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インターネット以前の時代を	
体験できたことを幸せに思う	
スマホ以前の時代を	
体験できたことも同様だ	
	

その他にも	
めまぐるしく変化する	
さまざまな技術のはざまにいて	
その前と後とを比較できる	
そんな体験は得がたい	
	

すでに与えられている技術を使うことと	
それが生まれてくるプロセスとともに	
それらを体験するということは異なっている	
	
すでに与えられてしまっているとき	

そのプロセスをふくめて体験できるためには	
きわめてすぐれた感覚と認識の力が求められる	
	
その力を持てないとき	
ひとは技術を使うのではなく	

技術に使われてしまうからだ	
	
読むということ	
書くということ	

記憶するということ	
検索するということ	
そうしたことを	
深みをともなって変容させていくためには	
技術に使われてはならない	

	
ともすればひとは	
知に使われ知の餌食になり	
情に使われ情の餌食になり	
意に使われ意の餌食になってしまう	

☆mediopos-1651　　2019.5.24	

■鶴ヶ谷真一『記憶の箱船　または読書の変容』（白水社　2019.5）	

体験をふかい経験へと変容させるために	
技術によって失われるもの	
得ることのできるものを	
注意深く確かめてゆかなければならない	
	

そうでなければ技術を得れば得るほどに	
ほんとうの記憶を甦らせながら	
無限の想像力へと向かうことへの道も	
スポイルされるばかりだからだ	

「ボルヘスによれば、人の作り出した道具のなかでもっとも驚くべきものは本であった。ほかのものはいずれも身体の延長である。顕微鏡と望遠鏡は視覚の延
長であり、電話は声の延長、犂や剣は手の延長である。しかし本だけは異なる、それは記憶と想像力の延長であった。	
　道具は人の力を得て効力を発揮するのだが、本は力ではなく、読書という精神のいとなみによって、記憶と想像力を豊かにしてきたのだった。こうして本と

読書と記憶とが三面鏡のように、ひとつの文化史を映し出す（記憶の女神ムネモシュネが学芸の女神ムウサを生んだとするギリシア人にならって、ここでは想
像力を記憶に含めることにしよう）。（･･･）	

　本の文化史をたどると、十五世紀におこった印刷革命の二世紀ほど前に、索引が誕生した。これまでほとんど語られることになかった索引という検索機能を
備え、やがて印刷によってひろく普及する本は、完成された道具になったといえるだろう。それはスプーンや車輪のように、もはや改良の余地のない完全な
形態をそなえるに至った（Ｕ・エーコ）。八世紀後の現在、インターネットという検索システムの急速な普及は、知の体系から日常生活に至るまで革命的な変

革をもたらしつつある。検索機能において、索引をインターネットと比較するなど滑稽感さえともなうかもしれない。	
　筆者はこれまでインターネットとは無縁に暮らし、その全体像の理解も、メディアとしての分析も手にあまるというほかない。だが、インターネットの蔓延には、

微量の居心地の悪さを感じることがある。 近、それが何に起因するものであるかにようやく気づいた。	
　索引とインターネットには決定的な違いがあるようだ。索引は一般的な知識を選別して個人化し、自身に固有の有機的な知の体系に組み入れることを可能
にする。ところがインターネットの場合、秩序と明解を求めたはずの検索作業によって、わたしたちは断片的な知識の浮遊する茫洋たる大海に投げ出される

感がある。本は、そうした大洋に浮かぶ記憶の箱船にたとえられよう。創世記の語るように、はたして飛び立った一羽の鳩がオリーブの葉をくわえて戻るときが
くるのだろうか･･････。しかし過去は過去として、テクノロジーの発達とそれに応じる人間の適応力には、はるかに予測を超えるものがある。いつの日かスプー

ンや車輪がなくなるとき（車輪のないリニアモーターカーが現に実験走行中））、本もまた姿を消すことになるのかもしれない。」	
	
「書物と記憶というテーマについて着想ともいえない思いが芽生えたのは、ずいぶん以前のことになる。（･･･）	

　ここにきて記憶というテーマがにわかに浮上してきたのは、近年インターネットという電子情報網の加速度的な普及に刺激されたことによる、検索によって情
報が瞬時に得られる時代には、読書の内実もまた変容をとげざるをえない。指先の操作によって情報がたちどころに得られるなら、記憶についての認識もま
た変わることになるだろう。」	

	
「ベルクソンによれば、記憶には二種類あるという。思い出そうとすると、いつでも記憶に浮かんでくる意志的記憶と、私の意志とはかかわりなく、記憶そのもの

が自ずから現れ出るような自発的記憶である。自発的想起が抑制されるのは、生をいとなむ私たちが未来をめざして行きつづけるために、有用な選択がそこ
に働くからである。	
（･･･）	

　このメカニズムは潜在していて、ふだんは気づかれない。これを意識するのはそれが「突然の稲妻のように姿を現す」ときである。このとき記憶は未来の行動
へと向かう。長いこと心のどこかで求めていたこの言葉がひとすじの光となって、読書という内的ないとなみを照らし始めた･･････。」	



心には	
境界線があり	
からだにも	
境界線がある	
	

その境界線は	
ひとそれぞれだが	
日本語では	
「他人の心に土足で踏み込む」	
という表現があるように	
靴を脱ぐか脱がないか	

そこに心とからだの境界線があるらしい	
	
心には	
意識の器と	
無意識の器があり	

からだにも	
意識の器と	
無意識の器があるのだろう	
	
意識の器を脱いで	

無意識の器にあるとき	
そこには入りこまれたくない	
	
外にも外と内があり	

内にも内と外があるように	
心にもからだも	
外と内は十二単のように	
何重にも重ねられているのだろうが	
	

人はそうした内と外を	
「行ったり来たりしながら	
かろうじて心の平衡を保っている」のかもしれない	

「土足の問題、これこそ日本の近代が直面した日常生活の大難題だった。靴や草履を外で履いているかぎり何
の問題もないが、履いたまま家の中に入り、畳の上に上がると、一気にプロブレム。欧米はじめ世界のたいていの
国はそうしているのに、日本においてはプロブレム。	

　土足摩擦というか、この問題に日本人がはじめて悩まされたのは、（･･･）幕末のこと。開国をめぐるアメリカとの
交渉の中でだった。今も昔も、なぜか、日本の国内の慣習が槍玉にあげられるのはアメリカとの交渉の時。	

　黒船艦隊に乗って来港したペリーの一行は、開国を求め、下田で幕府との交渉に入る。場所は下田の寺。武
装した兵士を引き連れたアメリカ人交渉団の一行は、日本側が厳重に警戒する門を通り、玄関の前まで来ると、
立ち止まりもせず、そのまま段板を踏んで式台（昔の格式のある玄関）に上がり、さらに進んで畳の上に踏み込み、

そのままの勢いで畳廊下をズンズン進んで、座敷に入った。」	
「日本伝来の畳の上に直に臥したりする生活と、欧米舶来のイス。テーブル、ベッドの生活、この正反対の暮らし

方の対決第一ラウンドは、欧米優勢のうちに終わった。具体的に見ると、畳の上には緋毛氈を敷いてジュータン
敷きに見せかけ、テーブルはどう手配したか知らないがとにかく置き、イスはお寺にあった中国式ので間に合わ
せる。そして、欧米人は靴のまま上がり、日本側は偉い人は草履で上がり、偉くない人は裸足で上がる。	

　幕末の第一ラウンドの次は、明治の文明開化の第二ラウンド。今度は、日本対欧米ではなくて、日本人の中の、
畳の生活と洋風の土足生活の勢力争い。	

　役所、会社といった公的、社会的な場での決着はすぐにつき、板の床に土足にイス、テーブルが定番として確
立する。完全欧米化。	
　しかし、住宅はそうはいかない。いろんなタイプが現れる。」	

「問題は、明治の半ばから大正にかけての第三ラウンド。このラウンドの主役は皇族、富豪じゃなくて普通の人々。
正確にはその上層のリーダー的な市民層。このラウンドいかんで日本の土足問題の行く末は決まる。会社の部課
長さんや学校の先生といった面々は、天皇家、宮家、富豪のどのタイプを選んだか。	

　富豪タイプを選んだ。	
　和風の伝統の中に洋風要素（ジュータン、イス、テーブル、ベッド）を持ち込むけれど、土足で家に上がることだ

けはしない。靴の代わりにスリッパですます。	
　かくして、日本近代における土足問題は決着がついた。まず、会社やビルや店や役所は土足でゆく。しかし、
住まいについてはイス。テーブル、ベッド、ジュータンはいいけど、土足だけは許さない。	

　日本の住まいの玄関には、見えないけれど、	
＜不許土足入門＞	

と刻まれているのである。	
　このことは長らく、日本だけの特殊な慣習、世界が欧米化してゆく中での非世界標準と考えられてきた。そう
思っている読者も多いと思う。私もそうだった。	

　ところがどうも違うのだ。私が 初に知ったのは、日本暮らしを経験して帰国したアメリカ人にこの件を聞いた時、
そうとう多くが、土足をやめてスリッパ化している。理由を聞くと、家の中が汚れなくていいし、靴を脱いだ方がくつ

ろげるから。	
　次に気づいたのは、中国の建築学者の調査報告で、北京、上海などの近代化先進地の良好な新築住宅（ほと
んどが集合住宅）つまりマンションでの土足問題を調査すると、九十パーセント以上の家で、土足を脱ぎ始めて

いるのだ。せっかく新築した家の床を汚したくないというのが理由。	
　アメリカで少しずつ、中国で大量に始まった〝土足はやめよう〟という動き。もしかしたら二十一世紀の住まい

における世界標準は、日本のやり方なのかもしれない。下田の仇をニューヨークで討つ。」	
	
「家の中に入る時、靴などの外用の履物を脱ぐかどうか。日本は脱ぎ、欧米や中国では脱がない。弥生時代には

高床式住宅が始まった時は履物があったかどうかは未詳だが、高床式から古代の寝殿造へと進化した段階では
履物は脱ぎ、その次の中世の書院造り、近世の数寄屋造と続けて脱ぐ。	

　危機が訪れたのは〝靴のまんまなプロブレム（土足）〟の項で触れたように、明治時代に西洋館を受け容れた
時で、どうしたか。欧米では脱がないのが当たり前。」	
	

「家に帰ったら靴は脱ぐという行為の奥には、もはや理由付けできないほど深すぎて意識が、長い暮らしの中で
たまった意識があり、気付いた時にはもう遅く、理由を自覚しないまま、これまでの続けてきたし、これからも続け

るだろう。そういう意識のことを意識下の意識とか無意識の意識という。	
　寺社仏閣、官公庁･･････駅舎、会社の建築を「意識の器」とするなら、住宅は「無意識の器」、それも一番大きな
無意識の器にちがいない。	

　人は、意識の器と無意識の器の間を、毎日、行ったり来たりしながらかろうじて心の平衡を保っている。住宅建
築の一番大きな働きは、そこにある。」	

☆mediopos-1652　　2019.5.25	

■藤森照信　『増補版　天下無双の建築学入門』	
　（ちくま文庫　2019.5）	



一神教はなぜ生まれたのかという謎は	
現代英語のなかに	
「する言語」の象徴としても	
現れているのかもしれない	
	

それは八百万の神を	
その背景として持つ日本語が	
「ある言語」の象徴であるということと	
面白い対照を成している	
	
「する言語」は	

はじめから「する言語」なのではない	
「ある言語」から	
「する言語」へと変化してきた	
	
「自然（しぜん）」が	

はじめから「自然（しぜん）」なのではなく	
力動的な潜勢力をもった「自然（じねん）」
から	
「自然（しぜん）」へと変化してきたように	
	

おそらくそこには	
一神教の根っ子にあるだろう	
「私は私であるである」ということがある	
	

八百万の神はいわば「私たちがある」なの
だが	
一神教の神は「私は私であるである」の	
いってみれば分霊としての「私」が	
「従」から「主」へと向かへと要請し	

言語もまた「ある言語」から「する言語」へと
変化する	

☆mediopos-1653　　2019.5.26	

■金谷武洋『日本語と西欧語／主語の由来を探る』	
　（講談社学術文庫　2019.5）	

言語がＳＶＯ化することで	
魔術的な自然ではなく	
対象化される自然へと変化し	
そこに現代の科学も生まれることになった	
	

言語そのものが「する言語」として	
主体と客体というありようへと分化すること
で	
失われてしまったものもあるが	
失われないまま「ある言語」と	
不思議な邂逅をすることで	

あらたな可能性も生まれるのではないか	
	
おそらく主語は仮の衣装なのだ	
その主語の本来の姿である	
「私は私であるである」へと	

メビウスの環のようにむすばれるとき	
言語もまたあらたな可能性に向かって	
開かれてゆくのかもしれない	

「言語の表現形式における「自然と人間の力関係」という観点から世界の言語を広く見渡して
みると、西洋語がその歴史を通じて一貫して「自然離れ」の航海を続けてきたことに今さらなが
らに驚かされる。人間中心の表現形式に溢れた、典型的な「する言語」である現代英語は、そ

の方向において も遠くへ至った言語であろう。逆に、自然中心の「ある言語」である日本語は、
むしろ世界的に見るとありふれた平凡な言語なのである。」	

	
「日本語はある状況を、自動詞中心の「何かがそこにある・自然にそうなる」という、存在や状態
変化の分として表現する。一方、英語は同じ状況を、「誰かが何かをする」という意味の、他動

詞を挟んだＳＶＯ（主語--他動詞--目的語）構文で示す。」	
	

「こうした日英語の対照的な特徴は、あくまでも現代英語と現代日本語を比較した上での結論
である。しかし、（･･･）実は英語でさえ「人間中心」の発想と世界観は本来のものではない。そ
の行為文中心の文法も、時代を追ってその方向へと変わってきたものなのである。」	

	
「「自然中心」の浜辺を離れて、沖へ沖へと向かう「人間中心」の潮流をイメージしてほしい」英

語を先頭に、印欧語全体が次々にこの駆流（drift）に乗ってしまった。これに対して、日本語を
含む多くの言語は、依然として浜辺をゆったりと洗っては返す潮である。」	
	

「水平方向の駆流も面白いが、（･･･）垂直方向の比喩（メタファー）を使おうと思う、話者の視点、
という点で、英語は地上を離れて空高く舞い上がり、今や「神の視点」を持つに至ったと思われ
るからである。	

　一方、日本語の話者の視点はいまだに地上に留まっている。こちらはむしろ「虫の視点」で
状況をコトバ化するのだ。（･･･）英語は、天上からの「神の視点」、これに対して日本語は地上

からの「虫の視点」。その違いは何とも対照的だ。ただし、「神」と「虫」という言葉を使っても、両
者に優劣の差を喚起することは本書の目的ではないことをあらかじめお断りしておく。」	
	

「今では神の視点を得た印欧語、とりわけ英語を象徴するのが「subject」と「nature」という二つ
の言葉ではないだろうか。「主語」は文法用語「subject」の訳である。しかし、歴史的に見るとこ

の翻訳は実は正しくない。なぜなら、subjectの原意は「主」ではなく、その正反対の「従」だから
だ。例えば「君主」に対する「臣民」がsubjectなのである。語源的にも、sub-が「下」であることは
「地下鉄」のsub-wayを考えてみるといい。」	

	
「言葉は時にシーソー遊びをする。subjectがその相対的地位を上げていった時に、これとは逆

に勢いを失った言葉たちがあった。その典型的な例が「自然」と訳されるnatureである。nature
といえば、現代社会では「人間の行為の対象となる不動の対象物」がまず想起される。絵画の
生物は仏語でnature morte、文字通り「死んだ自然」だ。ところが、古典期のヨーロッパ、例えば

ローマ帝国の詩人ウェルギリウスが「農耕の歌」の中でsolo nature subjectと言う時のnatureは、
逆に極めて力動的である。私の敬愛してやまない泉井久之助が、（･･･）このラテン語文を「大

地には、ものを生んで成す力が潜んでいる」と訳しているが、蓋し名訳であると思う。」	
「このnatureこそが、二言語の「自然の勢い」の発想に連なるものなのだ。」	



いまになってみると	
まだよくわからないままに	
ウィトゲンシュタインやシモーヌ・ヴェイユの	
超倫理的とでもいえるような生き方から	
深いところで影響を受けていたのかもしれない	
	
かつて毛沢東の文化大革命が	
もてはやされた時代があったらしいのだが	
国家レベルの強制的な政策として行われたことは	
きわめて愚かなことだとは思うものの	
それを個人レベルでとらえてみるならば	
じぶんの文化大革命はそれなりのかたちで	
行われなければならないようにも思う	
	
ぼくのばあい	
学生の途中からいやおうなく	
自活しなければならなくなったのもあり	
その頃のじぶんなりの探究が	
生活することとは決定的に矛盾していることに	
折り合いをつけていかなければならなくなったのだが	
	
ぼくのなかではそれ以降	
グルジェフのワークのような仕事モードをこなしながら	
むしろそこから得られる	
ある種のエッセンスをも糧にしながら	
探究モードをシフトさせていく試みが日課になった	
	
現代という時代はかつての時代よりは	
一人ひとりの自由裁量や得られる情報が多くなり	
かつてはできなかったであろうスタイルも	
意識的な取り組みさえできれば可能となる	
	
