
2020.7.23～ 2020.8.16

mediopos 84

【神秘学ポエジー～風遊戯 第 173集】 

media-poesieヴァージョン
mediopos2076-2100

神秘学遊戯団 



☆mediopos-2076　　2020.7.23

■養老孟司・山極寿一『虫とゴリラ』（毎日新聞出版 2020.4）

自然から学ぶことができないとき 
人間は科学技術に依存し飼い慣らされる存在となる 

森に出かけて虫愛ずる人となる 
それだけでも 
人は科学的分析では測れないさまざまを 
学びはじめることができはしないだろうか 

虫を理解するとともに 
虫を理解できないことも学ぶ 
そして虫とともにある 

虫の住む森を理解するとともに 
虫の住む森を理解できないことも学ぶ 
そして虫の住む森とともにある 

まさに今必要なのは 
「自然科学」ではなく「自然学」なのだろう 
さらにいえば「高次の自然学」 

人間は自然の一部でもあるが 
自然を超えようとする存在でもある 
そのためには野生の感覚を持ちながら 
そこに新たなものを付け加えていく必要がある 

今西錦司は晩年 
「自然科学」ではなく 
「自然学」がやりたい 
そう言い始めていたそうだ 

自然なるものを 
科学的に分析するのではなく 
自然の全体を見ることで 
そこから学んでいくこと 

答えを出すのが目的ではなく 
分析されることで 
そこからこぼれ落ちてしまうものに 
気づくことが必要だということなのだろう 

ＡＩは与えられた分析はできるが 
そこに自然学は存在しない 
人間がＡＩには本来的に抜け落ちている 
自然から学ぶことを忘れてしまうとき 
人間はただ分析可能なものだけを扱う 
機械の一部となってしまいかねない 

人間が人間であるということは 
分けられるものをわかったことにするのではなく 
それはそれとして踏まえながら 
分からないものと共生していくことでもある 
それは言語化を超えた野生の感覚だともいえる 

昨今のコロナ禍が見せてくれるのは 
分からないにもかかわらず 
分かるかのように作り出された稚拙なデータと 
そのデータの分析さえおざなりにされたまま 
右往左往してしまう科学や政治や社会制度の姿だろう 

分からないものを分からないものにするのではなく 
分からないものとの共生の仕方を身につけていく 
そんな野生の感覚が 
自然を見る目をなくした現代人の多くには 
まったく欠如しているように見える



（「第六章　日本人の情緒」より）


「山極／「縁側」というのに、ちょっと似た話が「西田哲学」にもあるんです。最近、ちょっと興味を持っているんですよ。西田幾多郎は大乗仏教から学んで、西洋の論理とは違うものを考え出したんですね。それを引き継いだ西谷啓治っ
ていう、西田幾多郎のいちばん弟子がいるんだけど、彼は〝「と」の論理〟というものを言い出したと西谷の弟子の池田善昭さんが語っています。「と」の論理って何かというと、「a and b」ってありますね、これを日本語では、「aと
b」っていうふうに言うわけです。すると、この「と」が「and」という違うものを並列する概念とは一変して、相互の関連を持つ「aでもbでもある」「aでもbでもない」っている論理になるんです。

　西田の思想は「間の論理」って言われるんですけど、この「と」も、間の論理ですね。間の論理というのは、湯川秀樹の「中間子」にまで行き着くんだと思うけど、これは西洋の論理にないんですよ。西洋の論理には、「a」か「a」で
はない「b」の、どちらかしかないから。

　「と」の論理は、じつは日本人の哲学の中に、非常に入り込んでいる考え方であって、例えば縁側というのは、内でもあり外でもある場所、あるいはどちらでもない場所、そういう領域が我々の思想の中に、常にあるわけですね。

　日本の自然にも里山があって、これはハレでもケでもない、動物も入ってくれば人間も使う。そういう場所が必ずある。どういう意味かというと、「両方肯定していこう」っていう話なんですね。だから、「a and b」って言った時
「と」が介在しなければ、aか、あるいはbである、というような話にしかならない。でも日本語ではその間に介在する「と」によって、その二つが、同じ価値を持って、見えてくる世界が、初めて出来上がる。そういう論理を、新しい哲
学としてつくっていかなくちゃいけない。西田幾多郎はそう言っていたそうです。池田さんは「時間」と「空間」という二つの秩序を例にとり、それはこの世界においてひとつになっていることを。「と」によって表していると言ってい
ます。それを「包む・包まれる」関係と呼びました。

　確かにそうかもしれません。我々は意識しないんだけども、そういう「間」に「と」を置いて、「あなたと私」と言った時、あなたと私が、同一っていうことを言っているわけじゃなくて、「と」っていう、中にいったんクッションを
置くわけですね。そこに、相互が了解し合える「橋」が架かるわけです。僕が「ウサギとヘビ」って言う時、ウサギとヘビは、違うものではなくなって、僕がその「と」を入れたからこそ、両方が同じ世界の中で、ある価値を持って浮か
び上がってくる。同じものにしようと、違うものにしようと、僕が言う「と」があるから、見えてくる新しい世界があるわけです。これは非常に重要で、日本人的自然観というものに関わってくる話だと思うんですよ。

　西洋には、「私」しかないから、「私から見たヘビ、私から見たウサギ」しかないわけです。ところが、そこに「と」という曖昧な中間項を入れることで、向こう側に主体を移すことができる。あるいは主体というものを。自分が取り
込むことができる。そういう考え方の上に、この世界というものを、認識しなければならない時代になってきたんじゃないでしょうか。」


（山極寿一「あとがき −−−− 虫とゴリラの旅」より）


「この情報化時代、人間という殻を脱ぎ捨てるのには二つの方法がある。ひとつは主体性を機械に預けてロボット化していく方法で、これはもう多くの人々が採用し始めている。もうひとつは人間以外の動物の世界観を身につける方法だ
が、こっちはなかなか会得するのが大変だ。相手が標本で動かなかったり、動物園や虫籠の中にいて自由な動きが制限されていたりする状況では、その世界観を学習できない。どうしても、彼らの野生の生活に踏み込んでみなければなら
ないし、彼らだけではなく、その暮らしを支えている自然を読み解く能力も鍛えなければならない。そんなことはあまりこの世の中に役立つとは思えないから、われわれは極めて特殊な体験を積み重ねてきたことになる。


　でも、どうやらその奇妙な体験が、これからの人間の未来を左右する重大な示唆を与えてくれるかもしれないぞ、ということを二人とも直観していた。虫は自然の動きを表す重要なバロメーターだ。いろんな虫の姿を絵や言葉に表し、
虫の声を音楽として聴き、季節に応じて快く感じ取ってきたのが日本人の情緒だ。それが日々の暮らしからほとんど消えてしまった。山野をめぐって虫を訪ね歩くと、昔とは違う虫たちがいることに気づく。それは日本の風景画ここ数十
年で一変したことを示している。もはや、虫たちは日本人の心に住み着いていない、というのが養老さんの感想だったように思う。

　僕は、人間に近い体や心を持ったゴリラと長年過ごしてきた。ゴリラが五感で感じるものは人間にも理解できるし、おおよそ逆もまた然りだろう。しかし、最近人間のやっていることは、ゴリラの感性では理解できなくなった。お互い
の尊厳を守って対等な関係をつくればいいのに、優劣をつけたがって競争ばかりしている。身近な仲間を信頼せず、遠くにいる仲間とＳＮＳでつながると思えば、人と付き合えなくなって引きこもる。仲間と違うことを前提に共鳴し合う
のが幸福だと思えるのに、争い合いながら均質化の道を歩んでいる。それは人類が歩んできた進化の道から逸脱し始めているのではないか、というのが僕の抱いた思いである。


　だから、まだその美しさと力を残している自然に、もう少し体を預けて学んでみたらどうだろう、と二人とも思っている。今の学びは生物としての人間を無視している。人間の体も心も自然を感じ取り、自然と共鳴できるようにつくら
れている。子ども時代にまずそれを学び、その能力の上に人間の世界の成り立ちを読み解く能力を身につけるべきなのだ。幸いなことに日本にはまだ広大な森が残っているし、清らかな水の流れも、豊穣な海も息絶えてはいない。最近は
愚かな自然管理のおかげで、野生動物が跋扈したり、河川が氾濫したりして被害が増えているが、この豊かな自然の財産を失わないようにしていくことこそが、世界でもまれにみる多様性に富んだ日本の風土を守り、自然の動きに敏感で
和を尊ぶ日本人の感性を育むことになるのだと思う。


　人類は仲間とのつながりを拡大するように進化してきた。その過程で脳は大きくなった。これが社会脳仮説で、私もそうだと思う。しかし、仲間とのつながりは人間だけでなしえるものではない。人間どうしのつながりには常に自然が
介在してきた。季節の移り変わりをともに感じ、それを衣食住という暮らしの表現を通して共鳴することが人と人との間をつなぐのである。人と人はヴァーチャルにはつながれない。それぞれが違い、予想が難しい相手だからこそ、共通
に感じられる媒介物をつくろうと努力するのである。それが自然という不確かな対象であれば、共通項を見出そうとする熱意は増す。誰にでも共通であることがわかっている情報であれば、安心は得られるが、感動は生じない。

　

　未来の社会にとって大切なことは、何よりも安全・安心を保障することだと言われている。裏返せば、現在はそれが大きく崩れているということだ。たしかに、科学技術は安全をつくることができるだろう。しかし、安心は人が与えて
くれるものだから科学技術だけではつくれない。それだけ、現代人は人への信頼が揺らいでいるのだ。それは自然への信頼が薄れているせいでもあるだろう。その閉塞感を突き破るためには、感動を分かち合うことを生きる意味に据える
べきだ、と僕は思う。人が生まれながらにして持つ感性には生物としての倫理がある。それを大切にして、人間以外の自然とも感動を分かち合う生き方を求めていけば、崩壊の危機にある地球も、ディストピアに陥りかけている人類も救
うことができる。」




☆mediopos-2077　　2020.7.24

■稲垣栄洋『生き物が大人になるまで／「成長」をめぐる生物学』（大和書房 2020.8）

無常という言葉は 
儚さのイメージが強いけれど 
それは変化しないものはないということ 
無常ゆえにこそ 
生き物は存在することができる 

生き物が変化するということは 
成長するということでもある 
生まれてくるということは 
成長し変化し続けてゆくことだが 
その成長の仕方やプロセスは 
生き物によってさまざまに異なっている 

そうした多様な仕方で 
成長していく生き物たちを見ることで 
人間にとっての成長についても 
問い直してみることが 
おそらくは本書の意図するところだろう 

そして人間や社会の成長にとって 
「成熟」ということの重要性が示唆されているが 
その成熟とは目に見える成長ではなく 
目に見えないところでの成長でもあるという 

現代社会はそして特に経済は 
外的に成長することを至上命題のようにしている 
おそらくそれに対するアンチテーゼとして 
コロナ禍なるものも生まれてきたのかもしれない 

経済成長やそのために貢献できる人間しか 
評価できない社会のありように対して 
人や社会の「根」の部分 
つまり目に見えない「質」にこそ目を向け 
コロナ禍のような社会現象を「節目」として 
そこから「成熟」へと向かうために必要なことを 
私たちは模索していく必要があるのだろう 
そうでないと人類は大人になれない 
そんなメッセージとして受けとることもできるのではないか 



（「第２章　「遊び」と学び」～「カマキリの赤ちゃんも遊ぶのだろうか」より）


「生物の多くは本能と知能とを持っています。

　たとえば、渡り鳥は誰に教わらなくても、渡りの時期とルートを間違えることはほとんどありません。サケは、誰に教わらなくても生まれ故郷の川にたどりつき、川を遡ります。

　これは本能です。本能によって、行動をすることができるのです。

　この本能を、もっとも高度に発達させたのが昆虫です。昆虫は親から何も教わらなくても、生きていくことができます。卵から生まれたばかりのカマキリの赤ちゃんは、誰に教わっていなくても、鎌を振り上げて小さな虫を捕ら
えます。

　ミツバチは、デザインと機能性に優れた六角形の巣を作ることができます。そして、花の蜜を見つけ、仲間に花のありかを伝えます。誰にも教わらなくても、働きバチたちは女王バチや幼虫の世話をし、巣のメンテナンスをします。

　このように昆虫は、本能という高度なプログラムによって、誰に教わらなくても、生きていくために必要な行動を取ることができるのです。

　それに比べると、私たち哺乳類は面倒です。

　生まれたばかりの赤ちゃんは、一人では生きていくことができません。かろうじて、飲み方を教わらなくてもおっぱいを飲むことくらいはできますが、本能でできるのは、これくらいもことです。

　肉食動物の子どもは、親から獲物の捕り方を教わらなければ、狩りをすることさえできません。草食動物も同じです。親が逃げればいっしょに逃げますが、何が危険なのかさえわかっていません。

　私たち哺乳動物にも本能はありますが、昆虫ほど完璧にプログラムされた本能は持ちあわせていません。誰かに教わらなければ、何もできない存在なのです。」


（「第２章「遊び」と学び」～「これ、何だ？」より）


「ＡＩ（人工知能）は、たくさんの情報を得て体験を積み重ねる「ディープラーニング」によって自ら学んでいきます。（…）

　しかし今のところ、私たち哺乳類の脳は、ＡＩにはできない「学び」ができることが知られています。」


「記号化できないものを、認識できることが、人間の能力なのです。」


「ちなみに、私が暮らす静岡には「みるい」という言葉があります。「みるい」は「やわらかい」という意味です。

　しかし、綿のようなやわらかさや、パンのようなやわらかさとは違います。植物の新芽のようなやわらかさが「みるい」です。

　「みるい」には若芽のような「若い」という意味があります。しかし、ピチピチした若さではありません。「みるい」は未熟な感じの若さです。そのため、「みるい」という言葉葉、少しバカにしたような感じで使うこともあり
ます。

　それでは、未熟を意味する「青い」と同じかと言えば、「青い」ともまたニュアンスが違います。「みるい」は「みるい」なのです。

　みなさんのところにも、標準語で説明できない、そんな方言はないでしょうか。

「みるい」のニュアンスは標準語という記号では説明することができません。「みるい」を理解するためには、たくさんの経験を経て、「みるい」の感覚を身につける必要があるのです。」


（「第３章「ふつう」ってなんだろう～「脳は「たくさん」が苦手」より）


「私たちの成長はバラつきます。

　早く成長する人もいれば、ゆっくりと成長する人もいます。

　大きく成長する人もいれば、大きく成長しない人もいます。

　このバラつきこそが、「生物の戦略」です。しかし、このバラつきを許すことのできない存在があります。

　それが、私たちの脳です。

　何しろ、人間の脳は複雑なことが苦手です。

　「マジカルナンバーセブンの法則」と呼ばれる法則があります。人間が一度に記憶できる数は、七つくらいまでだというものです。」


「私たち人間は、コンピューターを作り出すようなすごい存在です。そんな人間の優れた脳なら、百でも一万でも一億でも、理解できそうなものです。しかし実際は、私たちの脳は、両手で数えられるほどの量の数字を把握するこ
とさえ苦労してしまうのです。

　私たちの脳は本質的に、「たくさんある」ということが苦手なのです。」




（「第４章「成長の計り方」～「根っこが伸びるのは、いつなのか？」より）


「植物が成長していないように見えるときがあります。

　たとえば、よく踏まれる場所では、雑草は上に伸びずに横に伸びます。しかし。横に伸びることもなく、大きさも変わらないときがあるのです。」

「目には見えなくても、植物は成長をしています。上に伸びることも、横に伸びることもかなわないのであれば、下に伸びればいいのです。

　そう、根っこを伸ばすのです。

　根っこは植物の成長にとって、もっとも大切なものです。」


「私たち人間も。「根性」や「心根」という言葉を使います。

　本当は、根っこが大事だと知っているのです。

　人間の成長も同じかもしれません。体の成長は目に見えますが、心の成長は見えません。

　しかし、昨日の自分と今日の自分とで、大きく心が変化しても、その成長は見えません。自分にさえも見えないのです。

　成長の仕方はさまざまです。上に伸びる成長もあれば、下に伸びる成長もあります。目に見える成長もあれば、目に見えない成長もあります。

　そして、大切な成長は目に見えません。どんなに成長が見えなくても、上に伸びることができなかったとしても、私たちは成長することをあきらめてはいけないのです。」


（「第４章「成長の計り方」～「草花を育てるとき、成長を止める理由」より）


「植物は茎をまっすぐに伸ばしていきます。

ところが、野菜や花の栽培では、せっかく伸びてきた茎をわざとポキンと折ってしまうことがあります。」

「茎の先端を折る作業は、「摘心」と呼ばれています。茎の先端を折ってしまうと、その茎の成長は止まってしまいます。しかし、ポキンと折れたその下からは、新しい脇目が伸びてくるようになります。そして、新しい枝葉を茂ら
せるのです。

　植物はポキンと折れたほうが、丈夫に育ちます。そして、たくさんの花を咲かせて、たくさんの実をならせます。そのために、わざと茎を折ってしまうのです。」


「「人生の節目」「季節の節目」というように、私たちも「節目」という言葉を使います。

　節目を作ることは、スピード社会を生きる現代人にとっては、無駄なことに思えるかもしれまｓねん。一休みに見えるかもしれません。

　しかし、植物の世界を見てみればわかるように、確かな節目を作ることが、成長をより確かなものにするのです。」


（「第４章「成長の計り方」～「穂を出したイネは、もう成長しないのだろうか」より）


「成長とは、ただ「数が増える」ということだけではありません。「質が変化する」という成長もあります。そして、生物にとっては、質が変化することのほうが、ずっと重要であることが多いのです。

　しかし、ものさしで測り、数字で表すことのできる「草丈」のほうが、私たちにはずっとわかりやすく感じられます。そのため、ものさしで「草丈」を測りたくなってしまうのです。そして、草丈を伸ばすために、肥料をたくさん
やってしまうのです。

　肥料をたくさん与えると、草丈は伸びますが、花が咲かなくなってしまいます。植物が茎を伸ばし、葉を茂らせることに一生懸命になって、花を咲かせることを忘れてしまうのです。

　そして、ついには花を咲かせることなく、枯れてしまうこともあります。」


（「第４章「成長の計り方」～「成長するって、どういうこと？」より）


「成熟という言葉があります。

　枯れあがっていくイネは、もう葉を茂らせることはありません。しかし、米を実らせ、稲穂を垂らしていきます。この姿は「成長」ではないでしょうか。

　一方、「未熟」という言葉もあります。

　葉を茂らせて、伸びていこうとするイネは、どんなに体を大きくしても、それは「未熟」です。成長していないのです。

　成長とは、体を大きくすることばかりではありません。成長にはステージがあり、植物は次のステージ、次のステージへと進んでいきます。やがて分げつの増加は止まり、やがて茎の伸長も止まり、やがて枯れていく。これは成熟
なのです。」


「イネや人の成長だけではありません。

　経済や社会も成長するものと言われます。

　成長を数字で表すことに一生懸命で、数字が右肩上がりに伸びていくことを、人々は喜びます。そして、いつまでも、この成長が続くようにと願います。成長し続けようともがき続けます。

　しかし、本当にそれでよいのでしょうか。生物の世界を見渡せば、生物は成熟することを目指して、成長しています。そして、本当に美しいのは、成熟した姿なのです。」




☆mediopos-2078　　2020.7.25

■河合俊雄『ミヒャエル・エンデ　モモ／「豊かな」時間とは何か？」より』	
　（ＮＨＫ出版　100分	de	名著　2020.8）

現代人が死を恐れすぎるのは	
時間さえも時計で計れるものとしてしか	

とらえることができないからだ	

時計で計れない時間を	

生きることさえできるならば	

死は新たな姿への変容であることがわかる	

現代人を恐れさせるのは簡単だ	

死を目の前にちらつかせるだけでいい	

あらゆる妄想がそこから立ち上がってくる	

コロナウィルスの社会現象も	

そのほとんどが死への恐れにつながっている	

死を恐れることがなくなれば	

コロナウィルスなるものや	

それへの恐れから生まれる社会現象は	

ほとんどがマーヤゆえのものだとわかる	

そのマーヤからヴェールを取り去るためには	

時間の源を生きる経験が必要なのだが	
その経験を経たあとでも	

それを地上の言葉にするためには	

じぶんのなかで言葉が熟さなければならない	

霊的な体験をした人は往々にして	

それを人に語ろうとしすぎるのだけれど	

熟さない言葉は人の食べ物にはならず	

じぶんにとっても毒にしかならない	

ルシファー的な衝動のなかで	

みずからを燃やしてしまうのだ	
ときにそれはじぶんの心を	

病に冒してしまうことさえある	

時間の源を生きる霊的な経験は	

芽を出すかどうかさえわからない種でしかない	

必要なのは言葉になるまでの深い沈黙のなかで	

その種をゆっくりと確かに育てていくことだ	

ほんとうの言葉としてそれが熟すときまで



「花は移ろいやすいものの代表です。その美しさが永遠に続くことはなく、咲いてはやがて枯れていく。ここで私が対比してみたいのが、灰色の男たちが吸っている葉巻です。時間が経つと枯れる花と、
煙と灰になっていく葉巻。ともに移ろいやすいという共通点がありますが、花は再生が繰り返される点が異なります。	
　時間の源を見に行く前に、モモとホラはこんな会話を交わしています。	

　　「あなたは死なの？」	
　　　マイスター・ホラはほほえんでしばらくだまっていましたが、やがて口をひらきました。	
　　「もし人間が死とはなにかを知ったら、こわいとは思わなくなるだろうにね。そして死をおそれないようになれば、生きる時間を人間からぬすむようなことは、だれにもできなくなるはずだ。	
　　「そう人間におしえてあげればいいのに。」	
　　「そうかね？　わたしは時間をくばるたびにそう言っているのだがね。でも人間はいっこうに耳を傾ける気にはならないらしい。死をこわがらせるような話のほうを信じたがるようだね。これもわか
らないなぞのひとつだ。」	
　　「あたしはこわくない。」モモは言いました。	

　モモは死が怖くない。これは彼女が近代人ではないことを意味します。近代人は死を恐れますが、前近代の人にとっては死は怖いことではなく、あの世に帰っていくことであり、また戻ってくることを
意味します。花もこれと同じで、枯れても新たなつぼみが花となって咲き誇ります。つまり、モモが生きているのは再生する時間（源とつながった時間）なのです。だからこそ時間の源では、時間が花と
して描かれていると考えられます。	
　モモが「あなたは死なの？」とホラに尋ねた点にも注目したいと思います。	
　ユングは第一次大戦を前に精神的危機に陥った時、のちに『赤の書』として刊行される日記をつけていました。そこに書かれたヴィジョンの記録には、ユングの家を訪れてきた死者たちに予言者が説教
をするというものがあります。その時予言者はまず、「無は充溢に等しい」といいます。満ち溢れると同時に無である。究極の世界とはそういうものかもしれません。	
　ホラがいる「どこにもない家」も、名前こそ否定表現ですが、中に入ってみると花があり、池があり、金の天井があって光が射している。充実した世界です。しかし、ホラは死を象徴する存在でもあり、
無を想起させる。満たされているけれど、ないものであり−−−−再び仏教を引き合いに出していえば、これは色即是空の「空」に通じるものでもあるでしょう。」	

「ホラは針も数字もない時計を持っているのですが、それは「星の時間」がわかるという時計でした。「星の時間」とは何かとモモに聞かれ、ホラはこう答えます。	

　　「それはね、あらゆる物体も生物も、はるか天空のかなたの星々にいたるまで、まったく一回きりしかおこりえないようなやり方で、たがいに働きあうような瞬間のことだ。そういうときには、あと
にもさきにもありえないような事態がおこることになるんだよ。だがざんねんながら、人間はたいていその瞬間を利用することを知らない。だから星の時間は気づかれないままにすぎさってしまうことが
おおいのだ。けれどもし気がつく人がだれかいれば、そういうときには世のなかに大きなことがおこるのだよ。」	

