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☆mediopos-1951　　2020.3.19

■鎌田東二・ハナムラチカヒロ!
　『ヒューマンスケールを超えて／わたし・聖地・地球（ガイア）』　!
　　（ぷねうま舎 2020.2）!

「地球にやさしい」 
「持続可能」 
そういった言葉があるけれど 
それらはほんとうは 
何にやさしく 
何を持続させようとしているのだろう !
問いがなければ 
それを解くこともできないが 
ほんとうの問いがなければ 
ほんとうの答えへの道はひらかれない !
人間が人間を超えてゆくこと 
それを霊性の進化としてとらえるならば 
超える鍵となるのは 
ここで示唆されている「Ｅの問題」だろう !
課題は切実なかたちで 
人間の前に次々と現れている !
ハナムラチカヒロいわく 
Environment 環境 
Ecology 生態系 
Entropy エントロピー 
Economy 経済 
Equality 平等性 
Equity 公平性 
Exodus 移動 
Ethnicity 民族性 
Enemy 敵 
Electrical communication 電子情報技術 
Ethics 倫理 
Evidence 証拠 
Education 教育 
Emptiness 空虚感 
Expertise 専門技術 
Evolution 進化 
そしてそれらの根底にある 
Ego 自我 

ここ数年は自然災害に注目が集まっているが 
いまはコロナウィルスという現象だ 
上記のあらゆる問題が複雑に絡み合いながら 
人間に問いを突きつけている !
解決できないような問題は与えられない 
という前提に立つならば 
一人ひとりの人間にとっても 
人類全体にとっても 
高度な問題の解決そのものが 
その進化にかかわってくるのだともいえる !
一人ひとりの人間にできることは限られている 
けれど目の前の小さな課題から目を逸らさず 
それに取り組むことこそが重要になるだろう !
じぶんでしか見つけられない 
じぶんだけにできる問いを見つけること 
それが最初の小さな 
けれどもとても大きな歩みになる 



（ハナムラチカヒロ「おわりに----Ｅの問題」より）
!
「この二十年ほどの間に人類の問題と絡み合った諸問題はどんどん複雑化し、もはや何がどう関係しているのかを把握することが難しいという状況が生まれている。これまでに幾多の社会システムの改良やテク
ノロジーのイノベーションが起こってきた。それにもかかわらず、問題はますます深刻になっていくように見える。二〇二〇年を迎えたいまも、「もう何をやっても地球は長くもたないのではないか----」という
想いが誰の頭の中にも浮かび始めている。

　この複雑な問題を考える上で、「Earth 地球」の頭文字にちなんだ「Ｅの問題」を見取り図にして追いかけてみたい。あらゆるスケールで海や大気や土壌が汚染する「Environment 環境」の問題。その結果とし
て生命のネットワークシステムである「Ecology 生態系」の崩壊が深刻化しつつある。それは過剰な生産と消費を基本とするライフスタイルを維持するのに必要な膨大な「Energy エネルギー電気」の問題であ
る。科学的に言うと無限の拡散していく「Entropy エントロピー」の制御が本質的な問題である。

　一方で「Economy 経済」の仕組みは、富が富にますます集中するようになっている。行きすぎた格差を生む資本主義に対して「Equality 平等性」をいかに担保するのか、「Equity 公平性」をどのように定義す
るのか。その問題は、平等や公平をどの立場から眺めるかによって答えが異なる。グローバル化する社会では、観光を中心に移民や難民を始め、膨大な人々が国境を越える「Exodus 移動」が起こっている。そ
んな中で、「Ethnicity 民族性」を中心に、それぞれの立場から「Exclusion 排除」が起こり始めている。特にこの数年は高まるナショナリズムやテロの勃発の中で「Enemy 敵」が意識され、軍事的な圧力も再び
高まる一方だ。

　確かに「Electrical communication 電子情報技術」の台頭は、地理的制約を越えて個人の自由なつながりと簡単な情報発信を可能にした。しかしそれは同時に孤独と混乱を生み出した。それまでの「Ethics 倫
理」が徐々に機能しなくなる中で、「Evidence 証拠」の確認ができないショッキングなフェイクニュースが膨大にあふれている。嘘が日常化していく状況に慣れてしまうと、事実に基づいた理性の判断ではなく
「Emotion 感情」だけを判断基準にしがちになる。そんな状況に「Education 教育」はまったく追いついておらず、なにを拠り所にすればよいのかと、わたしたちはうろたえ、心の中は「Emptiness 空虚感」に
満ちている。一つの「Expertise 専門技術」だけでは解決どころか問題自体も見出せない。つまるところ、わたしたち人類と文明が次にどのような「Evolution 進化」を遂げるのかが問われていることだけは確か
だ。

　いったいなぜ、こんなにも複雑な問題が次から次へと出てくるのだろうか。わたしたちはどこで何を間違えたのだろうか。人類が一つに絞り込んで社会システムは、三十年を待たずしてもう機能不全に陥って
いる。だが、いまの文明にはもはやオルタナティブが用意されていない。

　一方で、「持続可能な開発」という題目だけは勇ましく唱えられ、世間は大騒ぎしている。しかしその「持続可能」がいったい何を意味するのかはなはだ疑問だ。持続とはどういう状態を指すのか。今日の政
治経済のシステムや価値観、ライフスタイルが変わらず続いていくことを意味するのか。そして持続とは何年のスパンを指しているのか。数十年なのか。数百年なのか。数千年も同じかたちで持続した文明など
歴史上一つとしてない。

　さらに誰にとっての持続なのか。」
!
「あまりにも複雑に関係し合い、問題の所在も解決の糸口も見つからない「Ｅの問題」。実はこれらの問題の根源は、ほぼすべて一つのシンプルな「Ｅの問題」として集約される。それは「Ego 自我」の問題で
ある。このシンプルな問題こそもっとも解決することが難しいのだ。私たち人類には、個人レベルから国家のレベルまでどのスケールにおいてもさまざまなエゴが問題を生んでいる。自分を中心とするエゴ、企
業を中心とするエゴ、共同体を中心とするエゴ、国家を中心とするエゴ、人間を中心とするエゴ･･････。そんなさまざまなエゴをベースにしている以上、その上にいくらテクノロジーやシステムを積み上げても、
問題は一向に解決しないだろう。

　地球環境は人間にとっていよいよ不都合な状況となりつつある。そんな危機的な状況にもかかわらず、一向にまとまらない人類の問題の真の原因は何なのだろうか。それぞれが勝手なことを主張し合う自我を
外すことなく、地球の問題の解決がどうしてあり得るだろうか。」




☆mediopos-1952　　2020.3.20

■宇野常寛『遅いインターネット』 
　　　　　　　（幻冬舎 2020.2）

「三人寄れば文殊の知恵」は 
時と場合によっては有効だが 
「みんな」が集まったら 
ほとんどのばあい「烏合の衆」になる !
ユダヤの知恵に「全員一致の審判は無効」 
というのがあって 
そこまでの極論ではないとしても 
数の多い見解には注意が必要であることは確かだ 
そこには忖度や空気が往々にして存在する !
民主主義は最悪の方法ではないとしても 
最悪ではないことがあるというだけで 
過半数が賢者でないかぎり 
成立しがたいシステムだ 
考えないで迎合するほうがラクだからだ !
インターネットという道具も多くは 
考えないための道具になってしまっている 
そしてそれがあらたな自己幻想をつくりだす 
温床のようにもなってしまっている !
意見表明も自分幻想を吐露することもカンタンだし 
目に留まった情報をシェアするのもそうだ 
そしてそのとき深く内容が検討されることは少ないし 
なにかを書くときにも 
基本的なリテラリシーやスキルのないことが多い 

インターネットはそんなお手軽な道具となっているのだ 
賢く使えば賢くなるが愚かに使えば愚かになる 
ある意味で使う人の鏡そのものでもある !
宇野常寛が「遅いインターネット」 
ということで示唆しているのは 
むかしから誰でもが常識として言っているように 
「ちゃんと考えてからものを言おうよ」 
「そのためにはちゃんと言葉を読む力をつけようよ」 
ということなのだろう !
「子どもに刃物は持たせるな」という言葉があるように 
インターネットは「刃物」であることを知って 
「刃物」はそれなりのスキルを身につけてから使おう 
「速いインターネット」は自己幻想に陥らせがちだから 
じっくりと「遅いインターネット」として使っていこうと 



「もはや民主主義は自由と平等の味方ではない。これは歴史を振り返ればそれほど珍しい現象ではない。ナチスを民主主義が産み落としたように、民主主義は常に民意の暴走が自分たちの自由と平等を脅かすリスクと隣り
合わせの制度だ。だが戦後の西側諸国の半世紀に亘る安定期は、人類にそのことを忘却させてしまったように思える。この時期の西側諸国の政治的、経済的安定は端的に冷戦下のパクス・アメリカーナの産物としての側面
が大きい。それはマーシャル・プランの成果であり、民主主義の成果ではない。この現実を人類はまず受け止めるべきだろう。そして冷戦終結から30年を経つつある今日のグローバル化した世界下における民主主義は情報
技術に支援されこれからその本来の顔を取り戻すことになる。いや、既に取り戻していると言える。これからはほとんどの場面で、民主主義は自由と平等の最大の敵として立ちふさがることになる。今日において僕たちは
軍国主義や共産主義と同程度（よりはやや低い程度）に、民主主義の暴走によって自由と平等がトップダウンではなくボトムアップにより抑圧されるリスクを管理していかなければいけない。だがいま述べたようにそれでも、
他制度よりは相対的に民主主義はまだ暴走のリスクが低い。だからこそ「熟議を重視するべきだ」といった類の事実上無亡いような精神論ではない、暴走リスクを減らすためのあたらしい知恵が必要なのだ。」
!
「モノからコトへ、消費社会から情報社会へ----僕たちはこの不可避の変化を受け入れながら自立の思想を、今日の「速い」インターネットが生み出すボトムアップの共同幻想からの自立の方法をいま必要としている。モノ
に撤退することなく、コトの次元に踏み留まりながらこのあたらしい、境界のない世界をタイムラインの速度に流されることなく生き得る主体を立ち上げること。それが本書の提案する「遅いインターネット」の目的だ。」

!
「かつて吉本隆明の提示した三幻想が、ソーシャルメディアの基本サービスにそれぞれ対応していることは既に述べた。自己幻想とはプロフィールであり、対幻想とはメッセンジャーであり、そして共同幻想とはタイムライ
ンである。吉本は60年代末の「政治の季節」の極相においては対幻想に依拠することでの、そして80年代末のバブル景気の極相においては自己幻想を強化することでの共同幻想からの「自立」を主張した。しかしそれらの
プロジェクトが今日の情報社会においては既に破綻していることは明らかだ。

　吉本隆明はこの三幻想を「逆立」するものと考えた。「逆立」とはそれぞれ反発しながら独立している状態のことを指す。しかし今日の情報技術はこの前提を破壊する。自己幻想＝プロフィールはそれ自体が共同幻想（タ
イムライン）に組み込まれ、対幻想（メッセンジャー）は自己幻想（プロフィール）間の接続として存在し、「いいね」やリプライというかたちで二者関係に完全に閉じこもることはなく共同幻想（タイムライン）の領域に
漏れ出してしまう。そもそも、プロフィールに力点を置いたFacebook、メッセンジャーに力点を置いたLINE、タイムラインに力点を置いたTwitterという棲み分けはあるものの、これらのプラットフォームはすべて三幻想に
対する三つの機能を備えている。」

「いま、僕たちが直面しているのは自己幻想の肥大だ。（･･･）前世紀においてはたしかに国家や前衛党のイデオロギーが代表するトップダウンの共同幻想からの「自立」こそが要求された。そこで吉本は60年代においては
家族的な１対１の関係性つまり対幻想を足場にすることによる、80年代においては消費を用いた自己幻想の強化による「自立」を主張した。しかし今日の情報技術は自己幻想の一部として対幻想と共同幻想を組み込むかた
ちで、社会を再編しつつある。」

「対幻想（タグ付け）も共同幻想（リツイート）も自己幻想を強化することにしかつながらない今日において、いかに自立が可能か。それが今日の課題なのだ。より正確にはそれは自立ではない。三幻想の境界が融解した
いま、それは自立ではあり得ない。自己幻想の肥大を抑制すること、対幻想に対しても、共同幻想に対しても適切な進入角度と距離感を常に調節し続けること。世界に対して調和的に関係し続けることが、いま求められて
いるのだ。」
!
「いま、必要なのはもっと「遅い」インターネットだ。」

「現在のインターネットは人間を「考えさせない」ための道具になっている。かつてもっとも自由な発信の場として期待されていたインターネットは、いまとなっては、もっとも不自由な場となり僕たちを抑圧している。
それも権力によるトップダウン的な監視ではなく、ユーザーひとりひとりのボトムアップの同調圧力によって、インターネットは息苦しさを増している。

　一方では予め期待している結論を述べてくれる情報だけをサプリメントのように消費する人々がいまの自分を、自分の考えを肯定し、安心するためにフェイクニュースや陰謀論を支持し、拡散している。そしてもう一方で
は自分で考える能力を育むことをせずに成人し、「みんなと同じ」であることを短期的に確認することでしか自己を肯定できない卑しい人々が、週に一度失敗した人間や目立った人間から「生贄」を選んでみんなで石を投
げつけ、「ああ、自分はまともな側の、マジョリティの側の人間だ」と安心している。

　これらはいずれも、「考える」ためではなく「考えない」ためにインターネットを用いる行為だ。ネットサーフィンという言葉が機能し、インターネットが万人に対しての知の大海として開かれる可能性は、つい最近まで
信じられていたはずだ。しかし、もはやそれは遠い遠い過去のことのような錯覚を僕たちにもたらしている。」
!
「現代では多くの人にとっては既にインターネットに文章を「書く」ことのほうが当たり前の日常になっている。そして（本などのまとまった文章を）「読む」ことのほうが特別な日常になっている。これまで僕たちは「読
む」ことの延長線上に「書く」ことを身につけてきた。しかし、これから社会に出る若い人々の多くはそうはならない。彼ら／彼女らの多くはおそらく「書く」ことに「読む」ことより慣れている。現代の情報環境下に生
きる人々は、読むことから書くことを覚えるのではなく、書くことから読むことを覚えるほうが自然なのだ。これは現代の人類は十分に「読む」訓練をしないままに、「書く」環境を手に入れてしまっていることを意味す
る。（･･･）

　ではどうするのか。現代において多くの人は日常的に、脊髄反射的に、たいした思慮も検証もなく「書いて」しまう。ならば「読む」ことと同時に「書く」ことを始めるしかない。いや、より正確には訓練の起点は「書
く」ことになるはずだ。まずはプラットフォームの促す脊髄反射的な発信ではない良質な発信を動機づけ、その過程で「書く」ためには「読む」ことが必要であることを認識させる。そして「読む」訓練を経た上でもう一
度「書く」ことへの挑戦を求める。」

「単に「書く」ことだけを覚えてしまった人は、与えられた問いに答えることしかできない。しかし対象をある程度で「読み」、そこから得られたものを「書く」ことで人間はあたらしく問いを設定することができる。そ
うすることで、世界の見え方を変えることができる。

　あらたな問いを生む発信は、既に存在する価値への「共感」の外側にある。」

「与えられた問いにＹＥＳかＮＯか、０か１かを表明することだけでは世界は貧しくなる。このときあたらしく問いを立て直し「共感する／しない」という二者択一の外側に世界を広げるためには「批評」の言葉が必要な
のだ。

　「批評」とは自分以外の何かについての思考だ。」

「それはあくまで自分についての言葉ではない。自分の物語でありながら自己幻想には直接結びつくことはない。何かについて書くこと（批評）は、自己幻想と自己の外側にある何か（世界）の関係性について言葉にする
ことだ。それは不可避的に自己幻想の肥大するこの時代に、より必要とされる言葉なのだ。」




☆mediopos-1953　　2020.3.21

■岡潔『紫の火花』（朝日文庫 2020.3）

「情緒」は 
彼我を超え 
むすばれた心 !
その心のなかに 
私がいて 
自然がある !
その情緒のはたらきを 
たしかに育てていくことこそ 
なによりも大切なこと !
哲学は内在平面における 
思考の創造と展開でもあるともいうが 
その内在平面を他者や自然と 
分かつことはできないだろう !
ほんらいの哲学は 
そして数学もまた 
内在平面のなかで他者や自然をも養い 
他者や自然のなかへと 
内在平面を創造的に働かせるはずだ !
知は彼我を分かつことで 
分かろうとし 
情は心の働きを 
我のなかに閉じ込めようともするが 
「情緒」のなかでは 
知も情もともに働き 
別のものではなくなっている !
芸術のほんらいもまた 
そんな「情緒」を 
創造的に働かせるものでもあるだろう 

「私たちが緑陰をみているとき、私たちはめいめいそこに一つの自分の情緒を見ているのです。せせらぎを見ているときも、「爪を立てたような春の月」をみているときも、
皆そうなのです。だから他の心がわかるためにも、自分のこころがわかるためにも、「情緒」がよくわかると非常によいのである。」
!
「自然以外に心というものがある。たいていの人はそう思っている。その心はどこにあるかというと、たいていの人は、自分とは自分の肉体とその内にある心とであると思っ
ているらしい。口に出してそういったことを聞いたことはない。しかし無意識のうちにそう思っているとしか思えない。そうすると肉体は自然の一部だから、ふつう心は自
然のなかにある、それもぱらぱらに閉じ込められてある、と思っているわけである。

　しかし少数ではあるが、こう思っている人たちもある。自然は心のなかに在る、それもこんなふうにである−−−−心の中に自然があること、なお大海に一漚の浮かぶがごと
し。

　このように、自然の中に心があるという仮定と、心の中に自然があるという仮定と二つあるわけであるが、これはいちおう、どちらと思っていてもよいであろう。しかし
人は、自分の本体は自分の心だと思っているのが普通であるから、どちらの仮定をとるかによって、そのあとはずいぶん変わってくる。

　私は十五年前ははじめの仮定を採用していた。しかしいまは後の仮定を採用している。心の中に自然があるのだとしか思えないのである。

　自然のことはよくわかっているが、心のことはよくわからない。むかしの人はどうだったか知らないが、いまの人はたいていそう思っている。しかし、ほんとうに自然の
ことはよくわかっているだろうか。たとえば自然はほんとうに在るのであろうか。あると思っているだけなのであろうか。

　現在の自然科学の大系は決して自然の存在を主張し得ない。それを簡単にみるには数学をみればよい。数学は自然数の「一」とは何であるかを知らない。ここは数学は不
問に付している。数学がとりあつかうのはそのつぎの問題からである。すなわち、自然数のような性質を持ったものが在ると仮定しても矛盾は起こらないであろうか。

　（…）これまで書いたところを一口にいえばこうである。人はふつう、何もわかっていないのに、みなよくわかっていると思っている。しかしこの最後の一句の意味がわ
かるのは何故であろう。私はもちろん、読む人にもわかると思うから書いているのである。これは「わかる」とか「思う」とかがわかるのである。これらはみなこころの働
きである。人という言葉も使っているが、そういう働きをするこころがすなわち人なのである。デカルトは「自分は考える。故に、自分というものはあるのだ」といってい
る。そうするとやはりこころが先にあって、こころの中に自然があるのである。実際はそうしていながら、その反対を仮定しているのである。これを押しとおすと全体が仮
定になってしまうだろう。

　いくら書きつづけても、結局「自分は何もわからない」ということを書くだけである。では、その自分とは何であろう。これまで書いてきた心の働きの中で、全体をしめ
くくっている字をさがし出してみよう。これはわけなくできる。「思う」というのがそれである。こころのこの働きを、ギリシャ人にしたがって分類すれば「情」である。
人の主体は情らしい。私はそう思ってから、この情を精密に見ようとして「情緒」という言葉を作ったのである。この言葉は前からあるが、内容はそれとはだいぶちがう。
そしてこの情緒をもとにして全体を見直そうとしているのである。そのためまず、情緒についてくわしく説明した。

　私にはすべては「そうであるか、そうでないか」の問題ではなく「それで心が安定して心の喜びも感じられるかどうか」の問題なのだと思う。宗教的方法を許容しないか
ぎり、それより仕方がないのではなかろうか。」



