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☆mediopos-1901　　2020.1.29

■四方田犬彦
　『聖者のレッスン（東京大学映画講義）』 
　（河出書房新社 2019.10）

メディアリテラシーという用語をもじると 
シネマリテラシーとでもいえるものが必要で 
現代のような混交した情報環境にあるときには 
この連続講義で語られている視点の有無だけでも 
宗教や信仰そしてその社会的文化的視点の問題など 
映画というメディアの有している奥行きに関して 
それなりの問いを持って観ることができる 

また本書でとりあげられている事例では 
宗教的な戒律のある世界のなかでの 
信仰や戒律との葛藤が描かれていたけれど 
著者によって示唆されてもいるように 
基本的に一神教的な神のいない日本のようなところで 
信仰や戒律をどう表象し得るかということは 
ただ戒律から解き放たれているという自由ではなく 
（著者には神秘学的な視点はなさそうだけれど） 
ほんらいの霊的な自由へ向かうための可能性として 
あらためてとらえかえしてみる必要があると思われる 

さて映画はこうした聖なるテーマのものを含め 
さまざまに制作され鑑賞され批評されるが 
映画という存在がこれから何を生みだし得るか 
そのことがあらためて気にかかってくる

「映画における聖者の表象」を主題とした 
四方田犬彦氏のちょっと特別な講義録である 

映画はもともと大衆娯楽だから 
楽しめればいいというのはあるけれど 
制作者の意図とその背景 
そしてそれを受容する観客の視点を 
どれほど理解し得ているかによって 
映画によって表象されているもののありようは 
ずいぶん異なって見えてくるところがある 

映画のヒット作のように興行収益のあがるものは 
世間の感情や感覚そして思考パターンに 
うまくフィットしたものや 
無意識に刷り込まれているほどに 
イデオロギーが体現されているものが多いが 
それとは少し別に 
（アンチイデオロギー的なものを含み） 
体制的なイデオロギーを批判する映画もまた存在している 

そうした映画を含めたさまざまな表象を受け取るときには 
それらが表象しているものが何を意図しているのか 
そのときじぶんは何を受け取っているのか 
また受け取ろうとしているのか 
反対に受け取ることを拒んでいるのか 
そうしたことを意識しておく必要がある 

映画に無知で浅学なぼくなどの言えることでもないけれど 
映画の可能性と不可能性 
表象の可能性と不可能性のまえで 
映画というメディアが 
これからどこへ向かっていくのかが気にかかる 
それは制作者の問題であると同時に 
受容する私たち自身の問題でもあるだろうけれど 



※取り上げられている主な映画

・メリエス『聖アントワーヌの誘惑』／ドライヤー『裁かるゝジャンヌ』『イエス』／ブレッソン『ジャンヌ・ダルク裁判』／ロッセリーニ『無防備都市』『神の道化師、フランチェスコ』／デレク・ジャー
マン『聖セバスチャンの殉教』／パゾリーニ『マタイ福音書』『リコッタ』『奇跡の丘』／（台湾）東アジア最大の女神・ローカル映画『媽祖』／出口王仁三郎『昭和の七福神』／三國連太郎『親鸞　白い
道』／（アウシュビッツと事後性））『シンドラーのリスト』『パサジェルカ』『ショアー』『サウルの息子』／ブニュエル『ナサリン』


「本書の主題は映画における聖者の表象である。

　19世紀の終わりに考案されたシネマトグラフは近代の光学テクノロジーと大衆の視覚的欲望の結合による産物であって、それ自体としては信仰とも聖性とも関係がない。とはいえそれは世俗の見世物とし
て認知されるやいなや、二つの大きな主題を獲得することになった。ひとつはポルノグラフィックな肉体であり、もうひとつは宗教的画像と物語である。映画はキリスト教イデオロギーを代弁し、また格好
の口実とすることで、大衆娯楽として大きく発展し、また美学的にも大きな発展を見せた。事情はインドや中国、日本といった非キリスト教圏の映画においても同様である。パリがキリスト聖史劇を無声映
画に仕立てあげたころ、コルカタの映画館ではクリシュナ一代記が大ヒットしていた。映画は聖人伝説をスペクタクルの素材とすることで民衆的想像力に訴え、産業として20世紀に躍り出たのである。

　やがてきわめて洗練された手法のもとに聖者の物語を解釈し、それを演出しようとする映像作家たちが排出してくる。またキリスト教イデオロギーを批判的に再検討する監督たちが登場してくる。本書は
聖者を切り口として、映画のこうした二重の側面を探求しようとする試みである。

　13回の講義のうち、前半では聖ジャンヌ・ダルク、聖フランチェスコ、聖セバスチャンといったカトリックの聖人と、イエス・キリストの映画的表象をとりあげた。次に視点を東アジアに移し、3人の宗
教的創始者・指導者の表象を検討した。ここでひとたび聖者表象を離れ、前世紀になされた絶滅収容所という厄難を取り上げてみた。映画がきわめて困難なことであるにもかかわらず、表象しようと腐心し
てきたかという問題を集中的に論じておきたかったからである。講義は最後に無神論を標榜するルイス・ブニュエルによる、聖者信仰への批判としてのフィルムの分析で幕を閉じた。」


「そもそも映画というのは神聖なメディアではありません。全く「俗」の大衆的なメディアです。19世紀の近代のヨーロッパの科学テクノロジーと世俗的な大衆演劇というものが結合した産物です。

　大衆演劇といいますと、日本ですと歌舞伎であり、歌舞伎の近代的形態である新派ですけれども、これがヨーロッパとりわけパリですと、魔術です。マジック。奇術、あるいは手品。美女真っ二つ、おしゃ
べり首（トーキング・ヘッド）、降霊術、催眠術･･････。そういった手品、魔術小屋ですね。ロベールウーダン劇場というところでジョルジュ・メリエスという館主が、映画を最初に興行的に成功させまし
た。ですから、映画、シネマトグラフ自体は、信仰とも、神聖さ、あるいは聖性、セイントネスとも基本的に関係がありません。

　とはいえ、映画というジャンル、表象メディアは120年の間に、非常にたくさんの宗教的な主題というものを扱ってきました。それから、宗教教団も映画を媒介として、信仰の出手立てとしたわけです。

　映画は庶民の宗教的なエネルギーを代弁することで、非常に大きく発展してきました。これは別にヨーロッパにかぎったことではありません。宗教的な人物を主題にするということで、映画は芸術的にも
非常に大きく発展していきました。

　社会学的にいいますと、映画というのは、社会の支配的なイデオロギーのシニフィアン（記号表現）です。ただ、この言い方も正確ではありません。イデオロギーというのはつねに支配的なのですから。
この社会全体が「これをいっちゃおしまいよ」という風に暗黙の了解にしていることをイデオロギーというんですけれども、そのイデオロギーというものを上手に体現する映画が、興行として当たるわけで
す。興行成績が配収をもって語られ、それを基準に企業がより多くの利潤を追求しようとして、制作が進行していくわけですけれども、社会的に支配的なイデオロギーというものを表象するというのが、長
い間、映画の役割でした。

　とはいえ、同時に、少数ですが、映画は支配的イデオロギーを批判するという、そういう風な役割も演じてきました。つまり映画は、批判的にイデオロギーを再検討するメディアでもあるわけです。」


「聖者の問題を論じたわけですが、わたしは別にカトリックにかぎったことではなくて、日本の浄土真宗や大本教など、いろんなものを取り上げました。できれば、イスラムにおけるムハンマドの伝記映画
を探していたのですが、これが手に入らなくて少し残念でした。神学ではなくて、宗教学の立場から、あらゆる信仰というものを等価に見る立場から、表象の問題を映画にかぎって論じてきました。

　ただ、ここで考えなければならないのは、そもそも日本人の中で、戒律というものがあるのかどうかということです。ブニュエルにしても、その前のロッセリーニやパゾリーニにしても、重要なのは戒律
を持っている人間がそれを破るときには破戒という問題が生じます。（…）破戒というものができるのか／できないのか、信仰に対する、戒律に対する疑いを持ってしまった人間が破戒する／しないという
ところの決断の問題がここで大きなテーマになっています。

　でが、日本ではどうなのでしょうか。」

「われわれは絶望的に今、仏教的にいうと、ブッダの教えからもう離れてしまって、正しい教えも間違った教えもない、戒律も何もない未決定な世界でふわふわと漂っています。キリスト教的にいえば、そ
ういう意味で、誰も神を信じなくなってしまいました。（…）

　戒律があったときには、戒律がある不自由な世界からどうやって解放されるべきかが大きな問題でした。（…）今は逆です。無戒である限定のない＜自由＞の世界の中でわれわれが何を生きがいとして生
きていくべきなのか、あるいは死んだ後に何が待っているのかということなどに対して誰も答えてくれない時代です。かぎりない不安の中にわたしたちはいます。

　そのときに、とにかく戒律を前提とした表象の問題を考えるということは、どのようなことか。それはわれわれが無戒の不安な状態から解放される、自由になって新しい世界と生きることに対するヴィ
ジョンに、少しでも接近できる可能性を示唆してくれるのではないでしょうか。」




☆mediopos-1902　　2020.1.30

■安藤礼二『迷宮と宇宙』（羽鳥書店 2019.11）
■『平田篤胤』（中公バックス 日本の名著24 昭和59年4月）
■エドガー・アラン・ポオ『ポオ　詩と試論』（創元推理文庫 1979.11）

安藤礼二の 
迷宮と宇宙の文学史は 
平田篤胤とエドガー・アラン・ポーの 
二つの『死者の書』から始まり 

折口信夫とヴァルター・ベンヤミンの 
マレビトと天使 
詩の未来語と純粋言語へと展開してゆく 

その迷宮と宇宙の文学史の流れは 
アメリカからフランスへ 

ポーの「翻訳」からはじまり 
ボードレール 
ランボー 
マラルメと 
象徴主義と総称される文学運動が展開され 
レーモン・ルーセル 
アンドレ・ブルトンへと流れ 

日本では 
近世から近代へ 
死者たちの国を見出した 
平田篤胤の『死者の書』から 
折口信夫をはじめとした『死者の書』へ 

泉鏡花 
柳田國男 
谷崎潤一郎 
江戸川乱歩 
三島由紀夫 
寺山修司らが 
死と再生をめぐり 
迷宮と宇宙の言語を紡いでゆくのだ 



（安藤礼二『迷宮と宇宙』～「二つの『死者の書』−−−−平田篤胤とエドガー・アラン・ポオ」より）


「折口もベンヤミンも「翻訳」こそ個別言語にとらわれない純粋言語を、未来の言語を生み出すと主張した。」

「マレビトと天使、詩の未来語と純粋言語。折口信夫とヴァルター・ベンヤミンは互いに鏡像のような、また分身のような存在としてある。それは偶然なのだろうか。

　おそらくそれは偶然であると同時に時代の必然でもあったのである。

　折口信夫もヴァルター・ベンヤミンも「翻訳」を重要な創作の手段とするとともに、自身もまたきわめて意識的な「翻訳者」だった。そして彼ら二人がそれぞれの仕事を進めるにあたって最も依拠したも
のもまた、「翻訳」がはじめて可能にした文学の表現運動だった。象徴主義と総称される文学運動･･････。折口もベンヤミンも、文学の象徴運動を共通のバックグラウンドとしてもっていたのである。ベン
ヤミンにとって諸言語と純粋言語の関係は、象徴するものと象徴されるものが自在にその位置を変換し合う関係としてあった。なによりも「翻訳者の課題」という論考は、そのなかに引用されているフラン
ス象徴主義の詩法を大成したステファヌ・マラルメの言葉----「諸言語はいくつも存在するという点で不完全であり、至上の言語はない。思考することは、小道具を用いず、ささやくこともせずに、沈黙の
うちで不滅の言葉を書くことだが、地上の諸言語の多様性は、さもなければ一挙に見いだされるはずの言葉、具体的に真理自体である言葉が、ひとの口をついて出ることを妨げている」----に自分なりの応
答をするために書かれた。そうまとめてしまうことも可能な論考なのである。そしてベンヤミンにとって、フランス象徴主義の嚆矢となったシャルル・ボードレールは自らの思索の最大の源泉としてあっ
た。

　折口の「詩語としての日本語」が一つの重要なテーマとしたのもまた、象徴主義の詩がいかに日本語に翻訳されてきたかという歴史的な展望を整理することであった。」


「折口もベンヤミンも、ボードレールにはじまりマラルメによって大成された象徴主義の文学を「翻訳」を通して受け継いだ直系の子孫だったのである。そして折口やベンヤミンに「翻訳」という方法を授
けたボードレールもマラルメもまた、自分たちとは異なった言葉で作品を作り続けた、たった一人の坂を「翻訳」することで象徴主義の骨格を形づくり、それを完成した。さらにそこに、生年はマラルメよ
りも下るが、文学的な活動期間がちょうどボードレールとマラルメの間に位置する、折口が「詩語としての日本語」のエピグラフに掲げたアルチュール・ランボーを付け加えてもよい。」

「ボードレール、ランボー、マラルメ。象徴主義の文学運動を成り立たせた作家たちはみな他者の言葉のなかで、「翻訳」を通じて、自分たちの詩の言葉を確立していった。その起源には一体誰がいたのか。
ボードレールがその散文作品を、マラルメがその韻文作品をフランス語に翻訳し、同時に自らの作品にその精神を受肉させた新大陸に生まれた一人の作家、エドガー・アラン・ポーである。ではポーは一体
何を書き残したのか。アメリカにおける『死者の書』（An American Book of the Dead）なのである。ポー研究の第一人者でブラウン大学名誉教授であるバートン・L・セント＝アーマンドはポー晩年の代
表作であり、大正期に活躍したさまざまな日本人作家たちを熱烈な「翻訳」（翻案）の渦に巻き込んだ「アルンハイムの地所」（一八四七年）を評して、そう形容した。（･･･）

　死と再生、つまり死とは新たな生を得るために誰もが通り抜けなければならない試練であるという観念に取り憑かれていたポーは、後に彼が『ユリイカ』（一八四八年）を捧げることになるアレクサン
ダー・フォン・フンボルトの援助を受けてピラミッドなど古代エジプトの墓のなかに残されていた祈祷文を集大成し、一八四二年、エジプト人の『死者の書』（The Book of the Dead）として世界にはじめ
て翻訳・紹介したドイツのエジプト学者レプシウス（Karl Richard Lepsius）の仕事を興味深く見守っていた可能性がきわめて高い。「アルンハイムの地所」と相互に密接な関係をもっていたと思われる『ユ
リイカ』でも、宇宙の謎を解くことがエジプトの象形文字を読解してゆく過程と重ね合わされている。」


「「アルンハイムの地所」に心惹かれ、「金色の死」を書いた谷崎潤一郎、「パノラマ島奇譚」を書いた江戸川乱歩、「弥勒」を書いた稲垣足穂（さらには三島由紀夫や寺山修司）などはすべて、意識的か
つ無意識的に『死者の書』を反復していたことになる。そのサイクルが一つの完結を迎えるのは、ポーに起源をもつ象徴主義の詩法をこの極東の地において独自に消化吸収した折口信夫が、「アルンハイム
の地所」が発表（一八四七年）されてからちょうど百年後、やはり自らのアルンハイム（楽園）に込められた謎を解き明かす自己解説「山越しの阿弥陀像の画囚」を付して日本における『死者の書』（A 
Japanese Book of the Dead）に十全な形を与えたときであろう。一九四七年、折口信夫は角川書店より、もともと本編とは独立して書かれたこの「山越しの阿弥陀像の画囚」を巻末解説として、生涯で唯
一完成することができた小説『死者の書』の再版にして決定版を刊行する。極東において象徴主義とは『死者の書』にはじまり、『死者の書』に終わるのである----さらには、おそらくベンヤミンを介して
その流れと平行するヨーロッパにおける『死者の書』（A European Book of the Dead）の系譜を書き上げることも可能になるであろう。象徴主義の文学運動の末尾に位置づけられるイエイツの『ケルトの
薄明』、ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』（このタイトルは「フィネガンの通夜」という意味をもつ）、レーモン・ルーセルを介してブルトンやアルトー等へと･･････。」


「しかしまだ問題はすべて解決したわけではない。なぜ、太平洋の彼方の国に生まれたポーにとって書かれたアメリカの『死者の書』が、この国にこれほど受け入れられたのか。そしれまたなぜ、折口信夫
が日本の『死者の書』を書かなければならなかったのか。おそらくそこにはもう一人論じなければならない重要な人物が存在しているのだ。折口信夫や柳田國男が自分たちの営為を、その人物が確立した学
問を新たに反復したものであると宣言するほどの影響力をもった破天荒な表現者が･･････。まさにポーと同時代の日本において「死者たちの国」を発見した人物----平田篤胤である。」


「『霊の真柱』と『ユリイカ』は非常によく似ている。お互いの鏡に映った像のように。両者はともに伝統的な「神」の理解が崩壊してしまった時代に、あえて「神」によって創成された宇宙を科学的に追
求していこうとした反時代的な試みである。そのために、篤胤もポーも、キリスト教的な宇宙認識論に共感しつつ（篤胤はキリスト教神学を熟知していた）、そこに根本的な批判を加えた。（･･･）

　篤胤もポーも宇宙論を書き上げる前提として、「死者たちの国」の発見があった。」


「「死」を介した未組織の生、「器官なき身体」への生成。ここから迷宮と宇宙の文学史がはじまるのだ。」




☆mediopos-1903　　2020.1.31

■飯田隆『虹と空の存在論』（ぷねうま舎 2019.11）
■柄谷行人『日本近代文学の起源 原本』（講談社文芸文庫2009.3）」

虹や空も 
また 
文学や絵画も 
そして 
科学や論理も 
歴史的に生み出される制度のなかで 
さまざまに異なった姿で現れてくる 

周波数やアドレスが異なれば 
受信もアクセスもできないように 
ある境域内で 
きわめて厳密に証明され得ることでも 
その境域の外ではその限りではないのだが 
多くの場合みずからの囲いには意識は及ばない 

それは言葉の問題でもあり 
認識をどこにどどのように 
どの程度フォーカスするか 
という問題でもある 

不毛になりがちなのは 
別の境域にあるにもかかわらず 
その間で交わされる議論だろう 
互いの論理は矛盾ざるを得ず 
互いが互いを偏見でしか見られない 

ひとつの論理を絶対化することなく 
そのときにとられている視点を明確に意識化し 
その視点ではとらえられないこともまた 
可能な限り想定しておくことが重要となる 

それぞれがどの世界にいて 
なにを問題としているかを 
可能なかぎり共有する試みを忘れてはならない 
そして共有できないときは 
ある種の距離をとりながら 
異なった境域への想像力を逞しくすることだ 



（柄谷行人『日本近代文学の起源 原本』～「風景の発見」より）


「風景がいったん成立すると、その起源は忘れ去られる。それは、はじめから外的に存在する客観物のようにみえる。ところが、客観物なるものは、むしろ風景のなかで成立したのである。主観あるいは自
己もまた同様である。主観（主体）・客観（客体）という認識論的な立場は、「風景」において成立したのである。つまりはじめからあるのはなく、「風景」のなかで派生してきたのだ。

　江戸時代の絵画に遠近法、あるいは距離の意識が欠けているのは、彼らが風景をもっていなかったということだが、それは西欧の中世絵画においてもあてはまる。すでに示唆したように、そのちがいこそ
重要だとしても。したがって、絵画において生じたことはまったく同様に哲学にも生じている。デカルトのコギトは、いわば遠近法の産物なのだ。「われ思う」という主体は、遠近法において不可避的にせ
り出されてきたのである。ちょうどそのとき、思惟される対象が均質で物理学的なものとして、つまり延長としてあらわれた。これは「モナリザ」において、背景が非人間化された風景としての風景となっ
たのと同じである。」


（柄谷行人『日本近代文学の起源 原本』～「内面の発見」より）


「日本の近代文学は、いろんな言い方はあっても、要するに「近代的自我」の深化として語られるのがつねである。しかし、「近代的自我」がまるで頭の中にあるかのようにいうのは滑稽である。それはあ
る物質性によって、こういってよければ〝制度〟によってはじめて可能なのだ。つまり制度に対抗する「内面」なるものの制度性が問題なのである。「政治と文学」（･･･）は、その起源を問わないかぎり、
不毛である。

　したがって、私は「内面」から「言文一致」運動をみるのではなく、その逆に「言文一致」という制度の確立に「内面の発見」をみようとしてきた。そうでなければ、われわれは「内面」とその「表現」
という、いまや自明かつ自然にみえる形而上学をますます強化するだけであり、そのこと自体の歴史性をみることはできない。」


（飯田隆『虹と空の存在論』より）


「虹は稀にしか現れないわけではないが、その独自の美しさと、とらえがたさのために、自然を超えた不思議な現象とされてきた。それに対して、空はさまざまに変化はするが、常にわれわれの頭上にある
当然の存在であり、晴れた日のその青さにしても、自然がわれわれに提供する多くの美しさのひとつにすぎないと思われただろう。空がなぜ青いのかについて、説明が必要だと考えられるようになったの
は、哲学的もしくは科学的探求がある程度進展して後のことだった。虹の不思議な振る舞いを説明するためと思われる神話や伝説が広く分布しているのに対して、空の青についての神話や伝説は見当たらな
い・現存する著作の中で、空の色が初めて問題にされたのは、アリストテレス学派の「色について」だそうである。

　虹と空の青に共通しているのは、どちらも特有の視覚的現れという、われわれの感覚器官に依存して見いだされるものでありながら、物理的実在に根ざした現象であるということである。虹と空がそれに
特有の色をもつことは、われわれのような存在にしか成り立たないローカルな現象であるが、その原因である光の振る舞いは宇宙のどこにでも成り立つグローバルな法則に支配されている。

