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☆mediopos-2176　　2020.10.31

■編＝平野暁臣 
　『世界をこの眼で見抜きたい。岡本太郎と語り合う12人』 
（小学館　2020.11） 

岡本太郎は一九一一年 
小説家の岡本かの子の長男として生まれる 
十九歳のときひとりでパリに渡り 
パリ大学で哲学・心理学・社会学・民俗学を学び 
抽象絵画を学ぶがやがて決別 
ブルトンやバタイユらと活動し 
クロソウスキーやカイヨワ・レリスらと交流 
ドイツがフランスに侵攻する直前の 
一九四〇年に二十九歳で帰国する 

三十一歳で現役初年兵として中国の前線に送られ 
一九四六年に三十五歳で復員後 
アヴァンギャルドとして絵画制作などはじめ 
花田清輝らと「夜の会」を組織し 
前衛芸術運動をはじめることになる 

一九五一年には縄文土器と出会い 
一八五二年「縄文土器論---四次元との会話」 
一九五八年『日本再発見----芸術風土記』 
一九六一年『忘れられた日本----沖縄文化論』 
一九六四年『神秘日本』 
一九六九年代の後半にはメキシコを訪れ 
その後『明日の神話』を著す 
一九七〇年には大阪の万国博覧会で 
そのシンボルである「太陽の塔」を制作 
「芸術は爆発だ！」といった言葉が流行したりもしたが 
一九九六年八四歳で死去する 

簡単なプロフィールをまとめてみたが 
岡本太郎とはいったい何者だったのだろうか 

本書の編者で岡本太郎記念館館長の平野暁臣は 
こんな太郎の言葉を引くところから本書をはじめている 

　　世界をこの眼で見ぬきたい。 
　　眼にふれ、手にさわる、すべてに 
　　猛烈に働きかけ、体当たりする。 
　　ひろく、積極的な人間像を自分自身につかむために。 

　　究極は、純粋に凝視する眼である。 
　　まさに、そういう眼こそが現実をみすかし、 
　　現実の秘密を激しくえぐるのだ。 

『岡本太郎の見た日本』『岡本太郎という思想』を著した 
赤坂憲雄は主に思想家としての太郎を論じているが 
今回引いてみることにした安藤礼二は岡本太郎を 
「人類学や民俗学的なものから芸術を考え直し」 
それらをつなげ「総合」した存在としてとらえている 

みずからを世界の中心に置き 
その外側の辺境にあるものとして探求していた 
ヨーロッパにおける人類学や民俗学的なものを 
みずからの内にあるものとしてとらえ 
そこに「表現の原型」を見出し 
それを思想としても芸術としても表現しようとしたのだ 
そしてそれは日本の原型へのアプローチでもありながら 
偏狭な日本イズムなどははるかに超えていた 

岡本太郎は祝祭や呪術を学びながら 
かつて呪術師たちがつくっていたモノのように 
そこに神秘的な力が宿るものとして 
みずからがその生きた芸術をつくろうとしたのだろう 
そしてそのことで「人間の原型」に迫ろうとした 

そのシンボルとして 
大阪の万国博覧会の「太陽の塔」はある 

それは太郎自身が探求してきた民俗学の 
「研究の成果としての人間の原型」と 
自分がつくってきた「表現の成果としての人間の原型」とが 
合体したものだと安藤礼二はとらえている 

過去の遺物はただ過去の遺物にすぎず 
精神の失われた芸術にも「原型」はすでに失われているから 
生きた力を持ちながら新たな創造的な力として働く 
そんな人間そのものの持つ潜在的な型を見出す必要がある 
そこに太郎は「人間の原型」が開示されてゆく 
未来への力を見ていたのかもしれない



（No.12 安藤礼二「『縄文土器論』を読んで考古学をやめました」より）


「安藤／わたしは「人類学や民俗学的なものから芸術を考え直した人」として太郎を認識しているのです。」

「安藤／わたしが学生時代を送った１９８０年代って、いろいろな意味でバブルだったんですよ。表現の分野でも、映画とか演劇とかさまざまなジャンルに自由にアクセスできるようになった。そうやって時代やジャンルを超え
て表現世界を一望したとき、いちばんおもしろいのが１９２０年代～30年代の芸術運動、シュルレアリスムだったんです。山口昌男さんなどの人類学者も「20年代～30年代の芸術がすごくおもしろいんだ」と言っていました。

平野／へえ、山口さんがそんなことを言っていたんだ。

安藤／中沢新一さんなども、人類学や民俗学などの学問と芸術はものすごく接近していたと言っています。民俗学の柳田國男、折口信夫や南方熊楠とシュルレアリスム、アヴァンギャルド芸術、さらには現代哲学は近しいんだっ
て。そう考えると、バラバラだと思っていたものがひとつにつながっていく。そして太郎はそれらを総合した人なのではないか、ということに思い至ったんです。」


「平野／「岡本太郎は〝総合者〟だった」という安藤さんの見方はじつにおもしろいし、新しい。従来の太郎観とはベクトルが逆だから。（…）

　みんな「太郎は〝多面体〟だった」と言ってきたんです。さまざまな顔をもつマルチな表現者であることが太郎の特性だって。（…）

　じっさいいろいろな表現ジャンルに進出していったし、思想やフィールドワークの領域でも劃期的な仕事をしている。（…）

　いままでの太郎に対するイメージは「同時並行でいろんなことをやった人」であり、「次々とちがう球を投げた人」であって、「つないだ人」っていう見方はなかったんじゃないかと思います。安藤さんがはじめてじゃないか
な。（…）

　考古学、シュルレアリスム、民俗学……。それぞれは互いに無関係に存在しているもので、交差することなんてないんだろうと多くの人は考えていると思うんですよ。（…）でも太郎にとっては区別なんかなかったし、すべて
をおなじ土俵のうえに並べていたっていう分析はじつに新鮮で、おもしろい。」

「安藤／わたしにとって太郎という存在はじつにはっきりとしていて、それは「ジャンルをすべて乗り越えてひとつの表現の原型を突き詰めていったひと」です。

平野／ジャンルを「横断した」んじゃなくて、「乗り越えた」？

安藤／編集者時代、わたしはシュルレアリスムなどヨーロッパの現代芸術を見ていたわけですが、そのとき強く感じたのは、「すぐれた表現者は時間的にも空間的にも外側を目指すものだ」ということです。空間的には「未開」、
時間的には「古代」。しかし太郎は、それらを自らの内に見出した。そこに「表現の原型」を見出し、それしか関心をもたなかった。（…）

　ヨーロッパのひとたちは、とうぜんながら「ヨーロッパの現在」にいちばん価値があると考えているわけですよね？

平野／もっともすぐれているのは西洋文明であり、西洋文明が世界をリードしているっていうことですね。

安藤／ヨーロッパの人たちは自分たちの芸術が世界の中心だと思っている。逆にいえば、それとは異なった新しいものを探求しようとすれば、自分たちの外側に求めるしかない。

平野／なるほど。辺境に旅して見つけてくるしかないわけだ。

安藤／でも、ヨーロッパの人たちにとっての「外側」が、太郎にとっては「内側」だったわけでしょう？

平野／あ、そうか。世界の中心はヨーロッパだと考えるヨーロッパ人にとっては、アフリカだろうがアジアだろうが、みんな外側にある探求の対象だった。でも太郎にとっては、旅するもなにも、最初っから自分自身が辺境だっ
たわけですもんね。

安藤／そうです。

平野／そこで太郎は、ヨーロッパ人にとっての時間的、空間的な「外側」に、自分自身の「内側」を探ることで到達できると考えたと？

安藤／わたしはそう考えています。しかもヨーロッパ人たちは、自らの「外側にあるもの」をヨーロッパを補完する材料としてしか見ていない。」

「安藤／わたしにとって、太郎の思想としてもっともおもしろいのは「縄文土器論」から『沖縄文化論』、そして『神秘日本』にいたる一連の著作、そのフィールドワークです。ヨーロッパのすぐれた表現者だったブルトンやバ
タイユなどはわざわざ外に求めに行かなければならなかったのに……」


「安藤／戦後、「こここそが自分が立つべき場所なんだ」っていうことを、『縄文土器論』や『神秘日本』を書き上げることによって摑んだのではないのか。そういう気がするんですよ。

平野／（パリに）戻る必要を感じなかったっていうことですね。

安藤／もちろんパリで抽象表現をきわめていなければ太陽の塔は生まれなかったでしょう。しかし、パリだけでもやっぱり生まれていない。太陽の塔の背景には、「縄文土器」があり、沖縄の祝祭の発見があったことは確実だと
思います。なにもない聖なる場所で、超現実と現実をつなげるシャーマンたちに出会って、しかも彼ら、彼女らはけっして未開でも野蛮でもなく人間の元型的な存在なんだという発見があって。そういった体験がなければ、太陽
の塔はできなかったと思うんです。

平野／太郎は「人間の原型とはなにか」を探求しようとした人だったということですね？

平野／そうです。わたしにとって太郎とはそういう人です。人類学や民俗学、それらを生み出したヨーロッパの文化などは重要ではあるが、人間のとる形のひとつに過ぎないと考えていた。それは日本に対しても同様です。

（…）

安藤／日本の内側にとどまっていたら「日本最高！」みたいな、いわゆるファシズム的なものに巻き込まれていたかもしれない。でもヨーロッパにいたからこそ、そういう事態を回避できたと思うんです。」


「平野／アイヌの人たちや縄文の人たちを見る見方でフランスの洞窟壁画を見る。あるいはフランスの洞窟壁画を見る見方で日本の縄文土器を見る。そういったことを、太郎はパリ時代に知り、おもしろいと感じた？

安藤／はい。だから、頼まれもしないのミュゼ・ド・ロム（人類学博物館）に通い、マルセル・モースの薫陶を受けた。

平野／50年代に日本全国を精力的に回っているけれど、あれはあきらかにフィールドワークですもんね。」




「平野／太郎は祝祭や呪術を勉強していたわけだけど、太郎の創作行為は、ある意味でそういったものを実証する行為だったのかな？

安藤／呪術的な世界というのは抽象的な概念ではなくて、仮面や神像などに受肉しなければ力をもたないんです。現在の芸術家が失っているのは、そういうことではないのか。自分がつくっているものを単なるモノだと思ってい
ると、芸術は死んでしまうのだと。（…）

　呪術師は自分たちがつくっているモノにこそ神秘的な力が宿ると考えている。それが未開とか野蛮などと言われている人たちがやっていることです。

平野／そういったものこそ自分がつくる芸術だと太郎は考えた？

安藤／そうです。

平野／もしそうなら、太郎にはそこらの作家がつくっている近代彫刻はオブジェに見えたかもしれないな。精神的なものが注入されない限り、そんなものは芸術ではないと。

安藤／だから太陽の塔のいちばん下に仮面や神像など、超現実的な力が宿っているような呪物を置いたんだと思いますね。

平野／それで太郎はレプリカを嫌ったんですね。壮大なプロジェクトを起動させて世界中からほんものを集めましたからね。

安藤／レプリカだと力にならないんですよ。」


「平野／太郎は「縄文土器論」に「縄文時代には〝見えない力〟に呼びかけていた」って書いているけど、じっさいに呪術や魔術などの超自然的な力の存在を信じたわけではない。じっさい「わたしたちには、すでに四次元との
対話はありません」って書いてますもんね。

安藤／それはそうだと思います。ただ「縄文土器論」でおもしろいのは、「空間そのものを造形しようとしている」と書いているところです。土器はただの容れ物ではなく、三次元のなかにもう一段高い次元を織り込もうとして
いる。太郎が彫刻をつくりはじめるのは50～60年代ですよね？おそらく自分にとっての縄文土器をつくろうとしたんじゃないでしょうか。（…）

　太陽の塔は、太郎自身が探求してきた民俗学の「研究の成果としての人間の原型」と、自分がつくってきた「表現の成果としての人間の原型」が合体したものではないか、というのがわたしの見方です。

（…）

平野／けっきょく太郎は太陽の塔でなにを実現させようとしたと思われます？

安藤／太郎は「縄文土器論」に「四次元との対話」というサブタイトルをつけていますよね？　一見しただけでは太陽の塔は土器とは似ていませんが、自分が発見した縄文土器のように四次元との対話を可能にするものとして、
太郎は構想していたんじゃないでしょうか・

平野／〝見えないもの〟や〝見えない力〟と対話するということですね。

安藤／太陽の塔は、地下の世界と地上の世界と天上の世界をひとつにつなげるものですよね。呪術師、シャーマンたちが魂を自分たちから旅立たせるときにイメージする生命の樹でもあります。

平野／いかにも祭りの中心にふさわしい。

安藤／まさに祝祭の理論を造形化したものです。自分がつくってきた二次元のタブローから三次元の彫刻、さらには四次元の「場所」なでをも包含するモノを、理論としても実践としても自らが見出してきた祝祭の中心に建てた
わけです。（…）

　太陽の塔を建てることで、「原型的なものを思い出せ」と言っている。

平野／「身体のなかにある縄文の感覚を取り戻せ」と。

安藤／歴史以前の過去であるにもかかわらず、未来の歴史に直接つながるような力を引き出す可能性を秘めたもの。じっさい縄文土器は抽象表現芸術の彫刻家たちがつくっているような高次元の世界を造形化していますからね。

平野／古いかたら価値があるということではなくて、縄文土器はいまでも意味をもっているし、もしかしたら未来をひらく力にもなり獲るということですね。

安藤／そういうことです。人間のもつ原型的な力にして原型的な表現なんです。それを、さまざまな方法を用いて探求したいったのが太郎の生涯とその芸術作品だったのではないかと思うんです。

平野／そういう意味で、多面体というより、いろいろなものをひとつにつなげていった人なんだと。

（…）

安藤／大阪万博がなぜ特別なものとなったのか。それは太郎の理念があったからだと思うんです。技術だけではなく、人間にとっての原型的なものを示そうという高く強い理念が。

平野／ああ、なるほど。

安藤／ではいったい、その原型的なものはどこにあるのか。日本人にとっては自らの内なる無意識のなかにしかなかった。それをできるだけ意識的に深め、さらには外へと表現していく。太郎がなしたことは、それに尽きると思
います。」




☆mediopos-2177　　2020.11.1

■上村忠男
　『アガンベン《ホモ・サケル》の思想』
　（講談社選書メチエ 2020.3）
■エファ・ゴイレン（岩崎稔・大澤俊朗 訳）
　『アガンベン入門』
　（岩波書店 2010.1）

生きているということは 
まさに生きているということなのだが 
社会のなかで生きるとき 
脳死が死として定義されたり 
人間のクローンが禁止されたりするように 
人間の生は政治によって定義される存在となっている 

アリストテレスの時代には 
生物学的に生きているという「ゾーエー(zōē)」と 
社会的な生の形式としての「ビオス(bios)」には 
明かな区別があり 
ポリスのなかで営まれていたのが 
社会のなかでのビオスだった 

しかし近代になると 
ゾーエーがポリスの領域に進入し 
政治は生物学的な意味における生の管理を 
統治行為の中心に置くようになったのだという 

戦争における殺傷行為や 
司法における死刑判決も 
生を法によって規定しているが 
ゾーエーとビオスのあいだに 
明確な境界線を引くことは難しい 

人間とはなにか 
生きるとはどういうことか 
それはほんらい 
法律が決めることではないはずなのだが 
いったいだれが 
それを正しく問い答えられるのか 

生物学者や科学者 
それとも哲学者だろうか 
やはり宗教者なのだろうか 
いやだれも問い答えられる者はいないだろう 

それらに定義を与える必要がある場合 
答えられるはずもない問いに対しても 
政治はなんらかの答えとしての 
法を用意しなければならない 
そしてそのときゾーエーは 
法というまな板の上で左右されるものとなり 
法という名のもとで 
殺人や殺傷さえも容認されるものとなる 

しかしゾーエーがゾーエーであることに変わりはない 
変わるのはその法における境界線であり 
定義されることによって 
ビオスとしてのゾーエーになるのだが 
常にその境界線は変わりつづけざるをえない 

社会のなかで生きざるをえないならば 
絶対的な正しさをもって 
ゾーエーを規定することはできない 
できるのは常にその境界線に身を置き 
それを問いつづけるしかないのだろう 
その境界のある門の前で逡巡し悩み佇みながら 



（エファ・ゴイレン『アガンベン入門』より）


「最近スイスで、体外受精に使って余った胚細胞を研究目的に有効利用してもかまわないという裁判所の決定が下った。実験目的のいわゆるクローン細胞のこよである。この決定に対して、倫理学者や神学者は、そのような胚細
胞はそっと死なせるべきだと異論を唱えた。しかし、そもそも生まれてもいない存在が、どうやったら死ぬことができるのだろうか。またそのような状況で「死なせる」ということは、やはり強制的に殺すことを意味しないだろ
うか。この問題を考えるにあたって、実験用クローン細胞の開発に反対する人たちだけでなく、それを擁護する側の人間たちも、「不可侵であるべき人間の尊厳」や「人間にふさわしい死を迎える権利」という考え方を自分の主
張の論拠にしている。そうすることでこの人たちは、人間の生や死ばかりでなく、人間とは何かということまでが、いまでは定義上の問題である（そうなってしまった）という状況を白日のもとにさらけだしたのである。少なか
らぬ人たちが、「定義上決められている問題なのだから、人間や人間の生死についてはもはやそれ以上深入りして問い尋ねてはいけない」と言う。しかし、アガンベンは考える。「《人間である》とはどういうことか」という問
いは、定義によって規定されるのとは違うやり方で立てられなくてはならない、と。つまり、「人間という言葉の内実を、その問いの意味そのものがすっかり変容してしまうような地点にまで踏み込んで考察して、取り戻してこ
なくてはならない」というのである。（『アウシュヴィッツの残りもの』）。

　もしも生が定義によって決められるものだとなると、ではこの定義を与える権限は誰がもっているのかという問題が出てくるはずである。誰が生を定義する権利や義務をもつのか、そもそも誰がそのような権限をもちうるのだ
ろうか。ひとたび生命倫理委員会が設立されれば、その委員として神学者や哲学者が招集されるだろうが、教会や哲学に決定権があるわけではない。科学者であれば生を定義できるのでは、と思う人がいるかもしれないが、科学
者たちもそんな力などもちあわせていないと正直に告白している。現にアガンベンは、科学者のあいだで生と死について議論をしてみたところで、せいぜいレベルの低い会話になるのがおちだ、というある生物学者の発言を引用
している（『ホモ・サケル』）。そうなると、決定を行うのは政治や国家ということになる。国家のなかにこそ、決定や定義を与えることになるはずの決定審級が存在する。つまり、それが法だということになる。生とは何であ
るのか、どんな生が人間的な生という意味をもつのかを定めているのは、法律である。国家は、この法律を使って、いまや生が定義上の問題に化してしまった状況に対処しているわけである。まだ生であるとみなされるものと、
もはや生であるとは見なされないものとのあいだに法律によって引かれている境界線は、どれもみな事情次第でいつでも移動可能になるようい、いわばあらかじめプログラミングされている。なにしろ、法律はもともと人間社会
の必要に応じてそのつど改訂されるべきものだからである。だから、めざまい勢いで発展しつづける研究に遅れまいとして、司法は気の遠くなるような努力を強いられている。だが、クローン細胞を利用することに賛成しようと
反対しようと、あるいは遺伝子診断を是認しようと否定しようと、どちらの立場も、法律による規制だけが未解決の問いや問題を片づける唯一のやり方だと発想している点では、大同小異であるわけだ。おかげで、生とは何なの
かという問いは、いよいよ法律上の定義で決められるべき問題になっていく。法の問題に転嫁されることで、生は根本から、それもますます深刻に政治化するのである。この現実をしっかり見極め、はっきりと突き出す作業が、
人間存在とは何かという問題をあらためて問いとして立てなおすアガンベンの、長い取り組みの第一歩であった。」


（上村忠男『アガンベン《ホモ・サケル》の思想』より）


「出発点をなしているのは、フーコーが『性の歴史』の第１部『知への意志』（一九七六年）において「生政治(biopolitique)」と名づけて解明に着手した政治のありようだった。

　アリストテレスの『政治学』を生んだ古典古代のギリシアでは、すべての生物学的存在に共通の「生きている」という一般的事実を表現する「ゾーエー(zōē)」と、あれこれの個体や集団に特有の「生の形式」を指す「ビオス
(bios)」とのあいだには、明確な区別があった。そして、人間の特有のビオスが営まれる場がポリスにほかならなかった。ところが、近代においては、ゾーエーがポリスの領域に進入してくる。というより、政治はゾーエー、すな
わち人々の生物学的な意味における生そのものの管理をみずからの統治行為の中心に置くようになる。そのようにして人々の生物学的な意味における生、あるいは「生きているということ」そのものをみずからの統治行為の中心
に置くようになった政治----これをフーコーは「生政治」と名づけた。そして、その解明に着手したのだが、そのかぎりにおいて、アガンベンのプロジェクトはフーコーが着手しながら完遂することなく他界してしまった「生政
治」をめぐる考察を受け継いで完遂しようとしたものであると、ひとまずは受けとめることができる。

　ただ、フーコー自身は「生政治」を近代に特有の新しい政治の形態と見ていた。そして、この新しい政治のありようを捉えるには法制度的モデル（主権の定義や国家の理論）にもとづく伝統的アプローチは無効であるとして、
それらの伝統的アプローチを全面的に放棄したところで、権力が臣民たちの身体と彼らの生物学的な意味における営みの内部に侵入していく具体的な様態についての個別的かつ微視的な分析に入っていこうとした。

　それに対して、アガンベンはむしろ、権力の法制度的モデルと生政治モデルのあいだには隠された交点が存在することに注意を促す。それも、およそ政治的権力なるものが古代ギリシア・ローマの世界に登場した、そもそもの
はじめからである。そして、権力の法制度的モデルと生政治的モデルのあいだに古来存在してきたと目されるこの隠された交点の所在を突きとめようとするにあたって、ローマの古法に登場する「ホモ・サケル(homo cacer)」な
る存在に着目する。

　記録に残っているところによると、親に危害を加えたり、境界石を掘り起こしたり、客人に不正を働いたりした者を処罰しようとするさい、その者のことを古代のローマ人は「ホモ・サケル」----「聖なる人間」----と読んでい
たという。ただし、処罰するといっても、この場合には、法律が適用されるわけではない。法律が適用されるのではなく、単純に法律の適用から外されるのだ。「聖なる人間」と呼ばれるのは、この事情によっている。すなわち、
世俗の法秩序の外にある存在という意味で、そう呼ばれたのである。ひいては、この者にかんしては、だれもが法律上の殺人罪に問われることなく殺害することができるとされた。しかも、まさしく聖なる存在としてそれ自体が
もともと神々と同類とみなされるため、この者は祭儀上の手順を踏んで神々に犠牲として供されることもできなかった。

　この殺害可能かつ犠牲化不可能なホモ・サケルなる存在が置かれていたような、裸のままで法的保護の外に投げ出された生のありようを指して、アガンベンは、ヴァルター・ベンヤミン（一八九二-一九四〇）が「暴力批判論」
（一九二一年）のなかで用いている“das bloße Loben”という言い回しから採ってきて、“la nuda vita”——「剥き出しの生」----と呼ぶ。とともに、そのようなホモ・サケルの「剥き出しの生」が当時の法的-政治的共同体とのあい
だで取り結んでいた関係には、カール･シュミット（一八八八-一九八五）が『政治神学』（一九二二年）で分析している主権のありようとのあいだにトポロジカル（位相論的）な相同性が見られることに注目する。『政治神学』
の冒頭でシュミットは「主権者とは例外状態にかんして決定をくだす者を言う」と定義しているが、そこで言われる「例外（exceptio）」が「外へと排除しつつ捕捉する(ex-capere)」ことだとすれば、この＜排除を通じての包含
＞という構造はそのままホモ・サケルの「剥き出しの生」が当時の法的-政治的共同体ともあいだに取り結んでいた関係でもあるのではないか、というわけなのだ。

　実際にも、例外状態にかんして決定を下す主権者は、みずかが決定をくだした例外状態において法律を宙吊りにし、法律が宙吊りになった状態のもとで、法的保護の外に外に投げ出された臣民たちの「剥き出しの生」にたいし
て、これまた古くから家父長が自分の息子にふるっていたのと同様の生殺与奪の権をふるう、つまりは「生政治」をおこなうのである。

　このように、アガンベンによれば、従来権力の法制度的モデルのなかで捉えられてきた主権的権力は、もともと、その支配下にある人々の「剥き出しの生」との密接不可分な関係のうちにあって、みずからを存立させていた。
ひいては、「生政治」とは、およそ政治的権力なるものの出現当初からの----秘匿されてきたとはいえ----本源的な姿にほかならないのだった。

　したがって、アガンベンによれば、近代における政治の特徴をなしているのは、ゾーエーがポリスに包含されるようになったという事実そのものでははない。そうではなくて、もともとは法的-政治的共同体の秩序の欄外＝余白
に位置していた「剥き出しの生」の空間がしだいに政治の空間そのものと一致するようになり、排除と包含、外部と内部、ビオスとゾーエー、法権利と事実のあいだの区別が定かではなくなって、いかんともしようのない不分明
地帯に突入するにいたったという事実----この事実こそが近代における政治のきわだった特徴をなしているのだ。」




☆mediopos-2178　　2020.11.2

■小沼	純一:音楽はどこにあるか【前編】	
　（トイ人　interview#21	2020.10.28）

日本人は虫の鳴き声をも音楽として聴き	

西洋人はそれを騒音として聴く	

そして風の音なども音楽のようだとはされても	

音楽そのものであるとはみなされない	

リズムにしても	

日本の伝統音楽は偶数拍子（『一ト、二ト・・・』）で	

その背景には農耕があるのに対し	

騎馬民族は奇数拍子だったり	

海洋民族は弾んだリズムがその背景にあったりする	

かつてよりその差は近くなり	

さまざまに交錯するようにもなってはいるだろうが	

やはり音楽の捉え方は文化によって	

その基本的なところでずいぶん異なっているとはいえる	

しかし文化が異なっているとしても	

またある人にとっての音楽	

ある文化にとっての音楽	

ジャンルによって異なる音楽など	

音楽はふつう人が享受し奏で歌うものとして	

とらえられてはいるだろうが	

そのはるかな深みにおいては	

共通しているものがあるのではないだろうか	

･･････と夢想してみる	

西洋ではキリスト教的なコスモロジーとして	

「ムジカ・ムンダーナ」	

「ムジカ・フマーナ」	

「ムジカ・インストゥルメンタリス」というように	

「ムジカ」を階層的にとらえ	

荘子は	

「人籟」「地籟」「天籟」のように	

人も大地も天（神）も	

それぞれのありようのもとに	

音を奏でているととらえている	

そのように	

文化の境界を超え	

音楽という概念や耳で聴く音楽を超えて	

さまざまなレベルの音楽をとらえようとするならば	

それはある意味で	

全世界全宇宙のさまざまなレベルで	

奏でられている「コトバ」だともいえるのかもしれない	

空海は世界のあらゆる事物が	

「ことば」を持ち独自の響き・声を発している	

つまり存在はコトバであるというが	

（五大にみな響きあり十界に言語を具す）	

そのコトバを「音楽」と置き換えてもいい	

そのようにさまざまな文化領域において	

そうした例を挙げるていくことは難しくはないだろう	

「音楽はどこにあるか」という問いを	

「音楽をどのようにとらえるか」	

「なにを音楽として聴いているか」	

という問いへと展開していくならば	

そのはるかな果てには	

存在の謎という問いへと向かっていくことになる	



「人間はたぶん、言葉をもったときに人間になると思われています。それ以前にも何かを表現するということはあったのでしょうけど、言葉によってそれが飛躍的に増大した。その言葉
でも表せないというものがあり、その一つが音じゃないか、だから音は言葉の外側、あるいは内側でもいいんだけど、とにかく別のところにあるものだという認識が、あるときは魔術に、
またあるときには数理的なシステムの構築につながったんじゃないでしょうか。想像にすぎませんが。」	

