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☆mediopos-2026　　2020.6.3

■上山安敏 
　『魔女とキリスト教／ヨーロッパ学再考』 
　（講談社学術文庫 1998.1)

魔女狩りのときに 
愛という良心の声を放ったのは 
科学者ではなくむしろ宗教家でもあったそうだが 
今起こっているさまざまも 
科学者や政治家や 
そのほかさまざまな人たちのなかにある 
光と影の人間模様から 
さまざまなものが見えてくるのだ !
クローズアップされている「図」の背後にある 
さまざまな「地」を見てみるだけで 
メディアなどからは見えなくなっている 
さまざまな「地」模様を見ることができる !
見えているのに 
見えなくさせられているもの 
ほんとうは見えているのに 
見えないと思っているもの 
同時代でさまざまに起こっているこうしたことは 
これまで見えにくかった視点を得させてくれる 
貴重な機会だともいえる !
世の中の多くは 
ただ刺激ー反応図式のように 
アンチばかりが聞こえてくるが 
そればかりに目を奪われてしまったとき 
魔女狩りに積極的に参加して 
みずからそれを煽っているだけになってしまうのだ 

一神教という「図」は 
多神教という「地」があって 
その相克のもとに成立するように !
父権性という「図」は 
母権性という「地」があって 
その相克のもとに成立した !
「図」を正当化し確立するためには 
「地」が「図」となってはならないのだが 
「地」なしでは「図」は成立し得ないのだ !
キリスト教における魔女問題は 
ヘレニズムとヘブライズムの父権宗教と 
地中海・オリエントの母権宗教の相克を 
如実に表しているといえる !
そうした相克は 
さまざまなもののなかに見てとることができる !
合理と非合理・理性と感性・意識と無意識のように 
ひとつの極に光を当てたとき 
もうひとつの極は影／闇になり 
脱魔術化を図ろうとすればするほどに 
むしろ無意識のなかで魔術の力は強化されてしまう !
論理的でなければならない 
というときにも 
その言明そのものは 
論理的なところから成立するのではない 
なければならないといえばいうほど 
無自覚のうちに論理から大事なものが抜け落ちてしまう !
魔女とキリスト教の歴史をみることは 
さまざまなほかの歴史や社会を見るときに 
格好の視点を提供してくれる !
現在進行中のコロナウィルスをめぐる問題でも 
そこにはさまざな「相克」を見出すことができる 



「魔女崇拝の神話類型には、バビロン、フェニキアなど古代オリエントの豊穣神信仰と、死者をとむらう亡霊信仰がある。これらは地母神あるいは太母神として地中海世界を支配していた。

　私の関心は、キリスト教と、その母胎となったユダヤ教が、これらの豊穣神信仰、亡霊信仰にどう立ち向かったかという点にむけられる。魔女の問題は、新約聖書の母胎である旧約聖書にまで遡って初めてその原型をつかまえるこ
とができる。牧畜ノマドの民の宗教であるユダヤ教と、耕地と森の豊穣神宗教である古代オリエントの宗教との闘い。そこから魔女の祖型が生まれた。

　キリスト教は、地中海世界を支配していた太母神ディアナ崇拝との相克の過程で、魔女の祖型をユダヤ教から引き継いだ。こうしてキリスト教が、ゲルマン、ケルトの世界に布教する中で、その世界に生きる魔女崇拝に直面したの
である。

　キリスト教は、古代オリエント世界にも地中海世界にも、ゲルマン、ケルト世界にも知られなかった原罪という意識をヨーロッパ人に伝えた。罪の意識に支えられた文化は、抑制された清潔な道徳観、軌跡の神義論による魔術から
の解放、内面的道徳に裏づけられた個人主義的なヨーロッパ・ヒューマニズムを生み出した。だが一方では、呪術的な宗教に裏づけられた因習道徳は駆逐され、脱魔術化（シラー）が進められ、ゲルマン、ケルトの神々は「諸神流竄」
（ハイネ）の憂き目を見るようになった。古代の魔女の観念から畏敬の要素が抜き去られ、魔女は、恐怖、苦痛、狂乱、エロスのシンボルに替えられた。土着の神々の中には悪魔や魔女に転落させられたものが少なくない。

　このように魔女の問題は、ヨーロッパの倫理の中にある罪の意識と深くかかわっているように思える。社会悪や貧困や日常の行動の解釈を原罪から説く宗教は、自己の内面的道徳観を高める反面、彼（彼女）はもしかしたら悪魔と
結託しているのではないか、という猜疑心をあおることになる。キリスト教が生み出した悪魔の観念は、太母神とかゲルマン、ケルトの世界には見られなかったものである。

　罪の意識に苛まれたヨーロッパ人の強迫感は、社会不安の中でマス・ヒステリー症状を引き起こした。千年王国を夢みるキリスト教信者には悪の仮想的が必要であった。悪魔と結託した魔女にいつ乗り移られるかも知れないという
大衆心理は、敬虔な信仰の高まりと平行して民衆の間に緊張感を増した。悪魔を信じない者は神をも信じない者であるという合い言葉が広がり、魔女妄想が現実のものになった。」
!
「ヨーロッパの魔女裁判がなぜ異端審問を媒介にして起こったのか、なぜヨーロッパが資本主義に向けて離陸しようとした一七世紀に魔女裁判が焼結を極めたのか、なぜ魔女裁判が市民階層の誕生に先駆的役割を果たした北西ヨーロッ
パで集中的に起こったのか。その理由として、ペストによる大量死、男女数のひずみ、資本主義への適応のさいの社会生活の変化などさまざまな要因が取り上げられてきた。しかし、とくに女性がターゲットにされ、サディズム的風
景が繰り広げられたのはなぜなのか。この疑問は今日のフェミニズムの運動とも重なる問題である。

　グローバルな視野から見て、キリスト教ほど女性解放や人権の擁護に牽引車的役割を果たした宗教はないだろう。ところが信仰のフィーバーが高まった時期に女性への攻撃が激化するのである。この矛盾をどう解くのか、

　私は、キリスト教は女性の聖性という問題に苦しみ抜いてきた宗教だと思う。女性の聖性を持ち込んだのは、小アジア、地中海世界の母性宗教である。小アジアの母性宗教は、ディアナ神を始めとしてヨーロッパ人の土着の神々と
習合し、われわれの想像する以上に人びとの心をとらえた。このように自然と魔術と女性が一体となった観念は、キリスト教にとって恐るべき敵だったのである。

　キリスト教は地中海世界の人びとの心をとらえていた太母神信仰をマリア崇拝に変容させ、そうすることによって母性宗教を裏口から受け入れた。太母神から恐怖とエロスを抜きとり、慈愛と清純の母性像をつくりあげた。マリア
の非原罪（処女懐胎）の教えはそのために必要であった。それにもかかわらず、キリスト教にしみついている女性蔑視の性格は拭いきれなかった。キリスト教は女性祭司を認可するかどうかという問題をつねにかかえている。キリス
ト教が女性宗教との闘争から布教を始めなければならなかったという歴史の運命は大きな意味をもっている。」
!
「父性宗教と母性宗教、ヤハウェ＝モーセ宗教と自然宗教の対立が、ユダヤ人の宗教の構造である。旧約聖書は、倫理性の高いモーセ＝預言者の合理的宗教と、魔術性、呪術性を強く帯びたオリエント宗教との熾烈な闘いの書と読み
替えることができる。

　イスラエルが傑出した高い倫理宗教をつくりだした背景には、民族の独立のために、バビロン、フェニキアのような近隣諸国に支配的な母性宗教と対峙しなければならない政治的状況があった。戦争への恐怖ともいえる緊張関係が
高度な倫理を生んだと考えられる。

　こうして理性的倫理的宗教が支配的になると、民衆の中で信仰の対象であった土俗の神々は、「魔女」におとしめられる。」
!
「同じキリスト教社会といっても、地中海世界と接触したスペイン、イタリア、南フランス、ルーマニアというヨーロッパの南方地帯の顔と、イギリス、北フランス、ライン流域のドイツのような北方地帯の顔とでは大きな違いがあ
り、それに応じて魔女をめぐる現象は異なっている。」

「魔女問題を考える場合、サブシステムとして魔女を二つの類型に分けないと説明ができないと考えている。そこで、南方の魔女現象を異端審問型、北方の魔女現象を魔女狩り型といってみよう。南方地帯に見られる魔女現象は、教
会の悪魔学で明確に理論武装した異端審問官の前に、魔女が引き出され断罪されるタイプである。ギンズブルグが審問記録から発見したベナンダンディはその一例である。

　ところが、そのようなタイプにおさまり切れない魔女現象に出会う。それはヨーロッパの北方地帯に発生した魔女現象である。今日われわれが「魔女狩り」というのはこの型の魔女迫害にあたっている。そこでは宗教性は薄められ
ており、主導権は世俗裁判所に移っている。魔女狩りが起こる契機は、資本主義化が進行して共同体の安定が崩れ出し、人間関係が軋み始めたことである。不安、憎悪、嫉妬などの感情を背景に共同体から異人が締め出される。いわ
ば「いじめの構造」である。

　さらに、北方では都市が政争の舞台になり、権力を握った者が他の集団を魔女の名の下に処刑するようになった。こうして都市の知識人、聖職者までもが、自分がいつ魔女にでっちあげられるかわからない分からないという恐怖に
さらされる。無知蒙昧な農民を「脱魔術化」するという自負をもっていた彼らが、今度は魔女として処刑される。身近な人から魔女として誣告され、家族が破滅に追いやられるという事態は、友人や近親の絆を切り裂き、人間不信の
孤独の恐怖に人びとを追いやっていく。」
!
「従来のキリスト教のロゴスを世俗世界のロゴスに移し替えたヨーロッパ哲学大系は、魔女の世界は自分たちの哲学とは無縁のものとして振り向かなかった。それに代わった社会科学も、自分たちと関わりのないこととして避けてき
た。けれども、民族学、精神分析、文学、神話学が正統歴史学の障壁をつき破り始めて依頼、その封印はとりはずされた。もはや魔女学研究はたんに秘儀学の分野に跼蹐することなく、諸学に浸透しつつあり、ヨーロッパの学問の布
置を変える力になっている。

　魔女研究はヨーロッパ人の心とは何かを問いかけるものであり、われわれ日本人にとって従来とは異なった、未開をかかえこんだヨーロッパ人像を発見する鏡になっているのである。」
!
「ヨーロッパの「人権論」や「信仰の自由」の発生を、宗教と科学の闘争の中に見て、科学と啓蒙による魔女裁判の衰退だけで終わらせることはできないだろう。少なくとも魔女狩りの運動の発生、盛行、衰退のメカニズムに目を向
けるならば、教父、司祭、説教師、平信徒の内部には、推進派と懐疑派とが対抗し合い、表に見せたキリスト教布教へのミリタントな声と裏に潜んだキリスト者の慈愛の声とが綱を引き合っていたのである。その奥の深さを知るべき
であろう。魔女狩りの断末魔の中で良心の声を放ったのは、科学者でなく、むしろ宗教家であった。彼らはキリスト教が魔女に立ち向かった当初から続いた裏の思想の継承者であった。彼らは「愛の宗教」の宣導者であり、キリスト
教を自浄していったのである。そこにキリスト教の両義性を見ることができる。」
!
「キリスト教による女神の魔女化は、ユダヤ教より徹底していた。それは地中海世界を支配していた豊穣信仰・母性信仰に常に対峙しなければならなかったからだろう。キリスト教は、異教との戦いのために、ユダヤ教の父性宗教を
維持するとともに、イスラエルのヤハウェの神とギリシアのゼウスの神との一体化すら認めている。ヘレニズムとヘブライズムの父権宗教の傘の中に、キリスト教は入った。さらにゲルマン・アーリアの男子結社との共感がある。こ
れに対する地中海・オリエントの母性宗教に根づいたマリア信仰の非正当的な密輸入。女性の聖性がマリアに捧げられることによって、魔女迫害は一層正当性を得た。ヨーロッパのフェミニズムを誘発させる原点は、このヘレニズム
とヘブライズムの父権宗教と地中海・オリエントの母権宗教の相克にあると考えている。」




☆mediopos-2027　　2020.6.4

■高野秀行『謎のアジア納豆／そして帰ってきた＜日本納豆＞』（新潮文庫 令和2年6月）!
■吉田よし子『マメな豆の話／世界の豆食文化をたずねて』（角川ソフィア文庫 平成30年11月）!
■小泉武夫『くさいはうまい』（角川ソフィア文庫 令和2年5月）

納豆は 
大豆を煮て 
納豆菌で発酵させてできるそうだが 
この納豆菌は 
思いのほかどこにでもいる 
しかも不思議で強力な菌のようだ 
!
ものごころついて 
納豆を食べ始めた頃は 
藁や竹皮に包まれて売られていた 
いまはほとんどが 
スチロールのパックになっている 
!
藁に菌があって 
大豆を藁に包んでおくと 
納豆ができるという話を 
子どもの頃聞いたことがある 
!
藁には納豆菌があるらしいが 
別に藁でなくても 
ほかのいろんな葉っぱなどにも 
納豆菌は潜んでいるのだそうだ 
!
日本で製品化されている納豆は 
藁についている自然の納豆菌では質が安定せず 
保健所の許可がほとんど下りないので 
あらかじめ作られた納豆菌を入れてつくるとのこと 
!
納豆菌といっても 
いまだにわからないことばかりで 
個体差もいろいろあるうえに 
すぐにに変異してＤＮＡ配列を変えてしまうので 
分裂増殖を繰り返すと変異も起きやすくなるのだとか 
たかが納豆菌されど奥深い納豆菌なのである 

てっきり納豆は日本の糸を引くあの納豆だけだと思っていたが 
本書『謎のアジア納豆』で東南アジアの山岳地帯などをはじめ 
日本とは少し異なった姿をした納豆がいろいろあることを知った 
!
もうすぐ東南アジアの納豆を越えて 
アフリカの納豆を追いかけたルポ本もでるそうだ 
高野秀行のあくなき好奇心と行動力には敬服である 
!
ちなみに菌の活躍している発酵食品は 
腸内環境にもずいぶん役立つらしい 
ひょっとしたらコロナウィルスあたりに対する 
免疫力づくりのためにも有効ではないかという気もする 



（高野秀行『謎のアジア納豆』～小倉ヒラク「解説」より）
!
「本書はミャンマー山岳民族、シャン族の納豆「トナオ」との邂逅から始まる。トナオは煮大豆に納豆菌をつけて二晩発酵させ、それを薄く伸ばしてからパリパリに乾燥させたおせんべい状の納豆だ。シャ
ン族流の調理法では砕いて炒めものに使ったり、さらに香辛料をまぜて料理の味付けにつかう。現在日本で一般的な納豆の食べかたはご飯にかけて食べる「主食のおとも」だが、シャン族の文化では調味料
に近い使われ方もする。（･･･）納豆は単なるおかずにとどまらず、味のベースとなる「基本調味料」でもあるのだ。本書では東南アジアからインド文化圏へと続く西南シルクロード（･･･）に散在する謎の
アジア納豆たちを紹介、時に自分で再現しながら納豆という概念の拡張をあの手この手で試みる。シャンのスパイス納豆や味噌納豆、ネパールの漬物納豆やスープ納豆、もちろん日本の糸引き納豆もあるの
だが、これらは広大な納豆ユニバースのいちバリエーションでしかない。」
!
「アジアの納豆文化を訪ねた後は、日本へと舞台が移る。アプリ（主食のおとも）ではなく、料理のベースとなるＯＳとしてのアジア納豆が果たして日本に存在しているのだろうか？　そのヒントは東北に
ある。秋田の納豆汁や岩手の雪納豆など、米の相性や糸引き具合を必ずしも重視せず、旨みや香りに着目したオルタナティブ納豆にたどり付いた著者は、
!
　　「実は糸引き納豆はたまたま日本でメジャーになっただけで、紀元はアジア納豆的なものであったのではないか？」
!
と仮説を立てることになる。ここから本書はビックリグルメの本の範疇を超え、納豆というテーマでアジアの食文化のダイナミズムを紐解く人類学的な展開を迎えることになる。」
!
「現代日本において納豆に期待されるのは、ご飯と相性のいい「糸引き具合」であり、アジア納豆のワイルドな香りや豆の食感はあまり重視されない。しかし本書に登場するアジア納豆は必ずしも日本のよ
うに高温度で加湿でず、糸引きよりも風味を重視する。この系譜は日本において岩手の雪納豆。（･･･）低温で発酵させた納豆は大豆のホクホク感や滲み出てくる旨みが特徴で、ご飯のおともというより、
そのままおかずとして、あるいは酒のアテにしたいような味だった。（･･･）

　ミャンマーのシャンやネパールのナガ、東北内部の山間地など、アジア納豆が分布している場所を訪ねてみると、そこが山地の民族の世界であることに著者は気づく。なぜ山間地で納豆なのか？　それは
魚醤などをつくる水産物が手に入りづらく、かつ流通から隔離されて街で生産される調味料が手に入りづらい。つまるところ「辺境民族」だからこそ、自前で手に入る豆からなんとか料理を美味しくするお
かずである万能食材、納豆を生み出して重宝しているのではないかと推測する。つまり「納豆はアジアの山岳辺境民の食のシンボルなのではないか？」と、各地に散在する多種多様な少数民族文化を納豆で
マッピングする独創が炸裂する。」
!
「後半、納豆と味噌汁の境界はどこかという興味深い問題が出てくる（･･･）」

「大豆に麹と塩を混ぜ、多様な菌で醸しペースト状にする。そしてそれを調味料に使う。これは言ってみれば納豆であるとも味噌であるとも言える。アジア的な気候で大豆を醸すと、多様な発酵菌たちが入っ
てきてしまう。アジアの主食、米や豆や麦など穀物に含まれるでんぷん質や糖分、タンパク質などは、納豆菌や麹菌はじめ、多種多様な微生物が好むエサだ。日本酒の醸造家たちには、酒づくりの季節にな
ると納豆を食べない、という慣習があるのだが、これは酒の原料から納豆菌をシャットアウトしたいということだ。納豆菌は温暖な環境下では他の部生物を圧倒する強靱な菌。酒や味噌の原料となる麹をつ
くる時に、温度を上げすぎると納豆のようにヌルッとした麹ができてしまう。醤油も仕込み中の手入れを怠ると、納豆菌が混入してしまう。そして納豆菌をは雑菌を駆逐してしまうのに、乳酸菌のような発
酵菌と共生する謎の特性も持っている。

　気を抜くと麹は納豆になってしまうし、納豆は味噌になってしまうのだ。温暖湿潤なアジアでは、発酵菌たちのエサや環境はかぶってしまう。だから興行的に厳密に管理しないかぎり、「手作りの世界」
では納豆も味噌も醤油もグレーゾーンに同居することになるのかもしれない。」




☆mediopos-2028　　2020.6.5

■イドリース・シャー（久松重光	訳）	
　『スーフィー／西欧と極東にかくされたイスラームの神秘』（国書刊行会	2000.7）	
■イドリース・シャー（美沢真之助	訳）	
　『スーフィーの物語／ダルウィーシュの伝承』（平河出版社	1996.7）

スーフィーという名は	
はるか郷愁を感じさせる名だ	
永遠の憧憬だともいえる	!
アラビアの碩学ビールーニーによる	
スーフィーの語源解釈のひとつに	
ギリシアの「ソフィア」だというのがある	!
哲学者がスーフィーだったら	
そう思ってもみるのだが	
スーフィーのような哲学者はいない	
スーフィーは哲学者よりもずっと自由だ	
なにより言葉や思考に縛られたりもしない	!
スーフィーはスーフィー以外にはいない	
そしてスーフィーという名は名でありながら	
もはや特定の名でさえなく	
名はすでに超えられてある	!
スーフィーはイスラームの神秘主義者だといわれるが	
ほんとうはイスラームの囲いからはるかに自由だ	
そして神秘主義者でさえない	!
神秘主義者は神との合一を究極だとするが	
スーフィーはそこから帰還して	
世界のなかで自由に踊るのだ	!
かつて禅にあこがれたことがある	
おそらくそのスーフィー的なところに	
はるかな理想を見たからかもしれない	!
たしかに禅者のなかには	
スーフィー的なものが見られたりもする	
単なる神秘主義ではないところも似ている	
けれども禅者にはどこか愛がない	
詩には近づけるけれども愛には近づけない	
教団のなかで自足する禅はすでに禅でさえない	!
イドリース・シャーも	
禅にスーフィズムの影響を見ているが	
訳者の久松重光はそれを牽強付会だとも言う	!
とはいえスーフィーは	
歴史的な系譜などに縛られはしないだろう	
その名はどうあれ	
スーフィー的なものを見出し	
それを求めることがなによりも重要なことなのだ

スーフィーは	
国や民族や地域	
そして時代の境を超え	
天と地の境をも超え	
スーフィーという名さえ超えてゆく	!
ぼくはずっと	
そんなスーフィー的なものを	
求め続けているのかもしれない	
まだ見ぬ	
名さえ持たない	
スーフィー的なものへ



