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☆mediopos-2201 　　2020.11.25 

■兵藤裕己『物語の近代／王朝から帝国へ』（岩波書店 2020.11）

ものが 
ざわめき 
ものを語る !
語るのは 
「もの」の器となって 
語る語り手である !
ものは 
いにしえの過去ではない「むかし」という 
あちら側にある異界の 
「もの」のざわめきに声をあたえる 
語り手によって呼び出され !
ことば以前の 
「もの」と名づけられた記憶が 
ものがたりとなって 
表層にあらわれてくる 
ものがたりは表現ではないのだ !
しかし 
やがて近代となり 
語り手は 
自己同一的な主体であるペルソナとして 
「表現」を行おうとするようになった !
そのために必要だったのが 
新しい文体であり 
自我と外界 
人間と自然 
現実と非現実（虚構）といった 
二項的な枠組みだったのだが 

!
そんな時代に逆らうように 
ラフカディオ・ハーンは人格を 
「無限の過去から未来へ連なる」 
「霊的進化」の「一端」としてとらえ 
泉鏡花もまた 
そうした二項的な語りから 
「もの」が「もの」を語る 
「ものがたり」へと向かった 
夏目漱石は 
ラフカディオ・ハーンの『Kokoro』から 
『こころ』という小説を生んだが 
夏目漱石の「こころ」は 
「Kokoro」が「もの」の「かたり」へ向かったのに対し 
ものがたりと表現のあいだを 
相剋しながら生まれたものだといえるかもしれない !
現代は「表現」をだれでもが事とする時代でもある 
しかもあまりにも無自覚な「言葉」で 
みずからの人格を疑うこともなく語る 
その言葉がどこから来るのか 
といった問いなどまるで知らぬ気に !
日本語に主語はないという 
それは述語的な場所から 
自己限定しながらあらわれるのだ 
そのはざまで夏目漱石の相剋は生まれた !
それが無自覚のままにあらわれるとき 
人の語る「言葉」は 
解放されない「もの」たちに支配されてしまう !
私たちは夏目漱石のずっと手前の暗闇で 
足踏みをしているのかもしれない 
やがてその先へ行くことはできるのだろうか 
「もの」の「かたり」につつまれていることを知り 
それらを新たな姿に変容させることを試みながら



「語られる対象を明示しない語りが、ものがたりである。

　語られるのは、語り手の意識あるいは無意識裡にある記憶だが、「もの」と名づけられた記憶は、ふとしたはずみで意識の表層にあらわれる。

　記憶の語りは、記憶じたいが引き起こす語りである。ものがたりの「もの」は、「かたり」の対象物であると同時に、「かたり」を引き起こす主体でもあった。

　前近代的な感覚でいうなら、ものがたりは想起されるよりも、向こうからやってくる。語り手が、記憶を呼び起こすいっぽうで、記憶された「もの」が語り手をとらえるのだが、そのような記憶の場所が「むかし」である。

　「むかし」は、語源的にいえば、ムカ（向か）とシ（方向を示す接辞）の複合した語（『岩波古語辞典』）。意識の向かう過去、意識と想像力のなかでよみがえる過去の時間をさしている。それはなにかのきっかけで意識の表層にあらわれ、わたしたちの
「いま」と向き合う過去である。おなじく過去を意味する語でも、「むかし」は、物理的に過ぎ去った過去の時間を意味する「往（に）にし辺（へ）」とは異なるのだ。

　ものがたりは、「むかし」の時空からこちら側（いま）へ呼び出される。たとえば、歌物語の古典である『伊勢物語』は、多くの章段が「昔、男ありけり」ではじまる。また「物語の出来はじめの祖」（『源氏物語』絵合巻）といわれる『竹取物語』の
語りだしは、「今は昔、竹取の翁といふものありけり」である。」
!
「「むかし」は、語り手の意識の向き合う過去であり、それは、ものがたりのやってくる記憶の場所である。そして注意したいのは、ものがたり（物語）のトポスとしての「むかし」は、こちら側の「いま」と背中合わせのかたちで空間を接して存在したと
いうことだ。

　向こう側の世界（むかし）と、日常生活がいとなまれるこちら側（いま）とのあいだには、明確な境界が設定されていた。だが、その境界というのはたぶんにこわれやすい、不安定なものだったことは、しばしば昔の霊物（モノ）がこちら側にはみ出して
くるのをみてもよい。現代にあってさえ、交通事故の横死者や水子の霊は、ときとして、こちら側の現実の精神や肉体をむしばむのである。」

「「ものがたり」「もののかたり」に関連して注意されるのは、やはり平安時代の文献に頻出する「もののけ」という語である。対象を明示的に言挙げできない「もの」、その見えないはたらき（気）が「もののけ」である。

　そんな見えない「もの」のざわめきに声（ことば）をあたえる発話行為が、ものがたり（物語）であると、とりあえずは定義できようか。

　そして声によって現前する世界のなかで、語り手がさまざまなペルソナ（役割としての人格・霊格）に転移してゆくのであれば、ものがたり（物語）を語るという行為は、近代的な意味での表現（express=搾り出す）などではありえない。

　むしろ「表現」の前提にある主体が拡散し、さまざまなペルソナに転移してゆく過程として、物語を語るという行為はある。物語りする行為が不可避的に要求する主体の転移と複数化は、ある種の憑依体験でもあるだろう。」
!
「琵琶法師の官職が「女官」といわれたことに関連して、かれらが名のった○一（いち）という法号の異様さも注意されてよい。琵琶法師が機内を中心とした広汎な座組織、当道座を形成した一四世紀は、時衆（時宗）教団が最盛期をむかえた時代である。
当道座は時衆との親密な関係のもとに成立したのだが、そんな一四世紀に琵琶法師が名のった○一という法号は異様なのだ。時衆教団の法則（ほっそく）によれば、男の法号である○阿・○阿弥の阿号にたいして、一号は女の法号である（拙著『琵琶法師』
岩波新書）。

　女の方法を名のり、女官をおもわせる官職を私称したものがたりの語り手は、同時に、法師形でありつつ袴をはいた俗体である。まさに「異形」の者たちだが（･･･）、母なる神とその御子神を始祖として奉斎するかれらにあっては、要するに自己同一的
な主体形成の契機となる父なる神（他者）が不在だということだ。

　そこに形成されるのは、自己同一性の不在において、あらゆる術語的な規定を受け入れつつ変身する主体である。みずからの帰属すべき中心をもたない主体は、ことば以前の「もの」、この世ならざる「もの」を受け入れる容器ともなるだろう。

　異界の「もの」のざわめきに声をあたえる主体は、ことばが分離・発生するそのはざまを生きる者として本質的に両性具有的である。そんな両性具有的な主体こそが、非ロゴスの狂気のざわめきに声をあたえ、言語化・分節化されない「もの」から語り
のことばが出現する現場（いわば「変成男子」である）を、その発生のはざまにおいて生きるものがたりの語り手である。それは前近代から近代にいたる物語の語り手たちの原像・元型といってよい。」
!
「日本の近代小説は、二〇世紀の初頭、明治三〇年代に、いわゆる言文一致体の小説として成立した。

　新しい文体の成立は、世界の新しい切り分け方、分節化のしかたの成立を意味する。

　たとえば、自我と外界、人間と自然、あるいは現実と非現実（虚構）といった二項的な枠組みだが、しかしそんな枠組みとは無縁に、枠組みそのものを脱構築してしまうようなものがたり的な文体で書かれていたのが、明治三〇年代の泉鏡花の小説だっ
た。

　鏡花の特異な小説文体について考えることは、近代小説がつくりだした世界の枠組み（言説の編制）を問いかえすことになるだろう。」
!
「明治三六年（一九〇三）一月、漱石は二年あまりのロンドン留学を終えて帰国し、まもなく東京帝国大学英文科の講師に就任した。このとき、漱石と入れ代わりで外国人講師の職を退いたのは、ラフカディオ・ハーンである。」

「漱石がまだロンドンに留学する以前の一八九六（明治二九）年、かの地で出版されていたんがハーンの『こころ(Kokoro)』だった。」


　大正三年（一九一四）に『こころ』という小説を書く漱石が、ハーンの『Kokoro』をまったく意識しなかったとは考えにくい。ロンドン留学時代に、英国の近代小説を研究し、理論化していた漱石にとって、やがて『こころ』であつかう自我や内面の問
題は、ハーンの『Kokoro』への一種の対抗的言説のようにも読めるのだ。


　たとえば、漱石の『こころ』の新聞連載が開始される一ヶ月前の大正三年三月、かつてハーンの教えをうけた英文学者の田部隆次によって、ハーンの伝記『小泉八雲』が出版された。八雲（ハーン）のいう「人格personality」の観念が、「無限の過去から
未来へ連なる」「霊的進化」の「一端」であることに注目する。そしてハーンの思想に、当時の哲学界で注目されていたベルクソンの『創造的進化』（一九〇七年）との共通性をみるのだが、西欧の伝統的形而上学の思考に異議を申し立てた西田が、主語
（S)ではない術語（P)＝場所の論理としてみずからの思想を体系化したことは知られている。そんな西田が、ハーンの著書に、ベルクソンの思想との類似を見ていたことは注目されてよい。


　明治二三年（一八九〇）に来日したハーンは、日本の近代絵画や近代文学にまったくといっていいほど関心を示さなかった。そして都会よりも地方に伝承されたghostlyな物語や歌謡に関心を寄せて執筆したエッセイ集が、一八九六（明治二九）年にロン
ドンとボストンで出版された

『Kokoro』である。


　ハーンの『Kokoro』は、日本庶民の「こころ」を語ることで、人間の自我egoというものの本来的な複数性について述べる。そして西欧の「人格」や「個性」の観念を、粗雑crudeな形而上学的なmetaphisical notionとして却けるのだが、ハーンのこうした
過剰ともみえる日本人びいきは、もちろん当時の西欧で流行していたジャポニズムの影響があるだろう。だが、ハーンの思想を、一九世紀西欧のオリエンタリズムの問題として片付けてしまうのは正しくない。

　人間の「こころsoul」を、分割不可能な「人格」「個性」ではなく、「過去から未来へ連なる」霊的持続（進化）の「一端」（デリダのいう「痕跡trace」だろう）と位置づけるハーンの思想は、西田も注目していたように、たしかにポスト形而上学的な
思想との類比で注目されるのだ。」
!
「泉鏡花の小説世界では。自我と外界、あるいは現実と非現実といった二項的な図式が成り立たない。語り手のいま（今）と、語られるむかし（昔）は、薄い皮膜一枚をへだてて反転可能な位置に置かれている。

　そんなあやうい世界を成り立たせているのが、近代小説の言文一致の蚊帳の外にいた鏡花のものがたり的な文体だった。」

「そして鏡花の時代から一世紀あまりが経った現在、わたしたちは近代の科学的（記述主義的）な言語使用の行きついた究極の言語ゲームのような世界を生きている。すべてがコンピューターのプログラム言語に還元されてしまう世界とは、もはや人間の存
在じたいが不要とされる世界だろうか。

　だが、わたしたちの生きる世界が、透明な数式言語に置き換えられてしまうことはありえない。ことばの多義性とその隠喩的な不透明性、それがつくりだす詩的言語の歴史的なあつみを帯びたこの世界は、まさにホモ・ロクエンス（ことばをもつヒト）
としてのわたしたちがつくりあげた生存の＜場所＞にほかならない。そんな＜場所＞の多義的な複数性を取りもどす試みとして、本書は、日本の前近代から近代へいたるものがたり（物語）の系譜と、その担い手たちについて述べたのである。」




☆mediopos-2202 　　2020.11.26 

■西谷啓治『宗教と非宗教の間』!
 （岩波書店　同時代ライブラリー　1996.11）

遊びをせんとや 
生まれけん 
!
遊ぶためには 
「大ひま」がいる 
!
「大ひま」は 
時の長さではなく 
時を生きる奥行きである 
!
奥行きを生きるためには 
どんなとき 
どんなところにいようと 
自由をなくしてはならない 
!
「たとえ胡桃の殻のなかに 
閉じこめられていようとも 
無限の宇宙の王のつもりになれる」 
というハムレットの台詞のように 
!
「天上大風」とともに 
吹き過ぎねばならない 
そこにこそ「大ひま」がある 
!
日々徒然にこうして書き連ねているのも 
「大ひま」を生きる手がかりを得るためだが 
その糸口をつかむことはできるだろうか 
!
「大ひま」を生きられるようになり 
こんな稚拙な言葉など 
書く必要さえなくなる時を夢みて 
いまはただこうして遊戯を事とするばかり 

「すべての人間は遊ぶことから生活を始める。幼児の生活は純粋の遊びで、従って天真である。生まれたての赤ん坊が泣いたり、手足を動かしたり、母親
の乳房に吸いついたりすることは、普通には遊びとは呼ばれない。しかし幼児の遊びはそれと境目なしに連続している。遊びの発してくる源は生命の、よ
く分からない暗い深底へ消えて行っている。他方では、人間の文化や宗教、またときとして哲学でさえも、その最も高く登りつめたところで再び「遊び」
の概念と結びついている。東洋でも古来そうだし、西洋でもそうらしい。仏教でいう「遊戯三昧」など一番手近な例だろう。親鸞にも「心は浄土に遊ぶな
り」という言葉があるし、禅などになると、地獄の針の山に遊ぶというようなことさえ言う。いったい、人類の歴史をだんだん遡ると、宗教も芸術や技術
も、すべて一つに融け合ってくるが、そこのところにすでに「遊び」の性質が結びついているといわれる。とにかく、遊びということには、人間というも
のの本質に絡まった深い意義が含まれているらしい。」
!
「これまで、閑暇ということを人間の精神の根底をなすところに求めて、それをアリストテレスの「観照の生活」とか、「神々のまつり」とかサクラメン
トのうちに見出し、竹林清談のうちに見出して来た。しかし、自治は鼻水を垂らして芋を焼く人間、くたびれたら高鼾をかいて眠る人間の「大ひま」の中
に、あらゆるものがある。宇宙から見れば、人間の作った機械なんか小さなものだ。禅ではよく「虚空の如し」というが、そういう立場なら、虚空はどん
な機械のなかにもある。何かが一杯つまったような形で閑じているものでも、物理学者のいう「真空」や、哲学者のいう「虚無」のように、何もないとい
う形で閑じているものでも、虚空はすべて突き抜けだ。臨済は「嫌ふ底の法なし」といっている。機械などを嫌っていては仏教者になれない。良寛の「天
上大風」といったところにも、いま言った「一切シュピール」的なところが必ず含まれていると思う。大ひまがあくということで、高鼾をかくという中に、
大星団や波や機械の動きが、みんな入っている。結局そこまで行かないと、そういう高眠的な閑暇と、「一日作さざれば一日喰らはず」という労働精神と
が、同じ所から出て一つであるというような立場は成り立つまい。つまり「人間」の立場は成り立つまい。

　そこから見れば、機械の動きも水や風のたわむれも、原水爆も星雲も、人間の営みもみな同じもので平等だ。またそれが科学の見方だろう。科学はそこ
を一面的に抽象的に切りとって見るのだ。しかし実は同時に、事々物々は事々物々、人間は人間であって、自分は自分だ。だから、厳罰が破裂するという
のは、ただ空吹く風というだけではない。原爆は何とかして防止しなければならないのは当然だ。空吹く風とすましているのだったら、それも「魔」の一
種だ。禅天魔といわれるような魔だ。ただ問題は、原爆を本当に止め得るのは何かということだ。それは本当の閑暇を人間が知ること以外にはない。原爆、
水爆、それから将来もっとひどいのが出来るかも知れぬ。それを作る可能性は発見されるだろうから、それが現実に作られぬという保証はない。それを防
止しようという運動が、政治やイデオロギーを通して、すべて魔の力に動かされているような形にいつの間にかなって行く。その魔の力は人間のうちから
出て、しかも人間を振り廻すものだ。それを破る力はどこにもない。ただ、人間が本当の閑暇を知ることだけが、その魔力を正しいエネルギーに再構成す
ることができる。だから「大ひま」が人類にとって大事なのだ。そこに現代にホモ・ルーデンスの深い意味をもう一度反省することも必要な理由がある。
非哲学と非宗教の時代に、哲学と宗教の根基をもう一度探ることにほかならぬ。」



☆mediopos-2203 　　2020.11.27

■岸政彦	
　『ブルデュー　ディスタンクシオン／「私」の根拠を開示する』	
　（NHK出版　100分	de	名著　2020年12月）

「私」がこのように生きているのは	

どうしてなのだろうという問いは	

多かれ少なかれだれでもがもつ問いだろう	

「私」というのは「この私」でもあり	

他者としての「私」のことでもある	!
ブルデューの社会学理論は	

それを社会階層や学歴などから説き明かそうとする	

そしてどんな人もそれに応じたかたちで	

「合理性」を持って生きているのだという	!
社会学は面白いが面白くない	

社会的な変数によってよく理解されるものがあるが	

反面で社会的な変数以外のものが見えなくなるからだ	!
人はある環境のもとに生まれてくる	

そしてそれにはある種の必然性があって	

それはそこでしか得られないものがあるからなのだが	

人は環境にだけ埋め込まれた存在ではない	!
ブルデュー本人のことにしても	

フランスの農村に生まれながら	

社会学者として活動したことを	

社会階層や学歴などからだけで	

説明することはできないだろう	

そこにはブルデュー本人の魂の「理由」がある	!
人は環境や遺伝子によって決定される存在ではない	

そうした視点に立ったとしても	

「私」はなぜこのように生きているのか	

なぜこんな環境を選んで生まれてきたのか	

その問いから離れることはできないだろう	

そしてその問いのなかから	

環境や遺伝子を超えて見えてくるものがある	

そして問いかけてみる	

なぜ多くの人は社会階層や学歴などの環境に	

多く規定されてしまうのだろうと	

その上でさらに問いかけてみる	

なぜそのなかでアウトサイダーのように	

そうしたものから外れる人がいるのだろうと	!
社会学はアウトサイダーでさえ	

社会階層や学歴などへの屈折した視点のように	

それを社会的背景から説明しようとするだろうが	

その説明が説得的であるとはいえないだろう	

偶然がなぜやってきたのか	

それを社会学的に説明しようとでもするように	!
「私」が「私」であることを	

社会学的に説明しようとしても	

それは「私」を成り立たせている「属性」にすぎず	

「私」を社会構造のなかで説明することはできない	!
むしろ社会学が重要なのは	

いかに「私」がほとんど無意識に	

社会なるものに影響されて生きているかを	

意識させることではないだろうか	

そのことではじめて見出されるだろう	

魂の「理由」があるのだから	!
そして人は魂の「理由」があって	

その環境のもとに生まれ	

そこであらたな「私」を創造しようとするのだから	



「ブルデューは、私たちが好きで選んでいる（と思っていた）趣味は、社会階層と学歴によって傾向づけられているとし、そのメカニズムをハビトゥス、界、文化資本などの概念を使って描き出しまし
た。ブルデューがおこなったことを一言で言えば、構造と、その構造の生成のしくみを明らかにした、と表現できるでしょう。	
　一流のピアニストは、単にピアノを猛練習しただけではない。学歴の高い人は、単に学校の勉強をがんばっただけではない。そこには、幼い頃からピアノが身近にあったり、クラシック音楽は「聴く」
ものでなく「弾く」ことが当たり前であったりする文化資本があり、彼らには机に向かってこつこつ努力するようなハビトゥスがあるのです。そのような構造が彼らを卓越化させているとも言えます。	
　私たちは、自分で意図するかどうかに関係なく、卓越化を目指して闘争をしています。むしろ、自分たちが「闘争なんてしていないよ」と思えるぐらい自然なかたちで文化資本を身につけることができ
る階級出身の人々こそが、社会空間の象徴闘争でもっとも利得を得ることができる人々でしょう。彼らは、自分がいまのポジションにいること、他人が自分とは違うあのポジションにいることは「自然な
ことだ」と考えています。ブルデューは、支配層のこうした見方は「現実の差異を自然化する」と行っています。	
　そして前回、学校での序列が社会的差異を再生産するという議論で見たように、その差異は中間層や下層階級の人びとにも内面化され、「これは自然なものだ」という見方を植え付けています・ブル
デューは『ディスタンクシオン』の結論部分で、これを「客観的な境界」が「境界の感覚」に成っていると説明しています。」	
「すなわち、自分と他者とも区別する境界を感覚として身につけてしまうわけです。この感覚は「秩序関係への賛同」へと転化します。」	!
「ハビトゥスや文化資本の機能を明らかにする。界や社会空間の構造と生成を描く。ブルデューがおこなったこれらの仕事は、私たちに何をもたらすのでしょうか。	
　それは、社会構造や界、あるいはハビトゥスそのものの理解を通じて、「他者」というものの、すくなくともある一定の理解が可能になる、ということだと思います。	
　人々は、それぞれが所属する界のなかで、何を掛け金として追求し、どこに位置づけられ、何にむかって闘争しているのでしょうか（繰り返しますが、この「闘争」とは無意識のもので、むしろ闘争で
あると意識されているほうがまれです）。そして人々は、そうした、障害にわたる闘争を通じて、どのようなハビトゥスや文化資本を獲得し、どのような行為や判断を生み出していくのでしょうか。	
　非常に乱暴にいえば、ハビトゥスとは、もっとも広く捉えられた意味での「合理性」ではないでしょうか。冷静で客観的で科学的な合理性ではなく、もっと慣習的で、日常的で、実践的な合理性です。
人々がその人生を通じてそれぞれに持つ理由、必然性、動機。あるいは信念や価値観。ハビトゥスを、そのようなものと考えることもできます。そしてハビトゥスは、持ったり持たなかったりするもので
はなく。ある人がひとりの「行為者」であるかぎり、そこには必ずハビトゥスが備わっています。どのようなハビトゥスかについて違いがあるだけで、「ハビトゥスを持たない行為者」というものは存在
しません。	
　つまり、こういうことになります。あらゆる行為者は合理的である。すくなくとも、その合理性をもっとも広い意味で捉えた場合、すべての行為には理由があり、根拠があり、動機があります。もちろ
ん、人間というものは、非常に複雑で多様で流動的な状況のなかで、非常に複雑で多様で流動的な行為を産出します。その理由や動機を、他者が簡単に特定できるわけはありません。しかしブルデューの
理論が教えてくれることは、私たちはすべて、それぞれが所属する界や場のなかで、私たち自身が信じる規範や価値にしたがって、自分たちの生を懸命に生きているのだ、ということなのです。」	!
「ハビトゥスとは何でしょうか。それは、家庭や学校のなかでたたき込まれた性行、態度、傾向性です。つまりそれは、それまでの人生の履歴、蓄積なのです。私たちの態度や感情、そして身体には、
「履歴がある」のです。それは行為のなかに蓄積された過去の履歴であり、学習と訓練によって長い時間をかけて獲得された身体の記憶です。	
　この行為と認知の傾向性に導かれて、私たちは個々の相互行為に参与し、なにごとかのゲームを成し遂げていきます。このゲームという概念も、もっとも広い意味に捉えてください。私たちはただ、そ
の場の相互行為に参加して、ぽんぽんと記号と象徴を交換して抽象的なコミュニケーションに参加しているのではありません。そこにはもっとヒリヒリするような現実的な利害関心があり、私たちは切実
な動機に突き動かされています。	
　私たちは、それぞれの人生のなかで必死に獲得し、蓄積してきたハビトゥスや文化資本を武器に、それぞれの界やその都度の場で、すこしでも「利得」を得ようと努力します。利得とかゲームという言
葉を使うと、いかにも冷徹で冷酷な、弱肉強食の、勝ち負けしかない世界を思い浮かべるかもしれませんし、実際にブルデューはそういう世界ばかりを描いたことで批判されたりもします。（･･･）たしか
に私たちは毎日闘争や競争ばかりしているのではありませんが、それでも私たちは、自分たちなりのやり方で、自分たちの人生を「より良いもの」にしようと、必死でがんばっています。ブルデューの闘
争や利得という概念は、この、「必死でがんばっている」ぐらいの意味で捉えてほしいと思います。」	!
「私は最近、「他者の合理性」という言葉をよく使います。」	
「合理的である、ということは「理に適っている」「理由がある」ということです。その人はなぜその行為をするのか、なぜそれが好きなのか----その理由を「完全に」理解することはできないにして
も、もう少し「歩み寄る」ぐらいのことは可能だと、私は素朴に信じています。そしてそのときに、界、ハビトゥス、文化資本という概念で構築されたブルデューの社会学理論は、非常に大きな手助けに
なるに違いありません。」	
「一見すると非合理な行為をしている人でも、その人が生きている世界の構造や文脈を丁寧に見てみると、相応の合理性があるのです。それを調べるのが社会学の役割です。ブルデューは、その合理性を
階級格差や象徴闘争のなかに見出した社会学者でした。もちろん私たちすべてが、ブルデューとまったく々ことをする必要はありません。人々が所属する、もっと具体的な、現実的な、日常的な場所にお
いて、人々自身の合理性を理解し、それを記録していく。社会学者でもいろんなタイプの人がいますが、私がなりたいのは、そういう社会学者です。」	!
「「民衆」というものに幻想を抱くことがなぜ駄目なのか。幻想を抱く人は、すぐに幻滅します。勝手に幻想して、「なんで抵抗しないんだ！」と憤る。それは、民衆が愚かだと言っているに等しい。彼
らはまるで合理性がない、と言っているようなものです。	
　私は、米軍基地に反対する怒りは共有しますが、反対しない人を愚かだとは決して言いません。話はそう単純ではないはずです。置かれた状況によっては、「基地をうまく利用して生きる」ような合理
性が必ずある。「抵抗しない」という行為を含め、その背景にある合理性を探っていくのが社会学の役割だと思います。まさに、抵抗するためにこそ、それが必要なのです。	
　この社会には、複数の合理性が存在しています。他者の行為というものは、傍かた見ると「なぜそんなことをしているのか」と疑問に思うことがありますが、その人の立場になってみるとわかることが
ある。「私の合理性」とは違った合理性があるのです。しかし、ここで「私はあなたを完璧に理解できた」と言ってしまうのも、ある種の暴力でしょう。他者を完全に理解することは無理だと思います。	
　しかしそれでも、人々と生活をともにするような参与観察や、人々の記憶や経験の語りに耳を傾ける生活史調査には、まだまだできることがあるだろうと感じています。」	!
「ブルデュー社会学が可能にしてくれるもうひとつのこと、それは、自由とは何かを考えることです。第３回の最後に、ブルデューの理論が決定論だと批判されることがあると述べました。これにはしか
たないところもある。ブルデューが描く人間像は、やはりどう考えても不自由な存在です。私たちは深いレベルまでハビトゥスによって、社会構造によって規定されているのです。	
　しかし私は、その事実を知ることのほうにむしろ、ある種の「解放」を感じます。自由とは、何でも好き勝手にできるとか、どんな自分にでもなれるということではありません。持って生まれたものに
方向づけられ、生きる社会の構造に縛られ、それでもその中でなんとか必死に生きている。自由とはそういうものだと考えているからです。」	
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■ＯＳＨＯ（Amy Okudaira（奥平亜美衣）訳）!
　『あなたの魂を照らす60の物語』!
　（大和書房　2019.12）

