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☆mediopos-2276　　2021.2.8

■赤羽正春『熊神伝説』 
　（国書刊行会 2020.11） 
■中沢新一『熊から王へ』 
（カイエ・ソバージュII 講談社選書メチエ239 2002.6） 

人間が熊にも変容し得るという 
神話的思考は 
対称性の思考である !
シベリアのタイガや闊葉樹の森に暮らす民族の多くは 
熊を民族の出自であり祖先である神として扱う 
神話的思考を育んできた 
アイヌのイヨマンテの儀礼もそれに連なったもので 
熊の魂を送ることでその再訪を願う伝統儀式のひと
つだ !
それは人間と動物の間や人間同士の間に 
「対称的」関係を築きあげることのできる 
「人間的な心」が生まれることによって 
はじめて可能となる思考である !
その「人間的な心」が生まれると同時に 
熊は熊・人間は人間なのではなく 
熊は人間であり人間は熊であるというような 
象徴能力や詩的なことばの使い方も生まれてくる !
人間が人間となったのは 
そうした「象徴を操る詩的」能力を 
獲得したことでもあったにもかかわらず 
とくに近代にいたっては 
人間が人間であるというアイデンティティに 
固執することが人間の証明でもあるかのように !
詩的な思考を生きることのできる 
豊かな対称性の思考である神話的思考を 
愚かな思考として貶めてしまい 
その思考は作り話としてのファンタジーのなかでしか 
生き残ることができなくなってしまった !
いわば狭義の論理性しかもたない 
科学的思考だけを特権化し 
それにもとづいた言葉・記号だけを 
一義的に理解する能力こそが 
優れた能力だとみなされさえもする 

ＡＩを人間の頭脳にしようとする傾向などは 
それを極端に押し進め 
人間から対称性の思考を根絶しようとするものでもあり 
ますます人間が人間である必要条件である 
「象徴を操る詩的」能力がスポイルされようとしている !
ノヴァーリスが示唆した 
「すべての科学はポエジーになる、哲学になったあとに…」 
ということとは逆の方向へと進んでいるように見える 
すべての科学から哲学やポエジーが根絶されたとき 
人間は人間であることを止めてしまうことになるのだが 



■赤羽正春『熊神伝説』（国書刊行会 2020.11）


■中沢新一『熊から王へ』（カイエ・ソバージュII 講談社選書メチエ239 2002.6）
!
（赤羽正春『熊神伝説』より）
!
「シベリアのタイガや闊葉樹の森に暮らす民族の多くが熊を自民族の出自、祖先として扱い、その結果、熊は神（自らに関わる精霊の集合体）であるとする思惟を育んできた。

　民族の叙事詩に熊が謳われ、大地に人が住み着くことを裁可してくれた主体として尊敬される。

　熊の巣穴に娘が落ちて、一冬過ごした後に子供を伴って出て来て、この子が民族の始祖となる語りを記述した。この語りこそ、熊の民族創世神話の核であろう。

　娘は熊の巣穴で一冬過ごし、ここで子供を誕生させる狩人が熊の巣穴に落ちて、一冬過ごさしてもらう「熊、人を助ける」語りは、日本にもスラブにもそしてヨーロッパにも分布した。つまり、北極圏に近い熊の民族創世神話を核とする女性による民族誕
生譚に派生して描かれた。

　熊による民族創世の語りは、熊によってこの地上の生を叙事詩に象徴化させてきたものである。

　熊神伝説の核、「娘が熊穴で一冬過ごし、ここで子供を誕生させる」語りは、重大な思惟を含むのである。

　その地で絶対的優位の地位にいる熊に娘が捧げられること。同時に、娘は熊の伴侶として、結婚することも象徴化され、娘は熊に捧げられる処女として、熊の血を受け継ぐ者となる。

　結婚によって民族の誕生を導く神話は白鳥処女伝説をはじめ、神格を持つ動物との結婚という語りで世界的に分布する。鯨が神となっているシベリアの民族では、鯨と娘の結婚によって自身の民族が誕生するという。

　男は狩人にしろ漁師にしろ、破壊するものとしての位置づけしか与えられない。ところが、娘は子孫誕生の象徴であり、豊かに民族を育む主体である。

　熊神伝説は娘を核としながら、狩人で表現されてもいる。ハンテ、エヴェンキ、エヴェンに核となる語りが存在し、アムールランドのナナイやニブヒ、ウデゲなどに核か派生したと考えられる類似の伝承が広がり、ヨーロッパやスラブ、日本に南下の道を
辿る、周縁部に「熊、人を助ける」狩人の語りが拡がる。
!
　　シベリアの叙事詩は本来、猟がうまくいくこと、旅に出る人が無事に帰ってくることを祈って行われた。物語の中心に旅があり、中の国に住む人間が上界に住む神と婚姻関係を結んだ結果、子孫繁栄がもたらされるというのが叙事詩の中心テーマになっ
ていることはきわめて自然である。」
!!
（中沢新一『熊から王へ』より）
!
「神話はほんらい国家というものを持たない人々の間で生まれ、発達してきたものです。そこでは、人間と動物との間に越えることのできない溝などはなく、いつでも動物はどの毛皮を脱いで人間のようにふるまい、人間のことばを語ることもできましたし、
動物の性的魅力の虜になった人間の女性は、すすんで動物と結婚して、森の中に消えていくこともできたのでした。つまり神話という語りを通して、人間と動物の間や人間同士の間に、「対称的」関係が築きあげられていたのです。

　神話が語られた社会では、人間が動物に対して一方的に優位な立場に立ったり、具体的な人間関係を超えた権力のようなものが、人々の上に有無を言わさぬ力をふるったり、ということは起こらないような仕組みができあがっていました。」

「神話を持つ世界では、人間は「文化」を持ち、動物たちは「自然」状態を生きていると考えられていました。「文化」のおかげで人間は、欲望を押さえ、節制した行動をおこない、社会の合理的な運行を維持する規則を守ったりしながら、動物にはまね
のできない抑制のとれた生き方を実現できるのです。こういう「文化」を大切なものと考えていた社会の人間は、当然のことながら、自然やまわりの人間たちにたいして、きわめてエレガントな考えやふるまいをおこなっていました。近代の人人が「野蛮人」
だとか「未開人」と呼んでさげすんだ人々は、じつは彼らを支配した近代人などよりもはるかに上等で優雅な「人間」だったのです。」
!
「アイヌの世界を南限として、このような対称性の思想は語られなくなってきます。」
!
「私たちは「対称性の社会」ということばと「神話的思考」ということばを、だいたい同じ意味で使うことができます。自分たちがつくりあげている世界から、できるだけ非対称の関係を少なくしていこうとしている対称性の社会では、現実の世界ではたが
いに分離されてしまっているもの同士が、内密の通路でいまもつながりあっていることをしめすために、神話の思考を用います。神話は時空がひとつに結びあう場所のありさまを、具体性の論理を使って描くものですから、いまは非連続に分離されてしまっ
ているものが、時空がひとつであるその場所では、連続的なつながりを取り戻している様子を、うまく表現することができるからです。」
!
「この神話（『熊と結婚した少女』）をていねいに紹介したのは、新石器人のとらえていた世界の感触を、みなさんにしっかり味わっていただくためでした。熊の暮らしや冬眠や繁殖などの生態のことが、熊の視点から描かれていることに、お気づきだと思
います。狩人が自分のほうにやってくる様子を、熊の視点から語っています。このように動物が一人称で自分の体験を語る語り方は、アイヌの「ユーカラ」などにとても発達した形態を見ることができますが、その語り方はこの神話から判断するかぎり、と
ても古いもののように想われます。」

「たしかに、これは近代の人間がいちばん怖れている思考法かもしれません。「人間である」ということに至上の価値を置いている私たちの社会では、人間が熊に変容したり、熊が半分は人間であるなどという考え方は、とうてい受け入れがたいものに見
えるでしょう。そんな考えを認めれば、人間であるということの同一性が崩壊してしまいますからね。いまでも人気のある「狼男」をめぐるホラー話などは、そういう同意一生崩壊への恐怖をよく物語っているでしょう。

　ところが、人間が熊に変容し、熊の中に「半分人間」を見出す、このような思考法こそ、旧石器時代以来の現生人類に特有のものであり、人類をあらゆる生物種の中で「人間」たらしめている、もっとも「人間的」な思考法などだということを、忘れては
なりません。」
!
「ネアンデルタール人がつかっていたことばは、たぶん比喩の表現がまったく欠如しているか、きわめて貧弱なものだったと思われますが、それに対して、現生人類の駆使することになることばは、豊かな比喩によって、違う分野の結合ができるようになり、
さらには流動的知性のジャンプ力を使って、新しい意味をになったことばを創造することさえ、できるようになりました。つまり現生人類とは、ことばと思考の「詩的な利用」という能力を携えて、氷河期の厳しい環境の中に生まれ出た、新しいタイプの生
物種だったのです。

　そう考えてみると、「人間は熊になることもでき、熊は半分の人間なのだ」という表現に、そうして獲得された詩的な思考能力（別の言い方をすれば、ことばの象徴化の能力）の、ほとんど原初のままの表現を、私たちはここで見届けていることになりま
す。人間が熊になり、熊が人間に変容していくという認識は、まさに私たち現生人類の大脳の中でおこっている流動的知性の動きと変化を、そのまま直接的に表現したものにほかなりません。

　私たちの心の中ではたえず、人間は熊になり、熊が人間になる過程がおこっており、そのことが、私たちをして、真実の「人間」たらしめていると言ってもいいでしょう。（･･･）現生人類は、人間と熊はおたがいに変容しあうこともできる「親族」であ
り「友人」なのだ、と思考しだしたのです。そして、熊の立場になって、そのとき熊ならばきっとこう考えるだろうと想像しながら、物語を紡ぎ出しています。「人間的な心」が、このときはじめて生まれ出るのです。流動的知性の活動が心の中に動き始め
るやいなや、人間の心の中には、他者に対する共感に満ちた理解という、私たちにとってなによりも貴重な「人間的な心」が発生するのです。それは象徴能力や詩的なことばの用法と、まったく同時に生まれてきます。そうしてみますと、人間が熊に変容し
ていく可能性を、いかなり意味においても否定する近代科学などは、あさはかな思い上がりによって、象徴を操る詩的生物としての自分たちの本性を、正しく認識する能力を失ってしまっていると、言えるのではないでしょうか。」




☆mediopos-2277　　2021.2.9

■成田悠輔 
　「未来の超克」新連載　第一回　測らない経済（序）!
　（『文學界』二〇二一年三月号　文藝春秋 2021.3 所収）

世界のさまざまな問題は 
いちどその根底のところから 
考えなおして見る必要がある !
通常は疑ってもみない 
それぞれのカテゴリーの根底にある 
固定観念の力学とは逆に働く思考実験が 
この「未来の超克」と題された連載では 
試みられていくことになるようだ !
ここに挙げられている 
常識とは逆の力学でとらえられた 
次のようなカテゴリーがとても魅力的なので 
まだ未知数ながら紹介してみることにしたい !
　・測らない経済 
　・集まらない都市 
　・伝えないメディア 
　・決めない政治 
　・交わらないＳＮＳ 
　・学ばない教育 
　・探さない就活 
　・救わない宗教 !
どのカテゴリーの逆力学も 
思考実験をするに値すると思われる 
このなかで教育に関しては 
「教えない教育」のほうがいいかもしれないが !
さてこの連載の第一回「測らない経済（序）」 
では経済というカテゴリーの逆力学が示唆されている !
数値に置き換えるということのない経済はないがゆえに 
「測らない経済」が思考実験されようとしている 
経済問題の根底にあるのは数値に置き換えることだというのだ

最近では政治の道具にさせられかけている感もある 
ベーシックインカムについても示唆されているが 
そのＢＩによってお金から解放されることはないだろう 
むしろ人をお金の観念に呪縛させてしまう可能性さえある !
ＢＩはある意味で「経済における友愛」であるだろうが 
それが「精神における自由」が貫かれていないならば 
むしろそれがお金に対する麻薬にさえなってしまう !
「測ること」は 
経済にかぎらずあらゆるカテゴリーについても 
その根底から強力な呪縛となっているように思える !
まるで老子のようだが 
「測れるから大小が生まれる」のだ 
そこには精神をスポイルし 
ひとから自由を奪う罠がある !
測ることから自由な経済 
それがどんなに困難な思考実験だとしても 
そこに精神の自由の観点を加えることで 
現代を超克するための視点を 
はるかな未来に向けて模索してみる価値はあるだろう 



■成田悠輔「未来の超克」新連載　第一回　測らない経済（序）


　（『文學界』二〇二一年三月号　文藝春秋 2021.3 所収）
!
「錆びついた価値や制度のカテゴリーも死にゆく構造の一部であるからには、カテゴリー自体を揺るがす思考実験が必要だ。（･･･）連載の各回ごと、あるカテゴリーに抗った半熟な構想を示したい。
!
　・測らない経済

　・集まらない都市

　・伝えないメディア

　・決めない政治

　・交わらないＳＮＳ

　・学ばない教育

　・探さない就活

　・救わない宗教
!
　カテゴリーの力学と逆に動く思考実験をすることで、カテゴリーによる単純化の誘惑に負ける以前の未来を回想しよう。」
!
「経済が壊れている、何とかしなければと思い込んでみよう。その恐れを燃料にして、よりよい地点へと飛躍するためだ。経済が壊れていると感じるのは、経済や市場の評価が「あるべき真の」価値とズレているように見えるか
らだろう。この乖離をどうすれば整理できるだろうか？

　よくある処方箋が、万人に無条件で一定の所得を政府が保証するベーシックインカム（ＢＩ）だ。生活保護、失業保険など無数の保証がスパゲッティ状に絡み合った現在の制度を一元化するＢＩは、社会保障の究極的な簡略化・
効率化・全面化だ。

　ＢＩに託される夢はどでかい。「稼ぐためだけに生活を切り売りする労働」から人類が解放され、壊れた経済から自由になるという夢だ。自発的な強制労働から解放された人類は、市場の評価など気にせずにしたいこと・すべ
きことに全盛活を捧げられるようになる。そんな筋書きを、ＢＩを後押しする資産家や投資家はしばしば語る。「やかましい貧者どもに恨まれると大変だ、口に札束でも突っ込んで黙らせておけ」とでも言いたげに。

　しかし私は、その夢は夢でしかない、ベーシックインカムは人類を経済から救わないと考える。なぜか？」
!
「物質的にはどんどん働かなくてもよくなっているにもかかわらず、働かなければならないという強迫観念が消える気配はない。だとすると、ＢＩで路上から失業中の路上生活者が消えたとしても、失業者の心から「働けず稼げ
ないダメ人間」という負い目が消えることはないのではないだろうか？

　ＢＩによって人々の心境が悪化する可能性さえある。ドラゴンボールに「精神と時の部屋」があるのは暗示的である。可処分時間が可能にするのは、自己精神であり、自己反省であり、自己嫌悪である。人は暇だと鬱になる。
小金と時間を与えられて人類が手に入れるのは、働けず稼げない自分へのより純化された自己嫌悪かもしれない。

　お金から解放されるにはまずお金が必要だという世界観の中に住むかぎり、私たちがお金から解放されることはない。薬物から解放されるためにはまず薬物で落ち着く必要があるという中毒者の泥沼そのものだからだ。

　真に必要なのはＢＩやお金ではない。稼げない人間、働けない人間でも何の引け目も感じずに生きられるような経済観と人生観への転換なのだ。」
!
「そんな新しい価値観を耕すにはどうすればいいのだろうか？　ひと言で言えば、測ることを止めなければならない。

　そもそも経済は測ることの支配だ。順位をつけられるものたち、数えられるものたちに注目し、交感や増殖などの変換を加えると経済が発生する。しかし、今日の世界を見渡せば、数えられるものは驚くほど少ない。というか、
数えたり順位をつけたりして意味があると私たちがとことん思えるものはどんどん減っているように思われる。
!
　　「その時期、僕はそんな風に全てを数値に置き換えることによって他人に何かを伝えられるかもしれないと真剣に考えていた。そして他人に伝える何かがある限り僕は確実に存在しているはずだと。しかし当然のことながら、
僕の吸った煙草の本数や上がった階段の数や僕のペニスのサイズに対して誰ひとりとして興味など持ちはしない。そして僕は自分のレーゾン・デートゥルを見失い、ひとりぼっちになった。」（村上春樹『風の歌を聴け』）
!
　にもかかわらず、私たちはいったんすべてを測るよう調教されている。この洗脳は驚くほど私たちの全脳を覆っている。円やドルのような法定通貨だけでなく、平等を取り戻すことを目指した教育バウチャーのような疑似通貨
もそうだし、通貨の分散革新を目指したビットコインやイーサリアムのような仮想通貨もそうだ。測って比べたらダメだということになっている、家庭などいくつかの禁忌地帯を除いて、測れる価値がしないしない領域を見つけ
ることは難しい。

　歴史を振り返っても、測ることが廃棄されたことはほとんどない。かつて、経済が壊れているという感覚は「資本主義」や「市場原理主義」、「新自由主義」の問題だと語られていた。それに対置されたのが、「社会主義」や
「共産主義」、そして微温的な「社会民主主義」だ。だが、そのいずれの主義も測定主義には手を触れなかった。人の労働を測ること（物象化）への嫌悪は示しても、小麦や布を測ることを停止しようとはついぞ考えなかった。
あくまでも数量を測り、値段をつけることは前提として、数量と値段の計算と配分をどう変革するかに腐心した。

　ここに罠がある。測れるから大小が生まれる、ひとたび大小が生まれれば、大きいものが小さい者を制する。利益質の高い独占者が、競争で利幅を失負け犬を駆逐する。スケールするものが勝つ。正の利子がつけば富めるもの
がますます富む。

　測定こそ始源だというワナを逃れて、測らない経済は想像できないだろうか？」




☆mediopos-2278　　2021.2.10

■若林正恭×國分功一郎「対談　真犯人を捜して生きている」	
　（『文學界』二〇二一年三月号　文藝春秋	2021.3	所収）

「すべての人に暇を！」	!
群れのなかに暇はない	

ひとりでいる暇がなければ	

内から生まれてくるものに	

向き合うことはできない	!
小人閑居して	

不善をなしたとしても	

群れさえしなければ	

それはそれで必要なこともある	

そこからしか生まれないものがあるのだから	!
ＳＮＳのなかでねたみや誹謗中傷	

批判攻撃が跋扈するのも	

暇をもてあまして	

群れのなかで	

自我が暴走してしまうからだ	!
世の中は	

暇をつくらせないように	

さまざまな規則や絆で	

ひとを群れに縛りつけようとする	!
管理社会は暇を不安の材料にさせる装置だ	

コロナ禍でステイホームといわれるだけで	

暇をもてあます人が多量に生まれる	

むしろ贅沢な時間が与えられたとすればいいのだが	!
しかし暇という贅沢な時間を生み出していくには	

それなりのスキルと覚悟が必要になる	

世の中には「私を見て！」という	

承認欲求ばかりが百鬼夜行している	

そこからはできるだけ距離をとり	

人と比べたり	

賢く見られようとしたり	

評価されようなどしないことだ	!
承認欲求が大きければ大きいほど	

人はどうしても群れざるをえなくなる	

群れの力学から離れることでしか	

生まれないものがあるのだ	!
「すべての人に暇を！」	

そして	

その暇を贅沢で豊かな時間に！



■若林正恭×國分功一郎「対談　真犯人を捜して生きている」	

　（『文學界』二〇二一年三月号　文藝春秋	2021.3	所収）	!
「若林／僕がすごく気になっているのが、TwitterのようなＳＮＳ上に誹謗中傷があふれていることです。人を自殺にまで追い込んでしまうこともある。なぜ、そこまでして人を攻撃したいのか、よくわか

らないんです。	

國分／基本にあるのはねたみという感情だと思います。ねたみって、人間が持っている一番強い感情かもしれません。たとえば、革命もねたみで起こるだけです。一部の人間だけが得をしているのはおか

しいってことですから。	

　スピノザが非常に構造的にねたみを分析しているんですね。ねたみの根っこには、他人と自分は同等なはずだという意識がある。だから、自分が同等だと思っていた人間が優遇されたり、活躍したりす

ると、「なんであいつだけ･･････」とねたみの感情に襲われる。	

　逆に言うと、藤井聡太みたいに、とても自分と同等だとは思えない相手に対しては、そもそも違うと納得できるからねたみは感じない。	

若林／比較するのは難しいかもしれませんが、人類の歴史から考えて、現代の日本はねたみが生まれやすい状態なんですかね。	

國分／昔の人はうまいことを言うと思うんですが、やっぱり「貧すれば鈍する」という言葉で説明できるところは大きいんじゃないでしょうか。経済的に苦しくなると、ねたみが生まれやすい。	

若林／格差社会ってことですか。	

國分／ええ。経済的条件があると思いますね。いろいろと苦しいからこそ、「他の連中も自分と同じはずだ」と強く思っている。そう強く思っているから、優遇された人間に強くねたみもする。」	!
「若林／日本は多様化する方向に向かっているというけれど、やっぱり村っぽいところが残っているように思うんです。「多様性」とか「ダイバーシティ」とか言われているけれど、あれは「差別しちゃ

いけません」ということをみんなが共有しているだけで、多様なものを認めているわけじゃないんですよね。	

國分／いまのは太字にしたいくらい、すごくいい指摘ですね。そうなんですよ、「差別はダメ」というのが共有されているだけで、多様なものが受け入れられているわけじゃない。	

　ＳＮＳのことですけど、やはり鬱憤ということを考えますね。徳や価値観は時代によって大きく変化するけれど、同じ人間だから鬱憤が溜まるのはあまり変わらないんじゃないか。そうすると、その鬱

憤を晴らす機会が以前とは変わってきていて、かつては考えられなかったような方法で鬱憤晴らしが行われているということはありえますね。」	!
「若林／一九八〇年代と今とじゃ、年の取り方が違いますよね。	

國分／全然違いますよね。いま六〇代と言ってたってピンピンしているし。僕はいま四六歳ですけど、自分が小さい頃は四六歳というと、もう人生終盤に差し掛かっているというイメージがあったのに

ね。」	

「國分／ずっと若いままでいないといけない。それはひどくしんどい。僕自身は動じないじいさんにすごく憧れがあって、何というか、植物のようなイメージですね。みっしりと根を張っていて、天候の

変化なんかものともせずに立っているみたいな。今はまだまだ小動物みたいな感じで。ちょっと音が立つとキョロキョロしちゃう。	

若林／それは体験の確実性が増しているってことですよね。お笑いでいえば、どんどんスべるのが平気になっていくようなものですね。	

國分／スベるのが平気になるって、ある意味ですごくクリエイティブじゃないですか。	

若林／じつは僕、最近そういう感覚を持ち始めたんです。自分でもすごく驚きで。やっぱりいままでは、センスがあると思われたい、それこそ使う単語であったりとか、切り取り方であったりとか、そう

いう能力が高いやつに見られたいと、承認欲求に縛られてたと思うんですよ。でも不思議なもので、最近は植物のような人のほうが強いんじゃないかという思いの方が強いですね。蛭子さんってずっと面

白いじゃないですか。あと、五代目の古今亭志ん生の落語もそうなんです。「やる気が出ないんでね」なんて言って、ボッケボケにボケるところがかっこよくて。まだ変容している途中ですけど、そっち

に憧れるようになってきた感じがあります。」	!
「若林／最近は絆というのがあちこちで求められる風潮があるじゃないですか。『鬼滅の刃』とか『ワンピース』でもそうだし、アイドルグループを見ていてもそう思うんです。でもその一方で、グロー

バリゼーションのもとで、個人と個人の間で格差や分断を生み出すような勝負をさせられているわけですよね。そこがつながらないというか、正反対に引っ張られているようなところがありますね。	

國分／やたら自己責任が求められている一方で、社会では、絆、絆と言うからどこか嘘っぽく聞こえますよね。」	

「國分／学校教育でも地域やコミュニティを大切にしていて、小学校でも親と学校と地域で見守るということがよく言われます。それはとても大切なことなんだけど、子どもたちがのびのび育っていくた

めにはそれだけでは不十分だろうと思いますね。	

若林／やっぱり暇な時間が必要ですよね。（･･･）暇ってすごく贅沢なものなんですね。	

國分／最高の贅沢ですよね。	

若林／新橋で飲んでいるおやじたちは、けっこう贅沢なんですかね。	

國分／そうなんじゃないですか。僕の友人で、現代社会に対して鋭い批評を行っている白井聡君という研究者が面白いことを言ってたんです。マルクスは共産主義社会を一回だけきちんと定義したことが

あって、「朝は狩りをして、午後は魚釣りをして、あとは、牧畜をして、夜はルームチェアに座って文芸批評をする、これが、共産主義社会なんだ」と書いている。白井君はそれを引いて、新橋の飲み屋

で飲みながらサラリーマンたちは、まさしく共産主義社会を実現していたのだと言っているんですよ。つまり、昼はサラリーマンをやっているけど、夜になると野球評論家になる。家に帰ればお父さんを

やっているかもしれない。会社員であるだけでなく、阪神の批評家でもある時間をもつことは。人間が生きていく上ですごく大事なことじゃないか。」	

「國分／それらを楽しむためにも、自分と向き合って自分と話をする孤独な時間があることは、絶対条件だと思うんです。昭和のお父さんたちは、野球中継を見て野球評論をしながら、自分と対話してい

た。「バースの今日のこのプレイは、十分に評価できない」とかね。それは暇という贅沢があるからこそできることです。『暇と退屈の倫理学』にサインする時、いつも「すべての人に暇を！」って書い

ているんですけど、それを今の世の中に対して強く言いたいですね。」	



☆mediopos-2279　　2021.2.11

■沓掛良彦『エラスムス／人文主義者の王者』!
　（岩波現代新書032　2014.5）!
■沓掛良彦『痴愚神礼賛／ラテン語原典訳』!
　（中公文庫 2014.1）!

