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☆mediopos-2301　　2021.3.5

■栗原康『大杉栄伝／永遠のアナキズム』（角川ソフィア文庫 令和3年2月） 
■浅羽通明『アナーキズム／名著でたどる日本思想入門』（ちくま新書 2004.5） 
■マックス・シュティルナー（片岡啓治 訳）『唯一者とその所有（上・下）』 
　（ 現代思潮新社　古典文庫 1977.11） 

アナーキズムという言葉は子どもの頃には知らなかったし 
『唯一者とその所有』のシュティルナーのことを知ったのも 
シュタイナーを知ってから後のことだけれど 
大逆事件で処刑された幸徳秋水と同じ高知県中村で生まれたこともあり 
その関係で大杉栄のことも小さい頃からわりと近しく感じていた !
名前を知っていることとじぶんの信条とは無関係だし 
とくにじぶんをアナーキストだとは思っていないものの 
小さい頃から自由であることにはこだわってきたように思う !
思うにアナーキズム的な思考が外向的にでると 
社会運動化する方向にいきやすいけれど 
内向的にでるとぼくのような 
アンチ権威やアンチ組織などの傾向性をもった 
非社会的人間を生み出すことにもなるのだろう !
非社会的というのは 
「物的成果とか、社会的承認とか、なにか見返り」への 
欲求が低いということでもある 
だからとくにあえて過激に権威や組織に抗うわけではないけれど 
ことさらな評価など求めないのでそれらの価値観に左右されにくく 
上昇志向やハングリー精神はもともと欠如している !
こういう人間ばかりだと 
今のような社会は成り立っていかないだろうが 
さいわい世の中の多くの人たちをみていると 
承認欲求や評価欲求などの豊富な人がたくさんいいるので 
学校や会社・組織などもそれなりに 
それらが効果的に働いて成り立っているように見える 
とはいえそういうひとたちのなかにいると 
息苦しくなることはたしかだ 

そんなときこうして文庫化されたのをきっかけに 
『大杉栄伝』などを読んでみたりすると 
こういう人物がいたということだけで 
世の中捨てたものでもなく面白いという気になる 
大杉栄のような死に方をするのは面倒だから 
できるだけ身を潜めて隠遁したままいようとは思うけれど !
しかしあらためて思うのは 
昨今のような過剰なまでの承認欲求は 
じぶんから自由を放り出すようなものなのに 
どうしてそんなことにこだわるのだろうということだ 
現代は特に自我を課題とした時代だからかもしれない 
自我にとってきわめて難しい練習問題なのだろう



■栗原康『大杉栄伝／永遠のアナキズム』（角川ソフィア文庫 令和3年2月）


■浅羽通明『アナーキズム／名著でたどる日本思想入門』（ちくま新書 2004.5）


■マックス・シュティルナー（片岡啓治 訳）『唯一者とその所有（上・下）』（ 現代思潮新社　古典文庫 1977.11）
!
（栗原康『大杉栄伝』より）
!
「大杉は、思想と行動ばかりではなく、動機にも自由がなくてはならないと述べていた。意図していることはあきらかである。そのふるまいや考えかたが、いくら自分のものだとおもっていても、とんでもない他人のものである
ということは多々あることだ。知らずしらずのうちに、全体の雰囲気を読んでしまって、みんなに気にいられるようなことばかりを語っていたり、そのとおりに考えてしまうことだってあるだろう。あるいは毎日、自分磨きに専
念して、これが個性だとアピールしても、結局はまわりに評価されてなんぼのスキルでしかなかったりするのである。カネで買える自由がほしいのか、とりかえ可能な自由がほしいのか。大杉は、そんな自由は自由ではないとい
う。自由とは、精神そのままの爆発である。あとさき考えずに、とにかくおもしろいことに夢中になる。もっとおもしろいことができるようになりたいから、友人の知恵を借りてみる。もっとおもしろいことを知ってもらいたい
から、やってもらいたいから、友人に手を差しのべてみる。自律と相互扶助の力がどんどん高まっていく。物的成果とか、社会的承認とか、なにか見返りが欲しいわけではない。誰だって自分の力のたかまりを楽しみたい。とて
も単純でありふれたこと。「思想に自由あれ、しかしまた行為にも自由あれ、そしてさらにはまた動機にも自由あれ」。身を益なきものにおもいなす。自由だ。」
!
（栗原康『大杉栄伝』～白井聡「解説／奴隷根性は道徳的腐敗と経済的破綻を生んだ」より）
!
「今回、本書を読み返してあらためて気づかされたのは、大杉を取り巻く人物たちの魅力だった。幸徳秋水や堺利彦、荒畑寒村といった著名な人物に関しては多くのことが語られ、書かれてきたし、彼らは自ら語る言葉を持って
いたから、それぞれの魅力についてはここで言及するまでもない。私が心を惹かれたのは、いまはもうほとんど忘れられてしまった、より無名で、自ら語る言葉をあまり持たなかった人々である。

（･･･）彼らの多くは、特に高い教育を受けたわけではない、普通の労働者、市井の人であった。見たところごく平凡な人間が、社会的矛盾を感じ、その構造に関する幾ばくかの知識を得て、そして瞬く間に社会主義者・無政府
主義者となってゆく。当時、「主義者」というレッテルがどれほど呪われたものであったかを忘れてはなるまい。それは、社会＝村からの永久追放、村八分を意味した。何の躊躇いもないかのように突っ走って行った彼らの道行
きは、「直情径行」という言葉では言い尽くせないほど、異様なまでに激しいものに見える。

　だが、栗原の生き生きとした叙述は大切な事実を浮かび上がらせる。すなわち、彼らは、本当に異様なのだろうか。彼らが異様に見えるとすれば、異様なのは本当は私たちの方ではないのか。彼らはただ、人間として、いや生
き物として当然味わわれるべき生命の喜びを享受するために、それを妨げるものを壊そうと体当たりして行っただけではないのか。「なぜそんな真っ直ぐで大胆な生き方ができたのか」、と問うことにおそらく意味はないだろう。
人間とは、生命とはそういうものだ。生命とは「永遠のアナキズム」なのだとしか言いようがあるまい。彼らは自らの死を全く恐れなかったように見えるが、権力・社会が生メインも本文を妨げているとき、すなわち生命を現に
殺しているとき。殺されることを恐れる道理はなかったのであろう。彼らが社会の拒絶と死を恐れなかったことは即、生命の論理への忠実であり、生命の本来の喜びを譲らないことにほかならなかった。」
!
（浅羽通明『アナーキズム』より）
!
「アナーキズムが本来的にはらんでいた矛盾は、近代そのものの矛盾だった。

　個人に至上の価値を置きながら、結局は強大な集権国家権力による個人の支配を肯定するしかなかった近代。社会契約だとか、民主的に選ばれた権力だとか、対話による正統性だとか、さまざまな理屈は生まれたものの、要す
るに、至上なはずの個人に、服従を強いざるをえない事実を正統化する方便ではなかったか。

　個人が利己的で主観的なものであるかぎり、公的で客観的な秩序とはどこかで相反する。個人の至上を妥協なく貫こうとした原理主義アナーキズム。公的で客観的な秩序が権力（個の抑圧）により実現するのをあくまで拒否し
ようとしたアナーキズム。（･･･）そのかんばしくない帰結は、（･･･）近代自体の帰結でもある。

　そもそもアナーキズムが至上の価値をおく「自由な個人」とはどういうものだろう。

　この点をめぐる哲学的考察としては、わずかにＭ・シュティルナーの思索があるに過ぎない。（･･･）「移ろいゆく自我」「自我を解体する自我」「思考と行為の全体性が絶えざる若返りを続ける人間」を、シュティルナーは
そのアナーキズムの中心においた。

　二十世紀では、サルトルが「脱自」という概念で表現したものに近い、どこまでもたゆまず自己を刷新してゆくダイナミックな自我･･････。

　「何に、駄目な事があるものか、やって見ろ、背一ぱい推してみろ、物事は半分どころまで見当がつけばそれで沢山だ。やつて見ろ！「ぶつかつみろ！」。

　いつもこう同志を激励し、暇になると白紙に「無為」の字をひたすら書いたという大杉栄（･･･）は正しくこうし自我を生きた。彼が依拠したベルグソンの自我観は、右のシュティルナーと近い。バクーニンも、似た自我観を
『神と国家』に書き残し、そのままを生きた。」




☆mediopos-2302　　2021.3.6

■高橋睦郎『深きより／二十七の聲』（思潮社 2020.10）!
■高橋睦郎『語らざるものをして語らしめよ』（思潮社 2005.7）

詩人の高橋睦郎はまだ若い頃から 
もたらされたポエジーを孕み 
これを肉化し詩として生み出す 
その過程が詩人の仕事だと言っていた 
そして詩作するためには 
伝統へと冥界下りをしなければならない !
高橋睦郎に 
『語らざるものをして語らしめよ』 
という詩集があるように 
ポエジーの言葉は 
ほんらい霊界にあって 
「語らざるもの」の言葉を 
詩人の肉を通じて 
「語らしめ」るものでなくてはならない !
能楽師になるためには 
みずからの「肉」をして「型」となし 
その「型」によってこそ演じ 
さらに「型」を超えてゆかねばならないように 
詩人は伝統へと冥界下りをしながら 
「肉化（インカーネーション）による引き寄せ」を 
事としつつそれを超えてゆかねばならない !
本書では稗田阿礼から河竹黙阿弥まで 
「二十七の聲」に語らせる試みを行い 
さらにその晩年に交流の深かった三島由紀夫 
そしてその決起の際ともに割腹自殺をした 
楯の会の森田必勝と対話を試みている !
「語らざるものをして語らしめ」ること 
そのために森田必勝との対話も必要だったのだろう 
高橋睦郎は彼らにも深く関係していたがゆえに 
その詩作の試みは 
霊の言葉の解放にもつながるものでもあったはずだ

現代詩人のなかで 
伝統という冥界に下れる詩人である 
高橋睦郎は稀有の存在だ 
その営為にならって 
わたしたちはダンテのごとく 
地獄へ煉獄へと冥界下りをしながら 
さまざまな「語らざるもの」の聲を肉化することで 
詩として語らしめた霊を解放してゆかねばらない 
ポエジー／ポイエーシスとは 
そうした秘儀の行為にほかならないのだから



■高橋睦郎『深きより／二十七の聲』（思潮社 2020.10）


■高橋睦郎『語らざるものをして語らしめよ』（思潮社 2005.7）
!
「現代の詩人にとって冥界とはひたすら伝統のことではないか。」

「稗田阿礼、額田王から、蕪村、河竹黙阿弥まで、古代から近世にいたる先人の霊をして、その詩心を語らしめる。日本語詩歌との長い歳月を結実させた、空前絶後の試み。＜三島由紀夫＞との交信・対話を付す。」
!
(「伝統という冥界下り／重ねての代跋」より)
!
「詩歌の先人たちの霊を呼び出して彼等それぞれの詩歌との関わりを語ってもらうという永年の懸案を何とか果たしたのち、なお私には落ち着かないものがあった。古代から近世までの詩霊たちに対する巫祝の真似ごとの後ろめたさから解放されるには、
もっと近い時代の誰かと親しく語ることができればすこしは気持が楽になるかもしれない。とすれば、その誰かとは誰か。旧詩歌と深く親しみこれを刷新すべく海波詩移植の試みに当たった鴎外漁史森林太郎か、旧詩歌世界の各時代に易易と出入りが可能
だった釈迢空折口信夫か。

　そのどちらでもなく詩人になることを熱望してそれに挫折した三島由紀夫平岡公威だとの結論に達したのは、二年余にわたる連載終了から半年以上を経過した二〇一九年初秋のことだった。私は三島とはその死までほぼ六年間比較的近い関係にあり、こと
に最晩年の一年間はかなり頻繁に会っていた記憶がある。彼となら単なる架空を超えた対話が可能かもしれないと思ったのだ。」
!
「同じく言語を媒介にしていても、詩人は霊能者ではない。ことに現代、二十一世紀を生きる詩人たちは霊の存在にも他界の実在にもいよいよ確信が持てなくなってきている。そんな現代の詩人にとって冥界といえるのは、過去の先人たちの場合にもまして
ひたすら詩歌伝統のことではないか。冥界の旅は大主題のダンテ・アリギエリ『神曲』の地獄は煉獄を経て天国へとつづく。私をして言わしめればダンテの天国は究極の冥界。詩人を含む人類がげんざい余儀なくさせられているこの未曾有の閉塞状態は、
窮極の冥界に到達するのに通過が必須の煉獄に喩えるのに、まことにふさわしい。

　詩歌伝統に繋がるのは名を持つ人びとだけではない。その末端には詠人不知（よみびとしらず）の世界があり、さらにその知られざる詠人たちに霊感を与えた貌のない無数の人びとがある。彼らのひとりひとりが森田の霊のいう固有の人生を持っていた
はずだ。私が三島の霊につづいて森田の霊との交流を試みた意味も、思えばその辺にもあったのだろう。」
!
「詩歌の伝統を振り返って、明治以降の近・現代詩が欧米のpoem/poèmeの影響を受けただけでなく、わが国の旧体詩歌も欧米の詩歌に刺激を与えたということに安堵したいわけではない。現代の私たち、日本語の詩に関わる者がそういう伝統の奥深い力
に無自覚でありすぎたことに驚き、そこに降りていって母国語の詩心の「寒泉（しみづ）」を汲むのでなければ、伝統の意味も振り返る意義もないだろう、と言いたいのみだ。そして、それを試みるのに世界同時鎖国閉市・蟄居禁足状態の現在ほどふさわ
しい時はないのではないか。」
!
「思いついたのは最近知った霊能者のＫ子さんだ。霊能者といってもＫ子さんにはおどろおどろしいところは微塵もない。（･･･）依頼者と自分との降霊の場もセッションと呼んでいる。私自身は死者の霊の存在に対しては在るとも無いともいえないニュー
トラルな立場だが、すくなくともＫ子さんが真に感じたことしか言わない正直な人だということだけは信じている。そこでＫ子さんに森田の降霊を頼んだ。」

「森田は、世間では死後の自分は死んだ三島の付録としか思われていないが、自分には自分の人生があった、そのことを誰かに伝えたいが、伝えたい人はどんどん減っていく。残っている人とも交流の手段がない。今日はこうして高橋さんとお話ができてす
ごくうれしい、と話しはじめた。自分は幼い頃からずっと他人の愛情に飢えていて、三島先生に遇ってこの人なら自分をわかってくれ受け止めてくれると思った。しかし、あの人は結局自分自身しか愛してなかった。死んだ後でそのことがわかった。」

「Ｋ子さんのいうセッションが終わった後で考えるのに、私はほんとうに森田と対話できたのだろうか。私に言えるのはＫ子さんの態度にもじんも演技や虚偽の要素がなかったことだけで、私と森田のあいだに霊の通信ができたかどうかは確信をもってど
ちらと言うこともできない。それは霊能者であるＫ子さんの問題ではなく、依頼者である私の問題だからだ。Ｋ子さんと私との共通点は言葉を媒介にして仕事をしていることだ。Ｋ子さんは言葉を媒介に霊たちと交信している。だが、私は同じく言葉を媒介
にしているにしても霊たちと交信しているといえるのだろうか。かつて、私は何人か霊能力を持つといわれる人びとに霊能者の資質を指摘され、自ら積極的に開発することを進言されたことがある。しかし自らは言葉を媒介に詩を求める者にすぎないと思っ
てきたし、その思いは現在も変わらない。三島の霊と何とか対話ができたのも、生前の彼自身が広い意味での詩を求める者だったからだろう。古代からの自国語の詩歌の先人たちの降霊の真似事を試みたのも同じ理由からだ。

　それは私の発明というわけではない。先人たち自身がそれを実行している。たとえば芭蕉だが、彼の最期の句「旅に病で夢は枯野を駈け回る」は彼の敬慕する先人宗祇の死の床での譫言めいた短句「ながむる月に立ちぞ浮かるる」への付合の長句とはい
えないだろうか。芭蕉の大坂御堂筋旅宿花屋での客死が宗祇の『筑紫道記』をなぞりその先を目指す旅の途次だったことを思えば、じゅうぶんに考えられることではないか。また、それに先立つ「おくのほそ道」の旅が宗祇に加えて同じく敬慕の対象であ
る西行のまねびであること、つとに指摘されるとおりだ。

　それは芭蕉にとって先人たちの生きざまの追体験、言い換えれば彼らの霊との交流、冥界下りだった、といえよう。事情は先人たちにとっても同じで、それは歌枕の旅と呼ばれ本歌取りと呼ばれた。逆にいえば歌枕といい本歌取りといわれるもので降り
ていく伝統の深淵は、この国の詩歌の徒にとっての冥界だった。その冥界を単なる抽象的な過去にしないためには。それなりの心構えというか手つづきが必要だった。それを私の言葉でいえば肉化（インカーネーション）による引き寄せである。」
!
（『語らざるものをして語らしめよ』より）
!
「私たちの隠れたる者たちは　語らない／たとえば　見上げる樹のそよぐ葉ごもり／除き込む井戸の底の揺れる水面／いたと思うと　たちまち向こうむき／次の瞬間にはゆっくり　消えている／そのくせ突然　暴風雨となって空を奔り／稲妻とともに落下し
て　窓硝子を灼く／かと思うと朝　両掌に受ける水しぶき／光に泳ぐ埃の粒子に入って　つぶつぶ／路上で君と話しているつもりが　彼ら／放している私自身　彼らだったりする／逃げても　逃げても　行く手に先まわり／忘れようとしても　夢の中に待ち
伏せ／この　いたるところにひそんで　私たちを／いつか支配している顔のない者らは　誰？／彼らがどうしても語らないなら／変わりに　私たちが語ること／彼らに語るための口がないなら／代わりの歯と舌になること／語らざる者をして語らしめよ／闇
をして闇のまま立たしめよ」
!
（『語らざるものをして語らしめよ』～「神話の構造のためのエセー」より「神神」）
!
「原則として無数にある。たとえば、すべての自然現象がすなわち別の神の顕現である。そればかりか、ひとつの自然現象の各段階でさえ、それぞれにひとりの神格の誕生なのである。このようなたえず顕現する神は、同時にたえず身を隠す神であって、そ
のような神神のありようは現在の神概念かた最も遠く、人間よりはるかにはかない生命しか持たない。」
!
（『語らざるものをして語らしめよ』～「神話の構造のためのエセー」より「詩の誕生」）
!
「人間が神神から決定的に分離されたとき、神謡から詩がちぎり捨てられた。この誕生のいきさつを否んだところに、詩の認識はありえまい。もし神の栄光を言うなら、詩の栄光は神性からの追放のコムプレクスに発しているはずである。」
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■『かたわらに／沢田英男　彫刻作品集』	
　（亜紀書房	2021.3）

この小さな木の彫刻の作品集を	

飽かずながめながら	

いつのまにか時を忘れていた	!
ふとわれにかえったとき	

水と風と光のことを思った	!
いまphotoposということで	

写真になにがしか言葉をそえているが	

その写真の多くは	

ダ・ヴィンチの素描を見ながら	

風と光のなかでの	

水の動きはどんなだろう	

そう思ったのがきっかけで写しはじめた	!
それがもうずいぶんのあいだ続いていて	

いまだにというより	

むしろますます	

その水と風と光は	

ぼくのなかで	

その不思議な遊戯を楽しみはじめている	!
その写真は撮ろうとして撮るというよりは	

偶然の戯れのように	

散策するときに訪れてくる心象風景でもある	!
この小さな木の彫刻の数々も	

そんな心象風景にどこか通じていて	

そのとき水と風と光のことが	

オーバーラップしたのかもしれない	!
沢田英男さんという彫刻家のことは	

この本ではじめて知ることになったけれど	

まるでずっと前からその作品にふれて	

その小さな木の彫刻が	

まさに「かたわら」に寄り添ってくれていたような	

そんな気持ちになる	

それらの彫刻は	

「言葉」になるまえの「言葉」のようでもあり	

名づけられることをさりげなく拒んでいる	

「こころ」の元形・原型のようでもある	!
彫刻にはかたちがあり	

言葉にもかたちがあるけれど	

じっさいのそれらは	

ほんとうは見えないものが	

つかのまかたちになっているだけなのだろう	!
ほんとうはその	

かたちにならないけれど	

それだからこそ深いところで真実に通じている	

そうしたものを私たちは求めているのかもしれない	!
知識や体験を求め続けているときには	

それらをかたちにしようとしてしまうところがあるけれど	

あるときそれらの見えるかたちのずっと奥にあるものが	

垣間見えはじめるときがある	!
そしてそれを見ようとするときには	

そこから余計なものを	

どんどん削ぎ落とさざるをえなくなるのだ	!
そしてそれは「かたわら」に	

ただそこにあるものとなりはじめる	

かたちがあってもかたちはなく	

名にもとらわれないものとして	



■『かたわらに／沢田英男　彫刻作品集』（亜紀書房	2021.3）	!
（「はじめに」より）	!
「小さい木の彫刻を作るようになったのには理由がある。ドイツに留学していた当時、私の展覧会に来た人が、まるで靴屋で靴を買うように彫刻を買ってくれた。日本では考えられない強烈な体験だっ

た。そのときから私は街の彫刻屋になりたいと考えはじめていたのかもしれない。木は軽く手触りもやさしいし、手軽にかたわらに置ける。	

　しかし私の彫刻屋の夢は、帰国した日本ではなかなか実現できなかった。公募展や個展の作家活動をしても、手応えは得られなかった。55歳の頃から私は「手創り市」の会場に居た。振り出しに戻る気

持ちだった。小さな木彫りと、家具小物を並べて売った。市に集う人たちの息づかいが、私に大切なことを気づかせてくれた。	

　作風もその頃から大きく変化した。10年近く受けたアカデミー教育で私の頭は石のように硬くなっていたのだが、その教育を一度、全否定しようと思った。頭をカラにして、知識ではなく、自分の感性

で木に向き合うようになった。木を手に持ち、その感触、木目、色や香りを感じていると自然に彫りたい形が出てくる。自然に出てくるから、自分が意識的に創る感じはしない。肩の力が抜けて、楽しく

仕事ができるようになってきた。	

　また形が単純化してきているのは歳のせいかもしれない。経験を重ねてくると要領がよくなって、幹だけ作って、枝葉は見る人に自由に想像してもらおうという方向へ向かう。	

　見る人の想像力が作品を完成させるような彫刻を作りたい。本書を手に取った方が自分の目で自由に解釈して楽しんでいただけたらうれしい。」	!
（「おわりに」より）	!
「本書は直近2年間の作品を集めた、私にとって初めての作品集です。」	

「本書に収めた作品には、目や耳それに腕も足も具体的な形を持っていないものが多くあります。最初は手も足も作りますが、手足を取ったり、表面を荒らしたり、バーナーで焼いたりして、作った形を

わざと壊す。そうすることで見る人が自由に想像を広げられるあそびが生まれる。その遊びを大切にしたい。また壊すことで、形の内側にある生命がよりいきいきと表現できる気がします。	

　新しいものを作るには発見が必要です。知識や経験だけでは作れない。形を壊すことで偶然をよびこみ、その偶然によって加わった要素におどろきや発見があったとき新しいものはできると私は考えて

います。	

　小さい彫刻ばかり作っています。美術館に収まるものでもなく、街の大きなモニュメントでもない。部屋に置いたり、ときには旅にも連れていける。そんなかたわらに置ける彫刻もあっていい。小さい

もの、か弱いもの、孤独のなかにこそ美はあると思うからです。」	
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■柳田國男『禁忌習俗事典／タブーの民俗学手帳』（河出文庫 2021.3）!
■赤坂憲雄『境界の発生』（講談社学術文庫　2002.6）!
■オットー（山谷省吾訳）『聖なるもの』（岩波文庫 1968.12）!
■白川静『常用字解』（平凡社 2003.12）

柳田國男全集には収録されていない 
『禁忌習俗事典／タブーの民俗学手帳』が文庫化された 
昭和一三年に刊行されて以来の資料となる 
忘れられようとしているまたは忘れられてしまった 
「禁忌（タブー）」を民俗学的に収録したもの !
「禁忌」の 
「禁」とは 
神を祀る神聖な地域に 
入ることを禁じることであり 
「忌」とは 
敬いつつしんで神に仕え 
身を清めつつしむことだという !
「禁忌」は 
「境」や「聖」とも関係している !
「境」とは 
神のお告げと関わっていて 
異界や他界とのあいだを分かち 
「聖」とは 
神の啓示を聞く人のこと !
こうした言葉からもわかるように 
禁忌（タブー）の背景には 
神的宗教的な背景が強く働いているが 
実際的な必要性から生まれているものもある !
それは時代とともに変わっていき 
意味がわからなくなってしまったものの 
習俗だけが残っていることもあれば 
習俗そのものが失われてしまうこともある !
宗教的な共同体での禁忌は 
変わらぬまま残っていきやすいだろうが 
根強く残る禁忌は 
汚れや差別の根っ子になっているものもあり 
無意識に深く刷り込まれていたりする !
とはいえ現代においては 
共同体意識の変化や人権意識の変化 
生活様式の激変などとともに 
かつての禁忌をつくりだしていた境界が 
失われてきているがゆえに 
かつてあった禁忌は禁忌ではなくなってくるだろう 
しかしながら禁忌そのものが失われることはない

禁忌は時代に応じた形で 
さまざまな姿をとって新たに生まれてくる 
科学や理性の（見せかけの）光が 
光ゆえにつくりだしてしまう影が 
禁忌となってしまうこともあるだろうし 
都市伝説や小集団の中での戒律のように 
（現在のコロナ禍やＳＮＳなども通じながら） 
一時的に流行することになる禁忌に近い習俗も 
生まれてくることもあるだろう !
そんななかで重要なのは 
私たち一人ひとりが禁忌に対して 
どんな態度をもつかということだ !
禁忌は明文化された法やルールではなく 
生を規定する集合意識の深みから生まれ 
私たちの行動を規制するものだから 
その禁忌をすべて意識化することはむずかしく 
無意識から働いてしまうことは半ば避けられない 
根強く働いている禁忌を破ろうとするとき 
激しい抵抗が生まれることはいうまでもない !
できることは 
過去の禁忌の実際を知り 
それをもとに現代の禁忌の実際を 
聖と俗を超えながら 
でき得るかぎり光のもとに置いてみること 
そしてそこでじぶんのなかに生まれる 
影との付き合い方を工夫してみることだろう !
その影はじぶんのいちぶと化しているはずだから 
じぶんを規定している禁忌を知ることで 
影に気づくきっかけにもなり得るのではないか