ことさら禅寺で座らなくても	
ふつうに生活しながらひとりで禅的なワークはできるし	
学者や教育者のような専門的で特異な場所にいなくても	
思考を深めていくこともできる	
むしろそうした閉じた特異な場所から離れて	
さまざまな矛盾のなかで生きることでしか	
可能にならないことも多いのではないか	

（田辺保「解説」より）	
「わたしたちはともすると、優秀な女性哲学者が一年間職を捨てて一介の女工になったというセンセーショナルな出来事にふと表面的な興味をさそわれたり、
また、一九三〇年代に生きたひとりの知識人女性が当時の労働者の疎外状況を身をもって知るために工場にとびこむという実験を自ら意識的に課したのだ

とする説明によってこの出来事の意味を理解したと思い込み、彼女の言葉をただ特定の時代と社会のあまたある部分的証言のひとつにすぎないと片づけて
しまいがちである。なるほど、わたし自身を含めて一般の読者が、まずシモーヌ。ヴェイユという存在に注目するのは、こうしたうわべにあらわれた生涯の転変

の異様さ、日常生活の平穏と常識を打ち破る行動への一途な献身の姿に衝撃を与えられたことが契機になっている場合が実は多いのかもしれない。しかし、
そういう表面上の突飛さ、奇矯さへの興味にとらわれているなら、シモーヌ・ヴェイユの本質的な問題はいっさい、わたしたちの手からすりぬけてしまうといえよ
う。彼女の研究家マリー・マグドレーヌ・ダヴィは、あいつぐ社会参加によって成り立っている彼女の姿勢について、「偶然的なむすびつきを超越するひとつの

明確な使命への忠実」こそが問題とされねばならないことを指摘し、「標準基音の＜ラ＞など持ち出したら、すべての調子が狂わされてしまう」といっている。
めまぐるしく移りかわる現実と、さまざまな事象の局面に対応する主体の一見常に真摯とみえるありかたの根底において、たえず唯一の真理だけがひたすら

に求められていたのである。この真理への愛だけが、火となった燃えていたのである。だから、シモーヌ・ヴェイユは一つの思想に執着することはなく、ひとつ
の経験が完全に生きられたらそれをいぜんとして続行することはない。彼女とともに社会運動に挺身し、かなり求心的なコミュニズムのイデオロギーの旗印を
かかげてたたかってきた療友たちが、後年における彼女の変節を非難するのは当たっていないのだし、わずか一年足らずではあったが、工場生活において

「労働の条件」を残りなく味わい尽くしたとき、彼女はこの事柄の根源的な意味について語りうるだけのものは保有していたのである。この工場生活から持ち
帰られた直接のなまなましい記録である『工場日記』においても、わたしたちは、多様な記述の中から何が根本的に見つめられているかをじっと注視してみる

必要があろう。」	

☆mediopos-1654　　2019.5.27	

■シモーヌ・ヴェイユ『工場日記』（田辺保=訳　ちくま学芸文庫　2014.11）	

シモーヌ・ヴェイユのような極めて純粋な仕方ではなく	
数々の矛盾に充ちたやり方でしかないとしても	
その矛盾という泥のなかからしか咲かない花もあるからだ	
	
生活のために必要な「工場」で働き	
そのことで学べることは学び	
それをワークとしてこなしながら	
じぶんなりの思索を深める試みを続ける	
そういう矛盾に充ちたやり方を	
個人的な文化革命と呼べるのかもしれない	



ことばがなければ	
世界はこんなにも	
分かれてはいなかっただろうけれど	
分かるということもなかったのかもしれない	
	
光あれ！	
ということばが	
光を存在させるように	
ことばは世界を存在させ	
分節させてゆく	
	
本がなければ	
ことばはこんなにも	
遊戯してはいなかっただろうけれど	
ことばに縛られることも少なかったのかもしれない	
	
ことばが世界をひらき	
ことばが世界を混乱させ	
ことばが世界を変えてゆく	
	
ことばとともにあることで	
道はつくられ	
迷路はつくられる	
	
人はことばを使って物語る	
世界を物語りつづけ	
物語は物語を生みつづけ	
	
ことばを本をめぐる欲望は果てしなく	
世界を巨大な一冊の書物にさえしようとする	
原寸大の地図をつくろうとさえするように	
	
けれどことばの	
いちばん幸福な姿は	
それがひとつの詩となるときなのかもしれない	
闇に射す	
光あれ！	
のように	

（藤井光「まえがき」より）	
「フランス語では、黄昏どきのことを「犬と狼のあいだ」（entre chien et loup）と言うそうです。その時刻になると犬と狼の見分けがつかなくなるから、と。日
の光はまだあるのにちょっと暗くなって、自分のまわりがおぼろげになってしまうあの雰囲気を、見事に言い表したことばです。	

　僕はこの表現を知ってから、夕暮れの光のなかで我が家の柴犬を見ると、そこにオオカミの姿が重なるようになりました。とはいっても、ニホンオオカミは
絶滅してしまったので、ぼんやりとしたイメージでしかありませんが。	

　ふとしたことばが、まわりの世界を見る目や、世界との接し方を変えてくれる。僕が本を読むのは、そんな瞬間を求めているからかもしれません。	
　世界のあちこちで、何かを求めて本を手に取り、夢中で読みふける人たち。何百年も、ときには何前年も続けられてきた読書という営みのなかで、多く
のことばがこれまでに生み出され、今も使われる日常のことばとして定着しています。	

　日本語だと「積ん読」という見事な言葉遊びが挙げられるでしょうか。英語にも“bibliomania”をはじめとして、何かと本を買ってため込んでしまう人や行
動を指すことばはいくつもありますが、「積ん読」には独特の魅力があるようです。21世紀に入って英語圏にデビューした“tsundoku”ということばは、読書

好きのあいだで人気の表現になりつつあります。	
　本や読書とともに育まれてきた人々は、独特のことばを作り出してきました。そのなかには、ことばや本というものをまた違った目で見るきっかけになるよ
うなものが多くあるはずです。言ってみればそれは、「ことばをめぐることば」の豊かさを知る機会でもあります。	

　そうした思いから、各国語に詳しい方々に、どんな独特の表現が存在するのかを教えてもらうことにしました。そうした表現を集めて、意味や使われ方を
載せるだけでも、じゅうぶんに面白い本になっただろうと思います。でも、日ごろから僕が好きな作家や翻訳家の方々が集まってくれたので、ちょっとわが

ままを言わせてもらい、それぞれの表現の味わいがさらに増すようなショートストーリーかエッセイをつけていただくこともお願いしました。そこに魅力あふ
れる挿画をつけてもらうという贅沢まで叶えてもらい、この本が完成しました。」	
	

（マスナヴィーイェ・ハフタード・マン・ガーカズ〔ペルシア語〕より：中村菜穂）	
「言うべきことが山ほどある。直訳では「70マンの紙のマスナヴィー」。	
マスナヴィーはペルシア詩形の一種で、叙事詩や物語詩に用いられる。」	

「何が不足しようと、イランでは詩や物語には事欠かない。千一夜でも終わらないお噺好きな人々、彼らの間では、毎日が物語なのだ、と言いたくなるほ
どだ。詩、映画、小説、民話、日常の雑談にいたるまで。なかでも寓意的な物語の宝庫といえば、神秘主義詩人ジャラールッディーン・ルーミーの大作

『精神的マスナヴィー』だ。ちりばめられた数々の物語が、果てしない海にも似た精神世界へと誘う。	
　ところで、いつの頃からか、終わりのない物語（それは愚痴や不満でもあったりもするのだが）を「70マンの紙のマスナヴィー」と言うようになった。「マン」
は小麦などを計る重さの単位である。言ってみれば、「いやあたいへんなことがあって、それを書き連ねたら700キロ分の紙を費やしても足りないよ」という

の似ている。	
　「私の苦しみをもし書き記したら千巻の叙事詩ともなったでしょう」と、イランのある女性詩人は詠っている。心に秘められた切々たる苦難の物語、人生

の浮き沈み、嘆き、それはもちろん、話せば長くなるのですが･･････。」	
	
（「ダス・イスト・アイン・ゲディヒト〔ドイツ語〕」より）	

「直訳すると「それはひとつの詩だ」。	
なにか特別に素晴らしいもの、美しいものを褒めるときに使われる言い回し。	

たとえば、おいしいものを食べたときにうっとりと目を細めて、また美しい風景に息をのみながら、思わず「これはひとつの詩だ」とつぶやく。」	
	
（ダス・コムト・ミア・シュパーニッシュ・フォア〔ドイツ語〕」より）	

「直訳すると「それは私にはスペイン語のように思われる」。	
理解できないもの、わけのわからないもの、奇妙なことがらに遭遇したときに使われる。同様の言い回しにIch verstehe nur Bahnhofというのもある。これは

「私には駅（という単語）しか理解できない」という意味で、やはり「わけがわからない」というときに使う。」	

☆mediopos-1655　　2019.5.28	

■温又柔、斎藤真理子、中村菜穂、藤井光、藤野可織、松田青子、宮下遼／絵・長崎訓子	
　『本にまつわる世界のことば』（創元社　2019.5）	



まず詩を学び	
禮を学び	
そして樂を学ぶ	
	
詩を学ぶことは	
聖なる霊を呼び出し	
言葉を止めることであり	
	
禮を学ぶことは	
呼びだした神霊を型として受け容れ	
分別をつけることであり	
	
樂を学ぶことは	
型から出て分別をなくし	
自由の境を生きることで	
仁の人となることである	
	
かつて外からしか	
与えられなかった心は	
しだいに個々の人の内で育つべく	
種として植えられ育ちはじめる	
	
けれども人は	
みずからの心をもてあまし	
さまざまな悩みを抱えはじめ	
国家や共同体は	
人の心が仁へと向かわないよう	
その心を縛ることを事としてきた	
	
そろそろ人は	
あらためて詩を禮を樂を学ぶことで	
新しい人間にならねばならない	
そのヒューマン２・０こそ	
仁という愛と自由の智慧への道なのだ	

（「Ｉ『論語』に「音楽」を投げてみる----対話　いとうせいこう」より）	
「安田／まず「詩」を学び、次に「禮（礼）」を学び、 後に「樂」を学ぶ。それによって人格が完成する、すなわち「成る」のだと、孔子は言います。それぐらい
「樂」は孔子にとってもっとも重要なものなんです。」	

「安田／現代人にとって、文字が当たり前すぎるほどあたり前のものですが、しかし文字が一般的ではなかった当時、文字は「言葉を定着させる」という、まさ
しく呪術的な意味がありました。それまでは言葉は一度口にすると消えていくものでしたが、消えずに定着させる呪術的なツールが文字であり、そしてそれを

知ることも、「詩」を学ぶことの大きな意味でした。	
（･･･）	
　「詩」という文字自体が、言葉を定着させるという意味があります。いまの「詩」という字は、右側が「寺」ですが、もともとは上の部分が「止」（･･･）。上の「止」は

足がどこかに止まっている形で、下の「寸」は手でそれをつかまえているさまを象っています。つまり、「寺」という字はもともと、「動かないようにじっとつかまえ
る」ことを意味していました。（･･･）	

　そして「詩」というのは、口に出す前に心の中で一度、ぐっと「止め」、それから言葉を出すのが本義です。	
（･･･）	
　「言葉を止める」ために文字を「刻む」ことには呪術的な意味がありました。	

　また、記憶も本来は呪術的なものです。（･･･）ユダヤ神秘主義などでは『聖書（旧約聖書）』の中の文字ひとつひとつに秘密の意味を付して、その記憶を秘
術化しています。カバラの伝統に従って『聖書』を読むと、『聖書』の世界が自分自身の中に立体化されるんです。言葉が立体化するというのは能の謡の中に

もありますし、おそらくは『詩経』などの五経の中にもあった。	
　記憶というのは、世界や時間、すなわち大宇宙を自分という小宇宙の中にとり込み、自分と宇宙を一体化させるための秘術でした。霧散する言葉をここにと
どめ、そして記憶によって宇宙をおのれの身体の中にとり込む。そのような呪術的な装置が「詩」であったということができると思います。」	

「安田／「詩」にはもうひとつ重要な意味がありました。それは「聖なるもの」「霊的なもの」を呼び出す役割です。」	
「いとう／ところで「詩」の次に学ぶ「禮（礼）」は、具体的にはどういうことなんでしょうか。	
安田／学の 終段階の「樂」が対象との「分別をなくす」ことであるのに対し、「分別をつくる」のが「禮」です。「樂」でとことん自由になる前に、まずは一度「型」

に入ることを学ぼうということです。	
　「禮」といっても、いまの礼儀作法の「礼」とはだいぶ違います。「詩」もそうですが、「禮」も「詩」や「樂」と同じように神霊をここに呼び出したり、人を変容させ

たりする力があるものです。	
　ただ、「樂」のほうは、非常に名人芸的なところがあって誰にでもできるというものではない。それをある手順に則って行えば、誰にでもできるようにしちゃえと
いうのが「禮」です。	

　まずは「型」である「禮」を学び、それからさらに修業をして名人芸である「樂」を手に入れる。まずは「分別」である型を学び、そこから始めて「分別のない」自
由の境地に入る。「型に入って、型を出る」、これは、古典芸能の稽古にとても似ています。」	

	
（「III『論語』に「テクノロジー」を投げてみる----対話　ドミニク・チェン」より）	
「ドミニク／孔子はどういう時代背景で「仁」を構想したのでしょう？	

安田／孔子の時代というのは、まさに「あわい」、すなわち狭間の時代です。	
　まず「心」ができて約五百年後で、「心」がまだしっかりと定着していない。「心」というのは文字ができた紀元前一三〇〇年ごろの殷にはなかった文字で、そ

れからおよそ三百年経った周の時代にはじめて生まれます。	
　「心」というのは「時間」を知る精神機能で、それによって人は未来のことを考えたり、過去から教訓を得たりができるようになった。でも、それがちゃんとできる
人はわずかで、多くの人は未来を考える機能の副作用である「不安」だけが増大した。『論語』は、そのための処方箋的な役割も大きかったと思います。	

　もうひとつは、「心」を生み出した周的な「徳」による統治が崩れだし。群雄割拠が始まりました。そこで孔子は個々人の心の中に「徳」の開花を期待する「仁」
を考えたのではないかと思います。	

　国家や共同体による上からの中央集権的な縛りを必要としない、独立した個々人が徳を備えたヒューマン２・０になり、その集合による新たな共同体を創造
する。	
　でも、この考え方は、結局受け入れられず、「仁」は「思いやり」とか、そういう無難なものに変えられてしまいました。 初にも言いましたが、孔子の考え方は

ニーチェの考え方と同じくらいに危険な考え方だったし、ヒューマン２・０の人間なんかできちゃ、「国家」としては、本当は困る･･････。」	

☆mediopos-1656　　2019.5.29	

■安田登『すごい論語』（ミシマ社　2019.6）	



思考と感情と意志	
	
そのなかで	
思考は意識に近く	
意志は身体に近い	

	
そして感情は	
思考と意志のあいだで	
意識と身体とをむすんでいる	
	
情動が感情に先立って	

生まれるのだとすれば	
情動は身体や生命に近い	
より根源的な感情なのだろう	
	
感情と情動は	

思考的感情と意志的感情	
とでもいえるのかもしれない	
そしてそこに	
外的感覚と内的感覚が	
まじわりながら	

人は感情生活を営んでいる	

☆mediopos-1657　　2019.5.30	

■『Speak,Talk,and Think 談』 
　No.114 特集：感情身体論（公益財団法人たばこ総合研究センター[TASC] 水曜社　2019.3）	

感情を統御しようとするときには	
身体的な意志的感情の働きを	
整えるための技術が必要となる	
	
心を落ち着けるために	

深く呼吸をするというのもそのひとつだ	
身体的なものを変化させることで	
感情へと働きかけるのだ	
	
感情生活を豊かにするためには	
その逆に思考的感情を広げることで	

感情の広さときめ細かさを育ててゆく	
	
思考と意志	
心と身体を調和的にむすんでいくためには	
感情はその両輪を円滑に働かせなければならない	



（editor’s note 杣取恵太「身体、感情、意思決定のループ」より）	
「感情と身体とのかかわりを研究しているアントニオ・ダマシオの重要なキーワードに、「情動」と「感情」があります。普段私たちは、
この二つのことばをほとんど同じものとして使っています。ただ、前号の『談』で、信原幸弘氏は、意識的な心の動きを感情、意識
だけでなく意識の上らない無意識も含むものを情動と呼んでいます。とくに身体的な反応を強調するために、信原氏は感情より情
動を使うと言いました。	
　ダマシオは、「情動」と「感情」をさらにその役割に応じて分けて捉えています。その基盤となるのが、「ホメオスタシス調節」で、両
者は因果的につながっているという。たとえば、私たちが何か恐ろしい光景を目にして恐れの感情を経験したとしましょう。身体が
硬直して心臓がバクバクしたとすれば、これは生命調節のプロセスであり、ダマシオはそれを情動と呼ぶのです。	
　一方、脳には今身体がどういう状態にあるのかが逐一詳細に報告されます。脳のしかるべき部分に、対応する「身体マップ」が形
成されています。そしてその身体マップをもとに、ある限度を超えて身体的反応が生じたことを感じる時、私たちは「恐れの感情」を
経験することになるのです。	
　ダマシオの「情動」と「感情」の議論でとりわけ重要なのは、その順番だといいます。普通私たちは、怖いと感じるから身体が膠着
したり心臓がバクバクすると考えますふが、ダマシオの考えはまったく逆で、怖いものを見て特有の身体的変化が生じるから、その
後に怖さを感じる。つまり、感情は、後追いでつくられるというのです。	
　生物が 初に身に付けたのは「情動」で、「感情」ではありません。感情情動から生まれ、どちらも有機体の生存と深くかかわって
いますが、そこで重要になってくるのが身体です。身体が存在しなければ、情動も感情も存在しなくなるからです。	
　身体が受け入れた情報に基づく情動と感情ｰｰｰｰそれは経験の蓄積によって変化しますｰｰｰｰが、人間の意思決定に大きな影
響を及ぼすというのが、ダマシオのソマティック・マーカー仮説です。ソマティック（somatic）とは身体のことで、簡単に言えば身体を
介して生まれた「情動」と「感情」が「目印（マーカー）」となって人間の意思決定をサポートするというのです。言い換えれば、人間
の感情が、ソマティック・マーカーというかたちで、人間の意思決定に深く関与するというわけです。」	
	
