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☆mediopos-2326　　2021.3.30

■対談　馬場あき子＋水原紫苑 
　「伝統を継ぐ、歌とつながる／百人一首をいま読むということ」 
　（「ユリイカ　総特集＝百人一首」二〇一二年十二月） 
　（『水原紫苑の世界』（深夜叢書 2021.3）所収） 
■水原紫苑『百人一首　うたものがたり』（講談社現代新書 2021.3） 
■塚本邦雄『塚本邦雄撰　小倉百人一首』（文藝春秋 1980.11）

歌とは何か 
それを問うために 
秀歌撰は編纂される !
歌を選ぶということは 
短歌観を示すことによって 
歌論の姿をとらない 
歌とは何かを問う歌論ともなっているからだ !
そのため『百人一首』の編纂者・藤原定家も 
『八代集秀逸』『近代秀歌』『詠歌大概』『秀歌大体』と 
数々の秀歌撰を編纂しているが 
『百人一首』はそのなかでも 
かなり特殊な編纂方針がとられている !
百人一首はほぼ年代順に配列されているが 
従来の秀歌撰はすべて歌合形式で 
左右の組み合わせが重視されている 
また「歌聖」とされていた人麿は 
最初に据えられてはおらず三番目に据えられ 
巻頭と巻末が親子天皇という形のシンメトリーに 
また一歌人三首という原則を外れ 
一人一首の百歌人で構成されている !
従来のものと比べ特殊な編纂方針となっていることそのものが 
定家の歌への問いを反映しているということができる 
その意味で「百人一首とは定家との対話でもある」のだ !
さて現代において 
短歌とはいったい何なのだろう 
歌とはいったい何なのだろう !
塚本邦雄は「近代短歌が捨て去った王朝和歌の富」を 
主に『新古今和歌集』を中心として短歌に取り戻そうとし 
「象徴派的な前衛短歌」によって時代と切り結ぼうとした

塚本邦雄は定家の『百人一首』を「凡作百首」として批判し 
みずから『塚本邦雄撰　小倉百人一首』を選び論じたのも 
現代において短歌とは何かを論じる挑戦だったのだろう !
かつての和歌は自己表現のための歌ではなく 
王朝の貴族社会の共同体に奉仕するためのものであり 
単純に個人の創作物という位置づけではなかったが 
現代ではそれは「一般庶民の自己表現の詩」となり 
さらに俵万智・穂村弘といった歌人たちのように 
功罪はありながら口語短歌が主流となってきている !
個人的にいえば塚本邦雄の短歌そして批評に啓発されて以来 
あらためてそんな口語短歌にも目を向けるようにしているが 
そんななかで日本（語）の伝統のなかでの 
「和歌」や「俳句」とはいった何だったのか 
そして現代においてそれがどのように継承され 
これからどういう姿をとっていくのか 
そうした問いなくして日本語を理解することはできない 
そう考えるようになった !
折良くほとんど同世代ともいえる 
水原紫苑の短歌への「問い」にふれることができたところだ 
水原紫苑の世界を一冊にまとめた本や 
『百人一首』についての新書も刊行され 
昨年には大岡信『折々のうた』選の短歌篇の解説も 
水原紫苑が担当している !
この機会にその問いをさまざまに深めてみたい 
「和歌」という水脈の底に埋まっている 
まだ見ぬ秘密の見つかることを祈りながら



■対談　馬場あき子＋水原紫苑「伝統を継ぐ、歌とつながる／百人一首をいま読むということ」

　（「ユリイカ　総特集＝百人一首」二〇一二年十二月）

　（『水原紫苑の世界』（深夜叢書 2021.3）所収）

■水原紫苑『百人一首　うたものがたり』（講談社現代新書 2021.3）

■塚本邦雄『塚本邦雄撰　小倉百人一首』（文藝春秋 1980.11）
!
（対談　馬場あき子＋水原紫苑「伝統を継ぐ、歌とつながる」より）
!
「馬場／定家も秀歌撰というのをたくさん選んでいますよね。『八代集秀逸』『近代秀歌』『詠歌大概』『秀歌大体』それ
から『百人一首』。こういうように定家は歌論よりも秀歌を選ぶことで歌とは何かを問うた。そういう意味では現代のもの
を私は残してみたいと思います。

水原／それは残していただきたいとおもいます。馬場あき子の百人一首というかたちで選んでいただいて、馬場さんの短歌
観を示してほしいです。

馬場／短歌観を示すということはありますよね。誰が撰者になるかで、まったく違うものができるということが面白いです
よね。

　そういう意味では百人一首には『万葉集』にもないような万葉歌人の歌が出てきてますよね。ここには撰者である定家の
和歌に対する考え方が如実にあらわれているように感じます。

　天智天皇から持統、人麻呂、赤人。阿倍仲麻呂まで七人、奈良時代の人の歌が入っている。定家には、歌の原点としての
奈良時代までの『万葉集』の伝統を引かなければいけないという意識があったのでしょう。

水原／和歌宇宙を作りたかったということなのでしょうか。

馬場／天智から始まって、順徳院で終わる。天智と持統は親子、後鳥羽と順徳院も親子ですよね。こういう天皇を最初と最
後に置くことによって安定感を保とうとしたかもしれませんが、しかし、私は天皇ということが重要なのではなくて、『万
葉集』こそが大切だったと思うんです。定家は『万葉集』というものの心、本然の伝統をかなり尊重しようとした。源実朝
に『万葉集』を贈っていることなどを見ても、そういう気持ちがあったように思いますね。勅撰集は、『万葉集』に言及し
ている序を折々に持っていますしね。

水原／『古今集』の仮名序が感動的ですね。「人まろ亡くなりにたれど、歌の事とどまれるかな」。これですよね。

馬場／しかし『万葉集』の歌と百人一首の歌はやはり違いますよね。

水原／『万葉集』で一度切れていますね。『万葉集』は和歌という感じがしません。和歌というとやはり王朝の和歌という
イメージがあります。

馬場／『万葉集』には短歌とあります。漢に対する和ですからね。『万葉集』はかなり漢文の世界、つまり外国を意識した
ものです。そうすると、日本の言葉のエッセンスをかなり意識して磨いていくと最後はどこに行きつくのかというと『新古
今』なのでしょう。

水原／しかし、その百人一首を選んだ定家の日記は、時代として当然ながら漢文で書かれている。ですから逆説的に、定家
には日本の言葉というものに意識が強くあったのでしょうね。外側の世界を識っているからこそ、日本という文学の空間を
磨き上げることができたのだと思います。

馬場／伝統ということをどういう風に考えていくかということですね。『百人一首』や『新古今』の伝統というものを、近
代短歌がどのように継いだのかという問題もありますし、近代短歌の伝統をどう現代短歌が継いだのかということもある。
同じ様式によっている限り、この筋道というものは無視できないと思います。

水原／継ぐということですか？

馬場／いろんな継ぎ方がありますよ。近代歌人が歩んだ足跡を意識するということです。もちろん、継いでもいい。継いだ
ら悪いということはないと思います。

水原／それはそう思います。しかし、継ぐにあたっては覚悟が必要ですよね。

馬場／たとえば中西進が『万葉集』は『古今集』や『新古今』を通りながら現代までつづく一本の大きな地下水だったとい
う言い方をするのを私は肯定します。やはり『万葉集』というものは現代まで、斎藤茂吉などには顕著にあらわれています
が、大きな地下水だったと思います。歌の方法というものは切れているけれども、歌うということはやはりそういう伝統を
持っていたということを言っていきたいのですよ。この様式による限りは、一句ではなくて、一首なのですから、一首の、
「首」というのは申すという意味ですから、一つまとまったことを言うというのが『万葉集』の時代だった。それが、百人
一首でも、いかに技巧をこらしても、下の句で言うところに残っていると私は思うんです。

　今回、百人一首を読み直してみて、百人一首の言葉をみがく志を復権しなくてはいけないと強く思いました。いまの時代
に百人一首がもう一度かえりみられるということは古典がつくりあげてきた世界に日本語の一番いいエッセンスが盛り込ま
れているということではないでしょうか。

　それを水原さんがおっしゃったような「つながる」という感覚でとらえられるというのはとてもすばらしいことだと思い
ます。

水原／私は心ある若者たちが私なんかの想像もつかないすぐれた歌で、和歌と私たちをつないでくれるのを期待しているん
です。

　百人一首が受け入れられるというのは、私たちが史上空前の孤独の中にいるからだと思うんですね。コンビニに行けば何
でも買えるけれども、いつでも自殺してしまいそうな感じがある。そういう時代のなかで歌を読むと「つながる」ことがで
きる気持ちになる。作者ともつながるように感じるし、さらに読んだ人同士もつながるように感じる。

　そういうところに百人一首のすごさ、そして和歌のすばらしさがあるのではないかと思います。」


（水原紫苑『百人一首　うたものがたり』より）
!
「百人一首とは定家との対話でもあるのですね。」

　定家のことを本文でも芸術家とよびましたが（･･･）、たとえばボードレールやマラルメのはるか前に生まれた象徴派詩人
であり、芸術家そのものなのですが、他の歌人たちは少し違います。西行は芸術家などという括り方のできない行動する人
間でしたし、業平、家持、人麻呂と歴史を溯って行くと、もっと言葉が神々に近いもので、個人の創作物ではないような印
象がありますね。

　定家と同じような意味で芸術家であろうとしたのが、たとえば現代短歌の塚本邦雄です。」

「王朝の貴族社会の共同体に奉仕するための古典和歌と、一般庶民の自己表現の詩である近代現代短歌とは、再三述べたよ
うに成り立ちが全く異なります。

　塚本邦雄は、歌の形は大胆に三十一音の黄金律の詩として旧来の調べに反逆し、内実では、近代短歌が捨て去った王朝和
歌の富を、主に『新古今和歌集』を中心として短歌に取り戻そうとしました。

　ちょうど定家が、源平の戦乱の世を生きながら、言葉の美の極北を求めることで時代と拮抗したように、戦後日本の社会
を撃つものとして、象徴派的な前衛短歌を求めて行ったのです。

　塚本に同行したのが、本文でも取り上げた岡井隆であり、寺山修司そして春日井建でした。

　また（･･･）葛原妙子、斎藤史、そのあとの山中智恵子、馬場章子といった女性歌人たちの歩みも大きなものだったのです。

　ここから現代短歌は始まりました。

　そしてさらに俵万智、加藤治郎、穂村弘、東直子といった歌人たちが口語短歌の道を開きました。

　今世紀に入ってからは、ほとんど口語短歌が主流ですが、それでいながらどこか王朝和歌の匂いがする、危険で優雅な作
品が登場するようになっています。本文に引いた笹井宏之や大森静佳や新しい文語派の川野芽生の歌がその一例です。また、
本文では、大西民子、井辻朱美、本田一弘というそれぞれ独自の個性をもつ歌人もご紹介しています。」
!
（塚本邦雄『塚本邦雄撰　小倉百人一首』～「序」より）
!
「伝・定家撰「小倉百人一首」が凡作百首であることは、最早定説になりつつあると言つてもよからう。」

「ともあれ、百首、撰の不当と欠陥を論じてゐるだけでは不毛であらう。そしてまた仮に百首が必ずしも凡作ではないとし
たところで、その一人一人に、他に、これこそ代表作、一代の絶唱と目すべき歌が、現に殆どある。例外は「沖の石の讃岐」
一人くらゐだらう。また、百人一首以外のその作の伝がらぬ阿倍仲麻呂と陽成院は、選択の余地がない。それを考慮に入れ、
その制限にやむなく従つて、この度私は、九十八人の、これこそかけがへのない一首を選び上げた。一番天智天皇から百番
順徳院まで、その印象派当然のことながら一変する。九十番以降あたりに入つて来ると、秀作、傑作十指に満ち、二十指に
余って剰つて、ために煩悶するほどであつた。」



☆mediopos-2327　　2021.3.31

■松岡正剛『うたかたの国／日本は歌でできている』 
　（工作舎 2021.1）!
■武満徹「私たちの耳は聞こえているか」!
　（『武満徹著作集３』新潮社 2000.5 ～ 『時間の園丁』所収）!
■都倉俊一 訳編『ディキンソン詩集』（思潮社 1993.6）

久しぶりに一昨日のmediopos-2325で 
武満徹の言葉と音楽にふれることになったが 
ちょうど今日読み終えた 
松岡正剛『うたかたの国』のいちばん最後に 
武満徹のことがふれられていたので 
今日もまた武満徹をとりあげてみることにした 
昨日のmediopos-2326の「うた」のこととも関係している !
『うたかたの国』は日本の詩歌についての 
松岡正剛の著作から「リミックス」されたもので 
それを担当したのは米山拓也という編集者であり歌人だ 
この「リミックス」は驚くほどよく出来ていて 
最近松岡正剛に少し食傷気味だったにもかかわらず 
ずいぶん気持ちよくその「組曲」を楽しむことができる !
ここでとりあげてみたいのは「耳」であり 
「耳」をひらくために必要な「聴く」こと 
そしてそこに響いている音と言葉のことである !
「私たちの耳は聞こえているか」で 
武満徹も示唆しているように 
現代人は「世界に遍在している」「うた」を 
「聴くこと」から遠ざかり 
人工的で機械的な音・音楽や言葉しか 
受け容れない「耳」へと傾斜している !
「私たちの耳は聞こえ」なくなっているのだ 
「聞こえ」なくなった耳が聞くのは 
人工的につくれらた喧しく機械的な音・言葉であり 
そこには耳をひらけばきこえてくる「うた」はない !
武満徹はエッセイで引用している 
エミリー･ディキンソンの詩から引かれた言葉を題名にして 
《それが風であることを知った》という作品を書いている

エミリー･ディキンソンは 
「隠棲にも似た孤独な生活のなかで、 
あの豊かな詩的イメージを言葉にした」が 
今日の私たちは人工的な情報環境のなかで 
想像力を羽ばたかせることのできないままに 
眼や耳を機能させることができなくなってきているという !
昨今のコロナ禍において 
ソーシャル・ディスタンスを保ち 
密を避ける「べき」生活は 
二つの両極へと人を導くのかもしれない !
群れることに飢え 
ネットを使ってでも群れようとする者と 
「隠棲にも似た孤独な生活のなかで」 
むしろ耳を眼をひらき想像力の翼を持とうとする者 !
「世界に遍在している」「うた」を聴ける者は 
いうまでもなく後者の翼を持つ者だろう



■松岡正剛『うたかたの国／日本は歌でできている』（工作舎 2021.1）


■武満徹「私たちの耳は聞こえているか」


　（『武満徹著作集３』新潮社 2000.5 ～ 『時間の園丁』所収）


■都倉俊一 訳編『ディキンソン詩集』（思潮社 1993.6）
!
（松岡正剛『うたかたの国／日本は歌でできている』より）
!
「音が聴こえてこない文字は無力だ。文字というもの、もともと音から生まれてきたからである。」
!
「そもそも日本における「うた」とは何なのか。すべての日本的構想の起源なのではあるまいか。」
!
「一冊の書物から音楽が聴こえてくるなどということは、めったにない。まだしも音楽家ならリルケやヘルダーリンの行間
や、あるいは李白や寂室元光の漢詩から音楽を聴くかもしれないが、少なくともぼくにはそういう芸当は不可能だ。

　ところが、武満徹の『音、沈黙と測りあえるほどに』はそういう稀な一冊だった。それも現代音楽かの文章である。なぜ
この一冊に音が鳴っているかということは、うまく説明できるような答えがない。けれどもひとつだけ言えそうなことがあ
る。それは武満徹自身が音を作ろうとしているのではなく、つねに何かを聴こうとして耳を澄ましている人だということで
ある。

　それで思うのは、この人はきっと「耳の言葉」で書いているのだろうということだ。いま手元にないので正確ではないの
だが。亡くなる数年前に「私たちの耳は聞こえているか」といったエッセイを書いていた。ジョゼフ・コーネルとエミー
リー・ディキンソンにふれた文章で、テレビやラジオやウォークマンをつけっぱなしにの日本人がこのままでは耳を使わな
くなるのではないかというような危惧をもらしていた。」

「いまのわれわれのカラダは、耳を封印してスタートを切ってしまった近代のカラダであり近代の知じゃないですか。だか
らその奥にある声の響きを取り出せたときには、近代を一気に超えられる可能性があるんじゃないか。だって、その声はど
の時代からやってきたものかなんて誰にもわからないですから。」
!
（武満徹「私たちの耳は聞こえているか」より）
!
「ジョゼフ・コーネルは、その六十九年の生涯を、殆ど、ニューヨーク州から外に出ることなく過ごした。住居がある、ロ
ングアイランドのユートピア・パークウェイと、マンハッタンの間の、きわめて限定された空間の中からあの豊穣なイメー
ジが生み出されたことには、たんなる驚き以上のものを感じる。芸術家のヴィジョンや想像力というものは、かならずしも、
蓄積された知識等とは関係ないものなのかもしれない。

　そういえば、コーネルが愛した詩人、エミーリー・ディキンソンも、生涯、彼女の住居から出ることなく、隠棲にも似た
孤独な生活のなかで、あの豊かな詩的イメージを言葉にした。

　それに較べて、今日の私たちの生活は、無制限に送られてくる人工的な情報を受け容れることに多忙で、それを咀嚼する
ことでさえ倦んでいる。私たちは、今、個々の想像力が自発的に活動することが出来難いような生活環境の中に置かれてい
る。眼や耳は、生き生きと機能せず、この儘、退化へ向かってしまうのではないか。という危惧すら感じる。」

「この世界は、未だに、発見されることを期待しているのだ。」

「遠い記憶が遺伝子に刷り込まれているように、既に、あらゆる歌はうたわれ、私たち（ひとりひとり）が待ち期む美も、
世界に遍在している。それらは、実は、私たちの身近な生活環境の中にさえ見いだせるはずのものだろう。」

「私は、作曲という仕事を、無から有を形づくるというよりは、むしろ、既に世界に遍在する歌や、声にならない嘯（つぶ
や）きを聴き出す行為なのではないか、と考えている。」

「映画も概ねそうであるが、それにしても、テレヴィの音の扱いの無神経さは、日本の場合、酷過ぎるように思う。ニュー
ス報道の背後にまで全く関連性がない音楽や音響が流されて、徒らに視聴者の気分を煽ろうとする。また、私たちもいつか
すっかりそれに馴らされてしまっている。こんな状態が永く続くようなら、私たち（日本人）の耳の感受性は、手の施しよ
うが無いまでに衰えてゆくだろう。

　その時は、耳は、もはやなにものをも聴き出すことはない。」

（「毎日新聞」夕刊　一九九四年三月十日）

■（エミリー･ディキンソン「それが風であることを知った」）
!
武満徹《それが風であることを知った》(1992)という題名は、エミリー･ディキンソンの詩からとられている。
!
    雨のように、曲がるまでそれは鳴っていた


    そして、それが風であることを知った----


    波のように濡れた歩みで


    しかし乾いた砂のように掃いた----


    それが自分自身を何処か遠くの


    高原へ押し去ってしまったとき


    大勢の足音が近づくのを聞いた


    それはまさしく雨であった----


    それは井戸を満たし、小池を喜ばせた


    それは路上で震えて歌った----


    それは丘の蛇口を引っぱりだして


    洪水を未知の国へ旅立たせた----


    それは土地をゆるめ、海を持ち上げ


    そしてあらゆる中心をかき回した


    つむじ風と雲の車輪に乗って


    去っていったエリヤのように。
!
And then I knew 'twas Wind   Emily Dickinson
!
　　Like Rain it sounded till it curved

　　And then I knew 'twas Wind -

　　It walked as wet as any Wave

　　But swept as dry as sand -

　　When it had pushed itself away

　　To some remotest Plain

　　A coming as of Hosts was heard

　　That was indeed the Rain -

　　It filled the Wells, it pleased the Pools

　　it warbled in the Road -

　　It pulled the spigot from the Hills

　　And let the Floods abroad -

　　It loosened acres, lifted seas

　　The sites of Centres stirred

　　Then like Elijah rode away

　　Upon a Wheel of Cloud.