自転車に乗れる 
という言葉は 
じっさいに自転車に乗れることではない !
自転車に乗れるようになれば 
自転車に乗れるなどと言わなくても 
自転車に乗れている !
自転車に乗ることを教えるのは 
やさしいようでむずかしい 
教えるやり方はいろいろあるだろうが 
乗るのは本人であり教える人ではない 
そして乗れるようになったときには 
もう教える人は必要なくなっている !
やりかたを覚えれば 
ほとんどの人が操作できるようになる 
家電やスマホなどのようなことであれば 
その使い方を教えるのは比較的やさしい !
しかし理解するのがむずかしく 
しかもそれが目に見えないもののばあい 
教えるということはほとんど困難になる 
それはじぶんで格闘しながら発見して 
はじめて理解できることなのだ !
発見法という 
発見するための方法についてのあれこれはあるが 
そうした発見法が適用できる範囲は限られている 
その限られたなかでも 
じっさいに学ぶのは本人であって教える人ではない !
ほんとうにだいじなことは 
学ぶこと学ぼうとすることはできるが 
決して教えることはできない 
それはじぶんのなかから生まれるものだからだ 

教育は引き出すことだといわれるが 
引き出されるためには 
じぶんのなかに引き出されるものがなくてはならない 
そしてそれをじぶんのなかで育てられていれば 
教えるはきっかけを与えるだけのことだ 
むしろわざわざ教えようとすることで 
育てられていたものをスポイルしたりさえする !
「自由」であろうとすれば 
じぶんのなかに「自由」を育てなければならない 
いくら「自由」という言葉を百万遍唱えようが 
それについていつまでも論じ続け解説書を書き連ねよう
が 
自転車に乗れるという言葉だけで 
自転車に乗れるようにはならないように 
「自由」であることはできない 
絵に描かれた餅は食べられないし 
食事を口に運ぶスープンじしんは 
悲しいことに決して食事することができないのだ

「宗教、宗教、宗教！　宗教について人はしょっちゅう話しているが、その結果はどうだろう？　
皆が経典を引用して話すのを聞くが、その結果はどうだろう？　人はいまだに苦しみや惨めさに溺
れ、教えられてきた原理をただ繰り返しているだけだ。人生は絶えず獣欲主義へと衰退し、私たち
は石で造られた寺院で−−−−いつもと変わることなく−−−−頭を下げている。

　私たちは言葉、それも命のない言葉に影響を受けすぎるあまり、真実を自分で見る力を失ってし
まったのかもしれない。私たちの思考は経典に縛られすぎるあまり、自分で発見する力を失ってし
まったのだ。これが、思考と行動の間に埋めることのできない溝ができてしまった理由だろう。そ
してこれが、私たちが言うところの求めている人生とは全く逆の生き方をし続ける理由かもしれな
い。しかも驚くことに、この矛盾に私たち自身がきづいてないのだ！

　視力には問題がないにもかかわらず、私たちは目が見えなくなったのか？

　私はこの状態についてじっくりと考え、まさしく真実にたどり着いた−−−−それは、自分たちで
真実を発見しているのではないということ−−−−それが、私たちを混乱へと引きずり込んでいるの
だ。自分自身で真実を発見したなら、それは自由への導きだ。真実が自分自身で見出されたもので
ない限り、それにますます縛られることになる。

　他人によって教えられた真実よりひどい偽りはない。借りてきた真実は、人生にひどく厄介な矛
盾を生み出すのだ。
!
　丘の中腹にある宿屋で一羽のオウムが飼われていた。オウムは四六時中、飼い主が教えた言葉を
繰り返していた。オウムは「自由、自由、自由！」と言っていたのだ。

　ある旅人が初めてこの宿屋に泊まりに来た。オウムの言葉は旅人の心を深く動かした。自国の自
由のための戦う中で、幾度も捕らえられた経験のある彼は、オウムが丘の静寂を破るように「自由、
自由、自由！」と叫ぶのを聞き、自分の心の中でその声がこだまするかのように感じた。とらわれ
の日々を思い返し、自分自身の内なる存在がまさに同じように「自由、自由、自由！」と叫んでい
たのを思い出すのだった。

　夜が更けると旅人は起き上がり、大声で「自由」と叫ぶオウムを解放してやろうとした。旅人は
鳥かごからオウムを取り出そうとしたが、オウムは全く出てくる様子がなかった。逆に、オウムは
鳥かごの止まり木にしっかりとつかまり、さらに大声で「自由、自由、自由！」と叫び始めた。

　大変な苦労の末、旅人はついにオウムを鳥かごから取り出すことができた。外にオウムを放つと、
旅人はぐっすりと寝入った。

　だが旅人が翌朝起きて見ると、オウムが幸せそうに鳥かごの中でこう叫んでいるのを発見した。
「自由、自由、自由！」」




☆mediopos-2205　　2020.11.29

■堀内誠一×谷川俊太郎『音楽の肖像』（小学館　2020.11）一九八七年に五十四歳で亡くなっている堀内誠一は 
『マザー・グース』『わらべうた』など 
谷川俊太郎といっしょに仕事をしている !
この『音楽の肖像』では 
生前クラシック音楽の作曲家たちをテーマに書いた 
堀内誠一の絵とエッセイに 
谷川俊太郎の詩が添えられている !
これまでに発表された詩もあるが 
書き下ろしらしい詩も多数 
刊行にあたって書かれた 
谷川俊太郎の文は見つからないけれど 
堀内誠一の絵とエッセイに寄り添うように 
書かれた詩からは音楽への愛情と 
堀内誠一への友情が聞こえてくる !
二十八人の作曲家がとりあげられている 
どれをとりあげるか迷ったが 
音楽といえばぼくのなかではバッハなのと 
とても身近に感じている 
メンデルスゾーンからまず引いた !
バッハとメンデルスゾーンといえば『マタイ受難曲』 
メンデルスゾーンがいなかったら 
『マタイ受難曲』がいまのように聴かれてはいなかったはずだ 
武満徹も作曲する前はかならず 
ピアノで弾くなどしていたらしいし 
その死の直前にも聴いていたのだそうだ !
メンデルスゾーンのところで 
谷川俊太郎が添えている詩は書き下ろしで 
「数小節」というタイトルがついている 
「始まりの旋律にすでに／終わりの和音がひそんでいる」とあ
る 
音楽もそうだけれど 
言葉もほかのさまざまもそうではないか 
さらにいえば最初の一音に 
始まりと終わりは響いている･･･

もう一人引いてみたのはサンサーンス 
サンサーンスという人物の面白さもあるが 
添えられた詩が理由だ 
「今此処の私のために」 
これも書き下ろしになっている !
「ヒトは皆それぞれに自分の音を持っていて／ 
気づかずに互いに響きあっている」 
ひとはじぶんだけの「音」を持っている 
そして「音」と「音」は互いに響きあって 
さまざまな和音・不協和音を 
奏でている響きをたしかに聞き取れる 
そんな耳を心を持てれば 
生きることを音楽にすることもできるだろうか 



「バッハの死後八十四年の一八三四年、ユダヤ系銀行の御曹司で、プロテスタントに改宗して牧師の娘と結婚したフェリックス・メンデルスゾーンがライプツィヒのゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者
に就任した。

　今でこそ、この楽団は市民楽団の先駆として、またウィーンやベルリンと並ぶ最高の名誉を誇っているが、彼が就任した頃は、音楽家の社会的地位も低く、団員はロクに勉強しない寄せ集めだった。
育ちのいい彼もつい金切り声をあげて腕のない楽員を怒鳴りつけ、何度もスコアを破り捨ててやめようと思った。

　それでも病身の身をがんばって、楽員の生活保障制度をととのえたりの面倒を果たしながら楽団の質を高めていった。ベルリンで作曲家として、教養ある社交人として安逸に暮らせるのを捨ててライ
プツィヒに留まっているにはひとつの目的があった。それはこの町のどこかにうずもれたバッハの楽譜を探し出すことだ。」
!
「バッハの作品が刊行され再び日の目を見たのは一八五〇年代、ロマンチシズムの時代に技法ではクラシックの厳格さを持っていたメンデルスゾーンの努力が受け継がれたのだった。

　ロートレックの伝記『赤い風車』を書いたピエール・ラ・ミュールの小説『メンデルスゾーン』では、ライプツィヒの下町の肉屋で、肉を包んでくれた紙が手書きの譜なのにハッとしたメンデルスゾー
ンがもしや？と思ってみると彼には見まがうことなきバッハの筆跡だった！　肉屋の亭主にこれと同じのがあるかと息せききって聞くと、屋根裏にジャマな紙がワンサとあって片付けようと思ってたと
こだという。それが音楽の最高峰のひとつであり、バッハの深い祈りが力強く吐露された幻の大作『マタイ受難曲』の総譜であった。

　メンデルスゾーンは曲の復活公演の練習を始めるが、さまざまな障害が起こる。当時は宗教上の論議でマタイ伝を受難曲に用いなかったし、指揮者が改宗してユダヤ人であることを非難する人たちも
いた。小説ではマグダレーナ役の歌手の殉教的な死が人々の気持ちを動かして上演が成功する。

　できすぎた筋書きの通俗性はさておき、彼が実現に短い生の最後の力をふりしぼって披露しただろうことは分かった。『マタイ受難曲』は一八二九年にベルリンで復活上演され、メンデルスゾーンは
一八四七年に三十八歳で幸福だった生を終える。」
!
（堀内誠一「フェリックス・メンデルスゾーン」に寄せた谷川俊太郎の書き下ろし「数小節」）
!
「その数小節が心の道案内となった／行ったことのない異国の高原へ／やすやすと歩み入り／羊たちの柔らかい背中を撫で／見上げる雪山の稜線をたどって行くと／でめぎあう未来の物語が見えた
!
　始まりの旋律にすでに／終わりの和音がひそんでいるのを／少年は聞きとっていた／音楽は僕の愛を導いてくれるのか／それとももっと素晴らしい地平を暗示するのか／何かが崩れ去るようなアルペ
ジオ
!
　音楽が終わった後の静けさに／＜今ここ＞の音が聞こえてしまうことに／少年は安心しながらも苛立つ／机上のディスプレーに映る愛らしい地球／耳には聞こえない宇宙の無音／膝に乗ってきた猫の
微かな鳴き声」
!
（堀内誠一「カミーユ・サンサーンス」より）
!
「ギリシャ神殿みたいなパリのマドレーヌ寺院でサン･サーンスがオルガンを奏いていたのは似合っている気がする。本人も「ワシは折衷主義者だからね」と言っていた。

　自分の芸術の過去・現在・未来を見通していたような明晰な彼は、四歳から演奏活動をした神童で、音楽界の大御所、同時に詩も絵も書き、天文学者で哲学者でもあったという。四十二歳のときに一
切の要職をやめて、もう自由にあちこち旅行して過ごした。

　世紀末、ベル･エポックのパリの知識人たちなら、東洋に行ったことがあるのが当然で、スエズ運河の開通したエジプトのカイロは我国でいえば上海みたいなファンタスティックな国際都市だったら
しい。

　ほこりっぽい町に青い宵がおとずれると魔法がかかる。アラビアの御殿ふうのレストラン、突然の音響と共に赤いライトが半裸の踊り子を照らし出し、フェズ色のトルコ帽の給仕たちが扇子をたてた
ような揚げギョーザのブリックをささげてテーブルをまぐる。ピアノ協奏曲第四エジプトの二楽章。

『サムソンとデリラ』の作曲家がカルタゴを訪れたときは『サランボー』の音楽が頭の中で鳴りひびいていたことだろう。赤いサンゴと赤い魚とカラスミが市場にあふれるチュニスの街。

　結局、サン･サーンスはアルジェで八十六歳で客死している。

　カスバを除けばマルセイユと変わらない旧フランス植民都市も今は、町の標識がさっぱり読めないアラブ文字に塗り変えられてしまっていて当惑させられる。」
!
（堀内誠一「カミーユ・サンサーンス」に寄せた谷川俊太郎の書き下ろし「今此処の私のために」）
!
「音楽は今此処の私のために奏でられる／百年前の汚い路地であっても／未来の宇宙ステーションの内部であっても／過去を振り返らず未来を望まず／それは音を秘めていつも虚空にいる
!
　音楽はひそかに学んでいたのだ／小鳥たちの囀りに／鯨の歌に　せせらぎに／小立を揺らす風に　雷鳴に／私たちが生まれる遙か前から
!
　ヒトは皆それぞれに自分の音を持っていて／気づかずに互いに響きあっている／音楽は哀しみと苦しみに学ぶ／喜びにそして言葉を拒む沈黙に学ぶ／見えない時の動きと鼓動をともにして」




☆mediopos-2206　　2020.11.30

■丸谷才一『後鳥羽院　第二版』!
 （ちくま学芸文庫　2013.3）!
■吉野朋美『後鳥羽院』!
 （コレクション日本歌人選028 2012.2）!
■佐佐木信綱校訂『新訂 新古今和歌集』!
 （岩波文庫 2001.7）!
■白川静『詩経／中国の古代歌謡』!
 （中公新書 1970.6）

古代歌謡は 
どのようにして生まれたのだろう !
『リグ・ヴェーダ』の聖歌・『聖書』の詩篇は 
民族の司祭や予言者・語り部などから生まれ 
『詩経』・『万葉集』は民衆の生活のなかから生まれ 
やがて創作詩へと向かいながら民族の古典として編纂された !
歴史は民族の声として 
その歌ごえとともにはじまった 
言葉は歌であり 
その歌とともに民族が現れた 
ということもできるかもしれない 
その歌を守り民族が民族であるための礎として 
古代歌謡は編纂されていったのだろう !
『万葉集』は八世紀の半ば 
大伴家持が中心となって撰集され 
さらに十世紀の初頭『古今和歌集』が 
醍醐天皇の勅命によって 
紀貫之を中心に編纂された !
その『古今和歌集』から 
『後撰和歌集』『拾遺和歌集』という三代集 
それに続いて『後拾遺和歌集』『金葉和歌集』 
『詞花和歌集』『千載和歌集』『新古今和歌集』まで 
八代集と称される勅撰和歌集が 
天皇や上皇の命により編纂されている !
そしてそれ以降は鎌倉・室町時代にかけて 
和歌を司った二条家の主導のもとに 
『新続古今和歌』まで十三の勅撰和歌集が編纂されたが 
すでにそれらは朝廷の王権とは切り離されている !
後鳥羽院の命により編纂された『新古今和歌集』を境に 
歌は民族を象徴してきた文化の要である地位を失い 
時代はそこで近代へと向かうことになる 

丸谷才一によれば 
「後鳥羽院は日本的モダニズムの開祖であった」そうだが 
平家が台頭しまた滅び 
武士が権力の中心となっていったあの時代 
政治もまた「言葉」も 
大きなターニングポイントを迎えていたといえる !
宮廷中心の古代文学が終つたとき 
日本の詩は朝廷を中心として成立していた 
「詩の場」を喪失することになったが 
承久の乱という無謀な試みを起こしてさえ 
それを守ろうとした後鳥羽院と 
宮廷という場を離れた詩を事としようとした 
定家との確執という視点で 
詩の変化を観ていくのは興味深い !
歌はかつて民族の中心で詠われるものであり 
それを編纂することによって 
王権はその歌の力に支えられていたともいえるのだが 
それが次第に民族を離れ王権を離れることで 
その「場」を失うことになる 
幸福だったともいえる「詩の場」は 
別の場に移らねばならなくなるのだが 
ある意味ではそれは 
現代まで続いている彷徨なのかもしれない !
余りにも余りにも「言葉」が「歌」が 
軽くなってゆくばかりのこの時代 
現代日本においてはいまや 
教育の場からさえ文学が放逐されようとしている !
「詩」は「言葉」はこれから 
どんな「場」を持ちえていくのだろうか 
それを考えていくとき 
古代と近代のあいだで格闘した 
後鳥羽院という存在は重要なキーパーソンとなる 



（白川静『詩経／中国の古代歌謡』より）
!
「歴史がその黎明をむかえるころ、かがやかしい古代歌謡の時代があった。歴史はその歌ごえとともにはじまる。『リグ・ヴェーダ』の聖歌、ホメロスの詩、『聖書』の詩篇などがそれである。いずれの、ぞれぞれの民族が
やがて展開するその歴史と運命への序曲をなすものであった。

　インドの『リグ・ヴェーダ』は前十二世紀のものとされている。それより少しおくれて、中国では『詩経』の時代がはじまった。おそらく前十世紀ごろのことであろう。絶対年代ははるかに下るが、わが国の『万葉集』も
古代歌謡として相似た性格をもつ歌集であった。民族の歴史がはじまろうとするその時期に、どうしてこのような古代歌謡の時代が、忽然としてあらわれてくるのであろうか。それは一つの大きな謎であるように思われる。

　『詩経』と『万葉集』はとは民謡から展開した歌謡である。その点では、特定のえらばれた司祭者や予言者、あるいは語部的なホメリダイの手になる他の古代歌謡と異なる成立をもつものといえよう。それはひろい発生地
盤をもつ、民衆の生活の中から生まれた。そして『万葉』では、やがて創作詩の段階にまで進み、『詩経』は創作詩への過程でその発展を中止した。『万葉』の後にもまた、ながい国風暗黒の時代がつづいている。古代歌謡
は歴史のある時期に忽然としてあらわれ、その様式を完成するとともに、民族の古典となった。そしてふたたびそのようにかがやかしい詩歌の時代はあらわれることがなかった。古代歌謡の世界はまことに歴史的なものであっ
た。その成立と時期とは、おそらく重要な社会史的な事実の反映として理解すべきものであろう。」
!
（丸谷才一『後鳥羽院　第二版』～「宮廷文化と政治と文学」より）
!
「和歌といふ文学形式が呪言によって生まれ、儀式となり挨拶となつたといふ折口信夫の考へ方は正しいやうである。これは「アララギ」以後の、呪言でも儀式でも挨拶でもないし、またそれらの名残をとどめてもゐない現
代短歌を中心にすゑて考へるのでもない限り、ずいぶん納得のゆく意見のやうな気がする。たとへば近代日本文学における歌のなかでさへ、折口信夫の詠は末世にあつて呪言のようなあり方をまなばうとしたし、石川啄木の
作は平談俗語のうちに挨拶をかはさうとするものであつた。その挨拶がどう見てもいささか卑しいのは啄木に才が乏しいでいではなく、歌が挨拶の場を持たない時代に生きたといふ不運によるものである。折口の呪言の不幸
については、もともと彼が百も承知でやつたことなのだから弁護する必要など何もなからう。

　かつて和歌はそのための場をしつかりと持つていた。言ふまでもなく宮廷であつて、そのことの端的な証拠としては最高の詞華集がすなはち勅撰集であつたといふ事実があげられる。宮廷といふ一世界の人々は、呪術と政
治の古い様式美をなつかしみながら、もはや呪術の言葉ではない、洗練された礼儀と社交としての三十一音を連ねたのである。
!
　　雪のうちに春はきにけり鶯のこほれるなみだ今やとくらん
!
　『古今集』巻第一春歌上、「二条のきさきの春のはじめの御うた」だが、これほどの傑作と並ぶだけの返しはむづかしいけれども（それゆゑ返歌は残つていない）、そかし歌ひかけられた誰かがただちに唱和するしかなか
つたらうといふ弾みと勢ひとは感じ取ることができる。そこには明らかに宮廷といふ詩の場、文明の特殊な姿があつて、たとへば同じ『古今集』の第十一恋歌一、
!
　　恋せじとみたらし河にせしみそぎ神はうけずぞなりにけらしも
!
　といふ読人しらずの恋歌にしても、その複雑なユーモアの表情と知的な技巧によつて、歌ひかけている相手の存在を明示し、さらに作者と相手と（それから読者たちと）の住んでゐる世界−−−−宮廷を見せてくれるのであ
る。それはむしろサロンと呼んで然るべき高度な文明の場であつたにちがひない。」

「このサロンを完成したのは後鳥羽院の宮廷であつたし、サロンの主宰者としての後鳥羽院その人であつた。」
!
「後鳥羽院は和歌の本質と宮廷とのこのやうな関係をよく知つてゐた。『後鳥羽院口伝』のなかで執拗に藤原定家を批判してゐることは有名だが、彼の批判の勘どころは要するに、定家が歌の場としての宮廷を重んじないで、
和歌をもつと純粋な文学に仕立てようとしてゐるといふことである。定家は挨拶の歌を軽んじてゐる。「惣じて彼の卿が哥存知の趣、いささかも事により折りによるといふ事なし」。定家の批評は折りに触れての歌といふお
もしろさを解してゐない窮屈なもので、これでは礼儀と社交といふ最も基本的なものが文学から放逐されてしまふといふのだ。」
!
「もちろん定家に挨拶の歌がわからなかつたはずはない。現に後鳥羽院と後京極摂政との唱和は『定家八大抄』に選ばれ、「むせびもうれし」は『近代秀歌』と『定家八大抄』の双方に採られてゐるのである。そして後鳥羽
院の歌が時としてどれほど定家ふうの前衛性を帯びているかは、くだくだしく説明するまでもないはずだ。しかし表面でのさういふ近接した関係はともかくとして、それにもかかはらず二人の文学観にたしかにあつた決定的
な差異を、後鳥羽院はこの「みゆきになるる花のかげ」についての「評定の座」で感じ取つたのあらう。それは定家の側にしても同様で、彼に言はせればディレッタントの場合ならともかく専門の詩人の場合、この程度の遊
戯的な作品を珍重されては困ると感じてゐたことだらう。そしてわたしはこのときの二人の対決こそ、日本文学史の時代区分にとつて最も重要な日付けであつたと考へてゐる。宮廷中心の古代文学はここで終わつた。『新古
今集』は古代文学の終り、宮廷と文学とのしあはせな関係の結末を記念する豪奢華麗な詞華集なのである。『古今』から『新古今』までの八つの勅撰集を「八代集」と呼び、それ移行の「十三代集」ときびしく区別するのは、
かういふ文学史の移り変りが古人にも明らかに感じられたせいであらう。

　それならば、宮廷中心の古代文学が終つたときにはじまつたものは何だらうか。日本の詩が詩の場を喪失するといふ事態が生じたのである。『玉葉集』と『風雅集』の歌人たちはこのことに苦しんだあげく、実質的にはも
はや存在しない宮廷があたかも存在するかのやうに装ふといふ方法を発明した。『玉葉』『風雅』の清新な叙景歌とはみな、このための逃避の試みといふ一面を持つものである。このあたりから日本の詩は、密室での孤独な
作業といふ色調を全体として強めたと言つてもよからう。これをさらに進めたのは一世紀後の正徹で、彼はどうやら、実在の宮廷などはいらない、古典のなかにそれは存在してゐるからと考へたやうな気がする。」

「しかしこの方法を受けつぐ天才はゐなかつたし、詩人の精神のいとなみがその基盤としての具体的な場を持たないといふ不幸は、長く日本文学の悩みとなつた。詩は孤独なものに変じ、孤独を埋めるだけの力は詩人になか
つたのである。さう考へるとき、芭蕉の歌仙は詩の場を持たうとしての恐ろしい新工夫としてわれわれに迫ることになるであらう。彼は草庵において宮廷をなつかしむことを一つの儀式として確立した。あるいは、西行にお
いては個人の感懐ですんだものが、彼においては儀式の力を借りなければならなかつた。そして俳諧が粋に洒落のめしながら衰弱して行つたとき、芭蕉と並ぶもう一人の天才は、宮廷と和歌との密接なかかはりあひ方それ自
体のパロディを作つた。言ふまでもなく蜀山人であり天明狂歌である。宮廷文化が存在せず、それにもかかはらずその美しさが心をとらへるとき、打つ手はただこれしかないと彼は観念してゐたにちがひない。ここで宮廷文
化としての日本の短詩形文学は、その余映をもつて江戸の空をあかあかと染めたことになる。