☆mediopos-1954　　2020.3.22

■川田順造!
　『人類学者の落語論』（青土社 2020.2）

現代の日本人は 
殺菌や抗菌が大好きのようだ 
「菌」といえば殺すか 
ただ防がなければならないとでもいうように !
においについても同じで 
「クサイ」といわれることを恐れて 
ほとんど対症療法的に 
人工的な香りたっぷりの柔軟剤を使うことに 
なんの疑いももっていないように見える 
しかし香水の過剰な香りもそうだが 
あの柔軟剤の香りもときに吐き気さえ催すものだ !
清潔好きというのは美点でもあるけれど 
無自覚なままでじぶんがなにをしているのかを 
知らないままでいるときには 
知恵なき道徳の押し売りにも似た現象と化してしまう !
重要なのは全体の働きのなかでのバランスであって 
モグラたたきでもするように 
悪の糾弾や撲滅をすることではない !
対症療法的な発想は 
理解ではなくクサイものに蓋だ 
それをなぜクサイものとみなしているのか 
その認識そのもののありようは問われない 
悪だから悪であってそれは撲滅せねばならない 
そういう短絡的な発想である !
悪とみなされてしまった存在は 
コンテクストを変えれば悪ではないかもしれない 
悪には悪なりの複雑な事情があり 
そこには大切なものが含まれていたりもする 
変容させることで最重要の役割さえ演じるかもしれない 

たとえば腸内細菌である 
シュタイナーも一世紀以上まえに 
腸内細菌の役割の重要性を示唆していた !
腸の形が脳の形に似ているように 
細菌では腸は第二の脳であるとか 
むしろ腸こそが最重要であるとかさえ 
言われるようになってきている !
そして善玉菌や悪玉菌とかいうように 
腸内細菌を整える必要性が 
うたわれるようにもなってきているが 
それぞれの細菌の役割は多義的であって 
役割の分かっていないことのほうが多そうだ !
とくに人類と長い共生の歴史をもってきた 
腸内細菌のひとつの害をとりあげて 
それを殺してしまえばいいというような発想がある 
そうした特定の症状の治療という観点だけの場合 
あとあととりかえしのつかない現象を 
起こしてしまうこともあるかもしれない !
コロナウィルスがらみで世界中が混乱しているが 
目の前のドラマチックな様相だけにとらわれるのではなく 
その現象を多視点で長期的に見ていく必要がありそうだ 



「「医学の発達によって感染症はいずれ制圧されるはず」と多くの人は信じてきた。世界保健機関（ＷＨＯ）が１９８０年に、人類をもっとも苦しめてきた天然痘の根絶を宣言したとき、そしてその翌年に
ポリオ（小児マヒ）の日本国内の発生がゼロになったとき、この期待は最高潮に達した。

　ところが、皮肉なことに天然痘に入れ替わるように、エイズが想像を超える速度で地球のすみずみまで広がった。インフルエンザウイルスも、ワクチン開発の裏をかくように次々に「新型」を繰り出して
いる。なおかつ、エボラ出血熱、デング熱、西ナイル熱といった予防法も治療法もない新旧の病原体が流行し、押さえ込んだはずの結核までが息を吹き返した。

　微生物が人や動物などの宿主に寄生し、そこで増殖することを「感染」といい、その結果、宿主に起こる病気を「感染症」という。「伝染病」「疫病」「流行病」の語も使われるが、現在では農業・家畜
関連を除いては、公的な文書や機関名では感染症にほぼ統一された。

　私たちは、過去に繰り返されてきた感染症の大流行か生き残った、「幸運な先祖」の子孫である。そのうえ、上下水道の整備、医学の発達、医療施設や制度の普及、栄養の向上なおｄ、さまざまな対抗手
段によって感染症と戦ってきた。それでも感染症は収まらない。私たちが忘れていたのは、感染症の原因となる微生物も、四〇億年前からずっと途切れることなくつづいてきた「幸運な先祖」の子孫という
ことだ。人間が免疫力を高め、防疫体制を強化すれば、微生物もそれに対抗する手段を身につけてきた。

　人間が次々と打つ手は、微生物からみれば生存が脅かされる重大な危機である。人が病気と必死に戦うように、彼らもまた薬剤に対する耐性を獲得し、強い毒性を持つ系統に入れ替わって戦っているのだ。
まさに「軍拡戦争」である。」
!
「感染症が人類の脅威となってきたのは、農業や牧畜の発明によって定住化し過密な集落が発達し、人同士あるいは人と家畜が密接に暮らすようになってからだ。インフルエンザ、ＳＡＲＳ、結核などの流
行も、この過密社会を抜きには考えられない。

　急増する肉食需要に応えるために、鶏や豚や牛などの食肉の大量生産がはじまり、家畜の病気が人間に飛び移るチャンスが格段に増えた。ペットブームで飼い主も動物の病原体にさらされる。農地や居住
地の造成のために熱帯林の開発が急ピッチで進み、人と野生動物の境界があいまいになった。このため、本来は人とは接触がなかった感染力の強い新興感染症が次々に出現している。

　大量・高速移動を可能にした交通機関の発達で、病原体は時をおかずに遠距離を運ばれる。世界で年間一〇億人以上が国外に出かけ、日本にも一〇〇〇万人を超える観光客が訪れる。エイズ、子宮頸がん、
性器ヘルペスといった性感染症が増加の一途をたどっているのは、性行動の変化と無縁ではないだろう。つまり、ここでも「天災」は「人災」の様相を強めているのだ。

　感染症の世界的な流行は、これまで三〇～四〇年ぐらいの周期で発生してきた。だが、一九六九年の「香港かぜ」以来四〇年以上も大流行は起きていない。物理学者の寺田寅彦の明言を借りるまでもなく、
「忘れたころにやってくる」のだ。

　地球に住むかぎり、自身や感染症から完全に逃れるすべはない。自身は地球誕生かたつづく地殻変動であり、感染症は生命誕生かたつづく生物進化の一環である。一四世紀のペストといい、二〇世紀初期
のスペインかぜといい、感染症は人類の歴史に大きく関わってきた。今後とも影響を与えつづけるだろう。

　微生物は、地球最強の地位に登り詰めた人類にとってほぼ唯一の天敵でもある。同時に、私たちの生存を助ける強力な味方でもある。その絡み合った歴史を、身辺をにぎわす感染症を選んで、環境史の立
場から論じたものが本書である。」
!
「今後の世界人口の増加と高齢化を考えると、感染症はますます脅威を増すだろう。二〇世紀前半の集団発生は、学校や軍がその温床となったが、二一世紀後半は高齢者施設がそれに取って代わることにな
るだろう。」

「地上でもっとも進化した人と、もっとも原始的な微生物との死闘でもある。ときには膨大な数の犠牲者を出す代償を払って人側が免疫を獲得し、あるいは巨額の研究費で開発されや新薬で対抗すると、微
生物はそれをかいくぐって新手を繰り出してくる。微生物との戦いはまだ先が見えない。「赤の女王」との追いかけっこが今後ともつづくことになるのだろう。」
!
「バイキンは悪い」と信じ込んでる人は多い。とくに、日本人は抗菌グッズに囲まれて、手にするものはなんでも殺菌され、手洗いを励行する。世界でもっとも「衛生的」な国であろう。

　もともと人類と共生してきたピロリ菌は、胃がんのリスクはあっても、寿命が五〇歳にも届かない時代にはたいした問題ではなかった。ところが、長生きになり、あまりに衛生的な環境をつくりだしたた
めに、細菌との共生関係が変わってしまったのだ。

　二〇世紀前半の日本人の三大死因は「肺炎」「胃腸炎」「結核」の感染症だった。だが、二〇世紀後半以降、栄養や衛生環境の改善、治療や医療制度の進歩でこれらは急激に減って、死因の上位は「がん」
や「生活習慣病」に取って代わられた。つまり、感染症が退治されるのに反比例するように、アレルギーが急増してきた。

　厚生労働省の「アレルギー疾患対策報告書」（二〇一一年）によると、花粉症を含むアレルギー性鼻炎は国民の四七％以上、アトピー性皮膚炎は約一〇％に達した。人口の二人に一人はアレルギーという
国民病になった。世界的にも増加傾向にあり、ＷＨＯは全人類の三〇％はなんらかのアレルギーを持っていると、「アレルギー白書」で指摘している。

　皮肉なことに、感染症にかかりにくくなったら、今度はアレルギーに悩まされるようになった。両者はシーソーのような関係だったのだ。」
!
「ピロリ菌を「飼って」いると、彼らが過剰な胃酸を中和して胃液の逆流を防いでくれるらしい。ピロリ菌はいなければいないで悩みもある。

　ニューヨーク大学のマーティン・プラスター教授らは、これだけ長いこと人に寄生してきた以上、なんらかの存在意義があったと見ている。もともと、ピロリ菌は誰にでもある常在菌だった。先進地域で
これだけ感染者が減ってしまったのは、清潔な環境で育ち、子どものときから抗生物質を与えられてきたのが理由だと考えられる。

　子どものときに、細菌や寄生虫に感染するような不衛生の環境で育つと、その後アレルギーにかかりにくいと経験的にいわれてきた。これを証明したのは。オーストリア・ザルツブルク大学のヨセフ・リー
デラー教授。一〇年以上にわたって農家と非農家の子どもたちのアレルギー発症率の比較調和を行ってきた。

　この結果、農家の子どもは非農家の子どもに比べて、花粉症の発症率は三分の一、喘息は四分の一しかなかった。生活環境、食事などを調べたが大きな違いがなかった。非農家の子どもでも家畜に接する
機会が多いとアレルギーが少ないことが判明して、家畜小屋のように細菌に接する機会が多いとアレルギーにかかりにくいという結論にたどりついた。」

「プラスター教授は、小児喘息とピロリ菌の関係を調べてみた。その結果。ピロリ菌に感染している人は喘息にかかりにくく、ピロリ菌がその他のアレルギーを抑制している証拠もみつかった。この現象は
小児期のみで成人ではみられない。とくに、小児期においては、ピロリ菌はアレルギーを抑える利点の方が大きい、と教授はいう。」




☆mediopos-1955　　2020.3.23

■加藤典洋『僕が批評家になったわけ』（岩波現代文庫 文芸317 2020.1）!
■土屋賢二『日々是口実』（文春文庫 2020.2）

久々に哲学者でもある土屋賢二の 
巧みな（というか屈折そのものでもある） 
エッセイを面白く読む 
タイトルも相変わらずの自虐ユーモアだ !
ここのところの数作は 
表紙のイラストをヨシタケシンスケが描いているが 
ヨシタケシンスケも土屋ファンなのだろうか 
そういえば持ち味のある部分がどこか似ている !
なぜ加藤典洋の批評に関する本と 
並べてみたのかといえば 
土屋賢二のエッセイは 
その表現が批評として 
位置づけられることはまずないけれど 
ある意味で批評的営為が 
特殊な形で多分に含まれているだろうからだ !
ふつうの批評的言辞では 
あまり表現されないテーマだとしても 
そしてそれが常に自らの屈折した自虐を通じた 
極私的なものをめぐるものだとしても 
「ものを考えることがことばになったもの」でもある 
しかもその背景には哲学者ならではの 
思索の不思議な陰翳がある 
（決して哲学者づらは感じさせないような仕方で） !
土屋賢二のことばを 
加藤典洋のいうような「正直さ。率直さ。」の表現として 
とらえることは難しいかもしれないが 
その自虐的ギャグによる 
だれにも真似できないようなスタイルのなかに 
別種のかたちの「正直さ。率直さ。」はあるのではないか 
ことばでしか表現できない屈折したそれとして 

「批評」というと 
往々にして難しい顔をして 
背筋を伸ばして直球を受けとるしか 
許されないようなところもあるが 
土屋賢二のような魔球でこそ可能になる 
「ものを考える」こともあるのかもしれない !
とはいえ 
土屋賢二のことばの魅力（魔力）は 
どこまでがほんとうなのか嘘なのかわからないままに 
おそらくその境目あたりで語られる 
逢魔が時のユーモアである 
毒になるのか薬になるのか 
毒にも薬にもならないのかさえ定かではないけれど 



（加藤典洋『僕が批評家になったわけ』より）
!
「批評とは、ものを考えることがことばになったものだ。

　なぜ、そういうものが読むと、面白いのかと考えてみる。ものを考えるということのなかにその面白さはある。しかし、そのものを考えるという行為は、ことばになってしか人の前に現れない。たとえば、
正直さ。率直さ。ことばを書いていても。話していても、正直であることは難しい。人のあいだにあって、自分の考えに正直であることも難しいし、自分の考えごとのなかで、正直に考え進めることも難し
い。そのことをわれわれはよく知っている。だから、正直なやりとり、正確な言い方、ウソのないことばに出会うと、愉快に感じる。いいな、と思う。」
!
（土屋賢二『日々是口実』～「個人情報の不可解な使い方」より）
!
「最近、個人情報の保護が叫ばれるようになった。本当は顔もさらすべきではない。外見によって本人が特定され、美醜、年齢から運勢まで知られてしまう。そのうち本人特定につながる顔、体型、歩き方、
指紋、ＤＮＡなどを隠すため、箱の中に入って移動するようになるかもしれない。

　十年前にはすでに、大学入試の合格者を受験番号で発表する大学が増えていたから、そのうち面接もついたて越しに行い、学生名簿も記号化し、学生は匿名で単位を取って卒業し、だれが入学してだれが
卒業したのか、だれにも分からないということになるかもしれないと思っていた。

　だが、実際にはそうならないだろう。なぜなら人間は自分を目立たせたいからだ。現に、個人情報保護に逆行するかのように、若者たちはＳＮＳで服装から食生活まで、自分の情報を公開している。」
!
「わたしのプロファイルなら、「軽率で、人間関係に苦しみ、快楽主義で、考えすぎて失敗するか、考えが足りなくて失敗するタイプ」となるだろう。

　これだけでも、自分のことを知られるのはイヤだという人もいる（プライバシー保護の考え方だ）。

　だが、プロファイルはさまざまな特徴を集めた類型の一つである。こういう類型を精密にして、脳細胞の状態など全細胞の情報やＤＮＡをいくら加えても、それはわたしの偶然的性質を集めたものにすぎ
ず、「わたし自身」はそれとは別物だと思える。「軽率」とか「人間関係に苦しむ」などは多数の人にあてはまり、それを集めても個人を特定するものにはならない。プライバシーは、これらの偶然的性質
を集めた類型だ。どこに保護する価値があるだろうか。

　だがわたしには、知られては困る汚点が多数ある。一つ一つの移転は多数の人にあてはまるが、プライバシーはどんなことがあっても守るべきだと思えてならない。」
!
（土屋賢二『日々是口実』～「偶然を排除する方法」より）
!
「いま生きている人は信じられないほど幸運だ。

　雷に打たれず、交通事故や災害で命を落とさず、殺人や火事や食中毒の戯性になっていないのは運のおかげだ。これは一歩間違えば不運に見舞われるということでもある。われわれは運や偶然に翻弄され
ている。

　人類もそうだ。一定の条件がそろわないと絶滅してしまう。気象、天敵、伝染病の爆発的流行、巨大隕石の衝突、核戦争などで簡単に絶滅する。絶滅するかどうかも偶然次第だ。

　偶然に頼らず、万事を思い通りに制御するのは人類の悲願だ。運や偶然を排除する方法は三つある。

（１）偶然に左右されない法則を発見し、利用する。それによって、台風の進路を予想し、病気を治療し、狙った通りの製品を作ることができる。

（２）習慣づけ。ピアニストが運に頼らず、いつも同じレベルの演奏を披露し、正直者がほぼ嘘をつかず、足し算を学習すれば、まぐれ当たりではなく、ほぼ正解を出し続けるのは、習慣づけによって思い
通りの結果が出せるように訓練されているからだ。

（３）神頼み。ギャンブルなど。必然的法則が見つからない場合、神に頼る。」
!
（土屋賢二『日々是口実』～「自由でよかった」より）
!
「人間は自由である。哲学者がこう強調しても、ふつうの人は納得しないだろう。自分は不自由だと日々感じているからだ。不自由だと思う理由は多数ある。

（１）本当にしたいことは、法律によって禁止されているか、配偶者に禁止されているかである。本当にしたいことができなければ自由とは言えない。

（２）金がない、能力がない。腕力がない、魅力がないなどのため、たいてのことが思い通りにならない。

（３）自由を邪魔するものがある。一日中寝ていたくても、家族が許さないし、自堕落な生活を送ると病気になるという自然法則も自由を奪っている。また、電車の中で声を張り上げて歌を歌いたくても、
乗客に叱られる上に、最後まで歌詞を覚えている曲が「君が代」しかない。記憶力まで、わたしの自由を奪っている。

（４）歳をとると、選択はガンを治療するか、それとも放置するか、とか、延命治療を受けるかどうか、といった苦渋の選択ばかりになる。これが自由だろうか。

　だが、自由を謳歌しているわたしを見てもらいたい。

　たとえば妻を叱りつけ、怒鳴りつける自由がないと思っている男は多いが、わたしは堂々と大声で怒鳴りつけている。押し入れの布団に顔を押しつけて怒鳴っているのだ。顔を押しつける力が中途半端だ
と、思いもよらぬ（と言うか、思った通りの）結果を招くから注意が必要だが、自由を謳歌する対価としては安いものだ。」
!
「家庭でもそうだ。わたしは、誇り高い男であることをやめているから、妻の言いなりになったり、土下座して謝ったりするのは、まばたきするぐらい簡単だ。もしこんな境遇を強いられていたら耐えられ
なかったところだ。自由に選びとった結果でよかった。」




☆mediopos-1956　　2020.3.24

■龍膽寺雄『龍膽寺雄　焼夷弾を浴びたシャボテン』 
　（平凡社 STANDARD BOOKS 2020.2）!

