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言葉は生き物である	
生まれてゆく言葉があり	
死んでゆく言葉がある	
	
新しい言葉は人がつくるが	

人の背景には時代がある	
時代に多く働きかけるのは	
政治とメディアである	
	
明治時代には	
西洋化にともなって	

新しい言葉が多く生み出された	
生み出さざるをえなかったからだ	
	
新しい概念をのせるのに	
漢字を組み合わせて新たな概念をのせたり	

すでにある漢語を使って間に合わせたり	
漢語に新たな概念を付加して使ったりした	
	
第二次世界大戦後にも	
また 近ではとくに	

コンピューターやインターネットの普及にともなって	
漢語ではなく英語からくる	
カタカナ語が特に増えてきている	
	

その際にも	
組み合わせて造語にしたり	
すでにあるものをあらためて使い直したり	
用語をほぼそのまま	
カタカナ語にして使ったりもしている	

	

☆mediopos-1676　　2019.6.18	

■飛田良文『明治生まれの日本語』（角川ソフィア文庫　令和元年6月）	

いつの時代にも	
いちはやく新語を誇らしげに使ったり	
新語の軽薄さを嘆いたりと	
新語の受容の仕方はさまざまだが	
やがて好き嫌いを超えて	

新語は淘汰されてゆき	
需要のない言葉は短い一生を終えてゆく	
	
今も新たに生まれてきている言葉のなかで	
百年後にまだ生きている言葉	
すでに死んでしまっている言葉はどれほどあるだろう	

	
やがては「令和生まれの日本語」についても	
語られることもあるのかもしれない	

「ひとくちに「新語」といっても、決して一様のものではない。大別して明治時代に特色のあるものには次の三種がある。	
	
　１----新造語　日本語にその概念がなく、日本人が新しく造語する。（彼女・哲学・新婚旅行）	

　２----借用語　中国で活躍した欧米人宣教師が漢訳した洋書や辞典から借用する。（電報・恋愛・冒険・個人）	
　３----転用後　日本に存在する類義語に西洋の新しい概念・意味を付加して転用する。（東京・駅・印象・家庭・権利・衛生・常識）	

	
　その他、新造語には、日常語が音変化を起こして生じた語もある（ちゃう）。	
　明治時代は、日本が国家組織から日常の生活様式まで、積極的に西洋化を推進した時代であった。したがって、明治初期は漢学書生と洋学書生に代表

される知識人と、一般庶民とでは言語生活に大きな相違があり、新語の造られ方（造語法）にも違いがあった。」	
	

「「一語十年」という言葉がある。山田忠雄のことばである。一語の歴史を考証するとなると十年はかかるというのである。私も語史を志して何年になることか。
ずしりと心に響くものがある。	
　いまここに「明治生まれの日本語」二十一語を書き終えて、あらためて感じるのは、西洋文化の移入にともなう新語がきわめて多いということである。	

　そしてこれらの新語は、同義語と競り合いながらも、国家の組織名や憲法・法令に採用されたり、英語の参考書や国定教科書に採用されることによって定
着していった。しかし、統一されていく過程で、なんらかの形で日本政府の力がおよんでいたことは、特筆されてよいだろう。庶民の力がその誕生に関わった

のは、ごく限られたものであった。	
　一語一語の歴史は日本人の共通の文化遺産である。人間の歴史と同じく語史にも個性があり、同じものはひとつもない。それでも大きな時代の流れを反映
している。」	



日照りのときも	
豪雨のときも	
人は天に祈りを捧げてきた	
	
気候を操るというシャーマンもいた	

シャーマンは気候に影響を与えるため	
みずからがその源と同一化もしたという	
	
現代では科学が気候を予測し	
ときに気候に影響を与えようともする	
かつては「雲をつかむような話」だったものが	

ミクロの視点とマクロの視点のもと	
コンピュータと人工衛星を駆使して	
さまざまなスケールで雨の科学を進めている	
	
けれどどんなに雨の研究が進み	

そのメカニズムが解明されたとしても	
雨そのものの謎がなくなることはないだろう	
科学が解明し探究できるのは	
謎そのものの源ではなく	
雨という現象とその操作だからだ	

	
天候は人の心の姿にも似ている	
雨や雪も降れば風も吹き雷も落ちる	
そしてそれをじぶんで操ることは難しい	

	
けれど「雨の科学」を探究するように	
みずからの心の姿を	
ミクロとマクロで観察することはできる	
そしてなにがしかは	

それを制御することも可能だろう	
	
もしもシャーマンが天候を操るように	
みずからの心を操ることができるときは	
自在に心を遊ばせることもできるのかもしれない	

そのときまでは時に豪雨にも日照りにもなるなかを	
生き抜いていかなければならないけれど	

「雲や雨は、地球という水惑星を特徴づける大変興味深い現象ですが、常日頃あまりに見慣れた現象であるため、多くの人はそれほど疑
問の思うこともないかもしれません。むしろ、昔の人の方が、雨が降ることについていろいろなこよを不思議に思い、現在のような観測機器
がなくても、こと細かく観察をしていたように思います。数十年前に、『雨』（岡田武松著）、『降水の物理学』（高橋喜彦著）、『雨の科学』（磯

野謙治著）などの優れた書物が出版されています。それらの名かいは、その頃の雨の科学と共に、昔の人たちが雨という現象をどのように
考えていたかも興味深く描かれています。	

　これらの書物が書かれた時から現在までに、多種多様な科学技術が開発され、雨の科学はさらに進歩し、雨の降り方もかなり正確に予
報されるようになりました。雨を理解するには、当然、それが降ってくる雲のことを理解しなくてはなりません。近年の研究の大きな変化は、
「雲をつかむような話」にたとえられてきた雲について、ミクロスケールから地球規模までの様々な空間スケールで調べることができるように

なったこと、ミクロな現象と地球規模の現象が密接に関わりあっていることが分かってきたことでしょう。特に、リモートセンサーとコンピュー
タの進歩は、雲や雨を雲のありのままのスケールで「雲をつかむ」ように調べることを可能にしました。	

　雲や雨の科学の一つの特徴は、１０００分の１ミリ前後の非常に小さな現象や過程が大きな働きをしていることです。人工的に雨を降らせ
る、あるいは人為的に気象を改変させることは気象学の一つの夢でしたが、雲と雨のミクロな物理は、二〇世紀半ば頃からは人工降雨の
科学的な基礎としても発展してきました。それらの研究は、主に、関連する過程の室内実験、雲の中の航空観測などにより行なわれていま

した。一方、強雨、集中豪雨、豪雪、雷、ひょう、竜巻、陣風、突風、あるいは台風など激しい大気現象は、毎年地球上の各地で甚大な災
害をもたらしています。これらの現象は、非常に発達した雲に関係するものです。雲と雨の科学の一部はこのような自然災害の予報と防止

を大きな目標として発展してきました、それらの研究では、特に、レーダというリモートセンサーが大変有力な観察手段でした。	
　雲や雨の科学を飛躍させたものはコンピュータの進歩でした。（･･･）「雲をつかむ研究」は、一つには、コンピュータを用いた雲の数値シ
ミュレーションにより可能になったのです。	

　もう一つの大きな進歩は、人工衛星による雲や降水の観測です。（･･･）人工衛星を用いれば豪雨が起こるかなる前からその雲群の全体
を観ることができます。（･･･）いわゆるグローバルな視点を誰もが自然にとれるようになります。	
　複雑な地球の自然を理解する際、しばしば個々のプロセスに分解してそれらを理解することにより、それらの組み合わせとして全体を理

解しようとします。しかし、現象を丸ごと観て理解していく立場も大切です。それは生物の理解には、遺伝子科学にもとづく理解と同時に、
動物行動学のような全体的な理解が必要なのと同じです。」	

	
「地球上の自然現象の多くは地球であるからこそ起こるものですし、地球を理解するためには、必ずしも地球規模で現象を観たり調べたり
する必要はなく、日常、身の回りで起こる自然現象からでも地球を理解することができます。雨についてもそうです。雨のミクロな特徴を知

ることは、地球の自然のおもしろさ、不思議さを知ることです。」	
	

「地球大気の大きな特徴の一つは、大気中に起こる対流現象によって発生する雲がしばしば強い雨をもたらし、さらに強う雨を伴う対流雲
は集団になりやすいことです。その過程は、雲の自己増殖、自己組織化などと呼ばれとても動的なものです。対流雲の集団が引き起こす
集中豪雨は、地球大気の も興味深い現象の一つと言ってもよいでしょう。」	

	
「日本にいるとなかなか実感できませんが、日本は雨や雪に大変恵まれた国です。雨や雪の降り方、あるいは降水量は、地球各地で様々

で、それらはまたそれぞれの地域の文化にかなり影響しています。実は、世界の中でも、日本人ほど傘とレインコートの両方を使用する国
民はいないと思います。このような文化も日本の雨の降り方の特殊性によって培われてきたものです。」	

☆mediopos-1677　　2019.6.19	

■武田喬男『雨の科学』（講談社学術文庫　2019.5）	



ぼくの知るかぎりでは	
うつ病になっているひとは	
もともとうつの気質がなく	
うつに抗体をもたないひとの病のように見える	
外向的なひとが	

内向的にならざるをえない状況に陥ると	
パニックになってしまうように	
	
ぼくばあい	
もともとかなりうつの傾向性が高かったせいか	
病としてのうつではなく	

うつに慣れているだけなのだろう	
もともと内向的なので	
内向的なパニックに陥りにくいように	
	
そのぶん逆のことで	

苦しんでいるところが多分にある	
世の中というのは人が集まってできているから	
いやおうなくそのなかで生きていかなければならない	
外的な評価などはほとんど気にならないけれど	
それらしい態度をとっていおかないと困るときも多い	

	
世の教育の多くはマニュアル的なので	
自由はそこから基本的に抜け落ちている	
マニュアル的な規範を外れると	

生きがたいところがあるのだ	
	
いろんな意味での病というのは	
不得意で欠けている要素を補完するために	
そうなっていることも多いのかもしれない	

病というほどではないときでも	
じぶんに見えていないことを	
無意識の働きで体験しようとすることもあるだろう	
	
ぼくも無意識のなかでじぶんのために組み立てた	

プログラムに七転八倒しながら	
意識化しようと生きているのかもしれない	
ユングのいう「個性化（人格化）」もそれに似ている	

☆mediopos-1678　　2019.6.20	

■荻上チキ・ヨシタケシンスケ『みらいめがね／それでは息がつまるので』 
　（暮らしの手帖社　2019.5）	

（「人生病、リハビリ中」より）	
「数年前から、うつ病の治療を続けている。うつ病ｰｰｰｰこれがなかなかやっかいである。「心の風邪」と言われるくらい、多くの人がかかりや
すい病気である。その一方で、治療はといえば、風邪ほど簡単にはいかない。脳が具体的に傷つくのだから。	

　僕の場合。心に「もや」がかかったような状態で、気が晴れることがない。何もかもが億劫で、どんなに空腹でも、買い物に行ったり食事を
取りに出かけたりする気力が湧かない。朝は特につらく、起きたり体を動かしたりすることが難しい。不安を覚えると手足が冷たくなり、小刻

みに震え、動悸がする。雨の日はより気分が沈む一方で、夜になると症状は和らぐ。どうも天候にも左右されるようだ。	
　寝ても体力の充電ができず、残量わずかなエネルギーを、その日のスケジュールに合わせてちょこちょことマネジメントしているような感覚。
些細なことで、頭の血が沸騰し、不安と共に過呼吸が始まる。ある部分のセンサーが過敏になり、別の部分のセンサーが鈍感になった。そ

の結果、ふとしたことでパニックになったり、逆に何も楽しみを見出せなかったりする。」	
「それにしても、そもそも人生病を抱えていない人間なんていないんだろうとも思う。よく行くコンビニの店員だって、街でよくすれ違う老人

だって、テレビに出ているタレントだって、それぞれの人生病と向き合っている。「自分同様に、人も弱いんじゃないか」と思えるようになった
のは、うつ病になって得た収穫である。」	
	

（「生きづらさを取り除け」より）	
「頭ではわかっていても、その通りにできるとは限らない。人のためにならできることでも、自分のために労力を割くことができない。そんな悩

みは、多くの人にとっての「あるある話」なのだろう。	
　僕もそう。自分を励ますことが苦手だ。そして、僕もいろいろなしがらみに縛られている。人を応援し、自由に生きる権利を肯定する評論家
だったのだが、しばしば、自分で自分を不自由にしていることに気づく。	

　生きづらさを取り除くこと。現在の社会のノーマビリティ（規範）を疑うこと。外に向けて発信はできても、内面化された自分の価値観を変え
ることはなかなか難しい。」	
「そういえば、高校生の時、『論語』を持ち歩いていた時期もあったっけ。「こう生きるべし」というマニュアルがあるというのは、心強かった。自

分はこの通りできている、他の人よりも気づけている。そんな自意識が強かった時期だ。	
　あの頃に想像していた生き方とは違うけれど、今の方がずっと豊かではある。当時の自分には理解できないかもしれないけれど、今は「こ

う生きるべし」と言う声に、次のように逆襲する。	
　何もかもに、その考えを押しつけるな。何も知らないくせに、勝手に噂するな。何もしないくせに、土足で踏み荒らすな。何も疑わないまま
に、そこから査定するな。こうやって生きているんだ。何が悪い。」	



白か黒かではなく	
灰色でもない	
	
リアルな心は	
ある程度の白	
ある程度の黒	
ある程度の灰色	
	
けれども心を探究するにも	
ある程度の普遍性は必要になる	
それを個であることとのあいだで	
臨床しなければならない	
	
図式やマニュアルは	
常に反図式や反マニュアルを対置することでしか	
心に対することはできないのだ	
	
個であり自我であるということを	
固定的にとらえてしまうとき	
人はそれに雁字搦めにされてしまうだろう	
	
逆にそれをあまりに	
形なき不調和なものにしてしまったときは	
人は心そのものの場を失ってしまいかねない	
	
河合隼雄の言葉を読んでいると	
まさにぬえのようで	
しかも恐ろしい顔をして迫ってくる	
禅僧のような姿がイメージされることがある	
	
臨床というのはおそらく	
矛盾そのものに直面することだからだろう	
矛盾の不可解さのなかにありながら	
しだいにあらわれてくるものとともにあること	
	
まさに生きるということそのものが	
ひとり臨床にあるようなものだ	
個でありながら普遍をめざし	
永遠の矛盾のなかを歩む旅人のように	

（「ぬえのような----河合隼雄『カウンセリングの実際』」より）	
「河合隼雄さんは、わが国に臨床心理学という学問領域を確立した人としてよく知られている。臨床心理学の理論書を体系だって著述し、カウンセリングの技
法を広め、そして「臨床心理」という職業を社会に浸透させていった。その姿は頑固一徹であったが、しかしその言葉、その立ち居ふるまいにはどこかおおら

かで緩んだところがあって、講演会や講習会などでその緩みにふれた人は、心の縛りを深くほどかれる思いがしたはずだ。けれどもまぢかでかれに接したと
き、この巨大な知性はときにぬえのような印象を与える。まぢかというのは、かならずしも目の前でじっさいに会ったときということではない。著作を一行一行舐

めるように読むときにも、おなじような印象にとらわれる。	
　ぬえのような、というのは、かれの人柄のことではない。かれが身を挺して取り組んだカウンセリングの実際のことである。このぬえのゆえに、かれの叙述はリ
アルな感触を湛える。心理療法の現場は一筋縄ではいかないものだし、いかせてはならないという感触をリアルに伝えるのである。	

　第五章の「ひとつの事例」をはじめとして、この本にはカウンセリングの実際が、カウンセリングを志す人のためにことこまかに叙述されている。	
　「自我」の存立ということをめぐっては、主体性、同一性、他者との区別、統合性という四つのメルクマールが提示されているが、そのとき重要なことは、それ

らのすべてについて、「ある程度の」という但し書きがつくことだと河合だんはいう。この「ある程度の」という曖昧さ、それはカウンセリングの輪郭の曖昧さであり、
初めと終わりの曖昧さである。この曖昧さを河合さんはひたすら大事にする。語りのそのぬえぶりは、パスカルが遺したこんな言葉を彷彿とさせる。----「彼が
自分をほめ上げたら、私は彼を卑しめる。彼が自分を卑しめたら、私は彼をほめ上げる。そして、いつまでも彼に反対する。彼がわかるようになるまでは、彼が

不可解な怪物であるということを」（前田陽一訳『パンセ』中央公論社より）。」	
	

「この手引き書はだから、うわべとちがって、けっしてマニュアルを記したものではない。いやむしろ、反マニュアル主義の書である。自己のうちにある自己を
超えた可能性にかける、そういう意味では「自己実現」をめざしながら、いたるところでこの目標の過剰な強迫を戒めている。そして逆に、悔いや心残り、態度
の二律背反や矛盾に、「仕方ない」と心を宥め、ほぐすような濃やかないたわりの叙述に多くを充てている。すかっといったように思えるときこそいちばん危な

いという注意が、具体的な事例とともに語り出される。」	
	
「わたしは河合隼雄さんと二日間にわたり、「臨床」と「言葉」について語りあったことがある。その様子は『臨床とことば』（阪急コミュニケーションズ）に再録され

ているが、そのとき河合さんに答えられなかったこと、河合さんに答えてもらえなかったことが、いまもつよく心に遺っている。	
　一つは、さまざまな偶然をはらんだそのつどの臨床の場において生まれる経験がいかにして＜学知＞としての普遍性へとつながってゆくのかということ、つ

まりは「臨床的普遍」は何を根拠としうるかという問題、これはいいかえると＜個＞の科学がいかにしてなりたつかという問題である。	
　もう一つは、人について、文化について、生態系について、多様性の大切さを説く議論が渦巻いているが、なぜ人格についてだけ多様性は封印されるの
か、なぜ「多重人格」というふうに病態として語られるのかということである。このことを対談のなかで問題にしたとき、（この本には再録されていないが、話が臨