☆mediopos-2328　　2021.4.1

■チャールズ・シミック（柴田元幸	訳）	
　『コーネルの箱』	
　（文藝春秋	2003.12）

コーネルの箱のことを初めて知ったのが	

いつのことだったか記憶は定かではない	

著者のチャールズ・シミックと同じく	

シュルレアリスムからなのだろう	

その特集のなかでふれられていたのかもしれない	!
ひょっとしたら昨日引用した	

武満徹のエッセイだったのかもしれないし	

シュルレアリスムについては	

若い頃ずいぶんいろいろ渉猟してみたので	

ほんとうはそれよりも	

ずいぶん前のことだったのかもしれない	!
どちらにせよコーネルとディキンソンは	

ぼくには近い場所にいるイメージがある	

なにかしらの親近感も同じだ	

好きというよりは	

あの閉じた秘密の世界への親近感	

閉じなければひらかれない世界への共感	!
さてコーネルの「箱」とはいったい何なのだろう	

チャールズ・シミックのいうごとく	

「人はみな内に秘密の部屋をいくつも抱えている」ように	

その「秘密の部屋」でもあるだろう	

そこにはまざまなものがコラージュとして	

そしてそれぞのものが象徴として置かれている	!
ディキンソンの詩やコーネルの箱は	

彼らのつくりだす象徴が	

独特な強度をもちながら	

彼らだけにしかない魂の深みのなかから	

現れているかたちなのだろう	

ユング的にいえば「箱庭」のようなものだろうか

コーネルにかぎらず	

私たちはそれぞれがじぶんのまわりに	

「箱庭」をつくりだしている	!
部屋のなかや引き出しのなかに	

おのずと現れてくる	

物たちのつくるかたちとして	!
また絵のように描かれたり	

詩のように詠われたりもすることで	

現れているかたちとして	

私たちは魂の「箱庭」をつくりだしている	!
じぶんでも半ばは	

なにをやっているのかわからないままに



■チャールズ・シミック（柴田元幸 訳）

　『コーネルの箱』

　（文藝春秋 2003.12）
!
「コーネルの作品を初めて見たのはいつだったか、そもそもどこで見たのかは思い出せない。そのころはシュルレアリスム
に興味を持っていたから、その関連でコーネルの名に行きあたって作品の写真を見た可能性も高い。彼の作品を見て、自分
もこれと同じようなことをやるべきじゃないかという気にさせられたが、そもそもコーネルが何をやっているのか、長いあ
いだ私にはよくわからなかった。よくあることだが、彼の死後になってやっと、私は彼の芸術についてじっくり考えはじめ
た。」

「私は、コーネルを理解したかった。コーネルは模倣に値するアメリカ人芸術家である。そのことは私にとってますます明
らかになっていった。結局私にできたのは、オマージュを構成することだった----彼が愛した詩人たちの精神にのっとって書
いた、短い文章の連なり。「無限は君が否定した偶然から現れ出る」とマラルメは書いている。私もそう思う。そしてここ
では、もうひとつめざしていることがある。これはコーネル本人が、日記の日付なしの項にいみじくも書いたように、「妄
執（オブセッション）に形を与えようとする懸命の企て」である。」
!
（「我々は畏怖の念によって理解する」より）
!
「ホイットマンもやはり、いたるところに詩を見出した。一九一一年、アポリネールは新しい霊感の源を語った----「ビラ、
カタログ、ポスター、あらゆるたぐいの広告」こそ我らの時代の詩を宿している。

　こうした理念の歴史はおなじみのものであり、その主役たちもしかり----ピカソ、アルプ、デュシャン、シュヴィッター
ス、エルンスト----名はいくらでも挙げられる。芸術は創るものではない、見つけるものだ。すべてを芸術の素材として受け
入れるのだ。シュヴィッタースは詩の素材に会話の切れ端や新聞の切り抜きを集めた。エリオットの『荒地』はコラージュ
であり、パウンドの『キャントーズ』も同じ。

　コラージュの技法、すなわちすでに存在している図像の切れ端を組み直して新しい図像を作り上げるという技法は、今世
紀の美術におけるもっとも重要な革新である。見出された物、偶然の創造、レディメイド（大量生産された品が美術品に昇
格する）、それらは芸術と人生の分離を無効にする。正しく見られ、認識されれば、ありふれた事物も奇跡なのだ

　「問題は何を見るかではなく、君に何が見えるかだ」とソローは日誌に書いている。コーネルも「すべての些細な物に意
味がみなぎる、完璧な幸福の世界に没入していく」ことを語る。

　コーネルが非常に敬愛していたジョルジョ・デ・キリコはこう書いている。

　「亜鉛色に塗られた、爪はおぞましい金色をした巨大な手袋、それがある都市の午後、悲しい色に吹かれて店先で揺れな
がら、舗道の敷石を指している人差し指でもって、新しい憂鬱の隠れたしるしを私に明かしてくれた」」
!
（「判読不能な力」より）
!
「自分が何をやっているのか、コーネルは自覚していたか？　一部はイエス、だが大部分はノー。そもそもそんなことを完
全に自覚している人間がいるのか？　自分が何を見るのを好み、何に触れるのかを好むかはコーネルも承知していた。彼が
好むものに、他人は誰一人興味を示さなかった。シュルレアリスムは彼に、雑多な古物を収集する変わり者以上の人間にな
る術を教えてくれた。芸術をめぐる理念はあとから来たにすぎないし、最後まで確固たるものだったかどうかも定かでない。
どうして確固となりえよう？　畢竟コーネルの営みは、直観の営みにほかならないのだから。ダダとシュルレアリスムは、
彼に先例と、自由とを与えてくれた。私はとりわけ、ダダとシュルレアリスムが果たした、偶然を操ることから叙情詩が生
まれるという驚くべき発見のことを考えている。コーネルも同じ魔法を信じた、そしてその信念は正しかった！芸術とはす
べて、魔法を操ることだ。何なら、新しい幻を希う祈りだと言ってもいい。「古い街中の曲がりくねった壁の中、一切が、
恐怖でさへが興趣となる所」とボードレールは書いた。都市は巨大な幻像マシーンだ。単独者たちのためのスロットマシー
ン。夢想の貨幣、詩の、秘密の情熱の、宗教的狂気の貨幣、マシーンはそのすべてを兌換してくれる。判読不能な力。」
!
（「トーテミズム」より）
!
「人はみな内に秘密の部屋をいくつも抱えている。部屋はどこも散らかっていて、明かりは消えている。ベッドがあって、
誰かが顔を壁に向けて寝ている。その誰かの顔のなかにも、やはりいくつか部屋がある。そのうちのひとつで、ベネチアン・
ブラインドが、迫りくる夏の嵐に揺れる。時おり、テーブルの上に何か物が見えてくる----壊れたコンパス、真夜中の色をし
た小石、引き伸ばしたクラス写真（誰かの顔がうしろの輪のなかに入っている）、懐中時計のぜんまい、これらの品一つひ
とつが、自己の象徴だ。

　すべての芸術は、自己が他者を求める渇望にかかわっている。我々はみな孤児であり、その孤児が、見つけた者を手当た
り次第素材にして、自分のきょうだいを作る。芸術とは、少しずつ、難儀に、自分が他者に変容していく営みである。」

!
（「エミリー・ディキンソン」より）
!
「コーネルとディキンソンは、二人とも最終的に知りえない。二人とも謎のなかに住んでいる、とディキンソンなら言った
だろう。二人の伝記は何も説明していない。彼らに先行者はなく、彼らは奇矯で、独創的で、どこまでもアメリカ的だ。ディ
キンソンの詩がコーネルの箱に似て、秘密がしまってある箱だとしたら、コーネルの箱はディキンソンの詩に似て、出会い
そうもない物たちが出会う場である。

　二人とも己の魂の救済を気にかけている。己の孤独の航海者であり探求者である彼らは、その孤独を巨大に、宇宙大に拡
げる。彼らは古い形而上学と美学とが輝きを失った世界における宗教的芸術家である。ディキンソンの詩を読むこと、コー
ネルの箱を見ることは、アメリカの文学と美術を新しい考え方で考えはじめることだ。



☆mediopos-2329　　2021.4.2

■岩崎大「自覚なきアモータリズム／医療化する社会における死と善」!
　（河本英夫・稲垣諭 編著!
　『見えない世界を可視化する「哲学地図」／「ポスト真実」時代を読み解く10章』!
　学芸みらい社　2021.4　所収）

仏典に説かれた逸話がある !
幼い子供を亡くし 
その現実を受けとめられない母親が 
釈尊に「生き返る薬をください」と訴えたが 
それに対して釈尊は 
「その薬を作るには芥子の実が必要です 
　ただし、その芥子の実は 
今まで死者が出たことのない家から」 
もらってくる必要があります」と答えた 
母親はあちこち探しまわったものの得ることができず 
無常を悟って出家し悟りを得たという !
現代の即物主義的なニヒリズムの世界観のなかでは 
上記の話の釈尊にあたるのが 
科学やテクノロジーを背景にした医療システムなのだろう 
しかしそこにあるのは無常を悟るのとは対極にある 
「自覚なきアモータリズム」である !
かつてのギリシアの哲学者が説いたように 
「善く生きる」というための知恵を得ようとするのではなく 
「神なきニヒリズムの時代に、人間に「べき」を語るのは、 
肉体からの根源的欲求と、その増幅装置としての 
テクノロジーや経済ばかり」なのだ !
最近はよく「いのちを守る」ということが 
メディアでも画一的なフレーズとしてよく使われる 
もちろんじぶんの「いのち」もふくめて 
「目の前の命を救う」ということは最優先事項ではあるが 
その「いのち」はきわめて即物的な「いのち」でしかない 
そこには「いのちとは何か」という問いは存在しない !
こうした現代の即物的な世界観のなかでは 
むしろこういう問いを投げかける必要があるのかもしれない

あなたがずっと死なないでいる 
ということを想像してください 
しかもずっと老いないままでいられると 
そしてそのあなたの死なない世界のずっとずっと未来で 
あなたがなにをしたいかを教えてください !
死なない世界のなかでは 
小さな欲望はすぐに意味を持たなくなってくるだろう 
お金や権力や評価はそのとき意味を持ち得ているだろうか !
「いのちとは何か」 
その問いは即物的な生命観を超えて 
はるかな霊性のもとで問われる必要があるだろう 
かつての信仰的なありようのなかの「悟り」でもなく 
信仰をこえた宇宙的な世界観のなかでの叡智への道として



■岩崎大「自覚なきアモータリズム／医療化する社会における死と善」


　（河本英夫・稲垣諭 編著


　『見えない世界を可視化する「哲学地図」／「ポスト真実」時代を読み解く10章』


　学芸みらい社　2021.4　所収）
!
「世界の潮流を可視化するために本論が鍵とするのは、「目の前の命を救う」という素朴な信仰である。人の命を救うこと
の善性は、「汝、殺すなかれ」という戒律と同様、論理的、法的な意義を問う以前に直感的に容認される道徳判断と言える
だろう。いかなる社会においても、目の前の命を救うことは善いことであり、称賛すべきことだとい価値観は共有されるだ
ろうし、人権ないし生存権、あるいは基本的自由といった概念にもそれが表れている。ただしこの行為があらゆる状況下で
も肯定される普遍性をもつとは断定できないことは留意しておこう。人権は近代以降の概念であるし、戦時中の敵兵や死刑
囚は殺すべき存在とされ、アガンベンが呼ぶところの「ホモ・サケル」に対する例外事象は歴史上常に存在していることも
たしかである。」

「「目の前の命を救う」という素朴な善の担い手である医療従事者は、本人の意思にかかわらず、救われた人間やその周囲
の人間にとっては「命の恩人」であり、感謝と敬愛の対象となる。とりわけ医師は、この善行の主たる担い手として、その
職業自体が社会的評価を得ている。

　非営利団体として世界中の緊急性の高い医療ニーズに応える「国境なき医師団」は、医療がもたらす善の象徴とも言える。
使命感をもって目の前の命を救うこの行為は、他言を寄せ付けない圧倒的な善性を有している。そして、医療従事者でない
人間であっても、寄付というかたちでこの善行に参加することもできる。医療を通して命を救う善行は誰にでも可能なの
だ。」
!
「医療化（medicalizatiom）」とは、医療技術の高度化に伴い、それまで医療が扱っていなかった事物が医療の対象となる
ことを意味する。たとえば出産と死は、生物が幾度も繰り返してきた自然の出来事だが、現代において人間は病院で生まれ
て病院で死ぬのが通常となっている。なぜ誕生と死が医療化したのかといえば、目の前の命を救うためである。」

「医療技術の発展と医療化は、目の前の命を救うという素朴な善行の実現可能性と実現範囲を拡大させる。西洋由来の自然
科学を基礎にした近代医療は、実際に数多くの命を救ってみせることで世界中に普及した。かつて共同体における治療者と
は呪術者や宗教家を意味していたが、異文化からやってきた白衣の医師は、比類ない技術と実績にによって伝統的な世界観
や宗教観に基づく治療者たちを圧倒していった。その結果、文化の垣根を越えて世界中に病院が設置され、「命の恩人」で
ある医師に対する感謝と尊敬、そして権威も増大していくことになった。」
!
「イヴァン・イリッチは医原病（iatrogenesis）という概念を用いて、西洋医学は健康を促進するどころか、世界中に病理を
もたらす原因になっていると辛辣に批判する。医学的判断による統制は、これまで社会のなかで許容されていた、肥満、ボ
ケ老人、街の変人などを、メタボリック症候群、認知症、統合失調症などといった病や病の予備群に分類し、治すべき者と
する。これは、健康のための介入であると同時に、新しい病気を増やして治療するという自作自演とも言える。

　イリッチは、新しい病を自己形成してまき散らしている西洋医学による統制と価値観の画一化を、文化的植民、道徳的退
廃、魔術的破壊、宗教的障害と表現して攻撃する。医療技術が発展したことで、意識のない状態での延命治療や、自立生活
のできる健康寿命と平均寿命との乖離、家族のことも思い出せない認知症という「残酷な病」が蔓延し、社会問題化したこ
とから、医療は目の前の命を救うことで人間から尊厳を奪ったと見ることもできるのだ。

　さらには、医療の高度化と拡大が、多額の医療費と福祉制度を必要とする高齢化社会をもたらし、社会的、経済的な負担
をもたらしていると指摘することもできる。だが、イリッチが最も問題視していたのは、生と死に対する個人の自律的な判
断が、医療システムによる専門化、技術化した判断に代替される点である。文明批評家として、医療に限らず、教育や交通
などにも一貫する問題としてイリッチが主張するのは、合理的なシステムに管理されることで、個人が文化的、哲学的に自
律して思考する可能性が奪われてしまうことへの危惧である。身体も生活も価値観もすべて技術やシステムで管理され、自
分の生き方や死に方について自分で考える必要がない。このような状態は、健全・健康ではないということだ。」
!
「誕生や死と同様、老いも生物の自然のプロセスである。しかし、老化は重篤な疾病に罹患する可能性を飛躍的に向上させ
る「万病の病」でもある。それゆえ、素朴な善の遂行のために、アンチエイジングに関わるテクノロジーや商品、ライフス
タイルによる長寿化や健康寿命の増加が推奨されることになる。現代社会は、老いや病や死を遠ざけることをよしとしてい
る。ただし、病はともかく、老いや死は、生物の自然のプロセスとして需要されてはいる。すなわち、病のない人生は望ん
でも、秦の始皇帝のように不老不死を望むことはないし、むしろそれを否定さえする。これは、目の前の老いと死を避けつ
つ、将来の老いと死を需要するという矛盾にも見えるが、加齢を伴うさまざまな体験や環境が、徐々に拒絶を需要へと変化
させていくと考えることもできる。しかし、そうした個人的な生の感覚や意識の変容とは異なる位相で、「目の前の命と社
会全体の健康」に寄与するためのテクノロジーは急速な進展を続けていく。

　テクノロジーの進展の担い手のなかには、予防や健康増進の終着点として、明確に不老不死を目的とする者もいる。しか
もしれは、フランケンシュタイン博士のようなマッドサイエンティストではなく、大学の研究機関や政府系機関、グーグル
などの巨大企業であり、経済的利益さえ見込んでいる。

「アモータルを明確に意識して活動している人々の動機は、「死にたくない」、「いつまでも健康で美しくいたい」という
素朴な感情や、「大切な人を失いたくない。「死の苦しみや悲しみのない平和な世界をつくりたい」といった素朴な善意か
らきている。そしてこのようなアモータリズムの行動原理は、医療従事者と何も変わらない。」

「現代人は無自覚に、死に抗うための情報や行動に関心をもつ。それらを提供するのは科学や技術であり、資本主義はその
関心を消費欲求に変換し、その推進力が新たなテクノロジーと欲求をつくりだす。アモータリズムは根源的欲求の延長であ
るがゆえに、市場に無尽蔵の消費をもたらす。誰もアモータリズムを意識することがないままであっても、歴史はアモータ
ルに突き進んでいる。」
!
「神なきニヒリズムの時代に、人間に「べき」を語るのは、肉体からの根源的欲求と、その増幅装置としてのテクノロジー
や経済ばかりである。神による死後の物語に代わり、医療化した社会は、死や老いは克服すべき病理であると宣言する。ニ
ヒリズムはアモータリズムを必然に導く。こうした世界にあるのは、多様性のなかでも共有しうるような、極めて素朴で凡
庸な善と悪である。この素朴な善悪の上に今なお存在している文化や個人に共通の善悪は、動かし難く展開してゆく多様性
とテクノロジーによってやがて霧消するだろう。

　ただし、生命には限界がある。無論、それは死にゆく運命(mortality)のことではない。アモータルには完成があるというこ
とだ。すなわち目の前の命と社会全体の健康を確保すること、あるいは人間のもつ能力を発揮することには、上限がある。
アモータルへの漸進的なプロセスは、その推進力である根源的欲求が慢性的に満たされたときに停止する。そのときに人間
は何を求めるのか。あるいはそのとき人間は人間であり続けるのか。今世紀中に訪れるであろうそのときこそ、ニーチェが
予言した、肉体と大地に忠実に生きた人間に到来する、徹底したニヒリズムなのかもしれない。」



☆mediopos-2330　　2021.4.3

■篠田桃紅『これでおしまい』 
　（講談社 2021.3.28）

篠田桃紅さんが一ヶ月ほどまえ 
3月1日に107歳で亡くなった !
生まれたのが1913年3月28日で 
本書の発行日が3月28日となっている 
あとがきもあるが 
亡くなる少し前に書かれたものだろう 
まさに天晴れな「これでおしまい」 !
篠田桃紅さんとくらべると 
ぼくなどはまだ青二才だけれど 
それでもそこそこ生きてきて 
歳をとっていくなかで 
そのつど失っていくものと 
得ていくもののことが 
少しばかりはわかるようになってきている !
古代インドの人生観に 
「四住期」というのがある 
「学生期（がくしょうき）」「家住期（かじゅうき）」 
「林住期（りんじゅうき）」「遊行期（ゆぎょうき）」の４つ !
学生期は物心ついてから25歳頃まで 
家住期はその後50歳頃まで 
林住期はその後75歳頃まで 
そして遊行期はその後 !
林住期からは社会のしがらみから自由になって 
遊行期ではこの世からしだいにはなれてゆく !
ぼくはいま林住期のなかばころで 
いまだ社会のしがらみにとらわれてはいるけれど 
最近になってようやくそこから 
少しだけ自由になっている感覚がある

篠田桃紅さんのいわれるように 
「結局、人間は一生迷っている」のだというのもよくわかる 
そしてこの生は「世迷い言」以外のものでもないことも !
そのことがわかってきているだけでも 
歳をとるのは悪くない 
もともと世の中に評価されようなどと思って 
生きたことはほとんどないからよけいに気が楽だ 
あとはただできるだけマイペースでいられれば !
しかし歳を経るにつれて 
わからないことがふえてくるのはいいものだ 
知識なんてどんなに積み重ねても 
それだけでは智慧に変えることはできない 
そのことがわかっただけでも儲けものだ !
とはいえ遊行期までにはまだしばらくあるから 
『これでおしまい』になるまで 
どれだけ遊べるかを楽しみにしておくことにする 
そのためのだいじな準備の日々として



■篠田桃紅『これでおしまい』（講談社 2021.3.28）
!
「人生というのは、長く生きてきたけれど、何もわかりませんよ。こうしてただ生きてきたんだと思うだけで。でもそれで
いいと思う。この百余年ばかりこの世に生きて、この宇宙、人生、そういうものをわかろうとなんて思ったって、そりゃあ
無理です。

　でも人間には記憶力というものがあるから、昔こういうことがあったなと思い出したりする。人生には、これから訪れる
かもしれない希望、現実、過ぎた思い出というのがある。希望どおりにいかないのが現実。だけど、思い出は悲しかったこ
とでも、楽しかったことでも、思い出があるということがとてもいいことだなと思いますね。あのときはああいうことで楽
しかったなあとか、思い出に残ることがあると、いい人生だったと思える。何かをするときも、後々、印象として残るよう
にやりたいと思うようになって、人生への心意が生まれてくる。

　時間というものをいい思い出になるように持てたら、人間はいいなと思いますね。」
!
「名誉とか肩書きとか、社会的なものに価値を見出している人はいっぱいいる。そういう人からは私は尊敬されないでしょ
う。そんなこと、ちっとも構いやしない。」
!
「人にこうして頂戴、ああして頂戴というのは絶対に言いたくない。私もまた人にこうして頂戴、ああして頂戴と言われな
くない。」
!
「自由奔放に生きれば火に落ちて火傷する。石橋を叩いてばかりだと荒ぶる水の河にさらわれる。人間はどちらの河にも落
ちやすい。」
!
「これだけ一生懸命やっているのに、どうして理解してくれないんだろうってみんな思っている。」
!
「本物の立派な人は尊敬なんかされたくないですよ、きっと。人から尊敬されて喜んでいるような俗物ではない。人はどう
思おうと超然としている人が本物なんじゃないかしら。」
!
「自分をなくすくらいじゃなければ、人を愛せないですよね。その人と自分のどちらかを立てなくてはならないとなったら、
まず自分を立てるでしょう。だから人を愛するなんて偉そうなことは言えないんですよ、本当は。」
!
「そりゃあ生き物ですから、衰えていく面だけではなく、深まっていく面もある。老いて初めて気のつくもの、老いたから
かえって別の面が見えてくる。」
!
「なにしろ老いるということは初めての体験だから、これはやっぱり一生のなかで非常に大事な人間の経験なんだと思いま
すね。」
!
「一身のなかで、成熟していく精神、思考力と、衰えていく記憶、体力の両方を抱いて生きるのが老いるということなの
ね。」
!
「年甲斐という言葉があるじゃない。歳を取った甲斐というものがあるのよ。」
!
「アートなんていうものは賞の対象にならない。セザンヌはなんの賞も受けていませんよ。モナリザを描いた人にどういう
賞をあげるの？　芸術に賞はつくりようがないんですよ。賞は毒にも薬にもならない。だから私は辞退してきたんです。」
!
「私が描いたものより、何も描いていない状態が一番いい。長く生きて、あらゆることをした上で悟った。何もしない状態
が一番いいと悟るために人間はあらゆることをする。」
!
「あらゆることが矛盾に満ちている。生まれてから人はあらゆることをしないと、「無為」が「徳の至れり」だと悟れない。
そういうふうにできている。」