「スーフィーは全ての宗教の中にある。」	
「スーフィーは一宗派ではないし、どんなに緩い宗教的教義にもとらわれず、決まった礼拝堂も持たない。聖地も修道院も宗教的道具立ても持たない。彼らは、自分たちの教義を一致さ
せようと強いるような包括的な名称を与えられることさえ嫌っている。（･･･）「スーフィー」もニックネーム以上のものではない。彼らは、自分たちのことを「我々友人たち」とか
「我々のような人々」という言い方で呼び、ある種の天賦の資質や習慣や考え方の特性で互いを認め合う。スーフィーの修道場は、実際には特別な教師たちの周りに結集しているが、卒
業というものはなく、スーフィー仲間との親密な結びつきによって修行を究めようと励む者たちの便宜のためにのみ、存在している。スーフィー独特の形跡は、少なくとも紀元前二千年
代から広範な文献に散見されるが、明らかに文明に強い衝撃を与えたのは、八世紀から十八世紀にかけてであった。」	!
「スーフィズムは、長い間イスラームに守られてきたために、東洋的な風合いを獲得したが、普通のスーフィーは、西欧においても東洋と同じように、将軍や農民、商人、法律家、教
師、主婦など、どんな姿で現れてもおかしくない。「世界の中にあって、とらわれないでいること」、野望、貪欲、知的な自惚れ、因習への盲従、社会的地位の高い人への畏怖などから
解放されていることが、スーフィーの理想である。	
　スーフィーは宗教的儀式を、それは、社会の調和を促進させる限りにおいて尊重する一方で、宗教上の教義の基礎を可能な限り拡張し、神話をより高度な意味で定義する。例えば、天
使は人間のより高次の能力であると説明するのである。個々の信者には、その理解を伸ばすための「秘密の庭」が開かれているが、ありきたりの神秘主義のように、決して修道士や修道
女になるように強制されることはない。その後は、哲学的義論によってではなく、「味わう者ぞ知る」実体験によって啓発されることを、スーフィーは要求するのである。」	!
「スーフィー思想を最も広く普及させてきたのは、詩人たちであった。彼らは、中世初期のアイルランドのオラームと呼ばれた大詩人たちと同じような尊敬を得ていた。そして似たよう
な隠喩表現や暗号文字を含む秘密の言葉を用いて詩を作った。ペルシアのスーフィーであるニザーミーは、「詩人の舌の下には宝の鍵がある」と書いている。この秘密の言葉は、理解で
きる者にのみ相応しい思考習慣を、通俗化したり制度化したりしてしまうことから守ると同時に、異端であるという非難や世間の非難から守る防壁となった。」	!
「愛の主題に打ち込むと陶酔が得られることを、スーフィーなら誰でも知っている。しかしキリスト教神秘家は、陶酔は神との合一、つまり宗教的到達の極みであると見なしているのに
対し、スーフィーは、帰依者がその後、この世界に戻ってきて自分の体験を調和させながら生きて行く時に、その価値を認めるのである。」	!
「スーフィズムの役割は、比較宗教学の成果に一石を投じたり、全ての宗教的顕示は本質的には統一性があるとする神智学的理論を強調したりするものの一つとして感上げられるべきで
はない。スーフィーたちは、いつの時代でも、表面的な形式を超越し、宗教の「実相」と関わり、直接的に宗教についての知識を獲得するという任務を担う者であると自分たちを見なし
てきた。体験としての宗教的統一性がかつて存在し、いつも存在しているということを、所謂正当派の形式的宗教の未熟な語彙で説明することは困難であろう。聞き慣れた用語でこの事
実を理解する最短の道は、スーフィーやスーフィー的な他の神秘主義にとって宗教的統一体験とは、心理学的な学びであって学術的な学びではない、と述べることである。」	!
「スーフィーの思想と実践と、日本で実践されている禅という、奇妙なことに典型的な仏教集団と称されている宗派との類似は、大変興味深い。禅は、正当派の権威主義的な仏教界の埒
外で、個人という生きた実例と教えを通して伝えられる秘伝であると主張している。禅は、歴史的に見ればそう古いものではなく、禅の実践者から見てさえ、仏陀の生涯のどんな出来事
とも何の関係もない。	
　禅の最初の記録は十一世紀のものであるが、日本で創立されることになる最初の禅宗は、一一九一年に中国からもたらされた。	
　禅が日本に移入された時期は、スーフィーの主導のもとでインドの学派が近代的成長を遂げた時期に対応している。禅発祥の地である南中国は、何世紀もの間、アラビア人や他のイス
ラーム教徒の居留地があった地域である。日本に仏教そのものが伝来したのは六二五年に過ぎず、主に七世紀から九世紀にかけてその島国に入っていった。その頃までには、中央アジア
の伝統的な仏教寺院にはムスリムやスーフィーが十分に浸透し、そこを占領していた。仏教の宗派は、アフガニスタンの仏教の拠点から、イスラームに征服された後にチベットに入って
いったのである。	
　中国の禅とインドを結びつける言い伝えがある。またスーフィーの伝承によれば、ちょうどヒンドゥーの神秘家たちとの共通点を見出したように、初期の古典期のスーフィーたちは、
仏陀の信奉者と霊的接触を得ていたという。	
　禅とスーフィズムは、その用語や物語、導師の振る舞いという点でも、著しく類似している。フーフィーから見ると、流布している文献から判断して、禅の実践は、スーフィズムの
「衝撃」という技術のある部分の修練に実によく似ている。	
　禅についての著作を著している当代一流の代弁者、鈴木大拙博士が、禅が極東の心に適っていると考えるのは当然だろう。しかし、禅の老師、園悟（一五六六ー一六四二）が、「禅と
は何か？」という問いに答えた引用した手紙を書く何世紀も前に、スーフィーの教えに含まれている思想や寓話や実例は、十分に確立していたのである。」	
「スーフィズムの伝播と、現在では禅と呼ばれているものが、究極的にはスーフィズムの源泉から派生したものであることを示そうとすることは、容易であろう。しかしスーフィーが信
ずるところによれば、その基盤は、常に人間の心の働きに存在していたに違いない。どんなスーフィー的交流があろうとも、それは唯一の真のリアリティである内的意識に再び燈を点す
手助けをしたに過ぎないであろう。」	



☆mediopos-2029　　2020.6.6

■中条省平編『現代マンガ選集　表現の冒険』（ちくま文庫 2020.5）!
■中条省平編『ＣＯＭ傑作選　上 1967-1969』（ちくま文庫 2015.4）!
■中条省平編『ＣＯＭ傑作選　下 1970-1971』（ちくま文庫 2015.4）

はじめてマンガを読んだのは 
小学一年生のとき 
「少年」と名のつく 
週刊誌と月刊誌だった !
きっかけとなったのは 
腎炎で長期入院していたころ 
病室で動けない長い時間を過ごすために 
子供向けのグリム童話や 
『アリスの不思議な旅』などとあわせて 
読み始めたように記憶している !
月刊誌の『少年ブック』に 
手塚治虫の『ビッグＸ』が連載され 
テレビではアニメの『鉄腕アトム』が放映されていた 
やはりぼくにとっても 
マンガは手塚治虫からはじまっている !
どんなジャンルでも 
時代を切り拓く才能は 
ひとりの天才としてあらわれるようだ !
能に世阿弥がいて 
和歌に西行 
俳句に芭蕉 
そして 
絵画にダヴィンチ 
音楽にバッハがいるように !
時代がそうした天才を必要とし 
天才が時代をつくったともいえるが 
そうした存在を中心に 
それぞれのジャンルにおける広がりを 
さまざまに展開してきた人たち 
そしてそうした広がりを 
受け入れてきた人たちも含め 
時代がそこで展開してきているのを 
あらためてふりかえってみるのは興味が尽きない

それでは 
現代という時代において 
現在進行形として生まれているものに 
目を向けてみると 
なにが見えてくるだろうか !
時代は新たな天才を生んでいるだろうか 
ただ事々しく目立っている人たちや 
政治的に悪役と見なされるだろう人たちは見やすいが 
ここでしっかり見出しておきたいと思うのは 
あらたな観方や感性をつくりだそうと奮闘している存在だ !
現在メディアなどで持ち上げられているだろう 
一過性の太鼓持ち的なパフォーマンス存在ではなく 
未来に向けてなくてはならないものを 
ひたむきに創造しようとしている存在である 
そんな存在をみつけられたら 
追随したり投影したりするのではなく 
その存在をたしかに見定めながら 
それを静かに見届け続けるじぶんでありたい 



（『現代マンガ選集』～中条省平「解説」より）
!
「第二次世界大戦後の日本マンガの変遷をふり返るとき、いくつかの指標となる時期を考えることができます。

　まずは、手塚治虫が『新宝島』を発表して戦後のストーリーマンガの方向を定めた１９４７年。次いで、貸本マンガの作者のあいだで「劇画」という言葉が作られ、その決定的な実現形態として白土三平
が『忍者武芸帳』を刊行しはじめた１９５９年。そして、『ガロ』と『ＣＯＭ』というファンのためのマンガ専門誌に意欲的な作家が集い、多彩にして野心的な実験をくり広げた１９６０年代末。また、山
岸涼子、萩尾望都、竹宮恵子など、のちに「花の２４年組」と呼ばれる一群の作家が革新的な少女マンガを発表する１９７０年代初めから半ば。さらに、大友克洋が単行本を２冊刊行して「ニューウェーブ」
という新たな動向に道を開いた１９７９年。

　こうしたメルクマールのなかで、今回のちくま文庫版『現代マンガ選集』の基本的な構想を固めるにあたって、監修者がとくに重視したのは、『ガロ』と『ＣＯＭ』という２つの固有名詞に集約される１
９６０年代末の日本マンガのスピリットと実践の成果です。とはいえ、この時代の日本マンガの怒濤のようなエネルギーの発現は、もちろん『ガロ』と『ＣＯＭ』にとどまりません。

　ほかならぬ戦後日本のストーリーマンガの主導者・手塚治虫によって「まんがエリートのためのまんが専門誌」である『ＣＯＭ』が創刊されたのは１９７６年ですが、この年、『週刊漫画アクション』と
『ヤングコミック』という成人向けのマンガ誌が創刊されています。さらに、翌６８年には、大手小学館からの『ビッグコミック』、また『プレイコミック』も創刊されて、マンガを子供たちの占有物から
大人の読み物へと解放する動きが加速されます。ありとあらゆる題材に基づき、無数の才能が、多種多様な技法を駆使して、マンガの描く世界を一挙に広げる態勢が形づくられたのです。こうした１９６０
年代後半に集中する巨大な本流のようなマンガの産業的拡大と表現の深化が、いまの日本マンガの基盤を形づくり、同時に、芸術的追求の先端部分を支えてきたといって過言ではないでしょう。

　おりから、フランスの五月革命をはじめ、世界でも日本でも若者たちがあらゆる既成の社会的・文化的制度に反逆をおこなう＜１９６８年＞の時代を迎えていました。日本のマンガの動向もまたこうした
世界の大きな変動と無関係ではありませんでした。これまで当たり前と見なされてきたマンガの題材も、表現技法も、根源的な懐疑にさらされました。マンガはみずからの力でみずからの限界を打ち破る＜
変革＞に向かいはじめたのです。

　この『現代マンガ選集』では、編集の方針として、１９６０年代半ばから１９７０年代に至る日本マンガの＜変革＞のスピリットを体現・継承しているということを基本に据え、各巻の編者にはその点に
賛同を得ました。＜変革＞のスピリットとは、やむにやまれず描くという作家の表現衝動の強烈さ、すなわち、ジャンルの制約や制度を無意識のうちに打ち破ってしまう作品のエネルギーの源泉となるもの
です。制度化された技法の発達や洗練とは異なる視点からマンガ表現の独自性を探り、この選集の第一巻一巻に、時代を映すマンガの魂を凝縮することを目指しました。

　本巻『表現の冒険』には、マンガの題材や物語の面白さを求めて出発しながらも、作家の表現衝動の激しさが、マンガ表現の定型を打ち破り、それまでのマンガにとって未知であった領域を切り開くよう
な作品を集めました。

　本書には手塚治虫の作品は収められていません。その理由は。手塚治虫は自分が作りあげた戦後日本のストーリーマンガの定型を、劇画や外国マンガの刺激で微妙に変化させることはあっても、破壊する
ことは一度もなかったからです。その意味で、手塚治虫は、表現するべき物語内容とその表現技法とが最後まで奇跡的なバランスを取りつづけた稀有の存在でした。

　しかし、手塚治虫は１９６０年代末の日本マンガの表現の危機と変革の可能性を敏感に察知し、その予感を『ＣＯＭ』という雑誌の創刊に託します。この予感は鮮やかに的中し、『ＣＯＭ』は新時代のマ
ンガ表現のひとつの起点となりました。」
!
※本書に収録されている作品

・石ノ森章太郎『ジュン』・岡田史子『ガラス玉』・つげ義春『ねじ式』・林静一『赤とんぼ』・佐々木マキ『まなしい　まっくす』・長谷邦男『ルパン二世』・ダディ・グース『砦の下に君が世界を
Macbeth’69!』・みなもと太郎『ホモホモ７』・真崎守『はみだし野郎の伝説』・宮谷一彦『性紀末伏魔考』・安部慎一『猫』・上村一夫『おんな昆虫記』・赤塚不二夫『天才バカボン』・谷岡ヤスジ『ベ
ロベーマン』・小池桂一『母をたずねて三千里』・高野史子『病気になったトモコさん』・松本大洋『だみだこりゃ』・西岡兄妹『林檎売りの唄』




☆mediopos-2030　　2020.6.7

■木村元!
　『音楽が本になるとき／聴くこと・読むこと・語らうこと』!
　（木立の文庫 2020.5）

古典とは 
問い続けても 
問い続けても 
汲み尽くせないものを 
そこから見出すことができるもの !
問いと答えが 
ひとつだけの対応でしかないとき 
科学にはなり得るかもしれないが 
古典とは対極にある !
どんなに単純に見えることでも 
古典たり得るものは 
そこからは無限の 
問いと答えの交響が広がる !
本を読むときも 
音楽を聴くときも 
ジャンルをとわず 
一義的でしかないとき 
そして一義的に受け取ろうとしかしないとき 
それは古典ではなく 
ただの記号処理のためのデータと化す !
古典がその交響を広げてくれるためには 
古典を見出し得る力を 
みずからの奥行に 
蓄えてゆかなければならない !
自動販売機のような記号処理で 
問いに対する答えを 
性急に求めようとするとき 
そこにはなんの奥行きも見出せないのだ !
答えを出すことではなく 
謎そのものに耳を澄まし 
そこから豊かな響きを聴こうとする 
そのためには 
経験の奥行きを深めることが必要となる 

この引用でふれている 
荘村清志の演奏の遅さは 
古典を古典として奏で 
聴衆とのあいだに 
豊かさを引き出そうとしたものなのだろう !
演奏を正確にするために 
メトロノームでつくったように機械的になり 
聴くことを置き去りにするような響きのなかには 
問いを深めてゆく奥行きは見つけにくい !
古典とは 
限りない問いを 
そこからくみ出すことのできるものであり 
それをたしかにうけとるためには 
みずからの内に 
それに応じられるだけの 
奥行きを蓄えなければならない 



（「寺子屋のギタリスト」より）
!
「はじめに驚いたのは、その遅さだった。

　二〇一九年六月二十八日に浜離宮朝日ホールでおこなわれたギタリスト荘村清志のデビュー五十周年記念リサイタル。曲はＪ・Ｓ・バッハの作曲《無伴奏チェロ組曲六番》ニ長調。六つある組曲
はいずれも舞曲の形式をもつが、そのなかでもこの第六番は、とくに民衆的な快活さにあふれた作品だ。異なる二弦で同音を続けて鳴らすことによるドライヴ感で開始を印象づける＜前奏曲＞の冒
頭から、このテンポは･･････？

　このリサイタルのひと月前にリリースされた荘村のＣＤ『シャコンヌ』にも、この作品は収録されている。五十年のキャリアにしてはじめてのバッハ・アルバム。そういえば、それを聴いたときも、
遅めのテンポだとは思ったけれど、これほどではなかったような気がする。

　８分の12拍子を構成する三つ×四拍の８分音符。同音を二つ繰り返し、三つ目で跳躍、その跳躍が拍ごとに高くなって、いやがうえにも気分を高揚させる始まりだが、荘村はそのすべての８分音符
をいつくしむように、すべてを十全に鳴らし切ろうとするように始める。

　その演奏態度からこのテンポが導き出されているのか----どうもそれだけではない。歴史的な演奏習慣や作品との対峙から生まれた説得力はもちろんあるのだが、テンポそのものに、聴衆との交歓
が表現されているように感じた。舞台と聴衆を包む空気のなかで、自然に選びとられたテンポ感。レコーディングにあたっていちど確立したはずの演奏解釈に固執することなく、聴衆との語らいを
選びとるパフォーマーシップ。あたかも古典落語をやりながら、客に合わせて噺を自在に変容させる落語家を思わせる。

　いや、落語というよりも、「素読」ということばが浮かぶ。白くなった長い髪を後ろで結んだ荘村の風貌が、江戸時代の儒学者を思わせるからかもしれない。寺子屋で子どもたちに『論語』や『大
学』を素読させる町儒者の風情。古典を一字一句ゆるがせにせず、しかしけっして一方的ではなく、「ここ、よく聴いておいてよ」とか「このくだり、たまらないでしょう」と聴衆＝筆子（生徒）の
反応も感じつつ読み聞かせる趨だ。聴き手はさすがに、寺子屋のように先生の読んだ文章を復唱することはできないけれど、荘村は一音一音を聴き手に反芻させるかのように、ゆっくりていねいに
音を紡いでいく。「ここ、大事なところだから」と強調するように奏でられたフレーズが、知らず識らず、わたしたちの記憶の抽斗に収まっていく。

　たまに。荘村の持ち味でもある甘味な音色に惹きつけられて、「意味」が飛んでしまい、響きに耽溺している自分に気づくこともある。さながら、先生の良い声に聞き惚れて、かんじんの学習が
おろそかになってしまうかのごとく、それもまたよし、だ。古典を味読するしあわせはそういうところにもある。
!
　古典とは、あらためて、なんだろうか。」
!
「古典とはなにか世の中の役に立ったり、人生を生きやすくする助けになるものではかならずしもない。むしろその反対に、産み落とされて長い時間が経ったいまもなお、結論のでない未解決の問
題として厳然と存在するもの、それが古典といえるかもしれない。それはわかりやすさ、有益さ、生きやすさなどとは対極にあるなにかだ。

　十九世紀初頭の英国の詩人ジョン・キーツは、真の詩人に求められる能力として「ネガティブ・ケイパビリティ」というものについて語った。「負の能力もしくは陰性能力」と訳されるこの能力
は、「どうにも答えの出ない、どうにも対処のしようのない事態に耐える能力」あるいは「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」を意味する。

　つまり古典とは、無数の人々が長い時間をかけて考えつづけても結論のでない「謎」であり、「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」をもって向き合うよりしか
たのないものなのである。

　そんなものと、われわれはなぜ向き合おうとするのだろうか。」




☆mediopos-2031　　2020.6.8

■前川輝光『血液型と宗教』（鳥影社 2020.3）

血液型だけで人を見るのも 
それをまったく根拠がないと見るのも 
どちらも極論は不毛である !
占星術もそうだが 
それをきわめて狭い観点から 
当たるか当たらないかを問題にするのは 
話のネタなどを超えた意味は持ち得ない !
血液型にしても生まれ持った星位にしても 
その他のさまざまな類型にしても 
その視点がなにを意味しているのか 
そのことを踏まえたうえで見ていくというのが 
「それぞれを知るだけで、それを支えに 
私たちは人間について実に多くのことを知ることが
できる」 
のだと著者同様に思われる !
そしてさらに 
そうしたさまざまな関係項を考慮することで 
見えてくる視点があればそれに越したことはない !
そういう意味で 
各国や民族や多住地域だけではなく 
宗教の成立とその広がりでのなかで 
血液型の傾向を見るのはたしかに面白い !
一神教が成立したのはＡ型の多住地域 
それに対して 
ヒンドゥー教・仏教が生まれたのは 
Ｂ型の比率が比較的多い地域 !
そしてＡ型多住地域の文明と 
Ｂ型多住地域の文明のあいだ 
つまりメソポタミアとインド文明のあいだには 
ゾロアスター教という 
光と闇・善と悪の二元論の宗教が生まれている 

ちなみに南北アメリカ大陸先住民は 
すべてＯ型だというのは興味深い 
そしてその先住民の数が激減した要因のひとつが 
西欧から持ち込まれた疫病だというが 
今回のコロナウィルスの影響が気になるところだ !
血液型と病気や抵抗力との関係が強くある場合 
その南北アメリカ大陸先住民のＯ型のもつ傾向が 
そのウィルスに対してどうなのかということだ !
詳細なデータを参照してはいないが 
今回の感染状況をざっと見ていくと 
それぞれに地域特性としてある 
食生活をはじめた諸習慣とも関係しているだろうが 
Ｂ型が比較的多い地域の感染やそれに伴う死者は 
比較的少ないようにも見える !
コロナウィルス対策として重要なのは 
感染者や重症患者そしてそれに伴う死者の有する 
年齢や既存症をはじめとした 
さまざまな特性別での傾向分析なのだろう 
そこに血液型なども加え 
マトリックスなどを作ってみれば 
対策の重要ポイントも浮かび上がりやすくなる 



「能見が確立した血液型人間学は、人間に関して、様々な発見をもたらした。しかし、能見自身が既に明言していたように、ＡＢＯ式血液型だけが性格・人間性を決定するのではない。」

能見同様、既に故人ではあるが、畑田国男の開発した「きょうだい型人間学」の登場は、私には目にうろこの出来事だた。畑田は、おそらく能見の手法に学びながら、きょうだい型の数々の「分野別データ」
を収集し、それを鮮やかに分析して見せた。たとえば、血液型では、当時、Ｏ型、Ｂ型にプロ野球の選手の強打者が多いことがわかっていたのだが、きょうだい型では、畑田の言う「弟」型にそれが多い。」