世界のはじまりについて想像してみる !
無からなにかが存在するためには 
物質と反物質のように 
実と虚がなければならない !
つまり 
物質と反物質が出会えば 
物質は消滅するように 
実と虚が出会えば 
世界は無と化す !
龍膽寺雄のイメージしている 
プラスとマイナスは 
おそらくそういうことだろう !
何もないところから 
なにかが現れるためには 
そのマイナスがなければならない !
世界よあれ！ 
そう念じることで 
世界を出現させるためには 
そのマイナスが必要だということだ !
龍膽寺雄は 
「空想というものは、 
人間のなし得る可能性の限界だ」と言うが 
その意味において 
可能性を実現させるためには 
空想というマイナスが必要だということになる 
空想すなわち想像力によって思い描けないものは 
存在の可能性を持ち得ないということだ 

龍膽寺雄はまた 
科学がもたらしたさまざまを超えて 
「新しい文明と進歩、文化」を創造するのは 
精神にかかわる芸術でなければならないともいう 
科学知識や技術のこれからは 
それを現出させる想像力のありように 
かかっているということでもある !
さてじぶんはどれほどの想像力を 
持ち得ているかと自問してみるが 
その可能性のなかで作り出され得る 
世界のなんと偏狭なことか !
砂漠で育つシャボテンのように 
たくましく魅力的な想像力が 
じぶんのなかで育つようにと願うばかりだ 



（「空想独楽」より）
!
「空想というものは、人間のなし得る可能性の限界だというのが、わたしの見解である。つまり厳密にいえば、人間は及びもつかいようなことは空想も出来ないものだという意味である。むろん、時にひ
どく突飛に見える空想もある。さしあたり、とても実現しっこなさそうな空想もある。けれども、これはわたしの考では、色々な事情からまだ実現までには間のあるような空想だったり、もしくは、今すぐ
にでも実現はし得るのだけれども、人間が自分でこしらえた制度によって、それを阻止している、というような場合にすぎないのである。」
!
（「『文明』に関する一考察」より）
!
「今まで何もなかった時空の世界に、突然、あるものを出現させるということは、決してそう不合理なことではなく、これは非常に簡単な算術である。ゼロから突然に３を出現させるためには、マイナス３
を引けばいい。今まで何の物質もなかった世界に、今、水素という化学物質をつくり出そうとしたら、マイナス水素を、その虚無の空間から差し引けば、そのあとにプラス水素、すなわち、われわれの世界
の実在の水素が出現する。（…）

　一個の茶のみ茶碗が、なぜ忽然と手のひらの中に出現したか？　それはデパートの食器売り場か何かから、買ってきたからなのだが、それならば、なぜデパートの食器売り場、あるいはそれを焼いてつくっ
た陶工のところで、今までは明らかになかったところの茶飲み茶碗が出現したか？　これも簡単な算術で片附く。何もないところからマイナスの茶のみ茶碗を引けば、あとにプラスの茶のみ茶碗、すなわち
実在の茶のみ茶碗が現れる。実在の茶のみ茶碗のことはわかるが、マイナスの茶のみ茶碗というのはいったいどういうものなのか。それに対する答えはこういうほかない。そのマイナスの茶のみ茶碗はどこ
かの空間で、ある時、実在の茶のみ茶碗とぶつかり合うと、その瞬間にその茶のみ茶碗はなくなってしまって、ただの陶器のかけらの散乱と化してしまう。そういう厳粛な性質をもったものだ。

　さて、人類は、哺乳動物の進化の恐らく最後の段階で、地球の上に出現し、文明や進歩によって、その生き方を時間の経過につれてゆく力のある、不思議な能力を持つ動物となった。このような能力、こ
れをごく簡略にしてみれば、最初に取り上げて論じた、ものの『あや』−−−−立体的な空間と時間という四つの次元の中で、もつれ合いこんがらがり錯綜した理屈の糸を、だんだんと根気よく、解きほぐし
て、その複雑な仕組みを理解し、納得する、−−−−こういう能力、このような、どんな動物ももっていななかった能力を、どうして、その生物的進化のある段階に、ホモ・サピエンスだけが獲得したか。こ
の問題もまた、無から有を生じるというごく簡単な算術が、解決してくれなくもない。

　アダムとイヴは、蛇の誘惑によって、知恵の木の実を食って、この能力を獲得した。この物語りから借りて、この能力を仮りに『知恵』と名附けてみよう。さて、今まで持たなかった知恵が、突然人間の
脳髄の中に出現したという『無』から『有』を生じた現象は、結局、その簡単な算術に従って、マイナス『知恵』を差し引けばいい。そのあとにプラス『知恵』があらわれる。」
!
「現代のあらゆる危機は、科学がもたらした、と片付けてしまうのは少しばかり時期尚早だろう。しかし、この危機にむかって、最も大きな忠告が与えられるのは、これ以上の科学の進歩ではなくて、これ
は実に人間の脳髄のもう一つの偉大なる能力である『芸術』でなければならない。神さまは、今では、嘗てはたしかに生きていたという痕跡を示してはいる。その痕跡の上に、すべての宗教は眼をあけて睡っ
ている。新しい神さまはどこにいるか、それを見つけるのは誰か、試験管の中には、過去も現在も未来も、神さまはいないのだから。奇蹟は精神の世界でしか起きない。この奇蹟を生む精神は科学を現在
のように推しすすめた『知恵』の遺伝子が埋蔵されている染色体とは、別の染色体に埋蔵されていると考えられるフシが色々ある。過去の偉大な芸術はいつもそこから生まれ出た。芸術の目的は精神の感動
だが、神さまが生きていて人間を支配したというのは、人間が神さまにいたく感動したからだというただの一言に尽きる。経典もコーランもバイブルも要するにこれは、人類をあげて過去に感動させた一大
芸術であったと見るのが正しかろう。人類が手に入れた科学知識や技術が、このような感動のもとに応用される時が来たら、それが新しい文明と進歩、文化のはじまりになろう。

　人間は、砂漠の植物に見ならって、これから進化しなければならない。」




☆mediopos-1957　　2020.3.25

■柳田邦男『人生の一冊の絵本』（岩波新書1828 2020.2）

小さかったころは 
家にはほとんど本がなくて 
絵本の記憶も限られたものでしかないけれど !
そのなかでいまでも覚えているのは 
ふしぎの国のアリス 
ブレーメンのおんがくたい 
彦一とんちばなし 
それから 
タイトルはおぼえていないけれど 
うさぎさんがおいしそうに 
ニンジンを食べている絵本だ !
たぶんぼくが 
ニンジンが大好きなのは 
この絵本の影響だろう !
柳田邦男は「絵は人生に三度」というが 
ぼくが絵本をわりとたくさん読むようになったのは 
比較的最近のことなので「人生に三度」ではなく 
「人生に一度」なのかもしれないけれど !
それはともかくとして 
絵本がさまざまなジャンルをカヴァーしながら 
多彩な世界を見せてくれるのは 
どの世代にとっても豊かなことだ 
とはいえあまりに教育的だったり 
啓蒙的だったりするものには 
違和感を感じてしまうけれど !
じつはこうしたmedioposやphotoposも 
ほとんど絵本の感覚で書いている !
ぼくにとってたいせつな問いかけを 
絵本特有の表現の枠のようなものを外し 
ある種のファンタジー感覚で 
シンプルに表現できればという願いを込めて 

「今、絵本の世界が新しいルネッサンス期を迎えている。

二一世紀になってはや二〇年。この新しい時代に、絵本という表現ジャンルが、実に多様な人生の課題について、絶妙な解答例と言える作品を次々に生み出し
ているのだ。

「生まれた子どものこころが発達する瞬間って、目に見えるの？」

「こころのなかの葛藤や閉塞感は、どのようなきっかけで、前向きに転じるの？」

「人種の違う人や障害のある人を差別の目で見るこころを、どうすれば変えられるの？」

「この世は生きるに値するところなの？」

「胎児は母親のこころの状態を感じているのを知っていますか？」

「子ども感性は、大人より鋭敏だということを理解していますか？」

「ファンタジーの世界は、現実のメタファー（隠喩）なのだと思ったことはないですか？」

「人と動物がこころのコミュニケーションをすることができると思いますか？」

「木は人間の生涯を見つめていると思ったことがありますか？」

「人は人生の最期を前に、何を求めると思いますか？」

「亡き人の魂はどこにいると思いますか？」

････････････

　このような数々の問いは、どれも哲学や宗教や精神心理学の課題だと答える。しかし、どれも日常のなかで直面する身近な問題ばかりだ。

　それらの専門家だけに頼っていていいのだろうか。もちろん専門家が一般読者のために書いた、人生やこころに関する本はたくさんある。

　だが、もうひとつ、絵本があることに気づいてほしい。絵本は文章の理解力がまだ発達していない幼い子どものために絵で言葉を補っている本だと思いこ
んでいる人が多い。だが、違う。絵本は、子どもが読んで理解できるだけでなく、大人が自らの人生経験やこころにかかえている問題を重ねつつ、じっくりと
読むと、小説などとは違う独特の深い味わいがあることがわかってくるものだ。

　絵本は、哲学や文学と並ぶ独自の表現ジャンルなのだと位置づければ、そうしたことは理解しやすくなるだろう。しかも、右に列記したような人生やいの
ちやこころにかかわる問いかけに対して、やわらかく解答のヒントを示す作品が多彩に創作される時代になっているのだ。」
!
「大人こそ絵本を」「絵は人生に三度（幼少期、子育て期、中高年期）」「大人の気づき、子どものこころの発達」「という呼びかけを始めて、二〇年にな
る。合理主義、効率主義、利己主義、ネット依存が支配的になっている索漠とした時代状況のなかで、この本が人々のこころと人生の歩みに少しでも温もり
をもたらすことができればと願っている。

　私は人間のいのちやこころを不条理に破壊する戦争、災害、事故、公害、病気、凶悪事件、貧困などについて、その根源にある問題を明らかにしたいとい
う思いで、半世紀にわたり取材・調査・執筆の活動を続けてきたが、特に八〇才を過ぎてからは、それらの仕事をテーマ別に総括する作品群の執筆に取り組
んでいる。この本は、その一冊でもある。」




☆mediopos-1958　　2020.3.26

■澤井義次『ルードルフ・オットー　宗教学の原点』 
　（慶應義塾大学出版会 2019.12）!
■ルドルフ・オットー（山谷省吾訳）『聖なるもの』 
　（岩波文庫 1968.12）

宗教を理解するということは 
どういうことなのだろう !
特定の宗教を信仰している場合と 
そうでない場合とでは 
その理解は大きく異なっているだろう !
よく使われる喩えを使えば 
同じ山に登るにはいろんな登山道があるけれど 
頂上はひとつであるということはできる !
とくに信仰のない者にとっては 
登りやすい山道もあれば登ることの難しい山道もあり 
危険でときには滑落してしまう山道もあるから 
頂上にたどり着くのが目的であるならば 
できるだけ安全で近道でもある登山道がいい 
そう思いがちだけれど !
信仰者にとってはそうともいえないだろうし 
頂上に登れるのはじぶんの信仰する宗教だけで 
しかもじぶんの選ぶ登山道こそが正統だ 
そう捉えていることが多いのではないか !
これは宗教だけにかぎったことではなく 
科学や芸術などもまた同様に見える !
科学にしても 
かならずしも合理的なものだけを 
拠り所としているわけではない 
そこには必ず非合理的なものも存在していて 
たとえば「科学的でなければならない」 
というのもまた非合理的な信仰に他ならない 

ルドルフ・オットーはプロテスタント神学者として 
その宗教理解を深めるために 
インドを中心とした東洋の宗教を研究し 
そのことが結果的に 
「時代を先取りした先駆的な宗教研究」ともなったのだが 
みずからの依って立つところだけに自足するのではなく 
別の場所に立ってみようとした営為の持つ意義は大きい !
ずっとずっと先の時代には 
現在のような特定の宗教を信仰するようなあり方は 
なくなっていくのではないかと勝手に想像しているけれど 
そうなったときにもまだ 
宗教という形ではない別のヌミノーゼは残るだろう !
そのときにも 
じぶんの拠り所に自足することなく 
別の場所に立ってみようとする営為は重要になるだろうし 
そのことで得られる視点は 
世界をそのぶんだけ広く深くしてくれるはずだ 



（澤井義次『ルードルフ・オットー　宗教学の原点』より）
!
「オットーはドイツのプロテスタント神学者としてキリスト教神学研究に励んだが、それと同時に、宗教哲学者としても、新カント学派の哲学の立場から、宗教の非合理的な要素と合理的な要素の関わりを
「ヌミノーゼ」の概念などを作り出すことによって明らかにしようとした。さらには比較宗教的な視点から、東洋の宗教思想の中でも、特にインドの宗教思想に関心をもって、キリスト教と他宗教の比較宗
教的研究もおこなった。つまり、オットーはキリスト教のルター神学者であるとともに宗教哲学者でもあり、さらにインドの宗教とキリスト教の比較研究をおこなう宗教研究者でもあった。まさに三つの＜
顔＞をもっていたのだ。」

「オットーがもっていた三つの＜過去＞は決して別々に把握できるものではなく、オットーという一人の人物の中に有機的に統合されている。それらは密接不可分に連関しており、本質的にキリスト教の絶
対性あるいは真理性を信じるルター派神学者としての＜顔＞へと収斂していく。とはいえ、三つの＜顔＞をもつオットーの宗教研究全体を理解するためには、絶えず複眼的な視座が求められる。彼の神学的
思索において、「聖なるもの」は概念的に捉え切れず、言葉で表現できないものである。「聖なるもの」の非合理的な側面を捉えようとして「ヌミノーゼ」という語を造語したように、「聖なるもの」に伏
在する信仰の深みを探求したオットーの神学研究は、根本的にルターの神学あるいはオットー自身のルター派信仰へと淵源していく。オットーはルターの神学用語に精通していたことから、それを援用して
神学的思索を展開していった。たとえば、ヌミノーゼの一側面すなわち「戦慄すべき」(tremendum）と「優越」（majestasas）を表現する際に、ルターの神学用語を用いた。こうしたことはオットーの宗
教論の本質を理解するうえで、きわめて重要な点であろう。」
!
「オットーが強調した宗教の独自性や非合理性あるいは神秘主義という論点は、特に一九八〇年代後半以降、宗教研究者のあいだで問い直されてきた。それはポスト・エリアーデ宗教学の研究動向において、
エリアーデ宗教学批判というかたちで顕著になったが、具体的には、オットーやエリアーデなどの宗教理論が宗教の独自性や非合理性を前提としていたことへの批判であった。エリアーデはオットーの聖と
俗の概念的枠組みを継承し、宗教の全貌を聖と俗の関係性において捉えようとしたが、その際、宗教の独自性あるいは非合理聖を前提として議論を進めた。そうした宗教学的な視座に内包される神学性が厳
しく批判されることになったのだが、これは言いかえれば、宗教現象は社会現象や心理現象に還元することができない独自性をもっているのかどうかという宗教の独自性をめぐる問題であり、宗教学の学問
的アイデンティティに関わる根本的な問いをあらためて提起することになった。」
!
「オットーが言う「聖なるもの」は、非合理的な要素と合理的な要素が緊密に結びついた複合的なカテゴリーである。私たち人間は日常生活の中で、「意味の世界」に生きている。そうした私たちにとって、
「意味の世界」における非合理的な要素と合理的な要素の結びつきは、「聖なるもの」における意味の重層性として捉えなおすことができるだろう。つまり、それは合理的あるいは表層的な意味の地平だけ
に視座を限定することなく、宗教の非合理性あるいは深層的な意味の地平にも射程を置けば、宗教現象あるいは宗教的な生を複眼的に捉えることができるだろう。このように、オットーの宗教論は意味論
的に捉えなおすことで、宗教あるいは聖なるものを意味の重層性として捉えることを可能にする。」
!
「聖なるものの重層的・多層的な意味次元の中でも、「ヌミノーゼ」の経験によって開示される日常経験的な意味世界の網目構造を抜け出した、宗教の深層的意味レベルについては、オットーが言う「イデ
オグラム」（Ideogramm）をとおして把握することができる。これは（･･･）日常言語的な意味の地平と深層的な意味の地平が重なり合って、宗教の独自な感情的要素を表現する「解釈記号」（Deute-
Zeichen）のことである。ところが、日常的な意味世界に生きていて、聖なるものの経験をもたない「自然的」（natuerlich）な人間は「イデオグラム」を「自然的な概念」として日常的な意味次元で取り違
えてしまうとオットーは言う。社会制度的な意味の表層において、言葉が記号コード化されると、その意味はおのずと概念的なものとして捉えられる。しかし、宗教的生の意味論的解釈学の立場から見れば、
オットーが言う「イデオグラム」は「聖なるもの」の概念に類似してはいても、それは概念ではない。それは概念的に言い表し難いものに使用され、人間の心を動かして熱情を起こさせる「アナロジー的な
性格」をもつ。「イデオグラム」によって日常的な意味世界に伏在する深層的な意味世界、すなわち、「ヌミノーゼ」によって特徴づけられる意味の深みが示唆される。他者の宗教理解をめざす宗教研究者
は、宗教における聖典の言語が「イデオグラム」によって織りだされたものであることに留意しなければならない。オットーの宗教論が示唆する、宗教への複眼的視座をとおして、宗教は日常言語的な意味
連関とともに、日常言語的意識の底にひそむ意味連関の深みからも理解することができるだろう。このようにオットーの宗教論は、今後もなお宗教学の新たな地平を拓く可能性を内包している。」
!
「自らの宗教研究や信仰実践をとおして、オットーは彼自身が信仰するキリスト教の真理をいっそう深く理解しようとした。キリスト教神学者としての視点から、インドの宗教や思想を理解しようとしたこ
ともあって、彼のインド宗教研究は必ずしもインドの人々から共感を得るようなものではなかった。そこにオットーの限界があったと言えるのかもしれない。しかしながら、十九世紀から二十世紀にかけて、
宗教学がキリスト教神学一つの学問分野として分離・独立しようとしていた時代にあって、オットーの宗教研究は、彼自身にとってはあくまでもキリスト教神学研究の意義をもつものであったとしても、現
代の宗教研究の地平から捉えかえすとき、まさに時代を先取りした先駆的な宗教研究であった。そうした意味において、オットーの宗教研究は、まさに「宗教学」の原点であったと言えるだろう。」




☆mediopos-1959　　2020.3.27

■リチャード・ジェルダード編著／澤西康史訳!
　『エマソン入門／自然と一つになる哲学』（日本教文社 平成11年1月）!
■『エマソン論文集（上・下）』（岩波文庫 2020.3）

私は私であるである 
ということは 
私は円である 
ということだ !
みずからを限定したとき 
私という円周はあらわれる !
円周のうちに私はあり 
円周が私の境界になる !
過去にとらわれるとき 
円はみずからを 
小さな円周へと閉じ込める !
自由である 
ということは 
円周を定めず 
「円がさらに円を超えて」 
広がってゆくということ !
広がる円の内には過去もあるが 
私はさらに私を超え 
未知へと向かっていくということだ !
それは 
「伝統はなく、他からの影響もなく、 
頼るべき体系もなく、教師もいない」ままに 
「過去を背負わない永遠の探求者になる」 
ということだ !
私は私であるである 
という私は 
常に円が円を超えようとする 
永遠を生きる運動である 



「日常自分の心に生起するものの大半はどうでもよいことだ、などと言っていたのでは何も始まらない。日常的な生存のカオスのなかで自分の思索に目覚めたなら、いつもの内なる会話や自己正当化
や幻想が、自分の知覚とは相容れないものだということがわかってくる。内省的な思索は瞑想と同じように訓練であって、客観的に見守られるべきものだ。エマソンが書いているように、森のなかを
夢うつつで歩いていたときに、鷲の鋭い声で自分の思考に気づくとしたら、それはとても幸運なことなのだ。ここでは鷲は人間のより高い知覚力の象徴であり、その思索の器官によって注意を呼び覚
まされることは天の恵みだ。この状態は容易に実現できるものではなく、エマソンはそれを説明するのに「厳格な」とか「情け容赦なく」といった彼らしくない言葉を使わねばならなかった。「幻想 
Illusions」のなかで、彼は具体的にこう述べている。
!
　　この幻想の王国のなかで、私たちはしきりに支えや拠り所を求めている。日常生活では自分に対して厳格かつ誠実に振舞うよう心がけ、自己欺瞞と幻想からは情け容赦なく自分を引き離さなけれ
ばならない。自分がいかなるゲームの一部であろうと、自分自身に対しては心のゲームを演じるべきではないし、自分の内面とはこれ以上ないというくらい正確かつ真剣に向かい合うべきだ。
!
　エマソンのこの「日常生活での厳格かつ誠実な振舞い」は、実は徹底した自由を意味していたが、当時の批評家でその革新的な姿勢を理解して評価した者はひとりもいなかった。文明が「進歩」す
れば、それだけいっそうその巨大な影響力から自由になることが必要になってくる。「心の高潔さ（無欠性）」は徹底した自由を意味する。彼が「円（Circles）」のなかで述べているように、それを
達成することは「過去を背負わない永遠の探求者になること」だからだ。これは法外な要求だ。伝統はなく、他からの影響もなく、頼るべき体系もなく、教師もいないのだから。彼が後年の日記（一
八六六年）で書いているように、「･･････開眼した魂には『私と深淵』という二つの事実しか目に入らない」のである。この深淵とは、実存主義的な虚無ではなくて、自立した姿勢には欠くことので
きない過去からの自由のことだ。深淵を虚無と見るのもひとつの幻想だ。よく見つめたなら、深淵は未知にほかならないし、イメージで語るなら、ハムレットの言う「その国境から旅人の帰ったため
しのない未知の国」なのだ。

　エマソンの終わりなき探求は生涯続けられたが、その自己回復の旅において、今も私たちが実利的な観念論の模範だと考えている思索の記録を残した。それは急進的だったかもしれないが、直観に
よって捉えられた本質的に霊妙なる秩序のなかで、大いなる未知に直面した人間の限りない可能性を今でも称えてやまない。
!
　　だから、人生の最期のレッスン、すなわち「四大」と天使たちから沸き起こる大いなる合唱とは、自発的な服従と必然的な自由であると私は信ずる。人間は世界をつくっているのと同じ原子から
できているし、同じ印象、性質、運命を分かち合っている。その知性が啓発されてｍ愛情に火がともるとき、彼は自分の身を惜しみなく霊妙なる秩序の前に投げ出し、みずから進んでその建物を構成
する石のひとつとなるのだ。（「礼拝 Worship」）
!
（エマソン「『円』について」より）
!
「人間を解く鍵は、その人の思想にある。いかに丈夫でたくましく見えようと、彼には従うべき舵があって、諸々の事実を類別する理念が彼の舵なのだ。彼を変革させるには、彼のいまの理念を上回
る新たな理念を示さなければならない。人間の一生はみずから広がりゆく円であり、最初は目に見えないほど小さな円が四方八方に広がり、新しい大きな円を形づくっていき、これがどこまでも続い
てゆく。この円の生成、すなわち円がさらに円を超えてどこまでも広がってゆけるかどうかは、個々の魂が持つ生命力または真実の力によって決まる。というのも、思考には惰性または慣性の働きが
あって、それ自身の周囲に波紋状の県境を形成し----例えば帝国、技術の方式、特有の慣習、就業的儀式など----その外輪山の上にさらに自分を積み重ね、人生を固まらせ外側の縁を形づくってしまう
からだ。だが、活気のある力強い魂は、四方八方で境界を乗り越え、その軌道を大海原へと広げていく。そして、そこでまた大きな波にまで高まると。魂の活力は押さえ込まれ閉じ込められてしまう。
しかし、情熱は閉じ込められることを嫌う。最初の小さな鼓動のときから、それは爆発的に広がって、無限の彼方まで拡大していこうとする。」




☆mediopos-1960　　2020.3.28

■菅付雅信×山本貴光「AIを魔術化しないために」!
（Ｗｅｂでも「考える人」新潮社）!
■菅付雅信『動物と機械から離れて／AIが変える世界と人間の未来』  
　（新潮社　2019/12)!
■山本 貴光・吉川 浩満『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。: 古代ローマの大賢人の教え』 
　 (筑摩書房　2020/3）!

