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☆mediopos-1926　　2020.2.23

■ＳＷＩＴＣＨ ３ VOL.30 NO.3 MAR.2020!
　コム デ ギャルソン　オーランドー!
　（スイッチ・パブリッシング　2020.2.）!
■ヴァージニア・ウルフ（杉田洋子 訳） 
　『オーランドー』!
　（国書刊行会 新装版 1992.10）!

「そういうものだ」という人類と 
「そうでなくてもいい」という人類 !
「そういうものだ」という人類は 
地上の地上であるがゆえの 
さまざまな条件づけに 
ウィとノンだけで応じる !
ウィはロボットであり 
ノンはそのシャドーである 
どちらもそういうものだに 
絡めとられながら生きてゆく 
ウィとノンは二元論に絡めとられた 
二つの顔にすぎないからだ !
「そうでなくてもいい」という人類は 
地上の地上であるがゆえの 
さまざまな条件づけを超えてゆこうとする !
それはただのアンチとしてのノンではない 
ウィにもノンにも回収されえない 
絶えざる純粋な創造への自由がある

ヴァージニア・ウルフの『オーランドー』が 
作曲家のオルガ・ノイヴィルトと 
コスチューム・デザイナーの川久保玲が関わって 
オペラとなってウィーン国立歌劇場で初演された !
コム デ ギャルソンによるその『オーランドー』が 
スイッチで特集されている 
ファッションに深く関心があるというわけではないけれど 
川久保玲の観ているであろうものには惹かれる 
そこにあくなき自由を感じるからだ !
そして今回は『オーランドー』 
ジェンダーがいれかわりながら 
何百年も生きてゆく物語 !
川久保玲はビョークとの対談で 
こう語っているという !
「純粋なクリエイション、真の自由というものは、 
あらゆる二元論、左と右、 
リアルとアンリアル、男と女などを 
超越した時に達成されるのだと思います」 !
その意味でも 
この『オーランドー』は 
作曲家のオルガと川久保玲による 
真の自由へむけた純粋なクリエイションなのだろう !
純粋なクリエイションというところから観れば 
人類はこれから二つに分かれてゆくのではないか !



「川久保玲はオペラ『オーランドー』のコスチュームを手がけた。ヴァージニア・ウルフ原作のこの作品は、ウィーン国立歌劇場150周年を記念した世界初演だった。美しい少年、オーランドーを主人公とする物
語は16歳から始まる。シンプルな白のシャツと黒の半ズボン姿、コム デ ギャルソン＝無垢な少年のように、オーランドーは凜として美しくあった。革新の一歩、川久保玲にとってこのオペラは、2020年に向け
た３部作としてコム デ ギャルソンとコム デ ギャルソン・オム プリュス、２つのコレクションと呼応するものだった。エリザベス一世に寵愛を受けた16世紀から始まり、20世紀にまで至る、実に長い物語。400
年にもおよびオーランドーの冒険の旅に寄り添いながら、あらためて川久保玲／コム デ ギャルソンのコレクションをここに披露する。」
!
（「INTERVIEW KAWAKUBO REI 川久保玲〔半跏思惟のように〕文・新井敏紀 写真・鶴田直樹」より）
!
「「川久保さんが今回のオペラのコスチュームを仕事として受けようと思った最大の理由を教えてください」

　私は質問をした。

「第一の理由は、オルガの作曲によるオペラ初上演の『オーランドー』であるからです。映画や舞台はあってもオペラがなかったことが不思議です。次の理由はヴァージニア・ウルフの破天荒な物語への興味。僭
越ながらオルガになにかしら協力したいと思った。ウィーン国立歌劇場百五十年に歴史の中で、作曲家も演出家も女性が起用されたなかったことにも驚きました。私にできることがあるかもしれない。何もかも
女性だけでやればいいとはまったく思わないけれど、保守的なウィーンという街に新しい風が吹けばいいと思いました。でも何よりもこの仕事を受けた最大の理由は、私にとっての現状の仕事であるコレクショ
ンのテーマを重ねられるものであったこと。オルガもテーマが繋がってもかまわないということだったので、それなら持っているパターンを使って構成することができると思ったのです。ゼロからは到達できな
いのです。」
!
「川久保玲は雑誌「INTERVIEW」二〇一九年秋号でのビョークとの対談の中でこう語っていた。

————私はいろいろなイメージや目的、個性、そして異なるスタイルがぶつかりあって生まれるものが楽しみなんです。結果がどうなるかを計算して仕事をすることはありません。毎日、本当にこの五十年間
の一日一日がその積み重ね。何かを意識して選び取っているわけではない。それぞれに異なるクリエーターの力が集まってできる偶然や相乗効果が、みんなにとって面白いことを生むのです————

（…）

　川久保は結びの言葉をビョークにこう投げかけている。

————純粋なクリエイション、真の自由というものは、あらゆる二元論、左と右、リアルとアンリアル、男と女などを超越した時に達成されるのだと思います————」
!
（「DOCUMENT THE OAK TREE 〔樫の木〕『オーランドー』へ、７日間の物語文・新井菜津 写真・鶴田直樹」より）
!
「作曲家のオルガ・ノイヴィルト（…）がウィーン国立歌劇場の依頼を受け、演目を『オーランドー』に決めたのは二〇一四年のこと。

「『オーランドー』は男性と女性の両方を経験する主人公がジェンダーについて疑問を持ち、言論の自由やアイデンティティの選択、そして自分が誰であるかを考えさせる小説です」

　オルガはこう語った。インタビューは五日のゲネプロの翌日に行った。国立歌劇場の大きなミーティング室に現れたオルガが、古いコム デ ギャルソンの服を着ていたことがとても印象的だった。」

「「実験作です。あなたはウィーン国立歌劇場における初の女性作曲家。コスチュームも川久保玲。舞台衣装を女性が手がけるのも初めてのこと。とても興味深い舞台です。なぜ演目に『オーランドー』を選ん
だのですか？」

　単刀直入な質問からインタビューを始めた。オルガは頷きながらこう言った。

「もし、ヴァージニア・ウルフが今も生きているとしたら、オーランドーも彼女と同じように生き続けているのです。愛すること、嫌悪、差別、選ぶこと、失うこと、痛みなどさまざまなことが起きるオーラン
ドーの人生は、私たち人類共通の議題なのです。私自身、二〇一九年を生きる一人のアーティストとして、ヴァージニア・ウルフのストーリーを続けていかなければいけないと思いました」

　オルガはオーストリアのグラーツ近くの田舎町で生まれ育ち、社会や規制というものに反抗心を持ったパンク少女だった。七歳でトランペットを習い始めた彼女。トランペットの音で目覚めるオーランドーの
シーンはとても印象的だった。

「私は幼い頃にトランペットを始め、そして車の事故でトランペットと一緒歩む人生をなくしました。とてもプレイベートなことだし、作品の中で自分を表現する必要はないと感じていますが、私が作曲した曲
の中にはたくさんトランペットの音があります。なぜなた、トランペットの音が好きだから、そして私はもうトランペットを吹くことはできないから、誰か他の人に吹いて欲しいと思うのです」

「オルガは十五歳のパンク少女の頃、さまざまな芸術分野の中で人生のロールモデルを探していた。パティ・スミスやオーストリアの芸術家バリー・エクスポート、そして川久保玲と名前を挙げる。列挙した三
人は、音楽、映像、そしてファッションの先駆者たちだ。

　オルガが川久保を知ったのは、雑誌の一ページに載っていたファッション写真からだ。彼女はその雑誌が何であったか、いつ出版されたものだったかを覚えていないが、その一枚の写真を見て、これこそが自
分が求めていたものだと感じた。すぐさまそのページのクレジットを見ると、コム デ ギャルソンという言葉が目に飛び込んできた。「少年のように」というブランド名もオルガの心をとらえた。男や女という性
別を指すだけの言葉ではなく、冒険心が滲み出る少年という言葉。コム デ ギャルソン、その言葉を彼女は繰り返す。（…）」

「演目が『オーランドー』に決まり、コスチューム・デザイナーを選考している時、彼女の心の中には川久保玲が頭にあった。

「オーランドーという物語の中でジェンダーノームや肉体、性別というのは、とても重要で、これは川久保玲の世界であると感じたのです。私が思うに彼女は常にファッションの中の規範や人間の身体、肉体に
ついて疑問を持っていると感じていました」

（…）

「川久保玲が依頼を受けてくれた時、オルガは彼女に自由にやってほしいとだけリクエストした。

「川久保玲はオーランドーのように自由の精神の持ち主であり、規範に疑問を持っています。自由にやってもらえれば、それでパーフェクトでした」

　川久保玲がこのオペラのためにデザインしたのは全部で百四十二体、その中でオーランドーの衣装は九体。男性二体、女性七体と場面ごとに変わるコスチュームは圧巻だった。」



☆mediopos-1927　　2020.2.24

■リズ・グリーン 
　（鏡リュウジ・監訳／上原ゆうこ・訳）!
　『占星術とユング心理学／ 
　　ユングの思想の起源としての占星術と魔術』!
　（原書房 2019.12）!
!

リズ・グリーンは 
心理占星術師であり 
ユング派の分析家でもある !
新たに公開されることになった 
ユングの『新たなる書』（『赤の書』）を 
占星術のモチーフと比較しながら解読するために 
本書ではユング心理学が成立する際の 
占星術や古代秘教から得たであろう影響を分析している !
ユングが影響を受けた占星術は 
古典的伝統的な因果論的な占星術ではなく 
古代秘教的なグノーシス主義や新プラトン主義 
そしてヘルメス思想などにおける占星術だという !
その占星術的な意味で 
ホロスコープが示す運命を 
「元型」と捉えることもできるのだが 
その運命図と個人の意識とのあいだには 
不条理なパラドックスが生じることになる 
運命があるにもかかわらず 
個人は自由意志を行使しようとするからだ !
ユングの求め続けた理想は 
「個性化」であり「全体性」である 
そのためにはその両者のあいだに 
対話や変容の可能性がなければならない !
そのためにユングは 
能動的想像力を用いようともするのだが 
両者の対話が完全になされることは極めて難しい !
その意味で 
人は「しなければならないことを 
喜んで自由に」しなければならない

ことばをかえていえば 
運命から自由になろうとするのではなく 
本来的な全体性を生きるためにこそ 
運命へと自由になろうとすることだともいえるだろうか !
そのためには運命の意味を 
深く精神で受け止めなければならない 
受け止めることができてはじめて 
その運命への自由な歩みは可能となる !
しかしその自由は 
さらにそれを超えてゆかなければならないのかもしれない !
ここからは本書のテーマである 
占星術やユング心理学からも離れてしまうことになるのだが 
人はほんらい天体の影響を超えた世界をも 
生きることができるのでないかということだ !
おそらくホロスコープ的な元型は 
みずからがみずからに与えた運命の型としての付置であり 
その型を生きてみるためにこそ生まれてもくるのだが !
守破離というということでいえば 
その型を超えてゆくことこそが 
むしろ元型のもつ意味なのではないか 
型を学ぶことは型を超えてゆくことを目的として 
はじめて型であることの意味を全うすることになるのだから 



(リズ・グリーン『占星術とユング心理学』より）
!
「ユングは、相当な苦痛という代償をともなってまでも、ユング自身が「深みの精神」と呼んだものに究極的に、そして後戻りできないかたちで忠誠を尽くそうとした————それが現在、一般的に受け入
れられている集合的な世界観に対立したものであったとしても、ユングが大きな熱意をもって研究した古い宗教や哲学の諸派は、この「深みの精神」を人間が絶え間なくその表現形態を更新してきた努力の
現れだとユングには見えたのである。」

「ユングが自身のホロスコープの中で自身と同一視した惑星元型の儀式的召還に取り組んだこと、そうした召還の結果として『新たなる書』（いわゆる『赤の書』）に多くの人物が登場していることは、ユ
ングが能動的想像力と呼んだ技法の歴史的ルーツをよく知らない人にとっては、困惑させられる、さらには衝撃的な仮説に思えるかもしれない。しかし、魔術と能動的想像力の関係はユング自身によって説
明されているのだから、古代末期のテウルギアの儀式と、『新たなる書』をもたらすことになる「内的イメージの追求」を、ユングが自分で結びつけることはできなかったのではないかという主張には説得
力がない。ユングは自身が惑星「神」を元型ととらえていること、能動的想像力の目的には元型的影響力と個人の意識の対話を成立させることだということも明言している。中世から初期近代の魔道書、『ミ
トラの典礼』のような占星術的な魔道書、占星術を自身のコスモロジーに統合したプロティノス、イアンブリコス、プロクロスのような新プラトン主義のテウルギア信奉者に関心を寄せたこと、ユングが自
信の出生チャートに象徴的に表れていると信じていた内的葛藤に、想像界的————言い方を変えれば魔術的に————に取り組もうとする意図的かつ意識的な努力をした可能性が高いことを強く示してい
る。

　このような内的作業の目的は、古代末期の先人たちと同様、ユングにとっても、意識を、ユングが自己ととらえていた大きなこころの中心と統合することによって人格の変容をもたらすことだった。イア
ンブリコスやその信奉者であるテウルギストたちはこの中心を神、ダイモンなどとして、あるいは万物の発出源であるプラトン主義的一者とするなど、様々な形で理解していた。シンボルとイメージを用い
て統合を目指す彼らの探求の営みは、シュンパティアを土台としたものであった。この営みがユングの個性化という外ねとして再び現れたのである。ユングはこの作業は自然ではあるが、無意識的な、とき
には不必要なほど苦痛に満ち、また失敗することさえる旅としてなされるものだと示唆していた。ユングは、「自然が不完全なままにしておくものを、技術が完成する」という錬金術の格言を好んで引用し、
————完璧さという考えではなく全体性という考え方を好んだことも考え合わせると————それがユングが開発し実践した心理療法の目的なのである。

　ユングは宿命全般、そしてとりわけ天体のもたらす宿命を、パラドックスとみなしていた。占星術家としての見地からすれば、キリスト教神学者タティアノスが考えたような、人が「霊的に再生」するた
びにそれに応じて新しいホロスコープを作ることができるなどという宗教的確信をもつことでもなければ、持って生まれたホロスコープを反故にしたり、新たに与えられるよう注文することもできない。宿
命は明確で固定しているという考えを受け入れる占星術師もいるが、心理学的傾向の強い占星術師たちは、宿命を多層的で交渉の余地があるものとみなしている。ユングの考えでは、ホロスコープの宿命は
大きな難問を提示する。結局のところ、人は「しなければならないことを喜んで自由に」しなければならないが、「喜んで」と「自由に」という副詞は、人間の努力によって強制したり消去したりできない
「永遠の事実」————元型そのもの————との自由意志による意識的な協調を意味する。自由意志は、ユングにとってがダイモンの意志を尊重し受け入れることを意味する。そしてそれは同時に、人格
とダイモンの両方がありうるもっとも創造的なやり方で花開くことができるような対話と変容の可能性も包含している。

　ユングの文脈においては、人格と自己の結婚は完璧さを目指すことでは実現できないし、また完璧な生を導くものでもない。出生ホロスコープに示された困難な問題を人が「超克」「克服」あるいは「治
療」できるなどという考えはユングには不条理に感じられたであろう。と同時に、問題の理由を理解しようともせず宿命が押し付けた苦痛をただ頭を垂れて受け入れるだけなどという姿勢もユングには同じ
く不条理なものに映ったはずだ。ユングが熱心に追い求めた理想は全体性である。それはホロスコープが象徴する、ときに苦痛や失敗をともなう葛藤を生きることを要求するものでもある。しかし、そんな
生は葛藤のうちに意味や目的を、そして自分自身の真実への忠誠を見いだすことになるだろう。」
!
（「監訳者による解説」より）
!
「本書は二〇一八年に『ユングの「新たなる書」の占星術的世界————ダイモン、神々、そして惑星の旅路』と合わせて刊行された。後者はユングの内的作業の記録である『新たなる書』（いわゆる『赤
の書』）にみられるさまざまなイメージやビジョンを占星術のモチーフとの比較によって解読してゆくことを目論んでいるのにたいして、本書はその前提となるユング自身の占星術のかかわり、ユング心理
学の成立にたいして占星術および古代からの秘教の伝統が与えた（かもしれない）影響の分析である。この二冊は相補的な内容となっており、どちらも興味深いものであるが、まずは心理学史研究として重
要な貢献であろう本書を訳出することにした。

　リズ・グリーンは、欧米における著名な心理占星術の泰斗にしてユング派の分析家である。一九七六年に占星術上の土星をユング心理学的に解釈した『サターン』を刊行して以来、現代占星術に圧倒的な
インパクトを与えてきた。」
!
「何よりも貴重なのは、グリーンがユングの遺族の協力を得て、ユングの私的アーカイブに分け入り発掘してきた、ユングと占星術をめぐる新資料の数々である。ユングが占星術を実践していたことはこれ
までもよく知られていた。ユングが同時代の占星術家たちと活発に交流した書簡、あるいは、ユングの手書きのホロスコープまで、これまで知られていなかった資料をグリーンは発掘して、公開しているの
である。」
!
「ユングを非近代的、非合理なオカルト主義者とみるか、あるいは、そうしたオカルトを「心理学化」した合理主義者と評価するか、研究者たちの立場の振り幅は極端に大きい。それはユング自身の理解
に従えば、我々が未だ二匹の魚に象徴される「この時代の精神」と「深みの精神」の深い淵に引き裂かれているが故なのであろう。」
!
「このところ注目されている古典的、伝統占星術は（疑似）アリストテレス的因果論に基づく占星術であり。たしかにこれは技法の上では占星術の伝統の中では主流に属する。しかしその一方でグノーシス
主義、新プラトン主義、ヘルメス思想に基づく占星術も存在し、それはユングへと流れ込んでいるのだ。この観点に立てば現代の心理占星術もまた「古典」の系譜の先にあるものなのである。」



☆mediopos-1928　　2020.2.25

■保科英人・宮ノ下明大 
　『大衆文化のなかの虫たち／文化昆虫学入門』!
　（論創社 2019.12）

仮面ライダーのモチーフには昆虫が多い 
1971年から2018年までの33作品には 
ライダーは31人登場し 
最も多いモチーフはバッタの12ライダー 
続いてカブトムシの7ライダー 
そしてクワガタの5ライダーと続き 
ほかにもトンボ・スズメバチ・カマキリ 
コオロギ・カミキリムシ・トンボ・ 
スズメバチなどもモチーフになっている !
また1962年に公開された 
怪獣映画『モスラ』は 
鱗翅目昆虫の蛾が巨大化したものである !
和菓子やパンなどの食品の形に 
昆虫が採用されることも日本ではよくみられる 
テントウムシやミツバチは世界標準で 
チョコレートなどにも使われているが 
日本独特なのはカブトムシや幼虫で 
近年カブトムシの「幼虫グミ」が話題となり 
さらに蛾や蜂の幼虫のものも出ているという !
人名にも日本では 
とくに女性に「ほたる」がつけられたりもする 
和泉式部の歌 
「もの思へば沢の蛍もわが身より 
わくがれいづる魂かとど見る」にあるように 
美しさや儚さをホタルに投影し 
その延長線上に霊性を重ねるところがあるようだ 
米国昆虫学者はそれを奇異に感じたりもするらしい !
昆虫を毛嫌いする人もたくさんいるが 
日本には昆虫好きは多そうだし 
上記の例にもみられるように 
昆虫のモチーフは文化面でもさまざまに用いられている !

