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☆mediopos-2051　　2020.6.28

■ネル・ノディングズ 
　『人生の意味を問う教室／知性的な信仰あるいは不信仰者のための教育』 
　（井藤元・小木曽由佳訳／春風社　2020.6） 
■高橋源一郎『「読む」って、どんなこと？』 
　（ＮＨＫ出版　学びのきほん　2020.7）

ノディングズの示唆する教育のありようは重要だが 
おそらく日本では成立しえないのかもしれない 
「私はどこから来たのか」が 
「みんはどこから来たのか」になるからだ !
その意味では日本では 
「知性的な信仰者」にせよ「知性的な不信仰者」にせよ 
教育の場では「問い」そのものが成立しえなくなる 
「みんな」ではない「わたし」にはなれないからだ !
「みんな」でありえることは大切だが 
その根底に「ひとり」がいないとき 
そこに愛の種は蒔かれない !
「みんな」であることを通じた 
相互評価の安心感と絶望はあるが 
「ひとり」であることからはじまる問いは 
「みんな」のなかでは行方不明になるしかないのだ

ノディングズの熱のこもった提案は 
シュタイナーが『教育の基礎としての一般人間学』の最初で 
記していることと響きあっているようだ !
「私たちは教育者であるばかりではなく、 
最高の意味での文化的な人間でなければなりません。 
私たちは今日の時代に行われいるすべてに対して、 
生き生きとした興味を持てなければなりません。」 
「教育という私たちの特定の課題だけに 
取り組むのでは不十分なのです。 
世界中の出来事に生きいきとした関心を寄せる時にのみ、 
良い教師であり得ます。」 !
これは教師のことだけではなく 
すべての人間の課題にほかならない 
そうであってはじめて世界は変革され得る 
おそらく民主主義が健全に機能するのは 
その課題が実現されることなくしてはあり得ない !
以下の引用の最初に高橋源一郎の 
「読む」ことについての示唆を引いたが 
日本では教育の最初の最初に「わたし」はいない 
「みんな」しかいないのだ 
「わたし」を問わないまま「みんな」からはじまる 
これは「読む」ことだけではもちろんなく 
「考えること」「感じる」ことにまで及ぶ !
高橋源一郎の言うように 
そういう教育は 
教えられた「読める」ものしか読めず 
「読めない」ものがつくりだされてしまう 
「考える」ことも「感じる」こともできないものが 
教育によって積極的つくりだされてしまうのは 
おそらく「自由」とは反対のものだ !
キリスト教圏ではそれが信仰か信仰でないかにかかわらず 
愛がその根底に理念としてあることから 
「わたし」からの教育が成立し得るが 
「みんな」からはじまる教育の場では 
「わたし」という「ひとり」は教育の外だ

日本ではおそらくこの湿潤な気候のなかで 
あえてみずからの内に砂漠をつくりだし彷徨うことでしか 
「ひとり」からはじめることはむずかしくなる !
とはいえ時代はコロナウィルスの関係もあり 
「みんな」から離れることを指導する 
ソーシャルディスタンスの実験が皮肉にも行われている !
それでも繋がろうとする人はやらたに多いが 
こうした機会は「ひとり」のなかで 
熟成されるものが重要となるはずだ !
そうすることを通じてしか 
「読めない」ものを読めるようになることは難しい 
まさに“Belief”or“Unbelief”の問いに 
“Intelligent”に向き合うこともまた 
「ひとり」のなかで深められてはじめて 
育ち始めるのではないだろうか 



（高橋源一郎『「読む」って、どんなこと？』より）
!「小学校の国語の教科書には「読む」こととはどういうものだって書いてあるのでしょうか。」

「『あらたしいこくご　一　上』（東京書籍）は、子どもたちが小学校一年生で最初に「読む」、国語の教科書。動物と子どもたちが描かれた表紙をめくると、最初のページに、六人の子どもたちが遊んでいる風景。それから。ちいさな文字で、
!　「みんなの　せかい」

　そして、大きな文字で、

　「おや

　　なにかな」

　次に現れるのは、

　「みんな

　　ともだち」

　「さあ　いこう」
!　なるほど。この、ほんとにみじかい文章を、みなさんは、どう読みましたか。

　わたしは、ニッポンの子どもたちは、いきなり「みんな」ということばを二回も読まされるんだ！　って、びっくりしました。「ぼく」とか「わたし」じゃなく「みんな」なんですね。っていうのが、子どもたちが読んでいる文章を、横かた読んでみた、ぼくの感
想です。」
!（・・・）
!「なぜ、わたしが、この一年生が「読む」お話を、ここに載せたかというと、この教科書には、この文章の「読み方」が書いてあるからです。」
!（・・・）
!以上が、みなさんが、というか（もちろんわたしも含めて）わたしたちが、学校で「読む」ということを習うときに教わることです。誰でも、みんなが、です。

　いいことをいっているな、と思います。正直にいって、わたしだって、こんなふうに読んでいます。まあ、そうじゃないときもあるけど、だいたいはこう。これ以上付け加えることは、なにもない。そんな感じさえしますね。」

「ところが、です。

　こうやって、学校で（ということは、社会で）、「読む」ということを習ってくると、おかしなことが起こるのです。

　簡単にいうと、「読めない」ものが出てくるのです。」
!（ネル・ノディングズ『人生の意味を問う教室』より）
!「知性的な信仰者と知性的な不信仰者とは、知性的な信仰者と知性的でない信仰者よりも、思考や心において近しいものである。」

「知性的な信仰者と知性的な不信仰者は、共に存在の不安に苦しみ、疑念を抱き、宗教が社会悪や抑圧について果たしてきた役割を糾弾し、倫理的な理想を有している。人類史を紐解くとき、神の存在と本質についての、人生の意味についての、社会における宗教の
役割についての、神のいる／いない道徳的生活についての問いは、人生を吟味するうえで、ほとんど常に何より重要なものと見なされてきた。だからこそ、教育の中心に据えられてきたのである。啓蒙運動が理性の旋風を巻き起こし、神々を一掃しようとした時も
−−−−人間の勇者が神を殺すとニーチェが考えた時も−−−−、そんな沸き返った時代でさえも、名だたる思想家が、神もしくは神々について何か述べる必要を感じていた。二〇世紀に入ってからも、この傾向は続いている。」

「哲学者や教育者が宗教を完全に黙殺するようになったのは、二〇世紀も後半に差し掛かってのことである。今日もなお、理性ある哲学者たち（…）は、単純に宗教を取り去ることなどはできないと警告している。（…）

　それでは「知性的な」信仰と不信仰とは何を意味するのだろうか。（…）知性的な信仰者あるいは知性的な不信仰者のための教育は、自己認識というところに大きな強調点を置いている。この認識は、知的で心理学的な事柄だけでなく、感情的でスピリチュアルな
事柄に取り組むものでなければならない。（…）知性的な信仰あるいは不信仰のための教育とは、知の教育であるのと同じだけ、心情の教育でもある。」
!
「本書は、学校−−−−公立学校−−−−こそが、知性的な信仰あるいは不信仰のための教育において主要な役割を果たすべきであると論じようとするものである。」

「本書では、宗教について述べたいかなる発言に関しても「筆者は……と信じている」という言い方をすることはめったにない。それよりはむしろ、「○○が述べたように」とか「多くのクリスチャンは……と信じている」と書くことになるだろう（…）。

　最もきめ細やかな教育学的中立性をもってしても、教師は一人の人としてその場に立ち続けることになるだろう。そのちらりと目をやる仕草、指を上げる動作の一つひとつが、マルティン・ブーバーが述べるように、生徒たちに何がしかを伝えていく。だからこそ、
教師たち自身が、本書で描くような批判的探求に取り組むことが何より重要なのである。もしも本書の扱う題材そのものが直接昼行性の心に届かないとしても、その教師が示す態度、驚き、信念、疑念、知性が必ずや、彼らを自らの探求へとうまく誘うことだろう。」!（ネル・ノディングズ『人生の意味を問う教室』～「訳者まえがき」（小木曽由佳）より）
!「ノディングズによる原著は、彼女の主張と熱意が文章からもストレートに伝わってくる、極めてメッセージ性の強い性質のものであり、英語で読む限りでは心身に容易に届くものがあるのだが、いざそれを日本語に置き換えようとすると、タイトルの時点でたちま
ち障壁に直面することになった。そもそも“Intelligent”とは“Belief/Unbelief”とは、日本語の何に当たるものなのだろうか、と。

　とりわけ後者の「信仰」をめぐっては、著者が前提としているアメリカにおける文脈と日本での言葉のイメージに大きな違いがあるように思われた。日本人の多くは、現代の若者も含めて何らかの形で日常的に深く「宗教的」な事柄に関わっているにもかかわらず、
それに無自覚であったり、オウム事件等の影響から新興宗教に対する悪しきイメージと結びつくことを警戒して、問われればあえて「無宗教です」と答えたりする。これに対して、本書の第３章で明らかにされるように、アメリカにおいては毎週日曜日にキリスト教の
教会に通っているということそのものが一定の社会的ステータスに直結しており、政治的要職に就くにも、「信仰をもっていない」と宣言しては民衆から信用を得ることができないという。（…）アメリカの文脈において、“Belief”or“Unbelief”を自らに問うというこ
とには非常に重い意味があり、殊に“Unbeliefの告白は、日本人の「無宗教です」とは異なり、その身を賭した一大表明なのである。

　一方本書では、この二者択一に加えて、“Intelligent or Unintelligent”という軸が存在する。“Belief”or“Unbelief”の問いに“Intelligent”に向き合っているかいないか。その視点が不可欠だというのである。“Intelligent”は一般的に「理解力のある」「聡明な」「賢明な」と
いった意味を持ち、いわゆる「知能」や「知性」を持ち合わせていることを示す言葉である。ではBelief/Unbelief”にそのように向き合うとがどういうことなのか。

　本書の内容を全体的に鑑みるに、ノディングズが“Intelligent”という言葉で表現しようとしている姿勢とは、次のようなものであると考えられる。多様な議論に心を開いて積極的に足を踏み入れ、価値観や先入観に捕らわれることなく、客観的で冷静な態度でそれら
を吟味し、批判的かつ受容的に（…）その是非を判断していくこと。なおかつ、そこには必ずしも知力を働かせるだけでなく、心情や魂のやむにやまれぬ焦がれをもって、自らにとっての肝心要（クリティカル）の問いとして正面から対峙し、考え抜いたうえで選び
とること。（…）さしあたり“Intelligent”に「知性的」の語を当てたのは、以上を踏まえてのことである。「知性的」という言葉に、人間の分析的な知の意味を多く取る読者諸氏にとては違和感があることと思うが、ここでいう「知性」は上述のような広く複合的な類
のものとご海容いただければ幸いである。

　そして“Belief”には「信仰」　の語を、これと対置される“Unbelief”に関しては、一般的に用いられる「無宗教」「無信仰」とは区別して、「信仰せず」という一つの行為としてのニュアンスを持つよう、日本語としてはどうも熟れないが、「不信仰」の語を当てるこ
とにした。」
!（ネル・ノディングズ『人生の意味を問う教室』～「訳者あとがき」（井藤元）より）
!「ノディングズが目指すのは、宗教に関する情報を生徒たちに提供することではない。刺激的でアクティブな問いに満ちた宗教との出会いこそが、本書では大切にされている。だが、生徒たちとともに実存的問いの深みへと降りてゆくためには、教師も生徒も共にそ
のための作法を身につける必要がある。教師と生徒との姿勢そのものが厳しく問われることとなり、すべからく知性的であることが求められる。単に教師が生徒たちを実存的問いに拓けば済む話ではないのだ。教師たちは、問いの提示の方法や探究の仕方そのものに
対して細心の注意を払う必要があり、そこには絶えざるリフレクションが不可欠となる。実存的問いは劇薬である。取り扱いを誤れば、生徒も教師も大火傷を負う可能性がある。

　ここでとりわけ重要となるのが批判的思考（critical thinking）である。ノディングズは「教育にとって絶対に欠くことのできない使命は、生徒が証拠を集め、議論を検証し、出典を洗い出し、反論を組み立て、自己学習やグループ学習で理解を深めること、調べたり
関連づけたりする方法を学ぶこと」を求めている。」
!「本書の構想を実現するには、中高の教師が「ルネサンス人」と呼ばれる者であらねばならない。「ふわさしい水準で、中学校・高校で教えられている大半についてたくさんのことを知っておくべきであり、加えて、関連する題材についてもかなり広範に慣れ親しんで
おくべきであるということだ」。教師たるもの中高で扱われるあらゆるテーマに精通しているべきだというノディングズの提案は、教員養成の現状に鑑みるならば、理想的ではあっても、現実的ではないようにも思われる。

　しかし果たして彼女のアイディアは実現不可能な夢にすぎないのだろうか。筆者は本書における提案を学校教育の中にそのまま導入できなくとも（…）実存的問いをメタレベルで授業計画に含めるだけでも十分に意味があると考えている。すなわち、教師一人ひと
りが本書における提案を常に頭の片隅に置いておくことで、教育実践に臨む際の姿勢は確実に変化するように思われるのだ。まずもって必要なのは、「自分に最も深く関わる問いを私たちに探求させずにいるような禁忌から教師が解き放たれることである」。授業の
うちに実存的問いを忍ばせるというオプションを教師が持っておくだけでも、授業に少なからぬ変化がもたらされるのではないか。」




☆mediopos-2052　　2020.6.29

■ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチ（吉田栄人 訳）!
　『言葉の守り人』（国書刊行会 2020.6）

マヤ語で書かれた 
ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチの作品は 
祖父から受け継いだマヤ文化の教えと 
それを聞かされた子供時代の思い出をもとに 
作られているのだという 
!
この『言葉の守り人』は 
語り部である「ぼく」が「おじいさん」から 
マヤの世界観やマヤ人の人生哲学を学ぶ 
その成長が描かれている 
!
こうした現代の先住民文学は 
先住民文化や先住民言語の復興運動の一環として 
一九八〇年代に説話などの口誦による伝承を 
掘り起こすことからはじまったという 
!
ホルヘ・ミゲル・ココム・ペッチも 
マヤの語り部の伝統を継承しているようだが 
作品のなかでも語られているように 
過去の物の考え方をただ伝えているわけではない 
!
マヤ語で語られているとしても 
全世界の現代と未来の人々に向けられた作品であり 
わたしたちはそこから次世代に向けた 
メッセージを読みとることもできる 
!
訳者のあとがきから引くと 
「ぼく」が「おじいさん」から学ぶ教えは 
こういうことだ

「一言でいえば、 
　世界を相対化する視点を持つことの大切さだ。」 
「物事の本質を知ることは、 
　物事を自分の生きる世界に位置付ける作業である。 
　それは既成の概念から自らを解放することであり、 
　詩的で哲学的な思考をすることだ。 
　言い換えるなら、物事の本質を知りたければ、 
　詩人にならねばならない。 
　「ぼく」はおじいさんのものの見方から 
　そのことを学んだのだ。」 
!
こうした先住民の知恵から学ぶといえば 
すぐに思い浮かべるのはカスタネダだ 
!
その数々の著作にはある種のファンタジーが 
多分に含まれてはいるだろうが 
そこで示唆されているのは 
古い霊性と新しい霊性ともいえる 
「古い見る者」と「新しい見る者」の違いであり 
自らの存在の位相を変化させるともいえる 
「集合点」を移動させる刺激的な視点でもあった 
!
そうしたことすべてはまさに 
「物事を自分の生きる世界に位置付ける作業」でもあり 
そのためには「詩人」にこそならなければならないのだ 
!
ノヴァーリスの 
「すべての学問は哲学になったあとに 
ポエジーにならなければならない」 
という言葉のように



（「IV　秘密の名前」より）
!
「汝の名前が永遠のものとなるよう、汝に名が与えられる。

　汝に大地が与えられ、色が与えられ、風が与えられる。汝の名は大地が目覚めるときに鳴く鳥の美しい歌声、そして夜明けの永遠の輝きを迎える感謝の呪文となろう。汝の方角が美しい石に彩られし、曙の
はるか彼方を向くか。かの地は汝の言葉に力を与える源。東より吹きし風は汝が沈黙を守らねばならぬ時に欠かせぬ、黙する力を秘めし聖なる息。その風には聖なる息のみが宿り、汝の心に力を授ける。風の
透明なる翅は心が腰を下ろすべき声。其は汝に知恵を授け、汝が祈りを口にするとき、汝の体を包む込むだろう。

　それゆえ、汝に名が授けられる。

　其は、空の十三度廻り終えしときに与えられる。

　其は、十三の階段を登り、十三の質問に答えねばならぬ場所に辿り着きし時に与えられる。

　忘れるなかれ、汝に与えられる名は汝だけにしか分からぬよう汝の耳にだけ届く。それを忘れてはならぬ。其は人間に与えられる聖なる名だ、其は汝の心を守る服となり、心を動かす力となる。記憶するの
だ。文字にしてはならぬ。その名は汝の名だ。だが、その力がその由来を秘することによってのみ、大いなる力を保つことができる。それゆえ、汝の名は汝以外の誰にも知られてはならぬ。汝の魂にその名が
息づく時、汝はこの世に生きる力を得る。

　其は汝に渡され、汝に絡みつき、汝と一体となり、汝に埋め込まれ、体の一部をなす。そして汝の魂の一部となる。汝の魂は汝の名を入れし聖なる覆いなり。」
!
（「V　鳥の秘密（一）」より）
!
「人間は生まれると、守ってくれるものが必要なんじゃ。父さんや母さん、きょうだい、親戚、それだけじゃ足りない。父さんや母さん、きょうだい、じいさんやばあさんは確かに大きくなるまで住む家や食
べ物をくれ、面倒を見てくれる。だが、自分を守る、つまり魂を勇気づける力を持つというのは自分にしかできないことなんじゃ。人間はみんな同じように見える。家族は何か共通のもので結ばれておるよう
に見える。だが、みんなどこかが違う

　その守ってくれる奴というのは、たとえば、何かの言葉かもしれんし、何かの音や歌、祈りかもしれなん。あるいは石だったり、星だったりする。草や木、花、種かもしれん。もしかしたら、トカゲや犬、
鳥、あるいは風や色かもしれん。どっかの場所だったり、道でも構わん。井戸や水たまり、川、泉にある水かもしれん。

　人間は自分を守ってくれる奴が誰なのか知らないでいると大変なことになる。要するにものや言葉、植物が力であり。それらが守ってくれる奴なんじゃ。わしらはそれぞれに自分を守ってくれる奴を見つけ
ねばならん。それを見つけるには見つけ方を知っておる者の助けが必要なんじゃ。」
!
「鳥捕り名人の友だちが町の方へ行ってしまった後、ぼくは、なぜ鳥の捕まえ方を教えてくれなかったのか、とおじいさんに文句を言いにいった。（…）

　ぼくの文句を聞いたおじいさんはすぐにこう言った。

「鳥の歌声を楽しみたけりゃ、鳥かごなんか持たんでもいい。木を植えればいいんじゃ。鳥の鳴き声はみんなのものじゃ。誰か一人のものじゃない。

　自由に生きる鳥の歌声は世界の創造主に言葉だ。それは自由に生きる人間と同じで誰にも買えん。売り物じゃない」

（…）

「鳥かごに入った鳥の声を聞いて何になる？　囚われの身の鳥に生きる喜びが歌えると思うか？　鳥の歌声ときれいな羽をめでたいのなら、自由に生きる自然の言葉はかごに入れるな。鳥が一番いい音楽を奏
でられるのは木の枝の中じゃ。覚えておくがよい。自由に格子をはめる者は自分の心に鍵をかけ、自分の言葉を遮り、自分の尊厳を失うことになる」」
!
（「VII　風の秘密」より）
!
「風は言葉だけで呼ぶものじゃない。気持ちを込めて心で呼ばねばならん。自分のところに呼び寄せたいときは、お前の心の力で呼べ。お前の魂の力を使ってな。時には乱暴な現れ方をするかもしれんが、お
前の味方となって、お前が願ったり、命じたりすることをやってくれるはじゃ。だが、怖がったり、逃げ出したりするんなら、呼ばんことじゃ。怖がっておることがわかれば、殺されてしまうかもしれん。そ
れを避けるためには力のある草、シプチェのような草で自分を守らねばならん。あれは風の子じゃ。風でできておるから、風を呼ぶ力もある」
!
（「VIII　言葉の守り人」より）
!
「おじいさんがぼくたちに話してくれたことはみんな本当だった。

「お前の心は言葉の守り人であって、言葉をしまっておく洞穴なんかじゃない。言葉がそこにずっと隠れていることなんかないんだ」

　春が来たら、言葉を風に乗せてあちこちに運んでもらえ。言葉に赤や白、黄色、青といった花の服を着せてやれ。花は木々や草、蔦たちが上げる喜びの声だ。

　夏が来たら、言葉を蝶に乗せて飛ばせてやれ、雨の娘である蝶は道を彩る飛び交う花だ。雨の時季が来たら、収穫への感謝の印としてコパルの香と祈りを捧げ、トウモロコシに実を付けさせろ。

　秋が来て、木々が風に揺られて葉っぱを落とし始めたら、言葉が地面の肌に優しく口づけをするだろう。言葉が地面に落ちるのは決して人を葬るためなどではない。

　冬が来て、冷たい風が顔に当たるようになったら、燃え盛る薪にしゃべらせろ。そのぬくもりはお前の体を覆う毛布となるだろう。だが、お前の中で言葉が騒ぎ、暴れ、叫び、唸り、歌いだしたら、それを
黙らせようとするな。それは白い鳩サクパカルのさえずりのようなものだ。怖がるな。それはお前の心の言葉だ。それはお前の魂の言葉なのだ。

　お前の言葉の自由をどこかに仕舞ったり、あるいは隠したり、邪魔をしたりしてはいけない。お前は自分の言葉で自分の歳とすべての時間を書き留めるのだ。時間はお前がこの世に生きている限り、たった
一回しかないものであり、また永遠でもあるのだ。」



☆mediopos-2053　　2020.6.30

■森田真生×佐伯啓思「数学の「汲み尽くせなさ」」	
　（『ひらく３』A&FＢＯＯＫＳ	2020.6	所収）

わからないことについて	
なぜわからないのか	
どうやったらわかるのか	
いまのところだれもわからないのか	
と考えていくのは面白いけれど	!
わかっていると思い込んでいたことが	
わからなくなってしまい	
なぜそれがそうなのか	
そうだと思っていたのか	
と考えていくのも	
思い込みが壊されていく快感を伴う	
スリリングな体験になる	!
わからないことへ向かうときには	
外へとでていきながら	
それが内へと反転していく感じだけど	
わかっているという	
思い込みが壊されているときの快感は	
内へと向かっているものが	
いきなり外へと反転していく感じだ	!
考えるということは	
じぶんのなかにある抽斗から	
知識を取り出すというようなことではない	
それをいくら繰り返してもどこにも行けない	!
考えるということは	
どんな小さなことでも	
つねに一回性のもので	
じぶんの抽斗の中身をいちどからっぽにして	
外へとダイブしていくということでもある	!
はじめて訪れる場所もあれば	
そこに行こうとしても	
どうしても扉の開かない場所もある	
それまで訪れたことのある場所に	
ダイブしてみることもあるだろうが	
同じ海に潜っても決して同じダイブにはならない	!
未知の場所のわからなさも	
既知の場所のわからなさも	
わからないことそのものが面白い	
いちばんつまらないのは	
わかった気になっていることと	
わかったふりをすることだ	!
世界は汲み尽くせない	
神秘に満ちているのだから



「森田／ものを考えるためには暗黙のフレームみたいなものがありますよね。例えば、現代の大学で研究すること、あるいは学問することを考えると、何か特定の専門分野を選んで、ど
こかの研究室に所属して、ということになる。このとき、歴史的につくられてきた探求のフレームにコミットしていくことになるわけですが、そういう既存のフレームのなかでは、どう
してもたどりつけない場所があるのではないかという思いが昔からありました。	
　大学に入るまで僕はずっとバスケをやっていたんですが、中学生の頃、古武術研究家の甲野善紀先生と出会って、バスケで強くなるために、体の使い方とか、心身の関係について、い
ろんなヒントをもらいながら、自分なりに研究を始めました。そのなかで、ものを考えるときに前提となっている心身のありように関心を持つようになって、そこに「隠された思考」が
潜んでいるということをひしひしと感じるようになってきました。	
　暗黙のうちに、自分の思考や行動のパターンを制約しているフレームから自由になりたいと、大学に入ってからはいろんなゼミに出てみたり、本を読んでみたりしましたが、やはりそ
れだけでなく、自分で新しい実践を始めないといけないと思うようになりました。」	!
「森田／万物が数であるという言葉の意味は、僕にはわからないのですが･･････、ただ、そうですね。数は本当に面白いですね。数えると言う事は。すごい不思議です。	
　今長男が三歳で、数ヶ月前なんですが、４を指で表現できるようになったんです。結構それは劇的なことで、「いちにさんしごろくしちはちきゅうじゅう」とお風呂で称えたりと言う
のは一歳ちょっと位からやっていたと思うんですが、そこから物の数を数えられるようになるまでの道のりが長い。親になるまで知らなかったんですが、とても時間がかかるんですね。	
　たとえばリンゴの山があったとして、そのリンゴを一つずつ漏れなく指差しながら、「いち、に、さん、し、ご、ろく、なな」と数えていくと、最後に唱えた「なな」が、リンゴ全体
の個数になります。わかってしまえば簡単ですが、これには「Cardinality	Prnciple（基数原理）」という名前がつけられていて、この「原理」を体得することは子どもにとって、なか
なか大変なことなんです。アメリカの子どもを対象に行われたある研究によれば、子どもが数を順番に数えることを覚えて、数詞が物の数を表すのだと理解したあと、基数原理を正しく
把握して、自分が唱える数詞の意味を一つずつわかるようになるまで、平均して優に一年以上もかかるのだそうです。」	!
「森田／数学は人間が思い通りに拡張しているというより、しばしば変なものが「入ってくる」としか言いようのないことが起こりますね。	
　たとえばルートの中にマイナスを入れたいと誰かが思ったわけではなく、三次方程式を解く過程で、不都合なことに、ルートの中にマイナスが「入ってきて」しまった。非常に不可解
な形で異物が侵入してくる。それでも、その不可解な他者と地道に付き合っていくうちに、たとえば「虚数」が次第に数と思えるようになってくるというような形で、人間の持つ数の理
解の方が、少しずつ更新される。」	!
「森田／数学って、２０００年以上にわたって数や空間（図形）のことを研究しているわけですが、いまだに自然数のことだけでもわからないことだらけです。この「汲み尽くせなさ」
は、数学を非常にリアルに感じさせる一つの要因かもしれないと思います。」	!
「森田／数学の本質は禅師と同じで、主体である法（自分）が、客体である法（まだ見えない研究方法）に関心を集め続けてやめないことである。そうしていると、やがて「内外二重の
窓がともに開け放たれることになって、清冷の外気が室内に入る」のだと、岡潔は「絵画」というエッセイのなかで綴っています。僕は、この文章を読んで、この人のことをもっと知り
たいと思ったのですね。非常に強く惹かれる一文でした。	
　同じ頃、僕は三鷹の天命反転住宅という、荒川修作が作った家に住んでいたのですが、その荒川さんが『建築する身体』という本の中で、「我々は不可解の訪問である（we	are	
visitations	of	inexplicability）」と書いているんです。我々に不可解が訪問するのではなくて、我々は不可解の訪問であると。	
　数学を学ぶことも、僕にとっては「不可解の訪問」の連続です。数学はとても難しい。わからないことの連続なので、わからないこと、不可解なものと、付き合い続ける必要があ
る。」	!
「森田／内と外を清潔に分け、順調に作動する自己完結した世界に閉じこもっていく。こういう発想はすでに機能不全をきたしているので、早く手放していかないといけません。」	!
「森田／数学において直観と規則は常に背中合わせです。どちらか一方だけでは数学にならない。しかも、局面によって直観が先行したり、規則が先走っていたりする。いずれにして
も、直観と規則、「わかる」ことと「操る」ことは両輪なんですが、学校での数学は、どうしても規則の方に偏る傾向があります。実際、規則に従う能力は社会で有用とされてきました
し、それを測るために数学の成績が指標となっていた面もあると思います。ですが、規則に服従するのは、あくまでそれによって、未知なもの、不可解なものと付き合うためです。不可
解と付き合い、既知の意味の制約を超えたところへと認識を拡張していくことこそ数学の醍醐味がある。	
佐伯／それで森田さんは、大学から離れて自分で数学の寺子屋をやってみたりしておられる。	
森田／そうですね、理想としてはそういう形で、数学をとことんできる場所を作りたいですね。でも、こどもたちは本当に忙しいんですよ。塾に行かなければいけないとか、僕より忙し
い感じで。学校や塾が忙しすぎて勉強する暇がないんじゃないでしょうか。」	



