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虚と実	
	
数学でも	
虚数と実数があり	
虚数とはimaginary number	

実数ではない複素数である	
	
虚数ははじめ	
否定的にとらえられていたが	
いまでは虚数のない数学は考えられない	
	

実は虚によって	
支えられているのだともいえる	
imaginaryなものが	
現実の奥行きをつくりだしているのだ	
実と虚を	

現実世界と霊的世界として考えてみることもできる	
	
観客がリアリティを共有するように	
アウラを生み出す力のように	
量子論的に観た意識の生み出す現象のように	

	
虚と実なくして	
リアルはつくりだせないが	
そのためには	

虚と実を生きている	
わたしたちの存在が不可欠となる	
	
リアルが失われようとしている現代は逆に	
安易にリアルを求めようとする時代でもある	

実証的にリアルを求めようとする科学主義者がいて	
信仰に実相を求め救いを得ようとする宗教者がいて	
霊的世界を実体化しすぎるスピリチュアリストがいる	
	
そんな時代だからこそ	

リアルは虚と実のあわいのなかでこそ	
創造されてゆくのだという視点をもちながら	
不確実性のなかを生きる力が求められているのではないか	

☆mediopos-1876　　2020.1.4	

■談 2019.no.115「特集　新虚実皮膜論／アウラの消滅・再生」	
　（公益財団法人たばこ総合研究センター[TASC]　水曜社　2019.7）	



（editor's note「虚と実がブレンドする社会をどう捉えるか」より）	
	
「人形浄瑠璃・歌舞伎の脚本作者である近松門左衛門は、「虚実皮膜論」という芸術論を著しています。（…）「虚実皮膜論」をあえて取り上げようと思ったのはそれなりの理由が
あります。「虚実皮膜論」は、虚構と現実、嘘と真実、本物と偽物、という今日的な話題に示唆を与え続けてきたからです。」	
「演劇が人間の身体表現である以上、身体をとりまく現実世界は、まさに人間にとっての現実であり、日常です。リアリズムは常に演劇と深いかかわりをもってきました。俗に様式
美の典型と目される歌舞伎や能においても、その役者の演技がリアルであるかどうかが常に重要な評価基準の一つとなります。	
　演劇においてリアルであるとはいかなることか。そもそもリアルとは何をいうのか。わが国では、「リアリズム演劇」という世界でも珍しいジャンルが存在します。リアリズムをどう捉え
るか、演劇を含む文学表現の世界では、常に論争の的でした。単に舞台（のなか）上の問題ではなく、舞台の外の問題として認識されてきたからです。	
　虚構という舞台と日常という現実、フィクションとリアリズムの関係と言い換えることもできますが、要するに、日本文化の根底に横たわるより大きな問題に接続する可能性をはら
んでいるのです。	
　「虚実皮膜論」は、近松没後一四年の元文三（一七三八）年に刊行された浄瑠璃の本文の注釈書『難波土産』（五巻）の第一巻の冒頭に「発端」として収録されています。（…）	
「芸（げい）といふものは、実（じつ）と嘘（うそ）との被膜（ひにく）の間にあるもの也」	
「虚によして虚にあらず、実にして実にあらず、この間に癒が有たもの也」と。（…）	
　近松は、ここで役者を引き合いに出して演劇論を展開しています。その前後の文脈から推測すると、次のように解釈できます。事実をリアルに表現しても芝居にはならない。虚
構を前提としたうえで、リアリティ（実）を感じさせるものが芝居というものです。言い換えれば、虚構が表現された時、つまり現実化した時、虚構は虚構としてリアル（真実）になると
いうのです。そして、何より重要なのは、それが心のなぐさみになるということです。	
　「虚実皮膜論」の解釈をめぐっては、いくつもの論文が発表されていますが、それらとは別に、いわゆる芸談として言葉を残している役者も何人かいます。その代表が女形の芳
沢あやめで、近世文学の研究者東晴美氏によると、芳沢あやめは、「実」の対立項として、「虚」ではなく、「かぶき」をあげているといいます。	
「＜実＞の対立項として＜虚＞ではあんく、＜かぶき＞をあげている。リアリティを＜創出＞している時点で歌舞伎は＜虚＞なのであり、＜正真＞をうつさない＜虚＞の事例をひ
きあいに出すまでもなく、虚が内在するかぶきと実が混じり合ってこそリアリティのある舞台が創出されるのである。（…）このようなリアリティのある表現をするとき、近世においては、
『難波土産』の項目３「よむ人のそれぞれの情によくうつらん事」にあるように＜うつり＞という用語を使う」。	
「うつり」は表現者と受容者との暗黙の了解の虚を含み込んだリアリティだと東氏はいいます。舞台上の「虚」が、よくうつっているという感覚を表現者と観客が共有しえた時、その
舞台上に実（リアリティ）が立ち上がるというのです。」	
	
「「虚実皮膜論」を再考するにあたって、もうひとつ補助線を引いてみようと思います。それは、ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンの重要な概念であるアウラ（aura）の導入です。
ベンヤミンがこの概念を提示したのは「複製技術時代における芸術作品」という一九三六年の論文でした。ベンヤミンは、「複製技術時代の進んだ社会のなかで、ほろびていくも
のは作品のアウラ」であり、「この（ほろびていく）プロセスこそ現代社会の特徴」だと論じたのです。アウラとは、人体から発せられる霊気のことで、転じて人物がもつある特有の雰
囲気をいいます。ベンヤミンは、それを独自に解釈し、「ほんもの」性とか「いま」「ここに」しかない固有のものとして概念化しました。（…）要するに芸術作品のもつ唯一性、一回性
のことです。	
　ベンヤミンは、写真や映画といって複製技術の登場によって、こうした芸術作品の唯一性、一回性が雲散霧消したと断じました。しかし、誤解してはならないのは、ベンヤミンは
それをまったく嘆いてはいないということです。むしろ、そのことは芸術に新しい機能が加わったことであり、芸術作品を鑑賞するために都合が良いような新たな知覚変化をもたら
したと言ったのです。	
　複製技術が生み出す一時性の反復は、オリジナル信仰を完膚なきまでに打ち砕きました。ただその過程で、複製・反復されるものに新たなアウラが宿ったというのです。増殖と
いう時間性であり、拡張という空間性です。逆説的ではありますが、アウラの否定の先で、無限へと開かれる新たなアウラが生まれたのです。増殖と拡張に共通するもの。それこ
そが、リアルという現実にほかなりません。リアルがあらたなアウラとして再生したのです。」	
	
（「編集後記」より）	
※千葉雅也「虚／実の交錯…相対主義への内在」／久保昭博「フィクション、現実を宙づりにする」／石田英敬「亡霊としてのメディア…模倣と感染」	
	
「３人の先生方の話のなかで繰り返し出てくるヴァーチャル・リアリティ（virtual reality:VR）は昨今隆盛を極めています。」	
「115号では、「虚実皮膜論」をテーマに三者三様の語りがなされています。千葉先生によれば、現代はエビデンスの過剰要求が起こっており、誰もが確実なものを求めすぎる時
代だと指摘されています。明確な根拠がなければ安心できない、そういった心性に警鐘をならし。もっと人は不確実なものにみをゆだねるべきだ、とおっしゃっています。これは
まさに、虚実皮膜論的な心持ちへの回帰といえるでしょう。	
　久保先生は、フィクションが成立するには成員の合意が前提であり、それが単なる嘘や騙しとの違いだと述べています。虚と実の皮膜を愉しむには、どれだけの虚を成員が共
有できるかにかかっているでしょう。そのためには、虚を虚として認める心理が必要ですね。	
　石田先生は、VRをはじめとする、実でないものが実になりえているメディアの力について、メタ学問的に述べておられます。ありとあらゆる事象が記録され、再現される現代を論
じ、それを実現しているテクノロジーとは何なのか、大変興味深い議論です。」	



ロゴスにはからだがない	
	
けれどほんとうのロゴスは	
コトバとして	
からだをもって	

生まれてきた存在だった	
	
そのロゴスはほんらい	
レンマから生まれてきたにもかかわらず	
そのからだが理解されないままに	
レンマを忘れてしまった	

	
有が無から	
生まれてきたにもかかわらず	
無を恐れ排してしまったように	
	

現代では	
レンマを忘れたロゴスが	
ＡＩ的なものとしても展開しはじめている	
だからＡＩにはからだがないのだ	
	

レンマを忘れたとき	
ロゴスはこころの魂をなくし	
ものの霊性をも失い	
冷たい思考と即物的な物質だけが	

ロゴスの知性で扱われるようになった	
	
ロゴスがほんらいのコトバになるためには	
生きた思考を賦活させ	
ものの霊性を甦らせ	

矛盾をも包みながら生きてゆける	
からだをとりもどさなければならない	
レンマから生まれたほんとうのからだを	

☆mediopos-1877　　2020.1.5	

■中沢新一「「レンマ学」とは何か／惑星時代のもう一つの知性」	
　（「現代思想１ 2010 vol.48-1　特集：現代思想の想展望2012 青土社　2020.1　所収）	



「ヨーロッパの知性は、ギリシャ哲学以来、伝統的にロゴス的知性を中心にして展開してきました。それはロゴス中心主義と言えるほどに強力なもので、コンピュータの発達とともにこれまで以上に世界
を制覇しかかっているうように思われます。ヨーロッパの批判的な知性はロゴスによるこの支配形態を打ち破るために、非ロゴス的な知性の可能性を探究してきました。ジャック・デリダの哲学的探求が

それを代表しています。ロゴスの内側から外に向かって進んでいき、ロゴスの限界点で非ロゴス的な別種の知性に触れていこうとするやり方です。しかしアジア的な知性の伝統はそういう方向性をとり
ませんでした。むしろロゴスは知性の自然形態であるレンマからの派生形態として捉えられ、ロゴスは実相（リアリティ）に無知の覆いをかけるものと考えられました。ロゴスは実相をつねに捉え損ねる

のです。そこでは当然ながら、ロゴスを中心に据える哲学が発達することはありませんでしたが、そのかわりロゴス的知性の母体でもあるレンマ的知性を土台にする思想や学問が発達しました。」	

	
「対称性人類学という自然科学と人類学にまたがっているような考えを、「カイエ・ソバージュ」の試みの中でようやくうまく表現できるようになった頃、自分のなかに蓄積されていたいろいろな思考の種

がいっせいに芽を吹き始めました。まるで同じリズムをもって同じ歌を歌い始めたのです。すると不思議なことに、南方熊楠の思想がそれまで見たこともないような新鮮な光を僕の中で放ち始めました。
熊楠は近代科学と仏教のせめぎあいの中から未来の新しい学が誕生するにちがいないという予感を抱いていました。かつて『森のバロック』を書いていた頃、熊楠のそういう思想に出会ったとき、僕

は自分の抱える問題にひとつの道筋が開かれたのを感じていましたが、仏教の何を科学の何に注ぎ入れていったらよいのかが、はっきり見えるようになりました。その光は何よりも粘菌という生物から
発していました。たんに思弁上の問題ではなく、粘菌という具体的生物がそのまま真理の表現になっているという熊楠的直観を、自分はいまわがものにしつつあるという実感です。（…）生物学に対す

る関心、長らく取り組んできた言語学の問題そういったものが『華厳経』のまわりに集まってきて、明瞭な概念を形成するようになりました。熊楠のいう「萃点」です。それが「レンマ」の概念でした。」	

	
「----このレンマ的知性の定位する学が中沢さんのレンマ学であろうと推測されますが、しかしこの『レンマ学』はじつは「古レンマ学」に対する「新レンマ学」「現代レンマ学」ともいうべきものであり、中

沢さんのレンマ学は「長い間忘れ去られていたこの「古レンマ学」を（…）刷新再生させた」ものであるとも言われています。そこで「古レンマ学」と「現代レンマ学」の関係についてお聞きしたいのですが、

「古レンマ学」とは何なのでしょうか。それに対して「現代レンマ学」の新しさはどのような点にあるのでしょうか。別の言い方をすると、なぜ今「古レンマ学」の「刷新再生」が必要なのでしょうか。	
中沢／（…）ロゴス的知性が万能の力をもってこの世界を覆い尽くそうとしている現代に、それとは異質の学の体系を作ろうとしているわけですが、いまどき全体性の「学」を構築するなどというヘーゲ

ル的なパラノイアを実行するわけにはいきません。学を構築するのはあくまでも戦略上の問題です。」	
「古いレンマ学はヨーロッパがいまのような形の世界的覇権をもつ前の時代において発達した学の体系で、おもにアジアにおいて展開され保存されてきました。それは非常に長い歴史をもちます。そ

ういう古い形態のレンマ学のままであると、しえがロゴス的文明の破綻しかかっているところや矛盾しているところを補完するものとして利用されるだけで終わってしまうでしょう。」	

「古レンマ学と現代レンマ学とのちょうど中間に立っているのが、西田幾多郎たちによって構築された近代レンマ学です。西田さんはフィヒテやシェリングの仕事の中に形而上学に基づいた近代的な
「学」の雛形を見ていましたので、東洋的なレンマ的思考による新しい学を、フィヒテの『知識学』のようにしてつくれないものだろうかと考えていました。田辺元の哲学にも同じ動機を見ることができま

す。京都学派の人々はあの時代に、東洋が保存し続けてきた、自分たちの生きるすべてであり世界観でもあるレンマ的思考に学としての体系性を与えようとしていました。そこで東洋の思想を一種の
知識学の大系に再編しようとしたのが近代レンマ学の企てでした。僕たちの生きているこのＡＩの時代は、レンマ的知性にとってはより危機的な時代です。古レンマ学や近代レンマ学をそのままの形

では武器とはできません。どうしても近代レンマ学は現代レンマ学につくりかえられる必要があります。」	

	
「ロゴスのギリシャ的語源は「ものを集めて並べる」です。これは集合論の基礎にほかなりません。集合論がなぜ危機に陥っていたかというと、無限の概念をくりこむことによって「ものを集めて並べる」

行為そのものが、論理としては矛盾を生み出してしまったからです。西田さんたちもここに焦点を合わせました。近代哲学の限界がそこに露呈していました。西田さんたちはそれを突破するためにレ
ンマ的な思考を学として構築することに全力を投入しました。	

　そういう近代レンマ学と現代レンマ学の大きな相違点は、集合論そのものの現代的変容ということに深く関わっています。二〇世紀の集合論はロゴスそのものの抽象化として古典論理の三原則にし

たがっています。古典論理の三原則というのは（１）同一律（２）矛盾律（３）排中律という合理的思考のしたがうべき三つの規則です。このうちの同一律と矛盾律についてはカントとヘーゲルによってそ
れらを解除した論理の可能性が追求されましたが、排中律だけは二〇世紀になってもなかなか手付かずのままに置かれていました。排中律を解除してしまうと、「真」と「偽」を分離できなくなり、あいま

いな思考が横行するようになってしまいます。しかしこの「あいまい性」を創造的に利用した新しい考え方が起こってきました。数学の世界で口火を切ったのは岡潔さんによる「層」（シーフ、岡さんは
「不定域イデアル」と呼んでいました）の理論です。局所的な関数の芽どうしをつないでいくための「のりしろ」として不定域イデアルを考えることによって、局所と大域をつなぐ連接理論として発見され

ました。「のりしろ」は異なるものをつなぐ働きをするために、排中律を局所的に解除しています。岡さんによるこの発見はたちまち大規模な数学の再編成へとつながっていきました。そこからグロタン

ディークの「トポス」という考えが育ち、ポール・コーエンは集合論においても排中律を取り除くための「強制法」というやり方を見つけます。こうした変化に対応して、集合論の中から圏論（カテゴリー）と
いう新しい数学が生まれてきました。圏論では新しい考え方が集合論の場合よりもずっと自由に扱えるようになっています。量子コンピュータはこういう数学に基づいて設計されています。」	

	
「二〇世紀の後半から問題点が変わり始め、数学はロゴスとは異なるというかロゴスを拡張した新しい基礎を模索しはじめています。そこで重要なポイントは「排中律の解除」ですが、これこそが古レン

マ学以来アジアのレンマ的思考の追い求めてきた、実相と一体になった論理に不可欠な思考の条件にほかなりません。西田さんの近代レンマ学が集合論に対応しているとするならば、現代レンマ

学は層やトポスや圏の数学に対応しています。そのための現代レンマ学では、『華厳経』に展開されているような天衣無縫な法界の描写を、現代科学の世界に持ち込むことが可能になりました。ＡＩの
本質でさえ法界を動かしている理法につながっています。そこが近代レンマ学と現代レンマ学の大きな違いで、これが現代という時代の本質ではないかという気がします。」	

	
「現代ヨーロッパの実在論とレンマ学は確実につながりあっています。西欧思想のなかでレンマ学的な考えを直接展開するとおそらくは唯物論の諸形態が生まれてきます。そのような唯物論のうちで

良の現代哲学はドゥルーズの哲学だと思いますが、仏教的なレンマ学はドゥルーズ的な唯物論と多くの共通点を持っています。それにグレアム・ハーマンの汎神論的実在論などはじっさい世親ら

の唯識論の主張を想起させます。唯識論も形を変えたオブジェクト指向の実在論とみることができるからです。レンマ学は「こころ」の学であるとともに「もの」の学でもあります。ロゴス的知性によっては
直交補構造的な外部にあるレンマ的知性は、「もの自体」のようにロゴス的知性には触れることさえできないものですが、レンマ学はそこに踏み込んで行こうとしています。ですから、欧米哲学でいま

起こっている実在論の動きは、大きな意味でこのようなレンマ学と連動しあっている動きだと僕は感じています。」	



メアリー・セットガストは	
考古学的事実を	
神話的に語られたものの範疇に置き	
プラトンの対話編『ティマイオス』『クリティアス』で	
語られているアトランティスとアテネの戦いや	

アリストテレスがイランの伝説的な預言者	
ゾロアスターの時代として挙げていることから	
紀元前一万年から紀元前五千年の	
古代世界の事実を描出してゆく	
	
神話と歴史	

神話と考古学を同一視することはできないけれど	
神話でしか得られない事実もある	
	
神話は測定できるものの範疇にはないだけだ	
神話から事実を受けとるためには	

それに応じた観点が必要になる	
	
測定できないものは	
存在していないわけではない	
存在しているもののほとんどは	

測定することはできない	
	
測定したからといって	
測定値が絶対的な意味を持つわけではない	

測定値を絶対化することはひとつの信仰にすぎない	
	
その測定の条件を変えたとき	
測定値がそのままでは意味を持たなくなることもある	
測定されたものを別の範疇に置いたとき	

新たな意味を持ちえるものもある	
	
木を見ることは大切なことだが	
そのことで森が見えなくなると	
その木がどこにあるのかがわからなくなるのだ	

専門化されたなかだけでは全体像が見えなくなり	
部分をみただけでは人もまた見えなくなるように	

☆mediopos-1878　　2020.1.6	

■メアリー・セットガスト	
　『先史学者プラトン／紀元前一万年−−五千年の神話と考古学』	
　（山本貴光＋吉川浩満 翻訳／序文　國分功一郎　朝日出版社　2018.4）	



「古参の考古学者のなかには、今日の問題は情報が乏しすぎることではなく、むしろ情報がありすぎることだと感じている者も多い。彼らが懸念しているのは、昨今の考古学において定量化や専
門化に向かう傾向、よく「ニューアーケオロジー」と呼ばれる傾向の結果として、情報の洪水が手に負えなくなってしまい、もはや一人の理論家では過去について意味のある像をまとめきれなくな

ることだ。	
　考古学はかつて、人文学のなかでは美術史の仲間だった。それがいまや自然科学の方法や技術と結びついているのが実情だ。（…）	

　ニューアーケオロジーは定量分析を偏愛するせいで、測定できないもの（芸術、宗教）が丸ごと無視されてしまうといった、もっともな批判もある。だが、そうした批判を別とすれば、ほとんどの先

史学者は、専門家のおかげでさまざまな方面で大きな前進がもたらされてきたと認めている。だが、この分野で 高に尊敬されている学者のなかには、こうした「中心から離れた発展」全体によっ
て、ほかならぬ中心に真空が生じてしまうのではないかと危惧する者もいる。ある権威は、農耕の起源という問題を詳しく参照しながら、こんなふうに疑念を表明している−−−−いまや調査に関連

する領域全体の成果を、自力だけでまんべんなく評価できる者は一人もいないのではないか。彼はこう言い添えている。	
	

　　問題の細部にわたる高度に専門化された研究は不可欠だ。だが、ある学問分野の専門家であるために、ほかの分野についての見通しをもっていないという事態を招いてしまうことがある。そ
れもそのはずで、たいていの場合、森全体を把握しようというよりも、木を検討するほうが容易いからだ。	

	

　もちろん、こうした木と森のジレンマは、なにも現代の先史研究にかぎったものでもなければ、十分消化しきれないデータの山にかぎった話でもない。だが皮肉なことに、古いモデルの弱点を暴
きだす専門化という力は同時に、それが生み出す莫大な情報量によって新たなモデルを構築する機会をも脅かしているのである。	

　とはいえ、ニューアーケオロジーにとって、過去を再構成することは、おもな関心事ではない。ニューアーケオロジーは、二つの世界大戦後に生じた文化の激変のただなかに生まれた。そこで、

いっそう重大で喫緊な時代のニーズと思われること、すなわち文化に変化をもたらす力学を理解しようと取り組んできたのである。それゆえ、理論の焦点は、文化の歴史ではなく文化の過程、普
遍的に適用できるような変化の法則を発見することに当てられている。つまり、どの時代にも妥当するような変化の法則、現代の絶え間ない変化を説明して、賢く応じるのに役立つような変化の

法則である。そして、人間を今日の過度に都市化された世界への後戻りできないコースに乗せたと思われるのは定住生活への転換だった。そのために、この狩猟採集から農耕へという決定的な
変化の過程に、あらために大きな注目が向けられた。結果として、旧石器時代と新石器時代の移行期、「続旧石器時代」もしくは「中石器時代」という中間期が、重要性を増してきた。この時代は