■柳田國男『禁忌習俗事典／タブーの民俗学手帳』（河出文庫	2021.3）	
■赤坂憲雄『境界の発生』（講談社学術文庫　2002.6）	
■オットー（山谷省吾訳）『聖なるもの』（岩波文庫	1968.12）	
■白川静『常用字解』（平凡社	2003.12）	!
（柳田國男『禁忌習俗事典』より）	!
「我邦では現在イミという一語が、かなり差別の著しい二つ以上の用途に働いている。極度に清浄なるものは祭の屋の忌火であるが、別の或る種の忌屋の火はこれに交わることを穢として避けられる。忌
を厳守する者の法則にも、外から憚って近づかぬものと、内に在って警戒して、すべての忌で無いものを排除せんとする場合とがある。かように両端に立ち分かれているものだったら、最初一つの語に
よってこれを処理しようとするわけが無い。以前は今よりも感覚が相近く、かつその間にもっと筋道の立った聯絡があったのではあるまいか。この問題に疑いを抱き始めてから、既に自分でも驚くほどの
年数が過ぎている。素より外国の学者の研究に、参考になったものも色々とあるが、彼等は自分の国にこの事実は持ち合わさず、いつでもよその種族の及び腰の観測に依って、意見を立てなければならな
かった上に、仮に根源の世界一致を認めるにしても、個々の国民が経由して来た千年の歴史の発達を、まだ全く知らないで仮定した説なのである。果たして物忌が彼等の謂う所のタブーであるか否か、こ
れからしてまず第一に首肯し難い。日本人自身が今はまだ、忌のどう変遷したかを知っていないからである。	
　或いはこんにちは時期がもう遅い。これから尋ねてみようとしても、資材は滅び失せたものが多かろうとも考えられる。しかし我々に知りたい念慮のある限り、そうしや他には試むべき手段が無い限り、
やはりこの途を踏んで行くの他は無いのである。」	!
（赤坂憲雄『境界の発生』より）	!
「かつて境界とは眼に見え、手で触れることのできる、疑う余地のない自明なものと信じられていた。しかし、わたしたちの時代には、もはやあらゆる境界の自明性が喪われたように見える。境界が溶け
てゆく時代、わたしたちの生の現場をそう名付けてもよい。	
　たとえば、生／死を分かつ境界。」	
「あるいは、男／女・大人／子供・夜／昼そして想像／現実･･････を分かつ境界、いや、おそらくは境界という境界のすべてがいま曖昧に溶け去ろうとしている。異界ないし他界という、超越的な彼岸が
わたしたちの日常の地平から根絶やしに逐われたとき、いっさいの境界が自明のものとして存在しつづけるための根拠もまた、潰えてしまったのかもしれない。異界＝他界という、差異の絶対的な指標の
喪われた場所では、境界はたえざる浮遊状態のなかに宙吊りされている。」	
「あらゆる境界が喪われてゆく時代に、それゆえ、可視的な境界によって空間と時間を分節化する古きさびた世界＝宇宙観が、やがて無効を宣告されようとしている時代に、境界論がひとつの有効な方法
＝視座として、さまざまな知の領域で発見されつつある。これは疑いもなく一個の逆説である。しかし、そこには不透明な色合いはない。たぶん、知が志向する対象はその自明性が剥げ落ちてゆく時代に
こそ、はじめて熱い関心が向けられる。知の眼差しの下に問題として浮上してくるものであるのだから。境界線喪失の時代ゆえに、いま、境界論が前景に炙り出されてきているとかんがえてよい。」	!
「境界が失われるとき、世界はいやおうなしに変容を強いられる。境界的な場所、たとえば辻や橋のたもとは、かつて妖怪や怨霊たちが跳梁する魔性の空間と信じられていたが、境界に対する感受性の衰
えとともに、わたしたちはそれら魔性のモノや空間そのものを喪失してしまった。そうして世界はいま、魔性ともカオスや闇とも無縁に、ひたすらのっぺりと明るい均質観に浸されている。」	!
（オットー『聖なるもの』より）	!
「この客体的な、私の外に感じられるヌミノーゼ自身の本質と状態とは何か。	
　それは実際、非合理的であって、概念で説明しがたいから、ただ心情内で喚起される特別な環状反応によってのみ示唆されうる。」	
「私たちは凡ての強い宗教感情発動のうちで、最も深いものを観察しよう。それは救いの信仰や信頼や愛などにまさるもの、これらの随伴者を置き去って、私たちの心情をほとんど眩ますばかりの力を
もって動かし、満たしうるものである。」	!
「自然的恐怖からも、またいわゆる一般的な「世界不安」からも、宗教は生まれてこない。なぜなら「おそれる」は自然的な恐れではないし、たとい粗野な「薄気味悪い」という形をとっているとして
も、すでにそれ自身が神秘的なものの最初の発動であり、それの気配だからである。言いかえると、それは普通の自然的領域に属しない、自然的なものの中にはいらない範疇による最初の価値判断であ
る。そして、このことは自然的素質と全く異なる、独特な心的素質が目ざめている人にのみ可能である。この素質は、初めの間はただ急激に、粗野な形で現れるが、しかもそれ自身は、そのようなものと
して、人間精神の全く特有な、新しい体験と価値判断との作用を示している。」	!
（白川静『常用字解』〜「忌」より）	!
「敬いつつしんで神に仕える意味である。また忌は跪と音が近く、跪はひざまずくの意味である。」	
「禁忌（けがれがあるとして禁止すること。タブー）を守り、身を清め、つつしむことを「いむ」という。いみ避ける、けがれを避けるという意味から、やがて「いまわしい」（縁起が悪い、いやな感じ
がする）というように意味が展開していった。」	!
（白川静『常用字解』〜「禁」より）	!
「林と示とを組みあわせた形。林は木の生い茂る所で、神の住む所とされた。示は神を祭るときに使う机である祭卓の形。祭卓を置き、神を祀る神聖な地域を禁という。そこは神のいる神域であるから、
そこで鳥獣を捕ることを禁じ、俗人が立ち入ることを禁止したので、禁は「とどめる、とめる、禁止（してはいけないとさし止めること）」の意味となる。また王宮や宮殿のある場所も禁ちょ同じような
神聖な場所であるとみて、禁衛・禁中・禁門のようにいう。」	!
（白川静『常用字解』〜「境」より）	!
「音は言（神に誓い祈ることば）を神前に供えて祈り、その祈りに応える神の音ない（訪れ）、音によって示される神のお告げである。その音を捧げる形が竟で、神のお告げがあれば、祈りは終わり、実
現するのである。それで竟には、おわるという意味がある。おわるの意味を土地の上に移した境は、領地の終わるところ、すなわち「さかい」の意味となる。」	!
（白川静『常用字解』〜「聖」より）	!
「祝詞を唱え、つま先立って神に祈り、神の声、神の啓示（お告げ）聞くことができる人を聖といい、聖職者の意味となる。」	
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■沼野雄司!
　『現代音楽史／闘争しつづける芸術のゆくえ』!
　（中公新書 2021.1）!

「現代音楽」という名で呼ばれている音楽は 
シェーンベルクによって 
調性を拡張させた音楽が作曲されたことに始まり !
その後 
「十二音技法、セリー音楽、偶然性、 
ミュージック・コンクレート、電子音楽、 
トーン・クラスター、特殊奏法」･･･といった 
技法による音楽が次々と創作されるようになり !
そしてさらに 
一九六八年を象徴的な境として 
音楽そのもの 
そして音楽の進歩そのものを問うことへと 
向かっているようだ !
「現代音楽」は 
いわゆるクラシック音楽の延長線上にある音楽だが 
それは「古典派」や「ロマン派」といった名とは異なり 
「現代」と形容されていることで 
つねに「現代性」をそこに宿らせることが 
要請され続ける宿命を負っているところがある !
「現代」にはその背後に常に「過去」がある 
そこで創作を行おうとすれば 
「過去」にない音楽がそこで創られなければならない 
そうでなければ「新しい音楽」にはなりえない !
しかし「新しい音楽」を聴くためには 
「新しい耳」が必要になる 
そして「新しい耳」を持ち得る者は 
ますます限られてくるために 
「現代音楽」そのものが 
聴衆不在の音楽ともなりかねないところがある !
しかも音楽は楽「きわめて「保守的」な芸術ジャンル」で 
時間性を前提にするがゆえに 
ある音楽を聴くためにはそのための 
膨大な時間と集中力が必要とされることになる 

一九六八年以降になって 
音楽の進歩そのものが問われるようになったのは 
そうしたなかで「音楽とは」という 
根源的な問いがつねに内包されながら 
創作が行われるようになったということなのだろう !
「現代音楽」とは裏腹に 
大衆音楽の数々は現代において 
過去にないほど夥しく「消費」されることになっている 
その音楽を聴くためにもそれなりの時間は必要になるが 
そこには根源的な意味での「新しい耳」は求められない !
むしろ大衆の「耳」が「消費」できるのは 
だれにでも受容可能な音だけなのだ 
そこにある「新しさ」は 
「現代音楽」の新しさとは対極にある新しさなのだから !
「現代音楽」はこれからどこへと向かっていくのだろう 
そして「大衆音楽」もまたどこに向かっていくのだろう 
その両者がどこかでむすばれる可能性はあるのだろうか !
根源的な問いである 
「音楽とはなにか」という問いは 
これからどこへと向かっていくのだろう !
その問いはやがておそらく 
「音楽」特有の在り方だけを問うものではなくなり 
「音」という現象と「耳」 
そしてさらに耳という器官を超えた感覚のあいだで 
生成されてゆく知覚と認識の可能性の探究へと 
向かっていくのではないか !
「新しい音楽」がたんに 
過去にない音楽ということではなく 
だれの「耳」にとっても 
その世界を拓き可能性を拡張することのできる 
そんな音楽となりますように 



■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-2306　　2021.3.10

■エドワード・エディンジャー（岸本寛史・山愛美 訳）!
　『ユングの『アイオーン』を読む／時代精神と自己の探究』 
　（青土社 2020.12）!
■Ｃ．Ｇ．ユング／ＭｰＬ・フォン・フランツ（野田倬 訳） 
　『アイオーン』（人文書院 1990.10）!
■Ｃ．Ｇ．ユング（林道義 訳）『ヨブへの答え』 
　（みすず書房 1988.3）

時代は変わる 
「アイオーン」とは「時代」 
ユングは『アイオーン』で 
あらたな「時代」へと 
セルフ（自己）の統合をめざすための 
ビジョンを示そうとしたのか !
昨年暮れに刊行されていた 
エドワード・エディンジャー 
『ユングの『アイオーン』を読む』は 
ユングがキリスト教の「神」のイメージの変化を 
人間が自己へと統合されてゆくプロセスとして示していることを 
理解するための恰好のガイドとなっている !
とはいえ高額なためもあって残念ながら 
肝心のユングの『アイオーン』そのものが手元にはないままなので 
図書館で借りようかどうしようかと思っていたところ 
先日偶然のように古書店で目の前に現れてきたおかげで 
ようやく原本（翻訳）を参照することができるようになった !
こうしたシンクロのようなことはよくあって 
そんなときはそれが重要な鍵になることもあるので 
今日は『アイオーン』で示されているユングのビジョンをもとに 
以前から漠然としたイメージを 
もっていたこと（半ば妄想）をは少しばかり 
（ユングの論のさわりについては引用を参照のこと） !
一元論・一なるもの・ＯＮＥ・不二 
それらは二元の世界として現れているものの元のありようを 
そのようにとらえることで二元を超えようとするものだが 
不二ということでもわかるように 
世界が世界であるということは「２」ではじめて成立する 
「有（存在）」ということだ 
そうでなければ世界は「無」である !
その「２」から不二である「１」が生まれる 
その意味では「１」はすでに「無」ではない 
「１」とは「有（存在）」においては 
「２」が統合された「３」にほかならない 
「三位一体」の導入にもその意味があるのではないか

「有（存在）」世界は 
その「３」を一体とした分節をひとつの位階として 
次々と次元を下降しながら展開していく 
それを描いた象徴図のひとつがカバラーでもある 
神秘学でも「３」がひとつの位階となって 
ヒエラルキーを形成し展開していく宇宙論が描かれる !
ユングはキリスト教の三位一体的な「３」では 
真の意味での対立物の統合には至らないとし 
「４」による統合を示唆している 
三位一体には「女性」「悪」「肉体」といった 
否定しえないものが排されているともいう !
ユングの論からズレしまうことになるだろうが 
ここであえて誤読を恐れずにいえば 
「３」が「３」であるだけでは 
「３」が統合されているとはいえない 
「３」が「３」であるためには 
それを統合するものが必要となる !
そして「３」のそれぞれは 
それぞれが独立しながら成立するプロセスで 
そのままでは「３」は統合される働きを持ち得ない 
ゆえにそこに「３」を統合する 
「自己（セルフ）」の働きが「４」として必要となる

!!
統合する「４」の働きで 
「３」という分節化されたプロセスが機能することになる 
そうでなければ「３」は「一体」であることはできない !
シュタイナーの示唆している「三分節」ということも 
「３」を支えている「セルフ（自己）」としての 
「４」があってはじめて成立し得る !
このことは「３」と「４」だけではなく 
たとえばキリスト・イエスの十二使徒の「１２」についてもいえる 
十二使徒はキリストという「１３」があって 
はじめて１２として機能する 
あるものを一体として機能させるためには 
統合する中心であるもうひとつの働きが 
必要であるということになる !
その統合する働きを 
「場」「述語」的なものとしてとらえることもできるかもしれない 
主語的な三位一体ではなく 
そこでは無意識に排されてしまいがちな 
述語的な四位一体的なものへ



■エドワード・エディンジャー（岸本寛史・山愛美 訳）


　『ユングの『アイオーン』を読む／時代精神と自己の探究』（青土社 2020.12）


■Ｃ．Ｇ．ユング／ＭｰＬ・フォン・フランツ（野田倬 訳）『アイオーン』（人文書院 1990.10）


■Ｃ．Ｇ．ユング（林道義 訳）『ヨブへの答え』（みすず書房 1988.3）
!
（『ユングの『アイオーン』を読む』～

　鏡リュウジ「本書に寄せて／魚座から水瓶座、

　そしてペガサスへ　ユングの宇宙論的歴史観をめぐって」より）
!
「ユングによれば水瓶座の時代にはキリスト教に内在していた「対立物」「二元論」を統合する方向へと動き出すことになる。「次のプラトン月、すなわち宝瓶宮（水瓶座））との共時性によって、対立統合の課題が問題になる」とい
うのである。続けてユングは「そうなってくると、悪を単なる善の欠如（プリヴァチオ・ボニ）として帳消しにしてしまうことなど許されなくなり、悪の実際の存在が認められなければならない」と続けている。これはユングが様々な
著作で論じた、キリスト教の歴史と今後の発展の預言と深く関わっているのであり、まさにユングの宗教的歴史観の中核なのである。」
!
「ユングはキリスト教の歴史を「神の像」イマゴ・デイの変容として理解していた。イマゴ・デイ、神の像は神そのものではない。神を論じるのは神学者の仕事である。心理学者としてのユングは神そのものを論じることはできないが、
人々が描く「神のイメージ」を論じる分にはその権利を有する、というのが宗教問題という危険な領域に接近するに際してのユングの自己弁護であった。

　神の像はユング心理学では「セルフ」の主要な象徴である。神のイメージの変遷は個人の中で起こっている無意識の変容を、集合的レベルで反映していることになる。『アイオーン』の中心主題が「セルフ」でありながら、その中に
膨大な宗教的な素材が引用され、かつ、「時代」（アイオーン）というタイトルになっているのはまさにそのためである。そしてこのプロセスはすでに完結したものではなく、現在進行形でもある。それは「（進行する）心全体の転換
過程」なのである。

　ユングの宗教の変容に関するアイデアは『アイオーン』のほかに『心理学と宗教』『ミサにおける転換象徴』『三位一体の教義

に対する心理学的解釈の試み』、そして『ヨブへの答え』などさまざまな講義や論文などで展開されている。

　これらの著作で一貫してユングはユダヤ教、キリスト教の神の像（そしてキリストの像）は一面的あるいは無意識的であると述べてきた。ユングの『ヨブへの答え』は中でも印象的である。全知全能、そして完全なる善であるはずの
神がまんまとサタンの口車にのり、「義人」ヨブを苦しめる聖書の『ヨブ記』は、神学史上では深刻な神義論的難問となってきた。ユングはなんと、ここで神ヤハウェを心理学的分析室へと連れ込む。ユングは神があまりにも無意識
的だったのであり、ヨブの苦しみを通して意識化のプロセスが始動し、ついには神自身が人間となり十字架にかけられるイエスとなったと論じる。『三位一体の心理学』でも同じような義論が展開される。ユング研究者ロドリック・
メインはこの論文を以下のように要約している。

　「三位一体のそれぞれの位格にはその心理学的対応物がある。父なる神には無意識と同一視される未分化な段階が対応する。子なる神には無意識から分離しつつある意識が、そして聖霊としての神は無意識と再結合を始めた自我意識
が対応する。」

　ユングが『アイオーン』の中で、二匹の魚のつなぎ目の時代に登場したとするフィオーレのヨアキムは、歴史を「父の時代」「子の時代」「聖霊の時代」と変化して進む流れとして捉えた預言者であったが、それはユングの三位一体
が歴史的、時間的に展開するという理解を導いたものだったに違いない。ヨブを苦しめたような無意識的な「神」から、痛みを知るヨブーイエスへ、そして無意識と再結合を目指す聖霊へと神のイメージはアイオーンの以降に従って変
容していくのである。そしてユングが繰り返し述べるように「自己（セルフ）」の象徴が神のイメーゴ（イメージ）から経験的に区別できない」のであるから、神の変容はそのまま集合的なレベルでに人類の心の変容を映し出すのだ。

　ユングの議論で興味深い（そして論争の火種になる）のは、ユングが「三位一体では不完全だ」という点であろう。ユングによれば三位一体では心理学的全体性を表現しきれないのである。乱暴にユングの議論を突き詰めれば、「父
と子と聖霊」の三つの位格はすべて男性であり、また抽象的、知的にすぎる。僕たちの経験世界においては、どうしても否定し得ない「悪」は実在する。中世のカトリックの教義において、悪は実在しない。それは「善の欠如」にすぎ
ないというトリッキーなかたちで展開された神学的議論をユングは一種の心理学的否認だとユングは言う。あるいは女性、肉体はどうなるのか。そうしたものは依然として無意識の中にとどまっている。

　そこでユングはキリスト教の三位一体は、心理学的全体性に到達するためにもうひとつの位格を必要とすると言う。三位一体から四位一体への変容を必要とするというのである。『アイオーン』一四章「自己の構造と力動性」におい
て、一見複雑な神話や錬金術を分析したダイアグラムがいくつも登場するが、そのいずれもが「四つ組」をベースにしたものになっていることに注目されたい。セルフは潜在的に四によって象徴される全体性をもつというのがユングの
信念であったのだ。そしてその四番目のものは、悪、あるいは悪への誘惑者としてみられた女性や肉体なのである。

　「四」はユングにとって一種の秘教、聖数であったといっていいだろう。この全体性としての四の教義は、ユングのマンダラ論やこころの「四」機能にもとづく「四」タイプ論にも顕著に見ることができる。

　二元論にもとづくキリスト教は三位一体まで生み出すことができたがそれはいまだ抽象的で一面的であり、心理的善悪を包摂し、「対立物の結合」を果たすには至っていない。それは集合的なレベルで次のアイオーンの到来と関わる
のだろう。

　そしてこの次のアイオーンの到来は、これまでと同じように天がその印を表すとユングは見ていた。そのとき空には「四」の星座が輝くのである。」




☆mediopos-2307　　2021.3.11

■山田広昭「贈与のモラル／互酬性とアナキズムの可能性」!
　（『談 2021. no.120』TASC 2021.3 所収）!
■山田広昭『可能なるアナキズム／マルセル・モースと贈与のモラル』 
　（インスクリプト 2020.9）!
　※2020.10.3にとりあげた本

与えたものが与えられる 
それは宇宙の根本原理のひとつ !
もちろんそれは 
同時的で一対一で現象するとはかぎらず 
時間や空間の制約を離れたところでこそ働く 
多次元的なカルマの法則だといってもいいかもしれない !
その原理から「贈与」の論をとらえていくと 
そのぞれの論がどの側面で起こる 
互酬を問題にしているのかがわかる !
ギフト（gift）という言葉が 
「贈り物」と「毒」という 
相反する意味をもつことも 
その原理からとらえれば頷ける !
余談になるがずっと前に 
ネットでこんな内容の名言を聞かされたことがある 
（決してたんなる「迷言」とはいえないだろう） 
「甘やかされた者の気持ちは 
　甘やかされた者にしかわからない」 !
ある意味で恵まれた環境で育てられたということは 
その環境は「贈り物」であると同時に 
それゆえの「毒」でもあり得るということでもある 
「甘やかされた」環境は 
「甘やかされた」がゆえに人を強く縛ってしまい 
その関係性から自由になることが難しくなるのだ 
（依存したままそこから離れることができなくなる） !
逆にいえば自律せざるをえない 
ある意味で厳しい環境に生まれた者のほうが 
そうした縛りから比較的自由でいられる可能性をもつ 
（その厳しい「自由」に押し潰されないかぎりにおいて
だが） !
山田広昭さんの「エゴイストの連合」についての話のな
かにある 
「鎖につながれている人は連合できない」 
エゴイストだけが「自律的な「個人」という立ち位置」
をとり得る 
ということとも関連してくる

どんな境遇で生まれたかということにとしても 
与えたものが与えられる原理は 
それぞれの仕方でたしかに働いている 
その意味では「与えきり」はあり得ず 
「与えられきり」もまたあり得ない !
けれども現代という 
等価交換の原則がその場で働くように見える世界のなかで 
どのように「贈与のモラル」をとらえていくか 
ある意味でそこに人の可能性が 
試されているともいえるかもしれない !
そんななか「贈与」は 
等価交換の原則を逸脱したものとなるが 
「与える」ことで目線を上に置くのでもなく 
「与えられる」ことでみずからを下に置くのでもなく 
「与えられない」ことで不満を持つのでもなく 
「贈与のモラル」のもと 
自由においてともに生きていけるような 
そんな「アナキズム」の可能性への試みを 



■山田広昭「贈与のモラル／互酬性とアナキズムの可能性」


　（『談 2021. no.120』TASC 2021.3 所収）


■山田広昭『可能なるアナキズム／マルセル・モースと贈与のモラル』（インスクリプト 2020.9）


　※2020.10.3にとりあげた本
!
「モース自身は、決して「贈与とは何か」を追求しようとはしていないし、純粋に贈与だけの社会があり得るかどうかというような問いかけもしていません。彼にとっての贈与は、あくまでも共同体と共同体の間の交換システムであり、社会の基底にある、
非常にプラクティカルな問題としれ捉えられていました。それは贈与というかたちをとっているけれど実際には交換であって、何らかのものが返ってくる。あげっぱなし、つまりあげてそれでおしまいということではない。そうであるがゆえに、共同体間の
関係を規定したり良好に保つためのシステムになり得るわけです。

　贈与は無償で人を助ける慈善行為のようなイメージがあります。まぁ、それっも間違いではないと思いますが、贈与を無償の行為としてだけ捉えると贈与は一方的なものになってしまい、人と人との関係性や、それによって生まれる社会を考えることには
つながりません。モースは社会学者であり人類学者ですから、やっぱり社会を円滑に運営するためのシステムとして贈与を捉えている。私はそこが重要だと考えます。つまりモースが着目したのは、未開社会の交換システムとしての贈与を実践してきた彼等
の知恵であり、それをモラルと言い、私たちはそのモラルにこそ学ぶべきなのではないか、と思うわけです。
!
　･･････「人と人を結び付ける」贈与のプラクティカルな機能が重要だということですね。しかし先生ご自身も指摘されているように、贈与には、相手に不快感を抱かせる「毒」の部分もある･･････。
!
　もちろんそうです。いいことばかりはないという贈与の両義性は、ぜひ強調しておきたいことです。モース自身もそれを強く意識していて、『贈与論』以前に書かれた「ギフト、ギフト」（一九二四）という論文では、ゲルマン系の言語の多くでギフト
（gift）という言葉が「贈り物」と「毒」という、相反するような二つの意味をもつことを指摘しています。（･･･）

　それ以上に重要なのは。贈り物は理由なく拒むこともできないし、お返しをしないでいることもできないというモースの指摘です。だから私たちは贈り物を受け取った時に、喜びと同時に不快を感じずにはいられない。相手にもよりますが、「これで私に
何かさせようとしているのか？」と、隠された意図を探るような感覚は、私たちにも日常的にありますよね。これは贈与というシステムがもともともっている、「人と人を結びつける」という機能と不可分なもので、つまり贈与は常に負債とセットだという
ことです。もらうと借りができちゃうので、返さなければならない。その束縛感が不快感につながるのだと思います。

　人は人とつながっていないと生きられませんから、絆はとても大切ですが、解きたいときに解けなければ絆ではなく鎖になってしまう。贈与には、少し人を縛る面がある。贈り主が意識していなくても。そういう束縛が機能してしまう。借りをつくったら
返さなければならないというメンタリティが私たちの心の奥深くに埋め込まれていて、それが贈与をめぐる不快感になる。ですから私はこの本のなかで、市場経済の基本となっている等価交換の原則をただ否定的に語るのではなく、借りをつくらない、すな
わち個人の自由が保たれたかたちでなされる交換のシステムとして、その肯定的側面を強調して書いたつもりです。

　先ほど言ったように、私は資本主義における市場経済や商品経済を完全に否定しようとは考えていません。むしろその基本となっている等価交換は人を解放する側面をもっていて、その意味では、束縛的な側面をもつ贈与交換とは対照的です。等価交換す
る両者は同等の関係を結ぶことができますから、一度きりで関係を終えることもできる。必要ならまた等価交換すればいい。しかし贈与交換は、そんなふうに一回一回「チャラ」にはできない。必ずしも不快感とか毒とかいう言い方をしなくてもいいと思い
ますが、贈与の問題を考える時は、その束縛性も含めて考えないと実効性のない絵空事になってしまったり、何かしら惜しみなく与える慈愛に満ちた「贈与教」のような、宗教めいた話になってしまうのではないかと思います。」
!
「贈与交換は単なる互酬性原理には還元されない複合的なシステムであり、有効性のある部分は、贈られた者を不安にするような毒性（悪意）によっている、つまり贈与は悪意とは無縁ではあり得ないという事実を認識することです。しかしこの毒は、たと
えば、モースが『贈与論』のなかで報告している有名な「ポトラッチ」という闘技的贈与が戦争を回避する役割を果たしているように、人間の最大の毒である専制や戦争に対抗する毒、文字どおりの同毒療法として考えることができるのではないかと思いま
す。

　しかしまたその「贈与のモラル」の毒性が、人を鎖のように縛ってしまうおぞましいものにならないために、いくつかのアイデアが必要です。その一つが「第三者への返済」というアイデアです。これは巻単位言うと、「お返しの義務」は必ずしも贈って
きた相手に返さなくても、別の人に返してもいいんじゃないか、ということです。お返しの方法は、自分で選ぶことができる。そうすれば「お返しの義務」を果たすこともできるし、贈与による関係性は一対一の関係を離れ、広く社会に開放することができ
る。

　市場経済、とりわけ等価交換の原則は、それだけでは人間の社会的関係性の基礎的な原理とはなり得ないと思います。負債の概念（お返しの義務）が、私たちが望む社会の基礎的原理として意味をもち得るとすれば、それは、貸し借り（交換）には不均衡
があることを認識したうえで、返済（お返し）を誰にどのようにするかは受け取った者（借り手／負債者）が自由に決められるような交換のシステムであるかもしれません。そのためにも、私たち自身が、自由に決められる「個人」であることが必要です。
『負債礼賛』（日本語訳は『借りの哲学』太田出版。二〇一四）という本を書いたナタリー・サルトゥー＝ラジェという学者がそのことを強調してしますが、私はそてに賛同します。

　この本の最後には。ドイツの哲学者であるマックス・シュティルナーの著作『唯一者とその所有』（一八四四）から「互いに連合に入りうるのはただ個人のみであって･･････」という有名な一節を引用しました。シュティルナーは、国家や政治からの完全
な離脱を主張する徹底したエゴイズムで知られていますが、彼は「エゴイストの連合」ということを言っていて、エゴイストだけが本当に連合をつくることができるんだということを強く言うわけです。鎖につながれている人は連合できない。共同体や組織
い縛られた不自由な状態にある人は、本当の意味で人とつながることはできない。自律的な「個人」という立ち位置は、贈与の毒性の解毒剤として、私たちがもつべきものだと思います。
!
　･･････その辺りで、アナキズムの思想とリンクしていくのですね。
!
　私が単に、それをアナキズムと呼びたい、ということにすぎないのかもしれません。私はそれを地縁にもとづくコミュニティではなく。共通の考え方をもって結びつくコミュニティとして構想しているので、アソシエーショニズムと呼んでもいいかもしれ
ません。しかし、私がアナキズムに託すのは、生産でも消費でも社会の構造でも、中央に権力のない状態で、それはやはりアナキズムと呼ぶのが一番しっくりくる。

　今、アナキズムを標榜している人にはいろんな立場があると思います。多くはやはり個人主義的な生き方としてのアナキズムですね。組織に縛られることなく、自由に生きていきたいという思いが強い。それは一種芸術家肌のアナキズムで、既成の概念を
破壊するという「勇ましさ」ももっています。そういう面もあるけれど、単に個人の生き方の問題ではなく、社会の構成様式としてアナキズムを考えたいというのが、この本を書きたかった最大の理由です。」




☆mediopos-2308　　2021.3.12

■日本写真家協会編!
『日本の現代写真1985-2015』!
　(クレヴィス 2021.3)

