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☆mediopos-1726　　2019.8.7	

■名九井直子・さく　井上佐由紀・写真『ない！』	
　（福音館書店　ちいさなかがくのとも　2019年9月号）	

「ぶどうが･･････　ない！」	
「ねこが･･････　いない！」	
「すなのおしろが･･････ない！」	

	
（名九井直子　作者のことば「ない！」より）	

「「ない」ってどういうことでしょう。「とっておいたプリンがない！」「大事なボールがない！」「飼い猫がいない！」「もうおじいちゃんがいない」･･････。「ない」と
いうことは「あった／ある」ということと共に存在するような気がします。プリンが 初からなければ、なくなることはないし、ボールを持っていなければなくすこと
もない。＜誰か＞も存在していなければ、いなくなることがありません。「ここにはなんにもないな」と言っているときには、脳内に「ある」方の想像力が広がって

いるような気がします。」	
	

（編集後記　おおきなひとのための『ない！』より）	
「身近な「ない」から、驚きの「ない」まで、いかがだったでしょうか？　どれも同じ「ない」ですが、ものによって、また、見る側の気持ちによって、受ける印象が
ずいぶん変わります。例えば、空っぽのお弁当箱。自分が食べたつもりで見ると、ああ、おなかいっぱい！　幸せな気持ちに満たされます。でも、誰かに食べ

られちゃった！と思ったら、ああ、なんて悲しい･･････。	
　存在していたものがなくなる（いなくなる）には何かしら理由があります。食べものは誰かが食べたらなくなります。電車（鉄道模型）は走り去ったら、もうその

場にはありません。チンアナゴの仲間は砂の穴に潜って眠るため、夜は姿が見えません。	
　砂のお城は、波がさらっていきました。（･･･）砂と水で作られたお城は、四十分ほど波にあらがって、静かに消えていきました。」	



どうやって生きていけばいいのか	
いまだにわからないところばかりだけれど	
そうとしか生きられないかたちがあって	
そのかたちのほんとうからしか	
それを表現することができないのだということに	
気づいたのはいつの頃からだったろう	
	
それなりのスキルがあれば	
写真は機械だから写るだろうし	
言葉もまた使うことができるだろう	
若い頃はそんなふうに考えていたところがある	
	
けれどちがうのだ	
まったくちがうのだ	
そのちがいがわからなければ	
まったく感じられないだろうが	
それなりのスキルが必要ではあるけれど	
その人でしか写せないものがあり	
その人でしか表せない言葉がある	
その人の表情もまた同じだ	
	
それらは音楽の響きの違いのように	
同じメロディーを奏でているようにきこえたとしても	
まったく違った音楽が奏でられている	
嘘はつけないのだ	
	
飾りは飾りでしかないし	
ほんとうはやはりほんとうとして顕れる	
そのことが少しずつだけれど	
年を経るごとに感じられるようになった	
年を経ることで得られる楽しみのひとつだ	

（鬼海弘雄「はじめに」より）	
「私は写真家だから、相手のポートレートを撮るところからゆるゆると対話を始めた。	
　山田太一さんは多摩川で、荒木経惟さんが新宿御苑、平田俊子さんは西荻窪、道尾秀介さんが浅草、田口ランディさんも浅草、青木繁さんは広尾、

堀江敏幸さんが上野公園、池澤夏樹さんは芝公園、とくに何かを意識して場所を選んだわけではないのだが、気がつけば、それぞれにふさわしいと
ころで撮り、語り合っていた。人格と場所はくっついている。流行の 先端がぶつかりあっているような場所が似合いそうな人は、ひとりもいなかった。	

　くだくだしい説明は不要だろう。すぐれた表現者である彼らは、自分の道を自分の歩幅で、焦ることなく、わき目もふらず、まっとうに歩いている。そこ
から個性が際立つ、と学ばせていただいた。	
　人の歩みは、古今東西、いまも昔も、そのようにして何ものかを残してきたのだろう。自分の歩幅を守り続けるのは、簡単なようで難しい。どのようにし

て歩幅を保ってきたかは、それぞれの対話に語られている。キーワードの一つは「旅」だ。」	
	

（山岡淳一郎「雷鳴----あとがきにかえて」より）	
「取材の旅先で、鬼海さんとどれだけ空を眺めただろう。ひとつとして同じ空はなかった。	
　人生の起伏によって、見える空の姿は幾分変わるけれど、己を動かすエネルギー源の薪は自分で炉にくべて燃やすしかない。「じゃあね」と別れた

あとは、いつもそう思った。	
　「「アサヒカメラ」で対談の連載をするから手伝ってくれないか」と声をかけられたときは、二つ返事で引き受けた。対話の相手は表現者として世界を

確立された方ばかりなので、流れのままに鬼海さんという共鳴板に話を投げてくれば響く、と読んでいた。鬼海さんの考え方や感覚は、ある程度、わ
かったつもりだった。	
　いざ、対話が始まってみると、共鳴の深さ、大きさは予想をはるかに超えていた。単なる意気投合ではなく、地下茎のつながりを随所で感じた。写真

や小説、あるいは建築といったジャンルを超えて、人生との向き合い方のヒントがちりばめられていた。読むと目が開かれ、はっと生きをつける対話が
あちこちにあった。	
　ようするに生きることは「肯定し、認める」作業の積み重ねなのだ。」	

☆mediopos-1727　　2019.8.8	

■山岡淳一郎＝編『ことばを写す　鬼海弘雄対話集』（平凡社　2019.7）	



トランスパーソナルから	
インテグラル・スピリチュアリティへ	
そしてさらにインテグラル理論へ	
	
コスモスには	

物質・身体・心・魂・スピリットなど	
さまざまな領域があり	
各領域のなかでもさまざまな段階がある	
	
物理学のめざす統一理論は	
物理的宇宙しか対象としていない	

どんなに壮大なビジョンが描かれても	
その宇宙にあるのは物質でしかない	
	
現在はそれぞれの領域でさえ	
さらに細分化され続け	

ますます部分でしかものが見えなくなっている	
各領域でさえ統合的なビジョンを描くのは夢のまた夢	
ましてや領域間を統合することはそのはるか彼方	
	
けれどもその壮大な統合的ビジョンへの道は	

試みる価値があるのは間違いない	
とくにこれだけバラバラになってしまった宇宙では	
	
シュタイナーの試みた精神科学のビジョンもまた	

そうした本来の統合の試みの 先端にあり	
可能性の種としてはもっとも豊かなものであるはずなのに	
それを担おうとする人たちはむしろ	
部分性しか生きられていないようにも感じられる	

☆mediopos-1728　　2019.8.9	

■ケン・ウィルバー	
　『インテグラル理論／多様で複雑な世界を読み解く新次元の成長モデル』	
　（加藤洋平・監訳　門林奨・訳　日本能率協会マネジメントセンター　2019.6）	

■ケン・ウィルバー『インテグラル・スピリチュアリティ』	
　（松林太郎・訳　春秋社　2008.2）	

かつてケン・ウィルバーが	
意識のスペクトルをひっさげて登場したときの驚きは	
いまでもよく覚えている	
その視点からはさまざまな示唆を得ることができたのは確かだが	
そのある種の図式性やモデル性から伝わってくるものは	

全体性をめざすがゆえに避けられない	
理論性の勝ちすぎた地平だったのかもしれない	
	
とはいえコスモスは統合的なビジョンに向かうことなしでは	
私たちはますます断片的になってしまうことは避けられない	
私たちひとり一人の宇宙が	

コスモス全体としての宇宙と	
どのように関係づけられ得るのか	
やはりそれは部分領域だけではなしえないことは確かだ	
それを精神科学と呼ぶかインテグラル理論と呼ぶかは問題ではない	
そこにある切なる問いとその統合性を失うわけにはいかないのだ	



（ケン・ウィルバー『インテグラル理論』より）	
「ギリシャ人たちは、コスモス（Kosmos）という美しい言葉を用いていた。コスモスとは、万物を----物理的な領域、情動的な領域、心的な領域、精神的／霊的な領
域の全てを----包含する豊かな全体を意味する言葉である。究極の実在とは、単なる物理的領域としての宇宙(cosmos）ではなく、コスモス全体、すなわち、物理
的な領域、情動的な領域、心的な領域、精神的／霊的な領域の全てだったのである。生気も活力もない物質の世界だけでなく、物質、身体、心、魂、スピリットか
らなる有機的な全体を意味していたのだ。	
　コスモス！　ここにこそ、本物の「万物の理論」はある！	
　だが、哀れな現代人は、コスモス（Kosmos）を物質的宇宙(cosmos）へと還元してしまった。私たちは、物質と身体と心と魂とスピリットの全てを、物質だけに還元し
てしまったのである。そして、この単調で陰鬱な科学的唯物論の世界のなかで、物質的領域だけを統合する理論が、本当に万物の理論であると信じ込んでしまっ
ているのだ･･････。	
　実際、新たな物理学は、神の心を明らかにすると言われている。なるほど、しかしおそらくそれは、神が物質について考えているときだけの話だ。	
　それゆえ、物理学の統一理論を構築することの重要性を少しも否定することなく、同時にこう問いかけてみよう。	
　単なる物理的宇宙だけでなく、コスモス全体を包括する理論を生み出すことはできるだろうか？　本物の「万物の理論」など、存在しうるのだろうか？　こうした問
いを発することに、そもそも何らかの意味があるのだろうか？　そして、もし意味があるとしても、私たちはどこから手をつけ始めればよいのだろうか？	
　本書で紹介する『統合的ビジョン』----あるいは、本物の「万物の理論」----とは、物質、身体、心、魂、スピリットの全てを、自己、文化、自然の全ての領域にお
いて包含しようとする試みである。統合的ビジョンとは、できるだけ包括的に、偏りなく、全てを包含しようとする試みなのだ。それゆえに、統合的ビジョンとは、科学
と芸術と倫理の全てを大切にするものであり、物理学から精神性／霊性まで、生物学から美学まで、社会学から瞑想まで、さまざまな分野を等しく包含するもので
あり、統合的政治、統合的医療、統合的ビジネス、統合的霊性とった多種多様な応用例を生み出すものなのである。	
　本書は、ありうるひとつの「万物の理論」についての簡潔な全体像を示したものである。もちろん、こうした試みは全て、多くの点において、失敗することを宿命づ
けられている。（･･･）	
　とはいえ、これは単に、こうした試みが、一人の人間の知性によって実行可能な範囲を超えているという意味ではない。そうではなく、そもそもこうした試みそのも
のが、本質的に、実行不可能な事柄なのだ。知識は、それを分類する方法よりも速く拡大してしまうからである。ホリスティックな探究とは、常に遠ざかっていく夢で
あり、あたかも地平線のように、近づけば近づくほど、後ろに引き下がっていくものなのである。それは、虹の先端にあると言われる黄金の壺のように、決して到達
できないものなのだ。	
　そうだとすれば、なぜ、不可能なことをわざわざ試みるのだろうか？　なぜなら、私の考えでは、たとえ少しばかりの全体性であっても、全体性が全くないよりはマ
シだからであり、統合的ビジョンは、細かくバラバラに切り分けられた他のビジョンよりも、かなり大きな全体性を提供するものだからである、私たちは、今よりも全体
的になることもできれば、今よりも全体的でなくなることもできる。今よりも断片化された状態になることもできれば、今よりも断片化されていない状態になることもで
きる。今よりも疎外された状態になることもできれば、今よりも疎外されていない状態になることもできる、統合的ビジョンは、私たちに、自らの仕事や生活、さらには
自らの運命そのものを、もっと全体的で、もっと断片的でないものへと変化させてみないかと、招待しているのである。」	
	
（ケン・ウィルバー『インテグラル・スピリチュアリティ』より）	
「私は、スピリチュアリティの統合的アプローチが、近代や近代以降における世界が完全に見逃していた宗教の役割を明らかにしたこと、そして宗教のこの根本的
に新しい役割は、実際に果たされることはもちろん、人間全体のまさに現実的な新しい救済の可能性を持つものであることを信じている。それはどのような役割で
あるのかは、本書の議論を通じて、明らかにされるだろう。」	
「この統合の冒険は始まったばかりといえるのである。	
　しかしながら、見たところ、結論は簡潔なポイントにまとめることができる。あなた自身の成長と発達のなかで、あなたは、自己・文化・自然を、より高い、より深い、
より拾い存在様態へと導く力を持っているということである。それは単なる「私」という切り離されたアイデンティティから、より充実した、「私たち」へ、さらには、「私た
ちすべて」----一切衆生----という、より深いアイデンティティへと拡大していく。それは、あなた自身の、真・善・美への力が深まり、拡大することでもある。より大
きな意識はより広い包含を伴う。それは自己において培われ、自然において体現され、文化において表現されるものである。	
　こうして、自己・文化・自然のなかで体・心・霊を高めること。これが統合的アプローチのめざましい目的であり目標である。このわくわくする冒険に、あなたを喜ん
でご招待したい。」	



昼と夜	
それぞれの顔は違っていても	
どちらもたいせつ	
ふたつでひとつ	
	
昼の池　夜の池	
夜には昼には見られない	
生物の姿がある	
	
人もまた	
昼の顔　夜の顔	
意識　そして無意識	
	
人の意識は氷山のようで	
見えない無意識のほうが	
ちっぽけな意識を支えている	
	
そんな夜の意識を探検するのは	
暗くて怖くてそして危険で	
無闇に赴くことはできないけれど	
そうした世界があることだけは	
知っておいたほうが	
昼の意識を生きるためにも欠かせない	
	
意識のなかには	
さまざまな生物が生きている	
けれど	
昼の顔と夜の顔は	
まるで違っていたりもする	
	
昼の顔だけしか知らないでいると	
ときにはそれが	
見えない夜の顔から	
操られていることも知らないままで	
ロボットになっているのに	
自分の意志だと思っていたりもする	
ファナティズムなどはそのひとつだ	

☆mediopos-1729　　2019.8.10	

■松岡達英 さく『よるのいけ』（福音館書店　なかがくのとも　2019年9月号）	

「よるも　だいぶ　ふけてきた	
　いつもは　いえで　ねている　じかんだけど、きょうは　とくべつ。	
　テントのまわりを　たんけんしてみよう。	

	
　ゲッゲッゲッゲッ、ゲッゲッゲッゲッ	

　なにかが　ないている　なんだろう？」	
	
	

（作者のことば　松岡達英「水辺の一晩」より）	
「私は子どもの頃から蝶や甲虫の採集と観察が好きで、それに絵がそこそこ上手だったことも加わって、自然を

描く絵本作家になりました。	
　若くて体力のあった頃は、走り回って世界中のジャングルで採集や観察をしましたが、歳をよるとハードな昆
虫採集も体力的にきつくなる、いつしか両生類や水中昆虫を静かに観察することが多くなりました。幸いにもア

トリエのある新潟の長岡は水田が多く、そこに水を引くための用水や溜池がたくさんあります。そんな中に私の
お気に入りの溜池が４つあり、週に２回くらいそのどこかの生けを訪れています。	

　イモリやサンショウウオの幼体、ウシガエル、ツチガエル、トノサマガエル、それにシュレーゲルアオガエルや
モリアオガエル、ギンヤンマ、イトトンボ、ゲンゴロウ、タイコウチ、コオイムシ、マツモムシ、アメンボ･･････。そこ
では数えきれないほどの生物に出会うことができ、「なんて幸せなんだろう」といつも思っています。そして、そ

のそれぞれが「私の絵本作ってよ、絵本で子どもたちに紹介してよ！」と言っているような気にもなってきます。
だから、私は彼らのメッセンジャーになったつもりで絵本を創っているのかな、と思う時もあります。	
　池の夜もすごく魅力的です。モリアオガエルの産卵はたいがい夜中、池の周囲からオスガエルが出てきて今

夜の産卵場所に向けて泳いで集合し、そして木に登ります。その中には、池の水をたくさん飲んで大きく膨れ
たメスも混ざっています。その背にはオスを２匹くらい乗せています。ケローッオコローッと外合唱、池は真夜中

の祭りのようです。	
　懐中電灯を手に観察しているときは、必ず妻が一緒にいます。私は大の怖がりで夜や闇が大嫌いです。蛍
の光がフラーッと見えただけで、ゾーッとします。今回の取材は、編集者と友人が一緒に一晩テントで過ごして

くれたので助かりました。特にこの池はツチガエルが多く、「グエ、グエ、グエッ」と夕方から夜中の３時まで、うる
さくて話ができないほど鳴き続けてくれました。カエルも種によって性格が違うことも夜の取材でわかりました。

