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森有正の思想は	
経験の哲学である	
	
その「経験」は日常的な体験ではない	
体験をただ重ねても「経験」にはならない	

	
自己分析を通じ表層の体験を深化させ	
深層にある「経験」の層へと	
自己組織化しなければならない	
	
心理臨床家でもある著者の鑪幹八郎は	

そのプロセスを精神分析に重ねている	
森有正の場合	
臨床家などのサポートを介さず	
まったくひとりでなされた	
困難で稀有な営為なのだという	

	
ある意味その営為は	
ユングのいう個性化に近いだろうが	
重要なのは森有正はそのプロセスを	
言葉を使って自覚的に行い続けたことだ	

	
けれどもそのとき	
日常的な意識と	
「経験」へと自己組織化しようとする意識に	

乖離が起こるのは避けられなかったようだ	
アニマ的なものに対してもほとんど無防備だった	
	

☆mediopos-1801　　2019.10.21	

■鑪幹八郎『森有正との対話の試み』（ナカニシヤ出版 2019.10）	

体験から「経験」へ	
そして智慧へと	
思想は深められねばならないが	
日常と非日常の意識が乖離したところでは	
真正の「経験」のためには	

なにかが欠損することになるのではないだろうか	
	
禅でいえば	
臨済が無位の真人ということでとらえた人間は	
絶対的なリアリティの次元から	
この現象界に戻ってきた人間であり	

その二つの次元を分けることはできない	
	
森有正はみずからの意識を分けることで	
「経験」を深めようとしたようにも見えてしまうが	
その乖離はある意味では	

グノーシスの危険性にも近しくなるのだ	



「森の気づきは人格の二重性と呼べるような体験の様式であった。心理学的には、森の取り組みは自己の内面、ないし感覚を通して得られる内的な体験の過程に関す
る、あくまで意識的な探索であった。」	
「体験の層は表層である、個別的である。日ごろの出来事そのものである。観念の寄せ集め、組み合わせではない。それを彼は「イデオロギー」と呼んでいる。イデオロ
ギーはこの直接的な出会いを妨げるものである。これに対して、経験の層は深層である。人間に共通する普遍的なものである。これは対象との直接的な出会いと接触に
よって形成されるものである。イメージとしては、体験によって抽出されたものが次第に経験として組織化されていくということになる。この経験の層への沈下を、森は「自
己の組織化」と呼んでいる。」	
	
「精神分析的に言えば、それは性格変容のための自己分析にあたる行為であると言ってよい。自己分析の困難さは、自分を患者として、その患者の面接者・治療者の役
も自分で行うという、「ひとり二役」を行うところにある。その道は大変な困難を伴うことが予想される。そして森の今後の生涯はこの途方もない苦難を自分ひとりで引き受け
るものとなった。内的にはその成果を「経験の哲学」として生み出してきたが、社会生活のレベルでの現実には、さまざまな困難や障害をも派生してきたのである。強い個
性的な光芒を放つ森は。また深く暗い困難をも背負うことになるのである。」	
	
「精神分析の中で起こるプロセスは、この自分ではない自分に出会い、「自己が壊れる恐怖」の時間を経過することなしに、新しい自分を発見し、得ていくことも、またつく
り上げることもできないのである。自分でなくなる恐怖に直面することが可能であるのは、精神分析の場に面接者という他者の支えや、安全の場が保証されているというこ
とがあるからだ。	
　しかし、森はひとりで困難な自己分析を実行しようと決意して、パリに留まったのである。これは心理的には至難な企てである。もし自己分析に取り組むとしても、その困
難さは堪え難いものになる可能性があるだろう。森の取り組みは、そのような困難さを伴った性質のものであった。森のとった自己分析の手法は、日記とエッセーであっ
た。自己分析の場は旅であった。」	
	
「森の自己分析に対する取り組みは生活を賭したものであり、かなり徹底していたと言うことができる。その成果が「経験」という概念、あるいは自分の「ことば」に達したと
いう成果になった。そして、経験の哲学への道を開いた。」	
	
「経験ということの定義を森は何度も言葉を変えて説明しているが、次のような定義は森の言う本質に近いだろう。」	
	
「「一寸変にきこえるかもしれないが。自分の生きているこの現実そのもの、そこにある凡る客観的なもの、主観的なもの、そういうものを凡て含んで、この現実そのものが
一つの経験なのだ、という発見なのである。（『経験と思想』）	
「経験こそ思想の源泉であり、この『経験』という『定義』するものこそ『思想』という、言葉によって組織されたものに対する基底をなすものである。そして『経験』は、人間が
幾億いようと一つである、ということが私の確信である。（『経験と思想』）	
「すでにあるものを自己に対して透明化していくこと、『経験』や『思想』の本当の意味はそこにあるのであって、この透明化の度、それは自己批判の度と言い換えてもい
いのであるが、その水位の高まり。あるいは深まりに応じて或いは『経験』と言い、あるいは『思想』と言うのだからである。それは可能な限り深められたものが『智慧』であり、
それがある特定の約束によって組織されたものが『哲学』である」。	
	
　そして森は「実存」と「社会」へと思考を深めていく予定であったが･･････。	
　その前に倒れてしまった。	
	
　それは中断というものだろうか。人の生に中断とか、中途半端ということがあるだろうか。森はパリで一年が終わったとき、はっきりと覚醒した。そして正面から、自分の感
覚で、肌で、対象をとらえ、これを吟味して自分の言葉で表現した。森の思考プロセスとしては、彼のいう一人称である自己と三人称の他者との出会いをひたすら続け、
これを言葉にした。それが『バビロンの流れのほとりにて』以降に、『経験と思想』まで続いた森の歩いた道標であった。これは森の哲学の道であったということなのであろ
う。多面的な生き方をして、多面的な思考を深め、多面的な人間関係をもった人であった。	
　そして森の経験の立つ学が私に問いかけるのは、次のことかもしれない。	
	
　「それでは、あなたの経験の哲学は何ですか」。」	



良い写真というのは	
いまだよくわからないが	
好きな写真というのは	
たしかにある	
	
良い絵画というのは	
いまだよくわからないが	
好きな絵画というのは	
たしかにある	
	
写真と絵画の違いも	
よくわからないし	
どこに境界があるのかも	
よくわからないままだが	
	
好きな写真も絵画も	
それに触れると	
音楽に入りこむときのように	
じぶんのなかのなにかが	
共振しはじめる	
	
ただ考えられただけの言葉は	
胸にひびいてはこないけれど	
それがただの考えを超えて	
奥行きをもった響きになるとき	
その言葉は生命をもって響いてくるように	
	
テーマも形も素材もジャンルも	
そういうことを外して	
その響きをきいていたい	
そう感じることのできる作品にふれるとき	
ぼくのなかでなにかが詠っているのがわかるのだ	

☆mediopos-1802　　2019.10.22	

■蔦谷典子『夢の翳／塩谷定好の写真 1899-1988』（求龍堂 2019.10）	



「自然の生命を	
　　　自分に通し	
　自分の生命を	
　　　自然に通す」	
	
（「第一章　村の情景」より）	
「日本海の大海原が眼前に広がる山陰の赤崎（鳥取県東伯郡琴浦町赤崎）。塩谷定好(1899-1988)は、廻船問屋の長男としてここに生まれ、生涯を過ごした。13歳の時から
愛用した小型カメラ、ヴェスト・ポケット・コダック単玉附き、通称「ヴェス単」で、赤崎や近郊の村の情景を写真に収めていった。」	
「1925（大正14）年には、島根半島へ撮影旅行に赴いた。美保関から、七類、沖泊、小波、加賀と巡った。とりわけ沖泊を撮影した写真は、写真雑誌『アサヒカメラ』創刊号の月
例懸賞で、全国第1位の栄誉を得る。また、情趣あふれる水の都・松江に惹かれ、雪降り積もる松江大橋と五つ蔵を夢中になって撮影し、美しい写真群に結晶させている。	
　山陰の自然を愛し、自然の心に自分の心を重ねながら生み出された情景は、暖かく深い叙情性を湛えている。」	
	
（「第二章　子どもの情景」より）	
「1927（昭和2）年、次男の玲二が生後わずか3か月で亡くなった。塩谷の悲しみは深い。菩提寺である自宅近くの海蔵寺に通い始め、やがて、その寺の小坊主たちを写して
いった。その写真群は、作家の眼差しと小坊主たちの眼差しが凜として溶け合い、静謐な空間を創り上げている。」	
「小坊主たちの輝くような生命感は、次第に塩谷の悲しみに沈んだ心を慰めていった。塩谷の作風は、被写体の生命をまっすぐに捉えたものとなっていく。「被写体の内部に
潜む生命」を追求し、作品は思索の深度と内省的な豊かさを増していく。」	
	
（「第三章　海の情景」より）	
「海沿いの道に面した塩谷家の二階からは、日本海が一望できた。日々海を眺め、その多様な変化を楽しみながら、この広い窓辺からは傑作の数々が生まれている。塩谷の
海景は、海辺で働く人々や遊びに興じる子供たちを写した生活の情景から、次第に海そのものの「大自然の威力を示す姿」へと肉薄していった。	
「まことに海は感情的ないつも心の動揺しつつある人のように、常にその表情を変えています。喜ぶかと思えば怒る、泣くかと思えば笑う、ほんとにとりとめもないのは海であり
ます。（中略）この動きつつある生命を描く事が、海の描写において も大切なことだと思うのです。」	
　塩谷にとって「海」という存在自体が重要な主題となり、海難・龍巻・荒海など自然の猛威も捉えていった。刻々と姿を変える生き物のような海を表現しようと挑んでいく。」	
	
（「第四章　花の情景」より）	
「塩谷は、四季の移ろいを視覚・聴覚・触覚と五感を研ぎ澄ませて全身で感じ取り、「春は眼の天地、夏は肌の天地。而して秋は耳の天地」と讃え、詩情豊かに自らの写真を
表現し続けた。	
「一茎の草、一本の樹を描くにも唯その外形だけを描いたのでは駄目である。そうした自然の内部に潜んだ生命を摑んで来てそれを表現するようにしなければならないので
す。即ち自然の生命を自分に通し自分の生命を自然に通す、自然と自分とが渾然として一つになるという域に至らねばならぬ、これは自然描写についてとても大切な事であ
ると思うのです。」	
　塩谷は、自然の内奥に溶け込み、その深い自然観賞によって観者をも包み込んで、幽玄な表現世界へと誘っていく。」	



「本を弾く」というタイトルに惹かれた	
	
もとより小沼純一さんの	
音楽に関する著書の愛読者でもあり	
言葉と音楽の双方が魅力的な武満徹に関する	

著書や編著などがあるのもあって	
音楽に関するもの以外の本をどのように弾くのか	
その演奏を聴いてみることにした	
	
たしかに本を読むというのは	
それを演奏（解釈）し共鳴し	

ときには即興的に戯れたりすることでもある	
	
そしてそれはいつ読むか	
何歳で読むか	
どんな環境で読むか	

どんな気分のときに読むかなどで	
さまざまな演奏のされ方をする	
	
「読みかえすことが多くなった」ともあるように	
読みかえすとまた異なった演奏にもなる	

というよりも同じ読み方というのは不可能だ	
	
世代が近いのもあり	
ここでとりあげられている本の半数ほどが	

ぼくのかつて愛読していた本と重なっている	
しかもそれらを今でもときおり再読したりもする	
	
とくに 近では二十代三十代で読んでいた本や	
そのときに読んでおきたかった本などを	

読む機会がふえているようにも感じていたところだ	
思っていたとおり今では	
かつてとはずいぶん違った読み方になっている	
	

☆mediopos-1803　　2019.10.23	

■小沼純一『本を弾く／来たるべき音楽のための読書ノート』	
　（東京大学出版会 2019.9）	

ある本とほかの本との関係づけもずいぶん多様化しているし	
本に読まされるということも減っているようにも思う	
即興演奏的な読み方というのではなく	
書かれていることだけではなく	
どうしてそのように書いているのか	

書いていないこと書けていないことはなにか	
そんなことをとらえながら読んだりもするということだ	
	
さて本書をきっかけに	
本書でとりあげてはいないけれど	
「扱いたい本」として挙げられていた	

宮川淳の名前がとても懐かしかった	
その著書もまた読みかえしてたいと思っている	
いまではその本を少しでも「弾く」ことができるだろうか	
二十代の頃はまだほとんどその楽譜が読めないでいたから	



（「プレリュード」より）	
	
「文字を介さない思惟がある。どんなものかよくわからない。すくなくとも、浮かんでは散らばってゆくのをことばそのものは描けない。目で文字を、文字のならびを確かめ、た
どりながら、はじめてつながりがわかってくる。声だけだとたどりにくく、聞き間違え、戻れず、確かめられないし、声音に気がいってしまったりして、つぎつぎ忘れてしまう。まな
ざしと手、指は、渾沌をことばに変換し整序し、文字とする。こぼれおちるものはたくさんあるが、かろうじて書きとどめて文字となるものがある。わたしはこれを読む。読むのだ
が、そのときどきの読み方をしている。年齢や年代、環境、気分、体調、ふれたもの・ふれなかったもの、人と交わしたことば、数えきれない要因が陰に陽にはたらく。二十世
紀、十代、二十代、三十代で出会ったものがあり、ときに読みかえし、ときに何度も読みかえしたものがあり、二十一世紀も二十年ちかく経ってもまだ、まだ、また、読みかえ
すものがある。そのあいだにもわたしのさまざまは変化し、読み方が変わっている。変わりつつある。変わりつつあるなかで、それじたいは変わらないもの、変わらずにこちら
に刺激を与え、揺さぶり、勝手にべつなところへと誘ってくれることばたちをそばに寄せ、いまのところから語ってみようと試みる。	
　本書でつかわれたことばを先取りするなら、ひとの書いた文章、本という作曲されたもの、楽譜を手にし、視線をおとし、読む。演奏＝解釈をおこない、共鳴を生じさせ、とき
どき、自由きままな即興に戯れる。こうしたことばたちを収めて。」	
	
（「ポストリュード」より）	
	
「読みかえすことが多くなった。新しいものに手をのばすのとはべつに、そういえば、と想いだして、書棚を漁ったり、図書館に行ったり、古書を探したりする。	
　あいだをおいて読む。あそこにはこんなことが書いてあったはずだと手にとる。あてにしていたことが見つかったり見つからなかったり。すぐ見つかって、確認する。ときに抜
き書きをし、ときにそのまま閉じる。探しているいうちに当該箇所からどんどんはずれ、べつのところに引っ掛かったり、全体を読みかえして、新たな発見をしたりする。それな
りの読みをしていたとのおもいこみが、二度三度とあいだをおいて読むなかで、雲散するのもしばしば。むしろ、何を読んでいたのだろうとの落胆のほうが多くなる。」	
	
「二十世紀の、八〇年代から九〇年代にふれ、そのときどきのわたしが学生として、社会人として日常でふれた本。それがいまの中心となっているかにおもえる音や音楽を
めぐる思考とどう結びついてくるのか。	
　音楽についての本は少なからず読んできたものの、ほんとうにうごかされたのは、作曲家によったりするもの以外、あまりない。作曲家はつねに自分のやっているものが音
楽なのかそうでないのかの境界にいる。でも、音楽を扱おうとする人は音楽を音楽とした、してしまったところからはじめることが多いので、学ぶことは多々あっても、ふれてく
る、ふるえさせてくれるものが多くない。多くないように感じている。だからここには音楽を中心に据えた本はない。また、ひとつ例外はあるのだが、文学に、あるいは映画にか
かわるものはない。そうしたものをむやみにいれずに、たぶんに遠いところにあるものから刺激を受けた痕跡。いろいろな分野があるのは、やはり八十年代の風土とその残響
だったかどうか。	
　売れない売れないといわれながら、日々新刊はふえてゆく。刺激的なものもうもれてしまう。時間が経てはなおさらに。もしかしたら手に取らなかったり、知らなかったりした
何冊かをここで紹介できたなら。すくなくともわたしにはよいものであったと知らせられたら。」	
	
「読んでいて、引用が文章のながれを疎外することがある。引用をとばしても書き手の向かいたいところがしっかりと見えることもある。逆に、引用があれば地の文などあまり必
要のないことだってある。いや、これがおもしろかったんだよ、刺激をうけたんだよ、と本を差しだすとき、何かべつのことばが必要なのかどうか。ここだよ、ここ。指がページを
さしている。ここにある引用はほとんどそういうものだ。だから必要以上に多くなる。しょうがない。それでいいとおもっている。ほかにも扱いたい本はたくさんあった。たとえば
宮川淳。でも、何か言えることがあるだろうか。それでなくても、引用が少なくない本を前にして。」	



アイデンティティーなるものは	
容易に足かせにもなってしまう	
自分の決めた自分という檻から	
出られなくなってしまうのだ	
視点が固定されてしまい	
別の観方をすることができなくなる	
	
あるソフトウェアだけを使い続けていると	
そのソフトウェアでできるやり方以外のものを	
見出すことができなくなってしまうように	
	
同じソフトウェアを使い続けるにしても	
ヴァージョンアップを繰り返していくなかで	
ハードウェアやＯＳそのものを変えなければ	
ヴァージョンアップすることさえできなくなることになる	
	
とはいえまずは	

初に自分の足で立つこと	
つまりは仮にせよ主体がそれなりにあってはじめて	
その主体を超えることができる	
自分から離脱していこうとするならば	
離脱できるだけの自分というのを	
それなりに構築しておく必要があるのだ	
でなければ離脱は単なる破壊になってしまう	
	
「別のやり方で思考する」ためには	
まずは自分で「思考」することが前提になる	
古いなりになんらかのＯＳのもとで	
ソフトウェアを使えてはじめて	
新たなものへと向かうことができるように	
	

☆mediopos-1804　　2019.10.24	

■慎改康之『ミシェル・フーコー／自己から抜け出すための哲学』	
　（岩波新書1802 2019.10）	

フーコーの哲学に難しさがあるとすれば	
自分の主体なるものを動かしているＯＳやハードウェア	
その上で作動させ使っているソフトウェアそのものの	
外に出ようとしているのかどうかということにあるのだろう	
	
そしてそれ以前に	
「外」があるということがわかるかどうかということ	
「そういうものだ」という閉じた囲いのあるところでは	
外の思考は存在しないのだから	



「「好奇心」、そして「哲学」は、先に挙げた匿名での対談のなかで、次のようなものとして語られている。すなわち、「好奇心」とは、我々を我々に馴染み深いものから解き放し、同
じ事物を別のやり方で見ようとする熱意であり、「哲学」とは、別のやり方で考え、別のことを行い、別の者になろうとする作業である、と。これを一九八四年の著作『性の歴史』第
二巻『快楽の活用』の序論においてとり上げ直しながら、フーコーはあらためて次のように述べる。自分にとって「好奇心」とは、「自分自身から離脱することを可能にしてくれる」
もの、つまり、自分がいつもとは異なるやり方で思考したり知覚したりできないだろうかと問うもののことである。そして今日において価値を持ちうる「哲学的活動」とはまさしく、そう
した「思考の思考自身に対する批判作業」に他ならない。「別のやり方で思考することがどのようにして、そしてどこまで可能であるかを知ろうと企てること」、これが、思考における
「自己の鍛錬」としての哲学の任務なのだ、と。	
　そして実際、そのように自分自身から身を引き離し、新たな仕方で思考を再開する術を探ろうとする努力は、フーコーの研究活動全体を貫いて、彼の一連の著作のなかに以
下のとおり二重のやり方で表明されている。	
　一方において、フーコーは自らの歴史研究を、明示的なやり方で、我々が通常自明であると考えていることをあらためて問いに付すものとして差し出している。狂気はどのよう
にして精神の病と定義されることになったのか。死体解剖はどのようにして医学にとっての本質的任務となったのか。「人間とは何か」という問いが何よりも重要な問いとして価値
づけられるようになったのはどのようにしてなのか。性の抑圧からの解放が急務であるという主張、性的欲望の秘密は我々自身の秘密を告げてくれるという仮説は、どのようにし
て生み出されたのか。要するに、歴史を辿ることによって、現在においてほとんど当たり前として受け入れられていることが過去においては決してそうではなかったことを示しつ
つ、新たなやり方で思考する術を探ること、これがフーコーの哲学的歴史研究の任務であるということだ。	
　そして他方、フーコーにおける自分自身からの離脱の身振りは、彼の研究の絶えざる変貌というかたちでも示されている。一九五〇年代に開始されたフーコーの著作活動は、
六〇年代の「考古学的」探求から七〇年代の権力分析へ、そしてそこから八〇年代の自己の技術をめぐる考察へと、研究の軸のたびたびの変更とともに進められていく。その
ように多様な領域を次々に踏破していく彼のやり方にもやはり、絶えず自分自身を変化させることの希求が認められるということだ。実際、『快楽の活用』のなかで、「好奇心」お
よび「哲学」が話題となるのは、『性の歴史』をめぐる研究計画の根本的な変更を何が動機づけたのかが問題となるときである。自分自身に馴染み深い領域にとどまり続ける代わ
りに、危険を冒して絶えず新たな探索へと足を踏み出し、それによって別の問題を別のやり方で考える術を探るという、こうしたやり方もまた、フーコーにおける優れて「フーコー
的」な身振りである。	
　歴史に問いかけて現在を問い直すとともに、そうした歴史への問いかけを不断に新たなやり方で再開しようと力を尽くすこと。したがってこれが、「好奇心」によって導かれるも
のとしてのフーコーの「哲学的活動」である。」	
	