「１９世紀から２０世紀にかけての時代って、医療技術の進歩のおかげで人が生き延びることが多くなりました。さらには、サイボーグみたいに死なない人間という概念が出てきた。そ
のことと、必ず消えていく、死んでいくものだった音が残せるようになったというのは、もしかするとパラレルだったのかもしれない。」	

「海外の作曲家やクラシックの演奏家たちの話を聞くと、自然の中にいて、木々をわたる風の音だったり、小川のせせらぎなんかを聞いてるのはいいよねと言います。でも、あれは音楽
ではない、と。西洋の小説を読むと、「風が奏でる曲」みたいな表現も出てきますけど、それは多分メタファーです。だから私たち――と言っていいのかどうかはわかりませんが――が

そういった自然の音もある種の音楽だと思っているのとは、どうやら違うみたいです。彼らにとっての音楽は、おそらく一神教的なものだと思うんですよね。つまり創造、クリエイトさ
れたもの。」	
「人、あるいは神が創ったもの。つまり「作品」ですよね。それでいうと風が吹くのも神によるもののような気もしますが、どうも音楽にはカウントしてないようです。	
　音楽史とか音楽思想史をちゃんと研究している人がどう考えているのかはわかりませんけど、私は、ギリシャ神話の世界観とか音楽観というものがまずあり、そこからローマ帝国やキ
リスト教社会の音楽観がつくられていったのではないかと思っています。	

　ギリシャ神話には音楽や詩、歴史といった文芸を司る神として、「ムーサ」とか「ミューズ」と呼ばれる９人の女神がいて、それがmusicやmuseumの語源になっています――そういう意
味では音楽と詩や美術というのは兄弟姉妹であり、共感覚的なものだったと考えてもいいかもしれません――。中世になるとそこにキリスト教的なコスモロジーが入ってきて、宇宙や世
界を構成する秩序のことを「ムジカ・ムンダーナ」、つまり「世界の音楽」と呼ぶようになる。「ムジカ」がラテン語で音楽という意味です。ムジカ・ムンダーナの下には、人間の行為
や身心の状態を司る「ムジカ・フマーナ」があり、いちばん下にあるのが「ムジカ・インストゥルメンタリス」で、これが実際に聞こえる音楽、といったふうに階層構造をとるようにな
ります。」	



☆mediopos-2179　　2020.11.3

■星野博美
　『旅ごころはリュートに乗って／歌がみちびく中世巡礼』
　（平凡社　2020.9）

リュートの響きを聴くのは 
このうえない喜びだけれど 
こうしてリュートともに 
読者という旅の道連れとして 
中世を巡礼していく旅もまた 
著者がそうだったように 
「思いもかけない時代や空間へ立ち寄る」 
豊かな旅の時間となる 

まだタブラチュラの記譜法のないネウマ譜の時代 
スペイン・カタルーニャ地方にある 
モンセラート修道院に伝わる十三～十四世紀の写本 
『モンセラートの朱い本』 

そして一二七〇～八二年頃に編纂されたといわれる 
聖母マリアを讃美する歌集 
『聖母マリアのカンティーガ集』 

それらの音楽や歌詞の紹介も興味深いが 
そこからさまざまに脱線していく話がむしろ面白い 

イスラームと同様 
偶像崇拝をしないはずの一神教であるキリスト教が 
ビザンチンでは聖像破壊運動から 
その逆の聖像崇拝へと至り 
むしろ聖像破壊を弾圧するほどにまでなる話 

聖遺物というのがキリスト教では特に有名だが 
教義としては聖像や聖遺物そのものを拝するのではなく 
その彼方にいる神を拝するのだというものの 
実際はあの磔刑のキリスト像や殉教者像をはじめ 
フェティッシュなまでに偶像崇拝を事としている話

キリスト教は殉教という 
キリスト・イエスをなぞるような 
初期キリスト教会での殉教者を聖人として偶像化するが 
日本への布教の際のキリシタンの殉教は 
その頃はすでに世界宗教化していて 
むしろほかの宗教を迫害する側にいた教会にとっては 
それが日本で初期キリスト教会のような状況が起こった
ことは 
その当時においては未経験の迫害であり殉教で 
それゆえにむしろ信仰への情熱を煽ったところもあると
いう話 

キリスト教にかぎらず 
宗教的な要素のある組織には 
少なからず教祖的なものを拝するあまり 
その教祖の姿を模することが多いようだ 

信じるということが強固になるのは 
そのほんらいの教義内容であるよりも 
そのもともとにある存在を 
みずからのものとして感じたい！ 
という熱望からでもあるのだろう 

模倣衝動は子どもにも必要なように 
信仰における強い動機づけとして働く 
しかしその模倣のままでは 
そこからどこへも展開していくことはできない 
模倣はジャンピングボードとはなりえるだろうが 
重要なのはそこから創造的に 
ジャンプすることであるにもかかわらず 
自由になるどころか 
多くはそのボードへのフェティッシュな欲望のまま 
ときには殉教をさえみずから望むようになってしまう 

・・・ 
こうした脱線した話はともかくとして 
『モンセラートの朱い本』 
そして『聖母マリアのカンティーガ集』が 
YouTubeで視聴できます 
中世巡礼への旅へ！ 



「二〇一七年に始まり、三年にわたった音楽の旅が、ようやく終わろうとしている。

　なんともいえず、奇妙な旅だった。

　そもそも、こんな旅になる予定ではなかった。

　最初のうちは、まっすぐな気持ちで、リュートをうまく弾けるようになりたいと切望していた。シェイクスピアと同世代のダウランドが書いたやさしめの曲や、天正遣欧使節の少年たちが欧州で耳にしたと思われる曲を、
いくつか弾けるようになりたい。そして曲を練習するにあたって経験した苦労や、その曲にまつわるエピソードをつづりたい。そんな心づもりで港から船出したのだ。

　ところが船出して間もなく、濃霧に巻きこまれ、進路がわからなくなった。連載という長旅に出て、しばらくしてから迷走し始めるのは私の十八番であるが、今回は港を出てじきに、この海図を信じて進んでよいのかどう
か、迷いが生じた。

　数年という短い時間だが、リュートと関わるようになってからというもの、私の中にはある思いがくすぶっていた。西ヨーロッパ、宮廷、ルネサンス、楽器の女王、たおやかな音色、静まりかえった荘厳な教会･･････。
リュートという楽器が、あまりに窮屈な場所に閉じこめられているような気がしたのである。

　リュートをもっと自由な時空へ解放してあげたい。

　少なくとも紙の上で、自由にしてあげることはできないか。

　進路を修正してもとの航路に戻るか。それとも羅針盤を信じて、その針の指す方向へ向かってみるか。

　イチかバチかで、後者を採ってみた。その結果、リュートに乗って始めた度だったにもかかわらず、途中でリュートの姿はどこかへ消えてしまうし、肝心の演奏技術はまったく向上しなかった。

　しかしそのかわり、思いもかけない時代や空間へ立ち寄ることができた。私自身にとっては、この上もなく楽しい旅となった。

　リュートは、最高の旅の道連れだった。」


「庶民が親しんだと思われる曲を弾きたい。それは弾く曲を選ぶとき、私がもっとも重視する一点だ。しかも、できるだけ西洋っぽくないものが好ましい。」

「そして出会ったのが、『モンセラートの朱い本』という写本だった。

　この曲集の存在を知ったのは意外に早く、リュートの体験レッスンに行き、習おうと決めた数日後のこと。二〇一二年秋だった。」

「これまで私は、中世ヨーロッパにはあまり近寄りたくなかった。戦に次ぐ戦に十字軍、黒死病の蔓延、魔女狩り、キリスト教会の権力のあまりの強大さ･･････。とにかく血なまぐさくて暴力的な、暗黒のイメージしか持っ
ていなかった。

　ところが音楽を媒介すると、臓腑にずしんとくるビートに、ちょっとへんな拍子、素朴な構成と、中世がなぜか肌に合う。

　中世のスペインは、私がイメージしてきた「西洋」とはまったく違う。これが第一印象だった。

　『モンセラートの朱い本』は、スペイン・カタルーニャ地方のモンセラート修道院に伝わる、十三～十四世紀の写本だ。後世に朱い革表紙で製本されたことで、この名前で呼ばれるようになった。遮音は一三九九年頃に完
成したが、曲はもっと前の時代のものと見られている。収録された曲は十曲。作曲者はわかっていない。歌詞に使われた言葉はラテン語、カタルーニャ語、フランス南部で主に話されたオック語（ラングドック）である。

　モンセラート修道院の大聖堂には「黒いマリア」の名で知られる、幼子イエスを抱く、黒い肌をしたマリア像があり、中世スペインで巡礼者に非常に人気があった。」

「この写本には、ネウマ譜（もとは聖歌の旋律的朗読の記憶補助のために考案された記譜法。ポリフォニーの発展とともに使用されなくなっていく）はあるが、タブラチュラはない。それも当然だ、史上はじめてリュートの
イタリア式タブラチュラが活版印刷されたのが一五〇七年で、この写本はそれより二世紀近くも古いのだから。伴奏でリュートが使われたとすれば、小ぶりな中世リュートだろう。」


「『モンセラートの朱い本』の洗礼を受けた古楽好き、説くにスペイン好きの人間が次に惹かれるものは、“Cantigas de Santa Maria”『聖母マリアのカンティガ（頌歌集）』と相場が決まっている。私も順当にその道のりを
たどった。

　カンティガは、カスティーリャ＝レオンの『賢王(El Sabio)』アルフォンソ十世（一二二一～八四、在位一二五一～八四）は編纂した四百二十七曲の写本である。編纂されたのは、おおむね一二七〇～八二年頃といわれる。
『モンセラートの朱い本』より、さらにちょうど一世紀ほど溯った時代だ。

　その名の通り、聖母マリアを讃美する歌集だ。歌詞、ネウマ譜、歌に歌われた場面の絵が描かれた、美しい彩色写本である。現存する写本は四冊で、一冊はこの歌集が編纂さらたトレド、一冊はフィレンツェ、そして二冊
がマドリードのエスコリアル宮にある。歌詞に使われた言語は、現在のポルトガル語の源流といえるガリシア・ポルトガル語（あるいは古ポルトガル語）。」


「日本で進行する迫害は、なぜかくも初期教会に似てしまったのか？　以下は私の推論である。

　聖フランシスコ・ザビエルが布教を開始した一五四九年から、約一世紀にわたった「キリシタンの世紀」は、ほぼ折り返し点にあたる一五九七年の日本二十六聖人の殉教から、迫害を念頭に置かなければならない時代に入っ
た（一五八七年に秀吉によって伴天連追放令が出されたものの、信徒に対する迫害はそれほどではなかった）。つまり後半の半世紀は、迫害に対する心の準備を信徒にさせなければならなかったのだ。

　（･･･）神父たちは日本の信徒たちがキリスト教の本質を容易に理解するための教材として聖人伝に着目し、ザビエル来日のわずか七年後には聖人伝を日本に持ち込んでいた。その代表が初期教会時代の殉教者を描いた
『サントスの御作業』だった。

　神父たちが信徒に殉教の覚悟をさせるために殉教伝を活用した、とまでは思わない。あくまでも当初は、「キリストにならいて」生きた聖人の生きざまを通し、キリシタンとして生きるための教義を伝えようとしたのであ
ろう。

　十六～十七世紀に生を受けた南蛮出身のパードレたちにとって、殉教多発状況は未経験の世界だった。極めて皮肉な話だが、異教徒の暴君によって迫害され、信徒事由で生命を捧げることが重要視される殉教は、キリスト
教がメジャーな宗教であるヨーロッパではめったに起きない事象となってしまった。「新発見」されたアメリカ大陸やインドなど、彼らがすでに植民地化して布教が進んでしまった地域でも然りである。仮にプロテスタント
が支配的である地域に出向き、信仰告白をすれば、殺されることはありえた。しかしその場合、列聖審判で殉教と認められない可能性がある。イエス・キリストを至高のロールモデルとみなす以上、殉教のハードルはとても
高いのだ。パードレたちは少なくとも母国にいた時、殉教をほとんど見たことがなかったはずだ。（･･･）

　しかし日本は、事情が違った。

　ここでもあそこでも迫害が起き、信徒が殺されていく。自らの手で洗礼を授けた信徒が殉教していくのを目の当たりにしたパードレたちの、精神的高揚はいかばかりだっただろう。」

「キリシタンたちには、まるで聖人伝が予言書のように感じられたに違いない。そして次に起きること（つまりは処刑）もわかっているから、昔の聖人のセリフと似てしまう。非常に言葉はワルイは、聖人伝がいつしか殉教
ガイドブックのような存在になってしまったと言えないだろうか。こうして初期教会の再来という物語は、神父側でも信徒の側でも強固になっていった気がしてならないのだ。」




☆mediopos-2180　　2020.11.4

■東千茅『人類堆肥化計画』（創元社　2020.10）

私たち人類は 
良き「堆肥」への道を 
歩み得ているだろうか 
悦びを得るための「堆肥」である 

本書の「人類堆肥化計画」は 
人が大地の肥やしとなれますように 
という計画だろうが 
さらに（勝手に）敷衍すれば 
人はまた天の肥やしともなれますように 
ということにもなるだろう 
もちろん犠牲としてではなく 
与えそして与えられる存在としてである 

その意味で 
天と地のあいだでどれほど 
人は「肥やし」として生きられるだろうか 
という問いのために 
人間の「堆肥化」をいくつかのレベルで 
とらえていくことができる 

神秘学の視点では人類は現在 
肉体・生命体・アストラル体・自我から 
成っているといわれるが 
農業の基礎ともなる「堆肥」をつくる際にも 
自然界と人間の各構成体は深く関係している 

さらに宇宙進化の視点においては 
人間という存在そのものが 
宇宙にとってどのように「堆肥」となり得ているか 
という視点をとったとき 
それぞれの構成体が高次のそれへと変容し得るように 
まず「腐敗」のプロセスを必要としているといえる 

人間がやっかい（だから面白いのだが）なのは 
ただ生物学的に生きているだけではなく 
とくにこの「地球紀」とされる進化紀には 
自我の種が蒔かれていて 
それが不十分な仕方で 
アストラル体・生命体・肉体を 
変容させようとしているところにある 
自我が未熟であるということは 
そこにさまざまな混乱が起こるということである 

変容のためのプロセスにおいては 
里山における堆肥づくりのプロセスのような 
そんなありようが進んでいるのだろうが 
自我とアストラル体のさまざまな錯誤した思惑は 
過剰なまでの「除菌」「滅菌」さえも 
加えてしまうことになっていたりもする 
そのとき肥やしは肥やしになることができない 
おそらく生物学的にも道徳的にも 
「腐敗」のプロセスは必要不可欠なのだ 

その「腐敗」が良き「堆肥」化の方向へ向かうか 
それとも破壊的な「腐敗」の方向へ向かうか 
「滅菌」ゆえに「堆肥」化不能になってしまうか 
そうしたことを「人類堆肥化計画」として 
夢想してみるのも面白い 



「わたしの生きる目的は、ただ悦びを得ることだけにある。

　人間の生は他の多くの生き物の存在を前提にしており、とすれば当然、人間のあらゆる悦びにも生き物たちは深く食い込んでいると言える。にもかかわらず、現在の人間の振る舞いは生き物たちを絶滅に追い込みつつあり、まる
で自ら悦びを放棄しているかのようだ。

　強欲なわたしは、多種の息づく里山に移り住み、堆肥をせっせと作りつづけてきた。堆肥とは、人間が積んだ刈り草や落ち葉を小動物や微生物たちが寄ってたかって分解したものであり、野菜を含む植物たちの糧になるもので
ある。里山がそうであるように、その中にある堆肥も人間と自然の合作なのだ。

　わたしはあくまで貪欲なのであって、禁欲や清貧の立場から堆肥を語るのではない。人間ならざる者たちと共に生きることがかけがえのない悦びであるために、人間と異種たちの結節点である堆肥を取り上げたいのである。

　この本でわたしは、多くの生き物たちとの友愛を語ったり、かと思えば、加虐の悦びを語ったりもする。これらは同じ里山でくり広げられている二つの事柄だ、両者はつながっており分離しがたいものであるし、またこの二つ
だけではない。堆肥がさまざまな亡骸の折り重なったものであるように、里山も、わたし個人も、何層もの営みや感情によって構成されている。さらに、堆肥盛りの底のどす黒い部分こそがよく生命を育むように、人間の腐った
性根が里山には重要なのだと私は主張したい。つまり、ふつう里山に想定されがちな禁欲や善行ではなく、貪欲や悪行によってこそ、人間も多種の入り乱れるお祭り騒ぎに参加できるということである。

　わたしの見立てでは、人類はおしなべて腐っている。だが、現状の道徳的腐敗は生物学的腐敗に反している。あるいは、腐敗が足りていないと言うこともできる。いずれにせよ、わたしたちは堆肥に向かって腐っていかなければ
ならない。人間（人の間）ではなく堆肥になってこそ、異種たちと共にあることができるのだから。

　人類を堆肥化して多種混淆の沃野を形成すること−−−−それが人類堆肥化計画の趣旨である。生き物たちの蠢く堆肥盛りに跳び込んでみよう。うまくいけば、生きながらにこの上ない悦びを摑みとることができるはずだ。」


「生がそれ自体として悪だという意識ほど、日々を彩るものもない。なにもあえて殺害行為を行わなくとも、わたしたちは生きるだけで大小さまざまな殺害を避けられないものであって、悪の自覚は、日常のありふれた物事でさえ
悦びに溢れたものにしてくれる。」

「生命をきちんと生命と捉えるとき、いかにわたしたちが何の気なしに凶行を働いているかがわかるだろう。思うに、わたしたちは効率的な生のために、ややもすれば生命をモノとして扱う。モノとて存在する以上は尊いのだが、
生きている（た）ことを忘れることは格段に罪悪感を軽減する機能なのだろう。

　たしかに、対象を尊い者と捉えたうえでの破壊は、背徳感に打ち克つある種の強さが要るから、誰しもに開かれた道ではないかもしれない。しかし、その強さとてほんの少し鍛えすればよく、鍛えすぎは考えものだ。むしろ臆し
ながらのほうがいい。何であれ抵抗があったほうが踏み越える悦びも一入なのだから、背徳感に押し潰されるぎりぎりのところで事を為すのがいいだろう。」


「堆肥になる−−−−その響きの甘美さは、今日ますます高まっているのかもしれない。人類による甚大な環境改変に鑑み「人新世」と名付けられようとしている時代にあって、せめて死後にい振る舞いをしたいと思うのは無理から
ぬ人類だろう。」

「そもそも堆肥は、豊穣さの潜勢態として把握される。その黒々とした容貌はのちの稔りを予告しているから、堆肥を含む田畠に種子を播くことで、わたしたちは豊作の悦びを先取りすることができる。さらに堆肥は、わたした
ち自身の望ましい未来の姿をも予告しているということだ。」

「わたしは、かつて生きていた者たちの上に立ち、そこに作物の種子を混入し、稔りを貪っている。だが、地上にいるということはそのまま、地球という広大な堆肥盛りの最上層にいるということだ。いずれ跡形もなく解体され、
雑多な草たちに養分として吸い上げられるだろう。わたしがわたしでなくなること、そしてさまざまなものになることは、究極の自由といえるだろう。」


「堆肥になるには腐敗が必要だ。しかし腐敗には、生物学的腐敗と道徳的腐敗の二つがある。」

「農薬の多用が、短期的には害虫を減らしはするものの長期的にはむしろ害虫を増やすことと同様に、抗生物質の多用が抗生物質耐性菌を生んでしまうことはもはや周知の事実だろう。わたしたちにとって敵と呼ぶべき生物はた
しかにいるものの、その他のほとんどの生物はわたしたちにとって必要な者たちだ。」

「人間は作物に直接餌をやることができない。わたしたちの餌となる作物の餌となる堆肥を作り出せるのは土壌生物たちなのであり、わたしたちができるおは彼らに餌をやることだけだ。しかも、微生物たちに有機物を分解して
もらってできた堆肥で作物を育てることができたとしても、その全部をわたしたち自身の力だけでは消化しきることはできず、大腸でまた別の微生物たちに分解してもらわなければならない。つまり、生物学的腐敗＝微生物たちに
よる分解作用は、田畠の土壌ばかりでなく体内の土壌にとってもなくてはならないものなのだ。

　わたしたちは、生物学的腐敗にあまりに多くを負っている。」

「では、わたしたち人間の道徳的腐敗はどのようなものだろうか。利己的な言動、他者の利用、社会規範からの堕落など、卑劣や薄情や自分勝手といった形容が似合う状態がそれに当たる。

　とすれば、前述したような、「穢い」仕事の従事者を、彼らに支えられるしかないにもかかわらず周縁に追いやって冷遇する態度は、まさに腐敗といえるだろう。こうした腐敗はしばしば糾弾の的になる。わたしもそれには賛
成だ。

　だが一方で、追いやられている側が腐敗していないかといえば、彼らも彼らでやはり腐敗しているのである。」

「人間は誰しも自分がかわいい。みんな自身の欲望に忠実であるからこそ、他者よりも自己を優先する。つまるところ、追いやる側も追いやられる側も、そうでない者も、すべて人間は腐っている。だが、道徳的腐敗のすべてが生
物学的腐敗に合流しているわけではない。

　たしかにスラムの住人や屠殺者や掃除夫や屑拾いたちの道徳的腐敗は、生物学的腐敗に合流している。しかし、それらはたいてい社会構造になかば強いられた消極的な参与にすぎない。生物学的腐敗に密接な所業が忌避され、彼
らに押しつけられているために、結果的に彼らは堆肥化を推進しているのである。

　他方「上流階級」の者たちの道徳的腐敗は、腐敗とはいえ生物学的腐敗と堆肥化に寄与していない。したがって、道徳的腐敗は場合によって堆肥化に寄与したりしなかったりする、ということもできる。だが、それは腐敗の度合
いの問題である。利己的で貪欲であること自体は多く土壌生物にも共通していることなのであって、堆肥化にとってむしろ歓迎すべき自体なのだ。

　汚い／穢い存在を追いやり冷遇する道徳的腐敗の糾弾に、わたしは賛成だと書いた。だがそれは、腐敗を中断させる方向においてではなく、むしろ推進させる方向においてである。道徳的腐敗を、生物学的腐敗と同様にその貫
徹において堆肥化するべきである。どんなものであれ道徳的腐敗を制限する仕方は、結局、生物学的腐敗をも遠ざける清廉でつまらない社会を再生産するだけだ。」


「生きるということは、わたしにとって最も不可解で、それゆえに興味の尽きない難問である。この難問の中に放り込まれている間、どうすればほんとうに愉しく過ごせるか−−−−そんなことを考えて生きてきた。

　とはいえ、わたしは研究者でも物書きでもない。ただ一介の不真面目な農耕するホモ・サピエンスとして、里山で手探りしてきた生きる悦びを表すとともに、これまで出会ってきた人たちの声や、人ならざる者たちの言語によら
ない声、そして過去の自分自身を堆肥化し、日々をより悦ばしいものにする言葉を手に入れるために、本書を書いた。

　もとよりわたしは何者でもなく、何者かであろうとも思わない。当然、守るべき社会的立場など持ち合わせていない。しかし。だからこそ語りうる言葉があると思う。わたしは何の実績もない無名の落伍者に違いないが、土の
上では誰でも一匹の生き物なのであり、地位や肩書きはかえって邪魔なものだ。わたしがつねに求めているのは、お行儀のいい言説ではなく、「ほんとうに切実な問いと、根底を目指す思考と、地についた方法」だけである。

　悦びを暗中模索する不届きな者たちの一助になることを願って、この不届きな書物を世界の内に混入したい。」




☆mediopos-2181　　2020.11.5

■ドナルド・ホフマン（高橋洋 訳）
　『世界はありのままに見ることができない／ 
　　　なぜ進化は私たちを真実から遠ざけたのか』
　（青土社　2020.10）

私たちは多かれ少なかれ 
世界をありのままに見ていると思っている 
たとえば目の前にあるリンゴを 
実際にそこにあると信じて疑わない 
素朴実在論である 

私たちは世界を 
五感と意識でとらえている 

仏教では 
眼・耳・鼻・舌・身・意という 
六つの感覚器官と対象と認識の働き 
それを六根・六境・六識で十八界という 
六つの感覚ではなく十二感覚あるととらえれば 
十二根・十二境・十二識で 
三十六界とでもなるだろうか 

しかしその十八界・三十六界は 
世界をありのままにとらえているわけではない 
実在の一部だというわけでもない 

私たちの知覚は 
パソコンのデスクトップ画面にあるアイコンのように 
人類固有のそして個によって異なった 
インターフェースをなしている 

私たちは実在をありのまま見ているのではなく 
デスクトップ画面という時空のなかで 
実在と思いこんでいるアイコンをみているのだ 
その意味でむしろ知覚は実在を隠しているともいえる 

こうしたことを踏まえながら 
本書の著者は 
「意識的実在論（コンシャスリアリズム）」という 
一元論を提唱している 

それはいわゆる汎心論ではない 
その奥にある意識経験の世界へと開かれた 
「小さな門（ポータル）」が私たちの知覚なのだ

カントは「物自体」を実在とし 
それを認識することはできないとしたが 
意識主体を実在をとしてとらえ 
その無限のネットワークへとアクセスすることで 
認識の限界を超えられるという 

その主張は 
「私たちは、空間の内部に存在する物体ではなく 
意識的主体を基盤とし、世界全体がこの意識的主体から構成される」 
「時空や物体ではなく意識こそが根本的な実在であり、 
それは意識的主体のネットワークとして定義される」というもの 

それによって 
意識的主体同士の結びつきによって無限の主体が導かれ 
神的宗教的なアプローチというのではなく 
科学とスピリチュアリティの間にある壁も超えることができる 
無限の主体のネットワークにアクセスすることで 
相互作用を記述する科学の構築が可能であり 
その「科学的神学」とでもいえるものを構築し得るというのだ 

ちょっとした壮大な理論ともなっているが 
少なくとも私たちは世界を 
ありのままあるがままには見ていない 
もちろん自分のことも同様である 
少し考えるだけでもそれは疑えない 

そして私たちは一人ひとり 
それぞれの「界」のなかで意識の主体として生きている 
いま見ていると思いこんでいる世界を超えるために 
その潜在的な可能性を開いていくための方法を 
検討していくことはとても魅力的だ 



「いかなる誤った前提が脳と意識の関係を解明する努力を妨げているのか？　私の考えでは、その前提とは、「私たちは実在をありのまま見ている」というものである。

　もちろん、あらゆる実在をありのままに見ていると考えている人はいない。」

「だが私たちのほとんどは、正常なケースでは自分たちがある範囲の実在をありのまま正確に見ていると考えている。」

「自然選択による進化が、「私たちが実在をありのままに見ている可能性はゼロである」という、直観に反する原理を導くことを見ていく。この原理は、味、におい、色のみならず形、位置、質料、速度、さらには空間や時
間にさえ適用される。私たちは、いかなる実在もありのままには見ていない。」