　（…）動くのが早すぎると物事はうまくいかない。うまくいくタイミングが「星の時間」なのです。心理学では、これをクロノスに対してカイロスといいます。クロノスとはいわゆる普通の時間の流
れ、カイロスとは時のめぐりがちょうどぴったり一致する時のことです。言い換えるならば、「時計で計れる時間」と「時計では計れない質的なタイミング」です。	
　ホラによれば、たいていの人間は「星の時間」を逃しています。好機を逃してあとから悔やんだ経験のある人は多いと思いますが。心理療法においても「星の時間」を逃さないことは非常に重要です。」	

「時間の源を見たモモは、このことを友達に話してもいいかとホラに尋ねます。ホラじゃ「それを話すためには、まずおまえのなかでことばが熟さなくてはいけない」と語ります。そう、真実を友達と分
かち合うためにも、やはり「星の時間」を持たなければいけないのです。	
　言葉が熟すのを待つため、モモはホラに促されて眠りにつきます。目が覚めると、モモは円形劇場に戻っていました。	
　モモは、それまでの出来事をはっきりと覚えていました。カシオペイアのあとについて夜の町を歩いたこと、さかさまの小路のこと、マイスター・ホラのこと……。	
（…）	
　向こう側の世界を見てきた人は、こちら側に戻った時にそのことを忘れてしまうことがよくありますが、モモは鮮明に覚えていた。しかし覚えていると厄介なのが、現実世界に戻るのが困難になること
です。	
（…）	
　心理療法を行う立場から述べますと、これはスピリチュアルな体験をした人によくあるケースです。向こう側の経験や知識をこちら側に持ってくるのは難しいのです。何か啓示を受け取った芸術科が、
それをこの世にもたらそうと葛藤するうちに心を病んでしまうこともあります。	
　要するに、究極の体験をした人は周りの人とつながりにくい。モモも例外ではありませんでした。時間の源という圧倒的な体験をしてきたがゆえのギャップに加えて、灰色の男たちの策略によって、モ
モが友達から遠ざけられているという背景もあります。ですからモモが円形劇場跡に戻ってきてからあとは、彼女が友人たちとつながることのできない話が長く続きます。」	

「厳しい言い方をすれば、早すぎたアクションとは。既成のやり方やシステムを参照しただけの浅はかな考えから生まれるものです。それがうまくいかないのであれば。一度すべてを無にしなければなり
ません。すべてがなくなったところから立ち上がることが重要なのです。大事なところでモモが眠ってしまうのは、その大切さを表すためだと思います。主体が立ち上がるということは、自我だけではな
く、「星の時間」をつかんだ自己を含めて立ち上がることなのです。」	



☆mediopos-2079　　2020.7.26

■今中博之
『壁はいらない（心のバリアフリー）、って言われても』
（河出書房新社 2020.7）

壁がないということは 
自分と他者がそのまま 
共にいることだ 

共にいるということは 
他者の喜びも苦しみも 
そのまま共有しなければならない 
そんなことが 
はたしてできるのだろうか 

愛することは 
壁がないということではない 
むしろ愛するためには 
他者が他者として 
そこにいなければならない 

私がひとりであることができるとき 
そして他者が他者としてそこにいるとき 
はじめて私は他者を愛する可能性に開かれる 

ひとりでいることができるためには 
まず魂は繭の中にこもって 
そこから羽化できる時が熟するのを 
じっと待たなければならない 

時が熟さないまえに 
繭からでてしまうとしたら 
その魂は他者と出会うための 
つまり愛することができるための 
ほんらいの力をもてなくなってしまう 

じぶんを知って欲しいとばかりに 
時が熟するのを待てないままに 
自己表現・自己露出を繰り返してしまう行為は 
自分と他者のあいだを無理やりにつなげ 
ぐちゃぐちゃにしてしまうことになる 

壁を超えるためには 
まず壁をつくることが必要なのだ 

村上春樹の小説のなかに 
井戸に降りる話と 
壁抜けの話がでてくる 

壁の向こうにゆくためには 
いったんじぶんの魂の内に 
つまり繭のなかに籠もり 
時が熟するのを待たなければならない 
時が熟するとき 
はじめて壁を抜けることができる 
そしてそのときはじめて 
「一人ひとりで、共に」いることができるのだ 



（「はじめに」より）


「心の壁（バリア）を壊すことは正しいことで、そうすべきだと思ってませんか？　私は、「バリアフリー」一辺倒の正義感に引っかかるのです。そうではなくて「壁」を肯定したいし、新たな意味を見つけ
たい。壁の中に籠もるのも、なかなかどうして、悪くないと頷いてほしい。（…）

　そもそも壁は二つあります。それは、「壊すべき壁」と「自分を守ってくれる壁」です。壁をゼロにしたからといって共生が叶うわけではありません。大きな壁に囲まれているから孤独になる？　そうとも
限りません。壁は壊すものばかりではなく。自分の手で積まなければならないものでもあるのです。」


（「第一章　壁をゼロにしてみる」より）


「あなたは、壁をゼロにすることを本当に願っていますか？　他者の喜びを自分の喜びとしたいなら、他者の苦しみも自分の苦しみとしなければ道理が合いません。共に生きることは、生半可なことではない
のです。」


「オリジナリティとは、私しか考えられないことで、私しか実現できないことです。他の人は誰も思いつかないことを言います。でも、「そんな無茶なこと、できるわけないがな」というのが私の結論です。

（…）

　教育の毒に染まった人間同士が、オリジナリティをもちたい／もたせたいと考えないほうがいい。それより、世間というその他大勢に紛れ込む術（すべ）を身につけたほうがいいと思います。別に、消極的
なことを言っているわけではありません。その他大勢に紛れるのは、エネルギーと知恵のいることです。

　紛れるためにするべきことは二つ。まずは、他の人の文化を知ることです。文化は人の心や行動を操ることで、過去と現在と未来を作っています。二つ目は、最も大切なことです。それは、我をはり過ぎな
いこと。我は教育の毒以上に、猛毒です。

　壁の高さは我欲の深さ。壁をゼロにしたければ、それを抑えないと始まりません。」


（「第二章　大きな壁を作ってみる」より）


「私たちは、他者から何かを伝えられ、それに呼応する言葉がなくてもいいし、自分だけの言葉を他者に語る必要もありません。大きな壁の中では、私たちは、秘密をたくさん持っていて構わないのです。」


「私は、しょちゅう、籠もりたくなります。」

「必ず籠もるべきだとは思いませんが、籠もるべきときに、籠もることは必要だと思います。現実を超えた妄想にふけることもできるし、何よりも「ヒトカタマリの時間」をもつことができる。「自分は何者
で、何をするために生まれて来たんやろう」なんてこともヒトカタマリの時間があれば考えられます。つまり、内省することができる。」


「大切なことは語らなくてもいい。胸の奥底にしまっておけばいいのです。」

「ブッダは、人々を苦しみから解放するという本来の目的を見失わないために、超越的な神や霊魂などの問題について語りませんでした。無用な争いを避けるためです。これを「無記」と言います。」


（「第三章　顔だけ見えている壁を作ってみる」より）


「私は、つながりたいけど、切れてもいたい、存在を知って欲しいけど。注目されたくないと思って生きてきました。だから、身体の一部、心の一部だけを世間に開放しています。決して、全部をさらけ出し
ているわけではありません。」


「身もふたもない話ですが、壊さなければならない壁をハンマーで叩き続けても完全なフラットにはなりません。目の前の壁が壊れても、また違った壁がどこかで成長しています。人生とはすさまじく理不尽
なものです、

　壁を壊すことが不可能なら打つ手はないのでしょうか？　いえいえい、まだ手はあります。自分を守ってくれる壁をもてばいいのです。」


「調子の良い日は、壁をよじ登って向こう側を見たくなります。反対に調子の悪い日は、壁の中でうつむいていたい。誰にも会いたくないし、声もかけて欲しくない。でも、不思議と、調子の良い日も、調子
の悪い日も長く続きません。」


「「知ってほしい」が過ぎてはいませんか？　困っている人の悩みを知ってほしい。その存在を知って欲しい。望むと望まざるにかかわらず「知って欲しい」を知らせる人が多すぎます。大概、そのような方
は悪意のない善意の持ち主です。つまり、いい人。」

「「外からのインプットを排除して繭の中にこもる。そんなときにこそ中でなにかが醸成していたり、励起状態になっていって、まもなく鮮烈な化学反応が起き、新しいものが生まれてくるかもしれない」（宮
地尚子著『傷を愛せるか』）と考えてほしいのです。まずは、繭を閉じることです。そして、さなぎが蝶になる時を見計らって開けばいい。開きっぱなしだと害虫が侵入します。閉じっぱなしだとカビ臭い。
壁の中に籠もりながら、時が来たら壁の上から顔を出す。それが「閉じながら開く」ということです。」




☆mediopos-2080　　2020.7.27

■坂井祐円／西平直『無心のケア』（晃洋書房 2020.7）
■西平直『無心のダイナミズム／「しなやかさ」の系譜』（岩波書店 2014.1）
■池田晶子『あたりまえなことばかり』（トランスビュー 2003.3）

無心とは 
心を働かなくすることでも 
なにも考えないことでもない 

むしろ心の深み 
考えることを超えた考え 
とともにあることで 

我と汝のあいだ 
我と物（対象）とのあいだに 
「共に居る」場所を 
開くということ 

「共に居る」ということほど 
むずかしいことはない 

我と汝 
我と物は 
主体と客体という関係で 
向かい合ってしまうからだ 

おそらくケアにおける無心とは 
そのように対している仕方ではなく 
互いの深みに開かれてあるであろう 
「共に居る」ことのできる場所で 
心を働かせることなのだろう 

「共に居る」ためには 
それが働くことのできる場所へと 
降りていく必要がある 
そこに我と汝の関係を融通無碍にする 
「壁抜け」のできる場所があるからだ 

その場所を「無」と呼ぶとすれば 
そこから「無のはたらき」が 
立ち現れてきたとき 
それとともにあることができる心を 
「無心」ということができる 

無心のときはじめて 
ひとは真に寄り添うことができる 
そして大いなる働きである 
「無のはたらき」は起こるのだ 



（坂井祐円／西平直『無心のケア』～坂井祐円　第６章「無心のケアが開かれるとき」より）


「ケアの実際からすると、自分が無心になることと、他者に共感することは、深く結びついているという印象をもつ。ケアという営みは、情緒的な交流のもとに成り立っている。それゆえ、無心になる
といっても、感情を押し殺し、余計なことを考えずに、ただ与えられた作業を淡々とこなすことではないはずである。むしろ無心になることで、より一層共感性が高まるのであり、相手との協同感覚も
深まると考えることができる。」


「絶対の受動性としての無心の境地は、個人の内的な精神において開かれている。ならば他者との関わり、とりわけケアという場面においては、どのように開かれるのだろうか。」


「サンスクリット語に、「ウパスターナ（upasthana）」という言葉がある。意味は、傍らに立つ、そばにいる、ということ。仏教用語の日常語の一つに「看病」という言葉があるが、この「看」に当
たるのが、ウパスターナである。

　初期仏教の修行僧は、ときに看病人と呼ばれることがあった。最古のパーリ語の仏典の中に「ブッダに仕えようと思う者は、病院を看病せよ」という箴言がある。文脈からすると、重度の病気のため
に動けなくなり自身の糞尿に浸かっている比丘がいるにもかかわらず、無関心を装い何もしようとしない他の比丘たちに向けて、ブッダが諫めるという場面において、この言葉が出て来る。この部分だ
けを切り取ると、看病とは、病人に対して、積極的にいろいろと世話したり、介抱したりすることを指しているように見える。しかしながら、ブッダの真意は、もっと別のところにある。

　一つは、病人に寄り添うこと。ウパスターナとは、直接にはそういう意味であり、伴走者のように支えるということ、ドイツ語でいうbegleitenに近い。そして、寄り添い支えることによって、病人に
学び、病苦に学ぶべし、というメッセージが込められている。

　そしてもうひとつ、ウパスターナには、存在の向こう側から立ち現れてくる大いなるはたらきが暗示されている。重病で喘いでいる比丘を他の比丘たちが嫌悪しあえて放置したのは、この比丘が元気
なときに他の比丘たちを助けたり世話したりすることを怠ったからであり、要は自業自得なのだという。しかし、ブッダは、だからこそ、この一人よがりであった重病の比丘に寄り添うべきことを説く。
それは、この比丘が、絶望の淵にあって、なおも共にあろうとする大いなる働きに支えられてあることを、他の比丘たちに気づかせようとしているのである。


　　死の床にある人、絶望の底にある人を救うことができるのは、医療ではなくて言葉である。宗教でもなくて、言葉である。（池田晶子『あたりまえなことばかり』九頁）


　哲学者の池田晶子は、このように語った。ここでの「言葉」が、何かを伝達する手段としての言葉でないことは明かであろう。それは言葉になる以前の「コトバ」を指している。池田は、この一文に
続けて、こう述べている。「正確にはそれは「共に居る」といったふうなことなのだろう。共に居て、共に感じ、語り合う。（中略）発せられた言葉の裏に、どれほどの沈黙の深さがあるか、それを感
じとるためには、その場に共に居なければわからない」（一〇頁）。言葉とは共に居ることであり、沈黙の深さであり、つまりはウパスターナである。

　ウパスターナとは、共に居ることによって、その時が到来することを待つことでもある。その人の傍らにいて、寄り添うことによって、じっくりと待つ。やがて、その時が訪れると、沈黙の深みをもっ
て、苦悩する者に呼びかけ、ゆっくりと気づきを促し、癒やしていく。それは、大いなる慈愛に包まれる瞬間であり、つまりは、「無のはたらき」である。

　本来の意味で「無心のケア」が開かれるのは、まさに存在の向こう側から「無のはたらき」が立ち現れてきたときなのである。しかも、このときケアしているのは、ほかならぬ「無のはたらき」なの
だ。それは、純粋に、自然に、あるがままに、清々しいまでに、無心である。だからこそ、そこに居合わせた者たちもまた、思いがけず無心となり、心の変容体験が起こるのである。」


（西平直『無心のダイナミズム』より）


「人間は「考える葦」である。しかし「人間の偉大な仕事」がなされるのは、考えたりしない時である。考えない時、偉大な仕事が生じ、最高のパフォーマンスが成り立つ。鈴木大拙はそう語った。」


「どうやらその「考えない」の裏側に、何らか（特殊な「考える」）が隠れている。単に「考えない」のではない。考えない時、空っぽになり、空っぽであればこそ、＜新しい質の「考える」＞が生じ
てくる。西田幾多郎は「物となって考える」という。＜物と対立した私＞が＜物（対象）＞について考えるのではない。＜物と一体となった新しい質の「考える」＞が、その時その場に即して、新たに
生じてくる。

　しかしその＜物となって考える＞は持続しない。繰り返し何度も利用できるような能力ではない。そのつど新たに、その時その場に即して。生じてきてもらうしかない。ということは、そのつど一
度、空っぽにならなければならない。空っぽでなければ、新たに生じてくることはできない。そして、新たに生じてくるのでなければ、＜物となって考える＞ことはできない。」




☆mediopos-2081　　2020.7.28

■熊倉千之
　『日本語の深層／＜話者のイマ・ココ＞を生きることば』
　（筑摩選書 2011.7）

日本語の人称は 
はじめは一人称しかなかったという 
三人称はもちろんのこと 
二人称さえ一人称の視点から生まれた 

おそらく我がワレ 
己がオノレ 
自分がジブンというふうに 
一人称がそのまま二人称になったりするのも 
ほんらいすべては 
話者の視点しかないということなのだろう 

話者の視点しかないということは 
「イマ・ココ」という 
「事態把握とその対応能力」にはすぐれながら 
「日本語的「主観」性の対極にある 
客観的な統括能力」に欠けるということでもある 

おそらく人間の魂は 
当初集合的な有り様をしていて 
現在のような一人称になる前の 
根源的な一人称として共有されていた 

それがやがて個別化された一人称となっていき 
個別化されてゆくプロセスのなかで 
一人称・二人称・三人称という様態を 
分化させてきたのではないだろうか 

やまとことばに一人称しかなかったということは 
言霊信仰というかたちで現れているように 
言語の根源的な姿に近いともいえる 
そしてそのために「イマ・ココ」という 
根源的な主観性の時空の下にあったともいえる 

シュタイナーの示唆した十二感覚のなかには 
言語感覚もふくまれているが 
その言語感覚は自我感覚との関係のなかで 
人称を展開させてきたのだろう 

自我感覚において 
八百万の神々に包まれた集合的な自我ではなく 
個としてのありようを展開させようとするとき 
三人称の感覚が展開されやすくなるのは 
一神教的なものの働きによってだ 
そのとき抽象的な概念も 
話者の主観を離れて 
客観化されたかたちでとらえやすくなる 

西欧的な言語の視点では 
すべては言語化可能で 
語りえないものはないという極論まででてくるが 
ウィトゲンシュタインが 
「語りえぬものについては沈黙しなければならない」 
というまるで禅のような 
神秘的にさえ感じられる言葉を記したのは 
言語以前のありようを深く感じとっていたからだろう 

言語の根源に遡っていけば 
その底にはかつての根源的な一人称があって 
完全な客観性というのはないだろう 

とはいえ 
日本語を使う我々にとっては 
やまとことばには困難な言語理解を 
どのように可能にするかが常に課題となる 
著者も示唆しているように 
夏目漱石や中島敦は 
それを試みながら挫折せざるをえなかった 

話者という主観的なものからはなれた 
一神教的な視点からくる客観化は 
八百万の神々に包まれたところからはむずかしい 

個別化された一人称さえ集合的にしか働かないとき 
個別の言葉では抽象的な概念理解ができたとしても 
それらが全体のなかでどのように関連づけられているか 
そうした「構築原理」を把握するのはさらにむずかしい

言語感覚にとって将来的に必要なのは 
個別化された一人称をもとに 
二人称・三人称の視点を育てながら 
やがてそれらの統合されたかたちの人称で 
展開された自我によって言語を深めていくことだろうが 
日本語話者にとってはまず 
「日本語的「主観」性の対極にある客観的な統括能力」
を 
どのように獲得できるかが課題となる 

「イマ・ココ」を真に生きるためには 
いちど「イマ・ココ」を離れなければならない 
分かるために分かれなけばならないように 



「体験を経て自分の語彙となるやまとことばは、否応なしに「主観」性を帯びます。自然界に存在するモノとその名が、実物のイメージとそのタグとしてのことば（名前）を話者の脳裏に刻むのです。そ
のように認知されたあと、つぎに同じモノを体験したとき、古い情報が新しい情報によって書きかえられます。あくまでも個人的な情報ですから、その実質的な意味は、個々の日本語話者のモノの見方と
記憶の質によっても個人差をもつことになります。

　したがって、西欧語のように、辞書の定義が「客観的」な権威として、それを話者がみな共有するという、書きことばの論理をもたないのです。西欧語の名詞は、文字化された記号（音声と意味）です
から、西欧語の多くがもつ「冠詞」（たとえば英語なら<a>や<the>）によって、辞書の抽象的な定義を「限定」して、意味内容を具体化しています。それに反して、初めから具体的な日本語の名詞の意味
は、個人的で主観性が高いだけに、西欧語の客観性をもたないので、両者の間にはほとんど互換性がなく、翻訳もできないのです。」


「これからの文化生成には、どうしても機能を本質的に異にする日本語＜あるいは日本語系の言語＞と西欧語・中国語（あるいは同系統の言語）を、事態に応じて使い分けるのが有効です。互換性のない
二つの言語において、あたかもそれがあるかのように運用しようとして失敗してきた日本の二つの「近代化」----古代の中国文化と西洋文化の受容の歴史----を顧みて、それぞれの言語が機能する事態に、
それぞれの特質を生かせる言語運用が望ましいわけです。しかし、そのためには、まず初めに二つの言語系の差異をしっかりと認識し、それぞれの言語を、あらたに出来する事態に対して使い分ける、適
確な判断と能力が求められます。

　日本語が得意とするのは、鋭敏な感性による「イマ・ココ」の事態把握とその対応能力ですし、西欧語が有効なのは、日本語的「主観」性の対極にある客観的な統括能力です。」


「日本語が西欧語の「客観」を表出しえない最大の理由は、「視点」が「話し手・語り手・書き手」による「主観」しかないという日本語の制約があるからです。（･･･）日本語は、外の「モノ・コト」と
して、事実を「再現」する機能を西欧語のようにもてないのです。「イマ」という時間、「ココ」という空間が立脚点である日本語は、西欧語が原題でも象徴的に（少なくとも可能性として）もちえてい
る「全知<omniscience>」（神）の視点が不可能です。ですから、（･･･）「神仏習合」が起こるのですしｍ、「神」も「仏」も絶対的な権威にはなりえません。その原点には、個々の「視点」が、あくま
でも「主観」的でしかないという一事があります。ですから、日本語で書く「小説」の文章は、その「客観化」が不可能、つまり「非文法」であるか、あるいは「仮構（フィクション）」であることが、
初めから見え見えになってしまうのです。

　別の角度かあ言えば、日本語の「僕・私」による言説も、西欧語の<I>による言説とは天と地ほども開きがあります。西欧語では、<I>（一人称代名詞）が「話し手・書き手」の外にもちだされて、「書
き手・語り手」の外の世界に相対化されます。時間的にも空間的にも、第三者と同じ外の世界に組みこまれるのです。ですから「三人称の視点」とも並立が可能ですし、第三者は第三者として、その行動
（もともと話者の外にあるもの）は西欧語話者（書き手・語り手）と切り離された、独立した存在として再現できるのです。その基底に動詞の人称による語形変化がありますが、日本語にこの機能がない
ことが、客観化への道をも閉ざしています。動詞の語形が人称毎に変化する西欧語の中で、英語はフランス語・ドイツ語そのほかのヨーロッパ言語に較べて、その変化が一番少ないわけですが、それでも
三人称現在形では一人称と区別をつけます。話者の視点からは切り離されて表出されますから、日本語のように、第三者が話者の視点から独立できない状況はありません。日本語では、第三者が話者の認
識を経なければ存在すら確かなものとならないところに、最大の問題があると言えるでしょう。ですから、血肉をそなえた話者がテクストに存在しなければ、その話者が発する文章は「非文法」であるか、
さもなければ、初めから文章の「仮構（フィクション）」性が明らかになってしまいます。」


「日本語の具体性・主観性は、「イマ・ココ」の時空に直接働きかけ、一人ひとりの話者の持つ感性を作用現場の行動に結びつけて、効果的な「モノ」造りに寄与しています。その一方、日本語の弱点は、
西欧語の持つ抽象・客観性の欠如です。中国語を学び西欧語を学んだ日本人は、やまとことばに加えて漢語や外来語を、一つ一つの単語については、かなり他高いレベル（抽象度・客観度）で使いこなし
てきました。とはいえ、西欧語や中国語を統語法（シンタックス）のレベルで使いこなせたわけではありません。ほとんど逆方向を向いている日本語のシンタックスが、西欧語（中国語）的に考えようと
する方向性に逆らうので、日本語を介在させる限り、その運用は右往左往して結局虻蜂取らずに終わってしまうのです。

　ぼくがこの本で口酸っぱく主張してきた、「形式signifier」と「内容signified」の相互作用は「言説discourse」という論理的な記述についても、個々の単語と同様に、その関連性が把握されなければなり
ません。(･･･）言説の部分部分が如何に全体のために機能的であるか、形式と内容の統一性が如何に大切であるかは、いくら強調しても強調し足りないことなのに、日本語の言論界では、これを言語（言
説・文学）教育の根本理念と位置づけてはいないのです。

　（･･･）文学的テクストの「形式と内容」の関連性を、生徒たちに指導するスタンスも欠いています。

　その端的な例が、文学の「構築原理<organizing principke>」が理解できるような長さをもったテクストを、長すぎるという理由で、高等学校のカリキュラムに組み込めていない教育の現状です。」




☆mediopos-2082　　2020.7.29

■松井年行『物類品騭の研究』（美巧社　2020.5）
■新戸雅章『平賀源内／「非常の人」の生涯』（平凡社新書　2020.7）

『物類品騭（ぶつるいひんしつ）の研究』という 
全国の特産物を解説した 
江戸時代の本草学書を紹介した本を見つけたところ 
その『物類品騭』が平賀源内の篇・著であると知って驚いた 