ＡＩは擬人化しないほうがいい 
生きた知能ではなくアルゴリズムなのだから !
アルゴリズムを使って可能なことはあるけれど 
できないことがたくさんあるのはいうまでもない !
アルゴリズムになにかできてなにができないかを理解する 
「アルゴリズム・リテラシー」が必要だ 
そうでないと 
アルゴリズムが人間に代わってなんでもやってくれるから 
人間の要らない時代がくるという極論になってしまう !
アルゴリズムを使って処理をする機械のカヴァーする領域は 
これからどんどん増えていくだろうけれど 
人にしかできないことは代わってもらうことはできない !
生きて死ぬからだでしかできないこと 
喜怒哀楽する心でしかできないこと 
岡潔のいう「情緒」を育てること 
自由であること 
愛すること 
そんな 
人が人であるということの証し 
非合理なこともふくめ人は人なのだ 
人は部分ではなく全体として生きている !
アルゴリズムという部分性を 
全体性と取り違えてしまたっとき 
アルゴリズムを信仰する科学主義さえ 
信奉されてしまうこともあるだろうが 
その信仰でさえ人にしかできないことだ !
だからこそ 
人はつねに人を 
私はつねに私を超えながら 
新たな人に 
新たな私にならなければならない 
みずからがみずからをこえることは 
アルゴリズムには決してできないからだ



（「AIを魔術化しないために」～「前編　アルゴリズム・リテラシーを高めよ」より）

https://kangaeruhito.jp/interview/13107
!
「山本／今、私たちは「アルゴリズム・リテラシー」をどう高めるかという問題に直面しているのではないでしょうか。

　人びとの誤解を招く大きな問題の一つは、アルゴリズムについての表現が「擬人化」しすぎていることです。「人工知能（AI）」という言葉がまさにそうですね。機械の働きに「知能」という人間や動物
になぞらえた言葉を使う。すると、人工的に作られた知能が、やがて人間の知能を超えていく……といった類推も容易に働くようになるわけです。

　実態はどうか。菅付さんもこの本で幾重にも指摘しているように、人工知能といっても、実際にはコンピューターという機械を動かすためのアルゴリズムですね。アルゴリズムとは、問題解決の手順とい
うぐらいの意味です。つまり、コンピューターを使ってある問題を解決するためのステップを、料理のレシピのように設計する。まずこうして、次にこうして、最後にこうする。この手順でコンピューター
を動かせば画像を識別できる、翻訳ができる、というようなことを一つ一つやっているに過ぎません。

　言ってしまえば、なんらかの処理を機械化する手法です。機械化できるということは、自動化できるということであり、自動化できるということは、処理の手順を取り出して、機械装置に指定できるとい
うことを意味します。これがアルゴリズムです。

　ただし、その手順にはさまざまな工夫が凝らされており、複雑化しています。そのためアルゴリズムがブラックボックスになる。仕組みはよく分からないが効果がある。ブラックマジック（黒魔術）だ、
と揶揄されたりもする。そのからくりを理解せずに語ろうとすれば、まさに魔術のように扱うことにもなりかねない。そうならないためには、アルゴリズムを読み解くリテラシーが求められると思うんで
す。」
!
「山本／私が好きな哲学者に、エピクテトスという人がいます。一世紀にローマで活躍したギリシア人の哲学者で、彼は奴隷という立場から出発しているんですね。

　その哲学の根本にあるのが、「権内」と「権外」を適切に区別するという考え方です。要するに、自分で何をコントロールできて、何がコントロールできないかを適切に見極めなさいということです。そ
れが人の幸福を左右するからです。

　たとえば、船乗りが船でどこかの港を目指している。いまのようにエンジンは積んでいない船です。ある時、風が吹いて来ないので、船が止まってしまった。エピクテトスは、風が吹くかどうかは自分に
はコントロールできない「権外」なのだから、そのことを嘆いたり、喚いたりしてもしょうがない。船乗りにとって、この状況で自らがコントロールできること、つまり「権内」とは何か。それを考えるこ
とが大事だろうと言うわけです。

　他方でエピクテトスは、「権内」と「権外」を適切に線引きするためにはトレーニングが必要だとも言っています。私たちは放っておけば、何が権内で何が権外かを簡単に取り違えて悩むものだから、と
いうわけです。人工知能の問題に引きつけていえば、人間がAIを使うことによって、これまでとは「権内」と「権外」の線引きが変わってきている。しかも、その線は日々動いています。」
!
（「AIを魔術化しないために」～「後編　コンピューターに田舎道を歩かせること」より）

https://kangaeruhito.jp/interview/13110
!
「山本／皮肉なことに、明日すぐ使えるものは、アルゴリズムにできる可能性が高い。ということは、機械で置き換えられる可能性も高い。

　他方で、人間は「自分」、「今の課題」、「環境や状況」という3つを組み合わせて、答えを出すことのできる生き物です。コンピューターは「環境・状況」の変化が苦手です。というのも、アルゴリズ
ムは、限定された因果関係を想定して作るものですが、現実世界には無数と言いたくなるほど事物があって、それらが無数と言いたくなるほど関係しあって何かが生じているからです。

　例えば、ビルの上からリンゴを落としたとします。このリンゴが落下する物理法則は分かっていて計算できますね。ですからコンピューターで、ある高さのビルからリンゴを落とせば重力に従い、どのく
らいの時間で道路に落ちるかという計算はできる。しかし現実の世界では、リンゴが道路に落ちない可能性もある。途中でカラスが飛んできてひゅっと咥えていってしまうかもしれないし、風が吹いて、ど
こかにぶつかって落ちる前に割れるかもしれない。私たちが生きているこの世界は、複数の因果が複雑に絡み合っているような世界です。こうした状況は、落体の運動に絞った計算では考慮されないわけで
す。

　もちろん人間にしても、そうした複雑な因果をすべて見通せているわけではない。未来を予測しきれないし、いろいろな失敗もします。ただ、そうした失敗の経験を通じて、人間は多様な状況に結構柔軟
に対応することもできます。これは、明日すぐ使えることというよりは、長い時間と経験によってできることですね。あるいは、そうしようと思えば、過去の歴史も含めて利用できるわけです。部分最適解
を出すことができるAIはこの先も発展するでしょうから、私たちとしては、それを道具としてうまく使えるようにしたいものですね。

菅付／AI研究者の楽観って、ある意味で不幸せだなと思いました。彼らもどこかで、部分最適を求めているんだと思うんです。僕は、人間にしかできない全体最適について考えていきたいと思いますね。」
!
「山本／過去のデータからパターンを抽出できたとしても、それらはあくまで過去のパターンであり、それによって未来が決まるわけではありません。過去のパターンをそのまま繰り返したところで、問題
は解決しませんが、未来について考える指標を増やすことはできる。また、誰がどのようなアルゴリズムを設計し、どんなデータを使うかによって、見いだされるパターンも変わりますから、冒頭で述べた
ように、そうした仕組みを大まかであれ理解することが重要です。

　AIをうまく活用できれば、国家を超えた問題についても、人間が地球全体の全体最適を見つけやすくなる。そういう可能性もありそうですね。」




☆mediopos-1961　　2020.3.29

■フロール・ズウィヒトマン・文／ルトウィヒ・フォルベーダ・絵／荒俣宏・日本語版監修!
　『世界幻妖図鑑～ドラゴンかた妖怪＜ＹＯＫＡＩ＞まで～』（フレーベル館　2020.3）

荒俣宏が「幻妖」と表現しているのは 
原語のオランダ語では「Fabeldieren」 !
ボルヘスのいう「幻獣」から日本の「妖怪」まで 
「伝説や神話のなかの幻の生き物」を表した言葉 !
伝説や神話で語り継がれている生き物は 
神々もそうであるように 
実際に生きている目に見える存在ではない 
けれどむしろ心のなかでは 
そうした存在よりも不思議なリアリティがある !
日々創作されるファンタジーのなかでも 
空想のなかの生き物たちはたくさん描かれ 
それらもまたそれなりのリアリティはあるだろうが 
（あまりに作られ過ぎたキャラクターも多いけれど） !
伝説や神話で語り継がれている存在とその物語は 
いってみれば私たちの集合的無意識のなかで 
たしかな形をもった存在として生き続けている !
もともと伝説や神話の物語や生き物は 
それらが描かれたそのままではないとしても 
かつて人間もまたそのなかで 
ともに生きていたであろう世界なのではないか 
ただ作られただけのものであれば 
それらはすぐに忘れ去られてしまったはずだ !
ミヒャエル・エンデは『はてしない物語』で 
「ファンタージエン」が消えてゆくことに警鐘を鳴らしたが 
そうした伝説や神話の世界を 
わたしたちの心的現象のリアリティのなかで 
生き生きと捉えかえすことは 
私たちの現実そのものの奥行を深めていくことにもなる !
シュタイナーによれば 
私たちのさまざまな魂の働きは 
かつて神々そのものでもあって 
人間はそうした神々の存在を 



（「巻頭言」より）
!
「神話は、悪しき科学などではない。

古代の物語はわたしたちにしめすのだ、

人間の心、ひいては

わたしたち自身にまつわるなにかを。

−−−−メアリ・ホフマン」
!
（「日本語版監修・荒俣宏」）
!
「幻妖【げん・よう】

本書で紹介する不思議な生き物たちの呼称。ホルヘ・ルイス・ボルヘス著『幻獣辞典』などでは、神話や伝説のなかに登場する想像上の動物たちのことを「幻獣」と呼んでいる。本書においては、世界各地
の民話や伝承のなかで、その存在を信じられてきた生き物たちにくわえ、日本古来の妖怪などを合わせ、「幻想的な妖（あやかし）のようもの」という意味をこめて「幻妖」と呼ぶ。」
!
「この本は、魔法や想像のなかにしかすんでいないといわれる「まぼろしの生き物」のお話を、世界中から集めてきた図鑑です。どれも動物園や水族館ではみかけられない生き物ですが、わたしたち人間に
とっては、大昔からとても気になる存在でした。

　なぜって、この不思議な生き物たちは人間をこわがらせる一方で、たくさんの恵みや幸運を運んでくれたからです。そういうわけですので、想像上の生き物を「化け物」やら「怪物」などと呼ぶわけにも
いきません。この本では、わたしたちを守ってくれる神獣や精霊もいっしょに表せるように、かれらを「幻妖」という名前で呼ぶことにしました。

　ついでにいうと、古代では、実際にいる生き物と、伝説や想像の世界だけにいる生き物とを、区別する必要がありませんでした。ときには幻妖の力にすがって、恐ろしい嵐や地震をしずめなければいけま
せんでしたからね。

　ところが残念なことに、科学の力を使って自然から恵みだけをとりだせるようになった人類は、これまでたよりにしてきた想像上の生き物に、まるで関心をなくしました。こういう存在は、これを信じ、
語り伝える人たちがいなくなれば、死に絶えてしまいます。

　この本を書いたオランダのズウィヒトマンさんは、みなさんのために、世界に残された「幻妖」の知識を語り伝えてくれます。もちろん、日本の妖怪も出てきますよ！」
!
「いかがでしたか？　おもしろかったですね。最後にひとことだけ、まぼろしの生き物がもつ「現代の意味」について書いておきましょう。

　想像してみてください。海の底や山の奥、また空のかなたといった「人間の手のとどかない世界」がどこにでもあった古代の暮らしを。地震や嵐や火山の噴火などの「目に見えない恐ろしい力」や、その
反対に食べ物や命をあたえてくれる「ありがたい恵みの力」は、たしかに実感できるものですが、その正体が目に見えませんでした。

　そこでわたしたちは、森や海にいる実際の生き物を手本にして、目に見えない自然現象の一つひとつに形をあたえ、名前をつけていったのです。それが、実は「まぼろしの生き物」たちの生まれた理由で
す。だから、かれらは、自然にいる生き物にどこか似ていて、ただの空想ではないと思えるのです。

　したがって、「幻妖」の生き物のことを知れば。自然とうまくおつき合いする知恵や心得を教えてもらえるわけです。人類が自然の力をどのように理解し、どのようにイメージしたか、という歴史もわか
ります。

　この本は、自然となかよく暮らしていくため知恵を、世界中の「幻妖」から感じとってもらう手引き書です。これらの不思議な生き物たちも、昆虫や鳥と同じく、絶やしてはいけないわたしたちの友だち
です。」
!



☆mediopos-1962　　2020.3.30

■小友聡『それでも生きる／旧約聖書「コヘレトの言葉」』!
　（ＮＨＫこころの時代 宗教・人生　ＮＨＫ出版　2020.4）!

それが 
何になるというのか 
それに 
何の意味があるというのか 
すべては 
空しい !
どうして生まれたきたか 
どうして死ななければならないか 
死んだらすべてが終わりかもしれない 
すべては 
空しい !
これからどうなるのかわからない 
なにをしても無駄になるかもしれない 
悲しみは終わらないかもしれない 
すべては 
空しい !
一切は空である 
そこからしか 
始まらないものがある !
答えがはじめからわかっているならば 
むしろそれに意味はない 
問うことにこそ意味は見出される !
決められたことを 
決められたようにすることで 
安心するところに自由はない !
なにもわからない 
だからこそわかろうとする自由がある 
なにもできない 
だからこそしようとする自由がある !
死なない人はいないが 
死ぬために生きるのではない 
生きるために生きるのだ !



「聖書の中に「コヘレトの言葉」という書があります。多くの人にとっては、おそらく馴染みのない文書でしょう。この書は、冒頭からいきなり「一切は空である」と、まるで仏教書のような言葉を語りま
す。これは、読む人に強烈なインパクトを与えますが、同時に読み手をうろたえさせます。何しろ、先ほどの「空」という言葉が、この書全体を覆い尽くすように、最初から最後まで繰り返されるのですか
ら。この書は一般に知られている、敬虔で神聖な聖書のイメージからするとかなり異質な、規格外の書だと言えるでしょう。」
!
「旧約聖書の諸文書とは別に、独特の位置にあるのが「文学書」です。その中でイスラエルの知恵を伝承するため書き記された諸文書を「知恵文学」と言い、「ヨブ記」「箴言」「コヘレトの言葉」「雅歌」
を指します。」
!
「「箴言」において特徴的なのは、「応報思想」によって知恵が説かれていることです。応報思想とは、善行の結果、良いこことが起こり、悪行の結果、悪いことが起こるという考え方のこと。」
!
「その「箴言」と対照的なのが、知恵文学の「ヨブ記」です。「ヨブ記」は、最高の義人ヨブが受けた不条理を物語る長大な詩文です。（…）ヨブは、神の許可を得たサタン（悪魔）により、堪え難い災難
を次々と与えられ、苦悩します。何も悪いことをしていないのに、なぜこんなひどい試練を受けなければならないのか。ヨブは神に問いますが、答えはありません。

　「ヨブ記」は、旧約聖書の応報思想を退け、伝統的な知恵を根底から覆していると言えます。伝統的な知恵が危機にさらされ、新たな知恵が模索されていると言ってもよいでしょう。

　箴言の知恵は楽観的で、ヨブ記の知恵は悲観的です。そのヨブ記の延長線上に、「コヘレトの言葉」という、もう一つの知恵文学があるのです。

　「コヘレトの言葉」は、楽観的どころか、極めて厭世的で虚無的に見えます。「すべてが空しい」という言葉は、応報思想、つまり「義人は祝福を受け、悪人は災いを受ける」という旧約聖書の根本から
はずれているように思えます。それは、こんな言葉にも表れています。
!
　　私の心は多くの知恵と知識を見定めた。知恵を一心に知ろうとし、また無知と愚かさを知ろうとしたが、これもまた風邪を追うようなことだと悟った。（2章16−17節）
!
　　太陽の下でなされるすべての労苦と心労が、その人にとって何になるというのか。彼の一生は痛み、その務めは悩みである。夜も心が安まることがない。これもまた空である。（1章22−23節））」
!
「何があっても、生きて生きて、生き抜いていけ。そんなコヘレトのメッセージを、私は、今苦しんでいる人たちに届けたいと思います。大事な人を亡くして悲しんでいる人。人生につまずいて絶望してい
る人、生きる意味がわからず空しい人。そんな人たちに、「それでも、生きよ」とコヘレトは言い明日。生きている犬は、死んだ獅子よりも幸せなのです。生きている、ただそれだけで価値がある。だから、

それでも生きよ」と、この書は訴えかけているのです。」
!
「今、私は若い人たちに、コヘレトの言葉を語らずにはいられません。生きることが空しくても、それでも生きよ、と。今、生きていることが辛くても、必ず別の「時」が来るのだと。

　最後に、「コヘレトの言葉」から、有名な格言を一つ紹介します。
!
　　朝に種を蒔き

　　夕べに手を休めるな。

　　うまくいくのはあれなのか、これなのか

　　あるいは、そのいずれもなのか

　　あなたは知らないからである。

　　（11章6節）
!
　蒔いた種がうまく芽を出すかどうかは、誰にもわかりません。どの種も芽を出さないかもしれません。未来の「時」は、人間には知り得ないのです。それでも、いや、それだからこそ、種を蒔き、耕す手
を休めるなとコヘレトは言います。地に足をつけて、自分の人生を精一杯生きよと言うのです。

　よく似た格言に、「たとえ明日、世の終わりが来ようとも、今日、私はリンゴの木を植えよう」があります。宗教改革者のマルチン・ルターの言葉と言われていますが、確かな根拠となる文献はないそう
です。

　明日世界が滅亡するなら、今日リンゴを植えるのは、無駄なことのように思えます。しかし、明日が見えなくても、いや。見えないからこそ、「手を休めるな」とコヘレトは言います。明日が見えないの
に、今をどう生きたら良いのか。誰も答えてくれません。答えるのは、この「私」です。

　明日が見えなくても、今日を生きよ。今、この時を生きよ。涙を拭って前に進め。明日に向かって種を蒔け。コヘレトは、そう呼びかけています。」




☆mediopos-1963　　2020.3.31

■松村圭一郎『はみだしの人類学』!
　（NHK出版　学びのきほん 2020.4.）

生きることを 
線を描くことにたとえれば !
決められた目的や結果のために 
スタートとゴールを最短で結ぶ直線と 
おもしろいことに出会おうとして 
自由に描かれるフリーハンドの線がある !
決められた方向に描かれる直線は 
容易に数値化され比較･評価されるけれど !
フリーハンドで描かれた線はどれも異なっていて 
比較評価や数値化から常に逃れようとするから 
ときに行方が見えなくなることもある !
どちらも生きるためには必要で 
それぞれにそれなりのプロセスはあるけれど 
直線の世界からは遊びが排されがちだ 
決められた場所から出ることも 
視点を自在に変えることもむずかしくなる !
だれでもじぶんのなかに 
どちらの線としての生きた方ももっているけれど 
決められたことのなかを好む直線中心の人間と 
ひとに決められることの苦手な 
フリーハンド中心の人間がいて 
たがいの相性がいいとはいいがたい !

