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☆mediopos-2101　2020.8.17

■丸山桂介『バッハ／インヴェンチオのコスモロジー』（春秋社 2020.7）

バッハの音楽は 
三重のことばによる 
三位一体の響きを持っている 
!
それははじめ 
古代ギリシアで 
聖なるものとしての 
神的な狂気として訪れた 
!
それは 
詩であり 
また哲学でもあり 
その二つのことばは 
一体となって 
ひとの魂を高みに導こうとした 
!
さらにことばは 
ヨハネが「ロゴス」と名づけた 
Verbumとして聖書に現れた 
!
そしてバッハは 
詩と哲学としてのことばと 
Verbumであるロゴスのことばを 
むすんだ三位一体のことばとして 
音楽を創造していった 
!
ひとの魂もまたほんらい 
三位一体であるにもかかわらず 
そのことが忘却されている 
!
バッハの音楽はそのほんらいの姿を 
その響きのなかでとりもどさせてくれる 
!
詩であり哲学でありロゴスである 
三位一体の魂の神秘を響かせる 
稀有の創造的コスモロジーへ



「或るときに「ことば」が人に臨んだ。

　人は日々に言葉を使い、言葉によって生きている。にもかかわらず「ことば」と呼ばれるものが人を襲い捉えた。

　古代ギリシアで、人はそれを「神的な狂気」の訪れとして捉えた。この狂気が誰のものであるのか。それは不明である。明確なことは、人智を超えたものが人に触れて「ことば」であったということであって、ギリシアの人々
はそれを「聖なるもの」の働きと解して了解した。プラトンも自らの著作の中で「神的な狂気」について述べている。

　察するに「ことば」は言葉と異なって人がこれを自由に、自らの意志や既望によって操ることが出来ないものである。だからこそ、それは訪れ来るといわれる。訪れ来て「ことば」は人に二様の道を提示した。一方で「ことば」
は詩となり、また別のときに言葉を手にして人は「ことば」の解明に立ち向かった−−−−「詩」と、他方の領域において「哲学」は成立した。だがギリシアにあって、詩と哲学は堅く手を結んで双生児の観を呈した。哲学者は即
ち詩人であった。

　「在るものと考え得るものとは同一のものである」−−−−神話を語ってパルメニデスは哲学の詩を記した。
!
　聖書と呼ばれる書の中で「神聖な狂気」は幾度か人を衝いた。衝かれて人は「詩」でもあれば「詩」でもなく「哲学」でもあれば「哲学」でもない第三の言葉を発見してヨハネはそれを「ロゴス」と名づけた。やがて「ロゴス」
はVerbumと名を変えて聖書に現れた。これを人は「言葉」と呼ぶことになった。ルカは人にその姿を現す「言葉」の訪れを天使に託してマリアに、そうしてまた野の羊飼い達に告知はなされた。旧約においても「主なる神の言
葉がエレミアに臨んだ」という。この第三の「言葉」を擁して「神学」は体系づけられることになった。

　極めて抽象的な目を備えていたのか、ピュタゴラスは世界・宇宙の、一切の根源をなす数的法則を見ることになった。思えば奇妙な現象ではあろうか−−−−「詩」も「哲学」も、ピュタゴラスの数的法則から外れることはな
かった。
!
　或るときに、バッハと呼ばれるひとりの人間に「数」は響いて「音楽」は与えられた。バッハが手にした「音楽」は三重の言語を統括してはじめて成立するものであった。言うなればピュタゴラスの戒律に従うバッハの「音楽」
にはピュタゴラスとプラトンと、エレミアとヨハネ、ルカetc.何人もの人が住んで他言語国家の様相を呈している。」
!
「1998年にバッハの音楽は私の前で新たな響きを奏でた。偶然にバッハの『無伴奏ヴァイオリンのための音楽』に関する解析を読むことになった。ドイツで出版されたその解析は「無伴奏ソナタ」のg Mollに関するもので、ケー
テンのバッハ叢書第７冊。記されたのはデュッセルドルフ、ロベルト・シューマン大学のバイオリン科の教授、ヴァイオリニストのヘルガ・トエネさんであった。

　古代からの伝承に立つゲマトリアと呼ばれる数の象徴法と、ルター派教会のコラールとの、双方によって形成される音楽的かつ神学的論理的体系−−−−トエネさんが解析されたのはバッハに臨んだ「音楽」の構造であった。

　一見して教会の賛歌であるコラールと数は容易に結びつき難く思われるであろう。だが、そうした外見にもかかわらず神学の「ことば」を歌にしたコラールが告げる事柄は、ゲマトリアの「数」によって異なる視点から捉えら
れて新たな照明の下に新たな響きを歌って、二者の間にはいささかの乖離も存在しはしなかった。しかし思えばそれは何故、一根双樹であるかのように相互的に合致して、合致しなくはないのか−−−−トエネさんにも恐らくは
「神的な狂気」が訪れたに違いあるまい。その解析が明らかにした数の世界は、不思議なことにローマ・カトリック教会の典礼に用いられるラテン語の式文が告げるところのものであった。ルター派の教会で、ドイツ語のテキス
トを用いて日々にカンタータをまとめたバッハの思索の構造は、何故ラテン語のミサ典礼文の告げる事柄に合致し得たのか。あるいはエレミアに臨んだ「ことば」が、また羊飼い達を覆った「ことば」がラテン語式文となって、
バッハの存在の根底に深く浸透して生涯を貫いたのか。創作の初期にあって既に、バッハは「人の耳には聴こえなくとも」（詩篇19）ラテン語のミサ式文をルター派教会のために響かせていた。」
!
「ひとつの「声」、一片の「ことば」は或るときに、ひとりの人間によってなされた歴史上の闘いの「こだま」にほかならない。

　バッハは人の世に在って闘いの生涯を担う存在であった。

　誰に衝かれて、何のために、誰を念頭に闘いを挑んだのか−−−−答えは簡明であり、かつ不明である。

　バッハにとって音楽は、自らの手によって、そのようなものであることを響かせることによってのみ、在るべきその姿を現実のものにする可能性、可能態であった。

　一方向的に、世俗の塵にまみれて行く時代の流行を前に守らねばならない「音楽」のための闘い。流行の、耳に快い悦楽の響きを嫌ってバッハが立ったのはバッハの許へと、一片の使信として何処からか届けられる人智を超え
る、神聖な宇宙の法則・秩序を人々に開示する「音楽」への確信であった。と同時に、その「音楽」は自らの鋭意によってそれを傾聴し、自らの手によってそれを現実の響きとして響かせない限り、バッハにとって「音楽」は虚
しいものに堕ちざるを得ないものであった。

　時代を支配しつつあった社会の風潮を目前に、自己を取り巻く環境の中でバッハは「音楽」を問う闘いの生を担った−−−−楽譜帳に綴られてたかだか２頁にすぎないと思われるであろう『インヴェンチオ』の中に、しかし厳然
としてバッハの耳に届いた「神聖な宇宙の法則」は「音楽」として響いている。

　今日、ピアノ演奏のための教材として扱われている『インヴェンチオ』が、バッハにおける「音楽」を習得するための教科書としての地位を改めて獲得するための、以下に記されるのは一片の「手引き」である。

　古代ギリシアに在ってバッハと同様に時代の風潮に対して闘いを挑んだプラトンの思想の解読が困難を極めて、その解釈の試みが一本の糸のように今日に及んで途切れることなく続いてヨーロッパという精神世界の背骨を成し
たのと同一の次元において、ヨーロッパがひとつの響きに化して結晶したのがバッハの「音楽」である。当然に、バッハの闘いがもたらしたひとつの実である『インヴェンチオ』を手にするものは、その楽譜を読む道を歩んでヨー
ロッパとは何かという問いを解く旅をすることになる−−−−無伴奏ヴァイオリンソナタBWV1003の第３曲に与えたバッハの指針andanteに従って、即ち一歩を確実に、かつ正確に、われわれは自らの手で、バッハも歩んだであろ
う、その道を整えつつ歩を運ばねばなるまい。

　旅路は遙かに続く、旅路はしかし何時の日にか、終の地を望見させることになるであろう。」




☆mediopos-2102　2020.8.18

■桃崎有一郎!
　『礼とは何か／日本の文化と歴史の鍵』!
　（人文書院 2020.7）

ほんらいの《礼》は 
あるべきものが 
あるべきときに 
あるべきところで 
正しく働くためのコスモロジー 
とでもいえるものだったのだろうが 
!
それを人間社会のなかに 
適用させようとしたのが 
儒教の《礼》だったのだろう 
!
人間は人の間であるように 
＜間＞をどのように関係づけるかということが 
《礼》の基本となる 
!
古代から現代への社会の変化から 
人と人の＜間＞のありようも 
さまざまに変化してきている 
!
現代ではかつてのような《礼》のあり方は 
実質的にはすでに多くが失われているが 
人間が人の間である以上 
その関係性をどのように位置づけ 
調和させていくかという課題は変わらないだろう 
!
その意味で 
かつての時代の《礼》を振り返りながら 
新たな時代の《礼》について考えてみる必要はある 
!
《礼》思想は 
「枝葉末節にこだわるのは、 
実は《儀》であって《礼》ではない」という 
そしてその最大の価値は 
「〝考え方〟の方にある」と著者は説く

その〝考え方〟の方からくる 
新たな《礼》についての示唆は 
本書ではとくに見られないのだが 
《礼》のこれからを語るためには 
〝考え方〟のもとになっている 
コスモロジーの視点こそが必要になる 
!
人間はどこから来て 
どこへ行こうとしているのか 
そのプロセスのなかに 
《礼》を位置づけることだ 
!
そうでなければ《礼》は 
枝葉末節にばかりこだわる意味での《儀》と化してしまう 
《儀》にしてもほんらいは 
コスモロジーをかたちにしたものであるはずなのに 
そのかたちの意味が失われてしまったものも多いのだ 



「《礼》は、宗教ではない。＜何が宗教か＞というのは難しい問いだが、細かい点で適切でないことを承知の上で大雑把にいえば、《礼》は、儒教という宗教の一部であり、儒学という学問の一部であって、
それ自体は宗教とは言い難い。《礼》の中核・原点となる天には「上帝（昊天上帝）」という神格があるが、神々は《礼》の主役ではない。そこが、ヤハウェやアッラーや仏陀を主役とする宗教と違う。天
（上帝）は世界の主役だが、《礼》の主役ではない。

　《礼》は、あくまでも人間生活のためにあり、常に人間の視座にあり、人間が主役である。人間社会が最も効果的に成功する（安定的に運営され、発展する）ためには、人間がどう生活すればよいか。
それを突きつめた思想の体系が《礼》である。そして、世界の主役である天と、天を始原・原点・中心とする世界全体の仕組みを意識し、理解し、尊重することが最も有効な成功への近道だと、結果的に結
論したのが《礼》という思想だった。」
!
「《礼》の本質は、世界の摂理を理解すること、それに基づく適切な行動に気づくこと、そしてその実践である。＜世界の摂理の理解＞という点で、それは古代中国人なりの〝物理学〟なのであり、そのこ
とは、《礼》思想が何度も＜「理」を重視せよ＞と説いていた通りだ。」

「その〝物理学〟あるいは〝哲学〟としての世界観を基礎として、天地神明や祖先に対する祭祀を含み込んで全面的に推奨する、儒教という宗教がある。もちろん、現実問題として、《礼》のような精緻で
広大で理屈っぽい世界観が、祖先崇拝や世界の支配者（天）に対する単純素朴な信仰より先行して存在した、とは到底考えられない。儒教の源流が、物理学と単純素朴なシャーマニズムのどちらにあったか、
と問われれば、シャーマニズムと答えるのがまずは常識だ。

　ただ、儒教の特色は、その＜原初的なシャーマニズムがなぜ正しいのかを、論理的に追求しよう＞という発想に行き着いたことにあり、さらにそれを＜統治者の都合で民を君臣関係に縛りつけたい＞とい
う欲求と結合させて、物理学と社会規範を包み込む包括的な一つの、〝世界の仕組み〟の体系にまとめあげたことにある。哲学は、個々人の行動指針にはなるが、社会全体を律する社会規範にはならない。
その点で、《礼》は哲学にとどまっていない。《礼》は、哲学的な動機と、物理学的な視座と、権力者の支配欲が包括された、一つの〝統治テクノロジー〟のパッケージといえるだろう。」
!
「《礼》とは、世界（天地をはじめとする森羅万象）の摂理を理解して、理性的に＜すべき物ごと＞＜それをすべき時＞＜それをすべき人＞を特定し、＜すべき時に、すべき人が、すべくことをする＞よう
に、そして＜すべきでない時に、すべきでない人が、すべきでないことをしない＞ように定めた思想の体系であり、世界観であり、そして統治テクノロジーのパッケージである。」

「《礼》は、万物を類別し、根源至上主義・先後絶対主義によって系統立て、天を原点とする一本のツリー（系統樹）にする。類別された万物は、その存在意義を明らかにするため、存在意義ごとに、そし
てほかの物ごととの先後（主従・優劣）関係に従って、相応の外形を表さねばならない。《礼》は物理学的な世界の摂理から人間を制御し、《楽》は人間の心情そのものを制御し、二方向から人間社会を理
性ある節度の範囲に収め、人間を禽獣（動物）とは違う、安定性と発展性のある生き物に仕立て上げる。

　では、このように《礼》を理解できたとすると、それは現代日本人の社会とどう関わるのか。個別具体的な場面のすべては挙げられないが、少しだけ具体例を挙げよう。＜すべき時に、すべき人が、すべ
くことをする＞なら、すべては＜そのタイミングで、誰が何をすべきか＞という問いの答えである。それは個々人にとっては、＜ある場面で、自分と相手がある立場・関係にあった場合、どのような振る舞
いが《礼》に適うか＞という問いになる。」
!
「その仕組みを、教師も含めて誰も理解していないのに、教室で礼拝が実践され続ける、という事実が興味深い。《礼》は、一度〝正解〟が示されてしまうと、マニュアル化され、何も考えずに実践すれば
よい、という形に必ず落ち着く。しかしそれは、＜心情が伴わない敬意や所作には価値がない＞＜理性によって、すべきことを導き出せ＞＜形式それ自体は《儀》にすぎない＞という、《礼》思想の根本的
な教えに反している。その問題は、『礼記』や『春秋左氏伝』が描く二五〇〇年前の中国ですでに問題視され、結局、今日まで解決されなかった。《礼》という考え方が持つ、宿命的な弱点だということだ。

　現代日本の教室で、そのような所作をすることが正解か不正解か、私は判断する材料を持たない。ただ、一つだけ、この場面に限らず、現代日本で《礼》を実践する場合に必ずつきまとう問題を指摘する
ことはできる。それは＜《礼》が身分社会を大前提としている＞ということと、＜現代社会が身分制社会でない＞ことの矛盾だ。江戸時代まで日本は身分制社会だったが、明治維新で市民平等になり、そし
て日本国憲法ですべての国民の人権は完全に対等になった。その平等社会に、《礼》思想をそのまま適用することは、原理的に絶対にできない。」
!
「＜個々人の価値観の多様性を重視すべきだ＞という価値観が、＜少なくとも自由主義社会では＞もはや当然になり、しかも構成員が共有する価値観が違う国・民族・地域・集団が簡単に交流する今日のグ
ローバル化社会で、一つの＜敬意の度合いと所作＞を共有することは不可能で、無意味である。すると結局、問題は局所的な視野に、つまり＜今、自分が所属し、自分にとって重要なコミュニティの中で、
礼節の相場がどこにあるか＞ということに落ち着くはずだ。

　そして現代人は、時と場合により、様々なコミュニティに所属し、それぞれで別の顔・地位を持っている（･･･）ならば、＜今この瞬間、自分はどのコミュニティの一員として振る舞っているのか＞によっ
て、礼節作法は変わる。恐らくそれが、＜適切な礼節とは何か＞という問いに対する最適解である。

　そして、そうであれば、ここにこそ《礼》思想が生きてくる。《礼》思想は、立場最適主義・時機最適主義を強く訴えていた。＜どのような環境下で、誰が、どのような立場にあるのか＞を、いちいち考
えるのが《礼》の正解への唯一の道だ、と《礼》思想は説く。その考え方は、現代・日本のみならず人間社会にとって普遍的に有効な考え方であり、そして私が考える限り、今の人類にとって動くことのな
い最適な考え方だろうと、私は考えている。その意味で、《礼》思想は今でも価値を失っていない。

　枝葉末節にこだわるのは、実は《儀》であって《礼》ではない、と《礼》思想は説いていた。《礼》思想の最大の価値は、細かい所作の形ではなく、〝考え方〟の方にある。根底にある考え方を動かさず
に、振る舞いは臨機応変に変わるべきだ、というのが《礼》の主張であり。その意味で＜《礼》は生き物である＞といってもよい。」




☆mediopos-2103　2020.8.19

■デヴィッド・グレーバー（片岡大右訳）	
　『民主主義の非西洋起源について／「あいだ」の空間の民主主義』	
　（以文社　2020.4）

民主主義を無批判に持ち上げることも	

逆にただ民主主義を批判することも	

そこでほんらいなにか求められているのか	

その問いから遠ざかることになる	!
民主主義は	

権力と強制を拒絶しようとするところで	

アナキズムと通じているが	

民主主義の理想は	

国家制度なるものと結びつかなければ	

実際には機能しないために	

つねに矛盾にさらされ続ける	

けれどおそらく	

その矛盾こそが重要なのかもしれない	!
民主主義は西洋文明に起源をもつとみなされ	

古代ギリシアのアテネ以来の「真のヨーロッパの遺産」として	

継承すべきだと考えられているが	

たとえばアメリカ合衆国の民主主義は	

部分的にアメリカ先住民であるイロコイ族の	

「六部族連盟」から影響を受けていたりもするように	

民主主義的な考えは西洋以外の文明にも由来している	!
しかも実際のところ西洋文明はほかの文明と同様に	

全体としてみれば反民主的であるのはたしかである	

合衆国で選挙制度が創始されたときにも	

理想とされたのはローマ帝国であり	

君主制と貴族制と民主制のバランスを求める共和制であり	

その当時も民主主義者はアナキストだった	!
じっさいのところ	

民主主義は矛盾を孕んだアナーキーである	

そして著者のグレーバーの言うように	

「ある文明と他の文明、ある共同体と他の共同体が出会う時、	

そのあいだに開かれる空間においてこそ成立する」のだという

その「あいだに開かれる空間」において	

権力と強制が機能しないような仕方で	

政治が破壊的ではなく創造的に機能することが	

アナーキーである民主主義の理想なのだが	!
民主主義は	

権力と強制を拒絶することで	

その影として	

衆愚にもなり	

全体主義の温床ともなってしまう	!
その光と影のなか	

すべての文明すべての共同体の	

知恵のなかに存在しているはずの民主主義の理想が	

目覚め結ばれてゆくことを祈るばかりだ



（アラン・カイエ「フランス語版のためのまえがき」より）	!
「西洋文化こそが民主主義の独占権を保持しているなどとはとうてい主張できない。むしろ以下のように考えたほうがよさそうだ。「民主主義的実践----平等志向の意思決定プロセス
----は、ほとんどどこにでも生じる。だからそれは、何か特定の「文明」や文化や伝統に固有のものではない。民主主義的実践は、人間の生活が強制力を備えた制度構造の外部で営まれ
るどんな場所にでも出現するものなのだ」。つまりは時間的または空間的な「あいだ」の空間に生じる、というわけだが、グレーバーが提示する数々の実例は、その表情の豊かさによっ
て私たちを驚かせる。海賊たちの世界、イロコイ連合の規則から発想を得たアメリカの憲法制定者たち、等々。どんな時にも、強制の構造が力を弱めるような場所ではどこでも、人びと
は共同かつ対等の意思決定に規則を、実践の過程で新たに発見する。そののちに彼らは、そうした規則を正統化しようとして、自分たちの伝統に訴える。そして伝統とはおおよそのとこ
ろ、このような機会に新たに発明されるものにほかならないのだ。	
　とがいっても。創造的な自発性とその制度的な正統化とのこうした混合は自明のものではない。	
　民主主義的理想は、つねに、発明された（少なくとも部分的には）伝統に基づいているという事実は、それが真正性や正統性をまったく欠いている〔･･･〕ということを意味しない。け
れども矛盾というべきは、この理想がつねに、民主主義的手続きや実践を国家の強制的メカニズムと結合させようという不可能な夢を基盤としていることだ。結果として生じるのは「民
主主義」と呼ぶことに意味があるような代物ではなく、わずかな、大抵は実に制限された民主主義的要素しか持たない＜共和国＞である。」	!
「彼（グレーバー）の議論は----そしてその力強さのすべては----、民主主義とアナーキーとは同じものなのだという主張を、全面的に引き受け、大っぴらに掲げる姿勢の帰結であり、
要するに、権力と強制の拒絶という姿勢の季節である。こうした観点に立つなら、近代民主主義諸国が民主主義を名乗っているのは、簒奪が見過ごされているからにすぎない、というこ
とになる。民主主義的理想と国家権力の結合を目指したこれらの体制は、せいぜい共和国と呼びうるものでしかなく、民主主義とはまったく言えない。言い換えるなら、グレーバーに
とって、民主主義とは絶対的な水平性を意味するもの、平等を、無権力を意味するものなのだ。こうした次元から外れてしまうなら、垂直性、権威、拘束的権力、序列といったものが現
れるようになったら、私たちはもはや民主主義のなかにはいない、ということになる。」	!
「付け加えておきたいのは、グレーバーが掲げているアナキズムの伝統は、近代諸社会が民主主義的理想の定式化を試みる際の基盤を提供してきた四つの主要伝統、あるいは四つの主要
イデオロギーのひとつだということだ。この点で、アナキズムは自由主義、社会主義、コミュニズムと並びあっている。ただしアナキズムは、他の三つの---否定であるのと同時に----一
種の総合たらんと企てている。自由と連帯と平等を、個人的自由の優越のもとに総合しようというのである。そうはいってもアナキズムは、二つの盲点をそれら三つと共有しており、そ
の事実が四つのイデオロギーすべてを徐々に、私たちの生きる現代の諸問題に対処しえないものとしつつあるのだ。第一の盲点は、権力の否定である。これはアナキズムに顕著なもの
だ。第二の盲点は----第一の盲点と無関係のものではないが---、これら四つのイデオロギーが共通して、人類の第一の課題は物質的希少性に起因するものだとみなしている、という事実
と関わっている。物質的欲求の充足を妨げるこの希少性こそを問題視する結果、優先事項中の優先事項は生産の最大化であることになる（･･･）。ところが、惑星も人類も、このような目
標をこれ以上掲げ続けることはできないだろうし、その実現を主張することなど、まったく不可能というほかない。だからこそ、新しいかたちの政治哲学を探究する必要がある。私たち
はそれを、「共生主義」と名付けることにしよう。それは自由主義も社会主義もコミュニズムも、そしてアナキズムも乗り越える（止揚する）ものだ。」	!
（訳者あとがき「「あいだ」の空間と水平性」より）	!
「「民主主義」が英語democracyやそれに対応する西洋諸語を日本語に置き換えたものであることは、大多数の日本語話者が心得ている。しかも大抵の場合、この語彙上の知識には、それ
が古代ギリシアの都市国家、とりわけアテネにおける制度的実践に起源を持つという歴史上の知識が伴われているに違いない。これらの知識に、古代ギリシア・ローマの遺産継承者とし
てのヨーロッパそして北米という、これもまた相当程度に共有された了解が結びついたところに、民主主義の西洋起源という通念が成立する。日本語世界に限らないほとんど惑星規模の
この通念から出発して、ある人びとはこの西洋発のアイディアが他の諸民族地域に浸透していくことで単一の文明世界が誕生する未来を展望し、他の人びとは容易に移植しがたいその局
地的性格を主張して、それが独特な花を咲かせてきた文明世界は他の様々な文明世界のひとつにすぎないものとみなす。	
　「配給された自由」（河上徹太郎）によって民主主義的体制を発足させた第二次大戦後の日本においては、絶えずこの点が問われ、不毛とも見える対立が、しかし執拗に演じられてき
た。すでに一九五〇年代なかば、加藤周一が「雑種文化」という観点を打ち出したのは、西洋の模倣か日本的伝統への回帰かの不毛な二者択一を乗り越えるためにほかならない。それで
も、当の加藤周一が結局は「西洋派」の知識人というプロフィールを残して世を去ったこと、そして今日なお、自由民主党のほとんど恒久的な支配を民主主義のある種の実現として理解
することを（･･･）拒む人びとの少なからずが、しばしば欧米の政治的現実を過度に理想化しつつ日本における民主主義の不足を嘆いてみせることを思うなら、民主主義的理念の発生と展
開の地としての「西洋」という通念が、二十一世紀にもしぶとく命脈を保っている事実は否定しようもない。	
　しかしデヴィッド・グレーバーは、そもそも「西洋など存在したためしはない」のだと断言する。西洋的価値観の他の地域における浸透が民主主義的空間を拡大していく未来に期待を
かけるのであれ、「文明の衝突」（ハンチントン）を避けがたいものとみなしてそうした展望を斥けるのであれ、「西洋」として名指すことのできる単一の実体が、歴史を貫いて存続し
てきたという前提に立っている点では変わらない。けれど実際には、そもそもユダヤ・キリスト教の伝統を古代ギリシア哲学の遺産と結びつける作業ｓが最初になされたのはイスラーム
世界だった事実ひとつを取っても、そのような単一の実体が、ある時点での歴史的再構築の所産にほかならないことは明らかだ。そして古代アテネの政治制度はと言えば、たしかに民主
主義と形容しうる実践の顕著な達成であることは事実だとしても、「民主主義」という言葉にこだわるのでなければ、世界各地にそれ以前から存在してきた様々な実践の一例----それら
の多くが多数決による決定ではなくコンセンサスの実現を追求してきた事実を踏まえるなら、むしろ特異な一例----でしかない。しかもアテネの民主主義は、古代ギリシアの哲学者たち
はもとより、のちの「西洋」世界においても、体系的な呪詛の対象となってきた。エリート層がそれを自らの知的伝統の重要な一部をなすものとして回収するに至るのは、政治的権利の
拡張を求める広範な庶民層の声に応えざるをえなくなってからのことにすぎない。	
　グレーバーはこうして、アテネとそれを引き継ぐと称する西洋の立場を顕著に相対化する。しかも、民主主義を非西洋化しようとするこの努力は、反西洋の企てとして遂行されるので
はない。民主主義はアテネ起源ではなく。西洋がそれを特権的に受け継ぎ実現してきたわけでもないにしても、他の文明地域がそれをいっそう見事に実現してきたと言うこともできな
い。反西洋を掲げ、固有の伝統に沈潜すればよいというものでもない。民主主義はある文明と他の文明、ある共同体と他の共同体が出会う時、そのあいだに開かれる空間においてこそ成
立するのだとグレーバーは言う。例えば北米の入植者たちは、西洋の書物の伝統のみならず、彼らが結局は大部分を殺戮することになった先住民との交わりにも触発されながら合衆国の
国制を打ち立てたのだった。」	