権力か反権力か 
どのイデオロギーに与するか 
白か黒か 
さらに 
どこに属するか 
専門は何か 
それらを明らかにしようとしないとき 
ファナティズムは 
そのことをこそ疎ましく思うようだ !
エラスムスも一六世紀のヨーロッパで 
双方のファナティズムから激しく攻撃を受ける !
「エラスムスが卵を産み、ルターがそれを孵した」 
といわれるように 
エラスムスという「人文主義の王者」がいなければ 
プロテスタントを生んだ宗教改革は 
生まれていなかったかもしれない !
たしかにエラスムスは宗教改革の種を蒔き 
聖書理解への道を開いた最重要人物だったが 
ルターに協力したわけでもなく 
むしろそれを拒み 
ルターから攻撃されたほどだ !
また『痴愚神礼賛』や『対話集』にみられるように 
当時のキリスト教会の在り方を厳しく批判したため 
異端告発され上記の書などは禁書とされたりもしている !
エラスムスは人文主義的な立場から 
反狂信・寛容・非暴力の精神を貫いたため 
その徹底した反戦・平和主義でどちらにも与しない姿勢は 
どちらの側からも激しく攻撃されることになったのだ !
激しく攻撃されたのは 
エラスムスは一六世紀のヨーロッパで 
それほど影響力を持っていたということでもある 
その後もラテン語教育が衰退するまで 
（エラスムスはラテン語のみで著作を行った） 
ヨーロッパの知的世界に多大な影響力を持ち続けた 

エラスムスほどの難しい立場でなくても 
「不信と狂気そして不寛容」でないというのは 
双方からよくは思われない 
白か黒かはっきりしないものは 
どちらからも見ても黒以上の黒に見えてしまう !
しかもエラスムスはレオナルド・ダ・ヴィンチほどの 
「万能の人、普遍人（uomo universale）」ではなかったものの 
狭い専門領域だけで全体像が見えなくなってしまっている 
現代の学者のようなありようとは異なり 
「普遍的文人」とでも言うべき存在だったという !
そのエラスムスが日本ではほとんど関心が持たれていないことから 
その「知られざるエラスムス」を少しでも紹介したいというのが 
本書を通じた著者・沓掛良彦さんの「願い」だそうだ !
エラスムスの人物像を知ったのは 
個人的にも本書がはじめてで 
あわててラテン語原典から訳された『痴愚神礼賛』や 
中央公論の世界の名著に収められている『対話集』などを 
読み始めているところである !
『ユートピア』で有名なトマス・モアが 
互いに相手を「わが魂の半分」と感じるほどに 
友情で結ばれあっていたということも始めて知り 
当時のヨーロッパについてのみずからの無理解を痛感している 
中央公論の世界の名著でもエラスムスとトマス・モアは 
同じ巻に収められているにもかかわらず 
その意味さえ理解しないでいた 
己の「痴愚」を恥じるところだ 



■沓掛良彦『エラスムス／人文主義者の王者』（岩波現代新書032　2014.5）	

■沓掛良彦『痴愚神礼賛／ラテン語原典訳』（中公文庫	2014.1）	!
（沓掛良彦『エラスムス』より）	!
「今日のわれわれにとって、一六世紀のヨーロッパに生きた一人の知的巨人を知ることは、どういう意味をもつであろうか。	

　まず言えることは、ルネッサンスとりわけ北方ルネッサンスの精神世界、知的状況を知る上で、エラスムスは不可欠の存在だということである。ヨーロッパ文明・ヨーロッパ文化というものはなおも学

ぶべきものであるとするならば、そのヨーロッパの知的世界に劇的とも言える大きな変革をもたらし、その後の飛躍的な発展を招いたルネッサンスの意義は、いくら強調してもしすぎることはない。エラ

スムスは北方ルネッサンスを動かした人物であり、その象徴的存在でもあった。一五世紀のイタリア・ルネッサンスに続いて、フランス、イギリス、ネーデルラントなどにまで波及した一六世紀のいわゆ

る北方ルネッサンスは、幾多の傑出した人物を生んだが、エラスムスがその文学的盟友トマス・モアとともに、この北方ルネッサンスをなった二大巨星であることは、これまでに説いたとおりである。宗

教改革の時代でもあった激動の時代を生きて知的世界に君臨し、一六世紀を「エラスムスの世紀」とまで言わしめたこの人文主義の王者が、同時代に及ぼした影響力は計り知れないものがある。」	

「だがわれわれ今日の読者にとって、エラスムスを知ることの意味は、単に過去のヨーロッパを知ることだけに尽きるものではないはずである。名が広く知られているわりに実際に読まれることが少な

く、またその生涯を貫いていた信念や精神が理解されているとも言いがたいこの国において、エラスムスの著作がわれわれにはたらきかけるものがあるとすれば、それはエラスミスムによってであろう。

人類が痴愚女神の支配から脱し、狂気や狂信と無縁の存在にならないかぎりは、エラスムス的叡智が無用のものとなることはない。人間というものをとらえ支配している愚かさ、迷妄を明るみに出すと同

時に、人文主義に基盤を置く反狂信、寛容、非暴力の精神に貫かれているのがエラスミスムにほかならないからである。彼が生きていた時代のみならず、いつの世にも人間社会を支配する愚かしさ、痴愚

を仮借なく暴いて覚醒をうながすことにとどまらず、徹底した狂信の敵であるエラスムスは、時代を支配するあらゆる形での狂信とそこから発する暴力を激しく憎み、忌み嫌い、狂信と暴力を地上から排

除し一掃しべきことを叫びつづけた人物であった。あくまで人間の理性に信を置き、狂信と暴力、力による支配に代えて、啓蒙が進んで知性が君臨することを夢見たエラスムスの主張は、彼の生きた当時

においても、確かに非力であった。狂信に対する新たな狂信をもって応じる愚を衝き、ひたすらに宗教上の寛容を説くその態度や姿勢は、獅子吼しつつ鉄のこぶしをふるって宗教改革運動に猛進するル

ターや、カルヴァンの前にはあまりにも弱々しく無力であった。また彼は骨の髄からの反戦・平和主義者として、戦争という無益にして最大の暴力を激しく憎み、平和を呼びかけ、執拗に反戦の声を上げ

たが、それもまた領土的野心に燃える当時の君主たちの現実の力を前にしては無力であり、戦塵の中でかき消されてしまった。だからといって、このような人文主義者を根幹とするエラスミスムが発した

声を、非力で非現実的だとして嘲笑し抹殺してはなるまい。なぜならそれは人類の理性の声、良心の声だからである。そういう声を無視し圧殺する力が大勢を占める時代は、不信と狂気そして不寛容が支

配的となる時代である。われわれは謙虚にエラスムスの説くところに耳を傾けるべきではなかろうか。	

　エラスムスの生きた時代は、確かに痴愚女神の支配する時代であったおう、だが二一世紀を迎えたわれわれの時代とて、どうして痴愚女神に無縁であり得ようか。衆愚の結果として権力を握った愚かな

権力者や政治家、民衆の労苦をよそに利権をあさる利権屋集団と化した官僚、三百代言的無責任な言辞を弄して民衆を煽る言論家、権力者におもねる御用学者などをはじめとして、痴愚女神のおかげを

蒙っている人間は、現代社会にもあまた見られるではないか。滑稽千万なことに、エラスムスの時代とさして変わらず、法王庁さえもどうやらいまだ痴愚女神の支配下にあるらしい。痴愚女神に踊らされ

ている人間たちの愚かさを仮借なく暴き立て、これを笑いのめしたエラスムスの風刺は、彼の生きた時代だけに終わるものではない。それは時代を超えた普遍性をもつものであって、現代にも痴愚女神の

口を借りて笑われねばならぬ人間があまたいる以上、エラスムスは読まれねばならない。	

　それに加えて、不穏なことに、狂信と宗教的不寛容が世界に暗い影を投げかけている。世界平和を脅かしているイスラム原理主義やキリスト教原理主義が勢いを増し、異教徒異民族を抹殺するためなら、

大量虐殺の兵器使用も辞さぬ姿勢を示す権力者がいるかと思えば、領土的野心をむき出しにして他国を恫喝する大国の指導者もおり、それに呼応しての、愛国主義に名を借りた新たなナショナリズムの狂

気が頭をもたげつつあるのが昨今の状況である。エラスムス不倶戴天の敵である狂信と不寛容がまたしても世界を覆いつつあるこの世界で、狂信を排し、寛容を説き、非暴力を唱え、戦争の狂気を糾弾し

たエラスムスの存在は、改めて見直されてよいと思う。」	!
「エラスムスという人物は、学問に専心する人々の間ではもはや失われた人間像を体現していて、そのこと自体によって、われわれにある種の反省をもたらしているようにも思われる。先にも述べたよう

いに、エラスムスはその創造的活動が、芸術から自然科学、工学にまで広範囲に及んだレオナルド・ダ・ヴィンチのようなルネッサンス的「万能の人、普遍人（uomo	universale）」ではなく、その膨大な

著作活動が文学や人文科学に限られていたから、敢えて言えば「普遍的文人」とでも言うべき存在であった。とはいえ、その分野における多方面にわたる関心と実に広範囲に及び著作活動は、学問研究の

細分化、専門化の進んだわれわれ現代人を驚倒させずにはおかないものがる。それはもはや現代では失われた、広く知を求める人間の姿を示している。	

　スペインの思索家オルテガ・イ・ガセットが名著『大衆の反逆』（一九二九年）でその危険性を指摘していることだが、一九世紀以来ひとつの特定科学だけしか知らず、その科学のうちでも自分が研究

しているごく小さな部分しか知らない人間が、世界の知的指導権を握ったという事実がある。このような知の細分化、学問研究の極度の専門化は人文科学においても今や支配的であり、「自分が専門的に

研究している狭い領域以外のことにはまったく通じていないことを美徳だと公言し、総合的知識に関心を示すことをディレッタンティズムと呼ぶに至った」のが現代の知的状況であろう。	

　汎く知を求めるエラスムスの態度・姿勢は、これとは対極に立つものである。エラスムス的な八宗兼学、博学無双の百科全書的知識の追求は、確かに現代の知的状況にはそぐわないものかもしれない。

人文科学においても、そうである。だが極度ｂに知の細分化、専門化が進み、誰もが自分の狭い専門領域に閉じこもり、そこに跼蹐して、周囲のことも全体像も見えなくなるというのは、やはり危険なこ

とではあるまいか。ことにも人文科学においてはそうである。それはオルテガ・イ・ガセットが指摘し、危惧した「専門主義の野蛮性」につながることになる。オルテガの言う「無教養な」専門家になら

ぬためにも、生涯をかけて遍く汎く知の世界を追求し逍遙したエラスムスの姿勢から、われわれの学ぶべきことはあると言えるだろう。	

　いずれにせよ、エラスムスは今なおわれわれの前に立ち、語りかけているのである。」	



☆mediopos-2280　　2021.2.12

■バーバラ・Ｈ・ローゼンワイン（高里ひろ 訳）!
　『怒りの人類史／仏陀からツイッターまで』!
　（青土社　2021.2）

感情をコントロールすることは 
感情をスポイルすることではない !
感情を確かにコントロールするためには 
感情を豊かに育てていく必要があるが 
感情をスポイルしてしまえば 
燃料をなくした乗物のようになってしまうように 
逆のベクトルをもっているのだ !
個人的なことをいえば 
小さい頃は環境のせいもあり 
感情を抑えることばかりを学び 
表情のない子供になっていたところがある 
感情を表現しないようにするばかりで 
感情を理解し育てるほうにはむかわずにいた !
ちなみにいわゆる感情的だとされる方の多くは 
感情が豊かなのではなく 
逆に感情の器が小さすぎて 
ちょっとした感情でもその器から溢れて 
制御できなくなるだけのことが多いようだ !
その意味でも 
感情を豊かに育てることは 
感情の器を大きくすることだし 
しかもそこに注ぎ込む感情の質も 
多種多様なものを繊細に 
感知できるようにするということに他ならない !
怒りはとてもコントロールがむずかしく 
しかも大きなエネルギーを持っている 
仏教やストア派などが 
怒りの感情を抑えることばかりを教えるのも 
その危険性を未然に防いでおくことで 
平静な状態を保とうとしたということだろう 
しかしそれは感情の器を大きくするのではなく 
器もエネルギーも小さいままにしておいて 
そこで波風を起こさせないものだったのではないか

小さい頃の癖もあって 
怒りの感情に対することは 
いまだにかなり苦手なところがある !
じぶんのなかにあるその感情も 
怒りとして表現することは少なく 
比較的おだやかな別の形で 
悲しみや苛立ちのように表現することが多い !
もちろん我を忘れたような破壊的な怒りは 
避けるに越したことはないものの 
仁王のような憤怒相にさえなれる怒りさえ 
自在にできるように学んでいくことも 
愛を学ぶひとつでもあるだろう 
そうしたことも最近になって 
ようやく少しだけ分かるようになったところだ !
思考力を育てることはそんなに難しくはなく 
根気よく考え続ければいいのだけれど 
感情をたしかに育てることはとてもむずかしい 
そのことを最近はよく痛感させられる !
からだとこころをもって生きることは 
感情を豊かに育て 
愛多き人になることを最重要課題としている 
だからなによりもむずかしい 
けれどそれこそが生まれてきた意味なのだ 



■バーバラ・Ｈ・ローゼンワイン（高里ひろ 訳）『怒りの人類史／仏陀からツイッターまで』（青土社　2021.2）
!
（リチャード・Ｇ・ニューハウザー／ジョン・ジェフリーズ・マーティン「序文」より）
!
「怒りはよく、ある種の情動的基層の過剰または欠如とみなされる。「基本情動説」の論者らは、怒りは表情で検出・測定可能な、人間の自然な要素だと考えた。一方、心理学的構築主義者らは怒りを、感情の過程の一部だと
考えている。エクナティビストらの考える人の脳にもともと備わっている回路は、それが表出される社会によっては「怒り」と呼ぶことが可能だ。社会構成主義者らにとっては、怒りは社会で行動する個人と社会が提供する道
具（言語、社会環境など）が相互につくりだすものだ。

　さまざまな感情の共同体が、怒りの道徳的誘発性をさまざまに評価している。怒りは道徳的によくないことだろうか？　仏教徒は苦しみやストレスを避ける一歩として、怒りを取り除こうとする。ストア学派（セネカら）は、
怒りがこみ上げてきたら積極的にそれに抗するべきだと勧める。新ストア主義の一部（デカルトら）は、怒りを認めて、理性的に分析し、怒りを軽蔑する道徳的態度の土台にすべきだと考えた。これらの有害な怒りという考察
が、この危険な情動の影響を緩和することを目的とするセラピーを誘発した。仏教徒セラピストとＣ・ピーター・バンカートから新ストア主義者まで、アンガーマネジメント・セラピーで同調している。だがそれなら、神の正義
の怒りはどうなのか、それに怒りは美徳だと主張する人間はどうなのか？　キリスト教の共同体は、道徳を正すのに役立つ場合は怒りを正当化する。聖アウグスティヌスは、怒りは罪人ではなく罪に向けられるべきだと言った。
ヒュームのようなオートノミストらには、怒りは誰かの悪徳に対する非難として行使される場合は、道徳の源となる。ルソーは社会不正義に対する怒りを美徳へと変えた。

　我々の一生で怒りを避けたり、制御したり、マネジメントしたりすることはまだ可能なのだろうか？　怒りの歴史の新たなフェーズに入り、そこでは政治的、国家的、宗教的なアイデンティティ喪失のおそれがあるのだろう
か？　そして怒りの表出はつねに爆発だったり無分別だったり自己正当化するものだったりでなければならないのだろうか？　ひょっとしたらそうなのかもしれない。だがバーバラ・ローゼンワインによる本書は、我々が情動
や倫理の歴史を学ぶことで、より深い洞察をもって現在の情緒的、倫理的、政治的生活が送れるようになり、よりよい結果を期待できるはずだという希望を提示している。」
!
（「本文」より）
!
「我々は自分のとは異なる感情の共同体において、怒りがどのように機能しているのか、これまでも機能してきたのかを理解する必要がある。それらの感情の共同体が、文書で、意識で、一部のグループの教えと実践のなかでど
のような盛衰をたどったのか、あるいはいまも存続しているのかといったことだ。

　怒りを理解することは簡単に思える。我々の誰もが、自分が怒っているときはわかるし、他人の怒りも見ればわかるとも考えている。しかしそれは、まったく真実とはほど遠い思いこみだ。我々の（そして彼らの）怒りのな
かには、さまざまな意味の領域がひそんでいる。本書では、さまざまな種類の怒りと、怒りについての多様な態度を見ていく。我々がそれらを用いることも可能だ。じっさい、さまざまに異なる怒りの概念ｰｰｰｰ激怒、いらだち、
義憤、不満といったさまざまな感情ｰｰｰｰは、我々の、家族の、地域の、さらに広範な領域のなかで押し合いげし合いしている。なかには、我々の怒りの多くがあまりにも愉快だったり、不愉快だったり、おそろしかったり、強
力だったりするので、それが繊細な社会機会を壊してしまうのではないかと心配する人もいる。だがそれは、我々が、さまざまな異なる感情や行動を「怒り」に分類することで、非常に複雑なことを単純化しているせいでもる。
本書はそれらを解きほぐし、そうすることで、我々自身と今の時代について新たな視点を与えることを目指している。」
!
「怒りが非難されるとき、〝誰かが怒っている〟と言えば、それは侮辱になる。だが怒りという言葉はときに、「万能」な言葉として、より細やかな感情ｰｰｰｰ悲しみ、傷心、驚き、プライドｰｰｰｰの代用として簡単に使われる。
（･･･）社会全体として「感情」ｰｰｰｰ自分自身の感情も他人の感情もｰｰｰｰに対する関心は高まる一方なのに、情動にかんする語彙はどんどん貧弱になっているのがよくわかる。アメリカ人はかつて、怒りを表すたくさんの言葉を
使っていた、激情、忿怒、憤慨、激怒、復讐心、不機嫌などなど。それぞれほんのわずかずつ違ったニュアンスをもち、そのために、たとえば一七五八年には互いに言い争う人々を「穏やかに会話にいそしんでいる」と表現す
ることもできた。それが今では、経験するさまざまな怒りの形態がどれほど異なっていようとも、ひとつの言葉に集約してしまう傾向がある。「彼は怒っている。私は怒っている！」。

　（･･･）情動に名前をつけること（･･･）は、自分自身の感情を理解する方法としてきわめて重要だ。こうした言葉は非常に多岐にわたる感覚を組み立て、結び合わせるからである。わたしが母から学んだのは、人形を叩いて
いたときに覚えた楽しさと義憤は羞恥心と結びつき、そのすべてが怒りという言葉に内包されるということだった。こうした言葉の理解はわたしのものであり、必ずしもあなたの理解と同じではないかもしれない。それに時間
がたつにつれて、わたしの最初の子供っぽい怒りという感覚は他の感情と融合し、その一方で別の感情が分裂し、激怒とか辛辣さとか冷酷だといった言葉に内包されてきた、情動語は大切だ。感情の一連の流れを呼び起こし、
他人の反応を予測し、わたしたちの共同体の内外で何度も共鳴しあうなかで、新たな意味を帯びてくる言葉なのだから。」
!
「トマス・アクィナスは、怒りのない世界を求めた仏陀やセネカ、新ストア派、その他の夢想家とも、「憎しみに満ちている」とか「手に負えない」という代わりに「怒っている」という人たちとも異なり、怒りを受けいれ、
その他のすべての情動と同様に、役に立つものだと考えた。大切なのはｰｰｰｰここでアリストテレスの教えに従うｰｰｰｰ正しいときに、正しい対象や人に向け、正しく怒る、ということだ。しかしトマスの考える「正しい」は、アリ
ストテレスのとはずいぶん違っていた。トマスはさらに、怒りやその他の情動は、さまざまな個別の判断によってかき立てられると考えたアリストテレスとは違い、あらゆる情動ｰｰｰｰトマスは感情を十一に分けた。愛と憎しみ、
欲望と忌避、よろこびと悲しみ、希望と絶望、恐れと勇気、そして対のない「怒り」ｰｰｰｰはいっしょに働き、愛という特別な感情に活気づけられると考えた。愛以外のすべての感情は、愛がその目的に達するのをなんとか助け
ようとしている。つまり憎しみさえ、愛の善良さとは逆の悪に反対することで助けになっている。」
!
「本当の問題は（･･･）正当な怒りという考え方そのものにある。自分たちの怒りが正義で美徳であり、「彼ら」の怒りはそうではないと考えなければ、ひょっとすると自分たちの方が間違っていたのかもしれないと認めていた
ら、彼我の議論の不協和音はずっと小さなものだっただろう。実際この本は、この怒りは美徳だとかこの怒りを感じて当然だとか主張しない怒りの考え方をたくさん提示している。怒りを感じ、理解し、対処するのには実にさ
まざまなやり方がある。怒りは正当でなくても重要で、注目に値し、我々の興味や懸念の対象となる。怒りが美徳か悪徳か、道徳的な不道徳か、それは受け継がれてきたその他諸々の考え方のひとつに過ぎず、しばしばもっと
も有害なものになる。」
!
「過去の怒りは今も我々とともにある。（･･･）現代の臨死学者によっておこなわれるアンガーセラピーのなかだけでなく、書物でも、地域でも、インターネット上、その他の場所でわたしたちを囲んでいる多くの感情の共同体
のなかに存在する。書店にたくさん並んでいる心理学のセルフヘルプ本、オンラインでアドバイスを提供する多くのブログ。それらが提示しているのは、まったく新しく生まれた考えではない。すべて過去の伝統に依存している。
それらがどこからやってきたのか、それらの暗示する道徳は何か、それらの限界はどこかｰｰｰｰどうしたことをよく理解することで、わたしたちは自分の生活の舵取りがよりうまくできるよういなる。本当に？　セネカやガレノ
スやジェイムズ・エイヴリルを知ることが、本当に役に立つのだろうか？　答えはイエスだ。わたしはそれで、人形を叩いたこと（その他の同様の行動）を恥じることが減り、自分が怒りを感じるときに必ずしも正しくないとい
う事実に向き合うようになり、特定の状況で自分がどのような種類の怒りに対処しているのか、以前に遭遇した怒りそっくりだと思いこむことなく、評価できるようになった。」

「わたしたちはたいていの場合、自分の感情の共同体のなかにいれば快適だ。しかし閉じこもる必要はない。実際、その繭につつまれることは、我々自身の現実と、その個人的・政治的可能性を否定することでもある。我々は
喜んでそのそとに出よう（ただしあまり怒りすぎないように）。」




☆mediopos-2281　　2021.2.13

■パトリック・スヴェンソン（大沢章子 訳）!
　『ウナギが故郷に帰るとき』!
　（新潮社 2021.1）

ウナギは謎だ !
アリストテレスが 
「ウナギは泥から生まれる」と記して以来 
その生態は謎に包まれつづけ 
サルガッソー海から生まれ 
サルガッソー海へと帰り繁殖する 
という結論に達したのは 
ようやく二〇世紀になってからのこと !
しかもそれも仮説にすぎず 
帰っていったサルガッソー海で 
ウナギの成体を見たものはだれもいないという 
もちろん自然のなかでの繁殖も確認されてはいない !
本書には面白いエピソードが紹介されている 
一八七六年あのジークムント・フロイトは 
一九歳のときにウナギの精巣を発見すべく 
研究室でウナギを切り刻み続けたが 
結局まったく見つけられなかったという 
ひょっとしたらその経験が 
フロイトのあの学説に影響しているのかもしれない !
ウナギはその生涯のあいだ 
なんども変態するという !
サルガッソー海で生まれた幼生は 
大西洋を何千キロもわたって 
ヨーロッパの沿岸部にたどりつき 
シラスウナギとなる 
そして川を遡り淡水で黄ウナギとなり 
やがて定住地を見つけて 
多くの場合一五年から三〇年くらい 
そこに留まり続け独居し 
あるとき不意に生まれた海を目指し 
そこで銀ウナギとなり生殖器官が発達する !
フロイトがウナギの精巣を見つけられなかったのは 
その解剖したウナギにはまだ 
生殖器官が発達していなかったということなのだ 

ウナギがいつ故郷の海を目指すのか 
その時間感覚は人間の時間感覚では理解できない 
定住地で五〇年ほど過ごしたりもする 
そのあいだ繁殖のための変態などは行われない 
しかしあるとき海を目指してそして変態するのだ !
またサルガッソー海で生まれた幼生は 
やがて生まれた海に帰っていくのだが 
どのようにしてもといた海へと 
帰っていけるのか謎は深い !
ウナギは謎だが 
その謎を知るべく 
探求する人間もまた謎だ !
からだはともかくとして 
その魂がどこで生まれて 
そしてどこへと帰っていくのか 
霊的にはさまざまに示唆されるが 
ほんとうのところ実感としてよくわからない !
けれどひとは地上を去るときが来ると 
迷う者や帰りつけない者もいるだろうが 
その魂は帰るべきところへと帰っていくだろう 
そしてそのプロセスにおいて 
さまざまな霊的な変態を遂げていくはずだ !
その謎もまた 
ウナギの謎のように 
さまざまな憶説や仮説は 
古来さまざまに語られてきたものの 
やがてなにがしかが明らかになることもあるだろう !
とはいえウナギもいまだ 
さまざまな謎に包まれているように 
人間の謎もまたいつまでも続いていき 
その謎への探求も終わることはない 



■パトリック・スヴェンソン（大沢章子 訳）

　『ウナギが故郷に帰るとき』

　（新潮社 2021.1）
!
（「訳者あとがき」より）
!
「アリストテレスが「ウナギは泥から生まれる」と論じて以来、ウナギはずっと謎の存在であり続けている。アリストテレス以降も、ウナギの分泌物や、体から剥がれ落ちた組織から新たなウナギが生まれる、などの珍説が唱えられた。
有名無名の大勢の科学者がウナギの謎に夢中になり、「ウナギは自然発生するのか？」、「ウナギに雌雄の区別はあるのか？」、「ウナギは胎生なのか、卵生なのか？」等のウナギの生殖の方法に関する謎について意見を戦わせ、自
説が正しいことを証明しようと躍起になった。それにもかかわらず、ウナギの卵巣と卵が発見されて自然発生説かが否定されたのは一八世紀になってからであり、デンマークの海洋生物学者ヨハネス・シュミットが、二〇年の歳月を費
やしてようやくウナギの繁殖地がサルガッソー海であるという結論に達したのは一九二三年、つまり二〇世紀になってからなのだ。

　そして今もなお、ウナギの謎は残されている。というのも、シュミットが自説の根拠としたのは、その海域で誕生間もないと思われるレプトセファルス幼生を捕獲したからであって、繁殖地とされるサルガッソー海でじっさいに産卵
中のウナギを見た人はおらず、卵も発見されていないからだ。」

「本書は、「ウナギの謎」とそれを取り巻く人々についてのノンフィクションらしい明快な筆致で書かれた章と、著者と父親とのウナギ釣りの思い出をより叙情的に語る章が交互に進んでいく構成になっている。」
!
（「１　ウナギ」より）
!
「ウナギはこんなふうにこの世に生まれる。場所は大西洋北西部のサルガッソー海。そこは、あらゆる点でウナギの創造にふさわしい場所だ。サルガッソー海、とは言ってもその範囲はじつは曖昧で、むしろ海の中の海といったほうが
当たっている。どこから始まり、どこで終わるのかはっきりしない。」

「透き通った柳の葉のような幼生は、生まれるとまもなく旅に出る。メキシコ湾流に押し流され、大西洋を何千キロも漂って、ヨーロッパ沿岸に辿り着く。この旅は、ときには三年がかりになることもある。（･･･）ヨーロッパにたど
り着く頃に最初の変態を遂げてシラスウナギとなる。ウナギの生活史の第二段階だ。」

「ヨーロッパ沿岸部にたどり着いたシラスウナギの多くは、大小様々な川を遡り、淡水の暮らしにすんなり適応してしまう。このときウナギはさらなる変態を遂げて黄ウナギとなる。（･･･）これがウナギの生活史の第三段階だ。」

「ウナギは倦まず弛まず何千キロメートルも回遊し、ある日突然定住の地を見つける。（･･･）一旦住居を差醒めたウナギは、その後何年もそこにとどまり続け、たいていは半径数百メートルの範囲から出なくなる。」

「黄ウナギは独居性の生物だ。多くの場合、その活動を孤独に過ごし、季節の変化に合わせて行動様式を変える。」

「そしてその生涯は長い。病苦や参稼を免れたウナギは、同じ場所で最長五〇年間も生きられる。」

「しかし、野生のウナギはその一生のある時点、たいていは倦まれてから一五年から三〇年くらいで、ふいに繁殖を思い立つ。（･･･）この決断が下されると、それまでの穏やかな暮らしは一転、全く別の生活が始まる。ウナギは生ま
れた海を目指して泳ぎはじめ、その間に最後の変態を遂げる。（･･･）こうして黄ウナギは銀ウナギとなる。ウナギの生活史の第四段階である。」

「銀ウナギは川を下って大西洋へと回帰し、サルガッソー海を目指す。このとき、まるで意図したかのように、銀ウナギの体は旅にふさわしく変化する。ここへ来てようやく、生殖器官が発達する。」

「銀ウナギは一日五〇キロメートル近く泳ぎ、ときには水深九〇〇メートルまで潜ることもある。この旅については、今もほとんどわかっていない。」
!
（「１３　海の中で」より）
!
「ウナギの時間感覚はいったいどうなっているんだろう？　と考えずにはいられない。

　人間の場合、時間の感覚は加齢の過程と必ず連動している。そして加齢は、予測可能な形で時系列的に進んでいく。人間は科学的な意味における変態を経験しない。人は変化するけれど、本質的には変わらない。もちろん、全般的な
健康状態は人によってまちまちだ。病気になる人もいれば怪我をする人もいるが、一般的には人間の場合は、自分がいつ頃新たな段階を迎えるかは、おおよそ見当がつく。人間の生物時計はウナギほど融通がきかない。自分は今若い
のか、年をとってしまったのかをよく知っている。

　ところが、ウナギは変態するたびにそれまでとは違う何かになり、生活史のそれぞれの段階を、そのとき居る場所や周囲の状況に合わせて引き延ばしたり、縮めたりできる。ウナギは、時間ではない別の何かとの関わりの中で年を
とるように見える。

　ウナギのような生物も、時間を過ぎ去っていく過程として経験しているのか？　それともウナギの時間はむしろ停止した状態なのか？　簡単に言えば、ウナギは、人間とは別の時間軸をもっているのか？　ひょっとして、海洋性の時
間というものがあるのだろうか？

