば
分けて分かってはならない

この世に謎があるならば
あの世に謎があるならば
この世とあの世の関係に謎があるならば
その謎をこそ愛さなければならない

■國分功一郎 × 小林康夫「モノガタリの夜 ---- 信じること・愛すること」より
　（小林康夫＝責任編集『午前四時のブルー　II 夜、その明るさ』水声社　2019.1　所収）



「國分／この世界を、知を通して愛するわけですね。この世界を信じるんじゃなくて。
小林／わたしは「愛する」なんだな。あなたは「信じる」なんですか。
國分／ドゥルーズが『シネマ』の中で「この世界を信じること」って言っているんです。非
常に重要なフレーズとして出てくるので、それを思い出しまして ･･････。
小林／そういう意味では、さっきああいう言い方はしたけれど、わたしは「信じる」という
言葉がわからないかもしれない。

（略）
小林／何かちょっと「信じる」って言葉に不意を打たれるなあ。強いて言えば、わたしは、
やはり謎を信じるという方向に行くなあ。

（略）
小林／もちろんわたしだって、いろいろなものを信じているとも言えるけど、たとえば外国
人には、わたしはベーシックには仏教徒だと自己規定してみせたりするからね。だけどそれ
は「信じる」という言葉で言うのとなにか違うような気がするのね。だから、「信じる」って
言葉が上手く使えない。でも「愛する」って言葉は言えて、それは、「愛する」ように向かっ
て行きたいってことだよね。それが哲学。ただわたしが、世界を愛してますなんて言ったっ
て意味ないじゃない。だけど、より良く、より世界を愛する ･･････ より人々を愛するでもよ
いし、より人間を愛するでもよいけど、そういう方向に知が向かうこと。それだから「技術」
というのに反応しちゃうんですよね。そこの違いだと思う。
國分／古代ギリシャ、より正確にはイオニアで哲学が始まった時、哲学は徹底した自然主義
であって「あの世」を斥けていたわけです。いわば、あの世界ではなくて、この世界を信じ
ることで哲学が始まっている。でもその後あの世は復活してきて、プラトンはかなり積極的
にあの世について語った。それは哲学の本質主義とも結びついている。超越的なものと言っ
ていいのかもしれません。内在主義者であるドゥルーズの問いかけは、そういったものに頼
らず、この世界を信じて哲学することはできないのか、ということだと思うんです。ドゥルー
ズは「信じる」ということをかなり大切にしていたと思います。それとドゥルーズの内在主義、
あるいは自然主義が交差した時に、あの世ではなくてこの世を信じる哲学の提言がでてきた。
小林／そういう意味で言えば、わたし詩人の哲学、ポエティックな哲学が向かうのは、あの
世もこの世も同じじゃないか、みたいなことですよ。あの世までこの世に入れちゃえ、とい
うことだよね。あの世とこの世を分けて信を立てるんじゃなくて、あの世もこの世も全部も
らおう、という。すてべ。全部。で、人間の言葉は「すべて」について語ることができるんで、
だから「信じる」という言葉が、こっちは「信じる」けどあっちは「信じない」と分けるの
が嫌なんだな。すべての「信じる」はどこかで、分断するような気がする。わたしはキリス
ト教の神を信じる、でもあなたは信じない ･･････ こういうふうに分ける。
國分／「愛する」だとそういう分断は出てこないということなのかもしれませんね。」

「國分／小林先生が退官なさる時、（略）僕はその時のトップバッターだったのですが、あの
時も先生は「超実存主義 surexistentialisme」と仰っていましたよね、あれは結局何なのでしょ
うか？
小林／実村主義が、この実存という現にわたしがこうしてここに実存する現場こそが、すべ
ての真理の場と考えたわけですよね。どっか向こう側に偉大な真理があるんじゃなくて、今
この私がここにいるという生きている現実そのものが、哲学の場であり根拠である、と。（略）
　だけど、それは、ちょうどわたしの学生時代に一種の壁にぶち当たるわけですよね。当然
だけどね。それが、一九六八年というメルクマールの年。簡単に言えばデリダとかドゥルー
ズ、リオタールという人々は、この壁を越えて出てきた人たちなんだよね。ポスト構造主義
とか、いろいろ言われましたが、わたし自身が、いま、ある意味ではもう一度、その実存へ

と立ち返る必要があると思いつつ、しかしただそこに、ただサルトル的実存種には戻れない。
実存という事態そのものを、大きく更新しなければならない。何かそこにもう一つ、新しい
次元を付け加えなくちゃならない。そう考えた時にブルトンたちが行った超現実主義のよう
に、個人的実存を超えて行くモーメントを持ち込まなくちゃいけないのじゃないか。そして
その超実存主義の一つの現れが「謎」ってことだったんですよ。（略）ただもう一回実存を取
り戻すというのではだめだろう。この実存すら超えていく、謎めいた次元との結びつきに入
らなくちゃならない。

（略）
小林／だから実存でしょ、構造でしょ、それで、もう一つ先に、実存でも構造でもない超の
レベル ･･････ それをもう一度実存と繋げて論じる必要があるというわけです。この「超」は
スピリチュアルの方にも持って行ける。神秘主義的な方向にも行けるわけですよ。でも同時
にそれは、今の時代で言えばね、われわれの宇宙そのもの、宇宙の理解そのものが神秘主義
的になったわけじゃないですか。量子力学、超ひも理論、数学的多数世界論、宇宙物理学、
すべての物理的原理はある意味では神秘主義的になったわけですよ。時間・空間というカン
ト的なアプリオリが全部ひっくり返って、因果律すらどうなるか。逆に言えば、真正のフィ
ロソフィーは、どうしてももういちど、世界そのものを、そしてわれわれび存在様態そのも
のを、根源的に考え直す必要がある。」



mediopos-1556
2019.2.18

神々が
そこにいたとき
人は神々に従っていた

神々が
そこにいなくなったとき
人は不在の神が
そこにいるかのようにふるまい
神々に祈り
信仰するようになった

そこにいないがゆえに
神々は超越神となり
信仰は深まり
そのことで
かつてといまの違いは生まれ
因果的な時間意識は熟していった

そこにあるより
そこにないものは
制御不能で
超越的に作用する

人は多かれ少なかれ
そこにないものゆえに生き
それを支えに生きている

それは矛盾に満ち説明不可能なものだが
それゆえにこそ超越的に働くのだ
そしてそれはそこにないがゆえに
時間意識は始原と永遠をめぐり広がってゆく

みずからに働いている
そこにないものの力が見失われてしまうとき
時間意識は即物化され
超越的なものへのはるかな道
やがてみずからの深みへと至る道をなくしてしまう

■内田樹 × 柴田元幸「ないものを、あるかのように」より
　（柴田元幸責任編集「モンキー vol.17.SPRING 2019」スイッチパブリッシング　2019.2　所収）



「ブライアン・エヴンソンの短編「ウィンドアイ」のストーリー」
「一人の少年が、家の外から見るのと内から見るのとでは窓の数がひとつ違うことに
気づき、それを妹と探っているうちに妹が外からしか見えない窓に呑まれて消えてし
まうが、母をはじめ周りの人間には「だってあんた、妹なんていないじゃない」と言
われてしまい、生涯妹の消滅という欠落を抱えて生きるという話」（新潮社刊「ウィ
ンドアイ」に収録）

「柴田／いまお聞きいただいた「ウィンドアイ」は、大多数の人間が信じている現実
とは違う現実を抱え込んでしまった人の話、ということになるかと思います。
内田／集団的に記憶が欠損してしまうことって、現実にもありますよね。「あのとき
彼がいたよね」と言っても、みんなから「そんな奴はいなかった」と言われたり。実
は現実にもある話だと思います。
　僕が稽古している合気道では、「そこにないもの」をあたかもあるかのように意図
的にふるまうという技術があります。それによって身体を整えることができる。例え
ば、想像上の剣を構えて、剣の柄を握るような手の内をする。そうすると、相手はそ
の動きについては、動きを抑えたり、止めたりすることができない。だって、剣なん
か存在しないんですから。「あるもの」なら抑えたり、止めたりすることはできます
けれど、「ないもの」は手に負えない。何かを幻覚して、それがあるかのようにふる
まっている人間は、はたから見たら「変な奴」ですけれど、武道的に見れば「制御不能」
なんです。
柴田／じゃあ合気道って、想像力の問題だということですか。
内田／ある意味ではそうですね。「存在しない剣」の動きは予測も制御もできない。
僕は「不人情」と「非人情」という区分けをするんですけれど、「不人情」というの
は実在する相手がいるわけで、その相手に意地悪したり、暴力をふるったりするのが

「不人情」。でも、漱石の言う「非人情」とはそれとは違うんです。たしかに目の前に
いるんだけれど、別の世界、違うストーリーを生きているので、他人はそこに干渉で
きない。それが「非人情」。（略）

「ウィンドアイ」の主人公は、「人には見えない妹」がいるという個人的なストーリー
を核にして彼の全人生を組み立てている。でも、それは別にそれほど異常な話じゃな
くて、程度の差はあれ、誰でもみんなそういうことをやっているんじゃないか。
例えば、神さまっていないですよね。
柴田／はい ･･････ いや、あっさり「はい」って言っていのか、ここミッション系の
大学でしたよね（笑）。
内田／ですね（笑）。でも、神さまと名刺交換するとか、ありえないじゃないですか（笑）。
話しかけてもこないし。でも、その「ないもの」を核にして信仰の体系というものは
出来上がっている。メシアニズムというのがまさにそうですよね。（略）
　ユダヤ教の過ぎ越しの祭りの儀礼では、食卓に一つだけ席が空けてある。これは予

言者エリアのための席なんです。（略）彼のためのパンとワインが配置されている。
もちろんエリアが来ないということをみんなわかっているんです。（略）確率的には
ゼロに近いことについて、それが今年は起こるという期待を核にしてユダヤ教の信仰
体系は構築されている。
柴田／宗教の場合は、「ない」ものを「ある」ことにして、その思いを集団で共有で
きるんでしょうけど、「ウィンドアイ」の主人公の場合は、「妹」がいないという思い
を誰とも共有できないというところが違いますよね。」

「内田／「そこにないもの」があたかもあるかのようにふるまうというのが、祈りの
一番起源的な形態じゃないでしょうか。死んだ人に語りかけるとか、その天上での平
安を願うとか。（略）
　神さまが実際にいた時代 ---- 多神教の時代、偶像崇拝の時代 ---- の信仰はまだ本当
の意味での信仰にはなっていなかったと思うんです。神さまの声が聞こえて、人間に
向かって「ああしろ、こうしろ」と具体的に指示してくれたんですから。ホメーロス
では、アキレウスもアガメムノンもちゃんと神の声を聞いていて、それに従って行動
している。でも、そういうのは信仰としてはまだ初期の、未成熟な段階だったと思う
んです。一神教は、神の姿が見えず、神の声が聞こえなくなったときに成立した。神
の不在にもかかわらず、あたかも神がいるかのようにふるまうことができる人間が登
場したことで一神教が成立した。
柴田／それは人類にとって進歩でも退歩でもなく、あくまでも変化ということですか。
内田／僕は進歩だと思います。そのときに時間の観念が獲得されたからです。「かつて」
と「いま」のあいだに決定的な違いがあるということが意識されるようになった。か
つてある事件が起きて、その影響でいまこのような自分がある。そういう「因果」と
いう考え方は時間意識が成熟した後でないと出てきません。神さまがリアルタイムで
いつもかたわらにいて、どうすればいいか細かく指示してくれる世界では、因果につ
いて考える必要がない。因果だけじゃなくて、首尾一貫性も、確率も、およそ時間の
流れの中で生起することは何も気にしなくていい。でも、神さまがいない世界では、「自
分は世界の創造に遅れてやって来た」と人間は感じる。この「始原の遅れ」の感覚か
ら被造物という感覚が生まれ、造物主、創造者、超越者という観念が出来上がる。一
神教の成立と時間意識の熟成は同期している。僕はいま「レヴナスの時間論」を書い
ているんですが、ここが話のかんどころなんです。（略）
内田／信仰がないと、時間意識が持てないんですよ。現代人はもう長いスパンの中で
ものごとを考えることができなくなってますけれど、これは信仰の喪失と実は関係が
あると思います。四半期とか当期の利益とかしか考えない人はそれだけ時間意識が縮
減している。そういう人と、前世とか来世とか、宇宙の始まりとか終わりとか、そう
いうところまで考えて、いまここで自分はどうふるまうべきか考えている人では、時
間意識の広がりが全然違うでしょ。
柴田／いまの日本を考えれば、全体としては縮んでいる。
内田／すごい勢いで縮んでいます。」
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伊丹十三のことをそんなに
好きだと思ったことはないけれど
いつのまにかそのエッセイや映画から
ずいぶん影響を受けていたらしい
映画１０作全部のＤＶＤなどもいつのまにかあるし
雑誌『モノンクル』などいまでも全部手元にあって
何度かの引っ越しの後でもいまだ手放さないでいる

幸い（かどうかわからないけれど）
地元松山でしか流れない
「一六タルト」なるもののＣＭさえ
リアルタイムで観ていた
行く気はそんなになかったのに
伊丹十三記念館に足を運んだりもした
大江健三郎の影響でもあまりないらしい

意識無意識を問わず
そうした同時代的に影響を受ける存在が
重要であることは
こうして後になってみるとよくわかる

内田樹の言う通り
「あの人ならば」「何と言うだろう」
という問いは繰り返し
ぼくの下にも訪れる

そんな問いを同時代的な香りのなかで持てること
それはとても豊かなことだと思う
それは同時代を過ぎても
時間の奥行きとして香ってくるものだからだ
同時代でなくても
そうした存在からくる問いをどれだけ持ちえるか
それは重要な支えになる

『貧ゆえの』にならないこと
たしかにそれがもっとも重要なことだろう
「貧」にかぎらず
『○ゆえの』になることの
なんと多いことだろう
たとえ○であったとしても
決して失ってはならないものは失ってはならない
その一線だけは守っていかなければならない
おそらくぼくはなにがしか
伊丹十三からそのことを学んだのかもしれない

■内田樹「伊丹十三を読んでいない若者たちへ／スペゲッティもアーティチョークもみんな彼から教わった」より
　（「ケトル VOL.47 February 2019 ／特集：伊丹十三が大好き！」太田出版　2019.2　所収）



「伊丹十三は１９９７年に亡くなった。「伊丹十三がいない日本」になってもう 20
年以上が経った。伊丹だけではない。吉本隆明も、江藤淳も、鶴見俊輔も、河合隼
雄も、私が若者だった頃に先達（メンター）として私淑していた先輩たちはほとん
ど鬼籍に入った。私自身が古希に近いのだから、諸先輩が泉下にあることに何の不
思議もない。けれども、「あの人たちが生きていたら、今の日本を見て、何と言うだ
ろう」という問いは今もくり返し私の下を訪れる。でも、彼らはもういない。せめて、
彼らが生前に語った言葉を若い人にも読んで欲しいと思う。
　伊丹十三は１９３３年生まれの戦中派である。（略）
　戦中派にとって、「少年期の自分を涵養したもののうち戦後社会において生き延
びるに足るものは何か？　それなしでは自分が自分でいることのできないものは何
か？」という問いは必至のものだった。
　このような問いは彼らよりも年長の世代にも、私たちのような戦後民主主義世代
にも、最近幅を利かせている「大日本帝国のやったことはすべて正しい」というシ
ンプルマインデッドな歴史修正主義者のうちにも、どこにも見ることができない。
けれども、私はこの戦中派の問いのうちにこそ戦後日本人が「まっとう」な国民と
なる唯一のチャンスがあったのではないかと思っている。そして、まことに残念な
ことに、「戦前の日本人を支えていたもののうち、日本人が決して失ってはなあない
ものとは何なのか？」という問いを真摯に受け止める人は久しく少数派であったし、
今ではほぼ絶滅した。それが今の日本が「まっとうな国」でなくなった大きな理由
だと私は思っている。
　伊丹十三の物書きデビュー作は『ヨーロッパ退屈日記』である。若い人たちには
とりあえずこの一冊だけは読んでおいて欲しいと思う。この本には彼の本質的な主
張のすべてがすでに書き込まれている。あえて一つだけ挙げるなら、次の一文だけ
読んでおいて欲しいと思う。