（乾俊郎「感情をつくる脳･･･自由エネルギー原理と感情生成」より）	
「私がこの二〇年でやってきたことを一言で言えば、「身体でわかるとはどういうことか？」ということです。もちろん内受容感覚だけ
ではなく、手足を動かすことや、抽象的な思考をすることも、自分の身体を使っています。感情もそうで、自分の身体の内部情報を
ちゃんとモニタリングできることが、正しく自分の感情を知り、他者の感情も理解できる、ということにつながっているのだと思いま
す。」	
「･･････今までの心理学に違和感を覚えていたのは、それが外受容感覚が中心で、内受容感覚にあまり目が向けられてこなかっ
たからかもしれません。」	
「個人差は、私にとっても大きな研究テーマです。これまでの心理学は平均的な人間とはこういうものだ、と言ってきたのですが、し
かしそこにも個人差があるのは、内受容感覚への感度の差も大きく作用しているのではないでしょうか。そういう個人差が説明でき
る理論をつくりたいと考えています。そのためには、自己をもう少し掘り下げる必要があると思います。	
　ここで言う「自己」をもう少し別の言い方をするなら、自分は自分の身体の中にあるというような「存在」の感じ方、と言ってもいいと
思います。解離性障害のある方のなかには、すべてがガラス越しのように見えるとか、他人がぬいぐるみのようにしか見えないとい
う人がいますが、これは自分の内受容感覚がうまくキャッチできないために、外界をリアリティのあるコンテクストとして理解できない、
ということなんですね。自分自身もリアルに感じられない。」	



おみくじの	
神のお告げの	
おことばを	

そっとうけとめ	
生きるちからに	

	
願いごと	
恋愛	

健康	
金運と	

吉か凶かと	
思いはゆれて	
	

運勢は	
神という名の	
みちしるべ	

信じるもよし	
信じぬもまた	

	
神々の	
ことばは歌ぞ	

ならばこそ	
われも歌いて	

ともに踊らん	

☆mediopos-1658　　2019.5.31	

■平野多恵『おみくじの歌』（コレクション日本歌人選076　笠間書院　2019.4）	

「和歌みくじのルーツは日本の神の歌にある。スサノオノミコトが三十一文字の歌をはじめて詠んだと伝えられて以来、日本の神と和歌の関係は
切り離せない。平安時代には神々が和歌で人間にお告げを示すようになり、後にそれが和歌占いに発展した。江戸時代には中国伝来の漢詩
みくじの影響を受けて和歌みくじ本が作られた。明治時代になると明治維新による神仏分離の影響で、仏教的な要素のない和歌みくじが新た
に作られるようになった。近年は独自のおみくじを考案する社寺が増加し、和歌みくじの多様化がさらに進んでいる。このような和歌みくじの歴
史的な展開は、おみくじに載せられた和歌からもうかがえる。本書では、その多様性と系統性がわかるように、『古事記』『日本書紀』の神話に収
められた歌から、平安時代から鎌倉時代にかけての神のお告げの歌、平安時代から江戸時代までの和歌占いにもちいられた歌、江戸時代か
ら現代までの和歌みくじの歌、各社寺の特徴があらわれた歌など、さまざまな性格を持つ歌を選んだ。おみくじは神仏のお告げであり、その歌
も「お告げ」としての性格を持つ。和歌は三十一文字という短さの中に重層的な意味が含まれているため、さまざまな角度から読み解くにふさわ
しい象徴的な言語として自立している。多様な読みが可能だからこそ、和歌は千年以上もの時を超えて脈々と生き続け、いまもおみじくじのお
告げとして示唆を与えてくれるのである。」	
	
「神社や寺院でおみくじを引くと、はじめに吉凶を確認する人が多いだろう。しかし、おみくじは本来、神さま仏さまのお告げをいただく「御神籤
（御仏籤）」である。そのお告げの形式でおみくじを分類すると、神社に多い「和歌みくじ」、寺院に多い「漢詩みくじ」、それ以外のものに三大別
できる。	
　漢詩みくじのルーツは中国にある。南宋時代（一一二七〜一二七九）に中国杭州の上天竺寺で観音菩薩のお告げとして流布した「天竺霊
籤」がそれである。この霊籤は室町時代以前に日本に伝来し、日本では天台宗の中興の祖とされる元三大師良源の作とされて、江戸時代に
「元三大師御籤」として大流行した。百種類の短い漢詩（一行五文字の四行からなる漢詩、いわゆる「五言絶句」）によって吉凶を知るおみくじで
あり、現在も多くの寺院でもちいられている。	
　和歌みくじのルーツは日本の神の和歌にある。冒頭の一首（０１八雲立つ出雲八重垣つまごみに八重垣つくるその八重垣を）で紹介したよう
に、スサノオノミコトが三十一文字の和歌を詠みはじめたと伝えられ、平安時代以降、日本の神々はしばしば和歌で人間にお告げを示した。そ
れが和歌による占いとなり、江戸時代には中国伝来の漢詩みくじの影響を受けて和歌みくじ本がつくられるようになった。	
　その他としては種々雑多な形式がある。短い文章で運勢を説くもの（地主神社）、「〜ごとし」という比喩で運勢を示すもの（櫛田神社等）、ご祭
神のことばを示すもの（松陰神社等）、古今東西のことわざや文学の一節などを示したもの（下鴨神社等）、水に浮かべると運勢を書いた文が浮
かび上がる水占（貴船神社等）、易の卦に基づくもの（白山白比咩神社等）などである。」	



「現代詩」という言葉を知ったのは	
いつのことだったろう	
ぼくのなかでは「詩」といえば	
「現代詩」からはじまっている	
「現代詩手帖」そして「現代詩文庫」	
	
けれどもいまになっても	
「現代詩」のことはよくわからないし	
そもそも「詩」が何なのかもよくわからない	
詩のようなものはモノローグ的に	
こうしてずっと書いているけれど	
それを詩だとはじぶんでは思っていないので	
それを投稿したり発表したりはしない	
	
そうはいっても	
四〇年以上にわたって	
「現代詩」と「現代詩手帖」から	
与えられた影響は小さなものだとは決していえない	
	
谷川俊太郎は「現代詩手帖」の六十年にあたって	
「時代ばっかり気にして、	
永遠とか無限とかはもう詩にもならないという近頃だが、	
時代にあらがうことができるのも詩の強みの一つだろう」	
と書いているが	
ぼくがこうして日々書き連ねている言葉の多くは	
「永遠」とか「無限」のことばかりだ	
時代におもねるようなことにはうんざりしているから	
	
「現代詩」は「現代-詩」だ	
「現代」はいまだけのことではない	
つねに今	
永遠や無限そのものこそが	
現-代ということであればと願っている	
	
その意味では	
詩の未来は	
まさに「現代-詩」の課題だ	

（二〇一九年四月　前橋文学館館長　萩原朔美「ごあいさつ」より）	
「いってみれば、詩から言葉が生まれたのだ。だとすると、詩の雑誌は、言葉の発生から始まる長い旅路の里程標なのかも知れない。	
　文学館が扱うのは人間だ。しかし今回は「現代詩手帖」である。雑誌を表現者として捉え、ページという作品群との出逢いを楽しもうという試みである。	

　「作者の死」以後、実人生と作品とを切り離して思索する方法が広まった。	
　しかし、雑誌という表現者は、むしろ作者と作品を一体化して探索した方が、リアルな実相が浮かび上がる。「現代詩手帖」が発信し続けた六十年間の

大量の言葉。それらがどのように社会に浸透し反射し発酵して行ったのか。その運動のダイナミズムを味わっていただければ幸いです。」	
	
（「谷川俊太郎　メッセージ」より）	

「私が「現代詩手帖」の前身「文章倶楽部」で、小田久郎さんに指名されて鮎川信夫さんとともに投稿詩の選者になったのは一九五三年だから、何か書
くとするとどうしても懐古的にならざるを得ないのだが、そうはしたくないという気持ちを起こさせるのが、「現代詩手帖」だ。還暦は生身の人間にとっては、

ちょっとしたものだが、時代ばっかり気にして、永遠とか無限とかはもう詩にもならないという近頃だが、時代にあらがうことができるのも詩の強みの一つ
だろうと思う。」	
	

（「松浦寿輝　メッセージ」より）	
「どういう機会だったか忘れたが、あるアンケートの設問の一つで「あなたにとってもっとも大事な雑誌は？」と尋ねられ、「現代詩手帖」と答えたことを思

い出す。これまで様々な雑誌と関わりを持ってきたが、それがなかったら今のわたしはなかったという意味で、「現代詩手帖」ｰｰｰｰ通称「詩手帖」は、わ
たしにとって唯一無二の媒体だった。この国の「現代詩」それ自体にとってもまたそうであることは、言うまでもない。それはルーツであり、希望であり、心
の拠りどころだった。ただ、感謝あるのみ。」	

☆mediopos-1659　　2019.6.1	

■『現代詩手帖　2019.6.／詩の未来へ　現代詩手帖の60年展』（思潮社　2019.6）	

けれども「現代詩」は	
時代におもねらずあらがうからか	
多くに受けいられているようにはみえず	
むしろ消えかけている蝋燭のようでもある	
だれも「現代詩」なんか読まなくなっているのだ	
	
「現代詩」が消えてしまった時代を想像してみる	
想像するのはむずかしくない	
今の時代のメディアをみるだけで	
想像するのは簡単なことだから	
	
「詩から言葉が生まれた」のだから	
「詩」が消えてしまったら	
「言葉」もまたそのいのちを閉ざしてしまうだろう	
そうならないように	
せめて「現代詩」とともにありたいと切に願う	



バッハの音楽を聴いて救われたのは	
ぼくだけではないだろう	
	
「現代の音楽」というＦＭの番組から流れる	
「音楽の捧げもの」を聴いてから	

繰り返し聴くその音はぼくのなかの種となり	
砂漠のようになりかけていた魂は	
次第に息を吹き返すことができた	
	
それは外から来る音というよりも	
ぼくのなかの内なる音を目覚めさせる	

そんな響きとして働きはじめたように思う	
	
それ以来ぼくのなかのバッハの響きは決して消えず	
その後さらに受難曲やカンタータを聴くようになり	
その響きは永遠の宇宙の響きとして	

ぼくのなかに響き続けるようにさえなっている	
	
バッハについて語るのは難しい	
バッハから響いてくるものは	
ことばを軽々超えて育ってゆくからだ	

	
吉田秀和氏のごとく	
「私は筆を置き、	
口をつぐんでバッハを聴く」	

というのがなによりだろう	

（吉田秀和『バッハ』より）	
「バッハは私にとって----私だけではあるまいが----音楽の根元にいちばん近くにいて創造の営みを続けていた存在であり、私は自分の中に、そういう存在に向かって、自分の貧し
い言葉を直接当てるのをためらわずにいられないもののあるのを感じる。」	
	
「バッハを聴くと、何がわかるのか？　「音楽の肉体は踊りであり、音楽の神髄は数と神秘だ」ということがわかるのである。」	

	
「バッハでは----変奏や何かを除けば----一つの曲は総じてたった一つのリズムのパターンに乗って展開される。簡単に言って、それは三拍子、四拍子その他の踊りのリズムを土台
としている。事実、バッハは数多くのダンス音楽を基本に作曲したのであって、これが彼の音楽とそのあとに来たハイドンやベートーヴェンといった人たちの音楽との決定的な違いであ
る。」	
	

「一定のリズムのパターンから出発して、それを延長したり、あと戻りしたり、音程や時間をずらせて幾重にも重ねたりしながら、彼の音楽は生き生きと前進してゆく。それは《インヴェン
ション》でも《平均律クラヴィーア曲集》でも変わらない。ただ《平均律》ともなると、構造の骨子は同じでも、曲によりある霊妙なものが感知されてくるのである。	
　《平均律曲集》全四八曲の巻頭におかれたハ長調前奏曲など、始めから終わりまで単純な分散和音の行列という、これ以上考えられない簡明な書き方なのに、弾いている間に、ある
神秘なものの影が射してくるのに気づく。それを三和音の効力、調整ハーモニーの調和と均衡の仕業と呼んでもいい。だが、それだけでは何の説明をしたことにもならないのだ。かつ
てのフランスの六人組の一人、ダリュス・ミヨーは「一本の単純な旋律の線を書いて、そこにハーモニーを感じさせなければならない」と言って、例としてバッハの小さなふしをあげていた
けれど、そこにはまた、彼に言わせると、 高の音楽が宿っているのだった。	

　でも、バッハでは、実は、それはごく当たり前のことなのだ。バッハではハーモニーの未聞の豊かが、音の流れのごく自然な流れとして書き記されている。この点で、彼は今年同じく生
誕三百年を迎えるヘンデルと対蹠的だった。ヘンデルは単純な和声を使って、壮麗雄渾な音の殿堂を築き上げた。バッハ世にも複雑な和音さえ、小曲の枠の中にぴったり納めること
が珍しくなかった（突飛な発想だが、それは芭蕉の俳句、杜甫の絶句にも似た、短小の形に宿る深遠微妙の世界である）。《平均律曲集》では、極度の集約性の中で、すべてが薄明の
静かな世界での出来事みたいにして、 高の半音階の展開を目の当たりにするといって過言でない小曲がいくつかある。」	
	

「たった四小節の小さな音楽で始まったものが、つぎつぎと変奏を経てゆくうち、計り知れないほど大きくて深い激動を映し出すに至るなどということは、バッハ以外のどこで起こり得た
だろうか？	
　バッハの宇宙の大きさと深さ。《ロ短調ミサ》と《マタイ受難曲》はその頂点に立つ。これは西洋の生んだ 高の音楽であり、西洋文明の続く限り、それとして残るだろう（本当は、人類
が死滅しない限り、と書きたいのだが）。	
　私がバッハについて書けるのはここまで。私は筆を置き、口をつぐんでバッハを聴く。」	

☆mediopos-1660　　2019.6.2	

■吉田秀和『バッハ』（河出文庫　2019.3）	
■吉田秀和『グレン・グールド』（河出文庫　2019.5）	
■『KAWADEムック 吉田秀和』（河出書房新社　2019.5）	



形には意味がある	
形は生き方でもある	
生きる戦略が形を決める	
	
形の謎に	
アプローチしようとするならば	
じぶんがその形になったとしたら	
それはなぜかを	
さまざまな角度から考えてみることで	
イメージできることもあるのではないか	
	
その形でなければできないこと	
その形であることで得ることのできるもの	
その形によって生きることで	
それが相互に関係することでつくりあげら
れるもの	
	
植物は虫や動物と関係し	
もちろん人とも深く関係しながら	
その過去と未来を生きている	
形の意味を知ろうとするならば	
それらの関係性を見ることで見えてくるも
のもある	
	
それらの謎を問うことは	
おそらく人の謎をも問うことにつながってく
る	
	
人の形	
人の生きる形	
人と人の生きる形	
	
私の形	
私の生きる形	
私とあなたの生きる形	

「丸い葉、切れ込みのある葉、はね状の葉･･････どうしてこんなに多様な形があるのでしょう？　花の色もさまざまですが、それはなぜなのでしょう？　これらはすべて。植物の「生きる
戦略」に関わっているのです。そして自然界には、人にはわかりにくい事象が満ちています。植物たちの生き方について、さらには虫や動物も含めた生態系についてまで、謎を解い
ていきましょう。」	
	
「なぜ、葉っぱはこんな形をしているのか？（第二章）	

　なぜ、日本の森はこんなに生態系のバランスが崩れたのか？（第三章）	
　なぜ、人間はこんなに植物に魅せられ、こんなに自然を破壊してきたのか？（第四章）	
	
　本書では、単なる植物の話を超えて、そこまで追求してみた。何も特別な話題ではなく、あちこちの木や森を見ていれば、自ずと見えてくる疑問だ。木はその土地の気候、環境、
歴史を表すから、木の名前がわかると、目に入る情報力が劇的に増える。そして、木には虫や鳥、動物が集まり、周囲に草やシダ、キノコが生える。すなわち、木は自然の土台であ