☆mediopos-2054　　2020.7.1

■日高敏隆『チョウはなぜ飛ぶか』（岩波少年文庫　2020.5）

ひとつを見るためには 
ひとつだけを見ていてもわからない !
だからひとつを成り立たせている 
たくさんのものを見てはじめて 
そのひとつが見えてくる !
見るということは 
まず観察することだ 
最初から抽象化してしまうと 
そのじっさいがわからなくなる !
抽象化のひとつが 
実験して数値化することだ 
それを科学的だなどと信じこむと 
人はひとでなしへと一歩一歩と進むことになる !
心もからだも数値ではないからだ 
リンゴも抽象的な一個であるまえに 
そこにたしかにあるリンゴだ !
そしてリンゴがリンゴであるためには 
ほかのリンゴともくらべてリンゴだし 
リンゴ以外のものとくらべてリンゴなのだ !
「チョウはなぜ飛ぶか」は 
「人はなぜ生きるか」でもある 
生きるにはそれぞれの理由があるだろうし 
そのなかには特定の行動パターンがあったりもする !
その行動パターンや 
その背後にあるだろうそれぞれの理由を 
たくさん観察してみることもだいじなことだろう !
嫌いな行動パターンもあるだろうが 
それを知ることもまた必要なのだ 
じぶんがそうならないためにも



（「Ｉ チョウの飛ぶ道」より）
!
「チョウ道について、こうして、いろいろなことがわかってきた。一つのきちんと、まとまった道があるわけではない。チョウはその生まれつきの性質にしたがって、そのときそのときに条件のあったところ
を飛んでゆくのだが、同じチョウなら、その条件も同じなので、どのチョウもほぼ同じルートを飛ぶことになり、それがぼくらからみると、チョウ道にみえるのである。

　チョウ道があるのは、おもにアゲハチョウの仲間にかぎられている。アゲハチョウ、クロアゲハ、モンキアゲハ、カラスアゲハなどには、チョウ道がみられる。同じアゲハの仲間でも、キアゲハにはチョウ道
というものはないらしい。キアゲハは山の頂上などでは同じ場所を「占有」している性質がある。同じ一ぴきのキアゲハが、一つの場所をグルグルまわって飛びながら、いつまでもそこにがんばっているので
ある。それを追いはらうか、つかまえるかしてしまうと、また新しいキアゲハがやってくる。けれど、その新しいのが、どこかからやってくるときには、べつにこれといったルートはきまっていない。

　アゲハチョウ以外の仲間になると、チョウ道というものはほとんどみられない。たとえば、畑や草原でいくら長い間観察しても、モンシロチョウにはチョウ道らしきものはない。モンキチョウでも同じであ
る。

　アゲハチョウ、クロアゲハ、モンキアゲハなど、チョウ道をもつ代表的なアゲハチョウの仲間は、ヨーロッパにはいない。ヨーロッパでふつうにみられるアゲハチョウは、チョウ道をもたないキアゲハだけで
ある。そのためだろう。ヨーロッパの人たちは「チョウ道」というものを知らないようである。」
!
「どうしてアゲハチョウやクロアゲハにはチョウ道があって、モンシロチョウやモンキチョウやキアゲハには道がないのだろうか？　そのわけは、もちろん、はっきりとはわからないが、一つにはモンシロチョ
ウなどの幼虫が木になる植物ではなくて、草本植物を食べて育つことと関係がありそうである。」
!
「あるチョウにチョウ道があるかどうかということは、一つにはそのチョウの幼虫がどんな植物を食べるかということと関係しているのだ。」
!
（「エッセイ」より）
!
「虫たちを見るおもしろさに気がついたぼくは、昆虫学者になろうと思った。そうしたら、父親にむちゃくちゃにおこられた。「昆虫でメシが食えるか！」

　けれど新しい担任の米丸先生が父を説得してくれた、ぼくは昆虫学をやることを許してもらった。

　そのとき米丸先生はこういった。

「昆虫学をやるからといって虫ばかり見ていてはだめだよ。まず本を読まなくちゃ。それには国語が要る。この虫は世界のどこにいるんだろう？　それには地理が要る。いつから日本にいるんだろう？　それ
には歴史が要る･･････」

　じつに大事なことばだった。」

「昆虫学だからといって虫ばかり見ていてはだめだよ」という米丸先生の話は、そのとおりだと思った。本を読むために国語が要ることはわかっていたし、世界地理が要ることもわかっていた。でも、日本史
まで要るとは思っていなかった。

　つまり、何か一つのことをやりたいと思ったら、何でも要るんだということだ。ぼくは目がさめたような気がした。

　ぼくはその後、昆虫だけでなく、広く勉強したくなり、動物学をやることにした。そのためには何でも要る。ぼくはそう信じるようになった。」
!
「英語の発音の勉強とちがって、全然おもしろくない授業もあった。その一つがぼくの好きな「生物」の授業だった。

　どうやらその年から理科の教えかた（文部省の学習指導要領）が変わったらしい。「生物」もそれまでのように「記憶するもの」でなくて、「もっと科学的なもの」にせよということになったのだそうだ。

　「科学的」というのは「実験的」「数量的」にすることらしく。中学一年の「生物」の教科書は、キンギョの呼吸を測る実験からはじまるようになっていた。」

「ぼくはちっともおもしろくなかった。グラフを作るためにやっているだけじゃないか！　キンギョだって苦しそうだ。ぼくは「生物」がきらいになってしまった。

　「生物」の先生もちっともおもしろくなさそうだった。そう教えろといわれるから、しかたなくそう教えている、というふうだった。

　後で聞くと、だれか偉い人が、学校では「科学する心」を教えなくてはいけないと言ったとか。今もぼくは「科学する心」ということばが大きらいである。」
!
「中学生のころもいろんなことを考えていた。」

「ひと口でかんたんにいってしまえば、人間にはまわりにいろんな人が必要なのではないかということだ。

　中学のとき、同じクラスにも他のクラスにも、いやなやつがいた。だからなるべく顔を合わさないようにしていたこともある。いやな先生もいた。そういう先生の授業は肌が合わないので成績も悪く、だか
らよけいいやになった。

　でも今になって考えると、それもそれで大切なことだったような気になってくる。」

「キャラクターはみんなちがうし、することもちがう。それがおもしろかったし、ときには思いつきのヒントになった。

　いやな人もいたが、大きくなってもあんな人にはなるまいと思ってがまんした。

　どうも人間とは、大昔からそうやって育ってきたらしい。そしてそれでこそ、世の中のことがいろいろわかるようになる動物なのではないか？」




☆mediopos-2055　　2020.7.2

■浜田信夫『カビの取扱説明書』（角川書店 2020.6）

小学校の夏休みに 
「カビの研究」をしたことがある !
生まれてはじめての「研究」で 
シャーレに寒天を入れて 
いろんな条件でカビを培養した観察記録である 
それ以来カビにはどこか親近感を持っているが 
一般的にはカビはあまり好かれていないようだ !
本書の著者はカビの研究をしているが 
嫌われていたからこそ 
「私は幸運にも職を得て生活をすることができた」と 
ある意味カビへの感謝を唱っている 
とても共感するところだ !
ひとは自分の利用できるものには善 
都合の悪いものには悪というレッテルを貼る 
生活の都合上それが必要なところもあるのかもしれないが 
それはときに過剰反応になったりもする !
じぶんにとっての都合というところが抜け落ちて 
それが外から襲ってくる敵や化け物になって 
断固として殲滅しなければならない 
そんな存在として位置づけられてしまうのだ 
そしてじぶんに都合のいいところだけはとりいれる !

そのしたたかさゆえに 
ひとはたくましく生き延びてゆけるところもあるのだが 
ある一方向に振れた振り子は 
逆方向にも振れることがあるということは 
ある程度想定しておいたほうがよさそうだ !
無菌室で生きていると 
無菌室から出て生きてゆけなくなる 
文明という道具に依存しすぎていると 
その道具がなければ生きてはいけなくなってしまう 
生と死の秘儀に無頓着に生に過剰に執着すると 
魂はそのなかで疲弊してしまうことになる !
どんなものにも 
必要があってでてきてしまう両極はあるけれど 
その「取扱説明書」には 
片方の極だけでは成り立たず 
その調和が必要であることは明記してほしいものだ



「若い微生物の研究者と話をしていると、「なぜカビは37℃で培養しないんですか？」と質問されることがある。微生物の教科書を見ると、最近は37℃で培養実験をするのに対して、カビは25℃で培
養実験をする、と確かに書いている。そこで私は身の回りの様々なカビを37℃で培養してみたのだが、25℃で培養した場合に比べて、1/100以下のカビしか生えてこなかった。30℃を超えると多くの環
境中のカビはバテてしまう。餅に生えた様々なカビを37℃で培養しようとしても、まず生えてこない。

　そもそも細菌もカビも同じような環境に生育しているなら、同じように一般的な環境（15～25℃）に適応しているはずだ。細菌を多く見つけようとするなら25℃で培養する方が良いのである。一般
環境に生息する細菌の中で、37℃で生育できるものはむしろ少数派だ。細菌の方がカビより高温環境を好んでいるわけではない。ではなぜ細菌は培養温度がカビより高いのか。細菌を研究している人の
多くは、ヒトの体内で生育できる細菌だけを見つけようとしているからだ。ペストやコレラなどの怖ろしい病原菌や、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７などの食中毒菌などの細菌は、ヒトの健康を脅かす。研
究者はおもにこういった菌のみを問題にしている。だから人の体温である37度で培養するのだ。

　一般環境中の細菌を調べるときは30℃以下で培養することになるが、そのようなケースは稀である。環境中に生育している細菌を、食中毒細菌の専門家に見てもらろうと思っても、「私たちが扱って
いる細菌はヒトの健康に関わるものだけで、それ以外はわかりません」という答えが返ってくる。環境中の細菌のわかる細菌学者は少数派だ。だから、風呂などに生息する細菌についても未知の部分は
多い。一方、生活の中でカビが問題になるのは、パンや餅などの食品、浴室、洗濯機などの一般環境中に生えたカビである。だから37℃ではなく25℃で培養する。

　このように、ヒトが微生物と向き合う場合、初めの培養条件から異なっている。細菌とカビの培養温度の違いは、ヒトが微生物を問題にする理由の違いと言える。」
!
「カビや細菌、さらに大問題となっているウイルスなどは、生物学では微生物に分類される。その微生物の世界は、大きく「菌類」と「細菌」、さらに生物かどうか微妙な存在である「ウイルス」に分
けられる。菌類の細胞と細菌とウイルスでは、大きさがまったく違う。標準的なもので、各々10μm（ミクロン）、１μm、０・１μmと一桁ずつ異なる。細胞の構造も、菌類はＤＮＡが核に入っている
のに対して、細菌のＤＮＡは細胞中に浮遊している。菌類の細胞の構造は、細菌より人間にずっと近い。

　本書で取り上げるカビは菌類の仲間だ、菌類の主なものといえば、カビの他に、キノコ、酵母などがある。カビもキノコも酵母の細胞の大きさに大差はない。違いはカビとキノコはともに菌類からで
きているが、酵母の細胞は卵形の単細胞で、糸のように繋がっていないという点だ。（…）実はカビと酵母の区別はあいまいだ。分類学的には、カビと酵母は一体である。」

「あくまでもヒトの都合だが、微生物の中には善玉と悪玉がある。細菌にも、病原菌を含む代表的な悪玉である一般細菌と、善玉の放線菌がある。放線菌とは、病原菌を退治する抗生物質を作る菌のグ
ループである。また、菌類の中にも善玉と悪玉がいる。悪玉の代表がカビで、善玉の代表が酵母といえる。酵母とカビで形以上に違うのは、酵母がワインから清酒まで、あらゆる発行に使われる点であ
る。ヒトの生活に役立つ菌類が酵母であり、まさに善玉の鏡である。

　私は大坂の地方研究所で、カビについて研究し、市民のカビの苦情相談に対応していた。カビは日常生活においては役立たないばかりか、立派な悪玉である。カビがヒトに嫌われていたからこそ、私
は幸運にも職を得て生活をすることができた。」
!
「元来、無数のカビはヒトから遠い尊大であったと考えられる。それらのカビは、野外で草や葉を分解して栄養を得ていた。土１ｇあたりのカビの胞子を数えてみると、１００万個あることも珍しくな
い。そのため、世界にカビは数万種もいると考えられており、未発見の種類の多い。自然界は、実験用の培地とは違って栄養も少ないため、カビは菌糸も胞子もまばらで、細々と健気に生きている。野
外で生えているカビの姿は、培養した姿とは大きく異なっている。

　そのような野外に、シャンプーや洗剤を栄養にする能力を持つ、ごく少数派のカビがいた。そういったカビは、特性を活かすチャンスもなく、野や山で何とか生き延びていた。ところが、ヒトが浴室
でシャンプーを使うようになった頃に、たまたま浴室に侵入して繁殖するようになった。大好物が浴室に出現したからだ。私たちが浴室でよく目にしているのはそんなカビだ。今日の浴室で生育してい
るカビにとって、そんな好適な環境が作り出されたのは、今から50年ばかり前のことだったと感上げられる。

　菓子などの食品に生えるカビも野や山ではめったに見られない。自然界には、菓子のような甘い栄養の塊は非常に少ないからだ。私たちの生活に役立つ醤油や酒を造るために使うコウジカビも、自然
界ではほとんど見られない。これらのカビは、ヒトが品種改良をした栽培品種である。チーズを作るアオカビなども同様だ。」
!
「当時（引用者註：明治10年頃）の日本人の生活において、カビの存在は実に地味で、当たり前の風景であり、カビは日常的に目にするものであり、毛嫌いするほどでもなく、影の薄い存在だったろ
う。同様に、現代に生きる私たちにとってもカビは当たり前の存在である。建材にカビが生えても、家が傾くわけではない。木製の仏像に生えてもホコリのように見えるだけだ。タタミにカビが生えて
も、雑巾で拭けば問題ない。風呂に黒く生えるのもよくあることだ。

　とはいえ食品は、冷蔵庫が生活必需品になる50年ほど前までは、カビによる汚染の危険にいつも晒されていた。干物や煮物やご飯などは、油断していると３日後にはカビが生えてきた。被害は非常に
多かっただろう。だが、カビが生えても大したことはないということを経験的に知っていた。以前は、私たちの生活のちょっと気になる悪友ぐらいの存在だった。一方で、生ものを食べると、細菌によ
る食中毒で命を落とすこともあり、カビに比べて細菌は怖い存在だった。

　そんなカビが、今日ではとても嫌われているようだ。悪の権化といったら言い過ぎだろうか。「間違ってカビの生えたケーキを食べたのですが、救急外来に行った方がいいでしょうか？」市民の相談
窓口ににはよくこういった問い合わせが来た。一方で、最近では、同じカビでも善玉のカビを用いた発酵食品が脚光を浴びている。料理雑誌は発酵食品の特集を組み、発酵をうたったレストランも現れ
た。

　このように変化したのは、カビの側ではなく、ヒトの感じ方であろう。カビを気にするようになったからこそ、意外なところで日常生活に影響を与えていることがわかってきた。ヒトに劣らず、カビ
も逞しくしぶとく生きている。そのことに気づき、かつては地味な存在だったカビのことが気になり始めたのである。」



☆mediopos-2056　　2020.7.3

■山下俊樹『ココロに響く映画の名セリフ』
（雷鳥社 第2版　2020.5）

映画を振り返ってみるとき 
名セリフだけに注目するのは 
人生論風になりすぎるきらいがあって 
気が引けるところもあるのだが 
!
映画にかぎらずテレビドラマや 
小説や詩や歌にも 
いつまでも心にのこる 
印象的なフレーズというのはあるものだ 
たまには映画のベタな名セリフもいい 
!
本書では1989年から2016年までの映画から 
「自分なりでいい」 
「ドンマイ！あせらず行こう」 
「夢を持ち続けよう」 
「恋してみよう」 
「ちょっとだけ頑張ってみる？」 
という５つのテーマが設けられ 
それぞれの映画から「名セリフ」が紹介されている 
!
全体としてかなりベタなメッセージになっているが 
ベタな歌がときには必要になるように 
映画の名セリフも心を動かすだいじな力にもなる 
!
ここで紹介されている66の映画から 
世界を観る仕方を変えるということに関わる２つか
ら 
引用紹介しておきたい 
!

それまでいた古い世界から 
あらたな世界の方へ向かうためには 
みずからの魂をその深みから 
なにかの方法で揺り動かさなければならない 
!
ひとから評価されるために 
ひとの価値観をまとって演技しても 
それがたとえ評価を得られるとしても 
じぶんの魂はそれでは納得しない 
!
上手に演技するよりも 
じぶんの魂の声から演技すること 
!
じぶんの魂が変われば 
たしかに世界は変わるのだから 



「「今日という日は、残された人生の最初の一日」
!
　これは第72回アカデミー賞において作品賞を含む５部門でオスカー賞を獲得した「アメリカン・ビューティー」（監督：サム・メンデス　主演：ケヴィン・スペイシー）の劇中に出てくるセリフです。

　過去、多くの偉人たちが心に響く名言を遺し、私たちに勇気を与え、目の前に広がる暗闇を照らし出してくれたように、映画という偉大な娯楽の中にも、たくさんの素敵なメッセージが散りばめられていま
す。

　何気なく観ていると、あっという間に通り過ぎてしまうシーンの中に、私たちの人生を変えてくれるような「キラリと輝く名言」や「心に刺さる深い言葉」が溢れているのです。

　本書では、俳優たちの織りなす「セリフ」に注目し、その言葉に秘められたメッセージを独自の解釈で読み解きながら、明日からの日常生活に活かせるように表現してみました。」
!
（「LIFE!／ライフ」(2013年)より）
!
「本当に美しいものは、注目を集めない。

　ショーン・オコンネル（ショーン・ペン）

　Beautiful things don’t ask for attention.」
!
「内面が変われば、風景が違って見えてくる。
!
　伝説のグラフ誌「LIFE」最終号の表紙を飾る写真ネガを受け取るため、孤高の冒険写真家ショーン・オコンネル（ショーン・ペン）を探すウォルターは、彼の足跡をたどり、とうとうヒマラヤまで来てし
まった。

　雪の山中、待ちに待った伝説のゴースト・キャット＝ユキヒョウがその姿を現す。千載一遇のビッグチャンス、奇跡の瞬間のはずだが、なぜかシャッターを切らずじっと見守るショーン。訝るウォルターに
向かってショーンは静かに言葉を繋ぐ。「俺にとって最高の瞬間をカメラに邪魔されたくないんだ。その大切な瞬間に浸りたいからね」と。」
!
「羨望される活躍でヒーローになりたい。誰しもがウォルターの白昼夢のように、華やかな世界で英雄になった自分を夢みてしまうものだ。だが、人生の真の価値は、もっと違う所にある。

　毎朝の満員電車、顧客からのクレーム、ダメ出しされる企画書、わからずやの上司、自分勝手な後輩･･････。そんな日々の苦難に耐えながら頑張り続ける人や、家族のために前を向いて闘い続ける人たちこ
そが、真のヒーローの姿ではないだろうか。

　世界を変えることのできる唯一の方法は、自分自身の価値観を変えることなのだ。」
!
（「シング・ストリート　未来へのうた」(2016年)より）
!
「上手に演奏しない方法を学べ！

　ブレンダン（ジャック・レイナー）

　You need to learn how NOT to play.」
!
「自分のスタイルを持って、それを貫け！
!
　大人びた素敵な美少女ラフィーナの気を引きたい一心からバンド活動をはじめたコナー。たとえ動機は不純でも、その気持ちは純粋そのものなのだった。

　コナーたちのバンドが初演奏したのは、既存の人気グループ「デュラン・デュラン」の曲のカバー。音楽に造詣の深い兄ブレンダンは、猿マネコピーのつたないデモテープの音源を聞き「他人の曲で女を口
説くな！」と厳しくダメ出しをする。

　ブレンダンは「嘲笑われるリスクを背負え！」と言葉を重ね、ロック魂とは何かを指南する。」
!
「自分の気持ちを伝えたいのであれば、誰かの真似をしてはいけない。たとえ荒削りでも、泥臭くても、魂のこもった自分だけのやり方こそが相手の心を揺さぶる唯一の方法だからだ。これは恋愛でも、音楽
でも、仕事でもあらゆることに共通する人生のルールと言ってもいいだろう。

　伝わらないかもしれないことを恐れてはいけない。理解されなことはオリジナルの証でもあるのだから。

　大切なことは、自分自身の心の声に耳を傾けること。その声を信じて、ブレることなく情熱の矢を磨き続ければ、やがてそれは誰かの心に突き刺さるはずだ。」




☆mediopos-2057　　2020.7.4

■宮坂道夫『対話と承認のケア／ナラティヴが生み出す世界』（医学書院 2020.2）

対話 
承認 
ケア 
そして 
ナラティヴ 
!
それは 
からだ 
こころ 
ことば 
をめぐって 
ケアする者とケアされる者が 
我と汝として向き合う 
ということなのだろう 
!
その向き合いかたによって 
ケアする者とケアされる者の関係は 
一方通行になるか 
交互通行になるか 
ときには互いに同じ死すべき存在者として 
相互浸透に近いかたちとなるか 
そうしたかたちが変わってゆく 
!
それは医療をめぐる場だけではなく 
教育をめぐる場でも同様だろう 
!
医療はある意味アートでもあるが 
教育が教育芸術でもなければならないように 
不可能に近いまでの困難さを 
宗教者以上に抱えている領域のようにも見えてくる 



「「対話」「承認」「ケア」。

　（･･･）これら三つの言葉の関係は思いのほか複雑である。

　人と人が対話する。対話は。単なる会話でもなければ、情報交換でもない。それは、対等の立場で向かい合って話をすることであり、お互いの価値を認め合っていなければ成り立たない。つまり、お互い
を承認し合っている関係でのみ、対話が成り立つのである。

　これに対して、「ケア」という言葉は、いろいろな意味で使われる。本書では、病を抱えている人へのケアを考えるのだが、それでもその意味はさまざまである。見知らぬ人が苦しそうにしているのを見
て、「大丈夫ですか」と声をかけることもケアだろうし、その人が病院に運ばれて、高度な医療技術を駆使して行われる治療もまた、ケアである。

　では、ケアする人とされる人とのあいだで、対話は成り立っているのだろうか----。

　（･･･）

　実際には、対話がなくても、ケアは行われている。」

「医療従事者にとって、患者を自分と対等な存在として「承認」しているのは、ある意味で当然のことだろうし、時間をかけて会話をする余裕がないにしても、丁寧な態度や言葉遣いを心がけて、「対話」
と呼べるようなコミュニケーションに近づく努力もしているだろう。

　それでも、「対話」や「承認」は、「ケア」を行うための必須条件ではなく、「実現困難な理想」として、心のどこかに沈められているのかもしれない。」
!
「「ナラティヴ」。

　（･･･）この言葉は、「対話」「承認」「ケア」の関係に、新しい可能性を与える力を持っている。

　それは、対話や承認それ自体がケアになるという可能性である。

　本書では、この可能性を考えるために、「ナラティヴ」を手がかりに、ケアする人とされる人の二者関係を掘り下げていく。」

「よく言われているように、人は物語をつくりながら生きている。もっと言えば、「自分という存在」の意味や、「いまこうして生きていること」の意味を、物語をつくることで理解し、納得しようとする。
これが、「私のナラティヴ」とか「自己物語」と呼ばれるものである。（･･･）ケアとの関わりで書かれた本ならば、「私のナラティヴ」とはもっぱら「患者のナラティヴ」であり、医療従事者のような「ケ
アする人」は、その「患者のナラティヴ」に耳を傾ける人、すなわち「聞き手」の役割をもたらされている。

　これに対して、「ケアする人」の側にもナラティヴがある、というのが、本書のスタンスになっている。ケアする人とされる人が完全に対等な人間だという前提に立つ、本来は次の二つを同時に考える必
要がある、ということである。