　レイチェル・カーソンは、ウナギが孵化し死んでいく海の深淵には、人間の世界とは別の時間が流れている、と主張した。海の深淵では、時間はもはやその有用性を失い、現実の経験とは無関係になっている。そこには、人間たち
がいつもやっているような、時系列的な時間の数え方は存在しない。昼と夜の区別も、冬と夏の区別もない。すべてのものが、それぞれの独自のペースで進んでいく、と。」
!
（「１５　故郷への長い旅路」より）
!
「かくして、残る疑問が一つある。ウナギだけでなく、人間にも当てはまる疑問が。それは、彼らは自分の起源につながる道をどのように知るのか？　故郷へ戻る道をどのように見つけるのか？　ということだ。」

「私たち人間は、ウナギの目的地がどこなのか知っている。そしてどういうわけか、ウナギもそれを知っている。ウナギは自分がどこへ向かっているのかわかっている。たとえ彼らがじっさいに選ぶルートが、曲がりくねった、予想の
つかないものであっても。けれども、それをどのように知るのかということは、今もなおウナギの謎の一つであり、科学者でさえも、その不可解さを愛おしむように大切にしているのだ。」

「ウナギは、自分の起源であり、今は自分が向かっているその場所を、覚えているのだろうか？　小さくて透明な、柳の葉のような姿で初めての大西洋を渡ってきたときのことを、ウナギは覚えているのだろうか？　答えはノーだ。人
間でいうところの意識、という意味では。人間が定義する記憶、という意味では。」




☆mediopos-2282　　2021.2.14

■大澤信亮「非人間／最終回」!
　（『群像　２０２１／３』講談社　所収）

「生まれてきたこと」を肯定するために 
ここでは「非人間」という視点が導入されている !
ここでいう「非人間」とは 
理性内に安住しないよう 
人間を超えた人間になるということのようだ 
そうすることで逆説的に 
「生まれてきたこと」が肯定されることになる !
人間を超えるといっても 
超能力者になるというのではない 
みずからの「根元悪」に向き合うことで 
それまでのみずからを超えるということ !
それは親鸞の悪人正機のごとく 
みずからの悪を自覚することでこそ 
「往生」が可能となるということでもある !
しかも「善人なおもて」というとき 
「善人」であるだけでは「往生」はできないのだ 
根元悪を生きざるを得ないのだという 
その自覚によってこそ「往生」できる !
「往生」するということは 
キリスト教の文脈でいえば 
「赦し」を得るということでもある !
キリスト・イエスを引渡したのはユダであり 
磔刑を選んだのはユダヤ人だったが 
それはほんとうのところユダでもユダヤ人でもなく 
すべての人間がユダでありユダヤ人でもある 
その自覚から出発しなければならないということだ 
それによってはじめて可能になる「赦し」がある !
カントは理性の範囲の内での 
「道徳的宗教」あるいは「反省的信仰」をもって 
生きることを示唆したが 
同時に死刑を肯定していたという 
そこには「赦し」に関する自己欺瞞の矛盾がある !
それに対してベルクソンは 
理性を超えたもののなかに神秘主義的愛を求め 
そこに「赦し」の可能性を見ようとした 

さらにジャック・デリダは 
「人間を超えた超人間的あるいは非人間的な何か」として 
「許されないものを許す」という「許し」を与える 
「外から来るのか内から来るのかわからない複数の声たち」 
である「天使」を示唆したのだ 
この「天使」は宗教的な高次存在のことではない 
その言葉でしか表現できない何かなのだろう !
その「天使」が「許し（赦し）」を与えるということは 
わたしたち自身が由来せざるを得ない「根元悪」と 
深いところで発しているその「声」をこそ 
しっかりと聞き取りながら 
反問し続けることも意味する 
人間はそうすることではじめて 
単なる理性内での道徳的存在でしかない人間を超えて 
「非人間」への道を歩くこともできるようになる !
「天使」はいってみれば 
「非人間」であるじぶんにほかならない 
その「非人間」によってしか 
「赦し」を与えられることはないということ 
つまり赦すのも赦されるのも自分なのだ 
そしてその必要条件こそが「悪の自覚」なのである !
みずからがみずからを十字架に架け 
そうすることで自覚的に「復活」する 
それが「非人間」として 
みずからの可能性をひらくことを可能にし 
「生まれてきたこと」を肯定することになる 



■大澤信亮「非人間／最終回」

　（『群像　２０２１／３』講談社　所収）
!
（「Ｖ　イエス・キリスト」より）
!
「カントは『たんなる理性の限界内の宗教』で、キリスト教を参照しつつ、そこからの奇跡や啓示や恩寵といった理性外の出来事を排除した「道徳的宗教」あるいは「反省的信仰」こそが、有るべき宗教なのだと語った。「自分自身のように他人を愛せ」と
言ったキリストのように生きること。カントはそれを理性的な道徳法則として実践せよと言うのだが、それがただちに自らの「根元悪」に躓いてしまう。すなわち、復讐を厳しく禁じたイエスの言葉をカント自身が裏切り、殺人に対して同害法としての死刑
を肯定するという自己欺瞞をもたらす。厳密に言えば同害法は復讐とは違うのだが、何にせよ、それはキリストのように生きることではない。これが超越論的哲学にキリストを回収しようとした結果である。

　つまりキリストのように生きることは「理性の限界内」では不可能なのだった。

　他方、ベルクソンは『道徳と宗教の二つの源泉』で、カントとはまったく逆に、「神秘主義」をむしろ肯定的に考えようとした。ベルクソンは社会を、「閉じられた社会」と「開かれた社会」に区別し、前者に対応する無数の民族宗教（共同体の維持を目
的とする）と、それを超える唯一の例として、後者に対応する世界宗教としてのキリスト教を論じる。

　ベルクソンが強調するのは、民族宗教の発展が世界宗教を生むわけではない、ということである。そこには根本的な断絶がある。」

「祖国や家族を愛するという感情は、所属する集団を超えた愛に至ることはなく、むしろ他集団への憎悪や敵意を生む。そこでは、身近な者を愛するという感情は何の役にも立たないどころか、害悪である。ベルクソンがこれを第一次大戦下に書いていた
ことを想おう。その血みどろの光景のなかで希望を＜神秘主義的愛」に求めたことを。」

「＜神秘主義的愛＞は「人間」からは来ない。ベルクソンは＜万物を造った神＞と書いているが、厳密には、人間や動物のみならず物質も含めた、この宇宙の全体を貫く時間＝持続＝＜生の弾み＞から来る。」

「ベルクソンは、心霊研究や「死後の生」に言及しつつ、まだ人類が知らない領域を直観していたと思われる神秘主義者たちを肯定的に論じるが、その究極はイエス・キリストに求められる。」

「ベルクソンもまたカントと同じくキリストのように生きることを愛の実践として肯定したのだった。だがそれが理性的な実践によっては不可能であり、キリスト教系の神秘主義者たちが垣間見せる、得体の知れない異常な実行においてこそ確認されるもの
なのだと。

　こう書きながらもベルクソンは神秘主義者を盲信してはいない。実際にはかなり強く疑っている。しかし、彼にとって哲学とは、合理的な科学に根拠をおくものではなく、むしろそれでは捉えられないものを思考する営みのことだった。それはまたたんな
る言葉による思考実験でもなかった。」
!
「ジャック･デリダの『信と知』は「たんなる理性の限界における「宗教」の副題を持つ。つまりカントとベルクソンを同時に論じている。」

「ここでデリダは「理性の限界内」というカントの原則をあくまで守りながら、つまり神秘主義を拒絶しながら、同時に、理性それ自体を非理性へと押し進めることで、ベルクソンの言う「開かれた社会」の核心へと向かう。」

「このときデリダが強調するのは、この「開き」が「根源悪」にすらも開かれていなければならないという、危険を条件とするということだ。」
!
「二〇〇一年、死刑についてのセミネールを終えて（または平行して）、デリダは、精神分析家のエリザベート・ルディネスコと対話を行った。『来たるべきせかいのために』の題で刊行されたその第八章「死刑」で、デリダは、罪人に対する「許し」につ
いて語っている。

　人は自分に直接関係ない相手ならいくらでも許すことができる。のみならず「自分は寛容な人間だ」という自尊心に満たされることは気持ちがいい。しかし、自分が直接被害を受けた当事者になってみると、そんな余裕はなくなる。自分に苦しみを与えた
相手、大切な存在を奪った相手を前にして湧き上がる感情は、煮え立つような怒りだ。同じ苦しみを味わわせてやりたい、殺してやりたいと思うかもしれない。それが人間なのだ。だが真の「許し」はそのときにこそ実行されなければなならない。」

「許しとは＜許されないものを許す＞ことだ。それは人間を超えた超人間的あるいは非人間的な何かを必要とする。それは理性的な同害法や感情的な復讐心の外にある。それがもしなかったら、人間の憎悪と報復の連鎖は永久に繰り返されて、人類はとっく
に滅びていただろう。そんな得体の知れない力を古代人は「神的なもの」として崇めてきた。それが＜宗教の起源＞にあるのだが、デリダは、宗教や神に頼らなくても「許し」は可能だという。

　だが不思議なのは、こう語るデリダ自身が＜死の脱構築＞を、＜天使＞という言葉で語ることだ。誇張された修辞的表現なのかもしれない。しかし、人間的に考えるなら、つまり理性や感情で考えるなら、とうてい受け入れることはできない、そのような
議論をすること自体が暴力になり得る瞬間に、それをあるべき方へと導く。外から来るのか内から来るのかわからない複数の声たちを＜天使＞と呼ぶのは、しっくりくる。」
!
「イエスは「私を引き渡す者は生まれてこなかった方がよかった」と言った。これは新約中で最高に辛辣な言葉だ。この時点ではユダに向けられた言葉だったが、しかし、イエスを裏切っていない者がこの世界にいるだろうか。教義化されたキリスト教を素
朴に信じ、その血塗られた歴史から眼を逸らす者たちはもちろん、人間としてのイエスを実証しようとする聖書学も、神の国を信じて祈ったイエスの実践と乖離している。キリストなど関係ないと嘯いてみても、私たちは未だにイエスが生まれた日から数え
て二千何十年何日目という新約の時代を生きていて、何かを犠牲として祀り上げたり、かと思えば都合が悪くなると逃げ出し、そんな自分を省みようとしない。いつだって心の底では自分が正しいと思っている。敵は殺してもいいと思っている。そしていつ
か祈り方も忘れてしまった。

　二千年ほど前に起こった、一つの殺人事件の真犯人は、私たち人間なのだった。だから結論としては、人類は生まれてこなかった方がよかったのだ、ということになる。

　だがそれでもイエスは「死んだ方がいい」とは言わなかった。「生まれてこなかった方がよかった」という言葉は含蓄のある表現だ。生まれてきたこと自体は決して否定しないという生の肯定でもあるからだ。神の国を「子供のように受け入れよ」と言っ
たイエスだ。生まれてきた者すべてを肯定することは、イエスの自然な存在感覚だったのだ。だがそれはたんに「可愛らしいものを受け入れろ」という意味でもなかったはずだ。」

「イエスの語調は明らかに、子供を人間の自然な愛情において受け入れよ、というものではない。まるで一つの試練のような言い方だ。子供という手にかかる厄介で大変なもの、何か気に入らないと癇癪を起こしてすぐ泣く、言葉を話すことも、一人で食べ
ることも、排泄することも、眠ることさえもできない、少し成長すると、大人の都合など無視して勝手に動き回り、自力で解決できない面倒事を次々と持ち込んでくる、にもかかわらず、私たちにもかつてあったらしい、あのどこから来るのかわからない無
邪気な笑顔を突きつけてくる、そこに神の国がある、それを当然のように受け入れよ、そう言っているように見える。

　そんな子供たちもいつしか大人になる。ユダもかつれは子供だったのだ。その裏切りに対して、「生まれてこなかった方がよかった」というのは、何度でも強調したいが、「死んだ方がいい」ということではない。イエスは「人の子に対しては、どんな罪
を犯そうと、どんな冒瀆を犯そうと、一切が赦される」と言った。「私は善人を招くためでなく、罪人を招くために来た」とも言った。「あなたの罪は赦される」「人の子は地上で罪を赦す権威を持っている」と断言した。これをアダムとイブに由来する人
間の現在が、イエス・キリストによって購われたと、わざわざ神話的に解釈する必要などない。おそらく私たちは生まれてこなかった方がよかった。裏切りたくなかったものを裏切り、無数の生き物を殺しながら、それでも生きるしかないから生き、日々の
嬉しいことや楽しいことを大切にしても、何かをを誤魔化しているという虚しさが降り積もっていく。嫌なことばかりが次々と起こるが、やり過ごすしかなく、やり過ごせてしまえることがつらい。それを根本から覆す何かは到来せず、それが人間なのだと
居直ろうとしても、それが人間なのかという反問が止むことはない。そうして死んでいく。復活も永遠もないことなど嫌になるくらいわかり切っている。けれども。

　何かやるべきことがまだあるはずなのだ。それは罪に関わることのように思えた。問題の根本は人類を違う次元に開き得た存在を殺してしまったことにある。この事実を直視できないことが人類をおかしくさせた。あのとき示された美しい正しさよりも、
人類の根元悪に相応しいかたちをそれを絶妙に捻じ曲げた結果が、この二千年間だったのではないか。どうしてそういうことになったのか。そこに迫るには私自身の罪を手がかりにするべきだと思った。その自らの罪に他者の罪を重ねながら、何かが来るの
を待つように書きつづけた。そこに進んで行けという「ここ」にある予感だけを信じていた。人の営みが根元悪に浸食された自己欺瞞の集積ならば、むしろそこからいかに離れていけるかが問われているのだと思いながらも、それ自体もまた人の営みなのだ
から、復活だとか神の国だとかも結局は自らの罪から眼を逸らすための根元悪の産物、より酷い欺瞞でしかないのではないか、そういう思いが溜まっていった。けれども、「お前たちなぞ生まれてこなかった方がよかった」という言葉で私たちをぎりぎり赦
そうとしている、十字架上の上のその人に対峙しようとするとき、その人が見て感じていたはずの世界を私もまた、見て感じたいと思えてくるのだった。」




☆mediopos-2283　　2021.2.15

■山本高樹（文・写真）!
　『冬の旅／ザンスカール、最果ての谷へ』!
　（雷鳥社　2020.4）

インドのヒマラヤ山脈の西の外れ 
ラダック地方から川に沿って 
さらに山奥にあるザンスカール !
冬場は外界との間を結ぶ峠道も 
雪で塞がり行き来できなくなってしまうが 
一月上旬から二月下旬頃の間だけ川が氷結し 
外界との間をつなぐ幻の道「チャダル」が現れる !
ザンスカールの中心地パドゥムの南東の 
さらに奥深くにある渓谷地帯ルンナクに 
一五世紀頃に建てられたチベット仏教の古刹 
プクタル・ゴンパという僧院があり 
真冬のさなかプクタル・グストルと呼ばれる 
祭礼が行われるという !
ふつうその時期は外界との行き来はできなくなるが 
ある年にかぎって 
幻の道「チャダル」が現れる二月初旬に 
その祭礼が開催されることを知り 
著者はザンスカールを再訪することにする !
本書はその「冬の旅」を綴ったルポルタージュであり 
著者のいわば「魂の旅」の記録でもある !
十一年前に旅した時の案内役パドマに 
今回も案内役を依頼し「冬の旅」を共にするが 
プクタル・グストルの祭礼を旅するルポというよりも 
本書はそのパドマとその背景にあるザンスカールで 
著者みずからの生を確かめようとする旅でもあったのだろう !
あと数年でザンスカールには 
これまで閉ざされていた地域を結ぶ道路ができ 
パドマのような案内役は 
その役割を必要とされなくなることになるという 
「ザンスカール人のミツェ（人生）」が 
失われてゆくということだ !
そしてそれまで閉ざされていたがゆえに 
守られていたさまざまな伝統は 
次第に失われてゆくことになるだろう 
「チベット仏教を信仰する人々」もまた 
その信仰をそのままの形で保っていくことは 
おそらくむずかしくなる 

近代以降の歴史はとりわけ 
そうしたそれまでは閉ざされているがゆえに 
そこで守り育てられてきた文化や伝統が 
開かれるがゆえに失われ変わってゆく歴史でもある 
つまりグローバルがローカルを変えてゆき 
否応なくグローバルに呑み込まれてゆくプロセス !
人間はそうした変化のなかで 
何を失い何を学んでいくことになるのだろう !
どんな環境でどんな生を生きるとしても 
人はそこに「生まれてきたこと」を肯定する 
つまり「人生には意味がある」のだということを 
それぞれのかたちで実感できるものでありたい !
みずからの生の意味を得るためにこそ 
著者もまた冬の旅を敢行したはずだ 



■山本高樹（文・写真）

　『冬の旅／ザンスカール、最果ての谷へ』

　（雷鳥社　2020.4）
!
「ヒマラヤ山脈の西の外れに、ザンスカールと呼ばれる土地がある。

　そこはかつて、二つの小さな王家のもとで、チベット仏教を信仰する人々が暮らしていた、ささやかな王国だった。今は、国としてはインドに属していて、ユニオン・テリトリー（連邦直轄領）の一部となっている。一帯の平均標
高は、約三千五百メートル。峻厳な山々の狭間に、村や集落がぽつぽつと点在している。

　ザンスカールでは一年を通じて、雨はあまり降らない。強烈な陽射しが照りつける夏の間、大地は砂漠のように干からびる。しかし、冬の寒さはとても厳しく、マイナス二十度を下回ることも珍しくない。外界との間を結ぶ峠道も
すべて雪で塞がり、行き来できなくなってしまう。

　ところが、寒さがもっとも厳しくなる一月上旬から二月下旬頃までの間だけ、外界との間をつなぐ「幻の道」が現れる。隣接するラダック地方へと流れ出るザンスカール川が凍結し、氷の上を歩いて行き来できるようになるのだ。
凍った川の上に現れるこの幻の道を、ザンスカールの人々は「チャダル」と呼ぶ。

　十一年前の冬、僕はこのチャダルを辿って、ザンスカールを旅した。その頃の僕は、ラダックを拠点に約一年半を費やして、ラダックとザンスカールについての本を書くための取材に取り組んでいた。村で畑仕事を手伝い、僧院の祭
礼に密着し、遊牧民のテントをトレッキングで訪ねた。春夏秋冬を通じて、この土地で起こるできごとすべてを見届ける。チャダルを歩いてフュのザンスカールを旅することも、当時の僕にとっては果たすべき目標の一つだった。

　いくつもの出会いと幸運に恵まれて、僕はラダックとザンスカールでの取材を終え、一冊の本を書き上げた。この土地で、やるべきことはすべてやった。冬のザンスカールでも、自分にできることはやり尽くしたはずだ。少なくと
も、本を書き上げた直後はそう思っていた。

　でも、本当はそうではないと、薄々わかっていた。

　十一年前のチャダルの度で、僕は、冬のザンスカールの入口まで行っただけに過ぎなかったのではないだろうか。入口からほんの少し中をのぞき込んで、すぐに引き返してきただけだったのではないか。氷の川の上を歩くという行
為に気を取られすぎて、冬のザンスカールとそこで暮らす人々について、本当の意味では何も理解できていなかったのではないか･･････。そうした思いは、本を書き終えてからもずっと、くすぶり続けていた。

　それからしばらくたって、たぶん、数年前くらいからだろうか。ふとした発見と思いつきから、一つの突拍子もない計画が浮かんできて、頭から離れなくなった。

　ザンスカールの中心地パドゥムの南東に、ルンナクと呼ばれる渓谷地帯がある。ルンナク川が削り出した急峻な谷間に小さな集落が散在している。ザンスカールでもひときわ奥深い場所だ。夏の間は、川沿いにあるデコボコの未舗
装路を車で行き来できるが、冬は頻発する雪崩で道路が寸断されるため、深い雪の中を歩いて訪れるしかない。

　ルンナクの最深部、ツァラブ川のほとりには、一五世紀頃に建てられたチベット仏教の古刹、プクタル・ゴンパがある。この僧院では真冬のさなかに、プクタル・グストルと呼ばれる祭礼が行われる。チベット暦に合わせて日取り
が決められるこの行事は、太陽暦では二月下旬に催される場合がほとんどだ。その時期には、チャダルの氷が解けてしまう可能性が高いので、外部から祭礼を見に訪れるのは難しい。だから、プクタル・グストルがどんな祭礼なのか、
一般にはいまだにほとんど知られていない。

　ところが、何年か分のチベット暦の日付をあらためて調べてみると、ある年だけ、二月初旬にプクタル・グストルの開催日が来ることがわかった。二月下旬なた、チャダルを通ってザンスカールに行き、ルンナクを抜け、プクタル・
ゴンパで祭礼の一部始終を見届けてから、同じ工程を引き返しても、チャダルの氷が溶ける前にザンスカールからラダックに戻ることができる。往復でおそらく四週間はかかるが、計算上はけっして不可能ではない。

　真冬のザンスカールを歩いて縦断し、プクタルの祭礼を見に行く。ザンスカール出身の人間でも思いつかないような、酔狂としか言いようのない計画だ。でも、この計画をやり遂げれば、プクタルの祭礼だけでなく、ルンナクを含
めた冬のザンスカールの本来の姿を、これ以上ないほどしっかりと見届けることができるはずだ。そして、現地の言葉を使いながらそうした取材を実行できるのは、おそらく自分しかいない。

　やらなければならないし、やるべきだし、何より、やってみたい、と思った。十一年前に経験したあの世界に戻ると想像しただけで、両手のひらに、チリチリとしびれるような緊張を感じる。怖くない、といえば嘘になる。家族に
余計な心配をかけたくない、という迷いもある。でも、あきらめてしまったら、きっと後悔する。

　行こう。行くしかない。」
!
「パドマは、ザンスカールのツァザルという村の出身で、今年で四十歳。ザンスカール人特有の、やや小柄だが、骨太でがっしりした身体つき。陽に焼けた彫りの深い顔には、目尻を中心に深い皺が刻まれている。彼はプロのトレッ
キングガイドとして豊富な経験を持っていて、特にチャダルに関しては、あらゆることを知り尽くしている。筋金入りにチャダルパ（チャダルの男）だ。僕が十一年前にチャダルを旅した時に案内してくれたのも彼だったし、今度の旅
も、ガイド役は彼以外に考えられなかった。」
!
「「タカ。これがザンスカール人のミツェ（人生）だよ」

　その言葉に、僕は思わず顔を上げ、焚き火を見つめるパドマの横顔を、その目に映る橙色の光を見た。

　こんな当たり前のことに、なぜ今まで、気づけなかったのだろう。

　彼は、チャダルの旅を、心から愛していたのだ。彼が人生の大部分を過ごしてきた、この岩と雪と氷の世界を。気の遠くなるほど昔から、ザンスカールの名もなき旅人たちが、知恵と経験と勇気とともに受け継いできた、この冬の
旅を。

　あと何年かあっって。ザンスカール川沿いの道路が完全に開通したら、チャダルの旅は、すっかり失われてしまう。パドマのような本物のチャダルパたちも、姿を消していく。

　涙が滲みそうになるのを、必死にこらえた。ごまかすために、立ち上がって、洞窟の入口に歩いていき、空を見上げる。

　三日月が、西の山の端の上に浮かんでいた。星が、一つ、また一つと、瞬きはじめていた。」
!
「冬の旅の途中から、ずっと。ミツェ（人生）について考えていた。

　あれほどまでに強大な自然に囲まれた土地で、わずかな畑と家畜とともに慎ましく暮らす人生に、意味はあるのか。辿り着くことさえ困難な山奥のゴンパで、瞑想と仏への祈りにすべてを捧げる僧侶たちの人生に、意味はあるのか。
パドマのようなチャダルパたちが、岩と雪と氷の世界を旅して過ごしてきた人生に、意味はあるのか。

　今なら僕は、「ある」と言い切れる。あるに決まっている。ほかの誰かを傷つけたり貶めたりするものでないかぎり、意味や価値がまったくない人生など、この世にあるわけがない。逆に、僕たちのようにすべて充ち足りた環境で
暮らしている人間の方が、生きる意味を見失いやすい。

　人生に意味があるかどうかの基準がこの世にあるとしたら、それは、その人が、どれだけあるがままに、まっすぐに、自らの人生を生きているか、ということに尽きる。

　彼らは確かに、そこで、生きていた。これ以上などほど、鮮やかに、ありありと、彼ら自身の人生を生きていた。」




☆mediopos-2284　　2021.2.16

■古川不可知!
　「天候のなかに線を描く／ティム・インゴルドの歩行論をめぐって」!
　（『たぐい vol.3』亜紀書房 2021.2 所収）

ここ二日間ほど 
「生まれてきたこと」を肯定すること 
についてふれてきたが 
「歩く」ということもそのひとつにほかならない !
「生まれてきたこと」は 
からだをもつということだ 
そしてからだをもつということは 
「歩く」ことができるということでもある 
「歩くことこそ身体」だからだ !
この「歩く」ということは 
四肢を使うということであり 
さまざまな環境や関係性のなかで 
「ともに歩く」ということでもある !
「ともに歩く」ということは 
「他者と歩調を合わせながらともに歩くことで 
他者の視点から世界を眺め、それを共有することによって 
関係が作り出されてゆく」ということ !
人類学的な視点を超えて 
本書にはない神秘学的な視点になるが 
四肢つまり手足の働きは 
（転生後の）未来の頭部つまり思考の原型となるという !
手でつくること 
足で歩くこと 
そのことによって生み出されるものが 
未来の思考としてあらわれてくるのだ !
つまり「ともに歩く」ということは 
わたしたちが「ともに」未来をつくるための 
思考を創造しているということでもある !
「生まれてきたこと」を肯定することは 
世界と「ともに歩く」ということであり 
そのことで未来の世界を創るということなのだ !
「脳」が思考をつくるのではない 
「歩く」ことこそが生きた思考になる 



■古川不可知

　「天候のなかに線を描く／ティム・インゴルドの歩行論をめぐって」

　（『たぐい vol.3』亜紀書房 2021.2 所収）
!
「インゴルドは歩くことについてさまざまな場所で論じている。筆者の見るところその歩行論はさほど注目されてきたとは言い難いものの、ここまでに述べてきた環境と線をめぐる思考をわれわれ自身
の日々の実践というスケールで具体化し、またそれを「他者とともに学ぶ」という人類学観に接続するキーとなる議論である。換言すれば、歩くことは「環境のなかで」、「他者とともに」なされるもっ
とも基本的な人間の営みと位置づけることができる。」
!
「インゴルドは次のように述べる。「歩くことそれ自体は、身体化された経験を生み出すのではなく、必ずしも参与の技術であるわけでもない。民族誌家の歩行の動きと、ともにいる者の歩行の動きが
共有された状況に基づいているように、ある種の同調を前提とした身体化かつ参与なのである」。まや、「参与するとは歩いて入り込むことではなく、ともに歩くことである。ここでいう『ともに』と
は、顔を突き合わせることではなく眺望を共有しながら同じ方向へと、おそらくは差し迫った同じ危機から逃げることを意味している」。つまり、歩調を合わせながらともに歩くことで他者の視点から
世界を眺め、それを共有することによって関係が作り出されてゆく。「われわれは社会的存在だから歩くというだけではない、われわれはまた歩くがゆえに社会的存在」なのである。

　さらに、「歩くことの経験は、いずれも流動的な環境と個人との協同的な産物」であり、「身体と環境の境界は両者の動きによって曖昧になってゆく」とインゴルドは言う。ここで天候の議論が結び
ついてくる。晴天であれば晴れ晴れしく足取りも軽くなり、雨が降れば気は滅入るというように、「天候は感情の相補物であり、感情の一部になる」。敢えて二元論的に言えば、天候と人間は物理的に
も心理的にも歩く過程で徐々に不可分となってゆく。

　だがここで世界のなかを歩くのは人間だけではない。脚を持った動物はもちろんのこと、植物や石のような事物もときに歩く。」

「「歩くことは身体がすることというだけではなく、歩くことこそ身体」なのである。」
!
「インゴルドの歩行論は、環境と線の思考を日々の実践のスケールで具体化し、「ともに学ぶ」という人類学的な議論であった。歩く過程で人は世界と相互に浸透し、ともに歩く多様な存在者たちの目
から世界を眺め、相互に変容してゆく。そしてあとには線が残されるのである。