!
「昔の人って、どうしてこんなに妙を得た形容をしたのでしょう。「世迷い言（よまよいごと）」。結局、人間は一生迷っ
ているんです。だから文学や哲学などを書く。この世に迷って書いている。誰もはっきりとした道を見据えて、歩いている
わけじゃないのよ。迷って歩いている。文学や哲学を読んだって、人生がわかったわけでもなんでもない。ますますわから
なくなっている。ああこんなふうに迷っている人もいるんだ。私はまだ迷い方が足りないくらいだなんて思っちゃう。

　文化っていうものは、昨日のものはもう古いというくらい、どんどん変わっていくものは変わる。そうかと思うと、千年
変わらないものもある。ほんとうに難しい。価値観というものをしっかり持って、自分で判断しないと、ただ右往左往させ
られてしまうだけ。古くても新しくても、そんなの関係ない。いいものはいいと判断を下せる自信があればいいけど、あっ
ちへふらふら、こっちへふらふら。つまり生きている以上、右往左往したり、迷ったり、何を信じたらいいかわからないけ
ど、まあまあこのへんだろうというところでやっている。何がいいかわからない、迷いの文化なのね。

　私の言葉にしたってそうよ。この世の風に吹かれて、あっちへ行ったり、こっちへ行ったり。まぎれもない「世迷い言」
です。」




☆mediopos-2331　　2021.4.4

■中野信子『ペルソナ／脳に潜む闇』 
　（講談社現代新書 2020.10）!
■山口昌男『流行論（週刊本１）』 
　（朝日出版社 1984.10）

人格というのはペルソナである 
ペルソナは仮面でもあり 
人はその仮面を被り 
「わたし」を演じている !
とはいえその仮面を外せば 
ほんとうのじぶんの顔が 
その下から現れるというわけではない !
三位一体という神のペルソナにしても 
父・子・精霊という三つ組で現れるというが 
神のほんとうの顔がどこにあるのかはわからない !
多重人格障害（解離性同一性障害）という 
同じ人間のなかに多数の人格が現れる現象があるが 
極端な多重人格ではないとしても 
そして自覚的な無自覚かはとりあえず別としても 
だれでもいろんな「わたし」というペルソナを持っている !
仏教は諸法無我を説くが 
それはつまりは「わたし」を絶対化しない 
ある種の関係論における「わたし」という現象だ 
宮沢賢治のいう「有機交流電燈の. ひとつの青い照明」 
としての「あらゆる透明な幽霊の複合体」なのだ !
とはいえ「わたし」という魂は 
永い時空経験のなかでつくりあげられていて 
そこにはさまざまなペルソナの「種」が可能態として存在し 
その「種」がいまを生きる「わたし」として 
さまざまな姿のペルソナとして現れてくる !
ペルソナはみずからが形成した顔でもあるが 
その顔が他者からどのように見えるかに応じて 
つくられてくる顔である 
そしてその自分が自分だと思っている「わたし」と 
ひとがそうおもっている「わたし」とは異なってくる !
その乖離ゆえに 
ひとは心の病を抱えることにもなる 
いってみればそれは「ペルソナ・エラー」なのだろう 
こう見せたいと思っているペルソナを 
どうしてもつくることができないとき 
さまざまな心の病として現れることになる

そうした精神疾患は時代とともに変遷していく 
同様な現象が起こるとしても 
それが病とされるかどうかも異なってくる 
かつて多く存在していた統合失調症はかなり減少し 
現代では発達障害が多く現象化しているという 
認知症という用語もいまではだれでも知っている 
つまりその時代や環境に応じて 
精神疾患は「流行」していくのだ !
それらの「流行」は「ペルソナ」の流行でもある !
流行は御霊信仰に発しているという 
「人間の社会に入りきらない、収まりきらない、 
魂とか怨霊というものが」襲ってきたとき 
「それをうまく形にとらえて、形を与えて、 
それに位置を与えることによって鎮めかえす」 
ということだったようだ !
「わたし」という「ペルソナ」が病んだときも 
なんらかのかたちでそれを「鎮魂」する 
ということが必要になる !
不易流行という 
松尾芭蕉の言葉があるが 
「流行」は「無常」な世において避けられず 
むしろ必要なことでもあるが 
それと同時に「流行」として 
あらわれているもののなかにある 
「不易」を見いだしていかねばならないだろう !
その「不易」をスタティックにとらえれば 
それは容易に無常によって損なわれてしまうが 
「動的平衡」とでもいえるようなあり方でとらえるとき 
その「不易流行」という基本態度は 
ペルソナのそれとしても重要となるのではないか !
※今回とりあげた山口昌男の『流行論』は 
かつて『エピステーメー』という雑誌が刊行されていた時代の 
朝日出版社が刊行していた「週刊本」のシリーズの第一巻目。 
久しぶりに少しだけ読み直してみた。 
（機会があれば手元にあるほかの「週刊本」もとりあげてみたい） 
※今回は最近少し「流行」の脳科学者・中野信子の著書と重ねてみた



■中野信子『ペルソナ／脳に潜む闇』（講談社現代新書 2020.10）


■山口昌男『流行論（週刊本１）』（朝日出版社 1984.10）
!
（中野信子『ペルソナ』より）
!
「わたしのペルソナ（他者に対する時に現れる自己の外的側面）は、わたしがそう演じている役である、といったら言い過
ぎだと感じられるだろうか？　あなたが、わたしだと思っているものは、わたしではない。一時的に、そういう側面を見て
取ってもらっているだけのことである。」

「わたしは存在しない。

　これは悲しいことではない。透明な存在であることを嘆く必要はない。だからこそ、来たるべき変化に対応することがで
きるからだ。もう変化のときは来ている。」
!
「優美な死骸（Le Cadavre Exquis）というのは、シュルレアリスムにおける作品の共同制作の手法のことだ。子どもの頃に
やったことがある人もいるだろう。例えば文章なら「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何をしたか」についてそれぞれベ
ルの人間が担当してリストにし、それをバラバラにして、ランダムに組みあわせる。すると、思いもよらなかった意外な一
文が完成し、その組み合わせの妙を楽しむことができるという趣向だ。

　これは、「集団の意思の重視」というシュルレアリスム的な思想と合致し、シュルレアリストたちを大いに喜ばせた。」

「わたしというのは、優美な死骸のようなゲームで作られた、モザイク状の多面体のようなものなのではないか。これは私
だけではなく、すべての人に当てはまるものなのだと思う。光の当て方によって人格はさまざまな色に変化し、見え方も変
わっていく。部分の組みあわせ方の妙で、意外な側面が見え隠れするとき、それとの出会いが新しい楽しみにもなる。

　実名敬避俗、という習俗がある。読んで字のごとく、実名を敬して避ける、という意味である。漢字文化圏に主に見られ
るが、実名で呼びかけることは極めて非礼なことである、とされるという習俗だ。（･･･）実名は、その人物の内面の本質
的な部分と不可分のものであるから、実名を呼ぶことによってその人物を内面から支配できてしまう、という思想がこの習
俗の根本にはある。

　私には、名前そのものというわけではないが、一定のイメージが固着することに対する、忌避感がある。固定されたイメー
ジができてしまうと、自由な発想や行動が制限されるように感じるからだ。それでは、支配されているのと何ら変わらな
い。」

「こうして、多くの人は他者の期待するイメージに絡めとられ、取り得る選択肢は、知らず知らずのうちに限定されてい
く。」
!
「過去に存在した無数の事実の集積で、人間はできている。そのデータのどの部分に焦点を当てて騙るのかは、当人の問題
意識にかかっている。その問題意識とは、現在の自分の持っている問題意識である。」

「己の闇を見つめることは、人間にとって、認知のワクチン、心のワクチンのようなものだ。人間は明るく希望に満ちてい
るように見えても、些細なきっかけで不意に深淵に飲み込まれ、死んでしまうことがある。どんなに健康に見える人にも、
誰にでも起こり得ることだ。

　これは私の物語のようであって、そうではない。本来存在しないわたしが反射する読み手の皆さんの物語でもある。」
!
（山口昌男『流行論』より）
!
「流行の起源ということを考えてみましょう。流行というのは普通、表面上の現象、時とともにうつろいゆく姿、そういう
ふうに考えられています。新しいがゆえに人を惹き付け、けれどもすぐに忘れ去られる現象とも考えられます。こうした事
物はそれまで見られない異物であるということで、人目を惹くけれども、次の瞬間、そのイメージが咀嚼されるやいなや、
異形性というのは失われてしまいます。異形性とその祭りあげ、奇異なものを祭り上げ、そして、たちまちにそれを同化して、
最初は異なるものとして出てきたものを同化して、それで祭り棄てる。これは文化というものの、根元的なところにあるも
のではないかと思います。

　この流行というものは、果たして人間のどういう心性に根差しているのでしょうか。そこには同じ状態にいるということ
に耐えられない、時間が停止するという状態にたえられないという、人間の弱さみたいなものがあるのではないかと思いま
す。この落ち着きのない時間の飽食の対極にあるのが禅やミスティシズムで、禅や神秘主義の修行者は、時間を停止させて
しまいます。

　停止した時間の恐怖からのがれるために、いろいろな物語を作ったり、考えたりして常に動きを求めるという人間の弱さ、
そこから流行がでてくるのです。だから、今日に生きるといった場合に、永遠に生きるということと、それに対比されるう
ような方向とがあって、人間はあるいはそのどちらにも完全につきあえないのかもしれません。

　安定した時間、空間の中に自分が位置していることが確かめられる、という状態において人間は兎も角安心立命の境地に
いることができます。そのときにアイデンティティは保たれています。ところが時間は、たえず繰り返す、という感覚と、
たえず変わっていくという感覚、その二つの方向を無視することはできません。たえず立ち返ってくる、というのは季節で
す。季節感覚です。人間はできるだけ同じ人間にとどまっている、自分のアイデンティティは同じだ、という思いを抱きた
がると同時に、今日の自分は昨日の自分ではない、というアイデンティティの組み換えみたいな要求にもまた、たえずつき
動かされているのです。」
!
「流行現象というのは、過ぎ去ってみればそれほど根拠のないものだけれど、差異性をうまく強調するとそれは、新しい神
になる。日本では、流行というのは最も新しいことだと思われているけれども、実は日本の民俗のなかでは、流行というの
は一番古い現象の一つであったということができます。流行というのは、御霊信仰に発しています。御霊信仰というのは、
人間の社会に入りきらない、収まりきらない、魂とか怨霊というものが、形を成して再び人間社会を襲ってくる。それをう
まく形にとらえて、形を与えて、それに位置を与えることによって鎮めかえす、そういうふうな事でした。

　短命である、というのも流行の前提で、日本でも京都の今宮神宮の鎮火祭の夜須礼の歌は、

　　やよやすらいのはな

　　やよやすらいのはな

と歌いながら、花の散るのを惜しむ。花のもっている、侵犯性みたいなものがあって、それが短い時間に襲ってきて散る。
そういう花の霊を慰めよう、ということに発しているわけです。だから、御霊信仰の中には、常に去年と違った新しい要素
を取り込んだ派手な要素を加えていく、工夫というのが必ずこらされて、毎年毎年の祭で御霊的な要素がでてくるところも
あるし、それからまた、御霊信仰というのは突如として起こることもあるのです。たとえばここに死霊がたたっている、そ
れを鎮めるための祭、というかたちで起こるのです。

　流行という言葉が、不易に対抗して使われる時に、不易というのは一定の記号量、記号性を保って居るもの、ということ
ができます。だから芭蕉が俳諧に使った「不易流行」という言葉も、もとをただせば、民俗の中にたえず繰り返されるもの
を不易とするならば、突如として現れて、新しい要素、見慣れぬ要素、それを付け加えていくもの、それが流行だったのだ
ろうと思われます。」

「御霊信仰が流行と深く結び付いている、というのは、御霊信仰こそ、形をとりにくい、見なれぬものの発現というような、
人間が必要としている要素の現れであるからです。

　流行が出てきた時に、それに抵抗しにくいのは、流行を常に望んでいて、それが常に新しさと結び付くからです。新しさ
は時間的な新しさであると同時に回帰的な新しさでもあり、また円環的な新しさ、見なれぬものの復帰、回帰、という要素
をもっています。

　流行に対して抵抗することの難しさはそういうところにあると思います。」
!
「だから、現在自分が持っているプログラムは何であるかということ、また、そのプログラムはどういう素材を前提として
いるかということを、ある程度押さえておくことによって、できるだけ多くの知識をいろいろなレベルにおいて組織できる
ような、そういう構えというものが必要なのであって、新しいものに付いたり離れたり、というのはあまり大事ではないの
ではないかという気がします。」



☆mediopos-2332　　2021.4.5

■鈴木哲也『学術書を読む』!
　（京都大学学術出版会 2020.10）

専門領域はほんらい 
氷山の海面上の部分にすぎない 
それを支えているのは 
海面下の部分であるにもかかわらず 
現代ではますます 
海面下の部分を失っている !
いわゆる「教養」とされるものが 
いまでは不要とさえされるようになっているが 
それが海面下の部分にほかならない 
それは専門領域に棲む者にとって 
「評価」につながらない 
「不要」な部分だとみなされているのだろう !
いわゆる人文科学と自然科学の「断絶」の原因も 
互いのあいだの水面下の共通した領域である 
「教養」の部分を見失っているためだ !
著者のいう「わかりやすい」パラダイムも 
その流れへの警鐘のひとつだ !
その流れが加速したのは 
バブル経済期と重なる時代からと著者は見ている 
そこにあるのは効率的に情報を利用し 
運用することが求められていることや 
評価の基準が「数値化」へと傾斜したことがあるようだ !
専門外のことを知ろうとしないのは 
「むずかしい」からではない 
少々のむずかしさは好奇心さえあれば問題にならない 
子供だましのようなわかりやすさは 
好奇心をむしろスポイルしてしまうことにさえなる !
それは専門家が専門領域に閉じこもり 
専門外のことにますます疎くなることであり 
じぶんの評価に関係のない専門外である 
「他者」の領域を意識しなくなることで 
社会と乖離してしまうことでもある

社会と乖離するのはかまわないとしても 
人とも世界とも乖離してくると 
その学問とされるものの存在そのものが 
ただの機械の部品になり 
だれも氷山全体のことを 
わからなくなってしまったときを考えると 
危機感をおぼえざるをえない !
個人的にいえば 
学問や専門の世界にいたこともなく 
ただ興味の赴くままに 
必要に応じてジャンルフリーで 
じぶんにとって必要だと思えることを 
可能な限り渉猟しているだけだが 
好奇心さえあれば 
ひとつの領域だけに閉じこもることはありえないし 
やさしいかむずかしいかなども問題ではなく 
どうしても氷山全体のことが気にかからざるをえない !
学問が専門領域に閉じこもることは 
じぶんが人間であることを 
等閑にしてしまうことでもあるだろう 
（これは学者だけではなく 
すべての人間についていえることだろうが） 
ハイゼンベルクの言うごとく 
「科学は人間によってつくられるもの」なのだから 
さらにいえば学ぶのは人間のレーゾンデートルなのだ



■鈴木哲也『学術書を読む』


　（京都大学学術出版会 2020.10）
!
「1990年代以降、大学においてそれまで「一般教養」「教養教育」と呼ばれていたもの、すなわち専門外の学びが弱体化し
たとしばしば言われますが、皮肉なことに、それ以降、日本では大きな自然災害が相次ぎ、防災や復興に関わる学術研究に
対して、専門を越えた取り組みが求められるようになりました。」

「私の学生時代とは違い、大学受験のずっと前の段階で進路選択が迫られ、高校での履修内容ですら文系志望と理系志望で
は大きく異なっている今の時代は、専門的な事柄（多くの人にとっては専門以外）についての知識は人によって大きな差が
生まれ、それが肝心なときの合意形成に影響していると感じるからです。」

多くの学問領域において、教育・研究のメディアの主流となっているんは学術雑誌です。しかも、学術雑誌での発表が研究
者の業績評価の主軸となっている現状では、同じ領域の専門家同士のコミュニケーションは、ますます学術誌雑誌主体にな
らざるを得ないでしょう。（･･･）同じ領域の専門家（同業者）向けに書かれた論文は、その分野のトレーニングを欠いた者
がきちんと理解するのは難しいことです。そこで、専門を越えたコミュニケ−ションのメディアとして「二回り、三回り」外
に向けて書かれた本があれば、同じ問題を全く別の観点から考えていくための有効な道具になる。「現場の哲学」という観
点から言えば、学術書は市民にとっての知的な武器にもなり得ると言って良いでしょう。」
!
「専門外の専門書を読むことは、喫緊の社会的課題への取り組みのためばかりでなく、自らの専門自体を豊かにする上でも
とても大切なことです。」

「専門に閉じこもるだけでは決して得られない楽しさが、専門外の専門書の読書には、間違いなくあるのです。」
!
「必ず寄せられる声が二つあります。「楽しいと言うが、学術書は難しい。なぜもっとわかりやすいものにできないのか」
と、「読んでわからないときはどうしますか？」というものです。確かに、自分の専門分野ならいざしらず、専門外となれ
ば、どれほどに知性のある方でも「難しい」と感じることはあるでしょうし、敷居が高いと思うのは当然です。」
!
「そもそも、「わかりやすい／わかりにくい」とは、どういうことなのか。

「要するに「わかりにくい」と言われる本は、たいていの場合、理解するにはそれなりの根気と時間と好奇心を必要とする
程度のものだということです。逆に言えば、「わかりやすい」とは、基礎的な知識のない者でもほとんど何の躓きもなくす
らすら読める、ということになるかと思いますが、その分、学問的な精密さや深さに欠けると言って良いでしょう。」

「ここで私が問題にしたいのは、「わかりやすい」という言葉が、読書や学びの持つ意味をむしろ損なっているのではない
か、ということです。」

「「わかりやすく」という社会傾向が1970年代に始まっていたのは確かでしょうが、あたかも行動規範のように社会を覆っ
ていったのは、それよりずっと後、いわゆるバブル経済期と重なる時代からなのかもしれません。「わかりやすさ」が社会
の基底となるｰｰｰｰこれを私は「わかりやすい」パラダイムと呼んでいますｰｰｰｰのがバブル期のことであるとすれば、バブル
期がその後の出版界・読書界の変化はもちろん。日本社会に何をもたらしたのかを説明できるかもしれない。」
!
「私は、学術書が読者の立場に立った記述の丁寧さを失ったのは、研究業績の評価の在り方が変わったことで、学術界が「他
者」を意識しなくなり学術が社会と乖離したことに深く関わっていると考えています。それによって丁寧な説明が失われ学
術書が「難しく」なり読者を遠ざけることで、「わかりやすい」パラダイムを推し進めたたのではないか。（･･･）ここで問
題にしたいのは、「わかりやすさ」を求めることが、かえって、丁寧に説明する。丁寧に読み解くという努力を怠ることに
つながりかねないということです。」

「わかりにくいことがあれば丁寧に説明する、説明に丁寧に耳を傾けるという、小学校では当たり前に指導される事柄が、
なぜ、大人の世界では稀薄になってしまうのか。そして大人の世界を見て子どもが育つのならば、おそらくこの問題は、知
識の伝達といった事柄のみならず、人と人の関わり方、より端的に言えば民主主義や人権といった問題にもつながると言っ
て良いでしょう。（･･･）難しさを怖れずに、専門外の学び、専門外の読書に取り組むこちょは、「わかりやすい」パラダイ
ムを脱却して、これからも予想される大きな社会変動に知的に対応することが求められる社会（･･･）、国の政策でも協調さ
れる」「知識基盤社会」を作っていく上でも、大切な営みだと言って良いと思うのです。」
!
「問題は、年間これほど多くの「読書本」が、中には通勤電車の車内広告まで行って私たちに多読・速読を強いるように見
える、その社会傾向です。おそらくそこには、二つの問題があると私は考えていて、一つは、まとまった体系的な知、ある
いは「現場の知」として有効な深く身体化された知というよりは。情報を効率的に利用し瞬時を乗り切っていく情報運用の
技法が重視されるという社会的な流れです。そしてもう一つは、物事を総合的に評価するのではなく、細切れにデータ化し
て計量し「数値化できる事柄で評価する」という、計量評価文化とでも言うべき思考傾向です。」

「もともと哲学も数学も天文学も医学も渾然一体となっていた古典時代から、個別科学が独立した領域になり、今の高度な
科学技術社会・知識社会に至ったように。学術が歴史の中で発展・分化するのは当然です。高度化、先端化、細分化によっ
て、多くの市民にとって、学術研究の内容が見えにくくなっているのは、やむを得ないことではあります。しかし、専門の
知が計量評価されることによって、専門家の間でさえ内容が問われなくなってしまえばどうなるのか。

　このように考えてくると、（･･･）「わかりやすい」パラダイムと今日の学術研究の評価方法が、深く関係し合っているこ
とが見えてきます。私が（･･･）「速読・多読」という社会的圧力とその背後にある「数で計る」思考とを批判するのは、そ
れらが、知の在り方を歪ませる評価分化と根っこのところでつながっていると思うからです。そして、その評価文化が「わ
かりやすい」パラダイムと一体になって、丁寧な知のコミュニケーションを妨げている。（･･･）重要なのは「数」であると
すれば、自ずと内容は問われなくなります。学術界においてそうであれば、研究内容は社会からはますます見えにくくなる。
そして「わかりやすい」パラダイムが、研究内容を丁寧に説明しそれを懸命に理解しようとする努力を阻むｰｰｰｰそれが社会
にとって有益でないことは明かです。」
!
「第一次大戦の時代は、いわゆる「スペイン風邪」が猛威を振るったときでもありました。当時の人口の４分の１にあたる
５億人が感染し、死者は1700万人から5000万人、研究によってはそれ以上だったともされます。ヨーロッパ中を焼き払った
戦争と人類史上最悪の感染症がもたらした災禍の中で、亡くなった人は、大戦後の方が多かったとも言います。そうした混
乱の中で古典の知と出逢い、そこで抱いた問いに常に立ち返りながら現代物理学を拓き、迫害に晒されながらもナチスが支
配するドイツに留まって、しかも生き抜いたハイゼンベルクはこう言います。
!
　　科学は人間によってつくられるものであります。これはもともと自明のことですが、簡単に忘れられてしまわれがちで
す。このことをもう一度思いかえすならば、しばしば嘆かれるような人文科学ｰｰ芸術と、技術ｰｰ自然科学という二つの分野
の間にある断絶を少なくすることに役立つのではないでしょうか。」



