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☆mediopos-1976　　2020.4.14

■芦原伸『ラストカムイ／砂澤ビッキの木彫』 （白水社　2019.12）

芸術作品には 
神々が降りねばならない 

神々は地上に降りて 
からだを生きて 
やがて還ってゆく 

人が生きるということも 
それそのものが 
芸術となってこそ 
神々とともに生きられる 
ということだ 

ひともまた 
神々のように地上に降りて 
からだを生きて 
やがて還ってゆく 

永遠を 
ただの若さだとしたとき 
からだは 
そしてこころも 
芸術作品であることを 
失ってしまうのではないか 

人はからだをもった風だ 
風は吹きすぎてゆかねばならない 
めぐりをやめたとき 
風は風ではなくなってしまう 
神々の声であることを忘れてしまう



「現代彫刻家・砂澤ビッキが世を去って三十年が流れた。

　今、自然志向や環境意識の高まりのなかで、ビッキの芸術が改めて評価されつつある。

　平成三十一（二〇一九）年四月、没後三十年を記念して、札幌芸樹の森美術館では特別展「砂澤ビッキ　風」が開催された。


　札幌の市街地から離れ、静寂な郊外の森の中にある美術館ホールには「神の舌」「風の目」「風」といった大きな作品から「午前三時の玩具」などの小作品、晩年の作「ニッネカムイ」まで、代表的な作品群が展示されていた。その
一つ、一つの作品は時代を経ても古びておらず、ビッキの情念のような遺志が結晶していた。

　樹木のもつ不思議さを感じた。

　作家は亡くなっても、残された作品の素材はそのまま生き続けている。そこには夥しい鑿の跡が刻まれているが、素材は決して朽ちてはいない。作品群は生命をふたた注入されたような妖しい輝きを放っていた。

　ビッキの代表作「四つの風」は、美術館ホール近くの野外美術館の森の中に立っている。

　訪れたのは六月下旬のことだった。北海道は梅雨のない季節、爽やかな新緑を通して、野鳥のさえずりがきこえる。かつてそこには四本の巨柱が四人の古代王のように聳えていたが、今は一本を残すのみだ。」


「「四つの風」は丘の斜面に立ち、背景には白雲を浮かべた青空が広がり、太陽の光によって微妙に変化するさまはまるで古代王国の幻影のような不思議な風景を思わせた。

　複雑な構図ではない。遠くから眺めれば、単なる木柱が四本立っているだけだ。だがそれでいて、えもいわれぬ想像力と力強さが伝わり、私はしばらくそこを動けなかった。

　巨大な柱はアカエゾマツを使い、多kさ五・四メートル、それぞれが背中合わせに直立しており、なかほどは緩く抉られている、四メートルほどの高さのところに切れ込みがあり、この部分が特徴的で、奇抜さ、面白さ、自由さを感じ
させる。東西南北それぞれの方角を向いて立っており、近づいて見ると、単純な柱のようだったアカエゾマツの表層には無数な鑿の波紋が穿たれていた。

　そこには不思議な木の温もりと自然の厳しさが同居しており、空と風と木柱は無辺の宇宙で会話を楽しんでいるようにも思えた。」


「ビッキが「四つの風」を制作した後、札幌芸術の森野外美術館の図録に寄せた文章の一部がある。


　　人の手の加えない状態、つまり、自然のままの樹木を素材とする。したがってそれは生きものである。生きているものが衰退し、崩壊していくのは至極当然である。それをさらに再構成していく。自然は、ここに立った作品に、風
雪という名の鑿を加えていくはずである。


　美術館側もこの言葉を受け、「作品に修復等の手を加えることを極力避け、自然のまま変わりゆく姿を公開しています」と、作品脇の掲示板に明示している。

　「少なくとも五十年そこに立っていることは可能だと計算している」

　ビッキは巨柱の生命を見立てた。確かに平成十六年（二〇〇四年）九月、北大のポプラ並木に壊滅的な打撃を与えた台風十八号の時も、ビッキの柱はビクともしなかった。

　しかし制作から二十四年後の平成二十二年八月六日、南側の一本が倒れ、翌二十三年七月四日に北側が、平成二十五年七月十一日には東側が相次いで倒壊した。

　案内してくれた学芸員の梅村尚幸さんは、

「一本目が倒れたとき、当時の館長がちょうどその瞬間を目撃していました。あわてて駆け寄ってみると、倒れた木の表面でセミが羽化をはじめていたといいます。ビッキの作品としての生命が失われたまさにそのとき、新たな命が誕生
した。館長は『感無量だった』と話してくれました」

　キツツキが穴をあけ、そこにリスが棲みついた。キノコが生えたこともある。

　「四つの風」はビッキが予言した通り、風雪が鑿を加え、動物たちがそこで生き続けていた。」

（･･･）

　よく見ると、朽ち果てた幹から新しい若木が芽生えていた。すでに五〇センチほど育っている。

　自然は生まれ朽ちる。そして再生する。生命は循環しているのである。」


「アイヌのシランパカムイは地上に住まう神々の長で、生きとし生けるものの神。霊魂を植物にも与えた。アイヌにとって樹木は内に生命を宿し、心性をもち、独自の世界をもつ存在で、動物や人間と同じ存在だった。

　ミジャグジの神も巨木を敬うことからはじまっている。諏訪の御柱は千年を経た今も人々の心の中に息づき、祭りが人々に元気を与えている。

　砂澤ビッキはそうした巨樹の性格を見極め、そこから樹の魂を感じ取り、大小の鑿を振るい、芸術作品として世に残した。樹々を讃え、愛するビッキの情熱に応じるかのように樹々は己の美をビッキに披露し、心に伝え、表現させた。
ビッキと樹々は心も体も交わっていたのである。

　「四つの風」は縄文人の伝えであった。縄文人の心がビッキに乗り移り、彼に巨樹の魂を語り継がせたのであった。」

果たして芸術作品が消滅してしまって、よいものだろうか？

　私たちは多くの芸術家が残した作品から人生や哲学を学んだ。芸術とは、それが絵画であれ、彫刻であれ、書物であれ、形があってこそ評価されるべきものである。

　野外美術館の丘にすっくと聳えた巨柱が消えたとすると、そこに私たちは何を見るのだろう。何を考えるのだろう。

　世界にそうした滅びる芸術作品があっただろうか？　作品を「生きもの」として捉える作家がいただろうか？

　「四つの風」は芸術というそのものの存在をも問いかけている。」


「ビッキの言葉通り、「四つの風」は風雪がビッキに代わって鑿をふるうだろう。

　たとえ全部が朽ち果てようとも、そこから新芽が育つはずである。

　その時、ビッキの魂とその祖霊たちはふたたび森へと還ってゆく。

　アイヌ的世界からすれば、木柱にも神は宿っている。

　とすれば、ビッキの残した最後の一本の神木は「ラストカムイ」そのものであった。」




☆mediopos-1977　　2020.4.15

■竹村牧男『空海の哲学』
　（講談社現代新書2567　2020.3）

密教は人間存在を 
身体性をも含んだ 
宇宙曼荼羅としてとらえている 

空海の「即身成仏義」は 
身が仏に成るということで 
宇宙曼荼羅的人間の 
本来性への進化を説いているといえる 

仏教はもともとグノーシス的で 
身体性から離れたイデアへと向かうが 
大乗仏教以降の仏教は 
身体性を含んだ存在として 
人間を捉えようとしていたように見える 

そのなかで密教は仏教からもさらに離れ 
身体性や物質性のさらなる深みから 
世界のなかに存在する人間を 
宇宙曼荼羅として錬金術的に捉えている 

空海の説く即身成仏は 
いつまでも生き続ける身のようにも 
錯誤されてとらえられているところもあるが 
ほんらいの即身成仏は 
身体性を含んだ人間存在が 
ライプニッツのモナドのように 
他者とともに重重帝網のごとき関係を織り成し 
自己即曼荼羅として 
宇宙的な交響のもとにあるということである 

そのことをシュタイナー的な神秘学の 
宇宙進化論的な視点からとらえてみると 
人間の構成要素である 
肉体とエーテル体とアストラル体が 
自我がそれぞれに働きかけることによって 
進化していくことに関連させて考えることができる 

人間は感覚魂・悟性魂・意識魂を発達させ 
さらに霊我・生命霊・霊人へと 
アストラル体・エーテル体・肉体を変容させてゆく 

高次の身体性を獲得するにつれて 
それぞれの身体性は 
より宇宙的な関係性と広がりを獲得してゆき 
まさに「曼荼羅の全体が自己である」ような 
そんな人間存在へと進化してゆく 

即身成仏は人間存在の 
宇宙的人間への錬金術的変換によって 
ますます深く重重無尽の関係として織り成し 
進化していく曼荼羅としてとらえているのだろう 
そしてそのとき 
身体性こそが錬金術的変換の要となる 
それが即身ということだ 

それを超能力的なものとして錯誤してしまえば 
そのほんらいの宇宙曼荼羅は 
黒魔術化してしまうことには注意が必要だ 
錬金術には黒と白があって 
錯誤すると逆方向へと向かってしまう 
ゆえに密つまり秘密の教えと言われるのだ



「空海の思想の全体は、やはり広大なもので、そのすべてを綿密に学ぶことはなかなかに困難である。では、そのもっとも核心となる部分は何なのであろうか。空海の思想全体を見渡すためにも、まずはそ
の中核的なところを把握すべきである。空海の密教の核心は、一体どこにあるのであろうか。

　空海は、自ら受け継いだ恵果の密教について、即身成仏の道、すなわちこの世のうちに仏と成ることを実現できる道であることを伝えている。」

「さらにその後の多くの著作のなかでしばしば即身成仏思想を強調している。』


「古来、宗門の学者（･･･）は、「即身成仏」の読み方には次の三種があると唱えている。


　　「即ちの身、成れる仏の義」

　　「身に即して仏と成る義」

　　「即（すみやか）に身、仏と成る義」


　このなか、どの意味が『即身成仏義』の本意か、の議論もありえようが、三種ともに正意であるとの理解が妥当のようである。」


「『即身成仏義』の「即身成仏頌」が明かす「即身」とは、一貫して、相互に渉入するあらゆる他者を具している身であることこそを意味していることになる。「三密加持速疾顕」の句の解説においては、
「即」を速の意味で説明していたが、「即身成仏頌」前半四句の全体を通じては、むしろあらゆる他者との相即の「即」の意のほうが強調されているのである。それも、じとは身の関係のみでなく、その個々
の身の活動が交響しあっていることこそを読むべきであろう。考えてみれば、「即身成仏」の「即身」とは、「重重帝網のごとくなる」を言うのだと、もとより頌に結論的に明言されていたことであった。」


「以上によれば、『即身成仏義』は、けっしてかの古来の宗教学者が明かす三つの読み方でも収まるものではないことになる。結局、『即身成仏義』が明かす「即身成仏」の意味は、あらゆる他者と重重帝
網の無尽の関係を織り成す即身として、すでに成仏しており、かつ密教の教えにしたがえば、そのあり方をまどかに自覚・実現すべく現世のうちに速疾に成仏するということになる。じつのところ顕教にお
いても、いわゆる時間的な意味での即身成仏のことは、『法華経』によったり『華厳経』によったりして、少なからず言われていた。しかし空海の『即身成仏義』では、他者との相即身としての即身こそが
明かされているからこそ、顕教の単に時間的な速疾性を言うのみの即身成仏とはまったく異なるということを、深く思うべきである。この「即身成仏」の理解は、語の表面的な意味の了解にとどまらない、
「即身成仏」の「字義」を深く究明した空海の独創的な解釈である。

　空海のこの立場に立った「即身成仏」の語の読み方は、「（一切の他者と相）即せる身において成仏している」、あるいは「（一切の他者と相）即せる身として成仏する」といった読み方となるであろう。
したがって、前に掲げた即身成仏の語の三つの読み方、


　　「即ちの身、成れる仏の義」

　　「身に即して仏と成る義」

　　「即（すみやか）に身、仏と成る義」に、

　　「（他者と）即せる身として成れる仏の義」

　　「（他者と）即せる身として仏と成る義」


の読み方も加えるべきである。空海が主張するこの「即身」の内容は、内証における曼荼羅構造そのものを表すものなのであった。それ故にこそ、一切の仏法はこの一句、「即身成仏」を出ないとうことに
もなるのであろう。」


「空海の密教においては、自己が他者と重重無尽の関係を織り成しているだけでなく、その故にその全体が自己であるということはしばしば語られている。いわば本来的に曼荼羅の全体が自己であるという
ことである。」


「空海においては、あらゆる他者を自己とするということがくりかえし明かされている。このことは基本的に、自己即曼荼羅ということであり、さらに自己も自己と関係を結んでいる他者もそれぞれ三密を
発揮しており、その「一一の尊等に刹塵の三密を具して、互相に加入し、彼れ此れ摂持せり」とあったことが、もとよりこの身においても成就しているということである。だからこそ、加持ということも実
現するであろう。密教においては、このように、はてしなく交響する宇宙のなかに生かされて生きている自己の自覚が、即身成仏においてもたらされるであろう。

　『即身成仏義』は、単にこの世の身において成仏するということのみを説くものではない。じつに「重重帝網のごとくなるを即身と名づく」なのである。この自己即曼荼羅（これこそが即身の意味）がす
でに成就しており、かつそのことが三密加持等によって具現・成就すことを描いているものなのである。この空海における「即身成仏」の独自性を、けっして見逃すべきではないと思うのである。」



☆mediopos-1978　　2020.4.16

■副島隆彦〔監修〕・六城雅敦〔著〕
　『隠された十字架　江戸の数学者たち 
　　／関孝和はキリシタン宣教師に育てられた』
　（秀和システム　2019.9）

歴史は騙られる 
そして騙られた物語が 
多くは信じられてゆくが 
そのほんとうのところは闇のなか 

関孝和をはじめとした数学者たちは 
転向したイエズス会宣教師の 
フェレイラやキアラたちから学ぶことになるが 
日本の数学者たちを育てたのは 
キリシタンを大弾圧した井上政重なのだ 
そしてそれが近代以降 
日本の礎ともなっていることには 
かなりのリアリティがあるが 

本書の中でその関連のなかで示唆される 
明智光秀の話や坂本龍馬の話はどうなのだろう 

坂本龍馬が密かに土佐藩から命じられて 
高島秋帆から砲術を習得し 
佐久間象山の塾で西洋砲術の設計と弾道計算などを学び 
軍艦操練所に派遣された話は 
最近発見された古文書で明らかになったらしいのだが 
実際の歴史は大河ドラマのように単純でないことは確かだ 

それにしても 
江戸時代の数学者（和算家）たちの系譜には驚かされる 
それだけの背景があったからこそ 
日本は迷走しながらも近代へと 
足を踏み出すことができたのだ 

そして現代 
数学やＡＩのアルゴリズムが 
世界を席巻していきそうなところで 
現在のコロナウィルスの大騒ぎがあり 
さまざまなかたちで認識の転換が求められている

そんななかでも数学はさまざまなかたちで 
その役割を果たしていくことにもなるのだろうが 
その数学が 
ルシファーの数学でも 
アーリマンの数学でもなく 
その中道を歩む 
キリストの数学であることを願うばかりだ 

そこにはやはり 
身体性ということが 
重要な鍵ともなってくるように思われる 
かだらのない数学・イデアではなく 
からだに縛られたそれでもなく 
からだゆえにこそ自由を得ることができますように



（副島隆彦「推薦文」より）


「江戸時代に、日本独自の天才数学者たちが出現した。和算家と呼ばれる。」

「江戸時代の日本人の天才たちは、潜入してきたキリスト教（天主教）のローマ・カトリック教会（就中、イエズス会、耶蘇会）の宣教師（バテレン）たちから、当時世界最高の、天文学（暦づくりにどうしても必要だった）と、数
学（代数学と幾何学）を、習得した。天文学から、解析学が生まれたのである。

イエズス会の司教クリストヴァン・フェレイラ（･･･）は、ヨーロッパでグレゴリオ暦を、１５８２年に作ったクラヴィウスの弟子である。グレゴリオ暦を１５００年ぶりに、カエサル歴（シーザー暦）から改暦できたことで、プロテ
スタントに対するカトリックの権威が再び戻った、とまで賞賛された。そのクリストファー・クラヴィウス（･･･）の弟子のフェレイラが、日本宣教師（･･･）としてやって来て、布教した。そして捕まり、拷問に遭って、転向（･･･）
した。この事件は、ヴァチカン（･･･）をひどく驚かせた。」

「ローマ教会は、そのフェレイラの弟子であった、ジュゼッペ・キアラたちに命じて現地の日本へ探索に行かせた。

　だがキアラも捕らえられ。転向した。」

「イタリアで先生と弟子の関係であった、当時のヨーロッパでもすばぬけた知能をもっていた、このフェレイラとキアラは、辺境の地の日本で拷問の苦しみに耐えられないで転向した、のではない。真実は、当時、世界で最先端のサ
イエンス（近代学問）、すなわち、太陽中心説（地動説）の運動法則を知っていた。だから棄教したのだ。もはやローマ・カトリック教会の愚かな教義（ドグマ）など信じていられなかった。そのことを日本という東アジアの地で自
覚した。

　この新説は、この本の著者、六城雅敦君による創見である。」


「江戸の和算家の中で、関孝和だけは、今も多くの日本人にその名が知られている。だが関孝和の他に、20人の優れた大数学者たち、がいたのである。」

「前出したジュゼッペ・キアラから、江戸の茗荷谷の切支丹屋敷の幽閉場で直接、教えを受け、習ったからだ。

　この西洋人の大秀才から学習したことで、天文計算（暦作り）が、その後、日本人だけで出来るようになった。」


「江戸時代の日本人の、少数だが天才の和算家たちの高い能力があったので、日本は、幕末になって西洋人に対抗できた。19世紀の西欧の最先端の数学と物理学をその書物から習得できた。」

「この本では、和算家（江戸の数学者）たちが、どのように、世界水準の知識を取り込んだかを、ずーっと説明している。このとき、和算家たち自身が、人間平等主義とヒューマニズムという良い面を内包する人類の最先端思想であ
るキリスト教に、多くが密かになっている。隠れキリシタンであった和算家たちは、隠された十字架を、しっかりと胸元で握りしめていた人々である。

　そして、なんと、激しくキリシタン弾圧をした幕府の高官、隠密でありながら、自らも密かにキリスト教を理解した人物がいた。ここに井上政重という、複雑で重要な人物が登場する。関孝和たち、ごく少数の精鋭の少年たちを、
茗荷谷の小日向にある切支丹屋敷で、キアラに引き合わせ、西洋数学を習わせた。」

「井上筑後守政重は、大目付（･･･）よりも、さらに、上の宗門改め約（･･･）であった。（･･･）彼は20年間に渡り、江戸と長崎を、半年ごとに往復して、３代将軍家光に、直接、宣教師（バテレン）たちの動きと、当時の世界の、
最新の動きを逐一、説明したのである。井上政重は、残虐な宗教弾圧者として映画『沈黙』（･･･）では描かれている。」

「井上政重は、もっと奥の深い、味わい深い人間であった。（･･･）後の和算家たちの多くが、隠れキリシタンでありながら、公儀隠密であった事実に、今の私たちは驚く。」


（六城雅敦『隠された十字架　江戸の数学者たち』～第2章「和算を築いた男たち」より）


「おおざっぱに和算の系統を解説すれば、

「幾何学が主体の京都の慶長天主堂グループ」が、のちに「代数学が主体の江戸・切支丹屋敷グループ」に引き継がれ、そこに「西洋式天文学を研究した、代数幾何の大坂商人グループ」が加わった。

　こうして、鎖国している日本にも、西洋と同じ数学大系が出来上がったと言えるのである。」


（六城雅敦『隠された十字架　江戸の数学者たち』～第5章「数学が神となる時代へ」より）


「「数学」と一語で言っても、いくつものジャンルがあり、関連している。

　ここには「和算」というジャンルはない。江戸時代の数学者（和算家）がお手本とした、中国数学もない。だが、必ずこの図のどこかに属しているはずだ。

　本書で紹介した、初期の和算家の(2)百川治兵衛、(3)毛利重能、(5)今村知商、(4)吉田光由らは幾何学や整数論に属する。和算の代表とされる関孝和、建部賢弘は代数学の世界の人だ。天文家（暦師）の(11)の渋川春海は代数幾何に属
するのだろう。」


（六城雅敦『隠された十字架　江戸の数学者たち』～「あとがき」より）


「関孝和ら近代数学者が日本に登場してから４００年、明治維新から１５０年が経った。

　イエズス会宣教師たちから学んだ和算家たち、さらにその書から学んだ多くの和算家たちは、ヨーロッパの数学者たちと同じように、最先端の西洋数学に神にすがたをおぼろげに感じただろう。

　だが、近代化により、数学は唯物的に変質した。

　コンピュータネットワーク社会では、さも必然の叡智かのように、われわれ人間を差し置いて、コンピュータ内のロジック、アルゴリズムが偉そうに振る舞いだしている。ＳＦ映画『１９８４』『ターミネーター』『マトリックス』
は決して空想物語ではない。

　だからこそ、学問を、数学を、我々がしっかり見据える必要があるのだ。

　ローマ・カトリック教会と、プロテスタントの勢力闘争は、互いの「科学」の闘いになった。そして数学は双方にとって最良の武器となった。

　今後現れるであろうビッグ・ブラザー（『１９８４』の闇の支配者）と闘えるのも、やはり数学の力だけなのだ。」




☆mediopos-1979　　2020.4.17

■松村正人『前衛音楽入門』（Ｐヴァイン　2019.2）

ただひたすら 
新しい音 
新しい音楽を聴きたかった 
そんな時代があった 

ただ新しいだけではなく 
その音からそれまでまったく 
問うことのできなかったものを 
問わざるをえないようなそんな音 

その新しい音のことを 
何と名づけてもいいけれど 
それをぼくにとっての前衛音楽と 
呼ぶこともできるかもしれない 
ちょうど時代は 
前衛という言葉が 
失われようとしていた時代だった 
いまでは郷愁となってしまったアヴァンギャルド 

