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☆mediopos-2251　　2021.1.14

■若菜晃子『旅の断片』（アノニマ・スタジオ　2019.12）

毎日旅に出る !
地上の旅ではない 
想像の旅である 
内在平面への旅といってもいい !
昼間は仕事があって 
そんな時空に旅することはできないから 
使えるのは深夜と早朝の少しの時間だけだが !
特別な場所は必要ない 
お金もかからない 
内在平面を旅する環境がつくれればいい !
最近はこうしてしばらくの間 
旅したい時空を用意してくれる本や 
休日に撮った写真や 
YouTubeで聴くことのできる音楽といっしょに 
過ごすのを日課にしている !
そういえば高校の頃 
読書とは何かというテーマで 
作文を書かされたことがあって 
本を読むのは 
じぶんではできない経験をするためだ 
ということを書いてみて 
じぶんでもその通りだと思ったことがあった !
自分自身で経験するさまざまは 
とても大事なことだけれど 
じぶんでは経験できないことを 
ほんの少しでも経験するために 
言葉というのはあるのかもしれない 
そんなことを書いたように思う

その頃から少しずつ 
じぶんを超えようとする旅を 
はじめるようになったのかもしれない !
そしていまはこうして 
「旅の断片」を書きつけている 
じぶんにしっかりと語りかけるように !
この旅は終わらない 
こうして書いてみたりすることをやめても 
いまの生が終わったとしても 
旅は続いていく



■若菜晃子『旅の断片』（アノニマ・スタジオ　2019.12）
!
（「もうひとつの人生」より）
!
「見知らぬ町を歩いていると、ちょっといいなと思う家がある。

　玄関前のテラスに古びた椅子が二脚、道に面して置いてある。

　椅子の背後の壁には小窓がふたつ、ついている。

　玄関のドアを開けるとそのまま居間になって、

　その奥に台所があるような、ごく小さな家である。

　台所を抜けた裏には庭があって、

　明るい色の草花が花盛りだったりする。

　表のテラスの横には、やわらかな緑の葉をつけた、

　感じのいい木が立っていたりする。

　あの家に住んだら、どんな気持ちがするだろう。

　あの家に住んで、毎日テラスの椅子に座って、

　道行く人を眺めるのはどんな気分だろう。

　今の暮らしから遠く離れて、この町で暮らしてみたらどうだろうか。

　一生だと難しいかもしれないが、数ヶ月、

　いや数年ならできるのではないだろうか。

　それがいつの日か一生になるかもしれないけれども。

　どの国のどの街の片隅でも、人々は日々を生きている、

　もうひとつの人生がここにはあるのではないだろうかと心の隅で思いながら、

　私は貸家の札の下がった、花咲く庭をもつ小さな家の前を通り過ぎ、

　旅を続ける。」
!
（「はじめに」より）
!
「いつの頃からか、年に数度は時間をつくって海外を旅するようになった。旅先はなるべく行ったことのない国、あまり知られていない地域を選んで行く。

　そうして旅に出ても、特別な目的をもって行動するわけではなく、また名所旧跡を丹念に見て回るわけでもない。大都市にも興味はない。だからロンドンにもパリにもニューヨークにも行ったことがない。ただその国の人も行
かないような地方を訪れて、自然のなかに入り込み、小さな町に滞在して、そこに生きる人々と同じようにパンを買い、坂道を歩き、夜中に横たわって吹く風の音を聞いていたりするだけなのだ。けれどもそうすることで、私は
今まで知らなかったことを身を以て知り、そこで知り得たことを何度も咀嚼しながらその後の人生を生きている。

　旅とはそうして未知なる国に行き、新しい発見をすることでもあるが、同時にふだんの生活では見ないように触れないようにしている、自らの未知なる深層にロープを使って降りていく旅でもある。

　私はこれまでの人生を悩み、迷い、行きつ戻りつしながら歩いてきた。その歩いていく過程で旅に出て、物理的にも心理的にも日常から隔離された場所で、しばし立ち止まって、自分のゆく先と心のなかの真意を見つめ直す時
間が必要だった。

　私にとって旅とは、未知なる国への旅であり、未知なる自分への旅でもある。

　ここに集めたのは、そんな旅の街角で拾った記憶の断片である。どれもいつしか指の間からこぼれ落ちて消えていってしまうような一瞬ばかりだが、私にはどれひとつ欠くことのできない、人生の一片である。」




☆mediopos-2252　　2021.1.15

■仲正昌!
　『哲学ＪＡＭ／現代社会をときほぐす』!
　（共和国 2020.12）

民主主義はだいじだけれど 
悲しいことにみずからを振り返る反省が苦手だ !
権力に対する批判を 
権力者の人格を誹謗するほどにまで行うことを 
当然のことと考えるような民主派にも 
自己反省という言葉は見当たらない 
自己反省には知行合一が必要となるからだ !
マスメディアはそもそも 
反省することは利益を損なうことだとしかとらえていない 
みずからの「口」から出ることはすべて正しいとする !
マタイ福音書にある 
「口にはいるものは人を汚すことはない。 
かえって、口から出るものが人を汚すのである」 
ということなど別世界のようだ !
少数派と称する人たちもまた 
多数派の行動様式を模倣するそのアンチになる 
「派」であることに変わりはないからだ 
「派」はすでに自由な個人ではない 
そこにもみずからの「口」から出ることに対する 
みずからをふりかえる意識は希薄であるようにみえる 
反省できるのは自由な個人であるときだけだからだ !
科学（主義）はとても民主主義的だから 
たとえそれがほんとうは科学的ではなくても 
その「主義」のほうが科学と称した力をもつ !
権威をもった科学（主義）者の言葉は 
宗教的権威であるかのように人々に与えられる 
「普通さ＝規範」とされた価値づけは 
「科学的」ではありえないにもかかわらず 
それを「証明」したふりをすることなどお手のものだ 

そして人々は自主的に 
しかもだれも責任を負わないまま 
生き方を画一的・効率的に管理されることを良しとしてしまい 
それを民主的な「義務」として錯誤してしまう 
「新しい生活様式」という言葉のように !
ネットの世界はさらに 
じぶんに合った意見が世界の正義であるかのように 
信じ込ませるのに適している 
情報も特定のもの以外は入力されないから 
それ以外の情報は未知無理解のまま 
入力されたものだけを受け入れてしまう 
それ以前にネットの世界は 
ネットの利害を損ないそうな都合の悪い情報は 
最初から排除されてしまっている 
そしてそれは気づかれにくい !
メディア・リテラシーということが叫ばれて久しいが 
それはただ目にするものだけを見ることではない 
むしろ隠されているものをこそ見る力を得ることだ !
その最初の入り口として必要なのは 
みずからがなにを考え何を感じ 
なにをどのように理解し判断し行動しているか 
みずからを振り返ることなのではないだろうか !
入ってくるものは人を汚すことはないかもしれないが 
入ってくるものが限定されたとき 
出ていくものもまた限定されてしまう 
しかも出ていくものに反省がなされないとき 
まさにそれは「出るものが人を汚す」ようになってしまうのだ



■仲正昌樹『哲学ＪＡＭ／現代社会をときほぐす』（共和国 2020.12）
!
（「序　新型コロナと全体主義と哲学」より）
!
「「全体主義」という言葉を知っている人は、この言葉で形容される政治体制についてあまりいいイメージを持っていないだろう。個人の「自由」を認めず、「民主主義」を否定する、悪しき体制と理解している人が少なくなかろう。しかし、本当にそうだ
ろうか？」
!
「革命などを経て「民主主義」的な政体が成立し、〝みんな〟で話し合ったうえで、政治の方向性を決定するようになると、一般民衆の間にもさまざまな価値観やライフスタイルの違いがあり、いくら話し合いを続けても、〝みんな〟の意見が完全に一致
するのは不可能であることが次第に露呈してきた。」

「にもかかわらず、多くの人が「民主主義」に過剰な期待を抱き続け、〝民衆であるわれわれ〟の判断は何は常に正しい、という前提に固執し続けると、おかしなことが起こってくる。

　〝民衆のわれわれ〟の〝理性的な説得〟に耳を傾けようとしない者たちは、何らかの原因で理性が曇らされている者たちと見なして、強制的に目を覚まさせるべきと考えるようになる。場合によっては、〝民主主義の敵〟であると見なし、暴力的に排除し
ようとするようになる。

　そのように自己の正しさを確信した〝多数派〟による〝専制〟が、専制君主による専制よりも危険である。専制君主は圧力を加えられたら、自分の判断の正しさによ自身を失うこともあるが、多数派は自分たちが〝多数派〟である限り、自分の〝正しさ〟
を疑う必要はない。反対意見が増えて、〝多数派〟から転落しそうになったときには、〝民主主義の敵〟を抹殺して、〝多数派〟の地位を保つことができる。

　また、専制君主やその側近は、革命によって権力を失ったとき、どういう目に遭うか分からないので、それなりに自分たちの決定の帰結に関心を持つ。しかし、「民主主義」の主人である〝多数派〟は、誰からも責任を問われ、糾弾されることはない。
言葉の定義からして、〝多数派〟より〝多数〟の勢力は、存在しない。したがって、〝多数派〟自身が〝自己反省〟しない限り、〝多数派の過ち〟が認められることはない。

　そもそも、〝多数派〟はどのように〝自己反省〟するのか？　また、〝多数派〟が自分の過ちの責めを負うというのは、具体的にどういうことか？　「みんなでやってしまった」ことだということになって、責任の所在は曖昧になり、誰も実質的なペナル
ティを負わないことになるのではないか？」
!
「全体主義のメカニズムは働き始めると、人は、個人の自由よりも、強い力の下での安定と導きを求めるようになる。安心をもたらしてくれる「力」の発動を妨害する反対意見には耳を貸さないどころか、障害物としてさっさと排除したくなる。普段、ミ
ルの二つの原理（引用者註：他者危害原理・思想の自由市場論）の重要性を説くリベラルな人たちも。自由よりも「力」による安定を求めるようになる。

　二〇二〇年に世界各国に蔓延して新型のコロナ・ウイルスによって、日本でもそうした風潮が生まれている。リベラル・人権派であったはずの人たちが、市民の基本的権利の制限を意味する「緊急事態宣言」やロックダウンを待望し、その決断を渋る政府
首脳を無能呼ばわりし、反対する人たちを「人殺し」扱いした。五月末で「緊急事態」は集結したが、決断できない政府を責める論調が続いている。それに呼応するかのように、経済を回すことを主張する人たちの側でも、〝人命最重視派〟を、日本経済
を破壊し、経済的困窮から自殺する人を見殺しにする偽善者と見なし、攻撃する傾向が強まっている。双方とも、命がけの闘いを繰り広げているつもりになっているのおで、双方から距離を取って、中立的な立場から発言することが困難になっている。

　双方とも、「非常事態」を乗り切るには、国家あるいは国民を腐らせている「敵」の欺瞞を打破し、日本を一つにして国難を乗り切ることのできる強い指導者を求めているようだ。（･･･）

　「コロナ問題」は人々の不安を募らせ、ミルの二大原理を浸食して、「多数派の専制」への警戒感を低下させている。かつてヒトラーとナチスに具現された、「独裁」あるいは「全体主義」の前提が整いつつあるように見える。」
!
「ペストや結核、エボラ出血熱のように、感染したらはっきりした症状が出て、高い確率で亡くなる感染症であれば、緊急性があるゆえに例外と認めてもよいかもしれないが、風邪やインフルエンザで、いちいちプライベートに介入するとすれば異様である。
自己決定の領域はなくなってしまう。知事や専門家がそうすべきだと言えば、そうした「自由」の本質に関わる問題についていったん立ち止まって考えようとすることなく、あっさり受け入れてしまう人が増えている。」
!
「日本では二〇二〇年四月に発令された緊急事態宣言が五月末に終了した前後から、コロナに関連して、「新しい日常」とか「新しい生活様式」、あるいは、「ニューノーマル」といった言葉を聞くようになった。時代の最先端の生き方であり。私たちの意
識改革を促しているかのように語られる。」

「しかし、従来のスローライフなどのトレンドと、「新しい生活様式」の間には決定的な違いがある。これまでのトレンドは、生活様式が多様化し、個人の選択の余地が増えることを含意していたが、「新しい生活様式」は、各人が受け入れねばならない義
務である。」
!
「近代社会がいかなる逸脱も認めない「ノーマル」な状態を求めすぎるあまり、各人が行動の自由を失い、管理されることを不自由と思わなくなる現象を、最もよく先鋭に描き出したのは、フランスの哲学者ミシェル・フーコーだ。フーコーによれば、前近
代的権力が軍隊や警察などの暴力装置の威力を人々に見せつけ、死の恐怖によって支配していたのに対し、近代の権力は、人間としての「普通な生き方」のモデルを示し、人々がそれに〝自発的〟に従うよう誘導する。

　異常(abnormal)になることを回避し、あくまで「普通(normal)である」ことが、道徳的な規範(norm)になった。病人ではなく健康であること、狂人ではなく正気であること、各種の性的逸脱・倒錯者ではなくノーマルな異性愛者であること、犯罪者体質で
はなく善良な市民であること･･････。

　こうした「普通さ＝規範」を確立するうえで、近代的な権力は医学や心理学、社会学などの知識を利用してきた。どういう状態にあるのがヒトとして〝普通〟であるのか科学的に〝証明〟してみせることで、人々が政府などの公的機関や大企業などが示す
「規範」を無理なく受け入れるようにするのである。」
!
「フーコーは、人々の生き方を画一的・効率的に管理することを目標とする政治の在り方を、「生政治biopolitique」と呼ぶ。」

「「生政治」は、「ノーマル」なものに対する感覚を広く人々に共有させ、価値観やライフスタイルを画一化するので、多数派による支配である「民主主義」と相性がいい。民主的多数派の支持によって成立するナチスのような全体主義体制とも相性がい
い。」
!
「現在の日本では、反政府的なものであれ保守的なものであれ、リアルなデモや集会を大規模で行なって、盛り上げるのは困難だ。それに対して。「いや。ツイッターなどＳＮＳによる新たな連帯の可能性が拡がっている」と答える人は少なくないだろう。
しかし、そう楽観的になっていいのだろうか？

　ＳＮＳ上の言論が、意見の偏りをさらに強めるサイバー・カスケード現象（キャス・サンスティン）を引き起こしやすいことは言わずもがなだが、「ステイホーム」状態における、「ネット」と私たちの現実感覚について考えてみよう。」

「「ステイホーム」が続くと、補正の機会がなくなり、ネット情報が〝外の世界のほぼすべて〟になる。」

「〝外〟からやって来るのは、希望だけではない。ネットに接続することで、凝縮された「他者」の悪意を吸い込んでしまう。かといって、平時と違って、カンタンにネットを遮断するわけにもいかない。コロナ問題は、ＩＴ系企業のベタな宣伝文句になっ
ている「生き残りのためのＩＴリテラシー」について、本気で考えねばならないことを示唆している。」




☆mediopos-2253　　2021.1.16

■鷲田清一『つかふ／使用論ノート』	
　（小学館	2012.1）

職人的なものに憧れる	

だれでも職人的になって	

手を育てることから	

はじめなければならないと思う	!
手先の不器用な哲学者はいない	

そうシュタイナーは言っているが	

それは「つくる」「つかう」ことに無自覚な思考は	

生きた思考ではないからでもある	!
かつてみずからを	

インテリ（ゲンチャ）と称して	

手先をつかわず不器用なままに生きていることを	

さも知識人の特権であるかのように言う	

愚かな存在がいた（いまもいるかもしれない）が	

それは死んだ思考をしていると自称しているに過ぎない	!
神秘学的にいえば	

現在の四肢（手足）の働きが	

来世の思考の力となるということだが	

不器用であることを克服しようとしないままでいれば	

そのとき思考が働かなくなってしまうということでもある	!
その意味でいえば	

じぶんを「つくる人」として育てないで	

「買う人」「消費する人」に終始するとすれば	

「つくる」こと「つかう」ことのプロセスによってつくりだ

される	

重要な果実を実らせることができなくなるということになる	!
わたしたちは「からだ」をもって生きている	

そしてその「からだ」によってしか	

生みせないものがあることを知らねばならない	

それが「つくる」ことであり	

「つかう」こととふかくむすびついている

四大として現象している「もの（物質）」は	

ある意味で霊的なものに供犠を捧げている存在であり	

人間の重要な役割はその四大を解放することだともいう	

その四大の解放にその「つくる」こと	

そして「つかう」ことは深く関わっている	!
生きた思考と死んだ思考の違いも	

まさにそれが四大をスポイルするか	

解放するかという違いでもある	!
死んだ思考は存在を《萎縮》させる	

みずからをスポイルするだけではなく	

かかわっている世界をもそうしてしまう	!
それに対して	

「つくる」人「つかう」人の	

生きられた思考はそれそのものが	

ほんらいの知恵ある芸術といえるのかもしれない	



■鷲田清一『つかふ／使用論ノート』（小学館	2012.1）	!
「重要なのは「導かれる価値のある方向へ導くこと」だと、ジェイムズは言っていた。その「導き」も、「実在」と折りあいつつ、話をつけつつというかたちで、つねに「いまなお形成中」のもの、「煮
えこぼれる」ものだとしていた。しかし、まちがってもそれは、わたし（たち）が自由にできるもの、あるいは領域の拡張ということではない。陶芸における土との対話、木造建築における木との対話、
運搬における棒との対話などにうかがわれたように、そのプロセスは作業のなかで生まれるものである。「つくる」「つかう」という人のいとなみが道具や素材と応答しあい、それらがいわば共鳴するよ
うに仕向ける、つまりはたがいの潜勢力をいわば解放するかたちで生長してゆくものである。「これは使える」というとっさの判断も、まさにそうしたなかで生まれる。「つくる」「つかう」とは、そう
いう意味で＜探究＞のプロセスであり、さらにティム・インゴルドの言葉を借りれば、「実験」のプロセスなのである。彼は言う。これは「自然科学においてあらかじめ立てておいた仮説を試すという意
味ではなく、また、頭のなかにある観念と地上にある事実との対比という工業的な意味での実験でもない。それが導くところへみずからを開き、つき従っていく状態にあるという意味での実験性である」
と。その意味では、職人たちの「うで」はまさにこうした「実験」の歴史とその記憶が畳み込まれているといえる。	
　ひとは家族や仲間とともに生きのびていくために、土を耕して米や豆や野菜を作り、そのために使う道具を作り、身につける衣裳を作り、物を運ぶ車や船を作り、雨風と夜露をしのぐ家を作ってきた。
体を使って何かを作ること、ずっとここに、生きることの基本があった。が、近代の産業社会は、この「作るヒト」を「買うヒト」に変えてゆく。「作る」手間を省いて、作られたものを「買う」ほうへ
身を移していった。生活の手立てのほぼすべてを製造と流通のシステムに委ねることで、サーヴィスの購買者もしくは消費者へと、である。とどのつまり、＜探究＞というみずからの能力を損なっていっ
たのである。	
　便利である。より快適になった。が、そうしたシステムに漫然とぶら下がっているうち、「作る」という、生業の基本ともいうべき能力を損なってしまった。体を使い何かを作るのではなく、金を使い
物とサーヴィスを買うのが、生活の基本となった。そのことで体は自然とのじかのやりとりを免除され、いわば仮死状態に置かれることになった。」	!
「「作る」は「ものづくり」へと純化されて、「創る」こととして神棚に上げられていった。そう、匠の技として、道具が工芸品や美術品にまつりあげられていった。用いられるはずのものが観賞される
ものになった。道具は、用いられるものとして、人びとの繋がり、物たちの連なりに根を生やしていたはずなのに、こうして「作る」こともまたわたしたちから遠ざかっていった。	
　このことは「使う」ことの痩せ細りをも招いた。道具は人がじっくり使うこなすものではなくなり、「使う」はお金を使うことに縮こまっていった。「使う」というのは何かを手段として利用するだけ
のことではない。人は物だけでなく他の人も使うが、それは簒奪や搾取ばかりではない。おんぶしてもらったり、凭れさせてもらったりもする。人びとはたがいのそうした深い依存、深い交感から身をも
ぎ離して、それらにじかに触れることを怯えるようになっている。いってみれば、存在の《萎縮》である。	
　言葉こそ違え、おなじこの違和感に向き合うのが、美術家の鴻池朋子さんだ。彼女は著書『どうぶつのことば』（二〇一六年）のなかで、震災後、じぶんがこれまで取り組んできた＜芸術＞をもはや「自
由」や「自己表現」といった悠長なことばでは語りえなくなったという。＜芸術＞の現在を、知らぬまに仮死状態になっていた＜動物＞としてのじぶんと切りは離せなくなったと。そして猟師の世界にふ
れ、猟師の顔がときに動物のそれに見えることに衝撃を受ける。猟師たちは獲物たちがみずから罠にかかりにやって来てこれたかのように話す。それは「まるでどこかの位相で猟師と動物が事前に連絡を
取り合っているかのよう」だったと。	
　それ以降、動物を絵のなかに寓意的に配して満足していた頃のじぶんを見限り、食うか食われるかの＜動物＞の世界にじぶんも＜動物＞としてじかにつながっている、そういう連続のなかにこそ、アー
トの立ち上がる場所があると思うようになった。」	!
「鴻池さんは対話の相手になってくれた東北のある博物館員の語りとして、次のようなことばを引いている----	!
　　もし、これまでの芸術の始まりが「自然界のものを切り離して人間界へ引きずり込む」のであるならば、これからは、その「切り離されたものを縫い合わせ、自然界へ送っていく」、そういう道具の
使い方もあるのかなって思うんです。」	!
「道具を道具たらしめる道具のなかの道具として、いいかえると、世界との交換／交感のもっともベーシックな媒体として、わたしたちの身体はある。じっさい、世界に探りを入れるにあたっても、人び
とはみずからの身体を物差しとして世界を測ってきた。じぶんの大きさ、小ささを知った。左右に大きく拡げた腕の幅、指先から肘までの長さ、拡げた掌の親指と小指の隔たり。これらを未知の対象にも
適用することで、世界の認識を想像的に拡張してきた。	
　おそらくはこのような生身の身体による＜探究＞を、「実験」を、なおざりにした結果として、わたしたちの存在の《萎縮》はある。いま、少なからぬ美術家たちが、その大震災のあと人びとがゼロか
らもういちど暮らしを立てなおすときに、芸術がそれなしに生き存えることができないものとして同時に立ち上がるのでなければ、芸術にいったい何の意味があるのか、と問いつづけているとすれば、
「つかふ」をめぐるわたしたちのこの論攷もそれに連なる仕事としてあったといえる。」	



☆mediopos-2254　　2021.1.17

■マイケル・Ｅ・ウェバー!
　『エネルギーの物語／!
　わたしたちにとってエネルギーとは何なのか』!
　（原書房 2020.7）

物理学者のファインマンは 
「現代物理学では、 
エネルギーが何かについては何も言えない。 
そのことを自覚しておくことが大切だ」 
といっているそうだが !
だれでも知っているつもりになっている 
エネルギーなるものがいったい何なのか 
あらためて問い直してみると 
それが何なのかはわからないままだ !
化学者のスモーリーは 
人類の最重要課題の筆頭に 
エネルギーを挙げているが 
最重要課題そのものは 
ある意味で謎に包まれている !
やっかいなことに 
わからないにもかかわらず 
エネルギーを生み出す技術を進歩させ 
それを未来に向けクリーンなかたちで 
いわば最適化させていかなければならない !
しかしそのわからなさゆえに 
アーサー・Ｃ・クラークが 
「十分に進歩したテクノロジーは魔法と区別がつかない」 
といったように 
エネルギーをめぐる科学技術は 
それそのものがある種の魔法ともなっているといえる !
魔法といえば 
ポール・デュカスが交響詩にもした 
ゲーテがギリシアの作家サモサタのルキアノスの詩をもとに 
書いたバラード『魔法使いの弟子』では 
魔法使いに命じられた水汲みの仕事に飽きて 
箒に魔法をかけて自分の仕事の身代わりをさせるが 
呪文を止める魔法がわからず床が水浸しになってしまう 
ディズニーのアニメ映画『ファンタジア』で 
ミッキーマウスがその弟子を演じているで有名だ 

現代の人類も 
そうした「魔法使いの弟子」のように 
エネルギーをどう制御したらよいか 
わからないままだといえるのかもしれない 
しかも魔法使いが帰ってくるのを待つわけにもいかない !
わからないまま 
エネルギーの利権をもった存在が 
ある意味で世界を支配しているともいえ 
戦争はそのエネルギーをめぐって 
さまざまに起こっているともいえる !
さてわたしたち人間も 
エネルギーを使って生きているといえるが 
健康や食べ物など 
エネルギーに関係しているものはわかっても 
そのエネルギーがいったい何なのか 
やはりよくわからずにいる !
地質年代を人新世と書き換えようとする動きがあるように 
人間はそれほどに地球環境に影響を及ぼし続けているのだが 
そのもとになっているのは 
わたしたち人類の生きるエネルギーなのだといえる 
しかもそのエネルギーのもとが 
いったい何なのかわからずにいるのだ !
私たちが生きるうえでの重要な心的な原動力を 
リビドーという言葉で表現したりもするが 
その無意識から来るともいえ 
ポジティブにもネガティブにもなるエネルギーを 
制御できるようにならなければ 
結局のところ地球環境にかかわるエネルギー問題も 
解決できないのかもしれない !
「わたしたちにとってエネルギーとは何なのか」 
という問いは 
地球環境保全への問いでもあり 
わたしたち自身を動かしている根源への問いでもある 



■マイケル・Ｅ・ウェバー	

　『エネルギーの物語／わたしたちにとってエネルギーとは何なのか』	

　（原書房	2020.7）	!
「古典的な定義によれば、エネルギーとは仕事をする能力のことだ。つまり楽しみや有益なことを実現する能力のことだ。作物を収穫し、冷蔵し、飛行機で世界中に輸送することを実現する能力である。

当然エネルギーなしでは仕事はできない。文明はエネルギーを利用することで生まれる。そしてエネルギーがなくなれば文明を維持できない。またエネルギーは物理的な意味での保存量で、本質的に有限

の資源だ。エネルギーを新たに作り出すことはできず、わたしたちにできるのはエネルギーを移動したり他の形態に変換するだけだ、エネルギーの変換による環境への影響を抑えつつ、変換で得られる便

益を利用すること、それがエネルギーとの付き合い方の基本だ。	

　エネルギーが重要であることはわかっても、それだけではエネルギーについて理解しているとは言えない。エネルギーが実在していることはわかるし、その存在を測定することもできる。ところがエネ

ルギーは見えないし触ることもできない。実はエネルギーについては説明することすらできないのである。ノーベル賞受賞者のリチャード・ファインマンは「現代物理学では、エネルギーが何かについて

は何も言えない。そのことを自覚しておくことが大切だ」と述べている。目には見えないのに、仕事をする能力がある。エネルギーは不思議な存在だ。	

　有名なＳＦ作家のアーサー・Ｃ・クラークはかつて「十分に進歩したテクノロジーは魔法と区別がつかない」という「第三法則」を発表した。クラークは人間が共同で実現する技術革新能力について科

学界はあまりに悲観的すぎると感じていた。そんなクラークが腹立ち紛れに書いた未来に関する一連のエッセイから生まれた法則だ。楽観主義者のクラークは魔法と見分けがつかないようなテクノロジー

