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目に見えるもの	
証明できるものだけで	
人は生きていくことはできない	
	
「おばけ」は多分に人の想像力によって	

つくりだされたものだろうけれど	
その想像力こそが人を人にしていたりもする	
	
見えないものを信じない人は	
おばけをみとめはしないだろうが	
世の中から「おばけずき」がいなくなってしまうと	

人は人でなしになってしまうのかもしれない	
	
世界のほとんどは	
見ることはできないものばかりだ	
たとえ見えるものであったとしても	

見ようとしなければ見えないままだから	
世界のほとんどは	
「おばけ」的だともいえるのではないだろうか	
できればそんなおばけたちと	
仲良くしていくのがいいのではないか	

	
「おばけずき」の鏡花は	
善と悪のように	
「二つの世界がきびすを接する微妙なあわい」で	

怪異をとらえているというが	
そのあわいの世界に棲むものたちの物語が	
どこまでも味わい深いのは	
その世界で表現された言葉が	
世界の「あわい」へと誘ってくれるからだろう	

☆mediopos-1851　　2019.12.10	

■田中貴子『鏡花と怪異』（平凡社 2006.5）	
■泉鏡花・東雅夫編『鏡花怪異小品集　おばけずき』 
   （平凡社ライブラリー764  2012.6）	

鏡花は観音力と鬼神力という	
二つの「大いなる超自然力」を信じるというが	
鬼神力によって顕現した	
妖怪変化の類いは畏れるものではなく	
加護を得るがために観音力を信ずるといっても	

学者や宗教家のような見方をとるでもない	
ただただ「おばけずき」だという	
	
しかも鏡花の「おばけ」の話には	
ホラーのような恐怖はなく	
怨念を晴らそうとするような存在もでてこない	

多くはただ正体のわからない「おばけ」だ	
見えない物語の世界で純粋に遊び楽しむことができ
る	
その遊びこそが見えないものを通じて	
想像力を育ててゆく滋養にもなるのだ	



（泉鏡花『おばけずき』〜泉鏡花『おばけずきのいわれ少々と処女作』より）	
「僕は明かに世に二つの大いなる超自然力のあることを信ずる。これを強いて一纏めに命名すると、一を観音力、他を鬼神力とでも呼ぼうか、共に人間はこれに対して到底不可
抗力のものである。	
　鬼神力が吾人の前に顕現する時は、三つ目小僧ともなり、大入道ともなり、一本脚傘の化物ともなる。世に所謂妖怪変化の類いは、すべてこれ鬼神力の具体的現前に外なら
ぬ。	
　鬼神力が三つ目小僧となり、大入道となるように、亦観音力の微妙なる影向のあるを見ることを疑わぬ。僕は人の手に作られた石の地蔵に、かしこくも自在の力ましますし、観
世音の無量無辺の福徳ましまして、其の功力測るべからずと信ずるのである。乃至一草一本の裡、或は鬼神力宿る。必ずしも白蓮に観音立ち給い、必ずしも紫陽花に鬼神隠る
というではない。我が心の照応する所鏡によって変幻極りない。僕が御幣を担ぎ、其を信ずるものは実にこの故である。	
　僕は一方鬼神力に対しては大なる畏れを有って居る。けれども亦一方観音力の絶大なる加護を信ずる。この故に頭々彼の観音力を念ずる時んば、例えば如何なる形に於て
鬼神力の現前することがあるとも、それに向かって遂に何等の畏れも抱くことがない。されば自分に取っては も畏るべき鬼神力も、亦或る時は も親しむべきともたることが少な
くない。	
　されば僕は如何に観音力を念じ、如何に観音の加護を信ずるかというに、由来が執拗なる迷信に執えられた僕であれば、固より或は玄妙なる哲学的見地に立って、そこに立
命の基礎を作り、亦或は深奥なる宗教的見地に居って、そこに安心の臍を定めるという世に所謂学者、宗教家とは自から其の進行状態を異にする気の毒さはいう迄もない。」	
	
（田中貴子『鏡花と怪異』より）	
	
「鏡花は「たそがれの味」（明治四十一年）という談話で、	
	
　　例えば人の行くにしましても、善と悪とは、昼と夜のようなものですが、その善と悪との間には、滅すべからず、消すべからず、一種微妙な所があります。善から悪へ移る刹那、
悪から善に入る刹那、人間はその間に一種微妙な敬称、心状を現じます。	
	
　とも述べているように、二つの世界がきびすを接する微妙なあわいにおいて、怪異というものをとらえていると思われる。折口信夫が國學院の夏期講習を鏡花にお願いにいっ
たときの思い出として伝えているエピソードにも、たそがれ時にお化けが現れる、と鏡花が話したというものがある（「平田国学の伝統」。	
　ここで注意したいのは、鏡花のいう二つの世界のすきまから出現するお化けは悪意を持っていない、ということである。悪意がない、ということは、特定の人物に恨みを晴らすた
めにつきまとうような怨霊ではないということだ。相手が悪意を持っていないということは、こちらに危害が及ぶ心配はなく、したがって出てくるお化けは怖くなくなるのである。」	
	
「鏡花は、江戸文学の「理由のある怪談」よりも、秋成のような「理由のない怪談」を推している。「鬼神力」を「友」といいながらも、鏡花はやはり怪異を恐ろしいものとして受けとめ
たかったようである。それも、「こんな因縁があるからこの話は怖い」といった江戸文学の常套手段にからめとられることなく怖いものが書きたかったのだ。	
（略）	
　鏡花の作品に出てくるお化けはその正体がわからないものが多い。ときには天狗や河童とった姿形のはっきりとした怪異もあるが、お化けと人間との区別がつかない場合もか
なりある。ほんとうに怪異現象が起こっているのかどうか判別に苦しむような書き方がなされているものも多い。鏡花の怪異の書き方は、「理由のない」怪異をそれとわかる形にし
ないで「何となく」書いて怖がらせる、という方法を意識的にとっていたのである。ただしその結果、怖がらせるという点においてはさほど効果をあげていなかったのだが。」	
	
「鏡花が「遺恨」や「憤怨」にまみれた江戸の幽霊から離脱しようとして選んだ方法は、幽霊を「綺麗」に描くことではなかったかと思われる。たとえば四世鶴屋南北の創意工夫に
よって、化政期の芝居では、怨念を晴らすための幽霊の復讐に血汐飛ぶ舞台が作り上げられた。お岩は「たゞうらめしや」といいながら憎い伊右衛門への復讐を続けたのである。
お岩の幽霊は顔が腫れ髪が抜け落ちた凄惨な姿で現れ、それによって伊右衛門は因果応報を知るのだ。恨みを持った幽霊は、いわば「人間離れした姿」という欠損の記号で
表されるべきものだったといえる。	
　だが、鏡花の幽霊は恨みを持っていないので、常に美しい生前のままの姿で現れる。幽霊に出合った人が、それを幽霊と認識しないこともしばしばである。たとえば「白鷺」（明
治四十二年）のお篠は、没落して芸者になり意に染まぬ男に迫られるちょいう苦境を味わうが、死後恋心を抱いていた画家である稲木順一のもとへ生前の姿のまま表れる。（略）	
　お篠はまるで生きている人のように振る舞い、出合った順一もお篠の死を実感してはいないことが明らかである。」	
	
「「妖怪」と「怪異」はかつて同じ意味で使われてきたが、「妖怪」が「ばけもの」という形あるものを称する言葉になったのは江戸時代から、ということになる。それ以前は、「あやしい
もの」を示す言葉として「ばけもの」、「へんげ」、「あやかし」などが使われていたが、それが江戸時代に黄表紙というメディアによって「妖怪（ばけもの）」にほぼ統一された。だが、
民俗社会では「ばけもの」やその幼児語である「お化け」も並行して用いられており、そうした錯綜した状況のまま近代に突入してしまった結果、研究者によって再度「妖怪」という
漢語の見直しが始まったのである。」	



地が図を支え	
影が光を支えているように	
私には私を支えているものがある	
	
そしてヒューマニズムは	

ヒューマニズムを支えるものがあって	
はじめて成り立つ	
	
言葉もまた同じ	
言葉を使うということは	
言葉を支えている	

言葉にならないものが	
与えられているということだ	
	
そのことが忘れられたとき	
すべての存在は	

みずからの根を失い	
真の創造性をなくしてしまうことになる	
地のない図はなく	
影のない光はないように	
	

根はただ根なのではない	
根は大地で支えながら	
その力ははるか天から与えられている	
	

創造的であろうとすれば	
創造することによって	
みずからが	
天と地のむすびのなかで	
つくられていることに気づくことだ	

☆mediopos-1852　　2019.12.11	

■真木悠介＋今福龍太『特別対談　宮沢賢治の気流に吹かれて』	
（『新潮【第百十七巻第一号】』令和二年一月　所収）	
■見田宗介『宮沢賢治／存在の祭りの中へ』（岩波現代文庫 2001.6）	



（真木悠介＋今福龍太『特別対談』より）	
	
「今福／真木さんが『気流の鳴る音』で書いておられ、ぼくもメキシコで暮らす中で実感したことですが、彼らの物の捉え方は近代的な「図」と「地」の構図をひっくり
返すところがありますね。われわれは背景を「地」、そこに描かれる絵柄を「図」として認識します。「図」と「地」の関係はそのまま、「光」と「影」の関係と言い換えても
いいでしょう。普通は「図」や「光」の方に有意性を見出し、「地」や「影」の方はネガティブなものとして処理される。	
真木／西洋では光が知恵や価値のメタファーとしても理解されていますね。「啓蒙」を表す“entightenment”という英単語が象徴的です。日本語にすると、「光を与
える」という意味だから。	
今福／それに対してインディオは、むしろ影の方にこそ有意性を見出します。」	
	
「真木／言うまでもなく西洋的な思想の流れからすると、主体である自分に光を当てるのが普通です。（略）自我だけが確かで、自然とは何の意味のないものであ
るという前提に従い、サルトルに至るまで近代思想は展開してきました。ところが、賢治はこの命題を鮮やかに裏返してしまったわけです。賢治作品における自我
は怒ったり悔しがったりする、暗い存在として描かれます。	
（略）	
今福／真木さんが本名の見田宗介名義で描かれた『宮沢賢治----存在の祭りの中へ』（岩波書店、一九八四年）は、賢治を媒介にしながら自我というものを根
源的に問い直した本でした。まさに従来の哲学は、人間の自我や人間精神を「図」として中心に据え、自然を含めた「地」の部分を人間が存在するための条件とし
て後景に退けていました。そうした構図を反転させる契機を賢治の思想が孕んでいたのではないかと考え、ぼくは真木さんの問題提起を引き継ぎつつ、今回の
『宮沢賢治　デクノボーの叡智』で根源的なヒューマニズム批判を試みたんです。ヒューマニズムは一般に人道主義と訳されますが、その背後にあるのは人間中
心主義----あらゆる生命系の中で、人間を常に優位に置く思想です。（略）	
　現代を生きるわれわれは人命の喪失にたいして過度に感傷的な受け止め方をしがちで、自分の肉親、とりわけ子供の命が失われることが究極の悲劇として捉
えられます。過剰なまでの悲嘆と哀悼の意識は、失われた生命が自らの所有物であるという潜在的な感覚と強く結びついていると言っていいでしょう。」	
「真木／ぼくに言わせると、真の意味でのヒューマニズムというものは、人間だけが大事だと考えたらそもそも成り立たないんです。動物たちをないがしろにする態
度から水俣病が発生したことからもわかるように、本当の人間主義は人間主義を超える感覚によってしか支えられない。そうした逆説について考えることが大切な
んじゃないでしょうか。」	
	
「真木／宮沢賢治の話を戻しますが、ぼくが大好きな「龍と詩人」という短編があります。少し内容を説明すると、主人公のスールダッタが詩の審査会に出て、 高
の栄誉を得る。スールダッタはそれまで一番偉いとされてきた詩人アルタの座を奪い、アルタはこれからはあなたの時代だと言い残して、その場を去っていくわけ
です。ところがスールダッタは、心から喜ぶことができません。なぜなら彼が審査会で発表した詩は、洞窟に暮らす龍のチャータナが歌っていた素晴らしい詩を聞
いて、そのままうたったものだったからです。それで、スールダッタは龍に謝るため洞窟まで行って、龍にそのことを告白します。すると、龍は、スールダッタよ、あ
の詩はわたしが、風の声や海の声から聞いたものだ、だからあの詩は、雲や風や水や空の詩であり、またわたしの詩であり、そしてスールダッタよ、お前の詩でも
あるのだ、と。これもまた、近代的な文学観、主体観、価値観を根底から覆すような話です。近代文学は作者の絶対性を前提とするものですから。	
　現代美術の中心にいた宇佐見圭司によれば、ニューヨークのアート界でも、オリジナリティーが何よりも重視されていて、とにかく変わったものだったり、アーティ
ストの個性がきわだつものが評価される。そうしたオリジナリティー信仰が二〇世紀の終わりにかけて強くなっていき、主体性を持った新しい表現こそがより価値が
ある、と評価されるようになりました。」	
	
「真木／そういえば、バタイユが彼の芸術論の中で非常に重要なことを言っています。曰く、創るという行為が近代芸術の中心になっているけれども、大事なのは
創作の中で自分自身が創られるという経験なのだと。ぼくはこの考えに強く共感しました。芸術で文学でも理論でも同じだと思いますが、自分自身が創られるとい
う経験を土台とするときに、 も素晴らしい創造があると思います。」	



全体の部分であるかぎり	
全体の外へは出られない	
	
（全体の外へ）	
	

こちら側の延長にいるかぎり	
向こう側へはゆけない	
	
（延長線の外へ）	
	
知覚しようとするかぎり	

知覚できないものは捉えられない	
	
（知覚の外へ）	
	
考えようとするかぎり	

考えられないものは考えられない	
	
（思考の外へ）	
	
論理的であろうとするかぎり	

論理を超えたものはわからない	
	
（論理の外へ）	
	

しようとするかぎり	
しないですることはできない	
	
（することの外へ）	
	

能動的に求めようとするかぎり	
受動性が可能にする外部へはゆけない	
	
（能動の外へ）	

☆mediopos-1853　　2019.12.12	

■郡司ペギオ幸夫「徹底した受動性の肯定的展開」	
　（書評：保坂和志『読書実録』」	
　（『群像【第75巻第1号】』2019年12月 所収）	

■保坂和志『読書実録』（河出書房新社 2019.9）	



（郡司ペギオ幸夫「徹底した受動性の肯定的展開」より）	
	
「芸術とはその存在様式を徹底したものだ。一つ一つが特異点として他を拒絶しながら、外部を受け容れる存在としての普遍性を担う。芸術家が共闘し、互いを
認め合って民主化するといったことは、本来あり得ない。日本画家の中村恭子は、かつて世界拒否を宣言していた。しかし科学的思考、いや論理的思考のみに
慣れ親しんだものに、断片としての個別性と普遍性の共立は理解し難いに違いない。部分はジグソーパズルのように、全体との関係を明確に担っていなければ
ならない。そう考えるからだ。外部を拒絶するものは、単に孤立して理解できないものとみなされる。	
　小島信夫との対話を挟みながら進む、筆写と、そこからもたらされる思考の断片は、筆写の間を補完して全体を紡ぐのではなく、筆写も、対話も、思考の断片も、
みなさらなる断片として全体との連携を断ち切り、この「小説」全体の普遍性を帯びた断片として、立ち上がってくるのである。	
　普遍性を担う断片の在り方としてスラムに関する筆写が現れる。社会との関係を断ち切ることは、孤立することではない。それは自らを部分と位置づけることをや
めることであり、「ならば」によって関係付けられる論理的関係のみに拘泥することをやめることだ。「人間ならば動物だ」とは、人間が動物の部分であることを認め
ることで成立しているからだ。「ならば」で接続される全体は、それ以外を存在しないものとみなす閉じたシステムだ。だからこそ、社会との関係を断ち切り、論理的
思考から自由になったものは、逆に、「ならば」の閉域外部へ踏み出すことができる。それがスラムの在り方だ。まさにスラムを通して、括弧つきの世界（いわゆる社
会）を拒否する断片の普遍性が、閉域外部を志向していることに気付かされる。ここで言う「志向する」は、能動的にそれを求めて動くことを意味しない。外部は知
覚できないが存在するものである以上、それを求めて積極的に行動することなどできない。それは徹底した受動的態度によってのみ可能となる。	
　外部を拒否しながら外部を志向するあり方は、スラムに生きていない者にはミスリードな部分もある。スラムをある種の共同体と見てしまうからだ。社会との関係を
断ちながら、別な閉域と接続する、そのようなことはスラムに生きる者の心性ではない。保坂はスラムに生きる者への親和性を感じながらも、徹底した受動性の在り
方を、メルヴィルの小説「バートルビー」に求めていく。	
　主人公であるバートルビーは、法律事務所で文書の清書をする、筆生など職業に従事している。まさに筆写するに相応しい題材でもあるわけだ。何か雑事を任
されたバートルビーは、「せずにすめばありがたいのですが」と言ってそれを拒否する。しかし、そのうち本業の清書さえ「せずにすめばありがたいのですが」と言っ
て否定する。私もこのバートルビーを読んでみたが、味わい深いものがある。	
　哲学者のアガンベンやドゥルーズは、味わい深い以上のもの、「やらない」ことの意味を潜勢力に求めていく。それは未だ実現されず、今後現れる保障が確実で
はないにもかかわらず、現れるかもしれない隠れた無限の可能性、潜在する力である。余談だが、「せずにすめばありがたいのですが」という言い回しは、フランス
語にそれを適確に表現する語彙がなく、フランス人には理解が困難だと言っていた。	
　バートルビーにおいて現れるもの、それは、向こう側、決して知覚できない向こう側への態度である。向こう側は、知覚不可能だ。だから我々はその存在を確信
できず、多くの場合、わからない向こう側を、わかるこちら側の延長として理解しようとしてしまう。その試みは成功する筈もなく、その能動性は空を切るばかりだ。
向こう側は、こちら側から能動的に求めるのではなく、徹底して受動的に待つ態度を構築するしかないのである。	
　「するよりは、むしろしないほうがいい」というバートルビーは、可能な複数のものから一つ選ぶという選択や嗜好を、「しない」ことの嗜好によって宙吊りにし、可能
な多と実現される一の間に、「空」を開くのである。こちら側との関係を一切絶たれた空であるからこそ、向こう側がやってくる。この徹底した受動性においてこそ、
「ならば」の牢獄から逃れる術がある。実はこの空を開く技法こそが、筆写や、対談や、思考の断片を置いていくことだったに違いないのである。」	