　筆者自身の事例もまた部分的にせよそうした議論を裏づけるものであった。しかしこれはなにもヒマラヤに限ったことではない。注意してみれば日々の生活でも同様のことは常に起きているだろう。
雨や雪が降れば足取りは変化するし、混雑する交差点ではぶつからぬよう他の歩行者と足取りを合わせる。路上に車やイヌがいれば相手の視点からその動きを予見し、歩調を合わせてついてくる子供や
ネコには共感をおぼえることだろう（もっとも、それが見知らぬ大人であれば私の世界を覗き込まれる恐怖を感じるかもしれないが）。そして私の足取りは日々変化しつづける。歩くやり方とは、「けっ
して完成することがなく、ある部分は他者の支えや交わりによって、またある部分は絶えず老いていく身体の変わりゆく生の力学に応じて、生涯を通じて続いていくプロセス」なのである。

　すなわち、われわれは日々の実践のなかで多種多様な存在者たちと関係を取り結んでいるのであり、必ずしも田圃や生物学者の実験室へと赴かずとも、あるいは山に登らずとも、日々の生活のなかに
複数種との交感を無数に見出すことができる。そうした意味では確かにインゴルドの言う通り、マルチスピーシーズは現象や記述としては目新しいものではないだろう。それでもわれわれが複数の種的な
るものたちとひとつの同じ世界で生を営んでいることだけは確かである。人間性を自然から切り離すことによって、「自然環境」をめぐる諸問題を引き起こしてきた人間中心的な観点を乗り越えるために
も、自らを天候のなかで他の存在者とともに位置付けられたものと捉え直す試みは継続されねばならないだろう。歩くことについて考えること、そして歩きながら考えることは、そのための重要な足が
かりである。」




☆mediopos-2285　　2021.2.17

蛇への信仰があった !
蛇は恐怖されたがゆえにむしろ崇拝され 
渦巻く水をとぐろを巻く蛇のように見て 
水を蛇と一体化させることで 
より強力な豊穣のシンボルともなった !
龍はどのようにして生まれたか !
西方の龍と東方の龍は 
形態は共通していても性格は逆である !
西方の龍のもととなったメソポタミアの龍は 
ティグリスとユーフラテス河の氾濫を防ぐために 
確立された強力な王権と官僚制によって 
大河を治めるということから 
龍は氾濫する大河を象徴するものとなり 
そのシンボルであった蛇が悪神視されるようになった !
それに対して東方の龍つまり主に中国の龍だが 
黄河の治水に功のあった「㝢」が 
龍の王と考えられていたように 
巨大でかぎりない力をもった聖なる獣である龍が 
天子の権力の強大さを示すシンボルとなった !
龍という観念はそのように 
東方では権力のシンボルとして 
西方では反権力のシンボルとなったが 
どちらにせよ「政治化された蛇」として 
中央集権的な国家権力と関連して生まれた 
というのが著者の基本的な捉え方である !
そしてさらに 
「天と地」という古代の宇宙論においては 
洪水神話にもあるように 
その「天と地」における水の秩序が重要になる 

■荒川紘『龍の起源』（角川文庫 令和3年1月）

古代ギリシアの哲学者タレスは 
万物の根源（アルケー）を「水」と考え 
世界は水から成りやがて水に帰るという説を唱えたが 
龍の始原的属性であった「水」は宇宙の原質として 
「天と地」の宇宙論を基礎づけているともいえる !
万物の始原にある水は 
生命の源であるエーテルの働きでもある 
その働きが蛇として表象され 
さらにそれが角や足をもった龍として 
権力及び反権力のシンボルとなったというわけだが !
龍神でもありまたドラゴンでもある龍の力は 
「天と地」つまり霊的な力と物質的な力のあいだで 
両義的に働く力であるともいえる !
その両義的な力は 
自然の力としても 
わたしたちの内的な生命力としても 
龍神としてまた退治されるドラゴンとして 
常に働きつづけてやまない !
その力を使いながらどのように調和させていくか 
それは現代そして未来においても重要な 
生の課題として再認識される必要があるだろう 



■荒川紘『龍の起源』（角川文庫 令和3年1月）
!
「蛇は忌みきらわれてきた動物である。」

「それにもかかわらず蛇は豊穣のシンボルとなった。とくに現実に猛毒のコブラまでもが護法の神となり、王権のシンボルとなった。そこには、恐るべき猛獣のライオンやトラが聖獣視されたのと同じような心理がある。恐
怖心は畏怖に変わる----むしろ恐怖されたがゆえに崇拝されたのではなかろうか。このような蛇に対する先天的な恐怖心に起因する蛇の崇拝が男根との類似性に結びつき、それによって強力な豊穣のシンボルとなった。」

「古ヨーロッパ」の土器に施されている渦巻紋は、ギンブタスによれば、水の文様でもあり、蛇の文様でもあった。渦巻く水であり、とぐろを巻く蛇でもある。」

「いうまでもなく水はより直截的な豊穣のシンボルである。したがって、蛇が水と一体化することによって、豊穣性は強化される。その一面で蛇の表現は抽象的になり、蛇のイメージは薄められるのであるが、豊穣のシンボル
としての意味は逆に強められたのである。」

「渦巻文にしてもメアンダー（雷文）にしても二つの文様を単位とする例が多く、しかもそれが連続文の形で表現される場合が少なくない。この対形の文様は、ギンブタスもいうように、雌雄二匹の蛇の合一体であると考えて
よいと思う。それは、水と蛇に生殖力を加えた、より強化された豊穣のシンボルである。」
!
「龍はどのようにして誕生したのか。」

「蛇の信仰は全地球的な広がりをみせたのだが、しかし、角や足をもつ複合動物の「龍らしい龍」の発生がみられたのは中国とメソポタミアだけであった。なぜ両地にのみ「龍らしい龍」は生まれたのか。この東方と西方の
龍は、形態は共通しても性格は逆であった。それはいったいなぜなのか。」

「まず、西方の龍の祖先であったシュメールの龍から考えよう。

　最古の文明都市であったシュメールの経済的な基礎は、ティグリスとユーフラテス河の灌漑による農業にあった。両河の治水と灌漑によって、それまでは丘陵地帯で天水と湧水に依存していた農業は平野部ませ広がり、メソ
ポタミアは文字通り「肥沃な三日月地帯」となる。そして、灌漑農業による農作物の増産は商・工業の発展、都市国家の形成をうながした。他方で、大規模な灌漑を可能にしたのはシュメールの強大な国家権力であった。間
欠的に洪水のくりかえされるティグリスとユーフラテス河の氾濫を防ぐための堤防をきずき、耕地に水を注ぐための水路をひらくには、強力な王権と官僚制の確立が不可欠だったのである。

「生産と生活の前面に控えるのがティグリスとユーフラテスの大河。シュメールの王権が制圧・退治せねばならないこの両河は耕地を潤す水をもたらす河ではあるが、ときには濁流が生産と生活を壊滅させてしまう暴れ河であ
る。このことも、水のシンボルであった蛇が悪神視されるようになった理由にあげられよう。

　そのとき、このような大河に小さな蛇は似つかわしくない。そして、より強烈なイメージを放つシンボルが求められたのではなかろうか。こうして、従来の水のシンボルである蛇を基体としながらも、巨大で、角や足もつ強
力な動物、「龍らしい龍」が創造されたと推察されるのである、

　それに政治権力の示唆のためにも、権力に治められるべき大河のシンボルはできるかぎり強大であるべきだったのである。」

「メソポタミアの龍はメソポタミアの地で、新石器時代からの蛇の信仰をもとに、侵略者であったシュメールの政治権力とティグリスとユーフラテスの大河とから生まれたといえるのである。」
!
「中国の龍についても、その誕生の背景と歴史はメソポタミアによく似ている。」

「中国でも為政者の関心が黄河の治水と灌漑にむけられるとともに、蛇は龍に変容したと考えられよう。それは大河・黄河のシンボルとしても、天子の権力の強大さを示すシンボルとしても、巨大でかぎりなく強力な獣が創
造されねばならなかったのである。

　ただし、中国の龍は権力者の敵対者とみなされない。逆に、もっとも聖なる動物であった。しかも、中国の龍は河や水の神であると同時に、河や水を治める王権のシンボルでもあった。「㝢」の甲骨文は二匹の蛇から構成
されているのであり、したがって、地水に功のあった㝢も蛇あるいは龍の王と考えられていたのは明らかである。

　この西方の龍にはみられない性格は、自然を人間に敵対するものとはみない中国人の自然観にもつながる。」

「龍とは何か----これまで、巨大性、角と足の具有、異種動物の混成、多頭といった形態、あるいは呪的・霊的能力からとらえてきたのであるが、その起源からいえば、龍とは政治化された蛇であると定義できよう。」

「それでは、なぜ、メソポタミアや中国と同じように大河にはぐくまれた国家権力を成立させたインドとエジプトの都市文明には「龍らしい龍が出現しなかったのか。」

「大河とそこに発生した都市国家が龍を生んだ。しかし、同じ都市国家でも、コブラの棲息していたインドとエジプトでは「龍らしい龍」は生まれず、コブラの龍まであった。もしも、ティグリスとユーフラテス河流域や黄河
流域に大型で猛毒のコブラが棲息していたならば複合動物の龍が空想されることはなく、インドやエジプトとおなじようにコブラの龍が崇拝されたのではなかろうか。猛獣の虎やライオンがそのままの姿で聖獣視されたよう
にである。欠乏が人間の想像力を刺激したのだといえよう。」
!
「シュメールに誕生した龍は、その後メソポタミアの支配者となったバビロニアの龍ティアマトとなる。ティアマトの後裔であったのがユダヤ人の仇敵の龍レヴィアタン。メソポタミアの龍の影響のもとにギリシアで生まれた
のがドラコーン。これらユダヤ人やギリシア人の龍をうけついだのがヨーロッパのドラゴンであった。シュメールの龍からドラゴンまでの歴史を要約すれば、このようになろう。

　この間、龍の姿形には変化がみられたが、しかし、反権力のシンボルという点で、その性格は不変であった。偏見力のシンボルとして、権力に取り入れられ、キリスト教がヨーロッパを支配するとともに、ヨーロッパ人の
共通の悪魔となった。」

一方、中国の龍は、東では朝鮮と日本、そして西ではヴェトナムに分布する。中国の龍のほうは場所が変わってもつねに権力のシンボルであり、姿形も漢代の龍からほとんど変わることがなかった。ヴェトナムの龍と日本の龍
とのあいだには目立った違いは認められない。」
!
「龍の観念は、権力のシンボルであれ、反権力のシンボルであれ、中央集権的な国家権力と不可分のものとして生まれたのである。政治化された蛇、それが龍であった。」

「古代の宇宙論の核心は天と地である。天と地という垂直的な構造の宇宙論は国家権力のイデオロギーとして機能、国家権力は「天」と結びつけて考えられていたのである。」

「この天と地の生成の場面で活躍したのが龍であった。」

「宇宙の生成では主役であった龍は宇宙論の舞台からしだいに姿を消すことになるが、龍の始原的属性であった「水」は、宇宙の原質として宇宙論を基礎づけるのである。そして、この宇宙論は、ギリシア、中国、インドの哲
学的・科学的宇宙論と自然学をうみだした。なかでも、ギリシアの水の宇宙論は、現代の科学文明の淵源ともなるのである。」




☆mediopos-2286　　2021.2.18

■鎌田東二!
　『ケアの時代　「負の感情」とのつき合い方』!
　（淡交社　2021.2）

「負の感情」はだれにでもある 
「負の出来事」も数えあげればきりがない 
避けられないならばどうするか !
負の数と負の数をかけると正の数になるように 
負があるときは避けて見ないようにするよりも 
負を直視して逆手にとったほうが正に転ぶ !
むしろ負のときに 
どれだけ気づけるかというのが鍵だ !
しかし逆境に対するときに 
ひとはその真価がわかるともよくいわれるが 
意外なことに逆境は否応ないがゆえに乗り切れるものだ !
「「負の感情」とのつき合い方』」については 
本書でずいぶん語られているので 
ここでは本書に書かれていないところを少し !
逆境よりもむずかしいのは順境のときなのではないか 
そこでは「正の感情」しか働かないから 
そこで「気づき」を得るのはむずかしくなる !
正の数と正の数は 
なんどかけても正の数だから 
そこで負の数は決して生まれない !
正の感情だけでうまくやっていけると 
負の感情ゆえに見えるものは目に入らなくてすむ 
しかし正の感情が巨大化してしまったとき 
ほんの小さな負がそこに生まれただけでも 
その巨大な正の感情は簡単に転んで負となってしまう 

まして正でも負でもない「虚」がそこにからんでくると 
ほとんど人間性を失ってしまうことにもなりかねない !
思考中心で生きている人が 
感情を育てることをしていないときにも 
似たことが生まれたりする !
思考中心で生きている人は 
むしろ無意識に感情をスポイルしているから 
その無意識部分にさまざまなコンプレックスを溜め込んでい
る 
しかもそれがひどく単純化されているので 
そこに感情の「負」や「虚」が働きかけると 
混乱を極めてしまうことも多い !
感情には正もあれば負もあり 
ときには虚さえもあり 
それらの複合体をひとは生きている 
その複合体を逞しく柔軟に生きられるならば 
豊かに感情を育てながら 
どんな困難も（もちろん順境さえも） 
乗り越えてゆけるのではないだろうか



■鎌田東二『ケアの時代　「負の感情」とのつき合い方』（淡交社　2021.2）
!
（「第1章「負の感情」とケアの時代／日本人をつくる災難」より）
!
「わたしじしん、思いがけない「負の出来事」や、それによって生起してくる「負の感情」についていやおうなく向き合う経験をもつことになりました。もちろん、そのような経験を望んでいたわけではありません。けれども、望
まなくても、アクシデントやハプニングはままおこるものです。人生には不条理や不合理だとおもえることがいっぱいおこってきますから。

　そこで、このような経験を通して、わたしは「逆境に強い生き方」ということを考えるようになりました。そして、「逆境に強い生き方」をしているひとに関心をもち。そのひとのことをよく観察するようになりました。その結論
は、「逆境に強いひと」は自分の弱さやはかなさをよく知り、それをしっかりうけとめながらも、それに押しつぶされない強靱な信念や柔軟性をもっているというものでした。最近よく使われることばでいえば、「逆境に強いひと」
は「レジリエンス」（自己回復力）をもっているということになるでしょうか。そして、「逆境に強いひと」は「負の感情」にたいするつき合い方がうまいということでした。

　それでは、「負の感情」とにつき合い方がうまいとは、どのようなことなのでしょうか？　それはまず、その感情から逃げずに見つめることができなければなりません。人は見たくないものをあるていど見ないですむこともできま
す。こころの奥底にしまい込む。むりやり忘れる。封印する。そのようなことがうまくできるかどうかは別にして、そてに蓋をすることがあるていどできると思います。

　それにたいして、負の感情を封印するのではなく、むしろそれをばねにして飛躍する。跳ね返すのではなく、逆手にとるというか、それを糧にしてたくましく生きることができれば、「負の感情」も「逆境」もそのひとのちから
になります。」
!
（「第2章　まなざしの転換-／キリスト教のメタノイア」より）
!
「キリスト教の「悔い改め（メタノイア）」ということばは、存在の根っこのところから、わたしたちにものの見方のありようをおしえてくれます。」

「「ヨブ記」と「反対の一致」は、危機におちいっていたユングやヘッセにメタノイア的な転換をもたらしたといえるでしょう。とすれば、「悔い改め＝回心＝メタノイア」とは、たんに倫理的道徳的な次元にとどまるものではなく、
むしろ、思考や認識のレベルで自分をおおっている枠組みや殻をうちやぶって、あらたしいものの見方を獲得し、世界や自己をちがう角度から見てみるということにほかならないのです。わたしたちは、人生の岐路にあって、さま
ざまな方法で「悔い改め」すなわちメタノイアしていくことができるのだとおもうことは、ひとつのはげましであるとおもいます。それはまさしくこころの状態の切り替え、「心直し」であり、同時に「言直し」なのです。」
!
（「第3章　こころの浄化法について／仏教のワザ」より）
!
「「自業自得」ということばがありますが、極端にいえば、すべてはみずからの行為＝業なので、その行為の結果＝業報もじぶんがうけるべき業である、ということになります。じぶんがつくった業＝行為を、じぶんがうけとると
いう単純なメカニズム。

　ですので、そう考えると、そもそも「業が深い」とか、「業が浅い」ということじたい、ないはずです。もちろん、「業」はあります。それは、「行為」ですから。なので、「悪業」（悪い行為）もあります。また。「善業」（善
い行為）もあります。「善因善果・悪因悪果」ということばがあるように、善いことをして善い結果がでることもあります。」

「ですから、「自業自得」ということは、なにもわるいことばかりでなく、よいこともすべてふくむということになります。よって、「業が深い」じぶんであるなどと悩む必要はありません。」
!
（「第4章　自然のねっこへ／老荘思想と道教の心直し」より）
!
「老荘思想や道教と神道には親和性や共通点があると、いろいろなひとがいっていますが、わたしもそのようにおもうところがあります。そこでは、なによりも、自然の働きの玄妙さに、すなおに頭をたれ、人間的で人為的なはか
らいをすてて、その大いなる宇宙の海のなかに参入していくことをうながしているからです。

　老子も荘子も、神道も、考えすぎるな、こだわりすぎるな、じぶんの尺度だけでものを見るな、ことあげするな、とおしえています。そのような「じぶん離れ」や脱人間主義を推奨している点で、そして自然主義というか、道玄妙
主義をつらぬこうとしている点で、とてもたいせつなメッセージを発しているとおもうのです。」
!
（「第5章　うたと日本的ケア／神道・和歌・俳諧」より）
!
「宗教という現象を、「聖なるものとの関係にもとづくトランス（超越）技術の知恵と体系」とひとまず定義してみますと、宗教がさまざまなかたちでの「トランス（超越）」のうごきや働きをとおして、こころやたましいのふか
みにおりたって、生と死をささえる根源的なちからをひきだす心身変容技法をもっていることが見えてきます。

　そうした心身変容技法は、当然のように、自己の内部にわだかまってくる負の感情を浄化したり、昇華したり、開放したり、再意味づけ化したりして、さらなる生存に深みを掘りおこしつつ、進んでいきます。

　そこには、大きく分けると。物語（ナラティブ・神話伝承）や儀礼パフォーマンスと、内観（自己をみつめる、インサイト、瞑想、観想）のふたつの道がひらけています。その道は、わが国では、前者をおもに神道がにない、後
者を仏教がにないました。そして、前者では、シャーマニズムのトランス的な神憑りや祭りやうたが、後者では、瞑想的で自己放下的な止観や禅がふかめられました。」
!
（「第6章　乱世と「負の感情」／伝統芸能のケア」より）
!
「もし習いごとが身につかないとおもっても、つづけることには意味があります。かならずやそれは、そのひとの経験の一部ですし、ちからになっています。」

「わたしの祖母はわかりころ、徳島で芸者をしていました。かのじょのくちぐせは、「芸は身を助ける」というものでした。祖父母といっしょに生活していたわたしは、祖母のことばをそのとおりだとおもっています。いつも、そ
のことばをかみしめます、習い事が身につくか、つかないか、短期的なスケールではかりきることはできないとおもうのです。

　謡であれ、お茶であれ、合気の道であれ、ぜひ、ごじしんと縁のある習い事をつづけてほしいと思います。それがあなたの縁であり、道であるとおもうからです。」




☆mediopos-2287　　2021.2.19

■藤原辰史!
　『縁食論／孤食と共食のあいだ』!
　（ミシマ社　2020.11）

食への問いは 
生きているあいだ 
終わることはない !
食物連鎖のなかで 
わたしたち人間は 
どうあるのがいいのか !
少なくとも 
食べられる食物が捨てられているにもかかわらず 
飢えている人がいるという現状は 
解決していく必要がある !
また食の自由は 
精神の自由にもつながってくる !
食の自由は 
飢えないこと 
そして 
どういうかたちで食べるかに 
縛られないことが 
必要条件になる !
幸い小さい頃から 
飢えるという経験だけはなくて済んでいるけれど 
じぶんでなんとかやっていけるようになるまでには 
いつ食べられなくなるかという不安はいつもあったから 
その不安をもたずに生きられる安心感があればどんなにいいか 

だれかといっしょに食べる楽しさはあるけれど 
ひとりで食べるのが孤独だというのはとくにない 
むしろ会食的なものはできるだけ避けたいと思っているし 
本書でも言われている家族絶対主義のようなものの縛りは 
少なくとも外したほうがいい 
またおいしいものを食べられるに越したことはないけれど 
グルメ志向なるものが特段あるわけではないから 
からだに負担なく安心して食べられるものがあればいい !
人間というのは業が深い 
食への執着が生み出してしまうものもあるが 
食へのあくなき追求があることで 
それがある種の文化を生み出してくれることは否定できないけれど 
飢えた人がいるという悲しい現実がある !
そういうこともひっくるめながら 
食への問いはおそらく終わることはないだろう 
だれもが食べなくても生きていけるならばいいのだが



■藤原辰史『縁食論／孤食と共食のあいだ』（ミシマ社　2020.11）


!
「縁食とは、孤食ではない。複数の人間がその場所にいるからである。ただし、共食でもない。食べる場所にいる複数の人間が共同体意識を醸し出す効能が、それほど期待されていないからである。

　縁とは、人間と人間の深くて重いつながり、という意味ではなく、単に、めぐりあわせ、という意味である。じつはとてもあっさりした言葉だ。めぐりあわせであるから、明日はもう会えないかもしれない。
場合によっては、縁食が縁となって恋人になったり、家族になったりするかもしれないが、いずれにしても、人間の「へり」であり「ふち」でもあるものが、ある場所の同じ時間に停泊しているにすぎない。
これは「共存」と表現すると仰々しい。むしろ「併存」のほうがよい。そんなゆるやかな併存の場こそ、出会いも議論も、ますますＳＮＳに回収される現代社会のなかで、今後あると助かる人が多いのではな
いか。子ども食堂のユニークさも、この縁食にあるのではないか。ちょっと立ち寄れる。誰かがいる。しかし、無理に話さなくてもいい。作り笑顔も無用。停泊しているだけなので、孤食を存分に楽しんで、
ちょっと掲示板を眺めて、月でも眺めながら帰ってもいい。そんな食のあり方をきちんと説明してこなかったのは、概念いじりを生業とする研究者の怠慢だと私は思うのである。」
!
「食べものを商品化するとは、食べものを数値化することであり、食べものが値段と一対一の対応をすることである。けれども、その場合、食べものが作られすぎると値段が急落するので、市場に出回る前に
廃棄処分になる。この余剰は、飢えた人びとには届かない。

　けれども、もしもその処分される農作物が、商品になる前に、市場とは別のルートで直接、調理場に運ばれ、そこの料理が直接、人びとによってほどこされるのであれば。もしも、その調理場では大量のカ
レーや豚汁が作られて、たまたま近くに立ち寄った人にも無料で振る舞われるとすれば。いや、そもそもすべての食材が商品化を断念して、直接、無料食堂に運ばれるような国があれば。その国にももちろん
レベルの高い優れたレストランがあって、そのレストランは、この無料食堂のあまりものの食材を購入するとすれば、それでもあまったものは、燃やすのではなく、家畜に食べてもらったり、土壌微生物に食
べてもらったりできるとすれば。社会の競争からもれた人たちがふらっと立ち寄れる食べる場所が増えるとすれば。いったいそれはどんな社会だろうか。

　別にそうなったからと言って、政府公報のポスターのように、人びとの笑顔が突然溢れだしたり、希望に満ち溢れたり、太陽光線が若者を照らしたりはしないだろう。ただし、自殺も、過労死も、食品ロス
も、飢餓も、減少することは否定できない。弁当を作れない親の罪悪感も、シングルペアレントの罪悪感も、栄養たっぷりの朝ごはんを作れない親の罪悪感も、本来抱く必要のないはずのこれらの感情もまた、
不必要な社会になることも間違いないし、それゆえに女性の社会進出も、女性の閣僚の数も、女性の大学教員の数も、増加することは想像できるだろう。家庭の台所に特定単数の性のみを貼り付けない、とい
う未完のプロジェクトや、食の前の平等という歴史上ほとんど例をみない事業が人間の内面の何を変えるかは、シミュレーションに値することだと思う。

　このような食の究極的なあり方を、私は縁食と呼んできた。もちろん、現在の食の形態が縁食の完成型に到達することは不可能に近いだろう。それほどまでに、食は激しく商品化され、オートメーション化
され、硬直した所有権観念に侵犯されているからだ。だが、食を商品化することの無理は、多くのシステムを機能不全にしている。この国で賞味期限前に食べものが捨てられることが、その証である。

　農業をすることは、植物が合成したブドウ糖のあまりをもらした場所に集まってきた無数の生きものたちとともに、土で生きものの死骸を耕すことである。食べることは、人間が集まった栄養をもらした場
所に集まってきた無数の生きものたちとともに、腸で生きものの死骸を耕すことである。性の営みは、交流のなかで高まる感情によってもれでる物質および非物質の交合である。昌益はそれらを「直耕」と表
現した。この流れのなかに食の営みを置くことができれば、世界中の農村で問題化している土壌の劣化も、腸内の癌の増加にも、解決の糸口が見えてくる。では、そんな食の営みとは何か。答えはもう明らか
だ。

　自然の耕した食べものがもれでた場所。そこに集まり、食らう人間たちやほかの生きものとともに、地球社会を耕すことである。」
!
「パッケージ、賞味期限、広告、ビニールラップ、防腐剤、パーテーション、強制、イニシエーション、家族絶対主義、そういったもので満たされる経済システムが制度疲労を起こすなかで、弱目的性、多機能
性、もれ、あまり、にぎわい、言葉屑、食べ心地、無料、微生物、死者、祭りといったもので満たされる縁食の存在を示す本書の試みがどこまで成功したのかはわからない。論じ切れていない部分も多いと思
う。ただ、縁食の形態、事例、思想などの検証を通じ、最終的には、家族絶対主義を解きほぐし、「根圏無料食堂」と「腸内無料食堂」、そして「人間無料食堂」をつなぐ種を超えた縁食のラフスケッチまで
は描けたと思う。こうして、「オープンである」ということ以外に深い目的のない食堂が、炊き出しのリアカーを引く今村さんのかざぐるまのように、現代社会の凍った空気に色と熱を与えるのならば、いま
よりは多少居心地のよい社会が実現したっておかしいことではないと思いたい。」




☆mediopos-2288　　2021.2.20

■赤坂憲雄・藤原辰史（写真＝荒井卓）!
　『言葉をもみほぐす』（岩波書店 2021.2）

言葉を使うのは恥ずかしい !
学校でいちばん嫌だったのが作文で 
次に嫌だったのがホームルームのような 
きれいごとばかりの議論の場だった !
思ったこと考えたことを 
そのまま言葉にすることはできないのに 
作文では思った通りに書きなさいといわれる 
嘘を本当だと思い込みなさいというようなものだ !
小学校のときだけれど 
どうにも言葉を使うのが気持ち悪くなって 
作文に△や○などの記号だけを書いたまま 
なにも書けなくなったこともある !
伝えようとすればするほど 
言葉は肝心なところからどんどん逸れていくばかり 
それなのに黙っていることは許されず 
言葉を使うことが強要される !
言葉を使うという恥ずかしさと恐ろしさは 
ほんとうのところいまだ消えることはない 
言葉は伝えるよりもねじ曲げ隠すものだからだ !
本がそれなりに読めていたのは 
そこに書かれてあるのは 
言葉を使うことが強要されないことだからだ 
しかもそのお話のなかから 
嘘を超えたなにかを得ることもできた !
数十年ものあいだ言葉を使う仕事をしているし 
人前でプレゼンテーションをしたりもするので 
ひとからはそうは見られないだろうけれど 
いまでも言葉を使うことはずいぶん恥ずかしくて 
ときどき声が詰まって出なくなってしまうほどだ 

なんとかそうしたことを誤魔化せているのは 
言葉を超えようとするためには 
むしろ意識的に言葉を身につけることが 
必要条件だと気づいてからのことだ 
まだまだほんの入口ではあるけれど 
それ以来それなりにこうしてなんとか 
言葉を書いてみることもできるようになった !
ご紹介している本からの引用にも 
「コトノバ」という表現があるように 
言葉なきものの土壌に身を置いてみることもだいじだ !
言葉はそのままその言葉なのではない 
言葉はいまだ言葉なき「コトノバ」という 
大地の深みから芽吹いてくる !
「コトノバ」という土壌では 
菌の世界の変幻自在の不思議曼荼羅のように 
「あやしいものたち」のさまざまな交歓が行われている !
言葉に疲れたり声が塞ぎがちのときは 
言葉の世界からしばし離れて 
そんな不思議曼荼羅に戻ってみることにしている !
こうして毎日書いているときにも 
その前には短い時間でも必ず不思議曼荼羅に戻り 
そこで言葉の源へ源へと下ってみることにしている 
そうすることではじめて 
その不思議曼荼羅のなかから「コトノバ」の力を 
「言」の「葉」のなかに取り戻すこともできるから