　この二つの例は、われわれの「主観的」な経験によって固定される現象は、主観的な存在でしかないといった、ときどき見かける主張に根拠がないことを示す。われわれの経験は、常にというわけではな
く、例外もあるが、多くの場合、われわれとは独立に存在する世界がどうあるかを知るための通路なのである。」

「存在論の歴史を見るとき、もっとも長く、かつ大きな影響を与えたのはアリストテレスであるが、最近の一世紀余りに関していえば、フレーゲに発する影響も見逃せない。アリストテレスは、物体や人間
のような具体的対象こそが、対象の典型であると考えた。この考えは、カントにも引き継がれた。他方、フレーゲは、その関心が数学であったこともあって、対象は具体的なものに限られる必要はなく、５
や７のような数もまた対象であると主張した。この主張の背景には、対象のもっとも一般的な概念は論理学において与えられるという考えがある。つまり、論理学において対象とされるものこそが、もっと
も一般的な意味での対象であるという考えである。

　このどちらの見方からも十分な扱いが期待できないのが、一方では出来事と状態といった事象であり、他方では質料的物質である。フレーゲのような見方をとるとき、出来事に関しては、デイヴィッドソ
ン以降、現在の言語学でも主流となっている理論を採用して、出来事をフレーゲの意味での対象（「個体」）（･･･）として認めることは可能である。しかし、非個体である質料的物質と状態についてはお
手上げである。その理由は、フレーゲが作り、現在、標準となっている論理においては指示と述定は対象個体に関してなされるのが基本であり、非個体への指示も述定も現れないからである。

　質料的なものに関する推論を扱う論理学が必要であることは、一般的な存在論の観点から言えるだけではない。自然言語の意味論にとって、こうした論理学が不可欠であることは、以前から認識されてい
た。物理学の哲学や生物学の哲学ほど、分野として確立していないとしても、化学の哲学はすでに存在する。化学が物質とその変化を扱う科学である以上、質料的なものに関する推論についての体系的な考
察を必要とすることは明らかだろう。化学の哲学以上に気象学の哲学というものを目にすることは稀だが、そうしたものがあるのならば、そのもっとも基礎的な部分を構成するのは、空気や水といった質
料的な物質と、そうした物質を構成要素とする事象を扱えるような論理学でなければならないだろう。」



☆mediopos-1904　　2020.2.1

■尹雄大『モヤモヤの正体／迷惑とワガママの呪いを解く』（ミシマ社　2020.1）
■『モヤモヤの正体』刊行記念　尹雄大さんの正体（2）
　（「みんなのミシマガジン　2020.1.30」より）
https://www.mishimaga.com/books/tokushu/001923.html

「努力とは 
試行錯誤を可能にする方法論を確立すること」 

こんなことを言えば迷惑にならないか 
ワガママだといわれるかもしれない 
そんな恐れがあったとしても 
試行錯誤ができるならば 
まずはそこからはじめられる 

試行錯誤ができるというのは 
問うことができるということでもある 

その人だけの問いには 
その人だけの答えへの道があるにもかかわらず 
世の中には 
そういうものだというようなかたちで与えられた 
常識的な答えや結論・目的・忖度ばかりが満ちていて 
それぞれの切実な問いはスポイルされている 

じぶんのものではないそんな問いは 
じぶんの答えではない方にしか向かわないから 
たとえできないことがなんとかできるようになったとしても 
それはじぶんができるようになりたいかたちにはならない 

問いは人それぞれで 
さまざまな段階のありようがあり 
深まれば深まるほど 
「試行錯誤を可能にする方法」へと 
向かうことのできる道も見えてくるだろうけれど 
そもそも問いをもつことこそがむずかしい 

じぶんだけの問いへとむかうためには 
じぶんのなかにある 
ひととは比較してもしかがないような 
さまざまな「モヤモヤ」をみつけ 
それを問いにかえてみる必要があるのだろう 
その問いをくりかえしていければ 
「努力」する道へもつながっていくから



（尹雄大『モヤモヤの正体』より）


「私たちが安全に生きていくために採用した方法は、社会の価値に合わせることでした。それを良しとするようになったのは、自分の感じてることが正当に扱われず、また感じていることと社会の価値との違いを肯定されなかっ
た数多くの体験があるからです。そうして、もっとも守るべきコンセプトとして習い覚えたのが「迷惑とワガママ」だったのです。

　世間の空気、他人の視線に少しずつ削られた感性を「みんなから逸脱しないことが正しい」といった、社会の提供する信念で埋め合わせていく。それは諦めであり同時に成長でもありました。そうしたプロセスを通じて知った
のは、感じていることを率直にただ表現することは「迷惑」「ワガママ」と価値付けされるということでした。本当はそのように判断されて却下される前に、あなたの率直な表現に対して肯定や否定や様々な反応がありえたはず
です。全面肯定でもなく全面否定でもなく、他人とのせめぎあいの中で生まれる新たな独自の価値観があるのだから、それらを含めて「あなたなのだ」という包括的な捉え方をされてしかるべきでした。」


「今生という旅程で何を大事にしたいのか。最後はどこでどういう自分でいたいのか。解決を他人望むのでなければ、自分が何者であるかについて観察するほかないでしょう。この紛れもなく「私が感じている」ということは誰
も侵せないものです。何を感じているかといえば、私が生きているという取り替えのきかない事実です。

　迷惑を気にするのであれば、迷い惑う感覚を味わってみる。ワガママと指弾され、この社会に適応していないと非難されたとしても、適応していないのはただ適応していないだけで、そこに善いも悪いもない。社会性がないか
ら真っ当ではないという表現は直ちにあなたが常識外れなことをしており、それが反社会的な行為のように扱うでしょう。逸脱は反射会ではなく、非社会的行為なのだと視点をずらしてみます。現状の社会への反対ではなく、単
に現状の社会の中には見当たらないという意味になります。ないから作る。そこに自己本位でしかありえない道がきっと見えてくるでしょう。」


「迷惑とワガママを判断の基準にすると見えなくなるのは、私たちが持っている独自の文法と価値です。誰かと同じようにしゃべらなくてもいい。ただそれだけのことが自分を表現することになり、抱えた恐怖と呪いから解放さ
れて生きることになるのではないでしょうか。」


（「モヤモヤの正体』刊行記念　尹雄大さんの正体（2）より）


――そういうときは、「もっとできるようになりたい」みたいな気持ちはあるんですか？　自分のできなさに対しては、どういうテンションなんですか。

尹／できるようになるためのなり方がわからないんです。20代後半くらいによく言われたのが、「どうして君はもっと努力して世の中に出て行こうとしないのか」といった内容で、そういう人は励ますつもりで言っているんで
しょう。だけど、僕は努力をしたことがないから、「努力しなさい」と言われても、努力するための努力から始めないといけない。そしたら努力するための努力のための努力・・・とか無限にさかのぼれるわけです。そしたら、
大抵の場合は「？」みたいな顔をされます。

――でしょうね・・・。

尹／けれどやっぱり努力の方向性がわからないから、2年くらいは努力について考えていました。そして得た結論が「努力とは試行錯誤を可能にする方法論を確立すること」でした。」


「――そのレベルから今のようになるまでは、回を重ねるごとにちょっとずつ進化していったということなんですか？

尹／いや全然変わらなかったです。ただ質問の精度は上がっていったと思います。そういうぎこちない人を前にすると、取材される人も「この人、大丈夫かな」と不安になると思うんです。滑らかなコミュニケーションはできな
いけれど、それ以外のところで安心感を感じてもらうにはどうすればいいか。そのときにテーマにしていたのは、とにかく「これまで一度も聞かれてないことを聞く」ことに向けた努力はしていました。そうすると相手が面白さ
を感じて、口を開いてくれるようになりました。

――話したことのないことを聞かれるのは嬉しいですよね。

尹／宇宙物理学の専門家とかアスリートとか、とにかく自分が知らないこと、想像もつかないことを経験している人に取材するとなると、浅い知識で質問してもダメだし、かといって「何も知らないので教えてください」もダメ。
そういうやり方もあると思います。でも、相手からしたら時間を奪われてる感じがするんじゃないかなというふうに思うので、話を聞く限りは相手にとっても豊かな時間になったほうがいいなと、ポンコツなりに想像したわけな
んです。

　圧倒的に不利な状況から始まっているというのはあったんですね。コミュニケーションの面でも自分が知らないということについても。逃げることもできない。うかつに進むこともできない。自分がわからない話をどう聞いて
いくか、という体験をする中で、「わからないから聞けることがある」と思うようになったんです。

　必ずしも意味を理解しなくても質問はできる。なぜなら、そもそも人は意味を伝達したくて話しているわけではなくて、意味にならない何かを伝えたいと思っているんじゃないか？　と思い始めるわけです。コミュニケーショ
ン能力はないのに、コミュニケーションとは何かということをだんだんと考えるようになっていったんですよ。」


「――『モヤモヤの正体』、どんな人に読んでほしいですか？

（中略）

尹／今の社会はだいたい18歳から65歳くらいまでの男性・異性愛者・健常者向けに設計されていると思うんですが、そこでノーマルを自認できる人が社会を担っているとしたら、そういう人はマイノリティの体験が少ないと思い
ます。マイノリティとしての感覚的体験も少ないから、当然マイノリティの存在を想像するのは難しいですよね。自分ができて当然なことは、他の人ができて当たり前。その発想からしたら、「できない人」というのは怠慢だと
か能力が低いとみなされてしまう。できない人自身もそう思ってしまうようになりますよね。

　だけど、できるようにがんばることが自分ではない何者かになる努力になっている場合も結構あって、そうなると誰のための人生なんだとある時点で虚しくなるんじゃないでしょうか。

――本の中で、「弱くてダメなところを病に例えるなら、病んでいることを病み切るのが、その人の活力を生み出す道になるのではないかと思う」と書かれていますね。私たちはどうしても健康になろうとしてしまうし、よくな
る方向に努力してしまう。それは無理していることも多々あるし、根本的なことの解決になっていないことが多い。「病み切る」という考えが、一つの救いになる人たちがたくさんいるんじゃないかと思います。

尹／弱い自分から強くて素敵な自分になれたらいいな」といった変身願望が多かれ少なかれ人にはあると思います。だけど、ある日突然すばらしい自分になれるわけない。かといって、「あるがままが素晴らしい」と言われるこ
とにも警戒心を持ってしまうのも当然です。理想もあるがままの姿も概念ですよね。その外にいる自分を知りたいし、そういう意味での変化は誰しも自分に期待しているんじゃないでしょうか。知らない自分を発見していく。そ
れはすでにいる自分であると同時にまだ見ぬ自分でもあるわけです。」




☆mediopos-1905　　2020.2.2

■池上俊一 監修『原典 ルネサンス自然学（上・下）』
 （名古屋大学出版会　2017.8）

「ご専門」の世界は閉塞している 

「ご専門」が成立するのは 
本来その背景としての全体が 
成立していることが前提だけれど 
多くの「ご専門」には有機的な全体が欠けている 

ルネサンスの時代にはまだ学問の垣根はない 
学問の背景にあるのが 
好奇心と探求欲だったからだろう 

文系と理系の区別はもともとなかった 
現代ではそれを区別することを通り越し 
両者を統合的にみようとすることさえないままに 
近視眼的に役に立つかどうかという基準で 
文系の役に立ちそうもないことは 
学問のなかから放り出されようとさえしている 

好奇心と探求欲ではなく功利 
お金になるかならないか 
目に見える結果がでるかどうかが 
その基準となってきているようだ 
「ご専門」はその片棒を担ぐための道具なのだ 

ひとは部分だけで生きることはできない 
部分のなかにも全体がありながら 
部分と部分が協働してはじめて全体は機能する 
ミクロコスモスとマクロコスモスが照応しているように 

ルネサンス時代の自然学のさまざまを見ていくと 
現代のあまりにも細分化され専門化されすぎ 
有機的な全体が見えなくなってしまっていることに気づく 
しかもそこにはほんらいの意味での 
好奇心や探求欲という機動力もまた失われている 

現代では見失われがちなさまざまを 
ルネサンス自然学から見直してみるだけではなく 
かつての時代には欠けていたさまざまを補完しながら 
新たなかたちで部分と全体が 
ミクロコスモスとマクロコスモスが照応するような 
そんな学問であり生き方へ向かうことができればいいのだが… 



「環境破壊問題や自然災害の多発に直面した現代文明の行き詰まり感の中で、自然と人間の関係の見直しが喫緊の課題となっている。それに伴って西洋近代科学の意義も見直されようとしており、とりわけ近代科学を準備したル
ネサンス期の「自然学」には、従来行われてきたような遡及的−−−−近代主義的−−−−な見方だけでは捉えきれない豊かな側面があることが、近年ではしきりに強調されている。

　そうした情勢の中、本書はルネサンス期の多面的な「自然学」の広がりを、現代に受け継がれたもの、否定されたもの、潜行して無意識のうちに影響を広げていったものなどを含め、原典の翻訳紹介によって示すことを企図し
ている。

　具体的には、十五世紀前半から十七世紀末までの三十人の代表的自然科学者−−−−広い意味での−−−−のテクストを二巻にわたって取り上げた。テーマは、植物誌や動物誌、地理学、天文学、光学、数学、自然魔術、錬金術、驚
異論、解剖学、医学、化学、温泉論、料理術、農学、力学、工学、冶金術など多様であり、「科学史」の通史ではかならずしもメインではないテーマも採りいれた。一般に後期ルネサンスは、イタリアから西欧各国へと地理的範
囲を大幅に広げたとされるが、本書で扱われる著者の出身地もイタリアにとどまることなく、イギリス、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、デンマークと幅広い。」

「ルネサンス期には自然学の爆発的発展があったが、それらはさまざまな系列に分かれながら、また同時に複雑に絡みあっていた。一人の学者が多分野に関心を寄せ、「何々学者」とレッテルを貼るのはほとんど不可能である。
誰しもが、いわば総合的な宇宙論・人間学を追究していたとでも言えようか。また各分野ごとに、古代の思想・学問の遺産を汲んでいる側面と、それをきっぱり拒否することで新生面を開こうと勢い込んでいる側面が窺われる。」


「本書が機縁となって、我が国においても「自然学」研究がますます盛んになることはもちろん、ルネサンスのみならず、それに先立つ中世、およびつづく近代の歴史に新たな光が当てられたらと、監修者としては夢見ている。
文理融合を掲げる大学が増えているというが、ルネサンス期の自然学者たちは、それを当たり前のように骨肉化していた。というよりそんな区別はもともとなかったのだ。情報アクセスへの容易さがかならずしも知識の定着や思
考の深化に繋がらない今日、細かな学問間の垣根を取っ払い、圧倒的な好奇心と探求欲をもって調査し思考したルネサンス自然学者たちの姿は、まぶしくも頼もしく、私たちの前に立ち並んでいる。」


1　自然誌　フランシス・ベイコン「森の森（第七センチュリー）」　

2　動物誌　コンラート・ゲスナー「動物誌（犬と狼について）」

3　植物誌　プロスペロ・アルピーニ「ルバーブ論」

4　農　学　オリヴィエ・ド・セール「農業の劇場（序文）」　

5　料理術　プラーティナ「適正な快楽と健康について（第一巻）」　

6　温泉論　ウゴリーノ・ダ・モンテカティーニ「温泉論」

7　医　学　ジャン・フェルネル「事物の隠れた原因（抄）」

8　ジローラモ・フラカストロ「伝染・伝染病およびその治療について（第一巻）」

9　解剖学　アンドレアス・ヴェサリウス「人体の構造について（抄）」

10　マルチェッロ・マルピーギ「肺についての解剖学的観察」

11　発生学　ウィリアム・ハーヴィ「動物の発生（序文）」

12　驚異論　アンブロワーズ・パレ「怪物と驚異について」

13　自然魔術　ヘンリクス・コルネリウス・アグリッパ「オカルト哲学について（第一巻）」

14　パラケルスス「像についての書」

15　トンマーゾ・カンパネッラ「事物の感覚と魔術について」

16　学問論　ジョン・ディー 「数学への序説」

17　ユートピア論　ヨハン・ヴァレンティン・アンドレーエ 「クリスティアノポリス」

18　地理学　ゼバスティアン・ミュンスター「宇宙誌（抄）」

19　占星術マルシリオ・フィチーノ 「太陽論」

20　天文学　ニコラウス・コペルニクス 「ヴェルナー論駁書簡」

21　ティコ・ブラーエ 「新星について」

22　光　学　ヨハネス・ケプラー 「屈折光学」

23　数　学　ウィリアム・オートリッド 「数学の鍵（抄）」

24　力　学　シモン・ステヴィン 「計量法原論（抄）」

25　工　学　マリアーノ・ディ・ヤコポ （タッコラ） 「尋常ならざる装置と建築についての第三の書」

26　鉱山学・冶金術　ヴァンノッチョ・ビリングッチョ 「火工術（第七書）」

27　錬金術　伝トマス・ノートン 「錬金術式目」

28　化　学　ロバート・ボイル 「実験の失敗について」

29　アイザック・ニュートン 「酸の本性について」

30　原子論　ウォルター・チャールトン 「エピクロス-ガッサンディ-チャールトンの自然学（目次）」




☆mediopos-1906　　2020.2.3

■泉光『図書館の大魔術師１・２・３』
 （講談社アフタヌーンKC　2018.4/2018.11/2019.8）

今このときが 
今このとき 

ありのままが 
ありのまま 

いのちの頁を 
めくるのはじぶん 

（偶然はない） 

せつなさも悲しみも 
よろこびも愛おしさも 

代わりに生きてはくれない 
代わりに歩いてはくれない 

生きたところがじぶんになる 
歩いたところがじぶんになる 

じぶんにしかできないこと 
そのために生まれてきた 

うちゅうのなかにひとり 
じぶんとして生まれてきた 

（代わりはいない） 



「もしかしたら

　この本が　君に

　読まれたかったのかもしれないね


　僕に？


　そう

　君は今日ここで

　この本を手に取る運命

　だったんだとしたら−−−−？


　（…）


　この日

　この時が

　運命だった


　そのほうがずっと

　素敵だろ？」


「僕は何もできない

　自分自身が

　大嫌いです…ﾂ!!


　いつか

　僕の前に


　この世界から

　連れ出してくれる−−−−…


　主人公は

　現れますか…!?

　

　主人公は

　現れたりしない


　誰の前にも

　決して


　なぜなら

　君の目に映る景色は

　君だけのモノであり

　他の誰の目を通しても

　見ることはできなからだ


　（…）


　名乗らなければならない

　君だけの名があるはずだ


　（…）


　頁を進めるのは

　自分自身の手に他ならない!!」


　「君にしか

　できないことが

　必ずある」




☆mediopos-1907　　2020.2.4

■尾方孝弘（日本キチ学会）『秘密基地の作り方』（飛鳥新社　2012.5）

子どもの頃いつもポケットには 
万能ナイフを忍ばせていたから 
それを使って簡易の筏をつくって 
川をくだったり（溺れそうになったりもした） 
秘密基地をつくて遊んでいたこともある 

「日本キチ学会」の著者よりも１０歳ほど上だけれど 
すでに「秘密基地」という言葉はあったような 
記憶違いであれば「隠れ家」 

学校が好きになったことはないし 
社会が好きになったこともないので 
どこかにじぶんの居場所「隠れ家」を探しているのは 
子どもの頃からずっといまでも変わらない 

社会的であれ反社会的であれ 
大規模か小規模かは違っても 
多くの場合ひとは群れることが多すぎるから 
非社会的な「隠れ家」がどうしても必要になるのだ 

どんな小さな場所であっても 
たとえ物理的な場所として存在してはいなくても 
精神においては「隠れ家」的な場所にいて 
秘密の宇宙を求めながら過ごせればと願っている 
世の中での顔は「世を忍ぶ仮の姿」なのだ 
（別にヒーローやアンチヒーローを気どるのではなく 
ただ世の中のさまざまから離れていられるように） 

子どもの頃「秘密基地」的な危険のなかに 
身をおけなかったとしたら残念なことだけれど 
むしろ大人になってからじぶんの「秘密基地」を 
つくれないままになってしまっているのは 
とても悲しいことかもしれない 

この本には大人の秘密基地の話もあるけれど 
基本的にはかなりノーマルな「秘密基地の作り方」の本だから 
そうしたノウハウ的ではないかたちで 
大人のための「秘密基地の作り方」の秘教講義を 
勝手に妄想しながら読んでみるのもいいかもしれない



「「秘密基地」という言葉を聞いて、子どもの頃の楽しい記憶を思い出す人はとても多いと思いますが、不思議な事に「秘密基地」という言葉は辞典には載っていません。

　なぜかと言うと、この言葉が比較的新しい造語であり、定義が難しいからです。二つの単語を併せて直訳すると、「誰にも知られる事のない／拠点となる場所」となるのですが、一般
的には「子どもの頃の遊び場」「造形的な遊び空間の総称」として広く認識されていると言えるでしょう。

　１９６９年生まれの僕にとっては、子どもの頃日常的に使う言葉だったのですが、もっと大人の世代、それこそ『サンダーバード』や『仮面ライダー』などのテレビ番組が始まる前は、
「アジト」や「隠れ家」などが一般的な呼び名だったようです。」


「子どもの頃の秘密基地作りの経験は、僕自身にとって、建築家という現在の職業を決めた大きなキッカケとなりました。

　「日本キチ学会」という秘密基地の研究団体を始めたのは１９９８年のことです。」


「子どもたちは自我が芽生える頃から、自分だけの空間を欲しがりますし、初めての友達ができて、一緒に作業をしたり役割を分担したりするなどの社会性を学びます。秘密基地作りは
ちょうどこの時期に行われる、大人になっていくための必要な遊びのひとつなのではないでしょうか。

