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神ってる	
神対応	
神泡など	
神という言葉が妙に流行っていて	
どうにも居心地が悪い	

	
八百万の神が神とされてきたからか	
いちど神という言葉が使われるようになると	
なんでもかでも神と使って平気らしい	
しまいにはビールの泡さえも神になってしまうほどに	
神を消費の道具にさえしてしまおうとするのだ	

	
あまりに神という言葉がこんな形で	
世俗化され戯画化され消費されすぎると	
信仰を持たない者でも	
本来の神へと真摯に対する仕方	

とくにスーフィーのそれ	
愛すべきルーミーに親近感を感じたりもするのだが	
ペルシア神秘主義のアッタールの目線は	
蟻さえも主役になったりするするほどとても庶民的で	
女性への視線もとても優しい	

けれども決して神という言葉が消費されるわけではな
い	
	
理性ある狂者（ウラカーイ・マジャニーン）という	

世におもねらないキャラクターもまた魅力的だ	
理性だけでは檻に入れられた論理のようだし	
狂気だけではただの逸脱になってしまうけれど	
理性と狂気がむすばれると特別な叡智にもなる	
	

アッタールの『神の書』は	
欲情　悪魔　理性　知識　清貧　神の唯一性への信
仰を	
それぞれ代表する六人の王子が父王と対しながら	
王子が望むものはどれも魂を欺くものであるとし	

さまざまな物語が語られていく	
イスラーム神秘主義文学の代表作	

☆mediopos-1751　　2019.9.1	

■アッタール『神の書／イスラーム神秘主義と自分探しの旅』 
（佐々木あや乃 訳注　平凡社　東洋文庫896 2019.8）	

（佐々木あや乃「解説」より）	
	
「日本から遠く離れた西アジアに位置するイランの地、そしてその公用語たるペルシア語が育んだペルシア語文化圏は、七世紀中葉にササン朝ペルシア帝

国の崩壊、そしてイスラーム化という大きな変革の波に曝された。イスラーム化したもののアラブ化しなかったイランでは、イラン文化とイスラーム文化の融合
体としてのペルシア文学が、イスラーム化以前からの伝統に基づいた宮廷文学の大いなる発展と並行して、厭世的傾向を有する神秘主義的思想を呈示す

る作品を生みはじめていた。ここでいう神秘主義とは、イスラーム神智学と呼ばれる思想、神・実在についての直観的知識をさす。」	
	
「神秘主義道において、修行者が神秘主義という心ゆかしい精神体験を通して神との一体感を得、自我消滅（ファナー）の後に来る存続（バカー）という人智

を越えた段階へと導かれるための内面探求の修業道を描出した『鳥の言葉』の前段階、すなわち外面的な法規定を描いた作品が本書『神の書』である。つ
まり、『神の書』を経て『鳥の言葉』を読むことによって、神秘主義の流れに沿った「旅」に出ることができるのである。	

　『神の書』は、当時の慣習に基づいて神、予言者ムハンマド、第四代までのカリフへの称賛が高らかに詠われた後、八行にわたり人間の魂を読者に呈示し、
人間の魂から生まれる六人の息子----欲情、悪魔、理性、知識、清貧、神の唯一性への信仰----について語り始める。そして、アッタールは、ある王が六人
の王子に各々の夢や願望について尋ね、息子たちが順に答えるという枠物語を始めるのである。王と王子たちの物語が基底とされているため、当初は『王の

書』とも称され、アッタール自身も晩年に自身の四行詩集『選択の書』の中でこの別タイトルに言及している。」	
	

「いずれの王子に対しても父王は、彼らの望むものはどれも魂を欺くものであり、彼らは幻や妄想に欺され、自尊心と地位にしがみつき、富に対する貪欲さを
剥き出しにしているのだと言い、彼らが求めるべきはもっと崇高で永遠なるものであるべきと説く。換言すれば、アッタールは欲情、幻想、自尊心と立身出世、
生への執着、支配欲そして金銭欲との人間の葛藤を描出している。「この世に存在するものの価値は何か」、「人間の深遠なる願いは何か」、「最後には死を

迎え消滅するこの世において、この世に存在するものへの執着から解放されるため何をすべきか」といった問いをめぐるアッタールの思想の展開ともいえる。
この世に対する心の執着や希望をどのように見なすべきか、この世の魅力からどのように解放されることを求めるべきかのか、という、人間誰しもに突き付けら
れる問題提示である。」	

	
「アッタールは庶民と同じレベルの目線で逸話を語り、社会のありとあらゆる人やものに対する優しい視線を投げかける。特に、「理性ある狂者（ウラカーイ・マ

ジャニーン）」というキャラクターは、アッタール作品、とりわけ本書に際立った存在である。実在の人物として描出されるブフルールをはじめ、みすぼらしいな
りの翁や媼が、社会の良識を一顧だにすることなく権力者たちに歯に衣着せぬ言葉で思いのたけをぶちまけるその姿に、潔さや小気味よさを感じる読者は
少なくないであろう。そしておそらくはこの「理性ある狂者（ウラカーイ・マジャニーン）」が、一四世紀のハーフェズ----今なおペルシア語圏で一種神聖視され

ている、ペルシア叙情詩の最高峰に君臨する詩人----が理想的な人間像として描出した「放蕩児（リンド）」というキャラクターと無関係ではあるまい。」	

欲情や悪魔だけではなく	
理性や知識も	
さらには清貧も神の唯一性への信仰さえも	
魂を巧妙に欺くものだというのだ	
そしてそれらから解放されるために	

崇高で永遠なるものを求めなければならないという	
	
神ってるがいかに魂を欺くか	
神対応がいかに魂を欺くか	
神泡がいかに魂を欺くか	
そんな物語もまた	

『神の書』として語られるのも一興かもしれない	



手はつくり	
手はいのる	
	
いのりのために	
手のかたちは	
人形として奉納され	
手のちからを	
広げ強めるために	
道具がつくりだされる	
	
いのるのも手	
つくるのも手なのだ	
	
手は	
人が人であるために	
みずからを方向づけ	
みずからをもつくりだす	
	
道具は	
人の手を延長する	
道具は人の手でもある	
	
手はつかみ　手はたたき　手はすくい	
手はくみ　手はかき　手はつり	
手ははき　手ははらい　手はすり	
手はこすり　手はすくい　手はふるい	
手はあおり　手はひり　手はたもち	
手はしめし　手はさぐる	
手は書きそして描きもする	
	
手先の不器用な哲学者はいないと	
シュタイナーは示唆したが	
手こそがみずからの未来を	
思考し創造する重要なちからだからだろう	
	
つくる手	
いのる手	
そのちからをなおざりにしたとき	
人は霊性そのものをもなくしてしまうのかもしれない	

（「刊行にあたって」より）	
「先人たちが、「手」の造形に思いを込めたのはなぜか。その謎を人と「手」の関わり方を追求することで明らかにすることができないだろうか。そこで、
まぜ「手のかたち」と「手のちから」、すなわひ手の形態と機能に注目し、三方石観世音の奉納品をめぐって「手の造形」を考え、呪術的なちからを持

つ人形の手、続いて霊長類の手、哺乳動物の手など生物学的な視点とともに未来に向かう手として筋電義手を紹介する。さらに手の延長といわれる
道具類の形態と機能を探るという、壮大なテーマを持つ展覧会となった。」	

	
（「Ｉ 手と祈り」〜「三方石観世音との出会い」より）	
「人生をめぐる、さまざまな悩みごとのなかで病気や怪我は、誰にでもあり得る重要な課題であろう。医学が発達し、医療施設が全国すみずみに展開

している今日でさえ、なかなか治らない病気や怪我や、さまざまな障害について、神仏のちからに頼って平癒を祈念することは、かわりなく続いている
民間の習俗だといってよい。とりわけ「霊験あらたか」と評判の神社や寺院、そして路傍の石像や石塔などの神仏への祈願がなされ、その祈願方法に

も、わが国特有の民俗的な方法が伝承されてきた。	
　手形足形などの身体部位を板きれなどで象って奉納する習慣もそのひとつだ。全国各地に例があるが、今回取り上げる福井県三方上中郡若狭町
三方の三方石観世音の御手足堂には手形足形などの奉納品がうず高く積み上げられ、その量は半端ではない。むしろ言葉を失うほどに圧倒的だ。

現在、観音堂（本堂）で授与される御手足は同じ規格のシンプルなものだが、御手足の山をよく見ると、かなり古そうなものが混ざり、一つひとつが個
性的で造形的にも見ごたえのあるものが散見された。」	

	
（「II　手と道具」〜「はじめに」より）	
「武蔵野美術大学には、美術大学としてはめずらしい民俗資料室があり、約９万点の膨大な生活用具が収蔵されている。これは、本学教授だった民

俗学者、宮本常一（1907-1981）が中心となって収集したものである。」	
	
（「II　手と道具」〜「２．手のはたらきと道具」各章の項目）	

「１．つかむ手／２．たたく手／３．すくう手、くむ手／４．かく手、つる手／５．はく手、はらう手／６．する手、こする手／７．すくう手、ふるう手／８．あお
る手、ひる手／９．たもつ手／１０．しめす手／１１．さぐる手／	

	
（「II　手と道具」〜「今後の展開に向けて」より）	
「「手の機能」あるいは「道具の機能」が何かという問いは、それらの基本的なはたらきが何かを見定めることである。	

　人類は２足で立ち上がり、まず手でものを「つかむ」「にぎる」機能を発達させた。他の霊長類と異なり、握ったものを「道具」として使う特技を大いに
発達させたのである。手の多様な機能を補助し、増強し、特化させた道具をつくり出し、必要に応じて使い分ける。そして、身体のほかの機能も同様

に、道具として延長させ、無限ともいえる身体機能の可能性を広げてきた。いまも新しいジャンルの道具が発明され続けている。際限なく広がる道具
の世界を分類することは、そもそも不可能だという意見がある。しかし、人間が獲得した身体、とくに手の基本的な機能の典型的なあり方から、道具の
機能を見定める作業は決して無駄ではないと考えている。」	

☆mediopos-1752　　2019.9.2	

■神野善治 編『くらしの造形　手のかたち　手のちから』 
　（武蔵野美術大学出版局 2019.8）	



新しい魔術が必要だ	
過去の魔術ではない	
新たな時代の魔術だ	
	
近代科学は魔術から出ながら	

精神をなくしてしまい	
ほんらいひとつだったものを	
二つに切り離してしまった	
	
外と内	
意識と無意識	

抽象と具体	
量と質	
直線と円環	
思考と感情	
部分と全体	

事実と価値	
身体と精神	
客体と主体	
能動と受動	
	

そして	
私は私たちは	
それら二つのあいだの	
ダブルバインドに苦しむことになった	

現代はその矛盾を超えて生きるための	
方法を見出すための生みの苦しみの時代なのかもしれない	
	

☆mediopos-1753　　2019.9.3	

■モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ／世界の再魔術化』	
　（柴田元幸訳　文藝春秋　2019.7）	

近代科学の世界観のなかだけで生きるには	
人は機械にならなければならない	
けれどそこから脱するために	
過去の魔術的世界に戻るわけにはいかない	
近代というプロセスを通りながらも	

その矛盾を超えていかなければ	
人類は未来への道を失ってしまうことになる	
	
切り離されてしまったものを再び結び	
新たなかたちへと変容統合させてゆく	
そんな大いなる魔術が必要なのだ	



「ベイトソンの認識論は、基本的には、あるひとつの問いに対する答えを綿密にしたものである。それは、「＜精神＞とは何か？」という問いだ。『精神の生態学』序章でベ
イトソンが述べているように、西洋科学は、「形と実体という昔からの二分法の、誤った一方に橋をかけようとしてきた」」。精神（もしくは＜精神＞）とは何かを説明するので
はなく、説明によって精神を無化してしまったのだ。だが、実体（物体とその運動）を唯一の説明原理として出発し、そこから形あるいは精神を演繹できるとは考えがたい。
これに対しベイトソンの思考法にあたっては、＜精神＞は物体とまったく同じに現実である。そして＜精神＞は、宗教的原理でもなければ生気論的な生命力でもない。
現実の外に超越して存在する神秘的な何かではないのだ。	
　＜精神＞が現実であることを認めるベイトソンの世界観は、それゆえに、錬金術やアリストテレス主義と形式的には同じ特徴をいくつか持っている。たとえば事実と価値
を分離しないし、「内的」現実と「外的」現実を分離することもない。また、問題にされるのは質であって量ではなく、大部分お現象は、少なくともある特別な意味において
は、生きている。けれども、ひとつの重要な点で、ベイトソンの思想は、聖なる統一という発想から出発するどの伝統的認識論とも異なっている。ベイトソンの体系には、
「神」がいないのだ。アニミズムもなければ超自然力もなく、我々が「初源的参加」と呼んだものはいっさい存在しない。なぜなら、ベイトソンは、＜精神＞を物体のなかに
「ひそむ」ものとしてではなく、諸現象の結びつき方と行動のあり方そのものが「帯びる」ものとして捉えているからだ。むろん「参加」というものがまったく存在しないというの
ではない。我々は我々のまわりの事物から分離した別個の存在ではない。ただ、「原始的」もしくは前近代的意味での「参加」はベイトソンにはない、ということである。」	
	
「ベイトソンに関する私の議論のポイントは、こうしたさまざまな困難を克服し聖と俗をふたたび統合するという観点から見て、ベイトソンの思想こそが我々が現在持ってい
る最良のものだということである。だからといって、その全体論的パラダイムにまったく問題がないというわけではない。（･･･）いずれにせよ、ベイトソンのパラダイムの最大
の利点は、それが「事実」を犠牲にすることなく「価値」を取り込んでいるという点である。それは、現代に対応するように修正された、より成熟した形の錬金術的＝弁証法
的思考である。これまで私はかなりのスペースを費やして、ベイトソンのパラダイムがデカルトのパラダイムよりもすぐれていることを論じ、また、それが構造的に見てヘルメ
ス的世界観や伝統的思考システムに似ていることを示してきた。ベイトソンの著作においては、＜精神＞が従来の宗教的コンテクストから解放され、現実の世界における
具体的・動的な科学的要素（プロセス）であることが明らかにされている。したがって、ベイトソンにおいても「参加」は存在しているが、それはもはや元来のアニミズム的意
味での「参加」ではない。ベイトソンの思想は、原初的伝統と多くの点で共通してはいるが、それを超えた面を持っていると私は思う。（･･･）	
　原初的伝統に比べてベイトソンの全体論が勝っている第一の点は、それが自意識的であるという点である。すでに述べたように、原初的伝統においても＜精神＞は存
在するが、それは差異化されていない意味（すなわち「神」という）においてである。これに対し、ベイトソンの言う＜精神＞は具体的であり、その諸特徴を明確に記述しう
るものである。ベイトソンは原初的な知をそのまま復活させようとしているのではなく、自意識的な一体化を唱えているのであり、それによって、意識／無意識の二分法を
いきなり溶解させるのではなく、徐々に柔らげ取り除いていこうというのだ。情感にも精密な演算規則がある。現実のアナログ的・関係的本性を論じて、ベイトソンは、この
ような現実がいかにして記述されうるかのすぐれた実例を我々に示してくれた、」	
	
「政治的個体として持続する長さはさまざまでも、文明というものはみな、一人ひとりの人間と同じく、ひとつのメッセージである。つまりそれは、外の世界に対してひとつの
発言をおこなうのである。とすれば、西洋工業社会もまた、デカルト的パラダイムの力とその挫折をそのメッセージとしているのであり、そのメッセージによっておそらく後
世に記憶されることになるだろう。」	
「これからの二、三〇年が、ベイトソン的であれそれ以外であれ、全体論へ向けての移行が加速される時代となることは、まず間違いないだろう。科学文明が本格的に衰
退期に入っていくにつれて、ますます多くの人々が新しいパラダイムを求めるようになり、全体論的思考のさまざまなヴァージョンのなかにきっとそれを見出すことだろう。
もしも幸運に恵まれれば、紀元二二〇〇年ごろには現代のパラダイムは、好奇心の対象、何千年も昔に思える文明の異物になっているかもしれない。ユング、ライヒ、そ
して特にベイトソンは、それぞれのやり方で、我々が信じうる、魔法を取り戻した世界への道を示す手助けをしてくれた。それを発展させていけば、自我意識がまったく消
えることなく、ふたたび俗が聖の僕となる日がいずれ訪れるであろう。だがより大きな時間のスケールのなかで見るとき、そうしたいわば補助的変革だけで十分なのだろう
かとも思えてくる。ホメーロスから現代に至る時代は、三千年にも満たない。文化人類学的に見ればほんの一瞬ではないか。現代までの四百年にしたところで、未来から
振り返れば、進化のひとつのエピソードのなかのそのまた一部分以上のものではないかもしれない。だとすればアニミズムを脱した形にせよ、世界の魔法をよみがえらせ
ることで、究極的には、自我意識が完全に終演させられることになるかもしれないのである。フランスの精神分析学者ジャック・ラカンは、自我とはパラノイア的構築物であ
り、自己と他者との対立および同一性の論理に基づいて組み立てられたものであると論じている。さらにラカンは、西洋に特有のこの論理はつねに「境界」を要請するが、
認識とは本質においてアナログ的であって、本来は境界などというものをどこにも持たない、とも言う。我々の認識論がデジタル性を減じアナログ性を増すにつれ、境界
もたしかな輪郭を失いはじめることだろう。そして、自我、性格の鎧、「二次過程」が溶解しはじめるだろう。そのとき我々はふたたび回帰しはじめるだろう。ロバート・ブライ
の言う「グレート・マザーの文化」に、宇宙的無名性に、隅から隅まで一体的な世界に。」	
「自我意識が終焉するとしても、生が、文化が、そして意味ある人間行動が終焉するわけではない。「意味」を「不安」と同一視する実存主義は、この惑星における人類の
歴史の大半を無視することによってのみ成り立つ。近代個人主義の伝統はむろん、自我意識にしたところで、その歴史は比較的短いものにすぎない。人間の生存にとっ
ても、豊かな人間文化にとっても、自我意識は必須のものでは決してないのであり、究極的には有害でさえあるかもしれないのだ。（･･･）意識の神経構造は決して不変で
はない。ひょっとすると現代の我々もまた、同じようにダイナミックな「退化」の一歩手前まで来ているのかもしれない。そこから生まれてくるのは、単にひとつの新しい社会
だけではなく、まったく新しい種、まったく新しいタイプの人類であるかもしれない。」	



