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■『岡井隆詩集』（現代詩文庫200　思潮社　2013.3） 
■『岡井隆歌集』（現代詩文庫502　思潮社　2013.3） 
■岡井隆『詩の点滅／詩と短歌のあいだ』（角川書店　2016.7） 
■現代詩手帖10月号「追悼特集　岡井隆」（2020.10　思潮社　2020.10）

短歌は 
一行の 
短い詩 

俳句もまた 
一行の 
短い詩 

短い詩が連なって 
ポエジーの形は展開してゆく 

五七五 
五七五七七 
五と七という定型の魔法が 
日本語のポエジーを 
さまざまに描いてゆくのだ 

五と七という 
定型の不自由があって 
そこから非定形の自由は生まれる 
自由は自由だけでは成り立たない 
非定型は非定型だけでは成り立たない 

日本語の五と七 
さらにいえば二と三・三と二 
そして三と四・四と三 そのリズムが形態形成場となって 

非定形の自由なポエジーも生まれてくるが 
それは日本語ポエジーの守破離だともいえる 
超えて行く離のためには 
五と七の型である守がなければならない 

そのプロセスのないところに 
即物的な散文は生まれてくるが 
散文が有機体となるところでは 
日本語ポエジーの守破離が 
その響きを失うことはないはずだ 
音楽が音楽であり得るときの響きのように



（岡井隆『詩の点滅』より）


「短歌を作つてゐる人間からすると、一行の短い詩だといふ意識は片時も頭を去ることはない。短歌はその名の通り、長歌と比べて短いといふところに第一の特長がある。

　もう一つの特長は、一定のリズムを持つ詩だといふことで、五音七音五音七音七音の音数の律（リズム）をもつといふことだ。これは自由詩（非定型詩）に対する、定型の詩だといふことだ。一定の律を約束した以上は、自由
ではない、不自由だといふことである。敢へて、不自由を選んでゐるといふことである。」


「詩と短歌は、ほぼ同時に書かれつつ互ひに補完関係にあるといふのが、わたしの場合の現実だったのだ。」


（『岡井隆詩集』～江田浩司「越境と融合／岡井隆の詩について」より）


「岡井隆の評論集『詩歌の近代』（一九九九）の冒頭近くに、詩に関する次の言葉がある。


　　　詩は、すべて短詩に分解されて詠まれる。

　　　詩は、すべて短詩（短章）を材料にして組み立てられている。

　　ということはいえないだろうか。わたしが長く短歌を作り続け、読み続けて来た歌人であるからこういう断定をすることになったのであろうか。

　　　わたしには、どうも、そうは思えないのである。何か、日本語の一番すぐれた特質が、短詩の成立を可能にしているように思えるのだ。

　　　（「詩を読むという行為について）


　岡井の短歌創作は、初期から現在に到るまで、このように認識する詩との濃密な関係の内側で行われてきた。もちろん、初期から前衛時代、五年の空白期間を経た現在に到る各時代において、短歌と詩の位相は変化しているが、
それは、岡井の短歌のとどまるところを知らない変容と見合ったものである。

　短歌の革新性の内部に、詩歌のジャンルの境界を越境し、詩の表現を取り込んできたのが、岡井の創作の特徴の一つである。詩は短歌の革新性を主体的に推進させることに作用する。

　岡井において、詩と短歌は併行して創作されていたわけではなく、複数の線が相互に絡み合うように、歌集の内部で総合的な創作の達成に寄与していた。それは、定型詩としての短歌の限界値を意識し、見定めながら行われた。
岡井の詩は、短歌の詩的革新性のもとで磨きをかけられ、短歌とともにあることで、相互の表現の限界値を拡張したのである。それゆえに、詩自体の生命に、新たな可能性を開花させるものであった。

　岡井の詩には、素材やモチーフや「私」性に関するアナロジーが短歌との間に存在する。その点が、専門誌人とは異なる岡井の詩の特徴の一つである。短歌と詩は、「私」を素材にした相互補完的な関係性にあり、自己還元的
なモチーフが濃厚で、私的な劇性に充ちている。この点は、その表象の仕方に変容はあっても、初期から現在に到るまで基本的に変わることはない。また、短歌の延長線上と詩の延長線上に、結節点を想定することが可能である。
そこに、岡井の詩の原風景を想像することができる。

　ただ、音数律と定型に関する言語実験的な「木曜便り」の「定域詩」に関しては例外である。この詩は、短歌に変わる定型詩の可能性を測り、その限界を見極めることが主目的であるように思われる。それは、短歌の次に来る
べき定型詩を試行する行為であるよりも、そこから短歌の詩的革新性に到る道を探っているように思われる。「定域詩」は、短歌の定型の機能と音数律の関係を分析した、岡井の初期の評論『短詩型文学論』を念頭に置いて読ま
れる必要があるだろう。」


（現代詩手帖10月号「追悼特集　岡井隆」～江田浩司「岡井隆の「詩」について」より）


「岡井の詩への向き合い方には、一貫した態度がある。岡井は短歌への意識のないところで、一度として詩を創作したことはない。それは。岡井が短歌を創作するときに、常に詩への意識があることを意味している。「短歌の連
作は、＜多行の詩＞の一つの形なのではないか。一行の字数が定まってゐる点で自由詩と呼ぶだけで、連作とは、＜多行の詩＞ではないのか。さう考へ始めると、若いころ奇妙に興奮して呼んだ『旅人かへらず』の馥郁たる香り
がまた遠方から漂つて来る」（『前衛詩人と呼ばれるまで　一歌人の回想』一九九六年刊）

　このような短歌観を持った歌人は、おそらく岡井しかいないだろう。岡井隆は詩によって短歌を磨く歌人であった。そして岡井の詩は、深く「私」に貫かれている。短歌という詩の本質を洗い出すために、「散文や文語自由詩
や口語自由詩を、自分でつくることによつて」短歌を外から攻めたと回想録で岡井は語っている。」
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■ウィル・ハント（棚橋志行 訳） 
 『地下世界をめぐる冒険／闇に隠された人類史』
 （亜紀書房 2020.9）

私たちは地上にいる 
地下でも天上でもない 

地上には昼と夜があり 
昼には地上の風景が見える 
昼でなくても 
光を照らせば世界が見える 
そう思って暮らしている 

光を照らすことにたとえて啓蒙する 
enlightenmentという言葉がある 
たしかに光に当てることで 
目を開くことで見えるものはある 

しかしそこに見えているものを問えば 
むしろ見えないものが 
それと知られず隠されるということにもなる 

プラトンの洞窟の比喩がある 
この世界は光に満ちているように見えるが 
実際はほんらいの光の世界に照らされた 
影の世界を見ているにすぎない 
しかしそのことを地上の世界に伝えようとしても 
狂人のようにしかみなされない 

しかしむしろ地下の闇に降りることで 
地上の闇に気づくこともできる 
地上の光という啓蒙は魂の光ではないからだ 

魂の光に気づくために 
天上へ向かおうとすれば 
むしろみずからの深い闇に眠る光を見えなくさせる 
闇こそが光の在処を示してくれるのだ 
光を観る力はそこで育てられる 
悪人正機もそういうことだ 
善人はむしろみずからの悪に鈍感になる 
啓蒙がみずからの闇を見えなくさせるように



「私たちの中の何かが衰えたのだ。世界に対する感性が硬直した西洋人の私たちは、自然界のある種の曖昧な手触りに無感覚になり、哲学者のデイビッド・エイブラムが、〝大地の歌と叫びと仕草〟と呼ぶ
ものに鈍感になった。私はここまで長い年月をかけて、アボリジニの歌の一節からマドレーヌ人の隠された儀式、ラコタ族の創成神話い至るまで、根源的な祖先の伝統をかき分け、私たちが原初の人間の状
態からどれほど遠ざかっているか、自分のもっとも深いところにある本能と衝動にどれほど目を背けてきたかを理解してきた。人間と地下の結びつきの中にこそ、昔ながらの方法が生き残っている。地下の
暗闇の中では、失われた記憶がゴロゴロ音をたてて覚醒する。私たちはやわになった。おだやかさに魅かれ、おだやかさに慣れきっている。世界に驚かされ、戸惑い、畏敬の念を抱く能力を取り戻そう。
アン・カーソンが〝魂の吸気弁は開かれている〟と書いたように、地下は祖先の最古の夢をそのまま維持し、知識や記憶をまとう以前の世界に私たちの心を開かせる。Ｅ・Ｅ・カミングズの言葉にあるよう
に、それが私たちを〝根っこの根っこ、つぼみのつぼみ〟へと導き出す。

　測りがたい謎に敬意を払うことを、地下は教えてくれる。私たちは照明に満ちた世界に暮らし、あらゆる秘密を投光照明で照らし出し、暗闇を残らず一掃しようとする。闇が一種の害虫であるかのよう
に。地下空間と結びつくなかで、私たちは未知なるものへの疑念を持たず、のべつ幕なしに何もかもを暴き出すべきではないことを学ぶ。常に裂け目が存在し、常に盲点があることを受け入れられるよう、
地下は私たちを導いてくれる。人間は呪術的思考や夢の階段や迷子の状態に影響されやすい、無秩序で不合理な生き物であり、それが素晴らしい贈り物であることを、地下は思い出させてくれる。祖先が
ずっと知っていたこと、つまり、未来永劫語られざるものと見えざるものにこそ力と美が在ることを、地下は教えてくれるのだ。

　私は巡礼者として地下へ来たわけではなく、神の使いをめざしたわけでも、聖なる知恵を取り戻しにきたわけでもなかった。しかし、暗闇を引っかき回すうち、自分の周囲で世界が変化してきた。巨大な
折り紙のように、世界が曲がったり折れたり広がったりしていくさまを感じた。現実は中身の詰まった頑丈なものではなく、むしろがらんどうなのだと知った。私たちが日々の暮らしで見て触れる有形の表
面は数多くの層のひとつにすぎず、それ以外の層はどれもベールに包まれている。かつてスティーブ・ダンカンはニューヨークを、震えながら刻々と変化する巨大な有機体で、私たちにはそのほんの一部し
か見えていないと形容したが、私はまさしくそんな世界を体験した。あらゆる風景が、私たちには検出できない活力と潜在力に満ちた〝実体のない〟景色に見えてきた。

　この世界には言葉にしがたいものが縫い合わされている。闇と心おだやかに同席し、実証主義的な観念と幻想なるものの間に横たわる多様な思考様式を受け入れる術を、地下は私に教えてくれた。聖なる
ものに後ずさりせず、それと向き合って、真っ向から見据えることを教えてくれた。私は神と邂逅した。それは雲の合間から声をとどろかせる神との対話ではなく、隠されているものを受け入れ、目には見
えなくてもそこに宿った力を感じずにはいられない、ある種のくらい空洞を受け入れる、という意味で。

　今日、世界各地を移動しながら、私は足もとの空間の存在を常に意識するようになった。そのたびに、私たち人間がどれだけの謎に包まれているかを思う。どれだけの現実が私たちの認識から抜け落ちて
いるか、この世界が私たちの認識を超えたどんな深みにまで続いているかを思い知る。私をこれほど生き生きとさせ、希望と神の愛で満たしてくれるものは他にない。

　聖職者で環境学者のトーマス・ベリーはかつて、世界の真実と意味を探し求めて生きていく人々のことをこう評した。〝心の奥にかすかなメロディが聴こえるが、それを自ら奏でられるほどはっきりと聴
き取れない音楽家のようなもの〟

　地下の暗闇で、私はそのかすかなメロディに耳を傾けることを覚え、とうてい奏でることができない美しい世界が無数にあることを知った。」
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■フジモトマサル『いきもののすべて』	
　（青幻舎　2020.9）

ジャンルにかぎらず	
見たり聞いたり読んだりしたとき	
思いがけない視点をもらえるとうれしい	

思いがけない視点でも	
それが表現される完成度が低いと	
その視点も色褪せてしまうから	
表現され方も重要である	

フジモトマサルの絵は	
細かいところはほとんど描かれていないが	
とぼけたような感じで表現されたタッチが	
不思議な味わいとなっていて心地よい	

村上春樹の本などのイラストも描いているけれど	
村上春樹エッセイでの語り口によく合う	
そういえばフジモトマサルは	
村上春樹の期間限定サイト	
「村上さんのところ」の絵を担当してから	
半年後くらいで亡くなっている	
2015年のことだ	
その後こうして5年経って復刊されたのが	
2006年の作品『いきもののすべて』である	

解説を担当している漫画史研究者の宮本大人は	
「『いきもののすべて』には	
いきもののすべてが描かれている」という	
どういう意味かわからないので読んでみると	
こんな意味だそうだ	

「『いきもののすべて』と題された書物に収められた作品に、	
いきもののの「すべて」は描かれているか。	
もちろん答えはノーである。」	
「いきものはみなそれぞれ限られた視界の中で生きていること、	
いつも「終わり」と隣り合わせに生きていること、	
この二つさえ分かれば、	
結局いきものについてわかっておくべきことのすべては	
分かるのかもしれない。	
だとすれば答えは、イエスである。」	

よくわからない説明だが	
フジモトマサルの死後復刊された作品としても	
『いきもののすべて』を読んでいると	
そうかもしれないという気もしてくる	
説明はちょっとむずかしいけれど

それはともかく	
四コママンガの面白さは	
短い四コマのあいだで視点が変わることだ	
後のコマで視点が変わることを期待して読む	

四コマ目を読んでも	
オチがよくわからないこともある	
どうしてもわからないときもあれば	
そのうちにわかるときもある	
オチがオチになっていないときもある	

マンザイでも落語でも	
ちゃんと落としてくれると気持ちがいい	
そのときはそれまでの表現も生きてくる	
表現力があって 後に意外な視点をもらえるのが理想だ	

四コママンガもおなじだが	
なにせ四コマと短いので展開が難しい	
フジモトマサルのふしぎな四コママンガは	
視点を切り替えたり	
視野を広げたりすることで	
後にそれまでの視点の俯瞰される面白さがある	
いわば視点のメタレベルにシフトできるのだ	

この視点のシフトはけっこう使える発想だ	
決して深刻にならずにじぶんを笑いながら	
意識を輻輳化することができる	

フジモトマサルのマンガが	
「そこはかとなくおかしく、	
そこはかとなく哲学的に見えることがある」	
といわれるのもそういうところだろう	



（宮本大人「『いきもののすべて』にはいきもののすべてが描かれている」より）	

「本書収録作の笑いの多くが、視点の操作によってつくられている。	
　一つは、登場人物の目の付け所、注意や関心の向かう先が、作品内の他の登場人物や、作品を読む読者とズレているところから笑いが生じるパターンである。「いや、そこじゃないか

ら」とか「えっ、そこ？」と読者がツッコみたくなる、あるいは実際作中で他の登場人物にそうツッコまれているのがこれに当たる。	
　「いきもののすべて」の「サバイバル」（15頁）の場合、「飢えをしのぐ」必要のある漂流生活が続く中で、せっかく携帯電話がつながっているのに、主人公は電話の相手にドラマの
録画を頼む。自分の置かれた危機をどうするかより、ドラマを見過ごすことの方を心配している、あるいは電話の向こうの相手に、自分の救出を求めていない、という「見ているところ
のおかしさ」がそこにはある。	
　もう一つは、起承転結の転か結の部分で、それまで主人公（たち）に寄り添っていた視点を切り替え、視野を一段広くして、主人公（たち）の視野の狭さが相対化されることによって

笑いが生じるパターンである。	
「いきもののすべて」の「主張」（13頁）は一番典型的だ。いつもお互いの主張を曲げないカップルが自分たちの置かれている状況に気付いていないことを、 後の１コマで視点を建物
の外に出すことで分からせる。	
　「マガオくん」の「無表情」（112頁）は、単に視点を狭いところから広いところに出す、というのではなく、もうちょっと踏み込んで、視点は初め夢子さんの内側にあんって、それが
後客観視点に変わることで、マガオくんだと思って話しかけていたのは花瓶だったことがわかるというオチである。	

　３コマ目まで、マガオくんと夢子さんの両方をとらえる視点から絵が描かれているので、読者はそれを、酔ってしまった夢子さんの主観のフィルターがかかった絵だとは気づかない。
ずっと同じ構図が続いた後、少し視点が左にずれて、「以後気をつけます」と言うマガオくんが現れ、夢子さんの右側に花瓶が描かれていることで、初めて読者は、３コマ目までは夢の
さんの見ていた世界だったことに気付く。	
　映画で言う主観ショットは、登場人物の目の位置にカメラを置いて、まさに登場人物の視界を観客に見せる手法で、マンガでもその手法が使われることはある。一方、マンガには、特
定の登場人物の主観的な見え方を、その人物を外側から捉える視点から描くという、登場人物の目が登場人物の体の外に出ているような手法がある。もちろん映画でもそのような表現を

することは可能なのだが、マンガではある時期以降、割と頻繁に用いられる手法になっている。「無表情」は、その手法を、 初はその手法が使われているとは気付かせないというトリッ
クによって笑いを生み出しているのだ。」	

「「いきもののすべて」の「敗因」（37頁）では、３コマ目に吹き出しに囲まれない形で内面の言葉（のように見えるもの）が出てくるが、４コマ目の「四股名か･･･」というセリフに「違
うと思うよ」と突っ込みが入るのを見ると、３コマ目の内面の自問は、ツッコんでいるペンギンに筒抜けだったのではと思える。	

　「マガオくん」の「無想」（100頁）でも、夢子さんが頭に浮かべている絵が、なぜかマガオくんに見透かされていたことが４コマ目で分かる。	
　他の登場人物には見えない・聞こえないはずの内面の描写を、外側からも見られる顔の表情などの描写と同じようなものとして位置づけることで、マンガ表現の約束事に親しんだ読者
の裏をかいているのである。	
　「マガオくん」の「美点」（111頁）など、主人公と言えども読者に何を考えているか分からせないことで笑いを生むパターンも多いので、そもそも少ない内面の言葉や絵も、特に主人
公の内面を深く理解させようとか、まして感情移入させようとかいった意図では用いられていない。どの登場人物も、読者から等距離に置かれている。だからこそそれぞれの登場人物の

視点の違いが読者が引いた目で見られるのだ。	
　視点を切り替えること。視野を広げること。フジモトマサルは、そうやって読者を「あっ」とか「えっ」とか、少し驚かせ、笑わせる。登場人物たちはみな、それぞれいろんな場面で、
お互いに違うものの見方をしていて、違う見方をしていることに気付く。そして読者も、自分もまた、ある特定の限られた視野の中で物事を見ていることに気付かされる。フジモト作品
が、そこはかとなくおかしく、そこはかとなく哲学的に見えることがあるのは、そのせいだ。」	



☆mediopos-2154　2020.10.9

■『談 2020.no.118 〔特集〕成熟の年齢』 
　（公益財団法人たばこ総合研究センター[TASK] 2020.8）

ひとはプロセスを生きている 
そしてプロセスに終わりはないけれど 
どこかにゴールを引いたとき 
みずから引いたその線から成長は止まる 

生物学的にいえば 
性的成熟は一〇代に訪れ 
体力的な成熟は二〇代でピークを迎え 
脳の仕組みは三〇代でできあがるそうだ 

それぞれをその段階での成熟と呼ぶこともできるだろうが 
そのとき人間は生物学的な存在だけの人間であり 
そこで成長を止めたときさらなる成熟への道は途切れてしまう 

ほんとうはプロセスに終わりはない 
死さえも生死を超えたプロセスのなかでは 
一通加点にすぎないけれど 
それをゴールととらえたとき 
魂にとってそのときのプロセスはしばらく休止してしまう 
答えの与えられた死んだ問いのように 

けれど永遠の成熟というプロセスのなかでは 
そのときどきの答えは新たな問いへと姿を変えて 
あらたな問いを生きるべく歩き始めることになる 

歩いているときには 
じぶんがどこまで歩いたのかわからないが 
歩いた後を振り返ってみることはできる 
そしてあらためて前を見て 
みずからの未熟さのなかをまた歩いてゆくだけだ 

それを教わることはできない 
教えることもまたできない 
問いも答えも教わり教えるものではなく 
歩きそして学ぶのはじぶんだからだ 
そして人間の条件とは年齢ではなく 
永遠の成熟へと向かうプロセスそのものだからだ 



（佐藤真「人間以降の「人間の条件」を考える」より）


「「ある日気がついたら、前より少し大人になっていた。／そういう経験を積み重ねて、薄皮を一枚ずつ剥いでいくように人は成熟していく。ロードマップもないし、ガイドラインもないし、マニュアルもない」。そういう
込み入った事情を「困難」という形容詞に託した、と著者は記します。そして、この文章の前にはこう綴られていたのです。

「･･････愛したり。愛されたり、傷つけたり傷つけられたり、助けたり助けられたり･･････というごくごく当たり前の人生を一日一日淡々と送っている間にいつのまにま身についた経験知・実践知の厚みや深みを、僕たちは
＜成熟＞という言葉で指し示している」と。

　この文章の著者は、フランス現代思想の研究者内田樹氏です。内田氏は、神戸市で武道と哲学のための学塾を主宰していますが、成熟というプロセスは、武道における上達ときわめて似た形をとると言っています。武道の
場合、技術の上達というのは「自分の身体にそんな部位があると知らなかった部位を意識できるようになり、操作できるようになっていることに気づ」き、また「自分がそんなことを感知できると思ったこともなかったシグ
ナルを受信していることに気づく」というかたちをとる、というのです。

　人間的成熟も武道的上達と同じような力動的なプロセスをたどります。何より面白いのは、昨日よりこれだけ成熟したということが測れない、すなわち数値化できないということです。人間的成熟も武道的上達とまったく
同じで、要するに、「ぼくはどれだけ成熟したのか」を自己点検することができないというのです。なぜならば、どれだけ成熟したかを自己点検できるということは、とりもなおさず、成熟するとはなんであるかを成熟に先
立ってすでに知っていることになるからです。

「ある日気がついたら前より少し大人になっていた」という他ないような経験が成熟であり、その意味で成熟手、回顧的・事後的発見というプロセスをたどるものです。時間がかかり、それだけの身銭を切らないと身に付か
ないものであり、そもそも＜早く成熟する＞ことに価値があるわけではありません。成熟には、ある種の困難さがつきまとう。けれども、まさにそれこどが成熟というものの本質であり、それゆえにあえて困難な成熟の未知
を選ぶ必要があるというのです。これまでなんの疑いもなく受け入れていた考え方、すなわち、プロセスがあってゴールがあるというロードマップ的な生き方が、ここでは見事に否定されています。ゴールすら、プロセスに
すぎないというわけですから。」


（長谷川眞理子「ヒトの成熟」より）


「生物学的には、一〇代に訪れる性的成熟、二〇代で迎える体力のピーク、そして三〇代になってようやくできあがる脳の仕組み、と、それぞれ時期が異なっているので、何か一つをとって「成熟」とはいえないと思います。
しかしそうした生物学的な要件にプラスして、人間は必ず社会のなかに生きている存在ですから、その社会のあり方によっても成熟という概念が違ってくると思います。とりわけ現代のように複雑な社会では、脳の仕組みま
でちゃんとできていなければ、とても成熟とはいえない。おそらく社会が複雑になればなるほど、成熟という概念も複雑になっていくんじゃないでしょうか。

　ですから、成熟には終わりはないのかもしれませんね。三〇代で脳の仕組みが完成したとしても、それは成熟の完了ではなくて、ようやく大人として働くための土台ができました、という、いわばスタート地点にようやく
立てた、ということなのかもしれません。そこから先は、その土台を使って知識や経験を統合しつつ、どういう人生にしていくか。その可能性をどんなづうに使っていけるのかはあなた次第、ということだと思います。私は
今、六七歳ですが、まだまだ成長し続けられますから。」


（奥野克巳「人間の＜外から＞「成熟を生きる」を見つめる」より）


「そもそも「成熟」とはいったい何なのでしょうか。われわれはあたりまえのように成長、成熟と言っていますが、その「語り」によって何が捉えられているのかは、もう少し慎重に考える必要があるのではないかとも感じ
ます。」


「「成熟」といった場合にも、そこにあるもの（存在）がどのように行動するのかということがあるだけで、そこに時間軸を入れると成熟というようにも見えるけれども、生死というもっと大きな基盤で考えれば、そこはそ
れほど大きな問題にはならない、という見方もある。つまりどういう角度から見るかによるのであって、ライフサイクルという考え方ならそこに成熟という過程が入ってきて、誕生、成長、成熟というプロセスも考えられる。
それが言葉で構築する規定詞的自己のありようであって、意味は文脈においてしか生成され得ない、ということなんですね。

　ですから、ライフ、生、生命というようなことを見ようとするならば、人間にも人間以上の存在にも共通してある感嘆詞的自己を含めて見ていくことが、マルチスピーシーズ人類学の基本的な方針になるのではないか、と
思います。」