平賀源内の多彩な活動については 
ある程度知ってはいたが 
本草に関する本格的な著作があったことは知らずにいた 

『平賀源内／「非常の人」の生涯』の著者の言のように 
平賀源内のジャンルをクロスオーヴァーした在り方を 
ネガティブにとらえる向きもあるけれど 
江戸時代は現代のように 
「ご専門」の特化した世界ではなかったところがある 
平賀源内は本草学を中心にさまざまなことに関心をもち 
それに対して取り組んだということなのだ 

あるテーマを追求するときに 
取り組み方は大きく分けて二つある 
特定のテーマを深く掘り下げるやり方と 
関心領域を拡げていくやり方だが 

そのふたつの方向はそれが真摯なものであるかぎり 
どこかでつながっていくのではないだろうか 
好奇心はかならずどこかで円になり 
その円はどこまでもひろがっていく 

現代は平賀源内の時代よりも 
ずっと開かれた時代のはずなのに 
逆にこんなにも閉塞してしまっているのは 
あくなき好奇心をなくしてしまい 
ご専門がご専門のままで 
袋小路になってしまっているからではないだろうか 

ちなみに『平賀源内』の著者 
新戸雅章はテスラ研究所の所長で 
ニコラ・テスラに関する著作もある 
平賀源内とニコラ・テスラ…… 
どちらも非常なまでの好奇心で動いていたのだろう 



（『物類品質騭の研究』～藤目幸擴「序」より）


「「物類品騭（ぶつるいひんしつ）」の物類は本草学の対象で薬用となる植物、薬草をはじめ、薬物として用いる動植物、鉱物の総称を意味している。また、「騭」はしつと読み意味は持ち上げることで、品騭は品質を評価する
という意味になるでしょうか。香川（讃岐）が生んだ天才・平賀源内は幼少時より才能を発揮し、十三歳の頃から藩医のもとで本草学と儒学を学んでいます。その後大坂、江戸で本格的に本草学を学んで力をつけ、江戸で物産会・
薬品会を田村藍水（らんすい）と共に二回、その後一七五九年から三回自ら物産会・薬品会を主宰している。」


（新戸雅章『平賀源内』より）


「源内が、満を持して開催したのが、宝暦一二年の第五回「東都薬品会」である。これは当時としては画期的な規模の物産展で、ほとんど日本初の博覧会と呼んでよいものだった。」


「薬品会の翌年、源内は薬品会の研究成果を収めた全六巻の本草学書『物類品騭』を発刊した。これは第五回の薬品会に出品された計二千種の物品から、源内の目で重要と思われる三六〇種を選んで、和漢名。オランダ語名、形
状、性質、効能、用法、産地を示し、上中下の三品に分けて、それぞれ解説を付したものである。本文四巻。図絵一巻、付録一巻の全六巻、総頁数三七二頁という堂々たる著作だった。

　序は師元雄と、同門の大先輩後藤光夫（号梨春）が執筆した。

　構成は『本草綱目』にならって、全一四部で、第一巻が水部、土部、金部、玉部、第二巻石部、第三巻草部、第四巻穀部、菜部、果部、木部、虫部、鱗部、介部、獣部となっている。

　これに第五巻が、源内の友人楠本雪渓（宋紫石）による産物絵図。

　そして第六巻付録が人参栽培法と甘蔗（サトウキビ）の培養法と製造法で、源内がこの二つの産物を特に重視していたことがうかがわれる。甘蔗の製造法については、圧搾機の作り方、煮詰め工程、白砂糖製法、氷砂糖製法な
どが、『天工開物』からの引用も交えながら、詳細に記述されている。

　本書の特色は既存の知識にはあまり重きを置かず、源内好みの新知識紹介に力が注がれていたことにある。ほかには、物産学、とりわけ鉱物の紹介に重きが置かれていた。また、外国産（蛮産）の物産が十数種掲載され、でき
るだけオランダ名を載せるなど、オランダ博物学への関心が顕著なことも見逃せない。

　もうひとつの特色が雪渓による第五巻の挿絵である。

　本草学書の図譜においては、真実に近い描写が求められるのは言うまでもない。その観点から源内はオランダ博物書の図譜を高く評価していた。

　自著にも写実的な図譜をと願った源内が依頼したのが、長崎遊学を通して知り合った雪渓だった。（…）

　ほかに見逃せないのが、本書全体に本草学を通して培われた源内の自然観が透けていることである。（…）本草学は薬用を中心とした実用から発し、やがてその関心を物産全体へ、さらに自然界そのものへと広げることによっ
て博物学へと変貌を遂げた。この変貌は源内の関心の在り方とも対応していた。


　（・・・）


　　　……個々の物を手にし眼の前にして記述している一環した親試実験の態度、強くまた太い「国益」の思想、それと車の両輪をなす西洋物産への熱烈な好奇心、またなによりも源内自身がこの物産学という学問の面白さに懸
命に打ちこんでいるらしいその熱気−−−−−−それらがこの本には随所に溢れでていて。これを多方向への強い発展性を宿した新しい型の学術書たらしめていたのである。（芳賀徹『平賀源内』）


　かくして本書は本草学者源内の代表的著作となり、最大の業績だとも評されるようになった。」


「筆者は冒頭、源内の評価についてこのように記した。

　「ある者は、山師といい、ある者はあまりの多彩さゆえにまとまった業績を残せなかったと才能の浪費を惜しむ。ある者は早すぎた近代人と呼び、また、偉大な万能人としてレオナルド・ダ・ビンチと、大発明家としてエジソ
ンと並び称す。この評価の多様さがそのまま源内という人物の多彩さと結びつく」」


「源内の生きざまについては、このような評価が行き渡っている。

　彼はあり余る才能に恵まれながら、それをいたずらに浪費した結果、すべての事業が中途半端に終わった。一方、親友の杉田玄白は『解体新書』の翻訳という一事に専念し、歴史に残る大業を成し遂げた。源内も対象を一つに
絞ってそれに集中していたなら、もっと大きな業績を挙げられたはずだ。そのことは彼自身も自覚していたに違いない。その証拠に晩年、「功ならず名ばかり遂げて年暮れぬ」と自嘲の句を残しているではないか、と。

　こうした言説が広まる理由は理解できないわけではない。しかし筆者はあえてそれに異を唱えたいと思う。手を広げすぎたとか器用貧乏だとかいう批判は、源内の場合には当てはまらないのではないか。たとえそれが彼の才能
を惜しむ気持ちから出たものであったにしても。

　繰り返しになるが。源内の時代の学芸は、今ほど専門化、細分化されてはいなかった。現在なた植物学者、薬学者に分類される本草学者は、同時に物産の専門家でもあり、その延長として鉱山開発や産業の育成に乗り出したと
しても少しも不思議ではなかったのである。このあたりの在り方は、師の「人参博士」田村元雄がよく体現していただろう。そこからさらに文芸の世界へ進出というのは、多少違和感はあったかもしれないが、当時の談義本の作
者はインテリの素人が多く、これもまた珍しいことではなかった。

　つまりは、源内本来の多面的な才能が、それらの可能性に向かって開かれていったにすぎないのではないか。（…）

　称賛する声もある。理系には一般に理学、工学、医学、農学など、文系には法学、文学、社会学、経済学、教育学などの学問分野が含められるが、こうした分野に従えば、本草学（植物学・鉱物学）やからくり（技術）の探求
は理系、戯作や俳句に勤しんだのは文系の仕事と分けられるだろう。

　その意味では垣根を取り払ったとも言えるが、源内の時代にはそもそもそんな区別がなかった。そうした区分けが生まれたのは明治以降の日本で、理由は予算に絡む便宜的なものだったというのが定説だが、それが固定化して
現代に残って居るのであり。本来アマチュアの彼らは理系だろうと文系だろうと興味の赴くまま自由に学び、研究史、創作していった。国学者として名を成した本居宣長は医学者でもあった。同じく国学の平田篤胤も医学者であ
り、自然科学にも深い関心を示した。その意味では源内だけが突出していたわけではない。

　この点は同時代の西洋でも同じだった。」

「千変万化の源内の生涯にも一貫していることがあった。それは、旺盛な事業欲の根源にあった日本の自然に対する深甚な知的関心。そして深い愛郷心と愛国心である。」




☆mediopos-2083　　2020.7.30

■京都哲学撰書第５巻『九鬼周造　偶然性の問題・文芸論』（燈影舎　2000.4）
■藤田正勝『九鬼周造／理知と情熱のはざまに立つ＜ことば＞の哲学』（講談社選書メチエ 2016.7）

めぐりあいは 
偶然 
そして 
必然 

その 
偶然と必然の 
幾何学を 
解き明かせないものだろうか 

日常的時間としての水平のエクスタシスと 
形而上学的時間としての垂直のエクスタシス 

そのふたつが 
交差するところに生み出される 
めぐりあいの不思議 

恋（乞い）は 
水平の時間のなかでの 
神秘的な乞い求めにほかならない 
けれどそれは 
垂直の時間の深みから 
水平の時間への恵みなのかもしれない 

なぜ 
偶然が 
いまここに 
生まれなければならなかったのか 

いまここは 
刹那でありながら 
めぐりあいのなかで 
永遠を湛えている

理性としてのラチオだけで 
とらえる世界は余りにも貧しい 
ことばとしてのヴェルブムが 
深く奏でられることで 
世界は豊かなポエジーに満たされるのだ 

すべての科学は哲学になったあと 
豊かなポエジーへと向かわなければならない 
そのなかではじめて 
偶然と必然は美しく邂逅するのだから 



（京都哲学撰書第５巻『九鬼周造　偶然性の問題・文芸論』～九鬼周造「偶然性の問題」より）


「偶然性とは必然性の否定である。必然とは必ず然（しか）有ることを意味している。すなわち、存在が何らかの意味で自己のうちに根拠を有っていることである。偶然とは偶々然有るの意で、存在が自己のうちに十分の根拠を有っていないことである。すなわ
ち、否定を含んだ存在、無いことの出来る存在である。換言すれば、偶然性とは存在にあって非存在との不離の内的関係が目撃されているときに成立するものである。有と無との接触面に介在する極限的存在である。有が無に根ざしている状態、無が有を侵して
いる形象である。

　偶然性にあって、存在は無に直面している。然るに、存在を超えて無に行くことが、形を越えて形而上のものに行くことが、形而上学の核心的意味である。形而上学は「真の存在（オントス・オン）」を問題としているに相違ない。しかし「真の存在」は「非
存在（メオン）」との関係においてのみ原本的に問題を形成するのである。形而上学の問題とする存在は、非存在すなわち無に包まれた存在である。そうして形而上学すなわち勝義における哲学と他の学問との相違もまさにこの点に存している。他の学問は存在
もしくは有の断片を、与えられた存在および有の断片として問題とするだけで、無については、また有と無の関係については、何ものをも知ろうとしない。

　偶然性の問題は、無に対する問と離すことが出来ないという意味で、厳密に形而上学の問題である。また従って、形而上学としての哲学以外の学問は偶然性ということを本来の意味において問題としない。」


「偶然を成立せしめる二元的相対性は到るところに間主体性を開示することによって根源的社会性を構成する。間主体的社会性における汝を実存する我の具体的同一性へ同化し内面化するところに、理論における判断の意味もあったように、実践における行為の
意味も存するのでなければならない。道徳が単に架空なものでなく、力として現実に妥当するためには与えられた偶然を跳躍板として内面性へ向かって高踏するものでなくてはならぬ。偶然に対する驚異は単に現在にのみ基礎づけられねばならぬことはない。
我々は偶然性の驚異を未来によって倒逆的に基礎づけることが出来る。偶然性は不可能性が可能性へ接する切点である。偶然性の中に極微の可能性を把握し、未来的なる可能性をはぐくむことによって行為の曲線を展開し、翻って現在的なる偶然性の生産的意味
を倒逆的に理解することが出来る。「目的なき目的」を未来の生産に醸して邂逅の「瞬間」に驚異を齎らすことが出来る。そうして、一切の偶然性の驚異を未来において強調することは「偶然--必然」の相関を成立させることであって、また従って偶然性をして
真に偶然性たらしめることである。これが有限なる実在者に与えられた課題であり、同時にまた、実存する有限者の救いでなければならぬ。『浄土論』に「観仏本眼力、遇無空過者」とあるのも畢竟このことであろう。「遇う」のは現在において我に邂逅する
汝の偶然性である。「空しく過ぐるもの無し」とは汝に制約されながら汝の内面化に関して有つ我が未来の可能性としてのみ意味を有っている。不可能に近い極微の可能性が偶然性において現実となり、偶然性として堅くつかまれることによって新しい可能性を
生み、更に可能性が必然性へ発展するところに運命としての仏の本願もあれば人間の救いもある。無をうちに蔵して滅亡の運命を有する偶然性に永遠の運命の意味を付与するには、未来によって瞬間を生かしむるよりほかはない。未来的なる可能性によって、理
論の圏内にあっては、偶然性は具体的存在の不可欠条件であると答えるまでであるが、実践の領域にあっては、「遇うて虚しく過ぐる勿れ」という命令を自己に与えることによって理論の空隙を満たすことができるであろう。」


（坂部恵「解説」より）


「「偶然」あるいは「偶然性」の問題は、九鬼において、「時間」の問題と密接に並行して取り上げられることになるのだが、いうまでもなく、それらはたんなる並行関係においてあるのみではなく、両者の間には、内容的にきわめて密接な関係がある。一言で
いえば、さきにみた九鬼の時間論のキータームである時間の「垂直のエクスタシス」が「水平のエクスタシス」といかに交わりかかわりあうか、いいかえれば形而上学的ないし神秘説的時間がわれわれの通常理解する日常的時間といかにして交錯するかというそ
の「様相」の問題こそ「偶然性」の問題にほかならない。このように位置づけて考えれば、「偶然性の問題」が、一面で、高度に抽象的、論理的、かつ形而上学的問題であると同時に、他面でまた、その都度の「今」をいかにその垂直の「厚み」に根ざして生き
るかという、きわめて具体的、個別的かつ「実存的」な問題であるゆえんが容易に納得されるだろう。

　九鬼は、「偶然性の問題」を、見られるとおり、「必然性」、「可能性」あるいは「蓋然性」という他の「様相」概念との位置関係をひとつひとつ場合に応じて丹念に見定めながら、すでに見たように、「定言的偶然」、「仮説的偶然」、「離接的偶然」と
いう三本の大きな柱に即して、古今東西の哲学説を必要に応じて自在に引証しながら説き明かしてゆく。「結論」にいうように、(1)「定言的偶然」の核心的意味は、一般概念にたいする「個々の事象」ということであり、(2)「仮説的偶然」の核心的意味は、
「一の系列の他の系列との邂逅」として、具体的には「この場所での、この瞬間での邂逅」という歴史的非合理性の形をとり、(3)「離接的偶然」の核心的意味は「無いことの可能」として「無いことの必然」に近迫すること、いいかえれば、邂逅・出会いの不思
議におどろき心中深く感ずること、にほかならなかった。ここから、『浄土論』のことばを変奏しつつ、「遇うて虚しく過ぐる勿れ」という結びの道徳的・宗教的命法ないし心得が、考察全体をしめくくる結論として導かれる。邂逅・出会いは、日常的あるいは
歴史的時間のなかでの水平の系列同士のひとびと、できごとの出会いであるとともに、また、とりわけ水平の系列と垂直の系列との出会い、すなわち絶対者との出会い、それらの出会いの不思議としてとらえられるのである。


　　現実のかをりのゆえに直観の哲学を善しと云ふは誰が子ぞ


　こういう歌がさきに見た『巴里心景』中のScherzo連作のなかにある。新カント派の哲学にかわって時代の流行の哲学となるきざしのあった「直観の哲学」を、九鬼はよく理解し、また資質からしてそれに一定の共感ももったことだろうが、そのスタイルを踏
襲することはかれの採るところではなかった。むしろ、九鬼は反対に、断固として、抽象的な論理（後に第二次大戦後また新たな展開を遂げるであろう様相の論理）を、形而下的事象から形而上学的地平までを見渡し測定する綿密・精細な構築として、「現実の
かをり」から注意深く距離をとり、デタッチメントを効かせつつ、紡ぎだすことを選んだ。こうした距離の取り方こそ、おそらく、九鬼の理解する「超越論的」思索のきわみであったのではないだろうか（ちなみに、従来「先天的」と訳されていた
transzendentalを「超越論的」と訳すことを提言したのは、ほかならぬ九鬼であった。「ア・プリオリ」な認識をさらにそこから身をひきはなして距離をとって見ることにカントの「超越論的」考察の勘所があることを、九鬼は慧眼にも見抜いた。「超越論的」
立脚点の足元のあやうさ、はかなさあるいは不思議さに無意識のうちにも視線がとどいていたからこそ可能になった訳語の選択だったのではあるまいか）。

　こうした、一種反時代的な（あるいはきわめれ先駆的な）、バロック的構築群は、近代以前まで含めてみても、空海、梅園らの少数の例外を別とすれば、日本人にはきわめて稀なものといってよい。それでも、九鬼は、きわめて意識的にそれを選び取った。ヨー
ロッパのバロックの両極性をはらんだ構築群が、「現実のかをり」と無縁の不毛な抽象であるどころか、むしろ、バロック時代転換期の混乱と疫病のさなかに、いわば死と生の間近に交錯する「現実のかをり」の過剰に病む危機的状況のただなかであればこそ、
あえて選び取られた表現の形式であった、そうした事情を九鬼はおそらく十分に知り抜いていたのである。」


（藤田正勝『九鬼周造』より）


「かつて筆者は坂部恵、鷲田清一の両氏とともに『九鬼周造の世界』と題する論文集を編んだが、そこに収められた論文「九鬼周造の魅力」のなかで坂部は、九鬼を近代のラチオナリスムから閉め出されたものに対する感性をもちあわせていた思想家として描き
出している。

　坂部によれば、古代後期、そして中世のラテン世界は、ギリシア・ヘレニズムの「ロゴス」を「ラチオ(ratio)」と「ヴェルブム(verbum)」という二つの言葉を通して継承した。両者は、そのまま訳せば「理性」と「ことば」ということになるが、「ヴェルブム」
には単なる「ことば」以上の意味が纏綿している。その背景には、『ヨハネ福音書』冒頭の「はじめにロゴスがあった」といった表現がある。単なる「ことば」ではなく、「生きてはたらき、生みだすことば」という意味がそこに見られていた。その「ヴェルブ
ム」を重視する精神的伝統は、新プラトン主義の哲学やディオニュシオス・アレオパギーテス（五，六世紀頃）から、ヨハンネス。スコトゥス・エリウゲナ（八一〇年頃−−八七七年頃）へと受けつがれ。ヨーロッパ精神史の底流を形づくっていった。この流れを
坂部は、やはりこの「ヴェルブム」の伝統に注目するハンス＝ゲオルク・ガーダマー（一九〇〇−−二〇〇二年）の理解に示唆を受けながら、「ヴェルブム・メタフィジーク」という言葉で呼んでいる。

　しかし、近代ではラチオの方が全面に出て、ヴェルブムが背景に退いていった。（…）そこに生まれたラチオナリスムは、もちろん一方では精密な学問性を哲学にもたらした。しかしそのことによって哲学の「音域」は著しく狭められた。それに抗う「ヴェル
ブム・メタフィジーク」の後継者を坂部は、（…）シャルル・ボードレールや象徴主義の詩人・思想家のなかに、そして九鬼周造のなかに見いだしたのである。」


「たとえばパリで書かれた「偶然性」と題された詩に、次のような一節がある。


　　お前と俺、俺とお前

　　めぐり逢ひの秘密、

　　恋の反律。

　　これは人生の幾何、

　　なんとか解いてはくれまいか。


　偶然性の問題が『「いき」の構造』の主題である異性間の二元性の問題に関わっていること、そしてそれが詩や、九鬼がとくに重視する押韻にも関わりをもつことを、この詩は示唆している。それはまた、そのような直観がパリ時代にすでに生まれていたこと
を示している。

　（…）韻は音の偶然の邂逅である。その邂逅を通して無数の瞬間の重なりである無限の深みをもつ今、「永遠の今」が表現される。詩は「時間芸術」という正確をもつ。またそれは必然と偶然との交差でもある。言葉の意味の必然の美と、音が有する偶然の
美とが重なるところに詩は成立する。」




☆mediopos-2084　　2020.7.31

■高水裕一『時間は逆戻りするのか／宇宙から量子まで、可能性のすべて』
　（講談社　ブルーバックスB2143 2020.7）

宇宙はなぜあるのか 
その問いは 
私はなぜあるのか 
その問いと 
深く関わっている 

宇宙の原理ができた原因は 
人間がそれを観測したことにある 
というのは理論物理学でいう人間原理である 

現在のような物質的世界としての 
宇宙が生まれ展開していることは 
私たちがこうして 
心とからだを持って生きていることと 
深く関係しているということでもあるのだ 

時間はなぜあるのか 
その問いもまた 
私という意識がなぜあるのか 
その問いと 
深く関わっている 

ミクロの量子世界では 
時間の逆戻りが起こるというが 
それは意識という現象そのものが 
時間そのものでもあるということではないか 
ある意味で量子世界のありようは 
意識現象と通底しているからなのだろう 

空想のようにも感じられるだろうが 
私たちが過去を意識し 
未来を意識することができるのは 
意識そのものが時間だからだ 
遠い宇宙の果てさえも 
私たちが意識することができるのは 
意識そのものが時空を超えているからだ

マクロでの物理的時間は 
水平的に展開するが 
ミクロの世界では 
時間は垂直な深みを自在に遊戯する 
そしてそこでは 
偶然と必然は神秘的に邂逅する 

なぜ私はこうして 
ひとりこの世界に生まれてきたのか 
その問いは 
愛に関わっている 

私がひとりであることで 
あなたというひとりと出逢えるからだ 
宇宙はその出逢いのために準備されたのだ 
人間原理を超えた愛の原理である 

宇宙を探求するという知的営為は 
その愛の原理へ至るための道程ではないだろうか 
時間はそのとき過去と未来を超えた永遠になる 



「私たちの思考の奥底には、過去に起こったことが原因で現在に至り、その現在が、さらにまだ決定されていない未来をつくるという過去から未来への「時間の流れ」が厳然として存在しています。「因果応報」という言葉も、
そこから来ています。

　しかし、もし逆に、未来から現在、そして過去へと戻る時間の流れもあったとしたらどうでしょう。」

「時間が逆戻りする世界があると言ったら、とんでもない嘘つき、あるいはＳＦか、スピリチュアルなお話としか思われないでしょう。

　しかしじつは、科学の最前線では、このような現象が実際に起きている場があるのです。

　２０１９年に量子コンピュータを用いた実験で、ロシア・アメリカ・スイスの共同チームが「時間が逆転する現象」を初めてとらえることに成功しました。また、イタリアの理論物理学者ロヴェッリは、最先端の物理理論を提
唱して、時間という概念の存在さえも問い直しています。」


「時間の逆戻りが本当に起こるとしたら、それには二つのシナリオが考えられそうです。

　一つは、ミクロの量子世界で起こる時間の逆戻り。

　もう一つは、マクロの巨視的スケールで起こる時間の逆戻りです。


「ミクロのほうは、（…）量子コンピュータによる実験でエントロピーの減少が観測され、「マクスウェルの悪魔が復活した」と言われた例をみました。もし量子世界でこのような時間の逆戻りが起こるとしたら、その理由は根
本的には、時間とエネルギーのどちらかが確定するとどちらかが確定しなくなる、奇妙な不確定性関係にあると考えられます。

　素粒子を個々に見れば時間が逆戻りしているものもあるけれど、多くの素粒子が集まりマクロの系になると、個々の逆戻りの効果は統計的に無視されてしまって、結果として時間は一方向にしか現れない−−−−時間の逆戻りにつ
いては、そんな二面性のある描像がしっくりくるように私には思われます、そして、そんなかたちでのミクロの逆戻りは、実際に起こっていると私は思っています。自然界で「時間の矢」だけが一つの方向にしか進まないという
のは不自然だし、とても考えにくいからです。