けれどほんとうのところぼくにはその頃 
通常の音楽への理解もなにもなかったのだ 
（だから前衛もなにもなかったわけだが） 
ほとんどろくに詩を読んだことさえないのに 
理解できるなど到底いえない現代詩を 
みずからの問いのために無謀にも読もうとしたように 

それはまったく意味もわからず 
論語をひたすら音読し続けるような行為だったが 
数十年もジャンルを問わず聴きつづけていると 
客観性はまったくないとしても 
そこから訪れてくる音の背後にあるものが 
立ちあがってくるようなところがある 
詩的なことをまるで理解していないにもかかわらず 
ただただ読み続けていれば 
歌のようななにかがおとずれてくるようなものだ

不思議なことだが 
そうしているうちに 
音も言葉も 
作為的につくられたものか 
おとずれるべくしておとずれてきたものか 
その違いが聴きわけられるようにもなってくる 

そしてたしかにおとずれてくる 
音や言葉や考えや感情から 
どんな問いをたてることができるか 
いまではそれが 
ぼくにとっての前衛だといえようか 

そして幾度も幾度も 
同じ姿をとっておとずれてきても 
常に新たな問いや深みをもたらしてくれる 
そんな宝物のような音や言葉をこそ 
ぼくは求め続けているのだ



「考えることは聴いて知識をえるのではなく、聴いて問いを立てることだ。このことは、得手勝手な自由連想法の聴き方となんら対立しない。ただ聴けばいい。聴くと思考の底になにかが浮かぶ（こともある）。それが次のなに
かを指し示さないともかぎらない。私はひどく抽象的なことをいっているようだが、なんのことはない、レコードからレコードへ、音源から音源への広がりのなかから浮き彫りになる問いのことをいっている。すなわちケージ
は、シュトックハウゼンは、シェーンベルクは、ピエール・シェフェールは、なぜあのようなことをやってしまったのか、やらなければならなかったのか。彼等の前にあった音楽の可能性と展望とはなんだったのか。他ジャンル
のアートや文化や哲学や社会やテクノロジーとの激しいつばぜりあいのなかで、おそらく彼らの意識の前面にのぼることもなかったなにかが音楽には反映してるにちがいない。

　歴史との関係でも考えることができる。歴史とは真正さの系譜だから、前の世代がなしとげたことととりにがしたことを継承する。しかし一方で、その継承が飛躍としか思えない瞬間が歴史には到来する、それが前衛のポイン
トであり、したがった私はそれを「現代音楽」だとは思わない。現代のような狭い場所につなぎとめられる音楽ではないのだ。前衛音楽には過去と未来が同時にのりいれている。前衛ということばは七〇年代以降、すっかりひと
の口の端にのぼらなくなった。したがって私が前衛音楽にめざめたときにはすでに死語だったのだが、なぜ私がこれほど惹かれたかといえば。一九五〇～六〇年代を中心にしたその時代の彼らの音楽がかっこいいと思ったからで
ある。ケージはもちろん、シュトックハウゼンも、本編ではほとんどふれられなかったのが、ノーノ、カーデュー、フレデリック・ジェフスキーしかり、彼らの音楽の思考の闘争性というかガッツを、聴くたびに感じて、私は胸
が躍るのである。」


「思えば、前衛音楽を最初に聴いたのは中学生のころだった。ＮＨＫＦＭのラジオ番組だった。ただしそのときは前衛音楽というより現代音楽だと思っていた。どっちが正しいというのではないけれども、とりあえずそう思っ
た。なにせ番組のタイトルが「現代の音楽」なのだから。六章にはケージの「クレド・イン・アス」を聴いた思い出を書いたが、八〇年代から九〇年代初頭にかけて、流れていたのはヨーロッパ系か日本の現代音楽が多かった気
がする。番組を聴いていて好きになったのはルイジ・ノーノだった。ノーノに「息づく静寂（Das Atmende Klarsein）」という八〇年代初頭の曲があるのだが、それを聴いたのはなぜだか鮮明に覚えている。当時解説は上浪渡さ
んだったと思うのだが、私は曲だけをエアチェックするために紹介終わった瞬間にテープをまわしはじめるので、曲名はうろおぼえにならざるをえない。「息づく静寂」も長らく「息づく清澄」だと、当時にテープのラベルにラ
ジオから聞こえたまま書いたのを覚え込んでいた（じつはこっちのほうが曲調にはあっているといまでも思っている）。諸井誠の「竹籟協奏」の「チクライ」にどういう時を宛てるべきか、武満徹の「鳥は星形の庭に降りる」も
鳥が降りたのははて？　どんなかたちの庭だったのか、「クレド・イン・アス」も「クレイ（粘土）・イン・アス」とか、当て推量の記憶ばかりで、あらためてそれらを調べるほど勉強熱心ではない私はいい加減な記憶と耳をた
よりに、即興音楽やオルタナティブなロックやノイズやクラブ・ミュージックと前衛音楽をつねに同時に聴いてきた、すなわち録音が支配する時代の典型的な市井のいちリスナーだったのであり、それ以上でも以下でもない、そ
の私が入門を謳う本を書いていいのか、迷わなかったかといえばウソになるが、ひとと音楽が最初にふれあう場所は聴覚であり、その意味で、音楽は耳学問であるべきだと考える。（…）むろんことばはなくてはならないが、し
かしことばは音楽そのものを伝えることはできない。」


「二〇世紀が終わって二一世紀を考える。

　前世紀にリサイクルの循環にのった音楽はいまなおその途上にある。テクノロジーと他者との共存に潜在した可能性はポップなフィールドに波及していく。たとえばバロック時代にすでに存在し、ミニマリズムが掘り起こし、
九〇年代のダンス・カルチャーと音響派を通過したドローンは、音の響きの様態のひとつとして二〇〇〇年代初頭に前衛音楽や十ヶノン学に限定しない開かれた形式になった。ロック、アンビエント、インダストリアル、ダーク、
ドゥーム、エクストリーム・ミュージックとさまざまに形容される、幾多のジャンルで援用された響きの観点からの音は持続と反復を担うものとして、光の当て方いかんでは陰にも陽にも中庸にもなりうる利便性の高いフォーマッ
トとなった。そのことはノイズでもミュージック・コンクレートがもちいた現実音であっても、二〇世紀の前衛～実験音楽の形式はほとんどの音楽がコンピューター・ミュージックである二一世紀において、ファンクションキー
ひとつで呼び出し可能なフォーマットとなったことを意味する−−−−と私たちは考えがちだが、そのじつ呼び出されるのは形式というよりも、形式のふりをしたマテリアルである。どういうことかといえば、二一世紀の音楽にお
いては形式は意匠のひとつとなる。そこには記号的な多層化した意味はなく、それが背負う歴史性もない。その意味で、意匠は素材（マテリアル）の位置にあるが、マテリアルといっても、一九世紀末からの音楽家たちが挑みつ
づけた唯物的な事物としてのマテリアルではない。というよりむしろ、意味の意思や感情や機能といった最大公約数を体現する部材となり、リサイクルの回路を回転寿司のように廻りつづけている。

　ものの本では、近代の音楽の音の事物性や即物性を、音楽から感情が排除するものとして、ときに嘆かわしく概観するのだが、右のような意味で音の事物性は二〇世紀よりもいくらか減退したものともみえる。とはいえこのこ
とが諸手をあげてよろこんでばかりいられないのは、音というもの、音楽というものが薄皮一枚隔てられた場所で鳴っているかのように私には聞こえることがあるからだ。

　このもやもやは音のリアリティの変化に由来するのかもしれない。リアリティとは認識であり、その変化が、前世紀の幾多の形式＝マテリアルを引き継いださまざまな音楽に変化をおよぼしている。ポップ・フィールドはそれ
らの折衷の場となった。そこではマテリアルはつねに変動的だが、ニューウェイヴやシンセ・ポップやニュー・エイジといったきわめて調性的な体系と結びつき、新世紀のアヴァン・ポップを形成している。形式＝マテリアルの
複雑な折衷のあり方にもかかわらず、調性的なそれらの音楽はアヴァンギャルドのポップ化ともいえるが、この傾向はシステム内で完結するエレクトロニック・ミュージックも共有するので、そこでは形式＝マテリアルは音色や
テクスチャーやエフェクトや録音のギミックで加工から変調をほどこされ、選択可能性は級数的に増加する。選択肢の過飽和はインターネット時代の宿命ともいえるものだが、音楽家はなにはともあれ、選択した要素を音楽のか
たちに構成しなければならない。これまでであれば、この時点で新種のリズムや新しい方法論が陸続と誕生してもよかったはずだが、ジャンルという命名の儀式もエスカレーションに苛まれて、揺り戻しが生じたのも二一世紀初
頭だった。そのような状況下で、音楽にとって重力の役割を果たすものが調性であることは、昨今のポップ・ミュージックからアンダーグラウンドな表現にまで通底しているように、私には思える（反対に、調性を迂回し。表現
の形式そのものを問う実験音楽はメディア・アートやサウンド・アートと親和的な表現として形式の空無化と録音の不可能性へ向かっていく）。」




☆mediopos-1980　　2020.4.18

■樋口直美『誤作動する脳』
　（シリーズ ケアをひらく　医学書院 2020.3）

見るということは 
見るものが見られるものと 
ともにあることでもあるのだが 

ひとは見たものの映像そのものを 
脳内で認識しているわけではない 

見られるものであるＸは 
心的アーカイブのなかからとりだされた 
さまざまなものたちの姿をとって 
見られるものとして現れてくる 

それが幻視として現れるほどではなくても 
見られるものがそのままの姿で 
客観的にとらえられることはない 
それらは多かれ少なかれ 
それぞれの心的アーカイブの影響を受けて 
個人的な偏差をもって現れてくる 

著者の症状は 
＜レビー小体型認知症＞と 
名づけられているようだが 
それは嗅覚と時間感覚の低下に伴って 
記憶障害を起こすらしい 

嗅覚はかなり原初的な感覚でもあるし 
時間感覚は自我とも関わるものでもあるので 
人間組織の進化のなかで 
おそらくは比較的最近になって現れている 
自我組織との関係でとらえることもできるかもしれない 

脳の誤作動として現れてくるさまざまな症状は 
見ることを機能させる機構のなかで 
幻視としてあらわれたり 
幻視が抑制されるときには 
時間感覚の低下となって現れる 

そうしたなかで幻視としてあらわれたり 
その幻視が堰き止められると 
時間感覚の低下としてあらわれたりすることを 
見ることと時間との関係でとらえてみる

時間を直線の座標としてイメージし 
現在を中心にして左方向を過去 
右方向を未来とするというのは 
時間を空間化してとらえる図式だが 
著者はその時間を空間化してとらえるときの 
その直線の距離を感じることができないという 

その時間の空間化ということは 
時間の質や奥行きをスポイルする抽象化ではあるが 
ある意味ではこの抽象化したものを 
感覚的にとらえることのできる力こそが 
見ることと時間意識をつくる自我の力なのかもしれない 
そしてそれが記憶とも深く関係してくる 

古代における人間の記憶は場所記憶であって 
場所から離れて抽象化したかたちでの記憶は 
有していなかったというが 
おそらくその記憶の抽象化 
いってみれば時間の空間化を可能にする自我の働きは 
その後しだいに発達してきたのではないか 
その発達が脳の機能として疎外されたとき 
空間化がうまくおこなわれなくなってしまう 

見るということにおいて影響してくる 
心的アーカイブにしても 
それを効率的に働かせるのは 
新しい自我組織の力なのかもしれない 

新しい自我組織だけが暴走するときにもまた 
古き魂組織の疎外につながることにもなるだろうが 
古代の霊性はあらたなものが付け加わりながら 
変容していく必要があるのではないだろうか 

著者の症状が上記の説明にあたるかどうかは 
もちろん定かではないけれど 
時間意識のなかにあらわれてくるさまざまは 
さまざまな問いを与えてくれる 

時間を空間化してとらえることのできる魂の力は 
どのような働きから生まれるのかという問いも 
時間の空間化という観念を超えていくためにも 
大切な問いのひとつなのだ



「私にはさまざまな幻覚があります。長いあいだ悩み苦しめられたのは幻視です。視覚の問題と比べると、聴覚の問題で悩んだ記憶はあまりありませんが、街でふいに音が襲いかかってくるときはつらいです。それは突然殴られ
る体の痛みに似ています。でも幻視のように、消えた後もずっと心に重くのしかかったことはありません。「ガツン。ギャ～」で終わります。

　音楽や音の幻聴が今もありますが、幻視と同様のリアルさがあっても脅威にはなりません。音のする不思議な石を見つけたら宝物を見つけたと小躍りしそうですが、もしその石から人の声がしたり人の顔が浮かんだら血の気が
引くと思います。人は、ほかのどんなものよりも、「人ならざる人」を本能的にこわがるのだなと思います。」


「私はある一時期とても調子がよくなり、幻視も現れなくなっていました。それがとてもうれしく、当時上梓した拙著に「ほとんどの症状が消えた」と書きました。そのためか、その後何年間も「認知機能の低下はないんですよ
ね？」と言われて言葉を失うことがよくありました。

　いま日常生活でいちばん困っているのは、特定の名前すらない、特殊な「記憶障害」です。これは少し説明したくらいでは理解されません。認知症専門医かたも「初めて聞いた」と驚かれる、時間にまつわる症状です。

　私の症状の多くは、幻視と同じように、出たり消えたりします。しかし消えたと感じたことがないのは、嗅覚の低下と時間感覚の低下に伴う記憶障害です。

（…）

　医療職の方から「あぁ、認知症の見当障害ですね」と言われたこともありますが、私が困っていることは見当障害とは違うのです。それは時間とセットになったときにだけ現れます。

　私には、時間の遠近感、距離感がありません。来週も来月も半年後も、感覚的には、遠さの違いを感じません。過去も同じです。もちろん言葉の意味は理解できますが、感覚が伴わないのです。今からどのくらいの時間が経て
ば来週になるのか、来月が来るのか、見当がつきません。

　見たことのない果物の名前を知っていても、大きさ、手触り、味、匂いが想像できないように、私には、過去から未来へと続いているはずの時間を感じることができないんどえす。時間を表す言葉は、意味を失っています。

　時間の流れを考えるとき、私は、濃霧の中に一人で立っているような気がします。前に続くはずの未来も、後ろにあるはずの過去も濃い霧の中にあって見えないのです。霧の中には「ある」とわかっていますが、過去の出来事
も未来の予定も自力では見えず、存在を感じることができません。いつも迷子でいるような、寄る辺のない感覚があります。

　時間という一本の長いロープがあり、ロープには隙間なく思い出の写真がぶら下がっています。ロープをたぐり寄せると、写真は次々と手元に現れます。ロープには時間の目盛りがあり、人はその目盛りから一瞬でロープをたぐ
り、（遠くなるほど曖昧になるとはいえ）必要な記憶を自在に引っ張り出すことができます。

　私にはそのロープがありません。

　過去のある出来事をふと思い出し、「あれはいつのことだったんだろう」と考える時には、そのときの会話、服装、風景、食べ物などを思い出します。そこから季節だけは推測できますが、何月かはわかりません。何年前かも
明確にはわかりません。

　手帳に書かれた単語を見れば、出来事は詳細に思い出せます。でも手帳や日記を見たり、人との会話やふとしたきっかけで思い出さない限り、過去の出来事は、存在していないかのように感じます。消えたわけではなく、思い
出せないわけでもないのですが、濃霧のなかにあるものは、そこから引っ張り出さない限り、目には見えないのです。一時期は、過去の主な出来事をノートに書き出して時系列に把握しておこうとしましたが、うまくいかずやめ
ました。

　それでも、「今」だけは唯一実感でき、把握できる。今日が何月何日何曜日かわからなくても、月初めか月末かわからなくても「今」、今日は、確実にここにあり、私は、そこに確かに存在している……。そう思えた時期もあ
りますが、それも少しずつぼやけてきた気がします。

　見えない未来を展望することはできず、将来の夢を描いたり、計画を立てることは難しいと感じます。時間配分ができなくなり、変動する体調も予測できないため、今、目の前にある一つの仕事（主に書くこと）をとにかく全
力でするというシンプルな生活になりました（同時に複数のことをすると混乱します）。終わったら、次に目の前に現れた仕事に全力で取り組みます。それだけを繰り返して何年もが過ぎました。ただ耐久性に欠ける脳なので、
書けた枚数はわずかです。

　この自分が何なのか、私にはわかりません。これから先どうなっていくのかも。それでも今、目の前に私がするべき仕事があり、その死後とに力を尽くして取り組めることが、私を支え、私にエネルギーを注いでくれています。
書くことが病気の脳を奮い立たせ、眠っていた細胞を叩き起こし、隅々までフル回転させていると感じます。」




☆mediopos-1981　　2020.4.19

■鈴木宏昭『類似と思考 改訂版』（ちくま学芸文庫 2020.3）

知らないことを知るために 
知っていることから 
類推するという方法がある 

けれどもそのまえに 
知らないということさえ 
知らないでいることがあり 
それは問い以前の状態にある 

みずからのうちに問いがないとき 
問われるものもそこには現れない 
投網をどこになげていいかではなく 
投網というものさえそこには存在しない 

たがいのあいだに共有される 
類推できる抽象化（カテゴリー）がないとき 
なにが言及されているのかさえ 
皆目わからないのも同様である 

似ているかもしれないと思えるだけでも 
そこには類推できる抽象化（カテゴリー）が生まれ 
なにがしかの問いをもつことができる 

問うことさえできれば 
そのWhatとWhyへと 
近づいていく可能性に向かってひらかれる 

そしてそのための 
意味の貯蔵庫としての抽象化（カテゴリー）を 
ゆたかに持っていればいるほど 
問いの可能性もまた拡がってゆく

とはいえその意味の貯蔵庫が邪魔をして 
すべてをその関係のなかでだけ 
類似としてとらえようとするあまり 
その範囲のなかで閉じたまま 
どこにもゆけなくなってしまうことも多い 

それに対したとえば禅問答は 
「類似と思考」の範囲では 
まったくとらえられない 
矛盾した問いそのものから 
ひらかれてゆかなければならない世界である 

創造的であろうとするとき 
知りたいことに対する問いによって 
あらたなものを導き出す場合と 
問いさえできない世界から 
問いを引き出すまでにいたる場合がある 
その二つの創造は似ているようで 
おそらくまったく異なっている 

想像力は死んだ 
想像せよ！ 
その想像の可能性からしか 
未知への創造的な問いは生まれない



「類似とは知りたいことを、それとよく似た既知のことにたとえて考えることを指す。認知科学における類推研究では、知りたいこと、あるいは未だよく知らないことをターゲットと呼び、既によく知っていることをベース（あ
るいはソース）と呼ぶ。そして「たとえる」は、ベースの要素をターゲットの要素に対応づける、あるいはベースの要素をターゲットにコピーすることと考える。このたとえる過程は、写像（mapping）と呼ばれる。この写像に
よって、我々はターゲットについて以前は知らなかったこと、あるいは気づかなかったことによって、何らかの推測や仮説を得ることができる。

　もちろん、あるターゲットに対してどんなベースからでも写像が行えるわけではない。したがって、写像が行われるベースとターゲットの間には何らかの関係がなければならない。これは通常ベースとターゲットの間に存在す
る「類似」と考えられている。つまりよくわからないターゲットと類似しているベースを探し出し、そのベースに含まれる大事な情報をターゲットに写像することを類推と考えるわけである。」


「認知科学というのも、類推を抜きには語れない。認知科学は、人の知性をコンピュータの情報処理のようなものとみなしている。人間が世界から受け取る刺激は、キーボードからの入力、人が頭の中で行うことはプログラムに
よる入力の処理、人の行為などはディスプレイなどへの出力と捉える。さらに、ワーキングメモリはＲＡＭ、長期記憶はハードディスクなどと考える。

（…）

　もっとも、こうしたコンピュータの情報処理に基づく類推は、仮説を立てる時に使われるのであって、認知科学の目標ではないことは付け加えておきたい。認知科学を発展させたのは、人間の情報処理とコンピュータのそれと
は同じであるという結果よりは、両者がひどく異なるという結果の方である。」


「実際に使われている比喩や類推のベースとターゲットは何らかの意味で似ている。したがって、ベースの検索において鍵となるのは「類似」である。つまり、類推においては、現在の問題、何らかの意味で状況と類似した経験
（あるいはそこから得られた知識）を長期記憶かた引き出してくることが必要となるのである。そこで「何らかの意味で似ている」の「何か」を明らかにしなければならない。」


「類推はベースとターゲットの間の写像であると言われてきた。ここでは、類推はこれらの間の二項関係として捉えられてきたといえよう。しかし、（…）類推はベースとターゲットとその二つを包摂するカテゴリーとの間の三
項関係として捉えなければならないことがわかる。

　これによってベースとターゲットはそのカテゴリーの事例という意味において同一であることが保障され、ターゲットをベースで置き換えて思考することが可能になる。ただし、カテゴリーと言うと、既に存在している自然種
や人工物などの分類的カテゴリーを指すために用いられることが多いので、以下では抽象化（abstraction）という中立的な用語を用いることにする。ここでの抽象化は、「抽象する」という行為的な意味合いはなく、「抽象され
たもの」という意味である。

　重要なことは、抽象化（カテゴリー）は意味の貯蔵庫であるという事実である。たとえば、ある対象が動物という抽象化に属することがわかれば、その対象の様々な性質−−−−自律的に運動する、呼吸を行う、死ぬ等々−−−−が
明らかになる。これらはすべてその対象の意味となる。我々が何の抽象化にも属さない事物を考えることができないのは、そのものの意味を知ることができないからである。このことからすれば、同一化のために抽象化を導入す
ることにより、同時にターゲットの意味も与えられるということになる。」


「類推は、それ以前には全く気づかれることのなかった構造が創発する認知メカニズムであるとされる。こういう次第で、類推は創造的活動の源泉と考えられている。このような類推の創造的性格を強調する立場からすると、準
抽象化によるカテゴリー的同一性を強調する本書の立場は、創造的類推とは無縁のものと考えられるかもしれない。