「私たちのほとんどは、通常は実在をありのままに見ていると考える。私たちがリンゴを見るのは、ほんもののリンゴが存在しているからである。多くの科学者は、それが進化のおかげだと考えている。正確な近くは適応度
を高める。ゆえに自然選択はそれを選好する。そのことは、とりわけホモ・サピエンスのような大きな脳を持つ生物には妥当する。神経科学者や知覚の専門家のほとんどは、その見方に同意する。ときに彼らは、「私たちの
知覚はリアルな物体の形や色を回復する、あるいは再構築する」と言う。あまりにも当たり前なので、いちいちそのように言わない人も多い。」


「自然選択をめぐるダーウィンの考えはＦＴＢ（適応は真実に勝る）定理を生み、ＦＢＴ定理は「空間、時間、色調、彩度、明るさ、肌理、味、音、におい、運動などの知覚の語彙は、実在をありのままに記述することがで
きない」という結論を導く。それは、単に特定の知覚が間違っているという意味ではない。そうではなく、それらの言語によって表現されるいかなる知覚も、正しくはあり得ないということだ。ＦＴＢ定理は、専門家であろ
うがなかろうが、人々の心に深く根差した直観に反する。」

「真正な知覚は、強弱に応じて三つの概念が考えられる。もっとも強い概念は「全知の実在論」で、私たちは、あらゆる実在をありのままに見ている」と考える。次に強い概念は「素朴実在論」で、「私たちは、すべてでは
なく一部の実在をありのままに見ている」と考える。もっとも弱い概念は「批判的実在論」で、「私たちの知覚の構造は、実在の構造の一部を保存する」と考える。」

「ＦＴＢ定理は、知覚経験の内容を特定しない。経験は、その内容が何であれ真正なものではないと結論づけるだけである。」

「ＦＴＢ定理は直観に反する。真ではない知覚が、どうして有用になりうるのか？　それを理解するためには、直観は導き手を必要とする。」

「人間の脳は伝統的に、時計、電信や電話の交換台、コンピューターなど、最新のテクノロジーにたとえられてきた。この伝統に沿って、ここで私は知覚の荒屋棚たとえを提起しよう。それは、「各知覚系は、ラップトップ
パソコンのデスクトップ画面のように、一つのユーザーインターフェースをなす」というものだ。このインターフェスは自然選択によって形づくられ、生物種ごとに、さらには同じ生物種でも個体ごとに異なりうる。私はこ
れを知覚のインターフェース理論（ＩＴＰ）と呼んでいる。」

「ＦＢＴ定理によれば、人間の感覚が自然選択によって形作られたのなら、私たちは実在をありのままにみていない。ＩＴＰによれば、私たちの知覚は人類固有のインターフェースをなす。また知覚は実在を隠し、子どもを
生み育てることを支援する。時空はこのインターフェースのデスクトップ画面であり、物体はそのなかのアイコンである。」


「世に出回っている一元論は、物理主義だけではない。意識的経験と、それに基づいて行動する意識的主体が存在することを認めるなら、私たちは、空間の内部に存在する物体ではなく意識的主体を基盤とし、世界全体がこ
の意識的主体から構成されるとする、意識に関する科学的理論を構築することができる。」

「もちろん私たちは、（引用者註：二つの意識的主体だけではなく）三者、四者、あるいは無限の主体から構成されるネットワークを持つ、もっと複雑な世界を考えることができる。ある主体がネットワークの内部で知覚す
るあり方は、他の主体がいかに働きかけてくるかに依存する。私はこの一元論を「意識的実在論（コンシャスリアリズム）」と呼んでいる。コンシャスリアリズムとＩＴＰは互いに独立した仮説であり、したがってたとえば、
「私たちの知覚インターフェースの背後にある実在は、根本的に意識的なものではない」と主張したければ、それはそれで可能である。（･･･）

　コンシャスリアリズムを科学にするためには、意識的経験、意識的主体、そのネットワークと動力学を記述する数学的理論が必要になる。そして、いかに意識的主体が時空、物体、物理的ダイナミクス、進化的ダイナミク
スを生み出しているかを示さなければならない。私たちは量子論、一般相対性理論、さらにはそれらの理論の数学的に正確な一般化に立ち戻らなければならないのだ。」


「コンシャスリアリズムは汎心論ではない。その主張は、鏡を覗き込むことでよく理解できる。そこには、自分の目、髪、皮膚、歯など、馴染みのものを見ることができる。だがそこに見ていないものは、無限に豊かで、同
様に馴染みのある意識的経験の世界である。そこには夢、恐れ、願望、音楽やスポーツへの愛情、喜びや悲しみ、唇の穏やかな圧力や温かさなどといったものが含まれる。鏡の中に見る顔は三次元のアイコンであるが、私た
ちは、その背後に三次元を超えた意識的経験の生き生きとした世界が存在することをじかに知っている。このように、人の顔は意識的経験の豊かな世界へと開いた小さな門（ポータル）なのだ。」

「私たちは騙されてきた。つまり、自分たちのインターフェースの限界を実在に対する洞察だと勘違いしてきたのだ。知覚や記憶の能力には限界がある。しかし私たちは、それらの能力の限界を超える複雑さを持つ意識的主
体から構成される無限のネットワークに組みこまれている。したがって私たちのインターフェースは、この複雑さのごく一部以外はすべて無視し、そのごく一部に対しては、自己の能力を賢明に行使しなければならない。」

「知覚のインターフェース理論（ＩＴＰ）によれば、私たちと実在のあいだには間仕切り、つまりインターフェースが存在する。この間仕切りを突き破って実在を垣間見ることは可能なのだろうか？　コンシャスリアリズム
は、「イエス。私たちは実在に遭遇したことがあるし、それは私たちに似ている」と答える。私たちは意識的主体であり、よって実在である。インタフェースの埒外には、カント的な本体、つまり私たちの探求をまったく受
けつけない永遠の謎が存在するのではない。そこには自分たちに似た主体、意識的主体が存在する。その多様さは、これまで地球上に誕生し、かつて存在したことを示す無数の化石化した形見を地層に残してきた生物の目の
くらむような多様性をはるかに凌駕する。未知の色を、一つも具体的に思い浮かべることができない私たちは、この多種多様な主体が享受しているさまざまな経験の、ほんの一部を思い浮かべることができるにすぎない。し
かしその多様さにもかかわらず、それらの多種多様な主体と私たちは、主体、それも意識的主体であるという一つの事実を共有している。」

「コンシャスリアリズムは、人間の想像力には限界があるとしても、実在、意識的主体、そしてそれらのあいだの相互作用を記述する科学の構築が可能であると主張する。」

「コンシャスリアリズムは、「時空や物体ではなく意識こそが根本的な実在であり、それは意識的主体のネットワークとして定義される」という大胆な主張を提起する。」

「私はまた、コンシャスリアリズムによって科学と精神性（スピリチュアリティ）のあいだに立ちはだかる壁を突き破ることができると考えている。」

「私は、意識的主体同士が結びついて、漸次的に複雑な意識的主体が形づくられていくと述べた。このプロセスは、経験、決定、行動に関して無限の潜在性を持つ無限の主体を導く。無限の意識的主体という概念は、神をめ
ぐる宗教的な概念に似ているように聞こえるかもしれないが、意識的主体が正確な数学的記述の対象になると考える点で決定的な違いがある。私たちは、そのような無限の主体や、それと私たちのような有限存在の関係を記
述する原理を証明することができる。そしてその過程で、科学的神学とでも呼ぶべきものを構築していける。」

「科学的神学に基づく神の理論には、物理法則を無視する魔術師を仕立て上げる必要はない。その法則は非意識的な実在ではなく、有限が無限かを問わず、ホモ・サピエンスの持つ時空インターフェースの言語やデータ構造
に投影される意識的主体のダイナミクスを記述する。」
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■土居健郎「人間理解の方法−−−−「わかる」と「わからない」」
　（一九八〇年（昭和五十五）東京大学）
　（『日本の最終講義』角川書店　2020.3 所収）

わかる 
は 
わからない 
から生まれる 

わからない 
が 
わからないと 
わかることが 
妄想になる 

わからない 
を 
経ていない 
わかる 
は 
わかろう 
という 
プロセスが欠けている 

わかろうとして 
わかるために 
孤独のなかで 
わからないをあたため 
そこから 
わかるための種を 
じっくりとと育てていく 

そこからしか 
わかる 
は 
生まれない

集団の思考とは 
そういうものだ 
という思考だから 
そこには 
わからないはない 
はじめから 
わかるだけがある 
集団の妄想である 

そこには 
わからないは 
ないから 
そこにない思考は 
排されるしかない 
わからないのは 
ただ不快なだけなのだ 
そしてそこには常に 
わからないものに対する 
争いがうまれる 

ひとを 
わかろうとするのは 
わからないから 
わかろうとするのだ 
最初から 
わかった気でいると 
わかることは生まれない



「「わかる」という日本語の言葉ですが、これはご存じのように「わける」「わかれる」「わかつ」などとともに、すべて同根の言葉ですね。「わけがわからない」という場合の「わけ」もこの「分（わ）
く」の連用形が名詞化したものです。そこで「わかる」というのは、「分ける」「区別する」「別れる」もそうですが、区別のニュアンスを持っていることになります。「わからない」という場合は、曖昧
模糊として区別がつかないわけです。そういう曖昧模糊としてわからないところから「わかる」ところが出てくるわけですね、「ああこれだ」「これなら知ってる」、「わかる」というのはそういう意味内
容を持つ言葉のように思われます。」


「診断と分類は私の専門でないから詳しいこよを言えないけれども、私の臨床の経験の上で、自分でこう考えると非常に便利だという考え方があります。それは（･･･）、自然科学は同定の意味でのアイデ
ンティフィケーションが基礎ですが、精神医学は同一化のアイデンティフィケーションが要るわけですね。あるいは同一化を使って同定するといってもいい。なぜそうかというと、われわれが世話する相手
もわれわれと同じ人間だからですね。われわれと同じように、わかったり、わかられたり、そういう人間だからですね。

　そこでこういうふうに考えると非常に都合がいいんじゃないかと思うことがあります。すなわち神経症群の人は「わかってほしい」という気持ちを持って医者のところへ接してくる人たちである。こうい
うふうに理解すると非常にわかりやすい。もっとも患者が何をわかってほしいかということは、本人自身もよくわからないんだけれども、まあ苦痛をわかってほしい、と考えてもいいでしょう。それから
パーソナリティ・ディスオーダー（人格障害）の人は、わかられたくないという気持ちをひそかに持っている。自分の弱点、自分のくせといってもいいけれども、そういうものは秘しておきたい、それが出
ることを恐れている、こういうことのように思います。それから躁うつ病の人は、わかられることを期待しないことが特徴的です。躁病でもうつ病でも典型的な場合には自分を説明しようとしないですね。
しかし躁病の場合は目立つから問題はありませんが、うつ病の患者をときどき見落とすことがあるのは、彼らは自分の気持ちを進んで説明しようとしないからです。相手が自分の苦痛をわかるとは思わない
わけです。もつともデプレッシヴになってもニューロティック・デプレッション（neurotic depression）という場合には自分の気持ちを訴えます。けれども、本当の、という言い方は変なんだけれども、大
体本当に苦しい人間は余りものを言わないものですね。これは皆さんもそういう苦痛を経験するとわかるんじゃないですか。（･･･）

　ところで分裂病の人は、これからいうことは私の標準なんで、これが万国共通ということではありませんよ。どうも分裂病の人は自分の心が自分の意志に反してわかられているという風に信じるらしい。
（･･･）私はこのところが一番重要なメルクマールではないかと思っています。しばしば面接している患者が「先生、ご存じなんでしょう」というふうに反応することを多くの精神科医は経験していると思
います。」


「図１の真ん中に書いた輪は、ただ「わかっている」と記されていますが、これが曲者なんです。なぜかというと、さっき言ったように、本当にわかるためには「わからない」というところを一辺くぐらな
いと「わかった」ことにはならない。「わからない」ところから区別されて「わかる」というのが出るんです。ところが非常にしばしば、漠然と、「ともかくわかっている」、「絶対そうなんだ、何といっ
たってそうなんだ」というわかり方をする場合があります。−−−−いうなれば妄想的です。そしてそういうわかり方をする人たちを従来の言葉でパラノイア（paranoia）と呼んでもいいでしょう。なお図の中
でそれぞれの輪が重なっていますが、これは精神科の主な診断は、どうも疾患単位の診断じゃなくて、類型診断だから重なるんです。そこから当然、最近しばしば論じられる境界例というものが出てくるこ
とがおわかりでしょう。」


「精神科的な問題を持っている人はすべてパッシヴ（受身的）であるということができます。自分から「わからない」と考えたり、そのために「わかろう」とするところがないんです。そこでわれわれ医者
ないし精神衛生の専門家として患者に働きかける際に一番大事なことは、彼らの心に自分から「わかろう」とする気持ちが呼び醒まされるように指導することです。しかしそのためには「わからない」とい
うところがまずわからないと困る。精神療法の勘所というのは結局そこなんだろう、こういうふうに私は考えています。」


「いまただ「わかる」ということだけでは非常に危険であると言いましたが、このことについてオイゲン・ブロイラー（E.Bleuler）という有名な精神科の医者の言葉を紹介したいと思います。彼は分裂病と
いう名前をつくった人で、またいまは人口に膾炙している自閉症という言葉がそこから出て来た自閉思考（das autistische Denken）の概念を最初につくった人です。この人が晩年に“Das autistisch-

undisziplinierte Denken”と題した本を書いています。英語でいえば“The autistic undisciplined thinking”日本語でいえば「自閉的生半可な考え」、半可通の考えですね。彼はこの本で何を言おうとしたかとい
うと、分裂病を論じているんじゃないんです。普通の人間がいかに生半可なわかり方をして平然としているか、医者も御多分にもれないということを論じたわけです。これは非常に重要なことです。人間は
馴染んだものに執着して、馴染まないものを否定する傾向があるんですね。これは初めから「馴染む」と「馴染まない」で始まるからそうなんですけれども、その場合「馴染まない」ものに対して「わかろ
う」とする姿勢をなくしてしまう。妄想に発展する場合がそうでしょうし、人間の集団思考というものが大体そうなんですね。

　日本人はよく集団志向的だといわれますが、もちろん集団が悪いわけではない。大体集団がないと人間は生きていけないし、われわれが診る患者さんは大体集団生活に失敗している人たちです。それなら
ば集団さえうまくいけないいかというと、そうではない。集団生活の危険は集団思考に陥ることです。集団の中だけが正しくて、外はみんな悪くなってしまう。これはわれわれが常に心しなければならない
ことです。」

「日本の集団は同心円的な集団になるか。寄り合い世帯になるか。どっちかですね。いろいろ集団があっても。同心円的に重なるか、あるいは寄り合っているだけで、集団同士がクロスしない。（･･･）集
団がクロスするような機構ができないと社会全体のバランスがとれないのです。たしかに精神衛生のために集団は必要だけれども、しかし、集団の最大の罪悪は戦争ですからね。戦争までいかない集団憎悪
は私たちの周囲にもいくらでもあります。ですからそこかで集団を超越できるのでなければならない。少なくとも患者を診るためにもそこのことが必要でしょう。孤独を経験し、それに堪えることをしない
人間は精神家の医者として、あるいは精神衛生をやる者としては不適格ではないか、私はこう思うくらいです。」
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■「Ｗｅｂでも考える人」より
　今福龍太×真木悠介「宮沢賢治の気流に吹かれて」
　第1回　互いの湖を呼応させる　2020年10月30日
　第2回　人類の絶滅への想像力　2020年10月31日
　第3回　賢治が夢見たユートピア　2020年11月1日
https://kangaeruhito.jp/interview/18624

光にばかり眼を向けると 
影を見なくなる 

ほんとうは光は見ることができない 
影があってはじめて 
光の照らすものを見ることができる 
影をなくした人間はもう人間ではない 

図ばかりを見ていると 
地のことがわからなくなる 

自我を図とすれば 
地はそれを成り立たせているものだ 
地のことを忘れてしまった図は 
記憶喪失のように図であることができなくなる 

人間ばかりを大事だと思うと 
その他の存在がないがしろにされる 

ヒューマニズムはエゴイズムになりやすい 
エゴイズムになったとき 
人間以外の存在は人間の道具になる 
そして自分以外の人間さえも道具にする 

賢くなろうとしすぎると 
デクノボーであることができない 

じぶんのなかの無知や愚が見えなくなったとき 
それらに照らされてはじめて得られる知も知恵も 
ブレーキのない車のように 
ただみずからの利や評価や権力に向かって 
とりかえしのつかない愚かさを暴走させてゆく 

自我の時代は難しい 
自我は与えられたばかりだ 
もうそれを手放すことはできない 
武器が与えられれば 
それを使わないではいられなくなるように 
その使い方が未熟であればあるほど 
その武器は破壊的に働く 
危険だからと集合的な自我へと逃げれば 
自由をなくしたロボットになる 

愚者になれる知恵を得るために 
人はデクノボーにならなければならない 
ひとより賢いとか偉いとか思ったとたんに 
デクノボーは姿を消してゆく 

https://kangaeruhito.jp/interview/18624


（「第1回　互いの湖を呼応させる　2020年10月30日」より）


「今福／インディオの目線は非常に示唆に富んでいますね。真木さんが『気流の鳴る音』で書いておられ、ぼくもメキシコで暮らす中で実感したことですが、彼らの物の捉え方は近代的な「図」と「地」の構図をひっくり返
すところがありますね。われわれは背景を「地」、そこに描かれている絵柄を「図」として認識します。「図」と「地」の関係はそのまま、「光」と「影」の関係と言い換えてもいいでしょう。普通は「図」や「光」の方に
有意性を見出し、「地」や「影」の方はネガティブなものとして処理される。

真木／西洋では光が知恵や価値のメタファーとしても理解されていますね。「啓蒙」を表す “enlightenment” という英単語が象徴的です。日本語にすると、「光を与える」という意味だから。

今福／それに対してインディオは、むしろ影の方にこそ有意性を見出します。そして、今日の主題にも引きつけて言うと――宮沢賢治にも同じような視線を見ることができるのではないかと思います。」

「今福／真木さんが本名の見田宗介名義で書かれた『宮沢賢治――存在の祭りの中へ』（岩波書店、一九八四）は、賢治を媒介にしながら自我というものを根源的に問い直した本でした。まさに従来の哲学は、人間の自我や
人間精神を「図」として中心に据え、自然を含めた「地」の部分を人間が存在するための条件として後景に退けていました。そうした構図を反転させる契機を賢治の思想が孕んでいたのではないかと考え、ぼくは真木さんの
問題提起を引き継ぎつつ、今回の『宮沢賢治　デクノボーの叡知』で根源的なヒューマニズム批判を試みたんです。ヒューマニズムは一般に人道主義と訳されますが、その背後にあるのは人間中心主義――あらゆる生命系の
中で、人間を常に優位に置く思想です。したがって、ヒューマニズムに即した人間観というのは、それがどんなに倫理的なものであったとしても、「地」の部分を疎外する面があるのだと言わざるをえません。」


（「第2回　人類の絶滅への想像力　2020年10月31日」より）


「今福／現代を生きるわれわれは人命の喪失にたいして過度に感情的な受けとめをしがちで、自分の肉親、とりわけ子供の命が失われることが究極の悲劇として捉えられます。過剰なまでの悲嘆と哀悼の意識は、失われた生
命が自らの所有物であるという潜在的な感覚と強く結びついていると言ってもいいでしょう。今回ぼくが宮沢賢治について深く考えることになったきっかけには、本書の「序」でも述べたように、二〇一四年に起きた御嶽山
の大規模噴火の受け止められ方への違和感がありました。噴火によって多くの生命が失われたとき、メディアはそれを被災という側面だけから捉え、修羅が営まれる人間の生が、火山そのものの存在を組み込んで成立してき
たという事実を顧みることはありませんでした。

　しかし、東北人であった賢治の周辺には火山がつねに煙を吐き、過去の大噴火によってできた複雑で豊かな地形がたくさんあって、彼はしばしばそうした火山弾や火山礫である大石の傍らに行って、長い歴史を語る溶岩の
声に耳を傾けていたのです。」

「真木／おっしゃる通り、今の社会を覆っているのはヒューマニズムというより人間中心主義だと思います。今福さんが今度の本の中で詳しく論じている石牟礼道子さんも、ヒューマニズムに警鐘を鳴らした作家でした。『苦
海浄土』で石牟礼さんが書くように、水俣病というものが明らかになる何年も前から、漁師は魚たちの泳ぎ方がどこかおかしいことに気づいていたんです。魚の次には猫が狂って踊り始め、今度はカラスが変な飛び方で落ち
たりもした。それでも、行政をはじめ一般市民はそれがまさか人間にまで波及するとは思っていなかったわけですよね。あくまで人間社会の外側で起きていることだと、甘く見積もっていた。でも、もしも動物の世界が人間
の世界とも繋がっていることを敏感に察知していたら、排水内のメチル水銀の量を早い段階で調べられたでしょうし、水俣病の被害はあそこまで拡大しなかったはずなんです。

　ですからぼくに言わせると、真の意味のヒューマニズムというものは、人間だけが大事だと考えたらそもそも成り立たないんです。動物たちをないがしろにする態度から水俣病が発生したことからもわかるように、本当の
人間主義は人間主義を超える感覚によってしか支えられない。そうした逆説について考えることが大切なんじゃないでしょうか。」


（「第3回　賢治が夢見たユートピア　2020年11月1日」より）


「今福／『気流の鳴る音』には、「統禦された愚」と題された章がありますね。人間が何かをするということはそれ自体すでに愚行なのだけれども、知者はそのことをちゃんと自覚している――インディオの呪術師ドン・
ファンの言葉から、真木さんはそうした結論を導き出します。ドン・ファンは、自分の行為にたいして意味や価値を求めるなんて愚かなことだと言うわけですね。だから、それが愚行であることを知り、コントロールしなけ
ればいけないと。「統禦された愚」という概念は、「知ある無知」ともとても近い考えだと思います。そしていかに知者であろうとも、解脱と執着のあいだで完全に解脱の方に振り切るのは不可能である。デタッチメントと
アタッチメントの狭間で、自らが中間状態にいるという自覚のもとで生きるしかないのだと真木さんは書かれていましたね。」

「真木／今度の今福さんの本でもう一つ重要なのは、副題にもある「デクノボー」、つまり愚者の存在です。今福さんも書かれている通り、ぼくも愚者にこそ希望があると思う。ここで言われている愚者というのは、必ずし
も「賢い人」の逆ではないんですよね。「利口な人」の逆とは言えるけれども。元をたどれば誰でも愚者で、つまりそれが我々人間のベースです。しかし、成長するにしたがって利口な知恵がついて近代的な人間へと変化し
ていき、その最終形態がホモ・エコノミクス（経済人）だと言えるでしょう。」

「今福／ぼくは本の中で「賢さ」ではなく「賢しさ」という表現を使いましたが、ホモ・エコノミクスが優位に立つ今の社会においては、生き延びる上である種の悪知恵、狡知が求められるところがある。そうした賢しさ、
狡知をはたらかせねば生きていけないという抑圧によって、世界に対する感応の力が押さえつけられているという印象は否めません。でも真木さんがおっしゃる通り、本来は誰の中にも愚者は眠っているんですね。それを発
掘して表に出すのは容易なことではないかもしれませんが、自分の中にも愚者がいるという気づきはギリギリのところでの希望です。その希望が、賢治が夢見たユートピアに繋がるのかもしれません。」




☆mediopos-2184　　2020.11.8

■古谷嘉章
　『人類学的観察のすすめ／物質・モノ・世界』
（古小烏舎　2020.11）

ふと入沢康夫の「平原の街づくり」という 
詩の最初にあるところを思い出した 

「少なくとも季節のめぐりを学ぶために 
　遠い国々までも旅する必要はないであろう」 

遠い別世界に出向いて調査し報告するだけでは 
人類学であるとはいえない 
それは「私たちの世界」をそれに照らして 
あらたな視点でとらえるための一つの方法にすぎないから 

私はいつも私とともにいて 
あえて「未知」だとはとらえていないけれど 
その私こそが永遠の謎であるように 
「私たちの世界」もまた 
「ひとつの摩訶不思議な別世界」であり 
そのことに気づくことからすべてははじまってゆく 

別の環境に 
見知らぬ場所に 
そして遠い別世界に行くのは 
何の変哲もなく見慣れすぎた世界を出て 
あらたなものに出会いあらたなじぶんを見つける 
そうしたあたりまえすぎる行為でもあるのだろうが 

ほんとうに「遠く」へ行こうとするならば 
私の指さした彼方の無限遠点にある 
私の背後の世界をこそ探求する必要がある 
それは私のもっとも近くにあるけれど 
もっとも遠い場所でもあるのだから 

そのあまりの近さのために 
ひとはみずからの未知に気づけないまま 
遠くへ遠くへと古い自分を運びながら 
ぐるぐるとおなじところを回遊してしまう 

けれど今ここの世界は 
視点を変えるだけでも 
それまで見えなかった姿をあらわしてくれる 

世界にはさまざまな周波数の電波が飛び交っていて 
特定のそれを受信するためには 
それにチューニングすることが必要であるように 
世界は多層的に存在していることを知れば 
ある層を見るためには 
それへのチューニングが必要であることがわかる 

私たちはからだをもって 
そのなかに生命を宿らせているという視点を逆にすれば 
生命のなかにからだがあるという視点を持つことができる 

そのように 
私たちにとってあたりまえだと思いこんでいること 
普遍的で誰にとっても同じだと思いこんでいること 
そうしたことから自由であるためには 
どこか別の場所へ行ってそれを見つけるよりも 
じぶんという未知に出会い 
そこで展開されている不思議に気づかねばならない 

どんなにたくさん「観察」したところで 
ひとつの視点ではひとつの世界変わらない自分しか見えない 
重要なのは視点を多次元化多層化することなのだ 



「私が専門とする文化人類学という学問は、慣れ親しんでいるのとは別の世界に赴いて現地調査（フィールドワーク）を行い、そこでの見聞をホームに戻って来て報告する。しかし実は、それではまだ道半ばである。本当の目
的は、「私たちの世界」もまた、自分が慣れ親しんでいるので特別だと思いがちだが、実はひとつの摩訶不思議な別世界であることに気付くことである。そのための本書では、遠くの社会に赴かないわけではないが、むしろ、
当たり前の身の回りの世界に、いろいろな方向から手当たり次第に観察の目を注いでみたい。」


「二〇一〇年の「物質性の人類学に向けて−−−−モノ（をこえるもの）としての偶像」という論文で、「物質性（materiality)にアプローチする手掛かりとして、三つの問題系を提案した。①「世界は人類にとってどのような条件
か」という「物性」(physicality)の問題系、②「人間は世界をどのように経験し、どのように働きかけるのか」という「感覚性」(sensuosity)の問題系、③「人間はどのような世界に住んでいるのか」という「存在論」(ontology)
の問題系がそれである。さらに二〇一一年から一五年まで国立民族学博物館で共同研究を組織し、その成果を二〇一七年に『「物質性」の人類学』という論文集として発表した。しかし、問題の所在を理解してもらうのは難し
かった。そこで、具体例をふんだんに盛り込んだデモンストレーションによって、観察＋考察のエクササイズを実演してみせることがまず必要であることに思い至った。