なんといっても一番人懐こいのがツチガエル、臆病なのがトノサマガエルで、ツチガエルはカメラのレンズに触
れそうなところまで来ます。そんな時にスイレンの葉の陰から「ジー」と見ているのがトノサマガエルでした。	
　翌朝のギンヤンマの羽化までは寝袋に入ったのですが、地面が池に向かって傾斜してたので、寝返りを打

つたびに滑り落ち、体中が痛くなる一晩でしや。しかし、痛みに代えられないくらいたくさんのことを水辺の生
物たちに教わりました。」	

ちょっと怖くても	
夜の顔をのぞいてみるに越したことはない	
	
人はほとんど	
昼の顔で生きているけれど	
夜の顔を知ることで	
昼の顔も変わってくる	
そのことでまた	
夜の顔も変わってきたりもするのだ	



図書館への欲望は	
隠されたアカシックレコードへの	
郷愁なのかもしれない	
	
記憶はその無限の奥行きのなかに	

すべて収められ続けているはずなのだが	
人間は制約されたからだとこころのなかで	
記憶が失われてゆくのをそのままにすることができず	
せめて過去の記憶を一部でも記すしかなかったのだ	
	
言葉もそのなかで生まれ	

語られ詠われ歌われる言葉だけではなく	
文字までがつくられ記されるようになった	
	
図書館はまず書き記されるまえに	
記憶のなかに蓄えられ	

踊りや身ぶり	
そして口伝えで受け継がれてきたのだが	
文字が記され始めると	
やがてそれは本という形をとり	
本は集められ図書館となってきた	

	
個人的にいえば	
図書館にはどこか	
郷愁のようなものはあるけれど	

図書館という場所には	
どこか牢獄のような感じも受けて	
その場所に長くいるのは憚られる	
	
住まいのなかにも	

本はそれなりにたくさんあるけれど	
本に縛られるのは好きになれないところもある	
記憶に縛られ過去に操られている	
そんな感じがするからでもあるのかもしれない	

「もし図書館が体系的に収集されたテキストのような単純なものでありえるならば、文化史において、図書館は書物のはるか以前に遡る。どの国にも、書
き記されるずっと前から存在している伝説や寓話、判じ物、神話、詠唱などがある。こうしたテキストは、記憶のなかに蓄えられ、踊りや身ぶり口伝えの言
葉を通して、世代から世代へと受け継がれてきた。ニューギニアのコペ族、マリのマンディンカ族の吟遊詩人、フィリピンのイフガオ族、パレスチナのアラ

ブ人、モンゴルの遊牧民、ブラジルのナンビクワラ族、ブリティッシュコロンビア州のギックサン族とウィッツウィテン族、これらの人びとはハドハド詠歌（フィ
リピン）やヒカイェ物語（パレスチナ）、オルティンドーとギボンドー（それぞれ長い歌・短い歌の意[モンゴル]）のような説話形式を使用して、無形の図書館

を継承してきた。	
　いかなる記譜法ももたない文化は、テキストを完全なかたちで維持することはできない。だがそうした文化は、テキストの完全性をできるだけ保つために、
（複雑な詠唱パターンのような）入念な技法や（社会的義務やタブーといった）掟を導入した。口誦の図書館を維持するための記憶法の たる例は、古

代インドにある。ヴェーダを一節覚える際に、一一もの暗唱法を用いていたのだ。そのひとつジャータ・パーサ(jata-patha、網目式復唱法の意）では、テ
キストの隣り合う二つの単語をまずは順番通りに暗唱し、次に逆の順序で繰り返して、 期にもう一度順番どおりに復唱した。	

　世界 古の口誦図書館はおそらく、中央オーストラリアの乾燥地帯で数万年かけて形成された。アランダ族はそこで、部族の知識、信仰、義務、倫理
から成る複雑なシステムを発展させた。（･･･）オーストラリア先住民はときに、この方ハンナシステムを「夢」や「夢の物語」と呼ぶ。物語は、 初のオースト
ラリア住民と彼らの土地やそのあらゆす特徴----太古の昔からの岩山、台地、川、袋水路、動物、植物、交易や遠征のための行路、トーテムとされる存

在（巨大な獣や巨人）の旅路など----との親密な関係を反映している。」	
	

「まず口誦の図書館が生まれ、次いで実在する「もの」としての本のコレクションが登場した。「図書館（library）」と「本（book）」は、別々の言語に起源をも
つ----liberがラテン語であるのに大志、bece、buc、bocは、古フリジア語、古ザクセン語、古ノルド語、古英語を含むゲルマン語の一群に由来する。しか
し、もとになった言葉の意味は似ている。liberは樹皮を、beceはブナの木を指す。語源はどちらも、書物を作るための森の素材に関連がある。こうした言

葉の成り立ちが持つ意味は重要だ。人間が物事を書き記し始めるとまもなく、書物の製作に用いる材料の性質と入手しやすさが、書物と図書館の歴史
に深く関与することになった。	
　紀元前一二〇〇年頃、ラムセス二世はナイル渓谷で手に入る主要なすべての素材で作られた書物を揃えた、広大な図書館を設立した。書物の素材

は一〇種類以上にのぼり、そのなかにはパピルス草、ヤシの葉、骨、樹皮、象牙、亜麻、石などが含まれた。五〇〇〇年以上にわたる書物製作の試行
錯誤のほんの一場面を収めただけのラムセス二世のコレクションが物語るのは、書物史のごく一部にすぎない。別の場所、別の時代には、書物は絹や

宝石、プラスティック、シリコン、竹、ヘンプ、布くず、ガラス、草、木、蝋、ゴム、エナメル、鉄、銅、銀、金、亀の甲羅、枝角、毛髪、生皮、ゾウの腸などから
も作られていた。」	
	

「パピルスは巻子本に非常に適していた。古代世界の図書館は----貴族のものであれ、公的なものであれ、学術的なものであれ、家庭内のものであ
れ、----巻子本を蓋つきの収納箱や壁龕、あるいは「パプサエ（capsae）」として知られる帽子ケースのような円柱形の箱に保管していた。これらのひとつ

が、ポンペイにほど近いヘルクラネウムの美しいフレスコ画に描かれている。」	

☆mediopos-1730　　2019.8.11	

■スチュアート・ケルズ『図書館巡礼』（小松佳世子訳　早川書房　2019.3）	

ネット化された社会のなかで	
これから図書館はどのような形になっていくのか	
どのような形をとるにせよ	
図書館への欲望は	
アカシックレコードへの郷愁を	

さまざまなかたちであらわしていくのだろう	
	
アカシックレコードへアクセスできた上で	
それらに縛られない	
自由なじぶんであることができるならば･･･	
そのためにこそ私たちは	

それを忘却の彼方にあえて置いてきたのだろうから	



経験することを可能にするためには	
歩くことで道を創らなければならない	
それこそが経験ということだからだ	
	
すでにある道をただ歩いても	

そこから気づきは生まれない	
どんな体験も眠りのなかで	
生まれては消えてゆくだけ	
	
日常の体験は	
それらを経験にすることができなければ	

気づきのプロセスとしては展開し得ない	
	
どんな日常にも	
非日常や神秘としか呼び得ないものが	
出来し続けているのだけれど	

私たちはそれを決めらえた記号として	
じぶんの理解できる形へと変換することで	
決められた道のなかで	
正気を保って生きようとする	
	

しかしどんなに些細なことであっても	
間違いや気のせいでさえ	
新たな経験への道を創ろうとするならば	
それらすべてを気づきへとつなげることができる	

	
そうした気づきの道を歩くこと	
それこそが自由への道だ	
それは教えられる道ではなく	
みずからがみずからを導き	

その未知の場所を歩いてみることで	
はじめて創られてゆく冒険なのだ	

「プロセスワークは「歩くことで創られる道」です。それは日常生活の小さな出来事から始まります。問題や夢中になっている物事、喜び、希望、そして夢。大き
くても小さくても、明かなものでも、かろうじて把握できるものでも、毎日の体験はそれ自体の中に世界を抱き、旅路の始まりを特徴づけます。プロセスワーク
の方法論は、その瞬間の体験の流れである「プロセス」を追跡し、マッピングし、展開していく、シグナルに根ざした詳細な体系です。プロセスを展開していく

旅路は、あなたを日常の思考、親しみのある体験や日常のアイデンティティの限界の向こう側へと連れて行きますが、それにもかかわらずあなたは帰る道を
見つけることができます。	

　実践的な心理学であるプロセスワークは、一九七〇年代にアーノルド・ミンデルが身体の現象とユング派のドリームワークを研究して生まれました。大半の
心理学の実践の焦点が精神病理にあった当時、ミンデルは健康と病気という二項対立を超えるアウェアネス指向の技法を発展させました。枯葉、日常の現
実にはヌミノース（超自然的）な背景が常に多様な方法で現れているという発想を伝えるために、「この瞬間に生じているドリーミング」という表現を造りました。

プロセスワークを発展させる中で、彼はこの「ドリーミング」に対するアウェアネス（気づき／自覚）を日常の体験の中に持ち込むための概念的かつ実際的なガ
イドラインを提供してきました。	

　プロセスワークは多次元的なアウェアネスに根ざしており、神秘主義や先住民文化が長く受け入れてきた、夜見る夢や「ドリーミング」の世界を認めています。
また、プロセスワークは現代社会において一般に「現実」と認識される世界も認めています。こうした多次元的なアウェアネスをもって体験を眺めることは、万
華鏡を通して世界を見るようなものです。そのファインダーを覗くたびに、あなたはユニークでありながら首尾一貫した全体を作り上げる形や色、パターンの

変化を見ます。この種のアウェアネスを使うことで、あなたは日常の意識には普段見ることを隠されている、自分自身の一部分を見るでしょう。統一された「真
の自己」の周囲に境界を設ける代わりに、プロセスワークはあなたの自発的、多面的、多次元的な性質を肯定し、それ自身のあり方で展開することを励まして

いきます。」	
	
「ドリーミング・リアリティに気づいていることの重要性は、ヤキ族のシャーマンであるドン・ファンという師の教えに関するカルロス・カスタネダの既述の中で説

明されています。黄昏時に砂漠をドン・ファンと歩いているとき、カスタネダは茂みの中で何かが動いているのが目に入りました。ぼんやりとした夕暮れの薄暗
い光の中で、何か野生の動物のようなものが断末魔の苦しみにあるように見えたのです。その不自然で奇妙な動きが貸す他園だをぞっとさせました。しかし、
彼がもっと注意深くその生き物を見ていると、突然、実はただの一本の枝が風に揺れているだけだったことが分かりました。とてもほっとして、彼はドン・ファン

にそれが結局はただの枝だったことを伝えました。そのとき、ドン・ファンはカスタネダに大きな機会を逃したと言いました。なぜなら、彼のドリーミングがただの
枝へと矮小化されてしまったからです。野生の動物のヴィジョンは、彼のために意味あるものだったのです。	

　プロセスワークではドリーミングの次元のリアリティに価値を置くことを強調していますが、それによってプロセスワークは何らかの問題とワークするという方法
以上のものになっています。それはスピリチュアルな方向づけでもあり、人生の生き方でもあるのです。ドリーミングの体験に開かれていくと、あなたのすべて
の体験を、----それがスーパーマーケットの中だったとしてもカウンセリングの中だったとしても----、魔法のように神秘的なドリーミングというパラレル・ワー

ルドへのアクセスポイントにすることができるのです。」	

☆mediopos-1731　　2019.8.12	

■ジュリー・ダイアモンド＆リー・スパーク・ジョーンズ 
　『プロセスワーク入門／歩くことで創られる道』	
　（松村憲・田所真生子・青木聡 訳　コスモスライブラリー　2018.5）	



宇宙は	
それを問う	
意識の前に現れる	
	
どんな小さな意識にも	

その前に宇宙は現れる	
	
意識は	
物質　生命　魂	
それぞれの発する問いのなかで	
宇宙をそれぞれに応じ出現させるのだ	

	
石は石のように	
草は草のように	
樹は樹のように	
蝶は蝶のように	

鳥は鳥のように	
牛は牛のように	
獅子は獅子のように	
	
そして人間は	

人間であるがゆえに	
哲学もそこからでてきた科学も	
そしてその背景にある宗教も	
その意識の地平のなかで	

宇宙を問いつづけてきた	
	
宇宙をコスモスとしての	
数学的構造として見立てたり	
宇宙の有限や無限を議論したり	

宇宙を問う知性の有効性を	
人間を超えた知性の可能性へと広げたり	

☆mediopos-1732　　2019.8.13	

■伊藤邦武『宇宙はなぜ哲学の問題になるのか』	
　（ちくまプリマー新書　2019.8）	

そしてこれからも問いは続いてゆくだろう	
けれども人は問いを超えてゆくことはできない	
人はみずからの意識の地平の内にあるからだ	
	
人という存在はその問いそのものとして現れる	

いかにして他に勝るかを問うものは	
競うという世界のなかにあり	
いかにして利を得るかを問うものは	
利害という世界のなかにあり	
いかにして愛するかを問うものは	
愛するという世界のなかにある	

	
人間が人間であることの可能性は	
その意識の地平の可能性とともにある	
未来への道を歩もうとするならば	
人間は問いつづける存在として	

意識の地平を開いてゆかねばならない	



「私たちは宇宙のなかで、どのような位置を占めている生物なのだろうか----。」	
	
「「宇宙の中の人間の位置」というこのテーマは、二一世紀の私たちだけの問題関心であるかといえば、いうまでもなくそうではありません。この問題は人類
にとって、その文明とともに古くからある、ある意味では人類共通の永遠のテーマでもあります。人間はその文明の源から宗教や神話という形をとって、こ
の問題を考えてきました。そして、宇宙の全体を神々の物語として理解しようとした神話の時代の後に、同じ自然世界をもっと合理的な説明の下で理解し
たいという欲求から、二つの学問が生まれました。	
　それらの二つの学問は、あたかも双子の兄弟のようにいつも一緒に成長してきた学問で、それが科学と哲学です。科学は宇宙全体の組成や構造を、客
観的な事実の側面から理解しようとします。哲学は、人間にはそうした理解や説明がなぜ可能なのかを問いかけるとともいん、そのような能力をもった人間
が宇宙の中に存在する意義についても反省します。これｔらの二つの学問は歴史の中でつねに、いわば不即不離の形で発展してきたのです。」	
「哲学は科学の双子の兄弟です。ですから、科学の進展は哲学の問題意識の進展でもあります。もちろん、哲学の基本テーマそのものは変わりません。
それはどこまでいっても「宇宙の中の人間の位置」を問題にします。しかしながら、その想定している宇宙の科学ヴィジョンが異なれば、哲学の問いの立て
方も当然のことながら、変わってきます。」	
	
「私自身は、哲学の中心的な課題を「宇宙の中での人間の位置の探究」と見る見方は、非常にオーソドックスであると同時に、とてもチャレンジングな考え
方だとも思っています。この本では、宇宙の中での人間の位置の探究という観点に沿って、哲学史の古代から現代までを外観していますが、その作業を
通じて、プラトンやカント、ルソーやウィトゲンシュタインなど、重要な思想家の理論を学ぼうとします。これらの人びとは、哲学史に登場する哲学者の中でも
もっとも正統的な哲学者ですから、哲学入門を宇宙の問題からはじめるというのは、とてもオーソドックスな見方だといえるでしょう。	
　しかし、こうした哲学入門のスタイルは、同時にかなり挑戦的なやり方だともいえます。というのも、この本のなかでたびたび強調しているように、宇宙を考
える人間の発想は、科学の長い歴史を通じて、何度も大きな変革を経験してきました。そしてそのために、哲学の世界でも変動する宇宙像に合わせるよう
にして、いろいろな思想的革命を経験することになりました。したがって、哲学入門を宇宙の問題からはじめるというのは、哲学の長い歴史の中での、思想
的革命のダイナミズムを見つめてみよう、ということにつながります。この本は哲学についての「入門」の本ですが、哲学の永遠のテーマを学ぶとともに、そ
の変転する姿にも目を開こう、と呼びかけているのです。」	
	
「第１章の問い----宇宙はどうしてこんなに美しいのか？」	
「古代ギリシアの哲学者、たとえばプラトンは、宇宙の組み立てが数学的に見て美しい図形をモデルにして設計されているはずだ、と考えました。彼らは、
宇宙の数学的構造を見通すことが、宇宙そのものが奏でる天上の音楽に聞き入ることだと考えました。	
　しかし、私たちはなぜ、宇宙の構造に幾何学的な構造を当てはめたくなるのでしょうか。いいかえると、私たちはなぜ宇宙をカオスではなく、コスモスとし
て見ようとするのでしょうか。」	
	
「第２章の問い----宇宙は有限か、無限か？」	
「西洋近代の哲学者たち、たとえばデカルトやカントは、宇宙が無際限に大きいということをめぐって、いろいろな議論を試みました。宇宙が無際限に大き
いということは、どこまで行っても限界がないということです。とはいえそれは、宇宙が無限大であることとは必ずしも同じことではありません。それでは、どこ
まで言っても限界がないとはどういう意味なのでしょうか。」	
	