の進歩を確信していた。その魔法というのが現代のエネルギー・システムで、クラークはエネルギーに関連する多くの驚くべき進歩を例に挙げて自らの正しさを主張した。」	!
「まず初めに認識しておかなければならないのは、エネルギーが文明を構築するのであれば、エネルギーは文明を破壊することもできるということだ。ノーベル賞を受賞した傑出した化学者リチャード・

スモーリーは 晩年の数年をかけて、彼が考える世界の 重要課題を伝えてきた。スモーリーは人類の十大課題を重要な順に次のように示した、（１）エネルギー、（２）水、（３）食料、（４）環境、

（５）貧困、（６）テロと戦争、（７）病気、（８）教育、（９）民主主義、そして（10）人口だ。エネルギーがリストのトップに来ているのは、エネルギーの利用可能性がそれに続く９つの課題を解決

する鍵となるからだ。」	

「スモーリーの理論によれば、エネルギーは世界で も重要なチャンスであり、同時に も重要な課題でもある。世界には大きなエネルギー不平等が存在する。世界の人口ひとりあたりが平均的に消費し

ているエネルギーは、イギリス国民の半分、イギリス国民の消費量はアメリカ国民の半分、アメリカ国民の平均消費量は典型的なテキサス州の人々の消費エネルギーの３分の２だ。世界人口がこのまま増

加し、世界中の人々がテキサス州と同じ消費水準でエネルギーという魔法を求め、活気ある工場と空調のある快適な住居、大きな車を持つとすると、世界のエネルギー生産と消費を一桁増加させなければ

ならない。現在の国家安全保障の水準と世界エネルギー・システムの顕教影響への程度を考えれば、エネルギー生産、輸送、利用を10倍に拡大することは大きな転換がなければ絶対に不可能だ。	

　大気を汚染せず、海洋を酸性化させず、大地を丸裸にせず、これだけの規模のエネルギーの便益をすべての人に提供するには、新たな魔法が必要になる。それがわたしたちに課せられた地球規模の課題

だ。」	!
「重要なのは、エネルギーとは世界の秩序を変える手段であり、それ以上でもそれ以下でもないということだ。エネルギーは魔法のようだ。結局、エネルギーが現在のこの世界をつくりあげ、おそらくこ

れから何度も世界を作り替えていくことになるだろう。だからこそエネルギーを理解しようとする意思ががある限り、エネルギーはわたしたちが必要とする解決策を提供してくれると信じることには十分

な理由がある。いまあるわたしたちの問題を若い世代に解決してもらおうとするのは、ふざけているか責任の放棄と思われるかもしれない。特に現在のエネルギー問題を引き起こしてきたすべての人々

が、かつては子どもだったことを考えれば、そう思われてもおかしくない。しかしエネルギー問題の解決には想像力、多くの人のたくさんの想像力が必要だ。エネルギーは夢を生む。小さな子どもが不思

議を愛するようにエネルギーを深く理解すること、そしてエネルギー問題に柔軟な心で立ち向かうこと、それが解決に向けた第一歩となるのではないだろうか。	

　子どもたちの資源問題を解決する能力を育むためには、エネルギー教育の新しいアプローチも必要だろう。科学的研究によると、人が気候科学に関する誤った情報を信じ科学的証拠を拒絶する場合、た

いてい論理的な誤りに気づいていないという。事実と虚偽をはっきり区別できる批判的思考を身につけなければならない。科学、技術、工学、数学（ＳＴＥＭ）の教育にとって分析的思考を培えるが、批

判的思考を育むには人文科学の教育も欠かせない、新しい解決策を見いだす創造的思考には芸術の教育も必要だ。こんなジョークがある。「芸術（art）のない地球（earth）なんてエーッ？（eh）」つま

り地球にはアートが必要だということ。その線で行けば、エネルギー教育にはＳＴＥＭだけでなくＳＴＥＡＭが必要だということ。Ａは芸術（fine	arts）と人文科学（liberal	arts）のＡだ。」	

「よりクリーンな選択をしながらエネルギーの利用を広げ、汚染に染まった過去から離脱することが将来へ向けた重要な過程だ。しかし貧困な人々のエネルギーの利用手段を否定したり、先進諸国の裕福

な人々にエネルギーなしで生活するよう命令するだけでは、失敗は目に見えている。エネルギーの魔法のような力に注目すれば、わたしたちはエネルギーを憎んだり敵に回したしせずにこの問題を解決で

きる。変化の方向は間違っていない。だから変化をさらに進めていかなければならない。変化が現れるまでには時間がかかる。だから今すぐにでもはじめなければならない。わたしたち全員がその結果に

関わっている。やるべきことはたくさんある。だから全員が全力で取り組まなければならない。わたしたちひとりひとりがエネルギー物語の新たな扉を開く力となる。」	



☆mediopos-2255　　2021.1.18

■Ｍ・Ｒ・オコナー（梅田智世 訳）!
　『道を見つける力／人類はナビゲーションで進化した』!
　（インターシフト　2021.1）

車にナビはつけていない 
スマホでＧＰＳを使うのは 
雨雲レーダーを見て 
自転車に乗るときなどに 
雨具などの必要を確認するときくらいだ 
しかもその情報は半分信じないようにしている !
「僕の前に道はない 僕の後ろに道は出来る」と 
高村光太郎の詩にあるように 
教えられた道はすでに道ではない 
道はじぶん歩むことで 
はじめて得られる経験なのだから !
「環境中の感覚情報を使用および整理し、 
その導きにしたがうこと」を 
ウェイファインディング（道探し）という !
そしてそのウェイファインディングを行うことで 
脳のなかの海馬は体積を増していくという 
逆に決められた目的地に案内してくれる 
ＧＰＳの使用は海馬の活動を鈍らせる !
ＧＰＳは人を迷わせない 
ＧＰＳが認識する 
「けっして変化しない空間のなかに 
固定された場所や座標」に導くだけだ !
「人は努力するかぎり迷うものだ」 
とゲーテのいうごとく 
迷う可能性を奪われた人間は 
人から自由な生きた思考を奪ってしまう 

ＧＰＳとネットの検索エンジンもよく似ている 
どちらも大変便利なツールであることは間違いないが 
ＧＰＳは決められたところに決められたように人を導き 
検索エンジンはプロセスをなくした解答ツールだ !
いつも迷いつづけるわけにはいかないが 
ひとは許されるかぎり「さまよい歩く」ことを 
楽しむようになるのがいいのではないか 
それは死んだ答えを得るのではなく 
生きた問いを生みだすプロセスを与えてくれる !
道は未知であるからこそ生きた道となり 
思考は自由であるからこそ生きた思考となるからだ 



■Ｍ・Ｒ・オコナー（梅田智世 訳）

　『道を見つける力／人類はナビゲーションで進化した』

　（インターシフト　2021.1）
!
「私たち人類は、現在位置と行くべき場所を動物に教える生物学的ハードウェアと遺伝的プログラミングに頼るのをやめた霊長類の一種だ。そのかわりに人類は知覚と注意力をもとに認知能力を発達させ、どこへでも行ける自
由を手に入れた。わたしたち人類にとって、ナビゲーションは純然たる直覚ではなく、ひとつのプロセスだ。空間を移動するとき、わたしたちは環境を知覚し、その特徴に注意を向け、情報を集める。別の言い方をすれば、空
間の内的表象もしくは内的地図を構築し、記憶の「しかるべき場所」に置くということだ。わたしたちは移動により生じる情報の流れから、始点、つながり、進路、ルート、目的地を引き出し、その情報から出発地点、中間地
点、到着地点を含む物語を構成する。道路を整理して記憶するこの能力のおかげで、わたしたちは帰り道を見つけることができる。さらに、道中で発見したものを洞察と知識という形に変える。それが次の探索でわたしたちを
導き、方向を教えてくれる。

　ヒトのナビゲーションを成功させるための鍵は、過去を記録し、現在に注意を払い、未来を−−−−つまり到達したい目標や場所を想像する能力にある。その意味では、ナビゲーションには、空間を通過する文字どおりの移動だ
けでなく、時間を通過する精神的な移動も関係している。そうした精神的移動は、「想起（オートノエティック）意識」とも呼ばれる。「ノエティック」は、「わたしは知覚する」もしくは「わたしは理解する」を意味する古
代ギリシャ語の＜ノエオー＞を語源としている。現在では、想起という用語は、時間のなかの自律的主体として心のうちでみずからを表現し、内省と自己認識を可能にする能力を説明するために使われている。

　いったいどのような脳の解剖学的構造が、この魔法のような意識を成り立たせているのだろうか？

　空間記憶には、頭頂葉と前頭葉を含む複数の脳領域が関係している。だが、ヒトの脳でナビゲーション、方向定位、地図作成を担う主要領域は海馬であることを神経学者たちは突き止めている。海馬は側頭葉の奥深くにある
灰白質の領域で、ヒツジの角のように湾曲した特徴的な形をしている。爆竹さながらに発火する海馬の種々の細胞が活動を止めたら、人間は道を見つけたり、行ったことのある場所を認識したりする能力を失ってしまう。海馬
の損傷や摘出を経験した人は、覚醒時の自分の他県を夢のような状態と表現する。場所の記憶やその場で起きた出来事の記憶が消え、すべての場所、すべての体験がつねに新しいものと認識されるのだ。そうした人たちはエピ
ソード記憶、つまり過去の出来事を呼び起こす能力を喪失していて、自己意識の構築になくてはならない新たな記憶を定式化することができない。

　海馬は哺乳類の長期記憶の「何が」「どこで」「いつ」の記録には欠かせない。」

「海馬はときにヒトのＧＰＳとも言われるが、その比喩は単純化しすぎだろう。ＧＰＳが認識するのは、けっして変化しない空間のなかに固定された場所や座標だ。それに対して、海馬の活動はひとりひとりに固有のものであ
り、わたしたちの観点、経験、記憶、欲求をもとに場所の表象を構築していると神経学者たちは考えている。つまり、わたしたちの個性に応じたインフラを提供しているということだ。」
!
「ここ数十年で、人類のナビゲーション・システムの驚くべき幅広さに目を留めた人類学者や心理言語学者が、その年代記の作成に着手している。欧州の都会人、北極圏のハンター、カヌーで海を渡る船乗り、砂漠の遊牧民。そ
れぞれが独自の習慣とスキルを駆使して、自分の現在位置を知り、方向を見定めている。」
!
「道に迷うという体験さえも、文化次第で変わるとしたら？　たとえば、ＧＰＳが特定の文化的条件に対応するためのガジェットであり、場所の直接的な体験や世代ごとの知識から個人を切り離すものだとしたら？　たしかに、
ＧＰＳはおそろしく多様な目的に使えるし、実際に使われている。」

「だが、重要なポイントは、ナビゲーション装置を使うとき、わたしたちは自分の記憶のなかに、過去のナビゲーションの成功者たちが否応なくそうしてきたような形で情報を蓄える必要がないということだ。」
!
「人類のさまざまなナビゲーションのプロセスやシステムのすべてを一語で包括できる用語は存在しない。わたしたちの行動やその方法に関わるプロセスをめぐっては、人類学でも神経科学でも心理学でも意見の相違があり、
いまも論争が続いている。（･･･）でもわたしが思うに、ひとつだけ、いい線を行っている言葉がある−−−−「ウェイファインディング（道探し）」だ。ごくごく簡単に言えば、ウェイファインディングとは、環境中の感覚情報を
使用および整理し、その導きにしたがうことを意味する。地理学者のレジナルド・ゴリッジは「ルートを決定して学習し、環境知識の獲得をつうじて、記憶をもとにそのルートをたどりなおす、もしくは引き返す能力」と定義し
ている。突きつめて考えれば、ウェイファインディングとは、自分と世界とのつながりをめぐる新たな思考方法を提供する概念と言える。」
!
「社会変化と生態系破壊の時代にあって、人間と周囲の世界との関わりを再構築するウェイファインディングの可能性は、途方もなく重要なのではないだろうか。そして、もっと実利的な重要性もあるかもしれない。神経科学
の研究により、人間の生活に対する海馬の複雑かつ美しい影響が解明されていくのに伴い、進路を逐一教えてくれる技術を見境なく使って海馬の活動を鈍らせたらいったい何が起きるのか、その可能性も時代に明らかになって
いる。空間認知、記憶、老化をめぐる研究の着々と増える知見は総じて、海馬をはたらかせないと重大な神経学的影響が生じることを示唆している。海馬の体積が時とともに縮小し、空間的問題の解決方法に悪影響を与えるお
それがあるというのだ。」

「ＧＰＳの機能は、長期的に見て、人間の幸福に微妙な、知らぬまに蓄積するおそれのある影響を及ぼすのか？　その直接的な関係を調べた研究はまだないが、これまでの科学文献では、ＧＰＳ技術に完全に頼り切ると、長期
的には神経変性疾患になるリスクが高まる可能性が示唆されている。」
!
「わたしたちが人生の数分、数時間、あるいは数年を費やす日々の通勤、散歩、探索、遠出、移動、旅、そして冒険に重大な意味があると考えるのは、想像上の昔の日々や過ぎ去った遊牧の時代、徒歩旅行や巡礼をめぐる郷愁
に満ちた、ロマン主義的な妄想にすぎないのかもしれない。

　あるいは、ウェイファインディングとは、この世界に存在するという奇跡のような事実をわたしたちに突きつけ、荒野にいようが都市にいようが、顔を上げて注意を払い、認知的にも感情的にも周囲の世界と関わりを持つこ
とを求める営みなのではないだろうか。ひょっとするとそれは、自由と探検、そして場所との親密な関係を取り戻せとわたしたち人類に訴えかけてさえいるのかもしれない。」
!
「スティルゴーは『景色とは何か？（What Is Landscape?）』のなかで、次のように書いている。「景色の分析は、人に力を与える。注目する−−−−いかなる種類の記録もつけずに、視覚的であれほかの方法であれ、何かに注目
する−−−−という行為は、ものごとを明らかにし、人の心を引きつける。日々に雑事で足早に歩きまわりながら目にする光景をつなぎあわせるときには、意志と習慣した必要とされない･･････景色の探索は、たとえ何気ないもの
であっても、それ自体がセラピーであり、魔法である。だが、それは好奇心と注意深い観察にかかっている」。（･･･）

　いま、スティルゴーがとりわけ心配しているのが、わたしの世代やこれから生まれてくる世代のことだ。そうした世代では、ＧＰＳはごく自然なウェイファインディングの手段になっている。ＧＰＳを使うためには、自分がど
こへ行きたいかをあらかじめ知っておかなければならない。したがって、ＧＰＳは「さまよい歩く」という行為の天敵だ。スティルゴーによれば、探索−−−−徒歩が好ましいが、自転車やカヌー、馬、スキーでもいい−−−−は。発
見を促すという点で、頭の体操にはもってこいの行動だという。そして、探索を人類が知恵を得るための最重要手段と見なし、心と頭をさまよわせることのできる一種の歩行訓練として礼賛する人からすれば、人類が単なる効
率と引き換えにその稀有な能力を手放す未来ほどおそろしいディストピアはない。スティルゴーに言わせれば、道に迷うことは発見のチャンスだ。それはあらゆる感覚を研ぎ澄ますことを求め、観察力と可能性を高める最高の注
意力を引き出す。」




☆mediopos-2256　　2021.1.19

■デイビッド・ウォルトナー＝テーブズ（片岡夏実 訳）!
　『人類と感染症、共存の世紀／疫学者が語るペスト、!
　　　　　　　　　　　狂犬病から鳥インフル、コロナまで』!
　（築地書館　2021.1）!
■アランナ・コリン（矢野真千子 訳）!
　『あなたの体は９割が細菌／微生物の生態系が崩れはじめた』!
　（河出書房新社 2016.8）

人は微生物とともに進化してきた 
人から微生物を除くと 
そのからだの１０％ほどしか残らないほどだ !
動物たちや虫たち 
そして植物たちもまた 
微生物と共生することで生きている !
宿主たちが減り絶滅すれば 
微生物たちもまたその生息環境を失い 
存在ができなくなるか 
新たな生息環境をさがし 
その場所に適した姿で生きていくことになる !
環境破壊が動植物に及ぼす影響は議論されても 
微生物に及ぼす影響とその対策についは 
考慮されることは少ないようだ !
わたしたちのからだの９０％を占める微生物 
その生態系もまた崩れ始めている 
その存在にもっと目を向け 
共生共存者としての環境づくりを行うことなく 
わたしたちは生き延びていくことはできなくなる !
感染症との関係も同様である 
感染症と戦うという発想（物語）を 
変えていく必要があるようだ !
その戦いはじぶんとの戦いになるからだ 
その戦いに勝つことは 
じぶんを敗者にしてしまう矛盾を抱えることになる 
共生共存するための 
調和できる関係づくりが重要であり 
ほんらいそこに勝者も敗者もないのだ 

わたしたちはからだの１０％では生きられない 
９０％を占める細菌のほんの一部が 
病気の原因となってしまうとき 
その一部を取り除く対処療法的な戦いをすることも 
時には必要なこともあるのだろうが 
必要なのはなぜそうなってしまったのかを 
生体全体さらにいえばその置かれた環境も含め 
その生態系全体について見ていかなけばらない !
そうした観点はからだや自然についてだけではなく 
心的なものについても必要だと思われる 
さまざまな心的な病もまた 
対処療法的にとらえることでは 
まさにじぶんとの戦いになってしまう !
からだ１０％で細菌９０％と戦うように 
心の１０％で無意識のじぶんの９０％に 
無謀にも戦いを挑むようなものだから 
じぶんと戦って勝ち目はなく 
結局のところ共倒れとなることになる 
重要なのはじぶんの心的生態系を 
いかに調和させ順応していくかということなのだ 



■デイビッド・ウォルトナー＝テーブズ（片岡夏実 訳）

　『人類と感染症、共存の世紀／疫学者が語るペスト、狂犬病から鳥インフル、コロナまで』

　（築地書館　2021.1）


■アランナ・コリン（矢野真千子 訳）

　『あなたの体は９割が細菌／微生物の生態系が崩れはじめた』

　（河出書房新社 2016.8）
!
（アランナ・コリン『あなたの体は９割が細菌』より）
!
「私たちは微生物たちに頼るように進化してきた。人体から微生物がいなくなったら、真にヒトの部分はわずかしか残らない。ヒトの部分は一〇％でしかない。」
!
「ヒトゲノムは、過大に期待されていたにもかかわらず、生命の設計図や暮らしの哲学になるほどの存在ではどうやらなかったようだ。私たちは人間全般の特性や個人の性癖を語るとき、「だって、そういうＤＮＡなんだから」とよく言う
が、実際にはヒトのＤＮＡが私たちの日常生活を左右することなどほとんどない。しかし、人体にはほかに一〇〇兆個の細胞ちょ四四〇万個の遺伝子をもつ微生物がいる。彼らと共に進化してきた私たちは、彼らなしには生きていけない。
この残りの九〇％が加わってやっと、ダーウィンの進化論は私たちの人生に意味あるものとなる。

　数百万年ものあいだ私たちと共に旅してきた微生物の存在に敬意を払うこと。これこそが、私たちの真の姿を理解し、ひいては一〇〇％のヒトになるための第一歩だ。」
!
（デイビッド・ウォルトナー＝テーブズ『人類と感染症、共存の世紀』より）
!
「私たちの大部分は二〇世紀の特徴である荒れ果てた風景、失われた生息地、消えゆく大型動物に気づいている。私たちは鳥やサイの絶滅を心配している。ある節足動物、ミツバチやチョウのようなものを守ろうとしながら、同時に別のも
のを殺そうとしている。それでも、消えゆく動物たちをすみかとする何兆というウイルス、酵母、菌類、細菌について、また、私たちがその生息地を壊して鉱山や牧場や都市にしてしまったら、こうした微生物相がどこを新しいすみかとす
ればいいか。もっとも環境保護意識が高い者でさえ考えることはめったにない。本書で述べる病気は、ある意味で、そうした失われた生息地と消えゆく種からの顕微鏡サイズの難民が関わっているのだ。

　地球上のすべての生き物は、機能不全を起こしている一つの大家族だといえる。その中ではほとんどの細菌、ウイルス、寄生生物が有益で不可欠であり、病気には本質的に有益な役割があり、私たち自身が微生物から進化し、微生物で構
成されている。私たち−−−−厄介ですばらしい。矛盾した人類を含めたこの大家族−−−−は、ある種の真剣な物語療法の力を借りて、問題を解決することができる。戦争は、動員、技術兵器、国家の威信、市民的自由の停止、外国人嫌悪、副
次的被害を伴うため、いかに感染症と闘うかの比喩としてよく使われる。だがそれはあまりに貧困で偏狭なイメージだ。たぶん政治、いわゆる可能性の技術のほうが比喩としてふさわしい。戦争は最後の手段だ。

　数千年にわたって病原菌と闘い、最悪のもののいくつかを撲滅したわれわれは、病原体と交渉し、互いに必要とするものを融通しあい、形式的なちょっとした小競り合いをし、双方にそこそこ許容範囲の犠牲者を出して終わるという道さ
えも見いだせるかもしれない。二一世紀には、われわれには共通の未来があることが、あるいはそもそも未来なんかないことがわかりつつある。だが、そうした未来のためには、今までと違う生態学をより意識した形で、私たちはみずから
学ぶ必要がある。数多い過大の一つが、その学びを新しい常識、われわれが共有するこの驚くべき惑星への思いやりに満ちた、他の人々や他の生物種との連携のようなものに変換することだ。
!
「二〇二〇年のＣＯＶＩＤパンデミックの教訓の一つが、自然の「支配者にして所有者」になりたがるより、私たちはサーファーになって。コントロールできない力の波に乗り、順応しようとするほうがいいということだ。だが、どうやっ
て？

　『千夜一夜物語』でシャフリヤール王は、最初の妻に裏切られたと感じ、すべての女性に復讐しようとする。王は宰相に命じて毎夜新しい花嫁を連れてこさせ、翌朝には首をはねさせる。宰相の美しい娘、シェヘラザードは、すべての女
性のためにみずからのイノチを賭ける決意をする。シェヘラザードは、美しいとは言えない妹のディナルザードをこの非暴力的な策略に誘う。毎日、夜明けの直前、ディナルザードはシェヘラザードを起こし、物語をせがむ。王は、もちろ
ん聞いており、夜明けにはもっと聞きたいという気になっている。王は毎日、シェヘラザードを生かしておくことにする。やがて王は、まずシェヘラザードの物語を、やがてシェヘラザードを愛するようになり、残忍で横暴な妄執を捨てる。
シェヘラザードは長く有意義な人生を送り、世界中の若者と平和活動家に称賛される。

　シェヘラザードの物語は、つまるところ、私たちすべての物語だ。地球は、シャフリヤール王のように、私たちの目の前で多くの種の首をはねてきた。地球の歴史は突然の、あるいは緩慢な大量絶滅に満ちている。地球は文字通りわれわ
れの祖先の骨と分解された分子からできている。われわれ人生も宿主と、われわれを支えている細菌を裏切ってきた。すぐにグリプトドンや翼竜と同じ道を歩みたいのでなければ、世界人類は十分な精神療法を受ける必要がある−−−−ただ
の精神療法ではなく、私たちがみずからの物語を、生存、公正、生態学的なくつろぎ、居心地のよさの物語として、作り直し、語り直してきた物語療法を。この物語を見つけるには、これまでに試みたことのない調査研究の取り組みが求め
られる。シェヘラザードのように、私たちの命がそこにかかっているのだ。」
!
「人獣共通感染症の自然史は、私たちの感染症への取り組みは戦争ではないことを教えてくれる−−−−あるいは、もし戦争だとしても、それはわれわれの自身との戦争なのだ。微生物は私たちのまわりじゅうに、私たちの中に、地球上の動
物の仲間たちの、至るところにいる。私たちの取り組みは、究極的には地球全体の連帯と、鋭く注意深い生態系意識だ。以前私は、人口過剰と成長の限界を心配する人から、おまえは疫学者として人の命を助けることで、問題の一端を担っ
ているのだと告げられたことがある。結局のところ、われわれは自分の心配を、あるいはわれわれが住む惑星と、それを共有する他の生き物たちの心配をすべきであると論理的、科学的に証明する研究はない。私たちの心配は、道徳的立
場なのだ。」

「いいニュースもある。地域社会一つひとつから始まった世界中に、この怖ろしいパンデミックのさなか、新しい世界的なビジョンが生まれ、予想だにしなかった複雑さと謎と美に満ち溢れた惑星、理論的にも実践的にも手段がないために
探求されなかった世界が明らかにされているのだ。この新しいビジョンから生まれるのが、物語に、それもわれわれの大いなる妄想の陰に隠れた興味深くすばらしい物語に満ちた、世界という小説だ。生物圏はまだ私たちを生かしておいて
くれるだろう。あるいは、もし物語が私たちを救わないとしても、それは少なくとも、われわれの今際の際、人類最後のときに、こんな台詞をわれわれに言わせることだろう。「われわれは立派にやったじゃないか？　全世界に語るに値す
るみずからの物語を残したのだから」」




☆mediopos-2257　　2021.1.20

■松村潔『人間は宇宙船だ／次元を越えて隣の地球へ』!
　（ナチュラルスピリット 2020.12）!
■アルバート・ズスマン（石井秀治 訳）!
　『人智学講座　魂の扉・十二感覚』!
　（耕文舎＋イザラ書房 1998.春）!