　（…）これから量子重力理論の研究が進むことで「時間」というものの概念そのものが、ミクロの世界から見直されていく可能性があります。」


「ではもう一つの、マクロな時間の逆戻りはどのようなシナリオになるでしょうか。

　（…）

　もしもマクロで時間が逆戻りする可能性があるとすれば。それは、

　−−−−すべての巨視的物体が逆向きの時間を進んでいるが、そのことを認識できていない−−−−という、ＳＦのような状況だろうと私は考えます。

　私たちが未知のものだと思っている「未来」を、私たちはすでに経験していて、現在からその方向へ向かうのは、経験ずみの世界に戻っていることにほかならないという、（…）サイクリック宇宙での、宇宙の収縮のような状
況です。私たちがそう感じられないのは、（…）私たちの脳は「過去」をベースとしてしかものごとを認識できないからです。」


「時間について考えていくことで必然的に、さまざまな宇宙モデルのかたちをみてきましたが、もしも私がどれか一つを選べるなら、サイクリック宇宙にするかもしれません。何十回も同じ歴史が繰り返されているという描像が、
私にとっては、もっともリーズナブルで、比較的、納得しやすい宇宙という気がするのです。

　というのも、（…）宇宙最大級の謎があるからです。できたばかりの宇宙にあった極小のスケールのムラが、銀河や星などの構造をつくり「種」になるには、何者かが揺らぎを観測して固定しなければならない、ではいったい
それは誰なのか？　という謎です。このとてつもない難問に、まだしも合点がいくような説明ができそうなのがサイクリック宇宙ではないかと私は思うのです。」


「宇宙の原理ができた原因を、それを観測した知的生命（いちおう人間とされています）に求める考え方を、「人間原理」といいます。あらかじめ言うと、これがはたして科学といえるのか、もはやわからなくなってくる話なの
ですが、物理学者の間では大真面目に議論されています。それも元はといえば、量子力学があまりにもぶっとんでいるからです。

　この宇宙の構造が、知的生命の観測によってできるとすれば、この宇宙は知的生命が存在できるような宇宙でなければなりません。つまり、この宇宙は知的生命を生みだすための条件が整うよう調整されているというのが、人
間原理というアイデアの根本です。この調整はきわめて精巧になされていて、「ファイン・チューニング問題」といわれることもあるほどです。」


「それにしても、人間原理は不可解です。というより、それをみちびいた量子力学、さらに自然そのものが不可解というべきなのでしょう。しかし一方で私は、一見するといかがわしい非科学的な考えにも思われがちな人間原理
は、じつは深い真理をはらんでいるような気もするのです。

　実際のところ、この宇宙を観測できる存在は、まだ私たちしか知られていません。そのことがもつ意味は、やはり大きいと思います。そんな私たちはなぜこの宇宙に生まれたのでしょうか。それは、ただの偶然とかたづけられ
ることなのでしょうか。

　ホーキング博士がのこしたこの言葉が、私は大好きです。


　−−−−もし宇宙に愛するひとがいなければ、それは大した宇宙ではない−−−−


　私たちは自然を愛するために生まれ、自然は私たちに愛されるために存在しているのだと考えてみたら、なんだか素敵な気持ちになります。」




☆mediopos-2085　　2020.8.1

■星川啓慈『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法蔵館文庫 2020.7）

語りえること 
語りえないこと 
その境界をどのように 
じぶんのなかで定めるか 

二つの極論がある 

すべては語りえるのだと 
言葉や論理を絶対化するもの 
そして 
語りえることはないのだと 
言語や論理を否定するもの 

けれど 
極論を避けるあまりに 
語りえること 
語りえないこと 
その境界をあいまいにしすぎることは 
真摯に生きることにはつながりにくい 

ウィトゲンシュタインは 
そのふたつの境界を明確にしながら 
どこまでも真摯に生きた 

沈黙律をみずからに課しながら 
語りえるものについては 
「自らに与えられた生を現在のうちで燃焼し尽くす」まで 
「哲学の問題について思索をめぐらし」たのだ 

「科学主義・合理主義・効率主義・数値化主義」は 
語りえることはかぎられているにもかかわらず 
すべてを語っているかのようにふるまい 
偽物の信仰をつくりあげてしまう 
そしてその責任についてはあまりにも無自覚だ 
そして信者はなにが語りえていないのかがわからないまま 
ただそれを信仰してしまうようになる 

その意味では 
語りえるものを明確にできるだけの 
基本的な論理性や合理性は欠かすことができない 
そうでなけえば 
なにが語りえないのかがわからないからだ 
それは月を指さしている指を見て 
その指を月だと思いこんでいるようなもの 

人は真の意味での沈黙を生きるためにこそ 
言葉を論理を学ばなければならない 
そうでなければ 
ただ駄弁を弄するだけになってしまう 
語りえないものの真実に気づくことのできないままに 



「ウィトゲンシュタインは、「語りうること」と「語りえないこと」という二つの「繋がりをつけられない」ことを、「繋がらない」という形で「繋げた／繋がりをつけた」のである。」

「それでは、「繋がらないという形で繋げる」とはいったいどういうことなのか。（･･･）「沈黙」という手段によって「語りうるもの」と「語りえないもの」とを繋げるのである、」


「語りうるもの」と「語りえないもの」とは断絶しているのではなく、「語りえないもの」は「語りうるもの」と相補的な関係にあると解釈できる。「語りえないもの」はやはり「語りうるもの」があって
初めて存在することができる。一方的に「語りえないもの」」ばかりしか存在しない世界など、人間とは無縁の世界である。たしかに、ウィトゲンシュタインは「語りうるもの」よりも「語りえないもの」
に重きをおいたことに疑いはない。そうであっても「語りえないもの」だけでは人間の生活も世界も立ち行かないことを、彼が否定するとは思えない。」


「鬼界彰夫は「『論考』全体を一個の著述行為としてみるなら、それは沈黙律を唯一の教説とする公の宗教的行為に他ならないのである」（「隠された意味へ」）と述べた。「沈黙律」というのは、いうま
でもなく、『論考』の最後にある「人は、語りえないものについては、沈黙しなければならない」のことである。だが（･･･）『秘密の日記』と『哲学宗教日記』において「神」や「霊」ということばが溢
れんばかりに登場する（･･･）。これは矛盾ではないのか。

　筆者は長いあいだ、この「矛盾」について納得できずに苦しんできた。だが、最初に『哲学宗教日記』を読んで十年ほどたってこれを再読したとき、この問題は（少なくとも筆者にとっては）氷解した。
右のことに矛盾はまったくないのだ。（･･･）

　そのためには、ウィトゲンシュタインの「書き分け」について確認しておかなければならない。これは『草稿』と『秘密の日記』の場合そのものである。彼は、一冊の日記帳の右のページに哲学的・論理
学的な考察を書き、左のページに自分の私的な事柄（神・霊などにかかわる事柄もふくめて）を書いたのであった。そして、前者は『論考』に結びつくものとして早くから公刊され、後者は長年にわたって
隠しつづけられてきたのであった。これと同様に、一冊の日記帳にではないが、『哲学探究』を書き始めたのとほぼ並行して、彼は『哲学宗教日記』も書き始めていたのであった。一言でいうなら、基本的
に、ウィトゲンシュタインは生涯にわたって、「公にされてもよい哲学的・論理学的な考察」と「公にすべきでない私的な事柄」とを書き分けていたのである。」


「「哲学者」としてのウィトゲンシュタインは、体系的な著作を著さなかった。しいて挙げるなら、『論理哲学論考』がそうした唯一の著作である。（･･･）彼は哲学を体系的な理論や説明とはみなさず、
「活動」や「行為」とみなした。こうした傾向は、「宗教者」としてのウィトゲンシュタインの場合も同じである。宗教についても、体系的理論や説明などは無意味であり、「宗教と人間とのかかわり」こ
そがもっとも枢要なことなのである。」


「ウィトゲンシュタインの生涯と哲学における、三つのことがらについて述べておきたい。それは(1)「護教的」側面と「実践的」側面、(2)徹底した「この世」的死生観、(3)彼の思索が現代社会にもつ意
義、である。」


「(1)ウィトゲンシュタインの宗教観には多様な側面があるが、そのなかでも大局的にみて大切なのは、やはり「護教的」側面と「実践的」側面である。護教的側面とは次のようなことだ。ウィトゲンシュ
タインは『論考』において、「人は、語りえないものについては、沈黙しなければならない」と結論し、また、フィッカーあての手紙では「私は『論考』において、今日多くの人が駄弁を弄しているあらゆ
る事柄について沈黙し。このことにより、倫理的な事柄に確固たる位置を与えたことを信じています」と述べている。『論考』やことの手紙にもみられるように、語りうるものの限界、（カント的に述べる
なら）人間の理性の限界を強調することによって宗教的なことがらを擁護しようとする側面、、これが彼の護教的側面／否定神学的側面である。また実践的側面というのは、次のような点である。宗教の
意義や本質が信者の実践や行動と結びついてくることは、一つの思索の流れとして、自然な流れであろう。これは、「宗教の本質は、生活を統御したり、生活をさらに善い方向に導いたりすることだ」とい
う考え。「実際の行動がことばに意味を与える」という見解となって現れている。」


「(2)ウィトゲンシュタインの人生観には徹底した「現世」志向がある。第一次大戦のさなか、論理学についての思索を展開して『論考』を書きつづけた彼は、後年「たとえ寿命を縮めることがあっても、真
理探究の騎士は突進しなければならない」という人生観を述べる。死の前年には、マルコムに「私が生きつづける限り、そして私の精神状態がゆるす限り、私は哲学の問題について思索をめぐらし、それに
ついて書こうとするだろう」と認め、死を目前にしたときには、ドゥルーリーに「私は長く生きられないことを知っているにもかかわらず、＜来世での生活＞を考えている自分を意識したことがな
い。･･････すべての関心は依然として、この世での生と、まだなしうる著述にある」と語った。五十七歳のときには、「英雄は死を直視する。たんなる死のイメージではなく。現実の生を直視する。危機に
あたって高貴にふるまうということは･･････死そのものを直視できるということである」と書き記していることも思い出される。これは彼自身について述べたことばであろう。一言でいえば、ウィトゲン
シュタインは「自分が生きている一瞬一瞬を充実させること」、「自らに与えられた生を現在のうちで燃焼し尽くすこと」を生の指針としたのである。」


「(3)現代は科学主義の時代、合理性追求の時代、何よりも効率を重んじる時代、あらゆるものを数値化する時代である。工学者・技術者としての才能にも恵まれていたウィトゲンシュタインは、『論考』な
どで徹底的な思索をめぐらし、科学や学問つまり理性や合理性でカバーしうる領域を明確にした。と同時に、科学主義・合理主義・効率主義・数値化主義では割り切れない領域、つまり「語りえない」もの
の領域を確保した。彼は「学問・科学の問題に私は興味を覚えるが、本当に心をひかれるということはない」とも語ったのである。エンゲルマンが述べたように、彼が「さほど重要でもないものの境界を定
めるのに非常な努力をしているとき、彼が細心すごるほど精確に調べているのは。あの小島の海岸線ではなく、大海の境界なのである」。ウィトゲンシュタインがいいたかったのは、「科学主義・合理主義・
効率主義・数値化主義では割り切れないものこそ、人間にとって本当に大切なものなのだ」、そして「それはちっぽけなものではなくて、われわれを一吞みにする巨大で深淵なものなのだ」ということであ
る。

　ウィトゲンシュタインの「人は、語りえないものについては、沈黙しなければならない」（Wovon man nicht sprechen kann,darüber muss man schweigen）ということばこそを、現代人は深く味わうべ
きではないか。」




☆mediopos-2086　　2020.8.2

■杉本憲彦・文／金子幸代・絵「空があるから」
　（月刊たくさんのふしぎ　2020年8月号　福音館書店）

空は心の姿のようだ 

空は空のままなのに 
さまざまに姿を変えて 
わたしたちのまえにあらわれてくる 

青空になったり 
暗闇に包まれたり 
星空になったり 
雲が広がったり 
雨や雪が降ってきたり 
雷鳴が轟いたり 

わたしたちは地球の上にひろがっている 
大気に包まれたなかで 
地上を歩きまわりながら 
あたりまえのように空を眺めて生きているけれど 

空（大気）は奇跡なのだ 
太陽からの熱が 
水と風のはたらきで 
空（大気）を適度な温度に保っていてくれる 

空（大気）があるから 
地球から出ている赤外線が出にくくなり 
二酸化炭素が海に溶けることで気温が保たれ 
しかも風の力があるから 
暑さと寒さが互いに運ばれているのだ 

わたしたちのなかにもまた 
地と水と火と風が働いている 
そしてそれらの力もまた 
奇跡のようにバランスを保っていてくれる

現在の地球は異常気象だといわれながらも 
まだ人の住めない惑星と化してはいない 
人の心も常軌を逸していたりもするけれど 
まだ生きてゆけないほど異常ではない 

けれど地球環境がさらに破壊されていくならば 
そのようにわたしたちの心もまた調和を失って 
生きられなくなってゆくのかもしれない



「わたしたちの頭の上には、大きな空がひろがっています。

　鳥がとび、遠くには雲が流れています。」


「空気は、重力によって地球にひっぱられています。」

「重力にひっぱられている空気のことを、まとめて「大気」とよびます。

　地球は、生物がすむのに適した「大気」に包まれた星なのです。」


「地球には太陽からの熱が入ります。

　いっぽうで、地球の熱は赤外線のかたちで、

　つねに地球全体から外に出ていっています。


　このとき、入ってくる熱の量と赤外線として出ていく熱の量は、おなじになります。地球があるとき突然寒くなったり、暑くなったりせず、何万年にもわたって温度がほぼ一定に保たれているのは、両者がつり
あっているからなのです。

　くわしく計算すると、地球の温度が−18度のとき、出入りする熱のエネルギー量がちょうどおなじになることがわかりました。つまり、本来の地球は、もっと冷たい星のはずなのです。

　現在の気候はあたたかい（平均温度15度）ですから、この結果はおかしいですね。実は計算のとき、あるものの働きを含めていませんでした。」


「それが、空です。正確にいえば、大気です。

　実は大気は、地球から出る赤外線が、宇宙に出ないよう、ふたのような役割をしているのです。」

「地球が寒くならないでいられるのは、地球に大気があるからなのです。たとえるなら、大気は地球の「お布団」といえるのです。」


「地球は太陽との距離がたまたまちょうどよかったため、あたたかすぎず、寒すぎず、液体の水、海が存在できたのです。

　このため、二酸化炭素が海のなかに吸収され、適度な温度に保たれたのです。

　現在の地球がきもちいい気候なのは、水（海）があったからなのです。」


「風は地球にとっても大切な役割を担っています。

　風は地球の温度をならしています。もし風がなかったら、地球の暑いところはもっと暑くなり、寒いところはもっと寒くなったでしょう。

　また、地球の水を運んでいるのも風です。海で蒸発した水は、風に乗って運ばれて、上空で雲となり、地上に雨となって降ってきます。もし風がなかったら、雨は降りません。

　私たちが水を飲めるのも、風が水を運んできてくれたおかげなのです。」




☆mediopos-2087　　2020.8.3

■吉田麻子『平田篤胤／交響する死者・生者・神々』（平凡社新書819 2016.7）
■責任編集 相良亨『平田篤胤』（中央公論社 中公バックス日本の名著24 昭和59年4月）

「死後の魂の行方」や 
「この世ならぬものの存在の有無」 
それらを問うことは 
現代ではただの宗教的な問題としてしか 
とらえられないことが多いけれど 

ほんとうのところ 
それらを問わないままに 
今この世界のことや 
私たちがこうして生きていることを 
たしかにとらえることはできない 

平田篤胤にとっては 
それらを問うことが学問であった 

平田篤胤の思想は 
「人間を中心としないヒューマニズム」 
であったという 

中心にあるのは 
「海、山、川、雨、風、稲など 
万物にやどる八百万の神々」 
そして「亡くなった人たちの魂」である 

生者は 
死者や神々と交響している存在として 
とらえられているのだ 

そしておそらくそれにくわえて 
「幽冥界の霊魂や妖怪たち」もまた 
ともに交響しているといえるのだろう 

今こうして生きていることには 
深い意味があるけれど 
それをたしかに問おうとするならば 
生と死は切り離すことができない 
そしてこの世でない世界を否定することもできない 

生者とは 
かつての死者でもあり 
死者とは 
かつての生者でもあり 
この世とは 
いわゆるあの世の写し絵でもあり 
あの世とは 
いわゆるこの世の写し絵でもあるからだ 

そうした交響する存在や世界を 
どのようにとらえることができるか 
それは神秘学の重要な課題でもある 



（吉田麻子『平田篤胤』より）


「本書で描く平田篤胤は、江戸時代後期の日本においてその瞬間を迎え、自身の強い実感と現実とのあいだにある渾沌とした大きな闇を、なんとか言葉で解明し、他者に説き広めようとした人物である。「死
後の魂の行方」や「この世ならぬものの存在の有無」といった問題は、実は私たちが死んだ後に関わってくる話ではない。まさに生きている私たちの世界がどのように成り立っているか、あるいは人間が生
きるということはどういうことなのかを捉え直すことに他ならない。


「平田篤胤の思想は、まさに「人間を中心としないヒューマニズム」である。もちろん「ヒューマニズム」とは近代的な言葉である上に、そこにはさまざまな観念上の意味があり、そんなふうに言い切って
いいのかどうかは学術的にはずいぶんと問題があるが。

　しかし少なくとも篤胤は、人間を、そのいとなみを、間違いなく愛している。名も無き庶民を、人間が生きることを、まるごと肯定している。にもかかわらず、中心としているのは人間ではない。では何
を中心としているのかといえば、海、山、川、雨、風、稲など万物にやどる八百万の神々とそこら中にある亡くなった人たちの魂である。篤胤の軸は確かにそちらにある。

　つまり、「生きている人間だけを大切にするのでは、真の意味で人間を大切にすることができない」ということである。この篤胤独自の哲学は、江戸時代の平田門人たちだけでなく、現代社会に生きる
私たちにとっても、けっして見過ごせないものであるように思われてならない。

　人間が生きることにともなう経済発展への欲望と、自然を破壊し消費し続けていく社会のあり方、合理性とスピードのあくなく追求、肥大化する自我と孤独、一人一人の個性を大切にするということ、さ
さやかで尊い私たちの日常、差別や貧困の克服、人権、国という枠組み、愛、宗教、共同性……。複雑怪奇に絡み合うそれらの中で、私たちがどんなふうに絶妙なバランスをとって今後あらねばならないか
は、今の私にはとうてい分からないし、明確は答えはきっとまだ誰にも出せていないといえよう。また現代は、篤胤やその門人たちが活躍した十九世紀とはさまざまな側面において状況が異なっている。
よって、歴史を振り返ることで「昔はよかった」「それに引き替えいまの日本は」などと、短絡的な対比で現代の様相を嘆くことなど無意味であるし、するつもりもない。

　しかし、篤胤の「生きている人間を中心としないヒューマニズム」と、それを支えていた日本の前近代的な感性は、幸福を求めれば求めるほどなぜか自分たちの首が絞められていくような現代社会のあり
ようを見つめ直す、大きなヒントになるのではないか、ということには、確信に近い予感がある。そういう意味では、雨や風、草木や動物たち、それら不思議で畏れおおいものすべてを包み込む本居宣長の
「カミ」や、平田篤胤が感じた幽冥界の霊魂や妖怪たち（ちなみに、幽冥界では動物も言葉が話せるそうである）については、今後まだまだ追求する余地がありそうである。そしてこれは、戦前の国家主義
に利用され、戦後の研究者たちがこぞって批判的に捉えた皇国史観的（あるいは狂信的国粋主義者としての）平田篤胤からは、およそ見えてこなかったことでもあろう。」




☆mediopos-2088　　2020.8.4

■谷川俊太郎『ベージュ』（新潮社 2020.7）

谷川俊太郎が 
米寿になったという 

７０年間 
変わらずに 
けれど 
おそらく 
どこかで変わりながら 
ずっと詩を書いている 

ことばが変わるのか 
変わらないのか 
書く人が変わるのか 
変わらないのか 
おそらく 
その両方だろう 

ぼく自身のことだが 
歳を重ねていくにつれ 
影響を受けた著者たちの亡くなった歳を 
一人ひとり追い越していくことを 
気にしはじめるようになった 
こわくもあり 
おもしろくもあるのだが 

ぼくのことばは 
変わってきたのか 
変わらないでいるのか 
ぼくという人は 
変わってきているのか 
変わらないでいるのか 
おそらくその両方だろう 

同じ歳だといっても 
人によってずいぶん違うけれど 
歳をとることで 
腑に落ちてくることもあるから 
歳をとるのはそれなりにおもしろい 

そのように 
歳を重ねることで得られる経験もあれば 
歳とは関係なくひとそれぞれのなかで 
独自に深められる経験もある 

ぼくは米寿まで生きるだろうか 
もし生きていたらどんなだろう 
なにが変わらずにいて 
なにが変わっていくのだろう 
どちらもそれなりに経験の層をつくる 

生きているときだけじゃなく 
死んでしまったあとも 
なにかは変わり 
なにかは変わらずにいて 

「詩を書いていると、私の中に時々ひらがな回帰という現象が起こる。普段書いている漢字ひ
らがなまじりに不満があるというわけではない。文字ではなく言葉に内在する声、口調のよう
なものが自然にひらがな表記となって生まれてくると言えばいいのか、意識してひらがなを選ん
でいるのではなく、文字にして書く以前にひらがなのもつ「調べ」が私を捉えてしまうのだ。
その種の作がこの詩集にも数篇入っている。

　来し方行く末という言葉は若い頃から知っていたが、それが具体的な実感になったのは歳を
取ったせいだろう。作者の年齢が書く詩にどこまで影響を落としているか、あまり意識したこ
とはないが、自作を振り返ってみると、年齢に無関係に書けている詩と、年齢相応の詩を区別
することはできるようだ。米寿になったが、ベージュという色は嫌いではない。」




☆mediopos-2089　　2020.8.5

■木坂涼 ぶん・川上和生 え
　ちいさなかがくのとも『どこから　きたの』（福音館書店 2020.9)

赤トンボといえば 
アキアカネのはずなのに 
色が薄いなあと思っていたら 
さいきん平地で群れ飛んでいるのは 
ウスバキトンボばかり 

一九九〇年代の後半あたりから 
アキアカネはどんどん減っている 
農薬のせいだという 

アキアカネは平地でヤゴから羽化して 
いったん避暑のための山へ向かい 
秋になると平地へ降りてくるらしいが 
いまでは山のほうにいかないと 
あまり見られなくなっている 

童謡「赤とんぼ」で歌われるのは 
アキアカネのことだったはずなのに 
その夕焼け小焼けの赤トンボが 
その姿を消し続けているのはさみしい 

夕焼け小焼けの赤トンボは 
赤トンボとはいえ茜色 
真っ赤な赤トンボの典型は 
ショウジョウトンボ 
真っ赤な装束の猩猩から名付けられている 
真っ赤なのはオスで 
メスのほうは金色 
こちらはまた輝くばかりに美しい 

最近知ったのだけれど 
平地で群れ飛んでいるウスバキトンボは 
冬が苦手で繁殖できず 
南方から北上してくるらしい 

この絵本に 
「とんぼ　とんぼ／どこから　きたの？」とあるけれど 
山からだけじゃなくて 
南のほうからもやってきているのだ 

さてようやく梅雨も明け 
これから秋にかけ 
野山にでかけると 
いろんなトンボたちを 
観察する機会が増えてくるのは楽しい 

「また　あえる？」 



「とんぼ　とんぼ／たかく／ひくく／とんでるね　とんぼ

　きのうは　いなかったのに／きょうは　こんなに　いっぱい」


「とんぼ　とんぼ／どこから　きたの？／とおくの　やまから　とんできたの？」


「とんぼ　とんぼ／どこから　きたの？／たかく／ひくく／とんでいく」


「また　あえる？」


（森上信夫　おおきなひとのための『どこから　きたの』より）


「この絵本に出てくる赤トンボは、「アキアカネ」という種類です。漢字で「秋茜」と書く通り、秋になると目にする機会の増える茜色のトンボです。この美しい茜色が「赤トンボ」の呼び名の由来ですが、
一概に〝赤いトンボ＝赤トンボ〟というわけではありません。