「一九八〇年にニューヨークで行われた講演のなかで、フーコーは次のように語っている。第二次大戦前から戦後にかけて、ヨーロッパの哲学は、主体をあらゆる知の基礎とみ
なそうとするものとしての主体の哲学によって支配されていた。そした支配から脱するためにこそ、自分は、近代的主体についての系譜学的研究を進めてきたのだ、と。自明性
を問い直し、自分自身から身を引き離そうとするものとしてのフーコーの哲学的活動は、何よりもまず、「主体の学」からの離脱の企てとして開始されたのだということ。そしてその
問題化、その企てが、知、権力、自己との関連という三つの軸のそれぞれにおいてそのかたちを変えながら、彼の研究活動全体を絶えず導いているのである。	
　顔を持たぬための、同じままであり続けぬためのフーコーの哲学とは、したがって、自分自身の現在において真であるとして受け入れられていることを絶えず試練にかけるもの
であり、自分自身に安住するよりも危険を冒して変化し続けようとするものであり、自分自身が真理と結ばれるやり方を絶えず問い直すものである。」	
	
「書くことと同様、読むことは、自分自身からの脱出のために主要な契機である。読書という体験がかけがえのないものとなるのは。自分がすでに持っている知識に新たな知識を
上積みしたり、ましてや自分がすでに考えていたことを再び見出して安心したりすることではなく、自分の見知らぬ世界が開かれて目がくらむときであり、自分に馴染みのない思
考に巻き込まれてて途方に暮れるときであるということを、フーコーの書物はあらためて我々に思い出させてくれるのだ。」	



私という	
魂の部屋に	
窓があり	
	
窓を通して	

世界は見え	
また聞こえ	
	
内なるもの	
外なるもの	
その境に窓はあり	

	
窓を介して	
外はひろがり	
	
窓を開けば	

外は内へと訪れ	
内は外へと赴き	
	
窓を閉じれば	
内は外から離れ	

内は内となり	
	
ときに	
窓の外にあこがれ	

外へ出ようとし	
ときに	
窓の外に絶望し	
内へ籠もろうとし	
	

「部屋のなかにいて窓から外を見るときの、微動と静止、弛緩と硬直が交互に訪れるような感覚は、いったいどこから降りてくるのだろう。
晴れていても曇っていても、昼でも夜でも、窓を介して外の景色を眺めていると、たとえば肘掛け椅子に深々と腰を下ろしてぼんやり天
上を見つめていたりするのとはまったくちがう種類の感覚に襲われることがあって、風景を味わうのではなく、窓の前にいることじたいを

味わっているような気がしてくるのだ。」	
	

「高校生の頃、大岡信の「窓をのぞく」と題された一文（『青き麦萌ゆ』）に触れて、私は『万葉集』の一首を教えられた。」	
「巻の十一、「物に寄せて思を陳（の）ぶ」に収められている二六七九番の歌、「窓越しに月おし照りてあしひきの嵐吹く夜は君をしそ思
ふ」も、その窓を異なる窓に変容させることはできなかった。代わりに、私も頭のなかには、天平時代の、ガラスなど嵌められていない窓

の木枠を透かして入ってくる月の光に照らされ、嵐の音を聞きながらいとしい人を強く思うひとりの女性の姿が浮かび、期待していたのと
は異なる文脈で心を揺さぶられたのである。	

　窓。間戸。もうひとつ、『岩波古語辞典』の定義によれば、窓とは《マ（目（ト（門）の意》で、「室外を見、室内に明かりや空気を入れるた
めの小さい口。」となっている。そこにはかならず、「目」の働きが入るのだ。万葉の歌で窓を意識してから、当時惹かれていた式子内親
王の歌にもしばしば窓が詠み込まれていることに、自然と「目」が移るようになっていった。	

	
　　みじか夜のまどのくれ竹うちなびきほのかに通ふうたゝねのあき（百首・夏）	

　　冬くれば谷の小川のおとたえてみねのあらしぞまどを問いける（百首・冬）	
　　秋の夜のしづかにくらきまどの雨うちなげかれてひましらむなり（百首・秋）	
　　まどちかき竹の葉すさぶ風の音にいとゞみじかきうたゝねの夢（雖人勅撰不見家集詞）	

	
　『白氏文集』など先行する古典の詩句をたくにみ取り込んだこれら数種を抜き出してみて明らかになるのは、二首目を除けば、いずれ
も場面が夜になっていることだ。『万葉集』の歌の舞台も、夜、月、嵐。しかし先の歌のうたいぶりは、内親王のそれと比べるとはるかに強

い「あくがれごころ」、すなわち陽性の抒情が全面に出ている。かたや式子内親王の歌には、「窓」の一語こそあれ、そこに「見る」という
積極的な行為がなぜか感じられない。「室外を見る」という一点においても、窓は心の状態をはっきり表現してしまうために、ちょうどリル

ケ晩年の詩集『窓』のようにひとつの象徴として作用することがありうるのだが、式子の四首からはそうした問題は削がれているようなのだ。
彼女は視覚より聴覚で世界を吸い込んでいく。「窓」はどこで、「見る」「眺める」ものである以上に、「聴く」ためのものだったのではないだ
ろうか。窓を覗くのではなく、窓から見るのではなく、「窓を聴く」ということだ。	

　漢籍に盛られた意趣が消化されているのだから、これらの歌の発想は式子の独創ではないとしても、その世界に深い親近感を抱いて
いたことの証しにはなるだろう。聴覚を鍛えることは、結局のところ視覚の精度を上げることと同義である。研ぎ澄まされた聴覚の網に、

像が浮かぶ。像というよりほのかな光そのものが浮かび、聴覚を超えたところで焦点が結ばれてしまうのだ。あるいは逆に、像が結ばれ
たとき、その隙間から、「ひましらむ」の「ひま」から音が聞こえてくる。竹と風という主題には、家持の「わが屋戸のいささ群竹吹く風のか
そけきこの夕かも」などを想起することもできるだろう。	

　しかし、それはそれとして、窓とはいったいなんだろうか？　見たり眺めたりするための装置ではなくて、「聴く」、あるいは「聴いてしま
う」ものだと説いても、それはとりあえずの回答にすぎない。窓について考えるたびに私は戸惑う。それどころか、とまどう、という音のなか

に「まど」の響きを聞いてしまうのだ。戸惑う窓。そう、主導権は窓に渡しておけばいいのである。私が悩むより、窓そのものに悩ませてお
いて方が、心身の健康にはずっといいだろうから。」	

☆mediopos-1805　　2019.10.25	

■堀江敏幸『戸惑う窓』（中公文庫 2019.10）	

あるとき	
窓は窮屈になり	
見える景色も退屈に	
聞こえる響きも単調になり	
	

あれこれと	
窓の形を変えたり	
大きさを変えたり	
向きを変えたり	
	
そうして窓は	

私という魂の部屋の	
内と外の間で	
戸惑い続け･･･	



気がつくと	
川原や海辺で石ころを探す	
また楽しからずやである	
	
石ころは	

それぞれの場所で	
形や表情に特徴があって楽しい	
	
石ころ拾いにかぎらず	
ただおもしろいことにかまけたりするのは	
とくに役に立つようなことではないけれど	

それこそが生きていくのに欠かせない	
	
ぼくがこれまで	
なんとか生きてこられたのは	
そんな役に立たないことばかりやってきたからだと思う	

意味があるかどうかはわからないけれど	
少なくとも世の中的にはどうでもよさそうなこと	
	
だからこうして	
ただ石ころ拾いをする人がいることを知るだけで	

やっと人に会えたという気がする	
真っ昼間に灯りをつけて	
だれかいないか！？と	
人のなかで人を探してまわる禅僧のように	

役に立たないことをしている人はいないか！？	
そんなことを大げさに感じてしまうことは多い	
	
世の中はあまりに	
意味のあることや役に立つことばかりで	

それが暗に強要されているように見える	
	
	

☆mediopos-1806　　2019.10.26	

■宮田珠己『いい感じの石ころを拾いに』（中公文庫 2019.10）	

世の中を良い方向に向かわせようとか	
人の役にたつようなことをするとかいうのは	
それはそれで大切なことかもしれないけれど	
そうしたことばかりだとどこか息苦しくなる	
	

そのためにいろんなルールや縛りばかりが増えすぎて	
結局のところ人は次第にどこか狭い檻のなかに	
強迫的に閉じ込められてしまう	
	
それでもまだ人は	
役に立つこと意味のあること正しいことへと向かって	

ひた走りつづけているように見える	
そしてそれがときにはさまざまな影をつくりだし	
その影に逆襲されたりもするにもかかわらず	
	
やはり世の中といわばねじれの位置にいるとき	

息ができるというところがある	
あえて役に立たないことをするとかいうのではなく	
世の中的に意味を持たない場所にいられるから	
そしてそれがあればなんとか生きていくことができる	



「旅先で、なんとなく石を拾う。とくに石を集めたいわけでも、記念品として持ち帰りたいわけでも、地質に興味があるわけでもない。ただなんとなく、気がつけば拾っている。
海辺や川原に転がる雑多な石のなかから、しっくりくるものを探す。ときどき、これは！という石に出合う。なにが、これは！　なのか、うまく説明はできない。ただ。なんかい
い感じがする。そうやって、コレクションするでもなく、なんとなく、気が向いたときにポツポツ石を拾ってきた。	
　石に惹かれる。といっても、ものすごく好きでなまらないわけではない。ふと、手に持ってみたらよかったと、その程度である。自分の人生において、とても重要なこと、では
ない。石拾いをライフワークにしようなどとは考えない。ただ、そこに石が落ちていれば、いい感じの石をつい目で探してしまう。そんな癖みたいなものがある。	
　拾っている時間そのものが好きなのかもしれない。ただただ石を手にとって眺め、手にとって眺め、無心になって、いいものを選んでいく。難しいことは何もない。悩むこと
といえば、こっちの石とそっちの石、どっちがよりいい感じがするか、それだけ。	
　拾うのは、価値のある石ではない。なんでもない石。何石かもわからないことがほとんどだ。調べようとも思わない。そうやって適当に石を拾ううちに、少しずつ本気が出て
きて、もっといい感じの石はないか、と考えるようになった。別の場所へ行けば、もっといい石があるのではないか。旅のついでに拾うのではなく、拾うために、いい感じの石
がありそうな場所へわざわざ行く。そういうこともやってみようかと思ったのである。	
　石を拾う旅の合間に、石を愛する人たちにも会いに行った。私よりはるかに石にとりつかれた人たちだ。彼らの集めた石を見せてもらった。石の好みはさまざまだが、みん
な楽しそうだった。そういう石との時間、他人から見ればバカバカしいようでも、本人にとってはお気に入りの時間。そんな時間を持てるのは幸せなことだ。	
　これは石ころ拾いの本である。念のため断っておくが、石の図鑑ではない。日常生活の合間に、ただただ自分にとっていい感じのする石ころを拾いに行く、そういう話を書
いたみようと思ったのである。」	
「本来なら、このような本は、何年も何年も拾い続けた膨大なコレクションの中から厳選した石ころを紹介すべきだったかもしれないけれど、石ころ拾いは、むしろ生き抜きの
ような行為だから、厳選とかそんな大仰な話とは無縁であり、とにかく海辺にしゃがみこんで、なんかいい感じのする石ころを探していれば私は満足だった。そして、それ以
上主張したいことは、とくにないのだ。」	
	
（武田砂鉄「解説　「意味がない」という尊さ」より）	
	
「この本に散々出てくる編集者の「武田氏」とは自分のことで、文庫版に新たに加わった「出雲石拾い行」にも書かれているように、単行本が出てからすぐに会社を辞めてい
るので、宮田さんと石ころ拾いをした記憶と、会社を辞めようと思っている気持ちは、ざっくりと同じところに保存されている。」	
	
「「大人がわざわざ石ころを拾いに行く」という行為を、毎日あくせく働いている人たちの生活にぶつけていくのって難しい。「武田さ、来週の木曜って、打ち合わせする時間
ある？」「あっ、すみません、出張です」「何の？」「石ころ拾いです」「石ころ？」。宮田さんは、本書で、石ころを拾うだけの旅の尊さを語っているが、その「尊さ」を作り、支え
るのはけっこう大変だったのである。そこはこの際、正直に言ってしまいたい。	
　この世の中、それをやって何の意味があるのか、と問われることばかりである。表向きは優しい。社会が良くなるとか、困っている人が助かるとか、五分かかっていたのにこ
れで三分になりますとか、万が一のときに逃げられるかもしれないとか、あれこれが良い方向に向かっている感じがある。でも、そのすぐ裏側に、役に立つかどうか、という問
いかけが存在している。そこに意味がなければ、役に立つという予測がなければ、動き出すことができない。意味のあることばかりやっている人が、たまにはボーッとする時
間も必要なんです、とか言いながら、瞑想したり、本を読んだり、旅に出たりしている。それが日ごろのビジネスに活きているんです、ってことになる。無意味なことが、意味を
作るために用意されている。そういう姿を見て、カッコいいだとか、冴えてるだとか言われている。朝、サーフィンをしてから出社とか、週末は山小屋に籠もって事業を見つめ
直すとか、そうやって研ぎ澄まされていく感覚が石ころ拾いには皆無である。	
　思えば、この本が刊行された後も、時代の 先端をひた走るビジネスマンからの反応は皆無だった。時代の 先端をひた走らない人たちからは歓迎された。」	
	
「意味があるに違いない、と迫っていけば、どんなものにも意味は生じる。この本が好きなのは、この本に意味があるかと問えば、もしかしたら、ないんじゃないかと思わせて
くれるからだ。それって、すごいことなんじゃないか。（略）石ころも、宮田さんもすごい。だって、何をしても意味が生じてしまう世の中にあって、なんかここには、大した意味
がないのである。この意味のなさにこそ意味がある、なんて言い始める人が、今度こそ生まれるかもしれない。生まれないかもしれない。生まれないでいいと思っている。」	



著者のローガンは	
人類の１万５０００年の文明について	
狩猟採集から「ドングリ文化」を経た後	
農業文明そして産業文明へ向かったという	
仮説を壮大に物語っている	

	
ドングリが文明に大きく寄与してきたことは	
少なくとも否定できない事実だろう	
	
ドングリは食物として	
材としてはもちろん重要だったが	

金枝篇の金枝が	
黄緑色のヤドリギで飾られた	
オークの枝を指し	
そしてまた	
ケルトのドルイドというのは	

「オークを知っている」という意味であるように	
スピリチュアルな象徴としても	
神話的な価値をも有していた	
	
そうしたことは別としても	

この著書のなかでも	
ドングリが特別である理由を	
著者がエピソードとして述べているところが	
なによりも印象的だ	

	
つまり	
「特殊化しない」ということに	
「特殊化している」ということ	
繁栄する理由はないからこそ	

ドングリは繁栄してきたということ	
世界記録的なところがまるでないからこそ	
特別であるということ	
	
そのドングリが今や終焉を迎えようとしている	

	

☆mediopos-1807　　2019.10.27	

■ウィリアム・ブライアント・ローガン『ドングリと文明／偉大な木が創った１万５０００年の人類史』	
　（山下篤子訳・岸由二解説／日経BP社　2008.9）	
■Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン『サー・ガウェインと緑の騎士／トールキンのアーサー王物語』	
　（山本史郎訳　原書房 2019.7）	
■Ｊ・Ｇ・フレイザー『金枝篇（上・下）』（吉川信訳　ちくま学芸文庫　2003.1/2003.2）	

	
ドルイドは「オークを知っている」人であり	
人類の智慧をもった秘儀参入でもあった	
	
ドングリが終焉を迎えるというこということは	

人類の智慧が終焉を迎えることでもあるのではないだろうか	
人類は今やニッチに特化し	
特殊化し特別になりすぎてきたがゆえにこそ	
そのニッチが外れたときには	
人類はその生き方を見つけられなくなってしまうだろう	
	

アーサー王の円卓の騎士ガーウェインが	
その美徳ゆえにその試練を克服するように	
ドングリと文明について考えてみることも	
人類が持続的に生き残っていくためには	
大切なことのひとつではないか	

	
自我をふりまわして特殊化することを誇るのではなく	
特殊化しない叡智のなかで生きてゆくために	



（『ドングリと文明』より）	
	

「樹木は地球上でもっとも高く、大きく、寿命の長い生き物である。しかし世界記録はどれも、オークのものではない。」	
「ではオークのどこがそんなに特別なのだろうか？	

　私はオークの起源を研究しているコーネル大学の古植物学者ケルヴィン・ニクソンにたずねた。	

彼は「何も」と言って、ちょっと間をおいた。	
「ただ、印象的なのは、マサチューセッツへ行ってもメキシコシティへ行ってもオークの属、つまりコナラ属（Querucus）が優勢なのですよ。他の樹木に関しては。マサチューセッツとメキシコシティだと、

そもそも共通している属すら、ごくわずかしかないのに」	
「ふむ。それはどうしてなのですか？」	

　オークはなんらかの世界記録を保持しているのだろうと期待しながら、私はたずねた。	
「理由はないです」。彼は無造作に言った。	

　さいわい電話で話をしていたので、頬を真っ赤にふくらませて、どっと出てきそうな言葉を止めている私の顔を彼に見られなくてすんだ。気まずい沈黙が流れた。	

「オウムガイもそうでした」彼はようやく言葉を続けた。「古代のオウムガイの仲間は、きわめて多様でした。しかしそれから特殊化が進み、とうとうある特定のニッチ（生物学的地位）で、ある特定の生き
方をすることしかできなくなったのです」	

「続けてください」。私は興味をひかれた。	

「それに対してオークは、特殊化の方向には向かいませんでした」と彼はとづけた。「ニッチを見つけなかったのです。オークが栄えているのは、繁栄する理由がないからこそです。分布の限定は、そ
の生物が成功する理由が一つしかない、というときにしか起こりませんから」	

　それは予想外の、興味をそそられる考えだった。持続性があり、ありふれていて、多様で、適応力があるということそのものに価値がある。オークの特別さはその粘り強さと融通性にある。オークは助
け、助けられている。「特殊化しない」ということに「特殊化している」のだ。」	

	

「古代ケルトでは、暦の月に樹木の名前がつけられており、Duriは夏至で終わる月、Tinneすなわちヒイラギ（holly）は夏至のあとの月の名前だった。ケルト歴のこの樹木名は、イングランドでは本当の
ヒイラギ、すなわちセイヨウヒイラギ（Ilex）を指すが、落葉性と常緑性のオークが並存していや初期ヨーロッパの大部分では、常緑性のケルメス・オーク(Querucus coccifera）を指していた。ケルメス・

オークの葉はセイヨウヒイラギの葉にそっくりである。（･･･）夏至をはさんだ二つの月はもともとオークの月であり、前者は落葉性のオークの月、後者は常緑性のオークの月だった。	
　つまりオークは、満ちていく一年の前半が終わり、衰退していく後半がはじまる、一年の「扉」を守っていたのである。ケルト人に知られていた樹木で、落葉性の種と常緑性の種をともにもつ樹木は

オークのほかにない。（･･･）落葉性のオークは満ちていく季節を見守り、常緑性のオークは衰退していく季節を見守った。さらに古い伝承では、オークはローマ神話の二つの顔をもつ門の神ヤヌスと

同一視されていた。両側を見るオークは、過去と未来を進行中の現在につなげていたのである。	
　以上の伝説を物語っているらしい儀式は多数ある。サー・ジェイムズ・フレイザーの『金枝篇』（･･･）には、こうして儀式の事例がいくつかあげられており、ある年の「オークの王」が、翌年のオークの王