それにもかかわらず昨今の 
「役に立たない人文学は無意味」との流れから 
オフィシャルなかたちでの昆虫をめぐる研究は 
等閑にされているところがあるようだ !
昆虫をめぐるそうした文化現象を扱う文化昆虫学は 
80年代にアメリカで生まれたようだが 
日本ではそれを専門で研究している学者はいないとのこと !
自然保護が声高に叫ばれ 
「いのち」を守ることが協調されもするけれど 
多くの場合そこに昆虫は含まれていない 
地球上の生物種類の４分の３を占めるにもかかわらず 
昆虫はさまざまな誤解にさらされ尊重されないままなのだ !
「地球が多様性の中で生命を育む能力を確保する」 
という目的のもとで活動しているというグリーンピースにし
ても 
昆虫とその多様な種への理解を深める活動に 
重点が置かれているというのは寡聞にして知らない !
本書のような文化面での昆虫にまつわる現象を通じて 
理解を深めることはもちろん 
なによりも身近に実際に存在する昆虫に 
目を向けてみることからはじめる必要があるのではないか 



「近年、財界のトップが「役に立たない人文学は無意味」との発言をすることがある。現在カネ儲けに繋がらない学問分野に携わる研究者は息苦しさを感じている。確かに文化昆虫学に勤しんだところで、
カネは出ていくばかりで入ってくることはない。しかし、人々が昆虫をどのように捉えているのか、即ち昆虫観を探ることは、民族の自然観の実態を知ることに他ならない。そして、人々の自然観を考察す
ることは国や県の自然保護行政を評価する上で必要不可欠なのである。

　本書第２章で「日本人による自身の虫好き観はやや過大評価の傾向がある」と苦言を呈した。単に虫好き比べで、他民族に勝っていると思い込むだけなら弊害はない。厄介なのは日本人が「自らは欧米人
どもとは異なり、虫好き民族なのだかた、常日頃から自然を大事にしているはずだ」と思考停止することである。昨今の奄美大島のノネコ騒動を見てみればよい。環境省は野生化したノネコを捕獲し、里親
が見つからない場合は殺処分やむなしとの方針を定めた。対して全国の猫愛護団体は抗議活動を展開している。彼らの言い分の本音はようするに「可愛い猫を絶対に殺すな」であって、ノネコに捕食される
両生ハ虫類や昆虫類なんぞ知ったこっちゃねえ、なのである。このような生き物の外見至上主義そして昆虫軽視は、人類の存亡にかかわる生物多様性の保全を進める上で、非常に面倒な代物なのだ。

　民族の昆虫観を評価するうえで、大衆文化における昆虫の扱われ方を知ることが重要である、と本書第１章で述べた。歴史の教科書に名を残す偉大な芸術家の作品を分析するのは学術的には興味深い。し
かし、彼らの感性が一般大衆とは大きくかけ離れていることは常に意識しておく必要がある。よって、本書ではあくまで現代、そして我々の直接の先人とも言うべき近代の大衆文化に焦点を当て、文化昆虫
学的検証を重ねたわけだ。

　そのうえで、我々著者２人は、日本人は世界でも稀に見る感性豊かな虫好き民族などと単純に評価していないし、また昆虫をリアルに作品上で再現できる観察力優れた民族であると自画自賛したわけでも
ない。近代日本人にとってホタルは大量消費する使い捨てのオモチャに過ぎなかった。また、映画の中で昆虫をキャラクター化する際には、動物形態学的知見を逸脱したデフォルメも行う柔軟性を持ち合わ
せている。

　その一方で、日本人が自分らの生活する自然の特性を生かし、昆虫を大衆文化に巧みに取り込んでいるのもまた事実である。日本のアニメファンの外国人は作品中にやたらと流れるセミの声に疑問を持つ
と言う。欧州ではセミの数は比較的少なく、その鳴き声も特徴的ではない。しかし、夏の大半をセミに囲まれて暮らす我々日本人は、セミの鳴き声でアニメキャラクターの心情を表現する技法を手にした。
また、温暖湿潤な気候の日本列島はセミだけでなく、昆虫自体の種類も個体数も多い。そして、虫たちに溢れる我が国では、昆虫モチーフのパンや和菓子が日々生み出されているのである。

　人は万物の霊長であり、他の全ての生物の生殺与奪を握る存在だ。とは言え、我々は地球生態系を完全にコントロール下に置くことはかなわない。ウナギやマグロの資源枯渇が叫ばれて久しいではないか。
生物多様性の劣化は、我々の生活レベルの低下に直結しつつあるのだ。

　生物多様性の中心は地球上の生物種類の４分の３を占める昆虫である。昆虫無くして人類の安穏な日々はありえない。だからこそ、人は昆虫を今一度見つめ直す必要がある。しかし、人間は生き物の良し
悪しを感情的に外見で判断する癖もある。理屈だけで生きているわけではない。昆虫の重要性を認識する上で、科学的な見地だけではなく、文化的な側面にも着目する理由はそこにある。」




☆mediopos-1929　　2020.2.26

■川田順造!
　『人類学者の落語論』（青土社 2020.2）

経験への志向には 
二つの方向性がある !
まだ知らないことを知りたい 
体験したことのないことを体験したい 
という情報的価値や創造的価値への志向 !
そして 
すでに知っているものを繰り返し楽しみたい 
思っていたとおりにあらためて経験したい 
という川田順造氏のいう「中毒」的な志向である !
前者の体験は 
一回性のものだけれど 
そのなかから後者の「中毒」的なものへと 
移行してゆくものがでてくることになる !
その二つの志向はさまざまに絡みあい 
そのあいだに複雑なグラデーションを形成していく !
前者の一回性の体験をもとに 
あらたな情報的価値や 
創造的価値を目指していこうとすることもあり !
じぶんの置かれた文化的環境などを背景にしながら 
ある体験がじぶんのなかで 
欠かすことのできないものとなっていくこともある !
情報的にみればそこに新しいものはなくても 
同じ話を何度聞いても面白く感じたり 
同じ演奏を何度聴いても聞き飽きることがなくなり 
むしろその度毎にあらたな発見なり感興なりが得られる !
ある意味じぶんのなかの「古典」となり 
アイデンティティを支えるものにさえなっていくのだ

そんな「中毒」には 
そこに必然的に生まれる「型」のようなものがある 
その「型」の可能性ゆえに 
そこからひらかれる奥行きの創造性は 
もっと注目されてしかるべきかもしれない !
とはいえ 
一回性を回避し「中毒」の世界だけに生きようとすれば 
人の魂は脱皮することができず 
創造性を失ってしまうところがあり 
かといってすべてが一回性だけだと 
人の魂は拠り所を失ってしまうところがある 
両者のバランスをどのようにとるかが肝心なのだろう 



（「４　同じ噺を何度聴いても面白いのはなぜか？」より）
!
「落語では、同じ噺家の同じ噺を何度聴いても面白いことが多い。昭和の名人の一人に数えられた八代目桂文樂は、ある時期以降、自分で納得のゆく噺が出来上がるまで演じず（何年も予告倒れにした挙句
に完成させた『富久』など）、高名になってからは三十の持ちネタを、お座敷では注文を受けて、演じ続けた。

　文樂の同じネタの所要時間は常に一定。十代の頃、近所に住む三代目三遊亭圓馬に厳しい稽古をつけてもらった時も、詳細なノートをとったといい、最晩年まで人には決して見せなかったという「文樂ノー
ト」が、文樂の一言もゆるがせにせず磨き上げられた噺を生み出す元になっていたと言われている。

　三百の噺を演じられるとネタの豊かさを誇る六代目圓生とは、互いのやり方を批判しあっていたというが、噺家としての両者の行き違いは、それぞれに一理あるとして、文樂の「ハナシ」というのは、「文
字」と表裏一体となっていたとは言えるだろう。ただ、私が文樂の偉いところだと思うのは、幾多の文字が土台としてあったにせよ、最終的には声による表現にだけ価値を置いていることだ。」
!
「同じ話を何度聞いても面白いことがある（いつも面白いわけではない）のはなぜか。これは、すぐには一般的に納得できる形で、答えを出すのが難しい問いだ。モール（A.MOLES.1958）というフランス
の音楽記号論の研究者は、初めて美的認識の研究に情報理論を取り入れた人だと言ってよいと思うが、口承文芸のいま問題にしていることを考えるのに参考になると思う。

　モールの考えでは、一般に美的意識を重視した情報の考察においては、冗長であるか情報量が多いか、凡庸であるか独創的であるかというような対立を考えることができる。この二項対立の後者、独創的
であるとか、情報伝達度が大きい、つまり簡単には解らない、ということになると、それを理解するのに疲れる。

　平たく言えば、よく知っている古典落語とか、お馴染みの義太夫の一段を、好きな噺家や太夫がやっているのを寝ころんで聞くといった気軽さに対して、情報として新しい小説の朗読とか、現代音楽の新
曲を聴く緊張感に対比できる。全く新しいものだったら、自分が今持っている美的認識の枠組みでは把握できない。慣れ親しんだものの方が、美しいものとして受け入れやすいが、かといって、あまり同じ
では陳腐になってしまう。

　メイヤー（L.B.MEYER,1967）という、これも音楽情報理論の研究者は、傾向（tendency）とそれからのずれ（deviation）の対比で、音楽における感興の問題を解明しようとしたが、これも同じように予
期からの「ずれ」を問題にしている。

　けれども私は、音楽にしても好きな曲の好きな演奏家のものを、何度でも聴いて何度でも感動する、「中毒現象」というべきものに、むしろ注目したい。それは最早、予期に対するずれとかの問題ではな
くて、むしろ予期と同じものを、また経験したいと思う行為だ。

　それは義太夫の、好きな太夫の語るさわりのところに来て、予期した通りゾクゾクする楽しみを味わうのでも同じだ。「中毒」という問題を考えないと、傾向とそれからのずれが感興を生むというメイヤー
の図式だけでは、落語をはじめとする羽フォーミング・アートを享受する楽しみは、解き明かせないのではないだろうか。」
!
「「はなす」行為には、基本的に三つの機能がある。情報伝達性、行為遂行性、演戯性だ。情報伝達については、説明の必要がないだろう。行為遂行性は、イギリスの言語学者オースティンが着目した
（J.L.AUSTIN,1971）。儀礼的な発話の大部分が、これに当たると言える。運動競技大会での選手代表の宣誓、新しく創られた船の進水式での命名など、情報伝達よりは、その言葉を発する者の資格と発話
の場の適正が問題になる。

　けれどもオースティンも、彼を批判的に形象したサール（J.R.SERRLE,1971）等の批判や形継承的展開においても、ほとんど問題になされていない演戯性ということを考えなければいけないのではない
か。「はなす」という行為に含まれている演戯性、これが私は口承文芸の中で重要な意味をもっていると思う。（…）

　「はなす」行為の演戯性は、これまで言語学者が正面から取り上げてこなかったし、取り上げ方が極めて難しいとも言える。四つの面から考えることができるだろう。第一は、話型としては同じでも、細
部が一回ごと、または話者ごとに違う、つまりテキストのレベル。第二は、テキストとしては同じでも、声と仕草が生む演戯性の違い。第三に、情報工学で「内部雑音」と呼ぶ、聴き手の内部に起こる、忘
れる、印象が薄れるなどの変化。

　だが第四の側面として私が重視したいのは、「中毒」とでも呼ぶべき側面だ。落語に限らず義太夫でも西洋音楽でも、好きな演者による好きな演目は、繰り返し聴いて、その度に受ける感動は、厳密に言
えば少しずつ異なっているはずでもやはり良いと思う。

　その種の体験は、私は落語では、カセットテープでの八代目桂文樂が得意とした『船徳』や『素人鰻』、西洋音楽では、フィリップスPHILIPSの歴史的な名盤とされる、ウィレム・メンゲルベルク指揮、
ロイヤル。コンセルトヘボウ管弦楽団演奏の、一九三九年復活祭の実況録音演奏によるバッハの『マタイ受難曲』四枚版と、ディートリッヒ・フィッシャー＝ディースカウの歌で、ウィルヘルム・フルトヴェ
ングラー指揮のフィルハーモニア管弦楽団の演奏による、グスタフ・マーラーの『さすらう若人の歌』だ。『さすらう若人の歌』は、同じ演奏者で異なる年代の多くの版が出ているが、私が持っていたのは
最初期の二番目の一九五七年盤で、三〇歳そこそこのフィッシャー＝ディースカウの声が、何とも瑞々しい！」
!
「『マタイ受難曲』と『さすらう若人の歌』は、当時のフランス政府給費留学生は、往きは皆フランス郵便で行ったので、スエズ運河を通り一ヵ月の船旅の荷に入れてパリに持ってゆき、パリで買った安い
ポータブルのプレイヤーで、だからあまり良い条件でなく、だが繰り返し、一人でも友達とも聴き、聴くたびに感銘を新たにして、飽きることがなかった。

　この二種のレコードは、カセット・テープに入れて、アフリカでの調査の合間に自分でも聴き、土地の人にも聴かせた。その音で踊れるかどうかが、音楽を評価する重要な規準になるアフリカの人たちに
とっては、バッハやマーラーは、音の世界の枠外という感じだったが、私が好きで、日本でよく聴きに行っていた新内の「蘭蝶」や「明烏」も、テープに入れてアフリカに持って行っていたが、語り物が盛
んな社会だけに、意味は分からなくとも、その節回しに強い関心を示した人が多く、声でまねたりする人がいたのは、興味深い発見だった。」




☆mediopos-1930　　2020.2.27

■高橋康也『ノンセンス大全』（晶文社 1977.1）!
■マーティン・ガードナー／ルイス・キャロル（高山宏　訳)!
 『詳注アリス 完全決定版』（亜紀書房 2019.12）

アリスを最初に読んだのは 
小学生低学年の頃 !
中学生のときにも読み返し 
高校のときには英語の教科書で 
あらためてチェシャ猫の笑みを真似たり !
そしてちょうど大学の頃 
高橋康也の『ノンセンス大全』のおかげで 
アリスの「ノンセンス」を遊び直すことに !
時を経て昨年末 
高山宏訳の『詳注アリス』がでていたところ 
古書店で懐かしい『ノンセンス大全』を見つけるシンクロ !
ナンセンスではないノンセンスこそ 
昨今見失われているのではないかと感慨を新たにする !
ナンセンスはただ意味がないだけだけれど 
ノンセンスは意味を無化する方法なのだ 
無化された意味のなかから 
新たな次元の意味を創造しなければならない !
少女へのディープな趣味はともかくとして 
ルイス・キャロルが数学者であり 
かつノンセンスの詩人でもあることは 
なんどでも見直されてしかるべきだ !
硬直した意味で雁字搦めにされているような 
現代の「まじめ」な管理社会のなかでこそ 
ナンセンスゆえに 
逆説的に「まじめ」を強化してしまうのではなく 
根源的なところから意味を無化し 
同時に無意味ゆえの意味を新たに創造する 
ノンセンスこそが求められる 



（高橋康也『ナンセンス大全』より）
!
「《non-sense》という、その《sense》とは何か、話はまずそこからである。標準的英和辞典で《sense》を引いてみると、次の九つの意味が挙げられている----（１）感覚機能、（２）知覚、（３）観
念、（４）勘、（５）（複数形で）正気、（６）分別、（７）意味、（８）（全体の）意見、（９）（数学でうヴェクトルの）方向。

　とすれば、この一語には人間の存在のしかたのほとんど全貌がこめられている。つまり、人間は《五感》を働かせて、外界を《知覚》するところから出発し、やがて秩序・善悪・価値などの知的・道徳的
な《観念》を育てあげると同時に、一方で肉体化された《勘》を身につける。さまざまな狂気と無分別に抗して《正気》と《分別》を維持することが、個体としても社会的動物としても、人間の生きる道で
あるが、それは言語動物としての人間にとっては何よりも言語の《意味》の秩序を保つことと不可分であろう。おｓれなくしては、共同体的全体の《意見》（コンセンサス）も成立しない。こうして人間の
進歩への《方向》が保証されるというわけである。

　さて、このような《センス》に《ノン》を投げつけるのが《nonsense》にほかならない。それは《五感》による《知覚》や身についた《勘》を否定し、《正気》と《分別》に異議を申し立て、知的《観
念》や社会的《意見》をかみ乱し、とりわけ言語の《意味》を脱臼させることによって、人間存在の《方向》感覚を狂わせるのである。《センス》とは秩序であり、秩序とは意味づけの体系であるとすれば、
そのような体系を解体するのが《nonsense》だと言ってもいい。」

「ナンセンスが《意味（センス）のない状態》をさすとすれば、ノンセンスは《意味（センス）を無化する方法》のことである。そしてまた、このとき無化されるのが《日常的意味》だとすれば、その空無
の中から、別種の、おそらく名づけようのない、新しい《意味》を出現せしめる方法のことでもある。《フィネガンズ・ウェイク》のジョイスならば《nonsense》ではなく《newsense》と呼ぶところかも
しれない。」
!
「「ノンセンス」などという益体もない問題に取り憑かれてから、十何年になるだろうか。そもそものきっかけは、今にして思えば、T・S・エリオットの『荒地』であった。この難解な現代詩をなんとか
自分なりに意味づけようと、いわば「意味（センス）」に取り憑かれていた----そしてそのためにすっかり疲れていた----私の頭に、あるとき、ひとすじの光が差し込んだのである。この詩はむしろ「意味」
のパロディではないのか、と。もちろん、この思いは、次の瞬間、この詩はまた「無意味」のパロディでもあるのではないかという、正反対の思いと衝突しなければならなかったが、それにしても、「意味」
の専制政治を解体してくれたこの啓示は快いものであった。

　以来、芸術や思想の構造をこの二重のパロディとして見る視点が、私の内部に根づいたらしい。そのような視点にとりわけ適っていたのは、サミュエル・ベケットの恐ろしく喜劇的でかつ悲劇的な、きわ
めて道化的でかつ形而上学的な世界であった。そしてベケットの「不条理」は、やがて私をルイス・キャロルの「ノンセンス」へと導いてくれた。

　「意味」を追えば「無意味」に変貌し、「無意味」かと思えば「意味」深長である。そんなキャロルの正体を摑もうとすることは、私にとって『リア王』の道化がいう「ハンディ・ダンディごっこ」（右
の手に握っているかと思うと左手、というゲーム）に似ていた。それは《serio ludere》（まじめに遊ぶこと）であった。そのゲームに耽りながら、いつのまにか、私は奇妙なことをやり始めていた。私の視
野に入ってくる芸術や思想のすべてを、キャロルという分光器を通して見つめるということである。そして、この百年昔の、とても風変わりで、ある意味では非常に狭い世界に閉じこもって、子供相手の童
話を書いた人物が、意外なくらいさまざまな対象（もっとも中心はいつも言葉の問題であるが）に、意外な照明を投じうることに、私はみずから驚いていた。

　というわけで、始めから方法論などというものはありはしなかった。それを「大全」とはおこがましいかぎり、せいぜい「事始」ぐらいがいいところであるのは、よく承知している。だいたい、「センス
大全」なる書物が存在しない以上、「ノンセンス大全」は書かれるはずはない。ジョルジュ・バタイユが『無神学大全』をものすることができたのは、トマス・アクィナスの『神学大全』があったからであ
る･･････。などと偉大な名前を引き合いに出すのが、そもそも「ナンセンス」というもの。「事始」が「大全」に化けたのも、要するに筆がすべった「ナンセンス」にほかならない。

　ただし、本書冒頭で試みた「ノンセンス」と「ナンセンス」の区別は、私なりに本気である。べつに「ノンセンス」という呼びかたを他人に押しつけるつもりはないし、警世家ぶるつもりもないけれど、
さまざまな「ナンセンス」がはやっているらしい当世の御時世こそ、「ノンセンス」との区別が必要ではないかという気はする。もしかしたら、「ナンセンス」で満ち満ちているところには、「ノンセンス」
は栄えにくいのではないかとも思う。キャロルの途方もない、しかも厳密な「ノンセンス」は、たいへんまじめな時代に生まれたのであった。われらの時代も、『マザー・グース』や『アリス』が愛読され
るかぎりにおいては、まんざら捨てたものではないのかもしれない。まあ、本書が反時代的な書物か否かは、私の知ったことではない。」




☆mediopos-1931　　2020.2.28

■ルドルフ・シュタイナー（高橋巖訳））!
　『バガヴァット・ギーターの眼に見えぬ基盤』!
　（春秋社 2020.2）

現代は唯物論的な科学主義と 
原理主義的な宗教とが 
せめぎ合っている時代に見える 
それは過剰なまでに肥大した 
自我意識と集合意識のせめぎ合いでもある !
かつて見霊的な時代があり 
人は夢のような形象意識で半ば霊界を生きていた 
それは血縁に結びついた集合的な魂であって 
個としての自我意識もなく 
明るい意識で外界を見ることもできなかった !
現代では新たなかたちで 
霊的世界への道を歩まねばならないが 
先祖返り的な霊体験にとらわれ 
その錯誤のなかで過去へと回帰してしまいがちだ !
バガヴァット・ギーターのなかで 
クリシュナがアルジュナを 
自我意識へと向かうよう導いたように 
個々の魂は明るい意識を獲得し 
外的なものから独立したかたちで 
自己完成へと自らを導いていく必要があった !
それに対してルツィフェルは 
人びとの眼を外へと向けようとしたが 
ほんらいの外界をマーヤーと化してしまい 
ルカ伝のイエスでもあるクリシュナは 
ルツィフェルとは反対の方向である 
明るい自己意識の方向へと導こうとした !
外へと向かうだけ 
内へと向かうだけでは 
どちらも一面的なものでしかなく 
そのふたつは新たな霊性を得ることで 
マーヤーから自由なかたちでむすびつかねばならない

外的な進化と内的な進化をむすぼうとするのが 
キリスト衝動であるとシュタイナーは示唆している 
パウロのいう「私ではなく、私の中のキリスト」である !
「私ではなく」というが 
まずは自己をより高次の完成へと 
導いていくというプロセスは欠かすことができない 
そのプロセスのないときは 
過去の霊性へと逆行してしまうからだ !
その上での「私の中のキリスト」である 
そのことではじめて内的な進化と外的な進化を 
むすぶことができるのだから 



「こんにちの人びとの魂は、この世を生きるとき、あまりにもしばしば自分に固執していて、外界とも結びつきを持てずにいます。だから感情的には孤独な魂になってしまい、タマスでもサットヴァでもラ
ジャスでもないのに、そこから自由になっているでもないまま絶望して、ただぐるぐると回転し続ける車輪のような状態にあるのです。

　自分の中に閉じこもり、世の中のことがさっぱりわからず、不幸なままで、魂がすべて外的存在から切り離されている人、そのような人たちは、クリシュナがアルジュナやアルジュナの同時代のすべての
人たちやその後継者たちのために配慮しなければならなかったあの果実の影の側面をあらわしています。

　アルジュナにとってが最高の努力目標であったはずのものは、こんにちの多くの人にとって、この上ない苦悩の種になってしまいました。それくらい相前後する時代と時代が変わってしまいました。

　ですから、こんにちの私たちはこう言わなければなりません----「われわれはバガヴァット・ギーターの頃に始まった時代の終わりにいる」。そういうことでわれわれは、自分の感情生活にとって非常に
大切なことを示しているのです。けれどもそれとともに次のことをも示しています。--ちょうどバガヴァット・ギーターの時代に自己意識を求めていた人たちが、アルジュナに語ったクリシュナの言葉を聴
くべきであったように、こんにちの人たちは、この自己意識の時代の終わりにあって、自分の自己意識を病気になってしまうまでに強めてしまったのです。」
!
「バガヴァット・ギーター以前の時代に魂が霊界に参入したときの態度を、クリシュナは「帰依」と呼びました。