この世のキワ	
自然のキワに	
現れるもの	
	
それを驚異や怪異という名で	

呼ぶこともできるけれど	
	
それがこの世にあるかぎり	
自然はこの世の内にあるから	
驚異も怪異も未知であるにすぎない	
	

私たちは	
じぶんが世界だと認識している	
世界の内に生きているから	
その認識をはみ出したものが現れたとき	
そこに驚異や怪異を見ることになる	

	
そして私たちの世界観は時代や地域によって	
個人によっても多分に異なっているから	
驚異や怪異もさまざまな姿をとって現れてくる	
	

それは想像力の問題なのだともいえるけれど	
問題はここからだ	
	
私たちは科学（主義）的世界観のもとで	

世界をあまりにもこの世と自然の内の	
計測できるものの中に閉じ込めてしまっている	
	
驚異と怪異への想像力は	
この世と自然の内にあるものを超えて	

はるかなる未知へと向かい	
真の驚異と怪異へと向かう	
認識のためでもあるはずなのだ	
	
世界はこの世とあの世を含み	

自然はその内と外を含んでいるのだから	
常識という名の檻に閉じ込められてなんかいられない	

☆mediopos-1854　　2019.12.13	

■山中由里子・山田仁史〔編〕『この世のキワ／＜自然＞の内と外』 
　（勉誠出版　2019.10）	



（山中由里子「自然界と想像界のあわいにある驚異と怪異」より）	
「近代的な理性の発展とともに、科学的に証明のできないモノやコトは「未確認生物」や「超常現象」などとしてオカルトの範疇に閉じ込められた。ブルガリア出身の
思想家ツヴェタン・トドロフが『幻想文学序説』（一九七〇年）で定義したように、「驚異」marvelousや「怪異」（uncanny）は、近代以降は自然界には存在しえない現象
を描いた幻想文学、いわゆるファンタジーの部類に入るものとみなされ、驚異譚、怪異譚の類は「娯楽」や「虚構」として、学問的には軽視されてきた。	
　だが、近世以降、人々は、この世の際にある「異」なるものを「見た」という目撃譚を残し、それらを「いる」ものとして宇宙の秩序の中に位置づけ、「在る」という物的
証拠を収集（時に捏造）し、さらには信仰対象として「敬う」こともあった。自然界の直観的理解から逸脱するが、その存在を否定できないものに対する解釈や対応の
仕方は、既知の世界の彼方にある、理解不能で想定外のものを知ろうとする（あるいは手なずけようとする）人間の営みであった。	
　例えば、ヨーロッパや西アジアにおいては、犬頭人、一角獣といった不可思議ではるがこの世のどこかに実際に存在するかもしれない事象は、「驚異」とされ、空想
として否定されるべきではない自然誌の一部として語られた。また、東アジアにおいては、実際に体験された奇怪な現象や物体を説明しようとする心の動きが、「怪
異」を生み出した。本書ではこの「驚異」と「怪異」をキーワードに、主としてユーラシア大陸の東西の文化圏において、「自然」と「超自然」、もしくは「この世」と「あの
世」の境界に立ち現れる身体・オト・モノが、伝承・伝承・史料・民族資料・美術品などに表されているかを考察する。「驚異」と「怪異」に共通する「異」なるものへの視
線は、自己と他者、自己と宇宙の境界認識によって形作れれるものであり、自然の中での人間の立ち位置を映し出す鏡でもある。人びとが惑わされても、魅了され
てきた「驚異」や「怪異」を比較することによって、ユーラシアの様々な文化圏における人間と環境との関係を問い直したい。」	
	
「日本語での分析概念としての＜驚異＞と＜怪異＞については（･･･）、その意味範囲の「磁場」を作業仮説的に次のように設定できるであろう。すなわち、＜驚異＞
とは時間的・地理的・心理的に遠い未知の（その原因が合理的に説明できない）珍しい事象で、博物学的な興味の対象となるような自然物や現象である。それに対
して＜怪異＞は身近なところでも起こり得る、あるいは見慣れた日常の何かがずれるからこそ異常性が際立つ、常ならざる存在・現象といえる。」	
	
「「自然」という言葉自体（･･･）、近代以前の日本語においては「自然（じねん）」は「自ずから然り」、つまり作為的ではない／ありのままという意味であり、英語の
naturalと同意であっても、natureという意味ではなかった。Natureとしての「自然」は、近代化以降に定着した概念であり、従って「超自然」supernaturalも、西洋近代
的な概念である。	
　「そうした〔不思議、神秘的、奇妙、薄気味悪い〕出来事・現象を『超自然的なもの』の介入によって生じたとみなすとき、それは『妖怪』となる」と小松和彦が『妖怪学
の基礎知識』で言っているように、「超自然」は、妖怪研究においても、定義の根幹部分で使われてきた用語である。しかし、西洋手近代的なnatureの概念にのっ
とった「超自然」には、現代人が「自然科学的に存在が疑わしいもの」という否定的な色合いがある。果たして近代以前の東アジアや西アジアの驚異・怪異に当ては
めるのが妥当なのか、批判的に再検証する必要性がある。	
　ヨーロッパのキリスト教世界の文脈では、奇跡・驚異・魔術が論じられる際に、「超自然」、「脱自然」、「反自然」といったように、「自然」という概念が介在してきた。一
方、近世以前のイスラーム世界では、驚異も含めた万物全てが神の徴で、驚異論においても奇跡論においても「自然」はあまり大きな役割を果たさない。驚異も他
の自然物と同様に神の被造物なのであり、自然を超えたり、脱しているものではない。	
　東アジアの場合をさらに比較すると（･･･）、森羅万象は陰陽五行の気の運行によって統御されるという運気論が自然理解の基盤にある。このため、天変地異や妖
しい獣といった怪は、天地の気の異常作用によって生じるものとされ、稀ではあるが、決して自然界を超越した現象や存在ではない。	
　常軌を逸脱する、不可思議な物事の出現のつじつまを合わせるために、何らかの見えない力の介在を人々が見出してきたことは確かである。近代以前の一神教
世界ではそれは「神」----キリスト教世界では近世以降は「悪魔」の存在感も強くなる----であり、東アジアでは「天」や「気」であった。しかしそれらの存在をおしなべ
て「超自然」という言葉でくくることへの違和感は、「自然界」に内包されるもの〔超越的な存在と自然環境と人間の関係性〕が、キリスト今日世界とイスラーム世界と東
アジアでは異なるし、時代によっても変遷してきたのではないだろうか。「自然を超えた存在」という考え方は、イスラーム世界の驚異や東アジアの驚異には、どうも当
てはまらないのである。	
　西アジアイスラーム世界の博物学においては（･･･）、驚異のみならず、天使やジンなども、他の自然物と同様に神の被造物である。（･･･）中国の儒教的理念にお
いても、鬼神は自然と一体のものと考えられていたという。また、（･･･）近世日本の怪も「自然vs.脱自然・超自然」という対置構造の中で理解されるべきでなく、むしろ
「常vs.異」、もしくがは「理vs.理外」（道理vs.道理を脱したもの）のせめぎあいとして捉えるべきであろうという。しかも「異」も「理外」も不思議で、不可知ではあっても、
天地の動きの一部なのである。（･･･）	
　驚異や怪異は＜自然＞に内包されるものなのか、自然界を超越したものなのか、あるいは内と外のあわいに漂うものなのか？」	
	
「＜自然＞の内と外の境界は、曖昧になり、揺れ動き、自然の中の人間の立ち位置自体も不確かな時代に我々は生きている。このような時代だからこそ、人の手で
操ることはできない、人の脳には知り得ない不可知の世界があることを受け容れる謙虚さを忘れたくない。」	



影は光の一部でもある	
光がなければ影もないからだ	
	
プラトンのイデアは光の世界	
その光を地上で見出そうとしたのが	

アリストテレスのエイドス（形相）だった	
	
エイドス（形相）がヒュレー（質料）と	
結びついた個物をエネルゲイヤ（現実態）	
エネルゲイヤを生み出す潜在的な可能性を	
デュナミス（可能態）と呼んだ	

	
人間はからだをもって地上を生きている	
プラトン的にいえば	
洞窟の中で生きていて	
洞窟の外に出ることはできないけれど	

洞窟の中で生きている以上	
洞窟の中でできることをせいいっぱいするしかない	
	
洞窟の外の世界を知り	
それについて云々することは	

それなりにできるだろうが	
だからといって洞窟の中の世界のことを	
知らなくていいわけではない	
むしろ洞窟のなかのさまざまのなかで働いている	

エイドスのことを知ることが	
影を含む光のことを知ることにつながる	
	
影しか知らない者は視野狭窄だが	
光しか見ようとせず影を蔑ろにする者は	

むしろみずからの影を無意識から働かせてしまう	
	
人が人であるということは	
光と影をともに生きるということだ	
地上を生きることは影にこそその意味がある	

そうでなければ生まれてくる必要はないのだから	

「プラトンの洞窟の比喩には（･･･）続きがある。（･･･）	
　真実の世界が洞窟の外にあることを知った囚人は、そのことに大きな幸福を覚えるとともに、影の存在を真実だと信じ込んでいる他の囚人に
憐れみを覚える。そこで、自分が知ったこと仲間の囚人に伝えようと洞窟へと舞い戻る。ところが、太陽の光に目が慣れてしまっていたその囚

人は、仄暗い洞窟の闇の中ではものを上手く見ることができない。目を元に戻すには少なからず時間が必要なのだが、それを待たずに囚人
は彼らに真実を告げようとする。しかし、影の様子すらまともに見ることができなくなってしまった囚人を見て仲間の囚人が言う。「あの男は上へ

登って行ったために、目をすっかりだめにして帰ってきたのだ」。「上へ登って行くなどということは、試みるだけの値打ちさえもない」。こうして
彼らは、囚人を解放して洞窟の外へ連れて行こうと企てる者がいれば、殺してでも阻止しようとする。」	
「プラトンはさらに先の箇所で洞窟の比喩の「下降」について話を展開している。そこでは次のような内容が説かれている。すなわち、新しい国

家を樹立するためには、洞窟の外を知った者たちに対してそのまま上方に留まることを決して許してはならず、もう一度仲間の囚人のもとに降
りてきて、彼らとともにその労苦と名誉を、たとえそれがつまらぬものであっても、分かち合わなければならない、というのである。	

　ここでプラトンは、上方に留まること、すなわち、イデアを知ることそれ自体を終着点としてはならないことを説いているのだ。そして、イデアを
知った者たちは、洞窟の中へ帰還し、そこで生き抜かねばならぬことを説くのである。」	
	

「洞窟から出てイデアを知るということは、事物の真の姿を知るということ以上に、光が与えられることによって事物はその存在を与えられるとい
う、「存在性の原理」を知ることであった。かくして、イデアの世界の真の意味を知った人々は、その後、洞窟の中での自らの振る舞いを次のよ

うに悟るだろう。	
　影を見るということは虚像を見るということではない。そして、洞窟の中にいるということは虚妄の中にいるということではない。自分たちは洞窟
という暗闇の世界で住まなければならないのであり、光の眩しさを直視し続けられない人間は壁に映し出される影をこそ見つめなければならな

いのだ。そして、洞窟の火の光が太陽の光ではないことの「疑似性」はもはや問題ではない。なぜといって、イデアの世界の真の意味を知った
自分たちにとって重要なことは、光そのものではなく、光を事物にどのように当てれば、それによって生み出される影が もその事物の真の姿
に近づくかを模索することにあるからだ。これこそが、まさに＜善＞の実践なのだ、と。	

　洞窟へと帰還した人々は、洞窟の中でイデア自体を再現することはできずとも、壁に映し出される影が限りなくイデアの似姿を現前させる「光
の影」となりうることを悟る。「被照体」に投射される火の光の向きをさまざまに向け変えるという「作用」によって、たとえ影であってもその形のあ

りようを完全なものへと近づけることが可能であることを悟るのである。そうであれば、限界づけられた「人間の条件」を引き受けることを説く洞窟
の比喩とは、「出・洞窟の物語」でも「第二の太陽の物語」でも、「非イデアの物語」でもなく、「暗闇と影の物語」であったはずである。言い換え
れば、「暗闇と影の物語」こそ、プラトンの洞窟の比喩がもつ「秘教的」な「ロゴス」だったのだ。」	

☆mediopos-1855　　2019.12.14	

■下村智典・金澤洋隆「洞窟への回帰／「光と影」をめぐって」	
　（佐伯啓思・監修「ひらく２」エイアンドエフ　2019.11　所収）	



科学と数学は	
技術には近づいていくが	
文学に近づいてはいきにくい	
	
文学の持つ	

「生や死や愛や孤独」といったものを排し	
知識と技術が暴走していく科学と数学は	
その本来の問いから離れたものとなっていく	
	
一見現代の常識から見れば	
矛盾しているようにも見えるけれど	

見田宗介はその 初の論文	
『価値意識の理論----欲望と道徳の社会学』以降	
文学や思想の主題を科学の方法で追求しているという	
	
語り得ぬものについては	

沈黙しなければならないけれど	
見田宗介は語り得るものについては	
科学の方法で追求することを決して止めない	
そして語り得ぬものへの視線をこそ決して失わない	
	

言語によって分節された「世界」を	
存立させる仕組みであるトナール	
その島の外にある大海である	
私たちの本源であるナワールのことをしっかりとふまえ	

「世界」だけにフォーカスすることを「しないこと」で	
「世界」を超える認識をもとうとする	
	
世界の外への視線がないとき	
世界の内にあることは	

恐れや世界への囚われや	
制御できない力や老いの前で	
みずからを見失ってしまうことになる	
	
	

	

☆mediopos-1856　　2019.12.15	

■インタビュー・編 大澤真幸	
 『戦後思想の到達点／柄谷行人、自身を語る・見田宗介、自身を語る』	
 （ＮＨＫ出版 2019.11）	

■見田宗介『超高層のバベル／見田宗介対話集』（講談社選書メチエ　
2019.12）	

■真木悠介『気流の鳴る音／交響するコミューン』（ちくま文庫　1986.8)	

世界の外への視線を失わないで	
世界の内にたしかにあることで	
世界の内にあるさまざまな矛盾や対立も	
それらを批判的に肯定することが可能となる	
	

見田宗介／真木悠介の冒険は	
そうした世界の外にある	
沈黙の深みからこそ立ちあがってくるのだろう	
語り得ないことは存在しないのではなく	
語り得ることそのもののなかに	
たしかに存在するものとして響いているのだから	



（『戦後思想の到達点』〜見田宗介×大澤真幸「II 近代の矛盾と人間の未来」〜大澤真幸：「価値の四象限」と「気流の鳴る音」より）	
	
「本来の問題意識の探求に資することはないのであれば、学問とはそもそも何であろうか。本来の問い、つまり幸福や善や理想や正義についての本来の問いを諦
めずに科学的に追求するには、どうしたらいいのか。	
　そうした思いから、＜価値意識＞の概念に注目し、この概念に集約されるそれまでの社会学・心理学・社会心理学のすべての成果を総合し、さらなる研究のため
の方針を提示したのが、『価値意識の理論』である。これは見田さんの修士論文（一九六一年提出）であり、一九六六年に弘文堂から出版された。」	
「価値判断には、「時間的パースペクティヴ」と「社会的パースペクティヴ」という二つの次元がある。見田さんは次のように整理する。	
　（１）時間的パースペクティヴの次元において	
　　　　Ａ＜現在＞の感情のほとばしるままに身をまかせるべきか（感性本意で＜美＞が究極価値）	
　　　　Ｂ＜未来＞の諸成果にたいする顧慮からそれを抑制すべきか（理性本意で＜真＞が究極価値）	
　（２）社会的パースペクティヴの次元において	
　　　　α＜自己＞の利害のおもむくままに行為すべきか（＜幸福＞を究極価値とする欲求性向が支配的）	
　　　　β＜社会＞への諸結果にたいする顧慮からそれを抑制すべきか（＜善＞を究極価値とする規範意識が支配的）	
　さらに、これら二つの次元をかけあわせた四象限から、四つの基本的な価値基準が演繹される。Ａ-αが快（苦）、Ｂ-βが利（害）、Ａ-βが愛（憎）、Ｂ-βが正（邪）
である。」	
	
「一九七七年に真木悠介名で出版された『気流の鳴る音』（･･･）は、見田さんの転回＝展開を画する作品である。」	
「とりあえず、われわれが日常の生活において、その中で生きていると感じているのは「世界」である。「世界」は＜世界＞の中の島のようなものちょしてイメージすると
よい。われわれは「世界」に涯がないと感じるが、それは、球面の上に住む者が「涯がない」と感じるのと同じである。つまりそれは有限だが、自己完結している。	
　「世界」と＜世界＞の区別を理解する も重要な手がかりは＜トナール＞と＜ナワール＞という二項対立にある。たとえば、ヤキ族の賢者ドン・ファンは、カスタネダ
に、トナールは「話す」という仕方でのみ「世界」をつくる、と語る。われわれは、言語によって分節された「世界」を生きており、言語によって同定されうるものだけを現
実と見なす。言語は間主体的なものであって、社会的に共有されている。トナールとは、人間における、間主体的（言語的・社会的）な「世界」を存立させる仕組みそ
のものを指している。では、ナワールとは何か。ナワールは「＜トナール＞という島をとりかこむ大海」である、とされる。「他者や自然や宇宙と直接に通底し「まじり合
う」われわれ自身の本源性である」と。	
　普通は、明晰であることは、解放への第一歩であると考えられている。無知であることによって、人は何ごとかに囚われているが、正しい認識は、そうした「囚われ」
に必然性がないことを示してくれたりする。それが啓蒙ということであろう。だが、気流は、明晰もまた罠である、とする。何かを真理として明晰に認識したと確信してい
るとい、人は、特定の「世界」を絶対化している。つまり、「明晰」は、「世界」に内没することである。こう考えると、通常の意味での「明晰」とは異なる、もう一つの真の
＜明晰＞があることがわかる。それぞれの「世界」を常に暫定的なものとして相対化し、「世界」を超える認識が、＜明晰＞である。	
　例えば、「気流」には、ドン・ファンがカスタネダに課した奇妙なレッスン、見ることを止めるレッスンについて記されている。見ることを止めるとは、目をつむることでは
ない（それは、「明晰」から「無知」への後退である）。あえて焦点をあわさずに見ることである。それは、「明晰」（焦点をあわせる見方）をこえて、＜明晰＞へと向かうこ
とになる。というのも、焦点をあわせる見方は、知っていることだけを見るのに対して、焦点をあわせない見方は、予期せぬものへの自由な構えとなるからだ。このレッ
スンを、視覚からさらに行為一般へと拡大すると、「世界を止める」ことにつながる。それは、自覚的・方法的な無為、つまり「しないこと」である。	
　どの「世界」も自己完結しようとする。その自己完結力に身をゆだねずに主体性を保持することが、＜意志＞である。＜意志＞の反対語が＜耽溺＞である。とはい
え、人は、「世界」なしに生きることはできない。だから、「世界」をつくる項目を自由に選ぶこともできなくてはならない。知者は結局、意志そのものを統御する、つまり
意志を意志することができる。これを＜コントロールされた愚＞と呼ぶ。生活を規定する「世界」への埋没の愚を自覚しつつ。あえてそれを選択肢、常にそこから脱出
できる態勢を保っているが、＜コントロールされた愚＞である。」	



「全体として「気流」は、四つの敵との戦いを記す。」	
「人はまず、「人間世界」を抜け出し、その彼岸へと向かうことの「恐怖」を克服しなくてはならない。「明晰」が敵となりうるということについては咲きに述べた。（･･･）
「力」を超えてそれを使いこなす＜力＞を得るということは＜コントロールされた愚＞として述べたことのうちに含意されている。」	
「虚しい「老い」を克服した人生のあり方は、「心のある道」と呼ばれる。これを理解する上でのポイントとなる概念は、「意味への疎外」である。疎外という概念の中に、
「Ｘへの疎外」という設定が含まれているのが、見田さんの社会学の特徴である。「意味への疎外」とは、行動の「意味」が、その行動がもたらす結果への外化されて
いる状態、つまり生きることの意味がその「成果」を基準にしてのみ与えられている状態を指す。」	
	