「第３章の問い----宇宙人が知性をもつかどうか、どうしてわかるのか？」	
「二〇世紀以来の哲学では、私たちが何かを考えるとき、それを可能にしているのは言語や記号を操る能力だと考えました。」	
「もしも人間にとって言語能力が思考の 大の条件ですとしたら、宇宙の内なる知的生命体も同じく、記号などを使ったコミュニケーションの能力をもって
いるように思われます。しかし、さまざまな生命がそれぞれ知性をもっていることが、それらがみな同じ論理、同じ記号能力をもっている、ということを意味す
るのでしょうか。」	



現代人は競争に敗れることを怖れている	
人はそれなりに競い	
勝ったり負けたりすることもあるだろうが	
競争することが目的となってしまったとき	
それ以外の価値を見いだすことが難しくなる	

	
老いないひとも	
死なないひともいないから	
そのことを問題にすると	
勝ち負けも競争も相対化されてしまうけれど	
その問題から目を反らせることで	

競争原理信仰が生きられてしまうのだ	
	
そうした競争とははなれたところで	
みずからの本来を生きようとする	
かけがえのない場所をもっていなければ	

競争することそのものが	
私という存在を規定してしまうことになる	
	
私はただこの私であって	
本来はほかのなにものかを代表することも	

競ったりすることもできないのにもかかわらず	
組織や国や民族やの代表となって語ったり	
それらの主義を唱えたりすることも	
それに似ているのかもしれない	

	

☆mediopos-1733　　2019.8.14	

■平川克美	
　『露地裏で考える／世界の饒舌さに抵抗する拠点』	
（ちくま新書1420　2019.7）	

憑依されでもしているかのように	
それらにみずからを投影し	
組織や国や民族やの	
正しさや優越を誇ろうとするのだ	
	

経済原理や権力を主体とみなせば	
それらがみずからの絶対原理となるように	
組織た民族を主体とみなせば	
それらの意思がみずからの意思となる	
	
人は模倣からその生をはじめ	

それなりに畏敬を事として	
みずからの生き方を模索していくけれど	
模倣も畏敬も子どものままではいられない	
やがて子どもであることからは	
離れていかなければならない	

	
みずからの本来を問いつづけ	
やがて生死の境を超えたところで	
みずからが本来の他者としても生きながら	
未来へとみずからを位置づけていこうとすること	

それが大人になるということでもあるだろう	



「政治や、社会の問題について語るとき、わたしはいつも小さなうしろめたさを覚える。それはわたしの任ではないと、どこかで思っているからである。」	
「それでも、わたしは求めに応じて新聞や雑誌に、これらの問題について発言してきた。その場合、わたしは自分自身にちょっとしたルールを設けることに
した。大文字の問題を語るときに、大文字の言葉で語るのは評論家に任せておけばよい。人間の生活から乖離したところで大上段から語られた言葉は、
市井の露地裏ではどんな指南力を持つこともない。足元の現実、日々の暮らしの中から見えるもの、わたしの場合であれば露地裏の喫茶店から見えてく
るものについて、それを自分の問題として考える言葉を探すこと。それが、わたしが自分に対して課したルールであった。（･･･）	
　「露地裏目線」というものがあるとすれば、いつの頃からか、わたしはその目線の先にみえる風景の観察者でありたいと思うようになった。」	
	
「消費者とは、金だけが一元的価値であるような存在である。」	
「消費者というものは、本質的には年齢不詳のアノニマスな（無名の）存在である。資本主義の高度化によって経済の主体が消費者中心に移行してゆく中
で、市民の生活も価値観も変容して言ったと言えるだろう。どれだけの資金量を持っているのかが、豊富な経験や深い教養よりも重要視されるようになっ
ている。そうした風潮の中で、ひとは必然的に老いることを忌避し、しいては大人になることを拒否するようになる。	
　消費者の時代の、若者たちのロールモデルは、かつてのような年配の作家や、芸術家ではなく、自分たちよりも少しだけ年上も、兄貴分的なひとびとで
あり、年寄りはその視線の先に存在していない。」	
「大人が大人の顔付きを失ったのは、平均寿命が大幅に伸びたということもあるだろうが、やはり消費者万能の時代の中で、大人の価値観が失われて
いったということがおおきかったのではなかろうか。消費者にとって重要なのは、アクティブで、生産性が高く、したがって可処分所得が高いということであ
る。貫禄とか風格というものは、金銭だけが価値基準である「消費者」の前では、ほとんど意味を持たない。」	
	
「子どもは自分のために生きている。自分の快楽を追求することが、子どもらしい生き方である。しかし、それをどんなに洗練させて、合理的に行動すること
ができるようになったとしても、子どもは子どものままである。子どもは誰も自分の責任として他者を引き受けたりはしない。	
　子どもが大人になる契機は、自ら進んでであれ、やむを得ずであれ、自分以外人間のために生きなくてはならないという自覚を持ったときだろうと思うの
である。」	
	
「消費者資本主義全盛の現代社会には、「老い」が生産性の鈍化であり社会コストの元凶であって、経済成長の足かせになっているような価値観が流通
している。競争優位だとか、自己責任だとか、生産性だとか、選択と集中だとかいう言葉のよってきたるところは、競争原理信仰であり、競争に敗れることに
対する恐怖だろう。	
　わたしは、こういった経済ダーウィニズム的な考え方に与しない。そんな風に肩肘張って生きていても面白くなかろうと思う。第一、品がない。	
　「老い」は、若さを競う競争に敗れた結果などではなく、人生の寿命というものを完成させるための 後の段階であり、生と死を和解させるべく、生物に備
わった力なのではないかとさえ思う。そのことを理解するには、金銭至上主義的な思考から離れなければならない。やせ我慢でも、「大事なのはお金じゃ
ない」と言わないといけない。そうでなければ、「老い」の価値を見いだすこともできないだろう。」	
	
「過去と未来を架橋するのは、経済原理の外側に自らの足場を築いているものたちである。現在隆盛の価値観からすれば、敗れ去りしものたちである。し
かし、彼らがもし存在しなければ、現在と過去、現在と未来を結びつけ、和解させる靱帯もまた失われてしまうだろう。わたしは、敗れ去りしものたちの唄声
を聴きたいと思う。」	



二〇世紀初頭	
アスコーナの	
モンテ・ヴェリタ（真理の山）には	
生活改革運動家をはじめ	
芸術家・オカルト宗教家	

革命家・無政府主義者たちが集った	
	
生活改革運動は	
反近代的・反市民社会的なあり方で	
その矛盾を解消すべく	
自然回帰をめざした社会運動である	

	
裸になることが自然回帰になり	
生活改革運動になるのだという	
ヘッセもまた自然療法のために	
裸になって日光浴をするためにやってきた	

	
モンテ・ヴェリタへの入植のはじまった	
一九〇〇年という年は	
パリ万国博覧会が開催され	
ニーチェが没し	

フロイトが『夢判断』を出版した年でもあるという	
	
シュタイナーやクレーももまた	
モンテ・ヴェリタを訪れているが	

この時期のヨーロッパは	
近代的な消費社会が拡大すると同時に	
近代的な思考の矛盾から新たな思想や方法が	
さまざまに展開されはじめていたが	
その象徴的なトポスのひとつが	

このモンテ・ヴェリタなのだろう	
	

☆mediopos-1734　　2019.8.15	

■森貴史	
　『裸のヘッセ／ドイツ生活改革運動と芸術家たち』	
　（法政大学出版局　2019.4）	

	

この本の表紙にも使われている	
お尻をだした裸のヘッセの写真は象徴的だ	
	
裸になるというのは	
近代的な衣服としての道徳や虚飾を離れ	

からだも裸になりこころも裸になるという	
「生活改革」のシンボルでもあるのだろう	
	
けれどもその裸で象徴される近代の病は	
それから一世紀以上経った今でも	
その時代以上にますます迷路化しているように見える	

	
人はどのようにして	
ほんとうの裸になればいいのか	
物質の世界でも精神の世界でも	
ほんとうの裸が何なのかわからなくなってしまっている	

	
ヘッセのようにお尻を出してみるのもいいのかもしれない
が	
モンテ・ヴェリタを去った後にも	
ヘッセは精神療法医から治療を受けていたようだ	

ほんとうに裸であるということがどういうことなのか	
わからなくなった結果なのかもしれない	



「＜裸のヘッセ＞という主題がどこから来たかというならば、それはまさしく、二〇世紀前半のヨーロッパにおける生活改革運動のひとつであった裸体文化
や裸体による日光浴治療を、ヘッセも実践していたという伝記的事実にもとづいている。」	
「ここでいう「生活改革運動」（Lebensreformbewegung）とは、ドイツで一九世紀末から台頭してきた社会運動で、食事、衣服、住居、健康をめぐる生活態度
や生活様式をよりよきものへと変革しようと試みた運動のことである。その時代背景としては、急速に進展した近代化や工業化、大都市への人口集中に
よって、都市部での大衆文化や消費文化が発達する一方で、農村での過疎化が進み、階級格差が拡大していったことがあげられる。こうした閉塞的な時
代状況において、反近代的・反市民社会的な思考、自然回帰をめざす発想がさまざまな領域で主張された結果、生活改革運動という名の社会運動とし
て台頭してきたのだった。」	
	
「ヘッセは生涯を通じて慢性的に身体を病み、精神も安定しなかった文学者であった。父親譲りという幼少期からの眼痛に苦しみ、憂鬱症がつきまとった。
一九四六年に六九歳でノーベル文学賞を受賞したさいも、病気のために授賞式への出席がかなわなかった。	
　すなわち、＜裸のヘッセ＞とは、身体の健康を回復するために、自然療法としての裸体による日光浴を実践したヘッセのありのままの姿であって、かれ
の健康獲得への奮闘を象徴する姿なのである。さらにいえば、当時の裸体文化もまた、基本的には健康に資するという発想にもとづいていた。」	
	
「アスコーナは、スイスとイタリアの国境に隣接するマッジョーレ湖に面した田園風の山村である。このアスコーナ村の上手は丘陵地でもあるのだが、そこを
「真理の山」というイタリア語「モンテ・ヴェリタ」という名で呼ぶようになるのは、菜食主義コロニーが一九〇〇年に設置されてからのことである。」	
	
「モンテ・ヴェリタが生活改革運動を実践するコロニーであったために、ヨーロッパの従来的な生活様式、キリスト教会主導による道徳観に適合できない人
びと、あるいは二〇世紀という新時代の価値観を新規に創造しようとする人びとがこの地に烏合し、離散していった。生活改革運動家はもちろん。文学者、
画家、舞踏家などの芸術家にくわえて、オカルト宗教家、革命家、無政府主義者たちまでも滞在した。まさに二〇世紀初期における異端者たちの梁山泊
であったといっていいだろう。」	
	
「アスコーナのモンテ・ヴェリタ入植がはじまった一九〇〇年というのは、ただの世紀転換点という意義をもつだけではない。過去 高の四八〇〇万人以
上がおとずれて、「過去を振り返り、二〇世紀を展望する」というテーマであってパリ万国博覧会が開催された年でもあると同時に、ヨーロッパ文明やキリス
ト教、民主主義を徹底的に批判し、自身の哲学によって新しい価値観を創造しようとしたフリードリヒ・ニーチェの没年であり、独自の精神分析理論を展開
して人間の精神世界に踏み込み、精神療法の確立をめざしたジークムント・フロイトの『夢判断』出版の年でもある。一九〇〇年とはすなわち、一九世紀
にはなしえなかった思想や方法論を二〇世紀へ継承させる象徴的な分節点なのだ。そして、モンテ・ヴェリタは同様の思想や方法論を信奉する者たちが
実践の拠点として集結したトポスであった。	
　アスコーナを去ったヘッセが一九一六年に神経症を患ったさいに頼りにしたのは、新時代の医療科学である精神療法である。のちにヘッセは数人の精
神療法医から治療を受けることになる。」	
	
「モンテ・ヴェリタと呼ばれるようになったこの山を来訪した著名人の名」より。	
「ルドルフ・シュタイナー」「レフ・トロツキー」「マルティン・ブーバー」「ウラジミール・レーニン」	
「シュテファン・ゲオルゲ」「レオニード・コーガン」「イサドラ・ダンカン」「ジャン・アルプ」「パウル・クレー」	



ギリシアのエレア学派	
パルメニデスの弟子ゼノンのパラドックスに	
アキレスと亀や飛ぶ矢の議論がある	
	
アキレスは先にいる亀を追い抜けない	
亀を追い抜こうとすれば	
いま亀のいるところまで行かねばならない	
けれどその間に亀は少し先に進んでいる	
それが限りなく続く	
	
ゼノンは運動を否定する	
矢はその行程の各地点で不動であり	
いつの時点でもその瞬間は止まっている	
	
実際はアキレスは亀を追い越せるし	
放たれた矢は運動している	
パラドックスはどうして生まれるのか	
	
こうしたパラドックスが生まれるのは	
それをそのもの自体において	
内側から知るのではなく	
外側から知ろうとするからだ	
	
外側から知ろうとするとき	
すべては物事を不完全にしか模倣できない	
記号としてしか思考できなくなる	
知ることが記号や概念に縛られて	
その視点からしか見えなくなるのだ	

☆mediopos-1735　　2019.8.16	

■アンリ・ベルクソン	
　『時間観念の歴史／コレージュ・ド・フランス講義1902-1903粘土』	
　（藤田尚志・平井靖史・岡嶋隆佑・木山裕登 訳　書肆心水　2019.6）	

そこでは運動や生成変化は否定される	
事物は持続することができない	
つまり生きられた時間がそこにでは存在できない	
	
アウグスティヌスは	
だれにも問われないとき	
時間とは何か知っているけれど	
問われたとき説明しようとすると	
それを知らないという	
	
生きられた持続としての時間は	
内的に知ることができるけれど	
外側から生きた時間を知ることはできない	
知られるのは計測可能な時間の記号でしかない
からだ	
	
人が詩を詠うのは	
外からは説明できないなにかだろう	
その言葉も決して運動や生成変化や	
持続そのものになることはできないけれど	
檻のなかで飼われている言葉に	
自由な翼をつけたいと願ってやまないからなのだ	



「ある物事を知るには二つのやり方があります。外側から、そしてすでに知られている事柄に応じて、相対的に知るというやり方と、何かに応じてで
はなく、絶対的に、他のさまざまなことによってではなく、その物事自身によって知ること。外側から知るのではなく（･･･）、そのもの自体において、
内側から、それ自体で知るというやり方の二つです。」	
	
「何かを絶対的に知ること、それは、その何かを単純な事物として知ることであり、単純に知ることです。ある事物を相対的に知ること、それはその物
事を複合（composition）によって知ることです。」	
	
「ある事物が、絶対的に知られるものであるかぎりで、単純なものであり、相対的に知られるものであるかぎりで、複合されるものであるということが、
いったいどのようにして可能なのか。みなさん、この問いの解決は、結局のところきわめてたやすいのです。と申しますのも、単純なものとして知ら
れるものと、複合されたものとして知られるものは、同じものではないのです。（･･･）	
　単純なものとして知られるもの、それは事物です。複合されたものとして知られるもの、再構成されるもの、それは事物ではありません。それは事
物の人工的な模倣（イミテーション）であり、事物の再構成です。模倣というのは、事物の諸要素と呼ばれるものを介し、実際には多かれ少なかれ
人工的で規約的な記号（signe）・表徴（symbole）・表象といったものを介した、ほとんど事物の贋造と言っても良いようなものです。ある事物を絶対
的に知ることは、事物そのものを知るということです。相対的に知るということは、記号によって知ることです。」	
「記号は私に事物の不完全な模倣しか与えないので、この完全な事物を得るためには、以前の諸記号を補うべく新たな諸記号を追加せねばなり
ません。そうしてさらに私が模倣したいと願うものに近づいていくことになります。けれども、まだそこに到達することはなく、他の諸記号が必要となり、
以下同じことの繰り返しです。こんな風に、記号に記号を付け加えながら、記号で記号を添削しながら、私は自分が表現し再現し模倣したいと願う
ものに、無際限に近づいてゆきます。ですが、結局のところ、そこに至りつくということは決してないでしょう。」	
	