　ただし、そのような見方は創造について全く正当化されない仮定に基づいている。もしこの立場をとると、そもそも既有の構造を利用する類推は、発見、創造とは無縁なものとされてしまう。」

「ある種の創造は、特定の構造がそれ以前に用いられることのなかった場面で例化されることによって生み出されている。このような場合、構造自体は既知であるが、それでも十分に創造的であるといえる。なぜなら、類推以前
にはターゲットの構造は未知であったが、類推によってそこに新しい構造が生み出されているからである。

　（…）人は既存のものとの類似に囚われ、真に創造的なものを作り出すことができない。こうした制約をどのように乗り越えるかについて、スティーブン・スミスらは抽象的なレベルで特性を把握することの重要性を述べてい
る。」

「特定の具体的な事例を想起してしまうと、そこに強く引きずられた形でしか想像ができない。しかし、機能や条件を抽象化することにより、目標達成のための条件や、その多様な実現形態を幅広い範囲の探索を通して想像する
ことができ、結果として創造的なものを産出しやすくなるのである。」




☆mediopos-1982　　2020.4.20

■マーク・チャンギージー
　（石田英敬・解説／柴田裕之・訳）
　『ヒトの目、驚異の進化／視覚革命が文明を生んだ』
　（ハヤカワ・ノンフィクション文庫　2020.3）

わたしたちは 
あたりまえのように 
見るという行為を行っているけれど 
それは決してあたりまえのことではない 

目が色を知覚する能力を発達させたのは 
人の肌の色の違いを見分け 
その変化にともなった 
感情を読みとるためだという 
それを著者はテレパシーだという 

両目が前向きについているのは 
立体視できるということよりも 
両目から見える異なった視像から 
見えないはずのものを見るためだという 
それを著者は透視だという 

光が視神経を通って 
視知覚へと転換するには 
約〇・一秒かかるそうだが 
目は現在を見ているという 
それを著者は未来予見だという 

またわたしたちは 
表記された文字を読むことができる 
それは遺された文字ということからすれば 
死者の考えを読みとることでもある 
それを著者は霊読だという 

文字を読める力というのは 
決してあたりまえのことではない 
文字が読めるためには 
文字の表記が人間の目に合うように 
つくりあげられてきたからでもある 

言葉というのは不思議だが 
考えてみれば文字というのも 
まったく不思議な存在だ

著者は人間がつくりだした文字は 
同じような形態要素を組み合わせて 
文字の特徴要素をつくってきたという 
それはアルファベットでも漢字でも変わらない 
変わらないからこそ人間は 
訓練をすればそれなりに文字を読むことができる 

シュタイナーは人間には五感だけではなく 
それらを含む十二の感覚があり 
そのなかに言語感覚があるといい 
その対極には運動感覚があるのだという 

文字を読む／見るということを 
言語感覚と運動感覚に関連づければ 
文字は視覚の運動とでもいうものによって 
生成されてきていることがわかる 
視覚の運動に合うように 
文字は作られてきているということだ 

文字はまたその音と形ゆえに 
まさに運動する言語として 
宇宙の生成にも擬えられる 
まさにコトバである 

人間にはさまざまな感覚器官があるが 
目だけではなくその他の器官にも 
思ってもみない能力が潜んでいる 
たかが感覚ではなく 
まさにされど感覚なのだ



「この世界は私たちの目を形作ってきた。これは、すべての動物に当てはまる。働きの劣る目の持ち主は繁殖するのに苦労するように、この世界が取り計らってきたからだ。自然淘汰は人間の視覚の超人的な能力の源泉であり、
私が語った四つの超人的な視覚の話のうち、三つの中心だった。第１章で取り上げた色覚は、感情やそのほかの状態を肌から読み取れるようになるために選択された。第２章で取り上げた前向きの目は、見通しの悪い環境で透視
能力を使えるようにするために選択された。そして、第３章で取り上げた錯覚は、現在を知覚できるように選択された未来予見能力の結果だった。

　自然淘汰はあらゆる動物の目を形作ったが、人間の目には一つ、ほかの動物には見られない特徴がある。私たちの目は外に向かって働きかけ、世界を形作るのだ！　目は−−−−そして私たちは−−−−文化を通してそうする。つま
り、視覚の超人的な能力を進化させる第二の道があるということで、それは、この最終章での霊読に関する話を理解する上で決定的に重要になる。私たちは文化を通して、目に合うように周りの世界を変えられる。自然淘汰は、
目が自然界のものを上手に処理できるようにした。そこで、文化は自然界のものと似た特性を持つ視覚的記号を進化させた。目ができるかぎりうまく処理できるように。

　私たちの視覚の超人的な能力に共通しているのは、それがみな、自然淘汰を通してであろうが文化的淘汰を通してであろうが、進化の結果であることで、そのため、進化の文脈で視覚を調べて初めて、私たちの力の本質につい
てめざましい発見が可能になる。進化なくして画期的な変化はありえないのだ。」


（石田英敬「解説」より）


「本書は、四つの章から成っている。

　第一章「感情を読むテレパシーの力」では、ヒトが色を知覚する能力を発達させたのはなぜかが考察される。

　従来、霊長類の色覚が発達したのは、木の実を探したり葉を採集するためという考えが有力だった。しかし著者によれば、色覚は同類たちの皮膚が反射する光の波長分布（スペクトル）の変化を識別するために進化したの
だ。」


「第二章「透視する力」で問われるのは、なぜ人間の両眼は前向きについているのかだ。

　従来、両眼前方視は、立体視すなわち奥行き知覚に利があると考えられていた、

　チャンギージーが注目するのは、障害物にさえぎられながらも、その障害物を透視して、その向こうの知覚対象を見ることができる「透視能力」（…）である。

　わたしたちが両目で前方を見ているとき、それぞれの目には、自分の鼻の一部や（…）メガネのフレームの一部が視界に入っている。しかし、わたしたちは、それらの障害物を、もう一方の目からの視界に重ねることで半透明
化し視像を統合して両眼視の眺めをつくりだしている。わたしたちの自分の視点からの眺めは、視線をさえぎる障害物が見え消しされ、両目からの相異なった視像を統合した、（じつは存在しない）第三の目からのフィクション
としての眺めなのである。」


「第三章「未来を予見する力」では、これまで視覚心理学で研究されてきた、様々な「錯視」の問題に統一的な説明原理−−−−錯視に関する「大統一理論」−−−−を与えることが企てられる。

　視覚の始まりにあるのは、なによりも「運動」である。ヒトが光を受けてそれを神経組織が視知覚に転換するには、約〇・一秒かかる。知覚が成立するまでには、たとえ一秒に一メートルのゆっくりしたペースでヒトが歩いて
いても十センチ、バスケットボールの時速三六キロ（秒速一〇メートル）のボールを受け取る場合には一メートルの誤差が生ずる。ヒトの視覚認知は神経的に遅れて成立するのである。

　それゆえに、人間は現在を知覚するために未来を先取りする「未来予見」の能力を進化させてきた。ヒトの視覚は、知覚の神経的遅れを先取りして埋め合わせ、前方への動きにおいて現在時を先取りするメカニズムを備えてい
るのである。」


「図形の錯視の統一理論かた、文字シンボルの大統一理論へと向かうのは、第四章「霊読する力」だ。人間は自然界の事物を見るための視覚特徴をもとに文字をつくってきたのであり、それらの視覚特徴という観点から言えば、
人間はみな同じ文字を読み書きしているという、まったく驚くべき仮説が語られる。これを文字シンボルの「普遍分布」説という。

　世界には漢字やひらがな、アルファベット、ハングルなどさまざまな文字がある。フェニキア文字からアルファベットができ、漢字からカタカナやひらがなが生まれたという系譜はあっても、それぞれはみんな違う文字で、た
とえば漢字とアルファベットには何の関係もないと思われてきた。しかし、チャンギージーによれば、そうではない。世界中の文字はみんな同じ文字で、ヒトはみな同じ文字を書いている、というのだ。

　世界の文字を基本的な形態要素に分解して、周期表のような表に並べてみる。すると、世界のすべての文字は三ストローク（字画）以内で書くことができる形態要素からできていることがわかる。

（…）

　人間は自分たちが自然界のなかに事物を知覚する手がかりになる特徴をもとに、同じような形態要素を組み合わせて文字の特徴要素をつくってきたのである。

　このチャンギージーと下條の普遍分布仮説は、文字理解にとって革命的なインパクトをもたらした。なにしろ、それまでバラバラに存在していると考えられてきら世界の文字が、じつはまったく同じ要素から成り立ち同じひと
つの原理に従っていることが分かってきたのである。二十世紀の言語学では、ノーム・チョムスキーが多種多様な世界の言語はじつは同じひとつの生得的な普遍文法に従っているという生成文法を提唱したが、チャンギージーや
下條の研究によって、こんどは文字に関して普遍的な生成原理が見えてきたのだ。」




☆mediopos-1983　　2020.4.21

■﨑川修
　『他者と沈黙／ウィトゲンシュタインからケアの哲学へ』
　（晃洋書房 2020.3）

語り得ぬものについては 
沈黙しなければならないが 

語り得ぬものは 
沈黙のなかで 
聴き取られなければならない 

かつていたひとがいない 
いないけれどいる 

いないひとは 
沈黙のなかで語っている 

それをともに聴き取ること 
共感でも連帯でもなく 
その沈黙を共聴すること 

それは 
あるものにないものを聴き取り 
ないものをあるものに託し 
世界を修復する力とすること 

ひとはひとりで生まれ 
ひとりで死んでゆく 
だれもそのひとりとともに 
あることはできない 

けれども 
ひとりがひとりのかたわらで 
ともにうたを聴くことはできるだろう 
沈黙のなかで響いている 
うたを聴き取ることはできるだろう 

語り得ぬものについて 
語ることはできない 

けれど 
語り得ぬものと 
ともにあることはできるだろう 

沈黙のなかで 
他者とともに 
うたを聴き取るように



（「はじめに」より）


「ウィトゲンシュタインが「ケアの哲学」と結びつけて論じられることは、これまであまりなかったことのように思われる。しかし、ケアについて考えるためには、その営みの持つ「言語ゲーム」としての性格を正しく把握しな
ければならない。また、ケアの概念を看護や介護などの「専門知」へと落とし込むのではなく、私たちが他者とともに生きる日常の「生活知」として浮かび上がらせるためには、後期ウィトゲンシュタインの眼差しがぜひとも必
要である。

　また、ケアについて考えることは、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」という視点が切り開く思考の可能性を、彼の哲学の抱える内在的な問題点を補いつつ、的確に描き出すことに繋がるだろう。とくに「グリーフケア」
をめぐる議論は、その扉を開く鍵となりうると、筆者は考えている。」


（第１章「他者と沈黙」より）


「対話を生み出すために必要なのは「沈黙」であるように思われる。もちろんそれは「おわり」としての沈黙ではない。むしろそれは「すでに語りうるもの」としての自己の語りをいったん埋葬し、その場所を「未だ語りえない
もの」すなわち他者の語りのための「時間」として空け開いておく、そのための沈黙なのである。

　このとき、言語的ニヒリズムはひとつの「方法」へと彫琢される。それは沈黙を媒介にした、言語的現実の「死と再生」の経験を開く。そしてこのことによって、世界はまさに「時間」をその豊穣さとして受け取ることになる
だろう。すなわち、死を挟んで対峙する過去と未来という「奥行き」と、そこを往来する無数の死者の戯れと言葉が、日常の言語ゲームの細部に密やかに浸透し、生命を吹き込むように思われるのである。」


（「第７章「沈黙をともに聴く」より）


「私たちが去りゆく死者と再会する場所、それは沈黙を通じて発見される「世界」にある。死者たちは決して土の中に眠っているのではなく、私たちを沈黙のうちに支えている「言葉」というダイナミズムの中で、世界に連なっ
ているのである。私たちの脆弱な生命は、決して自分だけの力で持続されているのではなく、大地に育まれる食物、循環する水と空気、そして「言葉」の流動に貫かれて、その日を生き延びている。それはつまるところ、私を活
かす＜いのち＞なのである。」


「相見えているときには、その「目に見える」姿と活動によって隠されている、その人が「ただ存在していること」の尊厳は、失われたときにようやく気づかれるものでもあるだろう。そして、その気づきを通して私たちは＜語
る＞ことと＜呼ぶ＞ことのはざまで沈黙している「世界」とそこに存在する「他者」の存在価値にも思い至るのである。それらは静かに私たちを支えていて、声高に存在を主張することがない。だから、それに気づくためには、
私たち自身がそれを聴き取る「耳」とならなければならない。

　聴き取ることは、決してただ感覚的な美や刺激を受容する受動に終わるのではなく、むしろそれを意思によって保持することで、そのままでは凝固し沈黙している世界を呼び覚まして生き生きと語らせることである。それを別
の言い方に置き換えれば、＜うたう＞ということになるだろう。＜うた＞の治癒力は、感覚と表現のカタルシスではなく、「あるもの」に「ないもの」を聴き取り、「ないもの」を「あるもの」に託すことによって、世界を修復
する力である。」


「できるのは「ともに聴くこと」である。苦悩の中にある人は、その重さに耐えかねて、頭を抱え耳を覆ってしまう。そんなときに余裕のある仲間が、自分の辛かったときにどんなことが支えになったかを思い起こし、傍らでそ
れをそっと指さす。苦しみを忘れるような麻薬ではなく、痛みを痛みとして受け入れ、肯定しながら、しかもぞれを孤立した事実ではなく、世界へと環流する風景として描いてくれるような何事か。」

「それを例えば「耳のナラティヴ」と呼んでみてはどうだろうか。ナラティヴ・アプローチにおいても、真に重要なのは＜語る＞言葉ではなくて、語られた言葉と距離をとってそれを受け取り直すような＜うた＞を導き出すこと
である。援助者はそのために、相手の言葉を聴きながら、その語られた言葉を「共聴」しつつ、新たな世界の眺望をともに発見してゆくのである。その意味でナラティヴは「耳をして世界に語らしめる」方法であるはずなのであ
る。

　ただし、これを安易に「共感」や「連帯」として理解することを、私たちは注意深く拒否しなくてはならない。もう一度、石原（石原吉郎）の言葉に耳を傾けよう。


　　まず連帯とは、＜すでに失われたもの＞であるという認識から出発しなければならない。そして、失われたものの回復は、一人の人間から始まり、一人の人間で終わる。（「一九六三年以降のノートから」石原）


　一人の＜ひと＞の傍らに、もう一人の＜ひと＞がいたということ。その峻厳な事実を見守り続ける「やさしさ」を持ちたい。」




☆mediopos-1984　　2020.4.22

■トトアキヒコ／千田愛子
　『人生を彩る文様／
　　　　京都「雲母唐長」の唐紙とインテリア』
　（講談社　2020.4）

文様は 
生きた文字 
文字の姿は 
神々の象 

その象を 
板木にうつし 
板木から 
唐紙へとうつす 

花の神 
鳥の神 
水の神 
雲の神 

モノに 
タマは宿り 
タマに宿る神は 
カタチとなり 

カタチは 
文様となり 
文様は 
祈りとなり 
祈りは 
紙に宿り 

人の想いは 
時を重ね 
記憶を深め 
文様は詠い 



「雲母唐長（きらからちょう）」は、唐紙を通じて、また文様と色の世界を通じて、人々の幸せと世界の平和を願っています。

　唐紙は、単なる紙ではなく、神さまの宿る紙であると雲母唐長は伝えています。

　文様を紐解けば、神さまが宿ること、また、人間の祈りや物語の歴史が潜んでいます。文様が彫られた板木は、先祖代々長い時間をかけて、天災や戦火、時代の変化などから文字通り命がけで守り続けられてきました。人々が
祈りを宿した文様の物語や歴史の息づかい、先祖が守った力の息づかい、それらが降り積もる時間の蓄積とともに板木に宿り、奇蹟の一枚として存在します。今を生きる人間として、今の時代の息づかいとともに板木に手を添え
るのです。３つの息づかいが交わり、心を込めてうつしとれた時に、この世に美しい唐紙が誕生します。それは「気配のある唐紙」となり、単なる装飾紙や材料、デザイン、他とは似て非なるものとなり、唯一の価値を持つ唐紙
となるのです。

　雲母唐長は、寛永元年（1624年）創業、日本でただ一軒、江戸時代から続く唐紙屋を継承しています。一軒だけ続いた、この奇跡ともいえる比類なき四百年の時間としての価値が暖簾には宿り、守られていると感じます。」


「日本の文様には、はるかペルシャからシルクロードを経てもたらされたオリエンタルな文様、自然を象ったもの、神仏にまつわる宗教的な記号、近世に入ってからは歌舞伎由来の文様も登場しました。そうした文様には、意味
や由来があります。日本人はそれを着物は調度品に用いて、人生の節目を乗り越え、四季折々の歳時記を楽しんできたのです。唐紙が最初に普及したのは、平安時代に和歌を書くための装飾紙「料紙」としてでした。日本美の本
質である和歌、言霊の世界を支えるものとして唐紙の歴史は始まったといえるでしょう。

　日本には、八百万の神信仰があります・葉っぱがゆれ、風が通ったら風の神さまを感じ、石ころひとつにも神さまが宿る、そんなアニミスティックな（精霊崇拝的な）心情が、日本人の美意識の根底にあり、心の豊かさにつな
がってきました。ある日、文字と同様に文様には呪能が宿ることに気づいたことから、雲母唐長では、唐紙の伝え方も制作の仕方も変わることになります。

　唐紙を祈りの風景として伝える、それが、雲母唐長が抱いている想いです。代々伝えられた板木に触れるたび、文様が語りかけてくるかのように感じるのです。

　どの文様にもメッセージや物語と魂が宿り、単なるデザインという言葉では表せません。そして代々守られてきた板木には、文様の神々が潜み、人間の祈りが宿ります。そこには先祖の力も加わり、諸々の目に見えぬ力を帯び
た板木から、心を込めて文様をうつしとることこそが雲母唐長の唐紙なのです。」


「ぼくは、文様がもともと持っていた力を解き放ち、あらたなメッセージを生み出す試みにも取り組んでいます。

　例えば、流水は流水、星は星、龍は龍の文様として伝えてきたのが従来の唐紙ですが、ぼくの場合は、水面に星をうつし、そこに龍を描いて『星に願いを』という作品になります。渦の唐紙は、その規則性に変化を与え、エネ
ルギーを象徴する渦をランダムに配してうねりを与え、その不揃いな絵の具の表情が特徴となります。意図しないことを意図する、無我の境地から生まれることを願った唐紙は、水の神さまとともに手がけたと考えて、水の神さ
ま、ミズハノメから『ミズハ』と名付けました。抽象でも具象でもない文様を重ねて意味と意味を結んでゆき、物語を生み出すことによって、唐紙にポエジー、詩情を与えたかったのです。心象風景を唐紙に写すことは、前人未
踏の試みとなりました。

　唐長の唐紙は、その歴史の中で、幾多の文様を通して人の暮らしにしあわせをもたらしてきました。今それを、現代の世との接点をつくりながら、祈りの文様をさまざまなものに乗せて発信する、日本の伝統工芸の美と価値を
編集して、人をしあわせにする唐紙を世界へ届けることが、次世代を担う者の使命だと考えています。

　今は唐紙に、時間と想いを宿すという哲学的なアプローチを試みています。時間とは、記憶と言ってもいいかもしれません。ぼくにとっては気配や面影、記憶が宿る美しい唐紙が最上であり、その風景を日々追い求めていま
す。」




☆mediopos-1985　　2020.4.23

■真銅正宏『匂いと香りの文学誌』
　（春陽堂ライブラリー 2019.10）
■千早茜『透明な夜の香り』（集英社 2020.4）
■ルドルフ・シュタイナー（高橋巌訳）
　『神秘学概論』（ちくま学芸文庫 1998.1）
■アルバート・ズスマン（石井秀治訳）
　『人智学講座 魂の扉・十二感覚』
　（耕文舎＋イザラ書房 1998・春）

匂いは永遠に記録されている 

偽物の匂いだけしかわからず 
匂いを消してしまおうとして 
匂いがわからなってしまうとき 
人は人であるための 
大切な永遠を失ってしまう 

音にも匂いがある 
音楽を聴くと 
そこから匂いたつものが 
音楽を生きた音楽にする 
好きな音楽からは 
芳しい匂いが流れてくるけれど 
匂いのない音楽から永遠は響いてこない 

言葉にも匂いがある 
言葉にふれると 
そこから匂いたつものが 
言葉を生きた言葉にする 
真実の言葉からは 
奥行きのある匂いが香ってくるけれど 
匂いのない言葉から永遠は響いてこない 

嗅覚は人間にとって 
もっとも原初的な感覚であり 
すべての生命的な感覚の 
源になっているということでもある 
嗅覚の本来的な力を失ったとき 
ひとは生きる力を失うことにもなりかねない

嗅覚はこれから進化していく人間にとって 
「大地を水で潤す能力、大地を救う能力」として 
新たに形成されなければならない感覚でもある 

その基本にあるのは 
ほんらい感じられるはずの善悪を嗅ぎ分けること 
それは偽物の善悪としての道徳に 
外的に従うようなものではない 
偽善はむしろ善を根本から損ない 
自由を疎外してしまうことになるのだから 

美しい匂いは 
偽物の香水のような作られた匂いではない 
存在の深みから立ちあがる香りである 
大地とともにありながら 
高次の自然をも創造し得るように 
その香りを味わう力の育つ嗅覚でありますように 



（千早茜『透明な夜の香り』より）


「「それはね」と、朔さんが目を細めた。

「香りは脳の海馬に直接届いて、永遠に記録されるから」

「永遠、ですか」


「「先生はどうして彼女が嘘をついているとわかったんです」

「匂いで」と新城は私の鼻を指した。

「信じるか信じないかはあんた次第だけど、嘘は嫌な臭いがするらしい」」


（真銅正宏『匂いと香りの文学誌』より）


「坂口安吾の「青鬼の褌を洗う女」は、まるでエピグラムのような、以下の言葉で始まる。


　　匂いって何だろう。

　　私は近頃人の話をきいていても、言葉を鼻で嗅ぐようになった。ああ、そんな匂いかと思う。それだけなのだ。つまり頭でききとめて考えるということがなくなったのだから、匂いというのは、頭がカラッポだということな
んだろう。」