　トンボのなかま分けは、翅脈という、はねにある毛細血管のようなすじの走り方などに基づいて行われ、ある特定の翅脈配列をもつグループを赤トンボとして扱います（このなかまはアカネ属と呼ばれま
す）。「赤トンボ」と呼ばれる理由は。このグループに属するトンボに、たまたま赤い種類が多かったというだけで、中には青や黒の体をもつ赤トンボもいます。一方、赤い色をしていても、赤トンボでは
ない種類もいるということになります。

　赤トンボのグループに含まれるトンボは、日本では二〇種類ほどが知られていますが、童謡「赤とんぼ」のモデルになったと言われるアキアカネこそ、日本を代表する赤トンボと言えるでしょう。


　「秋になると目にする機会が増える」と書きましたが、アキアカネは、秋に発生するトンボではありません。ヤゴと呼ばれる幼虫から羽化して成虫になるのは、関東平野なた六月頃です。その頃はまだ赤
い色をしておらず、オスもメスも黄色い体をしています。田んぼなどで羽化したアキアカネは、ほどなく平地を去り、時に大きな集団となって山へ向かいます。暑い夏を、すずしい山地で乗り切るために移
動すると考えられており、「避暑行動」と呼ばれます。夏にわたしたちが山にのぼると、たくさんの黄色いトンボを目にすることがありますが、その多くが避暑行動中のアキアカネです。アキアカネは三ヶ
月ほど山で過ごし、その間にエサをたっぷり食べて力を蓄えます。


　九月になると避暑の必要がなくなり、また、次の世代を残すために、アキアカネは山から降りてきます。平地をめざすアキアカネは、山への旅をした夏より大きな集団となる傾向があり、しかも山で力を
蓄えているうちに、オスは性的に成熟して鮮やかな茜色に染まります。（メスも少し赤みが濃くなりますが、オスほどではありません）。茜色は、オスが成熟したことを示すサインだったのです。

　この本のタイトル「どこから　きたの？」という問いかけへの答えは、「山から来たの」でもまちがいではありませんが、もっと正しく言えば、山から「戻ってきたの」ということになりますね。平地へ
戻ったアキアカネたちは、よく晴れた秋の日の午前中、オスとメスがつながって、田んぼや池などで水中に卵を産み落とします。オスが空中でお尻の先を使ってメスの首をとらえ、二匹はつながったまま器
用に飛びまわり、メスはお尻の先を水面にたたきつけて連続ジャンプをするように産卵します。卵は水の底に沈み、そのまま冬を越して春に孵化します。」




☆mediopos-2090　　2020.8.6

時間とは何か 
問わないとき 
わたしたちは 
時間とはなにか知っているが 
それを問うとき 
時間のことがまるでわからなくなる 

時間を問わないでいるということは 
わたしたちが時間とともにあるということ 
時間を問うこということは 
わたしたちが時間から離れるということだ 

わたしたちの生は 
時間そのものであるにもかかわらず 
百足が自分の脚を意識してしまったとき 
混乱に陥って歩けなくなってしまうように 

神秘学では 
時間は物質の根源である 
熱とともに土星紀に生まれた 
それ以前は時間は存在せず 
持続という状態にあったのだという 

音楽は時間芸術で 
時間とともに流れてゆくが 
一音のなかにすべてが含まれている 
というようなとらえ方は 
その持続に類比されるかもしれない 
ある意味で時間のモナドまたは卵 

その時間卵が 
物質的な世界が生まれることで 
直線的に展開することになったのだ 
時間という繭から糸が紡ぎ出されるように 

物質世界が生まれることで 
人間はその物質的時間と 
魂のなかにある持続的な時間とを 
生きるようになったのかもしれない 

そして今や 
物質的時間の支配のもとに 
そのなかでの永続を 
虚しく求めるようになってしまった 

けれどもそうした物質時間のもとで 
現象化されるさまざまは 
わたしたち一人ひとりのなかにある 
持続的な時間と別のものではない 
物質時間のもとでの破壊は 
やがてわたしたちの魂の破壊ともなる 

いまこそ 
時間とは何かを 
ほんらいの時間から離れることなく 
わたしちそのものとして問い直さねばならない 

「誰もが詩人になる必要はない」が 
誰もがみずからの時間を生きる必要があるのだ 

■エヴァ・ホフマン『時間』
　（早川敦子監訳・ 
　　柳田利枝・上神弥生・香山はるの・和田直・小川真都果訳
　　みすず書房　2020.6）



「私たちは驚くほど時間的な生き物である。身体そのものがタイマーであり、精神と五感を通して時間を内面化し、内側から時間に構造を与える。それ以上に重要なのは、時間は意味と不可分だということだ。
なぜなら時間は、人間に意味をもたらすための基本的な媒体であり条件だからだ。あらゆる実存的な問いの根源には、時間の有限性がある。人間は死の宿命の地平をどう乗り越えるかを考え、自分自身の終末
を認識しつつも、それに対抗する問いを立てる。限りある人生にどのような意味があるのか、そこから何を導きだせるのかと。

　このような問いをめぐる最も豊かな思索は、しばしば芸術に見出される。とくに、文学、映画、音楽など、時間が拡張された芸術だ。時間は、芸術の形而上的なエーテルであり、作品に実体を与え、息を吹
き込む。多くの偉大な芸術作品のテーマは、時間の流れを、その傷みもろとも表現することであり、時間を明確なテーマとして打ち出していない作品の深層にも時間性をめぐる領域が存在し、それは構造や形
式を通して見えてくる。とくに音楽は、テーマとしても素材としても、あらゆる芸術の中で最も直接的に時間に関わる。ある意味で、音楽は時間の形式にほかならず、音楽が形成する時間の構造には無限の多様
性が潜んでいる。同時性と延長、極端に速いテンポと遅いテンポ、運動の規則性と優美な情感の高まり。音楽の進行は、これらすべてを組み合わせることができる。分節された瞬間−−−−音−−−−を点描画のよ
うに描くことも、過去から未来げのひとつづきの律動を、メロディや、長い物語の形式で描くこともでき、また、その両方を組み合わせることもできる。音楽は激しい感情のぶつかり合いを表現することもで
きれば、他者を受け入れる和解の穏やかな身ぶりも表現できる。複雑な音楽作品は、たとえば、いくつかのモチーフを異なる文脈で繰り返し、そこで示唆される意味や価値を反復の中で変化させていくことで
内省的な時間の解釈など、より複雑な位相を表現できる、

　さらに音楽の構造はツァイトガイスト、つまり時代精神をも喚起できる、とくに断片化の手法が流行したモダニズムの時代の後に、スティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスなどの現代音楽家たちが実験的
な形式を用いて、バッハ作品のような規則性に現代的な感性とパターンを組み合わせたことは注目に値する。複数の小節を微細な変奏を加えながら反復する手法は、時間の緩やかな流れと、コンピュータと人
体の両方で起こっているプロセス−−−−物質と動くの微視的なモジュール単位の反復、組み替えなど−−−−を表現している。

　しかし、音楽は、いつの時代にも人を癒やす力を有する、たとえばパーキンソン病の症状を緩和し、自閉症やＡＤＤ等の苦痛を和らげるためにも用いられている。深刻な記憶喪失の患者が、しばしば他のこ
とはいっさい覚えていなくても、音楽だけは記憶に残っていることがあるそうだ。おそらくこれは音楽の時間の構造が、人間の身体と精神の時間の構造に一致しているからだろう。」


「誰もが詩人になる必要はない。それでも無意味に生きたくなければ、内的な思索の時間、共感する力を養い、経験したことを振り返って解釈することで、自分の知識や視野、脳神経の回路を超えたところで
起こる、人生の物語の「自己創出（オートポイエーシス）」に取り組む必要がある。人間はときに、流れに身を委ねて生きることが求められる。

　時間に対する万能感は、人間が抱く幻想の中で最も傲慢なものだ。なぜなら、それは厳然とした不可避なものに対する挑戦だからだ。時間は人間の人生にだけでなく、意志のイデオロギーや完全征服という
幻想にも限界を与える。バーバラ・アダムは『近代のタイプスケープ−−−−環境と見えざる脅威』で、人間による環境破壊は自然の時間性に対する否定に起因していると論じた。成長と衰退という人間の目には
見えづらい、ゆったりとしたペースや、海上への石油の流出事故や森林伐採の長期的な影響を無視しつづけた結果なのだ。少なくとも私たちは、自然を破壊した結果、いかなる害がもたらされたかを知ってい
る。私たちが時間を破壊すれば、自然と同じように人間の経験も構造を失い、崩壊する可能性がある。テクノロジーと新たな知識は、健康と寿命、多くの選択肢と瞬時に得られる喜びをもたらした。しかし、
私たち人間が自分自身を機械のように扱い、自己の深層にある領域を深く耕さず、無限に延命できると信じて人間的な側面をぞんざいにし、すべての時間に膨大なデジタル量をつめこもうとするならば、時間
をすり減らすばかりか、文字通り与えられた時間を殺すことになるだろう。時間を相手に私たちが結ぼうとしているファウスト的な契約の代償は、最も皮肉な結果をもたらすだろう。少なくとも、時間を擬人
化してみる私の目にはそう見えるのだ。時間が人間の内面にもたらす作用は目に見えない。だからこそ、内的な時間のあり方とその限界を受け入れ、尊重することが必要なのだ。人間が自然の摂理とともに生
きてきた時代が終わりを迎え、次の時代に突き進みつつある今、まだ私たちが人間の豊かさと深遠なあり方を失いたくないと望んでいるのなら。」




☆mediopos-2091　　2020.8.7

■隈研吾『点・線・面』（岩波書店 2020.2）

隈研吾の「負ける建築」 
という発想は興味深いが 
できれば負けるでも勝つでもない 
そんなあり方があればもっといい 

「勝つ建築」への批判は必要で 
そのアンチとしての負ける建築という 
プロセスはとても重要だが 
そのままではまた 
そのアンチの揺り戻しは避けられない 

大きさと小ささも 
強さと弱さも 
白と黒も 
永遠と刹那も 
対極にあるかぎり 
その対極を振り子運動してしまう 

それはそれとして 
オリンピックが今年は中止になり 
「負ける建築」としての国立競技場は 
その舞台であることができなくなっている 

それはある意味で 
ひとつの象徴だったのかもしれない 
「ボリュームの解体」ということは 
人の群れの解体ということでもあるだろうから 

コロナウイルスによる社会現象は 
人が群れるという慣習に 
アンチを突きつけざるをえなかった 

群れるということは 
ひとりでいることができないということだ 
ひとりでいるということは 
孤独かもしれないが孤立を意味してはいない 
そしてその孤独こそが不可欠なのだ

人が集うということは 
ひとりとひとりが集うということであって 
群れるということとは質を異にする 
群れはむすびや集いではなく 
ひとりへと成熟できないがゆえの現象にすぎない 
ひとりが成熟するときはじめて 
ひとりとひとりは向き合えるのだ 

群れを収容する建築物のなかで 
群れる喜びを享受するよりも 
ひとりのときにも 
ひとりとひとりのときにも 
たくさんのひとりが集ったときにも 
ひとりがひとりであることの経験のもとに 
ひとりが点であり線であり面であり 
それが多次元構造をもった形になる 
そんな喜びを享受できますように



「二〇世紀を総括し、批判しようと考えて、『負ける建築』（二〇〇四年）というテキストを書いた。二〇世紀は「勝つ建築」の時代であり、コンクリートという固く、強く、重たい素材を使って、環境に勝つことを目的として、「勝
つ建築」が大量生産された。それに代わるものとしての「負ける建築」を提案したのである。

　負けなければならないことはわかったけれど、どう負けたらよいのだろうという質問を、その後、やまほど受けた。

　「負けなさい」と観念的に説教するのではなく、なるべく具体的に、現実に即して語ろうと思って書き始めたのだが、書き進めるうちに、二〇世紀のはるか前にさかのぼらなければ、「負ける方法」が姿を現さないことが明らかになっ
てきた。

　作品の背後にある方法を探ると、初期ルネサンスの建築家、ブルネレスキやアルベルティが、勝つ方法と負ける方法のひとつの分水嶺であった。

　単位が小さいということが、負ける方法の基本であった。しかし、小さいというだけでは充分ではないこともわかってきた。小ささのあり方にいろいろがあり、−−−−点・線・面というあり方がまさにそうなのだが−−−−石ころや細い
棒や布きれなど、様々な小さな物達は、相互に埋め込み合い、相互にジャンプしながら、生き生きと「負けて」いたのである。量子力学以降の新しい物理学の助けを借りながら、そのように次元を埋め込み、ジャンプが起きるありさま
を観察すると、時間という問題を抜きにしては、次元の転位が説明できないことがわかり、また、人間をその小さな物達と同一のレベルに降ろしてこなければならないことも、わかってきた。

　建築が勝っていたというよりは、人間が物達の上位のレベルにいたことで、その人間が作り、使う建築が勝ってしまっていたのである。民主的な建築、社会に開かれた建築ということをずっと考えてきたが、民主的であることも、こ
の方法を用いて語り、実現することができる予感を手に入れた。その方法についれは、これからいろいろと探索が進むと考えて、方法序説という呼び方もしてみた。

　そのような思考を促したのは、僕が物理的に大きな建築を作らざるを得なかったという個人的な事情である。物理的には大きくても、あり方としては小さく、「負けている」と人々が感じられるような建築を作ることはできないだろ
うか。その方法を見出すことができれば、拡張し加速する世界の中でも、小さくてゆっくりとした物と共に生きていくことができるかもしれない。人間という小さく、弱く、はかない存在が、同じような物達を仲間とすることで、なん
とか生き延びていけるかもしれない。」


「自分のやっていることを一言でまとめると、ボリュームの解体ということになるのではないかと、最近考えるようになった。ヴォリューム（量塊）を、点・線・面へと解体して、風通しをよくしたいのである。風通しをよくすること
で、人と物を、人と環境を、人と人をつなぎ直したいのである。

　そしてヴォリュームとは、コンクリート建築の属性でもあった。コンクリート建築は、無意識のうちにヴォリュームを指向し、ヴォリュームになりたがるのである。砂利と砂とセメントと水を混ぜた、ドロドロとした液体を乾燥させ、
固めたものがコンクリートなので、そもそも塊＝ヴォリュームだからである。逆に、ひとつの塊（ヴォリューム）になることを拒否した、バラバラとした、さわやかな物のあり方が、点・線・面である。

　「コンクリートから木へ」が生涯のテーマだと、僕はずっと考え続けてきた。二〇世紀とは要約すれば工業化社会であり、コンクリートの時代であった。工業化社会は、コンクリートという素材によって、実際に建設されたし、同時
にコンクリートという物質によって表象される社会であった。

　その後、僕らが生きているポスト工業化の社会は、木という素材によって、様々な物達が作られるべきであるし、木によって表象される社会になるであろう。

　それは僕の予測であると同時に、熱望である。だからこそ、二〇二〇年の東京オリンピック、パラリンピックのために建設された国立競技場は、全国から木を集めて、小さな木のピースを、ひとつずつ手で組み上げるようにして作り
上げた。

　そして、木を使うなら、可能な限り、ヴォリュームとして閉じることを避け、木独特の、パラパラとした開放感を作り出したいと考えた。一〇・五センチの幅しかない、点のように小さく、あるいは線のように細い寸法の杉の板で国
立競技場の外壁は覆われた。全体は大きいが、僕らの目の前にあるのは、小さな点や線である。」


「コンクリートを使ってインスタントに生成された大きくて頑丈なヴォリュームの中に、可能な限り多くの人間を詰め込むというのが、二〇世紀の基本的なライフスタイルであり、経済システムであった。さらに空調機という便利なも
のが二〇世紀に発明されて、ヴォリュームの中の空気の温度を簡単にコントロールすることが可能となり、空調された不自然な密閉空間の中の生活を、人々は幸福と錯覚した。

　それ以前の時代には、ヴォリュームの外に色々な種類の幸福があった、たとえば、路地を歩きまわったり、縁側でゴロゴロするという幸せは、ヴォリュームの外だからこそ可能な、輝かしい体験であった、しかし、二〇世紀の人々は、
ヴォリュームの外で起こる楽しいこと、気持ちいいことはすべて捨て、ボリュームの中に閉じこもって、それを幸せと思いこんだ。」




☆mediopos-2092　　2020.8.8

■大澤真幸×國分功一郎 
　『コロナ時代の哲学／ 
　　ポストコロナのディストピアを生き抜く』  
　（左右社 2020.7）

コロナ現象は 
人類全体を対象にした 
壮大な実験となっているように見える 

どんな問題でもそうなのだが 
ある現象が生じたとき 
それに対して 
その人が 
その集団が 
その国が 
どのように反応するか 

それを見れば 
その人 
その集団 
その国の 
それまで見えていなかった姿が 
浮き彫りにされることになる 

ほとんど同じ現象であるＸに対し 
人によって集団によって国によって 
その反応の仕方はさまざまなのだ 

とくに今回のコロナ現象は 
おそらく少し後になってみると 
全人類的な実験ともなっていると 
認識されるようにもなるのではないだろうか 
おそらくは大いなる愚行としても 

コロナウイルスが問題であるというよりは 
それを通じてさまざまな妖怪が 
百鬼夜行しているというふうにも見える 

現在こうしてリアルタイムで 
その百鬼夜行を観察できるという 
得がたい機会を得ていることになっている 

これまで人の自由や権利の侵害を批判する人が 
逆に自由を制限し管理することを強く求めたりする 

裸の王様のようなたとえを使うとすれば 
ほんとうは王様が裸に見えているのに 
それが言えなかったり 
その服が見えないことを 
人に知られないようにしようとする 

科学者や専門家と称したりする人の多くが 
あまりに視野狭窄であることを 
露呈していることははいうまでもないのに 
権威ある人の言葉をうのみにしたり 

冷静に実際の現象を見て判断している人も 
確かにそれなりに存在しているにもかかわらず 
その話はほとんど伝わらないままだということもわかる 

反応はさまざまだが 
極端な反応の根っこにはおそらく 
ヒステリックなまでの死への恐れがある 

アガンベンの言うように 
「生存だけを価値として認める社会」では 
生存を疎外する要素に対しては 
「死者の権利」や「移動の自由」は 
制限されてしかるべきものともなってしまうのだ 

今わたしたちができることは 
それらの愚かな百鬼夜行の実体を注意深く観察して 
レミングの大移動のような現象が起こったとき 
その群れについていかないようにすること 
そしてじぶんになにができるかを 
しっかりと考えることを忘れないことだろう



（対談　國分功一郎+大澤真幸「哲学者からの警鐘／例外状態、国家権力、死者の権利」より）


「國分／まず、僕がショックを受けたのは、「疫学的」なものの見方が当たり前であるかのような雰囲気で世の中が進んでいることです。これは、今後の世界観とも関わってくると思いました。疫学的なもの
の見方は、非常に非人間的な見方です。一人ひとりの人間を単なる駒とみなして、駒同士が会わないようにする、症状が悪化したら隔離することを原則とする。ウイルスの生存戦略としては劇症化せず、いろ
いろな人に伝播していく方がいいわけですが、だからこそ、劇症化した場合は隔離してウイルスの伝播をストップしなければいけないという話しがあります。この考え方も、重症になってしまった人を駒とし
か見ていないんですよね。

　みんな平然とそういう話しをしているけど、僕はこの見方にショックを受けています。疫学的なものの見方が全般化して、コロナ禍が終わっても続くことに危機感を覚えています。」


「大澤／ここからはアガンベンの論考「根拠薄弱な緊急事態によって引き起こされた例外状態」をもとに、話を展開していきたいと思います。」

「國分／（･･･）2月二十六日に、アガンベンが「Il Manifesto」紙に、いま大澤さんが言及された「根拠薄弱な緊急事態によって引き起こされた例外状態」という短い論考を寄稿しました。いわゆる「炎上」を
起こしたのはこの論考です。

　当時、イタリア国立衛生研究所は、ウイルスに感染しても集中治療を受けなければいけないのはわずか四％だからたいしたことはないと言っていた。それにもかかわらず、政府はさまざまな自由に制限をか
け、甚大な権利侵害が行われている。かつては権利侵害の口実として都変われていた使われていたテロリズムが利用できなくなった今、権利侵害の口実として、「伝染病の発明（invention of epidemic）」が行
われたのだ。−−−−これが概ね彼の述べたところです。

　そしてこれが多くの批判を呼ぶことになりました。僕の友人の哲学研究者もこぞってアガンベンを叩いていました。

　（…）


　三月十七日には、「clarification（補足説明）」と題された、まさしく補足説明となる論考が発表されます。アガンベンの主張は書くたびにどんどん明確になっていったのですが、説くにこの二つ目の論考が
重要なものであったと思います。彼はここで自らの主張の論点をまとめあげ、「死者の権利」と「移動の自由」の二つを強調しています。

　今、死者たちが葬式もなされぬままに埋葬されている。人々はそれを受け入れ、驚くべきことに教会ですらそれについて何も言わない。しかし、死者が埋葬の権利をもたない社会、死者の権利を踏みにじる
社会において、倫理や政治はどうなってしまうのか。そもそも、生存だけを価値として認める社会とはいったいどんな社会であろうか。−−−−アガンベンはこう問いました。

　また数ある自由の中でアガンベンは移動の自由の重要性を強調しました。過去にも深刻な伝染病はあった。にもかかわらず、それを理由にして移動の自由すら奪う緊急事態宣言を行うなど誰も考えなかっ
た。これは戦争中ですら行われなかったことだ、と。

　四月十五日には、さらに「Question（問い）」という文章を発表しています。ここでは論点はさらに整理され、彼が問題だと思う論点に番号が振られているのですが、そこでも一番目に死者の権利、二番目
に移動の自由が挙げられています。彼の力点がこの二つにあることは間違いありません。

　僕はこの二点がコロナ禍を考える上で極めて重要な論点だと思っています。死者の権利を蔑ろにすることは、アガンベンの言う通り、生存だけを至上の価値とすることです。もちろん、生存は大切であり、
命は大切です。そのことを絶対に忘れてはならない。しかし生者中心主義のようなものがでてきたら、生きている者たちの社会もおかしくなってしまうのではないかとアガンベンは問うているわけです。

　「死者の権利」という考え方、この言葉は非常にインパクトがあると思います。とはいえ、我々は実際にはそのようなものを認めて社会を運営してきた。つまり、これまでに死んでいった人たちの歴史の重
みが、今の生者の社会や法や倫理を支えている。たとえば、法に従うということそのものを支えている法意識のようなもの、法に体知る敬意と言ってもいいと思いますが、そうしたものは結局、これまで法が
守られてきたという歴史に支えられた感覚でしかありません。身の回りを探してもその根拠はどこにもない。そしてその感覚は我々が死者の権利を認め、それに敬意を払っているからこそ生まれるものではな
いでしょうか。死者の権利を忘れたとき、我々はペラッペラの現在しかない生を生きることになる。

　「生存だけを価値として認める社会」というアガンベンの言葉を目にしたとき、哲学思想に関心のある人なら、アガンベンのいう「剥き出しの生」を思い浮かべるはずです。もちろん、今回の彼の発言から
さかのぼってこの概念を検討することも必要でしょう。ただ、まずはそのような概念に頼ることなく、素直にこの論考を読んで彼の問いかけを受け止めることが必要だと思います。日本でも志村けんさんが亡
くなったとき、親族が遺体にも会えなかったことが問題になりました。アガンベンの問いかけは、当然のことながた、イタリアにとどまる問題ではありません。

　もうひとつ、数ある自由の中で、彼が移動の自由の重要性を強調していることは大変印象的でしたし、やはりわかっている人だなと思ったんです。思想の自由や言論の自由、職業選択の自由など、近代社会
がこれまでに確立してきたさまざまな自由はいずれも重要なものです。しかし、自由がどれだけ蹂躙されようとも、そこから逃げる自由さえあれば、なんとかなる。逃げることができれば、別のところで自由
を回復できる。つまり、移動の自由は、原ー自由とでも呼ぶべきものであって、あらゆる自由の拠り所なんですね。最近では、柄谷行人さんの『哲学の起源』がこの移動の自由に注目していたと思います。移
動の自由はさまざまにある自由のひとつではなく、自由の根底にあるものだということです。