☆mediopos-2155　2020.10.10

■島内景二『塚本邦雄』
　（コレクション日本歌人選019　笠間書院　2011.2）
■『塚本邦雄歌集』（現代詩文庫501　思潮社　2007.10）
■塚本邦雄『定型幻視論』
　（『塚本邦雄全集第八巻　評論一』
　（ゆまに書房1999.2）所収）

正統ははじめから正統なのではない 
変化のなかで新たなものを生み続ける 
動的平衡として形成されるプロセスだ 

固定化し権威化しようとする者によって 
正統だと奉られるものは 
往々にしてうすっぺらな死骸と化する 
それはすでに正統ではない 
まして異端にさえなれはしない 

正統をほんらいの動的平衡とするために 
異端は必要とされる 
それがうすっぺらな異端ではなく 
中心をもゆるがそうとする異端であるとき 
正統はその異端によって激しく磨かれる 
ときに異端をもみずからの内に取り込みながら 

言葉も常に動的平衡のなかにある 
定型も動かない形式ではなく 
大海のなかで荒海に洗われ 
呑み込まれようとさえしている島のように 
その形を保ちながら謡い続けている姿だ 
動きを止めたとき定型もまた死骸となる 

異端は時に誤読としても働くが 
その誤読によって生まれる正統もある 
正しさが定型を死んだものにしようとするとき 
誤読は定型の外から正統を打つのだ 

故に定型は非定型と自由律を 
その異端として持たねばならない 
その異端によってはじめて 
定型は常にあらたな姿となって 
生まれつづけることができる

そして非定型のなかにも 
定型は確かに生きている 
生きた散文のなかに 
韻文が生きて呼吸しているように 

古典は過去ではない 
古典は常に現在における 
正統の奥行きとして生きている 

塚本邦雄の求めた芸術が 
「正統を越えた正統」であり 
「古典を越えた古典」であり 
「短歌を越えた短歌」であったように



（島内景二『塚本邦雄』より）


「明治時代の与謝野晶子や石川啄木は、小説家や評論家に衝撃を与えたし、一般人にも大きな影響を与えた。当時の短歌は、大きな社会的広がりを持った文学ジャンルだった。

　晶子は最初、大胆に「恋」を歌ったが、やがて「古典」を再生させることに天命を見出し、これまた大胆な現代語訳で『源氏物語』を復活させることに成功した。一方、鋭い批判精神の持ち主だった
啄木は、「社会批判」や「文明批評」としての短歌を確立した。晶子と啄木は、二人とも「今の自分が生かされている文化」を否定するロマン主義者だった。

　ところが、斎藤茂吉の『赤光』をピークとして、短歌の力が衰え始める。歌人は仲間同士でしか通用しなくなり、社会全体に向けて「新しい文化」を発信できなくなった。それを乗り越え、短歌とい
う武器をフルに活用して、現代の日本文化を大きく動かそうとしたのが、戦後に起こった「前衛短歌」運動である。その「前衛歌人」の代表が、塚本邦雄だった。

　塚本邦雄は、ロマン主義の立場から、「古典」の再発見と、「社会批判」とを展開した。彼は、晶子と啄木の両方の短歌の長所を合体させたのである。古典批評や小説を二百冊以上も執筆し、戦後で
は最も有名な歌人となった。それは彼が、晶子や啄木と同じように、「歌人」という枠組みを大きく越える「文学者」だったからである。」


「前衛短歌を仕掛けたのは、中井英夫という人物である。戦後ミステリーの傑作とされる『虚無への供物』の作者でもある。編集者時代の中井は、『短歌研究』と『短歌』を舞台として、次々と新人歌
人を発掘した。実作者としては、塚本邦雄・寺山修司・春日井建・岡井隆・中条ふみ子・浜田到・村木道彦。理論家としては、菱川善夫。」

「当時彼らは「異端」と見なされた。「異端」とは、正統でないということである。でも、そのレッテルが正しかったのか、私は疑問に思う。塚本の才能を認め、春日井の才能を愛した三島由紀夫は、
『仮面の告白』や『禁色』という、同性愛をテーマとする名作を残している。だが人々は、三島を「異端」とは呼ばない。三島ほど、日本の古典文化に精通し、和歌の優雅さに心酔した戦後作家はいな
いからである。彼は、日本文化の「正統」の位置づけられる。戦後日本の側が、大きく「文化の正統」から逸脱していただけの話だ。

　現代日本は、永い歴史を誇る日本文化の「正統」から見たら、「異端」である。その「異端」から見たら「異端」でしかない塚本邦雄たちは、「異端の異端」ということになる。

　中井の周辺にいた渋澤龍彦・種村季弘なども含め、既に定着した「異端」というレッテルを貼り替える必要のある文学者は、たくさんいる。だが私は、ここで強調しておきたいことがある。「異端か
ら見た異端」は、必ずしも「正統」ではない、ということだ。たとえば、東北の土俗的風土を最大限に利用した寺山修司は、正真正銘の「異端」だった。

　レオナルド･ダ・ヴィンチの「嘘を以て嘘つきの舌を封じるとそこに真がうまれる」という箴言を信じた塚本邦雄は、「マイナスかけるマイナスは、プラスに変ずる」という可能性に賭けることにした。
異端の異端が正統である、という道を極めようとしたのである。

　だから塚本は、『国歌大観』と『私家集大成』と『日本古典文学大系』を完全に読破した。そして、三島由紀夫とも匹敵する「古典のプロ」となった。」


「塚本邦雄は、国文学者ではない。だが、松田修や有吉保などの国文学者との交流も深かった。歌の才能の乏しい私（島内景二）を、塚本が弟子の一人に加えたのは、ひとえに、私が東京大学大学院博
士課程で古典文学を研究中の学徒だったからである。私はこれまで多くの文学者と出会ったが、塚本邦雄ほど、真摯に古典と向かい合った芸術家を知らない。

　だが、「異端の異端は、やはり正統ではなかった」と言うべきである。たとえば、与謝野晶子の『源氏物語』の訳文には誤訳が多い。しかし、それが悪いかと言えば、学者の想像もつかない名訳がい
くつも輝いている。塚本邦雄の古典論も、「危険は橋」を渡っている。

　塚本邦雄は、「誤読」とすれすれの「詩的解釈」を次から次へと繰り出し、古典文学を現代文学として再生させた。古典と渡り合い、切り結んでいる。読み方を改めることで、古典に対する認識を変
え、古典を現代文化へと強引に引き寄せるのだ。

　そこに現れるのは、「正統」を気取っているが「にせもの」の現代文化でもなく、「正しい古典解釈」を気取りながら現代人にアピールする力をなくした「正統のミイラ」でもなく、「面目を一新し
たエネルギッシュな古典」である。「正統を越えた正統」、「古典を越えた古典」、「短歌を越えた短歌」。それが塚本邦雄の求めた芸術だった。」


（塚本邦雄『定型幻視論』～「短歌における「現代」より）


「短歌は、今日無用の文學である。否無用であるという否定や拒絶すら感じさせぬ、無關心の文學であろう。散文自由詩が、たとえ革命に、ひいては現實のたたかいに、直接参加することがあり得たと
しても、短歌はその埒外にあるだろう。否、参加しないことによって、定型詩たり得るだろう。

　そして、しかもなお、現代短歌は、今日まぎれもなく存在する。日本の現代詩歌から、短歌を差引いて語ることはゆるされない。差引くことが常識化されているならば、ついには詩歌全軆の自己否定
に通ずることになるだろう。關心の有無から言うならば、散文自由詩のそれが、やはり近代以前にとどまっているのを考えても、五十歩、百歩である。眞の散文精神、その極限への志向は、『フィネガ
ンズ・ウェイク』から『アメリカひじき』までの、氣の遠くなるような落差の中閒で、ここ五十年低迷しているとも言えるのだ。果して今日の散文詩あるいは散文は、韻文との白熱した拮抗から生まれ
ているのか、また韻文は日本人の心の中かた、果してみごとに蒸發してしまつたのか。形式を棄てることが、言語藝術にとって、最後の、唯一の自由への道だつたろうか。こういう疑問の刃を自分へ向
けることなしに、何が日本の現代詩歌だろう。

　鴎外から由紀夫の、あるいは龍之介から治の小説の系譜を支えているものは、まぎれもない韻文精神である。その發想と方法に、文語のきびしい収斂作用、リゴリズムを見ずに何が語れようか。この
濃い血脈は、それへの反發、または逆作用を伴つて、淳から公房への、利一から健三郎への系譜を形成しているのだ。戦後作家側に、たとえばラディゲの、カフカの、ジュネの、感性や思考が憑いたと
しても、それは、日本語の、しかも文語的教養の上で始めて有効な憑き方であつたと言える。作家はすべて母國語からのがれることができぬ。日本語を用いるすべての作家は、その意味で、つねに萬葉
集から新古今、晶子、茂吉の仕事に無縁ではあり得ず、現代短歌は、その韻文と、韻文が必然的に求める定型とに殉じ、その、現在における可能性に賭けようとしているのだ。」




☆mediopos-2156　2020.10.11

■日和聡子『この世にて』（青土社 2020.9）
■『日和聡子詩集』（現代詩文庫204 思潮社 2014.3）

詩とは何だろう 
詩のような形をしているから 
詩なのではない 

詩はどんなところにもある 
むしろ 
詩の形をしているところに 
詩は見つからなかったりもする 

歌もまたおなじ 
歌のような姿をしているから 
歌なのではない 

歌はどんなところにもある 
むしろ 
歌の姿をしているところに 
歌は見つからなかったりもする 

それは言葉でなくてもいいけれど 
言葉の形で表れるもののなかに 
詩の成分を吹き込んでくるとき 
詩と呼ばれることが多いようだ 

どこかから音づれた詩を 
どのように表現し得るか 
言葉はその矛盾のなかで震えている 
その詩はほんとうは 
言葉にできはしないからだ 

どこまでも自由で単純で複雑で 
かぎりなく変幻自在でもある 
詩の成分を容れるには 
言葉はあまりに粗雑すぎる 
建材や容れ物でできている 

それでもときに 
風が花を訪れ 
その香りを運ぶように 
言葉を訪れることもある 

そのときはじめて 
詩が言葉としてつかのま姿をあらわすのだ 
そして詩を見つけたと思ったりもするのだが 
すぐにその香りは失われ 
詩とは何かがわからなくなってしまう 



（日和聡子『この世にて』より）


「人がこの世で言葉を遣い、また記すとき、いつも無数の選択肢からその都度ただ一つを選んでいる。言葉を用いることは、絶え間ない選択の連続だ。それはただ一人で行うときもあれば、誰かと協力
して行うこともある。「自分の言葉」と言えるものは、私にはないと常常感ずる。果ての見えない広い時間と空間で、はるかな時代から伝えられ、またこの先へと渡していく、大きな共有財産を皆が一
時託され貸与され、常にそこから借り出したものを遣っている。私が所有する言葉は一つもなく、ただ私が遣う言葉があるだけだ。遣った言葉は自他に作用し、またもとのところへ返っていく。その取
り扱いは、とても難しく、おそろしい。言葉の力を畏れつつ、その恩恵をこうむって、わずかにながらも読み書き直し、ものやことや思いを互いに伝え合うことができるよろこびをかみ締める。言葉を
用い、それとともに生きることは、この世で与えられた恵みの一つであると思う。それは自ずから、いつでも当然のごとくあるものではない。いつか誰かや誰かがどこかで生み出し、伝え、広げ、整え、
潤し、守り、摑んできてれたものだろう。今そこに自分は関わっている。言葉を遣う誰もがそうだ。

　言葉にならない、ということのもどかしさ、やるせなさ、切なさが、強烈で深い体験や印象となり、自分を今へといざないはこんできたようにも思う。折折に見聞きしたことや思いが胸に湧き、それ
が言語化できるものであるのかどうかもわからにままに、不安で不明なものを抱えて居たたまれなかった幼い頃の心もとなさが下地をつくり、今へと駆り立て促してきたのではなかったかとも。言葉を
最も切実に必要としていたのは、年を経た今のようには言葉を持たず、今ほどにはそれを遣うことができなかった、子どもの頃のことではなかったか。そのようにも振り返る一方、しかし今このときも、
言葉の問題に直面し、それをめぐって難渋している。

　そのときもどのときも、言葉を求め、言葉に迷い。言葉に助けられてきた。言葉を扱う自分の心と力の限界と領域を、いつも痛切に思い知る。

　この世にて、考える。何にどう言葉を遣い、用いるか、言葉にできないこと、言葉にしないこと、言葉にしていきたいこと。それらとこれからをめぐって。」


（『日和聡子詩集』～「風の成分」より）


「猛暑の夏が去り、今は秋風が肌を撫ぜる。

　腕に頬にあたる、その音のような温度、圧、流れというべきものが、触れた瞬間、身に伝え、もよおさせる感覚、感懐は、一体何であるのか。言葉を介せず、わずかの接触において、瞬時にこの身に
おぼえさせる、郷愁にも似たしずかなるもの狂おしさ、懐かしさというものは。

　それはすなわち、＜詩＞というほかないものではなかろうか。

　空を吹き渡る風そのものは、すでに＜詩＞であるだろうか。あるいは、風が肌にあたって反応を起こし、そこで生じたものが、＜詩＞となるのだろうか。それとも、ひとが風を感じた刹那に、身の内
にわき起こるものが、はじめて＜詩＞と呼び得るものになるのであろうか。

　大気中に含まれる詩の分量。その占める割合。それらを質料的に感じると、やはり風そのものにも成分として詩は含まれていると思われてくる。その一方ではまた、風に孕む、という現象も、確かに
あるものと感ぜられる。

　私は窓際に居て、薄いカーテン越しに届くこのころの風に撫ぜられるたびに、このようなことを、言葉にもせず、できもせずに、ただ茫茫と感じては、それが極まりそうになるのをあらかじめ回避す
るかのように、早早に振り切れ逃れることを、繰り返してきたようである。かすかな風を感じた瞬間、襲うように胸をしめ上げてくる強烈ないとおしさとともに、その高まりの対極に掘り込まれる深度
を、ほとんど反射的に予測して、両極にひらかれる幅を、自分にはとても消化しきればい、持ちこたえられそうにもないものと思う畏れと懸念とによって、すばやく忌避の道をとり、その場を去ろうと
するのである。

　しかしほんらい、その波の襲来を恐れず、厭わず、避けずに向き合い、事にあたる構えと努力とを怠らぬことが、詩にかかわろうとする者のつとめではないかと思われる。たとえ力及ばず果たし得な
くとも、心がけだけは維持すべきであろうと、今さらながら自戒する。」


「私が思う＜詩＞というものは、やはり「詩型」のことでもなければ、「詩型」に保証されるものでも、証明されるものでもない。

　「詩型」には、定型詩、自由詩、散文詩などのいくつかの前例とイメージがあるが、決してそれらだけに限定されるものではなく、一括りにすることもできないものであるはずである。乱暴な言い方
を敢えてすれば、＜詩＞は、どのようなかたちをも取り得るものだと思っている。

　＜詩＞は「要素」であるだろう。風にまざっているような、土に含まれているような、あるいは闇や光が醸し出す、雑踏や静寂にひそんでいる、それぞれの中の含有成分、または精髄のことであるだ
ろうと考えている。

　それらの「要素」を、「成分」を、どのようなかたちであらわすか、あるいは、どのようなものの中にそのすがたを見るか、組みあわせや可能性を思えば、ほとんど無限に近く、気が遠くなりそうな
ほど果てしない。

　それでも、そこにあるもの、あらわそうとする＜詩＞そのものに沿い、従えば、それらひとつひとつのかたちは、おのずから定まってくるものであろう。それらは、かならずそうあるべき必然性をもっ
たかたちで、あるいは最もそれに近いすがたで、あらわされるはずであろう。

　＜詩＞が、文学作品としての「詩」や小説にとどまらず、音楽や美術、建築や舞踏、その他のあらゆる文化芸術、そして日日の生活にも含まれ、精髄として、また根拠や端緒として、大小の影響を及
ぼし、かたちづくりを要請し、育て養うものであることは、もはや疑いようがないことだろう。文化芸術といえば、科学や数学などさまざまな世界においても、＜詩＞は広くその中に存在し、細胞や核
となって、活動を育み、司るものであり得る。

　要素としての＜詩＞を追求し、表現することは、言うまでもなく、「詩型」で「詩」を書くひとにだけ許され、もたらされた特権の類ではない。＜詩＞を宿し、＜詩＞に突き動かされる多様な分野、
ジャンルがある中で、唯一、＜詩＞と同じ名で呼び習わされる「詩」に関わろうとすることが、どのようなことであるかということを、「詩」を書く上では、常に意識すべきであるだろう。

　成分とかたちの関係では、無関係のものではあり得ず、かならずそれぞれに因果やしかるべき結びつきを備えているはずである。なぜこの要素がこのかたちとしてあらわれるのか、このようにあらわ
すのか。ほかの方法でなかう、「詩」でこそあらわせること。その内容、あり方について、答えや成果は容易に出せるものではないが、畏れながらも逃げずに向かっていけるようにと願う。」




☆mediopos-2157　2020.10.12

■ジョン・ハーヴェイ（富岡由美訳）『黒の文化史』（東洋書林　2014.7）

黒は 
色とさえ呼べない 
いわば超越世界の色である 

映画『ベルリン天使の詩』で 
現実世界は色で表され 
現実世界を超越した天使の世界が 
モノクロで表現されているように 
黒やモノクロは超越世界を射影する 

神話では 
世界は初め闇に包まれていて 
光あれという神の命によって 
色のある地上世界が生まれたという 

ゆえに黒は畏怖であるとともに 
生がそこから生まれ 
そこへと帰っていく死の表象でもある 

モノクロ写真が 
現実の色を抽象化・超越することで 
現実の深みやその源にあるなにかを 
効果的に表現し得るものでもあるように 

黒やモノクロは 
現実の色の世界のなかで 
色によって見えなくさせられている 
光や物質を超えた超越世界を 
射影する象徴でもあるのかもしれない 

色即是空空即是色というように 
色が物質世界であるならば 
黒は空である 

本来世界は色即是空であるにもかかわらず 
ひとは色のみを現実だととらえている 
しかし世界はほんらい空である黒なのだ 
そして黒は色を超越したところに存在するが 
生と死が不二であるように 
色と黒もまた不二であるともいえる 

ひとは死を恐れるがゆえに 
死を黒で表象するのだが 
黒は現実を超えた祝祭の色ともなる 
黒は超越世界の色なのだ 



「レオナルド・ダ・ビンチは、黒についてはっきりとした考えを持っていた。黒は色ではないと述べているのである。それでも彼は、パレットに黒絵具を載せ、よく背景に使っていた。「白豹を抱く貴婦人」
(1489-90)は、銀色がかった曰く言い難い色で描かれ、貴婦人の衣装の袖だけがあざかやな赤をしているのだが、後ろはくすんだ黒一色で塗り潰されている。身につけている首飾りもまた、黒である。同じ
くレオナルドによる「救世主」では、亡霊じみたイエス・キリストが浮かび上がってくる。その姿は冥界から顕れたようでもあり、釉薬をかけたようにうつろな茶色い眼でこちらを凝視している。やはり背
後に広がるのは、石炭か煤かを思わせる黒一色だ。つまりレオナルドにとって、黒は色ではなかったにせよ、題材の色を際立たせる完璧な背景になっているのである。

　他の芸術家たちは、熱っぽく黒を語ってきた。マティスは「黒は力である」と良い、ルノワールは「なべての色彩のうち、最も麗しきは黒なり」というティントレットの言葉を引き合いに出して「黒こそ
色彩の女王だ！」と述べている。だが、歴史を振り返ると、黒にはつねに疑問がつきまとっている−−−−黒は、色としてどのような存在なのだろうか。それは、スペクトルのなかにある特定の色ではない。
スペクトル内の単一の光としては、ありようがないのである。一方、アリストテレスは、有彩色は白と黒のはざまで作られると確信し、後のゲーテにも影響を与えた。濃密な存在なのかそれとも虚無なのか、
色なのかそれとも陰影（かげ）なのか−−−−こうした曖昧性が、黒に対蹠的な意味を与えていった。肥沃な土壌か焼け残った燃え殻か、流行の衣装か寡婦の喪服か、夜の闇に包まれた性の神秘かはたまた死
や抑鬱や悲哀か。ベートーヴェンもまた、音楽における「黒い和音」に思いを至らせているとする見方もある。これほどまったくかけ離れた両極端の意味と密接に結びつけられた色は、他にない。」


「色への評価というものは、それを下す文化によって異なっており、確かに多岐にわたっているだろう。だがその一方で、たいがいにおいて白は慈しみ、黒は否定、赤は生命力というように、異文化同士に
おいて「主要な」色に同じような役割が幾千年にもわたって与えられてきたと指摘する史料や、美学、人類学の文献も存在するのである。こうした個々の色の特性が、本来的に備わっているかどうかは、さ
したる問題ではない。関わってくるのは、ある一定の人間の経験なのである。大半の分化において「白」という言葉は母乳と精液を連想させ、「赤」は血液、「黒」は煤、石炭、木炭、眼、そして髪を（ま
た、糞便をも）想起させるだろう。そして、黒に与えられた非物質的な意味合いは、数多くの分化で一致している。黒はいわば、不運やあらゆる最悪の事態の色なのであり、不毛や憎悪や死そのものを表す
のである。ルドルフ・シュタイナーは、黒についてこう語る−−−−「黒は生命と無縁であり、生命に敵対」する。」


「「創世記」によると、神の命によって闇に包まれていた世界に光が生まれた。そうして色が見えるようになったわけだが、その他数ある神話の世界でも、原初は概ね暗闇からはじまる。」

「いろいろな意味で、夜、暗闇、暗黒は、創世神話の一部をなしている。」


（戸田ツトム「＜巻末寄稿＞黒の断章）」より


「われわれがなにがしかの黒を見たという体験は、その目によってはなにも見なかったということの証としてある。

われわれは事物の動向を知るにあたって、まずはその事物が抱えている陰影においてその認識を得る。したがって、色はそれを見るものによって規定される。すなわち、色と呼ばれている状況は存在をもた
ない。

同様に、黒とはなにかと問うことは不可能である。「黒とは」を議論しようとして、どのような議論に耐えられるのか。

そこには検討すべきなにものもない。あえて言うならば、黒であるはずの対象を見ようとしても、それを再構築するなにかがこの世界のすべてのエネルギーを失った時、われわれは「黒」を見ることができ
ない。黒は、なにも生産することなく言語さえ放棄し、あるいは「黒」として存在しようとする。

一方、彩度の低い、すなわち黒に近い表現もまた、実際のこの世界において存在することができず、画家の眩暈に過ぎない単なる思想とされる。

黒は、ここにおいて、この世になるものとされたと言ってよいだろう。


今日においても、多くの写真家は、効果としてのモノクロ写真に重点を置くことが多い。それはカラー写真異常に、レンズおよび被写体の向こうになにがしかの本質を見ようとするからだろうか。現実の根
拠とは…。事態は、そこで逆転しはじめる。

映画「ベルリン 天使の詩」において、主役が現実世界に現れた時、画面は日常として彩色され、天使として登場する時には画面全体がモノクロで表現される。色の不在によってその空間の意味が定められ、
見るものに知らされる……。

なぜモノクロは、なにかに回帰するような力を発揮し得るのだろうか。


夜の歩み

光を、どのようにとらえるか。

燦々とした光のなかで保とうとしたモネの日常の風景と世界を、どのようにして解いていくのか。彼の晩年の仕事は、絵画の中にいかに現実を投入できるか、われわれの見ているものはいったいなにか、を
問う中での格闘だった。

たとえべ点描によって空間および世界を語ろうとする時、それを実体がないものとして、しかしそこにあるエーテルをイメージしながら印象を残していく。モネは点描という手法を手にしながら、どこにお
いても遠近法を否定していないのだが…。

遠近法は、まさしく見ることにおいてしか出現しない。遠近法という視覚と絵画の錯綜が、モネの目を深い闇に落とし込む、晩年の、闇の中に描かれた点描による連作、ルーアン大聖堂の深い闇、原点に戻っ
た印象派…。

そしてさらに、併走するように画面の下部に黒いエネルギーを発しながら、二十世紀の中枢を照準とするかのように出現したカンディンスキー一派、印象をわれわれの中に描画させ、さらに黒い失踪で突き
抜けた青騎士…。

辛くも「時代の科学」は、われわれの宇宙が電磁波と重力によって疾走していることを絵筆で知らせようとした。

われわれの世紀に至るまで、このようなイメージ、手、紙、面、そしてしばらくはそれらの醸し出す抽象と神秘に、新しい目と棲み家を委ねて。」




☆mediopos-2158　2020.10.13

伊藤亜紗『手の倫理』（講談社選書メチエ735　2020.10）
■坂部恵「「ふれる」ことについてのノート」
　（『坂部恵集３　共存・あわいのポエジー』岩波書店　2007.1　所収）