に殺される儀式的殺害も記されている（『金枝篇』というタイトルは、儀式の一環として落葉性のオークから切り取られたとフレイザーが推定している、黄緑色のヤドリギで飾られたオークの枝を指してい
る）。少なくともそのような儀式の一つは、中世のガーウェイン卿と緑の騎士の物語として、文学のなかに存続している。」	

「この話は、常緑性のオークすなわち緑の騎士と、落葉性のオークすなわちガーウェイン卿がかかわる生存の儀式をあらわしている可能性が高い。一方が気候にかかわらず一年中緑を保ってい

る----殺されない----のに対し、もう一方は、冬にはすっかり死んでしまったように見えるが、死をまぬがれて回復する。ガーウェインを救ったのは彼の勇気や、気前のよさ、献身、寛容であり、つまり
は騎士らしい美徳である。この話を完全に理解していた人々にとって、オークの美徳は人間としての美徳を指し示していたのである。」	

「人々はオークがどんなふうであるかを知っていて、オークのようになりたいと思っていた。ケルトの人のあいだではドルイド僧が立法者であり歌い手だった。「ドルイドDruid」という敬意をこめた名称は
「オーク」を意味するdruと、「知っている」という意味のwidという二つの語から派生した。つまり部族の物語を歌い、法を解説するのにふさわしいとみなされていたこの人たちは、「オークを知っている」

人と呼ばれていたのである。」	

	
（岸由二「解説　人類とドングリ文明----あるいは日本人とドングリ文明」より）	

「狩猟採集から、大文字で書く「農業革命」を経て、農業文明、そして産業文明へという常識ではなく、狩猟採集から、大文字で書かれるべき「ドングリ文化」をへて、農業そして産業文明へ、という、も
う一つの大仮説が本書には低次されているのである。	

　完新世（１万年前〜現在）の北半球中緯度地帯の、温暖化する大地に広がった主要な樹種は、中東でも、ヨーロッパ、アジア、アメリカ大陸でも、「ドングリ」を実らせるオーク（ブナ科Querucus属の

樹種）の仲間だった。日本語の文化圏では、アカガシ、シラカシなどの常緑性のオークは「カシ」、コナラ、ミズナラ、クヌギなどの落葉性のオークは「ナラ」と峻別されるが、英語の世界ではいずれも
「オーク」。大げさな区分はない。そのオークの森に、減少する大型哺乳類を追撃する狩の暮らしに疲れたハンターたちが定住していった。	

　定住の根拠となったのは、どの地域でも、降り注ぐ大量のドングリの主食化であったと、ローガンは考える。オークの豊かな森は、一ヘクタールあたり数トン規模のドングリを生産する。これを収集、貯
蔵し、あくを除去して、食料とすれば、狩猟採集暮らしとは比較にならないほどの人口を豊かに養ってゆくことができる。	

　ドングリを豊穣の主食とする世界に定住したホモ・サピエンスは、材としてのオークを利用して住居をつくり、集落をつくり、道路や船もつくりだし、人工構造物を枠組みとする技術と文化の民となった。	

　ひとびとは定住した森で豚を飼い、（･･･）森を抜けた高地でヤギを捕獲し、低地におりては魚やカメを捕獲し、さらに一部のグループは定住地の周辺でイネ科を中心とする農業を発明したかもしれ
ない。	

　しかし文明の中心は、高地でも、低地でもなく、あくまでその中間域にひろがるオークの森だ。ドングリの雨をふらした完新世初期温帯高地のオークの森林帯こそ、文化と技術をつむぐ人間をそだ
てた文明の枠組み、というのがローガンの主張なのである。」	

「しかし、一万数千年もつづいたはずの、ドングリの森に発するオークとヒトの交流の歴史は、ここ三〇〇年にもみたない産業文明による森の大破壊と大規模な鉄の文明の推進によって、いま終焉を

むかえ、化石燃料と地球温暖化の時代に、あっけなく忘れ去られてゆくのである。本書のローガンは、その忘却、忘恩を確かめつつ、オークの森がそだてた数々の技術、そしてそれらの到達点を、
神々のめである細部に徹して、深く哀惜の筆致で語りきり、まことに味わい深いものがある。」	



子どもの頃	
魔法にでもかかったように	
なにかに夢中になったことがある	

	
大人になることが	

そんな魔法を失うことだとしたら	
大人になることは悲しい	
	

けれど夢中になれなくなるのは	
安っぽい答えに落ち着いてしまい	

問いつづけるものを持てなくなるからだ	
	
そして子どもの頃の関心の対象はそのまま	

大人になってからのものではなくなっているか
ら	
問いが深まらなければ夢中にはなれなくなる	

	
魔法の呪文とは問うことそのものだ	

問いつづけられるかぎり	
魔法の世界は続いてゆく	
	

問いが外なる世界にかぎられると	
やがて問いは行き場を失ってしまうから	

問いは内なる世界へと深まらねばならない	
	
外なる世界と内なる世界は	

メビウスの環のように別のものではない	
そのことにもやがて気づくようになる	

☆mediopos-1808　　2019.10.28	

■ロン・リット・ウーン『きのこのなぐさめ』	
　（枇谷玲子・中村冬美 訳／みすず書房　2019.8）	

そして生と死や	
悲しみと喜びもまた	
別のものではないことにも	

	
その気づきのためには冒険が必要になる	

外なるフィールドワークと	
内なるフィールドワークをめぐる冒険	
	

その環がめぐりつづけているあいだ	
魔法を失うことはない	

宇宙の秘密とともに生きる魔法だ	



「この本のタイトルは当初、『きのこの発見』にするはずだった。人類学者である私のきのこの世界への旅と、旅の途中で出合ったきのことその愛好家への驚嘆を綴った本に。目
の前が真っ暗だったのが、菌類学に関心を持つことで、生きる喜びと意義を再び見出せるようになった。夫が不慮の死を遂げた悲しみから私を救い出してくれたのが、きのこへ
の関心ときのこの生える道だったことは疑いようもない。原稿を書き進めるなかで、私は、夫について一、二文、どこかに入れようと考えるようになった。序文で触れようか？　私は
そこで彼について書きはじめ、それが本書の二章になった（「二番目によき死」）。その瞬間、本の構想が一変した。筆を進めるのがとりわけ楽しかったのは、きのこの世界の発見
と悲しみ砂漠の旅との関連性の下りだ。そのため本書では、きのこの世界という外界への旅と、悲しみの風景という内面への旅が並行して進む。」	
	
「誰しも、子どもの頃何かに夢中になった記憶があるはずだ。たとえば働きアリを夢中になって観察している子どもの耳には、「ご飯ですよ」とお母さんが呼ぶ声は届かない。きの
この冒険は同じく魅惑的だ。きのこ狩りに行くと、日常の雑多なことから解放される。狩猟者と採集者の本能にスイッチが入り、魔法にかかった自身の世界に一気に吸い込まれ
る。」	
	
「きのこに魅せられてからというもの、靴のつま先の前には、制御しきれない論理と生命力----かつて私が素通りしていた----魔法のような世界、見えないパラレルワールドがあ
ると気がついた。きのこを見つける度、時間が止まったような感覚に陥る。フローと禅の両方を一度に体験する。喜びと宇宙全体との一体感は、心の充足と多幸感の両方をもた
らす。」	
「きのこがひとつ見つかると、同じ種類のきのこが他にもそばにたくさん生えている可能性は高い。発見の喜びは積み重なっていくものだ。きのこがひとつ、喜びひとつ。きのこが
ふたつ、喜びふたつ。熱狂と祝福の歓声！	
　きのこの宇宙が開けると同時に、再生への道は思ったより単純だと分かった。それはちかちか、きらきらきらめくよろこびをただ集めることだ。何が待ち受けているのかも知れな
いのに、目下のきのこの道をただたどる。目の前に広がる未知なる広い世界で、私は何に出逢うだろう？　丘や霧、曲がりくねる道の陰には、何が隠れているの？」	
	
「後で思い返してみると、エイオルフの死後、悲しみと向き合ったことには、人類学の伝統的なフィールドワークとの類似点がいくつか見られたような気がする。フィールドワーク
の間、人類学者たちは研究対象の人々と生活をともにし、世界と文化を彼らの尺度からより深く理解しようとする。フィールドワークは始めのうちは分からないことだらけ。渾沌とし
てて、一目、見ただけでは、さまざまな印象と説明が矛盾しているように思え、たちまち混乱してしまう。ようやく視点が定まるまでに、人類学者は基本的には理解できない事柄に
ついてなおも仮説を立て、試し、再び熟考しなくてはならない。	
　無意味なことに意味を見出そうとした私に起こったことも、これと同じだったけれど、重要な違いはひとつあった。私が見つけなくてはならなかったのは、外界の見知らぬ世界で
はなく、内の世界の全てが混然となった混沌状態だった。同志を失った今の私は、何者なのだろう？　人生に新たな意義を、どう見出せばいいんだろう？　「心のフィールドワー
ク」は骨の折れる訓練だ。」	
	
「私の人類学の師、フレデリック・バースから得た重要な教訓は、「安全地帯からあえて出てみろ」だった。知らない土地に来て、初めて親切にしてくれた人に助けをずっと求め
続けたいと思うのは、無理もない。バースの訓練は、知らない人と話し、行ったことのない場所を訪れ、情報量を増やし続けるよう常に努力し続けるべきだということだ。このように
して文化人類学者は、できるだけ正当で説得力のある説明を見つける度を、続けざるをえない。」	
「後で振り返って、未亡人としての悲しみの心象風景を歩んだ旅が、徐々に再生へと向かう船旅へと変わっていったことに気がついた。外界と心の旅を通して、人生は密やかに
元に戻ってきて、自分自身が新たな自分になるような慣れない感覚を味わった。」	
	
「「夫を失った」と私が言うと、大半の人は、夫が死んだことを指していると思うようだ。でも私にとって「失う」という言葉は、私が彼に焦がれていて、彼が私の人生の、この世の人
生の一部であり続ける証だ。私は彼にだけ編み出せる、工夫に満ちたやり方で、私に投げキッスをしてきたり、手を振ってきたりするのを、ひそかに期待している。ヒーリング・グ
ループ随一のハードボイルドな無神論者や合理主義者でさえ、時に亡くなった人がすぐそばにいるというかすかな感覚を覚えていることに、私は気がついた。このことを私自身
も一度ならず体験してきた。悲しみと脳は密接な関係にあるのだろう。それまで思いつかなかったような考えが、広がるチャンスが今はある。」	



芸術とは何か	
それはそれなりの仕方で	
定義されることがあるとしても	

いつも謎であることをやめない	
	

社会制度としての芸術作品ということは	
あえて視野から外してみる	
	

すると	
制作する者	

制作されるもの	
そして観賞する者	
それぞれはそれぞれのなかで	

そして互いの関係のなかで	
絶えず変容し創造されつづけている	
	

本書では芸術を	
「人を捉え、触発する形を制作する技、	

またその技の産物のこと」としている	
	
ある形が実現するとき	

その形自体のなかに思考があり	
その形が力をもって	

人を揺り動かすといい	
	
人はその形象を見ることで	

その見ている自分を	
作り変えているという	

☆mediopos-1809　　2019.10.29	

■平倉圭『かたちは思考する／芸術制作の分析』	
　　（東京大学出版会　2019.9）		

その視点からいえば	
社会制度として芸術とされるものを観賞するとき	

それを見ている自分がなんらかの形で	
作り変えられないのだとしたら	

またそこで生まれるものが	
パターン化し固定化した意味でしかないとした
ら	

それを芸術と呼べるかどうか	
それを問い直す必要があることにもなる	

	
それに対して	
形のもつ力	

あらたな形をつくりだす技術	
それらを通じて	
問いが生まれ	

そのことによって	
みずからの変容が導かれるとき	

それがどんな形をとっているとしても	
芸術的な営為だと言えるのではないか	



「形は思考する。形には力がある。	
　紙の上に線を引く。線はすでに私を巻き込んでいる。感触が心を奪い、記憶が引き出され、予感が動き出す。手は予感に従い、あるいはそこから逃れて新たに線を引く。線と
線の間に関係が生まれる。引かれるたびに、線と線の関係は緊張度を変える。他でもありえた、しかし他ならぬ一つの形。半ば直感的に、緊張を壊すように、また緊張を新たに
つくりだすように線が引かれる。なぜそこだったのか？　理由ははっきりとは見えない。ただ具体的な形のうちに、そこで排された諸可能性を背景として、思考が物体化していく。	
　他でもありえた可能性を背景として、特定の一つの形が実現するとき、形自体のなかに思考がある。形はときに周囲の者を従え、巻き込み、揺り動かす。形は、その具体的な
姿を通して力を放つ。」	
	
「芸術を次のように定義することにする。芸術とは、人を捉え、触発する形を制作する技、またその技の産物のことだ。これはもちろん、定義としては過剰に広い。そこには通常、
芸術とは呼ばれない多くの形が含まれうる。だがそれでかまわない。開放性は意図されたものだ。本書は芸術と呼ばれうる形、必ずしも芸術とは呼ばれていない形の力が生成し
てくる過程にこそ関心をもつからだ。	
　本書は芸術の制度的定義を取らない。」	
	
「形象の思考は、人間と事物が集合的に織りなす多重他階の抱握過程からなる。絵具が繊維をつかむ。盛り土が屋根をつかむ。生じたパターンが他のパターンをつかむ。抱握
の各水準は半ば独立しつつ重層的に絡まりあい、特異な一つの形象となって見る者をつかみ、揺り動かす。心-物複合的な抱握を通して、形象は思考し、力を放つ。」	
	
「形象を深々と見ることなく読む者、形象を見ずに済ませる者、見ることの根源的不安に沈まぬ者、形象の思考をあまりにも容易に言葉に置き換え、形象の論理を注意深く辿る
ことなく出来合いの言葉に流し込み、既存の言葉のネットワークの中で理解してしまう者たちに対しては、激烈に抵抗しなくてはならない。形象の意味不明瞭なパターンを見ず
に飛ばし、既存の言葉との一致点を選択して「解読」することは、社会的に共有された理解の鏡像を形象に映し出すことでしかないからだ。形象の学は、形象をとりまく言葉を、
形象自身を通してたえず問い直さなければならない。」	
	
「本書の方法は、（･･･）「布置の哲学(The philosophy of disposition)」と呼ぶことができる。一つの意識的意図のもので統御される「構成(com-position)＝共に-置くこと」ではなく、
多数の分散的な心的-物的過程からなる「布置(disposition＝離れて-置くこと)」へと形象を差し戻すこと。形象を、それが成立した複数の時間へと分解すること。」	
　だが、分解の相を強調するだけでは足りない。分解されたものは、その内的構造が意識された状態で、再び統合されなければならない。これは対象をよく見ることである以上
に、見る「私」を作り変えることだ。	
　十分に複雑な形象は、同時に通覧しがたい多数のアスペクト（外観・相貌）を含んでいる。分解的再構成とは具体的には、一度に見渡すことができない多数のアスペクトの絡
みあいを、何らかの仕方で圧縮記述した複数の図式に分解し、その複数の図式を、目の前の形象と重ねつつ再統合することだ。このとき図式は、形象の複雑なパターンを捉え
ることを助ける（メガネのような）認知的補綴体となる。」	
	
「二つの危機がある。一つは、ロジェ・カイヨワが「伝説的精神衰弱」と呼んだ強制的擬態化の状態だ。それは形象と自己との共鳴が強くなりすぎ、区別が失われて客観的距離
が消滅することだ。それは再統合なき破裂、形象の学に取り憑く魅惑的で破壊的な死だ。	
　もう一つは分析者が自己の習慣的パターンに固着して動けなくなる「疲労」だ。疲労において、形象の既述は単層化し、既知のパターンだけがくり返される。これは日常的に
訪れる紋切り型の危機である。	
　すなわち、本書の基本方針はこうだ。伝説的精神衰弱と疲労の間で、外化された模倣体を構築し、それを足掛かりとして、新たな身体の布置＝態勢を生み出すこと。模倣体
はそれ自体が形象であり、読む者を巻き込んで新たな身体を生成しうるだろう。」	



鏡（か-が-み）は	
神のあいだに「我」があると	
言われもするように	

我という意識の生まれてくる源を	
どこか示唆しているのではないか	

	
鏡像段階ということがいわれるように	
我という意識が生まれてくるためには	

我を映すなんらかの鏡がそこには必要になる	
	

この世界は	
それが鏡に映された世界の	
鏡像になっているのかもしれない	

そうイメージしてみる	
	
すると	

我という意識が生まれるためにも	
その源にある世界との鏡像関係が	

必要であるということもできる	
	
コクトーのオルフェが	

鏡を通って冥府に降りてゆくように	
その鏡像のなかへと入っていくことは	

冥府をめぐることになる	
ただの迷路ではなく	
すべてが反転した冥府へと	

☆mediopos-1810　　2019.10.30	

■宮川淳『鏡・空間・イマージュ』（美術出版社　1967.3）	
■清岡卓行「氷った焔」	
　（『全集・現代文学の発見・第十三巻／言語空間の探検』	

　（学藝書林　昭和五十一年五月）所収）	

けれどそこでは人は生きてゆけない	
生と死は別のものではないけれど	
生と死は別の世界にあって	

照らし合っていなければならないのだから	
	

生きるということは	
鏡の世界から日常へと	
出てくるということなのだ	

それが鏡（か-が-み）ということでもある	
	

鏡に移ったうしろ姿が	
ふり向けば消えてしまうように	
みずからの反転して生きる姿と	

その世界を夢みることしかできないままに	



（「鏡について」より）	
「ポール・エリュアールは書く。	
	
　　そして、ぼくはぼくの鏡のなかに降りる	
　　死者がその開かれた墓に降りてゆくように	
	
　コクトオのオルフェもまた鏡をとおりぬけて冥府に降りてゆく。そして、なによりもわれわれは鏡のなかに落ちることをおそれるのだ。	
　鏡のなか、鏡の底----この表現は、しかし、どこから生まれてくるのだろうか。鏡の背後に水のイマージュがあり、そして、そこにひとりの若者が自分の姿を映している･･････い
や、ナルシスの神話でさえ、逆にこのような表現を生み出したイマジネールに根づいてこそ、成立しえたのではないだろうか。	
　想像力が鏡を夢みるのは決してその表面の反映のためではない。その反映が抗いがたく鏡の底を夢みさせるのだ。そこから鏡のすべての魅惑とすべての危険が同時に生
まれる。	
　平面である鏡がなお深みをもち、ひとつの空間でありうること、想像力にとって、鏡の主題はそこにしかありえないのである。」	
	
（「出口について」より）	
「長い冥府めぐりは終わった。いまはオルフェのように、もう一度地上に帰らなければならない。	
　そして、ぼくをその出口に導くべきもうひとりのオルフェ、それはひとりの戦後詩人、清岡卓行であるだろう。だが、ほかのだれでもなく、なぜ『日常』や『四季のスケッチ』のこの
かぎりなくやさしい詩人が？　なぜなら、また『氷った焔』の詩人でもある彼は----彼もまた----そこから出て来たのではなかっただろうか、この鏡のなかから？」	
	
「　石膏の皮膚をやぶる血の洪水	
　　針の先で鏡を突き刺す　さわやかなその腐臭	
	
　　石膏の均整をおかす炎の循環	
　　獣の舌で星を舐め取る　きよらかなその暗涙	
	
　　ざわめく死の群の輪舞のなかで	
　　きみと宇宙をぼくに一致せしめる	
　　 初の　そして　涯しらぬ夜　　　　　　　『石膏』」	
	
「『石膏』が清岡卓行の第一詩集『氷った焔』の冒頭に収められているのは決して偶然ではないだろう。砕かれる鏡の瞬間、この鏡のなかから----それが彼の詩的世界の出発
点なのだ。しかし、『石膏』によって象徴的にはじまるこの詩集も終わり近く、清岡卓行がつぎのように書いているのは、それに劣らず象徴的だろう。	
	
　　それは恐ろしい秘密である	
　　観客のひとりであるぼくにとって	
　　彼女の生きている　また　その影である	
　　偶然のきらめく視線が	
　　ぼくの眼を　光の素早さで　射貫くとき	
　　彼女がのぞいている　ちいさな	
　　底の知れない深淵が	
　　ぼくの背負う日常の　しかし	
　　ぼくがふり向けばすぐ消えてしまう	
　　愚かな　無為の　崩れた夢にあることは　　『不敵なアクトレス』	
	