　本書の構成も、ほぼ前述の三つの問題系に沿っている。序盤では、私たちを取り巻く環境やモノ作りに注目して、「世界（のもの）の物性がどのように人間の活動を可能にし、あるいは制限しているのか」、中盤では、道具
が体や触知性を焦点化して「物質世界と人間の関わり合いの多彩な様相」、終盤では、見えないものや異界にまで対象を広げて「日常的には気付いていない世界の別の側面、あるいは世界の別の在り方」というテーマに光を当
てている。

　私たちはなんでも分かった気になって、自分が生きている世界の底知れぬ不思議さに気づいていないのではないだろうか。（･･･）私たちが当然視している「この世界」は、普段とは違った見方で観察してみると、突然別の容
貌を露わにしたり、驚嘆すべき光景を開示したりする。退屈している暇はない。私たちの生きている世界そのものが奇蹟なのだ。」


（「62　夢幻能−−−−ワキの目に映る世界を見物する」より）


「ワキ役の能楽師である安田登によれば、「ワキとは「分ける」人であり、そして「分からせる人」であり、ワキが観客に「分からせる」のは「シテの正体」なのだという。では、観客はなぜシテつまり主役の正体が分からな
いのか、ワキはどのようにして分からせることができるのか。この辺りが実は、「夢幻能」とよばれるジャンルの核心になる。

　「ワキが異界の住人であるシテと出会う物語」というのが、安田さんによる「夢幻能」の定義である。しかしシテの多くは「神様や幽霊などの不可視の存在」なので、私たち観客はシテ方の演ずる神霊も、その神霊の住む異
界も見ることができない。では私たちが実際に舞台の上に見ているものは何なのか。実はそれは、特別な能力を備えたワキの目を通して見えた光景であり住人なのである。一言で言えば、ワキは、通常は不可視のものを私たち
が見ることを可能にする装置なのである。」

「夢幻能は、目の当たりにしている現実がじつは層をなしていて、常人の目には見えていなくとも別の層が同時に存在していることを実感させてくれる稀有な体験なのである。その別の現実を「異界」と名付けることは可能だ
が、見えないだけで思いのほか近くに存在しているらしいので、むしろ同一の現実の「異層」と呼ぶくらいが相応しいのかもしれない。」


（「70　世界そのものが生きている−−−−人類学者インゴルドの世界像」より）


「一言でいえば「万物生成於天地之間」(the becoming of things in the erath-world)(Making)。これがインゴルド人類学のエッセンスであろう。

　この代替的世界像は、人類学者が世界各地で出会って「アニミズム」と名付けた考え方に近いように見えるが、この語を、人間だけがもつ魂を人間以外の万物へと拡張する擬人化を指して使うなら、インゴルドは自分の考え
とは違うと言うだろう。彼の意見では、「生きている」(animacy)という属性は、そもそも生成する世界そのものの属性であり、その世界に住む人間も分かち持つ属性だからである。「ものが生命の中にある」（Things are in 
life.）のであって、「生命がものの中にある」（Life is in things.）のではないというのがインゴルドの格言なのである（Erath.Sky,and Weather）。


（「71　世界は物質の流れのなかにある−−−−作ることと生まれ育つこと」より）


「私たちの生きるこの世界は、変化することのない静止した死の世界ではなく、ありとあらゆるものが生生流転・千変万化の流れの中にある。あるときは人間が創り出したモノとして存在したものが、別のときには、半壊の、
あるいは元の姿を留めない生の物質の姿をさらしているかもしれない。あるときまで人跡未踏の地中深くウラン鉱石として眠っていたものが、人間が介在することによって核弾頭の主要パーツへと変ずることになるかもしれな
い。構想→製作→完成→経年変化→解体というモノ（object）の「生涯」だけでなく、一時も止まらず終着点に到達することもない物質（matter,material）の「生涯」の総体として世界をとらえてみよう。人為的に、それまで
存在しなかった類のモノを作り出すという人間が誇る創造行為の価値は、どれだけ強調しても強調しすぎることはない。しかしその一方で、そうした意図的製作行為は、人間が意図的に介在することなく物質世界で進行してい
るプロセスと切りはなされているわけではないのである。人間の文化的営みは、世界の生生流転・千変万化のプロセスに包摂されている。そのことを忘れてはならない。」


（「72　マルチナチュラリズム−−−−人類学者ヴィヴェイロス・デ・カストロの世界像」より）


「「多自然主義」(multinatrakism)という言葉が、大抵の人にとって初耳だろう。人類学者Ｅ・ヴィヴェイロス・デ・カストロは、南米の先住民族インディオの諸文化には「パースペクティヴィズム」(perspectivism)という思想
が共通していて、その特徴として「多自然主義」があるという。それは「多文化主義」(muliculturalism)を反転したもので、単一である文化に対し自然は複数だとする考え方だが、奇妙に聞こえるだろう。文化は意味づけや価値
観だから複数でもよいが、自然は普遍的で誰にとっても同一だと多くの人は信じているからである。」

「少なくとも、「私たちの生きるこの世界」「普遍的な単一の自然」「誰にとっても同一の物質」といった、真剣に検討することもなく私たちが受け入れている暗黙の前提について、自らの体験に照らして具体的に再審理を試
みること。そこから始めなければ、人類学は人類学たりえないだろうというのが、現時点で私の辿り着いた考えなのである。」




☆mediopos-2185　　2020.11.9

■鷲谷 洋輔「言葉にしないことの力」
（トイ人「コラム」より）
https://www.toibito.com/column/social-science/sociology/2567

「語り得ぬものについては沈黙しなければならない」 
「私の言語の限界が私の限界を意味する」 
ウィトゲンシュタインは『論理哲学論考』でこう記した 

すべての出来事や経験は 
その都度一度きりのものであるにもかかわらず 
それが言葉にされたとき 
一度きりのものではななくなっている 

言葉で表現される概念やカテゴリーは 
抽象化され共有され得るものだからだ 
しかもその共有されるはずのものでさえ 
誤解のもとにあることは言うまでもない 
言語ゲームのような単純化された言語使用でさえ 
伝えられるものと伝えられないものがある 

正確に伝えようとして 
経験を事細かく分けて 
その複雑さを多くの言葉で表現しようとしても 
そのことそのものが 
ほんらい生きた全体である経験を 
切り刻んでしまうことになり 
経験そのものがそこからは失われてしまうことになる 

言葉では伝えにくいものを 
映像化して説明することができるとしても 
それは外的な動きを見せるだけで 
経験することそのものではない 
食べることを映像化しても 
それを食べるという経験にはならないように 

経験してからでなければ理解のできないことを 
言葉でどのように説明できるのだろうか 
また表現された言葉のなかで 
どのようにそれを理解の助けにできるのだろうか 

語れることなどない 
語れないのはじぶんの限界だ 
そう言うこともできるのかもしれないが 
言葉には言葉でしかできないことがある 

そして視点を変えるならば 
ぎりぎりのところで言葉にされたものから 
言葉にされなかったものこそを 
読み取ることが重要だともいえる 

行間のような 
言葉と言葉の間の広がりはもちろんだが 
それをさらに超え 
いってみれば映され／写されたかたちの 
言葉となるもとの光源にある一度きりのものに 
目を向けるということ 

言葉にとらわれることではなく 
言葉から手を放すことでこそ 
言葉のなかに 
そして言葉の外に 
表れてくるものを感得する力を得ること 

ランボーが望んだVoyan（ヴォワイヤン＝見者）も 
ほんらいはそうした力を 
ポエジーというポイエーシスにおいて 
体現しようとする者のことではなかっただろうか 

https://www.toibito.com/column/social-science/sociology/2567


「あれはいったい何だったのだろう。道場からバス停までの道のり、固くしまった雪の上にうっすらと積り始めた雪の上を進みながら、私の意識はさっきの稽古での乱取りを振り返っていました。正面に立つミロザの残
像。組み合う直前、手のひらで胸を突かれた。その直後に自分のからだは投げられていた。手のひらの一撃、あれは崩しだろうか。とすれば、あの動きが来たら別様に反応するしかない。なんとかして「あの技」を防ぎた
い。それにしても、あれほど投げられるとは……。」

「ミロザにしたたか投げられたとき、そこにあったのは不思議な体感でした。私はできる限りの仕方で投げられまいと必死でした。まさにそのことによって、私は進んで投げられたのです。投げていたのはミロザだけでは
ありません。自分もまた、投げられまいとしながら自ら投げられ、つまりは自らを投げるとでもいう出来事に加担しているかのようでした。「あの技」について書き出すほどに、整合性のない、アンビバレントなものとし
て体感が浮かび上がってくるのです。


「動きを言葉で捉えることの困難について、ドイツ出身の哲学者オイゲン・ヘリゲル（1884-1955）の経験を参照しながら考えてみましょう。1940年代に東北帝国大学に滞在していたヘリゲルは、６年間にわたって弓術を学
びました。指示したのは弓聖と呼ばれた達人、阿波研造（1880-1939）です。ヘリゲルの著した『日本の弓術』には以下のような描写があります。


　「放れ」を待つことができないのは、ヘリゲルが自身から離れていないからだと言う阿波研造。弓を引くのは目的に対する手段のはずだと考えるヘリゲルは、この説明に納得がいきません。的に当てるために弓を引くの
ではないかというヘリゲルに、阿波は声を上げて答えます。弓の道には目的も意図もない。的に射当てるために矢の放れを習得することを目指す限り、「放れ」は成功しない。そのために正しく待つこと。自分自身と自分
のもの一切を捨て去ること。ヘリゲルがなお、意図しながら意図しないようにすることの不可解を表すと、阿波は、そんなことを尋ねた弟子は今までいない。だから自分は正しい答えを知らないと応えます――。


「アンリ・ベルクソン（1859-1941）の思考は、こうした体感と言語のアンビバレントを考える一つの足掛かりになるかもしれません。


　海の底に投げ込まれた測深器が流動体を持ち帰ると、すぐに太陽がこれを乾かして固いばらばらな砂の粒にしてしまう。（ベルクソン2001:246）


　海の底から引き揚げられたものが乾かされ、ばらばらの砂粒になるように、動きはひとたび言語化されるとその動性を失います。ベルクソンはこのことを「時間の空間化」と呼びました。空間化はひとの思考の癖ともい
うべきもので、ベルクソンは、我々は動きそれ自体と動きが通過した空間（＝言語や数値などによって記述されたもの）を誤認しがちであると述べています。私がミロザの動きの一部を「あの技」として対象化し、分析を
積み重ねたのは正に空間化そのものでした。本来未分で一連のものだった動きをバラバラのピースに置き換え、再構成しようとする試みだったのです。仮にパズルが完成したところで、それは「あの技」そのものの再現で
はありえません。


　これに対し、言語記述を独特の仕方で迂回しようとする阿波研造の振る舞いは注目に値します。


　あなたの代りにだれが射るかが分かるようになったなら、あなたにはもう師匠が要らなくなる。経験してからでなければ理解のできないことを、言葉でどのように説明すべきであろうか。（ヘリゲル1982:34）


　誰が射るのか、というヘリゲルの問いに対して、阿波はこのように応えています。それは弓を射る主体が誰なのかという問いに直接答えていないだけでなく、さらなる言葉のやりとりを拒絶するような応答です。阿波の意
図とは、どのようなものなのでしょうか。


　阿波の振る舞い方に着目してみると、そこには「問いかけが要求してしまうような答えの様式を避ける」という見え方が浮上します。たとえば、指先の技巧によって無心の射を実現しようとしたヘリゲルから弓を取り上
げ、無言のまま座布団に座ったというエピソード。あるいは、ヘリゲルの質問に答える代わりに暗闇の中で見せた無言の射――射放たれた二本目の矢が的に的中した一本目の矢筈（やはず/矢の端の、弓弦をかけるところ）
を貫いていた――をめぐるエピソード。こうした振る舞いに見出されるのは、できる限り言語記述化しないというひとつの構えです。それによって阿波は言語記述化による分断を回避し、自らの動きを未分のままでヘリゲ
ルに伝えようとしたのではないでしょうか。


　言語記述化は、生のものを切り取り、凍らせて取り扱うような営みです。それは刻一刻と腐りつつあり、あるいは味覚と触覚の対象として別々に認識される以前のあいまいな様態を、既にそれぞれの感覚の対象として切
り分けられた形でしか想起できなくなるということです。であるなら、既にとらえたことの検証や考察ではなく、まずはとらえるということを問題にすべきではないか、と私は考えました。未分の、つまり同時に生起して
いて、その余韻が互いに溶け合うような変化をできるかぎり断ち切らずにとらえること。たとえるなら、言語をうまく扱えない赤ん坊が何かをとらえようとするような実践に注目するということです。


　これらをもとに提起されるのが、方法としての「薄い記述」の実践です。」


「薄い記述とは、とらえるということに重きを置くために、いかに記述を重ねていくかではなく、記述すること自体をいかに削ぎ落すかに焦点を当てる試みです。その実践の一つとして、私はビデオカメラを道場に持ち込
みました。映像制作自体は近年の研究にさまざまな形で取り入れられています。その背景には、言語中心主義を乗り越える方策のひとつとして映像が注目されていることが挙げられますが、一方で、言葉を補うものとして
映像を用いる限り、その映像自体は概念的な、つまりは言語記述的な議論ができないことが強調され、結果的に言語記述の重要性を指し示すという逆の事態を招来することにもなります。」


「私たちはふだん、何の疑いもなく、自分の認識や経験を言葉によってとらえています。仮に言葉にできないものがあれば、それは「言葉にできないもの」という言葉によって処理されることになるでしょう。しかし当然
のことながら、現実にあるものや出来事はすべて個別具体的で、一度きりのものです。私が投げられて感じた痛みはその時々で多様に受け取られるものです。にもかかわらず「痛み」という言葉を用いることで、私たちはそ
れらを同じものとしてカテゴリー化してしまいます。


　薄い記述の実践は、こうした「とらえかた」そのものを問いなおす試みです。といってもそれは、ただ映像にすることでも――一連の動きを切り分けてつなぎ合わせるという意味では映像も空間化に他なりません――、
言葉を用いないということでもありません。言葉の扱い方を、あるいは言葉との向き合い方そのものを変えていくこということです。研究途上のため確たるものを提示することはできませんが、たとえば、限られた文字数
で森羅万象を描き出す短歌や俳句はそのひとつのヒントになるでしょう。


　言葉を積み重ねるのではなく、言葉を削り、手放すことによって現れる景色があるのではないか。言葉にされたものではなく、言葉にされなかったものに目を向けることで見えてくる地平があるのではないか。あらゆる
ものがデジタル化され複製も再現も可能な現代において、それは、ただひとつだけのもので構成された世界、そして、ただ一度きりの経験が次々に生起している私たちの存在のあり方へと近づく方法のひとつではないかと
思います。」




☆mediopos-2186　　2020.11.10

■ダリアン・リーダー（松本卓也・牧瀬英幹 訳）
　『ハンズ　手の精神史』（左右社　2020.11）
■ジャック・ラカン 
　（ジャック＝アラン･ミレール編　 
　　小出浩之・新宮一成・鈴木國文・小川豊昭訳）
　『精神分析の四基本概念（上・下）』 
　（岩波文庫　2020.8/2020.10）

ひとは 
求め 
手に入れることを 
生きる力とするが 

それを諦め 
手放すことは 
むずかしい 

仏教では 
愛着（渇愛）をタンハーといい 
執着を生むもとでもあるが 
諦は真理や悟りを意味し 
諦めることでもある 

苦しみとは 
求めようとするゆえに生まれるものであり 
それを諦めることでそこから自由になれる 

けれどもひとは生まれると 
息をしなければならないし 
食べなければならないし 
眠らなければならない 
求めなければ生きてはゆけないのだ 

そしてやがてはさらに 
生きるためだけではないさまざまを 
求めるようになってゆき 
それらすべては執着として 
無意識のなかで蠢きはじめ 
それらの命じるままに生きてゆくことになる 
それらの無意識の働きは極めて巧妙で 
それを求めることそのものを 
生のほんとうのかたちであると錯誤させる 

諦めることが真理や悟りになるのは 
無意識のなかで働くそうした欲望に光を当てることが 
執着を統御していくことにつながるからだ 

けれども狂信的な宗教者は往々にして 
みずからの内的で自由な統御ではなく 
外的なかたちで極端な行などを求めるようにもなる 
これもまた執着にほかならない 
求める方向が逆になっただけで 
無意識から求めていることに変わりはない 

手は 
伸ばし求めることも 
放し失うこともできるが 
手放すことはむずかしい 

ほんとうに得るためには 
手放すことのできる自由をも持たねばならないが 
それは 
智慧の果てにあるともいわれる 
知ることと 
それを断念することにも似ている 

スーフィーの物語に猿捕りの話がある 
猿の好きなサクランボを瓶のなかに入れておくと 
瓶の口は猿の握りこぶしよりも狭くなっているので 
猿は瓶から手を引き抜くことができないので 
猿は逃げ出せないで捕まってしまうという話 

「聖杯と指輪」も「不老不死の霊薬」も 
そのほんらいのものを手に入れようとするならば 
それらを得ようすることそのものへの欲望をこそ 
別の姿の智慧に変容させていかなければならない 
そうでなければそれらは破壊的に働いてしまうのだ



（『ハンズ　手の精神史』～「２　摑む手、放す手−−−−愛着と喪失」より）


「幼少期における摑むことの重要性が注視されてきたために、その後に習得される他の諸作業、すなわち、手を放す能力は劣ったものと認識されてきた。握ることは反射作業として始まるが、手を放すこと
はそうではない。手を放すことは、少なくとも人生の最初の一年間に学習される必要があるのだ。アリストテレスは、「手の仕事は、物を摑み、保持することである」と説いたが、彼は物を所有することを
強調したせいで、この重要な変化を見過ごしている。幼児が箱や立方体を積み重ねて塔をつくるときに一番難しいのは、それらを摑んだり置いたりするときではなく、逆に、塔を壊さないように気をつけな
がら手を離すときである。

　幼少期においては、物から自発的に手を放すことはほとんどない。というのも、何かから手を放すためには屈筋が抑制される必要があるが、それは生後六ヶ月の子どもにとって容易なことではないから
である。たとえば、塔をつくるために摑んだ立方体から手を放すためいは、各々の指に相対する親指の接触を同時に解除する必要がある。物を落とすことは自然な反応ではなく、学ぶべき技術なのであ
る。手を開く方法を知っているだけでは不十分であり、タイミングを適切に判断することも求められる。初めて靴紐を結ぼうとするとき、子どもは手を引っ込めようとして紐を引き抜いてしまうことがしば
しばある。」


「言語においては、投げつけることと手放すことの区別が維持されているといえる。というのも、私たちは、怒りや強い愛着を乗り越えることができるようになったときに、自分が悩まされていたものを「手
放すこと」ができたという風に語るからである。手放すことがそれほど頻繁ではないという事実は、この過程がどれほど困難なものであるのかを示している。皮肉なことに、私たちは、現代の文化のなか
で絶えず「（前に）進め」、「（過去を）手放せ」と指示されてはいるものの、より支配的な命令を包括してみると−−−−職場での無意味な研修からジムでのトレーニングにいたるまで−−−−自分たちがして
いるあらゆることにもっと愛着することを要求されている。」


「人間は「聖杯と指輪」のあいだのスペクトラムに存在している。あるレベルでは、私たちの生活や欲望によって、そして支配することによって特徴づけられており、それらは手を伸ばすイメージとして具
現化される。古い聖杯の物語はまさにそれであり、その物語では莫大な報酬をもたらしてくれる唯ひとつのものを探すことがテーマとなっている。聖杯が描写される際に、その聖杯に向かって伸びる手がし
ばしば描写されるのは偶然ではない。しかし、別のレベルでは、私たちは何かを手に入れるのではなく、何かから自分を引き離すことを強いられる。私たちの時代のもっとも成功した子ども向けの物語、
『ロード・オブ・ザ・リング』においても、重要なのは指輪を手に入れることではなく、手放すことであった。

　探し求められていた聖杯や指輪、あるいは不老不死の霊薬をようやく手にしたとき、その人物に何が起こったか。映画『インディ・ジョーンズ』から『パイレーツ・オブ・カリビアン』まで、数え切れな
いほど多くの物語において、宝に触れた者は殺され、その身体は文字通り爆発したり、内側から溶けてしまったりする。そうなりたくなかったら、その宝を取り除くしかない。これこそが、欲望（自分を超
えた何かに手を差し伸べること）と欲動（自分の内側の高揚を弱めようとすること）との違いである。

　欲望はそれ自体が達成であり、子どもによってなされた創造である。欲望は、目標を身体の外部や身体を超えたところに位置づけるものである。しかし、欲動はより根本的なものである。ラカンが示唆
したように、ある意味では、欲望は欲動に対する防衛として−−−−ただし、うまくいかないこともある防衛として−−−−理解できるかもしれない。「（〔対象を〕より多く」求めること（欲望）は、同時に、
「〔高揚を〕より少なく」することを求めること（欲動）でもある。欲望が欲動という原初的な経験から現れるのだとすれば、手が欲望や欲動と大いに関係していることの理由も明らかであろう。欲望のイ
メージとしての手は〔対象に〕手を伸ばそうとするものであり、欲動の器官としての手は病的な興奮であふれたものなのである。

　手を使わせるための技術は、欲動がもつこのような残忍な体制を合法化してくれる。指でタップしたり、こすったり、スクロールするようになるにつれて、私たちは、ジムでの時間や、スポーツや運動と
いった、よりわかりやすい身体の実践にとらわれなくてすむようになった。私たちはどこでも手を使うことができるうようになったのである。だが。多くの人々にとって、この「できる」は、実際には「し
なければならない」である。現代人はもはや部屋でゆっくりすることができない、とパスカルはいった。それは、情報や娯楽が過剰になったからというよりも、私たちを飽和させるようこのような身体の
過剰を放出しなければならないからである。」


（『ハンズ　手の精神史』～「訳者解説」より）


「本書においてさまざまな文化や歴史、そして心理学をはじめとする科学的な知見、さらには精神分析理論を自由闊達に行き来しながらリーダー氏が論じようとしていることを一言でまとめるとすれば、そ
れは、「手は他者から触れられ、支配される受動的な器官でありながら、その同じ手が他者の支配から自らを引き離し、自由を可能にする能動的な器官でもある」という逆説である。本書のなかでもさま
ざまな例をもちいて説明されているが、一方では、「手遊び」が禁止されたり、手をめぐるさまざまな儀礼が強要されたりすることがあるように、手はとりわけ私たちの身体が他者−−−−それは両親であっ
たり、社会規範であったりする−−−−によって支配される際の焦点となる場所である。しかし他方では、私たちはそのような支配の隙間を縫うようにして自分の体を触ったり、ひっかいたりすることによっ
て、「自分が自分であること」を確認しようとする。極端な場合では、自傷が行われる場合もあるが、これもまた、自分を支配している堪え難い他者やトラウマ的な記憶から距離をとる、すなわち「手を切
る」ためになされているのだと考えてもよいような臨床例は数多い。

　少々専門的なことをいえば、このような「他者が自分を支配してくることと、自分がその他者から距離をとり、自由になること」というプロセスは、リーダー氏が依拠する精神分析家のジャック・ラカン
が−−−−身体にあふれる欲動と関連づけつつ−−−−「疎外と分離」と呼んだものである。本邦ではちょうど、ラカンが「疎外と分離」について論じた講義録（セミネール）『精神分析の四基本概念』（岩波書
店）が文庫化されたところであり、さらに理論的な興味を持つ読者には、本書と併読したり、あるいは本書をサブテキストとして利用を勧めたい。」




☆mediopos-2187　　2020.11.11

■山本哲士
　『聖諦の月あかり　思索のかなたに感じているもの
　　／情緒資本論への序奏』
　（文化科学高等研究員出版局　2020.11）

決して群れることのない 
一匹狼が好きだ 

だから 
山本哲士という 
稀有の人物の行うことが 
とても気になるのかもしれないけれど 

それにもまして 
とても読みとりがたいにも関わらず 
「情緒的」にはとても近しいその思索から 
得られるものはとても貴重なものだ 

今回の「聖諦の月あかり」は 
いってみれば（おそらくはじめての） 
かなり雑多なエッセイ集のようなものだが 
そのタイトルにある「聖諦」 
聖なる諦めという言葉に込められた「情緒」を 
（このエッセイを書かれている数ヶ月のあいだに 
吹くようになったという真笛の響きをイメージしながら） 
少しだけでも共有してみたい 

イリイチに関心が向いたのも 
1980年代半ばの山本哲士の著作 
『学校の幻想 幻想の学校』を通じてだったと記憶している 

学校だけではなく病院や交通に関するイリイチの思想を通じ 
それまで言葉にできないままでいたことに 
やっと言葉が明確に与えられたような感覚を得ることができた 

学校へ行くほど愚かになる 
病院は病気を作る 
加速化するほど移動時間は長くなる 
ただのアンチによる批判ではなく 
それぞれにおける陥穽を深く洞察した思索だ 

山本哲士は専門的「大学知性」への批判を事ともしているが 
アカデミックな学問では決して言挙げされないようなことを 
一匹狼特有の仕方で言挙げしてくれる痛快さがある 

この一匹狼は 
きわめて批判的な言葉を使うにもかかわらず 
専門的「大学知性」の多くが 
外へばかり向かって自分自身には働きかけないのに対して 
むしろ自分自身へこそ働きかけることによって 
自分を含めた関与として思想を深く激しく語る 

自分自身へこそ働きかけることは 
学者だけではなく 
ジャーナリストやさまざまな運動家も 
さらにはどんな人にとっても 
基本的なスタンスになる必要があるにもかかわらず 
なにかを批判するとき 
ほとんどの場合 
そこから自分への視線は巧妙にも外されている 

公のことや公の人物 
たとえば政治家や芸能人などに対してもそうだが 
個人の尊厳を損なうようなきわめて下卑た言葉を使ってさえ 
公の批判だから許されると勘違いしている節がある 
むしろ公だからこそ守られるべき尊厳があるはずなのに 
そして人を批判し笑うならば 
まず自分にそれを向けねばならないのだ 

おそらくすべての自分の言葉は 
まず自分自身へこそ働きかけておく必要がある 
主語的に対象へ向かうのではなく 
まず自分のいる述語的な場所において 
言葉は生まれてくるからでもある 

言葉を信じられる人は 
自分を自分という場所から外さない人だ 
群れを生きてしまう人は 
往々にして自らを群れのなかに消して 
自分を問わないことを言い訳にしてしまう 

だからこそ 
自らにさえ刃を向ける 
かけがえのない一匹狼に 
深く共感を覚えてしまうのだ 



「＜聖諦＞とは、ぼくの自分へ向けた自己技術なり、情緒的なものと知的なものとのバランスというと聞こえはいいが、学問くさい仔細らしさに鈍ってしまう情緒をみなおしたい衝動にかられた。知的思考の奥処には、感覚・
情緒がかならず働いているが単純な繋がりではない。

　太宰治の諦めの言葉から、そこに般若心経の「羯諦」をあてて、つくった言葉。

　「聖なる諦め」----聖諦。


　ぼくは、物事を最後までできるかぎりつめていきますが、そのたどりつくことのない果ての最後の諦めまでいく。それは、自分にとって「聖なる」もの。とどかない向こうに何かがある。それがいちばん大切なものである
ように思うこころがある。自分がなしてきたことの小ささではあるが、誰も語りえなかったことを理論表出はしている。ぼくの理論は世界の最先端にあるという確信があるとき、謙虚である傲慢さよりも、素直な傲慢さの謙
虚さに真摯なるものがあると思っている。これは妄想でもうぶな激情でもない、対象自体にはとどいている。しかし、その先にこそ、もっと大事なものがあるのだという感覚は心慣いになっている。理性アクションの底に、
日々動いている情緒界です。」