「プロ野球だけではない。他の多くの分野で、「血液型で切れば、こういう顕著な偏りになる、きょうだい型で切れば、こういう偏りになる」といった現象が見られる。血液型人間学もょうだい型人間学も、
人間について非常に強力な分析装置だが、どちらも単独で人間のすべてを語ることはできない。人間は、あるいは人間の性格は、極めて多面的・多層的なものである。

　他にもユングの内向型・外向型のタイプ論など、人間性について有効な理論は数多い。それぞれの理論は、人間性・性格のある一面を論じているわけである。「一面のみ」と言っても、それぞれを知るだけ
で、それを支えに私たちは人間について実に多くのことを知ることができる。」
!
「各血液型がある程度決定しているのは、「性格」ではなく「気質」である。」

「各血液型の性格・行動性は時代によって変化する。」

「各分野の血液型分布は時代に応じて変化する。」
!
「世界の血液型分布率の大まかな傾向は以下のようになる。

　Ｏ型は全世界的に多い。どの民族、国においてもＯ型は一位か二位である。」
!
「世界のＡＢＯ式血液型分布率を、地域によっていくつかにタイプ分けすると、以下のようになる。
!
　Ｏ型が多い中南米。特にＯ型だけの中南米先住民。

　Ａ型、Ｏ型が圧倒的な欧米（西ヨーロッパと北米、オセアニア）

　Ａ型寄りのＡ型ゾーン、Ｂ型ゾーンの中間地帯、東欧と中央

　Ｂ型、Ｏ型が圧倒的な南アジア、東南アジア大陸部

　Ｏ型が突出し、Ａ型、Ｂ型が僅差で並ぶ、サハラ砂漠以南アフリカ、東南アジア島嶼部

　Ｏ型、Ａ型、Ｂ型が僅差で並び、ＡＢ型も多い中国

　アジア型Ｂ型ゾーンの端に位置する、中等を除くアジアのＡ型大国日本」
!
「各血液型の気質・行動性と、世界の血液型分布率の地域差を頭に入れてヴェーバーの宗教論を読むと、血液型人間学の世界とヴェーバー宗教社会学の世界が呼応していることに印象付けられた。即ち、世界
的に見て最もＡ型の多い地域にはキリスト教徒が多く、世界最大のＢ型地域インドからは、ヒンドゥー教、仏教が誕生した。キリスト教の教義・歴史、ヒンドゥー教・仏教の教義・歴史は、それぞれＡ型、Ｂ
型の気質・行動性と重ね合わせると、不思議に腑に落ちた。」
!
多神教には二つのタイプがあると考えるようになった。すなわち、神々は常に人間より偉大な「ギリシャ・日本型多神教」と、修行の力で人間が神々を凌駕することのある「中国・インド型多神教」である。
興味深いことに、前者はＡ型多住地域の多神教であり、後者はＢ型多住地域の多神教であった。」
!
「私は、世界宗教史上の諸宗教について、以下のような諸タイプを考えている。
!
　１　一神教

　２　ギリシャ・日本型多神教

　３　中国・インド型多神教

　４　南北アメリカ大陸先住民の宗教

　５　ＡＢ型の宗教」
!
「南米先住民の宗教あるいはＯ型の宗教」

「ギリシア・日本型多神教（Ａ型多住地域の多神教）

「Ａ型と一神教」

「ゾロアスター教−−−−Ａ型とＢ型の間」

「中国・インド型多神教（Ｂ型多住地域の多神教）」

「ＡＢ型の宗教試論」
!
「ＡＢＯ式血液型も正に種としての多様化戦略の一環として人類に備わったのだと考えてよい。たとえば、（…）ＡＢＯ式の各血液型は、それぞれかかりやすい病気、抵抗力の強い病気を異にするとされてい
る。しかし、それだけでなく、ＡＢＯ式各血液型の気質・行動性の違いも、人類の多様性の戦略の一部となっている。そのことは、種全体としての人類の可能性を高め、人類の世界を広げ、その生存可能性を
拡大している。」

「Ａ型とＢ型は、互いに異なっているが、Ａ型とＢ型をくらべて、全体としてどちらが優れているか、どちらが人類に貢献しているかというような問いを立てても無意味である。この大きく異なる二つのグルー
プをともに抱え込むことで、人類は全体として豊かになっている。同様に、Ａ型と特に関わる宗教とＢ型と特に関わる宗教についても、全体としてその優劣を語ることはできない。」




☆mediopos-2032　　2020.6.9

■石井ゆかり「星占い的思考　４ ミラーニューロン」!
（『群像』第75巻7号 2020.6　講談社　所収）

模倣は 
なにかを身につけるときの 
大事な学びのひとつではあるけれど 
物心ついて以降の模倣は 
自動化されたあり方から 
解放されたものであればと願う !
その意識化のフィードバックが 
どれほど可能かによって 
模倣の質は大きく変わってくる !
じぶんの中でほとんど自動化され 
プログラム化されている類の 
集合無意識と模倣が組み合わされていると 
その模倣を自覚することは難しくなる !
強制されるボランティアや自粛を 
問いなおさないまま受け入れてしまうというのは 
日本人の多くの人たちの悪しき美点でもある !
第二次世界大戦中に国防婦人会や大日本婦人会として 
活動した愛国団体というと今では特別な感じもするが 
いろんな意味でこの同質の行動パターンは 
その後も多かれ少なかれ学校をはじめとして 
さまざまな場所で今も繰り返されている 
メディアのあり方もほとんど同様である 
それは保守であれその逆であれ違いはない 
「無意識に望み、無意識にマネをし、無意識に拡げるのだ」 !
この六月から八月の頭 
認識の星である水星が 
模倣の星座である蟹座で逆行し 
ただの模倣になりがちなものが 
その縛りから解放されやすくなる 

けれども模倣以外に 
想像力をもたない者は 
模倣するものを失って 
途方に暮れたり 
逆ギレしたりもするのかもしれない !
重要なのは 
みずからの模倣を自覚する力と 
つくられた道ではなく 
みずからが道をつくるための想像力なのだろう 
言うは易く行うは難しではあるけれど 



「善行でも犯罪でも、ほとんどの人間は「模倣者」だ。「一つの慈善行為には別の慈善行為が、一つの決闘には別の決闘が、一つの自殺には別の自殺が、一つの犯罪には別の犯罪が続く」と、彼（ピエール
＝フランソワ・ラスネール（1803-36）19世紀フランスの犯罪者、詩人）は言う。これは、現代のメディア論とか、社会心理学のような場でも語られることである。私たちは他者のやりようを見て、行動す
る。脳には「ミラー・ニューロン」が備わっていて、そもそも他者の模倣をすることですべてを学ぶようにできている、という説がある。幼児の発話も、あくびも、みなこのニューロン経由で伝播していく
のだ。

　五月後半現在、各地で「緊急事態宣言」ひいては「自粛要請」が解除されつつある。外出禁止のような状況から解放されるのはまことに嬉しいが、多くの人の指摘するとおり、「自粛」とは「自らの判断」
のことなので、それが外から「解除される」というのはまことにトンチンカンだ。しかし「自粛要請」に、多くの人は粛々と従った。さらに「自粛しない人々」を攻撃し、張り紙や投石、器物破損に及ぶ「自
粛警察」なる人々も現れた。その一方で、パチンコやバーベキュー、海水浴など自由に出かける人々もいて、その様子がテレビ画面に何度も映し出された。これらの「多くの人の行動」はすべて、「模倣」
に根を持つ。いいことも悪いことも「テレビでやっているから」「他の人もやっているから」マネする。本当にさせたくないことなら、放映を自粛すればよいのだ。しかし「放映したい」「それを見たい」
というほとんど「集合的無意識」と言いたいような根深いニーズがある。模倣は、思考や理性という自覚的フィルターを通るものもあるが、そうでないものの方が、圧倒的に多いのではないか。無意識に望
み、無意識にマネをし、無意識に拡げるのだ。

　６月から８月頭、水星が蟹座で逆行する。蟹座は「感情・共感・保護の星座」であると同時に、「模倣の星座」とも言われる。水星は知性とコミュニケーション、学習、ビジネスを司る星とされ、年に約
三回「逆行」し、その間一つの星座に長居する。水星逆行時は、交通や情報通信が混乱するとされる一方で、「失われたものが戻ってくる」「やりなおしができる」時間ともされる。

　模倣の星座を歩きまわる、認識の星。私たちは一体自分がどういう意図で何をしているのか、ほとんどわかっていない。ちゃんと自覚しているつもりでも、あとになって「なんであのとき、自分は、あん
なことをしたんだろう？」と首をかしげるようなことは、少なくとも私はしょっちゅうある。正義のつもりで人を叩いたり、優しさのつもりで欺いたり、それらのいくばくかは、他の誰かの行動を目にした
がゆえの、無意識の模倣だったのかもしれない。「その行動をしたいとどれだけ思っても、最初の人間にはなりたくなくて、誰かが道を開いてくれるのを待っている」という心の水風船を、他人の行動が針
のように、ぷつんとつついたのかもしれない。惑星の逆行は、人間が天動説から地動説へとパラダイム転換する上での、最大の手掛かりだった。ゆえに星占いの世界でも、星が逆行する時間は「思い込みの
縛りから抜け出すことができる時間」と解釈されることがある。私たちは何をひそかに望み、何を模倣していたのか。もしかしたら今、そんな「模倣の謎」を自ら解くカギを、摑めるかもしれない。」




☆mediopos-2033　　2020.6.10

■飯盛元章『連続と断絶／ホワイトヘッドの哲学』（人文書院 2020.1）!
■飯盛元章 
　「ハーマン、ホワイトヘッドと汎心論／汎心論を再起動し、 
　相関的循環をシャットダウンする」!
　（現代思想2020年6月号「特集・汎心論」青土社）!
■Ａ．Ｎ．ホワイトヘッド『家庭と実在１／コスモロジーへの試論（１・２）』
（みすず書房 1981.8/1983.6）!
■田中裕『ホワイトヘッド／有機体の哲学』 
　（現代思想の冒険者たち 講談社 1998.7）!
■中村昇『ホワイトヘッドの哲学』（講談社選書メチエ 2007.6）!

あらゆる存在者には「心」がある 
というのが汎心論だという !
あらゆる存在者というのは森羅万象であろう 
森羅万象に心があるというのは 
ある意味でアニミズム的だともいえる !
汎心論でいう「存在者」というのは 
ある意味でライプニッツ的なモナドのような 
個別化されたものでもあるのだろうが 
あらゆるモナドどうしは互いに関係しあって 
宇宙的有機体を形成している !
汎心論的ともいえる 
ホワイトヘッドの有機体の哲学では 
仏教の縁起・華厳の世界のように 
個別の存在は実体ではなく 
すべてが関係性のもとに把握される !
刹那滅的なありようもまた 
それぞれの存在者どうしによる 
抱握という包み込みのプロセスそのものでもあり 
動的に関連しあいながら連続する 
そんなコスモロジーとして展開される !
飯盛元章の『連続と断絶』では 
ホワイトヘッドの有機体の哲学が 
新実在論的な視点である 
ハーマンのオブジェクト指向哲学と比較される !
ハーマンの視点ではまず個体があるのに対し 
有機体の哲学ではまず関係と連続があるという比較において 
関係から発して個体がどのように成立し得るか 
その成立のためには「断絶」が必要ではないか 
そうでなければ個体は成立し難いのではないか 
という視点から論じられている !
個体がすべての存在者において 
保証され得るためには 
断絶が必要だというのだ 
「個」が成立するためには 
他から完全に切れている必要がある 
ということにもなるだろうか

けれども完全な個というのは存在しえないだろう 
重要なのは完全な個であることよりも 
心が宿るということそのものが 
個体化のもっとも根源にあって 
それを現象化させているということなのではないか !
同じ「心」といっても 
その存在者のありようによって 
個体としてのありようはざまざまに異なっている !
集合的な仕方でしか 
個々の存在者としては 
現象化しにくいものもあるだろうし 
かなり個別化したありようを 
体現している心もあるだろう !
「存在者」はより個的な「心」を持つことで 
他者という存在を可能にする 
キリスト教が個をつくったという視点があるが 
そこでもっとも重要な「愛」という働きは 
個と個の関係が前提となる 
その関係においては他者の存在が不可欠である !
他者は関係において「断絶」しているのだろうか 
「断絶」において「愛」は可能となるだろうか 
おそらく完全な「断絶」によっては 
愛という関係は成立し得なくなる 
個と個は「断絶」するのではなく 
個が成立することによって 
はじめて成立し得る関係が創造されるのではないか 
「断絶」ではなくむしろ関係の創造ということ !
しかしこうして 
ちょっと面倒な哲学者の言葉をもとに 
あれこれと論じてはみたものの 
「思考」というのはやっかいなものである !
哲学は「思考」以外には存在してはならない 
とでもいうようなルールで縛られているかのようだ !
思考は大海に浮かぶ島のように 
波に洗われながらも 
そこを歩くためには必要ではあるけれど 
それだけが「心」の働きではないだろう 

歩くだけではなく海を泳ぐこともできる 
翼があれば空を飛翔することもできる 
風となって吹き過ぎることだってできる !
「心」がすべての存在者にあるのだとすれば 
それがそれぞれの個として現象し得るからこそ 
「心」は世界のなかを 
まさに「心」として冒険することもできる 
そしてさらに個であるがゆえに 
そこから個を超えてゆくこともできるのではないか !
「断絶」が必要なのだとすれば 
個としての「心」が新たな冒険を試みるときの 
ファンタジーの演出だということもできるのかもしれない 
ほんとうは宇宙的有機体として 
すべての存在者は関係しあっているにもかかわらず



（飯盛元章「ハーマン、ホワイトヘッドと汎心論」より）
!
「心は人間や一部の動物たちだけに宿るのではなく、石や素粒子なども含めたあらゆるタイプの存在者に広く行き渡っているのではないか。汎心論は、この可能性を率直に受け止めた哲学的立場である。物理主義の行き詰まりから、
心の哲学の分野において汎心論を支持する論者たちは増えつつある。」

「思弁的実在論の中心的な牽引役であるハーマンは、汎心論に対して肯定的な評価をしている。ハーマンは自らの形而上学的モデルを構築するさいにホワイトヘッド哲学を参照しているが、そのホワイトヘッドのモデルもまた汎心論
的であるといえる。」

「カント以降の多くの哲学者は、人間の思考から独立した存在そのものを思考することは不可能である、とみなす。そうした存在は、思考された途端に独立性を失い、思考と相関したものになるからだ。ここには、思考と存在の相関
的循環がある。この循環を乗り越え、その外部を思考することを目指すのが思弁的実在論である。思考的実在論のオリジナル・メンバーであるハーマンとカンタン・メイヤスーは、それぞれ汎心論的立場と唯物論的立場をつうじて、
相関的循環の乗り越えを目指している。」
!
（飯盛元章『連続と断絶／ホワイトヘッドの哲学』より）
!
「ホワイトヘッドは、主著『過程と実在』において「有機体の哲学」という独自の形而上学大系を提示した。この形而上学的体系が描くのは、存在者が関係によって動的につながる連続的な宇宙像である。ホワイトヘッドによれば、
この宇宙に存在するものは、他のあらゆる存在者との関係のただなかから生じる。そしてこの過程が完結すると、それ自身もまた、他の新たな存在者を生み出すための一要素となる。つまり、存在者は先行するものとの関係によっ
てこの宇宙に生まれ、後続するものとの関係へと投げ込まれていく。ホワイトヘッドが描く宇宙は、このように連続的なものになっている。

　ところで、ホワイトヘッドにとっての主要な論敵は、実体の哲学である。実体に哲学にしたがえば、存在するものは、他のものを必要とすることなくそれ自体で存在する。しかしそれゆえに、実体どうしの関係を説明することが困
難になってしまう。そこでホワイトヘッドは、この実体の哲学を乗り越えるという意図のもとで、先述の有機体の哲学を構築したのである。ホワイトヘッドにしたがえば、この宇宙に存在するものは、実体として、他のものと無関係
にそれ自体で存在しているのではない。むしろそれは、環境をなすものとの関係によって成り立っている。ホワイトヘッドはこのようにして、関係性が優位にある。連続性の強いモデルを構築したのだ。

　だが、ホワイトヘッドが描く宇宙像は、こうした連続性の強さゆえに、関係によってすべてが結びついたひとつの連続体になってしまうと言える。そこに強い意味での個体が存在する余地はなくなってしまう。とはいえ、有機体の
哲学は、多くの個体から成る多元論的な実在論である。したがって、この連続的な宇宙を断ち切るような要素、言い換えれば、強い意味での断絶や途切れが見出されなければならない。」
!
「ホワイトヘッドは、抱握をとおして過剰に関係しあう宇宙像を描き出した。だが、実はその宇宙のうちに断絶の線が走っていて、抱握の手をすり抜ける彼方がうごめいているのではないのか。本書は、そうした断絶を探りあててい
く試みだ。それは、巨大な宇宙的有機体が奏でるハーモニーのうちに、ある種のノイズを、あるいはノイズでさえない無音を聴きとる試みであると言える。
!
「本書の特徴は、現代哲学における実在論的潮流を視野に入れたうえで、ホワイトヘッド形而上学を考察している点にある。」
!
「（ハーマンのオブジェクト指向哲学）は、個体がまずあり、そこから間接的な関係がいかにして生じるのかを論じる。他方で（ホワイトヘッドの有機体の哲学）では、まず他の存在者との関係があり、そこから個体が生じるのだと
する。両者にはこのようなちがいがある。」
!
「『過程と実在』は、現実的存在の＜絶えざる消滅と客体的不滅性＞をめぐって展開されている。現実的存在は、先行するものとの関係によって自らをつくりあげる。そして、生成過程が完結すると消滅し、それと同時に客体的不滅
性を獲得して、後続の現実的存在を構成する一要素としてそのうちへと取り込まれていく。こうした動的な過程にもとづく現実的存在の関係性が、『過程と実在』の積極的な学説をなす。

　この関係性は、内的なものである。つまり、関係は、現実的存在にとって本質をなす。現実的存在は、自らのうちに内在する他のあらゆる存在者との関係を離れて、それ自身であることはできない。この意味において、現実的存在
を構成する関係は内的関係なのである。有機体の哲学が描く宇宙は、存在者が内的関係によって緊密に結びついた連続的なものであると言える。

　この連続的な宇宙のうちでは、あらゆるものが強力につながりあい、けっきょくそれらは、ひとつの全体をなした連続体になってしまう。そして個々の現実的存在は、この連続体のうちに絡めとられることになる。（･･･）ハーマ
ンは、このような有機体の哲学を関係主義に陥っているのだと批判する。ハーマンによれば、有機体の哲学においては、個々の存在者がたんなる＜抱握の束＞に還元されてしまう。そして、すべての存在者が抱握によって緊密に結び
ついた＜抱握の帝国＞という全体性だけが残ることになる。本書は、このような強い連続性を断ち切る断絶的な要素を、有機体の哲学のうちに見出すことを試みてきた。」
!
「有機体の哲学において、自らをつくりあげる過程のうちにあるものどうしは、たがいに対して与件となることができない。それゆえ、両者は因果的な影響関係をもたず、たがいから独立している。ここに強い断絶を見出すことがで
きる。だが、ホワイトヘッドは同時的存在者どうしをも、なんとかして関係させようとする。それらは共通の過去を媒介にして、間接的に内在しあうのである。とはいえ、媒介として機能しうる共通の過去が存在しなくなるほどに、
空間的にひじょうに離れた同時的存在者どうしであれば、限りなく純粋なしかたで因果的独立を維持することができる。ここに第一の断絶（共時的断絶）が見いだされた。」
!
「時間的にひじょうに離れた彼方の未来において、新たな宇宙時代が到来する。そこでは、現在のものとは異なった、べつの自然法則が行きわたっている。現在のある契機とはるか未来の宇宙時代とのあいだには、想像力によっても
乗り越え不可能な断絶がある。これが第二の断絶（通時的＝水平的断絶）である。また、あらゆる宇宙時代の根底には、延長的結合というひじょうに一般的な特徴のみを有した社会が広がっている。わたしたちの足元に広がるこの
根底的社会とのあいだに、第三の断絶（垂直的断絶）が見いだされた。
!
「思弁哲学が示唆する実在の深みは、とつじょ噴出して、有機体の哲学の大系に対して根本的修正を迫るかもしれない。思弁哲学の経験的側面は、こうした可能性につねに開かれていることを要求する。こうして、体系とそれを攪乱
しうる実在とのあいだに、第四の断絶が見いだされた。」
!
「ホワイトヘッド形而上学の大系内部には三つの断絶があり、さらにこの大系そのものと実在の深みとのあいだにひとつの断絶がある。（･･･）有機体の哲学は通時的な連続性が強く、たしかに個々の存在者のあいだに強い断絶を見
いだすことはできない。とはいえ、＜抱握の帝国＞はかんぜんな一枚岩ではない。この帝国のうちには、共時的方向、通時的＝水平的方向、垂直的方向に三つの強い断絶がある。この三つの方向の先に、抱握する手がけっして触れる
ことのできない彼方の領域が存在する。さらに、実在の深みという彼方がある。実在の深みは、抱握の手そのものをへし折り、抱握という構造そのものを破壊しうる。＜抱握の帝国＞の内部に彼方があるだけでなく、＜抱握の帝国
＞そのものが、実在の深みによって転覆される可能性につねに曝されているのだ。」