☆mediopos-2104　2020.8.20

■神山睦美『漱石の俳句・漢詩』!
　（笠間書院／コレクション日本歌人選037　2011.10）

愚も大愚にならねば 
ただ愚かであるのみ 
!
歳を重ね季節を送り 
振返れば半世紀も瞬 
!
求め求め求め求めて 
言葉はいまだ空しく 
!
歩む道も見えぬまま 
ただ風は吹きすぎる 
!
雲は光を遮り心の影 
空を仰ぎ虚空の彼方 
!
無の中に永遠を観て 
時の深みで独り詠う



「【無題】大正五年十一月十九日
!
　大愚難到志難成

　五十春秋瞬息程

　観道無言只入静

　拈詩有句独求清

　迢迢天外去雲影

　籟籟風中落葉声

　忽見閑窓虚白上

　東山月出半江明
!
　大愚　到り難く　志　成り難し

　五十の春秋　瞬息の程

　道を観るに　言無くして　只だ静に入り

　詩を拈るに　句有りて　独り清を求む

　迢迢（てうてう）たる天外　去雲の影

　籟籟（らいらい）たる風中　落葉の声

　忽（たちま）ち見る　閑窓　虚白の上

　東山　月出でて　半江（はんこう）　明らかなり
!
　大愚への到達は難しく、志は成り難い。五十年の歳月も、またたくまである。道を見極めるも、言葉なく、ただ静寂へと入り込む。詩をひねるに、ようやく句が現れて、ひとり清清しさを求める。遠
い空の彼方には、去り行く雲のすがた。さやかなる風に、落葉のかそけき音。とりとめないままに、静かな窓から天に眼をやる。ひとけのない部屋の清潔な空間の上、東山に月が出て、川の中ほどまで
明るく照らしている。」
!
「そもそも大愚とは、何であろうか。『荘子』天地篇五に「其の愚を知る者は、大愚に非ざるなり。其の惑いを知る者は、大惑に非ざるなる。大惑する者は終身解けず、大愚なる者は終身霊（あき）ら
かならず」といった言葉が見られる。ここでいう大愚が、この詩に詠われたそれと対極にあることは明らかである。ここではむしろ、おのれの愚かさを知りえない者こそ、大愚に近いからである。

　だが、漱石がこの詩において、どうしても到り難いとする大愚とは、荘子のいう「知ること」「わきまえること」の是非によっては、決してすがたを現すことのないものである。それは、みずからの
生死を賭けるときにのみ、かいまみられるものにほかならない。たとえば、孔子はこれを「道」という言葉で受け取り、「朝に道を知らば、夕に死すとも可なり」という言葉で述べたのである。漱石も
また、同様に「道を観るに　言無くして　只だ静に入り」と述べることによって、大愚に到り難い理由を明らかにするのだが、少なくとも、孔子のいう「夕に死すとも可なり」といった思いまではおも
てにすることがなかった。

　そのかわりというべきか、漱石はこの「道」や「大愚」や「志」がいかに困難であるかを示唆することによって、もしも自分に「死」が訪れた時には、その困難が一挙に解消されるのかもしれないと
いう思いを示唆するのである。ある大きな諦観というのは、そのことにほかならない。死がやってきた時には。この身は無に帰すのであるとするならば、その無である存在を満たすものこそが、「大愚」
であり「志」であり「道」であるのだ。

　後半の、無そのものであるような心境を「遠い空の彼方には、去り行く雲のすがた。さやかなる風に、落葉のかそけき音。とりとめないままに、静かな窓から天に眼をやる」と訳してみたが、ここに
述べられているのが、決して自然への冥合といったものではなく、光満ちた空虚ともいうべきものであることを示してみたかった。月が川の中ほどを明るく照らしているという最終行の情景もまた、空
虚そのもののすがたであることに気づいていただけるならば、もって冥すべしである。」




☆mediopos-2105　2020.8.21

■荒俣宏『お化けの愛し方』!
　（ポプラ新書 2017.7）

お化けには三つある 
!
死者 
想念でつくりあげた存在 
お化け以外の何者でもない人間そのもの 
!
いちばん怖がらなくてもいいのは死者である 
だれでもやがて死者になるのだから 
怖がる必要のある死者は 
迷って地上にさまよいでる悩める存在や 
死んでからも意図的に悪さを企む存在である 
!
見えないけれど 
ひとは想念でいろんな存在をつくりあげる 
そして逆にその存在から影響を受ける 
善きものは善きように 
悪しきものは悪しきように 
同じ種類の想念をいだいていれば 
じぶんのそれでなくても影響を受けてしまう 
!
いちばん怖いのは 
今生きている人間そのものだ 
怖い人ばかりではないけれど 
物理的に強く影響を受けるだけに 
それを避けられないときには恐ろしい 
世間もＳＮＳも生きている人だから恐ろしいのだ 
そしていちばん怖いのはなんといってもじぶんの心 

しかし怖がってばかりいる必要はない 
じぶんもふくめてすべて霊的なお化け存在だと思えば 
そして怖い存在ばかりでなくて 
生きているか生きていないかを越えて 
愛すべき存在に満ちていることを思えば 
こんなに心強く楽しいことはない 
!
だいじなのはじぶんの心だ 
生きても死んでも人はあまり変わらない 
違っているのはからだのあるなしくらいだけだ 
愛しいひとと離ればなれになることもない 
みんなお化けならばもう怖がることはないのだ



■荒俣宏『お化けの愛し方』（ポプラ新書 2017.7）
!
「現代っ子に化け物の世界の幸福感を教え込んだ妖怪漫画家水木しげるは、お化けの世界がおもしろくて幸せに感じるようになる敏感な能力のことを「妖怪感度」と呼んだ。恐怖心だけではなく、あの
世や死の問題にまで好奇心を抱く「霊的能力」の高い人を指す。文学だとか、あるいはあの世についての本格的な研究所をひもとくと、お化けをこわいにつなげる「しりとり歌」のような常識が一蹴さ
れる。場合によってはお化けを知ることで、この世の真実がはっきり見えてくることすらあるらしいのだ。

　そうした「お化けとの付き合い」を実現するためには、お化けのことを知らなければならない。とくに重要なポイントは、お化けとお付き合いするために身につけなければいけない「マナー」だ。大
昔はみんながこれを承知していた。ルールを守って、マナーにしたがって、節度をもって、あの世のものと真剣にお付き合いすることは、古い時代では日常のことだった。人々は先祖の霊や自然の精霊
達と共同生活をしていたのだから。

　もっとはっきり言い切ろう。日本のお化けとまっとうにお付き合いするには、ホラーを観るという感覚だけではいけないのだ。死んだ者や異界の者と、恋をしたり、家族を作ったり、コミュニティを
作ったり、という建設的な方向も、あってしかるべきだ。私もここ一〇年くらいで、お化けとのお付き合いの仕方や、お化けとの恋愛について多少の知恵がついた。七〇歳に近くなったせいもあるが。
いよいよ「親しい感じ」が強くなってきている。きっと「妖怪感度」が磨かれたのだろう。

　そんな私が言うのも気が引けるが、この本はこれまでのお化け話の解説書とは違う。誰はばかることなくお化けに恋する方法を書き留めた、じつにありがたい本かもしれない。」
!
「死んだ人がこの世に戻るということは、中国もそうだが、この世が穢されることを意味してきた。したがって、それを心得た死女ならば、生きた人間に恋をすること自体が「大きな迷惑」を生むこと
を、よくよく考えなければならなかった。多くの場合は、恋した女性がそこで諦めなければいけないのだ。しかし篤胤は『牡丹灯籠』のお露と同じく、それでも恋をしたかった。ただし、篤胤は彼の学
識のすべてをかけて、他者に絶対に迷惑のかからない恋愛法を発見しようとした。この最後の努力が、篤胤という大きな人格に託されたことは、ほんとうに奇跡的な幸運といえた。彼は長い間を費やし
て、ついにその答えを見出したからだ。その答えは、幽霊との恋を安全に成就する方法でもあった死人がたとえこの世に戻っても、この世が穢れない方法なのだった。

　それは、死者がいる世界を「ヘドロの海のような黄泉」ではなく、この世とかさなりあう「見えないが実在する世界」にイメージ変更してしまうことだった。

　腐敗してヘドロになったイザナミを、夫のイザナギは本当に抱きしめることができるか、という難題に対し、篤胤は学者として「イエス！」と答える覚悟を決めた。それを立証すべく、『万葉集』な
ど昔の文献からいちいち個別例を調べあげ、さらに江戸の街に実在する超常現象の体験者にインタビューまでして、あの世は「黄泉」のようではない、という事実を証明したかった。もしこれが成功し
たら、篤胤をはじめ恋人を失って悲しむ人々は、安心して死者と再会できる。

　じっさい、篤胤は死者がいる「幽冥界」を、この娑婆と少しも変わらない愛の生活が営める場所だということを確認した。自信をもって、黄泉は従来の説のような「汚れた世界」ではなく、天や地上
と同じ「清浄な世界」だった、と断言したのだった。仏教が入ってくる前の物語、あるいは古い和歌のような歌謳を調べてみても、死後の世界が「ヘドロ沼」になっているという記述はどこにも見当た
らない。これはもしや、中国の影響でそういう風に刷り込まれただけのことで、元来日本人は死んだ人間とも自由に恋愛ができてきたのではないか、と気づいたのである。

　簡単に言うと、今私たちが住んでいるこの地球も、夜になると真っ暗になり、魑魅魍魎の世界になる。でも待っていれば太陽が昇ってきて、元の世界に戻る。つまり、場所は同じだが明るい世界にな
ると我々が活動し、暗い世界になると亡霊たちが出てくる。同じ場所だが明と暗によってこの世界の「相」が変わる。

　したがって暗くなれば見えなくなり、妖怪たちが出て来る。明るくなると明るすぎて妖怪の世界は見えなくなる。それが『霊の真柱』ほか篤胤の著作の肝となった。篤胤はそれを実験した話まで書い
ている。行燈の半分を真っ暗にして、もう半分に真っ白い紙を貼って部屋に置いたとする。そうすると、黒く塗った方から見ると黒い世界だから全体が暗く見えるけれど、しかし明るい向こうの世界も
ちゃんと見える。つまり、冥界にいる人間はこっちの明るい世界が見える。一方、私たちは明るい世界にいるから、行燈の明るさのために向こう半分の暗い世界が真っ暗にしか見えない。こういう関係
にあるのではないかと、非常に巧妙に説明した。

　だからお墓を作ってここに魂を入れたと信じ込んでいることも、じつはまちがいではあるまいか。ここから、いわゆる守護霊の発想が出てくる。死んだ愛しい妻の霊は、いまも自分のそばにいて、い
つも自分を守ってくれる。昔の人たちの書いた文章を見ると、妻が着ていた形見の衣をかけていたら啜り泣きが聴こえたとか、裾が濡れていたとか、あるいは武士の刀を形見としてもらったら、その鞘
を払うと血が流れ出たというようなことが起きてくる。

　篤胤はこうして、ついに、黄泉も死者も汚れた世界ではないことを確信した。これで、死んだ妻に再会できる可能性を見いだした。これこそ世界観の大革新といわずして何といおう。それは同時に、
生死を越えた恋愛を誰に恥じることなく堂々と行なえるという、待ちに待った託宣でもあったこと、書くまでもあるまい。」




☆mediopos-2106　2020.8.22

■鴻上尚史・佐藤直樹 
　『同調圧力／日本社会はなぜ息苦しいのか』 
　（講談社現代新書 2020.8）!
■阿部謹也『「世間」とは何か』!
　（講談社現代新書 1995.7）!
■山本七平『空気の研究』（文春文庫 1983.10）

世間様という亡霊が 
百鬼夜行している !
みんなそうしている 
そういうものだ 
亡霊は唱え続ける !
それが空気となり 
それに逆らってならぬ 
という同調圧力を生み出してゆき !
大きな集団から小さな集団まで 
その同調圧力に逆らったときには 
さまざまな形で制裁が加えられる !
それは法のように 
明確なかたちで生み出されるのではなく 
「空気を読む」というかたちで 
「自粛」「自己責任」が強制されるように 
集団の成員が自主的に獲得しなければならず 
そこに「水を差す」ことは許されない !
個の自由から遠い者は 
その「空気」にすぐに感染し 
その空気の持つ力を同調圧力にかえて 
まだ感染していない者へと行使しようとする !
日本の戦前の軍国主義やナチズムだけの話ではない 
日々の生活のなかでも同調圧力はさまざまに働いている !
時代が変われば 
みんなそうしている 
そういうものだ 
ということの内容は変わってゆくが 
その働き方は類似している

!!
始末に悪いのは 
その多くが外的な強制としてではなく 
「空気」に感染してしまっているように 
みずからがそれを積極的に行使してしまうことだ 
どこかで「その空気はオカシイ」と思っていても 
それに逆らうと面倒なので従ってしまうことさえある !
同調圧力に負けないためには 
まずは世間様という亡霊を見据えることだ 
そしてじぶんからは決して 
その空気をひとにうつさないようにすること !
基本は自由の哲学だ 
それをむずかしい言葉で理解するのではなく 
「みんな同じに」から自由になる思考として 
理解することからはじめること 
じぶんのなかに「みんな同じに」や 
「そういうものだ」という発想があれば 
なぜそうなのかを問い直し続けることだ !
そしてそのことから決して「みんな」で 
あらたな「そういうものだ」をつくりださないこと 
じぶんがまた世間様になってしまわないように 



（鴻上尚史・佐藤直樹『同調圧力』～鴻上尚史）
!
「「同調圧力」とは、「みんな同じに」という命令です。

　同調する対象は、その時の一番強い集団です。多数派や主流派の集団の「空気」に従えという命令が「同調圧力」です。数人の小さなグループや集団のレベルで、職場や学校、ＰＴＡや近所の公園での人間
関係にも生まれます。

　日本は「同調圧力」が世界で突出して高い国なのです。

　そして、この「同調圧力」を生む根本に「世間」と呼ばれる日本特有のシステムがあります。」
!
「あなたを苦しめているものは、「同調圧力」と呼ばれるもので、それは「世間」が作りだしているものです。それがコロナで凶暴化したことによって、「荒れるＳＮＳ］や「自粛警察」や「自粛の強制」が
生まれたのだと、伝えたいと心底思いました。

　インターネット配信をしているだけのライブハウスに「営業をやめろ」と匿名の文書を貼り付ける自粛警察も、自殺にまで追い込むＳＮＳの誹謗・抽象も、休業補償のない自粛要請の中で「夜の街」という
犯人扱いの結果の倒産も、感染したら自己責任と責められてしまう重苦しい雰囲気も、すべて「同調圧力」が強大化した結果です。

　そして、「同調圧力」を生み出す根本のメカニズムが日本特有の「世間」なのです。「世間」の特長は「所与性」と呼ばれる「今の状態を続ける」「変化を嫌う」です。」
!
「苦しみに打ち勝ち、幸福な生活を手に入れる大切な一歩は、あなたを責め、悩ませるものの正体を知ることです。

　正体が分かれば、戦い方も逃げ方も無視の仕方もごまかし方も分かるのです。」
!
（鴻上尚史・佐藤直樹『同調圧力』～佐藤直樹）
!
「「世間」が暴走しているのではないかと、漠然と感じ始めたのが二〇年以上前だ。一九九〇年代に入って日本における背感の必要性を初めて提唱したのは、歴史学者の阿部謹也さんだが、その阿部さんたち
と「日本世間学会」という小さなプロジェクトの設立総会を開催したのが九九年。

　ちょうど「世間」の同調圧力が強まり、日本中に「イヤな空気」が漂い始めたころである。

　阿部さんは二〇〇六年に急逝するが、この地味な学会の動きとは別に、「『空気』とは『世間』が流動化したもの」というショーゲキ的なテーゼをひっさげて、〇九年に世間学の研究史のなかに突如登場し
たのが、鴻上尚史さんの著書『「空気」と「世間』であった。」
!
（阿部謹也『「世間」とは何か』より）
!
「明治以前においてすでに一般の人々の間では社会を見る見方に特徴があり、社会を自己から切り離して対象化して捉える視点は稀だったように思われる。その例が世間という言葉に示されている。（…）世
間という言葉は「世の中」とほぼ同義で用いられているが、その実体はかなり狭いもので、社会と等置できるものではない。自分が関わりをもつ人々の関係の世界と、今後関わりをもつ可能性がある人々のこ
とはまったく入っていないのである。世間や世の中という場合、必ず何らかの形で自己の評価や感慨が吐露されていたのである。

　このような状況は、明治以降西欧の学問が輸入され、特定の分野では大きな変化が生じた。一般の人々の世の中を見る方法には大きな変化はなかったので、世間という万葉以来の言葉が、今日まで用いられ
続けている。しかし西欧の学問や技術を輸入しようとした政府や開明的な人々は、世間という言葉を捨てて社会という言葉を作った。そのとき古来の世間という意識に藻度尽く社会認識を形の上では放棄し、
西欧的な形式を選んだのである。

　しかしそれは西欧の形式の根底にある哲学や世界観をもたず、形のうえだけの模倣であったから容易に輸入できたが、その形式は一般の人々の意識から程遠いものであった。

　わが国の社会学者は、学問の叙述に当たっては西欧的な形式を用いながら、日常生活の次元では古来の世間の意識で暮らしてきた。したがって叙述の中に自己を示すことができなかったのである。我が国の
学問にはこのような問題があると私は考えている。」
!
（山本七平『空気の研究』より）
!
「われわれの祖先が、この危険な「空気の支配」に全く無抵抗だったわけではない。少なくとも明治時代までは「水を差す」という方法を、民族の知恵として、われわれは知っていた。従って「空気の研究」
のほかに「水の研究も必要なわけで。この方法についてもだいぶん調べたのだが、この「水」は、伝統的な日本的儒教の体系内における考え方に対しては有効なのだが、疑似西欧的な「論理」には無力であっ
た。同時に西欧を臨済的に把握する空気的進歩主義は、「水を差す」を敵視し、それが悪であるかの如き通念を国民に植えつけた。昭和の悲劇とは、表面的には西欧的といえる仮想の論理に基づく「空気」の
支配に対して、伝統的な「水」が全く無力だったことに起因している。というのは「水」の基本は、「世の中はそういうものじゃない」とか、同じことの逆の表現「世の中とはそういうものです」とかいう形
で、経験則を基に思考を打ち切らす行き方ではあっても、その言葉が出て来る基となる矛盾には一切ふれないからである。聖書には、この言い方は全くない。『ヨブ記』などは、この言い方を当然とすれば、
はじめから成り立たない。

　日本とはそれで充分な世界であった。そしてこの世界の仮想の西欧化には大きな記念があるのは当然であった。早くも明治に内村鑑三がその危険を警告しているが、われわれは残念ながらまだ新しい「水」
を発見していない。だがその新しい「水」は、おそらく伝統的な日本的な水の底にある考え方と西欧的な対立概念による把握とを総合することによって見出されると思われる。」




☆mediopos-2107　2020.8.23

■大津有一校注『伊勢物語』（岩波文庫 1964.12）!
■唐木順三『詩とデカダンス／無用者の系譜』（唐木順三ライブラリーII　中公選書 2013.7）!
■川村湊『異様の領域』（国文社 1983.3）!
■高樹のぶ子『小説伊勢物語　業平』（日本経済新聞出版 2020.5）!
■中野方子『在原業平』（コレクション日本歌人選0004／笠間書院2011.3）!
■井筒俊彦英文著作翻訳コレクション『老子道徳経』（慶應義塾大学出版介 2017.4

伊勢物語の在原業平は 
みずからを「身をえうなき物」と思い 
いわゆる都落ちをする 
!
唐木順三は『無用者の系譜』の筆頭に 
この在原業平を挙げ 
川村湊もまた 
その最初の著書『異様の領域』の最初に 
伊勢物語の「東下り」を置く 
!
「身をえうなき物に思ひな」すこと 
両著者はそこに 
想像力でしか可能にならない 
見えないものの価値を見出したのだろう 
!
業平は歌人であり色好みの代名詞でもあった 
それゆえに世の有用性から見るならば 
まさに「えうなき物」でもあるのだが 
それゆえにこそそれは 
老子の無用の用にも通じているともいえる 
!
科学や政治はまさに有用の用にほかならず 
無用を省みることもないのだが 
人が人であるということは 
無用の用にささえられている 
そのことを忘れたときに 
有用の信者はみずからの用に溺れてしまう

世界そのものもまた 
からっぽの器だからこそ 
そこでさまざまのものを容れることができるように 
人もまたからっぽの器だからこそ 
そこにさまざまなものを容れることができる 
!
考えることも感じることも作ることも 
その器が大きいからこそ 
そこに盛られるものは大きくなる可能性を得る 
そのことを忘れたとき 
世界も人も自由を失ってしまうことになる



（大津有一校注『伊勢物語』～「九」より）
!
「むかし、をとこありけり。そのをとこ、身をえうなき物に思ひなして、京にはあらじ、あづまの方に住むべき國求めにとて行きけり。もとより友とする人ひとりふたりしていきけり。道知れるひともなく
て、まどひいきける。」
!
（井筒俊彦英文著作翻訳コレクション『老子道徳経』より）
!
「三千本の車輪の車輻は、一つの轂を共有している。からっぽの場所があるからこそ、車の用をなす。