　移動の自由の重要性を授業で学生に説明するとき、僕はよく近代の刑法の話をするんです。フーコーが『監獄の誕生』で明確に示したように、近代以前には残酷系を含めた多種多様な刑罰があり、またそれ
に代わるべく考案された刑も多種多様でしや。ところが、近代では刑罰は単純化され、罰金と死刑の間をすべて監獄が占めることになりました。つまり移動の自由の制限です。実はフーコーは監獄が刑罰の中
心となった理由についてはまったく何も描いていないのですが、あえて単純な理由を考えるとすれば。移動の自由の制限こそが人間にとって最も苦痛であるから、と言えるのではないかと思うんです。」



☆mediopos-2093　　2020.8.9

■菅原教夫『ボイスから始まる』
　（五柳叢書・五柳書院 2004.11）

ボイスの社会彫刻は 
人間彫刻でもあり 
人間の霊性復活へ向けた 
芸術運動でもあった 

過激なまでのボイスのアクションは 
すべての人間が 
芸術家へとなり 
創造性と自由に基づいて生きられるように 
変容のための大きなショックを与えようとした 

それはデュシャンのようでいて 
デュシャンとは異なり 
人間の霊性復活に向け 
高次の人間への気づきを与える遊戯だった 

一人ひとりの内面に 
キリストの顕現である 
神的なものが復活するとき 
はじめて人間は 
高次の存在様態へと変容できるからだ 

その意味でボイスは芸術を通じて 
新たな次元へと人間を導こうとする 
預言者だったといえるのかもしれない 

ボイスの社会彫刻の運動の背景には 
シュタイナーの霊学の理念が強く流れているが 
日本においてボイスが理解されているとはいえない 
その名が知られることさえあまりにも少ない 
その背景にあるキリスト観をはじめ 
第一次大戦と第二次大戦時のドイツの状況が 
イメージしがたいところも多分にあるからだろう 

けれどもそうした背景から離れたところでも 
「人間＝創造性＝自由＝内面における神の復活」 
という人間彫刻の理念はますます 
人間の霊性を「復活」させるためにの 
重要な課題となっている 

それに対して現代では 
科学主義は蔓延し 
管理社会であることを強め 
人間は創造性や自由や「復活」から 
むしろ遠ざかるばかりのように見える 

預言者ボイスの声が消え去ろうとさえしている今 
あらたな預言者は生まれるのだろうか 

いや特別な預言者を期待することはできないだろう 
これからはすべての人間がみずからを 
芸術家へと変容させることを課題としているのだから 

すべての人間がその変革を可能にするためには 
みずからの内に眠っている預言者を 
「復活」させなければならない 



「ここで、われわれは彫刻理論の章で紹介したボイスの等式、すなわち「人間＝創造性＝自由」に、もうひとつ霊的な次元を付け加えることが可能になった。


　　人間＝創造性＝自由＝内面における神の復活


の等式が導かれるのである。これに社会彫刻の章で触れた「人間＝資本」や、「人間＝芸術」の等式を加えてもいい。そうすれば、ボイスの基本理念が実に多様なレベルに展開し、その星雲状の配置が総合
的な人間学になっていることを確認できる。

「創造性」や「復活」なくして人間や世界の未来もない。しかし、現代社会は、この現代版「復活」、すなわち内面的な変化を起こす入口立つ機会が人々から失われているので、望まれる生や世界の実現は
至難である。自分のアクションは、かじかんで動きの取れない人々心を刺激し、そこに動きをもたらして、それぞれが立つべき位置に向かわせようとしているという意味のことをボイスは語る。このように
人間に絶えざる変化、動きをもたらすことこそがボイスの企ての狙いだった。」


「ボイスのキリスト観、復活観は現代の「よき羊飼い」のイメージを彼にまとわせた。と同時に、それは彼の彫刻理論の核をなす「変化」と密接につながっている。なぜなら、個々人の内面における復活を
うながす限りで、ボイスの芸術は人間を変えていくからだ。ボイスの彫刻理念はその意味で彼のキリスト観とダイナミックに連動している。ボイスの人間彫刻とでも呼ぶべき次元が、ここに切り開かれてい
る。」


「たとえばボイスが、キリストとは何かと問われて、「エネルギー」だと答えたのは、それがシュタイナーの言う、人々を霊的世界に導く入口だったからにほかならない。あるいはボイスは「考えることが
フォーム（形）である」との造形理論を語ったが、これなども徹底して「考える」ことの重要性を説いたシュタイナー思想との関連を連想させる。（…）実際、ボイスの薔薇十字会への関心も、古代の神々
への興味も、そしてもちろん自らをそれになぞらえてみせたキリストへの共感も、彼が深く親しんだシュタイナー思想を土台に据えるとき、それに共通する霊性の世界が見えてくる。


　シュタイナーへの親炙は、ボイスに見られるメシア的色彩の根拠をも説明するだろう。ボイスがメシア化していった理由についての一番わかりやすい解釈は、第二次世界大戦によってすっかり壊されたド
イツの文化、ひいてはヨーロッパ文化の土台を、彼がアートによって償い、根底から再生させようとしたことだ。これは第一次大戦に敗れたドイツ国民に、霊学の復興による文化のやり直しを訴えたシュタ
イナーの運動に連なる。シュタイナーとボイスとはこのように二つの大戦後のドイツを精神面から立て直そうとした点でパラレルに論じてしかるべきだ。

　第二次大戦後のドイツ、ヨーロッパにおいて、ボイスは世直しのためにアートを用いる司祭となった。そのアートは当然クラシックなリアリズムを「美」と規定し、大衆をそれによって教化したナチズム
の美学を強く否定して葬り去るものでなくてはならなかった。とすれば、彼はナチスが頽廃芸術の烙印を押した前衛美術の側にいなくてはならなかったのだが、しかしたんに前衛であればいいというのでな
く、あくまで「美」を警戒しつつ、ヨーロッパ文化の基層を掘り下げ、原像を掴み出すことで、人間性の刷新を図ろうとした。その鋭意の基盤、人間の生き方や活動の根底に、メシアの愛、復活の奇跡を置
いた所以である。」


「誰でもが考えるように、メシア思想と社会改革とは革命という性格によって結びつけられる。イエスは因習に染まったユダヤ教に対する革命、そして神の国を目指してのこの世の救いを目指した大革命家
であった。そのこととボイスの社会彫刻の人選を結びつけるのは容易だが、その理由付けのプロセスはやや複雑だ。ボイスの発言をつぶさに追っていくと、彼が最も重視した「自由」の理念は、（…）イエ
ス・キリストの教えに根ざしていたと想像される。しかし、この「自由」の理念は、形骸化していく教会制度のなかではなく、むしろ西洋の科学的精神の発展のなかに実現をみた。実際、その先端において
封建制を打破するブルジョワ革命は達成され、社会主義革命を準備したマルクスにしても、若いころは社会学でキリスト教の理念を発展せせようとした。ところが、プラトン、アリストテレスに始まる科学
的思想は、近代に入って実証主義の精神に基づく分析的な方法を一層研ぎ澄ませ、この方法の習熟なしに成果をあげることができないことから、科学はおうおうにして論理の前に屈せざるをえなくなった。
その結果、論理の制約によって科学からは自由が奪われがちになった。近代の発展を担った科学の実証主義はここで一転して、反人間的、反動的にならざるをえない。一方、西洋の科学的思考がキリスト教
精神の発展を担い、自律性を重視したことは、その代償としてエゴイズムを育み、人間は次第に精神的に孤立するようになった。こうして人間同士を結びつける理想的な関係、友愛の精神は徐々に失われて
いったのである。

　人間の置かれた状況をこう分析したうえで、ボイスは現状の改革を企てようとする。その実践こそが社会彫刻であったが、彼にとって、論理に制約されず、自由を完璧な形で実現するのは、シラーが言っ
たような高次の意味での遊戯的な行いにおいてである。人間が真の人間になれるのは端的に言えば遊戯においてだけなのであり、アートこそはその遊戯的性格によって、人間をかつてない自由獲得に向かわ
せる。こうした考えはボイスが敬愛したシラー、シュタイナーに一貫している。たとえばシュタイナーはこう書いた。


　　自由の詩人シラーは芸術の中に、より高次の自由な遊びを見ました。そして「人間は遊んでいるときにのみまったく人間なのだ。……そして、言葉の最高の意味において人間であるときにのみ、人間は
遊ぶことができる」と書きました。芸術の基盤となっている衝動を、シラーは遊戯本能と名づけました。この本能によって芸術家は作品を創造します。作品は感覚的存在として私たちの理性を満足させ、そ
の作品の理性内容はまた同時に感覚的存在として現存します。


　社会彫刻を実践するうえで、ボイスは狭い意味での芸術を投げ捨てた。そして「全ての人間は芸術家である」という意味での芸術、すなわち「拡張された芸術概念」を唱えた。けれども、彼が芸術固有の
直感、本能の働きこそが、理性主義の世界の陥穽を脱し、人間性を高めるうえで最高の武器となることを他方で強調した。「芸術」の放棄と「芸術」への固執−−−−。ここにあｈ矛盾ではなくして、二つの
意味が働く場の違いを見るべきである。

　キリストをエネルギー源に、芸術で社会改革を図り、人々を友愛の精神のもとに結び付ける。こうした思想にボイスは殉じた。それは余りに理想主義的であり、彼の過激な言動は時にクレージーとも映っ
たが、しかし芸術はいつの時代も現実と闘ってユートピアを目指すものだ。」




☆mediopos-2094　　2020.8.10

■幸田露伴『運命・幽情記』（講談社学芸文庫 1997.2）
■川村湊『音は幻』（国文社 昭和62年5月）
■安岡正篤『易學入門』（明徳出版社 昭和35年11月）

命（めい）とは 
命ずるとある如く 
絶対的必然性であり 
天命ということでもある 

その天命において 
人の命もあり 
物の命もある 
物を探求するとき 
そこに自然科学は生まれる 

命は 
動いて止まないがゆえに 
運命といわれるが 
そこには法則がある 

その法則を捉え 
それを活かすためには 
命を宿命とするのではなく 
命を知り命を立て 
みずからが命を運ばねばならない 

数（すう）とは 
すべての実在の中に存在する 
玄妙で幻妙なる法則だといえる 

故に 
命もまた数であり 
それを命数とも呼ぶ 
それが奇矯な姿になるとき 
それを数奇ともいう

真に命を生きるためには 
そこに自由がなければならない 
己が己の由を知り 
それを立て運ぶとともに 
天に活かされ運ばれる如く 
己の命とともにあろうとすることだ 

数の学は 
物の命と人の命を貫く 

数の根源においては 
物も人も通底しているだろうが 
現代は科学主義のように 
物の命ばかりが探求され 
物の命を人の命にさえ 
あてはめようとしているかに見えるが 
そこに自由は存在しない 

真の数を知らねばならない 
そうでなければ 
命を立て運ぶ自由を持てないからだ 
神秘学はその数を探求する学だともいえる 



（川村湊『音は幻』～「露伴の＜数＞−−−−『運命』について」より）


「　　世おのづから数（すう）というふもの有りや。有りといへば有るが如く、無しと為せば無きにも似たり。洪水天に滔（はびこ）るも、禹の功これを治め、大旱地を焦がせども、湯の徳これを済（すく）へば、数有るが如く
にして、而も数無きが如し。


　　　嗚呼、数たると数たらざると、道衍蓋し知ることあらん。而して楡木川（ゆぼくせん）の客死、高煦（こうく）の焦死、数たると数たらざるとは、道衍袁珙の輩の固（もと）より知らざるところにして、たゞ天之を知るこ
とあらん。


　露伴、五十三歳の時の〝捲土重来〟の傑作と評された『運命』の冒頭と結語である。明朝の創業者・（…）後の建文皇帝と、（…）燕王、後の永楽帝との、甥・叔父の骨肉の争いを描いたこの暦小節は、始め「定数」と標題を
付されていたことからもわかるように、歴史における＜数＞の幻妙な働きをその主題の底に沈めた潜めた作品といえよう。

　この＜数＞とは何か。白川静の『辞統』には、数、旧体字數は、もとは女子の髪を乱すことの会意文字であり、「数々（さくさく）として乱れる」のが原義、「その髪の乱れて多く、数えがたいことから数の意」となり、「数
にはその数え方、計数・数術の上に一定の法則があることから、必然の意となり、暦数となり、運命となり、世運の動きをもいう」とある。すなわち、＜数＞あるいは〝定まれる数〟とは運、運命とほぼ同義ということであり、
まさに「定数」はそのまま「運命」と置き換えられるのである。

　だが、運の原義が運行、回転など、車の回り動く意があって、そこから禍福の巡り合わせという意味が運命という語に生じてくることなどを見ていると、その意義はほぼ同じであっても、＜数＞と＜運＞とは、微妙なイメージ
的差異を持つもののように思える。つまり、＜数＞はその数々たる散乱の連鎖による〝命数〟の法則であり、＜運＞は循環、輪廻するところの〝天行〟の規則性に帰せられてゆくように思われるのだ。さらにいえば、＜数＞はて
んでバラバラの〝数奇〟な事象の連続にほかならないのに対し、＜運＞はつねに日月、天辰の運行のようにその轍から絶対的に逃れられないものとしてあると感じられるのである。」


「＜数＞とは何か。＜数＞とはあるものなのか、無いものなのか。露伴はそのことを明らかにするために『運命』なる小説を書いた。もちろん、その答えは問うその前から予め答えられていたものにほかならない。すなわち、『運
命』という作品そのものが＜数＞を体現するものであり、その存在を証明するものなのだ。しかし、これはいわゆる循環論法にほかならないだろう。＜数＞は問いであり、答えであり、その原因であり、結果であるような何物か
なのだ。それはつまり、問いと答え、原因と結果とを結び付ける、目に見えざる媒介項にほかならない。すなわち、それは我々が「時間」あるいは「空間」といっているもののように、思惟の枠組みそのものであり、また世界、
宇宙の側に実在するものでもあるようなものにほかならないのだ。」


（安岡正篤『易學入門』～「数」より）


「陰陽五行思想の発達は、一方に於て数といふものについての観念が深くなつていつたことに大いに関連がある。

　数はあらゆるものを抽象し、同質なものにする。同質なものになれば、あらゆるものは対等になり、簡易になり、明瞭になる。数はその同質化・簡易・明瞭の為に、却つて何ものかの象徴と感じ易い。事実同質化には前提や仮
定がなければならない。これを遺（わす）れると危険である。アリストテレス派の学者は、自然は質的なものであり、数とか量とかは相対的にはさして重要なものではないとしたが、プラトーは宇宙の根本様式として、数の重要
性を強調し、統一体から多様が派生する過程は必ず数学的であるとしゐる。プラトー学派のニコラス・クザヌスも、数とは創造主の意に存する第一の原型である。認識は常に測定であると説いてゐるが、この認識が科学を発達さ
せたことは疑の無いことである。数字は科学の言葉といはれ、量と数との新しい発見・研究・応用が近代文明を作つたといつて過言ではないであらう。易経では、陽は奇であり、陰は偶である。その陰爻を六（りく）と呼び、陽
爻を九（きう）と呼ぶ。

　これについては諸説がある。尤もわかり易く言へば、数は一から五までを生数、六から十までを成数とするが、五は生数のすべてに配して成数を生ずるものであるから、五とその倍数との十を去って、六七八九を採り、陽は進
むを以て九を老陽とし、陰は退くを以て六を老陰とし、六を以て陰爻を呼び、九を以て陽爻と呼ぶとするのである。聖アウグスチヌスは、神は世界を六日間に創造したといひ、六は完全数で、最初の三つの整数、一・二・三の和
であり、積であると説いてゐるのも、おもしろい考である。

　一七〇三年（元禄十六年、清・聖祖四十二年）一月、清国に布教してゐた牧師のフーヴェから朱子集注の易経を始めて魅せてもらつたライプニッツは、六十四卦の表を見て非常な霊感を得た。それは彼が二十数年前に発明した
二元算術Arithmetique Binaireに符号するものであつた。二元算術とは、１と０とで総ての数を表すことができるといふ、数の神秘的性質を示す彼の発明であつた。

　幕末浪華の篤学山片蟠桃も、「卦爻の象ばかりにて実に無量の味あるもの也」と云つてゐる。学問をしぬいてゐる人間の直感は偉大である。」




☆mediopos-2095　　2020.8.11

■荻原理「第９章 ヘレニズムの哲学」
　（『世界哲学史１／古代Ｉ知恵から愛智へ』 
　ちくま新書 2020.1 所収）
■氷上英廣「ニーチェとエピクロス（一）」
　（氷上英廣（三島健一編） 
　『ニーチェの顔 他十三篇』岩波文庫 2019.8 所収）
■（出隆・岩崎充胤訳）『エピクロス／教説と手紙』
　（岩波文庫 1959.4）

ストア派・エピクロス派・懐疑派に代表される 
ヘレニズムの哲学は 
プラトンやアリストテレスのギリシア哲学と 
キリスト教的なのものに挟まれて 
注目されることは少ないようだが 

たとえばニーチェは生涯にわたって 
エピクロスのことを考えていたらしい 
ニーチェの唯物論的な永劫回帰の発想も 
エピクロスの原子論的唯物論から来ているのかもしれない 

エピクロスの教説を奉じる哲学者を 
エピキュリアンというが 
現代では快楽主義者的なイメージが強くある 

しかしながら 
実際のエピキュリアンの快楽のとらえ方は 
ストア派の賢者とあまり違わなかったりする 

エピクロスにとって善とは快のことだが 
「身体の快」と「魂の快」でいえば 
「魂の快」のほうが快である 

さらに「動的快」と「静的快」が区別され 
食べるときの快の前者よりも 
空腹でないことの快の後者のほうが快である 

また健康の維持に必要な食物への欲求は 
「必要な欲求」だが 
グルメ三昧への欲求や名誉への欲求などは 
「不要な欲求」だとする 

そしてエピクロスは 
アタラクシアー（無動揺）の幸福を求めるがゆえに 
政治などにはかかわらず「隠れて生き」ることを求める 

アタラクシアーを妨げるのは 
神への恐れや死への恐れだが 
神は人間のことなど気にしていないから 
恐れる必要はないといい 
生きている間は死は無害だし 
死んだ後も恐れる人はもういないから 
死を恐れる必要はないという 
きわめてドライである 

原子論的唯物論的世界観はともかくとして 
そんなエピキュリアンとして生きられれば 
心静かに生きられるのではないだろうか 

現代人の多くは唯物論的な無明にありながら 
御利益信仰のもとにわかりもしない死を恐れ 
エピクロスが選ばないほうの快ばかりを 
求めすぎるがゆえに不幸になり 
アタラクシアーの幸福から遠ざかっている 

現代においてアタラクシアーを 
享受しようとするならば 
霊的世界観のもとで 
エピキュリアンとして生きるのが幸福なことだ



(荻原理「第９章 ヘレニズムの哲学」より）


「ヘレニズム期とは、ギリシア古典期とローマ期の間の、前三二二年頃～前三〇年頃を指す。哲学史上の時期であるだけでなく、政治史上の時期でもある。哲学史では、古典期最後の哲学者アリストテレスの没年が前三二二年であった。続くヘレニズム期の哲学を
代表するのは、ストア派、エピクロス派、懐疑派である。古典期・ヘレニズム期には、地中海世界で哲学が営まれる主な言語はギリシア語だったが、ローマ期になると、ギリシア語と並んでラテン語も哲学の主要な言語となる。」


「サモスのエピクロス（前三四一～前二七一）は、前三〇七／三〇六年、アテナイ郊外に「庭園」と呼ばれる学園を開いた。エピクロス派において開祖その人が権威とされた、エピクロスの著に、『規準論』（認識論の書）、『自然について』、書簡などがある。
そのうち、全体が伝わっているのは三通の書簡だけだ。同派にフィロデモス（前一世紀）、ルクレティウス（前九四頃～後五五）がおり、後者は『事物の本性についてを』ラテン語で、詩形式で書いた。ローマ期、オイノアンダのディオゲネス（後二〇〇頃）はエ
ピクロス派の教えを巨大な石碑に刻んで掲げた。」


「エピクロス派では宇宙と世界が区別される。宇宙全体の中に、世界と呼ばれるまとまりが多数あるとされる。ちなみにストア派にとって、世界は一つだけなので、世界と宇宙を区別する必要がない。

　エピクロス派の宇宙論を素描するなら次のようになろう。

　宇宙のなかで、自律的に存在しているのは原子と空虚だけだる。原子は物体である。

　宇宙は無限大である。宇宙のなかに無限個の原子がある。

　宇宙は永遠の昔から永遠の未来にわたって存在し続ける。個々の原子も、不生不滅だ。

　原子には形と大きさがあり、これらは決して変わらない。同じ形、同じ大きさをもつ原子が宇宙の無限個ある。個々の原子には重さがある。原子の重さはその大きさに比例する。だが、個々の原子には色も匂いもないし、音も立てない。

　原子は運動する、原子同士、衝突、反発、接着する。原子が群れをなすことがある。

　われわれが目にする物体は原子群である。われわれが固体と捉えるものは、密集した原子群で、気体はまばらな原子群だ。

　さきほどふれたが、生物の身体である原子群のなかに、魂である原子群がいきわたっている。同じ場所を複数の原子が占めることはできないが、身体である原子群も、魂である原子群も隙間だらけなのだ、同じ場所を共有できる。

　原子群は生じ、滅びる。原子群の一部の原子が飛び出たり、新たな原子が加わったりする。生物の身体においても魂においても、構成原子は交替する。生物の入眠時、身体を充たしていた魂は大部分が身体を抜け出る。覚醒時、残っていた魂は、身体周辺の適切
な原子を即座に呼び集めてもとの大きさを取り戻し、再び身体を充たす。生物が死ぬと魂は解体する。つまる、私が死ねば私は消滅する。

　世界も一種の原子群である。無限大の宇宙のうちに無限個の世界がある。概して、各世界の中心に地球があり、その周りを諸天体が回転している。だが、世界の大きさやありようは無限に多様である。生物のいる世界もいない世界もあり、いる場合、どんな生
物がいるのかは様々である。同じありようをした世界が無限個ある。

　世界と世界の間の領域は世界内部と較べて、概して原子がまばらである。」


「エピクロスによれば、善いとは、快いか、快を生み出しうること、悪いとは、苦痛であるか苦を生み出しうることである。

　快は複数の観点から区別される。第一に、飲食の快などの「身体の快」と、哲学の快などの「魂の快」が区別される。魂の快のほうが快いとされる。

　第二に、苦を取り除く過程で生じる快である「動的快」と、取り除くべき苦がそもそもないことの苦である「静的快」が区別される。空腹時に食べるときの快は動的、そもそも空腹でないことの快は静的である。静的快のほうが快いとされる。

　また、「不要な欲求」と「必要な欲求」が区別される。健康の維持に必要な食物への欲求は必要だが、グルメ三昧への欲求は不要である。名誉への欲求も不要だ不要な欲求はもたないのがよい。必要な欲求を満たすのは実はそう難しくない。

　幸福とは、アタラクシアー（無動揺）、すなわち、心身が苦痛でかき乱されていない、静的快の状態である。

　魂がかき乱されるから、政治には携わるべきでない。「隠れて生きよ」。


「エピクロスによれば、哲学はアタラクシアーを実現する鍵である。なぜなら、人間をアタラクシアーから遠ざけている主な要因は二つあるが、いずれも哲学的認識によって取り除きうるからだ。その二つの要因とは、第一に、神から罰されるのではないかという
怖れ、第二に死への怖れである。

　第一の、神罰への恐れは、神は人間を罰したりしない、という認識によって取り除きうる。神とは完全な存在であり、みずからのありように満足しており、もはや何もする必要はない。だから人間のことに介入する理由がない、というのだ。」