シュタイナーの霊的宇宙論では	
地球はそして人間は	
土星紀において	
物質としての萌芽である熱状態から始まった	
	
土星紀以前には	
時間はまだ存在していなかった	
時間に先立つ持続という状態だったという	
	
ボルツマンは熱力学第二法則において	
熱は熱い物体から冷たい物体にしか移らず	
逆は生じないということを示したが	
そのエントロピーの増大ということによってはじめて	
過去と未来の違いは生まれ得るという	
物理学の基本方程式にはそれ以外に	
過去と未来の違いを示すものはないというのだ	
	
普遍的な形での時間は存在しないのだが	
物質の萌芽である熱によってはじめて	
わたしたちの感じている時間の	
過去現在未来の流れは存在し得るようになる	
物質としてのからだをもった人間であるがゆえに	
時間を生きているということができるだろう	
	
神秘学においては	
地球の進化は人間の進化のプロセスそのものでもある	
それを可能にするのが物質としてのからだなのだ	
そのからだの最初にあるのが熱状態	
地球という局所において時間が流れ始め	
人間はからだを進化させながら	
その場所で魂を育てようとしている	
	

☆mediopos-1754　　2019.9.4	

■カルロ・ロヴェッリ『時間は存在しない』	
　（冨永星 訳　NHK出版　2019.8）	

宇宙進化のプロセスには	
地球進化以外のありようもあるだろうが	
人間の進化のプロセスは	
そのように物質的なからだを得ることで	
物質ゆえの時間という経験を可能にしようとしたのだ	
	
生まれ死に生まれ死に･･･	
という人間のプロセスもそのなかでこそ生じている	
それを苦とすることもできるだろうが	
その苦を通じてしかできない経験を	
人間は積んでいるのだといえる	
	
絶対的な時間は存在しない	
けれど人間は地球という局所の場において	
物質状態ゆえに可能となる時間を存在させ	
過去現在未来を重層的に経験することで	
魂を遊戯させるという	
特殊な進化プロセスを生きているのだ	



「始まりは、わたしたちに馴染みのある時間像、宇宙の至る所で等しく一様に時が流れ、すべての事柄が「時」の流れのなかで起きるというイメージだった。宇宙のあらゆ
る場所に現在、つまり「今」があって、それが現実だと思っていた。過去は誰にとっても過ぎ去ったもの、定まったものであり、未来は開かれていて、まだ定まっていない。
現実は、過去から現在を経て未来へと流れ、事柄は、本来過去から未来へと非対称にしか進展しない。それが、この世界の基本構造だと思っていた。	
　お馴染みのこの枠組みは砕け去り、はるかに複雑な現実の近似でしかないことが明らかになった。	
　宇宙全体に共通な「今」は存在しない。すべての出来事が過去、現在、未来と順序づけられているわけではなく、「部分的に」順序づけられているにすぎない・わたした
ちの近くには「今」があるが、遠くの銀河に「今」は存在しない、「今」は大域的な現象ではなく、局所的なものだからだ。	
　世界の出来事を統べる基本方程式に、過去と未来の違いは存在しない。過去と未来が違うと感じられる理由はただ一つ、過去の世界が、わたしたちのぼやけた目に
は「特殊」に映る状態だったからだ。	
　自分のまわりで経過する時間の速度は、自分がどこにいるのか、どのような速さで動いているのかによって変わってくる。時間は、質量に近いほうが、そして早く動いた
ほうが遅くなる。二つの出来事をつなぐ時間は一つでなく、さまざまであり得る。	
　時間が流れるリズムは、重力場によって決まる。重力場は真の実在であり、その力学はアインシュタインの方程式で記述される。今かりに量子効果を無視すると、時間と
空間は、わたしたちが埋め込まれた巨大なゼリーの異なる側面なのだ。	
　しかしこの世界は量子的であって、ゼラチン状の時空もまた近似でしかない。世界の基本原理には空間も時間もなく、ある物理量からほかの物理量へと変わっていく過
程があるだけだ。そしてそこから、確率や関係を計算することができる。	
　現在わかっているもっとも根本的なレベルでは、わたしたちが経験する時間に似たものはほぼないといえる、「時間」という特別な変数はなく、過去と未来に差はなく、時
空もない。それでも、この世界を既述する式を書くことはできる。それらの方程式では、変数が互いに対して発展していく。それは「静的な」世界でも、すべての変化が幻
である「ブロック宇宙」でもない。それどころか、わたしたちのこの世界は物ではなく、出来事からなる世界なのだ。	
　ここまでが外へ向かう旅、時間のない宇宙の旅だった。	
　そして帰りの旅では、この時間のない世界から出発して、わたしたちの時間の知覚がどのように生じるのかを理解しようとした。すると驚いたことに、時間のお馴染みの
性質が出現するにあたって、わたしたち自身が一役買っていた。この世界のごく小さな部分でしかない生き物の視点、つまり私たちの視点からは、この世界が時間のな
かを流れるのが見える。この世界とわたしたちの相互作用は部分的で、そのためのこの世界がぼやけて見える。このぼやけに、さらに量子の不確かさが加わる。そしてそ
こから生じる無知によって特殊な変数、つまり「熱時間」の存在が決まり、わたしたちの不確定性を量で表したエントロピーが定まる。	
　おそらくわたしたちは世界の特別な部分集合に属していて、その部分集合と世界の残りの部分の相互作用では、熱時間のある特定の方向におけるエントロピーが低
いのだろう。したがって時間の方向性は確かに現実ではあるが、視点がもたらすものなのだ。ことわたしたちに関していえば、この世界のエントロピーは、わたしたちの熱
時間とともに増大する。	
　そしてわたしたちは、自分たちが単純に「時間」と呼んでいる変数によって順序づけられや形で、さまざまな事柄が生じるのを目にする。わたしたちから見れば、エントロ
ピーの増大が過去と未来の差を生み出し、宇宙の展開を先導し、それによって過去の痕跡、残滓、記憶の存在が決まるのだ。人類は、この壮大なエントロピー増大の歴
史の一つの結果であって、これらの痕跡がもたらす記憶のおかげで一つにまとまっている。一人一人がこの世界を反映していればこそ、まとまった存在なのだ。なぜなら
自分たちの同類と相互に作用することでまとまった実在のイメージを形作ってきたからで、それが、記憶によってまとめられたことの世界の眺めであるからだ。ここから、わ
たしたちが時間の「流れ」と呼ぶものが生まれる。これが、過ぎゆく時間に耳を澄ましたときに聞こえるものなのだ。	
　「時間」という変数は、世界を既述するたくさんの変数のなかの一つでしかない。重力場の変数の一つなのだが、わたしたちの知覚のスケールでは、量子レベルの揺ら
ぎは認識できない。だから、ちょうどアインシュタインの巨大なゼリーのように、時空を定まったものとしれ思い描くことができる。わたしたちのスケールでは、このゼリーの
動きは小さく、無視できる。したがって、時空を堅いテーブルのようなものと見なすことができるのだ。ちなみに、このテーブルには次元がある。一つは空間と呼ばれるもの
で、もう一つはエントロピーの壮大に沿う形の時間と呼ばれるものだ。日常生活でのわたしたちの動きは光と比べてひどく遅いので、複数の固有時の差や時計の食い違
いを感じることはなく、質量からの距離が違うことによって生じる時間経過の速度の近いも、小さすぎて判別できない。	
　だからけっきょくのところ、あり得るさまざまな時間ではなく、ただ一つの時間----自分たちが経験する、一様で順序づけられた普遍的な時間----について語ることが
可能になる。これは、わたしたちの特殊な視点、エントロピーの増大を頼りとして時間の流れにしっかり根ざしたヒトとしての視点からの、この世界の近似の近似の近似な
のだ。わたしたちには、旧約聖書の「コヘレトの言葉」にあるように、生まれる時があり、死ぬ時がある。」	



根っこがないのは	
故郷喪失者のようだ	
根っこがないことで	
あらゆる場所で生きることができる	
	

ひっそりと	
だれにも見られなくても	
生き物が育ちにくいような場所でも	
気づけばたしかにそこにいる	
	
街中でも苔は生えているけれど	

森や渓流を歩くと	
苔が岩を覆っていたりするのは	
黒子のような脇役ならではの魅力だ	
	
気づけば	

どこにいても	
そんな苔のような姿のほうに	
目を向けている	
	
それは	

見えるものを支える	
見えない姿に魅力を感じるからだろうか	
人のなかにいることを好まず	
人から離れていたがる習性からだろうか	

	
根っこのない	
故郷喪失者としての生き方として	

（月刊かがくのとも／作者のことば　今津奈鶴子「小さな苔の大きな魅力」より）	
「頭上に咲き乱れる梅や桜、地上を鮮やかに彩るタンポ。そんな華やかな花々の少し脇にある小さな植物。それが苔です。ひとつひとつの植物体がとて
も小さな苔は、人に踏まれないよう、道路や家の片隅で塊になって生えることで植物体同士が支え合い、ゆっくりと生長しています。そうした街中にひっ

そりと佇む可憐な姿から、大自然へと繋がる礎にもなる苔。その幅の広い存在感が苔の大きな魅力であると私は感じています。	
　古いお寺や神社、渓流や森の中に行くと、街中では見られないような一面に広がった苔の姿を見ることが出来ます。そのままでももちろん美しく完成さ

れた場所や建築物が、苔に覆われることでより一層深く見えます。その土地の歴史や情緒を苔の姿から直感で感じ取れる気がするのかもしれません。	
　そして他の植物と決定的に違う「根っこがない」という特徴が、こけの魅力をさらに引き立てます。苔は地球上で最初の陸上植物と言われており、太古
の地球で火山が噴火した後の溶岩に最初に生えたのが苔だそうです。その苔に根をはることで他の植物が生長し、森となり、生き物も誕生しました。

根っこを持たず、あらゆる場所で生長できる苔だからこその力です。	
　また、屋久杉で有名な屋久島は美しい苔と大自然が見られる場所ですが、こちらも元々は海底にあった岩の塊が島の原型です。その岩に苔が生え、

その苔を礎に長い年月を経て今の自然豊かな屋久島となりました。	
　桜のように華やかに舞うことも、タンポポのように地上を花で彩ることもないけれど、苔はその小さく可憐な体に壮大な力を秘めた植物なのです。街中に
ひっそりと佇む小さな苔は小さな島であり小さな地球です。是非、自分だけのお気に入りの苔を見つけてみるのはいかがでしょうか。」	

	
（『コケ図鑑』より）	

「コケは植物グループの一つで、光合成をしてエネルギーを得ているが、藻（緑藻類）や草木とは大きく異なる体のつくりをしている。進化的な視点で見
ると、植物の祖先はもともと水中で生活していたが、長い年月をかけ、一部の集団は「生まれて間もない乾燥に弱い個体を守る仕組み（胚）」を発達させ、
水から離れて陸上で生活するようになった。この最初に陸上に上がった植物に相当するのがコケであり、水中で生活する藻との違いである。しかし、コケ

は木や草のように「大きくて生存能力が高い種子」をつくることができず、また、「根を通して土から水を吸い上げ、体全体に行き渡らせる仕組み（維管
束）」もない。その代わり、コケは小さくとも数多くつくられる胞子で繁殖することで、生育に適した環境をいち早く見つけることができる。さらに、雨や霧な
どを葉の表面から直接吸収することで、土のない岩の上にも生えることができるのだ。」	

「コケには「セン類」「タイ類」「ツノゴケ類」の三つのグループがある。」	

☆mediopos-1755　　2019.9.5	

■月刊かがくのとも2019年10月	
　今津奈鶴子 さく・上野健 監修「こけをみつけたよ」（福音館書店　2019.10）	
■大石義隆 著（文・写真）『じっくり観察 特徴がわかる　コケ図鑑』（ナツメ社 2019.5）	



馬鹿になれなければ	
馬鹿を超えてはゆけない	
永遠の初心者でなければ	
その先へと歩いてはゆけない	
	

馬鹿の壁には	
馬鹿になれない壁がある	
馬鹿になれると	
そこに空っぽの容れ物が生まれ	
見栄という縛りから自由になれる	
	

気をつけなければならないのは	
馬鹿になれることと	
無謀であることは逆のベクトルだということだ	
無謀はむしろ見栄と愚かさの一形態なのだ	
容れるべき器が塞がれることで	

むしろ自由の可能性は損われてしまう	
	
達人（マスター）や天才になりたいと願い	
そうでなくても先生と呼ばれたいなどと思うような	
馬鹿になれない人もいるだろうが	

そんなレッテルにとらわれることで成長は止まる	
	
たとえある部分でそれなりのスキルが発揮できたとしても	
それはその人のごく一部でしかないからだ	

その限られた一部分を除けば	
どんな人もいつも初心者のようなものなのだ	
	
成長するということは	
まさに馬鹿になれる自由を得ることなのだろう	

馬鹿になれないことで	
部分でしかないスキルの成長さえ	
妨げられてしまうこともある	
	
永遠の初心者としての馬鹿であることで	

人は自発的な自由の可能性を得る	
未知へと向かって常に歩み続けられるからだ	

「馬鹿と思われるのではないかという恐れから、新しいことができなかったことがいったい何度あったろうか？　大人げないと思われるので
はないかという恐れから、自分の自発性をみずから「検閲」してしまったことがいったい何度あったろうか？　何とも残念なことだ。	
　心理学者エイブラハム・マズローは、きわめて高度で非凡な能力を示した人々には子供のような特質があるのを発見した（彼はそれを

「第二の純真さ」と呼んだ）。またアシュレイ・モンタギューは、モーツアルトやアインシュタインのような天才を表現するのに「幼児成熟」（ネ
オテニー＝新生児を意味する「ネイネイト」という言葉の派生語）という言葉を使った。	

　われわれは友達や自分自身がやった馬鹿なことに眉をひそめるだけでなく、世界的な名声を得た天才のもつ一風変わった面を笑う。
そして「馬鹿になる自由」が天才の成功の鍵の一つであって、それは幼児が言葉を覚えるのと同じくらい基本的なことであるとは決して考
えない。	

　柔道の創始者である嘉納治五郎は、高齢になり死が近づいてきた頃、生徒たちを自分の周囲に集め、自分が死んだら白帯をつけて埋
葬してくれと言ったという。何と感動的な話であろうか！　そしてまた、世界最高の柔道家が天命を前に初心者のしるしを求めるとは何と

謙虚なことか！　だが私はある時、嘉納治五郎の要求は謙虚であるというより現実的であったのだと気づいた。	
　死という最終的脱皮の瞬間には、人はみな白帯なのだ。そして死が人間を初心者にするのならば、生もまた人間を初心者にするの
だ----しかも何度も何度も。達人の持つ秘密の鏡に映る姿は、名声の頂点や達成の瞬間ですら、さらに知ることを求めて進んで馬鹿に

なる、クラス一番の初心者の姿なのである。	
　マスタリーの道を歩むすべての者にとって、どんなに遠くまで来ても、嘉納治五郎の求めたものは消えることのない問いかけであり、永

遠に新しい挑戦なのである。	
　あなたは進んで白帯を締めるだろうか？」	

☆mediopos-1756　　2019.9.6	

■ジョージ・レナード『達人のサイエンス／真の自己成長のために』 
　（中田康憲訳　日本教分社 令和元年六月）	



己の内なる火で	
みずからを燃やせ	
	
自我が自我を越えるべく	
火の試練は課される	
	
非日常のなかで火となり	
特別な感覚に酔うファナティズムは	
みずからを顧みず己の外へと向かい	
自我をただ燃えさかるままにするだけだ	
それはむしろみずからを	
低次の魔物に変えてしまう	
	
日常のなかでこそ	
平静のうちに	
みずからへの信頼を高めるべく	
静かに火を灯し続けることだ	
	
火の試練はむしろ沈黙のうちに	
みずからの熱を高次のものへと変容させてゆき	
見えるものの見えない真実へと向かうだろう	
その火こそ神への大いなる捧げものとなる	

☆mediopos-1757　　2019.9.7	

■エイヴィン・ベルク『北欧流　焚き火のある暮らし』（井上廣美訳　原書房　2019.4）	
■前田耕作『宗祖ゾロアスター』（ちくま新書108  1997.5）	
■ルドルフ・シュタイナー『いかにして超感覚的世界の認識を得るか』	

　（高橋巌訳　ちくま学芸文庫　2001.10）	



（エイヴィン・ベルク『北欧流　焚き火のある暮らし』より）	
「火とは、急速な高温燃焼から発せられる可視光線であり赤外線である。	

　炎は空気中の酸素と可燃性物質との科学反応から生じる。このプロセスは、温度の上昇によって可燃性物質がガスに変化して発火したときにだけ始まる。この時、微細な炭素粒子が高温になるた
め光を発する。その時に見える光線が炎であり、これがいわゆる火である。」	

	

「宗教や儀式にとっても、火は非常に重要だ。火は点火され、大きくなり、やがて消える。火は人生そのものを象徴し、愛を象徴する。火にはダークサイドもある。本質的に危険なもの、破壊をもたらす
ものであって、苦痛と損失を象徴する。	

　現代社会においても、火はその象徴的意味合いを失ってはいない。私たちは祝うときや祈るとき、そして悲しみを示すときにキャンドルをともす。北欧諸国では昔も今も、夏至や冬至の祭りにボン
ファイア（焚き火）を焚く。抗議の行進をするときや、自分の信じる主義主張に支持を表明するための集会のときには、今でもたいまつを掲げる。	