　粘土をこねて容器を作る。からっぽの場所があるからこそ、容器の用をなす。

　入り口や窓を開けて家を建てる。からっぽの場所があるからこそ、家の用をなす。

　このように、＜有＞が我々の助けになる場合、それは＜無＞のはたらきのおかげなのだ。」
!
（唐木順三『詩とデカダンス／無用者の系譜』～「無用者の系譜／一　在原業平／身を用なき者に思いなして」より）
!
「…言いたいことは、京にありわびること、身を用なき者と思いなすことによって、新しい世界、現実とは次元を異にする抽象、また観念の世界が開かれたということである。抽象とか観念といえば直ちに
誤解に突き当たりそうだが、しばらくそういう言葉を敢て使っておこう。京を捨て、京を住み憂く思い、京にはあらじと決意して東へ下るという旅によって、新しい世界をもった。それは東国という未知未
開な場所という新しさ、地理的な新しさだけではない。むしろそれは問題とする程のことではなく。京を捨て離れることによって、京が新しくよみがえってくるという新しさである。肉体をもった恋人、近
接した色恋から離れることによって、心の恋、観念の恋が開かれてきた。

　「白玉か何ぞと人の問ひし時露と答へて消えなましものを」と詠ったとき、また「わが身一つはもとの身にして」といったとき、すでに業平はこの世のものではないものをみていた。そういう激情を経て、
そういう終末観をへて、東国に下ったのだが、この旅での第一句「いとどしく過ぎゆく方の恋しきにうらやましくも返る波かな」で京やまたおのが恋は、ほのぼのとした形で見返されてくる。」
!
「業平の「わぶ」は（…）「露と答へて消えなましものを」とう体験を通過している。祖父にあたる平城天皇の政治勢力の交替をみてきている。惟喬親王の失意を酒において忘れようとし、浮世の勢力より
もむしろ酒中の歓をつくそうとしている。「うき世に何か久しかるべき」が彼等の感慨であった。つまりはデカダンの徒であった。だからこそ、「京にありわびて」東に下るのである。京にあって京をわび
るのである。「京や住みうかりけむ、あづまの方にゆきて住み所もとむとて」ということが当然そこから出てくる。東国や流謫地にあって、わが身をわびるのではない。京にありわびて、新しい天地を求め
ようというのである。「身をえうなき者に思ひなし」て、京にはあらじ、あずまの方に住むべき国をもとめることが帰結として出て来る。業平の場合、わぶの根底には、自分を無用者として自覚したという
ことがあった。つまりは憂き世をわびたのである。世間における無用者であることを選びとったのである。その無用者において初めてひらかれた観念の世界、つまりは憂き世から離れることによってひらか
れた心の世界を歌にした。「名にし負わば」の歌はそれを具体的に示している。これは万葉や記紀の歌とは違う世界である。直接具体の世界とは次元を異にする境である。」
!
（川村湊『異様の領域』～「東下りのゆくえ／伊勢物語」より）
!
「「身をえうなき物に思ひなし」とはどういうことか。業平の＜東下り＞の一連とも呼ぶべきこの第九段を中心とした前後の段の関連する文を見れば、第七段「むかし、をとこありけり。京にわびて、あづ
まにいきけるに」、第八段「むかし、をとこありけり。京や住み憂かりけむ。あづまの方に行きて住む所もとむとて」、そして第九段を経て第十段「むかし、をとこ、武蔵の国までまどひありきけり」とあ
る。「ありわびて」は単純に「住み辛くて」とか「住むのがいやになって」というほどの意味であろうし、「住み憂かりけむ」はさらに「住みづらく思ったのであろうか」というほどの推量のニュアンスが
こめられる。「まどひありけり」とは「さまよい歩いた」ということである。

　こうした関連する文章を見れば「身をえうなき物に思ひなして」という一文が、物語の平常の叙述とは次元を異にしていることが知れると思う。物語的叙述とは、たとえば（…）第二十一段の一節、「さ
るをいかなる事かありけむ、いさゝかなることにつけて、世の中をうしと思ひて」とか、第百二十四段「むかし、をとこ、いかなりける事を思ひける折にかよめる」とか、徹底して心理を韜晦するところに
その特徴のひとつをあげうる。こうした流儀でゆけば、＜東下り＞も「住み憂かりけむ」とか、「いかなる事かありけむ」としてあづまに下ったほうがむしろ自然であるといえる。この推量の助動詞「けむ」
が果たしている役割は大きい。『伊勢物語』という物語の構築を一点で支えている要の釘というふうにいってもよいであろう。こうした「けむ」の用法を捨てて、「身をえうなき物に思ひなして」と直叙し
た作者の「観念」を問うことが、『伊勢物語』という「物語」から、一篇の「作品」へと私たちを導き出してくれる契機となるであろう。なぜこの第九段では、『伊勢物語』の常套手段であるともいえる「い
かなる事（思ひ）かありけむ」の用法があらわれないのか。それはおそらく、業平の＜東下り＞を意識的なものとしてあらわそうとする作者の「観念」にかかっているに違いない。」




☆mediopos-2108　2020.8.24

■市川裕『ユダヤ人とユダヤ教』（岩波新書1755 2019.1）!
■市川裕『ユダヤ教の精神構造 増補新装版』（東京大学出版会 2020.5）!

かつては外から 
人に働きかけてきた神々が 
やがて内から魂として 
働きはじめたように 
!
一神教的な「神的強制」もまた 
やがては個の「自発的意志」へと 
変容していくのかもしれない 
!
捕囚（カルート）と 
離散（ディアスポラ）による 
故郷喪失によって 
他なる共同体との共存と競争を通じながら 
「持ち運びのできる国家」として 
みずからの共同体を構築してきた 
ユダヤ人とユダヤ教だが 
!
とくに一九世紀頃からは 
その優越性への嫉妬・反感から 
反ユダヤ的な差別や迫害がエスカレートしはじめ 
ナチスによるホロコーストもあり 
やがてイスラエルの建国へとつながっていった 
!
単なる想像にすぎないが 
国家という形を持たないが故に 
深められてきたであろう知恵のありようが 
国家を持ったがゆえに否応なく 
変質してしまう契機となっているのかもしれない 
!
むしろイスラエルという国家から離れて 
みずからの知恵に向き合うユダヤ人たちは 
一神教的な神的強制を内化することで 
個の自発的意志への転換をはかるような 
魂のありようが促進されてゆくのではないか 

つまり預言者的なものへの希求ではなく 
みずからがその示唆する法を 
個として体現し得るような可能性である 
!
それはユダヤ人がというよりも 
ユダヤ人とユダヤ教を越えたかたちでの 
新たな衝動でありまた問いかけとして 
現れてくる可能性を秘めているのではないか 
!
そんなことを想像してみるのだが…



（市川裕『ユダヤ人とユダヤ教』より）
!
「異教の地で暮らす道を余儀なくされて以来、ユダヤの人びとは自分たちの住む土地の社会の様子をしっかりと観察し、身に降りかかる災難への備えに心を砕いてきた。それを怠れば、生き残れなくなるかもしれないからである。よ
く言われることであるが、ユダヤの人びとは自らの弱さを自覚したことで強くなった。厳しい境遇をしたたかに、そしてたくましく生き延びてきた彼等の姿に、私たちの未来を考える際のヒントを見出せるかもしれない。」
!
「ユダヤ人は「捕囚（カルート）」と「離散（ディアスポラ）」という捉え方で、自分たちの境遇を両義的なものとして把握する。これは、世界各地に分かれて生きざるをえなかった自分たちの運命を、片や否定的かつ消極的に、片
や肯定的かつ積極に意味づけて、自分たちの生き方に使命を見出すための概念である。そして、その二つの概念が、土地との結び付きを喪失してもなお、共に生き続けられるユダヤ独自の文化を創造した。捕囚に込められた祖国への
郷愁や欠乏感と、離散に込められた開放感と自由さ、その不安定さ。自分たちの国をもち、異民族との競争と共存をほとんど経験したことのない、われわれ日本人には理解しづらい概念であろう。その概念を理解するための鍵が、
ラビ・ユダヤ教である。これは、私たち日本人が「宗教」として想像する、いわゆる「ユダヤ教」とは似て非なるものである。」
!
「西暦七〇年の第二神殿崩壊を起点とする、その後のユダイズムのことを「ラビ・ユダヤ教」と呼ぶのが一般的である。ラビ・ユダヤ教はいわば「生き残ったユダイズム」である。これは、ラビと総称される律法学者によって構想さ
れ組織化されたユダヤ共同体の思想と実践を指す。」

「ラビ・ユダヤ教成立のひとつの目安となるのが、西暦二〇〇年頃に編纂された「ミシュナ」という口伝律法集の存在である。」

「ユダヤ人は、自分たちの社会が消滅の危機に瀕したとき、社会を存続させるために、生活のすべてを神の法によって統治する方法を模索した。」

「つまり、ミシュナは、ラビたち律法学者によって営まれる「持ち運びのできる国家」に他ならない。世界のどこにいようとも、ミシュナさえあればユダヤ社会は維持できるのである。」

「ミシュナは「繰り返し語られた教え」を意味するヘブライ語であり、元来は、口伝で教えられ伝達されてきた法規範である。そのため、法文は簡潔で記憶に適する様式になっている。ミシュナは「口伝トーラー」という位置づけを
与えられ、神が預言者モーセに口頭で伝えた教えとされた、これに対して、文字によって伝えられた「成文トーラー」が、いわゆるモーセ五書、『創世記』『出エジプト記』『レビ記』『民数記』『申命記』である。日本語訳聖書で
は、トーラーを律法と読んでいる。

　ラビ・ユダヤ教はここに「二重のトーラー」という観念を確立させた。」
!
「近代以前においては、ユダヤ人はひとつの宗教民族共同体として、宗教法的自治社会をしっかりと守り続けた。ハラハーというユダヤ啓示法の権威が、世界観から日常生活までを統制していた。その統制下にいるかぎり、ユダヤ人
は極めて安定した制度内に置かれる。しかし。西欧社会が抽象的な「人間」と世俗的な主権国家とをモデルとした社会構想を現実化させたことで、そこに生きるユダヤ人もまた、新たな社会的現実に則って自らを定義し直さざるをえ
なくなった。」
!
「近代になって、西欧のユダヤ人は伝統的なハラハーの自治共同体をいったん解消し、新たに近代的価値観と制度に合わせて自らを作り替えることになった。その際に、新たな人間観と社会観による二つの有力な定義（観点）が生ま
れた。「宗教としてのユダヤ」と「民族としてのユダヤ」という二つの定義である。」
!
「近代以前のユダヤ人は、国家の保護を当てにできない寄る辺なき存在であった。しかし、西欧で近代国家が建設され、市民権を得たユダヤ人は国家の保護を受けられるようになった。これは僥倖であった。ユダヤ人の大半が歓喜
の声を挙げ、こぞって新国家の社会に同化し、国家に貢献しようと多方面で能力を発揮した。」

「ところが、その目覚ましい活躍が、他の異教徒である国民の嫉妬を誘い、さらには屈辱感を与えることになった。一九世紀以降のヨーロッパでは。いわゆる反ユダヤ主義のもと、社会的差別から始まり、法的差別、物理的迫害、
さらには物理的抹殺へとエスカレートしていった。一度は迎え入れたユダヤ人を、近代国家名は棄民としたのである。

　「反ユダヤ主義」という言葉は、一八七九年にドイツ人によって造語されたもので、直訳すれば「反セム主義」である。（…）反セム主義は、中東出身のセム語系の人種としてのユダヤ人に対する憎悪感情を根幹とするもので、宗
教的な意味合いは薄い。しかも、この憎悪感情には、セム的一神教に対する西欧のコンプレックスが強く作用している。

　一七世紀までの西欧は文明の遅れた弱小地域であり、オスマン帝国をはじめとする中東イスラム文明に劣等意識があった。一八世紀になって世界に覇を唱えるようになり、中東地域を植民化しても、この劣等意識は消えない。一九
世紀にインドのサンスクリット文献が西欧に入ってくると、聖書よりも古い独自の優れた文化があったことを誇りとして、セム的一神教に対するインド−ヨーロッパ語族の優越感が顕著に現れてくる。二〇世紀の後半になっても、イ
エスは仏教徒であり、パウロがその教えをユダヤ化したということを、学術的に証明しようとする書物が出回っていた。西欧諸国にはそれほど根深い一神教コンプレックスが底流している。そのコンプレックスに由来する反ユダヤ主
義が、一九世紀後半に一挙に暴発し、普仏戦争後のフランス、さらには第一次大戦後のドイツを席巻した。民族の屈辱のエネルギーが暴発するのをいかに阻止するか。それは、二一世紀の今日にとっても最大の課題のひとつであ
る。」
!
（市川裕『ユダヤ教の精神構造』～「第九章　聖書解釈の行方」「第一〇章　聖書と現代」より）
!
「ユダヤ教は近代社会の新しい理念と社会変動によって、かつて維持した宗教権威を根底から覆され、聖書の権威は著しく失墜した。近代国民国家による主権の行使によって、かつてのユダヤ人自治は粉砕され、ユダヤ人解放という
歴史的事態が招来された。そればかりか、亀裂は宗教思想の根底にまで達したのである。即ち、神の死の神学が、人格的な唯一神の概念を駆逐し、それに代わって、個人の内面から人を突き動かす衝動や熱情、さらには確固とした意
志の発展が、あたかも神的権威であるかのような宗教意識が支配的になった。これは、既成の宗教的価値を否定するとともに、新しい宗教権威の出現を意味している。現代社会が、この宗教意識の延長線上にあるとすれば、はたして
唯一神の啓示に立脚する聖書の権威は完全に失墜してしまったのだろうか。」

「以下の二つの概念の関係に注目して論を展開したい。それは、「神的強制」と「自発的意志」という一見して対立する概念である。前者は、モーセやエリヤ、イエスやムハンマドなど、唯一神の啓示宗教において「預言者」の範疇
で捉えられる人物に共通する特徴である。彼ら預言者は、「神的強制」の中にあって利己的な欲求を克服し、唯一身の召命を受けるに至ったた類まれな人物である。しかし、預言はある時期以降止んでしまった。ユダヤ教ではハガイ、
ゼカリヤ、マラキで終り、キリスト教ではイエスは預言者以上の者であり、イスラム教においては、唯一神の最後の預言者はムハンマドであるとされる。「神的強制」の世界は、こうして人類から閉ざされてしまった。したがって他
の人々は、預言者の伝える教えに導かれて、神に義とされる人間に至らねばならない。それが、被造物たる人間に課せられた責務であるとされ、それゆえに。人々は啓示として与えられた戒律に服するのである。これは言い換えれば、
克己の道である。

　近代の宗教意識は、これに対立する宗教観を提示した。無限に創造的な個人の高揚したロマン的意志こそが神であるという観念である。これを、ここでは自発的意志の宗教として扱う。これは克己ではなく、その対極にある主観の
肯定であり、まさに自己の無限な世界を信仰する強烈な意志であるがゆえに、主観の神格化でさえある。それゆえ、これは神的強制とは対立する概念として把握されるべきものである。しかし、ときには両者が非常に近似した場合
が生じることがある。」
!
「神的強制の世界は客観の世界である。それはもはや失われたとしよう。主観的意志はあくまで主観の世界だが、それがときには客観に近似するまでに普遍性を獲得する。いかなる場合にそうなり得るのか。あるいは逆に、いかな
る場合に、個人の夢と幻想の世界に過ぎないのだろうか。」
!
「宗教の本来の重要な存在根拠とは、教義と経典と実践行動と通して、客観的な認識に到達できるように人間を教育していくことであって、決して一定の主義に凝り固めたり、ただ一つの型にはめ込むことではない。特定の主義に盲
従することではなく、その主義の正邪を識別する見識を養うことである。」




☆mediopos-2109　2020.8.25

■長谷川櫂編『大岡信『折々のうた』選　俳句（一）』（岩波新書1815　2019.11）!
■長谷川櫂編『大岡信『折々のうた』選　俳句（二）（岩波新書1815　2019.12）!
■水原紫苑編『大岡信『折々のうた』選　短歌（一）』（岩波新書1815　2020.2）!
■水原紫苑編『大岡信『折々のうた』選　短歌（二）』（岩波新書1815　2020.3）!
■蜂飼耳編『大岡信『折々のうた』選　詩と歌謡』（岩波新書1815　2020.4）

このmedioposとphotoposを 
書き始めたときには 
こうして毎日書き綴っていくとは 
まさか思いもよらなかった !
なんとか続けながらしばらく経った頃 
大岡信の『折々のうた』と 
松岡正剛の『千夜千冊』を思い出して 
じぶんがなにを試みようとしているのかに 
あらためて気づいたことがあった !
You Tubeが使えるということもあって 
さまざまな音楽のシリーズ的な紹介も続けているけれど 
それも含めながら 
じぶんを訪れるさまざまをとりあげ 
その都度感じていること考えていることを 
連句のような仕方で 
またジャンルを横断するかたちで 
ポエジー／ポイエーシス的に織り成していくことはできないか 
そんなことを考え始めたらしいのだ !
らしい 
というのは 
じぶんを見ている 
もうひとりの自分らしきものが 
紡いでいるような感覚が強いからだ !
詩のようなものでありながら 
詩ではないことばたち 
書評のようでありながら 
書評ではないことばたち 
写真のようなものでありながら 
ただ訪れてくる光の遊びのようなものたち !
三〇年近く前にＰＣで通信を始めた頃 
さまざまに日々書き綴りはじめたことばを 
「文章のお稽古」と名づけていたけれど 
これはそのような「お稽古」のなかのひとつ 
言葉をかえていれば「折々のお稽古」とでもいえるだろうか 

幸い三日坊主に終わらないでいるので 
できるところまで「お稽古」を続けてみようとは思っているが 
それがどんな模様の織物になっていくのか 
ずっとあとになって振り返ってみると 
見えてくるものもひょっとしたらあるのかもしれない !
大岡信の詩や批評は 
その生前の頃から読んではいたが 
その仕事の大きさはやっと最近になってはじめて 
少しだけではあるものの理解できるようになり 
『折々のうた』という三〇年間という営為の重みも 
ずしりと伝わってくるようになった !
大岡信のように三〇年間は到底無理だろうし 
海のものとも山のものともつかないけれど 
現在足かけ六年 
「折々のお稽古」としての「神秘学ポエジー」が 
一歩先へとじぶんを導いてくれることを祈るばかりだ 



（蜂飼耳編『大岡信『折々のうた』選　詩と歌謡』～「解説----「折々のうた」という宴」より）
!
「「折々のうた」は、大岡信が朝日新聞に連載した詩歌をめぐるコラムだ。古典詩歌から現代詩歌まで、さまざまな詩集、歌集、句集から、さらに翻訳詩なども含めて、幅広い視野のもとに選ばれ、切り取られた詩句の一節が毎
回、掲げられる。そこに、評釈と解説をまじえた文章が、付けられるというよりは掲げられた詩句とある意味で対峙するようなかたちで綴られる。詩歌の魅力をコンパクトに伝える人気コラムだった。

　一九七九（昭和五四）年一月二五日から二〇〇七（平成一九）年三月三一日まで、およそ三〇年間、休養期間を挟みながら計六七六二回にわたって続けられた。この連載回数は、詩歌のコラム欄としては驚異的だ。新聞紙上で
は一回分の字数は一八〇字。岩波新書にまとめられる段階では、当然ことながらレイアウトは新書向けに変更され、一回の字数は二一〇字になた。それに従って多少の修正と加筆が行われた場合もあり、初出とはやや異なる部分
を含みながら成立した内容が岩波新書版だ。

　連載当時は、ある段階から一年分ずつ、一冊にまとめられて刊行された。この新書のシリーズにおいては、『折々のうた』一〇巻及び総索引の別巻と、『新　折々のうた』九巻及び総索引の別巻が刊行された。しかし年月が経
つにつれ品切れとなり、残念ながら入手困難な状態が続いていた。それとともに、「折々のうた」によって築かれた世界が読者から遠ざかっていったことは否定できない。

　だが、大岡信の没後、その仕事が再び注目され、読み直されることとなった。（･･･）その一連の流れの中でこの度、まったく新たな方針のもとに『折々のうた』選（全五巻）が刊行される運びとなった。俳句が二巻、短歌が
二巻、そこに詩と歌謡からなる一巻を加えた全五巻という構成だ。

　本書は、その五巻目にあたる。詩と歌謡を収録する。「折々のうた」の世界をもう一度読者の手に、というこの企画は、いま「折々のうた」を刊行し直すならばどういう方向性が可能なのか、さまざまに検討した結果、たどり
着いた一つの方法だ。」
!
「　　　日本の詩の歴史を、短歌、俳句、近代以降の詩という三つの分野について見るだけで足れりとしがちな世の「常識」を、私は大いに疑問とする。そういう「常識」がいかに貧寒で、自らを卑しめるものでもあるかについ
て、及ばずながら語りたいと思う。その上で私自身は、私の「現代詩」をこれからも書いていくつもりである。
!
　注意して読もう。あることに気づく。著者は「折々のうた」の連載を進めながら自分の「現代詩」を書いていくつもりだと、ここに宣言しているのだ。自分の詩を書くこと、つまりその歩み方について、「折々のうた」の向こ
うに、思い描いている。別の言い方をすれば、「折々のうた」を考えることが同時に自分の詩を考えることにもなっている。詩の書き手である以上、何をするにせよ、最終的にはそれらすべてが詩へ戻っていく、というのは自然
な動きだろう。

　詩から始まり詩に終わる、という構図だが。大岡信はそれをたびたび自分自身に確認しているように見える。

　古典詩歌について批評を書くたびに、それを書いたことによっていかなる変化が自分の詩にもたらされるのかを、地図上の地点を確かめるように、確認しているようだ。批評を多く執筆し、それとともに試作品の執筆がある、
というスタイルが大岡信においては長年貫かれたが、いうまでもなく、批評の執筆と試作品の執筆には往還と呼ぶべき関係があり、それは他の書き手には真似のできないスタイルだった。

　極端な見方をするなら、「折々のうた」は全体として大岡信の詩だ、ということが可能ではないかとさえ思う。このように思ってしまうことが妥当かどうか、迷いながらも、そんな思いが去来する。「折々のうた」について、
同じ新書の「あとがき」の中で、「言葉の織物」という表現が使われている。
!
　　　そこにでき上がる言葉の織物が、日本語で書かれた詩というものの全容を思いみる上で、ひとつの見本帖のごときものになり得ていたらどんなにいいだろう。
!
　さらに、たとえば『新　折々のうた　総索引』（二〇〇七）に収録された講演「〝折々のうた〟と連句の骨法」では、このタイトルからも一目瞭然だが、連句のイメージが述べられている。「実際に句を作ることと、すでにあ
る歌を選ぶということの違いはありますが。やり方は連句のでき上がっていく過程と似かよっていると思います」。詩句が連なっていくとき、その連句なりの奥から見えてくるものがある。言葉の共鳴から生まれる場への反応が、
このように記される。」
!
「「日本詩歌」の姿を「わけても若い人々に語りたい」と、連載開始から一年経った時点で記す大岡信の「折々のうた」。この膨大な仕事と、いま、どのように向き合えるだろうか。」




☆mediopos-2110　2020.8.26

■ヨースト・カイザー（海野桂訳）!
『レオナルド・パラドックス／ダ・ヴィンチノートから見える言葉とイメージの交わり』!
（ビジネス教育出版社 2020.3）

音楽は時間芸術だといわれるが 
言葉を使った詩や文学もまた 
時間の流れとともに表現される !
絵画であっても必ずしもすべてを 
同時に観ることができるとはいえないが 
写真もまたそうであるように 
それが深き表現を伴うときには 
その画像のなかには時間が重層されている !
とはいえ 
ひとつの音のなかにもまた 
響きがかぎりなく重層され 
無限が奏でられている 
そんな音のことが夢想されたりもする !
詩にもまた 
そんな時間が重要されているような 
そんな言葉と響きが 
存在しないとはいえないだろう !
ひとつの音 
ひとつの言葉のなかに 
さまざまなプロセスが 
重層的に内在させられている 
そんな曼荼羅のようなかたちと響きのイマージュ !
おそらくどんなありようも 
初めはすべてのプロセスを含んだ 
ひとつの種のようなものから 
展開されていくのではないだろうか !
その種を展開させていくためには 
時間という継起的な姿を必要とするのだが 
初めはひとつの種なのだ 
すべてはそうした種からはじまる 

その種を観る力を 
直観と呼ぶこともできるのかもしれないが 
ひとつの種がたしかに生まれ蒔かれたとき 
それはひとつの詩になり音楽になり絵画になってゆく !
それらがただ事後的に 
作られただけのものにすぎないのか 
僥倖のように訪れた種から 
たしかに育っていったものなのか 
その違いを見定めることのできる力を持ちたいものだ