☆mediopos-2034　　2020.6.11

■竹村真一「植物と共進化する知性」!
（文藝別冊 KAWADEムック!
　『志村ふくみ／一色を、一生をかけて追い求め』!
　河出書房新社 2020.5.所収）

共感覚というと 
特別なひとだけのものだと 
思われているところがある !
けれどそれぞれの感覚は 
閉じられているわけではない 
だれにとってもすべての感覚は 
通底しあって共感覚のもとにある !
１２感覚は 
それぞれがそれぞれの働きを 
独立してもちながら 
全体として交響している !
生きるということは 
感覚を交響させることでもあり 
感覚をどのように育てるかによって 
その響きはずいぶん異なってくる !
感覚は感覚の対象によって 
育てられてゆくところがあるから 
それが貧しいと感覚も貧しいままになる !
たとえば森にいると 
感覚が解放されるように感じるのは 
町にいると感じられないものを 
無意識のうちに浴びているからなのだろう 
町にいるとどうしても感覚は貧しくなりがちだ !
ひとの感覚や感覚器官は 
進化のなかで育ってきているが 
かつて身につけた感覚が 
環境の変化にともなって失われてきたり 
逆にあらたに付け加わったり育てられたりもしてゆく !
それらの感覚の進化・逆進化のなかで 
ひとは外界としての環境と 
ともに歩んでいかなければならない 

科学なるものはそのなかで 
外界を抽象化し 
環境を道具化してきたのだが 
これからの科学は 
環境とともに歩むものとなっていく必要がある !
そのためには 
ひとの感覚を狭いところに 
閉じ込めてしまうのではなく 
さまざまな感覚を交響させ 
育てていくことのできるようなあり方を 
学んでいかなければならないだろう !
そうすることではじめて 
ひとは天と地をむすぶ存在として 
感覚を高次のものへと統合させながら 
生きてゆくことができるのではないか 



「人は皮膚で音を聴く。

　人間の可聴域は20Hz～2万Hz。だが耳では聴こえないはずの10万Hz超の音で森は満ちていて、そうした超可聴域の音に包まれた時の脳波は、都市の貧しい音環境にある時とはまったく異なるらしい（大橋力『音と文明』）。
カナダの森の作家エミリー・カーが「森はこれ以上音が入る余地がないほどに静寂に満ちている」と書いたのも、そうした感覚だろう。

　人の声やことばもこんな広い音域は使わない。どうやら人間の脳や聴覚は、森という楽器にあわせて調律されているうようだ。

　聴覚だけではない。人間の視覚も、器用な手指も、森の樹上生活で育まれた。５０００万年前、地球上に初めて鬱蒼たる広葉樹の森が形成されると、私たちの祖先（初期霊長類）は肉食獣の脅威から逃れて樹冠で暮らし始めた。
花や果実が豊富な空中環境で、飛び移る枝までの距離を測るのに適した立体視（３Ｄ）の視覚が発達し、前足は体を支えるよりも枝や木の実を摑んだり、物の感触を確かめるためのセンサーとして進化した。

　色彩の微妙な階調を見分ける色覚も、毒を孕んだ植物との関わりで磨かれたはずだ。虫や動物に食われぬように毒を含んだ新芽は、緑のなかに微妙な赤を孕む（ゆえに新緑の緑の山は初め赤く染まる）。やがて人はその毒を薬
としても活用し、「服薬」として色＝薬を身にまとうに至った（藍：インディゴ、僧衣の黄：鬱金。赤：コチニールなど）。

　人の味覚では糖分を探索する「甘味」や腐敗物を避ける「酸味」といった生存を支える基本要素に加えて、ヒトに固有の「苦味」の感覚が発達し、それが世界の料理文化の通奏低音となっているのも、こうした植物の毒との創
造的な共生の結果といえる。禅仏教に発する「茶」の文化は、この毒＝薬の活用を「医術・武術・芸術」の三位一体の文化ＯＳとして武家を中心に洗練してきたものだ。

　このように人類文化のなかで、植物は単に食料や住居の材料として利用されてきただけではない。心とからだの潜在能力を解き放つ触媒として、それを高次元へと導く共進化のパートナーとして、私たちは植物や樹木と深く関
わってきた。（…）

　植物は色＝薬効成分の濃度や配置を、時と場所に応じて、天体の運行とも呼応しつつ日々変化させる。そうした「時」を聴き、色彩の生成過程に寄り添う志村家のアルスを、人類の技術思想の主脈に再統合してゆく段階が近づ
いている予感がある。」
!
「故郷を出て広い世界に飛び出す若者のように、特定の文脈に囚われない「脱コンテクスト」の科学愚術を追求してきた数百年を経て、いま再び文脈（コンテクスト）のなかで働いている知性を汲みとるコモンセンスが求められ
ている。

　植物たちは。自ら動けないゆえにそうした「時」と「場所」に対する感覚を研ぎすませてきたし、自らの成長と繁殖を媒介してくれる多様な生物（菌類や昆虫など）との共生関係を多層的に育んできた。そうした植物的な知性
に寄り添うアルスで次代の衣食住の文脈をデザインできれば、人間がつくる都市も「地球の一器官」となるだろう。
!
　　「究極の白を何によって汚すか」

　　「どのように人間が介在するか、人間が介在して何が起こるか」

　　（志村ふくみ『白のままでは生きられない』より）
!
　工芸の「工」、人工物の「工」という字形は、天と地をむすぶヒトの営みを表す。そんな営みへと人類文明をアップグレードしてゆくには、この星で重力に抗して「直立」して生きるもう一つの知性系としての植物や樹木との
パートナーシップを更新してゆく必要がある。」




☆mediopos-2035　　2020.6.12

■田中肇・文／正者章子・絵!
　『花と昆虫、不思議なだましあい発見記』!
　（ちくま文庫 2020.4)

奉仕 
共生 
共存 
そして寄生 !
言葉によって 
ギブからテイクまで 
ずいぶんイメージは異なってくる !
花と昆虫は 
共生という 
ギブ・アンド・テイクの 
調和した関係にあるとイメージされるが 
そうともいえないようだ 
生存競争はなかなかに厳しい !
実際の個体を観察すると 
共生しようということではなく 
ただみずからの利益のための行動や策略が 
そのような関係性を生んでいるのだそうだ !
とはいえひょっとすれば 
たとえばホトトギスがウグイスに托卵するような 
寄生のような関係にしか見えないとしても 
長い進化のプロセスのなかでは 
さまざまなレベルで種としての集合魂の働きが 
自然界の複雑な関係性をつくりだし 
共進化のための行動となっていることもあるのかもしれない !
人間の場合は 
他の生物とは現れ方がかなり異なっていて 
自我というやっかいなもののため 
ギブからテイクまでの行動は 
かなり意識化されているといえる !
それが過剰な欲望の発露から 
現在のようなテイク・アンド・テイクともいえるような 
致命的なまでの環境破壊にもつながっているけれど 
そこにも長い試行錯誤のような進化プロセスのなかで 
新たな関係性がつくりだされていくこともあるのかもしれない 

とはいえ人間の魂の場合は 
個別の魂レベルからはじまって 
さらに集合魂的なレベルから宇宙的なレベルまで 
カルマ的連関という諸関連も生まれていて 
そのなかでのギブからテイクをベースとした関係には 
さまざまな展開があるようで一筋縄ではいかない !
そしてひとはそれぞれの 
意識に応じた行動をとらざるをえない 
そこにもギブからテイクまで 
みずからの世界観にあったかたちで 
納得のいくかたちが選択されていくしかないのだ 
そしてその行動に対しては 
魂レベルでの自己責任が生まれてくる 



「花と昆虫のあいだの「花粉の媒介」「共生」という言葉のなかには、「ギブアンドテイク」「助け合い」という思想がしみこんでいる。しかしそれは私たちの勝手な思い込みであり、
花と昆虫のあいだいはもともとそのような契約はない。花は花の利益のためにのみ咲き、昆虫は、ただ食欲をみたし、子孫の繁栄にむけて花を訪れ続けているだけなのだ。そのため花と
昆虫のあいだでは、しばしば利害が対立する。花は花のためにだけ、昆虫は昆虫のためだけに、一方的に収奪する場面も生じる。

　そのような葛藤をのがれて、昆虫にたよることをやめ、吹きわたる風を友とし、あるいはみずから動いて雌しべに花粉を運ぶ道をえらんだ花もある。」

「日本には花の咲く植物が五千種類以上もあるのに、花の生態のほんの一部でもわかっているのは八百種類ほど。残る四千何百種類の花は手つかずのままの、不思議の宝庫なのだ。本に
はわかったことだけが並べられているので、ほとんどの謎は解けているものと誤解されがちだが、青空の下には書かれたことの十倍、二十倍、いやもっと多くの花たちの策略が秘密のベー
ルにおおわれたままおかれている。したがって、花の策略を明らかにするチャンスはあなたにもたくさん残されている、と断言できる。
!
「昆虫を選ぶ花、昆虫をだます花、風の性質をよんで花粉を放出する花、タネを作ることに専念する雑草の花や閉鎖花。こうした花々の構造や機能は、それぞれの植物がおかれた物理的
環境や周囲の生物との関係をうまく切り抜けようと進化してきたものであり、植物たちは、そうすることで生き続けているのだ。

　花は、それをとり巻く環境が多様なうえに、たとえ同じ昆虫や現象に対応するとしても、祖先が持っていた形質を少しずつ変化させて進化するしかないために、結果として花にあらわ
れる受粉の仕組みは種類ごとにみな異なっている。私が花の生態を調べ続けているのも、花を見るたびにあらわれる新たな現象に興味をひかれ、それを一つずつ明らかにしたいからだ。

　この本は、それらの花が見せてくれた生命現象のおもしろさを、少しでもお伝えしたいという願いのもとに作った。そして、花を「きれい、かわいい」と見る以外に、「すごい、よく
できている」という見方もあるのだと知っていただければ、この本を構成した目的は達せたといえる。そのあと、公園や野山にでて花のふしぎを実際に体験していただけたとすれば、著
者としては望外の喜びである。」




☆mediopos-2036　　2020.6.13

■寺田寅彦『科学歳時記』 
　（角川文庫 令和2年5月）

科学的でなければならない 
というのは 
科学ではなく信仰である !
なければならない 
というのは 
偏狭な信仰ゆえに生まれる !
科学には 
いわゆる客観性が求められ 
だれにでもわかり得て 
検証し得るものである 
というのが前提となるが !
客観性を確保しようとすると 
対象は単純化され 
複雑性の科学として扱われても 
その複雑は現実の複雑性よりも 
極めて単純な要素に還元されてしまっている !
「しかし実際はそう簡単にはいかない」のである !
科学的であろうとして 
科学は専門化され 
その理解も検証も 
専門家でなければ難しくなる 
専門家の専門家による 
専門家のための科学ということになる !
そしてその専門家は 
専門以外のことは考慮できない !
寺田寅彦の奇跡は 
科学と文学が 
不思議な調和を見せていることだ 

専門に特化しすぎると 
その調和は訪れにくい 
人が生きているということは 
部分ではなく全体だからだ 
最近よく話題になる発達障害は 
部分が特殊化した生だともいえる 
その意味では時代の象徴ともなっている !
コロナウィルス現象やその分析なるものをみると 
それを科学的に扱おうとすることが 
どういうことかが見えてくるところがある !
その前提としているものは 
ひとによってずいぶん異なっている 
しかもそれぞれが 
極めて単純化されたところからしか見ないまま 
さまざまな予測なるものを導き出している 
しかしやはり 
「実際はそう簡単にはいかない」のだ !
こうした現象はむしろ 
物理的な意味での感染症の影響だというよりも 
現代人の恐怖の姿が政治や経済や文化へと 
さまざまに投影された姿だといったほうがいい !
寺田寅彦が現代に生きていたら 
こうしたコロナウィルス現象を目の当たりにすることで 
「科学歳時記」としてどんな随筆を書いただろう 
そこにはどんな「目新しい一つの相」が 
提供されているのだろうと想像するのは面白い 



（角川源義「解説」より）
!
「寅彦は嘘のつけない人であった。嘘を本当らしく云えない人であった。その癖自分の思うことを、真実を、冗談のように云う人でもあった。本当のことを本当のように云うよりも、冗談のようにしか云えない本当のことがあるのを見
抜いていた人である。それは俳諧世界である。寅彦はカントやヘーゲルの厄介になったり、研究室の人生論者でもなかった。電車や銀座街頭やデパートの食堂や、花鳥草木や、有りと有るもの、生きとし生けるものの世界に俳諧を見出
し、人生を見出した。寅彦随筆の世界は人生の諸断面を毎日丹念に観測した生活記録と云えるであろう。」
!
（竹内薫「解説」より）
!
「学生の頃、私の本棚には、寺田寅彦随筆集が置いてあった。その隣は夏目漱石全集であり、さらに隣は泉鏡花全集だった。一線級の物理学者だった寺田だが、おそらく、その真の才能は文学にこそあり、（言葉の壁の問題がなければ）
世界屈指の名随筆を遺したのだと私は思う。
!
　　「随筆は誰でも書けるが小説はなかなか誰にでも書けないとある有名な小説家が何かに書いていたが全くその通りだと思う。（中略）しかし本来はやはり客観的の真実の何かしら多少でも目新しい一つの相を提供しなければ随筆と
いう読み物としての存在理由は稀薄になる。そうだとすると随筆なら誰でも書けるとも限らないのかもしれない」（雑記帳より　八）
!
　文学の世界における、一流と二流の議論である。人は誰しも、自分の仕事は大変で苦労が多く、他人は楽をしていると考えがちだ。実際には、そんなことはなく、どのような仕事も、それなりに大変で苦労が多いわけだ。しかし、主
観と客観とは別物である。高名な小説家とて、「客観的の真実」を自覚することは難しい。」
!
「物理学は、森羅万象を数式で記述し、実験と観測（観察）によって、その正しさを確かめる学問である。だから、人間を観察していても、虫や菌やウィルスによる現象を観察していても、常にそれを数式に乗せようとする。そんな物
理学者の姿勢は、仲間内ではあたりまえかもしれないが、端から見たらどうなのだろう。たとえば、電車に乗ってきた人の身体にくっついてきた玉虫を拾ってきて（おそらく標本にした後で）、寺田は同僚らとこんな議論をするのであ
る。
!
　　「吾々の問題は、虫が髪に附いてから、それが首筋に這い下りて人の感覚を刺戟するまでおおよそどのくらいからどのくらいまでの時間が経過するものかというものであった。もしもその時間が決定され、そしてその人が電車で来
たものと仮定すれば、その時間と電車速度の相乗積に等しい半径で地図上に円を描き、その上にある樹林を物色することができる。しかし実際はそう簡単にはいかない」（さまよえるユダヤ人の手記より　二　玉虫）
!
　錚々たる物理学者たちが、「午後の御茶」に集い、延々と玉虫がどこから来たかを探索する手段を論じている様は、グループ以外の人間から見れば、異様な光景にしか見えないだろう。

　だがもちろん、このような状況は、おそらく現代の物理学者たちの間でも変わっていない。

　この解説を書いているとき、世界は混沌としている。中国に武漢に端を発した新型コロナウィルスが世界中で猛威を振るっており、日本での感染爆発や医療崩壊の恐れが、人々を不安のどん底に突き落としている。

　そんな中、世界中の物理学者たちが論文を書き始めたそうである。医者でも感染症の専門家でもない彼ら・彼女ららは、物理学者の本能に突き動かされ、いてもたってもいられず、目の前で起きているウィルスの現象を数式にあては
めて、計算し始めたのである。

　かくいう私も、物理屋の端くれであるから、世界と日本の感染者数のグラフを睨みながら、微分方程式で数理シミュレーションをやってみた。これは、さほど難しいことではない。感染症数の方程式は、ほぼ確立されており、そこに
感染者数のデータを当てはめれば、ほぼ自動的に感染者数の予測はできるのだ。

　ところが、一部の物理学者が、データサイエンティストや数理疫学の専門家の予測に文句を言い始めた。そもそもの数式が頼りない。物理学的に矛盾があるという指摘である。私はそれを見ていて、ああ、物理学者の悪い癖が出たな
と苦笑を禁じ得なかった。

　なまじ数学能力が高いだけに、感染者数の予測をしている専門家が使っている数学の道具が頼りなく見えてしまうのだ。そして、おそらく、自分たちの方がはるかに高度な数式を駆使して、もっと正確に感染者数を予測できると信じ
ているのだ。

　しかし、ここで気をつけなくてはいけないことがある。「しかし実際はそう簡単にはいかない」のである。小説家が随筆など誰でも書けると誤解するのと同じように、一部の物理学者たちは、感染症の数学など誰でも解くことができ
ると誤解しているのではあるまいか。

　いま、物理学者と書いたが、どうやら、論文を書いているのは、どちらかというと理論物理学の人々であり、実験物理学の人々は静観を決め込んでいるような気がする。寺田が現代に甦ったならば、「しかし実際はそう簡単にはいか
ない」と、逸る理論物理学者たちを窘（たしな）めたであろうか。」




☆mediopos-2037　　2020.6.14

■湯浅博雄『贈与の系譜学』（講談社選書メチエ 2020.6）

贈与は 
神々への捧げものとして 
はじまった !
捧げるのは 
神々に加護されるためである !
神々への捧げものではなく 
まず贈与からはじめる 
西太平洋の「クラ」のようなものも 
一方的なものではなく 
やがて行われることになる交換が前提となっている !
太平洋岸北西部先住民族の 
ポトラッチのような行為も 
それが破壊的なまでのものとなったとしても 
きわめて等価交換的である !
もちろん貨幣経済や商品経済においても 
贈与的な形態をとっていないとしても 
原則は等価交換的であることに違いはない 
違いがあるのはタイムラグがなく 
即交換であるということだろうか 
投げたボールが跳ね返って帰ってくる 
その時間差が即物的刹那的になっているのだ !
キリスト教はそれまでと異なり 
無償の愛を説いたが 
それさえも「救済」という 
次元を越えた等価交換を求めているともいえる 
神々への捧げものではなく 
個の救済のための贈与である !
愛さえも 
与えきりの愛はおそらく存在しない 
物質的であるか霊的であるか 
刹那的であるか永遠的であるか 
ありようは異なっているとしても 
宗教的な神の愛を求めている

そうした観点からすれば 
善か悪かということにしても 
善に奉仕することで善の極北から与えられること 
悪に奉仕することで悪の極北から与えられること 
その間のグラデーションとしてみることもできる !
すべては等価交換でしかない 
という観点でみると 
そのような身も蓋もないにも話にもなるけれど !
それがささいなことであったとしても 
人の手助けをしたり 
ある種の犠牲的行為をすしたりすることで 
むしろじぶんの胸が熱くなるという体験は 
間違いなくだれにでもあるのではないか !
それもまたどこかで 
魂や霊の深みから 
等価交換を得ているのでもあるだろうが 
そのはるか深みで衝動ともなる歓びこそが 
ほんらいの贈与による種ともなって 
宇宙進化を進めているのかもしれない 
そんなことを夢想したりもする



「原初の人々は、自分たちが作業して産み出した富（の一部）を、まず神や精霊たちに贈るが、こういう富は自らにとって最も大切な、貴重な生産物であり、そんな重要な富を戯性にして捧げるからこそ、
贈与はまさに贈与としての価値を持つ。この点はきわめて重大な意味を有しているのではないか。すなわち、ひとが贈与するということは、根本的に探っていくと、このうえなく大切なもの、（その人にとっ
て）特有な、唯一の、最愛のもの、それゆえ＜贈与しないもの＞を贈るということではないだろうか。譲ることや手放すことを考えられない何か、最も貴重な何かを手放し、放棄するという仕方で贈るこ
と。それこそが、そしておそらくそれのみが贈与することなのである。

　そうすると、＜贈与しえないもの＞を贈ることは、ありえないこと、不可能なことだ、と思える。それは考えようのないものである。

　だが、それでもなお、もし仮に＜考えられるもの＞に近づくことがありうるとすれば、そういうときには、歴史的、伝統的に眺めてみると、次のように信じられている。つまり、やがて必ず報われ、償わ
れる、手放して消失したものを埋め合わせるように神から恩恵を授けられる、消失したものは元に戻されると、ほとんど無自覚なまま信じられている。後に来る時になれば、神的なものの加護のもとに恩寵
が授与され、補償される、とほぼ無意識なままに期待されている。そのように暗に期待され、予期されたうえでに、初めて、贈与は＜起こりうる＞ようになるだろう。

　そういう贈与は、まさに贈与的なふるまいであるという外観を示しながら、時間の流れとともにやがて＜交換的なもの＞に帰着する何かを隠し持っているのではないだろうか。こうした角度から見ると、
贈与的ふるまいはつねに両義的な曖昧さにさらされており、決定不可能なところを秘めている。

　贈与的ふるまいは、たしかに好意や善意に基づいて、ほんとうに贈与的であろうと志向しているけれども、そういう志向の真正さとは独立したところで、贈与的ふるまいは、実のところ、きわめて難しい
問題に直面するのではないだろうか。通り抜けることの困難な難問（アポリア）に出会い、それに難渋するのではないか。さらに言えば、不可能なものに突き当たり、どうしてもそこを越えていけないので、
ほとんどそこに宙吊りになるのではないか。

　贈与的なふるまいを純粋な贈与として貫徹することは、不可能なことなのだろうか。そして、このように不可能なものに突き当たって中断されることは、贈与的ふるまいのモラル的価値をあやふやなもの
にするのか。下落させるのだろうか。それとも、むしろ逆なのか。」
!
「モースやマリノフスキーの研究は、物の移動・やり取り、交流・交易に関して画期的な、大きな「発見」だったと思える。それによると、未開社会には、近・現代ではもう考えられないような独特な面、
人々がおのずから贈与的ふるまいを実行し、それを当然のこととして受け止めている面がある。西太平洋のトロブリアンド諸島の人々は、＜物々交換＞のようなやり方を取るのではなく、まず贈与すること
から始めて＜物の交流・交易＞を行っているように見える。