近東では前一〇千年紀頃に始まり、前八千年紀まで続いた。この時代に生じた出来事を体系的に説明するために数々のモデルが考案された。	

（…）	
　続旧石器時代の人類の極度の不安定さや、それに続いて生じた新石器革命については、満足のゆく説明がないままだ。いまや私たちは、文化の過程にかんする法則どころか、文化史にかん

する筋の通った描像さえ手にしていない体たらくなのであうｒ。だが、過去を理解できないのに、私たちが抱える現在の混乱と争いの意味を理解することなどいったいできるのだろうか。」	
	

「ひょっとすると古代世界にたいする私たちの見方は、とりわけ二つの神話によって改められるかもしれない。といっても、いずれの神話もそれほど時代をさかのぼることなく見出せるものだ。どち

らもギリシアに由来する。そして、二つともなんらかの形でプラトンに関係している。この二つの神話が教えるところでは、上部旧石器時代と新石器時代の考古学には、従来検討されていなかった
どんな異例にも検討の余地がある。第一の物語は、その主張する年代によれば、先に触れた続旧石器時代の不安定な時代の危機のただなかに始まる。この時期の地中海文化全域にわたる激

変については、気候変動や人口過密による説明ではどうみても不十分だと注意しておいた。まさにこの続旧石器時代こそは、古代世界の考古学において、暴力の痕跡がはじめて記録に残った
特徴ある時代なのだが、そのことはほとんど気にされていない。（…）プラトンの『ティマイオス』と『クリティアス』の対話で描かれた、ジブラルタル海峡の内側に住む者すべてを巻き込んだ前一〇

千年紀の戦争が、ちょうどこの時期の日付をもつ神話上の出来事として語られていることは、単なる偶然ではないと思われる。	

　プラトンが描写している戦争には、古代アテネ社会とアトランティス海洋帝国という二つの大きな交戦国が登場する。彼らは後に地震と大洪水。、「水による 悪の壊滅」（『ティマイオス』23）とに
よって打ちのめされてしまう。この壊滅的な大洪水は、前八千年紀頃のギリシアとアナトリアの考古学的知見と相容れないことはないだろう。もし、これがまさに『ティマイオス』の洪水の時代のこと

だとしらら、先に触れた新石器時代の 初の大きなステップ、つまり前八千年紀後半の近東に現れた不可解なまでに洗練された移住者たちの群れは、じつのところ、プラトンが描いた西方で破
滅した文化からの避難民だったのかもしれない。	

　さて、役立つ可能性のあるもう一方のギリシア神話では、その二千年後の新石器時代に到来した二度目の定住の大きな波、つまる先に述べたような、イランやメソポタミア、はては南東ヨーロッ

パにまで農耕生活が現に広がっていったという事態を説明できる。前五五〇〇年頃に生じた広範囲にわたる定住と農耕へのうねりは、放射性炭素14年代測定法の補正値では、前六五〇〇年
／六三〇〇年頃に始まったと予測できる。そうすると、ふたたび奇妙なことだと言わねばならないが、この年代は、アリストテレスがイランの伝説的な預言者ザラスシュトラの時代として挙げている

前六三五〇年頃という数字に、ほとんどぴったり一致するのだ。ザラスシュトラの信奉者たちにとって、農耕によって定住生活に落ち着くことは、宗教上の使命だったのであり、布教によって伝え
られるそのメッセージは、イランの国境をはるかに越えて広がったと言われている。	

　『ティマイオス』の大戦争、前七千年紀のザラスシュトラの誕生という二つの出来事を記した人びとにとって、その記録は、現代人が考えるような意味での神話とは思われていなかった。たとえば、

『ティマイオス』を見ると、ソクラテスは、かつてのソロンと同様に、あの戦争とそれに続いて起こった洪水の記録を「本当の記録」だと受けとめていた。」	
	

「ここに登場する材料には、とりたてて目新しいものは一つもない。ただ、既存のデータをこれまでとは違う視点から眺めてみようというわけだ、ここに登場する研究成果は、さまざまな専門分野に
わたる先史学者たちによるものであり、私がもっぱら依存しているのもそうした専門家たちの意見だ。ただし視野（パースペクティブ）はプラトン譲りである。」	



自由になるためには	
まず自分から	
自由にならなければならない	
	
気づかないままに	

じぶんを不自由にさせている	
じぶんの縛りに気づかなければならない	
	
どんなことでも	
「あたりまえ」で	
「そういうもの」ではない	

というところからはじめる	
	
社会や政治のありようの	
「あたりまえ」や「そういうもの」は	
わかりやすいので	

だれでも反対！すること	
それなりの「声をあげる」ことはカンタンだ	
	
むずかしいのは	
じぶんを縛っている	

「あたりまえ」や「そういうもの」に	
反対！し「声をあげる」こと	
	

☆mediopos-1879　　2020.1.7	

■竹端寛	
　『「当たり前」をひっくり返す／	
　　バザーニア・ニィリエ・フレイレが奏でた「革命」』	

　　（現代書館　2018.11）	

だれでもカンタンなことはしがちだけれど	
ムズカシイことはやりたがらない	
けれどそのムズカシイことからはじめなければ	
じぶんのなかにある権力性・支配性・抑圧性は	
むしろ外的なそれを強化することにもなってしまう	

	
じぶんのなかにある固定観念や思い込み	
受けた教育のあれこれや死生観・世界観など	
「あたりまえ」や「そういうもの」は	
わたしたちのなかに満ち満ちている	
	

そうしたことを問い直すことではじめて	
外にある「あたりまえ」や「そういうもの」も	
根底のところから「革命」を奏でることができる	
それは外にもまして	
みずからの内で奏でられているからだ	



「 「銀行型」は永続性に重点を置く一方、問題解決型は変化に重きを置く。（フレイレ）	
	
　この世の支配的世界観は、問題解決型ではなく、「銀行型」である。抑圧や支配が、二十一世紀に消滅した、のではない。より巧妙な・よりソフトな形で強化・発展している。
抑圧する側・支配する側が求めるのは、自らにとって都合の良いシステムや統治方法が継続される、という意味での「永続性」である。一方、フレイレやニィリエ、バザーリア
が体現してきたのは「変化」であった。」	
「現実が問題だと感じても、「どうせ」「しかたがない」と諦める宿命観。ここには動かないものとしての「固定した反動主義」がある。フレイレはこの反動主義を指して、「死の始
まり」という。宿命論に囚われ、自らも息苦しいシステムに従わざるを得ない時点で、立場や役割を保障されるかもしれないが、自分の中の何かが死んでいく。	
　一方、フレイレ、ニィリエ、バザーリアの三人は、問題と感じた現実と向き合った際、「未確定な存在を自覚するような人間」であり、宿命論に囚われず、「革命的な未来を目
指し」た。フレイレは軍事政権によって亡命を余儀なくされた後に、意識化や対話という素朴な原理が、支配の永続性を疑うために必要不可欠であると洞察し、そこから抑
圧されている人びとが「今ある自分を超え、より高いものを目指す」ために、『被抑圧者の教育学』を整理していった。ニィリエは、アカデミックドロップアウトを経て生計の糧を
得るために跳び込んだ難民収容所や入所施設において、「収容される」という文化のパターンがいかに人間を卑屈にし、可能性を狭めるかに気付いた。そこから、そのよう
なアブノーマルな現実を変える方法論として、「ノーマライゼーションの原理」を提唱した。バザーリアは、現象学的精神医学の研究者の道を閉ざされて精神病院長になっ
たときに、精神医療を括弧に入れてみると、病気を治療するのではなくアブノーマルな人を社会から隔離・排除するために精神病院が存在していることに気付いた。そこか
ら、支配的構造を徹底的に問い直すアッセンブレア（註：患者の声を聴く会）を続け、やがて閉鎖病棟の開放化は、精神病院の廃止に向けた動きへと展開していった。	
　この三人は「自らを刻み込むような永続的な運動、起点」をもっていた。そして、そのような「運動」を止めることなく、被抑圧者や知的障害者、精神病者を「歴史的存在とし
ての人間」として対等に受け止めることにより、彼ら／彼女らの「状況に呼応して自らの歴史性」を自覚していった。抑圧や支配、管理の実態を永続的なものと捉えず、それ
をどう変化させれば、より多くの自由を獲得することが可能か、を実践のなかから検討していった。これが認識枠組みの転換の肝である。」	
	
「僕たちが、普段「当たり前」だと思って、疑いもしないこと。それを括弧に入れて、本当にそうなのか、と疑いの眼差しを向けること。これは、言うは易く行うは難し、である。僕
自身の大学での講義では、このことを繰り返し行っているが、まじめて「良い子」の学生ほど、この「当たり前」を括弧に入れることに、心理的抵抗感や拒否感をあらわにする。	
　「ひきこもりは、甘えている人なのか？」「ホームレスは、怠けているのか？」「児童虐待する親は、ろくでもない極悪人なのか？」「認知症の人は何もわからないのか？」	
「障害のある子は、普通の子と違う場所で学ぶ必要があるのか？」	
　こういった問いかけは、学生たちにとって、正面から深く考えたことではない、けれど、「そういうものだ」と思い込んでいる、暗黙の前提である。この「そういうものだ」というフ
レーズは、「どうせ」「しかたがない」と同じ、宿命論的な呪いの言葉でもある。そう発言することで、深く考えることをやめ、その認知を強化させる機能をもつ。そうすることによ
り、世の中の支配的言辞への疑いにも蓋をするようになり、社会構造の歪みに対しても、「そういうものだ」と唯々諾々と従う基盤がつくられる。これが、ブラック企業や過労死
を生み出す前提にもなる、銀行型教育の刷り込み効果である。	
　本来なら。この抑圧的現実を構築している「当たり前」を疑うことは、その支配下にある人にとっては、自らの解放やより多くの自由を手に入れる上で喜ばしいことのはず、
である。だが、現実はその逆で、僕がこのような問いを挟むことに、脅威を感じる学生も少なくない。実際に、講義後に直接、あるいはコメントペーパーを通じて、反発の声を
寄せる学生もいる。彼女ら／彼らの声を聴いていると、どうも僕がしていることが不安であり、恐怖のようである。それは一体。どのような不安や恐怖なのだろうか？	
　自らが宿命論だと思い、永続的に変わらないと思っているものが、実は思い込みに過ぎないと気付かされること。それは。自らの土台そのものを時に揺さぶる。理不尽と感
じ、違和感を抱いているものであっても、「そういうものだ」と宿命論を抱いて諦めることで、その感覚や感情の蓋を外す、文字通りパンドラの箱を開けるような事態である。一
旦それを認めてしまうと、自分の名かで蓋をして見ないようにしていた、他の宿命論や諦めとも直面をせざるをえなくなる。それが、この蓋を引き剥がすことへの心理的恐怖
なのかもしれない。	
　だが、この社会における生きづらさや理不尽さを何とかしたいと思うなら、宿命論や諦念に支配されず、その宿命論や諦念を形づくる「当たり前」こそ括弧に入れて、それ
がどのように構築されているのかをつぶさに観察することが大切だ。フレイレもニィリエもバザーリアも、この観察から全てをスタートさせた。」	
	
「世の中はオカシイ！　変えるべきだ！　こういう声をしばしば耳にする。僕も以前はしばしば口にしてきた。だが、それらの訴えが、時に冷笑的な眼差しに直面することもあ
る。それは、なぜか？　	
　「○○はオカシイ」と言うときに、その背後に「そう指摘する私はオカシクない（＝正しい）」という自己肯定が潜んでいる場合もある。この絶対的な自己肯定に基づく他者否
定は、理解や共感を得にくい。なぜなら、その時点で自分と他者を切り分けた他者批判となるからである。そして、この他者否定が権力と結びついたとき、支配や抑圧の論
理として機能するだけでなく、宿命論的にそれを受け入れる事態ともつながっていく。	
　このようなプロセスそのものを括弧に入れて、批判的に捉え直そうとするならば、まずは自らに内在する権力性や支配性、抑圧性をそのものとして認め、それを問い直す
必要がある。これも簡単ではない。だが、この三人は、そこを起点にした。」	



アリストテレスのほんらいの自然学は失われ	
現代に伝わってはいない	
そうシュタイナーは言っている	
伝わっていないその内容は	
深い秘儀にも繋がっていたのだろう	

	
伝わっているものだけでも	
アリストテレスの自然学は	
ほとんど気づかれていないだけで	
現代の科学と哲学の基礎ともなっている	
	

哲学は「驚き」から始まるとアリストテレスはいうが	
本書の著者アルマン・マリー・ルロワによれば	
アリストテレスがその研究のなかで	
もっとも価値ありとしたのは生物だったという	
	

ヘラクレイトスの	
『遠慮せずにお入りなさい。	
ここにだって神々がおられるのだから』と	
竈で暖をとっているときに	
人々を招じ入れた話のように	

アリストテレスは生物の	
さらにいえば地上のすべてのものなかに	
神性を見いだそうとしたのだろう	
そしてそこに「驚き」が常にあった	

	
さまざまな生物を驚きをもって見るように	
宇宙論や政治学や倫理学	
そして形而上学や詩学などなどを	
探求しつづけていた姿が見えてくる	

☆mediopos-1880　　2020.1.8	

■アルマン・マリー・ルロワ	
　『アリストテレス　生物学の創造（上・下）』	
　（森夏樹 訳　みすず書房　2019.9）	

そこには「あたりまえのもの」や	
「そういうものだ」で片付けられるようなものは	
存在しえなかったのではないか	
そしてアリストテレスが渉猟した	
内容や方法などには垣根などはなく	

みずからの「驚き」への答えを導きだすべく	
さまざまな方法を自らつくりだしていった	
	
アリストテレスのそうした基本姿勢のように	
たいせつなのは個々の知識やその正誤ではなく	
未知のものへと向かい	

未知のものゆえに必要だと思われる研究方法を	
驚きのなかでつくりだしていくことなのだろう	



「「これまでに言われてきたことだが、すべての人間は、アリストテレス派かプラトン派のどちらかに生まれついている」とボルヘスは書いた。哲学者たちは、この二派を対立さ
せたことに顔をしかめるかもしれないが、私はこれは文字通り真実だと思う。プラトンはわれわれを抽象の世界に招き入れた。アリストテレスがわれわれを招いたのは、触知
できる具体的な世界だ。あなたは、例えば貝殻箱のような個々の事物からはじめる。貝殻をかき集めて、その論理と秩序を理解するために、それを止めどなく配列し直す。
この理解は理性の贈り物で、科学のはじまりだよアリストテレスは言う。それはまた真の美が存在する場所でもある。一〇歳の私の目にもこれは、うまくは言えないが明らかな
ことだった。」	
	
「テクストのなかをかき回してあさるのをやめ、一歩後ろにさがって、離れたところからアリストテレス全集を眺めてみる。そうすると、それは大きな統一体であることがはっきりと
わかるということもある。不完全さや矛盾がどのようなものであろうと、全集は畏敬すべき「完全性」の体系を与えてくれる。このすばらしさは、その多くが生物学によるものだ。
アリストテレスが研究し生涯を捧げた、世界中のすべてのものの中で、もっとも注意を傾けるべき価値がありとしたのは生物だった。その他のものにも−−−−彼の形而上学、
原因に関する体系、自然哲学、化学、気象学、宇宙論、政治学、倫理学、詩学にさえ−−−−ほとんどすべてにこの志向の痕跡が見られる。	
　なぜアリストテレス全集は、このようにさまざまな論述のスタイルを取っているのか、その理由は容易にわかる。われわれの時代には、哲学と科学は、はっきりと異なった学
問上の分野となっていて、それぞれの分野における議論の仕方も異なってる。だが、二〇〇〇年以上も前に、一人の人物が同時に哲学者であり科学者でありえたことを否
定することは誰にもできないだろう。科学者が哲学者に取って代わるのでなく、哲学者に科学者が付け加わるといったことがありえたことも。このような人物こそ、私はアリスト
テレスだったと思う。それが、リュケイオンの庭のまがりくねった道を歩きながら講義をしはじめたときのアリストテレスだったと思う。」	
	
「アリストテレスがはじめた自然学は、そののち大きな発展を遂げた。だが、彼の末裔たちはアリストテレスのことをほとんど忘れてしまった。ロンドンやパリ、それにニューヨー
ク、あるいはサンフランシスコのどでもよいが、石を投げてみるとよい。きまって分子生物学者の頭に当たるだろう。そして石に当たった分子生物学者に尋ねてみるのだ−−−
−アリストテレスはいったいどんなことをしたのかと。怪訝そうな顔に出くわすのが関の山だろう。しかし、ゲスナー、アルドロヴァンディ、ヴェサリウス、ファブリキウス、レディ、
レーウェンフック、ハーヴェー、レイ、リンナエウス（リンネ）、ジョフロワ・サン＝ティレール父子、キュビエたち−−−−これは数ある中のほんの一部だ−−−−はアリストテレスを読
み、アリストテレスの思考の枠組みを自分のものにした。そして知らず知らずのうちに、アリストテレスの考えはわれわれの思考の一部となっていた。彼の発想は自然科学の
歴史の中を地下水脈のように流れていて、それがときに湧き水となって表面に現れた。一見それは目新しいものに見えたが、実は非常に古い昔からある発想だった。」	
	
「二〇世紀になると、偉大な学者たちがアリストテレスの生物学上の仕事を博物学としてではなく、自然哲学として分析し研究しはじめ、一時代を築いた。デイヴィッド・ボー
ム、アラン・ゴットヘルフ、ヴォルフガング・クルマン、ジェームズ・レノックス、ジェフリー・ロイド、ピエール・ペルグランなどが、新しいスリリングなアリストテレスをわれわれに与
えてくれた。（…）ほんの時折でもよい、アリストテレスの作品中に、言語学者や哲学者が見失ってしまった何かを、科学者が見つけることができるかもしれないと私は考えた
い。	
　というのも、アリストテレスはときに、生物学者の心にじかに語りかけてくることがあるからだ。それはなぜわれわれが生物を研究しなければならないのか、その理由を語ると
きだ。リュケイオンの大理石でできた列柱が立ち並ぶ中で、遠慮なく議論を吹っ掛けてくる学生たちに語りかけている彼の姿を思い浮かべてみるとよい。アリストテレスは、
アッティカの強い陽光の下で腐敗しかけている、墨でよごれたコウイカの山を指さす。そして彼は言う。イカを一杯取り、切り開いて中を見よと。	
　「……？」	
業を煮やしたアリストテレスは、生徒たちにわからせようとする。	
	
　　したがってわれわれは、子どもがそうするように下等動物を調べることを、ためらってはならない。自然物にはそのすべてに何かすばらしいものがある。ヘラクレイトスのも
とを、見知らぬ人々が訪ねたときのことだったという。中は入ってみると、彼はかまどで暖を取っている。人々はどうしたものかと立ち止まっていた。すると『遠慮せずにお入り
なさい。ここにだって神々がおられるのだから』とヘラクレイトスは勧めた。同じようにわれわれも、尻込みをせずに、思い切ってあらゆる種類の動物を研究してみるべきだ。そ
こには、それぞれの動物に固有の、何か自然で美しいものがあるから。自然の作品の中には偶然というものは何一つない。あらゆるものが完全に、他の何かのために存在し
ている。自然が見せる結合と生成のこの目的性は、美の領域で場所を占めるに値する。	
	
　学者たちはこの一文を「生物学への招待状」と呼ぶ。」	



「うらを見せおもてを見せて散るもみじ」	
という良寛のうたを思い出す	
	
ペルソナは仮面でありまた人格でもある	
そこにおもてとうらがある	

	
そして	
おもてからうらへ	
うらからおもてへ	
ケからハレへ	
ハレからケへ	

俗から聖へ	
聖から俗へ	
日常の私から本来の自己へ	
本来の自己から日常の私へ	
の変容がある	

	
鏡はか我み	
我というペルソナはかみのあいだにあるのだが	
おもての我はそれに気づかずに生きている	
そしてときにうらはハレは聖は顕現する	

鏡にみずからをうつしだすことで	
我をあらしめている見えぬかみを見出すのだ	
	
我はおもてに	

つかのまあらしめられているが	
かみもまたそのおもてあるがゆえに	
そのうらのなかに秘かに顕れてくる	
うつされるものなくして	
鏡は鏡であることはできないように	

	
うらを見せ	
おもてを見せ	
かみと我との	
曼荼羅華	
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■久野昭『鏡の研究』（南窓社　1985.10）	



（「ペルソナ的世界」より）	
	
「ユングの場合、ペルソナとは、外界に向かっての心の発現形態であって、外界への順応という機能をもつ。個人が、かく姿を見せたい、かく見られたいと思う姿とし
て、ペルソナが問題になってくる。だから、個人は、それぞれに、自分なりのペルソナを作りあげねばならず、そうすることで外界に順応するのだが、それにはそれな
りの犠牲もともなう。外づらとしての仮面と内づらとしての個性との分裂であって、おそらく、世のつねの人としてのありようには、大なり小なり、この主の分裂がつきまと
うであろう。」	
「つねがつねならず、ペルソナがかならずしもペルソナ的ならぬ世界においては、このペルソナ的世界は隠蔽されている。いや、みずからを隠蔽している。そのみず
からを隠蔽しているペルソナ的世界が、みずからをあらわにするのは、たとえば先にふれた仮面のもつ秘匿の魅力を通じてである。かつて、仮面は、この秘匿の魅
力によって、世俗の者を聖なる世界に引きずりこむと同時に、世俗の時空を断ちつつ、そこに聖なる時空をあらわならしめた。ここで、仮面がそもそも変様
（Modifikation）と結びついた存在だったことに、注意してほしい。世俗から聖へ、ケからハレへ、日常的世人から本来的自己への変様こそが、真にペルソナ的世界
を開示するのではないか。」	
	