（第四章 時を越えて　絵画における時間「２ 描かれた時間／絵画が織りなす過去、現在、未来」より）

!
「複数の時間をひとつの画面に表す絵画の手法を、レオナルドは「和声的（ハーモニック）な調和」と呼んだ。絵画のもつ時間の特質を「複数の異なる声部が、同時に響きあう」多声音
楽であるポリフォニーになぞらえたうえで、さらに詩と対比させた。詩の朗読は時間をかけて行われ、言葉はひとつずつ発せられる。したがって、詩に耳を傾けるには、人は記憶力を保
つ必要があるとレオナルドは考えた。語られる言葉は儚く、その声は発せられたとたんに消えてしまう。そのため詩の意味を理解するには、既に語られた言葉を記憶すると同時に朗読者
が発する次の言葉を聞き取らなければならない。一語ずつ断片的に耳に届けられる詩について、レオナルドは、次のように説く。

　詩は「ひとつのことから次のことへと順を追って続いていく。前の言葉が終わらないと次が現れない」。視覚的な世界になぞらえるならば、詩とは、断片化された顔のようなものだ。
「顔を部分ごとに見せては、そこをまた隠すという繰り返しのようだ」。それに対して、絵画はすべてを同時に見せる。

　続けてレオナルドは音楽とも対比する。詩に耳を傾けるという行為は、個々の音をそれぞれの瞬間ごとに聴いているに等しい。その際、一つ一つの音は記憶に留まらないので、詩が絵
画のようにハーモニーを得るのは不可能である。それに比して絵画の画は、音楽のポリフォニーよりも、ハーモニーを生むことに長けていると、レオナルドは述べている。音楽の音色が響
くのはわずかな時間に過ぎないが、絵画の調和は永遠だと信じていた。絵画は常に息づいており、いつまでも響きあう。

　しかも、音楽を体験するためには、演奏してもらう必要があるが、絵画は既にそこにある。さらに絵画であれば、現実には失われ死に絶えたものの姿をありありと留めることもできる。
時は命ある万物の美を損ねていくが、絵画は永遠に「絶えることなく生き長らえる」とレオナルドは記している。それゆえ絵画の務めは、自然の姿を画面に遺すことだと考えたのであろ
う。絵画は地上の時間を超越する。

　こうした絵画の恒久性は、人間の時間の認識にも影響を与えると、レオナルドは考えていた。あらゆるものを目に見えるかたちで記録する絵画は、家族や友人の面影をそのまま留める
ことはできるからである。例えば、遠く離れた愛する人を身近に感じさせる力を絵画は少なからず宿していると、レオナルドは述べる。絵画を見るとき、時間の壁は崩れ去る。絵の中の
愛する人と向きあうならば、その肖像画の人物とともにいるように感じられ、それは既にその人が逝って久しいと知っていても変わりはしない。優れた絵画においては、かつての時間と
今現在のあいだにもはや隔たりはなく、描いている時間、描かれた時間、観賞する時間のあいだにも境界はない。すべての時間が重層的に一体となり、今ここにある体験として観る者の
前に展開する。この点についてレオナルドは、絵画は記憶に似る、すなわち失われゆく記憶を今という時間に呼び戻す力が絵画には備わっていると述べる。時の流れを遡り「遠い過去を
現在に甦らせる」絵画は、心に響く追憶に他ならない。」




☆mediopos-2111　2020.8.27

■寺田寅彦『ピタゴラスと豆』!
　（角川ソフィア文庫 令和2年8月）

寺田寅彦の言うように 
必要なときに 
必要な捜しものをするときには 
ほんの些細なことでも 
その捜しものはなかなか見つからないものだ !
きっかけになりそうなことを捜そうとしても 
書店や図書館に並んでいるのはほとんど 
同じようなことが書かれているものばかりで 
どの本をひらいても 
「ヨーヨーのようなものである」 
ほんとうに知りたいことが見つかるのは稀だ !
「ヨーヨーのような」 
ほとんどコピーされたような知識を得て 
なにかを知ったまたは考えたと思いこむと 
その錯覚の世界のなかに囚われて出られなくなる !
「結局自分に入用なものは、品物でも知識でも、 
自分で骨折って掘出すよりほかに途はない」のだ 
どんなに単純なことでもそれはたしかな養分になる !
本に読まされてはいけないのだ 
ネットに使われてはいけないように !
本を読むときも 
ネットを使うときにも 
ほんとうに必要なのは 
そこに書かれていないことだ !
新聞などを読むときにも 
いちばん大事なのは 
まさにそこで（多くの場合意図的に） 
隠されていることなのだ 
新聞はバイアスがかなり強いので 
そのバイアスを信じ込んでしまうと 
ほとんど創造的思考のできない人間になってしまう 

本やネットで得る知識や見識は 
その鏡に照らすことで 
そこに書かれてないことを知り 
そこからじぶんで考えはじめる 
きっかけでなければならない !
知識を得るための 
基本的なリテラシーは不可欠だが 
そのリテラシーにもさまざまな段階がある 
書いてあることをある程度理解するのも 
ある程度訓練しなければむずかしいけれど 
それよりも飛躍的にむずかしいのは 
その知識では得られないものを得ることだ !
ほんとうのリテラシーは 
書かれてあることを超えて 
はじめて得られるものを加えられるかどうか 
それにかかっている !
偉い先生が偉そうなことを書いているのを 
後生大事に信じ込むことは 
リテラシーではなくアホラシーだけである 



（「錯覚数題」より）
!
「捜さない時には、邪魔なほどに眼の前にころがっているものが、いざ入用となって捜すときはなかなか見つからない。こういう気のする人は少なくないであろう。

　そういう特別な場合の記憶だけが残存蓄積するせいもあろう。捜してすぐにあった場合は忘れるからであろう。

　しかし、また、実際、特別緊急な捜しものをする場合には、心にこだわりがあって、自由な観察と認識の能力が幾分減退しているためも慥に幾分かあはあるらしい。

　これとはまた少し趣のちがった「捜すものは無い」場合がある。

　大きな書店の陳列棚を素見（ひやか）していると、実にたくさんの本がある。俳句の本、山登りの本、唯物論的弁証法の本、ゴルフの本、なんでも無いものはないように見える。ところが、何かしら
ある些細な題目についてやや確実詳細な具体的知識を得たいと思って参考書を捜すとなってみると、さて、なかなか容易に自分の要求に適応する本は見つからないものである。」
!
「以前に「鳥類の嗅覚」に関する詳しい記事のありそうな本を捜していた時に、某書店の店員が親切にカタログを漁ってともかくも役に立ちそうな五，六冊の書名を見つけてくれて、「海外注文」を出
してもらったが、一年以上たってもただ一冊手に入っただけで、残りものは梨の礫である。

　このごろでは「夜光虫のクチナルカ」その他の発光動物に関するものを捜しているが、纏まった手ごろな本はまだ見つからない。おかしいことには自身の捜さないのではすぶん特殊な狭い題目の本が
あり過ぎるほどあるような気がするのである。

　同じことを書いた本が幾種類もあるより、まだ本になっていないことを書いた本が一つでも多く出た方が読者には便利であるが、著者ならびに出版社にとっては、やはり類型主義の方が便利であると
見える。書物でも、やはりヨーヨーのようなものである。」
!
「些細な知識を求めるのえも容易なことではない。いやむしろ些細なことだからむつかしいのかもしれない。

　学問の方でも当世流行の問題に関する知識を求めようとする場合は参考書でも論文でもあり過ぎて困る。しかしそういう本や論文を読んだだけで、自分の疑問のすべてが解かれるためしはほとんどな
い。くすぐったり所になると、どの本を見てもやっぱり、くすぐったい。分かりきったことは、どの本を見ても明瞭である。

　実験的研究に関する書物や論文を読んでも記載を読んだだけで、そのとおりやってもできないことはよくある。肝心の要訣がぼかしてある場合が多いのは著者の故意か不親切か独り合点か分からない。
芸術家も同様に科学者も自分のしていることの妙所を認識できないためかもしれない。

　結局自分に入用なものは、品物でも知識でも、自分で骨折って掘出すよりほかに途はない。本屋にあまりたくさんいろいろな本があるので、ついつい欺されて本さえ見れば学者になれるというような
錯覚に囚われるのである。」




☆mediopos-2112　2020.8.28

■若松英輔『霧の彼方　須賀敦子』（集英社 2020.6）

辺境にて 
呼ばわることさえできずにいる 
そんな弱き者とともにこそ 
イエスは友としてある 
!
カトリックという言葉は 
矛盾とともにある 
そこでは異端が排されるからである 
!
ひとは 
みずからの内なる神と 
向き合おうとするとき 
ひとりでいる 
!
ひとりでいるとき 
ひとは異端であるほかはない 
異端であることによって 
はじめて 
イエスは友としてあるのではないか 
!
プロテスタントという言葉もまた 
矛盾ととともにある 
正統に対してプロテストすることは 
その対極にあるにすぎなくなる 
プロテスする者たちであることもまた 
ひとりでいることを妨げるのだ 
!
正統やその対極とは 
位相を異にしたところに 
ひとりである異端としてあること 
そのことこそが祈りなのかもしれない 

ひとり異端である者どうしが集うことで 
共同体が可能となればいいのだが 
現実の共同体もまた 
異端を排することでしか成立はし難い 
そこにもまた大いなる矛盾が生まれてしまう 
!
ゆえにこそ 
「時空を越えた共時的共同体」を 
ひとり求めることこそが 
内なる神の声を聞くためには 
必要となるのかもしれない 
!
そして神の声といってもそれは 
神であることさえ求めない 
真の友としての深き声なのだ 



（「第一章　書かれなかった言葉」より）
!
「須賀は同時代のカトリック教会の本流にいたのではない。むしろ、辺境にいた。」
!
「祈りは、人から神にささげられるだけではない。むしろ、神が人のうちに生き、私たちのために祈っていることを発見すること、それが須賀敦子の感じていた信仰の営みだった。祈りとは、自らの想いを神に届けようとするの
ではなく、内なる神の声を聞くことであると彼女は感じていた。」
!
「多くの革命がそうであるように、カトリック教会でも出来事は辺境から起こった。それはまず、一九五八年に周囲の予想に反してアンジェロ・ジュゼッペ・ロンカッリ（一八八一から一九六三）が教皇に選出されたことから始
まった。ヨハネ二十三世の誕生である。」

「それまでのカトリック教会は、規模においても世界最大であることもあって、自らの正統性を主張するあまり、他の宗教を激しく批判することも辞さなかった。ヨハネ二十三世は、まったく異なる道を行った。イエスの言葉を
教会の内側だけでなく、外へも届けようとした。教会は、その外側にいてイエスの言葉を必要とする者との架け橋にならなくてはならない、と考えた。第二バチカン公会議に象徴される他の宗教との対話へと大きく舵を切ったの
である。この潮流の渦中、それも渦の中心に近いところで活動していたのがコルシア書店の仲間たちだった。」
!
「コルシア書店の人々は声高に神の名を叫ぶ人々の近くにいたのではない。むしろ、苦しみのなかにありながらも、神に助けを乞うのをためらうような者たちに寄り添った。力なき者、社会で居場所を失った者、祈ることを忘れ
た者たちが書店に集まってきた。

「神は知恵のある者を恥じ入らせるために、この世で愚かとみなされているものを選び出し、また、神は強い者を恥じ入らせるために、この世で弱いとみなされているものを選び出」したとパウロは『新約聖書』の「コリントの
人々への第一の手紙」（フランシスコ会聖書研究所訳注）に書いているが、これはそのままコルシア書店の実践理念だったのである。

　須賀敦子の作品は信仰世界を外側から書いたものではない。内から、外へ、どこまでも広く開かれようとして書かれたものだった。」
!
（「第二十四章　見えない靴、見えない道」より）
!
「次に引く文章にある「ゼノン」は、ユルスナールの小説の主人公、彼女は『黒の過程』において、外的世界に季節があるように、人間の「たましい」の世界にも季節の移り変わりがあることを、そしてキリスト教とその異端の
相克を描き出した。

　誰の人生にも歩かなくてはならない三つの時代がある。それを須賀は肉体の時代、精神のそれ、そして「たまいしの季節」であるという。
!
　　　精神、肉体、たましいというユルスナールがランボーの『地獄の季節』から受けつぎ、彼女が「黄金のトリロジー」と名づけた三つの要素は、登場人物だけでなく、『黒の過程』の構成そのものをも支えている。第一部の
「街頭」では、ゼノンの遍歴が語られ、教会にむかっての苦々しい批判が低温で流される。それはまら同時に、ゼノンの精神の働きが若葉に萌えたつ五月の樹木のよういに、もっともめざましかった肉体の時代でもあった。第二
部ではブリュージュに帰った彼は、修道院長の庇護をうけ、医師として慕われるのだが、旅を続ける自由はもうない。旅の自由は失ったが、ゼノンは、人々に必要とされるようになったじぶんを発見し、知らぬまに迎えていた、
＜たましいの季節＞に驚かずにいられない。（「死んだ子供の肖像」『ユルスナールの靴』）
!
　この一節は、さまざまな意味領域に私たちを導く、作家須賀敦子の秘密にふれる糸口となるものである。「トリロジー」はもともと、父と子の聖霊が三つのペルソナを持ちながらも一なるものである、という三位一体を指す術
語である。ペルソナはもともと「仮面」を示す言葉だが、ここで「三つのペルソナ」というときは、単に三つの側面がある、というだけでなく、まったく様相のことなる三つのものが同時に存在する、という神秘を意味する。ユ
ルスナールはその公理は、肉体、精神、「たましい」においても適合するというのである。

　肉体の時代は同時に若さの時代でもある。精神の力不足を肉体が補う。だが、年を重ねると、自分のためだけでなく、共に生きる他者との生活のために肉体のみならず、精神の力をより強く発揮せねばならなくなる。そうして
いるうちに老いの季節を迎え、その人固有の「たましい」の問いにひとり静かに直面することになる。他者に助力を仰ぐことはできる。しかし、根源的な意味においては「ひとり」で、自分とは何かという問いに向き合わなくて
はならない。肉体、精神、「たましい」の時節は、階梯的に存在しているともいえるが、三位一体のようにひとつの場所の深まりであるともいえる。」
!
「『ユルスナールの靴』は、異端の書だ。彼女が信じるイエスは、時代の異端者たれと教えるという異端者の信仰告白と呼ぶべき一書だ。先に引いた一節のあとに須賀はこう続けている。
!
　　　（求道がないところに異端がないのは当然かもしれないが、精神の働きのないところにも異端は育ちえないという事実を、私たちはあまりにもなおざりにしてきたのではなかったか。異端は、管理者が生産するものではな
くて、精神の労働者が生みだすものだから、精神の、あるいは知の領域を、私たちがどれだけないがしろにしてきたか、ゼノンの物語はとりわけ考えさせる）」
!
「　　　　二七年、ユルスナールは、その頃調べていたフロベールの書簡集にこんな文章を見つけて深く感動する。

　「神々はもはや無く、キリストは未だ出現せず、人間がひとり立っていた、またとない時間が、キケロからマルクス・アウレリウスまで、存在した」

　これを読んで彼女は考える。その時代には人間が「ひとり」で立っていたから、すべてに繋がっていた」と。ハドリアヌス帝は、この時代を負うものとして、描かれなければならない。（「皇帝のあとを追って」『ユルスナー
ルの靴』）
!
　「ひとりで立っていたから、すべてに繋がってい」られる、それを実現する者こそ、名無き神にほかならないことは、フローベールもユルスナールも須賀も分かっている。名無き神を探さなくてはならないのは、今を生きる私
たちの問題でもある。

　他者と真につながるためには、人は「ひとり」にならなくてはならない。須賀の言葉でいえば「孤独」を受け入れなくてはならない。『ユルスナールの靴』は、「孤独」の深まりの先に、時空を越えた共時的共同体と呼ぶべき
ものを発見しようとする挑みでもあったのである。」




☆mediopos-2113　2020.8.29

■シモーヌ・ヴェイユ（今村純子訳）『神を待ちのぞむ』!
　（須賀敦子の本棚８　池澤夏樹監修　河出書房新社　2020.8）

ヴェイユの残した言葉ほど 
心騒ぐことは少ない !
ヴェイユはどうしようもなく不器用で 
どうしようもなく真剣そのものだからだ 
そしてそこには中途半端さの欠片もない !
神を待ちのぞみながら 
キリスト教徒にはならないというように 
キリスト・イエスを求めるにもかかわらず 
常にその不在の位置に自らを置きながら 
それゆえにこそ逆説的なまでに 
その言葉は胸に深く響いてやまない !
キリスト・イエスへの接近と不在を 
仏教とキリスト教との対比のなかでとらえてみることで 
「神を待ちのぞむ」という 
ヴェイユのありようを見てみることもできる !
霊性の認識という意味でいえば 
仏教的なさまざまを渉猟し 
実践していくことほど豊かなものはないだろうが 
それはかならずしも胸の深みには届きにくい !
それに対してイエスのことばのひとかけらは 
認識を超えて胸の深みを 
ゆりうごかすことが多いのはなぜだろうか !
シュタイナーの言葉をかりるならば 
仏陀は愛の教えを説いたが 
キリスト・イエスは愛を生きた 
ということになる !
『前キリスト教的直観』という 
晩年の思索がまとめられた著書があるように 
ヴェイユは古代秘儀を背景に持つ神秘学的な思索と 
ほんらいのキリスト教的な愛とのあいだで 
常にゆれ続けていたようにみえる 

そのゆれ故に 
キリスト教をどこまでも理解しようとしながらも 
「キリスト教徒」という 
キリスト教の中に入らないことを選んだともいえる 
そしてその不器用さこそが二重の意味で 
わたしたちの心を騒がせることになる !
労働の中に入りながらも 
実際には労働の中にも入れないでもがく 
矛盾のなかに身を置くヴェイユ 
それもまたそのストイックなまでの不器用さだ !
待ちのぞみながら 
みずからが選んだ神の不在の位置で 
みずからをストイックに燃焼させたヴェイユ !
組織や団体や宗教や 
そうした中に入って安心を得ようとするよりも 
あえてそれらの境界の前で 
偶像ではなくほんらいのものを 
その不在のままに 
神に呼ばれるまで真摯に待ちのぞむ 
そんなヴェイユの言葉を前にすると 
どこまでも心騒がないわけにはいかないのだ 



（今村純子「訳者あとがき」より）
!
「「「ユダヤ人が教会のそとにあるかぎり、じぶんはキリスト教徒にはならない」という、ヴェイユの信条に、息もできないほど感動していた時代があった」（「世界をよこにつなげる思想」『本に読まれて』）という須賀敦子
の言葉は、文字通りの意味では誤読である。ペラン神父が序文で的確に述べているように、ヴェイユは自分がユダヤ人であるからユダヤ人問題に無関心なのであり、同様に、自分が女性であるからフェミニズムに無関心なのであ
る。この逆説は、深くヴェイユのテクストに分け入ってゆくと見えてくる事実である。そして、本書所収の六通の手紙をもってヴェイユが示しているのは、「キリスト教徒にはならない」という意志的な克己ではなく、「キリス
ト教徒にはなりたくない」という溢れ出る切望である。これは、言葉としては些細なことであるように思われるかもしれないが、「畑を耕す」意志ではなく、「光を受けてはじめてエネルギーを出す葉緑素」に比せられる欲望に
貫かれて生きる姿勢は、シモーヌ・ヴェイユを読む際にけっして見誤ってはならない一点である。だがそれにもかかわらず、まさしくこのエッセイ「世界をよこにつなげる思想」が醸し出す空気のように、須賀敦子とシモーヌ・
ヴェイユとのあいだには深い親近性が見られる。それは、なによりも、「物質を見つめる眼差し」に極まるであろう。須賀敦子の文体には、「どうにも取り返せないもの」、「どうにも手が届かないもの」への想いが貼り付いて
いる。それらは、当時はあまり気に留めていなかったものであり、現在では不在であるからこそかけがえのないものである。

　たとえば、夫の背広の襟であったり、たとえば、アンゲロプロスの映画のワン・シーンであったりする。愛する人を失って二〇年という年月を経て、生者と死者との無限に隔たれた距離において、須賀敦子は、何かを見るたび
に、何かに触れるたびに、愛する不在の人を自分のすぐ傍に感じていたに違いない。その衝動そのものが表現の欲求をもっていたからこそ、須賀敦子において、須賀敦子を超えて、あれら数々の珠玉の言葉が生み出されたのであ
ろう。」
!
（池澤夏樹『解説、あるいは教会の敷居に立って』より）
!
「この「須賀敦子の本棚」というシリーズはその名のとおり、須賀敦子に縁の深い文学作品を集めたものだが、その中でのこの一冊は別格であるように思われる。」
!
「ヴェイユの信仰について、なぜ洗礼を受けなかったのかという大きな問題がある。

　須賀敦子の場合、家系はクリスチャンではない。彼女は聖心女子学院に通ってカトリック信仰に触れ、十八歳の時に自分で選んで洗礼を受けた。ヴェイユはその余年ほど前に三十四歳で亡くなっており、彼女の存在を世に知ら
しめることになった『重力と恩寵』がフランスで刊行されたのが須賀の受洗の年のことだ。二人の年齢差は二十年。

　ヴェイユはユダヤ人として生まれて、短い人生の後期になったカトリックに近づいた。しかしその理解の深さは独学の神学者と呼んでもいいほどだ。この本でいえば「主の祈り」を解釈している文章は信仰に論理を通そうとい
う神学の姿勢としか思えない。」

「平名に見えても問えば問えるのだ。「天にいますわたしたちの＜父＞と」だけでも、なぜ神は父と呼ばれるのか、なぜ天に居るのか、自動的に唱えて済ませるわけにはいかない。この問いかけ、根問い葉問いの姿勢が神学とい
う知性の働きである。

　その一方で彼女はある時から毎朝「主の祈り」をギリシア語で暗唱していたと「精神的自叙伝」に書いている。義務として課したという以上にともかく好きだったのだろう。ストイックな彼女にしては人間らしい一面のように
思われるのだが。」
!
「一つの思想が人間の役に立つものであるためには、それは普遍的でなければならない。ある種の人々を排除して残りだけを救うという欺瞞に陥ってはならない。ヴェイユの洗礼の場合、ある種の人々とはユダヤ人である。須賀
敦子は「ユダヤ人が教会のそとにあるかぎり、じぶんはキリスト教徒にはならない」という、ヴェイユの信条に、息もできないほど感動していた時代があった」と振り返って言っている。

　普遍を前提とするなら、「この世界の問題に対して最善の態度をとる」ために万民にものを考える時間が与えられなければならない。それを確かめるためにヴェイユは未熟練工として工場で一個いくらの賃仕事を体験して、も
のを考える余裕がないことを知った。労働者の解放を標語にしたレーニンもスターリンも工員の生活を知らなかった。現代の政治家の大半もそうだろう。単純な体験主義ではない。労働は社会というものの基礎であり、その積み
上げの上に人々は生きているのだ。

　洗礼についても同じことが言えないか。一人の信徒として教会に入ってしまえばそうでない人々との間に隔たりができる。だからヴェイユは教会の敷居に立って人々を呼び集める鐘の役割を果たすと言った。そして自分は中に
は入らなかった。

　洗礼の件は神が決めてくれると思ったのかもしれない。Ｕボートが出没する危険が大西洋を渡る舟に乗る時、「海は、美しい洗礼盤になると思いませんか」、と言ったのはそういう覚悟だろう。

　思想において普遍的であること。思い出せばカトリックという言葉の原義は「普遍」である。それがどこまで実現しているのかはともかく。」
!
「なぜ「神を待ちのぞむ」なのか。

　「精神的自叙伝」でヴェイユは手紙の相手であるペラン神父に、あなたは私とキリスト教を媒介はしなかったと言う。それは人間にできることではない。自分は「キリスト教の息吹のうちに生まれ、育ち、つねに留まっていた」
けれど、「神を探し求めたことは一度もない」。自ら求めるものではなく、誰かに仲介されるものでもないとすれば、あとは召命を待つしかない。

　もう三十年近い昔、フィリピンのセブ島のカトリック系の高校で講演をしたことがある。そこの校長はもちろん神父だったが、フィリピンでいちばん異端に近くて疎まれていると笑って言うような人だった。講演で自分が何を
話したかはまるで覚えていないのだが、終わって質問の時間になった時、真っ先に校長が手を挙げてぼくに問うた−−−−「あなたはそれほどキリスト教のことがわかっているのになぜキリスト教徒にならないのか？」

「神からまだお呼びがないから」とぼくは答えた。

　今になるとあの答えは傲慢だったのかとも思う。謙虚に神を慕って一刻も早く教会の敷居を跨ぐべきなのかもしれない。しかしやはり神は待ちのぞむべきなのではないか。

　医学者であり、合理的思考を貫いた人であった加藤周一が最晩年にカトリックに入信していたことに人は驚いた。彼は「母も妹もカトリックとして帰天したから、自分もそのそばへ行きたいと思った」と言ったと伝えられる。

　召命とはそういうことなのか。

　須賀さんとこういうことを話してみたいと思うが、それは叶わない願いだ。」




☆mediopos-2114　2020.8.30

■ショーン・タン（岸本佐知子訳） 
　『内なる町から来た話』（河出書房新社 2020.8）!
■『ショーン・タン　どこでもないどこかへ』!
 　展覧会「ショーン・タンの世界展　どこでもないどこかへ」!
　公式図書兼書籍（求龍道 2019.5）!