　しかしかういふ後日譚に属することは、さしあたりどうでもよからう。いま大事なのは、後鳥羽院が宮廷と詩との関係を深く感じ取ってゐて、宮廷が亡ぶならば自分の考へてゐる詩は亡ぶといふ危機的な予測をいだいてゐ
たに相違ない、と思はれることである。それは彼にとつて文化全体の死滅を意味する。彼はそのことを憂へ、詩を救ふ手だてとしての反乱といふほしいままな妄想に耽つたのではなからうか。承久の乱はその本質において、
文藝の問題を武力によつて解決しようとする無謀で徒労な試みだつたのではないか。わたしにはそんな気がしてならない。「おく山のおどろが下も踏みわけて」世にしらせたいと彼が願つた「道」とは歌道であり、あるいは
歌道を中心とする文明のあり方であつた。そして定家はもはやそのやうな幸福があり得ないことをよくわきまへてゐたのである。」




☆mediopos-2207　　2020.12.1

■白川静『漢字の体系』（平凡社　2020.9）!
■円満字二郎（編集者・ライター） 
「精力を傾注した最後の字書／!
  白川文字学の核心と、『説文解字』の呪縛からの解放」!
　（週刊読書人 2020年11月27日号）

白川静の文字学は 
人間学であり 
民俗学であり 
文化人類学であり 
神話学であり 
宗教学であり 
哲学であり 
文学であり !
それらすべてが 
壮大な想像力のもとに 
『字統』『字訓』『字通』という 
三部作の字書として編述されてきたが 
編者の努力の末にその死後十四年にして 
『漢字の体系』という最後の字書が 
新たにこうして送り出されてきた !
『漢字の体系』は 
五十音順の編成ではなく 
「文字自身の体系に従って、文字構造の基本的な原理、 
またその体系的な展開の方法について」 
二部構成で論じられている字書である !
第一部では 
「存在するものにはすべて呪的な力がある」という視点から 
「文字が成立した時代の、自然や人文に対する認識の方法が、 
どのようなものであったか」を明らかにするために 
「季節」「身分」「祭祀」「農耕」といった六五のテーマのもとに 
約七〇〇の漢字の成立が解かれている !
第二部では 
「語の系列の問題」が主に論じられ 
「同じ声符をもつ字において、その声字のもつ原義が、 
その系統字の全体に通じて機能しているか否か」が検討されている 
それは字書の最大の古典的権威である『説文解字』への 
文字学的な批判ともなっているという

さて日本語は漢字・カタカナ・ひらがなによる 
ハイブリッドな表記を中心とした言語ではあるが 
カタカナ・ひらがなは漢字から派生した表音文字であり 
漢字という文字の成立を明らかにすることによってはじめて 
その背景にある自然や人文に対する認識も明らかになる !
それは決して過去の解明ではなく 
現在の私たちの認識の奥にあるものを 
再考するための極めて重要な示唆ともなる !
白川静は「漢字文化を回復することは、 
わが国の国語政策の上からも、 
喫緊のことと思われる」と述べているが 
昨今の「わが国の国語政策」は悲しいことに 
ほとんどその逆の方向に振れている !
白川静の文字学は 
昨今のスマホ文化とも 
どうも相性がよくなさそうだけれど 
この『漢字の体系』というあらたな宝物が 
ほんとうの宝物になりますように 



（白川静『漢字の体系』より）
!
「漢字文化を回復することは、わが国の国語政策の上からも、喫緊のことと思われる。それで私は母校の勤務から解放されると、直ちに〔字統〕〔字訓〕〔字通〕の三部作の編述につとめ、その後も漢字文
化への理解を深めるための努力を続けてきた。今では白川文字学の名で呼ばれることもあり、一応の成果をえたと考えられる。

　ただ私の従来の編述は、一般字書としての実用性を考えて、五十音順の編成をとり、文字自身の体系に従って、文字構造の基本的な原理、またその体系的な展開の方法について、論ずることはあまりなかっ
た。また従来、文字学の聖典とされてきた〔説文解字〕の文字学については、字説中に参考的に論究するにとどめてきたが、私の文字学の立場を明らかにするためには、〔説文解字〕に対する文字学的な批
判、その方法論的な相違を、明確にする必要があるとの意見もあり、本書はそのような要求に応えるために、一般字書とは異なる方法をとることにした。

　上記の目的に添うために、本書は二部構成をとる。第一部は、文字が成立した時代の、自然や人文に対する認識の方法が、どのようなものであったか、ということである。文字が成立した時代は殷の武丁
の頃、紀元前千三百年前後、神話が生まれ、人々の意識の上に、種々の説話的な解釈がなお生きていた時代である。甲骨文には自然界の活動が神話的な事実として語られており、女性の虹が黄河に首を垂れ
て、水を飲んだというような記述が、事実の記録として記されている。地上はまだ神々の活躍する神話の時代であった。その世界での事実は、神話的な事実として認識されていた。雲には竜神がおり、風は
大鵬の飛翔する余波であった。四方には方神、その下に風神がおり、風神の支配する地は風土・風物、またそこに住む人の風格・気性も、すべてこの風神の支配下にあった。

　このような神話的世界に対応する地上の生活には、呪術のみが可能な唯一の方法であった。存在するものにはすべて呪的な力がある。すべてが意味的な世界である。文字はこのような世界認識のもとに生
まれた。そこでこの書の第一部では、その世界を百科事典的に六十数部に区分し、その各項･各字ごとに、〔呪文〕の解釈と、私の解釈とを併記することにした。王を天地人三才を貫くもの、士を一より十
を知る者とするような〔説文〕の理解の方法が、いかに文字創成の意識と遠く離れたものであるかは、容易に理解されることであろう。

　第二部では、語の系列の問題を主とした。（･･･）同じ声符をもつ字において、その声字のもつ原義が、その系統字の全体に通じて機能しているか否かを、検討することである。それでもしその声符の字
の原義が、同声の字の全体に貫到しているときは、その全体が一の系列をなす字であることが認められ、それらの字は声義併せて承けるものであるから、亦声の字となる。（･･･）もしその声符とされる字
の解釈が、その系列字に一貫して適用しがたいときは、その原義の解釈に誤りがあるわけであるから、その点から〔説文〕の正否を定めることができる。」
!
（円満字二郎「精力を傾注した最後の字書」より）
!
「二〇〇六年に亡くなった白川静氏は、漢字の成り立ちを古代中国の民俗から解き明かす、独自の文字学を打ち立てたことで知られている。その成果は、『字統』に始まる字書三部作などにまとめられ、現
在でも参照することができる。本書は、そんな氏が、最晩年に精力を傾注して書き上げた最後の字書である。

　一般的な漢和辞典・漢字辞典では、漢字は部首別・画数順に配列される。それに対して、音読みの五十音順配列を採用するのが、白川文字学の字書のスタイルである。一定程度の慣れを要求する部首別・
画数順配列に対して、五十音順は誰にとっても引きやすいという大きなメリットがある。しかし、本書ではそのスタイルは採られていない。これには重大な意味がある。引きやすさを犠牲にしてでも伝えた
いことが、最晩年の氏の胸中にはあったのだ。

　本書の第一部「百科篇」では、「季節」「身分」「祭祀」「農耕」といった六五のテーマで分けて、約七〇〇の漢字の成り立ちが解説されている。人々の生活に密着した切り口を採用することにより、漢
字の成り立ちに隠されている古代中国の民俗が、読者により伝わりやすいようになっているのだ。たとえば、「道」には、異民族の首を用いて邪霊を除きながら移動するという民俗が現れているとする有名
な字源説は、「道路」の項にある。そして、同じ民俗から「導」「除」「徐」「術」などが生み出されていくようすが、まとめて説明されていく。また、「文身」の項では、入れ墨の風習を窺わせる「文」
をはじめ、「爽」「彦」「顔」「凶」「章」などの成り立ちにもその風習が現れていることが、関係性を持って解説されている。白川文字学の核心部分を把握したいならば、今後はまずは本書の第一部を参
照するのが有効となるだろう。

　それに対して、第二部「転注篇」では、漢字の「声符」を分類のキーに据えている。声符とは、わかりやすく言えば、部首ではない方のこと。部首をキーとして漢字を捉える伝統的な考え方に、真っ向か
ら反旗を翻しているのだ。

　部首とは、一世紀末ごろの中国で書かれた『説文解字』という字書で初めて採用された、漢字分類の方法である。同書は中国文字学では現在でも参照され続けている基本図書だが、なにしろ二〇〇〇年近
くも前の書物だ。克服すべき点が多数ある。白川文字学は、『説文解字』という権威への挑戦に終始していると言ってもいい。たとえば、本書第二部の「者」の項では、古代文字の字形から、「者」は悪霊
の侵入を防ぐための土の垣だとする。そして、「都」「奢」「諸」などはみなこの意味を有していると説き、『説文解字』の解釈ではそうはいかないと喝破するのだ。この第二部には、約一八〇〇の漢字が
二七七の声符によって分類されて収録されているが、その解説からは、『説文解字』の呪縛から文字学を解放したいという、強い思いを読み取ることができる。

　とはいえ、どんな偉大な業績であってもいずれは乗り越えられねばならないのが、学問の世界である。白川文字学も例外ではなく、現在では批判的な言及も目立つようになってきた。だが、健全な批判は、
十全な理解を踏まえなければ成立しない。白川静という碩学は、その土台となるべき一書の原稿を遺して亡くなったのだ。それを託されてから一四年、さまざまな苦労があったことだろうが、ついに出版ま
で漕ぎ着けてくれた編集者の努力にも、敬意を表したい。」




☆mediopos-2208　　2020.12.2 ■伊藤博明「ディオニュシオス・アレオパギテースの勝利／ヨーロッパにおける新プラトン主義の残存と神秘主義の興隆」!
（「ユリイカ１２月号　特集・偽書の世界　ディオニュシオス文書、ヴォイニッチ写本から神代文字、椿井部文書まで」 
   青土社　2020.12　所収）!
■ディオニュシオス・アレオパギテース『神名論』『神秘神学』（熊田陽一郎訳）!
 （『キリスト教神秘主義著作集／１ギリシア教父の神秘主義』（教文館　1992.11）所収）!

宗教が信仰を求めるように 
秘教（神秘学）は認識を求める !
宗教のなかで 
秘教が生きてゆかざるをえないとき 
その認識を書き記した文書は 
しばしば偽書または異端の書とされることになる !
キリスト教は 
それまで培われてきた秘教を 
異端として排することで成立した !
それは新たなものを 
霊性のなかに加えるためではあったが 
それが神が人になるという 
信仰を通じてしか可能でなかったために 
それが否定的にとらえられもする 
かつての霊性を根こぎにする必要があったのだ !
そうした信仰の世界のなかで 
秘教が生き残るためには 
信仰のなかでの権威に基づきながら 
そこに認識を容れるための方法が必要だった !
ディオニュシオス文書は 
秘かに新プラトン主義的な認識を 
使徒パウロの権威の傘の下に置きながら 
長く教会において受け入れられてきた 
それが偽書であることが判明したのは 
十九世紀も末になった頃だった !
トマス・アクィナスには「天上位階論」で 
天使の上位・中位・下位の三位階と 
それぞれの位階にある三位階を説いているが 
これは偽ディオニュシオスの 
天上位階構造をもとにしたものである 
もともとのキリスト教にはそういう認識はない 

シュタイナーの霊的位階論も 
この霊的存在のヒエラルキーを 
その神秘学において用いている 
第一ヒエラルキアの 
セラフィム・ケルビム・トローネ 
第二ヒエラルキアの 
キュリオテテス・デュナメイス・エクスシアイ 
第三ヒエラルキアの 
アルヒャイ・アルヒアンゲロイ・アンゲロイである 
これは宗教ではなく霊的認識である !
こうした秘教的な知識を 
顕教としての宗教は容認することができない 
容認するには容認するだけの 
権威がそこになければならない 
権威をまとわせた偽書が生み出される所以である !
宗教は信仰を求める 
かのアウグスティヌスも権威ゆえに 
マニ教を捨てキリスト教を信仰した 
そしていまでも多くの人は信仰のもとにある 
科学（主義）もまた隠された信仰である !
秘教は認識を求める 
ときにそれは古い霊性を残したまま 
錯誤された受容がなされる場合もあるが 
明るい意識において霊的な認識を深めるのが 
現代の秘教である神秘学の基本姿勢である 
そこに必要なのは権威ではなく認識である 
そしてときに権威を否定するがゆえに危険視される !
ディオニュシオス文書は 
信仰的な傘のなかで 
秘教的認識を与えていくための 
方法でもあったのだろう 
それは現代においてもひとつの示唆となっている



「東ローマ帝国ユスティアヌス一世（在位五二七ー六五）は、五二九年、アテネのアカデメイアを閉鎖させ、こうして九〇〇年に及ぶギリシアの哲学的伝統は幕を下ろした。ちょうどその頃、キリスト教の思想圏にに忽然と
して、のちに「ディオニュシオス文書」と総称される四つの文書、すなわち『神名論』『天上位階論』『教会位階論』『神秘神学』と一〇通の書簡が現れる（一一通目は後代の偽作）。『神学概論』と『象徴神学』への言及
もこれらの文書中に見られるがいずれも散逸している（おそらく執筆されなかった）。

　各著作の冒頭には、「司祭ディオニュシオスより、同僚の司祭ティモテオスに」という献辞が掲げられており、書簡の宛名として「修道者ガイオス」（第一ー四書簡）、「司教ティトス」（第九書簡）、「神学者、使徒、
福音書記者であり、パトモス島に追放されたヨハネ」（第一〇書簡）が挙げられている。ガイオスはｍ「新約聖書」中の『ヨハネの手紙三』の宛先であり、ティトスは『ティトスの手紙』の著者であり。ヨハネは使徒（イエ
スの弟子）にして『ヨハネの福音書』、また彼の名が冠された諸書簡の著者である（中世ではすべて同一人物と見なされていた）。」
!
「状況証拠から、ディオニュシオス文書の著者は、『使徒言行録』（一七・三四）に記されているディオニュシオスであると推定された。パウロがアテネのアレオパゴス（文字通りには「アレスの丘」）と呼ばれる、アクロ
ポリスの丘で説教していたときのことである。多くの者はパウロの説教を聴いたのち、彼のことをあざ笑って去っていったが、数人の者が彼について行き、信仰に入った。その中に、当時アテネの最高法院が置かれていたア
レオパゴスの議員であるディオニュシオス（ディオニシオ）がいた。

　ディオニュシオス文書への最初の言及は、アンティオキアの司祭セウェロスが五一八年から五二八年の間に著した作品に見られる。セウェロスは、キリスト単性論、すなわち、イエスは神というただ一つの本性をもつとい
う教説の支持者であった。五三二年、彼はコンスランティノープルにおける正当派との会議に参加し、ディオニュシオスの第三書簡を引用し、その使徒的な権威を主張した。しかし、正当派の司教エフェソスのヒュパティオ
スは、この文書についてキリスト単性論を説くアポナリオス派による偽書と断じた。その理由のひとつは教父たちにディオニュシオス文書からの引用が見られないことである。

　そののち、この文書の真正性をめぐっては多くの議論が起こったが、証聖者マクシモス（五八〇頃ー六六二年）などの擁護により、七世紀には完全に教会によって受け入れられた（六四九年のラテラノ公会議、六八〇年の
コンスタンティノープル公会議）。しかし、実際には、この文書は新プラトン主義者プロクロス（四一二ー八五年）の影響下に執筆されたもので、そこにはアカデメイアの最後の学園長だったダマスキオス（五三三年頃没）
の影響も見出される。成立年代は五〇〇年頃と考えられ、成立場所はシリアと推測されている。」
!
「長らくヨーロッパ思想を生き抜いてきたディオニュシオスであったが、一九世紀末（一八八五年）になって、Ｈ・コッホとＪ・シュティグルマイアーがのぼ同時に、また独立して、ディオニュシオス文書とプロクロスとの決
定的関係を見いだした。すなわち、『神名論』第四章が、プロクロスの『悪の実体について』（ラテン語のみが現存）に全面的に依拠していることを立証したのである。それ以降、ディオの名の前には「偽」(Pseudo)という
語が付加され、彼に帰される文書は「偽ディオニュシオス文書」と呼ばれることになった。現在、成立時期や著者をめぐっては多くの見解が存在している。

　翻って考えてみると、偽ディオニュシオス文書は、きわめて精巧に作成された偽書である。この文書が現れた当時、議論されたポイントとしては、執筆年代に関わる使徒性と教説の正統性があったことだろう。偽ディオニュ
シオスは、使徒パウロとの関係をとくに示唆しているが、その権威に訴えるようなことはしていない。これは、一世紀にはまだパウロの権威が教会内で確立されてはいなかったのであら、アナクロニズムを見破られないため
の術策である。

　一方、偽ディオニュシオスは六つの著作を執筆したと自ら述べているが、『神学概論』と『象徴神学』は残存していない。おそらく、これらの著作は実際には執筆されてはおらず、偽ディオニュシオスの虚構である。執筆
期から四世紀がたって突如出現した文書群から二つの著作が失われていることは、かえって文書群の古代性を証すものとも考えられただろう。また、『神名論』の冒頭に、「『神学概論』を書き上げた後で、われわれはでき
る限りの力を尽くして神の名を解明に移ろう」と述べているのは、六世紀後半の教会で論じられた三位一体など神学的問題に関わらないための周到な戦略であったと思われる。

　こうして、単純化して言うならば、偽ディオニュシオス文書をめぐる攻防においては、教説の正統性よりも、著者の使徒性が重視される結果となった。偽ディオニュシオスは見事に勝利したのである。

　次に立ち上るのは、なぜ偽ディオニュシオスは「偽書」を執筆したのか、その意図とは何であったのか、その思想的立場はいかなるものだったのか、といった一連の疑問である。これらについて研究者の間で一致した見解
があるわけではない。新プラトン主義者がキリスト教を取り入れようとしたと考える者も、キリスト教の信仰に基づいて新プラトン主義を生かそうとしたと考える者も存在する。

　五二九年にダマスキオスを最後の学頭として敷いていたアカデメイアの門が閉じられた。新プラトン主義的伝統の残存にとって危機的な状況にあって、秘密裏に偽ディオニュシオス文書は作成された。ハザウェイ（一九六
九年）はこの文書について、アテネの新プラトン派の「代理的余生」（vicarious afterlife）と表現した。歴史的にはその通りの結果をもたらしたと言えるだろうが、はたして、この文書は新プラトン主義を存続させるためだけ
に捏造されたのであろうか。

　ここでは単純に、偽ディオニュシオス文書で表明されている思想が、著者自らのものであったと考えたい。端的に言えば、それはプロクロスの影響下のもとに形成された、彼自身のキリスト教思想であり、そこには『神秘
神学』に見られるような彼独自の思索も展開されていた。そして、この教説が当時の正当派によって受容されないことも、著者は明確に自覚していた。それでもなお、彼は自らの教説を世に問いたいと願って、結局、使徒パ
ウロの権威に訴えようと決心したのではなかろうか。

　前述したように、偽ディオニュシオスの目論みの大方は成功したと表してもよいだろう。それどころか、『神秘神学』で示された思索は、主として神認識のレヴェルに関わるものだったが、中世における愛の神秘思想と接
続して、ヨーロッパにおける神秘主義のひとつの源流となった。その意味で、偽ディオニュシオスは本人が願っていた以上の勝利と、思いもかけない名声を獲得したのである。」




☆mediopos-2209　　2020.12.3

■木澤佐登志「薔薇十字、ボルヘス、インターネット」!
（「ユリイカ１２月号　特集・偽書の世界　ディオニュシオス文書、ヴォイニッチ写本から神代文字、椿井部文書まで」!
  青土社　2020.12　所収）!
■フランセス・イエイツ（山下和夫訳）『薔薇十字の覚醒』（工作舎　1986.7）!
■ヨーハン・ヴァレンティン アンドレーエ（種村季弘=訳・解説）『化学の結婚／付き・薔薇十字基本文書』（1993.5）!
■フランシス・ベーコン「ニュー・アトランティス」!
（責任編集・福原麟太郎『ベーコン』（中央公論社　中公バックス　昭和63年9月）所収）

文明の歴史は 
分かれては交わり流れる 
霊的潮流とでもいえるが 
薔薇十字の潮流もそのひとつ !
薔薇十字の流れは 
シュタイナーの神秘学の 
流れのひとつでもある !
とはいえ薔薇十字も 
またその運動を興したという 
クリスティアン・ローゼンクロイツ（1378-1484）も 
歴史のなかでは明らかな姿を見せることはない !
薔薇十字運動は一六一四年のドイツで 
『称賛すべき薔薇十字の名声』という文書が 
出版されたことから歴史の表舞台に出る 
その翌年の一六一五年には『友愛団の告白』 
そして一六一六年には 
『クリスティアン・ローゼンクロイツの化学の結婚』が 
出版されその著者は 
ヨーハン・ヴァレンティン・アンドレーエだというが 
著者が明らかになったとしても 
薔薇十字運動そのものが明らかにされることにはならかった !
しかしその薔薇十字の秘教衝動は 
デカルトやルターをはじめ 
さまざまなかたちで影響を与えているといわれる 
フランシス・ベーコンの死後発見された 
『ニュー・アトランティス』という遺稿も 
その影響を明らかに受けているというのは 
フランシス・イエイツである !
シュタイナーによれば薔薇十字の秘儀は 
四世紀にマニがスキティアノス・仏陀、 
そしてゾロアスターを導師として 
ポスト・アトランティス時代の叡智を 
人類の未来に流し込もうとすることで創設されたといい 
その学堂では自然科学（錬金術・占星術）が教えられたというが 
シュタイナーの神秘学／人智学にも 
その秘儀は明らかに流れ込んでいるといえる 

もちろんそうしたことは 
表の歴史ではほとんど問題にされることはない 
歴史のなかではさまざまな衝動が生まれ 
そこからさまざまな流れが生み出されてゆくが 
重要なことはその流れに注目し 
その源流にあるであろう理念に目を向けることだろう !
大河は流れ支流を生み 
大地をさまざまに変化させながらも 
滔滔と流れてゆく 
日々は小さな変化に翻弄されがちではあるけれど 
大河の流れとその源流をたしかに観ること 
それが霊的潮流の意味を見定めることにもつながるはずだ



「一七世紀、ドイツ。薔薇十字思想として知られることになる観念の複合体が、この地を伝染病のように覆っていった。すべてのきっかけは一六一四年、ドイツのカッセルにおいて『称賛すべき薔薇十字の名声』なる正体不明
のドイツ語文書が出版された年に遡る。その文書の趣旨は、一四、一五世紀に生きたクリスティアン・ローゼンクロイツという人物についての長い旅路の記述、そして彼の指導によって創設された秘教的な友愛団の存在を明ら
かにすることにあった。八人の団員たちは、世界各国に散らばり、知識や技術を習得して一年の一度、友愛団の本拠地である聖霊の館に集まり会合を開く。すべては秘密裏に行われた。友愛団の規約には「六、当友愛団は、百
年間秘密に保たれるべきこと」と記されてある。さてあるとき、後継の団員たちが偶然ローゼンクロイツが埋葬された壮麗な納骨堂を発見する。彼らはそこで無傷で完全な姿を保ったままの美しいローゼンクロイツの遺骸と対
面し、啓示に打たれる。『名声』は、世界における全般的な改革が間近に迫っていることの予言、そして新たな友愛団の結成に対する呼びかけと受け取れるパッセージでもって締めくくられている。」
!
「『名声』が出版された翌年、一六一五年、今度は『友愛団の告白』がはやりケッセルにて刊行された。『名声』に対する「捕捉」という立ち位置で執筆されたこの文書では、秘密の友愛団が保持する深遠なる知識の開陳、教
皇に対する攻撃的姿勢、そして『名声』でも主張された世界の改革に対する約束を力強く繰り返していた。

　さらに一六一六年には、『クリスティアン・ローゼンクロイツの化学の結婚』なる最も奇怪な第三の文書がシュトラスブルクで出版された。前の二つの文書と異なり。それはドイツ語で書かれた伝奇物語、あるいは錬金術で
彩られた幻想譚なのだった。フランセス・イエイツは『結婚』について、驚異の品々や獅子のイメージに満ち溢れた不思議な城に住まう一組の夫婦についての伝奇物語であるが、同時に、魂の神秘的結婚という体験として象徴
的に解釈された、錬金術過程の寓意物語であると考察している。そこではクリスティアン・ローゼンクロイツと思われる人物が語り手として、城中で彼に伝えられる幻や、劇の上演や、騎士道団体への参入儀式を経験していく。

　三書とも匿名で発表されたが、『結婚』の著者がテュービンゲンのプロテスタント神学者ヨーハン・ヴァレンティン・アンドレーエであることはほぼ確実とされている。彼はまた『名声』の著者あるいは共著者でもありうる
という。しかし、『告白』の著者については依然不明のままである。

　書物の出版以来、薔薇十字の神話はまたたく間にドイツを席巻した。起源不明の薔薇十字神話はさながらミームのように都市の路地から路地へと伝播／拡散していった。ある者は薔薇十字団を称える書物を著し、自分も認め
られて加入できることを夢見た。またある者は、薔薇十字団を邪悪な異教であるとして弾劾する文書を発表した。テクストが蓄積し、情報のエントロピーが増大していくごとに。しかし薔薇十字団の実態はかえって捉えどころ
のない、曖昧模糊としたものになっていった。それを見たという人もいれば、それと連絡を取ったという人もいた。だが、薔薇十字団が独立した存在なのか、あるいは降霊術によって呼び出された亡霊のようなものに過ぎない
のかさえ、はっきりとしたことは誰にもわからなかった。」
!
「思想史家クリストファー・マッキンタイアによれば、薔薇十字運動は、その源流が古代にまでさかのぼり、西欧神秘主義の伝統と呼ばれる思考法に属するという。古の神々に依拠するこの伝統は、中世の間はキリスト教会に
よって異教として抑圧されていたが、ルネサンス時代のイタリアにおいて、神々の最初の再生が成し遂げられた。その古代の伝統とは、たとえばグノーシス主義であり、またそこから生まれたヘルメス文書----ヘルメス・トリス
メギストスに帰される一連の著作----に端を発するヘルメス主義であった。または、新プラントン主義、ピュタゴラス主義、さらにはユダヤ教神秘主義カバラであり、それらは自然魔術、占星術、錬金術、数秘術などといっ
た、いわゆるオカルト学的要素や神秘主義的傾向を少なからず含んでいたのであった。（･･･）