写真は 
写真とは何か 
そう問いつづけざるをえない宿命をもった 
メディアなのだろう !
写真の基本は 
「見る」ことと「写す」こと 
そしてそれはともに 
他のメディア以上に時代性を反映する !
日本写真家協会創立70周年記念事業として 
編纂された『日本の現代写真1985-2015』には 
素材は銀塩フィルムから電子デジタルへ 
表現媒体は紙からデジタルへと 
大きく変化した時代の写真が 
写真家ごとにそれぞれ１作品が収められている !
1985-2015の30年間は10年ごとの3期に分けられ 
2004年までの作品には 
デジタルカメラで撮られた作品は一点も入っていないが 
3期の2005年から2015年の10年間の作品の半数以上が 
デジタルカメラによる撮影作品となっているという !
いまやだれでもがスマホかデジタルカメラで 
写真を手軽に写すことのできる時代となっている 
「爆発的なスピードでのコモディティ化（一般化、大衆化）」は 
「写真」そして「写真家」という存在の意味を 
そしてその存在領域をずいぶんと変貌させることになっている 
「写真」そして「写真家」だけにしかできないことは何か !
だれも見たことのない 
そしてだれも写せない写真を撮る 
それが写真家だと言ってしまうのは簡単だが 
それらの写真も容易にデータ化され 
「過剰と蕩尽」にさらされてしまうことになる !
JPS（日本写真家協会）が手がけた写真史としては 
今回の本が４冊目だそうだが興味深いことに 
「作家主義・作品主義の編纂」となったのははじめてだという 
むしろかつての時代のほうが写真も 
写真家も独自性を持っていたのではないかと思うのだが･･･

ある意味ではむしろ現代では逆説的に 
「作家」や「作品」という概念が「守られねばならない」ほど 
写真がだれにでも写せるようになったということかもしれない !
だれもが簡単に写した夥しい写真は 
「文脈を超え、ハイパーリンクで 
　自在に結び付けることが可能に」なり 
そんななかで 
写真が「作家」や「作品」のもとにあることが難しくなっている 
その意味で「個」であること 
そして「個」を超えていくことがせめぎあっているともいえる !
さらにかつてはアナログはデジタルの対義語だったが 
いまではそれがフィジカルとなっているという 
そしてデジタルはフィジカルの領域をどんどん浸食していく 
写真のなかで今後どれほどのフィジカルな領域が 
残り得るのだろうかという問いさえ生まれてしまう !
音楽の領域でレコードが復活しているように 
「スマホとＳＮＳの時代」に 
写真の領域で銀塩写真が復活することもあるのだろうか !
フィジカルな領域への揺り戻しは 
スポーツや芸能においてある程度みられていくだろうが 
そんな折のコロナ禍のなかで 
デジタルの領域はフィジカルな領域をますます浸食している !
しかしそんな時代だからこそ 
「見る」ことと「写す」ことという写真の意味が 
先鋭化されたかたちで問いなおされてくることにもなる !
わたしたちは何を「見」得るのか 
何を「写」し得るのか 
その根源的な問いは避けられない !
そしてこのことは写真というジャンルにかぎらず 
時代性を反映せざるをえないあらゆるところで 
問いなおされていかなければならないのではないだろうか 



■日本写真家協会編『日本の現代写真1985-2015』(クレヴィス 2021.3)
!
（田沼武能「JPSの日本写真表現史編纂の歴史」より）
!
「今回、創立70周年記念事業として刊行する『日本の現代写真1985-2015』はJPS（日本写真家協会）が手がけた写真史としては４冊目となる。その間写真の素材は100年続いた銀塩フィルムから電子デジタルへ、表現媒体は紙からデジタルへと大きく変化している。勿論、30年間の作品の変化も激し
い。この激変する写真の世界に生きる写真家たちは、どう対応し、写真表現の道を歩むか、いま大きく問われている。今回JPSが編纂した日本写真表現史はまさに論語の教える「温故知新」である。」
!
（野町和嘉「JPS創立70周年記念事業にあたって」より）
!
「本書では編纂対象とする30年を、第１期：1985～1994年、第２期：1995年から2004年、第３期：2005年から2015年と10年ごとの３期に分類した。

　第１期の時代は、経済の拡大によって人々の関心がグローバルに向かい、歴史上グラフジャーナリズムが最も栄えた時代と位置づけることができる。世界的に見ても、’90年代初頭には、『ナショナル ジオグラフィック』誌英語版が発行部数1000万部を超え、ヨーロッパでも『シュテルン』
（独）、『GEO』（独、仏）を筆頭とする週刊誌、月刊誌が最も充実してフォトジャーナリズム全盛を誇った時代であった。」

（･･･）

　次いで1995年から2004年までの第２期で特筆すべきことといえば、2000年頃から急速に進んだデジタルカメラの性能向上により、フィルムカメラからデジタルへの切り替えが始まったことである。だがデジタルカメラの描写性能は発展途上であってプロ機材としての信頼は得られておらず、この写
真集に掲載した2004年までの作品でも、デジタルカメラで撮られた作品は一点も入っていない。

　そして2005年から2015年の第３期になると、デジタルカメラの進化は著しく、機種が更新される度に性能は各段の進化を遂げ、一面ではフィルムの描写力をはるかに凌駕するまでに進化した。フィルムカメラの新たな開発はなくなり、世界で流通するカメラがデジタルカメラに切り替わり、数年ご
とに新機種に更新されることにより、日本製デジタルカメラが世界市場を席巻しカメラ業界は大いに潤った。

　因みに第３期の掲載作品は、半数以上がデジタルカメラによる撮影作品となっている。ところが、デジタル技術の急速な進化によって、スマートフォン内蔵カメラの性能と通信技術の進歩は止まるところを知らず、今や“写真は誰にでも取れ、どこからでも発信（発表）できる時代”となり、事故や災
害等のスクープ写真の大半が、一般人がスマホで撮った写真、あるいは監視カメラ、車載カメラに偶然写り込んでしまった映像などでまかなわれる時代となってしまった。そしてもっとも身近な発表の舞台がSNSとなり、日々アップロードされる夥しい映像上のの中の１枚として、瞬間に消耗される
媒体と化してしまっているのが一つの現実である。」
!
（飯沢耕太郎「日本の現代写真」より）
!
「結局のところ、「スマホとＳＮＳの時代」においても、写真家たちはアナログからデジタルまであらゆるツールを総動員して、自己と現実世界との関係のあり方を、写真を通じて提示していかなければならないのだろう。その意味では、1980年代以降のデジタル化による技術革新は、大きなインパ
クトを与えたことは間違いないが、そのことで「写真家」という存在のあり方をのものが一変してしまったわけではない。ここでも、失われたものと変わらないものとが交錯しているということだ。」
!
「「写真は芸術なのか」というという議論は、19世紀以来何度も蒸し返されてきたが、20世紀以降の近代写真の成立により、その独自の表現力が認められることで決着がついたと考えられてきた。ところが、日本においては1970年代まで、写真をアート作品として展示・販売するギャラリーや、組織
的な収集、保存、展示をおこなう美術館はまったくなかった。」

「写真作品を扱う商業ギャラリーや、写真部門を持つ美術館の出現によって、写真家たちの展示の意識はより先鋭化してくる。それまではフレームに入れたり、パネル加工したりした写真印画を壁に飾るような展示が一般的だったが、天上や床などを含めて、画廊や美術館の空間全体を活かした「イ
ンスタレーション」が試みられるようになる。縦横数メートルを超える巨大サイズの作品もあらわれ、印画紙の表面を削ったり、複数の作品をコラージュしたり、絵画やビデオといった他ジャンルの作品と合体させるといった、多彩な手法が用いられるようになった。」

「ということは、これまでの写真家たちとは作品制作の発想そのものが違っているということだ。彼等は現実世界をストレートに描写するのではなく、「コンセプト」というフィルターをかけ、演出や画像の加工などを加えて作品化していく。」
!
「1970年代より前には、女性写真家の数は圧倒的に少なかった。」

「その状況が変わってくるのは、1970年代後半になってからである。」

「1990年代前半になると、女性写真家を巡る状況はさらに大きく変わっていった。この頃、各大学の写真学科、写真専門学校の学生の男女比率が逆転した。1970～1980年代には全学生の10％にも満たなかった女子学生の数が急増していったのだ。」

「「女の子写真」が一斉に登場してきた背景として、写真器材の技術的なハードルが下がったということがあった。」

「その状況に鋭敏の反応したのが、若い女性たちだった。」

「「女の子写真」の被写体として目につくのは、「半径5メートル以内」の身近な空間である。そこに集められたお気に入りのモノたち、家族、友人、恋人、さらに自分自身の姿（セルフポートレイト）が写真にたびたびあらわれてくる。そこは自分の身体の延長として、心から安らげる空間であり、
対社会的な砦の役目も果たす。」

「2000年代以降は、報道写真や商業写真などの分野でも、女性写真家の存在はごく当たり前いなり、クオリティの高い、多彩な表現が展開されるようになった。」
!
「1960年代の高度経済成長の時期を過ぎると、人工的で均質な都市空間が日本中を覆い尽くしていくようになる。ベビーブーマー以降の世代にとって、東京や大阪のような大都市の環境は異質なものではない。むしろ、自らの新たな故郷（ホーム）として、写真を通じて検証していくべき対象とな
る。」

「都市化が日本全国を覆い尽くすような状況において、逆に失われつつある自然環境への関心が高まったのはやや皮肉な現象といえる。1980年代以降に、最も大きく発展していったジャンルの一つは、自然写真（ネイチャー・フォト）だった。」
!
「フォト・ジャーナリズムの「冬の時代」と言われるようになって久しい。」

「日本でもその状況に変わりはない。かつて名取洋之助、土門拳、濱谷浩らが主導してきた正当的な報道／ドキュメンタリー写真を発表する場は、次第に狭められていった。」

「ところが、本展の出品作をあらためて見直すと、広義のドキュメンタリー写真の仕事がかなり多いことに気づく。（･･･）フォト・ジャーナリズムの「冬の時代」が続いているにもかかわらず、そこには厚みのある岩盤が形成されている。」
!
「いま、この原稿を書き継いでいる2020（令和2）年の夏～秋にかけては、新型コロナウイルス感染症の勢いが衰えず、パンデミックの不安が世界中を覆い尽くしている。とはいえ日本の写真家たちは、各イベントが中止になり、国内や海外への移動がむずかしくなっている厳しい状況の中でも、
「コロナ以降」の状況を見据えて動き始めた。本展が、過去をふり返るだけでなく、未来への予感を感じさせるものになることを願っている。」
!
（上野修「デジタル化がもたらしたもの」）
!
「かつて、アナログという言葉が、デジタルの対義語としてよく用いられてきた。」

「今日、デジタルの対義語として、しばしば用いられているのは、フィジカルという言葉だ。身体／物質を意味するフィジカルと、メディアという言葉の組み合わせが指すのは、手で触れることができるメディアのことである。現在、急速に消滅しつつあるのが、そのフィジカルメディアだ。」

「デジタルは、フィジカルなものを、次々とソフトウェア化し、吸収していく。」

「なによりも想定されていなかったのは、爆発的なスピードでのコモディティ化（一般化、大衆化）だったに違いない。手のひらに乗るスマートフォンえ写真を撮り、画像をスクロールするのは、気散じや実用のためであって、身体的な高揚感はどこにもない。」

「たとえどれほどデジタル化が進もうとも、（･･･）飯沢が描いた写真の本質は変わらない。１枚の写真を撮る喜び、１枚の写真を見るための染みは、これからも決して変わることはないだろう。------そういえたら、どんなにいいだろう。しかし、これを書いている2020年という年は、それを許しそ
うにない。」

「このような現在の状況のあれこれが、変動のなかのどこかにあるのかすら定かではない。数年後に振り返ってみたとき、ここにあえて列挙したような出来事は、大きな変動のほんのはじまりにすぎなかったと思えるかもしれないのだ。」
!
「写真の作家性と作品性とは、つまるところ、一人の作家、一枚の写真という価値である。その価値観は、日本写真家協会による４回目の歴史展となる、本企画の編纂方針の基軸となっているものである。それはいっけん自明のように見える基軸だが、これまでの３回の企画では、今回のような作家
主義・作品主義の編纂ではなかったころからもわかるように、けっして普遍的なものでも恒常的なものでもない。

　日本では1985年以降の傾向ともいえる、この作家主義・作品主義は、デジタルともじつに相性がいい。一人一人の作家、一枚一枚の写真に切り離されることによって、作家や写真は検索可能になり、既存の文脈を超え、ハイパーリンクで自在に結び付けることが可能になる。一人一人という身体
性、一枚一枚という物質性を追求した結果、作者名や作品名がタグになり、身体性や物質性から切り離されてしまうのは逆説的ともいえるし、検索できないものは存在しないに等しいインターネット時代の必然性ともいえよう。

　その必然性を、ほかならぬこの身体によって、切実に感じはじめているのが、この2020年という年なのかもしれない。

　しかし、別の見方をすることもできる。銀塩写真のコモディティ化は、1888年の「ザ・コダック」にはじまり、1986年の「写ルンです」でピークを迎える。本企画の1985～2015年という時代は、コモディティ化が銀塩からデジタルに変わっていった過程にも重なる。「あらゆるイメージを封じ込
めた、巨大な資料庫」と飯沢が形容するように、写真はその本質と欲望に従って、あらゆるものをイメージ化し続けていくだけだともいえるのである。そこには、逆説はなく、過剰と蕩尽があるだけだ。」




☆mediopos-2309　　2021.3.13

■木村陽二郎!
　『ナチュラリストの系譜／近代生物学の成立史』!
　（ちくま学芸文庫 2021.2）

はじめ 
名はただ名でしかない 
そう思っていた 
名を知ることは意味がない !
けれど 
たかが名 
されど名なのだ !
名づけることによって 
つまり分けることによって 
はじめて分かることができる !
もちろん混沌に穴を空ければ 
混沌は死んでしまう話のように 
名づけることは 
名のないそれを 
ある意味で殺してしまうことにもなる !
しかしそれを避けることはできない 
名がなければ 
名を超えることはできないからだ !
はじめに 
言葉があった 
ともいわれるように 
名には名なりの役割がある !
言葉といわれた神が生まれ 
やがて十字架上で死に復活したように 
名は変容したかたちで復活しなければならない !
分類するということも同じだ 
分けられないことを分かるためには 
分けることができなければならない 

分類できないままでは 
世界はあらわれてこない 
混沌のままだ !
道のない世界は行方がみえない 
道は道のためにあるのではない 
道は歩くためにある 
そして道はさまざまに変わってゆく !
そのように 
ナチュラリストたちは 
自然を名づけ体系化し 
分けながら分かり 
道をつくっていくが 
その道はひとつではなく 
どの道も交錯し変わっていきながら 
さまざまな場所へと私たちを導いてくれる 
やがてみずからが道を超え道をつくり歩めるように 



■木村陽二郎『ナチュラリストの系譜／近代生物学の成立史』（ちくま学芸文庫 2021.2）
!
「わたしたち日本人ほど自然を愛し、草木鳥獣を愛する民族はない、と思われてきた。しかし、はたしてそうであろうか。たしかに、花に関する詩歌は数多く、花を育てる腕前でも日本人の名声は海外
に広く伝えられている。しかし日本人は、花そのものを愛しているのだろうか。花に托して自己の感情にひたっているのではなかろうか。」
!
「ルソーのように、野外に出て、自然のなかに草木の花を見て楽しむことは大きなよろこびだが、植物の名を知らなければ、その植物に親しみがもてない。それでルソーは、リンネの『自然の体系』を
小脇にかかえて野外を歩くのである。」

「動植物に関する知識は、時のたつにつれて膨大なものとなっているが、しかし、現代より原始の時代のほうが個人としては動植物をよく知っていたかもしれない。自然のなかにあっては、都会人とは
異なり、それを知らないでは生きていられないからである。

　植物・動物・鉱物を一括した自然の話や記述を、「自然誌 Natural history」という。われわれは自然のなかに住んでいるが、目にふれるのは個々の植物であり動物である。ヒトもまた動物の一員として
見れば、その記述は自然誌にふくまれる。人間の自然物を観察する目はしだいに発達してきたが、それが科学として成立するのは、さらにのちのことである。少なくとも、それらの知識がことばになり
文にされて、つまり記事が書かれて、自然誌は成り立ったのである。」
!
「西欧の自然誌の研究の中心は長くパリの植物園にあって、ここで多くの著名なナチュラリストたちが研究を発展させていった。各国がその研究を競っている現在でも、ここが一つの大きな中心である
ことが否定できない。本草学の時代から十九世紀前半までの近代科学の時代に至る長い道のりのなかで、広い意味での自然誌、すなわち、本草学から植物学・動物学、そしてのちには「生物学」とよば
れる分野が、どのように成立し発展したかを見ていくことにする」
!
「わたしたちが自然のなかにあるとき、植物や動物の多種多様性に気がつくのである。自然を探究するナチュラリストたちはこの千変万化の植物や動物を知ろうとする。生物は多様性とともに統一性が
見られるから、無数ともいえる多くの種を分類体系をたててまとめ、のちには進化の道筋、系統を明らかにしようとする。このナチュラリストたちの努力の跡を、パリで一般に「植物園」と呼ばれてい
るフランス国立自然誌博物館を中心としてたどってみた。」
!
「ツルヌフォール、リンネ、アダンソン、ド・カンドルは、植物体系の歴史的歩みを見た結果、独自の分類体系をたてた。その歴史的歩みをこれまでわたしも見てきたので、自分の分類学原理と分類体系
を示そうと思う。

　ド・カンドルにならって、わたしなりに分類体系を分類すると、次のようになる。
!
一、便宜的体系。人為的分類であって、植物名を見出すのに便利な体系、または人間の用途による体系である。検索表も一般にはこれに入る。これも必要な体系である。

二、無原理体系。自然群にまとめるが、それを並列し、そこに原理を見出せない体系である。各群を区別するためにとりあげる形質は、そのときどきで異なり、一様ではない。したがって、進化の道す
じ・系統をたどることは難しい。リンネの「自然分類法断片」やエングラーの分類もこれに入る。これを「系統分類体系」というのは疑問である。

三、目的論的体系。アリストテレスいらい、西欧に伝統の分類体系で、何が植物にとって目的であるかによって分けるもので、チェサルピノは、果実・種子、ツルヌフォールは花冠、リンネは雌雄蕊を形
質としてとった。完成した体、または子孫を残すための重要な器官を形質としてとるものである。目的を考慮すれば、形質の重要度に差があり、アントワーヌ・ロラン、ド・シュシュー、ド・カンドルの
体系もこれに入る。リンネの雌雄蘂分類体系は、よくいわれるような人為分類ではけっしてない。子孫を残すために、雄しべ、次いで雌しべが最重要と考えた分類で、目的論的体系の一つである。リン
ネの分類は一般の人にわかりやすいからといって、便宜的分類とはいえない。

四、全形質体系。アダンソン、早田文蔵の体系がこれに入る。最近の数量分類学もこれである。
!
　右に述べた四つの型の体系に対し、わたしのとる体系は、全形質を価値観なしにとり、群をつくる。その点、第四の型に似ているが、自然群にあつまる点は、無原理体系に似ている。しかしこれと異
なり、その群を分類すうｒ原理をはっきりすることで異なる。原理をはっきりするためには、できるだけ少数の形質を基準としてとる。一つの形質では、その進化の道すじが想定できるので、少数の形
質をとれば、それでできあがった群によって系統樹をつくることが比較的容易である。強調したいのは、分類体系にあ、その原理が必要であり、分類体系から系統、すなわち進化の道すじをおしはかれ
るということであって、その逆ではない。「システム」という字は「体系」と訳すべきで、「系統（ファイロジェニー）」と訳すべきではないのである。」




☆mediopos-2310　　2021.3.14

世界にある諸言語は 
languagesと複数形で表されるのに 
世界にある諸音楽はmusicsではなく 
musicとしてみなされることが通例だが 
音楽も言語のように捉えていく必要がある !
もちろん諸言語や諸音楽には 
それぞれ共通する要素はあるだろうし 
その観点がなければ言語現象も音楽現象も 
その根底にあるものへの探求は 
意味をもたなくなるだろうが 
実際のところ世界言語がひとつになったり 
世界音楽がひとつになったりはしないだろう !
それぞれの言語にも音楽にも 
それを生み出してきた 
「歴史的、文化的、民族的、経済的、宗教的等」な 
土壌があるということは常に意識しておいたほうがいい !
そうでないと 
じぶんが好んで聴いている音楽が 
音楽一般だと勘違いしてしまいかねないところがある 
とくに音楽表現は目に見えないので 
それがどんなに現実との対応関係を持っていたとしても 
それを固定化してとらえてしまうことは 
錯誤のもととなりかねないところがある !
さらにある程度共通した 
「歴史的、文化的、民族的、経済的、宗教的等」な 
土壌のもとで言語や音楽をとらえている人だとしても 
それぞれのなかでの差異もまたそれなりに大きい 
一人ひとりの言語や音楽に関してとり得るありようは 
生まれてからそれらをどれだけ習得し得たかに 
ある程度限定されているからだ

■伊藤友計

　『西洋音楽の正体／調と和声の不思議を探る』

　（講談社選書メチエ 2021.2）

まり同じ言語を使っていたとしても 
同じ理解ができているとはかぎらず 
同じ音楽を聴いていたとしても 
同じ仕方で聴いているとはかぎらない 
それらに関する能力は 
それぞれが学んで習得していく必要があるのだから !
そうしたことをふまえたうえで 
本書がアプローチしている 
特にモンテヴェルディの登場した 
1600年以降の西洋音楽がどのようなものなのかを 
少しでも意識的に見ていくことは非常に興味深い !
個人的にいっても 
民族音楽などを少しばかり聴くくらいで 
音楽はもっぱらいわゆる西洋音楽中心で聴いている 
そんななかでとくにここ10年ほどのあいだ 
その範囲のなかでまだ聴いたことのない音楽を 
可能なかぎり聴いてみようと 
ジャンルを問わず渉猟しつづけているところだったりする 
もちろん主なものだけでも耳にすることは極めて困難だ 
いま日本の昔の和歌をいろいろ読んでいるところだが 
そのいちぶを読むだけでも途方もないことであるように !
そのようにきわめて限定されているにせよ 
そのなかでいまのじぶんにわかることを 
ひとつずつ増やしていくのは「亦楽しからずや」である 



■伊藤友計

　『西洋音楽の正体／調と和声の不思議を探る』

　（講談社選書メチエ 2021.2）
!
「世界中にはそれこそさまざまな言語が存在し、それらが英語ではlanguagesと複数形で表されることにむしろ疑念を感じる人はいないだろう。この複数形のsはそれぞれの言語を個別に独立した存在として見なす認識が反映
されたものである。地球上に存在する、言葉を用いた人間コミュニケーション・ツールとしては同じなのだからといってlanguageを一つの総体として扱い、a kind of languageやkinds of languageと言うことはない。こうした
事情は、実は音楽にも同じように当てはまるはずではないのか。

　冷静に世界の音楽のあり方を見渡してみれば、世界各地に散在する多種多様な音楽を一つの相対的で不可算のものmusicとして見なすことの方が認識として無理がある。おそらくは世界中すべての言語を見聞きすることは一
人の人生においては難しいのと同じように、世界中のすべての音楽（数え方にもよるが、一体いくつ数え上げることができるのか？）を耳にすることもあまり現実味はないかもしれない。しかし特にインターネットなどによる
情報拡散が著しくなった今日、さまざまな音楽を耳にし、それらの間にある類似と同時に差異に気づくのは少しも困難ではなくなっているはずである。

　あるいは、われわれに身近なところから例をとれば、江戸時代以前の長い歴史における日本の音楽のあり方と、西洋文化に触れた明治時代以降の日本の音楽のあり方を思い浮かべてみて、それらをみな完全に同一視して不
可算名詞のJapanese musicとくくってしまうことにどれだけの正統性があるのかを少し考えてみるだけでもいい。日本語や英語、そしてその他の数多くの世界の言語を独立したものと見なす複数のlanguagesの用法がこれほど
までに当たり前になっているのに、それではどうして“音楽”がmusicsとして扱われないなんてことがあるだろうか。

　以上は世界全体を背景として異なる地域や文化圏の音楽の様相を考えた場合だが、事態はここに留まらない。（･･･）西洋という限られた文化圏においてもその内部の音楽のあり方を複数形のmusicsとして捉える見方はもは
や現実の論文や書物の中で多数表明されてきている。つまり、古代ギリシャから現代まで2000年以上にも及ぶ西洋の歴史の中で音楽の姿は極めて変化に富んでいて目もくらむような状態なのに、それを不可算のmusicに担わせ
るのはどう考えても実状に即していない。世界音楽という範疇でも、そして西洋音楽という枠内でも、音楽を細分化し個別の独立した存在として見なす認識がmusicsという複数形で表象されるようになってすでに数十年の時
が経っているという事実をわれわれはまず直視するべきなのだ。」
!
「音階も、和声も、調性も、自然の直接の産物ではないことを確認してきた。確かに歴代の著名な作曲家は自然を模倣し、自然を志向しながら作曲活動を行ったことは事実である。例えば西洋音楽には標題音楽というジャン
ルがあり、ヴィヴァルディの《四季》やベートーヴェンの《田園交響曲》など自然病者そのものを志向した楽曲は多数存在する。しかしそうした作品において、彼らの楽曲の素地であり土台である音階や和音は紛れもなく人工
物である。本書の読者は、西洋音楽がそもそも古代ギリシャの時代から音階の設定にどれだけ思考を働かせ、そして16～17世紀に「現代の調性」が明確な姿を整えるようになるまでに、どれだけの人間の思惟が絡んできたか
を見てきたはずである。西洋音楽は、人間の知的営為が長年の時間の中で、歴史的、文化的、民族的、経済的、宗教的等に構築してきた人間の所産である。

　この点を確認することは決して小さなことではなく、素朴な「音楽＝自然」観には真摯な反省が求められるはずであることが理解されよう。しかし音楽の自然音を完全に無視するのもバランスを欠いた見方であろう。そも
そも音楽が成立するためには、確かに人の手によって調性された「楽音」が必要だが、その「楽音」が生み出されるためには自然界の「音」がまた必要とされるからである。これは逆に20世紀の一部の前衛音楽家が、西洋音
楽はあまりにも音に手を加えすぎ、そしてあまりにも組織化され体系化され過ぎた構造になっていることを批判し、「音そのものに還れ」という意識を強く訴えたことも、その裏返しと捉えられないこともない（例えばジョン・
ケージ Cage,John,1912-92 など）。自然の音なくして、音楽が生ずることはない。こうした点も踏まえて、音楽の二元性に関して冷静かつ適確な考察を残したのがレヴィ＝ストロースである。」

「（･･･）人類学の領域から音楽への視点を確認することになった。（･･･）音楽が文化によって異なり、また旋法と調の音楽には違いがあることが指摘されており、音楽の複数性に意識的であることが明確である。

　さらに、（･･･）音の諸関係は自然よって規定されるものではないことが明言される一方で、本書で扱うことができなかったリズムの問題等にも言及されている。（･･･）音楽は自然あるいは自然の組織に基礎を置きながら、
そのうえで文化的活動を行った所産だということができるであろう。だからこそ、音楽の姿は文化や民族によって異なるのであり、複数であるのだ。

　こうした中で西洋音楽は独自で複雑かつ錯綜した文化的歴史を重ね、自らの姿を表出してきた。本書では特に1600年以降の西洋音楽のあり方に焦点を当て、そこでの音階や和音、調や調性、そして和声が、いかに人知やそ
の選択行為によって成立してきたのかを見てきた。」

「以上を踏まえ、当面の結論としては以下のように言えるであろう。西洋音楽は自然と人為、必然と偶然、理解と誤解、共感と反発、論理と非論理などといったさまざまな要素が、互いに溶け合い、混ざり合って、それらが
見分けのつかなくなるほど渾然一体となってしままったアマルガム／合金のようなものとして、われわれの前にある。そして、これほどまでにわれわれの生活の中で馴染みとなったものもむしろ珍しいであろう。本書でも見た
ように、このアマルガムの理解のためには音楽を音現象として捉える姿勢だけでは不十分で、さらにさまざまな領域を巻きこんでのアプローチが不可分とされる。近年の言い方を用いれば学際的、領域横断的な研究も必要とい
うことができようか。」
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■ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ!
　『増補改訂版 懐かしい未来／ラダックから学ぶ』!
　（ヤマケイ文庫 2021.2）!
■山本哲士!
　『甦れ 資本経済の力／文化資本と知的資本』!
　（知の新書001 文化科学高等研究院出版局 2021.2）