わたしたち人間は 
惑星・地球で進化している存在だ 
霊的人間観も 
その惑星・地球でのそれである !
シュタイナー神秘学では人間の構成要素を 
霊・魂・体の三分節で説明したり 
そのそれぞれを 
霊人・生命霊・霊我という霊 
感覚魂・悟性魂・意識魂という魂 
肉体（物質体）・エーテル体・アストラル体という体 
という九分節で説明したりする 
七分節の場合は 
肉体・エーテル体・アストラル体・自我 
そして霊我・生命霊・霊人だ !
その構成要素は 
あくまでも惑星・地球システムにおける 
現在の人間のそれであり 
システムが変わればその構成要素も変わる !
シュタイナー神秘学で重要視される 
太陽霊であるキリスト存在が 
惑星・地球システムのなかで存在し得たことが 
地球紀における最重要なゴルゴタの秘儀となったのは 
恒星システムにおける存在形態をもった存在が 
人間の霊的進化に衝動を与えるために 
惑星・地球システムにおける人間として 
顕現したという稀有の現象だったからだ !
シュタイナーが現代においてキリスト存在が 
エーテル界に出現していると示唆しているのは 
キリスト存在は現代では物質界には肉体を持ちえず 
その七分節の最低レベルにおける身体が 
エーテル界であるということでもある !
惑星・地球で進化している存在であるということは 
物質を認識する存在として 
グルジエフ的にいえば 
惑星意識Ｈ４８を生きているということがいえる !
Ｈ○○というのは存在の振動密度のことで 
数字が少ないほどそれはいわば高次になり 
Ｈ４８より高いＨ１２やＨ２４を知覚することはできない !
知覚できるのは月Ｈ９６やＨ１９２の空気 
Ｈ３８４の水・Ｈ７６８の土だ 
ちなみに絶対（全宇宙）はＨ１・全太陽はＨ３ 
恒星はＨ６・全惑星へと下に向いた太陽はＨ１２ 
そして全惑星はＨ２４ということになる 

惑星・地球で進化している人間は 
現在Ｈ４８の惑星意識のなかでしか 
宇宙を認識できないということである !
逆にいえば、Ｈ４８よりも高次の意識システムの存在は 
わたしたちが認識している物質のなかには顕現できず 
それを認識することはできないということである 
つまりエーテル界以上の構成要素しかみることができない !
「人間は宇宙船だ」というのは 
現在の在Ｈ４８の惑星意識を越えて 
宇宙を旅するということは 
みずからの意識システムを変えることそのものが 
宇宙船となってそのシステムで顕現するということである 
その場合に宇宙船というのは 
わたしたちのイメージしているような 
物質的な宇宙船ではなく 
意識システムそのものとしての存在ということだ !
さてここからが本題なのだが 
人間はなぜこのＨ４８の惑星意識という 
物質しか認識できない世界に存在しているのか !
かつて仏陀はみずからが経験した高次の意識は 
だれにも理解できないだろうということもあって 
涅槃（高次の宇宙システム意識）に赴くことを断念 
地上に留まって教えを説いた !
じぶんだけが涅槃にゆくのではなく 
すべての人類にその衝動を与えようとしたのだ 
往相と還相ということにもみられるように 
涅槃に赴くだけが目的ではなく 
むしろ還相こそがその営為にとっては重要となる !
ほんらい太陽霊は受肉できないにもかかわらず 
さまざまな霊的プロセスを駆使して 
キリスト･イエスという人間としての秘儀を行ったが 
それは高次の存在の供犠でもあった !
みずからが宇宙船となって 
高次レベルの宇宙を旅することもできるにも関わらず 
そうした衝動をどのようにとらえればいいのだろうか !
この地球のなかで流転を繰り返すことを 
地球に囚われているとすることもできるが 
その囚われのなかでしか得ることのできないものが 
この物質的なものの経験にあるととらえることもできる 

しかしどのシステムにおいて存在するとしても 
おそらく重要なのはそれぞれのシステムおいて 
目覚めているということなのだろう !
キリスト・イエスが十字架の上で 
「父よ。彼らをお赦しください。 
彼らは、何をしているのか自分でわからないのです。」 
そう言ったように 
じぶんが何をしているのかを自覚していること 
ゲッセマネの園で眠り込んでしまわないように 



■松村潔『人間は宇宙船だ／次元を越えて隣の地球へ』

　（ナチュラルスピリット 2020.12）

■アルバート・ズスマン（石井秀治 訳）『人智学講座　魂の扉・十二感覚』

　（耕文舎＋イザラ書房 1998.春）
!
（「松村潔『人間は宇宙船だ』より）
!
「わたしは１２感覚を占星術の１２サインと結びつけたシュタイナー−ズスマン説はかなり便利なものだと思った。生命は縦に七つの層を持ち、そして横に１２の感覚を持つ。世界は感覚で受け取るものなので、感覚の働きがな
いなら、何も見ない、何も感じないというものになり、世界を認識できない。」
!
「シュタイナー−ズスマンは視覚や思考の反映ということをしつこく説明している。これは視覚というものはよく見間違うということとも関係する。事前に自分の抱く概念や思いがあり、それを裏書きする映像を見て、ほら、
やっぱりと思うのだ。そしてそれ以外のものはなかったかのように見落とす。原初の二極化として、聖書にあるように、神は天と地をわけたという思考を作り出した。すると、わたしたちはこの天と地があるという思考から逃れ
ることができず、視覚で上空の空と下にある大地という光景をそのまま見る。思考はそもそも個人所有ができないものだが、惑星意識Ｈ４８人間は物質的個体に捕まっているので、物質的に見えるものに依存して生きる。個人所
有できない思考が、視覚に反映されていくことで、思考は個人が所有できるものだとみなす傾向も出てくる。多くの人が目の前に同じものを見るというのは、個人所有できない思考が、それぞれの視覚に映し出されているという
ことでもある。」
!
「グルジェフの思想だと、絶対の一なる原理は、創造のために自己分割をしていくが、１、３、６、１２、４８、９６の順番で、創造の光線が降りることのでき低減は９６の法則までだ。創造の光線を意識とか、想念とかみなし
てもいい。９６は月の振動密度や動物磁気、低次エーテル体などと名づけられるが、意識や想念にしたがって変化するのはここまでで、それよりも振動密度の低い物質は想念になかなか従わないということだ。想念に従わないか
らこそ、反対に言えば、不安な気分などがあっても、それに動じず、物質は安定してじっとしており、多くの人はそのことに依存して生きている。」
!
「わたしはマクロコスモスについては、グルジエフの体系を考えることが多いのだが、グルジエフの体系は太古から続く精神体系をすこし細かくしたようなもので、コスモスの単位についての尺度は、一つの音は七つに分割され、
この七つのうち一つのなかにさらに七つができ上がるというような７の連鎖で考える。これはグルジエフに限らず、神智学や古い宗教体系ではだいたい共通していると思われる。」

「恒星あるいは太陽の先に、七つの恒星を示す全体用がある。この先に全宇宙という定義のものを想定するが、全惑星の次に惑星群を抱え込んだ太陽、恒星としての太陽という区別をしたように、七つの太陽である全体用の先に、
いきなり全宇宙、つまりこの宇宙においての無があるということにすると段差がありすぎるような気もする。」

「わたしは下に向いた太陽と、月として上に向いた太陽との二つに分けてしまったので、法則の数あるいはグルジエフ式の水素の番号がグルジェフの説明とは合いにくくなった。

　＜絶対＞は法則１、全宇宙は法則３、太陽は法則１２と説明されているが、最近よく説明する方式としては、＜絶対＞と全宇宙は法則１、全体用は法則３，上に向いた太陽としての恒星を法則６，下に向いた太陽を法則１２と
入れ替えた。」
!
「人間を身体的存在とみなすがゆえに、ともかくこの身体だけを強引に宇宙船に乗せて行けば、人間はどこかに生けると考える。だが、霊・魂・魄・肉という分類とは少し違うわけだが、人間を思考・感情・身体の三分節の生き
物だと考えた場合は、実はどこかに旅行しても、身体はそこに行くが、感情と思考がついていくとは限らないということをもっと真剣に考えないといけない。」
!
「霊・魂・魄・肉という四つの分類もあれば、思考・感情・肉体という三つもあると言っても、基本の仕組みは別のことを指しているわけではなく、もっとくわしく分類すると人間は七つの要素でできている。グルジェフ式に言
えば、霊を占める高次センター、魂を示す高次感情センター、加えて思考センター、感情センター、身体性。身体性の内部を三つに分割して、性センター、本能センター、動作センターに分けて、合計七つのセンターがあるとい
う。これはチャクラの七つでもいいし、音階の７つの音と言ってもいいし、つまり人間は七つの中枢が精密に連動して生きているものであり、１つでも欠けがあるとその人間は維持できないのだと考えると、宇宙旅行をする時に
は、この全部が軸ずれすることなく運ばれなくてはならない。」
!
「どこかの宇宙に宇宙船に乗って入っていく時、宇宙と宇宙船は分離したものとして、大きな空間に異物が入り込んでいく光景を思い浮かべるが、これは地球に住む固形物としての人間が思い浮かべることで、実際は特定の宇宙
に同調することでその宇宙の中に入る。つまり宇宙船はその宇宙そのものになる。この宇宙船の一番底部は、特定の時間・空間に同調し、他の感覚はそれにあわせていくことになる。

　世界のどん底にあるのが視覚と触覚だが、視覚はどん底に向かい、触覚はこのどん底から上昇しようとしている。どん底に降りたおとめ座の視覚こそ、感覚の中ではもっとも強固で重い。これは船をどこかに固定するために降
ろす錨のようなものかもしれない。錨は小さなもので、ピンポイントの場所に釘付けするので広範囲にわたる場所に下ろすわけではない。人は見たもにに支配される。錨は何かを見ることで下ろしたことになる。

　かなりの人が人間は視覚に支配されていると自覚しているはずだ。何かを見た時、確かに見たのだから、それは現実だと感じる。ということは反対に、この視覚と、となりにある触覚を自由に扱うことができたら、他の感覚が
それについてくるもはそう難しくないので、かなりの比率で自由を獲得するのではないかと思える。どれかの感覚にひどく固執して、すなわち特定の世界とそれに結びついた感覚にしがみつくと、もちろん宇宙船の移動は難しい
ので、まずはこの世界と深く結びついた１２の感覚とその結びつきをすこしずつ緩めて、可動性が高くなるようにしつけておくとよい。」
!
「視覚は広い範囲を見ることができない。視覚は狭い範囲を見るようにすればするほど明確になり、広い範囲を見ようとすると視覚の重さが減じて、だんだんと曖昧で力のないものになる。何より、わたしたちは身体の前方に目
がついていて、後ろには目がない。この段階で、視覚は世界の前半分しか見ることができない。この部分化、分割というものが物質界の特徴で、目で見ることのできる前半部分を昼、目で見ることのできない後ろを夜に対応する
とたとえてもいいかもしれない。

　この区分けの結果、たとえばわたしたちは起きている時を自分の活躍する時間帯だと思い、寝ている時は何もなかったことにしようとする。（･･･）

　前だけが見えるのが目だが、さらに、この前に見える視界をすべて見渡すわけではなく、視野狭窄症のように、興味を向けたものにフォーカスして、それ以外についてはあたかもなかったかのようにする。意識は射出されるこ
とで働くという時、意識と対象、すなわち主体と客体の二極化が起こることで、意識は客体に束縛されるが、同じように視覚は見たものに捕まり、それ以外のものを排除することで、自分の存在をどんどん限られた小さなものに
していく。真偽、善悪など白黒はっきりさせるのがおとめ座という点では、これをもっとも忠実に表現しているのが視覚なのだ。」




☆mediopos-2258　　2021.1.21

■鈴木大拙（杉平顗智 訳）!
　『華厳の研究』!
　（角川ソフィア文庫 令和2年12月）

原初の仏教は 
自性を認めていないといわれる 
自性とは実体であるアートマン !
仏教の根本理念には 
諸行無常 
諸法無我 
涅槃寂静 
という三法印があるが 
そこには自性はなく 
関係性そのものが世界となっている !
変わらないものはなく 
すべては関係性のなかにあり 
そのことを悟ることで 
安らかな境地に至れるというのだが 
であるならば 
悟る者も安らぐ者もそこにはいないことになる !
悟る者・安らぐ者という 
意識がそこにあるとすれば 
そこにはなんらかのかたちで 
意識する者とその対象が 
顕れているということになる 
いってみればそれが無明でもあるのだが 
しかしその意味では 
無明であるがゆえに 
世界は現象化しているともいえる !
大乗仏教は 
仏教ではないともいわれる 
鈴木大拙の理解でいえば 
究極の実在として 
森羅万象のあらゆるものの根源に 
「心」を置くからである 
いわゆる大乗起信論的な如来蔵である !
たしかに関係性だけで成立することを超えたとき 
それを仏教と名づける必要もないのかもしれないが 
世界には無数の意識が 
多様なかたちで存在し現象化している 
そしてそれらの意識・存在はすべて 
その多様性のままで「空」であり 
その空性において 
すべてが光明荘厳されているととらえるのが 
華厳の基本的な宇宙論ではないかと勝手に理解している 

つまりすべての意識・存在は 
その関係性において上下の階層はなく 
すべてが中心であり 
霊的な光に満ちながら無限に重なり合い 
互いに鏡のように照らし合い 
永遠に光り耀く「法界」が顕現している !
解脱とはそのことを悟ることであり 
すべては照らし合う存在である以上 
自身だけにそれを留めておくことはできない 
森羅万象を含むあらゆる存在は 
ほんらいその法界にあるにもかかわらず 
それに気づけずにいるから 
気づきをもたらさずにはいられないというのが 
悟った者としての菩薩であるといえる !
しかし仏といい菩薩といっても 
決して上下に階層化された関係ではありえず 
中心と周縁をさえつくらない 
すべての存在は中心であり照らし合っている 
まさに自由の無限展開ともいえるのだ !
そうした華厳の認識は 
人と人だけではなく 
森羅万象すべての関係性に 
ほんらいの霊性をもたらしてくれる !
そのことに 
すべての存在が気づき 
法界そのものが世界へと変容しようとする･･･ 
それは一なるものがみずからを映す鏡をつくり 
みずからの姿を写しだし 
みずからを識ろうとするプロセスでもあるのかもしれない 
その意味で多として顕れる存在に自性としての実体はなく 
一なるものそのものが無としての実体であるともいえる 



■鈴木大拙（杉平顗智 訳）『華厳の研究』（角川ソフィア文庫 令和2年12月）


!
「一切の存在をその多様性のままで空とするのは、『般若波羅蜜経』の偉大なる業績である。それはインド心性によってなし遂げられた最大の業績の一つである。自証聖智境界を仏教生活の基底として挙揚することは、禅が
解釈する限りでの『楞伽経』の使命である。そしてまたこれを菩提達磨以前のシナ仏教徒が十分に理解し得なかったところである。しかしながら、もし禅匠たちがこれら以外になお何かを有していて、それによってかれらの

働きを一層強化することがなかったとしたら、おそらく禅が東洋の諸民族の精神的生活の一般的形成においてあのようなめざましい成功をおさめることはできなかったであろう。壮大なあの直観----その広大さにおいて、そ

の深さにおいて、またその透徹さにおいて、壮大なあの直観----『華厳経』の本質を形造っている壮大なあの直観----は、全世界の人々の霊的生活のためにインド心性が打ち立てた巍然たる記念碑である。かくして禅は必然的

に『華厳経』の豪華なる王宮的建築の中にもまたその住処を打ち立てる。すなわち禅は『華厳』の無数の荘厳の一つとなる。他の見地からいえば、禅は発展して法界をかざるところの一切の荘厳となるのである。」
!
（安藤礼二「解説」より）
!
「『日本的霊性』の後、やはり華厳を一つの重要な主題とした『仏教の大意』（一九四七年）を経て、一冊の書物全体を費やして華厳のもつ可能性を論じ尽くしたのが本書、『華厳の研究』（一九五五年）であった。」
!
「大拙にとって禅と華厳に共有されているものとは一体何であったのか。一言でまとめてしまえば、この世界に存在する森羅万象ありとあらゆるものの根源、「究極の実在」である「心」を探究し、その「心」がもつ諸相、
その「心」がもつ可能性を明らかにしてくれる方法にして実践であった。しかしながら、きわめて中国的に組織された教えである禅は、ややもすると「文字」による宗教的経験の体系化を軽んじ、ある場合には徹底して拒否
してしまう場合もあった。それとは対照的に、きわめてインド的に組織された教えである華厳は、直観によってはじめて到達できる宗教的経験の根底にしてその諸相、「究極の実在」である「心」すなわち「法界」にひろが
る風光を見事に、しかも美しく、大拙の言葉を借りれば、その広さにおいても深さにおいても、さらにはその透徹さにおいても、表現することを可能にしてくれた。華厳をあらためて自らのなかに取り込むことで、禅は限り
なく豊穣な教えへと変貌することができた。第悦は、こう記している。すなわち禅は『華厳』の無数の荘厳の一つとなる。他の見地からいえば、禅は発展して法界をかざるところの一切の荘厳となるのである。」


　それではまたなぜ、善財童子という若き一人の求道者、ごく普通の一人の有限の人間の前に、無限の仏が住まう世界、悟りをひらいた仏陀が生きる「法界」の扉がひらいたのか。大拙は答える。善財は、大乗仏教が理想と
する「菩薩」を体現する存在であったからだ。『華厳経』（「入法界品」）は、その全体を通して、菩薩とはどのような存在であり、どのようぬ生きなければならず、その結果として、自らの前にどのような世界がひらかれ
てくるのかを明らかにしてくれる教えだった。『華厳の研究』の第二篇では、「大乗」の菩薩とはどのような存在であったか「小乗」の声聞と対比されながら論じられ、第四篇「華厳経における発菩提心」では、どのように
生きれば菩薩となることができるのか、その条件である「菩提心」を起こすこと、あるいはそこで起こされた「菩提心」とは一体どのようなものであるのか、その詳細が論じられていた。そして第三篇「菩提の住処」では、
「菩提心」を起こすことで「菩薩」となった者の前にはじめてひらかれる「法界」の在り方が具体的に論じられている。


　菩薩として生きる。それこそが、大拙が理解した意味での仏教の本質、大乗仏教の東方的な展開にして仏教全体（インド、中国、日本）の総合でもある「東方仏教」（極東の仏教）の根幹に据えられたものだった。だから
こそ、大拙がその探究の最初に選ぶとともに最後に選び直さなければならなかったのが、菩薩の理想にして理想としての菩薩の姿を描ききった華厳の教え、その教えが過不足なく十全に表現された「入法界品」だったのだ。
それでは、菩薩とは一体どのような存在であったのか。大拙は、『華厳の研究』の第二篇のすべてを費やして答えてくれている。大拙は、簡潔にこうまとめている。「菩薩の本質は、有情のみならず非情までも含む一切衆生
の正覚と解脱と救済とに関連する」。菩薩は自身だけの悟り（正覚）と救いを願わない。なによりも他者の、しかも人間のみならず草木や国土もそのなかに含めた森羅万象あらゆるものの悟りと救い、「一切衆生を究極の解
脱、すなわちこの世界のものでない至福の状態に導くこと」を願う。」
!
「善財が無限に重なり合う楼閣のなかに見るのは自己の生がもつ無限の可能性だけではない。他者である弥勒の生がもつ無限の可能性をもまた同時に見るのだ。他者を救うことは自己を救うことであり、自己を救うことは他
者を救うことであるからだ。自己のもつ可能性を尽くすことが同時に他者の可能性を尽くすことになる。


　華厳の認識は、新たな社会関係、人間同士の関係のみならず人間と森羅万象あらゆるものとの関係性を再構築していくための手段とさえなるであろう。華厳の教えを基盤として、「霊性」としての体験を共有した、「霊性」
としての社会関係が築き直される。自己の自由、自己の主体性を失うことなく、しかもそうした自己の内へと閉じこもるのではなく、自己を外なる無限の他者へとひらいていくことを可能にする。なぜなら、「光の本質的性
質は相互に干渉し合うことなく、相互に妨げ合うことなく、相互に破壊し合うことなく、入り交じり得るところにある」からだ。華厳はそう教えてくれる。現在、われわれが切実にその実現を求めている、物質と精神の立場
をはじめとするあらゆる差別にして区別、矛盾にして闘争、つまりは分断を乗り越えていくための社会的ネットワーク、「霊性」の光にもとづいた新たな社会的ネットワーク構築の可能性さえ夢想させてくれる。


　しかも華厳を禅とともに考え、禅を華厳とともに考えることで、霊的な光に満ち、現代の集合論さえ先取りするような「毘盧遮那荘厳蔵楼閣」をごく普通の人々が生きる家に、あるいは禅僧の一つの理想である、あらゆる
伝統や制度を粉微塵に打ち砕く「大破砕者」、さらには無一文にして無所有となった者が自由に生きる「無住」の場、どこにも「根づけられていない」場に、容易に転換していくことが可能になる。理論と実践が一つに総合
される。そこでは、「仏はもはや天上の光に包まれた超越的存在ではない、われわれの中に歩み、われわれと共に語る、われわれと同様な一個の老紳士である、全く近づき易い見なれた存在である」。


　そのような、どこにでもあると同時にどこにもない場所にこそ「霊性」としての心、すなわち「本願」としての心、大悲にして大慈の「菩提心」が立ち上がってくる。それが「存在」の故郷となる。すべての主観的な事象
（精神）とすべての客観的な事象（物質）の根底にあるとともに両者を生起させる「実在」（大文字のリアリティ、すなわち真に実在する唯一のもの）、永遠に光り耀く仏陀が生きる「法界」が、おのずから顕現してくる。
そここそが、鈴木大拙が最後にたどり着こうとした霊性の光満ちあふれる「住処」である。」
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■塚本邦雄!
　『薔薇色のゴリラ／名作シャンソン百科譜』!
　（人文書院 1975.9）!

行きつけの古書店に 
歌人・塚本邦雄の著作の数々をみつけたのもあり 
ここ数ヶ月新古今和歌集周辺の人物や短歌を中心に 
毎日のようにいろいろ渉猟している !
そうしたなかで 
塚本邦雄の愛したシャンソンの数々を 
回想をまじえて紹介しているのが本書 
（新刊書では入手できないが古書店では入手可能） !
紹介されているシャンソンの歌詞も 
塚本邦雄ならではの言葉で選ばれまた訳されている 
これは初版の1975年のものだが 
その後1995年に再版されているようだ 
当時はまったく知らずにいた !
シャンソンといえば 
武満徹が第二次大戦中 
勤労動員された食糧基地の宿舎にやって来た 
学生将校が蓄音機で聞かせたという敵性音楽であるシャンソン 
『聴かせてよ、愛のことばを』(Parlez-moi d'amour)が 
武満徹の音楽家としての芽生えとなったそうだ !
そのとき武満徹が聴いたのは 
リュシエンヌ・ボワイエの歌だったけれど 
ジョセフィン・ベーカーだと思いこんでいたとのこと 
そのことを立花隆から指摘され 
リュシエンヌ・ボワイエとしていたが 
「客観的事実より、自分の記憶の中の事実を大切にしたい」として 
記述をジョセフィン・ベーカーに戻している !
じつのところシャンソンは限られたものしか聴いていない 
しかもフランス語もたどたどしくなぞっていくしかないけれど 
「典型的な歌曲（メロディー）に倣ひ、曲は決して詩を凌駕歪曲せず、 
むしろ朗唱に傾くくらゐの歌ひ方のもの」という 
塚本邦雄流の魅力的な強いこだわりを導きとしながら 
しばらくその世界に遊んでみたいと思っている 

ジャンルを問わず小さい頃から音楽を聴くのが好きで 
ずいぶんいろんな音楽を聴いてきたと思っていたが 
その歴史も半世紀以上経ってはじめて 
ようやく耳がひらかれるものがあることを 
逆にいえばまだほとんどひらかれていない耳があることを 
こうしてあらためて実感できるのもとてもうれしい !
どんなテーマでもそうだけれど 
歳を重ねることでこそひらかれ深められていくようでありたい 
その逆になったとき時はそこで止まり過去に戻ってしまうから !
ちなみに本書のタイトルにある「ゴリラ」は 
ブラッサンスの同名の曲にちなんでつけられている 



■塚本邦雄『薔薇色のゴリラ／名作シャンソン百科譜』（人文書院 1975.9）

　※漢字は現代表記に改めています
!
「劇（ドラマ）の欠落したシャンソンは詰まらない。歌詞をたどるだけで傑れや短編小説や三幕物の芝
居を読み、かつ観るような感動を受けるのが、そもそもシャンソンの醍醐味である。」

「真にフランス語の醍醐味を味はふためには、ブラッサンスを筆頭とする近代詩詠唱家物を選ぶのが妥
当だ。それも古典的な歌曲（メロディー）に倣ひ、曲は決して詩を凌駕歪曲せず、むしろ朗唱に傾くくら
ゐの歌ひ方のものがよからう。」
!
「手探りに近い恰好で私が独り蒐め、独り聴きかつは愛して来た「シャンソン」についての、ささやか
な思ひ出と、信仰告白と同時に愛想づかしを、一度は纏めたいとかねがね思ついてゐた。愛想づかしの
度が過ぎて、私はここ十年余りシャンソンには全く興味を感じなくなつてからのことである。騒騒しい
似非非シャンソンの悪貨が、私の愛惜する正統シャンソンである良貨を駆逐し尽くすならそれはそれで
仕方のないことだ。グレシャムの法則の罷り通るのは何もシャンソンの世界だけではない。そして良貨、
悪貨の判定基準も全く主観的なもので、ベル・エポックはともかく、いつまでもモノーにコスマではな
くてはシャンソンを聴いた気のしないのは、一に私の感傷と反時代性によるものだらうと、口を噤んで
ゐた。

　ボリス・ヴィアン以降、すなはち’60以来のロック・シャンソンにほとんど生理的な反発を感じ、雨後
の筍さながらのブラッサンス擬き、吟遊詩人紛いに軽侮の年を覚えて、古いレコードの黴の臭ひと共に
過去へ自己流謫を試みてゐた折も折、’74年一月、ブリュアン・ギルベールを筆頭に二十五枚の懐古盤が
オデオン盤で一挙に発売されてゐたことを知つた。知つたのは’74年も暮れ近い頃のことである。単に懐
古趣味とはいへまい。古典への憧憬、正統復活のキャンペーンが日本のシャンソン愛好家の間でもやう
やく盛上つて来た例証のひとつではあるまいかとひそかに期待してゐる。同時にピアフ、ブラッサンス
以後現れた新人は皆亜流や屑と頑なに信じて拒絶反応を呈してゐた私の感受性を、バルバラが見事に宥
めかつ癒してくれたのもこの時期であつた。もつともブラッサンスの流行が必ずしも私のやうな享受方
法からではなく、フォーク・ソングの延長線上で、置くべき奇貨、系統外の大御所としての再確認であ
ることを知って失望したのも、この頃である。聴かず嫌い癖を改めると共に、自分独りの嗜好やクレド
に徹しようと私はふたたび決意した。

　この一巻はさういふ私の屈折を極めた対シャンソン的精神の一端を綴ったものだ千人に七，八人、共
感し膝を打つ奇特の士がゐれば以て瞑すべしと思ついている。」
!