り、木々を見ればその生態系までが見えてくるのである。」	
	
「想像して下さい。	
　あなたは木です。	
　これから、葉っぱをつけます。	
　どんな形の葉っぱをつけますか？」	

	
「木を見分ける上で、意外に重要なのが葉のつき方（葉序／ようじょ）だ。木の葉のつき方は、１枚ずつ互いにつく互生と、２枚が対につく対生に大きく分けられる。互生か対生かは、
科や属ごとに決まっているので、木の名前を調べる際に大きなヒントになる。	
　いろいろな木を観察してみると、対生より互生のほうがずっと多いことに気づくだろう、ナラ、カシ、サクラ、ケヤキ、シデ、タブノキなど、林冠を構成する高木の大半は互生だ。一方
で、対生の木はモミジ、アジサイ、ウツギ、ニシキギ、ネズミモチ、クチナシなど、低木や小高木に多い印象がある。対生で明かな高木になる木といえば、クマノミズキやイタヤカエデ

など、あとは羽状複葉のトネリコ属やキハダぐらいだろうか。」	
	
「僕が以前から気になっていたのは、「ウツギ」と名のつく木に対生するものが多いことだ。一言に「ウツギ」と言っても、アジサイ科のウツギ類、ガクウツギ類、ノリウツギ、バイカウツギ、
スイカズラ科のタニウツギ類、ツクバネウツギ類をはじめ、フジウツギ（ゴマノハグサ科）、ミツバウツギ（ミツバウツギ科）、ドクウツギ（ドクウツギ科）、コゴメウツギ科（バラ科）など、ざっと６
科２０種余りが日本で普通に見られるのだが、そのうちコゴメウツギとカナウツギ以外はすべては葉が対生する低木なのだ。	

　ウツギは漢字で「空木」と書くように、枝の内部が空洞になる木を指す名称で、同じ仲間とは限らない。つまり、空洞の枝、低木という条件が、対生と何か関係しているのでは？と推
測できる。」	
「なぜウツギ類には対生が多いのか？	
　ウツギ類の枝を、縦に長く切って断面を見てみよう。すると、どの木でも全体が空洞なのではなく、葉や枝がつく部分（節）では空洞が閉じ、節ごとに部屋が区切られていることがわ
かる。これは、おそらく枝葉の中を水や養分が行き来するために必要な生理的構造でもあり、枝の強度を高める構造にもなっていると推測できる。よく似た構造がタケ（竹）で見られ

るが、節があるから幹（正確には桿）の強度を保てるわけで、節がまったくなければ、ストローのように途中でペコッと折れてしまうだろう。	
　つまり、適度に長い空洞を作りながら、節ごとに葉をつけるなら、そこに葉を１枚だけつける（互生）よりも、２枚（稀に３〜４枚）つけた方が効率的なのだろう。これが、枝が空洞な木
に、葉が対生するものが多い理由と言えそうだ。」	
	
「樹木の葉は、枝葉全体で面を作って日光を効率的に受け止めていることに気づくと、いろんな葉の形の意味がわかってくる。	

　たとえば、左右非対称のゆがんだ葉の形が特徴のアキニレ。１枚の葉だけを眺めると、なんでこんなにゆがんでいるのかと怪訝に思うが、複数の葉がついた小枝を眺めると･･････
なるほど、この形が隣り合う葉のすき間をうまく埋めていることがわかり、個々の葉がゆがんでいることに違和感を感じなくなるものだ。ちなみにこの〝ゆがみ〟は、羽状複葉の小葉に
も同様に見られる傾向である。（･･･）	
　留意しておきたいのは、どんな樹種でも、林内など薄暗い場所では、上方からの木漏れ日を受けるために枝葉を広げることが多く、開けた日なたでは、多方向からの強い日光に

対応して、葉が垂れ下がってついたり、葉面が反ったり、枝葉が立体的（らせん状）につく場合が多いということだ。」	

☆mediopos-1661　　2019.6.3	

■林将之『葉っぱはなぜこんな形なのか？／植物の生きる戦略と森の生態系を考える』 
（講談社　2019.5）	



水に書くような	
はかなさゆえに	
	
刹那を生きようとするか	
むなしさを嘆くか	

こだわりをなくそうとするか	
それとも	
みずからの名の	
消えゆくことに絶望するか	
	
それぞれの心は	

それぞれの形で	
水の上に	
みずからの姿を	
今もなお	
書きつづけている	

	
すべてにこだわりを	
なくせればいいのだろうが	
世界劇場を演じるには	
違ったはかなさの花が必要だ	

	
水は水のように	
そして	
地は地のように	

火は火のように	
風は風のように	
	
さまざまな姿の世界劇場を	
身をもって演じ観劇できてこそ	

世界を生きることになるのだから	

☆mediopos-1662　　2019.6.4	

（「水に書く」より）	
「水の上に文字を書いたり、絵を描いたりする人はいないが、「水に書く」といったら、はかないことの象徴とされている。」	
「むかしの人は和紙に筆である。書いてから時間が経った水茎の跡は、水で洗い流そうとしても墨が落ちないそうだ。それは「草子洗い小町」の伝説などで有名である。	
　謡曲の一つになっているが、内裏の歌合せの前、小野小町の吟じる歌を盗み聞いた相手方の大友黒主がそれを草子に書き取り、当日古歌であると難じるが、小町が草子を洗っ
たところ消えたという筋である。	

　「水に書く」とは、どういった心境なのだろう。古歌を読んでみよう。	
	
　水の上に数書くごとき我が命妹に逢はむとうけひつるかも（二四三三）	
　ゆく水に数書くよりもはかなきは思はぬ人を思ふなりけり（五二二）	
　水のへにかずかくよりもはかなきはおのが心をたのむなりけり　良寛	

	
　一首目は『万葉集』の「人麻呂歌集」より。必ずしも人麻呂の作ではないという。「数書く」は数取りのために線を引くこと。「うけふ」は神に祈ること。水の上に命の線を引くような、は
かない世だから、せめてあの娘との逢瀬を、と素朴に祈る若者。	
　二首目は『古今集』より。よみ人知らず。振り向いてもくれない人に心をつくしても報われないみなしさを、流麗にうたい上げている。	
　三首目は他者との関係というよりも自分の心に向かっている。自恃の心といった堅苦しいものはさておいて、水の流れのように、おのれをむなしくして生きてゆこう、こだわりをなくし、
自然のままに身をゆだねるのがよいと諭しているようだ。	

	
　話は泰西に飛ぶ。イギリスの詩人ジョン・キーツ（一七九五〜一八二一）の墓はローマにあるが、墓碑銘は以下の通りである。	
	
　Here Los One Name Was Write in Water	
  （その名を水に書かれし者、ここに眠る）	

	
　この謎めいたことばは遺言によるという。キーツは結核の治療のために滞在していたローマで、二六歳の若さで客死した。詩人としての名声は高まっていたが、この世の名声のは
かなさを思い、絶望のうちに息を引き取ったといわれる。自分の詩は没後に消えてしまうだろうと想像したのか。	
　水に書くことのはかなさは東西に共通するが、東の国では心が水にしたがうような生き方をする人びともいるが、西の国のロマン派詩人は「おのが心をたのみ」生き方をしたのだろ
う。」	

■高橋順子『水のなまえ』（白水社　2014.5）	



百聞は一見に如かずだが	
見ることは	
感覚に縛られている	
そして感覚はしばしば	
幻影をさえ知覚する	

	
真実の世界にアクセスするためには	
曖昧な感覚の世界から離れ	
対象のないところに	
＜正しさ＞を求めねばならない	
	

そしてピタゴラス学派は	
数学を発明することになる	
それは正しさを求める祭儀でもあった	
それ以降	
数学は感覚から自由な正しさを求めて	

さまざまな冒険を繰り返していくことになる	
	
けれども	
私たちは抽象を生きてはいない	
からだを持ち	

五感のなかで	
世界を知覚している	
	
ともすれば	

正しさという祭儀からは	
日常の事物事象との関係が	
失われてしまうことにもなる	
	
高度に抽象的で	

感覚から自由な正しさとのあいだに	
奇跡的なまでの連続性を	
どのように得ることができるか	
その課題をめぐって	
これからも冒険は重ねられていくだろう	

「ギリシャ数学の発展の中で紀元前五世紀頃に明証性の＜コペルニクス的転回＞が起こった。つまり、それまでの「見よ！」という形の決済を用いていた証明のあり方が一
変して「見る」ことを極力排除するようになり、それによって＜正しさ＞を確信する方法に大変革がもたらされたのである。」	
「その根底にはピタゴラス学派による宗教改革があり、そのさらなる奥地にはオルフェウス教における魂の二元論的世界観があった。ピタゴラス学派の人々にとって数学と音
楽は純粋な調和に満ちあふれた天上世界とアクセスするための手段だったのであり、地上世界の不浄な事物に惑わされずに真実性を感得するためには「見る」ことを排除
した＜正しさ＞の様式、つまりは＜祭儀＞による「様式化・儀式化された正しさ」を採用する必要があったのである。そして、その＜祭儀＞の方法として発達したのが、形式

的な言葉で展開された論証的数学であったと考えられるわけだ。その際、もともと「数学」という学問があって、その方法論に変革が加えられたというよりは、宗教祭儀の動機
から新たな数学が＜発明＞され、その方法も同時に確立したということの方があり得そうである。そして、「万物の本性は数である」という彼らの中心信条も、このような文脈で
捉えると自然に理解できるものとなる。ここで言う「本性」とはもちろん彼岸的なものであり、その意味で、数こそが万物の真の姿であるというのが、彼らが天上界とのアクセス・
秘儀を通じて確信するに到った結論なのである。「数は膨大な知識への鍵だった。その知識は人の魂を、不死というより高い次元にまで引き上げ、そこで魂は再び神聖なる
ものの列に伍するのだ」。「見ればわかる」という素朴な＜正しさ＞を超えて、＜信じる＞べき対象としての「様式化・儀式化された正しさ」にまで正しさの認識スタイルを引き

上げること。これこそがピタゴラス学派の成し遂げたことだったのである。	
　以上を踏まえて多少極限するならば、ピタゴラス学派の人々にとって数学の論証的な証明とは、それこそ一つの＜祭儀＞に他ならなかったとも言えるだろう。それは彼ら
にとって神と直接触れ合うための方法であり、感覚的な手段では見出すことのできない真理を感受するための儀式であったというわけである。」	
	
「二十一世紀の今日でも、数学はどんどん進んでいる。そこでは、抽象性がさらに深い重要性を持つようになってきた。のみならず、数学にはまだまだ乗り越えなければなら
ない課題が数多くある。数学内部の問題解決にとどまらず、数学の基礎付けにおいても「理性と信仰」の両義性は数々の思想的問題を浮き彫りにしてきた。数学はまだまだ

これからも変貌しなければならないだろう。その中で、ゼノンの逆理やバークリーの司教の批判が、また新しい視野から見直されなければならなくなる日も、そう遠くではない
かもしれない。	
　しかし、どのような変貌を遂げたとしても、いかに高度に抽象性が推し進められたとしても、数学が我々をとりまく日常的な事物事象と奇跡的な連続性を保たないではいら
れないことは確かである。その＜正しさ＞がいかに儀式化・様式化されようと、それは必ず何らかの具体性と普遍性を保つであろう。＜正しさ＞は変貌し、かつ、恒久不変な
のである。そこに数学という学問の奇跡があるのであり、その奇跡はこれからも続くに違いない。「奇跡は起こっているのだ！」」	

☆mediopos-1663　　2019.6.5	

■加藤文元『数学の想像力／正しさの深層に何があるのか』（筑摩書房　2013.6）	



電脳空間では	
知るために	
からだはいらない	
	
検索すれば	
知識としての答えが得られる	
	
けれども	
からだのないところでは	
その知識は叡智にはなれない	
	
食べものについて知ることはできるけれど	
実際に食べることができるわけではないように	
	
からだは答えではなく	
問いそのものだ	
検索して答えを出すことに意味はない	
	
人はなぜ生まれてくるのだろう	
	
神秘学では人は霊界では	
叡智に充たされているという	
そこではむしろ叡智という答えから	
みずからを守らなければならない	
そのことで人は自由な個でいられる	
	
生まれると人はその反対に	
からだをもつことで	
叡智からとざされてしまう	
そして問いつづけることで	
叡智を身につけていかなければならない	
からだをもって身につけた分だけ	
死後みずからを自由にすることができる	
	

「私がいつでも書きたいのは何かを探す話で、探しているあいだにあれこれと考えたり、探すためにどこかへ出かけて歩きまわることができれば、それでいいのである。	
　煎じ詰めると、どうすれば机から離れられるかだ。	
　机の上のパソコンや、その先にひろがっている電網空間から、いかにして逃げ出せるか、そればかり考えてきた。サボタージュにしてエスケープである。	
　いまや、机に向かってパソコンを操作すれば、たいていの探しものは見つかってしまう。見つけてしまったらそれまでで、探しているあいだに起こりうる「考え」や「彷徨」といったも
のがインターネットの検索によって一瞬で消えてしまう。	

　そもそも文章を書くことの極意のひとつは、いかに知らぬふりを継続できるかである。とりわけ、探偵が謎を解くような話を書くときは、いかに謎の核心となる物や人や事をそれと
なく迂回し、結末や答えについては「まったく知らない」という態度を装わなくてはならない。	
　いや、なにも探偵小説を書かなくても、インターネットがあらわれる以前の世界は日々の営みがそのまま探偵小説的だった。世界はいつでも答えのわからない問題や謎に充ち、
「カルボナーラの作り方」から「土星のリングの物理的性質」まで、われわれはたいていのことを知らなかった。知りたければ、それ相応の時間と手間ひまをかけて調べなくてはなら
ず、しかし、その時間こそが探偵小説の中身で、シンプルに云うと、謎とはつまり、答えが見つかるまでの時間のことだった。	

　あるとき、この世で も貴重なものは時間であるという結論が出たのだ。とりわけ貴重なのは、各々が確かなものとして実感できる人生の時間ｰｰｰｰそれも、なるべく充実した長い
ものが 良であるということになった。	
　人はいつからか世界に対してｰｰｰｰとりわけ自分を中心に回っている世界に対してｰｰｰｰなにごとも自分の命の長さを尺度にして測るようになった。自らの人生の時間と比較し、
はたしてそれが有益なものであるかどうかを推し量るようになった。	
　本当のことを云うと、人生を終える前に「人生の時間」を知ることはできない。にもかかわらず、「人生の時間」を脅かすもの、つまり自分に残された時間を奪う可能性のあるものは、
これすべて天敵とみなした。	

　と同時に、いかに余計な時間をかけずに答えを見出せるかが人類の腕の見せどころになった。	
　余計な時間を駆逐すること、抹消すること、この世から消してしまうことｰｰｰｰすなわち「時間殺し」である。	
　おそらく、全人類が犯人とみなされるこの壮大な「殺し」により、われわれは「探しまわる時間」を殺し、探索にともなう思考と行動をあっさり抹殺した。そして、この途方もない殺し
の結果、すべての探偵は「謎を追いかける」という自身の拠り所を失い、探偵小説の起承転結から「承」と「転」を奪い取られた。	
　あるいは、いまはまだ過渡期なのかもしれない。スマートフォンさえ手にしていれば、あらゆる謎や疑問を解決できると信じ、解決できないものは後まわしにして、そのうち記憶か

ら失われていく。	
　探偵はそうした世界で超人的な活躍をしなければならず、オールド・スタイルの探偵は「そんなものがあったことなど知らなかった」とうそぶいてスマートフォンを意図的に携帯し
ない。誰もが携帯機器を駆使して謎を解いていく中、探偵だけがゆっくり時間をかけて自前の「灰色の脳細胞」を働かせる。これは大変に高度な「知らぬふり」で、少なくとも二十
二世紀に活躍する名探偵の素質は、どれだけさりげなく知らぬふりを演じ切れるかにかかってくる。」	

☆mediopos-1664　　2019.6.6	

■吉田篤弘『チョコレート・ガール探偵譚』（平凡社　2019.5）	

インターネット的な世界は	
叡智の世界を愛の世界へと	
変容させるための実験なのかもしれない	
	
電脳世界に支配されてしまうと	
知識はただの答えになる	
答えだけの世界は霊界にも似ている	
	
そこでこそ	
自由な個であり	
愛を生きることが試されるのだ	
	
人はからだをもってうまれてくる	
答えではなく問いそのものとしてのからだ	
問いを生きる「探偵」として	
人はその時間を生きる	



むしたちのように	
わたしたちにも	
おとのせかいはひろがっている	
	
わたしたちは	

こえをだしたり	
てをつかったり	
おとをだしたりして	
おはなしをする	
	
じっとだまっていることでしか	

つたえられないこともある	
うそをいうこともあれば	
うそをいうつもりはなくても	
うそをいってしまうこともある	
	

ときには	
がっきをつかって	
ときには	
うたをうたったりして	
おはなしをするよりも	

もっとだいじなことを	
わかちあったりもする	
	
おとのせかいを	

ゆたかにするには	
みみをすまさなければならない	
	
みみをすますということは	
おとをそだてるばしょを	

わたしたちのなかにつくるということだ	
そのばしょをなくしてしまったら	
おとのせかいはまずしくなってゆくばかり	

「わたしたちは　おしゃべりするとき	
　こえを　だしたり　きいたりしているね。	
　むしたちも　たくさんの　おとを　だしたり　きいたりしているよ。	
　そのおとは　なんのために　つかっているのかな？」	
	