ラダックの人たちは 
「足るを知る」ひとたちだったけれど 
そのラダックも 
ほんらい存在しなかったはずの「足らざること」が 
あらたにつくりだされることで 
それを充足させようとする社会へと 
変化せざるを得なくなりはじめているようだ !
より便利になることやより暮らしやすくなることが 
「足るを知る」を疎外するわけではないだろう 
おそらくそこで問題となるのは 
資本主義経済とされるものの 
「資本」のとらえかたなのではないだろうか !
その捉え方が根底において錯誤しているがゆえに 
近代化なるものは「開発」という名の 
破壊になってしまいかねない 
ほんらいの「資本」が 
錯誤されスポイルされてしまうからだ !
ラダックのことをあらためて 
考えてみようとしていたところに 
折良く山本哲士による 
「知の新書」の刊行がはじまった 
その第一巻目が 
『甦れ 資本経済の力／文化資本と知的資本』である 
まさに「資本」ということを 
とらえなおすことを主題としている !
現在「資本」という概念は 
資金や資材のことだと考えられているが 
山本哲士の論では経済のことだけではなく 
ざっと網羅的概略的に挙げてみるだけでも 
まず外在的な資本として 
象徴資本・社会資本・想像資本・経済資本 
その物的なものとして 
場所資本・景観資本・環境資本・資本が配され 
内的なものとして 
言語資本・身体資本・技術資本・歴史資本が配され 
それらの中核には「文化資本」が作用しているという

そうした外的かつ内的 
物質的かつ精神的な「資本」が 
現在は資金や資材のみでとらえられてしまうことで 
経済は画一化された「社会」なるものに規定され 
ほんらいの「資本」が失われたまま 
金銭的な利益を増やすことだけを 
目的として動くようになってしまっている 
お金にお金を生ませるようなあり方もその癌細胞である !
「足るを知る」ことが壊れてしまうということは 
さまざまな「資本」がお金という一元的なものをめぐっ
て 
「社会化」されてしまうということでもある !
たとえば 
学校でないと学べない（学校化社会） 
病院でないと治療できない（病院化社会） 
○○という制度でないと△△できないというような 
規制的なありかたをつくりだしてしまうのが 
「社会」という錯誤でもあり 
そこでは一人ひとりの「力」としての「資本」が 
スポイルされてしまうことになる !
そうした「社会」のなかで 
あらたな「欲望」は次々とつくりだされてゆく 
なくてもよかったはずのものを欲し 
それを求めるようになることが社会的欲望である 
まさに「足るを知る」から 
「足らざる」がつくりだされるがゆえに 
それを「求める」欲望が次々と 
あらたな「商品」を通じて増殖させられてゆく !
あらためて考えたいのは 
ひとはなんのために生きているのかという問いだ 
なくてもよかった欲望を充足させるために 
生きているというのはまさに地獄環境の再生産である 
そこでは人間にとっておそらく最重要なものである 
「精神の自由」は失われてしまうことになる

より便利になることやより暮らしやすくなることが 
悪いわけでは決してない 
それらを生み出すために 
ほんらい経済の基軸であった「文化資本」が 
スポイルされてしまうということが問題なのだ 
そこでは資本の中核にあるはずの 
「一人ひとりの「力」」が不完全燃焼して 
ときに有毒ガスさえ生み出してしまうことになる 
そこで燃え尽きてしまうのが不全の「自我」なのだろう 
病的なまでの承認欲求というのもそこからでてくる !
「自らの力」というほんらいの「資本」 
つまり「精神の自由」を基軸にした人の力を 
どれだけほんらいの「経済」として展開できるか 
それこそが「懐かしい未来」を 
ほんとうの「未来」へと向かわせる道ではないだろうか



■ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ

　『増補改訂版 懐かしい未来／ラダックから学ぶ』

　（ヤマケイ文庫 2021.2）

■山本哲士

　『甦れ 資本経済の力／文化資本と知的資本』

　（知の新書001 文化科学高等研究院出版局 2021.2）
!
（ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ『増補改訂版 懐かしい未来』より）
!
「ラダックへ行く前、「進歩」に向かって進むことは避けがたいものであり、疑う余地のないものだと思っていた。」

「ラダックでの経験を通じて、私が以前、破壊的な変化に直面したとき無抵抗だったのは、少なくとも部分的には、人間の本性によるものと文化とを混同していたためだということを自覚するようになった。マイナスの動きの多くは、人間のコントロールを超えた自然の進化の力というよりはむし
ろ、私たち産業社会文化の結果なのだということを認識していなかった。深く考えることもせず、人間は基本的に自己中心的で、生き残るために競争し、闘うものと見なし、より共同的な社会というのはユートピア的な夢でしかないと思っていた。」
!
「ラダックで私が見たものは、廃棄物も汚染もなく、犯罪は事実上存在せず、地域共同体は健全で結束力が強く、十代の少年が母親や祖母に優しく愛情深く接するのに決して気後れすることのないような社会であった。そうした社会が近代化の圧力のもとで解体しはじめているとき、この教訓はラ
ダックを超え、意義を持つ。」
!
「かつてのラダックの人たちは、精神的にも物質的にも自足していた。後に必要だと見なされるようになった開発への欲望はなかった。起こっている変化についてラダックの人に聞いたとき、大方の人は近代化に無関心であった。ときには開発に対して懐疑的でさえあった。遠隔の地に道路が造ら
れようというとき、将来の見通しについては、ためらいがあった。電気についてもそうであった。一九七五年、スタクモ村の一部の人びとが、近隣の村落を電化するための大騒ぎを冗談の種にし、大笑いしていたことをはっきり覚えている。彼らは、大変な努力とお金を、滑稽としか思えない利益
のためにそそぎ込むことなど馬鹿ばかしいと思っていた。」

「ラダックの人たちが自己の尊厳と価値観が揺さぶられる前には、そこに住む人びとが文化的であるということを証明するのに、電気は必要ではなかった。だが、私が見てきたほんの短いあいだに、開発の影響力が人びとの自信を傷つけたため、電気だけでなく、南方のパンジャブ米やプラスチッ
ク製品までもが必要なものとみなされるようになった。人びとが自慢げに、使う必要もない腕時計をはめているのを見たことがある。近代化しているように見せたいという欲求が大きくなるほど、ラダックの人たちは自分の文化を否定するようになった。伝統的な食事でさえ、誇りに思わないよう
になる。今では、私が客として村へ行くと、インスタント麺ではなくンガンペを出すことを村人は謝るのである。」

「開発は必ず破壊につながるのだろうか。私はそうは思わない。ラダックの人たちは何世紀ものあいだ大切にしてきた社会的、環境的なバランスを犠牲にすることなく、生活水準を上げることができると私は確信している。だがそうするためには、ラダックの人たちは、自分たちの古来からの基盤
の上に新しいものを築いていく必要がある。基盤を突き崩して新しいものを築くというのは、従来の開発の発想である。」
!
（山本哲士『甦れ 資本経済の力』より）
!
「ｰｰｰｰ「資本」という概念が、一般では、お金、マネーの資金や資材のことだと考えられています。それだけではない、批判的な考えでは「悪」であるとさえ一般化されています。マルクス主義の影響だと思いますが、山本理論では「資本」の概念が他とまったく違います、ポジティブに考えられ
ています。どうして、そのような概念の使い方になったのですか？
!
　わたしは、すべてが「資本capitalである」と考えています。実際にそうです。

　「文化資本」がその核に配置されますが、主要には社会資本、経済資本、そして象徴資本ですが、さらに言語資本、場所資本、環境資本、さらには政治資本、国家資本など、として理論化しています。世界線では「資本」概念はまったく転じられているのです。

　客観化された資本だけではない、個々人の力能も資本です。

　つまり、資本概念によって、経済関係を考え直すだけではない、主客の分離している近代二元論をもこえる概念が必要です。哲学、経済、政治を環境や文化とともに考察することです。」
!
「ｰｰｰｰ「資本」は自らの力だということですね。
!
　ええ、＜資本＞を自律性の自己技術として個々人は働かせています。小さな資本ですが、これが基軸です。労働者は自分の資本を働かせて、労働している。お金ではない、スキル／力能です。企業活動は資本の運営です。政治も、国家資本のもとで自らの政治資本を動かしている。

　そうしますと＜資本ｰｰ労働＞関係は、＜資本＞間関係へと概念が転じられます。これが、実際に企業活動で健全になされていくべきことです。資本間関係を「資本ｰｰ労働」関係へ分節化する企業は、旧態のヒエラルキー的組織秩序の企業です。資本を削ぎ落とすと「労働力」になる。」
!
「資本経済を考えていくには（･･･）まず産業社会経済をクリティカルに考察すること、そして資本主義とは心的・精神的などまで含んでいる文化様態であると見直していかねばならない。文化土壌なくして経済は成立していないのです。

　なのに経済が社会へ絡みとられて、経済自体ではないものになってしまっている。つまり組織運営に転じてしまっています。社会をつくっているからです。ですから社会が今回のように感染予防でストップしてしまうと経済もストップしてしまった。しかし、生存に関わる経済はストップしていな
い、また生存経済は不可避に復活します。経済とは、儲けや利潤のための活動ではないし、ましてや最大利益をだす最大効率の物理的営みではないのです。経済が利益を出すのは目的ではない、構造として剰余価値生産を＜剰余享楽＞とともに構造化しえていることで経済は存続します。（･･･）知
的資本はその物象化を批判明証にすることです。

　商品経済は、環境経済と対立しているかのように出現していますが、資本経済は環境経済を場所経済として成しますので共存します。＜経済、環境、文化＞が協働するのが資本経済です。たとえば評判になっていますが、里山資本主義ではない、里山場所資本経済なのです。」
!
「ｰｰｰｰ（･･･）消費行動に「欲望」と「享楽」とはどのように構成されているのでしょうか？「欲望」と「享楽」とはどんな関係にあるのでしょうか？
!
　非常に本質的な問いですね。

　消費社会への批判は、「消費財の豊かさは真に生きられるものを貧しくする、それは物品で与えられるだけで、その物品は消費される、物品への愛着を抱くことができない」とされます。ところが、実際の感覚はそうではないでしょう。そのような破壊可能なことより、得られる快楽の方が大き
いし、真に生きられることよりも楽しいことの方が大事だ、となっています。つまり、生において、何が構成されているのかです。物品のことではないからです。

　「享楽」というのはとてもわかりにくい概念です。（･･･）わたしが申し上げたいのは「享楽社会」などは無いということです。「欲望社会」は構成されます。ここも＜資本＞と＜商品＞とが概念空間で識別されていないために、社会概念が曖昧に拡張されて誤認されてしまうところです。

　「享楽」とは、快楽を味わうことだと実体化されてしまうから誤認がおきます。

　「享楽joissance/joyfulness」は「快楽pleasure」とも「欲望dosire」とも違います。

　「享楽」は「剰余」なのですが、この剰余は余ったものではなく、余ったものを生み出す剰余のシニフィアンです。」

「「欲望」もシニフィアンですが、その構造は「ランガージュとしての無意識」に配備されます。無意識の欲應です。「大文字の他者の欲望」です。実体などない。商品はこの実態のない欲望を物の世界へ固着させているから魅力があるのです。商品生産を侮ってはならないのは、この曲芸（とわ
たしは言いますが）をなしているからです。欲望がそのように働くには、快楽原則と現実原則の反転を結ぶ「社会」というランガージュが必要になります。」

「享楽には他者も主体もいません。＜もの＞からの心的疎外のシニフィアンです。そこに対応するのが実は「資本」です。資本は享楽に配置されています。

　わかりやすく言いましょう。例えば「美」です。美は資本です。それが欲望を媒介にして「化粧品」や「ファッション」に造られます。その作られたものを使用することに「快楽」があるのです。欲望を満たしてくれるはずの快楽です（しかし、実際に欲望充足は不可能です）。

　美そのものの実体はないですが、その享楽のシニフィアンが消費にゃ芸術作品へ疎外表出されてシニフィエとして感知されるものになりますが、欲動による生産です。しかし、この疎外表出は遡及的なのです。近代的な因果関係ではありません。それが「構造」の関係構成になります。」

「つまり、欲望の構造は「社会」の構造なのです。社会はしかし規範化されていますから、欲望を抑圧すると見なされてしまっています。でも、欲望は主体化され個人化され個々人の内部に欲望がある、というように。しかも氾濫している。

　規範社会は、欲望社会であるということです。それを司っているのが商品の魅力です。商品は一見すると自由自在、勝手に作られていると思うでしょうが違います。非常に規制されています、賞味期限とか、毒性の排除とか、医療的なものを入れてはならないとか、完全に規範化されている、つ
まり快楽への善、でないと欲望主体へ応えられないのです。商品は社会市場で、欲求を超える「欲望」に応じて売買されるのです。商品は社会市場でしか機能しないからです。

　享楽はそこには配置されないもっと根源的なもの。自然疎外表出です。」

「わたしは商品を否定しているのではありません。商品の本誌湯をちゃんと理解して、その限界を知るべきだと言っています。欲望は「欲する」前に規制されている、商品も規制されています。それは実は剰余を生み出さないのです。差額を生み出すことが可能なだけです。剰余を生み出すことへ
の大事な論点は、物質文化と資本です。使用価値文化です。交換価値ではないのです。」

「経済は「商品」世界だけではない、根源に「資本」がある。資本がなければ、商品生産は可能になりません。冷静に観察してみれば、商品世界は粗悪です。それを粗悪にしていないのは資本が作用している＜もの＞だからです。デザインは＜もの＞を表出しているのですけど。」
!
「繰り返し強調します。産業社会経済の市場は「社会」です。そこは、経済の場ではないのです。物象化と社会の物象化との共謀なのですが。それでも、実際にそれは経済市場ではないのです。

　「商品を消費して生活しなさい／できる」という社会規範になっている、そこが市場です。

　「規範化された社会」が市場なのです。商品が市場なのではない。ここを、ほんとにはき違えているのは、学校へ行かないと教育されないというのと同じなのですけど、産業社会経済が見事に意識編制したものです。（･･･）

　商品のパワーがすごいと思うのは、そうではないことをそうであるとしてしまう力です。」




☆mediopos-2312　　2021.3.16

■中谷礼仁!
　『セヴェラルネス＋plus事物連鎖と都市・建築・人間』!
　（鹿島出版会 2011.3）!
■クロード・レヴィ＝ストロース（大橋保夫訳）!
　『野生の思考』!
　（みすず書房 1976.3）

人は生において 
限られた環境のなかで 
偶然と必然の交錯を 
生きていかなければならない !
限られた環境というのは 
「セヴェラルネス（いくつか性）」 
「ありあわせの道具材料」として捉えることができる !
レヴィ＝ストロースが『野生の思考』の 
ブリコラージュ論で「資材性」という概念で論じたように 
ひとは「かたちとしての限界」をもった 
「限定的リスト（セヴェラルネス）」という 
「ありあわせの道具材料を用いて」 
その「潜在的有用性」を「転用」しながら 
「その手」で「制作」し生きていかなければならない !
手にしている「道具」は 
ある目的をもってつくられたものであったり 
常識的に限られた機能をもっているものであるけれど 
いちどその特定の「有用性」を外して 
その「潜在的有用性」を使って 
異なった目的や機能のもとに「転用」することもできる !
あるものが限定された「かたち」をもっているとしても 
それを別の環境や方法で使うことも 
「かたち」を組みあわせて使うこともできるのだ !
本書「セヴェラルネス」は 
主に建築や都市の領域における 
転用のプロセスについて論じられたものだが 
それは生の多様性ということではなく 
人がまさに「制作（ポイエーシス）」的に生きていく 
プロセスの偶然と必然を考えていくガイドともなっている !
わたしには使えるものが「いくつか」ある 
「いつくか」しかないともいえる 
どちらにせよそこからはじめるしかない 
それはわたしの生きていける初期条件でもあり 
また「型」のようなものでもあるだろう 

引用の最初にあるように 
目の前にいくつか（セヴェラルネス）道があって 
進んでいくためにはどれかの道を選ばなければならない 
どれかを選ぶことは別の道を選ばないということでもある 
その後もさまざまな道を選択していくが 
振り返ってみればそれらの偶然と必然の交錯が 
みずからのそして「世界の可能的様態」として 
あるイメージとして現れてくることになる !
これも引用にあるが 
書くということも同様なことだ 
最初に発する言葉はセヴェラルネス性のもとにあるが 
それをもとに偶然と必然の交錯のもとで 
（いままさにそうしたプロセスで書いているが） 
あるまとまったテキストして構成されていくことになる 
おそらく作曲という営為も同様だろう 
作曲はその根底においてほんらい 
インプロヴィゼーションでもあるのだから !
さらにいえば（ほとんど誤読になるかもしれないが） 
「セヴェラルネス」はシンクロニシティのもとにある 
それは目の前の偶然と必然の交錯のなかで 
同時的にある種曼荼羅のようなプロセスを内包している !
そのプロセスそのものが直観のもとにあるともいえる 
ポイエーシス（制作）がポエジー（詩）でもあるということは 
そういうことでもあるのだろう 
カルマ（運命）を生きるというのも同じだ 



■中谷礼仁

　『セヴェラルネス＋plus事物連鎖と都市・建築・人間』

　（鹿島出版会 2011.3）

■クロード・レヴィ＝ストロース（大橋保夫訳）

　『野生の思考』

　（みすず書房 1976.3）
!
（中谷礼仁『セヴェラルネス』より）
!
「とても簡単なイメージ。

　私たちは辻で立ち止まる。目の前に異なった方向へと至るいくつかの道がある。体はひとつ。ゆえにひとつの道しか選ぶことができない。だから確たる理由がない場合、そこに必ず偶然が介入する。

　しかし私が進んできた道や生活をふりかえるとき、それはあたかもデザインされていたかのような理由があった気になる。ようは現在を認めることによって、現在を生み出してきた偶然が、必然的なイメージに変形されているのだ。

　セヴェラルネスとはそのような、偶然と必然が交錯する人間特有の一瞬の判断の過程である。

　似た言葉として「多様性」という言葉がある。しかしその言葉葉世界の複雑さを事後的に表現しているだけである。便利ではあるが、なぜ世界が豊富なのか、その理由をひとことも語っていない。

　それに対して、セヴェラルネスはむしろ有限から実に豊富なイメージが生成するというその過程を可能な限り丁寧に語ろうとした。ひとつでもなく、無限でもなく

　　　いくつか

　　　いくつかｰｰｰｰｰｰあること

　セヴェラルネス（いくつか性）とは、そんな世界の可能的様態に向けて開かれた言葉である。」
!
「事物と人間との連鎖が現れ出ること。そのプロセスはたとえば「書く」行為にも現れる。書く以前にすべてが決まっているわけではない。はじめにあるのは所在なく書かれた言葉の羅列。メモ、アフォリズム。それらをシャッフ
ルしたり、先人の言葉を写してみやり、ネットの海に出かけてみる。これらによって、おぼろげだったイメージやさわりや感じが、次第に明らかになってくる。その発見や成果がなければ、書くことへの苦労への報いはほとんどな
い。

　そしてそのたた二、三文字で表されている行為の背後に複雑な過程が潜在していることも容易に推測できる。またその入り組んだ構造は、要素の多少やそれらの間における割合の変化はあれ、よりなにげない行為にも共通してい
るに違いない。そしてまたすべての行為はある事物の変化を不可避的にともなう。それら一般をすべて制作行為とまとめることには無理があるが、いかなる行為も物と人間との関係の変化に結びついている。」
!
「一般に転用とは、ある事物の目的を転じて別の用に役立てることであった。」
!
「具体的な転用は、対象となる事物にとってつねに外的な要求の出現によって生じる。転用を引き出すのは転用者の要求であり、事物に刻まれたかたちはその具体化の引き金となる。両者の両者の関係はいかなるものであろうか。

　彼はすでに存在する事物から、ある地点におけるその社会的意味機能を取り去り、新しい要求に役立てなければならない。その際、その要求を実現する選択の幅は、事物のかたちを介在させるがゆえに、無限ではなく限定的であ
る。小便器が現代芸術になろうとも、一方で原子爆弾にはなりがたいように、その転用の幅にはおのずとかたちとしての限界が存在する。つまり転用のメカニズムには、要求側がしかける機会性とかたちの側の限定性とが共存して
いるのである。

　両者の関係については、文化人類学者レヴィ＝ストロースがブリコラージュ論において用いた、＜資材性＞という概念が示唆的である。
!
　　ブリコルール（器用人）とは、くろうととはちがって、ありあわせの道具材料を用いて自分の手でものを作る人のことをいう、（レヴィ＝ストロース『野生の思考』）

　　科学者が構造を用いて出来事をつくるのに対し、器用人は出来事を用いて構造を作る。（同）」
!
「重要な点は、転用をうながす事物の「特殊な」性質である。彼の言い方を借りるなら、転用とは、目下の計画にまったく関係なく、偶然の結果できた事物を用いて、新しい用途に役立てることである。それを可能にさせるには、
誰かが作った事物は、その誰かの思惑とは関係なく、転用者に使われることをうながすような「特殊」な性質が、彼とその事物との出会いｰｰ関係化によって生み出されると考えざるを得ない。そのような、事物に存する特徴を彼は
＜資材性＞と述べた。それは事物における「かたち」の持つ潜在的有用性である。彼はその事物の特殊な状態について、さらに以下のように述べている。
!
　　一つの回答を選択すれば、ほかの回答を選んだ場合とは結果が当然違ってくる。したがって、特定の一つの回答が観賞者に提示されるとき、それは同時に、こうした可能な変形の一覧表が潜在的に与えられていることになる。
この事実によって観賞者は、自分でも気づかずに、行為者に変化しているのである。（同）
!
　ある事物についての特定のひとつの回答（用い方）が観賞者に提示される時、それは同時に、その可能な変形の一覧表が潜在的に与えられているという指摘は重要である。」

「むかしむかし、建築家Ｌ．Ｈ．サリバンは「形態は機能に従う／Forum Follows Function」と述べた。しかしそれはかたちの深い懐が、転用者にその転用の機会を与えたことを意味すると考えるべきである。それは新しく事物を
作り上げる場合も同じである。要求はヴィジュアル・エゴの中の事物的光景を媒介せざるをえないかたである。事物は余裕を持って彼を支えた（follow）のだ。それは事物からの贈与である。機能の始まりとしての要求は形態を決定
しえないのである。その転用の可能性は、事物のかたちの限界にもとづいている。それゆえにその可能性は、ひとつでも無限でもない。いくつか（セヴェラルネス）なのである。しかしその組み合わせは多数である。

　セヴェラルネス（several-ness/いくつか性）は、以上のような事物のかたち的可変の有限性と、同時にその組みあわせの多様性を説明する概念であった。」

「結論として以下のことがいえる。事物の転用が成立するためには、そのかたちの持つ限界性が、逆に可変のための基準とならなければならない。その基準があるからこそ、転用者は、新しい要望に対してそのかたちが耐えうるか
どうかを、厳密に推測することは可能となる。つまり意味や機能の移動を保証するのは、その事物における限定的リスト（セヴェラルネス）なのである。その限定された性能を別の意味機能に接続することによって、その目的を果
たすのである。」




☆mediopos-2313　　2021.3.17

■ミシェル・ド・セルトー（山田登世子 訳）!
　『日常的実践のポイエティーク』!
　（ちくま学芸文庫　2021.3）

科学（学問）には科学のやり方がある 
しかしそれは計測できないものを計測できるとして 
抽象化し一般化する方法論だ !
科学はそれぞれの専門の世界を固有の場として 
対象を定め合理的なものとして構築されるため 
そこから日常は排除されることになる 
そうしなければ科学は成立しない !
大海を世界とすれば 
海上に見える島を扱うのが科学であり 
島を取り囲む海や海底は 
科学的ではないということになり 
世界は科学的世界と 
それ以外の世界とに境界線で分断される !
その意味で「日常的実践のポイエティーク」は 
科学ではとらえられないもの 
むしろ科学がほんらい依拠しているはずの領域を 
科学とは異なった方法で捉えようとする !
ちなみにポイエティーク（poïétique）は 
制作であり発明であり詩的創造を意味している 
ヴァレリーはか古代ギリシアのポーエーシス（poiēsis）
を 
美学（esthétique）と制作学（poïétique）とに 
解体してとらえることを提唱したが 
そのうちの制作学として位置づけることができる !
そのポイエティークを日常的実践のなかに 
見出そうとするのが本書の試みなのだろう 
科学も日常の領域に分け入って 
あらたな視点のもとで認識を深化させ 
それを解明しようとは試みるだろうが 
科学という「方法」に取り込まれたとき 
それはすでに日常ではなくなってしまい 
生きられた場はそこからすでに失われている 

日常は抽象的な「場所」ではなく 
また測ることのできない予測不可能性のもとにある 
日常的実践は「からだ」と「こころ」をもって 
いまここだけのかけがえのないものとしてあらわれている 
それは思考においても言語においても 
輻輳し重層化したメタファーとしての寓話としてしか 
とらえることができない !
しかし科学もまたそんな寓話の海から生まれたのだ 
そのことを忘れた科学からは「生」は失われてしまう !
生きることにはすべてがふくまれている 
日々思うこと歩くこと話すこと笑うこと悲しむこと怒ること 
それらを科学の言葉で名づけることはできない 
科学が有効なのは 
名づけられないことをふまえながら分かることなのだろう 
そうすることではじめて「生」の海が 
みずからのうちにあることを忘れないでいられる 



■ミシェル・ド・セルトー（山田登世子 訳）

　『日常的実践のポイエティーク』

　（ちくま学芸文庫　2021.3）
!
「これからふむべき技術的段取りは、さしあたって、科学的な実践と言語をその出生の地に、everyday lifeに、日々の生活に帰してやることである。こうした科学の日常への回帰は、今日ますますその重要性が説かれていながら、お
よそ厳密であるにはきっちりと境界を規定しなければならないという専門科学の原則からすれば、科学からの追放でもあるという逆説的な性格をそなえている。学問（科学）というものは、みずからの固有の場をそなえ、その固有の
場を所有するには、みずからのとるべき手続きをあきらかにし、明白に対象を定め、さらには反証の条件をも決定しうるような合理的な企図を有していなければならない。（･･･）それ以来というもの、学問は、全なるものをみずか
らの残りとしてしまったのであり、この残りが、文化とよばれるものになってしまったのである。

　このような分裂が近代をつくりなしている。そのため近代には、さまざまな科学がたがいに孤立しながらそびえ立ち、そうした科学の島々が、底に横たわる実践の「抵抗」と、思考に還元できないもろもろの象徴系とをはるか下方
に見おろすかっこうになってしまっている。「科学」の野望は、われわれの知の権力を行使しうる空間を足がかりに、この残りを征服しようとめざし、さらにこの帝国を完璧なものにしようと、さまざまな認識がよりつどってさっそ
く境界領域の目録作成にとりかかり、そうして明晰なものと曖昧なものを結びつけようとしている。（それが、「人文」科学といわれる混合科学の灰色のディスクールであり、暴力や迷信や他性からなる間をさぐりあて、それを----

思考しうるとまではいかなくても----同化しようとめざして乗りだしてゆく遠征物語である。歴史しかり、人類学しかり、病理学、その他もろもろ、いずれもおなじ）。けれども、たとえそうしたところで、科学という制度がうみだ
した言語の分裂、調整可能な操作性をそなえた人工言語と、一社会の人びとが実際に話す言語とのあいだにある分裂は、あいかざらず、戦争か妥協かという葛藤の温床でなくなったためしはない。この分割線は、さまざまに変化しな
がらも、社会的実践に支配をおよぼす技術の権力をいっそう強化するか、それともこれに抵抗するかという闘争の要でありつづけている。この分割線によって、ある特定の知の手続きを分節化する人工言語と、だれにも共通な意味を
形成する活動を組織化してゆく自然言語の二つが隔てられているのである。」
!
「テクノロジーの下で起こっていること、そしてその働きを乱しているものがいまわれわれの関心をひく。それはテクノロジーの限界であり、この限界はもう久しい以前からわかってはいるのだが、ゆきつく果てはノーマンズ・ラン
ドだと決めつけるだけではなく、ちがった展望を見いだしてやることが必要なのだ。というのも、いま求められているのは、ひとりひとりがやってゆける実効性のある実践なのである。テクノロジーを担う技術者たちは、自分らが「抵
抗」と名づけたもの、機能主義的計算（官僚主義機構の先端的形態）をかき乱すあの動きがいったい何であるのかよく承知している。かれらとて、現在の秩序が日常的な現実からすれば不自然であり、その不自然さがそこここで見え
隠れしているのに気づかぬはずはない。だがそれらはそれを口にしてはならないのだ。オフィスのなかでこうした事態を話題に皮肉な口をきいたりするのは不敬罪であり、罪人はオフィスをクビになってしまうだろう。触っちゃいけ
ない、芸術品に。というわけだから、こうした機能的合理性には、それらしい上品な言いまわしをさせておき、権力と行政のあるところいたるところにはびこっている婉曲語法を勝手に使わせておいてやろう。そうしてわれわれは、
日常的な実践のざめきのほうにたちもどることにしよう。