「ペルソナ的世界にかかわるこの試論を、私は、能面のことから書きはじめた。能面は、また、おもてともよばれている。しかし、あるペルソナがおもてとしてうけとめら
れるとしても、いわゆる表面が、むろん、そのままペルソナ的世界なのではない。ある種のおもて（たとえば能面）が、ある種の時空（たとえば神の現前する舞台）で、
ペルソナ的世界をあらわならしめるにすぎない。	
　とすれば、ペルソナ的世界は、おもての世界であるよりも、実は、うらの世界である、と言ってもいいではあろう。が、その場合も、世のつねとしての日常的世界と、そ
れとは次元を異にしたつねの世界とのかかわりが問われるのと同様の意味で、おもてとうらとのかかわりが問われるべきであろう。	
　一般的には、うらはおもてに対立する概念である。」	
「うらとは、一般的には、おもてにあらわれず、奥に隠れているものだろう。（･･･）	
　うらは心の中である。心の奥底である。うらさぶ、うらがなし等々のうらである。それが単なる個人の心を超えた、もっと深いところで問題になるとき、たとえばうらなうこ
とも必要だったろう。」	
「ペルソナ的世界は、日常的世界に対して、その出発点とも中心点とも解すべき、統一の力として作用しうる、そういう根としてのはたらきをもつだろう。」	
「カントの場合、ペルソナは、直接には人格（Person）として問題になる。だが、その場合、人格をして人格たらしめるものは何か。つまり、人格の根は何か、が大きな
意味をもつ。	
	
　　汝は、汝の人格およびあらゆる他の人格における人間性を、つねに同時に目的として扱い、決してたんに手段としてのみ用いぬような仕方で、行為せよ。	
	
　これは有名な実践的命法（das praktische Imperativ）だが、ここで、カントは、人格（Person）のうらに人間性（Menschheit）を考えている。その人間性が、人格をして
人格たらしめる。」	
	
「そういうおもてからうらへの方向において、変様ということが問題であったのである。逆に、うらからおもてへの方向において、ペルソナ的世界の顕現ということが問
題だったのである。そして、そこのところで、うらがある意味ではおもてと一致するニュアンスをもつこと、たとえばうらに出ることが、私たちの注意をひいたのである。	
　うらは、たしかに、おもての反対語である。しかし、おもてがたとえば能面を意味するとき、おもてもまた秘匿の魅力をもつ。秘匿されたうらが不気味（unheimulich）だ
とすれば、それによってうらうちされたおもてもまた、不気味である。だが、フロイトも言うように、不気味なものは、実は、決して新奇なものではなくて、ある意味では親
しい（heimlich）ものである。日常的には疎遠であっても、本来的には親しい、そういうものがあらわになっていくとき、私たちは不気味に思う。」	
	
「だからこそ、うらからおもてへの方向で考えられるこの不気味さと、おもてからうらへの方向で考えられる変様とは、深くからみあうのである。ここで方向を言うのは、
説明のための図式化にすぎないのであって、むしろ、問題は、不気味さんおなかでの変様ということにある。うらにうらうちされたおもての不気味さを通じて、自己の
本来的なありようが、日常的意味とは部湯の意味でのくつろぎとして、親しさとして、あらわになってくる。おもてをうらづけ、うらうちしているうらがうらに出ることを通じ
て、その不気味さを通じて、自己が単独化させられつつ、かえって、うらの地平が開かれていく。そこで開示されるペルソナ的世界は、あらかじめあらわに見えるもの
ではないが、しかしまた、本来、自己にとって見知らぬものではない。自己にとって、一種の、根の国だからである。ただ、日常的には、疎遠なる根である。その根へ
の親しみの回復に、祭りを必要とするほどに、それほどに疎遠なる根なのである。」	



探求することには限りがない	
	
限りをつくるのは	
探求心をなくし	
固定化されたスタティックなものを信仰し	

ときにはみずからをそのなかで権威化しようとする輩だ	
	
探求するということは	
突破しなければならない壁ができるということだ	
探求することをやめたとき	
その壁は既成のものを守る防護壁と化する	

	
子規以降の俳句の世界で	
探求を続けようとしたのは河東碧梧桐であり	
壁を越えてゆこうとする碧梧桐を貶めたのは	
壁のなかに安住しようとした高浜虚子である	

	
「写生」をどのようにとらえるかも	
碧梧桐と虚子とでは対照的だ	
碧梧桐にとって「写生」とは	
言語の限界さえも突破しようとする試みであり	

虚子にとって「写生」とは	
子規のいう意味での対抗概念である「理想」に近く	
既成の言語表現の積乗の延長線上にある	
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■石川九楊『河東碧梧桐　表現の永続革命』（文藝春秋 2019.9）	
■週刊読書人　2019年11月22日	
 石川九楊ロングインタビュー＜ひとり、俳句の臨界を押し広げた男＞	

　『河東碧梧桐　表現の永続革命』（文藝春秋）刊行を機に	

探求するということは	
壁を見いだしそれを越えていくということだ	

初から用意されている答えを前提とした営為は	
みずからを脅かすような答えのない問いを危険視する	
それはある意味で国家総動員体制にもつながるような	

既成の権威を絶対化しそれに反するものを排する在り方だ	
	
探求するということは	
破壊のための破壊ではない	
ただの安易なアンチは簡単なことだ	
ただ反対すればいいのだから	

重要なのはいまあるものの臨界を見定め	
その臨界を創造的に広げ	
ときには創造的な破壊をも厭わないことだ	
	
探求し続ければその道は限りがないが	

探求心をなくせば自己正当化の道しか見つからなくなる	



（「石川九楊ロングインタビュー」より）	
	
「——表現とは常に変化してくべきものなのでしょうか。	
石川／表現に停滞はないでしょうね。前へ進むか、下へ落ちるかしかない。自分の精神状態を反省してみても、同じことを繰り返していると、だんだん嫌に
なってきますよね。（･･･）	
——虚子は、俳句は定型、季題だと「伝統俳句」を提唱しますが、五七五の韻律も季題も芭蕉のものだ、と碧梧桐はいいます。本書を読むと、碧梧桐は決し
て伝統を無視したわけではなく、定型や季題を無視したわけでもなく、俳句の限界を広げるために、それを破ったり脱したりしようと苦心した。碧梧桐の革
命には必ず、伝統であり定型・季題が前提としてついて回っていたと思います。その前提なしには、碧梧桐の俳句革命もなかった、とすれば、いくら革新し
ても決して俳句の枠組みからは抜け出せないということだったのか･･････。もし抜け出したとしたら、それは詩になってしまいますよね。	
石川／「俳句的魂」と表現していますが、碧梧桐は俳句の臨界をとことん探った。俳句とは何か、その臨界を隅々まで、一生かけて追求した。ここから先は
俳句でなくなる、これ以上は俳句には描けない、そういうギリギリのところを示したのではないかと思います。	
　一方虚子は「俳句は所詮お遊びですよ」と。「花鳥諷詠」と定めて、五七五と季題という枠内で表現すればいい、その程度のものだと。でも表現とはそん
なものではない。	
　碧梧桐が見定めたように、現在当たり前のように俳句の基本と考えられている五七五の定型も、芭蕉時代の韻律を色濃く投影したものだった。五七七や
七五七、五五五等の句もありうると考えた。碧梧桐は俳句の臨界を探っていって、ローマで詩を作ってしまっているあたりから、あやしいことはあやしいんで
すが、この先は詩でなければ描けないというところまで達してしまったんでしょう。（･･･）	
　碧梧桐としても、いまさら詩の世界に分け入っていくわけにもいかない。それで俳句の輪廓を自分なりに見定めその可能性を提起して、俳壇を引退した。
もちろん他にも、虚子一派が俳句界を腐敗させていることへの倦怠や、年齢、体力的なこと、あるいは次世代への期待など、理由はあったと思いますが。	
　それは碧梧桐が行き詰まったのではなしに、俳句の行き詰まりを碧梧桐が証明してしまったということです。五七五といの三句体という信仰を相対化しな
ければ、この先は現代詩しかない、というところまで来てしまった。」	
	
「——本書は、敗戦翌年の一九四六年に出された「俳句第二芸術論」から繙かれます。「俳句第二芸術論」とは俳句は大衆文芸であって、第一級の芸術で
はないのでは、という俳句への疑義ですね。	
　そして 終章は、碧梧桐が死に、俳壇の挙国一致、臨戦態勢が作り上げられ、まもなく世界大戦がはじまる、というところで終わります。この構成は、非常
に怖かったです。読み終えて、再び本の冒頭に戻ると、焼け跡の日本で、「知識・文化人が、無謀な戦争、無残な敗戦の意味とその誤謬とを文化の問題と
して解き明かそうと試行錯誤していた」と。現在そのように真剣に文学や文化、日本語について考えているだろうか。碧梧桐の闘いとは全く別のベクトルへ
向かっているのではないか。こうした構図は、初めから視野に入れていたのでしょうか。	
石川／いやそれは、碧梧桐の表現や書いたものに導かれ、 終章を書いているときに、虚子の「花鳥諷詠」論が、国家総動員体制に果たした役割が見え
てきたのです。（･･･）	
　戦争へ飲み込まれていく構図と「花鳥諷詠」論の役割が見えてしまったときはゾクッとしました。」	
	
「——「写生」は近代は行くにとって、重要な項目にもなっていますが、虚子によって広められながらも、虚子の語る「写生」と、子規の「写生」と、碧梧桐のそ
れとじゃ違っているように思います。写生とは目の前のものを写し取るだけではなく、それによって言語の限界さえも突破する、既成の語彙と文体を解体す
る試みだと。碧梧桐は山に登り、人間の営みから遠く離れ、文化をそぎ落とし露出した、自然とヒトが直かに関係する世界に立っている。季節も生活も、花
鳥諷詠もない地点に立ち、「文化的自然を再構築する」試みをもしている。一方、「春風や闘志いだきて丘に立つ」と詠う虚子は、写生の対抗概念である
「理想」に寄っているように、碧梧桐との論争などをみても感じられました。	
石川／虚子は「小説家くずれの俳人」ですからね（笑）。くずれ小説家だったら小説が書けるんだろうけど･･････芸術は堅気の仕事じゃないから、くずれて
ないと小説なんて書けないんです。	
　表現のまん中は、誰も書かないし、いわない。「理想」とは、歴史的なものを引き受けた上で、普通の生活者が普通に考えた物事です。庶民はまん真ん
中のその周辺で、テレビ局が期待するようなお定まりのことをいう。真ん中の真ん中は、言葉にならない。生活者から浮き上がった表現者は、表現を通して
端の端まで行かねばならない。そうすると端の端の「写生」は、まん真ん中のブラックホールと繋がっている。そういう構造なのだと思います。ところが表現
者もどきは結局、まん真ん中も端の端も知らないんです。	
——碧梧桐は端の端までいったわけですね。	
石川／端の端で、真ん中にぶつかろうとしていた。それは表現者の業みたいなものですね。」	



引用した記事は	
1963年11月4日号の『週刊読書人』に掲載された	
渋澤龍彦の「不良出版物追放運動」についての記
事	
ちょうどサド裁判の進んでいた頃のもの	

	
焚書坑儒	
言葉狩り	
放送禁止用語	
そして除菌	
	

思い出すのは	
「きれいは汚い　汚いはきれい」	
というマクベスの魔女の言葉だ	
	
本も言葉もメディアも健康も	

外から規制することで	
「きれい」にしようとする	
	
そうすることで	
ますますじぶんで考えることも	

抵抗力や免疫力も次々と失ってゆくことになる	
	
それは同時に自由を	
じぶんから放棄するということにもなる	

こころの自由もからだの自由も	
	
そしてキレイゴトで生きる	
キレイゴトだけを許容する世界では	
魚さえ棲むことはできなくなるのに	

	
おそらく生き残るのは	
じぶんだけがキレイになったつもりで	
外に汚いを流し続ける偽善者か	
人であることをやめたＡＩ人間ばかりだろう	

☆mediopos-1883　　2020.1.11	

■読書人アーカイブス	
澁澤龍彥、三宅艶子、羽仁進　評論	
現代悪書論　――不良出版物追放運動に寄せて	

『週刊読書人』1963（昭和38）年11月4日号　1―2面掲載	
https://dokushojin.com/article.html?i=5576	



（第1回　澁澤 龍彥「危険に堪える精神を　――「悪」の名にすら値せぬ不良週刊誌」より）	
	

「【狂信的な理想主義―“焚書”】	
一四九七年の謝肉祭の日、サヴォナロオラはフィレンツェの広場で、異教の書物をことごとく焼いた。一九三三年五月十日、ヒトラーはベルリンのオペラ座前広場で、いわゆる堕落芸術やユダヤ思想

の本をことごとく焼いた。悪書追放とは、こんなものであろう。彼らのやり方は、なかなかすっきりしている。いずれにせよ、それが一つのファナティックな理想主義であることに変りがないからだ。一つの

世界観をもってする政治は、当然、このような帰結をみちびき出すにちがいない。	
しかし、デモクラシイという政治理念には、どこを押しても叩いても、とうてい、焚書などという古風な儀式に人民を駆り立てる根拠はなかったはずだ。それなのに、現在、この日本で、一部のひとたちが、

婦人会や青年団の尻馬にのって、悪書追放のスローガンをかかげ、秦の始皇帝みたいな気持になっているらしいから、聞いて呆れる。事実、九州の門司では、婦人会と青年団が音頭とりになって、
「悪い本」千五百冊を集め、タイマツで焼くという、気違いじみた儀式まで行ったそうである。	

	
【強靭な胃の腑と温室文化と】	

いったい、悪書と良書の判定は誰がこれを行うのか、といった技術的な問題はさておき、――わたしは、そもそも文化というものは、悪書も良書も強靭な胃の腑に呑みこんで、たくましく育って行くべきも

のだと考えている。温室のなかの脆弱な文化は、文化の名に値しないと考えている。クロムウェル次代の清教主義、ヴィクトリア朝時代の猫かぶり主義は、文化にとって息苦しい、有害無益な風土で
あった。それは簡単な理屈で、どの家にも台所や便所があるようなものであり、便所のない文化は、いきおい恐慌状態を呈するにきまっているからである。	

毒にも薬にもならない不良週刊誌やエログロ雑誌を追放しても、大したことはあるまい、ことごとしく言論表現の自由の弾圧として騒ぐには当るまい、という意見もある。わたしとしても、思想の自由などと

いう大義名分を持ち出す気はさらさらない。しかし、わたしに言わせれば、不良週刊誌やエロ雑誌は、前に述べた「便所的な」文化を代表するものであり、文化は高度に発達すればするほどその一方
に、百花繚乱たる「便所的な」文化を生むのである。高遠な哲学と低俗な人間学的興味とは、一対をなしていて、一方を殺せば、他方も死ぬのである。	

	
【大衆社会の生み出す排泄物】	

ところで、ヒトラーもサヴォナロオラも、ある一つの文化そのものに攻撃をしかけてきた。サヴォナロオラにとっての「悪書」とは、ギリシア・ラテンの快楽主義的な思想のすべてであり、ヒトラーにとっての

「悪書」とは、フロイトやマルクスの懐疑主義的・近代主義的思想のすべてであった。かように、彼らが意図したのは、一つの文化全体の破壊であった。それはそれで筋が通っていると申さねばなるまい。
しかし、近代の人間主義的な文化と、その発展の方向を一応是認しておいて、その周辺に散らばる排泄物みたいな断片のみを掃除しようというのは、不合理であり、かつ無意味であろう。人間主義的

な近代文化そのものが生んだ、もっと危険なグロテスクな産物は、このほかにまだまだ沢山あるからであり、ヒューマニズムの排泄物みたいな週刊誌の思想なんぞは、どう考えても衛生無害としか思え
ないからである。	

なるほど、われながら、うまい言葉を思いついたものだ。エロ雑誌や週刊誌は、ヒューマニスティックな大衆社会の排泄物なのだ。もしこの排泄物を見るのがいやなら、それらを生み出す母胎である

ヒューマニズムや大衆社会そのものを断罪し、追放に処する以外に、手はあるまい。	
ちょっと話しはちがうが、ついでに思い出したから書いておきたいことがある。御存知ない方も多いかと思われるが、神奈川県の小学校に「ネ・サ・ヨ運動」というのがある。	

	
【“悪い言葉”とネ・サ・ヨ運動】	

「映画にネ、行ったらサ、先生にヨ、会っちゃってサ……」といったような「悪い言葉」を、矯正しようという運動である。友達同士が検察官みたいに目を光らせて、「悪い言葉」を使った相手を教師に報告

し、教師は彼に注意を与える。大きな紙人形をつくって、これに「悪い言葉」を書きつらね、「もう絶対にこんな言葉は使いません」と一同誓いながら、この人形を焼き捨てる。まあ、形代みたいなものだ。	
そんなことをしても、どうしても言葉使いの改まらない「問題児」がいるのだそうである。そして、そういう子供は、教師たちの意見によれば、要するに「家庭の環境が悪い」のだそうである。	

わたしは、新聞の地方版で、この馬鹿馬鹿しい「ネ・サ・ヨ運動」の記事を読まされるたびに、むらむらと不快な気分がこみあげてきて、怒り心頭に発するのをおぼえる。	
ぜんたい、「悪い言葉」とは何だ、「問題児」とは何だ！　気違い沙汰も休み休みにしろ！　魚屋の子供は魚屋の子供らしく、乱暴な威勢のいいオヤジの言葉を真似して使うだろうし、ブルジョアの「ざあ

ます」夫人の子供は、ブルジョアの子供らしく、虚栄心の強いおフクロの言葉を真似て、変にこましゃくれた口のきき方をするだろうサ。この場合、魚屋のオヤジの言葉は「悪い言葉」で、ブルジョアの奥

様の言葉は「良い言葉」だとでも言うのだろうかネ。冗談じゃないヨ。笑わせちゃいけねえヤ。どんな言葉だって、血の通った生活人の言葉である以上、「悪い言葉」などというものは存在しないのだ。	
	

【文化は温室の中では育たぬ】	
同様に「悪書」と「良書」の区別も、本質的には存在しない。存在するという幻想をいだいているのは、道徳家ぶった気違いだけである。彼らは、自分たちの思いあがった道徳家意識が、どれだけ人間

を侮辱しているかということに少しも気がついていない。	

当り前な（平均的に当り前な）日本語を使っている子供をつかまえて、「家庭の環境が悪い」など、よくも言えたものである。それは、健康な生活人に対する由々しき侮辱である。	
神奈川県の小学校の先生も、「悪書追放」を叫ぶ婦人会や青年団の連中も、その意識構造はそっくり同じで、要するに、恥知らずな、阿呆な、ヒステリックな、偽善者どもにすぎないのである。新興宗教

や共産党にも、こんな連中をときどき見かけることがある。彼らは社会の害虫だから、駆除しなければいけない。お上品な選良意識は、たたきこわさなければいけない。	
繰り返していうが、文化は温室のなかでは育たない。サナトリウムのなかでは育たない。危険を抑圧し隠蔽しようと躍起になるよりも、危険を支配しようと努力する方が、人間にとってはるかに正しい行き

方である。青少年の精神をひよわにしてはいけない。むしろ、彼らの精神を危険に堪え得るような、免疫性にこそすべきである。	

悪を絶滅しようなどと考えるのは、増上慢の幻想である。いくら火をつけて焼いたって、ほろびるものは印刷された紙にすぎない。時代錯誤の焚書など、道徳家ぶった偽善者のマスターベーションのよ
うに、きたならしい。世界中をサナトリウムのように殺菌してしまうことなど、不可能だということを知るがいい。本のなかばかりでなく、悪はどこにでも跳梁している。	

いや、エロ雑誌や不良週刊誌なんぞ、悪の名にすら値しないだろう。――これがわたしの言いたいことのすべてである。」	



冬になると	
虫たちが少なくなり	
観察する機会がめっきり減ってしまう	
	
冬は好きな季節だけれど	

虫たちの観察を思えば	
初夏からの季節が待ち遠しい	
採集はしないけれど	
虫たちを観察することは得がたい楽しみになる	
	
本書『虫の文学誌』から	

寺田寅彦の昆虫採集の「鋭い喜び」の箇所を	
引いているけれど	
ぼくも少年時代の 初期を	
寺田寅彦と同じ高知で育った	
	

高知市よりもずっと西の	
現在「トンボ公園」のある	
昆虫の宝庫だったようなところだ	
その頃はまだ公園はなかったけれど	
季節になるとギンヤンマが群れをなしていた	

	
数年間前のことになるが	
奥本大三郎氏が高知市の牧野植物園に来られるという
ので	

ふだんは休日には滅多なことでは	
人の集まるところなどに出かけないにもかかわらず	
こよなくむしめづるひとのお顔を排してみようと出かけた	
	
話もとても面白かったが	

いちばん印象に残ったのは	
園内でギンヤンマを網で捕らえようとする	
その少年のような姿だった	
その得意げな表情……	
	

☆mediopos-1884　　2020.1.12	

■奥本大三郎『虫の文学誌』（小学館 2019.7）	
※画像（2016年7月31日：奥本大三郎・牧野植物園にて）	

マニアのようである必要もないし	
その対象が虫でなくてもいいけれど	
自然の中で遊ぶ感覚を持てているかどうかは	
ある種の人間の質を決めるところがあるように思う	
	

そうした感覚があると	
ある種の身体性をもった霊性とでもいったものが	
そこから育ち得るのではないか	
	
おそらくだが少なくともむしめづるひとたちは	
自由から遠い外的道徳人間になったり	

生命的なものをスポイルしてしまうような	
除菌フリークやウィルス恐怖症になったり	
はたまたＡＩ人間になったりはしないのではないか	



■奥本大三郎『虫の文学誌』（小学館 2019.7）	
	
「「何時から虫が好きなんですか」と初対面の人からよく訊かれる。相手は別に、本気で訊いている訳ではない。何を言っていいかわからないから、とりあえず、挨拶としてそう訊い
てみたのであろう。だから、こっちもそう真剣に答える必要はないのだが、「物心ついた時から」と答えることにしている。本当にそうなのである。	
　ほんの小さい時から、生き物、特に虫が好きで、そのまま大きくなった。もちろん本も好きで、本ばかり読んでいた。そして、文学をやろうか、昆虫学をやろうか、ちょっと迷ったけ
れど、結局、フランス文学にした。寝転んで本を読んでいても、なんとか務まるほうにしたのである。」	
	