　僕らが子どもの時と比較すれば、今の時代は、秘密基地を作ることが難しくなっているのかもしれません。それでも秘密基地の痕跡は、いろんなところで目にすることができます。今
の子どもたちもやっぱり変わらないのだなあと思うと、とても頼もしく感じられてきます。秘密基地を作るということは、場合によっては大人が決めたルールからはみ出す行為を伴いま
す。しかしこういう時代だからこそ、いろんな失敗をしながら、社会の仕組みの正しさや間違いについて、子どもたちが自分の力で考えるための、生き生きとした発想力を身につけていっ
てくれたら･･････その先の未来は明るいと思いませんか。」


「秘密基地作りは、場所的にも構造的にも大きな危険をはらんでいます。」

「危険を体験していない子どもは、危険に対して鈍感になると言われています。大なり小なり危険と隣り合わせになっている秘密基地づくりが、子どもたちの生きる力を育む、大きな手
助けになればと考えています。」


「秘密基地は子どもが作るものだというのは大きな誤解です。大人になっても、秘密基地を作りたい人はいっぱいいます。社会のシステムに疑問を持ったり、そこからはみ出して怒られた
りしても、自分の責任でそれを受け止める勇気のある大人もいる。それがいいことだとか悪いことだとか、決め付けることは誰にもできません。

　大事なのは、自分の内からでてくる衝動に正直でいることと、何がいいことか悪いことかは自分で決めるということ。それから、子どもの頃に感じたワクワク感を忘れずにいるという
ことなのではないでしょうか。」




☆mediopos-1908　　2020.2.5

■安藤礼二『列島祝祭論』（作品社　2019.10）
■山﨑一司『「花祭り」の意味するもの／早川孝太郎『花祭り』を超えて』（岩田書院 2015.9）
■折口信夫『古代研究Ｉ／祭りの発生』（中公クラシックス2002.8）
■折口信夫（安藤礼二編）『折口信夫芸能論集』（講談社文芸文庫 2012.5）

折口信夫は 
花祭りに出会い 
花狂いになる 

花祭りは 
熊野修験によって伝えられた湯立の祭事から 
修験道の教義を説く神楽となったが 

その神遊びの祭儀である大神楽の舞は 
神仏から新たな身魂を授けられ 
再生を体験する祭儀として 
大嘗祭のモデルとなっているというのだ 

大嘗祭は 
天皇の皇位継承に際して行われる 
天皇霊を受け容れる儀式である 

折口は大嘗祭を 
列島の固有信仰としての 
神道の教義と実践である「呪術的思考」が 
結晶化したものとしてとらえている 

それは神憑りによって神と人々 
そして森羅万象までも融合させる 
古代の呪術王の即位式なのである 

そうした神憑りによるシャーマニズム的なありようは 
修験道によって育てられ祭りともなり 
それが翁の発生にもつながることで 
能楽などの芸能にも継承されているように 
それが日本的霊性の根源に深く根づき 
列島を祝祭してきたということなのだろう 

しかし列島の霊性は 
出雲・諏訪と伊勢という極があり 
国津神と天津神の関係があり 
また本来の神道と国家神道の分裂さえあるように 
その根底のところでねじれたかたちで現れている 

そのねじれはこれから 
どのようにむすばれ変容していくのだろうか 
その良きむすびと変容によって 
列島が新たな霊性をもった 
本来の祝祭の場となることができますように 



（山﨑一司『「花祭り」の意味するもの』より）


「奥三河に分布する花祭りに、最初に眼をとめたのは国文学者・折口信夫と民族研究者の早川孝太郎である。大正一五年（一九二六）一月一〇日、二人は長野県下伊那郡旦開村新野（現・阿南町新野）の伊豆神社で、一四日に行
われる正月行事（現在の「雪まつり」）を見学調査するために当時を訪れていた。ところが伊豆神社の行事前の一二日。折口信夫らは、「その日ちょうど、三河領豊根村三沢の花が、山坂一つ越えるばかりの牧ノ島といふ字にあ
る、と聞き出された早川さんと」「新野峠を越え」、牧ノ島の熊滝家を花宿にして行われた三沢の花まつりを見学する機会に恵まれた。「群衆に揉まれて、煤と埃の中に一夜ほとんど眠らなかった」が、二人は村人たちが〝花〟
と呼ぶこの祀りに感動し、地元でこの祭りに魅了されたものを呼称する〝花狂い〟となった。以降、折口信夫は「ものにおびかれた様に」花祭りに通った。そして昭和三年一〇月二一日には、國學院大學の講堂に三沢花祭りの宮
人たちを招き、祭りの実演を公開したのである。それは花祭りがはじめて世に紹介され、花祭り研究の嚆矢となった輝かしい瞬間であった。」


「花祭りの源流は、平安後期から鎌倉時代にかけて、天龍川流域を行き来した熊野修験によって伝えられた素朴な湯立の祭事であった。その後、室町時代後期から戦国時代、湯立の祭事はこの地に定着した修験によって、修験道
の教義を説く神楽へと再創出された。」

「大神楽はこれまで〔生まれ清まり〕〔浄土入り〕の祭事がすべてと思われてきたが、実際は〔生まれ清まり〕〔浄土入り〕の中心祭儀に参加する神子だけに限られたものではなかった。大神楽の大半を占める村人たちにも十分
目は向けられていたのである。その中心をなしたのが〔神遊び〕の祭儀、「舞」である。舞は舞庭で、神仏となった舞手と人々が共に舞い、神仏から新たな身魂を授けられ、再生を体験する祭りの中心祭儀だったのである。」


（安藤礼二『列島祝祭論』より）


「折口が、何かに取り憑かれたように見続けていたと伝えられる、冬のきわまった夜に、天竜川流域のさまざまな場所−−−−奥深い山中−−−−で行われている「霜月神楽」、そのなかでも「花祭り」と総称される神事＝芸能。そこ
で人々は、「真床襲衾（まどこおふすま）」としての「白山」に閉じ籠もり、死から再生する（「うまれきよまる」）ための「霊魂」を、司霊者たち−−−−芸能の場で神聖なる「霊魂」を操作する行者＝呪術師たち−−−−から「鎮
魂」されていた、つまり、その身に付与されていたのだ。折口の「大嘗祭」には「花祭り」という現実のモデルが存在していたのである（厳密にいえば、折口が実際のその目で見た、現在の「花祭り」の原型として、中世から近
世にかけて行われていた「大神楽」）。

　ただし、問題はより複雑である。折口は、現在でもその姿を伝えている芸能の場から大嘗祭を成り立たせている基本構造を抽出することに成功した。しかし、そもそも折口に列島の固有信仰たる神道の教義と実践、つまりは列
島の「呪術的思考」が結晶化したものが大嘗祭であるという想いがなければ、「花祭り」という芸能の発見はなかったはずだ。すなわち、折口の学のはじまりから、古代の呪術王の即位式たる大嘗祭は、その最大の主題として考
えられていたのだ。「花祭り」（芸能）の発見が、折口を、大嘗祭に体現される「民族論理」に導いたのではなく、大嘗祭が体現する「民族論理」を探求する過程で、「花祭」（芸能）の発見に導かれたのだ。」


「「神憑り」は、超現実世界を統べる無限の存在（神）を、有限の存在（人間のみならず森羅万象）によって構成される現実の世界に降臨させ、顕現させる。その瞬間、無限と有限、超現実と現実、神と森羅万象は入り混じり、
一つに溶け合う。「神憑り」によって時間と空間の限定は解かれ、人間的な自我は粉々に破壊され、「外」の諸力と「内」の諸力が通底する。時間は直線的に流れることをやめ、円環を描く。空間もまた均質であることをやめ、
量的には縮約されるが質的には拡大される。時間と空間、すなわち世界は「神懸り」によって更新され、再生する。

　この列島日本で、「神憑り」を組織化してきたのは修験道の行者たちであった。行者たちは自らの有限の身体、その物質の内部に、外部の力、神の無限の精神（霊魂）を宿らせる。そのためには、有限の身体そのものを「外」
の力を受容するための器として、根底から変質させていかなければならなかった。行者たちは身体技法を練り上げ、歌と踊りの「反復」を通して、神の無限の力を。いまここに解き放つ。激烈な「外」の力に直接触れるために、
行者たちは、社会の「外」を生きなければならなかった。社会の「外」へと排除されたのだ。行者たちは宗教の発生と芸術の発声、さらには権力の発生が等しいものであることを見抜いていた。しかも、その発生は遠い過去にた
だ一度だけ生起したものではなかった。いまここに、「反復」を通して何度でも甦ってくるものだった。」


「能楽の舞台でも、演者は、仮面をまとって人間ならざるものへ変身する「鏡の間」から「橋」（橋がかり）を通って舞台へと到達しなければならなかった。舞台では、仮面をまとい、どこの誰でもなくなって一つの身体を媒介
として、現実と夢が一つに混じり合い、過去の死者と未来の生者が一つに溶け合う。能楽を大成した世阿弥は、自分たちの芸の始祖たる秦河勝を、密閉された壺とともに地上に出現し、「うつぼ舟」の乗ってこの世を去った者と
して記録している。能楽は「うつむろ」のなかから生まれ、「うつむろ」のなかで完成したのだ。折口のなかで、南島の自然に満ちた野生の舞台と、能楽の極度に抽象化された人工の舞台が、花祭りの「白山」を通して一つにむ
すび合わされたのである。しかし、それだけでは、まだ無限は有限に孕まれないし、死は生へと転換されない。

　舞台が死を生へと転換させる母胎となるためには、死を生へと転換させる「反復」が行われ、死を生へと転換させる「水」の儀礼が行われなければならなかった。花祭りは、折口に「もどき」という反復の芸能、聖なる水によ
る権力の再生というコンセプトをもたらしてくれた。（…）

　折口が花祭りのなかに見いだした「もどき」をさらに発展させるかたちで「翁の発生」がまとめられ、聖なる水による再生の呪術を司る「水の女」の存在、さらには司霊者（審神者）による憑座（神主）への威力の源泉たる「外
来魂」の附着（鎮魂＝憑依）という儀礼を一つに総合することで「大嘗祭の本義」がまとめられた。」


「「花祭り」をもたらした修験の徒たちは、どこから来て、どこへと向かったのか。大洋にひらかれた「熊野」から来て、山上の聖なる湖たる「諏訪」へと向かったのだ。」

「それでは終着点である「諏訪」には一体何があるのか。あるいは誰がいるのか。「諏訪」には「神憑り」によって地上に生み落とされる原初の王がいた。神が人になり、人が神になる「現人神」がいた。

「諏訪」には、正体不明のミシャグジ神----石の神にして蛇の神----の憑依によって生きたまま神になる。つまり「現人神」となる一人の年若き少年、「大祝（おおはふり）」がいた。「大祝」になることができるのは、八歳から
十三歳（十代前半）までの、いまだ性を知らない少年だった。その少年に憑依するミシャグジ神とは、『石神問答』で柳田國男が主題とした、記紀神話の圏外に存在する無数の小さな神々、さまざまな境界（･･･）に立てられる
石（･･･）の神を代表とするものだった。蛇の神もまた、おそらくは古代の大和朝廷とは対立関係にあったと推定される出雲系の神社に特有のものである。諏訪大社に祀られているのは、国譲りに敗れた出雲の神、建御名方神で
ある。能楽の成立と深い関係をもった奈良の大神神社、春日若宮の祭神もまた蛇（子蛇）であった。」



☆mediopos-1909　　2020.2.6

■高橋英夫『花田清輝』（20世紀思想家文庫16 岩波書店 1985.10）
■花田清輝『復興期の精神』（講談社学術文庫 昭和61年8月）
■粉川哲夫編『花田清輝評論集』（岩波文庫 1993.10）

出口に至ったとき 
そこがさらに 
深い迷宮と化する迷宮が 
小林秀雄のそれであるとすれば 

さまざまな道をさまよい 
出口の見つからない迷宮が 
花田清輝のそれなのかもしれない 

小林秀雄が一刀流の達人であるとすれば 
花田清輝は二刀流以上の妖剣のつかい手で 
さまざまな刀を使いながら無謀にも 
「髄を斬らせて骨を斬」ろうとする剣術使い 

中心をもった円ではなく 
二つの世界を同時に見出す「楕円」の眼を持ち 
「転形期」「ルネサンス」「復興期」 
「アヴァンギャルド」「視聴覚芸術」 
「大衆」「レトリック」「喜劇」「砂漠」 
そうしたさまざまな剣術を使って闘おうとする 

そしてそれが花田清輝的であり 
「レトリックと韜晦の批評家」とみなされる 
理由にもなっているようだ 

謎という迷宮の「逆説性」ゆえに 
その奥行きへ深みへと向かうというのではなく 
謎の「多義性」という平面に生きようし 
そこでさまざまな方法を試みようとする 

批評がどのようなものであるのか 
いまだよくわからないままだけれど 
それを謎への接近の方法であるのだとすれば 
それはだれでもが多かれ少なかれ持たざるをえない 
切実な思索の形ではあるのではないか 

そのときじぶんはその批評のために 
どのような眼をもち得ているか 
そしてそれが血肉化し得ているかということに 
自覚的でなければならないのだろう 
たとえときには花田清輝のいう如く 
「髄を斬らせて骨を斬」るようなものであったとしても 



（高橋英夫『花田清輝』より）


「小林秀雄との相違の一つに手短かに触れておこう。読みや了解が深まってゆけば、事が明らかになってくるというのが普通の場合である。ところが必ずしもそうとばかりはいかず、人生の経験が積み重ねられた老熟の段階で
は、読みが深まった分だけ、それにつれてそれまでは何もないとして見すごしていたことが起き上がり、にわかに人生の謎となって見えてくるということがあるようだ。知識や洞察はかえって謎を呼び出し、量的にいっても、謎
は前よりも増大してしまう。逆説的に、最終段階で増大するそういう謎の出現を問題にしたのが小林秀雄であった。晩年の小林秀雄の世界では、本居宣長でも正宗白鳥でもそういう謎の性格を帯びている。小林秀雄はこの意味で
の謎にひかれる精神だったといえる。小林秀雄はこの意味での謎にひかれる精神だったといえる。小林秀雄はよく「達人」といわれた。「達人」的なものを求めたのが小林秀雄だった。しかし私は達人にも達人の謎、苦悩という
ものがあっただろうと思っている。これに反して花田清輝の世界では、そういう逆説的な謎の追究はあまり起こらなかったように思う。花田清輝にとって問題なのは、謎の逆説性ではなくて、謎の多義性であった。しかし多義性
とは、言いかえれば、謎の解決ならぬ解体を意味してもいたのではないか。少なくとも花田は謎を神秘化せず、たえず謎を別のものに置き換えようとしていたと見える。

　けれどもそこから別の印象もとりだせるのである。一つの層から奥の層へと進入していくのが小林秀雄の謎だとすると、それに対し、花田のそれはいつも同じ層で（表層で、といってもよい）ちょうどすばしこい虫のように縦
横に跳びつづけてつかまえることができないのである。どの一点に花田清輝はいるのだろうか。それならば花田的世界では、問題を解く----解体する----にさいしての「着手地点」ということが重要になってくるだろう。虫が跳び
まわって逃げるように、着手地点はこの一点なのではなく、予測できない場所に飛び移って限りなくふえてゆかざるをえないのだ。花田的世界で謎が解けないということがあったら、それは着手地点の問題であり、別の地点から
やり直してみなければならない。小林秀雄との対比から、こういう構造を私は花田清輝に見出すのだが、そうであってみれば次の問題は、おそらくどの着手地点からやっていっても、それ一つだけではうまくいかないのではない
かということである。

　予想されるのは、着手の複数性、方法の複数性なのである。」

「花田清輝は一刀流ではなく二刀流なのではないか、もしかすると二刀流以上の妖剣のつかい手ではないか。もしそうだったら、彼の方法論はその複数性において捉えなければならないだろう。」


「花田清輝の中心思想はこれだ、といえるものは何だったのだろうか。花田清輝だけの特異性ではないが、これが彼を解く鍵だとして取り出せそうな観念が、一つや二つではなく、さまざまにあるのが目に留まるだろう。たとえ
ば「転形期」。それに関連して「ルネサンス」や「復興期」。たとえば「アヴァンギャルド」。また「視聴覚芸術」、「大衆」。「レトリック」もそうなら「喜劇」もそうである。そうして「楕円」とか「砂（砂漠）」とかのイ
メージもそうだ。いずれも申し分なく花田清輝的である。」


「花田清輝には、世に知られた花田理論やイデオロギーがあった。花田理論といえば、その代表は「近代以前を否定的媒介とした近代の超克」であり、さらに大衆のイデオロギーと視聴覚文化（大衆文化）を汲み取った前衛芸術
方法論があるが、彼の文章にくりかえしあらわれるそれは、一つの歌の反復と聴こえることがあるのをおおむね否めない。花田清輝は何かに繋留されているのが感じられる。イデオロギーについても同様であり、マルクシズム社
会の実現、社会主義の未来を語るときのその口調には、いささか意外な無造作と楽天性が漂っていて、彼がイデオロギーにも繋留されていたという印象がある。人はだれしも、全く何の拠り所をもたず、コンパスももたずに世界
を漂流するわけにはゆかないものであり、浮標にでも、岸辺の繁みにでも、見えてきた岩にでもつかまろうとする。繋留そのものを拒否することはできない。私はしかしイデオロギーや花田理論による繋留には興味を覚えない。
これに対して、彼のルネサンスと

転形期」への固執は、それがいかに花田清輝的創作であっても、歴史に対応しながら歴史を逸脱してゆく人間の生のすがたをとらえているという点で、どこまで考えても興味津々なのである。なぜそうなのだろうか。つまりは彼
の本質が「乱世の人」であったことの結果なのだろうか。

　そういえば、私がはじめに取り上げたあの特徴的な「楕円」にしても、二つの中心によってそれぞれ繋留された二本の糸によって、空間に描き出された軌跡に他ならなかったといえるだろう。繋留されながら飛躍する点となっ
て、楕円は完成される。二つの世界を同時に見出す楕円の眼はそういう構造を支えとしていた。それならば、楕円をパラダイムとして歴史をとらえた形であるルネサンスは何に繋ぎとめられていたのだろうか。それは花田清輝の
「眼」が、楕円状に旋回しながら、地上にひしめく人物たちの中に花田清輝的「肉体」を、あの犬にくれてやった心臓やその他の部分を見出し、眼と肉体が再結合しようとしていたのだ、と私には思われるのだが･･････。」


（粉川哲夫編『花田清輝評論集』～「太刀先の見切り」より）


「小林秀雄は達人であった。すくなくとも達人のように振る舞ってきた。一度も批評をしたことがない。ただ、かれは芸術の神妙を語ってきただけだ。」

「小林秀雄の肉眼説にしても、これを理論として受けとるなら、単に結論にすぎず、精神の眼に奉仕する過程を、逆に序論にむかって詳細に展開すべきであろう。達人は結論だけを示せばいいだろうが、批評家はそうはいかな
い。」

「とうてい、かなわないなどといって置きながら、なんだか最後にのぞみ、達人にハッタリをかけるような仕儀になって大変恐縮だが、これはなにも私が、不意に強気になったわけではなく、スポーツが大嫌いだからであり、
----したがって、「オリムピア」の引例が、いまいましくてたまらないからにほかならない。どうもスポーツというやつには、日本的な敢闘精神が不足しているようだ。右の映画のなかのフェンシングの場面を思い出してみたま
え。刀を手にとり、身をひけるだけひいているあの構えは、あくまで自分の身をまもりながら、最も多く相手を傷つけようとする、米英的な防御精神のあらわれではないか。柳生流の極意からは遠い。しかし、柳生流の極意は未
熟な私には、なかなか一朝一夕では会得しがたく。いまのところ、私は、我流ではあるが、肉を斬らせて皮を斬り、骨を斬らせて肉を斬り、髄を斬らせて骨を斬るつもりである。これもまた、日本的でないことはあるまい。」


（粉川哲夫編『花田清輝評論集』～「砂漠について」より）


「はたして砂漠とは、砂だけの無限に広がっている空虚な世界、風が吹けば、砂煙りのため日の光りさえ薄れてしまう暗い世界、草木は枯れはて、動物の骨の白々と光っている死の世界、----要するに、月世界のように荒れ果て
た、見捨てられた世界であろうか。おそらくアミエルのいうように、すべての風景は、一つの心の状態の表現ではあろうが、しばしば、それは、おのれの真の心の状態をみまいとする、一つの心の状態の表現であるばあいも多く、
たとえばこういう暗澹たる砂漠の風景は、内心の砂漠において、対立し、拮抗し、争闘しつづけている、魔神的（デモーニッシュ）なものを避けて通ろうとする、哀れむべき感傷のあらわれ以外のなにものでもなく、虚無の周辺
をぶらついたことのある一旅行者の眼にうつった、単なる異国の風景にすぎないのだ。世のいわゆる「虚無よりの創造」の大部分は、ほんとんどこういうエキゾティズムの表白にほかならなかった。砂漠には、砂と風だけがある
わけではない。そこには隊商の道が灰いろのリボンのように曲がりくねっており、何千年来、駱駝の調子の整った足音がきこえ、その首につけた鈴の音が、りんりんと鳴りひびいているのだ。そうして、（･･･）そこにはまた、
無数の植物や動物が生きつづけている。」