「わたしたちに	
　なにか　きこえているときも、	
　なにも　きこえていないときも、	
　むしたちの　おとの　せかいは　ひろがっているんだね。」	
	

（高梨 琢磨・土原 和子「鳴く虫から広がる　昆虫の音の世界」より）	
「虫はなぜ鳴くのでしょうか？　また虫が使う音とはどのようなものなのでしょうか？　この本では、鳴く虫の代表といえるセミやスズムシの音からはじまり、さまざまな音を使う虫
たちを、わかりやすく紹介しました。例えば、人には聞こえない高い音である超音波や、草や土などを伝わる音である振動を使う虫たちは多くいます。小さな虫にとって、音
や振動を情報として使うことは不可欠であり、その使い方が生死を分けることも多くあります。セミやスズムシのように交尾のためであったり、アワノメイガやスズメガのように敵
から逃れるためであったり、またツチカメムシのように親子間で使われることもあります。	
　虫は音や振動に対する感覚が驚くほど発達しています。鼓膜という薄い膜によって音を感じ取るのは、人の耳に似ていますが、おもしろいことに虫の耳は形もその位置も

いろいろです。スズムシは脚に耳を持ち、セミはお腹に、アワノメイガは超音波用の耳をお腹に持っています。ガの幼虫は、成虫とは全く違う形の耳を持っており、毛のような
感覚器で敵の音を聞いて、逃げることができます。一方、カメムシやカミキリムシは脚に振動を感じる、鼓膜とは異なる感覚器を持っています。これらの感覚器は、とても小さ
く、音や超音波、振動などに対して高性能です。そのため、虫の感覚器に学んだことを人間の生活に応用されることが期待されています。また、農林業への応用として、虫
の音や振動に対する感覚を逆手にとって、害虫を寄せつけない研究もおこなわれています。」	

☆mediopos-1665　　2019.6.7	

■高梨 琢磨・文/ 土原 和子・文/ 福井 利佐・絵	
　『むしたちの　おとの　せかい』	
　（かがくのとも　2019年7月号／福音館書店　2019.6）	



木々の歌は	
聞こえているだろうか	
さまざまな命あるものの歌は	
聞こえているだろうか	
	
わたしたちとともにあり	
支えてくれるさまざまなものを	
犠牲にして生きることに	
あまりに鈍感になっていはしまいか	
	
わたしたちはみずからを自然から切り離し	
みずからの一部でもありつづけているその歌に	
耳を閉ざしていることにさえ	
忘れてしまってはいないか	
	
自然を人から切り離すことはできない	
命あるものたちを人から切り離すことはできない	
	
命あるものは	
互いが互いを包み支え合いながら	
ネットワークをつくりだしている	
人だけが特別なわけではない	
生まれてくるということは	
みずからが自然のなかで	
育てられてゆくことでもあるからだ	
	
わたしたちが木々の歌を聞くとき	
木々はわたしたちとむすばれる	
わたしたちがさまざまな命の歌を聞くとき	
それらの命はわたしたちとむすばれる	
	
その豊かな歌の交歓のなかで	
はじめて開かれてくる世界を生きるためにこそ	
わたしたちは生まれてきたのではないか	

「この本では、ひとつひとつの章でそれぞれ特定の樹種の歌に聞き入っている。物理的存在としての音の特性や、音を生きたものにする物語、そしてわたしたちの、体や心
や頭がそれに対して示す反応に費やされている。歌の本質の大半は、表面的な音の響きの下にある。	
　それゆえに耳を傾けることは、聴診器を大地の肌にあて、その下で渦巻く音を聞くことでもある。」	
「いずれの場所でも、木々の歌は関係性のあわいから生まれていた。一本一本の木々がそれぞれ独立してそびえているように見えても、木々の命の営みは、そのように原
子論的なくくり方を裏切っている。われわれはみんなｰｰｰｰ木々も、人間も、虫も、鳥も、バクテリアさえもｰｰｰｰ多であってひとつなのだ。生命は、互いが互いを包含しあう

ネットワークだ。この生命ネットワークは、決して慈悲に満ちた調和の理想郷ではない。むしろそこは。生態からの要請と進化の要請がせめぎあい、協同したり衝突したりしな
がら折り合いを見いだしていく場なのだ。このような努力の果てに往々にして生き延びるのは、ほかより強くて独立性の高い個体ではなく、関係性のなかに自ら溶け込める者
たちだ。	
　生命はネットワークなので、人間たちから分離して隔絶された「自然」や「環境」なるものは存在しない。わたしたち人間もまた生命共同体の一部分で、「彼ら」とともに関係
性をなしている。したがって人対自然という、西洋哲学の中核にある二元論は、生物学からみれば幻だ。われわれは。ゴスペルに謳われる、「禍多きこの世を彷徨う見知らぬ

旅人」ではない。そして、ウィリアム・ワーズワースの抒情歌謡が生み出した孤絶した生き物でもない。だからわたしたちは、自然から放り出されて策謀という名の「淀んだ水た
まり」に落ち、「事物の麗しい実体」をゆがめたりはしない。わたしたちの肉体と精神、「科学と芸術」は、これまでもずっとそうであったように、自然にして荒々しいのである。	
　わたしたちは生命の歌の外へは踏み出せない。この歌こそがわたしたちを作っている。それがわたしたちの本質だ。	
　だからわたしたちは、帰属しているということを行動原理にしなければならない。それは、人間の活動がさまざまな形で、世界各地の生物のネットワークをすり減らし、つなぎ
なおし、切り離しているいま。なおのこと、緊急の課題だ。木々という、自然界のつなぎ手の声に耳を傾けることは、すなわち、生命によりどころを与え、実態をもたらし。美を
も提供している関係性の中に、いかに住まうかを学ぶことでもある。」	

	
「『木々は歌う』を書くにあたって、わたしは多くの樹木を訪れた。それぞれが、大いに異なる環境で生きている木々だ。たくさんの旅のしめくくりとして、わたしは日本のゴヨウ
マツを選んだ。およそ四〇〇年の樹齢を重ねた盆栽だ。わたしがこの美しい樹木で本を結ぼうと思ったのは、日本人と木々との関係が、すべての人々にｰｰｰｰ生まれた国
がどこであるかにかかわらずｰｰｰｰ、大事なことを教えてくれると考えるからだ。」	
「いま、世界中で森が受難している時代だからこそわたしたちには木々と互いに恵み合いながら生きるためのヴィジョンが必要だ。そのような生き方の手本は世界中にある。

アマゾンの人々は彼らの森を深く知りつくし、強い絆で結ばれている。中東のオリーブ農家は、伝統を守りつつ新しい手法も取り入れる。そしてマンハッタンの住民と街路樹
の間にさえ、互いに支え合う関係が存在する。」	

☆mediopos-1666　　2019.6.8	

■Ｄ.Ｇ.ハスケル『木々は歌う／植物・微生物・人の関係性で解く森の生態学』	
　（屋代通子訳　築地書館　2019.5）	



夢と現実	
眠りと覚醒のあわいで	
目覚めたまま見る夢へ	
	
現実を超えるために	

日常の意識を超えて	
ただ夢の意識へ向かうだけでは	
別の世界のなかでまた縛られるだけだ	
無意識の世界へ向かうのもまた同じこと	
	
いままさに	

生まれているこの瞬間は	
時間に縛られ	
死んで固定化された現実を	
超えて生成し続けている	
	

ヴァレリーが「夢の幾何学」で	
プルーストが「失われた時」で	
ブルトンが「シュルレアリスム宣言」で	
そしてサルトルが「想像力の問題」で	
バルトが「明るい部屋」で	

眠りと覚醒の境界のせめぎあうのなかで	
新たな世界を生成させるために描こうとした	
目覚めたまま見る夢へ	
	

☆mediopos-1667　　2019.6.9	

■塚本昌則『目覚めたまま見る夢／20世紀フランス文学序説』 
 （岩波書店　2019.2）	

それは	
目覚めた意識	
夢の意識	
夢よりさらに深い意識	
それらの意識を	

目覚めたまま体験し変容するという	
神秘学的な探究へと向かわねばならないだ
ろう	
	
いまはまだ	
夢のなかにわれを失い	

現実のなかにわれを埋没させ	
ときに眠りと覚醒のあわいで	
彷徨っているだけでしかないとしても	



「夢について書かれたフランス語のテクストを読むと、フロイトの『夢解釈』（一九〇〇年）とはかなり異なった夢への見方が展開されていることがわかる。もっとも大きな特徴は、夢そ
のものというより、眠りのなかでの思考の変転と覚醒した思考との境界が重要な問題となっていることである。明晰な意識は、いったいどこで夢の意識に変質するのだろうか。意識
がまどろんでいるとき、どこまでが眠りの世界であり、どこからが覚醒した世界となるのか。日常の意識を出発点として、そのただなかに夢を現出させることは可能なのか。こうした

問いかけは、この時代の作家たちが夢を、フロイトのように、無意識との関係で理解するのではなく、あくまでもいま目覚めている意識との関係で捉えようとしたために問われたの
だろう。どうすれば覚醒した意識をたもったまま、夢を見ることができるのか。現在の意識がおちこんでいる、変化のない退屈な日常のただなかにあって、根源的に異質な意識の

状態にどうすれば移行できるのか。」	
	
「目覚めたまま見る夢を描いたテクストを読んでゆくと、終わりを必要としないさまざまな語りの技法が編み出されていることがわかる。ここで問題となるのは敷居の感覚であり、日常

の外へ誘い出され、何が起こっているのかが了解される日常へふたたび戻ってくる、わずかな間しか続かない時間である。そこには少なくとも二つの力が働いていて、両者が絡
み合いながら世界との距離を変え、存在のあり方をダイナミックに変貌させてゆく。ひとつは眠りによって日常的な事象が忘却、解体され、別の形に配置し直されてゆく側面。その

解体をどこまでも推し進めれば、言葉によって分節できなくなった存在の奇妙さに直面する『嘔吐』の世界に近づくだろう。もうひとつは、自明さを失った世界が、それを感じとる＜
私＞の知覚とともに生成しつつあるという、夢の形成力が全面に押しだされる側面。ヴァレリー、プルースト、ブルトンは、それを世界とともに生成する知覚として語った。何を描く
かということ以上に、世界がどのようなものとして現れるのか、その現れ方そのものには錯綜した道筋がいくつもある。バルトが示したように、「存在の瞬間」は不在と切り離せない形

で現れるのであり、いつまでも捉えがたい何かがそこにある。人格を解体し、闇の中に沈めようとする力と、見つめようとする意志によって新たな世界を形成しようとする力がせめぎ
合う眠りと覚醒の境界は、二十世紀文学の探究に通底するひとつのトポスを形成していることをここで見た。」	

	
（「第一章　ヴァレリーにおける中断の詩学」より）	
「瞬間という時間のあり方は、アウラ的知覚を覚醒時のさなかに現出させる。ベンヤミンはアウラ的知覚を、決定的に失われつつある能力として記述したが、ヴァレリーにとって、ア

ウラはまだ目覚めたまま見る夢の知覚として存続していた。より正確にいえば、目覚めていて、覚醒した思考が何かの偶然によって中断され、そこから日常感覚に戻るまでのあい
だ、アウラ的知覚は現在もなお人々が発揮できる能力だとヴァレリーは考えていた。「ある現象のアウラを経験するとは、この現象に眼差しを見開く能力を与えることである」----見
つめられるものが、眼差しを見開き、見つめる者を見返してくるのは、意識が宙吊りにされ、戻ることができずにいるからである。その中断が見つめる者を変化させ、意識は見つめ

られるものとともに生成する感覚につつまれる。視界にあらわれるものともに、世界が形成される感覚に身をゆだねる状態こそが、瞬間という時間の特性なのだ。	
瞬間という時間形態は、目覚めているあいだ抑圧されるとヴァレリーは考えていた。（･･･）瞬間のもと可能性は、現在を起点に、過去、そして未来と分節化された時間のなかでは

発揮されない。通常は意識されない、この思考の可塑性を解き放つことは、ヴァレリーの詩学においてつねに新しい問題であり続けた。それは意識の可能性が限界を超えて拡張
されることなのだから。」	
	

（「第二章　プルーストにおけるイメージの詩学」より）	
「現実が「純粋に精神的な」性格をもっていると理解するには、時間の秩序から解放され、事物の本質の中にだけその生きる糧を見出す存在が、語り手のなかによみがえることが

必要だった。「この存在は、現在時の観察ののなかでは衰弱してゆく。現在時の感覚だけの力で事物の本質をもたらすことなどできないからだ。過去の考察においても衰弱して
ゆく。その過去が知性によってひからびたものにされるからだ」。時代錯誤、つまりかつてあったことと今が衝突することで生じる「時間の秩序から解放される瞬間」こそ、プルースト
にとって重要なものである。その解放感から拡張してゆく世界の相貌に、夢の形成力が関わっていることは間違いない。目覚めたまま見る夢は、プルーストにとって、実在にいた

る確かな道筋だったのである。」	
	

（「第三章　ブルトンにおける期待の詩学」より）	
「覚醒した眼に映る現実世界と、眠りの中に現れる夢の世界をどうすれば一致させることができるのかという問いは、一見シュルレアリスムという芸術運動の核心にあるように見える。
アンドレ・ブルトンは、『シュルレアリスム宣言』（一九二四年）において、まさしくこの問いに正面から取り組んでいる。「私は、夢と現実という、外見はいかにも相容れない二つの状

態が、一種の絶対的現実、こう言ってよければ超現実のうちに、いつか将来、解消されてゆくことを信じている」。「超現実」という言葉の定義そのものに、夢と現実の通底という主
題が書き込まれているのだ。」	

「ブルトンは、生まれつつある思考という、一種の目覚めたまま見る夢がとりわけ伝達に適した状態であることを明らかにした。思考の中身が問題なのではなく、思考が生まれると
いう、その状態そのものが問題なのだ。「ある思考が意識に浮かぶときには、いつでも何かが生まれるときの感動的な性格を多少とも帯びる」からである。思考を中断し、何ものか
が生成しつつある気配に注意をこらすこと、たとえ何ものも現れなかったとしても、現れたものの意味がまったく把握できなかったとしても、待機の状態を精神の力のすべてをこめ

て守りつづけること----ブルトンの詩学はまさしくこの宙吊り状態にとどまろうとする意志にある。その状態においてこそ、知性を研ぎ澄ませることと同時に、感情を形として解き放
つ夢の形成力に身を委ねることが可能になる、内的世界と外的世界の境界に打ち震える波動の広がりは、磁気を帯びた発動エネルギーとでも言うべきもので、それこそがいつま

でも更新される力となる。存在してしまったものを顧みず、存在しようとするものが現れようとする兆候に目を凝らすブルトンの姿勢が、どれほど目覚めたまま見る夢に根ざしている
のかをここでは見た。	
　この姿勢の反響を、シュルレアリスムの影響を受けたとは考えられない二人の作家、サルトルとバルトのイメージ論のなかに見出すことができる。眠りと覚醒の敷居は、すぐれたイ

メージ形成の場である。目覚めていて、注意力を凝らしているのいん、制御不可能なまでの強い情動を解き放つイメージは、夢と現実とのあわいで形成される。」	



答えは答えではなく	
結果は結果ではなく	
論理は論理ではなく	
完成は完成ではない	
それらはすでに死んでいる	

	
死んだものを求める者は	
ネクロフィリアにも似ている	
それもまた嗜好の一形態ではあるが	
そこからは決定的に	
失われてしまったものがある	

	
すべてはプロセスである	
そう言ってしまうと	
それだけのことでもあるのだけれど	
意識も人称も問いも存在も論理も行為も	

そのプロセスそのものが生み出す	
一回性の経験を伝えることはむずかしい	
	
思考は過去からくるからだ	
過去は	

答えとして	
結果として	
論理として	
完成としてしか	

見ることはむずかしい	

☆mediopos-1668　　2019.6.10	

■保坂和志『試行錯誤に漂う』（みすず書房　2016.10）	

ましてそれらによって	
構築された形ゆえに	
人は権威や評価や制度に依ることになる	
	
プロセスはプロセスである	

その同語反復の深みのなかでしか	
表現出来ないものがあることを	
世のネクロフィリアは感じることさえできない	
	
宇宙は無限であり刹那であり	
永遠であり瞬間である	

それを生きるというプロセスそのものが	
存在の秘密そのものなのだけれど	



（「１　弦に指がこすれる音」より）	
「「永遠」と「瞬間」は反対ではない。対になっている。あるいは言葉として反対を指す概念は同じ方向を向いて補完し合っている。限りある命を与えられた人間が永遠を得ることができないか
らといって、「瞬間の中に永遠がある」と言ってみても、永遠という概念による苦しみから自由になることはできない。」	

「ピアニストは日々弾くピアノの結び目としてある。子どものピアノの発表会のように人前で披露するその日を目標にしてピアニストは日々ピアノを弾くわけではない。日々ピアノを弾くことが
先にあり、人前で弾くことなど簡単に通り過ぎて、日々ピアノを弾く行為にかえり、ただそれだけがつづいてゆく。」	