　日常的な実践は現在の経済社会のなかで小集団をなしてなどいない。やがては技術組織のなかに組み入れられてその記号表現になったり交換物になったりするような類の周縁性と日常的実践とは何のゆかりもない。現在、システム
はさあまざまな操作の管理をひきうけると称しつつ、そうした操作と手を結ぼうと望んでいるが、そこにわけいってコード化不可能な差異をしのびこませるものこそ、日々営まれている実践なのである。こうした日常的実践は、ロー
カルな反乱、つまりは分類可能な反乱などではけっしてなく、だれにも共通した、この静かな、なかば羊のように黙々とした、ひとつの転覆であり----われわれひとりひとりのやり遂げる転覆なのである。そのような転覆の兆しを二
つだけとりあげてみたいと思う。ひとつは、場所の「偏在性」であり、もうひとつは時間の破調ということである。この二つにふれてみれば、社会的空間というものは重層的なものであり、制御はきかぬまでも構築可能な表面などと
いったものに還元しつくせないものであるということ、そしてまた、不測の変化のあれこれは、計算化された時間のなかに考えられもしなかった情況をもちきたらすものだということを示唆することになるだろう。同じひとつの場所
は厚みをなし、ひとの振る舞いには狡知がひそみ、そして歴史はさまざまな偶発事に満ちている。」

「ひとつひとつの場それぞれにそなわる差異は、併置されるような性質のものではなく、鱗状に幾重にも貼りあわされた層というかたちをとっている。」

「機能的計画が自己のあずかりしらぬもののほうへと運ばれてゆくもうひとつのかたち、それは、不測の事態である。過ぎゆく時間、途切れたりつながったりする時間（そしておそらく思考されたこともない時間）は、プログラム化
された時間ではない。」

「理性の不調や破綻は、理性の盲点だが、まさにこの盲点をとおして理性はもうひとつの次元に、すなわち思考という次元に到達するのであり、思考は、みずからではどうすることもできない定めとして異なるものに結ばれあってい
る。象徴秩序は乱調というものときりはなすことができないものなのだ。日常的実践は、機会なくしては在りえない実践として、波乱の時と結ばれている。したがって日常的な実践は、時間の流れのいたるところに点々と散在するも
の、思考という行為の状態に在るものといえるだろう。日常的実践は、絶えまない思考の身ぶりなのだ。

　こうしてみれば、不測の出来事を排除したり、あってはならぬ事故とか、合理性の破壊者とかみなして、計算外に追いやってしまうのは、都市の生きた「神話的」実践の可能性を閉ざしてしまうことにひとしい。そうなれば都市に
住む人びとに残されたものは、ただ、他者の権力によってつくられ、こしらえものの事件で捏造されたプログラミングのスクラップでしかなくなってしまうだろう。波乱の時、それは、都市を生きる実際の暮らしのディスクール（話）
のなかで物語られるものである。言ってみればそれは、決定不能なひとつの寓話、機能主義的テクノクラシーの自明性の帝国ではなく、メタファー的な実践と幾重にも層を成した場所とにかたく結ばれあった、ひとつの寓話なのであ
る。」




☆mediopos-2314　　2021.3.18

■伊藤亜紗「第一章 「うつわ」的利他／ケアの現場から」!
　（伊藤亜紗 編『「利他」とは何か』!
　（集英社新書 2021.3）所収）

経済学者ジャック・アタリは 
「情けは人のためならず」のように 
他人のためにしたことの恩恵が 
自分のところにかえってくるという発想で 
合理的な利他主義を主張している !
さらにそれを押し進めた 
効果的利他主義という考えもある !
それは身近な人に限られた「共感」による利他ではなく 
利他を数値化することで理性的なかたちで 
客観的な指標にもとづいて 
利他の生産性を向上させるのだという !
しかし数によって縛られることで評価される利他は 
効率だけを考えた経済活動のように 
ほんらいの利他であり得るのだろうか !
相手のためになることをしてあげたい 
という利他的な思いや行動には 
「私の思い」が含まれている 
そしてそれは「私の思い」であって 
当の「相手の思い」ではないということに 
意識的である必要がある !
「私の思い」は容易に 
相手をコントロールしてしまい 
善意がむしろ壁にもなる !
必要なのは相手を 
「安心」させることではなく 
「信頼」することなのだ 
「安心」させることは 
相手の行動を想定内に置きコントロールすることであり 
「信頼」することは 
相手の自律性を尊重しゆだねることなのだから

伊藤亜紗は 
「利他とは「うつわ」のようなものではないか」という !
「押しつけの利他」にならないように 
「意味からの自由な」スペースとして 
つねに「相手が入り込めるような余白」を持ちながら 
それが同時に 
「自分が変わる可能性としての余白」として働くような 
そんな「うつわ」のような利他 !
そんな利他の捉え方は 
自由の哲学に「他者」の視点を入れたものでもあるだろう 
相手の自由や自律性へと開かれることで 
それがじぶんのそれをも開くことになるそんな !
その「他者」はもちろん 
人ことでもあり 
人間以外の生物や自然のことでもある !
ちなみに「情けは人のためならず」は 
自利即利他ということを 
現在の生のなかでとらえた視点だが 
その「即」を時空を超え 
神秘学的にとらえるならば 
メビウスの環のようにつながった自と他を 
霊性進化させていく視点で 
とらえることもできるかもしれない 



■伊藤亜紗「第一章 「うつわ」的利他／ケアの現場から」

　（伊藤亜紗 編『「利他」とは何か』（集英社新書 2021.3）所収）
!
「利他について研究を始めたとき、私は実は利他主義という立場にかなり懐疑的な考えを持っていました。懐疑を通り越して、むしろ「利他ぎらい」といっていいほどでした。（･･･）

　障害のある人と関わるなかで、利他的な精神や行動が、むしろ「壁」になっているような場面に、数多く遭遇してきたからです。「困っている人のために」という周囲の思いが、結果として全然本人のためになっていない。利他は利他的ではないのではな
いか？　そんな敵意のような警戒心を抱くようになっていたのです。」
!
「（経済学者ジャック・アタリは）地球を救うために必要な利他主義の重要性を強く主張してきました。

　アタリの利他主義の特徴は、その「合理性」です。」

「合理的利他主義の特徴は、「自分にとっての利益」を行為の動機にしているところです。他者に利することが、結果として自分に利することになる。日本にも「情けは人のためならず」ということわざがありますが、他人のためにしたことの恩恵が、めぐ
りめぐって自分のところにかえってくる、という発想ですね。自分のためになるのだから、アタリの言うように、利他主義は利己主義にとって合理的な戦略なのです。

　こうした考え方は、いうまでもなく、利他主義は利己主義の対義語である、という伝統的な考え方を意図的に転倒させたものです。」
!
「利益を動機とするという点で合理的利他主義の特徴をさらに押し進めたのが、効果的利他主義です。効果的利他主義の考え方は、日本人の感覚からするとちょっとギョッとしてしまうところもあるのですが、二〇〇〇年代半ばごろから、英語圏を中心とす
る若者エリート層のあいだでかなりの広がりをみせています。」

「功利的利他主義は、単に功利主義をとなえるにとどまらず、幸福を徹底的に数値化します。」

「実際、アメリカを中心にさまざまな効果的利他主義の団体が立ち上がっていますが、そのウェブサイトを見ると、行われているのは徹底的な「評価と比較」です。」

「効果的利他主義は、なぜここまで数値化にこだわるのか。それは、利他の原理を「共感」にしないためです。」

「共感にもとづいて行動してしまうと、ふだん出会うことのない遠い国の人や、そもそもその存在を意識していない問題にアプローチできないからです。

　もちろん、だからといって、効果的利他主義者も共感そのものを否定するわけではありません。しかし、利他的な行動が共感に支配されないようにすること、共感よりも理性にもとづいて利他を行うことが重要である、と言うのです。」

「共感が否定される背景にあるのは、私たちが現在、地球規模の危機にあるという認識です。」
!
「なるほどと思う面もあります。

　たとえば、先に指摘した「共感」の問題。

　（･･･）

　しかしながら、同時に違和感も覚えます。

　最大の違和感は、やはり数字へのこだわりです。本当に、数字は利他への道なのでしょうか。（･･･）

　数値化という価値観を問う必要があります。数値化は、長い目でみたときに、私たちの社会を利他的なものにするでしょうか。」

「現状を把握するために数値化は重要な作業です。問題は、活用の仕方を誤ると、数字が目的化し、人がそれに縛られてしまうことです。人が数字に縛られるとき、その行為からは利他が抜け落ちていきます。

　現代は、さまざまな業績が数字で測られる時代になっています。」

「こうしたことが、実はさまざまな場面で起こっているのではないかと思います。」

「私たちはあらゆる労働が数値によって評価される時代を生きています。その指標が本当にその労働を正しく評価しているのかどうかは、分からない。ひとまず数値化しやすいものが数値化され、それを最大化するために働く、という逆転現象が起きていま
す。そうすることによって、「客観的」にみえる指標にもとづいて生産性を判断し、管理することができるようになるからです。」
!
「特定の目的に向けて他者をコントロールすること。私は、これが利他の最大の敵なのではないかと思います。

　冒頭で、私は「利他ぎらい」から研究を出発したとお話しました。なぜそこまで利他に警戒心を抱いていたのかというと、これまでの研究のなかで、他者のために何かよいことをしようとする思いが、しばしば、他者をコントロールし、支配することにつ
ながると感じていたからです。善意が、むしろ壁になるのです。」

「ここに圧倒的に欠けているのは、他者に対する信頼です。目が見えなかったり、認知症があったりと、自分と違う世界を生きている人に対して、その力を信じ、任せること。やさしさからつい先回りしてしまうのは、その人を信じていないことの裏返しだ
ともいえます。

　社会心理学が専門の山岸俊雄は、信頼と安心はまったく別のものだと論じています。どちらも似た言葉のように思えますが、ある一点において、ふたつはまったく逆のベクトルを向いているのです。

　その一点とは「不確実性」に開かれているか、閉じているか。（･･･）

　安心は、相手が想定外の行動をとる可能性を意識していない状態です。要するに、相手の行動が自分のコントロール下に置かれていると感じている。

　それに対して、信頼とは、相手が想定外の行動をとるかもしれないこと、それによって自分が不利益を被るかもしれないことを前提としています。つまり「社会的不確実性」が存在する。にもかかわらず、それでもなお、相手はひろい行動をとらないだろ
うと信じること。これが信頼です。

　つまり信頼するとき、人は相手の自律性を尊重し、支配するのではなくゆだねているのです。これがないｔろ、ついつい自分の価値観を押しつけてしまい、結果的に相手のためにならない、というすれ違いが起こる。相手の力を信じることは、利他にとっ
て絶対的に必要なことです。」

「利他的な行動には、本質的に、「これをしてあげたら相手にとって利になるだろう」という、「私の思い」が含まれています。

　重要なのは、それが「私の思い」でしかないことです。

　思いは思い込みです。そう願うことは自由ですが、相手が実際に同じように思っているかどうかはわからない。（･･･）利他の心は、容易に相手を支配することにつながってしまいます。

　つまり、利他の大原則は、「自分の行為の結果はコントロールできない」ということなのではないかと思います。」

「アタリの言う合理的利他主義や、「情けは人のためならず」の発想は、他人に利することがめぐりめぐって自分にかえってくると考える点で、他者の支配につながる危険をはらんでいます。ポイントはおそらく、「めぐりめぐって」というところでしょう。
めぐりめぐっていく過程で、私の「思い」が「予測できなさ」に吸収されるならば、むしろそれは他者を支配しないための想像力を用意してくれているようにも思います。」
!
「利他についてこのように考えていくと、ひとつのイメージがうかびます。それは、利他とは「うつわ」のようなものではないか、ということです。相手のために何かをしているときであっても、自分で立てた計画に固執せず、常に相手が入り込めるような
余白を持っていること。それは同時に、自分が変わる可能性としての余白でもあるでしょう。この何もない余白が利他であるとするならば、それはまさにさまざまな料理や品物をうけとめ、その可能性を引き出すうつわのようです。」

「特定の目的や必要があらかじめ決められているケアが「押しつけの利他」でしかないように、条件にあったものしか「享け」ないものは、うつわではない。「いる」が肯定されるためには、その条件から外れるものを否定しない、意味からの自由な余白が、
スペースが必要です。

　こうした余白、スペースは、とくに複数の人の「いる」、つまり「ともにいる」を叶える場面で、重要な意味を持つでしょう。」
!
「ここまで「利他」という問題について、さまざまな論者の考え方や具体的な事例に即して考えてきました。」そのなかで、利他とは、「聞くこと」を通じて、相手の隠れた可能性を引き出すことである、と同時に自分が変わることである、というポイント
が見えてきました。そして、そのためいは、こちからか善意を押しつけるのではなく、むしろうつわのように「余白」を持つことが必要である、こともわかってきました。

　最期に確認しておきたいのは、利他というときの「他」は人間に限られるべきではない、ということです。人間の経済活動の結果起こった環境破壊が深刻になっているいま、私たちは、人間以外の生物や自然そのもにに対するケアのことを考えなくてはな
りません。」




☆mediopos-2315　　2021.3.19
「神の死」とは 
何を意味するのだろうか !
それは「世界の背後に仮構された」 
絶対的な「真の世界」を破棄することである !
シュルレアリスムは「神の死」というニヒリズムによって 
真の世界・絶対的なものから離れ 
「世界の無限の解釈可能性」を開示しようとした !
キリコの形而上絵画と呼ばれる作品群は 
そうしたシュルレアリスムに深く影響を与えたのだが 
一九一九年のキリコの「技術への回帰」の宣言以降 
ブルトンをはじめとするシュルレアリストたちは 
その作品を厳しく批判しその関係が断絶することになった !
キリコの「技術への回帰」は 
古典絵画や「技術」を固定された「真実」とし 
過去の巨匠たちという「父たち」と同化し 
「無際限な自己投影の場」で自我肥大することで 
死んだはずの神を絵画の「真実」という姿で 
生き残らせてしまうものだったのだ 
（それはキリコ自身の「父」との和解と同一化だったようだ） !
日本人の多くはそうだろうが 
「神の死」といわれても 
どこかピンとこないところがある 
一神教的世界の根底にある世界観とは 
異なった世界観のもとに生きているからだ !
しかしながら山本七平いわく 
日本には「日本教」があるとしたように 
日本人の世界観の根底にも 
別のかたちで「神」は存在している !
いってみれば 
一神教的世界には主語的な神が存在し 
日本教の世界には述語的な神が存在する 
ということもできるだろうか 
どちらにも絶対的なものに依拠するがゆえの 
陥穽が生まれてしまうことに違いはない

■長尾天!
　『ジョルジョ・デ・キリコ／!
　　神の死、形而上絵画、シュルレアリスム』!
　（水声社 2020.12）

絶対的なものに依拠し 
それを「真の世界」とすることで 
「世界の解釈可能性」はその世界で閉じてしまう 
シュルレアリスムは「神の死」によって 
「世界の無限の解釈可能性」を開示しようとしたわけである !
世界を一義的に解釈するということは 
視点を固定してそこから世界を観るということだ 
相対論のアインシュタインにしても 
「神はサイコロを振らない」と言って 
量子力学を批判したように視点は一義的である !
「世界の無限の解釈可能性」とはある意味で 
量子力学の「観察者効果」のように 
観察するという行為が観察される現象に変化を与える 
そんなありかたにも似ている !
「真の世界」を絶対化することで 
「世界の無限の解釈可能性」は失われてしまう 
しかし「世界の無限の解釈可能性」に向かって自らを開くというこ
とは 
「神の死」のあとをどう生きるかから目を逸らさないでいることだ !
そのことに耐えられない者は絶対者への信仰に回帰するか 
「無際限な自己投影の場」で自我肥大することにもなる 
シュルレアリスムとキリコの接近と断絶から学ぶことは 
みずからの世界への根源的な姿勢を見直すことでもある 



■長尾天

　『ジョルジョ・デ・キリコ／神の死、形而上絵画、シュルレアリスム』

　（水声社 2020.12）
!
「二〇世紀の芸術、特に大戦間の美術について考える場合、シュルレアリスムを欠かすことはできない。そして、シュルレアリスムの美術史上の位置づけを明確にしようと試みる場合、一つの大きな問題となるのがジョルジョ・
デ・キリコとの関係である。主に一九〇九年（あるいは一九一〇年）から一九一九年にかけてデ･キリコが描いた形而上絵画[pittura metafisica]と呼ばれる特異な作品群が、シュルレアリスムに大きな影響を与えたことはよく知ら
れている。だが一方でアンドレ・ブルトンをはじめとするシュルレアリストたちは、一九一九年に「技術への回帰」を宣言して以降のデ・キリコの作品を厳しく批判し、このために両者の関係が断絶したという経緯がある。」
!
「デ・キリコの形而上絵画は、「神の死」のニヒリズムの極限形としての永遠回帰する世界を表現している。とすれば、形而上絵画を「予言装置」とみなすことはそれほど不自然なことではない。永遠に回帰する時間において、
未来は既にあった過去であるからである。また「神の死」のニヒリズムは、世界の背後に仮構された「真の世界」を廃棄することで、世界の無限の解釈可能性を開示する。だからこそ形而上絵画は、「現代的神話」あるいは「新
しい神話」という、世界に対する新しい解釈への期待を喚起する。さらにデ・キリコは夢の形而上的現実性を信じ（ここで夢と現実が超現実に解消されるという『シュルレアリスム宣言』の一文を思い出すこともできる）、それ
を子どもの精神に近づける。そして（･･･）《子どもの脳》が示すのは「神の死」だが、それは同時にフロイト的な意味における「父の死」ともなりうるのである。このように考えれば、シュルレアリスムはデ・キリコの形而上
絵画の根本をなすものにある意味で触れていたと言えるだろう。

　では両者が断絶したのは何故か。（･･･）それはデ・キリコの作品がもはや「予言装置」たりえなくなったからと言えるかもしれない。」

「デ・キリコは、過去の巨匠たちが実際には油彩を用いていなかったのだと熱心に語る。確かに永遠回帰において過去と未来は等価であり、そこに古典回帰への理論的根拠を見出すことも不可能ではないように思われる。だがニー
チェによれば、「神の死」のニヒリズムの極限形こそが永遠回帰なのであり、そこには固定された「真実」は存在しない。ところがデ・キリコは古典絵画や「技術」を固定された「真実」とし、過去の巨匠たちという「父たち」
と同化することで、円環する時間を止めてしまったのではないか。（･･･）《子どもの脳》は、デ・キリコ自身の願望の予言としても機能していることになる。エディプス的葛藤を抱えたデ・キリコにとって、死んだ父とは自身が
殺そうとした父でもあり、その罪悪感は同時に父との和解と同一化へとデ・キリコを向かわせる。だが失われた父と同一化した息子デ・キリコと、もう一方の息子たち、シュルレアリストたちは程なくして断絶することになる。」

!
「ニーチェとショーペンハウアーを理論的根拠とする形而上絵画は「生の無意味」、つまり形而上学的「真実」の不在を描く。そして形而上学的「真実」の不在を暴かれた世界は、無限の解釈可能性を開示する。だからこそシュ
ルレアリスムは形而上絵画を予感や「期待への誘い」の場、一つの予言装置とみなしたのである。

　だが形而上的「真実」を欠いた世界は、同時に無際限な自己投影の場ともなりうる。ニーチェはその狂気において歴史上の様々な人物と同一化することにより、世界の無限の解釈可能性をその身をもって生きたが、それは同時
に自我肥大の結果でもあった。デ・キリコもまた自我肥大の結果（と筆者には思われる）、自身を古典絵画の巨匠たちに連なる天才とみなすことになる。

　それは「生の意味」の空虚あるいは「神の死」の空虚に、再び「絵画」や「マティエール」という「真実」を挿し入れることである。そのとき形而上絵画が開示した世界の無限の解釈可能性は、「絵画」や「マティエール」と
いう「真実」に整序され、失われる。

　さらに「神の死」の空虚に「真実」を挿し入れるというデ・キリコの身振りは、死んだ神＝父との和解を意味する。「技術への回帰」とはまさに古典絵画の「父たち」と自らを同一化することであり、その背景には早逝した父
と同一化したいというデ・キリコの欲望が垣間見える。

　こうしてデ・キリコは自らを天才という特権的主体に変える。それは形而上絵画とシュルレアリスムに通底する客体の問題を放棄することであり、形而上学的外部を持たない内在的世界に向けられた反形而上学的遠近法を捨て
去ることだった。」

「西洋美術史において絵画が常に「真実」を志向してきたとすれば、デ・キリコは形而上絵画によって「真実」なき真実を描いた、ある意味で最後の画家である。だからこそシュルレアリスムにおいて絵画はもはや固有の問題と
はなりえないのであり、そこで問題となるのは「神の死」を描くことではなく、「神の死」の後を生きることとなる。」

「「神の死」を描くことから、「神の死」の後を生きることへの移行、これがデ・キリコとシュルレアリスムの接続と断絶を規定する内的論理である。勿論、死んだ神が再び目を覚ます可能性は常にある。しかし、だからこそ超
越性に抗して生きることはどのようなことか、その身振りを示すサンプルとして、シュルレアリスムの実践はその意味を持続させると言えないだろうか。」
!
「「神の死」を記号の問題として捉えた場合、世界を構成するシニフィアンとシニフィエの連鎖の究極的な収束点が「神」であり、この収束点が失われた状態が「神の死」ということになる。そして、西洋近代美術における「神
の死」の問題は、一九一〇年代にキュビズム、形而上絵画、レディメイドという三つの形で露わになる。キュビズムにおける「神の死」とは記号システムとしての遠近法の死である。デュシャンのレディメイドにおける「神の死」
とは、世界の真実としての美術の死である。そしておおまかに言ってキュビズムから抽象芸術が、形而上絵画からシュルレアリスムが、レディメイドからコンテンポラリー・アートの系譜が生じることになる。

　抽象芸術では、死んだはずの神が絵画の「真実」に位相変化して生き残る。コンテンポラリー・アートは、ニーチェの命題をパロディ化し、あらゆるものを美術に変える。偶像崇拝的でも偶像破壊的でもあるこれらの美術は、
多かれ少なかれ、結果として「神の死」を隠蔽する。

　一方、シュルレアリスムは、形而上絵画から「世界の無限の解釈可能性」という側面を受け継ぐことで、「神の死」以後の美術の特異な例となる。「神の死」以後の世界を無限にサンプリングしていくことがシュルレアリスム
の実践であり、だからこそそこには単一の様式や意味は必要とはならない。個々人が自らの「現実」を発見し、世界が無限の解釈を孕んでいるということを、互いに隔たったサンプル＝実例によって示していくこと、そうするこ
とによって「世界に対して開かれた窓」であり続けることが、シュルレアリスムの条件の一つなのである。」




☆mediopos-2316　　2021.3.20

■一海知義『陶淵明／虚構の詩人』!
　（岩波新書505　1997.5）!
■沓掛良彦『陶淵明私記／詩酒の世界逍遙』 
　（大修館書店 2010.10）

酒の詩人 
超俗の詩人 
反俗の詩人 
田園詩人 
隠遁詩人 
どれもたしかに 
陶淵明の呼称として 
ふさわしいものだろうが 
一海知義はこの著書ではとくに 
「虚構の詩人」として論じているのが興味深い !
とくにここで引いてみたのは 
「形影神」と「自祭文」である !
「形影神」ではみずからを 
「肉体（形）と影ぼうし（影）と魂（神）の三つに分け」 
それぞれに生と死をめぐった対話がおこなわれ 
「形」と「影」による生と死の相克 
つまり死への怖れをめぐる葛藤を 
「神」が死と生を超越したところから語る !
また「自祭文（自らを祭る文）」では 
みずからを死者に見立てその生涯を総括している !
「形影神」では 
死を克服しているかにみえた視点が 
「自祭文」では 
それまでは達観していたかに見えた表現から一転して 
「人生實難、死如之、鳴呼哀哉。」と 
死を克服できない生を哀しんでいる !
「自祭文」は淵明の絶筆だとされているが 
みずからの最期に淵明はみずからの死生観を 
虚構詩として描いているのだといえる 
虚構とはいえそれは 
「辞世の句」でもあったのだろう 

世に辞世の句とされているものは多く知られている 
思いつくものをいくつか挙げてみたい !
心形久しく労して　一生ここに窮まれり（最澄） 
つひに行く道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを（在原業平） 
願はくは花の下にて春死なむ そのきさらぎの望月の頃（西行） 
渾身覓むるなし 活きながら黄泉に落つ（道元） 
一代聖教みな尽きて 南無阿弥陀仏に成り果てぬ（一遍） 
それ道に去来生死の相なく また安危治乱の変なし（夢窓疎石） 
極楽も地獄も先は有明の月の心に懸かる雲なし（上杉謙信） 
全身を埋めて、ただ土を覆うて去れ。経を読むことなかれ（沢庵宋彭） 
旅に病んで夢は枯野をかけ廻る（松尾芭蕉） 
裏を見せ表を見せて散る紅葉（良寛） 
おもしろきこともなき世をおもしろく（高杉晋作） 
音楽が終わったら、明かりを消してくれ。（アドルフ・ヒトラー） 
もっと光を（ゲーテ） !
さて陶淵明をとりあげることにしたのは 
沓掛良彦『陶淵明私記／詩酒の世界逍遙』を 
古書店（ネット）で入手したのがきっかけとなった !
送られてきたその本の扉に 
「謹呈　著書　長谷川郁夫様　沓掛良彦」 
という著者からの記載があったのだ !
長谷川郁夫氏は著名な編集者であり評論家でもあったが 
昨年二〇二〇年五月に亡くなっている 
長谷川郁夫氏の亡くなられた後に 
その蔵書が古書店に引き取られたものと思われる !
著書の『吉田健一』『知命と成熟』はかねてより愛読書でもあり 
その名を見てどこかご縁を感じたのがきっかけである 
（編集者としては「青山二郎文集」「小川国夫全集」 
「田村隆一全集」などを手がけている） 



■一海知義『陶淵明／虚構の詩人』（岩波新書505　1997.5）

■沓掛良彦『陶淵明私記／詩酒の世界逍遙』（大修館書店 2010.10）
!
（一海知義『陶淵明』より）
!
「今から千六百年ほど前、中国に陶淵明（三六五-四二七）という詩人がいたことは、よく知られている。淵明は酒の詩人といわれ、また超俗の詩人とも呼ばれてきた。

　酒の詩人とは、酒好きの詩人というだけでなく、よく酒を詠じた詩人だったことによる呼称である。」

「私は淵明を「超俗の詩人」というよりも、「反俗の詩人」と呼ぶべきだと思う。しかし淵明の作品を読んでいると、胸の洗われるような「超俗」的詩句に出会うことがしばしばあり、「超俗」の詩人と呼ぶことも、あながち否
定し去るわけにはいかない。

　淵明にはこのほか、「田園詩人」あるいは「隠遁詩人」といった呼び方もある。淵明の生涯を考えたとき、これまたそれぞれに首肯できる呼称である。

　しかし私はここで、これまで人々によってあまり問題にされなかった特色、詩人陶淵明の特色の一つについて、論じてみたい。それは陶淵明という人物が、虚構（フィクション）の世界に特別の興味と関心を抱いていた、とい
う点である。」
!
「淵明の虚構的世界の構築は、散文の分野だけでなく、詩の分野でもおこなわれた。