　すべてはブラフマへの帰依だったのです。このすべてをクリシュナは人間の中の個性的なものと較べて、人間の中の自己、自意識を生じさせる能動的なもの、来るべき自意識の元になる内からの輝き、そ
れをクリシュナは男性的なものと呼んでいます。」
!
「どうぞ、クリシュナの教えの根本にあるものに眼を向けて下さい。外にある諸状態の中で生きている自意識をすべての「タット」から、つまりさまざまな生活状況から解放して、自己をより高次の完成へ
導いていくのです。もっぱら自己だけを頼りにする、というのがクリシュナの教えの基本です。

　一切の外的な事情から離れて、自分を自由に、ますます生きいきさせるのです。クリシュナの教えである自意識の育成は、人間が自分の環境から自由になり、外の事情にとらわれることなく、自己の完成
だけを志すことによってのみ、可能になります。

　クリシュナは、言い換えればクリシュナを通して働きかけていた霊的存在は、その後再びルカ伝のイエス少年、ダビデ家のナタン系のイエス少年となってこの世に現れました。ですから、このイエスの中
には、外的現実から解放されたいと願う自立への衝動が働いていました。」
!
「ルツィフェルは人びとの眼を外の世界へ向けさせました。ですから、人間はルツィフェルの教唆を承けて、外の世界を知るようになりました。そして進化を通してキリストの時代にまで到りました。

　そのとき、ルツィフェルの前から離れようとした人がクリシュナとルカ伝の少年イエスのところに来ました。そして一方では、楽園についてのルツィフェルの教えの正反対のことを教え、もう一方では、
サットヴァとラジャスとタマスの状態を見る眼を開かせました。

　もしも皆さんが　サットヴァとラジャスとタマスの状態の前で眼を閉ざすなら、皆さんは自意識をもった人間としての自分を保っていられます。

　こうして私たちのために、次のような霊姿内容が見えてきます。----一方では、パラダイスの霊姿内容です。そこではルツィフェルがサットヴァとラジャスとタマスの状態を見る眼を開かせます。そしてし
ばらくの間、ルツィフェルの的は身を退けています。

　次いで、人びとはひとつの進化を遂げます。この二つの段階にさらに自意識の別の教えが加わります。そしてサットヴァとラジャスとタマスの状態に眼を閉じなさい、と教えます。

　この両者は共に一面的な教えです。もしもクリシュナ-イエスの影響だけしかなかったなら、ルカ伝の少年イエスの中に生きていたものだけしかなかったら、一面性が別の一面性になっただけでに留ま
り、人間は自分を取り巻くすべてから分かれてしまったでしょう。外部の進化にはいっさい関心を示さなくなったでしょう。そうしたら、それぞれの人が自分自身の完成だけを地上で求めたでしょう。

　より完全になろうと努力することは正しいことです。しかし、人類全体に対して無関心になる、ということを代償にするのでしたら、一面的な態度になってしまいます。（･･･）

　ですから、すべてを包摂するキリスト衝動が、二つの一面性の高次の綜合として生じました。ルカ伝のイエス少年の人格の中に、三年間キリスト衝動が生き続けました。この衝動は、この二つの一面性を
ひとつに結びつけるために人類の中に入ってきたのです。」
!
「キリスト衝動を理解するとは、完成を求めるだけでなく、パウロの言葉「私ではなく、私の中のキリスト」に関わる事柄を受け取ろうとすることです。「私」というのは、クリシュナの言葉ですが、「私
ではなく、私の中のキリスト」はキリスト衝動の言葉です。」




☆mediopos-1932　　2020.2.29

■萩原浩司!
　『萩原編集長の山塾　写真で読む山の名著』!
　（ヤマケイ文庫　山と渓谷社　2019.1）!

なぜ山に登るか !
どうしても山頂に立ちたいとは思わないぼくには 
その問いはそのままでは問いにならないから 
むしろこんなふうに問いかけてみる !
恐れではなくなり力となった 
自由としての孤独の体験は 
やがてどんな経験となっていくのだろう !
登れば 
下りなければならない 
下りたときに 
どう生きることができるのか !
それはある意味で 
バガヴァット・ギータで 
アルジュナが得ることになる 
古い霊性から新たな霊性へ向かうための 
自我の冒険にも似ている !
山に登るということは 
群れからひとりになることだ 
群れから離れる恐れと 
ひとりで成し遂げなければならない恐れと !
そして山から下りたとき 
ひとりの自由ゆえに 
なし得てゆくことが課題となる !
ひとりのときに 
人は愛することができるというが 
ひとりゆえにこそ 
ひとりとしての他者がそこにあらわれる 
そしてそれゆえに愛することができる 
他者のいない群れには愛はないからだ 

なぜ山に登るか 
という問いは 
自由への問いを経て 
愛への問いへと向かうことになるのだろう !
孤独ゆえの恐れよりも 
愛ゆえの恐れこそが 
ひとをもっとも惑わせるから 
そこで試されることこそが 
孤独と自由の真実なのではないか 

（１７　ラインホルト・メスナー（横川文雄訳）「ナンガ・パルバート単独行」より）
!
「一九七八（昭和五三）年八月六日。ラインホルト・メスナーは一五キロのザックを背に、たっ
たひとりでベースキャンプをあとにした。目標はナンガ・パルバート、ディアミール壁。標高差
四〇〇〇メートルの岩と氷の壁に挑む彼の狙いは、それまで誰も成し遂げたことのない、八〇〇
〇メートル峰のアルパインスタイルによる完全な単独登頂であった。

　メスナーは途中、地震によるルート崩壊のために退路を断たれ、幻覚を見ながらも登頂に成功
する。ビバークテントで一晩、悪天候をやり過ごした翌日、テントやシュラフや炊事具、食料を
放置し、ナンガ・パルバートで最も危険な場所、氷の管を下降路に選んでイチかバチかの賭けに
出た。一日でベースキャンプに下るつもりだった。そして彼は賭けに勝ち、仲間の待つキャンプ
に無事、帰還する。

　死と隣り合わせの五日間を生き抜き、人類初の八〇〇〇メートル峰完全単独行に成功した彼が、
登攀のすべてと自己の内面を鋭く描いた代表作。」
!
「ぼくは山を征服しようとして出掛けてきたのではない。また、英雄となって帰るためにやって
きたのでもない。ぼくは恐れることを通じて、この世界を知りたいのだ。（中略）この高所では、
いかなる人間にも出会わないことは確実なので、かえってそれがぼくの支えになっている。孤独
感はもはや、破滅を意味するものではなくなっていた。明らかにぼくはこの静けさの中で、新た
な自信を得ていたのだ。」
!
「だが孤独とは、なんと変わってしまうものだろう。かつては気のめいる思いのした別離が、じ
つは自由を意味したことに気がつくのだ。

　これは人生で初めて味わう白い孤独の体験だった。孤独はもはや恐れではなく力なのだ。」




☆mediopos-1933　　2020.3.1

■青山通!
『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』!
　（新潮文庫　令和二年三月）

ぼくの最初の音楽体験は 
かなり雑多なもので 
いわゆるクラシック音楽を 
意識的に聴くようになるのは 
二十歳頃を過ぎてからのことになる !
いわゆるクラシック音楽の前に 
クラシック音楽としてではない 
「現代の音楽」や「バロック音楽」「バッハ」があり 
その前にジャズやロックやポップスがあり 
さらにその前に歌謡曲やアニメソング 
そしてさらにその前には 
テレビからきこえてくる 
邦楽や民謡や大道芸の音 
そして相撲の拍子木の音や人の声など 
その頃はいろんな音をとくに区別することなく 
ジャンルなど気にせず雑多に聴いていた !
「ウルトラセブン」をみていたのは小学校低学年の頃 
そのストーリーはおぼろげに覚えているけれど 
著者の青山氏のように 
その音楽をとくに印象深く聴いてはいなかった !
本書が単行本ででたのは２０１３年で 
そのときはじめて「ウルトラセブン」の音楽と 
最終回の音楽・演奏のことを知って驚き 
その音楽を突き止めようとした 
青山氏の情熱に感銘を受けた !
そういえばぼくにも 
青山氏と比べるほどの体験ではないけれど 
ずっと前に耳にしたままそれが何の曲なのか 
誰の声なのかわからないでいたものを 
探しだして見つけようとしたたことは何度もあった 
たとえばジャンゴ・ラインハルトの 
「マイナー・スウィング」など

片山杜秀氏が解説で書かれているように 
「心に刻まれた音楽は、 
その人の魂とともに永遠にある」 !
ならばぼくにも 
それはあるはずだ 
そう思って 
心に刻まれている 
さまざまな音・音楽を 
ふりかえってみたりもしたりもした !
すると 
小さなころから 
雑多な仕方でききつづけてききた 
それら音・音楽たち !
そしてそのほかの 
あらゆるものにたいしてもまた 
同じように雑多な仕方で受けとってきていたことに 
あらためてのように気づいて 
じぶんを笑ったりもした !
いまだ「ご専門」なるものが苦手なのも 
その雑多な態度に原因があるようだ 
三つ子の魂なんとやらなのだ



「「ウルトラセブン」最終回の圧倒的な感動。

　と同時に、気になることができた。あの感動的な音楽は、いったい何だったのだろう？」
!
「最終回のあの音楽は、全編にわたって冬木（透）氏の優れた音楽を聴いてきた僕の耳にも強い印象を残した。

「ウルトラセブン」本編中に用いられている冬木氏の音楽は、基本的に室内楽もしくは小編成のオーケストラくらいの規模によるもので、しかも短いものが多い。いっぽう
!
「「ウルトラセブン」の最終回で初めてあの音楽を聴いてから、それがシューマンのビアの協奏曲であり、演奏がカラヤン指揮、リパッティのピアノによる１９４８年録音のものであることがわかるまでに、
じつに７年が経過していた。
!
「クラシック音楽は、同じ曲でも演奏によってまったく違う表情になる。そして、同じ演奏者でも同じ演奏は二度とない」」
!
「僕はこの演奏に「哀しみ」を感じ、「運命に抗う推進力」を感じる。それが、僕のなかでこのカラヤン／リパッティ盤が「ウルトラセブン」の最終回と一体化してしまっているというバイアスから来るの
か、カラヤン／リパッティ盤の音楽の本質から来るのかは、もうわかりようもない。しかし、たとえ誰がなんと言おうと、そうなのだからしかたがない。
!
（木村元「セブンはぼくらの「文化」だ！」より）
!
「冬木通氏は本名・蒔田尚昊名義で数々のクラシック音楽作品を作曲している。《黙示録による幻想曲》や《ガリラヤの風のかおる丘で》など、キリスト教に関連した宗教作品も数多い。

　本書刊行後にある方が教えてくださったが、円谷プロの創業者である円谷英二監督は熱心なクリスチャンであった。傷つく我が身をかえりみず人類のために戦うセブンに、イエス・キリストの姿を重ねる
人も多いだろう。

　青山さんの本でも指摘されるように、悪い怪獣をやっつけるという勧善懲悪的な色彩の強かった「ウルトラマン」にくらべて、「ウルトラセブン」では宇宙人どうしの共存がひとつの大きなテーマとなっ
ている。ときにはエゴむき出しの地球人を前に葛藤するセブン＝モロボシ・ダンの姿も描かれる。

「ウルトラセブン」では、もしかしたらキリスト教をベースにしたある種の倫理観が描かれていて、その世界観を具現化するために、どうしても冬木氏の音楽が必要だったのではないか————そんなふう
にも思えてくる。

（…）

　ぼくの心に、ゴルゴタの丘と十字架のイメージが「ウルトラセブンの磔刑」というかたちで刷り込まれたように。」
!
（片山杜秀「解説」より）
!
「本書は、１９６０年前後に生まれた世代のテレビや音楽やレコードへの接し方についての大切な記録であることはもちろん、クラシック音楽を好きになるとはどういうことなのかを考えるためのひとつの
入門書であり、青山少年の成長物語でもあるだろう。

　このようにして人の心に刻まれた音楽は、その人の魂とともに永遠にある。」
!
◎ウルトラセブンとシューマンのピアノ協奏曲イ短調

ウルトラセブン最終回のBGM

ロベルト・シューマン作曲ピアノ協奏曲イ短調作品５４

ピアノ：デュヌ・リパッティ

指揮：ヘルベルト・フォン・カラヤン

フィルハーモニア管弦楽団

https://www.youtube.com/watch?v=J01fJwYSAsE


https://www.youtube.com/watch?v=J01fJwYSAsE


☆mediopos-1934　　2020.3.2

■柄谷行人『言葉と悲劇』（講談社学術文庫 1993.7）!
■柄谷行人『探求Ｉ』（講談社学術文庫 1992.3）!
■ミハイル・バフチン『ドストエフスキーの詩学』!
　（ちくま学芸文庫 1995.3）!

むしろ地上世界にこそ 
神秘は満ち満ちている !
バベルの塔の神話のように 
かつてはひとつの言語が与えられ 
それが共有されていたが 
やがて人々は 
互いに理解できない言語を使うようになり 
他者がそこに生まれた !
霊（精神）においてのみ 
存在しようとするばあい 
そこに対話はない 
すべては対称的で 
モノローグ的な独我の世界である 
そこに他者はいない !
けれど 
地上世界は 
対話がうまれざるをえないがゆえに 
神秘的な世界であるといえる 
独我と独我の 
平行線が交わるからだ 
交わらざるをえないからだ 
そこではじめて 
他者が姿を現す !
平行線が交わるように 
同一の規則を原則として持たない 
他者とのあいだの対話が生まれる !
他者とのあいだに言語を成立させることは 
ウィトゲンシュタインの言語ゲームのようだ 
コミュニケーションとはそのような 
非対称の関係ではじめて成立する 

プラトンには対話編があるが 
ソクラテスがそこで行っていたのは 
対話ではなくモノローグである !
バフチンはドストエフスキーの作品世界が 
対話的だという 
非ユークリッド幾何学のように 
「私ともう一人の私とが交わる」という 
平行線が交わる世界だからだ !
そこにはキリストという特異点がある 
神であり人であるがゆえの特異点だといえるだろう 
ほんらい私は私であるであるという 
他者の存在しえない世界と 
他者の存在しえる対話的な地上世界が 
その特異点において人間の雛形として交わる !
地上世界が神秘に満ちているのは 
ほんらい霊的世界ではありえないかたちで 
「私ともう一人の私とが交わる」ように 
他者との対話がそこに現れ得るからだ !
対話とは 
他者との間で見えないものを 
「交換」してゆくことでもあるのだろう 
可能性と不可能性のあいだで 
さまざまに矛盾を生きながら… 



（柄谷行人『言葉と悲劇』～「ドストエフスキーの幾何学」より）
!
「われわれの日常の視点は、ユークリッド的です。しかし、「知覚」そのものに接近するには、ユークリッド的な作図にもとづく遠近法を否定しなければならないということ、それは近代絵画の歴史が示していま
す。つまり、われわれの日常の視点（パースペクティブ）は、べつに自然なものではなくて、作為された視点、すなわち自分が神であるかのごとき視点なのです。したがって、それをひっくり返そうとする動きは
どこにでもあるのですが、それが単純かつ露骨に現れたのが、十九世紀後半の数学の領域ですね。要するに、無限をとにかく数として把握できると決めてしまうわけですから。そこから奇妙な関係が生じます。い
わゆる「数学の危機」が起こってくる。それが、集合論のパラドックス、自己言及のパラドックスみたいなものをつくってしまうからです。」
!
「こういう文脈で考えると、ドスとエフスキーが非ユークリッド幾何学に共鳴したということは、偶然ではないことが明かであります。（…）かりに近代小説がいくつかの公理系から成り立ったユークリッド的世
界だとしますと、ドストエフスキーの場合は、比喩的にいって、「平行線が交わらない」という公理を、「平行線は交わる」という公理にかえて作り上げた文学である、そういうふうにいえると思います。」
!
「「平行線が交わる」という公理系について、もう一つ考えますと、すなわち「私ともう一人の私とが交わる」という、そういう公理だといってよいと思います。これはちょっと誤解されそうな言い方で、「私と
私が交わる」といっても、「それは普通ではないか。われわれは普通に他人と関係しているではないか」といふうになるかもしれませんが、そうじゃないんですね。一般に考えられている「交わり」、「対話」は、
実際はバフチンの考えでいえばモノローグ的なのです。〝他者〟はいないのです。モノローグ的世界とは、平行線は交わらないという公理にもとづく、といいかえることができます。ですから、私と私が交わる、
平行線が交わるということは、そのようなモノローグ的な世界が本質的には成立しえないという、そのような世界を、公理として言い表したことになるのです。

　したがって、ドストエフスキーの作品世界は、カーニバルについても述べたように、一般の近代小説を成立させている公理ではくて、いわば「私と私が交わる」という一つの公理を根本的に採用しているところ
に見出されていくような〝現実〟なのではないか。これはいいかえるとドスと得フルキーが、自分の「意識」から出発しているように見えるものの、そうではなく〝他者〟との関係の中でのみ存するリアリティか
ら出発していることになります。たとえば私が誰かとコミュニケートするという場合、ある規則によって、言語なり、文法なり、ラングなりによって交流しあっていると考えるわけですけれども、そういうのは「対
話（ダイアローグ）」ではないんですね。」
!
「バフチンがいうモノローグ的世界なるものは、哲学ではヘーゲルによって代表されます。ヘーゲルにとって、世界とは、精神の自己運動なんですね。けっして他者もいないし、自分の中ですべて終わってしまう。
精神とは「作者」と換言してもいいでしょう。全体を見通し、かつ構成している作者（…）そういう作者があるという考えに立つかぎり結局、ヘーゲル的なのです。どんなにヘーゲルを批判しても、つまりはヘー
ゲル主義的なのです。」
!
「しかし一方で、ヘーゲル的なものというか、モノローグ的な世界、あるいは近代合理主義でもいいけれども、そういうものに対する批判としては、もともとキリスト教というものがあるわけです。キルケゴール
をその代表として考えてもいいでしょうか。（…）

　先ほどの平行線の話でいうと、神と人間の平行線ということを考えればいいと思うんですが、その平行線がどこかで交わってしまう、そういう特異点、すなわち無限遠点みたいなものとして、いわばキリストが
いるわけですね。それで、キリストがいないならば、うまくいく。いわゆる人間中心主義も、神と人間の二元性という考えも、キリストがいなければ、ともに可能です。しかし、そこにキリストを入れると、うま
くいかなくなってしまう。だから、先ほどドストエフスキーの世界は「平行線が交わる」という公理によってできている、ということを話しましたが、キリスト教という視点から見ていきますと、それは、その交
わる点が、実はキリストなのであり、そのキリストを入れてしまったときに成立する世界である、と考えられます。」
!
（柄谷行人『探求Ｉ』～「第一章　他者とはなにか」より）
!
「「教える−学ぶ」という非対称的な関係が、コミュニケーションの基礎的事態である。これはけっしてアブノーマルではない。ノーマル（規範的）なケース、すなわち同一の規則を持つような対話の方が、例外的
なのである。だが、それが例外的にみえないのは、そのような対話が、自分と同一の他者との対話、すなわち自己対話（モノローグ）を規範として考えられているからである。

　しかし、私は、自己対話、あるいは自分と同じ規則を共有する者との対話を、対話とはよばないことにする。対話は、言語ゲームを共有しない者との間にのみある。そして、他者とは、自分と言語ゲームを共有
しない者のことでなければならない。そのような他者との関係は対称的である。「教える」立場に立つということは、いいかえれば、他者を、あるいは他者の他者性を前提することである。

　哲学は「内省」からはじまる。ということは、自己対話からはじまるということである。それは、他者が自分と同質であることを前提とすることだ。このことは、プラトンの弁証法において典型的にみられる。
そこでは、ソクラテスは、相手と「共同で真理を探究する」ようによびかける。プラトンの弁証法は対話の体裁をとっているけれども、対話ではない。そこには他者がいない。

　他者の他者性を捨象したところでは、他者との対話は自己対話となり、自己対話（内省）が他者との対話と同一視される。哲学が「内省」からはじまるといことは、それは同一の言語ゲームの内部ではじまると
いうのと同義である。私が独我論とよぶのは、けっして私独りしかいないという考えではない。私にいえることは万人にいえると考えるような考え方こそが、独我論なのである。独我論を批判するためには、他者
を、あるいは、異質な言語ゲームに属する他者とのコミュニケーションを導入するほかない。」
!
「共同体と社会を区別しておくことにしよう。社会的なものとは、共同体と共同体の「間」での交換（コミュニケーション）関係にかんしてのみいいうるのである。あるいは、共通の規則を本来的に前提しえない
ような場所での交換関係にかんしてのみ。逆に、そこから私のいう共同体が何であるかがはっきりするだろう。それは、村や地域共同体や組織や国家だけを意味するのではない。要するに、共同体とは、共同性で
あって、一つの言語ゲームが閉じる〝領域〟にほかならない。」
!
「マルクスのいう「社会的なもの」は、彼（バフチン）によれば、むしろ観念論者（フィヒテやヘーゲル）によってとらえられてきた。《哲学者を神秘主義へと導く神秘は、社会生活のなかにひそんでいる》。だ
からといって、社会的ということで〝神秘〟が消えてしまうわけではない。その逆に、社会的なものが何であるかが問われなければならないのである。たとえば、言語は自己差異化する差異体系であるという場合、
言語が、ヘーゲルの精神のように自ら差異化する主体のようにみなされている。それは、あたかも、他者に対して話すという実際のコミュニケーションなしに、言語が自ら動くかのような「神秘主義」に陥ってい
る。だが、そのような神秘主義にもそれなりの根拠がある。すくなくとも、それは観念的にであっても、社会的なものの神秘に直面しているからである。」




☆mediopos-1935　　2020.3.3

■ピエール・アド（小黒和子訳）!
　『イシスのヴェール／自然概念の歴史をめぐるエッセー』!
　（法政大学出版局／叢書・ウニベルシタス1109　2020.1）!