「見田／大学で進路を決めるときには、文学と数学を両方やれる仕事がよいと思ったんです。人間の生や死や愛や孤独という＜文学＞のモチーフを、明晰な論理
の力で解明してゆくということを、自分の仕事としたい。そのためにはどの学科がよいかと考えて、結論として、社会学がよいと思いました。その当時の社会学の内容
には、ほとんど魅力を感じなかったのですが、こういう脱領域的な、学問の分野にこだわらない探求をどこまでもやり続けることの許される＜場所＞として、社会学と
いうアリーナがよいと思ったのです。」	
「社会学では『価値意識の理論----欲望と道徳の社会学』が 初の仕事です。」	
「この仕事をとおして、とくに文化人類学的な現地調査や心理学的な実験データのおもしろさ、ゆたかさを知って思ったのは、実証的な調査の大切さ、ということでし
た。それで「文学の主題を数学の方法で」という 初の方針を少し軌道修正して、「人間の生や死や愛や孤独という＜思想＞の課題を、透徹した論理と着実な実証
という＜科学＞の方法で解明してゆく」ということを、生涯の仕事としようと考えるようになりました。これ以降は現在まで、この基本方針は変わっていません。」	
	
（『超高層のバベル』〜「加藤典洋　現代社会論／比較社会学を再照射する」より）	
	
「見田／僕が本当にやりたかったことは、他のところでも書いていることですが、「本当に歓びに満ちた人生を送るにはどうしたらいいか」、そして「すべての人が歓び
に満ちた人生を送るにはどのような社会を作れば良いか」ということ、その中でも、特に二つの焦点として＜死とニヒリズムの問題系＞、＜愛とエゴイズムの問題系＞
ということでしたが、それは基本的には文学や思想の問題なのです。けれども、僕はこれらの問題を、現実的な事実の実証と透徹した理論という方法で追求したかっ
た。つまり、文学や思想の主題を、科学という方法で追求したかったのです。	
　そんなことがどこまでできるか、できないのかは分かりません。けれども、そういう統合の冒険に一生を賭けてみる人間が一人くらいいたっていいじゃないか、と（笑）。	
加藤／対立するものの肯定と統合ということは、私なんかにとってもいい教えです。自分にはできないとしても、目指すべき方向として深い共感を覚えます。（･･･）ど
ちらからも学ぶ、肯定する形で受けとめる、というお話は初めて聞きましたが、非常に大事なことだと思います。」	



超能力や霊能力といわれるものは	
それなりに存在するだろうけど	
それはそれだけのこと	
走るのがだれよりも速くても	
ほかの能力とは無関係なのと同じ	

	
特定の能力が高いとき	
ほかの能力も同様に見てしまうことは	
むしろ危険なことなのかもしれないのだ	
それがバイアスとなり混乱を起こしてしまう	
	

わかりやすさというのもそれに似ている	
目的や効果が明示され	
明確に言語化され測定可能なものともされ	
それらを判断基準としてしまうとき	
それ以外のものが見えなくなってしまうからだ	

	
科学やアカデミズムは	
見える部分だけに目を向けてしまうから	
見えない部分とのあいだのズレは	
ますます大きくなっていくことを避けられない	

	
建物を立てるにはまずある確かな地盤が必要となる	
そして土台をその地下の部分からしっかりとつくり	
それを基礎として上へと築かれてゆくが	

見える部分や表面だけを建物だと見てしまうとき	
隠れたそれ以外の部分は認識されにくくなる	

☆mediopos-1857　　2019.12.16	

■見田宗介『超高層のバベル／見田宗介対話集』	
　　（講談社選書メチエ　2019.12）	

世界もそして人間もまた	
見えている部分はその一部にすぎない	
まして世界の外や人間の外は見えないのだ	
	
見えている部分が病になったとき	

その病は見える部分の	
対処療法でしか対応できないから	
治療すればするほど	
見えない部分との齟齬は拡大し	
そのバベルの塔は	
致命的なまでに壊れてしまうことになる	



（『超高層のバベル』〜「河合隼雄　超高層のバベル」より）	
	
「河合／例えばメディテーションして、非常に深い体験がありますね。確かに、そういう深い体験をしたのは認める。しかし、別にその人が治療者としてすご
いというわけでもないし、宗教家として大したものではないということはありうるんです。	
見田／それは大事な問題ですね。	
（･･･）	
見田／宗教などの場合だと、かなりの経験までして、ある種の人並み外れた能力を身につけた人の場合、それだけにかえって危険だということはあります
ね。（･･･）ああいう超能力は大したものではない、という視点のほうが大事だと思うんです。	
河合／しかし、一般にそれが一つの証明のように使われるから、全然間違ってくるんです。そして、そうなり出したら。それはもう堕落するんです。	
　われわれの世界も似ている面はあります。やっぱり治るということは奇跡みたいなことが起こりますからね。それで、うれしくなって威張って講演していたら、
だんだん超能力がなくなるんです。私はそのへん迷信みたいなところがあって、やっていてすごいことが起こっても、記録に書かないんです。それを字に
してしまうことが何か危ない気がするんです。	
（･･･）	
河合／覚えていたら、どこかで言いたくなるでしょう。だから、そういう忘れる才能も、ひょっとしたら私たちの職業では大事なのかな、と思ったりします。
（･･･）	
　まさに祭りの出来事ですから。ふつうの時間ではないことが起こっているんですね。だから、通常の意識に返った時に、しばらくしたら忘れてしまうんで
す。」	
	
「見田／現代社会というのは、そもそも基本的に言語化できて数量化できて測定できて顕在化できるものだけを評価するシステムだから、それとは逆の、
そこからこぼれる面でいろいろな問題が出てきたのだと思うのですが、それを治す心理療法のシステムがまたそうなってしまうと。もうだめではないですか。	
「バベルの塔」神話がありますね。人間が神に近づこうと思って無限に高い塔を築いていったのだけれども、あまりに高く築きすぎるから神様がその高慢を
怒って壊してしまった。あの神話を脱神話かしって考えると非常に示唆的だと思うのです。つまり、人間は自然をどんどん離れて、どんどん高くなっていき
ますね。しかし、そこにはやはり無理があって、どこかで壊れてくる面があると思うのです。現代は超高層のバベルみたいな文明になった。	
　人間が原始人の段階、文明社会、近代社会と経て、どんどん高層になっていくわけです。同時に、それは一人の人間の中にも全部あると思うんです。上
だけの人間というのはいなくて、どんな現代人の内部にも本当は全部あると思う。けれども、あまり離れすぎたものだから、自然性と現代性とか、共同体と現
代性とか、各フロア間に軋みが出て、その軋みに対する一つの対応として、セラピーというものが必要になってきているのではないでしょうか。	
河合．しかも層が高いほど評価される傾向があって、そうすると、みんなから評価されている人がすごく軋んでくるわけです。	
見田／私のドグマで言うと、こころの病を癒やす人は、基本的に、現代社会と自然との矛盾があるとしたら、自然の側に立たないといけないのではないかと
思います。	
河合／ほんとうは、それはセラピストになるための前提条件なのです。しかも、難しいのは、自然の側にありながら高層の人までつながらなければいけない
のです。	
見田／両方行き来できる人でないと、うまくいかない。	
河合／宗教家などで素晴らしい人がいても、実際にはなかなか役に立ちにくいんです。そういう人は上のほうが分からない。逆に、上のことが分かって、そ
こだけやっている人とか、金儲けに専念している人も、「土」のことを忘れてしまって、これも困る。	
　心理療法は、「土」のほうに住んでいるという意味で、現代社会の超高層建築システムの中で本来すごく居心地の悪いものなんです。」	
	
「河合／アカデミズムの評価体系を変えていかないとだめだと思うんです。	
見田／本当はそうですね。でも、それは大学やアカデミズムだけではなくて、現代社会のシステム全体にそういうところがありますね。	
河合／（･･･）今は研究所とかいったら役に立つことばかり考えているんです。	
見田／だいたい申請書に「目的と効果」となっている。	
河合／「目的---何もしない。効果----なし」、これに自信のある人、集まれ、というのが集まって、そういうのに金がぱあっと出たら、どうですか（笑）。本当
は人文科学や社会学を活性化するためにはそういうところから考えなくてはいけないぐらいに私は思います。	
見田／効果を測定できる研究ばかりになったら、人間科学は死にますね。」	



樹が静かにじっと育っていくような	
そんな時間とともに	
生きてゆくことはできないか	
	
私たちの時間は	

あまりにも性急すぎる	
	
目的や想定される成果	
そしてそれを達成するために	
短い時間を設定して結果を求める	
その繰り返し	

	
問いそのものが	
短い射程のなかで出され	
その射程のなかで	
さまざまな答えが	

近視眼的に求められる	
	
そして	
行動が促され	
行動を起こさない者は	

「なさざる罪」として批判されさえする	
	
行動はそれが	
どんな善意からでたものだとしても	

多く他者を排することにつながってしまう	
	
じっと耳を澄ませて	
「自分でないものたちを「聴す」」	
ということはできないだろうか	

じぶんのなかで	
じっと静かに育っていく	
樹とともにありながら	

☆mediopos-1858　　2019.12.17	

■森田真生「聴し合う神々」第2回(2019.15)	
 （「みんなのミシママガジン」より）	
https://www.mishimaga.com/books/yurushiau-kamigami/001795.html	

※リチャード パワーズ『オーバーストーリー』（木原 善彦　訳／新潮社　2019.10）	



「先月、リチャード・パワーズの『オーバーストーリー』を読んだ。	
（･･･）	
　「自然」や「環境」とこれまで呼んできたものたちが、もはや安定した背景ではなくなったいま、私たちは何を考え、どう生きていけばいいのだろうか。科学に耳を傾け、事実を謙
虚に受け止めることはもちろんとしても、すでに 与えられたもの を根拠に、確実な判断を下していくだけでは、もはや 間に合わない こともまた自覚する必要があるだろう。	
　未だ到来していないものを感じながら、自分でないものたちと共存（coexist）していく。そのためには、あまりに深く人間中心主義が染み込んでしまった人間の言葉を、少しずつ
人間でないものたちと調子を合わせながら、解きほぐしていく必要がある。	
　たとえば人間の心を単に物に投影するのではなく、物たち自身の声を言葉として引き出していくためには、どのような言葉と文法を用いたらいいのだろうか。	
　こうした課題を正面から引き受けていくためには、科学を踏まえた上でさらに、柔軟で大胆な文学的想像力が必要になる。気候の危機と共存していくための新しい言葉と 物の
語り方 の模索。作者がそれを意識しているかどうかはともかく、そのような試みとして読める文学作品を私は勝手に「気候文学」と呼んで、少しずつその収集を開始している。『
オーバーストーリー』はなかでも、現代を代表する気候文学の一つと言えよう。	
　物語の主役は木々だ。正確には、樹木たちの声を通奏低音としながら、誰が主役ともつかないような仕方で、図と地が曖昧なまま「オーバーストーリー」は進行していく。せわし
なく動き続ける人間スケールの時間が、人間から見ればただ「じっとしている（holding still）」ように見える木々たちの時間と混じり合っていくのを感じながら読み進めていくことにな
る。	
　物語の前提として、地球温暖化による人類と森林の危機がある。危機において人は行動を求める。だが「行動（act）！」と人が叫ぶとき、その「行動」のイメージはしばしば深く人
間中心主義におかされている。」	
	
「内と外を清潔に切り分けることの不可能性に目覚めていく私たちは、自分でないものたちと、新しい関係を結び始めなければならない。そのためにどんな「行動」を起こせばい
いのか。いや、この問いそのものが間違いなのかもしれない。まずは、行動を起こす、という発想自体を疑ってみる必要がある。	
　ものはただじっとしているだけで、あらゆる場所へ旅することができる。	
　A thing can travel everywhere, just by holding still.	
　木が発する、こんなメッセージから『オーバーストーリー』は始まる。	
　STILL	
　じっとそのまま。それでも。まだなお。	
　木はただその場でじっとしている。何のために枝を伸ばしていくのかわからないまま、それでも、まだなお、生長を続ける。そうしていまや、地上のあらゆる場所に広がり、大気と、
生命活動に必要なエネルギーを生成している。	
　物語には八組の人間が登場する。彼らにもまた、それぞれ「hold still」してしまう瞬間がある。病気によって、事故によって、文脈はそれぞれ違うが、みなそれぞれに、それまで
順調に作動していた人生が、機能不全を起こす瞬間がある。だが彼らのそれぞれの道は、むしろそこから開かれていくのだ。	
　自力で人生を切り開こうとすることによってではなく、むしろ自力の作動が意に反する形で行き詰まってしまったとき、そこに思わぬ他者が訪問してくる。そこから彼らは、自分で
ないものたちと調子を合わせるように、新しい道を歩み始めていくのだ。」	
　	
「私はこの物語を読みながら、ティモシー・モートンの「rest」という言葉を思い出していた。「rest」とは、単に 何もしない ことではない。その場でじっとしながら、自分でないものた
ちの訪問をゆるし、周囲と調子を合わせていくのだ。モートンは、この意味でのrestは、「共にあることの深い受け入れを暗示している」と書く。	
　restは、他者を「そのままにしておく（leave alone）」ことである。そうすることで自分でないものたちを「聴す」ことである。それは、他者との共存の道を開く前向きなふるまいであり、
単に行為の欠落ではない。	
　『オーバーストーリー』のなかで、樹木を危機から救おうと立ち上がった一人に、夢のなかで木々が語りかける場面がある。	
　私たちを救うだって？　いかにも人間が考えそうなことだ。	
　Save us? What a human thing to do.	
　木々は笑う。	
　ゆっくり、何年もかけて笑う。	
　危機の時代、人はますます「行動」を求めるようになる。 問題 を 解決 するために迅速に動く。いかにも人間が考えそうなことである。だが、性急な行動を求める焦燥こそが、い
まある危機をもたらしたのではなかったか。	
　行動によって、行動に立ち向かう。これとは別の道はないのか。	
　人間でないものたちの存在が、私たちに別の可能性を示唆する。その言葉を聞き取るためには、じっとその場で、耳を傾けてみる必要がある。」	



初め	
人にも	
その言葉にも	
潜在性の海があった	
	

その潜在性の海から	
人は生まれ言葉を得る	
	
潜在性の海は	
「地」のようなもの	
人はその「地」から生まれるが	

そこにみずからひとつひとつ	
「図」を描いていかねばならない	
	
「図」は「地」から生まれるが	
「図」が顕在化されたとき	

その「地」はその部分だけ眠りから覚める	
プラトン的にいえば想起される	
想起されるまでは	
「地」はすべて忘却されているのだ	
	

言語習得における「喃語の極み」もまた	
その潜在性の海のように	
言語が習得されるときには	
忘却されてしまっていて	

すべてはひとつひとつ	
獲得されていかねばならない	
	
ヘブライ語の「アレフ」という	
音をもたないあらゆる言語の根源にある文字もまた	

そうした潜在性の海に似ている	

☆mediopos-1859　　2019.12.18	

■ダニエル・ヘラー＝ローゼン『エコラリアス　言語の忘却について』	
　（関口涼子訳　みすず書房　2018.6）	
■ゲルショム・ショーレム『カバラとその象徴的表現』	

　（小岸昭／岡部仁訳　法政大学出版局　新装版 2011.9）	

	
そして「わたし」であるということが	
可能となるその初源において	
すべての可能性を内在させながら	
音のないまま記される	

	
人も言葉も	
潜在性の海から生まれるが	
その海はすべて忘れられている	
そこから「言葉」が	
そして「わたし」が	

姿を現してくるのだ	
潜在性の海にひとつひとつ	
文字を記していき	
そのことで目覚めていくように	



（ダニエル・ヘラー＝ローゼン『エコラリアス』〜「第一章 喃語の極み」より）	
	
「言語学の素地を持つ発達心理学者たちの研究に基づき、ヤコブソンは特異な事実を認めざるをえなかった。すなわち、「喃語の極み」（die Bluete des Lattens）においては、喃
語を発する赤ん坊の音声能力にはどのような限界も認められない、というのだ。発音に関しては、幼児には全てが可能だとヤコブソンは断言している。幼児は人のあらゆる言語
のどんな音をも例外なくやすやすと発声することができる。	
　そのような発音能力があるなら、幼児にとって、言語の獲得は、容易にまたすばやくなされるのだろうと考えてもよさそうだが、実際にはそのようなことはない。幼児の喃語の段階
から初めての単語が発語されるまでの変移はたやすく進まないばかりでなく、その時期の決定的な分断が生じることが判明している。それまで無限であった、幼児の発音能力が
揺らぐのだ。」	
	
「はたして、聖人が話す諸言語は、かつてそこから生まれ出た限りなく変化に富んだ喃語のなにがしかしかを留めているのだろうか。あるとしたら、それは谺でしかないだろう。とい
うのも、まだ言葉を話せないころには、幼児の喃語はとうの昔に消え去ってしまっているからだ。少なくとも、まだ言葉を話せない幼児の唇がかつて発した形ではもう残されていな
い。それは、他の言葉、あるいは言葉でさえない何ものかの反響なのかもしれない。谺する言語、自らが消滅することで言語の出現を可能にする言葉にならない記憶の彼方の喃
語の痕跡なのだ。」	
	
（ダニエル・ヘラー＝ローゼン『エコラリアス』〜「第三章 アレフ」より）	
	
「ヘブライ語には、誰にとっても発音することの不可能な文字がひとつある。発音することが難しいからではない。（･･･）ヘブライ語の文字、アレフ「ℵ」が発音できないのは、その音
が複雑すぎるからではなく、単純すぎるからだ。つまり、他のあらゆる文字と異なり、この文字はどんな音も表していないのだ。」	
「しかしながら、ユダヤ教の伝統において、アレフは、その音声の欠如にもかかわらず特権的な地位を占めている。そして、ヘブライ語の文法学者がこの文字のうちにアルファ
ベットの始原を見たのは偶然ではない。 も初期のカバラの著作のひとつ、『清明の書（バーヒール）』は、アレフを、あらゆる記号に先立つもの、聖典編纂の時代よりさかのぼると
している。」	
	
「解釈者は啓示の本来の性質を理解しようとして、アレフという文字から始まる神の言葉の本来の形を検証することになった。この問いに関する根本的な分析を含んでいるタル
ムードの「マコット」篇によると、シナイ山の麓ではユダヤ教徒たちは二つの文章しか耳にしなかったと述べている。出エジプト記の中では、アレフから始まる「わたし（anokhi）」とい
う単語のあとに二つの文章が続いている。この文章とは十戒で、「わたしは（永遠なるおまえの神）……」と「おまえは（わたしより他に神をもたない」である。」	
「ゲルショム・ショーレムは（…）以下のように要約した。「イスラエルの民がきいたことは、ヘブライ語の聖書での十戒の始まりの文字「アレフ」につきる。つまり、「わたし（anokhi）とい
う単語のアレフだ。」	
「『清明の書』ではこれは「十戒の本質をなすもの」(iqarhan de'asetet hadverot)と見なされ、『光輝の書（ゾーハル）』では「あらゆる段階の始まるであり終わりである」とされている。
マイモニデスが引用している「大きな声」は、奇妙にも静かである。啓示全体がただひとつの文字に還元され、その文字の発音は誰も覚えていないのだ。しかし神学的な側面を
理解すれば。この現象はそれほど驚くべきことではない。神は、民がいつでもとっくに忘れ果ててしまった文字によって以外にどうやって姿を現すことができるというのだろうか。神
の言葉の唯一の素材として、アレフは、そこから言葉が現れる忘却の場所を示している。音を持たないことで、この文字は、アルファベット全体の発端である忘却を見守っている
のだ。」	
	