☆mediopos-1910　　2020.2.7

■古賀稔章『書体の透明性』
　（「ユリイカ　２月号　第52巻2号／特集・書体の世界—書・活字・フォント--」」
　青土社　2020.2　所収）

かつて全盛を誇っていた写植の時代の 
写研書体はもうほとんど見られない 
（写研の太民が好きだった） 

DTP化の波のなか 
モリサワのフォントが圧倒的なシェアとなっている 
いまや書体という言葉より 
フォントという言葉が普通になってさえいる 

フォントの時代になって 
フォントがパソコンの画面で選べるのもあって 
ずいぶんいろんなフォントで遊んでみたりもしたけれど 
いまでは特別なフォントが必要なとき以外には 
明朝・ゴシックの定番を中心に 
ほとんど決まったフォントを使うようになっている 

そういえば 
Macを使い始めたころ 
標準のフォンだったOsakaフォントを見かけない 
調べてみると 
もう標準ではなくなっていて 
追加ダウンロードが必要になっているようだ 

いまやネット社会なので 
MacとWindowsで表示のされ方が変わってしまわないように 
共有が必要なファイルをつくるときには 
気がすすまなくても 
MS系の標準フォントでつくったほうがトラブルが少ない 

目の前の画面上の文字と 
それを受け取る人の画面上の文字は同じではないからだ 
同じだと思っているとずいぶんいろんな不具合が生じてくる 
正確にタイポグラフィの部分を伝えようとすれば 
それを画像化して共有する必要がある 

引用している「書体の透明性」は 
文字やテキストを表示するにあたって 
それをたしかに伝えるためには 
「不可視のタイポグラフィ」という観点が必要だと示唆している 

あらためて考え直してみれば 
こうして書いている（キーを打ちこんでいる）文字は 
（たとえそれが手書きの文字の場合でも） 
考えていることをそのまま伝えられているわけではない 
それをなんとか文字に変換（翻訳）しているといってもいい 

そしてこうして表示された文字も 
いま目の前の画面に表示されている文字と 
これを読んでいる人の前にある画面の文字とでは異なっている 
文字だけではなく表示環境もいろいろだ 
そのあいだにある「透明性」「不透明性」について 
意識を向けておく必要がある時代となっている 

伝える／伝わるということについて考えるときには 
さまざまなメディアのありようもふくめ 
送り手と受け手のあいだにはたくさんのフィルターがある 
一筋縄ではいきそうもない 



「私が書いている画面上の文字と、読者が読んでいる紙面上の文字は、異なる書体で表示されている。その視覚的な特性の差異は、書体のみならず、活字のサイズ、テクストの行長や段
組の設定、行頭や行末の処理、版面とマージンのプロポーションなどの組体裁にまで及んでいる。両者のあいだには、テクストに対して選択された書体やタイポグラフィの諸要素に関し
て、目に見える違いが存在している。それでもなお、著者によって書かれた本来のテクストの内容やメッセージは、いかにして読者にその視覚的な特性が意識されることなく伝達されう
るのだろうか。文字と書体をどうして切り離しえようか。

　イギリスのタイポグラファの職能団体に向けた一九三二年の講演をもとにした有名な論考「クリスタルゴブレット」において、モノタイプ社の広報担当や『モノタイプレコーダー』誌の
編集者を務めたタイポグラファのベアトリス・ウォードは、ワインを注ぐための器としてクリスタルの透明なグラスを選ぶ行為をメタファーに用いつつ、彼女が「不可視のタイポグラ
フィ」と呼ぶものを提唱した。著者によって書かれたテクストにとって、その容器となる書物のページを構成するタイポグラフィには、クリスタルのグラスのなかのワインと同様に、そ
の内容物であるテクストそれ自体をあらわすための透明性が求められる。したがって、良きタイポグラフィとは透明であり、不可視のものであるべきだ、という彼女の主張は、そのまま
書体に対しても当てはめられている。テクストの内容を伝達する媒体としての書体もまた、読者が余分な注意を向けることのないほどに不可視であるべきだとされる。ここで言われてい
る透明性は、単にクリスタルの器やガラスの建築物のように、文字通りの意味で、物質的な素材に透過性があることを指しているわけではない。むしろ、テクストを読むという行為に際
して、著者と読者のあいだで、その意味内容を明晰に伝達するためのタイポグラフィや印刷物のあり方の理念や規範を示しているのである。」


「現代を生きる私たちを取り囲むメディア環境のなかで、画面や紙面上の書体の表示は、その背後における複数の技術の組み合わせによって成立している。携帯情報端末や情報機器のシ
ステムにあらかじめ搭載された書体、特定のソフトウェアに組み込まれた書体、オープンソースでダウンロードが可能な書体、クラウドに一時的にアクセスして表示される書体、ＰＤＦファ
イルのなかに埋め込まれた書体など、テクノロジーの進展は、あるテクストのデザインに書体を用いるための複数の技術に根ざした幅広い選択肢をもたらした。スクリーン上のメディアで
あれ印刷物であれ、テクストが執筆、編集、デザイン、校正といった各段階を経て公開・出版されるまでの生産過程は。これらの書体を表示させるための諸技術の組み合わせを前提にし
ている。」


「私たちが文字を書くとき、あるいは文字を読むとき、その文字に付与された書体を表示するためのインターフェイスの背後には複数の技術が根底にある。その技術的な基盤において、
惑星規模に拡がったクラウドプラットフォームには、ニュートラルであることを前提としない複数の対立や矛盾をはらんだ空間が拡がっており、そこに参加しているユーザーのレイヤーに
は、人間のみならず大量の人間ではないものが控えている。印刷述の時代に想像の共同体においてタイポグラフィが照準をあわせてきた理想の読者像を描き続けることは、いまや不可能
な望みなのかもしれない。しかし、文字の背後にある見えないレイヤーが重なり合う領域で、さまざまな対立や矛盾に組織的総合をはかろうとするのが、視覚言語の体系である。文字が
読まれ、読書の想像力へと働きかけることの可能性に賭け、文字を取り囲んでいる想像の正方形という見えない領域へと意識を向けること。その目には見えないものが同時に存在してい
る領域から生起する精神の対話を支えるもが、不可視のタイポグラフィなのである。」




☆mediopos-1911　　2020.2.8

■編著：奥野克巳・シンジルト・近藤祉秋
　『たぐい vol.1』（人間の「外から」人間を考えるポストヒューマニティーズ誌）
　（亜紀書房　2019.3）

人類学はこれまで主に人類だけに関する学だった 
そのことにあらためてのように驚いている 
マルチスピーシーズと言挙げすることではじめて 
マルチであることに向けて開かれようとしているというのだ 

生きとし生けるもの 
生命なきものにいたるまでの 
森羅万象とともに人は存在している 

その感覚が失われてきているとはいえ 
日本的霊性とでもいえるものの底には 
草木国土悉皆成仏という祈りはいまだ流れている 
その視点からすれば 
マルチスピーシーズという視点は 
ことさら驚くようなものではなさそうだ 

とはいえ 
人はまず人という視点に閉じ込められることで 
自我という不思議なありように驚き 
そのことであらためて 
人以外の諸存在へと向かう必要があったのだろう 

人が人であることによって 
私が私であるということによってはじめて 
人は人を超え 
私は私を超えて 
歩み始めることができる 
その逆説的なプロセス 

人類学がマルチスピーシーズに目覚めることで 
ほんらいの人類学を展開し得るであろうように 
人智学という人類学の枠組みをはるかに超える学は 
自我を深めながらそれを超えてゆき 
動物・植物・鉱物はもちろんのこと 
四大への目線やさまざまな霊的諸存在のことにまで 
目を向けていくのが本来の姿なのだろう 
そこではもちろんＡＩといったものも射程に入ってくるはずだ 

そうすることではじめて 
人は人であるということを 
私は私であるということを 
知ることができるようにもなるのかもしれない 



「人間を考える学問、人類学は、人間をめぐる大きな問いにふたたび向き合いはじめている。その課題は、ホモ・サピエンス誕生以降二〇万年くらいのスパンでの人間の暮らしや、大航海時代以降、とりわ
け、グローバル化する今日の人間の生き方などを大きく超えて、種としての人類を、より大きな生命現象の枠内に位置づけることに関わっている。

　地球の生態環境を悪化させたのが種としての人類であることを、その名に刻む新たな地質年代として提唱された「人新世」や、人間が作り出したモノでありながら、いま人間を超えた知性になりつつあり、
今後自律的な生命になる可能性を秘めた「人工知能」などが、新しい世紀に入って、種としての人類の存在意義を激しく揺さぶっている。

　これまで人類学は、もっぱら人間に対して現れる範囲でしか、動植物などの種を扱ってこなかった。人間と他種という二項図式に対しては、絡まりあった＜複数種＞（マルチスピーシーズ）という枠組み
を設定しよう。他方、人類学では一般に、種が自律し、安定した単位として、ほとんど疑われることのないまま用いられてきた。種という知的カテゴリーに対しては、動植物だけでなく、モノ、神々、精霊
までを含めた、その場、その時に向き合っている他者の、想像上のまとまりとしての＜たぐい＞という語を用意しよう。

　はたして人間はこれから、どこに向かって歩んでいくのだろうか。そのことを考える時、人類学を大胆に組み換えて提示することが必要になる。人間の現象のみに限定して語り、考えることから自らを解
き放ち、人間の外側を想像し、踏み込んで、他の＜たぐい＞とともにある人間について考えてみよう。

　『たぐい』が目指すのは、「人間以上」の世界に生きる人間を、他の＜たぐい＞との出逢いの中で考える、あらゆる知が絡まりあう場となることである。」


（奥野克巳「人類学の現在、絡まりあう種たち、不安定な「種」」より）


「人類学は二一世紀を迎えると、人間のみでなく、人間を含みつつ人間を超えて、より大きな研究枠組みの中で思考するようになった。コーンの「人間的なるものを超えた人類学」は、そうした流れの中か
ら生まれた一つの果実である。


　　森が考えているということで、いったい何が言われようとしているのかをよく考えてみたい。つまり、（全ての思考の基礎を形成する）表象の諸過程と生ある存在のつながりを、人間的なるものを超え
て広がるものに民族誌的に注意を向けることを通じてそれがあきらかになるにつれて、つかみだすことにしよう。そこで表象の本質について私たちが抱く前提を再考するに至った見識を用いることで、それ
が私たちの人類学的な概念を変えるのかを探ってみるのがよいだろう。このアプローチを「人間的なるものを超えた人類学」と名づけようではないか。〔コーン　二〇一六：一八〕


　コーンは、パースの記号過程を用いて、人間を含め、あらゆる生ある存在がいかに思考するのかという問いを立てる。そうすることによって、人間のみを扱う人類学を超えて、哲学とも深く交差しつつ、
ノンヒューマンとヒューマンを同じ地平に眺める新たな領野を切り拓いたのである。


　「マルチスピーシーズ（複数種）民族誌」も、その流れに位置する。それは、異種間の創発的な出会いを取り上げ、人間を超えた領域へと人類学を拡張しようとする。」


「あらゆる生命はまた、複数種との関係だけでなく、非生命との絡まりあいの中にも生きている。マルチスピーシーズ研究はすでに石と人の関係をも研究の俎上に載せてきており、研究対象をモノやコトな
どを含む、非生命にまで拡張する兆しがある。人間が生み出した「情報」が逆に人間の思考や行動に影響を与える状況は、科学情報革命の進展によって、とりわけ、モノのインターネット（I to t）の広がり
により顕著なものとなりつつある。」




☆mediopos-1912　　2020.2.9

■オギュスタン・ベルク／川勝平太『ベルク
　『「風土学」とは何か／近代「知性」の超克』
　（藤原書店　2019.12）

ブラタモリの 
「四万十川～“最後の清流”に隠された秘密とは！？」で 
タモリが全長１９６ｋｍにわたる 
四万十川の河口から源流まで遡り 
川が激しく蛇行しながら 
さまざまな地形・風土をつくりだしていることを 
「ぼくは・・・」ということで 
じぶんが川になって語っているところが随所にあった 

そのことをふつう 
日本語を使って生活している人ならば 
とくに違和感を感じることはまずないだろうし 
むしろじぶんも川になった気持ちで 
おもしろく聞くのだろうと思う 

日本語という象徴体系をもって 
その文化背景のなかで生活していると 
主語が（厳密には主語ではなく述語的なのだろうけど） 
動物になったり植物になったり石になったり 
こうした川になったりするのは特殊なことではない 

日本の民話では動物との婚姻譚などもあるほどだから 
マルチスピーシーズと概念的に言挙げするまでもなく 
存在論的にも森羅万象と通底したありようを 
風土のなかで生きることもできる 
環境と主体が「構造契機」として 
相即しながらそこに含まれているということだ 

人類学でさえ 
マルチスピーシーズというようになっているように 
あらゆる側面で 
いわゆる「近代知性」を超えようとすれば 
Ａと非Ａが相いれないような排中律の論理は 
少なくとも超えていかなければならないだろう 

西田幾多郎を契機に注目されてきている 
場所の論理や述語性の論理から 
山内得立のレンマの論理への流れのなかで 
同時にＡでありＢでもありまた非Ａでもあるという論理が 
存在論的にもアプローチされていく必要がある 

西洋的なイデアにはからだがないから 
ロゴスもただそうした論理のなかだけにあるのではなく 
からだをもって生きられるものとして 
ほんらいの姿へとメタモルフォーゼしていくがよさそうだ 
キリスト・イエスが地上を生きたというのも 
ロゴスがほんらいのからだを生きたということなのだから 
西洋的な主体ー客体のフレームも変容してしかるべきなのだ 



（「II＜対談＞翻訳と通態の存在論」より）


「川勝／風土の中には物があります。風物といったりします。和辻さんは、『人間（じんかん）の学としての倫理学』、人間を「にんげん」と読まないで「じんかん」と読ませ、人は人と人との間柄で存在
しているのだという。「風物」と「人物」に通底しているのは「物」です。風土が産む「物」があります。植物や動物も「物」です。そうした風物の中で、人はひとかどの人物に育っていきます。抽象的な
空間ではなく、風土は「物」に満ちています。

（…）

川勝／人の半分は心で、半分は物です。人物の「物」は風物の「物」と重なり、家畜化された動物も、栽培される植物も、五感でとらえられる具体的な「物」であることに変わりありません。人間の中に主
観とか主体とかというデカルトの言う「考えている自己」だけは確かですが、もうひとつ田理かなのは考えている自己の身体です。身体をとりまく風物は地域ごとに違います。（…）身体は具体帝で、立ち
居振る舞いする住居の建築物から、着る物から、食べる物など、すべて身体にかかわる物の集合です。身体は風土にある物と一体です。「人物」と「風物」の「人」も「風」も「物」と相即不離です。人は
心だけで生きているのでなく、物を必要とします。使う物、食べる物、作る物、大地から取り出す物、すべて環世界（ウンヴェルト）の中にあります。

（…）

ベルク／風（ふう）は風（かぜ）だけじゃなくて、文化でもあります。例えばアメリカ風と言ったり、日本風といったりする場合、それはやはり文化という意味、あるいは風俗などの意味ですが、それらが
歴史的に発達し、その要素は、簡単に言いますと一方では技術体系であり、今一つが象徴体系でもあるとも言えます。それらは、我々の物理的な動物身体を超えて、風物となり、世界になるわけです。

　具体的な例を申し上げると、私の動物身体はここまでしか伸びません、この花までが限界です。けれども風物身体あるいは社会身体を通じて、私は例えばＮＡＳＡの技師であったら、火星で動いているロ
ボットに命じて、そのロボットが石を拾って分析する。つまり、私の手はそこまで伸びるんですね。

川勝／身体の宇宙化ですね。

ベルク／そうです。

川勝／身体と宇宙と。

ベルク／それは、身体は宇宙になるわけ、あるいは世界になる。

川勝／身体は宇宙をはらんでいる。

ベルク／でもそれだけだったら、もうこっちに戻らないんです。これは私の身体の中に戻らなければ、それを戻しているのはやはり象徴体験、例えばロボットが火星に置かれていて、同時にそのロボットの
ことを私は頭の中で知ってます。その知っている私、その認識の様子はやっぱり象徴的に、例えば言葉とか、あるいは数学とかでありますから、それは通態そのものです。行ったり来たり、通っている。

川勝／なるほど、それが通態ですね（…）

　人間は、酋長的、観念の存在ではなく、具象的・具体的な存在の仕方をしており、それを先生が風土性といわれる。風土として人間は存在しているということですね。」


「ベルク／『風土』の英文の翻訳はあまりよくありません。特にその中心的な概念である風土性を訳していません。訳さなかった理由は、翻訳者には、そのことがわからなかったからです。

川勝／「構造契機」と「風土性」との関係を英訳者がわかたなかったのは、風土を環境とみなし、環境と人間とへ別のものとみる二元論に立っていたからでしょう。「構造契機」というのは、やまとことば
ではなく、和辻が外国文献からとりいれた翻訳語で、環境と人間、人間と環境とが二元的に対立するのではなく、それを一つにする概念で、先生はそれが和辻の風土論の根幹をなすものだと押さえられまし
た。

（…）

川勝／構造契機は環境と主体の両方を入れる概念です。

ベルク／そうです。

川勝／異なるはずの両方がともに入って一体であるというのは、Ａであり非Ａであるものが一つになっているということですから、西洋的論理の根幹をなす排中律とは相いれません。

ベルク／ええ、おっしゃるとおり、ですから排中律を超えなければならない、ということになります。そういう排中律を超えるために、私は山内得立の本を訳さなければならなかったわけです。

川勝／山内得立のレンマの論理ですね。山内得立さんは、西洋に由来するロゴスの論理に対して、特に排中律を批判するために、東洋に由来するレンマの論理を立てました。」


「川勝／観察対象は観察方法によって規定されるとすれば、対象は方法とは分けられない。観察される側と観察する側とが不可分だということで、二元的対立という見方では本当の客体の姿がわからなくな
る。

ベルク／はい、でもその二極、やはり主体と客体ともに、考えるためには必要です。二つの契機を立てることは、思考を起動するのに便利であり、そのこと自体は否定されるべきことではないと考えます。
しかし、それだけでは足りないのです。例えば、第四のレンマ、山内さんに言わせると第四のレンマが必要です。その第四のレンマは、それは同時にＡであり、Ｂでもある、あるいは非Ａでもある。（…）

　普通は肯定、否定、両定、両否という順に置かれますが、山内さんは両否を第三のレンマにして、最後に両定を起きます。

川勝／Ａでもあり、非Ａでもあるというレンマですね。」




☆mediopos-1913　　2020.2.10

■鷲田清一「所有について」
　（『群像』2020年3月号　講談社　2020.2　所収）
■森田良行「持つ−−−−人間的な、あまりに人間的な」
　（森田良行『日本語をみがく小辞典』
　角川文庫　令和元年9月）

断捨離の前提には 
所有がある 
そしてそこに所有権がなければ 
断捨離は成立しない 

所有には一般的に 
個々人が所有権を持っている物 
さらに遺産の相続にも関わるような個人関連の物や 
個人を超えた共同体や国などに至る物などがあり 
それぞれがそれぞれの所有権とともに 
それにともなうさまざまな責任を負ってもいる 

個人から国家まで 
利他的な断捨離ができれば 
世の平和にもつながるのだけれど 
責任は負いたくないが 
みずからの所有（権）は 
手放したがらないものだ 
欲望は果てしない 

そうしたことは基本的に歴史的な制度のなかで 
成立している所有（権）だけれど 
人も共同体も人類も 
目に見えないものも含めたさまざまなものを 
否応のないかたちで所有している 

とくに蓄積されてきた感情の数々は 
所有権を主張しなくても 
それを育てることも難しければ 
断捨離することはなおのこと難しい 
人と人は愛し合い憎み合い 
共同体と共同体 
民族と民族 
思想と思想は果てもなくぶつかり合う

昨今では環境問題に関して 
「持続可能」ということが示唆されるが 
この「持続可能」な所有ということでいえば 
共存共栄の相互関係として 
「持ちつ持たれつ」ということが不可欠だろう 

あらゆるものはあらゆるレベルで 
相互に重々無尽な関係をもっているという 
華厳経的な無限に照らし合う相互関係のことだ 
「所有」についてもそのことは成立するだろう 

そんな「持ちつ持たれつ」が 
ゆるやかに成立するような世の中であればいいのだが 
いまのところ世の中は 
所有しようという欲望と 
責任を回避しようとするありようとが 
互いに照らし合いながら 
ボランティアさえも強制になりがちだ 
やれやれ 



（鷲田清一「所有について」より）


「《所有権》は、歴史のある段階で、個人の（場合によっては組織や団体の）自由と独立と安全とをぎりぎりのところで護る権利として措定されたはずなのに、現代社会ではそれが過剰なまでに強迫的には
たらきだして、逆にそれがその自由と独立と安全にとって足枷や縛りや桎梏として立ちはだかる、そのような場面が増えている。マンションの建て替えや空き家の処分の難航、著作権の厳格さからくる制作
や表現の困難、家族の孤立、地域生活におけるおおらかさの消失、「自己責任」という名の他者からの切り捨てから、人工中絶や安楽死の問題、さらに故国から脱出やはるか離島の領有権をめぐる攻防まで、
《所有権》という観念は、寄り合いや助け合いや譲り合いの場を、あるいは自他のグレイ・ゾーンやコモンな空間を、いよいよ狭め、消し去らんばかりである。」


「ある物をめぐる所有〔権〕は、本来他人に譲渡可能なものとしてある。ある物がだれに帰属するか、それが係争の種となるのは、物をめぐる所有〔権〕が譲渡可能なものだからである。が、その所有〔権〕
を意味するpropertyは、同時にまた人それぞれの掛け替えのなさ、つまりは「固有性」を意味する語でもある。譲渡可能な所有〔権〕を意味するpropertyがなぜ、人それぞれの固有なあり方、つまりは譲渡
不可能な存在についてもいわれるのか。そこに《市民》という近代的な存在様式のその特異さがある。人びとが自己を《市民》として意識してゆくプロセスは、人びとが自己を「所有の主体」、すなわち何
ものかをわたしだけに帰属するものとしてもつ主体として規定してゆくプロセスと切り離せない。そしてのちの議論を先取りしていえば、この＜わたし＞に固有なもの、つまりわたしだけのものは、逆説的
にも、「＜わたしだけにとって＞（pour-moi-seulement）ということの否定」を媒介にしてしか存続しえないということが、＜所有＞を考えるときに外せない重要なポイントの一つなのである。」