■赤坂憲雄・藤原辰史（写真＝荒井卓）『言葉をもみほぐす』（岩波書店 2021.2）
!
（藤原辰史「「言の葉」と「言の場」」より）
!
「言葉に関心がなかった頃の記憶がよみがえる。」

「さらに記憶をたどってみると、言葉を交わすことや本を読むことの原初的な恥ずかしさに突き当たる。恥ずかしい、というのは変な気持ちだけれど、これが一番ぴったりしている。わかっていること、あたりまえのこと、心に秘め
ていること、迷っていることをわざわざ言葉にして表現する「わざとらしさ」に、生理的な嫌悪感を覚えていたと思う。作為への潔癖症的な忌避というべきか。以上のように、言葉嫌いの季節が私のこれまでの人生の半分を占めてい
たことに、本を書く身となったいま、愕然とする。いまの私にとっておよそ本のない生活、会話のない生活は考えられないからだ。

　このような、できれば蓋をしておきたかった記憶を、赤坂さんは掘りおこしてしまった。」
!
「言葉嫌いの時代を生きる私たちは、いったん言葉に追い縋ろうとすることの虚しさを舐め尽くしてみなければどうにもならないのではないか、といまは思う。そして、それでも言語行為を遂行するならば、その恥ずかしさの根源に
戻らなければならない。大野晋、佐竹昭弘、前田金五郎編集の『岩波国語辞典補訂版』（岩波書店）で「言葉」の項目を引くと、私の抱いた作為への恥ずかしさの理由が少し書かれてある。「語源はコト（言）ハ（端）・コト（言）
のすべてではなく、ほんの端（はし）にすぎないもの。つまり口先だけの表現の意が古い用法」。しかし、コトが言だけでなく、事も指すようになると、次第に「言葉」が「口頭語」の意味を表すようになる。」
!
「私が感じていたかもしれない恥ずかしさとは、勇気を振り絞っていえば、もしかすると「端」に過ぎないもので全体を代表させるなよ、という若者特有の潔癖症と、「コトノハ」を振りかざす「平安貴族」へのやんごとなき抵抗感
が根源にあったのかもしれない。」
!
「赤坂さんは往復書簡で、私と、そして読者にやや遠慮がちにコトノバを開いてくれた。」

「このコトノバには、背景の異なる人たちや生きものたちを出会わせるころができる。出会うのが難しくても、併存させることができる。コトノバに言葉は必ずしも必要ない。言葉を出すことに作為を感じれば、絵でも写真でもいい。
それも嫌ならいるだけでいい。

　荒井卓さんは、書簡の合間に批評のように置いたダゲレオタイプの作品によって、コトバのあり方を示しているように思う。荒井さんの映し出す「もの」や「風景」は、どうしてこれほどの静寂を湛えているのか。それはおそらく
観たものが何かを聞くだめだが、それだけではない。「もの」や「風景」もコトノバに参入し、耳を傾けている。方向けるだけではない。「もの」や「風景」は、人間が聴き取れない波長のメッセージをコトノバに投げかけているの
である。

　そのとき、言葉は力を緩め、言葉なきものにもみほぐされ、平俗な地平に一枚一枚の葉のように降り積もり、虫や菌に食い散らされて、豊穣な土壌の一部となる。その土壌のことをコトノバだと私は考えたい。」
!
（赤坂憲雄「あやしいものたちの連帯のために」より）
!
「ひとも世界も、とりあえず、なんだかあやしい気配に満ちている。怖れる必要はない。それはむしろ、とてもたいせつな生きることへの励ましであり、可能性の種子であり、あえて言ってみれば野生からの呼び声のようなものだ。
喜ばしいことには、世の中にはあやしいことがまだまだ、たくさん転がっている。とても大切な真実のかけらが、そこには詰まっているのかもしれない。あやしいものたちと出会うために、身と心をやわらかく開いておくことだ。そ
うして、みずからあやしい存在であり続けようと、さりげない覚悟を固めることだ。ひとに知らせる必要はない。狙われる。これはどこまでも退屈な日常の底に身をひそめながらの、愉しげなゲリラ戦である。

　あやしいものはきっと、かそけきものや小さなもの、たよりないものや名づけがたきもの、あるいは飼い慣らされることに抗うもののかたわらにいて、ときにはその仲間である。だから、けっして独りぼっちではない。ひそやかな
声に対応しえくれるひとは、どこかにいる、身をひそめて見守っている。」
!
「この往復書簡もまた、藤原辰史さんとのあいだで、手探りに交わされた精神のレッスンではなかったか。この時代には、こうしたレッスンなしには、言葉への信頼を回復することはむずかしい。そこに、さらに荒井卓さんが絡むこ
とで生まれてくる、どこまでもあやしい交歓の情景には、やはり心躍るものがある。

　それにしても、往復書簡という方法には、なにか捉えがたい余韻が感じられる。対談ともいくらか異なった感触がある。距離ははるかに遠く、そこで行き交う言葉はいつだって遅延する時間の傷みか哀しみのようなものを抱いて、
途方に暮れている。いつしか、そっと逸れてゆく気配がぬぐえない。あやしいものたちを繋ぎ、ささやかなる連帯を促す作法として、それは再発見されることになるのかもしれな。そんなことを、ふと考える。」




☆mediopos-2289　　2021.2.21

■澁澤龍彦編!
　『石川淳随筆集』!
　（平凡社ライブラリー　2020.8）!
　※本著作は一九八二年彌生書房から刊行された!
　『現代の随想16 石川淳集』を改題したもの

ダンディズムといえば 
ぼくのなかではすぐに石川淳の名が浮かぶ 
ダンディズムとは 
美意識であり精神の絶えざる運動である !
とはいえここ数十年にわたって 
石川淳を読まずにきていたのだけれど 
ある意味で石川淳はダンディズムの象徴だから 
それを仰ぐだけで満足していたところがあった !
ようやく澁澤達彦編の随筆集（一九八二年刊行）が 
昨年文庫化されたのもあって 
小説なども含め久しぶりに読み直している !
澁澤達彦もまた石川淳のダンディズムに畏敬をもっていた 
もっとも石川淳はダンディズムという言葉を使ってはいない 
石川淳という「文士」の存在そのものがダンディズムなのだ !
かつては石川淳のカッコよさに憧れていただけなのだが 
この年になってあらためて 
石川淳のダンディズムのなんたるかを 
ようやくわずかながら理解できてき気がしている !
随筆集の内容から二つほど 
「面貌について」と「敗荷落日」の 
最初のあたりを少し引いてみることにした !
面貌というのは美醜のことではなく 
美意識ゆえに現れるその存在の姿のことだろう 
「美意識であり精神の絶えざる運動である」 
ダンディズムは人格という見えぬ姿であらわれる 

永井荷風にかつてあったそれが 
晩年になって失われた姿を慟哭しているのが 
「敗荷落日」という随筆である !
畏敬をもっていた荷風の死にあたって 
その晩年の「落日」を語る言葉は 
なぜあの永井荷風が･･･というように 
荷風からダンディズムが失われたことを 
激しく慟哭しているのだといえる !
現代を見渡すと 
ダンディズムはすでに失われて久しい 
いまや世の中はフェミニズムである 
フェミニズムにはダンディズムはみられないようだ !
ダンディズムは性別もジェンダーも問わない 
美意識であり精神の絶えざる運動であるにもかかわらず 
現代では避けて通ることのできないフェミニズムに 
ダンディズムを感じることができないのは残念だ 
おそらくフェミニズムにダンディズムが加わったとき 
真の意味での人間復興になるはずなのだが･･････ 



■澁澤龍彦編『石川淳随筆集』（平凡社ライブラリー　2020.8）


　※本著作は一九八二年彌生書房から刊行された『現代の随想16 石川淳集』を改題したもの
!
（澁澤龍彦「解説」より）
!
「この集で、私は石川淳さんのダンディズムを存分に示したいと思った。ダンディズム、つまり精神のおしゃれであり、当世ふうにいえばカッコよさである。べつだん若い読者層をねらったわけではないけれども、私は石川淳さ
んのカッコよさにもっぱらスポットをあてるような編集をしてみたいと思ったのである。はたして成功したかどうか。

　もっとも、石川さんご自身は、ダンディズムという言葉をほとんど使ったことがないのではないかと思う。おしゃれとか、粋ごのみとかいったヴォキャブラリを石川さんはよき使う。虚栄心などという言葉をぬけぬけとお使い
になることさえある。まあ、言葉の詮議はどうでもよく、私はただ、このダンディズムなりおしゃれなりが、精神の価値をあらわすものだということをここで一言注意しておけば足りるのだ。

　石川さんの専売特許というべき、あの今ではあまりにも有名になてしまった「精神の運動」という言葉を引き合いに出すならば、このダンディズムなりおしゃれなりも、明らかに「精神の運動」の一様態と考えてよいであろう。

!
「たとえば『夷斎筆談』にふくまれる「面貌について」という秀抜なエッセーなどは、その意味から、この集の冒頭を飾るにいかにもふさわしい、石川さんのダンディズム宣言のようなものだと考えて差し支えないのではないか。
面貌に直結するところにまで生活の美学を完成させた、西欧のエピキュリアンに似ていなくもない明清の詩人のことから、小説が取り扱うべき人間エネルギーの運動の子よまで話が展開するが、この話をひっぱってゆく主導観念
は、ただ一つなのである。すなわち、おしゃれの理想と散文の理想とが一直線につながっているのである。」
!
「「敗荷落日」は、読みたびに私を同じ感動に誘い込む畏るべき文章である。いままでに何度読んだかわからない。この文章について、かつて「竹林の七賢のひとりが母の喪に痛飲泥酔したという故事を思い出した」と書いたの
は桑原武夫であるが、たしかにその通りで、死者に鞭打つ苛烈な口ぶりの裏に堰きとめられた万斛の涙を、私たちはそこに見ないわけにはいかないのである。ちなみに、石川さんはすでに荷風の享年よりも長く生き、しかも一向
に衰えを見せぬ、みずみずしい筆力をいまに示している。」
!
（石川淳「面貌について」より）
!
「黄山谷のいうことに、士大夫三日書を読まなければ理義胸中にまじわらず、面貌にくむべく、ことばに味が無いとある。いつの世からのならわしかわからないが、中華の君子はよく面貌のことを気にする。明の袁中郎に至って
は、酒席の作法を立てて、つらつきのわるいやつ、ことばづかいのいけぞんざいなやつは寄せ付けないと記している。ほとんど軍令である。またこのひとは山水花竹の鑑賞法を定めて、花の顔をもって人間の顔を規定するように、
自然の享受には式目あり監戒あるべきことをいっている。ほとんど刑書である。按ずるに、面貌に直結するところにまで生活の美学を完成させたのはこの袁氏あたりだろう。本を読むことは美容術の秘薬であり、これは塗りぐす
りではなく、ときには山水をもって、ときには酒をもって内服するものとされた。詩酒微遂という。この美学者たちが詩をつくったことはいうまでもない。山水詩酒という自然と生活との交流現象に筋金を入れたように、美意識
がつらぬいていて、それがすなわち幸福の観念に通った。」
!
「今日では、士大夫すでにほろびて、その美容術はみごとにすたれた。天下は小人のものと定まったらしい。本なんぞは三年読まなくてもすむ。山水花竹は骨董同様ひとが任意に火をつけて燃すものとなった。自然もまたはかな
きものであって、詩はそれに対して抵抗感覚をうしなったのか、挽歌すら出ししぶっている。」
!
（石川淳「敗荷落日」より）
!
「一箇の老人が死んだ。通念上の詩人らしくもなく、小説家らしくもなく、一般に芸術家らしいと錯覚されるようなすべての雰囲気を絶ちきったところに、老人はただひとり、身辺に書きちらしの反故もとどめず、そういっても
貯金通帳をこの世の一大事とにぎりしめて、深夜の古畳の上に血を吐いて死んでいたという。このことはとくに奇とするにたりない。小金をためこんだ陋巷の乞食坊主の野たれじにならば、江戸の随想なんぞにもその例を見るだ
ろう。しかし、これがただの乞食坊主ではなくて、かくれもない詩文の家として、名あり財あり、はなはだ芸術的らしい錯覚の雲につつまれて来たところの、明治のこのかたの荷風散人の最期とすれば、その文学上の意味はどう
いうことになるか。

　おもえば、葛飾土産までの荷風散人であった。戦後はただこの一篇、さすがに風雅なお亡びず、黄興もっともよろこぶべし。しかし、それ以降は･･････何といおう、どうもいけない。荷風の生活の実状については、わたしはう
わさばなしのほかにはなにも知らないが、その書くものはときに目にふれる。いや、そのまれに書くところの文章はわたしの目をそむけさせた。小説と称する愚劣な断片、座談速記なんどにあらわれる無味な饒舌、すべて読むに
堪えぬもの、聞くに値しないものであった。わずかに日記の文があって、いささか見るべしとしても、年ふれば所詮これまた強弩の末のみ、書くものがダメ。文章の家にとって、うごきのとれぬキメ手である。どうしてこうなの
か。荷風さんほどのひとが、いかに老いたとはいえ、まだ八十歳にも手のとどかぬうちに、どうすればこうまで力おとろえたのか。私は年少のむかし好んで荷風文学を読んだおぼえがあるので、その晩年の衰退をののしるにしの
びない。すくなくとも、詩人の死の直後にそのキズをとがめることはわたしの趣味ではにあ。それにも係らず、わたしの口ぶりはおのずから苛烈のほうにかたむく。というのは、晩年の荷風に於て、わたしの目を打つものは、肉
体の衰弱ではなくて、精神の脱落だからである。老荷風は曠野の哲治のように脈絡の無いことばを発したのではなかった。言行に脈絡があることはある。ただ、そのことがじつに小市民の痴愚であった。」
!
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科学技術はわたしたちの広義の「身体」を 
拡張させるものとしてとらえることができる !
「足」や「手」や「目」など 
私たちの通常の身体のもっている 
諸能力を拡張させるだけではなく 
欠損した身体機能を補完もしてくれる !
さらにはＡＩのような 
思考機能を代替・補完してくれるような 
そんな技術も進展を見せているし 
ヴァーチャルな技術によって 
あり得ない知覚などさえつくりだすことさえできる 
またインターネットは 
物理的に離れた場所をつないでくれるように 
ある意味で時空を拡張・変容させる技術でもある !
そんな科学技術が夢の未来を開いてくれる 
かつてはそんなことを臆面もなく語れる時代もあったが 
現代ではその夢は明るいだけのものではなく 
悪夢ともなり得ることも知られる時代となっている !
科学技術がどんなに便利な生を可能にしたとしても 
副次的に起こってしまう弊害や危険性から 
目を逸らすことはできなくなっているのだ !
けれども科学技術は文明全体を破壊するような 
決定的で大規模なカタストロフが進むことがなければ 
ますます先へと進んでゆくことになるはずだ !
そんななかで重要になってくるのは 
「自在化身体」によって可能になることが 
両義性をもっているという視点をもつことだろう !
便利さや効率そして経済性などばかりがクローズアップさて 
それにともなって変化させられたり損なわれたり失われたりする 
そんな側面があることは見落とされやすい !
たとえば「足」や「手」を補完する技術は便利になる反面 
「歩く」ことや「つくる」ことにともなう 
人の可能性を損なってしまうことにもなる

■稲美昌彦ほか!
　『自在化身体論／!
　　超感覚・超身体・変身・分身・合体が織りなす人類の未来』!
　（ＮＴＳ　2021.2）

通常の歩行能力や創造能力などの側面はもちろんだが 
それらを超えた魂の能力への関わりを 
技術がどのように変えてしまうかという視点は 
現在ではまだほとんど考慮されることさえない !
わたしたちは「からだ」をもって生まれてくる 
その意味をほんとうに知ることはむずかしいけれど 
そうした問いをなくしたところで 
「自在化身体」を押し進めた先に待っているのは 
ひょっとしたら「からだ」のカタストロフなのかもしれない !
また人間がじぶんの「からだ」の部分を 
ひとつひとつ機械に置き換えていくとしたら 
どこでその人間はじぶんでなくなってしまうのか 
それともぜんぶ機械になっても 
あいかわらずじぶんだといえるのか 
そのこともどこかで問い続けなければならない !
本書では「身体」の未来について 
一歩進んだところでの試みが紹介されているが 
その「反面」について語られることはない 
未来を語ろうとするならば 
その視点を避けて通ることはできないはずなのだが 
それは「自在化身体」の研究領域を超えているのだろう !
「光」が生まれるとき 
そこに「影」もまた生まれる 
光と影のなかを生きるそのなかで 
見えてくるものから目をそらさずにいること 
それがまずわたしたちにできることなのかもしれない



■稲美昌彦ほか

　『自在化身体論／超感覚・超身体・変身・分身・合体が織りなす人類の未来』

　（ＮＴＳ　2021.2）
!
（稲美昌彦）

「この１００年で自動車や航空機といった移動・輸送手段、化学プラントや製造機械などの生産手段、コンピュータやインターネットがもたらした情報新技術が、次々に世界の隅々まで行き渡りました。

　これらの産業の興隆を総括すると、人々を「脱身体化」する動きだったといえます。もともと人間の肉体が担っていた労働を機械に置き換えていくことが、工業化のそもそもの目的でした。数々の機械の登場は、身体を酷使す
る苦役から人間を解放しました。さらには20世紀後半に台頭した情報通信技術が、人々の思考やコミュニケーションを肉体の制約かた切り離します。新型コロナウイルスの蔓延に情報技術の進歩が間に合ったからこそ、場所や時
間を問わない働き方が普通になったともいえます。

　ただし今回のパンデミックは、行き過ぎた脱肉体化の弊害も浮き彫りにしました。一日中部屋にこもって仕事をする閉塞感は、ネットワーク化した触れ合いがあっても、時として人の心を蝕みます。（･･･）たまには顔を付き
合わせ、直接会いたくなるのが人間です。人の心は肉体と不可分であり、身体を置き去りにした情報通信技術のままでは、個人や社会の存在の根幹に不協和音を響かせかねません。

　それでも時計の針は逆には戻りませんし、戻す必要もないでしょう。脱肉体化の１００年を経た我々は、情報通信技術が日常の隅々まで根を張った時代に、どのような身体がふさわしいのかを見いだすことで、困難を乗り越え
られるはずです。それを試みる研究こそ、私が率いる「稲美自在化身体プロジェクト」に他なりません。」

「プロジェクト名にある「自在化身体」が、我々が考えるこれからの身体像です。高度に情報化された日常の先に人々が見出す新しい身体は。生まれもつ自身の肉体だけに限りません。我が意のままに振る舞うロボットや。情報
通信が織り成すバーチャル世界のアバター、あるときは複数の身体のチームを同時に操り、別の場所では大勢の仲間と１つの身体をシェアする。人々は物理空間とバーチャル空間を縦横無尽に行き来しながら、幾多の身体を自ら
のものとして自由自在に使い分けることが可能になるのです。」
!
（稲美昌彦）

「自在化身体プロジェクトの核を成す概念として、「行為主体感（Sense of Agency）」や「身体所有感（Sense of Body-Ownership）」があります。（･･･）前者はロボットやアバターの行為を自分がしたものと感じられるかど
うか、後者はこれらの身体を自分の分身と感じられるかどうかを意味する言葉です。２つの条件が満たされれば、人は肉体の外部にある存在でも、自分の一部とみなすことができます。

　ここでちょっと視野を広げて、これらの概念をより広い目で捉え直してみましょう。身体に限らず「所有すること（Ownership）、すなわち「私のもの」とは、そもそもそういう意味でしょうか。最近の消費動向と照らし合わ
せると、例えば「私のもの」とは「自分が使いたいときに使えるもの」という解釈が成り立ちます。こう考えれば、カーシェアなどのシェアリングサービスは所有の一種とみなせます。情報技術を活用して適切にスケジューリン
グすることで、同じものを複数の人で所有することを、シェアリングと呼ぶわけです。

　ここで主張したいのは、我々が手がける自在化身体プロジェクトは、世界で現在進行中の経済活動のダイナミズムと地続きであるとくことです。シェアリングエコノミーが大きなうねりとなって世の中を覆うとしたら、ロボッ
トやアバターといった物理的に自分の外にある身体はもちろん、自分自身の肉体さえ、時と場合に応じて他人とシェアすることが普通になるのかもしれません。

　外部にある身体も自分の一部として所有し、行為に及ぶということは、間に介在する情報空間を通して、行動が常にデジタル化されることを意味します。プライバシーの問題をひとまず棚に上げて考えると、自在化身体があま
ねく行き渡れば、個人の行動すべてが、記録され見える化される世界が来るわけです。

　このことがもたらすインパクトは計り知れません。１人ひとりの趣味嗜好のモデル化、個人や社会の行動パターンの解析など、多様な応用の可能性が開けます。経済活動の観点からすれば、家事や育児、介護といった、家庭に
埋もれて報酬につながらない労働、いわｙるう「シャドーワーク」にも光が当たります。その実体がかつてない規模で明らかになれば、人間の経済活動とは何か、その根本概念すら揺らぐかもしれません。

　自在化身体を通して人の行動の理解が進めば、その先には人の行動を誘導する可能性が見えてきます。人に行動を強制（エンフォース）するじとは人権を踏みにじる行為ですが、例えばイベントに集まった群衆をスムーズに帰
宅できるように導くなど、人々の行動を適切に変容させることは。社会に大きな利益をもたらす可能性があります。

　実際、２０１７年のノーベル行動経済学賞を受賞したシカゴ大学のリチャード・セイラー教授は「ナッジ（nudge）」という概念を提唱し、人々を「軽くつつく（nudge）」手段を取ることで、経済的な選択を好ましい方向に
変えられることを示しました。例えば複数の選択肢を画面に表示するときに、選んで欲しいものがあらかじめ選ばれた状態（デフォルト）で見せるといった塩梅です。最近では環境省がコロナ対策にナッジを利用しようとしてい
ますし、身近な例では男性用小便器にハエの絵を描いておくと、利用者はそこを狙ってするようになるので汚れが減るといった効果が知られています。

　自在化身体と情報通信技術を活用することで、人々の行動を大規模かつ広範囲に変容することが可能になるはずです。もちろん。こうした応用は人々に恩恵をもたらすだけでなく。自らの意思に反した行動を取らされる可能性
など、これまでありえなかった問題もはらんでいます。このような負の側面まで考慮して検討していくことも、自在化身体の研究の一環です。」
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■カリン・ウォール＝ヨルゲンセン（三谷文栄・山腰修三 訳）!
　『メディアと感情の政治学』（勁草書房 2020.11）

メディアを通じた「感情の政治」が 
注目されるようになっている !
ごく単純にいえば 
ひとは感情で動く 
思考の論理では動かないということだ 
好きだから正しい 
嫌いだから間違っている 
という感情の論理である !
しかも現代では 
ニュースメディアやソーシャルメディアが 
ひとの政治感情を形成している !
ニュースメディアやソーシャルメディアは 
ある特定の政治感情をつくりあげるために 
みずからのイデオロギーに基づいた情報を 
収益を得るために有効な形で提供し 
その逆のものはかぎりなく抑制する !
そこでは事実が多面的に受容され理解され 
その上で考えが形成されるのではなく 
操作された情報だけによって作られた感情によって 
政治的な判断がなされることになる !
その政治的な判断というのは 
作られた「政治感情」を吐き出すことであり 
それが世論を形成していくことにもなる !
ソーシャルメディアでも 
ある種の（偏向した）情報が 
短絡的で扇情的にシェアされることがよく見られる !
それはある種の正義感情ではあるのだろうが 
その正義の向けられる方向は 
ニュースメディアやソーシャルメディアによって 
すでに操作されている 
好きだから正しいという感情の論理であり 
それは作り出された政治感情なのだ

そのことに気づくためには 
メディアリテラシーが重要になるのだが 
与えられたものや権威を信じるだけでは 
リテラシーは基本的に成立しえない 
与えられたものの外にでる必要があるのだ !
感情はいまやかつての時代以上に 
巧妙に管理され作られている 
それがどのように管理されているのか 
そのことに意識的であることが重要なのだが 
それは感情の論理ではとらえにくい 
ひとは感情で動くからだ !
「山道を登りながら、こう考えた。 
智に働けば角が立つ。情に棹差せば流される。 
意地を通せば窮屈だ。兎に人の世は住みにくい。」 
（夏目漱石『草枕』） 



■カリン・ウォール＝ヨルゲンセン（三谷文栄・山腰修三 訳）

　『メディアと感情の政治学』（勁草書房 2020.11）
!
「私たちが日常生活の中で、「共感疲れ」に苦しむほど感情にさらされているのではないか、あるいはより劇的に、私たちがもはや真正の感情を経験できないほど、作られた「疑似感情」に圧倒され、それゆえ実際に「ポスト感
情社会」にいるのではないかという問いが生じるのは驚きではないだろう。こうした主張は、感情が議論や論争の中心になりつつあることを浮き彫りにしている。

　感情文化が一層進展するという様々な主張にもかかわらず、次の点に留意することが大切である。すなわち、社会的相互作用は常に感情で満たされており、それゆえ社会は常に感情を管理しようと熱心に取り組んできた、とい
う点である。したがって、個々の時代はそれぞれ特有の「感情のレジーム」と呼ばれる規範的感情、あるいは公衆の面前で感情を表現する規範的な方法によって特徴づけられている、と述べるのがより正確であろう。単純に言え
ば、公衆の面前で感情を管理する方法は、時代とともに変化するということである。」
!
「本書は、感情がニュースメディアを通じて広がるものとして研究するという前提に立っており、この目的と密接に関連する現象を理解する方法を採用したいと考えている。本書では、ジャーナリストからオーディエンスに至る
様々な集団や個人が、いかに感情を経験し、感情的に反応するのかについての検証を行う。その一方で、一連の事例ｰｰｰｰピューリツァー賞を受賞した記事から、抗議運動に関する報道、フェミニスト的なツイッターのハッシュタ
グやソーシャルメディアのレディットにおけるドナルド・トランプに関する議論に至るまでｰｰｰｰでは、メディアによって媒介されたテクストの中で感情がどのように構築されるのかに焦点を当てている。これは感情とは何かを理
解するだけでなく、メディアを通じて構築された感情は、諸個人の身体をめぐるものとしての感情とは異なると認める必要がある、ということを意味している。」
!
「感情価、すなわち感情の肯定的ないし否定的な傾向とメディア政治におけるそれらの役割との関係は、単純ではない。怒りや悲しみから愛や幸福といった感情は、公に表明しやすい一方で、嫉妬や苛立ち、不安、パラノイア、
嫌悪などの感情は「暗い」、あるいは「醜い」とされる。これらの感情は社会的に望ましくないと一般的にみなされ、それゆえ他者とほとんど共有されず、まして公に表明することは憚れるとされる。

　それにもかかわらず、個人が政治的に行動する動機となるのは特定の集団や考えに対して向けられる怒りや恐れ、憎しみ、嫌悪といった否定的な感情だ、という点が問題をさらに複雑にする。否定的な感情を向けられる集団や
考えは、異質なものとして、すなわち「他者」として境界線の外部に言説的に位置づけられてします。日常的な会話も同様だが、実際のところ、メディア上の語りでは、希望や愛情といった肯定的な感情ではなく、恐れや怒り、
心配などの否定的な感情が優勢なのである。

　ソーシャルネットワーキングの時代では、こうした懸念が一層切迫してきた。ここでがプラットフォームのアフォーダンスが「有害な技術文化」の興隆を促し、ヘイトスピーチが抑制なく広がりつつある。さらに、ソーシャル
メディアはヘイト集団が自らの考えを拡散し、正当化することを可能にした。」
!
「I　 感情はメディア政治において重要である」