　　ケアする私の前に、ケアされるあなたがいる。

　　ケアされる私の前に、ケアするあなたがいる。」
!
「＜私の物語＞はケアする側とされる側とでかくも異なっている。(･･･）このように質の違う＜私の物語＞が出会う場としてのヘルスケアというものを考える。

　＜ケアする私＞には、二つの類型があった。一つは、実在論に立脚した疾病観を抱き、病気は患者の認識にかかわらず確固として存在していると考え、医療従事者である自分はそれを正しく見出して治療
しなければならないという使命感を抱く＜治療する私＞であった。もう一つは、構築論に立脚し、医療者は患者の見かたで病気というものを眺めているのだという疾病観を抱き、患者が何を必要としている
かに気づき、応じようとすることを責務と見なし、共感を重要な能力ないし義務と考え、究極的には患者と自分とのあいだに媒介するもののない状況が生じる可能性を思い描く＜応じようとする私＞であ
る。」
!
「ヘルスケアの三つの関心領域によって、医師などの医療従事者が専門家として有している知識の量は大きく異なる。

　まず身体機能の領域については、医師こそはその専門家であり、明らかに患者よりもよく知っている。生活機能の領域については。個別の状況は患者に確認するしかないが、疾病がもたらす影響について
の一般論は、医師のほうが医学文献や他の患者たちの状況を通じて知識を有している。しかし、患者の人生史については、医師はいかなる意味でも専門家とは言えず、患者だけが知る領域である。だから、
生活機能の領域の個別的情報と、人生史についての知識を得ようとすれば、医師は患者から話を聞くしかない。」
!
「ナラティヴ・アプローチがケアになるためには、＜ケア者の関わり＞が肝心で、しかもその関わりは、患者の人生史に触れたり、対話空間のしつらえ直しをしたりするものでなければならないようだ。し
かし、それは通常の診療場面では望むべくもない、難しいものなのだろうか。」

「ナラティヴ・アプローチがケアになる理由は、解釈、調停、介入という、＜ケア者の関わり＞の形が異なっても、まったく同じように理解することができるのではないか。いずれの場合でも、煎じ詰めれ
ば、ケア者と被ケア者とが、これらの対話実践に協議で取り組む姿勢をもっていることが最も肝心だということである。＜ケア者が積極敵に関与して、被ケア者の人生史を再構成して、それを証人・聴衆の
前で演示する＞ことも、＜ケア者のみは正解を知っているという前提を放棄して、ケア者と被ケア者とが自由に発言できる対話空間を実現する＞ことも、＜ナラティヴが個々バラバラの経験を「統一された、
理解可能な全体」に結びつけて意味を与える＞ことも、対話実践への協議の姿勢を具体的な形にするための方法論にすぎないのかもしれない。」
!
「＜他者のナラティヴを読む＞＜複数のナラティヴの前に立つ＞＜他者のナラティヴに立ち入る＞という、本書で考えてきたナラティヴ・アプローチが可能となるのも、究極的には「死に至る存在」である
患者の前に、同じように「死に至る存在」としてケア者が立つ場合に限られるように思えるのである。もちろん、実際には、死は患者のほうに早く到来するのかもしれないが、患者は自分の目の前に立つケ
ア者が、そのような自覚を持つ人であるか否かを、簡単に見抜くように思う。」




☆mediopos-2058　　2020.7.5

■『古井由吉　文学の奇蹟』（河出書房新社　2020.6）

文学とは何だろう 
その問いは 
答えるためにあるのではなく 
問いを深めるためにあるようだ !
文学にはかぎらないが 
その問いは 
言葉に 
そして文章に 
生命が宿っているかどうかに関わる !
感受する仕方はひとそれぞれでもあり 
それを明らかに示すことはできないが 
それぞれの経験の深みが 
そこに反映することは確かだろう !
少なくとも表現されたものを 
実験室で解析するような仕方で 
分析して理解できるようなものではない !
言葉や文章は 
さまざまなジャンルのもとで表現されるが 
どんなジャンルであれ 
それをただ論理的に理解し 
図式化したりしたところで 
その生命を感受したことにはならない !
理や論理で捉えられるものは 
可能な限り理や論理で捉える必要はあるが 
それは突き詰めれば突き詰めるほどに 
理や論理を越えて別の場所へと向かうことになる !
おそらく文学は 
そうした別の場所での経験を 
可能にするものでもあるのだろう 
逆にいえばその場所を持たない文学は 
とくに文学と名づける必要もないのかもしれない !
言葉や文章は 
「私が」書き読むというよりは 
言葉や文章そのものが 
「私を通じて」現れるといったほうがいい

だから「私」というメディアの 
経験や能力やさまざまなものが反映し 
またその属性を通じたものとはなるだろうが 
それはすでに「私」の表現ではない !
「私」は経験を深めることで 
言葉や文章の背後にある世界と 
つながる力をもつことができなければならない 
古井由吉的にいえば「辻に立つ」必要があるのだ 



（聞き手・堀江敏幸「文学は「辻」で生まれる」より）
!
「古井／文章に生命を与える。これが今の世で失われかけているんですよね。失われるわけがないんだけれども。「いいお天気ですね」「寒くなりましたね」という言葉の裏には、「季節が順調に巡っているというのはありがたいこ
とです」という心が含まれている。それが薄れたんですよ。だから会話はどうも味気なくなった。文章を書くときにも、そういうものが間に挟まらない。非常に書きにくくなっている。時代の進み方からして叙述が観念的になってい
くのはしかたがない。だけどそれだけだと文章は生きないんですね。明治生まれの作家とそれ以降の作家はその違いが歴然としています。明治生まれの作家の文章は上手い下手を別として、よく耳に響きますね。それ以降の作家は、
やっぱり自分の考えを述べるというかたちになる。

堀江／辻に立たないということですね。

（…）

堀江／書くほうも読むほうも、おなじです。僕が接している若い人たちは、文章の中であまり描写をしない。学術論文のなかにも描写はあると思っているし、あっていいと思うんですが、そういうものを書く。そして読む側は、たと
え書かれてあったとしても、面倒くさいからといってそこは読み飛ばす。かつて描写と言われていた、お天気の裏側にあるものに対して、耳を閉ざすようなかたちになっている。

古井／最初のところは理解できるんです。自分で描写するのも他人の描写を聞くのも徒労感があるんですね。今さら描写して何になる。描写のなかに情感が湧きにくいんですよ。その情感というのが個人の情報なのかどうかというこ
とです。大勢の情感がそこに混じるかどうか。それで描写の違いが出てくるのではないでしょうか。たとえば永井荷風はいろんな面で熱狂的なファンが多いんだけども、僕はあの人は表通りや露地や角の描写が非常に優れていると思
うんです。しかもあまり言葉を費やさない。音からきている。音や声をうまく使って、場所を人の思いに浮かばせるんですよね。そしてその場所がただの場所じゃない、深い既視感をともなった場所なんです。これは日常会話でもそ
うあるはずなんですが、町と人の流れがこうなってしまうと、描写のしがいがないという気持ちが先立つのはわかります。」
!
「堀江／静まるということが表現しにくくなっている。静まりは、出来事として何も起きないということとは違う。向き合っていて、お互い黙るということとも違う。本質的な「静まり」が、だんだんなくなってきている。

古井／でもそういう静まりを忌むという習性から、インターネットで時間を費やすというのもありますね。あれも画面のものだけど騒々しいものでしょう。音楽をがんがんかけながら何かするよりももっと静まりを忌む。しかし何
事も極端までいくと逆転するんです。欲求がまた出てくる。そのときにもう一度、文学が求められることになるんじゃないかと、僕は二十年前からそう信じています。」
!
「古井／今、年齢のことも難しくなりましたね。「若い」というのはどういうことを言うのか、「年寄り」というのはどういうことを言うのか。「今時の若い者は」と言うけど、「今時の年寄りは」とも言えるんですよ、いまや。

堀江／先ほど、人間の年齢は並列だとおっしゃっていました。五十代の自分のなかに二十代の自分がいて、二十代のなかにも、下手をすると未来の七十代の姿が入っている。そういう、ばらばらな年齢がところどころ顔を出している
のが本当なんですね。

古井／むしろあらゆる年齢が同居したほうが年は順調に取れるんじゃないかしら。

堀江／正しくは狂うという言い方と同じですね。

古井／今は青年期かたいきなり初老に入るような年の取り方が多い気がします。

堀江／表向きは時系列で過ぎていきますけれども、年齢のわからなさというのは、その「あいだ」のなさに由来するのかもしれません。その時々の決断というのは個人がなすものではなくて、その年齢のなかにいる別の年齢の自分
との問答の結果ということになる。

古井／だから決断することは、個人としては痩せ我慢かもしれないんです。

堀江／ああ、痩せ我慢というのは、最近あまり聞かなくなった言葉ですね。今の時代、我慢は我慢であって、痩せ我慢ではない。でも、「痩せ」という言葉に含まれている独自のニュアンスというのか、逆転の強みが消えているのか
もしれません。

古井／でも、この先どうなっていくのかわかりませんよ。人間というのはかなり変身しますから。どういう展開になるかわからない。」
!
（聞き手・佐々木中「40年の試行と思考／古井由吉を、今読むということ）」より
!
「古井／人間を個人の観点から見ると、たしかに年を取るとうことは下降です。であるけれど、個人がひとりでものを書いているわけではないんですよ。無数の人間のもやもやを相手にしているわけだから。この無数のもやもやは、
年を取らないんですよ。

佐々木／そうですね。

古井／だから私の場合は、その塩梅は若い頃と今と、ほとんど変わっていないんじゃないですかね。それに、下降と上昇はどこかで似ているところがある。ある下降のポイントがきわめて上昇に似ている。（…）

佐々木／上昇したり下降したり、時には横辷りもするであろう、ありとあらゆる記憶、匂い、形、音声、詩句、一つ一つ動くこれら無数の重なり合いが、奇跡のように交差点でひしめき合う。さらに言葉は個人のものではない。文
体ですら個人のものではありません。この交差点でそれらがそのような言葉となり、その言葉が不意に古井由吉という人の姿をとる。これがいかに恐ろしいことであるか。またしかし、いかに愉快なことであるか。それを体現してい
る方がこうして目の前にいるということも、私などには畏怖すべきことです。

古井／表現するということは小説や評論やエッセイに限らず、書いている人間が憑坐（よりまし）なんです。愚鈍なる憑坐ですけどね。なかなか憑坐しないものだから。しょっちゅう煙草を吸ったりなんかしてね（笑）。それでも、
自分個人としては書けないはずのことを書いているのが表現じゃないかと思っています。一度書いてしまうと、なんであんなものが書けたのか、今の自分では読みきれないことになるんですよ。不思議なものでね。

佐々木／自分を越えたものを書いているし、自分を越えたものに導かれて書いている。というと、すぐ人は揶揄の顔つきをして「神秘主義」と言う。しかし、むしろ丁寧に経緯を押さえてものを考えていくと、神秘主義というのは理
が通らないことではない。理を詰めて詰めて詰めると理ではなくなる。明晰を極めて極めて極めると明晰ではなくなる。ということなのであろうと思います。平出隆さんとの対談で、自分は合理主義であると、古井さんははっきりと
仰っている。今、自分を越えたものを書いていると仰られましたが、これはいわゆる俗流の意味での「神秘主義」ではなく、むしろ理についているということなんだと思います。

古井／越えるといっても上下は関係ないんです。水平に越えるんですね。それから。もしこういう行き方を神秘主義というならば、少なくとも日本の古典文学はすべて神秘主義じゃありませんか。

　合理主義という言葉が出ましたのでその方向から言うと、これは数学で言う「微分」と「積分」ですよ。近代人の考え方、表現の仕方はまず「微分」なんですよね。しかしそれでは済まない。その後「積分」するわけでしょう。「微
分」して現実から離れて、「積分」してまた現実に戻る。それで辻褄が合っているのが数学や工学です。だけど人間の現実感覚としては、「積分」しても必ず現実に戻るわけじゃないんですよね。

佐々木／辻褄が合わないんですね。

古井／そうなんです。誤差のことを言っているではないのですよ、私だって大雑把な人間だから少々の誤差はいいんです。ただ、我々のものを感じ取るという主体性を中心にして言うならば、細かく割ったのを積み重ねると元に戻る
かというと、必ずしも元に戻っていないんです。だから、行きはいいけれど帰りきれないというのが文学じゃないかと思いますね。」




☆mediopos-2059　　2020.7.6

■ジャン＝フランソワ・マルミオン（田中裕子 訳）!
　『「バカ」の研究』（亜紀書房 2020.7）

この「バカ」のテーマは 
悪人正機に似ている !
じぶんはバカかもしれない 
そう思えるときが正機にほかならない !
じぶんは正しい 
ひとよりも知的だ !
そのことを疑わないとき 
その目線から 
権威や力ある者はひとを教え導こうとし 
そうでない者は声高にひとを啓蒙しようとする !
じぶんはバカかもしれない 
ほんとうにそう思えるならば 
そういう言動はとりにくくなる !
とはいえ 
じぶんは正しくも賢くもない 
そして権威もないことから 
自虐へと傾斜するのは 
ここでいうバカの影の部分でもあるともいえる 
バカがじぶんをネガティブに映す鏡像のようなものだ !
じぶんのバカに正機するとき 
じぶんの正しさや知性は常に保留され 
ひとにバカに見られないようにと張りめぐらした 
さまざまなバリアーの撤去をはじめることになる !
とはいえ 
バカから完全に抜け出すことは 
おそらくだれにもできない 
ある部分でバカを自覚できたとしても 
別の部分のバカが強固に残っていることもある 

!
本書で一貫して示唆されているのは 
バカに近づくな 
バカに反論したりするな 
そんなことをすると 
ろくな目にはあわない !
そして現代のメディアやＳＮＳは 
ますますバカ度を増している 
ということのように見える !
そしてバカ度の高いほど 
バカはひとを巻き込んでゆく !
じぶんの無自覚なバカもふくめ 
どうすればそういうさまざまなバカから 
身を守ることができるのだろうか !
バカを研究することも必要だが 
消極的ではあるが 
やはりその群れからディスタンスする 
せめて群れない 
というのが賢明なのかもしれない 
火に油を注ぐようなことにならないように



（「訳者あとがき」より）
!
「「バカがテーマだなんて、どうせふざけた本なんだろう？」と、皆さんは思うかもしれない。とんでもない。本書では、二十四人の一流科学者、名門大学教授、その道のスペシャリストたちが、自らの専門知識を駆使して至極
まじめにバカを考察しているのだ。すべて書き下ろし、本書でしか読めない文章ばかりだ。そして彼らに執筆を依頼し、インタビュー記事を起こし（…）、序文とコラムを書き、一冊にまとめあげた本書の編著者は、フランス有
数の真理雅楽雑誌の編集長、ジャン＝フランソワ・マルミオンだ。」

「安心してほしい（？）。本書の執筆者は誰ひとりとして、勉強ができない人、無知な人、ＩＱが平均以下の人を、バカとはみなしてはいないのだ。」
!
（「はじめに：警告」より）
!
「バカは決してブレない。ためらいなど一度も感じたことがない。絶対に自分が正しいと信じて疑わない。そのおめでたさには、ほとほとうんざりさせられる。自らの確信を、大理石に刻まれたように確固たる真実だと思い込ん
でいるが、実際は砂の上に築かれた城のようにもろい知識にすぎない。ニーチェは「人を狂わせるのは疑いではなく、確信だ」と言ったが、わたしはむしろこう言いたい。「疑いは人を狂わせ、確信は人をバカにする」。どちら
を選ぶかは本人次第なのだ。バカはわたしたちより物知りだ。わたしたちがどう考え、どう感じ、何をすべきか、誰に投票すべきかさえ知っているらしい。わたしたちがどういう人間で、何がわたしたちにとってよいことか、わ
たしたち以上にわかているらしい。もしバカの言うことに反論でもしようものなら、相手はこちらをさげすみ。ののしり、直接的または間接的に傷つけるだろう。そして「きみのためを思って言ってやっているのに」と、のたま
う。もし自らが罰せられる可能性がゼロだとすれば、大いなる理想のためという名目を掲げて、バカはわたしたちのようなくだらない屑などすぐに息の根を止めようとするだろう。

　もしそこで正当防衛などすれば、相手の罠にはまってしまう。バカを説得しようとしたり、考えを改めさせようとしたりしても無駄だ。必ずこちらが負けてしまう。たとえば、バカを更生させるのが自らの義務だと、あなたが
信じたとする。その時のあなたは、バカがどのように考え、行動すべきか、わかっているつもりになっているだろう。あなたと同じようにするのが正しいと思いこんでいるだろう……でもほら、実はその考え方こそがバカなの
だ、これでとうとうあなたのバカの仲間入り。その上、世間知らずだ。相手に勝てると思いこんでしまっているのだから。さらに悪いことに、相手を更生させようとすればするほど、バカはますますレベルアップする。「自分は
不当に妨害された被害者だ」、「やぱｐり自分は正しかったのだ」と、バカを喜ばせてしまうだけだ。「自分は反体制派のヒーローで、レジスタンス運動家で、人々の同情と尊敬に値する人間だ」と、思いこませてしまう。そう
なったらもう、わたしたちは自らの呪われた不運におびえるしかない。バカを改心させようとして、そのもくろみに失敗しただけではなく、バカをいっそう肥大させ、自分自身もバカになり下がってしまったのだ……。」
!
（ジャン＝クロード・カリエール「バカは自分を賢いと思いこむ」より）
!
「−−−−時代が移り、文化が変わると、バカな言動そのものも変わるのでｈそうか？　それともずっと変わらないのでしょうか？

カリエール／本質的には変わりません……いえ、でも「バカ」の話をする時は気をつけたほうがよいでしょう。つい他人事だと思いがちですが、自分だっていつバカになるかわからないのですから。わたしたちは誰でも、あなた
もわたしも、他の人たちもみな、いつどこで馬鹿な言動をしでかすかわかりません。万人に起こりうることです。これは「あの人はバカだけど、他の人たちはバカではない」という問題ではなく、「みんなバカだけど、あの人は
他の人たちに比べてバカが目立つ」というだけのことです。誰もがいつでもバカなことをしたり言ったりしかねない。たまたま一部の人が、性格、気質、状況などのせいでバカなことを多くしがちで、他の人たちがなるべくしな
いよう気をつけているだけのことです。わたしだって、いつバカなことを言いだすかわかりません。でももっとも愚かなのは、自分を頭がよいと思いこむことでしょう。「わたしは世の中のあらゆることを知っていて、すべての
人間を理解できて、明白で明晰できちんと整理された考え方ができる」と、信じている人です。「わたしは確実なやり方でこの状況を分析できる自信がある」などと口にする人間は、本物のバカです。」
!
（トビ・ナタン「知識人とバカ」より）
!
「−−−−文化が変われば、バカのタイプも変わるのでしょうか？

ナタン／文化は、バカがバカだとバレないための手段として利用されています。哲学を教えるなど、大勢の前で難しい話をするのもそうです。どんなにバカでも、教養さえ身につければ難しい思想を操れる。そうやってバカがバ
レないようにしているのです。」
!
「−−−−バカは、他人の文化をかさに着ているのでしょうか？

ナタン／バカはいつでもそうです。バカであればあるほど、バカではない振りをしたがります。プライドが高いのでしょうね。だからこそ、身を守るための道具をあちこちで見つけてくるのです。バカ恐るべし、ですね。ラカン
によると、バカを精神分析すると、自らの無能を突きつけられるせいで食ってかかってくるそうです。ラカンにしては珍しく、正しくておもしろいことを言ったものです。」
!
「−−−−専門知識と専門用語がないと、バカが丸出しになるということですか？

ナタン／そのとおり。うまいことを言いますね。わたしが言いたかったのはまさにそれです。

−−−−（…）ところで、バカに打ち勝つ最善の策はなんでしょう？

ナタン／そんなものはありませんよ。バカと戦うなんてもってのほかです。三十六計逃げるに如かず。わたしも逃げ回っていますよ。大学にはバカの専門用語が飛び交っています。」




☆mediopos-2060　　2020.7.7

■郡司ペギオ幸夫「圏論の展開～脱圏論への展開」!
　（『現代思想７　圏論の世界／現代数学の最前線』2020.vol.48-9　所収）

名づけるということ 
表象するということは 
世界を閉じることだ !
そしてその閉じられた世界が 
さまざまな概念や記号によって 
説明されてゆく !
学問はそれを理論的に 
システム化していくことでもあるが 
そのとき学問はあくまでも 
その閉じられたシステムの内部において 
そこで使用される概念や記号による説明で 
完結しようとする !
けれどその理論は 
本来的に内部で完結はできない 
必ずその「外」が 
明示的であれ暗示的にであれ現れることになる !
しかも理論内部においても 
それは「生きられた」ものではないがゆえに 
常に内部に未知の領域が広がっている 
説明可能なものはあくまでも 
そこで概念や記号で示される部分に限られるのだ !
おそらく「生きられた」領域には 
すでに「外」との関係が成立している 
名づけ表象するということは 
それが「図」を際立たせることだとすれば 
つねにそこには「地」があって 
「図」を担保しているともいえるからだ !
そのように 
ある理論を構築するということは 
その理論の「外」との関係の下にあるともいえる 
その「外」はほんらい無際限だといえるから 
そこで問題にされるときの「外」は限定されたものとなる 

たとえばある事柄を思考するとき 
思考は海に囲まれた島のようなものだ 
思考できるのは島の内部であって 
海という「外」は島から見える場所に限られる !
しかも島に住んでいる思考にしても 
島の外をまったく知らないでいることもある 
思考可能な事柄は島のなかで 
みずからが移動できる場所に限られ 
しかも表象できる範囲の世界でしかないのだ 



「何かを説明するという目的は、科学に限らず哲学ですら、学問の基本的前提になっている。一般的にはそう理解されているだろう。説明に際して、説明できないもの、すなわち説明の
外部が出現することは、説明を志向するとりわけ理論家にとって、許しがたいものだ。このとき理論家は、未知の外部を包摂する形で、説明の全体を体系づけようとすることになる。未
定義の外部を記号的に「外」と措定し、「外」と既知の概念装置との関係を構成し、「外」も含めた世界全体を理論化する。内実のない「外」は、既知との様々な関係性の総体によって、
その意味を獲得するように理解される。意味のない点は、点に向かい、やってくる様々な矢印の全体を、不可知な内実の意味とする。平面に描かれた単なる点は、見知っている家や風景
との関係性を、放射状に展開した線で結ばれた途端、無限遠という意味を持つ消失点となる。意味の外在化こそ、圏論の基盤をなすものである。

　そのように理解される全体は、予め説明されているという意味で、生きている者にとって超越者の存在する閉塞的世界となる。絵画における消失点は、無限遠まで見渡された世界全体
の中で、未知の世界という希望を持ち得ない閉塞的世界の、わかりやすいメタファーとなるだろう。しかし消失点が画家によって描かれるように、そのような閉塞的世界は、ある意味、
理論家の構成した虚像であり、特定の制度に過ぎない。ならばそのような虚像を無視し、現実のみに定位し、淡々と生きていけば良さそうだ。ところが、関係性の束である制度は、そこ
に閉塞感を感じる「わたし」をも担保するものであるとも考えられる。内実のないわたしは、外部との関係性によって初めて内実を構成され、抽象的な他我の境界を持ち得る。したがっ
て「わたし」は、制度に隷属することで「わたし」を担保しながらも、制度が単なる特定の制度に過ぎず、現実の世界で宙吊りになっていることを理解する必要がある。それこそが現実
を生きるということになる。

　ドゥルーズやデリダの出現以来叫ばれてきた脱構築という概念は、制度を宙吊りにして生きることに定位しようとする者の道標となってきた。しかし、脱構築を、いかに意味あるもの
として構想するかという試みは、そういった者に大きな困難を強いる。脱構築を既存の制度の否定や解体と想定した途端、生成＝存在は、解体の継起としての運動と理解されることにな
る。解体の継起とは何だろうか。一過性の否定や解体なら簡単なことだ。若い頃なら多くの者が経験する、反抗であり、パンクである。ところがこの手の端的な否定は、否定する制度あっ
てのものとなる。見境のない反抗やパンクは、一面を焦土化し、何も残さない。そうなると反抗を継続することなど原理的にできない。だからこそ、反抗であり、パンクとして理解され
る脱構築は、単なる通過儀礼と思われ、一度経験した（理解された）後は、一顧だにされない。もしくは反抗する制度を維持するため、全否定しない程度に適度に否定し、制度との共犯
関係を生きることと理解されることになる。もちろん、通過儀礼も、共犯関係も、脱構築をうまく掬い上げてくれるものではない。」

「脱構築とは、外部に対峙して生きるための装置であり、構えであって、使う道具である。脱構築の言説は、外部に対する感受性を磨く装置であて、外部を説明するものではない。にも
かかわらず、説明することを伝統としてきた哲学の中で、脱構築は、単なる否定であり、パンクであるとみなされ、改定され再燃しては、その都度説明としての弱さを指摘され、沈静化し
てしまうように思える。」

「外部を説明するか、外部と向き合い生きるかという二者を対立させるなら、それは理論と実践の対立という分かり易い図式に陥るだろう。しかし、前述のように、外部と向き合うわた
し自体が制度に担保され、制度を宙吊りにしながら、制度の外部と向き合うことを余儀なくされるなら、制度の中にわたしを位置付けるという理論的「展開」を施すと同時に、その理論
自体が閉じていない装置となる理論的「転回」としての実践を実現せなばならない。この意味で理論と実践は両義的となる。

　一方で圏論は、説明を志向する学問的構えの極北と考えられる。徹底した外部を「外」と記号化し、他の概念装置と「外」との関係によって内実を構成する方法を、「外」に限らず全
てに敷衍する圏論は、決して外部を参照項として持たない、抽象的説明それ自体である。しかし、だからこそ、それは外部を持たない制度のあり方を明確にすることができ、脱構築され
た圏論によって、強力な外部を受け取る装置になり得ると考えられる。」
!
「脱構築の意義を肯定的に展開することは極めて困難だ。閉じていないことの肯定的意義は、外部によって初めてシステムが生成・維持されることを示すことで明らかとなるだろう。オー
トポイエーシスはまさにそれを意図して提案された。しかしそのようなシステムは、特定の条件のもとで内と外を循環させるだけの、限定されたシステムとなる。それはシステムの定義が
うまく行かなかったというものではなく、理論というものの原理的な性格である。外部を理論の中に組み込み、全てを説明しようとする理論の宿命なのである。脱構築とは、外部を取り
込んで説明し尽くすことではなく、外部に対峙し、向き合う者の装置、構えとしてしか構成できないのである。