　オリンピックの聖火は、ギリシャのオリンピアで点火された炎が、何人ものランナーの手でリレーされてオリンピックの開催地へ運ばれる。（･･･）	
　火は神話においても不可欠な要素で、いつの時代も宗教上重要な役割を果たしてきた。聖書の出エジプト記には、次のように、ファラオの軍から逃げて荒れ野を進むイスラエルの人々を夜間に導

いた「火の柱」の話が出てくる。	

「主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱をもって導き、夜は火の柱をもって彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。」（出エジプト記13章21節）	
　一方、古代ギリシャの哲学者たちは火の物理的性質に関心を寄せた。すべての物質は４つの元素（土、水、空気、火）に基づいているというアリストテレスの四元素説は、何百年間も科学的真理だ

と思われていた。この説によれば、木材は土と空気と火で構成される。樹木はその根を湿った土の中に張り、空から空気を取りこみ、太陽から火を吸収するから、土、水、空気、火という４つの元素す

べてを含む。樹木を燃料に使えるのは、乾燥して、水の元素を抜いたあとだけだ。そして木材が燃えると、火と空気が抜け、土だけが灰という形で残る。火の番をしたことがある人には、これは理にな
かった説だと思われたが、18世紀になって、ゲオルク・シュタールという医師が新説を唱えた。シュタールによると、可燃性の物質はすべて同じ元素を放出するという。シュタールはその元素をフロギ

ストンと呼んだ。そして、硫黄がほぼ純粋なフロギストンだと主張した。硫黄が燃えると、ほとんど何も残らないからだ。また彼は、密閉した容器の中で燃えているロウソクは、容器内の空気がフロギスト
ンをそれ以上含むことができなくなってたときに消えてしまうと考えた。今ではこの逆が正しいと分かっている。炎が消えるのは、空気中の酸素がなくなったときだ。これを発見したのはアントワーヌ・ラ

ヴォアジエで、18世紀末になってからのことだった。」	

	
（前田耕作『宗祖ゾロアスター』より）	

「インド＝イラン共通の時代（前一五〇〇年以前）より、火の祭儀は彼らの宗教生活においてきわめて重要な役割を果たしてきた。火は日常生活にとって欠かすことのできないものであっただけでは
なく、供物を焼き、悪霊を払い、不幸をもたらす魔を断ち、浄め、復活させる源であった。火は肉体と魂を切り分け、魂を天上に甦らせると信じられていたから火葬という祭礼があったのだろう。」	

	

「ゾロアスター教徒にとって、火はアフラ・マズダーの臨在の可視のしるしであり、アシャ（正義）の象徴であった。彼らにとって最高の火はワーフラムの火で、あらゆる神をひきつける力をもっていた。こ
の火は天と地をつなぐ門のようにみえた。天上の神々はまずこの火に近づき、それからそれぞれの場所へと行かれたという。この火への供犠は、神々とアフラ・マズダーへとさし向けられた。」	

	
「火の祭儀の起源については、マスウディ（アラブの歴史・地理学者、十世紀）が伝える次のような話がある。東方からやって来た三人のマギ僧からもらった三つの贈り物への返礼として、聖母マリアは

彼らにひと切れのパンを与えた。マギたちはそれをとある石の下に埋める、するとパン切れは地中深く潜っていった。彼らがその穴を掘ると、そこから二筋の火が噴き出したという。	

　ノヴァーリスのいうように、「人は話す焔になる」。火の話はとどまるところを知らない。」	
	

「ゾロアスター教のコスモロジーでは、世界は無量光より発し、火の形をして生ずるという。方円一対の火は、「万象の創造者」アフラ・マズダーに捧げられたものであろう。	
	

　　仕える神に供えの火を捧げれば	

　　その口ずさむ聖歌に歓喜の響きがこもり	
　　その魂は天に向かって舞い上がる。	

　　　　（ヘルダーリン（高岡和夫訳）」	
	

（シュタイナー『いかにして超感覚的世界の認識を得るか』より）	

「第一の「試練」は、無生物、植物、動物、人間の体的特質について、通常の場合よりもはるかに真実なる直観を獲得することである。しかしこのことは、いわゆる科学的認識を獲得することではない。
科学ではなく、直観が問題なのである。----概してこの過程は次のように進行する。まず霊界参入の志願者には、自然物や生物が霊眼と霊耳にどのように自己を顕すかが認識できるようになる。次

いで或る特定の仕方で、これらの事物は何にも覆われぬ裸の姿を観察者の前に晒す。その時に見聞きできる事物の特質は、身体的な眼や耳には、ヴェールで覆い隠されている。このヴェールが霊
界参入のために脱げ落ちるには「霊的燃焼過程」と呼ばれる手続きが必要である。したがってこの第一の試練は「火の試練」と呼ばれる。	

　或る人たちの場合、日常生活そのものが多かれ少なかれ無意識的な「火の試練」による霊界参入の過程を示している。その人たちは豊かな経験を通して、自己信頼、勇気、不撓不屈の精神を健

全に育成する努力を重ね、苦悩、幻滅、失敗を魂の偉大さ、特に内的平静と忍耐力とをもって堪えぬく術を知っている。このような人生経験を通過してきた人の多くは、自分では気づかなくても、す
でに霊界へ参入している。（･･･）真の「火の試練」にとって本質的なことは、志願者の好奇心を満足させることではない。（･･･）志願者が高次の世界の認識を通して、一般に定時の世界の中で獲得し

うるものよりも、一層偉大にして真実なる自己信頼、一層高次の勇気と持久力、新しい種類の魂の偉大さを獲得すること、これこそが「火の試練」の目標でなければならない。」	



あるとない	
現実と夢	
わかるとわからない	

	
内と外	

ミクロとマクロ	
生と死	
	

好きと嫌い	
はじめとおわり	

出会いと別れ	
	
実と虚	

見えると見えない	
ふれるとふれない	
	

境界線は	
陰陽図がくるりと	

まわってしまうように	
ふいに踏み越えられる	
	

そのときの	
めまいにも似た	

鏡のこちらとあちらが	
反転するような	
不思議な切なさを食べることが	

生き延びてゆくことなのかもしれない	
	

あらわれるもの	
きえてゆくものとともに	
わたしもまた	

あらわれきえてゆくものとして	

☆mediopos-1758　　2019.9.8	

■九螺さらら『きえもの』（新潮社　2019.8）	

「本書は、常にきえもの前夜を生きるありものたちが、「ある」と「ない」、「現実」と「夢」、「わかる」と「わからない」などの対
概念の境界線を踏み越える瞬間を描いた掌編集である。	
　ミクロを突き詰めるとマクロの入口であるような境界線は、見慣れた日常のそこここにある。そこからあっちへいかないよ
うに、我々は様々な教育を受けて生き延びる。しかし人が絶景と呼ぶ光景は、いずれもそのような境界線の眺めである。
わたしたち存在は、非存在に憧れている。	
　この世はあの世を含んでいるし、あるはないを含んでいる。消えるとは、真逆世界への鬼の移動である。そうと知りつつ、
見えなくなること、触れなくなることは悲しい。そのような喪失を、日本人は切ないと言う。	
（この気持ちをどうしたらいいんだろう･･････）それが、ものごころついてからのわたしの、常なる心の呟き、または叫び
だった。	
　同級生の何人かはその気持ちを他者への恋だと思い込んでいるようだった。身近な大人たちはそんな気持ちを感受
する余裕がないようだった。	
　わたしは、どうしたらいいかわからないこの気持ちの正体を「音楽に対する感嘆」であると解釈し、一人でオーケストラ
の演奏を聴きに行き始めた。そして、観客の中で一番大きな音の拍手を作ってその音楽を讃えることを自分に課したり
してみた。	
　中学生になると、数式や理科や詩に対する感嘆だと解釈してみた。しかし、何かそれらだけでもないようなのだった。	
　わたしは、自分というものを通して感じるしかない存在というものの不思議さに心酔して、体から気持ちを漏らしていた
のだ。	
「我思う故に我あり」は、「この先行き止まり」の思考標識みたいで信用できた。現代の人間だけが、存在について考える
ことができる。月から地球を写した写真を見て神への冒涜だと憤慨することもない。全ての脳が、俯瞰した神の視点を持
つことができる。すると、脳の数だけ宇宙があるとも言える。宇宙と脳は相似だ。脳の外で思考できないように、宇宙の外
という非存在を、存在である脳はイメージできない。	
　･･････というようなことを考えるのは、エキサイティングだ。脳のご馳走だ。生き延びるという基本任務（本能）では使わ
れない、非常時用の脳部分の使用は贅沢だ。（この気持ちをどうしたらいいんだろう･･････）の答えは「どうしようもない」
なのだが、わたしは、言語化しようと思う。したいと思う。する努力が恍惚だと感じる。	
　言語化することでどうにかなる（言葉になる）のだし、言語化は客観視と同一だから、存在酔いの自家中毒から解放さ
れる。	
　そうすることで、わたしは言葉と愛し合う。」	
「無から有が生まれたビッグバンが、いつか己を回収して無に戻るときが来るのだろうか。爆発の延長の中に束の間存
在している「いまのわたし」という現象が、常に不思議でたまらない。	
　そんな中でわたしは、きえものである肉体にカヌレを食べさせている。」	



ふたつを	
「と」「に」「の」「は」「も」「から」で	
つないでみると	
思わぬ人類学的思考がそこに立ち上がる	
	
人と動物	
動物と人	
人に動物	
動物に人	
人の動物	
動物の人	
人は動物	
動物は人	
人も動物	
動物も人	
人から動物	
動物から人	
	
動物・人だけではない	
人・人	
男・女	
大人・子ども	
西洋・東洋	
	
人とさまざまなものの関係性も	
「と」「に」「の」「は」「も」「から」で	
むすんでみると	
それぞれの思考が立ち上がってくる	

☆mediopos-1759　　2019.9.9	

■奥野克巳・山口未花子・近藤祉秋〔共編〕	
　『人と動物の人類学（シリーズ・来たるべき人類学５）』
（春風社　2012.9）	

人・教育	
人・政治	
人・経済	
人・法	
人・国	
人・民俗	
人・宗教	
人・言葉	
	
そして	
あらためて	
ここからはじめてみたい	
	
わたしとあなた	
あなたとわたし	
わたしにあなた	
あなたにわたし	
わたしのあなた	
あなたのわたし	
わたしはあなた	
あなたはわたし	
わたしもあなた	
あなたもわたし	
わたしからあなた	
あなたからわたし	
	
行為主体性	
分離不能性	
境界性	
越境性など	
多様な関係の様態から	
来たるべきわたし・あなたが	
見えてきはしないだろうか	

（奥野克巳「序　人と動物の関係を地球規模で見てみる」より）	
「「人と動物」という、ありふれた表現のなかに含まれる〝と〟に目を向けてみ

よう。私たちは、人と動物の間に〝と〟を挟んで、人〝と〟動物と言うことに
よって、知らず知らずのうちに、人と動物を切り分けている。あるいは人〝と〟

動物という表現では、人と動物が並列に捉えられていることになるのかもしれ

ない。いずれにせよ、〝と〟を挟むことで、人と動物は異なる存在となる。	
　人と動物を切り分けて、異なる存在者とする言辞は、〝と〟だけではない。

ためしに〝と〟の部分に〝に〟を入れてみよう。人に動物、動物に人と言っ
たとき、人と動物は並列に置かれている。あるいは、人には動物が、動物には

人が割り当てられる状況が示される。〝に〟によって、人と動物は隔てられる
のである。	

　さらに今度は、〝の〟を入れてみよう。人の動物とは、人の所有物としての

動物であり、動物が人に従属しているさまが示されている。その場合、動物は
人が自由に扱うことができる、あるいは、管理する対象となる。逆に、動物の人

という言い回しからは、動物のうちにある人格、人間性のようなものが読み取

れるだろう。	
　もうしばらく、こんな修辞実験を続けてみたい。人と動物を分け隔て、区分け

するのとは異なる、人と動物の関係を想像してみるための手がかりを得たいか
らである。	

　試しに、〝と〟に代えて〝は〟を入れてみよう。人は動物、動物は人という

言い回しは、どういう事態だろうか。人は動物である。しかし、私たちは日頃、
そうした事実を忘れている。人は動物ではないのかというと、そうではない。一

般に生物学の教科書には、人もまた動物であるという事実が載っている。逆
に、動物は人であるという言い回しはどうか。童話や民話では、動物は喋った

り泣いたり笑ったりして、人のように振る舞う。	

　〝と〟に代えて、〝も〟を挟んでみれば、〝は〟を用いたときとは意味内容
が違ってくる。人も動物という表現では、人もまた、動物というカテゴリーに入

ることが示される。一方で、動物も人という言い回しは、聞く者を戸惑わせるか
もしれない。動物はふつう人ではないと考えられているからである。その言い

方では、動物もまた、人というカテゴリーに入ることが示される。地球上には、

北米先住民たちのように、伝統的に、動物も人であると捉えている人たちがい
る。	

　次に、〝から〟を置いてみよう。人から動物、動物から人。人から動物へ、
逆に、動物から人へ何かを与えたりするような動きが示される。人から（飼育）

動物へは餌が、動物から人へは肉などが捧げられるというふうに、〝から〟に

よって、贈与の方向が示される。さらに、そうした言い回しでは、〝と〟で区切
られるような、人と動物の間に設けられている境界線を越えて、人から動物へ、

逆に動物から人へ、領域を侵犯して越境する事態が示されるかもしれない。	
　このように、人と動物の〝と〟に代えて、そこにいくつかの語彙を挟んでみる

と、人と動物の間の多様な関係の相が見えてくる。それは、動物もまた人であ

るという事態であったり（行為主体性）、人と動物が分け隔てられるのではなく、
混淆するさまであったり（分離不能性）、人と動物の間に分割線が仮構された

り（境界性）、そのような分割線を越えて、動物が人の領域へと越境侵犯する
さまであったりする（越境性）。人と動物の間には、多様な関係の様態がありう

る。」	



かつて名というのは	
その真の名を	
知られてはならないものだった	
真の名を知られると	
それをつかって	
操られもするからだという	
	
神の真の名を	
呼んではならない	
ということにも	
どこかで通じているのかもしれない	
	
名というのは不思議な存在で	
その名で呼ばれることで	
その名であらわされるものが	
たちあがってくるところがある	
	
単に記号化されてしまった名は	
そのかぎりではないが	
奥行きをともなった	
記号化されえぬ名は	
それにふさわしいイマージュを纏って	
ある種のかたちをとりながら姿をあらわしてくる	
	

☆mediopos-1760　　2019.9.10	

■著：野瀬奈津子・絵：濱愛子	
　『かたちのなまえ THE NAME OF SGAPES』（玄光社　2012.8）	

その名であらわされるものが	
茶道具のような具体的なものであっても	
その名の喚起する風情は	
見立て　写し　本歌どりなど	
季節や物語や動作といった文化的な仕掛けのな
かで	
道具そのものを超えて顕れてくるのだ	
	
それらの名の多くは	
言い知れぬ美しさを纏っている	
その名そのものが美術品でもあり	
どこかその秘儀の言葉によって	
見えぬなにものかを召喚しさえするかのように	



「まる、さんかく、しかく･･････“かたち”をあらわす言葉葉たくさんあります。もしも、これらの言葉がなかったら、きっとそれを説明するのにずいぶんと骨を折ることでしょう。この本では、たんなる図形
ではない、「かたちのなまえ」の数々をとりあげました。	

　西洋美術と違い、日本美術は一点ものの独自性よりも、かたちの美しさの継承を最上としてきました。茶道具においては特にその傾向が顕著で、“利休形の棗”や“黒楽茶碗”など、現在まで定番
としてつくり継がれてきた道具もたくさんあります。これが「見立て（あるものをまったく別のつかい方をすることで新しい価値を生み出すこと）」や「写し（基準となる作品や実物をなぞらえ、形状や紋

様・図柄を模倣した作品をつくること）」、「本歌どり（過去の美術作品から表現のモチーフを引用する手法）」など、日本美術独自の文化を生み、かたちのなまえがそれぞれに与えられてきた経緯に

つながります。	
　かたちのなまえは、立体を正確に伝え共有する術であると同時に、その想像性にあふれた美しい言葉は「季節」や「物語」、「動作」など日本らしい自然や文化をはらんでいます。いまでも日常的

につかわれているものもありますし、茶道具や美術品でしか目にしない特殊なものもあります。	
　この本で紹介しているのは日本の美術品、特に茶道具に用いられるかたちのなまえです。想像をかきたてるような、静謐で美しい濱愛子さんの絵とともに、七〇のかたちが登場します。	

　複雑な立体を、言葉ひとつで頭のなかに浮かびあがらせてくれる、優れた「かたちのなまえ」たち。そのなまえで呼ばれるにいたった背景を紐解いてみることで、新たな視点や物語が広がるヒント
になればと願っています。」	

	

（「阿古陀（あこだ）」より）	
	

「金冬瓜（きんとうが）の一種だが金冬瓜ではなく、実は平たくてまるい。	

　紅南瓜（あこだうり）と書くこともあり、初秋に黄赤色の光沢がまあるい実がなるらしい。	
	

　まるで解けないなぞなぞを出されているような幻の瓜、それが阿古陀。	
　よくみかけるかたちなのに、原型を知る術はない。	

　“阿古陀を象った茶道具”は多い。けれど阿古陀瓜の正体は謎のまま。	

	
　もはや、道具から想像するしかないという不思議なかたち。	

　南瓜のような、雪洞（ぼんぼり）のような、なんとも愛嬌のある姿をしている。」	
	

（「訶梨勒（かりろく）」より）	

	
「訶梨勒、といってもピンとくる人はきっとすくない。	

　実際に茶席で目にする機会もずいぶん減っている。	
　神社なんかでもらう匂い袋が、いちばんその名残を感じるものかもしれない。	

	