　ふり向けばすぐ消えてしまう･･････鏡に映ったこのうしろ姿のように？　『日常』の詩人の背後にたえずある鏡の、あるいはむしろ鏡の気配のこのなんというイマージュ。しかし
また、ふりむくというオルフェのこの根源的な身振り。それこそが、おそらくは、清岡卓行を今日、イマージュについてもっとも鋭く方法的な意識をもった詩人としているのではな
いだろうか。」	



医学のあり方をみると	
人間が世界をどのようにとらえているかがわかる	
	
古代ギリシャでは	
宇宙をマクロコスモス	
人間をミクロコスモスとし	
人体の働きをその照応関係のなかでとらえようとした	
	
その宇宙観においては	
宇宙は空気・水・土・火の四元素から成り立っていて	
人間はそれに対応して	
体液・体質・性質が決まるとした	
	
体液説はエンペドクレスに由来し	
ヒポクラテス派は四大元素説を	
体液生理学として応用し	
人間の体質もその四つの体液によって	
多血質・胆汁質・粘液質・黒胆汁質に分類されていた	
	
その古代ギリシャのコスモロジーは	
西洋中世にも継承され	
たとえばビンゲンのヒルデガルトにもみられるように	
神の創造した世界を	
宇宙と人間とのアナロジーに基づいて理解していた	
	
中世の末頃になると	
そうしたホリスティックなコスモロジーに基づいた	
薬草学や養生学などが発展するようになった	
	
それに対して現代の医学の多くは	
人間を生きた機械のようにみている	
機械の部品やその機構が損なわれたときは	
その損なわれた箇所を修理するという見方だ	
	
薬は病気とみなされる現象を	
対症療法的に抑えることを主な目的としている	
病原菌なるものが原因であればそれを滅するための薬だ	
副作用はもちろん想定されている	
薬の作用はある程度は現象を抑えるかもしれないが	
それは想定された病気の原因以外にも影響してしまうからだ	
	

☆mediopos-1811　　2019.10.31	

■ジュヌヴィエーヴ・グザイエ	
　『ひみつの薬箱／中世装飾写本で巡る薬草の旅』	
　（久木田直江訳／グラフィック社　2019.8）	
■大槻真一郎著・澤本亙監修	
　『『サレルノ養生訓』とヒポクラテス／医療の原点』	
　（ヒーリング錬金術１　コスモス・ライブラリー 2017.4）	

患部に異常があるとされたときは	
その患部がすぐに生命を損なうものでなければ	
それを除去するか代替物を置くことで治療とする	
	
その損なわれた箇所が特定できない場合	
それは心身症と呼ばれたりもする	
原因はよくわからないけれど	
病とみなされる現象が起こるということだ	
	
心身症という名称に心と身があるのは	
心の病とはいいきれないし	
身というには患部が特定できないということなのだろう	
	
そうした類の病気はたくさんあって	
病気とみなされた現象があれば	
そのたびごとに様々な病名がつけられ実体化されてゆく	
	
中世までの医学は	
現代の科学的視点からみれば	
奇怪な説明がなされることもあるが	
人間を宇宙のなかに位置づけ	
自然との調和を図ろうとする人間観に基づいていた	
	
現代は人体を機械のようにとらえるだけではなく	
その知性さえもＡＩに置き換えようとさえするようにもなっている	
	
そうしたきわめて即物的な世界観から離れて	
こうして中世の写本で「薬草の旅」をしてみるのも	
人間を宇宙との関係のなかに置こうとする視点への	
きっかけにもなるのかもしれない	



（久木田直江「中世装飾写本で巡る薬の旅」より）	
	
「大英図書館には、長い年月をかけて大陸で収集された数多くの中世装飾写本が所蔵されています。本書で取り上げる「スローン写本4016」もそのひとつで、1440年頃、イ
タリアで制作されました。羊皮紙に描かれた不思議な動植物のデザインや彩色に目を奪われますが、これらの図はすべて「薬」なのです。」	
「中世末には神の創造した自然界への関心が高まり、あらゆるものに潜むとされる治癒力を求め、薬学が発展しました。元来、ギリシャ医学は、動植物、鉱物などすべての物
が固有の体液構成と治癒能力を有すとしています。この理論に基づいて、ギリシャの薬草学者ディオスコリデスは『薬物誌』(Materia medica)を著し、身体のホリスティックな治
療に薬草を取り入れました。中世の薬剤師は古代ギリシャ医学に由来する優れた薬処方の伝統を守りました。（･･･）医学や薬学の発展に大きく貢献したのは修道院で、医
師や薬剤師は個々の原料薬の四元素及び体液の構成、割合などを熟知していました。	
　ところで、体液説に関連して、古代の医学者は、人間は外部環境へと広がった開放系であると考え、人間が生きていく上で避けることのできない要素を、大気、飲食、運動、
睡眠と覚醒、排泄と停留。情念に分類し、それらを「六つの非・自然」(six non-naturals)と呼びました。そして健康を維持するために「六つの非・自然」を巧みに操作するよう
唱えたのです。具体的には澄んだ空気が流れる環境を保ち、食べものと飲み物に配慮し、運動と安静の時間を適宜取る。過度の睡眠や不眠を避け、瀉血や性行を含む排
泄によって過剰な体液や老廃物を除去し、体液バランスを保持する。喜怒哀楽（感情）をコントロールし、人格を磨く。以上が「六つの非・自然」の上手な管理と考えられまし
た。	
　「六つの非・自然」のなかで特に重要なのが、体液に直結する食べ物です。古代・中世の医学では、食物と薬のあいだに区別はありません。エンペドクレスは、人間の体液
をつくる食物にも固有の性質があり、摂取する食べ物の性質が体液に影響を及ぼすと考えました。」	
	
（『ひみつの薬箱』第４章「サレルノ医学の時代：スペインと南イタリア」より）	
「11〜12世紀に、コンスタンティヌスおよびサレルノ医学校が手掛けた学術書は、医術のいろいろな側面を扱っています。さまざまな実用書。つまり病気と適切な処置につい
て説明した手引き書や、さらには解剖学の書物も１冊あります。」	
「こうした状況のなか、『Regimen sanitatis Salern1tanum（サレルノ養生訓）』も編纂されました。これは、韻文形式の医学百科全書で、食餌療法、処方集、病因と症状、治療
薬など医学知識を網羅しています。」	
	
（『ひみつの薬箱』〜「終わりに」より）	
	
「医学的な見地から見ても、写本『Tactatus de Herbis（薬草誌）』（スローン写本4016）は、中世の医療がどのような状態だったかを示しています。ペストの猛威に対して医師
は悲惨なほどなす術がなく、みずからの学識が妥当かどうか自信は揺るがされました。中世末からルネサンス初期にかけては。ガレノス医学に対抗して占星術や占いに頼る
風潮がありました。天動説とは、地球は宇宙の中心にある不動の天体で、そのまわりをほかのすべての天体が移動するという考え方で、占星術においては、個人の運命も健
康も、ある特定の時期に惑星が重なることで決まるのだとされていました。こうした考えは新しいものではありませんでしたが、中世末からルネサンス期にかけて、ガレノス医
学を見直すきっかけになったのです。疑問視されたのは、これだけではありません。時を同じくして、スイス生まれの医師、パラケルスス(Paracelsus)ことテオフラストゥス・ホー
エンハイム(Theophrastus vom Hoenheim,1493-1541)は、ガレノスが確立した体液説を打ち砕き、“化学的な”医学を創設し、金属を用いた独自の薬物辞典を作成したので
す。しかし、『Tactatus de Herbis（薬草誌）』が証人とも言うべき伝統的なガレノス医学が、ここで葬り去られたわけではありません。15世紀、そしてそれ以降も、人々は薬草を
用いた治療薬を信頼し、体液説は説明手段として容認されていました。その後の数世紀も、薬草は薬物辞典の基礎を成し、やがて“大衆的”とみなされ、処方集に長く記載
されたのです。」	



日本で生きていると	
少なからず実感せざるをえない	
「空気」	

そして	
「世間」	

	
イジメも	
パワハラも	

セクハラも	
ファナティズムも	

集団がそこにあると	
生まれてしまう	
集合的自我の	

ネガティブな側面である	
	
学校はもちろん	

学校の外でも	
会社などの組織があれば	

組織でなくてもＳＮＳでも	
多かれ少なかれ	
未熟な自我が暴走する	

	
なにか問題が起こっても	

その問題がもとになって	
新たな空気と世間が形成され	
お仕着せのような規則が増えてゆくだけ	

けれど当事者は口をつぐみ	
傍観者たちのつくってゆく	

空気と世間の逆風を受ける	

☆mediopos-1812　　2019.11.1	

■鴻上尚史「世界をつくってくれたもの」	
　「ほぼ日刊イトイ新聞」〜「鴻上尚史さんの巻」第３回2019.10.31より	
	

■鴻上尚史『不死身の特攻兵／軍神はなぜ上官に反抗したか』	
　（講談社現代新書2451　2017.11）	

だれも責任のとれない主体のない組織	
責任をとらせられる者がいるならば	
その責任者だけにすべてが被せられてしまい	

その根っこにある真実が深く追求されることは稀だ	
	

それはまさに	
自由の哲学の問題とする問いでもあるのだけれど	
そういうものだ	

みんながそうだからそうしなければならない	
それに反して生きていくことはできないという	

集合自我を生きている者に	
その問いが届くことはない	



（鴻上尚史「世界をつくってくれたもの」より）	
	
鴻上	
    当時、高校演劇の甲子園のような大会で、	
    「高校演劇コンクール」というものがありました。	
    しかし、愛媛県には	
    その地方大会がなかったんです。	
　　（略）	
    なぜ県内大会がないんだろうと思って、	
    高２のとき、東京の事務局に手紙を書きました。	
    返答が来た。	
    「ある私立高の演劇部の顧問が	
    愛媛県の事務局になっているから問い合わせろ」	
    というものでした。	
    うちの顧問の先生に相談したら、	
    「わかったわかった、手続きしてみよう」	
    ということになりました。	
	
    地方大会を開催します、というので行ってみると、	
    参加していたのは２校。	
    事務局になっていたその私立高と、ぼくらだけ。	
　　（略）	
──	
    演劇部がほかになかったんですか？	
鴻上	
    いや、あるんです。あるんだ。	
    でも大会には参加していなかった。	
	
    それより少し前に、	
    1960年代の学生運動が各地で盛りあがっていました。	
    とくに東京は尖ってて、	
    高校生たちも運動に参加してた。	
    そこで文部省が	
    「文化部の交流を禁止する」	
    という通達を出したんです。	
	
    学生運動がかなり静かになったあと、	
    東京あたりはすぐに	
    「この通達には意味がない。	
    高校生はどんどん交流していこう」	
    という風向きに変わっていきました。	
    ところが愛媛県では、	
    文化部は交流してはまかりならん、の通達が	
    ずっとそのまま生きていたのです。	
──	
    そんな‥‥。	
鴻上	
    ２校で上演して	
    全国大会のための中・四国ブロック大会に	
    進出しようとしても「ヤバイ」という思いがあった。	
 　　（略）	
    そこでぼくらはあきらめて、	
    愛媛県大会は２位とし、	
    中・四国ブロック大会には出場しませんでした。	
	

 高３になって	
    「いや、もういちど参加しよう」	
    「こんどこそ全国大会へ」	
    と意気込んで申し込みました。	
    すると、愛媛県の教育委員会から	
    「教育委員会としてはOKだけど、校長会が、	
    公立校が参加して交流するのは	
    いかがなものかと言っている」	
    という通達が来ました。	
	
    そこで校長会に問い合わせたら、	
    「我々はOK、しかし、	
    教育委員会がいかがなものかと言っている」	
    という、冗談みたいな通達が来ました。	
──	
    呆然としますね。	
鴻上	
    こういう世界に、ぼくはこれからも	
    生きていくんだなと思いました。	
    でもこの話にはオチがついています。	
	
    そのあと10年ほど経って、文部省が、	
    「全国高校文化祭」という	
    各県持ちまわりの行事をやっていたんですが、	
    その出しものは、	
    合唱や絵画コンクール、高校演劇などでした。	
    そして、もちまわりで愛媛県開催の番が来ました。	
──	
    しかし実質的には、県では	
    公立の文化部のコンクールは	
    禁止だったわけですよね。	
鴻上	
    そう、ないわけですよ。	
    だから大騒ぎになって、	
    そこでまさに180度変わりました。	
    さぁ参加しろ、県大会に参加しろ、	
    意地でも参加しろ、無理にでも参加しろ。	
　　（略）	
    そのときに、ぼくはその	
    「高校演劇コンクール」の	
    全国大会の審査員に呼ばれました。	
	
    先生たちを含めた交流会のような場で、	
    ぼくはこうスピーチしました。	
　　（略）	
    「10年前でしょうか、ぼくが高校生のとき、	
    演劇の地区大会に１回参加できました。	
    もう１回はできませんでした。	
    当時の教育委員会におられた方、	
    もしくは校長会の方、	
    いらっしゃいますでしょうか。	
    一歩前に出ていただいたら、	
    ぼく、殴りたいと思います」	
	
    シーンとして終わりました。	
	
　　（略）	
    	

でもね、そこでひどい目に遭ったことが、	
    ぼくが演劇をつづけるための	
    原動力になったと思います。	
    そして「不死身の特攻兵」だった	
    佐々木友次さんに惹かれる理由にもなったと思う。	
──	
    佐々木友次さんは太平洋戦争で、	
    ９回飛行機で出撃して、	
    体当たりで必ず死ぬ作戦だったにもかかわらず、	
    ９回とも生還した人‥‥。	
鴻上	
    ぼくが佐々木さんの存在を知って、	
    生きておられるとわかったとき、	
    会いたくて会いたくて、	
    とにかく会いにいきました。	
　　（略）	
    しかし、そもそもなぜそんなに自分が	
    佐々木友次さんという方に惹かれるんだろう？　	
    それがわからなかったんです。	
    でも、あの本ができて、	
    その本に巻かれていた「帯」の文を見たとき、	
    ようやくわかりました。	
──	
    『不死身の特攻兵』の本の裏の帯には	
    「“いのち”を消費する日本型組織に立ち向かうには」	
    と書いてありますね。	
鴻上	
    それは、編集者が書いてくれた言葉です。	
    見た瞬間にはじめて、	
    「だから俺は佐々木さんにこんなに惹かれたんだ」	
    とわかりました。	
　　（略）	
    高校もそうだけど、	
    中学の演劇部でもそうでした。	
    生徒がいのちを消費することを、	
    何とも思ってないんです。	
	
    中３のとき、顧問の先生は	
    「今年がだめでも来年やればいいじゃない？」	
    なんて言ったんだよ。	
──	
    中３に「来年」はありませんね。	
鴻上	
    先生本人が	
    「来年は自分が顧問を外れるかもしれないから、	
    そのときやればいいよ」	
    という文脈だったんです。	
    しかしおっしゃるとおり、３年生に「来年」はない。	
    それはつまり、ぼくら生徒の事情は	
    無視するということです。	
    戦時中に交戦員ひとりひとりの命を	
    消費しながら戦いを引きのばした、	
    日本型の組織の特徴と同じです。	
──	
    命を消費して全体の「雰囲気」を通す。	
    そうまでする「雰囲気」の正体って、	
    いったい何なのでしょうか。 	



（鴻上尚史『不死身の特攻兵』より）	
「ここでこの例を出すと、反発する人もいるだろうと分かっていますが、
書きます。	
　僕は毎年、夏になると、「いったいいつまで、真夏の炎天下で甲子園
の高校野球は続くんだろう」と思います。（略）	
　10代後半の若者に、真夏の炎天下、組織として強制的に運動を命
令しているのは、世界中で観ても、日本の高校野球だけだと思います。	
　好きでやっている人は別です。組織として公式に命令しているケース
です。重篤な熱中症によって、何人か死ねば、この真夏の大会は変わ
るのだろうかと僕は思います。	
　こう書くと、「純真な高校球児の努力をバカにするのか！」とか「大切
な甲子園大会を冒涜するのか！」と叫ぶ人がいます。	
　僕は「命令された側」の高校球児を尊敬し、感動します。もちろん、大
変だなあと同情しますが、けなしたり悪口を言うつもりはまったくありま
せん。	
　問題にしたいのは「命令した側」です。	
　ですが、怒る人は「命令した側」と「命令された側」を混同するのです。
「命令した側」への批判を、「命令された側」への攻撃だと思うのです。	
　その構図は、「特攻隊」の時とまったく同じです。	
　僕が問題にしているのは、徹底して「命令した側」です。」	
	
「『語られざる特攻基地・串良』の中に、こんな記述があります。	
　１９６７年（昭和42年）、著者の桑原敬一氏は、イタリアのテレビ局から、
特攻隊に関するインタビューを受けます。（略）	
　多数の予科練出身者が集まる中、インタビューが始まります。大勢集
まった中で特攻隊体験があるのは、著者の桑原さんだけでした。	
　インタビューに答えて桑原さんは正直に、「私の場合は形式的には
志願ということになっているが、実際は指名、つまり、命令であった」と
答えました。	
　死ぬことに恐怖はなかったのかと聞かれて、「ほんとうに死を恐れな
い人間がいるだろうか。特効出撃までの日々は、苦悩そのものとのもう
一つの闘いで、体験した者のみが知る複雑で悲痛な心境であった。
私は本音を言えば死にたくなかったし、怖くなかったと言えばうそにな
る。しかし、軍人である。命令は鉄則の定めだ。悲しい運命とただ諦め
るより仕方がなかった」	
　（略）	
　けれど、集まった人達から、たちまち非難が乱れ飛び始めました。	
「死ぬのが怖かったとは何事か！」	
「情けないことを言うな！」	
「予科練の面汚しだ。取り消せ！」	
　（略）	
　僕が驚くのは、声を上げている人は、誰も特攻隊員ではなかったとい
うことです。（略）	
　なのに、特効体験を唯一語れる人を面罵できるというのは、この問題
がじつに複雑でやっかいだということを表していると思います。	
	
「一般論を語れば、どんな社会的運動も「当事者」より「傍観者」の方が
饒舌になります。思い入れを熱く語るのは、当事者になれなかった傍
観者、または当事者になりたかった傍観者です。当事者は、思い入れ
がありすぎて、自分の体験が整理できなくて沈黙しがちになります。特
効体験はもちろんですが、「学生運動体験」も「新興宗教体験」も、熱く
語るのは、運動や組織の周辺にいた傍観者で、当事者は抱え込むの
です。	
　けれど、真実は当事者の言葉に中にあるのです。重い口を開いて語
る当事者の思いが、歴史の闇に光を当てるのです。」	
	

■鴻上尚史「世界をつくってくれたもの」	
　「ほぼ日刊イトイ新聞」〜「鴻上尚史さんの巻」第３回2019.10.31より	
https://www.1101.com/foundation/kokamishoji/2019-10-31.html	
	
https://www.1101.com/foundation/kokamishoji/index.html	



どんなに無限を	
そして永遠を	
考えることができるとしても	

私たちはこうして有限を生きている	
	

この世界に生まれて	
からだをもって生きるということは	
それそのものが有限を生きるということだ	

	
この地上世界には	

私ではない夥しいものたちが存在している	
そしてそれらがなければ私は生きてゆけない	
しかも「この私」でない	

「私」という存在さえもその数だけ存在している	
	
一人ひとりが	

「意味ある狭さ」を超え	
認識を広げて生きようし	

無限を永遠をさえ考え	
それに憧れまたは戦慄したりもしながら	
	

けれども	
こうしてからだをもって生きている私たちは	

無限でも永遠でもなく	
有限を生きざるをえない	
	

しかもその有限は今や	
全貌を捉えることのできない	

巨大で不可解な有限性となって	
私たちの前に立ちはだかっている	
	

☆mediopos-1813　　2019.11.2	

■森田真生「聴（ゆる）し合う神々」	
　（ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台 Vol.5』	
　（ミシマ社　2019.10）より／随筆１９）	