　これら太古から一五世紀フィレンツェに蘇った豊穣なる異端的＜知＞は、マルシリオ・フィチーノを中心とするプラトン・アカデミーにおいて体系化された。フィチーノが＜プラトン的愛＞と呼ぶ、個人間の友愛をもたらす
神への共通の愛が人々を結合させ、その結果、多数の人々の間に「ひとつの魂」が存することになる。この愛によって結合された人々は、互いを兄弟として共同体を形成するだろう。フィチーノにとってプラトン・アカデミー
とは、まさしくそのような友愛に基づく理想に根ざした共同体に他ならなかった。そして薔薇十字団は、明らかにフィチーノ的な共同体に対する理念から影響を受けていることは論を俟たない。

　薔薇十字団の神話は、何者かの意志によって、唐突に歴史の中に「ある意図」を持って打ち出された。その「意図」を乱暴に一言で表現するならば「世界変革」ということになるだろう。『名声』の著者は、この世界を変え
たいという意志を持ってこの書物を執筆した。その意味では、『名声』に書かれている内容の虚実は重要ではない。クリスティアン・ローゼンクロイツという人物が実在したという確たる証拠はどこにもない。もちろん、彼が
創設したという友愛団についても同様だ。それは存在していたかもしれないし、存在していなかったかもしれない。だが本当に重要なのは次のことだ。著者は世界の変革が迫っていることを予言した。それは確かに『名声』が
書かれたときには予言でしかなかった。しかし、『名声』が世に広まり、少なからぬ人々が薔薇十字団の実在を信じ、半ば架空の存在だった亡霊のような共同体が人々の心の中に確たる存在を示し始めたとき、フィクションは
現実化する。そして薔薇十字団が自律的な自己運動を開始すると、予言の自己実現とでも呼ぶべき現象が発生する。」
!
「ヨーロッパ精神史上における薔薇十字運動の位置を画定させたのは周知のようにフランセス・イエイツである。彼女は著書『薔薇十字の覚醒』のなかで、薔薇十字運動をルネサンスと一七世紀初期科学革命との中間に位置づ
ける。二つを結ぶ媒介の役割を果たした人物として、たとえばフランシス・ベーコンが挙げられる。

　薔薇十字運動は、英国ではヨーロッパ大陸と異なりさしたる注目を集めることもなかった。新時代の幕開けが迫っていることを告げる『名声』の喇叭音は、フランシス・ベーコンを媒介とすることで、この地に奇妙な倍音を
響かせることになる。

　一六二七年——ベーコンの死去の翌年、彼の草稿の中から、未完の日付のない著作が上梓された。『ニュー・アトランティス』と題されたその遺稿は、ベーコンのユートピア観が反映された一種の寓話である。孤島ベンサレ
ムの住民----彼らはキリスト教徒である----は、世界の他の場所からまったく知られることのないまま、先進的な科学的知識を有した理想社会を建設していた。彼らの学院はソロモンの館と呼ばれ、そこでは僧侶＝科学者からな
る結社が、人類の便益のために、すべての技術、科学の探究に従事している。ソロモンの館は、明らかにフィチーノ的な友愛の理念とそれを継承した薔薇十字団の理念を反映させている。だが、『ニュー・アトランティス』と
薔薇十字団の照応関係はそれだけではない。イエイツの指摘するところでは、ベーコンは薔薇十字運動の存在を確かに知っていたという。その証拠として挙げられるのが、旅人たちがベンサレムに上陸する場面である。彼らは
上陸する際、ベンサレムのある役人から指示の書かれた巻物をわたされる。その巻物には、「広げず下に垂れている翼のある天使（ケルビム）と、その傍らに十字架を描いた図柄の刻印で封されていた」が、イエイツはこの図
柄が薔薇十字団の『名声』の締めくくりに記された「エホバの翼の陰の下に」という標語と一致し、一方で翼も他の薔薇十字文献で特徴的な象徴としてしばしば用いられていたことを指摘する。

　もちろん、ベーコンが何らかの薔薇十字的またはフリーメイソン的秘密結社に属していた歴史的な証拠は存在しない。とはいえ、ベーコンが学者たちによる共同研究と、それがもたらす自然についての知識の解明が、人間社
会の大いなる進歩に貢献するという理念を抱いたいたことは確かであり、彼はその理想像----学問上の友愛団体----を虚構という形で、未だ到達していない現実を先取ろうとしたのであった。そして事実、『ニュー・アトラン
ティス』の影響は今日にまで及んでいる。出版されると直ちに西欧世界の学術公用語であったラテン語をはじめ各国語に訳され、ソロモンの館の構想は早くも一六六〇年の英国の王立学士院、一六六六年のフランス科学協会の
設立を促し、ヨーロッパ諸国の学問研究の組織化とその成果を社会に還元する体制の整備に寄与した。不可視である薔薇十字の神話は、その奇妙な倍音を響かせながら初期科学革命を象徴する知の巨人ベーコンの理想郷を経て、
遂にその「世界変革」という理念の一部を現実かさせるに至ったのだった。」



☆mediopos-2210　　2020.12.4

■佐藤聰明『幻花／音楽の生まれる場所』!
（洪水企画　燈台ライブラリ４　2020.12）

古代の多くの聖者は 
音楽の持つ魔力を遠ざけようとしたが 
孔子だけは音楽を事としていた !
巫者と関係した出自をもちながら 
おそらくそれゆえにこそ 
霊的事象よりも 
生を重く見たからなのではないか !
仏陀はグノーシス的だった 
地上的なものにとらわれないことを 
開悟のために必要だとしたからである 
故に「解脱」ということがいわれる !
五蘊はことごとく苦の源となるがゆえに 
それにとらわれずにすむことを 
行の目標ともしたようである !
とはいえほんとうにそれらを滅してしまえば 
人間はそもそも人間ではなくなってしまう 
重要なのは五蘊を高次のありかたに変容させ 
そのことによって苦を超えるありようを 
獲得することが目標だったはずだ !
芸術は五蘊なしでは成り立たない 
そして芸術はともすれば 
ひとを快や欲の奴隷ともする 
しかしひとはそれらを遠ざけるだけでは 
あらたなひととなることはできないだろう 
五蘊をもったひとは 
五蘊からあらたなものを生み出さなければならない 
ときにそれが狂気であったとしても 

霊的な高次存在は 
地上的な物質世界に関わることがむずかしい 
ゆえに高次の存在への道を歩もうとすれば 
地上的なありようを去る必要もあるのだろうが !
その方法はひとが身体をもって 
生きていることを否定してしまう 
そうした地上を否定した秘儀を超えるために 
身体をもったキリストは生まれる必要があった 
神のもとにいた言葉が地上を生きたのだ !
そしてその言葉はほんらい 
歌であり詩そのものであったはずだ 
歌が詩が地上を生きたのだ 
そしてそれが真言ということでもある !
真言であるほんとうの言葉を 
みずからのうちで歌として響かせること 
それこそがほんらいの芸術でもあるのではないか 
そのとき「幻花」は幻を超えて 
たしかに咲く花となる



（「幻花／音楽の生まれる場所」より）
!
「仏陀は芸術をどのように観ていたか。

　答えはじつに簡潔で、

　「修行に障りのある無用なもの」

　と、まことに身も蓋もないに違いない。

　経典にそのような言葉があるのかしらないが、仏陀ならかならずそういうだろう。

　芸術はぬきさしがたい迷妄と苦を生む種子に他ならないからである。

　仏陀は「五蘊の迷妄を破れ」といった。

　五蘊とは「五つの集ったもの」の意で色受想行識のことである。色とは身体、受とは感覚、想とは識別、行とは意志、識とは認識判断を意味する。仏陀はこの五つの要素が人間のあらゆる苦しみの因子であり、そこから解脱せよと説いたのである。

　しかし五蘊こそ人を人たらしめ、これを放下すれば人とはいえない。しかも叡智の源である識をも捨てよという。

　芸術家の美意識というものは、五蘊が総動員されてたかまり、はちきれんばかりにみなぎって、搾り取られたエッセンスというべきものだ。（･･･）

　もしも仏陀のいうように五蘊を悉滅すれば芸術はまったくなりたたないし、この世はまさに空疎であったろう。いかなり精神活動も断切り開悟するとは、まさか無知蒙昧無感動の人間をこさえることではないだろう。」
!
「美を求める心とは五蘊を滅ぼすことではない。まさに五蘊を豊かに共鳴させることにある。何ごとかに美しさを覚え、三嘆きわまるところに芸術という意識が萌芽する。

　五蘊を玉鋼のように鍛錬し、その切っ先を鋭利に磨き上げ美の本体に刃を向けねばならぬ。これは仏陀の説く道とは正反対の道を歩むことだ。

　修羅狂気の外道である。

　しかも仏陀は肝心なことを語っていない。悟りによって世界はいかなる意味を持ちうるのか、ということである。」
!
「芸術家の美を求める旅程に終わりはない。

　しかし悟りをえた後には安心立命という褒美があるようだが、芸術家にもたらされるものは何もない。死を迎えるまでの果てのない呻吟のみである。

　しかし凡百の説法を聴聞するより一曲の浄らかな音楽に耳を澄ますことのほうが、すべての宗教の核心にある聖なるものに触れえるだろう。

　なぜなら音楽は直感によってのみもたらされるものだからだ。

　森羅万象の声が作曲家の耳を通し濾過され抽出されているからである。

　宇宙という神秘の扉を開き、異界から吹く微風の音を聴き、声なき声に耳を傾け、その光と闇の交合を眼にしえるのは芸術家のみである。

　だからこそ芸術家は幻花を希求するといっていい。

　五蘊煩悩を断ち開悟の道を歩むことに、あるいは美を求め修羅狂気の道をたどることに、はたしていかなる意義があるのかは判らない。

　しかし私は芸術家である限り、終生、私の幻花を求めるのみだ。」
!
（「詩と呪文」より）
!
「学生のころ知あいの仏文学者に、ふと問われた。

　詩は芸術としてそれだけで十全であるのに、なぜ曲をつける必要があるのか、と。

　考えもしなかったことなので思わず絶句しや。作曲家が詩に曲を書くのはあたりまえのことであり、何ら疑問を感じることはなかったからだ。」

「二回り近く歳の離れた仏文学者に、語句の多層的な意味や詩人の深層心理に迫りえるのは音楽の力ではないか、と遠慮がちにいうと、即座に、それは一作曲家個人の解釈にすぎない、と一蹴された。音楽は詩の純粋な鑑賞の障りでしかないというのである。」

「私が何もいえず黙していると、彼は言葉を重ねた。

　「しかし、歌は有史以前から歌われてきた。多分人間が最初に得た音楽は歌だったろう。

　歌は音楽の始原であり母だ。詠は詩歌に節をつけて朗誦するという意味があるらしいが、神代の昔では言葉と詩は三位一体だったのに違いない。言葉と詩は未分に近く、日常の言葉が、ふとした感動によってたちまち詩のごときものに変貌し、詠じられ、やがて歌に
なったと推察するのはごく自然なことだ」

　言葉の背中をそっと押してやれば詩になり、詩は詠じられて歌になるというのである。

　しかしいつのころからか詩と歌に亀裂が生じ、詩人は詠ずることがなくなってしまった。いまの詩人は、おのれの詩が朗読あるいは詠じられるのを勘定にいれて書くのだろうか。あるいはまるで無頓着なのかどうか。まことに素朴な疑問だが、詩を書き上げたとき、
詩人は声にして読みはしないのだろうか。」
!
「彼に問われたとき、私は真情を素直にいえなかった。手厳しく反論されるのが目に見えていたからだ。しかし私は歌に限らず作曲するのは、ただ一言、

　「僕は歌いたい、魂の歌を歌いたい」

　ずいぶん青臭い心情と思うだろうが、いまなお、私において私のいかなる曲も歌なのである。たとえ電子音楽であってすらも。

　何ごとかを表現したい、のではなく、何ごとかを心をこめて歌いたいのだ。私において、表現とは歌う心が臨界したとき、無意識の底から放たれる一条の光だ。

　歌を忘れたカナリアのように、私が歌う心を失えば作曲家としての務めが終わり、後ろの山に捨てられるべきときなのである。

　そのような対話をしたころ、萩原朔太郎の詩集「氷島」を読んだ。（･･･）

　「氷島」の末尾に萩原はいう。

　−−−−著者は東京に住んで居ながら、故郷上州の平野の空を、いつも心の上に感じ、激しく詩情を叙べるのである。それ故にこそ、すべての詩篇は「朗吟」であり、朗吟の情感で歌はれて居る。讀者は聲に出して讀むべきであり、決して黙読すべきではない。これは
「歌ふための詩（うた）」なのである。

　「氷島」が出版されたのは昭和九年（一九三四年）だが、詩作の動機如何にかかわらず、わざわざ、これは「歌ふための詩」と断っているところを見ると、このころには詩を詠じるという慣いがもはや廃れてしまっていたのだろう。しかし詩はいつから詠われなくなっ
たのか。
!
　明治まで「読む」は「詠む」と同義であったといわれる。書見とは音読するのが建前であったらしい。らしい、というのはいまの私どもの日常にそのような習慣がすたれてしまい、ただ推測するよりほかはない。四書五経などの漢籍や仏典などは素読が必須だった。
いうまでもなく返り点や送り仮名のない白文である。漢文のリズムを身にしみこませ暗記するためだ。黄表紙や滑稽本などはしらないが、古典の物語や軍記は音読されたのだろう。」

「しかし詩はいつから詠われなくなったのか。」
!
「さらに奇妙なのは陀羅尼ともいわれる真言である。

　真言は大いなる呪力のある秘密の言葉であり、怨敵を退散させ業病を癒やし、社稷をも安寧させると信じられた。真言はサンスクリットを音写した漢語である。霊力のある最も神聖な呪文であり、サンスクリットによって奉唱せねばならない。

　真言は意味はわからずともこれを訳してはならぬ、という不文律があった。意味不明でもこれを唱えることにより、音声の呪力によってはなはだしく霊威が昂進し、あるいは彼岸に至る力を得ると信じられたからである。」
!
「詩は呪文たりえるか。」




☆mediopos-2211　　2020.12.5

■ジェームズ・Ｍ・バーダマン／里中哲彦!
 『はじめてのアメリカ音楽史』!
 （ちくま新書　2018.12）

この春から 
日暮泰文『ブルース百歌一望』で 
紹介されているブルースを 
歴史のなかで追いかけながら 
聞き続けているが !
この『はじめてのアメリカ音楽史』では 
とくにそのブルースよりも前 
アフリカから連れてこられた黒人奴隷が 
アフリカの神々を失いながら 
キリスト教へと同化していくなかで生まれてきた 
ニグロ・スピリチュアルやゴスペルの音楽を 
その歴史のなかでとらえていくのが面白く 
折にふれてその音楽をいろいろ聴いてみている !
ニグロ・スピリチュアルは「慰安」で 
ゴスペルは「解放」 
さらにはブルースは「悲哀」 
そしてロックンロールは「不満」だともいわれる !
クラシックの歴史が 
イスラムやロマの音楽などを背景とした 
古楽から生まれてきたように 
ニグロ・スピリチュアルとゴスペルがあって 
その後のアメリカ音楽は展開してきた !
アメリカという文明は 
ジーンズとコカコーラしか生まなかったと 
やがて言われるようになるだろうという者もいるが 
そこには「慰安」と「解放」 
「悲哀」と「不満」とがあり 
その背景では黒人奴隷が受容してきたキリスト教 
とくにプロテスタントの影響のもとに 
大いなる文明の実験が進行しているとも言え 
それもまたキリスト教の新たな実験として 
とらえることができる側面もあるだろう

そのアメリカという実験を 
音楽から見ていこうとするとき 
ここで引用紹介している 
ニグロ・スピリチュアルとゴスペルを知らないまま 
通り過ぎることはできない !
アメリカに連れてこられた黒人奴隷を 
従順にさせるためにキリスト教に改宗させた後 
それははじめ死後の天国にしか 
救いが求められないがゆえの信仰だったのが 
その信仰がやがては現世における 
解放への衝動ともなっていく !
そして前者の音楽だともいえる 
ニグロ・スピリチュアルの音楽がその題材を 
旧約聖書からとっていることが多いのに対して 
ゴスペルはジーザスを称えるものが多いというが 
それは旧約聖書を重んじるカトリックが次第に数を減らし 
新約聖書を重視するプロテスタントが増加していった 
歴史と連動した音楽潮流の変化でもある !
ニグロ・スピリチュアルを象徴するのが 
フィクス・ジュビリー・シンガーズというグループ 
そしてゴスペルを象徴するのが 
マヘリア・ジャクスンだという 
YouTubeでもその音楽を聴いてみることができる



（第２章「ゴスペルは希望の歌」より）
!
「里中／アフリカの神々が徐々に姿を消していく過程は、キリスト教への同化の歴史でもある。黒人奴隷がキリスト教に改宗させられた理由は、キリスト教の宗教指導をほどこせば、奴隷たちがより従
順になってプランテーション（大規模農園）経営が安定するだろうとの見方が支持されたからですね。

バーダマン／そもそも西ヨーロッパ人にとっての自己救済とは、どれだけ異教徒を改宗できるかであった。しかし、キリスト教に改宗させ、しかも身分を奴隷のままにしておくという根拠もまたキリス
ト教に求められました。その根拠とは、奴隷としての身分は神の摂理であるからしかたないが、クリスチャンになることによって魂の永遠の救いを得られるというものでした。

里中／しかし皮肉にも、キリスト教は黒人を目覚めさせ、奴隷解放の大きな力となっていった。キリスト教が黒人解放史において果たした役割はとてつもなく大きい。

バーダマン／黒人たちがキリスト教になじんでいったのは、キリスト教では、いま現在の生活よりも、死んだあとに天国へ行くことが魅力的に描かれていたからでしょう。プランテーションでの長時間
におよぶ過酷な労働など、つらい毎日がつづく黒人奴隷たちにとっては、天国へ導かれることが唯一の救いだったわけです。

里中／１７４０年前後と１８００年前後の２回にわたって「大覚醒」（The Great Awakening）が起こりました。キリスト教を広める一大運動ですが、これらによって黒人たちはしだいにクリスチャン
になっていく。

バーダマン／その時期、信仰心の覚醒をうながす信仰復興運動（リヴァイバル・ムーヴメント）というのがありました。この運動の主力はプロテスタントのメソジスト派やバプティスト派で、早くも１
７８０年代に奴隷制に反対する立場を表明していました。

里中／黒人たちの多くが、いまもこの宗派に属しているのもうなずけますね。」
!
「バーダマン／ニグロ・スピリチュアルは「プランテーション・ソング」（plantation songs）と呼ばれることもあるように、祈りの基本にはいつも「抑圧からの解放」が据えられていますが、キリスト
教信仰のなかで生みだされた音楽であることを忘れてはいけません。

里中／英語のスピリチュアリティ（spirituality）は、その人の独自の「精神性」ではなく、神との関係によって成立する「霊性」というニュアンスを含んでいます。


バーダマン／スピリット（spirit）は、もともと「息」とか「霊」という意味です。聖書には、神が「命の息」（the breath of life）を吹き込むことによって人間（アダム）が誕生したとの記述がある。聖
書も「ホーリー・スピリット」（Holy Spirit）ですね。スピリチュアリティは聖書を起源としており、神との結びつきのなかでとらえられるべき言葉です。

里中／ニグロ・スピリチュアルの歌詞は、白人たちが歌っていた賛美歌に、黒人たちの祈りの言葉がミックスされてつくられていますね。アメリカ音楽の特徴である「混血性」が見いだせます。

バーダマン／歌詞もメロディも、プランテーションの片隅にもうけられた「見えない教会」で、長い時間をかけてだんだん形成されていった。歴史的なことをいえば、ニグロ・スピリチュアルはそのほ
とんどが18世紀半ばから後半にかけてつくられています。

里中／しかし、時が経つにつれて、黒人たちは来世を夢見ることよりも、現世の解放を考えるようになりました。」
!
「里中／初期のプリミティヴなニグロ・スピリチュアルも徐々に洗練されたものになっていきます。その象徴的なグループがフィクス・ジュビリー・シンガーズ（Fisk Jubilee Singers）です。」


「その後、ニグロ・スピリチュアルは、テナー歌手のローランド・ヘイズ（Roland Hayes,1887-1976）やコントラルト（女声の最低音域）のマリアン・アンダースン（Marian Anderson.1902-93）など
のクラシックな歌手を生み出すいっぽう、よりパフォーマンスを重視したもの、すなわち語巣オペルへと姿をかえていきました。」
!
「里中／ニグロ・スピリチュアルの題材が圧倒的に旧約聖書からの物語で占められているのに対し、ゴスペルはジーザス（イエス・キリスト）を称えるものが多いですね。

バーダマン／それは、ジーザスの物語をつづった新約聖書を重視するプロテスタントが増加したからです。旧約聖書を重んじるカトリックが、アメリカ国内で徐々に数を減らしていったという歴史と連
動しているわけです。

里中／スピリチュアルが来世に期待をかけているのに対し、ゴスペルは現世での解放を歌っているという違いもありますね。

バーダマン／そこが両者を分けている点です。スピリチュアルは「慰安」でしたが、ゴスペルは「解放」の原動力になりました。

里中／感情の高まりを素直に表現するのがゴスペルだ、ともいえますね。スピリチュアルは現世の苦しみに耐え、来世の幸せを願う〝静〟の歌唱法ですが、南北戦争後に生まれたゴスペルには楽天的な
ものが多く、またリズムを重視して歌うソロと、会衆者が身体の動きとともに応えるという〝動〟の形式をとっています。「エイメン」などの掛け声も特徴的ですね。

バーダマン／「エイメン」(Amen）はヘブライ語のアーマン（ほんとうに・たしかに）からきた語で、「この祈りは真実です」とか、「そのとおりになりますように」といった祈りの言葉ですが、これ
はゴスペルには欠かせないレスポンスです。」

「里中／黒人の魂のうち、「悦楽」はスピリチュアルに、「希望」はゴスペルに宿っているように思えます。

バーダマン／だとしたら、「悲哀」はブルーズに、「不満」はロックンロールに向けられたといえそうですね。」
!
「バーダマン／ドーシーは、４００曲以上のゴスペル･ソングを書いています。最初は「世俗的すぎる」と敬遠する黒人教会もありましたが、30年代までには礼拝に欠かせぬ音楽となりました。


里中／ドーシーのつくった歌をうたって世に広めたのがマヘリア・ジャクスン（Mahalis Jackson.1911-72）です。」




☆mediopos-2212　　2020.12.6

■飯島吉晴『竈神と厠神／異界と此の世の境』!
 （講談社学術文庫　2007.9）!