　訶梨勒はインドの植物で、シクンシ科の喬木。	
　梔子（くちなし）に似た果実は薬用として重宝され、水毒を解くということで邪気除けになった。	

　足利義政がこれを模したものを床柱に飾ったのがはじまりといわれる。	
	

　いまでも正月や初釜、席披きなどのおめでたいときの邪気除けとして飾られる。	

　訶梨勒のかたちをした陶器や袋のなかに、訶梨勒の実や、丁字、竜脳、桂皮などさまざまな香料を入れ、ふわりといい香りを漂わせている。」	
	

（「肩衝（かたつき）」より）	
	

「道具の部分はよくからだの名称で呼ばれる。	

　たとえば茶入や水指などの筒の部分は“胴”、そのいちばん上部のことは“肩”。	
　肩衝はこの肩の部分は張って、とがったようなかたちのこと。	

	
　茶入でよく開くかたちだけど、肩衝の釜というのもある。	

　さらには肩衝のなかでも、一文字や怒り肩、撫で肩などと分類されたりする。	

	
　特に優れた肩衝茶入「天下三肩衝」は、	

　信長、家康、秀吉と歴々の武将が所持してきた。	
　「新田肩衝」「初花肩衝」「楢柴肩衝」というのがそれで、楢柴以外は現存している。	

	

　利休以前は文琳などのころんとしたかたち、戦国時代の武将は肩衝を好んだというのは、なんとなく時代の気風を映していたのだろうか。」	



あるかたちの原型が	
抽象化されて	
パターンになると	
もようになる	
	

もようには	
ゆらいがあり	
歴史や物語には事欠かない	
	
そして	
心もようという言葉があるように	

心にももようがある	
	
かたちにならないかたちの	
こころの原型のようなものがあり	
それがある種のパターンとなって	

そのときどきの	
心のもようを形づくるのだ	
	
そのかたちには	
ユングのいうような	

元型にまで遡るほど古く普遍的なものから	
コンプレックスのような	
ごく個人的なパターンまで	
さまざまなものが見られる	

	
そうした心のもようには	
それぞれの人に応じ	
いつくかの定型のパターンがある	
	

じぶんでかたちづくっていく	
そのもようを観られるようになれば	
心の行方もまた見えてくるのだろう	

☆mediopos-1761　　2019.9.11	

■著：野瀬奈津子・絵：千海博美	
　『もようのゆらい THE ROOTS OF PATTERN』（玄光社　2012.8）	



「水玉、しましま、格子･･････私たちは、たくさんの“もよう”に囲まれて暮らしています。もようには、
それぞれなまえがついていて、そこにはさまざまなメッセージがあります。この本では、そんなも

ようのうしろ側にある意味をとりあげました。	
　一見、いかにも日本らしいと思えるもようでも、実は世界共通だったり、はるかに遠い国や時代

に起源をもっていたりしまう。なかには日本独自の解釈で意味づけられたものもあります。多くの

もようは「めでたさ」を表現したもの、「季節」を象徴するもの、「願い」をこめたものに分けられます。	
　それらは茶道具をはじめとした美術品、あるいは日常の道具に繰り返し描かれ、いわば一種の

暗号のように機能し、言葉では伝えきれない、あるいは伝わらない思いをそこに託してきました。
もようのゆらいを知ることは、その背後にあるメッセージを読み解くことでもあるのです。	

　なかには、何げなくつかっていたもように知らなかった意味や物語が潜んでいるかもしれませ
ん。もようのゆらいを知ることは、メッセージを送る手段がひとつ増えるということ。送り手、受けて

の双方が、もようにこめられたメッセージを言葉を介さずに読み解けたならば、なんとも粋なやり

とりになるに違いありません。	
　この本にでてくるもようは日本の美術品、特に茶道具でよくみられるものです。はっと目に飛び

込んでくるような、ビビッドでモダンな千海博美さんの絵とともに六九の「もようのゆらい」を紹介し

ます。	
　私たちの周りにあるたくさんのもようには、呼び名があって、ゆらいがある。その季節や背景、

意味を知ることで、自分らしい解釈で、もっともようを楽しめればと思います。」	
	

	

（「唐草（からくさ）」より）	
	

「人類の歴史のなかで、もっとも古いもようのひとつ、唐草。	
　からいあい、のびゆく葉や茎、蔓植物の生命力の意匠は	

　繁栄のしるしとして好まれた。	

	
　古代エジプトの蓮紋様を発祥として、メソポタミア、ギリシア、ローマ。	

　シルクロード、中国、朝鮮半島を経由して日本にたどりついたのは奈良時代。	
　唐から伝来したからとも、“からみ草”が唐草になったともいわれる。	

	

　日本では時代の変化や流行、はたまた季節にあわせて驚くほど多くの唐草文がある。	
　最初は忍冬唐草、そこから葡萄唐草や宝相唐草、鎌倉時代には牡丹唐草が流行した。	

	
　舶来ものを好奇心旺盛にとりこむ精神は、唐草のように縦横無尽にのべて	

　菊も桔梗も桜も、あらゆる花は唐草にからめとられてしまったようだ。」	

	
（「瓔珞（ようらく）より）	

	
「もようのなかでもとびきり可愛らしいのが、この瓔珞。	

	

　瓔珞は金属や石の玉をつないだもので、	
　もとはインドの貴族の装身具だったという。	

　なるほど、きらきらが散りばめられたようなまばゆい美しさ。	
　それが仏教にもとり入れられて、仏像や寺院の装飾にもつかわれるようになった。	

	

　仏教とともに瓔珞は中国に渡り、唐の時代の花喰鳥は瓔珞をくわえるものがふえた。	
　そうして仏教、花喰鳥、瓔珞は東の果ての日本までたどりついたようだ。	

	
　瓔珞のもようには、これといった一定のきまりはない。	

　しゃなりと連なる宝石のような、心躍る繋ぎ紋様であれば。」	

	

（「紗綾形（さやがた）」より）	
	

「よくよく目をこらすと、もようのなかに斜めになった卍がみえてくる。	
	

　「卍崩し」とも呼ばれるこのもようは、桃山・江戸時代に明から輸入された。	

　紗綾形という裂地の柄にゆらいするもので、そのまま日本に定着した。	
　おもに地文としてつかわれ、昔は慶事礼装の女性の白襟は紗綾形ときまっていた。	

	
　卍という文字はインドに起源があるとされていて、ビシュヌ神の胸のつむじだとか	

　ブッダの胸、手足、頭髪にあらわれた吉祥のしるしだとかいわれている。	
	

　卍は洋の東西にかかわらず、先史時代から存在するシンボル。	

　なんとなく、おどろおどろしいイメージがついてしまったのはつい最近のことだ。」	
	

（「渦（うず）」より）	

	
「好み物というのは茶道具の世界にはあって	

　各流派の家元が考案しや意匠やかたちの茶道具のことを、そう呼ぶ。	
	

　渦というのは、造形としては原始的なもようで。縄文時代やアイヌの文化にもあった。	

　死や再生など循環の象徴、という意味ももっていたといわれる。	
	

　ただ、茶道具につかわれているこの渦紋については、別の経緯がある。	
　裏千家の四代。仙叟宗室は千家の独楽紋を略紋とした好みの意匠だったという説。	

　仙叟好みということで、裏千家の茶道具に多く登場するもようといえる。」	

	
（「波（なみ）」より）	

	
「一瞬も止まることなく、満ちてはひき、よせては返し、	

　ときには荒々しい自然の力をみせつけ、またあるときは穏やかに凪ぐ。	

　波はさまざまなもようで描かれ、古くは海神を奉った神社の神紋とされてきた。	
	

　地平線の彼方にある永遠の彼岸と、現世の此岸を行き来する波からは	
　永遠や不滅、人生の浮き沈みがみてとれたのかもしれない。	

	

　躍動感のある波濤は吉祥文として晴れの場にも登場する。	
　静けさが漂う小波、繋ぎ文様で展開する青海波は一年を通じてつかえる。」	

	
（「水（みず）」より）	

	

「色もなく、瞬時にかたちを変えていく水。	
　それにもかかわらず、水を表現するためのもようは驚くほどあって、	

　さらにそれをみる私たちは、その意匠かた確かに水を感じられるという不思議。	
	

　蛇行する水の流れに季節のモチーフを配する流水や	

　秋草に宿るはかなりひとしずくの露。	
　観阿弥・世阿弥の時代から受け継がれてきた観世水のもように	

　水蒸気がゆらゆらと立ち湧いてのぼっていく様子を表現した立涌。	
	

　水はなんとなく夏のイメージがあるけれど、	

　もようによっては、どんな季節にもつかえる。	
　そういえば、いちばん身近な水のもようは“水玉”ではないだろうか。」	

	



常に前衛を生きている	

こうした独特老人の話を聞くと	

小僧になって出かけていって	

そのオーラを浴びながら	

話を聞いてみたかった気がする	

	

もう小僧になるには	

歳をとりすぎているから	

じぶんは独特老人のようになれるのだろうか	

むしろそんなことを考えたりもする	

魅力的な独特老人になるのはむずかしいだろう

が	

ただの無名の独特老人にでもなれたら	

	

独特老人になるには	

独りでゆかねばならないだろう	

権威やグルなどにならず	

決められたゴールのようなものなど気にせず	

常に前衛でありつづけ	

（前衛とかアヴァンギャルドはもう死語のようだけ

ど）	

独断・独走・独学・独走・独楽で	

☆mediopos-1762　　2019.9.12	

■後藤繁雄 編･著『独特老人』（ちくま文庫　2015.1）	



「日本社会は「成長」から「成熟」の季節をむかえ、少子高齢化へ進んでいる。しかし、齢をとったからといって「本物」の人間や、「達人」が増えているようにはみ
えない。「ニセの一流」を演じるぐらいなら、「かっこいいニセモノ」になることでも選んだほうがよいと思うのだが、そんな洒落た人間も、あんまりいやしない。	
　この『独特老人』に登場した人は、「一流」とかではなく「破格」である。アカデミックではなく、アヴァンギャルド。権威やグルになるのではなく、自由で風狂であ
る。その意味では、これから日本がむかえる老人社会のモデルになるとは言えないかもしれない。彼らは、社会の「中」にいながら同時に、「外」にいることがで
きる人間たちだったからだ。しかし、だからこそ彼らはみな日々、丁寧に誠実に暮らし、しかし、手に入れたものを素早く手ばなしながら、自由であろうとする。死
は突然来るものであり、それは誰にも来るものだからしかたがないとしても、人生はプロセスの連続だから、到達点があるわけでもなく、極論すれば「終わり」もな
い。	
　前衛音楽家のジョン･ケージは八〇歳で新だが、彼を回想して友人の舞踏家のマース・カニンガムが、ジョンはいつも「覇気とユーモア」があって、つねに明
日のことを考えていた、と述べた文章を読んだことがある。僕が訪れて「先生」だと思った独特老人たちもまた、皆そんな感じだった。	
	
　独りでゆけ、特別であれ！！」	
	
「人の魅力とは何だろうか？　今の世の中のように、社会に飼いならされながら歳をとっても、それはその人を少しも魅力的にはしない。	
　逸脱、気まぐれ、思いつき、狡猾、諧謔、軽み、快活、色気。	
　人は魅力的でありながら、かつ、やっかいなものだ。逆にやっかいだから魅力的だ。いったい何を言い出すかわからない。しかし、顔を、その目を見ただけで、
一言も交わすことなく、その人のとりこにされることもある。人の力、それがすべてではないか。	
　僕は八〇年代の終わり頃、先生が欲しかった。僕自身は、編集者といえど、もともとは絵描きになりたいと思っていた方だから、読み書きは独学に近い。もち
ろん専門分野などない。ただの手習いの小僧である。何も、偉い先生に師事したいと願ったわけではない。人に逢い驚くこと。その絶景を見に行くこと。ただそ
のことがしたいと思った。老人とは前線であり、前衛である。もっとも鋭く時代を破ろうとしてきたフロンティアたちである。年老いて、使い物にならなくなった時代
遅れのものというのは、大間違いである。人間は死ぬまで生きている。生きているということにおいては百歳の人も十歳の人も変わらない。エネルギーを全開し、
解放し、未知のものや他へ向かうことを生きることと言うならば、若くして死んでいるやつの方が多いだろう。人が正しく生きるとは、年齢を重ねるにしたがって、
解放されてゆくことだと思う。当たり前にこわいものがなくなり、よりこわい領域に入る。それは、ある意味では、人から逸脱してゆくことになる。かつて江戸の文人
は「奇なくして趣なし」と言ったが、人の魅力とは、「奇」であり、言いかえればその人を突き動かす「妄想」である。妄想なくして魅力なし。	
　小僧は、こわいものみたさで本を読み、手紙を書いた。電話をした。八十歳といっても、生きている人は自分に電話に出てしゃべるのだ。十代のものよりはやく、
モノをとらえて紙に書くのだ。彼らは、死などこわくない。もっともっと行けるところまで行こうとする。小僧はその放射能を、オーラを浴びに出掛けて行きたいだけ
だ。	
　小僧である僕は、彼らのことを「独特老人」「独特の人」と呼ぶ。独断、独走、独学、独走……独り楽しむと書いて独楽。独特とは、「独り」で「特別」、光速で回
転する独楽のような人。」	
	
「おそらく、永田耕衣の虚空に響くような句の笑いや、埴谷雄高の四十年以上、死ぬまで書き続けられついに未完に終わった小説『死霊』や、大野一雄のアル
ヘンチーナの踊り……。あげればきりがないが、それぞれの独特の人が持つ独特は、ほんとうにこの地球でただ一つの独特。これからも誰をしても生みだし得
ない独特なのだ。埴谷雄高は、「これは私が死んでから宇宙人が発見するんです」と言い、八十代半ばとなった下村寅太郎は、夜中じゅう起きて絵画と戦争に
ついての想いをめぐらせ「あと、二、三冊は書きたいんだ」と微笑み、耳の遠い小野三十郎は、まったく僕の問いに答えず（そのため収録できなかった）、突然
思い出したように、「昨日不死鳥と蒼ざめた馬の夢をみたんや」と話し、黙ったまま、もうすでに何が書かれてあるかわからない原稿用紙の束を僕に見せた。す
さまじき絶景。独特の人にとって僕が何者か問題ではない。先生も小僧が必要なのだ。彼らは誰かに喋らずにはいられない。たった今見出した世界の秘密に
ついての発見を、とにかく色あせないうちに、消失しない間に、誰かに話さなければならない。人生は短く、芸術は長い。これが自分だけの思想であるあるなど
という、けちなことは言っておれない。どこの馬の骨ともわからぬ僕に、彼らはびっくりするようなことを言い始める。独特の人は、独走の人でもある。	
　小僧は、独特老人たちから、たくさんのことを教わった。本などなくても、家などなくても、金などなくても、何もなくても今喋り、今考え、今笑うことから始めれば
いいということ。世界とちゃんとつきあえば、向こうの方から秘密を教えてくれるのだということを。やればやるほど、愉快で、もしも面白くならないとすれば、それ
は間違っているということを。人の思想とは、喋り方、語尾、語調、間の取り方、目の色、目の動かし方にこそ現れるということ。独特の人は、離れていても、一瞬
しか逢わなくても、既に死んでしまっていても、小僧はそのとりこである。	
　人間が宇宙を覆い尽くし、自然の力が衰えてゆく。森も死に、海も死ぬ。と同時に、人間も消える。独特の人は、大いなる自然でもあった。果たして、このよう
な独特の人はこれからも生まれ得るか？」	



数学がいちばん好きだった高校のとき	
数学の先生は数式と計算ばかりの人で	
ぼくは寺田寅彦を敬愛していたけれど	
物理学の先生も数学の先生と似たり寄ったりだった	
	
そのときの先生が	
森毅さんのような人だったら	
おそらく数学か物理学のほうに	
歩むことになったのかもしれないけれど	
別のいろんなことに関心が向かうきっかけにもなり	
計算で答えを出すのではなく	
問いをもったり考えたり感じたりできる	
哲学や文学のほうへと関心が移っていった	
	
久しぶりで森毅さんの新刊のエッセイを目にして	
しかも編者が亡くなったばかりの池内紀さんでもあり	
（この本にはまだ亡くなったという表記はない）	
その敬愛すべき二人の香りのする文庫を手にした	
	
世の中はいま	
管理社会特有の息苦しさとファナティズムとのあいだを	
右往左往しているように見える	
	
自分は正しいと思っている	
正義の人が増えたからなのではないだろうか	
ちょうど森毅さんらしい	
「「正義の人」がぼくにはおそろしい」	
というエッセイが文庫には収録されている	
	
自分は悪くないのが正義の人だ	
都合の悪いことがあっても	
その原因は自分ではない	
正しいのは自分だから	
それに反するものは間違っている	
	

☆mediopos-1763　　2019.9.13	

■池内紀 編『森毅ベスト・エッセイ』（ちくま文庫　2019.9）	

間違っていることを正そうとし	
規則をつくりまた規則のための規則を量産し	
世の中はますます息苦しくなっていく	
自分もますます狭苦しいところで	
影をつくりながら生きざるをえなくなる	
それでも自分は正しいままだ	
	
視点は固定しているし	
いろんなメディアの情報を	
信じ込んでいるだけのことが多いから	
その極めて狭いところから	
白黒をつけようとするファナティズムを事とする	
	
正義の人は面倒で	
ときにおそろしくもあるから	
近寄らないにかぎるのだが	
	
正義の人を目にして	
やれやれと思ったときには	
「まちがったっていいじゃないか」という	
森毅さんの著書を思い出したりもする	
	
こんな森毅さんのような方は	
絶滅危惧種のようになってしまって	
とんと見なくなってしまった	
世の中ますます息苦しい	



（「「正義の人」がぼくにはおそろしい」より）	
「　トルコ軍の大砲に、子爵はふっとばされて、体がまっぷたつ、半身になってしまった。しかも、その半身に悪の部分がつまって、領地へ帰ってきた
ものだから、領民は大迷惑。	
　ところが、残りの半身も、やがて帰ってきた。こちらのほうは、善の部分だけがつまっているのだが、それは領民にとっては、悪の半身以上に、迷惑
な存在だった。	
	