　クラと呼ばれるこうした独特な＜交流・交易＞を、少し距離をとり、ある時間を経て眺めるなら、始めに贈与した者が一方的に贈与し、大切な所有物を消失してしまうことにはならない。後に来る時にな
れば、贈ったものに匹敵するだけのものを−−−−お返しのように−−−−贈られ、償われるので、初めの贈与者も消失したままにとどまるわけではなく、貴重なものを受け取り、自分が働いて産み出した生産物
や制作品に執着せず、思い切って与え、譲り、放棄するように見える。自らが生産し、保持する、大切な所有物を、他なる人の求めに応じて、あえて手放し、断念して与えると思われる、こういう＜物の移
動・交流・交易＞は、贈与的なのか。それとも交換的なのか。どちらとも決めがたい、決定不可能なところがあるのではないか。こうした問いは熟考してみるに値するだろう。

　そして、原初の時代以降の歴史を概観するなら、人類は確実に貨幣経済、商品経済を発展させ、さらには市場経済、資本制生産・交換＝流通・消費・再生産体制を展開してきたのであり、物を交流させ、
交易するときにはもっぱら等価なものの交換というかたちで実行している。意外なことかもしれないが、＜正しさ＝正義＞という観念も、アリストテレスの倫理学を参照すると、等しさ・同等性・等価性に
基づいて成立している面がきわめて大きい。暗黙のうちに商取引・交易のようなエコノミー的活動を範型にして＜公正＝正しさ＞を考えている部分が大きいのである。

　こうして、いわゆる経済活動の領域、また法＝正義（司法）の領域などでは、等価交換というかたちにおける交流・交易が当然のものとみなされているが、しかし人間は、他方で、等価交換という交流・
交易の外の領域を忘れてしまったわけではない。古代に発生し、近・現代にまでつながるキリスト教のような世界的な普遍宗教においては、無償で恩恵を与えること、＜贈与的にふるまう＞ことが大切な徳、
慈愛＝隣人愛という徳であるとされてきた。宗教が教えるところでは、他の物たちの求め−−−−多くは無言のままの呼びかけや訴えかけ−−−−に応じて、ひとは自分の大事な富や財（の貴重な部分）を犠牲に
し、苦境にある他なる人へと贈り、譲るべきである。それは徳ある、善き行いであり、他者の呼びかけに応答する、責任あること、そして人間としての義務をはたすことである、とみなされている。ここに、
宗教的なものが要請するモラルの基本のひとつがあるだろう。長い間、キリスト教世界においては、と富や財の貴重な部分は、蓄積したり、投資したり、融資して利息を稼いだりすべきものではなく、他な
る人たちの無言の呼びかけに応じて贈与すべきものであった（ただし、実際には、教会や修道院に寄進されただけだったのだが）。

　初期キリスト教は古代世界における−−−−等価性に基づく−−−−＜正しさ＞の観念を乗り越えて、もっと大きな贈与的次元を持つ＜救済＞−−−−イエスの受難とその無償の愛の贈与を信じることという救済
−−−−をもたらした。そう思われた。だが、そういう大きな贈与的次元は真に贈与的性格を持つものとして維持されただろうか。そうではなく、のり越えがたい難関に出会ってむしろ贈与性は打ち消されて
きたのではないだろうか。」




☆mediopos-2038　　2020.6.15

■入矢義高『増補　自己と超越／禅・人・ことば』（岩波現代文庫 2012.2）

「人は努力するかぎり迷うものだ」 
というゲーテの言葉がある !
最初に答えが決まっていて 
迷いなくその道を歩くということは 
雲門禅師に言わせれば「死人」の道に他ならない !
じぶんがいまどこにいて 
どこに行けばよいのかわからないからこそ 
「死人」にならずに「迷人」であることができる !
努力というと 
コツコツと真面目に 
決められたことをきちんとやることで 
達成すべきことを達成するべく歩む 
というようなイメージでとらえられがちだが 
それは「迷人」の道ではない !
「老子」の最初にも 
「道の道（い）うべきは、常の道に非ず 
　名の名づくべきは、常の名に非ず」 
とあるように 
それは語り得るような道でも 
最初から名づけられ得るような道でもない !
ゆえに 
それは教えられるようなものでもなく 
たとえ教えられたものを身に着けたとしても 
（これも雲門に言わせれば） 
「死人として自己完結した人」の道に過ぎない 

道は常に「迷人」のプロセスであって 
じぶんが何か達成したと錯誤したとたんに 
「死人」となってしまうということでもある !
「古路」を記したものがあるとしても 
それはすでに図式化された地図にすぎない 
地図は地図であり実際の道ではなく 
たとえその道を歩めたとしても 
その道はもはや「常の道」ではなくなっている !
「常の道」とは「迷人」の道なのだから



（「序」より）
!
「この書名は、第六編「雲門の禅」から抽出した。それは、永久に終わることのない求道の歩みのことであるが、そのような＜自己向上＞への不断の追求は、へたをすると、求道者自体の自己解体か空中分解を招きかねない畏れ
をさえ孕む。しかし、道はもともと無限定であり、法は法として把えてはならぬもの。とすれば、道を体し、法を得るとは、一体どういうことであるのか。

　「人間というものは、もし神になろうと思わなければ、人間にさえなれないものなのだ」と、ヴァレリは言う。しかし神になることを思い、それを達成し得た求道者でさえも、雲門と雲居に言わせれば、達成者として完結して
しまってはならない。もちろん、人に向かって法を説くことは許されないことになる。

　実は私には、自分がなにかの完結者になることを許さないという性癖がある。いつまでも「道に迷う」人であり続けたいと望んでいる。このような思いを、私はこの書名に籠めた。「超越」者たらんと志してのことではさらさ
らないのである。」
!
（「求道と迷道」より）
!
「唐代の禅宗中興の祖である馬祖道一の言葉に、「迷人の方所を弁ぜざるが如くあれ」という教えがある。道に迷った人が位置も方角も分からなくなったようであれ、というのである。」
!
「「迷う」ということの原義は見失うことである。「迷人」とは道を見失った人のことであり、必ずしも道に踏み迷った人・正道を踏みはずした人を意味しない。道が目に入らぬ人・道の何たるかをも心得ぬ人も「迷人」である。
ちょうど達道の人にはもはや＜道＞という意識の痕跡さえもないように。」
!
「雲門禅師（八六四−九四九）は「平地の上に死人無数。荊棘の林を過ぎ得たるもの是れ強者好手（つわもの）なり」と言った。ここにいう荊棘（いばら）の林が具体的に何を喩えたものであるかは不明であるが、それが求道の
人の歩みを阻む外的・内的な障碍を指すことは確かである。それとの対比で言われている「平地」とは、すでに仏祖によって開墾された平坦な大地、万人がひとしく安穏に歩み、また住むことのできるように拓かれた地平である。
しかし、そこに安住したとたんに「仏祖の縛」にかかって人は死ぬ、と雲門は断ずる。

　洛京嵩山和尚は、そのような平地の大道を歩もうとはしなかった。

　　問い、「古路坦然たる時いかん」。

　　答え、「前（すす）まず」。

　　問い、「なにゆえに前まざる」。

　　答え、「遮障の処なければなり」。

　　（『伝灯録』巻十）

　「古路」とは、仏祖によって敷設された坦々たる大道である。しかし嵩山は、まさにその何の障碍もない平坦さのゆえに、その古道を進むことを拒否する。彼はむしろ荊棘はあり岐れ路の多い路を進むことを選ぶ。「横径のな
道」の危険さを、彼も十分心得ていたわけである。

　荊棘が行く手を阻めば、刺されて血を流しながらでも、それをくぐり抜けねばならない。岐れ路にさしかかったら、どちらを進むかに先ず迷い、そして自らの判断と責任でどちらかを選ばねばらない。これこそが、ほんものの
求道行なのであって、賦与された既設の大道をその導くままに進むだけの人は、求道者でありうる前に、それこそ雲門の言うとおり「死人」になり果てるであろう。さきに馬祖が言った「迷人如くあれ」という教えも、これを実
践的に意味転換すれば、死人にならぬためには求道者は常に迷人であり続けよ、という趣旨に転じさせうるであろう。となれば、「四十にして惑わず」という人は、雲門に言わせれば、まさに死人として自己完結した人に過ぎな
いということになろう。」




☆mediopos-2039　　2020.6.16

■上山安敏 
『神話と科学／ヨーロッパ知識社会 世紀末～20世紀』 
（岩波現代文庫 2001.10)

シュタイナーの人智学の背景を見るためには 
一九世紀末から二〇世紀初頭の 
ヨーロッパの知識社会において展開された 
「モデルネ」について理解を深めておく必要がある 
特にドイツとその周辺の状況が重要となる !
「モデルネ」は近代合理主義ではなく 
むしろ科学（学問）の世界が 
技術化と合理化へ暴走しはじめた時代において 
それへの対抗としてあらわれた「文学モデルネ」 
それが核となったいわば反体制的運動である !
文学モデルネに関して 
その問題意識を提起したのはボードレールである 
日本では萩原朔太郎や九鬼周造なども 
そのモデルネから深く影響を受けていたりもするが 
それらが論じられることは 
坂部恵などのほかにはいまだに稀である 
ヨーロッパではいちはやくベンヤミンが 
ボードレールのモデルネへと 
深い視線を向けてはいるのだが !
おそらくそれから百年以上を経た現代においても 
その「モデルネ」という主題は克服されないまま 
ますますそこに根深い問題が提起されている !
かつてヨーロッパの知識社会を 
ある意味で席巻したニーチェやフロイトなど 
近代の科学や合理主義によって忘却されてしまっていた 
人間の深層にある知を求めようとする衝動も 
そのなかからでてきている 

シュタイナーが学問（科学）と宗教と芸術を 
一体化したものとして求めようとしているのも 
その流れのなかでとらえると見えてくるものがある !
シュタイナーの時代から一世紀を経た現代 
かつての時代の「モデルネ」の問題が 
資本主義的と結びついた科学技術のもとで 
ますます先鋭化されているともいえる !
そしてかつてのような 
「文学モデルネ」といったムーブメントも 
ますます進む科学の技術化を背景に 
知識社会から大衆のもとへと下降しながら 
ただ消費される文化といった形で 
展開されているばかりのように見える !
そのモデルネの問題はさまざまに影を落としているが 
ある種のムーブメントがノウハウ化される向きと同様 
学問の世界でもマックス・ウェーバーの社会学が語られるとき 
ゲオルゲ・クライスの影響が顧みられることが少ないように 
ほんらいもっていたさまざまな文化的背景や衝動は 
捨象されてしまって見えにくくなってしまう !
シュタイナー受容においても 
当時のシュタイナー・クライスなどの位置づけや 
モンテ・ヴェリタのアスコナ・コロニーのことなど 
シュタイナーとその周辺を照らす光と影を見ておくことで 
そこに照らしだされる姿はずいぶんと 
変わって見えてくるところがあるはずなのだが 



「一八八〇年代から一九一〇年代にかけての時代は原人間（ウアメンシュ）、心（ゼーレ）、人間の深層知を探測した時代である。それは神話による人間の原始の観念層を発掘した時代でもある。それはた
んなる自然への回帰ではなく、批判的な専門科学によって忘却され、無意識に抑圧されてしまった人間の心の発見である。ニーチェはヨーロッパの教養社会に定着した古代ユダヤ教＝キリスト教の倫理の善
と悪の価値観以前に潜む人間本来の原道徳を人びとに開示したが、いままで晴朗な概念で受けとめていたギリシャ悲劇の中の野性的な制御しがたい衝動、創造への力から美の根源を引き出したのである。
このディオニュソスの原初的陶酔の快感こそは、神話の世界を再現させ、人びとを魅了したヴァーグナーの音楽でもあったのだ。ニーチェは文献学から神話の世界を解読した。それに対してバハオーフェン
は考古学を通して歴史と神話の、批判的歴史主義によって閉ざされていた境界を突破して、ギリシャ神話の想像力によるイメージ解読に向かった。そこにゼウスとアポロの神話群の成層の奥に母権制の古層
を発掘した。そのことによって、ギリシャの哲学と古代ユダヤ教以来のヨーロッパの科学と倫理が父権制の意識の上に立脚していることを知らせたのである。

　人間の根源に遡る思想は、たんに文献学や考古学や神話学から生まれただけでない。それは精神分析の分野からも現れた。フロイトは無意識を幼児期の性欲リビドーと結びつけたから、個体発生は系統
発生を繰り返すという命題に従って用字の無意識と人類の原始人の思惟とのアナロジーを求めた。そこから原始以来の神話群の解読が人間の無意識の発見につらなる。エディプス・コンプレックスはエディ
プス神話の精神分析による解釈である。こうして精神分析と神話の邂逅がなされた。ユングの集合無意識は、フロイトのコンプレクスのように幼児期の外傷にとどまるでない。もはや性欲リビドーを脱して
聖なるシンボルに高められる。かくてそれに相応して神話は集合無意識をシンボリックに表現する神話類型としての元型となって現れる。かくて神話は克服される対象としてではなく現代人の魂に生き生き
と甦った。

　ギリシャ以来のミュートスとロゴスの対立は、この一八八〇年代から一九一〇年代の世紀末を挟んだ時代の精神状況では、自然科学と批判的実証主義が神学をも含めた全学問領域を席巻する状況になれ
ばなるほど、神話の世界への帰還、人間の原基を求めようとする知の動きは感性の復権となってあらわれる。そこではイメージ、想像力、象徴による解読がなされる。人間の深層に宿る基層を通して太古の
人間と現代人とが交感し合うものを求める。これはたんなるロマン主義ではなく、自然科学を触媒にしている。

　この時代の思想状況は、一方でウェーバーのいう脱呪術化と合理主義を科学の核に据えた社会科学の方法に対して、それと逆行して人間の根源的なもの、全体知をとり戻そうとする神話化への方法が見ら
れるが、それは非科学でも反科学でもない。近代（モデルネ／近代化ではない！）が太古（アルケ）を呼び起こすように、自然科学がコスモロジーを甦らせる。近代芸術が科学と神秘主義の二重奏をかなで
ている。近代文学が神話化する時代の流れを嚮導していったことは不思議ではない。まさにモデルネの文学は芸術と科学の一体性を求め、多くは神秘主義と感性に流れていった。

　近代文学が、精神分析にみる無意識と神話の邂逅に同定し合ったことは、近代文学の神話化の傾向をもったことと重なっている。ゲルハルト・ハウプトマン、ホーフマンスタール、トーマス・マン、リル
ケ、ヘッセなど近代（モデルネ）の文学者がいずれも神話文学に取り組んだことは、この時代意識の神話化の傾向を表現している。さらに驚くべきことは、これらの文学者のいずれもがバハオーフェンの母
権制にみる太母（マグナ・マーター）を素材としており、小説に生かしていることだ。

　従って、批判的歴史主義に立脚した社会科学の進行の前に立ちはだかったこれらミュートスの思想は、決して「非合理的なるが故にわれ信ず」という啓示信仰でもなければ、民族主義的感覚に根づく神話
信仰でもない。これら二つの拮抗し合う理想の葛藤は、科学の場でなされたものである。

　概念とイメージ、明証性と直観、客観性と主観性、分析と内からの観照という科学を分かつミュートスとロゴスの対立は、固定されるものではない。歴史的・社会的事象に分析的解明を行ない、脱呪術化
と合理化を学問的に認めたウェーバーは行為論に主観的動機を入れこみ、類型的把握の概念道具にたった理念系もイメージ性を孕んでいた。心の病を心因性からとらまえた精神分析の内部でも、無意識を幼
児期の外傷に求めて、無意識の最終的な分析による解明を信じたフロイトと、無意識を系統発生的にたどり、個人を超越した集合無意識が「生きられた生」であって、「かのように（アルス・オプ）」以上
の科学的分析を認めないユングとの間には決定的な違いが見られる。いずれにしても今日われわれの直面している問題であろう。」
!
「ハーバーマスはいう「近代」とは一九世紀後半から二〇世紀の一〇年代にかけてヨーロッパ文化を席巻し、知識人を心底からとらえた「文学モデルネ」であり、「美的モデルネ」である。フランスにみる
ボードレールやアヴァンギャルド芸術、ドイツのハウプトマン、ハインリヒ・マンの自然主義からブレヒトの表現主義、オーストリアのホーフマンスタールらのウィーン・モデルネなどがそれを担っている。
この美的モデルネは、経済と社会の資本主義敵「近代化」に対して対抗する反抗文化の性格をもっていたため、経済的・政治的「近代化」から抑圧されるか、モデルネが反抗するか。あるいは逃避するか、
矛盾の構造をもっていた。

　そういうように考えていくと、「近代（モデルネ）」は進歩的反動を自己の中に孕んでいる。我が国において「近代の超克」という語が実は戦争の勃発という聖戦イメージと重なったために、日本的イデ
オロギー性を帯び、それが悪名高いイメージをつくっている。だが、当の「近代の超克」について語り合ったかの座談会を手にとってみて、「イデオロギーから思想を剥離する」ならば、意外にも「近代の
超克」そのものが、ヨーロッパの「モデルネ」と強い親和性をもっていることに気づくのである。そのことは、日本の「近代の超克」がすぐれて、近代文学を支えた文芸批評家から提唱されたものであり、
ヨーロッパの「モデルネ」の落とし子であるということ、さらにヨーロッパのモデルネ自身の中に「モデルネ」の克服の契機を継起的に含んでいたことから見ても不思議ではない。（･･･）

　「モデルネ」は文学が、産業社会、自然科学の時代に触発された反体制的運動であって、決して近代合理主義ではなかったのである。

　ところがわが国では、この「近代（モデルネ）」と「近代主義」＝「近代化」とが、「近代の超克」という不分明なイデオロギーで曖昧な関係におかれてきた。」
!
「当時ドイツで社会学会を設立し、社会科学の方法論をつくり上げいたマックス・ウェーバーが、この美的モデルネの運動を強く意識し、また意識せざるを得ない状況に置かれていたということが、私にとっ
ての関心事であった。芸術の世界が、科学（学問）の世界から分化し、さらに道徳の世界とも分化して、それぞれが独自の価値を設定して自律化の途を歩み始めた時代を直視したウェーバーが、自分の属す
る科学の技術化と合理化と違った位相を芸術に見出している。芸術の世界には技術を前提にした進歩はない。彼は、主知主義が展開され、生活の合理化が進展してくると、芸術がしだいに独立した固有な価
値の世界を自覚的にうちたてるようになり、宗教の役割を果たすようになることを考えている。「芸術のための芸術」という芸術世界の自律化は、それ自体キリスト教に代わる救いの宗教をもたらすのであ
る。ウェーバーはこうした時代思潮と無縁の世界に住むことはできなかった。それら芸術の宗教と科学は一体となり、神智学をはじめ表現主義に見る神秘主義として彼の前に現れている。」
!
「かくて、独自の価値観をつくった芸術家集団が国家体制に反する対抗分化をうち出した文学モデルネは、文学、芸術のみならず、宗教、さらに法律学までも含めた広範な時代の運動の引き金となって、ヨー
ロッパの知識人の社会を揺り動かしたと見なければならない。」




☆mediopos-2040　　2020.6.17

俳句には 
必ず季語があるように 
「歳時記」は 
季節に基づいて 
歴史のなかで積み重ねられた 
日本文化辞典ともいえるものだが 
ほかでは見られない日本特有の文化現象のようだ !
季節に基づいているとはいえ 
その四季はネイチャーとしての自然の 
季節そのものではない !
著者はいわばネイチャーとしての一次的自然と 
そこから創造される二次的自然を分け 
日本文化は一次的自然というのではなく 
二次的自然と親密な関係を持っているという !
その二次的自然との関係において創造されてきた 
「歳時記」のような文化現象は 
西洋のようなネイチャー的な見方が 
中心となっているところでは見れらない !
日本の自然は 
ネイチャーのように 
自然界にある対象化できる物や現象ではなく 
もともとは「じねん」であり 
自(おの)ずから然るべくあるものであり 
それゆえに人と自然も 
自然と神も切り離してとらえてはいなかった 
言葉もまた言霊だったように !
日本文化は 
そのじねんとしての季節そのものを 
文化現象にあてはめることで 
自然を歳時記文化として創造してきた 

二次的自然としての季節感は 
自然をいわば言霊化することで 
その言霊とともに創造されてきたものなのだろう !
日本文化は自然と調和したものであるように 
とらえられることがあるが 
環境問題への意識が乏しい側面があるのは 
その文化としての自然観からネイチャーとしての自然を 
とらえることがむずかしいからかもしれない !
文化としての自然と環境としての自然の隔たりは 
思いのほか日本では大きいともいえるのだ !
かつて「もの」は「霊」でもあり 
「ことのは」は「言霊」でもあり 
それゆえに「供養」も行われ 
和歌や俳句の文化も生まれたのだろうが 
そうしたかつての意識に 
高次の自然学としての新たな霊性が加わらないとき 
環境としての自然は古き霊性の文化から切りはなされたまま 
即物的にとらえられてしまいがちなのだろう 