「エピクロスは宗教を非難する。宗教は神罰への怖れを人の魂に植え付けるからである。

　人間をアタラクシアーから遠ざけている第二の主な要因、死への恐れは、エピクロスによれば、次の議論によって取り除きうる。人が何かを恐れるのが理に適っているのは、それが人に害、つまり苦をもたらす場合に限られる。だが人が死ぬことは、人に何の害
ももたらさない。生きている間、死は害をもたらさない。死はまだ来ていないからだ。死んでからも死は害をもたらさない。その人はもういないからだ、というのだ。」


（氷上英廣「ニーチェとエピクロス（一）」より）


「ニーチェは生涯エピクロスのことを考えていたらしい。竜安寺の庭ではないが、数個の石がニーチェの頭の中にころがっていて、彼はそれをさまざまな角度から、四季おりおりの風情のもとで、というのはつまり彼の成長と変化につれて眺め、そのたびに評価を
新たにしていた。

　石といったのは過去の何人かの偉大な人物のことである。ニーチェと同時代に生きていた人を挙げれば、それはいうまでもなくワーグナーだ。周知のようにワーグナーに対しては、ニーチェは讃歎から敵視へと評価を変え、愛憎を綯い交ぜにしていた。彼は最後
までこの謎めいた芸術家の正体を考え続けていた。

　エピクロスもそうした一人、評価の点でも大いに変化した一人である。『人間的な、あまりに人間的な』の中で、ニーチェは、自分のオデュッセウスと同じように冥界に下ったことがある。これからも何度も言ってみたい。なぜなら冥界には、この世の、そのへ
んにいる連中よりも、もっと生き生きしている死者がいるからだ。その少数の死者たちは、自分の話し相手になり、議論に応じてくれる。自分は彼らの言葉に傾聴し、彼らに目を凝らす。そして死者たちの眼が自分にも凝らされているのを感じる、などと書いて、
その死者たちの四組の名を挙げている。エピクロスとモンテーニュ、ゲーテとスピノーザ、プラトンとルソー、パスカルとショーペンハウアー。

　エピクロスは筆頭にあがっている。ニーチェはエピクロスについてはほとんど知れる限りのことを知っていた。つまりディオゲネス・ラエルティオスとルクレティウスをよく読んでいた。ことに前者の『哲学者列伝』は、隅々まで精読していた。」

「論文のなかでニーチェは『哲学者列伝』の最後の長い一章を占めるエピクロスの部分にくわしい検討を加え、これを重要な論点としているのである。だからニーチェは早くから−−−−処女作『悲劇の誕生』以前から−−−−エピクロスの人物と教説について深く考え
ているのである。エピクロスはいわゆるエピキュリアンという呼称で快楽主義者の教祖とされたが、そうした見解に対しても原点にさかのぼって検討しているわけだ。以来ニーチェの著作の随所にエピクロスの名が出てくるけれどおｍ、そのつどニーチェがいわば
単なる関連で、エピクロスを引き合いに出しているというのではなく、もっと親身な呼吸が、そこに感じられるのである。親身な、というのはニーチェの場合、自己に引きつけ、あるいは自己をその中に持ち込むということだ。従ってニーチェが変わればエピクロ
スも変わるというものだろう。いろいろなエピクロスが出てくるのも当然である。


　　「贅沢の哲学。−−−−一つの小さな庭園。いちじく。小さなチーズ。そして三人か四人の良き友、−−−−これがエピクロスの贅沢であった。」


　『漂泊者とその影』の中にあるものだが、当時ニーチェは大学をやめ、一介の孤独な思索者となったので、こうした境遇にも思いをはせたと思うが、これもエピクロスの重要な側面である。賢者のつつましい快楽である。エピクロスは人性を考察し、快楽を重視
したけれども、快楽に深入りすれば苦痛を招くにいたるという省察、快楽を精神化して、持続的なものにしたいという思慮から、結局ストア派の賢者と大差ない質素な生活を取ることになり、閑居を楽しむことになった。」

「エピクロスの神は実に不思議な神である。それは人類のことなどまったく気にかけない神なのだ。ニーチェは「神は死んだ」といった。エピクロスの神は決して死んではいない。たしかに存在しているのだが、ただ人類にソッポを向いている神なのである。」




☆mediopos-2096　　2020.8.12

■谷川俊太郎・新作詩「生きていて」
　+インタビュー／聞き手・構成　尾崎真理子
　「米寿の詩人は静かに、「本当の事」を申し立てている」
（「新潮　第百十七巻第九号」新潮社　令和二年九月　所収）

本当の事を 
云おうか 

でも 
本当の事を 
云うのは 
いまはまだ 
やめておく 

ＳＮＳでは 
「私」があふれすぎていて 
それは 
夢も言葉もなくした 
おしゃべりばかりだから 

本当の事は 
云わないでおくことにする 
涙を見せたりはしないように 

それでも 
ときどきは 
ほんの少しだけ 
誰に聞かれるでもない 
空耳の音楽のように 
本当の事を 
うたってみようともするけれど 

事実もまだ 
真実になるには 
もっとたくさん 
時間がかかりそうだから 

本当の事は 
いまはまだ云えない 
もうすこし 
野蛮にさえなれるまでは 

※「本当の事を云おうか」（谷川俊太郎「鳥羽１」より） 



「谷川／僕ね、最近いちばん面白く読んでいるのは、鈴木大拙です。『日本的霊性』という本で彼の書いていることがいちいち腑に落ちるようなところがあって。妙好人才市なんて前から好きだったんだけど。「自然」という
ものが僕の中で年齢と共に大きく、深くなってきています。それは実際の自然じゃなくて、観念的な自然かもしれない。ほら、老いることって自然じゃないですか。若い元気な時には自然なんて感じないけど、老いて身体が衰
えてくると、自分がそのへんの草木とも鯨ともウィルスとも共生する自然だという意識がでてくる。

　本（『詩人なんて呼ばれて』）を作った時にもお話したと思うけど、僕にとって「宇宙自然内の人間」というのが、自分が存在している認識の基本としてあります。それともう一つ、都市に代表されるような「人間社会内の
人間」としても、自分はここにいる。この二つは重層的に僕を包んでいて、「社会内の人間」としては、言語を使っていろんな役割を演じなければいけないし、両方を意識しながら生きてきたけれど、どうにかして宇宙と社会
をひとつにしたい----その気持ちも強まっているんですね。それも神や個人を超えて、究極の一元論を考えた鈴木大拙に、関心が向かう理由かもしれません。以前から禅問答のわけのわからなさも面白くてしょうがなかった。
『minimal』（二〇〇二年）という詩集にもちょっとそんな感覚があるけど。「新潮」の中にも、言葉を削ぎ落とした、俳句のような詩があるでしょう？　自分ではソネットと意識しているけど。


　——「知と情」ですね。ほんとに短くて直観的な。全部で四十六文字。それでも十四行詩という力技。発見されなくともそこに在る。＜庭の／ツツジの／深紅の／自恃＞。


谷川／自然の中に変えようもなく確固として存在している何か。目に見えないエネルギーとして、神という存在を感じるようになってきました。「人間社会内の自分」と「宇宙自然内の自分」というのは、言い換えれば「意味」
と「無意味」。無意味の意味に生きることが無心の境涯だと大拙さんは言ってるけど、僕は時々、言語の持っている意味がすごい邪魔になって、音楽に逃げたりする。『ベージュ』にもそれが出てるところがあるかもしれない。


　——「夜のバッハ」の最後の二行あたりですか。＜夜のバッハが誰に聞かれるともなく／人々の耳に近くチェンバロで呟いている＞。その直前の一行は＜未来の真実は現在の事実を模倣するだろうか＞。たしかに逃げ出した
くなる意味がのしかかっている。重い意味の詩句が何度も出てきますね。悲嘆の感情がかつてないほど直截に表現されている。「泣きたいと思っている」の終わり方には。いささか悄然としました。

　＜ただ一つの一回限りの取り返しのつかない事実が

　　文字になり映像になって世界中に散らばって忘れられる

　　数小節の音楽になだめられて口を噤む若者の

　　饒舌なブログに見え隠れする暴力の波動

　　「アウシュビッツ以降、詩を書くことは野蛮だ」

　　勲章をもらった老詩人は照れながらアドルノを引用して

　　「詩人には野蛮人としての一面が必要だ」と付け加える＞

　＜夢も言語も失って世界はただの事実でしかなくなった

　　嗚咽でもすすり泣きでも号泣でもなく

　　泣き顔を見せずに泣きたいと思っている＞

谷川／自分でもめずらしいと思いますね。「私＝わたくし」と「公＝おおやけ」を区別して、「公」へ向けて詩を書いてきて、詩はフィクションだと思うし、本音を書こうとするとなかなか詩にはならない。だから自分の本音
はせいぜい、一行か二行しか忍び込まない。でも、あの＜泣きたい＞というのは本当に自分の率直な感情だったから。それがあなたに通じたんじゃないかな。

　——そういう感情に気づかぬふりして、現代人は「死」を隠すように表層で生きている。


谷川／そう、つまり、日本人は気を紛れさせるのが巧い。ごまかしているとも言えるけど、自分をごまかしていることに全然気づいてないかもしれない。相当、意識の深いところに紛れ込ませているから。本当のことは身も蓋
もなくて、しかも複雑に絡み合ってあまりに巨大になっちゃってる。誰もそれを説明しないから、気持ちの治まりようがない。

　——「本当の事」を詩人は静かに申し立てている。『ベージュ』は痛いところを適確に指している。谷川さんの詩が読まれてきたのは、新聞のような「公」に耐えてきたのは、そういうことでしょうね。谷川さんの言葉に
人々は今の世界を確認する。ジャック・ロンドンの『どん底の人びと　ロンドン1902』を引いた散文詩「退屈な午前」も痛かった。入れ子のようにカーライルの言葉が引かれていて、＜「人を惨めにするのは死ではない。飢え
死にすることでさえ人を惨めにはしない。（中略）人を惨めな思いに追い込むのはむしろ、惨めに『生きる』ことなのである＞。

谷川／それも本当に実感としてあります。僕たちが生きて来た時代より、現在の世の中は明るくない。統計的なデータでみると、人類と世界はだんだん良くなっているという本もある（『ファクトフルネス』）。あれを読むと
確かに貧乏も飢餓も減ってきている。でもそのことと、僕が感じるものは違う。そうはうまくいっていないと感じる。何故そう感じるか、理由は言えないんですけど、いくたビッグデータで解析しても答えは出てこないという
思いがある。でも僕はね、＜なんという恩寵／人は／死ねる＞と、『minimal』の中にある「そして」という詩で書いたでしょう？　あの楽天的な態度でいます。あれは本心からの言葉なんです。「香しい午前」と「退屈な午
前」はひっくり返ってるでしょう。十九歳の僕にとっては、これから生きていくぞ、何があるか楽しみだというのが希望だったけれど、今はこの世からさよならできるというのが希望。それをそのまま言うのじゃつまらないか
ら、言い方を工夫する。それが詩の「公」ということだと思います。」




☆mediopos-2097　　2020.8.13

■今福龍太『マスクの時代の仮面』（「新潮　第百十七巻第九号」新潮社　令和二年九月　所収）
■ロジェ・カイヨワ（多田道太郎・塚崎幹夫訳）『遊びと人間』（講談社学術文庫　1990.4）
■坂部恵『仮面の解釈学』（東京大学出版会 1976.1）

マスクは 
ほんらい 
仮面でもあった 

仮面は 
素顔を隠すことで 
人を世界を 
日常の縛りから解放させることで 
あらたな力を回復させるための 
象徴的な遊戯であり仕掛けでもあったが 

安全・安心という 
日常的価値を守るための 
相互監視システムとして 
マスクが 
制服のようになってしまった今 

仮面という 
非日常的ゆえにこそ 
価値を生み出す仕掛けは 
スポイルされてしまっている 

マスクは遍在し 
セキュリティ（安全・防衛）と 
分断（遮断・忌避）は進行してゆき 
人はマスクに監禁された世界のなかで 
息を潜めて生きはじめる 

そしてマスクの顔が常態となるとき 
マスクを外した顔は 
すでにもはやほんらいの素顔ではなくなっている 

マスクの下にある顔も 
もうひとつのマスクとなり 
マスクの下にあるのもまたマスクであり 
タマネギの皮を剝くように 
顔のない顔と化してゆく 

マスクは 
ウイルスからじぶんを守るよりも 
やがて他者という異物を忌避するための 
顔のない防護壁ともなり 
そこで守られようとする日常は 
顔のない日常と化してゆくことになる 
非日常という豊かな遊戯をなくして 

こんな顔かい 
といってふりむいた顔が 
のっぺらぼうになっているように 
マスクをした顔が振り向いてくるのだ 



（今福龍太『マスクの時代の仮面』より）


「「マスクの時代の仮面」。原語にしたがって厳密かつ精確に「マスク」を「mask」（仮面）のことと捉えるかぎり、この表現は「maskの時代のmask」のことであり、すなわち「仮面の時代の仮面」のことであり、いずれにしても意味
をなさない陳腐なフレーズとなる。」


「「マスク」と「仮面」との決定的な乖離。それが私たちが直面している現実の深層に横たわる危機的主題である。マスクか仮面か、呼び名はどうあれ、この両者の乖離という世界的現象こそ、われわれが生きる現在という時代をなによ
りも象徴しているように私には思える。この観点から、新型コロナウイルス禍の世界的蔓延のもとで生じた人類総マスク状態が示す異様な現在の意味を、問い直してみることはできないだろうか。」


「現在流通する日常語を並べてみれば。いま世界を席巻する「マスク」なるものの機能は自ずと明かだろう。すなわちそれは「医療」や「保護」や「防護」に目的を特化した、簡便でプラクティカルな顔面遮蔽用具だということになる。
それ自体には本来いかなる政治性もなく、そこにあるのはただ防護に供する実用という目的だけである。だがそうした防護的道具が、社会のあらゆる人々によって恒常的に着用されることがふつうになり、その着用が権力によってなかば
義務化され、人民相互の監視態勢すら引き起こしているとしたら、事情は複雑である。この「マスクの遍在」によって、マスクの防御機能自体が、いま現在の人間にとっての現実にたいする一つの象徴的なみぶりとして働きはじめるのは
不可避だからである。すなわち総マスク状態が示す現実とは、私たちの日常意識や生き方そのものが、パンデミックへの恐怖を引きがねとした防衛と安全性（安心）への傾斜、そして他者（異物）の忌避という潜在的心理へと染め上げら
れていることを意味していることになる。

　セキュリティ（安全・防衛）と分断（遮断・忌避）。これは実は、ウイルス禍に襲われるはるか以前から、この世界が新自由主義経済のもとで推進してきた政治社会システムの推進原理そのものであったことは偶然だろうか？　セキュ
リティというときの「セキュア」secureという形容詞には、「安全な」という意味とともに「監禁された」という意味もあることを私たちは忘れかけている。だが、誰かによっての「安全」は、必然的に誰かの「監禁」を意味する。さら
に逆説的に見れば、自らの安全を確保しようとするものは、期せずして世界からの自己封鎖を引き起こしてしまってもいるのだ。安全と監禁。平和と戦争。自由と差別。私たちの世界には、レトリックによって反転可能なこうした二項対
立的（共犯的）概念が溢れている。そして安全と監禁の意味の反転は、権力者の恣意によっても、また人民の無自覚によっても、瞬時に起こるものであることを歴史は証明してきたのではなかっただろうか。

　とすれば、私たちはいま、何からの安全を求めているのだろうか？　それが何を監禁し、封じ込めようとしているのか理解しているのだろうか？　それはウイルスなのか、それとも自分なのか？　あるいは何かもっと本源的な、得体の
知れないものなのか？　いま不承不承マスクを着けるとき、少なくともこうした意識を、自らに問いかけるかたちで目覚めさせておくべきだと私は強く思う。マスクを着けた自分自身の主体としての限界を、ぎりぎりの倫理性のもとで、
厳しく問い返しつづけるのである。」


「「仮面と眩暈（めまい）」La masque et le vertigeという示唆的な副題をもった社会学者ロジェ・カイヨワの著書『遊びと人間』（一九六七）には、仮面のもつ象徴的な風刺的・遊戯的な使用法にかかわる数多くの事例を論じた刺激的
な著作である。」


「カイヨワがとりわけ注目するのは、現代社会においてこの呪術性をもった仮面という仕掛けがどのように生き延びているか、という点である。カイヨワによれば、それはほぼ二つの場合、すなわち仮面舞踏会の黒布の仮面と、カーニヴァ
ルの奇怪な仮面であるという。

　マスカレードや社交の場における黒布の仮面は、匿名性を確保するという要点だけを残存させた、ある意味で抽象的ですらある仮面の一形態である。一方、カーニヴァルの仮面は、日常的価値の転倒によって世界に全体性を回復するた
めに不可欠の仕掛けであり、それは過去においては権力に反抗する陰謀密議や民衆的叛乱においても主役を演じてきた。それは、カイヨワが深い意味での「遊戯」の根幹をなす能力として挙げる「模倣（ミミクリ）」と「眩暈（イリンク
ス）」という精神と身体のはたらきを媒介に、日常の秩序に縛りつけられている「自己」なるものの表皮をはぎ取り、人間が存在の核心に触れることで世界の感覚を解体＝再生させるための至高の装置であった。

　だが現代社会においては、こうした仮面のはたらきはすっかり弱体化されている。世界秩序の維持を、官僚的統治機構ご合理主義的な資本主義経済の安定性に求めた近代社会は、結果として、秩序を一時的に揺るがせて、その風刺的批
判力によって世界そのもののより深いトータリティを蘇生させる文化的技法を、放棄してしまったからである。」


「現代社会の変身の技法は、もっぱら社会秩序の維持を抽象的かつ権威的でもある記号性のもとに操作しようとする画一的な「制服」によって肩代わりされてしまっている。」


「いま私たちが巷間に見ているものの正体もまた見えてくる。それはカイヨワの用語を借りれば、まさに「マスクが市民の制服になる」グロテスクさである。警察の制服とおなじようにして、市民がマスクという新たな「制服」をつけて
整然と、また従順に、見えざる社会的ノルマに隷従してゆく不条理さである。」


「マスクと制服の表層的な席巻。そのなかで真の仮面は失われかけている。権力に抵抗するための変身も、密議も、風刺も、遊戯も、道化的パロディの意味も。仮面が消えてしまった世界に残るのは、「素顔」を人間のリアリティとして
認定する感覚だけである。それはすなわち、わたしたちの「顔」そのものの背後にある豊かさと深みへの重層的な理解が消え去ったことを意味している。哲学者の坂部恵は名著『仮面の解釈学』（一九七六）のなかで、面や仮面を意味し
た「おもて」「おもてがた」といった古い日本語における生きた感覚が、仮面という「変身」の姿においてこそ隠された世界の原型が聖なるかたちで顕現することへの深い信仰にもとづくものであったことを刺戟的に論じている。そこで
は表層的な自我を示す「素顔」は超自然とのつながりを欠いたうわべの現象に過ぎなかった。」


「皮相なる「素顔」が私たち一人一人の自我とアイデンティティの根拠となり、デジタル・テクノロジーによる顔面認証によって自己の存在証明を果たす（同時に奪い取られる）しか方法がなくなりかけているいま、深層を備えた「おも
て」としての仮面はどのように復権を果たすことができるのだろうか？」


「　　おお、私の身体よ、いつまでも私を、問い続ける人間たらしめよ！（フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』）


　仮面の豊かな美学と精緻な政治学を忘れ、自我を騙る＜素顔＞を皮相な仮面として顔にくっつけたままその無自覚を生き、さらにその上に白い布マスクをかけて自らの身体と自己同一性を「防護」していると信じる私たちの現在。その
圧倒的に微温的な現在を、この詩句のような一文は激しく問い糾す。ファノンの最後の祈りに倣って、私たちは自らにではなく、自らのゆらぎある身体に、そして重層的であるべき顔に向けて、「問いをたて続ける人間たれ」という檄を
飛ばしつづけねばならないのだ。」




☆mediopos-2098　　2020.8.14

■武田砂鉄『わかりやすさの罪』（朝日新聞出版 2020.7）

分かろうとするのは 
分からないからだ 

分からないということから 
はじめなければ 
分かったつもりにしかならない 

分かったつもりになると 
そのなかにじぶんを閉じ込めて 
そのなかで自足してしまう 

ひとつのものごとを 
一方向からだけ光を当て 
それだけですべてわかったと思いこむのだ 

じぶんで光を当ててみるのなら 
その一方向だけでも少しは照らされもするけれど 
権威ある人やメディアなどの話だけで 
わかったと思いこむときは 
群盲象を撫でることにさえなりはしない 

同じ光のもとでも 
その受け取り方はさまざまだ 
まして多視点的になればなるほど 
その表現も多種多様なものとなってゆき 
わかりやすく単純な言葉にして 
伝えることはますます難しくなる 

人に分からせてもらうことはできない 
分かるのはじぶんだからだ 
たくさん人が集まってその意見を聞けば 
わかるようになるということもない 
みんながそうだと思うことが正しいはずもない 

分からないということさえ 
分かることは難しいから 
分かっていないかもしれない 
というところからはじめるのがいい 

常に分かろうとしながらも 
分かりやすさの罠から逃れ続け 
分からないというところに 
どれだけ踏みとどまれるかが鍵だ 

それだけが 
「分かり始める」入口を見つける 
きっかけにもなり得るのだから 



「個人に向けられる定番の低評価として、「何を考えているかわからない人」というものがあるが、「何を考えているかわかっている人」なんて面白くないでしょう、といつも思う。何を考えているかわからないからこそ、今、
何を考えているのかと尋ねたくなる。こんなことを考えているんだよ、という意見を聞き取り、それが自分の意見と異なっていれば、話し合って歩み寄ったり、結果的に突き放したりする。それが人間という営みの基本形だと思っ
ているのだが、昨今、どうにも、相手と同じであることを「正解」と規定されることが増え、なおかつ、そこにたどり着くまでのスピードが速ければ速いほど優れている、と思い込まされるようになった。

　人に同意を促すためには説明が必要。どうして私がこれを好んでいるのか、だとか、話題になっている社会問題について私が反対している理由はこれ、だとか、時間をかけて説明をする。その時、とにかく、手短によろしくね、
わかりやすくお願いね、小難しくしないでね、と要求される。わずかな時間でわからせます、と力を尽くさなければ、話を聞いてもらえない。あらゆる場面で、短時間で明確な説明ができる人をもてはやすようになった。テレビ
をつけても、活字を読んでも、その基本的な態度が、「忙しい皆さんの手を煩わせることはしません。少しだけ時間をください。このことについて、わかりやすく説明してみせます」ばかりだ。

　目の前に、わかりにくいものがある。なぜわかりにくいかといえば、パッと見では、その全体像が見えないからである。凝視したり、裏側に回ってみたり、突っ込んでいったり、持ち上げたり、いくつもの作用で、全体像らし
きものがようやく見えてくる。でも、そんなにあれこれやってちゃダメ、と言われる。見取り図や取扱説明書を至急用意するように求められる。そうすると、用意する間に、その人が考えていることが削り取られてしまう。」

「自分はこの本を通じて、「どうすれば『わかりやすさ』から逃れることができるのか」ということをずっと考えてみた。（…）結果、わかりにくかったとしても（…）、そもそもあらゆる物事はそう簡単にわかるものではな
い、そう思っている。」


「どうしてわからせてくれないのか、どうして私が知らないことを言うのか。鎮座した自分の目の前を通り過ぎていく情報に対して、フィットするものだけを選ぶようになった。氾濫する情報の中で、人は、叛乱の中に巻き込ま
れるのを避けるために、動きを止めて、わかるものだけをわかろうとするようになった。この状態を、私は主体的に情報を摂取できている、と言い張るのだ。」

「他者の想像や放任や寛容は、理解し合うことだけではなく、わからないことを残すこと、わからないことを認めることによってもたらされる。「どっちですか？」「こっちです」だけでは、取りこぼす考えがある。あなたの考
えていることがちっともわからないという複雑性が、文化も政治も、個人も集団も豊かにする。参考書売り場ではないのだから、日々の生活に「わかりやすい」ばかりが並ぶのは窮屈である。」