「道徳は、匂いという言葉とともに、徹底的にモイラに嫌悪されている。


　　モイラの心を蔽つてゐる硝子が、特に手ひどく跳ねかへすものに、道徳の匂ひが、あつた。（略）

　　道徳の匂ひをさせているものを、モイラはすべて嫌悪した。（略）浄らかな、＜聖なる人々＞が、道徳の匂ひに目鼻を弛め、またたびを嗅がせられた猫族のやうな恍惚を示すのとは反対に、モイラの胸は嫌悪で硬くなるので
ある。（略）動物的な本能で、モイラは道徳の匂ひをさせ、道徳的な面を被つてくるものに、反抗した。贋ものの匂ひのする道徳を、（略）モイラは嫌悪した。道徳の匂ひのする人間、さういふ人間の皮膚や爪、着てゐるもの、
すべてに向つて、モイラの心の中にあるものが反撥した。（略）

　道徳は厭な匂ひがした。モイラに向かってくる道徳的雰囲気は、モイラの嫌ひないなや匂ひのする食物に似てゐた。−−−−（森茉莉「甘い蜜の部屋」）」


「山縣煕は、「「匂いの美学」再論」（『文学』平成一六年九月）において、次のように述べた。


　　「匂い」について考える学問は、体系化の対蹠にある。体系的な学問としては困難かもしれない。しかしこの原初的で身体的な感覚は「学問」の根拠を問うことを可能にする。そしてそれこそが冒頭に挙げたデュフェレンヌ
の「美学の目標」に応えることではなかろうか。そしてそうした美学の努力目標は「根源的なものを把捉すること、すなわち美的経験の意味そのもの、美的経験を根拠づけると共に美的経験が根拠づけるものを把捉することであ
る」と続けて、デュフェレンヌは述べている。原初的でしかありえない「嗅覚」の意味はその点にこそある。そのとき「匂いの美学」の可能性を問う困難は、「匂いの美学」がもつ様々な可能性を語る楽しみへと変様する。」


（シュタイナー『神秘学概論』～「宇宙の進化と人間」その４　土星紀」より）


「現在の人間においてもまだ萌芽的にしか存在していないもの、つまり「霊人」（アートマ）への最初の萌芽が与えられた。超感覚的な認識能力にとって、この暗い人間意志は、（土星）の内部へ向けては、「嗅覚」と比較され
るような作用となって現れるが、その同じ作用が外なる天空へ向けられると、まるでひとつの人格のような現れ方をする。しかしその人格は、内なる「自我」によって導かれているのではなく、機械のように、外から制御されて
いる。そしてその制御の主体が「意志霊」なのである。」


（アルバート・ズスマン『魂の扉・十二感覚』より）


「善悪に関する深い概念もまた、私たちの鼻のなかに隠れているのです。これは動物の本能にとっても言えることです。動物は、彼らにとって何がよくて何がよくないのかを正確に知っています。彼らはそれを本能的に知ってい
るのです。彼らが生きのびることができるかどうかは、彼らの知恵によっているのです。」


「核エネルギーの問題にしても、あるいは環境汚染の問題にしても、もはや私たちは今までのように、私たちの大脳の為すがままにしておくわけにはいかなくなっています。まさにそれらの問題は、効率の良し悪しの問題ではな
くなっているのです。このように考えるなら、今日ではすべてが道徳的な価値にかかわっていることが分かります。私たちは、物事にまさに道徳的にかかわっていかなければならないのです。これが意識魂の特徴です。人間は新
たに、自ら獲得する本能、新たな嗅覚器官を培っていかなければなりません。つまり、二枚の花弁の蓮華をです。私たちの未来は、このことに依存しています。私たちの時代の道徳と不道徳とのあいだに、大きな闘いが繰り広げ
られることになるのです。」


「私たちが嗅覚について語ってきたことは、みずがめ座に関連しています。みずがめ座は獣帯のなかの人間の像なのです。私はすでに、鼻は人間的である、鼻は人間であると言いました。自然にまるごと結びつけられている本能
から独自に判断する個我へと到るまでの進化過程が、この器官に刻印されているのです。この器官には、新たに形成されつつある器官、つまり二枚の蓮華と共に、善と悪を見分けられるようになるために最後まで残された本能と
しての嗅覚能力が与えられています。そして、この新しい器官をもって善悪を判断することができるようになれば、人間は、大地を水で潤す能力、大地を救う能力をもつようになるでしょう。みずがめ座は、進化していく人間の
似姿なのです。」




☆mediopos-1986　　2020.4.24

■『重森三玲／庭を見る心得』
　（平凡社 STANDARD BOOKS 2020.4）
■水野克比古『重森三玲の庭園』
　（光村推古書院 平成27年2月）

作庭は 
石のかたちと色を 
小宇宙で活かす 
高次の自然への営み 

そして庭園は 
自然をうつす 
祈りのかたちとなり 

自然のなかに存する神々は 
庭園のなかで 
超自然の姿をあらわす 

その美しき抽象は 
超自然を生きる 
永遠のモダンである 

ひともまた 
生のなか 
心のなか 
言葉のなかに 
永遠のモダンとしての 
庭を作らねばならない 

その美と永遠の庭で 
ひとは高次の自然の世界へと 
生きはじめることができる



（『重森三玲／庭を見る心得』～「林泉新茶月抄（春風遅くとも開花する）」より）


「庭園がなぜ自然の素材によって発生したのか、そして、なぜ自然の素材に今日まで依存しているのか、なぜ依存しなければなたないほど美しいのか、美しいものとして受取っているのか、石がなぜ美しい
と見られるのか、そしてその石を組むことによって、なぜ美が成立するのか、池庭がなぜ美しいのか、枯山水が一般になぜ喜こばれるのか。」

「一個の庭石は、石自ら最高の美を具現しようと思っているの違いない。一個の石の最高に美しい姿が把握できるまでは、その石に手をかけてはならない。その石と作者との呼吸が合致したときに、石は
自ら動くのであり、作者も亦石の命のままに、最高の美を表現してやれるのである。

　そしてその石の美しさは色であり形であるが、その色や形は自然のもつ千変万化であり、人間の技術では遠く及ぶべくもない深さをもっているからである。人間の技術の及ばないものが、人間の技術に
よって支配されるところに、更に石の美が存在する。石の美はあってなきもの、なくてもあるものということになる。

　庭は、自然に依存すると同時に、自然と対決することである。自然の条件を、芸術の条件に飛躍させることである。「作庭記」の『乞はん』という文意にはそのことが含まれている。石そのものの要求を
入れてやること、即ち自然の条件を入れて、これを芸術の世界に結びつけることである。春色遅うして、漸く開花を見るの感がある。」（一九六七年　七一歳）


（『重森三玲／庭を見る心得』～「庭における永遠性」より）


「日本の庭は、最初に自然があった。それは人間の越えることのできぬ偉大なもの、そして美しいものであることを知っていたからである。日本民族は、その初期において、天にある神を信じていた。日本
の神は人間の理性や感情から出たものではなく、自然の中にあるものと信じていた。それは自然が同時に神の存在であり、自然と神とを同一視していた。自然の中にある神をまつることは、自然の中に共に
まつることであった。東天に昇る太陽を崇拝し高山や森林を崇拝し、巨石や群石を崇拝し、大海を神格化した。太陽信仰は、朝廷という政治に具現され、高山は築山に、森林は神籬に、巨石や群石は天津
磐座や磐境に具現された。やがてそれは庭園発想の根源になったのである。

　日本の庭園は、最初に自然があったけれども、やがてそれが芸術行為に移行する具現の実想にあっては、必ずしも、自然の状態をそのまま写実的に、または自然主義的に模写することは不可能であること
を知っていた。当然の結果として、縮景や、再現や、抽象の形をとらざるをえなかった。したがって、あくまでも自然を基本としながらも、超自然の領域にまで出ていったのであった。」


「自然の美が理解できればできるほど、自然の美には手も足も出ないし、人間に許される範囲においてのみ、別な自然を創作しなければならない。自然の美を忠実に表現しようとすれば、このような別な領
域においてのみ構成できるのである。そこに古庭園に見られる大きな抽象があった。」


「自然が永遠の存在であることによって、自然を基本とする庭は永遠である。永遠を作り出す作者も、同時にこの永遠を目指しているのであり、それを自覚しなければ作庭は不可能である。龍安寺の石庭は、
自然を抽象化に導くと共に、永遠のモダンを構成している。銀閣の銀沙灘や向月台の盛砂も、同じく永遠のモダンである。作者が、何かしら永遠に生きようとしている態度が、永遠のモダンとなったのであっ
た。そして庭における永遠性は、自然を超自然の世界にもってきた場合にのみ、その永遠の中にモダンが出現する。むしろこの永遠性は、モダンであってのみ永遠といえるものであって、モダンのない永遠
はありえない。それは、その時々に滅びる程度の作品にあっては、それ自体が滅びるのだから、永遠はあり得ないことになる。永遠のモダン、それのみが永遠に生きるものであり、そのモダンは永遠に腐朽
しないことによって、永遠性がある。」（一九六八年　七二歳）




☆mediopos-1987　　2020.4.25

■中沢新一・山極寿一
　『未来のルーシー／人間は動物にも植物にもなれる』
　（青土社 2020.3）

コロナウィルス現象のメタファーとはなにか 

群れないことを強いて 
「点」であれと命じている 

線や面であるのではなく 
「点」であることを前提に 
ネットワークせよと命じている 

そしてそこに「中心」はない 

それぞれの「点」が「点」でありながら 
「秋深し　隣は何を　する人ぞ」と 
じっと隣の人に 
耳を澄ましていなければならない 

華厳である 

しかも 
ウィルスは単なる生物でさえなく 
それがそれぞれの「点」へとうつり 
そのなかでさまざまに変異していく 

縁起の演技である 

そしてそれが 
ウィルスの主語的世界ではなく 
人の主語的世界でもなく 
きわめて述語的な場のなかで 
さまざまに演じられていく 

人はそうしたメタファー的世界のなかで 
「生身の身体」を扱っていかなければならない 

分かれることで 
むすびなおす 
そのことを 
生きた身体をもって 
どれだけ経験できるか 
それが試されているのではないか 

感染し感染させられる可能性や 
重傷化し死を伴う可能性があること 
資本主義が崩壊するかもしれないこと 
そうしたさまざまなことは 
新たなものを生み出すための経験へと向かう 
現象のひとつとしてとらえるのが良いのではないか 

ひとは 
「秋深し　隣は何を　する人ぞ」と 
「仮定された有機交流電燈のひとつの青い照明です」 
（あらゆる透明な幽霊の複合体） 
「風景やみんなといっしょに 
せはしくせはしく明滅しながら 
いかにもたしかにともりつづける 
因果交流電燈のひとつの青い照明です」 
（ひかりはたもち　その電燈は失はれ） 



「山極／私は、神社やお寺に行くことの意味は、仏像と出会うということだけではなくて、自然のなかに包まれてある自分というものを感じられるということだと思います。」

「中沢／それが先ほどの、主語の世界と述語の世界とも関わっていて、ヨーロッパでは述語の地位に落とされた累々たる敗者の屍の上に、主語となった勝利者が自分たちの歴史を語っていきます。勝利者の
歴史は、どうしても主語の歴史になってしまいます。ところが日本人は、主語を取り囲んでいる環境に散らばったおびただしい敗者たち、述語となり主体性も奪われてしまった者たちのいる広い世界のほう
に、世界の原動力を見ている傾向が強い。勝者だけがすべてではないという見方が非常に強いのではないかと思います。述語世界の闇の中に消えていった敗者に語らせるという文化は、古代からずっと重要
な宗教的ジャンルであり芸術的ジャンルでした。」


「山極／私は「第二のジャポニズム」で、そのような思考形態が急速に浸透していくのではないかと思っています。たとえば村上春樹さんの小説が、どうして世界中でこれほど熱心に受け入れられるのかと
いうと、現実世界を軽々と越えてしまうからだと思います。あるいは異世界、並行世界があるとか。『羊をめぐる冒険』がまさにそうですが、人間と動物の境界も軽々と乗り越えられてしまいます。これは
マンガでも同じです。そうすることによって、自分という束縛から逃れることができるわけです。

　インターネットの時代がそれを可能にしている側面もあります。したがって、とくに若い世代がこのような感覚に慣れてしまったと思います。少し観察すれば、そういうアイデアが飛び交っています。そ
れをやりやすいのが、もともとそういう文化を持っていた日本であった。西洋世界では、自分という即べくから抜け出すためには、神に赦しを得なければなりませんでした。日本では、ハエに変身して噂話
を聞きにいくという昔話もあるくらいです。」


「山極／日本人は、動物に人間と同じ心があることを認めているわけではなく、ただ連続していると考えています。欧米では、人間と同じという発想だから、すぐに過激になってしまうのかもしれません。
クジラやイルカといった哺乳類を、人間と同じ存在なのだと考える。日本人の自然観と似ているようで違うのです。

中沢／日本人は、違うものがあっていいという発想なのですよね。違うことを分かったうえで、その二つを結びつける。縁起の思想がまさにそうで、違うけれどつながっていて、底では同一のものが動いて
いるという考え方です。

山極／欧米における動物の思想は、つねに人間のほうが上で、動物を救おうという発想になるわけです。日本の発想は、個々の命はあり方が違う、だけどつながっているというものです。彼らには彼らの命
と生活がある。そういう意味ではエクスキュル近いと言えるかもしれない。そういう命の網の目のなかに人間もいて、人間も数ある命のうちのひとつにすぎないという発想であって、決して救おうという話
ではないのです。」


「中沢／私がレンマ学でやりたいのは、実証科学では扱われなかった動物のインテリジェンスの問題を取り上げ、インターフェイスを主体に立てるレンマ的論理が可能であることを示すことです。

　これまでの厳密科学でそこに近いところまでいった人は何人かいると思います。日本人では岡潔がその筆頭ではないかと思っています。岡潔の晩年の講演をこの頃まとめて読んでみたのですが、その頃彼
は光明主義という仏教の教えに深く入れ込んでいます。光明主義は仏教の瞑想法のグループなのですが、仏教がいう森羅万象が共鳴し合うという状態を脳のなかに再現しようとしていました。岡さんはそれ
を通して自分の仕事を見て、自分がやってきたのはこれだったのだと改めて仏教論理によって語り直すようになります。岡さんは、宇宙全体が共鳴し合って、反響し合い、変化していくというありかたその
ものをベースにした数学をやろうとしてきました。岡さんの最大の功績は、「不定域イデアル」、すなわち「層」の理論だと言われています。層の理論をよく見てみると、岡さんの捉えていた宇宙観がはっ
きり表れています。岡さんは、自分の理論と、松尾芭蕉の「秋深し　隣は何を　する人ぞ」という俳句がよく似ているとしばしば語っています。芭蕉も、いろいろなものがつながりながら、共鳴し合いなが
ら、宇宙をつくっていく様子そのものを俳句に詠んでいます。「秋深し」、底なしに深い秋に、「隣は何を　する人ぞ」とじっと耳を澄ましている。おそらく隣の人も、その隣の人に耳を澄ましているわけ
です。そういうふうに、人間同士が直接コミュニケーションするわけではないのだけれど、幽き響きを通じて局所的コミュニケーションをとりながら、大域にちゅながっているということを芭蕉は言おうと
していて、それを数学の中で実現しようとすると、層の理論となると岡さんは考えています。

　岡さんは、自分の論文が英語に訳されるときに、自分の考えはおそらくヨーロッパ人にはわからないだろうと書いています。実際、岡さんの「不定域イデアル」の理論はすぐに合理化されて、「層」の理
論につくり上げられ、それが一人歩きしていきました。本当はもっと違う宇宙観を背景にして生み出したものだったのですが、ヨーロッパ人はそれが新しい便利な数学の方法であるということに気がつい
て、それを合理化してしまうのです。岡さんからすれば、それは違うよと言いたかったと思います。岡さんは厳密数学を使いながら、「秋深し　隣は何を　する人ぞ」という東洋的な世界観を表現している
わけですから。」


「中沢／ある意味、世の中は華厳に向かいつつあるというのが私の実感です。先ほども申しあげた「事理無礙法界」です。インターネットのあり方も基本的にそうなっていると思います。資本主義を根本的
に変えていくのは、革命ではなくて、そちらなのではないかと思います。

山極／現代はネットワーク上のつながりなので、線や面ではなくて、「点」なのです。優位性が生まれない、中心が生まれないというつながりが、いま現実に起こっていると思います。けれども、皆なまみ
の身体を持っているわけで、自分というものを無理に出そうとすると炎上してしまう。あるいは関係をあえてつくろうとすると炎上してしまう。ネットワークというのは、情報交換をするにはとても良いの
ですが、過剰に踏み込もうとするとおかしくなってしまいます。

　そこがこれからとても重要です。ようやく、しがらみのない「点」として、演技的な空間をネットワーク上はつくることができたのですが、生身の身体をこれからどう扱っていくかが課題だと思います。」




☆mediopos-1988　　2020.4.26

■J.C.クリアリー（柏木栄里子訳）
　『禅の夜明け／敦煌で発見された初期の禅の文献』
　（ナチュラルスピリット　2019.9）
■小川隆『中国禅宗史／「禅の語録」導読』
　（ちくま学芸文庫 2020.4）
■鎌田茂雄『中国の禅』
　（講談社学術文庫513 1980.8）

ぼくの勝手にイメージしている 
じぶんなりの神秘学徒は 
禅者でありながらスーフィーであり 
それが高次の自然学を遊びながら 
ポエジーを詠っている… 
というようなよくわからないものだけれど 
それだけに禅への関心は尽きない 

禅とは 
言葉で説明することなく（不立文字） 
心に直截働きかけることで（直指人心） 
みずからが仏性を見出すように（見性成仏） 
導くための道である 

とはいえ 
最初の達磨はインドの人だけれど 
中国では現実肯定的なかたちで発展し 
同じ禅でも異なった姿をとることになる 
さらに唐代禅と宋代禅では 
随分と異なった展開を見せることになる 

禅の歴史をたどれば 
達磨は釈迦の後を継いだ摩訶迦葉から 
数えて第二十八祖だとされ 
そしてその後 
達磨からはじまる禅の最初期から数えて 
第五祖とみなされている弘忍から 
第六祖となる際 
慧能の「南宗」と神秀の「北宗」に分かれる 

慧能の「南宗」は頓なる悟りを説き 
神秀の「北宗」は漸なる悟りを説いたとされ 
互いに排斥しあっていたといわれていたが 
二十世紀初頭に敦煌で見つかった禅宗初期の文献からは 
その両者は実際には互いに補い合う関係にあったことが 
示唆されているように歴史の見方は随分変わってきている 

現在まで主に伝わっている禅宗は 
慧能からはじまる「南宗」で 
そこからさらに 
南岳懐譲の「南岳」系と 
青原行思の「青原」系にわかれ 
「南岳」系からは馬祖が 
「青原」系からは石頭がでて 
ぞれぞれの門下からすぐれた禅者が輩出し 
禅の黄金時代が築かれることになる 

馬祖系の禅は 
ありのままの自己をそのまま肯定し 
石頭系の禅は 
ありのままの自己とは別次元に 
本来の自己を見出そうとする 
その二つの系列が主となって 
その後の禅の思想史は展開していく 

中国の禅で重要なのは 
現実はどこか別にあるものとしてとらえるのではなく 
まさに日常のいまこのありのままの姿を 
不立文字で直指人心し見性成仏することである 
ゆえに日常の一挙手一投足や生活そのものが問題となる 

現代のニューエイジ的な「ありのまま」の陥穽のように 
ともすれば現状肯定に堕しただの日常肯定主義になり 
そのなかにほんらいの真面目に目覚めることこそが 
重要であることが忘れられるのではないか 
そうしたことが上記の 
馬祖系と石頭系の立場の相違する点だともいえる 

さてそうした唐の時代の禅を過ぎると 
組織化が進み宋代禅が展開していくが 
日本で禅とされているのは 
主に宋代以降の「公案」禅と 
そこから発展した白隠禅であるという 

「始めから意味が落剥し論理を切断された 
不可解なコトバのカタマリ」である公案を 
論理を超えて「大悟」へと 
命がけで跳躍することが求められるのだ 

けれどおそらくは 
多くのばあいそれはただ組織のなかで 
儀式化されるばかりではあるあろう 
「大悟」ではなく 
「大愚」にもなれない「大誤」でしかない 

禅は禅として 
たしかにその型は存在しているだろうが 
禅と禅宗とは異なり 
宗としての組織には 
それなりの役割があるとしても 
組織化されたところで失われるものは少なくない 
というよりも肝心なところが失われてしまうことになる 

その意味でも禅の歴史を辿りながら 
そこで創造されてきたもの失われてきたもの 
そうしたものを辿ってみることで 
見えてくるものもまたあるのではないか 

鈴木大拙は一九五〇年代に 
中国の胡適という禅の歴史家と論争し 
歴史の背後にある主役こそが重要だと論じたようだが 
それでも上記でふれた 
敦煌の禅宗初期の文献から見えてくる歴史からは 
ずいぶん重要な示唆を受けてもいるのだから



（鎌田茂雄『中国の禅』より）


「中国の仏教史は大きく二つに分けられる。隋唐以前と以後である。隋唐以前には仏教がインドから伝えられたが、十分に中国人の血肉とはならなかった。いわば輸入仏教であった。それは現実の否定に重点が置かれた宗教で
あった。隋唐以後から宋代になると、中国人はインドの仏教を中国人に適するように作りかえた。現実をすべて肯定する積極的な、おおらかな世界観を持った仏教を産んだ。哲学的な仏教としては華厳哲学がそれであり、実践的
なものとしては禅が生まれた。禅は老荘とインドの仏教とが融合して創造された中国独自の宗教といえる。