■ハルオ・シラネ（北村結花訳）!
　『四季の創造／日本文化と自然観の系譜』!
　（角川選書638 令和２年5月）



「日本文学に自然と四季が広く存在していることは数え切れないほどの例にみてとれる。たとえば、『源氏物語』の女性登場人物の多くは、桐壺、藤壺、葵上、朧月夜、花散里のように、季節を連想させる
花や植物などの自然にちなんで名づけられている。また、『源氏物語』を根本から理解するためには、登場人物の名前ばかりでなく、物語の場面背景ともなっているさまざまな植物、花、天象、天体の持つ
文学的含意を理解する必要がある。さらに、こうした自然のイメージの持つ連想は、和歌にみられる連想とも密接に結びついている。

　実際、『源氏物語』は日本文化と自然の親密なつながりを示す代表例として取り上げられることが多い。しかし、『源氏物語』が書かれた十一世紀初頭の貴族女性が、外界から彼女たちを幾重にも隔てる
屏風や几帳や妻戸の外へと思い切って出ていくことはほとんどなかった。ごく稀に近くの寺社に参詣することはあったが、多くの場合、女性たちが出会う自然はもっぱら、寝殿造の庭や、絵巻物や屏風絵や
襖絵など室内に描かれた自然であり、また、彼女たちが日々詠む和歌に描かれた自然であった。言い換えれば、『源氏物語』や十一世紀の貴族女性の生活には空間的にも心理的にも自然が隅々にまで行き
渡っていたが、その多くは庭に精巧に造られたり、また、絵、家具、調度、衣装、詩歌、絵物語のなかに視覚的、言語的に表現されたりしたものであった。こうした再現された自然を私は「二次的自然」と
呼んでいる。二次的自然は人間世界と対立するものではなく、むしろその延長である。都に住む貴族が遠く離れた地にある一次的自然を直接目にすることはめったになく、二次的自然はその代用品であっ
た。」
!
「平安時代の貴族が創造した二次的自然には基本となる二つの役割がありました。一つは、都や貴族の住まいが自然と調和しているというイメージを創り出す役割です。これと関連してもう一つは、祝儀、
吉兆、お守り、厄払い、奉納、供養、そして浄土や蓬莱のような理想郷と自分たちを結びつける役割であり、両者の役割は互いに関連しあっていました。しかし、このような二次的自然を創り出したからと
いって、平安貴族が自然と調和して生きていたわけではありません。むしろ、二次的自然は、彼らを常に取り巻く危険やこの世のはかなさの代わりとなるもの、また、そうした危険やはかなさから彼らを守っ
てくれるもの、さらには、そうしたものから逃避する手段として機能していました。」
!
「都における二次的自然が、危険に満ちた自然の代わりとなるもの、あるいは自然のもたらす危険からの防御、あるいは逃避であることを理解すれば、日本における神に対する見方と自然に対する見方との
間に明瞭な対応関係があることがはっきりと見えてきます。人間から見れば、自然は幸運をもたらすこともあれば、災難をもたらすこともあります。日本の地理と気候といった自然は、作物の豊かな実りな
どのよいことも、台風や地震などの悪いことも、毎年のようにもたらします。同じように、日本の神にも二面性があります。一つは「和魂（にぎたま）」、後世になると「にぎたま」と呼ばれるようになる、
徳を備えた穏和な側面であり、もう一つは「荒魂（あらたま）」と呼ばれる荒々しく勇猛な側面です。現在（二〇二〇年）、世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルスの流行は、古代の日本で疫病が
繰り返し発生していたことを思い起こさせます。」
!
「自然に対する態度は、共同体や時代や場所によって大きく異なります。しかし、近代以前の日本では一般的に、少なくとも人間の目から見れば、人間、神、自然の関係がとても近しいものだったので、こ
の三者は互いに重なり合っていました。その結果、自然に対する強い恐怖心と自然に対するきわめて強い親近感が生まれてきたといえるでしょう。自然や環境をめぐる日本文化の多彩な歴史を振り返ること
が必要なのではないでしょうか。」
!
「現代の日本から自然や季節の表現が少なくなっているからといって、一二〇〇年以上に及ぶ日本文化史、すなわち、詩歌、絵画、伝統芸術ばかりでなく、建築からファッションに至る幅広い領域において、
自然や季節をめぐる表現が持ち続けてきた巨大な影響力が減ったわけではない。これまで見てきたように、詩歌における自然のイメージは、七世紀初めから社会的コミュニケーションの主要な手段となり、
その後、何世紀もの間、自然や季節のイメージが美的、宗教的、政治的表現の重要な回路となった。和歌が創造し、高度に体系化された季節の表現は、時代を重ねるごとに複雑化し、多層化した自然観や季
節感に不朽の基礎を築いたのである。

　同時に、文化の季節化が広範囲に及び、二次的自然が遍く浸透していることがかえって、環境を守る必要があり、環境の保全が急務であるという意識を鈍らせたのかもしれない。戦後日本の環境保護に関
する取り組みはあまりよい結果を出していない。神社が取り壊されることで大木を守る意識が強まった意r、歌枕の地が破壊されることで昔からある有名な場所の環境に対する意識が高まったりすることは
ある。しかし、近代俳句や伝統芸術に携わる人々は、より大きな環境問題への意識を高めるために先頭に立つことはしてこなかった。この点からみると、日本文化に二次的自然が広く行き渡っているために、
日本人が一次的自然、つまり野生の自然にも親しんでいる、あるいは、調和しているという誤解を生んでしまってきたのかもしれない。現在、差し迫った課題として世界的に大きな関心がもたれている環境
問題に対する日本人の意識を考える上で、千年以上にわたって続いてきた自然との関わりにも目を向ける必要があるだろう。」




☆mediopos-2041　　2020.6.18

■小沼純一「空白−−−−音楽の房でいっぱいの／大岡信と音楽と」!
　（ユリイカ 2017年7月臨時増刊号「総特集　大岡信の世界 1931-2017」青土社　所収）!
■武満徹対談集『ひとつの音に世界を聴く』（晶文社 1975.10）!
■『自選　大岡信詩集』（岩波文庫 2016.4）

世界には 
充満している空白がある !
それはまだ意味にならない 
ノイズのようなものが交響している 
『ティマイオス』（プラトン）の 
「コーラ」のような場だ !
それは 
沈黙でもあり 
ひとつの音の 
母胎でもあるのだが !
時が流れ出すように 
星が生まれめぐるように 
夜が明けるように 
波が寄せては返すように 
はじめて恋するように !
その空白から 
音楽が 
歌が 
言葉が 
浮かびでてくる !
私のなかに 
その名づけられない 
充満した空白はある !
そして 
私は 
光あれ！と求める 
すると 
沈黙という空白から 
光の 
音楽が歌が言葉が 
響きはじめる 



（小沼純一「空白−−−−音楽の房でいっぱいの」より）
!
「ケージや武満徹と、ジャズとでは、おなじ音楽でも大岡信は異なった関心を持っているわけだが、一方のケージや武満徹に対しては自らが書くこと、創作することと地つづきであるとみることができるのではないか。たとえば、
武満徹の何冊もある対談集の第一冊目にあたる『ひとつの音に世界を聴く』には、大岡信との対談が、「ことばと音の世界」（一九六七）と「音とことばの現在」（一九七三）の二つが収められている。

　早い時期の対談から二人のことばを引いてみる。
!
　武満／ぼくが音楽の上で考えていることは、ひしめきあわせるということなんです。最後には白色になることが理想だな。実現するかどうかはわからないけど。

　大岡／それはたいへん面白いな。ぼくなんかが詩について考えていることも、やはりそういうことなんだと思う。充満している空白。（「ことばと音の世界」）
!
　もうひとつからは、大岡信の発言を。
!
　日本の間というのは、英語でいえばむしろスピリットみたいなものだと思うんだ。ことばとことばの間をつないでいるスピリットみたいなもので、スピリットというのは、やはり息を吐いて吸うことがもとの意味なんだから、そ
ういう意味で、ハッとこう吐いたり吸ったりしながら生命が凝縮し、高まっていく状態というのが、やはり間だろうと思う。文章を書いていても、たとえば十枚なら十枚の文章を書く場合に、はじめは、そういう息が合わなくて、
何枚も何枚もつぶすでしょう。途中から、そういう一種の息が入ってくると、不思議にふくらんできて、そして全体が弾力のあるものに向かって、だんだんこう押し込んでいくような状態に為る。そういうときはスピードとしては、
後半にいくに従って、どんどん早くなるけれども、実際にあとで読んでみると、むしろゆったりと拡がっていくんですね。だから、文章を書く、つまりことばで考えるということと、音楽的なそういう体験とは、源泉では非常に似
ていると思う。結局人間は、肉体から離れられないということだろうと思うんです。（「音とことばの現在」）
!
　前者の武満徹の発言から連想されるのはホワイト・ノイズだろうか。大岡信はそれに対して「充満している空白」と言い換える、と言ってもいいし、あるいは、ちょっとずらす。後者では「間」という語をつかっているが、先の
「充満している空白」をここに重ねてみることができるだろう。それは何もない、ただ空いている間、空白ではない。音なり何なりがあることに対立する状態ではない。顕在的なものはないけれども、ちょっとしたきっかけで何か
があらわれでてしまったり、何かがでてくるきっかけになっている状態、か。」
!
「楽音によって奏でられる音楽、あるいは、ノイズも含んだかたちの音楽がある。他方、ことばによる音楽、ことばが意味・無意味とくっついたり離れたりしながら奏でることばの音楽がある。それらはときにところどころオー
ヴァーラップすることはありながらも、けっして重なりあうことはない。そのうえで、ことばは、詩は音楽になるし、音楽は詩になる。詩や音楽という語が用いられるよりももっと前、もっと深いところでの原＝音楽とでもいうよ
うな。」
!
「ソプラノとオーケストラのための《環礁》の詩を依頼するとき、武満徹が大岡信にいったことばはよく知られている。「ことばをください」。一九六二年である。

　《環礁》でのことばは、メロディー、すなわち音の上下するうごきとしてのメロスに由来するメロディー、というよりは、点描的で、音と意味、音のつらなりとサンタックスが切り離されたように、歌われる。それはうたと呼び
にくいものかもしれないが、逆に、音素のニュアンス、強度がオーケストラの各楽器が発する鋭い音響とともにある、ともにひとつの星座をなす。この列島のことばと格闘し新たなうたを生みだそうと試みた武満徹にとって、《環
礁》は、ほかに作曲され完成された作品が合唱であったり英語だったりということをみてみるならば、いわゆるソング以外ほぼ唯一の日本語で書かれた声楽曲となる。」
!
「　私はいつでも　またどこでも

　　きみの腕の外側に溢れてしまふ

　　それが私の　音楽である宿命だから−−−−

　　かの「沈黙」さへ　私があるから存在するのだ
!
　「音楽がぼくに囁いた」の四つのストローフを、この文章の最初からここまで、わざと分割して引用してきた。（…）

　ここでの「私」は、タイトルをふまえれば音楽をさす。音楽は「私」といい、「きみ」に、つまり「ぼく」に囁いてくる。そして最後の行にあるように、「かの「沈黙」さへ　私があるから存在するのだ」と、通念に対しての反
転を生じさせる。ある新しい認識がここにある。ここに至って、詩人がもとから抱いてきたもの、沈黙について、音楽について抱いてきたものを、たとえばジョン・ケージや武満徹や一柳慧の沈黙／音楽と交差させながら考える
−−−−というよりも、感じてみられたなら、どうだろう−−−−。」



☆mediopos-2042　　2020.6.19

■松﨑照明『山に立つ神と仏』（講談社選書メチエ 2020.5）

かつて人の魂は 
神々とともにあった !
やがて神々はしだいに 
人のまえからその姿を消し 
さまざまな信仰が生まれるようになった !
神々は人の内へと 
秘かに身を潜めるようになったのだが 
その神々の姿に出会おうとして 
ときに過酷なまでの行が 
聖なる場所で行われるようになった !
聖なる場所である神殿そのものは 
いまや人間の奥深くにあるのだが 
行を通じて変成された意識のうちでしか 
そのことを体現しがたくなったのである !
意識を変成させるための場所は 
さまざまな場所に求められ 
切り立つ自然の岩塊や 
垂直に立てられた柱が 
人を天に結びつける橋ともなった

人は日常の意識では水平の意識を生きている 
神々の力とつながるためには 
その意識を非日常の垂直へと向けなければならない 
自然や建造物はそのための強力なツールとなり 
時に薬物やそれに類するものが用いられたりもする !
けれども神殿は人の奥深くにある 
その真実に目覚めないかぎり 
つかのまの垂直をはなれると 
すぐに日常の水平へと回収されてしまう !
ときに聖なる場所との共振のために 
修験的なありようも求められもするだろうが 
みずからのうちに確かな柱を立てなければ 
外なる柱は朽ち果ててしまう !
日常の場においてこそ 
垂直の意識が試されるのだ 
柱はみずからの内にこそ確かにあるのだから 



「柱と梁で構成される日本建築はまず、一本の柱を立てることから始まる。立てられた柱の垂直性は、おそらく山の神と人をつなぐ象徴と捉えられ、その造形は縄文時代の巨大列柱から「岩根御柱」「心柱」
「心御柱」へと引き継がれる。

　そして修行者が山に入り、常設の建築を造ると、建物は自然の信仰対象に密接密着して床下柱が長く伸びる懸造をつくる、その柱の垂直的表現は自然と一体化しながら見る者、使う者を魅了する。懸造の
代表的な遺構である三仏寺投入堂が見る者を引き付けて離さない理由はここにある。

　険難な行場を登り、はじめて投入堂に出会った人々が涙を流すわけは、懸造という造形の中に、緑深い山への信仰、柱立てから始まる日本建築の原像が反映しているからである。」
!
「既に奈良時代には山岳・山林に入って修行する行者や仏徒は数多く存在し、それらに対する律令国家や律令貴族の希求も明らかにあった。しかし意図的に造られた懸造は、摂関院政期における貴族たちの
山岳に対する信仰の高まりを待って現れる。そのもっとも古い大規模な懸造は、奈良朝以来の観音霊場である石山・長谷・清水寺などの正面前面に増築された礼堂・舞台で、その増築の時期は貴族たちが左
官に参詣するようになる九世紀中葉頃と重なっていたことは既に見たとおりである。これらの礼堂や舞台は、正堂が自然の岩を仏座にする本尊を覆うように建てれれていたため懸造になり、増築の結果生ま
れたその意匠は平地区の諸建築と比べれば垂直性豊かだが、いまだにきわだった垂直性を持ってはいなかった。

　これに対して、平安時代の中ごろから天台・真言系寺院の行場や「聖の住所」「四方の霊験所」と呼ばれる新興霊場に造られた懸造は、行場の岩や岩窟とあいまって強い垂直性を持つようになる。特に、
平安末から鎌倉初期に聖と呼ばれる行者が難険な行場に造ったものは、床下の柱も長大で、その意匠は力強くきわめて垂直性が強い。この険しい行場の修行を象徴するような意匠は、平地における摂関期浄
土教の俗化や、それに伴う美的享楽主義に反発して山岳に入った険者や聖の信仰的態度、なかんずく平地の人々が彼らに対して抱いたイメージにぴったりと一致しており、それは山岳の修行者に対する摂関
院政期の人々の期待が反映されていると考えられるのである。

　そして、行場に建つ懸造には平安末の三仏投入堂を始めとして平安末から鎌倉初期に、岩窟内や屹立する大岩の側面に取り付くように建てられたものが現れ、このような懸造は鎌倉・室町時代にもっとも
多く造られる。鎌倉・室町時代の懸造は、平安時代の諸例がすべて平入だったのに対して、ほとんどがより垂直性を感じさせる妻入の形式になり、鎌倉中期以降には屋根背面が岸壁に直接接続した懸造も造
られるようになる。垂直的で力強い表現を持ち、信仰対象の岩や岩窟とさらに密着した鎌倉・室町時代の懸造は、岩や岩窟に行場を求めた修験（修験道）と深くかかわっており、その造形には自然との一
体化や捨身苦行を理想とした修験的な宗教観の反映が明らかに認められる。」
!
「聖地とはいったい何なのだろうか。奈良時代には、苦行によって特別な力を与えられると考えられた山岳での修行は、室町時代に入って、「地獄、餓鬼、畜生、人、天、声聞、縁覚、菩薩、仏」の十段階
を成仏の階梯とする見方を背景に、山を他界と見て、その中でいったん死んで生まれ変わる擬死再生の過程と捉えられるようになる。これによって行者はいっさいの罪穢を捨て、肉体と魂を浄化し、新たに
生まれ変わると考えられるようになる。」

「しかし不思議なことに、神仏に法楽の芸を披露して行が終わり、祝宴のあと日常に戻ると、夜中数時間ごとに法螺の音が鳴り響き、睡魔と疲労と戦いながら続けた勤行も、唐辛子の煙に息もできない南蛮
いぶしの行も、数年前に行者が亡くなった絶壁に手を合わせて踏み越えた岸壁の行場も、断崖絶壁から足首だけを持ってつるされた覗きの行も、みな夢のように遠く離れてしまう。

　鳥取県三朝の三仏投入堂に魅入られて以来、日本中で何度、同じことを繰り返しただろうか。それでも、修行で調査で山に入るたびに、この景色はどこかで見たはず、という既視感にとらわれる。細くう
ねった山道を登り、崖の突端を回り込んだときに、突然目に入る建物。岩窟上の突出した岩、切り立った岸壁、建物が建つ巨大な岩塊と近傍に湧き出る水。

　建物を下から見上げたときに強く美しい姿と、反対に建物から見下ろす川や街道、町の見事さ。そうした対照は、山に対する信仰と山中にある建物の造形には必ずや造られた理由と歴史的変遷、文化的な
構造があるはず、と確信させる。」




☆mediopos-2043　　2020.6.20

■鷲谷いづみ・文／埴　沙萠・写真!
　『新装版　タネはどこからきたか？』（山と渓谷社 2020.7）

タネは 
はじけ 
風に乗り 
水に流され 
鳥や動物に運ばれ 
糞のなかで蒔かれ 
アリが運び 
ともにヒッチハイクし 
!
タネは 
土のなかで 
じっと埋まりながら 
芽生えるタイミングをはかり 
春にそして秋に芽生え 
すき間をみつけて芽生え 
眠りながらその時を待っている 

花は咲き 
果実は実る 
その視点から 
世界を見ることもできるだろうが 
タネの視点で見てみると 
世界はずいぶんと異なって見えてくるだろう 
!
自分がタネになってみるのも面白い 
タネを運ぶものになったり 
タネが埋まっている土壌になって 
そこからタネが芽生えてくる 
そんな視点ではじめて見えてくるものもある 
!
さてわたしは 
どんなタネになれるだろう 
どんなタネを運べるだろう 
どんなタネを育てられるだろう



「２０年以上も植物の暮らしを見まもる生態学の研究をしてきました。タネや芽生えはとくにたいせつな研究対象でした。そんなわけで私はついタネや芽生えの身になって世界をながめてしまいます。それ
は、細やかで多様で、しかもダイナミックな世界です。

　野生の植物でも、葉や花や実は人目をひきやすいものです。けれどもタネや芽生えを意識する人はあまりいません。動けないタネや芽生えが巧みに環境と折り合い、ときにはそれを操作して生きている姿
はじつに興味深いものです。それを少しでも多くの方たちに伝えたいと思ったことがこの本をつくった動機です。」
!
「タネという言葉であなたはなにを思い浮かべますか？　話のタネ？　柿のタネ？　アサガオのタネ？　タンポポのタネ？　風に舞うタンポポのタネはだれでもがすぐイメージできるタネでしょう。では、
ジェット気流や海流に乗って世界を旅するタネを想像できますか？　ヒヨドリの落とし物の中にも、タヌキの糞にも、いろいろなタネが含まれています。植物は、動物たちに肥料つきでタネまきをしてもらっ
ているようです。アリとタネの間には、どちらにとってもありがたい秘密の関係があります。それをとりもつのは、タネについた小さなアリの餌、エライオゾームです。直立歩行するヒトは、ほ乳動物とし
ては並はずれて大きな足の裏をもっています。昔は足裏、いまは靴底につく泥に混ざって、タネがヒッチハイクしていることを、多くのヒトは気づいていないかもしれません。

　タネと聞いてすぐに芽生えを思い浮かべるあなたは、庭の草取りのたいへんさも思い出しているのでしょう。つぎからつぎへと芽生えてくる雑草のタネ。その中には、おじいさんやおばあさんが子どもの
ころに生えていた草に実り、それからずっと土の中で眠っていたものもあるはずです。寿命の短い草も、そのタネは長生きです。長生きしながら、じっと芽生えるチャンスをうかがっています。あなたの足
の下の地面にもそんなタネがたくさん潜んでいます。タネはみずみずしく柔らかい芽生えを丈夫な殻で包んだ小さなカプセルです。さまざまなからくりを使い、時間も空間も自在に超えて、芽生えの素をあ
ちらこちらに運びます。まさに神出鬼没といえる植物たちの生はじつにダイナミックです。

　芽生えを見たら、野生の植物を見たら、「このタネはどこからきたのだろう」と唱えてみませんか。すると目の前に小さな秘密の戸口が現れて、みごとな知恵と技に満ちた植物たちの世界へとあなたを導
いてきくれるはずです。」
!
（「タネの冒険」より）
!
「地面に根を張って動くことのでいない植物も、タネのときだけは遠く離れた場所へ移動することができます。１本の草も木も、いちどきにたくさんのタネを実らせます。そのうち、無事に芽生えて成長す
るのはごくわずかです。芽生える前に食べられたり、腐ってしまうものも少なくありません。