「わたくしは、過去に、随分貧乏してきたから、貧乏というものは嫌いである。貧乏
そのものは何とも思わないが、貧乏に由来するもの、つまり『貧ゆえの』という感
じがやり切れない。（略）
　こういう場合のは、吐き捨てるようにいうのです。

『このミドル・クラスめ！』
　ミドル・クラスとは、即ち中流家庭である。小金がありながら、趣味低俗である。
本当の贅沢を知らないという点では、われわれ、その日暮らしの貧乏人に劣るので
ある。犠牲を払わずに贅沢をしようとするから、贅沢の処理が何とも中流でミミッ
チクなってしまう。」

（略）
　貧乏であること、敗戦国民であること、あるいは社会的に弱者であることは恥じ
るには及ばない。それは誰の身にも起こり得るからである。けれども、それになじみ、
それに適応して、その中で自分より貧乏な人間や弱い人間に対するしけた差別化を

するような卑しいふるまいをすることは決して自分に許してはならない。
『ヨーロッパ退屈日記』で伊丹十三が炎を吐くような口調で指摘した日本人の「貧ゆ
え」の弱さと卑しさは、それから 40 年以上経っても少しも変わっていない。いや、
日本人はその時よりもさらに貧乏くさくなった。その事実を前にして、私は粛然と
うなだれる他ない。」
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人は変容する
知は変容する

変容するためには
内からと外からの視点を
同時的に必要とする

いまここで演じていながら
それを外からも見ていなければならない
外とは過去でも未来でもあり
自分でもあり他者でもなくてはならない

解き放つということは
閉じ込めないということだ
自らの由へと向かうことで
変容を生きはじめるということだ

歳を経ることが
武道でいう居着きのように
なってはならない

居着きは
体験を経験にできないまま
固定化へと向かう

体験が経験になるとき
その経験は垂直の次元を得
常に初心を忘れずにいられる

常なる初心にこそ
美は宿る
居着いた知にも人にも
美は宿ることはない

人の内には火が燃え盛っている
人が自由になるためには
歌い舞うことで
水という変容を生きなければならない
火と水の矛盾に満ちた
けれども美を伴った婚姻のように

■小林康夫 × 中島隆博『日本を解き放つ』（東京大学出版会 2019.1）
■週刊読書人　第 3277 号　2019 年 2 月 15 日
　（対談＝小林康夫 × 中島隆博「知を生きる、水は流れる」（『日本を解き放つ』刊行記念対談）



（小林康夫 × 中島隆博『日本を解き放つ』より）
（小林康夫）
「どこに向かって解き放つのか。もちろん世界に向かってです。日本文化とは異なる多様な他
文化からなる「世界」という地平へ向かって。（略）
　そのためにも、まずは、われわれ自身が、日本文化を、その「内」にいながら、しかし「外」
から視る視覚を見出さなければならないということなのです。
　すなわち、真に越境的な交流が起こるためには、自分がいるその場において、いささかな
りともその場を俯瞰する垂直的な視点の獲得が必要である、と言ってもいいかもしれません。」

「日本を解き放つ−−−−それは、過去の日本文化を世界に「輸出」しようというのではありま
せん。そうではなく、日本文化を「未来」に向けて開くこと、どのように開くかを考えること。」

（中島隆博）
「今日の語彙のなかで「自由」という言葉はずいぶん価値が下がってしまいましたが、人文学が、
とりわけ哲学が「自由」を擁護しないでいったいどうするのだといつも思います。とはいえ、
それは決して容易なことではありません。この対話から伝わればいいなと思いますが、小林
さんもわたしも相手に対して相当きつい問いを投げかけていて、思考に思考を畳み掛けるよ
うなことをしています。なんとか逃げ切ったと思った瞬間に、次の問いが重ねられているの
です。そして、そうした対話こそが、人を自由にするし、わたしたちが遺産として継承して
いるテクストを解き放つことだと思うのです。」

（『日本を解き放つ』刊行記念対談　より）
「中島／この本の冒頭は、おかしなエピソードから始まりますよね。「火と水の不可能な婚姻」。
小林／東大の院生を連れてインドに行き、火と水をテーマにパフォーマンスを行ったら、そ
の夜土砂崩れが起こり、劇場まで泥で埋まってしまったんです。
中島／水はメタファー以上のものである、と僕は思っているのですが ･･････。
　小林さんの挑発に応えると、水は流れるものでしょう。それが我々の存在のメタファーだ
としたら、人間のあり方、人間の根拠のとらえ方が、西洋と東洋とでは相当違いますよね。
最近私は、哲学思想家のロジャー・ジェイムズの影響を受けて、人間は「human being= 存
在する」のではなく。「human becoming= 生成する」のだと考えています。人は変容する。
その変化に、あたふたしないこと、それが僕らに必要なことなのではないか。変化にあたふ
たすると、強い根拠を求めたくなる。救世主を求めたくなる。けれどその場合、神が現れな
ければ、ニヒリズムに堕ちます。でも日本にはニヒリズムではない何か、「無常」「無」といっ
たものとの関係の結び方がある気がするんですね。
　変容には「美」の問題が関わっています。ある種の儀礼＝リチュアルの問題です。能もあ
る種のリチュアルですよね。何もない空間の中で、静かに歩いてみせる。言葉を唱えてみせる。
ただそれだけ、とも言えます。私はリチュアルとは、人間の感情の美的な様式化だと考えて
います。それこそが人間にとっての、あえかな根拠なのではないかと。美学的な美ではなく、
身体的な感情の様式化を広く美と捉えていくと、日本文化を考える重要な論点が現れてくる
のではないかと。
小林／今回、この本の口絵のために、観世の家元の清和さんに、写真を一枚お借りしました。
世阿弥について書いた第二部の冒頭に使った写真ですが、送られてきたものをみて仰天した
んです。それが「檜垣」の写真だったので。
　「檜垣」は、能の三老女物の一曲です。実は、昔ベルリンで坂部先生とシンポジウムをした
ときに、「檜垣」をテーマに講演したことがありました。いま改めて日本の哲学を、この「檜垣」
に戻って考えてみたいと思いました。
　「檜垣」には「水のあはれを知る故に」という科白があります。「水のあはれ」とは何だろう、
とそこに私の考えがぐるぐる、ごうごう絡みつきます（笑）。そのうちに、この「水のあはれ」
という言葉そのものが、ある種のアレーテイアなのだと。これはハイデガーがギリシャ語か

ら持ってきた「真理」という意味の言葉ですが、まさに真理が立ち現れる瞬間こそが「あはれ」
なのだと思うのです。あはれとは単なる美的理念ではなく、そこには世界の真理が立ち現れ
るのだと。
　「水のあはれ」を知るからこそ、私はここに現れたのだ、と老女がいうわけですが、そのさ
だめとは、汲みあげようとする水が、火になって燃えてしまうという業苦です。彼女を閉じ
込めている火とは欲望です、エロスです。エロスの火が燃え盛っているから、成仏できない。
檜垣の老女は白拍子、いまでいうダンサーですが、よぼよぼの体でなお、男を求めて躍り出す。
水に全てを流さねばならないのに、欲望の火がメラメラ燃え続けている。
　能においては人間の根源に潜むメラメラと燃える炎を水に流す。これこそがリチュアルな
のだと思うんです。救世主よ救いたまえと願うのではなく。自分の実存がかかっている。（略）
中島／僕が本書の最期に触れたのが、サトウテンさんのイラスト、「夜中の書庫の侵入者」です。
少女が夜中の図書館に侵入して本を読んでいるという絵。ここに僕がみるのは、「初心」の問
題です。
　白拍子だった「檜垣」の老女はいま、どのような心持ちで舞うのか。小林さんが世阿弥の『風
姿花伝』から、「老後の初心を忘るべからずとは、命には終わりあり、能には果てあるべからず」
を引いていますが、つまり初心の心持ちで舞うわけですね。初心こそが日本の「道」に受け
継がれるものだという。
　私たちは歳を重ねて経験を積むうちに、いろいろなことに慣れてしまいます。仕事も長年
やっていると、考えなくてもこなせるようになる。でもそのときに、初心のぎこちなさや熱
量を思い出しながら、何かに向かっていくことができるか。それはとても大事なところです。
そしてリチュアルの中には、必ず初心がある。伝授されているのは決まり切った身体動作で
はなく、鎮火できない何かに触れるような、身体動作ですあるはずなのです。
　そして本を読むこともある種の初心の実践だと思っています。好むジャンルの本をひたす
ら読むという読書もありますし、仕事のために読む本もあります。でも例えば衝動的に、ま
るで走りながら読むことが、何かを変えるかもしれない。そういう経験がうまく共有されて
いくといいのですが。」
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豊穣の海はどこにあるのか
みずからの内に
豊かさを湛える海は

人は虚無に耐えられない
ある者は死という虚無に
ある者は無という虚無に
さまざまな虚無を前に
人はみずからの内なる海を見失う

三島由紀夫は
海の不毛の前で
火と血の論理を前景化し
豊穣の海を錯誤した
死の美学へと到ることとなった

しかし虚無と見えるものは
そこからすべてが生成し展開す
る
源としての無限の海なのだ

豊穣の海を航海する智恵を
私たちは持ち得るだろうか

自我は往々にして
虚無を紛らすべく声高に叫び
火と血を撒き散らすが
それを魂の熱に変え
みずからの
ゆえに世界の海をも
豊穣なものへと
変容させてゆかねばならない

■大澤真幸『三島由紀夫　二つの謎』（集英社新書 2018.11）
■図書新聞　第 3388 号　2019 年 2 月 23 日
　（対談＝安藤礼二 × 大澤真幸「安藤礼二著『大拙』をめぐって」）



（大澤真幸『三島由紀夫　二つの謎』より）
「三島の文学には、「海」のイメージによって代表される論理と「火・血」のイメージによっ
て代表される論理があった。『金閣寺』には、二つが共存している。そもそも、後者は前者
を前提にしているので、後者を駆動させるためには、前者をも伴っていなければならない
はずだった。だが、実際には、『金閣寺』以降の作品は、後者の論理が前景化し、前者を抑
圧していく過程だったと言える。その最終的な到達点が『豊穣の海』である。前章で述べ
たように、このタイトルには強いアイロニーがある。この小説はむしろ、海の不毛、海の
枯渇の上に立っている。
　昭和四十五年（一九七〇年）十一月二十五日に決行されたあの暴挙、失敗したクーデター
も、もちろん、「火・血」の系列に属している。（略）重要なことは、イメージ間の直接の
対応や連想ではない。イメージを生み出している論理である。（略）
　ここでは、死の九ヶ月前に行われたインタビューの中で三島が述べている。不可解な発
言を引いておこう。自分の肉体が完成する前は自分の外の疎遠なところにあった死が、肉
体が完成するとその肉体の中にちゃんと座る場所を見つけたのだ、と。完成した肉体とは、
もちろん、ボディビルディングによって造られた鉄の肉体であろう。一般には、肉体が脆
弱なうちは死が近く、健康な肉体が完成すると死は遠ざかったと感じるはずだ。なぜ、三
島にとっては、完成した鉄のごとき肉体の中にこそ、死が棲まうのか。このことは、三島
の自決−−−−割腹（肉体の華々しい破壊）による自決−−−−が、金閣に火を放つ行為と同じ
機能をもっていることを考慮すると理解することができる。放火は、現象（現実の金閣）
のトータルな否定を媒介にして、イデアを措定する操作にあたるわけだが、どんな建物で
も燃やせばよいのかと言えば、もちろんそんなことはない。放火の対象は、それ自体美し
くなければならない。つまり、美に適合した（目的なき）合目的性を感じさせる物でなく
てはならない。自刃の対象となる肉体も、金閣のように美しくなければならない。そのよ
うな肉体だけがしかるべき有意味な死へと予定される。つまり、その肉体の中に死は自ら
の場所を見つけることになる。」

「こんなふうに問いを立ててみよう。もし究極の真実が『豊穣の海』の結末が示唆している
ように、容赦のない虚無であるならば、つまり「０（ゼロ）」であるならば、どうして何かが、
世界が存在するのか。「０」からどうやって「二」が、そして「多」が発生しうるのか。
　究極の真実は、虚無、つまり「０」とは異なる何かではないか。見まちがうほどのよく
似てはいるが、「０」とは異なる何かではないか。それを、ここでは「一の内的不可能性」
と呼んでおこう。（略）

「一だけがある」という主張は、「何もない」（つまり「０」）という命題と同じことに帰着する。
「一」だけしかなければ、「一」をまさに「一」として構成する「他」が存在しないからである。
　だから「一がある」とは言えない。しかし、「一がない」とも言えないのだ。どうしてか。
われわれは確かに「一」を−−−−自らに対して立ち現れる包括的な世界を「一」として−−−
−経験するのだが、そのように経験することが可能なのは、「一」が常に、「これには尽きな
い」という向こう側を、つまり「他」を含意するからだ。だからと言って、その「他」は

「一」から独立の実体として存在しているわけでもない。それゆえ「（「他」から区別された）
一がある」と断定することもできない。

「一がある」わけでもなければ、「一がない」わけでもない。この「一の内的不可能性」の
隠喩的な表現として、海のイメージにまさるものはない。水平線にまで広がる海を「一」
として、統一的な世界としてわれわれは経験する。（略）

「一の内的不可能性」は、「一（存在）」でもなければ、「０（虚無）」でもない。この「一の
内的不可能性」への直観は、三島の作品の中に、原始的なかたちで孕まれていた。」

「虚無（０）」からは逃げたくなるのは当然だ。それは、何も生まない不毛だからだ。しかし、
「一の内的不可能性」は、これとは似て非なるものだ。それは、虚無とは逆に、存在の母胎、「二」
を起点とする存在の母胎だ。だから「一の内的不可能性」こそ、真実の＜豊穣の海＞である。
三島は、究極の「不毛の海」を見たがゆえに、それに抗するべき必死の政治的行動をとった。
しかし、原点とすべき真実は、本ものの＜豊穣の海＞だったとしたらどうであろうか。わ
れわれは、そこから逃げる必要はない。これを積極的に受け入れたとき、そこからどのよ
うな政治的行動を引き出すことができるだろうか。これに答えることは、もはや三島由紀
夫論の範囲を超えた課題である。」

（「安藤礼二著『大拙』をめぐって」より）
「大澤／これは今後の課題ですが、そうやってわれわれのアイディアを刷新したときに、わ
れわれの世界がどう見えてくるか。哲学や思想や、さらには社会や政治に対して何が言え
るかということを、ぼくはやりたいんです。三島は、一方では天皇を媒介にして何か、社
会的にインパクトのあることをやろうとしましたが、ぼくの本は、これとは別の線がある、
ということを示したつもりです。そのもう一つの線を延長していったとき、われわれの社
会やその構造がどう見えてくるのか、そこから引き出すことができる社会構想や実践はど
ういうことなのか。こうしたことを今後、考えていきたい。大拙の場合は、そのあたりは
どうでしょう？
安藤／かなり近いと思います。三島と大拙の共通点を挙げるとすると、イデアを超越する
ものと考えないで内在するものと考えているところだと思います。ドゥルーズっぽくなっ
てしまいますが、反復のたびごとにイデアが甦ってくる。そして、イデアは特別な人間だ
けが持っているのではない。大拙の場合は、森羅万象ありとあらゆるものがイデアを受肉
している。大拙にとっての政治性があるとしたら、そのようなところに「平等社会」を築
いていこうとした点にあるでしょう。すべてが何らかの関係性で結ばれ合っている−−−−そ
れを大拙は「華厳」のヴィジョンを借りて描こうとしました。「華厳」を通して宗教、芸術、
政治が一つになる。もちろん、西田幾多郎もまた同様のことを戦時中にやろうとして、見
事に失敗します。大東亜共栄圏を哲学的に基礎づけてしまう。三島の割腹ではありませんが、
それに近いような誤りを犯してしまっている。大拙は、西田の死の後を生きなければなら
なかった。大拙が最後に辿りつこうとしたのは、禅をベースにした華厳的な世界です。そ
れがどういう世界なのかは実はよくわからない。しかし、示唆してくれるものはあります。