不思議でしかもなぜか懐かしくもある 
ショーン・タンの物語世界は 
「どこでもないどこか」だけれど !
その「どこでもないどこか」は 
わたしたちのなかにある 
「どこか」につながっている !
そしてそのつながった「どこか」で 
わたしたちのなかにある 
ショーン・タンがまだ語っていない物語が 
私たちのなかで語られはじめる !
２０１８年に刊行された新作 
『内なる町から来た話』がやっと先日邦訳刊行された !
今回の新作は前作の『遠い町から来た話』の姉妹編で 
前作が郊外を舞台としたものであったのに対して 
新作は都市を舞台に動物をモチーフにした現代の寓話で
ある !
おそらくこれまでのショーン・タンの作品のなかでは 
今作はもっとも文章の量が多いのだが 
描かれている絵の生々しいタッチがその文章と呼応しな
がら 
「どこでもないどこか」が全体としてにみごとに構成さ
れている !
２５話の物語はどれも荒唐無稽ではあるのだが 
その物語とつながったあとでは 
それらの物語はわたしたちのなかで 
不思議なリアリティをもって生きはじめる 
わたしたちのなかにある 
「どこか」につながりはじめるのだ 

ショーン・タンの作品の魔術はまさにそこにある 
どんな物語もそこに入りこむことさえでいれば 
ある程度はわたしたちのなかの「どこか」に 
つながってゆくわけだが 
その絵の不思議な魔術がそれを増幅させるのだ 
そしてまだ語られてない物語が 
そのまだ描かれていない絵もふくめて 
わたしたちのなかに語られはじめることになる !
それは村上春樹の語る 
井戸の底に下りていき 
そして壁ぬけをする話にも似ているのかもしれない !
壁ぬけをしたあと人はどこへゆくのか 
たとえそこから日常に戻っていくとしても 
その日常はかつての日常ではもはやないだろう 
けれどそこは異界だともいえない !
内と外とがメビウスの環のようにつながった 
「どこでもないどこか」でもあり 
また「どこにでもあるはずのどこか」でもあるのだ 
ある意味では禅の十牛図の最初と最後が 
つながっているようなものだともいえるかもしれない !
ショーン・タンの今回の作品は 
そうした最初の境域を超えさせてくれる 
そして岸本佐知子の邦訳もまた素晴らしい 



（『ショーン・タン　どこでもないどこかへ』～「第６章　内なる町から来た話」より）
!
「この短編集は『遠い町から来た話』の姉妹編である。前作の舞台が郊外であったのに対して、本作では都市を舞台に25の動物をモチーフにした現代の寓話が収められている。例えば、クマが１万年に及ぶ膨大な訴状とともに法
廷で人間を訴える物語など、人間中心主義を曲単位推し進めた社会への警鐘も感じ取れる。しかし、タンは単純に教訓を導き出すことを目的とはせず、物語と絵に夢のように謎めいたイメージを残している。また、これまで彼の
作品に出てきたイメージに重ねて描いた物語もある。例えばムーンフィッシュの物語は、『夏のルール』で給水塔のうえで空を泳ぐ魚を網で採っていた男の子たちの姿と重なるし、『遠い国から来た話』の「壊れたおもちゃ」に
出てくるミセス・カタヤマが再登場する物語もある。

　25の物語の文章には長短があり、全体でひとつのリズムがつくられている。間に入る見開きの絵は、大幅なデジタル修正を行わず。原画の物質感がそのまま生かされている。原画はいずれも油彩でサイズは100×150cmと大き
い。自然な腕のストロークを生かした豊かな筆致の絵は、タンがあたためてきた「もうひとつの世界」をひとまわり大きなスケールで伝えている。」
!
（『ショーン・タン　どこでもないどこかへ』～原島恵「ショーン・タンのまだ語られていない物語をめざして」より）
!
「最新作『内なる町から来た話』は『遠い町から来た話』と対になる作品だ。前者は都市、後者は郊外を舞台にしたアンソロジーである。人工物と自然、都市と郊外、中心と周縁、ウチとソト、これらの帰属意識と深く結びつい
たテーマはこのふたつの作品世界を通して深められている。都市のなかの動物をモチーフにした20篇の物語からなる最新作には、タンの自然への畏怖や動物への尊厳への洞察が色濃く感じられる。しかし、それは教訓的な一方向
のメッセージや、単純な二項対立に還元されるものではない。この作品では、文章の長短、連続して展開する絵と１枚の絵が見事に構成され、組曲のように物語と物語が響きあい、リズムが生まれ、全体でひとつの世界が形成さ
れている。町を覆いつくす夥しい数の蝶、空を泳ぐ魚、弁護士とともに法廷に向かうクマ、部屋いっぱいの大きさのオウムなど白昼夢のような鮮やかなイメージと圧倒的な不可解さがこれまでにないスケールで迫ってくる。

　この本におさめられたタンの豊かな技量を示す油彩は、１枚の絵としても見応えがある。これらの絵のなかには、他の作家の文学作品のモチーフや、インターネットで画像検索をして見つけた写真を下敷きに構想したものもあ
るという。タンは、インスピレーションとは、挑戦を求めて注意深く調査することから生まれるものだという。また、創造性とは、発見したものと戯れて、ひとつのアイデアを別のものに置き換えたり、くっつけたり離したりす
ることでもあるとも。物語のつくり手として培われたこの考えには、超越的な創造者ではなく、私たち受け手とともに物語をつむぎ、貪欲に新鮮な驚きを求め、共有する者としてしなやかな姿勢が表れている。

　これまで見てきたようにタンの作品は絵とテクストの分量やその関係が作品ごとに異なり、便宜上、絵本やグラフィック・ノベル、挿し絵入りの短編集などに分類される。しかし、タンは対象を限定して表現を変えているわけ
ではない。彼は、どの作品もそれぞれの理解に応じて楽しめばよいという。タンの作品を通して、絵とことばを結んだり、ほどいたりして物語を編むレッスンを積んできた者にとって、繰り返し彼の本を開き、書かれていないこ
とばを絵のなかに、絵に描かれていないイメージをことばのなかに捜す楽しさはつきることがない。そこにはまだ語られていない物語が数多く胚胎しているのだ。」
!
（『ショーン・タン　どこでもないどこかへ』～特別収録「ショーン・タン　インタビュー」より）
!
「読者のなかで、アーティストの方々やアートを志す皆さんがいれば、ひとつ覚えてほしいことがあります。それは想像することと制作することへの喜びです。前向きでいて、他人の意見やスタイルに悩んだりせず、自分自身が一
番楽しめることに目を向けてく下さい。僕自身これまで様々な目的のために様々な手法で制作してきました。目的とは商業目的なこともあれば、個人的な目的でもありました。けれど僕が毎回驚かされることは、自分にとっても
他人にとっても最良の作品というのは、実は一番奇妙で、個人的で、変わっていて、癖のあるものだということです。それはいまだに驚くべきことですが、信じようと思っています。僕が強く感じたことは、たとえそれが変で奇
妙で理解不能なものであっても、それを見た他人の感情を強く呼び起こすことが多いということです。僕は、そうして他人は自分と同じなんだと信用することや、みんな人それぞれであっても同じものを同じように感じるんだと
いうことを学んでいますし、アーティストの一人として人には様々な感情があるということを受け入れたいと思っています。」
!
（『内なる町から来た話』～「蝶はランチタイムにやって来た」より）
!
「蝶はランチタイムにやって来た。何百万でも、何億でも、何兆でもない、数えることなど不可能な数、数えるという概念を超えた数でそれはやって来て、もはや通りに出てきた人々は、いったい何匹いるのだろうと考えること
もしなかった。文字どおり、街じゅうの人間が。地震や火事やテロでさえ、これほどたくさんの人間を、車や、デパートや、地下鉄や、レストラン、ホテル、店、銀行、病院、学校、議事堂、オフィスから、吐き出させはしなかっ
ただろう。誰もがかつて味わったことのない、言葉にならない喜びに駆り立てられていた、

　そしてそれに応えるように、蝶たちはわたしたちのもとに下りてきた。目もくらむ空の高みから、春の花びらのあらゆる色と形となって降り注いだ。滑空し、跳ね、私たちの耳のまわりをはたはた巡り、それはさながら音なき
奇跡だった。私たちは身じろぎもせずに立ちつくし、橋の上で渋滞する車列のようにひしめき合い、息を殺し、目を見開き、この小さな昆虫たちからの軽やかな祝福をただ受けるにまかせていた。見て見て！　ほら、きみの肩の
上、腕にも、膝にも、あ、頭にも！　動いちゃだめ、じっとして！　ほら見てよ、僕の鼻の頭にも！　その刹那、顔と両手を天に向かって差し上げながら、私たちは「なぜ」と問わなかった。頭のなかのせわしないおしゃべりが
ふっつり止んだ。紙テープのようにひっきりなしに吐き出され、物事をつねに原因と結果、符号と象徴に分け、何らかの有益な意味や価値や兆しをそこに見て取ろうとするナレーションの声も……すべてが頭の中から消えて、蝶
たちはわたしたちのもとに下りてきた。

　やがて蝶は去り、極彩色の雲はうねりながら天にのぼり、西に流れていくことになる。やがて私たちは我に返り、頭はいつもの工業モードに戻り、また脳内ではせわしないおしゃべりが始まることになる。あては何かの吉兆そ
れとも凶兆だったんだろうか？　いったいどういう意味だったんだろう？　どういう意味だったんだろう！　私たちは証拠の写真やビデオを眉間に皺よせてながめ、メディアの分析に耳を傾け、聖書や気象学を参照し、地図や、
グラフや、統計や、ベル型曲線とにらめっこすることになる。不安で頭をいっぱいにすることになる。

　だが今この瞬間、後にも先にもこの時だけ、私たちは「なぜ」と問わなかった。ただ蝶のことだけを−−−−自分の頭の上に、知っている人知らない人すべての上に、街ぜんたいの上に舞い降りた蝶のことだけを、考えていた。動
いちゃだめ、私たちは声をひそめて言った、この瞬間が永遠に終わらなければいいと願いながら。じっとして！　じっとして！　じっとして！」




☆mediopos-2115　2020.8.31

詩歌は「待ち伏せ」する 
この表現はなかなかにくすぐる !
北村薫はこれまで 
ミステリーで親しんできたのだが 
その端正な言語感覚ゆえに 
詩歌への目線も端正で 
しかもやはりミステリーだ !
詩歌のことばを 
まるでミステリーのようにして 
あたたかさのなかにも 
怜悧な視線をもって読み解いてゆく !
『詩歌の待ち伏せ』は 
詩歌の言葉を待ち伏せして 
その謎を解きほぐしていく 
ミステリーにほかならないのだ !
今回の『詩歌の待ち伏せ』は 
これまでに刊行されていた 
Ｉ～IIIまでの『詩歌の待ち伏せ』を合本として 
加筆修正を加えたものだという !
「古今東西、有名無名を問わず、 
日々の生活の中で出会った詩歌」をとりあげた 
全六十章の豪華な「待ち伏せ」である !
しかしこうして 
さまざまな「詩歌」の「待ち伏せ」を 
読み進めながら 
「詩歌とはなんだろう」という 
素朴な思いが浮かんできた 

ある意味では 
「詩歌」という枠さえはめないで 
ポエジーを感じる「ことばの待ち伏せ」として 
さまざまな「ことば」をとりあげたほうが 
「詩歌」というかたちへのとらわれからのようなものから 
自由でいることができたのではないか !
あらゆる言葉のなかに潜在しているであろう 
想像的で創造的なポエジーの働きを 
ミステリーのように探索していくほうが 
もっと「ことば」の謎に迫ることができる !
詩歌は詩歌であることで魅力を放つところがあるけれど 
詩歌でしかないということで 
その力を失ってしまうこともあるのではないだろうか 
「ことば」のミステリーはもっとアナーキーで 
しかもミクロからマクロまでコズミックであるのがいい 

■北村薫『詩歌の待ち伏せ』（ちくま文庫 2020.7）



（佐藤夕子「解説」より）
!
「『詩歌の待ち伏せ』は、引用もモチーフも通奏低音もひっくるめて真正面から詩歌を評した詩論であると同時に、作家・北村薫が彫り上げた見事な創造物である。ミステリ論をこれまでに数多くものして
きた作家による詩歌評という、きわめて稀で新しい作品が誕生したのは、一にも二にも、この作家自身の稀な天稟による。

　ことに「待ち伏せ」というタイトルの秀逸な語感は、既刊の文庫解説（快説！）においてもたびたび軸となっている。「全きの受動という究極の能動」（歌人・小池光氏）、「北村ミステリの醍醐味はエッ
セイにも充填されている」（文芸評論家・斎藤慎爾氏）などには、思わず膝を打つ。さらに錦上添花にも遠く及ばぬ身で言い添えると、「待ち伏せ」という一言には、＜書き手・北村薫＞から＜これから語
る詩歌＞に対しての、敬意と等価の、強固な矜持が感じとれるように思う。

　北村薫は疑いなく現代の物書きの中でもっとも端正な日本語を書くひとりだ。だから、「最古で最高の」と言われ続けてきた言語芸術相手にも、力まない。眼高に釣り合う「手高」たる自負が−−−−と
いって強ければ、日常の謎物語であれ評論であれ他者の推薦帯であれ、多寡によらず言葉を綴ることは、唯一無二の北村薫の文章を示すこと、という覚悟がある。だから臆さず阿らず、同じ目線の高さで詩
歌の小径を案内しつつ、精緻な名文を編み上げ、足元に敷いてくれる。その美しい敷物は実はメビウスの輪で、面と裏はいつしか反転し、読み手をもう一つの詩的世界へと連れてゆく。語られていた詩歌の
森とは明らかに異なる世界、作家の巧緻な散文に鏤められた詩性がそのまま満天と輝く星空の下だ。

　違う森に踏み込む際に志大才疎な素人が犯しがちなのは、邂逅をセンセーショナルに演出すべくことさらに言葉を連ね飾り、選択眼の自賛に心血を注ぐ−−−−という誤りで、結果はせっかくの引用も凡百
の個人的体験を連ねた駄文の堆肥に埋もれてしまう（…）という惨憺たるものだが、こうした自家中毒型の詩評を、作家は自らの内に沸き起こった感情を収めるというかたちで、きちんと否定する。

「さて、要するに、わたしの内に自然に起きてしまった反応は、《言葉を読んで文章を読まない》類いものものだから、価値がないのです。

　それを秤の片方の皿に載せても、もう片方の皿の上の《感銘》の方が重いのです」

　厳しく厳かな裁定だ。作品が作者を語るものであればこそ、作品だけを材料に作者の人生や人格すべてを巻き戻し再生しようとする愚を、作者でもある作家は強く諫める。

　作品は作者の形状記憶合金ではない。詩歌を生んだ人と生まれた作品とをどう結びつけ、どこで分けるべきかを、ここでは、読む側が糺されている。

　詩歌のあらわされかたについての分析も、同時にそのまま散文の本質を突くものだ。

「詩は言語の芸術だといっても、いや、だからこそ、それが印刷されていればいいというものではありません。書き手が言葉の周囲にどのような空白を配したか、分かる方が望ましい。それが、詩を読む速
度とも関わって来るのです」

「空白もまた、作品のうちなのですから」

　これはむしろ散文における改行や句読点が枢要であることを同時に証す名文だ。ゆっくりと味わい、じっくりと感じる速度を読み手に要求していることも見逃せない。「難解な文語体でそびえ立っている」
詩歌を、本作ではあえて「です・ます調」の語り口が柔らかく包み込む」（国文学者・島内景二氏）の指摘どおり、ここでは敬体も重要な役割を果たす。

　作中に「児童詩と大人の読む詩の境界はすでにない」（斎藤慎爾氏）ことも言を俟たないが、作家はまず子供のしたたかさをきちんと指摘した上で、無心でも意識的でも「どちらにしても、並んだ言葉は
力を持っています」と評価し、重要なのはむしろ子供の言葉に詩性を感じ取る感性のほうだ、という。

　「幼児の詩などは、一般の詩以上に、観賞者次第で値打ちが決まるところがあります。そこに宝物を見つけようと思うからこそ、幼い言葉が輝き出すのです」

　全編を通じ「特に詩歌の「翻訳」ということに著者のアンテナが鋭敏に感応」（小池光氏）しており、難しいといわれる（…）詩の翻訳可能性に対しても一貫してポジティブだが、その理由を、翻訳は原
作者もではなくすでに訳者の作品で、読者や表現行為も究極的には翻訳作業といえる、とした上で、原作者の「自作解説というのは、多くの場合、子供のデートに顔を出す親のようなものです」」。

（…）

　そして、「「アンロソジー」という行為が内包する創造性を強調してやまない」（島内景二氏）、この人後に落ちぬ博覧強記、世紀の名伯楽にして稀代のアンソロジスとである作家は、究極的には誰かの
詩歌を選び語るという自らの行為を＜待ち伏せ＞と名づけたのだ。」




☆mediopos-2116　2020.9.1

■Ｃ・Ｇ・ユング／Ｅ・ファルツェーダー編!
　（河合俊雄編　猪俣剛・小木曽由佳・宮澤淳滋・鹿野友章 訳!
　『ＥＴＨレクチャー版第１巻 一九三三-一九三四　近代心理学の歴史』!
　（創元社　2020.8）

ユングの『近代心理学の歴史』は 
＜私というもの＞についての新たな視点を与えてくれる !
現代の多くの素朴実在論的な意識は 
私がここにいて五感を通じて外界を捉えている 
そしてそれを客観的なかたちで実験等を使って証明し 
かつそれを実際に使える形にするのが科学だとしている !
そしていわゆる心の病になるのは 
身体的にどこか異常な箇所があって 
それが外界をうまくとらえられないか 
他の人をはじめとする外界とのやりとりがうまくいかず 
それが障害となってあらわれるのだとする 
そしてそれをさまざまな病名で呼ぶことで 
その現象を客観化できると信じている !
それはそれでひとつの方法ではあるだろうが 
それで説明されたことが深い理解に導かれることは少ない !
おそらく重要なのは 
＜私というもの＞のありようについて 
実際の事例もふまえながら 
その全体像を描き出しその視点から 
あらたな形で心的現象を見てみることのように思える !
ユングは講義のなかで 
「中心にある私たちの意識は、巣の上にいる蜘蛛のようなもの」で 
「その糸によって心的内容が＜私というもの＞と結びついてい」る 
そして「外的客体は感覚器官や神経路を介して意識の中にイメージを作り出」すが 
「内的世界である裏の基盤にも、外的世界に匹敵するような客体が潜んでいて」 
「心に銘記されるイメージを通して私たちの意識に痕跡を残す」のだという !
近代人である私たちはとりあえず 
心のなかに＜私＞という中心を立てているが 
外向的な人間は主にその中心から外的世界の印象を蜘蛛の糸に捉え 
内向的な人間はその中心から内的世界の印象を蜘蛛の糸に捉える 

そうした外向と内向のバランスが失われるとき 
さまざまに特殊な心的現象が現れてきたりもするのだが 
＜私というもの＞というのはある意味で近代的な仮構でもあって 
たとえば古代においてはおそらく 
「私が考える」ということはあり得ず 
ある内的な実体が現象化するようなかたちで 
現代でいえば霊的現象のように現れてきていたようである !
現代においても過去の霊性を色濃く残している場合 
ふつう思考や感情としてあらわれる心的現象が 
霊的なものとして外に見えたり聞こえたりすることがあり 
それは通常の明るい思考や感情を疎外さえもするのだが 
それはたとえばシュタイナーがイマジネーション認識等の 
高次の霊的認識について示唆される際の認識様態とは異なり 
そうした過去の霊性からくる霊媒的なありようはむしろ否定される !
とはいえ現代人といっても 
人間の心的なありようはさまざまで 
ある程度＜私というもの＞の進化プロセスを課題としていたとしても 
すべての人が同じプロセスをたどっているとはいえず 
それゆえにその齟齬からさまざまな病理現象も生じてくる !
そうした心的なありようを 
じぶんのそれもふくめて見ていくためにも 
そしてあまりに科学主義的で 
悪くすればすべて脳に還元されてしまうこともあるような 
極めて素朴な視点への反省としても 
＜私というもの＞をめぐる「事例研究」として 
このユングの公開講義は貴重な資料ともなる



（河合俊雄「監修者によるまえがき」より）
!
「「私は、無意識内のイメージに心を奪われていた最中に、（一九〇五年以来）八年間にわたって私講師として講義をしてきた大学を去る決心をした」と『ユング自伝』に記されている。それはチューリッヒ大学の精神科にお
けるアカデミックなキャリアを続けるか、無意識との対決という仕事に取り組むかという選択に迫られてのことであった。ユングは後に『赤の書』として世に知られる、無意識のイメージを積極的に喚起して、それとの対話を
行うという内的な作業の方を選び、それはこれまでの連想実験を中心とした精神医学での業績とはまったく異なる、無意識から生じてくる神話的なイメージをめぐる独自の心理学の展開となったのである。


　アカデミズムをユングが去る決断をしたことは有名であるけれども、ユングが一九三三年から一九四一年まで、チューリッヒのスイス連邦工科大学（Eidgenoessische Technieche Hochschule.以下ＥＨＴと略）で再び私講師
として、講義を行ったことはあまり知られていないのではないだろうか。しかもこの講義には、学生だけではなくて、一般の人も参加可能で、毎回数百人の聴衆を集めていたという。『近代心理学の歴史』と題する本書は、そ
れの初年度のものの講義録である。」
!
「本書の中心となるのは、ユスティヌス・ケルナーによる『プロポウストの女予見者』（一八二九年）に描かれているフレデリーケ・ハウフェ夫人とテオドール・フルールノワによる『インドから火星へ』（一九〇〇）に登場
するエネルーヌ・スミスの二つの事例と、それに基づく心理学の展開である。原著にはないあ、この邦訳にはこの二つの事例、あるいは著書がわかりやすいように補遺としてそれぞれまとめてある。夢の内容が現実になったり、
幽霊を見たり、何かの霊に取り憑かれたりという二人の症状は、現代なら解離性障害に分類されるであろう。しかしこの二つの事例が書き留められた以前の時代なら、これは何かの霊が取り憑くことであり、現実と夢が連続し
ていたことであり、それほど変わったことではなかったかもしれない。つまり霊に取り憑かれるようなことがあたりまえでなくなり、それを人間主体やこころの問題として捉えようという発想が出てきたからこそ、このような
事例が記録されたと言えよう。ユングが「当時はかなりありふれていた」と言うように、この時代には他にも類似した記録がいくつも残っており、これが近代心理学の誕生ということに他ならない。

　両方の事例において、指導者のような守護霊がいたりして、その内容も、ユングのコメントも非常に興味深く、いろいろと考えさせられる。」
!
「ここで二事例に基づいて、近代心理学について論じるというのは、事例研究という方法論である。この事例は特殊なように思えるけれども、決してそうではなくて、「古典的な症例」であり、「典型的な事例」であることを
ユングは繰り返し強調している。講義の端々に認められるように、ユングは心理学というのは経験に基づくものであり、だからこそ「私というものによる証言」による事例によって論じられるべきだと考えていた。その事例は
特殊で奇妙に見えるけれども、決してそうではなくて、そこから一般的な心理学を導き出せるものなのである。

　ユングの考えていた心理学において、中心としての「主体」を立てることが大切で、それがマンダラのような構造を取ったり、中心から外向したり、内向したりするこころの動きを重視していたことがわかる。外向と内向に
よるこころの図式は、他の著作では見られないもののように思われ、興味深い説明の仕方である。同時に、「未開人には明らかに、中心が、つまり＜私というもの＞が欠けているのです」と述べていて、このモデルや考え方を
相対化できているのも参考になると思われる。」
!
（「第６講」より）
!
「中心にある私たちの意識は、巣の上にいる蜘蛛のようなものです。この巣は糸で出来ていて、その糸によって心的内容が＜私というもの＞と結びついています。意識のこうした内的領域は、外的客体に取り囲まれていて、そ
の外的客体は感覚器官や神経路を介して意識の中にイメージを作り出します。今述べているのは、日常生活における客観的な事実のことです。つまり私たちになんらかの影響を与える外的世界の人物や事物に関する話です。た
とえばＸ氏という人物は意識になんらかの影響を及ぼし、それが心的内容を作り出すのです。

　また別の影響が、目には見えない内的世界から私たちに届きます。内的世界である裏の基盤にも、外的世界に匹敵するような客体が潜んでいて、外的客体と同じように、心に銘記されるイメージを通して私たちの意識に痕跡
を残すと仮定してよいでしょう。こうした心的イメージは必ずしも意識されてはいませんが、それは外的客体によって布置されるイメージの多くが意識に届いていないのと同じことです----そうしたイメージは純然たる心的内容
です。それらは＜私というもの＞と結びついたときにだけ意識にのぼり、そうでなければ意識の中には存在しないのです。それにもかかわらず、そうした心的内容は私に作用することができて、その場合、私は何が作用してい
るかを知らずにいます。このように＜私というもの＞が中心にあり、あらゆる内容を引き付ける磁石　のような働きをしているのです。


　この＜私というもの＞----これはなんと奇妙な事例なのでしょう！なによりも、これは主体的な何かです。その背後には何もないように思えますが、それでも＜私というもの＞について検討してみることはできます。客体化し
て、思索の主題とすることができるのです。みなさんに語りかけているとき、私はみなさんに語りかけている、という事実に気づいています。そうして私は「うまく行ったぞ」とか、あるいは逆のことを、自分に言い聞かせる
ことができます。それはまるで私を観察する誰か別の人が、私の背後に立っていて、第二の私が第一の私の行為に注釈を加えているようでもあります。あるいは自分の前後に鏡があって、自分のイメージが無限に映し出されて
どんどん小さくなっていく、そういう迷宮に迷い込んでいるかのようです。たとえば私No.1が講義しているのを私No.2が聞いていて、私No.1が講義しているのを聞いているNo.2に対して私No.3が耳をそばだてているのです。こ
うした想定を無限に繰り返していくこともできますが、しかし、この第二の私が注釈をするというようなことは、誰にとっても身近なものです。それは英語で「自意識 self-consciousness」と呼ぶもの、つまり自分自身につい
ての高次の水準で意識することです。あなたの背後には、黙らせることのできないまま、絶えずあなたのことを語っている誰かがいるのです。たとえば、あがり症のように、この自意識が強くなりすぎてしまった場合、みなさ
んはひっこみ思案になって、治療を受けなければならないような病的症状が引き起こされるかもしれません。

　このように、背後には実際に何かがあり、私はこうした暗がりを、主体的要素、あるいは裏の基盤、主体的な私と呼んでいます。」




☆mediopos-2117　2020.9.2

■入矢義高注『寒山／中國詩人選集５』（岩波書店 昭和三十三年四月）!
■入矢義高『増補 求道と悦楽――中国の禅と詩』（岩波現代文庫　2012.1）!