床心理士資格をめぐる医師会や厚労省との「闘い」に及んだときとおなじく）まるで深く眠り込むかのように、眉間に皺を寄せられ、長い沈黙に入られた姿が、
いまもわたしの網膜につよく焼きついている。これらは重い宿題としてわたしに遺された。」	

☆mediopos-1679　　2019.6.21	

■鷲田清一『生きながらえる術（すべ）』（講談社　2019.5）	



名づけることも	
必要だったのかもしれない	
けれど名づけられることで	
そこからなにかが失われてしまう	
	

芸術と名づけることで	
芸術でないものが	
そこから排除されてしまうように	
	
専門であることも	
それなりに必要なことかもしれない	

けれど専門とすることで	
そこからなにかが失われてしまう	
	
学問を専門とすることで	
学問でないものが	

問われなくなってしまうように	
	
「限界芸術」というのは	
芸術であろうとすることが	
芸術を限界づけてしまうという皮肉を	

そのまま逆説的に名づけたもののように思えてくる	
	
限界芸術	
限界学問	

限界政治	
限界教育	
限界道徳	
	
そんな限界たちの群れを前にして	

限界づけられないなにかを夢想しながら	

「「限界芸術」という言葉をはじめて活字にしたのは、長谷川幸延。福田定良との座談「文化と大衆のこころ」（日本読書新聞、一九五六年一月一日号）
だった。この言葉を手がかりにして、芸術の全体を考えてみたいと思ったが、なかなか考えが熟さず、ようやくその機会を得たのは、『講座・現代芸術』
（勁草書房、第一巻、一九六〇年七月）でだった。（･･･）	

　くらしをひとつの領土と見て、そのへりにあたる部分を、いくらか専門化した芸術、学問、政治と見る。そう見る時に、くらしの中に芸術、学問、政治がとり
こんであるというだけでなく、くらしとも見え芸術とも見えるへりの部分が「限界芸術」としてあり、くらしとも見え学問とも見える学問が「限界学問」としてあり、

くらしとも見え政治とも見える部分が「限界政治」としてある。他にも、くらしとも見え技術とも見える部分もあるだろうし、そのところをレヴィ。ストロオスは「ブ
リコラージュ」（手仕事）の領域と呼んだのだろうが、私としては、限界政治としてのアナーキズムと声なき声、限界学問としてのサークル活動、限界芸術と
してのらくがき、雑談、アダナ、かるたとりなどが、主な関心となった。	

　「限界芸術」という言葉は、一九五五年の秋ごろに心にうかんだものだが、この言葉のもとになる考え方には、多くの人の示唆がはたらいた。年代順に
記せば、一九三九年にその仏陀伝を読み一度だけ東洋芸術についての講演をきいたことのあるアナンダ・クームラズワミ、そのころ数年続けて読んだ

Ｃ・Ｓ・パース（その連続主義と偶然主義）、ウィリアム・ジェイムズ、Ｇ・Ｈ・ミード、ジョン・デューイ、一九四三年に偶然手にとって読みはじめたハヴェロッ
ク・エリス、一九四四年に古本屋で手に入れたタゴール、戦後になって出会ったハーバート・リードとエリック・ギル、それらの人たちの著作は私の中に流
れ入って、「限界芸術」という概念のもとになった。もっと前に読んだクロポトキンと柳宗悦、戦中に読んだ宮沢賢治、戦後に入ってから読んだ柳田国男

の影響もあった。	
　山の頂上に自分がたったと仮定してそこからながめてゆくのでなく、山の裾野の自分の出会った一点から考えてゆくというやりかたが、戦後に文章を書

きはじめてから身についた。」	
	
「純粋芸術は、専門的芸術家によってつくられ、それぞれの専門種目の作品の系列にたいして親しみをもつ専門的享受者をもつ。大衆芸術は、これも

また専門的芸術家によってつくられはするが、制作過程はむしろ企業家と専門的芸術家の合作の形をとり、その享受者としては大衆をもつ。限界芸術
は、非専門的芸術家によってつくられ、非専門的享受者によって享受される。	
（･･･）	

　芸術の発展を考えるにさいして、まず限界芸術を考えることは、二重の意味で重要である。第一には、系統発生的に見て、芸術の根源が人間の歴史
よりはるかに前からある遊びに発するものと考えることから、地上にあらわれた芸術の 初の形は、純粋芸術。大衆芸術を生む力をもつものとしての限界

芸術であったと考えられるからである。	
　第二には、個体発生的に見て、われわれ今日の人間が芸術に接近する道も、 初には新聞紙でつくったカブトだとか、奴ダコやコマ、あめ屋の色どっ
たしんこ細工などのような限界芸術の諸ジャンルにあるからだ。	

　また、われわれのように、職業として芸術家になる道をとおらないで生きる大部分の人間にとって、積極的な仕方で参加する芸術のジャンルは、すべて
限界芸術にぞくする。	

　「すべての芸術家が特別な人間なのではない。それぞれの人間が特別な芸術家なのである」というクームラズワミの言葉は、芸術の意味を、純粋芸術・
大衆芸術よりもひろく、人間生活の芸術的側面全体に解放するときに、はじめて重みをもってくる。そして、その時、生活の様式でありながら芸術の様式
でもあるような両棲類的な位置をしめる限界芸術の諸種目が、重大な意味をもつことになる。」	

☆mediopos-1680　　2019.6.22	

■鶴見俊輔『限界芸術論』（ちくま学芸文庫　1999.11）	



コスモスが	
カオスから生まれるように	
言葉は	
沈黙から生まれる	
	

コスモスのなかに	
カオスの力が失われたとき	
コスモスはみずからを生成する力をなくし	
言葉のなかに	
沈黙が失われたとき	
言葉は人と人をむすぶ力をなくす	

	
沈黙の作法へ	
	
ほんとうに見るためには	
見えないものを見なければならないように	

ほんとうに聴くためには	
聴こえないものを聴かなければならない	
	
見るもののなかに	
見えないものを見れなくなったとき	

見ることからほんとうの光は失われ	
聴くことのなかに	
聴こえないものを聴けなくなったとき	
聴くことからほんとうの声は失われる	

	
聴くという秘儀へ	

「柳／カウンセラーや精神科医は効用や効果に繋がる処方箋のような言葉を渡さないといけない。でも、能におけるワキの僧は、じっと黙っているだけですよ
ね。	
山折／臨床心理士の河合隼雄さんとは生前、日文研で同僚だったということもあって、親しくさせていただきました。今から三十年くらい前、私がまだ東京に

いる頃、河合隼雄さんとある雑誌で対談をしたんです。河合さんは、自分のような臨床心理士の仕事は患者の言うことをじーっと聴くことから始まるとおっ
しゃっていた。自分には聴いて聴いて聴くことに徹することしか出来ない、そうしているうちに、悩みを抱えている人は、その悩みを自分の力で持ち上げて立

ち上がって来る。聴くことが何よりも大事だ、と言われていました。	
　わたしは、「宗教家も悩みを抱えて訪れる人の話をじーっと聴く、聴いて聴いて聴き続ける。では、臨床心理士と宗教家の役割は同じなのか？」と訊いたん
です。そして、「もしも両者で違うところがあるとすれば」と、わたしは付け足した。「宗教家の場合には、 後の 後に方向性を示すことですかね」と。方向性

を示すとはどういうことかという話になり、わたしは確信が持てないまま、「態度で示すということはあるかもしれませんが、 終的には言葉ですかね」と言いまし
た。その時、河合さんは黙っていました。イエスもノーも言わなかった。	

　この話は、河合さんが亡くなるまで解が見つかりませんでした。ときどきお目に掛かって長話になる度、いつもこの話が出ました。「これはふたりの共同研究
のテーマになる」と言っていたんですよ。	
柳／わたしも今から十六年ほど前に、ＮＨＫの番組で河合隼雄さんと対談しました。『ゴールドラッシュ』（一九九八年）という作品を書き上げた直後でした。わ

たしが父親を殺害した十四歳の少年の沈黙の中に降りて行って書いたと話したら、「よく戻ってこられましたね」と河合さんは言ってくださいました。」	
	

「山折／もう言っていいと思うんだけど、河合さんという人は、こうやって向かい合って話している時に、貧乏揺すりをするんですよ。ちょっとガタガタなんでもん
じゃない、実に激しい貧乏揺すりです。河合さんの教え子たちはみんな知ってます。講義なんかでね、河合さんが貧乏揺すりを始めるとみんな緊張すると言
うんだね。学生たちにとっては、やっぱり先生だから怖いところもあるわけですよ。その貧乏揺すりによって師に対する尊敬と畏怖の気持ちが強められるとでも

いうのかな。わたしと話をする時、飯を食ったり酒を飲んだりする時は一切しません。でも、何かやっぱり込み入った話になると、揺すり始めるんですよ。貧乏
揺すりをしながら話を続ける場合もあったし、話が途切れて貧乏揺するだけが見える場合もありました。（･･･）	
　常識的に考えると、それだけ緊張しているということです。大きな悩みを抱えている人の話を聴くというのは、やはり並大抵のことではない。全身で耳を立て

て聴いている。心理療法士という立場上、その緊張や動揺を上半身あるいは顔には出しちゃいけない。患者の口から、どんなに悲惨な驚くべき話が飛び出
したとしても、じっと聴いている。静かに聴いている。沈黙を通している。しかし、聴いている体は沈黙していないわけですよ。聴くことを仕事にしている心理療

法士だとしても、（･･･）心身分裂が起きているわけです。カウンセリングは、それほど過酷な仕事なんだということです。」	
	
「山折／沈黙は、 高で 終的な宗教言語なんです。沈黙が宗教言語であるということを忘れたから、気の利いた不必要な言葉を沈黙に注入し始めるわけ

ですよ。	
　沈黙の大切さを忘れた日本人は、ケアだとかカウンセリングなどというカタカナ語に毒されています。宗教の役割は、「私」を囲って守ったり整えたりすること

ではなく、「私」の周りにある何重もの囲いを取り去り、祈りによって沈黙と混ざり合う瞬間を体験させることなのではないでしょうか。そこには一つのカオス、渾
沌の状態が生まれる。エネルギーに満ち満ちた渾沌です。	
柳／言葉ではなくて、沈黙によって神や仏と結ばれるということですね。」	

	
「山折／悩みを抱えて来訪した相手の話を聴く。聴いて聴いて聴く。一方的に聴いた後になんらかの方向性を示すか示さないかというのが、宗教者と心理療

法士の差なのではないかというのが、河合隼雄さんとの懸案の課題でしたね。でも、河合さんはその時おっしゃったんだ。心理療法士だって聴いている 中
あるいは聴き終えた後に方向性は考える、なんらかの方向性を示す言葉を伝えるよ、と。では、両者の聴き方は同じなのか？　両者が示す方向性は同じなの
か？　いま、わたしが思ったのではですね、宗教者が示すのは沈黙なのではないかということなんです。沈黙に至る道筋に法則は無いんだよね。でも、作法

は在る。沈黙の作法です。	
柳／沈黙の作法、いい言葉ですね。法則は無いけれど作法は在る。法則は守らなければならない決まりで、いわばマニュアルですものね。作法は、物事を

行う仕方、やり方です。作法に在って、法則に無いものは、美です。逆に法則に在って、作法に無いものは、実利です。」	

☆mediopos-1681　　2019.6.23	

■山折哲雄・柳美里『沈黙の作法』（河出書房新社　2019.6）	



演技は演じる技	
芝居は芝のように	
ただそこに居ること	
	
演じることは	

どこかで	
演技と演者を分けてしまう	
	
ただそこに居る	
そのことは	
役者と居ることを分けない	

	
分けないならば	
人は人そのもので	
居なければならない	
	

理解するときも	
それを説明できることだけでは	
分かちがたく分かることにはならない	
	
知識をすべて落としてからでなければ	

知恵にはならないからだ	
自分をすべて忘れてからでなければ	
自分であることはできない	
	

なぜひとは生まれてくるのか	
それはそれまでのじぶんを	
すべて落としてじぶんになるためなのだ	
	
そのためのからっぽなこころなのだ	

そのためのからっぽなからだなのだ	
そして名なきじぶんこそがじぶんなのだ	
	
ただじぶんとして居ること	
そこからすべてははじまる	

☆mediopos-1682　　2019.6.24	

■「俳優の言葉。0005 窪塚洋介篇」	
　　第4回　芝のように、そこに居る。	
https://www.1101.com/yosuke_kubozuka/index.html	

（ほぼ日刊イトイ新聞　2019-06-23）	

「窪塚	
    蜷川さんの教えてくれたことって、	
    やっぱり、すごく大きくて。	
　　（･･･）	
    毎日、何十日も稽古を続けて、	
    すごくいい感じに仕上がってきてて、	
    あと何日かで公演ってときに、	
    「一回、ぜんぶ忘れてくれないかな」	
    って言うんですよ。	
　　（･･･）	
    え、じゃ、今まで稽古してきたのは	
    なんだったんだ‥‥？　	
    という思いがぐるぐるまわって、	
    そこでわけわかんなくなっちゃって。	
	
    だって、その言葉だけ放り込まれて、	
    翌日もまた同じ稽古なんです。	
	
　　（･･･）	
    混乱しながらやってたら	
    「おまえ、そうじゃないんだよ！」	
    って、超怒鳴られて。	
	

　──	
    昨日までは、怒られなかったのに。	
	
窪塚	
    だって、それまで何十日と、	
    同じように稽古してきてるんです。	
	
──	
    すごいですね、その展開。	
	
窪塚	
    「芝居すんなっつってんだよ！」	
    って怒鳴られて、	
    俺には、マジわかんなかった。	
	
    でも、その日の稽古のあとに	
    「おまえはまだ芝居しようとしている。	
    　おまえはおまえのまんまでいいんだ」	
    って言われたんです。	
	



「窪塚	
	
    蜷川さんの教えてくれたことって、	
    やっぱり、すごく大きくて。	
　　（･･･）	
    毎日、何十日も稽古を続けて、	
    すごくいい感じに仕上がってきてて、	
    あと何日かで公演ってときに、	
    「一回、ぜんぶ忘れてくれないかな」	
    って言うんですよ。	
　　（･･･）	
    え、じゃ、今まで稽古してきたのは	
    なんだったんだ‥‥？　	
    という思いがぐるぐるまわって、	
    そこでわけわかんなくなっちゃって。	
	
    だって、その言葉だけ放り込まれて、	
    翌日もまた同じ稽古なんです。	
	
　　（･･･）	
    混乱しながらやってたら	
    「おまえ、そうじゃないんだよ！」	
    って、超怒鳴られて。	
	
──	
    昨日までは、怒られなかったのに。	
	
窪塚	
    だって、それまで何十日と、	
    同じように稽古してきてるんです。	
	
──	
    すごいですね、その展開。	
	
窪塚	
    「芝居すんなっつってんだよ！」	
    って怒鳴られて、	
    俺には、マジわかんなかった。	
	
    でも、その日の稽古のあとに	
    「おまえはまだ芝居しようとしている。	
    　おまえはおまえのまんまでいいんだ」	
    って言われたんです。	
	
　　（･･･）	
    今までずっと稽古してきたんだから、	
    役もセリフも	
    身体に染み付いてるだろうけど、	
    中世とか、イタリア人とか、	
    貴族とか、	
    そういうことをまずぜんぶ忘れろと。	
	
    「おまえのまんまでやれ」って。	
	
──	
    窪塚さんのまんまで。	
	
窪塚	
    で、次にそういう気持ちで演じたら、	
    「そうだ、そっちだよ」って。	
	
──	
    芝居をするな、まんまで行け‥‥と。	
	
窪塚	
    俺、舞台で演ずることと、	
    映画でカメラの前で芝居するのとは	
    ちがうはずだと、	
    頭でっかちに考えていたんですけど。	
	
──	
    ええ。	
	
窪塚	
    「寄り」と「引き」は客がやるから、	
    おまえは、	
    客の目を感じてやれば伝わる、とか。	
	
──	
    お客さんの自身が、	
    場面を寄ったり引いたりしてくれる？	
	
窪塚	
    映画で言えば、ここは寄りのシーン、	
    ここは引きのワイド、	
    そこを意識してやれと言われました。	
	
    役者自身がワイドだと思ってやれば、	
    客は、そう見るからって。	
	
──	
    舞台ってそこまで伝えられるんですか。	
	
窪塚	
    それ以来、意識するようになりました。	
	
    お客さんにも、きっと伝わってるって、	
    信じてやってます。	
	
──	
    柄本明さんにインタビューしたときに、	
    後の 後に、	
    ベタな質問すぎるんですけど、	
    「柄本さんにとっての理想の俳優って、	
    　どういう俳優ですか？」	
    と聞いたんです。	
	
窪塚	
    おお。	
	
──	
    そしたら‥‥喫茶店だったんですけど、	
    テーブルのコップを指差しながら、	
    「こんなふうになれたら	
    　いいんじゃない？」とおっしゃって。	
	
窪塚	
    へえ‥‥。	
	
──	
    「このミルクポットも、灰皿も、	
    　みんないい役者だ、いい仕事してる」	
	
窪塚	
    うん。	
	
──	
    「みんな、その人のままでそこにいて、	
    　しっかり役割を果たしている。	
    　そういう役者に、なれたらいいのに」	
    って、そうおっしゃったんです。	
	