直線人間はフリーハンド人間をいいかげんだと思い 
フリーハンド人間は直線人間をロボットだと思う 
管理社会へと傾斜していくと 
直線人間ばかりが増えてくるけれど 
そのなかでは生きづらいフリーハンド人間は 
どうしてもはみだしながら生きていくことになる !
できうるならば 
フリーハンドの自在さを極めることで 
はじめて得られる無限の直線を使って 
可能性をあらゆる形で生を表現できる 
多次元的な線の魔術師になれますように 



「いまの世の中をみていると、「わたし」や「わたしたち」という檻に閉じ込められて苦しむ人が少なくないように思います。そんな息苦しさを感じる状況に陥ったとき、そうではない複数の「わたし」や
「わたしたち」の可能性はひとつの希望になります。」
!
「「わたし」や「わたしたち」が変化するからこそ、周囲の人や環境も、自分自身もあらたな目でとらえなおすことができる。脅威に感じられた差異が可能性としての差異に変わる。それこそが、さまざま
な差異に囲まれ、差異への憎悪があふれるこの世界で、他者とともに生きていく方法なのではないか。それが、私が文化人類学を学ぶなかで手にした実感だったように思います。

　文化人類学は、つねに「わたし」を起点に世界を考えてきました。それは「わたし」が開かれるような営みです。これがあたりまえだ、この考え方が正しい、といった固定的な「わたし」へのこだわりが
他者との出会いによって覆される。そして、またあらたな「わたし」への輪廓を手探りで見つけだそうともがく。その変化する景色を「おもしろい！」と好奇心にかられるままに歩んだ曲がりくねった道の
りが、私にとっての文化人類学だったような気がします。」
!
「インゴルドは自著『ラインズ』のなかで、線には、あらかじめ決まった始点と終点とを定規で結ぶような直線と、どこに行くか定まっていないフリーハンドの曲線との二種類がある、と言っています。

　最初の直線は、目的を決めて、それに向かってまっすぐ進むような生き方に重なります。おそらく結果を重視する受験勉強やビジネスの世界などにあてはまるでしょう。試験に受からないと意味がない。
ものが売れなければ仕方がない。受かるためには、売れるためにはどうしたらいいか。何があっても、その目標を効率的に達成したい。日々、そういう思いで生きている人は少なくないと思います。でもイ
ンゴルドに言わせれば、そこには落とし穴はがある。

　まず定められた目標以外のことを考えなくなる。ある種の思考停止に陥る危険性があります。何かを成し遂げるにはどうしたらいいか、という問いの立て方からは、なぜ私たちはそうしようとしているの
か、というそもそもの問いが排除されています。」

「インゴルドの言葉を借りれば、それは出発点からすでに決まった経路をたどるだけの旅のようなものです。旅のおもしろさは、予定どおり目的地にたどりつくことより、その過程でどんなおもしろい出来
事と出会えるかにかかっているのに、直線の旅は、そのプロセスを全部、余計なものにしてしまう。

　それに対して、フリーハンドの曲線はどうでしょうか？　インゴルドは、それを徒歩旅行にたとえています。歩いている人は、進むにつれて変化し続ける眺望や、それと連動して動いていく道の行き先に
注意を払う。その世中で起きることをちゃんと観察しながら進んでいる。だから偶然の出来事に出会っても、それを楽しむ余裕がある。」

「たぶん私たちの日常には、そんなふだんは気づかないところに「生きる喜び」が潜んでいる。なのに、たいていは気づかずに通り過ぎてしまう。でもそのささいな喜びを人生からすべて取り去ったら、あ
とに何が残るのか。そう考えさせられます。」

「インゴルドも、フリーハンドの曲線のような人生だけがよりよく生きることだと言っているわけではありません。線には直線と曲線の二つがあるのに、私たちは知らないうちに直線的な歩みをしてしまい
がち。だからこそ二つの歩み方があることを自覚できるかどうか。それが「よりよく生きる」ことにとって意味がある。たぶんそう考えているのではないかと思います。」




☆mediopos-1964　　2020.4.1

■佐藤友亮『身体知性／医師が見つけた身体と感情の深いつながり』!
　（朝日新聞出版 2017.10）

医療と武道の 
発想の違いから学ぶ !
機能を回復させるために 
修理するという医療と 
まだそこにはない機能を 
あらたに作り出すという武道 !
ことばによって身体世界を分節し 
見えるもの荷して扱う医療と 
見えないけれど働いている 
身体を体認していく武道 !
医療と武道の領域ではなくても 
身体に対するとらえ方は 
現代ではその二極として捉えられる !
機械として捉えられた物質としての身体と 
創造的に捉えられた働きとしての身体 
それぞれに背景となる歴史的文化的背景があり 
それぞれが役割を担っている !
知識か知恵かということもできるだろうが 
知恵があれば知識は不要だとはいえない 
全体があれば部分は不要だとはいえないように !
とはいえ 
身体に対する知識的な部分知性だけでは 
まだ見ぬ未知の自分の身体を見出し 
作り出していくという知恵を得ることはできない 
知恵を得るために知識を深めようとする 
そんな時代になればいいのだが 



（内田樹×佐藤友亮　対談「武道と医学と身体をむすぶ」より）
!
「内田／医療人と武道家の身体観が違うのは当然だと思います。医療家というのは、目の前にある現実として、疾病や怪我で傷ついた身体を治癒するという最優先の課題がある。疾病や傷害が減少と
してそこにある。それを精密に確定することが最優先します。でも、武道はそうじゃない。高齢の入門者がよく「こんな年ですけれど、できますでしょうか」と言われるので、僕はいつでも「大丈夫
です」と答えます。その人が今の手持ちの身体に何を付け加えるかが修業の唯一の課題であって、それはこれから獲得してゆくもので、現時点では存在しない。だから、現時点での不調や不全を事細
かに記述することには特段の意味がない。問題になるのは「まだ存在していない身体能力」であり、「まだ感知できない身体的部位」であり「まだその働きを知らない身体的機能」だからです。

　医療人とはそこが違う。医療の最終目的には原状回復です。原状回復すれば、医療としては１００点です。でも、修業では原状回復が目的に掲げられることはありません。医療では、疾病や傷害を
現状からの劣化ととらえれば、治療効果は数値的に考量できます。血圧とか尿酸値とかの「数値がよくなる」というかたちで医療の成果は測れる。でも、武道は違います。武道の目的は「ハードディ
スクのメモリを増やすのではなくてＯＳをバージョンアップする」ようなものだからです。「身体を使うときのＯＳを書き換える」わけで、修業を始める前には「そんなものが存在するとは思っても
いなかったもの」に出会い、それを身に付けるプロセスです。

　ですから、喩えて言えば、修業は現在から未来を見ている。既往症というようなものは武道的には何の意味もありません。入門者に「こういう既往症があります」というようなことを言われても僕
には意味が分からない。その人がこれから身体をどう換えてゆくのか、その創造的なプロセスと、今の身体の健康状態とは関係がない。

　身体の弱い人、運動能力の低い人の方が劇的に進歩するのはそのせいです。

（…）

　他の門人たちとの強弱や巧拙を比較するということを合気道ではしません。もし比べる相手がいるとしたら、それは「昨日の自分」だけです。その変化は真剣に観察に値する。でも、武道が開発す
る「生きる力」は他人と比べるものじゃありません。

佐藤／武道の稽古をする人と、西洋医学の医療家では、身体を取り扱ううえでの、目的も方向性も方法も、すべて異なっているような気がします。
!
「内田／修業を積んで、どうも「こういう能力」が開発されたようだということをことばにできるまで十年ぐらいかかります（笑い）。途中の過程で、断片的にことばになることはあります。でも記
述的にまとまってものにはなりません。ならなくて、いいんです。（…）

　稽古中に一人ひとりのうちで起きている出来事は、非分析的な、前言語的な経験です。それは簡単には他者と共有できません。」
!
「内田／この本の解剖の話はすごく面白かったです。身体というのは本来は非分節的でアモルファスなものですけれど、身体をことばで切り分けることなしには解剖学が成立しない。

　それと同じ話を逆方向から福岡伸一先生からうかがったことがあります。福岡先生が分子生物学の授業で、学期の始めに学生たちに顕微鏡をのぞかせて「何が見えるかスケッチしてください」と言
うと、みんななんだかぐじゃぐじゃな、不定形なものをスケッチしてくる。ところが半年間授業を受けて、細胞には細胞膜があって、ミトコンドリアがあって……という知識を身につけてから、同じ
標本をのぞかせると、今度はちゃんと細胞膜があって、ミトコンドリアがある絵を描いてくるそうです。学生たちは「見えたままのもの」を見ているわけじゃなくて、「そういうものが見えるはずだ
と信じているもの」を見ている。

　ですから、僕たちも解剖学的な知識があると自分の身体を解剖学的に把握してしまう。そういう臓器や筋肉がそこにあるとイメージしてしまう。でも、たとえば丹田というのは解剖学的実質として
は存在しないわけです。だから、解剖学的知識に基づいて身体認知をしている人は、それに固執すると、丹田を感じると心理的な抵抗を覚えてしまう。丹田を体感できるためには、解剖学的予断をいっ
たんリセットしないといけないんです。」
!
「内田／僕たちの師匠の多田宏先生がよくおっしゃることに、「武道を長くやってきて一番身につく力は『必要なときに必要な人に会う力』だ」ということがあります。喩えていえば、川のほとりに
来て、どうやって渡ろうかなと思っていると、ちょうど目の前に渡し船が来て、「乗るかね？」と訊いてくれる。そして、そのまま何ごともなく川を渡ることができた。それが武道によって身につく
力だと多田先生はおっしゃっています。（…）

　武道とは、一言で尽くせば、「いるべきときに、いるべきところにいて、なすべきことをなす」ということになります。そのためには、自分が何をしたい、何をしたくないという個人的なことにと
どまってはいけない。自分を含む歴史的な文脈や世の中の流れを俯瞰的に把握して、その上で「自分がいるべきとき、いるべきところ」に吸い寄せられるようにして至り着き、そこで自分にしかでき
ないことをする。それが武道修業の目的だと、多田先生はそのように説明されています。そうであるからこそ、会う必要のある人に出会い、しなければならないことができる。」




☆mediopos-1965　　2020.4.2

■『幻想と怪奇１　ヴィクトリアン・ワンダーランド 英國奇想博覧會』（新紀元社 2020.3）!
■紀田順一郎・荒俣宏 監修『幻想と怪奇 傑作選』（新紀元社 2019.11）

現実は 
恐怖に満ちている !
プラス発想なるものが求められるのも 
現実の恐怖から逃れるためだろうが 
プラス発想で超えられるものなどたかがしれている !
恐怖を超えるためには 
想像力が必要だ 
想像力の働きしだいで 
超えられる恐怖の大きさも決まってくる !
生老病死に加え 
愛別離苦 
怨憎会苦 
求不得苦 
五陰盛苦という 
4つの苦しみを加えた四苦八苦から 
自由になることを仏陀は説いたというが 
四苦八苦への想像力がなければ 
現実の四苦八苦を超えることはできない !
「想像力 死んだ 想像せよ」（ベケット） !
「幻想と怪奇」の役割は 
かつてより深刻なまでに死んでしまっている想像力に 
「想像せよ」と命じることなのだろう !
なにを怖れているのか 
その怖れへの問いの内容は 
みずからの想像力の大きさを語っている !
不安という名の小さな怖れから 
死をも免れぬ大きな怖れまで 
いちどじぶんの小さな想像力の死んだところが 
新たな想像力のはじまりになる 



（紀田順一郎・荒俣宏「新創刊の辞」より）
!
「雑誌「幻想と怪奇」が復活する。じつに四十五年ぶりである。こんなに長期にわたって休止していた雑誌もあるまいから、新創刊というのが適切かもしれない。それに、半世紀という歳月は、文学の環境
を根本的に変えてしまっている可能性もある。新時代に向けての怪奇幻想に対する期待は、どのようなものだろうか？

　第一次「幻想と怪奇」の創刊は、一九七〇年代も半ばに近いころだったが、その刊行意図は、それまで不当な扱いを受けてきた幻想怪奇小説を見直し、時代に即した魅力的な文学ジャンルとして再発見し、
紹介しようというものだった。日本流のいわゆる怪談文芸もよいが、それを超える異文化圏の、多様な作品を紹介したいと願ったのである。幸いに読者の共鳴を得たのは、文学のみならず＜幻想文化＞全体
に目を配ることにより、未知の作品に寄せる期待感を盛り上げたからだろう。

　その後幾星霜、現代においてこの種の怪奇幻想を主題とする雑誌が求められる条件は何か。社会背景一つをとっても、かつての急速な経済成長に伴う管理社会化と、そこから生じる人心的な歪み、日常的
な抑圧、存在論的な不安は、現在は確実な病理現象となって社会のあらゆる場面に顕在化し、もはや人々の内面＜心の闇＞となって棲み着いているといってよい。幻想怪奇小説が追求する恐怖は、すでに現
実によって超えられてしまったという考えが出るのは当然である。

　しかし、このジャンルに関心を抱くものにとっては、恐怖は固有のものではなく、各時代において創造（想像）するものである。あらためて往年の幻想怪奇文学研究の古典となったルイ・ヴァックスの『幻
想の美学』（一九六〇）の洞察を想起すると、恐怖の原型は人間の魂の奥処から生まれていたものではなく、恐怖こそがこうした原型をつくり出し、淵源をつくりあげ、「始めに恐怖ありき」と思わせるよ
うにしたのである。したがって、現代における私たちのこの分野に対する要求は、恐怖をつくる物語がそのまま現実の恐怖を描き出したり、さらには歪んだ死の情念や生命への嘲笑を生み出したりするので
もない。つまり、時代に迎合する習俗としての恐怖ではなく、新たな創造としての幻想と怪奇を探求することにあるといえよう。

　新しい雑誌の出発には理念や抱負が必要だ。先に第一次「幻想と怪奇」の目的を、幻想怪奇小説の再発見にあったと記したが、このたびの新創刊にあたっては幻想怪奇小説の新たな領域や多様性を探り、
新時代にふさわしい創作分野としてその活性化の一翼を担いたいということに尽きる。それには、私たちの力をもってしても及ばないことも多い。幸いにして多くの熱心な方々および読者のご賛同が得られ
れば、これに超す喜びはない。」
!
（牧原勝志「第二次『幻想と怪奇』によせて」より）
!
「一人でいるときの不安。人のあいだにいるときほど強まる孤独。外に出て目にするのは、理不尽な差別や暴力。さらには抗う手立てもない災害。遠く聞こえるのは、戦火の轟き･･････。

　私たちは今、こんな時代を生きています。

　生きづらいどころではありません。気づかなければよかった、と思うほど、この世界は恐怖に満ちています。

　しかし。いずれも今はじめて現れたものではありません。先人たちも堪え、抗って生きてきたのです。

　なたば、かれらはこれらの恐怖を前に、何を頼りに堪えていたのでしょうか。

　それは物語----とりわけ、民話や伝承として長く語り継がれてきた、怖くて、不思議で、奇妙な物語だったのではないでしょうか。」

「つくりごとの恐怖を通して現実に目を向ける。たいしたことじゃない、怖くない、と自分に言い聞かせる。この怖ろしい現実を生きていくために、幻想と怪奇の物語は、私たちにとって必要なものです。

　スティーブン・キングは、彼を代表する長編作品『ＩＴ』の序文に、こう書いています。

「子供たちよ、小説とは虚構のなかにある真実のことで、この小説の真実とは、いたって単純だ----魔法は存在する」（小尾芙佐訳）

　この物語もまた、恐怖を語るものです----読者を怖がらせるためではなく、この言葉を証明するために、子供たちは未知の恐怖に対面することで、魔法の力を得ていくのですから。」
!
「一九七三年四月、文学の「もう一つの世界像」を知らしめるために、紀田順一郎・荒俣宏両氏により『幻想と怪奇』は創刊されました。翌七四年十月に諸事情で休刊せざるを得なかったものの、刊行さ
れた十二冊が、その後のホラーとファンタジーの出版に与えた影響には大きなものがあります。

　創刊から半世紀近くを経た今、「ホラー」や「ファンタジー」という言葉は広まっても、幻想と怪奇の物語が置かれている状況は、あの頃とさほど変わってはいません。その一方で、私たちには自由な想
像力がさらに必要とされています。

　二〇二〇年、『幻想と怪奇』が長い眠りから目覚め、再び活動を始めます。幻想と怪奇の物語をもって、現実に向き合うために。

　そして現実の中で戸惑い、悩んでいる人々に、心の支えを----自由な想像力を伝えるために。」
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■佐藤友亮『身体的生活／医師が教える身体感覚の高め方』（晶文社 2020.3）!

ひとや社会を変えようとするよりも 
じぶんを変えようとすることから始めるのがたしかだ !
じぶんを変えるとは 
心身のありようを調和させるということ !
心を 
思考と感情と意志 
としてとらえるとき !
思考はもっともたしかで 
次いで感情そして意志に向かうほど 
コントロールするのはむずかしくなる 
身体の方向に近づくからだ !
だから身体を少しでもコントロールできれば 
心のコントロールもしやすくなる !
思考は高次のイメージがあり 
感情や意志は原始的なイメージがあるが 
必ずしもそうではなさそうだ !
シュタイナーの『自由の哲学』は 
思考の一元論から説き起こされているが 
思考は感情や意志の大海のなかに浮かぶ 
小さな島のようなものだ 
確かなところがあるとしても 
その小さな島の範囲を出ることは難しい 
自由と自然界をむすぶことが難しいように !
低次か高次かということでいえば 
思考はその振幅は小さく 
感情はそれを包みこむほど幅広く 
意志はさらにそれを包むほどに大きな振幅を持つ 
それゆえに感情や意志は 
無意識の身体性に近いこともあり 
意識的にコントロールするのはむずかしい

逆にいえば 
身体を調和させることができれば 
その方向から 
心をたしかに働かせることができるともいえる !
その意味でじぶんの「身体記憶」を 
たしかな奥行きをもって働かせることができれば 
少しでもじぶんを変えることができるようになる 
ひとや社会をとやかく批判しても 
じぶんが変われなければなんにもならない 



「人間は、自然災害や大きな事故、生活上の問題などによって簡単に傷つき壊れてしまうはかない存在である。地球や社会は、一人のために存在しているものではないから、大きな力はいとも容易く個人を
呑み込んでしまう。環境破壊や紛争をはじめとする様々な問題が渦巻くこの世の中で、個人はどのようにして自分の身を守ればよいのだろうか。」
!
「できるだけ健やかに生きていこうと思うとき、私は自分の外、すなわち、大きな社会、あるいは小さな社会の側を変えるということから行動するのには、限界があると考えている。社会を変えるための活
動は、それがいかに重要なものであったとしても、確実な成果を表すまでに時間がかかるし、残念ながら成果につながらない場合もある。

　一方、自分の内面、すなわち心身のあり方は、工夫次第で変えることができる。これは、個人が身を守るための確実性の高い方法だと言えるだろう。さらに、心身のあり方について工夫することは、社会
を変えるための活動に関わる人間においても不可欠なものである。それは、活動の基礎となる健康や活力を得ることにつながっている。

人は、ときに自分が生き延びるための長期にわたる戦い（「社会との戦い」と言ってもいい）に関わらざるを得ないことがあるものだ。やむなく戦いに関わることになったとき、あるいは、できるだけ戦い
と関わらないように生きるためにも、内面を充実させることは大切だと思う。戦いというと大げさだけれども、それは広い意味では、（･･･）「自分と周囲との関係を整える」ということと同じである。」
!
「私の授業を履修した学生達に、「感情とは、人間の原始的な機能だと思いますか？　それとも、人間において発達した高度な機能だと思いますか？」と尋ねると、その答えは、前者と後者ではほぼ半数ず
つに分かれる。学生達は、感情の変化が人間の判断を揺さぶるということを経験的に知っているし、感情を持たないコンピューターなどの電子機器が、迅速で正確な計算をクールに行うことも知っている。」

「実は、脳科学の世界は「感情」を、人間において発達した高次機能だと位置づけている。人間が行う非分析的判断では、感情が重要な働きを持っている。神経生理学者のＡ・ダマシオは、（１）脳（前頭
葉）の損傷によって、感情の適切な成り立ちに障害が起こると、将来予測を含めた真っ当な判断が不可能になること、（２）人間の感情の成り立ちには、「身体」が重要な役割を担っているころ、を明らか
にした。」

「ダマシオは、人間の感情の形成には、様々な知覚、感覚を情報として収集している「身体」の役割が不可欠であり、「身体がなければ、感情は生まれない」という学説を提唱した。これが、ダマシオのソ
マティックマーカー仮説である。ソマティックとは、「身体」という意味であり、マーカーというのは、身体によって発言される「しるし」のことである。すなわちダマシオの研究は、「身体経由で、感情
を適切な状態に保つことが、合理的な判断を行うことにつながる」ということを示したのである。」
!
「フローは、将棋やチェスの対戦においてよく経験されることが知られている。プロの棋士やチェスプレイヤーは、対戦前に、過去に行われた対戦内容（棋譜）を分析・研究する。そして、実際の対戦では
特に緊迫した場面で、直観を頼りに判断を下す傾向がある。

　将棋の羽生善治永世七段は、将棋における直観力の重要性について言及している。将棋の対戦の緊迫した局面では、直観力、すなわち非分析的判断力が非常に重要であり、特に深い集中力を発揮した状態
（すなわちフロー状態）では、感情は静かに流れる川のような様子になっている。

　（･･･）感情が穏やかで混乱を来していないことは、人間がフローを経験する上で重要であり、人間が最高のパフォーマンスを発揮するときは、過度な興奮や落ち込みは認められない。これらの感情のゆ
らぎは、人間の深い集中を妨げるのである。」
!
「ソマティックマーカーは、想像力を元にして判断をサポートする働きを担っている。想像力の源は、それまでの人生で積み重ねてきた経験なので、理性的・合理的判断を行うためには、ポジティブな感情
経験（愛情、安心感、信頼感など）や、ネガティブな感情経験（恐怖、後悔、裏切りなど）を様々に持つことが必要になる。

　「想像力を働かせるのに、経験が必要」というのがごく当たり前の話だが、ダマシオのソマティックマーカー仮説のポイントは、人間が短時間で行う判断においては「もやもや」のように、想像力が身体
感覚として出現する、というところにある。これは、人間の記憶と同様に、人それぞれ異なる形で出現するものである。ソマティックマーカーの働きによる非分析的判断では、意識・無意識レベルでその都
度浮上してくる「身体記憶」とでもいうようなものが重要な働きを持つのである。（･･･）記憶とはＣＤやＤＶＤに保存されているような固定された記録ではなく、その都度身体を介して生み出される、実
体のないものである。」
!
「身体は、人それぞれに固有のものであるのと同時に、個人にとって唯一の社会との接点である。身体感覚や感情は、外部からの入力があってはじめて形成されるリアクションなので、外部からの到来を受
け入れる風通しの良さと、身体の内側から生まれる感覚を尊重する繊細さの両方が必要である。」
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■日暮泰文『ブルース百歌一望』（Pヴァイン 2020.4）!