「「むし」といえば、今の我々は、チョウ、トンボ、バッタ、カブトムシのような、昆虫の仲間を思い浮かべる。そしてそのほかにも、クモやサソリのことなども「むし」と言っている。	
　では、ミミズやムカデことはどうか。これもやはり「むし」ち称することが多いであろう。要するに「むし」とは小さな生き物のことである。	
　しかし、そのほかにもまた「むし」という言葉を私たちはよく使う。たとえば「虫の知らせ」。遠くに離れている親や知人の異変を感じ取ったりする時にこういういい方をする。	
　「虫が好かない」というと、人のことがなんとなく気にくわないという意味だし、「虫がいい」というと、身勝手だということになる。	
　こういう「むし」	
は、われわれの身体の中に住んでいるらしい。つまり、人の心であり、性格を形成するものなのである。	
　もう少しはっきりした、寄生虫のような「むし」もある。たとえば、芥川龍之介の小説『酒虫』に出て来る、人の腹中に入って酒を欲しがり続ける虫がそうで、これは、その小説に書
いてあるように、特殊な技術を使えば、取り除くことができるらしい。	
　あるいはまた「虫おさえ」という言い方があって、おなかがすいた時にほんの少し物を食べて空腹を一次的にまぎらわすという意味もある。	
　そのほかに「虫がつく」というと、もちろん書画や衣類に虫がつくこともいうが、若い娘などに悪い男がつくという意味にもなる。」	
	
「むしめづる人々は、常に偏見と誤解の危険にさらされているようであるが、特に、「マニア」と呼ばれる時、それがはっきりする。」	
	
「日本では明治の終わり頃から、ぼつぼつ昆虫採集が各地で行われるようになった。	
　物理学者で夏目漱石の弟子としても有名な寺田寅彦は、明治11年の生まれであるが、『花物語』という随筆の「常山の花」と題した文章の中で、昆虫採集の喜びを次のように
語っている。ちなみに常山木とはクサギのことである。	
（引用文省略）	
　その頃は、たいてい、古蚊帳で捕虫網を作ってもらったものだそうである。木の幹の穴はカミキリ虫やボクトウガというガの幼虫がうがったもので、そこから樹液がしみ出すと、そ
の匂いに誘われて、カブト、クワガタが蝟集する。明治の中頃、土佐の城跡には、さぞかし虫がたくさんいたことであろう。寅彦は昆虫発見の興奮を、「鋭い喜び」と表現している。	
　同じ漱石門下で、14歳年下の芥川龍之介も小学生か中学生時代には昆虫採集をしたと書いている。ふたりとも、昆虫採集をするのが当たり前のように書いているから、当時の
人々にとって、それが珍しいことではなかったことになる。」	
	
「寺田寅彦は「鋭い喜び」と言い、ヘルマン・ヘッセは「繊細なよろこびと、荒々しい欲望の入りまじった気持ち」と表現した、少年の頃に味わう、このような真の興奮こそが、科学者
を作り、詩人を育てるのである、と私などは考えているけれど、そんな話はだんだん通じなくなってきている。子供の受験戦争に夢中になっている親たちにアピールするのは、少
年時代に昆虫採集に熱中した、福井謙一博士、白川英樹博士、赤崎勇博士らが後にノーベル賞を受賞したということくらいか。	
　自然の中で遊び、そうした感覚を養った若者を、私などは育てたいのだが、親にも、子にも、欠けているのがその感覚そのものである場合には、話がし難いのである。」	



ただあるということ	
	
世界があるということ	
世界が世界であるということ	
	

ものがあるということ	
ものがものであるということ	
	
私があるということ	
私が私であるということ	
	

そのトートロジーは	
意味の世界の外にある	
	
意味には	
意味がある意味	

意味がない意味	
意味がある無意味	
意味がない無意味がある	
	
意味の世界の外にありながら	

トートロジーのなかで閉じ	
ただあるがゆえにあるというのは	
意味がない無意味なのかもしれない	
	

考えることは	
意味を無限に増殖させてゆく	
そしてそれは考える私と	
それが生み出し続ける意味とのあいだを	
無限に引き裂いてゆくことでもある	

無限の意味はその対象にも	
考える私ににもなることはできないのだ	

☆mediopos-1885　　2020.1.13	

■千葉雅也	
　『意味がない無意味』	
　（河出書房新社 2018.10）	

思考や直観ではなく	
純粋思考とか純粋直観とかいわれたりもするのは	
考える私とその対象との間を超えようとすることなのだろう	
そしてそのときそのトートロジーは	
意味の世界の外にあることになる「意味がない無意味」である	

	
「見る前に跳べ」という言葉がある	
そこでは見ることが否定され	
跳ぶこととは別のものになっている	
そうではなく「見ることを跳ぶことにせよ」	
とでもいえばいいだろうか	

いや「せよ」というのも余計だろう	
見ることはそのまま跳ぶことなのだ	
	
「デュナミス（可能態）」に依存しない	
「エネルゲイア（現実態）」としての	

「エンテレケイア（完全現実態）」	
	
そうすることではじめて	
ひとは「他者」であることができる	
荘子のいう「物化」のような	

（荘周であり蝶であるということ）	
変身！ということでもある	
千葉雅也の言葉でいえば	
「意味がなく無意味な分身の存在」	

「もうひとりの誰かがいる」ということだ	



「私は、子供の頃からずっと、無意味に惹きつけられてきた。	
　意味を言おうとする努力が無駄であるような局面があるのだと主張する。無意味であることの権利を擁護する。私は、無意味の側に立つ弁護士であろうとしてきた。おそ
らくその職務こそが、自分の享楽の核心なのだった。いや、むしろ反対に、ただたんに享楽されるだけのもの、享楽にただ内在しているもの、それこそが無意味なものな
のだ。	
（…）	
　意味、それは「理解」とも言い換えられる。合理的であるような理解である。また、ここには「共感」という問題もある。合理的な理解の外部−−−−つまり、非合理について
私は何かを考えている。共感の外部−−−−我々が（また、事物一般が）別々に分離された状態、あるいは無関係について、私は何かを考えている。	
　私が思い描いているのは、「意味の広大な外部」といった解放的なイメージではない。むしろ、意味の雨が降り注ぐなかで、縮こまって自らを防御している建築物のよう
なもの−−−−そのような、「閉じられた無意味」なのである。	
（…）	
　私はここで、その無意味を＜意味がない無意味＞と呼ぼう。意味がない無意味は、＜意味がある無意味＞に対立するものである。	
　＜意味がない無意味＞とは、もちろん同語反復（トートロジー）だ。そこに私の哲学的問題がある。」	
	
「無限の多義性という無意味、このことを＜意味がある無意味＞と呼ぼう。	
　あらゆる対象は、実のところは＜意味がある無意味＞＝謎のｘなのであり、我々はその周りを「空回り」するようにして意味を生産し続ける。そう強いられている。	
　＜意味がある無意味＞とは、意味の世界に空いた「穴」のようなものだ。ブラックホール。排水口。それは、 強の重力を持つ中心点であり、そこへと引っ張られて意味
の雨が降り続ける。その穴は決して埋まらない。	
　だが、私の関心事は、このタイプの無意味の外部としての別の無意味、すなわち＜意味がない無意味＞なのである。それは、意味の雨を止めるような無意味だ。	
　というのは、＜意味がある無意味＞をめぐる意味の増殖を止めるということである。（…）	
　＜意味がある無意味＞は、もっと何かを言いたくさせるような無意味である。反対に、＜意味がない無意味＞とは、我々を言葉少なにさせ、絶句へと至らせる無意味な
のだ。	
　だが、二つの無意味は、同じ場所で重なっているのかもしれない。	
　同じ場所が、同時に穴であり、蓋でもある。意味を発生させる何かが、意味を遮断する何かにすり替わる。意味を遮断する何かが、意味を発生させる何かにすり替わる。
我々の日常ではそうしたすり替わりが起きているのかもしれなお……おそらくは偶然的に。	
	
＜意味がない無意味＞とは、「身体」である。（…）	
　＜意味がある無意味＞から＜意味がない無意味＞へ−−−−それは思考から身体への転換だ。	
　考えすぎる人は何もできない。頭をからっぽにしなければ、行為できない。	
　考えすぎるとは、無限の多義性に溺れることだ。ものごとを多面的に考えるほど、我々は行為に躊躇するだろう。多義性は、行為をストップさせる。反対に、行為は、身
体によって実現される。無限に降り続く意味の雨を、身体が撥ね返すのである。身体で行為する。そのときに我々の頭は空っぽになる。行為の本質とは、「頭空っぽ性
（airhead-ness）」なのだ。	
（…）	
　ここでの「身体」という言葉は、広い意味で受けとってもらいたい。英語のbodyには広い意味がある。 初にイメージされるのは、人間や動物の「からだ」だろう。だが
bodyは、「物体」、「物質」でもある−−−−自転車や火星や素粒子のような。また、ある学校の学生全員といった「集まり」を意味することもある。さらに私は、空想のイメージ
や、絵画に描かれた「形態」を、何であれbodyであると捉える（どんなに抽象的な形態でもbodyである）。音楽においても、メロディーはbodyであり、反復されるリズムも
bodyである。」	
	
「ドゥルーズにおける潜在性と現実性という対は、アリストテレスの「デュナミス」（可能態）と「エネルゲイア」（現実態）につながる。私の問いは、エネルゲイア、現実態の方
に向けられている。あるいは、完全に可能態が現実化された状態、「エンテレケイア」（完全現実態）。さらに言えば、現実態の極致、もはやデュナミス、可能態に依存しな
い状態について私は考えている−−−−「純粋現実態」である（それがトマス・アクィナスにおいては「神」だった）。ポテンシャルレスな現実態、すなわち純粋現実態。＜意
味がない無意味＞としての身体＝形態とはそれである。純粋現実態とは、有限な存在＝行為する存在である。	
　ただたんなる現実、そうであるからだ、というトートロジーの閉域。意味がなく無意味な二度塗り。トートロジーが真なのは自明だが、まさにその自明性が、存在するという
ことの過剰さ、存在の盛り上がりなのだとしたら。自明性の過剰、意味がなく無意味な分身の存在。	
　私はこれまで、分身のことばかり書いてきた。	
　ただたんに、もうひとりの誰かがいる、ということを。その驚きを。」	



『スクエア・アンド・タワー』の	
「スクエア」は広場	
ネットワークを象徴し	
「タワー」は塔	
階層性を象徴している	

	
人類はネットワークと階層性によって	
さまざまなかたちで社会を形成し展開させてきた	
	
歴史の大半は階層性をベースとしていたが	
１５世紀後期から１８世紀末までと	

１９７０年代以降の現代においては	
ネットワークが重要になった時代だという	
	
現代はとくにインターネットの普及による	
ネットワークの影響が大きくなってきているが	

それがどのようなかたちで世の中を形成していくかが	
問われてきている時代だともいえる	
	
本書ではネットワークと階層性について	
歴史資料に基づきながら	

それらがどのように働きどのような形で	
歴史のなかで働いてきているかが論じられているが	
結局のところネットワークと階層性の重要性以外	
とくにこれといったヴィジョンが示唆されているわけではない	

	
重要なのはやはり人間そのもののありようなのだろう	
人間はネットワークを使って何をするか何をなし得るか	
階層構造において何をするか何をなし得るか	
そしてそれぞれがエゴや力などと結びついて何が起こるのか	

それぞれの視点で人間の霊性を高めるためには何が可能か	
そうしたことがビジョンとして論じられていく必要がある	
	
ほんとうに重要なのは	
ネットワークと階層性といった社会的要因以前に	

人間が探求し続けてきたであろうし	
これからも探求し続けていくであろう真理だからだ	

☆mediopos-1886　　2020.1.14	

■ニーアル・ファーガソン	
　『スクエア・アンド・タワー（上）ネットワークが創り変えた世界』	
　（柴田裕之訳　東洋経済新報社 2019.12）	

■ニーアル・ファーガソン	
　『スクエア・アンド・タワー（下）権力と革命500年の興亡史』	

　（柴田裕之訳　東洋経済新報社 2019.12）	

真理はさまざまなかたちで探求され	
それを伝えていくためにこそ	
ネットワークや階層性という手段が使われてきたのだが	
それらそのものは往々にして目的にもなってしまっている	
	

広場にいる人間が	
どうして広場にいるのかわからないまま	
ただ広場で群れ集いときに闘争にも陥るように	
塔にいる人間が	
どうして塔があるのかわからないまま	
ただ塔の階層の上下そのものが絶対化されるように	



「今日、権力を与えてくれる階層性の中に身を置くよりも、影響力を与えてくれるネットワークの中に入っているほうがいいのか？　どちらのほうが、あなたの立場によく当
てはまるか？　私たち全員が、必ず複数の階層構造に属している。ほとんどの人が少なくとも１つの国の国民だ。じつに多くの人が少なくとも１つの企業に雇われている。
先進国の20歳未満人工の大半は、今では何らかの教育機関に所属している可能性が高い。これらの機関が何と言おうと、その構造は基本的に階層性だ。世界中の若
い男女のかなりの割合が、伝統的に も階層的な活動である兵役に就いている。もしあなたが誰かの「監督下にある」なら、たとえ取締役会に直属するだけでも、階層性
の中に取り込まれていることになる。あなたの監督下にある人が多いほど、あなたはピラミッドの底辺から離れている。	
　とはいえ、大多数の人は、階層性の組織よりも多くのネットワークに所属している。そしてそれは、フェイスブックやツイッター、その他、過去10年余りの間にインターネッ
ト上に登場してきたコンピューターベースのネットワークを使っているだけのことではない。私たちは、親戚のネットワークや、友人、近隣の人、ファン仲間などのネットワー
クを持っている。教育機関の同窓生であり、サッカーチームのファンであり、クラブや協会のメンバーだったり、慈善団体の支援者だったりする。教会や政党のような階層
構造の機関の活動への参加も、勤労というよりもむしろネットワーク作りに近い。なぜなら、金銭的報いを期待してではなくボランティアとして参加しているからだ。	
　階層性の世界とネットワークの世界は交わり、相互に作用する。大きな企業ならどれでも、内部には公式の組織図とはまったく違うネットワークが存在する。依怙贔屓し
ているとして、従業員が上司を非難するときには、５階の人事部が管理する制式の昇進過程に、何らかの非公式の関係が優先しているということだ。違う会社の従業員
が仕事の後にいっしょに一杯やるとき、彼らは企業の垂直の「塔」から社会ネットワークの水平な「広場」へと移る。ここが肝心なのだが、それぞれ異なる階層構造の中で
力を持っている人々が出会い、ネットワークを作ると、重大な影響を及ぼしうる。」	
	
（柴田裕之「訳者あとがき」より）	
「著者の論理はおよそ次のようになる。「ホモ・サピエンスは先史時代に、ネットワークを形成する能力、つまり、コミュニケーションを行い、集団で行動する比類ない能力
を使った協力的なサルとして進化し、他のあらゆる動物と一線を画した」。「無比の神経ネットワークを持った人類は、生まれながらにしてネットワークを形成するようにで
きているだ」。その一方で、「先史時代のヒト科動物の 初期の集団でさえ分業を行っており、自然によって押しのけられた体力と知力の階層性を伴っていた」。「した
がって「ネットワークと階層性の秩序との間の緊張関係は人類そのものと同じぐらい古い」。そして、「歴史の大半を通して、世の中は階層性だった」。「階層性の秩序に有
利に働いた決定的な要因は、権力の行使が効率的になることだった」。	
　「大航海時代や宗教改革……までさかのぼる主要な変化は、本質的には、確立した階層性に対してネットワークによって突きつけられた破壊的な挑戦と理解できる。」。
そして、そのような目で歴史の大きな流れを見直すと、ネットワークの「重要性が顕著だった時代が２つある」ことがわかる。 初が、１５世紀後期から１８世紀末まで。「次
が私たち自身の時代で、１９７０年代に始まる」。	
　ネットワークは多数の長所を持ち、人間社会にとって不可欠だ。「さまざまなクラスターや弱いリンクを結びつけ、適応したり進化したりできるので、階層性よりも創造的
になりやすい」し、「イノベーションはこれまで、階層性よりもネットワークから多く生じる傾向にあった」。だが、「大きな組織の内部で時間的・空間的に資源を集中すること
を必要とする……共通の目的へと」は簡単に向けられず、「戦略的ではない」。	
　さらに、ネットワークは「良いアイデアだけではなく悪いアイデアを生み出して広めることができる」。たとえば、１９世紀にはポピュリズムと移民排斥主義が広まったが、２
１世紀の今、ネットワークを通じて再び同様の現象が起こったり、フェイクニュースやマルウェアやウィルスが拡散したりしている。「私たちの時代のようにネットワークと市
場が手を組むと、ネットワークの収益の大半がそれを所有するインサイダーへと流れて、不平等化が急速に進む」し、情報テクノロジー（ＩＴ）とネットワークを使えば「２０世
紀中期の全体主義国家が夢にも望めなかったほどの社会統制システムが得られる」。	
「ネットワークを、堕落した寡頭政治や宗教的狂信者が道具として用い、サイバースペースで予想もつかないような新しい戦争を仕掛けられるようになることは、もはやた
んなる可能性ではない」	
　したがって、「ネットワークが引き起こす階層性の秩序の崩壊には本来有益なところがある」と決めてかかってはならないし、一部の人が思い描くような高度なＩＴでつ
なった自由で平等なネットワーク社会という理想の未来は存在しない。「ネットワークを信頼して世の中を任せておけば無秩序を招くだけであるというのが歴史の教訓だ」。
「サイバーセキュリティの……現実的な目標は、攻撃を阻止したり、それに報復したりすることではなく、この社会が依存しているさまざまなネットワークをすべて統制する
ことかもしれない。そうすれば、ネットワークはレリジエンスを持つか、なお良くすれば、『反脆弱』となる」。「次々に革命の嵐に翻弄されることを望まないのであれば、世界
に何らかの階層性の秩序を課し、それにある程度正当性を与えることが得策である」。	



問われないとき	
＜ひと＞がなんなのか知っていると思っているのに	
問われたとき	
＜ひと＞がなんなのかわからなくなる	
＜わたし＞であることが問われるときのように	

	
＜ひと＞を見分けるのに	
わたしたちは顔で見分けることが多い	
けれど＜ひと＞は顔だけでできているわけではない	
うり二つの顔があって見分けられないとしても	
二人は別の＜ひと＞だ	

	
他者という＜ひと＞のまえで	
＜わたし＞は戸惑いつづける	
他者という＜わたし＞と	
じぶんという＜わたし＞のあいだで	

宙吊りにされることもある	
	
おなじ＜ひと＞でも	
いつもおなじ＜ひと＞であるとはかぎらない	
＜ひと＞は変わってゆく	

そして変わってゆくとしてもわたしたちは	
おなじ＜ひと＞だと思っている	
	
＜わたし＞もまた変わってゆく	

変わってゆくとしても	
じぶんでさえじぶんのことがわからないこともふくめ	
おなじ＜わたし＞を引き受けざるをえない	
そして＜わたし＞はわたしらしくあろうとして	
いつも＜わたし＞とのズレに悩みつづける	

	

☆mediopos-1887　　2020.1.15	

■鷲田清一『＜ひと＞の現象学』	
　（ちくま学芸文庫 2020.1）	

＜ひと＞を一つの視点だけでとらえようとすると	
世界は檻のなかに閉ざされてしまう	
＜ひと＞はそれぞれにさまざまな星座を描いてゆく	
すべての星が見えるとはかぎらない	
むしろ見えない星も含めて星座がある	

そしてそれは視点によってさまざまに変わってゆく	
星座そのものさえ常に変化のなかにある	
	
＜ひと＞という普遍と	
＜ひと＞という現象のあいだで	
＜ひと＞がいったいなんなのか	

わたしたちは戸惑いつづけるばかりだ	



「わたしたち一人ひとりは何によって＜ひと＞として生まれ、どういう理由でときに「あの人らしい」と言われ、ときに＜ひと＞としてその権利が擁護され、ときに「人でなし」と
詰問され、やがていつ＜ひと＞としては消えてゆくのだろうか。	
　わたしたちはいつか＜ひと＞として生まれ、いつか＜ひと＞としては消え失せる。しかし、各人の誕生と死は、＜ひと＞としての誕生と死へと一括りするわけにはゆかな
い。生命としての誕生は母胎のなかではじまり、子としての出生は出産において認められ、＜ひと＞としての生成は終生、たえず更新されたり否認されたりする。しかも、
＜ひと＞としての生成は単次元のものではない。ヒトとして生まれながら＜ひと＞としての認知を受けなかったひともいれば、ヒトとして生き存えながら＜ひと＞としては否
認されるひと、その存在を強奪されるひともいる。あるいは、みずから＜ひと＞として死んでいると感じるひとがいる。いや、ひとが社会のなかでさまざまな役柄を同時的
に生きていることからうかがえるように、あるいは内臓のリズム、細胞の活動（らしきもの）がときにひとの行動を抑えたり、遮ったり、翻弄したりすることがあるように、＜ひと
＞としての存在はそもそもそれじたいが多くの次元や位相に分岐していて、しかもそこには当人が意識できていないものも少なからず含まれ−−−−いや、しかと意識でき
ているもののほうがおそらくははるかに少ない−−−−、さらに整合も統合も見いだしえず、綻びや矛盾ばかりがめだつといったこともめずらしくない。いいかえれば、そこに
は偶発的な出来事も不可視のまま深く介入してくる。人生にはいくつかのステージがあるとか、ひとの一生は脱皮の連続であるとか述べることが浅はかに思われるくらい
に、それは見過ごすことのできない諸契機の錯綜の場でもある。	
　じぶんのことがじぶんでもよくわからない。じぶんのなかにさまざまな＜いのち＞が住みついていて、それらがいつもたがいを傷つけている。じぶんは「じぶん」といえる
ほど一つにまとまったことはなく、いつも相容れないものに引き裂かれている。じぶんはじぶんでない何かに操縦されているという思いが拭えない……。こういうつぶやき
を内に谺させずに生きえているひとは、おそらくは一人とてないだろう。」	
	