異界への入口は 
どこにでもある !
かつては 
家のなかの竈や厠 
壁や屋根や床も 
境界をたくさん有していて !
そうした場所には 
此の世の秩序を維持する 
「表側の神」ではなく 
此の世と異界とを媒介するような 
「裏側の神」がいて 
それが祀られていることもあった 
祀られてはいないとしても 
そこにはなんらかの目に見えない 
神々がいることが意識されてもいた !
かつての住居は 
現代のような明るく機能的で 
合理的なものに傾斜したところではなく 
竈という火が使われる場所や 
厠という時には本屋から離れた場所は 
とりわけそうした裏側の神を 
感じさせるところが多分にあった !
また橋という場所もまた 
昔話に登場する橋のように 
かつては此の世と異界 
人間界と霊界をつなぐ役割を果たしていた 
そこは異界への入口でもあり 
ただの人口構築物とはみなされなかったのである !
現代はそうした異界への入口を 
多く失ってしまっているのかもしれない 
夜でさえ明るい空間を多く持ち 
科学という信仰が見えないものへの恐れを 
被い隠してしまいがちだからなのだろう 

しかしそれゆえに現代は 
心のなかにさまざまな姿で 
異界を抱えることが増えているともいえる 
さまざまな精神の病とされているものも 
ほんらいならばそうした異界に対する 
恐れという形で現象していたものを 
みずからの内に見てしまっているのだろう 
!
かつて存在していたギリシアの女神たちが 
やがてひとの魂の働きとなってきたことは 
人間の自我のあらたな成長の 
プロセスでもあるのだろうが 
そのように神々の働きをみずからのうちで 
自覚的なかたちでとらえることは 
現代の人間にとっては多くの場合 
まだ大変に困難なことでもあるといえる 
!
異界の入口は 
どこにでもある 
それを見出すのは 
みずからの心をみつめるだけでいい 
しかしそのためには 
日常的な私という意識を超えた 
たしかな自我が必要とされる

「最近、家の神をめぐる今日深い研究は次々と発表されているが、その焦点となっているのは家屋の裏
側に祀られている神である。便所や台所、納戸といった家屋空間の中でも暗く汚いイメージを伴う裏側
の領域について、山口昌男は「ハナのホのいづるということは、未見幽冥のものが、あらわになるとい
う意味でのウラ（占・生・未来・内・裏）の意になる。ウラこそは、内と外の境い目、不確定性が確定
性を圧する人間精神の特権的領域である。ウラは裏の彼方とこの世界の繋ぎめ、幽冥境を明らかにしな
い空間である。この点は住居の記号学の始発の場ともなろう」と述べている。

　実際、表側の神は此の世の秩序を維持する神であって、此の世と異界とを媒介するような去来伝承を
もつ神は裏側や臨時の神棚で祀られる神（仏）に限られている。また、ロシアでは文化記号論の立場か
ら、住居の象徴性を儀礼、信仰、フォークロア、神話などを資料として再構成する試みもなされている。
そこでは「境界性」という概念が極めて重要なものとして登場してくる。たとえばバイブーリンは、住
居を住居として成立させ、それを保証する構成要素が境界としての機能をもつことを明らかにし、さら
に「この境界機能は壁、屋根、床といった本来境界とみなされるものだけでなく、暖炉や机などにも備
わっており。したがって住居か境界の体系として、境界によって生み出された場所の体系としてとらえ
ることができる」と述べている。」
!
「橋占は辻占と同様に、橋のほとりに佇んで往来する人の発する言葉を聞いて吉凶を判断する占いだが、
異界と此の世の境をなす場所で行われる点が重要である。橋のような異次元の空間が交錯する場所では、
あの世（異界）という見えざる世界が露頭し、未来の出来事を垣間見させるのである。細語（ささやき）
橋、面影橋、思案橋などの橋の名はみな橋占にもとづくものといわれている。

　昔話に登場する橋は、たいてい、此の世と異界、人間界と霊界をつなぐ役割を果たしており、そのま
ま異界への参入口をなしている例もある。能の橋懸が、異界から此の世（舞台）へ神霊や亡霊が出現す
る通路をなしているのと同じといえる。また橋の名称には、橋占にちなんだもののほか、河童橋、駒返
し橋、駒止め橋、馬殺し橋など河童や駒（馬）の名がつくようなものがよく見られる。これは、河童や
駒が異なる二つのものの交差を意味していることを知れば、橋の本質と結びついたものであることが理
解できる。

　架橋ｈ技術の未熟であった時代には、川に橋を架けたりそれを維持することは、今日では考えられな
いほど大変な作業であった。実際それは多くの資材や労力を要したし、また宗教的にも自然の境である
川に橋を架けることは神や自然への冒瀆になりかねない危険な作業であった。日本では、古くから行基
を代表とする宗教者たちによって道や橋が作られたり修復されてきたが、とりわけ橋は人を彼岸に渡す
構築物であったから神聖なものとされ、架橋工事はそのまま宗教行為と見なされてきた。阿部謹也によ
れば、ヨーロッパで「聖職者が多くの川で橋を架けたのは、橋を架けることが自分の魂の救いにとって
役立つ大きな善行だったからであるが、とりわけ貧民に施しをすることをも意味していたからである。
中世では乞食や貧民に施しをすれば、喜捨した者の霊は天国に近づくと教えられていたのである」とい
う。

　橋は異界へわたした人口構築物であるが、伝承の上では直接人が作ったものとはされず、「大工と鬼
六」や「橋杭岩」などの昔話、伝説にあるように、鬼や弘法大師に帰されているものも多い。これは一
方で架橋が、犯すべからざる神や自然の世界の侵犯を伴う冒険的な行為であったからだ。このため、橋
には人柱伝説、橋供養、渡り初めなどの伝承や行為が伴っているのである・橋占やさまざまな願掛けが
なされる橋は、霊界（異界）との交渉の場であった。こうした宗教的交渉は、元来シャーマンなどの特
殊な宗教的能力を持った者や異人とされた非定着的な職能民によって荷なわれてきたのである。

　また、橋は単に渡すだけの場ではなく、大橋の両詰には必ずあき地があって、かつてはそこは番小屋、
高札場、床見世などがあり、大道芸人が出没し市がたつなど、商業や芸能を通してさまざまな情報が行
きかい、また新しいもの異風なものが創出される、創造的で活気にあふれた無縁の空間でもあった。」




☆mediopos-2213　　2020.12.7 ■神崎宣武『旅する神々』（角川選書 令和2年11月）

神々は旅する 
なぜ神々は旅するのだろうか !
その旅はつねに人とともにある 
なぜ人とともにあるのだろうか !
そのことの意味を 
（ほとんど本書から外れることになるが） 
少しばかり神秘学的に考えてみることにする !
世界は物質世界を含めて 
すべてが本来霊的世界である 
そしてその霊的なありようは 
階層的なかたちで存在している !
シュタイナーの霊的宇宙論によれば 
この地上階を超えた霊的存在のヒエラルキーは 
第一ヒエラルキア 
（セラフィム・ケルビム・トローネ） 
第二ヒエラルキアの 
（キュリオテテス・デュナメイス・エクスシアイ） 
第三ヒエラルキアの 
（アルヒャイ・アルヒアンゲロイ・アンゲロイ） 
として説明されている !
そしてこの地上的な物質世界は 
それらの存在のいってみれば最も下位にあり 
人間はいわば上記の９つの霊的位階の下位に 
１０番目の霊的存在として存在するようになった !
シュタイナーの神秘学では 
「神秘学的事実」としてキリスト存在が語られるが 
なぜそれが特別視されるのかといえば 
ほんらいは地上に顕現できない高次の霊的存在が 
この物質世界に顕現し得たからである 
パウロは初めそれを信じずキリスト教徒を迫害していたが 
それを知ったとき回心した 
つまりキリスト存在がこの物質世界である 
地上を生きたということを知った !
宗教というありようが生まれたのは 
人間が霊的な高次存在を実際に認識できていた時代には 
信仰というかたちをとる必要がなかったが 
認識できなくなったがゆえに 
信仰というかたちをとらざるをえなくなったからだ 
そして現代において科学が信仰されるようになったのも 
ある意味でその延長線上にある 

さて神々は旅する 
なぜ旅をするのか !
神々が地上に顕現するためには 
それを祀るひとが存在しなければならないからだ 
ひとを通じてしか神々はその力を及ぼすことができず 
その力でみずからを進化させることができない !
ある高次存在としての神的存在が 
地上に働きかけようとすれば 
力を受け取ることが可能なひとと 
そのひとが準備する器や場が必要になる 
ひとのなかで力が顕現することによって 
働きかけられた力がその神的存在へと反映される !
神々と人びとは 
霊的な力をキャッチボールしながら 
地上世界を含む霊的世界全体を変容させているのだ 
かつてはさまざまな場所に 
そうした器を用意することが常であったが 
やがて特定の場所に常在することになっていった 
しかし霊的顕現においては 
そこに器となれるひとがそこにいれば 
そこはつねに神殿として働くことは原則的に可能である 
つまりシャーマンである !
地上世界はもっとも低次とされる世界ではあるが 
この物質世界に働きかけられるのは 
もっとも高次のヒエラルキーだけである 
続いて生命的なエーテル界 
そして感情・感覚的なアストラル界と下るにつれて 
比較的下位の神的存在も働きかけることができるようになる 
その意味でこの物質世界はもっとも高次な霊的実験の場でもある !
そして目にはみえない霊的存在ではあるが 
さまざまな四大元素存在もこの地上世界で 
神的存在の道具的なかたちで働いていて 
この地上世界はそうした存在が 
人間を通じて働くエネルギー場のようになっているといえる

現代では唯物論が優勢だがそれへのアンチもまた強い 
そしてさまざまな霊的な現象への傾斜も起こるが 
それらすべてはその器となる 
人間を超えて現象化することはできない 
いわば狐狸は狐狸に応じたひとのなかで現象化し 
さまざまな迷える霊は迷えるひとのなかで現象化する 
そして霊的現象をありがたがる多くは 
低次の霊存在の乗物になってしまっている !
人間は地上において得た知恵を超えて 
死後霊的世界において 
その力をあらたに得ることはできないから 
いまじぶんが確かに身につけたもの以外を得ることはできない 
そのことは知っておく必要がある 
その意味でもこの苦難の多い地上で 
一歩一歩を歩みたしかに考えることこそが 
もっとも重要な霊的修行であるといえる !
神々はひとを通じて旅するが 
ひとはじぶんで歩んでいかなければならない 
そしてそれこそが神々をそして宇宙を 
進化させる最重要な使命ともなる 



「現在、一般に目にする祭典は、神社でのそれが多い。そこでの祝詞は、「掛巻くも畏き、某神社の大前に･･････」と始まる。そこには、神々が常在であるので、「招き奉る」必要がないのだ。

　しかし、歴史をさかのぼってみると、神社という建築様式が生まれたのは古いことではない。伝来の仏教における寺院の影響を受けてのことである。奈良時代以降のこと、とみなくてはならない。それまでは、社をもたない
神々を崇めての祭事が行われてきた。山のカミ、樹のカミ、水のカミ、田のカミ、そして歳のカミなどを対象にしてである。

　それらは、神社を中核とした神道（明治以降は、神社神道という）が広まったのちも、神社に吸収されることなく連綿と伝えられてきた。アニミズム（自然信仰）であり、古神道である。あるいは、神社神道に対して民間信
仰である。

　そこでの神々は、自然界に棲んでおり、時々の人びとからの要請によって里におりたもう、とした。つまり、神々は、祭事のたびに「招き奉られる」のである。

　いいかえれば、神々は、人びとの延長上にあるのだ、そして、さらに大胆にいいかえれば、神々は、絶対的な存在ではなく、むしろ人びとに都合よく崇められる超人的な存在なのである。「困ったときの神だのみ」とは、そ
うした神々と人びととの関係性のなかで生まれた言葉、ということができよう。」
!
「ニッポン教では、そこに常在しない神々を招き奉るための依代という装置系をさまざま発達させている。

　御柱（みはしら、とも）・神籬・幣・蓋・オハケ（幣をとりつけた竹竿、あるいは柱）、それに幟や山鉾など。その種類があまりにも多い。

　その代表的なものが、先に示した神籬である。サカキの枝木が多く用いられるが、その入手がむずかしいところでは、ヒサカキ、クス、ヒバなどが用いられる。おしなべて常緑の枝木ということになるが、これは、生命の象
徴とみるのが妥当である。枯木・枯枝は、カミが宿るのにふさわしくない、とは誰もが認めるところであろう。」
!
「日本の神々は、自在に旅をなさるのだ。」

「人びとが、民族が信仰を寄せている神を奉戴して移動し、その移動した先でまた祀るのは、いちいち例をあげるまでもなく古今東西に広く共通してある。そこでは、偶像崇拝を発達させ、その偶像以外への信仰を閉じる傾向
が見られる。およそ、世界での宗教とはそうしたものである、としてよかろう。」
!
「国が固まる以前の神々は、苦難もあわせて奔放に旅をしているのである。

　その代表的な神が、オオクニヌシの神（大国主神）である。

　稲羽の素兎（『古事記』での表現）は、よく知られるところである。また、大黒さまと呼ばれ、福の神とされることも、よく知られるところである。

　しかし稲羽の素兎の話は、神話のほんの一部にすぎない。そして、オオクニヌシの性格の一部をあらわしているにすぎないのだ。

　オオクニヌシは、他にもオオナムジの神（大穴牟遅神）・アイハラシコオの神（芦原色許醜男）・ヤチホコの神（八千矛神）・ウツシクニタマの神（宇都志国玉神）という名前をもつ。合わせて五つの名があるのだ。そして、
その名をつかい分けて、あちこに旅するのである。

　まさに、神は人の延長上にある。と、すれば、複数の名前をつかい分ける人物とは、いかなる渡世人だろうか。それと同様に、五つの名前をもつ神とは。いかなる「渡世神」だろうか。」




☆mediopos-2214　　2020.12.8

■中島隆博・納富信留「対談「哲学の未来」っていったい？----思考を更新するための条件をめぐって」!
　（『未来哲学　創刊号　二〇二〇年後期』未来哲学研究所　2020.11）過去は変えることができない 

そう思い込んでいるとき 
わたしたちは過去に縛られている !
過去に縛られているとき 
わたしたちはその過去の延長線上にある 
未来にも縛られることになる !
神がすべてを決定している 
そう思い込んでいるとき 
わたしたちは神に縛られている !
神に縛られているとき 
わたしたちはその神によって創られたとされる 
世界にも縛られていくことになる !
過去という言葉 
現在という言葉 
未来という言葉 
時間という言葉 
神という言葉 
世界という言葉 
私たちはそうした言葉の持っている観念に縛られ 
そこに閉じ込められて身動きができなくなっている !
その言葉がなにを意味しているのかを踏まえながら 
常に新たにとらえ直してみることが必要だ !
言葉にはさまざまな「信仰」が付着していて 
その「信仰」のもとにひとは生きている 
それによって安心を得ようともするのだろうが 
同時にそこに閉じ込められてしまうことにもなる 

かつてウィトゲンシュタインは哲学の目的を 
蠅に蠅取り壺からの出口を教えることだと語ったが 
この話は壷の中に木の実を入れておくと 
猿は一度握った手を開かないので逃げられなくなるという 
猿を捕まえる方法を語ったスーフィーの話にも通じている !
私たちは蠅取り壺のなかの蠅や 
木の実を握ったまま逃げられなくなった猿にならないように 
みずからを縛っているものに気づき 
そこから自由になる思考を見いださねばならない !
私たちを外から規定しているものとして 
神や時間をとらえるのではなく 
それらと協働してわたしたちは世界を創造している 
そうした視点からはじめるとき 
蠅取り壺のなかの蠅となり 
壺に手を入れたままの猿となっているじぶんに 
自由を与える可能性が開かれてゆく 



「中島／わたしは二一世紀のいまを見ていて、ある種のポスト世俗化がすでに始まってしまっていると思っています。宗教ならぬ宗教性が、おそらくもう一度復興しているのだろうと思います。

納富／スピリチュアリティといった感じですね。

中島／そうだと思います。スピリチュアリティをうっかり語ると警戒されるので、慎重にならざるをえませんし、うまく語らないと、結局は従来の宗教言説にもっていかれることも多いと思います。さきほど、納富さんが言われ
たように、ホーキングのように徹底的に宇宙を考えた人でも、最後は「ある神」のようなものを----わたしは「ある神」、「不定冠詞の、ある神」だと思います----語らざるをえなかった。それを、従来の宗教言説で理解すること
もできますし、その方法もあるのですが、そうではなく、それをスピリチュアリティや宗教性をめぐる議論を洗練するような仕方で摑み直すこともあっていいし、ありうることだも思うのです。とはいえ、なかなかそれを語る言
葉が見出せませんし、すぐに別の方向に持っていかれてしまう感覚があります。

納富／それは、まったく言われるとおりで、同じ印象、同じ問題意識を持っています。いま、ほとんど「持っていかれて」しまっているのです。つまり、そういうことを語りたいと思えば思うほど、先祖返りのような話が出てき
てしまう。「神、精神、魂、神秘、体験、合一」など、きりがありません。わたしたちが使っている言葉には、ある可能性があるわけですが、同時にそれは文化的な制約をも意味している。わたしたちが言葉を使わざるをえない
存在だとして、それを常に更新していく努力が必要です。ギリシアであれ中国であれ、そこから発せられた「神」という言葉ないし概念には、翻訳という悪戦苦闘が欠かせなかった。日本に導入する場合、godを「神」と訳すの
に大変な努力をしているわけです。

　神を語る神学の大系を踏まえた上で、概念の対応関係などを総ざらいして、言葉、日本語を使い直す作業をしないと、安易に「神」という単語を使った途端、ある種の言説空間に一気に閉じ込められてしまう。

中島／持っていかれるのですね。

納富／それを避けるための手立てとしては、わたしたちが使っている概念や、一つ一つの言葉というものをもう一度、遡上にのせて検討することが必要です。概念には、さまざまな思想や出来事や時代の動きの中で、垢がこびり
ついていますから。しかし、いくら手垢のつかない言葉で、新しく大文字のＧと呼びましょうと言ったって、結局かつての思考の大枠からは逃れられない。それから逃れるためには概念批判、つまりわたしたちの使っている言葉
や語り方の批判的検討が必須になります。

　他方で、さまざまな文脈で論じられる、物語化という方向には、わたしは懐疑的です。つまり、大きな物語をつくることも、物語を批判して別の物語をつくることも、結局、神話化・物語化という呪縛から逃れることができな
いまま、それをさらに強化してしまうような面があるのではないでしょうか。

中島／それは大いにありますね。脱神話化という神話まであるわけですから、なかなか容易な出口はありません。それでも、概念や言葉を、一つ一つ洗練するほかはないですね。」
!
「中島・われわれは普通、過去、現在・未来と無意識にセットにして語ります。しかし過去という時間のあり方と未来のあり方とは、対称的ではありません。過去がすでに起こってしまったこと、未来はいまだ起こってはいない
こととされますが、時間性の様態からすれば、この二つはまるで別のものと言うべきだろうと思います。

　根源的な非対称性が、過去と未来にもあります。これは普通そうされるようにクロノロジカルに時間を把握することはできないことを意味します。とすれば、未来をいかに捕まえるかというように問題を立てることができない
のではないか。では、未来についてどのように考えてみればよいのか。これまでの時間概念、あるいは時間性概念を踏まえつつ、われわれは時間を語る仕方を発明し直さなければならないと思います。

「中島．二〇世紀の哲学が捉えようとしていたのは、時間に対する新しいチャレンジだという気がします。われわれが容易には把握できないような、何かしら別の、異なったことが未来において生じうるし、あるいは未来こそが
そうした場所の名前である。そういった感覚が下地としてあったのではないかという気が、わたしにはしています。

　別の言い方をすると、偶然という概念、それも根底的な偶然性に未来は関わっているように思います。それは、ある偶然的な行為が、行為の関係の糸を通して世界とかかわっているために、その世界のあり様も変わってしまい
かねないような、根底的なものです。わたしは「未来」という概念を耳にすると、そうした根底的な偶然性を連想してしまいます。

　ギリシアに戻れば、アリストテレスの「時間は前後に関する運動の数」という定義が思い浮かびます。わたしはあまりこの定義の意味が摑めていないのですが、どうもそれは単純な過去・現在・未来ではなさそうだと思うので
す。そこにはまた、別種の時間に対する想像力が働いているのではないでしょうか。」

「納富／現在が確定して、過去はすべて決まっていて、未来がオープンだという時間の枠組みで「偶然」を捉えるのではなく、むしろ現在も過去も未来も、そのすべてに偶然性が混じり合っているという図式になるのではないか
と思います。

中島／まさに活動しているということの中に、偶然性は･･････。

納富／入っている。

中島／織り込まれてしまっている。

納富／なぜかといえば、わたしたちが有限なそんざいだからですね、さまざまな意味で。つまり、現実活動とは、意志したことを完全にやってのけるということではありませんね。時間が持続し、時熟していくかたちで活動が繰
り広げられるということからいえば、人間が不完全なものとして活動している限りで、そこにあるのは必然性ではなくて偶然性だということになります。それを、神のような視点で捉えても、わたしたちにいま起こっていること
はすべて原因に還元して説明できるとか、そんな話にはならないのではないかと思えるのです。

中島／そうでですね。たとえ神の視点をもってもできない。

納富／そういうことです。原理的にというべきか、そこに偶然性はのこる。

中島／たとえ神でもできない。」




☆mediopos-2215　　2020.12.9

かつて人間は 
霊魂体の三分節から成るとされていたが 
やがて霊魂または魂と体の二つとなり 
現代では体だけしか持たない存在となり 
心も体から生まれてくることになった !
そうであれば 
体が死ねば人の存在はなくなるから 
死はただ恐れの対象でしかなくなる 
死がただの終わりでないとされても 
死をなんらかのかたちで受容させる必要から 
宗教が生まれることになるが 
そこにはすでに霊的認識は失われている !
先祖供養や墓参りをし 
お骨を拝んだりすることは 
比較的近世以降のものである 
体的なものを離れて霊的な認識をすることが 
難しくなった結果なのだろう 
せめて血のつながりのなかに 
みずからのアイデンティティを見いすことで 
死への恐れをその方向に向けようとした !
ひとはわからないものを 
わからないなりに崇め恐れ鎮撫し調伏するなど 
それへの対処の仕方を講じようとする 
そこにその時代に応じた 
人間の姿もまた映じてくる !
「もののけの日本史」は 
そんなわからないもの目に見えぬものを 
どうとらえてきたかの歴史でもある

■小山聡子『もののけの日本史／死霊、幽霊、妖怪の1000年』!
 （中公新書2619　2020.11）

もともとモノノケ（物の気）というのは 
まだ正体のわからない 
霊的な存在・現象のことだったたようだが 
しだいに幽霊や妖怪と混淆してくることになり 
時代が下って現代になると 
キャラクター化される存在ともなっている !
ひとはわからないもの 
目に見えないものを 
なんらかの理解可能なものに 
置き換えてとらえようとするが 
多くの場合それを明らかにする方向ではなく 
さまざまなものを投影してゆくことになりがちだ !
モノノケを恐れるか 
それとも愛すべきキャラクターにするか 
どちらにしてもその投影された姿は 
そのひとの影ともいえるのだろう !
死後にじぶんの前に現れるのは 
じぶんが発した思いの姿であり 
それが外からやってくるものとなるように 
じっさいひとの思いは 
なんらかの形でモノノケ化して 
じぶんの前に鏡として現れることになるのだから



「古代の日本では、人間は肉体と魂（霊）から成っていると考えられていた。死とは、魂が肉体から離れ、帰れなくなった状態を意味した。これは、古代の日本に限ったことではなく、古代エジプトや古代
ギリシャでも同様である。

　また、日本の霊魂観に大きな影響を及ぼした中国でも、人間は肉体と魂から成っていると考えられており、精神的ショックを受けた時や恋をした時、疲労困憊した時などにも、一時的に魂は肉体から離れ
浮遊するとされていた。」

「死後に霊魂はどこへ行くと考えられたのだろうか。『万葉集』などには、仏教の浄土への往生に関する記述をほとんど確認することができない。『万葉集』が編纂された八世紀には、いまだ死後の世界観
に仏教が大きな影響を及ぼしてはいなかったのだろう。」

「霊魂は、天上に昇ったり、地続きの黄泉の国に行ったり、時には山や海の彼方に行くと考えられていた。ただし、霊魂はそれらの場所へ行っても、時には帰ってくることも考えられていた。」
!
「現代には、墓参りをする習慣がある。墓前に手を合わせ、先祖に対し、最近の出来事の報告をしたり、なかなか墓参りできないことを詫びたり、時には自分に都合の良い願い事をしたりもする。

　それに対して古代には、霊魂は死とともに天上や山、海、黄泉国といった他所へ行くのであり、遺体（もしくは遺骨）とは分けて捉えられる傾向にあった。それだからこそ、身分階層を問わず、骨への関
心は稀薄であり、墓参りの習慣はなかったのである。庶民の遺体は、土葬も火葬もなされず、そのまま地上に置いて風葬とされるのが一般的であった、一方、上級帰属は、一族の墓所に葬られることもあっ
た。そうではあるものの、基本的には墓の整備や墓参りの習慣はなく、死後ある程度の時間が経過すると埋葬の地も明確には把握されなくなる傾向にった。古代は、現代と比較すると、驚くほどに、遺体
や遺骨に無関心な時代だったのである。」
!
「霊への畏怖は、死に対する恐れと密接に結びついており、実に多くの資料に確認できる。とりわけ、非業の死を遂げたり、現世になんらかの怨念を残したりして死んでいった者たちの霊魂は、祟りをなす
と恐れられ、鎮魂の対象とされた。」
!
「中国の鬼と日本のモノノケは、ともに死霊であり、人間に病をもたらす点で共通している。（･･･）日本のモノノケは、しばしば鬼に姿でイメージされていた。ただし、中国の鬼は多様であり、悪さをなす
鬼ばかりではなく立派な鬼や身分の高い鬼もいるのに対し、日本では鬼は生者に害をなすという負のイメージで捉えられる傾向が強い。そのような違いはあるものの、日本の鬼が中国のそれの影響を強く受
けていることは間違いない。」
!
「モノノケの「気（け）」とは何だろうか。「気」は、古くは『古事記』に確認することができる。たとえば、（･･･）大物主神は、自分を祭れば「神の気」、すなわち疫病は起こらない、と述べている。
『古事記』では、大物主神を祀った結果、「役の気」はすっかりやみ、国家は平安になったとされている。「役」とは疫病のことである。ここでは、「気」は病気を指すことになる。」
!
「一〇世紀以降に畏怖されたモノノケは、死霊や鬼、天狗、狐などの、劣位の超自然的存在が発する気のことである。」

「少なくとも古代においては、モノノケという語は、いまだ何の気が正体か明確ではない段階で用いられており、陰陽師らの占いによってその正体が判明した時点で、「○○の霊」などと表現される。」

「モノノケが病気や死の原因として恐れられる以前にも、怨念を持つ霊は畏怖されていた。一〇世紀からは、「物気」という語が古記録に見えはじめ、社会全体に多大な影響を及ぼすほどではないにしても、
個人もしくはその家筋に悪影響を及ぼす霊も盛んに恐れられるようになったのである。」
!
「モノノケは、近世になると、怨霊や妖怪、幽霊などと混同して捉えられるようになる。ただし、これらは、古代の段階では別のものであった。」

「一方、モノノケは正体が何かがわからない段階で用いる語であった。また、怨霊が社会に大きな影響を及ぼすのに対し、モノノケは個人やその近親者に病や死をもたらすにとどまる傾向にある。

　また、怨霊への対処が鎮撫であったのに対し、モノノケへの対処は調伏であった。」
!
「モノノケが病や死などをもたらすものとして恐れられたことから明らかなように、霊は人間にとって畏怖すべきものであった。まず、恐ろしい霊として、現代人は、幽霊をすぐさま思い浮かべるだろう。
（･･･）