「II　感情と合理性は相互に排他的ではない」

「III メディアにおける感情はパフォーマティブである」

「IV  感情はメディア政治の中に遍在する」

「V   感情的な語りは、真正性と共感を育む」

「VI  怒りはきわめて重要な政治的感情である」

「VII 愛情は私たちが政治に関与する動機を与える」

「VIII感情の広がりは、プラットフォームのアフォーダンスとアーキテクチャによって形成される」

「IX  メディアと政治の研究課題は、感情の役割を考慮しなければならない」
!
（「訳者あとがき」より）
!
「なぜメディア政治やジャーナリズムの研究にとって「感情」が今日的な問題となっているのであろうか。それは目下展開している現実政治をより深く分析するためである。「トランプ現象」や「ブレグジット」に代表される現
代的ポピュリズム政治の交流に始まり、「Me TPP」や「Black Lives Matter」なども含めた広範な政治現象の中で表出・表象される「怒り」に学術的な関心が寄せられるようになった。そして「ポスト真実」という状況とも連動
しつつ、これらの政治現象ではメディアが中心的な役割を果たしている。ソーシャルメディアはポピュリストやハッシュタグ・アクティビズムの参加者の感情を拡散する。一連の出来事は主流メディアのニュースによって社会的に
広く共有される。あるいはポピュリスト政治家やソーシャルメディアを通じたアクティビズムがしばしば主流メディアに向ける怒りや不信もそこには含まれるであろう。いずれにせよ、メディアを通じた「感情の政治」が注目さ
れ、そのメカニズムや機能が問われているのである。

　その一方で「感情」の分析に正面から取り組むという点において、メディア政治の研究、とくにジャーナリズムも含めたニュースメディアと政治との関係性をめぐる研究は社会科学の中でも最も立ち後れた領域の一つとも言え
る。社会科学全体としては、感情を分析の中心に据えた研究の潮流がこの数十年の間で厚みを増してきた。今日に至るこの潮流を形作ってきた中心は社会学であった。」

「こうした中でｰｰｰｰ少なくとも「感情」の社会学的分析が発展したこの数十年間ｰｰｰｰメディア政治やジャーナリズムの研究は、「感情」を重要なものとみなしてこなかった。それは同じメディアを対象とした研究の中でもこうし
た動向にいち早く対応し、さらに近年の「情動論的転回」を受けた独自の研究に取り組むカルチュラル・スタディーズのメディア研究と対称的だと言える。」




☆mediopos-2292　　2021.2.24

■ブレイディみかこ・鴻上尚史!
　『何とかならない時代の幸福論』!
　（朝日新聞出版 2021.1）

日本人は世間のなかでは優しいが 
社会のなかでは冷酷になり得る !
他者に対するとき 
その人が世間に属するときは 
相互扶助と信頼感のもとに接するけれど 
その人が社会に属するときは 
そうした関係性は成立し難くなるのだ !
世間に生きるということは 
集合魂的に生きるということであって 
集合魂の外にでた社会のなかでは 
その集合的な知恵は働かないということ 
しかもその世間の知恵は 
むしろじぶんたちをも蝕んでしまうことにもなる !
現代の日本が 
どんどん管理社会化しているのは 
そういう「世間」が 
強化されているということに他ならない !
学校でもその「世間」を保つために 
管理のための「校則」がつくられ 
管理するためという以外の理由はそこにない !
そしてその「規則」に基づいていきることで 
「世間」のなかで安心安全に生きようとする 
だから引用でもふれられているように 
決められていると思いこんでいることが 
許されなさそうな場面では 
「そんなことしていいんですか？」 
という問いしか生まれない 

そこにあるのは 
エンパシーという他者への想像力ではなく 
シンパシーという感情的な同情や共鳴でしかない !
「世間」のなかでは 
かぎりなくシンパシーを持ちえても 
「社会」という「他者」との共生の場では 
エンパシーが必要不可欠になる !
シンパシーという感情の力が不要なのではない 
シンパシーが働く場が限定されているために 
その外への想像力が欠けてしまうということだ 
だからそれは容易に排他や無関心にもつながることになる !
いまや公教育の場でも 
想像力を養うための文学が排されがちで 
論理や科学という信仰だけを成立させる言葉だけが 
養成されようとしている 
そこには科学という「世間」へのシンパシーだけが 
求められるということでもある 
そこには想像力の欠けた世界しか生まれることはない 



■ブレイディみかこ・鴻上尚史

　『何とかならない時代の幸福論』

　（朝日新聞出版 2021.1）
!
「ブレイディ／２０１９年、日本に台風が来た時、どこかの避難所でホームレスが入るのを役所から断られましたよね。実はイギリスでもニュースになっていました。ＢＢＣが報じてたのかな、新聞にも載ってましたし。

　その時、息子が言ったんですよ。「日本人は、社会に対する信頼が足りないんじゃないか」って。息子によれば。そのホームレスを断った人は、自分のことを本当は考えていないんじゃないかと。もし自分がここで「ダメです。
入れられません」と言ってしまった場合に、そのホームレスの方はそれからどうなるんだろうって考えたら嫌じゃないですか、すごい嵐の中でどんな目に遭うかわからない。もしかしたら命を落とすかもしれないと思ったら。

　そんな状況は、個人が背負っていくにはすごく重いじゃないですか。だから本当に自分のことを考えてるんだったら、いいですよって入れちゃったほうが楽じゃないかと。でもそこで入れられなかったのは、避難所に来てらっ
しゃる他の方ｰｰｰｰ例えば町内会など地域の人々や、自分が所属している役所の部署の上司とかが、拒否したいだろうって思ったから。

「本当に個人として自分のことを考えたら、そこで誰かの生命に対して責任を負うなんてことはしないはずだ」って、ウチの息子は言うんですよ。だから、「周囲の人たちがきっと嫌だって言うに違いない」っていう考えは、あ
まりにも社会への信頼が足りない。確かに日本にはそういうところは、あるような気がしますね。

鴻上／僕がずっと言ってることですが、「世間」と「社会」で考えれば、そのホームレスを断った人は世間に生きている。自分と利害関係のある人達のことを世間と呼んで、自分と全く利害関係のない人達が社会になるんですけ
ど、避難所に集まった人達は、区役所の人にとって世間で、ホームレスは社会、ということになるんです。結局、区の役所の人の場合は世間を選んで、社会は無視したんです。

　私達日本人が、駅でベビーカーを抱えてフーフー言いながら、階段を上がっている女性をたすけないのは、社会に生きている人達だから関係ないと考えるからです。知り合いだったら、すぐ飛んでいって助けるでしょう。それ
は相手が世間の人だからです。

　断った役所の人にとっては、ホームレスは完全に社会に属する人だから無視しても構わないという考えですよね。一方、避難所の人達は、世間に属する人達だから大切なんです。

　それはつまり、ブレイディさんの息子さんが言ったように、社会に対する信頼が低い･･････というか、ほとんどないと言ってもいいかもしれない。日本の「旅の恥はかき捨て」っていう言葉は、旅に出るともう出会う人は、み
んな社会だから何をしても別に構わないということですから。」
!
「鴻上／だから日本の場合は何が問題かというと、〝世間認定〟されている人達のなかでは相互扶助が行われ、信頼関係が生まれるんだけど、相手を〝社会認定〟した瞬間に、コミュニケーションどころか、何の関心もなくなっ
てしまうところです。（･･･）

　だから世間認定さえされたら、こんなに住みやすい国はないと思います。

ブレイディ／そう、世間認定されたら、もう本当にイギリスでは考えられないような温かさがありますよね。

鴻上／はい。それは田舎に行った外国人がよく言うんです。要は、ずっとよそ者扱いされていたのに、何かのきっかけでコミュニティに入れてもらうと、もう全く扱われ方が違うってびっくりする。

ブレイディ／確かにそうかもしれないです。イギリス人でも、日本の田舎のコミュニティに受け入れてもらった経験のある人は。「もう日本は天国みたいな国だ」って言いますもんね。本当に信じられないくらいみんな優しいっ
て言います。

鴻上／世間認定した相手には信頼して優しくなる分、相手を社会認定してしまうといきなり冷たくなる。」
!
「鴻上／僕は40年ぐらい前から演出家やっているから、つまり自分が若かった頃から40年間、だいたいハタチ前後の若者とずっと付き合ってきているわけですよ。この40年間で彼ら、彼女らの口癖で何が一番増えたかっていう
と、「そんなことしていいんですか？という言葉。昔は、「嫌です」とか「どういう意味ですか」なんて言葉だったんだけど、今は「そんなことしていいんですか？」に替わった。（･･･）

　「許されたこと」しかしちゃいけない、という思考が染みついてて、何が許されることなのか、というところからしか考えが始まらなくて、枠そのものというか、構造そのものを疑うということができないんだと思います。

　これ、僕は、小学校、中学校、高校の「校則」の刷り込みが大きいと思ってるんです。（･･･）

ブレイディ／いつからそんな風になったんでしょうね。いつ頃から、そういう言葉が増えてきたんでしょうか？

鴻上／分からないですね。今日、Ｔｗｉｔｔｅｒで内田樹さんが「大学がこんなことになってしまったのは。１９６０年代から７０年代は過激派の学生を撲滅するために、大学をちゃんとコントロールすることが目的だったんだ
けど、８０年代に入ったら、過激派の学生なんて一部の大学以外ほとんどゼロといっていいくらい、いなくなった。だけど、大学の『管理する』という言葉が自己目的化してしまって、とにかく管理する条項が増えていった」と
いうことをつぶやいてて、これは結構、真実に近いと思うんですよ。

　つまり昔は校則をちゃんとつくらないと学校が荒れるんだ、と考えられてたんだけど、今（１９８０年前後がポークだった）校内暴力はほとんどない。不良同士がどこかで大喧嘩してます、なんて話もめったに聞かなくなった
のに、校則を守らなきゃいけないという考えだけが目的化して走り続けている。」
!
「ブレイディ／シンパシーとエンパシーって、語学学校で英語を勉強してた時に引っ掛け問題でよく出てきたんです。英語の検定試験も上級のほうにいったら、ああいう問題が結構出るんです。イギリス人でもけっこうシンパシー
とエンパシーの違いってわかっていない人が多い。意味をごっちゃにしている人たちが多くて、みんなに聞いてみると、未病にそれぞれ違う意Mで捉えてたりしてるんですよね。

　シンパシーというのは、もっと感情的に同情したり、同じような意見を持つ人に共鳴したりすることですよね。ＳＮＳなら「いいね」ボタンみたいなもの。でもエンパシーはそうじゃなくて、対象に制限はない。自分と同じ意
見を持っていない人でも同情できない人でも対象になり得る。この人の立場だったら自分はどう感じるだろうって想像してみる能力ｰｰｰｰアビリティって英英辞書には書いてあるんです。

　だからそこには希望があると思う。アビリティだったら、伸びるし、伸ばせるわけじゃないですか。「エンパシーという能力を磨いていくことが多様性には大事なんだよ」と、息子が学校で習ってきたんですけど、これは本当
にその通りだなと思います。

鴻上／いい教育ですね。本当は道徳って、そういうことを教えなきゃいけないと思います。「かわいそうだから同情します」じゃなくて、相手の立場に立てる能力をどうしたら伸ばせるかっていうことですからね。

ブレイディ／それってすごい知的能力じゃないですか。人には想像力があるわけだし、例えば文学なんてのは、こういうエンパシーの力がなければ書けないわけですよね。」




☆mediopos-2293　　2021.2.25

■田中修・丹治邦和!
　『かぐわしき植物たちの秘密／香りとヒトの科学』!
　（山と渓谷社　2021.3）

自宅の机の隅には 
地元石鎚山のクロモジの 
エッセンシャルオイルを置いていて 
ときおりその爽やかな香りを嗅ぐ !
天然クロモジの枝葉約1kgから 
わずか1.5mL程度しか採取できないという希少な精油で 
主な成分はシネオールとゲラニオール !
このクロモジは本書でも第四章 
「ウイルスや細菌を撃退する香り」の最初に 
「インフルエンザの予防効果にも注目！」 
ということでとりあげられている !
クロモジエキスには 
「ウイルスを不活性化する作用と、 
ウイルスの増殖を抑える作用」があるとのこと !
コロナ禍にも適した香りの作用があり 
その効用が明らかにされたりもしているのだが 
本書では「香りとヒトの科学」とあるように 
「若返りとダイエット」 
「色香で惑わす官能」 
「リラックス効果をもたらす」 
「健康を支えてくれる」といったテーマで 
さまざまな植物の「香りの正体」が 
科学的な観点から紹介されていて興味深い !
香りは嗅覚によって感覚されるが 
その感覚は人間の最古の感覚のひとつだともいうように 
ある意味ではその他の感覚にも 
嗅覚の影響は大きく働くといってもいいのかもしれない 

ぼくの場合も嗅覚というのは 
すべての感覚のもとにあるようで 
見るときも聞くときももちろん味わうときにも 
さらにいえば考えるときでさえ 
「香」のイメージがそこに浮かんだりする !
だれかと会ったときや 
ひとの言葉を読むときでも 
物理的な「香」ではなく 
むしろ感覚を超えた「香」として 
それが訪れてくるように感じたりするのだ !
その「香」を言葉にするのはむずかしいけれど 
ごく単純にいって「いい香りのする人」もいれば 
「避けたい香りのする人」もいる !
もちろん同じ人でもその都度 
その「香り」はさまざまに変化したりもするが 
基本のトーンはふつうは変わらないでいる !
ときにそうした「香り」が 
ぼくのなかで混ざり合って混乱するときがあり 
そんなときは最初に挙げたクロモジを嗅いで 
その混乱を鎮めようとしたりもする 
そのことを科学的に説明することはむずかしいだろう 
それはおそらく感覚の根源的な働きに 
複雑に関わっているだろうからだ 



■田中修・丹治邦和

　『かぐわしき植物たちの秘密／香りとヒトの科学』

　（山と渓谷社　2021.3）
!
「自然の中で、植物たちは〝天然の香り〟を漂わせます。その香りには、姿や形はありません。そのため、ともすれば、その存在が大きいものには感じられません。しかし、その香りの多彩な働きに目を向
ければ、「〝ただもの〟ではない」という香りの姿が浮かんできます。

　たとえば、多くの植物が、香りで自分たちのからだを守ります。生きている植物たちは、香りを放って、自分のからだにカビが生えたり病原菌に感染したりすることから防御しているのです。その香りは、
植物たちのからだを守るのにとどまらず、森林浴では〝森の香り〟や〝森林の香り〟として、私たち人間の心を癒し、ストレスを和らげてくれます。

　遠い昔から、それらの香りは、私たち人間の暮らしの中でも、活躍してくれています。私たちは、その香りの力を利用して、カビや細菌などの繁殖を抑え、桜餅や鯖寿司などで、食材の保存や風味を守っ
てきています。

　また、植物たちは、自分たちの魅力を高めるのに、香りを利用します。多くの植物は、子どもである種子をつくるために、ハチやチョウなどを誘い込まなければなりません。そのための魅力となる大きな
武器が、香りなのです。

　〝色香で惑わす〟という表現は、私たち人間の場合のは、あまり好ましいものでないかもしれません。しかし、多くの植物は、色香で虫を惑わし、花の中に誘い込みます。もちろん、色香の「色」は花の
色であり、「香」は花の香りです。

　香りは、虫を誘うための大切な魅力の一つなのです。しかも、香りは、魅力をふりまくための〝飛び道具〟となって、遠くまで漂ってくれます。この魅力に誘われるのは、虫たちだけでなく、私たち人間
も同じです。

　私たち人間も、植物たちの色香の魅力に引きつけられて、植物たちを栽培し、切り花や生け花として室内に飾り、花の季節には、観賞するためにあちこちへ足を運びます。それらから漂う香りは、私たち
の何げない日々の中で、多くの人が楽しく感じる話題の素材となります。

　私たち人間にとって、香りは、刺激として味覚を高める働きもあります。鼻をつまんで、香りをかんじないようにして食べると、「どのような味なのかわからない」ということはよくあります。味を感じ
るためには、香りはなくてはならないものなのです。

　香りは、味を感じさせるだけではなく、高級なレストランなどの料理の味を上まわって、主役の座を奪うこともあります。そのため、いい香りを強く漂わせる花は、そのような場所に置かれるのを敬遠さ
れることもあります。もっと積極的には、放たれる香りを抑制する物質が花に与えられることすらあります。

　一方で、ユズやレモンなどのように強い香りとともに、酸みをもち、生では果実が食べられないような香酸柑橘類の香りは、素材の味を際立たせて、喉を潤します。また、ワサビやミョウガなどの香辛野
菜の香りは、食材の味を生かし、料理の風味を高めます。

　植物の香りは、私たちが味を感じるときに働くのと同じように、私たちの気持ちにも響くものです。苦しいときや悲しいときには、やさしく漂う香りが心を和らげ、癒してくれます。

　逆に、お祝い事や喜びを感じる出来事があるときには、香りが心を高揚させてくれます。また、香りは、戦わざるを得ないときには、戦いに望むための気持ちを鼓舞してくれることもあります。

　何も語ることなく、動きまわることもない植物たちが、仲間とコミュニケーションをとるときの〝秘密の手段〟となるのも、香りです。病害虫がそばにいることを仲間に伝えたり、自分のからだを守るた
めに、助けを呼ぶ手段として利用したりすることもあります。

　このように、植物たちの香りには、多彩な働きがあります。近年は、その中でも、私たちの健康を支えてくれる香りの働きが、多くの人々の興味を引き、話題となっています。若返りやダイエットに効果
があるという香りの働きが、科学的に明らかにされつつあるのです。」




☆mediopos-2294　　2021.2.26

■馬場悠男!
　『「顔」の進化／あなたの顔はどこからきたのか』!
　（講談社ブルーバックス　2021.1）

ひとの五感といえば 
視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚で 
それぞれの感覚器官は 
眼・耳・鼻・口・皮膚 
主な感覚とされる五つのうち 
四つまでが「顔」のなかにある 
（「顔」にも触覚・触覚はあるから全部ともいえる） !
その意味でも「顔は、静的な肉体の一部」ではなく 
「コミュニケーション情報を交換する場」だから 
わたしたちが人を識別するのもほとんどの場合「顔」である !
そして「顔」という言葉には 
頸から上の頭部という身体的な意味だけではなく 
「個人あるいは社会などを象徴する意味」が含まれている !
「口」からはじまる顔の生成や 
顔のない動物・顔はあるが頭部と顔の区別がない動物など 
生物学的な進化プロセスは本書に興味深く書かれているが 
やはり人間にとっては 
「人間らしさ」を表現する顔のかたちや表情が重要な意味をもつ !
「顔」は世界に対する人のフロントとしても機能するから 
人はじぶんの「顔」がどのように見えているか 
その「顔」をどのように見せたいかということに 
美容整形にもみられるように 
涙ぐましいまでのエネルギーを注いだりさえするくらいだ !
昨今のコロナ禍で 
顔のなかにある「口」と「鼻」がマスクで隠されて 
「眼」がさらに強調されるようにもなり 
多くの場合人の顔の中心が眼だということが再認識されるが 
そのぶんマスクを外したときの顔の印象が 
ずいぶん異なるときなど驚かされることもある 
鼻もそうだがやはり「口」である !
モデル撮影したりするときに 
顔を派手に見せるために歯や歯茎を出して笑顔にすることも多いが 
あえてそうしなくても日本人の多くは出っ歯（反っ歯）が多い 
明治時代に西洋で紹介された日本人の漫画などでも 
日本人といえば出っ歯のイメージで描かれていたりする 

もともと日本人はそうなのかといえばそうでもないらしい 
中世から近代になって食生活が変化し 
切歯で食いちぎることが減った関係で 
切歯を支える歯槽骨が退縮して 
切歯の前方への傾きが強くなったからなのだという !
美醜などの問題は別としても 
現代に近づけば近づくほど 
「顔」の筋肉と骨を鍛えることがおろそかになっている 
硬いものを避けて柔らかいものばかり食べることで 
切歯で食いちぎるような食べ方が減ってきているからだ !
身体をどんなに鍛えても頭をどんなに鍛えても 
「顔」の筋肉と骨を鍛えることはできない 
食べなくても生きていけるならばそれはそれでいいのだが 
上顎と下顎の働きは四肢の働きのように 
未来の人間の霊性を作り出していくもとでもある !
これから日本人がどんな顔になっていくか 
本書ではＣＧによる未来予測が載ってたりもするが 
ほとんど顎のない顔に近づいていくようだ 
その是非を云々することはできないが 
「健全な咀嚼機能」について再考することも必要だろう



■馬場悠男『「顔」の進化／あなたの顔はどこからきたのか』

　（講談社ブルーバックス　2021.1）
!
「あなたの顔はどこかややってきたのだろう？　そしてこれから、どこへ行くのだろう？

　そもそも動物の顔は、食べるためにできあがった。やがて、外界のさまざまな刺激を感知するようになり、さらには情報を発信するように進化してきた。顔には、さまざまな動物がそれぞれの環境に適応するために努力してきた工夫が満載されてい
る。

　だからあなたの顔は、動物進化が長い時間をかけて生みだした、究極の傑作なのだ。

　それにもかかわらず、あなたの顔には、これまでの動物たちにはなかった悩みが映し出されることもある。」

「あなたの顔には、眉毛があり。眼には白眼がある。頬から高まる鼻があり、中には鼻毛もある。唇がめくれ、赤く染まり、すぐ上に人中と呼ばれる窪みもある。じつはこんな特徴は、ほかの動物には見られないものであり、ヒトが進化の過程で獲
得した「人間らしさ」の表出ともいえるものなのだ。そして、こうした特徴が、我々の祖先が文化を生み出し、文明を築くようになった原動力ともなっている。」
!
「さまざまな器官が集まっている特定の部分が、なぜ「顔」と呼ばれるのかを考えてみよう。」

「顔は、静的な肉体の一部ではない。いつも変化し、エネルギーや情報が出入りする生きた存在である。とくに重要なのは、お互いに相手の顔がどのように見えるか、見られるかである。足が足のように見えなくても、当事者（自分）も他者（相手）
もかまわないが、顔にとっては、顔が顔に見えるかどうかは大問題なのだ。それは、意識するとしないとにかかわらず、顔がコミュニケーション情報を交換する場所だからである。人間の場合はまた、顔は年をとるにつれて、人格を代表する存在にも
なる。

　顔とは身体の部品（器官）のうち眼、鼻、口、耳などが集まっている領域である。しかし、なぜこれらが１カ所に集まっているのか、そしてその領域を我々がなぜ顔とみなすのかはわからない。」
!
「顔がない動物とは、どのような動物だろう。

　たとえば、ヒトデなどの棘皮動物やクラゲなどの腔腸動物の体制は放射性相称であり、動きを見ると、動く方向が定まらない。だから彼らには顔がないのだということがすぐに理解できる。

　顔があるかないかややこしいのは、左右相称だが分節構造のない軟体動物である。ハマグリなどの二枚貝には相称性がないように見えるが、本来は左右相称で、前後の区別があり、二枚の貝には左右の区別がある。貝殻以外の軟体部分が左右相称性
を失ったのだ。」
!
「節足動物や脊椎動物の頭部とは、（･･･）体節のうち、前方の数個から十数個が集まって形成されたものである。（･･･）とくによくわかるのは、ヒトの顔を支配している脳神経は12対が順序よく並んでいることである。顔にも分節構造があるの
だ。

　ヒトの顔ではどこが最も前なのかはわからないが、ウマやオオカミの顔を見ると明らかなように、最も前なのは鼻であり、最も後なのは頸椎につながる大後頭孔の周りである。」
!
「顔は、和語では旧仮名遣いで「かほ」であり、現代仮名遣いでは「かお」である。漢字では、「彦」は成人となる男子が額に朱色の文字や線を書いたことを表し（だから「彦」は男子の美称となった）、「頁」は「首」と同様に、頸から上の頭部
のことらしい。これらからは、「顔」という言葉には身体の一部としての顔の意味だけでなく、個人あるいは社会などを象徴する意味も含まれていることがうかがえる。」

「ドイツ語で顔を意味する「Gesicht」は興味深い。それは「見る」という動詞「sehen」の過去分詞「gesehen」が変化して受け身の意味をもつ名詞になったものらしく、「見られるもの」という意味もある。（･･･）

　顔が見られるものであることは、昆虫などの擬態に、誇張した目玉のような模様がよく出現することでもわかる。大きな眼を尻のほうにつけて「顔」に見せ、敵を脅かしたり欺いたりする作戦だ。そして顔は多くの哺乳類にとって、とくに嗅覚が退
化した霊長類にとって、個体認識のために最重要の見る対象となっている。

　なお、イヌが嗅覚で個体認識をして追跡できるのは周知の通りだが、人間でも、家族の匂いを嗅ぎ分けられる人は多い。（･･･）最近、赤ん坊のときに愛用した匂いつきタオルがないと眠れないという珍妙な子供や若者が増えたが、生活環境が清潔
になりすぎて、固有の匂いがないと不安になるのだろう。ヒトを含めた哺乳動物は、つねに匂いを発散し、嗅ぎ合うのが当たり前なのだ。体臭を極端に嫌うヒトが男女ともにいるのは、化粧品会社の戦略にでも乗せられているのだろうか。」
!
「ほとんどの動物はヒトのように脳が大きくはないので、顔と頭を区別することが難しい。そこで、頭と顔は一体として「頭部」として扱われ、それが見かけ上は顔として認識される。身体の前端に顔があるというのは、一般化すれば、前端に頭部が
あるということである。したがって、前後の区別のある動物では、前端のほうを「頭側」（顔側ではない）、後端のことを「尾側」（尾がなくても）という呼び方をする。

　また、動物の進化にともなって頭部が重要度を増し、発達する傾向を「頭化」という（顔化ではない）。さらに、脳が重要度を増し、発達する傾向を「脳化」という。ヒトではその傾向が顕著であり、大脳が発達するので、「大脳化」という。こう
した傾向は、脊椎動物の胎児の状態を見るとよくわかる。進化にともない、身体に比べて頭部あるいは脳がきわめて大きくなっている。」

「顔はどこからどこまでが顔なのかは、意外にややこしい問題である。サカナは顔と頭が一体なので区別できないし、そのほかの動物でも、一概にはいえない。」
!
「私たち日本人の顔は、自分では見慣れているので普通の顔に見えているが、ヨーロッパ人やアフリカ人から見ると、ずいぶん変わっている。アジア人の中でも、私たちと同じような顔は北東アジア人にしか見られないのだ。」
!
「弥生時代に大陸から渡来してきた人々は、日本列島の中央部を占拠し、古墳時代以降に中央集権国家を築き、平安時代にはさらに、貴族階級を形成することになった。『源氏物語絵巻』を見ると、貴族たちは「引目鉤鼻」の平坦でのっぺりした顔
に描かれている。富と権力を手に入れ、進んだ技術力と華やかな文化をわがものにした彼らの顔は、「良い顔」「福々しい顔」とみなされ、さらには「日本的な顔」として認識されていった。

　その一方で、大昔から日本に住んでいた縄文人の子孫たちは、中央の権力に従わなかったために、そのはっきりした顔が「人相の悪い顔」「泥棒の顔」とされ、甚だしきは「鬼の顔」にされてしまった。歌舞伎の泥棒の顔は、顔半分が黒く塗られて
いる。つまり、顔がステレオタイプにパターン化され、社会的差別を受けたのだ。（･･･）ただし、明治以降に、欧米の文化が入ってくると、欧米人に対する憧れから、ヨーロッパ人の顔に似た縄文人のような顔に対する偏見が薄れていった。いわば、
縄文顔の２０００年ぶりの復権といえるだろう。ただし、好まれるか好まれないかは微妙で「バタ臭い（バター臭い）顔」ともいわれた。（･･･）

　昭和の終わりには、「しょうゆ顔」（＝弥生顔）と「ソース顔」（＝縄文顔）などの表現も生まれたが、その後は漫画やアニメの影響で、子どものような、あるいは中性化された顔が好まれるようになった。さらに平成から令和には。ＣＧで合成さ
れた仮想現実の顔が、まるで実際に生きているかのような存在感を醸し出している。」
!
「縄文人も渡来系弥生人も、顎の骨はしっかりしていて、歯並びもよく、側頭筋や咬筋が発達していたので、現代人に比べるとはるかに硬い食物を食べていたことがわかる。」

「古墳時代人の頭骨は、正面から見ると幅が広く、下顎のエラが出っ張って、いかにも頑丈そうだ。しかし横から見ると、縄文人ほど頑丈ではないことがわかる。」

「さらに、中世から近代になると、切歯で食いちぎることが減少したので、切歯を支える歯槽骨が退縮し、切歯の前方への傾きが強くなり、いわゆる出っ歯（反っ歯）になった。」

「それでも江戸時代の人々は、こうした少数の、身分が高い人々を除けば、全体としてはなんとか健全な咀嚼機能を持っていた。この状態は昭和40年ほどまで続いていたと考えられる。（･･･）

　ところが、最近の子どもや若者では、歯並びの悪い人の方が多いくらいである。」

「学校では、各教科の勉強で頭の脳を鍛えている。また、体育で身体を鍛えている。しかし、頭と身体の中間にある「顔」の筋肉と骨を鍛えることを忘れているのは、大きな問題である。言っておくが、いくら硬いものを食べても、顔の美的要素が損
なわれることは決してない。むしろ、口元が整って端正な顔立ちになるのだ。」




☆mediopos-2295　　2021.2.27

■ドロレス・キャノン（白鳥聖子 訳）!
　『イエスとエッセネ派／退行催眠で見えてきた真実』!
　（ナチュラルスピリット 2021.2）!
■グレン・Ｄ・キトラー著／ヒューリン・ケイシー編!
　（大西正幸 監訳・相沢千恵子 訳）!
　『エドガー・ケイシーの死海写本／リーディングの実証』!
　（たま出版 1985.7）!