「動くものの運動の例を考察しましょう。この運動は、内側から検討されると単純な事物であり、外側から、そして相対的に検討されると、それは複合
体となります。なぜでしょうか。それは、動くものの位置が運動の一部ではないからです。運動とは諸々の位置からつくられているわけではありませ
ん。その証拠に、位置に対して位置を併置するならば、あなたは不動性に対して不動性を併置することになります。そのようなやり方では、決して
運動を手に入れることはできないのです。」	
「不動性に不動性を付け加えながら、私たちは運動の一種の贋造へと至り、私たちの思考にとっての運動の等価物に至ります。ですが、模倣は絶
えず不完全なものであり、私たちは、ますますそれをモデルに近づけることを強いられます。何度も点を挿入し、絶えず位置に位置を付け加えね
ばならないのです。こんな風に私たちは、無限に向かって歩みを進め、尽きることのない数え上げの途上にいるのです。」	
	
「思考するとは、語の習慣的な意味では、幾つかの概念から、つまりいくつかの記号から出発して、記号によって、現実を迎えに行くことです。それ
は、不動のもののうちに、安定したもののうちに、既知なるもののうちに身を安らげることであり、過ぎ去る現実を待ち構え、通りすがりにそれを捉え
ることです。	
　ですが、そうだとすると、運動は、つまり時間は、持続は逃れ去ります。そしてこの実在をしっかり捉えたいと望むのであれば、十分に時間と持続
を表象しようと望むのであれば、適用しなければならないのは、逆の方向です。自然の傾向に逆らいつつ、思考の働きの習慣的な方向を転倒させ、
方向転換させつつ、一挙に運動のうちに、持続するもののうちに身を置くように（･･･）試みなければならないのです。したがって、時間がひとたび内
的努力によって、意識によって捉えられるや、時間から諸概念へと私たちは移行することができるのです。ですが、概念から時間へと移行するいか
なる手段もありません。その結果、諸概念の中に腰を据え、概念を認識の唯一の手段とするような哲学は、時間を逃れ去るままに放置し、時間を無
視し、完璧に黙殺する、あるいは単なる幻想とすることを余儀なくされた、そういう哲学なのです。時間とは、この観点から言えば、分析可能なもの
でもなければ、表現可能なものでもありません。	
　したがって、言葉というものを、まったき現実に到達し、それを表現することのできるものと見なしていた人びとが、持続を軽視し、あるいはそれを
単なる幻想と考えるに至ったのはごく自然なことでした。	
　ギリシア哲学は、端から端まで、生成変化に関する、持続に関するこの観点を採用したのであり、このギリシア的精神の特徴そのものに鑑みて、
そのような観点を採用せねばならなかったのです。」	



生まれてくるのは	
世間のなかでワークするためだ	
	
世間のなかで	
世間とかかわりながらも	

世間から離れひとりでいるということ	
	
世間を放棄するのはなく	
じぶんのなかの世間から	
自由になるということだ	
	

そのためにはまず	
世間を知らなければならない	
そうしなければ	
じぶんのなかの世間が見えないからだ	
	

世間が見えてくると	
その四苦八苦を避けようとして	
世間を放棄したくもなるのだが	
それでは生まれてきた意味がなくなる	
	

しかもたとえ世間から逃れても	
じぶんのなかの世間からは逃れられない	
出家することはむしろ二重の意味で欺瞞となる	
	

出家したはずの場所も	
世間になることは避けられないからだ	
そして宗教化されている場所は	
むしろ世間よりも強力な世間となる	
共同体の問題もまさにそこにある	

そこではひとりであることができない	

（「第１７章　世間こそワークの場だ」より）	
「私が常に私の人々に望んでいたのは、世間にいて、時たま私のところへ来て、私と共にいて、自分自身を再び元気づけ、それから再び世間へ帰っ
ていくということだった。なぜなら世間は変えるべきだからだ。私たちは世間を放棄する者たちではない。	
　すべての宗教は「世間を放棄せよ」と教えてきた。	
　私はあなたに、世間を変えなさい、と教える。	

　放棄することは全く臆病なことであり、それを放棄したところで意義深いことは何も起こらない。世間は生き続け、古いパターンの中で新しい世代が
ずっと生み出されていく。そして世間を放棄してきら人々、彼らも自分が成長しているかどうかをテストできるあらゆる機会を失っているという単純な理
由から、変容を通り抜けてはいない。あなたはヒマラヤで半世紀にも渡って座ることができ、それで沈黙を感じるだろうが、その沈黙はあなたのもので
はない。それはヒマラヤのものだ。すべては静かで、永遠に静かだ。そしてあなたを邪魔する者は誰もいない。	
　ただ、自分がかき乱される状況から抜け出すことは、あなたが静かで平穏な境地に達したという意味ではない。それは単に、平穏さの明白な状況

から逃げ出しているという意味だ。世間を放棄することは、決して私の考えにはなかった。私の考えは常に世間を変えることだった。」	
	
「世間こそワークの場だ。	
　これがミステリー・スクールだ。	
　私たちは世間を変えるために、人々を派遣する準備をしている。	
　それがまさに 初からの。コミューンに関する私の考えだった。だが私が沈黙して隔離した中にいたため、物事は私の考えに従っていかなかった。

コミューンは、心身を回復するための場、休日のための場になるどころか、ただもう一つ別の、仕事、官僚制、階級制度の世界になってしまった。私
たちが変えたかったそうした事柄すべてが、コミューンそれ自身の中で展開されていた。	
　だから私のワークの新しい段階は、ミステリー・スクールの存在となる。それはコミューンのように生きるが、人々は変化する。人々は、自分たちが来
れる時はいつでも、必要な時はいつでも来ることになる。（･･･）	
　私たちは世捨て人ではない。私たちは革命家だ。	

　私たちは全世界を変えたい。	
　そして、世界を変えていく中で、あなたはあなた自身を変えるだろう。あなたが同時に変化を通過しない限り、他の何も変えることはできない。」	

☆mediopos-1736　　2019.8.17	

■ＯＳＨＯ『心理学を超えて１／ウルグアイ講話録』	
　（市民出版社　2019.7）	

自分を変えようとするならば	
むしろ世間のなかで自分を変えなければならない	
そうすることでそのぶんだけ世間は変化する	
	
世間を放棄するのはむしろ	

ほんとうはじぶんを変えたくないからだ	
ワークショップに参加したりするのも	
じぶんを変えようとするじぶんであろうとして	
ほんとうはじぶんを変えたくはないからだ	
	
じぶんを変えるためには	

ひとり世間のただなかに踏みとどまらねばならない	
そのなかで常に醒めていなければならい	
そのことこそが 強のワークとなる	



言語というのはどういうものなのか	
じっさいのところよくわからない	
わからないままに言語を使っている	
逆にいえば言語に使われている	
	

言語の起源には	
さまざまに議論があるけれど	
世界に6000もの言語があり	
そのうち2500ほどが消滅の危機にあるとはいえ	
それでも夥しい言語があり	
それぞれの言語にはその出自があるはずである	

	
すべての言語に共通する起源もどこかにあっただろう
し	
起源となっただろう言語の母細胞はさまざまに分化し
ながら	

言語の生命はこんなにも多様な営みを続けている	
	
そして言語と言語も	
さまざまに交配し淘汰され	
言語そのものもまた変化しつづけている	

	
ひとつの言語はひとつの種（しゅ）なのだろう	
そして魂に集合魂がありまた	
個としての魂があるように	

言語にもいわゆるラングとしての集合的な言語体系と	
パロールとしての個的な言語使用の様態があり	
そのなかで言語という種はさまざまに展開している	
	
日本語のもとは大和言葉といわれ	

それがかつて多大に漢語の影響を受けた	
ハイブリッド言語としての歴史を持ち	
いまや英語の影響の波にさらされている	
	

☆mediopos-1737　　2019.8.18	

■嶋田珠巳／斎藤兆史／大津由紀雄[篇]	
　『言語接触／英語化する日本語から考える「言語とはなにか」』	
　（東京大学出版会　2019.5）	

霊的な視点からあえていえば	
それぞれの言語の起源にはおそらくは民族魂的なものがあり	
その民族魂という存在のありようを受けながら	
言語はさまざまに変化しながら使われているのだろう	
	

そして民族魂もまた交替し変化してゆくなかで	
大きな流れとしてその霊的なありようを反映し	
言語接触やそれにともなう大きな変化のなかで	
あらたな姿をとっていくのではないか	
そしてときにはその民族言語はその役割を終え	
消滅の危機にさらされてしまう	

	
日本語という言語の魂は	
これからどうなっていくのだろう	
日本というスピリッツの役割が必要ならば	
その言語は変容のなかで新たな姿をとっていくだろうし	

その役割を終えたとしたならば	
日本語なるものもまた消えてゆくのかもしれない	



（嶋田珠巳「プロローグ」より）	
「ことばが変わってゆくとき、多くの人は「昔はよかった、自分たちの時代にはもっとちゃんとしていた」と嘆く。これはわりに万国共通で、社会言語学
者ウィリアム・ラボフはそれに「黄金期原則」（Golden Age Principle）という名前をつけた。年をとっても新しいもの好きな人というのは一定数いて、新
しい車、新型のパソコンやテレビ、ときには若者の音楽や新しい食べものでさえも愛でるのだけれども、言語に関しては「いまの若者のことばはいい
ね」などという人はいないというのだ。話者自身が文法や音に関する変化に気づいているとき、その変化に拒否反応を示すことも知られている。こと
ばの変化は人々が気づくときのは抑制する力もはたらいて、ちょうどいいバランスをみつけて落ち着くものなのかもしれない。	
　変化にもいろいろあるが、 近は日本でもずいぶんとアルファベットが目につくようになった。カタカタ語が英語にとってかわれらるようなことが進ん
でいけば、日本語はずいぶん変わっていくだろう。じっさいに、これは視覚としての日本語ではすでに起こっている。たとえば2017年春号のある
ショッピングモールの広報誌。従来なら、「ファッション　この春おすすめのトレンドスタイルで出かけよう」と書いたかもしれないところは、「FASHION 
この春オススメのTREND STYLEで出かけよう」と表記されている。器としての日本語が、かつて漢語を取り入れて独自のものを育んでいったように、
こんどは英語を取り入れて独自のものを育むといったことがあるのか。カタカナとして、音をきちんと日本の体系に合わせて上手に取り入れてきたこ
れまでのやりかたから、さらに「発展」させて、こんどはアルファベットごとあるいは英語の音のまま、日本語に織り混ぜていくなどということが起こるの
であろうか。」	
「アイルランドにいると、ほんとうに、言語を民族や国家あるいは自分たちと切り離して考えられたらどんなにか救われるだろうと思う。《言語＝国家＝
民族》とか《言語＝自分たちのアイデンティティ》といった観念から解放されて、アイルランド語を話さないことにいちいち後ろめたさや恥ずかしさを
感じずにいてほしい。でも言語はどうも、ただの「言語そのもの」では済まされないようである。言語があまりにもそれ自体で文化であるような、そのよ
うな世界観を含みうるものだから、自分の民族から、それを直接的に結ぶ言語が外れてしまうということの苦しさが生じるものなのかもしれない。言語
を言語としてみるというのは分析の対象としてはそれはできるけれども、じっさいに人が話すとなったとき、そこには割り切れないものが確実に介在
する。その割り切れなさは、思考の手段でもあり、形でもあるという、言語の本性に依拠するのであるから、逃れられない。	
　ことばが「自然に」変わっていくとき、ふつう人はその変化を気に留めない。けれども。「ちょっとこれってやばくない！？」と話者自身が気づくときに
は、なかなか猛烈なスピードでことばの変化が起こっているのかもしれない。翻って考えれば、それを裏づける、ことばを取り巻く環境の変化、社会
状況の変化、生活形態の変化もある。インターネットで瞬時に世界につながり、ＳＮＳを用いたコミュニケーションは広がりを見せる。これはたんに伝
達のツールを増やしただけではなく、伝達の質をも変える。さらにいえば、ひろくＳＮＳメディアでのやりとりや絵文字や略語の普及は、それ以外の
言語コミュニケーションにおいても、ことばのやりとりのテンポや文字の意味に変化を与えていくのかもしれない。人工言語、自動翻訳の進展なども、
言語使用と無関係ではない。日々のことばの質的な変化は、その蓄積の幅をとれば、未来に向けておおきな言語変化を引きおこすことにもつなが
る。そしてまた、人々の言語への意識は日々の言語使用に影響を与える。」	



人は問いを生きる存在だ	
	
その人の問い	
そしてその欲している答えは	
その魂の姿を もよく表している	
	
そしてそれらは多くの場合	
力や評価やお金や愛など	
きわめて俗的な姿で	
さまざまな欲として現れ	
人はその欲の顔をして生きている	
	
けれども	
人智学が人智学であるのは	
そうした問いのずっと深みにある	
ほんとうは身近で切実である課題に対して	
現代人にとって必要な形をとって	
たしかな道筋を示すことにある	
	
それはこうした問いとして表現できるだろうか	
	
じぶんはなぜ生まれてきたのか	
死んだらどうなるのか	
肉体が自分なのか	
それを超える自分は存在し得るのか	
死後存在し得るとしたら	
その魂はどうなるのか	
そうした問いに対する	
世界認識そして自己認識は	
どのようにすれば得られるのか	
	
そうした問いへ向かうためには	
かつての秘教的な道は	
限られた者が特権的な仕方で	
指導者の指導のもとに歩まなければならなかったが	
現代人のすべての人が	
歩むことの可能な道として開示すること	
それが人智学の重要課題だといえる	

「測定基準を設けようという動機はしばしば、まったくの善意から生まれる。」	
	
「人間には、もっとも簡単に測定できる要素に焦点を絞ることで問題を単純化するという性質がある。だがもっとも簡単に測定できるものがもっとも重要なものであることはま
れで、実際にはまったく重要ではない場合がある。これが測定基準の欠陥の中で第一の要因だ。	
　これに近いのが、求められる成果が複雑なものなのに、簡単なものしか測定しないというものだ。」	

	
「定量化とは魅力的なものだ。知識を整理して、単純化してくれるからだ。人や組織間で簡単に比較できる数値情報を提供してくれる。だが、この単純化はゆがみにつなが
る可能性がある。」	
	
「重要なのはひとつには経験、もうひとつには定量化できない技術だ。重要な事柄の多くは、標準化された測定基準では解決できないくらいの判断力と解釈力が必要となる。

終的に大事なのはどれかひとつの測定基準と判断の問題ではなく、判断のもととなる情報源としての測定基準だ。そのためには測定基準にどの程度の重みをもたせるの
か、その特徴的なゆがみを認識できているか。そして測定できないものを評価できているかどうかわかっていることが重要となる。近年、あまりにも多くの政治家、企業経営者、
政策決定者、教育責任者が、その点を見失ってしまっているように思えてならない。」	

☆mediopos-1738　　2019.8.19	

■ルドルフ・シュタイナー	
　『シュタイナーの瞑想・修行論／秘教講義４』（高橋巌訳　春秋社　2019.7）	

しかしそれらの道は	
だれにでも開かれているけれど	
だれかに手を取って教えてもらうことも	
ひとに代わって歩んでもらうこともできないのだ	
じぶんで辿らなければ一歩も歩むことはできない	
	
しかも科学のような仕方で	
外的に説明され証明されている形では	
アキレスが決して亀に追いつけないように	
その問いそのものを生きて歩み	
亀を追い越すことはできないのだ	
	
またどんなに詳しく人智学用語を知り	
人智学の組織のなかで安心を得ようとしたとしても	
みずからがその道そのものとして	
歩みつくりながらゆく以外の方法はない	
	
『神秘学概論』の 初にもあるように	
神秘学に神秘という表現がなされているのは	
外に対して秘密にされているのではなく	
みずからがみずからに開示しない限り	
それは秘密のままでしかないということなのだ	
	
絵に描いた餅は食べることができない	
スープを運ぶスプーン自身は味わうことができない	
飲んで食べてはじめてそれらは魂の滋養となる	



（「人智学　２１年後の総括（1924年１月19日〜2月10日）より」	
「人智学について何かを語ろうとする人は、語ろうとする事柄が、結局は、聴く人の心がみずからを通して言おうとしている事柄にほかならない、とい
うことを前提にしなければなりません。世界中の秘儀参入の学が語ろうと意図していたのは、それを聴こうとする人びとが心の奥底で語りたいと思っ
ている事柄を語るということにほかならなかったのです。ですから本来、人智学を必要とする人びとのもっとも深い心の要求に応えることこそが、人
智学的表現の基調でなければならないのです。	
　人生の上っ面だけで満足できない人びとの魂の中で、時代を貫いて流れている太古からの感情が、新たに甦るのです。今日の人びとは、潜在意
識の中に深刻な諸問題を抱えています。その諸問題は明瞭な思考形式をとっては表現されていませんし、まして文明世界の内実を通しては、それ
に解答を与えることなどできません。しかし、そのような諸問題が存在しているのです。それらは多数の人びとの内面の深いところに存在しているの
です。それらは本来、真剣にものごとを考えるすべての現代人の中に存在しているのです。言葉で理解しようとすると、まるで疎遠なもののように見
えてきますが、しかしそれらは本来、とても身近な問いなのです。特に思考する人間の魂にとっては、極めて身近な問いなのです。」	
	