　タネや果実がさまざまなのは、無事に芽生え、健やかに成長できるようにと、植物たちが独自に工夫を凝らしたためなのです。それは、植物たちが何世代もかけて試行錯誤しながら環境に適応した進化の
結果です。」
!
（「タネの目覚め」より）
!
「タネが落ちた場所がその植物の生育にふさわしい場所であれば、なるべく速く芽生えるにこしたことはありません。早く大きくなれば競争に有利だし、厳しい環境条件にも耐えやすいからです。けれども、
それよりもたいせつなことは、芽生えるタイミングを見きわめることです。

　成長すると大木になる樹木、地下茎での野原中に広がるようなたくましい草も、発芽直後の芽生えは小さくか弱いものです。日照りで地面が乾けば干からびてしまうし、霜が降りれば凍ってしまいます。
虫に食べられたりカビに腐らされたりして死ぬ芽生えも少なくないのです。芽生えの時代は植物の一生でもっとも多くの危険にさらされるときです。危険は、季節や時期によって変化します。だから、その
場所でいつ芽生えるかは、タネにとって、芽生えになってからの生死を分ける重大事です。」
!
（「宝探しゲーム」より）
!
「森でも草原でも、田畑でも水辺でも、土の中にはさまざまな種類のタネがたくさん埋まっています。ふだんはなかなか目にすることのできないタネたちですが、木が倒れたり、草が刈られたり、耕された
り、あるいは山火事などによって、植物におおわれず地表面まで光が届く場所、ギャップができると、それをすばやく察知して待ちかねていたように芽生えてきます。土の中や落ち葉の中で、芽生えのチャ
ンスを何年も、何十年も、ときには何百年も待ちつづけているたくさんのタネは、地上へ芽生えを供給し、植生を再生させる役割を担っています。」




☆mediopos-2044　　2020.6.21

■『アサヒカメラ 2020年7月号』（朝日新聞出版 2020.6）!
■鬼海弘雄『誰をも少し好きになる日／眼めくり防備録』 
（文藝春秋 2015.2）

日本でいちばん古い 
写真とカメラの総合誌だという 
「アサヒカメラ」が 
２０２０年７月号で終わるという !
仕事の関係もあって 
一眼レフのカメラを購入し 
その基本的なさわりだけを学んだのは 
４０年ほどまえのことになる !
カメラで撮るということについては 
それ以上でもそれ以下でもなく 
技術も作品を撮るとかいう意識もとくにはない 
興味を持ち続けてきたのは 
カメラと写真がとらえることのできる視点の方だ !
機会があると視点のことだけは 
いろいろ考えをめぐらせたりもしていた 
なぜこういう写真を撮ったのだろうと !
この最後の号に寄せられた言葉には 
「アサヒカメラ」にかかわった方々の 
さまざまな想いが綴られているが 
いちばん気になったのは 
「アサヒカメラの休刊は、 
いわば日本の現状を表している」という 
石内郁の言葉だった !
アサヒカメラの休刊は購読者の減少ではなく 
クライアントからの広告費の減少が 
大きな理由となったようだ 
クライアントにとってはすでに 
文化という視点でものを見る余裕がなくなっている !
いまや国も教育機関もその他の組織でも 
最も重要なのは役に立つことや儲かること 
それをきわめて短いスパンで計算すること 
それ以外の規準は切り捨てられる 

「写真にしかできないことってなんだろう？」 
という篠山紀信のあたりまえのような言葉も 
なんどでも問い直さなければならない !
それに対する答えがあるわけではないけれど 
さいきん少しだけ考えるようになっていることはある !
その写真は 
「どんな視点をひらいているのだろうか」 
「見えなくなっている何かを見せてくれるだろうか」 
「それが日常のなかでどんなに響き得るだろうか」 
という問いだ !
だから大袈裟なパフォーマンスはいらないし 
ことさらな表現手法もいらない 
必要なのは「小さな永遠」なのだ !
写真家の鬼海弘雄に 
『誰をも少し好きになる日』という 
「小さな永遠」を記した大好きな本があるが 
そのタイトルをもじっていえば 
その写真が 
「世界を少し好きになる」ために 
どんな「小さな永遠」を垣間見せてくれるかだ !
それが「さりげない日常」にこそひらかれ 
「誰をも少し好きに」なったり 
「世界を少し好きに」なったりするために 
写真がどんな文化を創造できるだろうかということ !
いまやだれにでも写真が手軽に撮れ 
発信も容易にできる時代ではあるけれど 
ほんとうには写真は写らないものだと気づく人は少ない 
コピーされた刹那の視点ばかりが多く 
「小さな永遠」が写されることは稀だからだ 



（『アサヒカメラ 2020年7月号』～「私とアサヒカメラ」より）
!
「「アサヒカメラ」は、１９２６（大正15）年４月に創刊しました。


　戦中戦後にあたる１９４２年５月号から49年9月号までの休刊をはさみながらも、日本最古の写真とカメラの総合誌として、その文化の一端を担うべく、刊行を続けてまいりましたが、通巻１１２５号となる今号をもって、歴史を
閉じることとなりました。94年間、ありがとうございました。

　ゆかりの深い方々にまつわる思い出とともに、言葉を寄せていただきました。」
!
（『アサヒカメラ 2020年7月号』～「私とアサヒカメラ」～石内郁「危機の時代にこそ文化的なものは必要」より）
!
「銀座のニコンサロンも終わる、リクシルの文化活動も終わる、そしてアサヒカメラも終わる。コロナは、これまでずっと曖昧にしてきたことを明快にしてしまったということもであるでしょう。日本では文化的なものがどんどん削
がれているから、その一つの先端をはっきりさせたともいえるでしょう。

　かつての「カメラ毎日」の休刊を思うと、やはり時代の流れで終わった。しかしアサヒカメラの休刊はどうか。あまりにも突然です。今の時期で終わるのではなく、乗り越えてからにするべきではないかと思います。文化そのもの
は目に見えないけれど、危機の時代のこそ必要なのは文化です。表現をするということは、人間がどう生きているのかということですから、アサヒカメラの休刊は、いわば日本の現状を表している。（談）」
!
（『アサヒカメラ 2020年7月号』～「私とアサヒカメラ」～篠山紀信「写真にしかできないことってなんだろう？」より）
!
「でもテーマは「写真」なのだ。

　超一流の写真、見たこともない写真、写真ならではの写真。写真の神髄、写真にしかできないことって何だろう？」
!
「鬼海弘雄『誰をも少し好きになる日』～「あとがき」より）
!
「読み返してみると、なんとも身の回りの雑記が多く、しかも、ゴン（猫）の手を借りていることが頻繁で情けない。

　この「ワザ」のなさを、写真家とはレンズの前の事象を写すので「抽象」を組み立てるのが苦手だと開き直ってきた。その一方で写真に対しては、誰でも写すことができる本来の意味は、簡単に撮れるメカニズムを超えて、体験や
思いを拠り所にその人なりの感受性で世界をつかむレッスンなのだという誇大妄想を抱いている。

　写真は抽象の剣幕を借りずに、地面に足をつけたまま、具体を通して誰でもが手触りのある普遍性を表現することができると、我が田に水を引いている。
!
　若いころ、人生で一番のゼイタクなあそびは表現だと思い込んで、誰でも撮れるはずだという理由で写真を選んだ。だが、いざ身を入れてみると、なかなか「写真」が写らないことに気づかされた。それだからこそ逆に、カメラの
愚直さに支えられ、自分の歩幅で撮り続けて来られたのかもしれない。そんな習いから、いつの間にかレンズの目玉を通して考えるようになっている。

　たぶん、写真を撮っていなければ、文章を書くことも無かったはずだ。書くのはいまでも難儀だが、チャンスを頂いたのは仕合わせなことだと思っている。」




☆mediopos-2045　　2020.6.22

■白井聡『武器としての「資本論」』 
　（東洋経済新聞社 2020.4）

「人はパンのみにて生くるものにあらず」 
とはいえ 
やはり人は食べていかなければならない 
食べるためには 
なにがしかのことをしなければならない 
そして生きている以上は 
生活はよきものであるに越したことはない !
その「よきもの」をどうとらえるか !
この『武器としての「資本論」』は 
資本主義文化の最新段階である新自由主義の社会おいて 
私たちが生き延びるための地図を手に入れるために 
『資本論』を武器として活用するよう提案している !
『資本論』は武器になるだろうか 
そしてまたこの『武器としての「資本論」』は 
私たちが生き延びるための 
「よきもの」を示唆し得ているだろうか !
本書のさいごのほうに 
「私たちの生活の全領域で、 
どういう感性を持つのかが問われている」と 
食の比喩を使って「感性の再建」が示唆されているが 
それが「よきもの」であることは確かだとしても 
感性が再建されれば 
享受される対象の貧しさや 
享受する主体の貧しさは解消されるのだろうか !
貧しさには段階がある 
パンがないという貧しさもあり 
よきパンがないという貧しさもあり 
さらにパンでは得られない 
ほんらいてきな魂の貧しさもあるだろう !
本書が扱う貧しさはおそらく 
よきパンを食べて生き延びたいという貧しさのようだ !
大衆にとって「よきもの」である 
「感性の再建」を通じて 
よきパンを食べて生き延びるのための 
「革命」を説いているのだが 
はたしてその対象は「大衆」なのだろうか 

本書で扱われている 
「感性の再建」のための地図は 
武器としての『資本論』であるが 
おそらくそれは感性というよりも 
悟性を必要とするツールだと思われる !
もちろん感性と悟性を 
切り離してとらえる必要はないだろうが 
本書で『資本論』を読むようにと 
啓蒙の対象としているのはおそらく大衆ではない 
悟性的なアプローチを主とした 
政治や経済思想に関心のある人たちへなのではないか !
どちらにしてもその啓蒙は 
よきパンがないという貧しさを解消するための 
啓蒙を超えることはなさそうだ 
とはいえその啓蒙にはそれなりの意味はある 
生活はよきものであるに越したことはないからだ !
そうでなければ 
みずからの魂の貧しさに気づくための 
精神への道は育ちにくい !
あらためて 
「人はパンのみにて生くるものにあらず」を 
「よきもの」としてのパンもふくめて 
人が生きるためには 
どんな「よきもの」が不可欠なのか 
それを総合的な人間学として 
問い直していく必要がありそうである !
その問いをふまえながらの 
『資本論』や『武器としての「資本論」』 
であるはずなのだから 



「生活レベルの低下に耐えられるのか、それとも耐えられないのか。大袈裟に聞こえるかもしれませんが、実はそこに階級闘争の原点があるのではないかと感じます。」

「資本の側は、「そんな贅沢しなくなっていいじゃないか」とささやいてきます。「毎日カロリーメイトだけ食べてたって、別に十分生きていけるよ」というささやきは、いくらでも聞こえてくるし、確か
にそれで生きていけないことはない。

　そのとき「それはいやだ」と言えるかどうか。そこが階級闘争の原点になる。」

「食にこだわることは、人生を楽しむこと、幸福ということ、人間性の回復にもつながっていきます。それこそ最も感性的な部分で、思想ではない、センス、「Don't thik.Feel!」の世界です。」

「「これ以上は耐えられない」という自分なりの限界を設けて、それ以上に「必要」を切り下げようとする圧力に対しては徹底的に闘う。そして闘争によって求める「必要」の度合いを上げていく。それは
すなわち、自分たちの価値、等価交換される価値を高めていくということです。

　世の中では、「自分の労働者としての価値を高めたいのなら、スキルアップが必要です」ということになっています。しかし私が主張しているのは「それは全然違う」ということです。そういう問題では
ない。マルクスに立ち戻って言えば、スキルアップによって高まるのは労働力の使用価値の次元です。

　人間という存在のそもそもどのくらいの価値を認めているのか。そこが労働力の価値の最初のラインなのです。そのとき、「私はスキルがないかた、価値が低いです」と自分から言ってしまったら、もう
おしまいです。それはネオリベラリズムの価値観に侵され、魂までもが資本に包摂された状態です。」

「それに立ち向かうには、人間の基礎価値を信じることです。「私たちはもっと贅沢を享受していいのだ」と確信することです。贅沢を享受する主体になる。つまり豊かさを得る。私たちは本当は、誰もが
その資格を持っているのです。しかし、ネオリベラリズムのよって包摂され、それに慣らされている主体は、そのことを忘れてしまう。この忘却の強調こそ、ネオリベラリズムの最大の「達成」だったのか
もしれない。

　新自由主義は単なる政治経済的なものなのではなく、文化になっているということを強調してきました。それは資本主義文化の最新段階なのです。その特徴は、人間の思考・感性に至るまでの全存在の資
本のもとへの実質的包摂にあります。したがって、そこから我が身を引き剥がすことが、資本主義に対する闘争の始めるであると見なされなければなりません。

　歴史上試みられてきた階級闘争の実践は、すでに見たように、多種多様なものがあります。それらはみな、本当は今もなお有効性のある実践として再度手に取られる武器となり得ます。しかし、大衆にそ
もそもその意思がなければ、そのような実践に向かうことはありえない。この意思を抹殺したことこそ、新自由主義の最も重大な帰結だと私は思います。

　それゆえ、意思よりももっと基礎的な感性に遡る必要がある。どうしたらもう一度、人間の尊厳を取り戻すための闘争ができる主体を再建できるのか。そのためには、ベーシックな感性の部分からもう一
度始めなければならない。だから、食べ物の話は、代表的事例であると同時に比喩でもあります。私たちの生活の全領域で、どういう感性を持つのかが問われている。」
!
「哲学者の國分功一郎氏が『暇と退屈の倫理学』という著書の中で、ファストフードとは何かについて論じています。いわく、ファストフードとは単に早く食べられるものなのではなく、味が単調なのでゆっ
くり味わう必要がないという意味で「ファスト」なのだ、と。単調とは情報量が少ないことである。味に複雑さがないから時間をかけて味わう必要がない、と論じています。

　この議論でも問題になっているのは、同じく感性の再建なのだと私は思います。情報量の少ないもの、玩味できないものに馴らされてしまった状態、これが感性までもが資本によって包摂された状態にほ
かなりません。そのとき、その享受される対象は貧しくなっており、享受する主体も貧しくなっています。言い換えれば、世界そのものが貧しくなっている。

　これは資本制社会の途方もない逆説です。生産力を爆発的に上昇させ、かつての人類には想像すらできなかったような物質的な豊かさをもたらしながら、その只中に貧しさをつくり出す。ただし、これは
すでにマルクスが『資本論』で示唆していたことにほかなりません。マルクスは、資本主義においては商品の交換価値を実現し価値増殖を達成することが第一義的な重要性を持つので、使用価値に関しては
独特の無関心が生ずる、ということを述べています、交換価値は量的なものであり使用価値は質的なものです。ゆえに、量は豊富になるけれど質は最低へと向かって行くというのは、資本主義の内在論理か
らしてまことに必然的なことです。」
!
「資本制社会の中で生きる、生き延びるためにも、地図が必要です。頼りになる地図はどんなものでしょうか。地球全体の形がわかると同時に、今、自分がいる場所、街角の一隅をピンポイントで指し示し
てくれる地図、そんな地図がほしい。

　どうしてそんなものがいるのでしょうか？　普段の街歩きに地球儀は不要、というか役に立ちません。しかし、いつもの街角が異変に襲われることがあります。たとえば、近年私たちが経験したような突
然の水害。しかし、それは「突然」であるかに見えて、そうではありません。注意深く地形図を見れば危険は予知できるし、古地図を見れば先人たちがその場所を避けていたこともわかるはずです。普段は
必要ない（かに見える）それらの地図が、非常時に生き延びるためいは、大いに役立つのです。

　資本主義の世の中を生き延びるために本当の意味で武器になる地図は、ググれば手に入るものではないし、自己啓発書でもない。まともなものを手に入れようとすれば、それなりの努力が必要です。そし
て、『資本論』はそうした努力を払うに値する武器であることを、本書を最後まで読んでくれたみなさんに伝えることができたならば、本書の役割は無事果たされた、と言えそうです。」




☆mediopos-2046　　2020.6.23

■森村修『ケアの形而上学』（大修館書店 2020.7）

生まれてくるということは 
＜わたし＞と同時に＜あなた＞が 
生まれるということだ !
そして 
＜わたし＞と＜あなた＞の＜あいだ＞には 
互いに引きつけ合ったり離れ合ったり 
ぶつかり合ったりする 
さまざまな＜力＞が発生する !
もちろん 
＜わたし＞と＜わたし＞の＜あいだ＞にさえ 
そうした引力や斥力は発生してやまない 
＜わたし＞のなかにも＜あなた＞がいるからだ !
＜ケア＞とは 
＜からだ＞であり＜こころ＞である 
＜わたし＞と＜あなた＞が 
＜存在＞と＜情念＞をめぐって 
働きあう不思議な＜力＞であるといる !
＜わたし＞という存在者は 
ただ＜そこにいる＞だけで 
ポジティブであれネガティブであれ 
なんらかの＜力＞をもっている !
生まれてくるということは 
＜わたし＞と＜あなた＞の＜あいだ＞で 
さまざまに働いている＜力＞のなかで 
翻弄されつづけることでもある 

人は 
人の＜からだ＞は 
そして＜こころ＞は 
ときに傷つき 
＜ケア＞されることを求める !
人が傷つくということは 
いったいどういうことなのだろう 
人が癒されるということは 
いったいどういうことなのだろう !
人は 
＜わたし＞と＜あなた＞の＜あいだ＞でしか 
生まれることのない＜愛＞を 
経験するために生まれてくるのかもしれない 
傷つきそして＜ケア＞されることで !
ときには 
ただ＜そこにいる＞ということで 
得られる＜ケア＞の神秘を学ぶことで !
さらには 
＜わたし＞でもあり＜あなた＞でもある 
＜他者＞と関わる＜ケア＞を実践することで 
＜愛＞そのものの＜力＞となることで 



「＜ケア＞には＜情念（passion）＞が伴う。＜ケア＞に携わることによって、＜ケア＞に関係する人たちに＜幸せ＞をもたらす。＜ケア＞の関わりにはつねに＜喜怒哀楽＞などの＜情念＞が伴う。しか
し、＜情念＞は必ずしも良い効果や成果を生むばかりではない。＜ケア＞することがヒトを傷つけ。傷めることがある。なぜなら、＜情念＞とは、＜力＞であり。＜ケア＞はこうした強力な＜力＞が錯綜す
る関係性だからだ。それゆえ、私たちは、＜ケア＞の関わりがいつも美しい話だけではないことをもっと知るべきだろう。人と人が関わり、人が動物や植物と触れ合うとき、そこには相互作用としての＜力
＞が生じている。というよりも、どんな関係にも、関係者たちの＜あいだ＞には様々な＜力＞が発生し、互いに引きつけ合ったり、離れ合ったり、ぶつかり合ったりする。

　十八世紀の思想家・社会改革者シャルル・フーリエが、奇想天外な書物『四運動の理論』（一八〇八）で
!
詳細に論じたように、私たちは＜情念引力（attraction passionnele）＞によって支配されている。しかし、私たちが＜情念引力＞をうまく用いて社会関係を結ぶことによって、社会はより良い方向に向かう
可能性もある。フーリエ研究者・三原智子が言うように、＜情念引力＞が「うまく調整された結果、すべての人々が欲望のままに行動すれば、それだけで、さまざまな仕事が自発的に行われる」のである。
「あるものが嫌う仕事を、他のものが好んで行い、結果的に社会の歯車がだれも強制することもなく回る」。フーリエの奇抜な発想による＜協同体（association）>は、＜空想性＞を秘めながら、＜ケア＞
の関わりを適確に説明する。＜ケア＞の関わりによる＜統一＞も、＜ケアの力＞が斥力として働き、互い同士を引き離し疎遠にする＜分離＞も、＜情念引力＞の働き方に基づいている。だから、＜ケアの力
＞は人を励まし勇気づける＜エンパワメント（empowermenr）＞にもなるが、＜力＞の使い方を間違うと、＜暴力（violence）＞や＜ハラスメント（harassment）＞へと転換してしまう。「地獄への道は
善意で舗装されている」といわれる所以である。

　私が猫から学んだことは、＜そこにいる＞ことの難しさである。それは＜ケア＞の難しさと通じている。フーリエが＜協同体＞を形成するために、まず初めに取り組まざるをえなかったのが、私たちの
間にある＜情念引力＞の分析であることは当を得ている。

　私たちが＜協同＝協働体＞を形成するためには、何が必要なのか。そして＜ケアの倫理＞を根付かせるために、何が重要なのかを検討する必要がある。こうした根本的な問題を視野に入れない限り、「ケ
アとは何か」を問うても仕方がない。ケアの専門家や専門職に任せれば事足りると考えることは、狭隘な考えだろう。私たちはことさらに何かを「する（do）」ことが＜ケア＞だと錯覚してしまう。しか
し本当にそうなのか。私たちは、誰かと関わるときに、つねに何かを＜しなければならない＞のか？　もしくは、＜するべき＞なのか？

　我が家の猫は、私たちに何かを「する（do）」わけでもなかった。私も彼女に何か「された(done)」わけでもない。ただ彼女は、自分が好きなときに私の傍にやってきて、私の膝の上に乗り、私の仕事の
邪魔をするだけだ。