　ウィトゲンシュタインが言語の根拠を言語の内部に求められず、言語ゲームとして外部に求めたのは、無論、外部そのものを理論の中に取り込めと言ったのではない。主観的な質感で
あるクオリアも、内的な質感に求められようとしながら、決して内部に見出せないのは同じ事情である。しかし、近年の心の哲学、意識の哲学は、クオリアの無際限さをうまく取り込み、
外在する使われ方の全体を記述することで、理論として完成しようと目論んでいる。それは無際限さ（外部）を限定し、心や間隔の基盤を実体化された世界に求めることに、他ならない。
これを越えて脱構築の意義を転回できるか、むしろクオリアの説明に与するか、それは今後の圏論研究にかかっているのかもしれない。」




☆mediopos-2061　　2020.7.8

■田中裕 編『西田幾多郎講演集』（岩波文庫 2020.6）

実在の根底には 
おそらく我と汝という 
人格概念がある !
我は我であり 
汝は汝であるが 
我の中に汝を見 
汝の中に我を見る 
その矛盾の統一 
反対の一致が実在の根底にある !
そのことによって世界は生成してゆく 
その意味において 
世界の根底を人格としてとらえることができる 
それは人格であるとともに仏教的な法でもある !
そうした反対の一致とは 
たとえば 
ひとさし指の差した彼方が 
みずからの背後へと向かっている 
そんな反対であるがゆえの一致 
としてもイメージできる !
反対の一致があるゆえに 
実在はそこから展開してゆく !
有と無 
円環と直線 
そうした矛盾もまた 
反対の一致として展開される !
ほんらい実在の根底は 
一なるものなのだろうが 
反対の一致という矛盾ゆえに 
矛盾がむずばれることで展開されてゆくのだ 

その意味で反対の一致とは二ではなく 
むすびとしての三であり三位一体である 
その三位一体が 
階層をつくりながら展開してゆくのは 
日本神話の神々やカバラにも見ることができる !
人間を霊魂体としてとらえるのも 
社会を有機体三分節としてとらえるのも 
三位一体ゆえのものだ 
そしてすべての根底には 
そうした三位一体という人格概念があるといえる 



（田中裕「解説」より）
!
「西田は、仏教を汎神論でも有神論でもなく、両者の対立を越えたものであると度々述べている。実在の根底を仏教のように非人格的な「法」とみるか、キリスト教のように人格的な「神」とみるか、一見するところ対立するように見
える二つの考え方をどのように統合するのかという問題がある。更にそれと関連して、輪廻転生する衆生の生きる仏教的な円環的時間と、創造から最後の審判にいたるまで不可逆的に進行するキリスト教的な直線的時間という対立する
二種類の時間をどのようにして統合するかという問題もある。これは仏教とキリスト教の対話を遂行する場合に、両宗教の相違だけを強調するのではなく、両者に通底する根源的な人格の理解、及び時間の理解は何であるかを探求する
ことにつながるであろう。

　西田は、純粋経験の立場から自覚の立場へ、自覚の立場からさらに場所の立場へと自己の哲学を展開していった。単なる論理分析と認識批判をもって終始するのではなく、人間の生死の問題と深く関わると同時に、人間の主体的実存
をそこにおいて語りうる実在を問う哲学こそが求められた。『無の自覚的限定』以後の西田の宗教哲学は、このように生と実在と論理を不可分なひとつの全体と見る立場からの思索であり、その議論は、さしあたっては、人格と時間と
いう二つの根本概念を焦点とするものであった。」
!
（「Coincidentia oppositoriumと愛」より）
!
「このCoincidentia oppositorium（反対の一致）は近世の始め、ルネサンスの頃に、ニコラス・クザヌスがいったことである。しからばどうしてこういう考えが出て来たかというと、基督教の神秘学派では神は不可思議であって、総て
否定で顕わすべきものであるとう、あたかも仏教でこれを「不」の一字を以て顕わすと似て居るのである。神は全智全能であるともいえない、有とも無ともいうことは出来ないとして居る。クザヌスはこの考えを積極敵に表わすために
Coincidentia oppositoriumの考えを出したのである。

　一体神は普遍無限なものとして考えられる。そうして神と世界の対立を有限と無限との対立と見て居る。しかし神は無限といっても、それは有限を否定した無限ではない。さなくば神の無限が如何にして世界を生み出すか。有限と無
限とが如何にして結びつくことが出来るか。そこで神の無限は有限を否定したものではなく有限と無限との一致した無限である。即ちCoincidentia oppositoriumである。神は総ての反対の統一である。論理的に矛盾したものを統一した
ものであって、両立しないものの一致を神の性質と考えた。

　こんな考えは仏教の論理的な方面にもあることと思う。これはいつでもある考えの終極に達すると、こんな風の考えになる。」
!
「我等が真に愛するという事は自と他の矛盾の一致である。即他を愛するという事が自分を愛する事になる。かく愛の本質はこのCoincidentia oppositoriumがもっとも純粋に顕われたものである。このCoincidentia oppositoriumはまだ
論理においては消極的であるが、愛においてそれは積極敵につかまれる。一体いろいろの知識は独立にして相入れないものである。それを統一する綜合的全体が即ちCoincidentia oppositoriumである如く、我等が他と対立して、利害相
入れない矛盾のところに一致の結合をする心情が愛である。

　この愛は論理的には説明はできぬが、論理上のCoincidentia oppositoriumが生活においての愛であって、一切の基礎となっておる。（･･･）

　こう考えると、宗教上の神仏とはその本質は愛であるといってよいと思う。知識の境まるところ人格となりてこの人格はCoincidentia oppositoriumであるがCoincidentia oppositoriumが結合するものが神または仏であって、愛が神や仏
のessenceである。それでこれはあくまで知識の対象となる事はできぬが情意の要求によってこれを味わいこれに結びつく事ができる。故に神を知識的に限定する事は中世の否定神学のいうが如く不可能である。しかしCoincidentia 
oppositoriumは一切の人間活動の基礎となり、愛の形によってその極地が示されるのである。即ち極めて論理的な概念が現実生活に極めて密接な事実となる。仏教でも、華厳などから、浄土真宗に移るところにこんな意味がありはしな
いかと思う。」
!
（「実在の根底としての人格概念」より）
!
「我々の人格というものが実在界と考えて居るものの根本的の形であって、言葉を換えて言えば、我々の実在界というものは人格的のものである、ということをお話しようと思う。」
!
「我々の自己は人格的、パーソナルでなければならぬ。行為的自己は人格でなければならない。真の行為の意味には人格的という事を加えねばならぬ。そうすると自己をどういい現さねばならぬかというと、自分の中に絶対の他を見、
絶対の他の中に自己を見るということになる。単に絶対の他といったのみでは十分ではない、他なるものを自己の中に見るのである。そしてこの他の中に自己を見るという事は物質についてはどうしてもそういう事はいわれない、この
他は常に汝という意味をもたねばならぬ。人格という事は、カントの様に、他人の人格を認める事によって我の人格を認める、私が汝の人格を認める事によって私となるのである。他と考えられるものは、何時でも汝という意味を持た
ねばならぬ。そういう風な事を付け加うる事により、真の自覚というものをいい現わす事が出来る。即ち、他という場合の他者は汝という意味をもつものである。つめていえば、私において汝を見、汝において私を見る。これが真の愛
である。普通の考えでは我々の人格が成り立つ根本条件として愛が考えられていないのである。」
!
「人格は互に絶対に独立であるが、それ故にかえって結びつく事でなければならぬ。この矛盾の統一、それは人格の体験において証明される。真の時というものは人格であるといってよい。抽象的の時は考えられたもので、そこにカン
トのいう様な形式的な時というものが考えられるであろう。けれども実在の時は各々の人格にくっついたものである。各人が各人の時をもつ。そういうものの結びつきが人格的統一とか社会的統一というもので、これからすべての人格
の統一が考えられるのである。本当の時というものは各人がもつ。これは相対性原理において、場所がちがえば時がちがうというのと同じ事である。我々の実在界は時において成り立つ。その根底を考えてゆけばこのようなことになる
のである。この世界というものは、その根底において人格であるといい得る。」




☆mediopos-2062　　2020.7.9

■『ＴＲＡＮＳＩＴ４８　美しき古代文明への旅』!
　（講談社ＭＯＯＫ 2020.6）

文明は興り 
そのスパンもプロセスもさまざまだが 
やがてその文明は滅亡してゆくことになる 
現代文明もおそらく例外ではない 
少なくとも現状の姿がずっと同じ形で続くことはない !
文明はおそらく 
人間の魂の進化プロセスに関わっている 
魂にはそのための学習プログラムがあるのだ !
ある文明を繰り返し経験することもあれば 
いつくかの文明を平行しながら経験することもある 
そしてぞれぞれのステージで所定の学習を終えると 
異なった環境でしか学び難くなる !
個別の魂に関してもそうだが 
ある程度まとまった類魂にとって 
ある文明でのプロセスが終わろうとする頃になると 
さまざまな理由でその文明は滅亡への道を歩み 
あらたな文明へとシフトすることになる !
魂によって学ぶ内容はさまざまで 
一定の魂はあらたな文明へと 
シフトできなくなる場合もあるだろうが 
それぞれの文明で得た糧はあらたな形で継承されてゆく !
たとえ現在の文明がやがて滅亡への道を歩むとしても 
重要なのはそこでどんな糧を得ることができるかだ !
そのプロセスのなかでは 
現在学び得ていることを可能なかぎり継承し 
発展させていこうとする方向もあれば 
マンガ版のナウシカの結末のように 
文明を再生させることを拒む方向もある !
古代文明を振り返るときにも 
現代文明を直視し問い直すときにも 
その文明が魂のなかに 
何を創造させるべく興ったのかを問う必要がある !
文明を問うことは 
魂が何を学ぼうとしているのか 
それを問うことでもあるのだから 



「あたりまえにある世界も、何かをきっかけにその景色を変えてしまうことがある。2020年初、新型コロナウィルス感染症の拡大は、私たちの暮らしに大きな影響を与えました。そのひとつが移動の制限、つまり「旅」ができな
くなったことです。人類はアフリカで誕生して以来、数万年もの間、移動することによって世界を広げてきました。人びとの旅に出たいという本能、世界を知りたいという知的好奇心の手引きとなることを願って、TRANSITは
「旅」をつづけます。

今回の特集は、政治経済といった社会システムやインフラから、文字や暦、法律、数学、医療など、現代の生活のルーツとなるものを生んだ古代文明。いまだ解読できない文字をはじめ、解明されていない建築技術や習慣なども
多く、古代ミステリーへのロマンは尽きません。（…）しかし、それほど高度な文明を築いたというのに、主な古代文明はほぼ終焉を迎えています。それは現代文明もいつかわは終わってしまうことを示唆しているのか。だとし
たら、かつての文明崩壊に、私たちが学ぶことはあるのでしょうか。国境も時も超え、偉大なる古代文明を紐解きながら、現代文明を再考する旅へ。」
!
（編集部＝文「文明が消滅するとき」より）
!
「有史以来、世界各地で文明が勃興しては「滅亡」していった。繁栄した都市が放棄されたり、君臨していた王朝が倒れたり、人口が社会を維持できないほど減ったりなど、文明を「消えた」とする状況はさまざまだ。しかし滅
亡へと導くきっかけは共通するものが多くある。ここに挙げた６つの事象は多くの文明が直面しや「滅亡あるある」だ。

　ひとつの原因が文明滅亡を引き起こすのではなく、複数の要因が作用しあって滅亡に至る、というのが現在では定説となっている。たとえば人口が増えると、食糧確保のために広い耕作地を求めて森を切り開く。すると河川の
氾濫を誘発し、農作物の不作に見舞われる。食糧不足をきっかけに社会の不安が顕在化し外部からの侵略を許す、といった具合だ。

　急な寒冷化など、人知の緒夜話自然現象が原因のひとつとなることも多いが、多くの場合、文明の発展それ自体が作り出す問題によって滅亡に近づいていくようだ。はたして私たちが生きる現代社会に当てはまることがあるの
か、自問せずにはいられない。」

「１　社会を継続するための資源供給がストップ。」

「２　食料の生産に直結する大地の変動。」

「３　他の文明に、力が及ばずに支配権を引き渡す。」

「４　社会が大きくなると興る、元は仲間の者たちの戦い。」

「５　社会繁栄の象徴が、滅亡への歩みを加速。」

「６　文明は「感染症のゆりかご」、定住を選んだ人類の定め。」
!
（レベッカ・コスタ＝文／徳川真純＝翻訳「古代文明の崩壊から現代人が学べること」より）
!
「人類の歴史とは、社会の加速度的な発展と、それを遮る周期的な危機の繰り返しだ。いずれの文明も、初期にはあらゆる逆境を乗り越え、成功を収めてきた。協調性、創造力、そして決断力を同時に発揮することで差し迫った
危機に対処できていたからだ。ところがある時、自分たちの能力の限界に達する。これまでの仕組みが崩壊し、最終的には人間の基本的なニーズを満たすために奮闘する小規模の集団に立ち返ることになる。そしてそこからまた
再起を目指して前進するのだ。ローマ帝国、マヤ文明、クメール帝国、古代エジプト文明、明王朝といった数々の文明を滅亡へと導いた直接的な原因に関する研究は盛んに行われているが、無防備なまま崩壊の引き金となる事件
を迎えるに至った人びとの行動については、つい最近まで注目されてこなかった。滅亡への一途を辿る危機の「予兆」はあったのか、そして、私たちは彼らと同じ運命から逃れることはできるのか。」
!
「私は過去の文明が陥ったような窮地から抜け出すために、テクノロジーが重要な鍵となると考えている。」

「認知閾に打ち勝てなかった過去の文明よりも優位な点が現代社会にあるとすれば、それは(1)崩壊が起こる予兆を把握していることと(2)急激な退化を回避できるだけの知識と手段を有していることだ。したがって、現代に生きる
人びとが真に直面している問題は、過去と決別できるかどうかではなく、決別するための行動を起こすか起こさないか、なのである。」
!
（福岡伸一「ナウシカが拒んだ計画」より）
!
「宮崎駿の代表作に『風の谷のナウシカ』がある。ご存じのとおりアニメ版とマンガ版の二つがある。」

「宮崎駿自身によって長年にわたって描き継がれたマンガ版では、アニメ版の小綺麗な結末は否定され、展開は複雑に絡まった難解なものとなる、最後のハッピーエンドではない。」

「マンガ版では、最後にナウシカは、人類の高度な文明を再生させるために秘かに準備されていた約束の場所を発見するのだが、それを活用するのではなく、徹底的に破壊することを選び、そのあと姿を消す。この謎めいたアン・
ハッピーエンドこそが、この物語の最大の見せ場でもある。ここに、文明の発展とは何か、人間の幸福とは何か、という大きな問いの答えが示されている。ナウシカは計画されたものを拒否したのだ。

　つまり、それは、ひとことで言えば、ロゴスを捨てて、ピュシスに従う、という選択である。ロゴスとは、人類史における言葉、そして言葉によって構築されたフィクショナルな世界ということであり、一方、ピュシスとは、
本来の自然のあり方を指す。私たちにちょってもっとも身近な自然とは、私自身の身体、そして生命のことである。ピュシスとしての人間の側面、すなわち、生と死、性、病、老いなどとして現れる。ロゴス（言葉・論理・計画）
は、これらを制御できないものとして、恐れ、見て見ぬふりをし、隠蔽し、タブーのなかに押し込めた。しかし、ピュシスは本来的に制御できないものであり、自在に振る舞い、絶え間のないダイナミズムと変化のなかにある。

　今般のウィルス禍も、そのようなピュシスの不意打ちとしての現れのひとつだ。ウィルスは、高等生物の遺伝子の断片がちぎれて外部に出て、変化や交換を繰り返し、また戻ってきた自分の一部である。ウイルスは生命の一部
であり、ピュシスの１ピースだ。撲滅したり制圧することはできない。ピュシスとは動的平衡のことであり、人間はそのなかで、絶えずウイルス（を含む病原体）と押し合いへし合いしてきた。私たちは自然を自然として受け入
れ、共存していくしかない。文明もまた、ピュシスのなかの動的平衡の揺らぎとしてしか成立しない、あやうい虚構であることを忘れてはならない。」




☆mediopos-2063　　2020.7.10

■ダーウィン（渡辺政隆訳）『ミミズによる腐植土の形成』!
　（光文社古典新薬文庫 2020.7）

自然には無数の秘密がある 
そしてその秘密は 
絶妙なバランスで 
環境を織りなしている !
人間はその秘密のいくつかに気づき 
それを技術化しながら文明を築きあげてきた !
けれどそれらの技術は往々にして 
すぐに結果を生み出すものに特化されることで 
全体の調和は壊されてしまうことになる !
そしてそのアンバランスが閾値を超えたとき 
その文明はさまざまな問題や軋轢を生み出してゆく !
ひそかに腐植土の形成に多大な貢献をしている 
ミミズのような存在は忘れられがちで 
その存在が多くの人の気づきになる頃には 
すでに問題が深刻化していることにもなりがちだ !
役に立たないと思われていた存在 
しかも派手では決してないちっぽけな存在こそが 
きわめて重要な役割を果たしていることは気づかれにくい !
ときには一見して害を与えているような 
そんな現象を引き起こしている存在も 
ひょっとしたら大きな連関のなかで 
見えない大切な役割を演じているのかもしれない !
そしてなにか問題が起こったときにも 
短絡的でファナティックな対処法によって 
たいせつなものがスポイルされてしまったりもする 

ウィリアム・ブレイクが 
一粒の砂に世界を見 
一輪の野の花に天を見ることを詠ったように 
小さなもののなかに 
大きなものがあること 
そのことに気づけるような 
地味で静かな知恵は見逃されがちだ !
派手なパフォーマンスばかりが注目され 
それに乗じたり逆に攻撃したり 
そうしたことを繰り返しているうちに 
たいせつなものはどこかに消えてしまって 
取り戻せなくなることもある !
しずかな知恵のなかでしか気づくことのできない 
無数の知恵のバランスに 
ひとりひとりがたしかに 
耳をすますことができますように 



「適度な湿度がある地域ならばその地表は腐植土で覆われている。その腐植土の形成にはミミズが貢献しているというのが、本書のテーマである。」
!
「ミミズが世界の歴史において果たしてきた役割は、ほとんどの人が思っているよりも大きい。湿潤な土地ならばほぼどこにでも、とんでもない数のミミズがいる。しかもそのサイズにしては筋肉の力も強い。イングランドの多
くの場所では、一エーカー〔約〇・四ヘクタール〕ごとに乾燥重量にして一年に一〇トン以上（一万五一六キログラム）の土がミミズの体内を通過し、そこここの地表に運び上げられている。結果的に、表層の腐植土全体が、数
年ごとにミミズの体内を通過している。古いトンネルが崩れることで、腐植土はゆっくりとではあるが絶えず動いており、それを構成する土の粒は互いにこすれ合わされている。このようなやり方で、新たに表層に出た土は、土
壌中の炭酸に絶えずさらされており、岩の崩壊に関してさらに大きな効果を発揮すると思われる腐植酸の作用にもさらされている。腐植酸の生成は、ミミズが食べる大量の腐りかけの葉が消化される間に促進されるようだ。した
がって、表層の腐植土を形成している土の粒子は、土の分解と崩壊にとってきわめて好都合な条件にさらされている。しかも、もろい岩の粒子の相当な量が、ミミズの筋肉質の砂礫の中で、石臼の役を果たす小石によって機械的
にすりつぶされる。」
!
「ミミズは、ひげ根をもつ植物の成長やあらゆる種類の芽生えのために、みごとなやり方で土壌の準備をする。ミミズは腐植土を定期的に空気にさらし篩にかけるため、ミミズが飲み込める粒子よりも大きな石が腐植土中に残さ
れることはない。ミミズは、園芸家が大切な植物に目の細かい土を用意するように、腐植土をたんねんに混ぜ合わせるのだ。この状態だと、湿度を保ち溶解するすべての物質を吸収するのに適しており、硝化作用にも好都合であ
る。死んだ動物の骨、昆虫の硬い部分、陸貝の殻、葉や枝などは、遠からずミミズの糞塊が堆積した下に埋められることで、植物の根が届く範囲内でほぼ腐敗した状態に置かれる。さらにミミズは、巣穴の口をふさぐためと食物
にするために、莫大な数の枯れ葉や植物の一部を巣穴のトンネル内に引きずり込む。

　食物として巣穴に引きずり込まれた葉は、細かく裁断され、部分的に消化され、消化液と尿管分泌液に浸された後、大量の土と混ぜ合わされる。この土が、黒くて養分に富む腐植土を形成し、明瞭に区別できる層となる、ほぼ
すべての地表を覆っている。」
!
（渡辺政隆「解説　大地のエンジニア、ミミズ頌歌」より）
!
「進化論の提唱者チャールズ・ロバート・ダーウィン（･･･）の死の半年前、一八八一年一〇月一〇に出版されたのが、（･･･）本書『ミミズによる腐植土の形成』である。」
!
「著者の謙遜をよそに、「タイムズ」誌は発売当日に掲載した書評で、ダーウィンは下等な動物の地位を昇格させたと絶賛し、一〇月二三日に発行された風刺雑誌『パンチ』は、著名な風刺画家エドワード・リンリー・サンボー
ンのペンになる、芝生の上に座り込み、？マークの巨大なミミズについて考え込むダーウィンの戯画を掲載した。そのキャプションには、『人間の由来』で人間を下等動物に引きずり降ろしたダーウィンが今度は「賢いミミズ」
に目を向けたとある。」」
!
「本書の内容は、ミミズの習性に関する観察記録と、糞の排泄量の測定に関する記述がその大半を占めている。こんな地味な内容の本が、当時のイギリスの人々になぜそれほど受けたのだろうか。」
!
「地球は地質学的変化を少しずつ積み重ねることでその相貌を変えてきた。造山運動にしても、火山島の沈下とサンゴ礁の形成にしても、ミミズが地中の土を飲み込んでは地表にせっせと排泄する活動にしても、膨大な時間をか
けた漸次的な変化が大きな結果をもたらるという斉一説の原理の体現にほかならないろいうのだ。そして、自然淘汰の作用も、少しずつたゆむことなくはたらくことで新種を生み出す原動力たりうると主張したかったのだ。

　一般読者にすれば、ダーウィンのそのような秘めた意図とは別に、かの偉大なダーウィン老が、ミミズごときに法外な関心を向け、かくも嬉々として実験観察に勤しみ、それを大真面目に報告していること、そしてその知能と
秘められたパワーを明らかにしたことに感激したのかもしれない。

　本書により、それまでは芝生を荒らす害虫で、釣りやニワトリの餌くらいにしかならないと考えられてきたミミズが、一躍、大地を耕すヒーローに躍り出たのだ。」
!
「英語で人間を意味するhumanは、ラテン語で土壌を意味するhumusに由来している。命は土から生まれて土に戻るという謂なのだろう。万学の祖アリストテレスは、ミミズが土を食べていることを知っていたからなのだろう
か、ミミズを「大地の腸（はらわた）」と呼んだ。

　一方、英語でhumusといえば腐食質ないし腐葉土のことである。mould（米語ではmold）もhumusuとほぼ同義だが、a man of mouldというと、「（やがて土に還る、死が定めの）人間」を意味する。


　本書の原題にあるvegetable mould（腐植土）は、原書出版当時のヴィクトリア朝イギリス英語で一般に使われていた言葉で、原題の用語でじゃ「humusを多量に含む表土土壌（A層）」、専門用語では「モリック表層」のこと
である。」
!
「人の生活と因縁浅からぬミミズだが、じつはよくわかっていないことがまだまだ多い。現在、少なくとも七〇〇〇種が知られているのだが、実際の種類はその二倍ないし三倍なのではないかといわれている。ミミズの分類を専
門とする研究者が少ないせいで、特に熱帯に生息するミミズなどの研究が遅れているのだ。」
!
「ダーウィンも本書の末尾で書いているように、ミミズは巨大なサンゴ礁を築くサンゴ虫（･･･）にも匹敵する働きを日々こなしている。ただし現在、そのミミズやサンゴ虫に異変が起こりつつある。ミミズの活動や分布は、気
温や降水量に大きく左右される。サンゴは、水温が上昇すると共生している褐虫藻が減少し、白化して死滅する。地球温暖化の行方次第で、ダーウィンが愛してやまなかったミミズとサンゴ、ひいては地球の環境が大打撃を被り
かねないのだ。

　今こそ、矮小な生きものの大きな価値に目を向けたダーウィンの先見の明と、大自然の前で謙虚であれと説いたソローの思想に改めて学ぶべきときだろう。本書がそのきっかけとなることを願う。ソローは一八六〇年に友人に
あてた手紙で次のように書いている。「立派な家を持ったところで、それを建てる地球が健全でなければいったいどのような意味があるのでしょう」」




☆mediopos-2064　　2020.7.11

■高田文夫!
『誰も懸けなかった「笑芸論」!
　森重久彌からビートたけしまで』（講談社　2015.3）

この6月30日に 
紀伊國屋ホールで行われた 
神田伯山独演会での 
伯山と高田文夫のトークが面白かった 
※コメント欄で聞けます !
高田文夫はお笑いの世界のなかを 
生きてきた時代のことを振り返っていた 
高田文夫は御年72才 
ほとんど聞き役の神田伯山が37才 !
神田伯山のスゴさは 
高田文夫の生きた笑いの世界を 
かぎりなくリスペクトしながら咀嚼し 
この歳にして幅広い芸能のアーカイブともなり 
かつ新たな時代への開拓者たらんとしているところだ !
個人的にいえば 
ぼくは若い頃テレビの全盛期と思われる時代を過ごし 
高田文夫の関わったお笑いの世界を 
テレビとラジオで空気のように呼吸していた !
本書で挙げられていた芸人たちのことは 
名前を聞いただけで 
その芸の魅力はリアルタイムで理解できる 
音楽でいえばビートルズとその後といった時代だ !
時代を振り返ることができるということは 
ある意味でその時代の遺したものをあらためて 
とらえかえすことができるということ !
この時代の芸能は 
テレビとラジオとともに生きていたけれど 
その時代もしだいに遠ざかろうとしている 
時代が繰り返されることはおそらくもうない !
今やインターネットの時代となり 
しかもコロナウィルスも影響してか 
かつての芸能の時代とは別の形が 
これからは生まれてくるのだろうと思われる

お笑いといえば 
昨年暮れのＭ１グランプリ２０１９はけっこうな話題となり 
ミルクボーイやぺこぱなどいまやひっぱりだこだが 
それらは新たな芸能のジャンルとして登場したわけではない 
おそらくこれからのお笑いの世界は入り乱れながら 
ある意味で戦国時代のようになっていく印象がある 
ほんとうに新たなものがでてくるとすれば 
こうした時代の後なのだろう !
むしろそうした存在よりも注目したいのが 
神田伯山のような古典をベースとした存在だ 
そこから新たな芸能がつくられる 
さまざまな種となっていく可能性が感じられる 
実（じつ）のあるものは 
実のあるものからしか生まれないだろうからだ !
あらためて考えてみると 
こうした漫才や噺家 
講談などの語りの芸がもし存在しなかったとしたら 
言葉はずいぶん貧しくなってしまっていただろう !
哲学や科学における言葉や 
文学や詩における言葉といったベクトルとは 
異なったベクトルをもった 
生きた言葉の力だ !
神田伯山が講談の世界を志したのは 
立川談志の「らくだ」をきいて 
鳥肌が立ちつづけたことからだそうだが 
そんな鳥肌が立つほどの芸の力は確かにあるのだ !
その力の秘密の一端なり 
体感できる力を持ちたいと切に思う 



「浅草の盛り上がり（実演）が昭和一〇年代。

ラジオの全盛期がきっと昭和二〇年代。

映画の全盛期が間違いなく昭和三〇年代。

そしてテレビの全盛期が昭和四〇～五〇年代。

昭和六〇年代に入るとテレビも色あせていったような気がする。

昭和三〇年代から四〇年代（中頃）までは見る側だったのが、そのテレビの全盛期にギリギリ間にあい、テレビを作っていられた幸せを、特にこの節ヒシヒシと感じる。

大橋巨泉が週刊誌で語っていた。

「テレビが家で大様だった時代に、テレビの中にいられたことが幸せだった」と。

平成に入って、テレビは？　う～～ん、それはまた別の機会に･･････。ネット社会か･･････わからない。」
!
「第一章　体験的「笑芸」六〇年史

少年期の体験、放送作家として見つめた愛すべき喜劇人たち。

森重久彌、三木のり平、青島幸夫、渥美清、林家三平、永六輔、坂本九、古今亭志ん朝、森田芳光、立川談志、三波伸介、景山民夫、大瀧詠一

番外編／脱線トリオ、ハナ肇とクレージーキャッツ、コント55号、ザ・ドリフターズ」

「第二章　ビートたけし誕生

噂を聞きつけ足を運んだ浅草で出会ったビートたけし。その出会いから伝説の「オールナイトニッポン」まで、「笑い」に革命の起こった瞬間、そこでは何が行われていたのか。」

「第三章　自伝的「東京笑芸論」

戦後から現在の東京の「笑い」への系譜を、場所と出来事・人を縦横に繋ぎ浮かび上がらせた、「笑芸六〇年私史」。」
!!
◎神田伯山ティービィー

【ライブ収録】高田文夫先生に訊く、新宿と寄席の思い出【特別公開】

2020年6月30（火）紀伊國屋ホールにて開催されました「神田伯山独演会」にて収録しました伯山と高田文夫先生のトークをお楽しみください

https://www.youtube.com/watch?v=8C7kXy1wWK4
!