さわっても 
さわっても 
さわりきれない 

さわりきれないのは 
それが 
わたしの内へは 
はいってこないからだ 
それはいつまでも 
それのままでしかない 

ふれてみる 
すると 
それは 
わたしのなかへと 
はいってくる 
そして 
わたしのいちぶになる 

見ることも 
聞くことも 
嗅ぐことも 
味わうことも 

それが 
わたしの 
ほんとうの内へと 
入ってこないならば 
見ても見えず 
聞いても聞こえず 
嗅いでも嗅げず 
味わっても味わうことはできない

見えないものを見 
聞こえないものを聞き 
嗅げないものを嗅ぎ 
味わえないものを味わうためには 
わたしはその内へと入っていかなければならない 

それになるのではなく 
それとともにあること 

わたしがわたしであるためにも 
わたしはわたしにほんとうにふれ 
わたしとともにいなければならない 
あなたにほんとうにふれ 
あなたとともにいるためにも



（伊藤亜紗『手の倫理』より）


「日本語には、触覚に関する二つの動詞があります。

①さわる

②ふれる

　英語にするとどちらも「touch」ですが、それぞれに微妙にニュアンスが異なっています。」


「私たちは、「さわる」と「ふれる」という二つの触覚に関する動詞を、状況に応じて、無意識に使い分けているのです。」

「哲学の立場からこの違いに注目したのが、坂部恵です。」

「「ふれる」が相互的であるのに対し、「さわる」は一方的である。ひとことで言えば、これが坂部の主張です。

　言い換えれば、「ふれる」は人間的なかかわり、「さわる」は物的なかかわり、ということになるでしょう。そこにいのちをいつくしむような人間的なかかわるがある場合のは、それは「ふれる」であり、おのずと「ふれ
合い」に通じていきます。逆に、物としての特徴や性質を確認したり、味わったりするときには、そこには相互性は含まれず、ただの「さわる」にとどまります。」


「人間の体を「さわる」こと、つまり物のように扱うことが、必ずしも「悪」とも限りません。たとえば医師が患者の体を触診する場合、お腹の具合を調べたり、しこりの状態を確認したりする場合のは、「さわる」と言う
ほうが自然です。」

「同じように、相手が人間でないからといって、必ずしもかかわりが非人間的であるとは限りません。物であったとしても、それは一点物のうつわで、作り手に思いを馳せながら、あるいは壊れないように気をつけながら、
いつくしむようにかかわるのは「ふれる」です。では「外の空気にふれる」はどうでしょう。対象が気体である場合には、ふれようとするこちらの意志だけでなく、実際に流れ込んでくるという気体側のアプローチが必要で
す。この出会いの相互性が「ふれる」という言葉の使用を引き寄せていると考えられます。

　人間を物のように「さわる」こともできるし、物に人間のように「ふれる」こともできる。このことが示しているのは、「ふれる」は容易に「さわる」に転じうるし、逆に「さわる」のつもりだったものが「ふれる」にな
ることもある、ということです。」


「触覚は伝統的にその「距離のなさ」や「時間がかかる」という特徴から、下級の感覚として位置づけられてきました。」

「私たちが自分の体にふれるとき、それは同時に「ふれられているのは私だ」という感覚をもたらします。私が私にふれるよきは、私は私によってふれられてもいる。この触覚に特有の主体と客体の入替可能性を、本論では
触覚の「対称性」と呼びたいと思います。

　この対称性は、その後、二〇世紀にメルロ＝ポンティが好んでとりあげたことでも知られています。注意しなければならないのは、私は主体でもありうるけれど、同時に主体でありかつ客体であることはできない、という
ことです。」

「病のときほど危機的ではないにしても、私たちは、日々の生活のなかで自分の輪郭を見失い、不安にかられることがあります。そんなとき、ふと何かに包まれたり、何かを抱きしめたりすることで、精神的な安心を得たり、
確かさの感覚を取り戻したりすることがあります。さわることでさわられ、そのことによって自分の存在を確認する。私たちが輪郭を失ったとき、触覚の対称性が、確かな安らぎを与えてくれるのです。」


「哲学者の坂部恵が「ふれる」と「さわる」の違いに注目したのは、（･･･）ヘルダーの議論を読み込む作業を通してでした。坂部は、ヘルダーの触覚論のうちに、単なる感覚的な経験を超えて「宗教的、形而上学的感覚といっ
た次元」に至る通路を紀伊出したのです。「ふれるという経験は、いうまでもなく、触覚に限られるものではな」い、と坂部は言います。それは「より根源的な（･･････）おそらくはすべての感覚におよぶひろがりをもった
基層にあるものにほかならない」と。

　（･･･）坂部が特に注目するのは、触覚の「内部的にはいりこむ」性質が、（･･･）「対称性」に結びつく地点です。坂部はこの二つをまとめて「相互嵌入」と呼びます。「ふれることは直ちにふれ合うことに通じる」と坂
部は言います。この「相互嵌入の契機」、「いわば自己を超えてあふれ出て、他者のいのちにふれ合い、参入するという契機」が、「さわる」にはない、「ふれる」ならではの深みを作り出すのである、と。

　ふれることが持つこの相互嵌入の深みは、触覚をめぐる独特の言葉づかいにあらわれている、と坂部は言います。触覚以外の五感に関しては、一般に、「色を見る」「音を聞く」「臭いを嗅ぐ」「甘さを味わう」というよ
うに、対象をあらわす助詞として「を」を用います。ところが、「ふれる」に関してだけ、「額にふれる」などと「に」が使われるのです。

　このように「に」が用いられるのは、「ふれる」が、その他の感覚とは違って、主体と客体を明確に分離せず、内部に入っていく感覚だからだ、と坂部は言います。「宇宙を初めとする全体的な力動的な場の切り口を通じ
て、その全体的な布置を一息のうちにおしはかり、感得する、そうした場における生起、ないしは場のいのちとのふれ合い、これこそがふれるという経験を特徴づけるものにほかならない」。」

「坂部は。ヘルダーの「内部的にはいりこむ」触覚的な他者関係を通して、人と人の「間」だけにフォーカスする和辻の「間柄論」を相対化する視点を得ていたことになります。これは触覚と倫理をつなぐ、重要な指摘で
す。」




☆mediopos-2159　2020.10.14

■新村出『語源をさぐる』（講談社文芸文庫　1995.3）
■新村猛編『新村出随筆集』（平凡社ライブラリー　2020.10）

「馬鹿」は 
馬を鹿と呼んだ皇帝に阿って 
臣下が馬を鹿としたという話から 
「故事附け（こじつけ）」られたのが 
語源となっているという説があるが 

日本語のバカという言葉が 
文献にあらわれ始めるのは南北朝頃からで 
『太平記』などにはバカ者という言葉があるらしく 
さらにバカという俗語に馬鹿という文字をあてたのは 
江戸の元禄時代をそんなに遡らないらしい 

新村出はその語源として 
仏教用語の「莫訶」からきているとしているが 
そのことで柳田国男と論争もしている 
そのように語源を明らかにするのはとてもむずかしい 

語源を遡るためには 
言葉が実際に使用されている文献をもとに 
あれこれ探っていくしかない 

とくに表音文字でないばあい 
音を漢字などで表現したりすることから 
宛てられた漢字などの表現がもとになって 
その漢字もまた源であるかのような顔をしたり 
まるで言葉の複雑怪奇なキメラのようにもなる 

あるテーマを語源を使いながら 
もっともらしく語ることなどはよくあるけれど 
それがコジツケ（故事附け）であることもあり 
たとえコジツケでないときでも 
語源を遡ればそのほんらいのものが 
明らかになるというわけでもない 

表音文字の国では 
ギリシアの昔に遡ったりしながら 
哲学的な探求の鍵としたりすることがあり 
それなりにその深みが垣間見えたりもするが

表音文字とはいえ 
その音そのものもまた 
コジツケがあることもあるのでむずかしいけれど 
それが不毛なことだとは必ずしもいえないだろう 

その意味でいえば 
「誤読」によって生み出されるさまざまもまた 
言葉の生み出す豊かさなのかもしれない 

言葉遊びの世界や笑いの世界でも 
誤読は重要な養分となっている 
そしてそこから生まれてくる 
思いがけない真実もあるのだから 



（新村出『語源をさぐる』より）


「etymology（語源学）を語源に遡ってみると、ギリシャ語のétymonという語が基礎になっている。それはtrueすなわちまこと、真実の意義に外ならない。けれどもその言葉の真実など意義を研究するのは、容易ならないこと
で、真実は常に埋もれがちであり潜伏していて、学者が容易にそれを開発することができない。その真実を発見するのがすなわちetymologyなのである。


　とこえおが語源にはせんさくして言ってどうしても分からない語源、あるいは発見することのできない真実が往々あって、こじつけ（故事附）なければ人が理解することのできない語源説も昔から今日までかなり多く、学問
界にも、また常識界にも、また普通の座興、あるいは座談会などの上においても現れている。その最も著名なものは、民間語源説、ドイツ語でVolksetymologie、英語でfolketymologyなるものである。英語では別にpopular 

etymologyとも称している。」


「ところが東洋の漢字国（中国、日本、朝鮮、安南等）においては、仮りに名をつけて、民間語源説より詳しく名づけるならば、シュリフトツァイヘンエチモロギー（Schriftzeichenetymologie）、すなわち文字によって語源を

解釈する試みがあって、それからして幾多の読解が昔から今まで頻繁に行われて来た。（…）やさしく言うならば文字より来る」語源説、やや堅苦しく名づけるならば字義語源説といっておこう。非常に砕いて通俗的にいうな
らば、宛字と考えずにその宛字によって意味を解釈し、真実の語源を誤解することである。

　これは一々列挙するにも及ばないくらい頻繁に行われているのであるが、ここで二、三の例を挙げるならば、「厄介」「面倒」などがそれである。こんなそれこそやっかりでありめんどうである宛字を文字に即して知らず識
らずわずらわされることがはなはだ多い。この現象は恐らくは我が国特有といってもいいであろうが、しかし中国において外国の言葉、あるいは異民族の言葉を音訳する場合のごときもこの例に漏れない。梵語を音訳した場
合、欧米語を翻訳した場合、日本や朝鮮の言葉を音訳した場合等すべてこの例を外れない。これを真実の語源と認識しなくとも、字面が悪いとそれを忌避する感情がつきまとうことがしばしば起こった。」


「こういうふうに漢字を宛てるところから漢字の持つ本来の意味が常に現れてきて、欧米諸国のごとき表音文字国には殆ど実例がないほどの一つの現象が、東洋、ことに日本に頻繁に行われているということは、東西の言語学
者がこれを論じこそしないけれども、馬鹿馬鹿しいとして看過するわけには行かない。

　その他面白いという言葉があると、これを顔が白いという解釈をする語言説が行われたり、いくらでもアット･ランダムに例をあげることは極めて容易であるくらいだから、これ以上ここでは深入りすることは必要でない。
たった一つ、ここにつ付け加えておこうと思うのは、馬鹿という一語である、いろいろな宛字を書くが馬鹿の二字を宛てたのが古来一番多い。先刻いった西暦紀元前四世紀くらいにあたる秦国第二世の皇帝の時に、臣下が馬を
指して鹿といったところが、皆その権臣に迎合して馬を鹿となし、そうです馬は鹿ですといったという逸話が『史記』に載っていて、古くから知られている逸話であるが、かかる宛字をしたために馬鹿が故事附けられて往々そ
ういうふうに真の語源だと誤解されてしまった。

　この馬鹿という語源には、徳川時代に出た説で、仏教界で使われた莫訶という梵語が仏教の僧侶に用いられて、それから寺院以外に普通の俗界に追い出されていったという語源説があるが、私はこの方を採用した。外来語説、
詳しくいうならば梵語語源説を私の友人の柳田国男君が非難して、これは日本の純然たる俗語である。すなわち日本のヲコという国語から来たという反対論を唱え、私も再考したがその異論に絶対服従したわけではなく、仮り
に国語語源説を採るとしてもヲコ以外の語源説が考えられそうに思えてならない。直接柳田君とも論争を試み、折々語源論の一例としてこの語を取り扱ったことがあるので、自他ともに古くさくなってしまったような気もす
る。」


「この春私の『言林』という小さな字引が出た時、ある未知の人から次のような質問をかけられたことがあった。この頃はお茶が非常に流行するが、無茶、無茶苦茶のような茶の音は茶道に関係ある語か、あるいはまた語源が
違うのかというのである。かなり広く調べて行くと、結論を先に述べるならば、茶には関係のない語源であるということが分かった。それから四、五年前のある機会にゴマカスという俗語の語源を考える機会が生じた時に、こ
の近世の語源を調べて行くと、ゴマカシ（胡麻菓子）という名詞を動詞に働かせて動詞にしたもので、胡麻をつけた菓子ということで、胡麻というのは正しい語源で宛字ではないことが明らかにされた。（…）


　先刻来コジツケという語を二度ばかり使ったが、あれは文字通りで、何でもな日常の言葉にいわれを附けたり、仰々しい伝説を添えたり、面白おかしく説いたりすることをコジツケといい、古いことに附会することから来た
のに外ならなかった。こういうふうなところから文字に表したものが、悉く語源通りでもなく、すべてが語源に外れているわけでもないので、要するに一々の場合をよく研究した上でなければ、是とも非とも論定することがで
きないわけである。」




☆mediopos-2160　2020.10.15

■佐藤弘夫『アマテラスの変貌／中世神仏交渉史の視座』
　（法蔵館文庫　2020.1）

現代人にコスモロジーはあるだろうか 

最近よく使われている「世界観」という言葉は 
ただストーリーを成立させている 
トーンのようなものにすぎない 

科学主義者のコスモロジーは 
計測可能な物質のありようにすぎず 
たとえ＜この世＞にあったとしても 
計測できないものの存在には居場所がない 
よくて「科学では説明がつかない」といわれるだけだ 

面白いことにそんな科学主義者でも 
日常的には神仏に囲まれて生活している 
理性的には＜あの世＞は存在しなくなり 
＜この世＞での見えないものたちを認めなくても 
よほど徹底した唯物論者でないかぎり 
神社仏閣では手を合わせて祈っている 

そして日本のなかでの神と仏の区分は 
それぞれを信仰する者以外にとっては 
現代においてもきわめて曖昧だ 

中世のひとたちは信仰に生きていた 

冥界としての神仏の世界を 
＜あの世の仏＞と＜この世の神仏＞という 
二つに分けてとらえていたという 

神ー仏というのではなく 
あの世とこの世で分け 
それぞれの冥界の担当が想定されていたのである 
勧請できるこの世の仏と 
目に見えない浄土におわします仏 

そして仏教的な世界観（十界論）のなかで 
仏神から祖師・聖人までを包含する壮大なコスモロジーのなかを 
あらゆる階層・身分の人々が生きていたのだという 

前近代の人々にとっては 
今生きている人間だけがこの世界に存在しているのではなく 
死者や超越者などが圧倒的な存在感をもって存在していたから 
公共空間の中心には神仏や死者たちの施設が設けられていた 
その公共空間のなかで人々は祈りを捧げてきた 

現代人はそうしたコスモロジーを捨て 
人間中心の社会・共同体をつくってきている 
そこにあるコスモロジーは 
ビッグバンで生まれやがて死滅していく宇宙という 
宇宙論としてのコスモロジーしか存在できない 

しかし現代人は前近代へと逆戻りはできないだろう 
信仰としての世界観に依ることなく 
計測できないものの認識をも深めることで 
＜この世＞と＜あの世＞を包含するコスモロジーを 
生きていかなくてはならないのだが･･･ 



「わたしたちは「世界」「社会」、あるいは「共同体」という言葉を聞いたとき、その構成者として何を思い浮かべるであろうか。当然のことながら人間であろう。しかし、現代人がだれ一人疑問を持つことのないこの常
識は、前近代の社会まで遡った場合、まったく通用しないものだった。

　たとえば、わたしたちは都市というと、人間が集住する場所というイメージをもっている。しかし、実際に古今東西の史跡に足を運んでみると、街の中心を占めているのは神仏や死者のための施設である。中世ヨーロッ
パでは、都市は教会を中心に建設され、教会には墓地が併設されていた。日本でも、寺社が都市の公共空間の枢要に位置していた時代が長く続いた。縄文時代には、死者は集落中央の広場に埋葬された。

　前近代の人々の認識では、この世界の構成者は人間だけではなかった。そこでは神仏といった超越者や死者が圧倒的な存在感をもっていた。動物や植物も世界を構成する仲間たちだった。それらが人間と共存しながら、
一つの世界を形作っていると信じられていた。中世以前の時代にまで遡れば、社会をもっとも根源的なレベルで突き動かしているのは人間ではなく、神仏の意志だったのである。

　かつて人々は神仏や死者を大切な仲間として扱い、そのために都市と社会のもっとも重要な領域を提供した。目に見えぬものに対する強いリアリティが共同体のあり方を規定していた。過去の遺跡を歩いていると、近代
が日常の生活空間から人間以外の存在を放逐してしまった時代であることを、改めて実感させられる。近代では共同体を構成するのも、歴史を動かす主体も、すべて人間なのである。

　もしこうした見方が承認されるのであれば、わたしたちが前近代の国家や社会を考察しようとする場合、その構成要素として人間を視野に入れるだけでは不十分である。人を主役とする従来のヨーロッパ中心の「公共
圏」に関わる議論を超えて、人間と人間を超える存在が、いかなる関係をたもちながら公共空間を作り上げているかを明らかにできるかどうかが重要なポイントとなる。これまでの歴史学の主流をなしていた人間による「神
仏の利用」という視点を超えて、人間とカミが密接に関わり合って共存する前近代世界のコスモロジーの奥深くに垂鉛を下ろし、その構造に光を当てていくことが求められているのである。」


「日本の中世は、死後に極楽浄土の阿弥陀仏のもとに往生することを目指す浄土信仰がきわめて盛んな時期だった。しかし、起請文には極楽浄土の阿弥陀仏といった、わたしたちが直接五感によって認知できない存在、目
に見えない存在は絶対に勧請されなかった。そこに出てくるのは、その視線を生々しく感じ取れるこの現実世界の仏＝仏像に限られていたのである。

　これはいったい何を意味するのであろうか。わたしがたどり着いた結論は、中世には＜この世の仏＞（東大寺の大仏など）と＜あの世の仏＞（極楽世界の阿弥陀仏など）という、厳密に区分された二種類の仏が存在した
というものだった。そして、日本の神と席を同じくして起請文に勧請されるのは、＜この世の仏＞に限られていた。つまり、中世人は神仏の世界（冥界）を、＜あの世の仏＞と＜この世の神仏＞という二つのグループに分
けて捉えていたのである。

　わたしたち現代人は冥界を区分する際に、しばしば神と仏の間に線を引く。けれども中世では違っていた。中世人は「神」と「仏」の間ではなく、＜あの世の仏＞と＜この世の神仏＞の間にもっとも太い線を引いていた。
別のいい方をすれば、中世という時代は、現代的な意味での神ー仏という区分の通用しない時代だったのである。

　これはきわめて重要な問題を含んでいる。前近代の宗教世界にアプローチする方法として、「神仏習合」というよく知られた概念がある。日本に仏教が伝来して依頼、外来の仏と土着の神がいかなる過程を経て関係を深
めていったかを明らかにしようとする方法論である。しかし、かつての日本に神ー仏という区分そのものが成り立たない時代があったとすれば、神ー仏の二分法を前提とし、両者の接近と離反の距離を測定しようとする「神
仏習合」研究は、その意義を根底から問われることになるであろう。さらに前近代の日本列島には、神ー仏の範疇ではカバーできない、「天皇霊」など境界のカミが数多く存在していたのである。

　わたしたちは改めて、前近代の宗教世界に足を踏み入れようとする際には、冥界を神と仏に代表させ、さらにその両者を峻別する現代人としての先入観を捨てて、そのコスモロジーを総合的に解明しうる新たな方法と視
座を追求していく必要があることを痛感した。神仏の混沌とした世界を探る有効な方法と考えられていた「神仏習合」論そのものは、神・仏を冥界の特権的存在とみなす近代的な眼差しを背景としたものだったのである。」


「日本の中世には二種類の範疇の神仏がいた。彼岸にあって衆生の究極の救済を司る＜救う神＞と、その垂迹として娑婆世界＝此土の出現し、賞罰の力を行使することによって人々を＜救う神＞へと結縁させる＜怒る神＞
である。

　＜怒る神＞の中には、日本の神々をはじめ、形而下の仏や仏師・諸天までは含まれていた。中世に生きた人々にとっては、神ー仏という区分よりも、目に見えない彼岸の仏とその存在を実感できる此土の神仏といった区
分の方がはるかにわかりやすく、またなじみ深いものだったのである。

　神と仏との間に一線を画する現代人の視界には、こうした分類は入りようがないものであった。神ー仏という二分法を前提とする従来の神仏交渉史は、こうした領域に踏み込むすべをもたなかったのである。

　もちろん、中世においても、神ー仏という区分の仕方があったことは事実である。しかし、その区分の内容は、現代におけるそれとは根本的に異なっていた。私たちはこの世に存在するさまざまな超越者を分類するとき
に、神と仏の間にもっとも太い線を引くが、中世人はそうではなかった。神仏の区分以上に、彼岸の＜救う神＞と此岸の＜怒る神＞の間に引かれる線の方が、はるかに根源的で重要な分類の指標と考えられていたのであ
る。」


「中世においては仏教的な世界観（十界論）を軸に、仏神から祖師・聖人までを包含する壮大なコスモロジーが構想されていた。またそのコスモロジーを構成する二つの主要なグループ、＜救う神＞と＜怒る神＞は、本地ー
垂迹という関係によって結びあわされていた。こうした理念は、中世では一部権力者や知識人の独占ではなく、あらゆる階層・身分の人々に共有されていた。日本の神々はこのコスモロジーの中に身をおいてはじめて、冥
界に安定した位置を占めることができたのである。」




☆mediopos-2161　2020.10.16

■春日孝之『黒魔術がひそむ国／ミャンマー政治の舞台裏』
　（河出書房新社　2020.10）

ミャンマーは上座部仏教の国 
国民の九割は敬虔な仏教徒だという 

しかしその仏教には 
占星術・精霊信仰・超能力信仰 
数秘術・手相術・呪術などが 
渾然一体となって融合し 
独特なコスモロジーが生きられているという 

そしてそれらの土壌で形成されたメンタリティは 
政治の世界にも色濃く反映されているらしく 
大統領は黒魔術師に支配されないように 
みずからの誕生日をさえ明らかにはしない 

ノーベル平和賞を受賞したが 
ロギンヒャの人権問題で批判された 
アウンサンスーチーにしても 
占星術師の影響から自由ではない 
最高指導者タンシュエ率いる軍政に対し 
かつての独裁者ネウィンの一家が 
呪いの人形を使ってクーデターを試みたとして 
逮捕され死刑判決が下ったりもする 

しかしこうしたことに驚くよりも 
程度の差はあれ表れる姿は違え 
そうしたことはどこの国でもあるのだということを 
あらためて見直してみるほうがいいのかもしれない 

「験担ぎ」も「占い師」も 
さまざまなかたちの「信仰」「信条」も 
政治家をふくむさまざまな人の思想や行動・判断に 
隠れたところから強く働いているのはおそらく間違いない

そして少しでも観察してみるならば 
そうした人間がどのような「動機」によって 
動かされているかはある程度見えてくるところがある 
それが垣間見えたときマスコミなどは 
大騒ぎしたりもするかもしれないが 
驚くようなことでもないのだ 

大騒ぎしてみせるマスコミや学者などにしても 
自覚しているかしていないかは別として 
それに近い「動機」で動いている 
イデオロギーしかり思想信条しかりさまざまな主義しかり 
多かれ少なかれなんらかの洗脳さえ受けている 

要は社会化した人間の言動は 
その国や地域や共同体や個々人の信条によって 
さまざまなかたちで規定されているということだ 
そしてそれが科学的と称され測定された数値なのか 
呪いの人形なのかは大きな差ではないともいえる 

重要なのはそれが個々人のなかで 
どの程度自覚されているかということなのだろう 
強烈な無意識の力で働きかけられているとき 
ひとはそこから自由になることは難しいから 



「「精神世界」と言えば、日本では「スピリチュアル」という言葉が思い浮かぶ。一般に純粋な宗教とは少し次元の違う領域の世界を指しているようだ。しかし、ミャンマー的には「ミャンマー仏教の
壮大なコスモロジー（世界観）」と言い換えられる。ミャンマー人が馴染んでいると私が感じた、曖昧模糊とした世界とだぶっているかもしれない。

　ミャンマーは「仏教国」として知られる。私はミャンマーの主に宗教問題について記事で触れる際、「敬虔な仏教国」という言葉を枕詞として使っていた。しかしミャンマーの宗教世界を知るにつれ、
この表現の妥当性に疑問を抱き始め、使わなくなった。