「人はすぐに「歴史的名演奏」などといって、特別な時をつくりたがる。（･･･）「歴史的名演奏」というのは受け手の受け身の考え方であり、ピアニストにとっては歴史的名演奏も日々ピアノを弾
く行為に埋没してゆく。ピアニストが神がかり的演奏をある晩したのだとしても、ピアニストにあったのは日々ピアノを弾く行為だけなのだし、演奏を終えたピアニストがいつまでもその演奏を
反芻していてもしょうがない。というか、反芻したら彼は演奏者ではなく聴衆になってしまう。」	

「人は、作品、演奏、表現されたものというと、〝完成〟ということを考える。雑に言えば、完成品が百点満点で、この作品は八十点ぐらい、こっちは六十点ぐらいという考え方をする。しかし、
表現することにおいて完成はない「どこまでいっても完成しない」ということではなく、完成という考え方は、出来事や行為を結果から考える考え方なのだが、出来事や行為には現在という時

点から前に向かうプロセスしかない、あるのはプロセスだけで、完成やそれに類する言葉でイメージされる運動がそこで終わる状態がない。	
　ひたすら無限に伸びてゆく線みたいなものだが、線が延びるという運動のプロセスだけがあるとしら、〝無限〟という言葉さえ消えるのではないか。「そんなことを知っている必要はない」と
いう意味だと、とりあえずはしておくこともできるかもしれないが、表現することを試行錯誤ということから徹底して考えたとき、作品が完成するというイメージが生まれてきた言葉にはしばらくは

敏感になっている必要がある。」	
	

（「１４　意識と一人称」より）	
「あたり前だが、意識と意識化は違う。意識がない人はいない、人は目覚めていればほとんどずっと意識がある。しかし意識して意識するとか、意識していることを意識するとか、意識がある
ことを意識することは誰もつねにしているわけではない。	

　私は一人称小説ばかり書く、理由はいろいろあるが三人称小説の持つある自在さ、というのはフィクションの流儀の中で保証された自在さがどうも自分が書く時には抵抗があるらしい、読
むときには一人称小説よりも三人称小説の方がずっといいが私は三人称小説を一人称小説のように読み、一人称小説はとんど独白と感じるその度合いが強いほどもう読めない。」	
「この、いまこうして生きている私が一人称であるというのは意識化の話であって、生きている私の意識は一人称ではなかった。」	

「「暑い！」と意識が思うときも、「私は暑い！」ではない。It's hot!という英語表現のitは、なるほどと思うが、主語がない方がもっと意識に近い。	
　そして意識にはいろいろなことや言葉が去来する、たまにしばらくそれについての意識がめぐる、心配事があればそれをずうっと考えている。「俺はどうなるんだ･･････」と一人称が出てきた

りするそのときの一人称で指される「俺」はここにいる意識とイコールではない。意識が考える対象としての私のことだ。この「俺」は意識の考える対象・観察の対象・意識に見られる存在だか
ら「俺」という明証の三人称だ。この「俺」は意識において）ぼんやり、または明確に）見える姿をとって意識にあらわれている。」	
	

（「３０　全くそうであり全くそうでない」より）	
「「キリストは「全く神」でありかつ「全く人」である」	

　この命題をいかに論理的に正しく説明することができるか、これが坂口ふみ『＜個＞の誕生』（岩波書店）に書かれている初期キリスト教の難題であった。」	
「私は坂口ふみの本に出逢って以来この人の書いていることに激しく惹かれる。アウグスティヌスはこの、キリストは神であり人であることが問題になる前の三位一体の問題を考えた、その『三
位一体論』は日本語にも訳されている、坂口ふみが言うのは「しかし彼が 後に語ることばは、無知であり不可知である」」。	

「私が信じる根拠は私が信じることだけだというのは同語反復ではない、同語反復であってもかまわないのだ、同語反復は論理的には何もないように見えるが論理的に何もないだけで論理
の枠をこえてじゅうぶんに力を持つ、この世界には同語反復でしか言えないことがある、同語反復と見えるものを心の中で起こる時間を微分することで同語反復でないことを明らかにするこ

とはできてもそれを含めて同語反復と行ってきた、「同語反復でしかない」という評価はそれゆえ意味がないとか根拠がないという否定の意味として言われた者はとるべきではない、同語反
復にしかならないほどに強い根拠がそこにある。」	
「私が惹かれるのはこの矛盾がある意味で無意識の思考に叶っているからではないか、無意識の中では同一律も矛盾律も二律背反も考慮されないとフロイトは言った、フロイトが言ったから

言うだけではないがフロイトはここで私が前から思っていることを形にしたわけでフロイトがこう言わなければ私は今もなおこう考えられなかったかもしれないがフロイトなしでも考えていたかも
しれない。」	

「これは『＜個＞の誕生』の一節だ、	
「しかし、中世の思想家たちがしばしば私たちに注意をうながしたように、厳密に、明晰には語れないことの方が、人間にとって重要であり、価値あることがらである場合も多い。」	
	

（「３２　運命と報酬」より）	
「努力と結果（＝報酬）が別々にあるわけではない、何かをする人にはただ努力だけがある、努力がそのまま報酬である」	

「千日回峰行を成し遂げればアジャリとか大アジャリとかになれるが、それになりたいからという理由で真っ暗で足元がガタガタの山道をひと晩中走りつづけることを来る日も来る日もつづけ
られるわけではない、（･･･）千日回峰行は真っ暗い山道を走りつづけることそれ自体に意味がある、意味というのはここでそれ以外に言葉がないからそう言うだけで、いわゆる意味ではない、
自分を見つめるとか自分と対話するとか仮に言ったとしても、そこでの自分、自己はいわば山や山道のことだ。」	

「並行宇宙のそれぞれに宇宙は出合うことはない、並行宇宙のそれぞれに生きる私はそれぞれの私を知らない知ることはない、そういう並行宇宙に生きる別の私を少しでも考える考えられ
ない少しでも考えるがそれ以上には何も考えられないことを経由して今ここに生きる自分を考えると、宇宙の中で何百億年という時間の現在に生きていることがすごく信じがたいことに思え

てくる、心か頭のどういう仕組みがそれを信じがたいことと思わせるのかわからない、並行宇宙の住む決して知ることのない出会うことのない膨大な数の自分がいてここにもいる、ここにいる
自分は今にいる、私は江戸時代でも戦国時代でももっとずっと昔の先史時代でもなく今にいる、それはどういうことなんだろうか。	
　どういうことなんだろうかという問いかけは理由や今この時代を生きる意味を知りたくて発したのではない、（･･･）返答ではなく答のない返、応答なら答のない応、	

　「それは×××××だから。」という答でなく、	
　池に小石を投げれば水に波紋ができる、小石を三つ投げれば三つ波紋ができる、小石でできた波紋同士が離れていれば三つの波紋はしばらくすれば消える、波紋同士が近ければ波紋

がぶつかり合って大抵は少しゆがむが場合によってはそれぞれの同心円が維持されたまま重なるようなこともある。	
　というようなたんたんとした記述、----」	



ヴァーチャルには	
野生が失われている	
	
人は野生を飼い慣らし	
それを制度のなかで	
ネガティブな姿に変化させてきた	
	
去勢された野生は叡智を見失ったまま	
しばしばそのシャドーを噴出させ	
生きる力はただの攻撃性になったりもする	
	
常識的な知恵でしかない道徳は	
そうしたネガティブな野生を	
覆っている薄い皮膜のようなものだ	
	
野生という	
集合的な叡智に根ざした知恵は	
そんなうすっぺらな知恵よりも	
ずっと深いところから動物たちを導いている	
	
人はそれでも人として	
かつて持っていた集合的な知恵を	
個として身につけていかなければならない	
その困難な道のりのなかで	
さまざまな破壊をももたらしながら	
	
ヴァーチャルには	
野生という奥行きが失われている	
ヴァーチャルに泳いでも	
水の深い神秘を泳ぐことはできない	
低次の自我を焼き尽くす炎もそこにはない	
そこで秘儀がシミュレーションされたとしても	
高次なものへと変容させなければならない	
野生の知恵の姿はもうどこにも見つけられない	

「さまざまな点でオオカミは私たちと似ている。私たちと同じく個性、魂、心、理性、感情といったものを持つ生物ｰｰｰｰそれでもなお、ほかの惑星から来た生物ほどに相違が
ある。	
　ときどき私は考える。オオカミだったらどんな感じだろうか、と。だが、彼らの思考や感情、彼らの世界に入り込もうとするたびに、オオカミをほんとうに理解することはできな
いとわかって謙虚な気持ちになる。私は人間で、彼らはオオカミなのだから。	
　オオカミは人間の尺度では測れない。彼らは、私たちの世界より古く成熟した世界のなかで完璧に活動している。彼らの持つ鋭い感覚能力は、私たちが失ったか、あるい

は発達させなかったものであり、私たちには聞こえない声に頼ることができる。それでも、われわれは存在と時間からなる網のなかに結ばれていて、どちらもすばらしい惑星
である地球の被創造物なのだ。	
　イエローストーン国立公園で、オオカミたちの愛や死を含む生活を長年にわたって見守ることができたのは幸運だった。家族を持つことの大切さや、愛するものたちに愛情
を示すことの大切さを彼らは教えてくれた。それと、人生を喜び祝うこと。たとえそれが、ラマー・ヴァレーの緑の草地におけるほんの一瞬だとしても。人間であることの意味を、
彼らは教えてくれたのだ。」	

「オオカミの知恵	
　家族を愛し、託されたものたちの世話をすること。遊びをけっして忘れないこと。」	
	
「オオカミの家族のリーダーシップでは、経験が重要な意味を持つ。特定の状況において、あるメンバーが自分の経験と説得力をもとに決定をくだした場合、グループ全体
がそれを受け入れる。つまり、リーダーシップとは、それを実行する個人と同じく個性的なものといえる。たとえば、危険な状況にあってだれかが決定をくだす必要があるとき、
経験から賢明なやりかたを知っているリーダーがそれを果たす。	

　メンバーから真剣に受け止められるために、リーダーは原則として強い精神性と社会的知性を必要とする。高位にあるものは、家庭内に友好的雰囲気と調和を保とうと常
に努力する。それらは、家族の絆と共同体意識を促進してくれるものだ。ベテランのリーダーは生来の威厳を放散しているので、ことあるごとにおのれの優位を示威する必
要はない。	
　そのため、リーダーの地位と攻撃性とは関係がない。たえず威張ったり挑発したりするリーダーは、権力の喪失を恐れているためであり、リーダーにふさわしい人格ではな
い。オオカミは生来の威厳によりｰｰｰｰたとえば視線やうなり声、道をふさぐといった方法で相手を制止することができる。」	

「もう一つ大事なのは、リーダーシップは女性的であること。オオカミ家族に男女比を指定する必要はない。重要な決定があれば、リーダー夫婦は基本的にいっしょに決める
し、疑問が乗した場合、オオカミ家族は（雄リーダーも含めて）リーダーの妻の意見をあおぐ。雄オオカミにとって問題はない。」	
	
「オオカミたちは、「たくさん働けばたくさん遊べる！」をモットーに生きているように思われる。といっても、遊びは彼らにとって単なるおふざけではなく、社会学習の一つの形
式なのだ。高い社会レベルで行なわれ、ドーパミンを分泌して幸福感を高める。	

　大人のオオカミもやはり追いかけっこ、引っ張り合い、かくれんぼといった遊びをする。だれかが餌や骨などちょっとした景品を口にくわえて得意げに歩いて挑発すると、や
がてみんなが追い始める。小さな子どもたちと遊ぶ老オオカミも、若返りの泉に浸かったように見える。（･･･）	
　相互にコミュニケーションし、肉体を鍛え、社会の結びつきを深めるための有用な方法が遊びなのだ。いっしょに遊ぶのは、すでに親しく、寄り添って眠るオオカミたち。そ
れは人間の場合と変わらない。」	
「もう一つの重要な基準は、大人やとりわけ高位にあるものが〝部下〟の役割を演じて、すすんで仰向けに寝ることで、役割交代が起きる。ドルイドのリーダー、ナンバー２１

を覚えているだろうか。彼は八歳という熟年に達すると平穏を好んだが、それでも息子とよく遊び、息子に勝たせてやった。一歳の息子は父の首の毛を噛み、脚をすくって
地面に投げ、威勢よくパパの身体に脚をのせて立ったものだ。パパは身をほどいて立ち上がり、くり返し息子に勝ちを譲った。こうして少年オオカミは身体が大きく強い大人
と対決し、勝利するときの気持ちを体験する。」	
	
「イエローストーンでオオカミ・ツアーのガイドをしていると、オオカミの遠吠えが聞こえたり姿が見えたりしたとき、人々の心に神秘的なものが生じるのを感じる。それは、なじ

みのあるもの。私たちの心のなかにあって、だれもが知っているはずなのに、忘れてしまったもの。恐れていると同時に心惹かれるもの。	
　そのような瞬間は、私たちを変化させる。オオカミ（あるいは、ほかの野生動物）とともに、現在を集中的な瞬間として体験する。（･･･）動物は、私たちがみせようとするうわべ
の姿ではなく、真の性質ｰｰｰｰ攻撃性、不安、自信の欠如、幸福感、落ち着き、といったものを見る。オオカミには隠された感情を読み取る能力がある。彼らの前にあって私
たちは透明なので、何も隠すことはできない。」	

「野生オオカミとの出会いは、現実であるかスピリチュアルかを問わず、私たちの存在の本質を変化させる。」	

☆mediopos-1669　　2019.6.11	

■エリ・Ｈ・ラディンガー	
  『狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか』 
  （シドラ房子訳　築地書館　2016.2）	



役に立つということだけで	
観察し研究することで	
自然の秘密は開示されるだろうか	
	
役に立つという視点は	
はじめからその範囲が限定されている	
それゆえ効率的ではあるのだが	
見ようとしないところは見えなくなってしまう	
	
フィールドワークを通じ	
未知にふれ驚くということがなければ	
生きた自然は秘密の姿を見せることはない	
	
ヴァーチャルは	

初に固定された視点のなかでしか	
世界を見ることはできない	
それは検索したものだけが	
答えとして与えられる世界	
	
フィールドワークの世界は	
それがどんなにちっぽけな場所であるとしても	
未知の世界の深みに満ちている	
既知だと思い込んでいる世界にさえ	
かぎりない未知はひろがっている	
	
自然界へ	
さらには内界へと	
奥深くフィールドワークしなければ	
決して開示されない秘密がある	

「古くから野蚕のヤママユは、山に入って集めた繭から絹を取り出すことは行われていた。それが、わざわざ山に行って繭を探し歩くよりも、近くで繭が集め
られれば良いと考えて、カイコの餌としての桑の葉を集めて屋内でカイコを飼えるという養蚕のしくみを作り出したのは、人間のすばらしい知恵であった。	
　一方、クモは４億年もの進化の歴史を持っていることから、有史以前からクモの存在を認識していた人類は、クモの巣による捕獲能力やクモが糸を浸かっ
て獲物を捕獲する巧妙な手口に関心を持っていたに違いない。その一つが、何個かのクモの巣を枝木に張りつけて、魚を捕るための網に利用したケース
は十分に考えられる。それでも、人々はクモの糸をカイコの養蚕のように大量に集めての実用化を夢見てきたことも考えられる。しかし、クモをカイコのよう

に飼育しようとすれば、クモの共食いの問題があって、クモの大量飼育には大きな壁が立ちふさがっていた。そのため、クモの糸の機能に興味があっても、
糸の実用化への目途は立っていなかった。	
　このような状況で、１９７０年代まで実用化の目途もないクモの糸の物理化学的研究は非常に少ないものであった。ところが、20世紀末までにクモの糸の
特性が、柔らかくて強いという性質ばかりでなく、耐熱性、紫外線耐性などの特性が明らかになってくると、それまで無視を決め込んでいた研究者がクモの
糸のすばらしい性質に興味を持ち始めた。21世紀になると雨後の筍のように多くの研究者がクモの糸の研究開発に関心を持つようになってきた。しかし、

多くの人にとっては、興味をもっていても量産化をどうするのかが大きな課題となっていた。」	
	
「柔らかくて強いという繊維は今のところクモの糸以外には見られない。このため、クモの糸の性質を持った糸の量産化が実現できれば、世界の生活文化
を大幅に変える可能性のある夢の繊維にもなる。それとともに、普段注目を浴びない虫たちの出す糸の素晴らしい機能に注目して、今後、今まで予想もし
なかった新しい繊維が生まれる可能性がでてきた。	
　「自然に学ぶ」とか「昆虫の設計に学ぶ」という言葉が、しばしば見られるようになってきた。昨今は、人類は自ら作り出したハイテクの素晴らしさを謳歌して、

酔っているようにも見える。しかし、人類は数億年もの進化の歴史を持つ虫たちいん、長年にわたって自然界が付与してきた素晴らしい機能には及ばない
ことが無数にある。」	
	
「ミノムシ、ダニ、毛虫などの虫たちの出す糸で、面白い性質、機能は構造などが明らかになれば、思いもかけない領域での用途が拡がり、21世紀にブ
レークスルーする時代が来ると思われる。この分野は今から発展する可能性を秘めているのである。	