☆mediopos-2065　　2020.7.12

今やネット情報が 
共同幻想化しようとしている !
パソコンやスマホで垂れ流される情報は 
テレビや新聞をはじめとするメディアにもまして 
ますます私たちを振り回しつづけている !
それらのメディアからの情報は 
専門家と称する啓蒙家からだけではなく 
ネットの浸透している現在では 
体制的反体制的を問わず 
個人としての啓蒙家からも 
とりわけ政治的経済的情報を中心に流され続け 
人びとを啓蒙しようとしてやまない !
自分を芸能人になったかのように妄想し 
個人の生活情報を流し続けるネットの民も 
そうした共同幻想づくりに一役買っている !
吉本隆明は『共同幻想論』で 
個人幻想・対幻想・共同幻想の「幻想」が 
どのように現れるかを論じ 
生を営んでいるひとりひとりの個人が 
社会のなかでの共同幻想から 
どのように自立し得るかを模索した !
吉本隆明のことばが魅力的なのは 
政治的経済的自由ばかりを啓蒙しようとする 
共同幻想の刷り込みを拒否し 
共同体に呑み込まれない 
個人からの生きた思想を信じているところだ !
共同幻想から自由であろうとすること 
そのためにはひとりひとりの「個人幻想」が 
たしかな場所で育たなければならない

そのためには 
専門という囲いに覆われたアカデミズムからも 
政治と経済によってひとを囲い込もうとする政治家からも 
教えられるべきものを与えようとする教育家からも 
離れたところでの自由をもたねばならない !
教育者も知識人も政治家も 
多くの場合それと自覚のないままに 
ひとりひとりのもっているたしかな生の場所を 
共同幻想によって操作しようとしてやまないからだ !
そうした啓蒙から自由になるためには 
ひとりひとりがみずからの 
個人としての生の位相に気づき 
共同幻想に「裂け目」を入れ 
さまざまな啓蒙的な言葉から離れ 
「沈黙の有意味性」によって支えられる必要がある 

■先崎彰容!
　『100分 de 名著　吉本隆明　共同幻想論／!
　　戦後、最も難解な本に挑む』（NHK出版 2020.7）!
■吉本隆明『改訂新版　共同幻想論』!
　（角川文庫　昭和五十七年一月／平成二十四年十一月）



（先崎彰容『100分 de 名著　吉本隆明　共同幻想論』より）
!
「吉本隆明という思想家は、なぜ徹底的に国家や法という「共同幻想」にこだわったのか。なぜ発生のメカニズムを解明しようとしたのか。

（…）『共同幻想論』の「序」には、「人間はしばしばじぶんの存在を圧殺するために、圧殺されることをしりながら、どうすることもできない必然にうながされてさまざまな負担をつくりだすことができる存在である」とありまし
た。一旦渦中に巻き込まれると、人は普段からは信じがたい行動をとってしまう。それはなぜなのでしょうか。

　抽象的で原理的に見える思索は、「対幻想」を考察することから始まりました。そして人間関係の原初に「エロス的関係」があると分かりました。女性が祭司行為のトップにいて、男性がその下で政治的権力を受けもつという段階
が崩れ、やがて男性の政治的権力者がトップになると、男性同士の関係が全面にでてきます。「対幻想論」の冒頭で、吉本はフロイトの論文「集団心理学と自我の分析」を参照し、父と子の葛藤を取りあげますが、原始的な集団の息
子たちにとって、「父」という存在は理想と同時に畏怖の対象でもありました。そこでまず、息子たちは団結して父を殺害しますが、一旦父が不在にとなると、今度はだれが父の役割を肩代わりし女性を独占できるかをめぐって争い
が絶えなくなりました。そこで最終的に共同体ではなく家族の中で父としての地位を襲い、自らを満足させるようになった−−−−。

　以上のように、男系中心の共同体は権力争いを不可避とします。現代政治の派閥抗争一つ見ても、そこに疑似性的関係があることは頷けるはずです。駆け引きと抗争、好悪と嫉妬の感情が国政運営の舞台上で繰り広げられているの
を見ると、エロス的関係が国家にまで残り香となっていることが分かるのです。

　さて、こうした共同幻想に取り憑かれ、他者との駆け引きに明け暮れる人間が、そこから身を引き剥がす術はあるのでしょうか。吉本の次の文章に手がかりが隠されています。「言語」「個体」「それ以外」ということばに注目し
て読んでください。
!
　　　言語を表現するものは、そのつどひとりの個体であるが、このひとりの個体という位相は、人間がこの世界でとりうる態度のうちどう位置づけられるべきだろうか、人間はひとりの個体という以外にどんな態度をとりうるも
のか、そしてひとりの個体という態度は、それ以外の態度とのあいだにどんな関係をもつのか、といった問題である。（「序」）
!
　個体以外の態度、これこそ本書で追求してきた共同幻想に他なりません。しかし私たちは共同体を形成する一方で、個人としても生きています。これが「個人幻想」を指すことも分かるでしょう。そして吉本隆明は、自らが詩人と
して出発した文学者・批評家であることから。ことばを操る存在に注目を促します。

　マルクス主義文学理論では、社会革命の糧になることばこそ重視されるべきだという「社会主義リアリズム」の文学観が評価されていました。これに吉本は激しく反発します。政治がすべての中心課題となり、ことばがそれに奉仕
するだけでは人間を描けない。エンゲルスのように経済的範疇だけでも不十分である。人間は政治的経済的自由だけでは救われない。もっと複雑な陰影を帯びた存在である。吉本はそれを「人間の全範疇」と表現しました。」
!
「個人幻想−−−−吉本は時に「自己幻想」とも言う−−−−をめぐって、重要だと思われる次の文章を見てください。
!
　　　原理的にだけいえば、ある個体の自己幻想は、その個体が生活している社会の共同幻想にたいして＜逆立＞するはずである。しかしこの＜逆立＞の形式は、けっしてあらわな眼にみえる形であらわれるとはかぎっていない。む
しろある個体にとって共同幻想は、自己幻想に＜同調＞するものにみえる。またべつの個体にとって共同幻想は＜欠如＞として了解されたりする・またべつの個体にとっては、共同幻想は＜虚偽＞としても感じられる。（「祭儀論」）

!
　「原理的」とは理念的、というくらいの意味でしょう。理念的に言えば、共同体と個人には緊張関係が存在しているはずであるが。それが逆立の意味です。しかし前回までの、対幻想をへて国家が姿を現す場面を見てきた私たちは、
共同幻想がもつ「エロス的関係」「時間性」「タナトス的関係」をしっています。つまり共同幻想にたいして私たちは冷静ではいられない。嫉妬や生死にまつわる複雑な感情をもって国家を抱きしめたり、突き放したり埋没したりし
ている。この現実をしるからこそ吉本は、＜同調＞や＜欠如＞、＜虚偽＞ということばをつかい。個人幻想と共同幻想の関係を、より繊細に描こうとしているわけです。」
!
「残念ながら、『共同幻想論』に答えはありません。この著作が何回であると同時に、曖昧なまま結論なく終わっていると批判される理由です。ここで『共同幻想論』の本文から離れ、吉本のさまざまな発言からイメージをつくって
いきましょう。」
!
「大衆は、自分の生活圏にしか興味を抱きません。（…）

　しかし吉本は彼ら大衆に可能性を感じます。日々生きていると、あらゆる現実的な課題が否応なしに降ってきます。本人が好むと好まざるとを問わず、人間が生活している限り、次々に襲い来る諸事に一つひとつ対応する大衆の姿
に、吉本は「自立」の思想的拠点を見いだしました。個人幻想にモデルを探りだそうとしたのです。

　ではなぜ、吉本はベトナム反戦運動をさほど評価しないのでしょうか。なぜ知識人が大衆を啓蒙することを嫌ったのか。高く評価する「大衆の原像」とのちがいはどこにあるのか。講演「個体・家族・共同性としての人間」に次の
ようなヒントが隠されています。
!
　　　啓蒙家諸君というものと、思想家というものとはどこがちがうかといいますと、啓蒙家はあたうかぎり抽象的なマッスとしてかんがえられている抽象された大衆が、国家の共同幻想性の法的規範に黙って、つまり唯々諾々とし
て服従している、だから啓蒙すればいいんだ、というふうに大衆を把握するわけです。しかし、われわれはそう把握しないで、大衆というものは沈黙の言語的意味性として存在し、それは国家の法的言語にいわば対峙しているという
ふうに考えます。だから、沈黙の意味性というものがさしだす一種の裂け目というものを了解できるかできないかということが、いわば啓蒙家というものと思想家というものを本質的にわかつ分岐点です。（前著作集十四巻所収）」
!
「沈黙の有意味性に支えられた大衆こそ、個人幻想−−−−あるいは自立−−−−の原型にちがいありません。」

「一人に一つ、かけがえのないドラマがある。それは知識人に操られ群衆化するのとはちがう、地に足のついた匂いも手ざわりもある生活実感のことです。平凡が非凡であること、非凡な営みに支えられて、ようやく日常という秩序
が成り立っていることに気づくこと。この「気づき」を吉本は「裂け目」と名づけ、自立するための根拠だと強調しているのです。」
!
「政治の世界に目をむけると、民主主義はポピュリズムとほとんど変わらないかのようになり、世論がごく短時間で賛成と反対に揺れ動く状況を生み出しました。情報に一喜一憂し、感情をもっていかれている。人間が情報を操る
のではなく、逆に情報に私たちが操られているのです。

　この情報こそ、現代最大の「共同幻想」に他なりません。多くの人が毎朝、会社の机の前に座るとパソコンを立ちあげます。そこに羅列されている不祥事、タレントのスキャンダル、政治の醜聞を見て、私たちはそれを「現実」だ
と思い込みがちです。少し良識のある人なら、溜息をついて「現実はくだらない」と思うかもしれません。しかし、そこにこそ落とし穴があります。こうした情報を「くだらない」と思う時、実は私たちは画面上の選択された情報を
現実だと思い込んでいるからです。しかし吉本ならば、こうしたスキャンダルの羅列を決して現実とは思わないでしょう。それよりもパソコンの画面から目を離し、一旦深呼吸をして（…）些末な諸事の積み重ねこそ現実だと言うに
ちがいありません。

　一見、日常生活は無味乾燥で淡々としており、平凡に見えます。しかしこの平凡は一瞬のうちに瓦解します。生は死と隣り合わせであり、自ら維持しなければいつ崩壊するか分かりません。

　「裂け目」や「沈黙の有意味性」ということばで吉本が指し示したことは、このような人間関係の危うさです。そして二〇二〇年、新型コロナウイルスによる感染症の急拡大に直面する私たちは、まさに、平凡を取り戻すことの困
難に直面しているではありませんか。現実はくだらない画面上にあるのではなく。足下の生活にあることに気づかねばならないのです。」

「政治的立場の左右など関係ないのです。私たちは常に、共同幻想がもつ魔力に惹きつけられやすい存在です。吉本が考える自立した個人とは、一つの情報を信じ一気に凝集するのとは正反対の存在です。（…）大半の皆さんは、吉
本が例示したように、恒産をもたず、自らの知恵だけをたよりに店を、生活を維持し、会社組織を維持してきた大衆にちがいありません。それは特段、注目される営みではないかもしれない。しかし、そのしんどさをことばにしよう
とした時、私たちは意外にも『共同幻想論』の近くにいるのかもしれない。まさにその時、刹那的な共同体に呑み込まれない個人幻想を、手にしているのです。」




☆mediopos-2066　　2020.7.13

■アナ・チン（赤嶺淳訳）!
　『マツタケ／不確定な時代を生きる術』（みすず書房 2019.9）

自然か人間か 
ではなく 
自然と人間 
ということを考えてみる !
自然は謎であり 
人間もまた謎である 
その謎はおそらく 
自然と人間の絡みあいのなかで 
垣間見えてくるのではないだろうか !
人間は自然の一部でもあるが 
自然を支配しようとしてきた !
現代ではその主要な動因は 
資本主義的な商品化と私有化だ 
自然のさまざまな恵みは 
それがお金になるかならないかで 
採取され飼い慣らされ消費されてゆく !
いまや学問さえ商品化と私有化へと駆り立てられ 
教育もそこから離れては成り立たなくなっている !
失われ続ける自然環境への危機感から 
自然を保護しようとして 
自然を自然のままに置くという考えがあり 
環境保護団体がその思想のもとに 
さまざまな活動を行ったりもしているが !
もうひとつの考え方は 
里山的な自然がみずから育っていくように 
人間が必要な働きかけを計画的に行うということだ !
自然が自然であることと 
人間が人間であることを切り離さず 
人間が自然のなかから恵みを得ようとすることを 
調和をつくりだすなかで行っていこうとする 
そんなあり方ともいえるだろうか

人間は自然の一部でもあるが 
自然を超えた存在でもある 
その超えた存在の部分が 
低次のエゴとして働くことで 
みずからもそれである 
自然を支配しようとする矛盾がある !
自然に働きかけるということは 
その働きかけによって 
みずからをも変容させるということでもある 
自然をスポイルすればみずからをスポイルし 
自然を高次の自然へと導くならば 
みずからの自然をも高次のものへと 
変容させる可能性へと歩むこともできる !
自然を商品化し私有化しようとするのは 
みずからをその商品化と私有化へと導くことだ 
そうした動きへの危機感と警鐘から 
人間がいなくなる世界を理想とする者さえいるが 
神秘学的にいえば自然は人間の放出した世界だ 
その世界とどのように創造的な関係を持ちえるか 
その視点を模索していくことが求められる 



（「絡まりあう」より）
!
「啓蒙主義時代からこのかた、西洋の哲学者たちは、「自然」(Nature）が崇高で普遍的であるだけではなく、受動的で機械的な側面を持つことをあきらかにしてきた。「自然」は「人間」(Man)の道徳的志向性の背景として存在するだけではなく、その源泉でも
あった。そうした志向性によって、「人間」は「自然」を飼い慣らし、支配することができた。人間と人間以外の生きもの、すなわちすべての生物の、いきいきとした活動を、わたしたちに思い起こさせるのは、寓話作家−−−−非西洋人の、文明化されていない語り
手をふくむ−−−−に託された。

　しかし、こうした分業も、いまや蝕まれつつある。まず、人間が自然を飼い慣らし、支配しようとするあまり、地球上の生命の存続すら危ぶまれるほどの大きな混乱を招いてしまっている。つぎに、種間の絡まりあいは、かつては寓話とみなされていたものだが、
いまや、そのことが生物学者や生態学者たちのあいだで真摯に議論される材料となった。その結果、生物が存続していくには、たくさんのたぐいたち(many kinds of being)の相互関係が不可欠であることがあきらかになった。ほかの生物を踏みつけてばかりいては、
人類とて生き残ることなどできやしない。最後に、わたしたちの放縦なあり方が、「人間」と「自然」を峻別してきた。「人間」のキリスト教的男性性という道徳的志向性を崩そうとしている反面、世界中の女性も男性も、これまで「人間」に与えられていた地位
にしがみつこうとして躍起になっている。

　文明がひねりだした第一原理を越え、あらたな方法で本当の物語を語るときがやってきた。「人間」と「自然」〔の二項対立〕が存在しなければ、すべての生きものは活気を取り戻すことができるし、男も女も、教義が導く理性に縛られることなく、みずからを
表現することができる。」
!
「第一の自然」が（人間をふくむ）生態的関係、「第二の自然」は資本主義による環境の変質を指すものと過程してもらいたい。（…）そのうえで本書では、「第三の自然」を提起してみたい。つまり、資本主義にもまれながらも、生きのびられるものである。第
三の自然に気づくには、未来はひとつの方向にのみ開かれているという仮定を捨てなければならない。量子の場における仮想粒子のように、複数の未来が可能性から飛び出してくるかもしれない。第三の自然は、そのような時間的なポリフォニー〔多声性〕から創
発する。それでも進歩についての物語は、わたしたちを盲目にしてしまう。進歩の物語ぬきの世界を知るために、本書は生命が絡まりあう、開かれたアッセンブリッジの様子を描いていく。まるでこられが、たくさんのたぐいのリズムと交わり、癒合するかのよう
であろう。形式に関する実験と議論が、相互に繰り返される。」
!
（「プロローグ　秋の香」より）
!
「突如として世界が崩壊したら、どうするか？　わたしなら森に出掛けるにちがいない。運がよければ、キノコを見つけることができるはずだ。キノコは自分らしさへと、わたしを引きもどしてくれる。花のような、豊かな色や香りを持っているわけではない。だ
が、キノコの、突然、思いがけないところにひょっこりと出現している様が心地よいのだ。というのも、たまたまそこにいたという幸運に気づかせてくれるからだ。そんなとき、先が見通せない深く的な状態という恐怖のまっただなかにあっても、喜びが存在して
いることを実感できるというものだ。

　もちろん、恐怖は存在している。しかし、それはわたしだけに向けられたものではない。世界の気候は混乱しつつある。工業の進展は一〇〇年前の人びとが想像したレベルよりも、地球上の生命にとっては致命的となっている。もはや経済は成長の源でも、楽観
の源でもない。つぎに経済危機がおこったならば、わたしたちの仕事など、どれもが消失してしまいかねない。ただ単にあらたな大災害を恐れているのではない。わたしたちは拠るべきものを持ちえていないのだ。わたしたちは、いったい全体、どこへ向かおうと
しているのか、そして、それは何故なのかを教えてくれる、拠るべきよすがを持ちえていないのだ。不安定であること(precarity)は、かつては、より不運な人びとだけの運命のように思われた、しかし、いまやわたしたちの生活は、すべてが不安定である−−−−たと
え、いっとき私服を肥やしたとしても、不安定な状態にあることにはかわりない。」

「この本はキノコをめぐる旅についての物語である。その旅とは、不確定性と不安定性のあり様、つまる、安泰という保証がない生について探求するものだ。」

「本書は、二〇世紀的な安定についての見通しのもとに近代化と進歩を語ろうとする夢を批判するものではない。これらの夢については、すでに多数の識者が分析してきたはずだ。その拠りどころとは、かつてみなに、自分たちがいったいどこへ向かおうとしてい
るのか知っていると思わせていたものである。もし、わたしたちがそうした菌としてのマツタケの魅力に心を開くならば、マツタケはわたしたちの好奇心をくすぐってくれるはずだ。その好奇心とは。不安定な時代を、ともに生き残ろうとするとき、最初に必要と
されるものである。」
!
（「第三章　攪乱−−−−意図しえぬ設計」より）
!
「県の林業試験場による森林修復事業の現場を加藤さんが案内してくれたとき、わたしは衝撃を受けた。原生自然の感性を教え込まれてきたアメリカ人としては、森林はみずから回復していくのが一番だと考えてきたからだ。しかし、加藤さんは異なる見解を持っ
ていた。日本でマツタケを再生するのであれば、マツが不可欠である。マツを再生させるのであれば、人間による攪乱が必要だ、というのである。」

「日本の森林管理者に出会ってからというもの、それまで抱いてきた森林を攪乱することについての考えは一変してしまった。森を活性化させるために、計画的に攪乱するというのだから、驚き以外のなにものでもなかった。加藤さんは庭園を整備しようとしてい
るのではなかった。かれが理想とするのは、それ自体で育っていく森であった。そのために、ある種の混乱を意図的に作りだしてやることで、そうした過程を手助けしているのだった。その混乱が、マツを利するのである。

　加藤さんの仕事は、里山再生という、人びとにもわかりやすく、また科学的根拠をともなったものである。里山は、林地における水田稲作と水利管理に林地を組みあわせた伝統的な農村的景観である。林−−−−里山という概念の中心−−−−は、薪や炭焼きにもちい
る木、ならびに木材以外の林産物の採取のために攪乱されてきたおかげで維持されてきた。今日、里山で採れる、もっとも高価な生産物はマツタケである。マツタケのために林を修復するには、マツとオーク〔ナラ類〕、低木草本、昆虫、鳥など一連の生物をも元
気づけていかねばならない。そのための再生には攪乱が必要となるが、それは生態系の多様性と健全な機能性を強化するような攪乱でなければならない。生態系のなかには、人間の活動があることによって、かえって繁栄するものもある、と里山再生活動家は主張
する。」

「人智を超えたドラマの場としての景観は、人間中心の思いあがりかた離れるための過激な手段となる。景観は歴史的行為の背景にすぎないのではない。それ自体が能動的なのである。形成途上にある景観を眺めていると、人間がほかの生物に混じって世界を作っ
ていることが理解できる。マツタケとマツは単に林に生えているのではない。両者は林を形成しているのである。マツタケ林は、景観を作り、変形させていく集まりなのである。（…）攪乱こそが出発点となる。攪乱は変化をもたらす出会いを再編し、景観のパッ
チを創発する。よって不安定性は、人間を超えた社会性のなかで成立しているのである。」
!
（「胞子のゆくえ」より）
!
「二一世紀初頭に生じた私有化と商品化についての企てのなかで、もっとも不思議なもののひとつは学問を商品化しようとする動向である。ふたつのやり方が驚くほど有力だった。ヨーロッパでは、研究者は知的交流の成果を数字で示すことが要求されている。米
国では、研究者は起業家になることを要請されている。自身がブランドとなり、まだなにも知らない研究の初期からスターになることがもとめられる。どちらのプロジェクトもわたしにとっては奇怪で−−−−息のつまるようなものに思える。こうした企ては、協働が
必要なものを私有化することによって、学問の息の根を止めようとしている。」
!
「知的生活を里山にたとえてみよう。そこには意図されずに設計された、有用なものがたくさん存在しているはずだ。しかし、実際のイメージは、その反対を想起させる。評価しようとすれば、知的生活はプランテーションとなる。学術的起業家精神からすれば、
知的生活は純粋な窃盗であり、コミュナルな製品の私物化となる。どちらも魅力的なものではない。そのかわりに森が与えてくれる喜びを考えてみよう。ベリーやキノコ、薪、山菜、薬草、木材、まだまだたくさんの有用なものが存在している。それらを渉猟する
人は、採取するものを選択することができ、森のパッチが内包する予期しえないほどの豊かさを十二分に享受することができる。しかし、そのためには森を庭園化するのではなく、むしろ開放的で、たくさんの種が入手できる状態に保っておくために、森への関わ
りを継続していかなければならない。人間が刈りこんだり、放牧したり、火を放ってきたりしたことにとって、こうしか環境は維持されてきた。他の種も集まってきて、森をみずからのものにしてきた。」

「マツタケ世界研究会−−−−わたしのマツタケ研究を可能にした仲間たち−−−−は、遊び心に満ちた協働に個人研究でも共同研究でも挑んできた。簡単なことではなかった。私有化の圧力が、みんなの生活に忍び込んできたからである。協働は必然的に散発的となっ
た。しかし、わたしたちは刈りこんだし、焼きはらいもした。その結果、わたしたちの共有する知の森は繁茂することができた。

　このことは、林産物と同等の知的な生産物を、採取人たる、わたしたちひとりひとりが入手しうることを意味している。本書は、これらのもののひとつを収穫しただけだ。これが終わりなのではない。森は繰り返し遷移しつづける宝で、わたしたちを魅了する。」



☆mediopos-2067　　2020.7.14

■ニック・デイヴィス（中村浩志・永山淳子訳）!
　『カッコウの托卵／進化論的だましのテクニック』!
　（地人書書館 2016.4）!