窪塚	
    うん、うん。	
	
──	
    その言葉を聞いて、	
    なんだか、ものすごく感動したんです。	
	
窪塚	
    いや、わかりますよ。	
	
──	
    役者って「役を演ずる」ってことだと、	
    ずっと思ってたんですが‥‥。	
	
窪塚	
    だから「芝居」ですよね。	
    芝のように、草のように、そこに居る。	
	
──	
    ああ‥‥。	
	
窪塚	
    「演技」は「演じる技」なんですよね。	
	
    だから俺は、どっちかっていうと	
    「演技」って言葉が好きじゃないです。	
	
──	
    じゃ、芝居。	
	
窪塚	
    役者が芝居をしてる‥‥というのと、	
    俳優が演技をしてる‥‥というのは、	
    自分の中では、重さがちがうんです。	
	
──	
    その人のまんま、そこに居るだけ。	
	
窪塚	
    そう‥‥芝のように、草のようにね。	
    それで何かを伝えられたら。	
	
    もちろん「技」も必要だと思うけど、	
    後はどっちって言ったら、	
    やっぱり「居る」だと思ってます。	
	
──	
    ペコにしても、キングにしても、	
    キチジローにして、	
    それぞれにぜんぜんちがう役ですが、	
    そこに「居る」のは、	
    やっぱり、窪塚さんなんでしょうね。	
	
窪塚	
    そうであったらいいなと思います。	
	
──	
    芝居のためにやっていることって、	
    ふだんの生活で、何かありますか。	
	
窪塚	
    芝居のために？	
	
──	
    よりよく「居る」ために‥‥というか。	
	
窪塚	
    ああ、それはもう、ぜんぶでしょうね。	
	
    今、こうやってここで話してる時間も	
    もちろんそうだし、	
    朝起きてから夜寝るまで、	
    ただのふつうの一日に経験したことや、	
    寝てる間に見る夢も含めて、	
    ぜんぶ、芝居につながっていると思う。	
	
──	
    食べるものなんかも。	
	
窪塚	
    ですね。	
	
    役者の仕事って、	
    何て言うか、ぜんぶ出ちゃいますから。	
	
──	
    芝居が「芝のように、居る」ことなら、	
    そこに「居る」のは、	
    その人以外にはありえないですもんね。	
	
窪塚	
    そう。悪いことまでふくめてね。	
	
──	
    いいことばっかりの人生なんですって、	
    そんなの嘘っぽいですし。	
	
窪塚	
    そうだと思います。	
	
    きつかったこともぜんぶひっくるめて、	
    俺の人生だから。	
    つらかったことがあったから、	
    幸せを感じることができるんだと思う。」	

「窪塚	
	
    蜷川さんの教えてくれたことって、	
    やっぱり、すごく大きくて。	
　　（･･･）	
    毎日、何十日も稽古を続けて、	
    すごくいい感じに仕上がってきてて、	
    あと何日かで公演ってときに、	
    「一回、ぜんぶ忘れてくれないかな」	
    って言うんですよ。	
　　（･･･）	
    え、じゃ、今まで稽古してきたのは	
    なんだったんだ‥‥？　	
    という思いがぐるぐるまわって、	
    そこでわけわかんなくなっちゃって。	
	
    だって、その言葉だけ放り込まれて、	
    翌日もまた同じ稽古なんです。	
	
　　（･･･）	
    混乱しながらやってたら	
    「おまえ、そうじゃないんだよ！」	
    って、超怒鳴られて。	
	
──	
    昨日までは、怒られなかったのに。	
	
窪塚	
    だって、それまで何十日と、	
    同じように稽古してきてるんです。	
	
──	
    すごいですね、その展開。	
	
窪塚	
    「芝居すんなっつってんだよ！」	
    って怒鳴られて、	
    俺には、マジわかんなかった。	
	
    でも、その日の稽古のあとに	
    「おまえはまだ芝居しようとしている。	
    　おまえはおまえのまんまでいいんだ」	
    って言われたんです。	
	
　　（･･･）	
    今までずっと稽古してきたんだから、	
    役もセリフも	
    身体に染み付いてるだろうけど、	
    中世とか、イタリア人とか、	
    貴族とか、	
    そういうことをまずぜんぶ忘れろと。	
	
    「おまえのまんまでやれ」って。	
	
──	
    窪塚さんのまんまで。	
	
窪塚	
    で、次にそういう気持ちで演じたら、	
    「そうだ、そっちだよ」って。	
	
──	
    芝居をするな、まんまで行け‥‥と。	
	
窪塚	
    俺、舞台で演ずることと、	
    映画でカメラの前で芝居するのとは	
    ちがうはずだと、	
    頭でっかちに考えていたんですけど。	
	
──	
    ええ。	
	
窪塚	
    「寄り」と「引き」は客がやるから、	
    おまえは、	
    客の目を感じてやれば伝わる、とか。	
	
──	
    お客さんの自身が、	
    場面を寄ったり引いたりしてくれる？	
	
窪塚	
    映画で言えば、ここは寄りのシーン、	
    ここは引きのワイド、	
    そこを意識してやれと言われました。	
	
    役者自身がワイドだと思ってやれば、	
    客は、そう見るからって。	
	
──	
    舞台ってそこまで伝えられるんですか。	
	
窪塚	
    それ以来、意識するようになりました。	
	
    お客さんにも、きっと伝わってるって、	
    信じてやってます。	
	
──	
    柄本明さんにインタビューしたときに、	
    後の 後に、	
    ベタな質問すぎるんですけど、	
    「柄本さんにとっての理想の俳優って、	
    　どういう俳優ですか？」	
    と聞いたんです。	
	
窪塚	
    おお。	
	
──	
    そしたら‥‥喫茶店だったんですけど、	
    テーブルのコップを指差しながら、	
    「こんなふうになれたら	
    　いいんじゃない？」とおっしゃって。	
	
窪塚	
    へえ‥‥。	
	
──	
    「このミルクポットも、灰皿も、	
    　みんないい役者だ、いい仕事してる」	
	
窪塚	
    うん。	
	
──	
    「みんな、その人のままでそこにいて、	
    　しっかり役割を果たしている。	
    　そういう役者に、なれたらいいのに」	
    って、そうおっしゃったんです。	
	
窪塚	
    うん、うん。	
	
──	
    その言葉を聞いて、	
    なんだか、ものすごく感動したんです。	
	
窪塚	
    いや、わかりますよ。	
	
──	
    役者って「役を演ずる」ってことだと、	
    ずっと思ってたんですが‥‥。	
	
窪塚	
    だから「芝居」ですよね。	
    芝のように、草のように、そこに居る。	
	
──	
    ああ‥‥。	
	
窪塚	
    「演技」は「演じる技」なんですよね。	
	
    だから俺は、どっちかっていうと	
    「演技」って言葉が好きじゃないです。	
	
──	
    じゃ、芝居。	
	
窪塚	
    役者が芝居をしてる‥‥というのと、	
    俳優が演技をしてる‥‥というのは、	
    自分の中では、重さがちがうんです。	
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    その人のまんま、そこに居るだけ。	
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窪塚	
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    つらかったことがあったから、	
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    役もセリフも	
    身体に染み付いてるだろうけど、	
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みずからそれが育つ大地にならなければならない	
	

古典の種はプラトンのいう	
アムネーシス（想起）のようなものだ	
知識は常に魂に内在している	
内在していないものを	

知ることはできないというのだ	
	
けれどもアムネーシスは種にすぎない	
思い出すだけではその種は育つことはできない	
古典はそれを種とし	

そこから育ちはじめる樹となってはじめて	
その姿がそれと知られるのだ	

☆mediopos-1683　　2019.6.25	

■駒井稔『いま、息をしている言葉で。／「光文社 古典新訳文庫」誕生秘話』	
 （而立書房　2018.10）	

「古典といういちばん厄介なジャンルの出版にあえて挑戦したのは、ネットの発達を含めて世界が未曾有の変化を遂げつ
つある今こそ、普遍的な文学や思想を読みたいという読者は必ず存在すると思ったからです。そうは言っても楽観していた
わけではありません。	
　創刊前にあちこちの書店を訪れました。大きな書店に行けば海外文学はそれなりにそろえてはありましたが、日本の文
芸書に比べれば十分の一もあればいい方です。まして世界文学の古典の棚は立ち寄る人もまれな印象がありました。ディ
ケンズもバルザックもトルストイも埃をかぶって意気消沈している。いつから海外の文化に対する関心が低下したのでしょう。	
　今となっては信じられないような気もしますが、かつてロックやジャズなどのポピュラーミュージックは洋楽と呼ばれ、外国
の音楽ばかりが聴かれていました。一九八〇年代は海外ミステリーが飛ぶように売れていたのです。もちろん西洋の古典
も読まなければならない本として厳然と存在していました。	
　日本人はあるときから「粋でシックな洋物」から、「身近な和物」にシフトしました。大きな変化は二十世紀に終わり近くに
起きたのではないかと考えています。社会が未知の段階に突入した時、不安や恐れから人々が内向きになることはよくあり
ます。しかし「和物」へのシフトは、なによりも経済生活の水準が急激に上がったこちょが背景にあるように思います。明治
に始まった「近代化」は物質的にな豊かさにおいては、ひとまずの達成をみたのではないでしょうか。「洋物」をむやみにあ
りがたがる時代は終わった。そういう認識から、もうヨーロッパで生み出された文学や思想から学ぶことはない。すべて自前
で賄えるという風潮さえ出てきました。本当にそうでしょうか。西洋はいまだ巨大な他者として存在していると思います。同
時に東洋について、あるいは世界についての無知を克服すべき時ではないかという思いを捨てることができませんでした。	
　原典を読むべき時期が来たのではないかと考えたのです。	
　イタリアの作家イタロ・カルヴィーノが書いた『なぜ古典を読むのか』（河出文庫）という本があります。あの須賀敦子さんが
翻訳しています。古典について書かれた文章にしばしば引用されるのでご存じの方も多いかもしれません。カルヴィーノの
有名な古典の定義は確かに的を射ています。	
	
　　古典とは、ふつう、人がそれについて、「いま、読み返しているのですが」とはいっても、「いま。読んでいるところです」と
はあまりいわない本である。	
	
　始めて古典を読む若者を除けば、少し見栄を張ってしまうのは世界中一緒のようです。相当な読書家だけが古典の世界
について語る資格があるかのように思っている人も多い。古典新訳文庫は、「いま、読んでいるところですよ」と淡々と答え
る読者を少しでも増やしたいという、一編集者には分不相応な願望から始めることになりました。	
　さて、続けてカルヴィーノは極めて重要な古典の定義をいくつか書いています。	
	
　　古典とは、 初に読んだときとおなじく、読み返すごとにそれを読むことが発見である書物である。	
	
　　古典とは、初めて読むときも、ほんとうは読み返しているのだ。	
	
　　古典とはいつまでも意味の伝達を止めることがない本である。	
	
　これ以外にも説得力のある重要な定義がたくさん紹介されています。古典とは百年前にも読まれ、百年後も読まれるもの
だと言われます。同時代に書かれた無数の作品の中で、長い年月を経て生き残ってきた強い生命力を持つ作品ばかりな
のですから、面白くないはずがありません。」	



地球は水の惑星	
	
水は流れ	
水は伝え	
水は映す	

	
人は水の宇宙	
	
人のからだも	
そしてこころも	
水のように	

動き伝え映す	
	
人のなかに落とされた	
一滴の動揺さえ	
こころの鏡のなか	

人々の鏡のなかに	
波紋を広げてゆく	
	
レオナルドという	
一滴の存在もまた	

波紋を広げつづけている･･･	
かの微笑のように	

（「第二八章　地球と人体を満たすもの、その名は水」より）	
「人間の体を探求していた時期、レオナルドは地球の体も研究していた。いつものように両者の類似性を探っていたのだ。レオナルドは自然界に繰り返し登場するパターンを
見つけるのに長けていた。その芸術と科学に見られるアナロジーのなかでも、 もスケールが大きく、広がりのあるのが人体と地球の比較である。「人間は世界とそっくりだ」と

書いている。」	
「自然のパターンを愛した画家レオナルドにより、小宇宙と大宇宙のつながりには単なる類似性以上の意味があった。そこには精神的要素があると見ており、それを『ウィトル

ウィウス的人体図』で表現している。すでに見てきたとおり、この人間と地球との神秘的つながりは、『ジネーヴラ・デ・ベンチの肖像』『聖アンナと聖母子』『糸車の聖母』、さらに
は『モナリザ』など彼の傑作の多くに描かれている。これは科学的探究を貫くテーマでもあった。人間の消化器系の解剖に没頭していたときには、自らにこんな指示を出してい
る。「まず川の流れとの比較をする。それから食物とは逆方向に流れる胆汁の流れと比較する」。	

	
「レスター手稿の中心的テーマは、レオナルドが地球と人体における も重要な要素と見ていたものだ。液体の動き、とりわけ水の動きである。人体を除けば、流体力学はレ

オナルドが芸術的、科学的、そして工学的に も興味を持っていた分野で、詳細な観察、実用的発明、壮大な治水事業、美しい絵画、そして宇宙規模のアナロジーなど、さ
まざまなかたちで探究した。」	
	

「水の研究は実用と芸術的目的から始まったが、解剖学や飛翔の研究と同じように、まもなく科学的探究そのものの虜となった。動きによる形の変化に関心があったレオナル
ドにとって、水は完璧な素材だった。四角形が円に変わったり、人の胴がねじれると細くなったりといった形の変化はどのように起こるのか、しかも面積や体積が変わらないの

はなぜか。水にはその答えがあった。レオナルドは水を圧縮できないことに早くから気づいていた。川や容器の形がどのように変わろうとも、一定量の水の体積は常に変わら
ない。流れる水は絶えず完璧な幾何学的変換を続けているのだ。レオナルドが水に夢中になったのは、当然と言える。」	
	

「水の動きを観察するのには、雑穀、葉っぱ、木の棒、染料、色インクなどを使った。「水の中に何粒か雑穀を落とせば、それを運ぶ水の動きがわかる。この実験を手がかりに、
一つの流れが別の流れとぶつかったときに生じる美しい動きをさらに探究できるだろう」。「美しい」という言葉に注目してほしい。異なる流れが交わる様子の美しさに気づくレ
オナルドの感性には。心惹かれずにはいられない。自らにこんな指示も出している。「あそこにぶつかる水に、雑穀やパピルスの破片を浮かべてみよう。そうすればどんな経

路をたどるか、よくわかるはずだ」。どんな実験も、川底が小石のケース、砂のケース、滑らかなケースなど、条件を変えて繰り返している。」	
	

「レオナルドの主な研究手段は、単純な観察だった。そのたぐいまれな観察力は、たいていの人が見過ごすようなことまでとらえた。われわれはガラス容器や川に流れ込む水
を見ても、レオナルドのようにそこで発生するさまざまなタイプの渦や動きに感嘆したりはしない。しかしレオナルドは「流れる水そのものに、無限の動きがある」と気づいていた。	
　この「無限」というのも、言葉のあやではない。流れる水の動きなど、自然の無限の多様性に言及するときには、レオナルドはデジタルなシステムとアナログなシステムを明確

に区別していた。好んだのはアナログ・システムのほうで、そこには無限のグラデーションがある。スフマートのかかった影、色、動き、波、時間の流れや液体の流れなど、彼を
魅了した多くのものがそうだった。算術より幾何学のほうが自然を描写するには適していると考えたのも、こうした理由からだ。当時はまだ微積分は発明されていなかったが、

連続量を扱う数学の必要性に気づいたいたようだ。」	
	
「レオナルドが特に興味をもっていたのは、水の流れが迂回させられたときに生じる渦だ。デッサンからもわかるように、障害物を通過した水は、その真後ろにまわりこもうとする。

そこには水が少ないからで、結果として渦が生じる。ここには勢いと衝撃に対する知識が応用されている。水は同じ方向に流れようとするが、障害物にぶつかった衝撃のため
に曲線やらせんを描きながら前へ進んでいく。	

　また空気についても、物体にぶつかったとき、あるいは障害物にぶつかって気圧が低い領域が生じたときに同じように渦が生じることに気づいていた。巻き毛と同じように、
水や空気の渦も、数学的法則に従って幾何学模様（らせん）を描く。これもレイナルドが意識的に自然のパターンを発見し、それを他の領域に応用した事例と言える。こうして
レオナルドは力強く、美しいたせん状の渦に魅了された。その究極のかたちが、死の間際に描いた作品群だ。	

　水の動きの研究は、波を概念的に理解することにもつながった。波は水を前に推し進めるものではない、と気づいたのだ。海の波、あるいは池に小石を放り込んだときに生
じるさざ波は一定方向に進むが、こうした「振動」（レオナルドは波をこう呼んだ）によって水は一瞬持ち上がるだけで、すぐに元の位置に戻る。水によってできる波を、穀物畑

に風が吹いたときに生じる波とも比較している。レスター手稿や同時期の別のノートで水の動きについて書く頃には、波が媒体のなかでどのように伝播していくかをよく理解し
ていた。また音や光が波として伝わることを、正確に予測していた。アナロジーを見出す才能、そして動きを見つける能力とともに、感情にも波動があると考えていた。『 後の
晩餐』の物語の中核を成すのは、イエスの発言によって生じた人々の動揺という感情の波動である。」	