　カルヴィーノの物語、『まっぷたつの子爵』である。人間というものは、善の部分と悪の部分が調和して人格を作っている、なんて解説をしてしまう
のはつまらない。美しく楽しい物語だ。	
　人間というものは、ときに善意をもって、悪をなしてしまう。さらに、ときには、悪意の結果が、善をなしてしまうことだってある。そこが、おもしろいとこ
ろだ。善意だの、悪意だのであげつらっていては、人間のおもしろさは見えてこない。	
　それに、人間のすることには、善と悪とは貼りあわさっているみたいだ。	
（略）	
　ぼくは、大学にいるので、勉強のことが、さしあたりは気になる。学問をすればするほど賢くなる、なんてのは嘘だ。	
　なにかの知識を得ると、ものを判断するのに、その知識にたよりたくなる。なにかの技術を得ると、ものごとをなすのに、その技術にたよりたくなる。	
　知識があるために、ものの見えないこともある。技術があるために、うまいやり方をしないこともある。それにしても、やはり人間は、知識を求め、技
術を身につけようと、していくよりない。なにも知らず。なにもできないでは、生きていけない。	
　いったい世の中に、純粋の善や、純粋の悪があるだろうか。たぶん、それでみんな困っているのだろう。」	
	
「「よいこと」とは、どこできまるのだろう。だれかが、「よい国」を造ろうと思って、その方向へ向くことを強制しはじめたら困る。たとえ、国民の大多数が、
それを「よい国」と思っていたって、そんなものを「よい国」と思わない少数の人間を、非国民として排除するのでは困る。	
　たぶん、みんなの思う「よい国」に背を向けても生きられるのが、本当のよい国なのだろう。人間のほうが先にあって、その人間が生きるために国は
あるのだから、「よい国」を造るために国民があるのではあるまい。	
　学校だって、そんな気がする。「よい学校」をつくるためと言って、その方向に背を向ける生徒は排除されがちだ。非行生徒というのは、非校生徒と
いうことかもしれない。」	
	
「民主的というのは、いつでもだれでも、生意気になれることだ、とぼくは考えている。犯罪者だろうと、非行生徒だろうと、自分の意見を口にだし、自
分の責任で行動を律するのが、民主的ということだろう。「悪いやつは黙っとれ」というのは、民主的の反対だ。	
　といって、それは、みずからを「よい」と主張するためではない。そもそも、「正しいことを主張せよ」と、よく言われるものだが、これはちょっと矛盾し
ている。「正しい」と世に認められているようなことは、口に出す必要があまりない。これから「正しい」と認められるかもしれぬ、そうした思いを口に出
すものだろう。	
　それで、なにを主張するにも、いやむしろ、なにごとかをなして生きるだけでも、世間を騒がせ、世間に迷惑をかけ、他人を傷つけていることは、十
分にありうることだ。たいていは、悪を含まぬ行為に有効性は期待できない。	
　だから、人間というものは、つねにうしろめたい存在でもある。日々、悪をなして生きている。「よいこと」ばかりしていては、みずからの悪が見えず、
他人への思いへ心がとどかない。	
　そして、世のなかでなにごとかをなすのに、それに水をかけ、足をひっぱる存在がなくてはならない。ものごとが一つの方向へと進むのにブレーキ
をかけ、別の方向を考えさせてくれる。	
（略）	
　むしろ、「よいこと」だけが独走すると、破壊的なことがおこる。歴史をちょっと眺めても、人間というものは、正義を背にしたときにもっとも残酷にな
れた。（略）「正義の人」が、ぼくにはおそろしい。」	
	
「むしろ、ムダにも思える、そうしたわずらわしさのなかで、人間は楽しく生きていける。たぶん、ムダのほうにこそ、人生の真実があるのだろう。	
　人間性の持つ豊かさの屈折、それがムダを作っているのかもしれない。」	



「大江健三郎全小説」がもうすぐ完結	
だからというのでも必ずしもないけれど	
久々に大江健三郎の作品を読んでいる	
	
文学なるものを意識して読み始めたのは高校の頃	
そのころ主に集中して読んでいた文学は	
日本の小説家では安部公房と高橋和巳	
そして大江健三郎だった	
『洪水はわが魂に及び』が発表された頃のこと	
	
読んでも読んでも読むほどに	
何を読んでいるのかわからなるばかりなのに	
その言葉は洪水のように寄せては引いていった	
その主人公が樹木の魂や鯨の魂と交感するように	
	
そうして数十年	
久しぶりにふれてみた言葉は	
「魂のこと」に満ちていた	
	
ぼく自身の地元でもある	
愛媛の森の中が舞台なのを	
かつてはどこか敬遠していたところもあったけれど	
それもひとめぐりふためぐりすることで	
神話的でありながらリアルな場所として	
ぼくのなかにようやくその姿を見せてくれた感もある	
	
「魂のこと」なのだ	
たびたび小説のなかで引用されもする	
ブレイクやらイェーツやらシモーヌ・ヴェイユやら	
そしてドストエフスキーやらの言葉も	
やはり「魂のこと」にほかならない	
	

（小野正嗣『大江健三郎『燃えあがる緑の木』』より）	
	
「僕が強く惹きつけられたのは、むしろ後期の作品群でした。障害を持った息子との共生と、作家自身の故郷の四国の森のなかの土地の神話や伝承という二つの主題が、作
品ごとにていねいに深められています。そこにそのつど、作家にとって大切な詩人や小説家の作品の深い読解が重ねられます。そうやって作家の壮大にして繊細な想像力は、
毎回、さまざまな驚くべき出来事にしるしづけられた物語を、すみずみまで丹念に練り上げられた文体を駆使して展開していくのです。そしてこのような書き方----ナラティヴ

の手法----が確立されて、豊かに繁っていく時期、それを僕は大江作品の後期と呼びたいと思います。	
　今回取り上げる『燃えあがる緑の木』は、その後期の作品のなかでもっとも重要な作品のひとつであり、大江健三郎という作家の代表作といっても過言ではない作品だと思い
ます。	
　そこで作家は「魂のこと」に取り組んでいます。人間の魂は死後どうなるのか、人間にとって「祈り」とはどのような行為なのか、といことが、「救い主」とされた「ギー兄さん」という
男性の受難に満ちた生涯を通して語られます。そしてそれを語るのは、彼をそばから支えた特殊な身体的な特徴を持つ「サッチャン」という女性です。	

　作家は毎回、みずからの切実な問題意識に呼応してくれるような詩人を必要とするのですが、『燃えあがる緑の木』において、四国の森もなかの土地に生まれ、幼いころから
樹木を愛したこの作家に寄り添うのは、アイルランドの詩人イェーツです。「燃えあがる緑の木」という神秘的なイメージ自体が、イェーツの詩に喚起されたものです。「梢の枝か
ら半ばはすべてきらめく炎であり／半ばはすべて緑の／露に濡れた豊かな茂りである一本の樹木」は、この作品において何を象徴しているのでしょうか。	
　大江健三郎という作家は、障害を持つ息子との共生を大きな主題としていると書きました。そのことは作家自身もくり返し公言しています。作品を解釈する際に、もっぱら作家
の現実の人生で起きた出来事に関連づけて理解しようとする伝記的なアプローチを多用するのは慎むべきだと思います。しかし大江健三郎は、彼自身が現実生活をフィク
ション化し、そうやってできた小説が今度は現実生活に深い影響を及ぼすという書き方を長いあいだ続けてきた人です。	

　そのせいか、小説のさざまざまなところから、目を凝らせば、たがいを必要とし支えあう作家と息子が見えてくるように思えるのです。そのような僕の読解は、ややナイーブに過
ぎるところがあるかもしれませんが、後期の大江の作品を読むたびに、僕の魂を揺り動かすのは、そのような父（そして家族）と息子の姿なのです。障害のある息子はひとりでは
生きていけないかもしれません。しかし、そのような人がそばにいることで父は大きな贈り物をもらっているのです。困難な状況を生きる息子に手を差し伸べる父は、息子を支え
るという機会を与えられているのです。ケアを与えられていると思われる人も、ケアを与える側と同じくらい、いやそれ以上に多くのものを与えている。人間が二人、つまり複数
いることの意味はそこにあるのかもしれません。人間というものへの希望と信頼。『燃えあがる緑の木』にも、そのようなことを感じさせてくれる美しい瞬間----それは一瞬よりは

いくらか長い間つづくのですが----たしかにあります。	
　信仰のない者は、何に対して、どのように祈ることができるのか。『燃えあがる緑の木』は、悩み苦しみながらも、そのような問いにまっすぐ向かいあった人物たちの、つまりは
作家自身の魂の軌跡でもあるのです。」	

☆mediopos-1764　　2019.9.14	

■小野正嗣『大江健三郎『燃えあがる緑の木』』（ＮＨＫ　100分で名著／ＮＨＫ出版　2019.9）	
■大江健三郎『燃えあがる緑の木』（大江健三郎全小説１２　講談社 2019.8）	
■大江健三郎『洪水はわが魂に及び（上・下）』（新潮社 昭和48年9月）	
■加島祥造 訳編『イェーツ詩集』（海外詩文庫9 思潮社 1997.8)	

魂ということは	
人間が真に生きるということなのだ	
死をもふくめて生きるということ	
そこをはなれて	
魂の旅ははじまらない	
そして洪水はようやく	
わが魂に及んできたのかもしれない	
	
『洪水はわが魂に及び』の最後に	
印象的な言葉があった	
「すべてよし！	
あらゆる人間をついにおとずれるものが、	
かれをおとずれる。」	
	
めぐりめぐって	
ぼくの「魂のこと」もまた	
「すべてよし！」へと向かって	
航海をはじめるのかもしれない	



子どものころ	
おばあちゃんにつれられて	
森へ深く分け入って	
なば採りに出かけていた	
	

なばとはキノコのこと	
詳しくはわからないけれど	
なばというのは一説によれば	
木の切り株から新しく芽が生えてくる	
という意味の「なばえ」からきているらしい	
	

食べられるか食べられないかわからないので	
おばあちゃんに聞きながら	
いつくかの典型的な食べられるキノコだけを	
籠にどっさりと収穫したことを覚えている	
食べられるキノコのなかで	

いちばん好きだったのはホウキタケ	
食べるとコリコリとして風味がある	
	
でもなば採りのときは	
どうしても毒キノコのほうに気をひかれてしまう	

色とりどりできれいなのは毒のほうに多いのだ	
けれどそれらは一言でおばあちゃんに却下された	
	
それからずいぶん経って	

食べられるか食べられないか	
いまではその違いを見分けることはむずかしい	
それでもしばらく前からは	
野山にでかけると	
見つけたキノコは写真に撮って	

図鑑で調べるようになった	
そして調べれば調べるほどに神秘的になる	
	

☆mediopos-1765　　2019.9.15	

■日野十成・再話／斎藤隆夫・絵『おしょうさんとカックリカ』	
　（こどものとも2019年10月号　2019.10）	

キノコは見れば見るほど不思議な化け物だ	
満月の晩にカックリカカックリカと	
踊り出したとしても不思議じゃない	
野山を歩いていてキノコをみつけても	
次に出かけたときには	

その多くは跡形もなくなっていたりする	
見えていたキノコは	
ぼくを化かそうとして	
なにかが化けていただけなのだ	
	
和尚さんのように	

美味しく退治するのもいいけれど	
そういう知恵とは別の仕方で	
キノコの不思議につきあって	
別の知恵を得ることができないか	
妄想を膨らませてもいる	

（日野十成「キノコは化ける？」より）	
	

「今から60年前、ぼくは高校生でした。そして生物部というクラブ活動で、変形菌（粘菌ともいいます）の研究の初歩を上級生から
教わり、夏休みには毎日ぼくの田舎の町のまわりの山林を歩きまわり、その採集、標本づくり、顕微鏡観察をやっていました。変

形菌はキノコとはちがう生物ですが、生育環境がキノコと似ていることもあり、ぼくはキノコのたくさんある種類の一部をまちがえて

採集したこともありました。でも、標本をつくるとき熱で乾燥させるので、「しまったこいつはキノコだ」とすぐわかりました。というのは、
キノコは焼いたり煮たりして食べるとき、熱でぐんにゃりしてしまいますが、変形菌はその名に反して変形せずもとのままの姿を標

本にできるという点で決定的にちがいます。熱に強いのが変形菌、弱いのがキノコ。	
　キノコに関心はありましたが、変形菌のことでせいいっぱいでしたから、キノコとりはうまくなれませんでした。ぼくが食べられるお

いしいキノコの仲間では、見つけて食べることができたのは、ハツタケ一種しまも一本だけでした。変形菌に夢中になっていたた
めキノコが見えなくなったのかもしれません。	

　いや、はたしてそうかしら。なにしろ、キノコは化けることができるのです。ぼくが目をむけるとさっと姿を消せる術をこころえていた

のではないでしょうか。ぼくはキノコ化け物説を信じます。あのドクテングタケなんて、どう見ても怪しい。	
　それにしても、おしょうさんって油断ならんじいさまですね。このことは皆さんもキノコたちに教えてあげてください。」	

	

（「編集部だより」より）	
「満月の晩には不思議なことがおこると昔から言われていますが、このお話では、キノコたちがカックリカカックリカと踊り出すので

すから、驚きです。キノコにまつわるお話は東北地方に多いのですが、これは、山形に伝わる昔話でし。月明かりに照らされて、
踊るキノコたちの姿は、なんとも可笑しいのですは、どこか不気味でもあります。和尚さんはなんとか退治できないかと機転を利か

せ、最後はまんまと腹の中におさめるのですから、なかなかの知恵者。キノコたちが毒キノコでなくてよかったですね。」	



幻島をめぐる話には	
心惹かれてしまう	
	
幻島とは	
はかなげで稀少性のある	
小さな島のことだという	
	
そうした島々をめぐる	
非日常的なうつろいのなかで	
著者はむしろ	
目の前の日常が愛おしくなるという	
	
あたりまえのように見えるものが	
ほんとうはそうではなく	
常にうつろいのなかにあり	
かけがえのないものだということに	
気づいたということなのだろう	
	
はじめて見るもの	
はじめて会う人	
それらの非日常的なありようのなかでしか	
得られないように思っているものは	
いつも見ているもの	
いつも会っている人になかにも	
変わらずあることを忘れてしまっている	
	
不思議な島のようには	
不思議なもの	
不思議な人は	
いつも身近にいても気づかれにくい	
	
そしていちばん身近にいるのは自分だ	
ほんとうは自分がこうしていること	
そしてその心こそが不思議そのものにほかならない	
	
そのことに気づくのは思いのほかむずかしい	
仏教では唯識という観方があり	
精神分析ではさまざまな深層意識の森がある	
その森で人はどこかで他者ともつながっている	
そしてその不思議な心の物語は	
はるかな宇宙への旅ともなってゆく	

「幻島の魅力とは、いったい何だろう。	
　どうして取り憑かれたように、17島をめぐってきたのだろう。	
　幻島とは、はかなげで、稀少性のある小さな島、と本書で定義した。	
　やはりそんな泡沫のような美しさ、稀少性に触れると、日々の移ろいゆくものが見えやすくなる、感じやすくなる、ということに尽きるのではないか。	
	

　よくよく考えてみると、本当は小さな島でなくても、どこを旅しようが、どこで暮らそうが、周りのすべてのものは移ろいゆく。今日出会った人とは二度と会えないかもしれない
し、今日見上げた空の色には二度と会えないかもしれない。そして、私も含め誰もが気づけば泡のように、その一生を終えてしまう。	
　でも日常にどっぷり浸かっていると、そのことに気づきにくい。目の前のことに追われ、仕事や消費にかまけているうちに、感覚や精神がぶよぶよと鈍くなる。そうして人生の
愉しみやら与えられるものを待っているうちに、目の前にある幻のような美しさ、稀少性に気づくこともなく、月日は流れていってしまう。そうして幻のようなものが、本当に幻の
ように消えてしまう。そしていったん消えてしまったものは、あっという間に過去の記憶となり、その記憶ですらも、時として泡のように消えてしまう。	

　そのことを思うと、幻島を旅するということは、移ろいゆくものに気づきやすくなる行為、いわば自らの日常を見直す行為、といえるのではないか。島の愉しさ、美しさを満喫
しつつも、幻島を旅して島と「対話」することによって、ぶよぶよとした感覚や精神の霧が少しずつ晴れていく。行動半径ならぬ想像範型も広がっていく。	
　そう、きっと幻島を旅すればするほど、日常の移ろいゆくものに気づきやすくなる。本書の幻島以外の自分なりの幻島を探し出す旅もきっといい。私自身も、新たな幻島を
探し続けたい。たとえ無人の島であっても、人が去った夢の跡であっても、そこに深く刻み込まれていることに思いを馳せたい。	
	