「二つの側面から現在の人間生活に試練の問いが向けられます。	
　一つの問いは、「自然は存在する。しかし人間は自分を破壊させることによってしか、この自然に近づくことができない」というのです。	
　そして第二の問いは、「人間の魂は存在する。しかし自然は仮象の像になることによってししか、この人間の魂に近づくことができない」というので
す。	
　この二つの認識が今日の人間の潜在意識の中に生きています。	
　そして今、人間は古い時代から私たちの現代にまで伝えられて生き続けているものに向き合います。そこには人間の破壊者である未知の自然が
立っています。そこには人間の魂の仮象像が立っています。人間はその物質的な生活を自然に依存させなければまっとうできないにもかかわらず、
その自然は人間の魂の仮象像に近寄ることはできないのです。そこでの人間は、いわば二重の闇の中に立って、「私の属する別の世界はどこにあ
るのか」という問いを投げかけているのです。」	
	
「現代の文明人は、宗教上伝承されてきたものの中には、現在持っている不安な問いに対する答えをもはや見い出せません。なぜなら現代の文明
人は、自然を眺め、死を見つめながら、もっぱら人間の肉体が死の門を通って、死の彼方で破滅させられるのを見るからです。現代の文明人はま
た、誕生によって人間形姿が現れてくるのを見ます。そのとき、「どこからそれはやってくるのか」と問わざるをえません。「私がどこを眺めても、それ
がどこからやってくるのか、示してはくれない」。	
　実際、見ている限り、それは星々からはやってきません。現代人は死の門の彼方に人間の魂を見いだす視力をもはや持っていないのです。その
結果、宗教は無内容な言葉になってしまったのです。現代人は、古代人の有していた学問、芸術、宗教を現代文明の中にも見いだせますが、しか
し古代人のその学問は見捨てられてしまいました。古代人の芸術ももはや当時の内面性を感じさせてくれません。そしてその代償となったものは、
もはや物質的素材の中の霊的なものを表現するようなものではないのです。	
　そして、古代から宗教だけが残されました。しかし、その宗教的なものは宇宙との関連を持っていません。今日の宗教は、宇宙と人間との関係を
解明してはくれません。もっぱら人は自分の内面を見つめようとします。そして良心の声が語るのを聴きます。古代では、良心の声は神の声でした。
その神は、魂のために地上的形姿を与えてくれた死体を破壊する領域から、その魂を引き離したのです。その同じ神は良心の声となった、魂の中
で語りました。現在では良心の声も外的になってしまいました。道徳法則はもはや神的衝動に担われてはいません。人間はまず歴史的なものに、
古代から存続してきたものに眼を向けます。そして、次のような予感を持つのです----「古代人はお前が現在感じているのとは異なる仕方で二大
領域を感じていた。だから一定の仕方で答えを自分で見つけることができた。お前はもはや自分で答えを見つけることはできない。さまざまな謎が
お前の前に立ち現れる。なぜ、この世はただ仮象でしかないのだろうか。なぜ死んだら破滅するしかないのだろうか。」	
　人間は今、このような感情を抱いて世界の前に立っています。そして人智学が答えようとしているさまざまな問題は、この二つの感情が提出する問
題なのです。それは次のような問いに答えようとしているのです----「この感情に本当に応えてくれる世界認識はどこにあるのか」。	
　人智学はその世界認識でありたいのです。そして古代の学問、芸術、宗教が古代の意識によって理解されたように、現代の意識によって理解さ
れうる宇宙意識、人間認識が再び存在しうるのだ、と語りたいのです。人智学は人間の心そのものの声を通して提示された、決定的な課題に応えよ
うとします。」	



分かるもの	
分けられるものは	
分からないもの	
分けられないものから生まれる	
	
ロゴスはレンマから生まれる	
レンマ的知性は直観的に	
事物をまるごと把握する認識であり	
ロゴス的知性は分けることによって	
事物を細分化することで認識する	
	
有が無から生まれるように	
コスモスがカオスから生まれるように	
	
ロゴス的知性をどんなに進めても	
レンマ的知性を生み出すことはできない	
レンマ的知性という母胎があって	
ロゴス的知性ははじめて働くことができるからである	
	
ＡＩはロゴス的知性の極北へと向かうだろうが	
計算することをどんなに重ね高速で処理しても	
ＡＩは世界をレンマ的にとらえることはできない	
	
ＡＩには物質を超えたからだはなく	
それゆえに生と死から解放され四苦八苦は生まれ
ないが	
物質を超えた魂は生と死による四苦八苦が運命づ
けられている	
それゆえにこそそのプロセスそのものを生きることで	
それを超える認識へと向かうこともできるのだ	
ロゴス的知性をも可能にするレンマ的知性とともに	

「この名称（レンマ学）は哲学者の山内得立（一八九〇--一九八二）が『ロゴスとレンマ』という著作で提出した概念である「レンマ」に基づいている。山内は仏教の縁起的論理の特徴を、古代ギリ
シャ哲学の概念であるレンマによって表現した。レンマは「ロゴス」と対比される。ロゴスはギリシャ哲学でもっとも重視された概念であり、語源的には「自分の前に集められた事物を並べて整理す
る」を意味している。思考がこのロゴスを実行に移すには、言語によらなければならない。人類のあらゆる言語は統辞法にしたがうので、ロゴスによる事物の整理は当然、時間軸にしたがって伸び
ていく「線形性」を、その本質とすることになる。	
　これにたいしてレンマは非線形性や非因果性を特徴としている。語源的には「事物をまるごと把握する」である。ここからロゴスとは異なる直感的認識はレンマの特徴とされる。言語のように時間

軸にそって事物の概念を並べていくのとは異なって、全体を一気に摑み取るようなやり方で認識をおこなう。仏教はギリシャ的ロゴスではなく、このレンマ的な知性によって世界をとらえようとした。	
　それはゴータマ・ブッダ以来、仏教では世界をつくりあらゆる事物が、「縁起」によって相互につながりあっているという認識を出発点にしたからである。世界は縁起によって動き変化していく。そ
れゆえに形あるものをいつまでも自分のもとにとどめておこうとする人間は苦しむのである。この人間本来の「人間苦」から解放されるためには、縁起の理法によって動き変化していく、世界の実相
を認識しなければならない。そこから仏教では縁起をめぐる論理学が発達することになった。この縁起的論理は西欧で発達することになったロゴス的論理と、まったく異質の展開をとげることになっ
た。私はこの縁起的＝レンマ的知性に基づく「学」を創り出そうとしている。その「学」の名称はそれゆえ「レンマ学」となる。」	

	
「レンマ的知性は、ロゴス的知性を複雑高度に発達させたからといって、生まれるものではない。粘菌の知性活動を知って驚いた生物学者の中には、粘菌のようなレンマ型の知性は、ロゴス型コン
ピュータを並列にネットワーク連結することによってつくりだせると考える人たちもいるが、その仮説は成功しないと私は予言する。また近い将来に量子コンピュータ（･･･）が開発されたとしても、レン
マ型知性の機械による再現はうまくいかないだろう。	
　それは、非時間的な縁起の理法によって作動するレンマ型知性と、時間を介して線形的な情報処理をおこなうロゴス的知性とが、根本的に異質な知性だからである。レンマ的知性をロゴス的知
性に落として変換するのは難しくないが、ロゴス的知性からレンマ型知性を生み出すことはできないのである。」	

	
「これまで人間は、ロゴス的知性の働きに物質的な基礎を与えている脳と中枢神経をつくりなすニューロンの組織的形態を模して、人工知能をつくりだしてきた。その人工知能は今日着実に「技術
的特異点」をめざして発達を遂げつつある。機械の計算能力が人間のロゴス的能力を超える事態が迫りつつある。その事態に立ち向かうべきヴィジョンを、これまでの人間科学は持っていない。
それはこれまでの人間科学に、生命と知性のおおもとをなすレンマ的知性への理解が欠如していたからである。レンマ的な知性作用を扱うべき厳密な「学」が、今日まで発達してこなかった。大乗
仏教が得た認識の成果を 期として、レンマ的知性を規定に据えた「学」の形成は停止してしまったのである。	

　私たちはじつに一千年以上もの空白のあとに、現代科学に取り囲まれた世界の真っ只中で、このレンマ学をよみがえらそうとしている。人工知能の形をとったロゴス的知性は、自分のおおもとで
あるレンマ的知性とのつながりを断ち切って、完全な自立を果たそうとしているかのように見える。しかしそれはＡＩはいざ知らず人間には不可能なことである。	
　ロゴス的知性が人間の心／脳で活動を始めるときには、同時にレンマ的知性が心／脳を横切って働き出しているのでなければならない。ロゴス的な分別知はレンマ的な無分別知からたえまなく
直交補構造的に生成されるのでなければ、存在することもできないからである。そういうレンマ的知性とのつながりを断ち切るとき（それがハイデッガーの言う「 終的な故郷喪失」の意味である）、
ロゴス的知性も人間の心／脳で消滅せざるをえない。」	

☆mediopos-1739　　2019.8.20	

■中沢新一『レンマ学』（講談社　2019.8）	

	
宇宙を細分化することで総合しようとするのではなく	
その生きた宇宙進化プロセスのうえで	
あらゆる事物が縁起的に相互につながりあっているという	
認識へと向かうレンマ的知性	
	
その極北にはなにがあるのだろうか	
諸行無常　諸法無我　涅槃寂静を超え	
光明は真に荘厳されるだろうか	
それともレンマ的知性をも生み出す	
さらに根源的で統合的な知性さえも存在しているのだろうか	



氷山は	
見えるところだけで	
存在しているわけではないように	
世界は	
見えるところだけで	

存在しているわけではない	
	
文学という言葉の大地を	
ただの趣味娯楽の場所ととらえ	
それをただのオプションとみなし	
表面的に記号的な仕方で論理的に読む力や	

実用的に使える言葉の力だけを身につければいい	
そんな方向で教育が行われてゆけば	
	
言葉は	
そして言葉によって培われるはずの	

言葉にはならないものによってしか得られない	
大切なものは致命的なまでに失われてゆくだろう	
	
役にたつことは大切なことだ	
実用的であることも不可欠だ	

そうした側面を無視することはできないけれど	
それだけで表現された世界の絵は	
もう人が描く必要はなくなってしまう	
ＡＩ化した優秀な人間だけが	

ＡＩのように動いていくだけの世界になる	

☆mediopos-1740　　2019.8.21	

■文學界９月号（２０１９年）	
　特集「文学なき国語教育」が危ない！／入試激変、カリキュラム大改編」より	
・「現役高校教師座談会　「文学」で「論理」は十分学べる」（司会　伊藤氏貴）	

・伊藤氏貴「理系教育にも文学は必要だ／物理学者と数学者に聞く」	

	
数学者の新井紀子の	
『ＡＩ vs 教科書が読めない子どもたち』は	
人間のみに可能な力としての「基本的な読解力」が	

近の子どもたちから失われつつあるという認識のもと	

仕事の多くがＡＩに代替されてしまうという	
危機感をもって書かれたのだそうだが	
	
文芸を本来の国語とは異なったものとみなし	
文章の意味内容を理解する読解力を身につければ	
それで良しとしているようだ	

言葉は狭義の記号だといっているようなものだが	
本来の数学にしてもその奥行きには	
血が通っているはずなのだ･･･	



（「現役高校教師座談会」より）	
「伊藤氏貴／現在、文部科学省が大きな改革を進めています。ざっと三つに分けると、一つが大学の人文科学系の変革。これに関しては、もう文学部を廃止した大学も
あります。二つ目に、入試が変わります。大学入試センター試験が二〇二〇年一月に廃止になり、二〇二〇年度から「大学入試共通テスト」が始まるわけです。共通テス
トとセンター試験の大きな違いは、国語に新たに「実用文（資料読解）」が加わり、また、一つの大問における問題文が複数になり、さらに、「記述式」が加わる、というもの
です。	
　こうした入試の変革に伴って、指導要領が変わります。これが三つ目。現在の高校のカリキュラムでは高校一年生で履修することになっている「国語総合」が、「現代の
国語」と「言語文化」という二科目に分かれます。また、高校二、三年次に配当されていた「現代文Ｂ」が「論理国語」と「文学国語」に分かれ、実質的にどちらか一方を選
択するということになるわけです。「現代の国語」や「論理国語」とは何か。これは、要するに、実際の生活に必要な実用的な文章を読む、というもの。これまでの文学的な
作品や評論をそこでは扱ってはいけないということになりました。」	
	
「伊藤氏貴／文学作品を通じた論理思考というのを一切無視して、論理的な文章だけで論理力を鍛えるってどういうことなんだろうって切実に思うんですね。」	
	
「田畑千博／私の考える国語教育というのは、抽象的な概念を扱うことにあります。評論にしろ、小説にしろ、目に見えるものではないところに生徒の思考を至らせること
によって、世の中の仕組みがわかる。それが高等学校の国語教育の目指すべき姿だと思っています。」	
	
「樋口智則／僕も授業の目標を実用的な文章が読めるようになることに設定するのはおかしいと思います。抽象的な概念を理解できるということは、要するにいかに解釈
できるかってことに通じるわけです。高等学校の国語の授業で何を教えるかといえば、小説でも評論でも、どう解釈するかということなんです。」	
	
「樋口智則／僕も役に立つという言葉は嫌いで、役に立つかどうかわからないからやっているっていうのが学問の本質だと思います。役に立たないからやらないというの
は人生を乏しくする。」	
	
（伊藤氏貴「理系教育にも文学は必要だ」より）	
「このたびの国語改革を含む教育の大きなうねりの底に蠢くのは「実用」の二文字である。英語において会話能力が重視され、プログラミング教育が小学校から導入され
るようになるのも、その流れの上にある。一方、それによって、反対側では文学が「役に立たない」ものとして教育の現場から押し出されようとしている。	
　たしかに理系の勉強からすれば、文学はどういうかたちで「役立つ」かがわかりにくい。その点、理系の碩学たちはどう考えているか。お二人に話を聞いた。	
　一人目の廣田勇は一九三七年生まれの地球物理学者。（･･･）	
　二人目の伊原康隆は、一九三八年生まれの数学者。」	
	
（廣田勇）	
「まず、「理系」という括りは適当ではありません。理学系と工学系では本質が違いますが、理学系の立場から言うと、若い時に言語芸術としての文學に親しむことは確か
に必要です。自然現象の解明を志す者にとって、その問題発想や思考方法、さらには得られた結果に対する感銘を表現するためんびは芸術と本質的に同じ「感性や美
意識」がなくてはなりません。それがない論文は本当の論文とはいえず、単なる作業報告書に過ぎません。」	
「実用としての日本語が大切であることは言を俟ちません。説明書の類に使われる文章・字句は正確かつ簡潔であるべきです。しかし、そのような実用的日本語が使えれ
ばそれだけでよしとすることは大きな誤りです。実用語は人類の歴史・文化のなかの一部分に過ぎません。」	
「理解するというこよの根本は「納得すること」つまり心にストンと落ちることなのです。面白さやよろこびというものがなければ学問は成立しません。」	
	
（伊原康隆）	
「理系を目指す者こそ国文学も含めた芸術系科目も学んでほしいです。特に優れた芸術に若いうちから接することによって「調和美への感受性」は大きく育てられます。
理系の大きな問題を解く際には美的感覚が肝要です。」	
「恵まれた家庭の子なら学外での芸術方面の習い事もあります。読書が生活文化に入っている家庭では授業によらず子供が良い本に触れる機会も多いでしょう。だから
といって学校での芸術、文学の時間を減らされると一番被害を受けるのは経済的に恵まれない家庭の素質のある子供です。授業で 初の手ほどきは、その後本院が読
書習慣をつくるための大切なキッカケなのに。」	
「文科省の改革は実業界からの圧力かどうか、目先の便利さで「すぐに使える人間を育てる方針」それが一番怖い。だって伊藤先生が（『奇跡の教室』の中で）言っている
通り「すぐ使える人間」は「すぐ使えなくなる人間になる」のに、そういう人間を育てているのだから。教育では、時代の要求による変革は余程慎重にやっていただかない
と･･････。」	



四本足から二本足へ	
そのとき自由になった二本の手が	
人をホモ・ファーベルにした	
	
ホモ・サピエンスの根源には	
ホモ・ファーベルが存在している	
にもかかわらず	
哲学者さえも	
ホモ・ファーベルのことを	
忘れてしまっているかのようだ	
	
ホモ・サピエンスは	
さまざまなことを忘却する	
歩く足を	
つくる手を	
忘却したとき	
哲学者はただの空疎な思考の主となり	
科学者は技術に使われるだけの猿になる	
	