寒山といえば 
禅のイメージがあるけれど 
その詩を読んでみると 
いろんな寒山がいる !
とはいえ 
どんな寒山も決してその主流にはならない 
唐の時代の詩人とはいえるだろうけれど 
お役人がらみの詩人からも遠いところにいる !
禅のなかでも南宋禅の 
頓悟の立場に立っているともいわれるが 
禅のなかに囲い込んでしまうと 
寒山の寒山らしさはどこか薄まってしまう !
じっさいのところ 
禅者を称する人の多くは 
そのイメージに反して 
なんらか群れてしまっているから 
そういう組織としての禅からは 
離れたところに寒山を置きたい !
ぼくにとっての寒山の魅力は 
主流にはなりえず 
しかも群れないでいること 
そして何者でもないところなのかもしれない !
とくに寒山になりたいとも思わないし 
宮澤賢治のいう「サウイフモノニ」もなりたくはないが 
正気でも狂気でもなく 
常識的でも非常識でもなく 
智者でも愚者でもなく 
貧者でも富者でもなく 
誰かであることも誰かでないこともなく 
なにかに関わっていてもそれには縛られず 
さまざまなありようから自由でいて 
しかも自由であることにも縛られないでいる 
「サウイフモノ」になりたいものだ 



「時の人　寒山を見て

　各謂う　是れ風顛なりと

　貌は人の目を起さず

　身は唯だ布袋を纏うのみ

　我が語　他は会せず

　多の語　我は言わず

　為めに報ず　往来の者

　来って寒山に向かうべしと
!
　いまの世の人たちはわたしを見ると、どの人も言う、あいつは気ちがいだと。

　といって、わたしの顔は人の目を引くような変ったところもなく、身にまとっているのは隠士の服であるに過ぎない。

　しかし、わたしの言葉は、彼等は理解できず、また彼等の使う言葉は、わたしは口にしない。

　道ゆく人たちにお知らせもうす、このわたしが分かる人があるなら、どうぞ寒山へお出でなされ。」
!
「智者よ　君は我を抛うち

　愚者よ　我は君を抛うつ

　愚にも非ず　亦た智にも非ず

　此より相い聞くことを断つ

　夜に入っては名月に歌い

　晨を侵しては白雲に舞う

　焉くんぞ能く口手を住めて

　端座して鬢紛紛たらんや
!
　世の智者よ、君たちはわたしをうち捨てる。世の愚者よ、わたしは君たちをうち捨てる。

　わたしは愚者でもなければ、智者でもない、そのどちらにも属しない人間だ。もうこれからは君たちとの関わりを、わたしは断絶する。

　そしてわたしは、夜になれば明月にむかって歌をうたい、朝早く起きでて白雲とともに舞を舞う。

　口も手も動かすことなく、じっと坐ったままで年老い、薄い鬢の毛をはらはらと額に乱れさせるなんど、このわたしにどうしてできようか。」
!
（『寒山／中國詩人選集５』～吉川幸次郎「跋」より）
!
「寒山子の詩の歌うところは、絶対自由の境地にいる人間のよろこびである。

　ところでその詩は、唐詩の歴史の主流にはない。

　まずその人が、従来普通の説では、唐の初期の人とされていた。近ごろの見解では、そうではなく、唐の中葉以降の詩とするのに傾くこと、入矢氏の解説に見えるごとくである。

　また寒山という名の乞食坊主が、伝説のいうような形で、或いは伝説にもとづいて絵画がえがきつづけてきたような形で、実在したかどうかが、すでに疑問である。そもそもは個人の作ではなく、複数の作者をもつであろうと
いう推測も可能なこと、やはり入矢氏の解説にくわしい。

　要するにこの一群の詩の作られた経過は、よく分からない。詩を作った人、あるいは人人を、唐の詩の歴史のどの部分にくりいれてよいか、つまびらかにしにくいのである。

　ところでその制作の経過があいまいなことと、これらの詩のもつ特異さとは、あい連なった関係にある。

　すなわち、これらの詩のうたうような絶対自由の境地は、ちゃんとした署名をもった、ちゃんとした詩人の詩には、現れにくいものだからである。

　ちゃんとした詩人がちゃんとした署名をした詩、それは幾分なりとも詩人の身分を反映する。日常身辺のことに題材を求めやすい中国の詩にあってはことにそうである。

　ところえ中国のちゃんとした詩人というのは、かあいそうに、みな役人である。あるいは役人であった人物、ないしは役人になりたくてなりそこねた人物である。要するに何らかの意味で、役人の世界につらなる人物である。
杜甫だってそうである。奔放不羈のように見える李白だってそうである。韓愈、白居易はいうまでもない。陶淵明だって、かつて役人であった時期をもたなければ、帰去来の辞は作られなかった。

　ところが寒山の詩はそうではない。役人の世界とは全く縁のない人物の言葉として提出されている。そのゆえにこそ、何にもとらわれない、しかもやせてはいない。充実した、絶対自由の境地が、そこにある。いいかえれば、
まったくの裸の人間の言葉が、そこにある。

　裸の人間の言葉をはきうる裸の人間が、どこからどうして出て来たかは、要するに分からない。裸でない人間が、裸の人間の言葉にあこがれ、言葉を仮装させたということも、全く考えられないではないように見える。しかし
きっとそうではないであろう。裸の人間はどこかにいたのであろう。またそうした裸の人間の言葉に新しい価値をもとめるという進んだ態度が、唐人にはあったのであろう。

　裸の人間の影像としては、やはり、樺皮を冠と為し、布袋破弊、木屐は地を覆みつつ、寒巖のもとに枯葉をかきあつめるおかっぱの姿が、もっとの恰当であろう。」
!
（入矢義高『増補 求道と悦楽』～「寒山」より）
!
「禅家における取り上げ方は別問題としても、とかく日本人は昔から寒山像を南画風な世界のなかに設定したがる癖がある。このことは、実は特に寒山だけに限ったことではなく、古い中国について日本人が描く観念には、しば
しばアクを抜き去って、さらりとしたものに仕立ててしまう癖があるように思われる。それが日本人の好みに合うのかも知れぬが、しかし私の見るところ、中国人はなかなかにアクの強い、脂っこい面をもっているのである。寒
山もけっして妙に悟りすましたような隠者なのではない。その詩集を読むと、なまの人間的な悩みの告白や、隠者であることへの懐疑さえ見られるし、また逆に隠者としての自分を誇示し、俗人やエセ坊主を嘲罵したり、あるい
はまた肉食や財欲を懇懇と戒める説教者としての口吻もはなはだ多い。神仙への憧れが示されているかと思うと、それを排斥し軽蔑する反面も強いし、また一方では、純然たる一箇の禅僧として、高遠な理法を説いている詩も少
なくない。そしてまた一方、純粋にひとりの詩人として、自然と人生の美しさや愉しさを歌い上げている作品も存在するし、それらのなかには、なかなかに格調の高い佳品も見い出される。」




☆mediopos-2118　2020.9.3

■八木誠一『創造的空への道／統合・信・瞑想』（ぷねうま舎 2018.10）

八木誠一の試みは 
キリスト教に 
キリスト・イエスの営為に 
本来あったはずの仏教的な叡智を 
「創造的空」として 
再獲得させようとすることではないだろうか !
本書はキリスト者のために書かれたというが 
仏教者にあらたな衝動を与えるものでもあるだろう !
昨今上座部仏教の用語の訳語として 
マインドフルネスということで 
仏教的な瞑想が実践されることがあるようだが 
本来的には特定の目標を持たないものであるのに対して 
特定の目標を達成するためのもの実用的なものであるようだ !
いってみれば多くは心身の安定のためのノウハウであって 
「不立文字　直指人心　見性成仏」あるいは 
「私のなかのキリスト」「キリストのなかの私」 
であらわされるような霊性の自覚や深化にはつながらず 
キリスト者にとっても仏教者にとっても 
本来的なありようへ向かうものとはいい難い !
仏教者にとっては 
「キリストのからだ」としての教会や 
キリストへの信仰からは信条／心情的な距離があるだろうし 
キリスト者にとっては 
「神」の存在を前提にしないまま 
一切は空であるとした 
縁起による無礙の背景をもった「己事究明」は 
神への信仰なきゆえに信条／心情的な距離があるだろう !
八木誠一の試みは 
キリスト者にとっても仏教者にとっても 
かならずしも説得的であるとはいえないだろうが 
「創造的空」という「はたらきの場」を 
両者を統合するために示唆していることは 
深く頷けるところではないかと思われる 



「仏教的な自己の自覚と、キリスト教的な自己の自覚は、本質的には同等だが、違いもある。それは、仏教の中心は「己事究明」にあって、私を私たらしめる最深の根拠に向かうのだが、キリスト教の中心
は「キリストのからだとしての教会」形成であり、したがって自覚は「われわれの一員としてのわれ」の自覚である。これは人類の統合につらなる。したがって、キリスト教にも「己事究明」はあるが、
「私」は共同体の一員としての「私」である面が強い。前者は「自分であること」に志向し、後者は関係性の志向するといえる。しかし、そうであっても、人間はもともと「自分であること」と「関係性」
とをもつ「極」なのだから、仏教とキリスト教には、やはり触れ合う点があるわけで（･･･）ある。なお、両者がそれぞれの意味で「自分であること」といっても、「自分」が実体化されているのでもない
し、「関係性」が無視されているわけでもないことを明らかにしておくべきだろう。

　そもそも初期仏教において、悟りにかかわる四諦と八正道と並んで、縁起と無我が説かれていたとされる。仏教の縁起論は我々の統合論と一致するところが多いので、若干の言及を加えると、『ミリンダ
王とナーガセーナの対話』（一世紀後）には、個物は実体（他者によらず、自分自身のみによって存在する単一恒常の存在）ではなく、部分のまとまりであると説かれている（統合体と一致）。初期仏教の
一派「説一切有部」は、「思考と存在とは同一である」（パルメニデス）と説いたギリシャのエレア学派と似たところがあって、概念を実体化した（名詞の指示対象を実体とした）上で仏教理論を構築した。
それに対してナーガルジュナ（龍樹）は、もしそうならば関係性一般が成立しなくなると反論して、存在者同士の相依・相関・相互前提を明らかにした。自己同一性は関係性のなかにしかないという大乗仏
教の縁起論は、我々の「個は極である」と一致する。因みにこの場合、「空」とは縁起するものの「非実体」のことである。大乗仏教的縁起論はさらに天台宗の教学において展開を見せる。（･･･）たとえ
ば縁起の構造は「一即他」だという。これは統合体が「まとまり」としては一であるが、部分は「多」であるのと一致する。

　パウロによれば、キリストのからだとしての教会はまとまりとしては「一」であり、部分は多である。ただ、パウロの場合、一即他は「キリストにおいて」成り立つ教会についていわれるのであって、こ
こに我々が「はたらきの場」（場としてのキリスト）を立てる所以がある。そして本書で示されたように、「神」と呼ばれる究極の「はたらきの場」が単なる空ではなく、「創造的空」なのである。

　天台の教学はさらに「一念三千」をいう。これは部分において全体が現前し、部分は全体を表現するということである。この点には、統合体がコミュニケーションシステムであることが対応する。すなわ
ち、それぞれの部分は相互的コミュニケーションを営み、フロント構造において他者を自分の一部へと変換するから、結局一部分は全体を宿し表現することとなる。」

「華厳教学においては四法界の説がある。それはまず事（存在者）と理（空）とを分け、事は理によって成り立ちつつ理を表現し、事と事とは無限の相互浸透の関係にある、という。この点についていえば、
統合論は、「事」に相当する「個」と、「理」に相当する「はたらきの場」とを立てる。ここで、場がはたらきの場であることが重要である。そうすると極は「場所」として場のはたらきを現実化し、つま
り表現し（華厳では理事無礙）、極同士はコミュニケーションシステムの一環として「無限の相互浸透」を営むのである（華厳では事事無礙）。こうして極と場との関係は、華厳教学が説く「理、事、理事
無礙、事事無礙」と対応する。」

「また、浄土宗の阿弥陀仏とキリスト教の「キリスト」との、ほとんど一致ともいえる対応は、よく知られている。ただこの場合、新約聖書に見られる「救済史」（神との桂訳・立法授与--立法違反に対す
る神の怒り--キリストによる贖罪--新しい神の民としての教会--終末）は浄土教と一致しない。よく一致するのは、共同体と歴史よりは、個々の信徒とキリストとの関係を語るヨハネ神学である。禅宗にお
ける「単なる自我による行為の言語化」からの解放・自由についてはすでに述べた。禅宗のモットーである「不立文字　直指人心　見性成仏」はまさに統合論に、特にイエスについて当てはまるのである。
不立文字は言語情報への固着からの解放であり、直指人心は自己・自我直截経験に、見性成仏は「神」（神・キリスト・聖霊）が「私のなかに」はたらくという自覚に対応するわけである。

　このように仏教とキリスト教（というより統合論）には深い一致がある。ただし、仏教は全体として「極」としての自分にかかわる「己事究明」（悟り）に徹し、キリスト教は人格共同体つまり「キリス
トにあって」形成される「キリストのからだとしての教会」（極のまとまりとしての統合体）を志向するという違いがある。ただし、キリスト教は教義主義に陥った。それは元来の表現言語を、記述言語と
誤解したからであり、これはキリスト教においてはもともと「主-客の直接経験」が稀薄であり、宗教「言語」のイメージ化・実体化が精算されていなかったからである。イメージ化・実体化された表現言
語が客観化され、したがって表現言語が記述言語に変質した。それがローマの国教となったキリスト教の教義主義である。この点での自己批判なしには、キリスト教の将来について悲観的とならざるをえな
い。

　瞑想のレベルで見ると、以下のことが指摘される。統合心の一面である「きよらかなこころ」から出発して静寂、無心、創造的空にいたる瞑想は仏教的であり、「平和への願い」から出発して一切の受容
（赦し）にいたる信、その社会的表現としての共同体形成はキリスト教的である。また創造的空にいたる瞑想はキリスト教的であり、仏教的でもある。統合論は両面を含んでいる。」
!
「回心とは、「自己」が現れて「私」となること、すなわち「単なる自我」ではなく、「自己」が「身体／人格としての私」の主体となることである。こうして「私」は「自己・自我」（場合によっては自
己・自我の「自我」）となる。さて、「統合」は、その典型がパウロのいう「キリストのからだ」としての教会に見られるように、キリスト教的だが、それを「縁起」の面から見れば、仏教とも異質的では
ない。

　回心において、統合心が自覚される。瞑想とは----統合心の自覚にいたらせるものだが----、統合心の深層（創造的空）にいたる道でもある。創造的空の創造性に触れて虚無と無意味とが克服されるのであ
る。「創造的空が私である」といえば、「無相の自己」（久松真一）との接点もあろう。

　本書において私は、これをキリスト者のために書いている。この意味でのキリスト教には、事実に反することは何もない。この立場からすれば、まず「信」によって「主体の転換」が起こったのちに、瞑
想によって信を深めるのが基準的な道だと思われる。さらにそこで「統合体」の認識は、一意的言語の限界を示すことによって、「主-客直接体験」にいたらせることが可能である。ここでキリスト者は仏
教を理解するにいたるだろう。「主-客直接体験」と「自己・自我直接体験」とは、「私はキリストのなかに」、「キリストは私のなかに」の自覚を深め、自然界のなかにはたらく「ロゴス」（これは伝統
的キリスト教では十分に発展させられなかった）を認めて、「世界は神のなかに」さらに「神は世界のなかに」の認識を可能とする道でもある。それを示すのが瞑想論であった。」




☆mediopos-2119　2020.9.4

■トリスタン・ツァラ（小海永二・鈴村和成訳）!
　『七つのダダ宣言とその周辺／セリ・クレアシオンI』（1988.5）!
■『高橋新吉詩集』!
　（現代詩文庫＜第II期＞近代詩人篇 1027　思潮社　1985.8）

ＤＡＤＡＤＡＤＡＤＡ 
ダダダダダ !
ツァラのダダ宣言には 
ほとんど意味はなく !
ただただ 
ＤＡＤＡＤＡＤＡ 
意味がないところに意味があり !
ただただ 
ＤＡＤＡＤＡＤＡ 
すべての異議を唱え 
ＤＡＤＡの宣言にさえ異議を唱える !
日本で影響を受けたのは 
高橋新吉で 
みずからダダイストと名乗り 
ダダの詩を書いたが 
その高橋新吉の詩も 
その後は禅のような詩になる !
禅もときに 
ＤＡＤＡのようにもなるけれど 
ＤＡＤＡのままではいられずに 
こんどは只管ＤＡＤＡならぬ 
只管打坐のようになる !
ツァラの詩も 
ダダの宣言の詩などよりも 
後期の成熟を経た 
シュールレアリスム的な詩のほうが魅力的だ

けれどツァラにも高橋新吉にも 
ＤＡＤＡという 
すべての意味をかなぐり捨て 
そのかなぐり捨てることさえ捨てるような 
そんな衝動が必要だったのではないか 
そこからしか生まれないものは確かにある !
ツァラの最初の「アンチピリン氏の宣言」が１９１６年 
続く「ダダ宣言」が１９１８年だから 
ダダが生まれてから１００年以上が経つが 
むしろＤＡＤＡは現代にこそ必要なのかもしれない 
あまりにも既成の意味で塗り固められ 
管理社会化の極まった状況のなかで 
そこから脱出するための起爆剤として 
禅の喝！のように !