（ゲルショム・ショーレム『カバラとその象徴的表現』〜「第一章　宗教的権威と神秘主義」より）	
	
「民に代わって神の声を解釈する者、というこのモーセの機能は（…）、さらに広げて考えてゆくことは可能だった。それを行ったのは、ほかならぬリマノヴのラビ・メンデルだとされ
ているわけであｒｙが、もとを正せば、マイモニデスの考えを彼がとぎすませて表現したにすぎない。ラビ・メンデルの説に従えば、 初のふたつの戒律ですらも直接イスラエルの
全会衆へ啓示されたものではない。彼らに啓示されたのは、イスラエルの民が聞いたのは、ただのアレフにすぎなかった。つまり、ヘブライ語の『聖書』で十戒の第一番目の 初
の言葉、「我」'anochiという語のアレフ（'）だけにすぎない。これは、じじつきわめて注目すべき、瞑想を誘うような言説だと私には思える。つまり、ヘブライ語でアレフという子音は、
語頭にある母音に先立つ喉頭開始音（ギリシア語の軟気息にあたる）にほかならない。したがってアレフとは、いわばそこからすべての音が分節化されて出てくる基本音だという
ことになる。実際、カバラ主義者たちは、つねに子音アレフを他のすべての文字の精神的根源と捉えていた。この子音が、その本姓においてアルファベット全体を包摂しており、
したがってまた、人間の言葉のありとあらゆる要素を包摂していることになるからである。アレフを聞くとは、実際にはなにも聞かないというに等しい。それは、聞きとることのできる
あらゆる言語の橋渡しなのであって、たしかにアレフそれ自体だけでは、はっきりと輪郭をもった特定の意味を伝えていないといってよい。こうしてラビ・メンデルは、大胆にもイス
ラエルの民に授けられた本当の啓示とはこのアレフの啓示だったのだと説くことによって、その啓示を神秘主義的なものに還元したのだった。つまり、それ自体無限に意味がみ
ちあふれていながら、それでいてなんら特定の意味を持たない、という神秘主義的な啓示に還元したのである。」	



アランの『幸福論』に	
名馬ブケファロスの話がある	
	
暴れ馬とされるブケファロスを	
アレキサンダーは一瞬でおとなしくさせることができた	

ブケファロスが地面にうつる自分の影におびえていたの
に気づいて	
太陽のほうを向かせ影が見えないようにして落ち着かせ
たという話	
	
人はこの話にでているような馬ではないから	

みずからを不幸にしている原因としての影に	
自分で気づかなければならない	
しかも手綱をとるのも自分自身だ	
そうるすることで	
生きる力としての「コナトゥス」を損なわず導き育て	

自由へと向かうことができる	
	
その手綱をスピノザは理性という名で呼んでいる	
「現実世界はすべて理性によって把握できる」わけもな
いし	

スピノザの理想はほとんど悟りの境地に近いものなので	
常人にはほとんど絵に描いた餅のようだが	
わたしたちはこのブケファロスの話を	
ひとごとのように笑ってすませることはできない	

	
まして自分のことを棚に上げて	
「人を裁」いたり	
「馬鹿にしたり嘆いたり嫌ったり」するのも愚かだ	
自分のこともひとのことも	

「ありのままを理解する」のはかぎりなく難しいが	
自分をそしてひとを不幸にしている原因について	
理解しようとしなければ	
影におびえつづけるブケファロスそのものになってしまい	
ほんらいの自由を失ってしまうことになる	

☆mediopos-1860　　2019.12.19	

■フレデリック・ルノワール	
　『スピノザ　よく生きるための哲学』	
　（田島葉子訳　ポプラ社　2019.12）	



「スピノザ哲学の も重要な概念の一つは「コナトゥス Conatus」、つまり自分の存在を維持・拡大しようとする力（＝努力する力）である。それは言い換えると、生きるため
の原動力であり、私たちはそれに突き動かされるように生命をつなぎ、存在し続ける力を増大させようとする。スピノザは人間の意志と欲望を、この「コナトゥス」によって定
義している。「この努力する力が、精神だけに関わる場合は『意志』と呼ばれ、身体と精神の両方に関わる場合は、『欲求』と呼ばれる」。そして、「欲望」と呼ばれるものは、
「それ自体についての意識を伴った欲求」にほかならない、とスピノザは明言している。」	
「スピノザはさらに、欲望こそが人間の本質である」と主張する。人間は本質的に欲望で動く存在である。どんな人でもその自然本性によって、コナトゥスに従って何かを
欲するよう仕向けられている。したがって欲望は、それ自体では少しも悪いものではないし、反対に良いものばかりでもない。何も欲しなくなることは、命の炎を消し去るこ
とであり、生きようとするすべての力を失わせること、つまり人間ではなくなることである。そして人間に生来具わっているこの力、生きるためのこの原動力、あらゆる欲望の
この源こそが、人間の美徳の基盤となり、私たちを幸福へと導く。」	
「したがって、理性はこの自然な生命力を妨げないばかりか、それと連動して生命の力が十全に発揮されるよう促している。つまり、理性の役割は生の躍動に余計な干渉
をすることではなく、それを上手に支えながら誘導することにある。」	
「欲望を抑えたり断ち切ったりする、いわゆる禁欲は、スピノザにとっては美徳ではなく、存在し続けようとする力を衰えさせ、喜びではなく悲しみへと導くものである。大切
なのは、欲望の力を弱めたり無きものにしたりすることではなく、理性によって方向づけることである。」	
彼はプラトンやデカルトとは対照的に、理性と感情を対立させていない。理性と意志が人間の精神の力だけを起動させるのに対して、欲求・欲望は人間存在のあらゆる
部分を起動させる。理性はそれゆえ、人間を叡智に至らせるためには、感情を殺すのではなく、上手に活かさなければならない。そう考えていたスピノザは、次の基本命
題の正しさを強調する。「ある感情は、それより強い感情によらなければ、逆らうことも消し去ることもできない」。たとえば、憎しみや悲しみや不安は、理性だけで押さえ込
もうとしても消えることはないが、愛や喜びや希望を湧かせることで自然に癒される。」	
	
「スピノザ哲学では、理性がすべての中心に据えられている。現実界のありとあらゆるもの----宇宙に漂う星雲から人間の心に至るまで---が永久不変の法則によって支
配されており、すべての現象はそれによって説明できる、と確信していた彼は、理性と知性を駆使してその論証を試みていく。」	
「現実世界はすべて理性によって把握できる、というこの確信こそが、スピノザの哲学大系の礎石である。彼に言わせれば、この世界には説明がつかないもの、道理に
合わないものは一つもない。確かに私たちは、合理的とは思えないような行動をとることがある、しかし、その行動を引き起こした諸原因がわかりさえすれば、その行動を
理解できるし納得もできる。人生を狂わせるほどの激しい嫉妬や怒りにも、必然的に生じる雷雨や火山の噴火のように、必ず理にかなった理由がある。スピノザの著書に
再三登場する「馬鹿にしたり嘆いたり嫌ったりせずに、ありのままを理解する」というフレーズの意味も、根底にあるこの考え方がわかるとより深く理解できる。（･･･）	
　人生で起こるさまざまな出来事に対して、感情的に反応するよりも、むしろありのままに理解する努力をしよう。どんなことにも必ず何らかの理由がある。どんな自然の事
象であれ、どんな人間の行為であれ、いろいろな要因が絡み合って引き起こされている。それを理解することができれば、相手を自分の尺度で裁いたり、嫌みや皮肉で
攻撃したり、不満や憎しみや怒りの感情に振り回されたりはしないだろう。どんな状況に対しても、理性的で公平で、それゆえ穏やかな眼差しを向けられるかもしれない。
しかしそれは、他人の言動を非難したり批判したりしてはならない、という意味ではない。（･･･）たとえ悲惨な結果がもたらされたとしても、説明のつかない理不尽なことが
起こったわけではないのだ。地震の発生源である自然を恨んでも仕方ないように、犯罪者をどんなに憎んだところで何も変わらないだろう。	
　スピノザは深層心理学の先駆者の一人と言われる所以は、まさにそこにある。しかしそれ以上に、スピノザがイエスの生き方に感嘆せずにはいられなかった----だから
といって、キリスト教に傾倒していたわけではないが----理由がよくわかる。イエスは「人を裁いてはならない」と繰り返し言っていた。そして十字架上で息を引き取る前に
も、自分を罵り、嘲笑う聴衆を前にして、「父よ、この人たちを赦してください。彼らは自分が何をしているのか、わかっていないのです」という強く心に響く言葉を残した。
集まった群衆が少しでも真実を理解し、自分たちの間違いに気づいていたら、不当に死刑判決を受けたこの罪なき人を馬鹿にしたり、辱めはしなかっただろう。（･･･）
ブッダとソクラテスが言っていたように、無知はあらゆる悪・不幸の原因である。反対に、理解することによって、変化や適切な行動、あるいは自由に至る道が開かれるの
である。」	
	
「スピノザは（･･･）、自由というものをそれまでとは違った捉え方をし、一つは「必然性の認識」という意味で、もう一つは「情念からの解放」という意味で、この言葉を用いて
いることがわかる。無知な人間は、原因のわからない感情に縛られているため情念の虜となり、結果として不幸に陥るだろう。それに対して、賢者は理性の指図に従って
行動し、無知による情念への隷属から解放されているので、より幸せな人生を送れるだろう。自由の反対は必然性でなく、束縛や強制である。外的な原因によって束縛
されることが少なければ、そして私たちを規制する自然法則の必然性を理解していれば、私たちはそれだけ一層自由になれる。それに加えて隷従からの解放は、私た
ちの活動力能と喜びを増大させ、（･･･）私たちを至福という限りない喜びに至らせる。したがって、スピノザが再定義した自由とあ、必然性を認識し、束縛から解放される
ことだと言える。そしてここでもまた、スピノザの考え方がヒンドゥー教と仏教の考え方によく似ていることに驚かされる。彼の倫理学の 終目標である自由と至福は、この
古代インド思想の到達点である悟りの境地----モークシャまたはニルヴァーナ（涅槃）----、宇宙を貫く必然性の真の認識によって得られる完全なる解放と喜びを想起
させる。」	



つかむために	
つかんでいる手を放す	
	
個々のものにこだわらず	
個々のものを捨て去らない	

	
私であるから	
他者に向かって開かれる	
	
禅問答のようだが	
一見矛盾しているようにも見える思考によってしか	

得ることのできない視点がある	
	
自由はどこにあるのか	
現実はどのようにとらえればいいのか	
	

すべては個別的で具体的に問われねばならないが	
そこだけにとどまることでは自由は得られないし	
現実をとらえることもできない	
	
個別的な問いに対する答えとして	

何にでも適用できるようにするために	
整合的で普遍的な現実を法則として見出す必要があ
るのだが	
それが個々のものから離れたところにあるのではない

思考へ	
	
個々のものと普遍的なものを変換可能なものにする	
「自然変換」という数学的思考は	
個別的で具体的なものと普遍を同時に成立させようと

する	
	
つかむことと放すこと	
個でありながら個にこだわらないこと	
私であることと他者	

それらを変換可能とすることで	
＜現実＞を自由のなかに見出すための世界像へ！	

☆mediopos-1861　　2019.12.20	

■西郷甲矢人・田口茂	
　『＜現実＞とは何か／数学・哲学から始まる世界像の転換』	
　（筑摩選書　2019.12）	



「科学にとっての数学は、それなしには先に進むことができない必須のツールだが、それだけに固着して、「数式こそが現実だ」と言ってしまうとおかしなことになる。数式
は一つの現れである。それを手がかり・機縁として、われわれは「自然変換」に至ろうとしている。「自然変換」こそが、われわれの捉えようとしているものである。数式はそ
のきっかけ、手がかりにすぎない。だからといって、それなしで「自然変換」に到達できるかといえば、それはできない。「自然変換」は、つねに多様な具体的な現れを通
してのみ捉えられるのである。	
　このように、「自然変換」の議論を通して、個々のものにこだわるのでもなく、個々のものを捨て去るのでもない思考の可能性が開けてくる。言い換えれば、個々のものも、
普遍的なものも、どちらもおろそかにしない思考がいかにして可能なのかが見えてきたということである。そしてそれこそが、あくまでも現実に即し続けようとする思考が究
極に求めているものではないか。	
　個々のものにこわだるのも、個々のものを捨てるのも誤りである。一方で、真理は個々のものと切り離されたどこかにあるわけではない。この意味では、真理は個々のも
ののなかにある。だが、個々のものが真理であるというわけではない。真理は個々のものを解放しながら生かしていくような「変換」そのもののうちにあるのではないか。	
　ここでいう「変換」は、圏論という数学的思考のブレイクスルーを通じて、はじめて厳密に定式化することが可能になった「自然変換」の概念を手がかりにしてこそ見えて
きたものである。この「変換」は、「現れの変化」という意味ではわれわれが素朴に経験しているものであり、われわれが自明に「知っている」ものですらあるのだが、あまり
に基本的で根源的であるがゆえに、自分で使っていることにすら気づかないようなものである。それゆえ、この根源的な思考原理を自覚的に取り出したり厳密に定式化
したりすることはできなかった。それを可能にしたのが圏論という現代数学の手法だったのである。	
　しかしこれは、すでにお気づきのように、単なる数学的な定式化の進展にとどまるものではない。ここでわれわれが到達したのは、きわめて自由度の高い思考原理であ
り、この思考原理を通して見るとき、数学や科学にとどまらない様々な事柄についての思考のなかに、思いもよらないつながりが見出されてくる。倫理、つまり人間の生き
方といった事柄さえ、ここで述べた「数学的」思考原理と無関係ではない。これは何も、倫理を数学や科学のなかに解消していこうとするものではない。むしろ「数学的」
思考そのものを、それが本来含んでいた倫理的ポテンシャルに向けて解放していくものでもある。これは、倫理的思考と数学的思考の一体性を目指していたプラトンの
思考を再興しようとするものでもあると言えるかもしれないが、いわゆる西洋哲学の枠すらも超えて、ブッダやナーガルジュナが提示した仏教哲学の根幹にも通じていくも
のあるとわれわれは考えている。」	
	
「「私」という語は、外形的にはまったく同じ語でありながら、そのつど個体性を表示している。あなたが「私」と言っても、私が「私」と言っても、われわれはそれが誰のこと
なのかを取り違えることはない。つまりこの「私」という語は、形は同じであるが、「誰が言うか」によってその内容が確定する語である（偶因的表現）。誰かが言うまで、その
内容（指示対象）は確定しない。しかしその意味は、誰もが「私」と言いうるかぎりで、置き換え可能である。つまりこの「私」という語は、「個であること」の無限の置き換え可
能性を表現している。「私」という語が有意味になるためには、誰かによって言われる必要がある。しかし、言われた途端に、この「私」という語は無限に置き換え可能なも
のとして理解されている。誰でも「私」と言いうるが、そその「私」ということの中身は、それぞれ個体的に異なっている。「個体的である」ということが、「普遍的に置き換え可
能」なのである。ここでは、個と普遍は対立していない。むしろ不可分に一つである。一つの構造＝出来事のなかで、個と普遍が同時に成立しているのである。」	
「ここで重要なのは、「私」という語の機能は、何かを「固定する」ことではない、という点である。「私」というとき、この語はある個体を固定的に指示するわけではない。むし
ろ、「私」といった途端に、われわれは「私」たちの無限に開かれた置き換え可能性のなかに自分自身を置く。いわば「私」とは「点」ではなく「矢印」であり、さらにいえば
「自然変換」なのである。ある視点から見るということは、一つの関手の生成であり、視点の転換とは、関手から関手への変換、すなわち自然変換である。ここで「私」とい
う語はそれが用いられるときには必ず絶えざる視点の転換と共に用いられている。「私」と言った途端に、無数の「他の私」が想定されており、「私」自身はこの置き換え可
能性のなかで自分自身を理解している。「私」という言葉が表現しているのはこの置き換え可能性であると言ってもよいが、以前から強調しているように、置き換え可能性
はそれだけで抽象的に存在することはできず、つねにある比類のない個体的なもの、置き換え不可能なものに即して開かれてくる。だから、「私」というのは関手から関手
への変換、すなわち自然変換にほかならないのであるが、この自然変換は、つねにある個体的で具体的な関手の実現に即してしかありえないのである。」	
	
「われわれが「法則」というものを考えるときに、われわれ自身が「問う」ということなしには、いかなる答えも定まらない、ということを強調したが、このこと自体、「法則を考え
ること一般」に対する「問うこと一般」という仕方で、一つの一般的な構造を述べる形になっていた。しかしそこで満足して、現実の普遍的な一般構造をつかんだつもりに
なり、その一般的な構造自体が、実体的に存在しているかのように考えてしまっては、元の木阿弥である。」	
「われわれが「問う」ということは、決定論的な法則や構造に絡め取ることのできない、型にはめることのできない「自由」から生まれ出てくる。」	
「何らかの「答え」を書き連ねたときには、「問うこと」はすでに自らを消去している。「問うこと」なしにはいかなる答えもありえないのだが、そのような「問う」という出来事自
体が、それ自身を消すことによって、はじめて「整合的」で「普遍的」な現実の構造について語りうるようになるのである。	
　「問う」ということは、個別的で具体的でしかありえないとすでに述べたが、「問うこと」自身が自らに固着することなく、個別的で具体的なものとしての自らを消すことに
よって、何らかの範囲で「何にでもあてはまる」ような普遍性が獲得される。ここでは「自由」が幾重にも働いている。「問うこと」は自由から生まれてくるが、「問うこと」は自ら
の個別性に固着することなく、そこから自由になることによって、一つの答えを導き出す。その答えは、「問うこと」の個別性に依存せず、（ある範囲内では）何にでも自由
に適用可能になる。「つかむ」ことによって普遍性が手に入るのではなく、むしろ「つかんでいる手を放す」ことによって普遍性のなかに解き放たれるのである。」	



「私は私はあるである」	
というのが神であるならば	
「私は私であろうとするである」	
というのが人なのかもしれない	
	

私のなかには	
私である私もあれば	
私であろうとする私もある	
私でない私があるといってもいい	
	
私であろうとする私は	

迷子の不安のもとにある	
私でないことが	
かぎりなく不安なのだ	
	
けれども人は	

迷子であることのなかで	
私になろうとしていかなければならない	
そしてそこにこそ	
人であることの可能性が開かれている	
自由ということだ	

	
「私は私はあるである」神は	
自由に向かって開かれてはいない	
自己完結していて	

自らの由へと向かう必要はないからだ	
	

☆mediopos-1862　　2019.12.21	

■小池昌代『黒雲の下で卵をあたためる』	
　（岩波現代文庫　2019.12）	

人は正面と背面を持っている	
正面は私であるが	
背面は私ではない	
後ろの正面としての反転した私	
他者であるともいえる	

	
私が私になろうとするのは	
後ろの正面としての背面を	
絶対矛盾的に求めようとすることでもある	
	
神には背面はないから	

そこに神はいないだろう	
背面にいるのは鬼だ	
人の深い無意識に潜む鬼の力	
	
詩はその鬼から	

もらってくるものかもしれない	
夜明けの晩に	
鶴と亀がすべるときに	



ノン・フィクションは	
事実がベースとなり	
フィクションは	
虚構がベースとなってはいるけれど	
	
ノン・フィクションには真実があり	
フィクションにそれがないとはいえない	
むしろフィクションのなかでしか	
語れない真実がある	
	
フィクションとしての物語には	
作られる物語と訪れる物語がある	
そのふたつを切り離すことはできないけれど	
作られすぎた物語にはどこか嘘がある	
	
物語のなかに真実があるとき	
それはどこかたしかな場所から訪れてくる	
そのひとつをファンタージエンと呼んでみたい	
	
ファンタージエンが失われようとする物語を	
エンデは『はてしない物語』で描いたが	
とりわけドイツ語の物語世界のなかでは	
ファンタージエンの真実を伝えようとする物語が	
いまもさまざまな形で書かれているようだ	
	