　おのれを肉体（形）と影ぼうし（影）と魂（神）の三つに分け、それぞれに生と死についての意見をのべさせた。「形影神」詩、この詩については比較的よく知られている。」

「自分の分身（単数または複数の分身）を設定して、これに問答をさせ、あるいは行動させる、それをトレースして作品世界を構築する。そうした作業は、淵明以前には、主として長編の叙事詩である賦や純粋の散文が、受けもっ
てきた。

　ところが淵明は、詩作の世界にこれを導入した。そうした前例は皆無ではないとしても、淵明がこれを自覚的意識的におこない、いくつもの作品を生んだことは、彼の「虚構」に対するなみなみならぬ関心を示している。
!
「淵明の場合、詩における対話の導入は、一つには哲学的な自己表白のための弁証法的な論理の展開、二つには日常身辺のこと（家族や近隣の農民など）を題材とする彼の詩の性格とも、深く関係する。とともに、「虚構」の世
界への興味とも、関係するだろう。対話はそれ自体がドラマであり、対話の構想は「虚構」の現出につながる。

　淵明は、人生の後半を隠遁者として送りながら、隠居生活には徹しきれぬ覚醒感を抱きつづけた。「帰去来の辞」が示す大らかな達観と、「閒居しつつも滾る志を執（おさ）え」かねた動揺とは、はげしく矛盾する。

　達観と動揺、閑静と猛志、小世界への安住と大きな世界への意欲、死への覚醒と生への執着、淵明はこれらの矛盾と誠実に対決した。そして、そのときどきの自己を誠実に表白した。しかし矛盾分裂する自己に判定を下す第三
の自己が、時に必要となった。そのためには、自己を客観化すること、あるいは現在の状況とは別の世界を仮設し、そこにおのれをつきはなして眺めてみる、といった作業も必要である。

　「虚構」を手法とする作品は、そのようにして生まれた。そしれまた「虚構」は、ときにうす汚れた現実への抗議として、機能することもあった。」
!
「淵明の「空想癖」は昂じてて、みずからの「死」の場面をも「空想」する。かくて生まれたのが、おのれの葬式のシーンを描く「挽歌詩」三首と、わが死後の霊にささげる「自祭文」一篇」である。」

「死者の霊にささげる追悼の文章「祭文」は、散文（押韻するものが多い）の一形式として、古くからあった。しかし、「自ら祭る文」を作ったのは、たぶん陶淵明が最初だろう。」
!
（沓掛良彦『陶淵明私記』より）
!
「甚（はなは）だ念（おも）えば吾が生を傷つけん

　正（まさ）に宜しく運に委ね去るべし

　大化の中に縦浪（しょうろう）し

　喜ばず　亦た懼れず

　応（まさ）に尽くべくんば便（すなわ）ち須べからく尽くすべし

　復（ま）た独り多く慮（おもんばか）ること無かれ

　（「形影神」）
!
　これは、作者陶淵明の分身と見られる「形」すなわち肉体と「影」、それに「神」すなわち魂とが死生の問題をめぐって問答を交わすという形式の詩の最後に来る「神」の結論部分で、一段と高い次元から、「形」と「影」の
主張をいわば止揚する立場から述べられているものだ。ここには死に関する達観、悟りの境地が見られると言ってよい。生と死の相克、死への怖れをめぐる葛藤を経ての、作者淵明のある時点での帰着点を示すものと考えてよか
ろう。」

「では、詩人は果たして本当に、不断に彼を懊悩せしめた死への恐れを克服し、死生超越を成し遂げたのであろうか。そうとは思われない。」
!
「奇想というほかない「自らを祭る文」は、（･･･）死者たる自分から見た生涯の総括でもある。その文中に「老より終わりを得んに、奚（なん）ぞ復た戀ふる所ぞ」とあって、詩人は諦観をもって従容として死に就いたかに見
えるのだが、その最後にいわばどんでん返しが来る。そこでこの「自らを祭る文」はにわかに反転して、
!
　　人生實難、死如之、鳴呼哀哉。

　　人生は實に難し、死は之を如何せん。鳴呼（ああ）哀しい哉（かな）。
!
　と結ばれており、詩人は死の問題をついに解決できず、煩悶と葛藤を胸中に秘めたまま、世を去ったのではないかとの疑念を読者に抱かせる形で終わっているのである。」




☆mediopos-2317　　2021.3.21

■内田也哉子・中野信子『なんで家族を続けるの？』（文春新書 2021.3）!
■諏訪正樹編著『二人称的身体論／「間合い」とは何か』（春秋社2020.2）

『鶴瓶の家族に乾杯』という番組を 
いつも楽しんでみているけれど 
「家族」というコンセプトに 
疑問をもたないわけではない !
家族という形が 
多様であっていいというだけではなく 
家族という形そのものが 
必ずしもなくてもいいと思っているからだ !
現代の家族形態は比較的最近の形で 
おそらく数十年後には 
半数の方が結婚さえしなくなるだろうという 
その意味でも人といっしょにいるという形は 
ずいぶん今とは変わってくるのは間違いない !
家族でいるというならそれもいいし 
ある特定の形を好むならそれもいいけれど 
ひとりでいるのも 
だれかといっしょにいるのも 
ひとそれぞれ自由にするのがいいのだと思う 
ジェンダーだとか別姓だとか 
あれこれいわれているけれど 
そんなことなどほんらいどうでもいいことだ !
個人的にいえば大原則は 
以下の中野信子氏の引用にもあるように 
「一緒にいて楽しい人と結ばれたい」ということだと思う 
そうでないのに一緒にいるのは理解不能だ 
「結婚するべきだ」「常識的な形をとるべきだ」という 
「べき」が理由になるのはあまりに悲しい !
とはいえ「そうすべきだ」と思いこんでいるひとたちに 
真っ向から抗うのも面倒なので 
「結婚という形態をとったほうが、 
社会を構成する多くの人を納得させることができ、 
その人にとって心地よい安定的な状態を 
現出させることができる。だから、それを選択している」 
というあたりが現在では妥当なところだろう 

しかし基本はじぶんがどうありたいのか 
ひょっとしてなにかに縛られてそれに従っていないか 
そのように意識的に問い直すことは必要だ 
その問いのないままに「べき」に従ってしまえば 
だれかと「ともにいる」ことはできない !
だれかと「ともにいる」ことは 
「ひとり」と「ひとり」であることが前提になる 
そのうえで「ともにいる」ことで 
得ることのできるものがだいじなのだと思う 
「ともにいる」ことでこそ 
「ひとり」を深めていくことができる 
そうしてこそ「ともにいる」ことが活かされてくる 



■内田也哉子・中野信子『なんで家族を続けるの？』（文春新書 2021.3）


■諏訪正樹編著『二人称的身体論／「間合い」とは何か』（春秋社2020.2）
!
（『なんで家族を続けるの？』～内田也哉子　より）
!
「「お父さんの職業は？」と、幼いころに誰かに尋ねられると、

　「お父さんは、会社員。お母さんは。ふつうのお母さん。いつもお家にいる」

　と、私は答えていた。こんな真っ赤な嘘を淡々とついていた小学生の私の心理は、一体どういう状態だったのだろう･･････。

　「お父さんはロックンローラーで、お母さんは女優」だなんて、口が裂けても言えず、なにより、子どもながらのダイヤモンドみたいに堅い意志が、その事実を断固として認めたくなかったのだ。とにかく、当時の私の願いは、ただひとつ。目立つことな
く、落ち着いた両親のいる穏やかな家族の子であることだった。

　ところが、そんなささやかな願いは成就することもなく、父親が社会の掟を破る度に、私たち家族のあり方は世間に晒され続けた。気がつけば、メディアを通して互いにコミュニケーションを取る始末の家族となり、我が家には秘め事も建前もなく、すべ
てが公になっていた。挙げ句の果てには、晩年の両親には「逆仮面夫婦」などと言い得て妙な呼び名まで付けられ、若かりし頃は流血を伴う喧嘩が日常茶飯で、最期まで「良い夫婦」の模範とは程遠い実状だった彼らの、何が真実で、何が虚構なのかさえも、
もはや区別がつかなくなっていた。」

「たかが家族、されど家族。

　誰にとっても尊くも、如何ともし難い、人と人のつながりの細部を覗くことは、ひいては世の中の構図を見渡すことにも通ずるのかもしれない。

「家族」というテーマが根っ子になるのは確かだが、見事なまでに話は枝分かれしていき、気づけばそれなりの大樹に育ったように思う。

　そして、きっとこの樹は永遠に正解の姿は見つからぬまま成長し続け、時にまた「葛」や「藤」が絡まり、先の世代は、その蔦を剪定しながら自分なりの人と人のつながりを模索するのではないだろうか。」
!
（『なんで家族を続けるの？』～中野信子　より）
!
「家族は、「婚姻関係にある夫婦を中心とした血縁を持つ人々の集まり」と定義されます。

　けれども、単に血縁の人が集まっている、というわけでは済まない、やっかいな何かを、家族という機構は同時に持ち合わせています

　それは、血縁があることを根拠として、家族外の人とは明白に異なる「情緒的なつながり」を内外から期待されてしまう、という重さでしょう。ただ、法的に定められた婚姻関係にある、あるいは、他の人よｒも、少しだけ多く同じ遺伝子を共有している、
というだけで。」

「家族という機能はたしかに、ごく客観的に、機能面だけで見ても、実に多くの役割を持っています。性、生殖、扶養、経済的生産、保護、教育、宗教、娯楽、社会的地位の付与等･･････。けれど裏を返してみれば、こういった機能は社会の変化に沿って、
大きく変容し続けていくものである、ということも言えるのです。家族のあり方というのは、一意的に定まるようなものではなく、歴史的、民俗学的に観れば多彩な様式が存在しました。

　前段に列挙した社会的な機能を十全に果たしていれば、家族というのは決して現在の私たちが刷り込まれているようなステレオタイプなものである必要はないはずです。」

「ただ、私たちの認知では、社会的に発されるメッセージによる刷り込みが強いために、私たち人類が本質的に持っていたはずの戦略の多様性がすっかり忘れられてしまっています。現在、スタンダードだとされているような形が、唯一無二の正しい家族の
形であると思い込まされてしまっている。

　この刷り込みによって、自分の家族はその形から外れているのではないか。これでは自分の家は機能不全ではないか、などと、思い悩まされたりもしてしまいます。その形を維持すべきであるという内外からの圧力を強く感じてしまうあまりに、本来大切
にすべきものであるはずの、家族ひとりひとりの気持ちを、犠牲にしてしまうということ起きてしまうのでしょう。」
!
「時間軸を広げて考えると、私たちがいかに、今の常識とされている根拠の稀薄な社会通念に縛られていることかと、慄くような気持ちにもなるのです。とは言え、もうすこし冷静になってみると、そこに縛られている必要も本当はあまりないのだというこ
ともよくわかる、さほど合理的な根拠のない何ものかによる束縛を、我々は蹉跌と感じていたんだなということに気づく。

　といって、也哉子さんも私も、今の社会通念に抗って世間の糾弾の矢を浴びようとも思っていない。生硬なやり方で自分の考えを表明するには、私たちは十分、年齢を重ねてきてしまってもいる。　

　家族を続ける合理的な理由がもし一つであるとしたら、こうした経験的な知恵に従って、というところが実は大きいのではないでしょうか。（･･･）

　もちろん、一緒にいて楽しい人と結ばれたいというのは大原則です。けれど、一緒にいるだけなのであれば、結婚という法的な根拠は特になくてもいいわけです。しかし、結婚という形態をとったほうが、社会を構成する多くの人を納得させることができ、
その人にとって心地よい安定的な状態を現出させることができる。だから、それを選択しているということになるでしょう。」
!
「二〇四〇年には、ほぼ半数の人が結婚を選択しなくなる、という試算があります。日本で、です。もう、家族どころか、結婚すら選ばないわけですから、これまでの家族の形についての社会通念は、今後、急速に変化していく可能性が高いでしょう。

　むしろ、家族あり方は多様であるべきだ、などと言っている時点で、実際かなり古臭いのかもしれません。すでに、日本でも離婚率は三割を超えています。家族のあり方は多様だという現実がもうあるのです。そのことを、社会は認めるべきでしょう。」
!
「本書の第５章では、私たちが社会通念から外れた家庭に育ちながら、それでも結婚という形を選び、家庭を持ったその経緯について、そしてイエ制度というものについて語り合いました。もちろん、私自身も社会の中に存在している人間である以上、そこ
にある通念を完全に無視して生きることは難しい。というか。それに抗うのは面倒です。その理由も、婚姻を選ぶことの動機として、なかったわけではありません。也哉子さんは、どうだったでしょうか。

　でも、すくなくとも、社会的な圧や、通念や、客観的にみた家族の機能などというものとはどこか次元の違うところにある、この人とつながっていたいなあ、というひとすじ絆を、確かなものにしたくて、私たちはそれぞれのパートナーを選んだのではな
いか。

　これは、形とは関係のないものだと、勢いあまって言いそうになってしまうものではあるけれど、こういう思慕の気持ちのうつろいやすさも、一方で私たちはどこか醒めた部分を保ちながら、わかっている。

　そのうえで、それでもなお、いつでもその絆に立ち返るために、私たちはわざわざ結婚という形を本能的に選んだのだろうと、私自身ももう結婚してずいぶん長く経つのですけれども、思うのです。」
!
（『二人称的身体論／「間合い」とは何か』　より）
!
「一人称視点というと、とかく、主観的で、独りよがりで、自己の殻に閉じこもるという誤解を与えがちです。「一人称視点」の項目で論じたように、一人称視点とは、「一人称の立場から、世界と自身のありさまと、相互作用（インタラクション）を観察
する目線」のことを指します。したがって、からだメタ認知は、実は、外界と自己のかかわりのさまを積極的に自覚し、「自身を外に開いていく」行為であると言えます。

　一人称視点を自覚しつつ記述する習慣を持っていると、次第に、相手や、対象となるものごとに対して二人称視点（共感的）にかかわる境地に達するのではないか？　私はそういう仮説を抱いています。

　なぜそうなるのでしょうか？　それは、外界が、必ずしも、「優しい」ものごとばかりではないからだと考えています。外界と自己のインタラクションを自覚し、記述しようとする態度を貫くならば、「優しくない」ものごとに心を閉ざすわけにはいきま
せん。優しいものごとも、優しくないものごとも、すべて丸ごと意識下に置き、優しくないものごとには「折り合いをつける」以外に、道はないのです。「折り合いをつける」こと、すなわち、二人称的（共感的）かかわりの誕生です。自己を自覚し、自己
と外界の相互作用を強く認識し、自己に優しくないものごとも意識下に置くからこそ、（心を閉ざさないようにする限り）自然に、二人称的（共感的）かかわりに移行するのでしょう。」




☆mediopos-2318　　2021.3.22

■原作・山田鐘人／作画・アベツカサ 
　『葬送のフリーレン（１～４）』 
　（少年サンデーコミックス　小学館 2020.8～2021.3）!

『葬送のフリーレン』は 
よくあるストーリーとは異なり 
勇者の一行が魔王を倒したあと 
王都に凱旋したところからはじまる 
そしてエルフの魔法使いフリーレンを中心に 
その後の旅が描かれている !
一行は 
人間の勇者と僧侶 
人間より長命なドワーフ 
そしてそれよりもはるかに 
長い命を生きているけれど 
見かけは小さな女の子のままのエルフ 
その４人 !
凱旋してから５０年ほど経って 
一行は再会することになるのだが 
人間の二人はほどなくその生を終えることになる !
すでに千年を生きている 
エルフのフリーレンにとって 
人間にとっての数十年は 
きわめて短い時間に過ぎないのだが･･･ !
フリーレンはかつての同行者２人の死を前に 
同行者のことを知ろうとしていなかったことに 
困惑しはじめたのだろう 
その後あらたな仲間とかつての道をゆく旅に出る 
おそらくは「人間」のことを知るために !
引用にあるシーンの台詞は 
フリーレンの師匠・大魔法使いフランメと 
かつて交わされた魔族をめぐる会話である 
興味深いところだ 

フリーレンは師匠から 
魔力制御の方法を伝授される 
魔力を制御するのは 
魔力を行使するよりも困難なのだ 
魔族と戦うにもその力がもっとも重要になる 
魔族は力こそすべてという存在だが 
そこにこそ陥穽があるからだ !
己の力を驕るものは 
その力ゆえにみずからを滅ぼす 
それは力だけではなく 
知や財や血といったものも同様だろう !
みずからの力を制御して隠し 
ほんとうに必要な力しか 
使わないでいることは思いの外むずかしい 
むしろ実際の力よりも 
大きく見せようとすることのほうが易しいからだ 
そうすることで相手を支配しようとする !
「能ある鷹は爪を隠す」の真逆の発想だ 
承認欲求や自己顕示欲なども同様な自我の性だ 
その力をいかに制御するか 
それをこそ超えなければならない 

!
さて『葬送のフリーレン』には 
「人間とは何か」という問いが見いだせる !
人間よりはるかに長い時間を生きるエルフが 
短い人間の時間とともに旅をつづけるのだが 
そのエルフの旅はわたしたちが 
「人間とは何か」を見つける旅とも重なる 
ある意味で私たち人間は 
あまりにも人間未満の存在でまだ人間に成れていない 
人間のことをあまりに知らないで人間未満を生きている 
だから人間はほんとうの人間に成るために 
さまざまな経験をしてゆかなければならない !
そんなことを考えさせる 
『葬送のフリーレン』の旅はまだ第４巻 
ちょうど先日「マンガ大賞」を授賞したばかり 
今後にも期待したい



■原作・山田鐘人／作画・アベツカサ 
『葬送のフリーレン（１～４）』

（少年サンデーコミックス　小学館 2020.8～2021.3）
!
「師匠　魔族ってずる賢いんだよね。

　なんで師匠みたいに常に魔力を

　制限したりしないんだろう。
!
　できねぇのさ。

　魔族は個人主義の世界といっても、

　人類と戦うための

　最低限の組織的な

　繋がりを持っている。

　組織に必要な物って

　なんだと思う？
!
　秩序かな。
!
　そうだ。

　要は組織をまとめる

　偉い奴が必要ってことだ。
!
　人の場合は、

　例えば、

　この国の連中は

　地位や財産で

　偉い奴が決まる。

　あの宮殿から出てきた

　身なりのいいのが

　偉い奴だ。

　人の偉さはわかりづらい。

　だからああやって着飾って

　見た目でわかるようにするんだ。
!
　魔族は違うの？
!
　魔族は自分達が

　魔物だった頃と

　何も変わっていない。

　強い奴が偉いんだ。

　人よりずっと

　わかりやすい。

　強さってのは

　見ればわかる。
!
　魔力だね。


　奴らにとっての魔力は

　人にとっての地位や財産だ。

　尊厳そのものと

　言ってもいい。

　隠密の手段として

　一時的に魔力を制限する

　ことはあっても、

　常日頃から魔力を

　制限する馬鹿なんて

　存在しない。
!
　どこぞの帰属が

　お忍びで城下町に

　降りてくるのと、

　地位も財産も捨てて

　身を落とすのじゃ

　まったく違う話だろ。
!
　そして、

　魔力の低い連中に

　尊厳が与えられるほど

　魔族の世界は

　甘くない。

　だから、力の強い魔族ほど

　必死に魔力を誇示するんだ。

　奴らにとっては

　常に魔力を制限する

　メリットなんて皆無だし、

　そもそも

　そんな発想すらない。
!
　哀れだよな。

　人が地位や財産に

　縛られるように

　魔族は魔力に

　縛られている。

　魔族は魔法を誇りに思い

　誰よりも魔法が好きなのに、

　己の魔力すら自由にできない。

　フリーレン、

　魔族じゃなくて

　良かったな。
!
　そうだね。

　お陰で魔族を

　欺ける。」




☆mediopos-2319　　2021.3.23

■長尾天!
　『イヴ・タンギー　アーチの増殖』!
　（水声社 2014.11）

先日の「デ・キリコ」に関連して 
今回はこれも懐かしの「イヴ・タンギー」を !
シュルレアリストのブルトンとタンギーは 
ほぼ同時期にキリコの絵画から深い影響を受けているが 
ブルトンとキリコがやがて断絶したのとは異なり 
タンギーはむしろ当初キリコが描いた形而上絵画の方向性を 
さらに極限まで深めていくことになった !
キリコとシュルレアリスムの相違は 
「無意味への態度決定から」捉えることができる 
キリコの形而上絵画は世界の無意味を描いたが 
やがてキリコは「技術への回帰」によって 
絵画の「真実」へと向かってしまうことになる 
シュルレアリスムにおいては 
「世界の無限の解釈可能性」が開示されねばならず 
恣意的な意味が絶対化されてはならないのだ !
シュルレアリスムにおいてはその視覚イメージは 
後のキリコのように物質的実在へは向かわない 
謎は記号としてのみ謎でありえるからだ 
その意味でその視覚イメージは解釈というかたちで 
常に言語との特権的関係を保っているという !
とはいえ解釈によって謎を解消しようというのではなく 
むしろ別の解釈の可能性が生じさせられねばならなず 
謎は常に生まれ続け持続してゆくことになる !
しかしタンギーはさらにそこから 
「謎への触媒としての言語をぎりぎりまで排除し 
デ・キリコが顕在化させたイメージの領域を極限化する」 !
タンギーの描く「不定形の存在たち」は 
「不定形」であるがゆえに明確に分節され固定されはしない 
そしてさらに「確固たる三次元的イリュージョン」であるがゆえに 
「言語を逃れ、名を逃れようとする」 !
その意味でタンギーの描く世界は 
「言語にも物質的実在にも還元できない 
イメージの領域を純化したものとなっている」 

デ・キリコの形而上絵画は 
世界を無意味として描き出し世界は謎となった 
そのイメージに触発され画家となったタンギーは 
その「謎」を純粋なまでの「不定形の存在たち」の形で増殖させ 
そのイメージの領域を極限化させることになった !
その最期の作品が「想像上の数」 
「想像上の数」とは虚数 
「概念上でのみ存在しうる数」である 
タンギーは最期に「形而上的な虚無へと辿り着いた」のだという !
以上少し煩瑣な説明で 
『イヴ・タンギー　アーチの増殖』の論を辿ってみたが 
シュルレアリスムは「神の死」というニヒリズムによって 
絶対的な真実の世界から常に離れ続け 
「世界の無限の解釈可能性」を開示しようとする 
なんにせよ安易な「信仰の世界」に陥らないように 
世界の謎にどこまでも分け入り続けようとするのだ !
絶対化を避けようとするところは 
禅の世界のようでもあるが 
禅の背後にある華厳世界のように 
荘厳された宇宙観がそこにあるわけではない !
タンギーの絵画のように 
世界の無意味を逆説的に絶対化し続ける 
謎を無限増殖させていくところが 
シュルレアリスムのシュルレアリスムたるところだ !
こうして先日来久しぶりに 
学生時代にとても好きだった 
思い出深いキリコやタンギーについて 
あらためて見直す機会ができたことはうれしい 
若い頃半ばその中で酔っていた世界の無意味やニヒリズムは 
その後それを霊性において克服しなければならなくなるのだが 
それはまた別の長い長～いお話 



■長尾天『イヴ・タンギー　アーチの増殖』（水声社 2014.11）
!
「デ・キリコとシュルレアリスムの相違を、無意味への態度決定から捉えることもできる。形而上絵画は世界の無意味を描いてしまった。では、この無意味にどう対峙すべきなのか。デ･キリコ自身は、無意味に絵画という
決定的な意味を挿し入れることを選択した。これに対して、ダダは無意味を一つの攻撃手段として利用する。新即物主義は無意味の前で立ち尽くす。シュルレアリスムは無意味に絶えず別の意味を挿し入れることで謎を保
持する。

　無意味に挿し入れられる意味は、究極的には恣意的であらざるをえない。危険なのは、そこに何らかの意味が固定されることで無意味が覆い隠され、恣意的なはずの一つの意味が絶対化されてしまうことである。そこに
国家や民族やある種のイデオロギーが固定されたとき、何が起こるだろうか。だから、無意味には遅かれ早かれ何らかの意味が挿し入れられてしまうとしても、それを絶対化してはならない。無意味に絶えず別の意味が挿
し入れられることによって、常に別の意味の可能性が保持される。そのようにして謎という状態が保持されなければならない（謎とは意味作用が作動し続ける状態である）。

　こうして、デ・キリコにとって天才の特権だったはずの啓示は、シュルレアリスムにおいては、デペイズマン（「ふさわしからざる平面上での互いに隔たった二つの実在の偶然の出会い」）やオートマティスム（「理性に
よって行使されるどんな統制もなく、美学上ないし道徳上のどんな気づかいからもはなれた思考の書きとり」）といったいかにもあやうい定式（後者は定式を否定する定式である）に方法化される。啓示は方法として共有
されることで（デ・キリコにとっては無意味の啓示も、またそこに意味を挿し入れることも独り天才にのみ許されている）、その絶対性をあらかじめ相対化されている。だが同時に、それでもあえてこうした定式に拠るこ
とで、そこから生じたものを説明不可能な何かとしてみなす態度が可能となる。これらの定式にによって、訪れたものを謎として迎えることができる。

　そして、謎は記号としてのみ謎でありえる。だからこそ、シュルレアリスムの視覚イメージは、物質的実在としてのそれ自身へは向かわない。シュルレアリスムの実践は、現実を、物質的実在としてのそれ自身とは別の何
かを意味する記号へと変換することにある。また、こうした実践はしばしば解釈という形を取ることになる。対象は、解釈として与えられた言語との関係において、容易に記号となりうるからである。このため、シュルレ
アリスムの視覚イメージは、常に言語との特権的関係を保っている。

　しかし、勿論、そこでは謎を言語と完全に交換しきることが目指されているわけではない。そうではなく、何らかの決定的な意味によって謎が解消されてしまうことを避けるために、あえてそこに解釈が挿し入れられな
ければならない。またそうすることによって、さらに別の解釈の可能性がそこに生じさせられなければならない。対象とそれを取り巻く複数の解釈、その間に生じる決定不可能状態において謎が作動し、持続する。言語と
の交換、つまり解釈によって、逆説的に言語と交換不可能なイメージの領域が保持される。」
!
「だが、特異な例が存在する。イヴ・タンギーが描く不定形の存在たちの世界がそれである。タンギーは、謎への触媒としての言語をぎりぎりまで排除し、デ・キリコが顕在化させたイメージの領域を極限化する。」

　形而上絵画において、事物を結びつける意味連関の収束点（究極的なシニフィエ）が失われた。これにより、そこにあった意味連関もまた崩壊し、世界は謎となった。だが、それでもまた事物の名は残っている。描かれ
た事物たちが総体として名指せない何かを現出させるとしても、事物一つ一つを名指すことはできる。

　シュルレアリスムにおいてもそれは同様である。シュルレアリスムの実践はしばしば解釈という形を取る。このため、イメージを構成する個々の要素はある程度まで言語と等価、つまり、名指しうるものでなければなら
ない。そうでなければイメージを言語と交換することはできず。それによって交換不可能な謎を生じさせることもできなない。

　これに対して、タンギーが描く不定形の存在たちは名を持たない。それらを「～のようだ」と形容することはできるが、「～である」と名指すことは決してできない。何故か。一つには、それが不定形だからであり。も
う一つには、同時にそれが確固たる三次元的イリュージョンだからである。

　定型を持つものは、明確に分節され固定されている。これに対して不定形なものは、分節が曖昧であり流動的である。形の曖昧化は、意味と自己同一性の曖昧化につながる。ジョルジュ・バタイユが述べるように、不定
形は宇宙の分節化を解体する。不定形のものは、言語を逃れ、名を逃れようとする。

　とはいえ、タンギーの世界はバタイユの不定形とは一致しない。どちらも、同一化不可能で名指せない何かではあるが、バタイユの不定形は必ずしも形態としてもそれではなく、価値下落の操作である。これに対してタ
ンギーの世界は、確固たる三次元的イリュージョンを伴っており、いわば実在からイメージへと昇華されている。

　だが同時に。まさにそのことによっても、タンギーのイメージは名指せない。たとえばアルプやミロのイメージも不定形化によって名を逃れようとするが、名が完全に失われているわけではない。むしろそこにはイメー
ジの平面性、抽象性が強いため、逆にわずかな要素によって名は残存しうる。いってみれば、両眼を示す二つの点が加えられるだけで、アルプの不定形態は「人間」という指示対象を持ちうる。この意味でアルプやミロの
イメージは文字記号に近く、やはりある程度まで言語と等価である。そこで問題となっているのは名の消去ではなく、名の変形、名からの距離である。逆にいえば、名が完全に失われた場合、イメージは純粋抽象へと傾き、
物質的実在のそれと自身に向かってしまう。