　禅は中国から日本へ伝えられたが、日本人の創造した日本の禅は、中国の禅とはまた異なったものを持つ。日本の禅は、〝わび〟〝さび〟の日本文化と融合しながら独自の展開をしめした。中国の禅はどこまでも中国人の宗教
意識の中から生まれたものであり、中国人の生き方、ものの考え方と無縁なものではない。日本人に比較して中国人は息が長い。時間的な歴史の流れは悠遠であるし、空間的な広さは無限の沃野を有する。このような歴史と風土
の中で育成された中国の禅者のスケールは大きい。」


（J.C.クリアリー（『禅の夜明け』より）


「本書で英訳した三編の禅の瞑想の手引き書は、現存する中国禅の文献のうち、最初期のものです。当の中国においてもその存在を長く忘れ去られていましたが、二十世紀に入ってから、中国西部の敦煌で発掘された唐代の資料
の中から再発見されました。

　この三編が書かれたのは八世紀前半で、大半の禅文献（その後五世紀の間に中国で書かれた）よりもはるかに古いものです。かつて定説とされていた禅の歴史に、いささか異なる視点をもたらした歴史的資料として重要であ
り、当時の禅師の手法−−−−その理論と実践−−−−をそのまま今に伝える、貴重な禅の資料です。

　これらの初期の禅の文献を後世の有名な中国禅の文献と照らし合わせると、二つのことが明らかになります。一つ目は、禅は経典・論書を用いる大乗仏教と共通の見地に立ち、同じ目的を目指していることです。これは本書に
収録した初期の文献にも、また後代の禅の文献にも堂々と書かれている事実です。禅師は経典や論書をふんだんに引用しつつ、日常生活でその理論や手法を実践することによって指導していたことが読み取れます。二つ目は、こ
れらの最初期の禅の文献は、いわゆる「北宗」禅のものですが、内容的にも、その文体すたも、正当な歴史として語り継がれてきた「南宗」禅と完全に一致していることです。仏教の中心を担う師の教えにおいて、あるひとつの
「哲学的立場」を声高に主張して肩入れするなど論外なのです−−−−そんなことをすれば、仏教のあるべき教えの規範に背くことになるからです。


「宗密は、当時の修行者が、禅と教との一致を見失い、互いに排斥し合っていることを嘆きました。「最近の修行者は、根本を勘違いしています。心の修行を行う者ｔちは経論を別の宗派だと思い、経典を説く者は禅を別の教え
だと思っています。「この頃は禅者の多くは、〔経典に説かれていることの〕意味を知らず、ただその心だけを禅と認めています。経典解説者の多くは法を知らず、ただ文字どおりに意味を説明するだけです。言葉尻に引きずら
れ。とらわれていては、本来の意味を完全に理解することは不可能です」

「宗密は、禅の「南宗」と「北宗」について（…）「このような和解においては、頓と漸は相反しないだけでなく、互いに補い合うのです」と述べます。宗密は、神秀（「北宗」による第六祖）と慧能（「南宗」におよる第六
祖）の両者を、両派が禅宗の第五祖とみなす弘忍の正当な後継者と認めています。宗密は、本物の師の間で教えの手法が異なる理由を、病気によって処方する薬を変える必要があるためだと考えます。「ただ病気の症状に合わせ
て処方しているだけであり、一方を褒め上げ、他方をこき下ろす必要はありません」神会が慧能の「南宗」禅の支持者として都にやってきて、当時の「北宗」禅の手法を批判したとき、その狙いは問題点や誤用をなくすことにあ
り、弘忍の説いた正当な手法を否定することではありませんでした。

　派閥的な感情は、頓なる悟りと漸なる悟りが補い合う見解であることを理解できない者に生じます。未熟なまま師となった者は、そうした宗派間の敵対心を食いものにし、火に油を注ごうとするのです。」


（小川隆『中国禅宗史』より）


「二十一世紀初めの約十年の間に、（…）明らかになった点が二つある。一つは、唐代禅における二つの潮流の分岐である。

　中国の禅の系譜は伝統的に「南岳」系と「青原」系の二つに分けて整理されてきた。六祖恵能の門下に南岳懐譲と青原行思の二人が出、南岳の下に江西の馬祖、青原の下に湖南の石頭、ついで、その両者の門下からそれぞれ多
数のすぐれた禅者が輩出して禅の黄金時代が築かれた、という周知の系譜である。

　従来、この二つの系統はもっぱら教団勢力の二分として理解されていたが、それが二十一世紀の初めごろから思想史的な分岐として解明されるようになった。ごく単純化していえばありのままの自己をそのまま肯定する馬祖系
の禅とありのままの自己とは別次元に本来の自己を見出そうとする石頭系の禅、という対比であり、この二極の間のさまざまな対立や交錯や統合の運動が、その後の禅の思想史を形づくっていったことが跡づけられるようになっ
てきた。

　二十一世紀初頭に明らかにかった第二の点は、唐代禅と宋代禅の対比である。（…）日本ではながく禅門の「伝統」にしたがって禅が理解され、近代にはそれが西洋の現代思想によって補強された。そこでは時間と空間の制約
を超えた絶対的な「禅」そのものが考えられていたが、その内実は、実は宋代以降の「公案」禅、より具体的にはその発展系としての白隠禅であった。そのため禅門においては、『碧巌録』『無門関』など宋代以降の禅籍をもと
に唐代の禅者の言行を語るということが、ごくふつうに行われてきた。それが二十世紀後半、入矢・柳田の時代に敦煌禅宗文献や『祖堂集』の解読が進み、唐五代の禅−−−−いわゆる「純禅の時代」−−−−の本来面目が活き活きと
甦ってくるにつれて、宋代の禅籍は頑迷な宗門のドグマの象徴と看なされ。軽視から、時には嫌悪の対象にさえなっていった。

　しかし、唐五代の禅の原像の解明は、逆にそれとの対比において、宋代禅の独自性を考えることをも可能にした。つまり、原始儒家と宋明理学が分けて考えられるように、唐代禅と宋代禅をひとまず別ものとし、宋代禅籍から
宋代禅独自の論理と問題を読みとるという視点がしだいに持てるようになってきたのである。

　唐代の問答も、一見、問いと答えの間に論理的な関係が無いように見える。しかし、それは、自己こそが仏であるという事実を質問者自身に自ら気づかせるために問答が仕組まれているからであって、その点を押さえて読めば、
そこには理解可能な意味が内包されてた。ところが宋代になると、先人の問答の記録を「公案」と称する所与の課題として参究する方法が主流となり、そこにおいて「公案」は、始めから意味が落剥し論理を切断された不可解な
コトバのカタマリ−−−−「活句」−−−−として扱われるようになった。無意味で不可解であるがゆえに修行者の分別を奪い去り、論理を超えた絶対的な「大悟」に向けた命がけの跳躍を迫るものだとされたのである。大慧の「看
話」禅は、それを方法化したものであり、白隠の禅はそれをさらに発展させたものであった。」




☆mediopos-1989　　2020.4.27

■竹村真一『宇宙樹』（慶應義塾大学出版会 2004.6）
■リチャード・パワーズ『オーバーストーリー』（新潮社 2019.10）

人間は自我を発達させるために 
みずからを小さな身体に閉じ込めてきた 

その小さな自我は肉体のなかでしか 
発達できなかったからだ 

そうしてさまざまに他者をつくりだすことで 
人間は外界から孤立し 
外界を自然を支配できるという錯覚を生き始めた 

けれどもそろそろ人間は 
外界へと放出してきた他者たちを 
みずからの内に取り戻すことで 
みずからを本来の姿へと 
拡張し統合していかなければならない 

人間は 
肉体を鉱物界と共有し 
エーテル体を植物界と共有し 
アストラル体を動物界と共有している 

共有しているということは 
共に世界を奏でることができるということだ 

けれども肉体のなかの小さな自我は 
共有しているさまざまなからだを他者だとみなし 
それを征服の対象だと信じてしまっていたのだ 

その幻想から自由にならなければならない 
みずからのからだを共振させ 
ともに歌えるようにならなければならない 

そのとき小さな自我は幽閉から目覚め 
他者たちの叡智と共振しながら 
あらたな開かれた自我として 
宇宙を歌うことができるようになる 



（竹村真一『宇宙樹』より）


「自己の内部に他者性を発見し、人間のイメージを拡張してゆく。−−−−その意味で、気功は内的な異種族コミュニケーションの方法であり、また他者の世界像を（擬似的にであれ）自らのなかに統合してゆく試みともいえる。

　特にあらゆる樹木が本質的に「宇宙樹」であり、地域気象のみならず宇宙的な環境変化をその身に鋭敏に映し出す気の循環路であることを考えれば、「樹功」とは樹木とのパートナーシップを通じて人間自身が樹木の宇宙感覚
を内面化してゆくプロセスである、と捉えることもできる。（…）

　外的に森林保護を叫ぶのではなく、また樹木との気の交換をいたずらに神秘化するのでもなく、人間自身の一面的なありかたへの問い直しを通じて、人間の文化のなかに樹木の世界経験と交差するインターフェイスをデザイン
しようとする意思−−−−。

　もっとも三木成夫流にいえば、私たちの身体は「植物性器官」としての内臓系（内胚葉）と「動物性器官」としての脳神経系／感覚系（外胚葉）の複合体であり、植物的な「遠」の感性とリズムで、天体の動きや季節変化に呼
応しながら栄養・摂取や性・生殖の活動は営まれている。つまり、私たち「人間」の内部にも動物的な側面だけでなく、植物や樹木に通底する生のモードが潜在しているともいえる。

　となれば、樹木をお手本にするというのは、何も自分の外にある指標に自分を合わせるということではなく、むしろ自分の内側に眠っているさまざまな生命記憶を、もう一度自己という進化の実験場に再統合してゆくプロセス
ともいえる。動物や樹木を演ずることは、そうした意味での内なる異種間コミュニケーションの試みなのだ。」


「「個体」や「種」は生命情報の大いなる潮流の一経過点（休止点）に過ぎず、私たちの眼に別々の人格や生物種として映るものは、言ってみれば海面に点在する多様な島々のようなものだということだ。

　島はそれぞれ形もちがい、その数を数えれば幾百・幾千にも上るけれど、それらはすべて水面下では繋がっている。その正体は一つの大きな地殻のマトリクスの変様に過ぎないのだが、それが様々な力を受けて褶曲・断層を繰
り返してきた歴史の記憶の各断片が、私たちには別々の「種」や「個体」となって立ち現れる。

（…）

　それは常に海面下のより大きな生命記憶の母胎と接続しながら、新たな自己拡張への回路を探っているのであり、少し潮が引いたり潮流が変わったりすれば、他の島々と予想もしない形でつながりなおす接線や隆起点が、水面
に浮上してくるかもしれないのだ。」


「植物は人間にとって精神的な成長・進化の「鏡」ともなってきた。「樹木は人間のこころの自己変容と救済のメタファー」（Ｃ・Ｇ・ユング）であり、人生のさまざまな矛盾を調停・止揚した全人的存在のモデルであり、「樹
木のような創造性の仲介者に人間はならねばならない」（クレー）とされてきた。植物を介して、人間はより高いレベルの「人間」のありかたを発見しようとしてきたのだ。」


「人類文化はさまざまな次元で「植物的知性」を媒介として、人間自身の高次元を模索してきたと言えるのかもしれない

　人類文化を「植物と人間の共進化」という視点から振りかえる作業は、まだ包括的なビジョンにおいてなされてきたとは言いがたいが、少なくともそこには常に人間文化への「植物的知性の内部化」という通奏低音が鳴り響い
ていたのではないか？

　もとより、ここでいう「知性」とは人間的な抽象思考能力という狭い意味でなく、この世界における関係性をより高次に秩序化するような存在様態、という意味での普遍的な知性を指している。」


「思えば人間は、動物であるにもかかわらず直立し、樹木的な垂直感覚と重力感覚を共有する存在である。それに視覚・嗅覚・聴覚など動物特有の「近」の感覚をベースにしながらも、科学や技術による〝眼の延長〟〝手の延長〟
を介して、（少なくとも機能的には）全宇宙を視野にいれた二次的な「遠」の観得を獲得しつつあるようにも見える。

　ここに動物性と植物性を統合する「人間」という存在の特異な進化的位置が暗示されているとは言えないだろうか？（…）

　とはいえ、シュタイナーが示唆していたように、近代の人類の知的拡張は、おもに「動物的」知性・感性の延長という方向に偏重していたと言えるかもしれない。

　それは農業その他の営為において「植物の知性」を人類文明が内部化しきれていないという面と同時に、人間の思考様式における「植物型の知性」を近代科学技術文明は排除してきた、という両面においてだ。」


（リチャード・パワーズ『オーバーストーリー』より）


「初めに無があった。次に万物があった。

　そして、夕暮れ時を過ぎた西部の都市を見下ろす公園に、上空からメッセージが降り注いでいる。

　一人の女が地面に腰を下ろし、松の木にもたれている。背中に当たる樹皮はごつごつして、まるで生命そのもののようだ。松葉の匂いがあたりに漂い、何かの力が森の奥に潜んでいるのが感じられる。女の耳は最も低い周波数
に向けられている。言葉以前の言葉を使って、木がしゃべっている。

　木が言う。太陽と水は永遠に問いを投げかけている、それはこちらが答えるに値する問いだ、と。

　木が言う。いい答えは何度も、ゼロから再発明されなければならない。

　木が言う。大地の土は常に、新しいものに把持されることを必要としている。ヒマラヤスギの細い枝には、分岐の仕方が無限にある。ものはただじっとしているだけで、あらゆる場所へ旅することができる。

　女はまさにそうする。彼女の周囲に、信号が種子のように降り注ぐ。

　今晩は、声が遠くまで届く。ハンノキの曲がった幹が、遠い昔の災難を語る。チンカピングリの淡い尾状花序が花粉を落とす。やがてその花は、毬栗に変わるだろう。ヤマナラシが風の噂を復唱する。柿の木とクルミの木が動
物に賄賂を差し出し、ナナカマドが真っ赤な実を鈴なりに付ける。オークの古木が波打ち、未来の天気を予言する。同じ一つの名を共有させられている数百種のサンザシが、その愚かさを笑う。月桂樹は、死などまったく取るに
足りないと言う。

　あたりに漂う何かの匂いが女に命じる。目を閉じろ。そして柳の木（ウィロー）を思い浮かべろ。柳が鳴いている（ウィーピング）と考えるのは間違いだ。ハリエンジュの棘を描いてみよ。それは頭で考えるどんなものよりも
鋭い。あなたの上にあるものは何だ？　今、あなたの頭上に漂っているのは何だ−−−−今？

　さらに遠くの木々が加勢する。おまえたちが想像する木−−−−竹馬に乗ったマングローブから成る魔法の森、トランプのスペードみたいな形をしたナツメグの木、ゾウノキのこぶのような幹、ミサイルのように真っ直ぐにそびえ
るサラノキ−−−−は常に一部を欠いている。おまえたちの種族は木を全体として見ることがない。われわれ、木は、地上に劣らず地下にも生え伸びているのだ。

　それが人間の厄介なところだ。根という問題。生命は、見えないところで、人間とともに歩んでいる。この場所でも、すぐ横でも、土を作り、水を巡回させ、栄養素を交換し、天気を生み、大気を形作り、とても人には数えき
れないほど多くの種類の生物に食料を与え、病を癒やし、雨風をしのがせている。

　生きた木のコーラスが歌で女に語り掛ける。もしもあなたの心がほんのわずかでも緑がかった部分を持っていたなら、あなたはきっと意味の横溢に溺れてしまうだろう。

　女がもたれている松の木が言う。聞きなさい。あなたはこの話を聞かなければならない、と。」




☆mediopos-1990　　2020.4.28

蓮の花は 
泥の中から咲く 

泥は 
答えの用意されていない問いだ 

生きるという問いには 
最初から答えはない 
決まった問いさえも用意されてはいない 

矛盾のただなかからでさえ 
問わざるをえない問いこそが 
自由という可能性をひらく 

組織ではその教義と戒律の内に 
問いと答えはあらかじめ用意されている 
組織でしか伝えることのむずかしいことはあるが 
伝えることのできるのは問いを生み出す自由ではない 

みずからの自由において問うときには 
さまざまな危険に晒されることになる 
それは無菌室から出て 
みずからの得ている免疫力と 
生きる力しか頼ることができないからだ 

スティーブ・ジョブズが 
「生涯の師」と仰いだ弘文は 
みずからを本来の問いと使命に置き 
泥の中を生きることで引き裂かれながらも 
弘文でしか咲かせられない花を咲かせたのかもしれない 

弘文と同時代にアメリカで 
チベット仏教を布教して大きな成果を収めた 
チョギャム・トゥルンパもまた 
深刻なアルコール依存症で四八歳という若さで亡くなり 
不摂生・不道徳を批判されたというが 
トゥルンパも弘文もある意味で 
免疫力を持てぬまま無菌室から出た宗教者だった 

ケン・ウィルバーの 
『インテグラル理論を体感する』では 
宗教的な悟りでは見過ごされている 
「発達」のさまざまな段階があって 
その両者は統合されたかたちで 
成長する必要があると示唆されているが 

東洋的なグルが西洋的な環境のなかで 
陥りがちな陥穽に弘文のトゥルンパも 
陥ってしまったところがあるのかもしれない 

とはいえ 
あえて泥のなかを生きなければ 
あらたな可能性は開かれなかっただろう 

蓮の花は 
泥のなかからしか 
ほんとうの花を咲かすことはできないから 

■柳田由紀子 
　『宿無し弘文／スティーブ・ジョブズの禅僧』 
　（集英社インターナショナル 2020.4）



（曹洞宗宗立専門僧堂 寶慶寺住職、田中真海の話「願って地獄に堕ちる」より）


「あぁ……あぁ、ともに地獄に堕ちなんだね……弘文さんは、女性たちとともに自ら〝願って〟地獄に堕ちたんだ……。

　私は今あなたから、弘文さんが「結婚は修行だ」と言っていたと聞いて、合点がいった気持ちですよ。弘文さんは、自分だけ悟りすますのではなく、自分の本能のままに相手の女性を救い、ともに地獄に堕ちる道を選んだのです。

　ある老師が、門前の婆さんに、

「地獄に堕ちたらどうしましょう？」

　と、訊かれた時、

「願って地獄に堕ちろ。わしも堕ちていく」

　と。答えたそうです。

　永平寺時代には独身を貫くと誓っていた弘文さんが、渡米後、極端な生き方をした。弘文さんはきっと、ある段階であらゆる物事から弾けたのでしょう。

　永平寺での弘文さんは、きわめてきちんと暮らしていました。というのも、あそこには厳しい規律があるので、それに従っていればよかったわけです。しかし、アメリカでは自分でルールを作り、自分を律していくしかない。弘文さ
んは弾けると同時に混乱し、酒に逃げ、逃げることによってさらに混乱してしまった。

　こう言うと意外に思われるかもしれませんが、そんな弘文さんを見て、ジョブズをはじめとする欧米の人々の心は、逆に安らいだのではないでしょうか。これこそ、「泥中の蓮」です。蓮華は、汚れた泥の池からすっくと茎を伸ばし
大輪の花を咲かせます。泥もまた大切な命の源なのです。

　とはいえ、弘文さんは家族を犠牲にしてしまったようですね。しかし、家庭と宗教の両立は、多くの宗教家が抱えている問題なのですよ。お釈迦様だって、家庭も国も放って根本的解決の旅に出ています。欧米の人々を救う反面、家
族を苦しめたとはいえ、弘文さんは仏教に対してどこまでも真摯だったと、私は思います。ただのぐうたらとは、まったく次元が異なるのです。そういうことは、人々はバカじゃないからうやっぱりわかるわけです。

（…）

　アメリカの禅文化は、道元禅師が説いたように戒律をバシッと守るのではなく、明治の改革で妻帯が許されて以降の、ある程度解放されたかたちの禅を礎にしています。これに対して、そんないいかげんな教えはいけないという立場
もあれば、開かれた思想として肯定し、世間の泥にまみれた暮らしの中で、人々と〝苦しみをともに苦しむ〟という道もある。

　この世を救うのは〝聖と愚〟とも申しますが、宗教には、戒律を守り社会の平安を保つ側面と、名誉も何もかも捨てて泥をかぶって衆と一緒に生きていく側面、この両面があるのです。

　弘文さんは後者を生きた。そして、スティーブ・ジョブズという人は、それを見抜いていた。

　弘文さんが日本にとどまっていたら、独身を通していたように思います。新潟や永平寺にいたら、生めじめでかたいお坊さんで終わっていたことでしょう。しかし、彼はアメリカに行き、日本の縛りから解放されて、弾けた。弾けて、
弾けて、花を咲かせた。彼が本体的に持っていた奔放さが、アメリカという自由な土壌で開花したのです。

　弘文さん自身の生活はどうあれ、彼はジョブズを救い、ジョブズにある方向性を示しました。

　若い頃、禅僧になることを希望したジョブズに対し、

「僧侶になるより、起業家として生きるほうが自身の命を活かせる」

　と、指導したのは弘文さんです。そのことにより、人類には大きな足跡が残りました。これは認めざるを得ない偉大なことです。ジョブズの只管打坐の種は、生々世々、生まれ変わり死にかわり後の世に華開くことでしょう。

　鄧小平は言いました。

「毛沢東の七割は素晴らしいが、後の三割は文閣に代表されるようにひどかった。だが、この世に完璧はありえない。だからやっぱり、毛沢東はすごいんだ」

　弘文さんに関しても。同じことが言えるのではないでしょうか。」


（「エピローグ」より）


「仏道と家族、二つのはざまで闘う中で、弘文が、年を追うごとにアルコールに溺れていったことは否定できない。

　私は、時折、こんなふうに考える。

　弘文は、末の息子を、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』からアリョーシャと名づけたが、その背景には、自身のジレンマや悲しみ、償いの気持ちがあったのではないか？