物語と絵で構成されている	
このシャミとレープの『言葉の色彩と魔法』は	
アラビアン・ナイトのように物語が織りなされながら	
アフォリズムやアレゴリーの効いた	
ファンタジーのようでもあり	
シリアとドイツのはざまを生きるシャミならではの	
少しばかり屈折した世界に遊ぶことができる	
	
作られすぎていないシャミの	
物語の真実がどこからやってくるのか	
それを想像してみるのも楽しい	

☆mediopos-1863　　2019.12.22	

■ラフィク・シャミ著／ロート・レープ絵	
　『言葉の色彩と魔法』	
　（松永美穂訳　西村書店　2019.5）	



（「解説」より）	
「『言葉の色彩と魔法』は、一見してわかるとおり、とても贅沢な作りの本だ。１ページから数ページの短いテクストに、美しい絵が添えられている。テクストを書いたのは、

シリア出身のドイツ語作家ラフィク・シャミ。ドイツに住み始めてもう48年になる。絵を描いたのは、彼の妻で画家のロート・レープ。1991年に、シャミと結婚し、これまでも
しばしば彼の本の表紙カバーを描いてきた。この本は、芸術家夫妻のコラボレーションによる、珠玉の１冊なのだ。	

　シャミの本は、すでに10作が日本語に翻訳されている。シャミの作品のなかでは、アラビアン・ナイトさながらに次々と物語が繰り出されてくる。エピソードがエピソード

を呼び、語り手と登場人物たちが織りなす豊穣な世界がそこに現出する。」	
	

（「賛歌」より）	
「きょうの昼、ふつふつとした思いがぼくの胸に湧き上がってきた。どの詩人もエッセイストも哲学者も、役人のための賛歌を書いていないのだ。なんという怠慢だろう！　

官僚は、ひとつの王朝においてけっして廃れることのない種族であり、もう何千年ものあいだ、大した声もあげずに支配し続けているのだ。王たちは倒されてきた。役
人は残った。革命家たちは笛や太鼓を鳴らして役人を追い払った。だが、役人は落ち着いていた。役人は、革命家が四つん這いになってやってきて、戻ってきてくれ

と静かに頼むまで、悪魔のところで休暇を過ごした。それぞれの時代の支配者も、永遠の支配者である役人に比べたら、なんと滑稽な小物なのだろう。	

　役人は静かでやかましく、丁寧で荒っぽく、熱心で怠け者。完璧でもありいい加減でもあり、合理的でもあると同時に非合理的で----常に、権力を保ち続けることの
できる性質を身につけている。そして、ぼくは確信しているのだが、地球が核兵器で滅ぶとしても、ゴキブリと役人は生き残るだろう。ゴキブリはキチン質の殻のおかげ

で----役人は、誰かがゴキブリの生活に意味を与えなくてはならないからという理由で。」	

	
（「賞の推薦」より）	

「ほとんどすべての技術に対して、現在、何らかの賞が設けられている。ほとんど、であって、珍しい技術には該当する賞がない場合もある。誰もその技術に注目しな
い。ぼくはここにおいて切に、人々からないがしろにされている「聴く」という技術に対して賞を創設することを提案したい。もっとも細やかな聴き手には「絹の耳」賞を。

２番目の人にはビロードの耳を。３番目の人には革でできた耳を贈るのだ。	

　この技術の重要性は明らかだし、長々と説明する必要もないだろう。相手に耳を傾けるということがなければ、両親も、教会も、政党も、学校も、ラジオも、あらゆる種
類の歌手や説教者たちも、男も女も、囁きあう恋人たちも、意味を持たなくなってしまうのではないか？　そう、まったく無意味に！	

　でも、誰が一番よく耳を傾けているかなんて、どうやって測れるだろう？　聴かされる題材が高品質であれば、試すのは困難だろう。耳のそばに置かれる音の素材が
ひどければひどいほど、聴く力の高さがはっきりと示されることになる。だからたとえば、このコンテストに参加しようという家庭に録音機器を置かせてもらって、その日の

あらゆる会話を記録させてもらうのがいいだろう。家族たちが話していたことを、その晩、 もたくさんきちんと再現できた人が、絹の耳を手にするのだ。	

　あるいは、もし参加希望者の数が多くなりすぎるのなら、とりわけ中身がなく、回りくどくて骨が折れ、無味乾燥で具体性に欠けるテキストを、２時間にわたって、殺伐
とした灰色の部屋で単調に聴かせておくのがいいだろう。その際、一度もあくびをしなかった人、 後まで寝なかった人、そして、テキストをできる限り包括的に、知的

なレベルで再現できた人は、絹でできた立派な耳をもらうのにふさわしい。	
　賭けてもいいけど、この３つの賞をもらうのは女性だと思うよ。どうしてかって？　それはまた別の機会に話そう。」	

	

（「それは心だった」より）	
「理性は、どんどん変わっていくように見える自分の宿主の行動を、いぶかしく思っていた。宿主は穏やかで寛大になり、希望に満ちていたのだ。やがて理性は、宿主

が恋をしていることに気づき、それが誰の功績か知りたがった。	
　脳がせかせかと名乗りをあげた。「マダム、ぼくです。ぼくがフェニルエチルアミンの分泌を促したんです。あなたもご存じのとおり、愛に効く化学物質です。これを与

えれば壁だって恋をしますよ」	

　「いいえ、わたしたちです」と両耳が叫んだ。「わたしたちを通さなければ、宿主は自分の崇拝する女性を美しい色で見ることができません」	
　「自慢屋！　それがお前たちの功績だというなら、盲人はけっして恋をしないことになるぞ」両耳が声を合わせて言った。「甘い声が聞こえて初めて、人間はそわそわ

し始めるんだ」	
　「落ち着け、落ち着け、俺さまがいなくちゃ、どうにもならんぞ！」鼻が大声で言った。他の部位は笑った。	

　「そして、わたしたちは？」と両手が抗議した。「恋人に触ったのは誰？」	

　「いやいや！」と両足が腹を立てながら言った。「誰が彼を恋人のところに連れていったのか、質問してみろよ」	
　理性は辺りを見回した。「それであなたは、何をしたの？」理性は心に尋ねた。	

　「ぼく？」心はびっくりし、赤くなった。「ぼくは何もしていないよ。ただ混乱していたんだ」心は小さな声で言った。	
　理性はほほえんだ。」	



どんなに年を重ねても	
じぶんのなかに	
かつての子どもはいるから	
	
大人として子どもを理解しようとするよりも	
子どものころから年を重ねていくじぶんと	
対話をしていくのがいい	
	
年を重ねていくと	
自分が若くはないということを	
否応なく知らされてゆくところもあるけれど	
あまり変わっていないことにも気づく	
時は過去を消すのではなく積み重ねてゆくから
だ	
	
そのことからわかるのは	
子どもや大人といわれているのは	
言葉や制度や慣習がそう呼ぶことで	
つくられていくところが多分にあるということだ	
	
子どもの頃をあまり覚えていない人	
子どもを子どもとしてしか見ない人は	
じぶんのなかにまだいる子どもを	
忘れてしまっているだけなのかもしれない	
	
それなりの成長プロセスをふまえながらも	
ひとりの人間という存在として	
その謎に向き合うこと	
そこからはじめるのがいい	
	

☆mediopos-1864　　2019.12.23	

■新沢としひこ×ケロポンズ　鼎談・紙上ラジオ	
　「新沢としひこの　なぞ会議」	
　（「飛ぶ教室５９」AUTUMN 2019 	

　　光村図書 2019.10　所収）	シュタイナーによれば	
かつて人間は年を重ねるごとに叡智を重ねていたが	
現代の人間は二十歳頃からは	
それができなくなっているという	
	
かつてはイニシエーションが祭事としても	
そのために組みこまれていたりもしたのだろうけれど	
いまではじぶんでじぶんを成長させるように	
みずからに働きかけなければ	
魂の成長は退化に向かうことになる	
	
「なぞ」も「秘密」も	
魂を深めるためのたいせつなアプローチとなる	
じぶんのなかの子どもとともに	
それらとどのように向き合い生かしていくかが	
年を重ねるごとにますます大切になってくるのだ	



「ポン／「どうしてお母さんは、自分の元彼について教えてくれないのでしょうか」（草薙薫・一四歳）	
ケロ／謎に加えてこんなふうに書いてくれています。「私失恋で悩んだときや新しい彼氏ができて戸惑ったとき、お母さんはよく話を聞いてくれますが、お母さん自身

がどうだったか教えてくれません」、なるほどね。	
新沢／恥ずかしいからじゃない？　それとも……。それは、あなたがこれからいくつか恋をして、「元彼」という存在ができたときに、お母さんも元彼の話をするわってこ

とかもしれない。	

ポン／なるほど。そういうお母さんの考えがあるかもね。	
新沢／それは大人の世界って思っておいたらいいんじゃないかな？	

　僕ね、子どもにとっての大きな謎って、大人だと思うわけ。だから、子どもにとって、不思議で魅力的な大人でありたいなって思ってたりする。ちょっと怖いけど、面白
くて優しくて、いろんなことが分かってて、いろんなことができて。でも、なんか子どもみたいなときもある、そんな大人。	

ポン／うん、そうありたいし、でも、自分自身はどこまでも変わらないよっていうのも言ってあげたいな。自分がちっちゃいときに、大人ってすごく立派で、自分とは違う
次元の生き物だと思ってた。でも、中学、高校、大学と大きくなっても自分のまま。どこで大人になるんだろうって思っててね。二十歳超えても、親になっても変わらな

い。そしてついに、自分って自分のままなんだってことに気付いた！　だから、大人になっても、誰か別の人になるわけじゃないよって、それはそれで謎を解いてあげ

たい。	
ケロ／ポンちゃんはお母さんになっても変わらないもんね。	

ポン／みんなだって、大人だけど大人じゃないみたいじゃない？（笑）。	

新沢／昔さ、甲子園球児やオリンピック選手をすごく大人に思ってたんだけど、気が付いたらすごく年下なんだよね。そういうときに、随分、大人になったんだなって
思った。	

ケロ／（笑）。その新ちゃんの考え方が、子どもみたいで面白いよ！」	
	

「新沢／続いての謎は、「子どもに秘密は通用しない？」（ヒロミント・五〇代）。	

ケロ／そう、子どもは確かにすぐしゃべっちゃうのよ。	
ポン／でも大人の場合だってさ、「絶対、他にはいわないで」ってことも、どんどん広まっていくじゃん（笑）。	

ケロ／大人のほうが、むしろ画面できないか（笑）。	
新沢／（笑）。	

　河合隼雄さんがね、秘密っていうのは大事にしていると、いつか心の中で真珠になるって言っててね。それ聞いて、なるほどな、秘密って大事なものなんだなって

思った。	
　子どもには、成長とともに重ねていく訓練みたいなものがいくつかあって、秘密にするというのもその一つ。例えば、「これを言ってしまったら誰かが傷付くから、心の

中にとどめておこう」なんて作業は、実はとても丁寧なもの。だけど、子どもにはまだそういう訓練が十分なされてなくて、つい大事にできなかったりするんだよね。	
ポン／ちっちゃい子は、自分の中にもっている部屋が一つなんじゃないかな。	

ケロ／部屋？	

ポン／うん。大人だと、これは開けていい部屋、これは自分だけの部屋って、自分の中にいくつかの部屋がある。でも、子どもにはまだ一部屋だから、その扉を開ける
と秘密も何もかも全部出ちゃうんだ、きっと。	

新沢／うん。心の間取りを自分らしく作っていけるといいよね。部屋の数が増えて、自分で開け閉めをコントロールできる。それが大人になるってことかもね。」	



冬には	
葉をまあるく放射状に広げ	
地面のうえで	
ぺたんこになって過ごし	
春になるのを待つ	

	
ぺたんこになっているから	
いっぱい光を受けられ	
しかも風をあまり受けずにいられる	
	
また氷結してしまわないないように	

葉の糖分濃度を高め	
根は凍らない深さまで伸ばしている	
	
そんなぺたんこぐさのように	
ぺたんこになってみる	

	
むやみに背伸びをしないで	
こころとからだを	
地にしっかりとひろげながら	
根をしっかりと伸ばすようにする	

	
どんな春が来るかはわからないけれど	
季節が訪れたときに	
たしかにのびてゆくことができるように	

☆mediopos-1865　　2019.12.24	

■くさはら かな さく「ふゆのぺたんこぐさ」	
　『ちいさなかがくのとも』2020年2月号（215号）	



「こうえんの　ひろばで	
　ふしぎな　くさを　みつけた。	

	
　みどりの　はっぱを　まあるく　ひろげて、	

　じめんい　ぺたっと　くっついている。」	

	
（作者のことば：くさはら　かな「いっしょに〝ぺたんこ〟」より	

	
「取材は三年分の冬を通して行いました。一年目は広い公園内を歩きまわり、どこにどんなロゼットがあるかを探りました。二年目に本格的にスケッチを始めました。数

種類のロゼットを同時に観察するのは大変で、あれもこれも描かなくては……とうろうろするうちに、時間（季節）はどんどん過ぎていきます。特にこの年は春の訪れも
終わりも駆け足で、ロゼット達の成長の場面をいくつも見逃してしまいました。三年目、もう同じ失敗はできないとモデルの草を選び直し、初雪の頃から葉桜の時期ま

でかかって、どうにか全て成長を見届けることができました。	

　絵本に登場するロゼットは十数個ですが、そのなかには取材中に出会った、数えきれないほどのロゼット達の姿が投影されています。スケッチ中は座って見るだけ
でなく、地面に寝そべって〝ぺたんこ〟の姿勢になり、土の冷たさ、雨粒や霰の降る強さ、日ざしの有り難さなど、ロゼット達の気分を少しでも味わおうと試みました。	

　また、冬の嵐が一晩中吹き荒れた日に「描きかけのロゼット達はどうなっているだろう……」と心配し、翌朝出かけてみると、彼らが何事もなかったかのように、ほぼ変

わらない姿でいたことも印象的でした。ロゼットのしくみとその効果を、こんな形でも実感することができました。」	
	

（多田多恵子「おおきなひとのための『ふゆの　ぺたんごぐさ』より）	
	

「葉を放射状に広げた形がバラ（仏語でロゼ）の花を思わせるので、こうした草の形を「ロゼット」、ロゼットになる植物を「ロゼット植物」とよんでいます。	

　ロゼット植物には、タンポポのように一年を通じて葉をロゼットの形に広げる（でも花は高く掲げます）タイプと、ハルジオンやノゲシのように春以降は茎を高く伸ばしな
がら葉をつけていくタイプがあります。	

　ロゼットの形は、光合成を行う葉（生産工場にあたります）を大きく広げる一方で、葉を支える茎（設備投資にあたります）は短く節約できるので、光を十分に浴びる環
境では生産性が高くて経済的です。その反面、背は低いので、背の高いライバル植物がいると光を奪われ、不利になります。	

　年間を通じてロゼットの形をとるタンポポは、道ばたなど、一年を通じて背の高いライバルのいない環境を選んで暮らします。一方、草むらのハルジオンやノゲシは、

ライバル不在の冬はロゼットの形で過ごし、春になるとライバルと競って世を高く伸ばします。」	
「冬の寒い時期でも、太陽光の直射を受けた地表面は、植物が生きていける程度にぬくもります。このわずかな二次元空間にロゼットは葉を平たく広げます。	

　立ちあがったらアウトです。たちまち寒さや風にやられてしまいます。でも地表面では、風もほとんどゼロになります。風に混じって飛んでくる砂粒や氷の攻撃も、地
に伏せれば避けられます。	

　日中のぬくもりとは真逆に、夜には凍てつく寒さが訪れます。それでもロゼットは葉の糖分濃度を高めることによって、凝固点降下という現象を利用し、凍結をうまく回

避しています。	
　早朝の霜柱も脅威です。根を持ち上げられてしまったら生き長らえることはできません。そこでロゼットは根を凍らない深さまで長く伸ばし、霜柱に持ち上げられない

よう、備えています。	
　冬の低温時は植物にとって紫外線の害も深刻です。ロゼットの葉はしばしば赤や紫を帯びますが、これは紫外線を吸収する赤い色素のアントシアニンの色、紫外

線防止のサングラスというわけです。」	

「こうしてロゼットは、冬の間も危険をうまく回避しながら、太陽の直射光をたっぷり受けて、葉で光合成を行います。気温が低ければ呼吸消費は少なくて済み、その分
のエネルギーを成長に振り向けられることもあって、気温が低い時期でも成長は案外早いのです。」	

「ぺらんごぐさという生き方。それは地表面という、まるで奇跡のように残された生存可能な二次元空間で、巧みに生きる植物たちの知恵なのです。」	



澁澤龍彦のことを知ったのは	
昭和五一年に唐十郎が責任編集をした	
雑誌『月下の一群』の創刊号だと記憶している	
	
その雑誌に関わった種村季弘や野中ユリ	

そしてその雑誌の特集が「人形」だったこともあり	
四谷シモンの名前などもそのときに知った	
演劇や舞踏に興味をもったのもそれからだ	
いまもその懐かしい雑誌は手元にある	
	
同じ頃松岡正剛の雑誌『遊』も読み始め	

荒俣宏や白川静や稲垣足穂など	
それまで知らずにいた世界が広がり始めた	
シュタイナーを読むようになる十年ほどまえのことだ	
	
『龍彦親王航海記』は時系列で書かれているので	

『週刊読書人』で著者と対話している諏訪哲史のように	
その時代の流れのなかで	
自分のこれまでのさまざまと	
重ね合わせながら読むことができた	
	

そしてその頃はそれぞれの人物を	
点としてしか理解できていなかったけれど	
この本を読み進むにつれてジグソーのピースがはまるように	
時代的立体的にイメージできるようにもなった	

	
対話のなかではふれられていないけれど	
澁澤龍彦と三島由紀夫の関係も興味深いことのひとつだ	
六十年代までと七十年代以降の間には	
三島由紀夫の事件そして矢川澄子との離婚もあり	

その間を境にして渋澤龍彦を	
前期と後期に分けて見ることもできるだろう	
	

☆mediopos-1866　　2019.12.25	

■磯崎純一『龍彦親王航海記／澁澤達彦伝』（白水社 2019.11）	
■『週刊読書人』第3317号 2019年11月29日	

面白いのは	
澁澤龍彦を中心にした人物相関図は	
松岡正剛を中心にした人物相関図とは	
若干重なりを見せながらも	
明らかに異なった形をしているということだ	

時代を見ていくときに	
中心となる人物のネットワークとして見ていくと	
時代がどのように演出されていくのかが見えてくる	
	
おそらくある時代に生まれてくるにあたっては	
魂のある種のグループというのがあって	

それがそれぞれのテーマを描きながら	
かたちをつくっていくように見える	
	
そしてそこには澁澤龍彦のような	
特異点が確かに存在している	

時代にとって必要な重要部分をつくるために	
欠かすことのできない存在として	
ときに通常の人間性を逸脱さえしながら	



（『週刊読書人』〜磯崎純一・諏訪哲史「此岸にて美しき夢を見たること」より）	
	

「諏訪／今回の『龍彦親王航海記』（白水社）は、澁澤さんが生まれてから亡くなるまで、磯崎さんがお手間をかけて調べられたこと、ご自身が編集者として見聞きされ
たことが時系列で編まれていますが、この時系列の書き方がたいへんわかりやすくて、僕はここに自分の生きてきた歴史を重ね合わせて読むことが出来たんです。た