「ゼロ」の捉え方についてです。大拙が求めたのは、消滅の「ゼロ」ではなく、生成の「ゼ
ロ」です。さまざまなものを生み出す無限の海のような「ゼロ」を、森羅万象あらゆるもの、
すべての人間が持っている。超越を目指さない宗教性、芸術的な表現としてあらわされる
イデア性、そして政治的な友愛性です。自らの心のなかにある「ゼロ」−−−−、不毛の「空」
ではなく豊穣の「空」を通じてのコミュニケーション。それを、おそらくは西田も目指し
ていたし、大拙も親友の想いを引き継いで、戦後の社会を統べる原理にしたかった。」
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インティマシーとインテグリティは
図と地の関係にあるのかもしれない

インティマシーが前景化すると
インテグリティは地となって背景化し
インテグリティが前景化すると
インティマシーは地となって背景化する

論理的でなければならないという論理派は
なければならないという感情の地のもとにあり
感情の満足を求め続ける者は
感情という論理という地のもとにあるように

図と地を
意識と無意識に
置き換えることもできるかもしれない

インティマシーとインテグリティに限らず
指向性の対極において二極性は
図と地　意識と無意識の関係をとりやすい
そして二重人格が互いを認識しがたいように
光は光を求め影は影を求める

図と地を同時に
見ることはむずかしいとしても
図を見ているときに
地となっている背景を
意識化することはある程度可能なのだが
宗教に限らず科学を含めたそれぞれの信仰は
みずからの図を絶対化しがちなのだ

■トマス・カスリス『インティマシーあるいはインテグリティ／哲学と文化的差異』（衣笠正晃訳／法政大学出版会 2016.7）



「インティマシー（略）の基本的特徴を五つ挙げておこう。
一、インティマシーは客観的だが、公的というより私的である。
二、インティミットな関係においては、自己と他者とは互いを明確に区別しないようなあり方で一体
をなしている（belong together）。
三、インティミットな知識には感情的な（affective）次元が存在する。
四、インティマシーは心理的であるとともに身体的でもある。
五、インティマシーの根拠はふつう自覚的、反省的、ないし自己啓発的なものではない。」

「インテグリティが強調するのは以下のような事柄である（インティマシーが強調するものとはほぼ逆
である）。
一、公共的な立証可能性としての客観性
二、内的関係より上位に置かれた外的関係
三、全く感情を含まないものとしての知識
四、身体的なものと区別されるものとしての知的・心理的なもの
五、それ自体の根拠を反映し意識するものとしての知識」

「違いを説明する一つの方法は、それぞれのパラダイムにおいてどのような種類の知識がもっとも重要
であるかを問うことである。インテグリティの場合、理論知（エピステーメー）としての知識があり、
インティマシーの場合には実践知（フロネーシス）のほうに近い知識がある。つまり、これは西洋近
代の認識論の体系で「知識」と呼ばれるものと、多くの場合「知恵」と呼ばれるもの（あるいは「暗
黙知」ないし「専門知」のような数ある関連したモデルのうちのいずれか）とのあいだの違いなので
ある。インテグリティは世界を知識によって意のままにできる外的なものと見なす傾向がある。しか
しインティマシーは自己と世界が相互につながっていると考える−−−−目的は世界とともに所属すると
いう意識を育み、そのなかでくつろぎを感じることである−−−−傾向がある。インテグリティのモデル
は知識を、概念や原則、語彙を通じて「そこにある」ものを把握できることとして理解する。知識は
人を世界につなぐ。それは知る者と知られるものとのあいだの外的関係である。対照的に知識のイン
ティマシーのモデルは、知識を自己と世界のあいだの境界面にあるものとして理解する。それは自ら
の実践と知識のインティミットな共同体のなかに埋め込まれている人々のなかに体現されているので
ある。世界を検討することは、自己を検討することを必然的にともなう。それは二極性ではなく《イン・
メディアス・レス》から始まる。こうした知識は原則の発見や習得を通じてではなく、まねることで
発見し、することで学ぶために、専門家ないし師匠の弟子になることによって、伝達されるのである。
インティマシーのモデルにおいては、自己は全体のホログラフィー的イメージであり、知識は世界と
自己が交錯するところに生まれるのである。」

「実際わかったのは、真理それ自体の理解や表現が、インティマシーとインテグリティという二つの指
向性において異なる可能性があるということだ。
　その途中においてさらにわかったことは、少なくとも一部の文化や下位文化が一方の指向性を前景
化し、他方を見えない状態に置いているということである。周縁化された指向性とその所産は依然と
して（おそらくは対抗文化として）存在するものの、力を奪われている（略）のがふつうである。」

「ある意味、「どちらの指向性のほうがよく現実を捉えているか」という問いへの答えは任意のもので
ある。つまり二つのうちの一方を選ぶにあたって合理的な根拠はないのである。」

「本書を通じての私の主張は以下のようなものである。誰もが文化や下位文化に関係なく、その人生の
なかで、インティマシーの指向性のほうに近いと思われる面と、インテグリティの指向性のほうに近
いと思われる面の、たぶんその両方をもっている（もちろんこの二つ以外の文化的指向性がある可能
性もある。）しかしつぎのような仮定もしてみたい。それぞれの文化ないし下位文化は一方の指向性を
他方より前景化する傾向がある−−−−ほとんど（必ずしもすべてはない）のコンテクストにおいて、一

方をより支配的で権威あるものとするのである。文化が人々の統一（あるいは少なくとも協力）をそ
の主目的の一つとしている限りにおいて、それらの人々が関係、分析、説得についての基本的理解を
共有していることがきわめて重要である。どのような種類の分析がもっとも適切なのか、どのような
型式の論理的説得がもっとも効果的なのか、さらには自己や世界、他者についての共通した見方を築
くにはどのような合理性をわれわれ皆で用いればよいのか、といったことについて、何らかの共通基盤、
共通の出発点があるはずだ。議論のための根拠を議論することはできない。人の集団として、どこか
からはじめなくてはならないのだ。そしてこのどこかとは、少なくとも部分的には、私がインテグリティ
とインティマシーの指向性と呼ぶものなのである。」



mediopos-1561
2019.2.23

知りたい
そう思えば思うほど
知はその顔を隠し
ヴェールに覆われてゆく

知ることのできるのは
知識という仮面だけ
仮面に酔いしれる者は
じぶんの顔がわからなくなる

たまさか振り返った顔を
見ることができたとしても
それはのっぺらぼうのようなもの

それさえありがたがる者も多いが
そののっぺらぼうこそ
じぶんの顔の鏡像なのだと
知らなければならない

知ることは
じぶんを超えられないのだ
じぶんとは自己認識のこと
自分の精神に映されたものしか
人は知ることはできない

「神」という言葉を
「キリスト」という言葉を
自分の精神に映したときも
そこに映っているのは
じぶんの顔にほかならない

そこに映せるのは
いまのじぶんの心でしかない
その姿を高次のものにするためには
みずからの精神を
変容させていく以外にないのだ

その姿が戯画ならば
じぶんそのものが戯画であるにすぎない
人となった神を人の極北とみるか
道化となった愚か者とみるか
みたものこそがじぶんにほかならない
そこで人は自己の深みに出会うのだ

知は
知の断念によってはじめて
智へとむかいはじめる
知識は積み重ねることができるが
変容へと導くことはできない

智は信と深く関係しているが
信という言葉にもまた
じぶんの顔が映っている
信もまた智を超えられないでいる

信は無底の顔に出会わなければならないのだ
みずからを無にした無底の顔
そのとき境域の守護霊の守る門の向こうで
われらとともにいます神が待つ
友なる神であり
深き深き自己そのものでもある神が

■稲垣良典『神とは何か／哲学としてのキリスト教』（講談社現代新書 2019.2）



「自己を知る、すなわち「自己」という精神的存在を知的に理解するために第一に必要なのは、自己を「ど
こ」に見出すかである。それは目に見える物体のように「ここ・あそこ」にあるのではなく、「時」の
うちに在るものとしてまず見出される。時のうちに在るということは自己という存在には始まりがあっ
て、終わりに向かって進んでいることを意味する。古今、東西を問わず、昔から自己を振り返ることを
学んだ者が第一に問うのは「私はどこから来て、どこへ行くのか」であるのがその証である。このよう
に見てくると、「神とは何か」と題するこの書物の内容は、一言でまとめれば、自己発見への知的な旅
ということになろう。」

「「神とは何か」と問うわけわれの知的探求の最終段階は「キリストは何者であるか」と問うことだ、と
これまで繰り返し述べてきた。この問いは「人となった神」イエス・キリストの神秘に向けられたもの
であり、言葉を交わし、手で触れることのできる身近な存在が、「見たことも耳が聞いたことも人の心
に浮かんだこともない」と言われる深遠な秘密であるような神秘である。」

「「神とは何か」という問いで問われているのは、われわれにきわめて身近で、極端な言い方をすると「わ
れわれの自己自身よりもわれわれのうちに在る」と言われるほど親しみ深い存在でありながら、その「何
であるか」を知ろうとすると、把握という仕方で理解できないのは言うまでもなく、人間に固有の認識
能力のみによっては接近さえもまったくできない神秘である。しかし他方、われわれ人間が「人間であ
る」ことを完全に実現する、つまり人間の究極目的（最高善）である幸福に到達するのは、じつにこの
神秘を「顔と顔を合わせて見る」（神と完全に一になる）ときだという。そうであれば、われわれが真
実の幸福をめざして生きるということは、すなわち人間として善く生きるということは、「神とは何か」
という問いに答える道を開こうと試みることだ、と言えるのではないか。」

「私が特に強調したいことは、われわれが精神的存在を知的に認識する力を身につけるのは（精神であ
る自己が精神である自己を認識する）自己認識においてであり「神と魂を私は知りたい」という言葉は、

「神」探求を真の知的探求として進めるためには、まず魂（すなわち自己である精神）を精神的存在と
して知る力、すなわち形而上学的探求の力を身につけておく必要がある、そうでなければ「神」探求を
一歩も進めることはできない、ということを含意していたのである。
　そしてこの力を身につけることを、さきに「哲学的悟り」と呼んだのは、それによって初めて人間は
自分自身に立ち返り、心の内奥にはいることができる。すなわちそれまで外的世界の事柄を知ることに
のみいわば溺れていた心に、より高次で重大な精神的世界の事柄を知ることへの関心が生まれ、高めら
れるからである。それは単なる知的認識の増加・進歩ではなく、人間の尊厳にふさわしい高次の知的探
求への目覚めであり、その意味で一種の知的回心ではないか、と考えたのである。」

「本書を書いていた間中、つねに私の頭に去来していたのは、ここで述べているキリスト教的「神」理
解と、日本的霊性・宗教性の形成に寄与し、またそれを表現した人物たちの「神」理解とはどのように
関係づけられるか、という問題であった。この問題に立ち入ることはできないが、西田幾多郎、鈴木大拙、
滝澤克巳など日本的霊性について深く思索した思想家から学びえた限りでは、日本的霊性に固有の「神」
理解は絶対的な超越性の強調にとどまるものではなく、絶対者の絶対的な自己否定としての無辺の大悲
こそ絶対者の本質であるとするものであった。
　絶対者の絶対者であることの決定的な証が無辺の大悲である、と語ったのは鈴木大拙であるが、西田
幾多郎の「超越的内在」、卓澤克巳の「インマヌエル（われらとともにいます神）の原事実」も同じこ
との表現であると言えよう。このように見てくるとき、日本的霊性を「八百万の神を崇める多神教」と
いった通俗化した宗教学的用語で説明することはまったく不十分であって、われわれはむしろ、無辺の
大悲を本質とする「神」理解が日本的霊性の核であって、いわゆる「八百万の神」はむしろこの神の無
辺の大悲に預かって「神となった人」を指すものと解することもできるのではないだろうか。
　いずれにしても日本人の固有の霊性・宗教性は自然の豊かな恵みと先祖の貴重な遺徳への賛美と感謝
の祭儀を通じて、それら恵沢の根源である絶対者の無辺の大悲を深く感じ取っていたことを見落として
はならないと思う。」
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絶対悪はあるだろうか
ある行為はしばしば
その現象の置かれた場所において
善とみなされたり
悪とみなされたりもする

性善説や性悪説にしても
それらは善と悪を
どのように規定しているかによって
なにが善でなにが悪なのか
必ずしも一義的には決められない

道徳の薬が発明されて
それが有効であるのだとすれば
善と悪の境界が
明かになっていなければならない

善と悪を見ていくときには
それが作用する場所を踏まえ
その場所における
善と悪の定義づけを見定める必要がある

個々人の善悪も
集団の善悪も
社会における善悪も
国家における善悪も
地球における善悪も
人間における善悪も
人間を超え地球を越え
さらにそれを超えた善悪も
その善悪を規定しているものが
いったいどこにあるのかを問う必要がある

神秘学では
悪は時機外れの善であるともいわれる
悪魔もまた時機外れの善をなしているのだ

ならば悪ということで
なにを問わねばならないのだろう
それはみずからの認識可能な最大限の範囲において
時機外れの善となることのないよう
みずからの行為をなすべく
務めるということになるだろうか

問われるべきは
みずからの無自覚ゆえの行いであり
認識の深化へ向けての不断の努力の如何だ
とでも言っておくことにしようか

■中島隆博『悪の哲学／中国哲学の想像力』（筑摩選書 2012.5）



「もし道徳の薬が発明されたとしたら、あなたはそれを服用するだろうか。あるいは、他者に危害を加える
可能性が十分に予見できる人に対して、その薬の服用を勧めることはできるだろうか。こうした問いが、
いま生命倫理の領域で提起され、議論されている。」

「賛成反対どちらの側に立ったとしても、この道徳の薬というアイデアとそれを議論する枠組みそれ自体に
対して、わたしたちは何か居心地の悪さを感じずにはいられない。その居心地の悪さの中心にあるのは何
だろうか。それを考えていくと、悪が個人の道徳の問題に還元されていることに思い至るのである。」

「いったい、薬によって一人一人が道徳的に改善された社会は、悪を本当に克服することのできた社会なの
だろうか。たとえば、社会的に極めて劣悪な環境に置かれた人々に対して、道徳の薬が処方されたとして
みよう。その人々は自らの怒りを抑制し、自己犠牲を払うようになるかもしれない。それは、劣悪な環境
を作り出している側の人々や制度にとっては大変都合のよい事態である。しかし、それは、劣悪な環境そ
れ事態を改善し、よりましな社会を作ろうとする努力に対しては、冷や水を浴びせかけるものだ。（略）わ
たしたちは、個人に還元できない、いわば社会的な悪があることを正面から見据え、たとえ手間暇かかる
にせよ、その悪をできるだけ少なくするようにした方がよいのではないだろうか。
　また、個人の道徳という概念が、それ自体問題含みであるように思われる、

（略）
　これにはいくつかの理由がある。
　一つは、他者はその定義からして共感や配慮をはみ出すものであってもおかしくない以上、最初から共
感や配慮が可能な相手として他者を取り上げることは、ある範囲を超えた他者を知らず知らずのうちに排
除することになり、それ自体が悪を誘発しかねないからである。
　もう一つは、ある部分で道徳的に振る舞うことが、必ずしも他の部分に善をもたらすわけではなく、かえっ
て悪をもたらすことがあるからである。（略）その人の属している組織が悪をなそうとしている場合に、そ
の組織や成員に対して誠実であるということが、凡庸だが極めて残酷な悪をもたらすことは、これまた歴
史が教えることである。」