托卵（たくらん）をたくらんでいる 
のは鳥類が多いようだが 
魚類や昆虫類でも見られるそうだ !
托卵とは 
卵の世話を他の個体に託すること 
その他の個体は仮親や宿主と呼ばれる !
鳥に興味をもつようになってから 
ホトトギスがウグイスに托卵するのがとても不思
議だった !
正岡子規の子規という俳号は 
ホトトギスの漢字表記だが 
「キョッキョキョキョキョ！」というのは 
「鳴いて血を吐く」のではなく 
「卵を世話してくれるウグイスはいねえかぁ」 
と鳴いているのだ !
托卵でいちばん有名なのはカッコウだ 
「カッコウ！」という鳴き声も 
「格好の宿主はいねえかぁ」なのだろう !
托卵については 
すでにアリストテレスが記しているように 
古くから知られていたようだが 
カッコウの托卵の理由について 
わかりやすく解説したのはダーウィンだそうだ !
カッコウはヨシキリに托卵する 
ヨシキリは博愛でほかの鳥の卵を育てるわけでは
ない 
カッコウにだまされて育てているのだ 
もちろんヨシキリはだまされないようにしようと
するが 
カッコウはさらにその上をゆく工夫をする 
その両者のせめぎあい絡みあいのなかで 
托卵という現象は起こっているようだ

托卵という現象も不思議だけれど 
もっと不思議でならないのは 
ホトトギスは初夏に渡ってくる夏鳥で 
やがてインドや中国南部に帰っていくのだけれど 
卵のときからウグイスに育てられたホトトギスは 
どのようにして帰っていくことを学ぶのだろうかというこ
と 
おそらくなんらかの合図があるのだろうけど 
そこに集合魂の不思議がある !
さて托卵は生存競争のなかで 
進化してきている習性なのだろうが 
托卵は博愛なのかもしれないと誤解されもした 
その博愛というのは 
人間がつくりだした観念だ !
その博愛といった観念というのは 
ある意味で霊的な進化によって 
育てられてきているものなのかもしれない 
高次の意味での集合的に進化してゆく観念だが 
それを進化させるためには 
地上でその博愛が実際に生きられる必要がある !
地上のさまざまな生物の 
不思議な習性もまた 
集合的な知性のなかで 
地上を生きながら進化してゆくのだろうが 
それはどこかで人間のさまざまなありようと 
どこかでつながっているようにも見えてくる 
ひょっとしたらそれらは 
人間の放出した習性のひとつなのかもしれない



「カッコウが他の鳥の巣に托卵することは昔から知られていた。二三〇〇年以上前、アリストテレス（ＢＣ三八四～三二二）は、「カッコウは、自分より小さい鳥の卵をむさぼり食ったあと、その巣に卵を
産む」と記した。カッコウは、自分の雛の養育を完全に宿主に依存していることを知っていて、「カッコウは自分の卵を抱かず、孵化させず、育てない」と書いた。また、孵ったばかりのカッコウの雛が宿
主の卵や雛を排斥し、巣を独り占めすることも知っていて、「雛は生まれると、それまで一緒に生きてきた者を巣から放り出す」と書いている。」
!
「宿主の生活は楽ではない！　防衛を改善するそのたびごとに、カッコウのもっとも巧みなだましに遭うからだ。カッコウの托卵に応じて宿主の卵の排斥は進化するが、カッコウは、今度は偽物を上手に作
るという形で進化する。結論は、カッコウの卵の識別という問題に直面した宿主は、托卵のリスクに応じて卵の排斥の仕方を変えられるよう、カッコウの成鳥を警戒しなければならないということだ。カッ
コウの成鳥がこの段階でも宿主を脅かそうとすることは、驚くことではないだろう。彼らは、それをある種密やかに行なうのだ。だが、カッコウには、いわばさまざまな変装で宿主を訪れ、宿主に認識さ
れることを避けるという、もう一つの別のだましのテクニックもある。」
!
「出来の悪いカッコウと博愛心を持つ宿主という（･･･）風変わりな見解は、一八五九年、チャールズ・ダーウィンにより永久に払拭された。ダーウィンは『種の起源』の第八章で、自然選択により行動が
どのように進化しうるかの重要な例としてカッコウの托卵の修正を論じた。」

「ダーウィンの最初の論点は、托卵はマイナスの行動などではまったくなく、利益になりうるもので、親として世話する以上に繁殖に成功をもたらすことだ。托卵する成鳥は、親としての義務に費やす時間
とエネルギーから解放され、渡りに旅立てる時期が実際に早まるが、それより重要なのは、節約した資源を使って一シーズンあたりもっと多くの卵を産めるということだ。事実、托卵するカッコウはとくに
多産であることが今ではわかっている。子育てをするカッコウは、一シーズンにおいて最大でも、一度につき卵が三個の二腹雛しか育てる時間がない。托卵をするカッコウは、宿主の巣一つに対し一つの卵
を産み、シーズンあたり平均八個の卵を産むが、多くの個体は一五個以上の卵を産み、一羽の雛の最多記録は二五個だ。同様に、北米で托卵する鳥であるコウウチョウは、シーズンあたり四〇個以上の卵を
産むことができるが、それとは対照的に、アメリカのクロウタドリと同じ科に属し、子育てをする典型的な種は、卵が四個の一腹卵を二回である。さらに、ダーウィンも指摘したように、カッコウの雛は宿
主の巣で一羽だけで育てられるので、食物をめぐる競争が避けられる。おそらく彼らは、自分の両親に一腹雛の中で育てられるよりもよく育つだろう。したがって、托卵はマイナスどころか、断然プラスに
働くのだ。」

「ダーウィン二番目の提唱は、托卵は子育てをする祖先から徐々に進化してきたということだ。（･･･）カッコウ科の鳥は四二パーセント（五九種）しか托卵を行わず、残りの五八パーセント（八二種）は
子育てをする。カッコウ科の中では、托卵は、子育てをする先祖の種からそれぞれ独立して三回にわたり進化してきた。

「ダーウィンの三番目の論点は、ここ三〇年私を魅了し続けてきたものだ。それは、当然のことながら、宿主は博愛によりカッコウを養育しているのではないということだ。そんなことがありうるだろう
か？　わが子ではなく、カッコウの方を好んで育てて時間を費やすヨーロッパヨシキリはもしいたとしても、その寛容な本能を未来の世代に受け渡すことはできないだろう。他方、カッコウを育てることを
拒絶し、自分の雛の子育てに絞ったヨーロッパヨシキリは、その利己的な本能を子孫に渡すことができ、したがって、自分の雛（もしくは遺伝的に近縁な他者）を利する利己的な子育てが、自然界全体で最
も多く見られそうな習性になるはずだ。そして、それは事実である。カッコウの雛を受け入れることについてのダーウィンの説明は、その宿主が単にだまされたか、彼自身の言う「誤った本能」に従ったか
らであるというものだ。そして、「ほとんどの本能と同様、それは素晴らしくて賞賛に値するが、それでも、絶対に完璧というものはありえない。敵から逃れようとする者と、獲物を確実にとらえようとす
る者の間の本能のせめぎ合いは、自然界の至るところで常に継続しているからだ」と書いた。そして自然界を、個々の種が変化をやめない競争相手や敵と戦うため、新たな防衛やだましの技をそこで永遠に
進化させ続ける「もつれ合った土手」になぞらえた。

　したがって、理論上は、カッコウと宿主の間には、リチャード・ドーキンスとジョン・クレブスが「進化的軍拡競争」と名づけたものが存在するはずだと予測がつく。宿主は、カッコウの托卵に反応して
カッコウから巣を守り、その卵や雛を排斥するという防衛を進化させてきたはずだ。すると今度は、これがカッコウがだましの技を改善し、宿主の防衛を破るという進化につながった。カッコウのだましが
うまくなると、宿主の防衛の上達という進化が好まれ、カッコウのだましがさらに進化し、宿主の防衛もさらに進歩するというふうに続いた。換言すれば、宿主とカッコウは、どちらかの側が相手側の変化
に応じた変化を選択することでともに進化しているはずだ。」




☆mediopos-2068　　2020.7.15

■木村覚『笑いの哲学』（講談社選書メチエ 2020.7）

笑いは変わる !
時代で 
社会で 
地域で 
民族で 
言語で 
笑いは変わる !
笑いは 
笑う者 
笑われる者 
笑わせる者 
その三者が織りなす 
その都度の関係性の中で 
発生するからだ !
私たちがこの日本で 
「お笑い」と呼んでいるものも 
ここ数年でその姿は 
ずいぶん変わってきている !
かつてのお笑いのなかには 
差別的なものも多かったが 
お笑いにかぎらず 
差別的な表現は 
忌避されるようになってきている !
笑う者・笑わせる者が 
笑われる者を傷つけてはいけない 
という道徳的態度が 
要求されるようになってきているのだ !
ＬＧＢＴＱやハラスメント 
芸能人の不倫やドラッグをめぐる社会的議論も 
同様な道徳的要請から来ている !
もちろんそれらは 
多くの人の道徳性が 
高められたからではおそらくなく 
管理社会化が進むことで起こる 
きわめて表面的な道徳形式のルール化が 
硬直してきたのと対応しているのだろう

ひとはどうしていいかわからなくなったとき 
内的な規範ではなく外的規範を求めるからだ 
そしてその外からくるものが強ければ強いほどに 
内的な世界ではその影の部分が強まっていくことにな
る !
そうした社会状況のなかで 
お笑いもまた変化せざるを得なくなる !
お笑いはまさに 
そうした社会的意識のなかでの 
絶妙なバランスのなかで 
平穏な日常の破裂を求めるからだ !
ある意味でお笑いの今を 
注意深く見ているだけで 
社会意識の変化を見てとることもできる !
お笑いに求められるもの 
お笑いのなかに持ち込んではならないもの 
それらのボーダーを 
笑わせる者が絶妙なバランスで感じ取り 
そのなかでぎりぎりのところで 
「平穏な日常の破裂」としてのウケを 
提供しなければならない !
たとえば昨年のＭ１グランプリで 
決勝に進んで話題になった「ぺこぱ」のマンザイは 
これまでマンザイの不変の型だとされてきた 
ボケとツッコミの関係を変えてしまった !
ふつうのマンザイはボケに対して 
ツッコミやノリツッコミをするのだが 
ツッコミの松陰寺はボケにツッコむように見せて 
否定しないでフォローをしたりする !
そのマンザイのなかで 
ほんらいならば「おまえはアホか」というところで 
「アホにもアホなりの理由がある」とするのだ 
「みんなちがってみんないい」と 
ボケに対してフォローが入るネタもあるが 
否定を宙吊りした肯定で笑いをとる

否定しないツッコミという発想は 
ほかのマンザイ師にもなくはなかったようだが 
それをある型のなかで成立しえたというのは 
ある意味で先ほどふれた 
管理社会のなかでで宙吊りにされざるをえない 
屈折した社会意識とどこか対応しているようにも感じる !
笑いは変わる 
お笑いは変わる 
その変化は 
私たちに求められる「掟」との付き合い方のなかで 
つねにそのボーダーを変化させながら現れてくる !
そしてその笑いは常に 
私たちはどのような社会を生きたいのか 
そのことを問いかけているともいえる



「笑いとはしばしば驚きをともなう。程度の差こそあれ、平穏な日常のバランスが崩れたときに笑いは現れる。美しいものも、感動的な崇高さも、平穏で平凡な日常とは一線を画す。際立った何かである。
笑いもまた平穏な日常からずれたところで現れる。その際、美しさや崇高さとは異なり、突然起こった日常の破裂で私たちは一瞬前後不覚になる。それがおかしいのか、つまらないのか、悲しいのか、ムカ
つくのか、にわかにはわからない。ただ体だけが反応している。そしてそこでは、誰からは笑っているが、別の誰かは笑っていないということも起こる。誰かが笑っている一方で、別の誰かは泣いている、
ということが起きたり、誰かが笑っている一方で、別の誰かは「どこがおかしいの？」と思いながら周囲に合わせて微笑を浮かべている、ということも起きたりする。そこが笑って良いときと場合かどうか
も重要である。状況やひとが変われば、笑えるか否かも変わる。

　要するに笑いとは生ものである。その平穏な日常の破裂は「笑う者」と「笑われる者」の二者あるいは「笑わせる者」も含めた三者が織りなすその都度の関係性の中で発生する。当たり前だが、それらが
単独で笑いに変わることはない。」
!
「本書は、私たちが「掟」というものとどう付き合っていくのかをめぐる読み物である。「掟」とは、それが効力を発揮する社会の内側に暮らす人間にとって従わなければならないと思わされている力のこ
とである。掟は、私たちの価値、とくに優劣の価値を支配している。これに従うことで私たちの日常の秩序は維持される。その一方で、これに従うことで私たちの心はその秩序に束縛されてしまう。笑いは
この掟と極めて密接な関係を有している。掟に従うことで生まれる笑いがある。その反対に、掟に抗うことで生まれる笑いもある。掟の強制力を強化することにも笑いは加担するけれども、起きての強制力
を弱めることにも笑いは加担するのである。

　世界がグローバル化し、国境を越えて大量のひとやものが行き来し、それにともない私たちの社会とは異なる価値の存在に気づくことが増える中で、起きての存在も揺らいでいる。多様性を尊重しようと
する傾向は、一面的な視点から生まれた価値の偏狭さを批判する方に向かう、そうした傾向が加速すれば、いつかひとは掟に囚われなくなり、掟の力が消滅すれば、それによって各自の生きやすさが増し、
私たちはより幸福になるのかもしれない。しかし、世の中はそう簡単なものではないようだ。現在の社会状況を振り返れば、私たちはますます掟に囚われてしまっているように見えるし、掟によって主体的
な判断力が奪われてしまっていると考えざるをえなくなっている。そうした笑いと掟をめぐる厄介な状況に、私たちは巻き込まれている。」
!
「筆者の世代は、松本人志世代である。大学生になったあたりで始まった深夜番組『夢で逢えたら』には度肝を抜かされた。松本人志扮するキャラ「ガララニョロロ」は、顔を白く縫った警察官、突拍子
もないタイミングで銃をぶっ放し、コントの空気をあっという間に凍りつかせた。腰をくねくねさせながら踊るザ・スミスのモリッシーみたいだったし、デヴィッド・バーン（トーキング・ヘッズ）の痙攣
的なパフォーマンスみたいだったし、あぶらだこの奇声みたいだったし、つまりエキセントリックなパンクみたいだった。お笑いのは何ができるのか？　笑いの極北を目指すダウンタウンの笑いは、当時の
若者の感性を強く揺さぶっていた。

　そして気づけば、今わたしたちはこんな世界を生きている。あのころは良かったなどと安易に言うつもりはない。社会状況が変化したのだ。子供のころのお笑いのは、今から見れば、差別的な笑いが多かっ
た。「保毛尾田保毛男」を再演した石橋貴明にバッシングが起きたことは記憶に新しい。「保毛尾田保毛男」のネタが面白いのか否かはほとんど問題にされず、その表象から読み取られる芸人の社会的態度
が議論の的になった。ＬＧＢＴＱと切り離して笑いは笑いだからと言うことは難しい。ＬＧＢＴＱに限らず社会や政治をとり巻く言説が私たちの生き方をどうコントロールしているのかを無視して、笑いを
論じることはできなくなった。

　とはいえ、いや、だからこど、笑いの役割はかつて以上に重要になっていると考えるべきではないだろうか。社会の状況と笑い（お笑い）は切り離しがたく結び合っている。「笑いの空間」は社会の中に
ある。社会と隔絶して「笑いの空間」は存在できない、その点を鑑みて、今はもう存在しない方が良い「笑いの空間」もある。けれども、こうも言えないだろうか。社会の中に「笑いの空間」はある。この
空間が社会に寄り添い、ときには社会を揺さぶって、社会に癒やしだけではなく勇気を与えることも可能なのである。掟に従うことも掟に抗うことも、どちらも笑いの本領であろう。たかがお笑い、だから
こそ、されどお笑い、なのではないか。」
!
「笑いを提供する人間の使命は大きい。

　笑いとは平穏な日常の破裂である。破裂させるのは「笑わせる者」の役目かもしれない。けれども、その破裂をどう受け止め解釈するのかは、「笑う者」や「笑われる者」あるいはその周りにいる者たち
の役目である。だからと言って、小難しいことを考えながらでは笑えない。私たちはただおかしくて笑うのだけれど、それが笑えること／笑えないことの中には、私たちがどのような社会を生きたいのかが
自ずと内包されている。笑いを受け取る人間の使命も変わらず大きい。」




☆mediopos-2069　　2020.7.16

■マーティン・プフナー（塩原通緒・田沢恭子約）!
　『物語創成／聖書から＜ハリー･ポッター＞まで、文学の偉大なる力』!
　（早川書房 2019.6）

ここで語られているのは 
いわゆる文学というよりは 
四〇〇〇年にわたる文字の歴史だ !
かつて文字は 
石に刻まれ 
パピルスに記され 
羊皮紙に記され 
木簡や竹簡に記され 
やがて紙に記され 
本という形式をとるようになり 
それを読み書く人も飛躍的に増えた !
その本という形式も 
コンピューターの発明と普及によって 
電子データ化しようとしている 
そしてパソコンやスマホの普及はまた 
識字率を飛躍的に押し上げてもいる !
とはいえ電子データの世界もまた 
そのフォーマットの変化をはじめ 
やがてさまざまに変化していくことになるだろう !
書くということ 
読むということ 
それそのものが 
まさに物語だということができる !
その物語のなかでこれまで 
文学をはじめさまざまな物語が書かれ読まれてきたが 
その変化を見渡してみることで 
これからまた書かれ読まれていく文字たちの未来を 
想像してみることも興味深いことだ 

ずっと未来には 
文字という形態は存在せず 
思いそのものが 
その代わりの伝達メディアになる 
そんな時代になることもあるのかもしれない 
その思いのなかに 
過去の物語たちもアーカイブされながら !
未来のそうした姿は 
さまざまに想像することができるが 
現在は現在なりの姿のなかで 
書き読むということの可能性を 
その形式だけではなく 
それによって得られる叡智をこそ 
大切に育んでいくことが必要だろう !
やがて書き読むことが 
新たな形へと変化したときにも 
それら育まれたものが 
かけがえのない大切な宝物ともなり得るように 



「（文学の）歴史はメソポタミアの肥沃な流域から始まって、そこで生まれた文学が、やがて世界中を征服していった。その過程で、文学は書記と王だけの所有物から、ますます多くの読み手と書き手が関われるものへと進化した。
この文学の民主化を後押ししたのが、アルファベットやパピルスから、紙や印刷にいたるまでの多様な書字技術であり、そのひとつひとつが文学への参入の敷居を下げ、文学の世界をより多くの人に開放した結果、今度はその新規参
入者が自ら新しい形式の文学----小説、新聞、宣言書----を発明しつつ、過去のさまざまな基盤テキストの重要性もあらためて明らかにしていった。」

「文学の物語は決して一直線に進行したのではなく、ときに横道にそれ、ときに後退もしたのだ。文字はユーラシア大陸だけでなく、アメリカ大陸でも発明されていた。個々の物語は、アジアからヨーロッパまで伸びる説話集のネッ
トワークを行きつ戻りつしていた。文字を書くことが広まると、世界のさまざまな場所で、カリスマ的な師による反対の行動が生じるようになった。新しい技術は、パピルスの巻物に対する羊皮紙の本のようなフォーマット戦争をも
たらし、そのなかで聖典は、しばしば新しい複製方式のいちはやい採用者になった。しかし、こうして文字文化が劇的に、爆発的に拡大したにもかかわらず、一方では、マンデの吟唱詩人が語るスンジャタの物語の例に示されている
ように、口承によるストーリーテリングも存続していた。

　文学の歴史を記述するにあたっての最大の悩みどころは、これらの意外な展開や、複雑な筋書きにあるのではなかった。私たちがいまだそのなかに、進行中の物語の中にいるということだった。世界文学の物語を語るといっても、
その単一の世界文学という概念からして、まだせいぜい二〇〇歳なのだ。ゲーテが「世界文学」という用語を発明したとき、ゲーテは『ポポル・ヴフ』を知らなかったし、『ギルガメッシュ叙事詩』も知らなかったし、『源氏物語』
も知らなかったし、西アフリカの『スンジャタ叙事詩』も知らなかった。そしてもちろん、彼の世界文学という概念が『共産党宣言』の著者たちに影響を与えることになるなど、ゲーテに予測できるわけもなかった。こうして新しい
ものが追加され、過去の遺産が発見されるたび、文学の歴史はつねに変化していくのである。

　同じことが技術にも言える。（･･･）あなたはこれを紙に印刷された本で読んでいるか、画面上の電子書籍で読んでいるだろう。しかし、どのようなデバイスを使っているにせよ、あなたはページをめくっているか、あるいは文章の
連続した断片をスクロールしているかのどちらかだ。この旧と新の組み合わせに着目してほしい。ほとんどの人間は、パピルスの巻物が羊皮紙の本に取って代わられて以来、スクロールするのをやめていた。それが今、二〇〇〇年の
時を経て、スクロールするという行為が突如として復活しているのだ。これはコンピュータに保存された果てしない単語の羅列が、分かれたページよりも連続した巻物のほうに近いからである。同じように、人間は何百年も前から書
字板（タブレット）に文字を書かなくなっていた。しかし現在、私たちのまわりには、いたるところにこれがある。」

「振り返れば振り返るほど、この現在の中に過去が見えてくる。一四〇字までのツイッターのつぶやきは、『源氏物語』の紫式部の時代に平安京の宮中でコミュニケーションに使われていた和歌の、洗練されていないヴァージョンで
はないのか。そして中世の騎士道ロマンスは、いまや恋愛小説をはじめとする各種の夢想的な物語として電子自費出版のプラットフォームで復活してベストセラー作品になり、セルバンテスの伝統にならう無数の近代的な著作者をむっ
とさせている。インターネットは新しい監視形式をもたらした一方で、検閲をかわす新しい方法も生み出させたが、これはまるで原題のサミズダート機構のごとくである。口承でのストーリーテリングも戻ってきた。今この文章をオー
ディオデバイスで聞いている人なら十分におわかりだろう。文書よりもカセットテープを好んだマンデの吟唱詩人たちの喜ぶ顔が浮かんでくる。」

「電子メディアの時間に対する耐久性は、もう前々から問題視されている。コンピューターのプログラムとフォーマットの陳腐化するペースがあまりにも速いからだ。運がよければ、未来の歴史家は時代遅れになったデータセットを
コード変換したり、古いコンピューターを復元したりすることができているだろう。そうなれば、読めなかったファイルを読み取ることもできるようになる。（･･･）司書や図書館学者が警告するように、予測のつかない未来のフォー
マット戦争から文書を守って保存する最善の方法は、すべてを紙に印刷することなのかもしれない。あるいは古代中国の皇帝がやらせたように、私たちも大事な文書はすべて石に刻むべきなのかもしれない。だが、文学の歴史から学
べる最も重要な教訓は、別のことを教えている。存続を保障する唯一の方法は、それを使いつづけることなのだ。テキストが時代を超えて生き残るには、それがつねに現役であることが必要だ。そうすれば必ずそのテキストは翻訳さ
れ、複写され、コード変換されて、各世代に読み継がれていくだおる。」

「未来の歴史家が何を見つけるにせよ、彼らは今の私たちにはとうていわからないほど、この現在の書字革命の変革力がいかに大きかったかを理解することになるだろう。今の私たちに言えるのは、世界の人口が増えるとともに、識
字率も急激に高まったということであり、それはすなわち、かつてなく多くの人によって果てしなく多くの文章が書かれ、公表されて、かつてなく多くの人に読まれているということである。私たちは今、第二の大爆発の瀬戸際にい
る----文字の世界はまたしても変化しようとしているのだ。」
!
（「訳者あとがき」より）
!
「本書『物語創成』の原題はThe Written World:The Power of Stories to Shape People,History,Civilizationという。Written Worldとは、文字によって形づくられた世界だ。新しい書字技術によって新しい文学が生まれ、さらに次の新た
な書字技術がやがて生まれる。この相互作用の連続によって形成されるのが、プフナーの言う「リトゥン・ワールド」、すなわち「文字の世界」である。彼はこの世界の歴史、すなわち四〇〇〇年の文学の歴史をひとつの物語ととら
えている。そしてこの物語がまだ誰にも語られていないことに気づき、それならば自分が語ろうと思い至った。」

「こうして文学の来し方を見つめながら、一方で文学の物語の行く末にも目を向けることを忘れない。なぜなら書くという行為は、未来に読まれることを前提としているからだ。」

「振り返ってみると、平成はコンピューターとインターネット、そして携帯電話が社会に普及した時代だった。それによって、低コストでたくさんの人が容易に生産し消費できる文学の形態が生まれた。新たに始まった令和時代には、
どんなテクノロジーがどんな文学を生み出すのだろう。そして、その文学がどんな世界を築くのだろう。四〇〇〇年にわたってつづられてきた文学の歴史の今度はどんなページが加わるのか、興味は尽きない。」




☆mediopos-2070　　2020.7.17

■柴橋伴夫!
　『雑文の巨人（マエストロ）草森紳一』!
　（未知谷　2020.3）

マズローに 
欲求needsの五段階説がある !
生理的欲求 
安全の欲求 
所属と愛の欲求 
承認欲求 
自己実現欲求 
である !
最近ネットでもマスメディアでも 
この四段階目の承認欲求について 
語られることが多くなっているようだが 
おそらく現代人の自我にとって 
切実な問題となっているからだろう !
ひとから認められたい評価されたいという欲求は 
だれしも少なからずあるはずだけれど 
それが過剰となるとき 
自我は自律ではなく他律によって 
規定されることになる !
承認欲求と内心の自由は反比例する !
承認欲求＞内心の自由 
このときひとの評価が基準となり 
承認欲求＜内心の自由 
このときみずからの内的評価が基準となる !
管理統制社会は 
他律による評価で動くシステムである 
そこでは表現の自由は 
その評価基準を阻害しない範囲でしか存在できない !
ゆえに＜華氏４５１＞の＜ファイアマン＞は 
その内心の自由の種ともなる書物を燃やす !
承認欲求の過剰は 
それを外的な管理統制ではなく 
みずからがみずからを他からの評価で内的統制する 
そこに自我ゆえの罠が仕掛けられている 