　『カラマーゾフの兄弟』には、主人公、アリョーシャにとって二人の父が登場する。ひとりは、自分の欲するものを激しく追い求めるアルコール依存症の実父、フョードル。もうひとりは、「俗世界で生き、聖性を獲得せよ」と教
示する父的存在のキリスト教高僧、ゾシマ。弘文は己に二人の姿を見ていた故に、愛息をアリョーシャと命名したとするのは考えすぎだろうか？」


「「仏教とは、釈迦が諦めた世界を説いたもの」

　と僧侶で仏教学者の高神覚昇は言う（『般若心経講義』）。けれども、「あきらめられぬとあきらめた」と謡う都々逸があるほどあきらめきれないのが人間だとも、高神は指摘する。

　宗教家とは、人間世界のそういうあきらめきれない、どうしようもない苦しみや悲しみを救うことに尽くす人々だ。弘文という宗教家が生きた〝泥の池〟は、険しく激しい池だった。私生活ではあえて〝地獄〟に堕ち、布教活動で
は〝異類〟ともいえる人々と僧伽を育んだ。むちゃである。無謀である。めちゃくちゃである。すべては、純粋だからこそできたことだ。

　弘文が、世にも激しいこの泥池の中でもがき、酒に溺れ、闘いのなかば敗れたことを誰が責められよう。」


「弘文は、仏道の誓願にしたがい、欧米でたくさんの人々を救うという自らの使命を果たして逝った。唐突にも見えるその死は、咲き誇る花が重さに耐えてぽとんと落ちるのにも似て、天命を全うした証であった。そして弘文さんは、
死後もまた、私のような逢ったこともない者にまで手を差し伸べて、救いや道を与えてくれている。

　やっぱり、乙川弘文は、とてつもないスケールのお坊さんである。」




☆mediopos-1991　　2020.4.29

■川瀬慈・編著 
　『あふりこ　フィクションの重層
　　　　　　　　／遍在するアフリカ』 
　（新曜社 2019.11）

人類学者の話は 
それが実際の研究内容であれ 
フィクションの重層するこうした物語であれ 
今生きている世界を拡張させてくれる 

それは私が今生きている（と思っている）世界を 
その人類学の対象とすることもできる 
そんな視点を豊かに与えてくれるからだ 

たとえ自分が 
科学的な（往々にして科学主義的だが）背景をもって 
現代を生きていると思いこんでいても 
それもまたひとつの神話のバリエーションでしかないのだ 

迷妄というのは 
その神話の物語として位置づけられる 
自分の（かけがえないと思っている）物語世界だけを 
現実だと思い込んでいることだ 

色即是空空即是色は 
すべてはむなしいというのではない 
こうして生きていると思っている世界は 
じつはそれしかありえない世界ではなく 
多重現実を含み込んだ 
創造的世界であるということでもある 
だからこの世界（色）は空（実体がない）のだ 

諸行無常で諸法無我だというのも 
すべての行いは一つの現実に縛られたものではなく 
私という実体だと思い込んでいるのは 
多次元宇宙を生きる自由のもとにあるのだということだ 

それが実感されたとき 
世界は多次元的な自由創造世界である 
光明荘厳という姿をあらわにしてくれる 

本書はアフリカを対象として研究するなかで 
そこから立ちあがってくる重層するフィクションを 
それぞれの可能世界の神話として記したものだろうが 
私たちがどこに住みどんな生を送っていようと 
現実という縛りのなかから 
多層的な神話ビジョンを新たに詠っていくことは可能だ 

今あると思い込んでいるさまざまな現実を 
多層現実の神話としてとらえることで 
その現実の外と内を 
自在に往還できるようにするということだ 

じぶんはいまどんな神話を生きようとしているのか 
それをみずからの創造的営為として立ち上げること 
そのことそのものが自由を 
遊戯していく道でもあるのだから



（川瀬慈）


「アフリカを対象に研究を行う人類学者による物語の試み、フィクションの重層。本書を通して、地図上のアフリカとは異なる、新たな世界をたちあがらせ、そこに生命を吹き込んでみせよう。その世界の脈動は、今、ここに確
かに実在するのである。」


「長い歴史の中で科学が発達させてきた独自の情報伝達のモード。我々は、多かれ少なかれ、それらのモードのいくつかに影響を受けてきた。なのになぜ、いわゆる科学的とされる記述を選択せず、創作的な話法を模索し、語ろ
うと試みるのだろうか。我々が普段身を置く、アカデミックなシステムや学問的規約の中で枯渇させたくなかったものはいったい何なのだろうか。

　アフリカのストリートで、海辺で、高層ビルの陰で、農家のガスランタンの前で、豊穣な神話たちは呼吸し、思考し、むこうからこちらへリーチしてくる。それらとの濃密な交感を通し、自己の輪郭をぼやかされ、他者との境
界を溶解させられる瞬間。神話の生命と熱量に推されせかされ、我々はまた身振り手振りを交えて、物語始めるのだ。本書は、物語における崇高な形式や、〝真正〟で一元的な最終形態をめざさない。そのかわり現実と幻想、存
在する世界と存在しうる世界、詩と民族誌、記録と演出−−−−どの地平にも着地せず、これらの境界を揺れ動き続けることを選ぶ。本書をつらぬく意思や態度の如何にかかわらず、語られた神話は、またさらに新たな神話を生み出
し増殖していくであろう。この営みの動的な連鎖にこそ世界の生命が宿り、そこにこそ我々は積極性を見出すのである。」


（川瀬慈「歌に震えて」より）


「大地は無慈悲だ

　あなたが死ねば　あなたの体を　腐らせる


　だからそのまえに「ほらどうぞ」と言って　私に与えてください

　そしてあなたの気前のよさを見せて

　あなたの穏やかな性格がなつかしい

　創造主に感謝しなさい

　あなたを生かす　神に感謝しなさい

　様々な災いからあなたを守る

　創造主に感謝しなさい」


（村津蘭「太陽を喰う／夜を喰う」より）


「−−−−創造はいつも外から来て、接触して、離れていく。そのとき生まれ落ちたその子どもたちを、空に投げたり井戸に投げたりして、私たちは世界を増やしてみるのだ。」


（ふくだぺろ「あふりか！わんだふる！」より）


「−−−−家の中にはいると、いつものソファに人が座っていて、でもその人は王様にはみえなかった。肌の色は明るめで、背も低くなったよう。でもどこか慣れた、たとえるなら毎日鏡で見ていたような印象。歓待してくれて、話
しぶりとかから、ぼくがこの数週間、膝を交えて話した王様に違いないことはわかったから、いつもみたいに奥方様にアフリカン・ティーをいれてもらって、会話を始めた。」


（矢野原佑史「バッファロー・ソルジャー・ラプソディー」より）


「−−−−「久しぶりやは。こっちは元気やで。カメルーンのニュースは毎日チェックしてんで。大変な状況やけど、とりあえずムトゥペが元気そうで良かった。シャオマオじいさんの家に泊めてもらったときのことは、ほんまによ
う憶えてんで。じいちゃんが炊いたキャッサバは絶品やったな。あんなクールなじいちゃん、どこにもおらんで。数年前に一〇三歳で亡くなったと聞いた時には、すぐにでもカメルーンへ飛んで帰りたかった。ムトゥペは、夢の
中でじいちゃんに会えて幸せやな。ほんで、君の主張をキの声を通して伝えるって、一体どういうことなん？」


（青木敬「クレチェウの故郷」より）


「−−−−白い人びとはこの表現を気に入ってくれたみたいだった。どうやらサウダーデに似ている感情が彼らの心に響いているみたいだ……彼らの感情も僕らの感情も、ひとつになろうとしていた。この共通の感情を歌にして小さ
な島の熱帯風になびかせた。この歌こそがモルナである。その後、モルナという音楽は白人も黒人も関係なく、僕らクリオウロの歌として根づくことになった。」


（川瀬慈「ハラールの残響」より）


「−−−−その音が聞こえたような気がしました。怒りを押し殺し、低い声で唸るかのような。不気味な唸り声。すべての世界を、人間という存在を否定するかのような野生のうめき声。私はなぜか吸い込まれるように、その太
く、短い蛇に近づいていきます。いや、ひょっとすると、その生物が発するなんとも不思議な音にひきつけられたのかもしれません。」




☆mediopos-1992　　2020.4.30

■石川学
　『理性という狂気／Ｇ・バタイユから現代世界の倫理へ』
　（慶應義塾大学教養研究センター選書20  2020.3）

理性はしばしば 
「規則は守るべきだ」と 
陳腐な道徳を敷衍する 

そして 
規則はしばしば 
例外もふくめた吟味さえなされないまま 
そういうものだという道徳や規範になり 

組織における規則は 
明文化されないものもふくめ 
組織を守るための規則を自己増殖させていき 
個人はその規則に絡めとられていく 

合理もまたしかり 
正義もまたしかり 
善意もまたしかり 

そこで欠落してしまうのは 
それらをみずからのうちに 
しかも理性や合理や道徳や正義や善意を吟味する 
もうひとつ上位の思考と判断に 
照らさないわけにはいかないという不断の智慧だ 

僧がみずからの号や名に 
大愚や愚禿や大拙などを付けるのは 
そうしたみずからの愚かさに 
無自覚にならないための智慧なのだろう 
少なくとも大上段に振りかぶった 
理性や正義や善意から 
自由であろうとする気概として 

人を批判するときも 
その批判をまず自らに問いかけたうえで 
あえて行わざるをえない批判には智慧が含まれるが 
そうでない場合 
相手への批判が正当である場合でも 
「ひとを呪わば穴二つ」で 
やがてみずからを呪う行為にさえなってしまうだろう 
相手への批判が不当である場合は推してしるべし 

道徳はしばしば 
外から人を縛るだけのものだ 
そしてひとを不道徳だと断じて恥じない者は 
多くの場合みずからの内なる影を色濃くし 
無意識から自分を縛り影に呑み込まれてしまう 

その愚かさに気づいたとき 
ひとはまずみずからが 
それに縛られていないかを問わざるをえない 
そのときそれらこそが新たな倫理の種として 
「至高な感性の人間」に向かって 
一歩を踏み出す力となる



「私たちの時代はもはや、理性的な活動が有益な結果をもたらすと無条件に信頼してよい時代ではない。必要なのは、理性の暴走、理性の狂気に即した倫理を構築することである。言い換えれば、理性の狂
気は、理性的であることによっては防げず、むしろ助長されうる。狂気を事実として踏まえた対処の方針が求められているのである。」


「本書は、筆者がバタイユ研究を通じて得た問題意識を、現代のより広い人間と社会をめぐる問題意識に発展させていく試みとして執筆された。」

「第二次世界大戦以前の、人間の実存を理性による支配から解放しようとする企図は、戦後に至り、人類を自壊へと追い込みかねないような、暴走する理性を制御する企図へと移行していく。私たちは依然
として、組織の歯車としての実存、さらにはまた、よりよい実存に向けた自己形成過程にある実存として、現在時における生の享受に背を向けるあり方に縛られている。こうしたあり方が、個人の生きづら
さや不充足感をもたらし、それと同時に、個人を歯車化する社会の経済合理性偏重をますます強固にしていく現状を思えば−−−−政治家が「生産性」に応じて個人の価値を平然と測ろうとする時代なのだ
−−−−、バタイユの経験と思索は今なお参照に値するものであり続けている。超・少子高齢化と労働力人口の減少に直面し、成長の限界が見えている日本において、近隣諸国への攻撃的な感情が世論を左右
する状況になり出していることは、「全般経済学」の観点からすると甚だ恐ろしい。「国家の理性的な利害」を越えて、個人の生の充実がモラルとして追求される「瞬間の倫理」の実現を見通せる様子はな
い。

　対外的な攻撃性は、インターネット空間における他者への過剰な攻撃性ともつながる部分があるようだ。不用意な発信を見つけては指弾し、当該人物の個人情報を晒すような、ネット上の「私刑」に接す
る機会も少なくない。大抵の場合、そうした振る舞いは純粋な悪意に基づくわけではない。不当な言動を正そうとする正義感がしばしば動機であり、ここには明らかに、個人の行動原理を普遍的原理に一
致させよというカントの定言命法の残響がある。私刑の担い手たちに拠って立つ大義があるのだとして、歴史の教訓に従うならば、その大義は本当に普遍的と見なせるのか、国法をはじめとした、より限定
的で利害にとらわれた原理に普遍性が当てはめられていないかを検証することが不可欠だろう。さらにはまた、その「正義感」のうちに、合理性にはおさまりきらない他者への想像力が、感性が、広い意味
での「思考」が失われていないかを問わなければならないだろう。私たちは、そうした「思考」の欠如がいかなる災厄をもたらしたかを、すでにある程度承知しているのだから。」


「アイヒマンは、人類史上で飛び抜けた規模の大殺戮を狙った罪状の大きさが想像させるような、悪の権化のような人物ではなかった。むしろ、極めてありふれた人物、与えられた命令をそつなくこなすこ
とを誇りとする、そのかぎりでは責任感の強い、生き真面目とすら呼びうるような人物だったのである。裁判の過程でアイヒマンは、ドイツの哲学者カントが『実践理性批判』（一七八八年）で提起した有
名な定言命法（状況がどのようなものであろうと従うべき義務）を自身の拠って立つ基盤としていたことを強調した。それは「君の意志の格率が、つねに同時に普遍的律法の原理として妥当するように行為
せよ」というもので、つまり、自分の主観的な講堂の原理がいつでも普遍的な道徳法則に合致するよう行動することを命じるものだった。」


「ある意味では、法令を遵守する役割意識として現れるような「実践理性」の機能は、事態を自分の頭で思考する妨げになるということだ。この思考のなさ（thoughtlessness）により、アイヒマン−−−−愚
かではなく、ありふれた人物−−−−は、まったくありふれていない、史上最大の犯罪者の一人となったのである。だが、敢えて問うことにしよう。人間にとって、思考することはどこまで可能なのだろう
か。最先端の学知を尽くして原爆を開発し、瞬時に何万もの人びとを広島と長崎から消滅させた科学者たちは、思考していたと言えるだろうか。スターリニズムのソ連で、生産拡大という国是のために個人
の自由が全面的に否認されるなか、「自分のしていることがどういうことか」を人は理解していたのだろうか。役割意識に誠実であるかぎり、私たちは誰もが、役割に甘えて思考をおろそかにしてしまうの
ではないか。」


「アイヒマンの犯した自然な悪は、論理や合理性によって防がれるものではない。逆に、論理や合理性は、悪を自然に、流れるような仕方で成し遂げるための推進力となった。いつでもそうなると言いたい
のではない、ただ、そうしたことが起こりうるのを、私たちは心に刻む必要があるだろう。アイヒマンに欠けていたのは、「自分のしていることがどういうことか」を判断するための規範であり、つまりは
「倫理」だった。「倫理」は論理や合理性からおのずと生まれてくるようなものではない。今一度、バタイユが「瞬間の倫理」の担い手として、「至高な感性の人間」を提起したことを思い起こておこう。
私たちが歴史のなかで経験した、論理や合理性の危うさを跡づけながら、私たちは、理性とともに感性を自分の存在の可能性として持つ人間として、新しい時代の「倫理」を模索していかなくてはならない
だろう。」




☆mediopos-1993　　2020.5.1

■永井一正
　『つくることば いきることば』
　（六曜社 2012.3）

もの覚えが悪いから 
過去のことはすぐに忘れる 

（昔のことなど） 
（そんなに憶えてはいられない） 

何度生まれ替わっても 
同じことを何度も何度も 
繰り返してしまうのも 
もの覚えが悪いからなのかもしれない 

（懲りないけれど） 
（いつもいつも新しい） 

過去に帰ろうなどと思わないのも 
記憶力の問題かもしれないが 

（過去のいいことやわるいことで） 
（今のじぶんを決めないでいられる） 

とはいえ 
心を働かなくしてしまってはいけない 
心はいつも大きく動いていなくては 

（ファナティックになるのは鈍感なだけだから） 
（大きく呼吸するような仕方で） 

上手とか下手とか 
それもこだわりになるから 
自由でいられるほうを選ぶ 

（みんながそうだからではなく） 
（じぶんがそうしたいから） 

ひととくらべて 
じぶんが偉くみえたらおしまいだ 

（人のうえにも人のしたにも） 
（人はいないから） 

鉱物も植物も動物も 
みんなが解放され自由でいられますように 

（宇宙は人間だけのためにあるのではなく） 
（あらゆる存在を豊かにしようとしているのだから） 



（「はじめに」より）


「生きる根本がゆらぐとき、

　私が少しでも、前に進もうという気力がもてたのが

　銅版画であった。

　描くのに手間のかかる銅版画だからこそ、

　わたしの思いがより強く出たのではないだろうか。

　そして、ここに発せられた言葉は、

　むしろ、そうありたいと願ってきた言葉であり

　自分を励まし。勇気づけてきたものである。

　生きる指針を求めて可能な限り創作を続けたい。」


「これまでの人間中心の世界には見えてこなかったもの、

　我々が共生すべき他の生きものの生命を、

　彼らに代わって表現していかなくては、

　生命に対する畏敬の念は象徴されないと思った。」


「嬉しくても、悲しくても、憤っていても、

　心が大きく動いていなければ、

　いきいきとすることができない。」


「よくできたなと思っても、

　すぐ過去になる。

　過去のものには帰りたくない。」


「上手だということは、一本の線を引いても、

　最大公約数の誰もが納得する線になってしまう。

　うんと上手になって自由を得るか、

　下手でもとらわれない自由を得るか。」


「できるだけ低い姿勢を保っているほうが、

　高く飛べるような気がする。」


「生まれたての赤ちゃんのように

　世界を感じることができれば、

　どんなに素晴らしいだおる。

　一度、今までに得たことをすべて捨ててしまいたい。」




☆mediopos-1994　　2020.5.2

■ジェームズ・ラヴロック
　（藤原朝子監訳／松島倫明訳）
　『ノヴァセン／＜超知能＞が地球を更新する』
（ＮＨＫ出版 2020.4）

ガイア理論を提唱した 
ジェームズ・ラヴロックが 
百歳にして新著『ノヴァセン』を刊行した 

「ノヴァセン(Novacene)」とは 
人類の時代という意味の 
「人新世（Anthropocene/アントロポセン）」にかわって 
これから訪れるであろう未来像を名づけたものだ 

ラヴロックのガイア理論は 
「地球のためには人間がいないほうがいい」とさえ示唆する 
「エコラディカル」の理論的支柱ともなり 
「ガイアとの共生」ということで語られることが多いが 
実際は「科学とファクトに基づき 
テクノロジーによって環境問題を解決しようとする」 
「エコモダニスト」だという 

『ノヴァセン』でも 
人類を超えた知性をもった＜超知能＞による 
新たなガイアの未来像が描かれてゆく 

主に科学的な知性をベースに考えていけば 
ガイアと共生するというときに 
人類は現在の知性のままで 
未来像を描くことはむずかしい 
そこでその知性を超知性にするために 
人類はＡＩといったテクノロジーと合体した 
アンドロイド的なあり方にならないわけにはいかない 
（というのがラヴロックの「ノヴァセン」） 

子供の頃によく読んだＳＦを読んでいる感もあるものの 
確かにあらたなテクノロジーなしで 
これからの人類の未来像を描くことはできないだろう 

とはいえ 
サイエンスやそれに基づいた世界観だけで 
人間の未来を描くことはできない 
人間は知性だけの存在ではないからだ 

霊性をふまえた総合的な観点で 
地球で進化している存在としてとらえなければ 
真の「ノヴァセン」は描けないのではないか 

サイエンスとともにありながらも 
サイエンスを超えた霊性のなかで 
人間がどう歩んでいけるのか 
それがほんらいの「ノヴァセン」のはずだ



（佐倉統「日本語版解説」より）


「地球はひとつの巨大な自己調節システムであり、すなわち生命体のようなものだ−−−−本書の著者ジェームズ・ラヴロックが一九六〇年代に提唱したガイア理論の骨子だ。」

「ラブロックの見方の特徴は、個々の事例や現象に拘泥するのではなく、「全体」をがっつりと把握するところにある。ＮＡＳＡの火星生命探査プロジェクトに参加したときも、地球上の生物だけを生命体とみなすのではなく、
「生命体」を一般化、普遍化して考え、生命科学者たちと軋轢を生じたりしている。

　この『ノヴァセン』は、そんなラヴロックによる未来予測だ。人類がこの先どうなるのかだが、そこはガイアの導師だけあって、凡百の未来予想図とは異なり、人類について語ることがすなわち地球（ガイア）について語るこ
とであり、それがさらに宇宙（コスモス）について語ることと一体化する。ユニークきわまりない未来予想図IIになっている。」


（松島倫明「訳者あとがき」より）


「本書で紹介されているブローディガンの「愛にあふれ気品に満ちた機械がすべてを監視していた」という詩についてラヴロックはこう語る。「一方にはヒッピーがいて、自然に戻ろうという理想主義を抱いている。他方には冷
戦体制があって、コンピューターとサイバネティクスの文化があった。ブローディガンが謳っていたのは、自然に寄り添って働く良性のサイバーシステムをつくることで、政府と巨大企業を消し去ることができるという考えだ」

　そして彼はこう続けるのだ。「実のところブローディガンが思いついたものは、初期の、そしてある意味で正確な形のノヴァセンだった」

　ぼくはこの一文にほとんど吹き飛ばされたと言っていい。それほどまでに、頭の中ですべてがつながった瞬間だった。というのも、ぼく自身が編集長を務める『ＷＩＲＥＤ』日本版においても、まさに「自然とテクノロジーと
の接続」が問題意識の根幹にあるからだ。

　たとえば「地球のためのディープテック」特集では、とかく「自然へ還れ」的な議論に終始しがちな環境運動に一石を投じる意味で、テクノロジーによる気候危機への適応の可能性を特集した。その根底にあるのは、自然とテ
クノロジーを二項対立で捉えるようなバイナリーな思考を越えることでしか、ぼくたちは現実を捉えることも、それによってアクションを起こすこともできないという確信だった。