「世界はただ「ある」のではない。それは「何かとしてある」。いいかえると、世界のいかなる事象もつねに何かとしてとして現れている。実在として受けとられる事象のみならず、虚想や沈黙もまたそれ
ぞれに「虚想」「沈黙」として現れている。＜として＞は何かしらの意味においてということである。このような世界の現れの意味による媒介は、現象学の流れをくむ解釈学的哲学によって「＜として＞構
造」（Als-Struktur）とよばれてきた。これとは別に、世界はあるものを＜地＞とし、そこから特定のものを＜図＞として浮き立たせるという仕方で、おのれを分節しつつ現れてくるという言い方もなされ
る。

　世界はしかし、「何か」として現れるだけではなく、同時に「だれかのもの」として現れる。わたしたちがこの世界で出会うものはいずれも特定の「だれかのもの」である。

　「だれかのもの」とは、だれかの所有物だということ、特定のだれかに「帰属」するものだということである。領海・領空から各人の身体まで、現象学的にはおそらくそうである。とはいえ、「何かとし
てある」というのが、世界の現れを制約している条件としていわれるのに対し、「だれかのものとしてある」というのは、決められたもの、つまり歴史的な制度のなかでいわれるものである。文化人類学の
知見が示すように、「だれかのものとしてある」という意識がきわめて希薄な文化というものもめずらしくはない。ただ《所有権》という、あくまで権利の視点から見るならば、所有（権）のまなざしから
外されるものは、ほとんど例外的にしかありえないといえるだろう。そのとき重要なのは、＜所有＞がつねに（対立や抗争、合意や妥協もふくめて）係争の案件として浮上してくることだ。」


（森田良行「持つ」より）


「「持つ」ものは品物ばかりとはかぎらない。人に恨みを持ったり、人の肩を持ったりで、どうも持つことは反道徳的な事柄となりやすい。それだけ人間くさい動詞なのだろう。（…）「売る」「買う」と
いい、この「持つ」といい、人間の特権とも思える行為は、人間的ゆえに欲望と切っても切れない関係にあると言えそうだ。」

　「持つ」は、いつまでもそのものの本来の状態を変えずに自身のもとで続かせる行為だ。つまり維持することで、「保つ」も「持つ」一種と見ていい。ということは、もともと維持したり持続させたりす
ることが難しいから、いかに永くそのものを保たせるかに腐心するというわけだ。（…）

　とにかく〝持つ〟ことは〝持ちこたえる〟ことに繋がり、それが難しいから他力に頼ることになる。「持ちつ持たれつ」とは、互いに支えあっていて、一方が駄目になれば他方も駄目になってしまう共存
共栄の相互関係だ。お互いさまの関係とは、〝持つ〟ことが自力のみでは成り立ちにくいことの証拠だろう。」




☆mediopos-1914　　2020.2.11

■ケン・ウィルバー
　『インテグラル理論を体感する／統合的成長のためのマインドフルネス論』
　（門林奨訳　コスモス・ライブラリー　2020.1）

「個体発生は系統発生を繰り返す」 
といわれるように 
人間の意識の成長段階もまた 
生まれたときの生理的欲求の段階から 
自他未分から自己が別れ 
さまざまな欲望とともに生きる段階 
そしてさらにそこから新たな段階へ 
そんな構造を生み出し常に進化してゆく 

インテグラル理論においては 
そのプロセスは 
古代的な段階から呪術的段階・神話的段階・ 
合理的段階・多元的段階・統合的段階・ 
そして超-統合的段階へと成長してゆくが 

新たな段階へと成長したからといって 
前の段階が失われてしまうわけではない 
どんな新しい意識構造も 
常にその前の意識構造を含みながら 
それを克服し成長してゆくという 
（克服できない意識は 
さまざまなシャドーを抱えながら） 

そうした「発達という隠れた地図」が 
発見されたのはやっと１００年ほど前のことで 
その「グローイング・アップ」（成長）の各段階は 
まだあまり明確に認識されてはいない 

この「グローイング・アップ」（成長）の道は 
いわゆる「悟り」としての 
「ウェイキング・アップ」（目覚め）の道とは異なっている 

目覚めへの意識状態は「目撃者の状態」や 
「一なる意識」としての「非-二元の状態」へと 
究極の意識状態へと至る 
その「ウェイキング・アップ」（目覚め）の道は 
さまざまな秘教的な知のなかで秘かに伝えられてきたが 
それは「グローイング・アップ」（成長）とは別の道だ

目覚めの意識として高次の状態にあるたとえば宗教者でも 
意識段階としての欲望の段階を克服しているとは限らない 
みずからの宗派に閉じ込められている意識であったりもする 
みずからの意識段階のなかで 
それに対応した目覚めの意識を持ち得ているだけなのだ 
そのために多くの宗教者やそれに影響を受ける者も 
意識段階における錯誤を生きてしまうことにもなる 

その意味で 
「グローイング・アップ」（成長）の道と 
「ウェイキング・アップ」（目覚め）の道は 
そのふたつの道が歩まれてはじめて 
人間の意識を統合的に成長させるものとなり得るのだ 
目覚めても成長していけなければその先へは向かえない 

霊性が語られるとき多くは過去向きになり 
プラトンのごとく 
「想起」することがすべてだとされがちだが 
おそらく重要なのは 
過去を踏まえながらも 
過去を超えて創造的な道を歩むことだ 
意識の進化は円環ではなく創造的な螺旋の道なのだから 



「人間の成長や発達には、少なくとも２つの種類があり、それらは非常に異なる性格のものであることが明らかにされています。」

「本書では、成長を目指すこの２種類のアプローチをそれぞれ「グローイング・アップ」（成長）の道と「ウェイキング・アップ」（目覚め）の道であると呼びます。」


「2つ目の道（グローイングアップ〔成長〕の道）が発見されたのは、人類の歴史において、つい最近のことなのです。それに対して、人類がウェイキング・アップ〔目覚め〕の体験をするようになったの
は、おそらく、少なくとも５万年以上前−−−−最も初期のシャーマンや呪術医が現れた頃−−−−であると思われます。（…）

　グローイングアップ〔成長〕の道が発見されたのは、およそ１００年前のことでしかありません。（…）どれほど内省し、瞑想し、心の内側を探求しても、グローイングアップ〔成長〕の各段階を認識で
きない可能性が高いのです。世界中のどんな瞑想システムに目を向けても、瞑想を通して到達できるさまざまな段階についてはよく述べられていますが、グローイングアップ〔成長〕の各段階にあたるもの
は全く見つけることができません。ウェイキング・アップ〔目覚め〕はあるけれど、グローイングアップ〔成長〕はない。このように、グローイングアップ〔成長〕とウェイキング・アップ〔目覚め〕の両
方をそろえた道は、全く存在していないのです。」


「グローイングアップ〔成長〕の初段階、隠れた地図の初段階ないしレベルは、歴史のなかで、あるいは進化のなかで、一度にひとつずつ現れてきました。そしてある段階が出現し、何らかの形をとるよう
になると、その段階は以降も存在し続け、その後のあらゆる人間が−−−−出現したのと同じ順序で−−−−それらの段階を体験してきました。言うなれば、人間の存在と認識に関する考古学的な地層が堆積して
きたのです。」


（「第一章　グローイング・アップ：発達という隠れた地図」より）


「段階１：古代的段階」

　「生理的欲求の段階」

「段階２：呪術的段階ないし部族的段階」

　「衝動的段階」

「段階３：呪的−神話的段階」

　「力の段階」

「段階４：神話的段階ないし伝統的段階」

　「所属の段階」「伝統的価値観」

「段階５：合理的段階ないし近代的段階」

　「理性の段階」「近代的価値観」

「段階６：多元的段階ないし後−近代的段階」

　「相対主義的段階」

「段階７：統合的段階」

　「全体論的（ホリスティック）な段階」

「段階８：超−統合的段階」

　「未来に現れるだろう各段階」


「存在と認識の新たな段階が堆積していくというプロセスは、進化ないし発達そのものにそなわる一般的な性質であるといえます。どういうわけか、私たちが知っているこの宇宙では（…）それぞれの瞬間
は、前の瞬間を超えて含んでいるのです。

　例えば、アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドによれば、それぞれの瞬間は、「経験の主体」ないし「経験の滴り」として生起しているとされます。そして、新たな主体が生起すると、その主体は以前
の主体を「抱握（prehension)」（…）し、そのことによって、以前の主体を客体にするのです。（…）

　明かなことですが、もしあなたが何らかの対象に触れて、それを自分の中に包含すれば、その対象はあなたに影響を与えるでしょう。同じように、それぞれの瞬間は、前の瞬間に触れて、それを自らの中
に包含しています。（…）このようにして、過去は現在の「原因」となり、現在を「決定」しているのです。

　もしこうした原則だけが存在しているのだとしたら、この宇宙は、純粋に決定論的で機械論的な場所であり、そこには、どんな創造性も新奇性も革新性も存在しないということになるでしょう。（…）

　けれども、ホワイトヘッドによれば（私もそう思いますが）、それぞれの瞬間は、前の瞬間を抱握しているだけでなく、そこに新しさや創造性をわずかに加えているとされます。現在は、過去を含んでい
るだけでなく、過去を超えてもいるのです現代の瞬間は、単に前の主体を抱握する（新たな主体にとっての客体にする）だけでなく、新たな主体に対して、わずかな新しさを付け加えているのです。そして
そのことによって、この一連のプロセスに、ある程度の自由と新鮮さがもたらされます。」



（「第二章　ウェイキング・アップ：悟りへの道」より）


「近代西洋におけるほとんど全ての発達もでるにおいて、この道は無視されています。（…）にもかかわらず、この発達の軸は、近代以前には世界中のいたるところで発見されていた地図なのであり、最も
広く知れ渡っていた地図なのです。」

「ただし、多くの場合、こうした内容は、秘教的（エソテリック）な知として内密に（つまり、一般の大衆に広く公開されることなく）伝えられてきました。ほとんどの人が知っているのは、世界の大いな
る宗教の「物語バージョン」でしかないのです。

　実際、こうしたエソテリックな道、ウェイキング・アップ〔目覚め〕の道、大いなる解放の道は、あらゆる伝統の中に存在しています。ユダヤ教ではカバラとハシディズムの中に、キリスト教では多数の
観想的宗派とさまざまな著名人物たち（例えば十字架の聖ヨハネ、アヴィラの聖テレサ、マイスター・エックハルト、ドイツ神秘主義者）の中に、イスラム教では実に多種多様なスーフィー教団の中に、こ
うした道を見つけることができます。もちろん、東洋の主要な瞑想的伝統の全てにおいても、こうした道を見つけることができます。」

「けれども、こうした大いなる知恵の伝統によって明らかにされた初段階は、近代西洋の発達モデルにおけるグローイングアップ〔成長〕の初段階とは全く異なります。

　グローイングアップ〔成長〕の発達モデルにおいて扱われているのは、私たちが「意識の構造」と呼んでいるものです。そして、「構造」とは基本的に私たちが自覚なく従っているものなのです。」

「ウェイキング・アップ〔目覚め〕の初段階が、グローイングアップ〔成長〕の地図の中に含まれていないのは何故なのでしょうか？　なぜなら、ウェイキング・アップ〔目覚め〕の初段階も、グローイン
グアップ〔成長〕の初段階と同様に「隠れて」いるものだからです。ただし、それが隠れている理由は全く異なります。

　ウェイキング・アップ〔目覚め〕の初段階が隠れているのは−−−−意識構造のように−−−−単に心の内側を見つめるだけではそうした段階を認識できないからではありません。そうではなく、そうした段階
へと到達するための手段ないし道が、一般にはほとんど知られておらず、しかも、たとえその道を歩み始めたとしても、相当な量の時間と労力とエネルギーを費やすことが必要になるからです。

　けれども、いったん何らかの道を歩み始めて、ひとつでもウェイキング・アップ〔目覚め〕の段階を体験すれば、その段階が存在することはただちに自覚できるようになります。」


「ウェイキング・アップ〔目覚め〕の道においては、主要な意識状態として、生まれつきそなわっている４つか５つの意識状態を想定することが一般的です。（…）こうした状態のことを、インテグラル理
論では「状態−段階」と呼んでいます。グローイングアップ〔成長〕の初段階である「構造−段階」と区別するためです。

　こうした状態−段階の具体的な例は世界中に見受けられますが、多くの場合、そこには次の５つの状態が含まれています。目覚めている状態、夢を見ている状態、夢の無い深い眠りの状態、空なる目撃者
の状態、そして純粋な非−二元の状態です。

　さらに、これらの意識状態は瞑想的体験の初体験と対応しているので、それぞれの状態は、次のように呼ばれることもあります。粗大（グロス）な状態（物質的ないし物理的な状態）、微細（サトル）な
状態、元因（コーザル）の状態（極めて微細な状態）、トゥーリヤの状態（目撃者の状態）、そしてトゥリヤティタの状態（非−二元の状態、一なる意識の状態）です。」


「ところで、あなたはグローイングアップ〔成長〕の各段階において、自らの小さな自己、慣習的な自己、有限な自己、主体としての自己を、特定の段階、すなわち、その段階の隠れた地図と同一化させる
でしょう。そして、目撃者が、そうした小さな自己およびその隠れた地図を通して、世界を見つめ、解釈するのです。

　しかし、目撃者でさえも、小さな自己がどんな隠れた地図をもっているかは把握していません。（…）心の内側を見つめて、そこに意識を向けるだけでは、隠れた地図を認識することはできないのです。
目撃者は、あなたが位置している段階の地図を通して、世界を見つめ、解釈し続けるでしょう。たとえ目撃者が、小さな自己すなわち主体としての自己に気づき、それを客体としたとしても、その小さな自
己がどんな隠れた地図に従っているのかは認識されないのです。目的者はただ、小さな自己が従っている全ての単語や文章や文字や段落を目撃するだけであって、そうしたものがどのような文法に従って結
びついているのかを明らかにすることはありません。心の内側を目撃するだけでは、それはわからないのです。」


「覚えておいてほしいのは、たとえこうした一なる意識の状態に到達したとしても、あなたは特定の発達段階に位置し続けるだろうということです。それは呪術−神話的段階かもしれませんし、神話的段階
かもしれませんし、合理的段階かもしれませんし、多元的段階かもしれませんし、統合的段階かもしれません。

いずれにせよ、あなたは自分自身の隠れた地図によって、すなわち、自分自身の位置する発達段階の論理に基づいて、さまざまな体験を「解釈」することになります。たとえあなたがこの一なる意識の状態
を最大限体験したとしても、その体験は、神話的段階、多元的段階、統合的段階などの言葉によって解釈されるのです。

　しかも、あなたはそのことに気づきません。そうした隠れた地図が存在していることは、体験によってはわからないのです。」


（「第五章　在るものすべての全景画」より）


「究極的に言えば、私たちが探し求めているのは、どうすれば＜在るものすべての全景画＞を、本当に、在るもの「すべて」についての「全」景画にできるかということです。

　そして、これまで見てきた内容によって明らかになったことがあるとすれば、それはこの＜全景画＞の多くの側面は隠れており、私たちはそうした側面に気づいていないということです。私たちは、それ
がどんな性質であるかを、あるいはそれが存在することさえも知らないまま、日々、そこから影響を受け続けているのです。（…）

　さらに、進化という働きそのものの性質、特にその「超えて含む」という運動を考慮に入れるなら、「超える」の面において、一瞬一瞬、ほんの少し新しいものがこの世界にもたらされています。＜在る
ものすべての全景画＞そのものが、一瞬一瞬、わずかに大きくなるんどえす。そしてこのプロセスには、終わりがないように見えます。

　それはつまり、単に現在の私たちに知りえない真理があるということではなく、今はまだ存在さえしていない真理、今はまだ現れていない真理がありうるということです。」

「いったん、そうした探求がなされると、それはあまりにも明瞭で、あまりにも疑いようのないものとして現れる−−−−正確に言えば、共−創造される−−−−ことになります。そして、私たちはこう思うので
す。「どうして今まで、このことに気づかなかったんだろう？」




☆mediopos-1915　　2020.2.12

■ 『発生と進化／三木成夫 記念シンポジウム記録集成』 
（哲学堂出版 2020.1）

■高橋義人『形態と象徴／ゲーテと「緑の自然学」』 
　（岩波書店　1988.4）

生物の生きた 
「かたち」「すがた」「おもかげ」を 
とらえようとすること 
それは芸術制作とも通じている 

生物が生きているということは 
生きているというプロセスそのもので 
その「かたち」は 
決してスタティックなものではない 

そして「個体発生は系統発生を繰り返す」 
というヘッケル流の進化の考え方のように 
生物はその「かたち」のなかに 
長い長い歴史を含みながら生きている 

生物だけではなく 
あらゆる「かたち」は 
それぞれの「かたち」の奥行きのなかに 
進化を辿った「おもかげ」を宿している 

そうしたゲーテの形態学的な理念に源をもち 
ヘッケル流の唯物論的な生物進化の考え方を踏まえながら 
それを霊的な現れの総体として 
壮大な宇宙の進化として展開したのが 
ゲーテの自然科学論文を校訂した業績もある 
シュタイナーの宇宙進化論であるともいえる 

そこには霊的宇宙進化のなかで 
物質やエーテル体やアストラル体や自我が生まれ 
それらの進化プロセスのなかで 
あらたな「かたち」が展開されてきたこと 
そしてまた新たに展開されてゆくビジョンが提示されている 

人間もその霊的宇宙進化のプロセスのなかで 
霊的な萌芽の状態から 
物質的なからだ 
エーテル的なからだ 
アストラル的なからだ 
そして自我を持ち 
それがそれぞれのからだに働きかけながら 
新たな「すがた」へと向かっているという 

できうればそうした 
永遠にメタモルフォーゼしつづける人間を 
スタティックなものとしてではなく 
ましてや部分としてとらえるのではなく 
霊的な進化論とあわせ 
インテグラル理論でとらえられているような 
創造の途上にある統合されるべき存在として 
しかも芸術的な創造そのものとして 
とらえられるようなそんな時代が来ますように 



（『発生と進化』～高橋義人「かたち・リズム・おもかげ−−−−三木形態学と芸術学」より）


「生物の生きた「かたち」、生きた「すがた」を捉えること、それが真の生物学なのだ、と三木先生は教えておられました。」

「生物学にはいろいろな分け方がありますが、その一つに、生理学と形態学に二分する方法があります。生理学と形態学は生物学の日本柱をなしています。しかし今日の形態学は必ずしも生物の生きた形
態、生きた「かたち」を捉えてはいません。むしろ生物の「かたち」を、できるだけ数値に還元しようとしています。「計測されたものだけが科学だ」というのが今日の形態学者の信念でしょう。しかし三
木先生はそうは考えられませんでした。生きたかたちを生きたままに捉えたい、そう思ったときに、画家が同じ課題に挑んでいるこよに三木先生は気づかれ、真の生物学者の仕事は画家の仕事と同じなので
はないか、と考えられるようになりました。」


「先ほど形態学は生理学と並んで生物学の二本柱をなしていると申しあげましたが、この形態学を創始したのは、『ファウスト』の作者として知られる作家のゲーテでした。作家であると同時に自然科学者
でもあったゲーテは、自然科学研究の分野では、形態学と色彩学という二つの学問を創始しました。」

「ゲーテ的形態学においては生物の生きたかたちを生きたままに捉えなければなりません。そのためにはどうしたらいいか。そこでゲーテは「原型」と「メタモルフォーゼ」の二つの想到しました。」


「三木先生はこうしたゲーテの形態学から多くのことを学ばれました。ゲーテ形態学の中心的な用語がいくつかあります。たとえばゲシュタルト（Gestalt）がそうです。一般には形態と訳されますが、この
ゲシュタルトを三木先生は形態と訳さずに、ひらがなで「かたち」と表現されました。同じくゲーテ形態学の重要概念であるビルト（Bild）を、三木先生は他の人々のように形象とは訳さずに、「おもか
げ」や「すがた」と訳されました。三木先生は和語やひらがなをずいぶん大事にされ、それによってゲーテ形態学をドイツ語のコンテキストから解き放ち、日本人である三木成夫独自の学問に、つまる三木
形態学に換骨奪胎することが可能になりました。実際、われわれ日本人は、「形態」と言われるよりも「かたち」と言われたほうが、また「形象」と言われるよりも「おもかげ」とか「すがた」と言われ
たほうが、その言葉の背後に広がる言葉の奥行きを深く感じとることができます。

　三木先生が東京芸大の学生に向かって、生物の具体的な「かたち」のなかに、その生物の本質的は「すがた」や、その生物のなかに宿っている「おもかげ」を捉えなければならない、と語られたとき、あ
るいは、生物はその本質的な「すがた」や「おもかげ」を保持しながら、次々とメタモルフォーゼして「かたち」をたえず変えてゆく、と語ったとき、芸大の美術科の学生さんたちは、ああ、そうか。生物
学者のしていることは絵描きのする仕事と根本においては同じなんだとも、あるいは、そうだ、絵描きも表面的な「かたち」にばかり捉われていてはダメで、表面的な「かたち」のなかにある本質的な「す
がた」や「おもかげ」を描かなければならないんだ、と深く得心したにちがいありません。」