　一方タンギーは、アルプやミロとは異なり、これを三次元的イリュージョンによって描き出す。三次元的イリュージョンである以上、タンギーの世界は何らかの指示対象を持つはずである（それが実在するという意味で
はない）。だが、そこに描かれているものが不定形である以上、それを「～である」と名指すことはできない。（･･･）

　こうして、タンギーのイメージは、名を消去し、言語との交換不可能性を徹底する。そこに残存する言語的要素は、遠近法という統辞構造と、作品の内と外の境界に付与されたタイトルだけとなる。同時にタンギーのイ
メージは確固たる三次元的イリュージョンであるため、物質的実在としてのそれ自身とも完全に分離している。つまり、タンギーの世界は、言語にも物質的実在にも還元できないイメージの領域を純化したものとなってい
る。」
!
「一九四〇年代を通じ、タンギーの存在たちは巨大化、硬質化、複雑化し、全体として次第に過剰なものと化していく。このイメージの過剰は、一九五四年、《弧の増殖》で頂点に達する。画面を埋め尽くした存在たちに
は、もはや行き場がない。そして、おそらく最期の作品である《想像上の数》で、世界が暗転する。画面を覆っていた存在たちの一部が消滅し、そこに暗い虚無が露わになる。翌年、タンギーはこの世を去った。

　「弧の増殖」は、タンギーのタイトルとしては珍しく直接的な読み方ができる。タンギーのイメージは名指せない、このためタイトルは隠喩的なものとならざるをえない。しかい「弧の増殖」は、「弧」つまり曲線状の
ものが、画面一杯に「増殖」しているという、イメージをそのまま形容したものとも取れる。さらに「弧」が不定形の存在たちを指すとすれば。タンギーの世界の生成は、まさに「弧の増殖」いい表すことができる。

　そして「弧」はアーチのことでもある。デ・キリコのアーチは記号の孤独を象徴していた。だから、タンギーの世界の生成は「アーチの増殖」あるいは「アーチの積」であり、つまり、記号の孤独の培養である。デ・キ
リコは形而上絵画によって世界を無意味として描き出した。究極的なシニフィエを失った世界は謎となり、イメージの領域が顕在化する。デ・キリコのイメージに出会い画家となったタンギーは、デ・キリコの謎を純粋な
形で自己増殖させ、イメージの領域を極限化させた。

　もう一つのタイトル「想像上の数」は、虚数を意味する。虚数とはｉ^2＝１によって定義される虚数単位iと、実数ａとｂからなる複素数ａ＋ｂｉにおいて、実数とならない（ｂがゼロでない）もの、つまり、概念上での
み存在しうる数である。それは確かに、デ・キリコが指し示した形而上的な無意味、タンギーによって純化されたイメージの領域の正確な比喩となっている。それはやはり。言語や概念によっては、ただ指し示す以外にな
い。アーチの増殖は極限化の果てに、自身の起源である形而上的な虚無へと辿り着いた。」
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■森貴史!
　『ドイツの自然療法／水治療・断食・サナトリウム』!
　（平凡社新書969 2021.3）

医学とは何かという問いがある !
病気の原因を探究することで 
病人を癒すのが医学なのだろうが 
病気の原因をどこに求めるか 
その違いで医学のありようは 
ずいぶんと異なった様相を呈する !
病気とは何かという問いが異なれば 
病気とされる現象への治療の仕方は 
ずいぶん異なってくるだろうし 
それは同時に 
病人とは何かという問いにもつながる !
昨今世を騒がせているコロナウイルスを 
どうとらえるかというのもそれに関連してくる 
ウイルスが原因で病気になるのだから 
ウイルスに感染しないようにするという発想もあれば 
ウイルスがやってきても 
それが体内で増殖しにくい環境をつくるという発想もある 
近代医学の基本的な発想は前者をベースとしている !
医学にかぎらず現代の多くの世界観は 
そうした対症療法的な発想にもとづいている 
日本でももちろん明治以降 
近代西洋医学を導入して以来 
そうした発想がますます強まってきている !
日本では森鴎外がドイツで西洋医学を学び 
それを日本に導入したことも知られているが 
ドイツの「自然療法」には目がいかなかった !
ドイツでも近代西洋医学としての「学校医学」と 
「自然療法」とは必ずしも融和的ではなさそうだが 
それでも「自然療法」は日本よりはオフィシャルのようだ

ドイツの自然療法に関しては 
とくにシュタイナー医学の関係で 
ハーネマンのホメオパシーくらいしか知らずにいたが 
本書では水治療・菜食・断食・日光浴・運動などの 
自然治療の歴史や状況について概観を得ることができる !
本書で知った興味深い人物がハインリヒ・ラーマンだ 
ラーマンは十九世紀後半のドイツで 
「学校医学」に加え「自然療法」も導入し 
その両者を分けてはとらえなかった 
ラーマンにとって重要なのは「医学」ではなく 
「治療」であり「医術」であったのだ 
治療するのは「病人」であり「病気」ではない !
「学校医学」はともすれば 
人間を機械のようにとらえて 
病気になった部品をとりかえるという発想になりがちだ 
しかし病気とされている現象は 
部分だけで起きているわけではない 
治療するためには人を全体としてとらえながら 
たとえ部分が罹患しているとされても 
それを全体との関係でとらえる必要がある 
そのことを忘れた医療はどこかが壊れている !
シュタイナー医学もまた 
人間を全体としてとらえながら 
自然療法的なあり方の背景にあるものを 
霊的な認識光の下に置きながら 
「学校医学」を拡張していく方向にあると思われる !
その根底にあるのは 
霊学的な認識を背景に 
「病気」とは何か 
そして「病人」であるとはどういうことか 
という問いのもとに行われる治療なのだと理解している



■森貴史『ドイツの自然療法／水治療・断食・サナトリウム』

　（平凡社新書969 2021.3）
!
「「自然療法」と聞いて、それがなにかを即座に答えられる人は日本にはそういないと思われる。

　日本では、自然療法は、「オルタナティブ医療」、「代替療法（治療）」という語でも知られており、「通常の医学にとってかわる医療」というくらいの意味である。

　一部の人びとが知っている以外には、日本ではほぼ普及していない治療法であるうえに、一般的な医学界では非常に否定的であるからだ。

　しかしながら、ドイツに行ってみると。事情がまったく異なる。

　街中のいたるところで、「自然療法」(Naurheilkunde）」と看板をかかげる診療所を眼にするのだ。現在でもドイツ国内では、自然療法医を肩書とする医師たちは堂々と開業しているし、多くの患者たちをかかえている。」
!
「自然療法と対立する医学が、ドイツ語でいうところの「学校医学」（Schulemedizin）である。われわれにもなじみ深い、明治維新以降に日本にも導入された、いわゆる近代医学のことだ。大学の医学部で研鑽を積み、学位を取得し、国家試験に合格する
という制度を経由することで、医師となるのが「学校医学」の医師ということになる。

　現在、日本で自然療法そのものが知られていないのは、明治時代に「学校医学」のみが日本の導入されたことによる。それゆえ、現在も日本の諸医学会は、自然療法に対して否定的な見解を維持している。

　この対立の原因のひとつは、人間の身体に対する思想が根本的に異なっていることである。

　自然療法にとって、人体はひとつの有機体全体であって、身体の各部分はそれぞれと不分離につながっている。そのために、不調が身体のどの部分に生じても、身体全体を不調にしてしまうという発想である。自然療法は、病気の兆候を示す人体の一部分
だけではなく、身体全体が治療対象なのだ。おなじく身体、魂、精神も相互依存しているがゆえに、精神と魂の不調もまた、身体的な不調の原因となる。

　自然療法を特徴づけるもうひとつの思想は、いわゆる身体の自己治癒力に大きな信頼を置くことである。人間の生命力には、人体内部を調和させるために、身体の調子を整えて、抵抗力を発揮する力、すなわち自己治癒力があるという発想である。それゆ
えに、自然療法では、この自己治癒力を覚醒させるために、刺激をあたえるのが治療の一環であった。

　つまるところ、冷水浴やマッサージを治療として習慣的におこなうのは、人体にもともとそなわっている自己治癒力を喚起するためなのである。

　とはいえ、効果が顕現するメカニズムは不詳であるために、「学校医学」と自然療法との対立は生じてきた。

　たしかに、いかがわしいエセ自然療法も存在したことは明らかであり、またかれらの多くがいわゆる高等教育を受けていなかったのも事実である。

　それゆえ、「学校医学」の医師たちが自然療法医を訴えることはざらにあった。」

「残念ながら、現代にあっても、こうした自然療法と近代医学の対立は、日本においても解消されていない状況である。

　「学校医学」は患部のみを局所的に処置する発想なのだが、自然療法は人体全体をひとつの有機体とみなしているために、疾病の病因を総合的に考えて、さまざまな方法で覚醒させた体内の自己治癒力で回復させるという思想なのである。

　だからこそ、自然療法には現代からみれば、極端な知慮法だと思われるものも少なくない。裸体での空気浴、日光浴、冷水浴、泥土浴、マッサージ、菜食主義、禁酒・禁煙、コーヒー・紅茶などの嗜好物の摂取禁止などがすぐに列挙されるが、けっしてそ
れぞれが個別に専門的に施術されることはない。たとえば（･･･）ホメオパシーの創始者として知られるザムエル・ハーネマンもまた、食餌療法の効能を高く評価している。

　たいていのばあい、自然療法を施術するサナトリウム（療養施設）では、これらの方法をそれぞれ組み合わせておこなわれる。

　この自然療法のテーゼであり、同時代の中心的な思想を表すことばが「自然に即した生活様式」（naturgemäßige Lebensweise）である。naturgemäßigという形容詞は「自然にしたがった」、「自然にかなった」などの意で、Lebensweiseは「生きかた」
「暮らしぶり」などをいう。」
!
「多くの自然療法医は水治療法を基本的要素にして、菜食主義の食餌療法や運動・体操などと複合的に施術することが一般的であった。

　水治療は固体、液体、蒸気での水を使用しておこなう自然療法で、治療のほかにも、予防や病気からのリハビリテーションを目的にとした施術がなされるものである。」

「クナイプ社は、とりわけ十九世紀に勃興した自然療法関連の企業のなかで、現在も発展をつづけている数少ない企業だろう。」

「ギムナジウム学生のときに結核を発病していたゼバスティアン・クナイプは、ミュンヘン大学神学部の学生時代に、「水のハーン親子」の息子ヨハン・ジークムント・ハーンの『人間、とくに患者の身体に対する新鮮な水の力と効用』（初版一七三八年）を
読んで、水治療のことを知った。これによって、クナイプによる水治療の研究がはじまるのである。

　クナイプ自身が冬のドナウ川での冷水浴と運動を実践して、みずからの結核の治療に成功したという逸話はよく知られている。」

「クナイプ式自然療法には、水そのものが健康、エネルギー、生きるよろこびの源泉であるという思想が現在も根底にある。これにくわえて、身体、精神、魂の調和した相互作用が健康の鍵であるというのがクナイプの生の哲学である。」
!
「メクレンブルク地方のルートヴィヒスルスト出身の薬剤師テオドール・ハーン（一八二四～八三）は、近代的な菜食主義食餌療法の第一人者である。」

「ハーンの菜食主義思想の背景には、人間は本来、果実食動物であったのが、地殻の大変動の影響で肉食へと移行したという歴史認識があった。肉食のよろこびは文明の不随現象だと考えた。」

「かれにとっては、人間の本能や感情にも、肉食は適していないのであって、肉食のよろこびは動物に対する軽視と共感欠如にほかならない。」

「ドイツで菜食主義の普及に寄与した、もういとり重要な人物がいる。エードゥアルト・バルツァー（一八一四～八七）である。」

「バルツァーの活動は健康的にして自然に即した生活様式を教導し、菜食主義の道徳的かつ健全な意義を説明することだった。肉食を放棄し、自然に寄りそった生活様式を実践することが道徳的義務であると説く一方で、最初の菜食主義協会の設立によって、
自然療法に大きく貢献したのだ。」

「自然療法は食餌療法として菜食主義を治療に導入することが多いが、断食療法はまったく異なる発想である。とはいえ、けっしてなにも食さないのではなく、一定期間の断食を療養生活のサイクルに組みこむのである。

　この近代的な断食療法を確立したのが、ヨハン・シュロート（一七九八～一八五六）である。」
!
「十九世紀中葉以降、アルノルト・リークリを筆頭とする日光浴療法の効果が信じられてくると、これを背景として、ヨーロッパの文明批判を内包した生活改革運動と連動していく。とりわけ、その一部が極端なかたちで台頭したのが裸体文化運動である。」

!
「十九世紀中葉から自然療法が台頭する以前に、ドイツで近代的な運動や体操を普及させようとしたのは、「ドイツ体操の祖父」と呼ばれるヨハン・クリストフ・グーツムーツ（一七五九～一八三九）と「ドイツ体操の父」ことフリードリヒ・ルートヴィヒ・
ヤーン（一七七八～一八五二）である。」
!
「ハインリヒ・ラーマン（一八六〇～一九〇五）は、自然療法医のなかでかなり異色な部類に入る人物である。

　というのも、かれはいわゆる「学校医学」を正規に修了したあとで、自然療法を手がけるようになったからだ。同様の経歴は、ホメオパシーの始祖ザムエル・ハーネマンくらいで、ラーマンのように十九世紀後半に活躍した著名な自然療法医ではごく少数
だった。」

「ラーマンはいわゆる「学校医学」のみでは満足できずに、自然療法の研究も深化させていったのだ。

「該博な知識と広範な視野をもつラーマンは、きわめて実証主義的で自己批判を忘れず、「学校医学」と自然療法を分離して考えることはしなかった。

　かれはバランス感覚にすぐれていたために、「素人医学」のみに肩入れしなかった。プリースニッツ、リークリ、クナイプといった自然療法医たちの意義や必要性を認識していたものの、大学での医学やその専門教育もけっして軽視しなかった。ラーマン
自身は自然科学の観察と実験を第一のものとして実践していた。」

「ラーマンにとって、治療は医学ではなく、医術であった。

　かれの考えによると、医師にとって最も重要なのは、病気とその原因と自然な治療例についての見解をつねに刷新していくことである。（･･･）型にはめこむばかりで、「病人」ではなく、「病気」そのものを治療しようとすると、生理学的・栄養学的な治
療をおこなっても、失敗してしまうという思考であった。」
!
「ナチス政権下で、自然療法と「学校医学」との関係に大きな変化がおとずれたのだが、その理由のひとつとして、ナチス高官数人が自然療法および生活改革運動を支持したことも大きいと思われる。

　たとえば、党首のヒトラー本人がタバコもアルコールもたしなまない菜食主義者であったことを伝える記録が少なからず残っている。」

「ナチス高官と菜食主義や自然療法との関係で異彩を放つのは、ルドルフ・ヘスである。」

「現在ではネオナチたちの崇拝を受けているというヘスには、生活改革運動と自然療法の支持者としてのエピソードが多く残っている。」




☆mediopos-2321　　2021.3.25

■岩本通弥・門田岳久・及川祥平・田村和彦・川松あかり 編!
　『民俗学の思考法／＜いま・ここ＞の日常と文化を捉える』!
　（慶應義塾大学出版会 2021.3）

「日常」は「当たり前」だろうか 
民俗学はわたしたちの生きている「日常」を問う !
「日常」はたしかに「当たり前」だが 
その「生活世界の自明性」を成立させているものは 
いったい何なのだろうか !
日々生きられている「日常」は単なる「日常」ではない 
非日常と対置され意識と無意識の交差する場所でもある 
そのことが意識されないだけだ !
その意味で 
日常と非日常は 
意識と無意識に交差する !
日常は顕在意識として生きられているが 
「当たり前」であるがゆえに 
意識化してはとらえにくい !
非日常は「当たり前」ではないが 
単なる無意識的なものでもなく 
顕在意識を超えた意識も生きられているがゆえに 
意識的でありかつ無意識的でもある !
民俗学は「当たり前」に 
そしてときには非日常とされるものに光を当てる 
そこにどのような角度で光を当てるか 
照射されたものがどのように見えるかによって 
さまざまな姿が見えてくることになる 
それが興味深い !
日常」のなかで意識化できる 
さまざまな文化背景や歴史などはもちろんだが 
それらが成立している言葉にならないものも 
またそこで否応なく浮かび上がってくる 
おそらくそれを問い直すことが重要なのだろう 

さて本書のなかで 
現在では「当たり前」になっている 
「ネット社会」という「民俗」の概略が 
記されていたので引用してみた !
今ではスマートフォンやインターネットが 
「当たり前」になっているが 
現在のような「日常」になるまでに 
テレビ放送の開始 
各家庭ごとの電話の普及 
各個人の携帯電話そしてスマートフォン 
パソコンからインターネットそしてＳＮＳなど 
メディアの状況は急速に変化を続けている !
そのなかで 
わたしたちの生きられている「日常」は 
どのように変わりさらにこれから 
どのように変わっていくだろうか !
そこで展開される「民俗」を見ていくだけではなく 
まさにその「自明性」を問いなおし 
「＜いま・ここ＞の日常と文化」のなかで 
何が起こっているのかを問うことこそ 
「民俗学」の重要な役割になってくるのではないかと思われる 



■岩本通弥・門田岳久・及川祥平・田村和彦・川松あかり 編


　『民俗学の思考法／＜いま・ここ＞の日常と文化を捉える』


　（慶應義塾大学出版会 2021.3）
!
（岩本通弥「日常」より）
!
「（日常とは）自らの身の回りのありふれた事柄のことであるが、民俗学では当たり前になってゆく動態的な日常化も含めている。柳田國男は民俗学を「事象そのものを現象として、ありのままに凝視し、「わかっている」「当
たり前だ」といわれているその奥の真理を洞察すること」だと定義したが（『民間伝承論』1934）、そう言われて見過ごされがちな卑近な事象に眼を注ぐことは、生活世界の自明性に対し、思考を停止させてきた素朴な態度や
判断を一端保留させ、内省的行為を促す作用を持っている。


　ドイツでも日常（Alltag）は、多義的で含み豊かな分析概念として使用される。祭日と対置される日常、ルーティン化された日常、家族的日常、家庭外労働の日常を含むとともに、アルフレッド・シュッツの現象学的理論やブ
ルデューのプラチック論とも接続するほか、後期資本主義における大衆消費社会の社会政治分析としての疎外理論、ルフェーブルの日常生活批判やアドルノらの文化産業批判も含意される。自身の日常を問うことは、自らの足元
を照射し、民主主義の根本や近代への反省を問いなおしてゆく。

「柳田はしばしば平凡という言葉を使って、日常に言及した。「我々の平凡は、この国土に根をさした歴史ある平凡である。少なくとも其発生の根源に於て、必要も無く理由も無いといふものは一つだつて有り得ない」と述べ、
『明治大正史 世相篇』では「新しい生活には必ずまた新しい痕跡がある」として、直近の過去60年間の日常や生活の変化を極めて具象的に描き出した。


　この視線はすでに1904年の『農政学』にも、「数十年来の歴史と之に養はれたる特殊の民俗」と見えており、人びとの日々の生活実践が新しい生活のあり方を形作るものだと捉えている。「今に依って古を尋ねる」のであ
り、現在の生活断面に、直近の数十年の歴史に養われた民俗＝人びとの生活のあり様（行き掛かり）が反映されると捉え、現在から倒叙的に、歴史あるいは日常化の過程が解読される。」

「民俗学が問うのは、多くの人びとが当たり前のこととして見えている事柄が、なぜ当たり前のこととされるのか、私たちと生活空間・体験空間を共有する人間が、その自らの存在を、現在／過去がいかに形作っているのか／
きたのか、個人や小集団がいかに外部の文化的価値を摂り込んで、いかに消費しているのか、その日常なのである。」
!
（飯倉義之「ネット社会の民俗」より）
!
「現代社会においては、公私を問わずwebを経由してのコミュニケーションが日常に欠かせないものとなっている。日本におけるネット社会の到来について、画期となるのは1995年である。マイクロソフト社のWindows95の発
売だ。単色で文字のみが羅列された画面にプログラム名を打ち込んで各動作を作動させていたパソコンが、色とりどりのアイコンが並ぶ華やかな画面に替わり、クリック一つで動作するようになった。技術者しか扱えない印象
のあったパソコンが視覚的・直観的に操作できるようになって、一般の人びとや一般家庭に浮遊していく。そしてなによりもWindows95はワールドワイドウェブ（www）に対応したネットワーク機能が充実していたのである。
ホームページ、メール、チャット、掲示板といった「擬似的な声（文字媒体でありながら声のような即時性を持つコミュニケーションの形態）が本格的に始まっていく時代となった。


　www以前にも、パソコンを通じたネットワークは存在した。電話回線を通じてホストとなるパソコンと会員のパソコンとを直接繋いで掲示板上で文字で会話する「パソコン通信」である。電子掲示板（BBS）の開設者が

「親」となり、登録した会員が「親」のパソコンに直接アクセスして書き込む仕組みだった。パソコン通信は1980年代後半に盛行したが、wwwの普及につれて、1990年代に徐々に廃れていった。


　1990年代は携帯電話が一般化していく時代でもあった。ＮＴＴドコモが1999年に実装した「iモード」は、携帯電話に対話以外の文字・画像・音声・動画コンテンツを提供する可能性を開いた。その後携帯電話はwwwに直接

アクセスできるようになり、2010年代にはさらに多機能のスマートフォンが主流となって、さまざまなソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）でのコミュニケーションが花開いたのである。」


「ネットコミュニケーションの特徴は、居住地・職業・年齢その他の差異を無化して、興味関心により個人同士が即座に結びつくことが可能になったことと、自身を開示しないままに深いコミュニケーションが取れることにあ
る。このような、地縁や血縁、職縁等を介さず匿名性を保って行われる社交はそれまでには存在しないものだった。

　しかしそうしたネット社会も、その本質は人間が作り出す（仮想の）共同体である。そこには当然共同体の慣行や不文律、すなわち「民俗」が生まれてくる。パソコン通信の時代にすでに応答や書き込みのマナーが自然発生
し、緩やかに共有されている。それはネット時代には「ネチケット」「ネットマナー」として受け継がれた。こうした「自然発生し定着した社交の技術」は「ネット社会の民俗」と言えるだろう。また、文字列を組み合わせて
感情を表現する「顔文字」や、絵画を表現する「アスキーアート（AA）」は「擬似的な声による表現の技術」と言える。ネット内で発生し、流行（しては死語化）する「ネットスラング」や、横書きの掲示板への書き込みや

メールの各行の頭文字を縦に読んだ時に意味を持たせる「縦読み」も含めて「ネット社会の口承文芸」であり、動画SNSでの発信が流行する歌やダンスやチャレンジは「ネット社会の民俗芸能」と言えるはずだ。


　こうした「ネット社会の民俗」は、生成・展開・衰退のスパンが総じて早い。が、これらをたんなる一時の流行とせずに、ネット社会における新たなコミュニケーションの領域として捉え、そこに展開する「民俗」を考えて
いく必要があると考える。」




☆mediopos-2322　　2021.3.26

■梨木香歩・文／ユカワアツコ・絵／長島有里枝・写真!
　『草木鳥鳥文様』（福音館書店 2021.3）

古い箪笥の引き出しの底に 
描かれた鳥と植物の絵が 
古い家のいろんな場所や 
庭などに置かれている !
本書「草木鳥鳥文様（くさきとりどりもんよう）」は 
その写真に梨木香歩の言葉がそえられた 
ちょっと特別感のある一冊 !
とりあげられている鳥を挙げると 
ツグミ・コゲラ・オオルリ・キビタキ・ゴイサギ 
バン・カイツブリ・コガラ・ビンズイ・アオバズク 
ホトトギス・サンコウチョウ・コジュケイ 
アカショウビン・アオサギ・イソヒヨドリ・ヨタカ 
キバシリ・ヤマドリ・ジョウビタキ・キクイタダキ 
ウソ・アオジ・シロハラ・カルガモ・キレンジャク 
カケス・タゲリ・メジロ・オナガガモ・オシドリ 
ツミ・オオワシ・スズメ・ハシブトガラス !
最初にとりあげられているツグミは冬鳥で 
鳥を観察に野山に行けば 
かならずのようにどこかの地面で餌を啄んでいる !
まだ実際には見たことのない鳥もいるけれど 
多くはおなじみの親しみ深い鳥たちばかり !
「同じ色合いでもムクドリと違う」 
「同じ大きさでもヒヨドリと違う」という 
梨木香歩の比較形容も面白い 
たしかにツグミは品があり 
エキセントリックなところがない 
地味だけれど渋好みな色の羽をしている !
どの鳥への視線も静かな言葉で 
梨木香歩の体験をベースに 
ちょっとユーモラスに語られている 

紹介されている「鳥の潜む風景」は 
「アウトドアとは無関係の、 
ごく個人的な内界を覗き込む」 
「新しい形のバードウォッチング」 
と表現されているが 
鳥の観察を日々するようになると 
それぞれの鳥には 
鳥に出会えたときの 
いろんな記憶が結びついていく !
古い箪笥の引き出しの底に描かれているように 
それらの記憶は個人的な古い記憶の底に 
おそらくはデフォルメさえされながら 
ほかのさまざまな記憶と交錯したりもする !
鳥たちの多くは 
冬鳥や夏鳥のように 
季節になると渡ってくるものが多く 
記憶はその季節の記憶とも重ねられてゆく !
季節はそろそろ春 
観察できる鳥たちも初夏に向けて 
渡りの鳥たちや夏鳥たちも訪れはじめる 
今年もまた鳥たちの記憶は重ねられてゆくことだろう 



■梨木香歩・文／ユカワアツコ・絵／長島有里枝・写真


　『草木鳥鳥文様』（福音館書店 2021.3）
!
「こんなところにこんな鳥がいるはずがない。室内のテーブルの上とか、洗面台、本棚の並びとか。けれど鳥の周囲は一つの世界で封じられている。それは描かれた植物のある植生の環境であり、本来その鳥の棲息する世界だ。現実
世界の破れのように、「鳥のいる風景」がそこにだけ現出している。

　長島有里枝さんは、気配が滲み出てくるような独特の世界の捉え方で「鳥の潜む風景」を撮られた。一作目を観たとき、これは新しい形のバードウォッチングではないかと思った。アウトドアとは無関係の、ごく個人的な内界を覗
き込むバードウォッチング。鳥は、どこにいるのか。

　鳥の絵を描かれたユカワアツコさんは、古い箪笥の引き出しに鳥の絵を描く、ということをテーマに近年活動を続けてこられた。筆者が始めてその「引き出し」に出会ったとき、ああ、こういう手法があったのかと新鮮だった。絵
がそれ自体であるにとどまらず、もっと積極的にまた構造的にその「場」を取り込んでいくさまに目を瞠ったにだった。板戸に（襖絵のように）絵が描かれているのを昔から目にすることはあった。けれど「引き出しの底」となると、
まるで長襦袢に繰り広げられる絵巻物のようで、多くの人に対して開かれたものではない。暗黙の「そこにたどり着くまでにクリアしなければならない幾多の条件」が、観る者の内界を活性化する。これもまた、ごく個人的な営為に
違いない。観る者は夢想する、無意識のうちに。年代を経た日本家屋、納戸部屋、畳まれた幾層もの布地の下、観る者の限られた空間にひっそりと息づく別世界･･････。それはまた描かれている対象が「鳥」だということで、不思議
な効果を発揮しただろう。鳥は、その場を「飛び立てる」という可能性を秘めたものだったから。狭苦しい納戸の、防虫のための香り袋が匂い立つ着物の山を押し退けて、羽ばたいていく鳥たちの幻想。描かれたものがキャンバスで
なく、引き出しであるというだけで、すでに背後に物語が立ち上がっているのだった。それを一つの世界として、長島さんの写真が、「フレーム」づける。

　斯くして幾重にも幾重にも「語り」の仕掛けられたからくりを、この本を企画し、それぞれの撮影の舞台となる場所まで勘案した編集者は、果たして計算していたのだろうか。計算していたのだとしたら、恐るべきことである。」
!
「ツグミ