☆mediopos-1684　　2019.6.26	

■ウォルター・アイザックソン『レオナルド・ダ・ビンチ』（上・下）（土方奈美訳　文藝春秋　2019.3）	



「どのようにして」を	
いくら積み重ねても	
「なぜ」への答えにはならない	
	
科学は「どのようにして」を	

ひたすらに解明しようとし	
そのことで技術と深くつながっていく	
技術は「答え」としての「結果」だからだ	
	
「なぜ」への答えは	
与えられた物語で受け止めることはできるが	

その物語は魂の深みで	
みずからの物語のなかで	
受け止めることができないかぎり	
生きた答えになることはむずかしい	
しかもそれは「結果」ではなく	

みずからがそれとともにあることを必要とする	
	
科学は「なぜ」に近づけないのだろうか	
近づくためにはそこに詩学が必要とされるだろう	
「どのようにして」の不思議をスポイルすることなく	

そのセンス・オブ・ワンダーそのものを詩的に変容させる
こと	
詩的な変容という「経験」によって	
みずからの魂をも変容させてゆくこと	

	
世界がなぜあるのか	
私がなぜここにいるのか	
そんな「なぜ」も	
そんな神秘学的なポエジーとともにあることで	

魂はそれを「経験」することができるのではないか	

（「ふたつの問い」より）	
「人生にふりかかってくる災厄に対して、人びとはどのような解釈を施し、いかに対処しているのか。これは古くからの人類学的テーマのひとつだ。一九二〇年代後半に
スーダンのアザンデ社会で調査を行ったエヴァンズ＝プリチャードは、妖術が不運な出来事に対する独特の説明原理となっていることを見いだした。たとえば、私が穀物
小屋で休んでいたときに小屋が倒れ、その下敷きになって怪我をしたとする。小屋が倒壊したのは、シロアリに喰われて支柱が弱っていたからだ。だが、なぜ、この私が小
屋の陰にいたまさにその時に小屋が倒壊したのか。通常の論理では説明できないこの「なぜ」という問いに、妖術は答えを与える。それは、妖術のはたらきによるものだと。	

	
　　妖術は、事象がなぜ人間に危害を加えるのかを説明するのであって、どのようにしてそれが起きるかを説明するのではない。（『アザンデの世界』）	
	
　「なぜ」と「どのようにして」。以来、このふたつの問いの区別は人類学的な災い研究の基本となった。妖術の論理は、「どのようにして」という物理的な原因ー結果論を超
えて、二連の因果関係の交叉が「なぜ」起きたのか、という実存的な問いに答える。それは、哲学者の野家啓一が述べるように、物語の効力そのものでもある。	

	
　　理解不可能なものは受容可能なものになったときはじめて「経験」と呼ばれるに値する。[･･････]つまり、偶然的なものを何らかの因果関係の中で「関係了解」することに
よって、それは受容可能な「経験」となるのである。（『物語の哲学』）」	
	
「「なぜ」という問いに答える物語を受け入れることで、当事者たちが苦難の意味を了解し、窮境を乗り越えていくこと。私たちは、それをどこかで前提としていた。だが、自
分よりも大切な誰かを失ったときにわきおこる「なぜ」という問いは、どんな物語によっても答えられることがない。「なぜ」という問いに突き動かされながら、それでもなお彼女

は「どのようにして」という地平から問いを投げかけつづけている。万人に納得をもたらし物語へと転化されることで、問うこと自体に終止符を打たれないために。なまなます
う痛みの不条理を忘れ去らないために。	
　苦悩の当事者にとって、「なぜ」という問いに答えがないのだとすれば、いったい誰が妖術とそこからの回復の物語を紡ぎだしているのだろうか。それは占い師なのか、人
類学者なのか、それとも社会であるのか。苦悩からの救済をもたらしうる一方で、「問うな、もうこれ以上」と命じる力を秘めたものが物語であり、「なぜ」への答えなのだろ
う。」	

	
（「科学の詩学へ」より）	
「「ねえ君、不思議だと思いませんか」。寺田が宇吉郎に問いかけたというこの言葉は、みずからが探求する世界に対する彼らの姿勢を端的にあらわしている。二人はとも
に、「不思議」の発現の仕方とその理を科学的に解明しようとしたが、それは研究対象を含む世界の、科学による操作や支配を目指したものではなかった。その根底に
あったのは、みずからをとりまく世界の変幻自在な現れへの驚嘆と、それを可能にする自然への憧憬であったと思われる。センス・オブ・ワンダーともいいかえられる「不思

議」への感性に富んだ寺田と宇吉郎が、いずれも優れた随筆家であったことは注目に値する。	
	
　　化物もやはり人間と自然の接触から得られた正嫡子であって、その出入りする世界は一面には宗教の世界であり、また一面には科学の世界である。同時にまた芸術の
世界でもある。（寺田寅彦『怪異考／化物の進化』」	
	

「こうした自然科学者たちのありようから、「科学の詩学」という言葉が思い浮かぶ。科学的事実の発見と応用を通して世界に対する人間の支配力を増大させていくという、
いくぶん平板化された科学のイメージとは異なり、みずからをとりまく不可思議な世界の探求としての自然科学の営みは、世界の独特な現れへの気づきを創造へとつなげ
ていく芸術の営みと共通する側面を持つ。」	
	
「寺田寅彦は言う。	

	
　　要するにあらゆる化物をいかなり程度まで科学で説明しても化物は決して退散も消滅もしない。ただ化物の顔貌がだんだんにちがったものとなって現れるだけである。	
	
　みずからが作りだしたものに人が畏怖すら覚えるのは、それが自己を超え、人智を超えたものとつながっていることを感受するからだろう。その不思議さは、対象を捕捉

することや、破壊することによってさえも完全に雲散霧消することがない。みずからの内と外にある「不思議」を探求の原動力としながら、自己と他なるものとの相互作用を
通してみずからをとりまく世界を理解し、独特な仕方で関わろうとすること。科学の詩学という言葉は、そうした流体的で創発的な領野の広がりを予感させる。」	

☆mediopos-1685　　2019.6.27	

■石井美保『めぐりながれるものの人類学』（青土社　2019.6）	



ルールがつくられる	
そしてルールのあてはまらないものにまで	
ルールを適用しようとする	
	
そのずれを矯正しようとして	

あらたなルールが次々とつくられる	
そして網の目のように張り巡らされた	
ルールの世界は構築されてゆく	
	
ルールという図にはその背景となる地があり	
地があってこそ図ははじめて働くにもかかわらず	

ルールの世界では地の存在が忘却されてゆく	
コスモスはカオスから生まれたにもかかわらず	
カオスが忘れられてしまうように	
	
生きているということは	

図は図のままではなく	
地は地のままではなく	
容易に反転してしまう	
コスモスがカオスにもなり	
カオスがコスモスにもなるように	

	
臨床は矛盾を事とする	
ルールはルールとしながらも	
ルールではとらえられないものを抱えながら	

矛盾を生きることそのものとして	

（「I　二つの授業」より）	
「現代社会には「線」が通っています。その「線」に、市民や国民が従う。直接「従え」というのは戦争時の形ですが、平和時であっても、一つの道標として「線」が引かれます。具体的
に言えば、マニュアルやガイドラインを想起してもいいし、法律も一つの「線」です。それに外れる者は、場合によっては処罰を受けます。文化をつくるときにも、ビジネスや経済の論
理のよっても、そういうものがでてくる。時代時代でいろいろな「線」が引かれると思いますが、いまの社会は「線」が至るところにつくられています。「線」から外れることをすると何か生
きづらい、いけないことをしているかのように思えてきます。	

　医療の現場では、もちろんガイドラインが幅を利かせています。ややこしい問題があるとガイドラインをつくるわけです。たとえば老人に胃瘻を入れるのがいいのかどうかという問題
があります。「年寄りがこんなに増えるのも、困るね」というのが社会の本音かもしれませんが、「ヒューマニズム」の精神も決して失われたわけではありません。ですから、建前としてで
も「老人に優しく」みたいなことを言わないと国会議員にも地方議員にも当選できません。そんなせめぎ合いのなかでガイドラインがつくられます。胃瘻は、こういう人にはしてもいい
けれど、こういう人にはやめよう、と細心の注意が払われます。	
　（･･･）ガイドラインは、一度できてしまうと、それが錦の御旗のようになって、「これが目に入らぬか」と権威をもってしまいます。それが法律になると、今度は罰則がついてきます。医

療に限らず、あらゆることに「線」をつくる社会になってきています。一人一人の考えはもはや重んじられません。「線」の引かれることが進歩だと思われています。」	
	
「がん末期の患者さんが話してくれたことがあります。篆刻といって、ハンコのようなものを彫っている人です。その人が、「分間布白（ぶんかんふはく）」という言葉を教えてくれました。
初めて聞く言葉でした。	
　「分間布白」とは何か。書道家が墨で字を書きます。たとえば、「口」と書く。「日」と書く。「目」と書く。「田」と書く。それを見る側の人は、墨の黒でできているものを、字と認識するわ
けです。これは「口」だ、これは「日」だ、これは「目」だ、これは「田」だ、と黒のほうを見ている。しかし、書道家のほうは、黒が目的ではない。白が眼目だというのです。黒い墨によっ

て分けられてできている白を勝負にして字を書いている。そう言われたときに、びっくりしました。黒によってつくられる白が、自分たちの表現したい世界であったとは。「お見事」と思
いました。	
　いまの時代は、ガイドラインによって黒の線がたくさん引かれます。しかし、その黒の線によってできる白を見ようとする人はいない。次はどんな黒の線が来るだろうか、それだけを
追いかけている。書道家は、黒によってできる白こそが勝負であると言いましたが、実は、臨床がまさにそうです。こういうときはこうすべし、とガイドラインで黒の線が来るのですが、現
実はそれにうまく当てはまらないことが多くあります。そのときに、ガイドラインには書かれていない白の部分を追いかけて、ああだこうだと工夫する、それが臨床だということです。ある

いは黒では創れない白のふくらみ、それが臨床だということです。」	
	
「きょう、「二つの授業」という題で話しましたが、どちらの場合でも、臨床や現場では相矛盾することが起きることを紹介しました。「死を受容します」と言っていながら、いざとなると「生
きとうござんす」と変わってしまう人がいます。ハンセン病では、「許せない」と「ありがとう」という二つの相反する感情を同じ人がもっている場合がありました。	
　「線」でできている社会では、ガイドラインやマニュアルを勝手にどんどんつくって、全体をまとめようとしますが、相反するもので混沌とした空間が、社会の現場であり臨床です。そ

うしたカオスからいきなり秩序だったコスモスをつくろうとすれば、いろいろなものを見失ってしまいます。混沌のなかで、混沌と正面から向き合って生きていくことが、自分自身の生を
生きていくことだと思っています。」	

☆mediopos-1686　　2019.6.28	

■徳永進（高草木光一【編】）『「いのち」の現場でとまどう／臨床医学概論講義』 
   （岩波書店　2019.6）	



地図に載っている街があり	
地図に載らない隠された街がある	
	
秘密といわれる街の秘密を知りたいけれど	
地図に載っている街にも秘密がないわけじゃない	

	
地図に載っているといっても	
そのほとんどの街は知らない街だ	
行ったことのある街のことも	
知っていることはわずかでしかない	
今住んでいる街でさえ知らないことばかり	

	
秘密の街のことを知ると	
地上では決して見ることのだきない	
秘密の街のことも知りたくなる	
	

夢のなかの街	
死のなかの街	
数の世界の街	
イデアのなかの街	
霊界のなかの街	

	
そんなさまざまな	
見えない秘密の街ことを	
そしてその街をめぐっている	

じぶんこそを想像してみる	
	
すると不意に	
すべての地上にある街そのものが	
想像力が作り出したものであることに気づく	

そしてすべての秘密は人のなかにこそあるのだと･･･	

☆mediopos-1687　　2019.6.29	

「本書で紹介する街は、それぞれに豊かであったり型破りであったりして、カルヴィーノの描いた空想都市に少しも引けを取らない。思いもよらない場所につくられている街や、存在
そのものに驚いてしまうような街。実用性を考えれば、そんなところに造られるはずがないのに、難しい環境に	
負けず、繁栄さえしている街。住民の健康のためには閉鎖されるべきだが、いまだに存在し続ける街。人が住まなくなって何百年もたつのに、まだあるような気がしてしかたのない街
もある。そして、より良い暮らしをもう一度追求していこうという気にさせてくれるような街も。」	
	

「しかし、秘密都市といっても、ただ発見されていなかっただけというものもあるが、意図的に制限されている地域もある。例えば、エリトリアや赤道ギニアのような国々に外国人が入国
するのは難しい。宗教が障害となっている地域もある。イスラム教 大の聖地であるメッカには、ムスリム以外の人間が入ることは許されていない。政策によって外から中へ入れない
ケースもあれば、国境を閉鎖して中からの流出を止めているケースもある。かつてのソビエト連邦の一部の国がそうだった。秘密主義の政府が特別な場所を用意し、大勢の命を危
険にさらすようなことを行っているのであれば、それは決して公にされることはない。」	
	

「極秘プログラムは非常に危険なものであることが多く、誰も近づけないような街の地下でひっそりと行なわれる。もちろん、地下社会が 初から、そのような目的で築かれたわけでは
ない。有史以前から、人は身の危険を感じたとき、暗い地下に逃れることを選んできた、それは洞窟が多く、中には何キロにもわたって広がる大きなものもあった。現在でも、スペイン
のグアディクスやイランのメイマンドには独特な雰囲気を持つ洞窟住居があり、そこに暮らす人々がいる。	
　もちろん、時代とともに技術が進歩し、城や要塞のような守りの堅い建造物も造られるようになった。それでも、生き残るためには地下に潜るしかないという状況下に置かれた人々も
いたのだ。	
　また、20世紀の各国政府にとっては、ミサイル攻撃能力を隠したり、戦争中に中枢機構を維持したりするためにも、地下施設は不可欠だった。さらに地下では、さまざまな商売も行

なわれてきた。厳しい気候を避けたり、なにより法の目を逃れるためだ。」	
	
「地下都市は秘密さえ守られていれば安全であり、地上と同じように文化生活を送ることができた。地球上には約80億人の目があるというのに、まだそのような場所があったとは驚き
だ。しかしよく考えれば、どこに行くにも命がけの長旅で、たどり着ければ大発見となっていた時代から、ほんの数百年しかたっていないのだ。マルコ・ポーロが自分の見てきた土地
について好きに書けたのは、13世紀のベニスに、外国を知る人がほとんどいなかったからだ。実際その100年後に書かれたジョン・マンデヒルの『東方旅行記』も、ほとんど空想に

よって書かれたものだったが、読者は皆、事実だと信じていた。	
　この数百年に、マルコ・ポーロもびっくりするような技術革新があり、世界の隅々まで探検できる時代になった。今や、居住困難とされてきた地域にも、大勢の人間が暮らしている。
そこにつくられる住居は創意工夫にあふれ、人間には、不可能にしか見えないような夢でも実現させる力があるのだと気づかされる。周りの自然や環境と格闘し、かと思えば調和し
ながら、より素晴らしい暮らしを求めて。まだ目にしていない者にとって、そこはまさに秘密都市なのだ。」	

■ジュリアン・ビークロフト『ビジュアルストーリー　世界の秘密都市』 
   （日経ナショナル ジオグラフィック社　2019.6）	



ほんとうに	
かがくするなら	
せかいは	
ふしぎでいっぱい	
おもしろくて	
たまらなくなる	
	
そして	
ほんとうに	
かがくするなら	
かがくしゅぎにはならない	
	
なんでも	
しゅぎになると	
しゅぎいがいのものが	
みえなくなって	
かがくでさえ	
なくなってしまうことになる	
	
かがくが	
めいよや	
おかねや	
ちからやのために	
つかわれるときにも	
そこにはもうかがくはない	
	
ほんとうに	
かがくするなら	
せかいのふしぎのはてに	
じぶんのふしぎを	
かがくしたくなるだろう	
	
どうして	
じぶんはここにいるのだろう	
そのことがわかるまで	
（ずっとわからないだろうけど）	
かがくのふしぎはおわることはない	
かがくはずっとともだちだ	

（福音館書店編集部長　水口健「かがくのとも発刊のことば」より）	
「人間にとって、科学というものは、とてつもなくおもしろいものにちがいありません。何千年にもわたって、数えきれないほど多くの人々が、科学ととりくんできたのを見ても、
そのことがわかります。おもしろくないものなら、人間がこんなに夢中になるわけはありません。	
　しかしそんなに＜おもしろいはず＞の科学を、わたしたちの多くは＜おもしろいものではない＞と考えています。それは、わたしたちの受けた科学教育に問題があったの
かもしれません。また、科学のほんとうのおもしろさを知らせ、物ごとをほんとうにみつめ、考えさせる、そういう本が少なかったからかもしれません。それに＜幼児の教育科学

＞というとき、単に＜見せ＞＜おぼえさせ＞、それで事終われりとしてきた傾向がありますが、それでよいかどうかも問題です。	
　こういう問題について、福音館はこの数年間考え続けてきました。幼児にはまず、科学のほんとうのおもしろさを知らせ、しかも＜見る＞だけでなく、もっと深くみつめさせ、
考えさせなくてはならない、そんなことも考え続けてきました。	
　そしていま、自信を持って子どもたちに見せられる月刊の科学絵本が出版できるようになりました。『かがくのとも』です。これなら、本気で子どもたちに見せられます。心を
こめて、この月刊科学絵本を、日本の子どもたちの贈ります。」	

	
（「０２「そもそも」から考える」より）	
「毎日なにげなくやっていることや、目にしているもの、使っているものでも、立ち止まってよく考えてみると･･････。数えるってどういうことだろう？　言葉ってなんだろう？　い
ろいろな疑問が湧いてきますよね。そんな「そもそも」からはじまる疑問に答えるべき「かがくのとも」は様々なテーマの絵本を作ってきました。「そもそも」をじっくり考えること
が、子どもたちの思考力を養い、好奇心を育むことにつながるのです。」	
	

（「０３　自然はみんな生きている」より）	
「命があるのは人だけではありません。魚や鳥や獣、そして草や木も、小さな虫だって細菌だって、みんな命があります。それぞれの命は単独では生きていけません。食べ
たり食べられたりをはじめ、命同士が複雑に関わり合うからこそ生きていけるのです。そう考えると、この地球、ひいては宇宙までもがひとつの大きな命のように感じられてきま
せんか？」	