私たちが生まれ	
こうして生きているということは	
みずからの有限のなかで	

世界の巨大なまでの有限を前にして	
それとともにある	

あろうとするということなのではないか	
	
聴くということは	

聴（ゆる）すということでもあるという	
	

自分ではないものたちを前にして	
ただただその存在者たちを聴き聴すこと	
照らし照らされ照らし合うことだ	

	
有限であるからこそ	
巨大な有限を前にしているからこそ	

生きているということは	
それを可能にする営みなのではないだろうか	

	
無限も永遠も	
その有限ゆえの「聴し」のなかでこそ	

意味を持ちえるのかもしれないからだ	



「数学の歴史とは、人類がその認識の届く範囲(cognitive reach)を拡張していくために、あらゆる手段を尽くしてきた歴史だ。	
　こう喝破したのは、カーネギーメロン大学のジェレミー・アヴィガット(Jeremy Avigad,1968-)である。僕たちは誰もが、この「歴史」の恩恵を、日々無意識のうちに受けとってい
る。	
　僕は、自分が３４年前に生まれたと知っている。生まれたときにはまだ自意識もなかったが、数を使った「拡張された認識」のおかげで、僕はこれを確かな事実として把握す
ることができる。	
　それだけではない。僕は百三十八億年前のビッグバンについて、三十八億年にわたる生物の進化について、腸内に棲む百兆の微生物についいぇ、考えることができる。
物質の質量が生む時空の歪みについて、何億光年もの彼方から到来した重力波について、僕は思いを馳せることができる。拡張された認識は、大小様々の時空間スケー
ルが錯綜する網目のなかに、僕自身の微かな存在を見出す。僕が僕であるという思い込み（アイデンティティ）はここでは、いつ崩れるとも知れないはかないものであることし
かできない。	
　僕の世界は「意味ある狭さ」に閉じることができないのである。不可解なものたちが絶えず侵入してくる。太陽が放出したニュートリノは、毎秒何百兆個のペースでいまも僕
の前身を通過している。今朝食べたものの多くは、僕の腸内に棲む 近たちの活動するエネルギーになる。本を読む。ツイッターのタイムラインを辿る。その度に僕の思考と
感情は動く。僕は、僕でないものたちにいつも冒されているのだ。	
　われわれは、不可解の訪問である。	
　と、荒川修作＋マドリン・ギンズは言った。われわれに不可解が訪問するのではない。われわれが不可解の訪問なのである。	
　西欧近代の黎明期を生きた繊細な数学者パスカル（･･･）は、宇宙を見上げて自己の小ささに慄き、人間は「考える葦」だと嘆じた・人間が宇宙の中心いることができる時代
はすでに終わっていた。人間は茫漠とした無限の中にいる。それも、無限の「辺鄙な片隅に迷い込んでいる」と彼は言った。そして、	
　無限のなかにいて、人間とはいったい何なのであろう	
　と自問せずにはいられなかった。彼は虚無と無限の中間に浮かぶ自己の頼りなさに戦慄したのだ。だが、果てしなさをただちに無限と断じた彼は、まだ十分に繊細でな
かった。なぜなら、無限よりはすかに不気味で恐ろしいのは果てしなく大きな有限だからだ。	
　僕は無限を考えることができる。だが、百万まで数えることはできない。	
　こう語るのは、『自然なきエコロジー』『ハイパーオブジェクト』（･･･）などの著書でエコロジーを主題とした独自の思想を展開しているティモシー・モートン(Timothy Morton,
1968-)である。	
　ある意味では「永遠」の方が巨大な有限性よりも理解しやすい。永遠というと、自分が偉くなった気持ちになれる。	
　とも彼は続ける。	
　現代の人類は実際、永遠や無限に一足飛びできないような、巨大な有限性に直面している。	
　たとえば人類が日々、地球環境に踏みつけている「炭素の足跡」は、僕たちが死んだ後も、何千世代にもわたって消えずに残り続ける。	
（略）	
　パスカルは「無限」や「永遠」を、自分とかけ離れたものとして「沈黙のうちに打ち眺める」ことができた。だが、現代の人類が直面しているのは、抽象的な永遠や無限ではな
い。それよりもはるかに厄介で、間近に迫った、全身にまとわりついてくる有限性である。	
（略）	
　人間の認識の届く範囲は、もはや意味や親しみを感じられる限界をはるかに逸脱してしまった。人間が安住できる意味ある狭さは破け、全貌を捉えられない巨大で不可解
な有限性とのあまりに親密な接触だけが残った。	
	
　膝の上で、次男が両手をぎゅっと閉じ、夢中になってミルクを飲む。	
　横で長男はレゴで遊ぶ。	
　二人の認識も、やがて自分たち自身を取りに足らなくしてしまえるほど巨大な有限に届く日が来るだろう。そのとき彼らは、自分の小ささと弱さに気づき、繊細なパスカルの
ように怯えるだろうか。	
　本当の旅はそこから始まる。小さいからこそ、弱いからこそ、人は自分に、自分でないものたちが訪問するのをゆるすことができる。自分でないものたちと（再びモートンの言
葉を使えば）調子を合わせて生きていくことができる。	
　一人の神のもとにすべてを閉じることができるほど、この世は純粋ではない。不純で、不首尾で、穴だらけの「世界」を引きずったまま、それでも人は生きていくことができる。
有限のまま、不完全のまま、互いに調子を合わせ、共にあることを聴（ゆる）すことができる。	
「聴す」と書いて「ゆるす」と読ませることができると、僕はいま辞書を引いてみて初めて知った。耳を澄ませ、じっと感じて、しかしそのままにしておく。それこそが、自分ではな
いものたちを「ゆるす」ということではないか。何を生むより、何を成し遂げるより、聴し合うことこそ存在の喜びである。」	



レヴィ=ストロースの闘いとは	
何との闘いだったのだろうか	
そしてその闘いから	
私たちは何を学べるのだろうか	
	
それはおそらく	
「他者」を理解しようとする闘いであり	
また理解できないことへの闘いであったのだろう	
	
レヴィ=ストロースは	
感覚と理性をむすぶというパラドクスに対し	
神話を生きる「論理」を探求することで	
現代人が見失ってしまっている	
世界へそして他者への関わり方を見出そうとした	
	
そして「野生の思考」は	
「他者」と「わたしたち」との間を	
相互に翻訳する試みでもあった	
	
たとえその試みが	
不可能性に満ちていたとしても	
その「共感に満ちた無理解」は	
その相互翻訳へと向かう	
大いなる問いそのものだったのだろう	
	
それはわたしたちが	
私たちと「異なるもの」に対して	
常に「節度ある」仕方で「熱中」し	
そのパラドクスへと向かわなければならないことを	
その生涯を通じて訴えるものでもあったと思われる	
	
「異なるもの」とは	
まさに目の前の「他者」であり	
また「他」の社会や文化であり	
そして自然や宇宙でもある	
	
そしてその「異なるもの」を理解しようとする闘い	
理解できないことへの闘いという	
パラドクスに満ちたありようの根底に	
「神話論理」のような不可能性に満ちた試みを通じてさえ	
「共感」を持ち続けなければならないという倫理でもある	

「調停が不可能になって思考が停止する「矛盾」ではなく、一見克服しがたい「逆説（パラドクス）」をつきつめてゆく、その過程を豊かな経験に転換する思考の流儀といった
ものがレヴィ＝ストロースにはあるように思える。	
　レヴィ＝ストロースにとって『神話論理』の基本的なモチーフのひとつは、人間にとっての「感覚的なもの」と「理性的なもの」の対立を克服する方法はあるのか、「神話」は
その答えではないか、という問いにあるといえるだろう。（･･･）「神話」においては感覚と理性が密接に結びつき、表裏一体となって人間の生きる世界の意味を開示する。感
覚にとらわれることから脱却することで理性的になるという、西欧の思想が主導して練り上げられた常識とも呼ぶべきものがある。この常識をくつがえす、感覚と理性の結合

という逆説を、神話を生き生きと生きてきた人々の経験を内側から行きなおし、現代の人間が見失った世界との接し方として再発見することに、レヴィ＝ストロースはとりわけ
後半生を捧げてきた。	
　感覚と理性が未分化なのではない。神話が語る感覚を通じた世界とのかかわりあいのなかに、主観を超えた、人間の共通な生きることの条件を成り立たせている「論理」
を探求することが重要なのだ。人が世界に暮らして、世界と他者と交渉をもつのは感覚を通してである。感覚はそれを脱却することで理性が目覚める、誕生以前の知性な
のではない。感覚に内包された論理が、すでに知性をあらかじめ構造化している。	

　そうした感覚の論理をレヴィ＝ストロースは人間の五感のすべて、そしてその相互の関係のなかに探っている。五感を動員した人間の創作活動のなかでも、とりわけ音楽
をモデルとして考えようとしていることは、「音楽に捧げる」という献辞がかかげられた『神話論理』の 初の巻が「序曲」という章から始められ、モーリス・ラヴェルの「ボレロ」を
分析した一節を含む「終曲」がおかれていることにもあらわれている。そこには、世界を音楽として聞き取ったものが神話だという主張が示されている。」	
	
「『野生の思考』が刊行された後、哲学者のポール・リクールから受けたインタビューで、レヴィ＝ストロースはこの本の意図を次のように説明している。	
	

　　私が「野生の思考」といっているものは、それによって「他者」を「わたしたち」に翻訳したりまたその逆をおこなうことができるようなあるコード〔ルール、文法の意〕を作りだ
すのに必要な前提や公理の体系であり〔･･････〕私の意図においては、彼らの位置に自分を置こうとする私と、私によって私の位置に置かれた彼らとの出会いの場であり、
理解しようとする努力の結果なのです。	
	
　このインタビューがおこなわれた当時、レヴィ＝ストロースがその後の一〇年近くをかけて『神話論理』という大著を著してゆくことを本人以外はおそらく誰も予想していな

かった。『野生の思考』は刊行と同時にすでに『親族の基本構造』に続く第二のライフワークとして受け止められていたのである。いずれにせよ、「彼らの位置に自分を置こう
とする私と、私によって私の位置に置かれた彼らとの出会いの場」という言葉はそのまま『神話論理』にも適用されるのだろうか。適用されるという想定のもとで、このささやか
な本は書かれた。（略）	
　『大山猫の物語』は、少なくともアメリカ・インディアンの側から見る限り「彼らとの出会いの場」を「私によって私の位置」に作り出すことは不可能だ（った）と結論しているよう
にも思える。双子であることの不可能性･･････。」	

	
「レヴィ＝ストロースがそのような企図をもったきっかけははたして何だったのか、という問いへの回答を求めることもまた、この本を書く重要な動機のひとつであった。	
　それは、「他者」への深い共感をもちつつ、わたしにはただちには彼らを理解する手立てがないという、関係の経験ではないだろうか。（略）	
　共感に満ちた無理解は、理解できないことへの絶望や苛立ち、理解する試みの放棄、あるいは共感とは異なった愛憎や好悪には逸脱することにない、それらとは異質な
関係の経験であり、そうした関係を維持することへの意志ではないだろうか。	

（略）	
　絶望や愛憎や好悪なしに歴史を生きることはできない。そしていくつかのインタヴューでレヴィ＝ストロースは、普段は主に歴史の本を好んで読んでいると語っている。一
般に思われているよりは、この人類学者の歴史への関心は幅広く、奥行きが深いことも、今回の作業で確認したかった。書物と文字を通じて接する歴史の世界と、じかのそ
の空気に体を浸すことで感じる森やサバンナの自然とのあいだにレヴィ＝ストロースの人類学の世界が開けている。	
　その広がりのなかで、神話論理の探求の終わった後もレヴィ＝ストロースは闘いをやめたわけではない、と思われる。一九七〇年代から八〇年代にかけて、いくつかの論

文で、「社会生物学」への激しい批判を展開している。人間と人間以外の生物の関係を問い直そうという主題が重なるだけ、その批判は激しいものとなる。」	
	
「自然が生み出し、歴史が邂逅させ、芸術が自らのうちから創出する「異なるもの」への節度ある熱中、そうしたもののありようをわたしたちはレヴィ＝ストロースから学ぶこと
ができる。」	

☆mediopos-1814　　2019.11.3	

■渡辺公三『〔増補〕闘うレヴィ=ストロース』	
　　（平凡社ライブラリー　2019.8）	



言葉は	
神託のように	
過去からくる	
	
言葉を	
ほんとうの現在形にするとき	
言語は	
生きたポエジーになる	
	
ポエジーは	
言霊を解放するが	
過去から来ただけの言葉は	
言霊を閉じ込めてしまう	
	
思考は	
イデアのように	
過去からくる	
	
思考を	
ほんとうの現在形にするとき	
思考は	
生きた思考になる	
	
生きた思考は	
四大存在を解放するが	
死んだ思考は	
四大存在を閉じ込めてしまう	

☆mediopos-1815　　2019.11.4	

■管啓次郎・詩集	
　『時制論 Agend'Ars4 アジャンダルス4』	
　（左右社　2013.9）		

知識は	
ノスタルジーのように	
過去からくる	
	
知識を	
ほんとうの現在形にするとき	
知識は	
知恵になる	
	
知恵は	
人を解放するが	
知識は	
人を閉じ込めてしまう	



「調停が不可能になって思考が停止する「矛盾」ではなく、一見克服しがたい「逆説（パラドクス）」をつきつめてゆく、その過程を豊かな経験に転換する思考の流儀といった
ものがレヴィ＝ストロースにはあるように思える。	
　レヴィ＝ストロースにとって『神話論理』の基本的なモチーフのひとつは、人間にとっての「感覚的なもの」と「理性的なもの」の対立を克服する方法はあるのか、「神話」はそ
の答えではないか、という問いにあるといえるだろう。（･･･）「神話」においては感覚と理性が密接に結びつき、表裏一体となって人間の生きる世界の意味を開示する。感覚
にとらわれることから脱却することで理性的になるという、西欧の思想が主導して練り上げられた常識とも呼ぶべきものがある。この常識をくつがえす、感覚と理性の結合とい
う逆説を、神話を生き生きと生きてきた人々の経験を内側から行きなおし、現代の人間が見失った世界との接し方として再発見することに、レヴィ＝ストロースはとりわけ後半
生を捧げてきた。	
　感覚と理性が未分化なのではない。神話が語る感覚を通じた世界とのかかわりあいのなかに、主観を超えた、人間の共通な生きることの条件を成り立たせている「論理」を
探求することが重要なのだ。人が世界に暮らして、世界と他者と交渉をもつのは感覚を通してである。感覚はそれを脱却することで理性が目覚める、誕生以前の知性なので
はない。感覚に内包された論理が、すでに知性をあらかじめ構造化している。	
　そうした感覚の論理をレヴィ＝ストロースは人間の五感のすべて、そしてその相互の関係のなかに探っている。五感を動員した人間の創作活動のなかでも、とりわけ音楽を
モデルとして考えようとしていることは、「音楽に捧げる」という献辞がかかげられた『神話論理』の 初の巻が「序曲」という章から始められ、モーリス・ラヴェルの「ボレロ」を分
析した一節を含む「終曲」がおかれていることにもあらわれている。そこには、世界を音楽として聞き取ったものが神話だという主張が示されている。」	
	
「『野生の思考』が刊行された後、哲学者のポール・リクールから受けたインタビューで、レヴィ＝ストロースはこの本の意図を次のように説明している。	
	
　　私が「野生の思考」といっているものは、それによって「他者」を「わたしたち」に翻訳したりまたその逆をおこなうことができるようなあるコード〔ルール、文法の意〕を作りだ
すのに必要な前提や公理の体系であり〔･･････〕私の意図においては、彼らの位置に自分を置こうとする私と、私によって私の位置に置かれた彼らとの出会いの場であり、
理解しようとする努力の結果なのです。	
	
　このインタビューがおこなわれた当時、レヴィ＝ストロースがその後の一〇年近くをかけて『神話論理』という大著を著してゆくことを本人以外はおそらく誰も予想していな
かった。『野生の思考』は刊行と同時にすでに『親族の基本構造』に続く第二のライフワークとして受け止められていたのである。いずれにせよ、「彼らの位置に自分を置こう
とする私と、私によって私の位置に置かれた彼らとの出会いの場」という言葉はそのまま『神話論理』にも適用されるのだろうか。適用されるという想定のもとで、このささやか
な本は書かれた。（略）	
　『大山猫の物語』は、少なくともアメリカ・インディアンの側から見る限り「彼らとの出会いの場」を「私によって私の位置」に作り出すことは不可能だ（った）と結論しているよう
にも思える。双子であることの不可能性･･････。」	
	
「レヴィ＝ストロースがそのような企図をもったきっかけははたして何だったのか、という問いへの回答を求めることもまた、この本を書く重要な動機のひとつであった。	
　それは、「他者」への深い共感をもちつつ、わたしにはただちには彼らを理解する手立てがないという、関係の経験ではないだろうか。（略）	
　共感に満ちた無理解は、理解できないことへの絶望や苛立ち、理解する試みの放棄、あるいは共感とは異なった愛憎や好悪には逸脱することにない、それらとは異質な
関係の経験であり、そうした関係を維持することへの意志ではないだろうか。	
（略）	
　絶望や愛憎や好悪なしに歴史を生きることはできない。そしていくつかのインタヴューでレヴィ＝ストロースは、普段は主に歴史の本を好んで読んでいると語っている。一
般に思われているよりは、この人類学者の歴史への関心は幅広く、奥行きが深いことも、今回の作業で確認したかった。書物と文字を通じて接する歴史の世界と、じかのそ
の空気に体を浸すことで感じる森やサバンナの自然とのあいだにレヴィ＝ストロースの人類学の世界が開けている。	
　その広がりのなかで、神話論理の探求の終わった後もレヴィ＝ストロースは闘いをやめたわけではない、と思われる。一九七〇年代から八〇年代にかけて、いくつかの論
文で、「社会生物学」への激しい批判を展開している。人間と人間以外の生物の関係を問い直そうという主題が重なるだけ、その批判は激しいものとなる。」	
	
「自然が生み出し、歴史が邂逅させ、芸術が自らのうちから創出する「異なるもの」への節度ある熱中、そうしたもののありようをわたしたちはレヴィ＝ストロースから学ぶことが
できる。」	



人の魂は不可解だ	
パラドックスに満ちている	
パラドックスそのものだともいえる	
	
ユングは「個性化」ということをいうが	

それは魂を統合的にとらえようとする	
永遠のプロセスなのだろう	
	
統合的であろうとするとき	
善だけであることはできない	
善の影には悪がある	

同様に悪の影には善がある	
	
じぶんだけが善だとすればするほどに	
影としての悪は大きくなり	
みずからの悪を自覚すればするほどに	

その影としての善が祈りだされるように	
	
個人の魂には	
意識の底に無意識があり	
無意識の底に集合無意識があり	

統合するというとき	
それらの不可思議なまでのパラドックスを	
そのまま生きていかなければならない	
	

☆mediopos-1816　　2019.11.5	

■アドルフ・グッゲンビュール＝クレイグ	
　『悪における善／心理学のパラドックス』	
　（山中康裕・佐渡忠洋 訳／青土社　2019.10）	

パラドックスを生きるということは	
みずからの内にさまざまに生きている	
夥しいものたちを否定することなく	
けれどもそのまま受け入れるのでもなく	
それぞれのありように応じて	

それぞれの形をとろうとしている	
物語を生きるということなのだろう	
	
そうしたときに	
安易な心理学的な理論は	
心的現象の原因を還元主義的にとらえたりすることで	

ときに個性化を疎外するものともなり	
それそのものが病の種にもなったりする	
	
個性化とはおそらく	
みずからの魂のパラドキシカルな姿を受け入れ	

それそのものがおのずと	
自己組織化されてゆくような仕方で	
魂を育てていくことなのだろう	



「如何なる時でも何においても、まったく異なった別の側面がある----これが私の人生で悟った 重要認識の一つである。」	
「ユングは、《ある心理学的言明は、その反対もまた真であるときにのみ、真である》と述べた。人間とは、一つの逆説的な存在であり、それゆえ心理学もまた逆説的なのだ。」	
	