☆mediopos-2333　　2021.4.6

■根本彰『アーカイブの思想／言葉を知に変える仕組み』!
　（みすず書房 2021.1）

学ぶことは 
それがどんなかたちをとるにせよ 
じぶんでじぶんに教える 
自己教育だから 
独学以外のものではない !
日本の多くの受験教育のように 
学ぶことを錯誤したままでいると 
書物に書かれていることを 
「正しく読み取る」ことが読書だとされ 
教えられたことに 
教えられたように答えることが 
学ぶことだと思いこんでしまうことになる !
学ぶためには 
「利用可能な知の蓄積」としての 
アーカイブの助けは必要になるが 
自己教育を基礎とした独学と 
教えられる教育とでは 
情報リテラシーへの理解も 
それを活用して考えることと 
与えられる情報としてとらえることでは 
基本的な姿勢はまったく異なってくる 
能動的な読書と 
受動的な読書の違いでもある !
哲学者エリック・ホッファーは 
「沖仲仕」の仕事をしながら 
独学で学ぶ姿勢を貫いたが 
図書館で得ていた「知のアーカイブ装置」は 
ただの与えられた知識ではなく 
じぶんでじぶんに教える 
自己教育のための材料に他ならなかった !
明治以降西洋から導入したのは 
「殖産興業のための実学的技術知」が中心で 
「知の基礎にある人文主義的な考え方」は 
受容することができないままにきているため 
日本では西洋のような「知的インフラ」は 
図書館に見られるように貧しいままだ 
大学をはじめとする教育機関しかりである

たとえどんな「アーカイブ」が準備されたとしても 
それを使って独学で自己教育できる人間なしでは 
そこからなにも生み出していくことはできない !
著者も示唆するように 
日本においても 
「基本的に「在野」にあって独自に研究を進め」た 
数々の独学者への関心がようやく高まり 
独学と在野の知の豊かさが 
評価されるようにもなってきているというが 
むずかしいところである !
時代はいまや 
「検索」することで与えられた知識を得 
ＡＩに「考え」てもらう方向に向かっている 
教育機関もますます「実学的技術知」以外の 
直接的には役に立たない学問を排する方向に向かっている !
エリック・ホッファーのような 
在野の独学者が増えてくることでしか 
現状を打破することはできないのかもしれない



■根本彰『アーカイブの思想／言葉を知に変える仕組み』


　（みすず書房 2021.1）
!
「ここでアーカイブというのは、後から振り返るために知を蓄積して利用できるようにする仕組みないしはそうしてできた
利用可能な知の蓄積のことです。メディアや教育など知に関わる諸制度にアーカイブ的な要素がありますし、そう意識しな
くともアーカイブとなるものはたくさんあります。」

「アーカイブは歴史的に構築されているものです。そして図書館や文書館、博物館などの公共機関はアーカイブのための装
置として存在します。」

「私がこうしたことを語る意図としては、日本で図書館は本を無料で借りられる施設であったり居場所として使われていた
としても、それ以上のものではなく、社会にとって不要不急の存在とされたのはなぜなのかということがあります。（･･･）
アーカイブというのは知を活かすための仕組みであり、どんな社会においても必要な仕組みです。」

「現在、情報や知識を伝えるメディアは紙やＣＤ、ＤＶＤのようなパッケージ系だけでなく、ネットに拡がり、むしろそち
らへの移行がはっきりしています。図書館はもう時代遅れという声が聞こえててもいます。しかしネット上にあるものは、
20世紀末以降にデジタル化されたものだけです。書物がネット上のコンテンツに変化したわけではありません。書物や雑誌
のような資料は単なる物ではなくて、それ自体が情報や知識を収める容れ物だと考えられます。そして、容れ物の扱い方、
言い換えれば情報や知識へのアクセスの方法が重要になっています。」
!
「西洋の近代においては、知的インフラとして人文主義的な伝統があり、これが啓蒙主義的な知とパイデイアや学術研究、
大学の発展に作用していました。こうした知的インフラは、20世紀以降も、構成主義的な学習論やディセルタシオンによる
論文の書き方などにつながっています。すべては古代ギリシアのロゴスをベースにした対話術と弁証法的パイデイアに淵源
があります。ところが、明治政府が最優先した殖産興業のための実学的技術知は、西洋のものを導入しやすかったわけです
が、知の基礎にある人文主義的な考え方は簡単に移転できませんでした。日本の近代化ではそのもっとも基層にある思想を
抜きにして、うわべだけを模倣したところに限界があったと考えられます。

　このことは、戦後の論壇で思想史家丸山眞男が、日本の近代思想は、ヨーロッパ思想を歴史的に解体し、都合のいい部分
だけをつまみ食い的に取り入れてきた無構造の思想であるとしたことに対応します。」

「明治期以降には一定以上の読み書き能力をもつ人は、書物を購入して読む習慣がつくられます。それは帝国大学を頂点と
する教育文化の階層的な枠組みが、メリトクラシーや商業的教養主義と対応して、そこに書物が位置付けられていたからで
す。また、教育の場で、書物が人間の知をそのまま運ぶ存在であり、それを正しく読み取るのが読書であるという考え方が
強かったからでもあります。教育の場あるいは教養を論じる場では書物を読むことが強調されても、そこで期待されている
のはそこに書かれていることを著書の意図通りに受け取ることでした。以上のように、学校教育の在り方と出版流通の在り
方、そしてそれと連動した新聞や雑誌のメディアは日本的な知のアーカイブ構造を形成しました。しかしながら、これが西
洋的な知のアーカイブからすれば、中途半端なものであることは明らかです。必要な知を必要なときに取り出そうとする市
民が十分に育っておらず、上から充てがわれる知のパッケージを受容する受動的な読者しか育ってこなかったのではないか
というのが、さしあたっての結論です。」
!
「横断的な知の探究（･･･）が自由自在にできる能力を私は以前に、「情報リテラシー」と表現しました。あえてこの言葉を
使ったのは、図書館情報学での用法にならっただけでなく、（･･･）日本で情報リテラシーが一般的には情報機器やネット
を使いこなす能力と理解されていることが、与えられた情報環境に身を置くことから出発せざるを得ない知の限界と密接に
関わってきたと考えるからです。

　日本でも自ら知を求める方法を探る人がいなかったわけではありません。むしろその方が活性化するという考えもありま
した。日本民俗学の創始者柳田國男は、農商務省の官僚を務めながら全国を廻り、民衆の生活や声をそのまま採集記録した
ものを基にして新しい学問を打ち立てました。その際に聞き取りと記録のアーカイブを組織化する手法にこだわりをもって
いました。」


「博識という言葉があります。これは単なる知識量の多さを指すのではなくて、経験的なものと読書や執筆という行為を経
て身につける深い洞察や知恵のことです。ホッファーは人生をかけて両方を実践した人でした。日本でも有名な独学者とし
て南方熊楠、高群逸枝、吉本隆明、佐藤忠男、山本義隆のように、独創的で高い見識を示した人たちがいます。これらの人
たちは、基本的に「在野」にあって独自に研究を進めて博識の域に到達したわけですが、こうした人たちへの関心が高まる
ことでようやく、その独学の秘訣が少しずつ明らかにされつつあるところです。」

「独修で思い出すのは、フーコーと同時代の人で独学の哲学者エリック・ホッファーです。両親を早い頃に亡くし、日雇い
労働を転々とするなかで、自由な前半生を送っていました。７歳のときに視力を失い、15歳で視力を回復します。その後失
明を恐れて学校に行かず、図書館で片端から本を読んで独学しながら、さまざまな領域について高度な知を独修しました。
後年には『大衆連動』を書きカリフォルニア大学バークレー校に迎えられ社会哲学者として知られますが、大学で教えなが
らもそれ以前からの「沖仲仕」の仕事はやめなかったといわれています。」

「日本の戦後教育は戦前からのヘルバルト教育学による系統主義と、戦後入ってきたデューイ教育学の経験主義のせめぎ合
いの歴史でした。しかしながら、小学校で夏休みに課される自由研究は、第二次大戦後の占領期に新教育という名で短期間
実施されたジョン・デューイ流のカリキュラム運動によって始められた独学の場であり、各自の探究を競う機会でした。日
本の学校が、学習指導要領、検定教科書、入学試験という知のトライアングル構造とメリトクラシーに覆い尽くされて、自
ら考える行為を放棄させられ、大学も学術の場であることを放棄する傾向が強まっているときに、ようやく探究学習や独学
という方法が注目され始めています。ホッファーが学校に行かずに働きながら労働の意味を考えるために図書館で書物を読
むことを繰り返したことは、現在でも通用する学習の姿勢です。体験することの先にある、考えること、他者の考えを知る
こと、そして書きながら自分の考えをつくっていくこと。こうしたことのために、知のアーカイブ装置としての図書館や文
書館、博物館、ネットの検索装置があるのです。」



☆mediopos-2334　　2021.4.7 ■湯川秀樹「多数というのは、もはや独創でもなんでもない」!
　（『ＮＨＫあの人に会いたい』実行委員会編『あの人に会いたい』!
　　新潮文庫　平成二十年十一月　所収）蝶は芋虫や蛹を経て 

飛翔するようになる !
美しい翅の姿以外は 
無駄なのかといえば 
決してそうではない !
美しい翅の姿は 
その無駄に見えもする 
芋虫や蛹の姿が 
メタモルフォーゼしたものだ !
人が人として生きる豊かさも 
一見無駄そうにも思えるさまざまが 
あってこそそこから芽生え育ち 
やがて花になってゆくものが準備される !
しかも人はほんらい 
ひとりひとりが異なった個性をもっている 
神秘学的にも人間という存在は 
ひとりひとりがひとつの種である 
それに対して動物は多くの個体があっても 
ひとつの集合的な種として存在している !
にもかかわらず人は群れて 
「皆同じ」であろうとすることから 
ひとと違うことを嫌うことが多い 
ひとから評価されたいという欲求も 
結局はそこからくるものでもあるのだろう !
おそらく動物的な集合魂的叡智への郷愁から 
その集合的な在り方でいることで 
安心・安全でいられるという感覚もあるのだろう !
多数派を嫌いそれを批判する者も 
今度はみずからを少数派として 
あらたな群れのなかでの新たな評価を得ようともする 
どちらも群れであることに変わりはない

そしてどちらも芋虫や蛹であるプロセスにあるような 
無駄の豊かさに目を向けることは少ないように見える !
無駄の豊かさとは 
ひとと比較しようとしたり 
ひとから評価を受けようとするものではない 
おそらくその無駄こそが土壌ともなり 
そのひとだけにしかない花ともなり得るのではないか !
湯川秀樹のような個性は 
そんな「人生の豊かさ」としての「無駄」によって 
また「みな同じようになる」ことをしないで 
「我流」ゆえにこそ生まれたのではないだろうか 
それゆえにこそその著作などを読んでも 
その背景には深い奥行きと豊かさを感じることもできる !
昨日ふれた独学と自己教育にも通じるところである



■湯川秀樹「多数というのは、もはや独創でもなんでもない」

　（『ＮＨＫあの人に会いたい』実行委員会編『あの人に会いたい』

　　新潮文庫　平成二十年十一月　所収）
!
｛無駄が人生の豊かさ）
!
「ｰｰｰｰおじいさんの前で、４つ、５つの時に漢文の素読をなさっていた、と言ってもほとんど意味はわからないですよね。
!
「もちろんそうです。わからないんです。わからずに、なんでこんなことをやらされているのかと、非常に悲しく思いまし
た。しかし、それが後になってみますと、いつの間にやらそれなりに、わからないはずのものが身についているんですね。
それは不思議なものです。

　一口に人間性と言うけれども、人間性というのは非常に豊かなものであって、したがってその現れ方もいろいろあるわけ
です。人間というものは、何が無駄であるか無駄でないかということは、わからない問題であって、むしろ人生というもの
は、相当無駄が多いように見えている。その無駄が人生の豊かさでもあるんですね。

　私の場合、漢文を小さい時に習ったことはどういう意味をもっていたか。長い目で見ると、それはそれなりに意味がある
んで、それは物理学者であることと関係がないとも言い切れないわけです」」
!
（皆同じではつまらない）
!
「ｰｰｰｰ中間子理論というものを発見なさった、つまり学問にとっては常に独創ということが要求されるわけですが、独創的
な人間になりたいと考えても誰もがそうなれるわけではありません。
!
「独創という問題に関しては、独創性、あるいはもう少し広く創造性という言葉を使った方が良いと思うけれども、それを
発揮するのはいろいろな方面があるのであって、学問というのも、また学問のなかの専門というのも、それは人間のさまざ
まな能力のひとつの特殊なあらわれに過ぎないわけです。

　私はだいたい、人間がみな同じようになるというのは、いちばんつまらないことだと思うんです。人間が他の動物と違う
所はいろいろありますけれど、やっぱりそれぞれ個性をもっていると。今の教育というのは個性をわざわざなくしてしまう
ような、そういう教育をしているんだとすれば大問題だと思います。

　ですから、大学の３年間もだいたいひとりで一生懸命こつこつと勉強していたｰｰｰｰこつこつというより、しゃにむに勉強
していたという状況です。それ以降も、人と一緒に仕事をした時代もありますけれど、どちらかというと独学流であって、
さらにいえば我流ですね。我流的な傾向が非常に強いと思います。」」
!
（はじめはいつも少数派）
!
「ｰｰｰｰ物理学の世界でも、常に少数派？
!
「ですから、独創的なものと言えばはじめは少数派に決まっているわけです。少数派がいつかは多数派になるわけでしょう
けれど、しかしはじめは少数派に決まっているわけです。多数というのは、もはや独創でもなんでもない、できてしまった
ものです」」
!
（自分で自分の人生を決める『訪問インタビュー』（1981年（昭和五十五年）放送）より）
!
「近ごろ様子を見ていますと、相変わらず何かというとお互いに真似ばかりする、外国の真似をする。そういう風潮はなく
なってしませんので、これはもうやめてほしいと思うんです。ただ流行を追って満足しているというのは非常につまらない
生き方ですから」



☆mediopos-2335　　2021.4.8
何からでも 
学ぶことができるが 
何からでも 
学ぶことの 
反対をすることもできる !
フランスの精神科医ボリス・シリュルニクが 
探ってきた「レリジエンス」という 
「逆境にへこたれずに生活・成功・成長する力」は 
その「何からでも学ぶことができる」ということだ !
ここでもシリュルニクは 
新型コロナウイルスについても 
それに対する「レリジエンス」を探っている 
それは「新しい生き方」へと 
人類を方向づけるのではないかと !
シリュルニクは「人間に備わる永遠の二面性」 
についてもここで語っているが 
「トラウマが生ずるような局面では、 
人間はつねに相反する反応を示」すという 
新型コロナウイルスにおいても同様である !
これは逆境と順境の際に 
「相反する反応を示」すことでもある !
逆境や順境において 
それぞれに「何からでも学」ぼうとするか 
そこからなにも学ばず 
影響をマイナスに受けてしまうかである

■ボリス・シリュルニク「レリジエンスを生む新しい価値観」

　（『新しい世界／世界の賢人16人が語る未来』 
　講談社現代新書 2021.1　所収）

言うは易いが実際のところ 
逆境や順境のなかにあるとき 
ひとはなかなかきれいごとでは生きられず 
仮面は剥がれやすくなり 
そのひと本来の魂の傾向が出てしまうところがある 
まさにそうした状況にあるときにこそ 
「学ぶこと」と「学ばないこと」が両極に分かれてしまう !
さて現在進行中の 
新型コロナウイルスという現象に対して 
ひとはどのような態度をとっていくだろうか 
その現象を活かしながら新たな価値観を生み出すか 
その現象によって混乱と破壊を生むか !
それらのドラマがいままさに 
目の前で展開されはじめているが 
それはまさに得がたい経験になろうとしている



■ボリス・シリュルニク「レリジエンスを生む新しい価値観」


　（『新しい世界／世界の賢人16人が語る未来』講談社現代新書 2021.1　所収）
!
「世界中で猛威をふるう新型コロナウイルス。ＥＵ各国は次々にロックダウン（都市封鎖）措置を取っている。

　ユダヤ人一斉検挙をからくも逃れたサバイバーでもある、フランスの有名な精神科医ボリス・シリュルニクは、これまで
もレリジエンス、すなわち「逆境にへこたれずに生活・成功・成長する力」について探ってきた。そんな彼が、今回の疫病
流行が人びとの心、そして社会に与える影響を分析した。」
!
「ｰｰｰｰロックダウンが心の不調につながるのは神経学的にはどのような理由があるのですか。

シリュルニク／感覚遮断が原因です。精神医学では外界から切り離されたときの影響がよく知られています。動物も人間も、
環境からの刺激がなくなったり、自分から環境へ働きかけられなくなったりすると、不安障害が出るほか、ときには幻覚や
錯乱も起きます。」

「ｰｰｰｰ感覚遮断とは孤独のことですか。

シリュルニク／感覚遮断は孤独とはまったく関係がありません。孤独はむしろありがたいものだったりします。社交のスト
レスから私たちを恢復させてくれますからね。社会での生活は、行ってみれば全力疾走の連続です。それにうんざりしたと
き、孤独になれば、私たちは、ゆっくりとした時間の流れ、静けさ、安らぎの味わい方を思い出します。贅沢な経験です。

　私も数日前から、風のささやきや、葉のざわめき、鳥の鳴き声が耳に入るようになりました。このような孤独は恵み深い
休息です。」
!
「これまでの著作でレリジエンスという「逆境にへこたれずに生活・成功・成長する力」とは何かを探られてきましたね。
レリジエンスという概念は、新型コロナウイルスという疫病の流行にも応用できますか。

シリュルニク／私たちが心に負うトラウマのすべてと同じように、今回の疫病流行も、適応をうながします。人類はこの地
上で暮らすようになってから、何度も細菌やウイルスに感染し、それがいまの人類を形作ってきたのです。」
!
「ｰｰｰｰ今回の疫病流行は社会をどう変えていきますか。

シリュルニク／新しい価値観が育つはずです。私自身は、この全力疾走の連続のような生活が終わり、社会がもっとゆっく
りとしたものになるのがいいと考えています。どうしてこれほどまでスピードにこだわるのでしょうか。どうしてこれほど
の数の機械が必要なのでしょうか。」

「ｰｰｰｰさきほど機械の数が多すぎると指摘されていましたが、それはどういう意味ですか。

シリュルニク／デジタル機器によってコミュニケーションの能力は格段に上がりましたが、人や物との関係が変質してしま
いました。昔、私は何か調べ物をするときは書斎の本棚の本に目を通していましたが、いまはグーグルで検索するだけです。
検索の性能は素晴らしいですが、ここには「関係」といえるものがありません。

　私はフランスの子供の最初の３年間を準備する「最初の１０００日」委員会の議長を務めており、近々報告する予定です。
その報告書では、スクリーンの有害性を強調するつもりです。子供の年齢が低ければ低いほど、害が大きくなります。脳に
影響が現れ、言語の習得水準が下がり、他者との関係で発達の遅れが出てきます。」
!
「ｰｰｰｰ新型コロナウイルスのトラウマは人類と環境の関係を変えるのでしょうか。

シリュルニク／変わると思います。中国では大気汚染が劇的に改善しました。フランスでも大気汚染の改善は始まっていま
す。この単純な事実が、地球温暖化も、環境破壊も対処できるものなのだと示しています。新型コロナウイルスによって実
験操作ができたようなものです。消費と生産のペースを調節すればいいのなら、なぜわざわざ病気になる必要があるでしょ
うか。」
!
「ｰｰｰｰロックダウン中に連帯心を発揮して行動する人もいれば、常軌を逸した行動をする人もいます。これはどうお考えで
すか。

シリュルニク／これは人間に備わる永遠の二面性ですね。トラウマが生ずるような局面では、人間はつねに相反する反応を
示します。一人の人間のなかにも、連帯しようと反応することもあれば、同時にエゴイストというか、他人を食い物にしよ
うとする反応が出てきたりします。」
!
「ｰｰｰｰ危機後は楽観視していますか。

シリュルニク／いま私たちは惨事の真っ只中にいます。ですが私は楽観視しています。惨事の後、私たちは必ず適応し、新
しい生き方を探ることになるからです。」




☆mediopos-2336　　2021.4.9

■安田守『イモムシの教科書』!
　（文一綜合出版 2019.5）

イモムシをはじめ 
苦手だと感じるものがある理由の多くは 
ちゃんと見てない見えていないからだろう !
ムズカシそうなことを考えるのが苦手なのも同じで 
壁を感じて考えようとするずっと手前にいる !
まずは見てみること 
考えてみることからはじめれば 
距離はずっと縮まってくる !
名前を覚えることだけでは 
それを知ることにはならないが 
名前を知るということは 
名前の異なったものとの差異がわかるはじめだ !
名前がわかると 
名前で表されるものと 
ほかの異なった名前との関係 
それらの背景にあるものとの関係 
そうしたことも理解されはじめるようになる !
分かるためには 
まず分けることからはじめ 
分けることを通じて 
分けられないものを分かることもできるようになる !
私たちが地上に生まれてくることも 
生まれてくることによってしか 
分からないことがあるから生まれてくるのだろう 
そのためにはまず言葉をおぼえ 
名づけることをおぼえ分かり 
さらにはそうすることで 
地上での生を超えたものをふくめて 
分かることができるようになるのだといえる 