とえば、「４：昭和四四年／美学校／『怪奇小説傑作集４』サド裁判 高裁判決／再婚／薔薇十字社」とありますが、僕はこの部分にこっそり鉛筆で「０歳　ここで僕が

生まれる」と自分の個人史を書き込んでいます。このようにして自分がそのとき何歳だったかということを意識しながら読んでいって、澁澤さんと昭和史と自分の半生を
リンクさせることが出来た。本当に同時代に、あの澁澤さんも生きていたんだなということが生々しくわかった。そういう本でした。	

磯崎／ありがとうございます。私自身も澁澤さんに会ったのは 晩年の三年間だけなので、いろいろなことを一つ一つの点としては理解していたのが、今回時系列で
書くことによって、なるほどこっちの方が先なのかとかその点と点が繋がって、自分でもびっくりしたことがたくさんありました。澁澤さんが亡くなったのは一九八七年で

すが、私が 初にお目にかかったのが八三年の秋頃で、 後の八七年はご病気で会っていないので、関わったのは八三年から八七年まえの三年間でした。実は私
は鎌倉生まれで、実家が澁澤さんの家まで歩いて行けるくらいの距離なんです。」	

「諏訪／一九八七年に土方巽さん、渋澤龍彦さんと続けて亡くなられて、よく種村先生から彼らの伝説のようなことを懇々と聞かされたものですが、その話の中に作家

や画家、編集者などすごい量の人名が出てきて誰が誰だか僕には当時ほとんどわからなかった。種村先生と話したことのある人はわかると思いますが、博識すぎて先
生の話すことの二割か三割でも何とか記憶に留めようと割り切って聞くしかなくて、名前がわかる人たちの関係だけでも記憶に留めながら、結局は酩酊し、酔うように、

神話のように聞いてきた。今回の本を読んで、そのとき聞いたうろ覚えの人たちの関係性がピタッピタッとパズルのように嵌って、渋澤龍彦の相関図が時代的、立体的

に立ち上がりました。僕もつい先月五十歳になり、この磯崎さんの労作のおかげでようやく答え合わせができた、ありがたい体験でした。」	
	

「磯崎／ 初は私が書くつもりではなくて、もともと三十年くらい前に東雅夫さんにお願いしていたんです。ところが彼がだんだん忙しくなってしまって、自分が定年に
近づいてきたときにやり残したことを考えていたら、「渋澤龍彦伝」があった。東さんと私が澁澤を知っている一番 後の世代の編集者だから、どちらかが書かなくては

いけない。それに、あとがきにも書きましたが、一九九三年八月に矢川澄子さんからお話を伺ってテープに録ったのも東さんと私の二人くらいだったし、ならば 後く

らい自分で書いてもいいだろうと。それが発端です。それで二〇一七年五月くらいから書き始めました。」	
	

「諏訪／驚いたのは、平出隆さんが澁澤さんと差別問題について話したときのエピソードで、被差別部落の話になったとき、澁澤さんが 初はキョトンとしてだんだん
不機嫌になって、「わからんな。みんな仲良くすればいいじゃないか！」と言ったという。澁澤さんの中にそういう問題じたいがなかったという話には驚きました。やっぱ

り澁澤さんはウェットさが皆無の江戸っ子なんですよね。	

磯崎／あのエピソードは一番澁澤さん的なところがあらわれていますよね。それと金井美恵子さんに対して、「こんな小説書いちゃ駄目だ」と文芸評論家が絡んだとき
に、澁澤さんが「うるさいね、誰が何をどう書こうと大きなお世話だよ」と怒鳴りつけたというエピソード。	

諏訪／その文芸評論家もキレた澁澤さんは怖かったでしょうね（笑）。」	
	

「諏訪／澁澤さんと種村先生の好きな対象はかなり一致していて、僕が三つ思うのは、一つは土方巽、もう一つはハンス・ベルメール、もう一つは泉鏡花です。二人の

立ち位置は非常に似ているようで、しかしよく見ると全然違う。種村先生の書かれなかった批判が単純な下敷き問題でないとすれば、二人が同じくらいの熱量で愛し、
批評的に関わっていたものの中からヒントを見出せそうな気がするんですが。	

磯崎／案外、土方巽かもしれませんね。	
諏訪／澁澤さんは土方さんの葬儀委員長もやって、種村先生は生前から土方を澁澤に取られている形になっている。暗黒舞踏への諸批評において、先生は余人の

追随を許さぬ自身がおありになったでしょうから、そういう面で澁澤さんとはやむなき齟齬があったでしょう。	

（略）	
　面白かったのは、巌谷國士さんが種村先生は澁澤さんの「ひょっとすると対立者なんじゃないか」と言われていて、なるほどそうかもしれないと思いながらも、わから

ない。種村先生と澁澤さんは二人とも精神的に健康で、ニーチェ的な意味で病的ではない文学者なのですが、澁澤さんは理性か狂気かいずれかに振り分け可能な
タイプの直情的な極端さのある人で、種村先生はその二元論を常に客観的に俯瞰できる人です。」	



自由・平等・博愛のそれぞれが	
精神・法・経済において働くとき	
社会の有機的な三分節を成すように	
	
真・善・美のそれぞれは	

知性・理性・感性や	
思考・意志・感情において働くとき	
魂の有機的な三分節を成す	
	
しかし社会が有機的な三分節化がなされないがゆえに	
さまざまな問題を生んでしまいがちであるように	

魂も有機的な三分節化がなされないとき	
さまざまな問題を孕んでしまうことにもなる	
	
しばしば知性や思考は善悪や美醜を観る力を持たず	
理性や意志は真偽や美醜を観る力を持たず	

感性や感情は真偽や善悪を観る力を持たないままに	
それぞれの領域で暴走してしまうことがあるのだ	
	
そして科学は冷徹な悪魔にもなり	
宗教はナショナリズムの陥穽に無防備にもなり	

芸術は戦争を美化したりもする	
そんな諸刃の剣であることには	
注意深くあらねばならない	

☆mediopos-1867　　2019.12.26	

■津上英輔『危険な「美学」』	
　（インターナショナル新書044　集英社 2019.10）	

「美は人において、自ら感じなければならないものである以上、それを感じられるかどうか、そしてどこまで、どのように感じるかは、人それぞれによる。同一人
の中でも、体調が悪かったり、心の余裕がなかったりすると、美を感じることが難しくなるし、逆に知識や経験を積んだり、意識して感性を磨いたりすれば、より
深く美を感じられるようになるだろう。無論その感じ方は、様々な社会的、文化的要因が関与しているはずで、本人がすべてを無から築き上げたのでないこと
が明らかである。しかしどんなに限定されたものであっても、感じ取られた美は、一人一人が自力で獲得したものであり、その人の達成であることは確かだ。そ
れは人の宝として、人生を豊かにする。ゆえに美について、多くの人は恵みを語る。	

　しかし私が本書で明らかにしたいのは、美が人に恵みをもたらす一方、先述した唯美主義の場合のように、美が危険性を孕んでいるということである。唯美
主義は、美の自律性およびその前提としての近代的三大価値の思想の一つの帰結であるが、美の危険性自体は古代のプラトーンやアウグスティヌスの時代
から認識されていた。つまり、唯美主義の危険性は必ずしも近代に特有の問題なのではなく、根本的な問題が先鋭化したにすぎない。また真善美の固定的
価値観が相対化されつつあるかに見える現代でも、美の自律性の思想はいまなお健在だ。（略）	
　ところで、我々はふだんの生活で、まず感性によって外界の様子をとらえる。目の前のものが何であるかを目でとらえ、風やものの動きを耳でとらえ、寒暖を

皮膚でとらえるという具合だ。ふだんの生活では、そうしてとらえた内容を感性が知性に送り届け、次に知性が、これは黒板消しだ、車が近づいてきた、この部
屋は寒いというような判断を下し、人はそれに応じた行動をとる。このとき感性は入り口でのみ働き、知性に情報を送り届けた後は働かない。私が黒板消しを
チラッと見て手にとった瞬間、注意はその物にではなく、黒板の文字が消えているかどうかに移る。教室で、手にした黒板消しをまじまじと見つめていたら、
やっぱり美学の先生はおかしいねと言われるのが落ちだ。	
　それに対して、美をあじわう態度は違う。目に見える形、耳に聞こえる響きなどを、「これは何々だ」という認識が成り立ったところで止めるのではなく、さらに
その形や響きを探求する。そして探求すればするほど形や響きがもっとよくとらえられる。それがものの美をあじわうということだ。つまりずっと感性を働かせ続

けるということだが、それはとりもなおさず知性を停止させることである。人の心は、おそらく大脳の構造上、知性と感性を同時に働かせることができないのだろ
う。また、我々がいかに行為すべきかを司る理性は、「これは何々だ」という知性の認識を前提とするから、感性が働いている間は、理性も停止しているはずで
ある。ここに感性の危険がある。人が感性を働かせて美の追究にいそしむ間、真偽、善悪の判断は必然的に停止する。美を追究する人は、自らの行いにつ
いては目を閉ざすだけではなく、他者からの攻撃にも無防備なのである。人はこのとき、あらゆる欺瞞、偽善、詭弁に対して隙だらけなのだ。	
　しかも、真（真理）の追求が核爆弾の開発やクローン技術に見られるような危険を伴うこと、また一方的な善の追求が他民族の殲滅にまで繋がる行為である

こと、それはすでに現代人の常識になっているのに対して、美の追究の危険が指摘されることは少ない。その指摘は、美学の大きな社会的使命だと、私は考
えている。」	



太陽は地球を照らしている	
太陽のない地球はありえないし	
太陽のない人間もありえない	
	
けれど	

ほんとうの太陽とは	
いったいどういう存在なのだろう	
	
見えているのに見えていない	
知っているのに知らないでいる	
そのいちばん大きなものは太陽かもしれない	

	
太陽は生きている	
地球もまた生きているように	
太陽は変わってゆく	
地球もまた変わってゆくように	

	
アメリカ・インディアンのプエブロ族は	
「自分たちは太陽の子である」という神話を信じて生
きていて	
自分たちの祈りによって太陽が運行するという	

	
ユングは東アフリカのエルゴン山中の住民のところに
滞在していたとき	
その住民が日の出の際に太陽を崇拝することを知り	

「太陽は神様なのか？」と尋ねると否定されたという	
太陽が昇るときは神様だが	
それ以外のときは神様ではないと	
	
物質的にとらえられた太陽の深みにある	

太陽のほんとうはどんな存在なのだろう	
太陽に照らされた	
地球のほんとうはどんな存在なのだろう	
そして地球で育まれている人間は	
いったいどんな存在なのだろう	

どんな存在であり得るのだろう	

☆mediopos-1868　　2019.12.27	

■角幡唯介・文　山村浩二・絵「極夜の探検」	
　（『たくさんのふしぎ』2020年2月号（第419号）	
　　福音館書店）	

■花岡庸一郎	
　『太陽は地球と人類にどう影響を与えているか』	

　（光文社新書 2019.6）	



（「極夜の探検」より）	
	

「太陽を見てみたい。	
　それも本物の太陽だ。」	

「本物の太陽。それは地球上のすべての生き物の命をつかさどる光のことだ。自分は太陽があるおかげで生きている、そんなことを実感できる太陽である。	

　たしかにぼくらは毎日のように太陽を目にしている。でも、普段は太陽のことなんか全然気にしない。電気や石油にたよりきった文明のなかでくらしているせいで、自
分が太陽に生かされていることをわからなくなっているからだ。	

　本物の太陽とは、古代人が目にしていた太陽のことだ。	
　太陽がのぼれば目をさまし、太陽がしずめば１日は終わる。生活のすべてが太陽とむすびついていたので、古代人は太陽を神と崇めることができた。ぼくが見た

かったのは、そういう強烈な太陽だった。」	
「いつしかぼくは冬の北極に行ってみたいと望むようになっていた。	

　北極では冬になると３ヶ月も４ヶ月も太陽がのぼらない季節がつづく。何ヶ月間も昼が訪れない、極夜とよばれる闇の世界である。	

　この果てしない夜が支配する氷の世界を旅して、長い暗闇の果てに 初にのぼる太陽を見たら、人間はいったい、何を感じるのだろうか。	
　ぼくはそれを知りたいと思った。そして暗い冬の北極で長い旅をはじめることにした。極夜の探検だ。」	

	

「テントから出た瞬間、その眩い光にぼくは思わず目をしかめた。地吹雪ではげしく舞い上がる雪煙のむこうに、太陽が丸い火の玉となって燃えさかっていた。	
「うわぁ、太陽だ。すげえ･･････」	

　雪煙で輪かくのかすんだ太陽は異様なまでに巨大に見えた。荒れ狂うまわりの炎までもが見えるかのようだった。」	
「長かった極夜の闇がついに終わり、ぼくは待ち望んでいた眩い光を全身に浴びた。この長い旅のあいだにおきた様々なことが一気に思い出された。胸に熱いもの

がこみあげていた。	

　古代人が見ていた太陽が、未来を明るく照らしてくれる太陽が目の前で燃えていた。たしかにこのときぼくは本物の太陽を見たのだ。」	
	

（『太陽は地球と人類にどう影響を与えているか』より）	
	

「２０１７年９月、太陽を専門とする研究者は慌ただしい時を過ごしていた。８月末から太陽面上に現れていた小さな焦点が９月４日頃から急激に大きくなり、頻繁に「フ

レア」と呼ばれる爆発を起こし始めたのだ。そして６日、日本時間では夜になってから、実に１１年ぶりの規模となる大きな爆発が起きた。」	
「今回の黒点・大フレアは、我々にはまだ知らないことが多いという事実を痛感させるものとなった。太陽の黒点は１１年の周期で増減していて、２０１７年というのは、そ

の前に黒点がピークとなった２０１４年から３年も経っていて、黒点が大きく減っていた時にあたる。まったく黒点が見えない日も珍しくないほどになっていた。	
　フレアはたいてい黒点周辺で起こるため、しばらくの間フレアの活発な活動は想定できない状況だった。しかも、フレアを起こした黒点は、８月以降ずっと小さな黒点

としてとらえられていたものである。（･･･）	

　しかし、太陽はその表面の下で、１１年ぶりの巨大さとなったものも含む大フレアを連発するほどの磁場を蓄えていたのである。」	
「実は、 近４０年ほどの間、黒点活動はだんだんと衰えている。先のフレアは、１１年ぶりという 近では珍しい大きさのものだったが、これを超える規模のフレアは、

２０００年頃に黒点が増えた時期には７個も発生している。この 近の太陽活動の変化が気候に影響するものなのかどうか、また今後の長期的な太陽活動はどうなっ
ていくのか、これからの地球の気候変動を考える上で大きな関心が持たれている。	

　地球上のエネルギーはほとんど太陽からのものなので当然ではあるのだが、太陽が変動すれば、地球の環境に様々な影響を与える。	

　その変化は、太陽の磁場が引き起こすものである。」	
「太陽が退屈な星というのは、逆にいえば太陽は変わらない恵みをもたらす存在ということであって、地球上に暮らし、それを享受している我々人類にとっては本質的

に重要なことである。	
　一方で、太陽は磁場を持つ存在でもある。それが今、太陽の変動を引き起こし、天文学者にとって退屈ではない星になっているにとどまらず、人類の文明、地球の

環境に大きな影響を及ぼしているという面が、社会の中で注目され始めている。」	



人は記憶でできていて	
意識化できる記憶や	
意識の底に眠っている記憶を中心に	
影響を受けたさまざまが加わり	
それが曼荼羅と化している	

	
曼荼羅は常に変化しつづけ	
じぶんがそのときどきに読み出し	
顕在化される記憶を中心に	
さまざまな形をとってゆく	
	

そのときにつくられる曼荼羅のかたちが	
今じぶんのいる地点だ	
そして同じ記憶が顕在化されるときにも	
そのときの地点でその様相は異なってくる	
	

曼荼羅のかたちは	
じぶんだけの魂の型をもちながらも	
年とともに得ることになる経験や	
新たに加わってゆく記憶とともに	
変化してゆくのだ	

	
「記憶は常に新しいものである」	
	
小林紀晴が写真家・古屋誠一から	

繰り返し聞いた言葉だという	
	
小林紀晴は金子光晴の旅に	
みずからの二三歳から五一歳の	
三〇年近い旅の記憶を重ねてゆく	

	
じぶんの今いる地点を測るために	
金子光晴・曼荼羅に	
小林紀晴・曼荼羅を交差させながら	
その交差によって生みだされた新たな記憶を	

新たな座標軸にしようとする	

（小林紀晴『まばゆい残像』〜「座標軸」より）	
「記憶は常に新しいものである。	
　この言葉は私が尊敬する写真家・古屋誠一さんから何度も直接聞いた言葉だ。ヨーロッパに長く暮らす古屋さんは、同一の写真を何度も繰り返し写真集や展示のなか
に編んでいる。その姿を私は目にしてきた。	
　たとえ同一の写真であっても、ときを経ることで、それまでのものとは違って見えたり、新たな意味を携えたり、持たされるという意味において、本書を書くにあたって、その

ことが常に念頭にあった。ときに遠い記憶をたぐり寄せる行為だったからだ。	
　私の旅の始まりは二三歳、二八年前のことだ。当然ながらその記憶は旅を終えた直後、一年後、一〇年後、二〇年後とときを経るごとに緩やかに、やがて大きく姿を変
えてきた。新たな記憶が上塗りされ、あるいは細胞が忘却されるからだろう。古屋さんがみずからの創作で「記憶は常に新しいものである」と言葉にしたのはそういうことの
はずだ。	
　金子光晴を訪ねたいくつかの旅について、過去にも何度か文章化したことがあるが、同じく「記憶は常に新しいものである」という思いから、改めて紀行として執筆するこ

とにした。これもまた書籍の上での新たな記憶の旅だと考えている。	
　金子光晴が残した多くの紀行や詩は私の前にとどまっている。三〇年近くの年月、ずっとそうである。金子はすでにこの世には存在せず、新たな創作物はない。だという
のに、常に新選に感じてきた。おそらくこの先においても変わらないだろう。自分が常に変わってゆくからだ。	
　それまでまったく気になっていなかった詩、散文、紀行のある部分があるときから突然気になったり、響いてきたりするのは、だからだと思う。金子光晴が残した作品は私
にとって、自分が現在いる地点を測るための座標軸である。」	

☆mediopos-1869　　2019.12.28	

■小林紀晴	
　『まばゆい残像／そこに金子光晴がいた』	
　（産業編集センター 2019.11）	

■『金子光晴』	
　（ちくま日本文学全集　筑摩書房 1991.6）　	

「記憶は常に新しいもの」だから	
ぼくもまた今いる地点を測りながら	
新たな「座標軸」をつくるために	
数十年にわたるさまざまな「交差」が	
記憶の曼荼羅をつくりだしている	