「人間の魂に関する我々の学識と知識はひどく限られている。魂の不可思議さは、それを捉える我々の能力を遙かに凌駕しているのだ。」	
「謙虚さを認めること、悲劇を受け入れること、そして戯れを楽しむことは、心理療法において、癒やしの作用をもつ。謙虚さは、何度も失望にんみ導きいる子どもっぽい誇大妄想を
克服するのを手助けする。我々の生の悲劇的な側面を認めることは、生の意味を悟り、賢者の石を見出すことを確かに意味するわけではないけれど----それはとても不可能なわ
けだが----、ともかく生の超越的な側面を察することを我々に容易にさせる。神はヨブに語りかけるが、もちろん何も説明しなかったように。----そして、戯れへの喜びを再び手に
することは、過去・現在・未来の人物およびイメージを、魅力的なドラマ・長編小説・短編小説・悲劇・喜劇に新しくアレンジする我々を助けるのである。	
　しかしながら、パラドックスを介しての心理学への接近は、更なるものを我々にもたらす。つまり、パラドックスとは、外部のもの・学説に反するもの・一般的な見解に反するものを意
味する。パラドックスは決して理解できるようにはならず、正しいものとも適合しない。しかしまさしく、こうした性質が魂の性格をうまく捉えている。部分的には定常する魂の自律性は
因果律から外れているとの理由から、魂は体形内に限定することはできない。（略）人の魂は、合理的-因果的に秩序立てられた世界と、超越的なものやあの世といった別世界との
間を、常に行き来するものである。そして、クライエントが自らのパラドックスや狂気を扱うことを、それどころかそのパラドックスと狂気を享受することを援助するのが、心理療法の使
命の一つなのである。」	
	
「定期刊行されているある心理学雑誌の中に、私は次の広告を発見した、《五週間の心理学コース。私は如何にして創造的で自発的で自立的となりうるのか？　本コースへの参加
があなたの可能性と創造性を成長させ、あなたの自発性を取り戻し、心理的に自立させます。》----この広告は私を苛立たせた。私をとても不機嫌にさせたと思われるのは、創造
的・自発的・自立的という言葉であった。（略）	
　世間一般の熱狂と同等の諸現象について絶えず頻繁に語られ書かれる時、それらは私をとても不愉快にさせる。その際、「何かがデンマーク王国で腐ったのかもしれない」との
印象を私は抱く。創造性・自発性・自立性というこれら三つの概念に病理の臭いがするな、と私は感づいた。」	
「私の見解は、本物の創造性とは常に非個人的であり、個人を超越するものである。したがって、我々は超越的創造性をこそ語るべきである。」	
「果てしなく多い創作なるものは、人が存在するあらゆる場所で生じる。その多くが心を打つもので、我々が関心のある人の場合にはこちらの心を捉えるが、これらの作品はいかな
る種類の普遍的な意味ももたないのだ。	
　私は、この行為のすべてを超越的創造性との対比において、個人的創造性と呼びたい。個人的創造性はとても頻繁に生じ、どこにでも見出せるもので、おそらく誰にでも考えら
れうるものである。というのも、誰しもが結局のところ何者かであって、その意味で何かを表現せねばならないからである。」	
「この創造性に関する分野での混同は甚だしい。我々は神との親密さに憧れる。我々は超越的創造性において神といくらか親密になれるかもしれないので、これを崇めて至る所
で見つけようとし、誰にでもそれを要求する。そのうえ、我々は真っ先に使者と神託を取り違え、神託よりも使者が重要だとみなす。そのように我々は間違った場所で何かを探し、
邪神を崇める。こうした混同の結果は心理学的発達にとって、しばしば大変有害である。誰もが----超越的に----創造的であるべきと要求することは、人が待望される時のように、
誰もが旧約聖書の意味での預言者であるべきだということと同じこと、あるいは何らかの体制かした宗教や宗教的様式の後継者になるよう命じるのではなく、開祖になるよう命じるこ
とと同じことである。」	
「その純粋に個人的な創造性なるもの----自己開示と自己表現----を本来の超越的創造と混同する人たちは、際限なく自分の能力を過信して幻想へと陥る。」	
「我々はよく自発性の欠如を嘆き、自発的に愛を表現して欲しいと思う。《愛せよ、かくして汝の欲するところをなせ》。しかしあいにく、愛は滅多に我々を夢中にはさせず、エロス不
在の際に我々はモラル的なものを、あるいは我々の自発性とは異なる抑制や制限を嬉しく思うのだ。我々に愛が無い時----これはしばしば堕落であるわけだが----、乾いたモラ
ルが我々の自発性を制限するのなら、確実に 高の助けとなる。我々が本当に自発的であるなら、ネガティヴま衝動すべてに表現の機会が与えられて、しばしば乱暴になる。
（略）実際に自発性だけが要求され続けるということは実に胡散臭いことだ。（略）	
　しかしながら、創造性・自発性・自立性という三人の悪魔の子どものうち、自発性は確かに愛すべきものではある。にもかかわらず、我々はすべての人に自発性がないと困るとす
ら思っている。自発性なくして《優雅なしぐさ》などどこにあるのか、自発的な思いやりなんてどこにあるのか、と。」	
「倫理学の素人と専門家たちが一様に強く説き勧める重要なものとして、自立すること、がある。（略）しかし、この自立なるものが、ある変質的な妄想体制と多大な類似点を持つと
いうことはありえないことだろうか？　何が真に自立的であるべきなのか？　自我か？　けれども、自我は無意識の諸々の力に依存している。では、無意識ではどうなのか？　たとえ
ば、諸々の元型か？　こだが、これら元型でさえ孤独な統治者なのではなく、互いに依存し合っている。そして自我がなければ、これら元型は、場合によってはすっかり羽目を外す
かもしれない。」	
「集合的無意識を通じて、我々は常にあらゆる人たちと繋がっている。ならば、如何にして自立は可能なのか？　我々は皆、依存関係という複雑な内外のネットワークで生きてい
る。」	



ゴーリーの絵本を	
初は絵本じゃないと思った	

	
絵本は多かれ少なかれ	
それがどんなに素晴らしい名作であったとしても	

予定調和のなかに収まっているか	
いちど読み終わってしまえば	
なんらかの絵本なるもののなかに収まってしまう	
	
ゴーリーの絵本は謎だらけで	
どう読んでいったらいいかさえ	

わからなくなってくることがある	
けれどそれはまぎれもなく	
ゴーリーの世界にほかならないのだ	
	
ふと思ったのだが	

ひょっとして	
カフカが絵本を書いたら	
こんな絵本に近くなるのではないか	
	
でもゴーリーはカフカでもない	

ゴーリーの絵はゴーリーの絵だし	
古きヴィクトリア朝の香りさえするから	
	
ゴーリーは源氏物語や枕草子が好きで	

物語を俳句のように省略と凝縮を使って	
語られていないことに語らせようとする	
	
語らないで語るということは	
物語ではいちばん大事なことだ	

ただの自己表現が陥りがちなように	
表現することが目的になってしまうと	
その表現は陳腐に成り下がってしまう	

☆mediopos-1817　　2019.11.6	

■月刊モエ DECEMBER 2019	
　「エドワード・ゴーリー　謎に満ちた異色の絵本」	
　（白泉社　2019.11）	

自己表現の病を抱えるとき	
人は書かれたものをすべて	
ベタな自己表現だと思い込む	
そのとき表現はすでに死んでいる	
	

表現しないで表現するというのが	
言語表現のいちばんの品格でもあるのだ	
謎がいつまでも残ること	
物語の醍醐味はそこにある	
	
そのように	

道教の好きなゴーリーは	
「漂い流れ」るように	
妖しく謎に満ちた	
けれどもどこかユーモラスな物語を	
書き描きつづけていったのだろう	



（柴田元幸インタビュー「ゴーリーを翻訳する愉しみ」より）	
「----若い読者が多いのですか？	
　うーん、あまり年齢は関係ない気がするんですよ。年齢というより、予定調和とか、みんなが守っているからルールを守りましょうとか、そういう圧力にうんざりしている人たちから支
持を得ている感じかな。ゴーリーは絵本のルールなんてほとんど守ってないですもんね。それなのに絵を描く芸はものすごく達者で。言うなれば、超絶技巧のパンク・バンドみたい
な。	
----自分だけが知っている、インディーズのパンク・バンドみたいですね。	
　そんな感じですよね（笑）。本来ならアンチ・絵本みたいなジャンルがあってもいいと思うんです。みんなが仲良く暮らしました、とかではなくて、残念ながらケンカ別れに終わりまし
た、みたいな。そういう現実だってたくさんあるのに、なぜか絵本の中では仲良くなって終わらなくてはいけないでしょう。そういうことにみんなどこかで疲れていて、そうでないものを
解放的に感じるというのはあるかもしれない。連続殺人犯を描いた『おぞましい二人』を日本で出すと言ったとき、アメリカでゴーリーの版権を管理していたアンドレアス・ブラウンさ
んには反対されたんです。アメリカではこの本でゴーリーは何人読者をなくしたと思うんだ、と。でも結果的にこの本は日本では受け入れられた。アメリカでは読者かた作家に対し
て、この作品はどこまであなたの体験が描かれているのですか、という質問が寄せられることが多い。彼らは自分の人生を物語のように語る、いや、物語のように語らなければなら
ない、というプレッシャーがあるんです。だから作家が想像力を駆使して書いた物語でも、これはどのくらい実体験なのかと訊かれてしまったりするんですね。それと比較すると、日
本の読者は現実と虚構との区別がついていると思います。だから、ゴーリーの作品とゴーリー自身が混同されなかった。」	
	
（マーク・デリー「ゴーリーと日本文化」より）	
「エドワード・ゴーリーはイギリスびいきで知られる。それほどよく知られていないのは、日本の美術、演劇、精神に----要するに、あの捉えがたい日本的感性なるものに----彼が強
く惹かれていたことである。「いつも、いつまでも、彼の心は日本の美術と文学へ、とりわけ禅的な表現へ戻っていった」と、ゴーリーと児童書のシリーズを競作している児童文学研
究者ピーター・ノイマイヤーは回想する。「十一世紀の紫式部と『源氏物語』、同時期に清少納言が書いた『枕草子』、そして篆刻の技芸に彼は心酔していた」	
「物語の諸要素を省略し、俳句のように凝縮する。ゴーリーは自分の小さな本たちを、「ぎゅっとすぼめたヴィクトリア朝小説」と考えていた。こういう姿勢は、「何が語られていないか
が重要である」日本の古典文学の影響を受けている、とゴーリーは述べている。日本文学のこの特質に彼は強く惹かれた。「自分もそういうふうにやるのが好きだ」と彼はインタ
ビューで述べている。「いろんなことを描かずに済ませ、すごく短くするのが」	
　ペンとインクの使い方も、日本流の美学に感化されている。」	
「日本文化に対して彼が示した反応は、美の次元には限られなかった。中国で生まれ、日本でも大きな意味を持つ道教にもゴーリーは惹かれていた。信仰を失ったカトリック教徒
だったゴーリーは、本の中で修道女や司教を狂気に染まった存在、堕落した存在として描くチャンスを決して逃さなかったが、精神性についてインタビューで訊かれると「私は、強
いて言えば、道教の信者だ」と述べている。すべてのもののはかなさを捉える道教的感覚は、ゴーリーの心の筋繊維触れたのだ。流れに任せるという発想もしかり。いまの心理状
態は、と「ヴァニティ・フェア」誌に訊かれた際も、「変わりやすい」と答えている。水という、変わりやすさの表象にして道教思想の象徴こそ自分本来の物質だとゴーリーは語った。
刻々変わる、予想のつかない水の流れ。「私は漂い流れるのが得意だ」と彼がしばしば認めていることの意味も、この一言から見えてこないだろうか。」	



問いは	
私があること	
世界があること	
そこをめぐって	
終わるところがない	
	
人は答えを求めて	
宗教へ科学へ芸術へと向かう	
そして真理なのかどうかとは無関係に	
自分の求めるものを得られるような	
世界観のなかで生きようとするから	

初に理想的なゴールを決めている	
	
仏教は四諦を説き	
苦を滅することで	
涅槃という道が得られるという	
	
キリスト教は	
神を信じ	
愛に生きることで	
天の国で生きられるという	
	
苦を滅し悟りに向かおうとしたり	
愛に生きようとしたりするという	
それらのプロセスで得られるものが	
限りなく美しいものであるとしても	
それらには 初に設定されている	
それぞれの価値観を目指すものであって	

初からその物語はつくられてしまっている	
	
それは科学にしても	
シュタイナーの神秘学にしても	
程度の差はあれ例外ではないだろう	
諸々の営為は 初に世界観ができていて	
その世界観を外れたところでは	
問いは深まっていくことができない	
	

☆mediopos-1818　　2019.11.7	

■藤田一照・山下良道・ネルケ無方・永井均	
『哲学する仏教／内山興正老師の思索をめぐって』	
（サンガ　2019.11）	

本書で真理の探究にこだわり続けている永井均にしても	
おそらくはどこかでまた	
同様な蛸壺のなかにいるのかもしれない	
哲学とは蠅に蠅取り壺からでることを教えるものだ	
というようなことを示唆したウィトゲンシュタインにしても	

おそらくなんからの価値観をもとに探求を続けたはずだ	
いうまでもなくぼくも例外であるわけもない	
	
だから少なくともこう思うのだ	
永井均が仏教に対していうように	
苦しみを滅するというような「副産物」にばかり	

とらわれないようでありたいと	
	
ひょっとしたら仏陀が 初	
みずからの悟りを説くのを断念しようとしたのも	
その副産物を通じてしか「月」を指し示せなかったからではな

いか	
苦集滅道の道そのものを示すことはできず	
道を副産物のようにしか示せなかったからではないか	
	
私たちはあまりに	

さまざまな副産物にばかり目を向け	
それを生み出す世界観のなかに埋もれ	
それにとらわれることなく	
真理が奈辺にあるのかという問いそのものを	

生きることからは目を背けてしまうから	



永井均「４　内山哲学は仏教を超える」より）	
「私はいつも仏教の悪口を言っていて、無常とか、縁起とか、中心的な教理の大半が実は素人だましの理屈にしかなっていない、とも公言しているのですが、それでも仏教にはい
くつかのすごいところがあると思っています。その一つは、キリスト教をはじめとする他の宗教と違って、道徳的フェティシズムに陥っていない、陥らない回路を 初から備えている
ようだ、というところです。	
　キリスト教は道徳的フェティシズムの要素が強い宗教です。だから、たとえば偽善というものを非常に嫌いますね。その後のキリスト教思想家も、先ほどから名前が出ているカント
なんかも、そちらの側面では、完璧な道徳至上主義者になってしまいます。この世界を構成する主体自体は、ある種の超自然的な世界に存在するのだけれども、それがその本来
的な意味で存在できるのは、その意志そのものが道徳的な意志になるときだけなんですよ。人間にはそれが可能です。普段は概して利己的な傾向に従って生きていますが、時に
それを脱して、ただ道徳的に善いという理由だけで----自分にとってどんなに不利益であっても----行為することができます。そのときにのみ、真の在り方で存在できるのです。	
　これはとても美しい話ですけれども、間違いなく作り話です。世界はそんなふうにできてはいませんから。道徳はわれわれ人間がこの世界をうまく統制するために作り出した、一
つの人為的な制度にすぎません。特別に崇め奉るべき理由は本当はないのです。こっちの本当を知っていることも重要です。そういうものを、ある種の超越的な世界への通路と見
なして、二世界説とつながてしまうのはまずいやり方だと思います。これもまた、もう一つの子どもだましです。」	
	
（永井均「あとがき」より）	
「私は仏教というものをいろいろに批判しているのだが、それらを一点に集約するなら、仏教の提示する存在論・認識論はすべて仏教の目指すもの（すなわち仏教的価値観）の観
点から見て都合のよいように作られており、それはつまり、ニーチェの言うところの「必要による捏造」である、ということになる。とはいえ、実のところは、宗教の提示する世界像はみ
なそうである。宗教においては事実認識がそれ自体で自立するということがないのだ。ふたたびニーチェを持ち出すなら、これは宗教というものの持つ本質的な「不誠実性」である。	
　しかし、真理の探究は（その真理のもちうる）価値から独立になされなければならない。そうであることにどんな価値があるかはわからないが、とにかく事実としてそうである、そう
なっている、ということの認識こそが出発点でなければならないのだ。ここは決して譲れない一点である。	
　私は世界が事実どうなっているのかを探求しているが、その際、その探求の成果が人生をよりよく生きるのに都合がよいかどうかといったことは、いやそれどころか、そもそもその
種のことに関係があるかどうかといったことも、いっさい考慮の外に置いている。これはまったく当たり前のことであって、そうでないような事実判断が信頼できるわけがない。	
　人生の苦しみを滅すのに都合のいいような世界解釈を勝手に作りだすなどといったことは、もっとも為されてはならないことなのだ。だが、仏教哲学といわれるもののほとんどはそ
の種の作り物なので、早稲田大学で西洋哲学を専攻しカント哲学を卒業論文のテーマとした内山興正が、仏教的世界像とは（相容れないかどうかは別にして）少なくとも異質な世
界像を自ら構築せざるをえなかったのは当然のことであったと私は思う。」	
「私が独在性という問題を考えたとき、それが人を苦しみから解放し人々を幸福にする（かどうか）などとは考えもしなかった。だから当然、瞑想実践のようなものに資するところがあ
る（かどうか）などということは念頭にも浮かばなかった。事柄それ自体のあり方をまったく平坦に探求し、事実として世界はこうなっている、これは疑う余地がない、との確信に達した
だけである。瞑想や座禅とのつながりは、自分で実践してみてあとからたまたま気づいたことにすぎない。	
　さて先ほど、実は存在論的であるという点で、藤田一照さんを自分の仲間に引き込んだが、それが正しかったかどうかはともかくとして、ここで 後に、瞑想・座禅はもともと存在論
的な実践なのではないか、という問題提起をしておきたい。「もともと」というのはブッダがそう言っていたというようなことではなく、たとえブッダは言っていなくても、それに反すること
を言っていても、その本質においては存在論的な実践でしかありえないのではないか、ということである。	
　人生の苦しみを滅すといったことは、おそらくはその副産物にすぎないだろう。もしブッダが仏教瞑想は苦を滅するためのものだと言っているなら、それはブッダという一人物に映
じたその一面にすぎない、と考えるべきだろう。瞑想・座禅は本来、第一義的には、真理を知るための実践であると思う。その結果どうなるかとは無関係に、である。」	



スタイルのある表現が好きだ	
そのスタイルができるまでに	
長い時間のかかっているスタイル	
	
天賦ともいえる才のある者は	

初からある意味で形ができていて	
それが展開していくことも多いけれど	
そうではなく	
少しずつ積み上げていきながら	
変わりながらも生まれていくスタイル	
	

そんなスタイルに出会えたときには	
その扉を通じることで	
通じ合えるように感じることがある	
	
そうしたスタイルは	

決して直線的にだけ	
こちらに伝わってくることはない	
	
それはある意味で	
「裏口から」伝わってくる	

それだからこそ	
そのスタイルは	
素通りしないで	
ぼくのなかのどこかに	

生きてどどまっていてくれる	
	
そんなスタイルを	
じぶんでもつくることができたら	
どんなにいいだろう	

	
年をそれなりに経て	
スタイルを作ってきた人からは	
少しばかり頑固なかたちをもっているとしても	
とても大切なものを感じることができる	

人がこの地上に生まれてこなければ	
生み出すことの決してできないだろうものを	

☆mediopos-1819　　2019.11.8	

■Ｒ・Ｏ・ブレックマン　インタビュー	
　「私は人びとの頭と心に裏口から入ろうとしている」	
　（聞き手＝柴田元幸　写真＝GION）	

　（モンキーvol.19 FALL/WINTER　2019-20/2019.10　スイッチパブリッシング）	



「Ｗ・Ｈ・オーデンは「自分のスタイルを築くには二十五年かかる。変えるのに二十五年かかる」と言った。私はその先、五十プラスの、さらに新しいことをやろうとしている段階だね。
「老人は探求者であるべきだ」とＴ・Ｓ・エリオットも言っている。今年の終わりか来年の始まりには十年ぶりに新しい本も出せると思う。	
——どんな本になりそうでうすか。	
　二冊の本が組み合わさっている。片方はOn the One Hand（一方）と題して、絵を使った物語。で、裏側から別の話がはじまって、こっちはOn the Other Hand（その一方）と出して
もっぱら言葉で書かれている。	
——どちらか一方に限定しない、というわけですね。	
　私は前より自由になっていると思う。まあ昔も不自由だったというわけなじゃないが。私はいつでも境界を破ってきた。『聖母の軽業師』は「グラフィック・ノヴェル」という言い方が生
まれる何十年も前に描いたグラフィック・ノヴェルだ。	
　いや、それよりももっと前、十四歳のときに、『白鯨』を読んで感激して、ナンタケットまで兄と出かけて、マップル神父〔ジョン・ヒューストン監督の映画版でオーソン・ウェルズが名
演〕のモデルになった神父が説教していた教会も見て、帰ってからナンタケット島をめぐる二十四ページの絵物語を作った・そのころから、言葉を書くことも、絵を描くことも好きだっ
た。	
——絵は小さい頃から得意だったんですか。	
　いいや。いちおうアートスクールを受験したが、『ライフ』や『ナショナル・ジオグラフィック』に載っている絵を模写するのを拒んだので高校の先生に推薦状も書いてもらえなかった。
で、入学試験で水の入ったコップとリンゴとお皿を描けと言われて、『ライフ』とも『ナショナル･･････』とも全然違ったものを描いた。それで推薦状もなしで合格したんだから、こいつ
は何かある、と見てもらえたんだと思う。それが何なのか、自分ではわからなかったが。	
　目はいいほうだったと思うが、手がついてこなかった。描くことは長年かけて身につけた技法だ。自分を「芸術家」と見なしたことは一度もない。私の仕事はグラフィック・デザイン、
グラフィックを使ったストーリー・テリング、そして純粋なアートの三分野に分けられるが、どれも私には重要だし、等しく楽しい。	
——どの分野であれｍなんといってもにょろにょろの線があなたのアートのトレードマークですが。	
　いまふっと思いついたんだが、私はユダヤ人で、周りの人間とは違うという意識がどこかにあって、いつもある種落ち着かない気分でいる。にょろにょろの線は、同じユダヤ人のコ
メディアン、ウディ・アレンのあのせかせか落ち着かない喋り方のビジュアル版かもしれない。」	
	