神秘学では	
手足が未来のじぶんをつくるという	
ならば	
手足を忘れた者は	
未来のじぶんを失ってしまうことになる	
	
思考は過去のものなのだ	
未来は手足がつくりだす	
	
ならば	
未来の人間をつくるのは	
ホモ・ファーベルである	
	
人間という存在の根源へ向ける視線は	
功利主義的な文明のなかでは	
意味を持ち得ないのかもしれないが	
その探求を怠ったとき	
人間は未来を失ってしまうのかもしれない	
	
人間はこの手足の歩みで	
まだ見ぬ未来をつくらなければならない	

（「技術論への開眼」より）	
「私の技術論に対する仕事のきっかけは、実は日本が与えてくれたのですよ。京都で何人かの工師と知り合いになりましたが、その中の一人に、有名な陶芸家の河井寛次
郎氏がいました。彼はすぐれた芸術家でして、やはり陶芸家として高名なイギリスのバーナード・リーチと親交がありました。二人は数年間一緒に仕事をし、日本の現代陶芸
の革新に寄与しております。私はよく河井氏宅に伺ってその仕事ぶりを見せてもらい、いろいろ彼と話し合ったものです。技術論は長年私の関心をひき、私の中に深く刻み
こまれていたものには違いがないのですが、オブジェに関する具体的なアプローチや実作業、工師の考え方などといったことは、実は訪日を契機として私の中にしっかりと

した形をとるようになったのです。」	
	
（「三通りの技術論」より）	
「我々は多様な技術とそれを用いる技術者たちの作品であるしかじかの社会の中に生きています。しかし、この技術者たちは社会的尺度と人間活動のヒエラルキーの中で
慎ましやかな生活を送っている。言わば《ホモ・ファーベル》〔道具を作るヒト〕は、幾分なりと《ホモ・サピエンス》〔現生人＝知のある人〕の犠牲となっているのです。まさにここ

にこそ、もはや技術論が発達をみない原因が潜んでいるのではないでしょうか。おそらく私は、自らが仕込んだ研究者たちにあまりこの点を強調してはこなかった。彼らをい
わゆる技術論へと導いてくれたはずのものへ、体系的に目を向けさせることを十分にしませんでした。そのせいかどうか、弟子たちの中には技術論に敬意を払わない、つま
り、不可欠の諸要素をしかるべき場所において見ようとしない者がごく少数はおりました。たとえば、周知のように、これまで人々は籠あるいはそれに類するものを作ってきま
した。いまもそうです。そうした籠に対する芸術的・経済的活動に関しては多くのことが言えたはずなのですが、実際はそうではなかった。作業の核心が少なからず興味をひ
かれる領域、いろいろな技術や社会現象についての二重の訓練を必要としない領域に捧げられてきたからです。初めに、人間の姿をした怪物の歩行を支える四本の足が
あったのです･･････。（･･･）	

　科学的作業として言えば、我々の学問の伝統は哲学者にその指で物事を考えさせようとするものではありません。もちろん、哲学が技術と無縁だとは思いません。考えら
れうる人間観の中で私が危険だとするのは《ホモ・テクニクス》〔技術人間〕を文明をむしばんだ張本人であるとし、また、その役割が文化の発展や社会的ないし審美的秩序
に対して何よりも後方業務的なものであるとして、これを決定的に厄払いしてしまうということです。」	
	
（「無用の学問＝人間科学擁護のために」より）	

「人間を人類の基本的要素としてとらえるようなさまざまな学問領域においては、研究をおこなうことがますます困難になってきている。」	
「現状は人間諸科学に対する関心こそ認められるものの、それらに対する責任はきわめて不完全にしか引き受けられていない。近代社会は心理学と社会学を介して、大衆
操作の技術として直ちに適用しうると思える方法を探ろうとするあまり、その冒険が三〇〇万年前にはじまり、極圏から赤道直下の密林の奥地にまで及んでいる総体人（オ
ム・トタル）の研究を、基礎的研究というさほど名誉にもならない位置へと追いやってしまった。今日、人間に関する多様な学問が注目をあびる度合いは、ほとんど取り上げら
れそうにないが、生産と消費に対してそれがどれほど値打ちをもっているかどうかにかかわっている。これらの学問では、人間と言ってもあくまで西欧人ないし西欧化された

人々を指し、さらに、今もって関心の対象となるのはほとんどつねに社会自体であって、人間ができるかぎりその対象から外されている。」	
「こうした態度は、取り返しのつかないカタストロフィへと至るひとつの過程に、それが緊急に介入しなければならないとする要請が生まれない限り、おそらく野心的なものと映
るだろう。このまま科学が進歩すれば、何世紀たっても、いや、きっと未来永劫に人類が代わりになる天体を見つけ出せないということがはっきりするだろう。いずれにせよ、
技術の進歩が明らかにするのは、幾世代を経たのちに初めて重要な問題がいろいろ提起されるという点ではなく、わずか数年後には、全体的な均衡を回復するにはもはや
遅すぎる事態となるだろうという点である。」	

「もろもろの社会における均衡の定式を際立たそうとする学問を、なおマイナー視続けるのは可能なのだろうか。事態が切迫の度を加えている現在、ますます画一化が勝利
をおさめつつある世界文化の中で、そのイメージを守り抜くことが我々にとって少なくとも有益と思われる人間集団の密度を希薄化させる権利が、いったい我々にあるのだろ
うか。	
　オーストラリア先住民が何の役に立ちいるのか、ネアンデルタール人に対する造詣の深さがどんな意義を持ちうるのか、私にはわからない。しかし、我々自身の進化がしば
しば期待とは裏腹の結果に終わったこと、また、現代文明とその発達が、我々のとは異なっていた無数の人々の文明との出会いに失敗したことなどを前にして、人間の特質

を文字どおり理解する道具が欠けていないかどうか、自問してみてもよい。どれほど無償性に富んだ人間科学でも、一世代を経れば、人類ないし社会のためにもっとも有効
なものとみなされる可能性についても、ここでしっかり考えておいた方がよい。そうすれば、人間が顧客としてではなく、あくまでも一個の人間存在として研究されねばならな
かったということに遅まきながら気づくはずだ。だが、それでもない我々の責任は決して軽くはないだろう。」（《ル・モンド》紙、一九七四年三月二七日、所収）	
	

☆mediopos-1741　　2019.8.22	

■アンドレ・ルロワ＝グーラン	
　『世界の根源／先史絵画・神話・記号』	
　（対話者：クロード・アンリ・ロケ　蔵持不三也訳　ちくま学芸文庫　2019.7）	



本は読まなくてもいい	
本を読むことは	
それなりに毒にも薬にもなるだろうけど	
本からの毒や薬が要らない人もいるだろうから	
	

本を読んだ気になることや	
本を読むことを持ち上げ	
ときにそれを誇ったりもすることは病になる	
	
書くことについて	
過剰な幻想をもってしまうこともある	

書くことそのものは価値から自由で	
技術があるに越したことはないけれど	
思索とは別のものだ	
	
本に憑依されることもあるだろうが	

本に支配されては危険なこと	
ショウペンハウエルが読書について書いてあるように	
本に考えてもらってもじぶんが考えたことにはならない	
	
消化できない本は下痢症状をもたらす	

消化することができたとしても	
その成分に過剰に影響を受けることもある	
酒に酔って酔漢になってしまうようなときもある	
必要なとき必要なぶんだけ食べて	

それ以外は必要なときがくるまで	
待っておいた方がいいこともある	
	
できうるならば	
読み書くことに	

教育でバイアスをかけないこと	
教えすぎることは往々にして	
みずからの思索の機会を奪ってしまうから	

☆mediopos-1742　　2019.8.23	

■ＢＲＵＴＵＳ　特別編集『合本　危険な読書』	
　（マガジンハウス　2019.9）	
■ショウペンハウエル『読書について　他二篇』	

　（斎藤忍随訳　岩波文庫 1983.7）	

（ＢＲＵＴＵＳ『合本　危険な読書』より）	
「ある人は言った。この世に本は２種類しかない、読むに足らない本か、読んでもロクなことにはならない本。	
　宗教改革の立役者として知られるルターは、聖書を唯一無二のよりどころにして、読み込んだ。丁寧に、丁寧に、読み込みすぎたゆえに、その読書は人生
を、世界を変えてしまうほどの危険性を孕んだ。	
　ある学者言った。本には持つだけで力を宿すような、ある種の〝マジカル〟がないと駄目だ。例えばバチカンが聖書の写本一冊持っているだけで世界を

征服したように。	
　ある詩人は言った。たとえそれがどんな本であれ、本は危険になり得る。なぜなら人は自分の中の〝怪物〟に出会うために読書するのだから。	
　悪徳の書ですら、毒にもならないときがある。読書が危険になり得るかどうかは内容の過激さではない。その本をどう読むのか。	
　ただ共感を得ることを目的とせず、当たり前と思っていた価値観を崩壊させる、激しく心を揺さぶる読書。	
　たった１冊であっても、本は自分と世界を変容させる力を秘めている。」	

	
（ショウペンハウエル『読書について　他二篇』より）	
「自ら思索することと読書とでは精神に及ぼす影響において信じがたいほど大きなひらきがある。そのため思索向きの頭脳と読書向きの頭脳との間にある
初からのひらきは、ますます大きくなるばかりである。すなわち読書は精神に思想をおしつけるが、この思想はその瞬間における精神の方向や気分とは無縁、
異質であり、読書と精神のこの関係は印形と印を押される蝋のそれに似ているのである。」	
「読書は思索の代用品にすぎない。読書は他人に思索誘導の務めをゆだねる。」	

	
「第一に著作家には二つのタイプがある。事柄そのもののために書く者と、書くために書く者である。第一のタイプに入る人々は思想を所有し、経験をつん
でいて、それを伝達する価値のあるものと考えている。	
　第二のタイプに入る人々は金銭を必要とし、要するに金銭のために書く。彼らは書くために考える。」	
	

「無知は富とむすびついて初めて人間の品位をおとす。貧困と困窮は貧者を束縛し、仕事が知にかわって彼の考えを占める。これに反して無知なる富者は、
ただ快楽に生き、家畜に近い生活を送る。」	
「読書は、他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。習字の練習をする生徒が、先生の鉛筆
書きの線をペンでたどるようなものである。だから読書の際には、ものを考える苦労はほとんどない。」	



「差別はいけない」けれど	
そこには落とし穴がある	
「自分は悪くない」と	
どこかで通じあっているからだ	
	
悪人正機は	
自分が悪であることを前提にして	
そこから正機しようとするわけだが	
ポリティカル・コレクトネスを唱える人は	
自分の悪を問うことなく	
正しさを唱えているようだ	
	
差別にかぎらず	
正しさを問おうとするときには	
それをまず自らに問う必要がある	
	
その閾を通っているか通っていないか	
そのことに注意深くなければ	
シティズンであろうがアイデンティティであろうが	
人は同質性の群れか	
上からの力の誇示という形をとった	
自我の闇に陥ってしまうからだ	
	
「自分は悪くない」	
悪いのはそして加害者は	
自分以外の誰かや周りの環境で	
自分や自分の支持する人たちは	
正しい被害者なのだ	

初にその前提から出発してしまうと	
人はその思考ループに囚われてしまう	
	
世の中は矛盾だらけで差別や不正に満ちている	
それを解消しようと努めることはとても大切なのだが	
善悪図式の絶対化をみずからに当てはめてしまうだけだと	
人を呪わば穴二つで同じ穴の狢になってしまうこともある	
	
「差別はいけない」けれど	
問いはみずからにも確かに真摯に	
向けられていなければならないのだ	

☆mediopos-1743　　2019.8.24	

■綿野恵太『「差別はいけない」とみんないうけれど。』（平凡社 2019.7）	

「「差別はいけない」というのが大前提である。オフィスやキャンパスでセクハラをしてはならないし、朝鮮人に対するヘイトスピーチ（差別表現）をネットに書き込んではな
らない。そして、このような考えはほぼ常識化しており、みんなが「差別はいけない」という時代になりつつあるといっていい。	
　しかし、世の中には「差別はいけない」ということに反発・反感を覚えるひとも一定数存在する。（･･･）セクハラやヘイトスピーチが跡を絶たない、「差別はいけない」と叫
ぶだけでは解決できない問題がその背景にあるからである。」	
「「ポリティカル・コレクトネス」という言葉が本書のキーワードとなる。「差別はいけない」という考えに強く反発するひとびとは、しばしばこの「ポリティカル・コレクトネス（もし

くは略して「ポリコレ」、「ＰＣ」）を憎々しげに使うからだ。（･･･）ここでは、「みんなが「差別はいけない」と考え、あらゆる差別を批判する状況」のことだとしておこう。」	
	
「実は、みんなが差別を批判できるようになったのは、つい 近のことなのだ。かつては差別を受けた当事者（被差別者）だけが差別を批判できる、という考えが支配的
であった。この変化は、単に「差別はいけない」という考えがひろく世間に浸透したからではない。差別を批判する言説に大きな転換があったためである。その転換は
「アイデンティティ」から「シティズンシップ」へ、とまとめることができる。」	

「「足を踏んだ者には、踏まれた者の痛みがわからない」という有名な言葉がある。差別は差別された者にしかわからない、という意味だ。いくら想像力を働かせたとして
も、踏まれた他者の痛みは直接体験できない。だから、当事者（被差別者）以外の人間が批判の声をあげたとしても、当事者に対して引け目を感じざるをえないはずだ。
痛みを直接体験できない人間は正しく差別＝足の痛みを理解しているのか、みずからに問いかけ続けるしかないからである。しかし、ここ数年の炎上騒動において状
況はあきらかに異なっている。ひとびとは、自分は本当に差別をしていないか、と省みることなく、差別者を批判している。ここに、差別を批判するロジックが「アイデン
ティティ」から「シティズンシップ」にかわったことが見てとれる。」	
	

「「市民」であれば、だれもが差別を批判できる。これがシティズンシップの論理である。差別やパワハラの炎上騒動で当事者以外の人間がとても雄弁だったのは、この
正義を前提にしているからだ。	
　シティズンシップの論理であれば、アイデンティティ・ポリティクスが持つ問題点も避けることができる。」	
「差別者と被差別者のあいだには差別をめぐっていちじるしい認識のギャップがある。反差別運動は、たとえ差別する意図がなかったとしても、差別者には責任があると
いう考えを前提としてきた。差別を理解できない人間にとって、自信の差別を批判されることは、いわれのない言いがかりを受けているようにしか思えない。自分は差別

していると思っていないのに、おまえは差別していると批判されるからだ。それが昂じると、自分がマジョリティであるというだけで差別だと非難されるのか、と間違った被
害者意識を持つ者が出てくる。アイデンティティ・ポリティクスはマイノリティによる反差別運動だった。しかし、いま反ポリコレを訴えるマジョリティによるアイデンティティ・
ポリティクスが登場する理由はここにある。」	
	
「シティズンシップの論理は、非当事者をふくめたみんなが差別を批判できる状況をつくった。しかし、いっぽうで差別批判を「炎上」という娯楽にしてしまったといえる。

インターネットだけでなく、週刊誌・ワイドショーで消費される格好のネタになった。ここ数年の炎上騒動は、差別者を一方的に悪者に仕立て上げる傾向がある。それが
可能なのは、みんなが自身が持つ差別性を問われることなく、安心して差別者を糾弾できるからだ。そのため、差別の原因や背景などが考察されないまま、どのような
社会的制裁を受けるか・与えるばかりに注目が集まり、そして新たな差別者の告発に躍起になる。しかし、本当に差別者だけが悪なのか。私たちだけが悪なのか。シ
ティズンシップの論理は、もしかしたら差別をしているかもしれない、とみずからに問いなおすこと、差別とは何か。と考えるきっかけを失わせている。	
　スケープゴートとは、みずからの罪を償うために、一匹の山羊に罪をかぶせて荒野に放つ宗教的儀式のことだが、いま目の前で繰り広げられているスケープゴートで

は、私たちが犯しているかもしれない罪＝責任を、差別者だけに背負わせて追放しているかのようだ。差別者を糾弾し断罪するだけでは差別はなくならないし、みんな
で差別者を排除することで、抽象的な理念にとどまりがちな「市民」に、「私たちは差別者ではない、同じ市民である」という「同質性」をなんとかして確保し、「市民」として
の結束を高めようとする儀式に成り果てている。」	
「民主主義は「同質性」を必要とする。同じ文化や言語を共有する民族が、民主主義の「同質性」の担保となる場合が多い。」	