じぶんは自由なつもりでいても 
内的基準が他律になってしまっているのだ 
それは体制的な他律の場合もあれば 
（長いものには巻かれろ） 
反体制的な他律の場合もある 
（賛成の反対そして声をあげなければという言語強要） !
内心の自由というのは 
ひとそれぞれの基準があり 
それを共有するのはむずかしいけれど 
ここにご紹介してみた草森紳一のような 
みずからを外的に権威化しない 
「雑文」という表現も 
そのひとつの姿のように見える !
そういえば池田晶子も 
自らを文筆家として自称し 
死後創設された賞もNobody賞だった !
あえて「書く」としても 
肩書きや権威から自由な 
雑文家であるNobodyでありたい 



（「あとがき　内心を鍛えろの聲あり」より）
!
「私は、この『雑文の巨人』で、草森紳一が筆を執ったいくつかの書物を読んできた。

　振り返ってみて、書物は人間にとっていかなる存在か、そして書くとはどんな行為であるのか、深く考えさせられた。

　かつてフランソワ・トリュフォーの監督の『華氏４５１』という映画をみたことがある。この＜華氏４５１＞は、紙が自然発火する温度を指した。映画は、思想管理された近未来を描いた。

　恐ろしいことに、そこでは、禁止書物の捜索と焼却を任務とする＜ファイアマン＞が登場した。書物は、限りなく内心を豊かにし、＜真なるもの＞と＜虚なるもの＞を峻別する智慧を付与してくれる。だ
から思想管理する側は、書物を燃やすことで、個人の内心世界を統制したかったのだ。

　私は、ここでなぜそのことに触れているのか。そのことをのべてみたい。というのも草森紳一という評論家は、なによりも＜内心の自由＞を大切にして、自分が見出した思想や視座を書に刻みこむため、
ひたすら筆を動かしていたからだ。

　ただ不思議なことに、そのことを論壇などの舞台で聲を大にして叫ぶことはなかった。日本ペンクラブなどの組織や文壇とも無縁だった。何かの賞の審査や公的な要職に就くこともなかった。対談はあっ
たが単独で講演会を開いたという話も聞かないのだが･･････。もちろんマスコミの寵児とはならなかったし、そのつもりも毛頭なかった。

　よく＜表現の自由＞が大切だという。私は、これに関してこんな見方をしている。＜表現の自由＞には、まず表現者の＜内心の自由＞が保障されていなければならないと。＜内心の自由＞が確保されない
社会こそ、不自由な管理化された社会であると。

　草森という評論家は、単独者として生きぬいた。糖衣に包んだ言葉を嫌い、孤独を愛した。マンションの狭い部屋を＜竹林＞に見立て、外の雑音を遮断し、仙人のように超俗に徹した。ただただ頑迷な岩
のように、内心の聲にのみしたがった。

　こうした生き方は、そう簡単にできることではない。人は、ともすると世俗的な欲望に負けてしまうものだが、草森はちがった。

　草森紳一という表現者は、この軽薄と虚性の記号に溢れた世相に染まることなく、内心に従って生きろと背中を押してくれている。ナンセンスや暴虐の毒を持ち、価値を転倒させ、そこから隠れたものを
見出せと。資料を集め、ひたすら読めと。魂の骨にならない余分なものを路上に捨てろと、と檄を飛ばしてくれる。そして今書かねばならないことに、全ての時間を注ぎこめと、血脈の管にナンセンスや暴
虐の毒をぐいぐいと押し込んでくれる。

　またこんな聲が聞こえてくる。文学によって、書くことで、自らの内心を鍛え、あるべき自己を見いだせという、そんな厳しい聲が･･････。」




☆mediopos-2071　　2020.7.18

■戸谷洋志・百木漠!
 『漂白のアーレント　戦場のヨナス／!
　ふたりの二〇世紀　ふたつの旅路』!
 （慶應義塾大学出版会 2020.7）

アーレントとヨナス 
その二人の歩みを辿るだけでも 
二〇世紀を象徴するキーワードである 
「全体主義、反ユダヤ主義、ホロコースト（アウシュヴィッツ）、亡命、 
総力戦、シオニズム、ナショナリズム、戦争責任、アイヒマン裁判（凡庸な悪）、 
テクノロジー（原子力開発、遺伝子操作、延命技術）」といった 
さまざまな問題が浮き彫りにされる !
二人が関わってきた人たち 
「ハイデガー、ヤスパース、ベンヤミン、アドルノ、 
ショーレム、ブルーメンフェルトなど」との交流のなかで 
まさにそれらの問題の渦中を生きながら 
真摯に考え論じ向き合ってきたからである !
そのなかで欠かすことのできないものとして 
ホロコーストやシオニズムなどユダヤをめぐる問題がある !
この問題についてはヨナスも同様なのだが 
シオニズムやアイヒマン裁判について 
アーレントとショーレムは激しく対立している !
アーレントはじぶんはユダヤ人として生まれたが 
そのことでユダヤ民族の一員だと見なされ 
ユダヤ人を愛するべきということにはならない 
ユダヤ人を迫害したナショナリズムに対し 
みずからも偏狭なナショナリズムや民族主義に陥るわけにはいかない 
「私はこの種の「愛」によっては心を動かされ」ないという !
ナショナリズムや民族主義はその典型だが 
「全体」のうちに「個」を取り込もうとするイデオロギーに対し 
アーレントは徹底して嫌悪を示す !
興味深いことに 
アーレントはヨナスに 
「私は人格神を疑ったことはありません」と告白し 
ヨナスがそれに驚くエピソードがある

シオニズムやアイヒマン裁判についてのアーレントの態度から 
いってみれば「神をも恐れぬ」かのように見えていたのだろうが 
むしろアーレントはユダヤ人だけの 
ナショナリズムや民族主義に与するような神でななく 
個の深みから働きかけてくる神への信頼を持っていたのかもしれない 
だからユダヤ人として生まれたけれど 
だからといってユダヤ人という全体の一部ではないのだ !
おそらくユダヤ人でありながら 
そのユダヤ人を超えてあることこそが 
重要だととらえていたのではないだろうか !
国家や宗教や民族や 
思想や組織や家族やにしても 
人はそれら全体の部分としてとりこまれたときに 
そこから自由であることはできなくなる 
属しているということや出自としていることは 
むしろそれゆえにこそそれらを超えていなければならない 
超えていることこそでむしろ 
それらを尊重することでもあるような仕方で !
日本人もまた日本人であるとともに 
日本人を超えて個であることが 
偏狭なナショナリズムから自由になる道なのだろう !
同様に科学や技術などを含むあらゆる問題にしても 
それらを超えながらそれを生かすということが必要となる 
技術が技術主義のように盲目的になったとき 
さまざまな破壊的なありようが 
そこに生み出されてしまうことにもなるのだから 



（「第７章　考察　アーレントとヨナスの比較」～百木漠「共鳴と反発／漂白と戦場がもたらしたもの」より）
!
「アーレントとヨナスは学生時代からの友人であり、しかも単なる友人という枠を超えて、生涯深い絆で結ばれた仲であった。二人はともに将来を嘱望される研究者でありながら、若くして全体主義（ナチズム）の台頭を目の当たりにし。一次的にアカデミックなキャ
リアを諦めて、国外へ亡命せざるを得なかった。その後、ヨナスはシオニズム運動に没頭し、自ら志願して「戦場」へと赴いたのに対し、アーレントはシオニズム系の団体で働きながらもその政治活動からは一定の距離を取り続け、長い「漂白」の期間を過ごすこと
になった。ヨナスはユダヤ人のための新たな国家を創設するという目標に向かって奔走しつつも、戦場で多くの死者と傷ついた人々を目撃し、戦後にはシオニズム運動から徐々に離脱して、哲学的思索へと向かっていった。アーレントはそもそもユダヤ人のための国
家を創設するという理念自体に懐疑を抱き続け、イスラエルの建国後はその確信を深めて批判をより鮮明なものにするとともに、独自の政治思想を構築する道を歩んだ。

　戦争後、アーレントは自らを哲学者ではなく政治理論家として規定し、主に政治思想・政治理論の分野で名を馳せていったのに対し、ヨナスはグノーシス研究から出発して、生命の哲学、テクノロジー研究、未来世代への責任倫理などの分野で重要な功績を残した。
アイヒマン裁判への態度をめぐって、両者は一次的な対立と絶縁に陥るも、ほどなくして和解し、晩年に至るまで交流を続けている。アーレントの晩年に、ヨナスが『責任という原理』の原稿に対する意見をアーレントに求めたり、アーレントを囲むシンポジウムに
ヨナスが登場して招かれたりするなど、両者の間に交わされた対話の記録もわずかながら残されている。

　アーレントとヨナスはともにドイツ出身のユダヤ人思想家（哲学者）として、ナチスによる迫害という悲劇の共有から出発し、シオニズム運動、イスラエル建国、アイヒマン裁判などの問題と向き合いながら、戦後には科学技術の問題にも深い関心を寄せていた。
こうした共通の経験と問題関心を持ちながらも、両者が生み出した思想・哲学はかなり対照的なものとなっている。全体主義とテクノロジーはいずれも二〇世紀を象徴する問題であるが、これに対して両者が生み出した思想と哲学は、現代社会が抱える諸問題に対す
る二つの理路を示していると見ることができるだろう。」
!
「ヨナスは『回想記』のなかで次のような印象的なエピソードを書き残している。

　ある日、ヨナスと妻ローレ、アーレントと親友のメアリー・マッカーシー、さらにマッカーシーの女友達がともにアーレントの家で一夜を過ごしていた。そのとき、マッカーシーの女友達がヨナスに対して強い興味を持ち、「あなたは神を信じますか」と尋ねた。
ヨナスはその直接的な問いに戸惑いつつも、しばらく考えたのちに「はい」と答えた。そのときアーレントはぎくりとした顔で、驚愕の表情でヨナスを見つめていた。ヨナスも自分自身がそのように答えたことに驚いていた。「はい、結局のところ、はいです。たとえ
それが何を意味するとしても、『はい』という答えは『いいえ』という答えよりも真理に近いのです」。

　その後すぐにヨナスとアーレントが二人だけになる時間があった。そのときアーレントはヨナスにこう告白したという。「私は人格神を疑ったことはありません」と。ヨナスは驚いて聞き返した。「しかしハンナ、私はそのことをまったく知りませんでした。それに、
どうしてあなたが今晩のあのとき、そんなに意外だというように反応したのか、私にはわかりません」。彼女はそれにこう返した。「私は、そのことをあなたの口から聞いてとてもショックを受けたのです。なぜなら、私はそのようなことを思いもしなかったからで
す」。

　ユダヤ教に篤い信仰を持つヨナスでさえ、改めて正面から「あなたは神を信じますか」と聞かれると、戸惑いを隠せず、そして自分自身が驚いたことに「はい」と答えた。その直後、アーレントもまたヨナスに対して「私は人格神を疑ったことはありません」と告
白し、彼女自身もそのことに驚いていた。「つまり、私たちはお互いにこの告白に驚いたのである」と綴ってヨナスはこのエピソードを閉じている。」
!
（「エピローグ　テクノロジー的全体像に抗して」より）
!
「この二人の足跡を辿ることによって、われわれは二〇世紀がどのような時代であったかを知り、その激動の世紀に生じた数々の問題に対してどのような思索がめぐらされてきたかを知り、その知恵を糧として、二一世紀を生きぬくための新たな思索のヒントを得る
ことができるだろう。改めて二〇世紀を象徴するキーワードを列挙しておけば、全体主義、反ユダヤ主義、ホロコースト（アウシュヴィッツ）、亡命、総力戦、シオニズム、ナショナリズム、戦争責任、アイヒマン裁判（凡庸な悪）、テクノロジー（原子力開発、遺
伝子操作、延命技術）、などである。アーレントとヨナスはともにこれらの問題の渦中を生き、それに対する直接的な態度と思索における応答を求められた。

　そうした状況のなかで二人の編み出した思想はいずれも彼／彼女らがくぐり抜けた現実の経験の裏打ちされた迫力を持ち、それぞれのユニークさと独創性を反映したものになっている。両者は似通った問題関心を持ちながらも。それぞれに対照的な方法でその問題
関心に応えようとした。結果的に二人の思想は相対立する点を多く持つことになったが、その立場の違いを超えて、二人は親友であり続け、同じ戦禍と苦難を乗り越えた同志であり続けた。（････）二人の思想は二〇世紀が抱えた問題に対する二つの回答の筋道を示
しているのであり、その視座のズレ（パララックス・ビュー）からわれわれは多くの示唆を得ることができる。

　また二人が関わりを持ってきた多くの人物（ハイデガー、ヤスパース、ベンヤミン、アドルノ、ショーレム、ブルーメンフェルトなど）との交流を辿るだけでも二〇世紀の思想的布置を見て取ることができて興味深い。アーレントとヨナスの生涯と思想を並行的に追
跡することによって、われわれは二〇世紀の思想地図に新たな線を引くことができるはずだ。」
!
（「第四章　亀裂」より）
!
「「常にショーレムにとってアーレントは、『ユダヤ的なもの』の理解に欠ける困った友人」でもあった。（･･･）アーレントは戦時中、シオニズム系組織で働きつつも、シオニズム運動そのものからは距離をとり、イスラエル建国に対しては批判的姿勢を明らかにし
ていた。これに対し、ショーレムはたとえば、一九四五に発表された「シオニズム再考」に強く反発する手紙を書き送っている。こうした論争を経ながらも、両者の交流は途切れることなく続いていたのだが、両者の見解の不一致がもはや我慢できない地点にまで達
したのが、アイヒマン裁判についての彼女のレポートであった。」

「ショーレムからの批判に対するアーレントの応答は、（･･･）非常に興味深いものである。彼女は彼から投げかけられた問いを真正面から打ち返している。

　まずアーレントが違和を表明しているのは、ショーレムが「私はあなたをどこまでも、他でもない私たちの民族の一員だと見なします」と書いたことについてである。「あなたがお書きになったことは私を当惑させます」とアーレントは切り出す。私は自分がユダ
ヤ人として生まれたことを認め、そのような「与えられたもの」に対して、「＜ピュシス＞によってあるのであって、＜ノモス＞によってあるわけではないもの」に対して、「基本的な感謝の気持ちのようなもの」を持っている。「ユダヤ人であることは、私にとっ
ては、私の人生の疑う余地のない所与の事柄のひとつであって、私はその事実を別のものに変えたいと思ったことは一度もありませんでした」。

　しかし、そのことと自分が「ユダヤ民族の一員」であると見なされることは決して等しい事柄ではない、とアーレントは論じる。「あなたがどうして私が収まらない、これまで一度も収まったことになう引き出しに、私を整理しようとするのか、私には理解できま
せん」。好むと好まざるとにかかわらず、自分がユダヤ人として生まれたことは事実である。しかし、だからといって自分がユダヤ民族という大きな集団の一員だと見なされてしかるべきだ、ということにはならない。そこには大きな隔たりがある。

　彼女が「ユダヤ民族の一員」という表現を強く拒否したのは、ユダヤ民族を大きな家族とみなし、個々人がその家族の一員である、とみなすような考え方を厭ったためであった。ここにもナショナリズムとしてのシオニズムを厳しく批判した彼女の態度が反映され
ている。ユダヤ人がナチスとドイツ国民から理不尽な差別と残酷な迫害・虐殺にあったことは事実である。しかし、それを批判するがゆえに、ユダヤ人自身が偏狭なナショナリズムや民族主義に陥ってしまったのでは元も子もないではないか。それは自分たちもまた
敵と同じ思考法（イデオロギー）に陥ってしまうことを意味しているのではないか。

　さらに彼女はショーレムの「ユダヤ人への愛」という言葉にも同様の反応を示す。
!
　　　あなたはまったく正しいのです。私はこの種の「愛」によっては心を動かされません。それには二つの理由があります。第一に、私は今までの人生において、ただの一度も何らかの民族あるいは集団を愛したことはありません。ドイツ人、フランス人、アメリ
カ人、労働者階級など、その類の集団を愛したことはないのです。私はただ自分の友人だけを愛するのであり、それ以外のどんな愛も私にはまったくありません。第二に、このユダヤ人への愛は、私自身がユダヤ人であるからこそ、私には疑わしいものに思われます。
私は自分自身や、何らかの形で自分の実質がそれに属していると知っているものを愛したりはしません。
!
（･･･）

　「全体」のうちに「個」を取り込もうとするイデオロギーに対して、アーレントは徹底した嫌悪を示した。」




☆mediopos-2072　　2020.7.19

■Ａ・コルバン／Ｊ−Ｊ・クルティーヌ／Ｇ・ヴィガレロ監修!
　ジョルジュ・ヴィガレロ編／片木智年監訳!
　『感情の歴史 Ｉ／古代から啓蒙の時代まで』（藤原書店 2020.4）

感情は古代ギリシアで 
「パトス（受動）」と名づけられていたように 
受動性と結びつけられてきた !
パッション（passion）という激しい受動も 
pati（苦しむ、耐える）というラテン語がもとで 
キリストの受難を意味するフランス語のpassionとなり 
やがて激しい情熱を表すようにもなったようだ !
受動にもかかわらず 
むしろ能動でもあるようなパトス 
その意味でいえば 
パトス（感情）というのは 
外的世界を内的世界で受け止める 
人間の経験の場のことを意味しているように思える !
人には感情があって機械に感情はない 
人には内面があって機械には内面がないからだ !
内面があるということは 
それぞれが内的世界を生きているということだが 
その内的世界は外的世界の反映ともなっている 
それが受動でありかつ能動でもあるということなのだろう !
つまり人間の属性としての感情は 
時代やその生きている場所によって 
さまざまに変化し育てられてきているということだ 
そしてそれはある共通要素を持ちながらも 
人の数だけその表れがあるということでもある !
感情はどこからやってきたのだろう 
神秘学では感情ははじめは神々そのものでもあったが 
それが人間の内で働くようになったものだという !
ギリシャ神話でも概念や歓喜や恐怖といったものが 
神々の人格として表現されていたものが 
現在ではそれぞれの概念や感情の名で呼ばれるようになった 
キリストの受難でもあるパッションも 
信仰のなかで人がそれを生きるようにもなったように

そのように人間は 
みずからの内にさまざまな感情の神々とともに生きて 
その神々とともに成長してきているといえるが 
その成長は魂の成長におうじてさまざまな姿をとり 
みずからが成長させなければそれが育っていくことはない !
現代人は自我がアストラル体に働きかける 
つまり感情を制御する意識魂的な力を育てる課題があるが 
感情の成長はその課題に関わっているといえる !
世に言う感情的な人というのは 
感情の発達した人ではなく 
むしろ感情の器が小さいがゆえに感情が制御できず 
器からすぐにあふれ出てしまう人でもある 
感情を育てるということは 
その受容できる器を深く広くし 
それを熟成させてゆくということなのだから !
キリストの受難でもあるパッションという象徴も 
受動と能動の極北でしか得られない 
内なるキリストしての魂の深い経験を 
切に求めているといえるのかもしれない 



（「総序」より）
!
「感情は人類の属性であり、人類とともに存在してきた。それが何か人が気づくし、理解できる。感情はあまりに明白なので、時間に無関係と思われるほどだ。さまざまな時代と場所に等しく観察され、共通した体験や一見したところ共有される反応があることを示
唆している。たとえば大切な人の死に臨んで感じる苦しみ、何らかの危険の後の混乱、失敗したときの苦渋、楽しいことがあるときに感じる喜び、などである。これらはすべて一般的な出来事であり、普遍的なものと永久不変なものがそこに見出される。興奮、不安、
歓喜が文化と社会を活気づけ、汗、不快感あるいは震えがその避けがたい表れを示す。」
!
「しかしこれはけっして明白なことではない。恐怖、恥辱、怒り、喜びはおそらくいつの時代にも観察されるし、ひとつの時代から別の時代になっても理解され、「把握される」ように思われるが、じつは個人によって、文化によって、感受性によって異なるのだ。
これらの感情には独自の状態と変遷があり、変化し、個別化し、一般的に広く存在するとはいえ細分化された可能性を示す。」
!
「感情の歴史は内面性の果てしない変化を示す。そしてこの点は強調すべきだが、感情の歴史は方法論上の明白な結果を求める。断固として独自の視点を採用しなければならない。当事者たちが何をするか。あるいは彼らは自分をどのようにイメージしているか、ど
のように考えているかという点に止まってはならない。当事者たちが感じていることにできるかぎり果断に接近し、彼らが「内面的に」みずからの世界をどのように生きているか、そして彼らがどのようにその世界の反映になっているかを明らかにしなければならな
い。」
!
（「Ｉ 古代」より）
!
「古代ギリシア・ローマ世界においては、今日理解される意味での「感情」に正しく一致する言葉は、何ひとつ存在しない。後に「感情」と呼ばれるものを部分的にカバーするのは「情念」であり、本書の記述はそこからはじまる、たとえば、「ショック」は、不安
を進展させる場合がある。それすなわち、「ショック」は、意識に作用を及ぼす可能性がある、ということだ。このように、現代では「ショック」と不安の進捗は区別されるが、古代において、この両者は、本当の意味では識別されていない。もっとも、アリストテ
レスのように、情念（パテ）はまた、内面の同様を示すものである、という考えも、あるにはあった。それにもかかわらず、宗教から政治、演劇から戦争、敵対関係から友好関係まで、幾多もの状況で、感情は歓喜され、そのかたちと強度をさまざまに変化させたの
だった。しかし、だからといって、こうした情念の内容を表示する定まったリストがあったわけではない。それは、時代とともに変化した。情念の数は、アリストテレスからガレノスまでの時代、つまり紀元前四世紀から起源二世紀までで変わり、その範囲は不安定
で、境界線はほとんど定められていない。感情の世界は、曖昧で漠とした領域を含んでいるのである。とはいえ、いくつかの大きなカテゴリーは、時代を経ても変わらぬままだ。それが、怒り、恐れ、歓喜、悲しみ、あるいは羨望である。また、ある種の行動は、慣
習となって定着した。」
!
「ギリシアとローマという二つの世界には、相通じるものがある。この両世界において感情はときとして激しく表現される一方、その抑制が評価され、感情の制御によって具現化される社会の階層化、すなわち男性と女性、市民と奴隷の区別にも、また高い評価が与
えられた。とはいえ、ギリシア、ローマのあいだには、相違もまた存在する。それは、ローマ世界で、この感情という領域がさらに多様化し、神との関係が部分天気に「人間味の感じられる」ものになったことである。ローマにおけるフィデスの信仰は、感情を支配
し、神聖なるものを崇敬するための画期的な方法である。それと同時に、無感覚な自由、心の平穏、ひいては世界の秩序だった性質を再確認するための一つの形態としての側面をも、あわせ持っているのである。」
!
（「II 中世」より）
!
「古代の感情の表現は、その時代に得られた数々の態度と同様、中世に持ち越され、生きながらえる。しかしながら、中世の一時期は、混乱の時代であった。起源後数世紀間は、暴力が蔓延し、極度なまでの粗暴さが、欲動、興奮状態、渾沌、激しい動揺をまねいた。
そうした社会で、適正に制御された感情は忘れられてしまったように思われる。それでも、蛮族の世界をうかがわせる遺跡やコードについてなされた数々の研究からは、ものごとをそう単純化してはならない、という教訓が得られる。三・四世紀の戦士の墓に供えら
れた楽器は、「洗練されたもの」を暗示し、食卓での給仕の仕方は、饗宴で厳格に定められた序列があったことを示唆する。」

「とはいえ、感情の方向性がより正確に定まるには、五・六世紀、カトリックの教義が確立される必要があった。すなわち、救済への未曾有の期待、同情者キリストのイメージ、死についての新たなヴィジョン、あの世の構想などだ。これらの教えはすべて、神の怒
りが下る可能性や、罪人が被るべき恥辱とともに、中世のキリスト教の基盤をなす。」
!
「中世盛期にあって、宮廷文学、領主たちの「態度物語」、聖職者の言葉が、軍人貴族階級をより文明化する方向に収斂していくことについては、疑いの余地がない。それでもやはり、この時代の振る舞いは、〔いわゆる中世の〕特徴とされる「物騒な」ものであっ
た。そこでは、騎士の出世は武力によってのみ果たされ、人々は災禍への絶えざる不安を共有し、「集団の敵意は、害悪をまき散らすと誹謗されたマージナルな人びとに向かう」。必然的に、心理的な不安定さは、常時継続する。人々はつねに粗暴な感覚を持ち、「あ
る心の状態から、別の状態へと唐突に以降」し、突然の怒りの発作に駆られる。パストロー〔一三世紀半ば、十字軍参加を口実にフランスを荒らしたフランドル農民〕や鞭打ち苦行者の熱狂は、中世の感性、感情の領域に、存続する。このことは、近代社会による文
明性の発明、すなわち、より理論化されたとは言えないまでも、より強固に組織化され、内在化された、それまでにないタイプの自己制御と対照させると、いっそう明確に理解できよう。」
!
（「III  近代」より）
!
「一六世紀には、エチケットや礼儀作法についての無数の概論の中で、「紳士」、さらには「宮廷人」が新たに定義されている。激情的な人間である前に「統制のとれた」人間。ということになるだろう。これは、感情の諸規範が変化したことを示す重要な象徴であ
る。パルダッサーレ・カスティリオーネの『宮廷人』（一五二八年）は、初めて中世の価値観を覆し、騎士のモデアルを変化させ、「優美さ」をあたらしい人物像にしたてて、心身の繊細さと軽やかさの価値を知らしめたもののひとつである。