　幻島の旅を終えると、目の前の日常が少し愛おしく思えてくる。	

　今、目の前を通り過ぎようとしていることに目を凝らしたい。耳を澄ましたい。	
　すべてが移ろい、変化していくということを知りつつも、すべてが通り過ぎる前に。」　	

☆mediopos-1766　　2019.9.16	

■清水浩史『幻島図鑑／不思議な島の物語』（河出書房新社　2019.7）	



ひとりで話をするのはむずかしい	
	
ひとりで話をするときにこそ	
聞く人の言葉にならない言葉を	
聴きとる耳が必要になるから	

	
ひとりで話をするということは	
話を聞く人とともにある器のなかに	
言葉を充たしてゆくということだから	
	
対話をするのはむずかしい	

	
対話するときには	
自分と相手の言葉を聴きとる耳をもちながら	
それを運んでいく主題とリズムが必要になるから	
	

インタビューするのも	
それは決してＱ＆Ａではない	
問いは答えを引き出すだけの問いではなく	
問いを境域としてそこから	
その人だけにしか奏でられない	

音色を響かせなければならない	
	
雑談するのは簡単そうにみえるけれど	
それを成立させるのはとてもむずかしい	

	
雑談は何でもなさそうな会話のなかで	
互いの人そのものが	
自然なかたちででてくるのが面白いのだから	
そのかたちをつくりだせるだけの	

互いのリソースの飾らない交歓が必要になる	
	

☆mediopos-1767　　2019.9.17	

■『星野源　音楽の話をしよう』（アエラムック　朝日新聞出版　2018.7）	
■『星野源　ふたりきりで話そう』（アエラムック　朝日新聞出版　2019.8）	

話を聞くのはむずかしい	
	
ディープリスニングが求められて久しい	
聞くことはただ聞くわけではないからだ	
	

聞くためには	
相手にとっての器にならなければならないが	
器にはそのときどきに	
柔軟な変数を持ちえる質と大きさが必要となる	
	
受けとったものを	

みずからの器のなかに収めながら	
それを相手とともに変容させてゆかねばならないから	
持ち得る器を超えることはできない	



（『星野源　音楽の話をしよう』より）	
「雑談の中に本質があるのだと思います。	
　コミュニケーションの基本。雑談。	
　何気ない会話というものは、何気ないだけに、	
　その人のパーソナルな部分をそっと伝えてくれます。	
　ゲストに来てくれた方々の普段の雰囲気を収録するために、	
　カウンターで横並びになり、コーヒーやお茶を飲みながら、	
　ボソボソ話したものがこの本の言葉たちです。	
　質問案もなく、もちろん進行台本もありません。	
　音楽を入口に、あっちこっちに話が飛ぶこの会話では、	
　初めて聞く意外な一面や、ご本人のそのままが意外なほど記録されています。	
　こうして一冊にノーカットで収録されたものを読むと、やはりとても面白い。	
	
　用意された「名言」などいらない。	
　面白い仕事をする人はたいてい、普段そのままが面白いのですから。」	
	
（『星野源　ふたりきりで話そう』より）	
	
「----本当にふたりきりで、関係者はいっさい同席せずに話をするということですよね。	
　星野／そうです。門間さんにお願いしていた前までの連載「音楽の話をしよう」は、普通に机を挟んで向かい合う対談だと緊張感があるので、それをやめ
ようというコンセプトだったんです。	
（･･･）	
　でも始めてみて気づいたのは、そんな僕たちを、喫茶店の端っこにいるスタッフの人たちがいつも凝視しいぇいるっていう（笑）。	
（･･･）	
　それでもともとのコンセプトを、あらためて突き詰めようと思って。これからは喫茶店じゃなく、会議室みたいなありふれた場所で、メイクさんもスタイリストさ
んも、カメラマンさんもマネージャーさんも誰もいなくて、本当にふたりきりでゲストの方と話してみたいなと。」	
	
「----つくづく思いますけど、単行本『星野源雑談集Ｉ』の頃から構成を担当してきて、星野さんは本当に雑談上手だなと。	
星野／そうですか？	
----うん、相手の話を引き出すのがうまいですよね。	
星野／自分がホスト役を務める対談連載で、自分の話をするのは恥ずかしい気がして（笑）。そもそもそんなに話すことがないんですよ、自分について。対
談とは言いつつも、むしろ僕がインタビュアーみたいになっていて。	
---Ｑ＆Ａと雑談の線引きは難しいですね。なんとなく星野さんが雑談上手なのは、小さい頃から聴いてきたジャズの影響も大きいのかなって。雑談って
即興的だし、セッションぽいじゃないですか。	
星野／あの、思うんですけど、みんなセッションっていう言葉をカッコイイって思いすぎてません？（笑）。	
----えー！今かなり核心を突いたと思ったのに。	
星野／音楽をやっていない人が比喩としてセッションを持ち出すことが多すぎて、なんか･･････恥ずかしいんですよね（笑）。今の門間さんにはなかったけ
ど、セッションって言葉を使うときに、大抵の人が出すドヤ感に笑っちゃうんです。才能から生み出される自由さの象徴として言われることも多いですよね。
でも音楽をやっていると、ジャズセッションのカッコよさは地道な努力で培われた技術力の結晶だと嫌でも気づかされる。ずっと聴いてきて、ジャズミュージ
シャンの異次元といっていいすごさが身に染みているだけに、ただの雑談をジャズセッションみたいって言われると、そんなすごくないよって思っちゃう。	
（･･･）	
　おそらくセッションという言葉には、みんなが憧れる何かがあるんでしょうけど。」	



歳を経らないとわからないのは	

「時間をかける」ということを	

実感として感じることだろう	

	

石の上にも三年というが	

五年十年二十年三十年という年月を経てしか	

得られないものがあるということ	

	

それは必ずしもプラスだとは限らないけれど	

取り返しがつかないこともふくめて	

その年月によって得られるものがあるということだ	

	

この地上に生まれ	

からだをもって生き続けるということの意味が	

少なくともそのなかで得られもする	

	

なにが得られるはわからない	

けれどなにがしかの意識をもちながら	

「時間をかける」ことができるならば	

	

そしてそのなかでほんの小さなものでも	

確からしい何かを得られるならば	

それはかけがえのない宝物になる	

	

高校の頃「持続する志」という言葉を知り	

何を意志すればいいのかわからないまま	

見えない何かへの思いに涙したことを思い出す	

	

わたしは何を持続して意志し得ただろうか	

その問いはつねにわたしとともにあり続け	

これからもまたともにあり続けるはずだ	

☆mediopos-1768　　2019.9.18	

■池田雅延「最終回　時間をかけるということ」より	
『随筆　小林秀雄』（Webマガジン「考える人」　2019.9.17）より	
https://kangaeruhito.jp/article/9877	

「その昭和五十二年の暮であった、先生のお宅へ伺い、『本居宣長』の売れ行き状況などを私が報告し終えると、「君、ユニバーサル・モーターって知ってるか」と先生
が突然、問いかけられた。	
 「世界中のヨットというヨットが、みんなこのモーターを積んでいる。いま、エンジンメーカーはどこもかしこもスピードを競いあっているが、ユニバーサル・モーターだけは
昔ながらのモーターを造り続けている。このモーターは、スピードは出ない、しかし絶対に壊れない。ヨットがこれを必ず積んでいるのは、航行中に帆柱が折れるなどし
たとき、確実に港へ帰り着くためだ。だから、このモーターにスピードは必要ない、絶対に壊れない、それだけが肝心なんだ……」	

　先生の話は、それだけだった。先生は、こういうふうに、言おうとすることの眼目だけを短く言い、あとはまた沈黙に戻るか別の話題に飛ぶかということがよくあった。あ
の日は沈黙に戻られた。	
　私は、先生の次の言葉を待ちながら、先生はいま、先生自身のことを話されたのだと思った。『新潮』連載十一年半、全面推敲さらに一年、「本居宣長」に取り組んだ
先生の歩みは、まさにユニバーサル・モーターだった。必要な時間を必要なだけかけて、孜々として続けられた日本という港への帰航だった。	
	

　だが、その後、このユニバーサル・モーターの話を思い浮かべて、私は先生の言わんとされたことを別様に受取るようになった。敢えてスピードは競わない、絶対に壊
れることなく母港に帰り着く、そこに徹したユニバーサル・モーターの思想は、本居宣長が三十五年という時間をかけて「古事記伝」を書いたことにも重なる、そう思うよう
になった。つまり、宣長は、またしても漢意に弄ばれて道を見失ってしまいがちの日本人が、はたと目覚めたときはいつでも、しかも確実に、日本人の港に帰り着けるよう
にと「古事記伝」を書いたということである。	
	
　しかしまた、あれから四十年が過ぎ、先生が『本居宣長』を刊行した七十五歳に近い七十三歳になろうとして、私にはさらに別様の思いが湧いている。あの日、先生は、

こう言いたかったのではないかと思えてきたのである。	
　――僕は、「本居宣長」を、ユニバーサル・モーターが造られるのと同じ気持ちで書いた。読者はみな、人生という大海を走っている、その大海のどこかで心の帆柱を
折り、途方に暮れることもあるだろう、そういうとき、とにもかくにも読者が自分の港へ帰り着くためのモーターとして、スピードは出ないが絶対に壊れないモーターとして、
それぞれのヨットに積んでおいてもらえるようにと、そういう思いで「本居宣長」を書いた……。	
	

　これらの思いは、私が意図した解釈ではない、時間が経つうち、自ずと胸に湧いた斟酌である。先生にしても、これといった意味内容を明確に意識してあの話をした
わけではなかっただろう。私の斟酌とはまた別の思いが先生の胸中にはあったかも知れない。だがいずれにしても、私はいま、あの日先生から聞いたユニバーサル・
モーターの話が、四十年という時間の作用を受けて私のなかで熟したと感じている。先生の文章を読んで、その場ですぐには解せなかった言葉が、何年か後に気づい
てみるといつの間にか腹に落ちていた、それとまったく同じにである。」	



これはほんとうは	
ぼくにおくられた言葉	
奏でられた音楽なのではないか	
そんなことを感じるときがある	
	
もちろんそんなことは	
ただの思い込みなのだろうけれど	
言葉や音楽が届けられるというのは	
時空を隔てながら	
こうして不思議のうちに	
送られそして受けとられる	
ほんとうはそういうことなのではないか	
	
そういうふうに交信されるものをこそ	
ぼくは求めつづけているようにも思う	
	
ぼくには	
バッハや武満徹の音楽は	
欠かすことのできない大切な響きで	
とくに武満徹の音楽は	
季節とともに訪れ	
ぼくへと静かに届けられる	
大切な響きのように感じられる	
まるでその音楽が季節を届けてくれるように	
	
ささやかながら	
こうして書かれる言葉もまた	
時空を隔て	
知らないだれかに	
受け取ってもらえるかもしれないと	
「果てしない海に向かって、壜を投げるような」	
そんな見果てぬ交信のような行為なのかもしれない	
	
静かに訪れる秋の景色とその響きは	
どこかそんな思いをつれてくる･･･	

（朝吹真理子『抽斗のなかの海』〜「信号旗Ｋ」より）	
「海の上で、一艘の船が、信号旗Ｋをかかげている。小説やエッセイを書いているとき、そんな光景があたまに過ぎる。この場合、交信したいあなたは、いまこの本を手に
取った読者のあなただったり、まだいない未来のあなただったり。ひとにかぎらず、かつて書かれた作品、音楽。あなたにむかって、そっとさしおくりたいと思って書いている。	
　なにかを書くときには、果てしない海に向かって、壜を投げるような気持ちでいる。それはいつどんなひとに届くかわからないけれど書いている。	
（･･･）	

　抽斗の海は、時間の溶けた、方舟のない海で、あらゆる作品が信号旗Ｋをかかげて浮かんでいる。そこにじぶんが書いたものを投げる。そうすると、武満徹の『時間の園
丁』に届いたり、ダムタイプの古橋悌二に届いたりする気がする。海はひろいから、船がすれちがうことは稀だけれど、もしかしたらずっとすれちがわないかもしれないけれど、
いつか交信できるかもしれないと信じている。」	
	
（朝吹真理子『抽斗のなかの海』〜「溶けない霜柱」より）	

「「未明、夏の庭に霜柱が立つのを夢見た。と言っても、夢のことである」（『音、沈黙と測りあえるほどに』新潮社、一九七一年）	
　そう書かれて武満徹の「日録」というエッセイははじまる。本来は冬にしか起こりえない地中の水分が柱状に凍る現象が、なぜか夏の朝に起きる。夢なのだからなんでも起こ
る。実際には重なることのない現象と季節が、夢では可能になる。夢は偏見も意図もないから面白い。	
　薄手の寝間着で朝日のなか庭におりて、つっかけサンダルで、ざくざく割れる音の霜柱を踏みたい。武満徹のみた夢が美しくて忘れられず、溶けない霜柱を、夏になると
思い出す。武満徹のことばや音楽は、季節に直結して記憶していることが多い。繰り返しそのエッセイを読んでいるから、すでにじぶんの記憶のようになっている。」	
「お盆を過ぎたころになると、武満徹の「秋庭歌一具」をききはじめる。それが夏の終わりのならないになっている。まだ暑いけれど、この音楽をきくと、とたんに黒っぽい服が

着たくなる。ウールを恋しいと思う。熱気は体にこもっているけれど「秋庭歌一具」をきいていると、わずかにだけれどそれがとりはらわれてゆく。窓をあけて、ちいさい音量で
レコードをかける、フローリングに横たわってきいていると、次第に、秋草図屏風のなかで眠っているような気がする。あたりが金色の薄野原になって、ゆっくりと名月がではじ
める。萩や葛が揺れて、秋虫も鳴く。景色そのものが音楽になっている。「「秋庭歌一具」をかけるから秋が来るのか、秋が来たから「秋庭歌一具」をきくのか、いつもわからな
くなる。」	
	

（小野光子『武満徹／ある作曲家の肖像』より）	
「武満は、雅楽はそもそも広い屋外で演奏され、音が自然と一体化してゆく様子を楽しむ音楽だったのではないかと想像し、空間的な広がり野中で音と音の間に微妙な時
差を設けることを考えた。そのために楽器の配置を工夫した----このことは《秋庭歌》に限らず、武満の他の作品にもいえることだが----。そして《秋庭歌》は「これは音と自
然との交わり、音（四季）の移り変わり、そして失われて行く自然への挽歌」であるとした。」	

☆mediopos-1769　　2019.9.19	

■朝吹真理子『抽斗のなかの海』（中央公論新社　2019.7）	
■小野光子『武満徹／ある作曲家の肖像』（音楽之友社　2016.9）	



北極を冒険しなくても	
生まれてくること	
そのものが冒険になる	
	
人はある環境のもとに生まれてくる	

環境とはリスクである	
リスクは地雷のように埋まっている	
凍傷やブリザードなどの危険もある	
	
リスクを回避しようとしないのは無謀だが	
みずからの経験を広げ深めるための困難に	

立ち向わずそれを回避するのは	
自由を手放してしまうということになる	
	
冒険家は	
あえてみずからそのリスクのなかへと	

自由を求めて立ち向かうが	
だれでも人は日常のなかで	
いやおうなく与えられたリスクのなかを	
進んでいかざるえをえない	
	

ならば	
与えられたリスクに呑み込まれ	
なすすべもなく生きたり	
それを呪ったり	

自分で選びとったリスクさえ	
自分で引き受けないまま	
責任を他に転嫁したりするよりも	
	
その怖れのなかでさえも	

危険を冒しながら生きてゆくほうが	
自由という経験のための	
得がたい経験を手にすることができる	
	
そのための涙は自由の涙である	

その自由を味わった者は	
生まれてくることを自由への道にする	

「危険な要素がなければ冒険にはなり得ない。「冒険」という言葉が「危険を冒す」という意味であることがそれを語っている。リスクが存在していることが前提なのだ。リスクは
地雷のようなものだ。地雷はそこに埋まっているだけではただのリスクとして、地下に潜在しているに過ぎない。それを「踏む」ことで初めてリスクが顕在化するのだ。経験の浅
いうちは、どこに地雷が埋まっているのか特徴や傾向を知らないため、経験者には簡単に見分けがつくような地雷をあっさり踏んでしまったりする。人によっては、あえて
ちょっと踏みたくなってしまう人もいるかもしれない。致命傷にならなければ幸いだが、北極海では一つひとつの地雷たるリスクの威力も強大だ。凍傷、落水、ブリザード、乱
氷帯、様々な危険要素が踏まれて爆発することを待っている。経験を積み、知識を得て、技術を磨き、備えを施すことで地雷の埋まっている箇所、リスクが存在している箇所

が見えるようになってくる。あとは、自分の足をどこに置くのかを選ぶだけだ。踏み出す一歩に、明確な理由があるか？　行動の全てに主体性が存在しているか？　常にそ
れを内省しながら何事も起こさずに進んでいくのだ。やがて、激しい地雷原を平和な野原のように何事もなく歩くことができるようになる。野球の世界では「名選手ほどファイ
ンプレーをしない」とも言われるが、そういうことだ。冒険の現場とは、インディ・ジョーンズの映画のように次から次へとアクシデントの連続で、終始ヒヤヒヤしながら命からがら
進んでいく、なんていうものではない。何も起きないように、起こさないようにしていくのだ。	
　危険は環境としてそこにある。困難とはその環境下に身を置く自らの状態のことだ。北極の自然を人間が操作できないように、危険の量を変えることはできない。しかし、困

難さとは自身の経験や知識、技量や準備や心構えによって大いに変動する。	
　環境が招く危険は回避するべきだが、自身の困難には立ち向かうべきなのだ。」	
	
「北極の冒険は情報が極めて乏しく、それが多くの人が訪れない理由であったが、翻ってそれこそ私が何度も訪れる理由の一つでもあった。行く人が少なく、そこを歩く人が
極めて少ない。だからこそ、自由なのだ。自分の裁量で、これまで試されていないことを実現できる余地が残されている。装備、手法、場所、それぞれに余地がある。自然の
中に身を置けば、制約だらけで命の保証もない。意のままにならない自然の中に体一つで入っていくからこそ、主体的に考え、責任も結果も全てを自分自身が負う必要が

ある。制約下で意のままにならない選択をする権利は、自分の意のままにある。	
　通信機器を一切持たずに北極の旅に出たことがある。村から村へのひと月以上、外部と完全に連絡を遮断し、自分が今どこにいるのかを誰も知らない。生きているのか死
んでいるのかも、誰にも知られない。そんな状況に身を置き、深く自然の中を旅している時に心から自由だと感じた。社会と繋がっていないことで感じる自由とは、自分がミス
を犯せば自分が死に、全ては自分の責任である。そういうことだ。（･･･）一度味わったあの「自由」は、やはり忘れられない体験なのだ。何も、社会との関係性を断ち切らない
と自由が獲得できないと言っているわけではない。自由を獲得するには、どれだけ自らの行為に責任を負うことができるか、そして自分の人生は誰のものでもなく自分のもの