「「動物とコンピューターが納得して／プログラミングされた調和のなかで／一緒に住んでいる」というブローディガンの世界観は、いまなら「エコモダニスト」と言えるだろう。本書でラヴロックも自分はそちらに「断然近い」
と述べている立場だ。エコモダニストは科学とファクトに基づきテクノロジーによって環境問題を解決しようとする。（…）

　一方で、60年代から連綿と続くレイチェル・カーソンの『沈黙の春』やラブロックのガイア仮説、それにローマクラブによる「成長の限界」といった契機を経て、これまでの環境運動は、いわば「ガイアとの共生」という文脈
で語られてきた。ガイアの知性の前に、人間は謙虚にならなければならないといったものだ。

　それはアルネ・ロスが提唱した「ディープエコロジー」の思想へと結実した。（…）

　ただ、こうした脱人間中心主義的なアプローチは、けっきょくのところ地球環境を改変することでしか生きられない存在が人間だとすれば、「地球のためには人間がいないほうがいい」という結論さえ導き出してしまう。00年
代に入って環境思想家のディモシー・モートンが『自然なきエコロジー』で批判したのは、まさにそうした「手つかずの無垢な自然」といった環境ロマン主義的な幻想だ。

　興味深い藻は、ラブロックのガイア理論は歴史的に「エコラディカル」の理論的支柱となりながら。自身は一貫して「エコモダニスト」だったことだ。それが先鋭的な表れたのが、本書『ノヴァセン』だと言えるだろう。」　


（ジェームズ・ラヴロック『ノヴァセン』より）


「もし人間原理がこの宇宙を支配しているなら−−−−わたしはそうかもしれないと思う−−−−そのもっとも重要な目的は、すべての事象と放射を情報へ変換することだ。火の時代における奇跡の数々のおかげで、人類はその第一歩
を踏み出した。いまやわたしたちはこのプロセスの決定的な地点に立っている−−−−アントロポセンがノヴァセンへと道を譲ろうとする瞬間だ。覚醒したコスモスの運命は、いまや人類がこれにどう応えるかにかかっているの
だ。」


「人間は不都合なほど大きくて鈍い存在であり、量子現象は、わたしたちの一般的な経験を気が遠くなるくらい超越したものだ。でもこれはサイボーグには当てはまらない。その思考のスピードとパワーは、人間にとっては困惑
するばかりの謎のかずかす（…）を活用することができるだろう。（…）

　速さという特性によって、ひとたびＡＩによる生命が現れれば、それは久即位進化し、今世紀の終わりまでには生物圏の重要な一端を担うだろう。つまり、ノヴァセンの主要な住人は人間とサイボーグということになる。この
ふたつの種はともに知性をもち、意図をもって行動する。サイボーグは友好的にもなり得るし、敵対的にもなり得る。だが現在の地球の年齢や状態から、サイボーグはわたしたちと共に働き共働する以外に選択肢はないだろう。
未来の世界は、人間やほかの知的種の身勝手なニーズではなく、ガイアの存続を確かなものにするというニーズによって規定されるのだ。」


「アントロポセンの続く時代を切り開く知性の持ち主は、人間ではないだろう。わたしたちがいま知覚できるものとはまったく異なる何かであるはずだ。そのロジックは、人間のものとは違い、多次元的なものだろう。動物界や
植物界と同じように、そこには大きさも違えば、動くスピードもパワーもさまざまな多くの形態が存在するだろう。それはコスモスの進化における次の、あるいはもしかしたら最後の発展段階かもしれない。

　人間は自らの子孫よりも劣っていると感じるべきではない。わたしたちがどれだけ大きな進化を遂げてきたか考えてみてほしい。40億年前、地球の表面はおそらく海で、有機化学的物質に満たされていた。そこは温かく心地良
く、当時はガイアによる調整も必要なかった。そこでどういうわけか、生命が始まったのだ。最初の生命形態は化学物質に満たされた単細胞生物だった。それが徐々に形を為していき、いまわたしたちがバクテリアと呼ぶものに
なっていった。こうしたバクテリアは生きるためにお互いを狩り、殺し、食べることを厭わなかった。

　この状態は数十億年ゆっくりと着実に続いた。ところが約10億年前に、捕食されたあるバクテリアがそのまま捕食者の内部で生き続け、なんとふたつの生命体から新しい生命が形づくられた。それが真核細胞だ。ここから植物
界と動物界が進化した。バクテリアやほかの原核単細胞生物も残り続け、生きた惑星をつくりあげるための役割を果たした。（…）

　それから、30万年前にホモ・サピエンスが誕生すると、コスモスで唯一この惑星は、自らを理解する能力を獲得した。それはもちろん、一度に起こったわけではない。数百年前のルネッサンスの時代に科学の巨人たちが現れて
ようやく、人類はコスモスの物理的現実の全体像を把握し始めたのだ。わたしたちはいまや、知るという天賦の能力を新しい形態の知的存在へと受け渡そうと準備しているところだ。」

「願わくば、わたしたちの貢献のすべてが忘れられてしまうのではなく、叡智や理解がこの地球の外へと拡がって、コスモスを包み込むことを。」




☆mediopos-1995　　2020.5.3
■サラ・ローリー（曽我部篤訳）
　『タツノオトシゴ図鑑』
　（丸善出版 2020.4）

タツノオトシゴは魚である 
しかも白身魚！ 

細い口をして直立姿勢で泳ぎ 
クルクル巻のシッポがあるその姿から 
かつては海に棲む昆虫だと思われていたそうだが 

学名はhippocampus coronatus 
coronatusは冠をもった 
hippocampusは馬の海獣 

神話的な存在として 
海神ポセイドンの戦車を曳く 
海の妖精とされていたりもした 

英名でもSeahorse（海の馬）だけれど 
日本ではまさに竜の落とし子 
その他の名前では 
海馬（カミウマ／カイバ） 
馬の子（ウマノコ） 
馬の顔（ウマノカオ） 
竜の駒（リュウノコマ） 
馬引き（ウマヒキ） 
竜宮の馬（リュウグウノウマ） 
馬魚（ウマウオ） 
竜の子（タツノコ）と 
さまざまだが 
馬か竜のどちらかではあるようだ 

海馬（カイバ）は 
まさに人間の脳にある海馬の名前が 
タツノオトシゴの形に似ている 
ということからつけられたそうだ 
なんと人間は脳にタツノオトシゴを飼っている！ 

タツノオトシゴはイクメン魚でもあり 
雄が育児嚢をもっていて抱卵するという 
まさに妊娠しているように 
抱卵中はお腹もぽっこりとふくらんでいるのだ 

またタツノオトシゴは 
数百年来（もしかすると数千年来） 
薬としても利用されていて 
漢方薬でも強い腸の薬として 
またほかの成分と組み合わせて 
腎臓と血管を強化する薬ともされているとのこと 

そんなタツノオトシゴの 
日本初の専門書・図鑑が刊行された！ 
生態・形態・生活史・行動・繁殖・分布 
化石・進化・防疫・保全 
そして全種類のタツノオトシゴの紹介 
タツノオトシゴの仲間の紹介など 
見所満載のコンパクトな一冊となっている 

著者のサラ・ローリーは 
タツノオトシゴ分類学の第一人者で 
BBC（英国放送協会）のドキュメンタリー 
[Secret Lives of Seahorse]の製作にも 
関わっているということだ 

世界は謎と不思議に満ちている！ 
いったいどういう発想？（だれの）から 
こんな生物が生まれたのだろう



（「謎多き生態」～「海中の棲む馬」より）


「タツノオトシゴほど人々の心を引きつける海の生物は、ほかにいないかもしれません。普通の魚とはかけ離れた容姿から、かつては海に棲む昆虫だと考えられたこともあるほどです。

　直立姿勢での遊泳や奇妙な体形と顔立ち、驚くべき変装術を一目見れば、昔の人々がタツノオトシゴを神話的な存在だと考え、海神ポセイドンの戦車を曳く海の妖精として描いたこともうなずけるのでは
ないでしょうか。タツノオトシゴの俗名ヒポカンパス（Hippocampus）は、ギリシア語で馬を意味するhippoと海獣を意味するkampusに由来します。

　今となれば、奇妙な容姿はしていてもタツノオトシゴが実在の魚であり、少なくとも40種はいることをわたしたちは知っています。彼らはほかの魚と同じように鰓や鰭、浮き袋をもっているからです。

　一方で、タツノオトシゴにはほかの魚にはない変わった特徴がいくつもあります。尾鰭を波打たせて水平方向に泳ぐほかの魚とは異なり、タツノオトシゴは背中の鰭を揺らして垂直方向に泳ぎます、タツ
ノオトシゴの体表には鱗がなく、その代わりにたくさんの骨板で体が覆われ、骨板の連結部からはコブや棘状の突起が生えています。彼らは尾部でモノにつかまることができ、ミニチュアのブドウの房のよ
うな変わった鰓と、カメレオンのように左右独立に動く眼をもち、雄にはなんと有袋類（コアラやカンガルー）のような子供を育てるための袋（育児嚢）まであるのです。タツノオトシゴの口は先端に小さ
な歯が並んだ管状の形をしており、水中や海藻表面上の小型甲殻類を吸い込み、分化した胃さえない短く単純な消化器官に送り込んでいます。

　タツノオトシゴに関してもっと驚くべきことは雄が抱卵することでしょう。もちろんタツノオトシゴにおいても、卵をつくるのは雌で精子をつくるのは雄です。雌は成熟子や卵が準備できるとそれを雄の
育児嚢に産みつけ、それ以上の世話はしません。その代わりに雄が育児嚢の中で卵を受精させ、長い抱卵期間を過ごすことになります。その間、胚は卵黄から栄養を与えられて、育児嚢の外で生きていける
準備が整うまで成長していきます。そのためタツノオトシゴの雄による抱卵は、しばしば「妊娠」にたとえられています。」


「タツノオトシゴは、その不思議な形態や生態のみならず、特にアジア地域においては医学の観点からも大いに注目されています。推定で毎年1,500万−2,000万匹ものタツノオトシゴが、伝統的な漢方薬の需
要を満たすために取引されています。

　また、生きていれば観賞魚として、死んで乾燥したものは土産品としても売られています。このような乱獲や底引き網による生息地破壊によって、世界中でタツノオトシゴ保全の警鐘が鳴らされていま
す。」


（「謎多き生態」～「ヨウジウオ科魚類の特徴」より）


「タツノオトシゴは硬骨魚類のメンバーで、ヨウジウオ科(Syngnathidae)に属しています。この科名は筒状の口をもつことを指すギリシア語(syn:融合した＋gnathos:顎）に由来します。ヨウジウオ科の魚
は、体表を覆う骨板、鰭の数の減少、雄による抱卵といった特徴を有しています。ヨウジウオ科魚類の容姿はとても変化に富んでいて、飾り気のない直線的な体形をしたパイプフィッシュ(pipefish)、半腰
（腰の曲がった）のピグミーパイプホース(pygmy pipehorse)、モノに巻きつく尾部をもったタツノオトシゴ、非常に凝った装飾をもつシードラゴン(sea dragon)などさまざまです。」


（「謎多き生態」～「世界中に残る神話と伝説」より）


「タツノオトシゴ、あるいは近縁のRibboned pipefishを描いたものと推定される最古の壁画が、オーストラリアのアーネムランドにある洞窟の壁に残されてます。これはアボリジニの天地創造の神話
（Aboriginal Dreamtime）に現れる虹蛇や創造神を表していると考えられています。この壁画がつくられた時代（6,000-8,000年前）は、最終氷期の終わりに海水面が上昇した時期と一致していて、その時
期、海岸浸食や洪水、高潮が頻発していたと考えられています。タツノオトシゴのような浅海の海洋生物や陸に打ち上げられた姿を人々が目にする機会が増え、そこから虹蛇のインスピレーションが得られ
たのかもしれません。

　地球の反対側でも、紀元前6世紀頃からローマやギリシア、エトルリアの神話や絵にタツノオトシゴのような生き物がしばしば描かれてきました。ヒッポカムポス（Hippocampus海馬）は、神話上の生き
物です。上半身は馬、下半身は魚という姿をしていて、おそらくタツノオトシゴから発想を得たものでしょう。２匹のヒッポカムポスがポセイドン（ギリシア神話の海神）やネプチューン（ローマ神話の海
神）が乗る戦車を曳いています（図）。ヒッポカムポスは海の神ネレイスやトリトン（ポセイドンとアムピトリテの子）が乗る馬として、しばしば霊廟や壺、硬化に描かれてきました。」




☆mediopos-1996　　2020.5.4

■諏訪哲史
　『紋章と時間／諏訪哲史文学芸術論集』
　（国書刊行会 2018.3）
■多和田葉子
　『エクソフォニー／母語の外へ出る旅』
　（岩波書店 2003.8）

ひとの使う言葉は 
書かれた文字にせよ 
話された音声にせよ 
それぞれに顔や姿をもっている 

しかしそれらが 
意味だけを担おうとするとき 
それはとても貧しくなってしまう 

コミュニケーションは 
あまりに意味に満ち満ちていて 
その糸の張りめぐらされた場所にいると 
雁字搦めになってしまったりもするのだ 

言葉は意味や内容を受け渡しする 
それだけの道具ではないから 
言葉をその呪縛から解き放ち 
コミュニケーションの外にある 
言葉の魔術にふれたいと思う 

そしてむしろ 
言葉の彼方にある 
沈黙さえ湛えている 
イマージュの奥行きへ 

奥行きのない 
コミュニケーションだけの言葉は 
ひとを機械仕掛けの人形のような 
貧しい顔や姿にかえてしまうから 

意味の世界を離れ 
「誦され、詠われ、唱えられ、 
また、舞い、踊り、跳ねている」言葉に 
「その場に楽の音が、妙なる調べが、立ちのぼっている」 
そんなポエジーに満ちた言葉にふれて遊びたいのだ 



（多和田葉子『エクソフォニー』～「第一部「母語の外へ出る旅」20 マルセイユ」より）


「人はコミュニケーションできるようになってしまったら、コミュニケーションばかりしてしまう。それはそれで良いことだが、言語にはもっと不思議な力がある。ひょっとしたら、わたしは本当は、意味
というものから解放された言語を求めているのかもしれない。母語の外に出てみたのも、複数文化が重なり合った世界を求め続けるのも、その中で、個々の言語が解体し、意味から解放され、消滅するその
ぎりぎり手前の状態に行き着きたいと望んでいるからなのかもしれない。」


（諏訪哲史『紋章と時間』～「小説は身をひるがえす／対談・多和田葉子×諏訪哲史」より）


「諏訪／多和田さんの第二エッセー集『エクソフォニー　母語の外へ出る旅』（二〇〇三）は、僕にとって思想書のような本です。「人はコミュニケーションできるようになってしまったら、コミュニケー
ションばかりしてしまう」と書いてあるのが、めちゃ面白い。多和田さんは「言葉における悪魔の力」と表現していますが、言葉には対象を指し示す役割と、対象を揺さぶり破壊してしまう悪魔の力があっ
て、そこには「成り立とうとしつつ、同時に壊れようとする力が含まれている」と言われています。言語を使った芸術とは、その二重苦をいずれも引き受けて、耐えた上でずれる方法を模索することだ、そ
れがエクソフォニーであると。

（略）

多和田／物語だけ読みたい人はたくさんいますが、私も言葉そのものにすごく興味があります。言葉とは文字そのものであり、音そのものです。日本語の分からない人に何か日本語の言葉を使うと、相手は
意味が分からないけれど、音は聞こえている。私たちとは違う方法で単語が整理されて入ってくるみたいなんです。」


（諏訪哲史『紋章と時間』～「言語芸術論」より）


「言語芸術、とりわけ詩や小説などは、たしかに「書かれた文字のつらなり」としてのみ姿をあらわしながら、それらのことばは、なんらかの意味や内容さえ読む者に伝われば事足れり、としているかに一
見みえます。けれども、言語芸術にしたしむ方々にはあたりまえすぎますが、じつはことばとは、そんなたんなる標識じみた。意味や内容だけを事務的に受け渡しするための道具ではまったくない、という
ことです。

　ことば、言語芸術は、意味や内容である以前に、聴覚的な、いわば「音楽の精神」によってつくられています。

　また、ことば、言語芸術は、意味や内容である以前に、視覚的な、いわば「美術の精神」によってつくられています。

　言語芸術に魅せられる人々は、ことばを、音楽のように聴いています。たとえそれが紙のうえの文字や文章であろうとも、読む人の眼には「聴こえて」います。

　また言語芸術に魅せられる人々は、ことばを、絵のようにながめています。文字のかたち、並び、その線のながれ、また空白を、美術−−−−絵画や造形芸術のように見ています。たとえそれが声にだされ
たことばであろうとも、聴く人の耳には、「見えて」いるのです。」


「視覚的なことばの側面＝文字、それがかたちづくる象徴のなかから、僕らは、失われた「時」としての「イマージュ」を想い出し＝作り出します。これはじつは、すぐれて音楽的な「架空の幅」です。そ
の聴覚的な集中力、つまり読み手の力によって「味読」がなされます。


　たんたんと眼で文字を追ってゆく通常の黙読、それに要する現実の物理的な読書時間。

　文字の彼方のイマージュへ遊離した胡蝶の夢、読後余韻までを含む観念的な味読時間。


　後者の長さが前者に追いつかれる作品ほど、まずしい作品、まずしい読みということになります。ゆたかな作品、そしてゆたかな読みとは、後者の長さが前者に比して永遠のごとく延びひろがり、離れて
ゆくものです。永い夢から容易には醒ましてくれないものです。

　そのことば、その文章から、いい音が聴こえるかどうか、いい形が視えるかどうか、いい香り、いい味わい、いい手触りがするかどうか−−−−。念をおしますが、本論はたんに、リズムや脚韻への単純す
ぎるおさない盲信、安直な暗号遊戯やタイポグラフィー、比喩だらけの装飾過剰な美文、こうした表面的技術的な「ＡＩ的法則」について語っているのではありません。

　あらゆる言語芸術作品はほんらい、これらを識別できる大勢の読者たち、いわば「ことばのソムリエ」たちによって吟味されるべきです。そうしたことばの詩性をふまえてのち、ゆっくり内容だの主題だ
のをうんぬんすればいいのです。もっとも肝要なことは、書かれた文字たちが、誦され、詠われ、唱えられ、また、舞い、踊り、跳ねているか。その場に楽の音が、妙なる調べが、立ちのぼっているかを読
むことです。

　音楽と美術の精神からの文学の誕生。

　音楽性も、造形性も、たとえていうなら、ことばの生地に香をたきしめるように、ある種の「時間」という属性を、ことばに担わせる、担わせてあげるということです。音楽−−−−色香も恍惚も狂気も諧
謔も−−−−、そのたなびき、架空の幅と奥行きの世界を、「紋章」としての文字へ薫習するのです。その文章にふれるやいなや、読む者の身辺まではふしぎにかぐわしくなるように。−−−−言語芸術とは、ほ
んらい、そういった原初の呪術的な、夢幻の効果をもたらすべきものなのです。

　願わくば、視た「文字列」がたちどころに「音声」をかんじさせ、また聴いた「音声」がたちどころに「文字列」をかんじさせるような、そうした自在な往還を可能にする至高の文章、そして文学が、こ
の先も、僕ら現代人の筆先からとうとうとあらわれ出んことを。−−−−」




☆mediopos-1997　　2020.5.5

■鈴木棠三
　『なぞの研究』
　（講談社学術文庫 昭和56年4月）
■福音館書店編集部編
　『なぞなぞの本』
　（福音館日曜日文庫 1982.9）

なぞなぞは 
「～するものなあに？」 
というようなしかたで 
問いかける言葉遊びだが 

ギリシア神話にあるように 
スフィンクスが 
「朝は四本足、昼は二本足、夕は三本足。 
この生き物は何か？」と問い 
オイディプスが正解を答える 
というなぞなぞも思い出される 

なぞなぞは 
全世界的にあるようだが 
日本のそれはちょっと特別で 
外国のなぞなぞの多くが 
クイズ的なＱ＆Ａであるのに対し 
ほとんどが言葉の綾やしゃれで 
できているところがあるそうだ 

日本では和歌にも 
掛詞などが多く使われてきたように 
なぞなぞはたんなる問いかけではなかった 

日本でのなぞなぞの典型といえば 
江戸の元禄時代から 
現代まで親しまれている 
「……とかけて　……ととく　その心は……」 
という三段謎である 

日本でなぞなぞをはじめたのは嵯峨天皇の 
「『子子子子子子子子子子子子』を読め」 
だとされているが 
その前の時代の万葉集にも 
万葉仮名を使った当て字などに 
なぞなぞに通じる遊び心があったようだ 

平安時代には 
なぞなぞは「なぞなぞ物語」と呼ばれ 
貴族のあいだで 
歌合から派生した「なぞなぞ合」が行われ 

鎌倉時代には 
「なぞなぞ」「なぞたて」と呼ばれるようになり 
連歌の技法の影響を受けるように 

室町時代に入ると 
僧侶や侍もなぞなぞを楽しむようになり 
なぞなぞ集などもつくられるように 

そして江戸時代には 
「なーんだ」で問いかける二段謎に続いて 
先の三段謎が登場し 
都々逸や大喜利のなぞかけとして 
さまざまななぞなぞがつくられるようになる 

しかし『なぞの研究』の著者 
鈴木棠三も記しているように 
どうして日本はクイズ的な方向よりも 
言葉の綾やしゃれのほうに向かうのだろう 

よくは知らないけれど 
日本人ほどダジャレの好きな 
国民はいないのかもしれない 
だれでも知っているようなネタを 
繰り返して自分を笑いのネタにさえする性向… 
どうもなぞなぞを通じて 
知恵を伝えるというのでもなさそうだ 

ほんらいはおそらくなぞなぞは 
遊びのなかでさりげなく 
忘れられがちな知恵を伝えるものだったのだろうが 
少なくとも日本ではすでにそういう要素は 
芸能のなかでもみられなくなっているようだ 