「今日 良のアートは、実はイラストレーションではないかな。 良のイラストは、もちろんまず目に訴え、それから頭に、時には心にも訴える。これは大変な組み合わせだよ。だから
私はイラストレーションが好きだ。私もすごく強い感情をイラストに込める。妻に聞くと、制作中いろんな声や音を立てるらしい。自分の作品を見ると、そこに多くのangst（苦悩）が込
められているのがわかる。	
　私の兄は小説家で、自分の作品を読み得た読者が自殺したい気持ちになってほしいと言っていた。自分の苦しみが、作品を通して読者にもはっきり伝わってほしかったんだ。私
も同じように感じる。まあ自殺してくれとは言わないが、私がイラストを通して描いている状況について、読者が私の不安を共有してくれたらいいと思っている。これはとんでもない発
言かもしれないが･･････。	
　見る人、読む人に語りかけないアートには共感できない----美術でも文学でも音楽でも。詩人とは他人に語りかける人間だ、といったことをワーズワースは言っている。私が多く
の詩やアートを好まないのは、コミュニケートしようとしていないからだ。コミュニケートしない芸術は、不正直かどうかはわからないが、芸術として弱いことは間違いない。	
　クレメント・グリーンバーグはこの国の芸術に大きな害を為したと思う。何が描いてあるかは問題じゃないなんて、どうしてそんなことが言えるんだ？	
　——コミュニケートする上で、ユーモアはどういう役を演じるんでしょう？	
　大事な問題だね。私はできるだけ笑えるものを作ろうとする。なぜなのかなあ･･････。反射的にやっているんだ。たぶんそれは・・･･･人びとの頭と心に、裏口から入ろうとしている
んだと思う。	
　以前誰かが、イラストで何かを伝えたかったら動物を絵に入れるといいと言った。犬とか、ペットとか。でも私は人間を入れる。何か物を描くよう頼まれても、人を入れる。そこから裏
口に通じるんじゃないか。」	



生まれてくれば	
だれでも生きることはできて	
生きることはそんなにも簡単なことなのに	
生きることは途方もなくむずかしい	
	

生きることはむずかしいから	
だれでも生きることを問わないわけにはいかない	
表向きではそんな問いなどしないとしても	
生きることのなかで	
その問いはさまざまなかたちであらわれてくる	
そして生きることをときに呪ったりもする	

	
生きることは	
それそのものが謎なのだ	
その謎のまえで右往左往するのが	
自我をもった人間という存在の	

逃れようもない有り体の姿なのだろう	
	
人にはそれぞれ魂の庭がある	
その魂の庭をどのように作り	
どのように育てていくか	

それが生きることにほかならない	
	
魂はじぶんの建てた家に住んでいる	
それを中心に魂の庭は広がっている	

	

☆mediopos-1820　　2019.11.9	

■奥山淳志『庭とエスキース』	
　（みすず書房　2019.4）	

魂の家をどのように設計するか	
そこでどのように住むか	
庭をどのように作っていくか	
魂の庭に何を植えるか	
魂の庭で何を飼うか	

それをどのように育てていくか	
少なくとも自給自足できなければならない	
	
そして庭を訪れる存在たちと	
どのようにつきあっていくか	
ときに家のなかにまで招き入れながら･･･	

	
生きることは	
そのような魂の家と庭と	
そこで過ごすことで得られる	
なにかしらなのだろう	

	
生きなければ得られない何か	
それを求めて人は生まれてくる	
そしてどこまでも謎そのものの生を	
体験し経験してゆく･･･	



「弁造さんと出会ったのは一九九八年の四月の終わりだった。すべては今となっての話だが、僕が初めて訪ねてから十四年後の二〇一二年の同じ時期、春を迎えようとする日に
弁造さんは逝ってしまうことになる。しかし、こうしてこの文章を書いている二〇一八年であっても、僕は弁造さんの〝生きること〟を考え続けている。弁造さんの暮らしを訪ねるよう
になって以来、これはもう自分でも呆れてしまうのだが、毎日わずかな時間であっても弁造さんのことを思わずにはいられない。それは死後もずっと変わらないどころか、弁造さん
のその声や姿は僕のなかでより現実味を帯びてきて、まるで共に暮らしているような気分にまでなってしまう。	
　でも、だからこそ考えてしまうのだ。めぐる四季を追いかけるようにして繰り返し弁造さんを訪ね、弁造さんと過ごした時間。そこで僕は、一体何を聞き、何を感じたのだろうか。そし
て、そこから何を得ることができたのだろうか。」	
	
「何を示唆するのでもなく、気づきをもたらすのでもなく、弁造さんですら「わしがそんな話をしたのか？　知らんぞ。老人がそんなどうでもいい話を覚えているわけなかろう」と一笑に
付す程度の話題。そんなものばかりが妙に記憶に残っていたりする。でも、それが今になって何かを伝えてくるのも事実だ。弁造さんの日々のとりとめのない出来事。それが僕の中
で脈打つようにして生命を持ち始めている感覚が確かにある。	
　当時、僕は自分のものではない人生、そう、「遠くにある人生」に触れたいと思っていた。そんな感覚を抱いていたときに出会ったのが北海道で暮らしていた弁造さんだった。そこ
から時間をかけて弁造さんの〝生きること〟に触れていくことになるのだが、なぜ、僕は「他者」にこだわったのだろうか。あの頃、漠然と胸の中にあったのは、人は自分の人生しか
生きられないという絶対の事実だった。僕はそのことを疑うこともなく、今とこれからを生きるうえでの約束のようなものとして感じていた。でも、心の奥底では自分以外の人生を知りた
いと願っていた。自分ではない誰かの人生を満たしている日々の時間に触れてみたいと思っていた。理由もなく。そして、他者にカメラを向け写真を撮ることを通じてそれが可能に
なるのではないかと、次第に思いを募らせていった。その思いの先に立とうとしてくれたのが弁造さんだった。	
　弁造さんを撮り続けた結果、確かに今の僕の胸には、弁造さんの生きた時間がある。僕が出会ってからの弁造さんの時間だけではない。弁造さんの口から語られた、僕の知らな
い、出会うよりずっと前の弁造さんの日々も不思議なことに僕の胸の内で息づいている。他者の人生から意味を見出すとか、何かを得るとか、そういうことではなくとも、もしかしてこ
うした感覚が「遠くにある人生」に触れたことになるのだろうかと思うこともあるが、今の僕はまだ答えを見出せずにいる。	
　だけれど、ときおり、弁造さんの生きた日々が今の僕自身の生きることを両側から支えてくれているのではないかと、錯覚にも近い思いを妙に生々しく感じることがある。そしてそ
の感覚は、弁造さんがいなくなってからの日々が長くなればなるほど、強くなっている。」	
	
「北海道の開拓時代の 後に生まれ、絵描きを目指し挫折して、進んでいく時代のなかで自給自足を志し、小さな丸太小屋に暮らして庭を作り、そして再び絵を描こうとして、結局
は自分の絵の世界を完成させることはなく九十二歳の人生を閉じた弁造さんの生きること。それはつまらない観念や諦観めいた世界観で塗り込められることを軽やかに飛び越えて
いくもので、しっかりと形や熱や重さを持ったものだと思う。そう、僕たちのもっと目の前近くにあって、握ったり触ったりできるもので、たとえば風に揺れる青草であったり、道端で気
ままな沈黙を続ける石ころのような。そして、この手触りのようなものこそ、弁造さんを通じて知った僕の生きることだったと今になって感じている。	
　でも、だからといってここで答えを定める気持ちもない。そもそも生きることは、生きている時間を指すものでもないはずだろう。生きることのなかには、生きている時間も逝ってし
まった後の時間も含まれている。それを僕は弁造さんが残したエスキースや新たに出会った人たちから学んできたはずだった。きっと、弁造さんの〝生きること〟は、僕の生きるこ
とのなかでこれからもずっと、姿や色、かたち、匂いとその表情を変化させながら何度でも考え直すことを求めてくるに違いない。僕はその要求に応えるため暗室の中で弁造さんを
追い続けたり、改めてエスキースを一枚一枚めくっては胸をいっぱいにさせられたり、弁造語録を諳んじて妙に納得したりしながら、やはりこれまでと同じように右往左往していくの
だろう。そして、ときに弁造さんのあの甲高い声で繰り返される独特の冗談を思い起こし、我慢できずに吹き出してしまうに違いない。	
　そう、弁造さんの〝生きること〟は僕の胸のなかにあって、そこから放たれた強い光は僕自身の生きることを今日も照らし続けている。」	



コンプライアンスという言葉を	
仕事のなかではじめて耳にしたとき	
浮かびあがってきたイメージは	
強制されたボランティアだった	
	

モーゼの十戒のように	
ほんらいは自由意志であるはずなのに	
教えが戒律として外からやってきてしまう	
自ずからなる自由を持てない者に	
与えられる教えの数々	
	

外から与えられる教えは	
ギリシャ神話に由来する	
「プロクルスの寝台」の話のようだ	
	
メガラからアテナイへの街道に	

出没した強盗または妖怪が	
旅人を寝台に寝かせ	
体が長すぎると切り	
短すぎるとたたいて伸ばして殺した	
という話に由来する	

	
みずから思考することのできない者は	
死んだ思考により標準化された枠を	
じぶんにあてはめて思考し行動しようとする	

	
形を変えられない思考は	
個別の差異や状況の変化には対応できないから	
その思考を当てはめられた対象は	
切り刻まれたり伸ばされたりしてスポイルされる	

	

☆mediopos-1821　　2019.11.10	

■討議　石戸諭・武田砂鉄	
　「オピニオン／ファクトとどう向き合うのか・メディアとコンプライアンスの過去・現在・未来」	
 （現代思想10　 2019 vol.47-13　特集「コンプライアンス社会」青土社）所収	

そのスポイルが問題になったとき	
また別の思考で補正しようとする	
ルールのためのルールである	
そしてそれがマニュアル化され	
増殖し自己目的化してゆく	

	
そして教えも法もルールもマニュアルも	
それを行うもののためにあるもののはずが	
それを執行する側の権力になってゆき	
ボランティアなるものさえ	
その力の道具へと化してゆく	



「武田／「コンプライアンス」という言葉がいたるところで連呼されていますが、どのジャンルで使われていようとも、そこにはおしなべて「個人を制限する」という意味
合いが含まれているように思います。	
　弁護士の郷原信郎さんが『思考停止社会----「遵守」に蝕まれる日本』（講談社現代新書、2009年）において、「法令遵守」への非難というのは、水戸黄門の印
籠のように絶対的な権威を持っている、印籠が登場すると、その瞬間から思考停止に陥ってしまい、何が問題なのかを考えなくなってしまう、と書かれていた。一
〇年前ほど前の議論ですが、今起きていることと変わっていない気がします。「コンプライアンス」という言葉が、ますます使い勝手がいい言葉になっている印象を
持ちます。	
石戸／企業の不祥事を謝罪する記者会見などで「コンプライアンス」や「マニュアル」という言葉が一般化したのは、二〇〇〇年代に入ってからです。一九九〇年
代に金融業界を中心に、それも反社会的勢力への融資をしたことに対する責任追及として使われるようになりました。コンプライアンスという言葉が一般化し、メ
ディアも責任追及するときにコンプライアンスについて必ず聞くようになｙった。マニュアル通りにルールを守れば不祥事は起きなかったのか、と問う傾向が強まっ
たのは、お恐らく二〇〇五年のＪＲ西日本の福知山線脱線事故だと思います。あのときに非常に注目されたのは日勤教育ですね。	
　僕の経験からしても、「コンプライアンス」や「マニュアル」という言葉はすごく便利で、「守っておけば大丈夫」という文脈に回収しやすい。	
武田／逆に言えば、「こっちはマニュアルを作って教育していたのに、労働者自身が守らなかったのが悪い」という話に切り替えられるわけですね。	
石戸／個人に責任を負わせやすくなっているという側面はありますね。リスクが個人化していく。	
武田／その個人化が徹底されることで、不祥事や事故を起きたときに、企業としてどこまで注意できていたのか、体制に問題がなかったのかどうか、と問われずに
済む。そういった利点を企業が熟知している感じがします。	
石戸／コンプライアンスやマニュアルという言葉を使うと、守っているかいないかがはっきりしますから、わかりやすく責任追及ができてしまうわけですよね。」	
	
「武田／何か大きな事件が生じたとき、メディアも視聴者も、どのような経緯でそれが起こったのか、答えから数式を探すような姿勢で臨みます。手元にある答えが
どのように導き出されたのかを、なるべく明確に、スカッとするかたちで知りたい。要素が複雑で、解くのに時間がかかる数式だと、責任追及を諦めてしまうようなと
ころがある。	
石戸／マニュアル化はきわめてわかりやすい解決策のひとつとして受容されていった側面があります。コンプライアンスとマニュアルは対になっている。コンプライ
アンスを極めていけば、何かが言いにくくなるのは当たり前の話です。コンプライアンスを徹底化することは、きちんとリスクヘッジをしましょうという話と同義なので
す。	
武田／社会のなかで、より強い人は「コンプライアンスを守りましょう」というスローガンを掲げるとき、その「掲げられ方」に注意しないと、個人の自由や意志が制限
されることにもなります。自由を奪いますんで、とは言えない。でも、管理はしたい。強めるだけ強めたい。そのなかで定着したトレンドのひとつが、「コンプライアン
ス」という言葉なのではないかと。」	



☆mediopos-1822　　2019.11.11	

■今福龍太『ヘンリー・ソロー　野生の学舎』	
　（みすず書房 2016.7）	
■『ノヴァーリス作品集　第１巻／サイスの弟子たち・断章』	

　（今泉文子訳　ちくま文庫 2006.1）	

私たちは森羅万象から学ぶことを	
愚かなまでに忘れてしまっているのではないか	
	

学校で教えられるのは	
記号化され社会化されてしまい	

管理化された知識の残骸にすぎず	
ほんとうの「ことば」はそこには見つからない	
	

だからといって	
幼児にもどったところで仕方がない	

新生した魂として学ぶことが求められるからだ	
森羅万象から新たな仕方で学ぶことのできる魂	
	

森羅万象と人間の関係をあらたに見直すために	
私たちはひとつひとつ文字を学ぶように	
類似（アナロジー）や模倣（ミメーシス）を使いながら	

「野生のことば」を見つけなければならない	
	

秘密は隠されているのではなく	
それを読みとるための「ことば」を	
私たちが読めないでいるだけなのだ	

	
自然が素晴らしいとだけ言っていても	

その「ことば」を見つけることにはならない	
ノヴァーリス的にいえば	
その「ことば」を学ぶことこそが	

高次の自然学への道となる	



（今福龍太『ヘンリー・ソロー　野生の学舎』より）	
	
「ソローのすべての実践と思考が育まれた場所を「野生の学舎」と呼んでみよう。するとそこに、まったく見たこともない一つの「学び舎」の姿があらわれる。	
　この学び舎で、私たちすべてがいままで学校で学んできた知識や教養を解除し、生まれてまもない幼児が歩みを覚え、読み書きを学んでゆくように、あ
らためて学び直すこと･･････。効率性の名のもとに管理され均質化された教室という箱から飛び出し、土の匂いと木々のざわめきと空の青を学び舎にとりも
どし、この自由な場にすべての生命体を呼び込み、そこからふたたび人間社会についての洞察を組み立て直してゆくこと。時間をかけることを厭わず、繰
り返しをおそれず、謎や異質なものの到来を歓迎すること。生命とともに呼吸し、事物の発する精気に応答すること。」	
	
「ソローのことばは、つねに自然物のなかに自身のアナロジーを探していた。アナロジー、すなわちある種の物理的感覚をつうじた直感による自然物と言
語との「類似」関係の発見によって、ソローは事物や現象の背後にはたらく、見えるものと見えないものの交感を探り出すことを生涯試みつづけたのだった。
ソローは一八五一年九月四日の「日記」のなかで、自分自身に呼びかけるようにこう書いている。「類似をとり出す機会をできるだけ増やすこと。真実を感
受するための道は無限にあるのだから」と。	
　そんなソローの日記の筆跡が、ときに「文字」という規範化された形態をはるかに飛び越えて、自然物の姿に似てくることを、私はむしろ極めて正当な出
来事としてあるときから考えるようになった。ソローの日記を、「文字」の羅列として厳密に読もうとするからこそ、その学問的な意味での「判読」や「校訂」に
無限とも思えるほどの時間がかかってしまうのだ。だがたとえばそれを、ソローが散歩の途上で目にする冬の凍結したウォールデン湖の氷の微細な縞模
様に似たものとして読むことはできないのだろうか？　コンコードの町へと続く線路側の斜面に、朝、霜が溶け出して現れる葉のような模様を模した形態で
あると想像することは不当なのだろうか？　さらにいえば、荘厳な黄昏時に赤い空の縁を流れてゆく雲の変幻自在な姿を彼の「日記」の文字がそのままに
写しているのだと捉えることは不可能だろうか？」	
「雲の形状の規則的な変化の裏に高度な法則性があるように、ソローの肉筆もまた、ある種の高度の法によって書きつけられた、生命の自在な表象なの
である。そのとき、森羅万象のなかにことばが潜み、文字以前の野生のことばが踊り出そうとしているのがわかる。」	
	
「植物の葉の形態に優美に示された自然の法則。それはソローにとって文字以上の雄弁さを持って語りかける野生の「ことば」であった、しかもここにはソ
ローの、人間の言語というものの起源を自然物に対する「類似（アナロジー）」や「模倣（ミメーシス）」の感覚のなかで捉えようとする深遠な思想までもが表
明されていると見ることもできる。ソローの「アナロジー思考」とは、人間の言語における文字という決定的な発明物を、その起源の法則性に遡るようにして、
自然へと還してやるものだった。その過程において、見えるものと見えないものの瞬時の交感をとらえること。散歩の途上で立ち止まり、ポケットから手帖を
とりだしてほんの数分のあいだだ、なにか閃くようにして書きつけていたソローの鉛筆の先から、その交感を描き出す霊妙なかたちが生み出されていた。ソ
ローはそのようなことばを「詩」と呼んだ。」	
「自然のなかからことばのアナロジーをとりだすために、ソローは森を「読み」つづけた。森こそ、自然が書きつけた言葉の繁茂する、人跡未踏の原生林
だったからである。」	
	
「ソローが没頭した『イーリアス』であれ『ハムレット』であれ、さらには『種の起源』であれ、それらは所詮、「方言や地方語」によって書かれた書物である。そ
れぞれの国で生まれた分節言語という、抽象化の思考を経た人間の構築物である。だが森羅万象が語りかけ、書きつける別の豊かなことばがある。それ
は私たちの世界にあまねく遍在しているが、「めったいに印刷され」ることはないので、忘れられている。だがそれこそが、野生の書物として私たちの前に
ある、真に学ぶべき書物にほかなたない･･････。」	
	
（ノヴァーリス「サイスの弟子たち」より）	
	
「人間は、種々さまざまな道を歩む。そうした道の跡をたどり、たがいに突きあわせてみるならば、奇異な象（かたち）が現れてくるのに気づくだろう----こう
した象は、鳥の翼や、卵の殻、雲や、雪、結晶や、石のさままざまな形、凍った水面、はたまた山や、植物や、動物や、人間の、その内部や外部、されは天
空の星辰、また、触れたりこすったりした瀝青板や硝子板、磁石のまわりに蝟集するやすり屑、あるいは不思議な偶然のめぐり合わせなど、いたるところに
認められるあの大いなる暗号文字をなすようにみえる。」	
	