　「敬虔な」というのは信仰心の篤いさまを示す。必ずしもミャンマー人のすべてではないが、大筋で間違ってはいない。私が引っかかったのは「仏教国」という言葉だった。

　ミャンマー人の約九割は仏教徒である。国民の大半が仏教徒なら「仏教国」と表現して差し支えないだろう。この国で信仰されているのは、仏教の二大系統の一つである「上座部仏教」だ。上座とは、
釈迦の入滅後に弟子たちが集まって話し合いが行われた際、上座にすわった長老たちを指す。仏陀の教えを厳格に守るべきだと説いたとされ、「原始仏教」の伝統を色濃く残している。輪廻転生を信じ、
来世を強く意識して自己の魂の救済を求める。」


「ミャンマー人が信仰している仏教がどこまで本来の仏教なのかという疑念がもたげてきた。そして、大統領の誕生日について探求していくうちに気づいたのが、ミャンマーの仏教には占星術、ナッ（精
霊）信仰、ウェイザー（超能力者）信仰、数秘術や手相術、さらに呪術といった要素も渾然一体となって融合し、独特の世界観を形成しているということだった。ミャンマー仏教のコスモロジーである。

　このような広義のミャンマー仏教に包含される仏教以外の要素は、それぞれが仏教本体とともに複雑に絡み合い、その重層性と広がりは半端ではない。それらの要素は、どれも大なり小なり「占い」
に通じており、私の眼には「秘教」とか「神秘主義」、あるいは「オカルト」のように映った。

　ミャンマーは「パゴダ（仏塔）の国」と呼ばれる。（･･･）パゴダは上座部仏教の頂点に位置する仏陀の象徴だ。人々はパゴダで拝むのではなく、パゴダを拝む。

　一方で、この国は「占い大国」である。しかし仏陀は占いを戒めていた。敬虔であるはずの仏教徒が、本来はタブーである占いにも専心するという、このアンビバレンツ。相反する両面を信奉すると
いう鷹揚さもミャンマー仏教の特徴なのだろう。」

「私の感覚では、ミャンマー仏教は広大無辺であらゆるものを包み込むイメージだ。

　このような宗教的土壌で醸成されてきたミャンマー人のメンタリティ（精神性）が、果たして日常生活だけでなく政治の世界にどのように反映されているのだろうか。ミャンマー仏教の周縁部とか不
純物とされる要素は、背根医術が中核を担う。これらの要素が国歌の政策決定にどれほどの影響を与えているのだろうか。「テインセイン大統領の誕生日」から出発した私の関心は、このあたりに集約
されてった。

　ミャンマーの代表的ニュースイラワジのアウンゾー編集長も、軍政期の〇八年にこんなことを書いていた。

　「『ミャンマーについてもっと知りたい』という外交官や外国の友人と話をする時、私はいつもこの国の政策決定と占星術や厄払い、黒魔術との関係性について学ぶよう勧めている」」


「本書は、ミャンマーの「政治とおまじない」について、四つの視点から描き出した。第一章は「誕生日は国家機密」。テインセイン大統領の本当の生年月日は、果たして確認できるのか。そのために
は是が非でも大統領本人に会いたかった。国家指導者の誕生日と呪術（黒魔術）の関係について、一連の取材プロセスから見えたミャンマー政治のもう一つの景色を描いた。

　第二章は、二〇一五年の民政移管後初の総選挙を前に、国民の間で話題になった「アウンサンスーチーは大統領になる」旨の発言を扱った。予言の主は「国民的作家」でもある著名な占星術師だった。
当時ミャンマーでは「スーチー大統領」待望論が高まっていたが、憲法上の制約から可能性は限りなくゼロに近かった。最終的に「大統領の上」の存在である「国歌顧問」に落ち着くまでの一連のスリ
リングな展開を紹介したい。

　第三章は、「ネピドー遷都」がテーマだ。旧軍政は〇五から〇六年、ヤンゴンからの遷都を国際社会に秘してやりきった。そんな驚天動地の国策に占星術師の関与が従来から指摘されてきた。遷都は
国歌の命運を左右しかねない大事業である。一体、軍政は何を目指したのか。通説では、「軍政は国家戦略上さまざまな合理的判断に基づき決断したが、一部で占星術師のアドバイスも参考にしたのだ
ろう」というものだ。そうなのか、そうでないのか。遷都の背景を追ってみた。

　第四章は、軍政期の〇二年に起きたクーデター未遂事件を扱う。最高指導者タンシュエ率いる軍政に対し、かつての独裁者ネウィンの一家四人が政権転覆を企てたとして逮捕、死刑判決が下った。
クーデターの証拠の一つとして押収されたのが、タンシュエらのフィギュアである。「呪いの人形」を使って呪詛しょうとしたというのだ。一家の顧問占星術師も投獄された。彼は「黒魔術師」とも報
じられた。実際にクーデター計画はあったのか、軍政側のでっち上げだったのか。事件後にタンシュエが政権を盤石にしたという意味でもミャンマー現代史の核心に触れる、そんな事件の謎解きに挑ん
だ。」




☆mediopos-2162　2020.10.17

■山本貴光『記憶のデザイン』 
　（筑摩選書　2020.10）

使える道具は有効に使えばいい 
使いたくない道具は使わないようにしながら 

コンピュータやインターネットは 
ここ数十年でずいぶんと 
道具として使えるようになってきているが 
もちろんなんでもできるわけではない 

あくまでもその道具をつかって 
それまでできなかったことのうち 
それを使えば便利になるところで 
活用するというのが適切な使い方だ 

いまは使い勝手が悪いけれど 
もっとこうすればいいというやり方があれば 
「知識ＯＳ」なり「知識アトラス」なり 
あらたにつくりだしていけばいい 

しかし道具はあくまでも道具だから 
道具に使われてしまうようになると 
便利は逆転してむしろ障害にさえなり 
大事なものさえ失ってしまうことにもなる 

そのためには 
できないこと 
できるけれど使わないほうがいいことを 
しっかり認識しておくことだろう 
そうでなければ道具の奴隷になってしまう 

ＡＩなるものが進んでくるとしても 
提供してくれるものは 
既存の知識とそれを使ったバリエーションにすぎない 
感じ考え意志するのは生身の人間だ 

道具は生身の人間が 
その先へ進むことのできる助けを超えるものではない 
重要なのは総合的な意味で調和をはかること 

著者が本書で言及していることの彼方にあるのは 
「記憶の世話」をこえて 
「自分たちのあり方を世話すること」のようだが 

コンピュータやインターネットは 
ソクラテスが哲学の課題としたような 
「魂の世話」をするようにはできていない 
あくまでも「記憶の世話」のための助けとなる道具である 
その意味では科学や宗教も同じだろう 
それらに使われてしまうとき 
人間はどこかで自由をなくしてしまう 



「私はかねてから、コンピュータという道具を、もっと自分の記憶を助けるものにできるのではないかと考えてきた。裏返していえば、現在のコンピュータには、そうした側面がすっぽり抜け落ちていると感じている。」


「パソコンやスマートフォンを使って、ネット上の膨大なデータにアクセスすることができるようになって久しい。こうしているいまも時々刻々膨張し続けるネットに対して、私たちは検索をかけて、そのつど自分に必要な情
報を絞り込んでいる。大変便利な一方で、そこには虚実も定かでに情報も多く、検索結果から信頼できるものを選ぶ必要がある。（･･･）

　適切な情報を選ぶためには、選ぶ人にも判断材料となる知識と思考が必要である。」


「コンピュータと人間の関係について、個人が使うコンピュータは、いまでは数千万という量のファイルを保存したり扱ったりできるようになっている。私も数万規模のファイルを持っている。たしかに現在のコンピュータ
は、そうした大量のファイルを保存して、必要に応じて使える状態を提供してくれる。ただし、人間の側はそうもいかない。」


「コンピュータとインターネットによって実現され、日々更新されつつある情報環境は、どうも人間の身の丈にあっていないのではないかという気がしている。とりわけ、記憶という点については。」


「この本で考えてみたいのは、膨大な情報を扱えるようになった現在の情報環境と、それを使う人間の、とりわけ記憶とのあいだに、よりよい関係を結ぶような仕組みをつくれないか、という課題である。言い換えれば、現
在の情報環境を前提として、自分の記憶をよりよく世話するためにはなにができるか、という課題である。これを手短に「記憶のデザイン」プロジェクトと勝手に名付けている。より具体的な目標としては、「知識ＯＳ」を
開発して使いたい。」


「コンピュータ上に記憶のためのビオトープをつくること。これが課題である。」

「現在のコンピュータのＯＳは、しくみとしては膨大なデータを扱える一方で、それらを把握しやすく、操作しやすいインターフェイスになっていなかった。ここに齟齬があり、特に多くのファイルを扱う人ほど、どこになに
があるのかという見当識が持てない状態にある。ここで考えたいのは。こうした現状を改善して、コンピュータのデスクトップを、利用者の記憶に資するものに作り替えることだ。」


「もう一つ、知識ＯＳに備わっていたらよいと思うツールについて述べてみる。それは、知識の出展を辿れるようにする仕組みだ。」

「人類がこれまで発見してきた多様な知識について、その気になれば、それがどのような論拠に基づいているのかを、手軽に確認できるようにしたい。これがもう一つのツールのアイデアの基本だ。これを「知識アトラス」と
名付けておこう。」


「これから先はどうなるだろう。誰にも未来をぴたりと言い当てることはできないが、少なくとも、私たちが目下置かれている情報環境、技術のエコロジーの影響はますます大きくなると想像できる。インターネットは膨張
を続け、さらに高度化した人工知能がさまざまに活動するかもしれない。

　そうなったとき、私たちは、どのように自分たちの記憶を世話すればよいだろうか。あるいは、もはやそうした心配すら要らない状態になるだろうか。

　思うに自分たちの記憶の世話をするということは、自分たちのあり方を世話することでもある。いまさら言うことでもないかもしれないけれど、自分たちはどうありたいかによって、記憶の扱い方も変わってゆくだろう。

　他方で、技術は、そうした思惑とは関係なく、それを使う私たちの権内／権外の境界線を変え、気づかないうちにものの見方も変わっていた、ということもありうる。」


（「コラム８　制御できること／できないこと」より）


「自分に制御できること／できないことという観点からものを見てみる。これは、古代ギリシア・ローマの哲学者エピクテトスの哲学に示唆を受けている。彼の言葉（の翻訳）で言えば、「権内」と「権外」と区別される。
この両者の違いを混同すると、人は要らぬ不幸を背負い込み、悩むことになる。そうならないためには、己の権内と権外を適切に見極めよ。これがエピクテトスの教えであった。これは現代でも有効である。

　一方には、自分の心身にできること／できないことがある。訓練によってできることが増えもするし、老化や心身の変化によってできなくなることもある。

　また、生身の自分だけでは無理だが、技術や装置を使うとできることが増えたり、裏腹にできないことが生じたりする。例えば、インターネットを使えば、遠くにいる人と顔を見ながら通話したり、書いた文章をメールで
即座に共有したりもできる。電車を使えば、自力で歩いたり走ったりするのでは、到底不可能な早さで移動できる。

　あるいは、一人ではできないことも、他人と協力するとできるようになることもある。例えば、大規模な映画やゲームを制作するような場合はその典型。飛行機やロケットをつくって飛ばすのも同様だ。

　他力で、自分以外の人を、完全に思うとおりに動かすことはできない。明日の天気のような自然現象を、自分の望むように変えることもできない。これらは自分の権外にある。

　こんなふうに考えてみると、自然、社会、技術、そして自分の心身といったエコロジーのなかで、自分の記憶のありかたも、さまざまに権内のこと、権外のことがある様子が見えてくる。」




☆mediopos-2163　2020.10.18

■森岡正博
　『生まれてこないほうが良かったのか？／生命の哲学へ』
　（筑摩選書　2020.10）

生は苦であるとし 
生の連鎖としての 
輪廻転生から解脱した 
涅槃の境地を説いた 
仏陀からはじめることにする 

天上天下唯我独尊には 
天下だけではなく 
天上も含まれている 

生としての天下は苦であるから 
みずからが見出した涅槃の天上へと 
じぶんだけが解脱するのを思いとどまり 
仏陀は人びとを導こうとした 

生まれてきたことを 
善きこととして肯定するか 
悪しきこととして否定するか 

生は苦であるということは 
少なくとも生の単純肯定ではない 

生は苦だからといって 
そこから逃れるだけが問題ならば 
仏陀の教えは自殺のすすめに近くなる 
それはむしろ輪廻の呪縛にとらわれることだ 

生を否定することなく 
苦としての生を変容させることで 
生をも超えた世界へ 
道を開くことこそが課題である 

仏陀は死の前に 
「楽しい」と繰り返し語り 
世界を讃美していたらしい 

おそらくそこに 
「生まれてくる」ということの 
謎は秘められている 

「快」を追求した哲学者に 
ギリシアのエピクロスがいる 
ある意味でその「快」は 
生そのものの変容を説いたという意味では 
仏陀の「楽しい」にも似ているが 
エピクロスのアタラクシアには 
天下はあっても天上はない 
生とともにあっても生を超えてはいないからだ 

「快」の追求は 
生まれてきたことを肯定はするだろうが 
死は踏まえられていない 

死を踏まえながら 
つまり無常であり無我である 
存在の認識をもちながら 
それゆえにこそ 
生を肯定する 
さらには世界を肯定する 
そのプロセスそのものが重要となる 

そのプロセスを経ることを解脱といい 
そのプロセスによって至る状態を 
涅槃と称したのではないだろうか 
そのとき生と死の境はすでに超えられ 
すべては「肯定」される 

しかしそのプロセスを踏まえないとき 
その道は外道ともなってしまう 
ただの単純肯定は 
ドラッグ的な快楽主義ともなり 
否定のみを繰り返すとき 
生のほんらいは見失われてしまうのだ 



「語義的に考えてみれば、「生まれてこないほうが良かった」に対立する文章は「生まれてきたほうが良かった」である。前者は比較したのちに現状を「より悪い」と判断するものであり、後者は比較したのちに現状を「より
善い」と判断するものである。これに対して、比較に重きをおかずに誕生の価値を表現する方法があり、それが「生まれてこなければよかった」と、その対立文章である「生まれてきてよかった」である。前者は「生まれてき
た」という現状を否定するものであり、後者は「生まれてきた」という現状を肯定するものである。この後者のペアで中心的に表現されているのは「肯定か否定か」であり、前者のペアで中心的に表現されているのは「善か悪
か」である点に注意してほしい。

　私がこれまで一貫してこだわってきたのは、「生まれてきてよかった」という誕生肯定の可能性であった。そしてそれを心の底から肯定するというニュアンスをこめるために、「生まれてきた＜本当＞によかった」という言
い方をしてきた。このように見てみると、私が行なおうとしているのは、「生まれてこなければ良かった」「生まれてきてよかった」という誕生の肯定否定を問う問題設定へと変換したうえで、後者の二つがいったい何を意味
するのかを哲学的に明らかにすることであると言える。

　「誕生肯定の哲学」は、そもそも「誕生」とはいったい何なのか、そもそも「人生」とはいったい何なのかという問題を哲学的に考察することかた始めなければならない。それらに加えて、（…）「誕生肯定の主体は誰なの
か」という問題、（…）「誕生肯定」と「非誕生・肯定」を併せ持つような完全な誕生の肯定とは何かという問題をさらに掘り進めていかなければならない。（…）

　そしてそれは、「生きる意味」とは何かという問いにもつながっていく。


「誕生否定の心理学的な次元に注目して、次の五つの特徴を取り出しておきたい。

　第一は、ショーペンハウアーやベネターに見られたように、たとえ善いことに満ちあふれた人生でもあっても、もし悪いことがほんの少しでもあれば、その人生は全体としてまったく悪いものになってしまう。もう取り返し
がつかなくなると考えてしまう傾向である。真っ白なキャンバスに、ほんの一滴の汚れが付いただけで、すべての価値がなくなってしまい、すべてが無になってしまうと思うような傾向である。人生を生きていくというのは、
たとえ人生が順調に進んでいたとしても、いつかかならずそのような取り返しのつかない汚れによってダメにされることであり、そんなことが起きるのなら最初から人生など始まらなければよかったというわけである。

　第二は、誕生否定の可能世界解釈とも呼ぶべきもので、私はこのような内容の人生ではなくて、もっと別の人生、たとえばいま抱えているつらさや苦しみが解決されているような人生や、いま経験できていない素晴らしい生
き方を謳歌できるような人生へと生まれてきたかったと、心の底から本気で願うような存在のあり方である。（…）

　第三は、誕生否定の反ー反出生主義解釈とも呼ぶべきもので、このような内容の人生を生きなければならないのだったら、私はそもそもはじめからこの世に生まれてこないほうが良かったと心の底から本気で思ってしまうよ
うな存在のあり方である。（…）たとえば、原始仏典や『コーヘレト書』に書かれていたように、いくら人生に楽しいことがあったとしても、いつかかならず死ぬのである。それを考えると、すべてがむなしく思える。死ぬこ
とが宿命づけられた人生を、なぜ私は生きなければならないのか。（…）そんなことならば、そもそも私ははじめから生まれてこないほうが良かった。

　第四は、ほんとうは生まれてきたくなかったのに、現に生まれてきてしまっているという取り返しのつかなさの感覚、そしてどこへも脱出することができないという行き止まりの感覚である。（…）解決にならないことは知
りつつも、自殺したいという気持ちが何度も湧いてくる。生まれてきたことに適応している人たちや、この苦しさに気づいていない人たちに、上品な復讐をしたいという思いが心の底に湧いてくる。

　第五は、これら出口がない状況に追い込まれて、何処か出口を探そうとするが、それはこの世界のどこにも見当たらないとなったときに、出口のないこの状況をそのまま包み込んで肯定してくれる救済のようなものを求める
心が出てくることがある。現状は変えようがないのだから、変わらない現実のままですべてが肯定され、救われていけばどんなに楽だろうと思う。「生まれてこなければよかった」という言葉が真に心の底から出てくるとき、
その人は救済の扉の前に立っているとも言える。これはその人が既成の宗教を信じているかどうかに関係なく湧き上がってくる、宗教性の次元の声である。

（…）

私のなかには、これら五つの特徴を持つ誕生否定の声がありありと存在しており、それはいまだいかなる解決も与えられていない。私はこの問いにまみれているがゆえに、誕生否定と反出生主義の思想を自分のこととして探求
してきたのであり、それを内側から解体することを目指して誕生肯定の考え方を提唱してきたのである。」


「仏陀の哲学を、反出生主義の視点から眺めてみよう。人間がこの世で経験するすべては苦しみである。たとえこの世で死を迎えたとしても、人間はその後に別の世界へと生まれ、そこでふたたび苦しみを経験する。それを避
けるために、修行者たちあ、輪廻の原因である執着や愛欲を断滅し、もうどこへも生まれなくてよいという状態に至ることを目指す。こうして仏陀の哲学もまた、「輪廻を離れ、解脱することによって、もう二度とどこへも生
まれない」という形をとるインド的な反出生主義として結実するのである。」

「もし仏陀の哲学から輪廻思想を取り去れば、仏陀の哲学が揺らぐように思われる。なぜなら、もし輪廻が存在しないのならば、どんな人間であれ、死んだらそれで終わりであり、もうどこへも生まれることはない。生まれる
ことがないのであれば、もう二度と苦しむこともないわけであり、すべての人間は生まれながらにして死後の涅槃が確定していることになるからである。これは原始仏典の古層に見られる仏陀の考え方ではない。」


「涅槃が、静けさに満ちた大いなる安らぎの境地であると理解されていたことは間違いない。中村元によれば、涅槃とは「あたかも燃える火を風が吹き消した場合のように」燃えさかる煩悩を吹き消した状態のことを意味した。
しかしながら、快楽や所有物への執着を断滅し、愛するものを手放し、家族や子と分かれ、愛欲を捨て、怒りの心を捨てたのちに得られる涅槃の安らぎと静けさというのは、無理に感情を抑えたような心の状態、いわば心理学
で言う抑鬱状態に近いものではないかという疑問が湧いてくるかもしれない。

　ところが原始仏典を読むと、それとはまったく異なった情景が繰り返し描かれる。すなわち、大いなる安らぎである涅槃の状態に満ち溢れているのは、「楽しい」という気持ちである。修行者たちは涅槃の状態にあることを
楽しみ、そこで経験するものを楽しんでいる。この「楽」はパーリ語でsukhaであり、感覚刺激が心地よいという意味と、涅槃の状態の楽しさよいう意味がある。（…）

　修行の道筋、そしてその到達である涅槃の状態が楽しいということは、原始仏典の至るところで語られる。（…）

　なかでも、もっとも魅力的な描写は、仏陀の最後の旅を描いた『大パリニバーナ経』に見られる。これは原始仏典の『ディヤーガ・ニカーヤ』に収められているもので、八〇歳になった仏陀が最後の旅を行ない、ついに死に
至るまでの様子を描いている。テキストには後代の手が入っているが、ここに描かれた仏陀の言葉には、仏弟子たちが仏陀の涅槃をどう捉えていたかが如実に表れていると見てよいだろう。

　仏陀がヴェーサリーを訪れたとき、弟子アーナンダに次のように言う。


　　アーナンダよ、ヴェーサリーは楽しい。ウデーナ霊樹の地は楽しい。ゴータマカ霊樹の地は楽しい。七つのマンゴーの霊樹は楽しい。バフプッタの霊樹の地は楽しい。サーランダタ霊樹の地は楽しい。チャーパーラ霊樹の
地は楽しい。


　仏陀は、同様の言葉をその後にも繰り返している。この時点で仏陀は死の三ヶ月前であり、自分の死期を知っている。涅槃の境地に至り、八〇歳となって体力の衰えた仏陀が、死の直前にこれほど「楽しい」と繰り返し語っ
ているのは驚くべきことだ。仏陀は、自分が存在している地の光景を楽しいと言い、その地に自生する植物や建築物を楽しいと言い、それらに囲まれた過ごすことを楽しいと言っている、「犀の角のようにただ独り歩め」と説
いていた仏陀の終着点がこのような愉楽の全肯定の境地として描写されたことに、私は深い感動を覚える。」
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■ブレント・バーリン／ポール・ケイ（日髙杏子訳）
　『基本の色彩語／普遍性と進化について』
　（法政大学出版局　2016.5）

色は恣意的に 
名づけられてはいない 
そしてその名づけられる順序には 
厳密な法則があるという 

どんな言語にも 
白と黒を意味する言葉は必ずあり 
（白と黒は色ではないとする考え方もあるが） 
３つの色の名があるとすれば 
白と黒に加えて赤 
４つの色の名があるとすれば 
それに加えて緑か黄 
５つの色の名があるとすれば 
緑と黄の両方 
６つの色の名があるとすれば 
それに加えて青 
７つの色の名があるとすれば 
それに加えて茶 
８つ以上の色の名があるとすれば 
それは紫・ピンク・オレンジ・灰色か 
それらの色のどれかを組みあわせた色がある 

そのように 
白と黒という 
明暗を表す言葉は 
すべての言語に最初に現れる 

そして技術や文化が複雑になるにつれ 
色の名は増えていくが 
比較的なシンプルなのは赤道周辺で 
複雑なのは温帯地域だという 

色の名がないからといって 
色の違いが識別できないとはかぎらないが 
色の名があるかないかは 
実際に働く色覚を規定しているだろうし 
それぞれの色言語の内容は 
文化現象にも影響している 

色の名だけではなく 
知覚にともなって使われる言葉や 
知覚の範囲を超えて使われる言葉にも 
名づけられる順序には法則があるのだろうか 

色の名ほどではないとしても 
それぞれ言葉が生まれ使われ進化する順序には 
ある程度のプロセスがあるのではないか 

たとえば数にしても 
最初から複雑な数が使われるわけではなく 
思考にともなう言語にしても 
最初から複雑な言語が理解され使われることはない 

その意味でいえば 
言語は恣意的に生まれるのではなく 
言語感覚の深層に共通のものがあり 
その進化には厳密な法則のようなものが 
存在しているのかもしれない 
それは変形生成文法のようなものではなく 
もっと普遍的な言語能力ではないかと思われる 

シュタイナーは人間の感覚を十二感覚とし 
そのなかに言語感覚も含めているが 
その言語感覚がそれだといえるのかもしれない 



（「訳者解説」より）


「常識を疑うことが、ときに革命的発見の源になりうる。本書『基本の色彩語／普遍性と進化について（Basic Color Terms-Their Universality and Evolution）』

は、20世紀中頃には当たり前とされていた見方−−言語がレンズのように、独特な世界観・色彩観の基礎になり、人間は各自好きなように色をみて名前をつけるという説を根底から覆した。


　この仮説は言語相対説と呼ばれ、言語学においてサピア（Edward Sapir1884-1934）とウォーフ（Benjamin Lee Whorf1897-1941）が提唱し、20世紀前半の学界で支配的だった。人間は違う言語を話すかぎり、ものごとを違う
風にみるので共通認識できないという、はなから相互理解をあきらめさせるような見方だったのである。