「生物の「かたち」は絶え間のない変化という動きのなかにあり、固定した「かたち」を持っているように見えるものも、生物の長い歴史のなかで見れば、束の間静止しているにすぎないのです。

　しかしゲーテはまだ進化論を知りませんでした。ゲーテは進化論のほぼ入口に立ち、進化論を先取りしているようなことをいくつか述べていますが、しかし真の進化論が誕生するには、ゲーテの死後、ダー
ウィンが登場するのを待たなければなりませんでしや。他方、三木先生は進化論、それもＥ・ヘッケル流の進化論を踏まえて、生物の「かたち」が生物進化という悠久の歴史のなかで絶え間なく変化しつづ
けてゆくことを、平明な日本語を用いながら、じつに生き生きと示されました。」


（高橋義人『形態と象徴』より）


「形態学はゲーテによって創始された。彼は一七九六年一一月一二日付のシラー宛の書簡やこの頃の日記のなかで、ギリシア語のmorpheをもとにして、初めて形態学（Morphologie）という言葉を用いた。
そして一九一七年に彼の主宰のもとに創刊された不定期雑誌『自然科学、特に形態学に寄せて』によって、この言葉は広く世間に知れわたった。ゲーテの自然科学は形態学と色彩学の二分野から成ると言っ
てよいが、これら二つの学問がともにゲーテによって創始されたという事実を忘れてはなります。形態学と色彩論ばかりではない。それまでは昆虫についてしか使われなかった「メタモルフォーゼ」という
概念を、植物や動物や、さらには人間にまで適用したのも、ゲーテをもって嚆矢とする。」


「自然史から形態学へ。それは構造の静的把握から動的把握への転換を意味している。「リンネのこういうやり方は、私にはいつでも一種のモザイクのように思われた」という表現に注意しよう。たしかに
自然史も動植物の形態を対象にしている。しかしそこで対象にされているのは、モザイクのように無数の部分に分割された形態、そしてモザイクのように生命のない、多分に抽象化された形態なのだ。

　それに対してゲーテの提唱した形態学は、次のような「形」を求めている。

　（一）モザイクのようにばらばらになってしまう形ではなく、統一された形を。

　（二）モザイクのように抽象化された形ではなく、具体的な形を。

　（三）モザイクのように死んだスタティックな形ではなく、生きたダイナミックな形を。

　（一）においてゲーテは分析に対する総合の優位を、（二）においては機械論的な科学ではなく具体の科学を、（三）においては自然を固定した「実在」としてよりも、永遠の生成発展する「過程」とし
て捉える観点を確立しようとしている。しかし残念ながら彼のこうした真意は、かならずしも後世に正しく受け継がれはしなかった。形態学は今日では生物の形態をスタティックに観察する学であると考え
られていることが多い。生物の機能や機構をダイナミックに考察する生理学から、形態学は明確に区別されている。たしかにすべての形態は多かれ少なかれスタティックであろう。しかしゲーテにとって形
態学は−−−−その一部をなす原型論を除けば−−−−決してスタティックな学ではなかった。」

「形態学とは形態の学（Gestaltlehre）というよりも、形成の学（Gestaltungslehre）であるといった方が、ゲーテの真意により近いと言えよう。」
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■上妻世海『制作へ／上妻世海初期論考集』（オーバーキャスト　エクリ編
集部　2018.10）
http://ekrits.jp/2018/10/2760/

生きることはほんらい 
「制作」するということだ 

さらにいえば 
つねにあらたに 
未来へ向かって生きること 

アーティストを気どる必要はない 
作品なるものにとらわれる必要もない 
そんなことはむしろ邪魔になる 

たいせつなことは 
私であることと 
私を超えてあることとのあいだに 
あらたなからだとこころを育てることだ 

日常のなかに囚われてある私を 
解き放つ感覚へと向かわなければならない 
常識的なところに閉ざされた五感を拡張することはもちろん 
神秘学的な十二感覚へも目を向けながら 

「制作」するということは 
みずからをメタモルフォーゼさせてゆくことだ 

生きるということはスタティックなものではない 
つねにみずからを作りつつ作られるということだ 
そのなかで世界も作りつつ作られるものとなる 

ノヴァーリスがすべての学は哲学になった後に 
ポエジーとなるといったのもそういうことだ 

ポエジーとはポイエーシス 
つまりは「制作」ということ 
すべては作りつつ作られてゆくが 
そのときに重要なのが「観」なのだ 
世界をどのように観るかということ 
それゆえに哲学が 
さらにいえば神秘学が必要となる



「「制作」とは捉えどころのない、奇妙な概念で、「制作」を介して、常識とされている知覚や行為の様態が変化することを伴う。だから、これまで人々は、芸術家の発言を過度に神秘化したり、あるいは、過度に単純化したり
してきた。彼らの発言は、真剣に受け取られることがなかった。」


「「制作」とは二重化の体験である。描くことは見ることであり、書くことは読むことである。それは媒体との技術的対話である。作り手は素材に働きかけ、そこから何らかの応えを得る。そして、それに導かれながら、あるい
はそれを裏切りながら、書く、そして読む、書く、その循環。もちろん構想はあるだろうが、すべて計画した上でそれを投影するわけではない。媒体との対話・抵抗の中で出てきた偶然性と向き合いながら、良いか悪いか試行錯
誤しながら、修正したり、加筆したり、行ったり、来たりするのである。」


「二つの存在様態がある（･･･）。一つには安定した自己同一性が対象を認識するという常識的な在り方、一人称単数小説のような私小説的コギトである。第二に、鏡の空間、イマージュとミメーシスによる魅惑の世界では、「私
は私ではなく、私でなくもない」といった二重否定を伴った不安定な〈私〉が取り出された。そして、宮川にもウィラースレフにも共通するのが、特殊な二つの様態を示しているわけではなく、それが描くことや書くこと、ある
いは狩猟をすることといった実践や儀礼を通じて切り替えられる様態であるということであった。一流の画家であろうと、日常生活においては社会に共有される〈常識〉を踏まえてコンビニやスーパーマーケットで買い物をする
だろうし、狩人もキャンプに帰ると、二元論的な認知の元、仲間と語り、木煙やタバコの煙の中で人間化するのである。

　僕はここで、描くこと、書くこと、狩ることを通じて僕たちが降りていく、あるいは落ちていく空間を「制作的空間」と名づけたい。なぜなら、これまでの宮川やウィラースレフについての議論は、二つの空間が記述され、A
からBへの移行が無媒介に示されてしまうのが常だったからだ。僕がここまでの議論で強調してきたのは「描くこと、書くこと、狩ること」を経由するということである。僕たちは、制作という媒介によって、「制作的空間」に
入る。制作するためには制作を介さなければならない。この一歩、降りていく経路、落ちていくまでの経路を無視してはならない。「制作的空間」には、世界観が前提とするような全体性は客観的に存在しないのである。鏡≒本
の空間や、狩りの空間が制作的であるという側面だけでなく、表と裏を繋ぐ制作という契機を強調する意味でも、このように名づけたいと思っているのだ。」


「デュシャンの戦略は〈共通感覚〉という隠された生成の場を開示することであった。そして〈共通感覚〉は、僕たちが前提としている自明性を生み出すものであるが（その場合には〈常識〉と呼ばれる）、他方で新たな五感の
秩序をも生み出すものである。要するに「制作」とは、この〈共通感覚〉という暗闇へと降りていき、新たな五感の秩序を形成すること、それぞれの身体を独自の身体として生成することにあるのだ。

　事前にある「私」を「私と非—私」へ切り裂き、その裂け目へと降りていくこと。「私が私ではなく、私でなくはない」場所で、媒体と対話する中で偶然と戯れ、よろめきながら往還運動を続けること。その危険と魅惑に満ち
満ちた不安定な場所で生き抜き、新しい私を立ち上げ続けること。中世から近代にかけて開発された多声音楽と透視図法による絵画は、まさにこの新たな感覚、新たな身体の制作によって／と共に制作されたのであった。そし
て、ここまでで、僕たちは、デュシャンのレディメイドの戦略が、彼の制作の終わりではなく、始まりにすぎなかったことを理解できる。なぜなら、〈常識〉を解除し〈共通感覚〉の場を開示すること、それはそこから新たな身
体の制作が始まることなのだから。」


「「制作」とは、実際にやってみることで「未来の情報」を生み出しながら、その次へと進んでいく、あるいは引き返していく往還運動なのである。あらかじめすべての情報が客観的にあるわけではない。未来がある。ただし、
探索する行為がなければ存在しない未来なのである。未来は、経験と行為によってそれぞれに創造される。まずは「制作」してみること、そうすることで僕たちは「制作的空間」へと入り込んでいくのだ。」


「ここまでの議論を、「因って」（原因）、「依って」（縁起）、「由って」（理由）という三種の「よって」を通じて、整理することができる。自然科学の因果関係と「主語的統合」は、物事の「原因」と「結果」を追究し、
「私が対象を見る」という記述を可能にし、「私は私である」という自己同一性を強化することで、第一の「因って」を保っている。大乗仏教の空観、鏡≒本の空間、狩りの様態、「述語的統合」、すなわち「制作的空間」では、
第二の「依って」が表す一と他の相依相待、つまり「縁起」の関係、私の二重化、ミメーシスの眩暈、「私は私でなく、私でなくもない」という私と非—私の不安定な統御、そして五感の組み替えによって、「主語的統合」を可
能にする場が示された。第三の「由って」が表すのは、存在の根拠が存在でも非存在でもなく、それらの根源たる「非」、絶対無にあることが明らかにされた。そして、その「非」の場所から、肯定と否定が現れるのであった。
それは、これまであまり指摘されることのなかった「制作的空間」への媒介、つまり一歩目の「制作」という側面である。まず、この「由って」を経ることで、僕たちは肯定と否定が現れる場所、主語的統合を生み出す場所、常
識が生成される場所、そして身体が新たに編成される場所に立つことができるのである。」

「僕たちは、まず一歩を踏み出し、降りていかなければならない。今、僕たちが絶対的だと思っている視覚中心の「主語的統合」という〈型〉は、中世においては聴覚中心の「主語的統合」であった。それは近代以前の芸術家た
ちが作り上げた身体が一般化したものにすぎない。降りていかなければならない。その場所は、魅惑と危険に満ち満ちた鏡と模倣の空間である。そこで再度、僕は僕の身体を作り上げる。もう一度、身体の内へと進もう。〈体性
感覚〉を活性化しなければならないのだ。」

「異質なパースペクティブとの感応的な関係を取り戻すために、〈あいだ〉に立つこと。これは上述したように、水平方向での〈あいだ〉を開くことに繋がる。流れとして内在的に見ることやレンマ的論理によって見ることを可
能にする。そして、それは視点の移行性や肉の可逆性を実感させてくれるものである。そうすることで、僕たちは彼らを模倣し、共感し、情を移し合うことができる。僕たちは一つの世界であり、一つの視点である。しかし、そ
れと同時に、多数の異質な視点がある。模倣や共感によって、それを実感できる。」


「デュシャンによるレディメイドの戦略は、自明性ではなく、〈共通感覚〉を露わにすることであった。〈共通感覚〉は、僕たちの知覚の前提となる構造を「制作」する場所なので、あくまで彼の戦略はそこから始まるはずだ、
とすでに記した。新しい身体を作ることは、「制作」を通じて〈体性感覚〉を活性化させること、周りの生命、風景と感応的関係を築くこと、内在的観察を行い、視点や情、イマージュが行き交う中で五感の組み替えを行ってい
くことであった。

「デュシャンは鏡の向こう側に降りていく。そして、彼は、その鏡の中の乱反射を浴びることで、自らの身体を作り変える。デュシャンが行なったことは、都市の中での「内在的観察」を可能にする身体制作であった。彼は、「制
作」という実践を通じて、都市空間であっても感応的な身体を作り出し、都市の至るところに「アンフラマンス」を見出した。彼は、自らの身体を変容させることによって、実在を知覚する。そして、その知覚を〈形〉にするこ
とによって、「作品」を作る。「作品」とは「制作」の外在化であり、制度化である。しかし、それは同時に、いつか、どこかで、誰かの、次の、身体制作への足場となるものでもある。僕が今、彼が作った足場に立っているよ
うに。つまり、「作品」とは外在化であり、誘惑であり、誘惑された者たちの、小さな部分的共同性を生成する装置でもあるのだ。

　デュシャンはあくまで、一例にすぎない。仮に彼が、「芸術」にすることがなかったとしても、それはそれでよかったのかもしれない。（しかし、作らないことは可能だろうか）。まずは、それぞれの身体をつくり出すことで
ある。もちろん、身体はそれぞれの仕方で制作される。そして、それぞれの知覚を見出すことである。「描くこと」「書くこと」「狩ること」「チェスすること」。様々な経路をつうじて、僕たちは「制作的空間」へと、降りて
いく。もう恐れる必要はないだろう。その場所の魅惑の中で、〈作ることの可能性〉は〈作らないことの不可能性〉へと転ずるのだから。あとは、一人ひとりが、「制作へ」と向かっていくだけなのだ。」
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■甲田烈「往還存在論の試み」
　（『たぐい vol.2』亜紀書房　2020.2 所収）

自己と他者の 
「後ろの正面」の話は 
メビウスの環 
クラインの壺のような 
不思議でもあるけれど 
私たちはそんな時空のなかにありながら 
とくに不思議とも思わないままに 
日常を生きてい（ると思ってい）る 

三次元空間のなかに 
じぶんが存在しているということは 
想像することはできても 
それはいまここにいるという 
自分を中心としてとり得る視点ではあり得ないのに 
私たちの日常はそんなイメージの下で営まれている 

けれど 
私が私であることが 
時空のなかで成立するのは 
時空の裏返ったところに 
他者が存在しているからなのだ 
逆にいえばそれが時空を生成させている 

時空が裏返ったところの他者とは 
無限遠点から還ってくる視点だ 
自己と他者の視点は 
裏返りながら結ばれている 
自己と他者は往還しているのだ 
そしてそれが時空となっている 

単に主客二元論の問題性を指摘するだけでは 
存在そのものの問題性は見えてこない 
単なる一元論では存在は成立しないからだ 

他者論の重要性は 
存在がどのように生成されているかに関わっている 
私が私であるでありながら 
どうして他者があるかということである 
自然の神秘もそこに関わってくる 
そして昨今の環境問題にも繋がってくる問題でもある 

私から発したものが 
みずからに還ってくるという視点 
宇宙の法則は与えたものが還ってくるということだから 
還ってくるものを受け取ろうとしないとき 
それはモノノケになってしまうのだ 
モノノケとは解放されないモノであり自然である 

かごめかごめの 
籠の中の鳥が出るのは 
夜明けの晩で 
後ろの正面を見るときなのだ 

後ろの正面を見るとは 
還ってくるものをしっかりと受け止めること 
そのとき鳥は籠から解き放たれ 
モノノケは光へとメタモルフォーゼする 



（柄谷行人『日本近代文学の起源 原本』～「風景の発見」より）


「風景がいったん成立すると、その起源は忘れ去られる。それは、はじめから外的に存在する客観物のようにみえる。ところが、客観物なるものは、むしろ風景のなかで成立したのである。主観あるいは自
己もまた同様である。主観（主体）・客観（客体）という認識論的な立場は、「風景」において成立したのである。つまりはじめからあるのはなく、「風景」のなかで派生してきたのだ。

　江戸時代の絵画に遠近法、あるいは距離の意識が欠けているのは、彼らが風景をもっていなかったということだが、それは西欧の中世絵画においてもあてはまる。すでに示唆したように、そのちがいこそ
重要だとしても。したがって、絵画において生じたことはまったく同様に哲学にも生じている。デカルトのコギトは、いわば遠近法の産物なのだ。「われ思う」という主体は、遠近法において不可避的にせ
り出されてきたのである。ちょうどそのとき、思惟される対象が均質で物理学的なものとして、つまり延長としてあらわれた。これは「モナリザ」において、背景が非人間化された風景としての風景となっ
たのと同じである。」


（柄谷行人『日本近代文学の起源 原本』～「内面の発見」より）


「日本の近代文学は、いろんな言い方はあっても、要するに「近代的自我」の深化として語られるのがつねである。しかし、「近代的自我」がまるで頭の中にあるかのようにいうのは滑稽である。それはあ
る物質性によって、こういってよければ〝制度〟によってはじめて可能なのだ。つまり制度に対抗する「内面」なるものの制度性が問題なのである。「政治と文学」（･･･）は、その起源を問わないかぎり、
不毛である。

　したがって、私は「内面」から「言文一致」運動をみるのではなく、その逆に「言文一致」という制度の確立に「内面の発見」をみようとしてきた。そうでなければ、われわれは「内面」とその「表現」
という、いまや自明かつ自然にみえる形而上学をますます強化するだけであり、そのこと自体の歴史性をみることはできない。」


（飯田隆『虹と空の存在論』より）


「虹は稀にしか現れないわけではないが、その独自の美しさと、とらえがたさのために、自然を超えた不思議な現象とされてきた。それに対して、空はさまざまに変化はするが、常にわれわれの頭上にある
当然の存在であり、晴れた日のその青さにしても、自然がわれわれに提供する多くの美しさのひとつにすぎないと思われただろう。空がなぜ青いのかについて、説明が必要だと考えられるようになったの
は、哲学的もしくは科学的探求がある程度進展して後のことだった。虹の不思議な振る舞いを説明するためと思われる神話や伝説が広く分布しているのに対して、空の青についての神話や伝説は見当たらな
い・現存する著作の中で、空の色が初めて問題にされたのは、アリストテレス学派の「色について」だそうである。

　虹と空の青に共通しているのは、どちらも特有の視覚的現れという、われわれの感覚器官に依存して見いだされるものでありながら、物理的実在に根ざした現象であるということである。虹と空がそれに
特有の色をもつことは、われわれのような存在にしか成り立たないローカルな現象であるが、その原因である光の振る舞いは宇宙のどこにでも成り立つグローバルな法則に支配されている。

　この二つの例は、われわれの「主観的」な経験によって固定される現象は、主観的な存在でしかないといった、ときどき見かける主張に根拠がないことを示す。われわれの経験は、常にというわけではな
く、例外もあるが、多くの場合、われわれとは独立に存在する世界がどうあるかを知るための通路なのである。」

「存在論の歴史を見るとき、もっとも長く、かつ大きな影響を与えたのはアリストテレスであるが、最近の一世紀余りに関していえば、フレーゲに発する影響も見逃せない。アリストテレスは、物体や人間
のような具体的対象こそが、対象の典型であると考えた。この考えは、カントにも引き継がれた。他方、フレーゲは、その関心が数学であったこともあって、対象は具体的なものに限られる必要はなく、５
や７のような数もまた対象であると主張した。この主張の背景には、対象のもっとも一般的な概念は論理学において与えられるという考えがある。つまり、論理学において対象とされるものこそが、もっと
も一般的な意味での対象であるという考えである。

　このどちらの見方からも十分な扱いが期待できないのが、一方では出来事と状態といった事象であり、他方では質料的物質である。フレーゲのような見方をとるとき、出来事に関しては、デイヴィッドソ
ン以降、現在の言語学でも主流となっている理論を採用して、出来事をフレーゲの意味での対象（「個体」）（･･･）として認めることは可能である。しかし、非個体である質料的物質と状態についてはお
手上げである。その理由は、フレーゲが作り、現在、標準となっている論理においては指示と述定は対象個体に関してなされるのが基本であり、非個体への指示も述定も現れないからである。

　質料的なものに関する推論を扱う論理学が必要であることは、一般的な存在論の観点から言えるだけではない。自然言語の意味論にとって、こうした論理学が不可欠であることは、以前から認識されてい
た。物理学の哲学や生物学の哲学ほど、分野として確立していないとしても、化学の哲学はすでに存在する。化学が物質とその変化を扱う科学である以上、質料的なものに関する推論についての体系的な考
察を必要とすることは明らかだろう。化学の哲学以上に気象学の哲学というものを目にすることは稀だが、そうしたものがあるのならば、そのもっとも基礎的な部分を構成するのは、空気や水といった質
料的な物質と、そうした物質を構成要素とする事象を扱えるような論理学でなければならないだろう。」



☆mediopos-1918　　2020.2.15

■大崎清夏・ぶん　山口マオ・え「うみの　いいもの　たからもの」
　（「ちいさなかがくのとも」福音館書店　2020年3月）

波は海の向こうから 
「いいもの」を運んでくる 

浮かんでくるもの 
いちど沈んだあとで打ち上げられるもの 

遠いところから漂い流れてくるものや 
長い時を経て運ばれてくるものもある 

波は寄せ 
波は引き 
その動きにあわせ 
波打ち際を歩けば 
境の場所でなければ見つけられない 
「いいもの」が見つかるかもしれない 

波打ち際は 
海と陸の境にあるから 
そんな場所を歩いていると 
心の波打ち際でしか見つからない 
「いいもの」のことが 
思い浮かべられたりもする 

遠いところから 
心にとどけられるもの 
いちど忘れられたものが 
打ち上げられて姿を見せるもの 

向こうから運ばれてくる 
そんな「いいもの」を 
拾いながら歩いてみると 
陸では思ってもみたかったような形をした 
「たからもの」も見つかるかもしれない 

けれどそのなかには 
危険な「たからもの」があったり 
その境そのものが危険な場所になったり 
そんなこともあるけれど



「なみが　こっちに　むかって　やってくる。

　ざばーん　じゃぷーん。


　なみが　ずずずーっと　かえっていく。

　ぬれた　すなはまに　しろい　かいがらが　ぽつん。

　なみが　つれてきたのかな？」


「うみの　いいもの　たからもの

　いつのまにか　こーんなに　ひろっちゃった！」


（作者のことば・大崎清夏「波打ち際の落ち穂拾い」より）


「波打ち際に落ちているものは、どうしてあんなにいいものに見えるのでしょうか。ただの海の藻屑であるはずの貝殻もガラス片も海藻も、悪しき海洋プラスチックごみの代表格というべきペットボトルの
蓋さえも、波に濡れて光るだけで、宝石のように見えることがあります。」