（トリスタン・ツァラ『七つのダダ宣言とその周辺』～「１ アンチピリン氏の宣言」より）
!
「ダダは僕らのはげしさだ。銃剣を立て、脈絡もなく、ドイツ人の赤ん坊のスマトラ頭を立てるのだ。ダダはスリッパもなく比較もない生活だ。それは、統一に抗し、かつ統一にくみするが、まさしく未来には反するもの
だ。賢明にも僕らは知、僕らの脳はやわらかいクッションになるだろう、と、さらに僕らの反独断的態度は役人と同じくらい排他的である、と、しかも僕らは自由じゃない、と。だから自由を叫ぶのだ。訓練もモラルもな
い激しい必然だ。だから、人間性に唾するのだ。」
!
（トリスタン・ツァラ『七つのダダ宣言とその周辺』～「２　ダダ宣言一九一八年」より）
!
「僕は宣言を書く、だが、なにも望まない、しかしなにかを語っている。僕はあらゆる原則に異議を申したてると同様に、宣言にも原則として異議を申したてる。」
!
「ダダ−−−−この一言こそ諸観念を狩猟にみちびく。どんな市民も二流の劇作家だ。彼らは、様々な話を創案して、みずからの知的水準にみあった人物たち、蛹どもを椅子に坐らせておくどころか、原因ないし目的を探索す
る。その結果、話され規定されたる物語、自分の筋を、強固にする。」
!
「こんなことはくだらぬと気づき、なにもいみしない言葉のために時間を無駄にしないとしたら……それらの頭のなかをめぐる最初の思考は、細菌学的な水準にある。すくなくとも、その語源学的な、歴史的な、あるいは
心理学的な起源を求めることだ。新聞を見ればわかることだが、クル族の黒人は聖牛のしっぽを名づけてダダと呼ぶ。イタリアのある地方では、立方体と母親とがダダである。木馬と乳母、ロシア語やルーマニア語では二
重の工程のダダ。博識あるジャーナリストに言わせれば、それは赤ちゃんの芸術だ。その他の聖者たちによると、ひかりの、子らを呼ぶキリスト、であり、ひからびてかまびすしく、かまびすしく単調な原始崇拝への回帰
である。」
!
「すべて、家族の否定をゆるす嫌悪から発したもの、それがdadaである。破壊の行為のなかに全存在をかけた拳の抗議、ＤＡＤＡ、安易な妥協と上品さとで貞潔な性が今日まで破棄してきたいっさいの方法の認識、ＤＡＤ
Ａ、論理の廃棄、創造不能者たちの舞踏、ＤＡＤＡ、僕らの下僕が価値観から立てた全階層と社会等式の廃棄、ＤＡＤＡ、いちいちの対象、あらゆる対象、情操と晦、幻と、平行線の正確な衝突、これらが戦いの手段だ、
ＤＡＤＡ、記憶の廃棄、ＤＡＤＡ、考古学の廃棄、ＤＡＤＡ、予言者の廃棄、ＤＡＤＡ、未来の廃棄、ＤＡＤＡ（……）」
!
（『高橋新吉詩集』～詩集＜ダダイスト新吉の詩＞から「断言はダダイスト」より）
!
「ＤＡＤＡは一切を断言し否定する。

　無限とか無とか、それはタバコとかコシマキとか単語とかと同音に響く。

　想像に湧く一切のものは実在するのである。

　一切の過去は納豆の未来に包含されてゐる。

　人間の及ばない想像を、石や鰯の頭に依って想像し得ると、杓子も猫も想像する。

　ＤＡＤＡは一切のものに自我を見る。

　空気の振動にも、細菌の憎悪にも、自我と云ふ言葉の匂ひにも自我を見るのである。

　一切は不二だ。仏陀の諦観から、一切は一切だと云ふ言草が出る。

　一切のものに一切を見るのである。

　断言は一切である。」
!
（『高橋新吉詩集』～飯島耕一「形而上的詩人・高橋新吉」より）
!
「一九二〇年（大正九年）八月十五日、当時の有名新聞「万朝報」に、次のような見出しの文芸記事が載った。一つは「享楽主義の最新芸術−−−−戦後に歓迎されつつあるダダイズム」であり、他は「ダダイズム一面観」で
ある。ここで戦後に、とあるのは、むろん一九一八年に終わった第一次世界大戦の戦後のことである。高橋新吉は十九歳で、故郷の四国八幡浜市におり、そこでこの記事を読んだ。そこにはツアラのダダ宣言のことなども
書かれてあったようだ。

「このダダイズムの記事を読んで、異常なショックを受けたのであったが、私の周囲には当時、語るべき友人もなく、その感激を胸に秘めて、はるかに遠い未知のパリの空に想像を馳せるだけであった」と、氏はずっとの
ちになって書いている。」




☆mediopos-2120　2020.9.5

■竹山聖＋京都大学竹山研究室 編!
　『窓　のびやかな建築の思考』!
　（Ａ＆ＦＢＯＯＫＳ　2020.6）!
■ジル・ドゥルーズ（宇野邦一訳）!
　『襞　ライプニッツとバロック』!
　（河出書房新社 1998.10）

建築を考えるということは 
人間を考えるということだ !
建築をつくるときも 
それを経験するときも 
物理的メカニズムと 
心的メカニズム 
その両方が必要だが 
心的メカニズムがどのように 
物理的メカニズムに反映しているか 
それを見ていくことで 
人間がどういう存在かを見ていくこともできる !
そしてそこに自由ということがかかわってくる 
すべてが物理的メカニズムでできているとすれば 
そこに自由という余地は残されていない !
ドゥルーズのスケッチした＜バロックの館＞には 
一階に唯物論的な物理的メカニズムの階があり 
二階に精神の世界の階がある 
その両者の複雑なバロック的関係によって 
自由の余地ということを考えようとした !
デカルトは物質世界と切り離されたものとして 
精神の領域をとらえたが 
それに対してライプニッツは 
物理的な領域での知覚世界に影響されることで 
精神の領域において「魂の振幅」が構成され 
そこに人間の自由があると考えたという !
ポール・ヴァレリーが『エウパリノス』でとりあげた 
ソクラテスの話が興味深い 
身体を失った黄泉の国では思考は高まるものの 
そこでは「まとまった思想にならない」というのである 
身体があってこそ思考がかたちになることができる 

神秘学的にいえば 
人間は生きているときは 
身体に反映させるかたちで思考を働かせている 
そしてその身体という制約のなかで 
どれほど自由に思考を働かせることができるかが 
身体を失った後の思考に関係する 
死ねばそのまま身体から自由になれるのではない !
身体を失った人間には 
その制約のなくなったことによって 
その魂に身体というフィルターなしに 
そのまま叡智が流れこんでくるのだが 
身体のあるときに自由な思考を形成していなかった場合 
その叡智にそのまま支配されてしまう 
つまり主体的な自由を失ってしまうことになる !
人間のあらゆる営為は 
物理的メカニズムという制約 
身体という制約のなかで 
いかに思考を確かに働かせ 
自由の可能性を広げることができるか 
それが人間の魂の重要な課題だといえるのだ 



（『窓　のびやかな建築の思考』～「竹山聖の講義「ジル・ドゥルーズ『襞・ライプニッツとバロック』について」より）
!
「建築をつくるときも味わうときも物理的メカニズムと心的メカニズムの両方が必要になります。建築学ではもちろん物理的なメカニズムを勉強しますが、それと同時に建築を設計するとき、あるいは建築を経験するときには、
我々は心的なメカニズムをもってそれを行うわけです。

　建築を使ったり生活をしたりするのはほぼメンタルです。天井が高くて気持ちがいいとか広々しているというのは心的メカニズムによる。ライプニッツの思想は、身体に根差して心的メカニズムを明らかにしようとしています。
モナドという心的メカニズムをなんとか物理的なメカニズムと結びつけようとしている。ドゥルーズはこうしたライプニッツの思想に共感しているのです。人間が世界を構想する心的メカニズムを物理的メカニズムに結びつける。
そこで、建築的に、読むに値するテキストだと判断したわけです。」
!
「ポール・ヴァレリーの『エウパリノス』に冥界のソクラテスの話があります。パイドロスの語るエウパリノスという建築家の話にソクラテスがコメントし、ソクラテスの思想が高まっていく。建築的思考を哲学的に解釈してい
く。冒頭、黄泉の国へ行き思考が高まったけれども残念ながら体を失った、とりとめもなく思考が広がっていくばかりだ、とソクラテスが嘆きます。パイドロスはこの認識を称賛します。もし黄泉の国に魂があって自由に思考し
ていくことができたとしても、身体がないとまとまった思想にならない。ヴァレリーはそう考えたわけです。

　心的メカニズムはつねに身体と連携している。むしろ身体があるから思想が明確になっていく。このことをドゥルーズは特筆します。自身が明晰に表現するものは「私の身体とのかかわり」をもつ、とさえライプニッツは言っ
ているのだ、と（１４８頁）。身体は明晰な表現と密接に関わっている。

　ドゥルーズのスケッチした＜バロックの館＞にしたがうなら、一階が物理的メカニズム、さらにもう一層、窓のない空間がある。天使しか行けないような空間で、そこが理性、人間の思考をつかさどる心的メカニズムとなる。
これが全編を貫くテーマを表すダイアグラムです。」
!
「ライプニッツはモナドというモデルを提唱しました。ドゥルーズはこれを時代に合わせて解釈しなおし、バロックという概念をもう一度立ち上げ、20世紀後半にダイアグラムを描きました。紐帯はまさにその個体性を決定す
る。人によって入ってくるモナドと支配的なモナドの関係が違います。知覚器官と認識作用が違います。その関係も違います。内的構造は変化しないし、入ってくる情報にすべて依存するわけでもない。それにはただ共通の何か
を取り出し、ある一つのものとして知覚できるまでに人間の体と脳の紐帯が働いているということではないでしょうか。差異性と同一性を同時に語るモデルを提示しているのだと思います。」
!
「紐帯というのは対応関係と所属関係を結ぶものですけれども、雑多な世界に輪郭や意味を与え、ある種の世界を構築する。そしてそれを表現することを通してさらに豊かな世界へと誘う働きをしている。＜バロックの館＞のダ
イアグラムも、１９１頁のダイアグラムも、そうした関係を表す描画だと言っていいでしょう。」
!
「ライプニッツは決定論の中にどれだけ自由の余地があるかを考えた人です。＜バロックの館＞では、一階部分は客観的世界、物質に応答した世界、です。知覚世界ですね。そうするとこの辺りは決定論にさらされる。そして二
階、これはあとで紐帯によって結びついて支配的なモナドと被支配的モナドに分けられるわけです。けれども、人間の精神の世界です。ここには様々な襞につくられ方があって人によって違う。一階の知覚という窓を通して情報
は溜められるが、二階との閾を通してはじめて心の奥に届き、どこに窓はない。そこには襞が形成されて人間が固有に決定することができる。そこに自由があると考えたわけです。デカルトは、精神は自由だ、物質が決定論だ、
としたわけですけれども、ライプニッツは精神もある程度物質によって決定されている、とした。上の階に行くときに、すでにある程度下の階によって制限を受けていると。これが＜バロックの館＞の重要な点です。１２４頁の
９行目に「魂の振幅を構成する」とありますが、この言葉が１２６頁の８行目にもあって、二階において魂が揺れ動く、ここに人間の自由がある、とライプニッツは考えたのです。」
!
「ライプニッツやドゥルーズのスタンスは唯物論、下の階をベースにしています。ライプニッツは決定論の中に自由を見出そうとした。様々なものが身体に投影され、この投影されたものが物質として私たちの身体を決めて、こ
の身体によって思考が制御される。」
!
「ライプニッツを参照しつつドゥルーズが描いたバロック像は、複雑です。この世界はものとしては唯一であるけれど、それを味わう人間の考え方や観念によって感じ方が異なる。無限の襞があって無限に解釈ができる。同時に
多数の調和しない世界が共存している。

　人間は理性的な部分と非合理的な部分で出来ていて、この合理的な部分と非合理的な部分が調和したり反目したりすることによって人間はある種の喜びすら覚えるのです。これは心がより複雑で豊かだということです。」
!
建築物という物質を設計するにあたって、物質と我々の精神世界の間には様々な屈折がある。心の形というものを仮に考えるとすれば、ドゥルーズは＜バロックの館＞の比喩を通して、その形を哲学的に検証しようとしたわけで
す。我々が設計しているのは自分の心の形です。設計しているものがみな違うのは自分の心の形を投影しているからです。

　ミース・ファン・デル・ローエの心の形の結晶の一つがファンズワース邸であり、フィリップ・ジョンソンの心の形の一つがガラスの家です。設計がいかに客観的でシステマティックであったとしても心の形の投影です。この心
の形の投影のときに、心を明快な方にもっていくか、もう少し情感の方にもっていくかはその人のスタンスによる。その方向が世界を決めていきます。工業製品としての住宅に向かうときもあれば、コンピュータを使って複雑な
造形に向かうときもあります。ザハ・ハディドの建築があれだけ複雑でコストがかかるにも関わらず評価されるのは、どこか情感に訴えるものがあるからではないでしょうか。

　バロックの建築は反宗教改革の様式です。プロテスタントの建築は、建築のパワフルさでバロックに劣ります。プロテスタントは聖書があって神と一対一で向き合えばいいので建築はシンプルでいい。建築の表現としては圧倒
的にバロックですね。神と人が一対一でつながっては困る。間にローマ法王といった中間媒体が必要とされます。直接に聖書を読むわけではない。神父が読み聞かせる。そうしたときには神を想像させるようなすごい建築が必要
になるわけです。バロックの建築が反宗教改革の様式だからいい悪いという人はもういないですね。そのような時代は過ぎたわけです。プロテスタントとカトリックがどうこうではなく、ある建築としてその空間を論じられるだ
けの時間が経ったということです。ロマネスクもゴシックもすべてそうですね。我々が建築を論じるときに時代性も重要ですが、それらの底にある人間、そこで喜怒哀楽を演ずる人間とはどういう存在か、ということを知ってお
く必要があります。」




☆mediopos-2121　2020.9.6

■森岡正芳＝編!
　『治療は文化である／治療と臨床の民族誌』!
　（臨床心理学 増刊第12号　金剛出版 2020.8）

心の病とされるものを癒やすのは 
かつては地域の共同体が担っていた !
それぞれの宗教や文化のなかで 
シャーマンや宗教者は 
継承され深められた知恵と技術で 
心の病に応じてきた !
現代の心理療法は 
それらを代替するものとして 
その役割を担おうとしているといえる !
かつては伝統や信仰や 
そうしたものが背景としてあり 
人々はそのなかで生きていたが 
現代ではそれらから半ば切り離されたなかで 
心の病に向かわなければならない !
そのために心理療法家などの存在が 
宗教に代わるものとして 
制度化されるようになってきた 
いってみれば心理療法家は 
宗教なきヒーラーとでもいえるだろうか !
とはいえ心理療法家は 
いわばアナーキーなあり方ではなく 
背景としての文化を持ち 
時代や要請のなかで変化もするだろうが 
それぞれの治療を可能にする技法を有している !
その意味でも 
心理療法について考えるとき 
その背景にある文化的側面に 
自覚的かつ反省的であることが求められる !
昨今では上座部仏教的なマインドフルネスが 
「悟り」への道としてよりは 
心身の癒やしのための瞑想法として 
とりあげられることが多いが 
それは仏教が心の病の源としての「苦」と向き合い 
そこから脱するための道と技法を 
最も効果的に説きえてきているからだろう 

仏教には八正道という修行法があるが 
四苦八苦という苦に向き合うということは 
みずからの感情と感覚に対してアプローチし 
それを変容させるということでもある !
苦しいからといって 
感情や思考をスポイルするのでは 
ただ魂を破壊するだけになってしまう 
それらを理解し深め育てなければ 
進化的に変容させることにはならない !
かつては宗教や秘儀が担っていた 
そうした魂を育てる営為を 
現代では個のレベルで取り組まなければならない !
その意味で個々の人間は 
それだけ深い心の病と迷路を 
ひとり歩かなければならなくなっているともいえる !
しかも心理療法家のできることは限られ 
魂の進化に関する叡智が 
そこで身につけられるわけでもない 
できるのはあくまでも暫定的に 
心身のバランスを図ることでしかない !
だからといって 
過去の信仰や文化に戻ることはできない 
心身のあらたな姿を創造していくためには 
神秘学的な観点がますます不可欠となってくるはずだ 



（森岡正芳「心と文化／治癒の源泉を探る」より）
!
「文化と癒やしの問題は根源的である。土居健郎（1971）『「甘え」の構造』、河合隼雄（1981）『中空構造日本の深層』、中井久夫（1990）『治療文化論』、ある世代では、臨床実践の支えとなる教養として日々話題になった文化論
が、すぐさま連想される。このような卓抜な文化論にとどまらず、臨床家は自らの実践を通じて多少とも文化の課題にぶつかる。

　先達者たちの多くは欧米で学び、その錬成の途上、生活様式、人と人との関係の取り方、言語文化習慣の違いを意識させられたのだろう。力動論的とされる心理療法の世界ではその特徴から特に、自らが依って立つ文化の固有性に敏感
となる。このような世代と時代性があった。欧米から理論と技法を旺盛に吸収してきて現在に至る。日本という文化土壌においてそれらがどのように咀嚼されてきたか、それ自体が文化と癒やしの重要課題である。直訳しても意味は通り
にくく、セラピーのプロセスには齟齬が生じる。それぞれの現場で臨機応変に翻訳解釈しながら活かすのが実情であろう。何よりもクライエントと家族がいる。その人の生活がある。その求め、状態に合わせ柔軟に修正する。理論と技法
の積極的な翻案のあり方をよく見ると、私たちの文化の特徴が見えてくるかもしれない。

　一方で、文化と治癒に関わる状況は急速に変動している。高度情報化社会によるグローバルな均一化、多様なメディアの発達による生活基盤の変動。マイノリティ、多文化間対話、サブカルチャー、気候変動・環境汚染の問題が注目を
集め、並行するように、宗教民族間差別意識による紛争葛藤が多発する。このような地球規模の変動は当然ながら、心の健康と病に関する観点を大きく様変わりさせた。」
!
「心理臨床の場面で、文化を際立って意識させられるのはどういうときだろうか。相談に来られる人の主訴を聴く。直面している困難の意味は、その人の生活を背景においてはじめてわかるということが多い。たとえば、抑うつを訴える
クライエントが来室されたとき、どのように見通しを立てるか。まず人生や生活の出来事に伴って必然的に生じたと推測されるうつと、疾患、症候群の一単位としてのうつを区別する必要がある。失恋、失職、死別などライフイベントへ
の反応は、悲哀や無気力といったうつ状態を呈するが、十分に了解可能である。これはうつと類似の状態であっても、根底に内因性の素因をかかえているうつ病の中核群とはいえないだろう。メランコリーに関わる歴史は長い。紀元前５
世紀、ヒポクラテスが四体液説に分けた気質のうち黒胆汁質は、黒胆汁が過剰で血を浸し、悲しみと落ち込みを特徴とするメランコリーを作ると考えられた。メランコリーは病気というより人の生き方である。アルブレヒト・デューラー
の名画「メランコリー」は考える人、真理の探究者、哲学者のアレゴリーである。

　北中淳子（Kitanaka.2012）は、気分変動に関わる日本古来の文化概念を丹念に探求している。さかのぼって江戸時代には気分の落ち込みを「気鬱」、気が滞り固まる状態と言いあらあしてきた。心の状態を述べる気鬱という言葉が内
包する意味内容は、多くの人がその言葉をもとに人に伝え共有してきたわけで、人々が苦しんできた体験が、歴史的に分厚く蓄積された概念でもある。この言葉葉、気の巡りをよくするという心の処し方をもふく見込む。

　中井英夫（1990）は、ある症候群をとらえるとき３つの基本的枠組みを提示している。ＤＳＭなどの疾患基準にもとづく普遍性症候群がまずそのひとつであるが、それに加えて、文化依存症候群と個人症候群を独自の分類として独立さ
せる。中井は、文化依存症候群について文化の文脈から病気をとらえることに力点を置いているというより、ローカルな在地固有の症候群を念頭に文化依存の特徴を考えている。個人症候群は、いわゆる「創造の病」にあるように、一見
すると社会的に逸脱した言動や行為も、個人の歴史において必然であり、人生の達成に大きな意味をもつととらえうる症候群についての議論である。

　うつはクライエントが所属する集団・地域社会の状況と文脈を把握し、それを通してはじめて理解できることがあり、文化や風土はうつの理解に欠かせない視点だろう。さらに個人の歴史や人生のテーマが病に絡んでいることがあり。
個人の歴史と人生の文脈においてこそ、うつの病の意味が見えてくることがある。うつの状態像を描くときに、生物学的、心理学的、文化歴史的など異なったレベルの記述が成り立つ。そして、臨床心理学の仕事はうつの文化歴史性を含
む多様性に直接関わってくる。」
!
「人が人生において抱える精神的危機の解決や治癒において、文化が果たす役割とはどのようなものか。これは途方もなく大きな課題である。民族歴史に根差した固有の実践が見直されることは必然であろう。どのような民族においても、
その土地に根差した心身のケア、魂への配慮の仕方がある。人は昔から悩み苦しんできた。恐れ、不安や悔やみ、理不尽さへの怒り、他人への妬み、恨みといった感情が苦しみにつきまとう。強い欲望や衝動に対して、感情の動きを直視
し、内心を語る言葉を磨くことによって何とか対処してきた。文化の源泉をたどってみると、その手掛かりが発見される。

　仏教そしてヨーガは、煩悩(kleshas）による苦しみを出発点としている（佐々木、1975）。『ヨーガ・スートラ』のなかに次のような項目がある。「心の平安を得るには／慈・悲・喜・捨を想念することから心の清浄が生じる（1･33･
34（佐保田。1973）。心の安定のために欠かせないことは、自らの感情の動きに対するふりかえり、配慮である。しかし実際には困難なことである。心理相談に来られる多くの人は感情（怒りや不安）は制御できずに苦しむ。一方で自
分が抱えているはずの感情が体感できない不確かさを抱えている人もいる。自らの感情との付き合いは難しい。感情制御（affect regulation）が現代心理学の課題にもなって、実践にも応用が試みられてきているのをみると、これは根が深
いテーマである。自らの欲望、衝動、感情との付き合い方を身につけるために、教育のシステムが整備されたともいえる。感情教育すなわち徳育は近代において、主要な教養科目であった。

　感情の暴発だけでなく、自然に感じているはずの感情を体験できないという状態も難しい。心理学ではalexithymia（失語感情言語症）として知られている。この言葉にthymiaという語が含まれていることに注意したお。これがギリシア
語のthumos（テューモス）から派生した言葉である（Casewell,1990）。テューモスとは怒りそして欲望である。「テューモスと戦うことは難しい。何であれ欲するところのものを魂（プシューケー）と引き換えに購おうとするからであ
る」（「ヘラクレイトス断片」85(山本,1958)）。自らを衝き動かす欲望、強い否定的な感情、自らをさいなむ情動との付き合いに古来、人は苦しんできた。その感情を引き起こす要因はわかっていても、いざ対処となると思うようにはは
かどらない。その感情はあたかも外から突如襲ってくるようにも感じられ、人は受け身（passiv）にさらされるのみである。

　テューモスへの対処法は古代ギリシアにおいてもさまざまに試みられてきた。人の生活があるところはつねに「安心法」があった（藤井、1974）。それらはアポロ的方法とディオニュソス的方法はの２つの立場に分けることができる。
ディオニュソス的方法は、浄化（カタルシス）による衝動の解放をドラマやさまざまな身体表現を基本に行うもので、ギリシア悲劇における浄化が典型である。ロゴスを媒介とする対話にもとづくアポロ的方法は、真実を理知的にとらえ、
正義に向かって人間の能力が働くことを重視する。これは認知、論理、行動へのアプローチを行う近代的心理療法にリンクする。

　精神の修養法は、どの民族においても固有の文化のなかでいくつもが考案された。そのなかには現代の心理療法のルーツとなるものも含まれている。日本でも、いつくもの安心法、精神修養の方法が試みられている。心理学の立場から
は城戸（1968）の先駆的探求がある。そこでもとりあげられている富士谷御杖（1768～1828）の思想は、現代の視点からみてもきわめて興味深い（三宅、1993）。理欲二元論を基本構造とする心理学を彼は次のように説く。「欲をつか
さどるをば神といひ、理をつかさどるをば、人といふ」。欲は神の領域になる。人が生きるとき、だれもが欲との付き合いに苦しむ。人が本来的にもっている所思・所欲が働いて一方向に傾くと「偏心（ひとへごころ）」となる。偏心の
まま為をいたせば禍を招く。しかも理をもっては制御できない。内的衝迫というべき偏心を制するために禊ぎがある。神道における禊ぎとは、理と欲を「渾沌」させないで分離することである。禊ぎはその意味でセラピーである。

　人は心身の二欲をもつ。これらを衝突させずに、それぞれの欲を達することによって、葛藤の多い人生を処することができる。しかし人は神道の禊ぎをもってでも制御できない心をもつことがある。それを一向心（ひたぶるこころ）と
いう。御杖によれば一向心は詠歌（歌を詠むこと）によってなぐさめられる。このように、御杖は心身の処置として歌道を基本に置く。

　また、日本ではじめて心理療法の体系を分類・記述した井上円了（1958～1919）は自観法という独自の心理療法を考案しいぇいる（恩田、1989）。最近の出来事から不快なものをとりあげ、それを観察の対象とする。その出来事で感
じた厭な気持ちや不快な感情を思い出し、それに浸る。その感情が十分出てきたら、それをもう一人の自分が見る。何の判断も加えずにただ観る。苦悩の源泉となる感情や欲望を回避せず見つめると、その感情は自己に受け入れられるよ
うに変化する。問題との間に適切な距離が生まれる。」




☆mediopos-2122　2020.9.7

■リチャード・ロール（井辻朱美訳）!
　『上方への落下／人生後半は＜まことの自己＞へと至る道』!
　（ナチュラルスピリット 2020.8）!