「生き方において、本質を逃さないこと、ごまかしをしないこと。誤魔化す賢さを持ち合わせていない自分です。しかし、規制的な事柄に対しては、対峙すべく、政治的に振る舞います、圧力や不正に決して負けないためです。
他者は、それを理解しえないことが多々おきますが、時間が経てば、その意味はわかられる。自分自身の懸崖で考えアクションしているため、他からの了解はなかなか難しいようですが、分かってくれるほんのわずかな存在
はかならずあるのです。大切な存在は、存在を問わない。

　この書を書いている間に起きた最大の出来事は、自分で真笛を吹くようになったことです。

　聖諦の朧なる月あかりの下で、真笛を吹いている自分です。」


「ぼくの処女作は、産業社会批判です。イリイチによる産業サービス制度批判、つまり「学校・医療・交通の神話」への批判考察でした。肯定条件は「政治的自律性」です。生活感覚に応える批判言説です。

　この三つのサービス制度を使っていない人はどこにもいない。学校へいけば賢くなり、病院へいけば病気は治り、モーター乗り物に乗れば移動が速くなる、これは「産業的常識」になっていますが、イリイチは現実は逆に
なっていると明証化した。単純に言うと、学校へ行くほど愚かになる、病院は病気を作る、加速化するほど移動時間は長くなる、という「逆生産性」が組み入れられていることです。欠落や誤謬を批判したのではない。この
批判を頭での認識で知っても、「そうは言われても」と感覚が対応しない人がほとんどでしょう。認識と情緒感覚との間に亀裂が提示されたのです。

　正直、ぼくも最初はどうしても＜理論的＞に理解できない。現象としては感じられるが、しかし、どこかがひっかかる、それを自分へ明らかにする作業でした。つまり情感から認識へとぼくの場合は関与した。ただ知るこ
とではなく、意味として理論化しないと亀裂のままになる。その自分自身へ向けての理解には四年ほどかけています。何をイリイチは言っているかは、書いてあることを整理すればいいことですが、大学人の言説や思考はそ
こで留まる。自分ごとではないから。しかし大事なのは、そこから先です。知識を理解することで、どんな意味が外在的に世界に対してかつ内在的に自分自身へ対して作用していくか、知識効果を考えていないのです。まして
や理論効果への自覚はまったくにない。いや、自分の学問は世の中の役に立つと都合よく勝手に思い込んでいるにすぎない。また、奴らが悪いと否定すれば自分が正しい、否定対象よりも優位にあると思っている態度です。
これをぼくは専門的disablingな「大学知性」と言っています。


　大切なことは、他なるものへではない、それはいったい自分へ向けていかなることであり、自分が暮らす世界へどんな意味をなしたまま限界があるのか、自分はどうするかです。他者へどうせいこうせいと言うことではな
いし、人間はこうしなければならぬなどと不遜に言っても意味ないこと。つまり、批判は、対象的には他なるものへの考察ですが、効果作用は自分自身へ向けてです。「自分へはっきりさせる」ことです。マルクスもそう言っ
ています。そして、汝は汝のななすがままにまかせよです。ところが、大学知性は、自分のことへの関与は学問ではない、社会一般への客観化が学問だとして、「他者へ」「人間へ」こうすべきだ、こうあるべきだというので
す。」




☆mediopos-2188　　2020.11.12

■「土壌学者・福田直インタビュー」
　（『Specrator　2020 Vol.47』 2020.10　エディトリアル・デパートメント）

土のなかと 
腸のなかは似ている 

土のなかには 
土壌生物と呼ばれる 
細菌やカビの仲間がいて 
それらがバランスすることで 
生きた土として野菜や米を育てることができる 

その土壌が 
化学肥料や農薬で土壌生物を育てられず 
大型の機械などで土の粒構造がこわされると 
大雨などで流されやすくなり 
土は疲弊していく 

そのように 
腸のなかにも多様な腸内細菌が棲みついていて 
それらがバランスすることで 
健康を維持していくことができるけれど 
それらのバランスが壊されてしまうと 
土壌と同じような破壊的な状態にもなる 

腸と脳もまた 
似ているといわれる 
実際にその形も似ていたりする 

アナロジーとしていえば 
人が感じ考えることもまた 
その多様性やバランスが重要だといえる 

ひとつの感情や思考にとらわれて 
ほかの感情や思考がスポイルされてしまうと 
農薬や災害で死んでしまう土壌のように 
また腸内細菌が働かず健康を損ねてしまうように 
感情世界や思考世界も 
砂漠化していくのではないだろうか 

魂の砂漠化を防ぐためには 
「土」という字のように 
地上にでている見える部分だけではなく 
見えない地下部分を育てていく必要がある



「･･････　〝土〟という字の中心概念は、経済からみた〝土地〟でも、材料からみた〝土質〟でもない。あくまで生命を育むものとしての〝土〟であることが、中国時代の『説文字解』（中国最古の字典）からわかる。このこ
とは〝土〟という漢字の成り立ちにも示されている。

　−−−−陽　捷行「文化土壌論：土の語源、解字および諺」より（『農業・環境・健康研究所　報告集　第２巻』二〇一四年）


（「土壌学者・福田直インタビュー」より）


「土は〝表土〟とよばれる、〝地球の皮膚〟に相当する部分が重要ですので、土のいのちは、この〝表土〟が生きているかどうかで決まります。

　〝表土〟は栄養分に富む、とてもうすい層です（地球を覆う土壌を平均すると、わずか一八cm）。もっと有機物にとむ、もっとも生物量の多い、いきいきした部分であり、まさしく〝生きている土〟の部分です。これを水と
か風で持ちさられることほど、深刻な問題はありません。

　近年、化学肥料とか農薬とか、人工的なものを土にあたえる機会が増えているため、〝腐植〟とよばれているものが減少し、土にすむ生きものの多様性の後退が進んでいます。

　また、農業において機械の大型化がすすみ、トラクターなどの機械の重さによって土は押しつぶされて悲鳴をあげ、〝団粒構造〟とよばれる、土のだいじな構造がこわされてしまい、〝単粒化〟しています。そうなると、浸
食が起こりやすくなります。

　そこへ強い風が吹くと、土が飛んでしまい、大雨によって流されてしまいます。その飛び去りをつなぎとめるのが〝有機質肥料〟とよばれるもので、土にそれらをあたることが、土のもっている力の維持や回復に必要になり
ます。」


「『土は生きている』という本（ピーター・ファーブ著・蒼樹書房）があります。

　〝土は生きている〟という意味は、〝土が呼吸している〟ということです。つまり、土が酸素をすって、二酸化炭素をはくことです。

　とはいえ、実際は、土は岩石がくだかれたものや、火山灰などの無機成分と、微生物や動物の死がいの分解されたものなどからなる有機成分とはまざりあったもので、土そのものが呼吸をしているわけではありません。

　土の呼吸というのは、おもに土の中の微生物や、植物の根っこなど、生きものたちにより、二酸化名炭素がこしらえられることを意味します。」


「土の中には、細菌やカビの仲間がいます。モグラやミミズ、センチュウ、トビムシ、ダニんど、〝土壌生物〟とよばれるものたちがいます。

　とくに細菌類は、土一グラムに、数億匹～数十億匹という、とんでもない数がいます。わたしたちの足の下にも、ぼうだいな数の生きものが日々活動していて、土の中の動物の死がいだったり、排せつ物だったり、落ち葉な
どを分解しています。そして、これが植物の栄養のもととなるわけです。

　生きている土は、健康な土で、土の機能を発揮して、野菜や米を育てます。いわゆる〝いい土〟といえます。

　では、〝いい土〟の中身は、どうなっているのでしょうか。

　いい土には、いわゆる〝いい微生物〟が豊富にいます。」


「『土と内蔵』（デイヴィッド・モントゴメリー＋アン・ビクレー共著・築地書館）という本があります。ヒトの内蔵と土の内部の構造というのは、似ているところがあり、ともに微生物が重要な活動をしているというのが、
作者の主張です。


　人間の内臓には、微生物叢とよばれるものが、かなり発達していて、腸内細菌が棲みついています。乳酸菌やビフィズス菌は身体にいいとか、大腸菌、ピロリ菌は悪いとか、いいますね。からだのバランスが崩れると、おな
かを壊したり、下痢をしたりします。

　それと同じように、土の中にも、いい微生物と悪い微生物がいて、いい微生物が増えていかないと、土の健康は維持したり、よりよくしていくことができないのです。そのことは、いい野菜や米などが、できないことにつな
がります。


　多様性にとんだ生きものが、いい土にはたくさんいます。

　悪い土の場合は、土の水はけが悪くなります。しかも悪い菌が増えます。しかし、ある微生物だけが増えつづけることはないんです。土のなかも競争の世界で、微生物どうし、おたがいに生存競争しているから、土の中には
さまざまな微生物がいて、それがバランスをとっている状態がいいんですね。かたよってしまうのがよくない。ヒトや動物の腸の中と同じではないでしょうか。」




☆mediopos-2189　　2020.11.13

■エドワード・ブルック＝ヒッチング（関谷冬華訳）
　『宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人／
　　世界があこがれた空の地図』 
　（日経インターナショナルグラフィック社
　　　2020.10）

宇宙のはじまりを問うことは 
どこかで人間の 
つまりは私という存在の 
はじまりについて問うことにもなる 

なぜ世界があるのか 
なぜ私がいるのか 

世界はどこから来てどこへゆくのか 
私はどこから来てどこへゆくのか 

ひょっとしたら宇宙そのものが 
それを問いつづけているのかもしれない 

宇宙がみずからを問う問いが 
人間のなかに種のように播かれ 
種はさまざまなかたちで想像力を育ててゆき 
科学という方法や見るという技術などを駆使し 
その問いに対する答えをだそうとしている･･･ 

現代では物理学や数学の進展により 
またハッブル宇宙望遠鏡のような観測機械も使いながら 
宇宙の果てと思われる場所までとらえ 
視覚的にまた理論的に宇宙を解明しようとしていて 
それはたしかに画期的なことではあるのだけれど 
結局のところ重要なのは想像力なのではないか 

ずっと先の時代の視点から 
現代の科学や数学をもとにした宇宙像をとらえたとき 
ひょっとしたら現代の私たちが 
古代に描かれた天空の地図を見るときのように 
見えるのかもしれないし 
ひょっとしたら古代の神話世界のほうが 
その時代の認識に近いこともあるのかもしれない 
古代から現代までの空の地図をさまざまに眺めながら 
そんなことを思ったりもする 

宇宙がみずからを問うことは 
宇宙がじぶんの外から 
じぶんを見ることが必要条件になる 
その意味で人間というのは 
宇宙から「外」へと放出された「眼」なのだろう 
もちろん人間だけではなくあらゆる存在が「眼」となる 

その「眼」がとらえた宇宙の姿を 
宇宙はみずからの姿としてとらえることになる 
それはほんらい姿形のない無とでもいえる宇宙が 
姿をもつためのひとつの想像／創造力豊かな 
まさにポエジーという営為そのものなのかもしれない 



「私たちは、宇宙の始まりについて何を知っているだろうか？　その答えは質問をする相手によって変わるに違いない。現代の宇宙学者に尋ねれば、もちろん「ビッグバン」について語り始めるだろう。」


「同じ宇宙物理学者でも、宇宙の本当の始まりはビッグバンではないと答える人もいるだろう。」


「それでは、私たちは宇宙の始まりについて、正確にはどんなことを知っているだろうか？これは、人類が最も古くから関心を抱いてきたテーマであり、世界各地の文化の根底に必ず創世神話が存在する理由もそこにある。」


「宇宙物理学者のスティーヴン・ホーキングは、現在のコンゴ民主共和国にあったクバの国の創造神話を好んで授業で紹介していた。クバの物語に登場する創造神はムボンボ（またはブンバ）という名の巨人で、暗闇と水の中に
一人きりで立ち、腹痛に襲われて太陽と月と星を吐き出したという。太陽は水を焼き尽くし、陸地が現れた。それからムボンボは種類の動物を吐き出し、最後に人間を吐き出した。」


「聖書を開けば、創世記に光がある前は闇の中で神の霊が水の面を動いていたということが記述されている。（･･･）聖書に書かれた言葉を実際の過去の出来事として文字通りに解釈した人々は、地球平面説や、すでに忘れ去ら
れた中世の民間信仰である、空飛ぶ船と空の船乗りが航海する天上の海のような、不思議な説を次々と登場させた。17世紀には、大司教のジャームズ・アッシャーが天地創造の日時を正確に計算し、紀元前4004年10月22日午後6
時という数字を割り出した。さらに同じ17世紀、医師でオカルト思想家でもあったロバート・フラッドは著作『両宇宙誌』（1617年）の中で、創造の光が差し込む時、時間が存在する以前の無について描写を試みている。

　実をいえば、世界が創造される前は、真っ暗な何もない場所だったというフラッドのイメージについて考えるうちに、本書のアイデアは生まれた。それこそが本当に最初の「空」だったといえる。本書の究極的な狙いは、視覚
的に表現された空の記録を歴史の随所から拾い集め、世界各地の広く複雑に入り組んだ天空の神話や伝承、哲学的な宇宙論から、現代の宇宙論と宇宙物理学の画期的な発見に至るまで、あらゆるものを凝縮し、数千年間におよぶ
一つの旅として著すことにある。宇宙という舞台の謎が年代を追って少しずつ解明されていく様子を表すため、本書では様々な図版や道具や写真を紹介している。さながら天空の地図帳だ。」


「私は、地図の世界で、空の地図は最も見過ごされてきたジャンルだと考えている。地図製作の歴史において、地図を扱った文献は、空より地上の地図製作をテーマにしていることが圧倒的に多い。だが、過去にはこの２つが等
しく尊重されていた事実を忘れてはならない。地上の地図は、探検の成果や権力者と国家の政治的策略を浮かび上がらせる。一方、空の上の地図は下界の様相をほとんど映し出していないと思われがちだが、その思い込みは裏切
られることになるだろう。（･･･）天空の地図に込められたストーリーの輝きは、ほかのどんな地図にも引けをとらないし、その芸術性の高さは並ぶもののない領域に達していることもすくなくない。

（･･･）

　圧倒されんばかりの広大な世界を前にした天空の地図制作者にとって、空は見る者の心の中にある様々な神話、畏怖の念、宗教的な空想物語を映し出すキャンバスそのものだっただろう。人間の脳は渾沌の中に何らかのパター
ンを絶えず探し続ける。だが、この比類なき広大な海を調べたくとも、そこにこぎだせる船はなかった。天文学者兼芸術家たちは自分が知っていること、すなわち天空の神や伝説や動物たちを描くほかなく、特に明るい星を結ん
でそれらの姿を当てはめ、星座をつくった。古代ギリシャから古代ローマに受けつがれた黄道十二宮という概念は、文字記録が登場するよりも古くからある。さらに起源をたどるとバビロニアに行きつくが、その先は有史以前の
闇の中に消えてしまう。」


「私たちは宇宙の起源について正確にどんなことを知っているだろうか？」


「私が確かだと思うことが２つある。１つ目は、人間の科学的・哲学的な想像力は、今後も変わらず私たちの最強の道具であるだろうということ。最初に望遠鏡のレンズを作り、教科書の惑星配列を修正し、宇宙の深遠さを黒板
の方程式にまとめ上げてきたのは、そうした想像力だ。２つ目は、空の地図は決して滅びないだろうということだ。本書に収められている天体図や写真は、時代や文化によって実に様々な空の地図が生み出されてきたことを如実
に示している。同時に、時代と文化が違っても、空の地図を作ろうとする意志が、驚くほど共通していたことを教えている。天体写真がどれほど進歩しても、地図には未来がある。有史以前の先祖たちが洞窟の壁に泥を塗って描
いた最初の星図からどれほど離れていても、人類の偉業を記録するために描かれた地図は、どの時代にも消えることはなく、後世の人々がたどるべき道を指し示し続けるだろう。」


（「古代の空」より）


「天文学は人に空を見上げさせ、この世界から別の世界へと私たちをいざなう。」

　～プラトン、『国家』（紀元前380年頃）


（「中世の空」より）


「私は遠い昔、最初の頃に生まれた巨人たちを覚えている。私は９つの世界を覚えている。

　～１４世紀のアイスランド、『ハウクスボーク』の「巫女の予言」


（「科学の空」より）


「それでも地球は回っている」

　～カトリック教会から地動説の撤回を迫られたガリレオ・ガリレイがつぶやいたとされる言葉


（「近代の空」より）


「五感を備えた人間は宇宙を探求し、その冒険を科学と呼ぶ」

　～エドウィン・ハッブル
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現実といわれるものの 
外にでてみなければ 
現実さえも見ることはできない 

現実はひとつだけだけれど 
その受け止め方はひとそれぞれだ 
ということではない 

現実という世界を疑わない人は 
固定された周波数だけにチューニングして 
それ以外の周波数は存在しないと 
思いこんでいる視聴者のようだ 

そうした視聴者だけが集まって 
似通った現実を共有しあっていると 
現実は固定化されていき 
その世界だけしか存在しないことになってしまう 

ほんらい世界は 
多層化された多次元的なものだ 
ひとつだけの現実という世界は 
疑ってみたほうがいい 

そしていちど思い切って 
その外にでてみるのだ 
むずかしくはない 
それが思考の力だ 
想像力さえあればいい 

現実の外に出てみることでしか 
自由ははじまらない 
現実という拘束衣を着せられると 
そこから逃れるのはむずかしい 

拘束衣はひとから着せられもするのだが 
じぶんから進んでそれを着ようともする 
そしてみんなで同じ現実を生きて 
安心を得ようとするのだ 
自由を手放すことと引き換えに 

現実の外にでることは 
現実を深く理解するということでもある 
ひとつだけの現実しか生きられないと 
現実に埋もれてそれを外から見ることができない 
重要なのは現実を共有し得ると同時に 
そこから離れてもいられるということだ 

じぶんという存在もまた 
ほかのひとであるように 
じぶんの外からじぶんを見ることができると 
じぶんが多層的で多次元的な存在であることが理解される 
そこから自由がはじまる 
そしてそのときはじめて 
他者という存在に向き合うことができる 
それを愛と呼ぶこともできる 
共同という営為が可能になるのはそれからだ 

■坂口恭平
　『現実脱出論　増補版』
　（ちくま文庫　2020.11）



「現実と呼ばれている世界に、僕はずっと興味が持てず、直視できなかった。

　一方、僕の両親は、現実と向かい合い、現実の中で暮らしていると言い張る。そして、僕にも現実を見なさいと促してくる。

　避けられない時もあるので、僕だってちらりと垣間見たことはある。しかし、全く面白みを感じることができない。楽しくないのに、どうしてそんな世界にいられるのかと尋ねると二人は決まってこう答えた。

　「それが現実だから」

　僕はその意味がわからなかった。そこが居心地の悪い場所なら、自分が気持ち良さを感じることができる別の場所へ行けばいいだけである。しかし、両親はそれはできないと言った。なぜなら現実は一つしかないからだ、と。

　岐路に立たされた時、僕のところにいつも現実からの招待状が届く。

　その招待状を見た両親や周囲の人たちは喜び、一緒に行こうと誘ってくる。

　中身を読むと、これから僕がやるべきことが畏まった文章で書かれていた。

　しかし、僕にはその意味を理解することができない。両親に質問してみると、実は彼らにも完全に分かっているわけではなかった。もしもこれが何かのパーティーの招待状だとしたら、怪しすぎてとてもじゃないが参加したく
ない。一人でぽつんと留守番しているほうがマシだ。

　気乗りしないので躊躇していると。「現実を見ろ」と叱咤されるようになってきた。しかし、どんなに目を凝らしてもハリボテのようにしか見えない。次第に僕は、現実とは自由参加に見せかけた強制的な催し物なのではない
か、と疑うようになってしまった。」


「僕たちが陥りがちな「現実という唯一無二の世界に生きている」という誤解は、一人ひとりが持っている独自の知覚をどんどん破壊しているような気がする。それは自然破壊とも似ている。

　根こそぎ掘り起こして全てをコンクリートで埋め尽くすとい、僕が学生のころに違和感を感じた建築の状況と同じようなことが、人間の空間知覚に関しても行われてきたのではないか。

　人間は「空間をいかに認識するのか」という生き延びるための技術を、自らの手で破壊しているのではないか。

　そうだとすれば、それは一つの集団自殺である。」


「思考を続けていくと、目の前の現実を疑わざるを得なくなる。

　思考という散歩の道中、現実が幹線道路の一つにすぎないことに気づくからである。」

「僕は、次のように反転して考えた方がわかりやすいと思っている。

　人間は、現実という世界だけでは自由であると感じることができない。現実が仮想空間であることなんて、もともと分かっている。だから、現実を脱出すること（＝思考）は、誰もが当然のようにやってきたことなのだ、と。」

「現実がたとえ仮想空間であったとしても、集団を形成するかぎり、僕たちはその中で生きるしかない。つまり、現実から永遠に逃げることはできない。

　しかし同時に、（･･･）人間が現実という空間「だけ」を知覚しているのではないことも、またたしかなことだ。」

「大事なのは、現実が、集団にとってのみ実体のある空間であると気づくことだ。個人にとっては仮想空間なのである。」

「僕たちは完全に飼いならされてしまったわけではない。今も人間は、言葉にできない感情や空間の予感、創造を行いたいという思考の芽が、完全には摘まれていないことを分かっているはずである。

　しかし、それを互いに伝達し合うためには、現実で使われている言語では困難だ。現状のままでは集団だけでなく、自分自身からも監視されてしまう。

　だからこそ、新しい振る舞いや言語を作り出すことが必要なのだ。

　それをいかに作るか。

　まずは自分の巣を、その思考の軌跡を、まじまじと見なくてはいけない。どこが壊れていて、どのように修理すればいいのか。まあ生きているはずの大黒柱は、どんな素材なのか。

　その時、現実脱出が必要なのだ。」


（安藤礼二「解説　自らに固有の「巣」を作るために」より）


「現実を脱出するとは、現実から逃避することではない。

　そうではなく、現実というものが一体何であったのかをあらためて知るためにいったん現実の外側に出て、そこに立つことである。外側から見た現実は、これまでとはまったく異なった相貌をあらわにする。そこでは時間は均
等には流れておらず、空間もまた均等に広がっていない。時間は早まり、あるいは停滞する。空間は縮まり、あるいは膨張する。

　現実は一つではない。

　坂口恭平へそう宣言する。人はそれぞれ異質の時間と異質の空間を生きている。より正確に言うならば、自分の固有の時間と空間をいまこの場に作り上げ、そこで生活している。幼い頃から「僕」は「巣」を作り続けてきた。
自分に与えられたありわせの「もの」から、自分にしか作ることのできない「巣」を作ってきた。だから建築家を志した。坂口はそう語っている。」


「現実こそが逆に仮想空間なのである。リアルではなくヴァーチャルなのである。

　一つの現実という理解こそが作り物、フィクションだったのだ、実際に人々が生きている現実とは、つねに流動し変化することをやめない多層構造をもつものであった。いわゆる一つの現実とは、そうした複雑で混沌とした高
次元の知覚にして高次元の世界をきわめて単純化し抽象化した果てに見出されたものに過ぎなかった。だから、現実を絶対視し、それに盲目的に従ってしまうことから不幸が、死にまで至る自己破壊がはじまってしまうのだ。

　しかしながら、坂口はフィクションとしての現実を一概に否定し去るわけではない。現実がなければ異なった人間同士、異なった「巣」にして異なった世界同士が互いに交流することは不可能になってしまう。現実とは、異質
なもの同士の間にコミュニケーションを可能にするために共同で作り上げられたフィクションだった。人間という集団が作り出さざるを得なかった「生き延びるための建築」だった。だから、現実がはじめて可能にしてくれたコ
ミュニケーションを否定するのではなく、それを豊かにしていかなければならないのだ。

　「生き延びるための建築」を多種多様に展開し、豊穣化していく。そのためには、一体どうしたらいいのか。自らの内に「思考の巣」を育むのだ。現実とは異なった別の空間、別の時間の芽ともなるもの、新たな知覚、新たな
感覚の芽となるものを育んでいく。「思考」とは現実とは別の空間にして別の時間、新たな知覚にして新たな感覚の設計図となるようなもののことだった。（･･･）そして、そのような「思考の巣」とは、人間であれば誰でもが
もっている根源的で原型的なものでもあった。」




☆mediopos-2191　　2020.11.15

■ロジェ・カイヨワ（塚崎幹夫 訳）
　『蛸／想像の世界を支配する論理をさぐる』
　（青土社　2019.10）

『遊びと人間』で著名なカイヨワは 
その遊びの可能性を 
さらに自由に展開させていくために 
想像力の論理を究明しようと試みている 

自然は自然の法則によって 
さまざまなものをつくりあげているが 
人間はその法則とともに生きているとともに 
その法則を超えて働く想像力をもっている 
そしてそれこそが自由の根拠でもある 

想像する力は 
一見勝手気ままに見え 
秩序を損なうかのようにも見えるが 
決して不合理なものではない 

想像の世界の論理は 
「根拠のある類推と 
人目につかない結合とが交差した格子」 
によって構成されていて 
いつかそれが発見されるだろうと 
カイヨワは言うのだ 

そして本書『蛸』の訳者は 
「彼の関心はいま世界創造の秘密の 
新しい解明に向かいつつある」とも評している 

想像力について 
あらためて考えてみる 

どんな想像も 
たとえそれがどんなに突飛で唐突で 
ハチャメチャなものであったとしても 
それは人間の想像できる力のなかでしか 
展開させることができない 

つまり想像し得ないことは想像し得ず 
その人の想像可能な範囲は 
おのずと限られているということである 
思いのほか人の想像力は乏しいもので 
自由に想像するようにといわれても 
その翼は大きくは羽ばたかせられないのだ 

逆にいえばその想像力の翼を 
可能なかぎり羽ばたかせることこそが 
人間の自由の可能性を広げてくれるのだといえる 
そしてそのためには本能の奴隷となることなく 
知性と感性と意志を育てていかなければならない 

そこからさらに話を飛躍させるならば 
この宇宙のあらゆる存在の可能性は 
宇宙の本源にある想像力が展開させているともいえる 
めくるめく自然のさまざまな形態は 
（神秘学的な視点でいえば） 
形態霊による想像力の所産なのである 

人間は現在の進化段階では 
自然のさまざまな形態を 
人工的なものとしてしか生み出すことができないが 
想像力のなかでは 
無限の形態を生み出す可能性を有している 

「想的な詩や芸術の世界」も 
やがては想像力によって 
世界を生み出すことができるようになるための 
準備運動ともいえるのかもしれない 

「世界創造の秘密の新しい解明」というのも 
その意味でとらえたとき 
神秘学的な探求と深く通じあっている 



「私が明らかにしようよしたのは、蛸と、想像力が蛸に強制したさまざまな変身とについてであった。想像力は、現実を堂々と無視して、少なくとも現実が想像力の自由な進行の妨げになるときにはいつでもこれを無視して、
この変身を蛸に強制してきた。

　私はこれに関して、どんな結論もいま下すつもりはない。このような研究には真の終わりはないのだかた、結末をつける意味での結論は、もともと必要ないのである。それどころか、この研究は、新しい可能性に道を開いて
さえいるのである。