「まずは＜全体性＞の思考を遠ざけたい。全体をつねに視野に入れようとすることは重要であるが、全体を一つの視点から見渡し、一つの原理にのっとって見透かしうる
と考えたとき、世界は檻のなかに閉ざされてしまう。	
　一つの視点には見えるものと見えないものがある。見えないものは別の異なる視点から見えることもあれば、どの視点からも隠れたままのこともある。思考がもし、無数の
星屑を無数の版をもつ星座として描き出すことであるとすれば、星屑を結ぶ線のいずれにも引っかからず、ばらけたままの星屑たちの一片として、あるいはそれが走った
跡として、かろうじて姿をとどめるだけのものもあれば、描かれたどの星座からもこぼれ落ちてしまうものもきっとあろう。それらも別の星座の描出のなかで、たとえ斜交いに
ではあってもふれることはできる。世界はこのようにいつも判じ絵のようなものとしてわたしたちの前にある。だからこそ、隠されたもの、消されたものをある星座の陰から救
いだすためにも、星座としての描出ははてしなく試みられねばならない。」	
	
「メルロ＝ポンティは『シーニュ』という著作のなかで、「民俗学的経験」にことよせて、普遍的なものへ向かうもう一つの途について語っている。人びとが客観的な方法に
よっていずれ得られると思い込んでいる「大上段にのしかかる普遍」ではなく、「たえず他者によって自己を吟味し自己によって他者を吟味することにちょって手に入れる
側面的普遍をこそめざすべきだというのである。	
　それは、「われわれ自身のものを異邦のもののように見、われわれにとって異邦であったものをわれわれのものであるかのように見ることを学ぶ」視線であると言ってもよ
い。西欧の観相術によくみられる動物に模したヒトの人相描きに対してある画家がつけた注釈として、フォントネがこんな言葉を引いていた−−−−「人間の顔をライオンの
顔に似せて描くのはさほど難しくはない〔……〕しかし人間に似ていないライオンを描くのは、それよりもずっと気を遣う」、と。他なるものを他なるものとしてそのままとらえ
るのが難しい。人間の動物性を考えるときにも、動物性を「われわれ」に理解可能な地平に引き入れるのではなく、こうした「ずっと気を遣う」経験をくり返してゆくことがま
ずは必要なのだろう。このような経験を見失ったとき、人間は産業による動物の虐殺を超え、他の人間を強制収容する技術を洗練させて、ついには人間自身の大量虐
殺へと向かうことにもなったのだろう。」	



ペソアが気になる人は	
作者や作品といったものを	
どこか囚われのように感じる人なのだろう	
そして作者や作品を超えたところに	
なにがあるのかをこそ見ようとする	
	
ペソアには70以上の異名があるように	
そしてそれらの異名を超えて	
それぞれのじぶんをこえたところにある	
あるいはそれらすべての中心にある	
どこにもないじぶんであろうとする	
	
私であり	
私というからだをもっていながら	
No-oneであること	
No-bodyであること	
	
それはある意味で	
色即是空空即是色	
	
自我をそして身体をもって	
世界を生きている者でありながら	
私は私であるという矛盾を生きること	
または生きることを超えようとすること	
	
自己表現を事とする者に	
ときに嫌悪を覚えてしまうことがあるのは	
私であり私というからだをもっていることを	
あまりに素朴で単純にとらえてしまっているからだろう	
	
世は自己表現に満ちている	
その自己が問われることのないままに	
言葉を自己表現に使って疑うことのないままに	
作者と作品が垂れ流される	

☆mediopos-1888　　2020.1.16	

■荻世いをら「Ｆ・ペソア著　『不安の書【増補版】』（彩流社）を読む・総称する／締
め上げる「名」／いったい作家とは、作品とはなんなのだろうか」	
　（図書新聞 2020年1月18日）	

■フェルナンド・ペソア『〔新編〕不穏の書、断章』（平凡社ライブラリー 2013.1）	
■『ペソア詩集』（海外詩文庫16 澤田直訳編　思潮社 2008.8）	

ペソアの「不安（不穏）」というのは	
私が私であることへの懐疑のなかでしか	
表現が成り立たないということへのそれなのだろう	
だからひとつの名を主体として掲げることができない	
	
私は私であるという矛盾	
そして私というからだをもった	
私であるという矛盾のなかかからしか生まれてこない	
私でない私をこそ求めるところではじめて	
見いだすことのできるだろう私と世界の不思議	



（荻世いをら「Ｆ・ペソア著『不安の書【増補版】』を読む　６」より）	
	

「19世紀末から20世紀にはじめを生きたポルトガルの詩人、フェルナンド・ペソアの 大の著。生前、この詩人が発表したものは、本人名によるわずか四作のみで、ほ
ぼ無名の存在として47歳でこの世を去った。国民的作家になったのは没後のことである。」	

「この『不安（不穏）の書』もご多分に漏れず、そのタイトルが記されたファイルにランダムに入れられた断章を、のちの人々が編纂したものである。書としての意図、計

画は不明。それがゆえに「アンチ・ブック」とすら呼ばれている。」	
	

「ペソアといえば、異名（ヘテロニム）の人だ。いくつもの異名でもって文章を残している。ちなみに、この＜異名＞というのは、＜筆名＞とは違い、いわば「別名仮想人
格」とでも呼ぶべき書き手のことを指す。それらは、別の人格、別の性、別の生い立ち、それぞれの癖とともに生きる者たちなのだ。ペソアのこの異名者の数は70以上

に及ぶ。」	
	

「このペソアに触れると、いったい作家とは、作品とはなんなのだろうかと思えてくる。当の参加以外の編者、訳者たちがともすれば本人以上の長い時間と労力をかけ

て、その作家の作品として世に出していく。ただこれはおためごかしにまとめがちな「思い」とか「気持ち」とか簡単に呼ぶものによって成り立っているわけではないん
じゃないか。そうまさに不安、見知らぬ人から人へとつないでいく不安の信託、そういうものが実のところ、怒りや哀しみ、あるいは友愛という感情以上に驚くほど激しく

私たち人間を結びつけるのではないだろうか。」	

	
（フェルナンド・ペソア『〔新編〕不穏の書、断章』より）	

	
「今日突然、不合理ではあるが正しい感覚に、私は達した。私は稲妻のうちで悟った。私は誰でもない、絶対、誰でもないのだ。この稲妻が光ったとき、街があると私

が信じていた場所には曠野が広がっていた。そして、私に自分自身を示したこの不吉な光は、頭上にどんな空も広がっていないということを知らしめた。世界が存在

する前にすでに、私は存在する可能性を奪われてしまったのだ。もし私がいま一度肉体を持たなければならないとしたら、それは私なしに、この肉体をもたずにでしか
ありえないだろう。	

　私は実在しない都市の新興住宅地であり、けっして書かれたことのない書物の冗漫な注釈だ。私は誰でも、誰でもない。私は感じることも、考えることも、愛することも
できない。私は書かれるべき小説の登場人物であり、風に乗って漂い、かつて存在したこともなく、私を完成することができなかった者が見るさまざまな夢のなかで四

散している。	

　私はたえず考え、たえず感じる。しかし、私の思考には筋道がないし、私の感情には感情がない。私は、果てしなく落ちてゆく。非常に高いところにある落とし穴から、
無限の空間を通って、方向もなく、無限で、多数で、空虚な失墜のなかを落ちてゆく。私の魂は黒い大渦巻、真空のまわりを回る巨大な眩暈、虚無のなかの穴のまわ

りをうねる無限の大海原の動き。そして水よりも激しく旋回するこれらの水のいたるところで、私がこの世で見たり聴いたりしたあらゆるイメージが泳ぎ回っている−−−
−さまざまな家、顔、本、箱、音楽の切れ端、とぎれたシラブルが、底のない不吉な渦巻のうちへと過ぎ去ってゆく。	

　そして、私はと言えば、ほんとうの私はと言えば、それらすべての中心である。実在しない中心、思念の幾何学によってのみ存在する中心である。周囲にこれらのも

のが回転するこの虚無が私なのだ。回転すること以外に目的もなく、それ自体は存在しないのだ。どんな円にも中心が在るという意味でしか、私は存在していない。
私は、ほんとうの私は、岸壁はないが、壁のぬるぬるした感じだけはする井戸、あらゆるものの中心であり、そのまわりにはなにもない。」	

	
（『ペソア詩集』〜（ぼくから遠く…）より）	

	

「ぼくから遠く離れて　ぼくのうちに　ぼくは存在する	
　ぼく自身であるものとは　別のところに	

　影と運動　ぼくはそのなかにある」	



歴史が面白いのは	
歴史を語る視点を知る面白さだ	
	
それは事実であって事実ではない	
語り手の視点がそこに何を見ているのか	
それが面白いのだ	
つまらなさも含めて面白いのだ	
	
人は語らずに／騙らずに生きてはゆけない	
歴史物語は人がなにを見ているのか	
見ようとしているのかを伝えてくれる	
	
一人ひとりの人間の歴史物語もまた	
じぶんを語る／騙るときそこで何を見ているのか	
見たいと思っているのかを伝えてくれる	
それがたとえどんなに愚かしいものだとしても	
その人間にはその人間のつくりたい物語がある	
	
ＮＨＫの大河ドラマのような物語を	
歴史だと思い込んでいる人もいれば	
学校で学ぶような歴史を	
歴史だと思い込んでいる人もいるだろう	
遺された資料をくまなくあたって	
そこから仮説をつくり	
検証しようとする歴史家もいるだろう	
じぶんの歴史を紡ごうとする人もまた	
じぶんの記憶や資料のなかかから	
じぶんの語りたい物語をつくりあげるだろう	
	
けれども視点は無数にある	
すべての視点を得ることは不可能だけれど	
ひとつだけの視点を信じ込むことなく	
じぶんのなかにいくつかの視点を持っておくこと	
そしてじぶんが今とりたい視点がどんな視点な
のかを	
意識しておくことはそれなりに必要だ	
	
ひとはじぶんの生きたい物語を	
紡ぎながら生きようとしているのだから	
そして生きられることのない物語もまた	
さまざまに夢想しながら生きているのだから	

☆mediopos-1889　　2020.1.17	

■立花隆『エーゲ　永遠回帰の海』	
　（ちくま文庫 2020.1）	

「一九八二年夏、須田慎太郎と私は、レンタカーと船に乗りつぎながら、エーゲ海を横断し、縦断し、かつ一周した。レンタカーの積算走
行距離は八〇〇〇キロに達した。	

　私たちの目的は、遺跡を見て歩くことだった。	
　エーゲ海の周辺には無数の遺跡がある。ギリシア本土はもとより、エーゲ海に点在する大小さまざまの島々に、ありは、対岸の小アジ

ア地域（トルコ・アナトリア地方）に、かぞえきれないほどの遺跡がある。	

　石器時代の遺跡もあれば前歴史時代、ギリシア時代、ヘレニズム時代、ローマ時代、ビザンティン時代と、前後数千年にわたっている。	
　残されているものもさまざまである。巨大な都市国家がそのまま残されている場合もあるし、一つの神殿、あるいは一つの劇場がポツン

と残されている場合もある。	
　遺跡の形態もさまざまである。	

　アテネのアクロポリス、あるいは、クレタ島のクノッソス宮殿のように、完全に発掘され、管理され、観光コースの一部に組み込まれてい
るものもあれば、人里はなれた山の中に埋もれて、誰一人訪れる人もないような遺跡もある。	

　そうした遺跡の数々を、私たちは悪戦苦闘しながら、一つひとつ丹念に見てまわった。	

　なぜそんなにまでして遺跡を見て歩いたのかと問われると、答えるのは簡単ではない。	
　ほんものの伊勢行きと自分自身で出会ったことがない人に、その理由を説明するのは、ほとんど不可能に近い。	

　私自身が、ほんものの遺跡と衝撃的な出会いを果たしたのは、私が三〇歳のときで、イタリア、シチリア島のセリエンテにおいてだった。

そのとき感じたことを、次のように書いた。	
	

　「突如として私は、自分がこれまで歴史というものをどこか根本的なところで思いちがいしていたのにちがいないと思いはじめていた。	
　知識としての歴史はフェイクである。学校の教壇で教えられた歴史。歴史書の中の歴史。歴史家の説く歴史。記録や資料のなかに遺

されている歴史。それらはすべてフェイクである。	

　 も正当な歴史は、記録されざる歴史、語られざる歴史、後世の人が何も知らない歴史なのではあるまいか」	
　「記録された歴史などというものは、記録されなかった現実の総体にくらべたら、宇宙の総体と比較した針先ほどに微少なものだろう。

宇宙の大部分が虚無の中に呑みこまれてあるように、歴史の大部分もまた虚無の中に呑みこまれてある」」	



真鍋博はＳＦの顔をしている	
はじめて読んだＳＦのイラストが真鍋博で	
愛媛県出身だったのもあり名前は知っていた	
	
その後『ボッコちゃん』から読み始めた	

星新一のショートショートのイラストで	
特に強くイメージが残っている	
	
その頃から半世紀後の現在	
解説の荻上チキも書いているように	
その頃から見れば私たちは未来人なのだが	

現代は科学技術だけが進んできてしまったようだ	
	
アトムという名前で象徴されるように	
積み残してきている問題は増えるばかり	
真鍋博が風刺も含めながら示唆しているような	

人工と自然の共生のようなありようを	
素朴に空想するにはペシミスティックすぎるのが現代
だろう	
	
戦前の子どもたちの多くが軍国少年だったように	

ぼくの子どもの頃はおきまりの科学少年で	
ロボットの空想図などを描いていたりもしたけれど	
「未来」でイメージされるものと同様	
ＳＦで描かれる世界もその頃とはずいぶん変化した	

	
「あのころの未来」が現在こうであるように	
「これからの未来」はどうなのか	
	
今から半世紀後の世界を	

空想的にしろ描くとすればどうだろう	
描かれたさまざまな未来図のそのころが	
どれだけ想像できるだろうか	

☆mediopos-1890　　2020.1.18	

■真鍋博『真鍋博の植物園と昆虫記』（ちくま文庫 2020.1）	



（真鍋博「グラフィック博物誌　そして、グラフィック思考」より）	
	

「住まいの近くに新宿御苑がある。窓からはここが東京か？　と思うほどの緑がひろがって見える。そしてその向こうに新宿副都心の高層ビル群が林立している。御苑
の緑と超高層ビル群を重ねて見ながら、鉄とガラスの超高層ビルに御苑の緑以上の植物性を感じることがある。御苑の緑はいつも同じ高さの緑なのに、超高層ビルの

方はどんどん成長し、植物的エゴイズムをとげつつあるからだ。それは高層であることにおいても、広層であることにおいてもかわりない。この繁殖のエネルギーとシス

テムは、植物的本能というより、植物的知能とさえいうことができる。	
　街灯を見ても街路樹以上の植物性を感じさせる。かつての並木道のように整然と並んだ水銀灯などは現代の都市の自然である。そして照明灯の間に植えられた花

壇の花に逆に人工性を感じる。	
　現代は人工が自然を模倣し、自然が人工を模倣しているらしい。しかも、形態上の模倣ならまだしも、ネーミングの模倣で自然回復がはじまりつつある。ハイツ、ヒル、

ビレッジ、グリーンタウン、アベニュー･･････。そしてその建物の間を鳥や動物の名をマスコットネームにした車が走っていく。」	
	

（真鍋博「都市博物誌　そして、昆虫的思考」より）	

	
「巨大化するばかりの環境のなかで、あらゆる〝動くもの〟が虫のように見えてくる。近づいてよくよく見れば、それぞれ別々の違った個体であるはずなのに、現代の

高密度管理大森林のなかでは、すべてが虫的存在になる。しかし、立場を変えてみれば、虫的存在形態が環境を森林にし、草叢にし、あるいは緑の下の土にしてい

るのかもしれない。	
　ホタルのともった通りをカブトムシが走り、トンボの輸入にからむ疑獄をミズスマシがつっつきまわし、商店のテントウ虫には今日も品物があふれ、アブラムシは大地を

汚しつづけ、シャクトリムシはスピードが鈍ったとはいえいまだ国土開発の測量に余念がない。そして今年もミノムシはヨーロッパからやってくる。コガネムシはずっとコ
ガネムシのままで、金蔵たてて蔵をたてるが、オケラはやぱりオケラ以外の何ものでもないのである。この虫たちの世界を現代風にいえば、いわゆる生態系とやらを維

持しつづけるためにはおのおのが虫的存在理由を確としてもっており、虫に上下は認むべくもない。過密都市に虫喰うのも自由なら、根腐れ過疎の木に巣くうのもま

た自由。その自由こそ生態系を守る原動力ということになる。都市的森林の生態系を維持するためには新種珍種の昆虫の出現が必要だし、その種を滅ぼすものだっ
てるはずだ。」	

	
（荻上チキ「解説」より）	

	

「真鍋博のイラストは、空想世界の案内状であった。	
　昔読み漁った星新一作品。お気に入り作品の表紙には、たいてい真鍋博のイラストが描かれていた。さまざまな社会的・人間的特徴が、極端な仕方で描かれる

ショートショート。そのページをめくると、氏の挿絵が目にとまる。解説的でもなく、物語を阻害もしない。それでいて読後の強烈なしこりを残すような、不可思議な存在
だった。	

　同じく星作品でしばしば用いられていた、簡素でフラットな和田誠のタッチと比べると、真鍋博のタッチは無機質で生々しい。写実的ではなく抽象的で、人物像の感

情も固定されない。少し不思議で、少し怖い。それでもどこか、人を突き放すような冷たさではなく、人間味を受け止めたくなるようなユーモアが含まれている。」	
	

「個人の悲哀と社会の誤謬。その双方に商店を当てる世界観を、一枚の絵で何十年も表現し続けた、そんな真鍋博による、架空動植物のスケッチ作品、『植物園』
『昆虫記』が、ようやく文庫になった。元の書籍が出てから四十年以上が経っての文庫化だ。『植物園』が一九七六年の三月に、『昆虫記』が同年の十一月に発行され

ている。真鍋の社会風刺を濃縮したような、ユニークな連作である。」	

	
「タイムカプセルのように、一九七〇年代からやってきた本作は、古びた様子もまた、新たな楽しみとなる。記録媒体は磁気テープにパンチカード。 新ビジネスアイ

テムは電卓。成長イメージは角ばった高層ビルで、近未来は流線型。ドローンやサイバー攻撃ではなく戦車と戦闘機。インターネット上のトロールではなく、テレビ社
会の大衆視聴者。」	

	

「この本が描かれた時代から見れば、私たちは、はるか未来人である。あれから何人も宇宙に行ったので、「宇宙人」比率は増したかもしれない。この間にどれだけ時
代は変わったか。変わらない部分は何か。果たして私たちは、真鍋らの憧れに応じられるか。本作でも皮肉られた、多忙な現代社会の中ではあるが、あえて立ち止ま

り、スローモーな筆で描かれた諸作品をじっくり味わおう。」	



坪内祐三氏が亡くなった	
	
ぼくとほぼ同世代でもあったが	
その著作に目を通すようになったのは	
むしろここ二〇年ほどのこと	

	
坪内祐三氏は	
ぼくの勝手なイメージでいえば	

後の昭和の人だ	
「古くさいぞ私は」という著書もある	
	

本書で「バニシング・ポイント」（消失点）	
とされている一九七九年頃	
氏のように文芸系の関心ではなく	
科学・哲学系の関心を事としていたのもあり	
氏と同様の観を持ち得ていたかどうかはわからないが	

	
ぼくのなかにも	
半分は「昭和の人」が坐っている	
「平成の人」はむしろ虚ろであって	
ようやく 近少し目が覚めはじめているくらいだ	

	
坪内祐三氏の死は	
「昭和の 後を生きた人」の	
死の象徴でもあるのかもしれない	

ここ数年でずいぶん「昭和の人たち」が	
姿を消すようになっているが	
それをただのノスタルジーに変えてはならないだろう	
	
ぼくには幸か不幸か	

半分しか「昭和の人」がいないようだから	
これからようやく半分生きねばならないとも感じているが	
半ば忘れ去られようとしている「昭和の人」のことを	
本書（二〇年近く前の著書だ）のタイトルでいえば	
「後ろ向きで前へ進む」ように	

とらえ返して見なければと感じている	
	

☆mediopos-1891　　2020.1.19	

■坪内祐三『後ろ向きで前へ進む』（晶文社 2002.8）	

なにも考えず「後ろを向いて前を進む」こともできるが	
それはある意味で生しか見えていないがゆえに	
生そのものもまた失われてしまうようなものだ	
生が前であるとすると後ろは死だ	
人は死を見据えて生に向かわねばならない	

	
私しか見えていないがゆえに	
他者が見えなくなってしまうのも同様だ	
前を見るということは	
反転して自らの後ろを見ることであり	
それこそが他者を見ることでもあるように	

	