「必要なことは、個人の道徳には決して還元できない、社会的な悪の次元があるという認識を持つことだ。
繰り返しておくと、道徳の薬を用いて個人の道徳を高めればよいとの主張は、必ずしも社会的な悪の次元
を思考することに資するわけではない。そうではなく、悪を生み出している社会的な仕組みやわたしたち
のライフスタイルを、思考を通じて把握し、それを改善する努力により注意を払うべきではないのだろうか。

（略）
　とはいえ、悪が個人の道徳に還元できないということは、悪が個人に帰責しないという意味では決して
ない。道徳的であっても人は悪をなす。そして、フクシマの悪であっても、一人一人の個人が様々な仕方
で有責であることは免れない。」

「しばしば指摘されるのは、中国の哲学的思惟において悪の思考がそれほど綿密になされてこなかったとい
うことである。その論拠として、善と悪を自由に選択する個人の意志が中国の哲学的思惟においては考慮
されないことが挙げられていた。しかし、この判断が、意志する個人というキリスト教的かつ西洋的な文
化伝統を背景にしていることは明らかである。道徳の薬はその現代的な一形象にほかならない。道徳の薬
を使うのであれ、人間に備わった道徳的理性に訴えるのであれ、それは、個人における悪の傾向性を抑制し、
個人が善を意志するように啓蒙しようとするものである。
　なるほど、範疇としての意志や自由が、中国哲学の中にそのまま見い出せるだけではない。その限りで、
それらを踏まえた悪の把握が十分なされていないという主張には頷かざるをえない。とはいえ、悪という
現象が普遍的なものであり、それには人間が、なかでも人間の心的作用が関わっていることが普遍的であ
る以上、中国哲学が、独自の仕方で悪を思惟してきたこともまた確かである。」
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日本人だからといって
日本語しか知らないからといって
日本語が使えるとはかぎらない

むしろ日本語の使えることは稀なことだ
使える日本語のほとんどは
言語ゲーム的な日本語くらいだからだ

現代の日本のある種の混迷は
日本語の混迷だともいえるかもしれない
政治でも文化でも科学でも
日本語の一面化・稚拙化は目を被うばかりだ

人間は霊魂体の三分節構造を成しているが
それが魂と体だけ
さらには体だけになっているような
現代の科学主義的な向きとも軌を一にしている

和魂洋才は
いってみれば心と体だ
和心・漢魂・洋才であれば
その三分節構造において
日本語はそれなりの働きを
持つことができたのかもしれない
けれども今や日本語は
その分節構造も奥行きも
失われつづけているように見える

日本に生まれ
日本語を習得する環境にあるとしたら
そのなかで日本語ゆえの思考や感性を育て
そのベースをたしかに持ちながら
別の言語による思考とのハイブリッドを
構築していうことが求められてしかるべきだろう

日本を讃美する者も
批判ばかりを事とする者も
多くはそうした可能性を開くべく
努めようとしているようには見えない
むしろ彼らは日本語の可能性を
ただの道具に貶めて止まないのだ

教育においても
もっとも重要なのは
日本語がしっかり読み書きできる
ということなのだろうし
それさえできれば
自己教育のベースはできるのだろうが
その部分があまりにも薄っぺらになったとき
言語はほとんど記号処理になり
そこに新たな思考や感性の種を蒔き
育てることはできなくなってしまう

■石川九楊『日本論／文字と言葉がつくった国』（講談社選書メチエ 2017.10）



「日本の近代の問題点を確実に言いうる言葉は、「和魂洋才」ということになっていますが、
じつは、ここには大きな欠落がありました。
　「和魂洋才」のスローガンそのものが大きなまちがいで、実情をみれば、「和心・漢魂・洋
才」というように問題を立てねばならなかった。ところが日本語に深く入りこんでいる漢才
を忘れたために、漢字をなくしてかな書きにしようという、日本語の構造を知ればありえな
い珍説が唱えられることにもなりました。洋才の象徴たる黒船がやってきて、目をくらまさ
れ、漢魂が抜け落ちたのです。
　和心と漢魂つまりひらがな語と漢字語でできている日本語から漢魂がぬければ、ほとんど
が成り立たなくなります。いまでは漢魂はほとんど見失われ、ひらがなの心とカタカナ（洋
才）の知識・技術しかありません。近年しばしば日本語の劣化が語られるようになりましたが、
その真因はここにあります。
　日本語にとっては漢魂つまり漢字語の復活こそが急務です。しかし、それで十分ではあり
ません。なにしろ、皇帝劇を背景とし、儒教語・仏教語・道教語からなる漢字語には民主主
義という単語はつくれても、民主主義に育てられた語群がありません。四季と性愛の言葉に
富んだひらがな語も同様です。「天下り」だの「お上」だのと日常的にとびかう言語に民主
主義はありません。「政府の行為によよつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにする
ことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を制定する」---- 悪文と
して責められる日本国憲法前文ですが、格調高い漢文訓読体でも流れるような和文体でも、
西欧に育まれた民主主義は語れません。日本国憲法のような悪文体によってこそ、日本語は
世界大の水準を獲得するのです。」

「日本語という単一言語はありません。むしろ以下の視点に立つことです。
「存在するのが漢字語とひらがな語というべきものであり、これに未熟なカタカナ語を含め、
その混淆体を日本語と呼んでいる。」
　日本（語）人は漢字語からなる文化的趣味とスタイル、そしてひらがな語かたなるそれら
とに引き裂かれながらも、それらとともに生き、しかもこれに不十分なカタカナ語の文化的
趣味とスタイルが加わることで、その様相は複雑なものになっています。
　近年でも「クールジャパン」だのと、日本人による日本文化讃美、自画自賛の論が次々と
説かれています。おそらく今後もそれは続くことでしょう。だが、それらは、漢字語とひら
がな語の二語、もしくはこれにカタカナ語を加えた二・五語の混合体である日本の性格のど
こか一部についてのみあてはまる論であって、すべてを言い尽くせているわけではありませ
ん。」

「日本文化論、日本論として確実にいえるのは、以下のとおりです。
　(1) 日本語が漢字語とひらがな語とカタカナ語の混合言語であることから、さまざまな文
化論が主張されるが、思考の二重二面性と易変性についてはまちがいなく、広汎に存在する。
　(2) 漢字語とひらがな語が、平安時代の和歌色紙に見られるような「分かち書き」の構図
で日本人の心性、精神の奥深い闇に棲みついていて、その斜めの構図を基盤に日本語を発す
るところから、世界的には一般的ではない日本文化が生まれてくる。
　(3) この斜めの「分かち書き」の構図に、インドの曼荼羅のごとき、中国の「十」字のごとき、
西欧の十字架のごとき、左右対称（均衡）と等間隔（均斉）を基盤とする成対の美学を重ね
あわすことがなければ、いつまでも日本文化なるものは、「おとぎの国」の珍奇・珍妙な文
化にとどまり、世界大の影響力をもつことはない。」

「われわれの心情のなかにも、和辻が風土に根拠づけて解説した二重性とは別の、文字言語
に根拠づけられた二重、二併性があることがわかってきます。かつては中国、漢字語でした

が、少し重い、身近なひらがな語とは異なる多いなる力がもうひとつ必ずあるのです。それは、
相互に斜めの位置取りをしている。多いなる力は頭上、垂直の天にではなく、斜め上方にある。
　日本のキリスト教信者にとって、神は斜め前方にいるようです。境界の正面のステンドグ
ラスに十字架が描いてあると、その延長線上の先に神様がいると考える。ところが、西欧人
にとってキリスト教の神は頭の上にいる。我が身を垂直に貫くように神は存在していると考
える。これがイスラム教、キリスト教、ユダヤ教の神です。ところが、日本では、先ほどの「平
家納経」に描かれた阿弥陀仏も西方にいて、手を斜めに差し伸べている。三途の川を挟んだ
左上方のこの位置は、「分かち書き」の構図上の漢字語の位置。そして日本人の考える神仏
の位置は、漢字語とひらがな語の二重性からくる上前方の意識に決定づけられています。
　斜め上のほうに、言葉の構造からいつも強いられている重いなにかがる。それは「分かち
書き」の構造のなかに隠れている。かつてはそれが、漢字、漢語、漢詩でした。そして明治
時代以降はその多くが西欧語、西欧詩、西欧文に転じ、そしていまではそれがアメリカ語に
転じています。
　日本人は、というよりも日本語では、一筋で考えることはできなくて、重くてやや上方遠
方にある漢字語と軽くて流動的で身近にあるひらがな語のあいだを斜めに往還するスタイル
をもって思考、発語せざるをえません。その原型が、平安時代中後期の「かな色紙」の「分
かち書き」の表現に出現し、尾形光琳の「紅白梅図屏風」などに引きつがれている。この左
上方の漢字語は、あこがれであると同時に、やはり敬遠すべき力のはたらくものでもありま
した。
　しかし、結論的にいえば、漢字語とひらがな語の「分かち書き」びスタイルに安住してい
るだけはダメで、「両界曼荼羅」のような左右対称の世界、つまり漢字語、漢詩・漢語の世
界をもう一度再構築し、両者を二重化、二重写しにしなければ、日本人はこれから世界のな
かでは十分な表現力をもたないだろうと思います。なぜなら世界は、ひらがな＝分かち書き
の美学ではなく、左右対称の均衡と、均等・均整の美学で成立しているからです。この美学
を忘れることは、世界大の美学を捨てることになるからです。」
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日本語は
真名の漢字
仮名のひらがな・カタカナによる
ハイブリッド言語だ

白川静は
漢字の字源辞書『字統』
漢字の総合辞書『字通』に加え
日本語の語源を『字訓』を著し
漢字を媒介にしながら
日本語のもとになっている言葉を
明らかにすることで
日本語の潜在的な可能性を
大きく開示してくれた

なにげなく使っている言葉も
ずっと遡っていくと
その言葉の奥にある
はじめの言葉や意味が浮かび上がり
そこからひろがっていく
さまざまな言葉の姿
その奏でている意味が
交響しているのが聞こえてくる

漢字だけの国・中国と
ハイブリッド言語の国・日本との
対比も面白い

日本でいう東洋は
アジアを中心とした地域だが
中国でいう東洋は
まさに中国の東・日本を意味している
中国が中心にあっての西洋と東洋なのだ

日本では八百万の神など
偶数性が強く調和的な発想がなされるが
中国では陰陽五行など
自分を中心においた奇数性を好む

日本語の数の数え方も
ひとつ　から　ふたつ　が
みっつ　から　むっつ　が
よっつ　から　やっつ　が
つくりだされてきたように
母音を交替させながら
倍数関係の呼び方となっているように
本来調和的な美しさを重んじてきた

現代の日本では
その調和的な美しさが
どこか遠い世界のように見えてしまう
面（おもて）に隠された心（うら）も
変わっていこうとしているのだろうか

それを嘆くかのように
日本を取り戻そうとする錯誤した営為こそが
その調和性を破壊しているような現代

みずからの使っている言葉の源と
そこからの広がりに目を向けていくことで
その思考のありようも
少しなりとも変えてゆけるのではないか

言葉は変わってゆく
けれどその言葉の源流から見つめ直すことで
その言葉の川が大海へと流れ出すまでを
しっかりと見つめることができるのではないか

■小山鉄郎『白川静さんに学ぶ　これが日本語』（論創社 2019.2）



「最晩年の白川静さんは「東洋の回復」と言う言葉をよく述べられました。でも、白川静さんが語る
時の「東洋」という言葉には、二重の意味がありました。
　日本人が「東洋」という時、それは「西洋」に対置するものとしての「東洋」が考えられています。ヨー
ロッパの「西洋」に対して、アジアを「東洋」とする言葉です。でも「東洋」を「西洋」とペアで
考える思考は日本人が生み出したものです。白川静さんの「東洋はどこか」という文章によると、「東
洋」「西洋」をペアで最初に考えたのは蘭学を修めた佐久間象山や橋本左内でした。彼らによって「東
洋の道徳、西洋の芸術」という考えが生まれたのです。ただし、この場合の「芸術」は科学技術の
ことのようです。
　これに対して、中国人が「東洋」という時は、日本を指して言う言葉です。「中国から見て、東の
海洋にある国・日本」という意味です。ここにも中国を中心に置いた中華思想の反映があります。」

「日本語の数の数え方は倍数関係に満ちていて、文化としては偶数性に富んでいます。「偶数的な考
え方を好むものは、待遇的な、調和的な状態を重んずる」と『文字講話』で白川静さんは述べてい
ます。「わが国では、相対する二つのものの調和的な感覚、調和的な美しさというものが日本的特性
である」と語っています。その「日本的特性」から「東洋」と「西洋」をペアで考える思考も生ま
れてきました。これに対して奇数を好む中国は、中心点にいる自分の位置からすべてを思考していく、
中華思想の民族なのです。」

（２　ひとつとふたつ　倍数関係を持つ日本の数え方 ---- 偶数性が強く調和的な民族）
「日本語の「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」･･････ という数え方には非常に特徴的なものがあります。
例えば「みっつ」（三つ）と「むっつ」（六つ）、「よっつ」（四つ）と「やっつ」（八つ）の関係が倍
数関係の呼び方となっているのです。

「みっつ」の「み」（ｍｉ）と「むっつ」の「む」（ｍｕ）は母音を交代させた関係。つまり「みっつ」
の倍が「むっつ」です。同様に「よっつ」の「ｙｏ」を「や」（ｙａ）に交代させたものが「やっつで、

「よっつ」の倍が「やっつ」になっているのです。日本語はこのように母音を交替させていくことで、
いろいろな関係する言葉を作っていきます。（略）
まず「ひとつ」ですが、これは「ひと」からできた呼び名です。「人ひとり」を単位として、数を数
えはじめたのです。そこで「ひとつ」と「ふたつ」の関係ですが、江戸中期の儒学者・荻生徂徠の
著書『南留別志』に「ふたつはひとつの音の転ずるなり」とあるように、これも「ひと」（ｈｉｔｏ）
と「ふた」（ｈｕｔａ）が母音交替した言葉です。つまり「ひとつ」（一つ）の倍が「ふたつ」（二つ）
の関係です。また「いつつ」（五つ）と「とを（とお）」（十）も「つ」（ｔｕ）が母音交替になっていて、

「いつつ」（五つ）の倍がと「とを（とお）」（十）の関係になっているのです。
　さらに説明すると「みっつ」の「みつ」は「満つ」の意味です。「よっつ」の「よつ」は「弥（いよいよ）」
と同じ意味。「弥」は「弥（いや）」の変化した「いよ」を重ね強調したもので「なおいっそう」の
意味です。「満つ」の上にさらに加えること。「いつ」は「いと」のことで「これでもう最高である」
という意味です。ある時までの日本人は「五つ」までしか数えない民族だったのかもしれません。「い
つ」（五つ）について、白川静さんも「ある時期においては、それは最高の数字であったはずなのです」
と、『文字講話』の中で述べています。」

「数の数え方で、こんなにも倍数関係を持つ日本人は偶数性の強い民族で、その偶数性から相対的・
調和的な特徴を持っているようです。「八百万の神」「八岐大蛇」など、大切な数字、聖数にも偶数
を多く持つ民族です。
　これに対して、中国は奇数性の強い民族です。「天地三才」「陰陽五行」「七賢」など中国の聖なる
数は奇数が多いのです。白川静さんによると、中国の聖数に奇数が多いのは「中心に自らを置ける
から」のようです。」

（「４　うらとうらやむ　浦安の国、日本 ---- 表面に出ない心の内」より）
「「うらやましい」の「うら」は日本語では「心」の意味です。「うらやむ」は恵まれた状態にある人
に対して、自分もそのようにありたいと願う気持ちです。その「うらやむ」とは「心病む」の意味
です。元々は愛情関係の言葉ですが、現代では他人が恵まれているのを見て憎く思うことに使います。
ねたみのことです。（略）
　この「心」を動詞化した言葉が「うらむ」です。（略）
　「うれふ」（憂う）も「心（うら）」を活用した動詞形で、心に悲しく、つらく思うことを言います。」