自然概念は 
さまざまに変化してきた !
ヘラクレイトスの 
「＜自然＞は隠れることを好む」 
という言葉から !
プルタルコスがイシスと同一視したサイスの女神の 
「私はかつて在り、今も在り、 
これからも在るものである。 
この世の死すべき者で、 
私のヴェールを外したものは誰もいない」へ !
自然のアレゴリーとしての 
エフェソスのアルテミスは 
エジプトのイシスとの同一視されるようにもなったが 
自然に対する態度は大きく分けると二つある !
プロメテウスの庇護のもとに置かれた自然からは 
そのヴェールが外され 
人類に奉仕するものとして 
科学と技術によって 
征服されるべきものにさえなろうとしている !
それに対して 
オルフェウスの庇護のもとに置かれた自然は 
神秘と畏敬のもとに 
秘密のヴェールがかけられ 
芸術との関係のなかで 
存在の神秘をとらえる態度ともなっている 

またゲーテは隠された自然への異議をとなえ 
生成する自然の神秘そのものへと 
その観察と思索の眼を向けたが 
ブラバツキーは霊的な観点から 
イシスからその神秘のヴェールを外そうとし 
シュタイナーはさらに 
自然対する霊学的な探求を行いながら 
そこに拡張された科学的な観点を与えようともした !
自然を 
どのようにとらえるか !
秘密にヴェールをかけるのも 
秘密からヴェールを外して 
その力を暴力的に盗もうとするのも 
また秘密の開示へと 
人間がみずからその場所へ赴くのも !
それらの態度そのもののなかに 
自然観や人間観の総体が 
反映しているともいえるだろう 



ヘラクレイトス：＜自然＞は隠れることを好む（phusis kruptesthai philei）
!
「優れた箴言は全世代を通して栄養を与え続けるが、その栄養素は幾世紀かを経る間に多くの予想外の変化を蒙っている。私たちはヘラクレイトスの小さな三つの語が次々に、「生けるものは死に向かう」、
「自然を知ることは難しい」、「自然は形や神話で身を包んでいる」、「自然は神秘的な力を隠している」、またさらには「＜存在＞は本来凝縮し開かれない状態にある」、そしてついにはハイデガーとと
もに、「＜存在＞自体は自らを包むと同時に開き示す」と解釈されるのを見てきた。この三つの語は、まず自然を知ることの難しさを説いた。続いてそれは聖書の文章の寓意的釈義を正当化し、あるいは異
教を弁護した。またテクノロジーと世界の機械化によって自然に与えられた暴力を批判した。そして現代の人々を襲う世界ー内ー存在の不安を明らかにしている。こうして幾世紀にもわたって、同じ箴言が
新しい意味を帯びてきた。その解釈の歴史を書くことは、一連の誤解の歴史を書くことでもあるが、それは創造的な誤解でもあるのだ。この三語が実在というものに対するつねに新しい視点の表現に役立
ち、おそらくはしうした視点を出現させる原因となったこと、自然に対する賛美や敵意、そして不安にまでわたる、さまざまに異なった態度を出現させる起点となったことにおいて、その誤解は創造的であ
る。

　自然の秘密というメタファーについても同じことが言える。それは機会革命の時代にもロマン主義の広まりのなかでも、自然学の歴史の紆余曲折のなかに生き続けていた。しかしそれはあるときは概念的、
あるときは想像的と、諸世紀を経て変化発展した一群の異なった解釈を内包していた。元来それは神々が、自然界の諸物の創造の秘密を知られないようにと、用心深く護っていたことを前提としていた。紀
元前四世紀の初めに起こった自然の擬人化に伴って、その秘密を明かすことを拒否しているのは＜自然＞自身であると想像された。この隠喩的解釈は、自然はそのなかに潜在力あるいは見えない発生原因を
隠し持っていて、それはおのずから表れ出るか、あるいは魔術うあ機会術による強制のもとに明らかにされることを意味していた。それはまた自然現象とは、原子の場合でも身体の内部の場合でも、とくに
目に見えない局面においては知り難いということでもあった。顕微鏡が極小の世界を人類に開き見せたとき、科学者たちが自然の秘密を発見したと宣言しえたのはこれゆえである。その時代にーーそれは十
七世紀、機会革命の始まりの時期であったがーー私たちは自然の秘密の解釈に二つのレベルを見て取ることができる。一方には、器具で武装した観察によって発見される自然現象、なかでもそれらの作用の
基盤にある数学的法則があり、そして他方には、他のあらゆる可能な世界のなかで、創造されたのはこの世界であるという、はかり知れない神の選定があった。

　この物語を通して私たちが見たのは、自然の秘密に対する二つの基本的態度である。一つは意志的、もう一つは観想的と言えるだろう。本書では前者を、人類に奉仕しようと身を賭して、神の秘密を策略
と暴力で盗んできたプロメテウスの庇護のもとにおいた。

（･･･）

　もう一つの態度に関しては、私はそれをオルフェウスの庇護のもとに置いた。この場合、もし自然が秘密を隠そうとするならば、それはとくにその秘密の発見が人間にとって危険だからである。自然のプ
ロセスのなかにテクノロジーを介在させることによって人間はそのプロセスを狂わせることになり、もっと悪いことには予想外の結果を招くことになりかねないのだ。」
!
「（自然の秘密という）観念は機械革命の最盛期の後もまだはっきりと生き続けていたが、それは二つの要因のもとに次第に消え去っていった。一つには、自然の秘密という観念は、好むと好まざるとに
かかわらず、自然の一種の人格化に結びついており、それは可視的な外皮と不可視な核、外部と内部の対立を意味していた。しかし科学と合理主義の発展がこのような表象の仕方を終わらせたのである。そ
してもう一つは科学の進歩が、それ以降は科学に任せられることになった物理的現象から哲学者たちの関心を逸らし、存在そのものの問題に向けさせることになったからだった。

　ここでふたたび私たちは西欧思想の形成に決定的な役割を果たした古代のテクストに出会う。今度問題となるのは、プルタルコスがイシスと同一視したサイスの女神の自己定義である。「私はかつて在り、
今も在り、これからも在るものである。この世の死すべき者で、私のヴェールを外したものは誰もいない」。十八世紀末のフリーメイソン的テクスト解釈の影響のもとで、それまでは＜自然＞の寓意的擬人
化であったイシスは、その後は無限で超言語的な普遍の存在のシンボルとなる。イシスのヴェールはもはや自然の秘密ではなく、存在の神秘を意味するようになった。十七世紀と十八世紀の科学の書物の扉
絵で、観察、実験、科学的計算の対象のシンボルとしてヴェールを外され、一種の従順さを見せていたイシスは、いまや崇拝、尊敬、そして恐怖の念すら覚えさせる存在となった。死すべき者は誰も私の
ヴェールを外したことはない、という彼女の警告は深刻に受け取られた。こうしてイシスのヴェールの寓意はロマン主義時代の作家たちに、感情表現の新しい手段を提供したのだった。それは確かにまった
く新しいとは言えなかったが、ルソー、ゲーテ、シェリングの時代からますます強力になった感情であり。世界の存在とそのなかにおける人間の存在を前にした、驚きと同時に怖れでもある感覚だった。以
来、人々の問いは、自然現象の働き方に対する謎を解くというよりは、実在の総体の湧出作用にみられる根本的な問題性と神秘性の自覚に向けられるようになったのである。」
!
「読者の方は、私を誘惑していささか長過ぎるほどそこに止まらせてきたテーマをわかっていただけたことと思う。それは一つの観念、一つの経験である。その観念とは、自然は芸術であり、芸術は自然で
あること、人間の芸術は自然の芸術の一つの特殊なケースであること、そしてそのように考えることは、自然とはなんであり芸術とはなんでありうるかを、よりよく理解させてくれると思うのである。それ
から一つの経験ーールソー、ゲーテ、ヘルダーリン、ファン・ゴッホその他の多くの人々の経験であるがーーそれじゃ私たちが自然の一部であり、その意味では私たち自身も、人間全体を取り囲んでいるこ
の無限で超言語的な自然なのだという事実を、強く自覚することである。ヘルダーリンの言葉を思い出したい。「生けるものすべてとただ一つになろう。輝かしい忘我のなかで＜自然全体＞に帰ろう」。そ
してニーチェは言っている。「私自身を、あなた自身を超えてゆこう。ものごとを宇宙のもとで経験しよう」。」




☆mediopos-1936　　2020.3.4

■文と絵・山村浩二「探偵の光と影」!
　（ＭＯＮＫＥＹ　vol.20 SPRING2020 特集「探偵の一ダース」所収）!

探すことは 
光を当てることだ !
光は 
見えないものを 
照らし出すが 
そこには影が生まれる !
光そのものは 
見えないから 
見えるものは影だ !
光は 
見たいものだけを 
照らすわけではない !
照らされていても 
見たくないものは 
見ることのないままに 
それそのものが 
謎となってしまう !
見ることは 
見る者が 
見られるものと 
ともにあることだけれど 
見えていても 
見ているとはかぎらないのだ !
じぶんがじぶんであることが 
わからないように 
わかりたくないとでもいうように !
探すことの 
光と影がそこにある 

「その１　影

　地上に影を作るもの、太陽、月、星、稲妻、炎、光る生き物、街の灯り。

　その光が、影を作る…」
!
「その２　傷

　この痛みは何処から来るのか。

　真実を求めることが、影を引き寄せる。

　この悲劇は、私の望んだことではない。

　いや望んでいたのだろうか。」
!
「その３　迷

　机の上の迷宮。探し物は見つからない。

　隠されていない秘密。あまりに明白すぎて、

　証拠の存在が、最も複雑な謎となる。

　１本道で迷子になる。」
!
「その４　欲

　ああ、チンケな欲望が、人を苦しめる。

　愚かなものに翻弄される日々。

　何をして、何をしないのか。

　すべての行為には、否定が含まれる。」
!
「その５　解

　分かるということ、それは瞬時に時間を伴わずに訪れる。

　自分自身が影と一体となり、犯罪者の心理と動向の全ては明白となる。

　その時、私は影になり、光になる。」




☆mediopos-1937　　2020.3.5

■松岡達英 さく「ちょうが すきなもの しってる？」!
（『ちいさなかがくのとも』2020.4　福音館書店）

私は私であるである 
ということから 
どのように 
世界が展開されるか 
その問いは 
哲学的には 
難問中の難問だ !
自我と自然の関係でもあり 
他者論でもある !
自然学へと 
みずからを導かなけえば 
虫めづることもないだろう 
その世界は自閉し 
他者との関係も偽りになる !
虫めづるとき 
虫の生きる世界へと 
世界は広がってゆき !
鳥めづるとき 
鳥の生きる世界へと 
世界は広がってゆき !
石めづるとき 
石の生きる遙かな世界へと 
世界は広がってゆく !
哲学的には難問でも 
生きられる世界へと向かう自然学は 
世界そのものを魅力的なものにしてくれる !
自我の無限遠点にある他者ともにあることは 
高次の自然学とともにあることでもある !
「ちょうが すきなもの」を知りたいという心は 
ひょっとしたら「せかいが　すきなもの」を 
知ろうとすることであるのかもしれないのだから 



「ねえ、ちょうが すきなもの しってる？」
!
（松岡達英「作者のことば　人生と蝶」より）
!
「蝶を好きになると大変だ。卵、幼虫、蛹、成虫と変化する生態は好奇心を刺激し続け、人生にも影響してしまう。

　小学四、五年生の頃だったと思う。学校の図書館で、アルフレッド・ラッセル・ウォレスによる探検記『マレー諸島』に出会った。その本のなかでウォレスは、黄金色の蝶〝トリバネアゲハ〟を採り、そ
の大きさと美しさに半狂乱、そして数日寝込んでしまう。自分の周囲にはいない情熱的で純心な大人がいるこちとに驚いた。

　中学に入学した日、学校の図書館で『世界の蝶』という図鑑に出会った。この図書館には、アラフラ海周辺の島々に、色や形の異なるトリバネアゲハが分布していることが記されていた。その最大種が〝ア
レクサンドラトリバネアゲハ〟だった。開帳二〇センチを超えるこんな蝶に逢いたい。それを実現するには昆虫学者か自然画家になるしかないと思った。今思えば、これらの出来事が私の人生を操っていた。

　その後、絵の道に進んだ。

　二〇代の頃、仲間と一緒にポスター展を新宿でやった。そこに『世界の蝶』の出版社の編集者が偶然見に来てくれた。ここからニューギニア諸島へトリバネアゲハの採集旅行、自然絵本の出版と、あれよ
あれよと人生は進んで行った。

　今回の絵本は身近で見られる蝶が主人公だが、発生時期や生息環境がそれぞれ異なり、年中どこでも見つかるわけではないものもいる。　例えばミドリシジミ。絵本ではクリの木に来ているところを描
いたが、図鑑では六月末から七月の朝と夕方、ハンノキに群れるとある。改めて観察しようと、まずハンノキを探すがそう簡単には見つからない。やっと見つけた頃には発生時期がとうに過ぎているという
ことも。

　それでも、昆虫少年だった私には苦労してやっと出会える喜びは大きな感動であった。こうした経験が私の執念深い性格を形成したのかもしれない。

　蝶に影響された人生。人生は一回しかない。時々これで良かったのかと思うが、多分良かったのだろうと思う。」
!
（槐真史「おおきなひとのための『ちょうが すきなもの しってる？』」より）
!
「チョウは色や匂いで花を探します。色は複眼という目を、匂いは触覚を使って判断します。花に来るチョウは、種類によって好む色や匂いがあり、この二つの要素の組み合わせで好みの花を探すようです。
たとえば、アゲハは、色だけだと青色、次いで黄色を好みます。これに匂いをブレンドすると、赤色も選択するようになります。一方、好まれない色はというと緑色でした。葉の色と同じなので、花とは認
識されないのでしょう。」
!
「チョウは花の蜜だけでなく、種類によって果実の汁や樹液、獣糞や動物の死体、水や人の汗に集まることが知られています。果実の汁を食べるチョウの多くは花にも飛んできますが、樹液を食べるチョウ
は花にあまり飛んできません。オオムラサキやゴマダラチョウのように花には見向きもしないチョウもいます。体が小さなシジミチョウは、獣糞や動物の死体の汁を吸うことが観察されていますが、通常は
花の蜜を食べています。

　また、夏（高温期）には、チョウが水を吸うことが知られています。雨が降った後にできた道ばたの水たまりや、川岸の湿った砂などにチョウが集まってきます。これは吸水行動と言われ、その目的の一
つは水の中に含まれるミネラル成分を摂取することだと考えられています。また、吸水行動を観察していると、〝口で水を吸いながらお尻から出す〟という「ポンピング行動」が見られます。これは体の中
に水を通すことで、体温を下げる効果があると考えられています。アゲハチョウやセセリチョウの仲間でよく見られます。」




☆mediopos-1938　　2020.3.6

■藤田一照・永井均・山下良道!
　『＜仏教3.0＞を哲学する バージョンII』!
　（春秋社 2020.2）

世界は 
この私という特異点から 
開かれるのだけれど !
グノーシス的プラトン的な視点での世界は 
仏教的な世間虚仮であって 
この私は 
その世界のなかにはいない !
そのことに気づくことが覚醒であって 
悟りでもあるということにもなる !
けれどそんな 
虚仮であるとされる世間のなかに 
森羅万象は広がり 
そして他者がいる 
始末の悪いことに 
その他者にも私があるのだ !
創世記では 
神は森羅万象を創造しながら 
それらを「よし」とし 
六日目にしてようやく 
人が造られたというから !
それらが虚仮であるのではなく 
人がそれらを虚仮としてしか 
見られなくなってしまったということだろう !
ゆえに人は 
そのマーヤから目覚めなければならない 
この私が特異点となって 
世界がそこから開かれねばならない 

しかも 
他者にも私があって 
それもまた特異点となる 
そこからみると 
この私も他者となる !
座禅は「自己の正体」を 
心身一如として 
あからめることでもある 
ゆえに特異点としてのこの私と 
森羅万象のなかにある私とを 
分けることはできない !
それは 
この私と他者の私との関係のように 
謎に満ちているけれど 
その謎を心身一如で生きるべく 
こうして生まれてきたのかもしれない 
たんにこの私が 
世間から超越するようなものではないのだ 



（第二章「座禅は自己の正体である」より）
!
「永井／超越的と超越論的。英語ではトランセンデントとトランセンデンタル。この二つの区別は哲学業界では超有名ですが、世の中では混同されていて、科学者などが哲学的なことを書くときにも、これ
を混同しているので、めちゃくちゃな話になってしまっていることがよくあります。「超越的」にもいろんな意味がありますが、この世を超越しているという意味で使うことが多いですね。天国や神さまは
超越的な存在者。第四図と第五図の頭の中がこの世的な娑婆世間だとすると、第五の座禅している場合は、それを超越している、超越的境界に入っている、といえます。これは、言葉遣いとしては、まあ、
普通の言葉遣いですね。これを使うと、＜私＞や＜今＞も、「私」や「今」がこの世的な娑婆世間のあり方だとすれば、それを超えているという意味で超越的だといえます。

　なぜそう言えるか。＜私＞や＜今＞はそこから世界が開けている原点・起点ではあっても、それが元なのだから、べつに超越してはいないじゃないか、と思うかもしれませんが、そのようにして開かれる
客観的な世界の中には、＜今＞も＜私＞も存在していないのですから、＜今＞や＜私＞はやはり世界を超越している、といえます。目立たない仕方ではあるけれど。

　これは神さまやあの世のようなものよりも遙かに目立たない構造ですけど、しかし神さまやあの世のように信仰というものを必要とせず、誰もがそれは在ると認めることができる、認めざるをえない種類
の超越なのです。だから、これはいわば超越した超越ではなくて組み込まれた超越なので、そういうあり方を超越的ではなく超越論的と言います。これは「超越論的」という語に対する私の一つの解釈です
が、そう解釈することができます。

　この組み込み性を強調すると、トランスセンデンタルというのは、トランスセンデントのように本当に超越しているのではなくて、超越はしているけれど、あの世のように本当にこの世を超越しているの
ではなくて、この世を、この現実世界を、それが初めて開くのだけれども、それ自体はその外にあってその内部にはない、という意味で超越しているにすぎないのですから、この世を超越していると言って
も、この世界を離れているわけでも、離れられるわけでもないのです。その世界に属してはいないけれども、だからといって離存しているというわけでもない。」
!
「ところで、私は超越論的哲学者なのです。と、旗印を鮮明にしておいて、この考え方に立つと、いま問題になっている他者の問題がどうなるかということなのですが、同じなんですね、実は。これを使う
と他者性、道徳性、死、といった諸問題が、全部これで解決するどころか、ますます謎が深まります。仏教関係者は皆そう考えないようですが、謎は深まったほうがいいのですよ。適当なところで打ち切ら
ずに、行けるところまで精確に深めていかないと、生きている甲斐がない。

 ここでなぜ深まるかといえば、世界そのものをそこから開くのですから、本質的に一つしかありえないんですよ。世界と同じように。必然的に一つです。世界がなぜ一つしかありえないのかといえば、そ
れは森羅万象のことを世界と呼ぶからですね。森羅万象すべてを含むのですから、どう数えても一つです。そして＜私＞と＜今＞は、そういう世界を端的に開いている原点のことなのですから、端的には一
つでしかありえない。すべてはそこから始まっていて、すべてはそこに帰着します。このことに例外はない。そういう意味で本質的に、一です。ドイツ語ではこれをアインハイトといいますね。アインが
「一」で、ハイトは「～という性質」という意味ですから、「一性」です・カントの翻訳では「統一」と訳されていますが、それはカント哲学の内部に入った内容的な解釈で、根源的な意味は「一性」です。

　というわけなので、このように考える場合、他者の存在をどう説明するかは非常にやっかいな問題になるのです。超越論的哲学者でこの説明をがんばってしようとした人はフッサールで、カントはこの問
題を正面から考察していません。カントは主観的なものと客観的なものだけを考えていて、客観的なものというのは物の世界なんですね。物理法則とかが支配している世界。客観的世界が存在するというこ
とを、主観的なものからだけ出発して証明しようというのがカントの野心で、全く主観的なものだけを使って、そこから、そこにある材料の素材だけから客観的世界を作り出す、というか客観的世界が在る
とされねばならない根拠を作り出すのです。そのために使われるのは、その意識の中にアプリオリに存在するとされるある種の規則で、それにうまくぴったり合うものを客観的世界と呼ぶのだ、という仕方
で客観的世界を構成していくのです。心の中にあるものの中で、ある種の規則性に従ったものを、定義上、外にある客観的世界と呼ぶのだ、という形で、外界の物を心の内側から作り出していくわけです。