さて話はイモムシから離れすぎたが 
「虫屋（虫を愛している人）」が 
「標準から外れた特異な姿をしている」虫を 
「かっこいい虫」と思い 
「変わりもの＝いい、かっこいい」と思うことに共感できる人は 
世の中の「標準」「あたりまえ」を生きようとすることから 
どこか外れて生きようとする人なのかもしれない !
それに対して「標準」「あたりまえ」を生きようとする人は 
「標準から外れた」ものが見えない見えていない人だともいえる 
「違いがわからない」で「群れ」のなかにいる人たちだ 
「身近にある、遠い自然」から 
「あたりまえ」のように遠く離れた人たち 
「さういふひとに私はなりた」くはないと思う !
小さい頃からぼくは虫屋で石屋で魚屋だったが 
とくにここ２０数年休みになると 
「身近にある、遠い自然」で 
いろんなものを観察することを楽しみにするようになった !
そのことはちょっとばかり難しそうにも思える哲学とかを 
「身近にある、遠い自然」として「観察」してみるのと 
基本的なところで変わらない 
「かっこいいじゃん」と思えたらめっけものなのだ !
さてそろそろ春から初夏への季節 
野山に出かけて花に虫に 
「かっこいい」ものを観察するのに忙しくなる 
ひとつ名前をおぼえるだけで 
「遠い自然」も「身近」に感じられるようになる 



■安田守『イモムシの教科書』（文一綜合出版 2019.5）
!
「僕は生きものを相手にする写真家で、最近はよくイモムシを撮影している。」

「僕が以前イモムシを苦手にしていたのはどうしてだったのか、思い出してみる。まずイモムシは体がやわらかい。「つぶ
してしまうんじゃないか」と心配で指でつかむのを躊躇してしまう。あるいはイモムシは顔を伏せほとんど動かず、見てい
て面白みに欠ける。そのころは種類の見分け方を知らなかったので、名前がわからず親しみがわかない。飼育して成虫まで
育てれば調べられそうなのだが、それには時間も手間もかかって面倒そうだ。しかも毒をもつ種類だったら近づきたくない
し･･････。否定的な理由をいくつもあげられるほど、僕にとってイモムシは見かけてもスルーする存在だったのだ。

　そんなイモムシ敬遠派だった僕に一つのきっかけが訪れた。ある本の制作のためイモムシを取材することになったのだ。」

「思いつきを形にするべく、近所の雑木林でイモムシ探しを始めた。すぐに気がついたのは「イモムシはたくさんいる」と
いうことだった。おりしも幼虫ハイシーズンの春。木の葉をめくるとイモムシがつぎつぎと見つかった。その場で種類がわ
からないもの（ほとんどだ）は連れ帰ることにしてビニール袋に収容したが、袋がみるみるたまって持ちきれなくなった。
イモムシは思っていたよりもすごくたくさんいる。そのことがまず新鮮だった。

　形態や色彩が想像以上に多様であることもわかった。角のある頭、体から飛び出す突起、長い脚、ハブラシのような毛の
束、黄色、オレンジ色、赤色、青色、横縞、縦縞、目玉模様･･････。それまでの「イモムシってこんなもの」と勝手に抱い
ていたイメージから外れたものがたくさんいることに気づいたのだ。

　虫屋（虫を愛している人）は虫に対する賛辞としてしばしば「いい虫」とか「かっこいい虫」という表現を用いる。見た
目に限らずいくつかの要素を含む評価だが、その一つに「標準から外れた特異な姿をしていること」がある。生きもの好き
の世界では「変わりもの＝いい、かっこいい」である。自分が標準と思っていた姿から大きく外れたイモムシがつぎつぎに
あらわれる。これは楽しい。今まで見ようとしていなかったばかりにこんな世界を知らなかったのか･･････。

「イモムシ、かっこいいじゃん。これは面白いかもしれない」」
!
「僕は専門的な研究者ではなく、一介のイモムシファンだが、この本を通してイモムシの世界を紹介したいと思っている。」

「目の前の葉っぱにいるイモムシは、多くの生物とかかわりながら永い歴史を生きてきた野生生物だ。人は物語を通して目
の前のものをより深く理解することができる。」
!
「僕がかつてイモムシを敬遠していたのには、体の柔らかさや生っぽさ、有毒性といった、ある種の気持ち悪さを感じてい
たところがあったのだと思う。ところがいざ実際に観察を始めると、この本で紹介してきたように大変魅力的な世界が広がっ
ていた。新芽擬態のカギリシスジアオシャクに感心し、エイリアンみたいなシャチホコガの姿にびっくりし、毒々しいリン
ゴドクガの威嚇ポーズに「おーっ」などと言っているうちに、イモムシを「かっこいい」と思うようになった。もっといろ
いろなイモムシたちを見たい、イモムシのことをもっと知りたいと思った。イモムシの周囲にいる生きものたちのことも知
りたくなった、振り返ってみると、イモムシは僕にとって「自然を学ぶ」授業の強力な教材だったのだ。

　教員時代から自然を見るときのヒントとしてきたことばに「身近な自然、遠い自然」がある。写真家の星野道夫さんがた
びたび使われていて、人間にとって日常の近くにある自然も遠くにある自然もどちらも大切という意だ。最近、僕はこれを
「身近にある、遠い自然」と読みかえるようになった。日常の暮らしで自然や生物に直接触れる機会はますます減る傾向に
あって、一方でテレビやインターネットには遠い国の奇跡の大絶景や珍奇な希少生物の映像があふれている。異国の自然は
知っていても暮らしのすぐそばの生きものの存在には気づかない。それは本来身近なものであるはずなのに、まるではるか
遠くにある自然のようだ。とりわけイモムシは一般に敬遠されがちで、その代表みたいな存在ではないだろうか。現代の都
市生活がそういうしくみの上になりたっているから仕方がないという面があるけれど、このバーチャルとリアルがかけ離れ
た自然認識はもう少し何とかならないものかと思っている。」
!
「実際に野外に出てイモムシを観察する場合、いつ、どこへ行けばいいだろうか。基本的にはいつ、どこであっても、植物
さえあえあれば何かしらのイモムシはいるはずだが、より多くのイモムシに出会いやすい時期や環境の条件について考えて
みよう。

　時期はどうだろうか、春夏秋冬それぞれにイモムシは見られる。春にはシャクガやヤガ、初夏にはシャチホコやドクガ、
夏は大型のスズメガやヤママユガ、秋には秋にだけ発生する種や年二回発生する種の二回目、冬には幼虫越冬する種という
具合にイモムシ相は移り変わり、それぞれの季節なりのイモムシウィッチングが楽しめる。ただ一般に植物が若葉を広げる
季節が幼虫期となるような周年経過になっている種が多い傾向にある。だから、より多くのイモムシに会える可能性のある
ベストシーズンは、日本では春から初夏にかけてといえる。

　では多くの種類のイモムシに出会えるのはどのような環境だろうか。イモムシはそれぞれ特定の植物しか食べない。だか
ら仮に植物が１種しか生えていない環境であれば、それを食草とするごく限られたイモムシしか見られない。逆に多くの種
類の植物がある環境ならば、それだけさまざまなイモムシに出会える可能性がある。多様な植物が生育する環境とは、身近
な例では集落、田畑、雑木林など多様な環境がパッチ状に組み合わさった里山とよばれる環境だろう。」




☆mediopos-2337　　2021.4.10

■高橋睦郎・谷川俊太郎（司会　田原）!
　「対談　雪のように溶ける詩を目指して」!
　（『文學会　2021年5月号』所収）

作為が見えたとき 
そこから離れたくなる 
どんなことも 
「せぬ手立て」がいい !
世の中 
作為だらけの 
「する手立て」ばかり !
アタッチメントは重く 
ひとを縛ってしまうから 
デタッチメントのままに 
こだわりは少ないままでいたい !
人と人には「間」があるから 
人間なのに 
「間」がなくなると 
人間であることができなくなる !
真と善も 
作為やアタッチメントが 
あまりに強すぎるから 
意味から自由な 
雪のように溶ける美を夢想する !
正しいことを求めるほどに不正は増え 
善を求めるほどに悪は増えてしまう 
真や善に縛られない美であるならば 
醜さえも美へと変容するだろう !
言葉は意味から自由となり 
溶けたあとの雪のような 
姿なき「せぬ」かたちとなるのがいい



■高橋睦郎・谷川俊太郎（司会　田原）

　「対談　雪のように溶ける詩を目指して」

　（『文學会　2021年5月号』所収）
!
「高橋／三島（由紀夫）さんは、いつもその作品の最後が見えている書き方をする。戯曲で言えば、最後のセリフが言いた
いがために全体がある、ということが最初に分かってしまうような書き方です。（･･･）僕はそういった書き方だけはしたく
ないと思ってきた。（･･･）たぶん谷川さんもそうではないですか？

谷川／それはだいたいみんなそうなんじゃないですか。三島さんは全部最後が見えていなければ駄目な人だった。それは分
かる。彼は詩の人ではなく、小説家でしたが、基本的に演劇的な思考の人でしたね。

高橋／そうですね。小説も先が見えないほうが面白いはずです。だけど、それを彼は我慢できなかった。これは谷川さんも
同意してくださると思うんですけど、僕が書いていて一番幸せなのは、言葉が自分を思いもかけないところに連れて行って
くれた時なんです。

谷川／それは常に理想としてありますね。

高橋／だけど、三島さんはそうではなかった。むしろそうした状態を恐れ、不安で不安でしょうがなかったと思う。そのこ
とで思い合わされるのが、世阿弥の能楽論です。世阿弥は「せぬ手立て」ということを言っています。ある程度年を取って
きたら、全部を言ってしまう、やってしまうのではなく、むしろ言わずやらないことの中にこそ意味があるんだ、と。三島
さんは老いた自分を見ることを極端に嫌い怖れていた。だから「せぬ手立て」とは反対にすべてを言いつくしやりつくさな
ければ気がすまなかった。「せぬ手立て」は言い換えれば結末を偶然に委ねること。それは結末が常に分かっていなければ
気がすまない三島さんとは、真逆の態度です。ひょっとしたらそれは谷川さんがおっしゃった「枯れてきている」状態と通
じるのかもしれません。であるならば、それには僕は一つ大きな意味があるように思うんです。若い時にやろうと思っても
できなかったことだし、またその時にはやろうとも思わなかったことでしょうから。つまりある意味、老いての一つの知恵
なんだろうな、って。」
!
「谷川／僕はかなり年をとってから、イギリスの詩人ジョン・キーツのよく言っていた「デタッチメント」という言葉を頻
繁に使い出しました。アタッチメントは「こだわる」「くっついてくる」みたいな意味で、その反対語であるデタッチメン
トは「距離をおく」みたいな感じですね。つまり、あらためて自分にはこだわりというものが極端に少ないんだな、と思い
至ったわけです。僕はデタッチメントというのは、夏目漱石の言っていた「非人情」と同じようなものだと思っています。
不人情じゃなくて、非人情。彼は、詩とか絵とかいうのは、小説と比べて非人情の世界だというふう言っているでしょう。
僕が小説が得意じゃないのは、自分がデタッチメント、非人情だからなんじゃないかな、って。人間の中に入っていって、
その関係を書くなんていうことには興味が持てない。もっとも、他人に対して完全に無関心というわけではないんですけど
ね。ただ、自分と他人との関係ということを考えた時に浮かんでくるのは、夫婦関係みたいな形でしかない、ということは
あると思う。組織に属したりしたこともないし、詩人同士の論戦みたいなものにもほとんど関わったことがない。だから他
人との関係というのは、本当に女性との間にしかなかった、女性を通して世界を見てきたようなところがありますね。」
!
「高橋／芭蕉が晩年に到達した俳諧の理想が「軽み」でした。最後の一句は「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」だった。ま
あ、自分で「辞世の句」と謳って作ったわけではなく、たまたま最後に吐いたものがそうだったということに過ぎないんで
すけれども。この句は、結構重々しく捉えられているフシがありますが、僕はむしろ軽やかな気持ちが詠まれたものだと思っ
ています。死後の自分に想いを馳せて、そこに「かけ廻る」姿を見ているのですから。芭蕉は、本来は古典をたくさん読ん
できた「重い人」です。だけど、やっぱり最後は軽くなりたかった。僕も軽くなりたい。それはこれからの課題ですね。

谷川／僕は、本当はもっと重くなりたいんだけど、どうやってもなれない（笑）。

高橋／僕は、谷川さんのようになるのが理想ですよ。

谷川／まあ、人柄や、生き方の違いもありますからね。やはり子どもの頃からあった、生きる上でのデタッチメントという
のが大きいのだと思います。デタッチメントは、アタッチメントに比べて軽いじゃないですか。離れるんだから。」


「——ほとんどの詩人は意味先行ですが、お二人は、ちょっと違った方向を向いているように思います。最近書かれたもの
に顕著ですが、特に谷川さんは、意味よりも「言葉」に生きる詩人という印象が強いです。例えば、カント依頼広く信じら
れている真・善・美の概念がありますが、お二人を差さているのは「真」「善」よりも、言葉における美意識なのではない
かな、と。

谷川／それはそうですよ。だって僕、真とか善とか、あんまり大事に思ってないですもの。

高橋／真剣に詩に対峙している詩人はみんなそうじゃないですか。詩人は言葉を使って書いているのだから、意味よりも言
葉それ自体の方がずっと大事なのは当然です。

谷川／特に今の時代はそうですよね。意味が氾濫し、ほとんど意味のない意味が氾濫しているわけだから。言葉の美しさの
方がずっと確実です。

高橋／たぶん哲学なんかも、もう今、そういうところに来ていると思う。すでに意味では人を救えなくなっている。

谷川／本当にそう。」
!
「谷川／移り変わらない言葉と、移り変わってしまう言葉とがありますよね。自分のことで言うならば、今現在メディア上
を飛び交っているさまざまな言葉とは、あまり触れ合わないようにしています。」

「音楽が持っている無意味性、「意味じゃないんだ」というところが、今になって大事になってきている。言うならば、意
味よりも存在、というふうなことになるのかな。」

「高橋／僕は、わが国の近現代の詩の批評家として特段にすごいなと思っているのは、実は折口信夫なんです。あの人は、
日本語の詩の最も良質のものは、それを読んだ後に「そこに何かあった」というような記憶だけがフッとあり、他には何も
残らないものだ、と言っています。雪を握ったら溶けて全部なくなった、冷たかったという記憶だけが残る----そういうのが
最高の詩だと言うんですね。

谷川／僕も、あの試論は本当に強く印象に残っています。

高橋／自分もそんな表現ができて、かつ自分の存在も、そうした詩の言葉のようにフワッと消せてしまえたらいいな、と夢
想します。」



☆mediopos-2338　　2021.4.11

■臼田捷治!
 『＜美しい本＞の文化誌／装幀百十年の系譜』!
 （Book&Design 2020.4）

夏目漱石の『こころ』（一九一四年）は 
漱石自身がアートディレクターとなって装幀されている 
装幀家は若き橋口五葉 
夏目漱石の全集もそのデザインがベースになっているようだ !
夏目漱石の全集の何冊かを 
すでに古びて「黒っぽい本」となっている 
かつての旧字体での全集で読み直したことがあるが 
文庫本で読んだときとは 
作品から受けるイメージはずいぶん異なり 
しかもかつてその全集がでたころにでも 
タイムスリップした感もあった !
その夏目漱石以来 
「美術家や著作者自身、文化人、編集者たちが」 
「近代装幀を築いてきた」という !
北原白秋の『思ひ出』 
萩原朔太郎の『青猫』などは 
著者自身が装幀を 
泉鏡花の『日本橋』は小村雪岱が 
小林秀雄の『私小説論』は青山二郎が 
装幀を行っているように 
本にはまさにオーラのようなものがあった !
個人的にいえば装幀をはじめて意識したのは 
松岡正剛とも深く関わりのある杉浦康平で 
本というものをそれまでよりも 
ただ本文を読むものとしてだけではなく 
多面的なイメージでとらえるきっかけにもなり 
その後はずいぶんと装幀のことが気にかかるようになった !
内容だけではなく 
ときには内容はほとんど忘れていても 
印象に残る本は 
それなりの「顔」をもっている !
最近では古書店で少し前のアナログ装幀の時代の書籍 
たとえば塚本邦雄の歌集や評論集などを手に取り 
その装幀の素晴らしさに時を忘れることもある 
かつての優れた本には 
それなりのオーラを発している「顔」があるからだ

これは装幀だけについていえることではなく 
デザイン全般さらには映像についてもいえることで 
アナログからデジタルへの移行は 
ずいぶん「顔」の変化を伴ってきている 
本書でも示唆されているように 
「奥行きある身体性」の有無とも関係しているのだろう !
もちろん現在もすぐれた装幀はあるのだが 
スマホで撮る写真や動画のように 
ＤＴＰによるカンタンベンリなデザイン処理が可能になり 
だれでもそこそこのレベルでできてしまう反面 
そこにオーラを発している「顔」」は稀薄になってきている !
個人的にいえば 
本を特別視する気もなく 
（希少本だとか歴史的価値だとかには特に関心はない） 
その内容をちゃんと受けとれればいい 
そう思っているところはあるが !
問題はその内容を受けとるというとき 
装幀を含んだ表現部分が 
さまざまに影響してくるということだ !
読みやすければいいというわけでもなく 
必要条件としての読み難さを伴っていることもある 
また「読む」ということは 
単に「読む」ということだけではなく 
そこには五感＋αによる知情意が総合的に関わっている !
だから書店や古書店を渉猟しているとき 
ときにオーラを発している「顔」」があって 
じぶんが呼ばれているように感じることもある 
反対にテーマ的に興味はひかれるのに 
何度手にしてもどうしても読む気にならない 
そんな本もずいぶんと多くある

しかしあらためてこうして 
「装幀百十年の系譜」を辿ってみると 
ずいぶんといろんな発見がある 
じぶんがどんな基準（好み）で本を見てきたのか 
そのことも含めあらためて振り返るきっかけにもなったようだ !
そんななかで 
編集者でもあり詩人でもあり 
じぶんの詩集をはじめ装幀も手がけていた 
吉岡実のこんな言葉が印象に残っている 
「要するにね、ぼくの中には〝あきのこない本〟、 
〝いやみのない装幀〟という気持ちが基本としてあるんだよ」



■臼田捷治


 『＜美しい本＞の文化誌／装幀百十年の系譜』


 （Book&Design 2020.4）
!
「書物を読者に書店などで届ける際に、その選択の手がかりを、書名・著者名・版元名を付し、装画やや写真などをあしら
うことで提供するのが、本の＜顔＞である＜装幀＞だ。そして、書物と相対したいときの喜びに、いわゆる＜美しい本＞と
の出会いがある。内容にふさわしい装幀によって装われた美本をおもむろに我が掌に収めるｰｰｰｰ。何物にもかえがたい愉悦
であり、醍醐味である。

　極論すれば、書名と著者名、それに出版社名、定価の表示があれば、とりあえず成立するのが装幀だ。しかし、その書名
を活字で組むのか、レタリング（デザイン文字）でいくか、手書き文字にするのかと分かれる。活字の場合も明朝体にする
か、それともゴシック体にするのか。そして、それを大きく押し出すのか、逆に小さく控え目に置くのか、縦組にするのか
横組にするのか･･････。見知らぬ街に立ち入ったときのように、さまざまな選択肢が待ち構えている。

　実際に本を手にとると、函やカバーの用紙の材質がそなえる手触り、見返しのハッとするような色調、ページを繰るとき
のかすかな紙すれの音とやさしい手触り、ほのかにかぎとれるインキの匂いなどが五感を刺激してやまない。本に固有の感
触と物性である。さらには「花ぎれ」（背の内側上下に貼る布）のような極小世界の色模様の選択や栞紐（スピン）の色合
い・風合いにも、装幀者の心づかいが感受できるときの新鮮な驚き。」

「このような至福感は、外函やカバー、帯をはずされ、どことなく寒々しい印象を与える図書館の架蔵本などではというて
い味わえない。ましてや「もの」としてのたしかな手ごたえを感じとれない伝書籍では、はじめから無理な注文というべき
であろう。

　しかも紙の書物には電子本にはない時間性が折り畳まれている。書物はその時どきの文化を背景に生み出されるものであ
るが、刊行当時の「時間」をそれぞれが刻印しているとともに、その時から現在までの不可逆な時の推移を塗り込めている。
つまり、書物には二重の時間性はあるということ。

　ひとつは、表層的になるが、時代をさかのぼるほど「黒っぽい本」とか、逆に近年のものほど「白っぽい本」と、古書業
界の人が本の経年変化を呼び慣わしているのがそれに相当するだろう。時が経った書物に親しんでいると、そうした変移を
欠く新刊の、のっぺりとした表情に物足りなさを感じてしまうほどだ。

　ふたつ目は、書物には内在する時空の厚みをとおして時代の相貌が浮き彫りにされること。本はたしかに知の独立した王
国を築いている。が、それぞれの時代の文化状況の後押しされて企図されたものであり、それを三次元のかたちをもつ器と
して立ち上げるには、印刷や製本の技術を借りなければならない。逆の側面からいうと、時代の文化と技術の枠組みがその
書物を誕生させたといえるだろう。本のタイトルなどにくわえて、その本全体のたたずまいから、おおよその刊行年が推し
量れるのはそのためである、」
!
「装幀は時代の精神や空気を映す器であるとともに、文学（テキスト）と美術（意匠）とが響き合っている。その成り立ち
には、まず著者および出版社、編集者、校閲者があり、装幀家が造本意匠を懲らす。装幀家は画家やイラストレーター、写
真家などとタグを組むことも。ついで印刷会社が提供する用紙を用いて印刷者が印刷し、それを製本者が最終的なかたちに
仕上げる、印刷にはインク業者の支えもある。フォント（活字書体）は専門の書体デザイナーが設計したものだ。本が立ち
上がるまでにはじつに多彩な人たちのかかわりと協働の課程があればこそ、それゆえ＜小さな総合芸術＞だといえるだろう。
そして、取次や書店などで販売する人の手を経て多数の読者の手に･･･････。」
!
「現在、一方で電子書籍化への流れがあり、紙の本存亡の危機が叫ばれている。だが、風合いと色、柄があり、さらに匂い
もあって五感にやさしく寄り添い、時間軸を超えて存在する紙の本が消滅することはあるまい。

　その紙の集積からなる本を、装幀は魅力ある＜かたち＞に仕立てて読み手に差し伸べる。そして、美しい本が語りかける
＜言葉＞はテキストと一体となって、読者それぞれのうちで＜生きられる＞存在となるのだ。ちょうど建物がその住み手に
よって慈しむように丁寧に住まわれると、命あるもののように、年を経るごとにかけがえのない深みを増していくように。
あるいは、ヴァイオリンの名器がすぐれた奏者との出会いによって音質が磨かれ、日を追って＜育って＞いくよう
に･･････。」
!