◎以下、本書の目次
!
眛爽の黄昏＝わがシャンソン體驗
!
戰後五彩

　典雅なゴリラ――ジョルジュ・ブラッサンス論

　地獄の薔薇――エディット・ピアフ論

　馨る水銀――ジュリエット・グレコ論

　悍馬微笑――イヴ・モンタン論

　靑酸を含む珍味――レオ・フェレ論
!
戰前七星

　冥府の水仙――イヴォンヌ・ジョルジュ論

　黄昏への酸鼻歌――リス・ゴーティ論

　失樂園の巫女――ダミア論

　爛れたマルメロ（注：　「マルメロ」は漢字表記）――フレール論

　猥褻なオルフェ――モーリス・シュヴァリエ論

　淫奔なマドンナ――ミスタンゲット論

　凍れる火喰鳥――マリー・デュバ論
!
古典双璧

　黄金堕天使――アリスティッド・ブリュアン論

　悲しみの妖婆――イヴェット・ギルベール論
!
異色三巴（みつどもゑ）

　紫金の蜜――ラケル・メレ論

　黑い夕映――マリアンヌ・オスワルド論

　淡綠の蠍――ミレーユ論
!
故舊馥郁

　褐色の罌粟――ジョセフィン・ベーカー論

　靑い木犀――ティノ・ロッシ論

　銀色のリラ――リュシエンヌ・ボワイエ論

　紅い梔子――リナ・ケティ論

　橙黄の柏槙（シフレ）――シャルル・トレネ論
!
拾遺綺想

　霧月（ブリュメール）の娼婦――カトリーヌ・ソヴァージュ論

　錆朱鳥追女――パタシュー論

　熱風金糸雀（アモック・カナリー）――リーヌ・クレヴェール論

　眞珠母の涙――シモーヌ・シモン論

　羚羊飛天――マルセル・アモン論

　憂鬱なシェパード――ムルージ論

　痺れ鶯――ジュヌヴィエーヴ論

　抒情針状結晶――バルバラ論

　Miscelleneous――他の花花
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人間はかつて 
霊魂体という三分節だったが 
そこから霊が消され 
続いて魂と体から魂が消され 
いまでは体という物質体だけが 
人間になってしまった !
つい２０年ほど前までは 
「霊」という表現はもちろんのこと 
「魂」という言葉さえ使いづらかったほど !
池田晶子『魂を考える』がでたのが１９９９年 
その頃はまだ「魂」さえテーマになり難かった 
いまはもう信じられないことなのかもしれないが 
シュタイナーの人智学でさえ 
その頃はまだ霊という言葉が避けられ 
「精神」という訳語が多く使われていたくらいだ !
「私は脳である」というのは 
そのことを象徴している 
「唯脳論」さえあるように !
人間のさまざまの行動や感覚や感情を 
いわゆる科学的に説明しようとするとき 
それが脳の働きに還元されることがよくある 
そしてもっとも説明しがたいところになると 
よく「海馬」が持ち出されたりもする !
脳のなかで「海馬」は霊的な働きと 
密接につながっている部位ではあるけれど 
ほかの部位と同じく「海馬」にしても 
霊的な位相への変換器であるといえる !
脳の機能をいくら詳細に解明したとしても 
それによって人間の精神を説明することはできないし 
それを精神における自由の根拠とすることはできない

人間にとって最も重要なのは 
その精神における自由であるといえる 
その基礎の上に立ってはじめて 
法における平等と 
経済における友愛が可能となる 
そのことはシュタイナーが 
社会有機体三分節として論じたところだ 
（ちなみに決して三層という階層ではなく三分節である） !
「私は脳である」ということからは 
脳における自由は成立しえない 
脳はハードウェアであって 
そこにソフトウェアがインストールされてはじめて機能する 
ハードウェアとソフトウェアを 
それぞれ霊魂体の体と魂とすれば 
そこにはさらに霊（精神）が必要になる 
そしてそれこそが自由を可能にする !
昨今人気のマルクス・ガブリエルの 
「新しい実在論」についての議論は 
あえて言及する必要のないほどの内容だけれど 
極めてベタなタイトルである 
本書の「「私」は脳ではない」ところからしか 
いかなる精神生活も成立し得ないことだけは 
共通認識とされる必要がある !
かつて松本零士作の漫画「銀河鉄道９９９」で 
主人公の星野鉄郎は永遠の命に憧れ 
機械の体を無料で貰えるという終着駅の星を目指す旅をするが 
機械は決して永遠ではなくそこに自由の可能性もない 
ＡＩがどんなに発達したとしても 
そこに精神は存在し得ないのだから 

■マルクス・ガブリエル（姫田多佳子 訳）

　『「私」は脳ではない／21世紀のための精神の哲学』

　（講談社選書メチエ　2019.9）
!
「私が自著の数々で展開している新しい実在論は、二一世紀の哲学として構想されたもの
です。本書のテーマになっているのは、人間を一つの総体として、すなわち自らの自己決定
において自由な、精神をもつ生き物として認識することです。人間とは自己決定において失
敗することがある生き物です。ですから、私たちは精神を病み、病的になることがあります。
本書で名を明示し、その克服に努めることになる病とは、神経（ニューロ）中心主義です。
神経中心主義とは、私たちの精神生活は脳と同一視することができ、したがって人間を神
経ネットワークに置き換えることができる、という考え方のことです。これは根本的に誤っ
た考え方です。神経中心主義は人間をおかしくします。なぜなら、神経中心主義に侵される
と、もはや私たちは自分自身を認識できなくなるからです。

　本書のクライマックスは、自己決定という精神の自由を擁護することです。これはフラ
ンス革命に始まった近代民主主義の基本であり、これからもそうあり続けます。」

「私たちは皆、徹底的に自由です。でも、それは自己決定が勝手に機能するということで
はありません。自由を活かすこともできれば、うまく活かせないこともあるのです。人間に
とって最も危険な敵は、自分自身や他者について誤ったイメージを作り上げる人間である
ことを、私たちは認識しなければなりません。今日広まっている危険なイデオロギーは、
実は私たちとは同一視できないものを私たちと同一視することで、人間を自己決定のレベ
ルで台無しにしています。実は私たちと同一視できないものとは、脳あるいは脳の何らか
の下位システムなのです。それに代わるとともに、自由に根ざしたグローバルな秩序の土台
となるイメージが、ぜひとも必要です。私たちが自分の決断を自己決定という行為として認
識できてこそ、私たちはよりよい政治状況を追求できます。コスモポリティックなビジョン
をもたない政治は、結局のところ近代的（モダン）ではなく、前近代的（プレモダン）な
のです。」

「人間を機械とみなすようなイメージから私たちを解き放ち、啓蒙の精神を再び鼓舞するた
め、私たち皆が−−−−生まれた土地や文化に関係なく−−−−分かち合い、共同で活用できるよ
うな、人間の精神の自由の防衛策が今必要です。」

「文化という意味での他者の中に自分と同じ人間を認めるとき、私たちはその人の脳では
なく、文化という意味で自分自身を決定する能力としての精神を認識しているのです。ここ
で大切なのは、この能力があるか否かであり、したがって友愛の情を示すことができるか
否かです。」
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■白石凌海『維摩経の世界／大乗なる仏教の根源へ』!
　（講談社選書メチエ 2019.11）!
■植木雅俊[訳・解説]!
　『サンスクリット版全訳・現代語訳　維摩経』!
　（角川ソフィア文庫 令和元年7月）

宗教関係には疎かったので 
仏教の経をじぶんで読んだのは『般若心経』と 
そしてなによりもこの『維摩経』だった !
（あらためて思い起こせば 
小さな頃から葬式で 
幾度も耳にして馴染みがあったのは 
蓮如の「白骨の章」だったが） !
そのふたつの経典のおかげで 
その後ずいぶん仏典や 
仏教関係の著作などを読むようになったが 
いまでもいちばん好きな経典といえば『維摩経』である !
読んだといっても漢訳された鳩摩羅什訳を 
さらに日本語にうつしたもので 
サンスクリット語の原典があるのだろうと 
勝手に信じていたのだけれど 
その原典が発見されたのは二〇〇一年のことだと知った 
そしてそれにもとづいたサンスクリット版訳が 
読めるようになったことはとてもうれしい !
とはいえ漢訳と原典の違いについて 
詳しく理解できているはずもないのだけれど 
そのきっかけであらためてほとんど二〇年ぶりに 
『維摩経』を読み直すことにするきっかけになった !
なぜ『維摩経』なのか 
といえば 
なによりも在家の維摩が 
出家僧たちをやりこめるところが小気味いい !
出家僧はいわば仏教のプロであり 
在家の維摩はアマチュアだともいえる 
プロが必ずしもアマチュアに勝っているとはかぎらないが 
プロがプロであるという以上は 
それなりの見識が必要なのはいうまでもない 
にもかかわらず維摩の場合はプロを凌いでいる !
かつて『維摩経』を読みながら考えたのは 
この地上に生まれてきたにもかかわらず 
修行だけのための閉じた場所で生きるのは 
はたして本来の生き方であるだろうかという疑問だった

生きるということにおいてプロもアマもない 
しかも生きる以上はむしろ在家とされるほうが 
生きることについて真摯であり得るのではないか 
世に在って日々を生きることは 
決して避けてはならないのではないか !
その問いはいまもかわらずにある 
人間が人間であるということは 
この生という日常をこそ生きるということであり 
その上で非日常を含む探求があるということなのではないか 
その意味ですべての人間は精神において自由であり得る !
さて大乗仏典である『維摩経』は 
阿含経典のような意味での仏典ではない 
時代が下ったあと 
仏教的テーマが展開されたいわば演劇の脚本である 
作者がみずからの時代に合ったかたちで 
仏教的叡智をそこに展開させたのだといえる !
面白いことに学問の世界では多くの場合 
時代の新しいほうがより正しいとされるのに対し 
宗教の世界ではそのほとんどが 
時代の古いほうが本来の叡智を表現しているとされる !
仏教が面白いのは 
宗教的な過去向きなところがある反面 
後代になって大乗仏教の経典がでてきたように 
時代に即応した動きがでてきたりするところだ 
とはいえ現代の仏教は俗化しているにもかかわらず 
その多くがきわめて閉じた過去向きの世界になっていて 
時代への適応力に乏しくなっているように見える !
その意味で鈴木大拙や 
仏教ではないが井筒俊彦などの営為は 
過去の叡智あらたな探求の双方を 
あらたな時代に向けて相乗させようとする 
画期的な試みでもあったのではないだろうか !
仏教にかぎらず 
新たな時代の『維摩経』が求められる所以である 



■白石凌海『維摩経の世界／大乗なる仏教の根源へ』

　（講談社選書メチエ 2019.11）

■植木雅俊[訳・解説]『サンスクリット版全訳・現代語訳　維摩経』

　（角川ソフィア文庫 令和元年7月）
!
（白石凌海『維摩経の世界』より）
!
「「維摩経の原典写本、チベットで発見」

　二〇〇一年十二月十四日、ＮＨＫが流したニュース速報である。主旨は、「聖徳太子が紹介した部経の経典として知られている『維摩経』の、サンスクリット語で書かれた原典の写本がチベットで残されて
いたことがわかった」というものだった。」

「言うまでもなく、多くの漢訳経典はその原語である古代インド語、おもにサンスクリット語からの翻訳である。そしてわが国にもたらされた仏教はこれまで、おおかた漢訳経典に基づいて受容されてきた。」

「これまでに翻訳された『維摩経』のうち、現存する三種の漢訳の一つは鳩摩羅什（三四四～四一三年）による。」
!
「『維摩経』は劇仕立て、あるいはもともと演劇のための脚本であるかもしれない。」

「近代の文献学によれば、『維摩経』は一～二世紀頃に創作された文学作品である。それをなぜ「仏説」すなわち「経典」と言うのか。」

「原典が発見され、そこに「経典」と記されていないことから、いわゆる「如是我聞」に始まるが、「作者」は経典としていなかった、と言えよう。そこで「作者」としたのは、「是の如く我れ聞けり」とす
る「（その）我れ」が書き記した「作品」にほかならないからである。」

「近代の仏教学研究は、「『阿含経典』こそが、今日この国における仏教の〝新しい道〟であり、仏陀直説の〝正しい道〟であると考えられる」（増谷文雄『近代仏教への道』）と断言する。（･･･）このよ
うな見方からすれば『維摩経』は非仏説、仏教ではない。」

「維摩なる人物は、『維摩経』の作者が想像して創り上げた人格である。（･･･）架空の産物だから無意味と言っているのではなく、そうであってもわれわれにとって意義深いものがある。それこそ禅巧方便
により化作され、化現した人である。」
!
（植木雅俊[訳・解説]『サンスクリット版全訳・現代語訳　維摩経』より）
!
「『維摩経』は、『般若経』に続き、『法華経』よりやや先行して著された代表的な初期大乗仏典の一つである。『維摩経』は『般若経』と同様、「空」の思想を説くものだが、『般若経』に呪術的なことが
多く説かれているのに対して、『維摩経』には呪術性は全くない。「空」なるがゆえに、現実生活において人々のために積極的に行動する菩薩の在り方が強調されているという点が際立っている。

　在家主義、男女平等といった思想が、極めて戯曲的な手法で展開されていて、その小気味よい痛快なドラマ的展開は中国の文人たちに愛好され、敦煌や雲崗の石窟の壁画のテーマとしても取り上げられた。
わが国においても五三八年に仏教が伝来すると、聖徳太子は、『維摩経義疏』と題する注釈書を著した。」
!
「『維摩経』は大乗仏教の標榜する菩薩の行動を「空」ということから位置づけるものであり、現実の生活にいかに反映するかということが多岐にわたって論じられている。『維摩経』が当時の時代状況に訴
えかけたものは、極めて現実的であり、重要な問題提起であった。この『維摩経』に関連して、中村元博士も次のような問題を提起されていた。（･･･）
!
　　現在の日本仏教の危機は、まじめに考え、まともに解決すべき問題を回避して、ごまかしているということである。（中村元著『大乗仏教の思想』）
!
　　大乗仏教が興起する以前の仏教においては、一般に、出家修行僧の生活のほうがすぐれたものであり。現実社会における世俗的生活のほうが劣ったものであると考えられていた。しかし実際にそうなので
あろうか？〔中略〕世俗的生活における仏教の真実義の究明ということは、今後仏教が生きたものとして活動するか、あるいは仏教が死滅してしまうかの岐れ道に相当する。この時期に当たって、特に在家仏
教の主張を明示する『維摩経』（ならびにその他の経典）の精神を解明することは、まさに仏教の真理をわれわれのうちに生かすことにほかならない。（同）」




☆mediopos-2262　　2021.1.25

■伊藤亜紗!
　『ヴァレリー　芸術と身体の哲学』!
　（講談社学術文庫 2021.1）

詩的言語とは何かという問いに 
あけくれていたことがある 
学生時代のことだ !
ロシア・フォルマリズムや 
ロマーン・ヤーコブソンの言語理論 
シャルル・ボードレールの詩篇「猫たち」をめぐる 
ミカエル・リファテールの分析などなど 
詩的言語をめぐる問いをいろいろ彷徨っていたが 
やがて「受容」という観点に収斂していった !
詩とされる言語活動は 
詩語の使用や音韻などさまざまなものによって 
詩（らしきもの）として作られ読まれもするのだが 
重要なのはそのテクストが 
「詩」として作られ読まれるという社会的条件と 
読み手がそれを「詩」として読むことが重なったとき 
それが詩的機能を持つことになる 
つまり同じテクスト（言葉）があっても 
詩として読まれる場合もあれば 
それは詩としては機能しない場合もある !
たとえば谷川俊太郎に『定義』（1975年）という詩集があるが 
その最初の「メートル原器に関する引用」という詩は 
「平凡社・世界大百科事典による」言葉で作られている 
百科事典の言葉も詩として詩集に収められると 
それは詩として読まれ機能することになるのだ !
問題はおそらくそのことにも関連しているであろう 
ロシア・フォルマリズムの作家シクロフスキーや 
ブレヒトが演劇における効果について考えていた 
「異化」ということとも関係してくる 
つまり詩的言語であるということは 
通常の言語が「異化」されているということである 
そこに「散文」ではない「詩」の世界が開示される !
前置きが長くなったが 
詩的言語や詩的機能への問いは 
ヴァレリーの詩と散文をめぐって 
本書で示唆されている観点と通じている !
「散文」が「異化」されたところに 
「詩」はあらわれるともいえるのだ 

ここでヴァレリー／伊藤亜紗は 
「詩」とは「私たちの行為の 
散文的な運行がやぶれるような事態である」という !
そして「それが機能を発見＝所有させるのであれば、 
文字どおりの詩、つまり言語によるそれでなくても 
「詩」」であるという !
わたしたちが日常的に使っている言葉や 
それに準じた言葉を「散文」としてとらえれば 
そうした言葉の「自然な流れ」が「断ち切られる」ことで 
「私たちが持つ潜在的なものの総体としての 
錯綜体へと接近」することが可能となったとき 
そこに「詩」はあらわれてくる !
そのことをあえて神秘学と関連づけるならば 
「詩」（ポエジー）とは 
言葉（だけではないが）を「意識魂」的に受容することで 
私たちが潜在的に持ちえている認識への道を 
ひらいていく営為だともいえるかもしれない !
ここで「意識魂」的な受容というのは 
言葉をベタな「散文」としてとらえるのではなく 
「異化」された「詩」として 
言葉を働かせるということだ !
つまり「そういうものだ」という機械的な受容ではなく 
「それはいったいなにか」という 
問いそのものでもあるプロセスとしての受容である 
ゆえにそれはまた「自由」への道ともつながっていく 



■伊藤亜紗『ヴァレリー　芸術と身体の哲学』（講談社学術文庫 2021.1）


!
「われわれの問いは、ヴァレリーの創造後の創造、すなわち作者の手を離れ、読者のもとにとどけられた作品の働きの諸相を解明することであった。伝達の媒体とは異なる、「装置」としての詩とはどのよう
なものか。ヴァレリーにとって詩とが、私たちの行為の散文的な運行がやぶれるような事態である。「散文的な」とは、「正常」で「健康的」な、ひとことでいえば「うまくいっている」状態である。それは
外界の刺激に対して私たちが遅れなくついていっている円滑な状態だが、反面、身体は習慣的で自動的な働きしかしておらず、道具化している。他方、詩が関わるのはむしろ「うまくいかない」という不成功
の状態である。身体は応答をただちに組み立てることができず、拘束される。詩のもつ修辞、たとえば倒置や脚韻などは、ヴァレリーにとって、読者の身体を拘束する不成功とその解消が連続する持続を作り
出すことを目的とした、さまざまな「仕掛け」に他ならない。このような仕掛けが多層的に組み合わされることによって、詩はひとつの装置として働きだす。こうして詩人は、詩を通じて読者を拘束的な状態
に置くのである。ただし、この拘束は、「真の行為」を促すような拘束である。自動的な応答ができない状態において、読者は道具化していた自身の諸機能を新たに組み立てなおす。真の行為とは逆説的にも
行為の失敗のうちにあるのであり、この機能の組み立て直しの過程で、読者はみずからのうちにありながら知らなかった機能に出会う。ここに、ヴァレリーがしを通して果たそうとする「大きな目的」がある。
ヴァレリーにとって詩とは、読者にみずからの諸機能の「開拓」と「所有」を促す装置なのである。

　諸機能についての知に関わるということが、詩と生理学を結びつける。たしかに、詩がその可能性をひらくヴァレリー流の生理学は、実験と観察にもとづく既存の学問体系としての生理学とは異なる、しか
し詩がもたらす機能についての知が、言語的な表象を介さない直接的な「所有」であるという点で、むしろヴァレリー流の生理学こそ、実践＝実験と不可分な生理学であるといえよう。それは一種の「解剖」
である。伝達の媒体であるかぎり、文学は作者の個人的で恣意的な体験にしか関わることができない。しかしヴァレリーの生理学としての詩は、主観的でありながら人間の機能に根ざすがゆえに、普遍的な実
践＝実験に関わるのである。視覚の役割が肥大化し、人々がみずからの身体を忘れつつある時代にあって、ヴァレリーの芸術哲学が作品に見出した役割は、人々がみずからの信頼を「解剖」し、そうすること
によって身体をふたたび「所有」できるようにすることだったのである。

　そして、この実践＝実験としての側面が強まるとき、（･･･）詩ないし詩的な体験は、必ずしも言語的構築物としての狭義の詩である必要がなくなる。ヴァレリーは音楽や建築といった他の芸術ジャンルにも
「詩」を見出すし、「マッチの火がつかない」ような日常的な経験もまたひとつの詩になると言う。もちろん、そう主張することでヴァレリーは詩という概念を単純に拡張しようとしたわけではない。詩は、
言語という日常的な素材を使用するがゆえにその装置としての性質が際立つのであるし、その複雑さや持続の長さをかんがみても、一群の詩的なもののなかで詩はあくまで中心的で本来的な位置を占めている。
重要なのは、詩を散文から区別するという局所的な問題にこだわることが、芸術のジャンル論を超え出る可能性につながっているというヴァレリーの議論の構造である。ヴァレリーは、詩と散文の区別を形式
主義的に押し進めはしなかった。区別じたいはたしかに形式主義的だが、それぞれのジャンルの本質をつきつめると、ジャンル論どころか芸術論を超え出る可能性にむかってひらけてしまうのである。ヴァレ
リーの詩論の可能性は、まさにそれが詩論を超え出るところにある。もちろん、身体や時間についてのヴァレリーの思考は、すでに研究がなされている。しかしこの超え出た部分をたんなる哲学的な思考の集
成としてではなく、詩論の可能性として分析すること、それがこの芸術哲学の目論見であったといえるだろう。」
!
「ヴァレリーは、それが機能を発見＝所有させるのであれば、文字どおりの詩、つまり言語によるそれでなくても「詩」と呼んだ。たとえば「マッチを擦って火がつく」のは詩ではないが、「マッチを擦って
火がつかない」のはひとつの詩になる、とヴァレリーは言う。「それはひとつの−−−−詩になる・不-成功は強く感じられるものになる。だが成功したもの、予想され−−−−実現したものは、存在しないものに
なっていただろう」。一般に、「生の機能作用の大部分が成功し、沈黙している」。もちろん、「正常と健康は、道具的な特性」であって、この成功による沈黙が身体の道具化であることは言うまでもない。
言語によるそれにせよ、それ以外のものにせと、詩があらわれるのは、「事物の自然な流れ」が断ち切られるところである。そしてこの断ち切りによってのみ、「私たちが持つ潜在的なものの総体」としての
錯綜体への接近は可能になる。「成功していたら行為のなかで存在しないままにされていたであろうさまざまな錯綜体を燃え上がらせる」のは「抵抗」「失敗」「我慢できなさ」といったものなのである。」




☆mediopos-2263　　2021.1.26

■ドミニク・チェン×全卓樹!
　「共同体をつくる科学の言葉」（後篇）!
https://kangaeruhito.jp/interview/37266!!
■ルドルフ・シュタイナー（浅田豊 訳・解説）!
　『二つのメモランダム（覚書き）』!
　（涼風書林 2019.4）!!
■倉田満!
『ウッドロー・ウィルソン／全世界を不幸にした大悪魔』!
　（ＰＨＰ新書 2020.11）

全卓樹はすでに10年前に 
「Twitterはインテリのパチンコである」 
と言っていたそうだが 
いまやＳＮＳはインテリというよりは 
あらゆる人たちにとっての阿片と化している !
現状のマスメディアの報道を見るだけで明らかなように 
自分を「賢い」と疑わないインテリたちは 
みずからの良識をうたがわないがゆえに 
きれいごとの民主主義を標榜し 
むしろそれがつくりだしてしまっている影に操られながら 
マスメディアで報道されないものから目を逸らしている !
まるで第一次大戦のときの 
民主党のウッドロー・ウイルソンのように 
民主主義を標榜するきれいごとの言葉の裏で 
行っていることは巧妙に隠されている !
そのことはウイルソンを批判し 
社会有機体三分節の提唱を通じて 
第一次大戦を止める働きかけを試みた 
ルドルフ・シュタイナーの営為でもわかる通りだ !
たとえＳＮＳが阿片だとしても 
適度で使い方を間違わなければ 
民主主義と同じく 
毒にはならず薬効にもなるが 
いまやその技術は 
企業や政治勢力を利するために 
露骨なまでにコンシューマリズムを 
徹底するようになっているのだ !
対談にあるとおり 
現在のように 
「何十億人が使う巨大なプラットフォーム」ではなく 
「小さな共同体のためのプラットフォームが数多くできて、」 
「ジャングルのような多様な生態系に」なったらいいのだが 
巨大なプラットフォームは「全体主義に陥りかねない」 
そしてまさに現代ではその巨大なプラットフォームを背景に 
情報の歪曲と統制が露骨に行われるようになっている 

メディアリテラシーの必要性が叫ばれて久しいが 
重要なのはメディアの伝える情報を 
そのまま受け入れることではない 
情報の背景にある利害やイデオロギーを読みとり 
むしろ伝えられていない情報をこそ読み取ることだ !
たとえば日本のマスメディアが 
中国に関するダークな情報や 
アメリカ大統領選挙の背景にあるさまざまな情報を 
ほとんど伝えようとしていないことや 
コロナウイルスに関する情報を 
きわめて偏向して伝えていることについても 
表だって伝えられていない情報を 
そこから読み取ることが必要になる !
Ａという情報だけが伝えられた場合 
重要なのはＡ情報がなぜ報じられたのか 
なぜＢやＣやＤの情報は報じられないのか 
そのことを見ていくことこそがメディアリテラシーだ !
第一次大戦のときルドルフ・シュタイナーは 
むしろ戦争を拡大喚起してしまうことになる 
ウッドローウイルソンの「平和の決まり文句」の 
危険性を訴え懸命に働きかけたが 
残念ながら戦争を止めることはできなかった 
多くの人は「平和の決まり文句」の裏にある隠されたものを 
読み取ることができなかったからだ 

https://kangaeruhito.jp/interview/37266


■ドミニク・チェン×全卓樹「共同体をつくる科学の言葉」（後篇）

https://kangaeruhito.jp/interview/37266

■ルドルフ・シュタイナー（浅田豊 訳・解説）『二つのメモランダム（覚書き）』　（涼風書林 2019.4）

■倉田満『ウッドロー・ウィルソン／全世界を不幸にした大悪魔』　（ＰＨＰ新書 2020.11）

（ドミニク・チェン×全卓樹「共同体をつくる科学の言葉」より）

　※以下「ド：ドミニク・チェン／全：全卓樹」
!
「全／いまのSNSは、コンシューマリズム（消費主義）が徹底してしまって快適から程遠いですね。いまからでも、ちょうどモン
ゴルのゲルみたいに、パブリックとプライベートが逆転したような面白いSNSを設計すれば人が集まる気がします。データを集め
て宣伝企業に売る、というあり方がダメですよね。

ド／FacebookやAppleといった大企業は、人々を中毒化させる技術を、認知心理学や行動経済学の知識を幅広く集めてつくろう
としていて、それに対して大きなうねりが起こりつつあります。

全／世の中の賢い人たちを集めて……。

ド／はい。その「賢さ」とは、非倫理的に、人の行動を強化学習やオペラント学習（編注【以下同】:報酬や罰を与えつつ、自発
的に特定の行動をさせる学習）でいくらでも制御できるようにすることです。つまり、パチンコと同じなんです。その意味で、ス
マホはパチンコとまったく同じ原理で設計されていて、それをほかでもない内部のインサイダーたちがここ１、２年で暴露し始め
ているんです。ちょうどネットフリックスでドキュメンタリー映画『監視資本主義　デジタル社会がもたらす光と影』（2020年、
アメリカ）も出ましたが、そういうSNSや動画共有サイトを実際に開発したエンジニアや経営者たちが「ひどいものを作ってし
まった」と反省する姿が印象的です。

全／それはいいですね。私は10年近く前に「Twitterはインテリのパチンコである」とTwitterで言ってものすごくバズったことがあ
ります。

ド／そうだったんですね（笑）。

全／電子創業者たちには、この世をひっくり返してやろうという、アナキズム精神があったと思います。それが良い意味でもう一
度出てこないといけませんね。うまくプライベートを出せて、心を解放できるような場です。商業的には成立しないかもしれませ
んが。

ド／コマーシャルで成立する、これまでのシリコンバレーのやり方というのは、無限にスケールが拡大する株式会社方式です。時
価総額10億ドルのユニコーン企業になるといった結果が目標とされてきましたが、そこまでお金を儲けなくとも、サスティナブル
なプラットフォームはつくれるのではないか、そんなに市場を独占する必要があるのか、というのが私の世代のエンジニアには増
えているんです。

全／すでに財をなした人が私財を投じてやればいいんですよね。

ド／はい。その上で何十億人が使う巨大なプラットフォームを目指すのではなく、１万人、10万人といった単位の、小さな共同
体のためのプラットフォームが数多くできて、それこそジャングルのような多様な生態系になったらいいと思います。

全／20億人が使うプラットフォームをつくると、全体主義に陥りかねないのは危険ですね。

ド／だからこそ、科学的な思考が大切ですよね。Facebookのアルゴリズムの挙動を知るには科学的な視点での理解が大事です
し、倫理的な議論も感情的にならずに、まさに全先生が本に書かれているように、科学的な視点で冷静に語ることが求められるは
ず。そうなると、いまのTwitterやFacebookが科学的と言えるかどうか。