（「あとがき」より）	
	

「一九七九年、私は二十一歳だった。その頃、私は、時代が大きく変わろうとしていることを、つまり新しい時代に突入しつつあることを、体感していた。	
　体感していたものの、私は、それを上手く言語化出来ないでいた。（…）	

　言語化する代わりに、私は、そのころを、変わりつつある時代の空気を、出来るだけ正確に記憶しておこうと試みた。	

　過去から未来へと続く時間の進み具合を意識することが歴史だとしたら、その頃から、歴史は、止まって行こうとするように思えた。（…）そのことを、私は、強く自覚して
いた。	

　しかもその頃から、時代がどんどん便利（コンビニエント）になって行き、経験の一回性が失われつつあった。	
　そういう時代に対する、当時の私なりの認識を表現したのが、一九七九年頃から漠然とした構想を得ていた一九八二年度の早稲田大学第一文学部人文専攻の卒業

論文「福田恆存論」である。長い文章を書いたことがなかったので、五十枚ほどのこの論文を、私は、へとへとになりながら書いた。つたないながら、思いを書きつくしたつ
もりだ。	

　今回、「幻の一九七九年論」たるこの評論集を構成するにあたって、あえて、その若書きの評論を、評論集の折り返し部分に置いてみた。単に現在から一九七九年を

振り返るのではなく、一九七九年から未来への視点も交差させることで、一つの遠近感が得られるのではないかと思って。	
　しかし、ゲラ刷りで通して読んでみると、この二十数年間で私が、その世界観（などというおおげさなものではないが）を、殆ど変化させていないことを自覚した。ただし、

もし変わっているところがあるとすれば、その変化は、今の私にとってとても重要なのだが。」	

	
（「一九七九年のバニシング・ポイント」より）	

	
「同時代のなかでうすうすとそう感じていながら、あとから振り返ってそれを断定的に語ることのできる事象がある。	

　例えば一九七九年に文章表現の世界で一つの大きなパラダイム・チェンジが起きたこと。	

　当時、私は、大学二年の若者だった。	
　私は、その年の五月の初めのある午後のことを、今でもはっきりと覚えている。（…）	

　その時、私は、一篇の不思議な小説に出会った。『群像』に掲載された第二十二回群像文学賞受賞作、村上春樹の「風の歌を聴け」である。」	
「同時代的なリアリティを求めて、私は、いわゆる「若手作家」たちの作品にも熱心に目を通した。三田誠広や中上健次、高橋三千綱といった人々が、当時の「若手作家」

だった。（…）	

　今振り返ると、彼らと私との年の差はたった十歳ぐらいしか違わないのだが、彼らは、ものすごく年上の人に思えた。	
　彼ら、昭和二十年代前半生まれの作家たちは、いわゆる全共闘世代だ。（…）	

　私には、どこか、同時代的な感じがしなかった。ひと昔前の「文学」のような気がした。」	
	

「さらにもう一つの表現ジャンルである批評は、どうだったのだろう。	

　実は批評こそは、まさに、一九七九年という年が批評のメタ・クリティシズム化が進む、そのパラダイム・チェンジとなる大きな年だったのである。	
　批評のメタ・クリティシズム化とは、もちろん、言語矛盾である。批評はもともと、小説やノンフィクションやエッセイ以上に、言葉の他者性に対して強く自覚的な表現ジャ

ンルなのだから。つまる、批評はすでにして 初から、メタな表現方法である。	
　だから、改めて言い直そう。一九七九年は、一九七九年こそは、批評のメタ・クリティシズム化が進行していった年ではなく、批評が、少なくとも日本において、解体して

いったエポックとなる年である、と。」	

	
（「一九八二年の福田恆存論」より）	

	
「私は、第一章では、「未来」からのみ「現在」を裁こうとする「文化人」達を、そして第二章では、自らの内に絶対者を持とうとした「近代日本知識人」達を、それぞれ問題

にしてきたが、彼ら両者に共通していた事は、生の側にのみ全体が存在すると彼らが考えていた事である。だが、生のみを肯定することは、死に対する冒瀆行為であり、

と同時に、生に対する冒瀆行為でもあり、結果的に、彼らは、いかなる全体をも持ち得ないのである。なぜなら、全体とは、始めと終わりが別個の物として存在するのでは
なく、始めと終わりを同時にそれ自身の内に含むものだからである。そして、いかなる全体をも持ち得ないのであったなら、個人は単なる断片でしかなく、個人が単なる断

片でしかなくなってしまったならば、その時、我々は、我々の全ての自由を失う。自由を夢見たはずの「思想」が、我々にとんでもなくしっぺ返しを食らわすのである。	
　福田氏のものした様々な知識人論は、その殆どすべてが、その種のしっぺ返しの危険性への警鐘の書なのである。つまり、個人の生命を尊重しているように見せかけ

ながら、その実、蔑ろにしていた、彼ら「文化人」や「近代日本文化人」の世界観への、氏の人間観を元にした不信感の表明だったのである。そして、そのような福田氏の

警鐘や不信感に対して「非合理」「保守反動」「レトリシアン」「からめて」といったレッテルを貼り付け、氏の主張の合理性を省みようとしないことは、福田氏にとってはもち
ろんのこと、我々にとっての不幸でもある、と私は思うのである。」	



私は私だが	
あなたもじぶんを私という	
そして私には名前があり	
あなたにも名前がある	
	

私とあなたは互いに相手を名前で呼びあう	
私は私の名前で呼ばれることで	
私であり私になっていき	
あなたはあなたの名前で呼ばれることで	
あなたでありあなたの私になっていくのではないか	
	

どんなにありふれた名前だとしても	
その名前は私が私であり	
あなたにとっての私であることを	
かけがえのないものにする	
	

幼いころじぶんのことを	
一人称ではなく名前で呼んだりもするのは	
世界のなかでじぶんがじぶんであることを	
名前で確かめようとでもしているかのようだ	
	

名前というかけがえのないものとともに	
人は生きていくなかでその深みを増し	
死後でさえもその人がその人であることを	
さまざまに関係づけていきもする	

☆mediopos-1892　　2020.1.20	

■村岡晋一	
　『名前の哲学』	
　（講談社選書メチエ 2020.1）	

私とあなたは	
名前をよびあう対話の関係で	
世界を紡いでいく	
	
けれどその延長線上において	

「われわれ」を成立させようとするとき	
名前というかけがえのない固有名を排したところで	
全体性へと向かってしまう共同体や国家があり	
そこではほんとうの名前は奪われてしまうことになる	
	
私の名前は世界のなかで＜いま＞と＜ここ＞	

そしてその行方を失ってしまうのだ	
そのとき他者との対話もまたありえなくなる	



「「名前」とは、もっともありふれていながら、きわめて不思議なものである。まず不思議なのは、まわりを見ればどんなものにも「名前」があるということだ。」	
「事物の存在と名前の関係は、（…）きわめて緊密だが、一般名詞より固有名詞のほうがずっと緊密である。なにしろ、一般名詞は複数のものをひとつのグループにまとめておいて、それらを十把一絡げに名指すという怠慢なことをす
るが、固有名詞は事物の一つひとつを几帳面に名指すからである。	

　名前とそれが名指すものの関係は、固有名詞のなかでも「個人の名前」つまり「人名」においてさらに濃密になる。」	
	

「さきほど名前は世界のすみずみまで覆い尽くしているといったが、しかし同時に、名前はみずからがつくりだした言語のベールをみずから引き裂き、言語を超えた深淵をのぞき込ませる不気味なものでもある。言語の使命が「名指
す」ことにあるとすれば、固有名詞や個人名ほどこの使命を的確に話していることばはない。（…）しかし、目の前に見ているそのものが「なんであるか」を言い表そうとすると、ただちに困ったことになる。（…）一般名詞はみずからが名
指すものにかんして、これは樹木に生るとか、湿り気があるとか語ることができる。ところが、固有名詞の対象は唯一のものであり、それそのものをひたすら名指すだけなので、名指しているものについて「語る」ことができない。言語は

固有名詞においてみずからの本領をもっとも発揮すると同時に、みずからの限界にでも出会う。名前は語りうることと語りえないものの境界線上にある。	
　このように、「名前」というものは、「近さと遠さ」、「自己と他者」、「内部と外部」、「語りうることと語りえないこと」といった従来の二項対立ではうまく説明できない不思議なあり方をしている。」	

	
「従来の西洋的な枠組みを超えて、名前にたいしてまったく新しいアプローチを試みた三人の思想家（…）。ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインは「生活形式」、フランツ・ローゼンツヴァイクは「対話」、ヴァルター・ベンヤミンは「純粋言
語」というそれぞれ独自の視点から、名前を解明して見せた」そして、そのさい彼らは名前論の舞台を「真理論」から「共同体論」へと移しかえている。」	

	
「ヴィトゲンシュタインの「名前論」は次のことを教えてくれる。われわれは「名前」によって（人類と自然詩という）自然的世界に足場を置きながら、過去と未来へ開かれた＜われわれ＞の世界に住みつくことができるのであり、名前はこ

うした世界でこそ生きて働くことができるのである。」	
「ヴィトゲンシュタインが『哲学探究』を「名前」の考察で始めるのは、「名前」が西洋の言語論において「端役」を演じてきたからである。彼は、名前というもっともありふれた言語装置をうまく扱えないところに、従来の言語学の問題性を
見てとり、名前の文法的考察を通して、まったく新しい言語学を切り開いた。	

　それに対して、ローゼンツヴァイクとベンヤミンにとってははじめから、名前こそが言語の中心であった。」	
「ヴィトゲンシュタインとほかの二人の思想家のもうひとつの違いは、名前を論じる背景の違いにある。ヴィトゲンシュタインは、ユダヤ系の出自だが、『哲学探究』ではユダヤ教はおろか、宗教にいっさい言及していない。あくまで西洋
的思考のうちにとどまっている。それにたいして、ローゼンツヴァイクとベンヤミンは共にユダヤ教を手がかりとしながら、名前論を展開する。」	

	
「二〇世紀のユダヤ思想家たちがどうして「名前」を焦眉の問題とせざるをえなかったか（…）。彼らの「名前」への関心は、一八世紀末から一九世紀初頭に起こったユダヤ人にとって決定的な大事件と結びついている。その大事件と

は、ユダヤ人がヨーロッパ世界に開放され、市民権を得たことである。	
　それまで一〇〇〇年以上にわたってゲットーに押しこめられてきたユダヤ人たちは、まずフランズ革命後のフランスで市民権を得ることができた。（…）	
　ところがいずれの解放令にもひとつだけ奇妙な条件が付いていた。（…）	

　ユダヤ人解放令は、いろんな自由を許したのに、言語の自由だけは断固として許さなかった。（…）ユダヤ人はフランス語を使わなければならないだけではなく、自分の名前をフランス語らしい響きをもつ名前に変えなければならな
かった。	

　この事情はドイツでもまったく変わらない。」	
「その理由はユダヤ人を解放した国家の本質にある。近代国家は国民主権を原理とする「国民国家」であり、同じひとつの国民によって構成されていることをその統一性の基礎とする。（…）	
　近代国家が見いだした答えは、「同じ国民とは同じことばを話す人びとである」というもので、しかも、この「ことば」は、ひとが小さなときからそれとともに育ってきたようなことば、つまり「母語」でなければならない。（…）	

　そうなると、「名前」が問題になる。ドイツ語をどれほど流暢に流せても、名前を見るとドイツ人でないことが「ばれ」てしまう。（…）ここに、フランスとドイツのユダヤ人解放令が、「名前」の変更を第一条件とした理由がある。	
　したたって、ユダヤ人にとって「名前」はたんなる言語学的な関心の対象ではないし、自分たちの宗教や歴史の独自性を理解する鍵であるだけでもない。それはむしろ、同化か民俗的自立か、ディアスポラかシオニズムかといった、

自分たちがこれからどう生きていくべきかを左右する大問題だった。だからこそ、二〇世紀のユダヤ思想家たちは「名前」の問題を避けて通れなかったのだ。」	
「人間のもっともありふれた言語活動である「対話」に着目することによって、言語を「国民国家」の呪縛から解放し、「名前」が＜われわれ＞の共同体を可能にする装置であることを証明しようとしたのは、フランツ・ローゼンツヴァイクで
ある。」	

	
「「名前の哲学」はわれわれになにを教えてくれるだろうか。まず第一に、名前はなんらかのものについて語ったり伝達したりするために外から貼りつけられるたんなるレッテルではないということである。むしろ名前は、ヴィトゲンシュタ

インによれば、それによってわれわれが世界に住みつき、世界になじむ仕方であり、それどころかローゼンツヴァイクやベンヤミンによれば、そうした世界をそのつど新たに創出するような言語装置である。	
　名前が教える世界は、伝統的な哲学や科学が教えるような世界とは違っている。この世界の説明には、「本質」と「仮象」「内在」と「超越」、「内部」と「外部」といった対立概念が役に立たない。まず、そんなものも名前なしには存在で
きず、名前はものにとって本質的なものであり、「内部的」なものだが、同時に名前はものにたいして「外部」からやってくる。	

　こうした奇妙なありかたはどのようにイメージしたらよいだろうか。日ごろ使っている鍋がへこんで「くぼみ」ができたよしよう。この「くぼみ」は鍋の一部であり、鍋そのものに属するだろうか、それとも、鍋の外部、いわば新たな侵入者だ
ろうか。答えはどちらでもあり、どちらでもない。名前の世界は「くぼみ」の世界である。」	

	
「「名前の哲学」が教える第二のことは、われわれが名前によって住みつく世界は、「他者とともにある」世界だということである。名前はもとより「呼びかける」ためのものであり、それが開く世界は他者の世界をすでに前提としている。こ
れまで使ってきた比喩をふたたびもちだせば、「くぼみ」にいつかぽっかりと穴が開いて向こう側に通じることは決してない。したがって、この「くぼみ」を深く掘りすすめばすすむほど暗くなっていくはずである。だが、名前の穿つ「くぼ

み」はふつうのくぼみとはちがって、深くなればなるほど光がさしそめる。このさしそめる光とは「他者」である。」	
「真の共同体が可能であるためには、私と他者のあいだにはけっして架橋することができない深淵が横たわっているのでなければならない。このことを教えてくれるのが「人名」である。すでに述べたように、「人名」はほかの名前と違っ

て、われわれみずからがそれを命名できるし、そうでなくても命名がおこなわれた場所と時間を知ることができる。人名にはそれが生まれた＜いま＞と＜ここ＞が刻み込まれている。そして、この＜いま＞と＜ここ＞は人間のありかたに
つねにつきまとう。	
　ローゼンツヴァイクとベンヤミンの名前論において示したように、名前は＜いま＞と＜ここ＞を起点にして、その名前を与えられた人物の「内包」はそのつどの＜いま＞と＜ここ＞において増していき、それについれて赤ん坊のときに

は見られなかった彼の個性、彼の「かけがえのなさ」も増していく。その個性は時間をかけて醸成されていき、しかも、この個性の醸成は彼の「死後の生」においても続き、完結することがない。特定の＜いま＞と＜ここ＞で命名された
瞬間に、彼とわれわれのあいだに「深淵」が生まれ、この深淵は埋められるどころか、ますます深まるばかりである。したがって、名前をもつ個人は、世界におけるたんなる一事物でもなければ、伝統的な論理学や形而上学が理解する

ようなものでもない。	
（…）	
　どんな集団も孤立した個人の原子論的な集まりでしかなく、人間にとってどんな「共同体」も「国家」も抑圧的な「外部」でしかないのだろうか。そうではない。名前が教えるところによれば、名前をもつ人間の「内包」が増すにつれて、

その「外延」もまた増していく。彼とわれわれをへだてる「深淵」が深くなればなるほど、彼はわれわれと多様な関係を結べるようになる。その関係は彼が生きている現在と現実世界を超えて広がっていく。そこに結ばれる関係は過去へ
さかのぼる歴史的関係であるだけでなく、未来へ向かうユートピア的関係でもある。	

　「名前の哲学」は、真の人間関係はあらゆる「同一性の思考」を排除したところにのみなりたつということを教えてくれる。真の共同体における＜われわれ＞は、「民族」や「国民」といった「全体性」と同一視されてはならない。国民背
番号制が示すように、国家権力はつねに固有名を嫌うものである。現在の政治状況においてはそれがどんなに困難であれ、名前が創出する共同体は成員の多元性を認める「共生」によってしか可能ではないことを教えている。」	



ひとはいつも	
夢のところへ	
帰っていくのかもしれない	
	
追い求めるものとしての夢	

それとも	
目を背けたくなるものでさえある夢	
	
思い出は	
ときにかけがえのない宝物になり	
ときにとりかえしのつかない残酷な傷にもなる	

	
じぶんの夢に	
ラブレターを書いてみるとしたら	
どんな言葉になるだろう	
	

夢を見始めている頃に書くだろう	
じぶんの夢へのラブレター	
夢を追い求めつづけている頃に書くだろう	
熱烈な愛を綴ったラブレター	
そして	

後になるかもしれないラブレター	
	
夢はさまざまな姿で現れる	
ゴールの決まっている夢があり	

スタートの場所だけしか持たない夢があり	
いつも更新されつづける永遠の夢がある	

☆mediopos-1893　　2020.1.21	

■ＳＷＩＴＣＨ Vol.33 NO.2 FEB.2020（スイッチ・パブリッシング）	
　「岩井俊二が描いてきたもの−−−−Love Letter to Last Letter]	
■岩井俊二『ラストレター』（文藝春秋 2019.9）	

夢は	
ひとの世界観のなかで	
その人にしかつくれないかたちをつくり	
やがてひとはその夢のところへと帰っていく	
	

けれどその帰っていったところ	
終わってしまったであろうところからしか	
はじまることのない夢もまたあるのだろう	
	
魂とは	
夢を見つづける	

永遠の旅人なのだから	



（「岩井俊二が描いてきたもの」より）	
	

「僕自身は現実として割と好きなことをやれているかと言ったら、たしかにやれているわけです。でも自分が子どもの頃に描いていた無限の夢や希望や可能性みたい
なものって、その残留思念は大人になった後も誰にでもきっと残っていて、そしてそれは誰にも叶えられていないんじゃないかと思うんです。子どもの頃の夢が叶いま

したかと聞かれて『全部叶いました。今本当に幸せでこれ以上のことはないです』と答えられる人がどれだけいるかといったら……少なくとも自分自身そんな風に感じ

たことはないんですね。つまりこれが人間の業というか、『青い鳥』じゃないけれど、叶っていると言えば 初から叶っていたことのはずだし、叶ってないと思えばまった
く叶ってないと感じるもの。人が自分の現在位置を確認しようとすると、その人のその時のメンタルによって無限大に感じられたり、非常に矮小化されたものになったり

するわけですよね。これは何か描きたいなという風に思いましたね。それは自分を描くことでもあり、彼を描くことにもなる、と。	
　だから、誰かが金メダルを取るということが、誰かがワールドカップで優勝するということが、あまねくそれを見ている人たちに元気や勇気を与えるものではないという

か、逆に目を背けたくなる人というのも少なからず存在するということ。なぜその舞台に自分は立てなかったんだろうとか、それが代表に選ばれなかった人のみならず、
もしかしたらほとんどサッカーボールを蹴ったことのないような人でもそんな気持ちになったりしているのかもしれないと思うと、そこのゾーンはあまり描かれていないよう

な気がしたんです。それはあまり人が観たいと思うような世界ではないだろうけど、でもすごく人間の心の核心を突いているような気がするんです。あまり人には見せた

がらないところで、実は誰もが持っているんじゃないかというもの。そういったものがある部分では鏡史郎像を形作っていったし、そのカウンターとしてあの〝答辞〟が
存在しているんです。まだ自分に傷や埃が付かない時代に無邪気に書いてしまった、そして本人たち自身も実感を伴っていない、人生がどういうものが何もわかって

いない時期に、綺麗な言葉をただ並べて書いた答辞が、後々自分たちへの呪いのようになっていくという、その言葉をかざした時に、あまりにも神々しく眩しすぎて、

照らされた現実のこちら側は影になってしまう……そんな表現になっていったんですよね」	
	

（岩井俊二『ラストレター』より）	
	

「未咲へ	

	
　これは君の死から始まる物語だ。	

　（…）	
　天国に旅立ってしまった君に宛てた、	

　僕からの 後のラブレターだと思って読んでもらえたら幸いである。」	

	
「本日私たちは、卒業の日を迎えました。	

　中学時代は私たちにとって、おそらく生涯忘れがたい、	
　かけがえのない思い出になることでしょう。	

　将来の夢は、目標はと問われたら、私自身、まだなにも浮かびません。	

　でも、それでいいと思います。	
　私たちの未来には無限の可能性があり、	

　数えきれないほどの人生の選択肢があると思います。	
　ここにいる卒業生、ひとりひとりが、いままでも、そしてこれからも、	

　他の誰とも違う人生を歩むのです。	

　夢を叶える人もいるでしょう。叶えきれない人もいるでしょう。	
　つらいことがあった時、生きているのが苦しくなった時、	

　きっと私たちは幾度もこの場所を思い出すのでしょう。	
　自分の夢や可能性がまだ無限に思えたこの場所を、	

　お互いが等しく尊く輝いていたこの場所を。	

	
　　卒業生代表　遠野未咲」	

	



藤子不二雄の「パーマン」に	
コピーロボットがでてくる	
	
本人のいないあいだ	
いないことに気づかれないように	

本人のかわりになってくれるロボットだ	
帰ってくるといないあだいの記憶を得ることもできる	
	
けれど本人とコピーロボットは同じではない	
ときに本人とコピーロボットとのあいだでズレも起こる	
	

もし本人がいなくなってしまって	
コピーロボットがずっと本人を演じ続けたら	
どいうことになるのだろう	
そんなことを子どものころに考えたことがある	
	

記憶とロボットということでは	
映画「ブレードランナー」のレプリカントの悲しみがある	
レプリカントには人間の記憶が擬似的に移されている	
そのことに気づいたレプリカントは葛藤する	
	