☆mediopos-1688　　2019.6.30	

■『月刊科学絵本「かがくのとも」の50年　かがくのとものもと』（福音館書店　2019.4）	



この地上には	
いろんな魂が生まれてくるらしい	
	
古い魂もあれば	
新い魂もあるけれど	
魂を成熟させるのが	
いちおうの目的でもあるようだ	
	
魂が古いからといって	
成熟しているわけでもなく	
新しいからといって	
未熟だというわけでもない	
	
それでも	
この地上ではとりあえず	
二十歳ころというのは	
振り返ってみるときに	
ひとつのポイントにもなる	
	
７年周期で生をとらえると	
３回目の７年が終わる頃	
人のからだの事情も	
アストラル体が自由になりかけたころなので	
そこらへんから魂に	
翼が生えてくるというのもあるのかもしれない	
もともとの魂の質によっていろいろだけど	
	
年をそれなりに取るごとに	
その後の４回目以降の	
７年目ごとの節目をふりかえってみると	
からだとともに体験できることというのは	
それなりにあることがわかってくる	
	
そして 後には死がくる	
魂がそれなりのプロセスを経たうえで	
死を迎えるというのは	
それなりの意味があるようだ	

（「SPECIAL 大人に会って、話す。」より）	
「ぼくは２０１２年の『ポパイ』リニューアルと同時にライターを始めるこよになった。名前は宮本賢、24歳。大学を卒業して２年ほどブラブラ遊んでいたところ、当時の編集長に出会ったのがきっかけ
だ。働き始めてちょうど１年くらいたった「大人になるには？」という特集で、「会いたい大人に会って、話を聞く」という取材をすることになった。インタビューをしたい大人を考えたとき、ぼくがライ
ターになった遠い原因をつくった人に、まずは話を聞いてみたくなった。	
　大学生の頃、大半の同世代の人と同じように就職活動というものに馴染めなかった。そんなとき、何かのインタビューで「これから社会に出る大学生に足を踏み外してほしい」という言葉を見つけ、

その人の本を何冊か読み、ぼくは実際に少しだけ足を踏み外した。それが結局、今の仕事につながっているのだから、その言葉を信じてよかったのかもしれない。」	
	
（都築響一）	
「都築さんの本には、いろんな人のいろんな生活があり、価値観がひとつではないことを教えてくれる。そんな都築さんにとっての幸せな大人の基準ははっきりしていた。	
「究極は死ぬ３秒前に、『あぁ面白かった』って言えるかどうか。お金も名誉もあったけど、死ぬ直前に、『本当はあれやりたっかたな』って言っても遅いんですよね。」	

	
（ピーター・バラカン）	
「イントゥイションっていう言葉があって、日本語で言うと直観、感覚という意味なんですけど、それが大事だと思いますね。そのためには理屈を追求しないこと、理屈にこだわって計画を立てたりす
ると、目の前しか見えなくなるから視野の脇が入らなくなりますよね。でも、実は脇から入ってきた情報がすごく大事っていうことが往々にしてあると思います。そのことはジャズを聴いていれ学びま
したね。」	
	

（みうらじゅん）	
「やっぱり、面白いことが見つかんない世の中は一番まずいですよ。〝間違い〟と〝正しい〟だけは戦争になっちゃうでしょ。その中間にね、〝面白い〟ってことがあれば平和ですから。」	
	
（山田太一）	
「社会の大きな流れは止めることはできませんね。現代で言うと世の中がテクノロジー化していくとう流れはもう止められませんよね。でも、一人一人はブレーキをかけられますよね。ぼくは普段ほと

んど車を使わないで電車に乗ったり、歩いたりしているんですけど、そうするといろんな人を見られるんですよ。効率のより体を使わない日々より味が深い。テクノロジーに対して、自分の中でストッ
プをかけられるのも大人の教養だと思いますね。 近は、ちょっと不自由とかちょっと不便とか、ちょっと貧乏ってかっこいいなって思ってます。みんなで新しいものを追いかけて『おれは人より適応
した』と未来に向かって競うっていうこよは、みんなで現代を逃げているんですよね。現代を生きていないのね。だから、みなさん現代を生きましょう（笑）。」	
	
（坪内祐三）	

「イギリスの浪漫派の詩人にジョン・キーツって人がいるんだけど、彼は弟に宛てた手紙のなかで〝ネガティブ・ケイパビリティ〟って言葉を書いているのね。これ日本語では〝消極的能力〟とかっ
て訳されているんだけど、要は白黒つけられないある状況に置かれたとき、それを受け入れる能力のこと。若い人ってすぐに白黒つけたがるんだけど、現実ってそんなに単純じゃない。だけど、そ
れを受け入れた上で解決の糸口を探るっていうのが大人なんだよね」	
	
（黒沢清）	

「でも、断念をしたとき、一つの発見があったんです。それまでは誰かのように撮りたいとか、逆に、どうやっても何かに似てくるとか、複雑な気持ちで作っていました。でも、そういうことから解放され
て、おこがましいいい方になりますが、今、僕にしか撮れないショットを撮っているぞっていう実感を得られる瞬間があった。誰も気付かないかもしれないけれど、こんなショットは世界で初めて撮ら
れているぞ、と。」	
	
（片岡義男）	

「昔からこう思っていたんだよ。退屈な大人にはなりたくないけど、バカなガキもいやだって。その中間にいるのが、〝元祖ヤンキー〟なのかもしれない。子どもにしかない感受性を保ちながら年を
取るってことが重要なんだろうね」	
「僕は、答えを一つに決めるっていうのは好きじゃない。あれもあるし、これもあるって、あらゆる選択肢を示したいんだ。」	

☆mediopos-1689　　2019.7.1	

■popeye特別編集『二十歳のとき、何をしていたか？』（マガジンハウス　2019.7）	

けれどもかつての魂は	
年を取ることそのものが	
ある程度は魂の成熟を意味していたのに	
現代では魂は自らを成熟させていかなければ	
二十歳頃以降は成熟を止めてしまうらしい	
	
そういえば二十歳頃で	
ほとんど人生を止めてしまっている魂が	
とても多いように見える	
どうしてなんだろうと思うけれど	
それもその魂が未熟であることを	
選択するということなのかもしれない	



人権を尊重するためには	
自由の哲学がその背景になければならない	
	
それは人間を	
みずからもそして他者も	

個としてうけとることだからである	
	
個であるということは	
性別でも社会的地位でも	
地縁血縁でも民族や国家の差でもなく	
「ほかのだれでもないもの」として	

人間をとらえるということにほかならない	
	
その人間把握は	
古代ギリシャの哲学からの認識を使いながら	
キリスト教会が神を	

父と子と聖霊という３つのペルソナをもつ	
「三位一体」として教義化したことに発している	
	
そのペルソナがやがて	
人間理解のなかで人格としてとらえられ	

人権思想として展開されてくることになるが	
背景にはキリスト教の「神の愛」があるのだ	
	
人権思想が展開するためには	

ほんらいの人間という共通した人間観がありながら	
ひとり一人異なった顔をもつペルソナとして	
個の自由と尊厳を尊重するという	
ダブルスタンダードが必要だった	
	

神的存在が人間として地上にあるという	
矛盾そのものを生きた三位一体としての	
キリストの愛と自由を受け入れるように	

「ヨーロッパが個人の人権を尊重する文化をもっていることはよく知られている。」	
「「人権」という語は、近代ヨーロッパにおいて民主主義国家をつくるとき、ときの政権がその権力によって個人を不等に扱わないようにするための配慮から生じたものである。
法律によって権力の乱用を抑止するための概念であって、一般人どうしの問題から生じた概念ではない。だから法的には「差別の種類」によって人権擁護の政治的方法が
明確にされる。（･･･）「人権」は、近代以降、哲学という広い分野で論じられることがほとんどなかった。にもかかわらず、いつのまにかヨーロッパでは常識になっていた。」	
	

「近代の「人権」擁護の基礎は、中世のペルソナ（人格）論にある。	
　ペルソナ論は、キリスト教の「神の三位一体」から生じている。キリスト教の三位一体論は「父と子と聖霊の三つのペルソナは、ひとつの神である」と主張する。つまり複数の
ものがひとつのものである（三＝一）という。」	
「イエスの死後数世代を経て、使徒たちの信仰は、「三位一体の神を信ずる」信仰であると教会が決定した。これ以降、正統キリスト教会は三つのペルソナをもつ唯一の神を
信じる共同体となった。」	

「三位一体の教義は全キリスト教会の司教が集まった公会議で決まった。（･･･）	
　その協議の過程で、三位一体を哲学的（つまり理性的）に説明するために、「ペルソナ」という名辞が使われた。」	
「「ペルソナ」という名辞はもともと、古代の野外劇で使われた「仮面」を意味する。したがって三位一体の理論で神は、「顔」のイメージで父と子と聖霊が区別される。同じ神だ
が、父の顔をもつ神と、この顔をもつ神と、聖霊の顔をもつ神という区別である。」	
「ペルソナの区別は、神を複数化せずに、ひとつの神のうちに区別を立てるためのものである。	
　しかしペルソナによる区別を立てれば、「ペルソナとは何か」という問いが必然的に生じる。そして「ペルソナとは何か」という吟味を通じて、ペルソナにおける違いを理解し

ようという研究の筋道ができた。それが人間のなかの個人の中核を象徴する「人格」の理解につながり、やがて「人権」の思想を生み出したというのが、わたしの見立てであ
る。」	
	
「ペルソナとは、同じ本性をもつ個人個人の人格を差別する（区別する）概念である。この概念において、それぞれが異なる人格であって、たがいに尊重すべし、といわれる
のである。「概念をもつ」とは「認識をもつ」ことだから、言い換えれば、個々人の人格の違いに配慮する意識をもちましょう、ということになる。	

　わたしたちは日頃、「差別をなくそう」と言われているのを聞く。ところでペルソナ、あるいは個人名は、同じ人間本性のうちの個々人の区別、つまり個々人のあいだに何ら
かの相違、ないし差があることを示している。	
　したがって、「差別をなくそう」というとき、一方でその差別を積極的に認めながら、同時に、同じ人間どうし、同じ人間本性をわけもった個人のあいだで、差別を否定しなけ
ればならないのである。」	
	

「ペルソナとは、個別的な人間のなかで個別的に在る理性能力が、一個の理性として育ち、責任主体として成熟したものである。それは個別的であることにおいて他の個別
的なものと端的に異なる。すなわち他社の理性とは異なる理性である。他方、理性能力として成熟する（必要な認識を持つ）ことによって、共通の認識（常識）をもつ理性で
あるかぎりでは、各自の理性は、共通な理性（一般理性）である。」	
	
「人権は、まず個人が自由な存在として「受け入れられる」ことによって守られる。それが神の愛によって愛されることだからである。そして、もし対話を通じて個人の理性があ

らわになることがあれば、人格の尊厳は他者の目に明らかになる。人権はそういう仕方で尊重されるのである。	
　もう一度はっきりさせておきたいのは、個人の人格はまず純粋に個別的であって、共通的なものではないということである。したがって一般的な概念認識はできない。だか
ら個人を「一般的な集団の一員」ないし「組織の一員」、つまりその人の「地位」でしか見ることができない人には、個人のペルソナは見えない。どこの会社の人間か、どういう
地位にある人間か、男か、女かといった集団の一員としてしか人と相対することができない人は、相手の個と直接的に向き合うことができない。個に気づく（意識する、知覚
する）ことができない。個人の人格は社会的地位によって代表されるものではないし、特定の集団や組織によって表されるものでもないからである。	

　そして心のうちで理性が相手の個と向き合うことができないなら、そのうちにあるはずのペルソナとも理性は向き合うことができない。相手の個のうちにあるペルソナの存在
を、素直に自分の心に受け入れることもできない。	
　個と個が向かい合うのは「ことば」ではない。あくまでも現実の事態である。相手の個と理性で向き合わずに、「あるべき人間」（普遍的価値のある人間）について語るばかり
の人は、したがって道徳を論じていても、個のうちにあるペルソナに気づくことがない。	

　別の言い方をすれば、ペルソナは個であることにおいて合理性（普遍的理性が把握する性格）から逸脱する性格をもっている。それゆえ普遍を論じることで理性を誇る人
間は、むしろ現前する個の独自性、ペルソナの尊厳性に気づくことができない。」	
「ペルソナは理性をもつ「個」であるにもかかわらず、一般的な理性（知識の学習が知のすべてだと思いがちな理性）をもってしては把握できない。だから「個」のうちにある
「人格」は、普遍的本性の概念がもつ本性上の差別なしに、それ自体を個々人が直接に受けとらなければならない。それがなければ人権問題はわからないままになってし
まう。」	

☆mediopos-1690　　2019.7.2	

■八木雄二『神の三位一体が人権を生んだ／現代思想としての古代・中世哲学』 
   （春秋社　2019.6）	



夏目漱石の問いかけた	
個人主義にとっても	
鈴木大拙の示唆する	
日本的霊性にとっても	
ジェイズム体験は重要だった	

	
世界を認識するとき	
普遍性からではなく	
人間の内奥から	
「プラグマティック」に	
とらえようとしたからだ	

そしてそのことで逆対応的に	
世界を広くとらえようとしたのだ	
	
人が生きて行くなかで	
世界をどう見るか	

その世界のなかで	
自分がどうあるのか	
どう生ききればよいのか	
他者とともにどう生きればよいのか	
	

ウィリアム・ジェイムズの探究は	
そのことから決して離れることがなかった	
そしてそのもっとも根底にあるだろう	
宗教的経験にまで遡りながら	

人のほんとうをとらえようとしたのだ	
「プラグマティズム」とは	
ほんらいそうした探究を意味したはずだ	

（「コラム５　漱石と大拙、それぞれにとってのジェイズム体験」より）	
（一九一〇年、夏目漱石が四三歳のときに吐血した、いわゆる「修善寺の大患」のときの出来事。『思い出す事など』より）	
「多次元的宇宙は約半分程残ってゐたのを、三日許りで面白く読み了つた。ことに文学者たる自分の立場から見て、教授が何事によらず具体的の事実を土台として、類推
（アナロジー）で哲学の領分に切り込んで行く所を面白く読み了つた。余はあながちに弁証法を嫌ふものではない、又妄りに理知主義を厭ひもしない。たゞ自分の平生文学
上抱いてゐる意見と、教授の哲学に就いて主張する所の考とが、親しい気脈を通じて彼此相倚る様な心持ちがしたのを愉快に思つたのである。ことに教授が仏蘭西の学者

ベルグソンの説を紹介する辺りを、坂に車を転がすような勢で駆け抜けたのは、まだ血液の充分に運ひもせぬ余の頭に取って、どの暗い嬉しかつたか分からない。余が教
授の文章にいたく推服したのはこの時である。」	
	
（一九〇二年、鈴木大拙が西田幾多郎へ送った手紙より）	
「自余の哲学者の如く無理に馳せず、多くの具体的事実を引証して巻を成す、同教授は余ほど宗教真意富むと見えたり、ケーラス氏などの宗教論と違ひ、直に人の肺腑に

入る、宗教的経験を妄想迷信と云ふ名の下に却け去らず、之を心理上の事実として研究せんとする教授の見処既に予の意を得、フィリングを第一としてインテレックト次に
置き、宗教は哲学、科学を離れて別調の生涯あり、而して此生涯は事実なりと説く、君もし閑あらば一読して見玉はんか、必ず君を益する所あらんと信ず。」	
	
※以下、ウィリアム・ジェイムズのことばの引用より	
	
「人間のヴィジョンは、その人に関する偉大な事実である。ひとつの哲学は一人の人間の内奥の性質の表現である。宇宙に関するもろもろの定義はすべて、人間の諸性質

が宇宙に対して意識的におこなう反応にほかならない。（『多次元的宇宙』）」	
	
「われわれの「多宇宙」は依然として「ひとつの宇宙」である。というのも、この世界には、各部分がすぐ隣の部分と切り離し得ない仕方で互いに融合しているという事実がある
ので、すべての部分はどれほど遠く離れた部分とも、現実的あるいは直接的ではないにせよ、可能的あるいは間接的には結びついているからである。（『多次元的宇宙』）」	
	

「哲学は見慣れたものを見知らぬもののように扱い、見知らぬものを見慣れたもののように扱う。哲学は、あらゆる問題をめぐって思索を試みようとする気構えに満ち溢れてい
る。哲学はわれわれを生来の「独断のまどろみ」から目覚めさせ、凝り固まった偏見を打ち破るのだ。（『哲学の諸問題』）」	
	
「われわれが宇宙的なものや普遍的なものを扱っているあいだは、われわれは実在の象徴を扱っているにすぎない。しかし。われわれがプライベートな、パーソナルな現象
をそれ自体として扱うや否や、われわれは も完全な意味での実在を扱うことになるのである。（『宗教的経験の諸相』）」	

	
「実在の軸は自己中心的な場所しか通過しない。このような自己中心的な場所は、まるで数珠玉のように、この軸に数珠つなぎにされている。（『宗教的経験の諸相』）」	
	
「理論化しようとする心は、その材料をあまりにも単純にしすぎる傾向がある。この傾向が、哲学と宗教のなかにはびこっている絶対主義や偏狭な独断論の根源なのである。
（『宗教的経験の諸相』）」	

	
「われわれのうちのどんな二人も同一の困難を持つということはないし、同一の解決に達すると期待されるはずもない。各々が自分独自の角度から事実と問題を見つめ、自
分独自の仕方でそれらを処理しなければならないのである。（『宗教的経験の諸相』）」	
	