「装幀文化揺籃期は模索の時代。夏目漱石がアートディレクター的な役割を果たし、時に自ら手を下しつつ、橋口五葉とい
う若い異才をわが国はじめての装幀家として育てることで、ひとつの規範を開示。以来、美術家や著作者自身、文化人、編
集者たちがその一翼を担い、近代装幀を築いてきた。多士済々、多彩を極める担い手の登場には目を見張る。とりわけ、五
葉や小村雪岱の版画的な美との調和と、象徴的な存在であり続けた恩地孝四郎に代表される版画家の活躍を特記したい。版
画と装幀とはその複製性において共通のモーメントを持っている。が、その版画表現の変質を契機とする版画家装幀の退潮
は、わが国の近代装幀が共有し、読書人から広く支持されてきた＜物語＞の喪失を印すものとなった。

　一九六〇～七〇年代以降の装幀は、画家や版画家による＜美術＞としてのそれに代わって、タイポグラフィへの認識に立っ
て、本文組を出発点とする＜ブックデザイン＞への移行が進んだいきさつを見てきた。装幀あるいはブックデザインに特化
したプロフェッショナルの進出も顕著となり、当然のこととしてあった編集者などによる社内装幀の占める役割は大きく後
退した。

　また、「平成」の始まり（一九八九年）とほぼ重なり合うかのようなＤＴＰ時代の到来は、それまでのアナログ時代の「一
子相伝」的なデザイン手法の終焉をもたらした。それぞれの出版社であったり、有力なデザイナーやデザイン事務所であっ
たりが独自につちかってきた＜基準＞にとって代わり、デジタルテクノロジーの高度な巣切りは、誰でもがそれ相応の完成
度に導かれることになった。が、その結果としてデザインのある種の＜大衆化＞現象が生じ、それぞれの完成度は相応のレ
ベルに達していながら、皮肉にも函からこぼれ落ちたコンペイトウが散乱しているがごとき細分・分極化が進行している。
奥行きある身体性を欠いたデジタル特有の平板さもその印象をさらに強くする。

　公式のない現代の写し絵のようなこうした様相に直面すると、わが国の装幀文化が営々と積み上げ、共有されてきた価値
観をもう一度、問い直してみることが肝要だと思えてならない。」




☆mediopos-2339　　2021.4.12

■五十嵐正監修!
　『ジョニ・ミッチェル　アルバム・ガイド＆アーカイヴス』!
　（シンコーミュージック・エンタテインメント 2021.2）!
■『月刊ロッキング・オン４月号』（ロッキング･オン 2021.4）!
  《総力特集！　ジョニ・ミッチェル》

ロッキングオンで 
ジョニ・ミッチェルの 
「総力特集」が組まれている 
少しまえには 
「アルバム・ガイド＆アーカイヴス」も刊行された !
ジョニ・ミチェルの全貌を 
聴きわたす（見わたすのではない）好機だと 
最初のアルバムの出た１９６８年から 
最後になったと思われる２００７年のアルバムまで 
この際とそのアルバム全２１枚の 
４０年近くに渡る時代を追いながら聴いてみようと思い 
２１枚分の音源を手元にそろえたところだ !
ジョニ・ミッチェルの声をはじめて耳にしたのは 
１９６９年の２枚目のアルバム 
『Clouds（青春の光と影）』に収められている 
ジュディ・コリンズに提供した 
『青春の光と影（Both Sides Now）』と 
１９７０年の３枚目のアルバム 
『 Ladies of the Canyon（レディズ・オブ・ザ・キャニオン）』 
に収められている 
「サークル・ゲーム（The Circle Game）」 
だと記憶している 
そしていままで聴いたなかでいちばん気に入っているのは 
１９７１年の４枚目のアルバム『Blue（ブルー）』だ !
西洋のロックやポップスを聴き始めたのが 
１９７０年頃のことだから 
ぼくにとってもジョニ・ミッチェルといえば 
いつもそのジャンルの中心にいたといえるかもしれない !
全２１枚のアルバムは以下の通り 
２０１５年に病に倒れたこともあり 
おそらくアルバムは２００７年の『Shine』までになるが 
ちなみに昨年秋に「Archives」シリーズが始まり 
ジョニ・ミッチェル自身が監修した 
発掘音源の数々が随時届けられることになる 
その他ジョニ・ミッチェルの客演した 
スタジオ録音盤などもあるようで 
それらもあわせてこれからずいぶんと楽しめそうだ

あらためて全アルバムを見わたしてみると 
アルバムを全部聴いて知っているわけではないけれど 
それでもそのジョニ･ミッチェルという存在を核とした 
４０年という時間の流れからはさまざまな発見があるはずだ !
あわせてこれから 
《ジョニ・ミッチェルを聴く》シリーズとして 
時代を追いながらいろいろアルバムから聴いていくことにしたい !
◎ジョニ・ミッチェルのアルバム全２１枚 !
1968年　『ジョニ・ミッチェル』 - Song to a Seagull (Reprise)  
1969年　『青春の光と影』 - Clouds (Reprise)  
1970年　『レディズ・オブ・ザ・キャニオン』 - Ladies of the 
Canyon (Reprise)  
1971年　『ブルー』 - Blue (Reprise) 
1972年　『バラにおくる』 - For the Roses (Asylum)  
1974年　『コート・アンド・スパーク』 - Court and Spark 
(Asylum) 
1974年　『マイルズ・オブ・アイルズ』 - Miles of Aisles (live) 
(Asylum)  
1975年　『夏草の誘い』 - The Hissing of Summer Lawns 
(Asylum)  
1976年　『逃避行』 - Hejira (Asylum)  
1977年　『ドンファンのじゃじゃ馬娘』 - Don Juan's Reckless 
Daughter (Asylum)  
1979年　『ミンガス』 - Mingus (Asylum)  
1980年　『シャドウズ・アンド・ライト』 - Shadows and Light 
(live) (Asylum)  
1982年　『ワイルド・シングス・ラン・ファスト』 - Wild 
Things Run Fast (Geffen)  
1985年　『ドッグ・イート・ドッグ』 - Dog Eat Dog (Geffen)  
1988年　『レインストームとチョークの痕』 - Chalk Mark in a 
Rainstorm (Geffen) 
1991年　『ナイト・ライド・ホーム』 - Night Ride Home 
(Geffen)  
1994年　『風のインディゴ』 - Turbulent Indigo (Reprise)  
1998年　『テイミング・ザ・タイガー』 - Taming the Tiger 
(Reprise) 
2000年　『ある愛の考察～青春の光と影』 - Both Sides Now 
(Reprise)  
2002年　『トラヴェローグ』 - Travelogue (Nonesuch)  
2007年　『シャイン』 - Shine (Hear Music) 



■五十嵐正監修

　『ジョニ・ミッチェル　アルバム・ガイド＆アーカイヴス』

　（シンコーミュージック・エンタテインメント 2021.2）


■『月刊ロッキング・オン４月号』（ロッキング･オン 2021.4）


  《総力特集！　ジョニ・ミッチェル》
!
（『ジョニ・ミッチェル　アルバム・ガイド＆アーカイヴス』より）
!
「「ブルー、歌は入れ墨みたいなもの･･･」。

　僕は30数年音楽評論をやっているが、女性アーティストの取材でジョニ・ミッチェルの名前を出すと、その一節を口ずさ
む人がいったい何人いただろうか。

「ジョニ・ミッチェルにはいつだってインスパイアされてきた･･･されない人なんていないわよね!?」。

　そう言ったのはベッカ・スティーヴンスだが、その言葉に誰もが同意するはず。いや、女性だけでない。近年はその影響
を受ける男性や黒人、非英語圏出身者などの様々な種類のアーティストにも見つけることができる。

　ジョニは70年代初めにシンガー・ソングライターと呼ばれるスタイルの確立に最も貢献した人であると同時に、それから
ジャンルの枠を軽やかに飛び越え、詩神と美意識だけに従って音楽的冒険の旅を果敢に続けてきた人でもある。その存在の
重要性はどれだけ強調してもし過ぎることはない。

　残念ながらジョニは15年に病に倒れ、今もリハビリが続き、70代後半の彼女から新しい音楽が届く可能性はなさそうだ。
しかし、僕らには彼女の素晴らしい21枚のアルバムがある。さらに、昨年秋に遂に始まった「Archives」シリーズが今後貴
重な録音を順次届けてくれるはずだ。

　本書はこの機械にジョニのキャリアを振り返り、改めて全アルバムにじっくり耳を傾ける際のお手伝いができればとの考
えで作られた。」
!
（『月刊ロッキング・オン４月号』～《総力特集！　ジョニ・ミッチェル》より）
!
「カナダのアルバータ州出身のジョニ・ミッチェルは、最初から異色のアーティストだった。アコースティックギターを抱
えて歌うスタイルは、フォーク・シンガーとして何ら変哲のないものだったが、その音楽性と存在感は当時全盛だったフォー
ク･」シンガーたちの中では異色で独自なものだった。

　「土ぼこりが落ち着いたときには、ジョニ・ミッチェルが20世紀後半の最も重要な影響力のある女性のレコーディング・
アーティストとして立っているだろう」という米音楽サイトでの評価の通り、60年代のロック／クロスオーバーのシーンの
中心にいながら、ジョニ・ミッチェルは常に異色で独自で、そして孤高だった。

　オープン・チューニングのギター、滑空するようなメロディー、知性的な美しさを湛えた歌声ｰｰｰｰそうした圧倒的に優れ
た音楽性によって、ジョニ・ミッチェルは一線を画し、そして他を凌駕していた。

　ボブ･ディランとツアーし、ニール・ヤングとデュエットし、ジュディ・コリンズに曲を提供し、ジャコ・パストリアスや
パット・メセニー、チャーリー・ミンガス、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ラリー・カールトンらジャズ・
ミュージシャンを起用してアルバムを制作する。そんなことができるシンガーソングライターはジョニ・ミッチェル以外に
考えられない。

　異色である、ということはオルタナティブであるということだ。

　ジョニ・ミッチェルは最初からオルタナティブで、キャリアを通してずっとオルタナティブであり続けた。

　90年代以降のオルタナティブ、00年代以降のインディー、そして10年代以降のSSW、そのどれもに共通するオルタナティ
ブの感覚を、60年代70年代からすでに放っていたのがジョニ・ミッチェルだったのだ。


　だからこそレッド・ツェッペリン（“カリフォルニア”）やプリンス（“ドロシー・パーカーのバラッド”からビョーク、アラ
ニス・モリセット、フィオナ・アップルまで、これまで登場した偉大なアーティストに多大な影響を与え、現代においても
スフィアン・スティーヴンスからジェイムス・ブレイクまで数多くの先鋭的アーティストに、またテイラー・スウィフトから
フィービー・ブリジャーズまで、ほとんどすべての新世代のSSWたちに無意識レベルと言ってもいいぐらい巨大な影響を与
え続けているのである。いや、今は、これまでで最もジョニ・ミッチェルの影響下にある時代、と言ってもいいかもしれな
い。）




☆mediopos-2340　　2021.4.13
少し前（mediopos-2283/2021.2.15）にとりあげた 
『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』の著者 
山本高樹がBE-PAL掲載の記事で 
竹沢うるま『ルンタ』をインタビュー方々とりあげている !
両者の二つの著書のＷ刊行記念トークイベントとして 
竹沢うるま×山本高樹による 
「空と山々が出会う地で、祈りの在処を探して」という 
トークイベントも今週末の17日に開催される !
『The Songlines』以来 
竹沢うるまの写真と文章に惹かれている 
今回の『ルンタ』も昨年末刊行され 
今月末には写真集『Boundaryー境界』も刊行される 
ちなみに「ルンタ」とは風の馬のことで 
３年近くのあいだチベット仏教圏を巡った祈りの旅の記録 !
山本高樹の著書『冬の旅』もこの『ルンタ』も 
チベット文化圏のラダックに関係していて 
トークイベントのタイトルにあるように 
そこでは「ローカリズムとグローバリズム」が 
現在進行形でせめぎあっている !
ラダックについては 
ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジの『懐かしい未来』も 
同様のテーマで先月とりあげてみたところなので 
（mediopos-2311/2021.3.15） 
その流れもありご紹介してみることに !
上記のように竹沢うるまの写真集『Boundaryー境界』が 
もうすぐ刊行されるとのことだが 
「ローカリズムとグローバリズム」をはじめ 
さまざまな場所に「境界」があり 
その「境界」でせめぎあっているものがある !
記事を引用したなかに印象深いところがある 
チベット仏教の僧侶たちが作る砂曼荼羅の話だ 

■竹沢うるま『ルンタ』（小学館 2020.12）

砂曼荼羅は何日もかけて色つきの砂を敷き詰めていくが 
法要が終わるとすべて崩して川に流してしまう 
そのとき「赤い砂も青い砂も、全部混ざると、灰色になる」 !
竹沢うるまは「その一部始終が、この世界における 
“境界”の持つ意味を象徴しているように思え」 
「“境界”というものの無意味さを感じ」 
「自分にとって“境界”とは何なんだろう」と問う 
おそらく今度刊行される『Boundaryー境界』のなかに 
その問いが反映されてもいるのだろう !
境界とは分けるものだ 
混沌に穴があけられて死んでしまう話が荘子にあるが 
分けると死んでしまうにもかかわらず 
わたしたちは霊界から地上へと 
みずからを分けるように生まれてくる !
そして我-汝というように 
一人称と二人称そして三人称と 
私と私でない存在を分けていく 
その延長線上に 
家族・性・共同体・国・民族・宗教の 
境界が次々と生まれてくる !
砂曼荼羅がつくられ崩されるということは 
分けるということの意味と 
分けるということの無意味を 
象徴しているのかもしれない !
そこにも分けることで分かり 
分けることを超えていくという 
人間であるがゆえの認識課題があるともいえるのだろう 



■竹沢うるま『ルンタ』（小学館 2020.12）
!
（山本高樹「旅の中で感じた、ローカリズムとグローバリズムの分水嶺。

　写真家・竹沢うるまが『ルンタ』で綴ったチベット文化圏の旅（後編）」より）

　※「BE-PAL掲載の記事」
!
「「今、我々が暮らしている社会は、何もかもが過剰じゃないですか。でも、チベット文化圏を旅する中で目にした光景は、
その過剰さの対極にあるというか。何もないという意味ではないですけど、我々のライフスタイルとは真逆です。でも、彼
らの方が、心の充実度は高い。それはどうしてなんだろう。目に見える幸せと、目に見えない幸せ。そのバランスの違いは
どこにあるのか、と考えさせられました」

世界各地のチベット文化圏を足かけ3年をかけて旅し、その経験と自身の思索の変遷を紀行文『ルンタ』に綴った、写真家
の竹沢うるまさん。インド、ネパール、中国など、各地を巡る中で竹沢さんが目にしたのは、厳しい自然環境の中で受け継
がれてきた伝統的な生活様式と信仰を守り続ける人々と、そこに外界からひたひたと押し寄せるグローバリズムの波だった
と言います。『ルンタ』の中でも重要なテーマの一つとなっている、ローカリズムとグローバリズムのせめぎあいについて、
話を聞きました。」
!
「ネパールの中でもとりわけ辺境に位置し、ほんの十数年前までは高度な自治権を与えられた王国であったムスタン。長い
間、外界から隔絶されていたこの秘境にも、南はネパール側から、北は中国側から国境を越えて道路が延伸され、さまざま
な物資や情報がなだれ込んできているのを、竹沢さんは目の当たりにしました。

「チベット文化圏には、分水嶺がたくさんあるんですよ。目に見える幸せと、目に見えない幸せ、その豊かさの違いの間に
横たわる分水嶺が。ムスタンのあの小さな村は、北からも南からも波が押し寄せてきているけれど、まだかろうじてその狭
間にあって、穏やかさを保ってましたが、すごく危うい状態でした。グローバリズムの波に一方的に身を任せてしまうと、
社会はシステムやイデオロギーが主体になって、人間はそこに組み込まれる代用可能なパーツでしかなくなってしまう。自
分を失ってしまったら、人は祈りも忘れてしまって、存在する意味も消えてしまう。そういう社会では、本当の意味での心
の豊かさを得るのは難しい。要は、ローカリズムとグローバリズムのバランスの問題だと思うんです。今のような画一化さ
れたグローバリズムではなく、個人や地域、民族、文化、国などのローカリズムに立脚した、本当の意味でのグローバリズ
ムが必要になるんじゃないかな。いかにローカルを大切にしながら、世界とつながっていくか、という」」
!
「社会全体を画一化された情報や物資で埋め尽くすのではなく、個人やコミュニティの存在を尊重した上で、社会とのバラ
ンスを取っていく。そうしたローカリズムとグローバリズムのバランスのヒントを、竹沢さんは、近年よく滞在していると
いう南太平洋のクック諸島に見出しました。

「クック諸島の人たちは、ローカリズムとグローバリズムのバランスの取り方が、めちゃめちゃ上手いんです。人口は全部
で2万人くらいしかいないんですが、15歳以下の子供の割合が35パーセントもあって。アリキと呼ばれる酋長が、集落ごと
の決まりごとやお祭りを仕切ったり、何かもめごとが起こったら仲裁したりします。そういう昔ながらのコミュニティの仕
組みがしっかりある一方で、教育のシステムはクック諸島が属しているニュージーランド式ですし、マオリ語のほかに英語
も自然に話せるので、各国のテレビなどを通じて、世界中の情報をよく知っています。ニュージーランドで、学校に通った
り、働いたりしている人も多いから、外の世界をよくわかっているんです」

クック諸島は、一番近いニュージーランドから4千キロも隔てられています。人口も少ないので、その距離を飛び越えて、外
部から輸送コストをかけて何か商品を持ち込んでも、ビジネスを成立させるのは難しい場所です。

「放っておいたら、外の世界からは何も来ないんです。だから、クック諸島の人たちは、ローカリズムを大切にしながら、
自分たちが必要と判断したものだけを、自分たちの意志で持ってくることができています。侵食されたり奪われたりするの
ではなく、取捨選択の主導権を、自分たちで握っている。だから、ものすごくバランスがいいんですよ。ムスタンのような
場所でも、侵食される前に現地の人たちが取捨選択することができたら、理想的な環境を作り上げられるかもしれない、と
『ルンタ』の原稿を書きながら考えていました。難しいでしょうけどね。ムスタンの人たちは、ほかの場所を見ているわけ
ではないから。自分の見知っている範囲内だと、簡単な方を選択しがちでしょうから……」」


「ローカリズムとグローバリズムだけでなく、民族や宗教、政治的主張など、さまざまな要因のもとに繰り広げられている
せめぎあいを、竹沢さんはこれまでの旅で、数え切れないほど目にしてきたと言います。それらの経験を通じて、次第に意
識するようになったのが、“境界”というキーワードでした。


「“境界”というものには、どんな意味があるのかな、と。いろんな国を旅してきて、国境、民族、宗教、いろんなぶつかり
あいを見てきて。チベット文化圏を巡る旅のきっかけになったあの出来事は、とりわけ激しいぶつかりあいでした。でも、
よくよく考えてみると、そういうものを全部ひっくるめて、この世界は、砂曼陀羅みたいなものなのかな、と思うようになっ
て……」

チベット仏教の僧侶たちが作る砂曼荼羅は、何日もかけて、色付きの砂を絵柄に合わせて丹念に敷き詰めますが、法要が終
わると、あっさりとすべて崩して、川に流してしまいます。竹沢さんには、その一部始終が、この世界における“境界”の持
つ意味を象徴しているように思えたそうです。

「砂曼荼羅を最後に崩して、自然に還す時、赤い砂も青い砂も、全部混ざると、灰色になるんです。何回見ても、面白いな
あ、と思っていて。すごく引いた目で見れば、チベット人も漢民族も、それぞれ色の違う砂粒のようなもので、砂曼荼羅と
いう世界が崩されて混ざり合えば、灰色一色になってしまう。我々人間は、結局はみんな同じ、漠とした灰色をしているん
だなあ、と。そう考えていくと、“境界”というものの無意味さを感じるようになって、自分にとって“境界”とは何なんだろ
う、という思いが、だんだん大きくなっていきました」

『Walkabout』と『The Songlines』、『Kor La』と『ルンタ』。長い旅を経てこれらの作品を世に送り出してきた竹沢さん
が、次に見定めた、“境界”というキーワード。その新たな挑戦は、最新作『Boundary | 境界』へとつながっていきます。」
!
■「BE-PAL掲載の記事」


https://www.bepal.net/book/134850
!
■写真家 竹沢うるま オフィシャルサイト


https://uruma-photo.com/


https://uruma-photo.com/
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■ジャン･ジャック・ビュルジェ（川那部和恵訳）!
　『聖なるもの』（文庫クセジュ　白水社 2018.2）!
■オットー（山谷省吾訳）!
　『聖なるもの』（岩波文庫　1968.12）!
■ミルチャ・エリアーデ（久米博訳）!
　『聖なる空間と時間　宗教学概論３』!
　（エリアーデ著作集 第三巻　せりか書房 1974.10）