　本書はもともと、1960年代のアメリカで主流だった極端な言語相対説に異議を唱えるために、カリフォルニア大学バークレー校の文化人類学者ブレント・バーリン（Overton Bernet Berlin1936-）と言語学者ポール・ケイ（Paul 
Kay1934-）が、1969年に発表した色彩語の通文化調査である。文化人類学や言語学調査のデータ整理をしながら、他言語の色名がおおまかに英語に翻訳できる点は「言語の発生はランダムに起き、他の言語との共通性はない」
という言語相対説の全体と矛盾しているのでは？というバーリンとケイが抱いた疑問から端を発している。」


「人間は言語を超え、同じ焦点色を白、黒、赤…と感じることがわかってきた。さらに調査が進むにつれ、色彩語の増え方に一定のパターンがあることを見出し、色彩語の進化として同時発表した。


（『基本の色彩語』より）


「調査から導かれた結果、言語によって基本の色彩語の数は違うが、普遍的に色彩を分類するちょうど11種、もしくはそれ以下の数の基本カテゴリーが存在するのである。11種の基本の色彩語カテゴリーは、白色、黒色、赤色、
緑色、黄色、青色、茶色、紫色、ピンク色、オレンジ色、そして灰色である。

　次の点は、なんら予期しなかった発見だった。ある言語には、もし11種類以下の基本の色名カテゴリーしかない場合、色名が派生する厳密な法則がある。派生は以下の順になっている。


(1)全ての言語には白色(white)と黒色(black)がある、

(2)色名が３つなら赤色(red)がある。

(3)色名が４つなら緑色(green)または黄色(yellowのどちらかがある。（しかし、緑色と黄色両方がそろうことはない。）


(4)色名が５つなら緑色と黄色がある。

(5)色名が６つなら青色(blue)がある。

(6)色名が７つなら茶色(brown)がある。

(7)色名画８つ以上なら、紫色(purple)、ピンク色(pink)、オレンジ色(oragee)、灰色(grey)か、どれかを組みあわせた色がある。」


「ファン・ウィックは、世界中の言語における色彩語の構造の違いに着目し、この違いの原因は、色覚で、明度にこだわる言語と、色相（色み）にこだわる言語との違いに由来すると主張した。ファン・ウィックは、赤道周辺の
社会では、色彩語が主に明度にこだわり、反対に北極や南極に近い社会では主に色相を意識していることを示そうとした。」


「要するに、ファン・ウィックは、赤道周辺の言語における色彩語の欠如のおおまかな因果関係を見つけ出したといえる。ファン・ウィックはこの因果関係を、色彩語彙の直接原因と解釈している。赤道周辺の日光は「明暗名法」
を生み出す、と。さらに正確に解釈すれば、次のようになる。


(1)明暗の属性を表す語は、全ての言語に最初に現れる。

(2)言語は、人間の技術や文化が複雑になるにつれ、基本の色彩語が増える。

(3)経験則として、比較的シンプルな文化は赤道周辺に多く、複雑な文化は温帯に多いといえる。（なんらかの原因によって）」
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うつしは 
「写し」や「映し」でもあるが 
もともとは「移し」だという 

「写す」ことや「映す」ことでは 
模写・模倣や映写というように 
うつすものとうつされるもののあいだに 
質的な変化や変換は基本的に生じない 

それに対して「移す」ことは 
ものを別のところに移動させるというだけではなく 
別の物に「成り変わらせ」 
さらにいえば「成り入らせ」る行為でもあり 
そこに質的な変化や変換が生まれることになる 
移されるもののなかへと変容していくということである 

青色の露草の汁は 
「移花（うつしばな）」と呼ばれているが 
その「移し」とは 
古代の素朴な染色法に由来する 
色や香りを他の物にしみこませる意味だという 

「移花」もまさにその 
移されるものへの変容となっている 

その「移花」は友禅や絣織りの下絵として使われるが 
ただその青い色を「移す」わけではなく 
染め上げた布や糸から汁の跡は消えてしまう 
消えてしまうというより完全に溶け入ってしまう 
それは高次のものへの 
質的な変容としての「移し」なのだ 

菅原道真の詩は 
漢詩を和歌の詩情で詠んだ 
「うつしの美」だと 
大岡信は論じている 

菅原道真は 
大和うたである和歌から 
漢詩への「移し」として 
漢語と日本語とのあいだのギャップを 
漢語への接近によって埋めていこうとした 

翻訳というよりは翻案である「移し」によって 
詩情を表現しようとしたのだが 
それは明治維新後の文学者や芸術家たちが 
格闘した「移し」の先駆的な営為だともいえる 

さて「移花」のような「移し」は 
ある意味で私たちの自我にもいえることなのかもしれない 
現代は自我の格闘の時代だともいえるが 
そこで自我が変容を可能にするためには 
現在の自我は「移花」のような役割を演じなければならない 
そこで「うつしの美」を演じることができればいいのだが… 

「移花」の青の跡が残ってしまうように 
菅原道真が怨霊になるようなことだけは避けたいものだ 

■大岡信『詩人・菅原道真／うつしの美学』
　（岩波文庫　2010.10）



「「うつし」はもちろん「うつす」という他動詞の連用形が名詞化した語です。この「うつす」に漢字を当てるとどうなるか。

　いくつかの字を当てることができますが、最も普通に用いられる漢字としては、「写す」「映す」「移す」があります。「写す」にはまた「模す」も結び付けて「模写」や「模倣」という概念に重なります。

　興味深いのは、国語辞典が言うところによれば、「写す」も「映す」も、元来は「移す」から転じた概念だということです。

　「移す」という動詞の第一義の意味は、ある物や人を、一つの位置から別の位置に動かすことです。」


「移す」には、大切な古代的な意味がもう一つありました、すなわち、古代の人々はこの語を、色や香りを他の物にしみこませる意味に使ったのです。直接にはそれは古代の素朴な染色法に由来する用語法だったと思われますが、
植物の花を紙や布にこすりつけ、そこに色素をしみこませることを、「移す」と言ったのです。」

「露草という草花があります。（…）この草花が、ある特別な理由によって「移花（うつしばな）」と呼ばれたのです。」

「露草をすりつぶした時出る汁は、花と同じ色の麗しいコバルト色ですが、水に濡れるとすぐに消えてしまうので、染料としてはほとんど無価値でした。けれども、その欠点が逆にこの花を「移花」として活躍させるもとになっ
たのです。つまり、古代の人々は−−−−いや、現代においても、たとえば友禅の下絵を描く人々や絣織りを織る人々は−−−−この花の汁をその消失しやすさのための逆に珍重して利用しているのです。

　まずこの花の汁をしぼり、紙に染めて乾燥したものを保存しておきます。今はこれを「青花」とよぶのが一般的です。（…）必要が生じると、この紙の塊りを水につけます。色素は簡単に溶けて、青い水溶液ができます。この
液で布に文様の下絵を描いたり、糸にしるしをつけたりするのです。この下絵やしるしに基づいて染め上げた布や糸からは、露草の汁の下絵は跡かたもなく感嘆に消え去ります。」

「ここには、「移す」という語が奥底に隠し持っている興味深い一つの働きが、具体的な形で現前しているように思われます。つまり、「移す」という語には、単にある物を別の場所に動かすだけではなく、ある物を別の者に「成
り変わらせる」、あるいは、もっと正確に言えば、「成り入らせる」行為も含まれているということです。

　露草の汁の線は、下絵としての用を果たせばあっさり消されてしまいますが、それは実は消えるのではなく、もう一段高次のものに完全に溶け入ってしまうのです。「移花」とそれが呼ばれることの本質的な意味がそこにあっ
たのです。」

「この局面において、「移す」という語は、物体や人間そのものの移動を意味する言葉から、物体のエッセンスの、あるものから別のものへの浸透を意味する言葉になるからです。露草が移花と呼ばれるのは、まさしくそれが別
の文様に全面的に浸透し、みずからは消滅してしまうからにほかなりません。花は別のもののエッセンスとなってその中に移動したのです。」


「日本の文学・芸術の世界で、律儀な写実という方法がどうも影が薄いのは、われわれの文学的・芸術的伝統が、根本的に写実の能力を欠いているなどということではなくて、「移し」という行動的理念のうちにより高い価値を
見出す傾向を持っていたからではないだろうか−−−−これが私の直覚的理解なのです。

　日本の文学・芸術において写実主義が勝利を収めたことがなかったという、まずは乱暴きわまる私の独断は、実をいえば、写実主義よりも一層高次の理念と考えられたものが常に人々の関心の中心を占めつづけていたからでは
ないかという、もう一つの独断と一対となっていることでありまして、その一層高次の理念がすなわち、ダイナミックな変成力を内包している「うつし」の概念だったと思うのです。この場合、「うつし」が「移し」の意味のそ
れであったところに、たとえば和歌や俳諧が、たかが三十一音あるいは十七音の定型に拠って立つ程度の、吹けば飛ぶような小詩形であるにもかかわらず、不死鳥のごとく甦り生き続けてきた秘密もあったように思うのです。

　和歌における本歌取りの理念、俳諧における付合（つけあい）の「うつり」の理念。（…）何かしら物を固定的にとらえることを本能的に避け、ダイナミックな動勢と調和を内包した取り合わせを好む美意識のあらわれがあっ
たといえないでしょうか。」

「私たちが用いている日本語の文字そのものにも、この「うつし」の問題がもろに出ているようにも思うのです。それは言うまでもなく、「平仮名」や「片仮名」のこと。」


「写・映」の「うつす」にあっては、うつす行為の前と後で、うつす主体とうつされる対象の間に、質的変化や転換が生じることは予想されないのに対し、「移」の「うつす」にあっては、対象の位置の移動・変化があらかじめ
予想されているのみならず、対象の質そのものに生じうべき変化までも暗に予感されているところに、興味深い違いがあるのです。」


「私が「うつし」とは「写し」や「映し」ではなく、まずもって「移し」なのだと考えようとしているのも、異質なもの同士をさまざまなレヴェルで連結することのできるあるキー・アイディアを求めているからにほかありませ
ん。それはすでに、たとえばシュルレアリストたちが「連通観管」のメタファーで語ろうとしたものでもあってようですが、言うまでもなく私はそれを日本語で考えねばならないというわけです。」


「菅原道真の詩は、私が「うつし」と呼ぶ精神活動の生んだ最もめざましい古代的実例を示しているのみならず、「うつし」に含まれる創造的側面を、漢語と大和言葉との接触の現場において、実に興味深い形で、実践的に身を
もって示していると私は思っております。」


「漢詩と和歌という元来きわめて異質な成り立ちのものを同一の題で括るためには、いったん漢詩全体の中かた摘句して叙情的本質のみを強調できる形にした断片を、あらためて和歌と「並置」するというプロセスが必要です。
この異質な要素の並置という方法こそ、叙事性を切り捨ててどんどん短縮化する方向をたどった大和うたが見出した、もう一つの詩的展開の方法なのでしや。

　その方向が高度に精緻なものにまで発展したのが、連歌・連句の世界にほかなりません。親句・疎句の方法論にしても、物付から始まって、うつし・響き・匂ひなどの微妙な付け方にいたるまでの付合の方法論にしても、根本
的には、異質なものの並置という基本命題の精密化と、別方向への転換・発展にほかならないのです。

　ここに至って、日本の詩歌は、いわば中国詩の模倣追随というモダニズムの段階から、日本的ポスト・モダンの段階へと進んだのだ、と言うことができました。しかし、われらの菅原道真はポスト・モダンの段階までへ行き得
ませんでした。私はこの道真論の最初の部分で、彼の撰になると見なされる『新撰万葉集』（『菅家万葉』ともいう）について書きました。そこで私が論じた事柄の一つは、道真が、大和うたの代表たる短歌を逆にわざわざ漢詩
に翻訳した事実、つまり「和」→「漢」の「移し」を実践した事実の意味を考えることでした。その場合、「翻訳」は必然的に「翻案」にならざるを得なかった。そこに、漢語と日本語との間に架橋することに伴う大きな問題が
あったわけです。

　道真という詩人は、この二つの言語のギャップを、生涯にわたって、可能な限り漢語の世界の方へ接近してゆく努力によって埋めていこうとした偉大な詩人でした。

　その点において彼は、文明開化の近代日本のある種の文学者や美術家、音楽家たちが直面したのと全く同じ問題に、最も早い時期に自覚的に直面した人だったのです。すなわちここに、古代日本における一人の真正のモダニス
トがいたわけでした。

　言いかえれば彼は、「翻訳」「翻案」で苦心し、発明する努力は知っていましたが、後代がスマートに、あるいは精緻にやってのけた「並置」の方法については、ついに思い到らなかったのでした。」




☆mediopos-2166　2020.10.21

■塚本邦雄『百花遊歴』
　（講談社文芸文庫　2018.11）

水でさえ毒になる 
生きるために水は不可欠だが 
水を摂りすぎるとそれそのものが毒に転化する 
バランスするときにはじめて 
水の力はいわば動的平衡の生きた力となる 

薬が薬となるのは 
生体のなかで 
ある力がバランスを失っているとき 
逆の力で動的平衡をつくりだすときだ 

短期的にその平衡が必要となるとき 
強い力をもつ対症療法が行われたりもするが 
それは乾燥した大地に 
いきなりゲリラ豪雨が襲うようなもので 
平衡をつくりだすために 
破壊的なまでの副作用を引き起こす可能性がある 

ほんらいはそうなるまえに 
平衡をみずからがつくりだせればいいのだが 
平衡があまりにも崩れてしまっているときには 
薬ともなる毒が必要とされる 
それは善ともなる悪だといえる 

騙されてはならないのは 
見せかけの空虚な調和が強要されるときだ 
それは悪にさえなれない善の顔を持った死神なのだ 

いわゆる大衆は理解できないものは不要だとし 
理解できなくても必要なものは権威者にゆだねて安心を得る 
わかりやすさのオブラートに包まれた 
心地よいものだけを摂取してそれで済まそうとする 
そしてそれが病気をともなったときには 
じぶんがそれをつくりだしたのではなく 
外からやってくる悪魔だとみなし 
それを対症療法で攻撃してみずからを守ろうとするのだ 
それは二重の意味での破壊的な行為ともなるのだが 

医療も文化も 
その病の源は似ている 

「文化と文明の病は、劇薬によって治癒しなければならない」 
ゆえに美という別名をもつ毒・悪の薬が必要とされる 
しかしその薬は偽善の悪のなかで働くのは難しいだろう 
時代はますます偽善をほしいままにしながら 
からだも心もそして文化も 
凡庸な見せかけの平和と経済の仮面のなかで白痴化を続けている 

悪人正機は 
みずからを悪とみなすとき 
悪を善へと変容させようとするものだ 
みずからの悪を善だとしかとらえられないとき 
その偽善は偽善そのもののままいずれ悪を露呈する 

薬ともなる猛毒たらんと志した文学者・塚本邦雄の言葉は 
そんな闇の中でこそ強い光を放っている 
その光がわずかなりとも私たちに届きますように 



（解説／島内景二「毒という名の薬」より）


「本書『百花遊歴』は、毒を持つ植物に関する記述に真骨頂がある。毒を以て毒を制することも可能であり、毒草は漢方では薬として用いられることがある。


　すなわち、毒であると同時に薬でもあるという、不思議な植物群の存在。この点が、塚本邦雄の興味と関心を「植物＝花」へと引きつけたのではなかったか。逆にいえば、毒にも薬にもならない存在が、彼には我慢がならな
かった。味方にすれば心強く、敵に回したら恐ろしいという二面性のない人物は、塚本の交友圏にはいなかった。また、人を傷つけない代わりに、人を救いもしない文学に対しても、厳しい評価を下していた。ここに、前衛短
歌の野心がある。


　戦後の日本社会と日本文化は、見せかけの平和と、空虚な経済発展によって、急速な劣化が進行していた。平等精神の蔓延は「大衆が理解できないものはつまらないものだ」という誤解を生みだし、それが大宅壮一の言う「一
億総白痴化」現象に繋がった。このような文化と文明の病は、劇薬によって治癒しなければならない。


　だから、塚本は、戦後の日本文化にとっての「猛毒」たろうとした。彼の周囲には、猛毒のような、鋭い切れ味の批評の匕首を手にした人々が集まった。塚本が第一歌集『水葬物語』を献じた杉原一司は、水銀の持つ作用を
塚本に示した手紙を書き、第四歌集『水銀傳説』の淵源を作った。塚本邸で、杉原の手紙を読んだ瞬間に、塚本文学の本質を見抜いた寺山修司も、戦後日本を挑発する文学者だった。中井英夫や三島由紀夫、渋澤龍彦たちも、
戦後の日本文化に対する憎悪ゆえに、猛毒たらんと志した文学者だった。

　彼等の共通点は、「美学」だった。美しい猛毒。美しい凶器。それが、醜悪な現実を倒しうる武器であると、信じられた。


　塚本や、その仲間たちが求めた毒の別名を、「悪」と言う。塚本邦雄の第二歌集『装飾樂句（カデンツア）』は、「悪について」という章から始まっている。毒が薬に「逆用」できるように、悪は善に通じている。「悪に強
ければ善にも強し」という諺が、あるではないか。


　毒と悪との、美しい結晶体。それが、韻文である詩歌の存在価値である。それゆえ『百花遊歴』の全二十四章には、たくさんの詩・俳句・和歌・短歌が鏤められている。」


「どうすれば、毒は薬に「逆用」できるのだろうか。その秘密に迫るべく、塚本は短歌のメトードの確立に、青春と壮年の情熱のすべてを注ぎ込んだ。そして、悪も毒も「美」である場合にのみ、人間世界の醜悪きわまりない
悪と毒を治癒する良薬に「逆用」できる、という結論に達したのだと思われる。


　つまり、悪が消滅してピュアな善に変化するのではなく、毒性が完全に消えて副作用が皆無の薬に転ずるのでもない。悪は、悪の輝きを保ったままで善になり、毒は、強烈な毒性を維持したままで良薬となるのだ。このよう
な認識が、戦後日本の文化には、欠落している。そのことを、塚本邦雄は短歌で訴えるだけでなく、散文でも主張した。つまり、塚本邦雄は散文家として、「悪」と「毒」を結晶させた文体と仮名遣いと漢字表記で、文明批評
を開始したのである。


　毒や悪には、人間と世界を新生させる力がある。だからこそ、「美」の別名なのでもある。そして、それゆえにこそ、いつの時代にも、どの場所においても、必要とされる。塚本邦雄は、自らの表現の「正字正仮名」表記に、
徹底的にこだわる。この表記の中にしか、美は宿らないからである。その姿勢は、植物名の表記でも貫かれている。」


「「薔薇」の終わりの方には、「よいものさへ作つてゐれば人は見逃さぬなどといふ教訓」が嘘であると、語られる。これまた、戦後日本が「善」と「薬」の正体を見失って、毒でもなければ薬でもない、悪でもなければ善で
もない、凡庸地獄に陥っている惨状を、痛烈に告発している。凡庸からは、何ものも生まれない。」


「文学の本質は、どこにあるのだろう。事実であるか、写実であるか、虚構であるか、幻想であるか、などという区別にはない。事実の中に生まれ出た幻想を発見し、掴み取り、言語化する力を、文学者が持っているか、いな
いかの違いではないだろうか写実は反写実であり、事実は虚構である。そのことを、塚本邦雄は、毒であるがゆえに薬にも「逆用」できる植物に仮託して、熱く語っている。」


「さまざまな「花」から「花」へと「遊歴＝逍遙」しつつ、真実の言葉を結晶させようとした二十四のエッセイ。それが、本書『百花遊歴』なのである。花という神々を遊歴しながら、人間に対する断固たる処罰と、優しい庇
護の二つの顔を持つ「文学の神」の素顔に迫ろうとしたのだ。」




☆mediopos-2167　2020.10.22

■松本敏治
　『自閉症は津軽弁を話さない／
　自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く』
　（角川ソフィア文庫　令和2年9月）

自閉症というほどではなかったけれど 
ぼくはかなり内向的でもあったのと 
最初の言語習得のプロセスのなかで 
方言の異なった複数の環境に置かれたのもあり 
最初に一貫して体系的におぼえたのは 
テレビとラジオの言葉だったようだ 

だから方言が使えないほどではないけれど 
イントネーションなども方言とは違っていて 
ともだちとの「ごっこ遊び」などできなかった 
そして外では子どものころから 
「です」「ます」を主に使わざるえず 
いまだその影響が抜けきらない 
いわば身についた「他人行儀」 

「自閉症は津軽弁を話さない」というフレーズが 
この本のタイトルとして目に入ってきたときも 
とくに不思議だとも思えず 
そうに違いないとむしろ共感を覚えた 
おそらく外向的で環境に適応しやすい人にとって 
腑に落ちることではないのだろうけれど 

専門の研究者にとっても 
なぜ方言よりも先にいわゆる共通語が習得されるのか 
わかりにくいところだったのだろう 
専門家は専門領域の現実を生きているから 
その領域での理論でしか 
外面的にしか世界をとらえることができないからだ 
内的世界のことは主観的だとして切り捨てられる 
そうしたことは学問の世界だけではなく 
ほかのあらゆる領域についてもいえることではないだろうか 

「なぜ、他の人は目の前にあることを 
不思議に思わないでいるのだろう」 

という疑問に対する答えは簡単だ 
「そういうものだ」としか見えないからなのだ 

ひとには世界認識のために使う図式があって 
その図式にあてはまらないとらえ方は 
世界のなかには存在しない 
というよりは 
存在してはならないのである 
だから目の前にあることが見えないし見たくない 

そしてもし自分の住みなれた領域のなかで 
その図式から外れることが見えてしまったときには 
もうその内にいることはできなくなる 

ある意味でそれを 
「故郷喪失者」ということもできるかもしれない 
「故郷」に生きている者は安心であるかもしれないが 
その「外」が見えてしまうと 
もうそこに安住することはできない 

その「故郷」は物理的な「故郷」というよりも 
世界のなかで生きるための認識図式だから 
その「外」は「不思議」でさえない 
「そういうもの」以外は存在しないのである 

アリストテレスは哲学のはじまりを「驚き」に置いたが 
それは「故郷」から「外」にでなければ 
得ることにできない「不思議」への旅だ 
哲学さえも「そういうものだ」の領域に 
閉じてしまいがちでもあるのだが･･･ 



「妻の何気ない「自閉症の子どもって津軽弁しゃべんねっきゃ」というひとことに、私は10年ものあいだ「本当に？」「どうして、なぜ？」と問い続けました。そして同時に湧き上がった疑問。


　「なぜ、他の人は目の前にあることを不思議に思わないでいるのだろう」


　この研究を通して出会った保護者や支援者の多くは、この現象について「どうしてだろう？」と疑問に思ってくれました。ところが、専門家にとっては〝地域での臨床経験があればあたりまえ〟のことだったりして、研究者に
は〝どの理論で説明できるか〟ということがひっかかったようでした。この現象を多くの人が知っていたのに、なぜ不思議だと思わず、今まで誰もそのメカニズムを解明しようと考えなかったのでしょう。

　研究者や専門家といわれる人々（私もですが）は、自分の専門や関連領域について多くの知識をもっています。私も大学に勤めていた時は教育相談にこられたお母さんに「それはＡＳＤのお子さんによく見られる行動で○○と
呼ばれています。その行動の背景には△△の機能の弱さが考えられます。ですから･･････」と説明してきました。ですから自閉症の方言不使用という現象を聞いたときに、真っ先に「ＡＳＤの発話の音声的特徴が主な原因だ」と
主張したのです。私だけでなく、知り合いの研究者の多くがこの説で説明できると考えていました。しかし、多角的な全国調査の結果は、その説明では論理的なパズルが完成しないことを示しました。何がこのような間違いを生
んだのだろうと今も考えています。

　この研究を進めて行く中で、多くの研究者や専門家に話を聞きました。みなさん、私と同様に自分の持っている専門知識や依存の学術理論でなんとかこの現象を説明しようとしました。しかしその研究者たちは説明しきれない
ところがあることを、〝説明〟してくれませんでした。中には「そもそも言語発達の理論から考えて、そんなことはありえない」とコメントされた方もいました。しかし、理論ではありえなくても、現象は現実に〝ある〟のです。
なぜでしょう。

　確かに専門家はそれぞれの領域の〝専門家〟です。心理学、医学、言語学、社会学。でも研究対象とされる人や子どもたちは、『今は心理学上で解釈されるべき人です』、『今は医学上で説明されるべき子どもです』、『今
は･･････』と切り取られる存在ではありません。このテーマを研究していくうえで全体性としての〝人〟が生活の中で示す行動をある一方の専門領域で解釈することには限界があるとしみじみ思いました。

　その気づきから心理学のエリアを越えて、方言研究者や言語学者の助言を得る旅にでることにしたのです。結果として心理学を専門とする私にとって当初は思いもよらなかった方向に道が開けました。単行本の発刊後には、音
響音声学や深層学習などに研究者たちから反響や意見があり、さらなる展開へと広がっています。みなさんが「なぜ？　どうして？」と疑問を持ちながら、それぞれの知識や実体験を提供してくださったのです。