キリストは磔刑の後 
いちど地下深くへと降り 
そこから復活したという !
上に向かうためには 
下へと向かわねばならず 
そのプロセスを経ることではじめて 
分離は統合への道を歩むことができる 
そのためにキリストもまた 
大地の底深く地獄行きを経なければならなかった !
前半生は上を上として 
下を下としてしかみることができない 
勝つこと達成することへと 
自我の闇のなかを衝動的に進んでいく 
ほんとうはいったい何をしているのかわからず 
わからないということさえわからないままに !
後半生への境域へと至るためには 
むしろ下へのプロセスによって 
じぶんがほんとうは何をしているのか 
わからないということもふくめ 
みずからの影に向きあい 
分離したものを統合させる道へと向かう 
その展開をいわゆる回心ともいうのだろう

リルケの有名な詩を思い出す（「秋」） !
　　葉が落ちる　落ちる　遠くからのように 
　　天空はるかにある庭が　枯れるように 
　　拒むような身ぶりで　落ちる !
　　そうして夜のなかに　重い大地は　 
　　すべての星の中から　孤独の内へと !
　　私たちはすべて落ちる　この手も落ちる 
　　ほかのものも　すべての中に落下がある !
　　けれどもこの落下を　限りなくやさしく 
　　その手で受けとめる　ひとりがいる !
上方へと落下するということ 
それはみずからの弱さや不完全さによって 
全体性から分離させられたときにこそ 
その底で支えてくれる「統一場（ひとり）」のもとで 
みずからの真の姿に気づくということなのだろう 



「人生の第二段階への旅は、わたしたち全員を待っています。だれもがその段階に至りつくわけではありません。みな年を取ってゆきますが、その速さには差があります。「さらなる旅」は、ある意味で、堅く守られてき
た秘密です。旅があるなどと知らない人も多いのです。旅の存在に気づき、それについて語り、あるいはそれが人生の前半生の旅とは違うものだと知る人は、ごくわずかです。」
!
「人生には少なくとも二つの大きな課題があり、いくつかのレベルにおいて、その事実にはしっかりとした証拠が示されています。第一の課題とは、強い「器」というかアイデンティティを作ることであり、第二の課題と
は、その器に入れるべき中身を見いだすことです。」

「わたしたちは「前半生の文化」を持ち、それは生存競争に勝ち残ることを主体にしています。おそらく歴史上のほとんどの文化や個人は、現在にいたるまで前半生の発展の途上にあるのでしょう。なぜなら、そのため
にのみ時間を使ってきたからです。わたしたちはみな、目前の課題と思われること、すなわち自らのアイデンティティや家庭、親類関係、友人関係、社会生活、安全な生活、そして唯一の人生にとってふさわしいプラット
フォームを確立することに力を注いでいるようです。

　けれども「課題の中の課題」とわたしが呼ぶものを発見するには、もっと長い時間がかかります。自分が何かをしているとき、ほんとうは何をしているのかを知るという課題です。」

「「課題の中の課題」に注意を払い、そこに統合性を見出そうとしはじめたとき、わたしたちは前半生から後半生に移行しはじめます。統合性とは、意図の純化および、ほんとうの動機の正確な認知と大きく関わってき
ます。それは難しい作業です。わたしたちはたいてい、外なる課題における転落や失敗を味わうまでは、この内なる課題に注意を払おうとしません。」
!
「魂には多くの秘密があります。それらは求めるものにのみ明かされますが、決して無理強いされることはありません。堅く守られてきた秘密のひとつでありながら、いまだ平凡な目には隠されている秘密は、「上る道は
下る道である」ということです。あるいは「下る道こそ上る道である」と言ってもいいでしょう。」
!
「自分の苦しみを認めず、転落の必要性を認めないので、多くの人は自分のスピリチュアルな深みに下りてゆくことができず−−−−それゆえ、スピリチュアルな高みにも上れずにいまる。前半生の宗教はつねに、さまざま
な純粋性のコード、すなわち「汝はしてはならなぬ」コードによって、わたしたちを上へ、純粋で、清潔な、みんないっしょ、というところへ引き上げて行こうとします。」
!
「下降ののちに上昇するというこの原理を「不完全さのスピリチュアリティ」「傷ついたものの道」と呼んだ人たちがいます。（…）聖パウロはこの耳に痛いメッセージを、「わたしは弱いときにこそ、強いからです」
という謎めいた言葉で言いあらわしています。」
!
「全体性を持った人はどこへ行こうと、そこに全体性を見出し、創造します。分離をかかえた人はすべてのもの、すべての人の中に、分離を見、創造します。後半生によって、わたしたちは全体性の中で物事を見、もはや
部分を見なくなります。けれども全体性に達するのは、混乱する各部分に落ちこむことによってなのです。実際、何度もそれを繰り返すことで、わたしたちは、全体性と、自分自身を含む万物の豊かさに憧れ、求めます。
（…）この統一場こそ、ただひとつの、そしていつまでも変わらない「上昇」の意味なのです。」




☆mediopos-2123　2020.9.8

■河合俊雄!
 『心理療法家がみた日本のこころ／!
　いま、「こころの古層」を探る』!
 （ミネルヴァ書房 2020.9）!

現代人は自我と格闘している 
そしてその格闘の仕方はさまざまだ !
いまだ近代以前の古代的な自我である人も 
近代的自我を生きている人も 
それが壊れ始めている人も 
そしてそれを超えようとしている人もいる !
古代的なままでいる自我は 
思考を働かせる自己意識が弱いために 
多くの場合外から神や天使の声が聞こえたり 
憑霊的な現象を事としたりもするが !
自分と対話し反省できるような状態になれば 
そうした外からの声は内からの思考力となって 
比較的安定した自我を持つようになる 
いわばそれが近代的自我でもある !
一九八〇年代から九〇年代に多発したといわれる 
解離性障害や境界例は 
いってみれば安定していた自我が 
ある種の社会状況の変化を受け 
その依っていた共同体や関係性などを失い 
不安定になっているともいえるのかもしれない 
そしてそれらがさらに進み 
現在では発達障害が増えてきている !
自我はそれほどに危うく壊れやすく 
調和的なかたちで育つのは難しい 
自我という脆い結び目がほどかれると 
そのこころの地層からは 
さまざまな層が浮き上がってきて 
それぞれの魂の歩みが現れてくることになり 
バランスを失うとさまざまな障害が現れてきたりもする 

おそらく魂にも守破離というプロセスが必要なのだろう 
古代人は集合的なかたちで魂を現していたが 
個的な魂となるために近代的自我が必要になったが 
それが「守」ということかもしれない !
その近代的自我というかたちだけでは 
対応しきれなくなったとき 
「破」というプロセスが必要になるが 
「守」という基盤が脆いと「破」はそのまま破壊的になる 
近代的自我から得た自我の力が 
みずからを超え「破」のプロセスを無事くぐり抜けると 
そこに自我を超えた自我の姿としての「離」が可能となる !
そのような意識の姿や変遷を理解しようとするときに 
心理療法家の河合隼雄そして河合俊雄のことばは 
さまざまな示唆に富み信頼できる指針となってくれる 



「意識の統合性の高まりで消えてしまったように思われた憑依現象や解離現象が一九九〇年代に多発するようになり、そしてまた下火になってしまったのは非常に興味深い。なぜそのような現象が生じたのかを検討してみたいが、
その答えを先取りしておくと、それは個人のこころの統合性、クローズドシステムなどの特徴をもつ近代的主体の、揺らぎと解体の進行の程度によると思われるのである。

　すでに前章でふれたように、一九九〇年代に解離性障害がいわば再登場してくる前に、一九八〇年代、あるいはもう少し以前から、「境界例」が増えていった。これには統合失調症と神経症の境界という意味も含まれているよ
うに、通常の常識を越えた激しい病理が現れ、特に強烈な自己主張と他者批判、二者関係への執着を特徴としている。たとえば心理療法においても、週一回に一時間の面接ではもたないから、複数回の面接を希望し、時間を延長
するように強いて、頻繁に電話をかけてくることになる。しかも一度セラピストが要求を受け入れると、そこで折り合いがついて収めるのではなくて、ますます要求がエスカレートしていき、譲歩したのが全くむだになってしま
う。勢いセラピストが制限を加えようとすると、一方的に非難される。当時、多くの心理療法家はその対応に苦慮し、疲弊したものである。

　その境界例の人の特徴に、アンビヴァレンス（両値性）と呼ばれる、相反する感情や態度を抱くことがある。つまりたとえばセラピストに対して、非常に尊敬し頼りになる存在として接すると同時に、いつ見捨てるかもしれな
いいい加減なものとか、全然無能で頼りにならないものともみなすのである。だから、急に罵倒するように転じたりもする。そのままセッションが終わってしまい、今回で治療関係も終わりかと思うと、また次の回に現れて、頼っ
てきたりする。

　境界例の人のパーソナリティを検討してみると、近代主体の特徴とされる自己関係が欠けていることがわかる。自分で自分自身を考え、見つめるという自分と自分自身の関係は近代主体に本質的で、だからこそ自分を意識し過
ぎたり、自分を責めたりして様々な心理的な症状を生み出すようにもなるし、また逆に自分自身のことを内省できるから心理療法も可能になる。

　ところが境界例の場合には、相手や対象に向かっていった批判などが一方的なだけで、それが自分に戻ってきて反省されることがない。常態が悪いのを母親やセラピストのせいにしていたのに対して、自分にも責任の一端があ
るかもしれないとか、同じようなことを自分もしているかもしれないとかのような形で、振り返って自分を見つめ直すことはない。また自分や相手の存在の連続性や恒常性がなくなりつつある。相手への賞賛が瞬時に罵倒になっ
てしまうのがその典型である。

　これがさらに進むと、解離性障害になると思われる。つまり自分の人格の連続性は全くなくなり、ある状況のときの自分と別のときの自分は異なってしまい、その間の自己関係は存在しない。まだ境界例の場合は、母親、恋人、
セラピストなど、自分が執着する対象があったと思われる。あるいは見方を変えれば、極端な二者関係へのこだわりは、個別の対象がなくなることへの抵抗としてすら理解できるのである。それが解離性障害になると、個々の対
象の重要性はなくなってしまう。境界例が下火になりかけてきた頃に、以前の境界例の人たちとは異なって、怒りを向けていてもすぐに引いてしまったりする。対象へのこだわりの弱まりのようなものが感じられたものである。

　なぜこのような症状が生じてきたり、またパーソナリティのあり方が変わってきたりしたのかは、病理的な症状に限らず、われわれの意識のあり方がそもそも変化してきていることによると考えられる。たとえばインターネッ
トの世界では、われわれはある対象から別の対象へ「ネットサーフィン」をして次々と流れていく。それぞれのところでの自分は全く異なるものでもよい。（･･･）

　また近代主体の特徴に個人の「内面」ということがあり、それは近代における「日記」のあり方に典型的に見られた。しかし今や日記はブログ、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムとして世界に向けて開かれている。
それらはもはや個人の内面で閉じられてはいない。

　これはこころがオープンシステムであった前近代の世界に似ているところがある。中世の研究家で、遊びについての名著『ホモ･ルーデンス』を残したホイジンガは、中世においては「人生におけるあらゆることがらが派手に残
忍に公開された」と述べている（『中世の秋』）。まさに今のネット状況のようである。だからこそ一度はなくなったと思われた憑依現象のようなものが再び現れてきたと考えられる。しかし一見すると現象としては似ていても、
前近代の世界においては憑依するものが霊、死者、動物などとして共同体で共通に理解されていたのとは異なって、そこに何の共有される意味もないところが現代における解離現象の特徴である。

　それではなぜ解離現象は再び下火になってしまったのであろうか。まずはある種の解離現象の軽症化とも社会にによる受容ともいえて、様々な面で異なる自分であるというのがかなり社会によって受け入れられ、病理化する必
要がないことがあると思われる。ハンドルネームやアカウントを使い分けていても、それはもはや当たり前のことで、非難の対象にならないのである。友だちと会話しつつ、それどころか会議中に、自分の携帯端末に入ってきた
メッセージを読んで返事をするというのも、かなり普通になってしまった。人は自然に解離して生きている。

　また近代主体の弱まりはさらに進んで、バラバラになりつつもまだ存在していた主体性が、そもそもその存在が認められなくなるまでになってしまうようになる。それが発達障害の増加という新しい症状の形に反映されている。
たとえば、選べないという発達障害の人の問題から比べると、解離性障害では無意識的であり、たとえば多重人格のように矛盾するにせよ、少なくともある人格や行動を選ぶことができている。あるいは同時に二つのことをパラ
レルに選ぶことができている。

　だから発達障害の人の常態がセラピーによって改善してきて、多少とも主体性をもちはじめると、解離的な症状を示したりもするのである。同じような意味で、境界例のようなこだわりやアンビヴァレンスを呈するようになる
人もいるのである。社会全体の意識の変化による病理の変遷と、個々人での症状の変化の関係も、興味深いものである。」
!
「そもそもこころのモデルに古層と表層、あるいは最前線の違いがあるように、個人のバリエーションも大きい。つまり極端にいえば、こころの古層をはっきりと保ち、いわばまだ前近代の世界のこころ観で生きている人もいれ
ば、葛藤や罪悪感の強い近代意識に濃く色づけられている人もいる。さらには葛藤やこわだりのない、全くポストモダン的な意識で生きている人まで、グラデーションが認められるのである。それは現代において世界観やこころ
が安定的な状態になくて、変容しつつあるからこそ生まれてくるギャップといえるかもしれない。

　さらに現代においては、そのようにお互い生きている世界観が異なる人が出会うので、むずかしい問題が生じてくると思われる。それには異文化コミュニケーションと同じくらいの困難さが伴う。

　近年において、主体性が曖昧な発達障害的なクライエントが増えていることを指摘してきたが、時には罪悪感が強かったり、主体性をめぐる葛藤に苦しんでいたりするクライエントに心理療法で出会うこともある。珍しく思っ
て、そのような人の家族史や生活史に注目してみると、地方出身者であることが多い。つまり大都会では近代意識をめぐる葛藤はあまり重要でなくなっていったのに対して、地方ではそれがまだ残っているようなのである。

　それどこどか、地域によっては、拝み屋さんや神事などの伝統行事がまだ力をもっているところもあって、こころの古層が埋もれているのではなくて、日常の習慣や行事に残っている場合がある。そのような地域に生活してい
たり、そこに出身だったりするクライエントに接すると、ものが魂をもてっていたり、あの世とつながっていたりすることがリアルであることがある。そのことが心理療法家におおいに寄与することもある。

　ここでは少し地域差のようにして説明したけれども、これはこころが全体としてある方向に進んでいるとしても、個々人ではその流れに乗っている人も乗っていない人もいて、かなりのバリエーションが生まれているためだと
思われる。」

「こころは変化してきているだけに、常に新しい課題と直面している。寿命が延びた中でのこころのあり方はどうなるのか、伝統的な宗教の影響力やコミュニティが弱まる中でのこころにとって死とは、ネット社会での人間関係
とは、科学・テクノロジーの進歩と向き合うこころとは、などなど課題は無数にある。しかし死が迫ったときに、むしろ自分の個別の課題を見いだして取り組むことが多いのを指摘したように、個々人のこころはほとんど不可能
に思われる課題に直面しても、常に個別的な解決を見出していくのが特徴的である。」

「心理療法に携わっていると、今のこころの最前線はどのようになっていて、どのような問題があるのかを考えざるをえない。それに対して、一般的な解決法や提言が求められがちである。けれども、そのようなものが存在しな
いことこそが真理であり、出発点なのかもしれないのである。それは解決の諦めではなくて、それゆえにこを解決を求めて真剣に取り組むことにつながっていくのである。」




☆mediopos-2124　2020.9.9

■村上和雄・宮島賢也『どうせ生きるなら「バカ」がいい』（水王舎 2015.7）

視線をどこに向けるか 
いつに向けるのか 
そのことで 
見えてくるものは変わってくる !
すぐに結果のでることを求める利口者にとって 
そうしない者はバカに見えるかもしれないが 
それだけしか見えないと 
その先にあるものが見えなくなる 
じぶんのことも 
そして世の中のことも !
現代が心の病だらけなのも 
世渡り上手でなければならないという価値観と 
それよりも大事なことを求め叫ぶ無意識とのあいだで 
引き裂かれることが多いからだろう !
お笑いの人たちが 
どこか信頼されたりするのも 
バカを演じることができるということ 
そしてバカのなかにある真実を見せてくれること 
その道化のようなあり方が 
お利口な人たちの仮面を剥がしてくれるからだろう 
そのぶんだけお笑いの人のほうが賢く見えたりする !
しかしその現象そのものが 
またひとつの屈折した病でもあるだろう 
しかも今では芸能人たちそのものにさえ 
卑小な道徳の仮面を被せようとさえするように 
道化にさえもバカが許されない時代なのだ !
まさに「いまの世の中には「バカ」が足りない」 
もちろん無責任に破壊的なのがバカなのではない 
それはただの度し難い愚かさでしかない 
目先のお利口さから逸脱する知恵 
それこそを「バカ」のほんらいと呼びたい 
「サウイフモノニワタシハナリタイ」 
そう願うものがひとりでも多くなりますように 

（村上和雄「プロローグ」より）
!
「いまの世の中には「バカ」が足りない。そう思うのは、私だけでしょうか。

　いったい何を言っているのだと思われるかもしれませんが、私は真剣に憂えているのです。現代社会を見渡すと、とにかく利に聡い人や、
誰からも批判されないように賢く世渡りする人ばかりが増えています。私はそのことに危うさを感じているのです。

　もちろん、利口な人や賢い人が増えることで、世の中が良くなれば問題はありません。しかし現実は、そうなっていないのです。現代の日
本において生きづらさを感じ、心の健康を害して精神疾患になり、医療機関にかかっている患者数は、およそ三二〇万人にものぼっています。

　世界的に見ても、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の推計によると、世界の一五歳～六四歳の五人に一人が心の病を抱えているといいます。

　私たちはこれまで、失敗を犯さない賢い生き方を目指してきたはずです。「バカなことを言っていないで、みんなの言う通り、みんなのやっ
ているようにうまくやりなさい」と、親や先生、あるいは職場の上司に言われて、その通りにやってきたはずです。にもかかわらず、いっこ
うに「生きる楽しさ」が感じられないのは、どうしてなのでしょうか。

　そこで、ふと気付くことがあります。

　私たちは、「バカ」を減らしてしまう世の中をつくってきたのかもしれないと。

　お金儲けにならないことをする人や、世の中から外れて、自分に素直に生きるあまり遠回りをする人を、みんなで寄ってたかって笑い者に
し、排除してこなかったでしょうか。

　私たちは、いつでも最短距離で結果を出すことができる、才気あふれる利口な人物を目指すことで、かえって自分自身を苦しい状況に追い
込んでしまったのです。」
!
「今回は、「薬を使わない精神科医」を掲げておられる宮島賢也先生と私、村上の二人三脚でこの本をつくりました。

　遺伝子工学の科学者と精神科の臨床医という畑違いの二人に共通するのも「バカ」なことを大事にしているという点です。遺伝子と笑いの
研究を大真面目にやる私も、精神疾患に薬を使わずに向き合うという宮島先生も、世の中から見れば「大バカ者」かもしれません。

　けれども、そんな「バカ」な二人だからこそ語れる「真実」もあるのです。」




☆mediopos-2125　2020.9.10

■川島秀一!
　『「本読み」の民俗史／交叉する文字と語り』!
　（勉誠出版 2020.6）

口承文芸は伝承 (誦) 文芸ともいい 
文字で書かれた文芸に対して 
口伝えで伝承される文芸のことで 
リテラチュール・オラル（la littérature orale）の訳語として 
柳田国男が《口承文芸史考》(1947)で初めて使った用語 !
文字のない社会のなかでの 
わらべうた　民謡　昔話　伝説などをはじめ 
講談や落語をそれに含むめることもあるようだ !
文字に書かれる以前の時代に成立した 
ホメロスの「イリアス」「オデュッセイア」などの叙事詩 
日本では「平家物語」などの成立についても 
口承文芸として位置づけることができる !
本書で示唆される視点は 
柳田国男以来日本の民俗学で 
「口承文芸」といわれてきたものが 
「ホンヨミ（本読み）」を通じても 
口（声）で語り伝えられてきたというものである !
いわゆる語り部のイメージは 
すべて耳で覚えて口で語りつがれてきたというものだが 
たしかにその背景にあるのが文字社会であれば 
そして「本」という形式がそこにあるならば 
それを口伝えだけに限定されたものとしてとらえる必要はない !
いわゆる語り部が語るものも 
伝統芸能において継承されている講談や落語にしても 
現代に近づけば近づくほどその背景には 
ある程度文字化されたテキストのあることも多いだろう 
おそらく柳田国男という民俗学の泰斗の説が 
民俗学の世界では通説になっていたらしい

その意味では文字環境のなかでの口承文芸を示唆する本書は 
新たな口承文学の様態を明らかにする重要なものだといえる 
むしろ「ホンヨミ（本読み）」によって 
「ムカシバナシ」などもより豊かな形で 
声による「読み」が可能になった側面もあるだろう !
講談や落語などを考えてみると 
それらの継承もとくに現代では 
ある程度「本」という形になっているテキストが 
その背景にある場合が多いようである !
ベースとなるテキストがあるとしても 
演じる者によってそれらはさまざまに演出変奏されてゆく 
重要なのはそれらがどのように 
実際に演じられるかということなのだといえる !
「文字と語り」は「交叉」しながら 
口承文芸を豊かに継承してきているということだ 



「これまで日本の民俗学で扱われてきた「口承文芸」は、耳で聴き、口で語り伝えるという口頭伝承が重んじられてきた。しかし、目で「本」を読み、それを口で語り伝えてきたという伝承もあったであろ
うことは、容易に想定され得る。」
!
「私には、しばらく放っておいた研究テーマがあった。口承文芸と文字との関わりである。私の民俗学との最初の触れ合いは、故郷である宮城県の気仙沼地方の昔話や伝説、民謡などの口承文芸の採録から
始まった。一九八一年、國學院大学の昔話伝説研究会による気仙沼地方の採訪調査では、ＯＢの常光徹さんや花部英雄さんが指導に当たっていた。その後の一九八四年から数年は、石井正己さんと一緒に、
気仙沼地方の昔話調査などを行なった。当時、気仙沼市編さん室で地方文書の解読などの仕事をしていた私にとって、彼らから多くの学問的な刺激を受けていた。

　当時は、明治生まれのお年寄りも元気であった。あるとき、いつものように、「エツコマンマ（昔話の終末句）で終わるような話を覚えていませんか？」と、あるお年寄りに尋ねたところ、その翁はおも
むろに立って背中を向け、奥の部屋に行って一冊のノートを持ってこられた。そこには、ご自身の覚えている昔話が小さな文字で、びっしりと書かれてあった。そのころは、文字にいささかも触れない口頭
伝承だけが純粋なものとして、金科玉条のように重んじていた私は、ノートの文字を目にした瞬間に、少しがっかりしたことを覚えている。さらに録音して音声を残すために、「これらの昔話を一度、口で
語ってくれませんか？」と、たいへん失礼なお願いさえしてしまった。

　このことは後で、なぜ私はノートを見たとき幻滅したのかと、問わざるを得なかった。目に一文字も持たないお年寄りから採集するのが昔話調査であると、思い込みをしていたからである。そのような聞
き書きの現場での出来事から、少しずつ、文字と語りとを対立させずに、文字環境のなかでの口承文芸について考えてみようと思うようになったわけである。」
!
「本の読み方には、それを受容する側から、ある一定の条件が規定されていたことがわかる。「読むほうも泣き、聞く方も泣くくらい上手な読み方」であり、「講談本に登場する人物に成り切ったような読
み方」であり、「可哀想なところは可哀想なように読んだ」という。」

「声を出して読むことは、感覚の高揚と結びついていたために、感情移入を伴うものであったが、読む方も聞く方も泣くような共感世界は、本読みの＜節＞の問題とも大きく関わる。その節の付いた読み方
とは、たとえば、前田愛が『近代読者の成立』のなかで論じた音読のように、漢文の素読につながる節とは異なっている。学校で教える漢文の素読や暗記用の音読は、「朗読」型の音読であり、どちらかと
いうと、都市の知識人による音読であった。しかし、本書で扱っている＜本読み＞は、「学校で習う読み方では聞きとれず」とか、学校で読むような読み方は下手な読み方という例があるように、むしろ、
「朗唱」型の音読とは激しく対立するものであった。

　おそらく、その＜節＞とは、奥浄瑠璃やデロレン祭文や講談などの芸能に似た節であり、本来は門付けの座頭や祭文語り、興行の巡業などによって得られていった節と思われる。それはまた、巫女の口寄
せやオシラ祭文などの節にも似かよったものとして連綿と享受していたために、「人物に成り切ったような読み方」とか、涙ながらに相槌をうつというような享受形態も成立したと考えられる。つまり、そ
れは近代以前から培われてきた節であったが、近代に入ってから、識字者層の増加と書籍の流通にともない、＜本読み＞という音読が、以前の芸能と同様の共同的な享受空間を設けるような＜節＞で読むこ
とを強いられ、あるいはその節で読むことを迎え入れられていったものと思われる。柳田邦男は、本の音読について、「これは文字の教育が普及せぬ以前、人が暗唱をして口から耳へ、受け継いでいた名残」
と捉えているが、ここで述べている口承文芸の伝統とは、芸能の＜節＞を除いては考えることができないように思われる。

　文字は必ずしも口承文芸を駆逐したわけではなかった。口承文芸を研究する上で定義された「昔話」とは別に、文字を通して得たムカシバナシが豊かな世界を成立させていたのである。それらの語られた
＜文字＞は、「昔話」の中に、たとえば「一天にわかにかき曇り」などの、一度は文字を通さなければ得られないような言葉が適切な箇所に挿し挟まれていくようになる。文字を聞き、文字を語る、という
ことを、口承文芸の研究のなかで、ていねいに解きほぐしながら、その位置を明らかにしていかなければならないものと思われる。」