　蛸の空想物語は、判読はできるが非常に特異な、しかも厳格な修辞学に従って、ひとりでに空想物語、クモや、コウモリや、ヒルのそれと結びつく。これらはいずれも、蛸に劣らぬ注目すべき位置を、地獄の動物誌のなかで
占めている。ここでもまた、私はあの発端を示すめじるし、あの希望や不安の反映、あの誇張したおしゃべりを見出す。それらはもともとは自然が提議したものだが、いまのような形に発展させたのは、主として純粋な空想で
ある。

　しかしながら、自由であるような見かけとは反対に、空想は実際はただ従うことしかしていないのである。というのは、空想が生まれるのは、必ず自然の可能な展開の一つとしてなのだからである。私はそう主張してよいと
信じている。自然は、結ばれるやいなや砕ける無数のあわに、とらえがたい、つかの間の不確定な存在を許している。これらのあわは、不断の沸騰によって、原子の舞踏のようにかき立てられ、上方に押しやられ、ひしめきあ
い、予感されるやいなや消え去る。あわは、すぐその場で溶けてしまう。しかしながら、いくつかのあわは、鮮明になり、輪郭を表す機会にめぐり会う。はかなくもろい安定性を、それらが手に入れることも起こりうる。たま
たま記憶にとどまることがあると、これらの亡霊、これらの精神のもやは、突如として、最初の永続の恩恵に浴することになる。それらはいわば執行猶予を獲得したのである。この敷居を越えたとき、それらはこんどは宇宙の
普遍的な法則に従うことになる。これらの精神のもやのなかに、自然の一つの展開を認めうると先刻私が主張したのは、このような理由によるのである。それらはしだいに消えてゆくあわ、むなしい騒乱であった。それらはい
ま、重さ、影響力、繁殖力を与えられてふたたび見出されるのである。そのなかで雪球のように大きさを増していったものが、思想、神話、信仰、詩になる。それらは感受性と知性と熟練を味方につけた。それらはとらえがた
く流動的な不動性を獲得した。すなわち、熟慮反省の対象、感動の源泉、魅惑の中心がもっているような、あの不動性を、である。」


「神秘が人を動かし、異常が人を魅惑し、詩が可能であるのは、それはただ、世界の統一がまき散らされている、あの複雑で人を面くらわせる交感が存在しているからにほかならない。この世界の統一性を思い出させるものは
すべて、たがいに満足しあう、あらかじめ許しあった共犯的な反響、すなわち、渇望されている全員一致の郷愁を、感受性のなかに目ざめさせるのである。私が蛸の変身を研究した意図は、想像力が進んでいく、縦横にひろが
り屈曲する経路の新しい例を、もっぱら明らかにすることにあった。

　哲学者たちはこれまで、現実的なものと合理的なものを同一視して、疑わなかった。しかし細心の注意をはらった調査を数多く踏まえ、そういう調査をさらに積み上げていくならば、根拠のある類推と人目につかない結合と
が交差した格子が、別の大胆な精神によって、いつかは必ず発見されるにいたるだろうと私は確信している。想像の世界の論理は、これらの類推と結合とによって構成されている。」


（塚崎幹夫「解説　知的蛸としてのロジェ−カイヨワ」より）


「カイヨワの著作はいずれも念入りで規模が大きく、彼が注目すべき作家であることはすぐにわかる。しかし人を不安にするのは、その主題の、広い範囲にわたる、移り気とも見える多様性である。神話、聖なるもの、遊び、
夢、戦争、幻想的なもの、擬態、石、蛸、等々。これらはどのような関係にあるのか。二，三冊を任意に読んだだけでは想像がつかない。

　彼の作品を初期のものから順を追って読んでみると、明らかに一貫したもののあることがわかる。彼の関心は、まず、人間の責任ある生き方とその前提となる自由に向けられていた。彼は人間の本質を自由ととらえている
が、ありのままで人間が自由であるとは考えていない。人間は知性と意志によってその自由を表現する。現代の好みに投ずる思想は、反対に、自由になるために、めまいを起こさせるものに盲目的に身をゆだねることをすすめ
ている。しかしそれは、人間を本能の奴隷と化するものでしかないと彼は考える。

　人間にめまいを起こさせるものの構造を解明する、飽くことを知らぬ合理主義者としてのカイヨワが、ここに登場する。合理主義者といわれる人たちは、カイヨワ以前にも珍しくない。彼らとカイヨワの違いは、彼らが不合
理なものの世界の存在を錯覚として認めないのに対して、カイヨワはその存在を、合理的なものの世界の実在と同じほど確実なものとして肯定していることである。カイヨワがシュールレアリストと結びつくのは、この不合理
の世界の体験を共有するところにおいてであり、のちに別れるのは、カイヨワがこの世界の合理的解明をあくまでも指向したのに、シュールレアリストはそこに没入することを目ざしたからである。

　この不合理の世界の解明において有力な手がかりを与えたのが社会学であった。遠く離れた地方の社会現象を比較考察する社会学の方法は、さらにかけ離れた分野の自然現象を比較考究する、「対角線の科学」と名づける、
より徹底した厳密で普遍的な方法に、のちに発展させられていくことになる。

　人間は真空のなかに生きているのではない。厳しい法則の支配する自然界で、昆虫や鉱物と共通の運命を生きている。昆虫や鉱物は器官や組成の固定的変化、すなわち擬態や結晶という形でこの法則を受けとめた。カイヨワ
は、人間だけがこの固定化をまぬがれ、自由の可能性を保ちえていることに注目する。それは想像力の働きのおかげである。

　カイヨワは最初は想像力に疑いをかけていたところもあるが、その役割を積極的に評価するようになる。想像力の働きは不合理と考えられているが、筋道のとおった論理さえ内在していることがわかる。異常なイメージは、
異常な状況に立ち向かう想像力の抵抗の産物である。自然はその法則を強制して、長い年月を通じてつくりあげた傑作が、石やチョウの羽の美の世界だとすれば、この異常なイメージでつくりあげる、幻想的な詩や芸術の世界
が、それに対応する想像力の美の世界だということに彼は気づく。彼の関心はいま世界創造の秘密の新しい解明に向かいつつある。」




☆mediopos-2192　　2020.11.16

■今野真二『言霊と日本語』（ちくま新書 2020.11）

坂部恵をはじめ 
多くの哲学者・言語学者が注目している 
江戸時代の国学者・富士谷御杖が興味深い 

その言説から 
言葉を発するということそのものの働きと 
その可能性について見ていくことで 
現代的な言語学の知見に照らしながら 
現在わたしたちの使っている言葉や 
これからの言語の在り方について 
「言霊」という視点から 
さまざまな示唆を得ることができる 

わたしたちが日常使っている言葉の多くは 
コミュニケーションを目的とした伝達言語であり 
その目的は情報を伝えることである 
そこで感情などを伝えることも多いが 
いってみればそれは直言であり 
富士谷御杖の用語でいえば偏心であり一向心である 
そこに「言霊」を宿らせることはできない 

それに対して自身の内なる一向心（ひたぶる心）を見つめ 
それを「歌」にして詠む詩的言語がある 
そこで使われる言葉は 
偏心による「わざはひ」が変容させられ 
「真言」として用いることができる 
ゆえにそれは非定型ではなく定型となる必要がある 
それが歌を詠むことであり 
その言葉にこそ「言霊」を宿らせることができる 

それは単に和歌のような定型というの意味ではなく 
「表」だけを事とする日常言語の姿を超え 
そこに表だっては表現されていない 
目に見えないものを詞としていこうとする 
詩的言語つまりはポエジーの姿という意味であり 
そこにこそ「言霊」を宿らせ得るということだろう 

そのように言葉の表には裏があり 
さらにいえば肯定するときに否定もまた現れる 
言語化されたものは顕在化されているが 
そこには言語化されなかったものも潜在化している 

故に昨今よく扇情的に使われる 
「声をあげなければ！」というフレーズの陥穽に 
注意が必要であることも明かである 
つまり言語化を強要され言語を発してしまったときには 
必ずその潜在化されたものも同時に発せざるを得ないから
だ 

そして多くの場合そうして発された言葉は 
同時にその発された意味の反対の 
潜在化されたものも無意識かつ無自覚に発している 
その言葉に「言霊」は決して宿らない 
詩的言語とも対極にあるような 
「わざはひ」を招く「偏心」の言葉だ 



「富士谷御杖の言説に注目した人は少なくないが、つとに土田杏村（一八九一～一九三四）は、『国文学の哲学的研究』（一九二七年、第一書房）の第三章を「御杖の言霊論」と題して、その言説について論じている。

　土田杏村は、昭和二年に刊行された右の著書において、「断定は、肯定と同時に或る否定」だという。何か言説を発すると、そこに「一面的に決定」されてしまった「或る世界」が現れ、その一方で、具体的かつ全体的な「或る
方面は否定」される。言語は一度に全体を捉えることができない。（･･･）何かを選択するということは、選択されなかった何かがある、ということだ。

　言語学では選択されて言語化されたものは「顕在化」し、選択されずに言語化されなかったものは「潜在化」したとみる。言語とはそういうものであるが、富士谷御杖の言説は、そういうことを述べているように思われる。」


「＜和歌は「鬱情」すなわちさまざまに鬱屈した気持ちを託すためのものだから、「後悔」や「教喩」をうたったようにみえる歌も、そうではないはずだ＞と、御杖はいう。

　＜「哥ぬし」すなわち歌の作者は、自身の「所思」を前面に出して「今の時宜」をやぶるということが不都合であることがわかっているがために、そうしないために歌をよむ。「後悔するに堪」えられない心を慰め、「教喩」し
たいという心が「ひたぶる」であることを慰めるために歌をよむ。後悔するのであれば、歌をよまなくてもよいし、時宜をやぶらないで「教喩」できるのであるならば、歌をよまなくてもいい。また、後悔したから歌をよむ、教喩
しようとして歌をよむのであれば、それは「幸をもとむる」行為になり、「やがて真をうしなふ」）。」

　御杖は右の言説に続いて「五典」ということを述べている。

　「五典」の第一は「偏心（ヒトエゴコロ）」、第二は「知時」、第三は「一向心（ヒタブルココロ）」、第四は「詠歌」、第五は「全時」であるという。

＜つねひごろ、「神道」によって身心を修めていても、知らず知らずのうちに修めきれない「偏心」が「根」となってしまうことがあるから、まず第一にこの「偏心」を断つことが大事である＞。

＜そうして「根」となっている「偏心」が「時宜」にあってしまうと、かならず「わざはひ」を招く。だからその「偏心」をすかして、「わざはひ」を招かないように、「時」を知る、「時宜」をよく知ることが第二である＞。

＜しかしそれがわかってはいても、それでもなお、「所欲」を達成したいという、「一向心」が「時宜」を破ろうとすることがある。自身の「一向心」が「時宜」を破れば、その「むくひ」が必ずある＞。

　右ではそこまでは述べられていないけれども、だから自身の内なる「ひたぶる心＝一向心」を見つめ、できればコントロールする必要がある。

＜「一向心」は行為に出てしまえば、「むくひ」があるが、それもできず、またおさめることもできないのであれば、それを「哥」にする。それが第四の「詠歌」である＞。

＜「一向心」を「哥」にすることによって、その「いきほひ」はくじけ、言ってはならないし、してはならない「時宜」も全うできる。これが第五の「全時」である＞。

　御杖にとっての「詠歌の大規範」「詠歌」に至るまでのプロセスはこういうことであった。そうやってかたちづくられた「哥」の「詞」は「哥ぬしの真言」だという。そういう「真言」のみを「哥」にするべきだという。」


「『真言弁（まことのべん）』において御杖は「言語」と「詠歌」との「差別」すなわち違いについて述べる。」

「御杖は「言語」は「彼我の間の情を通はする」ものだと述べる。これは今風にいえば、「コミュニケーション」であろう。筆者の表現でいえば「伝達言語」だ。「哥」は、神に奉ったり、人に送ることもあるが、その専門は自身
の「鬱情を托する」ことだという。そして「言語は無形」で「詠歌は有形」だと述べる。ここでいう「有形」は「文字の数」あるいは「句の数」などが定まっている、つまり定型であるということだ。「無形」はそうしたことが定
まっていない、非定型である、すなわち言語量に制限がないことの謂いだ。

　筆者はこれまでも、言語には「伝達言語」と「詩的言語」とがあると分類してきた。「詩的言語」によって広い意味合いでの「コミュニケーション」がはかれないわけではないが、「情報」を（比較的）直接的にやりとりする「伝
達言語」を一方に置けば、「詩的言語」は「感性・感覚を言語化したもの」といった位置付けになる。御杖にちかづけて表現すれば、「やむにやまれない気持ち（鬱情）を言語化したもの」ということになる。その「やむにやまれ
ない気持ち」を定型という器の中に入れた時に、自身がかかえていた「鬱情」は自身の内部では死に、言語の中に生きる。自身の内部の「鬱情」が死んだのだから、その「鬱情」が自身を責め悩ますことはない。」


「御杖は『歌道挙要』において、（･･･）「倒語」について説明をしている。御杖はまず。「事」と「情」とを分けた。御杖が重視しているのは「情」である。

　御杖が『真言弁』で挙げた「五典」の第四は「詠歌」（歌を詠むこと）、第五は「全時」（時を全うすること）であったが、「五典」の外として、第六に「感通」を挙げている。「感通」とは「感動」である。

　行くのを行かないといい、見ているのに、見てないというのは、いわば「行為」における「倒語」ということになる。「行為」は確認できることが多いが、「情」は確認しにくい。御杖は自分以外の「人」が「情」に「同意」し
てくれるということを重視し、「倒語」はそのための「妙法」であると述べている。

『歌道挙要』で御杖は、「直言にはこの言霊なし」と述べ、「直を除きたる詞」には神が宿って、「いはざる所のわが情をたすけ」てくれる。その「詞をつかさど」っている神が「言霊」だと述べている。自身の思い（情）を、そ
のまま直にいうのは、まさしく直接的で強引であるので、神のみこころが哀れみ給わない。」


「御杖は「言霊」のない「直言」と、「言霊」の宿る「倒語」とを対立的に見ていると思われる。そして「倒語に二様」があるという。

　一つは「比喩」でもう一つは「外へそらす」である。「ヒユ（比喩）」は現代日本語でも使っている語であるので、こういう語が江戸時代に使われていたか、と思われるかもしれないが、『万葉集』にも（漢字列が異なるが）「譬
喩歌（ひゆか）」という部類がすでにみられる。」

「御杖は『歌道挙要』において、「比喩」は「花の散」ということで、無常を思わせ、松が常葉であることを述べることによって、「人のことぶき」を思わせるのだと述べているので、これは現在いうところの「隠喩（メタ
ファー）」にあたるとみてよいだろう。」

「言語学は、「隠喩」「換喩」を人間の「認知」と結びつけた。それは、どのような語によってどのような語を喩えるかという、人間の「心性」への興味といってもよい。しかし、おそらく御杖はそこに興味をもったのではなく、
どうすれば、「情」が共有できるか、共感できるか、情によって人が動かされるか、というところに関心があった。「関心があった」は表現として軽すぎるかもしれない。歌を、生きていくということと結びつけていると思われる
御杖にとって、それは関心事を超えて、「人が生きる」ということと直結していたように思われる。」


「御杖は『真言弁』において「詞に表裏境といふものあり」と述べている。」

「語は他の語との「差異」によって存在しているという「みかた」が現在の言語学の「みかた」であるが、御杖が述べていることは、限りなくその「みかた」にちかい。」

「表現のために、ある一つの語をとりあげて使えば、かならずとりあげられなかった他の語がある。それが御杖の「裏」ということになる。」

「「歌の一大事」は「理」であるが、その「理」が「詞にいづるときは理屈」になり、「詞にかくるる時は無量の道理」となる。つまり。「理」が「理」として言語化されてしまうと、それは「理屈」になるが、「詞」の背後にあ
る場合は「無量の道理」となる。人は「理屈」によって「屈服」はするが「感服」はしない。「理屈」は心よくないけれども、「理の当然」であるので、しかたがなく「甲をぬぐ」。「理」が「詞のうち」にある時は、それを「道
理」としてとらえ、「理」を深く思いやり、相手の「心中を察して」、感動の涙をこぼして、従う。」

「あらゆる語には「裏」になる語があるが、裏を推さないで語を選択し使うことはできる。しかし、よく裏を推さないと「見たいと思ったから見にきた」というような表現をしてしまう。「見にきた」のは「見たいと思ったから」
に決まっているので、「見たいと思ったから」を言語化する必要はない。

「裏」までが言語化されてしまっているので、背後にもっているはずの「力」が「詞」に備わっていないことになる。」


「目に見えているものの「裏」には目に見えていないものがある。「言語化」されている「情報」の「裏」には「言語化」されていない「情報」があると考えることが自然ではないだろうか。」

「「言語化」できていること、できていないこと、他の語とのかねあい、ということが「言語」という（おそらくは人間の特徴的な）システムを支えている。「言語化」されていることがすべてで、「裏」も「表」もない、という
言語理解は、そもそも「言語」というシステム自体を崩壊させる可能性すら含む、と筆者は思う。若者の使うことばがわからないということが、「ワンチャン」（「ワンチャンス」の略）がわからないいうようなことならまだいい。
そうではなくて、「これまでの言語」とは異なるシステムに裏付けられている「言語」を使っているのだとすれば。そのことについてはよくよく考える必要がある。」




☆mediopos-2193　　2020.11.17

■柴崎祐二
　「スタイルとアイデンティティ／
　変遷を続ける音楽的な装いと芯にある不変の個性が織りなす旅のゆくえ」
（『レコードコレクターズ 2020.12／
　大貫妙子　今、また注目される女性シンガー・ソングライターの軌跡』所収）

60年代から80年代の音楽が 
あらためて聴き直されているのは 
現代は音楽なしでは成り立たない時代であるにもかかわらず 
デジタル時代になってからの音楽が 
その創造的な核とでもいえるものを 
どこか見失い始めているからなのかもしれない 

ロックもジャズもポップスも 
アナログの時代に 
さまざまな個性たちが格闘しながら 
その基本的なスタイルを生み出してきた 
そしてかつては若かった世代のミュージシャンの多くが 
いまだに「開祖」のままで活躍していたりもする 
しかしそれもあと10年ほどで途絶えてしまうだろう 
昨今のリヴァイヴァルはその最後の華でもあるのかもしれない 

さて山下達郎が自分はスタイルで音楽をつくっているいい 
大貫妙子はアイデンティティがまず先に立っているというが 
たしかにミュージシャンにかかわらず 
なにかを作り出していくときのありようを 
そのふたつの視点で見ていくと面白い 

井上陽水はアイデンティティが先にくるけれど 
サザンオールスターズは（金太郎飴）スタイルで音楽をつくっている 
細野春臣はアイデンティティが先にくるけれど 
坂本龍一は（お勉強）スタイルで音楽をつくっている 

村上龍はアイデンティティが先にくるけれど 
村上春樹はスタイルで小説を書いている 
太宰治はアイデンティティが先にくるけれど 
永井荷風はスタイルで小説を書いている 

必ずしもアイデンティティとスタイルというふうに 
分けられるわけではないけれど 
その二つの軸はあるものを生みだしいくときの 
二つの軸足なのかもしれない 

さてさて大貫妙子 
そういえばレコードの時代から時代まで 
ずいぶん長い間聞き続けている 
そしてアナログとデジタルの境をあまり感じない 
大貫妙子はずっと大貫妙子で変わりながら変わらない 
いまでもよく聴く音源のなかには必ずはいっている 
そのアイデンティティをもった声がどこか心地よいからだろう 
長く聴き続けられる音楽にはそうした確かな理由がある



「＜僕はスタイルで音楽を作っているけれど、大貫さんはアイデンティティが先に立つ＞。

　これは、シュガー・ベイブとしてともにデビューして以来、長年の盟友である山下達郎が、かつて大貫妙子本人へ語った言葉だという。簡潔なコメントではあるが、大貫妙子という類いまれなるアーティストの個
性をこれほどまで鮮やかに捉えたものも稀だろう。かたや、自らが確立したスタイルを求道的に究めつづける旧友と、一方で、時代の変遷とともに軽やかに音楽性を塗り替えていった大貫妙子。二人の天才は今もな
お、それぞれの道を歩み、〝音楽を演奏し続けること〟の芳醇を聴かせてくれる。

　さて、今この２０２０年に大貫妙子の音楽を論じるにあたってどうしても触れておかねばならないのが、ここ数年におけるシティ・ポップ再評価と関連するあれこれだろう。これまで本誌でも幾度となく言及され
てきたとおり、昨今、国内に留まらず海外の若手音楽ファンが70年代～80年代にかけて日本で制作されたシティ・ポップを追い求める光景はすっかり常態化した。中でも人気が高いのが、当ジャンルの王者ともいう

ばき山下達郎を始めとして、竹内まりや、吉田美奈子などだが、このリヴァイヴァルを象徴するような作品こそが、大貫妙子が77年に発表したセカンド・アルバム『SUNSHOWER』。


　もちろん、この作訃音がリリースされた当時は、〝シティ・ポップ〟というジャンル名は未だ定着には至らず、後年に全盛を迎えるそれから遡及的に与えられた呼称であるわけだが、米国産ＡＯＲやソウル等に色
濃く影響された気鋭ミュージシャンたちによる草創期特有の青い野心が、他に得難い眩しいほどの魅力を発揮しているのは揺るがし難い事実だ。だからこそ、時代が巡った今、〝良質な音楽〟を求める多くのリスナー
が再発見することになったのだ。こうした状況は、試しに“Taeko Ohnuki SUNSHOWER”というワードでYou Tube動画を検索してもらうと分かりやすいだろう。16年にアップされた視聴動画は既に２１１万再生を越
え、コメント欄には各国語で多くの称賛が並んでいる。」


「一貫して都会的なセンスを感じさせる音楽を創り出しつつも、世界への〝憧れ〟を強く持ち続け、自らの表現を探し続ける大貫妙子。旅を愛し、ここではないどこかに思いを馳せながら、スタイルには拘泥せず、
一方で自らのアイデンティティを貫いてきた。軽やかに身を舞わせるがごとく歌い続けてきた彼女の姿には、大貫妙子という一個のスタイルをあぶり出すことができなくとも、自由、開放、個性といった、これまで
ポップ・ミュージックを育み駆動させてきた様々な価値が美しく溢れ出す様を見ることができる。」




☆mediopos-2194　　2020.11.18

■白須純『青の儀式』（雷鳥社 2020.10）

アズレージョとは 
白いタイル地に青で描かれた絵が印象的な 
ポルトガル文化を象徴するタイルで 
ペルシャ人から工芸を習得したムーア人から 
スペインを経由し15世紀にポルトガルにもたらされたという 

画家・版画家である白須純氏は 
伝統的な技法を使ったアズレージョ画に魅了され 
さらにその「青」をもとめて世界をめぐり 
その旅で出会った「青」についてこの本に記している 

興味深いのは 
アズレージョ画に至るまでに 
芸術における「現代」への迷いや疑問を持ち 
その「現代」なるものの足枷を一度外したことだ 

伝統であれば因習的であり 
現代であれば自由なのか 
どちらにも因習はありまた自由もある 

おそらく白須純氏は 
伝統的な技法やその「青」への探求を通じて 
むしろ「現代」であるという陥穽を越え 
「人を揺り動かす大きな力」を見出し得る道を 
見つけたのではないだろうか 

「青を人が運び、神聖なものに捧げ、取引が成され、 
陸と海を渡り、顔料をめぐってかけひきや戦争があり、 
富の象徴とされ、夏の風物詩となり、 
その時代と社会や交差する人間模様を複雑に織り成し、 
さまざまな形で青は歴史を彩」ってきた 

その「青」という入り口 
「青の儀式」を通じて見えてくるものは 
本書を通じてかいまみえるだけでも 
はるかな魅力を湛えている 
「青」に沈潜する時間のなんと豊かなことか･･･



「ポルトガルではタイルのことをアズレージョといいます。特に白いタイル地に青い絵を描いたアズレージョ画は、みずみずしい雰囲気をもたらす独自の絵画様式です。わたしがはじめてアズレージョ画を知ったのは1998
年11月のことでした。ポルトガルから届いたエアメールに入っていた写真には、窓からの光を反射してわずかに波打っているタイルの絵が床に並んでありました。それがいったい何なのか、わたしはしばらくその写真に目
を落としていたのを覚えています。タイルに絵を描く----。いまとなってはあたり前のようにタイルに筆を運び、削ったり、色をつけたりしていますが、当時のわたしにはタイルに絵が描けるということさえ、まるで考えら
れないようなことだったのです。


　わたしは美術大学の油絵科に入学したものの、途中で版画に転向し、１年間の休学期をはさんだ後に木版画で卒業しました。そして卒業してからしばらく引越のアルバイトをした後、ロンドンのスレード美術学校へ留学
して銅版画を学びました。

　スレード美術学校を卒業して５年ほど経ったある日、それまで数度壁画の制作にわたしを呼んでくれた、恩師のバルトロメオ・ドス・サントス氏から再び版画制作の知らせが届きました。タイルの壁画を描くことになっ
たわたしはリスボンに渡り、ドス・サントス氏と再会し、向かった先のタイル工場のアトリエでポルトガルのギャラリー「ガレリア・ラットン」の代表アナ・マリア・ビエガシュ氏に迎えられました。過去の経験から、到
着の翌日には壁画の大画面に筆を走らせることになるのはわかっていました。この時は縦3m、横6m、ポルトガル人冒険家フェルナンメンデス・ピントの書いた「東洋遍歴記」をテーマにした壁画シリーズで、５点のパネ
ルのうち南蛮船を中央に置くなどした３点をドス・サントス氏と手分けして描くことになったのです。わたしは早速ポルトガルの船員や浜辺にいるサムライたちを描きはじめました。そのときはじめて手にしたタイルは、
不思議な感触とともにわたしの手のなかに収まりました。まず青い水性顔料を刷毛で表面に塗り、柔らかい剣先で削ると白地が現れ、さらに加筆や削りを繰り返した後に焼成すると、いままで経験したことのない絵ができ
あがってきたのです。この画法にわたしは夢中になりました。気がつくとふたりでこの壁画を３日間で描き上げていました。

　その後熱気を冷ますように街へ出かけ、伝統アズレージョの建物の外壁や、現代作家が公園や地下鉄の構内などに描いたパブリックアートのアズレージョ壁画を改めて見ることができました。美しいシントラの宮殿を訪
れたり、リスボンの地下鉄を回ったりしても、そのなかでも特に目に付くのはやはり青と白のアズレージョでした。その世界はまるで自分のためだけに存在しているように感じられ、魅了されたのです。

　そのころわたしはまだ半分、「現代版画」や「現代美術」というカテゴリーに作家として身を置いていたいと考えていました。それが売れない身ながらも自分のいるべきポジションであり、そのための技法の研究や見せ
方について模索し続けた時期を迎えていました。しかし迷いや疑問は常につきまとっていました。頭にいつまでも残る「現代」の二文字。これは一体何なのか。なにをすれば答えがでるのか----技術的な解決なのか、流行な
のか、経済なのかシニシズムなのか？

　一方「現代」の看板さえ立てておけばそれで済むという考え方は、いい加減なようでわたしには抵抗がありました。本来ならそれは伝統に対峙する姿勢であって、伝統とは因習的であり徒弟制度や同時に父権主義的であ
ると批判しなくてはいけないはずでした。しかし実際には「現代」を冠した団体展があり、そこには会員を抱えた階級社会があり、また大学も同様に組織です。現代を標榜しつつ、組織は組織の論理に則って機能します。
だからといって、内部に優れた自浄機能を持ちあわせているかどうかは別の問題です。時が過ぎれば流行は終わり、その後洗い流されそこに残ったものを見極める時間も必要です。そしてわたし自身、身の回りの状況は、
どこまでも混沌に満ち、延々と同じことが繰り返されるように思えました。