全／歴史を見ると残酷で、そういう状況で何が起こるかっていうと、悪が勝つんですよ。

　でも、悪の統一の後にこそ、何かが生まれ出す。ルネサンスも、最後はスペイン軍とフランス軍が入ってきて、人文主義を押さ
えて当時の活気のあるものをすべて潰した後にサイエンスが登場しました。ザッカーバーグが勝つ、勝って、彼が年老いて統制が
緩んだときに、何かが生まれる。あるいは、ネットアナーキズムが再燃してザッカーバーグ帝国が崩れることがあったら、それは
それでもっと面白いと思います。」
!
「全／ただ、ドミニク先生が本に書かれたような、ある種東洋的な共有主義を現実に適用したら今の日本は中国になりかねない気
もしますが、どうですか？　我々が考える中国はディストピアですが、実はそれこそが人間の将来なのではと想像しなくもないん
です。日本でも、政府の審議会で「データ共有の権利」と言い出すから何かと思えば、個々人の情報を共有にするのが人権だとい
う。非常に雑に言えば、中国と同じにしようということでしょう。

（･･･）

　その流れでは、世界的に、自由主義陣営でもデータによる監視が実際当たり前になります。おかげで自由に行動できるわけです。
でも、その価値観は、我々が教わった西洋近代の倫理的基準とは違うものですよね。むしろ東洋の昔からの考え方と何か親和性が
ある。ドミニク先生の本を読んでいたら、思考はもちろん違うのですが、結果は同じところに収束するのではという気がしないで
もないんです。

ド／うーん、それは嫌ですけれどね。

全／限られてはいますが、中国人の知り合いに聞いてみると、特に若い人は意に介していないんですよね。おれたち自由だよ、監
視カメラ？　いや関係ないよ、おれたちの核心には触れないよ、と。彼らは彼らなりに違う自由、それこそ、なにか反転した自由
をもっていて、そこはそういうものでは侵されない気もします。

（･･･）


　最近、AIの倫理を考える会議などでも、それを欧米系のリベラルな人たちは問題視するけれど、当事者である中国市民は意
外と幸せなのではないか、という研究者もいて議論になりました。

　それは、成功している中国人はそうなんですよ。でもその裏で、何億人とひどい目に遭っている人たちがいて、その人たち
の声は水面上に出て来ないんです。新疆ウイグル自治区でやっている民族浄化まがいの政策を知ったうえで中国的な全体主義
が情報技術によって普遍化するというのは、心情としては到底受け入れられないですね。セキュリティというレベルで、物理
的な安全とトレードオフということと、いま中国で起こっている完全なる情報統制、行動をすべて監視下に置かれる状況の
間には、イコールではなくてグラデーションがある。それならどこまでならOKなのかは、私もまだ整理しきれていません
が、これからはもっと深く考えざるを得なくなるでしょう。

（･･･） 全／そうは言っても、中国が今後弱くなる可能性はなさそうですね……。今の状況を延長すると単に中国がもっとパ
ワフルになるだけで、おそらく他の国も、日本やヨーロッパでも中国の成功の要素を取り入れて、より監視が進んでいく。

ド／コロナ禍で、市民の行動を監視することが大義名分を得てしまったので、これから監視社会化は急速に進むと思います。
大局的な趨勢としても、確率予測的にはそうなると思うのですが、より重要なのはどういう社会にしたいか、です。だから、
私は負け組でもいいと思うんです。勝つか負けるかは時の運だけど、発言するにも議論するにも「何をしていたいか」を大切
にしたい。それをやめた瞬間にすべて終わりですから。

全／韓国では、防疫のため個人を監視していますよね。ただその一方で、今は左翼政権ですし、個人の自由は最大限尊重する。

ド／台湾もそうですね。

全／他国の試行もうまく取り入れながら上手にやれば、自由と人権の伝統が長い日本で、そしてそれこそ中国でも、個人の自
由を何かしら保証するシステムを作れるかもしれませんね。」
!
「全／香港は自由化運動も押さえ付けられて、どうなるんでしょうね。

ド／エリートが権力を握ると中国だろうとアメリカだろうと日本だろうと、同じ貧しさに陥るように思います。それに名前を
与えて、つまらない歴史が反復することに、どうやってあらがっていけるか。自分一人でできるとは思っていませんが、やっ
ていくしかない。

全／とりあえず言語化して表せると繰り返さずにすみますよね。シュテファン・ツヴァイクの『昨日の世界』（ナチズムから
逃れて亡命したアメリカで書いた自伝）を読んでいるから同じことはしないものの、あれがなかったら、東アジア諸国もだん
だん力を持ってきたら同じことをやりますよ。あれをみんな読んでいるしその話を聞いているからこそ、同じことは起こらな
い。

ド／それでもトランプみたいな新人類が現れます（笑）。

全／あの人は昔の族長のような存在で興味深いですね。古代世界にあったような、何にも拘束されないフルな自由へのあこ
がれが、彼に結実したんではないでしょうか。今の世の中にあるのは、限定的な自由ですから。トランプは自分が昨日言っ
たことにさえ拘束されない完全な主権者のように振る舞います。

　昔は家父長制で、他の人をめちゃくちゃ抑圧しながら、家の中では自分だけにはそういう自由があった。それがなくなり、
みんな一律に、少しだけ自由で我慢も多く肩がこるようになった中で、トランプが出てくると思うんです。

ド／サム・ハリスという、アメリカの有名な哲学者がポッドキャストで言っていたんです。自分はアメリカ人としてなぜアメ
リカの半分がトランプを支持するのかこの4年間ずっと謎だったけれど、11月4日の選挙の朝になってようやくわかった気が
する、と。民主党のリベラルとトランプ――共和党でさえなくてトランプ――を比較したときに、ようやくトランプ支持者
の心がわかる。いまのリベラルの支持する、ＬＧＢＴＱの権利や黒人の復権を考えると、白人たちが急に罪悪感とともに生
きなくてはいけなくなった。民主党の立場に立つと、キリスト教の原罪みたいに、白人であることが罪だとジャッジされて
しまう。

　トランプが一部の黒人にさえもリーチできる理由は、トランプはうそつきだし詐欺師だしひどい人間なんだけど、自分が
ひどい人間であることを一切隠さないし、他者にそれを求めない。お前がなにをしてもおれは構わない、おれが好きならおれ
もお前が好きだし、おれを嫌いならおれもお前が嫌いだという、このわかりやすさ。だからみんな自分を投影するんですね。
この人はおれたちを認めてくれるんだ、と。

　つまり、世界中のリベラルの人たちが――私もその一人だと自認しているんですが――自由の価値を、罪の意識を芽生えさ
せることで広めようとしてきたのではないかということです。その指摘は真摯に受け止めなくてはいけないですよね。罪悪感
で社会を束ねることはできないし、社会正義や公正性をそのまま打ち出すことによって深く傷ついてしまう人たちがこれだ
けいると明らかになった。」




☆mediopos-2264　　2021.1.27

■バーバラ・Ｈ・ローゼンワイン／リッカルド・クリスティアーニ!
　（伊東剛史／森田直子／小田原琳／舘葉月 訳）!
　『感情史とは何か』（岩波書店 2021.1）

ひとの心は 
思考・感情・意志から 
成っているといわれる !
神秘学的にいえば 
思考は過去から 
意志は未来からくる 
そして感情は今生まれている !
感情のさまざまな働きは 
かつて神々が私たち人間に 
外から働きかけていたものが 
しだいにわたしたちの内的な 
魂の働きになってきたという !
本書はもちろん 
そうした神秘学的な視点ではなく 
歴史的に形成されてきたものとして 
感情をとらえている !
感情というカテゴリー自体は 
比較的新しいものだというが 
それにあたる働きをあらわす言葉は 
古代ギリシアにもあり 
アリストテレスは感情を 
認識の諸形態としてとらえていた !
やがてヘレニズム期のストア派は 
あらゆる感情的反応を 
判断を誤った結果であると考え 
さらにそのとらえ方を継承した 
キリスト教の神学者たちは 
神に向けられる感情のみを 
正しい感情だともとらえるようになる !
やがて一三世紀に神学が哲学や医学と融合し 
一七世紀にデカルトは心と身体の二元論において 
感情をとらえるようになり 
ロックは情念を経験の産物とみなしたが 
その後感情は機械論的で物理主義的に 
アプローチされるようになる 

そして現代にいたって 
感情は脳の特定部位によって引き起こされると 
いわれるようになってきていたが 
そうした「古典的見方」への挑戦のひとつとして 
本書の著者は感情という「秘密の生活」を 
長い時間をかけて習慣となった身体的実践を通じて 
表現される「感情史」としてとらえようとする !
感情を歴史的に形成されたものとしてとらえるのは 
感情の働きが人間の魂の進化にともなって 
内的な魂の働きとなってきたという観方に通じてい
る !
感情の働きはひとそれぞれ千差万別である 
そして本書にもあるように 
共同体によってある種の傾向性が 
育てられているところも多分にある !
現代の人間の進化的な課題は 
自我がアストラル体に働きかけて 
霊我へと変容させることだとされるが 
言葉をかえていえば感情や感覚を 
高次の姿へと育てていくのだといえる !
かつてのストア派のように 
単に感情を統御しようとするだけではなく 
複雑な現れ方をしている無数の感情を 
（ひどく単純な感情しかない場合もあるが） 
調和的に生かしながら豊かに育てていくことで 
生きた思考や意志をも育てていくこと !
おそらくそうすることが 
かつて神々の働きであったものを内的なかたちで 
新たに創造していくことにもなるのだろう 



■バーバラ・Ｈ・ローゼンワイン／リッカルド・クリスティアーニ


　（伊東剛史／森田直子／小田原琳／舘葉月 訳）


　『感情史とは何か』（岩波書店 2021.1）
!
「感情史は、感情とは何かといった類の概念に依拠する。このことは思ったよりも難しい問題をはらむ。皮肉に聞こえるかもしれないが、私たちはどうやって感情が感情であることを知るのだろうか。その答えを私たちは知って
いる（と思っている）。「それについてどう感じる？」と親戚や配偶者や友人や担当のセラピスト、あるいはテレビ・レポーターに質問されるとしよう。私たちは、「幸せ」とか「怒っている」と答えたり、突然泣き出したり、
鼓動が速まったりする。しかし、これらの言葉や涙、鼓動は、どれほど正確に感情の表徴であったり、感情自体であったりするのだろうか。何がこうした言葉や身振りやそれらが含む概念を、「感情」にしているのだろうか。感
情は私たちに生まれつき備わっているのだろうか、それとも学んで身につけるものなのだろうか。感情は理性的なのか、非理性的なのか。私たちは、自分がどう感じているかを本当に分かっているのだろうか。それとも、感情は
私たちの知り得るものを超えた何かを含んでいると言った方が良いのだろうか。」
!
「「感情」というカテゴリー自体は比較的新しいが、それにほぼ相応する用語----意向、情緒、情念----は、古代ギリシア以来の西洋の言語に存在する。だが、各々の単語が意味する範囲は今も昔もぴったりとは重なり合わない
し、新しい離単語である「感情（emotion）」も、研究者によって別々のものを意味する。それでも、この単語の曖昧さを分かってさえいれば、議論をするのに十分な共通性はある。

　感情を理論的に把握する仕事は、長いあいだ哲学者の領分であった。アリストテレスは、『弁論術』第二巻で感情について多くのページを割いている。弁論家は聴衆の考えを左右する必要があったが、それには事実を述べるだ
けでなく、心を動かす事も重要であった。アリストテレスはによれば、感情----古代ギリシア語のパテーpathe---とは、「人々の気持ちが変わり、判断の上に差異をもたらすようになるもので、それには苦痛や快楽がつきまとって
いる。例えば、怒り、憐れみ、恐れ、その他この種のもの、および、これらとは反対のものがそうである」。アリストテレスにとって感情は、認識の諸形態であった。つまり、それは与えられた状況への個人的に評価に左右され
るものであった。（･･･）

　その後、ヘレニズム期のストア派とエピクロス主義の科学者たちが感情の考察をお家芸としたが、それは、感情を支配し克服するためにすぎなかった。（･･･）総じてストア派は、あらゆる感情的反応は、判断を誤った結果で
あると考えていた。（･･･）

　四世紀末にローマ帝国がキリスト教化されると、哲学者よりもむしろ神学者が中心となって感情を理論化するようになった。初期キリスト教時代の多くの修道士は、ストア派の慎重な見方を受け入れたが、中には、感情が正し
い道に、すなわち、現世の物事にではなく神に向けられる限りにおいて、感情を歓迎する者もいた。（･･･）

　一三世紀に神学が哲学や医学と融合すると、感情に関するさらに複雑な議論が続けられた。一七世紀には、哲学者であり数学者でもあったルネ・デカルトの『情念論』（一六九四年）が心と身体を分離したとされ、この二元論
が長期に渡り影響を持つことになる。哲学者で医者のジョン・ロックの『人間知性論』（一六九〇年）は、愛情から羞恥に至る情念を経験の産物とみなした。一八世紀になっても神学者、医者、哲学者が感情を理論化する課題を
共有し続けたが、時とともに、世俗的で機械論的で物理主義的なアプローチが支配的になった。そして、一九世紀のあいだに「感情」は、情念や情緒やその他多くの言葉に取って代わって選ばれし術語となった。それは事実究明
に絶好の便利で簡素なカテゴリーとして、実験を行う科学者たちによってほぼ独占される現在の状態をお膳立てした。」
!
「脳の「秘密の生活」に関する最近の著作の中で、神経心理学者のリサ・フェルドマン・バレットは、感情が普遍的で、ハードウェアに組みこまれた反応をし、それぞれの感情は脳の特定部位によって引き起こされる、という「古
典的見方」に挑戦している。「私たちは、感情がなんであるかちうこと、どこから来るかということについれ、新しい理論が必要である」。バレットが科学を頼りにしているように、私たち感情史家もその「秘密の生活」を明ら
かにするために、感情の歴史を見ているのだ。私たちは、感情がその中に、過去、現在、未来の意味を含んでいることを知っている。すなわち、感情は一つではない（一つの「怒り」、一つの「怖れ」というものはない）。感情
は単に（ダーウィンがすでにそう言っているように）「体を通じて」表現されるだけではなく、長い時間をかけて習慣となった身体的実践を通じて表現されるのである。そして、感情は、共同体によって異なる。

　単刀直入に言ってしまおう。感情生活についての考えに革命を起こす時だと、私たちは考えている。教育者、政治家、宗教的リーダー、親、そしてメディア・クリエーターたちは、感情の歴史を考慮すべき時だ。彼らは、人間
の条件や社会についての知識、合意、助言を広める人々だ。これは理論上の話ではなく、私たちの日々の生活に常に関わってくることなのだ。友達が「幸せだ」と言うとき、私たちはその顔が笑顔で輝くのを待つ必要はない。逆
に、友達が何も言わずに微笑んだときに、私たちは友達は幸せなのだと単純には推測できない。私たちは、友達の幸せ、そしてその表明が、近代社会の要諦と結びつく比較的新しい出来事だと分かっている。そして、経済的独立
というかつての意味合い、あるいは天国の至福という同様に古い観念が、そこに息づいているのを知っている。私たちは友達の幸福が本物ではない可能性、それがこの友達が時機が来たら公言する、あるいは自分の内に秘めてお
くかもしれないより多様な感情の一部である可能性を考える。また、この幸福に関する私たちの理解というものが、この友達がどのように自分を感情を表現する傾向があるのか、幸福が友達のレパートリーの中でどのような位置
にあるのかということに依ることも理解している。同様に、もし子ども「私は不幸せだ」と言うなら、その子にしかめっつらをするようには言わないだろう。その子の「不幸せ」という言葉がその子の言いたいことの最後だとは
思わないだろう。その子の涙がより多くの痛み、しかし同時に喜びをも与えることを分かっているだろう。その子が徐々に他の感情も表現するようになることを、私たちは期待するだろう。そして、私たちが恋をするとき、愛す
る人に触れたいと思うとき、もしくはそれをためらうとき、この渇望がすべてのものの中に、愛についての多くの意味をめぐる長い歴史があることを分かっている。私たちの愛は、欲情、犠牲、そして愛の排他性へのロマンティッ
クな考えと古くから結びついている。私たちは、愛が、怒り、怖れ、メランコリー、あるいは見せかけの無関心を伴うものであったとしても驚かない。

　私たちは皆、自分たちの感情がいかに力強く、深く、複雑であるかを知っている。感情史は、なぜ、どのようにそうであるのかを理解することの手助けとなる。そして、感情史が、私たちが日々の感情を理解し生きるやり方の
中に浸透すれば、それは、私たちを悩ませる感情とうまく付き合うことも助けてくれるだろう。」




☆mediopos-2265　　2021.1.28
!
森羅万象は 
いったいどこから 
生まれてくるのだろう !
南方熊楠は 
その根源の場を探究しつづけ 
非生命と生命 
物質と精神の差異を 
乗り越えようとし !
まず粘菌 
そして曼荼羅 
最後には 
潜在意識の構造的な把握へと向かった !
安藤礼二はここで 
「熊楠研究」ではなく 
「熊楠論」というかたちの論考を提出している 
論考というよりは 
安藤礼二流の批評的営為といってもいい 
資料だけからでは見えてこない 
熊楠思想の可能性の中心を見定めるためだ !
どんな探究にもいえることだが 
残された資料には限界がある 
重要なのはその資料をインプットしたうえで 
そこからいかに創造的なイマジネーションを展開するかだ 

■安藤礼二『熊楠　生命と霊性』（河出書房 2020.12）!
■『南方熊楠撰集６／履歴書　燕石考ほか』（平凡社 1985.2）安藤礼二は熊楠の思想の重要な源泉として 

次の三冊を挙げている !
熊楠は 
コープの『最適者の起源』によって 
粘菌を見出し 
ブラヴァッキーの『ヴェールを剥がされたイシス』によって 
曼荼羅を見出し 
マイヤーズの『人間の人格とその死後の存在』によって 
潜在意識を見出したというのだ !
そして最終的に到達した潜在意識の構造的な把握を 
最も良く理解させてくれるのが 
そこに神話論理の体現されている「燕石考」という論考だという !
その論考で見出された曼荼羅状の構造は 
人間と自然を通底させるもので 
熊楠はその曼荼羅から 
森羅万象を生み出し続けている 
宇宙の根本原理である大日如来の心の構造を推し量り 
心・物・人間・自然・神という理念を再編成したというのだ !
森羅万象つまり宇宙におけるあらゆる存在の根源へ 
南方熊楠の視線は注がれていた 
安藤礼二はそこに熊楠思想の可能性の中心を見ている 
そのイマジネーションは深く頷けるものだ 



■安藤礼二『熊楠　生命と霊性』（河出書房 2020.12）

■『南方熊楠撰集６／履歴書　燕石考ほか』（平凡社 1985.2）
!
（安藤礼二『熊楠　生命と霊性』より）
!
「南方熊楠は、おそらく、その生涯をかけて、一つのヴィジョンを追い求め続けた。それを一言でまとめてしまえば、非生命と生命との差異、物質と精神との差異を乗り越え、森羅万象あらゆるものが発生してくる根源的な場を探究すること、となるであろ
う。熊楠は、そのような根源的な場を、まずは粘菌に求め、さらにそれが曼荼羅という継承に昇華され、最終的には潜在意識の構造的な把握というかたちに落ち着いた。

　私は、そこに熊楠思想の可能性の中心をみる。

　私は、私自身が考える熊楠思想の可能性の中心を、熊楠が遺した一次資料にもとづいた「熊楠研究」ではなく、私自身の解釈にもとづいた「熊楠論」として提出する（･･･）。ただし、私的な「解釈」とはいっても、熊楠が残したテクスト（論考、書簡、
日記）を無視したり、恣意的にねじまげたりすることはしないつもりだ。熊楠のテクストに忠実に、また、「熊楠研究」の最新の成果も、できうる限り（･･･）十全に活用したいと思う。その上で、一次資料からだけでは明らかにできない、ある種の「解釈」
の飛躍にもとづいた、一つの首尾一貫した熊楠の思想体系を抽出することを試みる。私は、南方熊楠という知の巨人を対象として、客観的な研究ではなく、主観的で固有の解釈、すなわち「批評」を実践する。解釈と批評によって生み落とされた最も創造的
で最も魅力的な「分身」を提示する。そのために私が依拠するのは、熊楠が確実に読み、現在もその蔵書として保管されている三人の著書が残した、それぞれ膨大な三つの書物（合計五冊）である。（･･･）

　第一に、アメリカに生まれた古生物学者、エドワード・ドリンカー・コープの『最適者の起源』。次いで、ロシアに生まれ、近代的な総合宗教でもある神智学を創出したオカルティスト、ヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァッキーの全二冊からなる『ヴェール
を剥がされたイシス』。最後に、イギリスに生まれた心霊学者、フレデリック・ウィリアム・マイヤーズの、これもまた全二冊からなる『人間の人格とその死後の存在』である。」

「熊楠が粘菌を見出すためにはコープの『最適者』』が、曼荼羅を見出すためにはブラヴァッキーの『イシス』が、潜在意識を見出すためにはマイヤーズの『人間の人格』が、それぞれ、重要な源泉となったと推定される。あえて断るまでもないが、私は「重
要な源泉」と言っているだけであって、「唯一の源泉」などと考えているわけではない。粘菌について、熊楠は、生物学的な研究と実践的な採集を積み重ね、曼荼羅や潜在意識についても、真言宗の僧侶、後にその宗団の頂点（高野山真言宗管長）にまで登
り詰める土宜法龍との対話を積み重ねて、独自の生命観、宇宙観にまで高めている。しかし、その起源において、この三人の著書と三つの著作は、熊楠に、決して無視することのできない、大きな影響を与えたと推測される。

　それだけではない。古生物学、神智学、心霊学と、一見すると、相互に何の関係ももたないと思われるこの三つの書物は、一つの共通する潮流のなかで形づくられたものだった。それは、一つの特異な進化論である。熊楠が自他ともにそこから受けた甚大
な影響を認めているハーバート・スペンサーやチャールズ・ダーウィンに由来はするふが、スペンサーやダーウィンのものとは根本から異なった進化論である。進化のなかに退化を含み、退化のなかに進化を含み、根源的な物質にして根源的な精神（「細胞
＝魂」cell-soulにして「魂＝細胞」soul-cell）から森羅万象あらゆるものの発生にして産出を説く進化論である。」
!
「最も近しい死者によって発動され、あらわになった潜在意識においては、生者と死者、精神と物質、生命と非生命、動物と植物、その他、ありとあらゆる対立が消滅してしまう。粘菌とは潜在意識によってはじめて見出される、潜在意識そのものを体現し
たような存在であった。」

「粘菌とは、精神の起源、つまりは「意志」の起源でもあった。熊楠は、法龍に向けて、繰り返し、意志(Will)から森羅万象すべてが生まれ、意志こそが森羅万象すべての基盤になっていると説いていた。」

「熊楠のいう意志は、「夢」に直結し、また「潜在意識」に直結する。」
!
「熊楠の粘菌の起源には、なによりもまず、ヘッケルの「モネラ」が存在していた。（･･･）ヘッケルが「モネラ」とともに提起した「個体発生は系統発生を繰り返す」というテーゼは、実は、ブラヴァッキーの『イシス』にも、マイヤーズの『人間の人格』
にも、密かに貫かれている。曼荼羅をそのなかに含み、潜在意識をそのなかに含む南方熊楠の粘菌は、エルンスト・ヘッケルに端を発し、古生物学者コープ、神智学者ブラヴァッキー、心霊学者マイヤーズに受け継がれた諸主題に、一つの総合を与えるよう
なものであったはずだ。」
!
「モネラからプロティスタ（原生生物）、さらには植物と動物へ。そして、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類へ。生命の系統発生を、母胎のなかの胎児は、一つの生殖細胞から哺乳類にいたるまで、縮約し、反復している。そして人間の個体としての形
態が整った段階で、母胎から外へと生み落とされる。個体発生は、系統発生を繰り返している。モネラは、生命の起源であるとともに、個体の起源でもある。モネラとは「器官なき生命体」（ヘッケルの定義）、すなわち「器官なき身体」そのものであり、
そのなかに無限の分化可能性を秘めた一つの「卵」（生殖細胞）である。遺伝子が発見され、ゲノムが解読されつつある現在、ヘッケルの「反復説」はもはや成り立たない。しかし、ヘッケルが生命の「発生」を見つめ続けていたことは事実であり、「原型」
（胎児にして胚）への志向によって多くの貴重な報告がなされ続けたことも事実である。

　南方熊楠の曼荼羅は、そこからはじまる。」
!
「熊楠が、マイヤーズの『人間の人格』に見出したものとは一体何であったのか。ブラヴァッキーの『イシス』が、曼荼羅の客観的な姿、「粘菌」に体現される、根源からの万物の流出と曼荼羅を示したとするならば、マイヤーズの『人間の人格』には、曼
荼羅に主観的に「直入」する方法、粘菌のように変化し続ける「心」を通して曼荼羅と一体化する方法を、熊楠に示したのだといえる。」
!
「粘菌、曼荼羅、潜在意識。それらは熊楠にとって一つのものであった。その、ただ一つのものだけを、熊楠は、生涯をかけて探究したのである。」
!
「潜在意識は曼荼羅のように、あるいは粘菌のように構造化されている。

　粘菌としての潜在意識、曼荼羅としての潜在意識は「夢」を通してその働きをあらわにする。」

「「夢」は混沌から秩序を生み出す。「もの」たちの重なり合いのなかから無数の論理の束、関係の束を導き出す。熊楠は、その生涯においても思想においても、互いに相容れない二面性を生きぬいた。顕わなものと隠されたもの、過剰に言語化されるもの
と根底から言語化を阻むもの、人為と自然、等等。熊楠はつねに二つの極のあいだを揺れ動き、二つの極の矛盾と相克のなかから、「夢」を媒介として、特異な神話的思考方法を編み出していった。熊楠の自他共に認める英文論考の代表作「燕石考」は、そ
のような熊楠的な神話論理の結晶として、図書館と森を舞台に、その二つのきわめて特色のある場所の連続性と断絶性のもとで成立したものである。マイヤーズの助けを借りることで見出された潜在意識のもつ論理的な側面、論理を生成していく側面を最も
とくあらわしている論考でもある。粘菌（混沌＝自然）とともにこの「燕石考」という論考（秩序＝論理）こそ、熊楠が見出した潜在意識の構造を最も良く理解させてくれるものなのだ。」（･･･）熊楠にとって「論理」と「神秘」は表裏一体の関係にあっ
た。」
!
「人間の論理を超えた「理」の観点から世界を捉え、複雑に絡み合った「事」の束を解きほぐしながら世界の意味を明らかにしてゆく。それが、熊楠が達成を目指そうとしていた「事」の学の全貌である。つまり熊楠の言う事の学とは、あたかも「夢」の謎
を解き、「夢」を根底から理解することと等しい。」
!
「熊楠にとって「神話」とは、このように言葉と物が多極多層的に接合されることを許す、意味の磁場から立ち上がってくるものであった。それは心（内部）と物（外部）が二つに分割され、また一つに結合される場所のことである。（･･･）結局のところ、
それは法龍に宛てて出された「曼荼羅書簡」に描き出された「曼荼羅」と別のものではない。」
!
「「燕石考」に体現された熊楠の神話論理は、心と物、精神と肉体の関係に再考を促すものである。そこに見出された曼荼羅状の構造は、人間と自然を通底させる。曼荼羅はまた、人間の心の構造から、自然の根源にある、森羅万象を生み出し続けている
宇宙の根本原理である大日如来の心の構造を推し量る唯一の方法でもある。熊楠は、近代が可能にした新たな「科学」を利用しながら、中世以降の信仰原理（曼荼羅）を読み替え、そのことによって心・物・人間・自然・神という理念を再編成したのであ
る。」