ルドルフ・オットーは 
シュライエルマッハーや 
ルターそしてゲーテの影響を受け 
「聖なるもの」を 
超自然的・超個人的なものへの感情である 
ヌミノーゼに結びつけて論じている !
それは崇高で神聖なものに対してだけではなく 
戦慄すべき怖ろしいものに対する感情でもある 
どちらにしてもそれらは 
神秘的なものや超越的なものの前に 
私たちを連れだし崇敬と恐怖の念を起こさせる !
白川静によれば「聖」とは 
「祝詞を唱え、つま先立って神に祈り、 
神の啓示を聞くことができる人」のことだが 
ヒエロファニーという聖化現象もあるように 
聖なるものは超越的な形態をとってあらわれる !
つまり「聖なるもの」は 
私たちの生を「俗なるもの」から切り離そうとする !
「俗なるもの」とは地上的日常的なものであるが 
それだけでは私たちの生は完結しない 
それゆえ日常的なものを超えた時空を 
わたしたちはさまざまなかたちで希求する !
「聖なるもの」への希求の多くは 
宗教的なもののなかに見られるが 
（それは政治的に制度化されさえもする） 
芸術などのさまざまな文化現象のなかにも 
変容したかたちであらわれることも多くある !
私たちはなぜ「聖なるもの」という 
超越的なものを求めるのだろう 
どんなに地上的物質的に生きている者でも 
姿を変えた「聖なるもの」としての 
非日常を求めずにはいられないからだろう 

おそらく私たちの魂の奥には 
そうした地上を越えた「聖なるもの」 
魂の故郷といったものへのノスタルジーがあって 
その場所につながることを求めているのだともいえる !
わたしたちはそれを 
外的なもの 
つまり聖なる場所や 
そこでの体験のなかに求めることもあれば 
内的なもの 
つまり瞑想的なものや 
そうした体験のなかに求めることもある !
どちらにしても 
私たちは俗のなかに生きながらも 
天と地のあいだをむすぶ存在として 
みずからを「超自然的・超個人的なもの」のなかに置き 
そこで魂を救済・解放・変容させようとする 
そうした衝動をだれでもが少なからず有している



■ジャン･ジャック・ビュルジェ（川那部和恵訳）

　『聖なるもの』（文庫クセジュ　白水社 2018.2）

■オットー（山谷省吾訳）

　『聖なるもの』（岩波文庫　1968.12）

■ミルチャ・エリアーデ（久米博訳）

　『聖なる空間と時間　宗教学概論３』

　（エリアーデ著作集 第三巻　せりか書房 1974.10）
!
（ジャン･ジャック・ビュルジェ『聖なるもの』より）
!
「聖なるものはどんなふうに現れてくるのだろうか？　たとえば系統発生の視点から、人類の発展のなかに聖なるものに関する行為の出現を
位置づけるべく、これを先史時代のなかに追求することは可能である（･･･）。あるいはまた、もっと深く、現象学的観点から、人間の心的
経験のなか、そのさまざまな感情や情動や表象のなかに、聖なるものの出現の形態と条件を探ることも可能である。

　一見してわかることだが、実際、聖なるものの本能的な、前概念的な内容は一連の共通体験を根拠としている。そうした体験はどれも神秘
的なものや超越するものの前にわれわれを連れだし、何かわれわれにはわからない、われわれを凌駕するもの、われわれには支配も接近もで
きないようなものにたいして、恐怖と崇敬の念を起こさせる。そうして、われわれがとてつもなく強烈なもの（山中の嵐）や、とてつもなく
巨大なもの（カテドラル）を前にして覚える崇高の美的経験、あるいは、生まれてくる子どもを前にした歓喜の感情なり、死にゆく者を前に
した不安と恐怖の感情などに、感情と情動の幽霊の最初のかたちが見られるのであり、そこに、聖なるものの、現象学的肖像とでも言うべき
ものの作成が可能になったのである。

　聖なるものは、実際、異化した現実（われわれをとりまく直接的な現実とは違う、完全に別ものであり、よってしばしば「まったく他なる
もの」tout Autre と呼ばれる現実）についてのあるタイプの認識および意識化に対応しており、そこから現れる固有の力は直接的にも間接的
にもわれわれを、肯定的また否定的に、はげしく感動させもし、悲しませもする。聖なるものは、ゆえに世界の二分化と切り離せないのだ。
聖なるものは、視線的・歴史的現象、個々人の行動や人格、またさまざまな書きことばや話しことば、さらには音楽をとおして生起し、ある
いは生成への媒介されうる。聖なるものは、われわれの意識に向けて、月並みなもの、身近なもの、日常的なもの、慣例的なものの埒外に、
隔てられ、区別され、自由に扱えず、というより手にすることすらできない禁じられた一つの現実の面、あるいは源を出現させる。そしてこ
の現実を、まずは意識が、識別し、そのあとに文化が、安定させ、命名し、保護し、聖別し、称賛し、かつそこから結果を得るための道具と
して扱うことになる。なぜなら、聖なるものは、言語や習俗のような、外的伝達を引き起こす文化現象（神話と祭式）のなかに客体化される
のではあるが、それはまたつねに特有の内的状態をもたらすからである。かくして、聖なるものに固有の心的で実存的な経験というものが存
在するのであって、この経験は、情動と感情の主観的な状態においても、表象と言語の根底にある世界の客観的表徴においても、認められる
のである。
!
「聖なるものは感覚と想像世界と信仰についての一つの構造へとわれわれを差し向ける。その構造は、この世界の経験の内容に、それ特有の
性格を与え高い価値を付加するのだが、またその構造において、同じ経験の内容が他性や超越するものや超自然的なものや神的なものとして
考えられていくに従って（尊敬によるにせよ禁止によるにせよ）この世界で占有できないものとなってしまう。

　聖なるものはまず何よりも諸宗教の本質的な次元である。そして宗教は、聖なるものを多彩な方法で演出したばかりか、ときには己の使用
だけのために独占、いや占奪さえした。しかしながら、キリスト教化した西洋の歴史から切り離せない、非神聖化・世俗化の動きは、聖なる
ものが消滅せずに変容しうることを証明することになった。西洋の現代性についていえば、聖なるものは、たとえば人格の方（医療または人
権のなか）へと移行したが、それがより最近になると、たとえば、芸術とか詩的なものの領域に再投入されている。芸術の神聖化は、不滅の
傑作との一体化を望んでいる大衆を集結させる多くの大規模な展覧会やコンサートの成功において顕著になる。美術館と音楽祭におけるこう
した新しいタイプの世俗「宗教」に芸術市場の急騰はつきものであり、聖なる至宝と同じくらい莫大な貨幣価値に達するのである。

　ただしこの世紀初頭の現状は、宗教とりわけ一神教の回帰に押された社会空間の予期せぬ再神聖化をも示している。たとえば大量移住が原
因で、アフリカをはじめ、アジア、ヨーロッパなどに普及しつつあるイスラム教は、その熱心な勧誘を受けたこれらの地域において、法的ｰ社
会的な神聖化を要求する、原理主義的・根本主義的なさまざまな潮流の攻勢を浮かび上がらせた。ヨーロッパにおいて、ポストコロニアル（植
民地主義以降）の現代性は多文化間における違いの尊重を主張していたが、ヨーロッパおよび他の多くの社会は、ほぼ偶像崇拝的な解釈にお
いて了解済みの、宗教的聖なるもののアイデンティティについてかように再確認することをあらためて不安に思い、この解釈に反して、世俗
性、いや世俗主義の擁護を立ち上げている。世俗的な自由の精神で特徴づけられた版画、素描、またとくにカリカチュアが、たとえばこれを
不敬とするかの熱狂的な潮流によってますます告発されることとなり、それは攻撃を通り越してテロリズム的な反応を出現させるほどである。
したがって二つの極端な立場ｰｰｰｰすなわち一方には、蒙昧主義的神聖からの解放を求める、無神論的で反教権主義的な、いや反宗教的さえあ
る精神が、また他方には、偶像崇拝と神権政治のにおいがする。宗教的な権利の要求のためのはげしい政治があるｰｰｰｰのあいだには、しだい
に激化する対立関係が認められる。

　聖なるものの想像域の象徴人類学は、われわれをむしろ無神論的なものと宗教的なものの中間の位置へとみちびく。その位置どりが、聖な
るものの政治と文化的倫理の基礎をおくのに重要になるのだ。聖なるものは、人間と超越的他性との関係を、象徴的な様相において提示する。
それはこの他性が宗教性を帯びていてもいなくても同じなのであって、この他性は、あらゆる聖なるものの崩壊を唱道する者たちに対して、
とうぜん保護され尊重されるに値するのである。聖なるものは人間に、限界の感覚と、自分を超えるものにつながるための道を教える。しか
し聖なるものは、自由な解釈を可能にする場合にしか、多元主義的で自由主義的な共同生活と両立することはできず、また偶像崇拝と熱狂を
先ぶれする絶対化には決してならない。聖なるものは、科学と技術によって、また形ばかりの想像力によって、徐々に詩趣をそがれてしまっ
た世界を豊かにするための特権的な機会なのである。聖なるものは日々の体験に深さと高さを与えるが、ただそれは、ほんものの宗教のひら
めきとは無縁な独裁権力の隠れみのである、独断的で、粗暴かつ全体主義的な言語に変貌することはないという限りにおいてなのである。

　ヨーロッパがかかえる現代の最大の課題はおそらく、フランス現代思想における主要なモデルに従って、公共空間や文化の非宗教化・中立
化を探求することではない。むしろ、科学ｰ技術的理性のみに基づくものの考え方には還元されない意味を求める人々の信念と行動をみちび
くこと、しかもこれらを、みずからがその意味の唯一の源泉だとか、唯一の番人だとか主張するだろう諸権力の道具として扱うことはせずに、
聖なる、宗教的なる、法的ｰ政治的なる、詩的なる、などの、多様な想像域を関連づけ、解釈しようと努めることなのである。」


（ミルチャ・エリアーデ『聖なる空間と時間』より）
!
「いろいろな事象を全体的な視点から眺めると、問題のシンボリズムは次のような三つの互いにつながり、補いあう類型に分けて述べること
ができる。

　１　世界の中心には、「聖山」があり、そこにおいて、天と地が出会う。

　２　いかなる寺院や宮殿も、ひいてはどんな聖都や王宮も「聖山」に比定され、したがってそれぞれは「中心」となる。

　３　逆に、寺院や聖都は、そこを世界軸が貫いている場所であるので、天と地と冥界とが交叉する点である。」
!
「無数の神話や伝説は、宇宙を象徴する宇宙木（七層の天に相当する七本の枝）を登場させている。それは世界を支えている木や中央の柱で
あったり、その実を食べる者に不死を与える生命の木か不思議の木、などである。これらの神話や伝説はそれぞれに、「中心」の理論を織り
こんでいる。それは「木」は絶対的実在、生命と聖の根源を具現し、それによって世界の中心に位置する、という意味においてである。宇宙
木であれ、不死の生命の木であれ、あるいは善悪を知る木であれ、その「木」にいたる道は「困難な道」であり、いたるところに障害がある。
なぜなら、「木」は近づきがたい場所にあって、怪物に守られているからである。」
!
「迷宮というものの原初の意味や機能についてあれこれ憶測するまえに、そこに「中心」を守るという観念が含まれていることは疑いない。
迷宮に何事もなく入りこめ、あるいは無事にそこから出て来られる、と断言できる者は、ひとりとしていなかった。迷宮に入ることは加入儀
礼の価値をもっていた。「中心」のほうも、さまざまに形象化されていることはいうまでもない。」
!
「検討してきたシンボリズムや同一視はすべて、要するに次のことを証明している。すなわち、聖なる空間と俗的空間とが、質的にいかに相
違していようとも、人間はこの種の聖なる空間においてしか生きることはできない、ということである。この聖なる空間がヒエロファニーを
通して人間に啓示されない場合は、人間は宇宙論や土占いの法則を適用して、みずからそれをつくりだす。したがって。たとえ「中心」は、
何人かの加入儀礼を受けた者のみが入ることを望めるような「どこか」に存在している、と考えられているにしても、家はそれぞれに、やは
り、世界の中心そのものに建てられている、と主張するのである。ある一群の伝承は、人間には努力せずして「世界の中心」にいたいという
願望があることを証明しているが、他方の一群の伝承は、その中心に到ることの困難さと、したがってそこに入り得る功績とを強調している、
ということができよう。」
!
「聖なる空間の「力学」と「生理学」とは、ヒエロファニー任意の空間の聖別が実現しようとする祖型的な空間の存在を確証できるのである。
「中心」の多様性ということは、（･･･）同一の中心のうちに「無限の」「場所」の共存を認めるような、聖なる空間の構造そのものによっ
て説明づけられる。この「多様性」の「力学や「実現」についていえば、それは祖型のくりかえしによって可能となるのである。祖型が、ど
んな平面でも、どんな「粗雑な」形態をとってでも、意のままにくりかえされることは、すでに検証したことである（たとえば聖木、聖水、
など）。だがわれわれにとって有意味と思われるのは、祖型が粗雑に模倣（くりかえし）されるといいう事実ではなく、人間は、その「直接
的な」宗教経験のもっとも低い水準においてさえ、この祖型に「近づき」それを「実現」しようとする事実である。もしこのことが、人間の
宇宙における位置について啓示してくれるとすれば、それはたとえば、生命の木が何らかの呪術的療法的俗信にまで格下げされる可能性でも
なければ、中心のシンボリズムが、暖炉のような「簡便な代理物」に下落する可能性でも断じてない。それはむしろ、人間の直接的存在のもっ
とも卑属で、もっとも「汚れた」レベルにいたるまでも、祖型を実現したいと、絶えず感じている人間の欲求なのである。それは超越的な形
態（この場合、聖なる空間）へのこのようなノスタルジーなのである。」
!
（白川静『常用字解』より）
!
「会意。耳と口と𡈼（てい）とを組み合わせた形。𡈼はつま先で立つ人を横から見た形。口はBで、祝詞を入れる器の形。𡈼の上に大きな耳
をかいて、聞くという耳の働きを強調した形である。祝詞を唱え、つま先立って神に祈り、神の啓示を聞くことができる人を聖といい、聖職
者の意味である」




☆mediopos-2342　　2021.4.15

■大澤真幸!
　『新世紀のコミュニズムへ／資本主義からの脱出』!
　（NHK出版新書652　2021.4）

資本主義とコミュニズム（共産主義）が 
相容れないのはそこに「主義」があるからだろう 
それはさまざまな宗教の「教義」についてもいえることだ 
主義や教義は原理主義的で排他的になり 
みずからのもつさまざまな要素を固定化させてとらえてしまう !
資本主義の資本 
共産主義の共産の 
資本と共産には 
それぞれが共有している述語的な場がある 
にもかかわらず 
それを狭窄してとらえ 
主義にして固定することで 
主義と主義の対立へと向かってしまう 
まるで王子が魔法でカエルに変えられてしまったようだ 
ひとはそこにカエルしか見ないでいる 
カエルもそろそろ王子に戻らなければならない !
宗教も同様である 
原理主義や固定的な教義ではなく 
そのもともとの霊性の場へと立ち返ったとき 
宗教の違いは霊性の述語的な場から現れた 
カエルの姿であることがわかる !
新型コロナウイルスのパンデミック現象も 
姿を変えられたカエルなのだろう 
その大騒ぎのもともとのところに 
視点をうつすことが必要なのではないだろうか !
ひとはある現象があった場合 
「主義」という関数にその現象を代入して 
その解としてのアウトプットを信仰し 
それにもとづいて考え行動しようとする !
イエスが十字架の上で隣の犯罪人のことばに対し 
「彼らは何をしているのか自分でわからないのです」 
といったように（ルカ福音書） 
その関数そのものは無意識のなかで働いているから 
じぶんがそこでなにをしているのかわからない

「知っていること」 
「知らないこと」について 
わたしたちは認識を広げる必要があるようだ 
それは単純な二分法ではない 
じぶんのなかの知と無知の矛盾に気づき 
それらを超えていかなければならない !
じぶんの認識や行動が 
魔法にかけられているのならば 
その魔法にかけられていることに気づき 
さらに魔法を解いていかなけばならない 
私たちはさまざまな魔法をかけられて 
身動きがとれなくなっているのだから



■大澤真幸

　『新世紀のコミュニズムへ／資本主義からの脱出』

　（NHK出版新書652　2021.4）
!
「要するに、新型コロナウイルスのパンデミックは、「すべて」に関わっている。

　「すべて」についての専門化などというものは存在しない。」

「それでもなお「専門化の知見を踏まえてから」などと言い続け、思考を停止し、決断を遅らせるとすれば、それは、責任
転嫁であり、不安からの逃避である。」

「破局的な状況の中では、「現実」と「理想」の内容に関して、反転が生ずる。ここで、「現実／理想」という語を、現実
主義者が極端な理想主義者を批判する際にこれらの語に込めた意味において、使用している。現実主義者は、理想主義者が、
正義等の大義や自由・平等・博愛といった理念に執着し、それらが実現していない社会をことごとく「誤り」として拒否す
ることに対して、そんな理想がかなえられている社会は不可能なユートピアだと批判する。不可能な理想を追い求めること
は----たとえば暴力的なテロのようなものを正統化することにもなるので----たいへん危険で、多少の問題を抱えている現状
を維持し続けるよりずっと悪いことだ、と。

　しかし、新型コロナウイルスのパンデミックのような大きな危機の中では、「それだけがまさに可能な現実だ」と見なさ
れていたことこそが実は不可能な理想、ありえないユートピアだったのではないか、と思えてくる。ここで唯一の可能な現
実とされていたこととは、資本主義である。」

「こういう状況の中で、真に現実主義者であるとは、資本主義を前提にしたときにはとうてい不可能なものとされていた「理
想」を維持し続けることではないか。現実主義者であることの意味と理想主義者であることの意味とが、完全に逆転する。
理想主義者としての精神を保つことこそ、真の現実主義者である。」
!
「人には知っていることと知らないことがある。しかし、この二分法、知と無知という単純な二分法では、新型コロナウイ
ルスのパンデミックをめぐって起きていることを分析するには不十分だ。知らないことの中には、「それを知らないという
ことそれ自体を知らないこと」と、「それを知らないということについては知っていること」とがある。つまり無知につい
て無知である場合と無知についての知がある場合である。どちらも結局、無知であるという点では同じだが----つまり知ら
ないことの内容には差がないのだが----後者には、無知についての自覚がある。「知」のあり方ということに着眼した場
合、新型コロナウイルスをめぐって起きていることは、さまざまな領域における「無知の無知」から「無知の知」を経て
「知」へと向かう移行と要約することができるあろう。」
!
「コロナ危機の克服を妨げている要因は、「無知の知」から「知」への越境が困難だ、ということにある。が、このタイプ
の困難は、とりたてて新型コロナウイルスのパンデミックに限られた問題ではない。実のところ、コロナ危機の困難は、「無
知の知」とは別のところにもある。（･･･）すなわち、この危機にわれわれが立ち向かうことを阻んでいる要因は、「無知の
知」以上に「知の無知」にある。

　「知らないこと」に関して、さらにそれを「知っている／知らない」というメタレベルの知による区別を打ち立てた。そ
うだとすれば、「知っていること」に関しても、同じように、それを知っているか、知らないか、というメタレベルの区別
を導入することができるはずだ。単に知っているだけではなく、それを知っているということ自体をも知っている（自覚し
ている）場合と、それを知っているのに、まさに（それを）知っていることを知らない場合である。オブジェクトレベルの
「知／無知」の区別の軸に、メタレベルの「知／無知」の区別の軸を直交させると、知と無知に関して四つのカテゴリーを
得る。

　普通、知っていることに関しては、その知についての自覚があるのが当然だと思われている。つまり「知と「知の知」は
同一視されている。そのため、図の「第３象限（無知の無知）→第２象限（無知の知）→第１象限（知の知）」という経路
しか念頭には置かれてこなかった。しかし、実際には、図の第４象限にあたるカテゴリー、つまり「知の無知」という状態
がある。「知の無知」を発見し、その構造を分析したり、解釈したりしたのは、フロイトである。精神分析が見出した「無
意識」とは、まさにこの「知の無知」ことだ。（無意識のレベルでは）知っているのに、そのことが抑圧され、意識の水準
に現れない状況、それが「知の無知」である。

　「知の無知は、別の言い方で表現すれば、知っていることと信じていることとの間にねじれがあるということだ。普通は、
知っていることと矛盾することを信じることは不可能だと思われている。あの人が悪人だと知っているのに、その同じ人を
善人だと信じることはできない、といった具合に。だが、実際には、人は知っていることとは異なることを信じることがあ
る。自らがすでに知っていることとは異なることへの（無意識の）執着がある場合には。そうなるだろう。

　このことは、次のことを思えば理解できるだろう。（･･･）人は、自分の余命が幾許もないという事実を受け入れるのに、
非常に苦労する。だが、すべての人が、自分が死ぬことをもともと知っており、その死が今、突然訪れることもありうるこ
とを知っている。それなのに、もうじき死ぬだろうと告知されるとショックを受け、最初はそれを強く否認しようとするの
はどうしてなのか。人は、自分の死ぬ瞬間が必ず来ることを知っているのに、普段、まるで自分が永遠に生きているかのよ
うな想定で行動してきたのだ、これは、自らの死を知っているのに、そのことを必ずしもほんとうには信じていない状態で
ある。言い換えれば、人は、一方では、自分が死ぬことを知っているのに、他方では、そのことを知らないかのようにふる
まっていることになる。これが「知の無知」である。」