円朝の講談落語『怪談牡丹灯籠』は	
その語りを速記によって文字化し出版することで	
日本語表現の言文一致体への変化を	
画期的なまでに推進したといえる	
	
素朴に考えると	
話し言葉をそのまま書き記せば言文一致となり	
むしろそれまでの書き言葉による表現よりも	
よほど簡単であるように考えてしまうが	
事はそんなに単純なことではない	
	
今こうして書き記している言葉にしても	
そうした言文一致体を模索した	
さまざまな表現の歴史があって	
はじめて可能になっているといえる	
	
言葉による表現にはそれなりの文体が必要となる	
文体は意識されなければ	
「そういうもの」として読まれてしまうが	
文体を生み出すということは	
書き言葉と話し言葉の重層的な関係性のなかで	
選びとられ新たに工夫された	
表現の様式を生み出すということだ	
話し言葉をそのまま記せば	
言文一致体になるというわけではない	
	
すでに生み出された様式を身につけることで	
はじめて「言文一致体」的な表現をすることが容易になり	
文体を生み出すという労苦なしに	
目的や状況に応じた文体を	
文体としてさえ特には意識しなくても	
ある程度は書き記すことができるようにもなるのだが	
少しでも意識的に書こうとすれば	
その様式とそこからの揺れのつくりだす形は	
自動的に生成されてくるようなものではないことがわかる	

（堀啓子『日本近代文学入門実』より）	
	
「日本に定着しつつあった速記に興味をもった東京稗史出版社が、若林玵蔵に、円朝の落語の速記を依頼した。それまでも速記者の小相英太郎が内輪で、円朝の『真景
累々淵』などを書き取ってもいた。だが若林は当時の速記の第一人者で、東京稗史出版社は『怪談牡丹灯籠』を大々的に売り出すことを試みる。じつは若林は演説や談義
は速記していても講談落語ははじめてのことだった。そのため、友人で同業者の酒井昇造とともに、人形町の末広亭へ通い、円朝の許可を得て『怪談牡丹灯籠』を楽屋で

速記した。」	
「これが以後の講談速記本の嚆矢ともなった。この冊子が表紙裏に速記文字を載せたことで、定着しはじめていた速記術と『牡丹灯籠』の宣伝は相乗効果を上げる。こうして
『牡丹灯籠』はより広く知られるようになった。」	
「当時は「話し言葉をそのまま読むこと」自体がそれほど画期的なことであった。」	
	

「三遊亭円朝は、師匠からの無理難題を巧みに回避するために、創作落語を創りあげた。その円朝の影響を受け、同じく行き詰まった現状を創作によって打破した人物が
二葉亭四迷である」	
「当時の二葉亭は逍遙に傾倒していた。二葉亭は逍遙に教えを乞うたときのことを以下のように回想する。	
　　（･･･）何か一つ書いて見たいとは思ったが、元来の文章下手で皆目方角が分らぬ。そこで、坪内先生の許へ行って、何うしたらよかろうかと話して見ると、君は円朝の落
語を知っていよう。あの円朝の落語通りに書いて見たら何うかという。（･･･）	
	

　そして「円朝ばりであるから、無論原文一致体にはなっている」ことを認識したうえで、文末を「です調」で結ぶか「だ調」にするか考え、後者に統一したという。	
　すなわち、文章の書き方に行き詰まっていた二葉亭にアドバイスしたことで、円朝落語の速記本のような形式の文体による『浮雲』が生まれたのである。」	
	
（『円朝全集　第一巻』〜若林玵蔵「序詞」より）	
「文字能く人の言語を写すと雖も　只其意義を失はずして之を文字に留むるのみ　其活潑なる説話の片言隻語を洩さず之を収録して文字に留むることは能はざるは　我国

に言語直写の速記法なきが為めなり　予之を憂ふること久し　依て同志と共に其法を研究すること多年　一の速記法を案出して屢々之を試み　講習の講対功遂に言語を直
写して其片言隻語を誤らず其筆記を読んで其説話を親聴するの感あらしむるに至りしを以て　議会、演説、講義等直写の筆記を要する会席に聘せられ　之を実際に試み
頗る好評を得たり　依て益々此法を拡張して世を益せんことを謀るに方り　嘗て稗史小説の予約出版を業とする東京稗史出版社の社員来て曰く　有名なる落語家三遊亭円
朝子の人情話は頗る世態を穿ち喜怒哀楽能く人をして感動せしむること恰も其現況に接する如く非常の快楽を覚ゆるものなれば　予が速記法を以て其説話を直写し之を
冊子と為したらんには　 も愉快なる小説を得るのみならず　従て予が発明せる速記法の便益にして必要なることを世に示すの捷径たるべしと　其筆記に従事せんことを勧

む　予喜んで之を諾し　会員酒井昇造氏と共に円朝子が出席する寄席に就き請て楽屋に入り　速記法を以て円朝子が演ずる所の説話を其儘に直写し片言隻語を改修せ
ずして印刷に附せしは即ち此怪談牡丹灯籠なり」	
	

☆mediopos-1744　　2019.8.25	

■堀啓子『日本近代文学入門／12人の文豪と名作の真実』（中公新書2556　2019.8）	
■『円朝全集　第一巻』（岩波書店　二〇一二年一一月）	
■三遊亭円朝作『怪談　牡丹灯籠』（岩波文庫 2002.5）	

ラングとしての言葉は外から与えられ	
言葉によって使われているところがあるのだが	
それを実際に表現する段になると	
その他力と自力の鬩ぎ合いのようなもののなかで	
そして常に変わりつづけている生きた言語のなかで	
新たに生まれてくるものを意識せざるをえなくなる	
	
初めて速記によって画期的に記された	
円朝の講談落語『怪談牡丹灯籠』からは	
その生々しい鬩ぎ合いのようなものが	
ヴィヴィッドに伝わってくるようだ	
	
こうして書き記している言葉において	
いったい何が起こっているのかに意識的であること	
それは言葉のスキルを学ぶということだけではなく	
言葉に使われてしまわざるを得ないなかで	
そこからどのように自由になり得るのかを	
模索するための重要な契機ともなるのではないだろうか	



一なるものが分かれる	
分かれたがゆえに	
分かれたものが互いに結ぼうとする	
	
ただ結ぶことを愛とはいえない	

分かれることによって	
ひとりとなり	
そこに個が生まれること	
そこから愛の萌芽は生まれる	
	
愛とは	

その分かれた	
ひとりとひとりの	
関係において成立する	
	
分かれ	

そして互いに求める	
そのときひとりは	
矛盾のもとに置かれるだろう	
	
結ばれることは合一を意味しない	

合一を限りなく求めながら	
互いのひとりを生きなければならない	
	
そして愛がそこに成立するためには	

ひとりであるがゆえに	
そのひとりを他者に捧げなければならない	
	
そのためには自我は	
みずからがみずからのうちに	

ひとり立つことから始めなければならない	
	
ひとりであるとき	
そこに真の他者は存在する	
そこに自己犠牲をも厭わないという	

自我の 高の供犠が可能となる	
十字架の秘儀はその象徴が公に示されものだ	

「「合一感情」と「分離的尊重」の弁証法。すべての「愛」は、この理念的な根本本質を通奏低音とする。逆に言えば、この根本本質を欠いた情念を、わたしたちが「愛」の名
で呼ぶことはないのだ。」	
「「存在意味の合一」と「絶対分離的尊重」の弁証法。これこそ、〝真の愛〟の正しい本質観取である。」	
	
「もう一点、〝真の愛〟には第二の重要な根本本質がある。	

　（･･･）述べてきた弁証法の先にあるもの、すなわち「自己犠牲的献身」である。	
　〝真の愛〟には必ず「自己犠牲的献身」がある。わたしは、相手の存在において自身の存在意味を見出し、その上でなお、相手をわたしとは完全に切り離された他者とし
て尊重する。このような弁証法の上に、「愛」における「自己犠牲的献身」ははじめて成り立つ。単なる自己満足に回収されることのない献身。「自己犠牲」という言葉の究極
の意味を、わたしたちは「愛」において真に知るのだ。」	
	

「単なる「共感」は、「分離的尊重」も、理念的な「歴史的関係性」も、また〝真の愛〟と比べるならば「自己犠牲的献身」も欠いているのだ。逆に言えば、もしわたしたちの「共
感」にこれらの本質が備わっているならば、それはまぎれもなく「愛」である。悩みを打ち明けてきた友人に、わたしが「合一感情」と「分離的尊重」の弁証法や、理念的な「歴
史的関係性」を感じているとするならば、わたしはそれを「友愛」の名で呼ぶことを躊躇わないだろう。」	
	
「〝真の愛〟は、確かに容易に手に入れられるものではない。夫婦愛や友愛は言うまでもなく、親の子に対する愛でさえ、それがどれだけ自然な情であるように見えたとして
も、親にその子を愛する準備が整っていなければ不可能である（わが子を所有物としか考えることのできない親を見よ）。	

　「人類愛」のような愛に至っては、それはただ理論上可能にすぎないと思われるような愛である。	
（･･･）	
「存在意味の合一」と「絶対的分離的尊重」の弁証法。そしてその先にある「自己犠牲的献身」。わたしが全人類に対してその揺るがぬ思いを抱くことがあったなら、そしてそ
れを意志することができていたなら、わたしはそれを、いささかの疑いもなく「人類愛」と呼び得たのではないか？」	
	

「〝真の愛〟。それはいったい、いかに可能なのか？	
　----自分の尻でしっかりと座ること。すなわち、自己不安と、その反動ゆえのナルシシズム----自己価値への過剰執着----を乗り越えること。そして、「意志」を持つこと。
わたしはこの人を、わたしとは絶対的に分離された存在として尊重するという、「意志」を持つこと。これらの二つの条件を満たさない限り、わたしが〝真の愛〟を知ることはな
い。」	
「「愛」は意志をもって育て上げるものである。そのことを、今のわたしはよく理解している。〝真の愛〟は、親の子に対する愛のような、必ずしも特別な関係においてのみ成

立するわけではないのだ。	
　彼岸的な理想では断じてない。奇跡のような至難なものでもない。「愛」は、わたしたちが自分の尻で座り、自らの意志をもって、育てあげていくべきものなのだ。」	

☆mediopos-1745　　2019.8.26	

■苫野一徳『愛』（講談社現代新書2537　2019.8）	



歌と時代	
言葉と時代	
	
時代から生まれ	
時代に寄り添うことでしか	

時代のなかでは生きられないが	
どこかで時代から離れて	
生きられはしないか	
	
時代という流れのなかで	
時代を垂直に生きる	

歌そして言葉	
	
過去を振り返るとき	
人はすでに	
時代に呑み込まれている	

	
過去が今に生きているときと	
過去を懐古するときと	
その時間は似ているようで	
まったく異質の時間性を持つ	

	
時代はカルマのようだ	
カルマによって導かれ	
人はこの地上を歩む	

けれどもカルマは	
人を縛るものではない	
	
それを自由への跳躍台としてとらえたとき	
過去から来るカルマは	

懐古とその修復としてのものから	
今をそして未来を生きるための	
大切な種として生き始める	

（「（インタビュー）松本隆　この世界の言葉、幽玄へ」より）	
「----松本隆の理想の生き方は漂泊？	
松本／松尾芭蕉、そして西行。だから僕の好きな人はみんな根無し草なの。芭蕉は西行に憧れて旅に出たわけで。あと一休も大徳寺の官長に選ばれたのに、一度もお
寺に行かないで堺でお茶会にばかり出ていたという。	
----西行の願っても願っても終ぞ行けなかった者の途上である境地、願わくば死。	

松本／西行と比べたらおこがましいけどさ。西行で一番好きなのは、鎌倉の源頼朝に呼ばれて、話をした。そのご褒美で金の猫の置物をもらった。純金の塊を抱いて門前
にいた子どもに「お前、これをやる」って言ってあげてしまう。格好いいよね。そういうのが好き。そして西行にしても、一休にしても、良寛にしても、みんな死ぬまで女が好き
だったみたい。	
----そっちですか（笑）。松本さんは昨年「白鳥の歌」を完成させて、シューベルトの三部作を終ぞ作られましたよね。」	
「----シューベルトは二十代かた病気を患い、三十二歳で亡くなるまでずっと不遇で、相当な闇の中にあった。それで「冬の旅」を完成させますよね。もう暗さでいっぱいの

世界というか。	
松本／暗いと思いますよ。（･･･）「冬の旅」----詩は別の人が書いているんだけど、あの時代の青年像というのはやっぱり暗いんなだよね。そういうものを日本語にしておき
たいなと思って始めたんです。	
----翻訳というよりも松本さんの言葉ですよね。「冬の旅」も「美しき水車小屋の娘」も。	
松本／大意だけいただく。後は翻訳というよりも、ほとんどオリジナルな作詩ですね。」	
「----シューベルトの詩に松本さんの死と闇とが重なっていく。	

松本／そう、だからすごく似てますよ。「白鳥の歌」を聴いてもらうとわかると思う、僕自身、ハイネの詩が好きです。日本での評価は比較的低い。でもハイネは素晴らしい人。
彼はバレエ『ジゼル』の原案を書いた。西洋の演劇で、幽霊が主役というのが珍しい。それは幽玄で美しい。世阿弥とも通底すると僕は思っているんです。僕の中では繋
がっている。ワーグナーも然り。ワーグナーとハイネとシューベルトと世阿弥と西行、一休、良寛。全部がそこにいる。まるでディズニーランドみたいだに。	
----まるで〝風街図鑑〟といった感じですね。	
松本／本当にね。」	

	
（中川右介『阿久悠と松本隆』より）	
「一九九九年、松本隆は作詞家生活三〇周年記念としてリリースした六枚組のベストアルバム《風街図鑑》で、一〇〇曲を自ら選んだ。	
　この《風街図鑑》は「風編」と「街編」とに分かれ、「風」はヒットチャートのベストテン入りした一三一曲のヒット曲から五〇曲、「街」は「松本色の濃い」曲が五〇曲という編成
だ。（･･･）その順番は作られた順でも、歌手別でもない。何の法則性もそこにはない。発売順に並べるほうがはるかに簡単なのに、なぜこんな面倒なことをしたのだろう。	

　阿久悠は、一九九九年の大全集では自分の作品は時代と不可分であるとの考えから発売順に並べたが、亡くなる前の二〇〇五年に出した五枚組の《人間万葉集》で
は、多彩なジャンルを書いたことを示そうとテーマごとに分類してみせた。どちらにも強い意図がある。	
　そうなると、松本隆が発売順には並べなかったことは、「自分の歌は作られた時代とは関係ないよ」という主張が込められていると解釈すべきだし、テーマごとに分類しな
いのも、「そんなのは不可能だし、意味がないよ」、ということなのだろう。	
　松本隆は意識的に時代と作品との分離を図っている。それは多分、松本隆の歌がヒットしていた一九八〇年代に流行した、価値相対主義とも関係しているはずだ。	

　「時代を代表する曲などない」というのが相対主義だ。その曲がヒットしたからといって、時代を代表しないし象徴もしない----それが一九八〇年代の歌謡曲だ。歌謡曲
が時代とともにあろうとした七〇年代と、この点で完全に変質していた。」	
「松本隆の方法論こそが、一九八〇年代の価値相対主義時代における歌謡曲のあり方だった。阿久悠から松本隆への転換は、歌と時代の関係が密接であったものから、
関係性がなくなる状況への転換でもあった。」	
「憲法（註：「一五か条の作詩家憲法：）を公にした前後から、阿久悠は音楽、歌謡曲そして自作について能弁になる。代表的なまとまった懐古的著作としては、一九九九

年の『愛すべき名歌たち----私的歌謡曲史』、二〇〇三年の『なぜか売れなかったが愛しい歌』、二〇〇四年の『歌謡曲の時代　歌もよう人もよう』などがある。作詞の仕事
が減ってしまった阿久悠は七〇年代を中心とした歌謡曲黄金時代を回顧することで、自分の仕事が間違っていないかったことを確認する必要があったのだろう。	
　松本隆は、昨今インタビューなどで、問われた過去を振り返ることはあるが、二〇一七年現在、自伝や回顧録を書いていない。」	

☆mediopos-1746　　2019.8.27	

■「（インタビュー）松本隆　この世界の言葉、幽玄へ」（インタビュー：新井敏記）	
　ＳＷＩＴＣＨ　VOL.37 NO.9 SEP.2019　スイッチ・パブリッシング　所収　2019.8）	
■中川右介『阿久悠と松本隆』（朝日新書638 2017.11）	