☆mediopos-2266　　2021.1.29

■アルフレッド・Ｓ・ポザマンティエ!
　＆ロベルト・ゲルトシュレーガー（松浦俊輔 訳）!
　『円をめぐる冒険／幾何学から文化史まで』!
　（紀伊國屋書店 2020.9）

世界は 
円（あるいは球）でできている !
世界というより 
存在といったほうがいいだろうか !
存在するということは 
円があり 
それが展開するということだ !
存在の原初には 
点という無があり 
その無が有になるということ 
それが円であるともいえる !
円には中心がある 
太陽という中心をめぐる 
惑星のイメージがあり 
かつては地球という中心をめぐる 
宇宙のイメージがあった !
どちらにせよ 
宇宙は円でイメージされる 
中心があれば円周があるが 
宇宙の円周はどこにあるのだろう 

宇宙の円周ということは 
宇宙の果てということである 
ではその外にはなにがあるのだろう !
おそらくその外は 
宇宙の始原にあった無ではないか 
極大は極小と 
メビウスの環のように結ばれている !
そして中心を神とするのでなく 
すべての場所を中心としてとらえるならば 
（すべての存在を神とするということでもある） 
中心にいるすべての私が無限の彼方を指させば 
その先にいるのは裏返ったすべての私である !
円周率πが超越数であるのも 
そうした無と有の 
虚と実のあいだを 
むすんでいるからではないだろうか !
「円をめぐる冒険」ならぬ 
「円をめぐるファンタジー」はいつもそんな 
どこにもない場所に向かって飛翔してゆく･･･ 



■アルフレッド・Ｓ・ポザマンティエ＆ロベルト・ゲルトシュレーガー（松浦俊輔 訳）

　『円をめぐる冒険／幾何学から文化史まで』（紀伊國屋書店 2020.9）
!
「初等平面幾何学では、引ける線は基本的に二つだけ、線（直線）と円弧（あるいは円）である。そして直線が織りなす幾何学図形の基本的な要素は三角形だ。ゆえに、直線で構成される幾何学図形の性質を調べる場合、三角形
に分割して考えることが多い。そのため、直線による幾何学の世界では、その調査と評価には三角形が要となる。とはいえ、円は他のどんな成分に劣らず、平面幾何学の相当部分を占める。さらに、球面上で引ける「線」はこれ
だけだ。そう見ると、幾何学の世界では円のほうが直線よりも出番が多いと言える。球面幾何学に直線は登場しない。著者二人はこのことを念頭に置きつつ、幾何学における円の性質を調べる旅に乗り出した。

　数学史では、円はおそらく他のどんな図形よりも数学者を魅了してきた。円の歴史の道のりの一方には、円周率π（パイ）の探究がある。πの正確な、あるいはほとんど正確な値という目標は、何世紀にもわたって数学者をとり
こにしてきた。」
!
「円と球は古来、あらゆる文化で象徴として用いられてきた。先史時代の儀式の場は円形であることが多く、今もいくつもの先住民の居住地が円形をとっている。キリスト教での被造物が成す階層構造や禅宗での悟りの段階など、
中心から広がる円は調和の象徴だ。円は反復のシンボルであると同時に、自然に存在するあらゆるもの（太陽、月、我らが大地）の基礎も成している。大地そのものが、球形であることが知られていなかった時機には円盤と見ら
れていた。円形を基盤に配置される曼荼羅は、物質的な世界から精神的な世界へ至る道筋を示している。チベット仏教の僧は今日でも、念の入った円形や曼荼羅を砂に描き、アルキメデスとは違い、そのうえで無常の象徴として
自分でそれを消してしまう。

　数学の理論上では、円と球は完璧な幾何学的形態と考えられ、その概念はあらゆる概念の指導要領に浸透している。幼児はさまざまな円形を描き、そこに色を塗るところから始める。円の作図の練習は、対称性の概念をつかむ
手助けになる。生徒はそのあたりから学びを進めて、円にかかわる多くの幾何学関係に遭遇することで数学の学習を続ける。その学習はもちろん、「ジオミーターズ・スケッチパッド」や「ジオジブラ」などの動的幾何学ソフト
で大いに補強される。円の応用範囲を円錐、円柱、球に広げたり、三角法を使ったりすることで、円の重要性がくっきりと浮き彫りになる。球面上の大円に関する学習にまで広がれば、平面幾何学を球面幾何学に拡張することに
なる。πの値の計算といった、初等的な範囲にあってもアマ・プロを問わず何世代もの数学者たちをとりこにしてきた問題もあれば、円積問題や、確率論的なシミュレーションを用いて円の面積を求めるような、高度な問題もあ
る。」
!
「宗教の舞台でも、円は根源的な役割を演じてきた。キリスト教においては、神は球で、その中心がいたるところにあり、外縁部というものはどこにもないと考えられていた。ギリシアの哲学者プロティノスは、無限の球という
象徴表現による神秘的な幾何学の観点から、それを無限な始原の力と解釈した。ドイツの哲学者ニコラウス・クザーヌスは、中世から近代への移行期に、宇宙の範囲を球体の内側に限定するのではなく、潜在的に無限に広がるも
のだと説いた最初の人物であった。無限においては、円も直線も同じになる。そこでは、神は中心に、神の子は半径範囲内に、聖霊は外周に位置すると解釈されていた。その後、ケプラーはこの象徴表現を世界の姿を説明する際
に用い、太陽の中心を父なる神のイメージと解釈し、有限数の恒星を神の子、エーテルで満たされる空間を聖霊の象徴と解釈した。それ以降は、知見や知識を得る方法は、主に自然哲学、つまり神が姿を変えた永遠の世界につい
ての学問が、役割を担っていくようになった。神学、数学、自然学は、偉大な科学者の推論ではつねに密接に結びついていた（今でもそうだろう）。神学における球と円は、プラトンの「人間球体論」のような突飛な推論で使わ
れたような絶対を表す象徴というよりは、神学者のオリゲネスによる、復活のあと、死者の魂と死者の体は、それぞれ球の形をとるというような見立てで用いられた。

　さらには、「永遠」という概念にさえ、完璧な円形となぞらえる向きもある。ダンテの『神曲　天国篇』第14歌にある円の二重の動きに、その一例が表れている。
!
中心から円の縁へ、そして円の縁から中心へと

一つの円い壺に入った水は、

外を、あるいは中を打たれたかに応じて動いていく。

（原基晶訳）
!
　この思想は、イタリアの神学者トマス・アクィナスの、以下のような教えにも表れている。「永遠は円の中心に等しい。単純で分割できないが、そこには時間の流れ全体が含まれ、時間の各区部分は同じように等しく存在する」

　また、神の受肉とは、世界を際限なく包み込む存在であるということが、共通の主題として歌われる。イギリスの宗教詩人リチャード・クラショーは、情熱的な詞、「われらが主、神の栄光の至福のなかで」に印象的な表現が
ある。
!
夜の昼なるあなた、西の東なるあなたへ、見よ、われらはついに道を見出した。あなたへの道、世界の偉大な普遍の東への道。すべての、平凡な比。すべて円を描く点。すべて中心のある球･･････
!
　ここにも、神学と数学の奇跡的な邂逅がある。中心としての神は線へと続き、世界と人間は、中心の放射によって生まれる円のようなものなのだ。

　時をさかのぼるとピタゴラスも、点の生成力を指摘したいた。プロティノスにとって、中心は円の父だった。アンゲルス・シレジウスという17世紀ドイツの神秘思想家にして宗教詩人は、「神はわが点にして円」と題してこう
綴る。
!
私が神を私のなかに収めるとき、神はわが中心。またわが円周。

愛のために私がそのなかで融けてしまうときは。
!
　しかし17世紀以降は、円と球の偉大なる象徴はその意味を、神から人間へと方向転換した。「私の魂は中心にある無限の球」と、イギリスの聖職者で詩人、トマス・トラハーンは述べる。

　近代における最も重要だと思われる信仰詩は、オーストリアのボヘミア詩人ライナー・マリア・リルケの作で、それはこう始まる。「私はわが人生を大きくなる円で過ごす。それは私のまわりの事物の上を輪のように広が
る･･････」




☆mediopos-2267　　2021.1.30

■伊勢武史!
　『生態学者の目のツケドコロ』!
　（ベレ出版 2021.1）

コロナ禍は仕事上では 
ずいぶん面倒や困難を抱えてしまっているが 
個人的にはむしろ快適な環境になった !
もともと群れることは避けるほうなので 
宴会的な付き合いが減るのも 
人とのディスタンスが求められるのも 
とってもウェルカムである !
そもそもステイホーム（歪な用語だ）がベースで 
遊びに出かけるところは 
人の少ない野山くらいなので影響はない !
むしろコロナ禍が去って 
人付き合いが増えたりしないように 
やがて新たに編成されるだろう 
「新しい生活様式」（これも歪な用語だ）なるものが 
バランスされたものになることを願っている !
どちらにしても 
必要なものは復活するか 
あらたな形に再編されることになるだろうし 
不要だったものはやがて姿を消していき 
新たに必要なものが生まれてくることになるだろう !
世界中がさまざまに混乱しているのは悲しいが 
その混乱によって見えてくるものがあることも 
見逃してはならないように思われる 

コロナ禍やアメリカ大統領選挙のような 
極端なことが起こったときに 
ひとがどのような態度をとり 
どのような発言・批判などをするか 
そうしたことを注意深く見ていると 
それまでには見えにくかった 
いってみれば魂の性質のようなものも顕わになる !
まずリテラシー 
なにがわかっていて 
なにがわかっていないのか 
わかったふりはむずかしくなる !
そして関心 
なんに関心をもっているか 
逆にもっていないか 
魂の志向するものがはっきりと見えてくる !
さらにいえば心ばえ 
心が外へ向いているか内へ向いているか 
批判が好きか自省を心がけているか 
心の温度（冷たいか逆に熱しやすいか）も隠せなくなる !
ともあれ変化のさなか 
そこでしか学べないものは 
たしかに学べるようでありたい 



■伊勢武史『生態学者の目のツケドコロ』（ベレ出版 2021.1）


!
「レリジエンスという概念がある。外圧によって変化してしまっても、もとに戻る能力のことである（ちなみにレジスタンスとは、外圧が加わっても変化を拒む能力だ）。ほんとうに人間にとって必要なことなら、コロナウイル
スの影響でそれが一時中断しても、早晩もとに戻るだろう。


　食べることや人と話すこと。これらはウイルス蔓延の渦中では「悪」のようにみなされることもあったりするが、これらは人間の本能的なものだから、コロナ騒ぎが収束したらもとに戻るんじゃないだろうか。もとに戻るどこ
ろか、自粛の反動で、とてもテンションの高い数年がやってくるような気がしてならない。


　その一方で、満員電車で出社して、ときには新幹線に乗って出張して会議して、という現代日本の習慣は、コロナ騒ぎが終わってからも、もうもとに戻らない気がしている。」


「もっとも、満員電車で通勤するという選択にはメリットもあった。田舎で農業をするよりも都会で会社勤めをするほうが経済的に安定するので、トレードオフとして満員電車をがまんするのもわるくない。生態学的な表現をす
ると、都会で会社勤めをするという戦略にはデメリットもあるものの、総合的にはその人の生存と繁殖の役に立ってきたのかもしれない。


　このようなわけで、高度経済成長期には合理的だった「満員電車通勤戦略」だが、そのような生活習慣が廃れる機は徐々に熟していた。その最たる要員はインターネットだろう。インターネットが普及しはじめて20年あまり、
いまでは有線でも無線でも高速で安定した通信が提供されていて、職種によってはその気になれば出社しなくても、全国どこにいても仕事できる状況はすでに整っていたのである。」


「コロナウイルスの影響強制的に、対面での会議はとつぜんの終焉を迎えることになった。在宅勤務未経験だった僕らは、最初は戸惑ったものの、慣れていまえば、毎日の通勤が必要ないことに気づいてしまったのである。」
!
「こんなふうに不可逆の変化が生じることとは、自然界でもある。たとえば森林火災がそうだ。森の樹木は葉や枝を一定のペースで入れ替えていくので、地面には枯葉や枯れ枝（有機物）が堆積していく。森の成立から時間がた
てばたつほど、これらの有機物は増えていくことになる。そしてこの有機物は、森林火災の燃料になるのだ。一見安定しているように見える森でも、じつは火災という劇的な変化を起こすための燃料を序序に蓄積しているのだ。
森の樹木がさかんに活動すればするほど、森を焼き払うための燃料が蓄積されていく。そして、ずっと安定していると思われていた森林が、一晩で灰になったりする。


　これは、一見すると安定しているように見えた日本の「満員電車通勤社会」が、じつは変化を引き起こす要因を徐々に蓄積していたことと似ている。機が熟せばマッチ１本で大火事が起こるように、社会にも劇的な変化が訪れ
る。安定しているように見えるシステムでも、それがずっと続く保証はない。自然の生態系でも人間社会でもそれは真実だと思う。


『易変体義』という中国のマイナーな古典に「治が極まれば乱を思い、乱が極まれば治を思う」という表現があるらしい、


　安定しているように見えたら変化する、変化したと思ったらまた安定するみたいに、万物は流転しているという意味だろう。中国的な道教や老荘思想に通じる考え方であるが、現代社会を考えたり、生態系を科学的に捉えたり
するときにも役立つ考え方である。とにかく、永続的な安定など幻想かもしれないのだ。」
!
「環境問題にかかわっている僕は、専門家目線とバランス目線の両方が大事だと思っている。このバランスは、政治家にも一般市民にとっても、とても大事である。（･･･）


　感染症の専門家は、感染拡大の最悪のシナリオを叫ぶ。何も対策をしなければ何十万人が死亡しますよと言う。それはちゃんとした根拠にもとづいて専門的に計算された数字である。しかし僕らは、科学者の計算にはすべて「仮
定」が存在していることを忘れてはいけない。仮定を無視して、結果だけで大騒ぎしてはいけない。専門家の言うことを、感情的にならず冷静に受け止めることが大事。


　専門家は得てして、通常はあり得ないような仮定を設定しがちである。たとえば、まったくコロナ対策をしないい（予防も治療もしない）というシナリオを想定し、その場合は日本で何十万人が死亡する、とシミュレーション
する。これは別に、市民をいたずらにおびえさせるためではない。最悪のシナリオを比較対象として設定することで、その後検討する種々の対策がどの程度の効果を持つのかを客観的・定量的に表現することが可能になるのだ。
しかし、ショッキングな予想だけが切り取られてワイドショーで取り上げられると世間はパニックを起こす。過敏になって不謹慎狩りを起こす人まで出る始末だ。


　これは科学者とマスコミと市民それぞれが意識しなければいけない問題である。マスコミは、専門家が学術論文でやっていることをそのまま世間に出すとパニックが起きることを忘れてはならない。一般市民は、専門家は仮定
にもとづいた計算を発表しているだけだから、それは単なる思考実験として捉えなくてはならない。これは科学リテラシーの一環だ。


　科学リテラシーは、研究者の話を聞くときにマスコミや市民が前提として知っているべき考え方のこと。ＳＮＳなどを見ていると、科学リテラシーが欠如した状態で世論が形成されていることも多々あり、あぶかっかしいなあ
と思う。」
!
「どんな対策がベストなのか。ベストな対策は、感染症の専門家の言いなりになることではない。経済の専門家の言いなりでもいけない。そのあいだのどこかにあるだろう。それを探すのが政治家の役割である。そして、政治家
に権力を与えているのは僕ら市民である。これが民主主義だ。しかし、市民がマスコミに惑わされて、感情的になって過激なコロナ対策を求めるようになると悲劇が起こるのである。


　ちなみに、社会がからんだとき、「ベスト」とは「１００点満点」ではないことを、僕らはちゃんと覚えておかなければならない。（･･･）


　世の中には案外、１００点か０点か、という二元論でしかものを考えない人が多い。でもそれって弱さじゃないだろうか。１００点を取れないなら意味がない、ならば努力は無価値だから０点でいいや、と考える人は、努力す
ることから逃げていると思う。僕らは強いところをキープして、５０点を５５点にするための工夫をする・その次は５７点を目指す。１００点じゃなきゃ文句を言う人は、そんな僕らをあざけり中傷するだろうが、負けてはいけ
ない。」




☆mediopos-2268　　2021.1.31

■山本芳久!
　『世界は善に満ちている／トマス・アクィナス哲学講義』!
　（新潮選書 2021.1）!

禅に啐啄同時という言葉がある !
鳥の雛が卵から出ようとするのと 
母鳥が外から殻を啄くのが 
同時であるという意から 
弟子の求めと師の教えが 
相通じることを意味している !
トマス・アクィナスの「感情論」は 
それにも似たところがあるようだ 
マタイ福音書にある 
「求めよさらば与えられん」という 
ことにも通じている !
以下の引用にもあるように 
最近よく錯誤されて使われていることの多い 
「自己肯定感」と関連していうならば !
「自己」を「肯定」しようとするならば 
「自己」だけを「肯定」すればいいのではなく 
「世界」を同時に「肯定」し 
さらにいえば「愛」さなければならないということだ 
好きこそものの上手なれということにもつながる !
もちろんそれは 
人を愛したら必ず愛されるとは限らないように 
与えたら必ず与えられるという 
短絡的なありようではない !
逆説的なたとえでいえば 
手を握りしめ閉じてしまえば摑むことができない 
器に容れるところがなければ 
器に盛ることはできないということでもある 
そのときの掌や器は空だけれども空ではない 
その場所は愛を満たすためのポテンシャルなのだ 

シュタイナーが教育において 
また霊性を高めることにおいて 
畏敬を重要視しているのもそれと同じだ 
空として虚心坦懐に受け容れるための 
魂の場所が必要だということ !
畏敬というのは 
いってみれば世界を肯定すること 
人を畏敬するというのも 
その人という扉を通じて 
世界を肯定できる魂をつくるということだ 
逆に批判のための批判は魂を貧しくする !
世界を肯定的に求め 
そのことで世界の「善」を「愛」を 
みずからのうちに「刻印」する 
そのことでさらに 
世界の「善」「愛」も豊かにしていく !
そのとき 
「求める」ことと 
「与えられる」ことは 
啐啄同時となる 



■山本芳久『世界は善に満ちている／トマス・アクィナス哲学講義』（新潮選書 2021.1）
!
「愛とは「愛されるもの」から被る「刻印（impressio）」だというのがトマス感情論の基本的な洞察である。その感情論のテクストそのものが、そしてその著者であるトマスという人物が、私の心の奥深くに刻印されて現在に
至っている。」
!
「哲学者／ここ十年くらい、「自己肯定感」という言葉が使われることがとても多くなりましたね。本屋に行くと、そういう感じのタイトルの本があふれていますし、ネットでもこの言葉が使われることがとても多いと思います。

学生／そですね。先生の「肯定の哲学」もその流れに棹さすものではないのですか。

哲学者／人間が生きていくにあたって「肯定」というものがとても重要だと考えるという意味においてはそうですね。

学生／なんだか、先生の「肯定の哲学」は、それらとは違うと言いたそうですね。

哲学者／はい。「自己肯定感」を主題にしている本では、やはり、文字通り、「自己」を「肯定」することの大切さが強調されていることが多いと思うのです。

学生／それではダメなのですか。

哲学者／ダメというわけではありませんが、すべての人間が、この世界と切り離しえない関係性のうちに生きています。そうである以上、自己を愛するということは、自己と切り離しえないこの世界をも同時に肯定し愛するとい
うことだと思うのです。「この世界にはろくなものが存在しないし、ろくな出来事も起こらないし、周りも虫の好かない奴ばかりだけれども、自分のことだけはとても好きだ」というようなことはありえないように思います。

学生／たしかに私も「何も好きになることができない自分自身も好きになれない」と考えていましたね。

哲学者／君の言葉を逆転させて、「様々なものに心を動かされ、それらを好きになることができている自分のことが好きになる」ということも言えるのではないかと思うのです。たとえまだ実際に獲得することはできていなくて
も、様々な「欲求されうるもの」との「心における一致」が実現していて、多様な「欲求されうるもの」の「刻印」が心の中に存在している人は、自分を肯定しやすくなる。逆に、心の中にそういったものが全く存在しないと、
心が空疎になってしまい、自分を肯定するのが難しくなってしまうと思います。

学生／先生がおっしゃりたいのは、「自己肯定感」を抱きたいのであれば、「自己」にこだわるのではなく、むしろ、「この世界に満ちている様々な事物や人物の「欲求可能性」に気づくことが近道だということですね。」
!
「学生／結局のところ、「肯定の哲学」の核になるのは、「愛」についての理論なのだと理解しました。だからこそ、トマスは、「愛」という感情のことを、「欲求されうるものから被る欲求能力の第一の変化」「愛されるもの
の刻印」「欲求されうるものが気に入ること」「善が気に入ること」など、実に様々な概念を駆使しながら定義しているのですね。

哲学者／そのとおりです。

学生／「愛」の話で面白かったのは、まず、「愛」という感情が、心の中から自発的に生まれてくるというよりは、むしろ、外界の魅力的なものから揺り動かされることによって受動的な仕方で生じてくるという点でした。

　また「complacentia（気に入ること）」という言葉のなかに、「placeo（喜ばせる）」という言葉が含まれていて、何ものかに対して「愛」を抱くこと自体のなかに、すでにある種の「喜び」が含まれているというお話は、と
ても啓発的でした。」
!
「哲学者／「欲求されうるもの」という概念は、欲求する主体の側にのみ根拠があると考えることも、欲求されるものの側にのみ根拠があると考えることも、どちらも一面的だということを表しています。欲求の運動が成立する
のは、「欲求されうるもの」と「欲求する主体」との共同作業によるのです。」

「哲学者／「愛」が成立するにあたって、「欲求されうるもの」の側のはたらきかけのみではなく、はたらきかけを被る側の在り方も重要な役割を果たしています。

　たとえば、同じ時に同じ音楽が聞こえてきても、心を打たれる人もいれば、打たれない人もいます。また、同じ人であっても、以前はその音楽に心を動かされなかったのに、いまは激しく揺り動かされるというようなことも起
こったりします。」
!
「学生／「徳」を身につけることができれば、より豊かに「善」と出会い、より「喜び」に満ちた人生を送ることができるということでしょうか。

哲学者／そのとおりです。（･･･）

　いま自分に見えているものが、この世界のすべてではない。この世界のうちには、まだ自分には見えていない様々な価値、様々な「善」が存在している。ある種の訓練（･･･）を積むことによって、または「徳」を身につけるこ
とによって、もしくは自分の心にふとした機械に訴えかけてくる何らかの「善」との出会いによって、より多様で豊かな「善」の世界へと自らが開かれていく。私たちの生きているこの世界には、未知なる「善」が計り知れない
ほど埋もれているのだ。----そういう感覚をもって生きることができれば、人生の奥行きというか広がりというか、そういうものが随分と変わってくるのではないかと思います。」
!
「学生／「刻印」を育んでいくということはどういうことでしょうか。

哲学者／（･･･）「いいな」と思うものから心を揺り動かされることによって、受動的な仕方で「愛」という感情が生まれてくる。「愛されるもの」が、愛を抱く主体である私の心のなかに住み始める、というような仕方で説明
してきたと思います。

　ですが、もう少し踏み込んで言うならば、愛することのできる新たな対象に出会うということは、自分の心が、その対象によって活性化させられる、新たな生命を与えられる、少し難しい言葉を使うならば、賦活されるという
ことなのです。」
!
「哲学者／「感情」を抱くということは、外界の事物から心を受動的に動かされることであり、しかも自分とは異なる何らかの事物や人物が、単に心の表層をなぞるだけではなく、自らの心の構成要素となるまでに深く入りこん
でくることを意味します。ですから、自己の心の肯定をかき乱す出来事だとも言えます。

　じっさい、「愛」「憎しみ」「恐れ」「怒り」「絶望」といった感情に深く揺り動かされすぎることによって、人生を台無しにするような極端な行動に走ってしまうことはしばしば起こりますし、誰であれ、多かれ少なかれ、
自分の「感情」のコントロールに苦慮させられた経験があると思います。

　ですが、そのようなある種の危険を孕んだ対象との出会いによってこそ、私たちの心は賦活され、能動的に新たな行為に取り掛かっていくための原動力を与えられていくわけです。そのような意味において、受動的に生まれて
くる「感情」を抱くということそのものが、私たちの精神を、この世界に対して深く開いていく一種の「行為」であり「活動」だと言われているのです。」




☆mediopos-2269　　2021.2.1

■ポール・ロックハート（坂井公＝監訳 中井川玲子＝訳）!
　『Arithmetic アリスメティック　数の物語』!
　（NEWTON PRESS 2020.10）

数は魔法である !
数は数の世界のなかで 
たしかな生き物として存在している !
しかし数の世界と 
私たちの生きている世界とは 
どう関係しているのだろうか 
それが謎である !
小学校の最初の頃 
算数の授業でしばしばひどく 
混乱したことがあるのを思い出す !
数や計算などの式には 
最初からとくに違和感もなく 
計算なども問題なくできたのだが 
数をみかんやりんごなどに置き換え 
数や数えるということに関連づけるときに 
なにがそこで起こっているのか 
それがわからなくなってしまったのだ !
みかん一個がなぜ１なのか 
みかんが二個あるとなぜ２なのか 
みかん一個とみかん二個でなぜ３になるのか !
１は１でいい 
２は２いでいい 
１＋２は３でいい 
けれど数とみかんが 
どうしていっしょになってしまうのかと !
数の世界は数の世界 
みかんのある世界はみかんのある世界 
そのふたつの世界が 
どのように関係しているのか 

「数というのは魔法なんです 
その魔法をつかって 
この世界のみかん一個が１になるのです」 
最初に先生から 
そういう説明でもあればよかったのだが 
そんな説明をしてくれるわけもなかったので 
じぶんのなかで数の世界を 
この世界にはないけれど 
たしかにどこかにある世界の話として 
理解してみるようになった !
たしかに数は 
魔法にほかならないのだ !
私たちが道具のようにして使い 
ときに困惑もさせられ 
またその世界に魅了されもする数だけれど 
数の世界とみかんのある世界との関係は 
単純なものではない 
そこには世界の成り立ちに関わる謎がある !
数を即物的な道具として無理やり使って 
実用化してしまうことがほとんどだが 
数を魔法として教示する考えがあれば 
数学は神秘学の門になり得るところが多分にある !
しかし少なくとも 
数やそのふるまいという 
抽象的だけれど実在する世界がたしかにあって 
その世界がなんらかのかたちで 
このみかんのある世界と関係づけられている 
そのことはふまえておいたほうがよさそうだ 
数と仲良くともに生きてゆくためにも 
そして即物的な数に呑み込まれてしまわないためにも



■ポール・ロックハート（坂井公＝監訳 中井川玲子＝訳）


　『Arithmetic アリスメティック　数の物語』


　（NEWTON PRESS 2020.10）
!
「抽象的に、五とは何なのでしょうか？　五個の何？　五個の一と言えるでしょうが、そうなると、数学的に「一」は何を意味するのかを考えなければなりません。現実に関わることから分離すると、単一であるとは正確
に何なのでしょうか？