　学術的に導かれた理論や専門知識は世界を理解するうえで重要なものです。しかし、現実にその場にいて目の前の相手と向き合ったなかで得られたリアルな知識や敬虔を、「それは理論とは違うから間違っている」と断じるこ
とは研究者自らの認識を狭く閉じ込めてしまうことになるのかもしれません。先行研究や学術論文に書いてあることだけが事実であるかのように信じ、それこそが研究に値する崇高なテーマだとしることにも疑問を感じるように
なりました。未来を切り開く研究テーマはリアルな現実に疑問をもつことに始まるという考えもあるのではないでしょうか。

　今回のテーマ「自閉症は津軽弁を話さない」の追求は、研究者である私が自らの知識を過信し、現場の人の持っている経験知や間隔を軽視しそうになったところを踏みとどまらせてくれた歴史です。現実にその場に生きる人々
の経験に関心を留めて研究し考え続けることこそが、ＡＳＤの言語習得にとどまらず、言葉を用いる〝人〟という存在を理解することになるのではと考えるようになりました。」




☆mediopos-2168　2020.10.23

■角幡唯介
　『そこにある山／結婚と冒険について』
　（中央公論新社　2020.10）

冒険家である角幡唯介さんは 
「どうして冒険などしているのですか？」と 
質問されることが多かったが 

最近は「どうして結婚したのですか？」 
という質問が増えてきたという 
それは一般の読者からではなく 
記者や編集者からの質問だともいう 

そして冒険への質問よりも 
結婚への質問のほうが 
違和感をおぼえ気持ちがざわつくという 

本書はタイトルと副題にあるように 
「そこにある山」としての 
「結婚と冒険」について綴られた 
「事態」を積極的に引き受けることより 
みずからの自律した固有性を得てきたという 
積極的な「自由論」「偶然論」のようだ 

書かれていることは 
きわめて率直かつ素朴だが 
冒険家が結婚して家を買ったことを 
じぶんのなかの問いとして引き受け 
その経験を深みのなかでとらえようとしている意味で 
切っても血のでそうにない哲学者や宗教者よりも 
真実を赤裸々かつ深くとらえているように感じる 

しかし角幡唯介さんは四十三歳にして 
「自分がようやく自分自身になってきた」というが 
じぶんが四十三歳のときはどうだったのだろうと 
ふりかえってみるまでもなく 
いまだにはなはだ心許ないかぎりだといえる 
ようやくここ数年である種の自由な感覚がでてきたところ 
しかもぼくは生まれてこのかた 
角幡唯介さんのような冒険もしないまま 
とくにこれといった特別なことはまるでしていない

とはいえ「どうして結婚したのですか？」 
と質問されたとしても 
おそらくそれをきっかけにして本を書いたと思われる 
角幡唯介さんのような違和感はもたない 

世の中には結婚はするものだとして 
結婚という制度のなかに 
相手をあてはめようとする向きも多いが 
相手が現れる「偶然」がなければ 
その「事態」は起こらない 
最初に抽象的な結婚があるのは倒錯にすぎない 

「なぜ山にのぼるのか」という問いに 
「そこに山があるからだ」という答えがあるように 
「そこにあなたがいるからだ」 
という答えしかありえないではないか 
そしてそれは不自由を生むどころか 
自律的でみずからの固有度を深めるためにこそ 
「あなたといるのだ」というほかに理由はないはずだ



「最近、私がしみじみと感じるのは、人生の自由というものも、事態にのみこまれ、のみこまれしているうちに自分自身が変状することで得られるものではないか、ということである。」

「事態には歴史性があり、人はその歴史性に沿って次なる事態にのみこまれ、それを延々とくりかえす。それが人生というものにたいする私の構造的な理解である。長期犬橇狩猟漂白は、北極という土地と関わるというこれまで
の経歴の結果、生起した事態であり、植村直己の南極もまたしかりであった。この理解をもとにすると、人が生きるということは、偶然がきっかけとなって他者（人間以外もふくむ）との関係が生じて、その関わりのがざまから
制御不能な事態が生じ、それにのみこまれ、そこから次の、それまでとちがった新しい未来が切り拓かれることの連続的推移だといえる。

　偶然の出来事→他者との関わり→事態の胎動関係の進展→事態に併呑される→新しい未来の開闢→五年前に想定していなかった人生（結婚生活、犬橇漂白、自宅の購入、三十五年ローンの契約など）とこういうことになる。

　人生とは事態の発生により次々と展開するひとつの物語である、というのがここまでの私の一貫した主張だった。

　だが、となると次のような疑問が生じる。

　事態が過去の帰結によって生じるものなら、それは過去の結果にしばられるということでもある。つまり事態とは過去の因果にすぎない。となると未来も過去の足跡によってしばられることになり、その結果、人生が過去に
よって導かれるごくせまい範囲に押しこめられてゆき、どんどん窮屈に、不自由なものになっていくではないか？

　なるほど、その意味では私の人生は二十代の頃より今のほうが確実に不自由になっている。そのことに議論の余地はなく、しかもそれはまちがいなく事態にのみこまれた結果だ。」


「妻子や犬にかこまれたせいでヨットで旅する自由をうしなった。しかし同時に、外的自由を喪失したのに内的自由を感じている。

　ということは、家や妻子や犬に外堀を埋められた今の外的状況と、私の内的感覚が矛盾をきたしているということである。では、この矛盾はいったいどこから生じるのであろう。というか。その前にこれは本当は矛盾といえる
のか。

　①私が直面する外的状況としての不自由

　②内的感覚としての自由

　この一見すると矛盾しているように見える二つの自由をよくよく検証してみると、まず外的状況としての不自由における自由の意味であるが、これは＜ヨットで海外放浪する＞というような意味での自由であるから、つまり＜
放縦＞であり、＜誰に気兼ねすることなく好き勝手にやる。気儘にやる＞という意味での自由である。これにたいして内的感覚としての自由は＜三十代の頃より細かいことが気にならなくなった＞＜なんだか解放感がある＞とい
う自由であるから、要するに＜自分以外の別のものに自分がとらわれていない＞状態のことであり、より正確にいえば＜自律的であれている＞＜おのれ自身の内在的論理にしがたって生きることができている＞という意味での自
由である。

　放縦、気儘という意味の自由と、自律的であるという意味での自由。この二つの自由のうち、どちらが本物の自由かといえば、後者の自律性のほうであろう。」


「なぜ、事態にのみこまれると人生の自律度が高まるのだろう。齢を重ねて事態にのみこまれればのみこまれるほど、人生の固有度が高まるわけだが、この自律性はどうもそれと関係があるように思える。

　では、固有度が高まるとはどういうことだろうか。

　私の理解によれば、固有度が上昇する秘密は、事態にのみこまれた際に生じる、小さな方向性の存在に起因するのではないだろうか。

　顧みれば、事態とは意志や意図を超えた制御不能なものなので、何度ものみこまれていくうちに、自分自身がどんどん変状し、五年、十年たつとすっかり生活態度や考え方や人格が変わってしまったよ、との結果をもたらすも
のであった。」

「この事態→変状の過程をとりだしてみると、ひとつひとつの事態にのみこまれるたにび、この大きな変状へとつづく小さな方向性が生み出されている、ということに気づくはずである。事態にのみこまれると、関係のはざまか
ら新しい未来が開闢し、私たちは否応なくその新しい未来に投げこまれる。そこで踏みだされる一歩は、わずかな一歩にすぎないかもしれないが、しかし、ある方向をしめすという点で見れば、それぞれが決定的なものである。」


「この方向性がその人独自の固有なものとなるのは、事態が意志や意図、つまり自分の思惑とは別の場所から生じるものだからだ。

　重要なのは、やはりここであろう。

　もし、これが理性にもとづき、合理的に、よし、こうしようと意志的に選択していたものなら、そこから発生する方向性は、その人固有なものになるだろうか。ほとんどの場合、そうはならないのではないか。」

「事態に巻き込まれた結果として展開される行為は、このような理性的な意志による行為とは、まったく対極の位置にある。なぜなら事態とは、未来予測を前提とした認識によって封殺されていた混沌とした本来の現実、そこか
ら出来してくる計算不可能な状況のうねりであるからだ。混沌とした現実とは偶然の出会い。目の前でたまたま起きた事件、何を考えているのかわからない異性等のことである。事態とはこれらとの関わり、そのとき、その場だ
けに生じる方向性にしたがって未来が開闢する状況のことであって、その未来は理性的意志によって切り拓かれる未来とはちがって、平準化や一般化をまぬがれておりその人だけのものとなる。

　他者との関わりのきっかけとなるあらゆる出会いは、このように偶然によってもたらされる。偶然とはそのとき、その場でしか起こりえない物事の契機のことであり、その意味で理性や意志といったものを超越している。」


「人生の固有度が高まると自由になる。それは自分自身の固有的歴史、そして何より今の自分があるということ、すなわち独自の経験に濃密な手応えを感じるようになるからであり、そしてその経験をもとに言葉をつむぐことが
できるようになるからだろう。

　自分の言葉で思考し、物事を語れるようになること。世界観が深まり、言葉を獲得すること。それは四十三歳をすぎてえられる自由の正体だ。

　人生の固有度が増すことで、人は誰でも、世間に流布するほかの誰かの言葉ではなく、おのれのなかにつちかわれた内在的論理で、独自のモラルで、行動し、世の中を見ることができるようになってゆく。それはすなわち思考
や行為、もっといえば生そのものが自律的にうごいてゆく、ということである。だから人生の固有度が高まるとほかの人の意見や言葉が気にならなくなるし、他人が自分のことをどう見ているのかもさほど重要なことではなくな
る。」

「最近、私がつくづく感じるのは、自分がようやく自分自身になってきた、ということである。」

「もし合理的判断にもとづき、意志や意図により人生をコントロールしようとしたら、それは時代や世間の価値観にあわせた借り物の人生になってしまうだろう。事態にのみこまれ、思いつきを肯定してそれぞれの過去を引きう
けることによってのみ、人はその人自身になることができるのである。」




☆mediopos-2169　2020.10.24

■鈴木宏昭
　『認知バイアス／心に潜むふしぎな働き』
　（講談社　ブルーバックス　2020.10）

見えていても 
見ているとはかぎらない 
聞こえていても 
聞いているとはかぎらない 

むしろ 
見ることで見えなくなり 
聞くことで聞けなくなったりもする 

そして 
見えていないもの 
聞こえていないものは 
ときに無意識から影響を与え 
それにコントロールされたりもする 

記憶していても 
それが正しいとはかぎらない 
勝手な記憶で物語をつくったりもする 

予測や判断はしばしば間違う 
平均的なプロトタイプをもとにする代わりに 
ステレオタイプを用いてしまうことが多いからだ 

自分が決めていると思っていても 
知らずないうちに 
無意識からくるものが決めていることもある 

言葉は有効な道具だけれど 
得意なことと苦手なことがある 
分けることには向いているが 
全体のかたちを見るには向いていない 
ともすれば片方だけを見てすべてを見た気になりやすい 

三人寄れば文殊の知恵ともいうが 
三人集まれば一人の三倍の知恵が生まれるわけではない 
一人と複数では別の力が働くからだ 
悪くすれば愚かさの相乗効果が働いてしまうこともある 

じぶんは正しく見て聞いて 
考えて判断して行動している 
そういう思いこんでいる人ほど 
おそらくはさまざまなバイアスにさらされている 
いってみれば無知の知を欠いている 
そのときひとはもっとも愚かになるのかもしれない 

心のさまざまな働きには 
つねにバイアスがかかりがちだから 
なぜ思い込みや勘違いが起こるのかを知り 
そのリスクをしっかりと意識することが必要だが 
それらの心の働きによってこそ 
私たちは生かされているところもあるからむずかしい 

だいじなのは 
無知の知をふまえ 
心の働きをどう生かしていけるのかを 
さまざまな経験から学ぶことなのだろう 



「何かが見えるということは、それが存在することであり、存在していれば何らかの方法でそれを見ることができる。

　人間社会はそうしたことを前提に作り出されている。信号や標識を設置すれば（つまり存在させれば）、それは見えるはずであり、それに従って行為をする。未知のウィルスを（顕微鏡などで）見れば、それは見えるは
ずであり、そのウィルスが存在していることがわかる。犯行を目撃したという人がいれば、目撃された人が犯人だと思う。

　また覚えるということも、人間の生活の核心に存在している（人間とは限らないが）。ある場所で危険な目にあったということを記憶すれば、その場所にはできるだけ近寄らないようにする。（･･･）

　しかし（･･･）見る、見えるということは存在の確証にはならないし、存在するからと言って必ず見えるかといえばそうではないことが導かれる。また記憶についてもそうであり、自分が見たことははっきりと記憶してい
るはずだと皆は思うが、記憶は脆弱であり、見たこともないことをはっきりと「記憶」したりもする。その一方で、直前に見た犯人の顔を取りちがえることもある。

　そしてさらなる問題は、私たちの多くはこうした注意、記憶の欠陥について自覚していないことである。チェンジ・ブラインドネスには面白い研究がある。人が入れ替わるチェンジ・ブラインドネスが生じるような画像
を見せて、「この人物が他の人と入れ替わったら、それに気づくことができるか」と問うと、ほぼ１００％の人が確実に気づくと答える。しかし実際に実験を行った時には約半数の人しか変化に気づけない（むろん別の実
験参加者に行ったものである）。これは『「チェンジ・ブラインドネス」ブラインドネス』と呼ばれたりもする。

　どうしたら改善できるのであろうか。（･･･）膨大な数の研究がなされており、どういう場合に起きやすいのか、どんな時には起きないのかが報告されている。ただ、自分の努力だけでチェンジ・ブラインドネスを防ぐと
か、記憶力を向上させるとか、そうしたことはほぼ不可能だと思う。私たちにできることは、見落としをチェックする、自分も含めた人の記憶の裏づけが十分かをチェックすることくらいなのではないかと思う。」

「「見えていない」「聞こえていない」ものは、実は知らないうちに私たちのその後の行動に影響を与えることがある」


「物事の起こりやすさを判断しなければならない場面は多い。その際、何かが起こるたびにノートに「正」の字を書いていくわけにはいかない。メディアのない、直接経験の世界の中だけで生きていれば、利用可能性ニュー
リスティックはうまく働くことも多いだろう。しかしメディアを通した間接経験が主となる現代社会においては、このヒューリスティックは完全に誤作動してします。メディアは珍しいこと、つまりめったに起きないことほ
ど集中的に報道する。するとリハーサル効果により記憶に定着し、利用可能性ヒューリスティックが働くことで、現実とはまったく逆のリスク頻度の推定をしてしまうのだ。つまり、私たちは同じタイプのことが１００回
起こることと、そのタイプの一つの事例について１００回聞くことを区別していないのだ。」


「私たちは同じ特徴を持つものをまとめてカテゴリーを作り出す。そしてカテゴリーを用いて、未知のもの、観察していない事柄についての予測を行う。これによって適応的に生活することができる。あるものがどのカテ
ゴリーに属するのかを決めるのはプロトタイプである。プロトタイプはそのカテゴリーに属するさまざまな事例の平均的な特徴からなっている。そしてプロトタイプとの類似度が高い、あるいはプロトタイプから説明が容
易なものは、そのカテゴリーに属すると判断される。

　日常的な観念（鳥とか椅子など）については豊富な事例から適切なプロトタイプが生み出される。これは事例のサンプリングがある程度うまく働いているからである。しかしそうでないものについては、私たち多くの場
合、プロトタイプの代わりに代表例、ステレオタイプを用いて、予測や判断を行う。代表例は目立ちやすい事例から作られるため、そのカテゴリーの平均的な特徴とは異なる特徴を持っていることが多い。つまりその集団
の平均とは異なる異常値を持つ事例をプロトタイプの代わりに用いてしまう。

　代表例を用いてカテゴリー判断を行うと、連言錯誤のような論理的にはあり得ないような間違いを犯すことがある。また、これが社会的ステレオタイプという形を借りて、人種などの人の集団に適用されることで、差別
や偏見が生み出されることもある。また代表例の特徴はそれが代表する集団全員に当てはまると考える心理学的本質主義が加わると、差別、偏見はさらに増長される。」


「人の行動は自由意志によって、その人が自覚できる意図に基づいて行われるわけではなく、意識できない情報、無意識の働きによって引き起こされる。これは大きな問題となる。なぜなら原因が意識できないからだ。意
識できないものは理由や原因の候補とはならない。」

「心、そしてそれが生み出す意図が行動の原因であることは多くの人に共有された信念だ。しかし意図だけを原因とするのはあまりに短絡的だろう。生物学的な観点、社会学的な観点からの複合的な人間理解が求められて
いると強く思う。しかし自分を振り返っても、それは実際にはなかなか難しい。」


「言語が認知を助けてくれる部分がある一方で、記憶や思考を妨害する場合があることを述べてきた。言いたいことは「言語なんかいらない」ではむろんない。言語が得意とすることと苦手とすることがある、ということ
だ。言語は分解、分割が可能な対象に対しては強力な武器となる一方、分割できないもの、全体の形状に関わるようなことにはポジティブには働かないことが多いのだ。

　大学などにいるせいか、言葉に過剰なほどの思い、むろん良い思いを持つ人たちとたくさん出会う。確かに素敵な部分もあるのだが、それがもたらす害も正しく把握する必要がある。車があるから移動が楽になる、イン
ターネットがあるから情報がすぐに手に入る。その一方、車があるから自動車事故が起こる、インターネットがあるから個人情報を盗まれるのだ。片方だけ見ていてはしょうがない。」


「創造的になるには心の制約を外す、緩和させることが必要であり、それは数多くの失敗によってもたらされる。そして失敗の過程での多様な試み、そしてその無意識的評価が重要である。」

「「イノベーションを起こすためのレシピレベルの方法、イノベーションを絶えず生み出せる個人の資質というものは存在しない、少なくとも存在する可能性は少ないことを歴史的に見てきた。その分野について豊富な知
見を有し、数多くの失敗を重ねてきた人にしか、創造の女神は微笑んでくれない。」


「１たす１は２である。１人たす１人は物理的には２人であるが、そこでの心の働きが２になることはない。集団には集団の力学というものがあり、１人の行動を支配する原理とは別の原理が働くのだ。だからある時には
集団は個人では期待できないような成績を残すこともあるし、見事な秩序を生み出すこともある。一方、ブロッキング、評価不安、タダ乗りの結果、合計が２にはならず、１・３になるかもしれないし、０・７のように１
人ののときよりも悪くないこともある。また３や４になる時もあるだろうが、それが素敵なことかどうかは仕事の種類にもよる。ユダヤ捕虜収容所で行われたような仕事の効率が３倍、４倍になることは人類に幸せをもた
らすことはない。アイルランドのジョークに「もしあいつに脳が２つあったら、今の２倍バカだったろう」というのがあるそうだが、そんな事態もあり得るのだ。」


「人の知性は、人の住む環境の中で、そして人の生物学的な条件の下で作り出されたものである。限られた注意資源、勝手に繋がりを作り、作話をしてしまう記憶、自分のコントロールの及ばない無意識的な処理、諸刃の
剣である言語の使用、そういう生物学的な条件、そして社会との協調およびそれがもたらす軋轢という環境の条件の下で私たちの知性の基本は作り出された、また、今後現れるであろうすべての状況に事前に準備するわけ
にはいかないので、ここ数万年くらいはあり合わせのものでブリコラージュしながら修繕屋として生活してきたのである。だから、それを度外視した状況を勝手に想定して、そこで人間の知性を論じたりしても意味がな
い。

　近年、メディアで話題になるものに、ＡＩに人間は勝てるのか、ＡＩは人間に勝てるのか、というものがある。以上のことから考えると、こうした問い自体が馬鹿げたものであることがわかると思う。ＡＩは食事の心配
をする必要がない、恋人を探す必要もない、社会との調和を考える必要もない環境で作り出されている。だいたい洗練されたＡＩがやることは、一つの課題だけだ。またその処理に用いられる計算資源は膨大で、人間とは
要領、スピードともに桁が数十以上違っている。こうしたものが見せる知性が、人とはまったく似ていないものになることは想像に難くない。

　そういうまったく別種のものを比較すること自体がナンセンスだろう。」

「どうも人はなんでも一次元上に並べたくなるような傾向を持っていると思う。これを認知バイアスという人はあまりいないが、そういう傾向はやめたほうがいい。ああ、あと受験偏差値も忘れずに。」




☆mediopos-2170　2020.10.25

■アリス・ロバーツ（斉藤隆央訳）
　『飼いならす／世界を変えた10種類の動植物』
　（明石書店　2020.10）

人類が狩猟採集民だった時代には 
動植物は野生種のままだったが 
新石器時代にはいり 
しだいに飼育栽培されはじめ 
そのことで人口は増え 
文明化への道を歩むようになった 

人類の歴史はそのように 
「飼いならす」歴史でもある 

飼育栽培種という存在は 
遺伝子レベルで野生種の存在をおびやかしている 
その遺伝子は自然環境へとたえず逃げ出し 
野生種がその影響を受けたりもするのだ 

今や飼育栽培種と野生種の区別や 
人為的な環境と自然環境の区別も 
次第にあいまいになってきている 

しかし飼育栽培種は自然を離れているわけではない 
飼育栽培種と野生種のあいだには 
遺伝子的なつながりがあり 
どちらも自然の一部であることに変わりはないのだ 

そして「飼いならす」のは動植物だけではない 
人類はみずからをも「飼いなら」している 

「ウシやニワトリからジャガイモやイネまで」 
飼育栽培種はアフリカの類人猿と絡みあい 
多大な影響を受けたが 
類人猿から文明化した人間への変化もまた 
飼育栽培種を飼いならすように 
人類がみずからを飼いならすことでもあるのだ 

世界の各地へ移動しながら 
野生種の動植物が交雑しながら 
さまざまに飼育栽培されてきたように 
人類もまた野生の親類たちと交雑してきた 

動植物を飼いならす 
つまり飼育栽培するということは 
その責任を負うということでもあるが 
みずからを飼いならしている観点からすれば 
人間はみずからに対するその責任も負っている 

動植物も人間も 
その野生種をルーツにもっている 
そのルーツは遺伝子レベルで 
次々に明らかにされるようになってはいるが 

重要なのはルーツそのものであるというよりは 
今後も続くであろう「飼いならす」歴史を通じて 
みずからも自然の一部である存在として 
自然や野生とどのように関わっていくべきなのか 
みずからをどのように方向づけていくべきなのかを 
真摯に模索していくことなのだろう 



「かつて数十万年にわたり、われわれの祖先は、野生の動植物が頼りの世界に生きていた。彼らは狩猟採集民だった。究極のサバイバルの達人だが、世界をただありのままに受け止めていたのだ。

　それから「新石器時代」が−−−−時代も、やり方も、場所もまちまちで−−−−起きたが、世界じゅうで、この狩猟採集民は自分たち以外の種との関わり方を決定的に変えていった。彼らはそうした野生種を「飼いならし」、牧
畜や農耕を営むようになった。動植物の飼育栽培は、現代世界への道をつけた。人口を増大させ、最初の文明を育ませたのである。」


「自然選択は、特定の変種を淘汰する一方、ほかが生き残って繁殖する−−−−次の世界に遺伝子を渡す−−−−ことによって、大いなる成果を上げる。人為選択つまり「ヒトの媒介による自然淘汰」もたいてい同じようにして働
き、農家や育種家は、ほかに比べておとなしくなかったり、生産性が低かったり、虚弱だったり、丈が低かったり、甘みがなかったりする動植物をはじく。」


「今日のわれわれに身近な動植物がたどってきた長い歴史は、見知らぬ異国の地へいざなう。（…）育成栽培種のそれぞれがどのようにして出現したのか−−−−起源はひとつで、それぞれが飼育栽培された発祥地はひとつだっ
たか、それとももっと広い地域で、さまざまな野生の種や亜種が飼いならされ、交配されて雑種ができたのか−−−−をめぐっては、盛んに議論がなされた。」


「遺伝子が明らかにした事実のいくつかは、われわれが生物界を分けるそのやり方に異を唱えている。種を特定するというのは、役に立つ−−−−そして有意義な−−−−行為だ。種という枠組みには、特徴が互いに似通っている
−−−−そしてほかと異なっている−−−−生物の一群が含まれている。しかし、生物集団が進化によって時間をかけて変化するという事実は、種の境界線を引くことをかなり難しくする。確かにわれわれはいろいろな物を箱に入れ
て整理したがるが、（…）生物はそうした制約から抜け出したがるようだ。どれだけ系統が分かれたら、真に別の種となるのだろう？　それは今でも分類学者を悩ませる問いだ。」