　そこでわたしは、タイル画を知って数年たったある日、「現代」から退くことに決めたのです。これ以上現代に呪縛されることなく、現代を追いかけることを止め、伝統を学びタイル画もとよりアズレージョに専念して
いくことのほうが多くの発見にあふれ、新しい状況が自分のなかに生まれるかもしれない、そう思ったのです。制作に没頭するためには「現代」との絶縁がわたし個人の答えとして出ましたが、しかしその「現代」には誰
しもが無条件に立たされ、漠然とした不安に捉えられ、しかも逃れることができないではないか。反対に、タイルだけに固執するのもおかしなことではないか、ただの現実逃避に過ぎないのではにかと疑問を抱くこともあ
りました。カテゴリーのなかに存在しないものは美術ではないのではないか、科目のなかに存在しないものはアートではないのではないか。本当にそうなのか。その疑心とともに魅力を発し続ける青と白の絵画、この２本
の平行線はいつまでも交わることなく、そしてすぐに答えが出るわけもなく。わたしはただ前を向いて歩いていくだけ。そんな気がしていました。やがてわたしはオリエント財団の奨学金を受け、ポルトガルのアガビーダ
の山中にひっそりとあるラットン・スタジオで１年間、静かにアズレージョの研鑽を積むことになったのです。


　数年前、思いがけないアトリあの立ち退きをきっかけに、わたしが描くことよりもそれまでタイルで使い続けてきた青の顔料について調べることにしました。当初わたしが書きはじめた国や地域はポルトガルのタイルや
中国の焼き物など、自分の目と知識の届く範囲のものでした。しかしもっといろいろな国や文化、そしてそこに住む人々がいかに青と過ごしたのか、興味を持ち始めたのです。たまたま亡くなった叔父が以前くれた、大貫
良夫著『マヤとインカ（世界の大遺跡）』（講談社）をめくると、そこには色鮮やかなヒスイの仮面、両頭のトルコ石の蛇、青い壁画が現れました。わたしは普段目にしなかったそれらの写真に感動を覚えながらも、その
うちアメリカ各地で見つかった青い染め物や神々の像、貝殻細工の装飾品などを知ることになりました。はじめはおぼつかないものでしたが、その先々にいた専門家、学者の文献、現地の人々の声や手による記録を頼りに、
文章を綴りました。そして背中を押されるように南北アメリカや太平洋の島々を巡り、やがてアジアへと渡る旅になっていったのです。

　青を人が運び、神聖なものに捧げ、取引が成され、陸と海を渡り、顔料をめぐってかけひきや戦争があり、富の象徴とされ、夏の風物詩となり、その時代と社会や交差する人間模様を複雑に織り成し、さまざまな形で青
は歴史を彩りました。この本で紹介できるのはその一部にしか過ぎませんが、その全体像はきっと過去から未来へと広がっていく大きな青いうねりのようなものなのかもしれません。わたしはできるだけ多くの青を集め、
書き留めておくことが必要なのだと思いました。それは自分の防備録のためでもありましたが、この作業のなかでわたしが発見した文化と人々は、数多くの貴重な教えにあふれていました。彼らの青への思いと考え方を、
いま多くの人たちと共有することは大事なことだと思います。わたしの抱えた小さな疑問は、大きな波のなかいた１匹のさなかのようなものと気づかされました。」


「あるとき、青と白の絵画であるアズレージョはどうやって生まれたのかを疑問に思い、そこから人が絵を描きはじめたというのはどういうことだったのかと、考えたことがありました。たとえば人は空を見上げ雲が浮か
んでいるのを見て、そこにあるさまざまな形や青と白が混じりあうのを、「ああ、あれは馬のようだな」とか、「魚のようだな」などと想像することがあります。わたしたちの祖先も実はそのようにして雲の姿形を自分た
ちの世界の生き物やものと重ね合わせて、想像力を豊かに膨らませ、心を遊ばせていたのではないでしょうか。それがやがて描くという行為につながり。その片鱗がわたしたちのなかにいまでも残っていて、青と白の絵を
見た時に懐かしさを感じ、目や心に自然と入ってくるのかもしれません。


　人は幸せを求めようとす時、それはお金であったり、家や安定した暮らしであったり、家族あるいは愛する人であったり、人それぞれに違いはあるでしょう。しかしそのなかには、青いなにかを手にしようとする人の心
もはいるのではないでしょうか。インディゴブルーのぼろきれ、ケツァル鳥の羽根、波間を走る青い光･･････。人の本能に色が付くのなら、それは心の奥底に咲く花の色に例えられるかもしれません。それはいつも人のそ
ばにあり、心を満たし、人間を裏切ることなく、それを欲した人の心を大きく包み込むものであるのではないかと思います。


　わたしは今回、行く先々でさまざまな青に出会うことができました。オリーブ・オートマンの刺青はモハベ族から彼女への愛でした。その刺青のもととは、いったいなんであったのでしょうか。もしかすると太古、雷に
打たれやけどを負った皮膚の跡を神の恩寵として受け入れ、自らの力でその文様を入れることで神意に応えられる存在である証を、人は天に示したかったのかもしれません。トルコ石もカホーグ貝のベルトもシャツに染め
られた青い鳥も、その愛を吹き込まれた特別な存在です。この本を書き終えるにあたり、青という色は人を揺り動かす大きな力のことであると、あらためて感じます。」



☆mediopos-2195　　2020.11.19

■児島宏子
　『アニメの詩人　ノルシュテイン』
　（東洋書店新社　2020.5）

イメージが 
記憶や想念の深みから 
語りかける 

ノルシュテインのアニメを 
観るようになってから 
アニメという世界が 
詩そのものになることも 
できるのだということを知った 
それまで観ていたアニメは 
それがどんなに良質なものであっても 
もっぱらストーリーだったから 

ノルシュテインは15歳の頃すでに 
松尾芭蕉などの俳句を 
翻訳で読んでもいたらしい 
通っていた美術学校でも 
江戸時代の浮世絵 
歌麿・写楽・北斎などに感銘を受けていた 

ノルシュテインには 
ノルシュテインだけの記憶や想念があり 
そのさまざまなイメージを 
詩のように歌いながら 
丹念に時間をかけて 
アニメという形にしてきたのだろうが 
おそらくそれらのイメージは 
ノルシュテインのなかだけにとどまってはいない 
もしとどまっていたとしたら 
これほどに国を超えて 
その詩が届きはしなかっただろう 

ふつう詩には言葉の壁がある 
その意味内容を別の言葉に置き換えたとき 
失われるものがたくさんあるからだ 
けれどそれでも誤読されながらも 
伝えることのできるものはある 
ノルシュテインの丹念につくられたアニメ詩は 
文化の壁がないとはいえないとしても 
そのイメージはそのまま映像として鮮烈に伝わってくる

ノルシュテインとその作品を紹介しているこの本を 
実際のアニメを観ながら読み始めて以来 
ときにじぶんの夢や深みから現れるイメージが 
まるでノルシュテインのアニメ詩のように 
現れては消えてゆくことがあることに気づいた 

それを夢分析する気はないけれど 
そうしたイメージのさまざまは 
深いところにある記憶や想念と 
どこかでつながっているのがわかる 

それをじぶんとの対話とすることで 
どこか深いところで 
じぶん以外の「あらゆることとつながる」ための 
きっかけにもできるのかもしれない



（「受賞歴」より）


「ノルシュテインは国内外から30以上の様々な賞を授与されている。１９７７年にロンドンのフェスティバルで、《霧の中のハリネズミ》で最優秀賞。７９年、《キツネとうさぎ》、《アオサギとツル》、《霧の中のハ
リネズミ》でソ連邦国家賞。８４年、アメリカの映画芸術アカデミーと国際アニメーションフィルム協会との共催による国際アンケートで、《話の話》に「あらゆる民族、あらゆる時代における最上のアニメーション」
という称号が贈られた。８９年に、映画芸術における実作者としての貢献に対してタルコフスキー賞、青少年のためのアニメーション芸術発展のへの大きな寄与に国際ジャーナリスト連盟からメダルを授与、第15回モン
トリオール映画技術国際コンクールで《外套》の素材に対し第一位を授与。91年にフランスの芸術文化勲章、95年に文学、芸術の高度な発展への寄与に関してロシアで＜凱旋＞賞。２００４年には日本国政府から旭日
小授賞勲章を授与された。」


（《話の話》1979年、カラー、スタンダード、29分　より）


「あるとき私はユーラに尋ねた。「《話の話》というタイトルは詩篇「歌の歌」からイメージしたのですか？」「それ以前にトルコの詩人ナジム・ヒクメットの同名の詩からいただいた」「えっ、あのヒクメット？」ノ
ルシュテインは「そう、あのヒクメットだよ」と笑った。」


（《話の話》～〔子守唄〕より）


「大きなリンゴ（クローズアップ・全景）。草の上に落ちているリンゴに雨が降り注ぐ。子守唄が聞こえてくる。おっぱいをのむ赤ちゃん。生命の泉を一生懸命に飲んでいる。それを、オオカミの仔が見つめる。森の中、
ヤナギの木、草の上のリンゴ、すべてに雨が降り注ぐ。《話の話》のタイトル。子守唄を口ずさむ声･･････。古い家のルースショット・全景。光があふれ出るドア。ドアが近づく。そのドアから別の世界へ･･････。」


「ドアが私たちに向かって近づくようだ。子守唄の一フレーズが、シンコペーションの行進曲のように編曲され微かな響きになる。光を突き抜けると別世界が開かれる。これは「永遠」、「真昼」、「安らぎ」、「明る
さ」等一つの言葉で表現できないエピソード。」


（《話の話》～〔平穏への願い〕より）


「バッハのプレリュードが歌うように響いてくる。巨匠リヒテルの演奏は何気なく、深々と澄みわたり、心に染み入る。

　セピア色のデッサンのような、原初を思わせる風景。牛が縄をまわす。少女が跳ぶ。軽々とした縄跳び遊び。海辺の木陰に置かれたテーブル。ネコと詩人。詩作が思うようにいかないのか苛立っている･･････。彼はリ
ラを取り出し月桂樹の冠を頭に乗せ、古代ギリシャの詩人のようにガウンをまとい、リラを奏でる。海の波間に大きな魚が泳いでいる。漁師の妻が洗濯している。傍らに乳母車。

　ネコが詩人にお説教しているらしい。「君はもっと人々の悲痛や歓喜をペレジヴァーチ、感応すべきだよ、そこから流れて舞う言の葉は･･････」とでも言っているのだろうか？」


（《話の話》～「あらゆることとつながうべきだ」より）


「この作品は、見る者によっては、あいまいで不可解とも見えるようだ。」

「私はこのアニメーションを、まず詩としてとらえ、すぐに想念と記憶が形を与えられたものと納得した。想念や記憶は、必ずしも時系列を伴わない。夢も同様だ。たぶん、私は生後10ヶ月から呼吸器の病をなんとか
生きながらえ、ことに呼吸困難の後は、点滴を受けながらただ回復を待って横たわっているだけだったので、生活の「時系列」を取り入れることができなかったのだ。横になっている間、私ができたのは、無言の自己対
話、記憶の反芻のみだった。それで、ノルシュテインの作品の中で、容易に受け入れることができたのが、第一に《話の話》だった。」

「確かに、記憶や想念は個人的なものである。《話の話》は、ノルシュテイン自身のはるか年少の頃に兆した記憶を底に据えている。しかし、この作品では、それを拡張し、普遍化している。たとえば、「日曜日」の親
子三人の散歩。普段家族で散歩をしている人にとって、「父親がウオッカをラッパ飲みしている」ことは異質であろうが、散歩という行為は共有できるかもしれない。さらに、この作品に現れる「戦争のテーマ」は、も
し観る人に自国の歴史に寄り添う気持ちがあるなら、共有できると思うのは、私の思い過ごしだろうか。第二次大戦は一国だけの問題でも、テーマでもないからだ。ノルシュテインが口を酸っぱくして語り、訴え続けて
いるのは、誰もが「あらゆることとつながるべき」ということだから･･････。」




☆mediopos-2196　　2020.11.20

■佐藤健二
　『真木悠介の誕生／人間解放の比較＝歴史社会学』
　（弘文堂 2020.11）

見田宗介が 
「真木悠介」という別の筆名を使ったのは 
当時の全共闘に対する批判があったようだ 

そしてそこには 
＜私＞という自我への問いが 
深く関係していた 

全共闘は社会の変革や解放のために 
まさに「共闘」しようとしたのだろうが 
そこには＜私＞という 
主体の根拠が欠けていたのではないか 

そのために全共闘をはじめとする社会運動は 
外への戦いの対象を外されたとき 
往々にして「内ゲバ」へと向かってしまうことにもなる 
自我は外に向かうばかりで 
内へと向かう力を育てていなかったからだろう 

話を敷衍させていえば 
そのように自我の外へ向かう力と 
内へ向かう力から説明できるかもしれない 

もっぱら自分の外に目線が向いているとき 
その対象への「戦い」や「革命」は 
自分へと向けられないことで外へ外へと力を行使できる 
それが自分の内へと向けられたとき 
自我の働きの弱い無意識の力が 
ほとんど無秩序で稚拙なまま働いてしまう 
外では温厚で有能そうに見える人間が 
家に帰ると暴力的で権力的になるように 

そうした全共闘世代に典型的なありようは 
おそらくそのジュニアの世代では 
違ったバリエーションであらわれている 
その場合も自我は外へと向いているが 
今度は過剰な「承認欲求」としてあらわれることになる 
「私を見て！」という燃えるような叫びでもある 
だからとめどもなくじぶんを過剰露出する 
そして思うような「承認」や「評価」が得られないとき 
いわば「心の病」とさえなってしまう 

さて見田宗介が 
「真木悠介」という「悠」という字の入った 
もうひとつの名前「真木悠介」を使った理由は 
全共闘の人たちが 
すぐに革命を！戦いを！という 
主体的根拠の欠けたあり方を事としていたのに対して 
「十年、二十年という腰を入れて、 
百年、千年という単位の人間の歴史のなかで、 
悠然とものを考えなければだめだと、と言いたかった」という 

現代でも社会批判や承認欲求という形で 
みずからの主体的根拠を問わないまま 
目を外に向け性急に目に見える結果を求めようとするとき 
こうした「悠然とものを考え」る方向に 
自我を一歩でも進めていけるようにする必要がある 

現代は自我の修羅場の時代であるともいえる 
たしかにみずからを問うということは 
外へと向かうことに比べれば 
すぐに結果や他からの評価が得られるようなものでもないが 
＜死とニヒリズムの問題系＞や 
＜愛とエゴイズムの問題系＞へと 
みずからの視点を深めていくためには 
いちどそうした外へのプロテストを転換して 
みずからの自我の姿を悠々と見つめてみることから 
はじめる必要があるのではないだろうか 



「いうまでもなく真木悠介は、見田宗介が一九六九年に生み出した筆名である。

　作家がペンネームを使うのとは違って、研究者が二つの筆名を、ほぼ重なり合う著作のジャンルにおいて積極的に使うのはまれだろう。文学研究の領域でも、雅号俳名の風流はさておき、ほぼおなじ領域での著作活動で、あえて二
つの主体格を独立したものとしてとらえること自体がすこし異例で、あまり聞かないかもしれない。しかしながら、この二つの名の分と交流と融合とを論ずることは、このテクスト空間を考えるときに、不可欠のプロセスであると、
私は思う。」


「テクスト空間を私自身がたどった印象では、「真木悠介」の役割にはもっと実践的で社会的な側面が強い。他者の存在形態や、研究者のあり方をめぐる時代的状況が、深くかかわっているのである。それは「対話」への切実な必要
から生み出されていると思う。つまり、他者とつながるためのもう一人の自己だととらえるべきだろう。」


「主体化の問題を、見田＝真木のテクスト空間に位置づけようとするとき、「僕にとっては六〇年安保というのはたいした事件ではなかった」、という供述が重要になる。そして、「安保」よりも「戦争」と「全共闘」体験のほうが
はるかに大きかった、と語っていることが思い出されてよい。さらにいうならば、１章の戦後の分析において指摘した「実感主義」の止揚が、この全共闘の時代にもういちど問題視されている、と論ずることができる。

　まず運動のなかの「実存」が、それらしき傾向の「実感」にとどまっていることが問われる。

　それが解放や変革の名のもとでの、自己の実感の追求でしかないことが、真木悠介によって厳しく問いただされる。実存は、たんなる実感への依拠ではなく、主体をなりたたせる選択の根拠であることが執拗に確認される。


　　「まず最初に問われなければならないことは、それぞれの＜私＞にとって、そもそも解放や変革がほんとうに必要なのか、もし必要だとするならば、それはどのようなやむにやまれぬ根拠によるものなのかということである。」
〔「解放の主体的根拠について〕


　真木の批判の念頭にあるのは、理論的な知識から導きだされただけの、抽象的な正統性である。

　人民の解放と変革が必要であることは当然であるとする認識の、ばくぜんとした「変革」の自明性が批判されているのだ、といいかえてもいい。その自明性は運動者の実感のなかをただよって、自らの行動を、どこか超越的に根拠
づけているかのように思われている。」


「真木の問いかけのポイントは、それらそれぞれの変革の必然性をささえる主体の根拠である。

　そして、既存理論への依拠はもちろん、それに対する批判をも貫いて指摘しうる、主体的根拠の脆弱さである。つまり、そうした議論のどれが正しかったとしても、そこから主体たる「私」の状況や実感を媒介せずに生まれている
運動は、あやういのではないか。あるいは自己否定の論理で「私」の存在をまるごと否定して、根底的な変革と解放の必要性を導き出そうとする傾きもみられる。しかしそうした抽象的な結びつけの飛躍には、ひつは自覚されていな
い脆弱性と欺瞞が隠されているのではないか。そのことを真木悠介は批判する。

　その飛躍の空白に、なにかがすでに書きこまれてあるのか。それを明らかにしなければ、「＜私＞の解放の主体的根拠」は明確に定位されない。そして自らの実践が向かい合う、「どのように」を具体的に構想することはできない
だろう。

　もし変革を駆動する自己の根拠の定位が、あいまいなままであるなら、そのかぎりにおいて運動主体は、（１）観念の実体化による運動の上すべり、（２）組織や運動の自己目的化、（３）方向の恣意性と機会主義的な目的のすり
かえ、（４）安易で不毛な転向、といった多くの困難を避けることができないと論じられていく。

　この一節は、困難の指摘であると同時に、学生運動の現実に対する批判でもあった。そこでなされた「解放や変革がほんとうに必要なのか」という問いのねらいは、次のように真木自身に言い換えられている。


　　「むしろ＜私＞の状況のなかに、もしそのような必然的根拠が存在しないのであれば、浅薄な「革命的」空語に酔って他人をも自己自身をもたぶらかす遊びをやめて、むしろこの体制の現場で、自己の課題と雄々しく取り組むべ
きであろうし、あるいはまた、この世界の中で得られる生の機会を生きつくすことが、真実の生き方であろう。」


　めずらしく情動のアドレナリンが全面に出たこの一節において、真木が力をこめて強く批判するのは、現代の学生運動にまぎれこんでいる不毛な他者否定と、自己絶対化の抽象性である。＜私＞にとっての必然性があいまいなまま
にされている、解放の名のりのもとでの運動の実践の欺瞞である。

　であればこそ、その根拠が＜私＞という主体の名において求められる。」


「見田宗介の社会学を、掘り下げていくと「二つの原問題」すなわち＜死とニヒリズムの問題系＞と＜愛とエゴイズムの問題系＞にとらわれた「個」につきあたる。そして「個」がかかえこんだ問題の解決、すなわち現代にしばられ
た「私」の解放を原点とするものであったことがわかる。このことは、見田宗介＝真木悠介のことばが、分野をこえて多くの人びとを感動させる力をもったのはなぜかという、その秘密に触れている。」


「「死」は、人間としての個人にかならずおとずれる不可避の運命であって、それぞれの未来構想に対する絶対的な限界として、自我を呪縛しつづける。種としての人類もいつか消滅するという、置き換えのきかない恐怖を核に、人
間から主体化する力を奪う。そこに「ニヒリズム」が生まれる。

　一方で、「エゴイズム」はそれぞれの自分をいわば世界の中心におく。その原理を当然として疑おうとしない意識は、他者との関係において、あるいはその集合である社会との関係において、容易には解きがたい困難をさまざまに
生みだす。とりわけ、争ったり殺したり支配したり抑圧されたりという、背反・相剋の悲劇を根本から克服できていない虚しさが、さらに人間から主体化する力を奪う。

　もちろん、他方において人間という動物は、７章で論じたような欲求の、固有の人間的特質を駆動力としている。たがいに競争し対立する反面、集団において協力したり助け合ったり、ことばを媒介とした交信や共鳴や共存の可能
性をも欲求しうる。

　その解放を駆動する「極限＝未来」すなわちユートピアを、見田は「死」の闇に抗する希望として、「愛」ということばの明るさにおいて指さした。」


（大澤真幸『戦後思想の到達点』NHK出版2019.11～「見田宗介、自身を語る」より）


「見田／「社会学」という枠組みから自由に、こういう根本的な問いと取り組むときのペンネームとして、「真木悠介」という名前を使ったんです。名前の由来は、「悠」の字は使いたかったんですね。「今こそ歴史的決戦の時」み
たいに血走っている学生たちに対して、十年、二十年という腰を入れて、百年、千年という単位の人間の歴史のなかで、悠然とものを考えなければだめだと、と言いたかった。ただ、「悠」の字だけでは少しほんわかしすぎるかなと
思って、名字には「真」の字をつけて、引き締めました。もともとは「見田悠介」で、「真田十勇士」みたいな斬り込み隊長のイメージだったんです。それは、全共闘のバリケードのなかで、論争のために切り込むということもあり
ましたが、現在のシステムは体制、そして「近代」という世界の総和への斬り込みというイメージもありました。

　でも結局、「展望」の連載の最初の回の校正のときに、「真田」よりも「真木」のほうが清潔であると感じて、「真木」にしました。

　このあいだ何十年かぶりに、全共闘の指導者の一人と会ってそのときの話をしたら、「ぼくたちはその「悠」の字が気にくわなかったのです」と言っていました（笑）。「真」の字のほうはいいだろう？と聞いたら、「真」のほう
はよかったです、と（笑）。」



☆mediopos-2197　　2020.11.21

■島村恭則『みんなの民俗学／ヴァナキュラーってなんだ？』（平凡社新書　2020.11）
■I.イリイチ（玉野井芳郎・栗原彬訳）『シャドウ・ワーク／生活のあり方を問う』（岩波現代選書　1982.9）

「ヴァナキュラー」という言葉を知ったのは 
イリイチが『シャドウ・ワーク』で 
家庭の主婦活動など 
「すぐに貨幣価値に換算できないもの」 
いわば「産業的ではないもの」を表すのに 
使われた言葉が論じられていたことからだった 

本書ではイリイチの名前はでてこないが 
おそらくイリイチに言及することで 
その批判的な視点を「民俗学」に入れて 
本書のような比較的軽い本のなかで論じることを 
あえて避けたのかもしれない（と勝手に見ている） 

とはいえ民俗学は＜俗＞ということでその研究対象を 
「対覇権主義的・対啓蒙主義的・対普遍主義的・ 
対主流的・対中心的」なものとしているということで 
その＜俗＞こそがまさに「ヴァナキュラー」 

＜俗＞ゆえの創造性 
「オーソリティとは異質の、 
もしくはオーソリティによるコントロールが困難な 
（場合によっては不可能な）創造性」をこそが 
めざされているのだという 
そしてそれは過去や辺境のものではなく 
いまわたしたちの身近にあるものとしての 
「みんなの学問」である「民俗学」 

今和次郎の「考現学」的な社会学のようでもあり 
最近の「人類学」の視点のようでもあるけれど 
それらよりも雑学的な感じが強く 
テレビのバラエティ番組でとりあげるような 
テーマが紹介されてはいるけれど 

一見ばらばらに見える研究のひとつひとつの星が 
天空に星座を見出すようにつなげられていって 
これまで見えなかったカタチが見つけられれば面白い 
そしてそのカタチから新たな物語を創るのだ 

さらにいえば 
「対覇権主義的・対啓蒙主義的・対普遍主義的・ 
対主流的・対中心的」といったアンチではなく 
多元的多層的多視点的な観点をもった文脈を 
創造していくための「みんなの学問」ともなれば



「民俗学の歴史を見ると、「民俗学とは、人間（人びと＝＜民＞）について、＜俗＞の観点から研究する学問である」という、本書冒頭の言葉の意味がわかるだろう。民俗学の持つ、対覇権主義的、対啓蒙主義的、対普
遍主義的、対主流的、対中心的な観点を集約的に表現したものが、＜俗＞なのである。そして、この＜俗＞は、観点であると同時に、この観点によって切り取られた研究対象のことも表している。」

「この＜俗＞を、現代のアメリカ民俗学では、ヴァナキュラー(vernacular)と呼んでいる。ヴァナキュラーとは、言語学をはじめとする人文社会科学で、「権威ある正当的な言語に対する俗語」を意味するものとして用い
られてきた言葉である。」

「このようなヴァナキュラー＝俗語という認識は、この語が「権威ある正当的なラテン語」に対する「崩れたラテン語」の意味で長く使われてきたことに由来する。」

「第二次世界大戦後、それまで「俗語」のことをさすのに用いられてきたヴァナキュラーという言葉は、建築の世界でも用いられるようになった。「正当的な建築家」による設計ではない建築、建築家以外の一般人によ
る建築が「ヴァナキュラー建築」と表現されるようになったのである。そして、この語は、一般人による建築を研究対象の一つとしてきた民俗学（アメリカ民俗学）でも用いられるようになる。さらにその後は、言語、建
築のみならず、芸能、工芸、食、音楽などさまざまな対象を表す語としても用いられるようになっていった。また並行して、この語の持つ学問的意義の理論的な洞察も深められていく。二〇〇〇年代に入ると。ヴァナキュ
ラーは、アメリカ民俗学における最重要のキーワードにまで成長した。

　もっとも、いま「二〇〇〇年代に入ると」と述べたように、この語が民俗学の最重要キーワードになったのは、約二〇年前のことである。では、それ以前の最重要キーワードは何だったのか？　それはフォークロア
（folklore）である。」


「いまから二〇年前、アメリカ民俗学では、フォークロアからヴァナキュラーへとキーワードの交替が起こっていた。」

「カリフォルニア大学バークレー校教授だったアラン・ダンデス（･･･）は、一九六五年に発表した論文で、「フォークロアは、世の中の人たちが思っているような、田舎にクラス読み書きできない農民が伝える迷信じみ
た古風な風習などではなく、どんな社会集団にもフォークロアは存在する」ことをはっきり主張した。」

「ダンデス以降、アメリカ民俗学では、都市伝説、グラフィティと呼ばれる都市壁画、オフィスワーカーたちが共有するユーモア、犯罪被害にあったニューヨーカーたちの経験談、ボーイスカウトで行われている習慣や儀
礼、救急隊員たちの経験談、鉄道労働者たちの語り、アウトサイダーと呼ばれる素人絵画、ハロウィンやカーニバルなど、さまざまなものがフォークロアとしてさかんに研究されるようになった。

　ただし、ここには一つ問題も存在した。それは、民俗学者たちが現代フォークロアの興味深い研究をしているにもかかわらず、世の中の人たちは、フォークロアを依然として「時代遅れの田舎の農民たちが伝えている、
どこか奇妙で、でも懐かしいものごと」と見なしていることだ。」