複製にはさまざまなレベルがあり	
複製されることで世界は展開するところがある	
そのときオリジナルと複製との違いが	
意味をもたなくなっていることもあるのだが･･･	

	
複製され得るもの	
複製され得ないもの	
その違いはどこにあるのだろうか	
	

☆mediopos-1894　　2020.1.22	

■武村政春	
　『レプリカ／文化と進化の複製博物館』	
　（工作舎 2012.11）	

シュタイナーの神秘学的観点から観ると	
エーテル体やアストラルだけではなく	
自我の複製さえも行われるようだ	
	
自我の場合でいえば	

イエス（ゾロアスター）の自我は	
クリスティアン・ローゼンクロイツに付与されたというが	
それはほんとうのところ複製なのだろうか移行なのだ
ろうか	
	
神はみずからを「私である」と名のったという	

私たちのほんらいの自我もまた	
「私である」ということになるだろうか	
それは名づけることさえできず	
複製されるようなものでもないはずだ	
	

「私である」は	
唯一性のモナドのようなものであり	
なおかつ神的な「私である」の	
分霊（わけみたま）のようなものなのだろうから	
	

複製について考えていくと	
このようにいつも記憶のこと	
そして「私である」ことへ行き着いてしまう	
果てしない迷宮のような世界へと	



「ヒトは　なぜ真似をしたがるのか？	
　ヒトは　なぜ「個性的」でありたがるのか？	

　合わせ鏡と人形は、なぜ恐ろしいのか？	
　懐かしさは　どこから来るのか？	

　学校ではなぜ　怪談がたくさん生まれるのか？	

　昆虫は　なぜ種類が多いのか？	
　赤血球には　なぜ核がないのか？	

　生物は　なぜ進化するのか？	
　意識は複製されるのか？	

　他人とは　何か？･･････＜私＞とは　何か？」	
	

「哲学者吉田夏彦は、複製の性質そのものの視点から、世の中の「複製」を四つのカテゴリーに分けたのであったが（できるだけオリジナルに近づこうとしているもの、オリジ

ナルから少し距離をとったもの、オリジナルからはなれて独り立ちしているもの、たがいに他の複製になっているもの）筆写はここで、複製の性質というよりもむしろ、何のた
めにその複製がなされるのか、その「目的」の視点から分けてみたいと考える----もちろん目的も性質の一つだが----。	

　その四つとは、「増えること」、「伝えること」、「認識すること」、そして「多様化すること」である。」	

	
「増える複製とは、「増えるための」複製であるとも言える。	

　何が増えるのかと言えば、結局のところ「オリジナル」と同じものが増える、ということではあるが、リアルタイムで増えているのはそのオリジナルをもとにして複製される「複製
産物」である。」	

「伝える複製とは、「伝えるための」複製でもある。（･･･）	

　何を伝えるのか（何が伝わるのか）と言えば、その「オリジナル」であるというのは一般的な考えだろうが、むしろこの場合、そのオリジナルが保有している何らかの「情報」で
あって、それが複製によって複製産物が保有する「情報」になる、すなわち「伝わる」というのが、この複製の特徴であろう。言い換えれば、オリジナル（の内容、もしくは情

報）が複製されて、相手側に「複製産物」として伝わるといったものである。」	
「認識する複製は、表現する仕方が もややこしい部類の複製である。その意味は、「認識によって」複製が起こるのではなく、複製そのものが認識という行為と同義である

ということだからである。だから「認識する複製」という言い方はあまり的を射た表現ではなく、むしろ「認識としての複製」や「認識という複製」などの表現の方がよいだろう。	

　さらにこの場合の難しいところは、主語が「オリジナル」にあるのではなく、「複製産物」の方にあるということだ。この複製では、オリジナルが積極的に複製されようとするの
ではなく、複製産物（となるであろうモノ）の方が、オリジナルを積極的に複製するからである。	

　認識する主体の代表的なものは、私たちの脳である。してみると「複製産物」は脳なのかと言えば、それは「ノー（No）」ということになる。ここがややこしい。	
　オリジナルは「認識される対象」であり、認識する主体である脳は、「複製産物」をその内に手に入れるのである。」	

「多様化する複製とは、「結果として複製産物が多様化する」複製、あるいは「多様化そのものを目的として」行われる複製であると言える。	

　代表的なものは、ＤＮＡの複製の「不公平な」メカニズムに則った、古澤満により提唱された「元本保証の多様性拡大」であろう。（･･･）	
　伝える複製であるはずのＤＮＡの複製も、より長いスパンで捉えると、結果として複製産物が多様化するものであり、「多様化する複製」の一つとみなすことができる。」	

	
「結局のところ筆写が「複製」の問題に立ち入ろうとした理由を改めて考え直してみると、大学院生の頃からＤＮＡの複製における複製装置----すなわちＤＮＡの複製にお

ける複製装置ＤＮＡポリメラーゼ----に関する生化学的研究を行ってきたからという理由も、もちろんその一部なのであるが、もっと根本的で、自分自身の一生に対する責

任を負うものとしてのより重大な理由が、哲学者である父をもった筆者の中に存在していたことに気づくのである。	
　それはやはり、「私」----永井宏のいう＜私＞----とは何者かという、人類共通の根源的な問いかけに対する答えを、是非とも生きているうちに見つけたいという思いであ

る。いや「欲求」と言った方がいいだろう。	
　「私」というものが唯一無二の存在であるならば、複製されることはあり得ない。しかし理論的に考えれば、自分の も親しい人間が、その瞬間から「他人」になって----永

井のいう＜私＞が誰かと入れ替わって----もし目の前に現れたとしても、「私」はその人物を「他人」とは思わずにそれまでと同じ「 も親しい友人」だと思い、そう接するだ

ろう。	
　これに対して、自分自身のクローンができたという場合、明らかにその複製された「クローン」と称する、「私」と全く同じに見える人間が、私自身ではないことは「私」自身が

よく知っている。この差は、一体どこからくるのだろう？	
　完全な主観的存在としての「私」が複製され、同時刻に別の部屋にいるということが自分では考えられないのと同様、「私」が生まれる前と、「私」が死んだ後の世界を考え

ることができないのは、一体なぜなのだろう？	

　複製という現象を紐解いていくことで、何らかの回答を得ようとしたのだが、残念ながら、いまだ果たせていない。」	



物語の中に語り手がいて	
数々の物語を語っていくという	
アラビアンナイトの枠物語という形式の由来は	
たしかなところはよくわかっていないようだが	
	

東洋学者のアントワーヌ・ガランが	
一四〜一五世紀頃のシリアで成立されたと思われる	
アラブ世界でも忘れられていたアラビアンナイトを再発見し	
それを訳した「ガラン版」が	
アラビアンナイト現象とでもよべるものの原典のようだ	
	

ガラン版千一夜物語の訳者・西尾哲夫氏によれば	
ヨーロッパ文明とイスラム文明との「対話」によって	
アラビアンナイトは成立してきていて	
さらにそれが世界文学的なものとなったのだという	
	

アラビアンナイトの語りはいつ読んでも魅力的で	
つい引き込まれていってしまうけれど	
語るということは謎だ	
	
人は語らずに／騙らずに生きてはゆけない	

そのテーマをぼくは文学テクストの受容をテーマとした	
卒論の 初に掲げたりもしてみたことがあるけれど	
ずっと気にかかっているのは	
なぜ人には言葉があって	

そしてその言葉は語り／騙りになるのだろうということだ	
	
フランス語のhistoire（イストワール）は	
歴史であり物語でもあって	
歴史は事実云々の記述である以前に	

語り／騙りでもあるということを忘れるわけにはいかない	
	

☆mediopos-1895　　2020.1.23	

■読書人紙面掲載 特集（2020年1月17日）	
　西尾哲夫インタビュー（聞き手：二宮敦人）	
　「魅惑の現象アラビアンナイト／『ガラン版　千一夜物語』（岩波書店）刊行を機に」	
■『ガラン版 千一夜物語１』（西尾哲夫訳　岩波書店 2019.7）	

そして言葉が語り／騙りになるということは	
その言葉を発する者はそのことで	
世界を言葉の世界に射影しながら	
世界をなんらかの形で観ているということだ	
	

文学や歴史に限ったことではない	
科学や数学もその言葉を使って	
世界に射影しながらそれを切り取り	
ある特定の形としてとらえようとする	
	
それがどんな形をしているのか	

まだ観たことのない形を求めようと	
そしてすでに観た形であるとしても	
魅力的であり続けられるような形を	
ぼくはずっと追い求めているのかもしれない	



「西尾／アラビアンナイトの標準版と目されるものが、ヨーロッパの影響を受けていること、ヨーロッパで作られたものが逆輸入され、偽写本が作られていることも分かりました。偽写本が真正なものとして混じり込み、アラブ世
界とヨーロッパを行ったり来たりして、正典が出来上がってきたものなのだと。	
二宮／ヨーロッパで生まれた翻訳本から、アラビア語の偽写本が作られ、アラビアンナイトとして再翻訳されてきたんですね。」	

「西尾／僕は、アラビアンナイトは、ヨーロッパ文明とイスラム文明との「対話」だと考えています。」	
	

「二宮／ガラン写本の言葉は、いまとはかなり違うのですか。	
西尾／違います。実はガランも誤訳しているぐらい（笑）。アラビア語は現代でも口語と文語が基礎語彙から違う言語です。アラビアンナイトはもともと語り部が語っていたものなので、典雅でなく、辞書にない口語が交じって
いる。そこに方言が交じれば太刀打ちできない。ラテン語の研究者によると、キケロなど古い時代のラテン語は、辞書や注釈書が揃っているから訳せる。一方、中世のヨーロッパは、共通語がラテン語で、別の地域の言葉が

交じりあってラテン語化し、判別できない言葉がたくさんある。古典より読むのがずっと難しいのだと。アラビアンナイトの言葉もこれに近い。	
　アントワーヌ・ガランは東洋学者で、語学に堪能だったため、外交使節団として東欧地域にたびたび派遣され、足掛け二〇年暮らして直に言葉を学びました。フランスに戻った一七〇一年、アラビアンナイトの十五世紀の

古写本三巻本を手に入れて、翻訳を始めます。アラブ世界でも忘れられていたアラビアンナイトが、ガランの再発見により、日の目を見ることになったのです。」	
「西尾／アラビアンナイトの原典は何かと問われたら、僕の結論はガラン版です。アラビアンナイトを現象として見たとき、時間的な軸とは別に、 初の原典と呼べるのはガラン版なんです。」	
「西尾／アラビアンナイトは何が真正なテキストなのか底本が定まっていません。」	

「西尾／アラビアンナイトとは、アラブ世界とヨーロッパ、二つの文明を往復しながら、様々な訳者や写本探しに奔走した人々の間で、変幻自在に出来上がってきたものです。アラブ文学ではなく世界文学、というより、もはや、
文化現象だといえます。	

　これまでに出版されているアラビア語版のアラビアンナイトには、主なものにカルカッタ第一版（一八一四～一八）、ブレスラウ版（一八二四～四三）、ブーラーク版（一八三五）、カルカッタ第二版（一八三九～四二）の四種
類があります。中でもカルカッタ第二版は決定版といわれ、その後ヨーロッパで訳される多くの翻訳本の底本となりました。中世の様々な語彙を内包している点でも重要なテキストです。でもそれは決してオーセンティックなも
のとはいえないんです。	

　ヨーロッパを通して生み出されてきたアラビアンナイトを、真正なアラブ文学であると誤解したまま受容している現状を、改めるべきなのではないでしょうか。いま中東は、世界の諸問題の中心にあります。グローバル化した
世界の中で、日本が中東を見つめる目を自己鍛錬していくためにも、アラビアンナイトの起源や成立、受容史をきちんと振り返ることで、日本の抱えた中東のイメージや、欧米を含めた世界との繫がりを、見つめ直す機会に
なればと思っています。」	

「西尾／ガラン版のアラビアンナイトは、いまなお読む価値がある魅力的な作品です。ガラン版は、デュマやシャガールなど多くの作家、芸術家に影響を与えています。これはヨーロッパのフォークロアであり、ヨーロッパの
人々に内面化された文化です。そうしたクリエイティブな世界文学は、日本にも遅まきながら提供されるべきでしょう。」	

	
「二宮／しかしなんといってもアラビアンナイトの 大の魅力は、臥所を共にした娘を毎日殺すというシャフリヤール王の蛮行を止めるために、賢く美しいシェヘラザードが、翌日も聞きたくなるようなお話を毎夜語っていく、と
いう設定ですよね。この枠物語はいつ生まれたのでしょうか。	

西尾／それは非常に難しい質問（笑）。」	
「西尾／アラビアンナイトの枠物語と同じような話は、旧雑譬喩経（『壺の中の女』で邦訳）という仏典の中にもあります。仏教には女性を禁忌として見るところがありますから、採り入れられたのでしょうか。仏教が東に伝わると、

日本でも古くに知られていたようです。　	
　西に向かうと、百一夜物語というアラビアンナイトに似た枠物語を持つ物語が、現在の北アフリカで語られていました。物語自体は古い形態なのですが、写本は新しいものが多いです。	
　言い伝えでは、アラビアンナイトはイスラム以前のイランに原型があったとされていますが、本当のところはわかりません。というのも、ササン朝ペルシア時代の文学は、書物の類がほとんど残っていないのです。ただササン

朝の王様には、夜伽の習慣があって、その習慣はロシアの皇帝にも受け継がれていました。	
　アラビアンナイトの成立は九世紀だといわれていますが、「キターブ・フィーヒ・ハディース・アルフ・ライラ（アラビア語で「千の夜の物語の書」）」の冒頭の枠物語だけが断片的に見つかっているためです。また十世紀のバク

ダードの書籍商の記録に、「ハザール・アフサーネ（中世ペルシア語で「千の物語」）について、枠物語の存在が明確に書き残されています。古代エジプトに同じ形式があるという人もいますが、結局この形式がいつ出てきた
のかは、よく分かっていないんです。」	
	

「西尾／物語の中に語り手がいて、数々の物語を語っていくという形式は、やがて文字で書く小説にも取り込まれていったのではないかと考えられています。近代小説では背景や周囲との会話などで、人物の内面を描いて
いきますが、登場人物に物語を語らせることで人物の内面を描く、それがある時期の小説の手法だったということです。イギリスの小説でも、巡礼者がひとり一人、自分の人となりを語るスタイルを生みだしました。」	

「二宮／究極の物語があるとしたらどんなものだろう、と考えます。アラビアンナイトの構成は、近代小説とはだいぶ違いますよね。小説家は、基本的に一人で物語を作りますが、アラビアンナイトはいろいろな人の手が入り、
国境を越え、偽写本までが作られながら、改編され、伝えられてきました。もしかしたら物語とは、そのようにあるべきなのではないかと。	
西尾／僕は、文字の世界でいかに人間の内面を書いていくか、実験している小説が好きですね。 近は人間心理を、ＡＩ研究でも掘り下げていますが、人は相手との関係を、常に五層ぐらい考えているそうです。そこに物

語や因果も絡み、その全てを情報処理しないと、ＡＩは人間に近づけない。でも小説でそこまで深く書いていって、伝わるものにするのは難しいですよね。」	
	

「西尾／言語を使って人間は日々何かをしています。主従は分かりませんが、踊りや歌、物語というようなものを分析していくと全て、言葉を使って人間が何をしているか、というところに行きつく。そこから人間が、種としてもっ
ている普遍的な属性と、偶発的に獲得した地域性が、ある程度区分けできるのではないかと思っているんです。理想には到達していませんが。	
　僕が物語論で探究しているのは、現実にある世界が、文字テキストという二次元の世界でどれだけ再現されているかです。ただ、現実の全てを書き出したら、小説ではなくなってしまいますよね。小説家はその目で主観的

に切り取って、僕らに教えるものがないといけない。そういう仕事を与えられているのが小説家だと思います。	
二宮／ストーリーテラーがいつ生まれてきたのか、なぜそれが存在してきたのか、気になります。人間にとってなぜ必要なのか。	

西尾／人間はその場にＡとＢがあれば、必ずストーリー性を見出していく生き物なのだと思います。僕はストーリーテラーではないので、人間の中にどういう動機づけの力があるのかに関心がある。動機づけるときに作用する
のは、人類にとって普遍的なものなのか、文化によって規定されているのか。それを考えるとっかかりが、民話学でいえばモチーフからの分析でした。（･･･）	
　ではモチーフとはどこから生まれて来るのか。（･･･）自然との繫がりや社会環境など、広い意味での環境要素と、人間の身体的な属性、それから人間の頭の中にある言語。三つが作用して、地域性や文化性を作っている

のではないかと。（･･･）	
二宮／その当時、その文化圏にいた人だけが分かる話になってしまうということですね。	

西尾／それが人文科学として考えていった結論なのですが、それでは極端ないい方をすると、文化が違えば理解し合えない、ということになる。それではあんまりなので、それを越える何かがあるのではないだろうかと。言葉
の力なのか、人類共通にもつ普遍的な何かが別にあるのか。もしかしたら、言葉をめぐる認知科学的探究の中に、そうした人類共通の何かが見つかるかもしれない。ただ話は戻るけど、人文科学に、絶対的で科学的な説明
言語はない。厄介ですね（笑）。というわけで、とにかく人間が言語で何をしているのかを、広い目で見ていこうと思っています。」	



黒鍬（くろくわ）という名は	
どこかメーソンに似ている	
	
メーソンとは石工・煉瓦職人	
黒鍬は鍬からくる職人の名	

黒鍬には石工としての姿もあり	
築城や鉱山技術にも関わってきたようだ	
	
黒鍬をメーソンのようにとらえると	
多分に深読みしてしまうところもあるだろうが	
かつてこうした技術者たちは	

どこか秘儀的なところを持っていたのではないか	
とりわけ地水火風という四大にかかわる	
自然に働きかける技術はまさに秘儀そのものだから	
	
あらゆる秘儀とその伝授者は	

秘された特殊技術を伝える者であったが	
現代では公開はされてはいないものでも	
多くは秘儀というよりも特殊技術としてとらえられている	
	
それらの多くはたとえば石組みなどの高度な技術が	

継承者不在のままに失われてしまうか	
黒鍬といった技術者のように	
その職能が世俗化するなかで歴史の中に埋もれてしまう
か	

そうでなければ一般には秘密にされたまま	
どこかで継承されてもいることもあるのかもしれない	
	

☆mediopos-1896　　2020.1.24	

■広瀬伸『黒鍬さんがゆく／生成の技術論』（風媒社 2019.5）	

ほんらい秘儀が秘されているのは	
技術の継承者がそれを特権化しようとする	
そうした意図を持っている場合を除けば	
それを習得するためには	
たとえそれが公開されていたとしても	

多大の試練や鍛錬などを要するものなのだ	
それを経なければそれを得ることはできない	
	
そうした質をもった技術であることを理解できないまま	
安易に過って使ってしまったりすることから	
公にはできないということもあるだろう	

	
現代は情報の開示が夥しいまでになされている	
それらはフェイクを多分に含んでいることもあり	
その危険性を深く認識しておく必要がある	



「＜人＞は、＜水＞と＜土＞に働きかけて農業を営み、環境をつくる。地域の自然と人や社会がつくり出す環境の総体を＜水土（すいど）＞と呼ぶことにしよ
う。そこで用いる技術のうち、土木的な手段で生産の舞台をしつらえる技術や学術の分野を従来＜農業土木＞と呼んできた。川に堰をかけ、ダムを造り、水
路を惹いて田畑に水を配る。私自身も一端に加わり、それらの施設を造る事業に携わってきた。黒鍬（くろくわ）はある意味で、そのような＜水土＞にかかわる
技術者、農業土木技術者の源流ともいえる。」	
	
「謎めいて見える黒鍬の正体を明らかにするためには、異なる血筋が錯綜するその一つ一つにピントを合わせ、丹念に読みほどいていかなければならない。
黒鍬には四系統の血筋があるようである。血筋といっても正統に家系が継がれる者ではないから、四種の異なる実体が漂って、一つのしかし曖昧な像を結ん
でいる、くらいの意味でとりあえずの交通整理にすぎないが。	
　まずは、江戸幕府や諸藩の役職としての姿がある。彼らは戦国期に築城や鉱山技術をもって領主に仕えた者たちの末裔である。流動的な時代から幕藩体
制の安定を迎え、家臣団編成に伴い職制に組み入れられた。平時になって種々の雑用が主となり、次第に専門技術から抜け出た後、同じような境遇のお庭
番などと混同され、『子連れ狼』などに描かれるような陰の役割を果たす者たちの代名詞として扱われるようになったようである。 下層の役人であるから、生
活にはそれなりの悲哀が漂う。この血筋を「『お役目』としての黒鍬」と呼ぶことにしよう。	
　次に、石工、つまり＜石の達人＞としての姿がある。棚田など石垣が重要な役割を果たす場所に出没する。滋賀県大津市の穴太衆のような名だたる匠もい
るが、「くろくわ」とだけ呼ばれる無名の者も多い。柳田國男からの引用の一番目と二番目は、土木と鉱山という対象は異なるがいずれも専門家ないし特殊技
能集団を扱っている。この姿も戦国期の技術者集団から派生したものである。はるか後代にはそうした出自は伝説の中に埋もれてしまったようであり、官職と
は別の範疇で考えてみたい。井戸掘りや鉱山技術もここに含める。	
　三つ目は農間余業、つまり出稼ぎの職種の一つとして。江戸期の農民たちは、世上イメージされるように自給自足で完結したのではなく。副業・兼業をけっ
こう持っていた。柳田の三番目の引用にこの事情が反映している。農閑期に在地の周辺で余業をして稼ぐばかりか、通年で遠方に滞在し、近畿地方でも「尾
張衆」のように他の地域でその名をとどろかせていた者たちもいた。だが、整然とした組織とはほど遠く、自然発生した群れといった方がいい。「『タビ』としての
黒鍬」の血筋である。	
　 後に人ではなく道具（農具）として、鍬の一種としての姿がある。黒鍬は大型で刃も厚く頑丈で、開墾・土木用に使われた。方言にもある。鍬は使えば消
耗し、製造と同じく更新も必要だから、鍬の背後には、それを支える農鍛冶のシステムが伴っていた。	
　これら四筋の流れが、互いにイメージをダブらせながら私たちの前にある。一つ一つに含まれる要素は多く、また、複雑に連鎖、関連し合っており、単純に
割り切れるものではない。	
　自ら名乗らずとも、彼らのなし遂げた事跡はかなりのものだったといえる。加えて、古い時代には、今なら呪術や芸能、宗教などに分類される要素がかか
わってくるだけに「黒鍬」の名にますます畏怖が込められる。そもそも農業生産の根幹にかかわる技術者が崇敬の的でなくて何であろうか。現代に流通する
言葉も、「クロクワシ（師）」と敬称が付いたり、「くろくわさん」と親しみが込められたりしていて、その辺の事情が何となくわかる。	
　また、彼らは仕事があればどこへでも出かけていく〝渡り〟の性格が強い。各地で係累をつくり、できたネットワーク上を情報と人が流れる。「探索方」に象
徴される闇の性格はここから生まれる。」	