　変化の規模が大きかったからというわけではない。そもそも変化というものは理解されず、拒絶されることもある。一六世紀の老貴族の中には、この変化を抑制不能な衰弱によるものだとか、過剰な感受性のせいだとする者たちもいた。この新たな感情は、広く拡
散され、より存在感が高まると、隠れた脆弱さにすぎないとされた。勇気が後退し、もろさが増大したというのだ。」
!
「フランス一七世紀の古典世界におけるいくらかの感情の特殊性も見きわめねばならない。現代の視点とは隔たりのあるさまざまな沈黙の種類や、寛容さ、あるいは深く根を下ろした好みなども存在する。例えば、今日の感性から見た「無関心」の一つの形態がそう
である。次に挙げる非常に詳細なあるケースが、そのことをよく示している。女性の感情は。女性が被害者のときはほとんど考慮されない。その女性の個人的な苦痛は、評価されないのである。」
!
「近代世界において拷問に与えられた主要な地位とともに、感情に関するさらに特殊な側面がある。王の殺害者を四つ裂きの刑にするという見世物がその例である。このようなシーンは、まだ一七世紀には、見物にたちにとって道徳的だと思われていた。それほどに
「ふつう」視されていたのだが、アンシャン・レジームの終焉期には、もはや容認しがたい見せ物でしかなくなる。拷問は、そのうち残虐行為となる。掻き立てられた感情は、もはや受け入れられない。戦闘に対する感覚までは、古典世界における感情の体系の特殊
性を示すのである。すなわち、たとえば戦争に対する快楽を告白するやり方がそうであり、その快楽はしばしばあからさまに掲げられる。（…）

　現代になると、精神世界は大いに変化し、深化し、識別されるが、他方で、否定できない特殊性も増殖していくのである。」




☆mediopos-2073　　2020.7.20

■今福龍太!
　『ヘンリー・ソロー　野生の学舎』!
　（みすず書房 2016.7）

ソローのように 
生きるのはむずかしいだろうが 
その生き方から学ぼうとすること 
その学舎で学ぼうとすることは 
だれにでもできることだ !
性急に知ろうとするのではなく 
ゆっくりゆっくり時間をかけて 
知ろうとすること 
知識を覚えることは容易だが 
智慧を養分にするには 
それなりの時間がかかる !
既存の教育や学問からはなれること 
ひとからおそわろうとしないことだ 
「学校でただ「川は山から流れ下る」 
と教えられても、 
それは想像上の知識でしかない」 
教えてもらおうとすればするほど 
智慧はすり抜けたまま何も残らない !
それらができないとしたら 
すぐに形になる 
結果や評価を得ようとするからにすぎない 
なにかを学ぶことを 
肩書きや権威や利得に 
置き換えようとしているだけだ 
社会を変えようとするまえに 
じぶんを変えることを忘れているだけだ !
とはいえ現代社会で 
調和的に生きていくことはかぎりなくむずかしい !
生活するだけでも骨が折れる 
社会という理不尽なシステムに拘束される 
忙しさのなかで心身ともにすり減ってしまう 
そんなことばかりだ 

けれどそうした背景にあるもの 
じぶんの深いところで語りかけている声に 
耳をすますことさえ忘れなければ 
それらを現象化させている多くは 
みずからの「野生」を忘れ 
常識という名の麻薬に洗脳されているだけだ 
ということに気づくことはできる !
ソローのように 
森で生活する必要はないだろうが 
長い時間をかけて自然を観察し思索し 
そこから学ぶことはできる !
日々の短い時間や経費だけでもそれはできる 
人やメディアにかかわる時間や経費を減らせば 
ある程度の時間やお金を使うこともできる 
人やメディアにかかわる理由を考えてみるだけで 
そのほとんどがただ不毛なだけだということがわかる !
ほんとうに必要なことだけを残して 
あとの時間と経費を観察と思索に使うこと 
あとは日々ただ続けてゆくだけだ !
それが何かの結果を生むことも 
人への啓蒙も人からの評価も気にせず 
毎日繰り返して一年三六五日一〇年三六五〇日…… 
それらの毎日をすべて新しい一日にする 
そんな毎日を積み重ね繰り返すことでしか 
智慧は深められてゆくことはない !
ソローの生き方から学ぼうとすること 
それはだれにでもできるけれど 
だからこそむずかしいということもできる 
学校や社会や学問から教わったことから 
自由になることができないからだ



「ソローの著作を読むことは、知性の森を逍遙しながら、この清冽で慎ましい水を飲むことに等しい。純度の高い天然の鉱水でありながら、そこには生命の源泉に横たわる仄暗い叡智と、複雑な組成とが含まれている。徹底した
批判精神と、ごまかしのない言明と、自我をのりこえた意志の発露がそこにはある。私たちが生きる、二一世紀の高度に合理化されテクノロジー化された知識が示す不遜さとは正反対の、本質的な謙虚さがある。ときに、その文
章は人が書いたのではなく、ソローが暮らしたさざ波をたてながらキラキラと輝くウォールデンの水面が筆をとって、書きつけたかのように思えることもある。（…）

　数十年、ときに数百年もかけて雪解け水が岩層に透過されて湧き水となるように、自然の観察からその摂理を知るまでには長い時間がかかる。人間は、自らの歴史のなかで途方もなく長い時間をかけて自然を知ろうと努めてき
た。同じように、人間自身の博物誌もまた、徐々に書かれるべきである。そのようにソローは考え、「マサチューセッツ州の博物誌」の末尾で、人間の知性とは対象を性急に調査したり点検したりするものではなく、ゆっくり時
間をかけて眺めることによって研ぎ澄まされてきたことを、こう短くきっぱりと断言した。
!
　　　智慧は調べず、ただ見守るのである。われわれは見る（＝知る）ことができるようになるまでにはながいあいだ見つづけねばならない。
!
　ヘンリー・デイヴィッド・ソロー（一八一七　−　一八六二）。一九世紀のアメリカ東部マサチューセッツ州の小邑コンコードに生まれ、四五年に満たない生涯をそこで終えた孤高の著述家。短い一個の生命の軌跡が、人類の
博物誌としての長い歴史のなかに、いかなるかたちで豊かな種を蒔くことができるかを考えつづけた無私の哲人。彼が何者であったかを示す名辞はいくつもあげられるだろう。詩人、作家、社会改革家、ナチュラリスト、測量士、
庭師、鉛筆製造業者、教師。職業的な肩書きにはなりえないものまで加えれば、このリストは隠者、予言者、変わり者、遊歩者……とつづくかもしれない。

　だがソローという人格を、公の肩書きや職業によって規定することの不毛さをすでに私たちは知っている。それは彼が「社会」というものにたいしてとった特異な、ほとんど唯一無二というべき距離に由来するものである。

　「市民政府への抵抗」と題された激烈な政治的エッセイで知られるソロー。国家の現実的なあり方にたいしどれほど社会参加の意志をもっていたとしても、ソローは政治家になることはなかった。現実政治は彼の生が関わるべ
き領域とは思われなかった。体制への批判者であっても、彼は実施的な市民運動の先頭に立つ社会活動家にもならなかった。彼の抵抗も叛乱も、つねにもっとも極小の主体である「個人」という場において行われる哲学的営為に
ほかならなかったからである。だが行動しなかったわけではない彼は奴隷制や戦争に反対して納税を拒み、黒人奴隷への政府の不当な弾圧があれば演説において誰よりも強くこれを告発し、逃亡してきた黒人奴隷がいれば率先し
て家にかくまい、彼らを「地下鉄道」組織を通じてカナダ方面へと逃がす手助けをした。にもかかわらず不思議なことに、世俗的社会へのソローの非介入の決意は、意識の深いところでは貫かれていたように思われる。

　旺盛な批判精神を隠すことのなかったソローであるが、公の言論活動によって自己の社会的使命と責任を引き受けるエマソンのような著述の大家にもならなかった。生前に本を二冊出版したが、それほど売れることも評判にな
ることもなく、死んだ時点で作家ソローの名を知っている人はごく身近な場所に限られた。ところがその後の一五〇年ほどの時の経過のなかで、彼はアメリカでもっとも著名で独創的な思想家となった。

　ソローは己への評価を同時代に求めようとはしなかった、アメリカ社会の変転に目をこらしつつ歴史の時間を跳び越すようにして森をひたすら歩き、森羅万象の示す神話的時間のなかで思索し、膨大な日記を誰にも読まれるこ
となく書きつづけた。」

「自ら書く以上に、森の木々や葉、動物や鳥、雲や氷や年輪にいたるまで、自然が書きつけたものを深く読みとろうとした。書物を愛したが、それは印刷されたものであるとは限らず、自然そのものかが書物を生み出す知性を内
在させていることを信じていた。森羅万象と、体内の器官と、自ら語り書きとめる言葉とのあいだを貫く、野生の知性が存在していることを疑わなかった。

　生涯をただひたすら黙々と生きるように、日々散歩した。植物の芽吹きかた開花、結実から落果・落葉をへて自然が一巡りする永遠のサイクルを、散歩の道すがら観察し、そのありさまを詳細に日記や手稿に記述し尽くした。
鳥や虫、獣や小動物たちを森の隣人と呼んで、彼を訪ねる人間たちと同じように区別なく受け入れ、心からもてなした。

　こうしたソローのすべての実践と思考が育まれた場所を「野生の学舎」と呼んでみよう。するとそこに、まったく見たこともない一つの「学び舎」の姿があらわれる。

　この学び舎で、私たちすべてがいままで学校で学んできた知識や教養を解除し、生まれてまもない幼児が歩みを覚え、読み書きを学んでゆくように、あらためて学び直すこと……。効率性の名のもとに管理され均質化された教
室という箱から飛び出し、土の匂いと木々のざわめきと空の青を学び舎にとりもどし、この自由な場にすべての生命体を呼び込み、そこからふたたび人間社会についての洞察を組み立て直してゆくこと。時間をかけることを厭わ
ず、繰り返しをおそれず、謎や異質なものの到来を歓迎すること。生命とともに呼吸し、事物の発する精気に応答すること。

　「マサチューセッツ州の博物誌」（一八四二）でソローはこうはっきり述べている。
!
　　　哲学することは、ゆっくりとはじまる。出来事のなかに理法を見いだし、別々の事実をつなぎ合わせることのできる者は、守護神（ダイモン）のような霊感をどこかに持っている。学校でただ「川は山から流れ下る」と教
えられても、それは想像上の知識でしかない。真の意味で学知を持つ者は、自らの繊細な身体感覚をつうじて、自然をすみずみまで知るのだ。彼は誰よりも精確にものの匂いをかぎ、味わい、見、聞き、触れてみる。彼の経験は
より深く純粋な経験となるだろう。私たちは推論や演繹によって学ぶのでもなく、哲学に数学を適用することで学ぶわけでもない。私たちが学ぶのは、直接的な交わりと共感によってである。
!
　この「共感」sympathyという言葉は、「思いやり」「好意」「調和」「共鳴」「共振」「交感」とも訳しうる複雑で豊かな意味をかかえた語である。「哀れみ」（=pathos）というその五感を重視すれば、これは「共苦」のこ
とでもある。森羅万象の喜びと苦しみの震えを、みずからの身体に震えのままに移しとろうとする、深い思いである。この野生の学舎の日常哲学には、自然な倫理学がよりそっている。」
!
「この学舎は、近代の「学問」や「教育」の枠組みからは完全に自立している。技術的合理性からはなれ、経済的効率からもはなれ、利得（もうけ）からもはなれ、学問の生産と消費をめぐる権威的な自己顕示からもはるかに遠
い学舎である。だからこそ、ソローのテクストを読みながら、それに常識的な思考の均衡が欠けていることを指摘するのは見当違いというべきだろう。ソローは学問的実証を超えたところにある真実を求めた。ソローは科学的法
則を超えたところにある理法を求めた。極端な言い方に聞こえるかもしれないが、この学舎には別種の真実がある。ここには、ここの理法がある。ちょうど学舎の周りに拡がる森と湖に、それ自身の原理が隠れているように、野
生の学舎をとりまく理法や原理が、人間の手によりものではないことを、ソローはなによりも誇りとしていた。それは、ウォールデンの森の奥から響いてくる風の声によってすでに語られていた。湖の漣がしめす深遠な模様のな
かに、それはあらかじめ書き込まれていたのである。」




☆mediopos-2074　　2020.7.21

■全卓樹『銀河の片隅で科学夜話』!
　（朝日出版社 2020.2）

物理世界のなかの永遠は 
悠久の時の流れを感じさせるとしても 
その永遠はかりそめでしかない !
永遠を感じるのは 
物理的世界をつかのま生きている「私」 
そして私は私の内で永遠をポエジーする !
けれど私は永遠を信じられずに 
刹那としての付和雷同を事とする !
付和雷同は長い歴史のなかで 
集合的な魂の人類が獲得してきた 
処世術ではあるだろう 
ときにはそれに従うのもひとつの道だ !
けれど自我を個別化し 
育てようとしている「私」は 
ときにそこから脱しようとし 
科学的なものを導きにしたりもする 
（それもまた別の付和雷同なのだが） !
けれど科学的なものは 
限られた範囲しか光を照らせない 
知恵ある付和雷同のほうが 
得策であることもあるのだ !
付和雷同するにせよ 
別のものに拠ろうとするにせよ 
とかくこの世は住みにくい !
住みにくいながらも 
善き魂であろうとするならば 
その選択を自らの責に帰するのが 
身の処し方ではあるだろう !
住みにくい世の中を生きるには 
中庸を事とするのが良き生にはなるだろう 
極論はときに狂信ともなるからだ ※本書の各編「天空編」「原子編」「数理社会編」「倫理編」「生命編」の「扉」には吉田一穂の詩が引用されている。!

ポエジーを解する科学者は、寺田寅彦のごとく偏狭な科学から自由な魂なのだろう。



（「天空編　第１夜　海辺の永遠」より）
!
「海辺に佇んで、寄せては返す波の響きを聴いていると、「永遠」という言葉が心に浮かぶ。

　死と静止はおそらくは永遠の安らぎではない。死してのちも万物が色褪せ崩れゆき、世界が無慈悲に年老いていくことを、熱力学の第二法則は命ずるのだ。永遠の喩えとされるダイヤモンドの輝きも、決
して永遠ではない。天然ダイヤモンドは、30億年前の超高温圧のマグマの中で作られて以来、再び作り出されることはなく、何十億年ののちすべて灰として散っていくことだろう。

　むしろ絶えず巡りきて繰り返すもの、周回し回帰するものの中にこそ、永遠はあるのではないか。満ち潮引き潮の繰り返し、太古から変わることなく同じリズムを刻む昼と夜の交代や月の満ち欠け、その
ような永劫に回帰する運動の中にこそ、永遠が見いだされるはずである。

　しかし実は、日々の太陽の巡りや月の満ち欠け、満ち潮と引き潮のリズムも、決して不変ではない。何億年という時間のスケールで見ると、一日の長ささえ変わっていくのである。」
!
「世界が在るためには、世界が在ることを確証するには、世界の進行を見守る認知主体が必要である。おそらく永遠は、海の波の律動そのものでなく、その律動に無限の回帰を感じとる、われわれの意識の
中にしか見つからないだろう。生誕、成長、生殖、死の限りないサイクルの一瞬一瞬、生命の意識のあらゆる瞬間にこそ、永遠は宿るに違いない。」
!
（「天空編の「扉」に引用された吉田一穂の詩「泥」）
!
「自我系の暗礁をめぐる銀河の魚。

　コペルニカス以前の泥の拡がり･･････

　睡眠の内側で泥炭層が燃え始める。」
!
（「数理社会編　第11夜　付和雷同の社会学」より）
!
「フランス語に「パニュルジュの羊みたいに」という表現があって、付和雷同する様をさす言葉である。智慧者のいたずら屋パニュルジュの物語に由来すうｒのだという。彼を笑い者にした商人から、リー
ダーと思しき羊を買い取ったパニュルジュが、すぐさま羊を海に投げ込むや、残りの羊もみな海に飛び込んで、商人は大損をしたという故事である。

　人間だれしも心には、多かれ少なかれ付和雷同の習性が根深く巣食っている。パニュルジュならぬわれわれはむしろ、付和雷同心を逆手にとった賢い商人たちの宣伝にのって、日々細々と損をする消費者
となったりする。」
!
「自らの判断がつきにくい事項について、多数の他者の判断を参考にしてものを決める習性は、おそらくは長い先史時代に人類が獲得した形質なのだろう。そこでは狩りの獲物についても果実の豊富な茂み
についても情報が乏しく、他者からの伝聞は貴重な判断材料であったはずだ。また集団の素早い意思統一のためのマカにズムとして、付和雷同の心性はとても効率的である。競合する敵対的集団に囲まれた
原始部族社会で、これは組織防衛上必要不可欠のものだったろう。

　人間に限らず広く動物界を見ても、多数の他者の判断に従う行動は、多くの場面で種の繁栄にとって有利だったに違いない。それは８の字ダンスで方向を伝えて、瞬く間にコロニーの皆が良い餌場に殺到
する、ハチたちの習性を見ても明らかである。

　インターネットで万人がつながった今の世で、人間だれしもがもつ付和雷同の心性が、時として暴走して大小の不都合をもたらす様を、われわれは日々目撃している。おそらくそれは、食料調達が困難で
あった先史時代に適応した人体が、飽食の現代に不適応を起こして、世に肥満が蔓延するのと類似の現象なのだろう。

　不都合を正すにはことがらの正確な理解が前提になる。数理的な社会学のメカニズムがもし本当に価値あるものならば、それは私企業の営利追求の手助け以外にも用いられるだろう。社会制度の賢い設
計を通じて、人々が宣伝や世論操作のたやすい餌食となり、パニュルジュの羊のように次々入水するのを防ぐ手立てが見つかるだろう。

　今一度われわれの科学者が、ダークサイドから這い上がる時が来るであろうか。その時こそはすべての家庭の夕餉どきに、こうした話題を平和に持ち出せるようになるではないか。」
!
（「数理社会編の「扉」に引用された吉田一穂の詩「地下鉄のある町」）
!
「首都（メトロポリス）の椅子に坐る権力。放射路を中心する白色恐怖のク・デ・タ（鉄兜（ヘルメット）を被った兵士の顔・二重現象・髑髏の上の鉄兜）支配と奴隷の様式。〔中略〕

　十二人の執政官によれる労働祭・共餐の卓に坐る十三人目はアナルシストである。」




☆mediopos-2075　　2020.7.22

■ブレイディみかこ『ワイルドサイドをほっつき歩け／ハマータウンのおっさんたち』（筑摩書房 2020.6）!
■ブレイディみかこ氏インタビュー『ワイルドサイドをほっつき歩け』!
　「「おっさんの醍醐味」が分かる本」（図書新聞　2020年7月25日　3457号　所収）

差別を当然だと思っている人もいれば 
差別に気づかない人もいる !
自分の意見を疑っても見ない人もいれば 
それに反する意見に反対して 
批判罵倒することを当然としている人もいる !
そうした人たちはまさに 
「じぶんがなにをしているのかわからない」 
そんな人たちでもあるのだろう !
けれどもそういう人たちも 
そういう人たちなりのほんとうを生きている !
世の中にはイヤなやつはたくさんいて 
腹が立ったりうんざりしたりすることは多いけれど 
そしてそういう人たちには 
決して「シンパシー」を感じはしないのだけれど 
「エンパシー」というかたちで 
違いを前提としながら他人の心情をくむことはできる !
ブレイディみかこはそれを 
「自分で誰かの靴を履いてみること」と表現している 
須賀敦子はじぶんにぴったりの靴を求めたけれど（※） 
そしてそれは魂にとって切実なことではあるだろうけれど 
まったく合わない靴だったとしても 
それを履いてみるということでしか得られない何かはたしかにある !
おそらくシンパシーだけを求めた生き方は 
快不快の世界に平板に生きるだけになってしまうが 
エンパシーをも可能にしようとする魂は 
それを超えた世界を経験することができるようになるのだろう !
「ワイルドサイド」をほっつき歩くことでしか 
決して得られないものがそこにはある 
人間の人間ゆえのさまざまな「メンマ」がそこでは味わえるから 

（※）須賀敦子『ユルスナールの靴』 
「きっちり足に合った靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ」



「——「ワイルドサイドをほっつき歩け」（Walk on the Wild Side）と言われたら、ルー・リードのことを思い出さないわけにはいきません。一九七二年発表のロック史上に残るアルバム『トランスフォー
マー』のＡ面ラストの曲です。また、サブタイトルにじゃ「ハマータウンのおっさんたち」で、これもやはりポール・ウィリスの名著『ハマータウンの野郎ども』（原題は「Learning to lobour」。邦訳、ち
くま学芸文庫。）を思い出さないわけにはいきません。その原著は一九七七年に出ていて、ちょうどパンク全盛の時代です。

　一言でいえば本書は「おっさんの醍醐味」がわかる本だと思います。本書「あとがき」で、ベストセラーとなった『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』では、「青竹のようにフレッシュな少
年たちについて書き」、「そのまったく同じ時期に、人生の苦渋をたっぷり吸い過ぎてメンマのようになったおっさんたちについて」本書で書いたとあります。青竹はフレッシュであるがゆえに、まだ「煮
ても焼いても食えない」。しかしメンマは酒のアテにうってつけですね（笑）。

　『野郎ども』は決して本書の「親本」というわけではありませんが、両者で共通して触れられている話題がいくつかあります。その一つがレイシズムの問題です。例えば蔑称としてパキスタン人を「パキ」
と呼んだり、ブレイディさんも含めた東洋人を「チンク」と呼んだりする。こうした「レイシズム用語」は、時代の変化にもかかわらず、呆れるほど一貫して変わっていません。

ブレイディ／そうなんですよね。定着してしまっている。私が日本の新聞社のロンドン支局に勤めていたとき、インテリ層のアシスタント記者の英国人がいました。その彼が「『パキ』は差別用語ではない」
と言い出したことがあります。「ぼくの家の近所にもパキスタン人の家族が経営している雑貨屋があって。それを『パキの店』と呼んでいる。これは愛情を込めて言っているんであって、差別ではない」と。
私はびっくりしてしまいました。「私の界隈では完全に差別用語です」と。上の階級の人がそのようにあっけらかんと言っているのは衝撃でした。上の階級でも、現在でも差別用語だと思いますけど。私の
ような下の階級では、まったく変わっていません。差別の現場を知らない、フワッとした上の階級の人たちの一部にとっては、差別用語が言葉としてあまりに定着してしまっているがゆえに、どうしてそれ
が差別用語なのかがわからなくなっているのかもしれません。」
!
「ブレイディ／私は以前『労働者階級の反乱』（光文社新書）という本を書きましたが、その「あとがき」を先日久しぶりに読み返してみたら、「本書とつながっているじゃん」と思いました。そこで私は
ブライアン・イーのことを書いていました。英国のＥＵ離脱の結果が出たとき、イーノは次のようなことを言いました。ぼくたちは、離脱に票を入れた人のことを「右翼の拝外主義者のバカ」と決めつけて
遠くから罵倒するのではなく、彼らがどう考えているか、彼らの立場に立って物事を想像してみるときがそろそろ来ているのではないか、と。これでイーノは当時すごく叩かれました。「左派なら離脱派を
とことんバッシングするのは当然ではないか、何言ってんだ」という感じでした。しかし私も「移民」です。移民の友人も私にはたくさんいます。そういう移民の立場からすると、普段は優しい白人たちが、
実は半分以上も離脱に投票していたというのは衝撃だったわけです。「ホンネ」を見てしまった気がした。英国の移民たちは、既に英国人たちと日常で接しているから、「信じられなくなった」「前のよう
には見られなくなった」と言っている人もいました。しかし、だからこそ、「なんでこの人たちは離脱に投票してしまったんだろう」「なぜこのような現状になってしまっているんだろう」と想像してみる
ときが来ているのではないだろうか、というところで『労働者階級の反乱』は終わっていたわけです。

　これって結局「エンパシー」ですよね。エンパシーとは、『ぼくイエ』で用いた表現を使えば、「自分で誰かの靴を履いてみること」です。必ずしも賛成できない人、共鳴できない人の立場で物事を想像
してみること。本書は、それを実践してみた本でもあるんでうｓ。まず、私は「おっさん」ではありません（笑）。また、うちの連れ合いも「ハマータウン世代」なので、女性への態度でいまだにケンカす
ることがあります（彼は「生きにくい時代になった」なんて言っていますが）。移民としてのみならず、女性としても、ハマータウン世代の英国の白人のおっさんたちの許せない言動があります。それでも
女性の立場からおっさんのことを書いてみるというのも、エンパシーの実践だと思ったんです。私は白人ではなくて移民だし、男性ではなくて女性。自分で言うのはアレですが、二、三重苦のマイノリティ
ですよ。移民で、女性で、職業が保育士だったら、どの尺度でも上の階級とは見なされません。

　本書にはデビッドという（音楽の）スカが好きな右翼のおっさんの話が出てきます。彼は白人のおっさんで高給取りで、私とは真逆です。本当に気が合わなくて、筋金入りのイヤなヤツでした。ここまで
話の合わない人とは会ったことがない、というくらいです。それなのに、毎年あるパーティーで必ず隣に座ってしまう。彼は死んでしまったのですが、うちの息子のスカっぽい帽子を彼が気に入り、「しょ
うがねえなあ」と思って、くれてやったら、彼がその帽子をかぶって嬉しそうに踊っていたことがありました。「こういう面もある人なんだな」と思いました。それを思い出して書いたのが本書の「ワン・
ステップ・ビヨンド」ですが----私もいままで様々な文章を書いてきましたが。書きながら泣いたのは初めてでした。デヴィッドが憎たらしいから中指を立てて書いているのに、こちらは号泣している。
「ワン・ステップ・ビヨンド」はマッドネスというグループの有名な曲ですが、マッドネスには右翼っぽいファンが多かったよね。

　デビッドはゲイなのですが、私に向かって「これからは日英同盟の時代よ」なんてわけのわからないことを言ってきたりしました。また、上流階級の人だから、はっきりとは言いませんが、嫌味ったらし
く私を見下げた言い方を滲ませてきます。だから本っ当にイヤだったのですが、それを書いたら涙が止まらない･･････。何なんですかね、これは。人間ってそういうものなのかな。

　私はＳＮＳをやりませんが、ネットを見ていると、エコー・チェンバー化というか、自分が好きなものを好きな人とか、政治的な意見が似ている人とかで集まって、自分の周囲を「最適化」して生きてい
きがちですよね。しかしネットと関係のないところで動労者として日常を生きていれば、当然ながら意見の違う様々な人と出会うし、偶然、右翼の超イヤなやつと隣り合わせにもなるわけです。

　･･････この感覚をうまく言えたらいいんだけどなあ。これが人間だよな、くらししかまだ言えないな。･･････、あ、「人間っていうところが「メンマ」なのかも、

——やっぱり酒のアテじゃないっすか（笑）。」