「どんなによい研究をしても、「フォークロア」をめぐる誤解のために、それが世の中にきちんと届いていかないという恐れは十分にあった。そんなとき、民族学会には、ヴァナキュラーという言葉が浸透しはじめてい
た。（･･･）民俗学者たちは、誤解されがちな「フォークロア」の語を避け、「ヴァナキュラー」の語を、民俗学の研究対象を表す新たな術語として積極的に用いはじめたのである。」

「民俗学は、「みんなの学問」である（そもそも、フォークロアの「フォーク」には、「みんな」という意味がある。英語で「みなさん！」と呼びかけるとき、この語が使われる）。だから、多様な人びとが民俗学の調
査・研究に参加している。」




☆mediopos-2198　　2020.11.22

■奥野克巳・吉村萬壱・伊藤亜紗
　『ひび割れた日常／人類学・文学・美学から考える』
　（亜紀書房　2020.12）

新型コロナウイルスは 
禅の公案のようなものかもしれない 
人類は避けられない公案を与えられて 
そこからなにかを見出さなければならない 

「ウイルスはもともと私たちのもの」で 
「私たち生命の不可避的な一部である」 
にもかかわらず 
なぜそれが私たちにとって異質なものとなり 
それからみずからを守らねばならないのか 

人から人へ染るがゆえに 
それまで疑いを持たなかった 
人と人とのあいだにある／あった 
日常を疑い始めねばならず 
日常そのものが非日常とならざるをえない 

そうして 
それまで日常と思っていた日常は 
それそのものが 
ヴァーチャルな世界だったことに 
気づくことで見えてくるものがある 

人と人 
人と自然 
それらのさまざまな関係性として 
とらえられている／いたことも 
ある特定の現実とされる 
ヴァーチャルな現象にほかならないことに 
気づくことができるだけでも 
新型コロナウイルスという公案の功績は大きい 

矛盾が生まれたときこそ 
人は否応なく 
それをなんとかして超えるべく 
あらたな知恵を身につける可能性を得る 

新型コロナウイルスや 
それにともなって起こるさまざまを 
ただ恐れたりすることでは何も学ぶことはできない 
またたとえ新型コロナウイルスがフェイクだったとしても 
新型コロナウイルスという公案からは 
さまざまな問いを見出すことができる 

ひとは同じ現実を生きてはいない 
新型コロナウイルスに対しても 
さまざまな疑似現実・仮想現実が演じられている 
それらを観察してみるだけでも稔りは多い 
そしてその公案をどのように生きるかによって 
じぶんなりの新たな現実を 
創造してみることもできるのかもしれないのだ 

みんなのあたりまえを疑うこと 
そこからはじまるものがある 
自由ということだ 



（「吉村萬壱、2020年5月7日」より）


「福岡伸一氏によるとウイルスの歴史は比較的新しく、高等生物の遺伝子の一部が外部に飛び出したものであるという。つまり「ウイルスはもともと私たちのものだったのだ」。ウイルスは我々に外界の情報をもたら
して進化を加速させ、「私たち生命の不可避的な一部であるがゆえに、それを根絶したり撲滅したりすることはできない。私たちはこれまでも、これからもウイルスを受け入れ、共に動的平衡を生きていくしかない」
（「福岡伸一の動的平衡」朝日新聞２０２０．４．３．）ということになる。今回の新型コロナは我々に死をももたらす恐ろしいウイルスだが、全体として見ればウイルスと我々はずっと共に生きてきた間柄なのであ
る。

　また、最も単純な生命体であるウイルスは彼らの為すべきことをしているだけの存在であり、無論、善でもなければ悪でもない。むしろパオロ・ジョルダーノが言うように「ウイルスは、細菌に菌類、原生動物と並
び、環境破壊が生んだ多くの難民の一部」（『コロナの時代の僕ら』早川書房、67頁）なのであってみれば、新型コロナウイルスは平和な森から人間の手によって追いやられた被害者と言えるだろう。


　奥野克巳さんから「生命と自然の問題」という提言がなされた。他人をモンスター扱いする近視眼的思考に囚われてばかりいると、早晩頭が変になってしまう。と言うより我々は既に、ある程度神経症に陥っている
のではないだろうか。こんな症状には思考の幅を時間的空間的に可能な限り広げることが有効な処方箋であり、「生命と自然の問題」はそのための充分な広さを持った枠組みだと思う。また伊藤亜紗さんには、今回の
新型コロナの流行によって、我々の脳が捉える環境がどう変化する可能性があるかを是非訊ねてみたい。ウイルスは我々を怖がらない。こちらもいたずらに恐怖に呪縛されず、彼らが我々に何を伝えに来たのかを冷静
に考えてみるべきなのだろう。」


（「吉村萬壱、2020年5月22日」より）


「何より自粛によって会社や学校に行かなくてよくなったという事態は、仕事や勉強の重圧、人間関係のしがらみから人々を一気に解き放ったという点で特筆に値する気がする。きっと実際に、そのお陰で精神的に生
き延びた人も少なくなかったのではないかと思う。彼らは社会の首枷から解放され、元の日常こそが何か途轍もなく不自然なものだったことを改めて思い知ったことだろう。日常性の裂け目に、こんな自由があったの
かと。この非日常の持つ解放感は、自粛の不自由さや経済的な不如意にもかかわらず、彼らを強く魅了したに違いない。彼らは、もし新型コロナの流行があっけなく終息して何一つ変わらぬ日常がたちまちの内に戻っ
てきたならば、それこそが本物の脅威だと感じるたぐいの人々である。」

「その一方で、この手の心性とは対照的に「早く普通の日常が戻ってきますように」と切望をする強い気持ちもまた、我々の中には存在する。当たり前の日常への信仰、何があっても何度でも見慣れた日常が繰り返し
回帰するに違いないという確信には、思いの外揺るぎないものがある。特に経済活動に於いて社会が旧に復することは、全ての困窮者にとって焦眉の急でもある。

　しかし全くひび割れのない完全無欠の日常など存在しない。それゆえにかえって、それを信じない少数者を排除してでも万人に原状復帰を望ませるほどに、それは根強い欲求として我々の社会の中に息づいているの
かもしれない。」


（「奥野克巳、2020年7月16日」より）


「伊藤さんは戦うべき敵ではない「コロナさん」に関して、私たちと「水平的な他者であるコロナウイルス」との関係性にまで議論を進めている。そしてそれを「異なる種と水平的な家族を形成する可能性」と呼んで
いる。コロナウイルスを含む異種との水平的な家族の関係性を結ぶためには、「自然と対立するテクノロジーではなく、人間が自ら有限性を超え、より大きな自然と出会うためのテクノロジー」、つまり「他者を支配
しないテクノロジー」について考える必要があるのだとも言う。

　吉村さんは、人間と動物が平等な関係を築くよりも難しいことはあると仄めかしている。濱野ちひろさんお言葉を引いて吉村さんは、「人間と人間が対等であるほうが、よほど難しいと言う。コロナを含めた疫病の
流行時に繰り返される人間同士の差別と迫害をめぐって、「人間同士が対等の関係を結べない限り、災厄にも悲劇にも終わりはない」と見る。」


（「吉村萬壱、2020年7月22日」より）


「既に新型コロナウイルスの影響で人間社会には多くの悲劇が生じており、我々はともすれば「新型コロナウイルスとの戦いに勝つ」とか「新型コロナの馬鹿野郎！」とか口にするが、実際はウイルスに対してという
より、後手後手の政府の対応や、この危機を上手く乗り越えられない社会、そして感染防止ルールを守らない人々に苛立っているのであって、ウイルスを直接憎悪することは厳密にはしていないのではないかという気
がする。つまりそれは、東日本大震災の被災者が、地震を起こした地球の地殻変動や、津波を起こした海を直接的に憎悪しないのと同じことなのではなかろうか。これはヒルや蟻や森に対するプナンの人びとの畏敬の
こもった態度にも通じる感性であり、ひょっとすると我々が人類史のどこかで捨ててしまった、伊藤氏の言う「異なる種との水平的な家族」を形成する力の残滓なのかも知れない。

　改めて何が今起こっているのかを考えてみると、一つは人から人へと新型コロナウイルスの感染が日々広がっているという生命現象、もう一つは防疫体制を作りつつ社会全体が変化しつつあるという社会現象であろ
う。後者は、人間社会特有のものである。」


「新型コロナウイルスが今、我々と深く繋がってこようとしている。ヒトは中屋敷氏の言う「他の生物との合体や遺伝子の交換を繰り返すようなごった煮」の中で進化してきたし、今もヒトが他の生物から厳密には独
立していない以上、この侵入はある意味不可避の現象であるとも言える。

　確固不変の独立した自我を盲信し、自我など持たない新型コロナウイルスに対して怒りの拳を振り上げても、その拳は誰か他人の頭の上に落ちるのがオチなのではあるまいか。」




☆mediopos-2199　　2020.11.23

■山下祥二 編『仮面考　シンポジウム』
　（リボロポート 1982.4）　所収
　「第三部　憑依（トランス）の構造」
　小田晋・観世栄夫・栗本慎一郎・
　坂部恵・森本公誠・山城祥二

私たちはさまざまに 
見えない仮面をつけて生きている 
必要に応じ自覚無自覚を問わず 
見えない仮面のなかで 
さまざまな顔を演じている 

しかしその仮面を生きることに疲れたからといって 
その見えない仮面を外せば 
ほんとうの自分の顔があらわれるわけではない 
「こんな顔かい？」と振り向いた顔は 
まさにのっぺらぼうなのだ 

仮面と自我は対応してとらえることもできる 
「私」は仮面でもある 
私たちはその仮面に 
さまざまな「私」を憑依させて生きている 

それは役割としての「私」であるときもあり 
ときには多重人格的なかたちで 
たくさんの「私」が同居するときもある 

日本語では「私」を意味する言葉がたくさんある 
そしてときには「我」が「汝」に転化したりさえする 
人称そのものが仮面だからなのだろう 

そうした「私」を生きる存在は 
その「私」を超えたところにある「私」と 
つながらなければその本来を生きることができない 

ゆえに実際に仮面を使い 
さまざまな儀礼や芸術において 
その仮面にいわばカミを憑依させることで 
狭い「私」における体験を超えた体験のなかで 
「私」を「私」ならざる「私」へと導こうとする 

しかし「私」ならざる「私」は 
「この私」へと帰還しなければならない 
その往還こそが重要な経験となる 
ドラッグなどが危険なのは 
それが「この私」を離れるだけになってしまうからだ 
糸の切れた凧のように制御不能となり 
「私」でさえない壊れた存在になる 

「この私」であることを 
からだをもってたしかに生きながら 
「この私」を超えた「私」であること 

それは世界劇場で演じている役者でありながら 
脚本の作者でもありまた観客でもあるという 
同時往還可能な多重存在として 
「私」を自覚的に生きるということだ 



（坂部恵「仮面の体験」より）


「現代のわれわれもまた、場面に応じてあの役割この役割を使い分けながら、比喩的な意味では、ひとつといわずいくつかの仮面を取っ替え引っ替えかぶって生きている。あるいは、生きることを余儀なくされている。
そのような仮面を全部はずした唯一無二の素顔、これこそ本物の自分などというものは、どこにもない。」

「われわれ現代人がこのように絶えずかぶって生きている、あるいは生きることを強いられている仮面は、もちろん、通常の意味での仮面、つまりかつての共同体このかた一部では今日まで受け継がれている比喩的な
らざる仮面とは、同じ仮面と言っても、明らかに、質的と言ってもよい違いないしへだたりがある。

　ひと言で言えば、あれこれの役柄、あれこれの仮面を、ともかくも場面に応じて誤ることにないよう。取っ替え引っ替えしているわれわれが、いわばその仮面を操る舞台裏で、大方の場合には、なんとなく居心地悪
く、どろどろと心底に見え隠れしつつ渦巻く思いを十分にはもて扱いかねるままに生きている。そのような、今日のわれわれの平均的体験とは異質の、いわばそのもう少し外側に広がっているような体験が、比喩的な
らざるほうの仮面とは多くの場合結びついている。そして、この体験こそ、これもすべてとは言わず多くの場合と言っておいたほうがより慎重だろうが、憑依の名で呼ばれる当のものにほかならないのである。」


「私は、いわゆる世の中全体の近代社会における「世俗化」によって、確かにわれわれの生活が一面ではきわめて幅の広い豊かなものになりながら、他方で、われわれの体験が、かつてよりは幅の狭い、しかもどろど
ろと不透明な部分ばかりをいたずらに多く含んだ粗雑なものになり果てていることに思いを至らずにはいなかった。

　では、欠けているものとは、ひと言で言えば何なのか。それをひと言で名ざすことは、困難でもあるしまた危険でもあるだろうが、それを承知であえて言うことにすれば、それは、一種の宇宙的な規模にまで拡大さ
れた罪責意識、ないしは負い目の意識とでも言ったものなのではないだろうか。

　たとえば、小田さんが、能は癒やしの芸術ではないかという仮説を提出して観世さんに質され、あるいは、森本さんが罪障の浄めというテーマについてくり返し語られるのを、読者は読まれることになるだろう。

　山城さんの発言は、例によって、より明快にして率直である。シンポジウムの結びの部分から、少し引用させていただこう。

　「私思いますのに、神という観念くらい、人間の精神文化の中で遺伝子支配の強いものは少ないのではないでしょうか。･･････（中略）･･････文化交流していようがいまいが、なんらかの超越者というものを想定す
るライフ・スタイルはほとんどすべての地域社会に共通して見られますね。これはもう、文化伝播の必要さえもない。いわば遺伝子直読みででてくる人間の基本的な制御メカニズムで、人間の心についての遺伝情報の
最初の一ページ目ぐらいに書いてあるんだろうと思います。こういうものの効果は抜群だと思うんですよ。われわれは自分の願望や操作の及び切らない環境の中に住んでるわけです。つまり環境のほうが超越してい
る。そこでわれわれを決定的に超越するもの、われわれの操作の及ばないものの中にあるということ、それを感覚的前提にして生きるということは、そうじゃない場合に比べて、生存力が大幅に上昇するはずで
す。･･････（中略）･･････私自身としては朝早く水をかぶって、お天道様を拝んでみるというような棲み分け社会型のスタイルを、もう本気になって試すわけです。」」


（「第三部　憑依（トランス）の構造」）より）


「小田／仮面Ａというのは、ノン・マーケット・ソサエティ（非市場社会）における仮面以来の仮面、マスクという意味での仮面。このＡと仮面Ｂ−−−−われわれが日常かぶっている仮面−−−−これは一種のトレードオ
フの関係にあるとぼくはこういう考えです。

　つまり、時間空間を仕切って仮面をかぶらなくなったので、かぶらない社会では、日常ずうっと人間は仮面Ｂをつけて生きていなけりゃならない。要するに、仮面Ｂをつけて生きなければならない人間は、仮面Ａを
ときどきつけてみることによって本来の自分を回復することができる。

　ただこの仮面Ａというのが、実際のところからいうとまあ子供だったら仮面ライダーの仮面、いやドラえもんの仮面でもいいんですけど、私たち大人ですよちょっとばかばかしくて、ドラえもんや仮面ライダーの仮
面をつけてやることができないので、そのための仮面Ａに相当するものは現代社会では何か。これを捜さなくてはなたないと、こういうわけでございます。」


「小田／結局、仮面の役割を考えてみると、そこで仮面の三つの知恵というものを挙げることができると思います。

　ひとつは、人間の社会における役割を変換する知恵です。われわれはいわゆる仮面Ｂによって与えられた役割を生きているわけだけれども、それを仮面Ａによって変換することによって、再びＢに帰っていくことが
できるだろう。

　それから、もうひとつは狂気−−−−非常に広い意味ですけれども−−−−普通のストレス反応から極端に言えば癲癇までを包み込む、狂気を包み込む知恵というものでしょう。それからもうひとつは、時間空間を仕切る
知恵です。つまり。狂気になりっ放しで帰ってこなかったら、これは決してハッピーじゃない。しかし、ケの中、日常性の中に埋没して生きているだけではまた駄目でありまして、本来、両方の要素が必要なわけです
が、人間は得てして個人としてはこれをうまく仕切れないんですね。人間は仕切れないからこそ、ぼくらもほんとになんでもいいや、マリファナでもシンナーでも勝手にやれと言えないんです。その時間空間を仕切る
知恵。

　この三つの知恵というのが、きっと仮面−−−−仮面Ａでしょうけれども−−−−仮面Ａ的なものがわれわれに与えてくれる知恵だと思う。」


「山城／仮面を失ったことに象徴される、われわれの直面している大きな問題を解決するために、いくつかのキーはあると思う。しかしながらその対策の中には言葉−−−−言語・記号−−−−に一度変換して操作できるも
のと、言葉に変換しては操作できないものとがあるということを、よく承知しないといけないのではないでしょうか。今の学問は言葉の学問で、しかも、それでできることはあらかたやりつくしてしまって、そういう
領域はあとは大学の先生を食わせるためにしかないのかもしれないわけです。

　今や、われわれ庶民が自分自身のために学問をしていくときが近づいたと思います。その学問は、われわれがどう生きていくか、明日をどう築くかということのためにのみあると言ってもいいでしょう。その場合、
いったいどうしていったらいいのかという点からすると、ひとつ、学者が率先して、自分自身を中心的な材料にシテ実験をやっていくという方法が考えられます。今までの学者がなんと言おうと、できるだけ言葉だけ
の学問の枠から飛び出して、試みながら学んでいくことは意義あるのではないかと思うんです。」




☆mediopos-2200　　2020.11.24

■青木奈緒「森へ／第１回倒木更新」
　（「コヨーテ No.72 Winter 2021」所収
　　　スイッチパブリッシング）
■幸田文『木』（新潮文庫　平成七年十二月）

「倒木更新」という言葉は 
倒れた木のうえに 
あらたな木が育つことをいう 
幸田文『木』で初めて知った 

北海道の自然林のなかで 
えぞ松の若木が倒木のうえで 
一列にならんで立っている 

想像するだけでも 
そのシーンは印象的だが 
実際に写真を見たのは 
この連載にあるものが初めてだ 
たしかに倒木のうえに 
若木が一列に並んでいる 

穏やかにも見えるシーンだけれど 
それぞれの若木がここまでになるには 
数々のドラマが演じられてきたことだろう 
しかも北海道の自然はきびしい 

えぞ松が地上に蒔く数知れない種のなかで 
こうして若木になれるのは奇跡的な確率だろうし 
これらの若木が大木になるまで 
成長できるかどうかもまだわからない 

いのちを継承するということは 
それほどに難しく奇跡的なことだ 
いのちというのはただ生命というだけではなく 
とくに人の場合はその精神が重要となる 

幸田露伴・幸田文・青木玉 
そしてこの青木奈緒へと継承されているのも 
血縁だというよりむしろ 
その「精神」としての「言葉」だともいえる 
狂言の世界でも野村万作から野村萬斎 
そして野村裕基へと継承されようとしているのも 
同様にその「言葉」なのだろう 
「言葉」を継承するには 
みずからがその「器」とならねばならない 

文化という現象は 
そうした「言葉」の継承が 
直接的な継承だけではなく 
時空を超えて人から人へと行われなければ 
その高みはすぐに失われてしまう 
ただ「継承」されるというだけではなく 
いってみればまさに「倒木更新」されなければならない 

さらにいえば 
ひとりの人間のなかでも 
常にその「倒木更新」がなされなければ 
その「精神」はすぐに失われてしまうことになる 
「大学」に「日に新たなり」という言葉があるが 
自分から自分への「継承」もまた 
常に「倒木更新」というプロセスを必要とする 
生と死の繰り返しのプロセスもまた同様なのだろう



（幸田文『木』～「えぞ松の更新」より）


「ふっと、えぞ松の倒木更新、ということへ話がうつっていった。

　北海道の自然林では、えぞ松は倒木のうえに育つ。むろん林のなかのえぞ松が年々地上におくりつける種の数は、かず知れぬ沢山なものである。が、北海道の自然はきびしい。発芽はしても育たない。しかし、倒木のうえに着
床発芽したものは、しあわせなのだ。生育にらくな条件がかなえられているからだ。とはいうがそこでもまた、気楽にのうのうと伸びるわけにはいかない。倒木の上はせまい。弱いものは負かされて消えることになる。きびしい
条件に適応し得た、真に強く、そして幸運なもののわずか何本かが、やっと生き続けることを許されて、現在三百年四百年の成長をとげているものもある。それらは一本の倒木のうえに生きてきたのだから、整然と行儀よく、一
列一直線にならんで立っている。だからどんなに知識のない人の目にも一目で、ああこれが倒木更新だ、とわかる−−−−そう話された。話に山気があった。感動があった。なんといういい話か。なんという手ごたえの強い話か。
これは耳にきいただけでは済まされない。ぜひ目にも見ておかないことには、と決めた。」


（青木奈緒「森へ／第１回倒木更新」より）


「歳月を軽々と超えて、一通の便りが届いた。

　祖母・幸田文は五十年前の一九七〇（昭和四十五）年九月末、富良野にある東京大学北海道演習林を訪ねた。翌年一月からは『木』と題した月刊誌の連載が始まり、その初回「えぞ松の更新」として描いたのが、富良野の演習
林で見田、エゾマツの輪廻の姿だった。植物の世界で更新とは次世代を育むことであり、秋になると他の多くの木と同様、エゾマツもおびただしい数の種を地に送る。だが、北海道の冬はきびしく、運良く倒木の上に着床した種
だけが芽吹き、育つことができる。その証拠に、木は生長しても一列に並び立つ。いわゆる「倒木更新」と呼ばれる現象である。

　植物好きの祖母は、日本各地の木を訪ねることを楽しみにしていた。縄文杉のような巨木名木ばかりではない。木曽では良木のお手本、すきっと天を衝くヒノキの良さを認めながらも、木の内部にねじれや歪みを抱え、木材と
しては等級外におとしめられるアテ材の哀しさも見過ごさなかった。藤をめぐる思い出や、宮大工の棟梁から聞いた話。『木』はどれも、ことばを発しない木の声に耳を傾けようとした随筆である。」


「二年前の春、東京大学の教授・斎藤馨先生からお便りを頂いた。お名前に心当たりはなかった。大学の催しで倒木更新を紹介する例として祖母の「えぞ松の更新」をお使いになりたいというお申し越しだった。お便りには、先
生が倒木更新を初めて見る学生を引率して富良野へいらっしゃる折には、今も祖母の「えぞ松の更新」を参考書にしてくださっている、と書き添えられていた。お若い方の役に立っていると祖母が知ったらさぞ喜ぶだろう、と思
いつつ、会期も迫っていたことからメールで事務的にお返事して、そのときはそれきりとなった。

　すると、今年の春になって再び斎藤先生からメールを頂いた。二〇二〇年は祖母が富良野で倒木更新を見てからちょうど五十年、ついれは「お祖母様の足跡を訪ねてみませんか」という、思いがけないお誘いだった。咄嗟に嬉
しいというより、はるかに驚きが上回っていた。二年前にメールをやりとりしたきり、お目にかかったこともない東大の先生が、祖母当人にならいざ知らず、孫の私に声をかけてくださろうとは。今年は偶然、祖母の没後三十年
にもあたっており、早く経ったなという思いと共に三十年は意識していたが、それをはるかに超える五十年というスパンで架け橋をかけようというのである。」

「かつて祖母は折々に「ものを教わったら、すぐ実行してみること」と言っていた。これは祖母が、父親である幸田露伴に言われたことをなおざりにした幼い日の記憶にさかのぼる。「あとでやろうと思った」という軽はずみな
言い訳が、厚意を持って教えてくらた人にいかに失礼か、それきり見捨てられて以後教えてもらえなくなったら、どれほどひとりで寂しく困ることか、と露伴は説いた。以来、祖母は家訓とまで言って守るようになった。」


「そもそもなぜ倒木更新という、木の子育てというような現象が起きるのだろう。

　とりわけエゾマツにあてはまることであり、トドマツも倒木上で育つことはあるが、ササがさほど厚くなければ地表で更新されることも多く、エゾマツほどの依存はない。

　地表に散布された種がすべて発芽するわけではないのは、どんな樹種にも言えることである。干からびて終わったり、虫た小動物に食べられたり、行方不明に消えるものがたくさんある。

　けれどその上に、特にエゾマツの場合は、冬に雪の下で暗色雪腐病菌という病原菌に侵され、腐ってしまう。また仮に発芽したとしても、地面をササが厚くおおっていると、光不足、高湿度、風通しの悪さなどから、ポトリチ
ス菌による灰色かび病にかかってしまうという。

　条件の悪い地表に比べて倒木の上は、幹の丸みがあるため雪もさほど積もらず、したがって雪解けも早い。地表より高さがある分、ササにびっしりおおわれて閉塞状態に陥ることもなう。さらに夏の乾燥期も、倒木に苔がつき、
エゾマツにとって生き抜くための条件がそろった場所は、狭くてまっすぐな倒木の上にしかなかったということなのだ。

　一方、倒木も、もはや命尽きて横たわっているだけなのだから、子育てに積極的に関わることはできない。エゾマツの倒木の上に広葉樹の種が落ちて育つこともあるし、広葉樹の倒木の上でエゾマツが更新することもある。

　倒木更新をひもとけば、必然も偶然も実に整然としてて、やたらと感情移入するのは慎むべきかもしれない。とはいえ、倒木更新には、先に命を終えたものが未来の林を担う若木を育てるという、代替わりが体現されているこ
とに変わりはなく、そこに生死の継ぎ目を見て取ることもできる。

　五十年前に倒木更新と対峙した祖母は、倒れた木に父親である露伴の最晩年を投影し、感無量となった涙した。

　露伴が他界する数日前、隠しようもなく死が迫り、仰臥した露伴は右手を祖母の腕にかけて、そのときから露伴の一部が祖母へと移され、整えられたと、『終焉』の中で祖母は書き記している。露伴は「じゃあ、おれはもう死
んじゃうよ」と穏やかな目で別れを告げた。」

「倒れたなり、文句ひとつ言わずに養分を吸われるがままの親も立派なら、子の猛々しさも、生きとし生けるものが生き継いで行く、偽らざる姿だと祖母は見る。そして、倒木の上に育った若木はもう充分にひとり立ちしてから
も、蛸足の下に大切に倒木を抱えている。そこにかすかなぬくもりを感じた祖母はやっと安堵し、倒木更新を見納めた。」


「五十年という歳月が意味するものは何だろう。

　半世紀といえば歴史をふり返るような長さに感じられるが、日にちで計算すれば、一万八千二百回余りの朝と晩の積み重ねである。

　それももちろん容易ではなく長いのだが、日にちはどこか身近に感じられて、さほどの重みはない。

　一日はあっけなく、一週間過ぎるのもあっという間、だから月が経てば慌て、年の瀬にため息をつく。

　そのくり返しが五十回。日を疎かにするから、もはやとり返しのつかない半世紀の経過に畏れを持つのかもしれない。

　人生百年といわれる今の世では、五十年はちょうど折り返し地点となる。

　ただ、人生の最初の数年は養ってもらうばかりで、生きるというよりは生かしてもらう。

　私自身のこれまでに照らし合わせてみると、半世紀は自分の足で学校へ通うようになって以来の、ほぼすべての時間にあてはまる。

　その間、それなりに山坂も越え、紆余曲折の谷に迷いながら、ふり返ればずいぶん長い道のりを歩いてくたように自分では思っていた。」