　ところが、古代の幽霊は、決して恐ろしい霊ではなかった。」

「古代の死霊は、神に近いものとして捉えられ、時には生者に災いを、時には恵みをもたらすものだと考えられていた。」
!
「近世になると、モノノケは幽霊や妖怪と混淆し、主に文学作品の中で語られ、娯楽化していく傾向にある。その実在は否定されつつも、比較的平和な時代であったが故に刺激が求められ、語られたのであ
る。

　近代から現代にかけては、西洋文化の影響を受けたこともあり、モノノケの意味するところは多様となった。モノノケは、人間に取り憑く霊としての性質も残しつつ、自然を守る神としての意味合いまで
持たせられるようになったのである。また、モノノケは、妖怪と重ね合わせて捉えられる傾向が強まり、キャラクター化され、人間に寄り添い、時には人間には持ち得ないパワーで人間を助けるものとされ
るようになっていった。」

「古代のモノノケと現代のモノノケは、重なり合う点を持ちつつも、同一のものと見なすことは決してできない。モノノケを通史的に見ていく時には、その不連続生にこそ、着目すべきなのだろう。個々の
時代のモノノケは、その時代に生きた人間の精神世界を映し出す鏡なのである。」




☆mediopos-2216　　2020.12.10

■石井ゆかり「星占い的思考　10「風」になる。」!
（『群像 2021.1　第76巻第1号』講談社　2020.12）所収

悪いやつらがいるから 
世の中が悪くなる 
悪いやつらを退治すれば 
世の中は良くなる !
そんな勧善懲悪の世界観では 
悪人とされる人も 
その悪人を批判し糾弾する人も 
「自分が何をしているか」 
そのことがわかっていない !
まず必要なのは 
「自分が何をしているか」 
そのことをわかるところから 
はじめることだろう 
「凡庸なる悪」が肥大し 
それに世が覆われてしまうことにこそ 
危機感をもたなければならない !
今世界を席巻しているコロナウイルスもまた 
「凡庸なる悪」でもあるだろうし 
そのウイルスという「悪」を絶対化し 
それへの過剰反応を事としている人もまた 
「凡庸なる悪」であるといえる !
この２０２０年１２月２２日 
木星と土星が水瓶座で接近し 
約２００年に一度の 
グレート・コンジャンクション（大会合）が起こる !
２００年前は地の星座で起こり 
今回は風の星座で起こり 
星占いの世界では 
時代全体が「風の時代」になろうとするという !
個人的にいっても 
星占い的には風の星座 
しかも水瓶座生まれとしては 
ちょっとした興味深い時期を迎えることになる 
はたして地から風へ 
時代の価値観は変わっていくだろうか 
コロナウイルス現象もその変化の 
ひとつの象徴として顕在化しているのだろうが

「〝実際のところ私は今では、悪はただ極端なものであっても、根源的なものであることは決してない、そして深さを持つことも悪魔的な要素を持つこともない、と考えてい
ます。それはまさに、菌のように表面に生え拡がるからこそ、全世界を荒廃させうるのです〟（『アーレント=ショーレム往復書簡』。戸谷洋志・百木漠『漂白のアーレント　
戦場のヨナス』慶應義塾大学出版会より引用）
!
『エルサレムのアイヒマン』上梓後、ハンナ・アーレントは今でいう「大炎上」に見舞われた。第二次世界大戦中。ドイツが行ったユダヤ人虐殺の「実行犯」として裁判にか
けられたアイヒマンを、アーレントは「凡庸な悪」と評したのである。ユダヤ人社会から見れば、彼は紛れもない大悪人であり、断罪されなければならない存在だ。しかし、
アーレントがその目で見たアイヒマンは、「ごくありふれた官僚的人物」でしかなかった。彼は「悪人」だったのではなく、「自分のしていることがどういうことか全然わかっ
ていなかった」だけだったのである。

　現代的な眼差しで捉えれば、アーレントの言うことはいかにも納得できる。しかし彼女の同時代人たちには、許すべからざる裏切りと映った。彼女の下にはたくさんの批判
が届き、友人や仲間達からも非難が浴びせられた。引用部は、そうした批判や非難への、彼女からの返信の一部である。

　世の中に禍が起こるのは、悪魔的な悪人がいるからである。その悪人をやっつければ、世の中に善と平和がもどる。「勧善懲悪」はいつだって子供から大人まで大人気の、
ステレオタイプのイマジネーションだ。傷ついた人が多ければ多いほど、悲しみが大きければ大きいほど、人は象徴的に巨大な「悪」を必要とするものなのだろう。

　しかし、アーレントはそうした人間的希求を「却下」した。彼女は長い悲しみの歴史のなかで培われた底なしに深い民族感情を、ただ理知と論理の刃だけで、堂々と逆撫で
してみせたのである。彼女は、「自分が何をしているか」わかっていた。
!
　２０２０年１２月２２日、星占いの世界では、少し特別な事が起こる。木星と土星が、水瓶座で接近するのだ。「グレート・コンジャンクション（大会合）」と呼ばれるこ
の現象は、約２０年に一度起こる。明るい２つの星が意味ありげに並んでいるのに、しばらく前から気づいていた方も多いだろう。この２星が重なる現象は、言わば「時計の
針が１２のところで重なる」というイメージで捉えることができる。すなわち、ここから２０年の「新しい時代」が始まるのである。

　しかし今回は、それにとどまらない。実はこの「約２０年に一度」の現象は、２００年ほどは同じグループの星座で繰り返される。１８０２年頃から前回の２０００年まで。
（例外もあるが）牡牛座・乙女座・山羊座という「地の星座」で起こっていたのである。それが１２／２２に水瓶座、つまり「風の星座」に移動する。すなわち、１８０２年
から約２００年続いた「地の時代」が、２０２０年１２月２２日から新たに「風の時代」へと移行することになるのだ。

　星占いで言う「地」は、「物質、財、経済活動、価値あるもの、組織、絶対性、現実、伝統や慣習」などを象徴する。一方の「風」は「情報、コミュニケーション、相対性、
理念、論理」などを象徴する世界である。今回の「時代のシフト」は、星占いの世界では「産業革命以来の資本主義的世界観から脱出し、新しい価値観が支配する時代に入る」
などと説明される。「ものを持つことが正義、多くを持つ者が支配者」という価値観がすでに、力を失いつつある、というのである。実際、キャッシュレスになって貨幣が情
報へと置き換えられたり、古い上下関係や立場性の概念が「ダイバーシティ」のかけ声とともに否定されたり、高価なブランド品や車を欲しがる若者が減ったり、といった変
化がそこここで見られる。

　アーレントの言を挙げたのは、彼女がアイヒマン裁判に接してから『エルサレムのアイヒマン』をものするに至る時間が、ちょうど「山羊座のグレート・コンジャンクショ
ンから、水瓶座木星・土星へ」の時間帯だったからだ。彼女は古く深い自己のルーツ（地）に対し、ただ理知（風）をもって、昂然と向き合った。「善い私」と「邪悪な彼ら」
は本来、地続きだ。その連続性を国境他あらゆる物理的差異をもって分断した瞬間、人は人を殺しうる。そこに橋を架けようとするのが、人間理性であり、正義である。彼女
の生きた時代はまだ、大会合は「地」にあって彼女に追い着かなかったが、今は時代全体が「風」になろうとしている。

　——少なくとも、星占いの世界では。」



☆mediopos-2217　　2020.12.11

■落合陽一「風景論 #15 華厳と自然」!
　（『文學界 二〇二一年一月号（第七十五巻　第一号）』!
文藝春秋　2021.1 所収）!
■鎌田茂雄・上山春平『無限の世界観＜華厳＞　仏教の思想６』!
（角川書店　昭和44年1月）

ひとは 
からだをもって 
生きている !
その質料とスケールのなかで 
形なく 
見えないもの 
無限大を 
無限小を 
空を 
無を 
どのように 
とらえたらいいのだろう !
仏教では仏陀じしんが 
偶像を拝することを禁じたにも関わらず 
やがてその 
形なく 
見えないものを 
観相するために 
大仏や仏像などがつくられていった !
ひとは生きているいじょう 
からだという質料とスケールを 
離れることはできないがゆえに 
そうしたものを必要としたのだろう !
かつて奈良の大仏は 
「災害と疫病の社会不安の 
調停と安寧のために」建てられたが 
現代ではそのために 
どんなかたちが可能なのだろう !
落合陽一は 
「令和の大仏は 
デジタルの自然の上に 
建立されるのかもしれない」という 
そこに新たな可能性はあるだろうか

デジタルの世界はほんらい 
まさに形なく見えないにもかかわらず 
ヴァーチャルな姿をとりながら 
フィジカルなわたしたちの前にあらわれるけれど 
そこから無限を空を無を観相し 
そこに参入できる可能性はあるだろうか !
わたしたちは 
からだをもって 
生きている !
「デジタルの自然の上」で 
わたしたちのからだは 
どのように位置づけられるだろうか 
けれどデジタルとフィジカルのあいだには 
超えられないものがある !
からだをもって長い生涯を生きた仏陀が 
解脱の果てに求めたもの 
そしてからだをもったキリストの 
死後の復活の果てに可能となったからだが 
わたしたちほんらいの 
形なく見えないからだの可能性を 
開こうとしたはずだが 
そこまでの道のりはまだはるかに遠い 



（落合陽一「風景論 #15 華厳と自然」より）


!
「呼吸に集中しながら奈良公園を歩く。一は全、全は一。華厳の思想は宗教の垣根を超えて自分の文化的感覚の中に根付いていることを意識する。一瞬の時間と空間の中に無限の広がりを感じ、動かないものに動きを見出し、17

文字の表現の中に宇宙を体得する。そんな華厳的世界の見方が身体に染み付いているのは日本文化の中で暮らしてきた故か。昔読んだ鎌田茂雄先生の「華厳の思想」を思い出しながら、自然の中に溶け込んだ鹿の姿を目で追って
いる。少し前は現代物理学と華厳の類似性が説かれ、今はコンピュータによる機械学習と華厳の類似性を考える時代になったのか。自然を表象する虫や草木の振る舞いから生物とデジタルの関係性を見つめ直し、データの紡ぐ物
化・トランスフォーメーションの形に宇宙を見出している。なるほど、いつの時代も同じようなフレームワークは構築されるし、デジタルネイチャーも華厳的な考え方とデジタルの出会いによって生まれる当時代性の産物なのか
もしれない。


　写真を撮る。見えるものの中に見えぬものを探したり、見えるものから見えぬものを見出したり、風景を切り取る際に内包されるコンテクストや、その風景写真が置かれる風景に入れ子構造の新しいものを見つけたりするのも、
自分の属する文化的背景の中にある根源的な思想の上に成り立っているのだろう。能や花や茶のようなコンテクストから影響された、写真という一瞬の芸術が持つ、一瞬が故の重さのようなものが確かに存在するように感じる。


　風景と身体や自己との接続性、自分が風景の一部であり、視点を切り取るということを続けて自分を外部化していくことでもある。そうやって外側から描き出される自分の認識の形を自分の切り取ってきた風景を俯瞰すること
で探し出そうとしている。こうやって風景論を紡ぎながらも、言葉と風景の変換の繰り返しに視覚だけでない広がりを感じている。言葉に変換して、目でなぞって、触覚と音を割り当てて、極めて音楽的な時間と空間を味わって
いる。


　秋晴れの朝、東大寺の大仏殿で読経を聞きながら、奈良の大仏、毘盧遮那仏を眺めている。反響する経が音楽的な重層感を作りながら空間に充填される。空気の冷たさに近づく冬を感じながら、耳を澄まして呼吸に集中する・
薄く悠久の時間を大仏の表面に刻まれたテクスチャから夢想している。経と絵が刻まれた蓮のたたずまいかた幾度となく再建される中で残し続けてきたパーツを思う。身体性をもって集中すれば、自分の身体が小さくなったよう
な、大きくなったような感覚に囚われる。大仏と自分を同一化しようとすれば、自分の身体が大きくなって拡張されていく感覚を覚えることができるし、その掌のスケール感に集中して、小さな自分を感じることもできる。身体
性を持って、自然の相似形やら無限大と無限小の境界やらを自覚するために作られた前近代の巨大なメディア装置に思えてくる。芸術作品であり機能でもあり信仰の対象でもあるその佇まいは興味深く、味わい深い。


　巨大な身体を眺めていると、目の焦点とカメラの焦点の違いが気になる。目で眺めているときの風景とカメラで眺めているときの風景は大きく異なる。我々は目でものを見るわけではなく、脳で意味付けや色付けを行ってみて
いるのだということを再認識する。顔や身体の認識に特化した我々の身体視覚装置は極めて主観的な風景の中に自己認識を生み出す。それゆえにカメラを用いて客観化することで、自分が存在するこの世界の座標を明らかにして
いくのかもしれない。機械の目と人の目を交互に越境させることで、描き出される世界に心が惹かれている。


　時は令和のウィズコロナ・ポストコロナの風景だ。災害と疫病の社会不安の調停と安寧のために奈良に大仏が建てられたのだとしたら、今我々が築くべきメディア装置や祝祭とはなんなのだろうか。それはデジタルコミュニケー
ションの上にある装置なのかもしれない。今年ほど人の身体とデジタルの境界、フィジカルとバーチャルの相互作用の中に人々が囚われたことはなかったのではないだろうか。令和の大仏はデジタルの自然の上に建立されるのか
もしれない。その中で、無限小に生まれ出るもの、無限大に広がっていくもの、質料のない制約からの解放、そして質料への憧憬。我々の生活の中にインストールされた様々な電子デバイスやテレビ会議のような電子的な儀礼が
形づくるものの向こうに、１０００年以上前の世界との不思議な相似形を見つけては拾い集めている自分がいる。


　一即多、多即一、事事が円融する事事無礙の世界をイメージしながら、円融できない個のノスタルジアとはなんだろうと、今日もシャッターを切り続ける。影に含まれるノイズや偶発的に生まれるブレや揺らぎの生成と消滅の
繰り返しの中で、１０００年の時間を想う。５００年持つと言われるプラチナプリントを刷るときの感覚は、円融できないものを生み出していく、ある種のノスタルジアのような感覚なのかもしれない。」




☆mediopos-2218　　2020.12.12

■大谷弘『ウィトゲンシュタイン　明確化の哲学』!
（青土社 2020.7）

言葉にしなければ 
考えたことにはならない 
というのは 
西洋に特有の 
習いのひとつでもあるのだろうが !
それは科学はすべてを解明することができる 
とでもいうような 
ときには強固な信仰ともなる有り様と類似している !
とはいえ 
言葉には言葉でできることがあるし 
科学には科学でできることがある 
そのことを踏まえなければ 
言葉も科学もその可能性を拡げることはできない !
ウィトゲンシュタインは『論理哲学論考』で 
語り得ないものは沈黙するしかないとしたが 
なにも語り得ないとしたわけではなかった 
そのように 
科学で説明できないことは沈黙するしかないとしても 
科学がなにも説明できないというわけではなかった !
言葉には拓かれる可能性があり 
科学にも拓かれる可能性があって 
それによってなにが可能になるか 
という視点をなくしてはならない !
そしてそれらは 
「当たり前」とされがちな 
既存のものから与えられるのではなく 
みずからの営為としてなされなければならない 
そのことを忘れてはならない !
本書できわめてシンプルに語られるように 
ウィトゲンシュタイン哲学によって可能になる 
「よき生」について学ぶということは 
ひとことで言うとすれば（言えていないかもしれないけれど） 
「じぶんがなにをしているのか」を意識的に踏まえながら 
じぶんの言動を誠実に行うということだろう 

ある公式が与えられて 
そこのＸに値を代入すれば答えがでる問題があるとしても 
その公式の意味をじぶんで理解していなければ 
答えが出せたとしても「よき生」であるとはいえない !
その公式とは 
学校で教えられたさまざまな知識であったり 
権威によってつくられたさまざまな決まりであったり 
世間によってそういうものだとされた慣習であって 
そうしたものを疑うことのできない前提として生きるとき 
ひとは「よき生」を生きているとはいえないということだ !
公式はみずからそれをつくりだせる営為として 
さまざまなものの示唆を受けながら 
生み出されたものとして成立するのでなければならない !
「よく生きる」ということについては 
じっさいのところまさに沈黙するしかないのだが 
少なくとも「よく生きる」ことを妨げている 
さまざまなことから自由になろうとする営為は 
だれにでも可能なことだ !
まさにウィトゲンシュタインのいうように 
「哲学は蠅を蠅取り壺から出ることを教える」ものであるように 
蠅取り壺の外での「よき生」が何かについては 
沈黙するしかないのだが 
じぶんが蠅取り壺の中にいること 
そしてそこから出るためにはどうすればよいか 
そのことを常に意識し問い続けることはできる 
そしてそのあとの沈黙こそが「よき生」そのものなのだ 



「「ウィトゲンシュタイン哲学によってもたらされるよき生とはどのようなものか」」

「この問いに答えるために、まずは「ウィトゲンシュタイン哲学はよく生きるためのどのような手がかりを与えてくれるのか」という問いからはじめよう。いわば、ウィトゲンシュタイン哲学が我々に与えるはしごがどのような
ものか、ということをまずは考え、そのうえで、そのはしごを登ったときにどように世界が見えるのか、ということを明らかにすることを目指すのである。

　ウィトゲンシュタインの与えるよく生きることへの手かがり、はしごは、大雑把に言って二つに分けられる。一つは、ウィトゲンシュタイン自身の議論を通して我々を惑わす哲学的像から解放される、というものである。ここ
まで見てきたように、ウィトゲンシュタインはとりわけ言語の働き方についてのミスリーディングな哲学的像の明確化を行い、そこから我々を解放しようとしてきた。すなわち、アウグスティヌス的言語像、規則の問題における
「決定」に関する哲学的像、そして私的言語の「私的」をめぐる哲学的像である。

　これからは、いずれも形而上学的実在論と関係する哲学的像である。形而上学的実在論とは、世界を「とにかくそこにある」ものとし、言語はそのような世界に対応することで意味を得る、という見方であった。アウグスティ
ヌス的言語像はまさに「言語における語は対象を名指す。−−−−文とはそのような名前の結合である」という仕方で言語の本質を把握しようとするものであり、特定のモデルと結びつき形而上学的実在論へと展開されうるものと
なっている。あるいは規則の問題における「決定」の像もまた形而上学的実在論と結びつく。それは、例えば「＋２」の数列が神秘的なイデア的実在の世界に「とにかくそこにある」という仕方で「決定」されているものであり、
我々の用いる表現はそれに対応しているとする像だからである。更に私的言語に関する「私的」の像も、「とにかくそこにある」ような所与の世界として「心の世界」を考え、心に関する言葉はそのような世界に対応づけられる
ことで意味を持つというような考えに我々を導くのであった。

　ウィトゲンシュタインによると、これらの哲学的像は特定のモデルと結びついて我々の実践を「よく見る」ことを妨げる。ウィトゲンシュタインは『探求』の中で哲学する際に我々はディテイルの検討をおろそかにしてしまう
と述べている。」

「ディテイルの考察を妨げるものは、哲学的像へのこだわりであると言うことができる。すなわち、我々は哲学的像により知的めまいを覚え、そこには何か哲学的な一般的理論により説明されなければならない問題があると考え
てしまう。しかし、重要なのはむしろ、哲学的像から解放され、個々の実践をよく見ること、なのである。

　リアルな世界、実在の世界とはどのようなものであり、それについて語るとき我々が何をしているのかを知りたければ、我々は個々の実践を「よく見る」ことが大事である。ところが、ウィトゲンシュタインが論じている様々
な哲学的像は我々が実践をよく見ることを妨げるのである。」
!
「ウィトゲンシュタインの与えるよく生きるための第二のはしごは、ウィトゲンシュタイン的な哲学のやり方、である。すなわち、ウィトゲンシュタイン哲学を学ぶことで、我々は自分自身が人生の中で出会う像から解放される
方法を学ぶことができるのである。

　我々は多くの当たり前に取り囲まれながら生きている。そのような当たり前の中には、自分が意識的に自身のコミットメントとして選びとったものもあるかもしれない。しかし、多くの場合、我々は何となく「世間で言われて
いること」を受け取り、また刷り込まれている。」

「当たり前として現れる像に対して、それをいかに明確化し、自身のコミットメントに値するのか、値するとしたらそれはどのような意味でなのか、といったことを吟味するやり方を我々はウィトゲンシュタインから学ぶことが
できる。いわば日々自分で「哲学する」ためのノウハウをウィトゲンシュタイン哲学は教えるのである。」
!
「ウィトゲンシュタインの与える二つのはしごは、像から我々を解放する。それにより我々は地に足をつけて立ち、自分自身のリアルな生を取り戻すことができる。個々の実践を「よく見る」ように促されることで、我々は自分
の生活のディテイルへの関心を取り戻し、また当たり前とされている像を吟味することで、我々はそのような像がもたらす根拠のない感情や結論を退けることができる。このとき、どのような意味で「よく生きる」ことが達成さ
れるのだろうか。

　一つは「誠実に生きる」ということである。像にとらわれ、それに従って行為するとき、我々はしばしば自分が本当に受け入れているわけではない「当たり前」の圧力の下で他者と接することになる。そしてそのことはときに
他者を傷つけたり、あるいは他者の可能性を不当に制限したりということにつながる。」

「必要なときには、我々は当たり前を吟味し、それが自身のコミットメントに値するかどうかを見極めねばならない。そして借り物のコミットメントではなく、自分自身のものだと言うことができるコミットメントに従って思考
し、行為すること。自分自身の責任で他者と接すること。この意味での「誠実に生きること」は、充実した生、よき生の一部であろう。そしてウィトゲンシュタイン哲学は、まさにそのための方法を我々に教えてくれるのであ
る。」
!
「ウィトゲンシュタイン哲学は自身のコミットメントを見極めつつ他者と接することを教え、それにより「誠実に生きる」という意味での「よく生きる」ことの助けとなる。だが、自身のコミットメントを見極めることは、単に
他者に適切な仕方で接するということにだけ関係しているわけではない。それは自分自身のリアルな人生を生きることとも結びつくのである。私の考えでは、ここにウィトゲンシュタイン哲学が提示する「よき生」に関わる第二
のポイントがある。すなわち、ウィトゲンシュタインを通して、我々は自分自身を取り戻すことができるのである。」




☆mediopos-2219　　2020.12.13

■安藤礼二「空海　序章「即身」」!
（『群像 2021.1　第76巻第1号』講談社　2020.12）所収!
■宮坂宥勝 監修『空海コレクション２』（ちくま学芸文庫 2004.11）!
■井筒俊彦「意味分節理論と空海／真言密教の言語哲学的可能性を探る」!
　（井筒俊彦『意味の深みへ／東洋哲学の水位』（岩波書店 1985.12）所収）

存在はコトバ 
あらゆるものは 
根源的にコトバである !
ひとは 
そして森羅万象は 
どこから来て 
どこへと向かうのか !
ひとはコトバから来て 
コトバへと向かうのだ !
大日如来はコトバを語る 
それが真言であり 
真言の展開こそが 
存在世界現出のドラマだ !
そのことを空海は 
生涯をかけて探求し説き 
修行者がみずから真言となる 
即身成仏への道を説いた !
宇宙言語のひとつひとつは 
自己を数限りなく分節化させ重ね合わせ 
至るところに「響」を起こし 
「名」を呼び「もの」を生み !
地・水・火・風・空の五大 
さらには識を加えた六大による 
全宇宙的言語活動によって 
天地万物を生み出していく !
そのように 
空海の『声字実相義』は 
コトバの言語活動を説き 
さらに『即身成仏義』は 
六大である法身との「即身成仏」（合一）へと 
「真言者」の向かうべき道を説く

「真言者」である「私」は 
「法身」の表現であり 
無限の森羅万象である「他者」たちを 
コトバとなって語り出す者であり 
それは霊魂体すべてのレベルでの変容に関わる 
その変容の達成されることこそが「成仏」である !
それは神秘学における 
自我を契機とした 
アストラル体・エーテル体・肉体の変容に 
道教でいえば遷化に比することもできるだろう !
たとえていえば 
顕教はいわば心の教えにとどまり 
からだを包む衣を整え準備するにとどまるが 
秘教である密教はそれを超えて 
肉体をもふくめすべてのレベルのからだを変容させるべく 
みずからがコトバへと向かう道である !
ヨハネ福音書の冒頭に 
神のもとにいたコトバとして 
キリストが表現されるが 
キリストが人間のからだをもったのは 
やがて人間がキリストのからだをもち 
みずからがコトバとなるための 
雛形をつくることでひとを導くためであったといえる 
即身成仏とはまさにそのことを示している 