流行歌も	
時代のカルマなのかもしれない	
人はその歌を口ずさみ	
その時代を生き	
やがてその歌で懐古的に生きる	

	
けれど歌が永遠になるのは	
その時間性を超えようとしたときではないか	
世にあって世を離れる	
その憧れとしての歌と言葉として	



現代は自己表現に満ちているけれど	
自己表現には拠り所がない	
自己を表現しようとすればするほど	

自我は自分を喰って生きていくしかなくなるか
らだ	

蛸がみずからの足を喰っていくときのように	
	
拠り所を求めて自己を深く掘り下げていくとき	

自己はみずからを超えてゆくことになり	
内なる表現を求めるときは内を超え	

外なる表現を求めるときは外を超えてゆく	
そしてむしろ自己の光は深いところで輝きはじ
める	

	
現代は理論に満ちているけれど	
その思考には拠り所がない	

あるとしてもそれは過去からしか来ない	
未来への種となるのは四肢のつくる力だから

だ	
	
理論は矛盾に満ち	

理論と理論は争うことにもなるが	
手でつくること足で歩くことは	

矛盾を超えて生きられてゆく	
つくった分だけつくられ	
歩いた分だけ歩かれるからだ	

	
身体性をもたない知性には手足がないから	

ＡＩにもヴァーチャルにもからだがないように	
化学染料で記号化された色が	
自然界から取り出されてきた色の	

深みや奥行きを欠いてしまうように	
生きられた知恵を欠いてしまうのだ	

☆mediopos-1747　　2019.8.28	

■志村ふくみ・志村洋子・志村昌司『夢もまた青し／志村の色と言葉』	
　（河出書房新社 2019.8）	

（対談　志村洋子・志村昌司「魂を継承するということ」より）	
「昌司／これからの知識人は身体的知性を伴った知識人であるべきです。今の知識人には多分に身体性が欠けていて、頭脳だけで考えているから、非常にバランスを欠いた見方
が出てきてしまいます。ではどうすればいいかというと、本当に必要な知恵委を陶冶するためには、手仕事が一つの大きなカギになります。」	
「昌司／今の時代は情報があふれていて、自分がこの世で何を表現したいのか、わからなくなっている。けれど、発表するしないにかかわらず、誰もが何かを表現していいし、しな
いといけないんだということを伝えたい。文章でも着物でもいい。自分の心の中のものをこの世に表現してみよう、と伝えていくことはすごく大事なんじゃないでしょうか。	

洋子／身体性と表現のどちらにもかかわることですが、先ほども言ったように母は生活するためにこの仕事をしたのであって、身体性や楽しみや、自己の発露といったことは基本的
に考えていませんでした。ところが、やってみたら自分がどんどん出てきた。今の若者たちが自己表現したいと思ってアルスシムラに来るのとでは、順番が逆です。しかし、自己表
現が先立つのは、どうしようもない現実なんですね。昨今はみんな賢くなって、自己が目覚めてしまっている。だから、どうするかという問題になるんですが。	
昌司／昔は、一遍聖絵や大和絵なんかもそうですが、仏教の教えを伝えるためのものが絵画だったわけです。ヨーロッパでも、結局伝えたい内容は非常に宗教的なものでした。で
も現代社会では、多くの人が宗教を信じていない。一九世紀ぐらいから宗教は「なくてもいい」となって、では何を表現するかとなった時、自分の思いとか感情とか、もっと身近な内

面的なものになった。それもだんだん人間の精神が矮小化されてくると、無理やりネタを探すみたいなことになってきて、宗教の存在が薄れたあと、目に見えない世界を思い描けな
くなっています。そこが根本的に表現の貧困を生んでいるんじゃないかと思います。	
洋子／現代人の芸術性を考えると、たとえば一九世紀から二十世紀初めは、ヨーロッパ人でも日本人でも、自分が依って立つところに、信奉や尊敬をしている何かがあって、自分
はその一員として属して安定するのが、かつての人間の暮らしだったと思うんです。それが崇高なものであればあるほど、何かつくる時には何代もかけて一つの彫刻を彫るといった
ことに熱情を燃やせたけれど、今の現代人がそういうことに自分が燃えない。基本的に現代人って非常に孤独だと思うんですよ。満ち足りているように見えて、心の奥の奥で「いっ
たい何で私は生きているのか」という問いを抱えている。	

昌司／拠りどころがない。	
洋子／そう。ただ逆にその孤独が芸術をつくり出すもとにもなる。孤独を一生懸命見つめる果てにいったい何が出てくるのかは、一人ひとりの問題。だから大変稚拙なものにならざ
るをえないけれども、それが現代人の創作というものでしょう。」	



自由であろうとすれば	
精神において	
ひとり	

でなければならない	
	

人は多く	
「小才を利かせて怜悧に立ち回」り	
「身を立て名を挙げ」ようともするのだが	

それは世に縛られることでもある	
	

出家することでさえ	
僧のシステムのなかにあるとき	
世の中に縛られた価値観のもとにあり	

ひとりであるとはいえない	
既にそこでは自由が失われてあるからだ	
ともすればそのシステムのなかでさえ	

「立身出世」に身を燃やしたりもする	
	

生まれてきた以上	
世から離れることはできない	
けれども世にありながら	

世の価値観から離れ	
ひとり遊びに「まさる」ことができますように	

	
サウイフモノニワタシハナリタイ	

（「第十四回『良寛全集』----〝ひとり遊び〟の精神」より）	
	
「故郷へ帰ることを決めたとき、良寛は重大な決断をしました。「僧侶としての出世に不可欠な印可の場」（･･･）を活用しようとしなかったのです。印可を授かったときの良寛
の僧侶としての立場は首座、いわば僧堂のトップであったということですから、寺の住職や大寺に属する僧になることもできたはずです。しかし、彼は乞食僧として生きる道
を選んだのです。」	

	
「「仰げば尊し」という歌に「身を立て名を挙げ、やよ励めよ」という歌詞がありますが、良寛という人は「身を立て名を上げ」ようと決してしなかった人でありました。いや、「身
を立て家を興す」というようなことに自分の力を傾ける気にはどうしてもなれない人であったのです。（この「力を傾ける気になれない」というのが「懶し（もの憂し）です）。」	
「あの曹洞禅の厳しい修行に十年余り耐えられた人です。やろうと思えば何でもできた人であったでしょう。しかし、人がこの世で生きていくためには大なり小なりするであ
ろう「小才を利かせて怜悧に立ち回る」ということが彼は絶対にできなかった。そんなことはどうしてもする気になれなかった。」	

「私は良寛の歌の中で特に次の歌に心ひかれます。それは、行灯の前で本を開いている良寛と思われる人物の画像に添えられている歌です。絵は良寛の友人の山田
杜皐が描いたと考えられています。	
	
　　世の中にまじらぬとにはあらねどもひとり遊びぞわれはまされる	
	
　杜皐の祖父と良寛の祖父は兄弟で、杜皐は友人というだけでなく身内の間柄でもありましたから、良寛に気軽に尋ねたのでしょう、「あなたはどうして世の坊さんと同じよ

うに住持になろうともなさらないのか」と。それに良寛は右の歌で答えます。「結局、自分は〝ひとり遊び〟が好きだったのだよ」と。	
　良寛は出家を決意したその日から、自己の本質に立ち返ったところで生きようと心に深く誓った人であったと思います。言い換えれば、自己の本質を見失わず、己が精
神が自由に伸びやかに保持されることを求め続けた人だと思います。羞恥の人であった良寛は、世の束縛を嫌い、身も心も自由を求めてやまなかった自分の生涯にわた
る行為を「ひとり遊び」という言葉で表したのではないでしょうか。」	

☆mediopos-1748　　2019.8.29	

■武田博幸『古典つまみ読み／古文の中の自由人たち』（平凡社新書920  2019.8）	



「自殺するなんて」	
「威張るな」	
の一撃	
	
この「威張るな」は使える	
言葉を換えていえば「何様」だが	
それよりも胸に直接響く	
	
自我は往々にして	
自分の守備範囲を超えて	
「威張る」ことを事とする	
	
愛されない	
と威張ったり	
大切にされない	
と威張ったり	
認めてくれない	
と威張ったりする	
	
けれども	
関大徹という	
「はだしの禅僧」の矛盾も	
また呵々大笑できる	
	
達磨大師の「無功徳」は	
寺や僧に向けたものならば	
関大徹の禅師としての言動もまた	
「無功徳」にほかならない	
本人も自覚のもとにあるだろう	

☆mediopos-1749　　2019.8.30	

■関大徹	
　『食えなんだら食うな／今こそ禅を生活に生かせ』	
　（ごま書房新社 2019.6）	

おそらく達磨大師は	
あえていえば禅僧でさえなく	
無位の真人とでもいうのが当を得ている	
	
「はだしの禅僧」も	
禅僧として物言うのではなく	
「はだしの真人」とでもいったほうが	
「有用」でなくていいのではないか	
「禅」や「僧」といってしまったとき	
どうしてもそこに世間とは別の意味での	
「有用が」要請されてしまうからだ	
	
禅は禅の名に閉じ込めないとき	
はじめて真の禅になるだろうから	



「次の一文は、私が数年前に年賀状に書いた言葉である。	
　人生は六十から。	
　七十代でお迎えのあるときは、留守といえ。	
　八十代でお迎えのあるときは、まだ早すぎるといえ。	
　九十代でお迎えのあるときは、そう急がずともよいといえ。	
　百歳にてお迎えのあるときは、時期をみましてこちらからぼつぼつ参じますといえ。」	
	
「もう一人の男は、受験浪人だった。何度かめざす一流大学に挑んでは、敗れた。そして、睡眠薬を嚥んだ。助かったところを、やはり母親に連れられてやってきた。	
　この青年にも「死神」がついていた。私は何もたずねなかったが、おそらく彼の心中をいえば、一流大学に入れぬぐらいなら、死んだほうがマシだといったようなつもりら
しい。	
　いまどきの青年に多い、視野の狭い、それゆえに、一途さのある若者なのだろう。お寺では型どおりに座禅をし、作務をした。しかし、何日かたっても彼の「死神」は、離
れていかない。	
　ある朝、暁天の座禅で、私は警策をもって歩いていた。座った彼の上体が、ふらふらと動いていた。私が前に立った。この場合、禅の作法で、合掌して、警策を受ける
姿勢をとらねばならない。私は、手をそえ、その姿勢をとらせ、	
「喝！」	
　と一撃を加えた。一撃を加えつつ、	
「自殺するなんて」	
　と怒鳴った。一撃。	
「威張るな」	
　一撃。彼は、殆ど飛び上がりそうになった。	
　飛び上がりそうになって、しゃんと座った。彼は、めざめたのである。一流大学以外にも大学はあること。一流大学を出なくても、立派に人間らしく生きている人がいると
いう平凡な事実とが、わかったのである。その後、彼はかなり長い間、吉峰寺にいたが、やがて、山を降りていった。	
　暫くして、母親から手紙が来た。彼の勉強部屋を覗いたら、「自殺するなんて威張るな」と書いて貼ってあるという。」	
	
「有用とはなにか。	
　たとえば、企業で有能な人間といえば、企業を大いに儲けさせてくれる人間であり、そういう陣頭に立って働く人でなくても。 底辺、企業の管理に、きっちり当てはまる
人であろう。もっと端的にいえば、社長を頂点として、上司の思い通りに働いてくれる人間であろう。	
　そういう人間になってくれることを、企業では、「人間形成」と称する。なんという傲慢であろうか。自分の思い通りになる人間が有用であり、思い通りにならぬ人間は無用
と斥ける、そのために「人間形成」するという。そういう人間形成に禅や役立つとするならば、それは、企業にとっては「善」であろうが、形成されたナマの人間にとって、こ
れほどの「悪」はない。	
　禅の有用とは、そんなちょこまかした、ちいさなちいさな世界に人間を閉じ込めることではないのである。禅は、あくまでも個人の「さとり」であり、全体の中での矮小化て
とは、本質的に違うのである。	
　だから、そうした、期待を込めての「人間形成」のための新入社員教育に、禅が利用されるなて、真っ平である。これほど、禅を悪用することはないからである。	
　そのような野心、もしくは意図をもって来られた方に、私は、いつでもつぎの言葉をのべて、判じにかえている。	
「達磨大師、梁の武帝に見ゆ。帝問う。朕、寺を建て僧を度す。何の功徳がある。達磨いわく。無功徳」（葛藤集）。	
	
「「平和」は、いまや絶対という位置にまで高められている。世界は「平和」でなければならぬ。再び大戦になれば、人類は滅亡するであろう。人類の生存のために、そうで
なければならない。それを、いかに維持するか----残念ながら、それは私の持ち場ではない。しかし、その「平和」も、一種の「虚構」といっていいような、そういうあやうい
ところに立脚しているという不安感はぬぐえない。人は、そういう世に生きている。それに体知る解答は一つしかない。	
　繰り返していう。	
「死ぬのは一人」	
　である。」	



はじめに	
うたがあった	
	

すべては	
うたっていた	

うたわないものは	
なにひとつなかった	
せかいは	

うたそのものだった	
	

あらゆるひびき	
あらゆるきもち	
あらゆるかたちが	

うたそのものだった	
	
ひとりのうたがあった	

ふたりのうたがあった	
わたしたちのうたがあった	

	
それらはたがいに	
おどりいのりつながり	

ひびきあっていた	
	

ひとのこえは	
うただった	
うたから	

ことばがうまれた	
	

☆mediopos-1750　　2019.8.31	

「何万人を乗せた豪華客船のような「うた」があれば、たったひとりの胸に響く、笹舟のような「うた」もあった。赤子の頬をゆるませる「うた」があれば、老婆の握りしめた拳に、
ひとつぶの涙をこぼさせる「うた」もあった。「うた」はつなぎ、ぶつかり、くるくるとまわし、祈らせ、踊らせ、記憶の底をゆっくりとかきまわす。花を呼び、雪を呼び、夏の夜の
輪郭を浮きたたせる。	
　石くれひとつ、木片ひとつとっても、うたっていないものなどこの世にはなにひとつなかった。この星の上でまわりつづけるすべてが、輪唱し、つながり、声を交換しあって
いた。つながりあったすべての「うた」が、あたたかみを拾い、いとおしみを駆りたて、そうして、かなしみを大切に包みこんだ。この星を包みこむ繭。半透明な球の表面を縦

横に走る、ふるえる音の菌糸。	
　「うた」こそ、この世で 大の生き物。ひとりの「ふるえる巨人」だった。「空からみおろすばかでかい目」の主は、ほんとうのところ、この巨人だったのかもしれない。	
　悪声もまた、気がつけば「うた」になっていた。	
　誰かが誰かを思い、求めるきもち。いま、ここにいる自分が、いま、ここにしかいられない、深い苦しみ。名前も年齢も、姿かたちさえ失ったいまも、光の届かない奥底から
渦を巻いてあがってくる。ことばをこえた「うた」それは「あお」の名の由来ともなった、ヨーデルに似ていた。中世の都で僧侶たちが一堂に会し、おごそかに読みあげる声

明にも似ていた。そうしたすべての原型、ことばの枠に閉じこめられる以前の、野生のお経のようにも響いた。悪声はねじくれ、呻き、嘆きをこめてうたった。菌糸を通じ、悪
声の「うた」は、この星の上を瞬時に行き交った。この世に否応なく生まれ出、生きているあいだは生きていなければならない、「かなし」をこえた「かなし」。いってみればそ
れは、まさしく「オニ」の歌だった。	
　「うた」の響きのなかで、悪声は、おぼろげながら、輪郭を取り戻していった。と同時に、目の前の世界もゆっくりと、霧が払われるように晴れてきた。」	
	
（養老孟司「解説」より）	

「軽率なことをした。読み始めてまずそう思った。」	
「甘く見てはいけない。上橋、宮部ふうの作品であれば、筋を追うことで、ごかますことができる。簡単にわかったつもり、読んだつもりになれる。この作品では、そうはいか
ない。」	
「若い頃、バルザックの作品を続けて読みながら、 初の十ページは辛抱がいるなあ、としみじみ思った記憶がある。現代人はその辛抱が足りない。私はそれを強く疑っ
ている。いまでは辛抱は美徳ではない。辛抱するくらいなら、クレームを言う。それこそが現代人らしさであろう。べつに現代人を褒めているんじゃありませんよ。	

　現代の美徳は経済的、合理的、効率的であることである。それなら生まれた時に死ねばいい。憎まれ口をきくなら、いしいしんじの小説を読む程度の辛抱と時間がない
なら、さっさとお墓に入ればいいのである。」	

■いしいしんじ『悪声』（文春文庫 2019.8）	

そして	
うたから	
なにかが	

うしなわれていった	
	

すべては	
うたっていたはずなのに	
うたがきこえなくなっていった	

	
せかいから	

うたはうしなわれていった	
ことばからも	
うたはうしなわれていった	

	
うしなわれたうたは	
どこへいってしまったのだろう	

すべてはうたっているはずなのに	