「育成栽培種−−−−ウシやニワトリからジャガイモやイネまで−−−−の進化の軌跡は、すでに世界樹に散らばっていったアフリカの類人猿のそれと絡み合うことによって、多大な影響を受けた。その話は驚異に満ち多岐に渡る
が、（…）そうした種のひとつは、われわれホモ･サピエンス(Homo sapiens)だ。われわれに起きた、野生の類人猿から文明化した人類への驚くべき変化は、われわれがどうにかして自分たちを飼いならしたことを示唆してい
る。そして、そのあとでようやく他の種を飼いならしはじめたのである。」

「こうした動植物は、われわれ自身の移動に伴って世界じゅうに拡散し、ときにはその拡散が人類の移住をうながしさえした。イヌは狩人と一緒に走り、コムギやウシやイネは最初期の農耕民とともに移動し、ウマは人を乗せ
てステップ（草原）から歴史へ躍り出て、リンゴはウマの鞍につけた袋にしまわれ、ニワトリは諸帝国の拡大とともに広がり、ジャガイモやトウモロコシは偏西風に乗って大西洋を渡った。」


「野生種は、飼育栽培種の存在によって−−−−遺伝子レベルで−−−−おびやかされている。飼育栽培種と野生種の区別、人為的な環境と自然環境の区別は、次第にあいまいになってきている。飼育栽培種の遺伝子は、すでに−−−−
絶えず−−−−われわれの庭から自然環境へ逃げ出している。飼育栽培種からのこうした遺伝子移入が野生種にどんな結果をもたらすのかは、よくわかっていない。自然選択が最終的に「飼育栽培種の」遺伝子を淘汰してしまうか
もしれない−−−−すでにそれが起きている可能性はある。あるいは、飼育栽培種の遺伝子が有益で、保持されるかもしれない。最近の研究から、クラブアップルのゲノムに、一般的な栽培リンゴ品種のＤＮＡが多く存在すること
が明らかになっている。この事実は、招来の野生リンゴの進化に大きな影響を及ぼすおそれがある。そればかりか、ひょっとすると、招来の作物の改良に野生リンゴが使えなくなってしまうかもしれない。また、どんなに規制
を厳しくしても、遺伝子組み換え生物のＤＮＡが野生種に漏れ出す可能性はなくはない。

　飼育栽培種とその野生の親類とのあいだに遺伝的なつながりがある事実は、われわれがなんとも複雑な関わり合いのネットワークの一部であることに気づかせてくれる。飼育栽培種は、どうにかして「自然を離れた」わけで
はない。依然として自然の一部なのだ。それはヒトにも言える。我々は、この星の生命に非常に深く広範な影響を与えているかもしれないが、自分たちもやはり生命現象なのである。それどころか、自分たちが自然の一部であ
ることを認めれば、みずからのもつ影響力や、みずからの存在がほかの種にどのように影響を及ぼしているかについて、もっと思慮深くなるにちがいない。われわれは、ほかのあらゆる生命と孤絶することはできないが、こう
した関わり合いをもっと良い方向へ推し進めることはできるかもしれない。農業の未来を気にすることが、野生生物を保護する唯一の理由になってはいけない。われわれは、自分たちが生物多様性の脅威となっていることを
知っている。われわれには、人類集団の衣食を確保する基本的な必要性と、共にこの星で暮らす種を−−−−飼育栽培種だけではなく野生種も−−−−維持する必要性とを両立する道義的な責任があるのだ。


　ヒトは、環境を形作り、気候を変え、ほかの種と共進化の関係を結び、気に入った動植物の拡散を手助けすることで、地球上で進化の強力な要因となってきた。こうした活動によって-−−−事実上、なんであれヒトを介した自
然選択によって−−−−飼育栽培種は野生種と交雑しながらそのゲノムを変化させた。リンゴは今も、天山山脈の山腹に広がる野生の果樹に誕生の記憶をとどめているが、その遺伝子構成を見ると、むしろヨーロッパの野生のクラ
ブアップルに近い。同じことはブタにも言える。ブタはアナトリアで誕生したが、ヨーロッパへ広がるうちにイノシシと交雑し、ついにはミトコンドリアのＤＮＡの標識がすべて、土着のイノシシのものに置き換わってしまっ
た。ウマは、ステップから出ていきながら野生種と交雑した。今日の商用のニワトリは、脚が黄色い。これは、ニワトリの祖先が南アジアのハイイロヤケイと交雑して手に入れた形質だ。この誕生と拡散と交雑のパターンが、
個々の飼育栽培種で複雑に絡み合った遺伝子のタペストリーを織り上げたため、一本一本の糸を解きほぐすのは難しくなっている。さまざまな土地で野生種から遺伝子が入り込んでいるので、飼育栽培化された場所が複数ある
可能性もよく取り沙汰された。しかし、遺伝学の研究対象がミトコンドリアＤＮＡから全ゲノムに移り、考古学的異物から太古のＤＮＡが取り出せるようになると、複雑な実情が現れてきた。ヴァヴィロフと大ウィンは、どち
らも正しかったのだ。ヴァヴィロフが予想した通り、ほとんどの市域栽培種には、単独の発祥地があって。だがダーウィンも、複数の先祖がいた可能性については正しかった。飼育栽培種の発祥地がばらばらに複数あったので
はなく、飼育栽培種が広まりながら交雑が起きたのではあったが。」

「わずか一〇年前と比べても、今は飼育栽培種についての理解が格段に進んでいる。飼育栽培種と野生種のあいだに弾かれた境界線は、一〇年前は不動のものだった。われわれは、自分たちの協力者の物語を解き明かすうちに、
みずからの種の進化史も明らかにしてきた。彼らと同じく、われわれも雑種なのだ。ヒトは世界のあちこちへ行き、新たな土地へ住みつきながら、ウマ、ウシ、ニワトリ、リンゴ、コムギ、イネと同じように、「野生の」親類
と交雑したのである。

　いまや、ヒトはいたるところにいる。そして飼育栽培種も、ヒトとともに世界じゅうに存在する。飼育栽培種が進化で成功を収めるには、確かに大いにわれわれを必要とする。だが、われわれが種をまく、枝を接ぎ、繁殖さ
せ、コントロールしてはいない種が成功を収めるのにも、われわれ−−−−と飼育栽培種−−−−に大きく影響される世界で生き延びる能力が必要なのだ。われわれは、自分たちと手を組んだ種の面倒を見る必要があるだけではな
い。飼いならされていない野生を−−−−いまや、これまで以上に−−−−守り育てる必要がある。ヒトと自然は分けられるという考えを抱きつづけることはできない。われわれは、自然とともに生きるすべを学ばなければならな
い。今世紀の課題は、こうした相互関係を受け止め、野生と戦うばかりではなく共に繁栄する手だてを学ぶことのように思える。」




☆mediopos-2171　2020.10.26

■梨木香歩「長く使われるもの」
　（梨木香歩『炉辺の風おと』（毎日新聞出版　2020.9）所収）
■安藤礼二＋福嶋亮大　討議「知られざる大拙／エッセイスト・ジャーナリスト・エディター」
　（現代思想 2020.vol.48-15 11月臨時増刊号　総特集『鈴木大拙　生誕一五〇年 禅からZenへ』　所収）

言葉は 
生きている 
だから死にもする 

言葉を生かすのも殺すのも 
人の意識にほかならない 

同じ言葉でも 
あまりにわかりやすく 
使いやすい言葉は 
広告や流行の言葉のように 
繰り返し使われすぎたり 
内実を失って空疎に響くようになると 
次第にすり切れ劣化してくる 

その言葉がほんらいもっていたはずの 
大切なものもいつのまにか 
最初からなかったかのように凋んでしまうと 
それがいのちをふきかえすには 
長い時間とひとの新たな意識が必要になる 
悪くすると死語にさえなってしまう 

難解そうに見える専門用語のような言葉は 
言挙げされるのは限られた場所だけだ 
まるで秘教で禁じられた言葉のように 
そしてときには作られた最初から 
死語であるかのようにだれの意識にも上らなくなる 
生まれたはじめから生きた言葉ではないからだ 

言葉が言霊になるのは 
言葉を使う人の器のなかで 
たいせつに育てられ熟してゆくときだ 
そしてどんな言霊も 
その人の器を越えて生きることはできない

霊性という言葉は 
鈴木大拙が使い始めた言葉ではないけれど 
「時間的な差異、空間的な差異を乗り越えた共同制作として」 
大拙という稀有の器のなかで内実を確かなものとし 
使われ広まってきている 

言葉は使う人の意識によって 
生きたものにも死んだものにもなる 
錯誤されたまま無自覚に使われてしまう言葉は 
次第にその内実と乖離しながら 
言葉を使う人の内実をも空疎なものと変えてしまう 

言葉は生きた器だから 
私たちはそこに等身大の魂を注ぎ 
たいせつに育ててゆかねばならない 
それが言霊を生かし 
霊性を生きるということなのだから 



（梨木香歩「長く使われるもの」より）


「長く使われてきた言葉には力がある。よくいわれるのは、その力は言霊という力であって、へたに使うと吉凶いずれにも現実に影響を与えてしまう、だからゆめゆめうかつなことを口走るものではない、というようなこと。それ
が嘘かまことかはわからないが、私自身の実感としても、確かに言葉は力を持つ。だがこれがすべて同等の力かというとそうではない。その力を仮に言霊というとして、言霊の大きい言葉とそうでない言葉がある。力のない言葉だ
から役に立たないというわけでもなく、文章中の布置によっては、かえってふだん力のない言葉の方が、輝いて見えることがある。大きい力を持つ言葉だと、その効果を狙って安易に濫用されがちになり、そうなると、その言霊力
は確実に落ちてしまう。さらに言葉の力にはそれぞれの時代の容量がある。

　昔「しなやか」という言葉があちこちで、やたらと使われた時期があった。「しなやかに歌って」という歌が流行った頃である。そもそもひっそりとした言葉だったのに、あっという間に巷の広告やなにかのスローガンにまで
目にするようになり、陳腐なフレーズに格下げされてしまった。使えばなにか感性の高そうな、ちょっと気の利いた言い回しとして気軽に扱われた挙げ句、その時代の容量を使い切ってしまったのであろう（最近ようやく回復して
きたように思う。けれどまだ少し恥ずかしくて使えない）。

　言葉の力だけを借りて、本当にはないものを、あるように見せかけようとするのが一番よくない。何がよくないといって、使い本人の魂にもよくないし（その人から実在している感じが抜けていくように思われる。これは、存在
感が稀薄になる、というのともちょっと違う。当人の、本気で生きている実感、のようなもの。本人も不安だろうし、それが第三者に不思議と伝わる）、その言霊の容量をあっという間に減らしてしまう最たる原因になる。政治
的な場で、「真摯に向き合って」「誠実に対応して」などと連発されると、いくら「真摯」や「誠実」が、言霊力の大きい言葉だからといって、もう限界なのではないか、とはらはらする。いっている本人が、全身全霊、真実こち
らを向いていない。言葉が、拠り所を見失う。軽くリピートされるたび、本来の力が削がれていく、聞く方も消耗していく。

　空気に流されず、自分の言葉を見つけていく−−−−一人一人が、適切な場所で、確実な言葉を遣うように努めるしか、言葉の力の流出を食い止める術はないような気がする。

　外国人がおぼつかない日本語でしゃべってくれたとき、多くの日本人は反射的に喜びを感じるだろう。そこにはナショナリズムとは反対の、ボーダーを越えた喜びがあるからだ。日本語には日本らしさそのものが満ちている。私
たちが英語の言い回しに英国らしさ、米国らしさを感じるように。大切に、長く使われ、言霊を秘めた日本語の奥にこそ、それを使う私たちすべてに共通の祖国は存在する。そこに国境はない。普遍的な祖国。」


（安藤礼二＋福嶋亮大　討議「知られざる大拙」より）


「安藤／日本で仏教を語る場合、浄土でも真宗であるか否かとか、禅でも臨済であるのか曹洞であるのか等々、宗派の議論になりがちです。しかし大拙が関心を抱いていたのはもっと広い意味での仏教です。インドに生まれた仏教
ではなく、極東の列島に到達し、変容し、定着した東方仏教の全体。個別の宗派ではなくブッディズム自体を大拙はまさに自らの思想として語ろうとしたのでしょう。

福嶋／そうだと思います。それはしかし哲学とは似て非なるものだったというところが面白いと思う。そこが京都学派との違いであり、近代の超克とも微妙にずれてくるところです。哲学は西田幾多郎にまかせて、自分は「思想」
を語るということでしょう。

安藤／思想と哲学は違うというのはよくわかります。また、きわめて重要な問題提起でもあります。哲学の面では西田幾多郎が大拙の分身のような存在だった。しかし大拙は西田幾多郎の死後も生きなければならなかった。それは
やはり大変なことだったと思います。

福嶋／さっき大拙が一九四〇年代から思想を語り始めたと言いましたけど。あれはちょうど西田の晩年です。西田哲学が終わりつつある頃に、大拙の思想が本格的に始まるというのが面白いところですね。

安藤／大拙の場合にはうまい具合に何人か分身がいるのでしょうね・哲学の場合だったら西田幾多郎で、文学だったら夏目漱石で、生物学と心理学の交点には南方熊楠がいる。

福嶋／それから大拙はキャッチコピーの作り手として優秀な人だと思う。「日本的霊性」なんてその典型ですね。霊性はオープンソース・ソフトウェアみたいなもので、かなり融通無碍に使えるでしょう。「近代の超克」論争でも、
カトリックの吉満義彦が霊性論を掲げて西洋近代を批判したりしている。大拙と直接関係があるのかはよく知らないけれども。

安藤／しかし、実は、近代になって霊性という言葉を使い始めたのは大拙ではなく、その師匠であった釈宗演たちです。大拙はそれをうまく自分のものにしていった。スウェーデンボルグの著作を英語から日本語に翻訳する際、す
でにスピリチュアリティという言葉に霊性という訳語をあてています。しかもその上、大拙が用いている意味での霊性という言葉の起源は、先ほども述べたとおり華厳と禅が最初に交わった地点、圭峰宗密の時代にまでさかのぼる
ことができる。霊性という特異な述語を用いたことに大拙のオリジナリティがどれだけあったかというと、きわめて微妙です。とは言え、霊性という言葉をこれほど見事に使いこなした人もいない。誰もが霊性という言葉をはじめ
て用いたのは大拙だと思い込んでしまう。大拙は霊性という言葉のなかにさまざまな意味を取り込みながら創造的に発展させている。まさに言葉に生命を宿し、「コンセプト」として磨き上げていく（「コンセプト」には妊娠と
いう意味もあります）。そのようなことが可能になったのも、霊性というコンセプトが他者との共同制作であったためでしょう。

福嶋／なるほど、妙好人や霊性といった言葉を選び出す能力が大拙の本質的に重要なところで、しかもそういう側面こそ見落とされている。その点でも、安藤さんが『折口信夫』から一貫してやっておられるように、思想家たちの
ネットワークを復元していくことが本当はもっと大事でしょうね。

安藤／時間的な差異、空間的な差異を乗り越えた共同制作として「コンセプト」を創り上げていく。しかもそれが日本語（「霊性」）においても英語（「スピリチュアリティ」）においても驚くほど広範に流通し、受容されていく。
「コンセプト」に文字通り生命が宿っていなければそのような事態は起きようがない。ここでもまた村上春樹との比較が有効ですね。

福嶋／思想でも文学でも、この二人と同じぐらいの規模でグローバルに成功できる日本時はもう今後出てこない気もする。もちろん、世界的にメジャーになったから優れていると言いたいわけではないですが、ただ近代日本が世界
に咲かせた大輪が大拙と村上だったということは、やはり何かを物語っていると思いますね。」
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■寺田寅彦「学問の自由」
　（寺田寅彦『読書と人生』角川ソフィア文庫　令和2年10月　所収）

学者をしたことがないから 
よくわからないけれど 
「学問の研究は絶対自由でありたい」 
というのはたしかに学者の「希望」だろう 

そしてそこにはかならず 
なんらかの制約があるのは避けられないだろう 
制約があるから自由ではないというのは 
制約のないことだけを自由とし 
自律としての自由を顧みないときのそれだ 

国や企業や組織やパトロンからの 
制約や束縛をすべて拒否するならば 
経済的なものをふくむ環境を 
自前で賄わなければならないが 
もちろんそれには限界がある 

そうしたことは学問にかぎらない 
じぶんがこれだけは譲れないという自由を 
確保しようとすれば 
可能な範囲の環境のなかでやっていくしかない 
なんの制約もない自由は存在しないし空疎でもある 

どこまでどの程度の自由が必要であるかを 
それぞれが考え判断しながら 
そのなかで可能な自由と 
そして外的な制約とは関係しにくい 
「内面生活の方面から見た『自由』」を 
矜持として保持していくしかないだろう 

外的制約があるから自由がないのだ 
ということだけを言い立てる者は 
どこかで自由とほかのものを混同している 

精神における自由 
法における平等 
経済における友愛 
という社会有機体における三分節があるが 
自由を法や経済のなかで求めるのは苦しい 

「とかくに人の世は住みにくい」けれど 
「住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る」 
制約からの自由ばかり求め 
みずからの内的自由をなおざりにしてしまうとき 
そこには「詩」も「画」も生まれることはない 



「学問の研究は絶対自由でありたい。これはあらゆる学者の「希望」である。しかし、一体そういう自由がこの世に有り得るものか、どの程度までそれが可能であるか、またその可能限度まで自由を許すことが、当該学
者以外の多数の人間にとって果していつでも望ましい事であるか。こういう問題を、少し立入って考究し論議するとなると、事柄は存外複雑になって来て、おそらく、そうそう簡単には片付けられないことになるであろう。
あるいは結局いつまで論議しても纏まりの付かないような高次元の迷路をぐるぐる廻るようなことになるかもしれない。

　こういう疑いは、問題の学問が、複雑極まる社会人間に関する場合に最も濃厚であるが、しかし、外見上人間ばなれのした単なる自然科学の研究についても、やはり起こし得られる疑問である。

　科学者自身が、もしもかなりな資産家であって、そうして自分で思うままの設備を具えた個人研究所を建てて、その中で純粋な自然科学的研究に没頭するという場合は、おそらく比較的に一番広い自由を享有し得るで
あろう。尤も、そういう場合でも、同学者の間にはきっと、あの設備があるのに、あんな事ばかりやっている、といったような批評をするものの二、三人は必ずあるであろうが、そういう批評が耳に這入ったときに心を
動かさないだけの「心の自由」がありさえすれば、何でもない。しかし、そういう恵まれた環境にめぐり遭う学者は稀である。たまたまそういう環境を恵まれた人にはまた存外そういう研究に熱心な人が稀である。それ
で、大多数の科学者は結局どこかで誰か他人の助けをかりて生活すると同時に研究する外はない。それで、国家なり個人なりが一人の学者に生活の保障と豊富な研究費を与えてくれて、そうして好きな事を勝手に研究させ
てくれればこれほど結構なことはないが、そういう理想的な場合が事実上存在するかどうかを考えてみる。

　ちょっと考えると、大学教授などというものは、正しくそういう立場にありそうに見えるが、事実は必ずしもそうでない。第一、教授の職責の大きな部分は学生を教える事である。それから色々な事務がある。時には
会計官吏や書記や小使の用をつとめなければならない。好きな研究に没頭する時間を拾い出すのはなかなか容易でないのである。その上に肝心な研究費はいつでも蟻の涙くらいしか割当てられない。その苦しい世帯を遣
り繰りして、許された時間と経費の範囲内で研究するにしても、場合によってはまた色々意外な拘束の起ることが可能である。例えば若い教授または助教授が研究している研究題目あるいは研究の仕振りが先輩教授から
見て甚だ凡庸あるいは拙劣あるいは不都合に「見える」場合には、自然に且つ多くの場合に当事者の無意識の間に、色々の拘束障害が発生して来て、その研究は結局中止するか、あるいは研究者がそこを去る外はないよ
うになることもないとは云われない。環境に適しないものの生存が自然に沮止されるのはこのような場合でもやはり天然界におけると同様である。

　官庁内の一部に設けられた研究室の中で仕事をしている科学者は最も不自由な環境に置かれている。研究題目は上長官の命令で決まっており、その上に始めから日限つきでその日までにはどうでも目鼻をつけなければ
ならないこともある。実におそらく最も不自由な場合であるが、面白いことには、学者によってはこの狭い天地の中でさも愉快そうに自由自在に活動して立派な成果を収めて人を驚かすことがあるようである。一皿の水
を化して大海とするのである。

　政府の所属で、各種科学の特殊な専門的題目の研究所として看板をかけた処では、比較的にいくらか自由である。しかし、例えば蚯蚓の研究所で鯨の研究をやりたいといったような場合には、ともかくも一応上長官の
諒解を得るために、その研究の結果がその研究の目的に直接適合する所以を説明して許可を得るのが穏当である。上長官がよほどの人でない限りあまり勝手な事は許されないであろう。これも理屈はともかくこの世の事
実である。

　営利会社の内部に設けられた研究室の研究員も、大体において、その会社に有利な結果の出そうな研究をするのが普通である。尤も、大戦前のドイツのある化学工業会社などでは、常に数十人の学者を養って、それに
全く気儘な研究をさせたという話である。五十人の研究の中でただの一つでも有利な結果が飛び出せば、それから得られる利益で、学者の五十人くらい一生飼い殺しにしても、なお多大の収益があるからとのことであっ
た。戦後の世智辛さではどうなったかそれは知らない。とにかく日本などでは、まだなかなかそういう遠大な考えで学者の飼い殺しをする会社はそう多数にはあるまいと思われる。あるいはそこまでに学者の腕前に対す
る信用が高められないためかもしれない。そうだとすればその責任がどっちにどれだけあるか、それもよく分からない。しかし、いずれの場合にしても、例えばある会社の研究員が、その会社の商品の欠点を仔細に研究
して、その結果からその商品の無価値あるいは有害なことを発見したとする。その際もしも、その研究員が、更に進んでその欠点を除去し、その商品を完成するように研究の歩を進めるならば結構であるが、そうでなく
て、その欠点を委細構わず天下に発表して、その結果その会社に多大な損失をかけ、事によるとその会社の存在を危うくするような心配が生じたとする。その場合その研究員を免職させない会社があったら、それは記録に
値いするであろうと思う。

　官営また私営の純粋な科学研究を目的とする研究所も少数にはある。そういう処は比較的最も自由な学者の楽天地である。しかしそういう処でも「絶対の自由」などという夢のようなものはおよそ有りそうもないよう
である。そういう理想郷の住民でも、時々は例えば研究の「合理化」といったような、考えようではむしろ甚だ不合理な呼び声にしばしば脅かされなければならないことがあるのもまた事実であり、現在の現象である。

「環境」という方面から見た「研究の自由」に関する「事実」は、先ず大要以上のごときもののようである。

　また一方、研究者の内面生活の方面から見た「自由」はどうかと見ると、これは全く個人個人の問題で、一概に云われないようである。ちょっと外側から見ると恐ろしく窮屈そうに見えるような天地に居て、そうして
実は、最も自由に天馬のごとく飛翔しているような人も稀にはあるようであり、一方ではまた、最も自由な大海に住みながら、求めて一塊の岩礁に膠着して常に不自由を喞つ人も稀にはあることはあるように思われる。
これも理窟ではなくてやはり事実であり学問の世界の現象である。

　科学者流にしか物事を考えることの出来ないものの眼から見ると以上のような事実だけは認められるが、さて、それが善いのか悪いのか、またそれをどうすればいいか、そういうことは一切分かりかねるのである。

　尤も、科学者も人間である以上は、いつもいつもこういう実験科学的な考え方ばかりしている訳にはゆかない。時には「希望」と「正義」とを混同することも免れない。そうして、その結果、色々面倒な葛藤の起るこ
とも止むを得ないであろう。しかし、ともかくも、一度も科学者流にこういう風の考え方をしたことのない人もあるとしたら、そういう人にとっては、上記のような半面的な見方の可能だという事実が、あるいは何かの
参考になるかもしれないと思うのである。」


（初出：「鉄塔　第二巻第九号」1933（昭和8）年9月1日※初出時の署名は「尾野倶郎」）
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■LIBRARY iichiko AUTUMN 2020(No.148)
　『特集 明治期の言文一致と翻訳の言説生産』
　　(文化科学高等学院　2020.10)

日本語の大転換は 
ヨーロッパに倣うかたちで 
明治期からはじまった 

漢字書き下し文を 
平易にする「普通文」へ 
文末は文語体（なり、たり）から 
口語常体（だ、である）へ 

そして話し言葉には 
標準語なるものが制定された 

「き、けり、ぬ、つ、たり、り」は失われ 
「た」ひとつになった 
述語表現として 
「です・ます」と「だ・である」が選ばれた 

そして「話しことばで書く」という 
「言文一致」がさまざまに試みられた 

そのように 
おおよそ1920年前後には 
おおまかに口語常体（だ、である）に 
統一されるようになったが 
第二次大戦の敗戦までは 
漢字書き下しが正則の日本語文体と規定されていた 

そうして 
第二次大戦後には 
メディアでの教育効果や 
表記上の変化（簡易化）もあり 
標準語や言文一致的な表記が浸透し 
現代で使われている日本語表現が一般化することになる 