「自分の使っている道具の不完全さを認め、自分の観察したものを論じるときにその不完全さを勘定に入れて考える人のほうが、自分の使っている道具がけっして誤ることは

ないと主張する人よりも、真理を獲得するのにはるかに有利な立場にある。（『宗教的経験の諸相』）」	
	
「道徳という見地から見ると人生はひとつの戦いであり、そうした道徳にとって 高のことは一種の宇宙的愛国心を持つことである。（『宗教的経験の諸相』）」	
	

「われわれは年ごとにものごとを新しい光のもとで見る。架空であったものが今では現実となり、心を躍らせていたものが今では無味乾燥なものになっている。世界を失っても、
と思っていた友人が今は影のように細ってしまい、かつては神のように見えた女性も、星も、森も、川も、今ではなんと退屈でありふれたものになってしまっていることだろう。
（『心理学』）」	

☆mediopos-1691　　2019.7.3	

■岸本智典 編著・入江哲朗 岩下弘史 大厩諒 著	
　『ウィリアム・ジェイムズのことば』（教育評論社　2018.6）	



生きとし	
生ける者を	
救うため	

	
精霊達	

死者達への	
扉を開くため	
	

おのが身を捧げ	
魔界の奥をも	

照らさんとする道行き	
	
基督にも似て	

人の魂を	
森羅万象を	
荘厳する魂の祈りなり	

☆mediopos-1692　　2019.7.4	

■原作：石牟礼道子　衣装：志村ふくみ　能楽：金剛流　ＤＶＤ監修：牛島悟郎	
　『新作能「沖宮」ＤＶＤブック　魂の火---妣なる國へ』（求龍堂　2019.6）	

（新作能「沖宮」より）	
「シテ／四郎はやがて。あやの手を引き。	
地／四郎はやがて。あやの手を引き。むごきこの世を離れて	
　今は。浄土の海の光の凪ぎに。彼岸花にて飾れる小舟。	
　浮きつ沈みつ夢のごとくに。茜の中を進みゆかるる。	

竜神／神高き姫ぞ愛（もぞ）らしや。	
地／命の秘花はよみがへり。生死のあはい。ばぼろしのえにしに。	
　われれが縫いし緋の衣。海底にゆれる林を。	
　ただ一輪の華となりて。いのちたちの大妣の。おらいまする沖宮へ。	
　道行きははじまりぬ。道行きは今はじまりぬ。」	

	
（石牟礼道子資料保存会研究員・米本浩二「浄土の海へ」より）	
「二〇一八年一〇月六日夜、新作能「沖宮」熊本公演が熊本市中央区の水前寺成趣園能楽殿で行われた。薪能である。台風の直撃を免れたが、曇天が広がる。	
　「沖宮」は死と再生の物語である。干ばつに苦しむ村のために、雨の神である竜神へのいけにえとして、天草四郎の乳兄弟あやが選ばれる。緋の衣をまとうあやは舟で沖へ行く。雷鳴がとどろく。天青の衣の
四郎が現れる。妣なる国沖宮への道行きが始まる。	
　あやの衣装の緋色は「すべての生類につながる色」（石牟礼道子）。天草四郎の衣装の青系統のみはなだ色は「得もいえぬ天上の色」（志村ふくみ）。	

　緋色もみはなだ色も、石牟礼さんからイメージを伝えられた志村さんが草木で染めたものだ。天然の草木は、生きとし生ける者、生類につながる。	
　舞台両脇で炎が上がる。虫が飛び交う。観ている人たち、それを包む木々や虫たちすべて、ひとつながりの生類である、と思えてならない。上空が旅客機の飛行路となっていて、数分おきに、能楽殿の音曲
がかき消されるほどの轟音に見舞われる。市電や救急車の音も木々や虫たちとひとつながりの森羅万象、と自然に納得する私がいる。」	
	
（若松英輔「「沖宮」という秘儀）	

「「見る」----より精確には「見ゆ」----という言葉はもともと、目で物を見ることだけでなく、もう一つの「眼」で目に見えないものにふれることだった。また、「みる」という文字には「観る」という言葉もある。	
　人生観という表現があるように、この言葉は、何かを一瞬にして見るというよりも、ある時の流れのなかで何かが観えてくることを意味している。	
　「沖宮」はこれまで、言葉を扉にしてその世界を感じるほかなかった。しかし今、私たちに新しい「見」と「観」の経験がもたらされようとしている。衣装の姿、色、舞台に響く音、能楽師の一挙手一投足は、文字と
は異なるはたらきをもったもう一つの「コトバ」になる。	
　石牟礼道子のもっともよき読み手のひとりが、志村ふくみだったことは論を俟たない。二人がおよそ半世紀にわたる友情を育んできたこともよく知られている。今回、私たちの前に現出する「沖宮」は、文字通り

の共作だといってよい。	
　志村さんの随想集『ちよう、はたり』には「不知火」と題する、石牟礼さんの同盟の新作能をめぐる一文がある。この作品は石牟礼道子の文学と志村ふくみの詩学の秘密をかいま見ることができる、特異の意味
を持つ。そこで志村さんは、石牟礼さんの「生身の肉声を書こうとは思うのですが、そのままではつろうございますので、言霊にして自分と一緒に焚いて、荘厳したいと思っているのです」との言葉を引きつつ、こ
う続けた。	
	

　　不知火は「己が生身を焚いて魔界の奥を照らし」て荘厳されてゆく。それは決して暗い怨念や呪詛の世界ではなく、二人〔「不知火」の登場人物〕の死の祝婚を予感させ、照らし出された光の奥に救済を感
じすにはいられない。それはこの時代を共に生きるものの願いであり、祈りである。	
	
　目には闇に映る「死」の奥に、朽ちることのない光があることを、新作能「不知火」は告げ知らせる、というのである。この思いは「沖宮」においてより深化している。同じ一文で志村さんは、次のようにも書いてい
る。	

	
　　新しく生れた能を待ちうけるように演出する人、舞う人、音を奏する人、謡う人たちが結集した。目にみえぬ世界からひたひたと集まってくる精霊達、死者達と、我々観客もいつしか一体になっていた。	
	
　世阿弥が『花伝書』で秘められた言葉で語っているように、能はもともと、現代人が考えるような芸術でもなければ芸能に終わるものでもなかった。むしろ、それはこの世界を超えた場所への呼びかけだった。	

　能は、演じられることによって完成するのではない。観客によって見、そして観られることによって結実し、そこに「精霊達、死者達」との扉が開かれる。そのとき私たちは不可視な協同者である石牟礼道子の存
在をはっきりと感じるに違いない。」	



存在を問うとき	
その基盤に民族やその言葉を置き	
共同体の問題へ向かうときにも	
いってみれば原存在の故郷を踏まえて	
思索をめぐらすというのが	

ハイデガー的だといえるだろうか	
	
ハイデガーは	
計算的思考を排そうとして	
形而上的ユダヤ性を批判したが	
ハイデガーにとって	

ディアスポラ的存在としてのユダヤ人は	
その原存在の故郷を失った象徴として	
見えていたのかもしれない	
だから「ドイツ的なもの」にこだわった	
	

皮肉なことに	
無理に故郷をつくりだしたユダヤ人の国は	
世界の火薬庫のような場所となってもいる	
	
民族やその言葉を基盤にするということは	

故郷なるものをただ原存在とすることでは	
往々にしてそこに囚われてしまうことにもなりかねない	
	
故郷であることを問いなおし	

むしろいちどは故郷喪失者となって	
故郷なるものの奥にある存在へと	
向かう必要があるのではないだろうか	

☆mediopos-1693　　2019.7.5	

■週刊読書人　第3295号	
　斎藤元紀・講演会載録「ハイデガー「黒ノート」の全貌／全三四冊のノートには何
が書かれているのか」	

　（読書人　2019.6.28）	

「「黒ノート」と呼ばれる一連の文書は、ハイデガーが晩年にマールバッハ・ドイツ文書館へ寄贈した遺稿群のうち、黒い布製の袋に収められた黒表紙の三四冊のノート
のことです。一九三一年から死の直前まで四十年以上にわたり極秘裏に書き継がれたこれらのノートは、ハイデガー本人による全集 後での刊行が指示されたのです
が、予定より早く二〇一四年から刊行が始まりました。「黒ノート」にごく僅かながらも収録されていた反ユダヤ主義と思しき文言のためです。」	
	
「「黒ノート」は「思索日記」とも呼ばれていますが、アウグスティヌスの『告白』やゲーテの『詩と真実』のように、現時点から振り返って自伝的に自らの生涯と思索の変遷

を語る、という体のものではありません。」	
「ハイデガーはもっぱらじぶん自身に宛てて「黒ノート」を書いたのだと言えそうです。秘匿されたノートであるのだから当然そうだと言えそうですが、しかし全集として公
刊を指示したというところからすれば、やはり読み手をまったく意識していなかったわけでもない。」	
「しかしいずれにしても、それによってハイデガーは何を伝えようとしているのか。（･･･）まず一つには、自らの思索をめぐって同じような思索が繰り返し反復されているか
に見えて、そこで生じる自己自身からのズレ、いわば記憶の外在化のさいに生まれる自己自身からの距離、こう言ってよければ、書くことをとおして絶えず生み出される

多くのもう一人の自己自身との差異、その有り様を見届けようとしているところがあるように思います。」	
「ハイデガーはもう一つ、そうした差異やズレがなぜ生じるのかということに対して目を凝らしていく作業のなかへと、公刊全集というものをとおして多くの読み手をも巻き
込もうとしているのではないでしょうか。」	
	
「「黒ノート」では、ハイデガーがみずからの思考の変遷を振り返る作業とともに、そうした自己の思考を歴史の中に位置づける作業が平行して行われていきます。自己
の歴史を見つめる前者の作業は、『存在と時間』の克服や、さらにまた先に述べたような『哲学の寄与』における現存在の出来事という事態の真相をさらに掘り下げて捉

えていくものとしても展開されています。」	
「時間性ひいては歴史性が『存在と時間』では主要な問題とされていましたが、「黒ノート」ではそれを空間へも拡大してゆくアプローチも取られています。そのさいに辿
られるのは、言語から民族へという経路です。空間は自然科学的に表象された均質空間などではなく、人間が言語によってさまざまな物事を語ったり、沈黙したりするこ
とで具体化される開けた場のことです。」	
	

「平均化と合理化を推し進める計算的思考の蔓延によって、共同体の形成も内外から阻まれているという危機感を、ハイデガーは抱いていました。学長職にあった時期
の「黒ノート」では、当時の国家社会主義による大学統制や学内組織の硬直化についての愚痴もこぼされていますが、そこに窺えるのも、組織の内側に巣食う計算的
思考のへの批判です。ハイデガーは「不可避なもの」という言い回しによって、こうした計算的思考と本来の思考との区別を見極めようともしています。この「不可避なも
の」とは、原初以来の歴史のなかで、存在がわれわれにとって避け難いものとして到来しているという事態を指します。私たちが逃避しうるもの、計算的思考にによって
文字どおり打算的に振る舞えることのできるものは、そのかぎりで不可避なものではありません。絶対的に私たちが回避しえないもの、そうしたものへ惑わされることなく

身を置け、ともハイデガーは述べています。こうした不可避的な存在の到来を受け止める思考によってこそ共同体は確立されるのだから、計算的思考は徹底的に退け
られるべきだ、というわけです。」	
	
「これに対して、形而上学的な計算的思考とは異なる思考、原存在に応じる思考を、ハイデガーは詩作を 上位に奥思考として捉えます。三十年代初頭から次第に確
立されていくこの構図を担うのは、「ドイツ的なもの」とされています。四十年代初頭くらいまでは、ドイツ的なものは、生ける地盤に根ざし、新たな創造的詩作のもと、新

たな思考を作りだすことができると、強い期待をかけてハイデガーは語っています。しかし、戦後の四六年頃には、ドイツの「自己無化」についても語られています。敗戦
の結果、ドイツ人の思考は計算的思考と化し、自己崩壊に至ることになるというわけです。いずれにせよ、ここには「敗戦」という現実との呼応関係を読み取ることができ
ます。	
　こうして見てくると、ハイデガーは決して現実から遊離した思考を展開したというわけではまったくなく、むしろ徹底的に現実に即して共同体、ひいては存在の問題を
考えようとしていたということ、しかもそこで現実的かつ具体的な生の基盤としての地盤性や土着性に非常に強くコミットしようとしていたことがわかってきます。そうした原

存在史的思考は、いわゆる超越論的思考とは違って、現実的経験をむしろ積極的に引き込み、その背景の歴史的か次元へと迫ろうとしているのですが、しかしそれに
よってかえって、現実的経験における事柄を、存在論的ないし原存在史的な次元へとねじれたかたちで導入せざるを得なくしてしまったのではないでしょうか。」	



魂について	
哲学的に示すことのできる	
たいせつなことについては	
ソクラテスの語るミュートス（物語）で	
基本的なところはすでに語られている	
	
ソクラテスと同時代的に	
仏陀や孔子があらわれたのは	
おそらくその後人類が得ることになる	
大いなる知恵への示唆だったのだろう	
	
その時代から二千数百年経った現在	
人類はそこから何を	
学び得ているといえるのだろう	
	
人類はかつての時代から	
それらの叡智を一度は失いながら	

初の一歩から学び直してきた	
そのことこそが意味深いことなのかもしれない	
	
ソクラテスは想起を語る	
学ぶことができることは	
すでに魂のなかにあり	
人はそれを想起するということだ	
教育を意味するドイツ語Erziehungという言葉が	
引き出すことを意味するのは偶然ではない	
	
そしてソクラテスのあと	
キリスト・イエスが現れたのも偶然ではない	
ソクラテスの語る魂には	
個であることやからだがあることの意味が	
とらえられていないように見えるのだ	
	
だからこそ人類は	
知恵の失われた愚かさのなかで	
新たなものを付け加えようとした	
	
新たなものを付け加えることはきわめて難しい	
愚かさに気づくことで	
はじめて新たに得られるもののことだ	
	
それを愛と呼ぶこともできるかもしれない	
賢さに躓きその愚かさに気づくことでしか	
その道を歩むことはできないのだろう	

「これらのことが、私が詳述してきた通りであると断言するのは、分別のある者にはふさわしくない。しかしながら、私たちの魂とその住処については、こうであるか、あるいはこ
のようなものであることが、魂が不死だと明らかになっている以上は相応しいのであり、また、その通りだと考える人には敢えて冒険する価値があることだと私には思われる。
その冒険は美しいのだから。そして、このようなことを呪い歌のように自分自身に謳い聞かせる必要があり、それゆえに、私はもう長いこと物語（ミュートス）を語ってきたのであ
る。	
　では、このことゆえに、自分自身の魂について恐れずにいるはずなのは、こんな人なのだ。即ち、人生において肉体に関わる他の諸々の快楽や装飾は他人事として扱い、

それとは別のことをもっと成し遂げるべきだと信じてそれらに別れを告げるが、他方で、学ぶことに関わる快さに熱中し、他人事ではなく魂の整ったあり方、即ち、節制、正義、
勇気、自由、真理によって魂を秩序づけ、そのようにして冥府への旅を待っている者だ。その人なら運命が召し出す時にそこに赴くと思っているのだから。	
　さて、シミアス君にケベス君、そして他の者たちもだが、君たちは今度いつの日か、それぞれが彼の地へ赴くことになるだろう。だが、私は今もう既に、悲劇詩人ならそう言う
だろうが、運命のお召しがかかっているのだ。そして、そろそろ入浴へと向かう時間のようだ。身体を洗ってから薬を飲み、そうして女たちに屍体を洗う面倒をかけないのが、
より善いことだと思われるのだ。」	

	
（納富信留「解説」より）	
「『パイドン』が問題として示そうとするのは、「魂」という名称で語られる曖昧で神話的な実体が、死後に肉体から離れて冥府で存在するというお伽噺ではない。むしろ、「魂」
という言葉によって初めて哲学として語られる私自身のあり方、いや「この私がある」とはどういうことかが、根本的な次元に遡って問題化される。それは、現代にもはや問題
にする余地がない古い謬見ではなく、現代でも説かれてはいない謎としての「私自身」、そして「私がある」という哲学的難問なのである。ここに問題の核心があり、これを黙
過して死後の魂云々を語っても、意味はない。	

　プラトンは魂の転生という宗教の形で話を始めながら、やがてそれを超える境位に「魂＝私自身」の実在を位置づけていく。私たちは時間の中で変転するあり方だけを問
題にしがちであるが、その「時間」ですらイデア的位相である「永遠」の像に過ぎない（『ティマイオス』三七-三八Ａ）。根拠への眼差しを欠いたままでは、私たちがこの世界に
あること、生きることの意味は不明なままに留まる。その事態に直面しながら、魂の存在を哲学する試みが、この対話篇である。	
　『パイドン』は 終的に、「私自身」という魂のあり方が定位するイデアの地平を論じ、それを超える彼方を指し示す。そこでは、個々人という縛りや時間の限定も消失し、宇
宙や万物の「ある」の根拠へと私たちの知性を超出させる。後にプロティノスら新プラトン主義の哲学者たちが「一者との合一」として目指す存在の彼方、自己の消失点が、