　ところが、他者はそうやって作りだされた対象というよりは（･･･）、作り出す主体の側でもあるわけですね。もしそうでなければ他者ではなくて、ただの物ですから。他者は物ではないのだから、超越
論的な主体が規則に従って作り出す物の世界があり、他者は作り出されたその世界の内部の物であるとはいえ、しかしまた作り出す側の超越論的な主体でもあって、客観的世界をカントのやり方で作り出し
ている側でもあるとするなら、それはいったい何なのか。当然それを考えなくてはいけないのに、カントはそれをあまり考えてはいないのですね。」
!
「われわれのこの世界にいるような他者というものを、頭を使って考え出すのはすごく難しい仕事のはずです。不可能といってにいいほどに。だって、想定が矛盾を含んでいますから。自分と同じように世
界が見えたり痛みを感じたり感情を持ったりするのに、自分ではないなんて。意味がわからないんじゃないでしょうか。

　ところが現状はどうでしょうか。そういう他者たちがごろごろしているではないですか！」

「これって、ちょっと空間における「不一致対象物」という問題に似ていますね。平面上でいうと、三つの角が九〇度、六〇度、三〇度の直角三角形があったとして、それを裏返しても合同であるはずなの
に、裏返したやつと、もとのやつは平面上で重ね合わせることができませんね。空間においても、右手の形と左手の形はまったく同じ形であっても重なりませんね。右手の手袋は左手にはめられません。概
念的には同じであっても感性的には別のものになるので。こういうのを「不一致対象物」といいますけど、われわれのあり方はそういうあり方に似ているんです。いわば世界に対して裏返っているんですよ。
だからいわば概念的にしか----とは、言葉においてしかという意味ですが----重ならない。われわれもそんなようなあり方をしています。

　倫理性や道徳性という問題は、本当はそこから出発しているはずですよね。世界はこういう構造をしているのですから。」
!
（藤田一照「鼎談の後に（一）」より）
!
「鼎談を重ねるにつれ、私がアリストテレス的で超越論的で、非宗教的であるのに対し、山下良道さんはプラトン的で超越的で、宗教的であると言われるように、二人の違いがだんだんと誰の目にも明らか
になっていった。しかし、その割には、二人がいかにも楽しそうに論争しあっているのをしばしば不思議がられるのだった。良道さんと私ではこの現世に対する態度がもしかしたら正反対というくらい異なっ
ているのかもしれない。そういう性格も考え方も異なる二人の間にある緊張のようなものが、われわれの語る仏教を面白いものにしているようだ。」




☆mediopos-1939　　2020.3.7

■俳優の言葉。007「柄本佑」篇!
　（ほぼ日刊イトイ新聞　2020年2月20日-2020年2月26日）!
https://www.1101.com/tasuku_emoto/index.html

世界が 
舞台の上ならば 
人はすべて 
じぶんを演じている !
世界をそのようにとらえれば 
じぶんの動きや 
言葉のひとつひとつは 
台本に書かれている 
たとえ台本はなくとも 
台本を書きながら演じている !
いい演技というのは 
最初から決めたように演じることで 
安心していることではないだろう !
最初から決めたままに 
演じるということは 
問いではなく 
決められた答えを 
くりかえすだけのことになる 
人が生きることを演じるのは 
問いそのままに生きることなのに !
柄本佑がこのインタビューで 
「セリフを言うときには」 
「自分だけの秘密を持てたらいい」 
ということに深く共感させられる !
「自分だけの秘密」がないとき 
言葉はどこか記号になってしまうのだ 
だれにでもわかるように 
記すことのできる記号 

どんなに 
わかりやすい言葉でも 
そこに 
自分だけにしかわからない 
記号にすることのできない 
「秘密」がなければ 
自分がその言葉を使っても 
それは自分だけのなにかだとはいえない !
最初から答えが用意されていて 
それをただ答えてしまうような 
そんな自動販売機になってしまう !
柄本佑の父である柄本明は 
客は役者の不安を観にくるんだという !
自分が世界という 
舞台の上の人を演じているのだとしたら 
問いがさらに答えのない問いを生み続けるような 
そんな不安を生きることそのものが 
演じられなければならないということかもしれない 

https://www.1101.com/tasuku_emoto/index.html


　「第３回　舞台の上の「不安」こそ。」より
!
「──佑さんもそうだと思うんですけど、

    俳優さんって、

    ひとつのセリフを言うにしても、

    無限の選択肢の中から、

    最終的に「言う」わけですよね。

柄本／はい。

──  そこの寄る辺のなさと言いますか、

    最終的に、どうやって、

    その言い方にたどりつくんですか。

柄本／どう‥‥‥‥‥‥‥そうですね。

    んーーーー（長考）、

    そういう言い方になっちゃった、

    というのが、

    正直なところかもしれない。

（･･･）

柄本／結局、こういうふうに言いたいだとか、

    ああいうふうに言いたいだとか、

    役者としては、当然あるんですけど、

    「いい」とか「悪い」とか、

    「上手」とか「下手」とかについて、

    あれこれ考え出すと、

    まったく別の何かがはじまっちゃって、

    何にも見つからなくなるんです。

──  はああ。

柄本／だから、舞台の上の役者というのは、

    ずーーーっと考えながら、

    あっちへいったりこっちへいったり、

    ジタバタ足掻きながら、

    少しずつ少しずつ、前に進んでいく。

    ちょっとこれ、話が支離滅裂ですね。

──  いや、わかります。何となくですが。

柄本／で‥‥ですね、よくできた戯曲ほど、

    そういう感じがあります。

    時生とやった

    『ゴドーを待ちながら』なんか特に。

── いい戯曲ほど、役者さんは、

    あっちへいったりこっちへいったり、

    足掻きながら、進んでいく。

柄本／そういう感覚が、あるんですよね。

    結局、果てしないというか、

    器の大きさが、ハンパじゃないから。

──  こうだと決めつけてこない。物語が。


柄本／どこへ行ってもいいからって、

    そういう度量の大きさがあるんです。

    で、どこへ行ってもいいし、

    どこへ帰結したってかまわない中で、

    「ああ、ここだ」って決めて、

    安心した途端、

    バチクソに怒られるんですよ（笑）。

──  ひゃー、そうなんですか！

    ここだと思った瞬間に怒られちゃう。

柄本／もう、どうすればいいんだと（笑）。

──  舞台の上の役者さんには、

    安心している暇がひとつもない‥‥。

柄本／ええ、そりゃないです。ないですし、

    親父は、そういうことを、

    見抜く力が非常に長けてるんです。

    安心しきったセリフを言ったとたん、

    目が据わりますから。

    最終日とか、最悪だったんですから。

──  『ゴドーを待ちながら』の？

柄本／時生が、本番の真っ最中に、

    出ハケ口の真正面に立ってた親父に、

    「殺すぞ」って言われてた（笑）。

    誰にも聞こえない、ちっちゃい声で。

──  うわー‥‥。

柄本／舞台の上の俺ら以外気づかない声で。

──  なんでしょう、

    「安心」しちゃってたんでしょうか。

    今日で最終日だというようなことで。

柄本／舞台を観に来る人たちは、

    役者の「不安」を観にくるんだって、

    そんなことを言う人ですから。

──  インタビューのときも、

    初演にあたったらもうけものだって、

    おっしゃっていました。

柄本／あ、そうですか。へえー‥‥。

──  何度も演ずれば演ずるほど

    「こうでしょ」ってなっていくけど、

    それだと、つまらないって。

    やっぱり「安心」は敵なんですかね。

柄本／舞台の上の「役者の不安」こそ‥‥

    って、そういうことなんですかねえ。」


「第４回　秘密をひとつ持てたらいい。」より
!
── その役者としての職業観と、

    「自分らしさ」みたいなことって、

    どう折り合いをつけるんですか。

    一字一句、まったく同じセリフを、

    他の役者じゃなく、

    「自分が言う」意味というか‥‥。

柄本／そういうことは、考えてないです。

    だって何より「自分らしさ」こそ、

    よくわからないし‥‥

    もっと言えば、

    別に、自分らしくたって、

    自分らしくなくたって、

    どっちでもいいと思っていますね。

──  ああ、そうなんですか。

柄本／その代わり、

    自分がそのセリフを「言う」ときに。

──  ええ。

柄本／何か自分なりの「秘密」が持てたら、

    いいなと思ってます。

──  秘密。

柄本／そう、何て言ったらいいのかなあ、

    内緒ごとっていうか、

    誰にも言わない、誰にも見せない、

    自分だけの秘密。

    セリフを言うときには、

    そういう

    自分だけの秘密を持てたらいいなあと。

──  はあ‥‥それを心に持っているだけで、

    一字一句、同じセリフでも、

    どこか「その人の言葉」になるような、

    そんな気がしてきますね。

    他人には見せない秘密、かあ。

柄本／はい、人には絶対、見せないものです。

    そういう秘密って‥‥

    まだ自分のキャリアが浅かったころは、

    自然に持てていた気がするんです。

──  へえ、そうですか。

柄本／演技するときの、純粋な楽しみとして。

    でも、こうして「役者」という職業を

    やればやるほど、

    知れば知るほど、

    経験すればするほど難しくなってくる。


──  自分の中に「秘密」を持つことが。

柄本／そう。どんどん難しくなる。

──  なんでだろう‥‥。

柄本／わからないんですけど、

    かなりハッキリした実感があります。

    秘密だけじゃなく、やればやるほど、

    セリフを言うのも難しくなるし、

    ただ突っ立ってるだけでも、難しい。

──  そうなんですか。

柄本／言うこと、あるくこと、止まること、

    ただ立つこと、息をすること、

    ただ、そこにいること‥‥でさえも。

──  難しくなる。やればやるほど。

柄本／そうなんです。」




☆mediopos-1940　　2020.3.8

■若松英輔!
『いのちの巡礼者／教皇フランシスコの祈り』!
　（亜紀書房 2020.3）!

柱で数えられる神は 
天と地をむすぶが 
地上をむすぶ橋は 
異なる岸をむすぶ !
人が生まれてくるのは 
異なるもので満ち満ちている 
この地上で生きてゆくためだ !
知と愛は 
ほんとうは別のものではないけれど 
地上では 
知は異なるものをつくり壁を築き 
愛は異なるものをむすび橋を架ける !
キリストは弟子の足を洗い 
それを拒んだ者を 
キリストとは関係のない者だとしたが !
互いに異なる者 
互いに極をつくる者がむすばれ 
橋を架けられるということは 
上なるものは下なるものによって 
下なるものは上なるものによって 
支えられ生かされるということだ !

ゆえに 
貧しき者から学ばぬ富者は 
ほんとうの富者であることはできないし 
言葉なき者の声を聴きとれない者は 
ほんとうの言葉ある者であるとはいえず 
分かたれたものをむすべない知者は 
ほんとうの智を得たとはいえない !
地は修羅に満ち満ちているけれど 
異なるものたちの集うこの地上で 
学び得ることはなんだろうか !
神は天と地をむすぶが 
地のあいだに橋をかけるのは人なのだ 



（「「貧しい人」に学ぶ」（東京新聞夕刊、二〇一九年一一月一九日、二〇日）より）
!
「ローマ教皇は、宗教者の姿をした政治家だと批判する人は、これまでも少なからずいた。だが、ローマ教皇には宗教的リーダーと政治的リーダーという二つの「顔」があるのではない。誰であれこの座に
つく者は、どこまでも一つの人格を生きている。政治と宗教はつねに、緊張をはらみつつ、高次の均衡のなかにあり続けなくてはならない。「教皇」は、そのことを全身で体現することを求められる。

　ことにフランシスコの場合、その役割の自覚は著しく強い。彼は政治的であろうとしているのではない。むしろ、政治と宗教をともに従来のあり方から脱却させたいと願っている。

　フランスの社会学者ドミニック・ヴォルトンとの対談（『橋をつくるために』戸口民也訳）で彼は、「政教分離の国家は健全なもの」であり、「健全な政教分離」を実現しなくてはならないと述べつつ、
同時に「超越的なものに開かれていること」がどうしても必要であると語る。

　大いなるものを前にしたとき、人は必然的に「小さく」なる。キリスト教における「小さきもの」とは、つねに超越者の存在を感じつつ、生きる者たちにほかならない。

　だが、現実の世界ではしばしば人間が超越者の椅子に座っている。社会を人間の価値観によってのみ構築しようとするとき、富める者、力ある者の考えが色濃くなる。貧しい人、弱い人の声は封じられ、
あたかも存在しないかのように扱われる。

　教皇は、宗教や倫理的な問題だけでなく、気候危機やグローバル経済によってもたらされた富の偏りなど、政治、経済、人権にかかわることに対しても発言を辞さない。当然、権力者とのあいだに摩擦が
生じることもある。だが、こうしたとき彼は、どこまでも言葉を奪われた者たちの「口」であろうとする。

　教皇に主任するとフランシスコは、歴代の教皇が暮らしていた宮殿を住居にすることを拒んだ。数百人の人が集える場所が併設されているこの場所ではなく、「聖マルタの家」と呼ばれる質素な居住空間
での生活を始めた。宮殿からは世の「貧しさ」は見えにくいというのだろう。

　現代社会における「貧しさ」は金銭的問題に限定されない。生きる意味を見失うという精神的な「貧しさ」もあるが、故郷を追われ、家族との別離を強いられた移民、難民たちのような境遇的な「貧し
さ」もある。

　彼はつねに、ある畏敬をもって「貧しい人」たちに言及する。そして「貧しさ」を単なる否定的な問題であるとは捉えない。「貧しさ」は、人と人を真の意味で結びつける契機にもなると強く訴える。「貧
しい人」たちが私たちのなかに眠っている「愛と誠意」を目覚めさせる、ともいう。

　同時に彼は「貧しい人」たちに学ばねばならないとも述べている。「貧しい人は多くのことを教えてくれる」だけでなく、信仰においても「特別に開かれている」、すなわちより超越者にちかい場所にい
るとも語る。

　彼は、世界のあり方を改善しようとしているだけではない。「貧しい人」たちの叡智に照らされながら、その基盤を作り直そうとしている。現実は、富める者たちが「貧しい人」たちに何かを与えている
のではなく、「貧しい人」たちこそが、この世に真実の「富」をもたらしていることを、明らかにしようとしている。

　彼は、これまで誰も考えなかったことを実現しようとしているのではない。むしろ、人々が心のどこかで真摯に願わずにはいられなかったことを現実化しようとしているのである。」
!
「教皇に就任するとき、聖人に由来する新しい名前を冠する習わしがある。彼が選んだのは、一三世紀に活躍した製品の聖者として知られる、アッシジの聖フランシスコだった。

　以前からフランシスコにゆかりが深かったわけではない。むしろ、彼はこの聖者とは異なる伝統のなかに身を置く人物だった。アッシジの地を訪れたのも教皇になってからである。

　初めてづくしの人物だが、彼はイエズス会から出た最初の教皇でもあった。フランシスコ会とイエズス会は、カトリック教会の二大勢力だといってよい。ある意味では対極的な位置にあるともいえる。

　教皇は、出身母体であるイエズス会に由来する聖人の名前を付けることもできた。だが彼はあえて「フランシスコ」の名前を選んだ。ここには、この聖人が体現した、貧しさ、平和、自然への畏敬を重ん
じるという思いだけでなく、相容れないものを創造的に「一致」させようとする教皇の深い企図がある。

　カトリックが今日説く「一致」は、同一化ではなく、さまざまなものがそれぞれでありながら「共鳴」する状態を意味する。「共鳴」はときに厚い「壁」の向こうにも響く、「壁」と「橋」はフランシス
コの信念を理解する上で、鍵となる言葉だといってよい。「壁」をなくし、「橋をかける」こと、それがキリスト者の考える「一致」にほかならない。」
!
「教皇は、自らの言葉を届けるためだけに日本を訪れるのではない。語ることを奪われた死者たちの声に耳を傾け、かなしみのなかに生きる者たちに敬意を表するためにも来るのだろう。

　私たちもまた、教皇の言葉に注目するだけでは十分ではない。私たちも彼とともに、世にある沈黙の言葉を聴き取る、むかしの人々が「心耳（しんじ）と読んだ、もう一つの「耳」を開かねばならない
のではないだろうか。」




☆mediopos-1941　　2020.3.9

■平出隆「第３章　野外をゆく詩学」!
　（鶴岡真弓編『芸術人類学講義』ちくま新書　2020/3）所収!

novalis-nova 
未来のノヴァーリスへ !
諸学は哲学になったあと 
ポエジーになる !
精神科学はほんらい 
そのような構想をもって 
歩むものなのだというイメージを 
シュタイナーを読み始めたころから 
憧れのように持ち続けている !
だから 
専門領域に閉じこもった 
ポエジーなき精神科学は 
夢なき過去へと回帰しようとする 
毀れた葦舟でしかない !
それは 
姿のない姿の舞いとなって 
宇宙全体において展開される 
ミクロコスモスとマクロコスモス 
内部と外部が照らし合うように 
ポエジーを詠う遊戯とならねばならない !
見果てぬ 
としかいいえない 
novalis-novaのポエジーへ 
「神秘学遊戯団」の夢のまた夢として 



「「野外をゆく詩学」は、人類にとっての基礎的かつ重要な概念のひとつとしての「ポエジー」を探求することをめざすものです。「ポエジー」とは「詩」のエッセンスですが、合理的な思考とは別の経路
をとってあらわれる「時空変換」と考えてみることができます。それは、触った私たちの意識を別の時空に立たせてくれるものです。

　ところが現代では、「詩」ということばが使われるとその探求は、たちまち幾重の障碍に取り囲まれてしまうようです。言葉を使って組み立てる「詩作品」だからポエジーをはらむと考えるのか、ポエジー
は言葉による「詩作品」の外にも発生し、発見されるものと考えるのか、考え方は大きく二つの道に分かれるからです。

　今日まで、近代詩や現代詩と呼ばれてきた領域は、もちろん、「ポエジー」を重要なものとし、他の諸芸術との連関を確かめてきはしたものの、つまるところ、文芸としての詩の形式を軸としてのみ「ポ
エジー」を考えてきたために、そのかぎりで狭い場所に陥ってしまいました。

　しかし、こうした隘路を破砕する道がないわけではありません。「ポエジー」は「詩作品」の外にも発生し、発見されるのだという考えを、科学的にあるいは客観的に、地道にまたは大胆に検証していう
ことがその方途になるでしょう。

　「野外」の意味、「野外をゆく」の意味はここから来ています。つまり、思考の枠をみずから外し、現代社会という仕切りからさえ詩を解放し、発生そのものを「生きた古代」（ノヴァーリス）とみなす。
すると、「ポエジー」は「言語」に対してのみならず、いわばその「野外」の基底において関わるものではることが分かってきます。

　なにより重要なのは、この概念が「根源の歴史」（ベンヤミン）の発見に繋がると考えられることです。すなわち、この研究が行うのは、文芸としての閉域から「ポエジー」を解き放ち、隣接する諸科学
やその実践方法と結び合って、人類にとっての原初的な力をふたたび見出そうとする試み、といってもいいでしょう。それがここでいう「詩学」です。」
!
「ノヴァーリスは二十九歳という短い人生の中で、未完の小説のほかにさまざまな断片を書き残しながら、「ポエジー」を中心にした未来に繋がる諸学の連環を構想しました。そしてこの構想の要に数学と
いう学問を挙げています。しかし彼は、数学を特別な学問ではなく、むしろすべての学問が基礎とするような、道具のように使うべきものだといっています。そしてやがて、学問はすべて数学であると考え
て、「数学の詩学。数学の文法。数学の自然学。数学の哲学。数学の歴史学。哲学の数学。自然の数学。詩学の数学。歴史の数学。数学の数学」ということをいっています。

　ノヴァーリスの「諸学連環」はたんにアナロジーによってなされているのではありません。数学を基底にし詩学を基軸としたポエジーをめぐる思考の自在さは、アナロジー関係相互のあいだのアナロジー
にまで達しているからです。領域をめぐる思考が、いわば、大地に発し、虚空に達しているからです。「もしかしたら、大きな山脈は、この預言者たちがかつて通った道の跡をシメしているのかもしれませ
んし、山は山で、自分の力で大きくなり、天空にわが道をたどろうとするつもりだったのかもしれません」。

　Air Languageの探求が文学的批判を行使せず「零度」の言語の地点からはじめるのは、「詩」が配置される一領域の時代性への深い批判を養いながらであり、かつその泥沼から身を逸らすためです。数学
を基底にすればむしろ、たとえば自然変換を扱うカテゴリー論によって、過去の文学的言語を文学から解放し、詩的言語を詩の神話から解放する可能性が見えてきます。

　人類の純粋意識が言語を介して物質と交渉しだう際に、次元の玄関が発生する現象をAir Languageとして探求する。Air Language−−−−この呼び変えられた「ポエジー」は、科学的直観との同一性の確認
を求めるために、自身の機能を極小の動的な変換の原理として見出します。そしてそれを書物的なものを発見する、または制作するという行為に接続させることによって、既成の諸領域の外部に晒し出しま
す。

　それは詩的直観の発動であり、このような探求を制作行為として進めれば進めるほど、次元変換において科学的直観と詩的直観とが、似ているのではなく同じだという意味が明瞭になります。科学的直観
が発動された歴史的諸例と、詩的直観のふるまいが呼応していることにも気づかされます。さらには科学から人文知へのこだま、美術や音楽からの言語芸術へのこだま、なにより自然と物質の内部からの人
間へのこだまを聴き逃さないように努めることができます。

　こだまのための場所は書物のトポスに求められますが、すでにそこは書物の姿形を脱ぎ捨てようとしています。もはや聖書以前の書物であり、粘土板以前の書物、草の巻以前の書物です。人類は十五世紀
に現在の「書物」を見出してこれを六百年ものあいだ大事にしてきたという考えの方向は、ここでは大きく転換されるでしょう。短くとも五千年は、長ければ四万年は、本のようなものを探す意識が、空中
に、自身の廻転を容れる器を探してきたのですから。いや、自身の廻転とともに廻転する器を、本以前の本が探し、そしていまも探している。ノヴァーリスのようにいえば、大きな過去の富の中に入ってい
くことは。現代の自分を未来の申し子にするのです。子規のようにいえば、「今までわからなかった問題が驚くほどはっきりして」来る。

　一人と人類との不断の転換の原理を見ながら、手の中でいまはじめて生まれてくる「古代」を捉えきる詩学の構想、これは、一冊の書物に宇宙全体を閉じ込める試みではなく、同じことのように見えます
が、徹底した外部の空間そのものを外部のまま書物として形成しようとする構想であり、覆された書物のイメージに導かれる、詩学ならざる詩学といえるでしょう。」




☆mediopos-1942　　2020.3.10

■対談＝中島隆博×納富信留!
「世界哲学」、違和感からの再始動!
（「週刊読書人」2020年3月6日（第3330号）所収）!
※『世界哲学史　全８巻』（筑摩書房）刊行開始‼!