　現代社会はコンピューターの前に座っての研究が多くなっている。失敗を如何に少なくするかを考慮したローリスク・ハイリターンを目標とした効率主義の
流れがある。しかし、人々は屋外に出てのフィールドワークを通じて自然に学ぶ姿勢、つまり、フィールドでの観察による直観力や感性を磨けば、ブレーク
スルーの糸口ともなる新しいシーズを見出せることも忘れてはいけない。自然界の驚くべきことに出くわした時の感動を味わえるのも研究者の醍醐味かもし
れない。方向付けの決まった分野は比較的進みやすいかもしれないが、少々時間がかかっても、現場で汗をかいて、未知の分野にチャレンジする精神を
持ちつづけてほしいものである。」	

☆mediopos-1670　　2019.6.12	

■大﨑茂芳『糸を出すすごい虫たち』（ちくまプリマｰ親書328　2019.6）	



無は虚無ではない	
充溢したアンチコスモスである	
神さえも無から生まれるように	
コスモスはアンチコスモスから生まれる	
	
アンチコスモスは分節化されてはいないが	
渾沌に穴があけられれば死んでしまうように	
無分節の「理」が分節されて「事」となり	
死としてのコスモスは生まれる	
	
世界に出来する経験的世界の	
ありとあらゆる事物事象である「事」は	
互いに切り離されている	
	
東洋の叡智を象徴する華厳経では	
その「事」と「事」は互いに浸透し	
互いに他を映し合いながら相入相即し混融し	
光に充ちた「事事無礙」となる	
	
イブヌ・ル・アラビーのイスラーム哲学では	
さらに本来無分節の「理」が	
ユングの示唆する元型のごとく働き	
本来無分節な「理」と「理」が相入相即し混融し	
「理」の世界における「理理無礙」が展開されているという	
	
ある意味ではその「理理無礙」の世界は	
天使たちの光の世界にも似ているのかもしれない	
華厳経では「理」は「理」「事」は「事」であり	
「理」が分節化されることはないが	
「理理無礙」の世界では理が分節化され	
「理」と「理」が無礙の関係として展開するのである	
	
	

（岩波文庫・河合俊雄「解説----生きた東洋哲学へ」より」	
「東洋においても、儒教思想のようなコスモス的思想もあるけれども、その主流はアンチコスモス的なものであると井筒は指摘する。われわれが実在すると思っている現実
は仮象であって。その根底は無であるとみなす。ところが「西洋思想では、「有」の論理的否定としての「無」ではない「無」（つまりいわゆる東洋的「無」）は、多くの場合「虚
無」として体験され、「死」を意味します。ところが東洋では、「無」こそ生命の根源であり、存在の根拠であって、「有」がかえって「死」なのです。」という事態になる。西洋の
無が虚無的であるのに対して、東洋の無は逆説的に豊かさを内包しているということになろう。	

　ここで私に浮かぶのは、ユングの『赤の書』の第三部における、フィレモンの死者たちへの語りである。それは「聞け、私は無から説き起こそう。無は充溢と等しい。」という
言葉からはじまる。ユングは第一次世界大戦前に恐ろしいヴィジョンなどを体験して精神的危機に陥ったが、自分の夢やヴィジョンに登場した人物を積極的にイマジネー
ションの中で呼び起こして、それとの対話をしていくことで危機を克服していく。その対話の記録に挿画と心理学的なコメントをつけたのがいわゆる『赤の書』である。ユング
の対話がいかにドラマチックなものであっても、それは自我や主体をしっかりと立てており、それに対立する人物像をイメージとして実体化している。それに対して後の体験
を踏まえた第三部では、生者と死者との境界がなくなり、「聞け、私は無から説き起こそう。無は充溢と等しい。」というように、はじまりとしての無が強調される。これに至って、

ユングは何かの実体を中心に置くのではなくて、無を中心とした体験と思想に至ったと考えられるのである。もっともここにはグノーシス主義の影響が見られ、井筒俊彦によ
れば、これはまさに東洋の思想であるということになるのかもしれない。」	
	
「イブヌ・ル・アラビーというイスラーム哲学のコンテキストののなかの思想家に、華厳哲学を読み取っていくというのは不可能のように思われるかもしれない。なぜならばイス
ラーム教は一神教であり、どこまでも神の形象に関わっていて、「有」の哲学であるように理解されているからである。しかしながら、絶対的な神は、それは絶対であるがため
にあらゆる特徴を超越して、何ものでもない絶対無分節なものになり、実のところ無に非常に近いのである。その意味でイスラーム哲学においても、一番の根本は無である

ことになる。	
　華厳哲学においては、絶対無分節と分節、無と具体的なものが無媒介的に結びついていて、それが理事無礙と表現される。それに対して、イスラーム哲学のイブヌ・ル・
アラビーでは、その間に中間項が存在することが興味深い。われわれの日常的意識の見る分節された世界は幻想であるとするのは、華厳哲学でも同じであるけれども、日
常的見識が流動化されていくと、井筒によるとイブヌ・ル・アラビーでは「数かぎりない元型」が現れてくる。また逆に無分節的「理」が様々に内部分裂することによって、「分
節的「理」の領域」が現出するという。これがまさに様々に分裂した「理」が相互関係を持つ「理理無礙」という事態なのであり、華厳哲学では「理事無礙」から「事事無礙」に

至るのに対して、イブヌ・ル・アラビーでは「理理無礙」から事事無礙」に至るのである。	
　このイブヌ・ル・アラビーの考え方は、意識の深層に元型やイメージをたてるユングの立場に非常に近いと思われる。元型、イブヌ・ル・アラビーはそれを「有・無境界線上
の実在」とか、「神名」とか呼んでいるが、それは様々なものに分化しているように思われるけれども、一つの元型は実は全てを含んでいる。だからたとえばそれぞれユング
の高弟だったエーリッヒ・ノイマンが「グレートマザー」という元型が全てを含むような本を著したり、ジェイムズ・ヒルマンが「アニマ」という元型で全てを語ろうとしたり、などの
ようなことが可能になるのである。元型というのは相互浸透し合っていて、決して静的な分類ではない。」	

「常にイメージや象徴で媒介されたのではない、無が無媒介的に分節し、全てが相互浸透する事態があることをユングがわかっていたからこそ、「コンステレーション」や
「共時性」などという概念が生まれたのだと思われる。どちらの概念も、心理療法での体験から、因果的に説明できない連関が生じることから生まれてきたものであるけれど
も、偽科学的な説明をせずとも、全てが深層においては相互浸透しているという華厳哲学の考え方からするとごく当たり前の事態なのである。」	

☆mediopos-1671　　2019.6.13	

■井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス』（岩波書店／岩波文庫　1989.7/2019.5）	

ユングの『赤の書』の第三部では	
フィレモンが死者たちへ	
「聞け、私は無から説き起こそう。	
無は充溢と等しい。」と語るが	
それはコスモスの根源にある	
充溢した無としてのアンチコスモスを	
示唆したものでもあるのだろう	
	
充溢した無から	
「理」という「数かぎりない元型」が現れ	
それらが意識の深層で「理理無礙」的に働き	
「事」の世界である経験的世界のなかで	
コンステレーションや共時性などとして現象する	



個と連	
そのあいだで	
発句は個としての表現を	
連句は個を超えた演劇的な姿を指向する	
	
言葉は歌から生まれたのだろう	
そして歌は未だ個ではない人が	
みずからの情を表していくなかで生まれ	
それが歌へ言葉へと	
形をとっていったのではないか	
	
人が心をもち	
それがやがて個として	
形をとっていったとき	
さまざまな歌が歌われた	
それが共同体のなかで展開され	
連歌というかたちもとるようになった	
	
それはきわめて演劇的な指向をもち	
複数の作者が連作し付合をしていき	
個の表現を超えた歌の宇宙を成してゆく	
	
ポエジーは	
個的であることがふさわしいのだろうか	
連的であることがふさわしいのだろうか	
	
連的なものが姿をあらわすには	
ふたつの姿があるのではないか	
集合的な魂のあり方が連として現れるとき	
そして個としての成熟のあとで	
個と個が共同されて現れるとき	
	
現代においては連句や連詩が	
ポエジーを成すのはむずかしい	
演劇的なポエジーが可能だとしても	
そこには脚本と演出という強い中心が必要となる	
現代はそのふたつの姿の	
はざまにあるのではないだろうか	

☆mediopos-1672　　2019.6.14	

■岡野弘彦・三浦雅士・長谷川櫂【捌き】『歌仙 永遠の一瞬』 
  （思潮社　2019.1）	

（三浦雅士「跋」より」	
「二〇一〇年四月五日、大岡信が永眠した。享年八十六。」	
「連衆揃っての意向で、冒頭、谷川俊太郎を客人に迎えたが、谷川が日本の現代詩壇において大岡のほとんど盟友と言っていい存在であったことは指摘するま
でもない。同人誌・櫂の集まりにおいて、連句の向こうを張って連詩を試みようではないかと、大岡に強いたのは谷川である。」	
「私の記憶では、谷川は大岡とさまざまな機会に連詩を巻いているが、連句は巻いていなかったと思う。連衆のひとりとして、谷川に大岡ゆかりのこの歌仙に一度

は加わってほしいと思った理由である。むろん谷川がどういう句を作るか興味津々だった。	
　谷川は、少なくとも大岡ほどには連句、連詩に可能性を見出せなかったのではないかと、私は思っている。大岡が連句に強い関心を示すのを見て、同じ試みが
現代詩においても可能なのではないかと大岡を挑発したのは谷川だが、その結果出来上がった連詩は、少なからぬ数に上るものの、谷川を満足させるものでは
なかったのだろう。その後、大岡が連句、連詩のいわば渦中に身を投じたのに対して、谷川はその流れに対してあくまでも距離を取っていたと、私には思われる。	
　大岡と谷川は、いわば肝胆相照らす仲と言っていいほどだったと思うが----このことは谷川の離群性すなわち孤独壁を 初に指摘したのが大岡であったことを

思えばいよいよ興味が深いが----連句、連詩に関しては、谷川と大岡の見解は微妙に違っていたのである。谷川には、現代文学のひとつの方法として、連句、連
詩がきわめて重大であるとは、結局、思えなかったのだと、私は思う。谷川は、同じように主体の変容----つまり誰が語り誰が歌っているのか-----が焦点となる領
域であるにもかかわらず、絵本、童話、言葉あそび歌などには持続的な関心を示したものの、連句、連詩にはそこまでの関心は示さなかった。だが、大岡が熱せ
印になるのに反対はしなかった。むしろ、国の内外を問わず、参加を請われれば応じて、大岡の情熱の後押しをしていた。とはいえ、大岡にとっては連句、連詩が

終的には自身の思想の核心を占めるまでに至ったと思われるのに対して、谷川にとってはそういうふうにはならなかったと私は思っている。」	
	

「谷川と大岡のこの違いに近代文学また現代文学の基本的な問題が潜んでいることは指摘するまでもない。	
　芭蕉以後、連句から切り離された発句----逆に言えば連句を切り捨てた発句----が「私」の述懐へと傾斜してゆく過程は、蕪村、一茶、子規によって体現されて
いるわけだが、あえていえばその正確な延長上に谷川がいるわけである。たとえば蕪村の「歩き歩き物おもふ春のゆくへかな」、一茶の「井の底をちよつと見て来る
小てふ哉」などの後に、「花びらを喜んでいる水たまり」を置いてみると、句のたたずまいの変化の過程が分かると言っていい。三句がなだらかに続くのは「私」のあ
りようがどこかしら似ているからだ。谷川の句も自然詠ではない。水たまりの身になって花びらを喜んでいる「私」という現象の不思議が示唆されているのだ。童心に

還っているようだが、その還り方の歴史の担い手として谷川俊太郎という存在が現にいるのである。	
　だが、丸谷、大岡らから「威張りの安東」と揶揄された安東次男の考えは違っていた。連句から発句を切り取って、それを個の表現手段とするということの展開の
必然を十分に理解したうえで、安東は、逆に芭蕉の連句へとさかのぼろうとしたのだと言っていい。単刀直入に言えば、安東は、連句ひいては文学の本質は演ず
ることにあるのだと、芭蕉自身、考えていたに違いないと思っているのである。	
　大岡は、「芭蕉私論」において、発句は現代詩へと、連句は現代小説へと展開するのだと示唆しているが、連句において大岡はあたかも芝居の登場人物のよう

に演じようと努力しているように見える。大岡の考えでは、安東の流儀はそのような文脈で深い意味を持つのである。連句に近いのは、詩でも小説でもなく、演劇な
のだ。	
　宗左近が歌仙の演劇的なありよう、戯作的なありようを嫌って、発句の真摯を採ったことは『歌仙　一滴の宇宙』の跋で述べた。逆に、安東、丸谷、大岡は、発句
の真摯に近代の限界を見、歌仙の遊戯に近代を超える契機を見ようとしたのだと言ってもいい。」	



科学という信仰が	
科学を貶めている	
	
（科学は科学を）	
（絶対化するはずもないのに）	
	
常識という信仰が	
常識を貶めている	
	
（常識は常識を）	
（絶対化するはずもないのに）	
	

近では	
世界観でさえ	
お話の世界設定にされてしまい	
世界の意味づけや考え方は	
どこかへ置き忘れてしまったようだ	
	
いのちも	
いまではそこから	
死が排されてしまっている	
いのちは生死を超えて流れているのに	
	
ひとは	
さまざまな思い込みの鎧を	
がしゃがしゃと身につけて	
じぶんを守ろうとしているのかもしれないが	
	
たくさんの鎧をぜんぶ脱ぎ捨てて	
「いのちのヌード」になれたとき	
信仰もまた信仰を貶めることなく	
ひとは自由に生きることができるのではないか	
	
そのとき	
科学は奇跡になり	
常識は奇跡になり	
いのちは奇跡になる	

（松久正「あなたの魂を呼び覚ます、ヘンタイドクターズ参上！」より）	
「今回の本に参加していただいたヘンタイドクターズの仲間を紹介したいと思います。	
　まずは、弁護士でありなあら代替医療の分野でのドクターとして活躍し、不食を実践することでも知られている秋山佳胤先生。	
　産婦人科医でもありながら、「体内記憶」の専門家でもある池川明先生。	
「虫歯は治る」という常識外れの考え方を啓蒙している歯科医の梅津貴陽先生。	

　整形外科医で人工膝関節手術のエキスパートでありながら、瞑想家としてもスペシャリストの巽一郎先生。	
　消化器外科医で病院の院長先生というポジションでありながら、日本人が新・地球人として目覚める大切さを教えてくれる長堀優先生。	
　今回、この本に登場していただく５名のヘンタイドクターズは、世間のみならず医療の世界の常識と固定観念にとらわれずに、真実を追究するドクターたちです。	
　また、人間の「身体」という もよく見える世界のことを相手にしながらも、目に見えない世界のこともきちんと捉えられるドクターたちです。	
　そして、伝統的な医療にもとづいて身体と心を治すのではなく、その人に眠っている力を呼び覚ましてくれるドクターたちです。	

　さらには、それぞれ責任のあるポジションにもかかわらず、こと人間の「命」ということを考えたときに、現代医学の教科書から飛び出して、真実の声をきちんと上げてくれ
るドクターでもあるのです。」	
	
「梅津／ほとんどの人は、「虫歯は治らない」と信じています。でも、「虫歯は治らない」とか「虫歯になったら終わり」となると、虫歯はがんより怖い病気ということになりますよ
ね。だって、がんは治ったりすることもあるわけですから。そして、誰もががんになったら病院へ行きますが、虫歯の場合は病院へ行かない人もいる。要するに、「治らな
い」はずの虫歯を軽んじているわけですよね。それっておかしいと思いませんか？	

池川／そうですよね。虫歯を放っておく人は多いかも。	
梅津／別に虫歯を重んじてほしいわけでもないのですが（笑）。そこに、「がんは重い」虫歯は軽い」というジャッジが入ることが問題だと思うのです。本来なら同じ肉体なの
ですから。あと、基本的に歯科医は、技術を売りにしますが、私の場合は自分で自分の腕がいいとは一度も言ったことはありませんね。私は「なぜあなたは虫歯になった
のか？」を患者さんに考えてもらい、自己変容を起こすお手伝いをすることが、私の歯科医としての使命だと思っています。」	
	

「ドクタードルフィン／ちなみに、イザナギとイザナミの仲を取り持ったククリ姫ではないですが、今の時代は「くくる」というタイミングが来ているような気がします。つまり、融
合するためにも、いったん離しておいて融合させることが必要だったということです。でも、いざ融合するときには、真実を知った人たちはショックを受けてしまう。だから、そ
ういう意味においても、これまでの古い価値観は崩れたときに、新たな方向性を構築するための力が必要になってくるでしょうね。」	
	
「ドクタードルフィン／ヘンタイドクターズにとって奇跡は常識だ！	

池川／常識が奇跡なんですね（笑）。」	
	
「池川／私たちはＤＮＡがあるからすべてが自動的に動くと思っているけれども、実は情報は高次の次元にあって、身体にそれをダウンロードしない限り機能しないので
す。だから、身体に障害があったとしても、その部分がオンにならない限り障害は出ないのです。	
ドクタードルフィン／さらには、そのＤＮＡも書き換えることができますよ。	