『パイドン』にすでに暗示されているのかもしれない。」	

☆mediopos-1694　　2019.7.6	

■プラトン『パイドン／魂について』	
　（納富信留訳　光文社古典新訳文庫　2019.5）	



かつて人は	
神と神々と	
ともにあった	
	
けれど	
神が神々が	
見失われたとき	
宗教は生まれた	
	
神が神々が祀られ	
祀る人が専門化され	
祀る場所がつくられ	
偶像もまた生みだされた	
	
神の神々の声を知るために	
祭儀が生み出され	
神を神々を知るために	
その知識が語られた	
	
そしてやがて	
神が神々は忘れられ	
神に神々に代わるものを	
人は崇拝しはじめた	
	
神は神々はいったい	
どこへいったのだろう	
	
いまも人は	
神を神々に	
それに代わるものに	
祈ったりもするが	
	
人はもう	
神と神々と	
ともにはいない	
	
人が	
神と神々と	
ともにあるまでには	
長い長い旅が	
必要なのかもしれない	

「日本人の神観念も、時代と共に変遷しております。したがってどの時代を取り上げるかによって、かなり違った様相を呈することにもなります。この章では、神社が形
づくられていく時期、古墳時代後期から平安時代ごろまでの、古代の人々の「神」の観念と神の祭りについて整理したいと思います。	
　まず第一に、古代日本では、一神教ではありませんから、あらゆるもの（物体でも生物でも）に神霊が宿っていると考えられ、多様な神格が存在すること。	
　第二に、神は平常は人里には棲まない。遠方の清浄の地、それは山の奥や海の彼方と考えられていましたが、そこから祭りの日だけうやって来るものです。	
　第三には神は目に見えないものである。だから神の形（神像彫刻など）は本来はけっして作らなかった。つまり偶像崇拝はかつてはなかったのです。現在のこされ

ている神像彫刻は、すべて平安時代以降のものばかりです。	
　そして、四番目にあげられることは、神と死者の霊とは本来はまったく区別されたものでした。だから、死者の個人の霊が神として祭られることは、古くはまったくな
かったと考えられています。	
　こういった神観念を背景に、稲作の信仰が深く根を下ろしている。稲の祭りが日本の神と強く結びついていることも、忘れてはならぬことでしょう。」	
	

「どういう条件がそろった時に「神社」が成立するといえるのでしょうか。私は 低、つぎの三つの条件がそろったものが神社であろうと考えています。	
　第一に一定の祭場と祭祀対象。	
　第二に祭る人の組織。	
　第三には、祭りのための建造物の成立。	
　この三つがそろった時であろうと考えます。このうち、決定的な要因は三番目の建造物でしょう。」	
	

「古代の神祭りの場所は、はじめはとくに建造物は作らず、祭場の一角に神霊を迎えるための磐座やヒモロギ＝神木があるだけの、簡素なものであったと思われます。
古墳時代の祭祀遺跡の多くは、この段階のものと思われます。やがて、祭りの日だけ、神を迎えるための何らかの構造物（･･･）を建てるものに発展し、さらにその社
殿が立派になると共に常設化する。つまり、祭りのたびに構築するのではなく年中建っているようになります。」	
	
「祭場から神社への展開を決定づけるもう一つの要因は、〝祭る人〟の問題であります。常設の社殿ができるということは、別の角度からみれば、その社殿にいつも

奉仕している専業の人間がいることを意味するでしょう。女性の巫女であれ、男性の神主・祝（はふり）であれ、神事に専業する人間が現れなければ、社殿を常設す
ることは考えられません。〝建物〟の問題と〝祭る人〟の問題は。神社の成立の上で両方が深いかかわりをもつものでありましょう。」	
	
「神祇官という役所の存在については高校の教科書にものっており、どなたもご存じですが、その中で行われた祭儀のことがこれまであまり注意されなかったのは、そ
れらの祭儀が早く消滅してしまい、わからなくなっているからです。	

　神祇官も律令制度の崩壊とともに変化していきますが、それでも南北朝の内乱のころまでは何とか形態もあり、祭祀も維持していたようです。しかい内乱で伝統的
な行事も中断したものが多く、神祇官も室町時代には復活して一応存続したとはいうものの、祭祀行事はかなり変質し形骸化していったようです。宮中の祭りの中に
も当時忘れられたものも少なくなかったようです。」	

☆mediopos-1695　　2019.7.7	

■岡田精司『神社の古代史』（ちくま学芸文庫　2019.5）	



決定論か非決定論か	
その違いは	
自由の可能性にかかわっている	
	
法則通りに展開する世界では	

自由の可能性は閉ざされてしまう	
	
すべてが決定されている世界では	
自然の創発性も	
精神の創造性も	
見出すことはできないからだ	

	
一九世紀末から二〇世紀にかけて	
フランスで展開された非決定論の思想は	
クールノーやルヌーヴィエを出発点とし	
ブートルー	

そしてポアンカレ	
ディルケームへと開花したが	
それはまた	
ジェイムズのプラグマティズムに共鳴した	
哲学を刷新する企てでもあった	

	
世界がそして人間が	
初期条件と法則に支配されているところでは	
自然法則と運命の法則のなかで	

自由の哲学の可能性は閉ざされてしまう	
	
自然が創発し	
精神が創造する	
そこにこそ	

自由の哲学は開かれてゆく	

「「決定論」とは、世界のあらゆる事象がすべて法則的な支配の下で確定的に決定されているという思想である。「非決定論」はこれを否定して、世界には偶然や不確実性
が存在する余地があるという思想である。	
　本書は、一九世紀末から二〇世紀にかけて、第三共和政前半のフランスにおいて展開された非決定論の系譜の研究である。（･･･）	
　取りあげられる主な思想家は、エミール・ブートルー、アンリ・ポアンカレ、エミール・デュルケームである。これらの思想家はそれぞれ異なった角度から、それまで確実視
されてきた知識の基礎について再考し、それが従来の哲学的反省では見逃されてきた不確実性をもつことを鮮やかに示した。	

　ブートルーの主張は、自然世界全体が物理的、化学的、生物的、知性的存在の領域によって階層的な全体をなしており、これらを全面的に貫通するような全宇宙的な
普遍法則はなく、特に物理的世界における法則的決定性という思想は誤りである、ということである。彼はどの階層にかんしても、その階層の内部からは法則的な支配の
下にあるように見えるものが、その上位の階層からは法則の支配を逃れた現象として見出されるという意味で、自然全体には多くのレベルで偶然性が関与していると主張
した。	
　ポアンカレの主張は、科学という知的営みそのものは、どの分野を見ても仮説という規約的な制約のもとにあり、しかも科学全体は数学と力学とその他の物理学という大き

くて見て三つの分野からできているが、それぞれにおける仮説の規約的性格は互いに異なっているというものである。彼の主張は科学の大系にたいする多元論の主張で
あるが、特に数学におけるアプリオリなものと規約的なものとの組み合わせの絶妙性において、人間精神の創造性の核心が見出されるという点を強調した。	
　デュルケームの主張は、社会の人々の行為や価値判断を支えているのは、個々人の心理的傾向や道徳判断、功利的計算を超えた、集合的意識という共同体的なもの
の力であり、社会学はこの力の働きの分析を通じて、社会全体の健全性や病理性を判断するべきだというものである。この集合的無意識は事実的判断と価値的判断とを
区別なく行う能力であり、この意識がもつ象徴作用を通じて生み出されるのが宗教である。宗教をもとに構成される社会の構造は、それ自身が非決定的な記号的意識の
産物である以上、本来決定論的なものではありえない。したがった、社会にかんする機械論的、機能主義的分析は不可能だということになる。」	

	
「本書で問題にする哲学者、科学者たちはまさしき、この成熟した民主主義と文化の先例、教育の高度化の意識の高まりを背景として、それのよって立つべき基盤を哲学
的反省という文脈を通して追求しようとした思想家たちであるといえるであろう。いいかえれば、彼らの認識論的問題意識は単に、人間精神の産物である科学的知識の本
性を探究するだけでなく、その知識の追求を担う精神の根本的な「自由」と、その対象となる自然世界や数学的対象の世界そのものにおける、不確実性、不確定性、自由
性を同時に見つめようとすることで、一個の「自由の思想」、「自由の哲学」というものが明確な形をとりうるのではないか、と考えた思想家たちなのである。そしてそれは、非

決定論的な認識論の構築という装いのもとで、哲学そのものが改めて精神の自由の意味を追求し、同時に自らの新しい可能性を模索した試みであったともいえるであろ
う。」	
	
「科学の全面的一体性に疑問を投げかける彼らは、どうやって科学という知的営みの一体性や連続性を確保できると考えたのか。その一つのヒントが、多層的自然観に立
つ彼らが採用した、自然の創発性と精神の創造性の理論にあるといえるであろう。まず、ポアンカレが強調したように、数学的真理が発見されるのではなく精神によって創

造されるのであるとしたら、その真理が客観的に存在するのか、それとも精神の構成であるのかということは問題にはならない。創造は構成ではない。現象論的、実証主義
的構成理論では、いかに堅固に構成された知識であっても、実在ではない。反対に創造された知識や真理は、創造されることにとって真理となり実在となる。ここに、本書
の思想家たちが実証主義と袂を分かつ決定的な相違点がある。真理は既存でもなければ、構成される虚構でもない。それは創造作用を通じて新たに実在するようになる。	
　さらに、自然における創発性の理論も、実在論と非実在論との対決を乗り越えようとするもう一つの方法である。自然において実在となるべき法則はそれ自体としてすで
に存在してしまっているのではなく、これから生じる現象の運動によって生まれるのであるとしたら、それを記述する命題が既成の法則に対応するかどうかは無関係である。

自然が創発性をもつなら、自然には既成の真理はなく、その誕生を待たねばなたない。自然は宇宙的規模においても進化するのであるから、真理もたえず進化せざるを
えないのである。」	

☆mediopos-1696　　2019.7.8	

■伊藤邦武『フランス認識論における非決定論の研究』（龍谷叢書XLV 晃洋書房　2018.5）	



徒然草の批評的精神は	
あくなき自己認識への道である	
	
問いがあり	
答えがあり	
また問いがあり	
答えがあり	
そのあくなき繰り返しのなかで	
自己認識は深化してゆく	
	
世に多きは	
外へ向かった批判である	
外への批判もまた	
無限ループのように	
ぐるぐるとめぐり続けるが	
そのループは決して深まることはない	
	
その無限ループは決して	
自己認識へは向かわない	
知識が知恵にならないのも	
多く外へ向かったものだからである	
	
知識は答えを求めるが	
自己認識への道は	
答えを求めるためのものではなく	
問いを深めるためものもである	
	
徒然に	
みずからの心を綴り	
徒然に	
問いを書き連ね	
徒然に	
徒然に	
ただ道をゆくのみ	

☆mediopos-1697　　2019.7.9	

■島内裕子『批評文学としての『枕草子』『徒然草』』	
（NHKテキスト こころをよむ 2019年7月〜9月　NHK出版　2019.7）	
■兼好『徒然草』（島内裕子 校訂・訳　ちくま学芸文庫 2010.4）	

（「第一三回　『徒然草』の達成域----見つめ続けた心の輝き」より）	
「批評文学として『徒然草』を際立たせるのは、時間認識が明瞭に書かれている事実である。形あるものを崩壊させる時間の恐ろしさも、それを認識すれば心の中に納められる。（･･･）	
　兼好の場合、心の自由が生み出したのは、数々の疑問だった。『徒然草』は、兼好自身による自問自答集である。	
　そのような人生や政治や社会が、理想なのか。心の友はどこにいるのか。限りある人生を、どのように生きるべきなのか。相反する価値は、折り合わせることができるのか。それらの疑問はすべて、自分の
心とは何か、というところに回帰してゆく。	

　兼好は、たった一つの到達点を 初から見定めて、登攀し始めたのではなかった。絶えざる思索とその広がりのプロセスを、『徒然草』に書き留めることが、彼の「思索」の実体だった。『徒然草』の執筆
そのものが、兼好が成し遂げた「達成域」である。到達点というよりも、もっと広々とした思索の達成の全体であると、わたしは考えている。	
　批評とは何か、批評精神を持って自己と外界の双方を視野に収めるのはどうしたらよいか。現代を生きるわたしたちのそのような疑問に、答えてくれるのが『徒然草』である。」	
	
「第百三十七段は、『徒然草』の中でも、 も分量が長く、内容も充実した段であることかた、現代まで高く評価されてきた。ただし、第百三十七段を取り上げる前に、その少し前に位置する第百三十四段

に触れておきたい。	
　この段は、 初に人から聞いた話を具体例として挙げ、そこから自分を知ることの大切さを述べる段となっておる。ある僧侶が、鏡に映った自分の要望を見て自己嫌悪に陥り、それ以降、人と交わらなく
なった。兼好はこの話を聞いて、めったにないような立派な態度であると感銘を受けて、「有り難く覚えしか」と書いている。その続きを読もう。	
	
　　賢げなる人も、人の上をのみ量りて、己れをば知らざるなり。我を知らずして、外を知るといふ理、有るべからず。然れば、己れを知るを、物知れる人と言ふべし。	
（･･･）	

	
　兼好は「己れ」を知った僧侶に鑑みて、自己認識の重要性という観念を明確化できらのである。日常生活での、ふとした見聞がもたらす思索の深化。このことが『徒然草』を批評文学の源流に位置づけ
させるのである。」	
	
「＜第一節＞	

　第百三十七段は、「花は盛りに、月は隈無きをのみ見る物かは」と始まる。花と月の素晴らしさは満開や満月にあるという、世間の人々の考えに対する違和感の提示である。兼好の考えでは、花ならば
蕾かた落花まで、月ならば繰り返される満ち欠けの変化の全体が、素晴らしいのである。」	
「＜第二節＞	
　第百三十七段の第二節は、冒頭の「花月」論が、 高潮だけを良しとしない見方を述べていたことからの進展で、「万の事も、初め終はりこそ、をかしけれ。男・女の情けも、偏に逢ひ見るをば言ふ物か
は」という恋愛論が導き出されている。相手と対座している時だけが恋なのではなく、遭えない時も相手を偲ぶのが恋であるとする恋愛美学である。さらに、山里で都の友人を遙かに思う気持ちにも触れ

る。」	
「＜第三節＞	
　第三節は、「すべて、月・花をば、然のみ、目にて見る物かは。春は家を立ち去らでお、月の夜は閨の中ながらも思へるこそ、いと頼もしう。をかしけれ。良き人は、偏に好ける様にも見えず、興ずる様も
等閑なり」と始まり、それとは逆に、対象に直接触れて、我が物とせずにはいられない人々の振る舞いを批判する展開となる。」	
「＜第六節＞	

　第六節は。「かの桟敷の前を、幾許行き交ふ人の、見知れるが、数多有るにて知りぬ。世の人数も、然のみは多からぬにこそ。この人、皆、失せなむ後、我が身、死ぬべきに定まりとも、程無く待ち付け
ぬべし」という意外な展開を示す書き出しである。兼好は思索を大きく展開させた。	
　死の到来の無常迅速が、大きな器に満たされた水も、底の小さな穴からすべて漏れて空になることや、葬送がない日は一日もないという具体例で示され、「若きにも因らず、強きにも因らず、思ひ懸けぬ
は、死期なり。今日まで逃れ来にけるは、有り難き不思議なり」という実感になり、ついには、「静かなる山の奥、無常の敵、競ひ来らざらむや。その死に臨める事、軍の陣に進むめるに同じ」というところま
で思索が深まる。出家・遁世さえも俗世と変わることはない、と相対化されたのである。」	

	
「『徒然草』は、兼好が「心」にうつり来たり、うつり去る、さまざまな事柄を筆に乗せて、自由に書き進める散文の形式で書かれてきた。それによって、兼好の思索は深まった。けれども、 終段である第二
百四十三段の少し前で、「人間に心というものは存在しないのかもしれない」という想定外の思いに、兼好はとらわれた。」	
「『徒然草』 後の第二百四十三段には、問いと解答の堂々巡りが書かれている。八歳の少年兼好は、終わりのない問いかけを、繰り返し父親に投げかけ、父はそのつど答えた。	

（･･･）	
　兼好の父は、答えは出ないという答えを、ともかく出した。その父との会話が兼好の心に懐かしく浮かび上がってきた時、『徒然草』の世界は、ここで閉じられた。兼好にとって、すでに書き継いできた『徒
然草』自体が、自分による自分への答えと問いだったからである。	
　自分の心に湧き上がる根源的な疑問に対して、明確なたった一つの正解は出なくていいのである。正解は、思索を続けるという、自分自身に対する誠実さ以外にはない。」	



四方田犬彦が「愚行」について語ろうとしはじめたのは	
『親鸞への接近』の執筆ゆえではないか	
「善人なおもて往生をとぐ　いわんや悪人をや」	
という逆説的な観点から思うところあって	
「愚行」の「賦」を謡ってみようとしたのかもしれない	
	
愚かさが愚かなのは疑うべくもない	
人の愚かさを笑うことも怒ることも嘆くこともできる	
	
少しばかり自己認識へ向かえる人ならば	
みずからの明らかな愚かさに気づき	
立ち尽くすこともできるだろうし	
自分では気づけていないかもしれない	
愚かさを恐れることもできるだろう	
	
あえて愚かだとされるよう演技することで	
みずからの深いところにあるだろう真実を	
守ろうとすることもできるのかもしれない	
	
ともあれじぶんを賢明であり	
決して愚かなのではないとしか思えない者は	
みずからの愚行を影にしながら	
生きてしまう可能性を否定できないだろう	
	
教えられたこと	
決まったこと	
善しとされていること	
世の中で正しいとされていること	
それらに疑いをもたないままに生きることは	
知らずひとりのアイヒマンをじぶんの中に飼っている	
	
内なるアイヒマンに異議申し立てをする	
むしろある意味で	
世間はアイヒマンに満ちているから	
それは愚行とみなされがちなのだが	
そうした愚行をおそれず演じてみることでしか	
愚行は正機できないのかもしれない	

	
「愚かしさは人を怒らせる、苛立たせる。こんな者たちが登場するに至ったとはひょっとして世界が終末を迎える、何か不吉な前兆なのではないかといった気持ちにさせた
りもする。なるほど愚行がいかに残酷な結果を世界にもたらしたかを調べ上げ、それを非難することはできる。だがいかに非難を重ねたところで、愚行の犠牲者は戻ってこ
ない。	
　ハンナ・アーレントが指摘したように、ナチスの絶命収容所の責任者であったアイヒマンは、人間としてはけして粗野で愚かな人物ではなかった。彼はただ凡庸な悪を体