「哲学」が何を意味しているか 
アカデミックな視点からは 
それなりの囲い込みはあるだろうが 
宗教や思想などをふくんだものとしてとらえれば 
「世界哲学」というとらえかたは 
西洋哲学だけに限られたものとしての 
哲学よりもむしろ違和感がない !
その意味でも 
『世界哲学史』は 
画期的でありながら王道的でもあり 
しかも新書という形態での刊行には 
この試みに対する編者の深い意図が感じられる 
しかもそれぞれのテーマを担当されている 
著者の選定も深く頷けるものとなっている !
また本対談で中島隆博氏が 
「「世界哲学」とは、 
世界の諸哲学を集める、ということではない」とし 
また「ある種の極端な相対主義」を恐れているというのも 
「世界哲学」という試みそのものを形式化せず 
問いを深めていく必要性への責任感が感じられる !
これまで当然のごとく 
哲学といえば西洋哲学を意味してきた以上 
そこで探求されてきたさまざまを踏まえる必要があり 
それでいてヨーロッパという中心だけではない 
複数の中心の在処を模索しつつ 
しかも多様な全体としてとらえられ得る視点をも 
試みのなかで見据えていかなければならない !
多中心でありながら 
それぞれの中心から他の中心との関係を 
とらえていく必要があるということにもなる 
まるで華厳経が描き出す宇宙観のように 



「納富／「哲学」という単語は複雑で、同時に非常に堅固なものですよね。日本の哲学は、確かに西洋近代のフィロソフィーとぴったり重なるようなものではない。異なる出自の文化を受容しようとし、異
なる進歩をしてきた。　

　でもやはり、古代ギリシアに起源を持ち、キリスト教中世、ルネサンス、啓蒙主義、市民革命と帝国主義を経て、現在に至る、西洋で積み上げられてきたフィロソフィーを捉え返さないことには、「哲学」
は日本にも中国にもそれぞれのものがあるんだ、といっても、相手にしてもらえない。実際、「世界哲学」を掲げたものの、反撥は少なくないですよね。

　ですから、西洋哲学を古代ギリシアのフィロソフィーに遡って改めて見直すということと、インドや中国、日本、イスラーム、アフリカ、東南アジア、ラテン・アメリカ、ロシアなど西洋以外へ領域を広
げて、思想を捉え直すこと。その裏表が必要になってくる。

　我々が「科学」と呼んでいるものは、基本的に西洋科学ですが、わざわざ「西洋」とはつけません。では西洋の他に科学がなかったのかというと、中国にもインドにも日本にもそれぞれありました。例え
ば暦は各地にそれぞれの技術で作られていたものを、西洋の天文学からなる太陽暦に統一された。例外は医学で漢方や気功を用いる技術は、区別して東洋医学と呼ばれます。しかし基本的には駆逐されて、
日本の伝統的な自然観を日本科学と呼ぶ人はいません。

　それを考えると、西洋哲学に対して、これまで駆逐されてきた全てを含め、「世界哲学」というものを立ち上げようなど至難のわざです（笑）。西洋のフィロソフィー由来でないものを「哲学」と呼び、
さらにそれに「世界」とつけることで、新たなものを立ち上げようなどと。二重三重に不可能なことを試みている。それに違和感をもたれるのは仕方がないし、むしろ違和感こそが意図だともいえます。

中島／「哲学」に安心しない、ということがこのプロジェクトのポイントですよね。科学の概念にはほとんどぶれがなく、大抵の人が安心しているように見えます。私はいささか疑問を持っていますが、そ
れに比べて、哲学はそんなに安心できる概念ではないし、安心できる活動でもない。

　近代西洋が普遍として提示しようとした知とは、ヨーロッパが構築する世界の中に、全てを包摂しようとするモデルでした。しかし、いま私たちが立ち上げようとしている「世界哲学」は、世界中にある
諸哲学を、既存の哲学の枠組み、つまりヨーロッパ的世界観の枠組みの中に、集めようというものではない。

　既存の「世界」概念が揺らいでいるいま、ヨーロッパが中心かどうか疑ってかかる必要があるし、近代ヨーロッパ的理性からなる知が、本当に普遍的なものなのか、そもそも知とは唯一普遍のものなのか。
西洋近代哲学が追究してきた「普遍性」の概念さえ、問い直さねばならないわけです。

　科学や数学の突端でそういうことを考えている人はいるかもしれませんが、同じことが、科学や数学で起きるかというと、基本的にはないだろうと思います。ところが、哲学ではその始まりから、それが
重要な問題でした。つまり哲学という理念をどう形作るかによって、世界も変わってくる。ある意味で哲学は、根源的な不安定性、複数性に直面する学問です。納富さんがいったように、近代的なヨーロッ
パの哲学理念が、一つのモデルであることは間違いない。ですので、それを安易に哲学の「ワンオブゼム」だということはできない。それでも、それがどういうモデルだったのかを問う必要はあります。

　そのような根源的な不安をかき起こす、こなれない概念が、「世界哲学」だということですよね。」
!
「中島／「世界哲学」とは、世界の諸哲学を集める、ということではないんですよね。世界には地域哲学が多元的にあるので、それぞれを尊重すべきだという構え方に対しても、その哲学的意味を問わなく
てはいけない。多元的で、複数あるとは、哲学的（･･･）当然、諸地域ごとに複数の仕方であるのでしょうが、では複数とは、どういうタイプの複数ですか、というところまでつきつめて問わなければいけ
ないんですよね。

納富／西洋哲学による一元的支配というと、非常に政治的で嫌な感じがしますが、帝国主義に対する反発から、個々を尊重し、結果、無差別に乱立することになるのも問題です。無思考に尊重するのでなく、
内容と質を見極めなければ民族主義的な独善的主張と同じになってしまいます。

中島／恐れているのは、ある種の極端な相対主義です。それもいいじゃない、あれもいいじゃないということで、批判を緩めてしまうことです。

納富／見かけは寛容だけどね。

中島／そうした極端な相対主義は、実はきちんと事態に向き合っていないのだと思うんですよ。哲学的な枠組みにおいて、倫理的に極端な帰結に至る、とんでもない主張もできなくはありません。例えば子
供の虐待をよしとする帰結も可能なわけです。しかし、それを認めることはとてもできないですよね。

　「世界哲学」を語るとき、どこかで倫理的な問題に触れざるをえない。ニーチェが道徳に関していうように、並べてみるのは大事なことですが、その先ですよね。そこまでいきたいところですが、さてど
うなりますか。

納富／これは実験的な試みですから、この八巻で完結だとは思っていない。この本と並行して「世界哲学」の試みはあちこちで続けていくことになるでしょう。」




☆mediopos-1943　　2020.3.11

■中沢厚（序＝網野善彦／解説＝中沢新一）!
　『石にやどるもの』（平凡社　1998.12）

柳田國男は『石神問答』のなかで 
関東や中部などに分布し 
御神体が石であることの多い 
シャクジについて語っている !
シャグジは石神とも記されるが 
それは宛字かもしれないともいい 
杓子（オシャモジサマ）や 
十三塚の上にシャグジが祀られてあることから 
「十三」との関連にも言及している !
シャグジと石神との関係はともかく 
磐座・磐境には神霊が降臨し 
さまざまな奇石・霊石なども 
神体・神の依代として祀られているように 
自然石をご神体とする神社は多く 
石にはなにかがやどっているとした 
超自然的な力をもった石への信仰は 
古くから各地に伝わっている !
中沢新一の父である中沢厚は 
そんな石の魅力にとりつかれていたという !
『石にやどるもの』では 
甲州を中心とする一角で多く祀られている 
道祖神としての丸石を中心に 
石の仏や神様たちをはじめとした 
石についてのさまざまがとりあげられている !
中沢厚は 
そんな丸石神のなかに 
古き時代から伝わる 
宇宙的なひろがりをもった 
日本人の神観念を 
見出そうとしていたのではないか 

たしかに 
石にはなにかがやどっている !
小さな石から 
ご神体として祀られているほどの巨石まで 
それらの石をまえにしたとき 
私たち（すくなくとも私は）のどこか深みで 
どこか「カミ」のことばを聴いているような 
そんな感じをうけることがある !
その感覚は現代では随分と失われてしまっているが 
御山がご神体とされることもあるように 
日本では古くから自然そのものや 
かまど神のように 
自然とのあいだで生まれる道具などをさえ 
カミとして祀ることを事としてきた !
「もの」は「物」であり「霊」でもあるから 
それらとのかかわりのなかで生を営んできたのである 
そうした「もの」のひとつの結晶のようなものとして 
道祖神としての丸石神もあったのだろう !
そしてそうした「もの」としての自然を祀ることで 
それらの力の恩恵を受けられるようにと祈ってきたのだが 
それらの力がなおざりにされるようになったとき 
それはさまざまな姿をとって警鐘を発し 
私たちにその力を及ぼしてくることにもなるのだろう 



（「序　網野善彦」より）
!
「石と人との関係は、いうまでもなく人間の歴史とともに古い。自然と人間との関わりの中で、それは最も普遍的であり、また本質的であるといってよい。しかも石に対する人の関わり方は、人類に広く共
通するものを持つととともに、民族によって、地域によって、また時代によってきわめて多様かつ個性的である。それ故、それは民族の文化、地域生活の特質、時代の特徴をとらえるための、きわめて重要
な手がかりとなるといってよかろう。

　日本列島の人間社会も、またその最初から石と長い長い間つきあいつづけ、その中から列島のそれぞれの地域に、独特かつ豊かな意識の文化を生み出してきた。実際、石を度外視して、日本文化、日本人
の生活を論ずることは、まったく不可能といっても決して過言ではなかろう。」
!
（「解説　中沢新一」より）
!
「彼にとって、石はひとつのオブセッションだった。彼は死ぬまで、石の魅力にとりつかれていたのである。どこを旅していても、気にかかるのは、いつも道端にひっそりたたずんでいる石の仏や神様たち
の像のことだった。それをみつけると、彼はそれにカメラを向けずにはいられなかった。世の中におこるさまざまなものごとの意味について、深く考え込んでいるときにも、たえず自分の思考を石というも
ののありようとかかわらせるような奇妙な癖があった。自分のからだが癌におかされたときも、内蔵の表面に石が露頭してきたのだと言って、なかば不気味がり、なかば面白がっていた。石は、彼にとって、
世界に生きることの意味を解読するための、ほとんどキー・メタファーとなっていたのだ。」
!
「地質学者は、日本海側の糸魚川から太平洋側の伊豆にかけて、フォッサマグナとよばれる大きな地質的な断層線が走っていることをあきらかにしてきた。それを境にして、日本列島がぽっきり折れ曲がっ
ているような感じなのである。気象学や地質学が若いころから好きだったせいもあって、父はこのフォッサマグナによる地質的な切断と折れ曲がりのイメージに、とてもひかれるものをもっていたようだ。
彼のなかでは、その切断と折れ曲がりのイメージは、地質学をこえて、日本の歴史や文化について考えるときの重要なヒントをあたえるメタファーとしての力を、しだいにもつようになっていったのである。

　日本の文化のなかにも、フォッサマグナにあたるものが存在するのではないか、という考えだ。長いこと日本人は、自分たちの歴史や民族性や文化が、一枚岩のようなホモジーニアス（均質）なものだ、
という考えにならされてきたし、民俗学でさえホモジーニアスな「祖たちのくらし」を復元してみようとして努力を重ねているのだけれど、いちどそこにフォッサマグナのような、構造的な切断面を考えて
みる必要があるのではないか。そのことによって、日本人という考えじたいが多様化せざるをえなくなる。それといっしょに。日本人を形成しているある部分は、シベリアとアメリカ大陸のインディアン文
化、それに中国の少数民族や太平洋に生きる海洋性民族などとのつながりを、もういちど発見することになるはずだ。民俗学の本といえば、戦前の民俗学者たちの書いたものしか知らなかったし、文化人
類学をきちんと勉強することもなかった人であってけれど、彼は読書や体験のなかから、そういう「フォッサマグナ思想」をしだいに醸成するようになっていった。」
!
「丸石がじつに不思議な存在であることに彼がはっきりと気づいたのは、『山梨県の道祖神』（本書所収）を書いているときだった、と私は思っている。もちろん、丸い石の道祖神は、それまでにも彼の関
心をひいてきた。なにしろ、このあたりには、丸石の神がごろごろしているのである。道祖神場にいけば、そういう石がちょこんと鎮座していたり、乱雑につみかさねてあったりする光景に出会うことが、
すぐにでもできる。ここは丸石神の里なのだ。甲州の国中を中心にしておびただしい数の丸石の分布がみられるが、それが真宗の諏訪に近づいていくにつれて、しだいにまばらになり、道祖神場には丸石の
かわりに男女二人立ちの姿を彫り込んだ石の像がふえてくる。それに相対的にみれば、諏訪に近づくにつれて、石棒（男根石）の神のほうが、濃い分布をしめすようになる。信州をことのほか愛していた武
田久吉氏とともに、甲州から諏訪をとおって佐久や信州平らのほうに石神をもとめる旅をしていたときには、丸石も石棒も双立像も、みんないとしい道祖神として、おたがいにならびたっていたので。この
分布図のしめす意味に注意するようなことはめったになかった。だが武田氏にすすめられて、甲州にかぎった石の神のモノグラフを書くことになったとき、その分布図は彼にとっては別の意味をもつように
なったのであった。

　丸石は、日本の神の表現のなかでもかなり特異なところをもっているように思われるが、彼の発想法のいつものくせで、その分布が甲州を中心とする一角に限定されているということ（そののち、丸石の
神は紀州や伊豆にもたくさんあることがわかってきた。しかし、そのことによって、彼の基本的な考えは修正をうけることはなかったように思われる）のなかに、彼はまたもや日本文化の「部族的」複合性
の証拠を見いだそうとしたのである。丸い石にまつわるという風変わりな宗教思想をもった人々が、縄文前期いらいこの山岳地帯を生活の拠点にして、彼らの独自な世界をつくりあげていた。彼等は部族を
形成していたのである。アメリカ・インディアンのズニ族とホピ族が、おたがいに近いところに棲み分けながら、神話や宗教や儀礼においては似たところ以上におたがいのあいだの異質性をきわだたせてい
たように、丸石神の部族も、まわりをとりかこむほかの部族とは、同じエゾといいながらも、鋭い異質性をもっていた。石棒を神とする人たちと、丸石を神とする人たちのあいだには、宇宙や人間について
の考え方に、ちがいがあり、そのちがいを無視して道祖神なるものの一般的な意味に丸石を解消させていったのでは、何か重大なものをとりのがしてしまうのではないか。エゾもまた多様なのだ。そこには、
複雑な「部族」の歴史が隠されている。その部族の記憶は、何万年もたったいまでも消えさってはいない。丸い石を神にまつる。そのことのなかには、日本人の神観念なるもののなかにすんなりおさまりきっ
てしまうことのない、何かの異質性が隠されているはずなのだ。丸石の独自性などというこのは、小さなローカリティにすぎないように見えるけれど、ぎゃくに丸石神のなかには、神社神道に結晶してくる
ことにたった日本人の神観念なるものが実現することにあかった、もっと大きな可能性、もっと宇宙的なひろがりをもったがっしりした思想が、ひっそりと埋めこまれているのではないか。ローカルなもの
は、そのローカリティの極限で、ぎゃくに宇宙的はひろがりを、ふたたびみいだしていくのだ。均質性をつくりだす普遍とはちがう、別のタイプの普遍性。そういものの可能性を彼はあのかわいらしい丸石
の神のなかに、みいだそうとさえしていたのである。

　美術評論家石子順三氏との出逢いが、彼のなかに渦まいていた丸石をめぐる思考の萌芽を、大きく成長させた。石子氏はもっぱら「美」の観点から、丸石にひかれていった人である。

（…）

　彼はそこに、複雑な抽象的な思想を、単純な丸いかたちのなかに凝縮して表現しつくしてみようとする、すばらしいミニマリズムの可能性を見たのである。その美しさ、単純さ、どこまでも深く、しかし
どこまでも軽やかなそのたたずまい。石子氏は文字どおり丸石に没頭し、何度も甲州の地に足を運んだ。（…）モダニズムのサイクルが終了したのちの時代の、新しい美の探求のありかを探しもとめようと
していた。

　そういう石子氏の考えを、父がじゅうぶんに理解していたとは、私には思えない。しかし、ふたりの出会いがおたがいのなかにみのりあるものを生み出したことは、まちがいない。」



☆mediopos-1944　　2020.3.12

■安田登!
　『特別授業　史記（別冊NHK100分de名著 読書の学校）』!
　（NHK出版 2020.3）!

文字が生まれ 
心が生まれ 
論理が生まれ 
法が生まれ !
これからは 
文字や 
心 
論理 
法 
そんなみんなから 
自由でありえるような 
新たなものが 
生まれてこなければならない !
技術はさまざまに進化してきているが 
それらによって 
どんな便利になってきているとしても 
現代の生は 
過去に生み出されてきたもののなかで 
どこか閉塞状態になっている !
技術が進めば進むほど 
論理や法が整備されればされるほど 
その閉塞感は高まってこざるをえない !
過去の延長線上にあるものではなく 
新たな特異点が生み出されなければならない !
おそらくそれらは 
経済や技術に関係した課題であるというよりも 
私たちの生そのものにかかわるものになるのかもしれない 
そしてむしろそれが経済や技術の変容につながる 

文字を超えた表現 
心を超えた感受 
論理を超えた智慧 
法を超えた自由律 !
そんな生の 
死さえもふまえた 
新たな姿へ 



「みなさんの中で、文章を書きながら、もどかしい思いをしたことがある人はいませんか。あることを説明しようとするときに、本当はあれも言いたい、でも、文章は一直線にしか流れないから、ひとつの
ことしか言えない。本当はこんな単純な話じゃないんだけれども----、そう思ったことがある人も多いでしょう。

　そう、文字によって作られる文章の直線性、リニアこそが文字の特徴であり、論理を生み出した元なのです。

「はじめに」で、文字は脳の外在化ツールだという話をしましたが、文字の特性は、もうひとつあります。それは、文字があらゆる事物を二次元に微分した結果の存在であるということです。

　たとえば「兜（古）」。実物の兜は三次元、Ｘ^3の世界ですね。ところが平面である骨や青銅器に書くときには、それを二次元、Ｘ^2にしなければならない。そう、微分するのです。前講で観た「川」
や「犬」などは動いていますから、四次元、Ｘ^4の存在と言えます。これを文字にするときには、まずは時間を止めて三次元にし、さらにそれを二次元にする。あらゆる事象を二次元にした結果が文字で
す。

　そんな二次元の文字を並べると直線になりますね。漢文は縦、英語は横という違いはありますが、直線です。この直線で生まれたのが「Ａ→Ｂ」という論理なのです。でも、世界は直線ではありませんね。
ですから論理による説明には無理があるし、論理は不完全なのです。」
!
「感情は論理では説明できない。説明できないとなると、論理に代わる何かがほしいと思いませんか？　論理ができたのは紀元前一〇〇〇年頃の周だとすれば、それからもう三千年も経っています。そろそ
ろ何かができてもいい。論理なんて絶対的なものと思いがちですが、こうやって漢字の歴史をたどってみると、それは紀元前一〇〇〇年頃に初めてできたものだということがわかります。となると、それと
は違うものが、新しく生まれてもいいはずなんです。

（･･･）

　そろそろ論理に代わる何かを考えないといけない時期にきている。いま、例えばスマートフォンの新製品が出ても、あまりびっくりしないでしょう。考えてみればすごい技術が詰まっているのですが、驚
きはあまりなく、わりと普通に受け入れてしまいますよね。それはなぜかと言うと、スマホの新製品は、過去からの流れの延長上で考えられているものだからです。

　しかし、これから先、そうではないものが必要になる。それを生み出すには、論理ではないものは必要になるんです。それをぜひ考えてほしいと思います。」
!
「ここまで、殷、周、秦、漢という四つの王朝の本紀を読んできました。これら古代中国の時代には、文字の誕生、心と論理の誕生、法の完成、中華文化の成立など、いまの私たちにとっては当たり前と思
えるものが、始めて生まれた瞬間というものがありました。

　最初にお話したように、これらのうち、特に文字の誕生は、過去に起きた「シンギュラリティ（特異点）」と捉えることができます。心と論理の誕生、法の完成も、それに匹敵する大きな変化です。

　とすると、将来やってくるといわれている次のシンギュラリティでは、これらに代わるものも現れるのではないか。私はそう考えています。

（･･･）

　これは文字についても同じです。シンギュラリティを引き起こしたものは、シンギュラリティ後は古いものになります。ＡＩ（人工知能）はシンギュラリティ後には古いものになっているでしょう。なぜ
ならばＡＩは論理をベースにしたプログラミング言語という、古い文法によって書かれているからです。

　論理に代わる何かを生むには、文字に代わる何かが必要です。それは、文字を知らなかった時代の人が文字を想像できなかったように、いま私たちが想像できるものではない何かのはずなんです。ですか
ら、それは例えば音楽や絵ではない。むろんプログラミング言語や数式でもない。それが何なのか。このことを考えるのは私の世代の人間よりも、みなさんの世代なのです。

　法律だって同じです。いまのところ私たちは、法律はなくてはならないものと考えています。しかし本当にそうなのか。法律なしに人間が生きていくことは絶対に不可能なのか、疑ってみたってもちろん
いいわけです。

　みなさんにはぜひ、こうした「当たり前だと思っているものに代わる何か」を考えてほしいと思います。」




☆mediopos-1945　　2020.3.13

■大澤真幸「量子力学が暗示する＜無知の神＞･･･時間と社会」!
　（『談』2020.no.117　TASC 2020.3）!