「「他人にうれしいことがあると」の「うれし」の「うれ」も「心」のことです。「し」は「良」「吉」
の意味で「心」の形容詞化した言葉です。つまり「うらやむ」と「うれし」が同語源なんです。（略）
　漢字のルーツは「占う」行為に使われた甲骨文字ですが、「うらなう」は「心」に、動詞化する「な
う」を加えた言葉。つまりは神の心を問うことです。」

「日本語で表面を「うへ（うえ）」といい、古くは「うへ（うえ）」と「うら」が対応する言葉でした。

日本語の「うら」は「心」ですから、それに対する「うへ（うえ）」は「面（おもて）」を意味しています。
つまり漢字では表裏という具合に「表」と「裏」がペアですが、日本語では「面（おも）」と「心（う
ら）」がペアです。」

「「浦」は海や湖などの岸が、湾曲して陸地に入り込むところです。波が静かで、船をつけるところ
などに用います。つまり「浦」は、外海に対する内海のことで、その意味を地形に用いた言葉です。」

（「１８　かがみとかげろう　人影を見る ---- トンボの羽の繊細な輝き」より）
「「かげ」は光のことです。それも「強烈な光でなく、しずかにゆれて陰翳をもつような光」を「かげ」
と言いました。（略）
　『字訓』では「かげ」の漢字に「影・陰」が挙げられています。現代ではあまり「光」の意味に使
わず、物が光をさえぎったときにできる影を「影」、物にさえぎられて光線の当たらないところを「陰」
と使いわけていますが、この「影」と「陰」は同じ語源です。
　「かげ」につながる言葉で、一番驚いたのは「鏡」でした。「鏡」は白銅や青銅で作り、表面をよ
く磨いて姿をうつすものですが、これは「影見」のことなのです。この場合の「影」は人の姿のこと。

「かげ」と「かがみ」は「かげ」（ｋａｇｅ）と「かが」（ｋａｇａ）が母音交替になっている言葉です。
　その「かがみ」の動詞化したものが「鑑（かが）みる」です。さらに今では「鑑（かんが）みる」
と言います。先例や手本に照らして考えることでですが、もとは鏡や水に映して見ることです。」

「「輝く」も、もちろん「光」に関係した言葉ですが、白川静さんによると、きらめくように強烈に
光ることを「かかやく」と清音で言ったようです。」

「「蜻蛉」は春、うららかな日に地上からの水蒸気で光が揺らいで見える現象のことですが、「陽炎」
は「かぎろひ（かぎろい）」が変化した言葉であることを知れば、濁音のほうがゆらゆらとしたソフ
トな光であることも少し理解できるかもしれません。
　その「かぎろひ（かぎろい）」の「ひ（い）」は「火」のことです。（略）
　「かげろう」を「蜻蛉」と書いて、日本人は昆虫の「とんぼ」の意味にも使ってきました。とんぼ
の飛ぶ姿が、きっと陽炎のように揺らめいていたのでしょう。」

（「２７　こころとここのつ　精神が凝り固まるところ ---- 指を屈して数える究極の数」より）
「天之瓊矛の鋒から滴り落ちた海水の流動性が失われて、日本列島が生まれたという神話ですが、こ
の「こる」という言葉は「水のように流動性のあるものが、凝り固まってその流動性を失うことをいう」
と、白川静さんは、日本の国生み神話を例に挙げながら、『字訓』の中で説明しています。（略）
　この「こる（凝る）」との言葉のつながりで一番、意外な言葉は「こころ（心）」かもしれません。「心」
は体内の五つの内蔵、五臓の一つである心臓のことです。「こころ」はものが「凝り固まる」ことの「こ
る」と同語源で、「心」とは「凝るところ」の意味なのです。」

「この「こころ」（心）が関係した日本語はとても多いのです。まず「志」は、心の志向するところ
の意味です。「さす」は「まなざし」の「さす」と同じで、「刺す」という直線的な方向づけの意味。
つまり「志」は心の目標とするところでしす。

「試みる」も「こころ」（心）が関係した日本語です。」
「「滞る」の「こおる」も「凝る」ことです。」
「この「こころ」「こる」の関係で面白いのは「ここのつ（九つ）」かもしれません。（略）
　日本語の「かがむ」は折れ曲がるようにして、伸びない状態を言う言葉です。（略）
　この「ここ」（ｋｏｋｏ）は「かか」（ｋａｋａ）と母音を交代させた形で、同系の個著場です。「こ
こ」に屈まり集合する意味があります。「九（ここ）」「心」の「ここ」は「かがまり集合するものを
いう語のようである」と白川静さんは述べています。」

（「３７　さかとさかい　すべて分岐するところ ---- 内外を区別する境界」より）
「民俗学者の柳田國男は、「さか」は、すべて分岐するところを言う語と述べていることが白川静さ
んの『字訓』に紹介されています。そう言えば、『古事記』に出てくる「黄泉平坂」も現世と黄泉の
国（あの世）の境にある坂です。神話の世界も坂が境界線になっているわけです。
　この「さか」の語源については「裂く」から「坂」になったとの説がありますし、また「坂」を「さ」
と言った例もあるので、それに場所を示す「か」を添えて「さか」となったのではないかという考
えも白川さんは記しています。
　その「さか」の動詞形「さかふ（さかう）」の名詞形が「さかひ（さかい）」です。内外を区別する「堺」

「境界」のことです。
　また「坂」と同じ語源の言葉に「逆」があります。「逆」は上下・前後が逆になる状態のことです。

「さかさま」とも「さかしま」とも言います。『字訓』の中で「『逆』と同根の語で、川の上流へ行く
ことを『遡る』ともいう」と白川静さんは書いています。」
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集合魂は持って生まれた
無意識の儀礼のもとに生きている

人間は集合魂的な動物とは異なり
自我を持つことで
一人ひとりが個体として
ひとつの魂を持つようになりはじめた

けれども人間は
みずからの自我を生きるには
あまりにも不安な存在なのだ

そこでかつて有していた
儀礼性のもとで生きることで
個体としての不安を去ろうと
宗教的な共同体のなかで生きようともする

宗教はそしてその儀礼はさまざまだ
本来はそしてやがては
同じ頂をめざすとしても
その山のふもとでは
多様な姿形をとって現象化している

みずからの自我を生きることと
多様な宗教性を理解することを
クリエイティブにむすぶことはむずかしい

そのためにも基本となるのはやはり
「我々自身がどのような
宗教文化に依って立っているのか」
宗教文化といわないまでも
どんな儀礼や思考や感性のもとで
生きているのかということを問い直すことだろう

○○○教と明確に名づけられるほどの
儀礼性の違いは見られないとしても
○○○教と呼びたいほどに
さまざまに集合的な儀礼性はどこにでも見られる

そしてそうしたことを意識しはじめると
集合的であることへの違和感のもとで
日々生きざるをえなくなる
生きづらさというのは

■釈徹宗＋毎日新聞「異教の隣人」取材班・漫画・細川貂々『異教の隣人』（晶文社 2018.10）



「宗教の時空間には、必ず儀礼性があります。そして、〝異教の隣人〟シリーズでは、この「宗
教の時空間」「宗教儀礼性」がどれほど人間にとって重要であるかを何度も実感することとな
りました。

（略）
　儀礼（リチュアル）といえば、儀式（セレモニー）を連想しがちだと思います。もちろん、
儀式は中心的な要素なのですが、儀礼の範囲はもう少し大きくて、言語・服装・建築・作法な
どにおける伝統的様式や義務も含まれます。」

「このシリーズで訪れた場所は、基本的に信仰共同体の場であり、集団での祈りの場です。こ
れは、個人や家庭での祈りの場とはまた異なる面があるわけです。
　そもそも宗教には、集団の営みという要素があります。どれほど熱心に信じていても、それ
が個人の営みであれば「信条」や「思想」の枠内にとどまるのであって、「宗教」とは呼び難
いところがあります。
　また、宗教は独特の場を生み出します。そこは世俗とは別の理屈で成り立っています。そこ
では宗教儀礼が営まれ、宗教儀礼によって「コミュニタス状態」が発生します。この「コミュ
ニタス状態」というのは、ヴィクター・ターナー論をかなり勝手に私釈したものなのですが、
ようするに「世俗の価値かたいったん離脱して、人々が独特の対象性を取り戻した状態」のこ
となのです。そこでは、社会の順列や地位などが横に置かれ、普段まとっている価値観がカッ
コに入れられ、神や仏の前で平等になるのです。巡礼や祭、あるいは無礼講などもコミュニタ
ス状態ですよね。宗教儀礼のみながず、音楽や芸能の場も似たような状態を生み出します。音
楽や芸能は、宗教儀礼と密接ですから。
　宗教儀礼によってさまざまな境界が一時的に融解し、人と人がもつ本来の対象性が回復する。
あたかも生命体のような、連動した場が生まれる。それは至福の場です。「つながる」喜びが
共有され、その場にいる人々の心身がシンクロするのです。」

「神学者であり哲学者であるパウル・ティリッヒは、時間を「クロノス」と「カイロス」に分
けて考察しています。両方ともギリシャ神話に出てくる神の名前です。ティリッヒの分類で言
えば、クロノスは物理的・客観的時間のことであり、カイロスは主観的・体験的な時間を指し
ます。

（略）
　実は、人類にとって最も良く「カイロスの時間を延ばす装置」は宗教儀礼です。

（略０
　日本で暮らす異教の隣人たちは、宗教儀礼の時空間に身を置くことで、暮らしの中の不合理
な事態を引き受けているように見えます。だからこそ、多くの面倒な手続きや義務があっても、
教会や寺院を運営しているのでしょう。」

「宗教といえば、「信じる」という前提なしには成り立たないと思われがちですが、そんなこと
はありません。「信じる」以外に、「感じる」といった宗教性があります。たとえば、祭りや地
鎮祭、葬儀や法要などは、きちんとした信仰がなければ参加できないってわけじゃありません
よね。特段の信仰がなくても、自然現象に神を感じることもあるでしょう。クリスチャンじゃ
なくても、教会の賛美歌に聖性を感じることもあります。その場その場で起こる、一回限りの
宗教性というのもあると思います。
　また、「信じる」「感じる」以外にも、「行う」という宗教性もあると思います、信仰や情念よりも、
行為が先立つような宗教性です。宗教的な習慣や行為様式などが、私という存在を根源的に支
えてくれることもあるのです。これがなかなか侮れません。」

「近年、ダイバーシティ（多様性）という用語が、ビジネスの領域で頻出するようになりました。

ビジネスの問題のみならず、多様な価値観・信仰・ライフスタイルへの敬意と尊重の感性を養っ
ていく必要が高まっています。そのような土壌なしで、単に門戸だけ開いてしまうと多くの混
乱や軋轢を生み出すことでしょう。そこでまずは、日本は「間口はせまいけど、いったん中へ
入るととてもいい」という方向性を目指すのはどうでしょうか。そして、少しずつ間口を広げ
たり、せばめたりしながら、感性を育てていく方策が良いのではないでしょうか。
　いずれにしても、今回のシリーズで感じたのは、異質なものが向き合うインターフェースの
部分がとてもクリエイティブである、ということです。行為様式や価値観や信仰が異なる者同
士が、なんとか共生するために工夫をこらしていく。それは実にクリエイティブな営みである
と実感しました。
　また、「では、我々自身がどのような宗教文化に依って立っているのか」といった自問自答
も生まれてきます。ここを見つめ直す作業はとても重要なことでしょう。自分の立ち位置のよ
くわからない者が、他者の立ち位置を尊重することはできないでしょうから。」
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無意識はつながっている
つながろうとするところへ
意識をこえて
その深みで

創造にも
また破壊にも
意識のありのままの姿で

水にたとえるならば
意識から注ぎ込まれた水が
無意識の器のなかで満ちたとき
水は意識へとあふれ出てくるように

創造的な働きも
破壊的な働きも
それぞれの器を超えるほどに
注ぎ込まれなければ
意識には顕在化しない

けれども
それが器から
あふれるほどになるとき
創造として
破壊として
その姿を見せ始めるのだ

ときにそれらは
集合的な器のなかから
あふれでてくることさえある
それが創造性ならばいいのだが
多くの場合それは
レミングの大移動のようにもなる

ともあれ
創造的でありたいと願うならば
無意識の器をあふれさせるほどの
創造的なありようを持ち続けなければならない
きまぐれな一滴の水だけで
創造性の花が咲くことはないのだから

■オリヴァー・サックス『意識の川をゆく／脳神経科医が語る「心」の起源』（大田直子訳　早川書房 2018.8）
■ポアンカレ『改訳　科学と方法』（吉田洋一訳　岩波文庫 1953.10）



（オリヴァー・サックス『意識の川をゆく』より）
「ポアンカレが書いているように、問題が意識的思考から消えていて、心が空っぽだったり、
ほかのことに気がそれている期間でさえ、無意識の（あるいは意識下の、または前意識の）
能動的で真剣な活動があるにちがいないことは、明白に思われた。これは抑圧された不安
と欲望が煮え立つ「フロイト的」無意識でもなければ、やり方を意識的に考えることなく、
車を運転したり文法的に正しい文章を口にしたりすることを可能にする「認知的」無意識
でもない。そうではなく、隠れた創造的自己が、非常に複雑な問題の解決策を温めている
のだ。ポアンカレはこの無意識の自己に敬意を表している。「完全に自動的ではなく、洞察
力がある。･･････ 意識的な自己が失敗したことを成功させるのだから、意識的な自己より
も見抜き方をよく知っているのだ」
　長年抱えてきた問題に対する解決策の突然の噴出は、夢のなかで、あるいは人が眠りに
落ちる直前や目覚めた直後に経験しがちな半覚醒状態のとき、起こることがある。そのよ
うなときには、不思議と自由に思考したり、（ときにほとんど幻覚のような）心像を描くこ
とができるのだ。ポアンカレの記録によると、ある夜この種のぼんやりした状態のあいだ、
アイデアが気体の分子のように動いていて、衝突したり対になったり、かみ合ってもっと
複雑なアイデアをつくったりするのが見えるように思われたという−−−−ふつうは目に見え
ない創造的な無意識の眺めである。」

（ポアンカレ『改訳　科学と方法』より）※旧字は新字に置き換えています
「まず第一に注意をひくことは、突然天啓が下ったかの如くに考えのひらけて来ることで
あって、これは、これにさきだって長いあいだ無意識に活動していたことを歴々と示すも
のである。この無意識的活動が数学上の発見に貢献すること大であることは、争う余地が
ないようにわたくしには思われる。これほどまでには明瞭でないような他の場合にも、な
おその痕跡は見出されるであろう。すなわち、或る難問を研究するとき、最初に手をつけ
たときには、何等効果が上がらないことが度々ある。そこでともかくも暫らく休息をして
また新たに机にむかう。これは一時中絶して休んだため、精神が力と新鮮さとを回復して、
意識的活動が一層効果を上げたのである、ということもできるであろう。しかしそれより
も、この休養のあいだ絶えず無意識的な活動が行われて、丁度さきに述べた場合の如くに、
のちに至ってその仕事の結果が数学者に啓示されたのであると考える方が、一層事実に近
いであろう。たゞ、啓示が散歩とか旅行とかの途上に現れないで、意識的活動の際に、こ
の意識的活動とは無関係に現れるまでである。この意識的活動はたかだか発動の役をつと
めるに過ぎない。あたかも、休養の間にすでに得られながらなお無意識のうちにあった結
果に刺針で刺激して意識的な形をとらせるようなものである。
　この無意識的活動の条件に就いて、さらにもう一言注意しておくことがある。それは、
この無意識的活動は意識的活動が一方に於てこれに先だち、また他方に於て後に続く場合
にのみ可能なのであって、さもなければ決して効果が上がらないということである。上に
引いた例がすでに充分示しているが、すゝんで努力しても全然無効におわったため、少し
も好結果が得られないものとあきらめて、一見途方もない見当外れをしていたかのような
気のする日が、幾日かつゞいた後でなければ、彼の突然の霊感は決して下っては来ないの
である。故にかかる努力は人の思うほど無効であったのではなく無意識の機械を発動させ
たのであって、もしこれがなければ、この機械は運転せず、したがって何ものをも生産し
なかったに相違ない。」
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現代人は
自我をもてあましている