物語は華厳の重々無尽の縁起のようだ	
歴史も科学も文学も哲学も	
そのような物語によって成立している	
	
歴史のホーリズムであり	

科学のホーリズムであり	
哲学のホーリズムであり	
ある意味ですべては	
そのように文学的テクストを書き	
そして読む行為であるともいえる	
	

科学を信仰する者は	
絶対的真理がそこにあるかのような	
神の視点を求めさえするが	
科学もまた科学的物語であることに違いはない	
パラダイムが変われば物語も変わる	

超越的観点から記述することはできない	
	
問われなければならないのは	
それぞれの物語の視点・観点である	
	

初から答えのある問いではなく	
問うことではじめて顕れてくる物語として	
みずからの視点に自覚的であり得るかどうか	
そのことこそが重要になる	

☆mediopos-1897　　2020.1.25	

■野家啓一『物語の哲学／柳田國男と歴史の発展』（岩波書店 1996.7）	



「過去の出来事Ｅ1は、その後に起こった出来事Ｅ2と新たな関係を取り結ぶことによって異なる観点から再記述され、新たな性質を身に帯びる。それゆ
え物語文は、諸々の出来事の間の関係を繰り返し記述し直すことによって、われわれの歴史を幾重にも重層化して行く一種の「解釈装置」だと言うこと
ができる。いわゆる「歴史的事実」なるものは、絶えざる「解釈学的変形」の過程を通じて濾過され沈殿していった共同体の記憶のようなものである。そ
の意味で、大森荘蔵の言葉を借りるならば、歴史記述とはまさに「過去の制作」にほかならないのである。	
　歴史は超越的観点から記述された「理想的年代記」ではない。それは、人間によって語り継がれてきた無数の物語文から成る記述のネットワークであ
る。そのネットワークは、増殖と変容を繰り返して止むことがない。言い換えれば、物語文はその本質において可謬的なのであり、クワインの周知のテー
ゼをもじるならば「いかなる物語文も修正を免れない」のである（このテーゼをクワインの「知識のホーリズム」になぞらえて「歴史のホーリズム」と呼ぶこと
ができる）。そしてこのネットワークに新たな物語文が付け加えられることによって、あるいはネットワーク内部のすでに承認された物語文が修正を被るこ
とによって、ネットワーク全体の「付置」が変化し、既存の歴史は再編成されざるをえない。その意味において、過去は未来と同様に「開かれている」の
であり、歴史は本来的に「未完結」なのである。	
　人間は「物語る動物」あるいは「物語る欲望に取り憑かれた存在」である。それゆえ、われわれが「物語る」ことを止めない限り、歴史には「完結」もなけ
れば「終焉」もありはしない。もし「歴史の終焉」をめぐる論議に何らかの意義があるとすれば、それは歴史の趨勢を	
予見する「超越論的歴史」に引導を渡し、歴史記述における「物語の復権」を促すというその一点にのみ存する、と言うことができる。それは同時に、歴
史を「神の視点」から解放し「人間の視点」へと連れ戻すことにほかならない。」	
	
「歴史的出来事（Geschichte）と「歴史叙述（Historie）」との古典的二分法が、そのままでは維持しがたいことは明らかであろう。過去が想起と不可分で
あるように、歴史的出来事もまた歴史叙述から独立に論じることはできないのである。歴史的出来事は、物語行為によって語り出されることによってはじ
めて、歴史的事実としての身分を確立することができる。物語行為は、想起されたさまざまな出来事を時間系列にしたがって配列し、さらにそれらを一
定の「物語」のコンテクストの中に再配置することによって、歴史的事実を構成する。それ以外の場所に、つまり物語行為によって語り出される事柄の外
部に、「客観的事実」や「歴史の必然性」が存在しているわけではない。英語の“history”と“story”が共にギリシア語の「ヒストリア」に由来する語源を同じ
くする言葉であることからもわかるように、「歴史」と「物語」とは「事実」と「虚構」のように対立するものではない。むしろ歴史叙述の原型である「口承」「伝
承」のあり方を見ればわかるように、両者は表裏一体のものである。おｓれゆえ、物語行為こそは、われわれの歴史意識を構成する も原初的な言語活
動だと言わねばならない。」	
	
「科学／文学／哲学という知的ジャンルの間には、それらを言明の体系として見る限り、明確な境界線は存在しない。あるのは言明の「種類」を区別す
る実体的差異ではなく、信念体系内部の位置軸に応じた機能的差異のみである。言い換えれば、「実」と「虚」を分け隔てる国境は固定的なものではな
く、時に応じてその間を往来することもまた可能なのである。しかし、考えてみれば、このことには何の不思議もない。われわれの知的活動が創造力と想
像力に負うものである以上、科学・文学・哲学は、いずれも人間の知的活動の精華として否応なく「虚実皮膜のあいだ」に身を置くものだからである。	
　「虚」と「実」との間にある両義的な空間を「物語」と呼んでおけば、「物語」は文学にとってのみならず、科学にとっても不可欠の要素だと言わねばなら
ない。だとすれば、その「物語」の生成と構造を分析することこそ哲学に課せられた役目であろう。科学と文学と哲学とは、「物語」という半透明の壁に隔
てられていると同時に、「物語」という共通の大地に足を据えることによって、根源的に結びつけられてもいるのである。」	



「ヒカシュー」のことを知ったのは	
ヒットしてカヴァーされたりもした	
「20世紀のおわりに」（1979年）ではなく	
『うわさの人類』（1981年）というアルバムから	
	

ちょうどそのすぐ後くらいに登場した	
「ゲルニカ」＆戸川純の声と同様に	
巻上公一の声は	
それまで耳慣れていた声のジャンルからは	
位置づけ不能なところがあって	
それが気になって仕方のない	

魅力的な存在であり続けている	
	
両者がどこか通ずるところがあると思っていたら	
巻上公一のソロアルバム『民族の祭典』（1982年）で	
戸川純と「おおブレネリ」をデュエットしていて	

大喜びしたこともあった！	
	
なんとその巻上公一の詩集が出たのだ！	
タイトルも『至高の妄想』	
	

「妄想」というわりには	
シンプルで様式美のある装幀の書肆山田から	
とくに奇をてらうことなく	
オーソドックスに装幀・編集されているが	

むしろそのミスマッチゆえに	
ねじれた「妄想」にもなっているのかもしれない	
	
考えてみれば現代詩というのは	
ある意味ですべからく妄想的なところがあって	

妄想的であるがゆえに	
過剰な装幀・編集は要らないともいえる	

☆mediopos-1898　　2020.1.26	

■巻上公一『至高の妄想／巻上公一詩集』（書肆山田 2019.12）	

実際に詩集に収められた文字からは	
巻上公一の声が聞こえてきたりはしないけれど	
歌声が不思議な回路を伝ってダブってきて	
新たな妄想がやってきたりもするのが面白い	
	

巻上公一はモンゴルの伝統的な歌唱法	
「ホーミー（喉歌）」も素晴らしく	
テルミンなどのさまざまな楽器も多彩にこなす	
そんな不思議の人であり続けているが	
今回この詩集で新しい不思議が加わった気がする	
	

基本的にぼくはこうした	
ジャンル分けの不能な人に魅力を感じてしまうようだ	

初から答えが見えているような問題は面白くない	
やはり問いが問いを生んでしまって	
迷路になることを楽しめるようなのがいいのだ	



（「あとがき−−−−はじめての詩集」より）	
	
「歌のために詩を書きはじめてから、詩集にまとめたいと思ったことはなかったけれど、自分の詩が活字だけになると、また別のメロディーを奏ではじめる
だろう。それは容易に想像できた。でも、まとめる勇気は微塵もなかった。	
　二〇〇八年からプロデューサーをしている調布市仙川の音楽イベント「JAZZ ART せんがわ」では、スタートした時に、川上未映子さんに出演してもらっ
た。それをきっかけに、毎回詩人に出演してもらうようになり、谷川俊太郎さん、吉増剛造さん、白石かずこさん、伊藤比呂美さん、金澤一志さん、三角み
ず紀さんと続いた。詩人たちの朗読の後ろで、即興演奏をしていると、ぼくにとって詩はずいぶん身近になった。	
　そのせいか、四〇年間活動してきたヒカシューのために書いた詩をこの機会にまとめてみたいと思うようになり、棚にある幾つかの詩集を眺めていた。
思っていたよりたくさんの詩集を持っていて、マヤコフスキー選集には、ロンドンで出会ったピンクフロイドのロジャー・ウォーターズのサインがあった。一九
七四年のことだが、どこかチグハグな組み合わせだ。	
　ずっとヒカシューの歌を聴いてくれている歌人の石井辰彦さんの本がいつも美しく刺激的なので、相談すると、書肆山田の鈴木一民さんと大泉史世さん
を紹介してくれた。一九七八年から作りはじめたアルバムで歌ってきたものや、未発表の詩やインストゥルメンタルのためのスケッチなども含め、たくさんの
詩を読んでもらい、その選択と行き先を示唆してもらった。それはそれは目を見張るスピード感で、詩集になっていき、感謝感激である。」	
	
（「人間の顔」より）	
	
「人間の顔は面白い	
　こんなものに恋したり	
　こんなものを拝んだり	
　裸のままで恥ずかしい	
	
　人間の顔は素晴らしい	
　同じ人が違ったり	
　見つめるだけでわかったり	
　誰でも顔はひとつずつ	
	
　（一番上に顔がある）	
	
　人間の顔は凄まじい	
　昨日に似てる明日にも	
　何処を変えてもかえられぬ	
　不思議なものが生きている」	



学ぶためには基本が必要だけれど	
間違った基本から入ってしまうと	
「上達」することは難しくなる	
	
特定のスキルだけを鍛えてしまえば	

そのスキル以外からは閉ざされてしまう	
ご専門だけに特化すると	
普遍性が失われてしまうということだ	
	
この世のあらゆることは未知だから	
あらゆることに開かれていようとすれば	

すべて「生まれてはじめて」である	
ということが理想となる	
	
新しいことを身につけようとすれば	
それまでに得ていた「癖」は邪魔になるから	

それらは「捨て」て「忘れ」て	
「まっさら」になるのがいい	
	
教育が偏見のもとになりがちなのは	
無限の可能性である「まっさら」から	

ほんらいのものを引き出さないままに	
教えてしまうことになりやすいからだ	
	
その偏見ゆえに	

人は思考の柔軟性をなくし	
「許せない」ものを増やすことで	
みずからをも「許せない」まま	
自在さをスポイルすることになってしまう	
	

☆mediopos-1899　　2020.1.27	

■甲野善紀×方丈遼雨	
　『上達論／基本を基本から検討する』	
　（ＰＨＰ 2020.1）	

本書からは離れ	
視点もいきなり基本から宇宙論になってしまうが	
宇宙の原則には５つあるという	
	
私はあるということ	

すべては今ここにあるということ	
すべては一であり一はすべてであるということ	
与えたものを受けとるということ	
それら以外は無常であり変化するということ	
	
この原則のもとに	

すべての基本から発するとき	
人は生死を超え時空を超え	
自在で自律した創造的な存在であることを	
思い出すことができるのではないか	
それこそが稽古であり	

「上達」する目的ではないか	
	
世の中的にいえば	
この目的はただの妄想にすぎないだろうが	
永遠の相から観れば	

それ以外に道はないはずなのだ	



「甲野善紀先生は物事の習得において、「基本をひたすら繰り返せ」といった練習法に否定的な立場を取られています。	
　それは、「この世に基本など存在しない」と言い切っているのではなく、「安易に基本を定める」事の危険性について語っているのです。」	

	
「単純な「繰り返し」になってしまう。	

	

　様々な流儀・分野で多く見られるのは、「素振り何百回」などと繰り返す練習をしながら一向に上手くならない、「初心者のようなベテラン」です。	
　仮にその「素振り」が本質的に大切な要素を含んでいるとしても、「どうして大切なのか」「どの部分がどのように大切なのか」を把握しないまま闇雲に繰り返している場合、大き

な効果はなかなか期待できません。	
　それを甲野先生は「下手を植え付ける」という言葉で表現されています。」	

	
「特定分野に熱心に取り組んだ人ほど習得が遅い。	

	

　言い換えると、武術もスポーツも経験した事の無い「素人」の方が飲み込みが早い場合が多い、という事です。	
　また、単純な筋力に頼らない武術的な技に対しても、余計な「癖」のない素人の方が、柔軟な耐久力を発揮したりします。	

　つまり、体を熱心に鍛えているはずのスポーツ選手の方が、脆く崩れてしまうのです。	

　体の使い方が「上手い」とされているプロや指導者達の「特定の動き」を植え付けてきた経験が、かえって未知の世界に対する「対応力」や「習得」の障害となっている場合があ
るということです。	

　	
　本来、この世のあらゆる事象は「所見」であり、「未知」です。	

　武術の「戦闘」にせよ、スポーツの「試合」にせよ、その瞬間その瞬間は常に「生まれて初めて」であり、未知でない経験などありません。	

　にもかかわらず、「実用性」という意味で も大切かもしれない「未知への対応力」を鈍らせてしまう「繰り返し」は、果たして本当に有効なのでしょうか？」	
	

「一五、上達と更新	
	

（…）	

●「捨てる」練習があまりにも足りない	
	

「上達」とは、「それまでの自分」を更新する作業です。	
「更新」とは「上書き」する事です。	

　そして上書きとは、不要なデータを「消去」そ、「塗り替える」という事です。	

「捨てる」のが上手くできないのは、この「消去」というプロセスに、大きな問題が生じてしまっているのです。	
　それは、落書きだらけのキャンバスに新たな絵を描き始めるようなものです。	

　キャンバスはまっさらだから、「新しい絵」は描き始められます。	
「新たな情報」をノイズ無く取り込むために、「既存の情報」の存在を白紙に戻す能力。	

	

　それが、「忘れる力」です。	
	

　忘れるためには、一般的な「足し算」中心の訓練とは全く逆の能力が必要となります。	
「引き算」の能力です。」	

	



「二十三、才能	
	

（…）	
　この世で起きている事は全て「生まれて初めて」であり、以前と全く同じ経験をする事は一度もありません。	

　しかし、人は隣接・類似した状況を「同じもの」として処理する傾向にあります。	

　時にそれは状況判断を早め、思考を整理する事に役立ちます。	
　その代わり、「認識の精度」は格段に低下します。	

　簡単に言えば「大ざっぱ」になるのです。	
	

　逆に、「まっさら」になれると「認識の精度」は高まります。	
「隣接した事象」の「差分」を「同じ事」として切り捨てずに、損失なく把握できるからです。	

　これはその時その時の事象から獲得できる情報の「質」と「量」が高まるという事です。	

　つまり「まっさら」になれると、一見他者と同じ経験をしていても、同時間内で習得できる情報の「密度」が変わるのです。	
　当然、上達も早まります。	

　これが「才能」と言われる物の正体の一つです。」	

	
「五十六、偏見の形	

	
（…）	

　「稽古哲学」には、その人の持つ「人生哲学」や「思考回路」が反映されます。（…）	

　それは言い換えれば「人は偏見の形に沿って動く」という事を表しています。	
（…）	

　どんな分野の人、どんな考えの人にもほぼ共通した「理想」があります。	
　それは「自在になること」です。	

「自在」とは、「あらゆる状況であらゆる対応ができる」事です。	

　つまり、「全方位」対応です。」	
	

「五十七、許し	
	

　偏見の対極にあるもの、それは「思考の柔軟性」です。	

（…）	
　では、「思考の柔軟性」とは何か。	

　それは、「許し」です。	
「偏見」とは、言い換えれば「許せない事」だからです。	

（…）	

「許せない」分だけ、自分の行動範囲を狭めます。	
「行動範囲」を狭めるという事は、自分の「生存範囲」を狭めるという事です。	

「許せない」世界では、人は生きてゆけないからです。	
（…）	

「思考の柔軟性」は、自分自身を「救う」ということです。」	



知っているというところからはじめると	
知はみずからを問うことがむずかしくなるから	
知らないというところからはじめるように	
	
わかりあえるというところからはじめると	

わかりあえるということを問うことはむずかしくなるから	
わかりあえないというところからはじめる	
	
わかりあえなさゆえに	
わかりあえなさを受け容れ	
共にあることを学び	

わかりあえなさをつないでゆくこともできる	
	
わたしとあなたの対話もまた	
わかりあえなさというところからはじめると	
共にあるための結びを模索する	

共話というかたちへとむかうことになるだろう	
	
著者のドミニク・チェンには軽い吃音があるという	
先日たまたま知ったことだが	
作家の諏訪哲史にも重度の吃音があるという	

ひょっとしたら伝えることのむずかしさ	
表現することのむずかしさゆえに	
コミュニケーションや表現への指向が	
切実なものとして意識化されていったのかもしれない	

	
そうした吃音のような契機による意識化のプロセスは	
著者も示唆しているように	
「埋められるべき隙間ではなく	
新しい意味が生じる余白」なのだろう	

「すでに存在するカテゴリに当てはめて	
理解しようとする誘惑」から自由になって	
未知の未来へと踏み出すための一歩ともなり得るものとして	

☆mediopos-1900　　2020.1.28	

■ドミニク・チェン	
　『未来をつくる言葉／わかりあえなさをつなぐために』	
　（新潮社 2020.1）	

「結局のところ、世界を「わかりあえるもの」と「わかりあえないもの」で分けようとするところに無理が生じるのだ。そもそも、コ
ミュニケーションとは、わかりあうためのものではなく、わかりあえなさを互いに受け止め、それでもなお共に在ることを受け

容れるための技法である。「完全な翻訳」などというものが不可能であるのと同じように、わたしたちは互いを完全にわかりあ
うことなどできない。それでも、わかりあえなさをつなぐことによって、その結び目から新たな意味と価値が湧き出てくる。	

　現代の情報環境で、見知らぬ他人と共在感覚を得られる範囲は依然として狭いままだ。スマートフォンやＰＣのスクリーン

の向こう側にも、自分と等しく生命的なプロセスを生きる同輩が存在しているのだという当たり前のことを、理性だけではなく
身体にも訴える「言語」が必要となる。	

　幸いにして、そのためのヒントは、この世界の歴史のなかに満ち溢れている。たとえ生物学的な子や親がいなかったとして
も、わたしたちは自らの生のプロセスを託す相手を見つけながら生きている。友人や恋人、仕事仲間、もしくは師弟といった

関係性のなかで、わたしたちは共に在ると感じられる場をつくりあげる。	
　互いの一部をそれぞれの環世界に摂り込みつつ、時に「親」として、また別の時には「子」として関係することができる。そ

う望みさえすれば、人は誰とでも縁起を結び、互いの「わかりあえなさ」を静かに共有するための場を設計（デザイン）できる。

なぜなら、わたしたちは自分たちが使う「言葉」によって、自身の認識論を変えられるからだ。	
　差異を強調する「対話」以外にも、自他の境界を融かす「共話」を使うことによって、関係性の結び方を選ぶことができる。

近代社会では、長らく対話こそが民主主義的で合理的な議論を牽引すると考えられてきたが、今日の社会はそのための

合理性を十分に発揮できないことを露呈してしまっている。この状況に対して、人の合理的な認知能力を引き上げようとい
う努力も必要かもしれない。だが、それよりもまずが異質な他者と自分を架橋するための心理的な土台を築くことこそが重

要だと思う。	
　わたしはこれまで、表現とコミュニケーションの関係について考え続けながら、生きている人間同士のコミュニティ、生者と

死者が交わるインタフェース、そして人と微生物をつなぐロボットを研究してきた。好奇心の赴くままに行ってきたことだが、

あらためて振り返れば、家族、社会、自然環境との関係における分裂に抗うための方法を探ろうとしてきた。自分自身のな
かにも吃音という「わからなさ」が同居しているし、多言語間の翻訳だけではなく同じ言語の話者同士でも意思の疎通が図

れない状況を、当事者として生きてきた。	
　いずれの関係性においても、固有の「わかりあえなさ」のパターンが生起するが、それは埋められるべき隙間ではなく、新

しい意味が生じる余白である。このような余白を前にする時、わたしたちは言葉を失う。そして、すでに存在するカテゴリに

当てはめて理解しようとする誘惑に駆られる。しかし、じっと耳を傾け、眼差しを向けていれば、そこから互いにつながる未
知の言葉が溢れてくる。わたしたちは目的の定まらない旅路を共に歩むための言語を紡いでいける。」	