魂の深みには 
過去世の人間も存在している 
時間と空間を超えて 
その人間と対話することも可能だという !
ドロレス・キャノンは退行催眠によって 
若い女性ケイティの過去世のなかから 
若きヨハネやイエスの教師でもあった 
エッセネ派の「スディー」という律法学者を見出し 
クムランやエッセネ派そしてイエスの生涯について 
得られた貴重な情報を本書にまとめている !
死海写本やイエスについてのリーディングといえば 
エドガー・ケイシーが有名だが 
ドロレス・キャノンの場合は 
被験者の過去世の視点から得られる情報である 
それらの情報はもちろん狭義の意味では 
学術的に評価されるものとはいえないだろうが 
批判的に吟味する視点をもちながら 
さまざまな情報と照らし合わせていくことで 
生きた情報としての価値を持ち得るものだと思われる !
本書の内容を大まかにいえば以下のようになるが 
重要なのはイエスと同時代にあって 
その教師でもあった関わりのなかでの 
「スディー」の生きた語りを共体験することだろう !
死海写本の見つかったクムランには 
エッセネ派の人たちの共同体があった 
エッセネ派はユダヤの共同体のひとつではあったが 
むしろそこは失われた古代から伝わってきた 
驚くべき科学や叡智を守り伝えてゆくとともに 
予言を成就させるために用意された秘教集団でもあった 
予言の成就とはキリスト・イエスの復活である 
ヨハネもイエスもエッセネ派ではなかったものの 
若い頃そこで自らの叡智を開花させるために学んだのだ 

「スディー」がイエスの神格化を戒めていることも 
わたしたち一人ひとりの魂の成長にとって重要なところだ 
イエスはわたしたちに代わって罪を引き受けたのではなく 
自分に課せられた課題は自分で担い得るのだということを 
人間として証明してみせたということなのだから !
またこの退行催眠を行ったケティの場合には 
エッセネ派の律法学者「スディー」をはじめ 
二十六の過去世を確認できたとあるように 
魂はきわめて多面的多層的であり 
人はそれらすべての面で総合的に成長していくことが求められる !
かつての律法学者としての面もあれば 
それとはまったく関係しないケティのような面もあり 
特定の面だけが重要だというわけでもない 
人体の頭部だけが重要なのではないように 
イエスに関わったからといって 
他の転生でも同様な生を送るとは限らないのだ 



■ドロレス・キャノン（白鳥聖子 訳）

　『イエスとエッセネ派／退行催眠で見えてきた真実』

　（ナチュラルスピリット 2021.2）

■グレン・Ｄ・キトラー著／ヒューリン・ケイシー編

　（大西正幸 監訳・相沢千恵子 訳）

　『エドガー・ケイシーの死海写本／リーディングの実証』

　（たま出版 1985.7）
!
（ドロレス・キャノン『イエスとエッセネ派』より）
!
「時間と空間を超えて旅をし、遠い昔に行って「失われた文明」を目の当たりにすることは可能だ。はるか昔にこの世を去った死者たちと対話をし、彼らの生涯や死の経験を一緒に体験することだってできる。」
!
「わたしは退行催眠療法士である。これは催眠術師の現代用語だ。わたしの専門は「過去世退行催眠」である。わたしは従来のダイエット、禁煙、身体の痛みを和らげるための催眠療法は行わない。二十年以上もの間、輪廻転生の思想に惹かれ、深い興
味と関心を抱いてきた。当時、催眠術師のわたしの夫が実施した退行催眠の実験に立ち会ったことが、すべてのはじまりだった。それは夫が従来の催眠術を使い、減量したい女性とセッションをしているときであった。突如として、その女性の過去世が登
場してきたのだ。」
!
「過去世退行催眠を実施する際、もっとも適した被験者は夢遊性トランス状態（きわめて深い催眠状態）に浸ることができる人である。夢遊性トランス状態に浸れる人は完全に前世の人格になりきり、いますべてが目の前で展開されているかのごとく体験
できる。完全にほかの時代（現代の記憶）に関するいっさいの記憶が消滅している状態だ。何百年も、何千年も前の人物の人格が憑依したかのように、その人物の目線から過去の世界の物語を語ってくる。その代わり、彼らの立場でわかっていることし
か語ることはできない。」

「夢遊性トランス状態に浸れる人は、催眠中に起きたできごとをまったくといっていいほどおぼえていない。催眠から目覚めたあと、その記憶が残るように指示をしないかぎり、すべて消えてしまう。そして自分は眠りから目覚めただけだと思っている。」

!
「キャサリン・ハリス（仮名）は、ケイティという愛称で呼ばれていた。運命的ともいえる出会いの日、彼女はまだ二十二歳だった。」

「彼女の趣味は、大衆的なロマンス小説やファンタジー小説を読むことだった。この退行催眠の核となる情報源や歴史書などを、図書館で読んだり調べたりすることに興味を示すような女性ではなかった。」

「彼女はさまざまな境遇の過去世を体験していた。男性、女性、富める者、貧しい者、知識階級の者、無教育な者など、全体的に調和のとれた前世体験をしていた。」

「キリストの生涯と深いかかわりを持つ「存在」が出現すると、その時代にとどまることがとても重要だと感じられた。（･･･）時代をどんどん遡っている段階でも＜キリストに関するなにか＞がみつかりそうな気配があったときには、そのたびにエッセ
ネ派時代のイエスの師匠のいとり「スディー」としての生涯に必ず戻った。そして可能なかぎりの情報収集に専念した。わたしたちは三ヶ月間にわたり、このようなセッションを十三回も繰り返すことになる。」
!
「退行催眠にてその存在が明るみに出た「スディー」のことをより深く理解するためには、彼が暮らした場所や日常的な生活習慣についてくわしく知る必要があると感じた。その暮らしぶりを知ることは、イエスがもっとも多感な思春期をすごした場所を
知ることと直截的につながってくるからである。わたしが少年期のスディーと話したとき、彼はクムランのことを「共同体」と呼んでいた。」
!
「考古学者の情報によると、クムラン共同体における規則を定め管理していたのは聖職者だった。彼らの『死海文書』の翻訳に基づくと、エッセネ派の規則はとても厳しく、なかには非常に厳格なものもあった。しかしそれらはわたしが入手した情報とは
相反するものであった。エッセネ派は公平で慈愛に満ちあふれた人たちだと思っていたからである。スディーを通じて伝わってくるエッセネ派の印象は、やはりわたしの思ったとおりの人たちだった。多くの場合、そのようなことが起きてしまうのは翻訳
の仕方や技法に問題があるからだろう。」
!
「クムランはいわゆる「普通の学校」ではなかった。（･･･）クムランの学校では、わたしたちの想像の域をはるかに超えた、とても奥深い内容の授業科目を教えていた。クムランの図書館には、多くの謎が隠されていることもあきらかになった。」
!
「Ｓ（スディー）／カルー族は、故国から遠く離れた地へ旅立った種族である。彼らが培った叡智をこの世の人々と共有するため･･････そしてその知恵を伝授するためだ。エッセネ派はカルー族の末裔だと伝えられている。我々は、その滅びゆく種族の一
員であるらしい。我々も同様に培った叡智を人々に伝え、それを広めるための教育を受けている。再び高度文明の時代を到来させるためだ。」
!
「スディーが「イエスとヨハネ」について話しているとき、いつもその声には真心がこもり、愛情がにじみ出ていた。彼らはスディーが受け持っている唯一の生徒たちだった。そして全身全霊を捧げて、彼らに律法を教えていた。クムランの先生たちがい
かに彼らの教育に力を注いでいたかが伺える。さぞかし重要なプロジェクトとして扱っていたにちがいない。」
!
「Ｄ（ドロレス）／わたしたちの時代のこの地上界では、イエシュアは「わたしたちの罪のために死んだ」といわれています。また、それに反論する意見も出ています。自分自身の行動や言動の責任はすべて自分にあるという意見です。やはり自分自身の
行動の責任はすべて自分にあるのではないでしょうか？

Ｓ／（ため息をつく）これは答えるのは非常にむずかしい質問だ。（･･･）

　おそらくいろいろな要因が重なり合ったことで「人間が犯した罪のために死んだ」といわれているのだろう。イエシュアは世間から嘲笑され、屈辱を味わうために磔にされたのだ。嘲笑や屈辱などを乗り越えて、無我の境地に到達するためだ。我々もイ
エシュア同様に無我の境地に達することができるということを示すためだった。また、人々に示すだけでなく、それを体験するのがイエシュア自身の学びでもあった。イエシュアは弟子や民衆が思っているほど完璧な存在ではなかった。磔刑になること
でイエシュアは自分に課せられていた罪を償ったのだ。そして、世間に対し、自分たちに課せられた罪を償うことに恐れを抱く必要なないということを示したのだ。罪の代償を支払うことで、我々にも超越できるということを。これが磔刑になった理由の
ひとつだ。イエシュアはどんな人間であれ、それらをすべて乗り越えることができるということを表現したかったのだ。

（･･･）

Ｓ／他人が犯した罪のためにイエシュアが死んだわけではない。自分の罪の代償は自分で払うだけだ。今回の人生で代償を払えなければ、来世で払うことになる。もしくは来来世かもしれない。いずれにせよ、だれかを傷つけた罪の代償は、最終的に自
分で刈り取らなければならないのだ。

（･･･）

Ｓ／イエシュアは神のごとく崇拝する価値のある存在ではある。もうその域に達している。イエシュアは我が身をもってそのことを証明した。たしかにイエシュアは驚くべき存在ではあるが、イエシュアのことを闇雲に崇めてはならない。また、イエシュ
アのことを神格化してもいけない。我々も神の一部であるからだ。（･･･）

Ｓ／（イエシュアは）自分のことを「ガイド」、または「守護天使」のような人類を導く存在に思われたいと思っている。人間が本来持っている大いなる力を発揮できるよう、そして悟りの境地へと導く手助けをする存在だ。人々の霊性を高め、みえな
い領域をも知覚できるように手助けをしたいと願っている。イエシュアは自分のことを人間が困ったときにアドバイスを与えられるヘルパーかガイド、もしくは親友のような存在だと感じている。

（･･･）

Ｓ／絶対に盲目的に従ってはならない！常に疑問を抱くことだ。自分自身の頭で考えることで、その答えの価値を高めることになる。そては自分の頭で必死に考えて「導き出した答え」だからだ。ただ「与えられた答え」よりも、それははるかに価値が
高いのだ。疑問を抱かない人間には信念がない。疑問に思うことで、物事のさまざまな角度や可能性を考慮する必要がある。さんざん考えた末に出した結論であれば、そこには強い信念が生まれる。そのような過程を経て出した答えだけが「信じる価値
があるもの」となるのだ。」




☆mediopos-2296　　2021.2.28

■ジェニファー・エバーハート（山岡希美＝訳　解説＝高史明）!
　『無意識のバイアス／人はなぜ人種差別をするのか』!
　（明石書店 2020.12）

差別は否応なく存在している 
社会のなかでの差別だけではなく 
私たちの内にも 
意識するしないに関わらず 
差別はたしかに存在している 
そしてその両者は深く関係しあっている !
差別が行われているという事実は 
絶対的なかたちで認められるわけではなく 
時代や社会によってその位置づけは 
大きく変わってくる !
ある時代のある地域では 
社会的には差別とはみなされず 
まただれもそれを差別とは思ってはいなくても 
同様な事実が別の時代や別の地域では 
差別として問題化されることもあるだろう !
アメリカにおける黒人と白人に関係した 
黒人への差別というのは根強くあるようだ 
本書はそこで生まれている人種差別の背後にある 
「無意識のバイアス」について 
さまざまな視点から実際に検証し問いが深められている !
黒人と白人よりも 
さらにグローバルに問題化されるのは 
男性と女性のあいだの性差に関わる差別だろう !
その他にも人権に関わる差別の問題は 
さまざまなところで存在しているが 
それらの差別がなぜ生まれているのかは 
その社会が成立してきた背景や 
それにともなったひとの意識に深く関わっている !
つまり差別はいけないからといって 
その差別をなくするルールをつくったところで 
その差別がなくなるという単純なことではない !
一人ひとりの生きてきた地域での生の在り方と 
そこで育ってきた意識の在り方が 
根底から変わらなければ差別はなくならない 
それは「差別」と呼ぶよりも 
「生活様式」「意識形態」と呼んだ方が適切だ 

そして差別する側だけが差別の原因ではなく 
差別される側もまたその差別の函数に深く関わっていて 
両者を切り離すこともむずかしい 
両者を包み込んだ「生活様式」「意識形態」そのものが 
その「差別」という現象を生んでいる !
かつての時代は 
そうした差別という問題が 
クローズアップされることは少なかったが 
現代ではさまざまな地域でさまざまな問いとして 
「差別をなくさなければならない」ということが 
言挙げされるようになっている !
それは現代という時代は 
無意識に働いている「バイアス」を 
意識化していく働きを顕在化しようとする時代だからだ 
「意識魂」の時代だということができる 
つまり自我がみずからを鏡に映して 
見つめていこうという時代である !
問題は差別だけではない 
すべての人がみずからの内で 
無意識に働かせているバイアスを 
さまざまな側面で問い直していくことが求められている !
２０世紀が精神分析の時代だった側面があるのも 
そして意識の影の側面が巨大化して 
殺戮の時代となってしまったのも 
そうしたことと深く関わっていると思われる !
私たちはもう 
みずからを問わずに生きていくことが 
できない時代へと向かっている 
差別も暴力もそして愛も 
みずからの内で問い直すことで 
社会全体に反映させていかなければならないのだ 



■ジェニファー・エバーハート（山岡希美＝訳　解説＝高史明）


　『無意識のバイアス／人はなぜ人種差別をするのか』


　（明石書店 2020.12）
!
（ジェニファー・エバーハート（『無意識のバイアス』本文より）
!
「バイアスは人生の一つの領域に限定されるものではない。一つの職業、人種、国に限定されるものでもない。また、一つのステレオタイプ的な関連づけに限定されるものでもないのだ。本書は、黒人と犯罪の関連づけに関す
る私の研究から発展したものであるが、その関連づけだけが重要であるという訳でも、黒人というグループだけが影響を受けている訳でもない。刑事司法の場において潜在的なバイアスがいかに機能してきたかを探ることで、
自分が所属している社会的集団やどの集団に対しバイアスを持つかに関係なく、自分が誰であり、どんな道を歩いてきたのか、そして何になれるのかについてのより広い教訓を得ることができる。

　人は肌の色、年齢、人種、訛り、障害、性別など、あらゆる特徴に基づいてバイアスを持つことがありうる。私が人種、特に黒人と白人について多く挙げているのは、この二つのグループがバイアス研究において、最も多く研
究されているからである。そして、黒人と白人の間における人種のダイナミクスは、劇的で、必然的で、永続的なものだからである。アメリカでは、何世紀にもわたってこのような緊張関係が、他の社会集団に対する見方にも影
響を与えてきた。

　潜在的なバイアスに立ち向かうには、客観的に自分自身を振り返る必要がある。潜在的な人種バイアスの影響を理解するためには。自身を尾行していたことに気づいた潜入捜査官のように、自分自身の目を見つめて、ステレ
オタイプや無意識的な関連づけがいかに容易に私達の現実を形作ってしまうかについて向き合う必要があるのだ。恐怖とバイアスによって歪められたレンズの存在を認めることで、私たちはお互いをはっきりと認識することに
一歩近づくのである。

　私達の進化の過程も、現代文化も、私たちがバイアスに囚われるような運命を定めている訳ではない。変化に必要なのは、手の届く範囲で、心を開いて注意を払うことである。自分自身を変えようとしているのか、自らの生
活、職、学習の環境を変えようとしているのかにかかわらず、私たちが教訓にできる成功済みのアプローチや、さらに発展させることができる新しい考え方が存在するのだ。」
!
「私たちは自らの無神経さや不公平さをどのように自覚できるのだろうか？　自分自身がどんな人で、どのように感じるかは、意識できないものやコントロールできないものにどれほど左右されているのだろうか？　私たちは
どのぐらいの頻度で、目指すべき寛容で公正な心の持ち主になれているのか？　そして、どのようにして、自らを振り返り、ネガティブな影響のあるバイアスを遮断することができるのだろうか？」
!
（高史明「解説」より）
!
「偏見やステレオタイプはしばしばそれを抱く人の脆弱な心理を反映したもの、ないし病的なものとみなされることがある。実際、心理学においてもかつては、特に精神分析理論に基づいて、そのような解釈がなされることが
多かった。しかし偏見やステレオタイプがそうした病理の現れである場合もあるにせよ、本書の中心的なテーマであったように、バイアスはそれ自体は正常で適応的な、基本的な心理的メカニズムによっても生じるのである。

　この認識は、非常に重要である。確かに差別は、悪意や利己的な動機によってなされることもある。しかし、差別は許せないという価値観を深く内面化している人々でさえ、潜在的なバイアスによりしばしば不公正な振る舞
いをしてしまうのである。差別しようとする意図がなくとも、差別しているという意識も伴わないうちに、我々の認知や行動はバイアスの影響を受けてしまう。本書ｰｰｰｰ人権問題について多数の良書を出版してきた版元による、
「人権差別」の語を冠した翻訳書ｰｰｰｰを手にとる読者の多くは、差別問題に関心があり、平等を志向する人々ではないかと想像するが、そうした人々であっても（そしてもちろん、本稿を執筆している私にとっても）、例外で
はないということである。バイアスにより不利益を受けるマイノリティ集団の人々自身もまた、例外ではない。「この世界は、とても深く、とても陰湿に、そして無意識のうちに」、自分自身が属する集団に対する認知を変容
させ、健全な自己認識を揺るがすのである。」

「我々が世界を見るとき、そのごく根本的な位相においてすら、バイアスかた自由ではない。公正・公平であるためには、我々は自分たちの認知や行動を労力をかけて監査し、自らの持つ「自然な」傾向に抗わなければならな
いのである。」




☆mediopos-2297　　2021.3.1

■スティーブン・デスーザ／ダイナー・レナー（上原裕美子 訳）!
　『「無知』の技法／不確実な世界を生き抜くための思考変革」』!
　（日本実業出版 2015.11）!

「仏に逢うては仏を殺し、 
　祖に逢うては祖を殺せ」 
臨済録にある有名な言葉だ 
仏や祖を 
キリストやシュタイナーなどと 
置き換えても意味は変わらない !
殺すというのは 
依存を去れ 
自由であれ 
という意だろう !
知恵熱と信仰熱はコインの裏表で 
知識への崇拝と権威への崇拝は 
依存症のふたつの極だともいえる !
知らないということ 
寄るべき権威をもたないということ 
このふたつの状態は 
そうした依存症を生きる者とっては 
かぎりない恐れとなるだろう !
知らないことを恐れ 
権威をもたないことを恐れるのは 
「自分自身と向き合わざるを得なくなり、 
自分の弱さ、不完全さをつきつけられるからだ」 !
しかし人は『ない』を受容する力 
（ネガティブ・ケイパビリティ）によって 
はじめて創造的であり自由であり得るといえる 
そして『ない』がゆえに 
変化ということに対して柔軟でいられる 

多くの場合 
知らないということ 
寄るべき権威をもたないということは 
「愚者」であることを意味する !
しかし愚者であるがゆえに 
仏を祖を真に受容することができる 
権威化し信仰の対象にして 
その庇護のもとに安住することは 
むしろ仏を祖を否定することになるのだ !
それらが真の権威であるならば 
その権威はみずからこう言うはずだ 
「私を権威としてはならない」 
「私の言葉を鵜呑みにして信仰し従ってはならない」 
「私の言葉があなたの真実の言葉として発されるときだけ 
　その言葉はほんらいの意味となり 
　あなた自身こそがみずからの権威となる」 



■スティーブン・デスーザ／ダイナー・レナー（上原裕美子 訳）

　『「無知』の技法／不確実な世界を生き抜くための思考変革」』

　（日本実業出版 2015.11）
!
「何かを知りたいとき、それを「知らない（not knowing）」ままでいる状態はつらい。つらい状態は避けたいが、人として生きる以上、すべてを知ることは不可能だ。だから私たちは答えをする人のほうを向く。専門家、リーダー、その他の知っていそうな
人。一方で、自分に多少なりとも知識があるときは、その知識が自分の手から消えていくことを恐れる。私たちは神経学的に、予測のつかないものを避け、確実なものを好むようにできているのだ。曖昧な状況、不透明な状況は、私たちに無力感を抱かせる。恥
ずかしくうしろめたい気持ちにさせる。

　だが、私たちが住むこの世界は不確実だ。複雑で、不安定だ。直面している複雑な問題を解決するどころか、はっきりととらえることすらできない。自分の知識がおよぶ範囲ぎりぎりの境界線に立たされると、私たちは既存の知識にしがみつくか、手っ取り早
い系かつを試みるか、あるいは状況そのものをそっくり投げだそうとする。」
!
「本書はハウツーガイドではない。よって、はっきりした答えも提示しない。かわりに、科学、アート、文学、心理学、ビジネス、信仰、伝統的な知恵など、幅広いレンズを通じて、知らないということについて考察していく。」
!
「リサーチと執筆のプロセスを通じて、私たちは知らないということに向き合った。今の私たちは既存の知識に依存しない。確実だと断言する声には疑いのまなざしを向ける。そして、知らないことに対して、以前より安心して接するようになった。あなたにも
同じ変化が訪れることを、私たちは願ってやまない。」
!
「深い知識と専門的研究への注力があるからこそ、専門家になれる。専門領域に貢献することができる。だが、逆に、深い知識と専門的研究への注力があるからこそ、視界が狭くなることがある。専門性を評価されている人間は、往々にして、その領域の外をしっ
かり見ようとしない。そうしようというインセンティブがない。また、専門性が高くなればなるほど、視野が狭くなる場合もある。「知っていること」に焦点を置くあまり、知っていることを疑ったり、知らないと認めたりすることができなくなるのだ。」
!
「私たちは周囲からのプレッシャーを敏感に察知して、自分の力不足や無能ぶりを隠そうとする。たとえ答えを知らないときでも知っているふりをしたがるｰｰｰｰあるいは反対に、ほかの人は知っていると信じたがる。専門家を探し、すべてを知っていると思いこ
む。証拠が正反対を示しているときでさえ、他人の確信を疑って自分で判断するよりも、偽りの確信に依存するほうを選ぶのだ。特に、自分より上に立つ者との関係において、この傾向は何より深刻に顕著となるのである。」
!
「どんな立場でも、どんな肩書きでも、人はものを知っているふりをしたがる。」
!
「権威に対して服従していれば、知らないという不安や苦しみを感じないですむ。だが、盲目的に服従することは、正しい判断をする力も、本当の能力を発揮する力も奪う。最悪の場合、それが悲惨な結果を招きかねないのである。」
!
「私たちが未知を恐れる理由のひとつは、自分自身と向き合わざるを得なくなり、自分の弱さ、不完全さをつきつけられるからだ。」

「人は、知らないという内面的体験と、有能という印象を維持したい外面的問題とのあいだで、葛藤を感じる。」

「既知と未知との境界線に立った私たちは、知らないことを恐れるのである。」

「既知と未知との境界線に立たされたとき、自分はとっさにどんな反応をしてしまうのか。それを心得ていれば、意識して境界線の向こうへ踏み込み、その先を探りながら、新しいスキルや能力を育てていくことができる。」
!
「「わからない」と認めるからこそ、ものを学べるのだ。知らないという闇は、新たな光を呼び込む自由と余白を差しだしている。」

「西欧の神学と哲学には、知らないという姿勢を「不可知の道」と表現する奥深い伝統がある。」

「不可知の道とは、単なる「ものを知らぬ無知」とは異なる。中世ではこれを「stulta sapientia」と呼んだ。「知ある無知」「愚者の知恵」という意味だ。」
!
「イギリスを代表する詩人、ジョン・キーツは、１８１７年１２月２１日に兄弟にあてて書いた書簡で、シェイクスピアがもつ資質について語っている。

「事実があるはず、理屈があるはずと追求するのではなく、不確かなこと、不可解なこと、よくわからないことの中に、ただすっくと立っている力」

　キーツはシェイクスピアのその力を愛し、それを「『ない』を受容する力（ネガティブ・ケイパビリティ）」と呼んだ。」

「キーツの書簡から１世紀のちに、イギリスの学者ロバート・フレンチとピーター・シンプソンが、この「ネガティブ・ケイパビリティ」という概念をビジネスとリーダーシップの分野に持ち込んでいる。知識、、技術、競争力のような「ある」を追求する能力
（ポジティブ・ケイパビリティ）と、沈黙、忍耐、疑い、謙遜のような、「ない」を受容する能力（ネガティブ・ケイパビリティ）を組みあわせたときに、初めて新しい学びと創造の余地を生み出せるｰｰｰｰというのがフレンチとシンプソンの見解だ。」

「哲学者のジャン＝ジャック・ルソーは『エミール』という作品で、こう書いた。

　「『わからない』という言葉が、私たち自身になる」」
!
「変化を主導するのも、人を導くのも、即興の対応が求められるプロセスだ。それはジャズに似ている。予測のつかない展開と変化するメロディに身をまかせる。最初に立てた計画に固執せず、一瞬一瞬に起こりうる可能性に心を開くのだ。」

「知らないというのはスリリングだ。」

「何が重要かを気づくために、私たちはときに失敗する必要があるのだ。」
!
「答えを知らずに判断するのは、もちろん愚かなことだ。だが、私たちはときに愚者のふるまいをしなければならない。タロットカードには「愚者」と呼ばれる１枚が含まれている。たいていの場合、そのカードに描かれているのは、崖の先端で足を踏み出そう
とする男の絵だ。小さな袋をもっていて。旅で必要となる能力のすべてがそこに入っている。片手にもった花が象徴するのは美しいものを愛でる心。そして彼の顔は北西をｰｰｰｰ未知の方向を向いている。

　愚者はあらゆる可能性を表している。流動性と柔軟性のイメージだ。愚者は落ち着きがないが、機知に富み、決してひとところにとどまることはない。性格があけっぴろげ、正直、そして気まぐれ。自由な精神の持ち主で、あらかじめ決められた道ではなく、
流れるがままに進んでいく。」

「未知の世界に対して目と心を開くには、大胆さが求められる。」
!
「オーストリアの詩人リルケはこう言っているｰｰｰｰ「大切なのは、すべてを胸に生きていくこと。その問いを人生として生きていくこと。そうしていれば、遠い未来のいつの日か、少しずつ、気づくこともなく、答えへと歩んでいるのかもしれないのだから。」」

「「問う」という行為は、新たな可能性を切り拓く強い力だ。自分自身がもつ知恵を活かしながら、好奇心をもって生きる後押しになる。未知に対して前向きな姿勢でいさせてくれる。」