ブルースを聞くようになったのは 
じぶんで生活費や学費まで捻出する必要から 
夜の街で働き始めたころだった 
これからどうなるのかという不安に 
ブルースが妙に染みてきたのだろう !
ぼくにとってのブルースは 
まさにワーク・ソングでもあった 
そしてそれがある種の誇りともなった !
だれにも頼らずに生きていき 
だれにも理解されないとしても 
じぶんの力で学びたいことを学んでゆくのだ 
そういう思いはその頃だけではなく 
いまになっても変わってはいない !
その頃から40年以上にわたって 
ワーク・ソングとしてのブルースは 
ぼくのなかでさまざまに姿を変えて 
響き続けているのかもしれない !
とそんな感情をつい 
こうして記してしまうのも 
ブルースゆえにということなのだろう !
ブルーな心をさらけださざるをえない 
サウンド・オブ・ザ・ブルース 
『ブルース百歌一望』と題された 
この一冊から響いてくるブルースに 
久方ぶりに酔ってみたいと思っている !
本書で紹介されている１００曲のブルースで 
かつては耳にできなかった音源の多くを 
YouTubeで聴くあまりの手軽さに自嘲しながらも 
ブルースの響きは胸の奥にじんと分け入ってくる 



「ブルースは森の中を抜けてくることもあれば、異邦人の住む都市の一隅に顔をみせることもある。ベッドの脇にも、通勤電車の中にも、男女のひそやかな会話の端にも現れる。そんなことはないと思うだ
ろうが、あなたの持つオシャレなトートバッグにもたたずんでいる。なぜならバッグの持ち主は心のさまざまな起伏を抱える人間という生き物だからだ。そのバッグは、さかのぼれば綿を収穫するためのズ
タ袋にも行きつくだろう。その頃、この音楽が生まれた。ブルースだ。

　ブルースという音楽は暗いのか？　人間には沈んだ心もあれば、喜びに打ち震える心もある。それらをまとめてブルースという音楽は包み込んだ。むろん発生当時は哀歌としての側面は強かったが、形式
として確立後は特に、あらゆる感情がブルースを使って示されるようになった。B・Bキングはよく言っていた。「ブルースというとすなわち悲しい歌だという人がいますが、それは間違いです。ハッピーな
ブルースはいくらでもあります」と。そのために彼はバンドのテーマ曲を変えたし（毎日ブルース、から、騒いで楽しもうへ）、スロー・ブルースでありながら例えば「スイート・リトル・エンジェル」の
ような愛の歓びを歌った。（…）同様にさまざまな国にこのようなストレートな感情を陰影を伴って表現する音楽があり、その国のブルースだとも言われる。東欧のロマ（ジプシー）の歌から、大西洋に落
ちてゆく断崖に立つようなファド、あるいはギリシャの港町にたゆたうレンベーティカ、アフリカ起源のものは新大陸に散らばったが、日本のエンカもこのようなグループに入れる向きもある。ブルースが
世界的に聞かれるようになったために、どこそこの国のブルース、といった表現が使われるようにもなったが、もともとそれらの国には当たり前に存在していたものであり、みな根底には広い意味でのブルー
ス・スピリットに近いものがあるということだ。

　ブラック・ブルース、それはもともと音楽としては20世紀が始まる前後に米南部の黒人によって形作られたもので、1910年代の楽譜による出版、黒人音楽としては1920年の初レコードとして目に見える
形で出発した。19世紀の奴隷解放後、自由になったなずがひどく抑圧されたままであった黒人労働者の間で歌われた野原での叫びやワーク・ソング、スピリチュアル、バラッド、アイリッシュ歌謡などが混
ざり合い、形になっていって踊られ歌われたのが端緒だ。西アフリカに祖先を持つ人々だから、その表現する音ややり方は故郷の文化を受け継いでおり、ペンタトニック（５音階）やブルーノートとして広
く認識されるようになる特定のフラット音に強い特徴がある。

　自分自身の昔の経験でも、このブルーノートと、それを表現する人生の辛酸を舐めてきたことを物語る声によってブルースに引きずり込まれたという思いがある。ジャズは別として周囲には演歌と気楽な
ポップスくらししかないと思えた時代、何か得体の知れないものによって安定を欠くハートをグサリと刺されたような、体に潜入されたような興奮といっときの不安の増幅、そして快感だ。」
!
「生きてゆく中で何かの迷いに遭遇したとき、現実を見据える必要を感じたとき、ブルースとそこに顕れているスピリットを無意識的にせよ人は求める。それは人間のベースにある部分を単純な形、またブ
ルーな心に寄り添ってくるような音によってさらけ出している音楽だからこそである。さまざまな音楽の始原にあるブルース。何かがうまくいっていないとき、ブルースは人のコンパニオンとなるが、ブルー
スを取り込み、それを自ら表現すること、あるいは自らの体に思いっきり浴びることによって、ブルースは去っていってくれる。ブルースは基本的には本来、歌を中心とした音楽だがそれ以上に、音楽全体
が発している表情そのものが大切だ。同一言語の中でしか機能しないか、そうではないか。歌詞が聞き取れないからブルースがよくわからないと言う人がたまにいるけれど、それはピンとこないことの言い
訳でしかない。サウンド・オブ・ザ・ブルースこそが肝だ。」




☆mediopos-1968　　2020.4.5

■ティム・インゴルド（奥野克久／宮崎幸子 訳）『人類学とは何か』（亜紀書房　2020.3）!

人類学のイメージはふつう 
未開とされるような土地にでかけて長く住み 
そこにある異文化の知識や経験を得ることを通じて 
人間なるもののを探求する学問として捉えられているが !
ティム・インゴルドはそうではなく 
世界のさまざまな場所に分け入りながら 
そこに住む人たちとともにあり 
ともに世界を築いていこうとする哲学であるという !
つまり「私たちはどのように生きるべきか？」 
その問いをともに生きることで探求し 
ともに変容していこうとする学問なのだと !
研究対象があって 
それを分析し答えを見出すというような 
科学（主義）的なものではなく 
世界という場のなかにありながら 
そのなかで世界というアートを 
つくっていくプロセスなのだ !
人類学はanthropologyだが 
人智学はanthroposophy 
ティム・インゴルド的な人類学の考え方は 
人智学にあてはめることができる 
人類学は人智学になろうとしている 
ともいえるのかもしれない !
人智学のほんらいこそが 
そこに霊的なありようを背景にもった 
世界のなかのあらゆる要素を総合的に探求しながら 
「私たちはどのように生きるべきか？」を 
問いつづける学問なのだといえる !

その意味で一人ひとりのみずからの生そのものが 
人智学を探求する環境そのものでもある 
みずからを探求しないままに 
知識を積み重ねそれを 
他者や社会に当てはめようとしても 
自らをも成長させる生を探求することにはならない !
私は私たちは 
どのように生きているのか？ 
どのように生きるべきなのか？ 
その問いを考え学びつづけていくことこそが 
私を私たちを高次の人間にすることにつながる 



「私たちはどのように生きるべきか？　間違いなく、人間はその問いを考えつづけてきた。おそらく、その問いを考えることこそが、私たちを人間にする。（…）ところが、人間の生き方−−−−行い、考
え、知るやり方−−−−は、そうやすやすと伝わるものではない。つまり、あらかじめ運命づけられてこうだと決まっているわけでもないし、いつかはこうと決まるようなものでもない。つまりどの瞬間にも
いくつもの異なる方向へと枝を伸ばす潜在的な力をもっているのだが、どの方向も、他よりもふつうでも自然でもない。歩くことで道ができていくように、前を行く人たちの足跡を追いつつ、それを壊すよ
うにして歩みながら、私たちは生き方を絶えず即興的につくり出していかねばならない。しかし私たちは、独りではなくて、他の人たちとともに、そうする。縄の撚り糸のように、いくつもの生が絡まり合
い、重なり合う。いくつもの生は、伸びては結ばれる交互のサイクルをともに繰り返しながら、互いに応じ合う。撚り糸は、けっして永遠に続くようなことはない。なくなってしまうものもあれば、新たに
加わるものもある。かくして、人間の生とは社会的なものである。それは、どのように生きるのかを理解することについての、けっして終わることのない、集合的なプロセスなのである。それゆえ、どのよ
うな生き方も、生きていく中でつくり上げるものなのだということになる。道が、まだ見ぬゴールにどうやってたどり着くかの答えではないように、生き方は、生についての問題に対する答えなのではない。
そうではなく、人間の生とは、その問題に対する一つのアプローチなのである。

　できる限り幅広いアプローチから進んで学ぼうとする学にご登場願おう。それは、背景や暮らしや環境や住む場所がどのようなものであるかを問わず、世界中に住まうすべての人の知恵と経験を、そのよ
うに生きるのかというこの問いに注ぎ込む。これが、私がこの本の中で唱える研究分野である。それを人類学と呼ぼう。」
!
「この人類学は、科学になるのだろうか、それともアートになるのだろうか？　先に私は人類学者をハンターにたとえた。人類学者は夢見る人でもある。観察から学び、物事の内側からそれを知るために皮
膚の下に入りこむ生の技法に従う者。間違いなく同じことをするのが、アートの役割である、生の流れの中にある存在の内側から知識が成長するのに任せて、私たちの感覚を再び呼び覚ます。最も人類学的
であるアーティスト、パウル・クレーは、一九二〇年の『創造的信条』の中で、「アートは見えるものをつくり出すのではなく、見えるようにするのだ」と宣言した。クレーの格言は、同じ強度で人類学に
あてはまる。世界を写し取る鏡を持つのはアートではなく、あるいは人類学でもない。むしろ、関係と過程のただ中に入り込んでいくことが世界のモノを気づきのフィールドに連れてくるためにモノを生じ
させる。アートと同じで、人類学は、あるがままのものを画いて分析することだけに結びついている必要などない。それはまた実験的でもあり、思弁を許されている。人類学者のフィールドはもちろん実験
室でもなければ、またあらかじめある仮説をテストするために巧妙にシナリオを組み立てる科学的な意味での実験の場所でもない。しかし日々の生活のあらゆる瞬間と同じように、私たちはモノに介入する
こと、またその介入が導いてくれる場所に導かれていくことによって実験することができる。これは、他者にあるいは世界に問いかけ、その答えを待つことである。それは、あらゆる会話において起きてい
ることである。そしてあらゆる会話がそうであるように、それは関わる人すべての生を変容させる。

　しかし、人類学的な会話がそのように、問いとしてのアートであると考えられるのであれば、科学に対立する必要はない。それは、むしろ科学することの別の方法−−−−今日、科学と呼ばれているものの
大半よりも謙虚で、人間的で、持続的な方法−−−−のほうへと向かっている。それは、世界を説明する排他的な力を騙るよりも、世界に結びつこうとするやり方である。人類学はすべてのことをデータに還
元したり、こうしたデータを製品、あるいは研究政策立案者なら「成果」と呼ぶものへと変えたりすることを望んでいるのではない。本当のところ、他の学の研究者と同じように、私たちは本や論文を出版
し、先人たちの貴重な寄稿からなる文献を収集し、学生たちにそれを読むように要求する。だが、本当に重要なことはそのことではない。人類学の真の貢献は、文献にあるのではなく、生を変容させる力に
ある。これが『応用人類学』のアイデアが牽引力をほとんどもちえない理由である。私たちは、私たちの知識を、純粋で、汚れが付いていない未使用のままで、自らに独占しておきたいのではない。私たち
と他者との実践的な関わりからそれ自身が成長しない知識などありえないからである。最後の手段として人類学者を駆り立てるのは、知識を希求することではなく、気づかい（ケア）の倫理である。私たち
は、他者にカテゴリーや文脈を割り当てたり、他者を説明し尽くしたりすることで、他者を気づかうのではない。彼らを目の前に連れてくる時に私たちは気づかい、彼等は私たちと会話し、私たちは彼らか
ら学ぶことができる。それはが、すべての人にとって居場所がある世界を築く方法である。私たちは皆で一緒に世界を築くことができるのだ。」




☆mediopos-1969　　2020.4.6

■成瀬雅春『意識ヨーガ／ポーズを使わない最終極意！』（ＢＡＢジャパン 2020.3）!

自分を観察し 
自分に問いつづける !
ただわからないままだと 
それをどうすることもできないから 
なにがわからないか 
まずそのことを問う !
なにがわからないか 
その欠片にでも気づくことができれば 
少しずつ問いを深めていき 
なにがわからないかにを知る !
わかっていないとわかったら 
それをそのままにするのではなく 
わからないことに気づいたら 
それを少しずつわかるようにする !
そのように 
わからないことに気づくことと 
少しずつわかるようにするということを 
繰り返し繰り返しずっと続けていく !
また意識できないと思っていることも 
可能なかぎり意識できるようにする 
これもまた同じように 
繰り返し繰り返しずっと続けていく !
そうすることで 
なにもしないでいるときよりもずっと 
自分をコントロールできるようになる !
ヨーガは普通身体的な行として 
とらえられているけれど 
それは身体だけではなく心の領域を含め 
心身の意識の経験値を向上させることなのだろう !

それは知識を知恵に変える 
ということだということもできる 
知行合一ということでもある !
まず気づいて知らなければ何もはじまらないけれど 
それを心身の気づきの経験としなければ 
まさに絵に描いた餅になる !
そしてそれは 
ギリシャの哲学者のいう 
「善く生きる」ということでもあるだろう 
それはまた「善く死ぬ」ということでもある !
本書の著者・成瀬雅春が 
理想的な「死」を獲得することが 
ヨーガの目的であるとしているように



「人生において「意識する」ことの大切さに気づいていない人が多いように思います。

　「人生って何？」という問いに対して、「意識のある状態で、意識して何かをすることの積み重ね」と答えることができます。そのことを「人生経験」という言葉で表現することもできます。意識のない
状態でどれだけ時間が経過しても、それを人生とはいえないし、人生経験を積んだともいえません。」
!
「無意識に動いていた、という表現は「意識しないで動いていた」ことを指しますが、それは正しくは「無意識」ではありません。明らかに「有意識」です。本当の無意識というのは、少なくとも仮死状態
であったり、夢も見ていない熟睡状態のときに仕える表現です。つまり「意識がない状態」ということです。無意識に動いたというのは、迷いなしに動いた、考えないで動いた、ということですが、それは、
意識のある状態での行動です。

　意識があるというのは、自分でコントロールができる状態です。「無意識に動いていた」と思っていることが、実は「意識的に動いていた」のです。

　ヨーガ行者が発揮する能力は、この部分にあるのです。一般的に考えられる「無意識領域」を、ヨーガ行者は「意識的」にコントロールできるのです。

　潜在意識や深層意識は、学問的にはコントロールできないと考えられているかもしれませんが、これも「無意識」ではない「有意識」部分です。潜在しているだけで、ないのではなく「意識」はある。だ
から、それをコントロールすることが可能なのです。

　意識さえあれば、コントロールすることも使いこなすこともできるのが、ヨーガ行者の能力です。−−−−というか、人間が誰でも持っている能力なのです。潜在意識は動かしようがない、夢はコントロー
ルできない、と思い込んでいる「一般常識」が邪魔しているのです。その既成概念を取り除けば、可能性はいくらでも拡がります。」
!
「わからないことはコントロールできません。それがわかると、コントロールできるようになるのです。「コントロールする」というのは、コントロールするべき対象を理解しているからこそ、できるので
す。何をコントロールするかもわからないとしたら、コントロールのしようがありません。

　自分を観察して「呼吸が浅いな」と気づいたら、その瞬間かた、ゆっくりとした呼吸を心がけるようになります。「背中が曲がっているな」と気づいたら、背筋を伸ばすようになります。居眠り運転にな
る前に、「眠いな」「睡りそうだな」と気づけば、車を路肩に寄せて、仮眠ができます。それによって交通事故を防げるのです。」
!
「自分を観察すると、「コントロールできていない」部分が見つかります。そうすると、その部分をコントロールして、良い方向に向かえるのです。間違ったやり方を生涯続けてしまうケースもあります。
それは、「間違っている」と気づかないからです。気づけば、正しいやり方を身につけられます。」
!
「ヨーガ行者は、自分を観察し、自分を知ろうとし、自分に関するあらゆる疑問を解決していき、最終的には、理想的な「死」を獲得します。マハーサマーディ（偉大な悟り）という名前に象徴される、ま
さに「偉大な」悟りを得るのです。理想的な死を得るということは、理想的な生き方をしてきたということです。

（…）

　自分を知ろうとするアプローチを続けることで、正しい判断力や洞察力が養われます。人生で失敗をするのは、パニックに陥ったり、舞い上がったりするときです。ヨーガを実践していると、そういうと
きに冷静にその事態に対処できます。それは生きていくうえで、強い武器となります。」
!
「自分の生き方、自分の人生は、誰かに決めてもらうものではありません。すべて自分の責任であり、自分に選択権があるのです。自分に意識を向ける、自分を観察する、自分を知ろうとすると、人生が輝
きだします。その視点に立ったとき、ヨーガの達人技を手中に収めるのです。

　難しいポーズができたり、１８０度の開脚ができたりしても、それだけではヨーガの達人とはいえません。−−−−というか、暴論を承知でいうならば、それは「ヨーガと関係ない」ともいえます。

　難しいポーズができるのは、身体が柔軟だったり、他の人より間接に可動域が広いということです。そういう人は、中国の雑技団や新体操の人たちには、いくらでもいます。１８０度の開脚は、力士でも
できる人はたくさんいます。この人たちは、現在ヨーガを実践している人たちよりも身体能力は間違いなく高いでしょう。それらの人は、その道では素晴らしい人たちですが、だからといってヨーガの達人
とは呼びません。

　ヨーガの達人というのは、自分に意識を向けて、自分を観察して、自分を知ろうとする能力に長けている人のことです。

（…）

　「身体が硬いからヨガなんて無理」ではなく、身体が硬いからこそヨーガをするのに有利なのです。「年だからヨガなんてできっこない」というのは、難しいポーズがヨーガだと思っているからです。自
分を観察し、自分を知ることがヨーガなので、むしろ年齢を重ねた人のほうが有利です。その利点を活かせるので、年だからこそヨーガを始めるべきなのです。」




☆mediopos-1970　　2020.4.7

■藤原新也『日々の一滴』（TWO VIRGINS 2020.3）!
■石牟礼道子・藤原新也『なみだふるなは』（河出文庫 2020.3）

インスタグラムをはじめとするネットでの 
「Look at me 症候群」を目にすると 
じぶんを「見て！」 
といわざるをえない心の闇に 
目を被いたくなることもあるが 
それでも写真は写真だ !
「ひきこもり」が問題視されたりもするが 
群れていなければならない衝動もまた 
群れという「ひきこもり」にほかならない !
「ひきこもり」とはいうが 
それはけっして「ひとり」でいることではない 
「ひとり」でいられないからこそ 
ひきこもらざるをえず 
群れざるをえないのだ 
ほんとうはどちらも 
「Look at me 症候群」を病んでいる !
最近のコロナ・ウィルス騒動で興味深いことは 
群れないでいることが 
感染を防ぐために必要だとされることだ 
感染した人は隔離され 
そうでない人もまた群れないでいなければならない !
「Look at me 症候群」のひとたちは 
群れないでいなければならないときでも 
「ひとり」でいることはできないでいるだろうが 
そのなかで「ひとり」でいることの芽が 
育っていくこともひょっとしたらあるのかもしれない !
その意味でいえばコロナ・ウィルスは 
「Look at me 症候群」のワクチンでもある 
それともワクチンは効かないままに 
ネットを使ってなおもまだ 
Look at me！とばかりに裸踊りを続けるのだろうか !