　この問題に関する（私が思うに、学者ぶった狭い視野である）ギリシャや中世思想の長い歴史は無視して、現代数学者が数をどう考えているか、もしくは、少なくとも私が数をどう考えたいかを説明します。

　現代数学の視点は短いフレーズにまとめられ、それは代数学者のモットーとみなせるでしょう。「数とは数のふるまい」です。数が何であるかはあまりたいしたことではなく、数がどのようにふるまうかが大事なのです。
数のふるまいこそ、数を定義する特徴であり、暗黙の内容説明に等しいのです。（･･･）

　数学はパターンの学問です。もちろん、ここで意味しているのは抽象的なパターン、つまり数学的現実のパターンです。数や三角形など、数学的構造は多種多様のおもしろい性質をもっていますので、それらにある種の存
在物の形を与えないでおくことは、ほぼ不可能です。それらは数学的世界における「生き物」になり、私たちが発見するさまざまなパターンはそれらの生物たちの「観察されたふるまい」なのです。

　こうなると、数は数量というより、実在物のような感じになり、つまり互いに作用し合い、不思議で複雑な算術的ダンスをしている生き物のようです。

　それで2/3という数は、板チョコや一メートルの定規など、何かの数量の三分の二を表しているというよりも、抽象的に「３を掛けたときに２になるもの」と考えられます。想像上の数学的実在物として、行為によって完
全に定義されて意味が限定されるわけです。三で掛けて二になる性質のものなら何でも、三分の二であることの具象化といえるでしょう。

　さて、二そのもの、また三そのものとは何であるかと、あなたは問うかもしれません。その二つがすることは何なのかと。現代的見方において、二や三のような整数は単に足し算の結果です。３は２＋１の略で、２自体
は単に１＋１の略。

　では、１とは何でしょう？　確かに、責任転嫁はどこかで止めなくてはなりませんよね？　それぞれを、ほかのぞれぞれで定義し続けるわけにはいかないでしょうが、もしかしたら、できるのでしょうか？

　実のところ、これはできるのです。たとえば、ゼロという数はそのふるまいで定義できます。無を表す記号であるとか、レモンがまったくないときのレモンの数であるとかいうのでなく、ゼロという数を、何かの数に足
してもその数を変えずにそのままにする、とても特別な性質をもつ実在物と考えられます。

　同じように、１という数も、それを何かの数に掛けてもその数を変えずにそのままにするものと定義できます。ここで私たちはこの二つの数ゼロと一を、たいへん特別な生き物として見ています。現実世界のイメージ（す
なわち、小さな集まりのサイズ）で考えるのではなく、演算的に、つまりそれぞれのふるまいやほかの数的実在物との関係から考えます。ゼロを、何も無い数を数える、何もない無であるということとしてではなく、（少
なくとも足し算では）何もしないものとして見ているのでうｓ。

　それでは、足すとは何でしょう？　小石の集まりをまとめていっしょにすることではないのでしょうか？　数のことを、数えることやはかることではなく、抽象的な意味での「ふるまい」と考えるなら、足し算や掛け算
のような演算をどう考えるのでしょうか？　数えることなしに、どう足し算がありえるのでしょう？

　再び、現代の考え方では、具体的な現実世界の観念の出どころを忘れて、そのふるまいのパターンに注意を集中させまる。この質問は、足し算とは何かとか、何を意味するかではなく、どのようなパターンをもっている
かということになります。」
!
「ある種の構造があり、それは現実世界の状況から生まれたのかもしれませんが、そうではないかもしれません。いずれにしても、今は純粋に想像上の数学的構造で、私たちはそのパターンや性質を探求したいのです。あ
る時点で、何かが不愉快にも欠如していることを発見するかもしれません。そして、その構造が何らかの意味で不完全であると感じられ、もっと豊かで充実していたらと願います、そうすれば、美的目標をさらに充足でき
ることでしょう。可能な限り洗練された方法でパターン化した情報をもつために。これは「拡張問題」として知られることです。既存の構造（私たちの場合は、数と演算の問題）を取り上げ、新しい存在物をそれに加えて
改良します。願わくば、すでにあるよい性質や対称性を何も失わずに。」




☆mediopos-2270　　2021.2.2

■光嶋裕介『つくるをひらく』（ミシマ社 2021.1）

じぶんをつくる 
!
そのために 
じぶんをひらく 
閉じたじぶんをひらく 
!
見る 
じぶんは 
なにを見ているのか 
じぶんが見ているものを見る 
!
見えていないものがあることに気づき 
見たいものだけを見ていることに気づく 
!
じぶんが見ている世界を 
少しずつひらいていく 
!
感じる 
じぶんは 
なにを感じているのか 
じぶんが感じているものを見る 
!
感じていないものがあることに気づき 
感じたいものだけを感じていることに気づく 
!
じぶんが感じている世界を 
少しずつひらいていく 

考える 
じぶんは 
なにを考えているのか 
じぶんが考えていることを考える 
!
考えていないことがあることに気づき 
考えたいことだけを考えていることに気づく 
!
じぶんが考えている世界を 
少しずつひらいていく 
!
いま見ている世界の外へ 
いま感じている世界の外へ 
いま考えている世界の外へ 
!
じぶんをひらき 
世界をひらく 
!
じぶんをつくり続け 
世界をつくり続ける



■光嶋裕介『つくるをひらく』（ミシマ社 2021.1）
!
（「第５章　目で思考する」～「余韻　偶然を捉え世界を愛でるおおらかな写真」より）
!
「（鈴木）理策さんと話していると、自分のなかの世界をつくるうえにおいて「見る」ことがいかに決定的であるかを再認識させられた。この内なる世界は、それぞれの価値観と言い換えても良い。自分
の価値観とは、自分がどのように世界を見ているのか、あるいは、どのように世界を解釈しているのかを意味する。だからこそ、見える世界とその向こうにあるかもしれない、見えていない世界に対する
意識、想像力をもつことがたいせつになってくる。

　自分が見えていると思っている世界というのは、じつのところ、自分が切り取っている有限の世界でしかないということをまず自覚しなければならない。自分の見たい世界だけを見て、それこそが外の
世界のすべてだと都合よく思い込んでしまうことは危険であり、そうならないように、どうしたらいいのか。世界をより広く捉えるための余白を意図的に残しておくこと。つまり自分が捉えている世界が
つねに不完全な世界であると認識し、断片的な世界でしかないにもかかわらず徹底的に「見る」ことを通して、思考する時間を持続させることに尽きる。そのために写真を撮ること、写真を見ることをセッ
トで考えることがたいせつであると、昨日改めて感じた。

　一九世紀初頭にカメラ・オブスキュラが発明されてまだ二〇〇年も経たないのだが、いまでは形態電話に高性能なカメラがついていて、写真を撮ることがあまりにも手軽で身近になり、わたしたちは日々
の生活における記録を写真という媒体に残すことがものすごく容易になった。それにより、人間は感動した瞬間という忘れたくない時間を少しは忘れないで記憶に留められるようになったと考えられる。

　しかし、本当にそうだろうか。怪しい。

　むしろ、写真を撮るという行為があまりにもイージー（簡単）になってしまったが故に、感動を閉じ込めるという意識がめっきり薄れてしまっていないだろうか。忘れたくないという気持ちの発露から
シャッターを切るのではなく、記録という手段がすっかり目的になり下がってしまい、撮ることだけで満足してしまいがちになった。要は、せっかく撮られた写真が、あまり見られなくなってしまったの
である。プリントされることもなく、ほとんど見られることもない膨大なデータだけが携帯電話のなかやパソコンのハードディスクに亡霊のようにみるみるストックされていく。」

「わたしたちは写真、つまりイメージを見ながら考えて、世界を少しずつ自分なりに知っていく。そう考えると「写真を撮ることと、写真を見ることをちゃんと分けて考えないといけない」と理策さんが
言ったのは、写真を撮るという行為が目に見える風景から「考える」という時間を写真を見るときまで「先送り」していることに対する違和感というふうにも受けとめられる。」
!
「わたしたちの眼はつい見たいものだけを見てしまう傾向がある。見えないものは、どうしたって見えない。自分が立っている場所から見るという視点が絶対に存在し、そのため死角という見えない場所
がつねに存在する。つまり、世界全体を俯瞰的に捉えることは、理論的に不可能なのだ。

　そんな眼の延長としてカメラを考えると、写真に収めることができるのも、もちろんレンズに収まる範囲だけということになる。意識的にせよ、無意識的にせよ、写真に写っているのは、いつだって切
り取られた世界の断片である。しかし、撮ることと同様たいせつなのが、撮った写真を徹底的に見るということであるのは、見ることを通して写真を理解し、偶然を捉え、世界に暫定的な解釈を与えるこ
とが可能になるからだ。ゆらぎ続ける不確実な世界を透明な目でなるべく正しく認識し、不完全な自分をつくり変えることができるようになる。」
!
「写真を「撮る」と「見る」というのは、文章を「書く」と「読む」の関係に似ている。

　撮ると見るも、書くと読むも、どちらが上位にあるという関係ではない。ただ、撮らないと（書かないと）見られない（読めない）し、見ること（読むこと）によって撮ること（書くこと）も変わって
いくから、質と量の問題が発生する。たくさん撮らないと上手に撮れないという技術の問題になっていく。しかし、理策さんは「ダメな写真はない」と断言した。

　この発言にわたしは心から感動してしまった。理策さんの写真というものに対する深い眼差し、絶対的な信頼のようなものを感じたからだ。創造に対する忠実な想いがあふれ、優しく肯定されたことに
わたしは救われる思いがしたのである。

　これを読むと書くに換えると、「ダメな文章はない」ということになろうか。

　なるほど、写真も文章も質のことを考えると「良いか悪いか」という判断基準の問題が浮上する。けれども巧拙を問うことよりも、写真そのもの、文章そのものをそのまま受け止めることのほうがよほ
ど豊かな可能性にひらかれていて、たいせつなのではないかといく理策さんの問題提起には全力で賛同する。」
!
「写真の良し悪しを恣意的に判断するのではなく、ただただ見ること。この原初の状態をわたしは身体的に「ひらかれている」ように感じている。

　自分の世界観や価値観に静的に閉じこもることなく、つねに動的に自己を更新するためには、新しいことにひらかれた自由な場所を自分のなかにつくり続けなければならない。その余白としての自由な
場所で持続的に思考する時間をもつことで、想像の選択枠が増えていく。そのとき、外の世界と内の世界の境界線にいる自分の身体感覚を信頼するという至極当たり前なことに思い至った。それは、自分
の内側を丁寧に観察するということと地続きなのである。」
!
「自分の感覚をひらくことで、余白が生まれて未知の世界との接触面が拡張する。脳だけではなく、皮膚感覚だったる、遠くの音に耳を澄ましたり、目で見えるものを徹底的に見て、見えないものを心の
目で眺めること。目先のこともわからない不確実な世界でも、肺の奥まで深くきれいな空気を吸い込んで、心身を整えながら、このひらかれた身体がキャッチするシグナルに対してつねに創造的であれた
ら、毎日をゴキゲンに過ごすことができるのではないかと思っている。」




☆mediopos-2271　　2021.2.3

■アミーア・アレクサンダー（松浦俊輔 訳）!
　『世界は幾何学で作られている』!
　（柏書房 2020.9）

数の世界も 
幾何学の世界も 
イデアの世界にある !
プラトンはイデアの世界を垣間見て 
その永遠不変のイデアを地上に映そうとした !
普遍的秩序である幾何学的理想が地上に下ろされ 
それが現実の庭園の通路や街路として 
刻まれはじめたのはヴェルサイユ庭園であり 
それは現代のワシントンＤＣにまで至っている !
世界をユークリッド幾何学的に見ることは 
すでに現代においては批判されてさえいるのだが 
そうした幾何学的な秩序の表現は 
いまなお世界ではその栄光を失ってはいない 
しかしその栄光はプラトン的には影でしかないだろう !
形相はイデアに由来するというが 
プラトンのイデア論に対して 
アリストテレスはその形相（エイドス）を 
質料（ヒューレ）とは切り離されない内在的なものであるとした !
プラトン的にとらえれば 
地上における幾何学表現は 
あの洞窟の比喩で示唆されているように 
イデアとしての実在の影なのだが 
アリストテレス的な形相としてとらえれば 
地上における幾何学として表現されている 
そのもののなかにイデアは内在していることになる !
プラトン的なイデアの捉え方では 
幾何学的な形もこの地上では影にすぎない 
であるならば 
たとえそれが地上に下ろされたとしても 
ヴェルサイユ庭園もワシントンＤＣも影でしかないのだ 

たとえ数の世界も幾何学の世界も 
イデアの世界に実在するのだとしても 
そのイデアはこの地上における存在のなかに 
内在しているとしてとらえたときに 
はじめて地上的営為は影を超えることができる !
話は本書をさらに超えて飛躍することになるが 
本来は太陽霊であり地上では顕現できない 
（ゆえに当初サウロであったパウロは 
キリスト・イエスを認めることができなかった） 
キリスト・イエスが地上を生きた奇跡も 
そのことと関連してとらえたときに 
はじめてその意味が明らかになる !
「世界は幾何学で作られている」ならば 
この世界において 
そのイデアを生きることのできる 
そんな生きた思考を可能にしなければならない !
これはかつてゲーテが原植物を示唆したことや 
光を見ることについて語ったとも通じている 
「もし眼が太陽のようでなかったら、 
どうしてわれわれは光を見ることができるだろうか」 



■アミーア・アレクサンダー（松浦俊輔 訳）『世界は幾何学で作られている』（柏書房 2020.9）
!
「幾何学はいかにして西洋の伝統でその高い地位を得たのか。またそれはなぜか。それはいかにして普遍的秩序の象徴となり、政治権力の道具となったのか。それはわれわれの過去をどのように形成し、どんな形でわれわれの現在
をなおも形成しているのか。（･･･）しかしその前に、二五〇〇年前までさかのぼり、日の当たる地中海の浜辺に降り立つ必要がある。最初の幾何学的証明が発見され、書きつけられたのが、紀元前四〇〇年頃の、ギリシア語圏の
どこかだったからだ。それによって世界は姿を変えたと言っても過言ではない。」

「紀元前五世紀、地中海沿岸の点在したギリシア語圏の都市国家のいずれかで、最初の証明が行われた。それはほぼ確実だが、正確にいつ、どこだったのかはわからない。最初の数学的証明がどういうものか、あるいはそれを考え
ついた無名の天才の名もわからない。おそらく、今日中学校で初めて幾何学を学ぶ生徒にもおなじみになる、直線と角に関する単純な論証だっただろう。それでも、その発見の意味はとてつもなかった。」
!
「（プラトンは）自身の対話篇では、幾何学は普遍的な真理の世界へ至る並ぶもののない道筋を提供すると論じている。プラトンによれば、私たちがその感覚を通じて知っている物理的な世界は、永遠不変の「形相」からなる「本
物」の世界の、淡く移ろいやすい影にすぎない。」

「しかしいくら幾何学を称えたと言っても、プラトン自身が幾何学者だったわけではない。プラトンは幾何学的知識の蓄積を喜び、その方法と証明を称え、それが普遍的真理への道を整えると論じた。しかしプラトンは、幾何学が
形相の世界を垣間見せてくれると信じはしても、完璧な幾何学的世界がどのように見えるのかについてはほとんど何も言わなかった。そのため、幾何学的世界観を実際に描くという課題は、当時の幾何学的実践について専門的な理
解と、それまでの幾何学者によって生み出された成果についての広い知識の両方を有する人物に残された。その人物がエウクレイデス〔英語読みではユークリッド〕という、紀元前三〇〇年頃にアレクサンドリアの一大研究機関ム
セイオンにいた、本職の幾何学者にして学術に通じた学者だった。

　エウクレイデスは、おそらく史上最大の影響を残した数学者だが、数学で自ら生み出した独自の成果は一つもなかったかもしれない。創造性のある数学的技法や巧みな作図の中にエウクレイデスによるとされるものはない。」

「エウクレイデスの当時の数学者からすれば、『原論』には、知識の先端を進めるのに役立つような新しい洞察はほとんどなかった。そこに収められた平行な直線、三角形、円についての定理は、大部分がよく知られていて、幾何
学者は自分の仕事の中であたりまえに適用していた、しかしエウクレイデスは、よく知られていてもばらばらだった帰結をすべて集め、それをまとめ、それを一個の整合的な論理的体系にしたのだ。」
!
「『原論』では、プラトンがあのように優雅に援用した絶対の真理による合理的で永遠の世界が現実になっているのだ。」

「『原論』を読むと、だんだん複雑になる真理を次々と学ぶだけではなく、それ以上に、合理的で完璧に並べられ、どこまでも階層的な、あらゆる時間と空間を通じて変わらずに存在するイデアの世界を覗き見ることになる。」
!
「しかしその世界はどこにあるのだろう。それは普遍的で時代を問わないとすれば、身のまわりのそこらじゅうにあって、われわれ自身の世界が完全に整っていて階層的である----あるいは少なくともそうであるはずだ----という
ことになるように見える。実は、幾何学者と哲学者がまさにその結論に達した証拠がいくらもある。たとえば、幾何学の調和と秩序を称えたプラトンは、民主制のアテネでのポリス生活に特集の無秩序を嫌っていた。『国家』とい
う、幾何学の徳を称えたのと同じ対話篇では、各市民が厳格な階級による階層構造に置かれ、そこに生涯の位置を割り当てられる固定的なポリス秩序を唱えてもいる。これが国家を整える唯一の適切な方法であることを、他ならぬ
理性が定めたのだとプラトンは論じた。そして古代の幾何学者が大胆な政治的発言を控えながらも、その大半は国王や僭主の宮廷に歓迎されてもいた。」
!
「一五世紀初頭には、幾何学は地上に下ろされ、それとともに、世界の隅々にまで行き渡る合理的で紛れもない普遍的な秩序が約束された。それは近代物理学を可能にしただけでなく、あらゆる種類の近代国家----王国でも共和国

でも帝国でも----も可能にした。幾何学が近代世界を可能にしたのだ。」
!
「ヴェルサイユの見事な庭園は、フランス王家の幾何学の頂点だったが、幾何学的理想が世界に広がる出発点でもあった。まもなく、ヴェルサイユのユークリッド幾何学的なパターンは、パリやウィーンやニューデリー、マニラに
至るまで、庭園の通路や街路に刻まれるようになる。ヨーロッパの諸大国が植民地を確立し、都市を建設するところには、三角形や円や楕円が、つまりユークリッド幾何学的な宇宙のしるしが見られるようになる。世界最大の共
和国でさえ、その首都を、あらゆる幾何学的都市の中でも最大の都市として建設した。ワシントンＤＣは、その厳格な設計の中に、大統領と議会の間、連邦の権威と各州の間の注意深い権力のバランスを埋め込んでいる。共和国の
厳格な秩序が幾何学という対抗のしようがない力によって配置されているのだ。」
!
「実際のところ幾何学的世界は、ほぼその胚胎の瞬間から、次々と攻撃を受けていた。なかでも執拗な批判を行なったのは、世界は数学的に整っているという前提そのものを疑う人々だった。その中には、伝統的なアリストテレス
派がいて、こちらは中世の伝統を固守し、数学を世界の多様性や複雑性を記述するのには適切でないと見ていた。」
!
「ボヤイは（･･･）すべてを永遠に支配する単独の、必然的な、否定できない秩序を確立するのではなく、無限にありうる、それぞれが他と同じく真で合理的な秩序に達したのだ。その無数の秩序のそれぞれは、この世界に合致し
ていなかったるい、われわれのいる現実を記述していたり別の現実を現実を記述していたり、他の対立する幾何学的秩序と並んで存在していたりするだろう。そうすると、政治的秩序----絶対主義でも共和派でも他の何でも----を
ユークリッド幾何学の原理の上に立てようとするどんな試みもまったく的外れということになる。われわれの知っていることからすれば、世界はまったく異なる秩序であってもよい。以前は、幾何学批判派が、幾何学が世界を正
しく記述する能力に疑問をはさんでいたが、ボヤイとともに、当の幾何学が、幾何学の真理は世界にあてはまらないかもしれず、相容れない真理が並び立てると説くことになった。否定できない一つだけの合理的世界という夢にとっ
て、これほど衝撃的なこともありえないだろう。」
!
「世界をユークリッド幾何学的に見ることが絶えず攻撃にさらされているように見えるとしても、世界で最も有名な通りでは、その栄光はほとんど衰えていない。」




☆mediopos-2272　　2021.2.4

■細川博昭!
　『鳥と人、交わりの文化誌』!
　（春秋社 2019.11）

休日になると 
四季折々の鳥を見たくなり 
身近な野山などによく出かける !
鳥を見るようになってから 
（鳥だけではなく石や植物や虫たちもそうなのだが） 
自然との関係を地水火風といった 
四大との関係で体感できることが多くなったようだ 
少なくとも町の生活のなかでは 
閉ざされてしまいがちな感覚が解放される !
かつて鳥はもう少し人に近かったけれど 
人が町に住むようになり 
野鳥と距離をとるようになってから 
その関係はずいぶん疎遠になり 
身近な鳥の名前も知らずにいることも多いようだ 
（若い頃の自分もそうだったのだけれど） !
鳥をめぐるさまざまに加え 
神秘学的にも鳥を見るようになると 
鳥のことを違った視点でも見られるようになった !
鳥はその翼ではるか空を飛翔し 
美しい歌をさえずる不思議な存在だ !
空を自由に飛翔する鳥たちは 
かつての時代 
その綺麗な羽毛や姿からも 
わたしたちをはるか天（霊界）へと 
導いてくれる使者をイメージさせた !
受胎告知のためマリアのもとを訪れる 
大天使ガブリエルも翼をもっているが 
天使が翼をもって描かれることが多いのは 
高次の霊的世界から訪れる存在を 
鳥の姿としてイメージしたからのように思われる 

シュタイナーの神秘学によれば 
蝶が本来は光の生き物であるように 
鳥は暖かい空気（熱）の動物で 
ともに全地球進化の最初期の古土星紀に現われた存在であり 
高次の領域に存在する霊存在たちが 
地上的な模像（似姿）として 
変容した姿であらわれているものだという !
現代では神秘学的な視点以外では 
鳥を高次の霊界とむすびつけてはとらえないだろうが 
翼のある自由を歌った歌もあるように 
ある意味そのかすかな余韻のように 
地上という束縛から解き放ち自由にしてくれる 
そんなイメージをわたしたちはいまでも 
鳥の翼への畏敬として持っているのかもしれない !
鳥の歌（さえずり）のことも忘れることはできない 
鳥の歌からわたしたちは歌をつくり 
それを言葉にしたのかもしれない !
西欧には比較的はやくから記譜法が発達した関係で 
中世フランスのジョフレ・リュデルや 
ベルナール・ド・ヴァンタドゥールといった 
トルバドゥールの音楽も残されている !
そして現代ではなんといっても 
現代音楽家のオリビエ・メシアンの 
『鳥のカタログ』を忘れるわけにはいかない !
鳥をテーマにした音楽だけでも 
数え切れないほどあるけれど 
本書『鳥と人、交わりの文化誌』ではもちろん 
人と関わりのある鳥についての文化誌のテーマが 
数多くとりあげられていて興味深い 
（もちろん神秘学的な観点は残念ながら書かれてはいないけれど） 



■細川博昭『鳥と人、交わりの文化誌』（春秋社 2019.11）
!
「はるかな古代から、鳥は人類の憧れだった。肉食の獣に襲われたとき、飛び越せない境界を目前にしたとき、人間は、翼をはためかせて遠方へと飛び去る鳥を見上げて、その翼を羨んだ。

　猛禽は小動物や小鳥を襲う一方で、ときに人間の乳幼児も襲った。その強さに憧れ、ときに獰猛さに恐怖した。その力にあやかりたいと願った者も少なからずいた。多くの国で紋章に採用された猛禽の姿には、こうした複雑な気持
ちが反映されている。

　季節ごとに姿を見せたり消えたりする渡り鳥は、星の巡りとともに、ゆるやかな暦としても機能していた。日本のような四季のある国で春夏秋冬を教えてくれたのは鳥だった。鳥たちが、朝の訪れを教えてくれる存在であったこと
もまた事実である。

　鳥と出会ったことで人間が得たものは、とても大きい。そんな鳥と人間が織りなす文化誌を詳しく紹介したいと思い、書いたのがこの本である。

　鳥と人間の関係とその文化は、現在の暮らしとも深く関わっている。そんな鳥の文化誌の海に飛び込んでみることで、鳥に対する新たなイメージが心に浮かんでくるように思う。」
!
「鳥の愛好家はもちろん、さまざまな分野の芸術家も、鳥に関係する領域の研究者の多くも、「鳥がいなければ、鳥との関わりはなければ、人類の歴史は今よりもずっと味気ないものになっていたにちがいない」と思っているだろう。

　絵画や彫刻、文学、音楽や舞台芸術の中、その重要なモチーフとして鳥が採用されているものは、挙げだすと本当にきりがない。その事実が、人と鳥との関係の深さや関わりの多様性を示している。

　だが、ふつに暮らす多くの人間にとって鳥は空気のようなものであり、そこにいてあたりまえ、そこに在ってあたりまえのものでもあった。

　鳥の声が、遠く、知覚、どこからか聞こえてくるのも、風の音や木々の葉擦れ、小川のせせらぎや海鳴りと同じように、ただ自然のうちに存在する環境音のひとつにすぎなかった。

　科学が進み、進歩的な暮らしをするようになってからは、鳥のことを、綺麗な羽毛や姿をもち、ときに美麗なさりずりで癒やしを届けてくれる存在ではあるものの、生物としては人類よりもはるかに劣っていて、虫や魚と同様、知
性も感情もない下等な生き物としてきた傾向がある。

　さえずりも、求愛などの行動も、本能に従うだけで、彼らに高度な脳活動など存在しないと信じられてきた。

　本当は、そんなことなどないにもかかわらずｰｰｰｰ。」
!
「人類の歴史がせいぜい数百万年なのに対し、進化の過渡期も含めると、鳥の歴史は一億年をはるかに超える。鳥と恐竜のあいだには明確な境界がないので、恐竜時代も事実上鳥の時代と考えることができ、そうなると、二億三千万
年前には地上に存在していて、二本足で闊歩していたとみることもできる。（･･･）

　音楽。ダンス。衣装デザイン。飛行するためのノウハウｰｰｰｰ。鳥が教えてくれたこと、人類が鳥から積極的に学んだことは無数にある。

　その優れた記憶力、飛翔能力から、伝書使ｰｰｰｰ手紙や重要書類の運び手だったこともある。」

「科学や医学は、鳥の身体構造や脳構造に熱い目を向けている。鳥がたどった進化の道から、言語獲得の道筋など、人間にとって重要な多くの示唆が得られると確信する研究者も少なくない。

　鳥と人間が交わる関係、文化は、縦糸と横糸で丁寧に織り上げられたタペストリーのようなものだと感じている。広い織物の上には色鮮やかなたくさんの絵が浮かんでいる。そこに見られる絵、デザインこそが、鳥と人間の接点が
生み出してきたものだ。」
!
（「第四章　さえずる鳥と音楽」より）
!
「鳥を神に近い存在と見なす思想は世界の各地にあった。弥生時代の日本において、一部の宗教的市指導者が鳥の姿をまねる「鳥装」を行ったのも、より神に近づくためであり、一般人とはちがう存在であることを強く人々に示すだ
めだったと考えられている。