「詩人・文月悠光のこんなツイートが拡散されていた。

「以前、この記事がＳＮＳ広告で回ってきて、すごく厭だったの。『「言葉にできない」ことは、「考えていない」のと同じである』って、言葉に苦手意識のある人を不安にさせる物言いも、『言葉にできる俺ドヤ』感も。言葉
や声を持たない存在だって、確かに感受しているものがある（２０１７年12月13日）。」

「言葉を「溢れてくる思い」で査定し、言葉にできないのは、考えていないからだとする考えを簡単に認めたくはない。「『言葉は常に、伝えるべき相手に、伝えるべき内容を理解してもらう』必要がある」との見解も受け付け
にくい。」


「複雑に絡み合った話題を、いかに要約して伝えるか。何度だって繰り返すが、あらゆる思索とは、複雑に絡み合っている状態だからこそ生まれたものだと思う。だが、このところの風潮といえば、その思案がどのように発生し
たかなんてどうだっていいようで、とにかく目の前の事象を即座に理解してもらうことが急がれる。そのために、複雑な事象がシンプルに加工される。主張は手短に済まされる。要約が正義になる。その正義が前提となり、スリ
ムにする精度が繰り返し問われるようになる。」

「思案というのは必ずしも手短に明文化される必要などないのであって、本を通読し、ココがポイントであろうと加工する行為は、その本の「真」を摑むための行為ではない。加工では「真の情報」は掴めない。本は、そして文
章は、すぐには掴めないからこそ、連なる意味があるのだ。簡略化される前の、膨大なものを舐めてはいけない。」


「人に何かを伝えて説得するのは時間がかかるもので、すぐには論破できない。河合隼雄『こころの処方箋』（新潮文庫）は、人間のこころを巡る55章にわたるエッセイだが、人間が勝ち負けに急ぎすぎていること、それこそ、
論破する快楽を求めすぎていることを諭す。論破などできないし、そもそも理解することはできないのだと知らせる。それは、こころの持ち方としてとてつもなく自由である。」


「ＮＨＫの放送基準にある「わかりやすい表現を用い、正しいことばの普及につとめる」を疑おうとする人は少ないはず。それによって何が失われているのか、失われる可能性があるのか、常に考え続けなければならない。」

「ＮＨＫが用いるところの「人心」を、手短に規定してはいけない。可能性を潰してはいけない。人心を１分で話してはいけない。人心を先延ばしにしなければならない。そう何度でも訴える。」


「自分で考えて、その総てを人に届けるなんてことが可能なのだろうか。そんなものは存在しないと言わんばかりに、わからないことをわからないまま笑っていたタモリのように、これからもすっと、わからないままにしておけ
ばいいのではないか。」


「他人の価値を、自分の中にある価値基準で査定する。少なからず、誰しもやってしまうことだ。そこには後ろめたさがある。後ろめたさを抱えたまま、それでも口に出してしまうことがあるし、結果として猛省する。思考が迷
子になった状態を整理する時にもっとも簡単なのが、自分の考えていることを盲信的に信じてみること。自分の頭の中で最たるスペースを占めている意見を抽出し、自分は絶対にこう思っているんだ、これに違いない。それを信
じれば絶対に真実が見つかると勢い込む。

　昨今、跋扈している暴力的な断定は、おおよそこの仕組みの中にある、自分の信じていることを、何があっても曲げられない人たちが、「だって、そう思ったんだもん」と駄々をこね、揺さぶられない確固たるオピニオンであ
るかのように流してくる。」


「批評家・随筆家の若松英輔が、こんなツイートをしていた。

「『分からない』という経験が、『分かり始める』という現象の始まりであることを、若い人たちに伝えたいのだが、なかなかうまく行かない。世の中には『分かり得ない』ことで満ちているという、この厳粛な事実だけが、私
たちが『分かる』ことかもしれないのだ。」（２０１９年10月29日）」

「映画監督・作家の森達也は「安易に白黒をつけてはならない　ヘイトスピーチと表現の自由」（『Journalism』２９１９年１１月号）にこんなエピソードを綴っている。

「少し前に会った鴻上尚史が、『最近の演劇の観客は昔とずいぶん変わってきた』とぼやいていたことを思い出した。『どう変わったのか』と訊ねれば、『芝居が終わってから、結局は誰が悪者なのですか、って真顔で訊くんだ
よ』と鴻上は困ったようにつぶやいた」

　正解を欲する。正解を共有できなけえば怖くなる。「分からない」が「分かり始める」の入り口である可能性に気づかずに、自分はこいつが悪いと思ったんだけどホントにそれでいいのか、誰が悪者だったのか教えてほしい、
と明示まで求めてしまう。」




☆mediopos-2099　　2020.8.15

明治期以降 
西洋文化の影響から 
とくに第二大戦後になり 
日本人の身体性は 
著しく変わり続けている 

その変化は生活習慣や 
その背景となる文化から 
否応なく生まれる側面が大きく 
否定的にだけとらえることはできないけれど 

なにがどのように変わったのか 
その要因は何か 
その変化によって失われたもの 
そして獲得したものは何か 
そうしたことを 
振り返ってみることは 
これからの日本人の身体性のあり方を 
考えていくうえでどうしても欠かせないことだ 

そこからむしろあらたな 
身体性への道が開かれていくためにも 
ときには先祖返りするような仕方で 
失われかけていた身体性の深みにあるものを 
あらためて取り戻してみる必要もある 

それはたんなる先祖返りのススメではなく 
むしろ人間の身体性のなかにある 
より普遍的なものの再発見にもつながってゆく 

足や足指・手や手指 
それらの使い方ひとつをとっても 
その変化を見ていくだけで 
身体性の驚くべき働きとその可能性が見えてくる 

■エヴァレット・ブラウン／エンゾ・早川
　『先祖返りの国へ／日本の身体−−−−文化を読み解く』
　（晶文社　2020.8）

本書の最終章第７章では 
「鼻が利く」ということについても語られているが 
それは嗅覚がすぐれているという意味ではなく 
「ものごとの真価とか、相手の人格を 
鋭く見抜くことができる」ということを意味している 

嗅覚は感覚のなかでももっとも原初的なものだ 
そこにはある意味で 
共通感覚的なありようが表れているともいえるが 
現代日本での嗅覚のありようをみると 
むしろ「無臭」への指向が際立ってしまっている 
それは「鼻が利く」力の可能性を 
スポイルすることにもなるのではないだろうか 

本書にはともすればスポイルされ 
失われてしまいそうな日本人の身体性や文化を 
再発見するための知恵やヒントが 
さまざまに語られていて興味は尽きない 



（「第１章　足／なぜ和の履物を履くと〝前向き〟に歩けるのか」）


「エ（エンゾ・早川）／〝和の着地〟というのは、足指、つまり、つま先から着地するのがキモだということなんです。もちろん、つま先から接地したあと、足の裏全体をつかって衝撃を吸収するわけだけど、かかとはあまり地面につかない。

Ｂ（エヴァレット・ブラウン）／そうですね。靴に慣れきってしまった現代日本だと、かかとから着地するのが正しいという固定観念があるけれど、昔の日本はそうじゃなかった。

エ／だから昨今、マラソンの日本記録を更新した大迫傑選手の「フォアフット走法」が話題になっていますが、実はなんのことはない、〝靴以前〟の日本人の走り方に〝先祖返り〟しただけなんじゃないかと思っていて。

Ｂ／それこそ「飛脚」みたいなね。」


「Ｂ／最高の健康法は、裸足で畳の上を歩くことですよ。

エ／畳ね。お年寄りもそうだけど、特に赤ちゃんなどはね。

Ｂ／そのとおりです。赤ちゃんがハイハイするときに、よく観察してみるとフローリングだと痛がっていることがある。膝が固いところにぶつかってしまうので、膝が痛いとどうなるかというと、早く立ち上がろうとしてしまう。

エ／なるほど、ハイハイが快適じゃないから、とっとと立ってしまおうと。

Ｂ／そう。でも、それは自然な反応じゃないから、成長のバランスが崩れてしまうんです。

エ／日本だと、「早く立ち上がったほうがいい」っていう価値観がありますよね。

Ｂ／でも、本当は、もっと長くハイハイをさせたほうがいいし、させなきゃいけないんです。そのほうが身体の成長も脳の発育もよくなると科学的に証明されている。そう考えると、柔らかくて快適な畳の上でハイハイするのは、赤ちゃんの成長にとって最
高の環境なんですよ。畳だと指先にも刺激がありますから、手の神経も発達しますし。」

「エ／赤ちゃんの立ち歩きもそうですけど、今の日本には、「子どもの成長はなんでも早いほうがいい」という価値観がありますよね。

Ｂ／幼児の読書もそうですね。しかし、あまり早いうちから自分で本を読めるようになってしまうと、後々で脳の発達に悪影響があるという説があります。（…）モンテッソーリ教育の考え方によると、八～九歳くらいで子どもが自分からするまで、読書は
しなくていいという話もあるほどなんです。子どもが自発的に読書したくなる時を待ったほうが、成長にいいということで。」


「Ｂ／僕は「日本人はクツを履いて、退クツ、偏クツ、窮クツになった」というダジャレをつくったんですが、実はコレ、けっこうマジだと思っているんです。

エ／はい。さっきのお年寄りの話じゃないけど、靴もそうですが、靴下ですよね。知り合いのイギリス人から聞いた話しなんですが、彼は学校の先生をしていて、もう長く日本に住んで日本人の奥さんと子どもがいるんです。で、イギリスに里帰りして初め
てお母さんに赤ちゃんを会わせたら、いきなり怒られたらしいんですよ。「赤ん坊に靴下なんか履かせるもんじゃありません！」（笑）。赤ちゃんは裸足でいなきゃいけないっていう意識があるんですね、イギリスでは。」


「エ／足裏を刺激してほぐすというのは、だれにでもできる一番簡単で一番重要な健康法ですね。でも、これは、なかなかほぐれない。特に靴下と靴を履いて生活している現代では。

Ｂ／だから、裸足で歩くというのが素晴らしい健康法なんですよ。自動的に足裏が刺激されて、内蔵や脳の調子が整ってくるわけですから。」


（「第２章　なぜヤクザは〝小指〟を詰めるのか」より）


「Ｂ／最近気がついたことなのですが、箸を持つときって、薬指が敏感になるんですよね。

エ／ほお、薬指ですか。

Ｂ／基本的に箸は親指、人差し指、中指で持ちますが、薬指はその三本を支える〝土台〟の役割をしているんです。だから、箸を開いたり閉じたりするときにも、薬指の力加減がとても重要。そして、東洋医学の経路を見ると、薬指は鼻と深くつながってい
るんですね。

エ／それは面白い！　じゃあ、きちんと箸を使って食べると、嗅覚が敏感になって、より美味しく感じられるのかもしれない。」

「Ｂ／日本の食事ということで注目したいのは、かつては一人ずつ「お膳」というのがあったでしょう。面白いなと思うのは、日本は集団意識が強い国だと言われている。それなのに、食事は一人ずつの世界が確保されている。スポーツや競技・競争への意
識もそれに似ていると思います。それこそ剣豪の果たし合いではないですが、一対一の世界が大事にされている。」


「Ｂ／改めて見ると、小指というのは不思議な指ですよね。親指以外の四本のなかで、一本だけ明らかに短くて細い。でも、それゆえに果たせる機能というのがあるんですね。先ほど刀やラケットの話がでましたけど。小指はスタビライザー以外にも、大き
な力を出すときにも大切なんですね。着物を着る時に尤も大事なのは腰紐。極端に言えば、この一本で着物を着ると言っても過言ではありません。洋服は肩で着る。着物は腰で着るといわれるゆえんです。それでこの腰紐をギュッと結ぶのに、一番大切なの
は薬指と小指。他の指はそれらに軽く添えるだけで、微調整担当なんです。」


（第３章　なぜ絵巻物に描かれた日本人はみな猫背なのか？」より）


「エ／日本語の「背」というのは、全体的には「こんもりと盛り上がったもの」というイメージですね。「山の背」なんてこともいいますし、動物の背もだいたいそのイメージがあてはまる。

Ｂ／「背」という漢字は中国から来たわけですが、もともとは「北」という字で「せなか」という意味だったんですね。古代中国では、王は儀式のとき南を向いて坐る。だから北は「そむく（背向く）」ものということで、「せなか」の意味があったんです。
（…）

だから中国から輸入した熟語、たとえば「背任」「背教」「背徳」などですと、「背」はネガティブな使われ方をしていますよね。

　でも、これが音読みの「せ」、つまり大和言葉になると、逆にポジティブな意味になってくる。『万葉集』の和歌などでは、恋人のことを「背」と言っているでしょう？（…）

エ／だから本来、日本語の「背」に「身体の裏側」みたいなイメージはないとおもうんですよ。」


「Ｂ／農作業というのは、筋肉を正しく使えていないと長時間行うことができない。そのためには、足指や小指の使い方が重要だと言いましたが、身体の「幹」として重要なのが背中なんですね。東洋医学では、背中の経絡はとても重要なんですよ。背中の
感覚が敏感なひとは、感受性も敏感なんです。事実、経絡では背中が「陽」で、腹側が「陰」とされているんです。（…）

　明治初期までの日本人には、日々の生活のなかで形づくられてきた背中の感覚がまだ生きていた。実際、絵巻物などを見ても、そこに描かれた当時の日本人はみんな猫背なわけですから。だからこそ心が豊かだったと、僕なんかは想像しています。」


「Ｂ／言葉ということで言えば、（…）「手」もそうでしたが、日本語は「背」にまつわる表現も特徴的ですよね。代表的なのが「子は親の背中を見て育つ」。」

「Ｂ／そういうことでいうと、「臍下丹田」の話も関係してくると思うんです。丹田はまさに本音が表れるところなんだけど、いまの常識だと、丹田は腹側にあるということになっているでしょう。でも、実は、背中側にこそあるんですよ。

　鎌倉時代の禅僧の道元は、「丹田は背側にある」と明言しているんです。事実、さっきの経絡の話でも、背中が「陽」で、原は「陰」なわけですから。端では、その陰と陽がちょうど接するところにあるんです。」




（「第７章　なぜ現代人はいきづらいのか」より）


「エ／日本語には「鼻が利く」という言葉がありますけど、あれは単に「匂いを嗅ぎ分けられる」という意味ではなくて、ものごとの真価とか、相手の人格を鋭く見抜くことができるひとのことを言うわけです。」

「エ／少し専門的な話になりますが、脳には「嗅球」という部位があります。前頭葉のすぐ下にあり、その名の通り嗅覚情報を処理する器官なのですが、これが、鼻腔の奥から顔を出しているんです。

Ｂ／つまり、外界に直接、神経が触れている。

エ／はい。この他に、身体の外に出ている神経はないんです。皆、皮膚のなかに収まっている。これだけ見ても、嗅覚が外界に対するセンサーとしていかに重要な働きをしているかが明かだと思います。つまり、嗅覚は外界に直に接していて、しかも脳に直
接つながっていると。」


「エ／僕らが異性を選ぶときも、やはり匂いで判断しているという話がありますね。

Ｂ／はい。フェロモンをはじめ、匂いに含まれている情報を分析している。

エ／でもいまだと、香水があったり、あとは服に匂いをつける洗剤があたｔりして、そのひと本来の匂いがわからなくなってしまっているのかな。

Ｂ／僕は少し違う見方をしています。匂いがわからなくなってしまっているのではなく、みんな同じ匂いになってしまっている。安いせっけんの匂いで統一されているみたいで、ちょっと気持ち悪い。（…）

ジブンの匂いをぜんぶ消してしまっている。つまり個性を消してしまんですね。でも逆に、香りの使い方が上手なひとは、自分本来に匂いと、自分に合った香水やせっけんの香りをブレンドして、ひととは違う個性を演出しています。」




☆mediopos-2100　　2020.8.16

■老松克博 
　『夢の臨床的ポテンシャル／
　　心理療法にイメージがもたらす癒やしと救い』
　（誠信書房　2020.7）

夢もまた 
意識のひとつであるが 

覚醒意識が 
体という反射板に映る意識であるのに対し 
半ば体という反射板を外れた 
アストラル体の場に映されている 

ひとは眠りのなかでは基本的に 
体から自我とアストラル体が離れ 
覚醒意識を可能にしている体の制約が 
半ば解かれてしまった状態になっていて 
夢を見ているときの意識もそのひとつだが 
必ずしも体から自由になっているわけではない 

夢意識にはそのイメージ言語がある 
そしてそのイメージ言語が 
覚醒意識のなかに反映されて 
「荒唐無稽で支離滅裂、ナンセンス」 
のように思われたりもするのだが 
そこには重要なメッセージが 
含まれていることもある 

それを垣間見るための技法として 
「夢うつつ状態の意識」を使い 
まさに夢を覗きこんで 
そこから示唆を受けようとする夢見の術として 
「夢うつつ法」というのがあるという 

たしかに夢のなかで夢自我としての意識が 
「これは夢なのだ」と気づくことができたとき 
決して「明晰」な意識を持てるわけでも 
また自由に行動できるわけでもないものの 
そのなかで感じ考え行動しようとすることもあるように 
そうした夢自我を活用してそれなりの課題を認識し 
それを気づきにかえていくこともできるところもある 

とはいえ 
夢自我も覚醒意識によって制御できるものでもなく 
おそらくはそうした覚醒意識や夢意識を超えて 
意識はもっと広大な領域にさまざまな姿で存在している 
そしてそれらのなかでそれに対応した課題に 
知らずに取り組んでいるということもできる 

その意味では 
夢意識も含めた意識できる意識が 
「創造的で有意義な生を営」もうとして 
フォーカスできる課題は限られているから 
その範囲で癒やしや救いを求めるようなことだけが 
課題になっているのではなく 
そうした意識をはるかに超えたところに 
私そして私を超えた意識は 
まだ見ぬ課題をもっているともいえるのだ 

その課題とはいったいなんだろう… 
と想像をたくましくすることはできるのだが 
実際のところ私たちは覚醒意識のなかで 
日々の生を坦々と送っていかざるをえない 

けれどそのことこそが 
見えない課題を垣間見せてもくれるのかもしれない 
蛇が尾を咥えるようにぐるぐると回りながら 
それそのものが新たな次元とつながり得ていくように 



「夢は私たちが創造的で有意義な生を営むのに大きな助けとなる。夢の内容は荒唐無稽で支離滅裂、ナンセンスだとおおかた思われているが、誤解である。夢は知らない外国語のようなもの。夢の意味がわ
からないのは、睡眠中に夢を生み出す無意識の心が使う言葉を知らないからにすぎない。（…）夢には重要なメッセージが含まれている。


　夢において無意識の使う言葉は、イメージを介して伝わってくる。視覚的イメージ、聴覚的イメージなどが中心になった動画である。ただし、動画は動画でも、ふだんYou Tubeで見るようなものとはちが
い、きわめて象徴性が高い。いつくかの意味が一つのイメージに凝縮されて複層的になっているため、意味を捉えにくいのは事実である。意識になじみのある論理は乏しく、ものごとを一つはっきりと区別
して語るよりは。似たようなものを集めてきて隠れているつながりを浮かび上がらせる。

　無意識の使う言葉は、意識の使うそれとはずいぶんちがう。といっても、今でこそそうなのであって、かつては大きな乖離などなかった。無意識は原初の時代から存在しているが、意識、とりわけ私たち
が有しているような清明な意識は、そうした無意識のなかからかなり最近になって現れてきたものである。無意識は太古の時代の言葉を今もそのまま使っている。一方、急速に開けて明るくなった意識のほ
うは、昔の言葉を忘れてしまったというわけである。

　もっとも、夢は無意識だけでできているのではにあ。夢のなかにいる「私」（夢見手）は夢自我と呼ばれており、覚醒中の清明さはないにせよ、意識は備えている。だから、昼間の意識に似た考え方や感
じ方の癖をもっている一方で、エネルギー水準が低いため、清明な意識状態であればしないような判断をしたり、行動をしたりもする。つまり、夢のなかの意識は、かなり昏く、プリミティヴな動きを見せ
る。夢の物語は、厳密には、そのような意識と無意識の合作である。

　夢をおもに駆動しているのは、そうはいっても、やはり原初的、太古的な特性を有する無意識である。ならば、夢の内容は赤ん坊がバブバブ言っている喃語のようなものかというと、かならずしもそうで
はない、私たちは、野生の獣のもつ驚異的な本能の力や、黎明の時代の人類が痕跡を残している不思議に高度な文化や文明の片鱗を思い出す必要がある。夢は、少なくとも、清明な意識による論理や分析か
らは導き出せない豊かな知恵や直観を含む。

　さきほど、夢は意識と無意識との合作だと述べた。そこでの意識は多かれ少なかれ頼りない。一方、無意識は非常にエネルギッシュで活動的である。夢における昏い意識は、覚醒中の清明な意識に比べ
ると格段に素朴で、あれこれごまかすこともあまりうまくない。それゆえ、夢自我は、その人個人の意識の特徴や傾向がいろいろな点で戯画化されたり誇張されたりした姿になっている。

　夢の世界では、無意識が環境や状況やできごとを不断に提供する。それに対して、夢自我（意識）は何かを感じ、考え、判断して行動に移す。すると、無意識が反応を返す。意識はそれをふまえて、次の
判断や行動に出る。夢では、そのような両者の関わり合いが無限につながっていく。それは一つの物語の体をなす。

　夢のなかの意識はみずからの癖や傾向をまるだしにせざるをえない。そこのところに無意識が反応して切り込んでくる。このような継起を知っていれば、意識の側の考え方や価値観に潜んでいる偏りや盲
点に向けて無意識が発した貴重なメッセージを探求できる。そして、そのような働きがあるがゆえに、夢は洋の東西を問わず、無数の人々にさまざまな恩恵を与えてきたのである。

　心理療法の領域では、心身にまつわる問題への対処として夢が用いられている。その問題が何かしらの病気や障害であれ、生き方に関する迷いであれ、夢は最もすぐれた対処ツールの一つとなる。どこが
すぐれているかというと、いたずらに目の前の直接的な困りごとだけに拘泥せず、背景にある本質的な原因や、家族、家系まで視野に入れていて、ときには文化や文明をも問題の理解と解消に不可欠の文脈
として提示してくれるところである。」


「夢うつつ状態の意識のもつ明晰さは、夢との絶妙な間合いによるものと考えられる。夢そのものからはすでに抜け出ていながらも、いまだ隣から覗き込もうと思えばそうできる、とでもいうような間合い
である。これは、夢にまつわる専門用語で「明晰」と呼ばれている状態とはいくぶん異なるのだが、それでもなお、明晰という表現がしっくりくるように思う。夢はまだそこにある。

　いわゆる明晰夢は、ユング派の技法ではない。夢のなかで夢自我が「これは夢なのだ」と気づき、明晰な意識を取り戻して、覚醒状態の自我と同等の判断力と認識力をもって行動する技法である。しばら
く訓練すれば、夢が夢であることに気づくのは比較的やさしい。しかし、私見では、覚醒中と同等といえるほど明晰な意識を夢自我がもつことは実際には非常に難しいし、たとえもつことができたとしても。
補償されるべき意識の偏りが覚醒中と同じくらし強固になってしまうという難点がある。

　明晰夢の特長の一つとして、自我が取り組むべき課題や目標を設定するのが容易なことがあげられる。夢のなかで明らかにしたいことがあるなら、最善と思われる方法で積極的に効率よく探求できる。妨
害や試練に備えて、あらかじめ情報を収集し装備を調達しておくことさえ可能だろう。けれども、その裏をかいてくるのが夢である。あれこれ画策しても。結局、通常の夢見とたいしてちがわない結末に
なったと感じられることは少なくない。

　ユング派の立場からいえば、夢自我は明晰でないところがよいのである。明晰でないからこそ、偏りを補償しようとする夢のなかでのできごとから器用に逃げきれず、嫌々ながらも早々に向き合わざるを
えなくなるのだ。そして、こと補償の受容に関しては、夢うつつ状態におけるほど内省的な明晰さ、隣から低い垣根越しに除き込むような明晰さがうってつけだと思う。夢うつつ法はユング派的明晰夢と
いってよい。」