である、と信じられるかどうかだけだ。」	
	
「この瞬間まで自覚していなかった恐怖が、止めどなく湧き上がってくるのを感じた。そうだ、俺はまた北極海へ出るんだ。恐ろしい、とにかく恐ろしい。怖くて仕方がない。恐
怖感が次から次へと襲い、涙の量は増え、私は嗚咽しながらボロボロと泣いた。なぜ自分がこれだけ泣いているのかもよく分からないが、とにかく抗うことのできない恐怖感
に身を任せ、泣けるだけ泣いた。	

　どれくらいの時間、泣いていただろう。一〇分か、二〇分か、あるいはもっと短かったかもしれない。	
　ひとしきり涙を絞り出し、恐怖感を発散させると次第に冷静さを取り戻してきた。俺は大丈夫か？　歩けるか？　と心の中で自問する。呼吸を整え、腰を上げ、再び歩き出す
ために両足のスキーを揃えてソリの前に立った。	
　息を大きく吐き出し、体を前に傾ける。ぐい、と腰にかかる荷重を感じながら、目線は前に。そこにあるのは恐怖の北極海。しかし、同じ北極海に対峙する私の中で、先ほど
の「感情の恐怖」が消え去っているのを感じた。胸の奥底から湧き上がってくるような、抑えようのない感情が支配する恐怖感ではなく、そこにあったのは、目や耳から入って

きた情報を頭が冷静に数値的に判断し、危険か否かを判断する「客観性に基づく恐怖」だった。	
　不思議と全く怖くなくなっていた。感情に支配されると、自然の中で身を守ることはできない。恐怖は想像力の産物である。想像力とは、人間が持つ大きな力である一方、
巨大な自然の前では無力な人間の想像力が生み出す幻想は、客観性を見失わせる。情熱や根性は人間世界でのみ通用する理屈であり、自然相手には何の意味もなさな
い。私は意図せず、自分の身を守るために情熱をもった一人の人間性を断ち切り、ただひたすらに北極海を前進するための、動物的であり、どこか機械的な一人の人間と
して、二〇一四年三月七日、北極点無補給単独徒歩の二度目のスタートを切った。」	

☆mediopos-1770　　2019.9.20	

■荻田泰永『考える脚／北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと』 
　（KADOKAWA　2019.3）	



人のなかには	
遺伝的に継承されてきた	
古代の霊性が眠っている	
	
それが眠っているのは	

人が個であるという	
明るい意識を育てる必要があるからだ	
	
古代の霊性は夢の意識	
龍としての力でもある	
	

明るい意識の力を育てないままに	
古代の霊性へと先祖返りしていくと	
ひとは龍そのままへと還ってしまうことになり	
新たな進化プロセスを歩むことができなくなってしまう	
	

これみよがしな霊能力を誇示するような	
いわゆる霊能力の開発は	
その多くが先祖返り的な力への逆行になる	
そのことで過去の力が甦ったとしても	
そのことで新たな力は育つことができなくなってしまうのだ	

龍の力は個としての力を育てることによって	
新たな変容された龍として蘇らなければならない	
	
夢の力を	

道徳的ファンタジーの力へと	
変容させていくということでもある	
自由の哲学が示唆するのもその力である	
	
明るいの意識のなかで	

新たな力をひとつずつ獲得していくことで	
個の力を育てていくことができる	
	

☆mediopos-1771　　2019.9.21	

■渡辺京二『夢ひらく彼方へ　上／ファンタジーの周辺』（亜紀書房　2019.10）	

現代の魔法使いは	
じぶんの影と向き合い	
道徳的ファンタジーを用いながら	
ふつうに生きるということができなければならない	
ふつうに生きるということが高次の魔法でもあるのだ	

	
古代の霊性はいちど姿を消さなければならなかった	
キリスト教世界のかつての魔女狩りは	
そのファナティックなまでの衝動として現れたものだ	
母的なものが抑圧されてきたのもそれに似た理由だ	
母に取り込まれた子どもはそこから離れることができない	

	
新たな霊性を獲得するためには	
明るい意識で日常を生きながら	
少しずつその力を育てていかなければならない	
そしてその新たな力のなかで育つ霊性を通じて	

かつての霊性もまた変容した新たな力として甦るのだから	



（「第六項講　『ゲド戦記を読む」より』）	
「ゲドは学院を出て、ロー・トーニングという島に魔術師として赴任します。西方のペンダーという島の龍が九匹の子を生んで、そいつらが島の様子を窺っ
ているというのです。島の子どもが病気で死にかけていて、ゲドは親から何とかしてくれと泣きつかれる。ゲドは黄泉の国へ去ってゆく子どもの霊魂を自分
の魂だけになって追いかけて行き、見知らぬ星座の瞬く闇の国で石垣のところに着きます。これが黄泉の国の境なのです。ところがそこに影が待ち構えて
いたのです。ゲドの杖が目のくらむような光を放ちゲドは倒れます。気がついたときは自分の家で寝かされていて、学院以来ずっと飼っていたオタクという
リスみたいなペットが、ずっとゲドをなめてくれていたのです。もしオタクがそうしなかったら自分は死んでいたとゲドは思いました。	
　さて、ゲドははっきり自覚するんですね。影は自分を見つけ出した以上、自分を追跡し滅そうとするだろう。	
　（略）	
　さあ、島から島へ、ゲドの逃避行が始まって、ついには北方の島の宮殿であわやということになるんだけど、ゲドはハヤブサに変身して、一路ゴント島に
逃げ帰り、オジオンの手にとまるんです。オジオンはゲドに逃げ廻るからダメなんだと言う。自分の方から影を追ってそれと対決せよという訳です。	
　（略）	
　ゲドは航海を続けて、南のイフィッシュ島でカラスノエンドウに再会します。彼はローク学院を出て、自分の故郷に魔法使いとして帰っていたのです。カラ
スノエンドウはどうしてもゲドについて行くという。二人はもうこの先に陸地はないという東の海にへ乗り出して行き、ついに影と出会うのです。行方に突然
砂浜が現れ、ゲドが舟から降りて砂浜を進んで行くと、前方から影のようなものが歩いてくる。そして互いに名を呼び合って抱き合う。すると影は消滅する。
呼んだ名は互いにゲドの一語。つまり影とはゲドの分身にほかならぬことが明らかになったのです。ゲドは影を第二の自己と認め、それと合体することで、
二年的統合を遂げた訳です。合体を遂げた瞬間、砂浜は消えてまた元の海に戻りました。」	
	
「第四巻は、すばらしいところとどうにもならにごちゃごちゃが同居していると思うのです。まずすばらしいのは、ゲドが一切の術の力を喪ってただの人に
なってしまうところです。ゲドがセリダーに着いたとき、ル・アルビへ帰って、一切の魔術が教えてくれぬもの、ずっと知らずにいたものを知りたいと思ったこ
とは先にお話しましたね。教えてくれぬもの。知らずにいたものとは何でしょう。ズバリ言ってそれは女と暮らすことでしょう。この女を知る、女と暮らすという
のは、ごく普通の生活の基本です。ゲドは苦労して、若い時は影と死闘して魔術を極めた。アースシーの世界では魔法とは学問のことなのですよ。術を身
につけるというのは、世界を最も深いところで理解し、それと交流するということです。一生の目標にしてよいことです。ところがそれを一切失ってただの人
になってしまっても、そのただの人との何ということはない平凡な一生は、大魔法使いの輝かしい一生と等価だというのです。あるいは一歩進んで、そうい
う平凡な一生こそ最高の価値なのだ、魔術に意味があるとすればその価値を擁護することにあるのだ、だから魔法すなわち学問・知識の世界を極めようと
する精進が、そのまま何ということのない普通の生活へ帰ってゆくことでなければならぬというのです。これは相当深い考えです。」	
「どうにもならぬところに話を移しましょう。この巻ではテルーという女の子が邪魔なんです。この女の子がいないと、肝心の結末が成立しませんから、そこ
にこの子の必要性が出て来る訳でしょうけれど、一体なぜこの子が親たちから焼き殺されようとしたのか、また親たちが何でこの子を取り戻したいのか、親
たちとアスペンはどういう結びつきがあるのか、しかも最大の問題として、なぜこの子がカレシンの子なのか、一切訳がわかりませんね。この巻のタイトルは
テハヌーであって、これはテルーの本名ですから、この子が重大な存在なのは動かぬところです。そのテハヌーの正体不明、というよりその在り方の筋の
通らぬことが、読んでいてどうにもならぬ違和感を生むのです。手はヌーは次の巻では、自分が龍になっちゃうの。一体、人間がそのまま龍になるなんて。
お話なんだから黙って聞けったって、話全体の作りがお伽噺風じゃなく、あくまで近代文学的なリアルな描法なんだから無理です。テハヌーは魔術師じゃ
ないんだから、龍になるのは術によってではなく、何か因縁があってそうなるはずです。それがわからないんです。おそらく、ル・グウィン自体がわからない
んじゃないか。」	



☆mediopos-1772　　2019.9.22	

■西平直『ライフサイクルの哲学』（東京大学出版会　2019.4）	

西洋の時間感覚は直線的であり	
東洋の時間感覚は円環的であるといわれる	
	

ライフサイクルを一回限りの直線でとらえるとき	
そのサイクルは生まれてから死に向かって	

一方向的に引かれる直線となる	
	
ライフサイクルを円でとらえるとき	

生から死までがひとつの円となり	
生と死はぐるぐるとめぐり続ける環となる	

	
ライフサイクルを螺旋でとらえるとき	
一回限りのライフサイクルとして生がありながら	

その前と後のライフサイクルとの関係のなかで	
さまざまにめぐりながら展開されていくものとなる	
	

生は一回限りのものであるとされると	
魂は個としての性格を強めるが	

生は繰り返されるものであるとされ	
とくにそれが多様な表れのなかでのものであるとき	
魂は集合的で関係的な性格を強めることになる	

	
おそらく人間の魂は	

集合的なあり方から個的なあり方を経て	
その両者をともに調和させるあり方へと	
向かおうとしているのではないだろうか	

	

かつて仏教では愛が渇愛としてとらえられていたのは	
それが個的な意味での愛ではなく集合的な情動であり	
キリストが愛を説いたのは	

他者が可能となる個的な愛の可能性を	
育ててゆく必要があったからなのかもしれない	

そしてそのためには	
生を一回性としてとらえる必要があった	
	

ライフサイクルを	
時間的にも空間的にも	

円環的かつ螺旋的にとらえながら	
さらにいえば同時にそれを華厳的な	
万物万象が照応しているような	

そんなあり方としてとらえることができるならば	
	
かけがえのない一回性をもちながら	

個としても他との関係性においても	
また宇宙全体のなかでのダイナミックな展開としても	

さまざまなステージでの多様なライフサイクルの姿が	
見えてくるのでないだろうか	



「円環的ライフサイクルは、人生を見るタイムスパンが長い。「現世（今回の人生）」がすべてではない。それ以前があり、それ以後がある。正確にはその「初
め」と「終わり」の理解によって「サイクル」も違ってくるから丁寧に見る必要があるのだが、少なくとも「現世」で完結しない。	
　さて、タイムスパンを長くとる場合と、短くとる場合では、ものの見方が違う。短期的な結果を重視する場合と、長い目でその成熟を期待する場合では、評
価の基準が違ってくる。「転生」のタイムスパンで「子どもの教育」を見る場合、その最終目標が大学受験にはなりえない。経済的に恵まれた暮らしと言って
も足りない。何らかその後に続く「課題」が視野に入る。現世においても満足しても、来世にいかなる課題を残すのか。そこまで視野が広がってしまうので
ある。	
　（略）	
　深層心理学が「意識」だけでは説明がつかない出来事を「無意識エネルギー」を想定することによよって解き明かしたように、円環的ライフサイクルは「現
世」だけでは説明のつかない出来事を「何らかのエネルギー」を想定することによって理解しようとするのである。	
　死や誕生の意味も違ってくる。死は何ら怖れることはない。次のステージに移行することである。その先のプロセスは多様に語られる。円環的ライフサイク
ルにおいては再び「やってくる」。人智学は「人間から人間へ」の生まれ変わりを説くのに対して、仏教思想は「人間以外の生」への生まれ変わりを説く。い
ずれも現代の科学が要求する「エビデンス」は持たないかた「語り（ナラティヴ）」と理解するしかないのだが。しかし単なる「作りごと」でもない。少なくとも、
個人による創作ではない。それを、人々に共有された普遍的無意識の表れと考えることはできないか。（略）	
　そうした智慧に倣えば、誕生の理解も変化する。円環的ライフサイクルにおいては、しばしば、子どもが親を選んでくると語られる。人は課題をもって生ま
れてくる。現世で果たすべき課題とともにやってくる。前世における行為の結果に応じた負債と語られる場合もあれば、人生を修行の場と理解し、魂を磨き
浄化してゆくための貴重な機会と語られる場合もある。」	
	
「円環的ライフサイクルが「自我感覚」に及ぼす影響は複雑である。話を単純にするために「時間的輪廻」と「空間的輪廻」を区別してみれば、前者は「私」
の時間を延長するという仕方で「自我」の個体性（独自性・一貫性・一性）を強め、後者は「私」の境界を崩し「自我」の個体性を弱める。	
　時間軸に即していえば、人生は一回会義理ではなく、「私」は以前にも別の姿で生きていた。これからも別の姿に生まれ変わる。つまり「私」の人生が前
後に限りなく延長される。むろんその「私」の同一性をめぐって多くの議論が積み重なり、九鬼のように「無限の繰り返しによってのみ初めて成り立つ同一
性」という特殊な存在の仕方が提起されたりもするのだが、いずれにせよ、「私」の連続性・一貫性・同一性に注目している。	
　それに対して、空間軸に即していえば、転生の感覚は「私」の独立をゆるめる。過去世を視野に含める時、「私」は別の生でもあり得た。（略）一回限りの
この「私」の独自性をゆるめ、複数の「わたし」、あるいは無限の「わたし」に開かれてゆく。	
　その場合、「私」が複数になるのではなく、庶民の感覚でいえば、「魂」が「わたし」になっている。「私の過去世が蝶であった」のではなくて、ひとつの魂が、
ある時は蝶として現れ、ある時は私として現れ、いずれまた違った姿で現れてくる。そうした、数ある場面のうちの一つとしての「わたし」。	
　人智学はこの「魂」を「Ich」と名付け、その転生を説く。同時に日常的自我との関連を解き明かし、日常的自我意識が自らの内なる「Ich」に目覚めることを
期待する。いわば、現世の「私」の根底に転生する「魂」を認め、「私」と「魂」が二重写しになった自己感覚を説く。	
　それに対して、仏教思想は「魂」を固定することはせず、「カルマ」という潜在的エネルギーを想定して、現世の「私」を超えた関係性を解き明かす。「私」
は過去世において別の人格でもあった。別の生物でもありえた。「縁起」の理念と重ねてみれば、そもそも「私」だけが独立して存在することはあり得ない。
他との関係性の中に初めて存在する。むしろ、他との関係性の網の目の交点が、ゆるやかな「わたし」をなしているにすぎない。空間軸においてイメージさ
れる「カルマのつながり」の中に溶け込んでいる「わたし」の感覚。	
　この「つながり」を「身内」と感じる時、身内が一挙に広がる。現世の身内だけではなく、過去世の身内の可能性は無限に広い。過去世をたどり来世を予
感すれば、生きとし生けるすべてのものが、生まれ変わる中で、どこかで身内となる。「カルマのつながり」の中で、互いに結ばれていることになる。独立し
た「個」の意識を超えた「つながり」の感覚。つながりの中にある（相互透入的な）「わたし」の感覚。その感覚が「転生を語る人々」の共同体には共有されて
いるように思われるのである。」	



人はその存在が	
閉ざされてしまわないように	
外部を必要とする	

	
外部とは	

他者であり	
死霊である	
	

そうした存在を必要とするため	
人にはエネルギー保存の法則は成立しない	

	
他者を通じ	
死霊を通じ	

外部による流動性を	
導入しなければならない	
	

有は無によってこそ	
成立するからである	

	
そしてそのために贖いが必要となる	
それが供犠であり贈与である	

	
古代においては	

動物やときには人が	
供犠とされ贈与されるものだったが	
キリストはみずからを捧げることで	

それを愛に変容させようとした	

☆mediopos-1773　　2019.9.23	

■保坂達雄・福原敏男・石垣悟『来訪神／仮面・仮想の神々』（岩田書院　2018.12）	
■中沢新一『純粋な自然の贈与』（せりか書房 1996.6）	

けれど長い間	
無は異端視され遠ざけられた	
霊は教会が管理するものであって	

人がそこから無形の流動体を	
生み出すことはできなかったのだ	

（利子が禁止されていたのも経済においてはそのひとつ）	
	
やがて自由霊の働きに重点をおく	

プロテスタントの派によって	
三位一体のなかの聖霊が	

自由霊として開放されはじめた	
	
そうして貨幣が	

偽りの聖霊として開放されることになり	
資本主義がそこに積極展開しはじめることにもなった	
	

シュタイナーが	
精神における自由	

法における平等	
経済における友愛を説くのは	
その意味でいえば	

愛のない貨幣への警鐘なのかもしれない	
	

貨幣に本来の供犠であり贈与でもある	
愛が注ぎ込まれるとき	
はじめて経済は経世済民という	

本来の役割を果たすことができるのだろう	



（『来訪神』〜保坂達雄「日本最古の木製仮面のことなど」より）	
	

「来訪神信仰と来訪神の民俗行事について、これまで歴史的にどこまで遡れるか資料的に見ると甚だ心許ない、このように指摘されてきた。しかしながら前述したように、考古学的資料にまで
範囲を広げると新たに見えてくるものがあるように思う。言うまでもないことながら、こうした仮面を用いての来訪神行事はこの列島にばかりあったわけではない。（略）来訪神を待望する心意とそ

れを表象化した民俗行事は、民俗の違いを超えて存在していたと言える。レヴィ＝ストロースとマルセル・モースの理論に基づいてサンタクロースの起源を論じた中沢新一の評論も思い出され