さてちょうど藤原新也の『日々の一滴』を見つけて 
いつもながらにインスタとは対照的な世界に 
ほっと一息つきながら深く考えさせられているが 
ちょうど２０１２年に単行本化された 
石牟礼道子との対話が文庫化されたところで 
それに関連した写真と言葉が 
今回の『日々の一滴』に収録されていた !
藤原新也も石牟礼道子も 
けっしてLook at me！などとは言わない 
言う必要はない 
ともに「ひとり」であり 
「個の意思と物語」を確かに有しながら 
それゆえに個人を超えた世界とともにあるからだ 



（藤原新也『日々の一滴』～「インスタグラムラッシュアワー／まえがきにかえて」より）
!
「Look at meという言葉がある。

　この言葉はジョン・レノンが作詩したビートルズのナンバーだが、歌の中では「僕を見て」「僕はここだよ」「僕は誰」というフレーズが繰り返される。このLook at meというフレーズはレノン個人の造
語ではなく、精神医学の領域において「Look at me症候群」として認知された言葉であり、「僕を見て」とはたとえば幼少のころ親の愛情の眼差しに恵まれなかったか、他者との真の交流に恵まれなかった
者たちのひとつの「とりもどし」行為なのだ。

　つまりあらゆる写真のモチーフが自己に帰結するインスタグラム写真からは私の耳にはLook at meという小さな心の叫びが聞こえる。そのことは、＃（hash tag）リストカットと検索すると無数のリスト
カット写真が次から次へと居並ぶ光景に象徴的だ。だが多くの写真は心を被い隠すかのように明るい。その明るさの極致は他者の目を引きつけるための「インスタ映え」であり、ここでは痛感は停止され、
人間の持つダークサイドは完膚なきまでに削除される。」
!
「本書に収録される写真は今日の時代風景であるインスタグラム世界とは異なり、自分ではなく他者を知ろうとする昨日の時代の、とも言える写真群である。そこでは他者はそれが人であろうと、風景であ
ろうと、猫であろうと、それぞれが個の意思と物語を所有する。私はそのような見ず知らずの他者を撮り、その物語を描きたいと思う。ひょっとするとそれら写真はネグレクトや幼児虐待が日常化するこの
世の中において、良き時代の恵まれた家庭に育ったことによって生じた、世界との関係の表出なのかも知れないとも思う。

　だがそれも写真、これも写真。

　時代のあらゆる生き方を包括するからこそ、それは写真なのだ。

　君たちは君たちの写真を撮れ。

　俺は俺の写真を撮る。」
!
（藤原新也『日々の一滴』～「群れの時代」より）
!
「合コンというあまり海外には見られない小さなシェルターもまたそうだが、「ひきこもり」とは何も〝ひとりの現象〟ではなく、群れてシェルターに入って外の世界を遮断する日本固有の群れもまたひき
こもりの一様式のように私の目には映るのである。逆に言えば昨今の日本においてひきこもっていない若者を捜す方がむつかしい時代と言えるのかもしれない。」
!
（藤原新也『日々の一滴』～「石牟礼道子のおまんま」より）
!
「『椿の海の記』は彼女の代表作でありながらメッセージ性の強い『苦海浄土』のようには世間に知られていない。だが私は彼女との対話ののち、石牟礼道子さんの代表作は『椿の海の記』であると確信を
持つに至った。

　作家には歌手の歌と同じようにＡ面の作とＢ面の作が存在するものだ。さしずめ秘やかな言葉で語られた『椿の海の記』はＢ面に属するわけだが、思うに多くの作家というものは自身の作の履歴の中で必
ずやＢ面の曲を歌っているものだ。そしてＢ面の曲（作）こそが、その作家の本質を炙り出している。

　そんな思いを抱き、石牟礼道子さん宅をあとにしながら、あの水俣がまだ美しい浄土であったころの『椿の海の記』の目の前に風景の緞帳が開くがごときプロローグを思い出していた。
!
　　春の花々があらかた散り敷いてしまうと、

　　大地の深い匂いがむせてくる。

　　海の香りとそれはせめぎあい、

　　不知火海沿岸は朝あけの靄が立つ。

　　朝陽が、そのような靄をこうこうと染めあげながらのぼり出すと、

　　光の奥からやさしい海があらわれる。」




☆mediopos-1971　　2020.4.8

■トニー・ウォルター（堀江宗正訳）!
　『いま 死の意味とは』（岩波書店 2020.4）!

善く死ぬことは 
善く生きることである 
そのことは 
ソクラテスが教えてくれた !
けれども社会的には 
ソクラテスは死刑になった 
それでもソクラテスは 
善く生き善く死んでいった 
おそらくそれでいいのだ !
社会学は死の意味を 
どのようにとらえているのか 
そのことを知るために本書を読んでみた !
確かに時代と共同体そして社会のなかで 
死はさまざまに扱われ 
とくに近代以降現代に至るまで 
さまざまな変化にさらされてきている !
国や地域やによって 
現代でも死はさまざまに異なったかたちで 
とらえられてきているが 
今では多くの場合 
死（体）は私たちの目の前から 
隠されるようになっている 
そしていまでは 
ソーシャル・メディアで拡散するかたちで 
死と喪失が問われるようにもなってきているという !
けれどもそうした死への社会学的な視点は 
死というよりは生の様態の変化として 
とらえたほうが理解しやすいのかもしれない 
それは死の意味ではなく 
死がどのように意味づけられ 
扱われているかということでしかない 

とりあえず 
生きている人は死んでいない 
死んだ人は生きていない 
死にゆく人も死ぬまでは生者である 
そして死者は生者の問題として現れる 
生者の都合として 
死者をどのようにするかが問われる !
つまり 
善く生きるために 
善く死ぬことはどういうことなのか 
そのことが時代の変化のなかで 
問われているということである !
やはり死そのものを問うためには 
社会学的に問うよりは 
死とはどういうことなのか 
それによって人はどうなるのか 
そのことが問われなければならないだろう !
死ぬことが善く死ぬことになるのは 
人が死そのものを認識したときなのだ 
そしてほとんどの人が善く死ねるようになったとき 
生と死の聖なる交替について 
祈りをもって対するようになるのではないだろうか 



「死はすべての人間にもたらされるが、死がもたらす課題は進化している。この本は、今日、死が突きつけている具体的な課題に、個人、家族、共同体、社会がどのように応答しているかを概観するもので
ある。焦点となるのは、先進国の産業社会、とくに個人の自律を特権化している西洋諸国である。この個人の自律は、とりわけ身体の衰えによって、また死にゆく過程、葬儀、悲嘆などの不確実性によって
脅かされつつある資源となっている。」
!
「西洋の近代性は死を生から分離したため、死はほとんど見えなくなった。死にゆく人は病院、介護施設、その他の施設に移される。たとえその前の何ヶ月も自分自身の家で過ごしていたとしてもである。
一九世紀になってから、教会墓地に埋葬される死体は少なくなっていった。それまで、村人たちは礼拝のために定期的に教会墓地を通り抜けていた。次第に、町の外郭にある墓地や（二〇世紀に入ると）火
葬場（…）に運ばれる死体の数は増加した。こうして、遺体は共同体の中心から周辺に移動した。服喪者の分離の経験と不可視性はもう少し複雑な道を辿ってきた。一九世紀の服喪者は、その衣服で簡単に
識別できた。女性は喪服によって、男性は黒い腕章によって識別された。上流階級の女性服喪者は、特定期間、社会活動から排除された。二〇世紀の服喪者は、衣類着用によって服喪中であることを示すの
をやめたので、もはや目立つことはなく、不可視の存在になった。経済的、社会的、政治的な生活は、人々のうち誰かが死別の後だということを思い起こされることなく、円滑に進めることが可能になった。
二〇世紀の服喪者は、悲嘆と死者に妨げられることなく生活するために、死者を手放し、死者から離れるべきだと考えられた。もっとも、（…）ロマン主義が、愛は永遠であり、墓を超越すると教えてい
た。二〇世紀の魂たちは、たいていの場合は天国に行ってしまったと見なされた。天国では、現世から切り離され、先に亡くなった他の家族との交流を楽しむことができるとされた。しかし、カトリック教
徒は、死者に向かって祈り続け、また死者のために祈り続けた。一方、驚くべき数の遺族が霊媒に相談し、死者にコンタクトし、彼らが元気かどうかを確かめている。

　要するに、西洋プロテスタントの近代性は、死と死にゆくことを周縁に押しやり、服喪者を見えなくし、魂を放置した、」
!
「映画からメロドラマ、そしてニュース・メディアまで、マス・メディアは死を愛用している。メディア上の死は多くの場合、暴力的な死、若すぎる死、悲劇的な死、有名人の死、災害の犠牲者の死（…）
などである。だが、これらは、西洋の視聴者が個人的に遭遇しそうな死を代表するものではない。したがって、例外的はあるものの、メディアによる死の描写が死の隔離に対する真剣な挑戦だという評価は
疑問である。おそらくもっと重要なのは、ソーシャル・メディアだろう。拡散する携帯ソーシャル・メディアは、社会的相互作用をいつでもどこでも可能にする。これが服喪者同士だけでなく、死者との相
互作用も可能にしつつある。ソーシャル・メディア上の死者と言えば、有名人が思い浮かぶかもしれないが、あなたのおばあさんや私の友達なども同じくらい話題にのぼりやすい。ソーシャル・メディアは、
死と喪失を舞台中央に引き戻す。」
!
「拡散する死という新しいパラダイムを、どれくらい多くの二一世紀の人々が受け入れるのか、そしてどのような手段で、またどのような経過をたどって、それを古い分離のパラダイムと組み合わせるのか
については、時間が経過しないとわからない。多くの人々は、死を思うことなく生きる権利を望むかもしれない。そのような人は、地元の公園で犬を散歩させるときに、通り過ぎるベンチのすべてに死んだ
人への追悼板は貼り付いているのは嫌だと思うかもしれない。買い物をするとき、ドクロのメメント・モリ〔「死を思え」という意味で人間の限界を想起させる警句〕が道端に神殿の形で置かれているのを
見たくないと思うかもしれない。追悼の書き込みに出会うことなくオンライン生活を送りたいと思うかもしれない。マンガの『ピーナッツ』を引用しておこう。
!
　　「いつの日か、私たちはみんな死ぬんだよ、スヌーピー！」

　　「それは真実さ。でもそれ以外の日はずっと死なないよ」
!
　人生最終段階ケアの政策・方針と実践、地域共同体とソーシャル・メディアにおける追悼ポリシー、雇用主の忌引きに関する方針、健康づくりメッセージ、死の認知運動など、これらはすべて『ピーナッ
ツ』に示された二つのシンプルな真実のあいだでバランスを取らなければならない。」




☆mediopos-1972　　2020.4.9

■ロバート・ヒルバーン（奥田祐士 訳）!
　『ポール・サイモン　音楽と人生を語る』!
　（DU BOOKS 2020.4）

1970年頃からポピュラー音楽を聴き始め 
そのアーティストの音楽を 
ずっと聴き続けてきたひとりが 
ポール・サイモン !
ぼくのなかでは 
ビートルズよりも 
ずっと親しく感じるミュージシャンだ 
そういえばはじめて耳にして半世紀にもなる !
とはいえ 
音楽以外のポール・サイモンのことは 
ほとんど知らないままだった 
「自伝は書かない」と本人が 
ずっと拒んできたからだと 
この本を読んでわかった !
＜サウンド・オブ・サイレンス＞の誕生など 
この本のなかには 
いままで知らなかった曲の背景が 
リアルに記されている !
印象深かったのは 
９．１１後に歌われた＜ボクサー＞の話だ 
この＜ボクサー＞は先日また 
コロナ・ウィルスがニューヨークを被っているなか 
ネットを通じてプレイベートに配信されてもいた 
おそらく９．１１で歌ったときのことも 
念頭にあったからではないだろうか

ポール・サイモンの音楽は 
けっして闇そのものを垂れ流さない 
それを「慰め、楽観、さらには信頼」に向けた 
共感へと導いてゆく 
単なるベタな自己表現でも 
きれいごとをつくろうのでもなく 
みずからの真実に向き合ったからこそ 
つくりだされる音楽だと感じられる !
表現するということは 
ポール・サイモンのような 
世界的になった人だけのそれではないから 
どんな人にとっても 
ベタな垂れ流しになってはおしまいだと思う !
たとえどんな闇が襲ってこようと 
それを変容させていこうとしないならば 
表現してはならないのだということが 
原則としてその根底になければならない 
そうでなければそれは 
ただの汚物になってしまうだけだから 



「まずわたしはポール・サイモンに感謝したい。評伝を書きたいというライターたちに何十年も口をつぐんできた彼が、今回は自分の人生と音楽についてこころよく語ってくれただけでなく、周囲の人々に
もそうするように呼びかけてくれたのだ。計画では１年間、月に１度ずつ彼に会い、毎回５時間にわたって話を聞くことになっていた。そうすれば最終的に60時間分のテープが手元に残されることになる。
だが実際の対話は３年以上にわたってつづけられ、その総計は優に100時間を超えた。」
!
「彼は生まれながらのソングライターではない。一連のはっきり特定が可能な出来事を通じて、ついにアーティストとして開花した彼が＜サウンド・オブ・サイレンス(The Sound of Silence）＞を書き上げ
たのは、凡庸な曲を６年間、次から次へと書きつづけた末のことだった。こうした進化のおかげで、サイモンはポップ・ミュージックにおける卓越性と息の長さに関する理想的な事例研究（ケーススタディ）
となっている−−−−真のアーティスト性はいかにして獲得されるのか、そして獲得後はいかにして、名声、富、ドラッグ、結婚、エゴ、拒絶、世間の好みの変化、失敗に対する恐怖といった邪魔者から守って
いかなければならないのか。サイモンはそのすべてと無縁ではいられなかった。」
!
「かりにこれ以上新曲は書かないとしても、サイモンの作品群は、偉大なアメリカ人ソングライターのリストのなかに、彼の居場所をしっかり確保している−−−−アメリカ音楽の父、スティーヴン・フォス
ターにまでさかのぼるリストに。それどころか彼は、そのリストに複数回名前が載っていてもおかしくないだけの実績を残してきた。

　サイモン＆ガーファンクル時代に書いた曲だけに限定しても−−−−とりあえずは＜サウンド・オブ・サイレンス＞、＜ボクサー＞、＜明日に架ける橋＞といったあたりに−−−−サイモンには偉大なアメリカ
人ソングライターのリストに入る資格がある。

　彼が１９７０年代に書いた曲だけに限定しても−−−−たとえば＜僕とフリオと校庭で＞、＜アメリカの歌＞、＜なにかがうまく＞、＜時の流れに＞のような−−−−サイモンにはやはり、そのリストに入る資
格がある。

　そして彼が１９８０年代と１９９０年代に書いた曲だけに限定しても−−−−たとえば＜ハーツ・アンド・ボーンズ＞、＜グレイスランド＞、＜ボーイ・イン・ザ・バブル＞、＜オヴィアス・チャイルド＞の
ような−−−−サイモンはなお、偉大なアメリカ人ソングライターのひとりと見なされるはずだ。

　この３つの時代をひとまとめにすれば、サイモンは限定されたリストに入るばかりか、その上位にランクされるだろう。

　そこに「ニューヨーク・タイムズ」紙の元ポップ評論家。ケレファ・サネが２０１６年に「ニューヨーカー」誌に寄せたエッセイで讃えた《ザ・ケープマン》以降のアルバムが加わるのだ。」
!
「１９７５年にはじめて「サタデー・ナイト・クラブ（ＳＮＬ）」に出演して以来、ポールサイモンはマンハッタンのミッドタウンにあるＮＢＣスタジオのステージまで、細い長い廊下を歩いていくのをずっ
と楽しみにしていた。時には単独で、時にはアート・ガーファンクル、あるいは高く蹴り上げた脚で客席を沸かせる南アフリカのヴォーカル・グループ、レディスミス・ブラック・マンバーゾとともに、彼は
キャストやスタッフから寄せられる好意の数々−−−−笑顔、励ましの言葉、さらには背中を叩かれることも−−−−をありがたく受け止めていた。

　だが今回−−−−２００１年９月２９日の夜−−−−ばかりは勝手が違った。

　廊下に脚を踏み入れたとたん、サイモンは頭を垂れながら、今もなお18日前に起こった世界貿易センタービルへのテロ攻撃で命を落とした４００人を超える同僚たちを悼んでいるニューヨーク・シティの
消防士と警官たちの列を目の当たりにした。そのせいでサイモンは、９／１１の犠牲者−−−−死傷者の数は約９０００人におよんだ−−−−を追悼する今回の番組が時期尚早だったのではないかと不安になっ
た。」

「黒衣に身を包み、ＦＤＮＹ（ニューヨーク消防署）のキャップをかぶったサイモンは、巨大なアメリカ国旗の前で、マイケルズが彼のために選んだ曲をうたいはじめた。それは＜明日に架ける橋＞ではな
く＜ボクサー（The Boxer）＞−−−−ニューヨークの街に触れたくだりもある、サイモン自身の苦闘と不屈さをうたった曲だった。

　30年以上も前、サイモンがまだ27歳のころレコーディングされていたにもかかわらず、＜ボクサー＞は並外れた技巧と深みを感じさせられる曲で、一人称の歌詞が最後のヴァースでは三人称に劇的に切り
替わり、だれもが共感せずにはいられない普遍性をつけ加えていた。」

「それはサイモンにとっても決定的な瞬間になる。なぜならソングライターとしての彼が持つ、典型的な資質のひとつにスポットが当てられていたからだ。＜ボクサー＞を筆頭に彼の曲の多くは、内在する
闇を抜け出し、慰め、楽観、さらには信頼をも表現する。反逆をむねとするロックンロールの世界にあって、彼の音楽（…）は共感をベースにしていた。

　私生活で憂鬱症や自己不信に囚われることがあっても、彼は自分の曲から絶望や敵意を排除してきた。」
!
☆おそらくコロナウィルスの関係で

　先日プライベートに配信された＜ボクサー＞

◎Paul Simon - The Boxer (Acoustic Version March 2020)

Dedicated to New York. 

https://www.youtube.com/watch?v=2rGpNPJEzOI
!
◎Simon & Garfunkel - The Sound of Silence (Original Version from 1964)

The Sound of Silence" is a song by singer-songwriter duo Simon & Garfunkel. Written in February 1964 by Paul Simon.