シュタイナーいわく
現在の地球紀では
自我の種を与えられ
育てていくのが課題なので
それが暴走気味なのが
現代だということなのだろう

そしてそろそろ
その暴走に疲れたり
飽き飽きしたりするようになると

「自意識とか自我が透けて見える」ようだと
距離を取りたくなってくるのかもしれない

なにかにこだわっていたり
問いをもっていたりするとき
そのこだわりや問いを見れば
そのひとの自我のありようがわかる
言葉の表し方にもそれは表れる

もしそれがあまりに
狭く苦しい場所なのだとしたら

「遠くの広いところへ行って」みれば
気持ちよさそうだ

とはいえ
自我の課題をパスするわけにはいかない
障害物競走の時代には飽きるほどに
要らぬ障害物さえ飛ぶことが必要なのだろう
ワタシはワタシはオレはオレはと
へとへとになるまで ･･･

■穂村弘対談集『あの人に会いに』（毎日新聞出版 2019.1）



（「高野文子／創作と自意識」より）
「高野／わたしは、マンガも詩も小説も、自分のことを語るものだと思ってたんです。自分の気持ちを
そのまま字や絵にする。十代の頃からずっとそう思ってやってきたんですけど、自分のことを誰かに
聞いてもらうのはもういいかなって思っちゃったんです。描いても描いても解決しないということに、
ようやく気がついて ･･････。
穂村／なんだか意外ですね。初期作品から「わたしのことを聞いてほしい」という感じは希薄だった
と思うんですが。」

「高野／今日、穂村さんにお訊きしたいと思っていたことがあるんです。「六、七年前だと思うんですが、
詩人の伊藤比呂美さんが「もう近代以降の人が書いたものは読めなくなっちゃいました」ってテレビ
で話していらしたんです。
穂村／先日、雑誌『すばる』の対談で伊藤さんとお会いしたとき、ぼくもその話を聞きました。
高野「わたしはね、わたしはね」って長いこと物書きを続けてきたのに、あるときから作者の自意識
とか自我が透けて見えるようなものが読めなくなってしまったらしいんですね。それが、今のわたし
に近い気がしていて ･･････。穂村さん、それってなぜだと思います？　歳をとってきたから、そう感
じるようになったのかな。わたしより少し若い世代の穂村さんは、そんなふうに思うことってありま
せん？
穂村／うーん、ひとつだけ確かなことは、そう言われるとなんとなく引け目を感じるってことですね。
自意識とか自我とか、そういうものに今のぼくはこだわりがある。だから、「それがなんぼのものなん
だ」って問われると ･･････。
高野／ふむふむ。
穂村／現代に生活しているぼくたちってフラットですよね。同じような環境で生まれ、同じような教
育を受け、同じような求職を食べ、同じようなコンビニに行って ･･････、そうやって成長してきたか
ら逆に自我を強く意識してしまうんだと思うんです。
高野／ああ、そうだったのか。
穂村／だから、それをあっさりと否定されると、圧倒される。というか、困ってしまいますよね
･･････。「いや、ぼくにはまだこわだりあるんです」と正直に言いたいところもある。でも、「そのこ
だわりってなに？」って訊かれたら、そのあとは口に出しにくい。
高野／ふーむ。
穂村／だって、「もっといいものと思われたい」とか「素敵に思われたい」とか、やっぱりそういうこ
とになっちゃうから ･･････。
高野／思うわよね。わたしが歳をとったので、そんなことを思うようになったのかもね。でも、それ
でもいいか。
穂村／その感覚は最新作のドミトリーが「文学者禁」っていうこととも関係してるんですね。
高野／そうなんです。今は文学よりも自然科学のほうがいい。涼しい風が入ってくるようになりました。
自分から離れるのは、すごく気持ちがいい。心の奥の暗い泉ばかり見ていても解決しないことが多い
ですよね。そう思っていたとき、湯川秀樹が「遠くの広いところへ行ってみてください」と言ってく
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「おごらず、
人とくらべず、
面白がって、
平気に生き」られるように
なるために
ひとは
さまざまな道を
たどって歩いていくのだろう

どんなに偶然に思えることも
魂の長い経験のなかでは
それなりの場所をもっている

人は花だけで生きてはいない
花なのに
根になることも
葉なのに
枝になることもできないから
そのとき必要な場所で
けんめいに生きていくしかない
やがて魂はじぶんに必要な
すべての場所を生きることになるのだから

おごっても
くらべても
枝は花にならないし
根は葉にはならない

時が熟するのを待ち
そのときの道を楽しむことだ
登る道は魂の数だけあるけれど
やがて至る山の頂はひとつ
急ぐこともおごることもいらない

■キネマ旬報ムック『いつも心に　樹木希林』（キネマ旬報社 2019.3）



（『現代の眼』1982 年 5 月号、現代評論社より
　「役を果たした先が宇宙への同化につながる「明らかなる死」を想う」より）

「法華経の『薬草喩品第五』に、この世に生まれる者は、必ず何かの役をもっているのだ
･･････ とあります。突然地面に花が咲くのではなく、根があり、くきがあり、葉があり
･･････ という具合に、それぞれ役があるということです。」

「何故その人が癌になるのか。
何故その人が殺されるのか。
何故その人が殺すのか。
何故その人が落ちる飛行機に乗るのか。
何故その人が出世するのか。
何故その人が遊び好きなのか。
何故その人がホモなのか。
何故その人が酒乱なのか。
何故その人がのたれ死にを好むのか ･･････。
　なぜ、なぜ、なぜ、と思うのです。心理学者は今日までの生活ぶりや、その環境を云々
します。では、何故、その人は、その環境に生まれたのか。と、次から次へとどまりません。
　わたしは欲が深いのです。「それが人生なのだ」と達観できないのです。そこにいたる原
因を見きわめたいのです。生まれてから死ぬまでのものさしでは、どうしても「つじつま」
が合わないのです。必ず因があって果があるのだから。どこかに、その原因があるはずな
のです。」

「いわゆる「不思議」なことを頭っから否定しないで、明るいところで真正面から向き合う
ことが出来ないものでしょうか。少なくとも金もうけの宗教団体がはびこることもなくな
り、政治家がこっそり占師をあたにすることもなくなる気がします。われわれ人間の価値
観が変わり、もしかして、地球にきれいな花が咲き始めるかもしれません。」

（『熱風』2013 年 6 月号、スタジオジブリより
　インタビュー「「老い」や「病気」は一種のチャンスだと思うから、ワタシは厭ではない
んです。」より）

「よくわからないけど、人は生きてきたように、それなりに死ぬんじゃないかなぁっていう
ふうに思うんです。もちろん老いてね。だから、「老い」をどう引き受けるか。そこで私は、
みんなに言っているんだけれど、癌っていうのはすごくありがたいんですよ。だって準備
ができるわけでしょう、まだ頭しっかりしてるから。でも認知症になってしまうと、準備
ができなくて、それでずっと生きてるっているのは辛いだろうなあと思ってたの、自分で
はね。でもそれは認知症になった人たちの姿を客観的に見るからで、よく考えてみると、
認知症になった人は認知症の中での価値観で見てるから、それほど辛くないんじゃないか
な、という気もしないでもないのね。」

「年をとったら、人間として穏やかになるとは限らないんですよね。年取って、それこそ、
いよいよ意地が悪くなる人もいれば、さらに頑固になる人もいる。体が動かない分だけ偏
屈になる人もいるでしょう。どういう終わり方をするかは、人それぞれ。」

「私は認知症のＣＭもやっていたんですがこれも楽でいいのよ（笑）。もし私が本当に認知
症になったら、夫に「まぁご親切にしていただいて。ところで、どちらさまですか？」って言っ

たりしてね。そんなこと言えたらおもしろいだろう
なぁと思って（笑）。「俺だ！　ロックンロール！」っ
て言うかも。そうしたら「あぁ、さようでございます
か」って答えるわね（笑）。」



mediopos-1569
2019.3.3

人間がこれだけたくさん存在しているのは
（みんながじぶんのことを「ワタシ」というのだ）
そして人間が動物ではないのだとしたら

（もちろん昆虫でも魚でも植物でもなく）
人間の数だけ想像力を働かせるためではないのか

（想像力のない人間でも人間ではあるのだが）

ならばみんなと同じようなことを
（同じ物差しでものを見ようとして）
まるで相互監視システムのように

（平等も差別も管理も教育もそこから生まれる）
やろうとすることをわざわざじぶんで選ぶことは

（それらは想像力のないことの証明のようだ）
あまりにつまらないと思うのだ

（せっかくつかのま地上を生きているというのに）

とはいえ狂気のための狂気では余りに情けないので
（できないことをできるけどしないとイキがるのではなく）
せめて狂ってなどいないことは示しながら

（いちおう分かってはいるのだが ･･･ と嘆きながらも）
そのうえで狂気を遊ぶのも面白くはないか

（狂気は必要としないけれどあえて狂気を遊ぶのだ）

想像力を広げていくのだ！
（それが人間の証明でもあるのだから）
小さな二分法などにとらわれず

（男女や血縁地縁や社会やのしがらみから解かれ）
大きな二分法にもとらわれず

（生死や天地や有限無限やの境域を跳びだし）
必要か不要かなど知らぬ顔で

（役に立つ立たないを去り）
想像力の限界へまで挑戦するのだ

（私があり世界があるという究極の謎へ向かって）

■ヤマザキマリ『男子観察録』（幻冬舎文庫 平成 31 年 2 月） 「裸の大将・山下清。ムーミン谷のスナフキン。「トムとジェリー」のトム。
私が小学生の時、ＮＨＫ教育テレビで放送されていた「できるかな」の、ノッ
ポさん。果たしてこの中の誰に女や家族を養い続けていける能力があるとい
うのだろうか？　誰がどんな凄まじい状況の中でも、自分よりも強い生命力
を発揮して長生きしそうに見えるというのだろうか？
　私が男性に求めてしまうものは、そういった「強さ」的な事では一切ない。
男の責任感なんていうのは後天的に作られた人為の似非要素であって、本来
は地球の上で起き得るあらゆる自然観察や人間との関わりの中で、一見何の
合理性も必然性もない事について考え込んだり、空気の読めない行動を取っ
てしまう、それが実は男性のもっとも魅力的な姿なのではないかと思ってい
る。
　当然、そんな無謀さを備えていつつも、社会というものが何なのかを意識
する事もでき、しかも一人の人間としての責任感を備えたバランスの良さや
多元性を持った男なら、それはそれで素晴らしいとも思う。しかし、今まで
の人生においてなかなかそういう男性に出会った事がないし、実際そんな人
に巡り会えたところで惹き付けられるかというと、そうとも限らない気もす
るのだが ･･････。」

「動物には雄と雌がある。人間はその雄と雌の差異にやたらと拘り続けてき
た生き物だが、私にとってはそれは子供の頃からほぼどうでもいい事だった。
早いうちに伴侶を亡くした母は「男の人がいたところで何の解決にもなりゃ
しない」を口癖にして、仕事を抱えながらも女でひとつで娘二人を育てなけ
ればならない自分に発破を掛けていたが、そのためなのか私には子供の頃か
ら結婚願望がなかった。私は幼少期を大自然の中で過ごしたために、遊び仲
間は全て男子だったし、大好きな昆虫や小動物を探しまわっているうちに男
女の違いどころか、自分については「人間という生き物」という大きな括り
でしか考えないようになっていった。だから人間の雄と雌の違いも、昆虫や
動物と同じく差異があって当然の事であり、その性別のもたらす特色そのも
のが面白いのだと今も思っている。」

「人間が他の動物と違うのは、生き方に想像の力が加わることだ。人間の雄
はその想像力を駆使して獲物の捕らえ方を考えたり、農耕という生き方を編
み出したりしてきたし、道具を使って一見そんなものはあってもなくてもど
ちらでも良い、と思えるような創造物も沢山生み出してきた。現在、我々が「文
明」と呼ぶものは、恐らく女性だけの社会であれば為し得なかったものかも
しれない。もちろん男性達が想像力の多様性を存分に発揮できたのは、歴代
の女性達の現実的で保守的な意識が生活に根付いていたからだろうが、だっ
たら男性にはやはりしみったれた狭い範疇だけに留まらず、視野を広げて、
社会や世間といった帰属の概念にも囚われずに、想像力に思い切り翻弄され
ながら、素っ頓狂で面白い事をどんどんやってもたいたいと思ってしまうの
である。家族という契約は結んでも、社会のあり方を理解をしてはいても、
いつどこで何がその頭に閃き、何をしでかるかわからない、そのように既成
概念や人々の信頼感に拘束されない自由奔放さが、まず私の思うところの〝益
荒男〟の必須条件と言えるかもしれない。」



mediopos-1570
2019.3.4

人間はその霊性深化のなかで
新たな霊性を容れる
個の器にならなければならなかった
器がなければ容れることはできないからだ

けれどその器は閉じてはいない
クラインの壺のように
世界に開かれているのだ
個でありながら個を超えているカタチ

その器のなかには
個だけではなく他者
人類や地球や宇宙など
さまざまなカルマが注がれ
互いに交錯しあい働きあっている

「菩薩の倫理学」という
宗教的にも感じられる課題も
そのように織りなされる
カルマの展開のなかで認識されることで
神秘学の展開としての
宇宙論として位置づけが容易になるだろう

私という存在も
他者という存在も
生者も死者もこれから生まれる者たちも
過去も現在も未来も
すべてはカルマ的展開のなかで
ホログラムのような曼荼羅として生きているのだ

■末木文美士『いま日本から興す哲学／冥顕の哲学２』（ぷねうま舎 2019.1）
■ルドルフ・シュタイナー『シュタイナーのカルマ論／カルマの開示』（高橋巌訳　春秋社 1996.1）
■ルドルフ・シュタイナー『カルマ論集成１／いかにして前世を認識するか』（西川隆範訳　イザラ書房　1993.12）
■ルドルフ・シュタイナー『カルマ論集成２／カルマの開示』（西川隆範訳　イザラ書房　1993.12）
■ルドルフ・シュタイナー『カルマ論集成３／カルマの形成』（西川隆範訳　イザラ書房　1994.4）
■ルドルフ・シュタイナー『カルマ論集成４／歴史のなかのカルマ的連関』（西川隆範訳　イザラ書房　1994.9）
■ルドルフ・シュタイナー『カルマ論集成５／宇宙のカルマ』（西川隆範訳　イザラ書房　1996.6）