る。	
　いったい来訪神信仰を支える心意の根底にあるのは、なんであろうか。なぜ人は自らの生きる空間に自足することができないで、訪れ来たる者や神を待望するのであろうか。現世では得がた

い豊穣と幸福の根拠を外部に求めてしまうのであろうか。もちろんこうした外部を希求する心意は今日では消え失せ、民俗行事そのものはすでに形骸化してしまっているかもしれない。それに
もかかわらず、そうした民俗行事を根底で支えてきた、自己を超えた外部への根源的な希求の意義を問うことは、人間にとって最も大切な何かを考えさせてくれるのではなかろうか。」	

	
（中沢新一『純粋な自然の贈与』〜「新贈与論序説」より）	

	

「クリスマスはもともとは、死霊の来訪を告げる冬の祭りであった。これはフレーザーの巨大な研究以来、人類学の共通認識となっている。またそのとき、社会の全域を巻き込んで、贈与の慣行
がおこなわれた。生者は死者に、大人は子供に、さまざまに趣向をこらした贈与をおこなった。クリスマス祭では、贈与論の主題と、人間的価値の根拠をしめす死霊の問題とが、みごとにひとつ

に結合をおこしている。その頃、構造主義の思想を発酵させつつあったレヴィ＝ストロースにとって、こうしてクリスマスの分析は、まさにかっこうの題材として選ばれたのだ。	

　それに、クリスマスは贈与論と資本論の出会いの場所でもある。第二次世界大戦のあと、アメリカ文化の影響力の拡大とともに、ヨーロッパの都市のクリスマスは、年をおってはでやかになって
いた。死霊を巻き込んだ贈与の祭りはそっくりそのまま、はでやかなコマーシャリズムに吸収され、変身をとげようとしていたのである。（略）死霊の祭りと資本主義とのあいだには、なにか隠され

た本質のつながりでもあるのだろうか。贈与の現象があらわにする超交歓の価値論と、増殖する資本の論理とのあいだには、いまだに知られていない関連が存在しているのではないか。ヴァル
ター・ベンヤミンがもっと長く生きていたら、かならずやクリスマスの研究に没頭したはずだ。そこには、現代生活の秘密が、ふんだんに隠されている。」	

	

「霊と貨幣は、どちらも無形の流動体である点が、よく似ている。それに、近代の資本主義の発達をよく調べてみると、それがプロテスタントの諸派のうちでも、「自由霊」の働きに重点をおいた、
敬虔派クリスチャンのかたちづくる社会で、最初の飛躍的な発達のおこなったことがわかる。この人々は、カトリックが聖三位一体の静的な構造の中におさえこもうとしてきた「聖霊」の存在を。

「自由霊」として開放しようとしたのである。父と子のくびきを脱した聖霊は、「自由霊」として、人々の心の中でまるで資本のように増殖していくことができた。その霊的増殖の運動（これを「自由
霊の運動」と呼んでいる人たちもいる）が、貨幣の増殖である資本を生み出していく近代の経済運動と、興味深い連動をしめすのである。	

　ところがそのいっぽうで、霊は無への通路を開き、貨幣はそれを閉ざして、あらゆる存在物が有の中を再現なく自己変態をくりかえしていく世界を、つくりだした。霊と貨幣は、おたがいに矛盾

した働きをおこなうのだ。その霊と貨幣が連動しあって、近代資本主義は生み出された。私たちのサンタクロースとクリスマスは、その矛盾をはらんだ連動の、もっともみごとな表現のひとつなの
だ。」	

	
「ヨーロッパは、分離するロゴスの力によって生み出された世界だ。それがめったなことでは分離解体をおこさなかったのは、そこに、みずからを十字架につけて「供犠」をすることによって、人

類すべての「罪」（全一性からの分離という「罪」だ）を贖ってくれたキリストという存在があったからだ。彼は、この世界に「愛」の可能性を開いた。ロゴスが世界に導き入れた分離による裂け目を、

自己犠牲の贖いによって扉を開かれたエロスの力が、ふたたび縫合していくのである。ヨーロッパはひとつの巨大なパラドックスだ。見えない深層を、贖いによる愛がつなぎ、見える世界はロゴ
スによって作動していく。その両方の可能性を、同じキリスト教が開いたのである。	

　『供犠論』から『贈与論』にいたるまで、マルセル・モースの関心はあげて、この「社会的エロス」の探求に注がれた。ふたつのテーマはともに、ヨーロッパなるものの秘密に深く関わっている。」	
	

「「神」はその愛を、現実性（エネルゲイア）として、放出する。キリスト教神学は、それに「聖霊」という名前を与えてきた。だから、私たちの考える霊の行動は、ごくおおづかみに、超限順序数の

数学として、描き出すことができる。カントールは数学におけるキルケゴールなのだ。キルケゴールはこの現実世界の中に、神の愛が出現する可能性を示そうとして、カントールの無限の数学に
かぎりなく近づく哲学の思考をおこなった。私たちは、それをさらに、贈与論の領域に拡大していこうとしているのである。	

　「実無限」のくりこまれていない思考は、自分の内部からエネルゲイアの放出を生み出すことができない。それは「有」を別の「有」に変態させていく、見かけ上の生命活動をおこなうことはでき
ても、まるで人工生命と同じように、新しい価値を「無」からつくりだすことはできない。この世界では、愛もまた見かけだけのものでしかないことを、キルケゴールはしめしてみせた。	

　霊と貨幣の本質的なちがいは、ここにあるのだ。貨幣という無形の流動体は、「無」への通路を閉ざして、人間を有限な「有」の世界の中に閉じ込めてしまう。ところが、商業をクリティックする贈

与は、人の心に霊の働きを発動させて、「有」に閉ざされた世界に、愛の現実性を開こうとする。近代の市場経済社会は、自由霊と貨幣との相互作用によって、その端緒を開かれた。そして、何
度かの激発のこころみのたびに、自由霊の働きはしだいに押さえつけられて、いまや世界をおおいつくしているのは、反カントール的な貨幣の数字だ。しかし、この社会の見えない奥底には、

自由霊が突き動かす贈与の精神が、いまだに静かな呼吸を続けている。だから、愛の可能性が死に絶えたわけではない。」	



ＩＵＴ理論を正しく理解することは	
ぼくにはまったく困難なことだけれど	
その基本的な考え方を	

（もちろん誤読しかできないけれど）	
アナロジーとして捉え	

その考え方の型を使っていくことは	
ＩＵＴ理論をつくりだした望月新一の示唆するように	
	

「あり得ない」ものとして認識してきたものを	
「立派にあり得る」ものとして受け入れることで	

「固定観念」や「評価の物差し」を根底から否定し覆す	
重要な示唆ともなるのではないだろうか	
	

切り離せない一つのものとしてしか	
認識されていないものを切り離し	
別の舞台に置いてみる	

	
そしてそれぞれの舞台のあいだにある	

形式的な対応による対称性から	
それぞれの舞台を復元し	
その際に生まれる不定性・ひずみを計測する	

	
この方法を用いることで	

さまざまに固定化されてしまっている	
数多のアポリアや矛盾を超えていき	
宇宙と宇宙のあいだを	

つなぐことができるようにも思えてくる	
	

宇宙と宇宙をつなぐというのは	
さまざまなアナロジーでとらえることができる	
	

☆mediopos-1774　　2019.9.24	

■加藤文元『宇宙と宇宙をつなぐ数学／ＩＵＴ理論の衝撃』（角川書店　2019.4）	

理論と理論	
主義と主義	
社会と社会	

国と国	
星と星	

	
たとえば	
一元論と二元論	

主観と客観	
物質と精神	

現実と夢	
私とあなた	
	

さらにいえば	
モナドとモナドが照らし合い	
事と事が融通無碍になる	

華厳の世界	
	

そんなさまざまなものの対称性から	
それぞれをとらえなおし	
その際の不定性・ひずみを見直す･･･	

	
数学の本を読むと	

ときに自由を手に入れる感覚を得ることができる	
それそのものを理解することはむずかしくても	
ほんとうは身近にあるはずの	

未知の宇宙の秘密が開示されてくるようなそんな･･･	



（望月新一「刊行によせて」より）	
「「宇宙際タイヒミューラー理論」という理論は一言で言うと、「自然数」と呼ばれる「普通の数」（＝つまり、１、２、５、･･･）の足し算と掛け算からなる、「環（かん）」と呼ばれる複雑な構造をした数学的対象

に対して、その足し算と掛け算の複雑な絡まり合い方の主立った定性的な性質を、一種の数学的な顕微鏡のように、「脳の肉眼」でも直感的に捉えやすくするように組み立て直す（＝再構成する＝
「復元」する）数学的な装置のようなものです。	

　足し算と掛け算は、分離して「環」の構造を解体する前の時点においては非常に「固い」（＝ある数学的な文脈においては有名な表現を用いると、「尋常ならざる剛性」のある）関係にあり、その関係

を勝手に「揺すったり」、「変形したり」することは（少なくとも従来の数学の「常識的な道具」をどんなに頑張って総動員しても）到底叶わない芸当と見做されてきました。	
　一方、宇宙際タイヒミューラー理論では、この足し算と掛け算の間にある「底なしに固いはずの関係」を解体して変形を施すことがまさに理論の核心的な部分に対応します。しかも、単に解体して変

形を施すだけでなく、固いはずの関係を再構成する際、きっかり元の固い状態のものとして再構成するのではなく、様々な「緩み」＝「不定性」が必然的に付随してしまう、「ゆるゆる」な状態で復元す
るのです。言い換えれば、復元後の、足し算と掛け算の関係というのは、本来の固い関係そのものではなく、本来の固い関係に対する「一種の近似」でしかありません。」	

「多くの著名な研究者が長らく「あり得ない」ものとして認識してきたものを、「立派にあり得る」ものとして受け入れてしまうとなると、夥しい数の社会的な構造や組織、地位等が立脚している、底なしに
「頑丈」とされてきた様々な形の「固定観念」や「評価の物差し」を根底から否定し、覆すことを意味するはずです。しかも、この従来の「固定観念」や「評価の物差し」に対する否定的効果は、数論幾何

学という数学の一分野に対する「一次的」な現象に止まる表面的な性質のものではなく、数学とは直接無関係な、一般社会の様々な構造や組織、地位等に対しても少なからず波及効果を及ぼすこと

は恐らく多くの関係者からすれば容易に想像が付くでしょう。その意味においては「衝撃的」との受け止め方には一定の合理性は認められます。」	
「社会の過渡期の真っ只中で生活する民衆に対して、多少の苦みを伴う「薬」と認識されても、「安直な確定性」への欲求から生じる社会の矛盾を炙り出し顕在化させ、その矛盾を乗り越えるための方

向性を指し示す、「心の道しるべ」としての役割を果たすことが、真に核心的な内容を掲げた純粋数学の最も本質的な存在意義、ひいては「応用」と考えるべきではないでしょうか。」	

	
（「第８章　伝達・復元・ひずみ」より）	

「いままでの話で、ＩＵＴ理論がやろうとしていることは、次の三つであることは、かなりの程度明らかになったと思われます。	
	

　・異なる数学の舞台を設定して、対称性を通信すること。	

　・受信した対称性から、対象を復元すること。	
　・そうして生じる、復元の不定性を定量的に計測すること。	

	
　つまり、ＩＵＴ理論が、その基礎にもっているキーワードは、	

	

　伝達・復元・ひずみ	
	

　の三つの言葉ということになります。」	
	

「ＩＵＴ理論は、どういうところに特徴があったのでしょうか？	

　まず、それは、	
	

　・異なる数学の舞台を想定することで、欲しい状況を、まずは「同語反復的に」作り出す。	
	

　ということです。ここで、「同語反復的に」と言っているのは、いままでにも何度か述べてきた、「形式的な対応」という意味です。一方、これは我々の言葉では、「大きさの異なるパズルのピース」を、映

像の中の映像を使って、見かけ上、形式的に「はめ込む」ことに喩えられていました。	
　その上で、ＩＵＴ理論は。	

	
　・舞台間の限られた通信手段を用いて、計算方法を伝達する。	

	

　ということを目論みます。これは「対称性通信」と我々が呼んでいたものです。異なる舞台の間で、正則構造の壁を超えるためには、対称性の群を用いる必要があります。そして、そこから計算の対象
や手順を回復するために、遠アーベル幾何学を応用していたのでした。	

　そして、最後に、	
	

　・「対称性通信」によって生じた「不定性・ひずみ」を、定量的に評価することで、不等式を導く。	

	
　ということをやるわけです。」	

	
「従来の数学は、単一の舞台で、ものごとを実行します。しかし、ＩＵＴ理論は複数の舞台で作業するということで、それまでになかった柔軟な状況、つまり、従来の数学の視点からは「非常識な」柔軟

性を手に入れる、というわけです。」	



私がいまここにいること	
人にはその物語が必要だ	
	

ファッションが	
「たったひとりで世界にいる勇気」を	

与えてくれるのならば	
	
そのファッションは	

いまここにいるという場のなかで	
パラドックスを抱え	

価値観を転倒させさえしながら	
	
ひとりの孤独や悲しみさえも	

異化されたセンスをもって	
表現され得る物語でなければならないだろう	
	

新しい望遠鏡が	
はじめて観測するファーストライトのように	

そのファッションは	
初めて目にする新しい世界となる	
	

たったひとりで	
新たな物語へと足を踏み入れる	

勇気を与えてくれる	
そんなファーストライトとして	

☆mediopos-1775　　2019.9.25	

「北村道子は特集にあたってファッションを物語る世界に３作のＳＦを選んだ。レイ･ブラッドベリの『霧笛』と『華氏451度』、そしてフィリップ・Ｋ・ディックの『アンドロイドは電
気羊の夢を見るか？』だ。	
『霧笛』は孤独な恐竜の話。『華氏451度』は本が燃える温度のことで、禁止されている書物の捜索と焼却を任務とする「ファイアマン」である主人公が組織を裏切る話。『ア
ンドロイドは電気羊の夢を見るか？』は、映画『ブレードランナー』の原作として知られるアンドロイドの話。	
北村道子はその３作を「たったひとりで世界にいる勇気」と喩えた。	

「新しい望遠鏡で初めて天体を見ることをファーストライトという」そう北村は言った。新しい世界に出会うこと、それは未知なる遭遇ではなく可視化された世界への再訪で
ある。それが肉体を賭したファッションでもある。わたしたちは北村道子に夢中になった。ファッションとは何か、その膨大な謎に迫り光を探すように2019年を旅した」	
	
「スタイリングをしている時、頭の中で湧き上がってくるものはない。	
　私は何事もスタイリングだと思っている。ここまで来る道も、自分がいろんなものを見て、あれはない、これもない、そうやって生きているだけ。	

　例えば私の一日は朝の五時からはじまる。そして夜の十時に終わる。七十歳を超える貴重な一日で、自分が何に感動し、何に触れて、何を読もうとしているのか、確か
めながら生きる。読む行為は本だけではなく、何もかもを読む。	
　明日、撮影があるとする。何も考えな。モデルがいて、洋服があって、どうするか。その時がライブなの。そのライブをやるとき、今日までの私のキャリアが明日出るわけ。
そういう生き方なの。	
　点と線。私の中でものが語りはじめる。	
　白い北村道子というキャンバスが、誰のものでもない私の空間の地図が、思索で真っ黒になっていく。今七十一歳だから、そういうことを頭の中で作っているんだと思う。

同時にもう七十一歳だから、身体がすべて覚えている。あと十年生きられるかわからないんだから。	
　例えば小津安二郎の映画を観ても私はグラフィックとして一コマを読み取ろうとする。一個気に入ったものを頭の中に入れる。いわば脳裏でスクリーンショットする。私の
中の写真のアルバムがあって、そこに入れておく。	
　私の先生は芸妓だった。絶対に着物は黒、鼻緒は白、襦袢も白。白い足袋は一度洗ってさらす。糊を全部とる。白い足袋をはくから白い鼻緒となる、一本も線でなす。
黒と白はケミカルで、物質にはないもの。肌は一枚の洋服でできているわけではない。自分の肌に近いものを間に入れて、その肉体がどう映るかを考える。身体のライン

をどこで包むのか、着物の裾は前が短く後ろがやや長め。クチュールも然り。歩くためにつま先を出す。入れて出す。襦袢と着物の関係は一センチの差。	
　アバンギャルドをやるために古典を学ぶ。アバンギャルドの根底はクラシック。ピカソの絵を真似るなら青の時代、基盤がしっかりとしたものであることが大事。	
　スイッチが私の特集を出す。私はデザイナーでもなんでもないのに一冊のファッション特集号になる。でも想像以上の写真が上がらない限り、「特集」はあり得ない。「特
集」とは何なのか。例えば、十六歳の不良の子が人生迷っている、たまたま本屋であの表紙の私の特集号を買って、「僕、彫刻やろう」と突然言い始める子がいてほしい。
そうじゃないと、私はそれを作る意味がないの。そのために私は今、ＳＦしかないと思う。	

　ストーリーがない限り表現はない。パリコレではデザイナーがストーリーを作っている。たったの十五分間のショーをやる。	
　私は洋服の力というものをすごく信じている。たった一枚の川久保玲の白いワイシャツでも。撮影は空間理論の実践です。例えば白いシャツで真っ白の髪の女の子が、
ちらっとそこにいるだけで、もう服の力なんですよ。たった一枚のコム　デ　ギャルソンのシャツが世界を動かす。そういう意識を持たないと、人の心は絶対動かない。その
力は思想であり、哲学であり、なぜこの洋服を作ったのかというところにターゲットを置くと、みんなそこにたどり着くと思う。	
　もし宇宙がなくなるその日にも川久保玲は衣装を作りつづけていると思う。」	

■北村道子「ファーストライトを」	
　（『ＳＷＩＴＣＨ　OCT.2019 VOL.10』　スイッチ・パブリッシング　2019.9）	