池川／スマホで言えばアプリたちが自動更新するように、私たちもアンテナが４本立っていれば毎晩寝ている時に情報を更新しているのです。でも、たとえばお母さんが
妊娠中にストレスを感じていると、アンテナも３本になってしまい、ＤＮＡの振る舞いを変えてしまったりする。そてれに、フッ素や水銀などで松果体が閉じられると、さらにア
ンテナが１本閉じてしまったりする。	
ドクタードルフィン／スマホのアンテナの本数と電波の関係で言えば、常識と固定観念があるということは、電波が届かなくなるコンクリートの部屋に入ってしまうようなもの。
特に、電波を遮断するコンクリートの壁で一番厚いのが不安と恐怖。その次が不満と自己存在意義の欠如。そして、三番目が愛情の欠如ですね。（･･･）そして、四番目の

壁は、自己表現力とコミュニケーション力の欠如ですね。」	
	
「秋山／過去と未来は時間軸だけの話なので、未来が変えられるのなら、過去だって変えられるんですよね。でも、どちらにしても死んでも意識は続くのだ、ということがわ
かるだｋで私たちは随分救われるのではないでしょうか。	

長堀／どんなことも魂の成長につながっているから、悪いことは起こっていないんですよ。」	

☆mediopos-1673　　2019.6.15	

■秋山佳胤・池川明・梅津貴陽・ 
   巽一郎・長堀優・松久正（ドクタードルフィン）	
　 『いのちのヌード』（ＶＯＩＣＥ　2019.6）	



私たちの生きている世界は	
生きとし生けるもののいのちが	
食べること食べられることによって	

めぐりめぐることで存在している	
	

動物を食べないヴェジタリアンは増えたが	
そんな人でも植物は食べなくてはならない	
食べなくても生きていける人もいるそうだが	

そんな人でも大地は必要だし	
息だってしなくてはならない	

	
いのちへの礼儀は	
動物だけではなく	

植物をふくめ生きとし生けるものへ	
さらに森羅万象へと尽くされていかなければならない	
そうすることではじめて存在者たちは解放されていく	

	
さらにいのちは	

生を超えた霊的世界のなかでも	
光や叡智や愛とでもいえる	
「食べもの」によってめぐりめぐっている	

	
私たちが食べているのは	

そうした世界の「すきとおったほんとうのたべもの」が	
地上に射影されたものだといえるのかもしれない	
	

殺して食べることをめぐる	
痛みや苦しみやそれに伴う責任	

そして食べられるものに対して敬意を払うことも	
そうしたいのちのめぐりのなかにある	
	

食べることは食べられることとむすばれている	
食べるならば食べられるものへと	

めぐりを還さなければならない	
それは実際にじぶんが食べられることかもしれないし	
共苦という供犠なのかもしれない	

またそれは姿を変えた祈りなのかもしれないし	
愛するということなのかもしれない	

	
食べることが無自覚になると	
そんなめぐりが閉ざされてしまうことになる	

現代の病はそこにあるのだろう	
礼儀を返さないという深く暗い病	

「古来、人類の猟は、千松信也や淵沢小十郎（宮沢賢治「なめとこ山の熊」）がそうであるように、動物へ「敬意を払うこと」と「殺して食べること」が対立しないものとしてあり
ました。しかし、現実の人類は、二〇万年以上、「オーバー・キル」を続けていくつかの動物種の絶滅に加担していきました。	
　そして、約一万年前、人類は「家畜」を発明しました。そこで、人類は飼い慣らすために動物のオスを去勢し、メスを繰り返し強制妊娠させて出産や搾乳を行なうなど、家
畜への暴力を常態化していきました。これは、個々の動物に「痛み」と「苦しみ」を与え、時に動物たちの本来の生を不可能にする尊厳の「剥奪」となっています。ただ、そ
の一方で、伝統的な人間と家畜との関係では、家畜を「ファミリアの一員」として扱った上で屠殺する、つまり「家畜をかわいがることと食べること、これは対立するものでは

ない」という一面があったことも確かです。こうした動物との関係を象徴するとも考えられる儀式がアイヌ民族にあります。」	
	
「福岡県の久留米筑水高校では、一九九六年から「命の教育」が行なわれています。この授業では、食品流通科の一年生が一人一羽ずつ鶏の有精卵に名前を付け、ヒ
ヨコが孵ると当番制でエサや水やり、ふんの片付けなどをして育てます。二ヶ月してヒヨコが成鳥になると、生徒たちは鶏を工場に出荷するか、自らの手で解体をするかを
選びます。」	

「生徒たちは、イオマンテの儀式と同様、肉食にある「痛み」と「苦しみ」、そして動物の尊厳に直面しながら「それでも食べる」という選択をしました。生徒たちは、肉食に伴
う人間の「責任」に直面し、それを引き受けることを選んだのです。」	
「「命の教育」に参加した生徒たちは、「動物を殺して食べる」という選択をしました。それに対し、屠殺という「残酷なこと」を否定するなら、それは肉食の否定、ベジタリアニ
ズムになる他ありません。」	
	
「二〇世紀後半以降の「畜産革命」後のわたしたちは、「家族の一員」としてペットを愛する一方、自分が食べる「工業畜産」の家畜のあり方に無関心になっていきました。

かつてあって「かわいがること食べること」は、近代家族と工業畜産の成立とともに「かわいがる」ペットと「食べる」経済動物へ完全に分化したのです。わたしたちは、「資本
の一員」である家畜を「食材」としかみなさないようになりました。そして、ペットと家畜へのこの極端な態度の使い分け、いわば「愛と無関心の格差」は、家畜たちに生物史
上に例のない「苦しみ」と「恐怖」をもたらすものになりました。」	
	
「東浩紀は、ここ数十年の日本社会の、従来は社会的で面倒なコミュニケーションなしに得られなかった対象がファストフードや性産業で面倒なしに手に入れることができ

る状況を「動物化」と呼びました。「「動物になる」とは、そのような間主体的な構造が消え、各人がそれぞれ欠乏--満足の回路を閉じてしまう状態の到来を意味する」。そ
れは、社会的関係での「痛み」も「苦しみ」も感じないまま「尊厳」を剥奪されつつ「満足している」状況だと言えるかもしれません。	
　一九九〇年代以降、労働者は「社畜」となり、女性は「動物園の動物と同じ」と言われる状態が広がりました。そして、こどもは名前が「ペット」と重なり、「猫かわいがり」と
「虐待」の二極化を被ることになりました。「畜産革命」と同時に進展した二〇世紀末以降の「資本・国家・家族」の変容は、わたしたち自身が比喩的に「家畜」化、「動物
園」化、「ペット」化する事態を全面化したのです。その「動物化」が進行しつつある今、動物園や動物工場からの「動物の解放」と同様、わたしたち自身の「開放的な生の

管理」からの必要であるはずです。	
　この文章は、ここから次の段階へ移ります。それは、私たち自身が動物との共生、共存によって「破滅するか解放されるか」という危機的な状況を経験し、「痛み」と「苦し
み」を被っていく状況をたどります。その中で、わたしたちは身体的・心的な外傷や死にたびたび近づきます。しかし、それと同時にわたしたちは、動物と共生し相互に尊
重する新たな社会の可能性と新たな「尊厳」を見出すのです。	
　それは、動物と人間が「共闘」し、東浩紀が言うのとは逆の意味で人間が「動物化」する地点へ近づくことになるはずです。」	

	
「私たちにとって「希望」は、犬や猫などの伴侶動物、牛や豚や鶏などの家畜、そしてさまざまな野生動物と共存し、そこから「喜びに満ち、相互に高めあう」関係を創造す
ることなのかもしれません。それは、わたしたちと動物たちが共生しつつ、今までの「国家・資本・家族」を相対化し、別の「社会」の可能性を作り出すことを意味しています。	
　そしてそれは、多くの動物を絶滅させ、家畜やペットを発明してその生体を作り変え、実験道具として使い、工業畜産によって大量生産・大量消費してきたわたしたちホ
モ・サピエンスの歴史をたどり返すことでもあります。この自らの歴史を踏まえ、わたしたちは動物たちとの新たな関係社会を作り出さなければならないからです。	

　わたしたちは、人間と動物の全共同体を見渡し、動物たちの「生と死」のあり方をあらためて見つめる必要があります。そして、そこに現れる動物たちの声に応答し続ける
責任があります。わたしたちは、自らを含めた「いのちに対する礼儀」を、そしてそこからの人間と動物の「解放」を果たすことをいま求められているのです。」	

☆mediopos-1674　　2019.6.16	

■生田武志 
  『いのちへの礼儀／ 
    国家・資本・家族の変容と動物たち』 

  （筑摩書房　2019.2）	



ユングの「分析心理学セミナー」があったのは１９２５年	
シュタイナーが亡くなった年でもある	
	

互いをまったく知らなかったわけでもなく	
それぞれ若干のコメントもあるにはあったようだが	

それもほとんどすれ違いでしかなかったようだ	
	
ユングを知ってから４０年	

シュタイナーを知ってから３０年になるが	
ユングとシュタイナーのすれ違いのことを	

おりにふれて考えてみたりもする	
	
シュタイナーの気質は人智学的にいえば	

多血胆汁ということになる	
ユングの「タイプ論」でいえば	
きわめて外向的ということになるだろうか	

ユングはそれに対して内向的である	
	

人智学は神秘の科学であり	
教育への取り組みも含め	
きわめて外向的な取り組みだ	

シュタイナー教育などに携わる方々の	
ありようにも見られるところだ	

	
ユングの取り組みは臨床治療による心理療法であり	
きわめて内向的な取り組みの典型でもある	

そして心理療法に取り組む以上	
みずからの魂のありようにさまざまに向き合わざるをえない	

その向き合い方はシュタイナー関係の場合と	
逆の方向を向いているといってもいいかもしれない	

☆mediopos-1675　　2019.6.17	

■Ｃ・Ｇ・ユング（Ｓ・シャムダサーニ／Ｗ・マクガイア 編）	
   『分析心理学セミナー1925／ユング心理学のはじまり』	
  （河合俊雄・監訳　猪股剛・小木曽由佳・宮澤淳滋・鹿野友章 訳／ 

  創元社　2019.6）	
■ゲルハルト・ヴェーア『ユングとシュタイナー』	

  （石井良＋深澤英隆 訳　人智学出版社　1982.3）	
■Ｃ・Ｇ・ユング『タイプ論』（林道義 訳　みすず書房　1987.4）	

ある意味でこのまったく逆方向を向いたアプローチゆえに	
すれ違いは起こったともいえるのだろうけれど	
そのすれ違いは必要なことだったのかもしれない	

すれ違ったがゆえに展開が可能になった二つの潮流	
けれどもそのことで失った互いの影がある	

	
けれどもその二つの潮流はまさに現代においてこそ	
合流するところをもたねばならないのではないだろうか	

互いに優越機能と劣等機能が逆を向いている二つの流れ	
合流することはそれなりに危険を伴いもするのだろうが	

無意識化されている劣等機能を互いに放置したままでは	
創造的破壊さえも起こりようがない	



（『分析心理学セミナー1925』〜猪股剛「解題」より）	
「本書、一九二五年のセミナーで語り部を務めるのは、まだ五〇歳になったばかりの壮年期のユングである。」	
「本書の歴史的意義の一つは、シャムダサーニの序文にも記されているように、『赤の書』に著されたユングの体験を、自らが平易に解説している点にある。そもそも心理学

は、単に直接的な体験によって成立するものではない。その体験を経た後に、それに対する理解と解釈が生み出され、同時にその体験自体に再び立ち返る運動によって、
心理学は成立する。ユングは、そのような心理学の自己生成運動をここにセミナーとして開示しているともいえるだろう。本セミナーにおけるその運動は、ただ『赤の書』に

限ったものではなく、ここに取り上げられている「オカルト現象の心理学」「連想研究」「早発性痴呆の心理学」「変容と象徴」「タイプ論」といった前期のユングの主要著作すべ
てにおいて同様に貫かれていると言っても過言ではない。」	
	

（『分析心理学セミナー1925』〜「第16講」より）	
「第7図では、個人の変化についてのアイデアを、空間によって、つまり三次元の空間によって、描いてみようとしました。個人が固定した実体として理解されるはずはありま

せん。もし、個人という完全な概念を求めるならば時間という要素を加味しなくてはなりません。時間は過去と未来を示し、個人というものが成立するのは、過去の出来事の結
果としての現勢態を加味し、同時にその現勢態を新たな傾向の出発点として捉える時だけです。この考えに従えば、二つのタイプを見分けることができるのですが、一つは
過去に呪縛されて自分の時間を後ろ向きに預けている人々で、もう一つが自分の前ばかりを見ている人々です。後者は、彼らの持つ未来への志向によってこそ理解されま

す。	
　今までのところ、提示された図には無意識が考慮に入れられていません。そこで、第8図にはその要素を入れてみました。この図が前提としているのは、思考タイプの も

発展した状態で、感覚と直観がそれぞれ半分は意識的で半分は無意識的、そして感情が無意識である状態です。そうしたタイプが感情を欠いているということではありませ
ん。思考に比べて、感情が制御不能で爆発する性質を持っているというだけで、そのために通常、感情はまったく現れないのですが、突然現れてはすっかりその人に取り憑
くのです。	

　第9図では、一方で外的客体の世界と、他方で集合的無意識のイメージと関係している個人を表現してみました。個人と一つ目の世界、すなわち、外的客体の世界とをつ
なぐものがペルソナで、それは外側からの力と内側からの力の相互作用で発達していきます。ペルソナは意識的人格の持つ皮膚と考えても良いと思います。（･･･）	
　この意識的人格の中心に位置するのが自我です。この自我の一つ前の層に「戻る」と、そこでは個人の人格の潜在意識に行き当たります。この個人の人格の潜在意識に

は、自分と相容れない願望やファンタジー、幼年期からの影響、抑圧されたセクシュアリティが含まれていて、一言で言えば、なんらかの理由によって意識に保持することが
自分が拒絶したものたち、あるいは意識から失われたものたちがすべて含まれているのです。その中心には、仮想の核、あるいは中心的な統治機関があって、意識と無意

識的自己との全体性を表現しています。	
　そして次に、私たちの内側に存在する集合的無意識に至ります----すなわち私たちが内側に携えている種族的経験の部分です。そこはカペイロイやドワーフの棲み家で
す。彼らを眼にすることは許されていません。もし目にしてしまったら、彼らは私たちに仕えることをやめてしまうのです。この領域には、もう一つの仮想の核があって、それが

しばしば夢に登場します。それは自分のもう一つの人物像ですが、無意識がそれを安易にほめそやすので、通常は友人に投影されています。私はそれを影の自己と名付
けました。未開人は自分の影に対する一連の関係を込み入った形で発展させていますが、それは影の自己という私のアイデアをとても的確に象徴しています。未開人は決

して他人の影を踏んではならないことになっていますが、同様に私たちも決して他人の弱みを、すなわちその人が恥じていて眼に入らないようにしているその人の内側にあ
る事柄を、指摘してはならないのです。ある未開人は、「真昼には外に出かけてはいけません。自分の影が見えないのは危険なことです」と言います。私たちは「自分の弱点
がわかっていない時には気をつけなさい」と言います。	

　意識的な自我を主体的人格と呼び、影の自己を客体的人格と呼ぶことができます。後者は、私たちの中の集合的無意識の一部で出来ていて、私たちの内側に現れてくる
ものの影響を伝達しています。私たちは自分では予測することも十分に説明することもできない影響を、人々に与えているのです。本能は、私たち自身のこうして種族的側

面と距離を置くように忠告してきます。もし自分の内側にいきづている先祖にきがついたなら、私たちは崩壊するかもしれません。先祖は私たちに取り憑き、私たちを死へと
向かわせるかもしれないのです。未開人は「自分の中に亡霊を侵入させてはならない」と言います。この言葉は「あなたは無意識の中へ訪問者を受け入れてはならない。同
時に、先祖の魂を失ってもならない」という二重の発想を含んでいるのです。」	

	
（ゲルハルト・ヴァーア『ユングとシュタイナー』より）	

「Ｃ・Ｇ・ユングの分析心理学とルドルフ・シュタイナーの人智学は、出発点や目標設定の点、更には認識の基礎や予備理解の点で、二つの異質の次元を成すものである。
ルドルフ・シュタイナーは、人間を身体＝魂＝霊から成る全体として認識せんとする人智学的精神科学の創始者と見なければならない。人智学的精神科学は（･･･）まずもっ
て、人間を、右の人間像及び現実認識に従って行動しうるようにする探究方法である。」	

「Ｃ・Ｇ・ユングの場合にも、人間像を構成しようとする人間学的な認識は発端となっている点は、見まがいようがない。（･･･）まず第一に、分析心理学者ユングの活動分野を
成しているのは、確かに医学的な臨床治療の分野ではある。だが、彼の仕事を詳細に調べてみれば、その心理療法は、単に心を病む人々に捧げられているだけではなく、

この人々を自己実現へと導き、人間の成熟過程に付き添うことによって、心理療法の域を超えて、重要な認識の機能を果たさねばならないものであることが分かる。	
　シュタイナーとユングとは、半世紀にわたって----一八七五年（ユングの生年）から一九二五年（シュタイナーの没年）まで----同時代人であり、地理的にも近隣で活動し
ていたのだが、生涯、直接的な精神交流は一度も行われなかったのである。この人智学者と深層心理学者の語る言葉は、当然のことながら、それぞれ別の方向を代表する

相手には異質のものであった。」	