「波打ち際には、その時その時の海が届けた「いいもの」が点在しています。貝殻やビーチグラスはもちろん、死んだ魚をからすたちが突いていることもあれば、松ぼっくりや柑橘類がなぜか波間にぷかっ
と漂っていることもあります。画家の山口マオさんが案内してくださった秘密の岩場には、魅力的な模様の陶片がどっさり落ちていて、私は選び放題のアクセサリー売り場にいるみたいに大興奮してしまい
ました。

　海のいいものを拾うことを、英語では「ビーチコーミング」と言います。「浜を櫛で梳かす」という意味の美しい言葉ですが、私はこれを日本語に意訳して「海拾い」と呼んでいます。

　落ち穂拾いのように海のいいものを拾い歩く海拾いは、海水浴と違って一年中楽しめます。春先の海拾いの後には、冷たく澄みわたる日没を眺めるのもよいものです。

　誰かと一緒に海拾いしながら波打ち際をひと巡りして、最後にジャーンと見せあいっこすれば、それだけで海の一日を彩る遊びになります。拾ったものの色や形やサイズや数から、おのずとその人のセン
スや性格が見えてきて、ふふふと我ってしまいます。」


（池田等・おおきなひとのための「うみの　いいもの　たからもの」～「打ち上がるもの、いろいろ」より）


「浜に打ち上げられるものは大きく二つに分けられます。海に浮くものと、沈むものです。

　浮くものは、例えば、大きなヤシの実や、ペットボトルなどです。これらは潮流や風にのって、中国や韓国、東南アジアなどの遠方から海水面を漂って運ばれ、最終的に波によって浜に打ち上げられます。

　一方で、貝やヒトデ、石や磁器のかけらなど、海に沈むものは、基本的にはその周辺の浜に打ち上げられます。

　また、波にあまり影響されない海の底に沈み、打ち上げられる時を待っているようなものもあります。そういったものは、台風や荒天などによって波や潮の動きが変わると、長い時を経て私たちの前に姿
を見せることがあります。私の住む湘南・三浦のあたりでは、数百年前に使われていたと思われる磁器のかけらや、ガラスでできた薬瓶の破片などが打ち上がることがあります。ちょっと変わったものとし
ては、古いウマの歯が打ち上がることも。これは近くに古戦場があることや、家畜を海岸に埋葬していたことなどが関係しているようです。」




☆mediopos-1919　　2020.2.16

■『貞久秀紀詩集（現代詩文庫213）』（思潮社 2015.4）

秘密を 
彼方に 
探し求めても 
得られはしない 

なにも 
隠されてはいない 
そこにこそ 
秘密がある 

イデアを 
彼岸に 
探し求めても 
そこにイデアはみつからない 

イデアは 
いまここで 
開かれてある 

開かれてあるものが 
わたしに託されている 
そのことにこそ 
秘密はあるのだ 

わたしもまた 
隠されてはいない 
託されるイデアを 
わたしのなかでむすぶべく 
いまこここで 
開かれてある 

その開かれのなかで 
見られるものこそがわたしになり 
作られるものこそがわたしになる 



（「明示法について」より）


「ある文によって暗示されることがらがすでにその文に明示されている−−−−そのような文があるだろうか。ゆれている枝によってよびおこされるものが、ほかでもないそのゆれている枝であるように。

　枝が風にゆれているのをながめていて、飽きない倦きないのはなぜだろうか。ゆれる枝からそれとはべつの何かを思い浮かべたり思い出したりするのではなく、目にうつる枝のゆれだけが心にうつり、そ
れだけで倦きないのは不思議に思える。ゆれる枝はかぎられた広がりのなかにあり、その枠から出てゆかない。出てゆかずそこに停滞し、くり返しゆれている。ただずんだままそれをながめているわたし
も、そこに停まりながめていているわたしも、そこに停まりながら倦きることがなく、そのかぎりではそこに生き生きと停滞している。

　この枝は何を暗示しているだろうか。そう問われたなら、それみずからを暗示していると答えてみたい。なぜなら、このゆれる枝をながめていてそこから何かが暗示されて思い浮かぶように感じられたと
して、にもかかわらずそれが何であるのかがわからず、しばらくしてふとそれがほかでもない当のゆれる枝のことだったと気づくことはあるからである。さがしものが目の前にあって見えていながら、それ
をさがす本人がつかの間じぶんが何をさがしているのかわからなくなり、にもかかわらずそれが目に止まりながめているうちにそれこそがさがしものであったと気づくことがあるように。」


（「うごきうごかぬもの」より）


「六角形を紙に描いてながめていれば、そこには六角形がみえているが、むかいあう頂点に対角線をひいてみると、六角形にみえていたのがふと立方体になって立ちあがり、それがまた六角形にもどり、ま
た立方体にみえたりする。

　壁のしみがいろいろにみえてくるのと同じく、ひとつ同じものとしてそこにうごかずにある図形が、見え方としては六角形から立方体へ、立方体から六角形へうごくのは、目は一ヶ所を見ていながらたえ
ず目移りがしているかのようで、うごかないもののなかにうごきを生み出す知覚の複雑なはたらきが感じられる。

　「永遠の流れ」があるのなら、それもまたこのように妙な流れ方をしているだろうか。うごいていない図がひとの目にはうごいてみえることがあるのと同様、この世に流れているとみえるものも、もとを
ただせば流れていないというように、といって、それはたしかにそこに流れている現実のながめなのだから、近づいていって指を入れてみれば、水はふだんと変わりなく流れている。」




☆mediopos-1920　　2020.2.17

■毛利甚八
　『白土三平伝／カムイ伝の真実』
　（小学館文庫 2020.2）
■田中優子
　『カムイ伝講義』
　（小学館 2008.10）

福沢諭吉はかつて 
『天は人の上に人を造らず 
人の下に人を造らずといへり』と言い 

『されども今廣く此人間世界を見渡すに 
かしこき人ありおろかなる人あり 
貧しきもあり冨めるもあり貴人もあり下人もありて 
其有様雲と坭との相違あるに似たるは何ぞや』と言い 

そして『されば賢人と愚人との別は 
学ぶと学ばざるとによりてできるものなり』とも言うのだが 

事はそんな簡単なことでもなさそうだ 

老子的にいえば 
下手に学ばせられてしまうことで 
ほんらい分けられていないものを 
分かってしまうことにもなるからだ 

始原の宇宙が一なるものだとして 
それが展開していくということは 
常に対極をつくりだしてきたということだ 

シュタイナーのいう宇宙進化論にしても 
進化するということは 
その逆進化がセットになっている 

しかもその対極はたんに 
霊的-物質的という対極ではない 
むしろ二つの極は二つの悪となり 
その二つの悪の極のあいだを歩むことが 
進化には必要なのだ 

けれどたとえうまく進化の道を歩めたとしても 
それが可能となるのは 
進化の対極にある存在があるからである 
進化するということは 
逆進化する存在をつくるということにもなる 
その意味で善は悪を必要としているのだ 

話を『カムイ伝』に戻せば 
山口昌男と白土三平との対談で示唆されているように 
カムイは幕藩体制（権力）というシステムと戦えば戦うほど 
幕藩体制（権力）はその力を吸収し自らを強くする 
一つの極は対極にあるアンチの極があるがゆえ 
強力に成立するというわけである 

では戦わなければいいのかというと 
そういうことではない 
現代では戦うことそのものが 
注意深く省みられながら 
変容しなければならないということだ 

どんな戦いにも 
おそらく強く神話の論理が組みこまれている 
正義を語ることもひとつの神話だ 

たとえば権力ＶＳ反権力という 
神話の前提にあるものに無自覚なばあい 
反権力そのものが権力を強化してしまうことになる 

みずからがどんな神話を生きているのか 
現代ではそこに目を向ける必要がある 
過去につくられたさまざまな神話があり 
それを克服していくことも重要な課題となる 

過去の与えられた神話を学び 
それを強化する道を歩むのではなく 
そこから自由であり得るように 
まだ見えない未知の神話への道を拓き 
あらたな戦いが試みられねばならないのだ 



（毛利甚八『白土三平伝』より）

「昭和五三年（1978）年の暮れ、白土文化人類学者の山口昌男と対談を行っている。この対談は小学館発行の「週刊ポスト」昭和五四年一月五月号に「新春異色対談 山口昌男ＶＳ白土三平　混迷の現代の
根源には原始人間と神話世界の構造がある」というタイトルで発表された。」

「この対談のなかで、山口昌男に次のような指摘をしている。

山口／彼（レヴィ・ストロース）に『神話の構造』という論文があるんですが、白土さんがやっているのは、まさにそれなんですよ。要するに天から生まれてきた種族と、地から生まれてきた部族の、その
子孫として人間が可能かということ、それが神話の論理です。反対物を統合する者としての人間の運命の根源を解いているという構造で、神話は反対のものを絶えず一つにする力を持っている。その論理を
使っていくと、白土作品にはレヴィ＝ストロースなら簡単に分析しそうな一つのテーマがあると思うんです。

　それはなにかというと、だんだん首長制を確立していくゼウスは、その反対の分身として絶えずバッコスを必要とする。バッコスこそ自分の起源における反社会的なものの表れであるということですね。
本当は切り捨てなければならないんだけれども、それが自分の活力の源だということを知っているわけ。

白土／中心的権力を作りあげようとする人間は、絶えず自分と反対のものを持っていなくちゃならないということですか？

山口／それは私が天皇制論を書いたときに強調したことです。日本神話を見ていくと、天皇だけでは全体的なまとまりは作れない。アマテラスとスサノオ、天皇とヤマトタケルという図式があって、後者は
常に危険な存在だから、追放しなくちゃならないけれど、必要な存在だ。

『カムイ伝』では、中心的な謎とされている徳川家の起源と非人の組み合わせがありますが、みずからの中に反対物をとりいれるのが権力の構造で、これがこわい。いっぽう『バッコス』ではゼウス的権力
はバッコス的ななものを常に吸収して補強される。だから白土さんの中では、この二作が深いところで結びついている。少なくとも天皇制を含んだ、歴史の深層のある部分をいい当てていると思うんです。
それは権力における理性と狂気の問題でもあるのですが。


　これは恐ろしい指摘である。

　神話構造という高みから眺めると、カムイや正助の戦いは幕藩体制というシステムを破壊し勝利することができないばかりか、カムイが強力に反抗すればするほど幕藩体制（権力）はその力を吸収し、自
らを強くするというのである。では、闘うことの意味はどこにあるのか？」


（田中優子『カムイ伝講義』より）

「カムイが持ち続けるのは自由ではなく批判である。最底辺の人間が持つ批判のエネルギーそのものである。それはカムイの変装のように、あらゆる人間の姿をとる。どこに潜んでいるかわからない。『カ
ムイ伝』を読み終わった後、私たちの中に残るのは、「いかもカムイはどこかに潜んでいる」という感覚だ。

　「カムイの潜む現代社会」という視点でいまを眺めると、この社会は驚くほど変わっていない。二一世紀にもなって、ちゃんと階級もあり、格差もますます顕在だ。階級制度を捨てたかに見える日本には、
まだ公式な階級制度が一つだけ残って居る。天皇制だ。生まれたときから自らの身分と職務が決まっており、それに従って教育され、それに従って結婚し、それに従って生きる。武士にはそこから逃れる道
があった。次男三男となればむろんだが、長男でさえ、家督を妹婿に譲ったり、果ては士分の株を売って逃げる生き方が残されていた。しかし天皇制は逃げる道も無く、安全弁であった側室制度は、見せか
けの「個人尊重」と「男女平等」のもとに廃絶され、彼らは矛盾の檻の中に閉じ込められた。私たちの憲法はその京急を公式に認めている。それは彼らを人形（ひとがた）にすることで、私たち自身の戦争
の贖罪をするためではなかったか。そう思うと、背筋が寒くなる。私はその意味での改憲派である。

　格差はもっと大勢のふつうの人たちの中に遍在する。『カムイ伝』が連載された当時の日本は、経済格差の中にあっても一億総中流をめざして働き、しかもそれがある程度達成されたのだから。七〇、八
〇年代になると、『カムイ伝』を我がことのように感じられた人はたちまち減少したであろう。しかしいまは違う。中流幻想は遠のき、私たちの生活はいつどん底に陥るかわからない。いったん貧しさに
陥るとそれは固定化され、見えない階級のようになって貧しさを生む。政治家は固定化され、見えない階級のようになって世襲が行われる。将軍に忠誠を誓う大名のように、アメリカに忠誠を誓う日本政府
は、将軍とともに経済システムの悪循環の中に、すでに巻き込まれている。」

「『カムイ伝』は時代を超えて、むしろいまのためにあるのではないか。私たちは歴史の中で、いったい何者なのかを問い、何ができるのかと考え、カムイはいまどこに潜んでいるのか、と耳をすます。カ
ムイはこの世界をどう見ているか、どう考えているか、カムイなら、どこで何を仕掛けるだろうか、と、私は考えをめぐらしている。」




☆mediopos-1921　　2020.2.18

■冨田恭彦
　『詩としての哲学／ニーチェ・ハイデッガー・ローティ』
　（講談社選書メチエ 2020.2.）

教えることは権力になる 
教えるとき 
答えという正しさへと 
ひとを向かわせようとするからだ 

答えが最初にあるとき 
そこに詩は存在できない 
詩は想像力の翼を持っているのに 
そこにあるのは鳥籠ばかりで 
自由に羽ばたける空はそこにはないのだ 

言葉は権力になる 
沈黙させるよりも 
強いて語らせることは 
ファシズムにさえなるからだ 
反権力が権力の養分にさえなるように 

言葉は詩であるとき 
そこには沈黙の湖がある 
湖には想像力の水が湛えられ 
そこから生まれる哲学には翼がある 
そしてそこに鳥籠はない 

時空は広い 
行く先は決められていない 
従わなければならないものもない 
イデアの彼岸に赴く必要はないのだ 



「おそらく誰もみな、少なくとも若いある時期に、本当のこと----真実、真理----ってなんだろうと考えたことがあるに違いない。そうしてほとんど誰もが少なくとも人生のそうした時期に、「哲学者」に
なるのだ。私もそうだった。そして、そのとき、私にとって特に大きな意味を持ったのが、ソクラテスの言行だった。」

「けれども、刑死したソクラテスに近い年齢となった今、私はソクラテスとプラトンに対して大いなる疑念を持っている。この疑念は、はるか昔の三〇代の頃に、もっと自覚していてよいはずのものであっ
た。しかし、実際には、その頃私は、ソクラテスについていまだ好意的な講義を行っていた。

　私の疑念を一言で言えば、それは、真理は定まっているに違いないと他人に思い込ませる彼らの言行に対する疑念である。つまり、定まっているのにいまだ手にしていない真理を求めさせ、それによって
かえって無駄に時を重ねさせ、その結果、人は目の前にある問題から目を逸らせることになったのではないかという疑念である。」

「プラトンによれば、ソクラテスは「･･････とは何か」と尋ねた。「正義とは何か」、「美とは何か」。そして、人はその問いに答えようとするくらいには、問われているものが何であるかを知っているが、
明確に答えられるほど知っているわけではないことを、自覚させられる。あたかも、答えられるべき事柄がしっかりと定まっているかのように、しかも、それを言語化できることが当然であるかのように。
そうしてプラトンは、私たちがどう考えようとそれとは関わりなく定まっていることであるかのように、ソクラテスに「イデア」について語らせた。正義のイデア、美のイデア。さまざまなもののイデアは、
かの世界に定まったものとしてあり、私たちの魂は、この世に生まれてくる前にそれぞれの力量に応じて、その高みにあるイデアを見てくる。（･･･）しかもプラトンによれば、この世に生きるときに私た
ちが関わらざるをえないものの多くは、その定まったイデアを捉えるのを妨げる。だから私たちは、この世のしがらみから自由になって、そのイデアを捉えるべく「死の練習」をしなければならない。

　そうなのだ。ここには、現世を倦むピタゴラス派の厭世的精神が息づいている。この世の価値を低く見、死によって肉体の呪縛から離れ、定まった真理としてのイデアを手にすることが、私たちの使命だ
というのである。」


「外に定まったものがあるという主張も、内に従わなければならないものがあるという主張も、結局は、人には桎梏が必要だという主張のようである。社会生活においてはさまざまなルールがあり、それを
守らなければならないというのと、そもそも人間には従わなければならないものがあるというのは別である。ルールがよくないなら変えればいいが、人間には改変不能な定まったものがあり、人間はひたす
らそれに従わなければならないというのが本当なら、そうしたものは、文字通り、改変不能な縛りである。だが、いかなる根拠をもって、そのようなものがあると人は言うのか。（･･･）

　そもそも、私たちの意思とは関わりなく定まったものがあると言っても、それがどういうものであるかを言おうとすれば、私たちは自分の考えを言うしかない。また、ある種の絶対主義的な考え方を提示
したデカルトもカントも、結局は、科学の試みとしての仮説に依拠して論を立てていた。仮説はそれ自体、ある問題に対処するため、人間が自らの想像力によって生み出すものであって、そもそも都合が悪
ければ取り替えることのできるものの典型であった。そうした点を勘案するなら、西洋思想の中でこれまで提示されてきた私たちを縛るものは、けっしてそれ自体で定まっていることが保証されているよう
なものではない。むしろそれは、誰かの考えにすぎないものなのだ。

　私たちに必要なのは、そのような縛りではない。難局を切り抜けるための知恵を生み出す、軽やかな知性としての想像力である。ローティ流の「詩としての哲学」は、まさにそのための哲学である。」


「近代イングランドのロマン主義の精神が、大西洋を渡ってアメリカのエマソンに受け継がれ、それがもう一度大西洋を渡ってニーチェに受け継がれた。そしてそのニーチェのそれを含む広範な思想を、再
度アメリカのローティが「詩としての哲学」の思想に仕立てあげた。人間を信頼せず人間に桎梏を与えようとする思想。そんな思想によって、人が不幸になることなど、あってはならない。軽やかな知性を
どのようにして回復するか。ささやかなりともそこに希望が見出されるのなら、それこそが思想の試金石である。」




☆mediopos-1922　　2020.2.19
■マイケル・バード（翻訳：大坪健二）
　『アーティストの手紙／
　　ダ・ヴィンチ、ゴヤ、モネ、ロダン、ウォーホル･･･100人の気がかり』
　（マール社 2020.3.）

手紙の時代が 
過ぎ去ろうとしている 
いまやメールの時代 
文字もフォントだ 
添付されている画像もデジタル 

手紙にはどこか 
もののけが宿っているところがある 

紙というもの 
筆記具というもの 
インクというもの 
切手というもの 
そして 
わたしというもの 
あなたというもの 

手紙にはものがかかわっているだけに 
さまざまな思いがそこにこめられ 
それが届けられるまでの時間 
そしてそれを開け読む行為のなかに 
もののけたちが姿を変えながら忍び込んでくる 
アーティストの手紙ならばなおのこと 

そうした手紙という異界は 
これからますます 
私たちの前から姿を消してゆくのだろう 

もののけたちをこうして 
第三者的に見るのは面白いけれど 
こうしたもののけたちの行方が気にかかってくる

異界は 
書き手である送り主と 
読み手である受け手のあいだに 
その手紙の数だけ開かれる 
宛てられていない受け手にさえ 

メールにもそれなりの異界はあるだろうし 
手紙に比べてメールの数そのものは夥しくなっているだろうが 
もののけの棲む場所は限られているだろう 
デジタルな世界にはからだはかかわりにくいからだ 
妖怪の棲む場所がなくなりつづけているように 



「本書は、この５００年の間に交わされた、アーティストたちの手紙を集めたものです。日常や愛の話から、創作上の苦悩やお金の心配まで、１００人の私信を垣間見ることができます。カミーユを口説く
ロダン、仲介人に支払いの督促をするレンブラント･･････。彼らの手紙は人間らしさに溢れ、「アーティストは孤独な天才である」という神話を払拭してくれるでしょう。一部の手紙には即興のスケッチや
ドローイングも添えられており、走り書きしたような文字からは描き手の息遣いが聞こえてくるようです。デジタル時代だからこそ私たちの琴線に触れ、芸術家の体温が伝わってくる書簡の数々。手紙が書
かれた時代背景や、作家本人についての解説も付いています。」


「１９９０年代後半ば以降、私たちはその「紙の上のパフォーマンス」に代わるデジタルな手段を得て、だんだんその方が良いと思うようになった。１９９５年から２４９５年までのアーティストたちの手
紙の選集（もしそういうものを読みたいと思う人がまだいれば、だが）は、色々な意味で薄っぺらな出版物になるだろう。」


（「マルセル・デュシャンからシュザンヌ・デュシャンへ」より）


「私の親愛なるシュザンヌ

　私のがらくた全てを大事にしてくれてありがとう。

（･･･）

　お前が私の家に行ったなら、スタジオの中で自転車の車輪とボトル・ラックを見たはずだ。私はこれを、既に作られた彫刻として購入した。このボトル・ラックについて私はアイデアを持っている。聞い
てくれ。

　ここＮＹで、同じ意図で品物をいくつか買った。私はそれを「レディ・メイド」として扱う。私がこれらの品物に与える「レディ・メイド」の意味を理解するための英語を、お前は十分に知っている。私
はそれらにサインして、英語の題名を与えるつもりだ。いくつか例を挙げよう。例えば、１番下に書いた大きな雪かきスコップ：《折れる腕に備えて》、フランス語訳は《En avence du brascassé》。無理
にロマン派、印象派、キュビズムの文脈で理解しないように。この作品とは何の関係もない。