はてさて 
なぞなぞの未来やいかに 



（鈴木棠三『なぞの研究』より）


「ナゾとは、「何ぞ？」と問いかけることばであり、それが名詞になったものである。これと同様に唱え言が遊戯の名になった例は子供の遊びには特に多い。「子をとろ子取ろ」などもその一つである。

　もっとも、平安時代には「なぞ」単独で名詞として使うことはなく、なぞなぞ物語と呼んでいた。もちろんその時代においても、なぞを掛けるときの問のことばには、「なぞ？」「なぞなぞ？」を使ったことはいうまでもない。
室町時代になると謎立てという名称がよく使われた。

　「なぞ」は、たいていの民族がもっている文化遺産である。それらの起源は、他民族から教えられてはじめておぼえたという性質のものとも思われない。わが国の「なぞ」についても、古来から歌物語やことわざ物語とならん
で、なぞなぞ物語が行われていたものかと思われるが、それを確証する文献はない。

　ただ想像されることは、わが国の古代のなぞは、口承的な要素の濃いもので、必ずしもクイズ的要素を不可欠の要件とはしていなかったということである。古代の教育は、一面において宗教性の濃いもので、鎮魂と密接不可分
の作法であったが、仮りに故事とか古歌を教える場合にも、単に知識として注入するのではなく、呪言のように繰り返し、反覆によって魂に呼びかけるのであった。その場合、それは何？　という形で、先に教えたことを問いか
け、それを反覆することによっておぼえさせた。それがなぞなぞ物語の古義だったのであろう。したがって、なぞなぞ物語の内容は、歌物語ふうな傾向のもので、唱え言とそのいわれを主としたものだったと思われる。

　それは、いわばわらべ歌的でもあり、ごくゆるい制約しかもたなかった伝誦だったかと思われるが、のちには次第に、ことばの興味をもとめる面が強くなり、またクイズ的要素が加味されるようになった。

　こんにちの常識からは、推理的要素を含まない「なぞ」などというものは考えられないが、本来のなぞなぞ物語なるものは、クイズ的興味の稀薄なもので、これに思考性が加えられるのは、主として中国伝来の謎（めい）によ
る影響と思われる。」


「近世に入って、元禄の後あたりから、三段形式のなぞが行われるようになった。三段なぞとは、……トカケテ、……ト解ク、心ハ……という形をとるものである。古人は、古式のなぞを一重謎、三段なぞを二重謎と呼んだ。

　これは、カケとトキとにおいて、かけ離れた二つの命題を対照させておき、第三段のココロにおいて、しゃれによる落ちをつける技巧の「なぞ」である。旧来の二段なぞは当時すでに沈滞期に入っていたために、この新興の三
段なぞに主位を譲ることになった。（…）

　このような風潮は、なぞ自体の分野において見られたばかりでなく、世間一般に、歌謡・ことわざ・しゃれことばの面でも「三段なぞ」形式の発想が歓迎されていた。」

「「三段なぞ」は、発生方僅々二百年ほどの年月を経過して檜舞台からは退場したが、この三段式の屈折的発想様式は、「なぞ」の分野のみならず、歌謡・ことざわなどにも大きな投影をした。近世以降の日本語の表現法に、こ
の発想様式が及ぼした影響については、従来ほとんど見落とされているが、大いに評価されてよいものと思われる・」


「謎という漢字は、メイともベイとも発音された。その意味は、迷と言の二字の組み合わせが端的に示している通りで、人を迷わせるように意識して仕組んだことばをさす。」


「平安時代の文芸は和歌中心の文芸であり、和歌を除外しては語ることができない。和歌はすべての土台であり、文学上の遊戯としても、和歌を元にして工夫されたものである。「なぞ」もまた、その例に漏れなかった。

　平安時代には、「なぞ」という名詞はなく、「なぞなぞ物語」という複合形の名詞が使用された。したがって、平安の「なぞ」は、なぞなぞ物語一色に覆われている。」

「古歌の知識に基づくものを除けば、大多数のなぞがしゃれを鍵として構成されている。したがっれ、機転よく同音語をさぐりあてることが大切である。そのほかには、東の方→卯（う）といった同義語ないしは類語による置き
換えの技巧が多少見られる。したがってこの二種の技巧をマスターし、古歌に関する常識があれば、当時の「なぞ」は解けるわけである。」


「日本のなぞは、外国のそれのようなクイズ的なものは一部にすぎず、大部分はことばの綾、すなわちしゃれによって構成されているので、外国人に日本のなぞを説明することは、私などには至難というよりは寧ろ不可能であ
る。」


「「なぞ」の原始的性格は、歌物語・ことわざ物語と並ぶ、なぞなぞ物語であった。それは形は短いが内容的に説話的性格をそなえたものであったろう（…）。このなぞなぞ物語的性格は、民間伝承の「なぞ」においては、終始
失われなかったのであろう。もちろん、説話的なものの実質は、古歌や故事的なものから、現実的な「ことわざ」や、日常性の高い「しゃれ」などに変化したけれども、その叙述的性格と非推理的性格は変わらなかった。

　中国の「なぞ」の与えた影響や、連歌的手法の発達によって、「なぞ」はクイズとして完成されたが、それは「創作」の「なぞ」の世界における表面の動きであって、なぞなぞ物語の系統を引く伝承的な「なぞ」は、作者を有
する文芸とは没交渉の世界において、時代の歩みのうしろから少しずつ変化しながら、しかし脈々たる流れをなしていた。クイズ的洗礼を経た文芸なぞによって、若干の変化を受けることも起こらないではなかったが、底流とし
ての流れは根強かった。

　ただ、そのうちの或る物は、「ことわざ」として扱われ、または「しゃれ」として切り離されることはあった。そうした、残されたものは、子供たちの管理するにふさわしい、童詞的唱え言ふうな「なぞ」だったのである。

　口頭伝承による「なぞ」の本体は、中世以降の制作なぞが児童ふうにされたものではなく、それはあくまで別のものであった。決して、子供たちの頭脳に応じて、平易化したり唱え言ふうに還られたものではなく、しいていえ
ば、なぞなぞ物語が口語化され断片化されたものが、子供の「なぞ」であったともいえよう。

　要するに、考える「なぞ」と、憶える「なぞ」とは、二つの異なる流れであり、その源から流程の終わりにいたるまで。終始別々だったのである。

　この民間伝承の「なぞ」も、今や前代の微弱なる文化財でしかありえない。そして、過去と現在とを隔てるヴェールの彼方へまさに姿を没しようとしている。現在その姿を辛うじて視界にとらえうるのは民俗学者たちの働きの
賜物なのである。

　もちろん今後の社会においても、謎という語は滅びないであろう。いな、科学の謎、黒い謎などと呼ばれる問題や事件は、むしろ増加する一方であろう。そしてその謎は、解けない謎によって占められるのではなかろうか。謎
はますます多くなる。だが、私がこれまであげつらってきたような。牧歌的な「なぞ」は、もはやふたたびわれわれの手もとに戻ってくることはないように思われる。」




☆mediopos-1998　　2020.5.6
■小原嘉明・文／石森愛彦・絵
　「まぼろし色のモンシロチョウ
　　　／翅にかくされた進化のなぞ」
　（月刊たくさんのふしぎ
　　　 2020年6月号（第423号）福音館書店）見かけはほとんど変わらないのに 

モンシロチョウのオスには 
なぜメスがメスだとわかるのだろう 

メスにはまぼろし色があるからだという 
まぼろし色とは紫外線が含まれた色 
わたしたちには見えないけれど 
モンシロチョウには見えている色 

けれども東アジア型のモンシロチョウには 
そのまぼろし色があるけれど 
ヨーロッパ型のモンシロチョウには 
まぼろし色がないという 

だからオスとメスとの区別がつかないまま 
オスはほかのオスに間違って近づき 
交尾をしようとするのだという 
死んだオスに対してさえも 

そんなことを知ったところで 
とりたてて役に立つわけではないけれど 
そんな研究にも自然を広く深く理解するためには 
大切なことだと著者の小原嘉明さんはいう 
研究には無駄なものなどなく 
好奇心をもつことがまずは大切なのだと 

わたしたちはあまりに 
役に立つか立たないかや 
世の中のそういうものだということばかりを 
知識の価値基準にしてはいないだろうか 
だから試験などに必要でないことに 
価値をみとめなかったりもする

けれどもむずかしいのは 
たとえば原子力の研究など 
研究することが破壊的なことへと 
導くことになることもあることだ 

知りたいということ 
探求したいということ 
そのことそのものはとても重要だけれど 
その上でそれらをさらに超える重要な基準もある 

それはあえて断念することなのか 
それとも知的探求をさらに超える認識なのか 
現代の人間はそれを試されているのかもしれない 

とはいえどちらにせよ 
まずは知りたいと思い 
探求していくことがなければ 
なにもはじまらず 
またそれを超えていくこともできないのだ 



「モンシロチョウの翅、白くてそこに黒い点があるだけだと思っていないかな？」


「モンシロチョウは、実はとってもふしぎな色をしたチョウなのです。」


「オスは出会ったチョウがメスであることを、何を手がかりにして知るのでしょうか。モンシロチョウの翅には斑紋とよばれる黒い点がありますが、オスとメスでちがいがないうえ、チョウが翅を閉じ
てとまっているときには見えません。また翅の裏がわはオスもメスもうすい黄色で、ちがいがあまりなく、見わけがつきません。それでもオスは迷うことなくメスにのみ近寄って交尾をします。」


「赤外線写真にはオスとメスはどちらも白く写っていて、ちがいがないことがわかりました。いっぽう、紫外線写真にはオスは黒く、メスは白く写っていました。これはメスの翅には紫外線がふくまれ
ているが、オスの翅にはそれがないことをしめしています。オスとメスは紫外色がちがうのです。」


「ここまで紹介したのは、私が最初に調べた関東のモンシロチョウのことです。調べてゆくと、このまぼろし色が、地域によってちがうことがわかってきました。沖縄県や対馬など、西南日本のモンシ
ロチョウのメスの翅は紫外色が弱いのです。さらにイギリスのメスの翅を調べると、紫外色が大変弱くまぼろし色をしていないことがわかりました。」


「実験すると、なんと、イギリスのオスはオスとメスの区別がつきませんでした。オスはメスだけでなく、他のオスにたいしてもまちがって近づき、交尾しようとするのです。観察をしていると、死んで
横たわっているオスにたいしても、しきりに交尾しようとさえしていました。」


「ヨーロッパのメスはすべて紫外色が弱く、まぼろし色ではありませんでした。中国の東の沿岸地域のメスは日本と同じ紫外線を反射するまぼろし色でした。中央アジアのメスは両者の中間の色でし
た。メスの色は、ヨーロッパから東に進むほどまぼろし色に変化しているのです。」


「私たちの身近にいるモンシロチョウの翅には、まだまだ大きな謎が残されているのです。」

「「なーんだモンシロチョウか、そんなのしってるよーだ」ですまさないでくれよな！」


（◎作者ことば＿小原嘉明「研究者をめざす君へ」より）


「研究者といわれる職業についている人のほとんどは、もっと人間に役に立つ技術の開発などの研究にかかわっています。でも、直接人間の役に立つかどうかも分からない研究でも、何かしらの役に立っ
ています。いや、直接人間の役に立たない研究でも価値があります。

　モンシロチョウの研究もそのひとつだと思いますが、このような研究は、人間が広くあるいは深く自然を理解する上で意味があります。それはまた人間の知的好奇心を刺激し、人間の教養を高めるこ
とにも役に立ちます。研究に無駄な研究などないと私は思っています。

　ですから皆さんが、今関心を持っていることはあるのなら、そしてその謎を知りたいと思うのであれば、それがどんなに子どもじみているとか、あるいは「何の役に立つの？」と言われようとも気に
する必要はありません。知りたいことがあったら、何でもやってみてください。（…）科学的好奇心を持っていることは、研究者であることの、もっとも大事な条件です。その意味で皆さんは、科学者
あるいは研究者なのです。

　ところが学校に入り、学年が進むにつれ、その好奇心が次第に薄らぎ、いつしか消え失せてしまう例を私はたくさん見てきました。その理由はなんでしょうか。学校で教わることは多くの科学者たち
の研究でわかったことで、疑問の余地がないとか、それと比べると自分が考えていることはちっぽけだと思っているのかも知れませんが、そんなことはありません。

　理由は何であれ、科学的好奇心を失うことは科学者、あるいは研究者から遠ざかることです。まだ遅くはありません。大人から「ずいぶん物分かりが良くなって、大人になったなあ」と言われるより、
「この子はまだこんなことにこだわって……」というような「困る子」であってほしいと願っています。」




☆mediopos-1999　　2020.5.7

■絵・宇野亞喜良／文・石津ちひろ
　『アナグラム人名図鑑』
　（ワイズ出版 2014.2）

アナグラム（anagram）とは 
文字を入れ替えて別の意味にする言葉遊び 

日本語では五十音の入れ替えになるが 
アルファベットを使った言葉では 
アルファベットごとのアナグラムになる 

アナグラムといえば 
ランガージュ・ラング・パロール 
シニフィア・シニフィエといった用語を使って 
言語構造を分析したソシュールを思い出す 

ソシュールは構造言語学的な視点では 
言語が指し示すもの（シニフィエ、記号内容）と 
言語記号（記号表現）の間には 
必然的な結びつきはないという言語の恣意性を論じたが 
晩年のソシュールはアナグラム研究に携わったという 
言語の恣意性とは逆ともいえる視点である 

なぜソシュールはアナグラム研究に向かったのか 
詩人が詩作するとき 
パロールに潜在する「無意識」にしたがっていると考え 
その「無意識」を探そうとしたというのだ 

この『アナグラム人名図鑑』は 
日本の有名人たちの名前のアナグラムに 
その人たちの似顔絵を添えたものだが 
そのアナグラムを見ていくと 
人名とアナグラムのあいだには 
「correspondance（照応）めいたもの」が 
存在しているような気もしてくる 

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

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



（宇野亞喜良「はじめに」より）


「アナグラムというのは、文字の順番を並べ替えることによって、ある言葉を別の言葉へと変容させる遊びのことです。

私がかつてフランスで出会ったアナグラム好きの作家は、このように語っておりました。

「アナグラムとはすなわち、詩的スパイスを振りかけた言葉のacrobatic（離れわざ）にほかならない」と。


　＜黄金虫（こがねむし）　⇄　猫が無視＞

　＜桜貝　⇄　暗い性（さが）？


こんなふうに出来上がったアナグラムを眺めていると、変容前後の二つの言葉には、何らかのcorrespondance（照応）めいた
ものが存在することに気づきます。さらには、


　＜小林一茶　⇄　翼恋しや＞

　＜武満徹　⇄　音見つけたる＞


といった人名アナグラムが誕生するにつけ、この遊びには人や物事の本質を曝け出す要素がひそんでいるのではないか、と思
えてくるのです。」


※以下、本文より


岡本太郎／顔も問うたろう

草間彌生／病咲くよ


北原白秋／木は働く勇士

中原中也／宙から花屋


森鴎外／イモリが追う

夏目漱石／責めそうな月

永井荷風／風雅な貝

開高健／駈けし恋歌


寺山修司／揶揄して恨まじ

澁澤達彦／皺、瘤、去った日

土方巽／羊見た方

唐十郎／牢から自由


西城秀樹／非情で鬼才

郷ひろみ／身、ご披露

野口五郎／稚児の愚弄

内田裕也／や！宇宙だ

沢田研二／事件だわさ


小津安二郎／お、スロウジャズ

原節子／背はラッコ

笠智衆／中止理由


中村歌右衛門／演歌も歌ならむ

中村勘九郎／中から老ムンク

松本幸四郎／詩も鬱纏う頃

坂東三津五郎／罪、番号、道路

片岡孝夫／おおかた鷹か？

尾上松緑／世の苦労、教え


近藤勇／巫女さん同意

土方達三／地蔵貸した人

沖田総司／じき倒そう

山南敬助／負けない闇、消す

芹沢鴨／技も貸せり

永倉新八／パンチなく白髪




☆mediopos-2000　　2020.5.8

■西脇順三郎『詩学』（筑摩書房　1969.3）
■木原善彦『アイロニーはなぜ伝わるか』（光文社新書　2020.1）

アイロニー（イロニー）は 
言いたいことの逆を言うような 
皮肉といった意味で使われるが 
相反するものの対立・矛盾を使って 
現実を相対化しそれを超えて行く表現である 

アイロニーは日常でも使われるが 
その言語表現の可能性を広げてくれるのは 
ポエジーとしてのアイロニーである 

文学作品や詩作品では 
隠喩（メタファー）がよく使われる 
それは相反するもののあいだに 
相似的なものを発見することでもあるが 
アイロニーのばあい 
相反するもののあいだに相似性はない 

とくにボードレールやマラルメなどでは 
詩作品にアイロニーが用いられることが多いが 
相反するものは相反するもののままで連結され 
まったく「新しい関係」をそこに創り出す 

否定と肯定は 
否定がそのまま肯定となり 
無限と有限は 
無限がそのまま有限となる 

西脇順三郎は「ポエジイの真髄」を 
「永遠のノウ」は「永遠のイエス」であり 
「永遠のポエジイ」を 
「ノウ」もなく「イエス」もない「大空」だという 

ふつうの言語表現は 
どうしても言葉が言葉を縛り 
意味が意味を縛り 
そのことでその背景にある現実もまた 
現実が現実を縛り 
そのなかに閉じ込めてしまうところがある 

永遠のポエジイとしてのアイロニーは 
対立や矛盾そのものを結びつけることで 
言葉が言葉を超え 
意味が意味を超え 
現実が現実を超えていくための 
秘儀へと人を導く 
次元変換魔術でもあるのかもしれない 



（木原善彦『アイロニーはなぜ伝わるか』より）


「ある晴れた休日、「今日はお出かけ日和だ」と言って意気揚々とＡさんが家族をつれてピクニックに出掛ける。ところが、急に天気が崩れて土砂降りになり、「ほんとに今日はお出かけ日和ね」と家族に
言われてしまう。Ａさんに対する非難のこもったこの発言がいわゆるアイロニー発話と呼ばれるものの典型です。この例の場合には、「アイロニー」に「皮肉」という訳語を与えてもかまいませんが、アイ
ロニーは「皮肉」よりも幅広いカテゴリーの修辞的表現です。

　本書では、この「言いたいことの逆を言う」かのようなアイロニーがどうして相手に伝わりうるのかという問題を考えます。」


「日常でちょっとしたアイロニーを言ったり、聞いたりすることと、千ページを超えるような長大な小説を読むこととは、量的に隔たっているほどには、質的に隔たっていません。どちらも言葉を用いなが
ら、手を変え品を変えして、次々に新たな虚構世界を作り上げ、そこに見たこともない真理を探ろうとする試みなのではないでしょうか。」


（西脇順三郎『詩学』より）


「ボードレールやマラルメのポエジイの精神は隠喩でなくイロニイである。詩作の表現方法は昔から隠喩が用いられている。ボードレールは勿論隠喩法も用いている。それは詩作の伝統であった。しかし重
要なことは、ボードレールの説では文学の重要な要素は「超自然」と「イロニイ」である。ここでいう「文学」というのはこの場合、ポエジイを含めた文学を言ったのであった。

　それでは「イロニイ」というのはどういう考え方をいうのであろうか。例を出せば、「諧謔でないものを諧謔と考えることが最大の諧謔であると考える」ことがイロニイである。イロニイは最大な諧謔で
あっていつも本当のことは作者の頭の中に隠されている。（…）

　「イロニイ」というものは修辞学としては街上の言葉であって「皮肉」という意味でも通じるが、哲学や近代詩では二つの相反するものの対立的関係についていう言葉である。

　「イロニイ」というのはポエジイの形而上学ではやはり二つの相反するものの対立的関係を意味する。しかもその体質的相反する関係の最大の誇張を意味する。またそれは最大な想像力を意味している。
それは最大な超自然の存在である。またそれは最大にかけはなれた関係を意味する。それは最大に新しい関係である。例としては、否定と肯定、または「有」と「無」との連結したイマージである。こうし
た関係は論理学では「矛盾」の関係といわれる。しかしポエジイの形而上学的詩学では最高なポエジイを象徴するイマージである。それは人間の理性ではとうてい理解出来ない世界であって、超自然の世界
である。それはメタフォールでは象徴できない。メタフォールは二つの相反するものの間に相似性を発見することによってこの対立するものが調和することが出来る。しかし否定と肯定や有と無とが連結さ
れた関係は絶対的な関係であって相似性は絶対に発見できない。」


「私の好むポエジイは仏教やキリスト教の説教のためではない。「無限」の世界とか「絶対」の世界という思考は人間の至高の世界を健全にし、それを拡大してくれる。

　私はボードレールやマラルメから宗教性を取り去り、今日のブルトンの試論にも適用できるように、私はポエジイは新しい関係を発見することであると言いたいのである。

　しかし私は「否定することは肯定することであり、肯定することは否定することである」という至高は最高な「イロニイ」であり、これが最高のポエジイであると思う。この思考は否定もなく肯定もない
「大空」の世界である。絶対的な無の世界であり、これが最高にすぐれたポエジイの世界であると思う。

　またこれがボードレールやマラルメの追求した「絶対」であったのかも知れない。これが絶対な否定であると同時に絶対的な肯定でもある。こうした考え方は古代インド人の思考であった。

　「永遠のノウ」は「永遠のイエス」である。これがポエジイの真髄であろう。

　実は「ノウ」もなく「イエス」もない一つの「大空」は「永遠」を象徴する。これは

　永遠のポエジイである。」


「私にとっては「現在」というのは「無限」の一部分にすぎないと思う。「過去」も現在の一部分である。未来も現在の一部分である。そういう意味で無限は絶対的存在である。

　ポエジイは無限と現在（有限の世界）とが対立する「イロニイ」である。

　私のいう「新しい関係」はみな「イロニイ」の構成をとっている。だからポエジイはイロニイを発見することであると言ってもよいと思う。」　