https://www.youtube.com/watch?v=f7McpVPlidc


https://www.youtube.com/watch?v=f7McpVPlidc


☆mediopos-1973　　2020.4.10

■渡辺章悟『般若経の思想』（春秋社 2019.12）!
■秋山学『ギリシア教父と般若思想／ 
　　　　　東方典礼とアレキサンドリアのクレメンスを手がかりに』!
https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/?
action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_det
ail&item_id=3516&item_no=1&page_id=13&block_id=83

大乗仏教といわれる流れの 
般若経思想は 
初期キリスト教の教父の時代 
その思想形成に影響している !
そしてその般若経思想は 
いわゆるグノーシス主義に近しい !
グノーシス主義では 
プレーローマという霊的故郷への救済は 
グノーシスを通してなされ 
般若経思想では 
此岸（迷）から彼岸（悟）へと 
般若が私たちを誘う叡智とされる !
そしてキリスト教ではその後 
グノーシス主義は異端として排され 
仏教（大乗仏教）ではその後 
中国へそして日本へと 
般若経思想をベースとしながらも 
密教や禅そして浄土教と 
ある意味で地上や身体との関係が 
模索されることになる 
（とはいえやはりグノーシス主義的なのだが） !
キリスト教がグノーシス主義を 
徹底的なまでに異端として排するのは 
三位一体としてのキリストの教義が 
齟齬を起こしかねないところにあるようだ !
キリストは父と子と聖霊の三位一体であり 
神でありながら肉として身体をもった人でもある 
（三位一体は譲れない教義ではあるものの 
決して説明できない「事実」なのではあるが）

シュタイナーは人智学は 
グノーシスの改新ではありえないと言っているが 
その彼岸へと向かう智慧は 
地上における身体性 
つまり自然や物質に関わるところが 
欠落しているからだともいえるだろう !
そしてその欠落部分を「恩寵」として 
つまりは雛形として生きたのが 
キリストであるということになる 
だからキリストなしでの人智学は 
人間が地上において生まれ死ぬ身体性のことや 
高次なものへとむかう自然学を 
展開させることができなくなる 
つまり自由の存立基盤も 
そこにはなくなってしまうことになるのだ !
ともあれ 
般若とグノーシスについて 
仏教と前キリスト教の叡智として 
捉えておくことは認識プロセスとしても重要である 

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=3516&item_no=1&page_id=13&block_id=83


（渡辺章悟『般若経の思想』より）
!
「欧米の仏教学者はこの「般若経」を仏教的グノーシスの経典と呼ぶ者がいる。グノーシス（gnosis）とは、もともとギリシャ語で「神智・叡智」といわれ、「救済をもたらす神の認識」、あるいは「神と
の神秘的合一を可能にするような智」とされる。実はこのグノーシスの語根グノー（gno-）も、サンスクリット語のジュニャー（jna-））も、ともに「知る」という動詞であって、印欧語に共通するもので
あることが確認できる。

　これはギリシャ語（gignosko）、ラテン語（gnosco,nosco）に共通の語根gno-、英語で言えば「知る」（know）に相当するものである。これららラテン語のcognitus、英語のcognition、knowledge

を指摘するまでもなく、祖先を同じくするインド・ヨーロッパ語族に共通する「知」の類語なのである。

　語源ばかりではなく、このグノーシスと般若の機能は、とてもよく似ている。グノーシスを通して、プレーローマ（充満界 pleroma）の故郷への救済が実現され、それが「叡智の再現」といわれること
は、般若が此岸（迷）から彼岸（悟）へと、われわれを誘う叡智と定義されることに対応する。

　この意味で「般若」の智は、悟りに直結し、絶対的な境地に至らせるという機能を持っている。その内実は神秘的直観というより、もっと具体的で、創造的な智慧とみなすべきであろう。なぜなら智慧は、
戒を保ち、三昧（定）に沈潜するなかでのみ生まれ、この智慧が生ずることによってのみ、悟りの世界が開ける。このことは、初期仏教以来の多くの仏典で繰り返し述べられるかたらである。」
!
（秋山学『ギリシア教父と般若思想』より）
!
「東方キリスト教の伝承にとって、おそらくはその神学の最も基礎的な部分を築いた教父たちのなかに、アレキサンドリアのクレメンス（A.D.150-215）という人物がいる。彼の主著は『ストロマティス』
全七巻であるが、この著作は、「真なる愛智による覚知に関する覚書」という副題を持っている。彼は、旧約～新約という二項関係をさらに拡大的に解釈してギリシア文化圏に応用し、ギリシア人にとって
「旧約」的ないちづけを得るものとして「哲学」を考えた。彼によれば、哲学がギリシア人に与えられていたのは、彼らをキリストに向けて予め準備するためであり、それはヘブライ人に旧約として律法が
与えられていたのに比せられるべき賜物であった。」

「このクレメンスは、キリスト教文献のなかではじめて「仏陀」の名を著作中に遺したことで知られる。「インド人のなかには、ブッダの教えを信奉する人々がある。彼らはこの人物を、その威厳ゆえに神
として崇めてきた」。クレメンスが描くこのような仏教徒たちの姿は、彼の時代に先立つおそらく起源後１世紀頃、すなわち大乗仏教成立初期のものであろうと推定される。」

「クレメンスが上述の著書『ストロマティス』を通して展開する主題は、その副題にも現れるように「グノーシス」（gnosis;「覚知」）の論である。そして彼は、信仰上の理想として、‘gnostikos’すなわち
「覚知者」を立てる。この「グノーシス」論は、後の正統教会の教義的展開に照らして見た場合、決して主たる路線といえるものではないが、少なくとも彼の精神的後継者オリゲネス（A.D.185-253）、お
よび東方神学の確立者たちだけである。」
!
「東方典礼のうち、地域固有の文化遺産を盛り込みうる前半部に仏教思想を配することが妥当かどうか、般若思想を対象とし、アレキサンドリアのクレメンスのグノーシス論を参照しつつ検討してきた。「般
若」prajnaと「認識」epignosisとは、語源的に関連するほか、その内容に関しても多く通底する部分を含んでいる。またepignosisに関しては、これに「認識」という訳語を当てるだけでは不十分なほど、
その根幹部を恩寵に依っていることが明らかになった。ここから般若理解に光を当てうるとすれば、「空」の境地に達し彼岸に到るために「恩寵」の力に依る、というあり方が考えられよう。

　この考え方は、仏教思想にもキリスト教思想にも、まったく齟齬を来すものではない。つまり、般若思想は「現象界の空性」を説くことでさとりを彼岸に置き、自らは此岸に留まって最後の一人まで度す
働きに徹する菩薩を描いて大乗仏教の底流となったのに対し、新約思想に発するepignosisは、天上的秘跡的次元にその源泉を見出し、終末論的な「真理の認識」という表現をもって現れる。これら双方を
勘案するならば、仏教の「彼岸」をキリスト教の「天上的世界」に当てはめることで両者の和合が図られるのではないだろうか。

　以上の成果を、もう一度冒頭の「東方典礼」の構造にあてはめて再考してみよう。「般若」は六波羅蜜多を統括する位置にあるが、真の六波羅蜜多行に徹するためには、やはり恩寵の側からの照らしが不
可欠だと思われる。そしてepignosisは、般若思想において忌避される「認識」というあり方を超えて、その根源を恩寵と秘跡性に負っていた。それゆえ、epignosisは「霊的秘儀」の部分を具現する機能を
十分に果たしうる概念であろうし、「般若」はその秘儀を十分に指示しうる内実を備えていた。般若思想の展開の中で現れた「菩薩」は、「此岸」に留まって「彼岸」を指し示す、まさしく預言者的な存在
として、霊的秘儀を予示する位置に置かれうるだろう。」




☆mediopos-1974　　2020.4.11

■古井由吉×蓮實重彦 特別対談「終わらない世界へ」!
　第1回「この人枯れてない」／第2回　驚くべき方法的な賭け!
※『辻』単行本刊行時、古井由吉さんと蓮實重彦さんと 
　「新潮」2006年3月号にて掲載された対談の【復刻掲載】特別対談!
https://kangaeruhito.jp/interview/13539!
■古井由吉『辻』（新潮文庫　平成二十六年６月）!
■古井由吉『詩への小路／ドゥイノの悲歌』（講談社文芸文庫　2020.1）!

古井由吉の亡くなった追悼の意味もあって 
新潮社の「Ｗｅｂでも考える人」に 
２００６年の蓮實重彦との対談が掲載されている !
対談のなかでも言及されているが 
この年は古井由吉の『辻』が刊行され 
前年には『詩への小路／ドゥイノの悲歌』が 
刊行されている重要な年だ !
古井由吉の名前は 
ムージルやブロッホの翻訳で知り 
その後その小説に目を通すようにもなったが 
ほかのどんな小説家にもまして 
その言葉には歯が立たないままだ 
それはいまも変わらない 
何度も何度も挑戦するのだが 
その言葉のなかで道に迷ってしまう !
へんな喩えだが剣術に喩えるならば 
こちらは必至に立ち向かっているのに 
古井由吉は剣さえもたずにいて 
まるで試合にならないようなもの !
決して読め進められないわけではないのだけれど 
その言葉の奥で迷ってしまうのだ 
言葉の奥へと入ってゆける力がない 
ともいえるだろうか !
それが今回の蓮實重彦との対談で 
その意味が少しだけ腑に落ちたところがある 
古井由吉の小説には 
「彼」「彼女」という三人称の代名詞は 
ほとんど避けられている 
「私」という一人称さえ稀だ !
さらに古井由吉の言葉のなかに 
西欧の小説は「言表の主体を客観化せよ」だが 
日本の小説は「言表の主体を客観化できない」 
ということが示唆されている

ちなみに 
日本語には主語がない 
そのことを前提としなければならない 
しかも日本語にはほんらい 
人称として「わ」「われ」はあっても 
二人称や三人称の代名詞がない 
方向や場所を示す指示語をそれにあてて 
「こちら」「あちら」から派生している 
つまり一人称とさえいえないような人称しか 
日本語のほんらいにはないのだ !
古井由吉の言葉の迷宮は 
というか言葉の奥行き世界は 
まさに日本語のそうしたほんらいが 
夢の世界のように展開されているともいえる !
渾沌とした世界ではなく明晰でさえあるのだが 
それは決して「客観化できない」世界なのだ 
そしてそれが「生」と「死」のあいだで 
生々しいまでに綴られてゆく 
それだけの言葉の奥行きを持っているということだ !
極論だがおそらく言語のほんらいには 
人称のない「われ」しかないのかもしれない 
「われはわれありである」というように 
そしてそれがペルソナとして 
人称をつくりだしてゆく 
自我がそうであり個がそうであるように !
言葉の深みに入るためには 
そのようにペルソナを使いながら 
ペルソナの奥へと踏み入っていくような 
ポエジーとしかいいようのない力が必要になる !
そうとらえてはじめて 
古井由吉の言葉の世界へのとっかかりが 
できたような気がしている 
とはいえ無刀流の達人に対するほどの力には 
遠く及ばない乏しい言葉しか持ち得ていないのだけれど 



（第1回「この人枯れてない」より）
!
「蓮實／古井的な文体というものがあると思うんですが、これが実にまた定義しがたくて、普通に読むと、比較的息の短いところで「た」がきたりするのに、これまた「白い軒」になるんですけど、「白い
軒」には、句点なしに八行から九行続く文章が三つもある。そのつど凄みがあるわけです。あえて長くする理由があるのかなと思うと、間接的な話法、つまり誰かが言ったことをもう一度誰かが要約してつ
なげていく、という理由はあるんだけれど、必ずしもそうせざるをえなかったというわけでもないらしい。こうした九行のような長文というものは、日本の作家にあってはよくないこととされているわけで
しょ。

古井／はい。

蓮實／それを堂々とやってしまうのは、やはり佳境に入っているからですか？

古井　そうですね。それと、日本語のある特性が出るみたいです。日本語では、だいたい句読点というのはあってないようなものですから、これはかなり長い文章が綴れるはずなんです。そこは、ヨーロッ
パの言語のロングセンテンスとはまた構造が違う。それを普段は作者が戒めてるんです。ところが、たまりかねて、言葉のほうが勝手にやってしまう。特に長文になるのは、確かに間接話法、間間接話法の
ところで、それは、要するに書き手と話し手の齟齬に躓かないため、でしょうか。

蓮實／話し手っていうのは、作品の中の？

古井／そうです。それと書き手である著者。双方が必ずしもしっかりした足場にはいないわけですから、これをシンタックスから処理していくと、混乱してだいたい文章として成り立たなくなるんですよね。
いたずらに接続詞を使わなきゃならなくなる。ところが僕には、日本語にとって、はたして接続詞っていうのは効く言語かどうかという疑問がありまして。

蓮實／それから関係代名詞は使っても意味がない、と思ってらっしゃいませんか。

古井／意味がないんですよ。

蓮實／前に古井論を書こうとした時の、テーマの一つが人称の問題だったんです。古井さんの小説では、「私」はともかく、「彼」、「彼女」という三人称の代名詞は執拗に避けられますよね。あれは、い
つ頃からそうなったのか……初期作品には、「彼」、「彼女」があったような記憶があるんですが。

古井／何作かしかないと思いますよ。「彼」「彼女」を使ったのは、書き始めて一、二年ぐらいまでじゃありませんか。

蓮實／それはなぜと聞くのも野暮なんですが、なぜなんでしょう。

古井　「彼」「彼女」と書くときには、いわゆる物語作品にはなっていなくても、間接話法の域に踏み込んでるんです。けれども、僕の伝聞っていうのは、伝聞のまた伝聞でして……。

蓮實／伝聞の伝聞を「私」が書くというのではなくて、今度は「私」がないということですね。

古井／そうなんです。そのときに、人称をはっきりさせると破綻する場合が少なくないんです。つまり、「彼」「彼女」と括弧に入れても、ほとんど意味がない。人称に意味がないっていうのはどういうこ
とかって、自分でも憮然として思うんですけれども。

蓮實／古井文学解明のためには、人称というのは避けて通れない道で、「彼」「彼女」を使わない人だということだけは確かなんですが、私自身がまだ解決法を持っていないんです。ただし、先頃出たばか
りの、『詩への小路』（書肆山田刊）を読むと、評論というかエッセイというかああいうものには、「彼」は出てくる。

古井／出てくるんですね。

蓮實／ですから、『詩への小路』の中にも、なかば小説として読んでもいい部分がないわけじゃないと思うんだけれども、やはり「彼」が出てくるということは、あれは小説としては書かれてはいないのか、
と使い分けを一応は納得したつもりなんです。」
!
（第2回　驚くべき方法的な賭けより）
!
「古井／僕はドイツ文学の翻訳をやっていて、いつのまにか作家になった人間なんですが、ドイツ文学を訳している時に感じたのは、ヨーロッパの近代の散文っていうのは、告発と弁明の文章じゃないかと
いうことです。告発と弁明だから、関係を明瞭に出さなければいけない。その構造にのっとったものを日本語に訳すとき、日本語で告発と弁明の文章を書くと、ちょっと文学にならないところがあるんです。
で、一時はそそっかしくも、言ってみれば日本の文学は、呪術、呼び出しの文学だなんて思ったことがあるんですけど、やはり僕には、巫女みたいにしてものを書くことはできない。物語っていうのは本来、
書き手が失われることだろうと思う。

蓮實／過去30年くらい、欧米の文学理論を席巻したナラトロジーというのは、結局小説を物語として捉えてその構造を分析するわけですが、語り手、ナレーターという言葉がかなり重要な意味を持ってきて
しまう。だれが語っているか。その言表の主体を客観化せよと。ところが日本の小説、これはほとんど樋口一葉からそうなんだけれども、言表の主体を客観化できないところから語っているわけです。

古井／はい、客観化できませんね。

蓮實／ひょっとしたら、ヨーロッパの小説も実はそうなのかもしれないというふうに、最近では思っているのです。ナレーターの問題を突き詰めると、ヨーロッパの文学においてすら、解決できない問題が
出てくるんじゃないか。どこかで無人称の主体のようなものを想像しないと、実はヨーロッパの近代小説も語れないのに、ヨーロッパの文学理論家たちはきわどくそこのところを避けている。

古井　なるほど。」
!
（古井由吉『詩への小路／ドゥイノの悲歌』～平出隆『詩学入門書として』より）
!
「『詩への小路』は私にとって、詩への接し方のお手本とも呼べる数少ない書物の一冊である。その本は詩論を語らぬ。その翻訳は原詩にあるはずの改行さえしない。ただ沈黙する門の前に立ってみせる。
見捨てられて自由な心の状態の中で、自分にとって完全に白紙である領域の現実を全体的につかみ取ろう、構築しようと、素手で試みたいからだ。まるで沈黙する門の外に立ちつづける入門者の、みずから
のために書いている入門書のようだ。

　お手本といっても、それを真似ることの不可能も、また組みこまれている。」




☆mediopos-1975　　2020.4.12

■梨木香歩『風と双眼鏡、膝掛け毛布』（筑摩書房 2020.3）!
■梨木香歩『鳥と雲と薬草袋』（新潮社 2013.3）!
■谷川健一『日本の地名』（岩波新書495 1997.4）!

地名は 
まるで 
その土地から 
育つ樹木のようだ 
!
その土地でなければ 
生まれない樹木の精霊に 
わたしたちは 
名まえをつけ 
それが地名となった 
!
それは 
人の生と語らい 
照らし導きながら 
受け継がれてきた 
!
新たな名がつけられ 
ほんとうの顔を失った 
仮面のような名へと 
変わることもあるけれど 
!
土地の精霊に会いたいならば 
その土地で生まれた 
ほんとうの名を呼ぶのがいい 
人の霊に会いたいならば 
その人だけの 
ほんとうの名を呼ぶのがいいように 



（梨木香歩『風と双眼鏡、膝掛け毛布』より）
!
「地名の持つ力が、私にとって気分を一新する「風」になりうるように、読むひとにも作用してくれたら有り難いと思う。」
!
（梨木香歩『鳥と雲と薬草袋』より）
!
「鳥と雲（気象）の話なら、窓から見えるものでもあるし、大好きなものでもあるし、それを書く日々はきっと楽しいものになるに違いない、と（紆余曲折あったが）最終的に決めた。薬草袋、というの
は、私が旅の鞄に入れておくごちゃごちゃ袋のことである。常備薬と、それからいつか訪ねたアドリア海の小さな島のおばあさんからいただいた、ローズマリーやタイム、ラベンダーなどを束ねたブーケ。
それが乾燥してとてもいい匂いなのでずっと入れたままにしている。他の荷物に押されると少し砕けるので、鞄を開けるたび、香気を漂わせるようになった。旅の最中のいろいろなメモも一緒に入ってる。
重要なものではないが、思い出深くて捨てられない。そういう袋。

　タイトルを決めるのに、紆余曲折あった、というのは、ぎりぎりまで「土地の名まえ」をテーマにしたい、という思いがあったからである。含蓄のある、昔から続く土地の名まえの履歴について、準備を
重ねるうちに、そういうことは私がいろいろ調べて書くより、もっとふさわしい書き手がいるような気がしてきた。けれど、そのテーマに対する思いも捨てきれず、薬草袋にごちゃごちゃ入っているメモの
ように、いつか行った土地の名まえ、それにまつわる物語も、鳥や雲の話に合わせて、書いていけたらと思っている。一つのテーマに合わせて、というより、その方が伸びやかで、結局はぜんたいにいいよ
うな気がするのだ。」
!
（谷川健一『日本の地名』より）
!
「地名はまことに小さい存在である。全国各地の町村で、小字が何百というところはザラである。」

「各地のさまざまな呼称をもつ小集落地名は、数個から数十個単位の集落がかつての日本の社会の規定を形成していたことをまざまざと語っている。それが日本列島の端から端まで隙間もないほど埋め尽く
している。それは「日本は何と広く、何と深い国であろう」という詠歌をこめた感慨を導くのに充分である。地名はこのように「いと小さきもの」であるが、一方、それは大きな世界とつながっている。こ
こに地名の逆説があり、それこそが地名の最大の魅力である。」
!
「私にとって地名はなんなる標識の符号ではない。「おくのほそ道」のはじめに「道祖（岨）」神のまねきにあひて」とあるが、私もここ三十年間、地名という土地の精霊に招かれて各地を旅してきた。そ
うしたことから本書を「土地の精霊との対話」と受けとっていただいて差し支えない。」