そのかたちを確認してみることにする	



仏陀は愛を説いたが	
キリスト・イエスは愛を生きた	
そうシュタイナーは語っている	
	
いわば教説の内容としては	

仏教で多くが示されているといえるが	
それが「人となったロゴス」として	
地上に現れたところに	
キリスト教の意味はあるからだ	
	
古代密儀においては	

魂の内部においてロゴスは経験されたが	
キリスト・イエスにおいては	
それが秘された形ではなく	
公の歴史的事実として十字架上で示された	
	

ロゴスの秘儀が歴史的事実となったということは	
それが雛形として人類に示され	
その雛形が人類のなかで広がっていくということだ	
そのことにゴルゴタの秘儀の意味はあった	
	

ヨハネ福音書の 後には	
「イエスが行ったことはほかにもたくさんある。	
それらが一つ一つ書き記されるとすれば、	
その書き記されるはずの書物は、	

この世さえも収めきれないだろう」とあるが	
	
キリスト・イエスの秘儀を人類が受け入れるためには	
おそらくこれからも長い時を経なければならないのだろう	
	

「人となったロゴス」という雛形は	
人類のなかにさまざまな種として蒔かれ	
そのときどきの人類の進化段階に応じて	
育っていくのではないだろうか	

☆mediopos-1870　　2019.12.29	

■フレデリック・ルノワール『哲学者キリスト』（田島葉子訳　トランスビュー 2012.11）	
■西川隆範『ゴルゴタの秘儀　シュタイナーのキリスト論』（アルテ 2004.3）	
■ルドルフ・シュタイナー『神秘的事実としてのキリスト教と古代密儀』	

　（石井良訳 人智学出版社 1986.9）	

フレデリック・ルノワールの『哲学者キリスト』は	
キリスト・イエスからキリスト教の現在へと	
その歴史をたどりながら	
現代そして未来へと非宗教的なかたちをとった	
ユマニスムの可能性として描いている	

	
そしてそこで示されていることの源には	
キリスト・イエスの革命的な教えがあり	
それがユマニスムを準備したということから	
キリストを「哲学者」と名づけている	
	

その「哲学者」としての雛形には	
秘儀的な側面は表面的には入っていないけれど	
自由・平等・友愛といった	
ユマニストのビジョンを生きることもまた	
人類全体のための密儀だともいえるのだろう	



（フレデリック・ルノワール『哲学者キリスト』より）	
	

「イエスの神性ないし人性がどうであったにせよ、福音書に記されたキリストの教えがなかなか世に受け入れられなかったことは、確かな事実である。そのメッセージが、なぜこれ
ほどまで伝統を重んじる人々の反発を招いたのか。それが世に広まるまでに、なぜこれほど長い年月がかかり、さらには改変されることになったのか。そしてまた、そのメッセージ

がなぜ、近代社会で新たな共鳴を生み、近代性の形成に貢献することになったのか。（…）それはイエスが、従来の宗教的価値観に混乱と変革をもたらしたからである。神聖視さ

れていた世界と空間、過去の伝統という権威、宗教固有の論理を、イエスは非神聖化し、それとは逆に、個人を集団から解放することで、個人の自由と良心を神聖化したからで
ある。規範となっていた社会的、宗教的イデオロギーを打ち砕き、平等と隣人愛という新しい倫理概念を打ち立てたのも、まさにイエスなのである。	

　しかしそれだけではない。彼は宗教者が、おそらく何よりも執着していたものを奪い取った。それは、掟を守れば救われるという自力救済、自己正当化の論理である。どんな人
間も神の愛によって救われる、と説いたイエスは、義務を果たし。祈りを唱え、規範通りに行動すれば天国に行けるという、当時の救済観を覆したのである。そして 後に、イエス

が愛と無力さで示した叡智は、恐れを抱かせる伝統的な神観を根本から変えるものであった。そればかりか、きわめて普遍的な人間の本能、つまり他者を支配することで自己肯
定感を得ようとする本能的欲求とは、絶対に相容れないものであった。」	

	

「キリスト教は教義、秘蹟、聖職者を有する宗教である前に、まず何よりも個人的な霊性の道であり、万人が理解できる自己超越の論理である。キリスト教がローマ帝国の国教と
なったとき、キリストのメッセージは大きく歪められたが、（…）ルネサンス期以降、世俗的ユマニスムの形で部分的に甦ることになった。福音のメッセージは思想闘争に敗れるどこ

ろか、人々が思っているよりはるかに、非宗教化した一般社会に浸透している。今日の西洋では、キリストの霊的教えは個人の問題として捉えられている。人々の心を動かしてい

るのは、キリスト教の教義や公の礼拝よりも、人としてのイエスであり、彼が残した言葉なのである。	
　キリストの哲学がもたらした革命は真の衝撃波を生み、人類史を大きく変えることなった。だが、変革はまだ終わっておらず、その波はおそらく広がり続けるだろう。それほど人間

の尊厳、平等、人類愛という倫理の大原則は実行しがたく、ただの空疎な言葉になっている場合が少なくない。ヴィクトル・ユゴーが十九世紀の信仰者らしく、「イエス・キリストの
聖なる教えは、我々の文明を導いてはいるが、未だ深く根を下ろしていない」と言っているが、まさにその通りである。」	

	

「今日の世界は、宗教にありがちな排他的狂信、全体主義的な社会ビジョン、そして物質中心の消費社会による非人間化など、さまざまな脅威に晒されている。このような世界で
求められているのは、何よりも人格の尊厳と内心の自由を大事にする人々であり、そういう人々を繋ぐ新しいユマニスムの高まりではないだろうか。」	

	
（西川隆範『ゴルゴタの秘儀』より）	

	

「ルドルフ・シュタイナーは、つぎのように語っている。	
「人類進化の歩みに従って、心魂は三つの道によって、キリストにいたることができる。三つの道について語るとき、第一の道はもはや今日の道ではない、ということを示唆しなけ

ればならない。それは過去の道である。この第一の道は、キリスト教の文書、つまり福音書を通る道である。これは、無数の人々の道であった。	
　人間の心魂がキリストを見出すことのできる第二の道は、内的経験の道ということができる。この道を、現代と未来の多数の心魂が、特別の素質・特性から進むにちがいない。

第三の道は、人智学運動によって、現在、理解されはじめている秘儀参入の道である。このように、キリストへの三つの道がある。福音書を通る道、内的経験の道、秘儀参入の道

である」。シュタイナーは秘儀参入を、「宗教を超える道」と呼んでいる。」	
	

（シュタイナー『神秘的事実としてのキリスト教と古代密儀』より）	
	

「「始めに言葉があった」というヨハンネスの確信は、ネオプラトニストにも共通のものである。言葉は、魂の内部で霊となるというのは、ネオプラトニストの結論である。これに対して、

言葉は、イエススを通じて肉になったと結論するのが、ヨハンネスの福音書の記者であり、キリスト教会である。言葉が単独で肉となりえた経緯の詳細な意味合いは、古代の世界
観照の全体の展開から説明することが可能である。プラトンは、大宇宙について、神が宇宙の肉体の上に、十字架に宇宙の魂を張り拡げたと語っている。この宇宙の魂がロゴス

にほかならない。ロゴスが肉となる場合、肉の存在として、宇宙の創造過程を反復しなければならない。ロゴスは、十字架にかけられ、復活しなければならない。キリスト教のこの
も重要な思想は、霊的な表象として、とうに古代の世界観照のなかに下絵が画かれていたのである。秘教家は、この経過を、「秘儀伝授」のさいに、個人的に体験していた。こ

の経過を、全人類に通用する事実として体験しなければならなかったのが、ほかでもない「人となったロゴス」であった。つまり、古代的智の展開の内部では、密儀的出来事で

あったことが、キリスト教により、歴史的事実となったのである。これによって、キリスト教は、単にユダヤの預言者が預言したことの成就であっただけでなく、密儀が予示していたこ
との実現ともなったのである。----ゴルゴタの十字架は、古代の密儀祭礼が収斂して、事実となったものなのだ。この十字架は、まず、古代の世界観に現れ、次いで、全人類に

向けられた一回限りの出来事の過程で、キリスト教の出発点に現れるのである。キリスト教のもつ神秘的な面は、こうした観点から理解することができる。神秘的事実としてのキリス
ト教は、人類の成育過程での一つの発展段階なのであり、密儀での出来事と、それから生じた影響が、この神秘的事実を準備したのだった。」	



一九八二年公開の映画『ブレードランナー』の舞台は	
二〇一九年のアメリカ・ロサンゼルス	
人間そっくりのレプリカントが創られている時代	
レプリカントには人間の記憶が移植されている	
そしてレプリカントたちは	

じぶんが人間でないことに気づきそれに苦しむ	
	
わたしたちは記憶と	
それによってつくられている物語	
生まれ育ちそして未来へ向かっている物語を通じて	
じぶんがじぶんであると思っているけれど	

	
それはじぶんを保証してくれているのだろうか	
それともそこに閉じ込められているのだろうか	
どちらにしてもじぶんがじぶんであることで	
どこまでも謎のような	

因果という時間性に閉じ込められている	
	
すべては「今ここ」だというのは簡単だけれど	
その時空が因果の呪縛のもとにある	
「因果の物語」のままでは	

「今ここ」だということにはならない	
	
ＡＩやＶＲなど現代のさまざまなテクノロジーは	
そうした「因果の物語」からの自由に	

寄与する可能性としても注目すべきではあるが	
自我の成熟しないまま	
テクノロジーに使われてしまうとき	
じぶんであることがわからなくなったレプリカントのように	
人は機械人間を模するしかなくなってしまう	

☆mediopos-1871　　2019.12.30	

■佐々木俊尚『時間とテクノロジー』	
　（光文社 2019.12）	

神秘学的な観点では	
霊的世界はある意味で因果から解き放たれ得る	
共時的な世界でもあるのだろうが	
	
そこで自由であり得るかどうかは	

こうしてからだをもって生まれ	
自我を持ちそれを育て	
そのなかで因果から自由になるかどうかに依る	
	
仏教で因果から自由になろうとして	
煩悩を超え解脱を求めたりもするのもそのためだ	

	
自我をつくり育てるにあたって	
「因果の物語」が必要な時代とプロセスはあるけれど	
自我を超えた新たな自我の姿を育てていくためには	
時空から解き放たれ得る「共時の物語」が必要になる	



「「未来はあなたの前にあるのでしょうか？　それとも後ろにあるのでしょうか」」	
	

「「サキという日本語は、未来を指しているのでしょうか？　それとも過去でしょうか」	
　（…）気づくのは、サキが過去も未来も両方とも意味しているということです。	

「先に行く」「先立つ」「先払い」などは、過去や以前という意味。	

「先が思いやられる」「先に伸ばす」「先物買い」は、未来や以降という意味。	
　ごく日常的な言葉なのに、過去と未来の両方の意味をもつというのはとても不思議です。歴史学者の勝俣鎮夫は、実は戦国時代よりも前にはサキは過去だけを意味していたと

いうことを膨大な文献資料から発見しました。つまり中世までは、サキに未来の意味はなかったのです。このころまでは未来を示す言葉は、アトだったと言います。」	
「私たちは今、自分自身の人生やこの社会を、時間の流れに乗った一直線のものとして見つめています。つねに始まりがあり、今があり、終わりがある。」	

「しかし時間の感覚は、時代とともに変わるのです。中世まで未来が背後にあり、あるいは存在さえしないものとして捉えられていたが、突然のように前方の視野へと移動したので
あれば、同じようなことがまた起きないと誰が断言できるでしょうか。」	

	

「「ストーリー」と「ナラティブ」という言葉があります。どちらも「物語」を意味する英単語ですが、ストーリーはエピソードの単なる積み重ねという一般的な「物語」として捉えられてい
るのに対し、ナラティブには別の意味が付与されていることが多い。」	

「ストーリーはハリウッド映画や刊行された小説のように、すでに完成されたものです。（…）よく練られたストーリーは魅力的で、惹きつけられます。しかしストーリーはしょせんは他

人もので、自分のものではありません。	
　でも人が積極的に動こうとするときには、物語が自分ごとにならなければならない。素晴らしいストーリーを堪能すると私たちは感動し、勇気づけられ、やる気も起きてくる感じが

しますが、それは長くは続かない。持続させるためには、自分ごと化が必要なのです。	
　そこにナラティブの意味があるのです。」	

「ナラティブは、書き手だけでなく受けとった側も自分自身の物語として引き受けることができ、そこに自分自身の経験や感情なども重ね合わされることによって、自分の心の中に

刻み込まれていくものです。だからナラティブはそれぞれの人の生い立ちや、その人が所属する文化や民族によっても左右されます。だから百人がいれば、百のナラティブがあ
るということになります。	

　同時にナラティブは、今この瞬間という感覚を内包しています。なぜならそれはパッケージとして完成された過去の物語ではなく、自分自身がつくっている現在進行形の物語だ
からです。」	

	

「シンクロニシティには、原因も結果もありません。かといって「確率の物語」や「べきの物語」でもない。ではなぜ、シンクロニシティは起きるのでしょうか。因果でも確率でもべき乗
則でもない何らかの秩序があるとユングは考えて、それを「因果のない秩序」と呼びました。」	

「それが集合的無意識のためなのか、それともテサラクトが実在するからなのか、あるいは神の御業なのか、単なる偶然でしかないのか、いかなる理由にしても、この世界には因
果でなければ確率でもなくべき乗則でもなく、そして機械学習によっても見つけられないような、不思議なシンクロニシティはたしかにある。それを「共時の物語」として引き受ける

ことには大きな意味があります。	

　なぜなら、これは悩める私たちを「因果の物語」から解き放つ可能性を秘めた哲学だからです。」	
「因果がないからこそ、希望がある。」	

「因果の呪縛から離れたところに、予想もつかない素晴らしいできごとが起きる。因果のない世界は一見すると刹那的で無秩序に見えますが、そうではない。私たちは過去、因果
に囚われてきました。因果のない「今この瞬間」の世界にこそ、新たな可能性が待ち受けているのです。	

　時系列の感覚は薄れ、テクノロジーによって摩擦・空間・遍在の感覚がさらに深化する。古い神話やユングのシンクロニシティの先に再び「共時の物語」が復活し、私たちの前

に現れてくるでしょう。（…）	
　摩擦・空間・遍在という感覚を大切にしながら、私たちはこの生を懸命に生き、そしてこの瞬間を共有しているさまざまな人々や、さらには機械や仮想の世界とも相互に作用さ

せていく。その行動によってのみ、私たちの人生は持続し、駆動し続けるのです。その新たな物語が、「共時の物語」なのです。	
　過去も現在も未来もそこにあり、すべての物語を私たちは生きて、感じるのです。選択の余地があることが自由なのではなく、過去も現在も未来も、他者も機械も外界もすべて

を全身で味わい、生きられるということに自由というものの意味は変わります。」	



かつて人間は年齢とともに	
ある程度成熟することができていたが	
現代ではもはやそれはできなくなっている	
シュタイナーはそう示唆している	
	

年齢は人を成熟へと歩ませてはくれない	
成熟へと向かうためには	
みずからがそれに向かって歩まなくてはならない	
	
現代の人間の年齢については	
おそらく二つの観方をする必要がある	

ひとつは肉体の年齢であり	
もうひとつは精神の年齢だ	
	
現代はアンチ・エイジングを唱うが	
それはそのままの意味で	

成熟を否定しているところがある	
	
肉体の年齢以外の年齢の存在がわからないまま	
ただいつまでも未熟なままでいようとするのだ	
そしてやがて死を迎えざるをえないことから	

目をそらせたままでいようとする	
	
肉体的な衰えは避けられないところがあるが	
精神的な衰えは避けるどころか	

みずからが歩んだぶんだけ歩むことができるし	
あえていえば死を超えてまで	
永遠に向けて歩むことさえできる	
	
そのことに気づくことさえできれば	

死への恐れは大きな問題ではなくなる	
死に向かうことにともなう煩わしさはあるものの	
それは老いや死そのものの恐れとは別のものだ	

☆mediopos-1872　　2019.12.31	

■トマス・ムーア	
　『老いること／エイジレス・ソウル』	
　（青木聡 訳　コスモス・ライブラリー　 2019.2）	

トマス・ムーアは老いることを	
チーズとワインの熟成のイメージで語りもするが	
チーズやワインを味わうのはほかでもない	
じぶんじしんでもあることを実感する必要がある	
そのじぶんじしんとは	

じぶんをさえ超えたじぶんのことでもある	
	
自分探しやキャリア追求	
何者かになることを気にかける必要はなくなる	
まして肉体の力を中心にしたさまざまからは離れ	
じぶんがどれだけ熟していけるか	

そのことをどのように楽しむかが問題となる	
ソウルの年齢はもともとエイジレスなのだから	



「私は、時間をかけて十全な人そして十全なあなたになるという意味で、「老い」という単語を使う。私の念頭には、チーズとワインのイメージがある。それらはシンプルに時間の経
過と共に熟成していく。私たちはチーズやワインを熟成するまで寝かせておく。それらは時間によって熟成する。内なる見えない錬金術が変容を促し、味と香りを与える。	

　人が老いることも同様である。人生にあなたを形作らせるならば、時が経つにつれ、あなたはより豊かで、より魅力的な人物になるだろう。（…）その意味で、人生におけるあなた
の目的は、老いること、老熟した人物になることである。あなたの生来的な本質を明らかにし、展開させるのである。あなたは、あなたの永遠の自己、あなたの魂を解放し、計画と

勤勉さによって成功しようと苦闘する、いつも不安で焦っている自我の背後から人生を眺める。」	

	
「歳を重ねることの悪い側面については現実的でありつつ、同時に、老いの喜びについては肯定しよう。老いを悲しい、怖い、不快なものとして見ているならば、あなたの想像力

には微調整が必要である。あなたは絶望だけを見る前に、意味を探求することができる。あなたがより深く探求すれば、（…）悪い時は良い時を美しくするのである。そのときあな
たは、個人的な判断力、人生に対する特定の見方、そして信頼できる価値観を持つ、魅力的な人物になるだろう。	

　肯定的なことであれ否定的なことであれ、変容的な経験に自分自身を開いていくと、あなたの魂は開花する。それは何度もあなたの中に生じてくる。魂とは、医学の説明や心
理学の分析の後に残る、私たちの神秘的な深みや本質を意味する。それは深遠なる自己の感覚である。」	

	

「自分の魂を育てないならば、あなたは老熟していかない。あなたは社会の枠組みの中で歯車のように感じているかもしれない。そのとき、あなたは活動的であるかもしれないが、
あなたの活動は周囲の世界に対する深い気づきやつながりを生みだしていない。あなたが本当に老熟するならば、あなたは本当の意味で出来事に参加し、参加者であることを

深く味わい、人生の目的や意味、魂の賜物を見いだすだろう。そのとき、老いることは喜びに満ちた経験となる、なぜなら、あなたは前進する生き方の中に自己の芽吹きと開花を

予感しながら、学びや経験に開かれたいと思うからである。」	
	

「歳を重ねると、あなたは世界の出来事に煩わされることが少なくなるだろう。あなたは内省的になり、深く思いを巡らせるようになる。あなたは自分探し、キャリア追求、何者かに
なることにそれほど焦点を当てなくなる。あなたはスピリチュアルな生活へと自然に開かれ、人生の意味や目的を問うようになる。もちろん、すべての人がそうなるわけではない。