（･･･）

　もしも彼女が私に対して何かを「した」のだとすれば、それは単に＜傍にいること＞であり、＜そこにいること＞だけだ。

（･･･）

　私の猫も含めて他の生命体が、私たちに対して何かを積極敵・能動的に、目的的に「する」わけではない。ただ、＜そこにいる＞だけだ。彼ら・彼女ら・それらは、私たちの周りに＜存在する＞。私たち
を取り巻く「気」のように、私たちが何かと、または誰かと交わす＜ことば＞に纏わりつく＜言霊＞のように、誰かの＜魂＞のように、亡くなったものたちの「霊」のように＜存在する＞。」
!
「＜ケア＞とは人間の＜情念＞の運動だ。それは世界や人々に関わる際の＜贈与＝恵み＞であると同時に、それらの＜破壊＞に通ずる。唯一の希望は、＜ケア＞が＜愛＞という＜情念＞に貫かれているか否
かということだろう。フーリアは、完成させることができなかった大著を私たちに残している。その表題を『愛の新世界』という。社会を変えるためには、＜愛＞が必要なのだ。」
!
「自分が存在することで、誰かを傷つけてしまうならば、自分が傷つけた＜他者＞や＜もの＞を＜ケア＞するために、自分が新しい存在の仕方を模索すればよい。＜他者＞を＜ケア＞し癒すような存在性を
めざし、＜他者＞を＜ケア＞する行為を選ぶべきだ。＜他者＞を積極敵に傷つけようと企む人は例外として、ふとした発言や行動が、思わず誰かを傷つけてしまうことはありうる。重要なのは、傷ついた人
たちを、どのようにして＜ケア＞し、癒していくかを考えることだ。

　その際に忘れてはならないのは、私たちが＜そこに存在すること＞で、誰かを傷つけているだけでなく、誰かを勇気づけ、誰かの支えにもなっているということがありうるということだ。＜ただそこにい
る＞ということによって、＜他者＞を＜ケア＞することもある。私たちが存在することで、誰かは苦境から救われ、明日への希望をつなぐことができるかもしれない。誰かは私たちの存在を拠り所にしてい
る。私たちが存在することによって、＜他者＞を傷つけてしまうかもしれないと同時に、別の＜他者＞を癒し、＜他者＞を支えることができるかもしれない。私たちが存在することで傷つけた＜他者＞をも、
時間とともに、私たちの存在性が癒すことができるときが来るかもしれない。

　それこそが、＜存在することのケア＞である。私たちは、＜そこにいる＞だけで、自らも癒され、＜他者＞をも癒すことができる。＜存在することのケア＞とは、私たちが自分だけでなく、＜他者＞をも
傷つけてしまうことの＜いたみ（痛み・傷み・悼み）＞も中で、＜他者＞を支え、勇気づける関わりを実践することだ。私たちが＜生きるということ＞は、生きることの辛さと悲しみを背負いながらも、＜
他者＞と関わる＜ケア＞を実践することだ。＜ケア＞の実践のなかで、私たちは＜他者＞と共に生きることの喜びを見出していくことはできる。

　それは、＜あなた＞と＜わたし＞の＜幸せ＞の実現への第一歩になるはずだ。」




☆mediopos-2047　　2020.6.24

■柴田元幸責任編集!
 『ＭＯＮＫＥＹ vol.21 SUMMER/FALL 2020／特集 猿もうたえば』!
 （スイッチ・パブリッシング 2020.6）

本を読むとき 
二通りの読み方がぼくにはある !
それは 
声が聞こえてくる読み方と 
声の聞こえてこない情報的な読み方の二つ !
好きな読み方はもちろん 
声の聞こえてくる読み方で 
読むときに 
じぶんのなかで 
いろんな声をあててみたりする !
好きな声優の声だったり 
役者の声だったり 
作家の声だったりするけれど 
多くの場合 
あててぴったりする声が見つからなくて 
じぶんがそのときいちばん聴きたい声を 
じぶんで「合成」して読ませたりする !
たとえ作者の声でも 
イメージの合わない声は聞かないことにする 
素敵な詩人でも合わないときは別の声で詠わせる !
たぶんそうした声に 
ぼくが勝手に理想化している 
こんなんだったらいいなという 
じぶんの声を通奏低音にしながら読んでいる !
そしてこうしてじぶんで書いたりするときにも 
そんな声をあてなから書いている 
その声はぼくが勝手に理想化している自分の声だ 
それは広い意味では即興演奏に近いようにも思う 
もちろんじぶんのなかだけの勝手なポエジー世界の声だけれど 

（「猿のあいさつ」より） !
「翻訳者として僕には大切な作家が何人もいますが、なかでもとりわけ大切な作家スチュアート・ダイベックを二〇〇
〇年にインタビューしたときに、自分がめざしているのは要するに、“life on the page”だ、と彼が言っていたのをよ
く覚えています。ページの上の命。紙についた染みでしかないものから、命が伝わってくる。それがスチュアートにとっ
ての文学だというわけです。 
　翻訳者として僕がやろうとしてきたものもたぶん同じことですが、翻訳の実感により即した形で言うなら、まずは
“voice on the page”ということをめざしてきたように思います。視覚情報にすぎないものから、あたかも聴覚情報を
受けとったように読者に感じてほしい。ときどき、十九世紀イギリスの文人ウォルター・ペイターの有名な文句に一
言つけ加えて、「あらゆる芸術はつねに音楽のありようを標榜する----翻訳さえも」と胸のうちで呟いたりします。 
　そんなわけで今回は、言葉と声、文学とうた、詩と詞、原文と翻訳、黙読と音読、といった問題系の周りをウロウ
ロしてみようと思いました。そうしたら、いろんなことがずるずる芋づる式につながっていきました。ネイティブ・ア
メリカンの口承詩をいち早く紹介したアメリカの詩人のインタビューが、日本での最初にして最良のネイティブ・アメ
リカン口承詩紹介者の素晴らしい文章を思い出させてくれて、そこから、かつてその文章に刺激されて一気にアメリカ
まで行ってしまった、詩・散文・朗読・翻訳を全方位に実践している詩人の話を聴こうと思い立ち、･･････そのほか
にも、個人的にはすごく面白いけど紹介する場所はないよなあ、と思っていた文章に格好の場所を提供できたり、読
み終わったあと、「この著者の話を聴きたい！」と（僕がめったに抱くことのない思いを）思った本の話を聴けた
り･･････まあいつもそうなんですけど、今号はいつにも増して、僕自身が遊ばせてもらった感じです。」 



☆mediopos-2048　　2020.6.25

■加藤文元 
　『数学する精神／正しさの創造、美しさの発見　増補版』 
　（中公新書　2020.6）

数学でいちばん最初に躓いたのは 
（おそらくいい意味での躓きだったけれど） 
小学校の最初の最初に 
数えるということがわからなくなったときだ !
数字で抽象化されているとわかるのだけれど 
子供だましのように 
リンゴやミカンやバナナで数えることがでてくると 
その数字との関係が迷路になった !
先生にとっては教える範囲を超えていたのだろう 
どうしてリンゴが数になるのか 
といった質問には答えてくれなかった !
次に大きく躓いたのは高校の頃で 
（結果的に進路に関わったからだが） 
なぜそれで証明できたことになるのかが 
わからなくなったときだ !
その頃いちばん好きな科目は数学だったが 
証明問題が解けても 
なぜそれが証明できたことになるのか 
それそのものが迷路に入ってしまった !
小学校のときの数えるという問題のときは 
わからなくてもそうなっているルールなのだと 
じぶんにごまかして納得させていたけれど 
今度の証明問題はじぶんをごまかせなかった !
証明できているから正しい 
というその根拠はどこにあるのだろう 
その問いを先生に投げかけてみたところ 
先生にとってもおそらく 
何にこだわっているのかがわからなかったらしい 

その頃本書を読んでいたら 
ひょっとしたら数学をさらに学ぶ方向に 
進んでいたかもしれないけれど… !
その後数十年経ってわかってきたことは 
ありようはさまざまだとしても 
結局のところジャンルは違っても 
すべてのものは「人」が「する」のだということだ 
「証明」の根拠の深みにもそれが関わっている !
量子力学では 
観測する行為そのものが観測対象に影響を与える 
ということがいわれるが 
あらゆるものにそのことはあてはまるのかもしれない 
「人」が「する」ことで 
その「対象」が創られるところがある !
その意味では 
美しさが数学に見出されるのは 
「数学する」ということそのものの創造性が 
その数学を美しくしているのかもしれない !
正しさや美しさを求めるからこそ 
正しさや美しさがそこにあらわれる !
学問の世界にかぎらずあらゆる領域で 
正しさや美しさが求められているということ 
そのことを思うとき 
人は深いところで信じられる存在だと感じる !
ときに深い森のなかで迷うことがあるとしても 
その迷いそのものさえも 
あらたなかたちで高次の美しさを 
創造するためのプロセスなのだろうから 



「数学の証明や公式と言えば絶対的に「正しい」もので、それは何人たりとも揺るがしようのなお「神の知」なのだと思っている人も少なくないだろう。だからこそそれは「非人間的」で「機械的」であり、
ある人々には畏れ多い形式美を感じさせ、またある人々には殺伐とした印象を与える。いずれにしても「敷居の高い」学問だという、あまり肯定的とは言えない感覚を多くの人々に植え付けている。

　しかし、本当にそうだろうか？」
!
「人間は「数そのもの」を視ることはできないし、「空間そのもの」を観ることはできない。だからこれらの概念を扱うときには、芸術と同様に必ず人間らしい活動の手が入る。数や空間といった極めて
基本的なものですら、それらを扱ったり説明するための枠組みを作るのが人間である以上、それは究極的には仮説的で暫定的なものである。だからそれは時代背景や社会情勢などに左右される人間の価値
観を何らかの形で反映するし、その視点は時代とともに超えられていくべきものである。その意味で、数学は決して非人間的なものではない。

　また、数学は機械的なものでもない。もしそうなら計算機にも数学の定理が発見できるはずである。しかしそのようなことは決してできない。黙々と計算だけを間断なく続けていたのでは決して気付くこ
とができない「パターン」や、一見何の関係もありそうにも見えない現象の間に隠されている深くて美しい「対応関係」は、そのような計算や現象そのものからいったん距離をおいて冷静にかつ客観的に判
断できる主体でなけてば見出せない。そしてこのようなことができる主体は、少なくとも今のところ人間しかいない。

　この「人間と数学との関わり」というのは、この本を通して流れる最も重要なテーマである。そしてその際重要なキーワードが「正しさ」と「美しさ」である。」
!
「普段から我々は（本書のタイトルにもあるように）「数学する」という言葉を使うが、その言葉の通り、数学とは「する」ものだということである。

　数学とは教科書という陳列棚に配架されている珍品・資料のようなものではない。それは主体的な行為として「する」ものである。そして「する」ものとしての数学という総体は、数える、測る、計算す
る、見る、論証するなど、さまざまな「行為」から成り立っている。

　数学とは「する」ものである。すなわち「人はする」ものである。人がするものであるから、それは時間と手間と労力がかかる。しかし、人がする（仕出かす）ものであるから、それは楽しい。数学はゲー
ムや料理や運動や読書やおしゃべりや買い物や散歩や昼寝と同じく、人間が主体的に「する」ものなのだ。人の精神が「する」ものとしての数学、あるいはその数学を「する」精神とはなんだろうか。これ
こそが本書のテーマだったのではないか、と筆者は考えている。

　そもそも、数学とは決して単一種の学問ではない。それは様々な学問のブレンドであり、多くの学問群が水素結合によって一体系となったものである。その証拠に、数学の対象は数学だけでなく函数や図
形や空間など、驚くほど多岐にわたっている。これほど多くの、互いに極めて異なった対象を扱う学問が他にあるだろうか。これだけ多様な対象を扱っていながら「一つの学問」のフリができているところ
が、すでき奇跡的なのである。

　しかし、その奇跡が見事に実現されている理由は、それら一連の学問群が、上述したような多様な「する」によって（間接的に）結合しているからである。数学は「する」ものであるからこそ、その一体
性を保っているのだ。「する」という側面にこそ、数学の一体性の核があり、魅力の内実があり、その精神性の本質がある。」
!
「数学が美しいというのは本当だ。しかし、美しくなければ数学ではないというのは言い過ぎである。数学とは「する」ものなのだ。では、我々は何を目指して数学を「する」のだろうか？　人間は数学の
何にコミットして数学をしているのだろうか？」
!
「「数学における正しさとは何か？」という問いに対する数学者の答えは簡単である。それは「証明がある」ということだ。数学者にとっては正しさの問題はそこで終わる。だから、数学者にとっては「証
明とは何か」という問題の方が重要だ。数学の研究を目指す学生は、数学の理論を学ぶかたわらで、証明することはどういうことなのかも学ぶ。推論の過程で、何が証明を必要とし、何は証明しなくてもい
いことなのか、という見極めができるように訓練される。

　しかし、数学者の文脈から一歩外に出てしまうと、とたんに問題は難しくなる。そもそも「証明がある」と言っても、その証明が何に依拠しているのかが問題だ。証明とは論理を積み重ねて結論を出すこ
とだから、出発点がなければならない。その前提が当たり前なら、結論も（見栄えはどうあれ）当たり前だろう。しかし、前提が間違っていれば、結論も間違っている。つまり、「正しい＝証明が存在する」
となるためには、証明は「正しい」前提から出発していなければならない、ということだ。正しさのためには証明が必要で、証明のためには正しさが必要である。要するに「卵が先かニワトリが先か」とい
う話なのだ。

（…）

　本書の第１部でも各所で示唆されてきたように、それは時代や地域、環境などの影響をも受けることになる。数学は普遍的で客観的な学問であり、その正しさの規準も絶対的だ、と世間では思われている
が、それは幸福な幻想に過ぎないのではないか、ということにもなるだろう。

　このように「正しさ」の問題は、一見普遍的で客観的に見える数学におおいてすら、極めて非自明なものであり、実社会においてこそ、「正しさ」は曖昧なものであり、そこには社会的・政治的・心理的
なバイアスがかかる。しかし、「正しさ」の曖昧さは数学においても本質的には変わらない。そこには主観と客観、合理と非合理、自然と人工など、様々な対立軸がある。そして、多くの深い物事と同様に、
その深層には語り得るものと語り得ないものがある。しかし、それでもなお、数学は人々に客観的で普遍的であると信じ込ませることに成功してきた。それはなぜなのか？　数学における「正しさ」の問題
は、このように極めて困難で深い問題なのである。」




☆mediopos-2049　　2020.6.26

■平川克美 
『見えないものとの対話／喪われた時間を呼び戻すための18章』 
（大和書房 2020.4）

見えているものは 
見えているものそのものではない 
光そのものは見ることができず 
光はむしろ隠されているように !
隠されているからこそ 
見えるという体験は成立している 
見えているものは 
見えないものに支えられているのだ !
その見えないものと 
対話することはできるだろうか !
言葉にされていることもまた 
言葉そのものではない 
言葉そのものもまた 
言葉にできないものに支えられているのだ !
その隠されている言葉と 
対話することはできるだろうか !
詩人はときに 
言葉の深淵の前で佇ちつくす 
言葉を光そのものに 
変えようとでもするかのように 
ときにはその影のなかに 
呑み込まれかねないとしても 



「「眼を持つかぎりすべての人は、いつかは影やそれに類したもののこの戯れの証人になったことがあるはずだ。ひとびとに＜物＞と＜一つの空間＞を見せてくれるのは、ほかならぬこの戯れである。しか
し、この戯れはそうした証人がいなくともそれらのあいだで行なわれており、それは＜物＞を見せるためにおのれを隠すのである。物をそれとして見るには、この戯れそのものを見てはならなかったのだ」
（「眼と精神」より／『眼と精神』所収）
!
　これは、モーリス・メルロ＝ポンティによる「見える」という単純な現象に対する繊細で複雑な報告である。わたしは、自分が見ている風景の背後に隠されている「見えない」ものが、何かの拍子で突如
姿をあらわす瞬間を夢想した。しかし、どうすれば、そんな瞬間に立ち会うことができるのだろうか。」
!
「少し前に、わたしは眼を患った。」

「検査は、血液検査や、レントゲン検査、尿検査などの内科的なものと、検査台の上に顎を乗せ、光を当てて直接瞳を観察するものだったが、眼球に光を当てられると、その光が虹のように広がり、経験し
たことのないものが見えたのだった。

　昔見たサイケデリック映像の世界に入り込んでしまうような体験をしたかと思えば、洞窟の中で無限の彼方に一条の光が差し込むのを目撃したりした。光の雨がシャワーのように降り注いだり、美しい火
花を見ることもあった。

　日頃わたしが目にしているものからは想像もつかない光の戯れがわたしの網膜に広がったのである。このとき、メルロ＝ポンティの「物をそれとして見るには、この戯れそのものを見てはならなかった」
という一節が思い浮かんだ。わたしがそのとき見ていたのは、「戯れ」そのものだったのか。同時に、「見えるという体験は、案外儚いものだ」というのが、このときわたしが感じた思いであった。

　ほんのちょっとした炎症や、傷によってこれまで確かに目に映じていた現実はたちまちのうちに不確かなものに変じてしまう。治療から二週間が経過した後も、右目に映ずる現実と、左目に映ずる現実は、
随分色が違うのである。一方は暖色で、一方は寒色。一体どちらが本当の色彩なのか。それとも、どちらもただ、眼球の反応が作り出した幻影なのか。」
!
「視覚の現象学は、わたしたちに＜見えている＞ことが、あたりまえで確かなことだという思い込みに揺らぎを与えた。わたしたちに＜見えている＞のは、その前提となるものが隠蔽されているからなのだ。
いや、そうだからこそ、わたしたちは物の輪廓や、色彩や空間の厚みを、そこにある確かなものとして感じることができる。しかし、それらは自分が思っているほど、確かなものではないのかもしれない。」

!
「言葉にできないことを言葉にする。

　おそらく詩や小説という文芸表現が目指しているのはこのことであるはずだ。通常、わたしたちが何かを語るとき、いつも言い過ぎるか、言い足りないというジレンマに悩まされることになる。いや、ほ
とんどの場合は、そんなことも意識せず、ただ言葉を潤滑油のように垂れ流しているだけなのかもしれない。

　それでもときおり、わたしたちは過剰であったり、不足していたりする言葉の背後に口を開けている深淵に出会うことがある。

　それは見えないものであり、それが見えたときにはこちら側の現実が消えてしまうようなものでもある。わたしたちに見えるのは、内向的な詩人が、その深淵の前で佇ちつくしている姿だけである。わた
したちは、かれ、あるいは彼女が見ているものや、対話している対象が何であるのかは、実のところよくわからない。

　ただ、かれらの佇ちつくしている場所に、我知らず自分も佇つことができるだけである。おそらくは、それが詩を読むということなのだと思う。」




☆mediopos-2050　　2020.6.27

■西島佑 
　『友と敵の脱構築／感情と偶然性の哲学試論』!
　（晃洋書房 2020.2）

友と敵は 
感情でいえば好きと嫌い 
利害でいえば得と損 
思想でいえば哲学の争い 
組織でいえば党派の争い 
そういったことを 
人に当てはめたものだろうが !
それは自由とは遠い概念でもあって 
すべてをそれぞれの二項という類（るい）に 
あてはめることしかできない還元主義でもある !
そうした還元主義的な二項対立を 
行動原理にしている人は思いの外多いようだが 
おそらくそうした二項対立によってしか 
他者性が保証されにくい自我を生きているのだろう !
それはみずからの自我のうちにおいて 
自己と他者が成立することがむずかしく 
常に他者を類にあてはめなければ 
みずからの自我の場所を得ることができないということだ !
その対立する二項は 
頑固なまでに変わらないこともあれば 
光と影のように交錯することもある !
本書の著者のように 
脱構築とか哲学試論とかというかたちで 
大げさにとらえるまでもないことだけれど 
たしかに友か敵かという発想はきわめて根強く 
その根底にあるのは快不快という 
きわめて原初的で未発達な感情ゆえの対立だ 

!
神秘学的にいえば 
魂の成長のためにいちばん最初に 
克服しなければならないのが 
そうした快不快の感情を統御することである !
そのためにはみずからの感情を 
まるで他者であるかのようにとらえることが求められる 
みずからの内において 
自己と他者の対話を成立させることでもある 
意識魂を育てるといってもいい !
友も敵も投影されたじぶんの姿だ 
その姿をみずからの魂のうちに見出すことが 
魂の成長のはじめの一歩となるが 
それができないとき 
「友」も「敵」もますます他者として肥大化する 

「「友」や「敵」は自分である。自分のなかにある「友」と「敵」という定義によって他者を理解しよう
とするときに、友敵関係がたちあらわれてくる。しかし、それは自分が思うところの他者であり、他者そ
のものではない。友敵関係の脱構築とは、この自己の思い込みを打破することである。他者を自同者とし
て扱うことをやめるということは、自分が思うところの他者ではなく、他者そのものを想像することによっ
てありうる。ここに二項対立の動揺と、他者の他者性を想像することがむすびつくのである。

　人は、「友」とか「敵」とかを求めたがる。大して知りもしない他者について、あの人は「運命の人」
だとか、あいつは「嫌な奴」などと思いたがる。しかし、自分の「運命の人」と思っていた者が意外と「う
ざい奴」であったり、反対に「嫌な奴」だと思っていた人が実は「いい人」であったということがある。
つまり「友」が「敵」に、「敵」が「友」になることがある。このような経験をしていけば、あるいは誤
解を恐れずにいうと、いわゆる「成熟した大人」になれば、いま目の前にいる人を「友」だとか「敵」だ
とか簡単には名指せなくなる。自分にとっての同一的な関係（たとえば運命の人）がこの世にいるとは思
わなくなる。そのように生きるようになれば、他者を自同者として扱うことはなくなっていくのだろう。
未来に開かれたいま、「友」や「敵」の決定不可能性こそが友敵関係を動揺させるのである。

　これは「人類は皆仲良くしましょう」といった平和主義的な考え方とは大きく異なる。そうした平和主
義は、シュミットが述べているように、友敵関係に回収されていく。つまり、「友敵派」と「平和主義」
による二項対立の内部から動揺させることを探求していくのである。」