（井筒俊彦「意味分節理論と空海」より）
!
「「存在はコトバである」。あらゆるものがコトバである、つまり存在は存在性そのものにおいて根源的にコトバ的である、ということをこの命題は意味する。一見して明らかなように、こういう命題の形に還元された真
言密教は、もはや密教的ではない。宗教的ですらない。」
!
「我々の普通の経験的事実としては、事物事象の世界、いわゆる存在世界、は客観的にそれ自体で独立して、我々の目前にひろがっている。森羅万象は、第一時的には、コトバと関係なしに存立する。それらを様々に名づ
け、あるいは既成の名によって指示することは、事物事象の客観的存立そのものから見れば、人間の側の第二自的な操作にすぎない。常識的人間にとっては、それは疑いの余地のない事実である。」
!
「顕教的言語観に対して、空海は「果分可説」を説き、それを真言密教の標識とする。すなわち、コトバを絶対的に超えた（と、顕教が考える）事態を、（密教では）コトバで語ることができる、あるいは、そのような力
をもったコトバが、密教的体験としては成立し得る、という。この見地からすれば、従って、「果分」という絶対意識・絶対存在の領域は、本来的に無言、沈黙の世界ではなくて、この領域にはこの領域なりの、つまり異
次元の、コトバが働いている、あるいは働き得る、ということである。」
!
「永遠に、不断に、大日如来はコトバを語る、そのコトバは真言。真言は全宇宙を舞台として繰り広げられる壮大な根源語のドラマ。そして、それがそのまま存在世界現出のドラマでもある。真言の哲学的世界像がそこに
成立する。」
!
「真言密教の見所によれば、個人的人間意識のレベルに生起する意味現象は、宇宙的レベルにおける意味現象の、ほとんど取るにも足らぬミニチュアにすぎないのだ。宇宙的「阿字真言」のレベルでは、ア音の発出を機と
して自己分節の動きを起こした根源語が、「ア」から「ハ」に至る梵語アルファベットの発散するエクリチュール的エネルギーの波に乗って、次第に自己分節を重ね、それとともに、シニフィエに伴われたシニフィアンが
数かぎりなく出現し、それらがあらゆる方向に拡散しつつ、至るところに「響」を起こし、「名」を呼び、「もの」を生み、天地万物を生み出していく。『声字実相義』に、「五大に響きあり」と言い、かつ空海自らそれ
に註して「内外の五大に、ことごとく声響を具す。一切の音声は五大を離れず。五大はすなわち声の本体、音響はすなわち用なり。かかるが故に、五大皆有響という」と言っているように、それは地・水・火・風・空の五
大ことごとく挙げての全宇宙的言語活動であり、「六塵悉く文字なり」というように、いわゆる外的世界、内的世界に我々が認知する一切の認識対象（もの）はことごとく「文字」なのである。

　全存在世界をコトバの世界とし、声と響の世界、文字の世界とする真言密教的世界像は、このようにして成立する。イスラームの文字神秘主義やユダヤ教のカッバーラーの場合と同じく、真言密教においてもまた、存在
世界は根源的にエクルチュール空間であり、そしてそのエクルチュール空間は、万物の声に鳴り響く空間だったのである。」
!
（安藤礼二「空海　序章「即身」」より）
!
「五大皆有響　十界具言語

　六塵悉文字　法身是実相」
!
「六大無碍常瑜伽　体　　四種曼荼各不離　相

　三密加持速疾顕　用　　重重帝網名即身　無碍」
!
「前者は『声字実相義』、後者は『即身成仏義』の核心を、いずれも、ただそれだけで語りきってしまった「頌」（「詩」）である。『声字実相義』も『即身成仏義』も、空海が自身の宗教観にして世界観をまとめた代表
的な著作として位置づけられる。つまり、空海は自らが創造した「詩」、きわめてシンプルな一連の「詩」によって世界の根底に存在すると考えられたもの、宇宙の根源に存在とする考えられたものを表現し尽くしてしまっ
たのだ。」
!
「空海は、『即身成仏義』において『声字実相義』の段階では「五大」からなっていた「法身」を「六大」からなる「法身」へと拡張した。（･･･）空海はその「五」を「六」とするために、法身「大日如来」自体がもつ「発
生」（産出）への意志、そうした法身との「即身成仏」（合一）を実現しようと努める「真言者」（真言行者）の意志を最も重視する。「産出」によって「合一」が促され、「合一」によって「産出」が促される。『即身
成仏義』は、如来と行者、「三密」で互いにむすばれ合う両者の意志を「五大」には欠けていた「識大」として補うのである。

　空海は、こう記している。「かくの如く六大は、能く一切の仏、及び一切衆生と器界等の四種法身と三種世間とを造る」。このようにして「六大」は一切の仏、さらには有限の生命をもつあらゆるもの（「一切衆生」）
が生きる世界と、生命をもつことのない「もの」（「器」、すなわち物質）が広がる世界などすべての世界を造りあげた。「六大」は「三種」からなる世間そのものであるとともに、「四種」からなる法身そのものでもあっ
た。空海が学び、大成した密教では、森羅万象あらゆるものを「法身」の現れと考える。すべての根源にして原初である「自性法身」（いまだなにも語ることのない法身）、そこからさまざまなものを生み出す原型にして
母型（マトリックス）に変容した「受用法身」（あらゆるものごとを語る法身にして語られた法身）、具体的な人格をもち聖者として現れる「変化法身」、人間のみならず動物や植物などの姿をとって現れる「等流法身」
という四種の法身である。「六大」は四種の法身であり、三種の世間である。

　われわれが暮らす現実の世界はそのまま「即」、法身たちから発生し、法身たちから形づくられた超現実の世界（「法界」）だったのである。『即身成仏義』はそうした「発生」のプロセスを明らかにしてくれる。空海
は続いてすぐ『大日経』から法身「大日如来」が一人称を用いて「六大」からなる自分自身から森羅万象あらゆるものの「発生」を説いた「如来発生の偈」を引いて、こう記す。「この偈は何の義をか顕現する。いわく。
六大能く四種の法身と曼荼羅と及び三種世間とを生ずることを表す」。法身自らが語ってくれた「如来発生の偈」は、「六大」から「四種」の法身と曼荼羅、「三種」の世間が発生してくる様を表現してくれたものだった。
ここで「法身」と「曼荼羅」は一つに重なり合う。さらにそうした「法身」にして「曼荼羅」と一つに融け合う方法、「即身成仏」を可能にする方法さえも具体的に示してくれている。」
!
「地、水、火、風、空、識の「六大」が「曼荼羅」として、「真言」として、さらには「即身成仏」を意味する「真言者」自身の身体として、一つに重なり合い、一つに融け合うのである。ここに「即身成仏」が完成する。
空海は最後にこう記す。「かくの如くの経文は、みな六大をもって能生となし、四法身、三世間をもって所生となす」。「六大」こそが能動的に生み出すものであり、「四方針」と「三世間」こそが受動的に生み出された
ものである。」
!
「「私」は無限の「法身」の表現であり、同時に無限の「他者」たちの表現である。「他者」たちとは人間に限られない。表現を可能にする想像力（「五大」と一つに融け合った「識」の働き）は精神を変容させるだけで
なく物質をもまた変容させる。その果てに完全なる叡智、精神的にして身体的な叡智が顕れ出る。それを「成仏」という。」




☆mediopos-2220　　2020.12.14

■細野晴臣×朝吹真理子（聞き手・門間雄介）「対談　古生代の海で夢を見る」!
 　（『文學界 二〇二一年一月号（第七十五巻　第一号）』文藝春秋　2021.1 所収）

深いところから 
音を言葉を 
引きだしてくるためには 
自分をこえたところから 
それらが訪れるのを待たなければならない !
深い音や言葉は 
自己表現ではない 
けれどそのことによって逆に 
その人がその人でしかない 
ほんとうの個性がはじめて表現される !
訪れは 
待つ以外に方法はない 
できるのは 
待つときに 
じぶんを 
それにふさわしい器にすることだ !
それは深いところにある 
音や言葉であればあるほど 
その器をつくるのはむずかしいから !
たとえ神的なものが訪れたとしても 
その器がつくられていなければ 
それを受け入れることはできない 
コトバはコトバとなれる人にしか 
聞き取ることも語ることもできない !
日本の伝統芸能が型を重視するのは 
みずからをそうした器にするためだ 
そのためだけに長い長い時間をかけて 
器をつくっていく必要がある !
そしてそこからはじめて 
器に訪れを受けたあとで 
あらたなものをそこに加えることがはじまる 
それこそがみずからを真の変容に導く 



「朝吹／はじめて小説を書いていた頃、細野さんが民族音楽を採集したコンピレーション・アルバム『エスニック・サウンド・セレクション』を聞いていました。古語辞典を読むとかつて生きていた人たちの肉声がきこえる、
と思うことがあります。古語はずっと絶滅した言葉たちの標本だと思っていて、文字を読みながらどんな声なんだろうと想像していて、化石を見るような気分でした。でも最近は、クマムシみたいに、起きるのを待って、長く
眠ってる生き物に見えるようになってきました。なのかの瞬間に古語が息を吹き返したり、新しい言葉として戻ってきたり、みていると、昔の人たちの声がわーっと出てくるんじゃないかと思うことがあるんです。細野さんが
採集した民族音楽には数々の肉体を通った声や節の時間が流れていて、それが今、自分の耳に届いているということを本当に幸せに思いました。それが細野さんの音楽に出会う前に、細野さんのお仕事として最初に知った喜び
です。

細野／それはいい出会いかもしれない。嬉しいな。

（略）

細野／ＹＭＯが先じゃなくてよかった（笑）。

（略）

朝吹／細野さんの音楽を聴いていると、私ではない記憶をどうしてこんなに思い出すんだろうと不思議に思います。とても好きな三木成夫の『内蔵とこころ』のことを思い出したり、進化の長い時間のリズムが人間の中で流れ
ているのを、音楽できいているような。私個人というよりも、誰かの記憶として「知っている」ことを思い出す感じがします。一回の人生で、色んな音楽をつくられているのはおそろしいことだと思いました。

細野／朝吹さんはきっと音楽的な響きがあるものを書かれるんでしょうね。僕の中にある音楽的なイメージって、思い出すことに近い。夢を見てはいても、なかなかそれを思い出せないということにすごく近くて、その思い出
そうとする行為がだんだん深くなっていって、音楽になる。そうすると、歴史的な音楽に触れていかざるを得ない。自分が作るんだけど、自分が初めて作った音楽ではないっていう気持ちがいつもある。名もない音楽かもしれ
ないけれど、誰かしらが過去に作っているものを思い出すイメージです。

朝吹／まさに、細野さんの音楽を聞きながら、夢で鳴っているけれども、起きると忘れる音、とメモしていました。京都国立博物館で阿弥陀如来図を見たことがあるんです。折口信夫がそれを見て『死者の書』を書いたと言わ
れる「山越阿弥陀図」です。その画は阿弥陀さんのお胸のところがボロボロになっていて、なんでこんなに落剥しているんですかって学芸員の方に尋ねたら、昔はそこから五式の糸を垂らして床の間にかけて、阿弥陀さんを見
ながら五式の糸を摑んで寝そべり、亡くなるまで来迎を待ったそうです。そのとき資料室で寝そべって十分ほど、同じ姿勢にさせてもらったのですが、図像の金色の光が揺れてとてもきれいでした。昔はもっと暗くて、ろうそ
くがぼんやり光って、糸がゆっくり揺れていたでしょうし、糸を自分が握っていると、本当に雲の上まで一筋に貫かれてゆけそうでそのまま心が飛んでいきそうに思えた。死が安らかなものになったのかなと、八百年前の人の
気持ちを体験しました。阿弥陀如来が見つめていて、音がおそらく雲の向こうからたくさん鳴っていて、その音楽が聞こえたような気がしたんです。もちろん私にはその音は捕まえられませんが、きっとこういう音を細野さん
はたくさん捕まえて音楽にされているんだろうと思って、阿弥陀如来の画をみたときのことを思い出しました。

細野／音楽をやっていない人のほうが、そういう音を純粋に受け止められるのかもしれないね。職業音楽家だと、いつも音が鳴っていてそういう余裕がない。でも僕はなるべく常に真っ白でいたいんだけれどども。過去のこと
は忘れて音楽に接したいなと思うんだけてど、そうちゃんと思わない限り、いつもなんか雑然としてる。今どきの音楽はどうかなとか、色んな事考えたりね。お仕事の場合はデザインに近い音の作り方をするけど、ソロアルバ
ムは今おっしゃったような繊細な音を摑みたいなっているのは思いますね。」
!
「朝吹／細野さんはこんなにも色んな音楽をひとつの体で作っているのが不思議だったんですが、かつて細野さんは古生代の海を泳いでいたことがあったんだなと思いました。そうすると腑に落ちました。」
!
「細野／お話を聞いていると、朝吹さんはストーリーというものにあまり興味がないように見受けられるんですけど、小説はどこから入るんですか。」

「朝吹／ストーリーは大事なんだけれども、書いてみないとわからないので、ストーリーは書いた言葉のリズムが運んでくれると思っています。一行書いたらその一行が次の一行を呼んでくれる。それを朝になったらまた読ん
で、消したりしながら書いています。

細野／音楽と同じですね。僕もそうやって音楽を作る。四小節作ったら、またその四小節が次を生んでいく。音楽にストーリーはないですからね。後で言葉でなんか考えたりするけど、歌詞がなくたって本当はいい。歌詞を考
えるのはすごく辛いんです。そうそう、『HoSoNoVa』のアナログ盤がアメリカで出るんで歌詞を英訳することになったんです。訳すにあたってこの意味がわからないという質問が来て、困ったなと思った。僕も説明できな
い。だから英訳するのをやめちゃったんです。歌詞は意味があるようでないし、ストーリーがあれば訳しやすいんでしょうけど、そうじゃない。意味以前の世界が音楽だと思う。その時にはじめてそれを自覚して、もう英訳は
したくないと思った。

朝吹／音の響きまでも英訳するのは本当に難しそうです。私は文字に音の顔があると思っていて、勝手に音貌と呼んでいます。ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、いろいろなリズムを作って書いているとき、自分の中でこっ
ちはひらがなの方がいいとか、こっちは漢字にした方がいいとか、なんとなく音貌（字面というより）がしっくりくる方を選んでいます。音読しながらも書くので、その音の響きと文字の顔と両方考えながら選んでいます。ジェ
イムズ・ジョイスが好きなんですが、『フィネガンズ・ウェイク』の中で〝i〟の字をたくさん使い、それが小鳥が並んでるのを示しているところがある。それをどうやって訳すか、翻訳家の柳瀬尚紀さんが気が狂いそうになっ
たという話を聞いて、とてもよくわかるなと思いました。文字にはイメージがたくさんあって、それは意味のトレースだけでは、できない。柳瀬さんはジョイスがやったことをスライドさせるのではなく、ジョイスが英語でやっ
たことを日本語でやろうとしていた。それが翻訳だと考えていた方で、私はその姿勢に感銘をうけました。私も自分で書いているというより、今まで読んできたものや聞いたもの、見たものが自分の中で爆発して、偶然響いた
ものを書きとっていると思っているので、それに沿うように書いていきたいです。音楽も、とても長い時間とも繋がってるのに、個人的なものであって、面白いですよね。」




☆mediopos-2221　　2020.12.15

■若松英輔×山本芳久「対談　危機の哲学」!
 　（『文學界 二〇二一年一月号（第七十五巻　第一号）』文藝春秋　2021.1 所収）

宗教者のように 
欲望や好奇心までも 
排する必要はないだろう 
排すれば排するほど 
むしろそれに囚われてしまうから !
けれども生きることは 
求めることでもあるから 
求めながらも迷い 
迷いながらも求め 
その求める多くが 
不毛であることを知らなければならない !
しかもそれらが 
「凡庸なる悪」と化するならば 
ただ行方を失ってしまうばかりだ !
「凡庸なる悪」は 
外的なものへと向かう 
欲望や好奇心となって現れる 
現代人を苦しめる承認欲求もそのひとつ !
それは内的価値ではなく 
外的な評価に依存するがゆえに 
永遠の価値に結びつくことはない 
外的な評価をただ排する必要はないが 
過度に依存した場合 
それは「阿片」となってしまう !
宗教は阿片であるとしたのはマルクスだが 
宗教か宗教でないかではなく 
過度な依存こそが問題となる 

生きている以上 
ひとはさまざまなものに依存せざるをえないが 
その依存への無自覚が「凡庸なる悪」を生む 
それゆえに古代から 
中庸や中道が説かれたりもしてきたが 
それは永遠の価値へと向かうための指針でもあった !
欲望や好奇心の行方に注意深くあることだ 
「凡庸なる悪」へ傾斜することなく 
自らの内的なものへと向かわなければならない 
そして永遠の価値である 
不死なるものを見いだす探求の旅にでるのだ !
「凡庸なる悪」は嘲笑するばかりだろう 
「永遠の価値」「不死」があるならそれを示せ 
それを科学的に証明してみせよ 
そうでなければ超常能力を使ってみよと !
しかしそれを外的なかたちで示すことはできない 
それは不断の内的探究によって 
みずからのなかで見いだす以外に方法はない 



「若松／愛と欲望について、アーレントは、愛は「善きもの」を希求すると言います。さらに愛は、「善きもの」だけでなく、永遠なるものと人間を結ぶ、とも書いています。一方で、欲望は時限的なもの、永遠ならざるものを求
めていくといいますね。

山本／さらに彼女は、「人間とはその人が追い求めるものにほかならない」とも言います。「『欲望の人』は、自らの『欲望』そのものによって消えゆく運命へと定められるが、他方『愛』は、追求される『永遠性』の故に、自ら
永遠なるものとなる」とも。儚いもの、この世的なものを欲望する人は、自分自身が儚い存在であることになってしまうわけです。


　欲望＝クビディタスが軸になっている人は、本当に求めるべきもの、探究すべきものを見失って、その代わりに雑多な、この世的なものにとらわれる。それを「好奇心（curiositas）とアウグスティヌスは呼びます。現代では「好
奇心」がよいものと言われることが多いのですが、キリスト教哲学、アウグスティヌス以来の伝統では、「好奇心」はよからぬものなのです。」

「山本／アーレントは、自己探求とは「『わたしがわたし自身にとって問題となった』という意味で、自己自身を問うことだ」と述べます。「人間はこうして自己自身に還帰することにおいて神を見いだすのである」とも言ってい
る。友の死がもたらした苦しみはアウグスティヌスの人生にとって最も大きな危機だったわけですが、同時に、これまで有限な、この世界の内部のもの、究極的な支えにはならないものを頼りに生きていたことに気づかされる。
非常に個人的な危機が、普遍的で永遠的な真理に対する真摯な探究への目覚めにつながっていくんですね。


若松／好奇心の問題はとても重要です。コロナ禍で好奇心がもたらすある種の恐ろしさ----今日のアーレントの言葉で言えば凡庸さでしょうか----について考えていました。好奇心は、自己の根本問題とは乖離したまま、どこまでも
広がっていく一方で、探求心は、「私は魂と神以外にことを知りたいとは思わない」というように、対象を限定し、どこまでも深化していく。本当のものを見るためには、好奇心を手放さなくてはならない。

　ただ、好奇心から探求心にまで一気にはいかない。その間に探求心がある。探求心は「究める」ものにまだ出会っていないけれど、何かを「求めている」状態です。ただ、探求心は、好奇心、探求心のどちらにもふれ得る。

　現代の哲学は好奇心によって発見された主題を、好奇心で展開するにとどまっていることが多い。それを読む人間が刺激されるのも好奇心です。危機の時代にあって哲学が何を希求していくのか、あらためて考えてみるべき問題
だと思います。近代以降の哲学史の流れの中え、哲学者たちは新説を提示することに躍起になっていた。しかし今こそ、哲学の本来の役割をもう一度考える立場にもっと立っていいのではないでしょうか。」
!
「若松／私は、現代日本のアーレント観では、『アウグスティヌスの愛の概念』を抜きにした、現代社会の現象と交わった姿が際立っているように感じています。アーレントのなかには古代ギリシア哲学に根ざす形而上学とカント
を経由した近代／現代哲学者が同居している。しかし、真の意味での形而上的なものを近く感じていなければ「凡庸なる悪」を発見できなかっただろうことも、私たちは忘れてはならないのだと思います。彼女の考えていた「悪」
は、社会的な問題であるだけでなく、形而上的な問題でもある。世俗の世界の現象を見ているだけでは、実は悪の正体を見破っていくことはできない。そんな彼女の精神を感じさせる一節があります。
!
　　こうして神は「内なる人」の「光」、「声」、「香気」として愛される。神は、いかなる時間によっても奪い去ることのできない神、「内なる人」に見いだされる神として愛される。愛は帰属性を与えるが、神への愛は「永遠」
への帰属性を与える。人間は、自らは永遠ではないが、永遠そのものである神を愛し、また自らの内にあって、決して奪い去られることなき存在として神を愛するのである。この世界は、人間の死に際して奪いされられる運命にあ
る。人間から奪い去られることのない永遠なるものとは、「内なるもの」なのである。（アーレント『アウグスティヌスの愛の概念』）」
!
「若松／コロナ禍で改めて読み直して、今日性と現実性に驚いているのがアリストテレスです。アーレントのアリストテレスからの影響は甚大です。先ほどから死者と永遠をめぐってお話しましたがアリストテレスは『ニコマコス
倫理学』で、哲学は生や死だけでなく、「不死」という問題をも考えなくてはならないというのです。コロナ禍で読むととても深い感慨があります。
!
　　だがわれわれは、「人間であるかぎり、人間の事柄を考えよ」とか、「死すべき者であるかぎり、死すべき者の事柄を考えよ」と助言する人たちに従うべきではなく、むしろできるかぎり自分を不死なものにすべきであり、自
分自身の内なるもののなかでも最もすぐれたものにしたがって生きるよう、全力を尽くすべきである。（朴一功訳）
!
　こうした言葉を読むとアリストテレスは、本当の意味でソクラテスの、あるいはプラトンの良き弟子でもあることがよくわかります。アリストテレスとプラトンが相反するように語られてきたのが近代、あるいは現代の哲学かも
しれませんが、よく読んでみると、「一なるもの」を異なる道から求めていたことがよくわかります。」




☆mediopos-2222　　2020.12.16

■國分功一郎・熊谷晋一郎!
『＜責任＞の生成−−−−中動態と当事者研究』!
 （新曜社 2020.12）

本書での議論では 
中動態が 
意志や責任との関係において 
自我論ともなっている !
中動態における主体は 
なにかを支配する主体ではない 
自己とは 
「道具」を使うように 
「自己の使用以外のなにものでもない」からだ !
主体は意志をもっているから 
責任を負わなければならないという責任は 
「堕落した責任概念」である !
責任とは応答responseによって 
はじめて可能となる 
責任は負わせるものではなく 
応答し得ることではじめて 
引き受けることができるのだから !
ルカ伝の「善きサマリア人の譬」では 
イエスが律法学者の 
「隣人とは誰であるのか」という問いに対して 
「誰が隣人になったか」と返したように 
「である」ではなく「になる」 !
責任とは主体を場所として 
自己がそれに向かって 
生成変化（になる）することなのだ 

その意味において 
責任を引き受けるということは 
運命を愛するということでもある !
運命に対して 
こんなはずじゃなかったという後悔ではなく 
あえてそれを引き受けるという覚悟 
それこそが 
「当事者」と「なる」ということでもある !
ひとは「当事者」となることができなければ 
「自由」であることができない 
自我という主体は 
当事者であることへの自由に向けて 
生成変化する場所として理解することができる 



「國分／中動態の定義は主語が中心にあります。ですから主語についても考えなければならないはずなのですが、『中動態の世界』ではとてもそこまではできませんでした。ですから今日は、この主語についても議論を少し捕捉してみたい。

　その際に参考にしたいのが、以前にも挙げたジョルジョ・アガンベンの『身体の使用』という本です。（･･･）このなかでアガンベンが、バンヴェニストの中動態の定義についてこんなコメントを寄せているのです。

　　「主体は動作を支配するのではなく、みずからが動作の起こる場所なのである。」

　中動態の場合、動詞は主語がその座となるような過程を表しているわけです。だから、主体すなわち主語があって何か動作を支配しているのではない。主体は、単にそこで物事が起こる場所になっている。そうすると、中動態における主体は、僕らがイメージ
する主体とは違ってきます。何かを支配する主体ではない。」

（･･･）

　　「なにものかとの使用関係に入るためには、わたしはそれ〔使用するという動作〕の影響を受けなければならず、わたし自身をそれを使用する者として構成しなければならない」。

　例えばこういうことです。僕がこのペンを使って書くとき、僕はこのペンを支配しているように見えます。けれども実際には僕自身も、こｎペンを使用するために、ペンに合わせてなんらかの変化を被らなければならない。「このペンを使用する者」としてみ
ずからを構成しなければならない。

（･･･）

　こう考えると、道具を「使う」ということと、みずからの身体の器官を「使う」ことに差がない。「使う」というころを通じて人は自分を認識する。ここからアガンベンは「自己とは自己の使用以外のなにものでもない」と述べることになります。」
!
「國分／『中動態の世界』で僕は、意志という概念を通じて責任を押しつける図式への批判までしかできませんでした。しかし、責任は僕ら二人にとって、絶対に避けて通ることのできないテーマです。（･･･）

　つい先日、『福音と世界』というキリスト教系の雑誌に、「責任、そして『隣人になる』こと」という文章を寄稿しました。僕にしては珍しいことなんですが、ルカ伝に出てくる「善きサマリア人の譬」を解釈しながら、責任について論じたんですね。

　前にもお話しましたが、責任とはresponsibilityであり、応答responseと切り離せません。しかしこれもすでにお話したとおり、意志の有無を確認するようにして人に負わせる責任というのは、どう考えても応答ではない。そういう責任の概念を、堕落した責任
概念であるともお話しました。」

「國分／身ぐるみ剥がされて瀕死の状態で地面に横たわっている旅人がいた。その横を司祭が通りかかるが何もしない。レビ人も通りかかるが何もしない。ところが三番目にそこを通りかかったサマリア人は旅人を気の毒に思って介抱するだけではなく、宿に連
れて行って休ませ、さらには宿代まで払ったうえで、「これで良くなるまでここに泊めてあげてくだし」と宿の人に頼む。そんなお話です。（･･･）

　このサマリア人は、怪我をしている旅人を見て。応答、respnseしなければならないという気持ちを抱いたのだと思います。「今、何かしなくては」と。そして、ここに責任の原初形態のようなものがあるのではないかと僕は考えているのです。

　このエピソードでもう一つ重要なのは、この話をイエスが語るのはどういう場面かということです。聖書のなかでイエスが、律法学者から意地悪な質問をたくさん投げかけられますよね。（･･･）この場面では、隣人に関する質問をされます。律法学者は「で
は、私の隣人とは誰であるのですか？」と聞く。（･･･）そこでイエスは善きサマリア人の譬の話をして、最後にこう質問するわけです。「この三人のうち誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思うか？」