高齢になって強いスピリチュアリティを育むためには、長いこと自分の人生について考えなければならない。あなたは精神的に老熟しなければならない。	

　病気は、加齢と共により一般的になるが、沈思黙考や深い問いの触媒である。あなたの人生の流れが変化し、リタイアに向けて動いているときも、若いときには考えもしなかった
深い問いと向き合い始めるだろう。老いと共に、あなたは翼を得る。あなたは飛翔する。あなたの視野は自然に拡大し、もっとスピリチュアルになる。」	

	
「人は神秘の宇宙を漂流している。私たちにはまったく知らない事柄がたくさんある。単なる事柄ではなく、もっとも重要な事柄である。私たちは生まれる前はどこにいたのだろう

か？　私たちは生物学的に生まれてきたのに、どうやって深い感情を持つようになるのだろうか？　私たちは普通の二人の情熱的な身体の結びつきによって妊娠した後、人体か

ら誕生したが、どうやって真剣な意味の探求に従事するようになるのだろうか？　なぜ私たちはここにいるのだろうか？　私たちは何をすればよいのだろうか？　そして、もっとも偉
大なる神秘は、私たちが死んだ後、何が起こるか？である。	

　（…）	
　老いの中心的な意味と経験の一つは、死に近づく感覚である。あなたが何歳であろうと、自分の死すべき運命を突然自覚し、不思議に思い、純粋な恐怖や不安を感じる。そし

て、私たちは問わなければならない。人生の儚さと自分自身の死について考える知性とポジティブな方法はあるだろうか？」	

	
「結局のところ、老いに対処するもっとも効果的な方法は、ありのままの自分でいることだ。どうしたら老いを止められるかを想像することで、老いを回避しようとしてはいけない。あ

なたより若い人たちと自分を比較してはいけない。青春時代が戻ることを願ってはいけない。老いのネガティブな側面を否定してはいけない。ありのままの自分でいることだ。自
分の正確な年齢を生きることだ。」	



色即是空	
空即是色	
	
色は匂へど	
散りぬるを	

我が世誰そ	
常ならむ	
有為の奥山	
今日越えて	
浅き夢見じ	
酔ひもせず	

	
水墨画の	
白と黒の世界	
	
色は白と黒のなかへ	

変容し覚醒する	
	
白という果てしない空間のなかに	
あらゆる形や色彩を潜在させた	
無色で無形の深淵が現れる	

	
無色は色の否定ではなく	
色の無限の可能態としての色のイデア	
無形は形の否定ではなく	

形の無限の可能態としての形のイデア	
	
色即空となり空即色となる	
不可視の世界を観相し	
その精神を生きるための	

不可思議曼荼羅の白と黒	

☆mediopos-1873　　2020.1.1	

■井筒俊彦「東アジアの芸術と哲学における色彩の排除」	
　（第四一回エラノス会議 一九七二年）	
　（井筒俊彦 英文著作翻訳コレクション『東洋哲学の構造／エラノス会議講演集』	
　（澤井義次・監訳　慶應義塾大学出版会　2019.4）所収）	
■島尾新『水墨画入門』（岩波新書1919 2019.12）	



（井筒俊彦「東アジアの芸術と哲学における色彩の排除」より）	
	

「色彩に対する否定的な態度は（…）それが絵画、詩歌、演劇、舞踏あるいは茶道であれ、どの領域においても、東アジアの美的経験の特徴をなしております。中国や日本
の文化には、究極的には黒と白を除いた全ての色彩を排除するような、色彩の抑制あるいは抑圧への顕著な本来的傾向が見られますが、この講演では、こうした傾向を理

論的に説明する東洋哲学のいくつかの側面について議論したいと思います。さらに、こうした状況では「黒」や「白」ですら、色彩として機能するのを止め、むしろ全く異なる

性質を持つものとして機能していることも明らかにしたいと思います。」	
	

「「水墨」で描く画家の大半は、何か実体のあるもの----たとえば、花、木や鳥など、またしばしば風景全体----を白地に黒い墨で描きます。その際、画家は時として、現象
界における事物の諸形象が、存在の無形で無色な基盤の深みから生起し、瞑想の状態にある心に浮かんでくる、まさに形而上的な瞬間を捉えるのです。これは、事実、精

神的な形象です。この種の精神的な事象としての絵画を示す良い例としては、「破墨山水図」として知られる雪舟の名高い風景画が挙げられます。（…）「破墨」は山水画に
独特の技法ですが、より正確には「潑墨」と呼ぶべき技法です。簡潔にご説明いたしますと、画家はまず極端に水分の多い薄墨で、自分の意匠の主要部分を描いてから、

墨が乾くまえに、素早く大胆に、濡れた紙面の上に鮮やかな黒墨の染みを投じて、深い黒の線を何本か描きます。	

　当然のことながら、雪舟のこの作品では、何も明確な輪郭をもって描かれてはおりません。風景全体は、ぼんやりした形象、変化する墨の濃淡、霞み、さらに周囲の空白か
ら成っています。背景の遙か遠くには、霧の帷の向こうに、柱のように聳える険しい山々が、まるで幻のように、空に向かってぼんやり、おぼろげに見えています。前景には、

深い茂みが集まり、起伏の多い崖のような壁（…）が、川岸からまっすぐに聳え立つのがわかります。この崖の麓に小屋が認められます。墨の不在が見事にそれと示す水面

には、一層の舟、おそらくは漁師の舟が浮かんでいます。紙の表面の残りは全くのむき出しです。しかし、この風景の中では、明らかにこの手つかずの空間が、墨をはじいた
染みと比べて、それ以上とは言わないまでも、少なくとも同じ程度に重要な役割を果たしております。と申しますのも、周りを囲む茫漠とした空間のただ中にあってこそ、絵の

中の（…）具象物を描いた部分は経常的な光景に転じるからです。それは、現象界が諸感覚の把握できる範囲を超えた領域から立ち現れる、そのほんの一瞬を結晶する風
景なのです。一方、空白部分は、黒い墨で実際に描かれた形象の力によって、あるがままの絹や紙であることを止め、果てしない空間へと変容します。さらに、それは絵の

中で、現象界のあらゆる形や色彩のもつ無形で無色の深淵として機能し始めるのです。」	

	
「 も典型的な形式における東アジア芸術の精神は、ほとんど表現しないことによって多くのことを表現することにありますが、このことをここで思い起こしていただきたいと思

います。それは非ー表現と接する 小限の表現によって、 大限の芸術的な効果を生み出そうとする芸術です。したがって水墨画では、数少ない僅かな筆遣いと、それに
よって描かれる簡潔な輪郭と墨塗りだけで、ある事物の外部的な形態のもつ色彩や細部の正確で忠実な再現よりも、はるかに印象的な存在感を喚起することができるので

す。」	

	
「単色絵画は特に二つの要素に依っております。すなわち、一つは線であり、もう一つは墨の濃淡です。定義上、単色の絵画は、感覚的経験の次元で「自然」を華やかに彩

る全ての有彩色を排除します。（…）	
　東洋の水墨画の伝統では、墨で線を引き自然物を描出することは、すぐに「自然」の精神化を促します。」	

	

「色彩感覚は、外部的な事物に対する私たちの認知の も素朴な形態です。東アジアの芸術家や哲学者の目には、色彩は「自然」の表層を表象するものです。事物の形而
下的な外部性の膜を破り、自らの心の中にも事物の内部にも存在している永遠なる「理」に心を集中しようとする者にとって、色彩の誘惑は、事物の 奥の性質を把捉するう

えで、さらには精神的な生活の も深遠な層において一切の事物との根源的合一を実現するうえで、深刻な障害となります。	
　このことから、東洋の絵画で黒の持つ極めて特別な機能についても理解できるようになります。色彩画では通常、黒は色彩にとって障害として機能します。黒は全ての色の

死を意味します。その結果、「自然」に充満する生命の息吹の死をも意味します。一方、水墨画では黒こそ生命であり、表現と展開の無限なる可能性です。ここでは、黒は全

くの黒ではありません。全ての色彩の否定において、全ての色彩が積極的に肯定されるのです。	
　ある赤い対象が赤で描かれますと、その対象はその特定の色彩に動かしがたく固定されます。しかし、典型的な東洋的思考にもとづくと、赤にはそれ自体、ほかの全ての

色彩が含まれています。赤はそれ自体として、ほかのあらゆる色彩になり得る本質的可能態をもっているからこそ、今ここの赤として顕現しているのです。こうした世界----あ
らゆる単一の色がそれ自体、他の全ての色を包摂するために、それぞれの色が全ての収斂する点として現れる、無限の色の可能態の世界----は、少なくとも東アジアの画

家の観点からは、黒で描くのが も相応しいのです。」	



ドゥルーズは『シネマ』で	
「この世界」を信じるために	
現実と虚構の対立を乗り越えることで	
「この世界」への「信仰」「愛」「倫理」を	
新たに捉え直そうとしている	

	
現実の世界は「耐えがたいもの」で満ち	
それゆえに人は虚ろな生を送り	
「この世界」の無常を	
生きざるをえなくなっているからだ	
	

批判のための批判としての言葉は横行し	
ＡＩやＶＲも	
そして「映画」も	
無常を生きる「この世界」からの逃避であり	
否定にさえなってしまっている	

	
「この世界」を	
そしてその「生」を肯定すべく	
奮闘したドゥルーズさえも	
さいごはみずからの「生」を	

否定せざるをえなくなったほどだ	
	
かつて仏陀はこの世界の四苦八苦と	
そこからの解脱の道を説いたともいえるが	

現代の四苦八苦はいまや倒錯的に	
ＶＲの世界への逃避によって	
「この世界」を虚ろな生にしようとしている	
四苦八苦からの逃避によって	
四苦八苦にあらたな苦が加わり	

さらに「耐えがたいもの」となっているのである	

☆mediopos-1874　　2020.1.2	

■築地正明	
　『わたしたちがこの世界を信じる理由／『シネマ』からのドゥルーズ入門』	
　（河出書房新社 2019.11）	

■築地正明×堀千晶　対談	
　「この『世界』を信じる」（「週刊読書人」2020年1月3日号）	

「この世界」からの「解脱」ではなく	
じぶんもまたその一部でもある	
「この世界」を信じること	
生を肯定することからはじめなければ	
「この世界」はいつまでも	

「耐えがたいもの」で満ちた世界のままだ	
	
現実に埋もれただ肯定するのではなく	
現実を否定し批判の対象にするのでもなく	
虚構の世界に逃避するのではなく	
虚構を否定し批判の対象にするのでもなく	

「この世界」を信じ	
生を肯定することからはじめ	
現実と虚構の対立を創造的に仮構することで	
乗り越えていかなければならない	
	

「この世界」でいちばん難しいのは	
信じることであり	
愛することでもあるのだろうが	
そこからはじめる新たな道をつくるために	



（築地正明『わたしたちがこの世界を信じる理由』より）	
	

「ドゥルーズは「映画」と「世界」を同一視しようとしているわけでも、両者を単純に関連づけようとしているわけでもない。ドゥルーズはむしろ、両者の並行関係を、互いへの還
元不可能性を強調する。そして映画の意義は、「イマージュ」を通じて、この「世界」を信じる理由を生みだすこと、創造することになると述べることになるだろう。しかしそれに

は、もはや人々がこの世界を信じていない、という事態が前提となるはずである。すると、なぜそうなってしまったのかが、併せて問われなければならないだろう。この世界を

信じるとは、そもそも何を意味し、どのような問題を孕んでいるのか。これらすべての問いは、二十世紀の映画史と世界史が交差しながら進展していく過程と、実は密接に関
係している。ドゥルーズは、映画における古典時代を、主に第二次世界大戦よりも前に位置づけ、他方で、大戦後の映画のあるものを、「現代映画」として規定している。そし

て両者のあいだには、深い亀裂が走っていると考えるのである。	
　では大戦によって、一体何がどう変化したのだろうか。 も簡略化して言うなら、古典映画の時代は、たとえそれが崩壊の途上にあったにしても、人はまだこの世界を信じる

理由を失っていなかった。だからこそ映画は、様々なフィクションを、ファンタジーを、夢や希望を、大衆へと自然に提供することができたのだと考えられる（Ｄ・Ｗ・グリフィス、
チャップリン）。政治的イデオロギーのプロパガンダも、決して例外ではない（エゼンシュテイン、リ＾フェンシュタール）。つまり映画の 初の隆盛とほぼ同時代に、ファシズム

をはじめ、全体主義が出現し、強力に発達した理由のひとつは、映画を通じて「全体」としての世界が、仮にも信じられていたからではないだろうか。それに対して、戦後に現

れた一群の「現代映画」においては、「世界」は信じられ、前提される代わりに、むしろ様々な謎や不条理な問いを投げかけてくる、読解すべき諸々の記号と化していった。」	
	

「現代における「耐えがたいもの」とは何か。それは信仰も、自然と調和した暮らしも潰え、資本主義とその都市生活を、市場経済を、ただ無為に、虚ろに生きることそれ自体

であるのかもしれない。終わりも、先も見えないこの「永続的な日常の平凡さ」のなかで、人は「この世界」ではなく、虚構の、投棄の、数値の絶え間ない変動の世界へと一身
に身を捧げる。このような状況における「信仰」が、「愛」が、「生」が、つまり＜不可視のもの＞が、改めてここで問題となっている。	

　----「断たれてしまうのは、人間と世界の絆である。だからそれ以来、信仰の対象とならねばならないのは、この絆なのだ。それは信仰によって取り戻す以外には不可能で
ある。信頼はもはや、ある別の世界に、もしくは改変された世界に向けられるのではない。人間は、純粋に視覚的で音声的な状況のなかにいるようにして、世界のなかに存

在している。人間による反応は奪われてしまっており、それは信頼によってしか取り戻すことができない。ただ世界への信頼の念だけが人間を、彼が見、そして聞くものへと

再び結びつけることができる。映画は世界を撮影するのではなく、この世界への信頼を、私たちの唯一の絆を撮影しなければならない」。	
「紋切り型（クリシエ）」の氾濫するこの世界のただなかで、他のいかなる世界でもなく、この世界を信じ、愛すること。ドゥルーズは、哲学には、生には、世界への「信仰」が、

「信頼」が、絶対に不可欠だと語っているのである。なぜなら「人間は、彼自身その耐えがたいものを実感し、身動きが取れないと感じているその世界と異なる存在なのでは
ない」からだ。芸術には、そしてとりわけ映画には、私たちに「この世界への信頼」を取り戻させる力がある。しかし事実上は、映画は様々な空想的物語を表象し、「紋切り型」

を倦むことなく生産する装置になり果ててしまっている。だからこう言ってよければ、『シネマ』の提示する理論とは、メジャーな映画の観念からはおよそかけ離れた、これ以上

ないほどマイナーなものである。つまりこの書物それ自体が「言葉」による、「概念」による、支配的な観念への、常識への、「紋切り型」への抵抗であり、様々なマイナー映画
作家たちと切り結ぶことによって果たされる、「集団的な言表の生産」による「抵抗行為」なのである。」	

	
「これまでも、ドゥルーズの哲学をめぐって多くの誤解が生じた。ドゥルーズの哲学には批判が、否定の契機が欠けていると、政治的には役立たずだと言われてきた。だがそ

れは、ドゥルーズの晩年の思考が、この世界への、生への信仰の問題に向かっていたことを、見誤ったために生じたのではなかったか。「ニヒリズム」は至るところにある。その

ただなかで、いかにこの世界を信じきるか、肯定し、愛するかという問題が、彼の哲学の根幹において立てられ、揺るがなかった。そこから「映画は世界を撮影するのではなく、
この世界への信頼を、私たちの唯一の絆を撮影しなければならない」という言葉も出てくる。そしてそれは、ドゥルーズ独自の概念である「創造的仮構作用」を通じて、「集団

的な言表の生産」を通じて、そして「自由間接的なヴィジョン」を通じて、現実と虚構の対立を乗り越えることによって実現されるのである。	
　その時こそ「映画」は、娯楽や暇つぶし、あるいは閉ざされた議論を突き破って、じかに私たちの「思考」の、「生」の問題に接続されることになるだろう。」	

	

「彼は、「人間」をただ単に批判すればよいと考えていたのではない。もちろん「人間」は、そのまま肯定されるのではない。なぜならこの観念自体は、ヨーロッパの人文科学
の伝統に由来する、期限付きのものに過ぎないからだ。だからむしろ「人間」は、この世界への「信仰」、「愛」、「倫理」という観点を通じて、まったく新たに捉え直されねばなら

ないのである。----「私たちは、ひとつの倫理を、ひとつの信仰を必要としている、このように言うと馬鹿者たちは笑い出すだろう。だがそれは他の何か別のものを信じる必要
ではない。まさにこの世界そのものを信じる必要であり、馬鹿者たちもやはりその世界の一部をなしているのである」。	

　ドゥルーズの言葉のうちには、あらゆる「耐えがたいもの」を見つめたうえで、なおも発せられる、単純なる生の肯定の響きがある。今の私たちが取り戻さねばならない「ひと

つの倫理」、「ひとつの信仰」とは、まさしくこうした響きのうちにあるのではないか。」	



詩	
詩のようなもの	
詩ではないもの	
	
それらの境にあるものを	

言葉にしようとすると	
詩は言葉から逃げ出してしまう	
	
詩語も	
行替えも	
象徴さえ	

境になるとはかぎらない	
	
詩は現実だけではなく	
いつも詩そのものさえ越えようとする	
うたや踊りのようなものなのかもしれないから	

言葉の箱のなかに閉じ込めようとすると	
詩はいつもそこからすり抜けてゆく	
	
詩は	
言葉の秘密と	

どこか似ている	
	
言葉でしか	
つかまえられないものがあるけれど	

言葉があるから	
つかまえられないものがある	
	
意味でしか	
つかまえられないものがあるけれど	

意味があるから	
つかまえられないものがある	

☆mediopos-1875　　2020.1.3	

「言葉を覚えたせいで、言葉では捕まえるのが不可能なものをどうしたら良いのかわからない。僕ら人間は言葉で出来ているのだから、言葉以上の、あるいは言葉以下の世界
を言葉で知ろうとするのは無理だろう、と誰もが言うけれども、好きな音楽を聴いていると、音楽には言葉の能力を超えた何かがあると思う。	
　言葉のおかげで人間は意味というものに取り憑かれるようになった。確かに人間は動物と違って、意味なしでは社会生活を送れない。だが、意味のおおもとにあるもの、言葉
で名付ける以前にそこに存在するものに迫るのが、散文とは次元の違う詩の狙いだと考えたい誘惑から逃れるのは難しい。それだけが詩の目的だとは考えていないが、詩を
書こうと身構えると、どうしてもその方向に意識が働く。	

　僕らが日々話したり書いたりしている言葉が、組み合わせによって突然「詩」に転じるその仕組みは一体どういうものなのか。散文でそれを解き明かす試みは数多いが、その
仕組み自体が「詩」そのものだと考えると、その秘密とでも呼ぶべきものは、僕らの意識下の渾沌にあるとでも考えるしかない。」	

■谷川俊太郎「言葉を覚えたせいで」	
　（現代詩手帖１月号／2020年1月「現代日本詩集2010」所収）	

詩は	
私という秘密	
存在という秘密と	
どこか似ている	
	

私ということでしか	
つかまえられないものがあるけれど	
私ということで	
つかまえられなくなるものがあるから	
私は私を超えてゆかなければならない	
	

あるということでしか	
つかまえられないものがあるけれど	
あるということで	
つかまえられなくなるものがあるから	
存在は無のなかにみずからを探さなければならない	