　だが、衣装ｰｰｰｰ「装い」だけだろうか？

　彼らは、声やさえずりもまねてはいなかっただろうか。鳥の声に似た音を一定のメロディに乗せ、「歌」のようなかたちで口ずさんではいなかっただろうか？」

「「歌」が「言語」よりも先にあった可能性も指摘される。

　明確な言語をもたなかった時代においては、連続する特定の「音の響き」としての声を連ね、そうした声に抑揚をもたせたものを使って仲間に情報や情感を伝えたと推察されている。」
!
「大衆文化も含めたさまざまな文化に関して、古い時代から多方面の記録が残り、参照しやすいのは、なんといってもヨーロッパ圏である。それは音楽に関しても例外ではない。

　歌詞などに文字情報だけでなく、当時の記譜法による譜（楽譜／譜面）が残っているケースもある。ヨーロッパにおいては、音楽の歴史ｰｰｰｰ音楽史の研究の長い積み重ねがある。（･･･）

　たとえば、十一世紀末から十三世紀にかけて、騎士道や宮廷での恋愛模様を叙情詩として歌いながらヨーロッパを遍歴したフランスのトルバドゥールや北フランスのトルヴェール、ドイツ語圏のミンネジンガーなどの吟遊詩人の作
品の中に、鳥について歌った作品を見つけることができる。

　ジョフレ・リュデルやベルナール・ド・ヴァンタドゥールといった人物がトルバドゥールの著名人として挙げられるが、彼らは小鳥一般のほか、サヨナキドリ（ナイチンゲール）やヒバリなどの特定の名を挙げて、春や夏という季
節を歌いあげていた。

「鳥」を歌う作品の文字記録としては、おそらくこのあたりが最古となるはずだ。」
!
「採譜された鳥のさえずりは音楽として表現された作品のひとつの集大成と目されるのが、フランスの現代音楽作曲家オリビエ・メシアンのピアノ独奏曲集『鳥のカタログ』である。その総演奏時間は約三時間半。壮大なスケールと
なっている。

　なお、メシアンは、音楽家としてだけでなく、世界をまわっての鳥のさえずりを採譜した鳥類学者としても、その業績が高く評価されている。」

「なお、メシアンはほかに『鳥たちのめざめ』、『異国の鳥たち』といったピアノと管弦楽のための作品や『クロウタドリ（黒つぐみ）』というピアノとフルートのための作品を残したほか、ピアノ曲では『庭のほおじろ』、『鳥の
小スケッチ』といった作品も残している。」　




☆mediopos-2273　　2021.2.5

■山田奨治・ジョン・ブリーン 編!
　『鈴木大拙　禅を超えて』!
　（思文閣出版 2020.11）

鈴木大拙がいなければ 
いまのように禅がＺＥＮとして 
世界に知られ親しまれることはなかっただろう !
しかしだからこそ 
あらためて鈴木大拙が禅として 
伝えようとしたものがいったい何だったのかを 
検討してみる必要があるとともに 
これまであまり問われずにいた問いを 
あらたに持つことが重要になると思われる !
五年ほどまえの2016年 
没後50年で著作権が切れ 
さらに昨年2020年11月11日 
鈴木大拙生誕150年を迎えたこともあり 
にわかに鈴木大拙の著作が書店に並ぶようになり 
その諸著作が容易に読めるようになったことは喜ばしい !
本書の題として記されているように 
「禅」とされるものを「超えて」いく視点を 
そこに見出すことも可能となっていく !
大拙ファンとしては 
これまでに大拙が大拙になった背景や思想の系譜 
大拙がなそうとした営為について何度も記してきたので 
ここでは大拙が図らずも陥ってしまったかもしれない 
思想の陥穽について本書からいくつか引いてみることにした !
まず「禅における他者的契機」である 
禅はもっぱら「己事究明」を事とするがゆえに 
そこに「他者」という契機が見落とされがちになってしまう !
その問題と関連するが 
先日トマス・アクィナスの「感情論」に関連して 
「自己肯定感」つまり「自己を愛する」ためには 
自己と切り離しえないこの世界をも同時に肯定し愛する」ことが 
必要となるということを示唆したところだが 
他者とは人でもありまた森羅万象でもあるがゆえに 
その関係が探究されていかなければならない 

たとえ「己事究明」により「（大）悲」が生まれたとしても 
そこに「愛」という他者の個をふまえた世界」が展開していかなければ 
禅なるものは実際のところ現在若干のブームにさえなっている 
自己実現のための瞑想になってしまいかねない !
さらに大拙の「神道」への視点である 
たしかに国家神道の問題は批判されてしかるべきではあるが 
そこには日本において切り離すことのできない神と仏との関係 
さらには熊楠が守ろうとした寺社の杜などへの視点が欠けている 
神道は仏教思想のような言挙げがなされにくいこともあり 
また神話などもその背景に持ちながらの習俗的な要素もあるために 
そうしたことについて理解が及ばずにいたということはありそうである 
もちろん戦争責任の問題を仏教的なものから逸らす政治的意図も見える !
そして「歌舞音曲や大衆文化」への無関心がある 
禅を高尚な精神文化として位置づけ 
大文字の「日本文化」を西欧のそれに対比させ 
東洋の深みを啓蒙することには成功したが 
それゆえに大文字ではない日本文化である 
「大衆」のそれへの視線はあまりみられない !
ないものねだりではあるが 
妙好人へ深い視線を向けたように 
「大衆」にも目を向けることができていたら 
ひょっとしたら現代の日本のような「軽佻浮薄」な文化状況にも 
なんらかの示唆となっていた可能性もあるのではないか !
はたしてこれから 
禅はＺＥＮはどのように展開していくのか 
またそれはどのように影響を与えていくのか 
大拙における問いもふまえながらこれからも見ていきたい



■山田奨治・ジョン・ブリーン 編『鈴木大拙　禅を超えて』（思文閣出版 2020.11）
!
（ジョン・ブリーン「まえがき」より）
!
「鈴木は、世界史上最も激動した時代である二〇世紀を日本とアメリカで暮らし、そして一九六六年に九五歳の高齢で亡くなった。今日に至っても鈴木の業績に関する学術的関心、そしてそれをしのぐ大衆の興味は衰
えていない、これまで欠けていたのは、鈴木と彼の遺産を当時の文脈に位置づける包括的な評価だろう。今こそがその内省と再検討に最も適した時期だと言える。鈴木の没後五十数年が過ぎ、彼の著作物の著作権は切
れた。目下、著名なアメリカの大学出版会が鈴木大拙の著作集を出版している。私たちは今、鈴木が宗教、哲学、文化とどのように学問的そして実践的に関わったのかについてこれまで以上に知り、理解することがで
きる立場にある。」
!
（末木文美士「大拙をどう読むか？　＜人（にん）の思想を中心に＞より）
!
「『日本的霊性』の検討の際に触れたが、大拙の＜人＞の理解の中には、他者という契機が見えにくい。『日本的霊性』では、受動性として取り上げられていたものが、十分に展開されることなく、消えてしまってい
る。『臨済の基本思想』では、『臨済録』の「信」という問題が取り上げられているが、これは主として自らを信ずることであり、必ずしも他者的な問題へと展開していかない。おそらく禅における他者的契機は、何
よりも信ずることであり、必ずしも他者的な問題へと展開していかない。おそらく禅における他者的契機は、何よりも「以心伝心」における師資相承関係に求められるものであろう。師と弟子がぶつかり合うところに、
はじめて「以心伝心」が生ずる。あるいは、師資関係以外でも、数多く残された禅の問答は、他者との共同性からしか禅が成り立たないことを如実に示している。しかし、大拙は。あるいは大拙に限らず、近代的な禅
解釈は、禅を「己事究明」に限定してしまうことで自己閉鎖化し、重要な問題を見失うことになったように思われる。」
!
（ジョン・ブリーン「鈴木大拙と神道---批判の構造」より）
!
「鈴木大拙の終戦直後の著作『日本の霊性化』、『霊性的日本の建設』などの一特徴は、痛烈な神道批判にある。神道は「霊性」（宗教性）を有しない、政治性に富んだ危険思想だ、戦争に導いた責任があるなどとい
う内容である。」
!
「「政治的特殊性」を意味する「日本精神」と違って日本的霊性は、「徹底的に大悲である、大慈である、悲願である、無辺無人の悲願である」と主張する。鈴木はこうした価値観を中世以来の浄土真宗に見出すが、
神道はどうだ。神道には、祓と禊があり、敬虔も畏みもあるが、「絶対愛」や「大悲」がない。「涙がない」、「泣き崩れる神様」もない神道はむしろ「力の宗教」で、そのためか「多分に政治性に富んだ、排他性で
固まった、幼稚な国家主義を包んでいる外、深い宗教性がない」。そのような神道から出る力は必ず「排他的自尊心」や「帝国主義、侵略主義、兼併主義」に導くという。

　そしてこのような神道を国際舞台の上に実行しようとしたのは「平田篤胤及びその一派の信徒」だと訴える。」
!
「鈴木の終戦前後の神道批判派個性的で、対象は（江戸期の平田国学まで含む）思想としての神道である。一方で神社局・神祇院など国家神道を支えた制度、伊勢神宮・靖国神社・官幣大社などの神社、神社がとり行
う祭祀、その祭祀を意味づける記紀神話などには、ほとんど言及していない。それはなぜだろう。」

「鈴木大拙の神道批判と終戦前後の仏教とさらに言えば、ＧＨＱが一九四六年に発した「神道指令」との相関関係を探るのは重要な課題として残っている。」
!
（ロイ・スターズ「鈴木大拙の霊感論----文化を越えた伝達に挑む」より）
!
「時折、鈴木は、日本文化への禅の影響を誇張していると非難されることがある。一般的な事実はどうであれ、西行から芭蕉まで、日本の代表的な詩人の多くに禅が深い影響を与えていたことは否定できない。ただ、
それは「禅」が何を意味するかにもよる。西行が「歌道はひとへに禅定修行の道」と述べ、心敬がこれを肯定的に引用するとき、両者が言及しているのはおそらく禅宗ではなく（西行も心敬も禅僧ではない）、「禅定
修行」の包括的な意味での禅であろう。瞑想は、日本の詩人にとって非常に魅力的だったのである。おそらく同じ理由で、ゲイリー・スナイダーやレナード・コーエンなど、多くの現代の作家や芸術家にとっても魅力
的なのだろう。つまり、それは創造的な霊感の深い心の源泉に達する方法を約束しているのだ。」
!
（山田奨治「アメリカ大衆文化への鈴木大拙の影響」より）
!
「大拙が歌舞音曲や大衆文化にあまり関心をもたなかったのは、残念なことだ。彼は華やかな世界が好きではなかったのだろう。そのことは『日本的霊性』（一九四四）で、「源氏物語」のことを「貴族生活の恋愛葛
藤・政治的陰謀・官能的快楽・文学的遊戯気分・修辞的技巧などで充たされて」いると断じたことからもわかる。

　日本では、禅は大衆文化とは対極の、高尚な精神文化だと位置づけられている。そうした位置づけを得たこともまた、大拙の働きによるところが大きい。だが「大衆」の語は、もとは仏教用語だと聞いたことがある。
もしも大拙が大衆文化にもっと心を寄せていたならば、ディランがアメリカでなしたように、日本の伝統にも新たな詩的表現が作り出されていたかもしれない。」




☆mediopos-2274　　2021.2.6

■蓮實重彦!
　『見るレッスン／映画史特別講義』!
　（光文社新書 2020.12）

蓮實重彦を知ったのは 
フーコーやドゥルーズ、そしてデリダといった 
フランス現代思想についての批評や 
『表層批評宣言』といったもので 
その頃はあまり映画批評は読まなかった 
名前のもじりではないが 
その「はす」に構えた感じの言葉には 
あまり共感を覚えなかったからでもある !
映画について語っているものを 
いろいろ読み始めたのは十数年ほど前からで 
淀川長治などとの対話や 
小津安二郎についての批評などの語り口からは 
それまでとはずいぶん違った印象を受けはじめた 
とにかく「映画愛」に満ちているのだ 
ときに無邪気と思えるほどに !
とはいえ蓮實重彦は痩せても枯れても蓮實重彦で 
本書でも語っているように 
「わたくしは、「新書」というものだけは書くまいと、 
長らく思っておりました」 
「大学院時代にふと買ってしまった丸山真男の 
『日本の思想』という短い書物のあまりの趣味の悪さに 
嫌気がさしたことが、トラウマになっていたのかもしれません」 
というように口の悪さも相変わらずとはいえ 
こうして軽い新書の形で映画を語る蓮實重彦を読めるのは 
ちょっとした娯楽映画のようなたのしい体験になった !
映画をあまり観ているほうではないけれど 
映画を語る蓮實重彦から得ることのできたものは 
ずいぶんたくさんあったことにあらためて気づかされた !
さてここで引用している文章は 
もちろん映画についてのものなのだが 
その映画のところをほかの○○ 
たとえば音楽や絵画や哲学などなどに 
置き換えて読んでもあまり違和感を感じない !
そしてとても軽い語り口にもかかわらず 
なにかに対するときの基本スタンスについて 
とても大事なことが語られている 

まず何に対しても先入見をもたず 
権威ある人のことばなど気にせずに見て 
共感できるものを見つけること !
さらに「ちょっと違うものに触れてみよう」 
という気持ちをもっていろんな異質なものに触れること !
そして重要なのは 
「まず驚かなければならないし、 
どぎまぎしなければならない」 
「どれだけ驚けるかということが、 
見ることのレッスンだ」という !
「「見る」ということ」を「決定的な行為」にするのは 
「救い」や「絆」や「癒やし」などではない 
「自分が異質なものにさらされたと感じること」であり !
「自分の想像力や理解を超えたものに出会った時に、 
何だろうという居心地の悪さや葛藤を覚える」こと 
そのことで「今までの自分の価値観とは 
相容れないものに向かい合わざるをえない体験」を 
得ることこそが「見るレッスン」なのだ !
アリストテレスによれば 
哲学は「驚くこと」からはじまるそうだが 
それが終わったときに哲学（だけではないが）も終わる !
教えられて「そういうものだ」を 
いくら覚えたところでなんの経験にもならない 
じぶんが快く受容できることで 
じぶんを小さい檻に閉じ込める 
「救い」や「絆」や「癒やし」は 
ここでいわれている「レッスン」とは相容れない !
日々どれだけ驚くことができ 
じぶんの価値観をゆさぶってくれるかなのだ 
答えはいらない 
必要なのはじぶんを超えるための切実な問いなのだから 



■蓮實重彦『見るレッスン／映画史特別講義』（光文社新書 2020.12）
!
「まずこの書物を読んでくださる方々にお願いしたいのは、世間で評判になっている映画ばかりを見るのではなく、評判であろうとなかろうと、自分にふさわしい作品を、その国籍や製作年代をこえて、自分自身の目で見
つけてほしいということです。そのためには、妙に身がまえることなく、ごく普通に映画を見ていただきたい。著者である蓮實重彦個人の視点など学ばれるにはおよびません。もっぱら自分が心から共感できる作品を見つ
けるために、映画を見ていただきたい。」
!
「気に入ったものを発見して、ある程度好みがかたまってきたと感じたなら、今度はちょっと違うものにも触れてみようという気持ちを持つことも必要です。とにかく映画の歴史というのはサイレントから始まり、かりに
サイレントで映画が終わっていたとしても、エリッヒ・フォン・シュトロンハイムにせよフリッツ・ラングにせよ、人類の資産としては素晴らしいものが十分すぎるほとあるわけですから。」
!
「映画がある程度分かるという気持ちは安心感をもたらすものですが、その安心感を崩すような瞬間が映画には必ずある。だから、映画を見て、まず驚かなければならないし、どぎまぎしなければならない。しかし、その
どぎまぎする感覚をいかに「これは映画だ」という安心感の中で得られるか、どれだけ驚けるかということが、見ることのレッスンだと思います。

　さらに、驚きばかりを求めるだけでは駄目だし、安心ばかりしていたのでもいけない。安心と驚きの中で、絶対に崩してはならない平衡状態のようなものはない。ある時はひたすら驚いても構わない、またある時はひた
すら安心しても構わないということが、まず映画を見るうえで一番重要なことです。

　ですから、一篇の娯楽映画を安心してずっと見ていたとしても、これは一向に構わない。ただし、その安心の中でも、ふとした時にある装置の一ヶ所が非常にうまく作動することがある。映画には必ずそういう瞬間が紛
れ込んでいるはずです。逆に言うと、それがないようなものは駄作。」
!
「なぜわたくしたちは映画を見るのか。映画など見なくたって、人類は生きていけるわけです。にもかかわらず、皆さんの生活次第では「見る」ということが決定的な行為になるのです。

　先日の京都アニメーションの放火事件で、現場に詰めかけた人たちが、「京都アニメによって私たちは救われていた」ということを語っていましたが、それは映画を見ることとは違います。映画は「救い」ではない。救
いとなる映画はあるかもしれませんが、救いが目的では絶対になくて、映画とは現在という時点をどのように生きるかということに見せたり考えさせたりしてくれるのです。

　時には見たくないものを見なければならないこともある。だから、「救い」という言葉が使われた時にわたくしは無闇に腹が立ちました。「救い」を求めて映画を見に行ってはならない。似たようなニュアンスの言葉に
「絆」や「癒やし」などもありますが、そんなもののために映画ができたわけではありません。

　映画を見る際に重要なのは、自分が異質なものにさらされたと感じることです。自分の想像力や理解を超えたものに出会った時に、何だろうという居心地の悪さや葛藤を覚える。そういう瞬間が必ず映画にはあるはずな
のです。今までの自分の価値観とは相容れないものに向かい合わざるをえない体験。それは残酷な体験でもあり得るのです。」
!
「アトラクションなどで映像を上映すれば、それはもう見世物ということになりますが、ある一定の時間を拘束して一つの物語を画面に映すという劇場での上映形態は、本来スペクタクルではありません。映画はスペクタ
クルではないということは、すでにフランスで60年代ぐらいにいわれており、別に新しい考え方ではありません。要するに、映画は、スペクタクルとして見ないからこそ得られる喜びが約束されているということなので
す。」

「映画はスペクタクルではないということですから、結局のところ、物語があるかないかが大きな分かれ目になってきます。そして、その物語はいまだに惰性体として続いているということです。ここで考えてみると、物語
がある娯楽というのは、小説と映画しかありません。（･･･）

　わたくし自身は、映画における物語はさほど重要なものではないと思っております。これについてはすでにいろいろなところで書いたことですが、映画や小説における物語というものは、ギリシャ以来存在していた西欧
の芸術学とは違ったところで生まれました。ですから早い話が、カントも、ヘーゲルも、映画などというものが生まれるとは思っていなかったし、小説というものが19世紀にこれほど盛んになるということさえ全く予期し
ていなかったわけです。

　芸術学の観点からすれば、小説はどこにも属さない。劇文学でもなく詩文学でも叙事詩でもない散文芸術というものが19世紀に登場し、それが、小説が行き詰まったと言われながらも惰性体としていまだに書かれてお
り、毎年賞が出る。もちろん素晴らしいものがあるかどうかというのは別の話ですが。それと同じことが映画についても言えると思います。

　だから、映画に未来があるかどうかということは実はどうでもよい問題なのです。未来があろうがなかろうが、惰性体としての映画が今後も続いていくことはほぼ間違いないからです。誰も映画を撮らなくなる時代はま
ず来ないと思っています。」
!
「映画に物語は不可欠ですが、物語だけを表現してみえるのであれば、それは本当に見世物になってしまいます。ですから、それ以外のところに映画の面白さというものがあることも間違いない事実です。

　その面白さの一つは、「細部が見せる一種の色気」というべきものだと思います。色気といってしまうとふとセクシャルなものを感じさせますが、そうではなく、存在しているものの影が、描かれているもの以上の何か
を見ているものに語りかけるということが重要なのです。」
!
「巷でよく聞かれる言葉に、フィクションの中にはリアルが、リアル、例えば実話やドキュメンタリーなどの中にはフィクションが必要だというものがあります。とはいえ、キャメラを向けて構えれば、すべてがフィクショ
ンになってしまうということに気づかねばなりません。それは視覚的な限定というものがあるからです。われわれが見ている世界とは別に、キャメラという視覚的な限定があったなら、必ずフィクションになります。だか
ら、リュミエールの時代から作られてきたのはすべてフィクションなのです。」




☆mediopos-2275　　2021.2.7

■ロバート・Ｍ・ヘイゼン（渡辺正 訳）!
　『交響曲第６番「炭素物語」／地球と生命の進化を導く元素』!
　（化学同人 2020.5）

炭素の『交響曲第６番』が 
ここに奏でられる 
「第６番」というのは 
もちろん原子番号の６から !
炭素は生命にとっても 
最も重要な元素であることは間違いない 
ＤＮＡの螺旋構造の骨格から 
タンパク質の複雑な形も 
炭素だけにしかない特性で成り立っている !
アリストテレス由来の四元素（四大）である 
「土」「空気」「火」「水」という 
４つの楽章を主題として 
「炭素がつむいだ地球と生命の物語」が 
交響曲ふうに奏でられているが 
著者のヘイゼンじしんが 
交響楽団のトランペット奏者でもあるというから 
本書はその発想で構成されているのだろう !
「土」の楽章では 
炭素原子と地球の誕生を奏で 
地球深部の炭素に思いを寄せる !
「空気」の楽章では 
地球の大気の生成や 
火山が吐く炭素系ガスの根源など 
炭素の壮大な循環が歌いあげられる !
「火」の楽章では 
燃えて働く分子や 
火のエネルギーを使ってつくるプラスチックなど 
炭素系物質への賛歌が奏でられる 

そして「水」の楽章では 
水のなかで進む炭素系物質の化学反応など 
生命の誕生と進化が歌われ !
フィナーレでは 
「土」「空気」「火」「水」の 
すべてがむすばれてゆく !
さて「元素」はどれも個性的で 
それぞれが特有の性質をもっている 
とくに最近そうした「元素」に関する 
さまざまな図鑑などもでている 
「周期表」なども眺めながら 
「物質」の神秘に思いを馳せることがある !
ちなみに神秘学でいう「元素(Elemente)」とは 
周期表として表されているそれではなく 
まさに本書の交響曲が各楽章としている 
「土」「空気」「火」「水」という四大である !
さらにいえば周期表にある炭素のような元素は 
それぞれにいわば霊的に生きた存在でもあるという 
そうした存在としてとらえたときにはじめて 
本来の物質界の生きた姿も明らかになることだろう 
それははるかな問いではあるが 
とりあえずはその物語を夢想してみるのもいい 



■ロバート・Ｍ・ヘイゼン（渡辺正 訳）


　『交響曲第６番「炭素物語」／地球と生命の進化を導く元素』

　（化学同人 2020.5）


!
「どんな元素も個性をもつけてど、特別な元素というものはある。６番元素の炭素は、暮らしに強くからみ合うが、そういう「もの」の素材にとどまらない。広大な時空のなかで、宇宙の進化にも深く
かかわってきた。138億年前に生まれ、いまなお変わり続ける宇宙の営みは、私たちの想像力をかき立ててやまない。炭素は宇宙のコアにあり、惑星や生命を、さらには人類の誕生をも演出した。蒸気
機関から産業革命を経てプラスチック時代の幕開けまで、炭素は技術の進化をも支えてきた。環境や気候を少し狂わせるかもしれないけれど。

　炭素はどこが特別なのだろう？　宇宙全体を見渡したとき、水素は炭素よりもずっと多く、ヘリウムはずっと安定で、酸素はずっと反応性が高い。鉄や硫黄、リン、ナトリウム、窒素にも特有な物語
がある。どの元素も地球の進化でそれぞれの役割を演じた。けれど、冷たい広大な宇宙のなかで地球が進化してきたさまをほんとうにつかみたいなら、とにかく炭素に目を向けよう。炭素と炭素化合物
こそが、かけがえのない物質世界と宇宙の進化を促すからだ。」
!
「古代ギリシャのアリストテレスは、土・空気・火・水を宇宙の４元素とみた。どれも特有な性質をもつ「本質」で、どれも宇宙の必須成分だが、４つそろって全体になる。周期表に並ぶ元素のうち炭
素だけが「４元素」の全部にからむ。だから楽章４つの交響曲がふさわしい。

　交響曲と同じく、本書の第１～第４楽章も、それぞれ主題と調子、テンポがちがう。第１楽章「土」では、大地をつくる鉱物と岩に注目する。地球が生まれるずっと前、炭素原子が誕生したころから
話を起こす。やがて豊かな炭素鉱物ができて進化を始め、多様化していったさまを奏でよう。

　第２楽章「空気」では、炭素の循環をじっくり歌う。炭素原子がたえず居場所を移す。海と大気のあいだを行き来し、深海に届いた炭素はプレート運動が地球の深部に潜りこませ、火山活動がまた大
気に戻す。太古から続くその流れを昨今の人間活動が少し狂わせ、まずいことが起こるのではと心配する人もいる。交響曲のゆっくりした楽章をまね、本書の第２楽章は緩やかで慎重な流れにしたい。

　暮らしに必須なエネルギーと産業、ハイテク応用で炭素が見せる大活躍は、力強くてテンポの速い第３楽章「火」に描く。炭素を含む多彩な材料は、暮らしの全側面を支える。だから第３楽章馬スケ
ルツォ（諧謔曲）基調にしよう。

　第４楽章「水」では、生命の起源と進化を扱う。まず原始地球の海で生命が生まれたさまをゆったりと奏で、進化と分化が進む話ではテンポを速める。そして最後のフィナーレで、炭素化学のさまざ
まな側面を歌いあげたい。」
!
「炭素の壮大な交響曲は、アリストテレスが考えた４元素「土」「空気」「火」「水」のすべてを結ぶ。どれひとつ、孤立した存在ではない。どれも全体に欠かせない。「土」は炭素質の結晶を生み、
陸地と海の保護と存続に役立つ。炭素が鉱物の有無「火」は社会のエネルギー源となり、物質界にも生命界にも貴重な分子を恵む。炭素系生命を生んだ「水」は、生命を育み、生命の進化と拡散を助け
てきた。美しい和音と複雑な対立旋律が強まっていくなか、炭素にからむ「４元素」それぞれは、ほかの３元素を祝福し、ほかの３元素から祝福もされる。

　人間は、太古から奏でられてきたその譜面に、自身の大切な主題を書き加え、テンポをどんどん速めようとの指示を書き添えてきた。私たちは「土」から鉱物を奪う。「空気」に大量の汚染物をだす。
「火」を使ってニーズと欲望を満たす。命あふれる「水」の世界にも進出し、どんな種が生き延びようと死のうとあまり気にかけない。ただし、それが度を越すのはよろしくない。

　私たちひとりひとりは、飽くなき欲望の追求からせめて半歩だけ退き、ユニークだが傷つきやすい住処、かけがえのない地球という故郷を見つめるのがいい。私たちに理性があり、畏敬と驚嘆の念を
強めて欲望を抑え、幻想曲のように美しい炭素の世界をいとおしむなら、うるわしい貴重な遺産を子どもに孫に、そして将来世代に遺してやれる。」