　このイエスの答えのどこがすごいかというと、律法学者は「隣人とは誰であるのか」と聞いたわけです。それに対してイエスは「誰が隣人になったか」と返したわけええす。つまりイエスは「人は誰かの隣人であるのではない。人は誰かの隣人になるのだ」と
言っているわけです。（･･･）

　「である」ではなくて、「になる」です。ここにこそ、ある種の責任をめぐる思想があるのではないか。」
!
「國分／不思議ですね。中動態といえば何か無責任な印象を受けても仕方ないのに、責任について考えていくと、むしろ中動態的なものがなければとても責任を引き受けるに至ることができないことがわかってくる。つまり、詫びる気持ちが、自分を場所として、
過去の振り返りを通じて過去との連続性のなかで出てきたときに、責任ということがはじめて言えるのではないか。つまり過去を「前にして」、それに応答しようとするとき、はじめて責任の気持ちが生まれてくる。

　むしろ今、世の中で言われている「責任」というのはいったいなんだろうという気がしてきます。

熊谷／ほんとうにそうですね。

國分／いったい、世の中で、「責任」と呼ばれている「あれ」は、なんでしょうか。

熊谷／なんでしょうね。

國分／責任とは違う感じがしてきましたね。

熊谷／責任とは違う何かを、そう呼んでいる。

國分／いわゆる犯罪者に対して、「責任を取れ」と約束事のように言いますが、中動態的過程を通じてはじめて責任を引き受けることができるのであれば、それはむしろ責任を取らせないで方向に向かわせているのではないか。非常に不思議な感じがしますが。

熊谷／前回、開場からの質問に応えて、中動態のイメージとして共時的なイメージと通時的なイメージがあるという話をしましたが、身体の外側も内側も、今ここにあるさまざまな原因群、さまざまな刺激を私たちは浴びている。そしてそれらに影響を受けて行
為が生成しているのだとすると、私の意志で行為しているわけでは必ずしもないと言えると思います。

　たしかに、いろいろなものに突き動かされて行為しているというのは中動態の世界観なのですが、非常に共時的です。しかし同時に、実際は今ここだけではなくて、過去の歴史というか、一〇年前二〇年前の自分自身の経験にも私たちは動かされて、今の行為
が影響を受けているわけです。おそらく、共時的な部分だけを強調して中動態を読解すると、責任逃れのイメージが出てくるのではないか。（･･･）けれども、中動態のなかには通時的な部分もふくまれているはずです。共時と通時の両方をおさえないと中動態の
延長線上の責任は見えてこないのではないか、そんなことを感じました。

（･･･）

國分／主体と責任の関係についても、少しだけ霧が晴れたように思います。主体を実体として前提としない哲学が責任を問うことができない、という考え方があります。しかし、それは違うのではないか。責任が生成変化（becoming）であるとしたら、それは
主語＝主体を場所として、使用を通じて自己が構成される過程と無関係ではない。責任を引き受けるときにも、その責任に向かって何かを使用する自己が生成していると考えるべきではないだろうか。使用という原初の光景を見定めることによってこそ、責任を
引き受ける自己が生成し得るのではないだろうか。

（･･･）

熊谷／当事者研究に影響を与えた人物に、精神科医のヴィクトール・フランクルがいます。彼も「責任」という言葉を使いますが、一般的な責任とは少し異なっています。彼は人間を、人生から問いを投げかけられている存在と捉えたうえで、「私は人生にまだ
なにを期待できるか」ではなく、「人生は私になにを期待しているか」を考え続けること、それが責任なんだと言っているのです。人生がわたしに何を問いかけているか考えることに責任が宿ってくる。フランクルの言う責任は、必然的に自分の人生を振り返る
ことを要求します。

國分／とてもいい話ですね。（･･･）

　前にもハイデッガーを引用しながらお話しましたが、僕は意志とセットにならない責任のあり方として、覚悟のことを考えています。覚悟と意志は似たような印象を受けるけれども、まったく異なったものです。覚悟というのは過去から今へと続く流れ、別の
言い方をすると運命のようなものがあって、その運命を我がものとすることです。こんなはずじゃなかったとか、これは自分の望んだことじゃないということではなくて、運命を我がものとして生きてゆく。ニーチェが言い、ドゥルーズも注目した「運命愛」と
いう考え方もそういうものではないか。それは諦念とは違います。諦念とは、切断したいのに切断できないことへの絶望でしょう。切断できない流れを自分でどう引き受けて生きていくか。この運命愛の思想から責任を改めて考えていきたいと思っています。」




☆mediopos-2223　　2020.12.17

■ロバート・マクファーレン（岩崎晋也訳）!
 『アンダーランド／記憶・隠喩・禁忌の地下空間』!
 （早川書房　2020.11）

!
地下というと 
天国に対する地獄 
というイメージもあるだろうか 
天国は上なる世界 
地獄は下なる世界 
!
単純にいえば上と下 
上は善き光の世界であり 
下は悪しき闇の世界 
!
その単純なアナロジーが 
さまざまな観念に反映している 
!
その上下の観念は 
外と内にも連動していて 
見えないものへの恐れもあり 
ひとは地下や内を見ないようにして生きる 
いわばそれは黄泉の世界なのだ 
!
けれどその世界から 
目を逸らしたままでいることはできない 
天空の無限のように 
地底にも内面にも無限の世界が広がっている 
!
キリストは天空へと向かうまえに 
地の底の世界へと赴いた 
そのようにひともまた 
光へと向かうためにこそ 
地下のそして内なる世界へと 
探究の眼を向ける必要がありはしないだろうか 

おそらくそこには 
みずからの存在を生み出してきたであろう 
悠久の時間のなかに置き忘れられ 
しらず蓄えた財宝が埋まっているはずだ 
!
しかし地下を探検するためには 
周到な準備や訓練が必要だろう 
まずは闇や閉所を恐れない力が不可欠だ 
じぶんの内を見ようとしただけで 
混乱してしまってはどこへも行けない 
!
地上は表面だけの水平な世界で 
天には太陽や星が輝き照らしてくれる 
けれど地下にゆくためには 
みずからがその光とならなければならないから 



「わたしたちは自分の足の下に広がる世界のことをほとんど知らない。雲のない夜に空を見上げれば、はるか彼方から届く光や、小惑星が衝突してできた月面のクレーターを見ることができるだろう。ところが下を見
ても、表土や舗装された路面、自分のつま先で視線は止まってしまう。わたしは地表からわずか十メートルほどの地下で、そこが太古の海の底だったころに形成されたなめらかな石灰岩の層理面に対峙したときほど、
人間の領域を遠く感じたことはなかった。

　地底の国は秘密を巧みに隠す。森の土壌には菌類のネットワークが張りめぐらされていて、木々がたがいに情報を伝えあう森を形成しているが、菌類が数億年ものあいだ続けてきたその働きを生態学者が発見したの
はわずか二十年ほどまえのことにすぎない。中国の重慶では、広範囲につながった洞窟の調査が二〇一三年に行われ、そこには独自の気象が存在することが判明した。巨大な中央の空洞では靄が層状に積み重なり、日
光から遠く離れて冷たい霧が巨大な霧箱として漂っている。北イタリアで、わたしは石がくりぬかれた巨大な洞窟のある地下数百メートルまで懸垂下降した。地下を流れる川によって浸食され、そこには黒い砂丘がで
きていた。その砂丘を歩いて渡るのは、光に届かない星にある風の吹かない砂漠を歩くようだった。

　なぜ下へ向かうのか。それは自然な心情に反した、感覚や精神が指し示す方向に逆らう行為だ。たいていの場合、わざわざ地底のの国にものを置くのはすぐに見つからないようにそれを隠すためだ。たいていの場合、
地底の国にあるものを引きあげるのはかなりの労力を要する。地底の国は簡単には行くことができないため、昔から人前で語ることも見ることもできないものの象徴だった。喪失や悲しみ、心の奥のよくみえない部分、
そしてエレイン・スケアリーが身体の痛みの「地の底深くにある事実」と呼ぶものの。

　地下の領域は文化のなかで忌み嫌われた長い歴史があり、コーマック・マッカーシーの言葉を借りれば、「世界の内側の恐ろしい側」と結びつけられてきた。恐れと嫌悪がそうした場所への一般的な反応であり、そ
こにあるのは土と死、そして過酷な労働ばかりだと考えられている。さまざまな恐怖症のなかでも閉所恐怖症は最も強烈だ。たびたび感じてきたことだが、閉所恐怖症は高所で感じる目眩などと比べても、会話や読書
などで間接的に経験した場合でさえはるかに強い力を及ぼす。地下に閉じ込められた話を聞くと、人は身体をもぞもぞと動かし、後ずさりし、思わず目で光を追う----まるでその言葉だけでも人を幽閉することができ
るかのように。

（･･･）


　地下に対する偏見は、多くの人々のものの見かたや表現上の習慣にも行き渡っているスティーヴン・グレアムは著書Vertical（『垂直的』）で、地理学と地図学における「伝統的な平面性」と、その結果生じる「おお
むね水平な世界観」の支配について述べている。慣れ親しんだ「揺るぎない、平面的な観点」から逃れることはむずかしく、それがもたらす不都合は認識の問題に留まらず、政治的な事柄にも及ぶ、とグレアムは主張
する。地面の下に広がるネットワークから富みを引き出して利用することと、そこに不要なものを捨てることにより地上の世界が支えられているという現実に、人々は意識を向けようとしなくなるからだ。

　そう、さまざまな理由で、わたしたちは地面の下にあるものから目を逸らしている。だがいまや、地底の国を理解する必要はかつてないほど高まっている。「より水平に見よ」と、ジョルジュ・ペレックは『さまざ
まな空間』で語っている。それに対してわたしは。「より深く見よ」と言いたい。地底の国は現代の生活で必要とされる物質を生みだすだけでなく、記憶や神話、隠喩のためにも欠かせない。わたしたちは日々、それ
を用いて考え、それによって形作られている。ところが地底の国が生活のなかに存在することに気づこうとしないし、それが想像力に影響を及ぼしていることを認めようとしない。「平面的な観点」は、深さを持つこ
の世界に、そしれ人が悠久の時間へと遺していくものに、ますますそぐわなくなっている。

　わたしたちはいま、人新世を生きている。それは地球規模で大きな、恐ろしい変化が起こる時代であり、「危機」は将来の破局ではなく現在の出来事であって。弱いものほどそれを切実に体感している。時間のつな
がりは歪んでいる----それに、空間も。埋まっているはずのものが、ひとりでに浮かびあがっている。地表に出てきたものと直面すれば、その忌まわしさに心をつかまれ、人はもはや目を逸らすことはできなくなるだ
ろう。」
!
「「悠久の時間」とは、地底の国の年代記だ。悠久の時間は、現在から伸びる気が遠くなるほど長い地球の歴史だ。それは分や年ではなく、世や累代という、人間のはかなさを見せつけるような尺度で語られる。
（･･･）

　悠久の時間を考えることには危険な心地よさがつきまとう。倫理的な責任など放棄せよという甘い誘いが聞こえてくる。ホモ・サピエンスは地質学的な観点からすればあっという間に地上から消えてしまうのだとし
たら、どのように行動しようともたいした問題ではない。砂漠や海のことを思えば、人間の道徳性などくだらない、ごく些細なことに感じられる。価値あることを主張するのは無駄なように見えてくる。いつかはすべ
てなくなってしまうという事実の前ではすべての生は等しく価値がなく、崩壊と修復というこの星の移り変わりのなかでは種や生態系の絶滅などほんの小さなことだという、浅はかな考えが誘惑する。

　だがそうした自堕落な思考を退け、その反対を促さなくてはならない。悠久の時間はわたしたちに根源的な視点を与え、無気力ではなく行動へと駆り立てるのだ、と。悠久の時間のなかで考えることは、わたしたち
がいま抱えている問題から逃避するのではなく、それを捉えなおし、現代にはびこる強欲や怒りを抑え、手を加えてはまた元に戻すという昔ながらの穏やかな物語に回帰させる手段にもなる。悠久の時間を意識するこ
とによって、人は過去から未来へつながる数百万年もの時間のなかで贈られ、引き継がれ、遺されてきたものの網目のなかにいると感じ、自分たちとのあとに来る時代や存在に何を遺せばよいかを考えることもできる。

　悠久の時間のなかでは、動かないと思われたものに生命が宿る。守るべきものが新たに現れてくる。存在の喜ばしさが心と目に飛びこんでくる。世界は気味が悪くなるほどに多様性と刺激を取り戻す。水は呼吸する。
岩は漂う。山は満ち引きする。石は脈打つ。この地球は、動きを止めることがない。」




☆mediopos-2224　　2020.12.18

■神田松鯉!
 『人生を豊かにしたい人のための講談』!
 （マイナビ新書　2020.10）

神田松之丞（伯山）が登場し 
少し話題になりはじめたころから 
あらためて講談をよく聞くようになった !
小さい頃から 
テレビ・ラジオを通じてではあるけれど 
話芸が好きでよく聞いていたが 
神田松之丞のことを知るまでは 
むしろ落語ばかり聞いていて 
講談という歴史的存在が 
まるでなかったかのように 
意識しなくなっていた !
やはり「人」あっての芸なのだ 
スポーツも音楽家も伝統芸も 
そしてあらゆるジャンルにおいて 
（宗教や思想や哲学や科学やそんな） 
「人」がその時代をつくる !
そしてその「人」が登場したとき 
リアルタイムでその「人」が 
つくりだしていく世界を見ることは 
とても幸せな体験となる 
すでにつくられてしまった世界ではなく 
現在進行形の歴史として !
講談がこれからどうなっていくのかわからないが 
少なくとも今現在 
YouTubeなどのメディアがあるおかげもあって 
リアルタムに近い受容ができる 
しかもアーカイブで過去の遺産も 
さまざまに受容することができる 

しかしすでに過去のものとなっている 
そんなジャンルの場合は 
付き合い方は異なってくる 
現在にはもう「人」はいない 
過去をどのように現在に活かせるか 
そのことを踏まえながら 
じっくりと検討していく必要がある !
そしてそのためには 
講談に入門して 
「空板」「前座」「二ツ目」「真打」と 
昇進していくようなプロセスを 
じぶんのなかで経ていく必要がある 
それはとくに専門分野のことだけではなく 
「生きる」ということそのものにいえることだ !
付け焼き刃の生き方はものにならない 
じぶんのなかでじぶんというジャンルを 
復興させていかなければならない 
じぶんという「本」を読み終えたとき 
「一席の読み終わりでございます」といえるように 
そのプロセスにおいて 
どのように「読む」ための技術を 
磨いていけばいいかと苦闘しながら



「講談は、なにかと落語と比較される機会が多いように感じます。ところが、この二つの芸は、まず外見からして違います。」

「どちらも着物姿で登場しますが、講談師が高座に上がると、釈台と呼ばれる文机を使います。講談師は昔、講釈師と呼ばれていました。講釈師が使う台なので、釈台と呼んだわけです。

　なぜ釈台を置くかというと、かつての講談師は軍記物語の『太平記』『源平盛衰記』といった戦記物を読んで聞かせていたからです。釈台に本を置いていた名残なのですね。」
!
「本来、釈台に本を置いて軍談を読んでいた講談は、「読む」ということを芸にまで極めたものです。同じ話芸でも、落語が会話によって成り立つ芸であるのに対し、講談は「読む芸」という点でも、大きく異なります。」

「今でも講談は「一席の読み終わりでございます」というくらいです。」
!
「講談は、戦国時代から徳川初期まで存在した「太平記読み」に端を発したといわれています。

　『太平記』は、後醍醐天皇から後村上天皇までの吉野朝約五十年間の騒乱を華麗な文章でつづった軍記物語です。

　戦国時代の末期には、この『太平記』を一定のリズムで朗々と朗読し、それを生業にする、そういった人たちを「太平記読み」と呼びました。」
!
「今の時代でも、職人になろうと思えば「見習い」という時期があります。まだ一人前の仕事ができず、師や先輩について指導を受ける期間です。

　講談でも落語でも「前座」「二ツ目」「真打」と年月をかけて昇進していくのですが、高座に上がることができるのは「前座」から、その前に、やはり見習い期間があります。落語ではそのまま「見習い」ですが、講談では「空板
（からいた）」と呼びます。」

「なぜ「空板」なのかというと、高座を「板」と呼ぶからです。芝居でも、役者が舞台上にすでに居る状態で幕が開くことを「板付き」と言いますが、「板」は高座や舞台を指すのです。

　講談の稽古をするのに、客入り前の〝空〟の客席を前にして〝板〟に上がるから、「空板」と呼ばれるようになりました。」
!
「「前座」を三年から五年ほど務めて、昇進するのが「二ツ目」。紋付羽織袴の正装が許され、楽屋での雑用から一切解放されます。出番のときだけ楽屋入りして、一席読み終われば帰宅できるようになりますが、これもまだ修行中
の身です。

「二ツ目」を約十年務めると、晴れて「真打」への昇進となりますが、この二ツ目の間に持ちネタをい増やし、教養を高めておく必要があります。たとえば、たくさんの本を読んだり、一流の芝居や絵画を見たりして、目を養い、耳
を養い、心を養う。

　それを考えれば、十数年というのは短いくらいに感じます。」

「しかし、「真打」になったからといって、それがゴールではありません。むしろ、ここからが勝負でしょう。」
!
「日本の誇る伝統芸である「講談」は実に長い間不遇をかこっておりましたが、近ごろになり一人の若者の活躍により、にわかに世間の注目を集めるようになってまいりました。

　人々が注目してくれて自分たちにスポットライトが当たるようになれば、芸人はおのずと目を輝かせて芸に取り組むようになります。ですから、講談界は今、かつてないような活気に満ちていると言えます。」

「昭和四十五年（一九七〇年）に、私が二代目神田山陽に弟子入りしたころは、講談は沈滞し尽くした状態で、同じ時期に講談を志した者たちは「講談決死隊」などと呼ばれたものです。

　講談の伝統がここで途絶えるのか。決死隊が盛り上げて守り抜くか･･････というありさまでした。」

「覚悟を決めて入ったものの、辞めようと思ったことも何度かありました。

　さまざまなアルバイトで糊口をしのいだこともあります。

　伝統の世界ですから、年功序列も激しい。一日でも先に入ったら兄さんです。白い物を黒いと言われても、「はいそうです」と言わなければなりません。

　その辺りはとても厳格な世界です。

　一人前になっても。格差は続きます。」

「他にも、しきたりが山ほどあります。

　厳しく、売れない世界ですし、講談界は恵まれない時代が長く続きました。もう続けられないと思い悩むこともありました。

　その度、頭髪を坊主にして考え直しました。」

「講談界もこの半世紀でずいぶん変わっていくことでしょう

　同時に世の中も刻々と変わっていきます。

　そんな中で、いつの世も変わらぬ人間の情を講談を通して伝えていきたいと思っております。」
!
「私は弟子が真打ちになると芸のことは口出しはいたしません。作家吉川英治先生の有名な結婚式でのはなむけの句に「菊根分けあとは自分の土で咲け」がありますが、こんな心境です。芸界の先人たちは心にしみる名言をたくさ
ん残してくれました。

　講談界の名実ともに第一人者であった五代目宝井馬琴先生は、講談界の沈滞を「講談が衰退したのではない。講談師が衰退したのだ」と。肝に銘ずる言葉でした。また六代目三遊亭圓生師匠は「弟子には師匠としていろいろ言う
が、結局は自分で悟る以外にはないのです」。本当にそのとおりだと思います。

　長い沈滞の時代を経て、ようやく一筋の光明の見えてきた講談界です。」
!
「川柳は世相を映す鏡といいます。」

「広く世間に知られているのが、

「講釈師見てきたような嘘をつき」

　まるで自分が見てきたような口ぶりで、軍記や時代物を読むのが講談師。迫真の語り口で、堂々と嘘を言う。

　ところで、名人と呼ばれた五代目宝井馬琴先生は、

「講釈師見てきた上で嘘をつき」

が本当だと言っていました。

　講談はけっして荒唐無稽な作り話ではないからです。嘘を言うのは信ぴょう性がなくてはなりませんから、「現場を見る」という作業は非常に大事なことなのです。現場を確かめたり史伝を読んだりした上で、ドラマ性を高める演
出をするために絶妙な嘘を仕掛けるんです。」
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■伊藤玲阿奈『「宇宙の音楽」を聴く』（光文社新書 2020.11）
まず必要なのは 
じぶんを稼働させているＯＳについて 
考えてみることだろう !
そしてそのＯＳが可能にしてくれることと 
それが見えなくしてしまうことに目を向けること !
「和」という 
調和的にはなれるが 
個のスポイルにもなってしまうＯＳ !
「理性」という 
論理的思考能力を発揮できるが 
理性の外にあるものをスポイルしてしまうＯＳ !
「自己実現」という 
理想を追求するためには好都合だが 
自己を超えたものをスポイルしてしまうＯＳ !
「利益」という 
金銭的な豊かさを与えてはくれるが 
精神的な豊かさをスポイルしてしまいがちなＯＳ !
「ヒューマニズム」という 
人間の解放へとつながりはするが 
人間以外の存在をスポイルしてしまいかねないＯＳ !
「科学」という 
検証可能な実験などによる普遍性へと向かうが 
検証や実験を超えた視座をなおざりにしかねないＯＳ 

「宗教」という 
生と死に安心を与えてくれるが 
信仰を超えた認識へは向かいがたいＯＳ !
じぶんを動かしている 
そんなさまざまなＯＳが与えてくれる 
豊かさと陥穽を同時にふまえながら 
不調和へと導いてしまうものを 
どれだけ美しい和音にできるか 
ハーモニーとして奏でさせられるか !
それを「宇宙の音楽」という言葉で表現してみると 
じぶんがいまどんな音楽を奏でているか 
ほんとうはどんな音楽を奏でたいのか 
それがイメージしやすくなる !
いまは不協和音としか聞こえない音でも 
別の音を加えたり響き方を変えるだけで 
あらたな音楽へと変容させることもできるかもしれない



「すべてがバラバラに存在していても、宇宙全体としては美しく成り立っている状態を、ピタゴラスは「ハルモニア」と名付けました。それぞれ違った音を出しながら、全体では調和した調べとなっている「ハーモニー」の
語源です。

　宇宙の一部である人間の生も、まさしくハーモニーになっていないでしょうか。

　「神は曲線によりて真っすぐに描く」

　このエピグラフに象徴されるように、バラバラな音にしか聞こえなかった出来事の連続が、ある時点で〝気付く〟と、美しい和音になっているのですから･･････。

　そのハーモニーの全容を聴くには、目に見える世界だけを扱える科学や近代合理主義だけに頼っていても、逆に目に見えない世界ばかりを信じていてもいけません。

　（･･･）何かひとつに偏ることなく自分の思考回路を啓かせている状態になってはじめて、美しい人生のハーモニーが聴こえてくるのです。

　そのような状態になることを、〝宇宙にみち溢れる聞こえない音楽〟を聴こうとした人々へのオマージュも込めて、私は「『宇宙の音楽』を聴く」と呼んでいます。


　人生が１００年に近づき、竹のようにしなやかな対処が常に求められる−−−−このような時代だからこそ、「宇宙の音楽」を聴きたくてなりません。思考回路を変革させる度は、これからも続きます。」
!
「私たち日本人は、自分の力で論理的に順序立てて考え、行動することについては苦手としています。（･･･）近代西洋ＯＳを動かす土台となっている部分についての理解と消化が、明治から１５０年たっても完全には追い付
いていないのです。

　考える、行動するという局面では、そのＯＳを本来動かすはずの理性中心主義の代わりに、年齢や立場による序列を重んじ、師や年長者の教えを守るという元儒教文化圏らしい伝統的なＯＳが顔を出します。集団の和を乱
さないように心がける習慣もそうでしょう。

　このような日本の伝統ＯＳが決して〝悪〟なのではありません。問題は、私たちが明治以降に導入した、近代化された社会システムとの相性が悪いことに尽きます。


　「夢」「個性」「ビジネス」など、人生や社会制度にかかわる大切な物事においては近代西洋ＯＳを信じきっているのに、いざ実践になってくると昔ながらのＯＳに影響される−−−−この宙ぶらりんな思考のかたちこそ、激
変する時代にうまく対処できない構造的な原因です。

　近代西洋ＯＳは誰にでも使えるように出来ているため、相性の悪いＯＳと併用したとしても機能はしれくれます。

　ですから今までは、自分の成功欲求に従って頑張っていれば、日本の伝統的な思考回路を交えていても、私たちは物質的に豊かになれました。そして豊かになれたからこそ、相性の悪さからくる、多少の不満やストレスに
も私たちは我慢してきたのです。

　ですが、それではもう通用しない時代に入っています。


　もはや自分の豊かさだけを求めるだけではダメだ−−−−それは全世界共通の変化です。このままでは地球の未来が危なくなるからＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））が設定され、合理主義
や科学ばかりではいけないとアート思考が唱えられる･･････。

　これまでの社会システムや常識を変えなくてはならないと気付いていて、世界はそれに向かって動きつつあります。（･･･）

　しかしながら、知識や技術をどんなに手に入れようが、変化への対応力は磨かれないのです。自分を変えることは出来ません。（･･･）

　たとえば成功理論や最新理論をいくら学んだところで、それを受容して、活かしきるだけの柔軟な思考回路を持っていなければ、中途半端に後追いするだけの結果に終わります。（･･･）

　知識や技術を使いこなす土台を固めることが、私たちにとって最も必要なのではないでしょうか。」