現しているにすぎず、無思想な人物の典型であっただけなのだと彼女は論じている。だがエルサレムの法廷で、それが規則でしたから従っただけですと、みずからの行
為を平然と語ってみせる元ナチス親衛隊の中佐を前に、人はどうすればよいのか。彼が深く関わった大量虐殺こそは、歴史上の愚行の たるものだと非難の言葉を投げ
つけたところで、おそらくアイヒマンは顔にうすら笑いを浮かべるだけだろう。犠牲者たちが生き返ることもありえない。愚行はこうして凡庸さに裏打ちされ、みずからの業績
を誇らしげに提示する。アイヒマンが絞首刑に処せられたとき、愚行は 終的な勝利を確認するのだ。	
　そう、愚行はかならず勝ちを収める。理由は簡単で、愚行はいかなる場合にも懐疑に陥らないからだ。みずからを鏡に映し出して問い質すということがなく、つねに確信

に満ちてみずからを実現していく愚行。それが恐ろしいのは、いつしか地下に根茎を張り廻らせ、われわれが気がついたときには、見わたすかぎり大地の涯までを支配下
に置いて君臨してしまうことである。	
　わたしは考える。世界の医学者がペストに、マラリアに、またエイズに対し撲滅を宣言したように、またアメリカ軍がＩＳに対し徹底撲滅を宣言したように、人は愚行にむ
かって撲滅を宣言することなどできるのだろうか。人類の歴史を振り返ってみると、過去に愚行に対して果敢なる戦いを挑んだものがいなかったわけではないと、世界の
文学は教えてくれる。ラ・マンチャの騎士ドン・キホーテから、トリノの街角で虐待された馬のために涙を流したニーチェまでの、長い長い勇者たちの系譜。だが彼らの一人
として、その戦いに勝利したことがなかった。皮肉なことに彼らの多くはその確信を狂気だと見なされ、改めて愚行をなす者として、社会から排除されることになった。地上

から愚行を一掃することが可能だと認識した瞬間に、彼らは絶望的なまでに愚行に陥ってしまった。なぜなら愚行に戦いを挑むことが、すでにして愚行の典型であるから
だ。	
　こうした事情を知る者たちは、だから用心深く振る舞い、愚行について語ろうとしない。哲学は賢明さと叡智について語ることはあっても、愚行という現象の前では例外な
く口籠もってしまう。愚行についてはつとめて言及をしないことが愚行に陥らずにすむ唯一の方法であると信じていて、ただ聡明であることだけを求めようとする。誰もが恐
れているのは、自分が認識において、また行動において、他者から愚かであると見なされることだ。愚行に陥ることを恐れているかぎり、人はまだ自分が愚行に陥っていな

いと信じることができる。賢明さを基礎づけているのは、ひとえに愚行への恐怖であるというわけだ。	
　とはいうものの、誰も自分がはたして愚かであるのか、それともそうでないのかを、自分で確かめる術をもちあわせていない。認識できるのはただ他者の愚行だけだ。お
よそ自分の愚かさに関するかぎり、人はただ他者の眼差しを媒介として、それを知る可能性を与えられているにすぎない。とはいえ自分が愚かではないと保証してくれる、
慈悲に満ちた他者など、実のところ、どこにも存在していない。ただ恐怖だけが現前している。ひょっとして自分が際限のない愚行の歯車の運動に組み込まれ、そこから
脱出できる手立てを見失っているのではないかという恐怖が、われわれを捉えて離さない。」	

	
「愚かさが深く結託しているものがあるとすれば、それは無知と虚栄心である。ひとたび民族の、国家の、宗教の共同体意識に囚われ、その威信と伝統を狂信するに到っ
たとき、人はたやすく愚行の支配下に置かれてしまう。」	
「知識と知性は人間を自由にする。旧来の迷妄から解き放ち、より広大な、光に満ちた場所へと人を導いてゆく。だが、はたしてその通りだったろうか。人間の本姓に宿っ
ているはずの知性は、これまで人間に対し、いかなる場合にも愚行を回避する道筋を差し出してきただろうか。	

　この問いに正面切って、簡単な言葉で回答をすることは難しい。なぜならば、愚行はたやすく知性を誘惑し、知性を味方につけて、より堅固にして頑強なる論理を手に
入れることがあるからだ。知性の仮面を被り、知性の名のもとに平然とみずからを肯定すること。それこそが愚行のもっとも狡猾な戦略に他ならない。愚かさと聡明さとは、
多くの者が漠然と信じているように純粋な対立の構図を形成しているわけではない。彼らは往々にして仲の良い姉妹であるのだ。」	
	
「愚かさと賢さは実のところ相互依存的であって、聡明さがそれ自体として自立して存在することはできない。賢さは愚かさを絶望的なまでに必要としており、両者は地下

の見えないところで密接に絡み合っている。それを厳密に弁別し、愚かさの排除をもって知性の勝利だと信じ込むこと自体が愚かさへの敗北宣言であることを、われわれ
はまず心しておかなければならない。誰もが賢明に振舞うことができず、それを十分に認識していながらも、愚かに振舞うことしかできない状況。そういったものが確実に
存在している。誰もが等しく愚かであり、愚行に身を委ねることが可能にして不可避であるという事態を想像するためには、恋愛と賭博を心に思い描くだけで充分ではな
いだろうか。」	

	
「それでは愚行は人を束縛し、彼をしてただちに不幸な方向へと導いていくだけのものだろうか。愚行の属性である頑迷さは、人を狭い認識の内側に閉じ込め、ひたすら
彼を破滅へと向かわせるにすぎないのだろうか。愚かさと賢明さの間に厳密な境界線を引くことが困難であり、その境界線が虚構のものにすぎないことが露呈する瞬間が
存在するように、愚行と解放、愚行と救済の間に横たわっている問題も、実のところそれほど単純ではない。というのも人はしばしば愚かであることを演じることで、過酷な
環境のなかで生き延びる道を見出すものである。」	

☆mediopos-1698　　2019.7.10	

■四方田犬彦「「愚行の賦」 第一回 わたしは憤慨し、そして魅惑される」より	
（『群像 第七十四巻　第八号』所収　講談社　2019.8）	



死者だけではない	
われわれのなかにはことごとく	
あらゆる存在者たちが存在し	

それらあらゆる存在者たちの民主主義が	
論じられてしかるべきなのではあるまいか	

	
われわれのなかの細胞には	
宇宙のあらゆる記憶が蔵されている	

われわれのなかの意識には	
宇宙のあらゆる意識が蔵されている	

	
それらの無常と無我と涅槃において	
一切の存在者は荘厳されねばならない	

宇宙の進化と深化はそこにこそ	
求められてしかるべきなのではあるまいか	
	

けれどもわれわれはあまりに忘れっぽくて	
いま生きていることしか	

存在していることしか	
見えなくなってしまっている	
	

いま生きていることは	
かつて生きていたことであり	

やがて生まれてくることでもある	
	
いま生きるとき	

かつて生きたとき	
やがて生きるとき	

われわれはあらゆる存在者たち	
精霊や妖怪とさえも	
それと知らずにともにあり遊戯する	

	
われわれのなかにはことごとく	

時を超えあらゆる境を超えて	
あらゆる存在者たちが存在しているのだから	

「ギリシャの島に生まれ、イギリスやアメリカ大陸やカリブ海に浮かぶ島などを経て、日本の山陰地方にたどりついたひとりの文学者が、かつてこんなことを書いていた。	
	
　　われわれの行為は、ことごとく、	
　　われわれの内部にある死者の行為なのではあるまいか。	
	

　私がこの一節を知ったのは、いまから三十年以上前の大学生のときである。死者を主題にした、日本のある詩人の詩集に引用されているのを読んだのだった。この詩集
は、引用の織物のような詩の連なりによって構成されていて、かのギリシャ生まれの文学者のほかにも、民俗学者や小説家、東西の詩人らが作者の目を通して現代の風
景を見、作者の言葉を借りて語りかけてくる。	
　それにしてもこの一節ほど、現代の社会や政治や経済や芸術にかんする行為に、意識されてしかるべき言葉もないだろう。生きているものたちの日々のおこないは、お
しなべて死者たちのおこないであることを、民俗学者である私は認めざるをえない。しかし、このことは多くの人には忘れられがちであり、またこのことを認めたがらない人も

いるだろう。また学問や研究の対象として扱うには、いささか情緒的で、あやふやだとみなされかねないのもたしかである。またここでの死者を、その類縁である精霊や妖
怪と置きかえたとき、さらにうさん臭い戯れ言だと思われるにちがいない。だからこそ私はあえて、死者や精霊や妖怪の行為にこだわるのだ。」	
	
「ギリシャの島に生まれ日本の山陰にたどりついた文学者とは、もちろんラフカディオ・ハーン、小泉八雲である。「われわれの行為は、･･････」という一節は、ハーンの来日
第一作『日本瞥見記』（一八九四年）の第十七章「過程の祭壇」からの引用で、これを引用した「日本のある詩人」とは入沢康夫で、死者を主題にした詩集は『死者たちの
群がる風景』（一九八二年）のことである。	

　私が大学時代に手にしたこの詩集の、「Ｉ　潜戸から・潜戸へｰｰｰｰ死者たちの群がる風景Ｉ」の冒頭では、「『我らは皆、／形を母の胎に仮ると同時に、魂を里の境の淋
しい石原から得た、のである』／といふ民俗学者の言葉を、／三つ目の長編小説で終章の扉に引いたあの先達も、／夜見の世界へと慌ただしく駆け去つて入つた。」とう
たわれる。この民俗学者は柳田国男で、「あの先達」は、『忘却の河』の福永武彦である。『死者たちの群がる風景』にはほかにも、三好達治やジェラール・ド・ネルヴァルと
いった「死者」たちの影もみえかくれする。なお私が敬愛する戦後詩人のひとりだった入沢康夫も、去年の十月、夜見の世界へと慌ただしく去って行かれた。」	
	

「現代の日本社会を死者の目でみる行為を意識的に促すことは、民俗学以外の領域からも提起されている。たとえば政治学者の中島岳志は近年、「死者の立憲主義」を
繰り返し唱えている。	
　中島は、『保守と立憲----世界によって私が変えられないために』（二〇一八年）で、「保守」や「立憲」、「リベラル」などの概念を整理しながら現実政治を批評する。中
島によると、この本の発端は二〇一一年（平成二三）におこった東日本大震災にあるという。震災直後に書いた「死者と共に生きる」という文章で中島は、大切な人の死
（二人称の死）に直面した被災地に向けて、死者との出会い直しの重要性を論じた。死者はいなくなったのではなく、死者となって存在している。私たちは死者の存在を

思い、死者から照らされて生きることで、倫理や規範を獲得する。中島は自身の専門領域である政治学においても、死者という問題が重要な意味をもつのではないかと
考えるようになったという。	
　たとえば「立憲主義」は、過去のさまざまな失敗を繰り返さないよう、そこで得られた経験知や教訓をルール化し、憲法によって国家権力を制約するものである。この立憲
主義が対象とする「国民」は現在の国民だけではなく、死者たちも含まれる。過去に蓄積してきた苦難の歴史の産物が憲法であり、死者の経験の総体が、現在の権力を
縛っていると中島は言うのだった。	

　ここで改めて強調しておきたいことがある。それは日本の民俗学が、近代化のなかで蔑ろにされようとしているものたちに目を向けさせるための、戦いでもあったというこ
とだ。柳田国男の民俗学はなによりも、山人や妖怪、あるいは神社神道から漏れおちた小さな神々に光を当てようとするものだった。こうした観点からは、南方熊楠の神社
合祀反対運動も強調すべき民俗学の戦いだったのである。」	

☆mediopos-1699　　2019.7.11	

■畑中章宏『死者の民主主義』（トランスビュー 2019.7）	



知るということは	
カオスをコスモスにすることにも	
たとえられるかもしれないが	
そのコスモスの知識は	
多かれ少なかれバイアスを併せ持つことになる	

	
カオスを分けると	
それまで死ということのなかった	
カオスは死んでしまうという	
	
けれどもほんとうは	

カオスは死んでなんかいないのだ	
死ということを知ってしまっただけ	
	
知るということは	
知識を得るだけのことなのに	

知ったことを背負ってしまうのだ	
	
論理もまた同じ	
論理はただ論理にすぎないのだけれど	
そのことで論理に雁字搦めになってしまうのだ	

	
知らないほうがいいのではない	
論理を持たないのがいいのでもない	
だいじなのはそこから自由になることだ	

	
けれどプレとポストを取り違えてはならない	
知識や論理の前に戻るのではなく	
そこからあらたに道を歩みはじめること	
できないからしないのではなく	

できるけれどあえてしないことさえできるように	
	
コスモスと往還する自在なカオスが	
そこから生まれてくるかもしれないから	

☆mediopos-1700　　2019.7.12	

（「第１章「『古事記』に息づく「日本人」の原点」より）	
「『古事記』を筆記した太安万侶は、漢字による日本語記述のパイオニアでした。序文で彼は、古い時代の日本語は素朴なので、それらをすべて漢字に移し替えることは
簡単ではない、とその苦労を吐露しています。	
　そんな彼に充分敬意を表しつつ、それでもあえて言いたいのは、太安万侶の漢字のチョイスには、どう考えても間違いがあるのではないかということです。それも意図的
な間違いが。	

　しかし、だからといって太安万侶を責めたいわけではありません。逆に、彼がなぜその漢字を選んだのか、そこに注目することによって、私たちは『古事記』が成立する以
前の日本人が持っていた価値観を知ることができるのではないかと思っています。」	
	
「伊邪那岐が妻を追って行った「黄泉」ですが、現代人である私たちは、それが地下にあるようになんとなく感じてしまいます。でも『古事記』には黄泉が地下にあるなんて
どこにも書いてありません。それどころか、黄泉の国と現世との境を「よもつひらさか（黄泉比良坂）」と言いました。「ひら」は平ら、「さか」は境、つまり「平らな境」です。	

　ということは、黄泉の国と現世とは同じ平面上にあると前古代の日本人は思っていたようなのです。それなのに、なぜ私たちは「黄泉」が地下にあるようなイメージを持っ
てしまうのでしょうか。そのイメージを与えたのが「黄泉」という漢字なのです。（･･･）	
　「黄泉」という語は中国の『春秋左氏伝』という本に出てきます。この本は、「四書五経」の五経のひとつである『春秋』という注釈書のひとつです。その注に、黄泉とは「地
中の泉」だと書かれています。」	
　地下のイメージがここから来ました。つまり、「よもつひらさか」においては水平な存在であった「よみ」が、「黄泉」という漢字を当てることによって、垂直な存在、地中のも
のにされてしまったのです。」	

	
「黄泉を死者の国と書きましたが、本当のことをいうと前古代の日本人には「死者」という概念すらなかったと思われます。（･･･）	
　口述した稗田阿礼が「しぬ」と言ったところに、太安万侶が「死」という漢字をあてはめたのです。実はこれが変なのです。（･･･）	
　日本古来の「しぬ」と中国からの輸入である「シ（死）す」とは、本当は違う言葉だったのではないか。そんな疑問が湧いてくるわけです。	
　「死」が「シす」なら、「しぬ」はいったい何なのか。これについて、民俗学者の折口信夫は「萎ぬ」だというのです。「萎ぬ」とは、植物が枯れてしなしなになるような状態を

いいます。	
　その反対語は「いく（活く）」です。しなしなの植物に水をかけると生き返りますよね。」	
「前古代の日本人にとっての「しぬ」は、魂が離れていってしまったために、一時的にしなしなな状態になっているにすぎなかった。ですが、それに太安万侶が「死」という
漢字を当てることで永続的な死のイメージが与えられてしまったのです。」	
	

「「黄泉」「しぬ」に続いて、 後が「故」です。	
　『古事記』の中では「故」という字が大変多く使われています。本居宣長は、この字が句の頭にあるときは「かれ」と読みなさいと言っています。また、この字はしばしば本
来の意味とは違う用法でも使われているとも指摘しています。	
　「故」は「ゆえ」と読まれ「だから」という意味で使われるのが普通です。ところが『古事記』の中では「そして」の意味で使われている箇所が多いと本居宣長は言うのです。
因果を説明する「だから」ではなく、ただ事実と事実をつなぐ「そして」の意味で「故」が使われている。」	

「当時の日本には「だから」という「因果」の考え方がなかった。」	
「日本人もはじめは論理や因果というものが理解できなかったのではないかと思います。すべては「そして」「そして」「そして」でつないでいくものであって、「ＡだからＢ」と
いう考え方はなかったのではないか。	
　そこにきて、太安万侶は文と文を接続する「かれ」に「故」という字を当てはめた。もし、単に「そして」を表したいのであれば「而して」を使えばよいのです。それなのにわ
ざわざ「故」を使っている。	

　なぜか。	
　太安万侶はあえて「故」を使うことで、前古代の日本人にはなかった「だから」の考え方を植え付けようとしたのではないか。因果というものを知らない人たちに、物事には
原因があって、過去にこういうことがあった結果として、いまこうなっているんだよ、ということを教えるために、「故」という字を使ったのではないか。そう思うのです。」	
	

「現代を生きる私たちは、会社では「もっと論理的に話せ」などと言われます。テレビや新聞を見れば「終活」をしてスマートな死を準備しなさいと言われ、しかし一人になる
と死への恐怖におびえています。	
　ところが、前古代の日本人は、そんな私たちとは全く違う価値観のもとで生きていました。論理はまだなく、死への恐怖もなかった。自然の中で自由に生きていました。	
　『古事記』の物語を読むことで、私たちは自分たちが縛られている価値観から自由になることができるのではないでしょうか。そして自由になることによって、いま抱えてい
る不安やしがらみがふっと軽くなるように思うのです。」	

■安田登『役に立つ古典』（NHK出版 2019.7）	