☆mediopos-2298　　2021.3.2

■西平直!
　『東洋哲学序説　井筒俊彦と二重の見』!
　（未来哲学研究所 2021.2）

私たちが世界だと思って見ている世界は 
ほんとうの世界ではないかもしれない 
まずそのことから考えはじめる必要がある !
ほんとうの世界を見るために 
禅は井筒俊彦のいう「二重の見」を獲得し 
「分節と無分節の同時現成」として 
世界をとらえようとする !
私たちはふつう 
山は山であり川は川であるというように 
世界はその見たままだと素朴にとらえている !
禅はまずその分節化された世界を解体し 
山は山でなく川は川でないとする 
無分節のリアリティを獲得する !
そのうえであらためて 
山は山であり川は川であるとし 
解体された存在を再獲得するのだが 
そのときそれは 
素朴な実在として分節化された山でも川でもない 
山も川もそれぞれの自性をなくしたまま 
山であり川であるのだ 
その見を「二重の見」という !
ふつう山は山であり川は川として 
あらわれているように見えている世界は 
それらの存在の根底においては 
ほんとうは分節化されていない 
まずそのことに気づく必要があるのだ !
そのように 
私たちの意識や言葉といった現象世界もまた 
ふつうは疑いもなく分節化されて 
あらわれているように見えるが 
その深層においては分節化されてはいない !
「存在の絶対的根源」には 
絶対無分節である「コトバ」があって 
そこから存在は生成してくる 
もちろんその「コトバ」は 
ふつう私たちの使っている「言葉」ではない

その「存在の絶対的根源」を禅は「無」といい 
真言密教は「真言」というが 
両者には存在生成のプロセスのとらえ方に違いがある !
密教は意識の深層にあるプロセス 
分節と無分節の間に 
言語生成以前にある象徴化の機能を持つ 
「イマージュ」領域を位置づけるが 
禅はその領域を妄想として排除するのだ !
こうしたことについては 
井筒俊彦の著作のなかでも本書でも 
詳しく論じられているのだが 
本書であらためて興味深く感じたことについて 
若干記しておくことにしたい !
まず「詩の言葉」についてである !
ほんらいの「詩の言葉」の働きは 
ある意味で「二重の見」が前提となっているのではないか 
その言葉は決して日常言語による分節化されたものではない 
その意味ではやはり「詩の言葉」は 
口語的な分節化された言葉だけでは 
ほんらい的な詩的機能を持ちえないのではないか !
さらに「あとがき」でも示唆されているのだが 
「身体」についての問いである !
井筒俊彦の論じたことは基本的に「意識」や 
存在の根源にある「コトバ」についてであって 
「身体」については語られていない 
そのテーマを問題にするにあたっては 
まさに東洋と西洋の相違や共通するありようを 
「修行」においても考慮していく必要があるのではないか 

ちなみに著者はふれていないが 
井筒俊彦の論は基本的に 
意識とそこから生成する存在へのアプローチだが 
そこには「自然学」がまったく存在していない 
存在の根源にある「コトバ」は 
いかにして「自然」を生成してきたのか 
私たちの意識からとらえられた分節と無分節と 
「自然」とは具体的にどのように関連づけられるのか 
そのテーマを具体的に展開しないで 
世界は語れないのではないか !
そんなこともさまざまに考えさせられる 
非常に示唆的な一冊となっている



■西平直『東洋哲学序説　井筒俊彦と二重の見』（未来哲学研究所 2021.2）
!
「井筒は、禅師（青原惟信）の言葉に即して、修行（意識変容）の「三段階」を示した。その「第三段階」に「二重の見」が登場する。「二重の見」は、＜区切る（分節）＞と＜区切らない（無分別）＞とを、二つながら同
時に機能させる。そこで「分節と無分節の同時現成」とも語られる。そのように示された禅モデルが現象学と重なる。現象学も「存在解体」と「その後（存在再獲得）」を語る。現象学が「存在の再獲得」と理解した出来事
を、本書は、井筒に倣い、「二重の見」と呼ぶ。」
!
「「二重の見」を論じるにあたり、井筒は、中国・宋代の禅師、青原惟信の言葉を引用した。禅師が自らの人生を振り返って語ったという。

　三十年前、未だ参禅せざる時、＜山を見ると山に見え、川を見ると川に見えた＞。ところが、優れた師にめぐり遇い修行して悟りに至ると、＜山を見てもそれは山ではなく、川を見てもそれは川ではなかった＞。ところが
悟りが深まり、安心の境地に至った今は、また最初と同じく、＜山を見るとただ山であり、川を見るとただ川である＞。

　つまり、「山は山である」ー「山は山でない」ー「山は山である」という三つの段階。しかし、二回目の「山は山である」は、特殊な二重性を秘めている。」

「第二段階は、無分節のリアリティ。分節が消え、区別が消える。」

「第三段階（･･･）再び、区切りが戻る。山は山、川は川。（･･･）この山や川には区切りはもどるが「固定した実体」は戻らない、という。山と川は区別されるが、互いの関係を豊かに残している。華厳が「事事無礙」、あ
るいは「縁起」と語るのはこの場面である。区切りが固定されない。この「区切り」を仏教の伝統は「自性」と呼んだ。第三段階の事物は自性に縛られない。「無自性」である。「分節は戻るが『本質』は戻ってこない」。
当然「見る私」も戻ってくるのだが、しかしやはり「無自性」である。「山と一体である自分」でありつつ、同時に「（山を）見る」。あるいは、「山と一体となった自分自身」に特殊な仕方で「気がついている」。」
!
「「詩のことば」はその両面を捉える。その上で、井筒は、重要な指摘を残している。「無分節」はあらゆる言葉の内にも顕れるというのである。」

「「詩のことば」においては、いかなる言葉の内にも「無分節」は顕れる。正確には、いかなる「ことば」も、そのつど「新たに分節する働き」を担当することができる。「第三段階」における「ことば」を、井筒はそのよ
うに理解した。「二重の見」における「ことば」の機能である。」
!
「ある講演のなかで井筒は、禅の言語について語りながら、「言語の本源的な働き」を次のように語っていた。言語を発することによって「山」が成り立ち、「意識」も発生する。」

「絶対無分節は、言語とは無縁である。根源的非言語である。ということは、絶対無分節の自己分節とは、根源的非言語が自己分節することによって、個々の語となり、それらの語が、それぞれ個々の事物を現成させるとい
うことである。その出来事を、井筒は、言語を発することによって「山」が成り立つ、という。意識が発生するという。そして「山を意識する私」の「意識」として統一され、「山」が現成するという。」

「井筒によれば、これが言語の本源的な働きであり、禅は、すべての語がこうした仕方で使われることを要求する。「全ての語がコトバの直接そのままの顕現としての自覚において話者によって発せられ、またまさにそのよ
ううなものとして聴者に受け取られることを要求します」。

　「無」は「根源的言語」である。しかし、「コトバ」である。「永遠のコトバの創造的エネルギー」である。いまだ分節されていないが、しかし常に自己を分節し続けてゆくエネルギーである。そして、コトバが自己分節
することによって、「意味」が呼び起こされる。コトバが意味を喚起する。のみならず、コトバが、意味を通じて、存在世界を現出させる。コトバが、世界を、存在させる。

　井筒は、「言語的意味の存在喚起機能」と呼ぶ。」
!
「こうした「コトバ」の機能において、井筒は、真言密教に注目する。」

「井筒が注目するのは、「コトバを超えた領域」である。密教においては、「コトバを超えた」領域も、次元の異なるコトバで語り得る。「真言」である。」

「実は、コトバを超えた世界が、それ自体、特殊なコトバであったということである。「悟りの世界そのものの自己言語化のプロセスとしてのコトバ」。

　そして、そのプロセスが「同時に存在現出のプロセスでもある」。悟りの世界が自己を言語化する。そのような特殊な「コトバ」。つまり「真言（まことのコトバ）」が世界を創出する。あるいは、世界は真言によって創
出された。「存在の絶対的根源としてのコトバ」である。」
!
「密教モデルは意識の深層に「中間領域」を設定した。禅モデルはそこに目を向けない。禅はその「イマージュ」領域を妄想として排除したきた。

　井筒の「構造モデル」における「中間領域Ｍ」は象徴的なイマージュに満ちていた。私たちの日常意識から見れば、意識の深層である。ところが、それは絶対無分節の側から見れば、絶対無分節がその内部において自己展
開する場である。」
!
「やり残した課題は多い。

　例えば、「身体」の問題。井筒は身体を語らなかった。しかしその論考を、身体の出来事として、読み換えることができるのではないか。東洋の伝統思想は身体の変容を伴った。身体があるから制約される。しかし、身体
があるから可能になる。とすれば、「イマージュ」と語られた中間領域を、身体の出来事と読むことができないか。あるいは、「事事無碍」の「事」を「身」と読む。「間身体性」を「事事無碍」として読み直す。縁起の中
の身体、もしくは縁起の出来事としての身体。

　ちなみに、西田哲学の中に「日常的身体」と「場所的身体」とを認めた湯浅泰雄は、前者から後者への移行を「修行」と理解した。その話と井筒の理論を重ねてみると。修行を介して、禅モデルと密教モデルが同時に機能
する立体空間が拓けてくるのではないか。

　もうひとつ、「異文化理解」も課題である。井筒は「コトバ」を表層と深層とに区別した。深層のコトバは、人々の意識の深層で、「生成的ゆれ」の中にある。とすれば。「コトバ」の違いは、表層における言語システム
の違いだけではなく、深層における「生成的ゆれ」の違いでもある。井筒は書いていた。「二つの違う言語共同体のなかに生まれ育った人々は、それぞれの言語に特有の意味生産的想像力の違いに従って、二つの違う『世界』
を見、二つの違う仕方で『現実』を経験しているものと考えざるをえない。

　言語はそれぞれ異なる「意味生産的想像力」を持つ。その「想像力」の違いによって、世界が違って見える。表層の言語（ラング）の違いだけではない。意識の深層における「意味生成」のプロセスが違う。まだ明確な輪
郭を持たない「意味可能性」の「生成のゆれ」が違う。その違いによって異なる「現実」が体験される。そうした位相も含めて「異文化」を考えたい。しかも、言語を習得する以前の子どもたちが、各々の言語を習得し、そ
れによって、その共同体にふさわしい仕方で「世界」を見る見方を習得してゆく。そうしたプロセスを重ねて考えてみたいと思っているのである。」




☆mediopos-2299　　2021.3.3

■ヒューゴ・メルシエ（高橋洋 訳）!
　『人は簡単には騙されない／嘘と信用の認知科学』!
　（青土社 2021.3）

本書は「人は簡単には騙されない」という 
キャッチーで意外性のあるタイトルをもっているが 
「騙す」「騙される」ことは 
きわめて多義的でもありかつ両義的である !
騙されやすいか騙されにくいかというよりも 
むしろ人は何に影響されやすいか影響されにくいか 
新たなものを受容しやすいか受容しにくいか 
という観点でとらえたほうがいいのかもしれない 
そしてそこで重要なのは 
人は何に依拠してその態度を決めるかということだろう !
たとえば明かな信条や信仰を持っている場合 
「欺される」ことは 
それらを変化させてまでは起こりにくい !
本書では「人は騙されやすい」という通説への反論から 
『人は簡単には騙されない」根拠が挙げられていくのだが 
その根拠を端的にいえば 
「人はいとも簡単に他者の影響を受けるのではなく、 
むしろ非常に受けにくいというのが現実である」 
という平凡なものとなっている感もある !
本書でのキーワードとなっているのは 
「開かれた警戒メカニズム」であるが 
この「開かれた」と「警戒」という 
ある意味矛盾した結びつきでの表現になっているのは 
あらたな形で高度なかたちの態度が生まれることを願って 
著者は本書を著したのではないか !
つまり騙されない（警戒）という態度は 
概して閉じた態度となるが 
そこで依拠されるのはじぶんの経験則からみて 
確実で信頼のおけるものに限定される傾向があるので 
態度変容はそこでは起こりにくい 

そこでその態度に「開かれた」ありようを 
プラスすることを提案するのだが 
ある意味でそれはほんらいの「保守」と 
理想的な意味での「革新」を結びつけることになる 
その意味で高度な態度が求められることになるのだ !
昨今重要性をもったキーワードを使っていえば 
高度な「リテラシー」を持たねばならないということだろうか 
そうすることで「簡単には」騙されなくなる !
しかしあらためて考えてみると 
多くの場合「騙される」のは 
騙される人が求めるものや関心のあるテーマ 
利害への損得がそこにある場合だろう 
それらがまったく存在しないとすれば 
「騙され」て被害を被ることはあり得ないからだ !
その意味でいえば 
「簡単には騙されない」ためには 
じぶんの求めているものが何なのか 
そこで何を得ようとしているのかに 
意識的であることだろう 
そこに大きなリスクがあるとわかれば 
より慎重な態度でそれに対することができるのだから



■ヒューゴ・メルシエ（高橋洋 訳）

　『人は簡単には騙されない／嘘と信用の認知科学』

　（青土社 2021.3）
!
「人は騙されやすいという広く流布している見方に異を唱える私は、少数派に属する。古代ギリシャから二一世紀のアメリカに至るまで、また極左から極右に至るまで、知識人は大衆を救いようのないほど騙されやすい人
びとの集団と見なしてきた。長い歴史を通じて、思想家たちは自分たちが目撃した思い込んでいる状況に基づいて、「有権者は唯々諾々として大衆扇動（デマゴーグ）に従う」「群衆は血に飢えたリーダーの先導で暴動に駆
り立てられる」「大衆はカリスマ的人物に服従する」などといった暗澹たる結論を導いてきた。さらに二〇世紀中盤になると、被験者が権威に盲従し、自分の目で見た明白な証拠より集団の意見を信じることを示す心理実
験によって、その考えが強化された。またここ数十年のあいだに、人間の騙されやすさを説明する、種々の高度なモデルが提起されてきた。彼らの主張の要点は、次のようなものである。他者から学ばねばならないことが
たくさんあるにもかかわらず、誰から学ぶべきかを見極めることが非常に困難であるため、私たちは「大勢に従え」「有名人に従え」などといった単純な経験則に頼りやすい。たとえ非適応的な実践や誤った信念を受け入
れることになったとしても、人類はとにかく身近な文化を吸収する能力に依存することで、種としての繁栄を享受してきた。

　本書は、以上の考えがまったくの誤りであることを明らかにする。私たちは、たとえ大多数の意見や、カリスマ的な有名人が支配する見解であったにせよ、言われたことを何でも無批判に受け入れたりはしない。それど
ころか、誰を信用すればよいか、誰の言うことを信じればよいのかを見極めることに長けている。敢えて言えば、人はいとも簡単に他者の影響を受けるのではなく、むしろ非常に受けにくいというのが現実である。」
!
「被暗示性は、文化的環境からスキルや信念を吸収するにあたって役立つなどといった利点があっても、（･･･）コストがかかりすぎるために安定性や一貫性を欠く。他者が伝達する情報の受け入れは、他者と自分の関心が
整合する場合にのみ利益を生む。体内の細胞や巣内のミツバチについて考えてみればよい。人間同士のコミュニケーションに限って言えば、その種の関心の一致はめったに起こらない。（･･･）メッセージは、概して誠実な
ものでなければならない。人間の場合、誠実さは伝えられた情報を評価する一連の認知メカニズムによって保たれる。私たちはこのメカニズムを通じて、非常に有益なメッセージは進んで受け入れ（開放性）、きわめて有
害なメッセージは捨てる（警戒）。私は、本書の中心的なテーマをなすこのメカニズムを「開かれた警戒メカニズム（open vigilance mechanism）」と呼んでいる。

　では、かくも大勢の学者たちによって人間の騙されやすさの裏づけとして用いられてきた「観察結果」をどう考えればよいのか？　実のところ、そのほとんどは広く流布している誤解にすぎない。」

「人間がほんとうに騙されやすいのなら、人びとに影響を及ぼすのはいとも簡単なはずだ。だが実際にはそうではない。それでも、きわめて愚かな考えを抱く人がいることに間違いはない。だからここで説明が必要なのは、
なぜ妥当なものも含め非常に流布しにくい考えがある一方で、まったく見当違いなものも含めいとも簡単に流布する考えがあるのかという一般的な傾向である。」
!
「開かれた警戒メカニズムは高度な仕組みであり、新たな情報を学んで取り入れることを可能にしてはいるが、無限の柔軟性を持つわけではない。親愛なる読者のみなさんは、人類の祖先が進化した頃とは非常に異なる情
報環境のもとで暮らしている。」

「現代の情報は、私たちの持つ開かれた警戒メカニズムを安心安全圏から追い出し、誤謬の生産を促している。概して言えば、私たちは不正確なメッセージを受け入れるより、気候変動の現実からワクチン接種の効果に至
るまで、有益なメッセージを拒絶する可能性のほうが高い。しかし、それとは異なる誤り方があり、それは開かれた警戒メカニズムの欠陥より、それが依拠している情報内容が孕む問題から生じる。人びとは、自分の持つ
知識、信念、直観を賢明に用いて言われたことを評価する。しかし残念ながら、直観は、一定の領域で系統的に誤りやすい。」
!
「私たちは騙されやすくない。人間は基本的に、新たな考えに抵抗しようとする。妥当な手がかりがなければ、既存の見方や展望に反するメッセージの受け入れを拒否しようとするのだ。人を説得するためには、すでに確
立されてきた信用、専門知識に裏づけられた見解の明確な表明、そして堅実な議論が必要とされる。正確ではありながら直観に反するメッセージを発する科学者やメディアなどの機関は、苦戦を強いられざるを得ない。信
用と議論で構成される長い連鎖に沿ってメッセージを発し続け、その信頼性を保っていかねばならないからだ。奇跡的にもこの長い連鎖は、私たちを最新の科学的発見や地球の反対側で起こったできごとに結びつけてくれ
る。私は、この脆弱な連鎖を強化し拡張していく新たな手段が見つかることを切に望んでいる。」
!
（「訳者あとがき」より）
!
「本書のタイトルにあるように、「人は簡単には騙されない」。ところが、（･･･）それとは正反対の「人は騙されやすい」という見方が古代ギリシャから現代に至るまで連綿と流布してきた。しかもそれを理由に民主主義
には限界があると主張する識者も現れている。同語反復気味にはなるが、その手の大衆蔑視の考えはエリート意識が強い人ほど抱きやすい。（･･･）著者の主張によれば、反省的信念に関しては、開かれた警戒メカニズムの
出番はそれほどない。そもそも左右を問わずエリート意識を持つ人が抱きがちが政治的イデオロギーは、おもに近代に入ってからの産物であり、よって進化的な選択の洗礼を浴びていないとも言えよう。（･･･）エリートと
いう言葉こそ用いていないものの著者も次のように指摘している。「進化や学習を通じて対応する能力が築かれていない領域で推論を行おうとすると系統的に誤りやすい」「一見あり得そうにない新たな考えをいの一番で
受け入れるのは、知識人であることが多い」。要するにエリートが抱きやすい「＜人は騙されやすい＞という信念は、主として反省的なものであり、よってより高度な開かれた警戒メカニズムのチェックを受けていないこ
とが多いのである。」
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■井藤元!
　『シュタイナー学校の道徳教育』!
　（イザラ書房 2021.2）

シュタイナー教育の理念を 
本書の第１章で要領よくまとめられている内容をもとに 
短く表現してみればこうなるだろうか 
（「道徳教育」というテーマのために 
自然学にも関係する身体的側面等にはふれられていないが） !
個の自由のもと 
「自己教育」により 
「自然を内側から理解し、 
対象そのものと一体化する認識のありようである」 
「直観」をつうじて 
自然認識・芸術的創造・道徳的行為において 
感覚的＝超感覚的なものを 
三位一体として発見し表現し実践する !
さらに敷衍していえば 
神秘学の目的も 
そうした「自己教育」のできる 
自由な人間となることだといえる !
しかしあらためて 
シュタイナー教育の理念について考えてみると 
自然認識・芸術的創造・道徳的行為それぞれが 
いかに困難な課題であるかということを痛感させられる 
少しラディカルにいえば 
あえて次のように問うこともできるだろうか !
自然認識に関しては 
先日井筒俊彦との関係でふれた 
「二重の見」のようなありようが求められ 
そのうえでさらにそれが「自然」に適用される必要がある 
一元論的な思考を自然とむすぶという 
「自由の哲学」と「高次の自然学」とのあいだの 
ミッシングリンクを見出す道でもある

芸術創造に関しては 
シュタイナーが芸術と規定しているものは限定的で影がない 
「ファンタジー」とされるものも想像力の豊かさに乏しい 
はたしてそれがどこまで 
さらなる「自己教育」の展開にたえられるか疑問である !
道徳的行為に関しては 
（「道徳的」というのはどこか拒否反応がでるけれど） 
人間の意識のありようについても 
シュタイナーの神秘学ではきわめて単純に描かれすぎていて 
自我や感情へのアプローチにおいて不十分なのではないか 
シュタイナーは道徳を 
「この世に神を顕現させることができること」としているが 
その「神」はキリスト教的なバイアスがあり 
多様な霊的真実とはどこかで齟齬を起こす可能性もあり得る !
その意味でシュタイナー教育とされるものは 
教育や学校といった考え方にとらわれず 
「自己教育」がいかに可能となるかという視点で 
さらに模索・探求・拡張されていかなければならないともいえる !
西欧的なものにバイアスされているかにみえるカリキュラムや 
まさに第三・７年期の自由獲得の時期以降の課題のように 
シュタイナーという『教師』の権威からは次第に離れ 
常にあらたに創造し続けていく必要があるのかもしれない



■井藤元『シュタイナー学校の道徳教育』（イザラ書房 2021.2）
!
「シュタイナー学校では、科目としての道徳は存在しない。国語、数学、理科、社会、あらゆる教育の中で、あるいはあらゆる教科をまたいで道徳教育が行われる。また、その際には、すべての教科の学びが芸術的な仕方で子どもたちに提示されている。
シュタイナーの思想に基づき、芸術教育即道徳教育という特殊な図式が成り立っているのだ。芸術教育と道徳教育が渾然一体となって展開しており、しかもその出発点において、「自然」と徹底的に向き合うことが求められる。独特の構図をなしている
のだ。」
!
「教育（授業）は芸術に満たされていなければならない、そうシュタイナーは著書や講演の中で繰り返し述べている。」

「では、シュタイナーは授業を芸術で満たすことで何を目指したのだろうか。あるいはそもそも、彼にとって芸術とは何だったのか。」
!
「シュタイナーは端的に感覚的＝超感覚的なものを表現することが芸術の本質だと述べる。」

「感覚的＝超感覚的なものというタームは、ゲーテに由来する用語である。」

「シュタイナーはゲーテの芸術論分析をつうじて、ゲーテの芸術論を拠り所としながら、自らの芸術論を展開している。ゆえにゲーテの芸術論こそ「人智学の健全な下部構造」とみなしうるものであり、人智学の根底にはつねにゲーテの芸術論が潜在し
ていたのである。」
!
「シュタイナーは、生ける自然を捉えるためにはゲーテの自然観が必要であること、現代の自然科学は、ゲーテを基礎としつつ発展させてゆくべきであると訴え続けた。」

「ゲーテ的自然認識の最大の特徴は、彼が直観を重視した点にある。直観（Intuition）は自然を単に眺める（sehen）ことではなく、注意深くじっくりと視ること、すなわち注視を意味している。直観によって注意深く見つめれば、自然はその秘密をお
のずから開示するとゲーテは考えた。」

「ゲーテ的な直観の内容を理解するために、ここでは直観を対象的思惟 gegenstaendliches Denken と置き換えて理解することにしよう。対象的思惟とは、自然に寄り添いつつ、対象を認識する方法である。自然を内側から理解し、対象そのものと一体
化する認識のありようである。ゲーテは対象的思惟のうちに直観の本質をみている。

　対象的思惟によって、我々は生きたものを生きたまま捉えることが可能となる。対象に寄り添い、対象と同期してしまえば、内側からそれをつかみ取ることができるからだ。」

「生きた存在を生きたまま捉えることを目指すゲーテ的自然認識は、芸術的創造行為のための必要条件となる。」

「自然認識においては、直観どつうじて、自然のうちに生きて働く法則性に到達することが求められる。この生きた法則性こそ「超感覚的なもの」である。また、芸術的創造行為が目指すべきは、自然そのもののうちに内在する法則性にアクセスし、
それを表現することである。」

「我々は抽象的な理念や自然のうちに働く法則性そのものを、抽象的なままつかみ取ることはできない。ここにおいて徹頭徹尾、空虚な理念ではなく、生きた理念の把握が目指されている。」

「精神的なもの（超感覚的なもの）は感性形式（感覚的なもの）を通してでなければ、自己を表現できない。感覚的なもののうちに超感覚的なものの現れを発見し、それを表現することこそが芸術家の使命となる。ゆえにシュタイナーは感覚的＝超感
覚的なものの表現こそが芸術の本質だと主張した。」
!
「シュタイナーは道徳をいかに捉えていたのであろうか。」

「道徳を「この世に神を顕現させることができること」と規定するシュタイナーの主張は極めて独特である。」

「道徳の実現はシュタイナー人間形成論における最重要課題である自由の獲得と不可分のものである。」

「前提となるのは自然の秩序を越えた高次の宇宙秩序の認識およびそれとの適合である。人智学をふまえるならば、ここでシュタイナーが述べる「人間の「自然」を自然を越えて高めるもの」、「人間の「自然」を神的、精神的な存在で満たすもの」
とは超感覚的なものに帰属するものといえよう。つまり「この世に神を顕現させる」という彼独自の道徳的規定は超感覚的なものの認識と不可分のものと理解すべきである。つまり、シュタイナーの道徳教育が目指すところを把捉するためには、この
超感覚的なものの認識という課題を避けて語ることはできないということになる。

　ここで注目すべきはシュタイナーが道徳的行為を個人の創造と見なしている点である。」

「一回限りの個別具体的な状況において、この私がどのようにふるまえばよいか。既存のルールに従うのではなく、直観に従って自ら道徳的行為を創造するのである。」

「つまり、自然認識と芸術的創造の際に必要とされた直観が、今度は人間が道徳的行為を行う場面に応用されることになる。」

「刻一刻と移り変わる状況の中で、自らの力で最適解を導き出し、実行することをシュタイナーは求めている。誰かから命じられて行動するのではなく、自らに従って生きる。ここにおいて、道徳的な人間であることと自由な人間とは同一のものとなる。

　こうした道徳観を、シュタイナーは倫理的個体主義（Der ethische Individualismus）と名づけている。」
!
「ゲーテ自然学において直観は生きた自然を認識する際に不可欠であったが、その直観はそのまま道徳的行為の場面でも必須のものとされるのであった。そして、さらに直観は自由獲得に直結する課題に向き合う際にも求められる。その課題とは自分
自身を知ること、すなわち、自己認識である。自分自身を知ることは、シュタイナー思想において自由獲得のための必要条件である。自分自身を知ることによってはじめて、自分に従って生きることが可能となるからだ。

　「汝自身を知れ」。この哲学的課題は直観をつうじてはじめて達成可能なのである。」
!
「シュタイナーの発達論によれば、人は７年ごとに節目を迎えるが、そのうち初等教育に相当する第二・７年期は、信頼できる大人、言い換えるならば、魅力ある権威としての教師に従う必要がさるとされている。シュタイナーは次のように述べる。
「第二・７年期においては、高貴な意味での権威、自然な権威が先生の中からにじみ出ていなければなりません。そうすれば子どもは、私たちの傍らで、正しい仕方で、「自己教育」を行うことができるのです。自己教育において最も大切なのは、この
ような種類の「道徳教育」なのです。」

「シュタイナーの道徳教育論は、教師から世界との向き合い方を学び終えた時点で完了するわけではない。目指されるのは、その先である。第二・７年期の終盤で教師の権威からの離反が目指される。権威に盲従することのない自由な人間となるため
には。逆説的にではあるが、人生の適切な時期に権威に従うという経験が必要とされる。けれども、それは最終的に権威から離れるための前段階として必要なのだ。

　かくして、権威に従う第二・７年期を経て、第三・七年期の自由獲得へと向かうことになる。

　シュタイナー教育においては、最終的に「『教師』から次第に離れ、独立していくことが大切」だとされ、「最初は弟子であった者が自分の力で決断できる存在となり、認識をもとに行動する人間となっていかなければならない」と考えられている。
補助輪は外され、自力で自転車をこぐことができるようになるのだ。第三・７年期以降は、感覚的＝超感覚的なものを自ら発見し、表現し、実践することのできる人間へと向かってゆくのである。」
!
「シュタイナーは教育においてファンタジー（Phantasie）が必要不可欠であることを繰り返し強調している。「教育は、教材を自分の中で生命豊かに息づかせていなければならず、教材をファンタジーで充満させていなければなりません」と彼はい
う。感覚的＝超感覚的なものの提示に際してはファンタジーが最良と考えられているのだ。ファンタジーを用いる際には、一回ごとに教材を新鮮な形で子どもたちに提示せねばならない。」