「聖なる書物に説明はいりません。まことの語り手は永遠の生命に満ちています。そういう人の書いたものは、ほんとうの神秘と不思議な類縁があるように
思います。だって、ああいう書物は、宇宙万有の交響曲から発せられるひとつの和音なんですからね。」	
	



ベルクソンは	
『物質と記憶』で	
「知覚の外在性」を示唆している	
	
眼は対象の光を取り込んで	

その網膜上に映るものを	
脳内で知覚するというのではなく	
	
知覚されるとき	
知覚は知覚される場所で	
「イマージュ」として	

存在するということだ	
	
そこから展開して	
ドゥルーズは『シネマ』で	
眼はカメラではなく	

「スクリーン」なのだという	
	
そのことからすれば	
仏教で	
眼耳鼻舌身意の六根という感覚器官が	

色声香味触法という六境の対象によって	
眼識耳識鼻識舌識身識意識という六識という	
心の動きが生じるというとき	
感覚器官は感覚対象から離れて存在するのではなく	

六識はその対象において存在するということになる	
	
つまり主客はほんらい	
切り離されることがないから	
実在論と観念論の対立も生まれないけれど	

それが生まれてしまうのは	
知覚が複雑化することで	
対象において知覚が生まれるまでの	
時間的な距離が大きくなったからだということになる	
けれどそうすることで	

知覚や行動の自由を広げられるようになったともいえる	
	

☆mediopos-1823　　2019.11.12	

■福尾匠「＜たんに見る＞ことがなぜ難しいのか」	
（『談』no.116／特集ゼロ度の隔たり･･････・ガラス・イメージ論	
（公益財団法人たばこ総合研究センター[TASC] 2019.11）所収	

シュタイナーもまた	
見るということは	
対象をつかむことだと示唆しているが	
わたしたちの知覚をその観点から捉え直すことで	
これまで見えてこなかったさまざまなものが	

見えてくるのではないだろうか	
	
禅語に	
柳は緑　花は紅　真面目	
というのがあるが	
これは宋代の詩人	

蘇東坡の言葉だといわれている	
	
柳は緑であり	
花は紅というのも	
それらはすべてほんらい	

見る者そのものとともにあることを得るところに	
その真面目があるということなのだろう	
	
知覚の外在性に真に気づき	
それを生きるとき	

その真面目において	
ひとつの「見」が獲得されるのだ	



「ドゥルーズがベルクソンから受け取った中心的なテーマは、「知覚の外在性」と「身体の後発生」の二つだと、僕は考えています。「知覚の外在性」とは、われわれが見たり
触れたりする時、その知覚はわれわれの頭のなかやからだのなかにあるのではなく、対象のあるその場所にある、つまる、対象があるその場所にわれわれの知覚がある、
ということです。一八九六年に刊行された『物質と記憶』という本で、ベルクソンはそのように言っています。これは後でもう少し具体的に説明しますが、「存在する」ということ
と「知覚する」ということを切り離さないようにしよう、ということです。	
　存在することと知覚することを切り離して考えるのは、知覚に対応する対象がそれ自体として実在しているとする「実在論」の立場です。逆に、イギリスの哲学者ジョージ・
バークリーが言ったように、「存在するとは知覚されることである」と考えると、知覚されないものは存在しないという極端な「観念論」になってしまいます。ベルクソンはそのど
ちらでもなく、知覚されるものも知覚されないものも存在するが、知覚しえないものはないのであって、両者に質的な分断を持ち込むことはやめましょう、と提案したわけで
す。そこで彼がつくったのが、「イマージュ」という概念でした。英語でいえばイメージですね。	
　ドゥルーズは、『シネマ』という本で映画を論じるために、ベルクソンのこのイマージュという概念を使っています。そうすると映画がどういうふうに見えるかというと、普段わ
れわれはまず映画として投影されるイメージが合って、その向こうに映画が描いている世界があると漠然と考えて映画を見ていますが、そうではなく、映っているものそれ
自体が一つの世界であるようなものとして映画を見ることができるのではないか、と、ドゥルーズは考えたわけです。つまり、監督の意図であれ作品の主張であれ、知覚され
る映画のイメージの「向こう側」に知覚されていないものがあるという想定を退ける。これが「知覚の外在性」にかかわる、ドゥルーズの映画に対する考え方のあらましです。	
　もう一方の「身体の後発生」は、この「知覚の外在性」とセットになっていて、ベルクソンもドゥルーズも、身体があってそれが対象を近くしているのではなく、 初に知覚が
あって、そこから身体が立ちあがるのだ、というふうに説明しています。	
　身近な例では、隣のテーブルのペットボトルが床に落ちそうになるのを見たとき、われわれは「あっ！」と言って思わず手が出るでしょう。届かないかもしれないけれど、手
が出てしまう。あるいはサッカーの試合を見たりビデオゲームをプレイしている時、知覚されているものにからだが引っ張られてしまうことは、われわれも日常的によく経験し
ていることです。「 初に知覚があって、そこから身体が立ちあがる」というベルクソンやドゥルーズの考えは、このことを極端に言っているんですね。つまり、身体的なシス
テムがすでに成立していて、そこに知覚されるものが立ち現れるのではなく、まず知覚されるものがあって、それに無理やり引っ張られるようなかたちで、われわれの身体
が立ちあがる。僕の本の表題の「眼がスクリーンになる」とは、まさにそういうことなんです。」	
	
「ドゥルーズは、あるインタビューで「あなたの本にはなぜ＜まなざし＞という概念が登場しないのか」と聞かれた時、「眼ははじめから物のなかにある」と答えたうえで、「眼は
カメラではなく、スクリーンなのです」と言っています。これは、冒頭にお話したように、ベルクソンの「知覚の外在性」にかかわる話ですね。ベルクソンは、知覚されているも
のがある場所に「私」があると言います。つまり、たとえば窓の外に木が見えたとしたら、その木のある場所に「私」があると言ってもいいと言っている。」	
「ベルクソンのいい方は非常に極端で、ちょっとわかりにくいかもしれません（笑）。しかし、そんなふうに考えてみると、たとえば映画におけるスクリーンというものも、単にこ
こにいる「私」があそこを見るというような経験的な距離を前提とした場所ではなく、むしろ見ている「私」がスクリーンにべったりと貼り付いたような存在であり、まさにそこでこ
そ、対象が「見える」ということが起こっている場所である、と考えられるのではないかということですね。」	
「僕はこれを距離のない「ゼロ度の知覚」と呼んでいますが、とはいえ視覚と距離が相互補完的な関係であることも確かで、ベルクソンも決してそれを否定しているわけでは
ないと思います。（略）「ゼロ度の知覚」は、たとえばアメーバやゾウリムシといった視覚をもたない原初的な生物が、単純な物理的接触や化学的刺激に反応することに近い
と思います。それこそ距離ゼロの知覚と行動の連鎖を、彼らは営んでいる。ベルクソンは、そうした原初的な機構が複雑化していくことによって、視覚や聴覚といった、ある
種の距離を前提とした感覚や運動になっていくのだといういい方をしています。	
　われわれ人間もそうですが、複雑化するということは行動が自由になるということです。それに応じて選択の可能性も広がりますから、選択をする時間も必要になって、対
象との時間的な距離も広がります。（略）だからベルクソンも、「眼はスクリーン」だと言うドゥルーズも、空間的にも時間的にも距離のない「ゼロ度の知覚」、つまり接触的な知
覚を基本とし、その延長として現在のわれわれの知覚があると考えている。」	



人間という存在が も面白いのは	
体をもっているということだ	
しかも一人ひとりがそれぞれ	

独自の体をもっている	
	

どうして体をもって	
不自由に生きなければならないのか	
若い頃はいつもそう思っていた	

	
けれど体をもっているということこそが	

人間にもっとも重要なものを与えてくれている	
不自由こそが自由のための 適解だということだ	
	

生きれば生きるほどに	
体ほど未知のものはないと感じるようになるけれど	
その未知こそが	

矛盾そのものを生ききるための	
大いなる糧になるのではないか	

	
一人ひとりが異なっていること	
そして一人ひとりが自分でしかわからない	

快や不快　喜びや痛みを感じるということ	
そのことから生まれる他者との比較	

みずからを優越したものと感じようとする心	
そんなさまざまなことこそが	
人間が人間であることを面白くしている	

	

☆mediopos-1824　　2019.11.13	

■伊藤亜紗『記憶する体』（春秋社 2019.9）	
■対談＝伊藤亜紗×平倉圭「記憶を踊ること、私を作り変えること」	
　（「週刊読書人　2019年11月8日」より）	

それは記憶とも関係しているドラマだ	
心だけではなく体そのものが	
「日付のない」記憶として作られてゆく	

	
人間という存在は	

こんなにも不自由そのものだからこそ	
自由の種を与えられた霊的存在として	
体のなかで矛盾を生きているのだ	

	
その絶対矛盾的自己同一を生きるために	

人は性懲りもなく生まれ死に生まれ死んでゆくのだろう	



（伊藤亜紗『記憶する体』より）	
	
「本書が扱うのは、出来事としての記憶そのものではありません。特定の日付をもった出来事の記憶が、いかにして経験の蓄積のなかで熟し、日付のないローカル・ルールに変化
していくか。	
　つまり、この本で注目したいのは、記憶が日付を失う過程です。	

　川が川の動きによって作られていく。同じように、体も経験によって作られていきます。そのようにしてできあがった、としか言いようがない体の歴史と固有性を記述していきます。	
　具体的には、一二人の方の体の記憶、一一のケースを取り上げます。	
　彼らは、医学的あるいは社会的には、視覚障害、四肢切断、麻痺、吃音、難病、二分脊椎症などと呼ばれる障害を持っている方々です。ですが、本書の関心は、個々の障害そ
のものではなく、それぞれの体の固有性です。「△△という障害をもった体」ではなく、「○○さんの体」としての迫力に迫ります。	
　もちろん「○○さんのからだ」は、実際には○○さんにしか体験できません。本人以外には、本当の意味で「○○さんの体を生きる」ことがどんな感覚なのかは分かりません。	
　だとしても、その来歴を知ることで、他者の体は未知なものではなくなります。分からないけれど未知ではない。」	

	
「記憶は、その持ち主が生きていく上で不可欠な道具や土台になることもあれば、妖怪のように居ついて本人を苦しめ混乱させる要因になることもあります。あるいは、役には立た
ないけれど害悪をもたらすほどでもない、微笑ましいノイズとして生に併走することもあるでしょう。位置付けが時間とともに変化し、 初は微笑ましいノイズだったものが、いつしか
不可欠な要素になることもあります。はたまた、ないはずの記憶が作り出されることもあるでしょう。	
　記憶は様々に位置付けられますが、その場合においても共通しているのは、本人とともにありながら、本人の意志を超えて作用することです。日付を持った出来事が、いつしか

日付を失い、やがてローカル・ルールとして体の固有性を形づくるようになるまで。」	
	
「以前、吃音の当事者数名でしゃべりしていたときに、こんな「究極の問い」の話になりました。	
「もし目の前に、これを飲んだら吃音が治るという薬があったら飲む？」	
（略）	

　答えは、意外にも、そこにいた全員が「ＮＯ」でした。	
　これはいったいどういうことでしょうか。」	
	
「ああ、彼らにとってはきっと「吃音であること」がアイデンティティになっているのだ。吃音を肯定的に捉えていて、「どもることを含めて自分」という意識があるのだ。そんなふうに考
えてみることもできるかもしれません。	

　でも私は、これに関してはもう少し丁寧な言い方ができるのではないか、と思っています。	
　重要なのは、吃音を含め何らかの障害を持った人間である、ということではないのではないか。そうではなく、そのような障害を抱えた体とともに生き、無数の工夫をつみかさね、
その体を少しでも自分にとって居心地のいいものにしようと格闘してきた、その長い時間の蓄積こそ、その人の体を、唯一無二の代えのきかない体にしているのではないか。	
　つまり、○○であるという「属性」ではなく、その体とともに過ごした「時間」こそが、その人の身体的アイデンティティを作るのではないか。そう思うのです。」	

	
「体の記憶とは、二つの作用が絡み合ってできるものなのです。一つは、ただ黙って眺めるしかない「自然」の作用の結果としての側面。もう一つは、意識的な介入によってもたら
される「人為」の結果としての側面です。」	
	
（「対談＝伊藤亜紗×平倉圭「記憶を踊ること、私を作り変えること」より）	

「平倉／西洋哲学に「心身二元論」とか「心身一元論：という考え方があるでしょう。（略）	
　伊藤さんの本は、そうした二つの立場のどちらでもない。心と体がそんなに簡単に一つではないことも、リアルに伝えられている。「私」＝意識や心と考えたとき、心と体の関係は、
一体なのか、別なのか。それはとてもいい切れるようなものではなくて、繰り返しパターンが変わる織物のように、複雑で精緻に織りなされていくのだと。	
　どんな人も、使い勝手のいい、機能が充実したiPhoneみたいな体をもって生まれてくるわけではなく、自分にとって、これしかない体とやっていくしかないと。	
伊藤／そうなんですよね。体は「やっていくしかない」というところが面白い。	

平倉／痛みと、思うように制御できない体について書かれた「分有される痛み」の章に、「体とは私にとって、本来的に未知なものです。にもかかわらず、そこから出られない。それ
が生きるということです」と書かれていました。「私」が主ではなく、ある意味では受け身になるようなかたちで、思い通りにならない「痛み」を引き受けなければならない。思い通りに
使いこなせない、自分の体ではないと感じられるときでさえも、この体から出られない。その現実と共にあることが生きることだと・その把握は透徹したものがあります。	
伊藤／体は私の一部なのか、それとも物なのかと考えたときに、案外物っぽい場面の方が、障害の場合には多いんです。	
平倉／道具だけれど、私の意識と常に一緒にいて、あろうことか意志に反してくる。だから、この物としての体との関係を、工夫しなければならない、ということが起こってくる。	

伊藤／そのときに、頭で考えると失敗して、体の物性みたいなものに任せた方がうまくいく、という場合があるようです。物になった体は、自分の周りにある物たちと懇ろになり、水
が自然に穴に吸い込まれるようにおのずと 適解を見出して行く。それに後から心がついていく。物と懇ろになることで、体が思考するというわけです。」	



これほどまでに	
言葉は蔓延しているのに	
ほんとうの言葉を見つけるのはむずかしい	

	
これほどまでに	

批判は蔓延しているのに	
ほんとうの批評を見つけるのはむずかしい	
	

「世論」には	
じぶんのほんとうはないから	

その人でなければ生まれない言葉は	
そこにはないから	
	

ネットでは	
簡単にシェアしたものさえ	
自分の考えであるかのように開陳され	

まるで芸能人か作家でもあるかのように	
自己表現なるものが陳列されている	

	
それらのほとんどは	
じぶんでなくても	

誰かが言ってくれそうなことであり	
ほかのだれかと見分けさえつかないことばかりだ	

	

☆mediopos-1825　　2019.11.14	

■内田樹×平川克美	
　『沈黙する知性』	
　（夜間飛行 2019.11）	

デモクラシーと世論は手を携えながら	
それとさえ気づかれないまま	
雄弁な饒舌さのなかで	

自己監視機能付きで自動化されている	
	

今やむしろ	
沈黙することのなかにしか	
ほんとうの言葉は	

見つからなくなっているのかもしれない	
	

せめてみずからのほんとうだけは	
たしかに担保できるような	
そんな言葉を持てればいいのだが･･･	



「内田／いつも言っていることだけど、「自分が言わなくても誰かが言いそうなこと」だけを選択的に語り続けるというのは、語り手にとって非常に危険なことだと僕は思うんだ。
（略）	
「自分が言わなくても誰かが変わって言ってくれそうなこと」をしゃべるとき、人間はいくらでも手を抜く。	
　必死になるのは、「自分がここで言わないと、誰も言ってくれないこと」だけなんだよ。（略）	
「他の誰かが言ってくれそうなこと」なら、そんな真剣に伝えようと努力する必要がない。とりあえず言いたいことだけ言い放って、相手にそれが伝わるか、理解されるか、そん
なことはどうだっていいわけだよ。	
　だから、いきおい言葉が乱雑になり、論理が破綻し、論拠も示されないようになる。それが「世論」というものだと思うんだ。他の誰かが自分に代わって同じことを言ってくれる
はずの思念や感情のことを「世論」という。そう僕は勝手に定義しているんだ。	
　だから、世論を語るとき、人の言葉は、粗雑になり、攻撃的になり、感情的になる。自分が言い足りなかったこと、言い過ぎたことは、必ず他の誰かが補正してくれると思って
いるから。	
（略）	

近メディアを通して語られる世論がしばしば無根拠名妄言であり、それが一気に広まって、暴走してしまうのは、こうした世論の構造のせいだと思うんだ。	
　メディアの言葉がここまで劣化したのは、発信している人たちが、これが「一期一会」の機会だとは思っていないからなんだ。	
（略）	
　今、メディアの人たちは「世の人々の代弁をして世論を語る」ことが自分たちの義務だと思っている。自分のオリジナルな意見を語ることが仕事だとは思っていない。	
（略）	
　世論を語るのは楽なんだよ。そういう努力が一切入らないから。	
（略）	
　いくらテレビで放映されたとしても、全国紙に掲載されたとしても、自分の顔と名前を出して語っていたとしても、「世論の代弁者」はネットの匿名発言と同じメンタリティなん
だ。」	
「平川／もしも、誰かが何かを語るとして、その言葉が「世論」なるものを担保にして語ったものだとすれば、それはジャーナリスティックな風味は持っているかもしれないけれど
薄っぺらな物言いになるしかない。	
　自分の生きてきた実感、生の重み、そういったものでしか、その言葉の正しさというのは担保できないんだ。	
（略）	
　そういう意味では、メディアは当然として、何かを語ろうとしている人間はみんな「自分は発信している言葉は、誰かの言葉をパラフレーズしているだけかもしれない」というこ
とを自覚しておく必要があるとも言えるね。」	
「内田／大事なのは、その人の語っている内容が「正しい」か「正しくないか」じゃないんだよ。その人の語っていることが正しかったか、正しくなかったかは、ほとんどの場合、
あとにならないとわからないんだから。	
　そんな簡単に、「真理」なんて語れるものじゃない。何かを語るというときに一番大事なのは、自分が語る言明の保証人は自分しかいないと覚悟して、その上で語る、というこ
となんだと思う。	
　自分の言明の保証人は自分ひとりでいい。ひとりいれば十分なんだ。その人自身が、体を張って、自分の言葉の真理性を担保する限り、それだけでその言明は一定の、あ
くまで一定のだけれど、真理性を持ちうると僕は思う。「私は自分の言葉に体を張ります」という個人がいる限り、その言葉はそれだけで十分に傾聴に値する。」	
	
「平川／ 初にデモクラシーが発見されたときは、デモクラシーというのは「権力の無化」のための働くものと考えられていたんだ。実際に、市民が一人ひとり「自立した者」に
なっていくという道程はまさに、デモクラシーの道程だった。でも、市民一人ひとりから「自分こそがこの意志を担保する連帯保証人なんだ」という緊張感が失われていったとき
から、デモクラシーというものが「権力を無化するためのもの」ではなくて、反対に「権力を形成するためのもの」になってしまったんだよ。」	
	
「内田／今の週刊誌メディアが「監視塔的」であるとしたら、それは「上から見ている」ということよりもむしろ「看守がいないのに監視機能だけは作動している」という点かもしれ
ない。	
平川／「自主規制」とか「忖度」とかが横行するのは、まさにパノプティコンが機能しているという証拠だよ。」	
	
「平川／誤解されてしまう可能性もあると思うんだけど、今話しているのは、経験主義とは違うんだよね。焦点になるのは、「自分がどう感じたか」ということではなくて、自分が発
した言葉に「自分が署名しているかどうか」ということなんだよね。小林秀雄が書いたものに力があったのは、そこの部分だと思う。」	
「平川／今の時代の問題は、「批評性」が欠如しているということなんだよ。「批評性」が欠如しているから、「批評」が蔓延してしまうというパラドックスだな。	
内田／「一億層批評家時代」なんだ。	
平川／そして、こうした時代を作るのに、インターネットは手を貸してしまった。」	