（末木文美士『いま日本から興す哲学／冥顕の哲学２』より）
「近代の哲学は自己を単独者としてイメージしてきたので、「我と汝」と言うように、単数的にしか自
己や他者を見ることができなかった。というよりも、単独者的な個を理想化し、融合したり、分裂し
たりするような自己の捉え方を否定してきた。それに対して、神秘主義の立場では、神と自己とが一
体化したり、インド哲学的に言えば、アートマン（個人的霊魂）がブラフマン（宇宙的絶対者）と一
体化するということが理想化されるが、正統的なキリスト教や、その影響下に立つ近代の哲学では、
そのような見方は否定され、個は徹底的に個として絶対視されることになる。
　しかし、このような立場はかなり近代西洋的な特殊な立場であり、普遍化できるわけではない。も
ちろんそれがあって初めて、近代的な民主主義が確立したのであるが、それを絶対視するわけにはい
かない。仏教であれば、そのような個としての自己の絶対性に対して無我説を唱え、自己に固着する
ことを批判する。自己は分裂したり、融合したり、アメーバのように動く、始末におえない厄介者で
はないだろうか。そのことをきちんと認識して初めて謙虚に自己に向かうことができる。
　個としての自己という発想は、西洋の言語構造からは理解されやすい。西洋語は必ず主語を必要とし、
主語としての自己を表すには I,ich,je など、確定した代名詞がある。ところが、日本語では、主語など
なくてかまわない。それどころか、何が主語がわからない。こんにゃく文というのがある。「コンニャ
クは、太らない」という文は、きちんと意味が通ずる正しい日本語であるが、何が主語で、何が述語
なのであろうか。
　また、自分を表すのに、「わたくし」「わたし」「ぼく」「おれ」「小生」などといろいろあり、それは
決して相互互換的に同じ意味なのではない。相手との関係の中で初めて用いられる言葉が決まってく
るのであり、まさしくこの場合も、「関係は存在に先立つ」のである。もっと端的には、子供に向かって、
親が自分のことを「お父さん」とか「お母さん」とか呼ぶこともあるし、呼びかけ語として、自分の
夫や妻でも、「あなた」「君」ではなくて、「お父さん」「お母さん」と子供の視点から見た言い方をす
るのは、ごく普通のことである。
　さらに、もともと日本語では、単数と複数の区別も曖昧である。いまでも、「我が家」とか「我が国」
というときの「我」は、個としての自分ではなく、明らかに複数である。このように、自分と多の人
をひっくるめる固有名詞の使い方は、言語学的には包括人称と言われ、多くの言語に見られることで
ある。こう考えてくると、自己とか私とか言っても、それほどはっきり確定したものではないことが
分かる。それは、西洋哲学の実体的な自我論ではなく、むしろ仏教的な無我論を柔軟に応用する方が、
適切に理解できると思われるのである。
　このように、仏教を始めとして日本で継承されてきた伝統的な思想を最大限に生かしながら、かと
言って、固定化された伝統思想そのものを振り回すのではなく、それを方法論的に反省しながら、僕
自身の中で咀嚼し直すことで、西洋思想では捉えられない日本人としての感性をどう哲学化していく
ことができるか。そして、そこから新しい倫理を導くことができるのか。」

「『冥顕の哲学Ｉ』でも指摘したように、もともと大乗仏教には菩薩の実践が根本にあり、菩薩の倫理
学とも言うべき実践思想が確立していた。（略）
　菩薩の根本原理は、「一切衆生は他者なくしてはあり得ない」ということであり、それが「一切衆生
は菩薩である」と定式化される。これを「存在としての菩薩」と呼ぶ。その場合、他者との関係はプ
ラスの場合もあり得るし、マイナスの場合もあり得る。それをプラス方向に向け、自己のみならず、
他者の幸福を求めようというのが「実践としての菩薩」である。菩薩の実践は「自利利他」と言われ、
特に「利他」が強調されるのは、まさしくそうした「実践としての菩薩」のあり方を指している。（略）
　もう一点、菩薩のあり方の重要な特徴は、それが現世に限られないということである。他者の中に
は死者も入ってくる。それとともに、時間的にも前世や来世をも含んでいる。菩薩の実践は、遠い過
去世からはるか未来世まで続いていく。すなわち、輪廻を認めることになるが、それは否定的な意味
ではない。利他行に終わりはないから、輪廻することで、その実践を続けることになるのである。」

「本書では最終的に「菩薩の倫理学」を提示することが眼目となるが、これに関して、予想される疑問
に答えておきたい、それは、前世や来世を考えるというのは、あまりに特殊な宗教的信念であり、一
般化できないのではないか、という疑問である。そうであれば、それは哲学的に議論できる問題では
なく、宗教として信ずるかどうかという次元の問題になる。

（略）
　本書では、死者とのかかわりということは、ほとんど自明のこととして議論を進めてきた。実際、
身近な死者の問題を考えても、あるいは戦争や災害の死者を考えても、彼らがすでに死せるものであ
るから、私たちとは無関係だとは、誰も考えないであろう。私たちは死者をも含めた他者とのかかわ
りの中で生きている。それを今度は未来のほうに延長させて考えるならば、私たちもまた、いずれは
死者として後の世代の生者たちとかかわることになるはずである。そのことによって初めて、私たちは、
過去の死者たちに対する責任とともに、未来の者たち ---- それは、すでに生を享けている者たちだけで
なく、いまだ生まれざる者たちをも含む ---- に対する責任をも有することになる。」

「未来における死者としての責任など、およそ空想的で、現実味のない知的遊戯に過ぎないと思われる
かもしれないが、このように考えるならば、それは決して空想でもなければ、非現実的でもない。は
るか未来へ向けて、私が死んだ後の世界に対して有する責任をいかに果たすかは、いまは切実な問題
であり、それを可能とする理論の構築は不可欠となっている。死後へも続く活動を説く菩薩の倫理学は、
そのような未来への責任を基礎づける理論として、検討される価値を十分に有するのではないか。そ

れは決して特殊な宗教的信念として片付けてよいものではなく、哲学の議論の俎上に載せて検討すべ
き重要課題ではないのか。」

（ルドルフ・シュタイナー『シュタイナーのカルマ論／カルマの開示』より）
「個人のカルマは民族や人類のカルマとも結びついています。したがって、人類全体のカルマがまさに
この人たちをこの時代のこの場所に置いたのだ、とも考えられます。人類のカルマが個人のカルマの
中に働きかけたのです。」

「地上に特定の事物が現れる原因の中には、以前の地球外存在の中に求めねばならぬものもあります。
この点で「宇宙のカルマ」を考えることもできます。（略）私たちの地上生活を超えてカルマが働いて
います。宇宙カルマが働いているのです。」

「宇宙が霊的な在り方をしているかぎり、カルマ法則性は宇宙のいたるところに見出されます。カルマ
はさまざまな領域で、さまざまな仕方で開示されています。さまざまなカルマの流れ ---- 個人のカルマ、
人類のカルマ、地球のカルマ、宇宙のカルマ等々 ---- は互いに交錯しあい、作用しあうことによって、
人生を理解するのに必要な鍵を私たちに与えているのです。」

（ルドルフ・シュタイナー『カルマ論集成５／宇宙のカルマ』より）
「こうしてみなさんは、地上の人生の中に、どのようにして地上を超越した人生が入り込んでくるか」
ということや、「超感覚的な人生は、到るところに、どのようにして存在するか」ということがお分か
りになったと思います。私たちが真の死者のための祭儀を行うとき、このような地上の祭儀にちょう
かんか苦的な祭儀が対応します。すなわち超感覚的な祭儀が、死者のための地上的な祭儀とともに作
用するのです。そして私たちが死者への祈りを唱えるときに、その祈りの中に敬虔さや真理や品位が
存在するならば、高次のヒエラルキー存在たちの祈りが、超感覚的な世界においてともに鳴り響くこ
とになります。高次のヒエラルキー存在たちの祈りが、地上の祈りの言葉とともに振動するのです。
このとき霊的な世界と物質的な世界は、一緒になって作用しあうのです。
　到るところで、霊的な世界と物質的な世界はともに作用しあいます。地上を超越した世界において
人間が死と新たな誕生の間の時期を過ごすときに、高次のヒエラルキー存在たちとともに織りなされ
るもの、つまりカルマの似姿が地上的なものの中に現れるときに霊的な世界と物質的な世界は最も現
実的な方法で作用しあうのです。」

「カルマの観察が問題となるところでは、私たちは単なる理論的な概念に訴えかけてはなりません。む
しろ私たちはカルマが問題となるあらゆるところで、人間全体に訴えかけなくてはならないのです。
なぜなた、認識するときに人間の心や心情のすべてや意志を関与させることなしに、カルマを認識す
ることを学ぶことは不可能だからです。もしこのような正しい方法でカルマを認識することを学ぶな
らば、このような人間の人生はより深いものになります。そして、そのとき私たちはようやく、さま
ざまな人間をカルマ的に結びつける人生の諸課題を、十分に意味深く受けとることになるのです。」



mediopos-1571
2019.3.5

どんなに知識を蓄えても
それは道具に過ぎない

知識は蓄えられるが
叡智は蓄えるものではないからだ

知識という道具を
どのように使うか
また使わないようにするか

刃物をもったとき
それをどのように使うかは
人間のありように大きく左右される

人間が予め調和的にプログラムされていれば
道具はそのプログラム通りに作動するだろうが
自我をもった人間は一筋縄ではいかない

情動や行動は矛盾を超えた論理で暴走する
自我と自我は競い
主義主張は弱肉強食だ

知識は力になるだろうが
力に叡智は備わってはいない

権力者は往々にして未熟なまま力に使われ
官僚もまた自動機械のごとく
みずからの力の温存に余念がない
大衆は知識さえ持ちえないまま
力に翻弄され時に集まり衆愚となる

神秘学でいう月紀は叡智の時代だった
この地球紀は愛の時代だという
愛とはプログラムを外され
野に放たれた野獣が
みずからの力に叡智を生かすべく
無力なまでの道を歩む茨の道なのかもしれない

「奇妙で非合理的で矛盾に満ちた」ところから
始まらざるを得ない物語を
私たちは生きようとしているのだろう

■多崎礼『叡智の図書館と十の謎』（中公文庫 2019.2）



「叡智の図書館。それは時間にも空間にも支配されない万智の伝道。無限に等しいその書架には、
古今東西の知識と思想、ありとあらゆる生命の記憶と歴史、この世に存在する思考のすべてが
記録されているという。
　叡智の図書館。そこに至りし者は森羅万象に通じ、神に等しい力を手に入れる。そんな伝説
を信じ、多くの者達がその探索に財産と人生を費やした。ある者は「それは陽炎の彼方、灼熱
の砂の海にあり」と、流砂渦巻く大砂漠へ旅立った。またある者は「それは水平線の彼方、大
海原の最中にあり」と、荒波が牙を剝く大海洋へと出帆した。が、答えを得て、帰還した者は
まだいない。
　叡智の図書館。それは実在するのか。はたしてどこにあるのか。どうすれば辿り着けるのか。
答えられる者は誰もいない。
　それでも神に至る術を求め、旅に出る者は後をたたない。」

「それは終わりのない夜のようだった。光もなく、色もなかった。音もなくたゆたう暗黒は、
しかし、無ではなかった。
　闇は数多の上方で出来ていた。意味を持たず、方向性も持たない混沌。情報の海に抱かれて、
私はまどろんでいた。自我を持たず、自らの存在を認識することもなかった。
　最初に与えられたのは言葉だった。曖昧模糊とした情報は姿を得て、暗黒の海を泳ぎ回った。
私は本能のまま、情報の魚を貪り喰った。そして、滾るような欲望を自覚した。
　もっと知りたい。もっともっと多くを知りたい。
　私は貪欲に情報を喰い漁った。私の知識欲には際限がなかった。情報を食べて食べて食べ尽
くし、ついには混沌の海を飲み干してもなお、満たされることはなかった。
　もっと知りたい。もっともっと知識を得たい。
　欲求が膨れ上がった。さらなる情報を求め、私は煩悶を繰り返した。ギシギシと殻が軋んだ。
闇が罅割れ、弾け飛んだ。混沌の殻を突き破って、私は生まれた。」

「知識というものは、物理的にも精神的にも世界を変革する力を持つ。多くの知識を保有する
高度知的思考体が、いまだ未発達な思考体に干渉すれば、その世界は容易く変容してしまう。
たとえそれが豊かな発展へと繋がる好ましい変化であったとしても、進化に指向性を与えれば、
多様性は損なわれる。叡智の図書館はそれを望まない。可能性の卵である未熟な世界に、恣意
的な変化をもたらすことを望まない。ゆえに叡智の図書館に至った高度知性的思考体は、いま
だ未発達な思考体に干渉することは許されない」

「「私の本質は守ること。私は人間を守りたい。彼らに寄り添いたい、ともに歩むことで、彼ら
の未来を守りたいのだ」

「無駄だと思うぞ？」
　ぼそりと呟き、ログは小さく方をすくめた。

「人類は多様性を受け入れない。弱肉強食の概念を捨てられない、彼らが精神的な成長を果たし、
『知識こそ至高』の領域に到達する可能性は、限りなくゼロに近い」
「そうかもしれない。確かに人間は多元的な生き物だ。誰もが利己的で残酷な一面を持っている。
その一方で喜びや悲しみを分かちあい、自分以外の誰かを必死に救おうとする。奇妙で非合理
的で矛盾に満ちた人間達。その不完全さが、私は愛おしい」」
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当たり前は当たり前やないねん
妙にイイ声だと笑う
ギャップは笑う
ヤクザみたいに見た目が怖いヤツが声が高いと笑う
ノーマークは笑いを生む
裏切る

練習してるってバレたら終わりやねんって
ごまかそうとしてる人間がごかましきれない
笑うと不謹慎な状況は笑える
普通短いものが長いと笑う
お笑いはスポーツを超えられるのかどうか
人間、暇になったらストレッチする

気がついてない狂気
無自覚なことがモノを作らせてる
無自覚なものは笑う

「よくわかりました」ってセリフで笑わせられる
秀でてない感じを出す

自分の中に空白を持っておく
混乱している状況をもっと作る
相手がまったく理解できてない時ってホントおもしろい
人間、リセットするのが一番難しい
立場が上の者が上からモノを言ってもちっともおもしろいくない
同意を求めることはおかしい
ツッコミが面白いんじゃない、反応の方が面白いんだ
他人を笑うのみならず、自分をひっくるめて笑いのめす

論理的健忘症
一番大事なことがお留守
裏切りと共感
安心感の笑い
言葉が近すぎると退屈で、
ちょっと距離がある言葉を組み合わせると面白い
企みじゃないくらいまでに見える無作為さが面白い
わからないとつまらないの間の狭い部分が笑える部分だと結論づけま
した

一番いいボケはとにかく納得しないこと
思想のない演劇よりもそそうのないコント
本質と別のところで何かが起こることを、我々は面白がる
説明をどうやって省くか
説明がいらない状態で笑わせることができるか
笑いを語るってカッコ悪い
客は残酷で、意地悪
客と空気を一緒にしてくれると一気に笑える

忘れる能力がすごく必要
本気で「あれ？」って顔ができるかどうか
笑いをずーっと押し殺すパワーがないとダメ
怒っている人を見るとおかしい
それはやっぱりセンスなんだとしかいいようがない

■いとうせいこう『今夜、笑いの数を数えましょう』（講談社 2019.2）



「笑いのない場所で笑いは語れない。この特徴は量子力学で量子の位置と速度が同時には測
れないのに似ているように思います。観察するこのとの参加性が、必ず対象を変化させて
やまないように、もし笑いのない言葉でそれを語れば、笑いの客観性まで見失ってしまう
というような。
　ともかく、話しあいたい方とは「ほぼほぼ」言葉を交わすことが出来ました。本当はこ
うした対話のあとで、一人きりになって余韻を味わいつつ、今度こそちゃんと笑いの数を
数えるべきなのかもしれません。
　ただし、それを私がやるべきかどうかは別の話で、読み終えた貴方こそが世界における
笑いの統一理論（しかもハーバーと・スペンサー以降の）を打ち立てる可能性、および責
任を持っているとも言えるのであります。少なくともこの対話の中で私が指摘しそこなっ
た部分を、貴方が数え直すことがどれだけ有益なことか。
　なぜなら、笑いがなければ矛盾は超越できないからです。そうであればごく単純に、人
類は争いの絶えない日々だけを過ごしてきたし、これからも過ごしていかねばならなくな
る。そいつは地獄です。しかも笑えない地獄。」

「まだまだ笑いの数を数えましょう。
それがどこであれ、笑いをともないながら。」

◎「第二夜　ケラリーノ・サンドロヴィッチ」のなかの話題にもでていて、いとうせいこ
うも出演している、シティボーイズの「五人姉妹の物語」。笑える。
https://www.youtube.com/watch?v=x4LnLbsqEXc
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個体発生が系統発生を繰り返すことを
三木成夫は胎児のなかに
見てはならぬものの扉をあけて
あえて見ようとし
そこに生命進化の記憶を辿ったが

これからも胎児は
生命進化の記憶を積み重ねていくのだろう
そしてその神秘はあらたな神秘を生みながら
謎を積み重ねていくことになるだろう

見てはならぬものではなく
見ることのできないものの扉を
あけることはできるだろうか

人間は目に見えるからだだけではなく
目に見えないからだももっている
その見えないからだもまた
個体発生が系統発生を繰り返すように
見えない進化の記憶を辿っているのだろうか