物理学で量子力学の問題となっていることは 
他の領域でも別のかたちで起きている !
大澤真幸が論じるまでもなく 
だれにとっても意識の深みでは 
その認識は共有されている 
同時代に生きているということは 
そういうことでもあるだろう !
生きられているかたちは人それぞれで 
共通認識がどれだけ意識化されているかも 
まったく異なっているけれど !
ネット社会になりなおさらのこと 
民主主義のもつほんらいの矛盾も 
クローズアップされざるをえなくなっているが 
この地球上に７５億人が生きているとすれば 
そのひとりひとりが全体との関係でつくりだすのが 
地球上の人間世界ということで 
民主主義ということは 
そのすべての人の世界に対する関与が 
要請される世界だということもできる !
つまりそのひとりひとりの認識態度の総和が 
地球全体のありようを規定するということだ !
じぶんの認識態度をふりかえってみるだけでも 
もしじぶんのそれが地球全体のありようとなるのだとすれば 
とんでもないことになる････というのはだれにでもわかる 
（なかにはじぶんだけは素晴らしいとする方もいるかもしれないが）

!
そういう意味では 
ひとりひとりを総和した全体が 
現代の諸問題を解決していこうとするならば 
ひとりひとりのなかにある問題を 
ひとつずつでも解決していくことが最善の一歩となる 

よく思い出すのは 
手塚治虫の「どろろと百鬼丸」だ 
百鬼丸は妖怪に奪われたからだをひとつひとつ 
妖怪を倒しながら取り戻していく 
そのひとつひとつのプロセスそのものが 
ただ取り戻すということを超えた百鬼丸の成長となっていく !
私たちひとりひとりが百鬼丸だとしたら 
やはり失われたからだをひとつひとつ 
取り戻していきながら 
新たな時代を準備していく必要があるということなのだろう 
そうでなければ私たちひとりひとりの総和としての地球は 
欠損したままで新たな時代を迎えてしまうことになる



「ミシェル・フーコーは代表作『言葉と物』で、一六世紀までのルネサンスを中心とした中世、一七・八世紀の古典主義時代、一九世紀以降の近代という三つの時代を主に取りあげて、それぞれの時代ごと
に基本的なエピステーメー、つまり認識の枠組みがあることを示しています。まず中世には、世界を一つの書物として記号的に書き表していく時に、記号とものごとを同じ水準で捉える「類似」という枠組
みがあり、近世には、異なる水準にある記号とものごとを同定して代替するための「表象」、そして近代はそのように認識し、欲望し、意志する中心に「人間」がいるという、それぞれの時代のそれぞれの
エピステーメーが見出されています。相互の時代間では影響関係のない断絶をはらみながら、同時代のなかでは領域を超えて同じ認識の枠組みがシンクロし合っているという、斬新な学問史を提起したんで
すね。

　『量子の社会哲学』では、二〇世紀の初頭に新たに登場し、今なお物理学者にとって最大の謎である量子力学に着目しました。フーコーの方法論にならってこの学問に顕著に表れているエピステーメーを
意識しながら、レーニンやフロイトやシュミット、あるいは絵画の領域で「キュビズム」そ創始したパブロ・ピカソや、音楽で「十二音技法」を創始したアルノルト・シェーンベルクなど、同時代に起きた
さまざまな「転換」を見ています。もちろん彼らが直接量子力学を学んだわけでも、それらの転換に直接の影響関係もありませんが、これまで確かだと信じられてきたことが、じつはそう信じるほど確かな
ことではないのではないかという同時代の問題意識から、物理学では量子力学が、美術では抽象絵画が、音楽では無調性音楽が、政治思想では社会主義が･･････というように、さまざまな転換が生まれた
と考えてみる。一見まったく異なる領域が、じつは同じ認識の枠組みで転換して、それ以前の時代との大きな断絶を生んだと考えるととても面白いし、そうすることで、それぞれの領域研究だけでは見えな
かったことも見えてくるのではないか、と考えたわけです。」
!
「量子力学で起きていることは、ノーベル賞級の学者の頭のなかだけの問題ではなく、思想や芸術運動、社会システムでも同時に起きている社会現象であり、文化全体の問題である、ということです。です
からこの問題を経由することは、誰か天才的な頭脳の学者が斬新な新理論を打ち樹てれば解決するというものではなくて、僕ら自身が「新しい世界」に入るということを意味しているのだと思います。」
!
「近年の自然災害には目を見張るものがあります。毎年のように世界各地で観測史上空前なことが起こっている。今まで予想もしなかった大きな台風が毎年のように襲来するとなると、僕らが住んでいる建
物や都市の限界を超えて、世界がどんどん人の住めない環境になっていくことも十分考えられます。そうした問題は、より頑丈な建物や都市をつくればいいというだけではもう済まなくて、やはり環境問題
に対する基本的な態度の問題になってくると思います。そしてみんなが言うように、それが人間のもたらす地球温暖化に関係があるのだとすれば、小手先の施策ではなく、根本的な手を打たなくてはならな
いでしょう。つまり、僕らのゲームの基本的な設定を変える、ということですね。

　現状では地球の温暖化により多く貢献した人や企業が、より勝者になるという社会ゲームの枠組みになっています。けれども、それによって世界中が異常気象に見舞われ、太平洋に浮かぶ島が水没したり、
日本には毎年のように巨大台風が、しかも連続的に襲来するようになってしまうのだとしたら、そのゲーム自体を変えなければいけない。その時考えなければいけないのは、すでにもう神のいない世界で、
僕らはどういうゲームを始めるか、始めなければならないのか、ということです。
!
･･････二〇世紀初頭以降、自然科学者だけではなくすべての領域の人たちが、その大きな転換に参加し始めている、ということですね。
!
　ええ、それをもう一度確認するために、自然科学と人文科学をつなぐような本を書いたつもりです。自然科学者にとっては、もちろん社会問題は守備範囲外かもしれません。けれども今彼らが頭を悩ませ
ている量子力学の問題は、そのまま今の人類全体の問題であり得るような、広がりのある問題だと僕は考えています。二〇世紀の初頭に、一九世紀までの世界観の大きな終焉ということが起きて、さまざま
な領域に大きな転換がもたらされました。その転換は、自然科学者たちが量子力学でぶつかったことと同じ認識の枠組みからスタートしていて、それは今もまだ未完のまま、むしろさまざまな現実へと拡張
しつつ表れていると思います。

　物理学においては量子力学の問題としてあることが、他の領域で見ると別のかたちで起きている。その問題の広がりを示すことで、今という時代に共有されている認識の枠組み（エピステーメー）を確認
するとともに、解決する方法を、一つひとつの個別の領域にではなく、領域相互の連携のなかで模索する必要があることを指摘したい。量子力学の謎も、僕らが新しい世界のなか、新しい社会観のなかに降
り立つような時に、初めて解決するのではないかと思います。」




☆mediopos-1946　　2020.3.14

■『Kotoba コトバ 39 悪の研究』（集英社 2020 春号）!
■ブルガーゴフ（水野忠夫訳）『巨匠とマルガリータ』
（集英社 世界の文学 1976.1）!

親鸞の悪人正機説 
「善人なおもて往生を遂ぐいわんや悪人をや」を 
さらにすすめていうならば 
みずからの悪に無自覚な善人よりも 
みずからの悪に自覚しながら苦しむ悪人こそ 
「正機」に近づいているということになる !
善人は悪を知らないが 
悪人は悪を知っているから 
善人はみずからの内なる悪に気づけないが 
悪にはみずからの悪に気づくことができれば 
そこに正機への道が開けるということだ !
さらにいえば 
Ｔ．Ｓ．エリオットのいうように 
「この世の悪事の大半は、 
善意をもった人々によってなされる」 
とさえいえるところがある !
キリスト・イエスが十字架の上で 
「彼らは自分が何をしているか知らないのです」 
というように 
みずからを善人と思っている人は 
じぶんがしていることを善だと思い込んでいるから 
それが悪の種になる可能性など思ってもみないから 
歯止めが効かなくなってしまう !
自称善人はある意味で免罪符を買って 
安心している信徒にも似ているかもしれない 
その免罪符はさまざまなかたちをとって現れるが 
そこにはみずからの葛藤の末にしか 
選びとることのできない自由が欠落している

自由は悪の可能性でもあるけれど 
その可能性がないところでは 
みずからの内なる悪への自覚故に 
はじめて可能になる正機の可能性も失われている !
百匹の羊を持っていた羊飼いが 
迷い出た一匹を見つけたことをこそ喜ぶのは 
自由ゆえの悪を超えて 
道を見つけることこそが正機であるということでもある !
そういう意味で 
悪は研究されなければならない 
もちろんみずからの内なる 
じぶんでも気づいていない悪の研究である 
そのことではじめて 
じぶんのしていることが少しなりとも見えてくる 



（『Kotoba』～「kotoba編集部」より）
!
「人々が恐れ、憎むのが「悪」ですが、一方で「悪」には抗いがたい魅力があるのもまた事実です。

　小説や映画などで、ときに善玉の主人公を悪役が食いそれ以上の人気を得てしまう、といったことも珍しくはありません。そこにはいったいどんな秘密があるのでしょうか？　人間の心の奥深い真実があ
るはずだ−−−−特集のタイトルに「研究」という言葉を当てたのは、そんな疑問に正面から向き合おうという思いからでした。

　この「研究」の成果を出すために、作家、文学者、政治家、哲学者に寄稿いただきました。そして、私たちに様々な悪について考えさせてくれる媒介として、ジョーカー、ＤＩＯ、リチャード三世、イアー
ゴーなど稀代の悪党たちと、その悪党や悪業を活写したフレデリック・フォーサイス、マルキ・ド・サドなどの作家たちにも登場してもらいました。

　面白いのは、様々な論考を読めば読むほど、悪の魅力についての興味が増していくということです。そして、悪、ひいてはそれを生み出す社会に対して抱いていた多くの先入観がつぎつぎと覆されていき
ます。

　ウクライナ出身の作家ミハイル・ブルガーゴフは、『巨匠とマルガリータ』で記しています。

「悪が存在しなくなったら、おまえの善はどうなるだろう？　そして、すべての暗がりが消えてしまったら、この世界はいったいどんなふうに見えるだろう？」
!
「「この世の悪事の大半は、善意をもった人々によってなされる」～Ｔ．Ｓ．エリオット」
!
（『Kotoba』～島田雅彦×野崎歓「文学的に読む悪という存在」より）
!
「島田／自分のなかに芽生えた憎悪に毒されてしまえば、悪に落ちてしまう。一歩間違えば、ぼくもジョーカーやダース・ベイダーになっていたわけですね。

　ここまで議論を進めてくると、悪の本質が少し明らかになると同時に、それに対抗する勢力、つまり「善とはなにか？」という疑問が湧いてきますね。また、善とか悪とか、そんな根源的なテーマに向き
合わざるを得ないのが現代社会という言い方もできるでしょう。

　ぼくは、帝国の支配の方法というのは、ローマ帝国も、香港のデモを鎮圧しようとする現代の中国共産党も、根本的になにも変わっていないと思います。

野崎／なるほど。現代社会においても、帝国の支配に対して集団で立ち向かわなければならない局面がいよいよ際立ってきていますね。同時に、日本の昨今の事件が示すとおし、自らの内なる悪の命ずるが
ままに引きずられて悲惨な結末を引き起こす例も目につきます。孤独をつきつめ、悪と対峙することがやなり大切ではないかと思わされます。その点、『悪徳の栄え』のマルキ・ド・サドなや『悪の華』の
シャルル・ボードレールなどフランズ文学は模範的な例に事欠きません。

島田／孤独というのは、悪にとっても善にとっても非常に重要な条件だと思います。そう考えると、現代社会の〝顔のない悪〟というのは、文学的意味では格下のイメージかもしれませんね。

（…）

島田／ところで、ここまで「文学における悪」をテーマに話してきましたが、根本的な部分に触れるのを忘れていました。

野崎／なんでしょう？

島田／それは「文学という行為自体が悪なんじゃないか？」という議論です。昔は「小説家になる」なんて言うと親に勘当されたものだし、要するに文学者になるというのは一般社会からドロップアウトす
る典型だったわけでしょう。また、『唐詩選』に出て来る中国の詩人たちも、もともとは科挙に合格して仕官しようと志したけど、うまくいかずに酒に溺れたりとか。まさに悪が誕生する過程を実践してい
るわけです。

野崎／悪を知り、悪の中に磨かれてこそ文学者として自立できるということですね。」
!
（ブルガーゴフ『巨匠とマルガリータ』より）
!
「ヴォランドは反駁し、冷笑に唇を歪めた。「屋上に姿を現すなり、おまえは愚かな真似をしたが、それはどういうことか、言ってやろうか、おまえの話しかたが愚かだというのだ。おまえは、まるで影を、
また悪を認めないような言いをしていた。おまえはこういう問題を考えようとはしないのか、もしも悪が存在しないなら、おまえの善はどうなる、もし悪が存在しないなら、おまえの善はどうなる。もしも
影が消えてしまうなら、地球はどういうふうに見えるだろうか？　なにしろ、影は物や人間があってこそできるものではないか。ほら、ここにあるのはわしの剣の影だ。だが、影は樹木や生き物からでもで
きる。おまえは、さえぎるものとてない光を楽しみたいという空想のために、あらゆる樹木、あらゆる生き物を地上から一掃し、地球全体を丸裸にしてしまいたいのか？　おまえは愚か者だ」」




☆mediopos-1947　　2020.3.15

■サイモン・メイ（吉嶺英美訳）!
　『「かわいい」の世界／ザ・パワー・オブ・キュート』!
　（青土社 2019.12）!

シュタイナーは古代においては 
年齢とともに霊性が獲得されていたが 
現代ではとくに二十歳頃を過ぎれば 
みずからがそれを成長させていく必要があるという 
現代ではただ年を経ることは高齢者になることでしかない !
日本の「かわいい」は 
本書で論じれる「キュート」とは 
必ずしも重ならないけれど 
おそらく全世界的に現象化している 
現代の「かわいい／キュート」現象は 
そうした年齢と霊性そして成熟ということと 
深く関係しているのかもしれない !
西欧では幼年期という概念は 
ようやく一六、一七世紀になって発見され 
現代になってようやくその幼年期が 
重要視されるようになってきているというが 
かつては年齢と霊性が重なってきていたが 
その重なりが失われるようになってきたがゆえに 
幼年期つまり子どもということが 
むしろ意識されるようになってきたのかもしれない !
かつてはある意味で人間以前／人間以降として 
すべてをある意味で大人としていたがゆえに 
幼年期／子どもというとらえ方がなかったが 
子ども／大人としてとらえるようになり 
さらにそこから進んで 
ある意味ですべてを子どもの延長線上で 
とらえるようになったのが 
「かわいい／キュート」現象なのかもしれない !
大人になって失われたと思っていた子どもの頃の感性が 
大人になっても変わらず残っていることに 
肯定的に気づくようになったということだが 
子どもの感性へと逆行して 
新たなものが育っていかないということだ 

子どもから大人へと向かうイニシエーションは 
成長にともなって成熟へ向かう霊性を 
獲得することの象徴でもあるが 
それが無化されてしまうということでもある !
子どもの頃のさまざまな経験を大人になっても忘れず 
じぶんのなかに「かわいい／キュート」として 
感じられる部分が変わらず残っていることを 
しっかり意識しそれを生かしていくことは重要だが 
「そのまま」でいいというのだとすれば 
「そのまま」成長しないでいるということでもある !
現代の資本主義社会では 
経済活動の実質的な中心となる女性と子どもの層を 
消費者層として成長させることが重要課題だから 
「かわいい／キュート」の世界が 
その層にしっかりと重なっているというのも 
その現象の大きな要因でもあるだろう 
消費さえ促進できれば成長はなくてもいいし 
むしろ変に成長などしないほうが好都合なのだ !
アンチエイジングということがいわれるように 
ますます人は年齢ではなくなってきているのだろう 
子どもはそれなりに守らなければならないけれど 
子どもはすぐに大人になる 
大人のなかにももちろん子どもはいるけれど 
成熟へと向かう霊性の獲得のためには 
子ども時代のままでいることも 
子ども時代をそのまま引きずって 
そこから出ないでいることもできない



「たいていの場合、キュートなものへの興味は子どもっぽいとか幼児化の現れだと言われて非難される。そしてそのような思い込みのせいで、キュートの美学の中心は、子どもっぽい無邪気さや無力さだと
決めつけられ、キュートなものに惹かれるのは、無力なものを守りたいという人間の本能であると同時に、幼年期に戻りたい、成人期の厳しさや複雑さから逃げ出したい、すべてをコントロールできる不安
のない状態にいたいという願望の表れだとされてしまう。そしてキュートに惹かれるそのような動機は、くだらないとけなされ、ひどいときには自己陶酔だ、サディスティックだとまで言われて、それが
キュートなものと、それをキュートと感じる人両方の軽視につながっていく。

　たしかに、これがキュートに対する一般的な見方だ。キュートなアート作品の作り手である村上隆は、母国日本ではキュートが「骨抜き」にされていると嘆き、日本の現代文化研究家、シャロン・キンセ
ラは、カワイイの浸透を「ファッショナブルな幼児的言動」と捉えている。また、ゲイリー・クロスのような歴史家は、キュートを「すばらしき無垢」への逃避とみなし、エッセイストのダニエル・ハリス
も、キュートは無力さを美化し、「幼児的言動を嗜好する時代遅れの宗教」と嘲り、「たいていの場合、そこにはサディズム的行為が伴う」と指摘する。

　だが、キュートなものに惹かれる動機は本当に、なじみのあるものへの親近感や、幼いものに対する保護本能、幼児性、現実逃避、サディズムだけだろうか？　私はそうは思わない。たんに幼稚なだけだ、
と道徳的な批判とともに片づけてしまうと、もっと大きな動機、すなわち人間の幼年期に対する見方や子どもの扱いが一変した革命的変化によってもたらされた新たな動機を見逃してしまうことになる。一
九世紀の半ばから末にかけて西欧諸国で始まったこの大きな変化は現在も進行中だが、この変化の始まりとキュートの時代の幕開けがほぼ同時期なのは、おそらく偶然ではないだろう。

　この革命的変化は驚異的なスピードと規模で進み、子どもの世界の存在感は、豊かな人生を送る鍵として、神聖さの宝庫として、そして最も高度な愛の対象として、これまでになく大きくなってきている。
その結果、子どもの安全と安心は、それまでの西欧諸国では考えられないほど重視されるようになり、社会の道徳的健全性を示すリトマス試験となった。

　こうして一八五〇年代から一九三〇年代までのわずか数十年で、子どもが過酷な肉体労働を強いられ、子どもへの性的虐待も不問に付されていた時代は、子どもが最高の価値を体現する時代へと一変し、
子どもへの暴行や搾取、冒瀆行為は社会最大のタブーとなった。また、ちょうどこの時期に誕生した心理学や精神分析学は、子どもをおとなの元型的存在に引き上げ、子ども時代の経験は大人になってから
の成功や失敗、恐怖心、弱さ、強さ、恋愛対象、キャリア選択のすべての大きく影響するという考え方が広まった。そして二〇世紀後半になると、典型的な愛の対象は徐々に恋人から子どもへと代わってい
き、子どもの心理的健康の重要性は、その度合いも倫理的重要度もいまだかつてないほど高まった。

　さらにもう少し時代が下った一九七〇年代、一九八〇年代になると、西欧諸国ではそれまで当たり前とされていた幼年期と成人期の境界が徐々に崩壊しはじめたが、もしかするとキュートの台頭は、その
トレンドのひとつの現れかもしれない。最近の子どもが何かを選んだり、評価したり、消費したりする姿は、これまでにないほど大人っぽいし、服装や話し方、性の知識やソーシャルメディアの知識も大人
顔負けだ。だがそのいっぽうで、大人たちが抱く自己像に幼年期の経験が占める割合は、これまでになく大きくなっている。なぜなら幼年期の経験が、青年期から老年期までの人生全般に影響を与えるとい
う考え方が強くなってきているからだ。ということは、大人になってもその人のなかに子どもの部分は存在しつづけ、つねに現役で機能しているのだろうか？　遅くとも一九八〇年代以降、ニール・ポスト
マンが著書で論じた、〝子ども期の消滅〟を嘆き声は巷にあふれ、幼年期は「大人の世界に脅かされ、侵され、〝汚され〟た」時期として描かれるようになった。