（･･･）

　おまけは自分でこのボトル・ラックを取りあげ、私は遠くからそれを「レディ・メイド」にする。お前は基底と１番下のリングの内側に、油彩筆を使って銀白色の小さな文字で題字を書かなければならな
い。その題字はこの後、私が与える。そしてお前は次のようにサインするように。マルセル・デュシャン（に倣って）。」


（「レオナルド・ダ・ヴィンチからルドヴィーコ・スフォルツァへ」より）


「私の最も輝かしい主、

　自らを戦争器械のマスターや考案者と考える者たちの業績を十分に見て考察してきた（中略）私は、他の者を貶めるためではなく、私の秘密をあなたに明らかにするという目的のために、閣下に私自身を
理解して頂けるよう努めます。

１．私は、敵を追跡し、場合によっては敵から逃げることもできる非常に軽くて強い、容易に持ち運び可能な組み立て式の橋のプランを持っております（中略）

（･･･）

　また私は、大理石、青銅、粘度で彫刻を制作することもできます。絵画でも同様に、私は他の者と同様に、可能な限りのことができます（中略）

　そして上記のことを為せるものが誰もいないのであれば、閣下、私は喜んであなた様の庭で、またいかなる場所においてでもそれらを実証し、閣下に喜んでいただける準備ができております。平身低頭、
謹んで私をあなたに推薦いたします。」


（「オーギュスト・ロダンからカミーユ・クローデルへ」より）


「（前略）気が狂うほどに、あなたを愛している。私のカミーユ、私には他の女性への感情がないこと、そして私の魂は全てあなたのものであることを信じてください。

（・・・）

　ああ、神のごとく美しい人、語ったり愛したりする知的な花･･･私の愛する人。あなたの愛おしい体の前で私はひざまずき、あなたを抱きしめます。私の最高の人、私の最愛の人へ、

Ｒ」




☆mediopos-1923　　2020.2.20

■子安宣邦
　『鬼神論／儒家知識人のディスクール』
　（福武書店 1992.4）

生のことをまだ知らないのに 
死後のことがわかるわけがない 
というような孔子の言葉の理解は 
比較的近代的なもののようだ 

わかるわけがないどころか 
死んだらおわりだから（と勝手に決めつけて） 
せいいっぱい生を大切にというのが 
現代では理性的な態度だとされたりもする 

儒家だけではなく 
仏教でもキリスト教でも 
ある意味似た経緯をもっているところがある 

釈迦が死後のあり方には答えなかったという態度も 
やがては死後はないという極論へ至ったりもしている 
キリスト教は霊魂体から霊を人間から外してしまった 

そうした流れに科学主義や唯物論が加わり 
つい最近まで「魂」が言挙げされることさえなかった 
「霊」などもってのほかだ 
人間は肉体だけの存在であり唯脳だというのだ 
マルクス・ガブリエルの著書のように 
『「私」は脳でない』とまで 
声高に論じなければならなくなっている 

けれどもいちどは 
からだをもったかけがえのない生というところから 
はじめる必要があったのだろう 

そしてその生を深めることそのものが 
死をも深めることにつながる道であり 
物質もまた物質への認識を深めることによって 
それが霊的なありようでもあることが 
認識されるようにならなければならない 

そのように捉えることで 
孔子の「未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん」は 
生と死も 
「明（この世）」と「幽（あの世）」も 
切り離すことなく 
その学ぶべきプロセスを説いたものとして 
あらためてとらえなおしてみることもできる 



「「鬼神論」とは、鬼神についての儒家の言説である。鬼神についての儒家によるさまざまな議論、たとえば鬼神とは何んであるかとか、鬼神は存在するかしないか、あるいは鬼神の祭祀はどうあるべきか
などについての儒家の議論や発言が「鬼神論」である。いま、その「鬼神論」の原型というべきような場面を見てみよう。それは『論語』（先進篇）にある孔子と子路との間でなされた問答である。


　　季路、鬼神に事（つか）えんことを問う。子曰く、未だ人に事うること能わず、焉んぞよく鬼に事えん。敢えて死を問う。曰く、未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん。


　これは近代の私たちに親しい孔子、つまり「合理的な思惟」の持ち主としての孔子を示すものとしてしばしば引かれる、比較的によく知られた問答である。季路とは孔子の弟子の子路のことである。ここ
ではまず子路が孔子に仕えるし方について尋ねる。その問いへの孔子の答えを、吉川幸次郎の解説する言葉によって見てみよう。孔子は「人間に対する奉仕さえまだ充分にできないのに、どうして鬼神への
奉仕が可能であるか。鬼神への奉仕を考えるよりも前に、人間への奉仕をもっと大切なこととして考えよ」と答えたのである。」

「子路に答える孔子の言葉に、このような態度の表明を見ることは、恐らく多くの人々の受け入れるところであろう。だがこうした理解は、『論語』の孔子と子路の問題についてかつてとられてきた理解で
はない。むしろ近代的な理解というべきで、こうした理解を通じて、はじめにいったように私たちに親しい孔子像は作られてきたのである。


「この問答についてかつて一般にとられていた理解は、中国宋代の儒者朱子（一一三〇−一二〇〇）によるものである。」

「ここに見るのは、さきにみたような理解、すなわち私たちに親しい孔子像とともにあるようなそれとは異なる理解である。」

「鬼神に仕えることについての最初の問いを朱子は、ただ単に鬼神への仕え方についての問いではなしに、より深く鬼神を祀るゆえんを問うものとしてとらえている。」

「祭祀を奉ずるゆえんへの問いは、死後のありようへの問いにつらなり、重なり合うのだ。そこには、「明には即ち礼楽あり。幽には即ち鬼神あり」（『礼記』楽記）という「幽（あの世）」における鬼
神のありようと、それに対応する「明（この世）」における礼楽というとらえ方が基礎にあるともいいうるだろう。ともあれここには、「鬼神」や「死」への問いが「不可知な世界」への逸脱した問いとし
てではなしに、むしろ重要な、しかし答えることの困難な問いとしてとらえる理解がある。

　だから朱子は、死とはすべての人にあることであって、これを問うことは「切問」だというのである。それは決して「可知の世界」の限界をこえた逸脱した問いではない。ここには「可知の世界」の認識
にみずからを限定する知とは、異なる知があるのである。だからこそ朱子は、『易』の言葉によりながら、「始めを原ねて生ずるゆえんを知れば、すなわち終わりに反りて死するゆえんを知らん」というの
である。人がどのようにして生ずるのかを認識することができれば、必ず人の死と死後がどのようであるのかをも認識しうるというのである。なぜなら「幽冥・始終」すなわち「あの世もこの世も、生も死
も」、もともと同一の道理なのだからと朱子はいう。ただことがらに難易があり、学ぶのに順序がある。だから孔子はその順序を子路に教えたのだと朱子は解するのである。

　朱子によるこうした理解が、さきに見た理解に先立って一般にもたれていた理解であった。（…）私たちが現在受け入れている理解とは異なる理解があったのであり、かつてはその方が一般的であったの
である。この理解の相違は、当然、鬼神や死後についての考え方の相違である。しかもその考え方の相違は、鬼神や死後ということが知の対象たりうるのかどうかといった点にかかわるような大きな差異で
ある。

　ところでこのような差異をもって、さまざまに展開される鬼神や死後をめぐる議論、それが「鬼神論」である。たしかにあの『論語』の問答自体が、鬼神や死後についての問いと、儒家としてそれらにい
かに対応するかをもってする答えとからなり、いってみればその問答が「鬼神論」の原型的な場面であることを示している。だからこの原型的な場面の上に、その問答のさまざまに差異する解釈の言説が、
新たな「鬼神論」として展開されるのである。」




☆mediopos-1924　　2020.2.21

■子安宣邦編『日本思想史／ブックガイドシリーズ　基本の30冊』
　（人文書院 2011.8）
■末木文美士『日本思想史』
　（岩波新書1821 2020.1）

日本が論じられることは多いが 
日本思想史となるとその試みは少ない 

ワンテーマで日本の思想は論じられやすいが 
統合的な流れとして論じることは難しいからだろうし 
それにもまして西洋から輸入された思想を中心に 
それを鏡としながら自画像を描こうとすることが 
主となることが多いからでもあるだろう 

日本人は西洋 
とくにアメリカからどう見られたか 
どう評価されたかという視点をとりたがる 

見られ方の質はかなり異なるが 
隣国をはじめとした諸外国からの視点も 
ずいぶん気にしてしまうところがある 
さらにいえば人からどう見られるかが 
気になって仕方がないらしい 

それはみずからを客観視するという視点ではなく 
じぶんがじぶんであるということを 
外から確認してもらわないと成立し難い視点なのだ 

そのために日本のある部分を論じることはできても 
全体として日本を俯瞰してみる視点はとりがたいのだろう 

それに加え 
日本が日本になっていく表現のかたちの歴史 
日本語がひらがなとカタカナそして漢字 
最近では英語の要素も加わりながら成立しているという 
その背景にある文化の輸入と編集の複合性があり 

明治維新後とくに第二次大戦後の 
日本語表記の変化もまた 
そこに影響しているということもあるだろう 
日本思想史を辿ろうとするとき 
現在の日本語を読み書きできる能力だけでは 
かつての資料を直接読むということは難しいのだ 

ともあれ奇妙な日本論（多くは自画自賛と自虐）ではなく 
歴史で辿り得るような「日本思想」なるものの歴史を 
なんらかのかたちで俯瞰してみることはそれなりに重要だ 
そうすることで自分が日本思想なるものの流れのなかで 
どのように位置づけられるのか 
また位置づけることがむずかしいのか 
そうした視点を獲得する契機にもなるだろうから 



（子安宣邦編『日本思想史』より）


「日本思想史というのは奇妙な学問・研究領域である。日本思想史的関心をもつ研究者は数多く存在し、日本思想史関係の著述の読者はそれ以上に多く存在している。だが日本思想史という学科や授業科目
をもった大学を探そうと思ったら、それはとても難しい。欧米の哲学・思想を学ぶことはどこの大学でもできる。では日本の哲学・思想を学ぼうとしたらどこにいけばよいのか。仏教系の大学か、あるいは
神道系の大学か。だがそこで学ぶのは仏教であり、神道であって、日本の哲学・思想とは違うのではないか。欧米志向の近代日本の大学制度は現在に及んでいるのである。このこと自体が日本思想史的な問
題でもある。

　日本の大学における制度や学問規定はどうあれ、古代における日本国家の成立について、また中世の神仏的世界と人びととの生と信について、近世における学問文化の平民的発展について、そして近代国
家形成における新たな内部と外部についてなどに人びとは強い思想史的な研究関心をもってきたし、その研究成果をそれぞれに論文や著作の上に実現させてきたのである。彼らの多くは歴史家であり、さら
に哲学者であり、倫理学者であり、政治学者であり、あるいは文学者であった。自らを思想史家とするものは少ない。だが私はこれらをすべて日本思想史的なその成果と考えるのである。」


「第１部　日本／古代

　網野善彦『日本論の視座』／山尾幸久『日本国家の形成』／津田左右吉『神代史の新しい研究』／和辻哲郎『日本古代文化』／三品彰英『日本神話論』／西郷信綱『古事記の世界』

第２部　中世

　高取正男『神道の成立』／黒田俊雄『寺社勢力』／網野善彦『無縁・公界・楽』／大隅和雄『信心の世界、遁世者の心』

第３部　近世①

　阿部吉雄『日本朱子学と朝鮮』／野口武彦『江戸の歴史家』／子安宣邦『江戸思想史講義』／ヘルマン・オームス『徳川イデオロギー』／丸山眞男『日本政治思想史研究』／尾藤正英『江戸時代とは何か』

第４部　近世②

　村岡典嗣『本居宣長』／小林秀雄『本居宣長』／Ｅ・Ｈ・ノーマン『忘れられた思想家　安藤昌益のこと』／テツオ・ナジタ『懐徳堂』／伊東多三郎『草莽の国学』

第５部　近代／現代

　大川周明『日本精神研究』／相良亨『日本人の伝統的倫理観』／湯浅泰雄『近代日本の哲学と実存思想』／色川大吉『新編　明治精神史』／安丸良夫『近代天皇像の形成』／村上重良『国家神道』／戸
坂潤『日本イデオロギー論』／竹内好『日本とアジア』／子安宣邦『近代知のアルケオロジー』 」


（末木文美士『日本思想史』より）


「長い間、日本人にとって過去の自分たちの思想は、まともに考えるべき対象とはされてこなかった。思想や哲学と言えば、西洋から輸入されたものを指し、最新流行の欧米の概念を使って、その口真似の
うまい学者が思想家としてもてはやされた。思想や哲学は一部の好事家の愛好品か、流行を追うファッションで十分であり、そんなことには関係なく、国も社会も動いてきた。

　ところが困ったことに、ここ二，三十年、欧米の思想も行き詰まり、輸入すべき最新の思想が枯渇してきた。時代は大きく変わり、日本国内も、そして世界も、あらゆる問題が一気に押し寄せてきて、誰
もが右往左往している。もはや表面だけの格好いい思想では済まなくなってきている。今こそ本当の思想や哲学が不可欠になっている。自らの立ち位置を確認し、地に足のついた、本当に長い将来を見込め
る思想が必要だ。それは、お仕着せではなく、自分自身の過去をしっかり踏まえ、そこから必然的に湧き上がってくる思想でなければならない。

　そこで、慌てて日本の過去の思想家に目が向くことになる。道元やら本居宣長やらが急に脚光を浴びるようになってきた。だが、思想史の文脈から切り離され、唐突に過去の思想家が持ち出されても、所
詮は付け焼き刃に過ぎず、自分に都合のよいところだけ切り出して、分かったつもりになっているに過ぎない。（･･･）

　そこで、日本思想史が必須となる。」

「本書はそれらの思想が決して無秩序にばらばらにあるものではなく、全体として構造を持ち、大きな流れを描いているのではないか、という仮説のもとに、その全体像を描いてみようとする詩論的なスケッ
チである。」

「簡単に言えば、王権と神仏を両極に置き、文化や生活がその両極の緊張関係のもとに営まれるという図式である。それらがどのように関係し、どのように変化するか、という点に着目することで、時代の
変転を見ることができる。」


「王権は国家統治に関する政治的な機能を有し、その点で世俗的な権力を表す。それに対して、神仏は世俗を超えたところから世俗的な次元にも力を及ぼすもので、宗教的な要素と言うことができる。前者
の領域は顕在的に現象しているという点で、「顕」の世界とすれば、後者の領域はそれを超えて表から見えない問題に関わるという点で、「冥」と呼ぶことができる。顕と冥は、中世の仏教系で用いられた
語であるが、神道系では後者は「幽」と呼ばれる。ただし、ここでの問題は思想史であるから、神仏自体を問題とするのではなく、神仏がどのように捉えられるかという思想史的な問題に焦点を当てる。
この二つの極の間に、必ずしもどのどちらかに吸収されきれないさまざまな思想や文化、あるいは人々の生活が成り立つと考えられる。

　このような思想史の構造は、近世までの全近代においてもっともよく当てはまる。それに対して、明治維新後の近代においては、それまで両極に分かれていた王権と神仏の要素が天皇を中心として一元化
される。そのような体制はまた、戦後に解体され、西洋的な近代の民主主義の理念が根底に置かれるようになる。このように、日本の思想史は大きく三つに分けて考えることができる。前近代と近代と戦
後である。それをそれぞれ大伝統・中伝統・小伝統と呼ぶことにする。「伝統」と呼ぶのは、単なる時代区分でなく、それぞれが伝統として重層化して蓄積し、今日の日本の思想文化を規定していると考え
られるからである。」




☆mediopos-1925　　2020.2.22

■エリザベス・キューブラー・ロス／デーヴィッド・ケスラー（上野圭一訳）
　『ライフ・レッスン』（角川文庫 平成17年8月）

どんな小さなことでも 
魂のことは 
ひとに代わってもらうことも 
ひとに代わってすることもできない 
生きるということはそういうことだ 
死するということもまた同じ 

問うこともじぶんでしかできないし 
答えることもじぶんでしかできない 

ひとの数だけ 
そしてその課題の数だけ 
問いと答えは 
そのひとだけのものとして現れる 
ひととくらべることはできない 

問うということは 
じぶんにとっての「レッスン」を見つけることだ 
そして見つけた「レッスン」に 
じぶんなりの仕方で取り組んでゆく 

問わなければ 
なにもはじまらない 
「レッスン」への道は拓かれない 

「レッスン」を通じて 
なんらかの答えを見つけたとき 
そこにまた問いが生まれ 
あらたな「レッスン」が見つかる 

問いと答えが続いてゆく 
終わりのない旅のような「レッスン」 

ひとの「レッスン」から学ぶことはできるけれど 
ひとから「レッスン」を受けることも 
ひとに「レッスン」をすることもできない 
できることは学ぶことで問いにつなげることだけだ 



「「一生」とよばれるこの時間のあいだには、学ぶべきさまざまなレッスンがある。とりわけ死に直面した人たちとともにいるとき、そのことを痛感する。死にゆく人びとは人生のおわりに多くを学ぶが、
ほとんどのばあい、学んだ教訓を生かすための時間が残されていない。一九九五年にアリゾナの砂漠に移住したわたしは、ある年の「母の日」に脳卒中でたおれ、麻痺状態におちいった。それから数年間は、
死の淵に立たされたままだった。すぐにも死がやってくるだろうと、幾度となく覚悟した。そして幾度となく、それが訪れてこないことに失望した。準備はできていたからである。でも、死ななかった。な
ぜなら、わたしにはまだ学ぶべきレッスンが、最後のレッスンがあったからだった。そのレッスンの数々は人間の生にかんする究極の真実であり、いのちそのものの秘密である。わたしはもう一冊、本を書
きたいと思うようになった。こんどは「死とその過程」についてではなく、「生とその過程」、つまり人生と生きかたについての本を。

　わたしたちひとりひとりのなかにガンジーとヒトラーが住んでいる。もちろん象徴的な意味でだ。ガンジーは人間のなかにある最良のもの、もっとも慈悲深いものをあらわし、ヒトラーは最悪のもの、人
間のなかにある否定性と卑小性をあらわしている。人生のレッスンとは、みずからの卑小性にはたらきかけ、否定性をとりのぞいて、自己のなかにも他者のなかにもある最良のものをみいだす作業にかかわ
るものだ。人生の暴風にも似たそのレッスンは、わたしたちを本来のわたしたちに立ちかえらせてくれる。わたしたちはたがいに癒しあい、また自己を癒すために地上に生まれてきた。それは身体症状の回
復という意味での癒しではなく、はるかに深いレベルでの癒し、精神の、そしてたましいの癒しである。

　人生のレッスンを学ぶことについて語るとき、わたしたちはじつは、まだ完結していない気がかりな問題の解決について語っている。完結していない気がかりな問題とは死に関する問題ではなく、生にか
んする問題である。それはたとえば「そう、たしかにわたしは豊かな暮らしを達成した。でも、ほんとうに生きるために時間をさいてきただろうか？」といった、いちばん重要な問題のことだ。多くの人は、
たしかに存在はしてきたが、ほんとうに生きてはこなかった。そして、その人たちは、完結していない気がかりな問題の所在を隠しておくために、莫大なエネルギーを費やしてきた。

　完結していない気がかりな問題は人生最大の問題だから、死に直面したときにこそ緊急の課題となる。ほとんどの人は完結していない気がかりな問題の大部分を未解決のままにしておわる。問題の一部し
か解決できない人も少なくない。人生には学ぶべきレッスンがあまりにも多く、一度きりの人生ではとても習得しきることはできない。しかし、学べば学ぶほど未完結の問題が少なくなり、そのぶんだけ充
実した人生となって、ほんとうに生きることができるようになる。そして、いつ死ぬことになっても、胸をはっていうことができる。「ああ、わたしは生きた！」と。」


「自分に課せられたレッスンを知ることは、かならずしも容易ではない。たとえば二歳で亡くなったこどものことを、慈悲と愛について両親に教えるあめに生まれてきたのだと理解するのは、そうかんたん
なことではない。げんに自分に与えられている教えを理解するのがむずかしいだけではない。そもそも自分がどんなレッスンを学んだらいいのか、それさえわからないことが多いのだ。第一、全てのレッス
ンをすべて完璧に学びきることは、まずできないだろう。人生にどこかには、現世では倒すことのできない竜がひそんでいるものだ。ときには、竜を倒せないということがレッスンになる。だれかにたいし
て、「ああ、気の毒に。あの人は死ぬまで許しのレッスンを学ぶことができなかったのだ」というのはかんたんだ。だが、もしかしたらその人は、死後も必要なレッスンを学んでいるかもしれない。あるい
は、学ぶ機会は与えられたけれども、その人が学ぶことを選ばなかったのかもしれない。それはだれにもわからないことだ。もしかしたら、その人をみることによって許しのレッスンをあたえられていたの
は、あなたのほうだったのかもしれない。わたしたちはみな学ぶと同時に、教える存在でもあるのだ。」


「喪失はあらゆる方法で「なにがたいせつなのか」を、愛はあらゆる方法で「ほんとうの自分とはなにか」を教えてくれている。人間関係は自己への気づきの契機となり、成長への得難い機会をあたえてく
れる。恐れ、怒り、罪悪感、忍耐、そして時間でさえ、偉大な教師になる。人間はもっとも不遇の時期でも成長をつづけている。現世における自己の真の姿を知ることがいちばんたいせつなのだ。そして成
長とともに、最大の恐れである死への恐怖が少なくなっていく。」