この150年ほどの日本語の大転換を見直してみると 
その変化はただ肯定できるわけではないとしても 
奇跡的なまでの日本語のたくましさを感じる 

日本語とはいったい何なのだろうという 
大きな疑問とともに…… 

そこにある重要な問題は 
「日本語には主語がない」ということだろう 

欧米の言語の文法の主語-述語という用語を 
文法学者の多くは日本語にあてはめているが 
日本語を英訳などにしようとするとき 
主語が不明でそれを問われても明確に答え得ないように 
日本語は主語がなく述語制の言語なのである 

その謎はまだ解明されていないことが多いのだが 
<subject>のどこにも＜主～＞の概念はなく 
むしろそれは従属的な概念である 
おそらくそのことは欧米の言語にもかつては主語はなく 
ほんらいは述語制の言語であったことを想像させる 

しかしキリスト教が個を 
ペルソナとして準備し育てる必要があったであろうように 
（西欧では現在あまりにも「私」である） 
そのプロセスを充分に経たうえで 
「私」はその深みにある述語的なものに包まれている 
そのことを再認識していく必要があるのではないか 

述語制言語としての日本語が 
自覚的に明らかにされることを通じ 
（現在はあまりにも無自覚だが） 
日本語のほんらいの姿が 
明らかにされることもあるのかもしれない 
……そんなことをときおり考えたりもする 

西田幾多郎が 
自然界は判断的一般者が自己限定することで 
意識界は叡智的一般者が自己限定することで 
それぞれ生成すると示唆したように 
そうして 
自己自身を限定するのを絶対無の自覚といったように 

人称としての我は主語というよりも 
述語的なものの自己限定としてのペルソナなのだろう 
日本語はそのように主語はなく 
述語的なものの自己限定として言表が生成してくる 



（鈴木貞美「明治期「原文一致」再考／二葉亭四迷「余が言文一致の由来」を読みなおす」より）


「言文一致は、明治維新期、公用文に硬い漢字書き下し（歴史的仮名遣い）が用いられたことに対して、欧化主義のより、民衆の話し言葉を基礎に自国語の記述法の標準をつくったヨーロッパの俗語革命に倣おうとす
る動きのなかで「話しことばで書く」意味で用いられた。分厚いレトリックの蓄積されたラテン語を知識人の国際共通語としてきたヨーロッパでは、それが自由な思想の展開と個性的な表現が可能にするものとして「精
神革命」とされるが、日本の場合、江戸時代の民衆の読み書きに日本語のさまざまな文体や表記が無秩序に展開しており、その意味での「精神革命」にあたるものは生じるはずがなく、その標準化をどのように進める
かが実戦上の課題になった。また維新期から漢字廃止や仮名文字やローマ字化を含む表記の改良が唱えられ、民衆の日常用語に漢語が多く用いられている状態に表記法の根本的な転機はそぐわず、こちらは漢字制限に
とどまった。話し言葉における標準語の制定とも併せ、「国語改良」と呼ばれるが、それぞれ区別して考えるべきである。

　文芸界では、1887年頃から、翻訳や小説の文体に、山田美妙、二葉亭四迷らによって、地の文の文末を口語にする試行が「言文一致」と呼ばれて試みられたが、品位や敬語、会話文と地の文の調和などの問題に西洋
文芸理念の受容も加わり、議論は錯綜した。実践面では、時制の工夫など新たな情景描写の開拓に寄与するこよになった。

　文体の改良は、教育界を中心に、漢字書き下し文から難しい漢語や漢文特有の言いまわしを減じて平易にする「普通文」の運動が進められ、和文体（擬古文）でも古語を減じ、やがて文末も文語体（なり、たり）か
ら口語常体（だ、である）に改める動きが20世紀への転換期に急速に定着した。句読点の標準的な使用法も国定教科書で示された。この動きは、知識人一般には、執筆者の自由にまかせる総合雑誌などの署名記事から

進展した。ただし政治論文や新聞や雑誌記者の匿名記事などの口語常体への統一は、1920年を前後する時期まで待つことになる。手紙などに女性の口語敬体（です、ます）も早くから定着したが、目上の人に出すとき
や改まったときには「候体」が長く用いられていた。文部省は第２次世界大戦に敗戦するまで、漢字書き下しをもって正則の日本語文体と規定しており、戦時期には新聞記事は漢語で覆いつくされるなど、日本語文体
の変化は、メディアやジャンル、時期によって一様ではなく、いわば「まだら状態」に進行したのである。」


（編集・研究ディレクター　山本哲士「Director’s Note」より）


「藤井貞和は、助辞は数千年生き続けるのに、助動詞の生命は500～1500年をへて終わりを迎えると指摘している（『日本語と時間』）。これが明治期に起きた。しかも言表の繋がりにおいて、この二つは同時的にデ
プラスマンされたといえよう。藤井が言うように「き、けり、ぬ、つ、たり、り」などが「た」一つになってしまった。他方、大槻文彦によって英文法からの主語制文法が日本語で適用され、主語なき日本語なのに主
語があると似非文法までもが作られる。文法学者たちはsubjectにあれやこれやの訳語を当てていくが、言表<subject>のどこにも「主～」なる概念はない。<sub->は「下、従う、詞」など従属の意味なのに（つまり欧
米語であれ述部が統率する）。翻訳家たちは、主語・述語・コプラの構文の訳語に四苦八苦しながら、語を並べてつなぎ合わせるという蘭学以来の芸当をやってのける。そもそも漢文中心でありながら訓読で返し読み
芸当をやっていた日本人である。文学者たちは、話し言葉と書き言葉の間の千里の逕庭への認識もなく、「です・ます」か「だ・である」かかと言表化の試みを多々なる（つまり述語表現への格闘）。学校で、口語化
の教育がなされていく。国語学者・文法家、文学者、学校教師そして法律家も加わって、標準語から国家語＝国語への国家資本化が統合的になされたのだが、日本歴史上最大の転換である、＜日本語ランガージュの地
盤替え＞が実行されたのだ。そこで、驚くべきは、近代言説の理論化も認識化もなされずに、移入だけでやってしまった日本人の文化パワーの凄まじさだ。つまり、かくの如き大転換の「転倒」までをもなしえる底力
がある、それが数千年蓄積してきた＜述語制の文化資本＞である。非過去も含めた「た」一つになりながら、しかしそこに「き、けり、ぬ、つ、たり、り」の意味作用を無意識に心意表現してもいるのだ。自覚・認識
がないだけである。古語を現代語訳できるのだ。

　これは、わたしたち日本人は「日本語」の大転換をもって言語本質とその歴史的変容における根源的な問題をもなしているのを意味する。つまり、一種の普遍課題へと欧米とは全く異なる詩型で直面そているのを意
味する。本書がそこに直面したのは国際版で吉本さんの良寛論と藤井さんの源氏物語論を英訳したときだ。ネイティブの英訳者は「自分」とは「誰のことか？」と主語を明確にしたいと尋ねてきた。また他の訳者は「～
人来たりて」は単数か・複数かとやはり主語を尋ねてきた。これが、本書が「述語制言語」世界へと踏み出す契機であった。訳しえないのである。先日テレビで<Man is what he thinks he is,man is what he hides.>を字

幕で「自分が思う自分は自分ではない。真の自分は奥にいる」と訳していた。<man>は自分なのだ、三人称？　一人称？　どっち？


　この字幕訳者に全く認識はないであろうが、そうできてしまう。誤訳か意訳かのことではない。こんな「言語技術」を「知らず」とももちえて使っている日本人の日本語とはいったい何であるのか？

　この様な問題が山のようにあちこちにあるが、はっきり言わせてもらうと、論じえているものは皆無である。部分の問題・課題ではない、日本語総体としてである。自分が話し書く日本語を日本人自身がなんである
か認識しえていないままでは、どうみてもそんな国は滅んでしまう。

　まず、大転換の言語プラチックをなした「言文一致」を対象にした。当事者でさえ「言文一致とは何か」を深く認識していないのに実行してしまう、そこに直面した問題構成を浮上させたい。優れた考察がすでに産
出されており、その一線の方々にお願いした（藤井さんには改めて聞き書きする）。わたしの方から言うと、主語制言語／コプラの獲得と形成への変容をなしながら、述語制現歩への取り組みが同時に「考えられてい
ない」次元でなされているシニフィアン作用の場所があるのだろうということになる。言語は本質的に述語表出である。近代言語が欧米であれ人称をともなっや主語言語化されていったにすぎない。これを近代哲学で
さえ明らかにしていない。示唆的な指摘はある。問題設定が不徹底なのだ。日本語から、世界へ普遍課題を提示できる。


　言語は心身をそして技術を規制する。述語制日本語を探求する「山道を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」−−−−主語などど
こにもない！　と呻きながら……。」




☆mediopos-2174　2020.10.29

■川端裕人
　『「色のふしぎ」と不思議な社会／
　2020年代の「色覚」原論』
　（筑摩書房　2020.10）

正常をつくると 
異常は自動的に生成される 

老子の示唆を引き合いにだすまでもなく 
有と無 
善と悪 
美と醜 
難と易 
などなど 
分かろうとして分けようとすればするほど 
その対立のコントラストは強くなる 

その人はその人でしかないから 
その人にどんな特性や属性があったとしても 
それを比較することは本来できないけれど 

世の中で生きていくためには 
さらにいえば 
共生していくために 
なんらかの価値観や認識を 
共有しようとすれば 
分けることでなんらかの基準を設け 
それを共有していくことはさけられない 

色覚もそのひとつ 
正常か異常かという二分法ではなく 
「多様性と連続性」のなかで 
それぞれの人の色覚をとらえていく必要があるのだが 

多数の人の識別可能な色のありようを 
識別することが難しいとき 
そしてそれがある種の典型を示すとき 
それが色覚異常と呼ばれることになる 

正常と異常といったように 
なんらかの属性で分けるとらえ方をするとき 
避けなければならないのは 
それを差別の要因とすることだが 
とくに遺伝的なものをふくむ生物学的な要因や 
歴史を背景にした社会的要因によって 
ひとはさまざまに差別し差別されることがある 

「多様性と連続性」という観点でとらえれば 
微細な差異だけが存在するだけなので 
そこには多数派や少数派など生まれようもないのだが 
実際には多数派の価値観が 
それ以外の価値観を差別しがちとなる 

しかしそのとき 
みずからを少数「派」とみなすことで 
群れのなかでの多数派との対比のなかで 
身を置くことはさけたほうがいい 

ひとりはかけがえのないひとりであって 
そのなかでそのひとならではのある特性を有している 
それは決して「派」ではないにもかかわらず 
「多数派」的な価値観の否定として 
みずからを位置づけてしまうことになるからだ 



「「色」という現象は、とても不思議だ。（･･･）個々人にとって圧倒的なリアルな感覚でもあって、多くの人は、普段、目の前の色が「実在かどうか」などと意識することはない。

　ただし、いわゆる色覚異常（先天色覚異常）が絡むと話は別だ。

　一般には区別できて当然の色の組み合わせが、ある人たちには区別できないというのは、これまで「色とは何か」深く考えたことがない人にとっては驚愕に値する。一方で、先天色覚異常の当事者たちは、検査では
じめてそう告げられた時、自分が見ている世界が他の人とは違うかもしれないと強い衝撃を受ける。いずれの立場でも「色という日常」に亀裂が入ることは間違いない。

　そこから一歩進んで、それぞれに違う色世界について理解を深められればいいのだが、必ずしもそうはいかない。かつて、ぼくたちの社会では、色という主観を尊重するよりも「正常と異常」とに区別することにひ
たすら執着するおかしな状況にあった。その不思議な社会では、今から考えると驚くべき多種多様な方面で、色覚を理由にした進学・就労の制限、遺伝的な差別があり、当事者と家族は社会的スティグマを負わされ
た。」

「本書は、先天色覚異常の当事者である（けれど、人生の半分以上、それを忘れて過ごしてきた）川端裕人が、５年ほど前にこの問題と再会して依頼、学び、取材し、考察した結果を報告するものだ。」


「結局、先天色覚異常とは何なのだろう。

　ぼくは、高柳から「正常」と診断されたものの、やはり自分でも信じられない思いだった。アノマロスコープでは「正常均等」を出すものの、石原表は一貫して「誤読」するわけで、本当に「正常」ということでい
いのだろうかと。

　そのように考える眼科医は実際にいるようで、石原表などの仮性同色表で「異常」でも、アノマロスコープで正常均等を出す人たちについて、「色素色色覚異常」という「病名」を与えている。色素色の色覚異常と
いうのは、つまり、アノマロスコープのように光源から出た色光を直接使う検査ではなく、紙の表面に印刷したインク（つまり色素）を使った検査で見出される色覚異常ということだろうか。

　日本での色覚検査の実施状況を考えると「石原表が読めない病」だともいえる。これはこれで、同義反復的なおかしさを感じさせられる。しかし「だって本当に読めないじゃないか」と言われれば、そのとおりであ
るような気もする。

　結局、「正常」と「異常」の間が、定義としても診断としても曖昧ではないだろうか。」

「そもそも、人の色覚において、正常と異常とはなんだろう。どんな状態が正常で、どんな状態が異常なのか。色覚検査は、一体何を見て、何をしたいのか。」


「指摘した問題点・改善点を簡単に繰り返しておく。大きく分けて３点だ。

　（１）20世紀を通じて、今に至るまで----一つの検査方法に全幅の信頼を寄せすぎて、その検査結果を「病像」そのものと癒着させてしまったこと（視覚のさまざまな「性能」の中の一つである「赤ー緑の弁別」を
ことさら重く見せ、その一方で、測定方法の限界には無批判で「確定診断」の意味すらすり替えたまま、壮大な差別に加担してしまった。その残響が今も響いている）

　（２）１９９０年代以降----臨床医学が科学的であることを担保する、ＥＢＭ（根拠に基づいた医療）を取り入れそこねたまま今日に至っていること（それゆえ20世紀型の学校検診での色覚検査を反省することがで
きなかった。また、改善版のスクリーニングを設計できずにいる）。

　（３）同じく１９９０年代以降----各方面で進展した色覚の科学・工学の様々な知識を取り入れそこなっていること（「多様性と連続性」が明らかになる中でも、「正常か異常か」にこだわり続け、例えば「日本遺
伝学会」からの用語改定についての提案にも応答できなかった）」


「実を言うと、今回、取材を通じて受けた最大の衝撃は、思いがけず「あなたは色覚正常です」と診断を受けたことだった。小学生の時以来、半世紀近く「自分は先天色覚異常」と信じてきたので、この突然の告知は
「はたして自分とは何者なのか」という問いにもつながっていった（もっとも、それ以降、研究室レベルでの眼科的ではない色覚検査を何度も受ける機会があり、今では先天色覚異常の方が自分はしっくりくると考え
ていることを申し添えておく）。」


「自分が「異常者」と呼ばれるのはすごく嫌だが、だからといって「正常」に分類されたいわけでもない（･･･）

　正常と異常の境界が溶けてしまった連続的な「色覚スペクトラム」、あるいは「色覚多様性マップの中に、「自分はこのあたり」と居場所を見つけられれば、劣ってもいない。

　この主語を、「ぼく」から「あなた」へ、あるいは「わたしたち」「彼ら・彼女ら」に置き換えてみよう。そして、「色覚」を、別の資質、特に遺伝的な資質に置き換えてみよう。

　ほうっておけば、「誰もが異常」になってしまう21世紀の世界で、ぼくたちは「多様で連続的なもの」を意識してやっていきたい。様々な頻度で、様々な特徴が分布する中で、自分たちがその分布の中の一部であ
り、進化の歴史の中で培われてきたものであることを寿ごう。

　先天色覚異常をめぐって前世紀から続く歴史的な経緯と、今新たに始まっている議論は、まさにそういった「我々の我々たる所以」を受けとめることにつながっているはずなのだから。」



☆mediopos-2175　2020.10.30

■吉田秀和『音楽のよろこび』（河出書房新社　2020.10）
■吉田秀和『永遠の故郷《夜》《薄明》《真昼》《夕映》』（集英社　2008.2～2011.1）
■吉田秀和『ＣＤ版　永遠の故郷《夜》《薄明》《真昼》《夕映》』（集英社　2012.6）

ここで引いている 
吉田秀和の堀江敏幸との 
『永遠の故郷』全四巻をめぐる対話からは 
もう足かけ一〇年も経っているのに 
つい先日のことのように思い出される 

この対話の最後にある堀江敏幸の 
「一章に一つずつの歌を入れて、 
「永遠の故郷」をより深く味わうための 
ＣＤを編んではいただけませんでしょうか。」 
という「お願い」は翌年の六月には 
『ＣＤ版　永遠の故郷』ということで叶えられている 
永遠の故郷ならぬ永遠の宝物だ 

ぼくがこうしたクラシックの 
「歌」を聴くようになったのは 
バッハの受難曲やカンタータに 
魅せられはじめた頃からだが 
「歌」そして「声」にふれるにつれ 
ぼくのなかのなにかが変容していったような 
そんな気がしている 

吉田秀和の『永遠の故郷』全四巻は 
ぼくにとってもひとつの大きな 
かけがえのない「長編小説」であり 
何度読みかえしても汲み尽くし切れない 
永遠の泉のように感じられる 

この吉田秀和の「初めての対談集」を読みながら 
（「初めての対談集」らしい！） 
ひさしぶりに本棚からとりだして 
対談集のタイトルともなっている 
「音楽のよろこび」について思いをめぐらせている 

そしてそのよろこびは 
ただのよろこびではなく 
光も闇も変容させる力としても現れてくるのだ！ 

吉田秀和の 
「『歌』はどこから生まれてきて、 
どこへ向かって響いていくのだろう？」という問いは 
「永遠の故郷」というタイトルとも関係しているのだろう 

歌は「永遠の故郷」から生まれて 
「永遠の故郷」へと響いていく…… 
その「永遠の故郷」とともにあるために 
わたしたちは歌を声を必要としている 
生と死を超えた魂の「よろこび」のために 



（吉田秀和『音楽のよろこび』より～ with 堀江敏幸「生と死が一つになる芸術の根源」より）

　※「青春と読書」2011.1　初出


「堀江／完結（『永遠の故郷』全四巻、集英社）、おめでとうございます。前回の対談（「音楽の恵みと宿命」）からは三年ですけれど、ご執筆からは丸五年かかっているわけですね。時間があっという間に過ぎたというのでは
なくて、毎回吉田さんの文章を楽しみに読ませていただいて。また来月、また来月と思っているうちに、気がついたらここまできてしまったという感じです。」

「堀江／四巻を通して、歌曲の歌詞と、その分析と思い出が、見事にまじり合いながら進んでいきます。しかし。歌に対する思いや愛おしさの質が、回を進むにつれて少しずつ変わってきているようにも感じました。深みが増す
といったらいいのでしょうか。

　たとえば、今度の『夕映』の巻の「《春を信じて》」という章がぼくはとても好きなんです。最後、「『歌』はどこから生まれてきて、どこへ向かって響いていくのだろう？」とつぶやかれるようにして終わっている。そこで
は、ある女性声楽家をめぐる思い出とその痛ましい最期が書かれています。彼女は晩年に精神を病み、人中で突然歌を歌い出すことがあった。そのようなときにもやはり歌があった。そこで吉田さんは、なぜそういうときに歌が
出てくるのだろうという、根源的な問いに向かっていく。歌というのは、ただ素晴らしいだけではなくて、闇の部分に触れる力もある、ということですね……。

　つまり、音楽とは何か、歌とは何かということが、書いているうちにますますわからなくなってくる。それを認めたうえで、より奥深い本質に向かっていかれるわけです。そのくらい歌を愛しているのだということが、伝わっ
てくるんですね。おそらく若い読者は、この章を読んで、好きなもの、愛するものに対して、こういうアプローチの仕方があったんだと、目を見張るだろうと思います。ここにあるのは、目覚ましい「真実」なんですね。

吉田／ぼくはここで書いた文章を一応エッセイといっていますが、ゲーテのいったように、自分のことをほんとうに語ろうとすると、「詩と真実」になるんですね。堀江さんは百もご承知だと思いますけれど、フィクションがあ
るからこそ真実を語れる。フィクションなしの真実というのは、それこそ日々われわれが読んでいる新聞記事と同じになってしまう。そうではない真実を語ろうとしたときに、歌というのは、人の心のなかで欠くことのできない
働きを演じていると思う。

　今度の本では、一人の声が表現するジャンルとしての歌を論じましたが、歌っている人が一人だけであっても、その背後には大勢の人の唱和が響いている。そうなることで初めて歌が歌になる。たとえばバッハの壮大な「受難
曲」なども、わずか四つか五つの音からできているフィギュアを使って、大げさなことをいえば、全人類的な表現にまで広がっていく力がある。これは器楽曲とちょっと違うところなんですね。

　器楽にも、ある楽器の音がほかの楽器の音を呼び覚まして参加するように誘うという力がまったくないわけじゃない。現にベートーヴェンの第九のシンフォニックな広がりというのは、まさしくすべての人類に働きかけて、そ
の世界へ誘うような力をもっている。しかし歌というのは、たとえ小さなものでも本質的にそれをもっている、そこが歌の素晴らしさなんです。それだけに書くのは難しかったですけどね。」


「吉田／「菩提樹」をいちばん最後に据えようというのは早くから思っていました。死と生とが一つになるという主題のモチベーションを書いていくと、やはりトーマス・マンに行き着くんですね。第一次大戦を経験したマンに
は、このままではドイツは滅びる、しかしなくなることはないという思いがあった。もちろんドイツだけではなくて、どこの国でも、どんな人間でもみんな滅びるけれども、なくなることはない。その滅びのときに出てくるもの
こそが、芸術の根につながっている何か大事なものなのだろうと思います。逆にいえば、芸術はそこで何らかの役割を果たしているんだろうと思う。「菩提樹」も明らかにそういう芸術です。

堀江／『魔の山』の最後の戦場の場面で、主人公のハンス・カストルプが「菩提樹」の歌をくちずさむ。ぼくはそれを、長い小説を終わらせるための、ひとつのエピソードくらいにしか思っていなかったんです。今度の吉田さん
の文章を通して、あれはエピソードを超えた何かであることを、はじめて理解できたような気がします。あの場面でなぜあの歌を歌うのか、その意味を考えもしませんでした。

　あそこで「菩提樹」を登場させるのは、自分が何千ページも費やした大長編に拮抗するくらいの力が、あの短い曲にあることを言いたかったからなんですね。

　もう一つ想像したのは、ハンス・カストルプはどんな声をしていたんだろうかということです。彼は山の上の療養所から下りてきて、ようやく新しい世界で生きようとしたとき、戦争に巻きこまれる。そのような運命にふさわ
しい声があるとすれば、それはバリトンだったのか、それとも……。

吉田／テナーです。

堀江／テナー以外の可能性は……。

吉田／いや、明らかにテナー（笑）。

　たとえば「アイーダ：の最後のところで、地下牢に閉じ込められた二人が死んでいくとき、その配役がテナーとソプラノになっているというのは、やはりヴェルディがいかに本物で天才であるかの証明です。もう疑いなくテナー
です。そしてトーマス・マンという人はほんとうに音楽をわかっていますね。もちろん、「リンデンバウム」（菩提樹）はどんな声でも歌える歌ですが。痛烈さ、あるいは痛切な何かに対する憧れというのは、バリトンでは出な
かったと思う。テナーは満足したことをあらわす声ではなくて、何かを獲たいという望み、憧れを表現する声ですからね。

堀江／つまり最後の場面は、死による終結ではなく、再生への憧れをともなって終わるということですね。

吉田／再生への願いは、トーマス・マンにとって、非常に切実だったと思いますね。あの戦争中、われわれだって、この戦争は滅びに行く道だということはみんな感じていました。

堀江／吉田さんも、当時『魔の山』であの場面に至ったとき、ハッと息を呑むうような思いだったんですね。

吉田／そうです。ほんとうに皆殺しの戦争でしたからね。だけどそれをナマのかたちでは出したくなかったので、ああいうふうに書きましたけれど。それをあなたがきちっと読み取ってくださったことに、とても感謝していま
す。もちろん、あなたとの会話は、ぼくにとっては、いつでも大きな喜びだし、慰めだけれども。

堀江／締めくくりに「菩提樹」を置きたいという思いがますあって、それが小さな流れを少しずつまとめあげていったんですね。全四巻を読み終えてみると、「永遠の故郷」という非常に上質な、長編小説を読ませていただいた
ような感じがしました。

　ところで、最後にお願いがあるのです（笑）。一章に一つずつの歌を入れて、「永遠の故郷」をより深く味わうためのＣＤを編んではいただけませんでしょうか。読んでいると、ここに引かれている歌詞をどんな歌手に歌わせ
たらいちばんふさわしいかということを、つい想像してしまうものですから。

吉田／ありがとうございます。まあ、いまはとにかく少し休むことにしましょう（笑）。」