　そして今では、子どもと大人の境界はすっかりぼやけ、その曖昧さは広く受け入れられているように見える。それは、たとえ私たちが幼年期をすべての文化、すべての時代に共通する発達段階としてでは
なく、社会的構成概念として考えたとしても変わらないし、一六、一七世紀に〝発見される〟まで、ヨーロッパに幼年期という概念はなかったという歴史家、フィリップ・アリエスの説を信じたとしても、
幼年期と成人期では世界も文化も、「物事の秩序自体も違う」と考えたとしても変わらない。

　その曖昧な境界部分では、子ども経験が急速に（それも前代未聞のスピードで）大人の世界を構成しはじめており、それと同時に、自主性やセクシュアリティといった大人の精神も子どもの領域に広がっ
てきている。そして、当然ながら、その傾向は、多くのキュートなキャラクターやそのファンたちにも顕著に顕れている。ハローキティのようなキャラクターは、大人か子どもかが判然としない場合も多く
（…）、先にも触れたように、キティのファンも大人だけ、または子どもだけと決まってはいない。奈良や村上、クーンズといったアーティストの作品も大人か子どもかの判別は難しいし、一〇〇〇万歳の
老人にも、非常に子どもっぽくも見えるＥ．Ｔ．や日本の「カワイイ大使」にしても、それは同様だ。

　もし、幼年期の性質や重要性に対する考え方が。ヨーロッパや北アメリカでこのように変化しているとしたら−−−−幼年期がいまだかつてないほど神聖化され、幼年期と成人期の伝統的な境界線が崩壊し
ているとしたら−−−−、それもまたキュートが登場したもうひとつの理由かもしれない。つまり、キュートの〝幼稚さ〟の強調も、子どもっぽさと成熟、うつろな顔と物知り顔、性的と無性的のありだでた
ゆたうキュートの不確定性もこれまでさんざん批判されてきたが、じつはそれは今の時代の精神に見事に順応した結果なのかもしれない。遊び心があり、平凡に見えることも多いキュートこそが、今の時代
を的確に表現しているのではないだろうか。」




☆mediopos-1948　　2020.3.16

■近内悠太『世界は贈与でできている』!
　（NEWS PICKS 2020.3）

「世界は贈与でできている」というのは 
すべては与えられるところから始まるということだ 
与えられていないものはなにもない !
そして与える差出人のことはだれも知らずにいる 
それを神だと名づけることもできるだろうが 
そういう特定の宗教的な意味合いは持たない方がいい 
世界はただ与えられている !
与えられているがゆえに 
与えなければならないのだ 
差出人としての名のないままに 
宛先さえ知らないままに 
ただ与えなければならない !
ギブ＆テイク／ウィン・ウィンなどという 
さもしい交換からではなく 
すべては与えられているからこそ 
ただ与えなければならない !
宇宙の法則に 
与えたものが与えられるということがあるが 
与えられたいから与えるのではなく 
受けとったパスを次につなげなければならない 
それは血液循環のようなものでもあり 
ほんとうのお金の役割でもあるだろう !
祈りや瞑想もまた 
そうした贈与そのものでなければならないだろう 
御利益をもとめて祈った祈りから返ってくるものも 
みずからの安心を得ようとする瞑想から得られるものも 
贈与でできている世界の流れを澱ませるだけだ !
世界は贈与でできている 
すべては与えられていることから始まる 
そして与えることを続けていかなければ 
世界は生成していくことができない 



「「宛先としてただそこに存在する」という贈与の次元があるのです。

　僕らは、ただ存在するだけで他者に贈与することができる。

　受け取っているということを自覚していなくても、その存在自体がそこを宛先とする差出人の存在を、強力に、全面的に肯定する。

　もはや一体どちらがどちらに贈与しているのか分からなくなり、「受取人」よ「差出人」が刹那のうちに無限回入れ替わるような事態があります。

　差出人と受取人が一つに溶け合ってしまうと言ってもいい。

　ここではもはや、「与える／受け取る」という階層差はなくなり、並列的な関係へと変わります。

　だとすれば、「私はあなたからかけがえのないものを受け取ることができました」というメッセージを届けること自体が、一つの返礼となるのではないでしょうか。

　言葉にする必要はありません。自身の生きる姿を通して、「お返しはもうできないかもしれない。けれど、あなたがいなければ、私はこれを受け取ることができなかった」と示すこと自体が「返礼」となっ
ている。

　その意味においては、（…）贈与は完結するものとも言えます。

　しかし、そのためには、「我はこれを不当に受け取ってしまった」と宣言できる主体が存在することが条件となります。

　そんなメッセンジャーにとって、受取人という宛先の存在は救いとなるのです。なぜなら、宛先としての受取人の存在が、その不当性を正当なものに変えてくれるからです。この人に届けるためだったの
か……という意味を与えるのです。人生の意味、生まれてきた意味を。

　この世に生まれてきた意味は、与えることによって与えられる。

　いや、与えることによって、こちらが与えられてしまう。」
!
「今、僕らは近代民主主義、近代国家、市場経済システムという言語ゲームを生きています。それを当然のこととして受け取っています。ですが、これらの制度も先人たちの努力の結果として、偶然、現代
の僕らのもとに届いたものです。ある歴史的な出来事には、さまざまな偶然的なファクターが関与しています。歴史を学ぶというのは、そこに何ら必然性がなかったことを悟るプロセスでもあります。

　この世界の壊れやすさ。

　この文明の偶然性。

　これに気づくために僕らは歴史を学ぶのです。」
!
「端的にいえば、教養とは、誤配に気づくことです。

　どれだけ多くを知っていたとしても、それだけでは教養とは言えません。

　手に入れた知識や知見そのものが贈与であることに気づき、そしてその知見から世界を眺めたとき、いかに世界が贈与に満ちているかを悟った人を、教養ある人と呼ぶのです。

　そしてその人はメッセンジャーとなり、他者へと何かを渡す使命を帯びるのです。

　使命感という幸福を手にすることができるのです。」
!
「なぜ僕らは「仕事のやりがい」を見失ったり、「生きる意味」「生まれてきた意味」を自問したりしてしまうのか。それが「交換」に根差したものだからです。

　ギブ＆テイク、ウィン・ウィン。残念ながら、その中から「仕事のやりがい」「生きる意味」「生まれてきた意味」は出てきません。

　これらは、贈与の宛先から逆向きに帰ってくるものだからです。

　それが、メッセンジャーとなり、アンサング・ヒーローとなり、贈与の宛先から逆向きに仕事のやりがいと生きる意味を与えられるための道なのです。
!
　ただし、ここでは注意が必要です。

「仕事のやりがいと生きる意味を与えてもらいたいから贈与する」は矛盾です。完全なる矛盾であり、どうしようもない自己欺瞞です。そんなモチベーションでは、やりがいも生きる意味も与えられません。

!
　不当に受け取ってしまった。だから、このパスを次につなげなければならない。

　誤配を受け取ってしまった。だから、これを正しい持ち主に手渡さなければならない。
!
　誤配に気づいた僕らは、メッセンジャーになる。

　あくまでも、その自覚から始まる贈与の結果として、宛先から逆向きに「仕事のやりがい」や「生きる意味」が、偶然返ってくるのです。
!
「仕事のやりがい」と「生きる意味」の獲得は、目的ではなく結果です。

　目的はあくまでもパスをつなぐ使命を果たすことです。

　だから僕は差出人から始まる贈与ではなく、受取人の想像力から始まる贈与を基礎に起きました。

　そして、そこからしか贈与は始まらない。
!
　そのような贈与によって、僕らはこの世界の「すきま」を埋めていくのです。

　この地道な作業を通して、僕らは健全な資本主義、手触りの温かい資本主義を生きることができるのです。」




☆mediopos-1949　　2020.3.17

■轟孝夫!
『ハイデガーの超政治ナチズムとの対決／!
　存在・技術・国家への問い』!
（明石書店 2020.2）

ドイツではハイデガーに対する関心は 
「冷淡とも言えるほど」低いらしく 
『存在と時間』の入門書が一般読者に 
読まれているような状況は考えられないようだ 
寝た子を起こすようなことはしたくないのかもしれない !
日本ではかつて「近代の超克」という 
著名人13名によるシンポジウムの記録があったが 
（1942年に「知的協力会議」と銘打って行われた） 
いまはただの戦争加担の記録としてしか読まれないどころか 
多くはほとんど冷淡な無関心にさらされているのにも似ているが 
ハイデガーはあのナチズムの渦中においてひとり 
錯誤と誤解とを伴いながらもみずからの問いを貫いていた !
日本では西欧からの影響によって 
みずからの位置を確かめようとする向きが強くあるから 
こうしたハイデガーの「存在・技術・国家への問い」を 
日本みずからを鏡に映すものとして使うことも有効かもしれない !
ハイデガーはナチスのユダヤ人への迫害それそのものが 
ユダヤ的な西洋形而上学に基づいているという批判を 
まさにナチスに対して行っているが 
日本の「大東亜」とか「国体」といったテーゼのようなものも 
「国民固有のもの」を求めるということそのものが 
みずからを西欧の鏡に照らされて見えてきたものだろう !

そして戦後の日本においても 
戦前のありようが逆転して見えるにもかかわらず 
その底では変わっていないどころか 
そこではほんらいの問いも含め 
なにかが失われてしまっているのではないだろうか !
現代の民主主義なるものさえ 
ほとんど戦争中の挙国一致のバリエーションであって 
現代の政治の「倫理的真空」も含め 
同じコインの裏表でしかないように見える !
その意味でもハイデガーの 
「存在・技術・国家への問い」は 
現代の日本においても 
もっとも重要な問いのひとつであるといえる !
まさに 
「国民固有のものの自由な使用を 
学ぶことほど難しいことはない」のである 



「そもそも存在の問いそのものが民族共同体の根拠の追求という意味をもっているため、ハイデガー哲学の政治性の解明は存在の問いの根本的な理解を要求し、逆に存在の問いを根本的に理解するというこ
とはその政治性を捉えることに帰着する。ハイデガー自身、存在の問いのこうした政治的性格をとくに強調して、それを超政治と呼んでいる。彼が自身の哲学を超政治と特徴づけるのは、まさにフライブル
ク大学の学長に就任した直後であった。このことによって、彼は自分の学長としての活動、すなわちナチスへの関与が存在の問いの政治性に基づいていることを明示しようとしたのである。

　存在の問いに基づいたハイデガーの民族観は、ナチズムの公式イデオロギーとは似て非なるものであり、その人種主義とは根本的に相容れないものである。それにもかかわらず、彼はナチスのうちに近代
のニヒリズムに対する対抗運動という性格を見て取り、その政権獲得を大学における学問の刷新とそれに基づいたドイツ民族の結集のチャンスと捉えていた。彼は大学改革を試みるにあたって、当時、強制
的同質化の先兵として大学内で猛威を振るっていたドイツ学生団の若い力に期待をかけ、それを「精神的な」指導によって改革の推進力へと変貌させることを試みたのだった。しかし彼の期待に反して、学
生たちは決して人権主義という「非・精神的」基盤から脱却することはなく、彼らを導こうとしたはハイデガーの努力は失敗無に帰したのである。

　ハイデガーはこのナチス加担の失敗に対する反省に基づいて、意志と決断によって革命的変化をもたらそうとする自らの意志中心的な立場を放棄し、そのことによって後期の静観的で非政治的な存在の思
索への「転回」が起こったという情緒的で俗受けしやすい解釈がしばしば唱えられる。しかしこのような解釈にはまったく根拠がない。（･･･）ハイデガーは学長辞任後も、まさに彼をナチス加担に導いた
のと同じ思想的立場に基づいて、ナチズムに対する超政治的な批判を遂行していくのである。（そもそも転回という語は、ハイデガー哲学の術語としては、超越論的-表象的な思考からの存在の思索（放
下）への転換を意味するので、ハイデガーの思想が変化したという意味でこの語を用いるのは誤りである。）

　もっともハイデガーの思想はナチス加担の失敗ののち、何も変化しなかったというわけではない。彼は一九三〇年代後半になると、近代的学問や近代技術の本質についての洞察を深めていき、これらが主
体による存在者の対象化の展開形態であり、またそうした対象化が「力」の増進を唯一の目標とする近代国家の要請であることを認識するに至った。このような主体性の形而上学をめぐる思索それ自体が、
おのれの学長職を挫折させた原因の追及という側面をつねにもっている。つまり学長職の失敗は、ニヒリズムの本質に関する認識の深化をもたらすという仕方で、彼の思想に大きな影響を与えたのである。

　（･･･）ハイデガーの超政治はナチスの人種主義に対する批判を内包するものだった。このことからの当然の帰結として、彼は人種主義に基づいたユダヤ人迫害も無意味なものと見なしていた。彼の立場
からすると、近代のニヒリズムは西洋形而上学に由来するものであり、したがってユダヤ人の排斥によって解決する問題ではないことは明らかだった。

　もっともユダヤ教の創造説がキリスト教を介して、主体性の本質としての作為性のひとつの起源となった限りにおいて、西洋形而上学がユダヤ的なものであることをハイデガーは認めている。それゆるナ
チスが作為性によって規定され、またこれを極限まで推進した勢力だとすれば、ナチス自身がユダヤ的なものと見なしうることになる。それゆえハイデガーのナチズム批判は、ナチスが一九三〇年代終わり
にユダヤ人に対する迫害を目立ってエスカレートさせていったとき、ナチスはユダヤ人を迫害しながら、それ自身ユダヤ的なものに規定されていることを揶揄するという形で表現される。一般にはハイデガー
の反ユダヤ主義的姿勢を示すものとして非難されている「黒ノート」のユダヤ的なものに対する言及は、基本的にはすべて今見たようなナチズム批判の文脈に位置づけられるものである。」
!
「従来のハイデガー・ナチズム論は本書でこれまで見てきたこと、すなわち彼が学長時代に提示した学問論や労働論をまったく捉えることができておらず、しかもそれらを主題化する必要性さえ認めていな
い。また一九三〇年代後半にナチズムとの対決が主体性の形而上学に対する批判として展開され、それがナチズムの全体主義的性格を主体性の本質に他ならない「力」の全面的な発動の帰結として捉えるに
至っていることも完全に見落としている。

　このようにナチズムに対するハイデガー固有のスタンスを取り逃がしてしまうことにより、多くの論者は彼の立場を同時代の保守革命思想の一変種と見なすことしかできなくなる。彼の思想のうちに保守
革命的な「決断主義」を読み込んで、決断主義は本質上、一切の倫理的規範を度外視する性格をもつためにハイデガーはナチスに加担してしまったのだといった内容空疎な議論が真顔で主張されたりする。
しかしこのように決断主義の「倫理的真空」を説き、決断主義において何に決断するかは任意であると認めてしまえば、ハイデガーがとりたててナチズムを選び取った理由も明らかでなくなってしまう。学
長就任演説「ドイツ大学の自己主張」に示された学問論や同時代の労働論を見てもわかるように、倫理的真空とはまったく逆に、むしろある種の「哲学的過剰」がナチズムのうちに積極的な可能性を読み込
むことを可能にし、それへの加担を動機づけていたのである。」
!
「ハイデガーは学長辞任後の一九三四／三五年冬学期の講義をヘルダーリンの書簡（一八〇一年一二月四日付け、ベーレンドルフ宛て）から次の言葉を引用して締めくくっている。
!
　　国民固有のもの（das Nationelle）の自由な使用を学ぶことほど難しいことはない。
!
　すでに彼のナチス加担が「国民固有のもの」の正しい解釈によってナチズムを導こうとする試みだった。彼は学長職の挫折によって、まさにこの「国民固有のもの」の自由な使用を学ぶことがいかに困難
であるかを痛感したに違いない。そうした意味で、この言葉はハイデガー自身のナチス関与の総括と見なすことができるだろう。

　そしてこの難しさは今日のわれわれにとっても無縁なものではない。この困難に無関心でいることこそ、そのことによってかえって悪しき「国民固有のもの」に陥らざるをえないこともこの難しさのうち
に含まれている。そうだとすれば、われわれは今なお、そして今こそ、この「国民固有なもの」をめぐる思索として、ハイデガーの存在の問いを真摯に受け止める必要があるだろう。」




☆mediopos-1950　　2020.3.18

■藤原辰史!
　『分解の哲学／腐敗と発酵をめぐる思考』!
　（青土社 2019.7）!
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「「ほどく」は「とく」から来ている。これも漢字では「解く」が当てられる。言うまでもなく、英語で「解決する」を意味するsolveと同様に、「溶ける」「融ける」も同源だ。もう一つ付け加えれば
「説く」もそうである。分からないことを分かるようにする。それが説くである。

　問題を「解く」。疑問が「氷塊する」。まるで固く結ばれた結び目のように、あるいは、凍った池のように、問題は張り詰めた表皮をまとって目の前に転がっているが、それがほぐれたり、溶けたりした
ときのように、答えは出現する。問いと答えは常にセットである。」
!
「「時」は進むものではなく、崩れていくもの、という見方は現代社会に慣れきった人間には受け入れがたいものかもしれない。だが、夜に男が逢瀬に訪れた、という、繰り返し和歌に詠まれている情景に
は、ぴったりあう。逢っている

あいだには、時間は進行しない。ただの夜であり、永遠である。その夜の暗い凝固が無常にも解体し始める夜明けに、ようやく時間が生まれる。「時間よ止まれ、いかにもお前は美しい」と叫んだ男の魂
を奪うメフィストーフェレスは、時間が進まなくてもあたりまえの世界からはるかに遠ざかったような、「進歩」を引き受けた世界でしか活躍できない。

　あるいは、こう言っても良いかもしれない。盤石な大地のうえに鍬を入れ、土を掘り起こし、種を蒔き、農を営む。収穫すれば。そこにはふたたび草が生え、根が覆い、場合によっては雪が積もり、元の
状態に戻る。それ自体はサイクルであり、サイクルは回転であり、ベクトルが生まれないので、ものに「向き」が生まれない。大地も動じる気配はない。ただ、（…）そこには人間のエネルギーだけが残っ
ている、と言えるかもしれない。しかし、地震や土砂崩れが起こり、大地が揺れ、崩れ、裂け、盤石と思われていたサイクルが「とける」と、同時に「とき」が発生する。

　とするならば、日本列島に住んでいた古代の人びとにとって、時間はあまり発生してほしくない「破壊」を表すものでもあり、それは「こころ」の永遠性のちょっとした寄り道、危険な遊びに過ぎないの
かもしれない。毎日、夜はほどかれるが、しかし、やがてふたたび結ばれ、闇の状態に復元する。地震は永遠には続かず、ふたたび揺れない状態に戻る。「ほどき」は「むすび」という予感のうえにあり、
「むすび」は「ほどき」という予感のうえにある。

　「分解」の「解」は「ほどく」、あるいは、「ほぐす」というやまと言葉にあてられた漢字である。「くだく」や「わる」のように原型をなくしてバラバラになることを表す動詞とは異なり、ふたたび結
びあわされるという予感のうえにあえて離れていく、離れていくという予感のうえにあえて結びあわされる、という往還を表す概念である。大野晋のそれ自体が詩のような思索を敷衍すれば、私たちが感じ
ている「時間の進行」は、私たちの生活を均等に刻み計測するというある意味おこがましい機械、すなわち時計が私たちに見せているイリュージョンにすぎない、ということになる。分解の運動は、子ども
がときを忘れて没頭する積み木や砂場遊び、そして変身ごっこ、その延長としての、もっと言えば延長でしかない「建築」や「陶芸」や「衣服」にも本来は適応されてしけるべきものであろう。

　こわれ、くずれ、ほどくことが、もっと言えば、それらを待ち、迎え入れることが、建物や器や衣服、あるいは「解く」や「説く」の前提であること。それは何も奇異なものではなく、奇異だと思う私
たち自身が奇異にすぎず、建築と陶芸と衣服、そして、問いに向き合うことや言葉を用いて相手に語ることの元の姿であるとさえ言えるかもしれない。

　この意味で、「ほどく」と「ほどこす」が言葉の親戚であるという大野の指摘は熟考に値するだろう。富の集中と富の四散は本来セットである、ということを意味するからだ。富はいじれほどかれ、四方
八方に「ほとばしる」ものである。」
!
「富がほどかれず、蓄積され、集中し、それが貸借され、富が富を生むようになると、「時間」は「発生する」ものではなくなり、「とこしえ」に刻み続けるものとなる。時間が永遠に従属するのではなく、
永遠が時間に従属する。時間は寝ているあいだも、起きているあいだも人間を刻み続ける。人間はたゆまぬ向上を求められ、そのために一致団結を要求される。時間が恒常化するゆえに、時間そのものが
「発生する」ものだったことに思いも至らない。時間を感じなくなる経験は、、ギャンブルやテーマパークや睡眠のなかに囲い込まれ、老いることは醜いことになり、死は包み隠され、若さを保つことが執
拗に求められる。

　けれども、くずれ、ほどくことが前提の人間とそれに基づく集団もまた考えうる。ちょうど、和服や結いがそうであるように、「むすぶこと」と「ほどくこと」は切り離すことができないからである。」