　ツグミは冬の鳥だ。


　もっとも夏場の繁殖期、彼らはシベリア方面にいるので、あちらでは夏の鳥ということになる（だが彼の地は寒さが尋常ではないのでたいていの鳥が----ハクチョウですら----夏しかいない）。雄と雌で外見がまったく違う鳥もいる
が、ツグミの場合はほとんど変わらない。雄の方が若干鮮やかなくらい。といっても、赤茶、黒、白と、羽色の種類はほとんどスズメのそれと変わらず、地味な鳥ではある。が、一旦ツグミを覚えてそれと注意して見ると、なんと赤
茶の発色の良さ、白と黒の抜きんでて純粋なことよと惚れ惚れとする。

　羽に青や緑や赤など華やかな差し色があると、ヒトからの認知度は高くなり、好感度も上がるのだが、ツグミはその辺りの線引きを心得ていて、ギリギリのところでヒトの注意を必要以上惹かない色彩をまとっている。正当派のお
しゃれであり、品がある（この辺が、同じ色合いでもムクドリと違うところ）。性格もエキセントリックなところがなく、他の鳥を威嚇することもほとんどない（この辺が同じ大きさでもヒヨドリと違うところ）


　冬の林の中で、そこだけぽっかりと空いたように、枯れた芝草が陽に当たっている----そういう陽だまりのなかを、あちこちつついて歩くようすは、よく耕された畝の続く畑のなかを、満足げに行く農夫のようだ。
!
シバ属

　シバ属は匍匐しながら陽当たりのいい山野の丘などにランナーを伸ばし、広がっていく。そういう匍匐茎の節から。直立して伸びる直立茎、地面を摑むひげ根が出て、全体を構成している。イネ科の多年草である。西欧の芝は冬で
も緑だが、日本原産の芝は冬場には枯れる。若い頃はその違いが悲しかったが、今は冬場に枯れた芝のほうが、陽の光の温かさが実感できる気がする。やがてまた春が来て緑の芽吹きが始まる、そういう春の景色を、年齢とともに繰
り返し学んできたせいかもしれない。
!
　ツグミは冬鳥だがぐずぐずと五月の声が聞こえる頃までいて、芝草が緑になったのを見届けるようにして北の空へ渡っていく。」




☆mediopos-2323　　2021.3.27

■ヤエル・アドラー（岡本朋子 訳）!
　『皮膚の秘密／最大の臓器が身体と心の内を映し出す!
　（ソシム 2021.3）

皮膚にむすびついた感覚は「触覚」である 
皮膚について考えることは 
内と外の境界を考えることでもある !
「ふれる」ということは 
私が私の外に出会うということであり 
同時にふれられるものと 
隔てられるということでもある !
そうして外と隔てられることによって 
私が私であることに目覚めるということでもある !
シュタイナー／ズスマンの十二感覚論でも 
触覚という肉体感覚は 
自我感覚という霊的感覚に向かい合っている !
本書はその触覚を成り立たせている 
「皮膚」について学ぶ格好のテキストとなっている 
２０１６年にドイツで出版され 
ベストセラーになったものの翻訳である !
皮膚はわたしたちの身体を 
まるごと包み込んでいる最大の臓器であり 
臓器の多くはふつう触れることは難しいけれど 
皮膚は見ることもふれることもできる 
数好きない臓器となっている !
その臓器を私たちはともすればぞんざいに扱い 
いろんなものを皮膚に塗りたくたりもしているが 
それは「少なければ、少ないほどいい。 
それが最善の皮膚ケアだ」と著者は言っている !
そうした皮膚ケアと同時に 
著者は皮膚という臓器・身体が 
いかに心とも密接に関わっているかについても 
ていねいに論じている 

本書はまず皮膚の基本構造への理解のために 
表皮・真皮・皮下組織という 
三階建ての建物となっている皮膚構造を説明している !
もっとも外側にある表皮は 
外的なものから身を守るバリアの役割をもっているが 
興味深いことはここで 
皮膚の微生物叢の機能について示唆していることだ 
皮膚のそれについてはあまり理解されていないが 
腸の微生物にもまして 
腸の微生物叢は重要なのだといいう 
腸の細菌を殺してしまうのが危険であるように 
表皮の細菌を殺してしまうのも 
危険なのだということを知る必要がある !
表皮の下にある真皮は体温調節はもちろん 
皮膚に酸素と栄養を供給したり 
脳に情報を送って免疫システムを援助したりなど 
さまざまな役割をもっているという 
そして外界から接触・圧力・振動・温度・痛みなど 
さまざまな情報を得ている 
さらにはいわゆる身体の「におい」のもともここにあり 
それがとても重要な働きをしているようだ !
さらにその下にある皮下組織は 
緩衝器のような役割だけでなく 
身体の輪郭を維持する役目も担うとともに 
そこにある皮下脂肪組織は 
熱の放出を防ぐ遮断層のような役目を果たしているという !
そうした基本的な皮膚の構造を理解した上で 
皮膚に関連したざまざまなことが論じられていく

皮膚は食べ物に影響を受けるため 
皮膚を健全に保ち育てるためには 
腸の健康が何よりも重要になること !
そして胎児期には表皮と神経組織は 
同じ組織（外胚葉）から形成されるため 
表皮と神経組織が密接につながっていることから 
顔が赤くなったりもすること !
そうしたさまざまなことからわかるのは 
皮膚がいかにわたしたちの身体と心に 
密接にかかわっているかということだ !
最初にふれたように 
触覚は自我感覚に向かい合っている 
「ふれる」ということは 
私が私であることに目覚めることであり 
皮膚から他へと超えることはできないけれど 
他者に出会う境界を体験するということなのだ 



■ヤエル・アドラー（岡本朋子 訳）

　『皮膚の秘密／最大の臓器が身体と心の内を映し出す』

　（ソシム 2021.3）
!
（「まるで地下駐車場／私たちの皮膚の層」より）
!
「皮膚について考えるなら、三階建ての建物を想像していただくとわかりやすいでしょう。ただしその建物は地上ではなく、地下駐車場のように地中深くに建てられています。地上からは屋根、つまり角質層しか見えません。その屋根は丈夫で、くもり
ガラスのおうに不透明な物質からなり、直射日光にさらされています。紫外線は地下一階の表皮と地下二階の真皮にまで到達しますが、地下三階には届かず、そこは薄暗いのです。皮膚の地下駐車場の面白いところは、どの階、つまりどの皮膚の層にも
特徴的な跡があり、それが私たちの健康状態を明らかにしていることです。」
!
「地下一階は表皮です。」

「表皮の最も重要な仕事は外敵から身を守ることかもしれません。それを表皮は強靱な保護膜、つまり皮膚バリアを強化することにより実現しています。」

「腸に常在する微生物についてはこれまでも十分研究されてきました。しかし最近の研究によると、皮膚の微生物叢の機能の方が腸のそれよりも勝っていることが明らかになりつつあります。通常、皮膚に常在する微生物叢は暴れたりしません。常在
菌氏族たちが互いに権力を調整し、一氏族が権力を独占するのを避けているからです。一方で、皮膚は宿の主として微生物の世話をし、酸性を保つことで、より良い環境づくりと基盤づくりに務めています。」

「人間には微生物叢が必要なのです！　健全な酸性の保護膜は大切な客様に最適な住環境を提供しています。しかし過剰な衛生管理、過度のスキンケア、薬剤、衣服、予防注射、除草剤、抗生物質、不健康な食餌、不十分な紫外線対策のせいで、微生物
叢の生活基盤は目下危険にさらされています。たとえば私たちは手を洗いすぎることで、大切な微生物を殺しています。」
!
「皮膚の地下二階にあるのは真皮で、医学用語では「デルミス（ダーミス）」とも呼ばれます。」

「表皮が大変薄い層であるのに対して、真皮は二ミリメートルもある分厚い層です。真皮は線維性結合組織に満たされているため、丈夫です。線維性結合組織は強靱なタンパク質からできた繊維で、耐裂性に優れています。その周りを渦巻きのように囲
んでいるのが弾性に富んだ弾性繊維で、それがあるおかげで皮膚は引っ張られてもすぐに元の状態に戻ることができます。」

「真皮は体温調節だけでなく、その他多くの役割を担っています。皮膚に酸素と栄養を供給したり、脳に情報を送って免疫システムを援助したりしているのです。」

「真皮の中では、冷暖房としての役割を果たすけつせき循環システムと並んで、大きなネットワークがリンパ洞と毛細血管の合間を縫って張り巡らされています。そのネットワークを介して免疫系はスパイ活動を行い、必要があれば偵察部隊や特殊部題
を所定の場所に派遣します。」

「皮膚は皮膚全体に配置された小さなセンサーを通して外界から情報を得ています。接触、圧力、振動、温度、痛みなどの刺激をデータとして集めているのです。」

痛みには、心理的なものが大きく作用します。心は痛みを独自の基準で評価します。過去にどんな痛みの体験をしたかでその評価は変わってきます。痛み記憶というものがあり、その中にこれまでの痛み体験が蓄積されているからです。」

「音は私たちの心と皮膚に大きく作用するのです。

　（･･･）何と、皮膚は音を聞くことができるのです。少なくとも毛の生えた脚にはそれができます。脚は話しかけられると、皮膚と体毛が微妙に刺激され、風を感じます。」

「動物は情報を「におい」で発信します。最近の研究では、人間も同じことをしていることが明らかにされつつあります。（･･･）

　人間は「いいにおいがする」人に好感をもちます。」
!
「皮膚の地下三階には「サブキューティス」があります。サブはラテン語で「下の」を、キューティスは表皮と真皮の層を意味します。（･･･）

　皮下組織は衝突や衝撃を和らげる緩衝器のような役割だけでなく、身体の柔らかいカーブや輪郭を維持する役目も担っています。皮下組織がなければ、人間の身体は骨や関節が出っ張っている箇所が多いため、尖って、角ばっていることでしょう。ま
た皮下組織には「バイオブレンチューブ：（熱を遮断し、熱の放出を防ぐ遮断層）のような役目を果たす皮下脂肪組織が存在します。」
!
（「皮膚の運命／人生に翻弄される皮膚」～「表面的な改ざん」より）
!
「皮膚は時とともに変化します。それを前提として、芸術作品や化粧品は生み出され、フェイスブックの動画もアップされます。私たちの皮膚は人生の段階ごとに、役割を変え、見た目も異なります。その上には、スクリーンのように人生が映し出され
ます。つまり、皮膚は人生を物語るのです。」
!
「私たちは足のことはあまり気にしないのに、顔などの外から見える部分には最新の中位を祓います。化粧をしたり、ピアスをしたり、焼いて色をつけたり、刺青をしたり、何らかの方法で見た目を操作したりと、飾ることを怠りません。少なくとも
女性の間では、メイクアップはおそらく最も普及している装飾手段です。」
!
「古代ギリシア人は、「美しさはつねに見る人の目の中にある」という考えを持っていました。この見方は、一方で心理的な病の原因を映し出しています。「身体醜形障害」は、身体の不格好さや「醜さ」に対する恐怖を異常に抱く心の病です。患者は
自分の顔と鼻と身体のすべてを醜いと感じていますが、周囲の人々にはそれが理解できません。なぜならばほとんどの場合、患者の容姿は醜いどころか、むしろ魅力的なのです。

　身体醜形障害思考は、自身の欠陥（思い込みであれ、真実であれ）ばかりにこだわり、その他の魅力的な部分を完全に無視しています。自分と自分の身体のことで頭がいっぱいになり、町を歩いていても、ショーウィンドウを覗き込んでは、ウィンドー
に映る自分を確認し、つねに周囲の反応をうかがっています。なぜそんなことをするかといえば、自尊心が深く傷ついているからです。ほとんどの場合、その原因は子供の頃の体験にあり、症状は思春期以降に出始めます。（･･･）もちろん形成外科医
と皮膚病科医に、彼らの思い込みを解く力はありません。心理療法が唯一の完治への道です。」
!
（「食べたものが皮膚になる」～「皮膚を料理する」より）
!
「皮膚と栄養は密接に関係しています。」

「私たちの皮膚は食べ物に影響を受けるため、皮膚を健康に保つには、腸の健康が何よりも重要になります。なぜなら食べ物はまず腸を通過し、分解され、その後皮膚に届けられるからです。皮膚と腸は同志のようなものです、互いにコミュニケーショ
ンを取りながら、一方は内臓から、もう一方は外側から身体を守っています。」
!
（「皮膚は心の鏡」～「皮膚が心の内を見せてくれる」より）
!
「胎児期において、表皮（汗腺や毛包を含む）と神経組織は同じ組織、つまり外胚葉から形成されます。感情が直接皮膚に現れるのは、表皮と神経組織が密接につながっているからです。たとえば。鳥肌は、赤面と同じように、感情が高まると勝手に現
れます。意識的にコントロールできるものではありません。また気温に関係なく、感情が高まると、神経インパルスが血管を拡張させるため、皮膚が赤くなったり、赤い斑点ができたりします。怒ったり、興奮したり、恥ずかしくなったり、うれしくなっ
たりすると、顔は赤くなります。こうした皮膚の反応すべてをコントロールしているのは、ストレスや怒り、苛立ちや発汗などを司る交感神経と呼ばれる自律神経です。」




☆mediopos-2324　　2021.3.28

■田畑純・遠藤雅人・塩栗大輔・安川雄一郎・栗山武夫・森本元 著!
　『鱗の博物誌』（2020.10 グラフィック社）

昨日の「皮膚」の話につづいて 
「うろこ／鱗 scale」の話 !
鱗はもちろん皮膚でもあるが 
それは「歯」から発生しているという 
（ちょっとした驚きだった） !
歯は食物を食べるために生まれたのだが 
それは皮膚にある真皮と表皮の相互作用で生まれ 
身体の外側の表皮構造が多様化することで 
鱗になりさらには鳥の羽にもなる !
鱗といえば魚がイメージされるが 
そこから爬虫類に鳥類にと 
驚くべきメタモルフォーゼが展開されているのである !
それらの姿を「博物誌」として 
しかもこうした比較的コンパクトなかたちで 
概観できるのは嬉しい !
本書にはさらに巻末に特集として 
「もう１つの「鱗」の話し」がいくつか加えられている 
ここでは「うろこ雲」の話を引いておいた !
「うろこ」状のかたちは 
魚の鱗が水の流れのなかから生まれたように 
大気の流れのなかからは「うろこ雲」が生まれる !
「かたち」にはそれが生まれる理由があり 
そのメタモルフォーゼにも理由がある !
そういえば花崗岩にも含まれる 
「雲母（うんも）」という鉱物は 
その名の通り「雲の母」という漢字で表される 
語源は中国語だがなぜ雲の母なのか

雲は地形と深く関わっているのだが 
中国の桂林のような奇岩のある山地では 
仙人の乗るような雲がいつも巻き起こっているために 
古代の中国の人たちは 
岩石の精気が立ち昇って凝集したものが 
雲になるのだと考えたのだという !
岩石のなかにある雲母は 
岩石の成分のなかでも透明で軽く剥がれやすいため 
それが雲になるだと !
いかにも中国人らしい想像力故のネーミングだが 
歯から鱗へ羽根へと 
メタモルフォーゼしていくかたちもまた 
自然の驚くべき想像力故なのかもしれない !
しかしあらためて人間の皮膚を見ると 
鳥の羽のような姿と比べると 
格段にみすぼらしく思えてくる 
（捉え方はひとそれぞれだが） !
おそらく人間は自然を内面化することで 
外的なかたちのメタモルフォーゼを 
思考力や想像力によるそれに変えてきたのだろう 
そのことで外的な自然を使って 
さまざまなかたちを作り出すようになった 
着飾ることでじぶんの姿形を 
メタモルフォーゼして見せることもできる

さらにいえば新たな地質年代として 
「人新世」ということもいわれうようになっているが 
人間は地球環境をも破壊的なまでに 
作り変えるようにさえなってきている !
自然はさまざまな「かたち」をつくりだしてきたが 
自然の一部でもあるはずの人間はこれから 
その自然そのものとどう関わっていくのだろうか !
鳥の羽根のかわりに 
飛行機をつくりだした人間は 
さらにこれから自然の生成のかわりに 
なにをつくりだしていくのだろう



■田畑純・遠藤雅人・塩栗大輔・安川雄一郎・栗山武夫・森本元 著


　『鱗の博物誌』（2020.10 グラフィック社）
!
「鱗は歯と起源を同じくする硬組織であり、ガノイン鱗という魚鱗では、エナメル質や牙質がありますし、シーラカンスの体表を覆うコスミン鱗では歯のかたちそのものの突起（小歯）が多数あります。これらは主として
「防御のため」に発達しましたから、徐々に分厚くなり、かつ硬い硬組織に置き換えられていくという進化の道筋を辿りました。ただ、鱗を軽量化する道を進んだ条鱗類が大繁栄を遂げましたから、タイやコイなどの体表
を覆う葉状鱗の方が、魚鱗としての完成形だったようです。

　本書の前半はこうした魚鱗の進化と多様性を私どもが撮影した写真、作画した模式図を使って供覧します。鱗がだんだんとシンプルなかたちになる一方で、体色が豊かになるのがよくわかると思います。また、魚類の生
活様式や習性などの進化も併せて記載しました。」
!
「デボン紀になると、ユーステノプテロンやテイクターリクなど陸上進化して四肢動物へと向かう魚類たち（肉鰭類）が現れます。両生類になると体表から鱗が消失しますが、進化の上では一時的といってよく、爬虫類から
再び鱗が体表を覆います。「乾燥に耐えるため」というミッションが新たに与えられたからです。そして、魚類のようにリン酸カルシウムを中心にした骨鱗 body scaleではなく、ケラチン質を主成分とした角鱗 horny scale
に切り替わります。鱗を作る主要な細胞が、間葉系から上皮系の細胞になり、鱗は体表の内側（皮下）ではなく、最外層（表皮の表面）に作られるようになりました。

　なお、爬虫類、特にヘビ類の鱗が作る幾何学模様や特殊な色使いは神秘的でさえあります。こうした文様がさまざまな文化や芸術に影響を与えてきたのも道理で、本書ではこうしたヒトとのつながりや風物についても触
れています。」

　

「恐竜の直接の子孫が鳥類であることは、今では周知のこととなりましたが、鳥類の全身を覆う羽根も角鱗の進化したかたちです。恐竜の時代から、保温や走行時の安定翼、求愛や威嚇のためのディスプレイのために羽根
が発達していたようですが、鳥類では「飛翔のため」にさらに進化したのでした。」
!
（「特集０３　もう１つの「鱗」の話し　うろこ雲」より）
!
「私たちが暮らす地球は魚にとっての「水」のように「大気」に包まれている。この大気は透明で、その流れを目で見ることはできない。そのため、大気の流れを普段から意識することはあまり多くない。それを確認でき
る機会の一つが雲の動きを見ることだ。その向きや速さなどで、大気の流れを知覚することができる。

　雲は空気が上へと吹き上がっている場所にできる。こうした空気の動きは「上昇気流」と呼ばれる。うろこ雲はこの上昇気流と下降気流が細胞のように広がった対流「ベナール対流」が上空で起こっている際に見られる
ものである。

　雲は形状の違いや発生の仕方などにより、大きく10種類に分けられている。「十種雲形」と呼ばれるこれらの雲のうち、「うろこ雲」は巻積雲にあたる。


　うろこ雲は上空5,000～13,000メートルと比較的高い場所に発生する。美しいうろこ雲だは、上空の風の流れの影響で、すぐに姿を変えてしまう。また、台風や低気圧が近づいてくるときに現れてくることが多い。古来、
漁師の間で「うろこ雲は悪天の兆し」とされるのもこのためである。

　時折、うろこ雲の端が虹色に色づいて見えることがある。この現象は「彩雲」と呼ばれる。彩雲は雲粒（水の粒）により太陽光を構成する色が回折という仕組みで分かれて見える現象だ。虹ほどはっきり光が分かれず、
グラデーションのように淡く色づくのが特徴である。

　なお、うろこ雲が分類される巻積雲は、うねうねとした波のような模様になったり、レンズ状になることもあり、「さば雲」「いわし雲」という俗名で呼ばれることもある。」




☆mediopos-2325　　2021.3.29

■小沼純一!
　『武満徹逍遙　遠ざかる季節から』!
（青土社 2021.3）

武満徹が亡くなったのは 
１９９６年２月２０日 
没後２５年になる !
本書には著者が 
「およそ二〇年いろいろなところで発表してきたもの、 
発表した複数の文章を合体させたもの、 
パソコンのなかに残してあった断片を 
何らかのかたちにしたもの」を収めてある !
「よくもわるくも、つよく影響をうけてきた。 
でも、ひとまず、区切りはつけてもいい」 
ということでまとめられている !
ぼくは音楽にかかわって生きてきてはいないけれど 
小沼純一氏とほぼ同世代を生きてきたということもあり 
武満徹の「生きていたはずの世紀」が 
「遠ざかりつつ、遠ざかりつづけて、ある」ことについて 
なにがしか共振するところがあるようだ !
ぼくにとっては 
武満徹はきわめて特別な作曲家であり 
バッハなくして音楽はないように 
武満徹なくして音楽と言葉もない !
武満徹の音楽を聴く 
武満徹の言葉を読む 
そのふたつは別のものではない !
ぼくにとって武満徹が重要なのは 
音楽と言葉が同時的にあるということなのかもしれない !
武満徹の音楽を聴くとき 
そこから言葉が訪れてくる 
武満徹の言葉を読むとき 
そこから音楽が響いてくる 

その音楽や言葉は 
武満徹のそれというよりは 
音楽の源にあるもの 
言葉の源にあるものが 
呼び出されてくるようなものだ !
その影響からかどうかわからないが 
ぼくのなかでは音楽と言葉は同時的のようだ 
言葉といっても実際の言葉ではないし 
音楽といっても実際の音楽ではなく 
それらの奥にひびいている歌のようなもの !
野山を歩くときにも 
水の流れを見つめているときにも 
ただまどろんでいるときさえ 
どこかでその歌をきいているのかもしれない 
だからそんな歌を疎外されるようなときには 
酷く息苦しさを感じてしまったりもする !
さてこうして没後２５年にあたって 
「逍遙」されている武満徹をめぐる言葉たちに出会い 
久しぶりにその音楽や言葉から受けたさまざまなものや 
いまでもぼくのなかに響いている歌のことを 
あらためて確認している !
武満徹の音楽も言葉も 
ぼくのなかではいまだ「遠ざか」ってはいないようだ 
それでもその実際の音楽や言葉に 
ふれる機会は少なくなってきている 
あらためてこの機会に 
ぼくなりに「武満徹逍遙」をしてみることにしたい 



■小沼純一『武満徹逍遙　遠ざかる季節から』（青土社 2021.3）
!
「この瞬間にも、ときは過ぎてゆく。

　ついこのあいだ、生きていたはずの世紀もずっと前のこととなり、いまも、遠ざかりつつ、遠ざかりつづけて、ある。
!
　ひとりの作曲家について書く。

　もういいかな、と距離をとる。

　何か、原稿を、と依頼されることがあり、気づいたり考えたりすることが、まれに、ある。
!
　書きとめ、書きためたものが、いつのまにか。

　音楽作品から文章へ、ひとへ、

　波紋のひろがりへ。
!
　作曲家について、手引きとなるようなものが、個人的なおもいが、すこし客観的にみえるかもしれないものが。

　雑多なものを、いつくかに分けて。
!
　秋、という作曲家の愛した季節が、年々短くなってきたような、

　もしかしたら、もうなくなってしまっているのかもしれない、とも。

　サブタイトルは、そんなところから。」
!
（「音・音楽を呼ぶことば」より）
!
「音楽が必要だ。音楽があればいい。そういう人がいる。全身で音楽を希求する。音楽なしには生きていけない、生きていく甲斐がない。とはいえ、日々をふつうに生きるなか、このようにおもうには、まず音楽を知らなければならない。どこかで音
楽と出会わなければならない。たとえことばを知らなかったとしても、音楽は、まず外に、わたしの外にある。

　武満徹にとっても音楽は外にあるものだった。あるとき、ある音楽にふれ、音楽を志した。第二次大戦中、作曲家自身も書き記していることだ。

　武満徹は、音楽作品を創りだすとともに、文章も世におくりだした。ことばは、文章は、この作曲家をとらえるうえでけっして蔑ろにできない。映画や絵画といった視覚芸術にもいえるだろう。武満徹は楽曲を、音楽を生みだすしごとを中心にはして
いたが、日常の生活のなか、さまざまなものを吸収し、他者との対話をとおして、音・音楽をとおしてではないツールを持っていた。音楽を、楽音や音のつながりといった内的なシステムのみでとらえるだけでは飽き足らなかった。

　ことばは、必要だった。ことばをつうじて伝えること、伝えられることがある。表現が抑えられていた時代から、終戦になり、自由を知る。作家たちは独自のことばを発するようになる。詩の、小説の、造形の、音楽の、それぞれの表現。ことばは
表現や作品の外にあるが、ことばをとおして、人びとにアピールできる。なぜ表現するか。なぜこのかたちをとるのか。ことばはそれぞれの表現とはべつのかたちで文学に近づき、ときに、文学になる。

　時代的な要請もあっただろう。モティヴェーションを、表現のかたちを、ことばで解くこともみずからの創作にあった。ことばを練りあげ、他者につうじることばを、書きながら考える。それは通路になる。作品があればいい。音楽があればいい。
聴いてもらえばそこにすべてがある。そんなふうに言える状況、たとえば現在の、二一世紀の、表現と発表の状況との違いを対比してみてもいい。

　音から音楽へ、音楽から音へ、という往還とともに、ことばから音・音楽へ、視覚的なイメージから音・音楽へ、あるいは、ことばからイメージ、そして音・音楽へ。あることばやイメージがきっかけになって音・音楽へとふっと跳躍する、べつの展
開・転回がなされることがある、ありうる。武満徹にとってことばとイメージは、音楽作品をつくるにあたって、必要不可欠なものだった。ことばが介在することでこそ、だ・滝口修造を介してシュルレアリスムに出会ったことも大きかった。シュルレ
アリスムは音楽においては多くのことはのこさなかったけれど、ことばとイメージにおいては大きなものがあった。

　たとえば武満徹のこんな文章ｰｰｰｰ
!
　　マックス・ピカートの一行のことば。タゴールの一編の詩は私の生き方に勇気を与えてくれるし、大江健三郎の小説はただちに音楽的プランに置きかえられて私に働きかけてくる。（「私の本だな」）
!
　あるいは、入院生活のなか、カルヴィーノと蕪村を一行もしくは一句ずつ「味わうように目で追って」、といった文章の後半部ｰｰｰｰ
!
　　私の場合は、大きな流れにたゆたいながら、不意に立ちあがる、杭のような言葉やセンテンスのひとつひとつと、その度に交渉をもちつつ、書物それ自体とは一見無縁な寄り道を楽しめれば、それは最も充足した読書（体験）と言える。（「読書
の様態」）
!
　ここに、作曲家がただストーリーを読むのではなく、文章のこごばのちょっとした表情に足をとめる姿をみることができるし、それはまた、音楽のなか、メロディやハーモニーといった時間のながれにあるものだけでなく、瞬間瞬間の音の表情に耳
をかたむける姿勢と重なってくる。

　武満徹の著作集を開いてみれば。ところどころに作家について記された文章を読むことができる。大江健三郎、坂上弘、安部公房、石川淳について記され、谷川俊太郎、大岡信といった詩人とは、音楽作品にそのことばをつうじてかかわりあった。
タイトルが決まってしまえばある程度は作品ができたと同然と語る作曲家は、文学とつながるのあるタイトルを作品に与えてもいる。大江健三郎の小説からとられた《雨の樹》はわかりやすい。《十一月の霧と菊の彼方から》と《揺れる鏡の夜明け》ｰ
ｰｰｰこれらは詩の連作からとられたが、あわせてタイトルの、日本語としての「ｋ」の音のひびきとイメージに注目したいｰｰｰｰ《ア･ストリング・アラウンド・オータム》は大岡信の詩にもとづき、《遮られない休息》や《ジェモー》は滝口修造に由来す
る。《遠い呼び声の彼方に！》はジェイムズ・ジョイス、《そして、それが風であることを知った》はエミリ・ディキンソンから。先に、作曲家のことばを引いたように、これらは何らかのかたちで音楽作品の生成に関与する、音の、音たちのうごめく
場のつくりにかかわる。」