生命そのものも見ることはできない
心そのものも見ることはできない
精神そのものも見ることはできない
それらが変容していくさまもまた見ることはできない

それらをたどるためには
見えないものを見る力を持たねばならない
そのドラマを見ることのできる者は幸いである
尽きない神秘を味わうことができるだろう

■増﨑英明・最相葉月『胎児のはなし』（ミシマ社 2019.2）

■三木成夫『胎児の世界／人類の生命記憶』（中公新書 691 昭和 58 年 5 月）



（増﨑英明・最相葉月『胎児のはなし』〜「最相葉月・はじめに」より）

「一九八三年に刊行された、『胎児の世界』をご存じでしょうか。子宮という「見ては

ならぬもの」の扉を開けて、胎児の変身に生命進化の記憶をたどった、解剖学者・三

木成夫のロングセラーです。（略）

　あれから三十五年あまりの月日が過ぎました。この間、超音波断層法や遺伝子解析

をはじめとするさまざまな診断・検査技術の進歩によって、私たちはより鮮明に、胎

児を「生きたまま見る」ことができるようになりました。これらは胎児の異常を発見し、

生命の選別を行う出生前診断の技術として社会敵には認識されていますが、実は一方

で、胎児を生かす「胎児医療」の進歩につながっていることはほとんど知られていま

せん。自然分娩では生きられないことが確実であった胎児が、母体とつながったまま

手術を受け、この世で生きられるようになったのは、この三十五年間の産婦人科医療

最大の進歩でしょう。

　「見る」技術はまた、私たちの生物学的な好奇心をよりいっそうかき立てます。子

宮という「密室」で、胎児は笑ったり、泣いたり、しかめっ面をしたりと、さまざま

な表情をしています。水中なのに空気を吸っているように口を動かし、何も見えない

はずなのに、目を開けて何かを見ようとしています。いずれも理由はよくわかってい

ませんが、表情は進化の過程で獲得したもので、文化的要因にかかわらず人類共通で

あるとするチャールズ・ダーウィンの説を裏付けるようです。

　遺伝子解析技術の進歩は、母子間のみならず、父子、父母間のつながりも明らかに

しました。たとえば、驚いたことに、父親のＤＮＡが胎児を介して母親に入っている

ことが最近になってわかりました。現代社会は、遺伝的なつながりによらない多様な

家族のあり方が容認されつつあるというのに、科学技術が示すのは、消し去ることの

できない血の絆であったりするのです。とはいえ、人間は遺伝子のみで決まるもので

はないことを明らかにしているのもまた、サイエンスです。

　このように、この三十五年間で胎児の姿かたちはよく見えるようになったものの、

見れば見るほど謎は深まっていったように思えます。そこで本書では、一九七七年に

産婦人科医になってから約四十年間、胎児医療の激動期を第一線で歩んでこられた産

婦人科医、増﨑英明・長崎大学病院長を教師に迎えて、「胎児−−−−この未知なるもの」

をテーマに、胎児についてこれまでにわかったこととわからないことを整理し、そこ

から明らかになった新たな「胎児の世界」を見つめ、生命の神秘と進化の謎に迫りた

いと思います。」

（増﨑英明・最相葉月『胎児のはなし』〜「増﨑英明・おわりに」より）

「三木先生は「あとがき」に、「母胎の世界は見てはならぬものであり、永遠の神秘の

かなたにそっとしまっておこう」と書いています。四十年間を胎児の研究者として過

ごしてきたわたしにも、同じ思いがあります。子宮の中は、宇宙や深海のように、い

つまでも神秘の世界であってほしいのです。残念なことに、というか、わたしには嬉

しいことに、胎児の研究はそれほど急速に進んでいるわけではありません。おそらく

今後も長く、胎児は未知なるものであり続けることでしょう。わたしはそう信じてい

ます。」

（三木成夫『胎児の世界』より）

「この本では、わたしたちの生命記憶に関する、もろもろの世界がとりあげられる。

まず第Ｉ章の「故郷への回帰」では、冒頭に、ある私的な出来事が紹介される。それ

は、何のおぼえもない遠い過去が、突如、一つのきっかけでよみがえるといったもの

だ。生命記憶のまさに回想であるが、この不思議な回想は、ここでは、しだいに遠く、

人類の第四期から哺乳類の第三期を経て、やがて脊椎動物上陸の古生代にまでさかの

ぼり、ついには生命誕生の太古の海にまで行き着く。

　これは、おとぎの世界かもしれない。しかし、ふつうのおとぎばなしとは違う。こ

の夢の世界をつねに現実に繋ぎとめる、生物の「比較形態学」の所見が、その実証の

網の目を全篇の底に張りめぐらせているからである。わたしたちの「胎児の世界」は

その頂点に位する。

　この II 章に登場する胎児たちは、あたかも生命の誕生とその進化の筋書きを諳ん

じているかのごとく、悠久のドラマを瞬時の〝パントマイム〟に凝縮させ、みずから

激しく変身しつつこれを演じて見せる。それは劫初いらいの生命記憶の再現といえる

ものであろうか。ここではこの模様が、初めにニワトリの卵のなかで、次にヒトの胎

児の正面像で、それぞれ観察されるが、わたしたちは、このいうなれば「胎児の夢」

のあとに目を凝らし、その残照が、かの「奇形」と呼ばれるものの上にほのかにただ

ようさまを、ただ茫然と眺めるだけだ。

　胎児の演ずる変身の象徴激は、こうして卵発生の秘儀として、代から代へ受け継が

れるのであるが、この、つねに生命誕生の原点に帰り、そこから出発しようとする周

行の姿、すなわち「生物の世代交代」の波模様こそ、すべての「生のリズム」を包括

する、まさに「いのちの波」とよばれるにふさわしいものではないか。それは生命記

憶の根源をなすものでなければならない。III 章では、これが初めに、ゲーテのいう「食

と性の宇宙リズム」として示され、やがて、このはらわたのうねり、いわば「内臓波

動」に象徴される「永遠周行」の営みのなかに、わたしたち人間の歩むべき本来の「道」

がたずねられ、求められる。」
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１８４７年
ハイズヴィル事件をきっかけに
心霊術が展開していった頃と軌を一にして
１８４８年には
共産党宣言が出される

唯物主義と心霊主義は
ある動きの両極なのかもしれない
エクソテリックなものは
鏡のようにエソテリックなものを顕在化させる
ひとつの方向に針が振れると
逆方向の針も同時に振れるのだ

けれども
科学が魔術を
化学が錬金術を
出自としているように
それらは別のものではなく
変容体としてみるのが適切だろう
それらは捻れながらつながっている

はじめのひとつは対極をもたないが
対極をもつことは
ひとつがふたつに分かれるということだ

そしてその分かれたふたつは
別のものではない
対極として見ることもできるが
鏡に映し出された変容体として見ることもできる

現代の科学主義は
霊魂体を魂体にするどころか
体という物質へと還元してしまうが
そうした一局への還元は
むしろ逆の極へと影を投じてゆく

オカルトという言葉を
異常に感じる向きもあるが
科学主義への傾斜ゆえに
それへのアンチテーゼが影を投じているのだ
そしてそれらはヤヌスのようなもの

本来のエソテリズムは
極端な両極への傾斜はあり得ず
総合的な叡智をめざすものであるが
ときにエソテリズムが
通俗的なオカルティズムとして
受けとられてしまうのは
科学主義がそれ以外のものを
迷妄としてとらえてしまうからなのだろう

理性への傾斜は非理性への傾斜を加速する
そうした両極性への動きを統合するものこそ
本来のエソテリズムでなくてはならならず
おそらく現代ではシュタイナーの神秘学が
それに近い位置にあると思えるのだがどうだろう

■大野英士『オカルティズム／非理性のヨーロッパ』（講談社選書メチエ 2018 年 12 月）



「オカルティズム」「魔術」というと、現代の脱宗教化＝世俗化が進んだ社会からすれ
ば、いかにも突飛なもの、異常なものという印象を与えるかもしれない。しかし、エ
ジプト、メソポタミア、ギリシアなど古代文明はもとより、中世から近世にかけて、
さらには近代においてすら、「オカルト」「魔術」は、「世界をどう理解し、操作するか」
を教えてくてる重要な知的体系を指していた。」

「そもそも「オカルティズム」という名詞が登場したのは、より広い領域を指すとさ
れる「エソテリズム」と共に、十九世紀、それも末期に至ってからとされる。」

「オカルティズム・エソテリズムとはこうした一つの世界理解、「神秘的存在」に繋が
ろうとする世界理解のあり方であり、人間が宇宙・自然を読み解くことで、神的なも
のに働きかける行為である。」

「オカルティズムの歴史を大まかに要約すると以下のようになるだろうか。
　古代（エジプト、メソポタミア、ギリシア）の宗教儀礼に始まり、ヘレニズム期に、
古代以来の宇宙論を背景として、魔術・占星術・錬金術として一応の体系化をみる。
これらはキリスト教の台頭によって一旦は抑圧され、異教・異端あるいは悪魔主義と
結びついた黒魔術としてわずかな命脈を維持するが、ルネサンスの古代復興にともな
い、ルネサンス魔術として復興する。しかし、古代復興の一面である、聖書をギリシ
ア語・ヘブライ語の原典で理解しようとする人文主義により生じた宗教改革、キリス
ト教の新旧両陣営への分裂は、大規模な宗教戦争や魔女狩りを引き起こし、多くの犠
牲者を生み出した。
　一方、ルネサンス魔術は、同じ時期、天体観察や錬金術から生じた「近代」科学の
発展、特に、「コペルニクス革命」によって、その理論的な基盤を脅かされると共に、
その後、次々に新しい知見を発見し続ける「近代科学」や「医学」との絶えざる緊張
関係に置かれる。
　十九世紀以降、こうした近代科学を乗り越えるオカルティズム側の抵抗として、「動
物磁気」「心霊術」が流行する。十九世紀から二十一世紀の現代に至るまで、オカルティ
ズムによって「発見」された「超能力」「超常現象」「超心理学」を、近代科学を超え
る新たな認識のパラダイムとして認知させようという努力が延々と続けられる。その
一方、オカルティズム・エゾテリズムを、旧来のキリスト教・ユダヤ教を超えて、チ
ベット仏教を含む仏教、ヨガ、イスラム神秘主義等、様々な神秘主義的潮流と習合さ
せ、新たな宗教的地平を切り拓こうとする動きが顕著となる。」

「我々はオカルティズム・エゾテリズムを（略）人間の日常を超える認識への到達を
目指す一連の思考や、それに随伴する諸現象という意味にとることにしよう。古代・
ルネサンスから現代に至る過程で世界観は何度も変貌した。また、それに伴い、認識
の地平は何度も切断され、知の地殻変動が生じた。それにもかかわらず、現代に至る
まで、オカルティズム・エゾテリズムの血脈は絶えることなく存続した。我々はそう
した諸現象をあるがままに辿り、なにゆえ、ヒトはここまでオカルトに惹かれるのか、
オカルティズムを欲してやまない人間の隠れた欲望の布置と共に示すことにしたい。」
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過去にはいないのに
言葉は過去を語れる
未来にはいないのに
言葉は未来を語れる

言葉は時を超えて
人のなかに棲んでいる
言葉は生と死の境を超えて
人の境さえ超えて歩んでゆく

言葉は道だ
時もまた道だ
人はその道を歩いている
歩くように言葉を歩ませ
時のなかを歩んでいる

言葉はどこから生まれるのか
その源を辿ってゆけば
どこに行き着くのだろう

時はどこから生まれるのか
その源を辿ってゆけば
どこに行き着くのだろう

言葉は私を超え
生と死を超え
時を超えて
はるかな記憶へと向かう

記憶の源から
道は続いている
そしてその道を
人は歩いているのだ

ときに早足で
ときによろよろと
ときに行きなずみ

ときに忘却とともに
ときに既視感とともに
ときに境を超えて

■古井由吉（聞き手・蜂飼耳）ロングインタビュー「生と死の境、「この道」を歩く」より
（群像　二〇一九年四月号）



「蜂飼／「群像」の二〇一七年八月号から一八年十月号に隔月で連載された古井さんの小説が、
『この道』という小説集として刊行されました。これまでの作品同様、強く印象に残る言葉や
表現、文章がたくさんありました。
　冒頭に置かれた「たなごころ」には、「記憶が失われれば、自己同一性とやらも消える。と
ころがまたむずかしいことに、死後の存在、霊魂の不滅というような伝来の観念を、どこかで
おのずと踏まえないとしたら、人の言葉はそもそも、成り立つものだろうか」という一節があ
ります。『この道』全体を通し、言葉をめぐって、それがぎりぎり成り立つのはどのような地
点であるのかを見つめつつ、綴られています。
　最後の「行方知れず」には、「今の世にあっても、霊魂という伝来の観念をおのずと踏まえ
ないことには、言葉も成らぬことがあるようだ」とあります。言葉が成る、成らないという地
点をとらえている。それは耄碌とか、私が私でなくなる境といったところへ踏み込んで、小説
の言葉はどのように生まれてくるのかをとらえようとする、古井さんのこれまでの執筆の歩み
と重なってくるものだと思います。
　また、「たなごころ」に、「忘却ながらの既視感、既視感ながらの忘却」という言葉が、「そ
の日のうちに」には、「惑乱ながらの明視」「明視ながらの盲目」という言葉があり、一見対立
するようでありながら両者が含み合うような境を、力強くという言葉は語弊があるかもしれま
せんが、はっきりとらえている小説です。ご自身の身体感覚を通し、言葉が含み持つ死生の境
を、言葉で、他者に見える形で成立させた、これまでの日本語の小説にはない、類い稀な作品
だと感じながら読ませていただきました。
古井／著者自身よりも、よく理解し、要約してくださいまして ･･････（笑）。言葉というのは、
若かろうと年をとっていようと、日ごろ何心なく使っているわけです。でも、よく考えてみる
と、自分が有限で、自分の死後にはかかわれない存在だとすれば、成り立たないはずの言葉が
たくさんあるんですよ。来年のことを言うと鬼が笑うというけれども、何年後か、あるいは何
十年後のことを、まるで自分がそのときまでかかわり合っているかのように話しますよね。「明
日」と言うだけだって、一身を超えた存続の念が含まれている。小説となれば、なおさらのこ
とです。言葉とは、どうも一個の人間、一身を超えるみたいなんですね。そうじゃないと、言
葉は働かなくなるんじゃないかな。
蜂飼／もうひとつ、今回の小説に特徴的だと感じたのは、歩行、歩み方をさまざまにとらえら
れていることなんです。

「たなごころ」では山の中を歩いていて見知らぬ人と行き会う。「その日のうちに」では、杖を
ついているお年寄りに出会ってその歩みを助ける。「野の末」には、「歩行とは前へのめるのを
ひと足ずつ先送りすることにほかならないと言われる」、「たまに街に出れば人の歩みが目につ
く」という文章があります。「行方知れず」には、男性二人が飲み屋で飲んで飽きたらず、そ
のまま山の方へどこまでも歩いていくというエピソードがある。歩の踏み込み、歩幅の違い、
体の上下の振れ、左右への揺らぎ、歩を進めることにまつわる表現が出てきます。歩く、行き
なずむ、よろぼう、そういう歩行のあり方を重層的にとらえられています。
古井／時間の流れ、過去から現在を通して未来へ流れていく時間、これは多分に歩行に依存し
ているんですね。歩行が自然なとき、歩行を歩行とも感じない達者なときは、時間の流れが滑
らかなんです。ところが、だんたん歩行が不如意になってくると、過去が現在に澱んできて、
現在が未来を先取りしてしまったりすることがある。歩行をまったく自然に感じている人と、
やや不如意を感じる人では、時間の流れはもちろん、周りの風景の見え方も違うんじゃないで
すか。僕はもう歩行不如意になってきましたから、それに従って昔とは時間と空間の感じ方が
大分違ってきたと思っています。」