「もし「知の無知」を克服できれば、つまり（「無知の知」を通過するだけではなく）「知の無知」を経由して真に明晰な
「知の知」であるところの絶対知に到達することができれば、われわれは当然、資本主義の知を受け入れ、その根本的な枠
組みを否定した社会を構想することになる。」
!
「現在のグローバルな資本主義にとって本質的な不幸、本質的な葛藤が関与している領域において、まずはとりわけコモン
ズが確立されなくてはならない。すなわち、そこで生じている（私的所有に由来する）格差が、グローバル資本主義の存続
にとって死活的な重要性をもつと考えられる領域、そのような領域においてまずは、コモンズが一般化しなくてはならない。
そのような領域は（少なくとも）三つある。」

「第一に自然環境である。」

「外的な自然がコモンズであるならば、内的な自然もコモンズでなくてはならない。内的な自然とは、生物としての人類が
継承してきたもの、つまりヒトゲノムのことだ。」

「コモンズとされるべき第三の領域は、「知的所有権」やそれに類する法律によって守られているような「文化」の産物で
ある。」




☆mediopos-2343　　2021.4.16

■ユクスキュル／クリサート!
　（日高敏隆・羽田節子 訳）!
　『生物から見た世界』!
　（岩波文庫　2005.6）

このユクスキュルの『生物から見た世界』 
（直訳は『動物と人間の世界』）は 
一九三四年にベルリンのJ・シュプリンガー社から 
「わかりやすい科学」叢書の一冊として 
「見えない世界の絵本」という副題付きで出版されている !
想像されるように 
当時の反応は冷たく 
科学は主観など扱わないというものだったが 
前書きに「コクマルガラスとホシムクドリについての 
豊かな経験を説明する絵をお送りいただいて、 
われわれの仕事を支援してくださった 
K・ローレンと博士に深く感謝している」と記されているように 
「環世界」という視点がないと動物の行動は理解できない !
しかもこの「環世界」という視点は 
主-客という認識の問題にも 
深く関わるものであり 
ユクスキュルの思想への感心は 
時代とともに高まってきているといえる !
引用には「魔術的環世界」と題された章からも引いてあるが 
さまざまな動物の世界における環世界はもちろんのこと 
ひとりひとりの人間の「環世界」という 
主観的現実についての視点も加えられているのも興味深い !
おそらくいまでは 
ひとりひとりの見ている世界が 
まったく同じ客観的現実として現れていると 
素朴に考えている人はさすがに少なくなってきているだろうが 
ひょっとしたらそうでもないのかもしれない !
小さな子どもの頃は生まれる前の感覚を残していて 
霊的事象を見ていたりすることも多いようだが 
「見えている世界」や「見えない世界」を 
どのように心的現実としてとらえているかは 
ひとによってさまざまに異なっているから 
それぞれにとっての「環世界」をふまえながら 
世界をとらえていく必要性は 
いくら強調してもしすぎることはないだろう

それはともかくとして 
日々の散策のなかでそれぞれの生物の視点から 
その「環世界」を想像してみるだけでも心楽しいものだ 
さらにいえばいわゆる「動物行動学」などの視点も得ながら 
ふだん私たちが比較的固定させている「主観的視点」から離れた 
「新しい視点」をさまざまに展開させてみることは 
高次の自然学への道にもつながってくる



■ユクスキュル／クリサート（日高敏隆・羽田節子 訳）


　『生物から見た世界』（岩波文庫　2005.6）
!
「この小冊子は新しい科学への入門書として役立とうとするものではない。その内容はむしろ、未知の世界への散策を記し
たものとでも言えよう。それらの世界は単に未知であるばかりか目にも見えず、それどころか、そういう世界が存在するこ
との正統性は多数の動物学者や生理学者によっておおむね否定されているのである。」

「あらゆる生物は機械にすぎないという確信を固守しようとする人は、いつの日か生物の環世界(Umwelt)を見てみたいとい
う希望は捨ててほしい。」
!
「われわれの感覚器官がわれわれの知覚に役立ち、われわれの運動器官がわれわれの働きかけに役立っているのではないか
と考える人は、動物にも単に機械のような構造を見るだけでなく、それらの器官に組み込まれた機械操作系(Maschinisit)を
発見するであろう。われわれ自身がわれわれの体に組み込まれているのと同じよう。するとその人は、動物はもはや単なる
客体ではなく、知覚と作用とをその本質的な活動とする主体だと見なすことになるであろう。

　しかしそうなれば環世界に通じて門はすでに開かれていることになる。なぜなら、主体が知覚するものはすべてその知覚
世界(Merkwelt)になり、作用するものはすべてその作用世界(Wirkwelt)になるからである。知覚世界と作用世界が連れだって
環世界(Umwelt)という一つの完結した全体をつくらげているのだ。

　環世界は動物そのものと同様に多様であり、じつに豊かでじつに美しい新天地を自然の好きな人々に提供してくれるので、
たとえそれがわれわれの肉眼ではなくわれわれの心の目を開いてくれるだけだとしても、その中を散策することは、おおい
に報われることなのである。

　このような散策は、日光がさんさと降りそそぐ日に甲虫が羽音をたてチョウが舞っている花の咲きみだれる野原からはじ
めるのがいちばんだ。野原に住む動物たちのまわりにそれぞれ一つずつのシャボン玉を、その動物の環世界をなしその主体
が近づきいるすべての知覚標識で充たされたシャボン玉を、思い描いてみよう。われわれ自身がそのようなシャボン玉の中
に足を踏み入れるやいなや。これまでその主体のまわりにひろがっていた環境は完全に姿を変える。カラフルな野原の特性
はその多くがまったく消え去り、その他のものもそれまでの関連性を失い、新しいつながりが創られる。それぞれのシャボ
ン玉のなかに新しい世界が生じるのだ。

　このような世界をともに歩きまわろうと、この旅行記は読者を誘う。筆者らはこの本を作るにあたって、一人（ユクスキュ
ル）が本文を書き、もう一人（クリサート）が絵の題材もに配慮するというように仕事を分担した。」
!
「われわれ人間が動物たちのまわりに広がっていると思っている環境(Umgebung)と、動物自身がつくりあげ彼らの知覚物で
埋められた環世界(Umwelt)との間に、あらゆる点で根本的な対立があることは明らかである。これまでのところでは、原則
として環世界とは外部刺激によってよびおこされた知覚記号の産物だとされていた。しかし、探索像なるものや、なじみの
道をたどること、をして故郷を限定するということは、すでにこの原則の例外であった。それらはいかなる外的刺激にも帰
することのできない、自由な主観的産物なのだ。

　これらの主観的産物は、主体の個人的体験が繰り返されるにつれて形成されていくものである。

　さらに進むとわれわれは、たいへん強力だが主体にしか見えない現象が現れるような環世界に足を踏み入れることになる。
それらの現象はいかなる経験とも関係がないか、あるいはせいぜい一度の体験にしか結びついていない。このような環世界
を魔術的(magische)環世界と呼ぼう。

　たくさんのこどもたちがどれほど深く魔術的環世界に生きているかは、次の例からよくわかる。

　フロベニウスはその著書『パイデウマ（教育される者）』の中で、ある少女についてこう語っている。その少女は一個の
マッチ箱と三本のマッチで、お菓子の家やヘンゼルとグレーテルと悪い魔女のお話をしながら一人で静かに遊んでいたが、
突然こう叫んだ。「魔女なんかどこかへ連れていっちゃって！　こんなこわい顔もう見ていられない」。

　（･･･）少なくともこの少女の環世界には悪い魔女がありありと現れていたのである。

　このような経験はしばしば、原始的な民族を研究する探検家たちの注意をひいてきた。原始的な民族は魔術的な世界に生
きており、そこでは、彼らの世界の感覚的に与えられた事物に空想的な現象がまぎれこんでいると言われている。

　もっと詳細に観察すれば、教養の高いヨーロッパ人の多くの環世界でも、同じような魔術的なイメージに出会うはずであ
る。」


「環世界の研究に深くかかわればかかわるほど、われわれには客観的現実性があるとはとうてい思えないのに何らかの効力
をもついろいろな要素が、環世界の中には現れるのだということを、ますます納得せざるをえなくなっていく。」

「環世界には純粋に主観的な現実がある。しかし環境の客観的事実がそのままの形で環世界に登場することはけっしてない。
それはかならず知覚標識か知覚像に変えられ、刺激の中には作用トーンに関するものが何一つないのにある作用トーンを与
えられる。それによってはじめて客観的現実は現実の対象物になるのである。

　そして最後に、単純な機能環が教えてくれるように、知覚標識も作用標識も主体の表出であり、機能環が含む客体の諸特
性は単にそれらの標識の担い手にすぎないと見なすことができる。

　こういうわけで、いずれの主体も主観的現実だけが存在する世界に生きており、環世界自体が主観的現実にほかならない、
という結論になる。

　主観的現実の存在を否定する者は、自分自身の環世界の基盤を見抜いていないのである。」




☆mediopos-2344　　2021.4.17

■佐藤弘夫『日本人と神』!
　（講談社現代新書 2021.4）

神について考えるということは 
人間ついて考えるということだ !
人間が神をつくりだしたのだ 
というような単純な発想というよりは 
現代の神ともなっている科学もふくめて 
人間と神との関係をどのようにとらえるかが 
私たち人間の未来を 
つくりだしていくことにつながるからだ !
生と死がこれほどまでに 
切り離されてしまったことは 
近代以降のかなり特殊な現象だが 
そのことによって 
私たち人間の魂は 
意識的であるか無意識であるかを超えて 
そのなかでの救済を求めているのだろう !
本書の趣旨とは少し外れてしまうが 
人間は霊的世界から次第に 
地上の物質的世界へといわば下降しながら 
その魂を発達させてきた !
初めは私たち人間のまわりには 
霊的に高次の存在である神々がいて 
それらの存在とともに私たちは生きていた 
まだ人間の魂があまり個別化していなかった時代だ !
人間が自我を発達させるようになり 
個別化していくにともなって 
霊的世界の存在が存在していることを 
直接見ることができなくなってくるとともに 
それらの存在とのつながりを確かめ 
いわば信仰するために宗教は生まれた !
さらにその頃私たちに 
いってみれば私たちの魂の一部として 
外から働きかけていた神々は 
次第に内なる魂として働きはじめ 
私たちは個別化し自我を育てていくようになった 

そうしたプロセスのなかで 
ある種の民族魂的な傾向性をもった 
神々そして唯一神というものが 
さまざまなかたちをとって現れ 
それらを信仰する宗教が次々と生まれた !
そしてやがて近代になると 
人間の生は「この世だけで完結するもの」へと向かい 
神は科学へと姿を変え 
それへの信仰が生まれ 
死はその居場所を失っていき 
「現世と切り離された孤独と暗黒の世界」となったのだ !
そうしたことへの反動として 
霊的世界へと目を向ける動きも 
近年生まれてきてはいるが 
多くは前近代的な信仰の延長または逆行か 
霊学的な意味を深化させることのない 
自我の成長を錯誤したニューエイジ的な在り方だ !
少なくとも魂にとっての喫緊の重要課題は 
過去の信仰的な形態に戻ることなく 
生と死を切り離さないですむ 
霊的世界観をつくることだろう !
その意味でも過去から現代まで 
私たち日本人が「神」をどうとらえてきたか 
それを辿ってみることは 
これまでに培われてきた生のありようを深めながら 
あらたな霊的世界観への認識へと向かう 
重要なプロセスともなってくるのではないだろうか



■佐藤弘夫『日本人と神』（講談社現代新書 2021.4）
!
「人文科学の究極の目的は、「人間」というこの不可解な生物の本質を解き明かそうとするところにある。そのため、遠い
過去から一貫して人間に寄り添い続けてきたカミは、この問題を考えるための格好の切り口と考えられた。中世の神学では、
カミの存在証明が最重要の課題だった。近代のアカデミズムの世界でも、哲学・宗教学・歴史学など多くの分野において、
カミに関する膨大な研究が蓄積されてきた。

　それは日本列島についても同様だった。日本におけるカミの研究はその多くが、高度な文明化を達成した今日もなお、こ
の列島上に無数の足跡を残す「神」の解明に向けられてきた。」

「研究方法の多様性にもかかわらず、そこには一つの前提が共有されていた。それは神に「土着の」、あるいは「固有の」
という形容詞を冠して捉える見方である。そては必然的に、神を解明することは「日本人の心性」を明らかにすることであ
り、時代が推移しても変化することのない「日本文化の本質を探り出すことであるという認識を生み出すことになった。

　それは日本の神をめぐる豊かな成果につながる一方、研究の著しい偏りを生じさせる原因となった。」
!
「人類が日本列島に住み始めてからの数万年の歴史のなかで、人々がイメージしてきた「聖なるもの」の内実が一貫して同
じであったとは考えがたい、この列島に住み着いた人々は、なにをきっかけにして人間を超える聖なるもの＝カミを発見し
たのであろうか。その聖なる存在の内実は、時代によってどのように変化していったのであろうか。

　そこから、どのようなプロセスを経て「神社」と「神道」が誕生したのだろうか。列島のカミの世界に仏教やキリスト教
などの外来宗教が入り込んできたときに、両者の間でどのような化学反応が生じたのであろうか。原初の聖なるものが、い
かなる変貌の果てに、いまわたしたちが目にする川倉地蔵尊や羽黒岩の信仰世界へと至りついたのであろうか。

　日本の思想や宗教についていえば、いまだに縄文文化の絶えることのない継承を論じるような基層文化論が盛んである。
日本人の精神性の根底に、時代を経ても変わることのない「アニミズム」や「祖霊信仰」を見出そうとする立場もあいかわ
らず大きな影響力をもっている。

　本書が採用する聖なるものの発見と変貌という問題意識からの考察は、「神仏習合」だけに留まらず、日本列島の宗教現
象を説明する際にしばしば用いられてきたこれらの視座や概念の有効性を、改めて問い直すものとなるはずである。それは
同時に、「土着の」「固有の」という形容で語られてきた日本の神についても、その常識を根底から揺さぶるものとなるに
ちがいない。」

「「神」「仏」「神仏習合」などの既存のキーワードを必須のアイテムとして用いることあく、各時代の聖なるものに直接
アプローチすることを試みる本書は、神道、仏教、キリスト教といった個々の信仰世界の存在を前提として、その集合体と
した記述される既存の宗教史の序重油方法を革新しようとする、新たな精神史の試みでもある。

　日本列島における聖なるものの発見というテーマを追求しようとするとき、避けて通れないものが日本の神をどう位置づ
けるかという問題である。神道こそは、外来の宗教の影響を受ける前から存在した日本固有の信仰の形であるという言説に
疑問を抱く人は、ほとんどいないに違いない。神信仰が有史以前の古態を留めているとすれば、それは日本列島における聖
性の覚醒という問題とどのように関わってくるのであろうか。」
!
「人類が初めて人間を超える存在（カミ）を感知したのは、人知の及ばない自然現象に対してだったと推察される、それは、
やがて土偶などの像として具体的な形を与えられて、人々に共有されるに至る。しかし、超越者観念の抽象化の進展と冥界
の拡大に伴ってカミはいったん姿を消し、祭りのたびに祭場に迎えられる不可視なるものへと変化を遂げた。」

「都城を抱えもつ古代国家が形を整えると、天皇と国家の守護を委任された神は、寺院にいる仏と同様に、特定の地に留まっ
て常時監視の目を光らせることを求められた。古代において神・仏といったジャンルを超えて超越者に求められたものは強
力な霊験であり、山中修行者が目指した到達点も神の清浄性に接近することでえられる験力の獲得だった。」

「平安時代の後期から、この世とは次元を異にする不可視の他界のイメージが拡大する。そこに棲むカミが救済者とされる
とともに、その聖性が被救済者にも内在することが強調される、カミは、人間の外部にあって霊異を引き起こすものから、
人々を生死を越えた彼岸に送り出すものへと、大きく変貌を遂げた。」

「近世社会では、中世人が共有していた遠い他界のリアリティが失われ、この世とあの世に振り分けられていた人・カミ・
死者が、再び一つの世界で共生する事態が生じた。死者のケアはもっぱら遺族の役割となり、神仏は生死を超えた救済に代
わって、こまごまとした現世利益の要望に応えることを主要な任務とするようになった。」

「だれもがカミになれるという理念は幕末には社会に定着し、列島には無数の小さき神々が満ち溢れた。霊場に祀られた人々
は幸せな死後を保証され、カミとなることを約束された。カミの叢生は、身分制度を窮屈に感じた江戸時代の庶民が抱く秩
序からの逸脱傾向の反映であり、同時に彼らがヤスクニの思想に取り込まれていく原因ともなった。」

「人間を包み込むカミの実在を前提とする前近代の世界観は、そこに生きる人々の死生観をも基底していた。

　わたしたち現代人は、生と死のあいだに明確な一線を引くことができると考えている。ある一瞬を境にして、生者が死者
の世界に移行するというイメージをもっている。だがわたしたちにとって常識となっているこうした死生観は、人類の長い
歴史のなかでみれば。近現代にだけみられる特殊な感覚だった。」

「前近代の社会では、生と死が交わる領域は呼吸が停止してからの限られた期間だけではなかった。生前から、死後の世界
へ向かう助走ともいうべきさまざまな儀礼が営まれた。死が確定して以降も、長期にわたって追善供養が続けられた。生と
死のあいだに一定の幅があるだけではない。その前後に生者の世界と死者の世界が重なり合う長い期間があるという認識が、
前近代の人々の一般的な感覚だった。

　生者と死者は、交流を続けながら同じ空間を共有していた。生と死そのものが、決して本質的に異なる状態とは考えられ
ていなかったのである。

　こうした前近代の死生観と対比したとき、近代が生と死のあいだに往還不可能な一線を引くことによって、生者の世界か
ら死を完全に排除しようとした時代であることが理解できるであろう。」

「死者との日常的な交流を失った現代社会では、人間の生はこの世だけで完結するものとなった。死後世界はだれも足を踏
み入れたことのない闇の風景と化した。ひとたび死の世界に踏み込んでしまえば、二度とわが家に帰ることはできない。親
しい人、愛する人にも、もはや会うことは叶わないのである。」

「近代人にとって、死は現世と切り離された孤独と暗黒の世界だった。死がまったく道標のない道の道行であるゆえに。人
は生死の一線を越えることを極度に恐れるようになった。どのような状態であっても、患者を一分一秒でも長くこちら側の
世界に留めることが近代医学の使命となった。いま多くの日本人が生の質を問うことなく、延命を至上視する背景には、生
と死を峻別する現代固有の死生観があるのである。」
!
「息の詰まるような人間関係の緩衝剤として、新たに小さなカミを生み出そうとする動きも盛んである。一九九〇年代から
始まるスピリチュアリズムや精神世界の探求のブームは、そうした指向性の先に生まれたものだった。ペットブームもまた
人間関係の緩衝剤を求める人々の無意識の反映と考えられる。

　もう一つ、わたしがいまの日本社会で注目したい現象は、列島のあらゆる場所で増殖を続けるゆるキャラである。（･･･）
その数と活動量において、日本のキャラクターは群を抜いている。これほど密度の濃いキャラクター、ゆるキャラの群生地
は地球上の他の地域には存在しない。

　大量のゆるキャラが誕生しているということは、それを求める社会的需要があるからにほかならない。それはなにか。わ
たしは現代社会の息の詰まるような人間関係のクッションであり、ストレスの重圧に折れそうになる心の癒やしだと考えて
いる。」

「現代社会におけるゆるキャラは、小さなカミを創生しようとする試みであるとわたしは考えている。この社会からカミを
締め出した現代人は、みずからを取り巻く無機質な光景におののいて、その隙間を埋める新たなカミを求めた。その先に生
まれてきたものが、無数のキャラクターたちだった。」
!
「人類が直面している危機を直視しながら、人類は千年単位で蓄積してきた知恵を、近代化によって失われたものも含めて
発掘していくこと。それこそがいまわたしたちに与えられている大切な課題なのではないだろうか。」




☆mediopos-2345　　2021.4.18

■志村真幸『熊楠と幽霊』!
　（インターナショナル新書065 2021.2）

一九世紀末から二〇世紀初頭にかけて 
西洋でも日本でも「魂や死後の世界、 
超能力といったものへの関心」が高まったが 
二〇世紀末から二一世紀初頭の一世紀を経た現在もまた 
現れ方は異なっているとはいえ 
似た時代であるとはいえそうだ !
それはおそらく実証的な「科学」信仰と 
その対極にあり 
バランスをとるかのように現れた 
「霊」「オカルト」への信仰であるともいえる !
現代の科学主義的な流れによる霊的なものの否定も 
ニューエイジ的な流れによる霊的なものへの傾斜も 
ともに天秤の両極なのだろう 
どちらもどこか均衡を欠いた信仰的態度に他ならない !
それは視点として限定された 
部分性を持っているにもかかわらず 
全体をカヴァーしているかのように錯覚しているからだ 
ある領域において事実であり 
なんらかの真実を明らかにしていたとしても 
その領域を超えたところではそれはナンセンスになる !
「科学的には説明できない」という 
科学者がよく使うある意味で良心的な言葉も 
ある種の事実を否定するためのレトリックになる 
しかもそこには「科学的であるべきである」という 
「べき」という信仰的態度が無自覚に現れている !
「天使の声が聞こえる」という 
ニューエイジ的な現象において使われがちな言葉も 
たとえそれがその人にとっての 
体験的な事実であったとしても 
（それはごく一般的な体験においてもそうだが） 
みずからの影に無自覚なままの信仰的態度であることは 
科学主義の対極にあらわれたルシファーの影でもある 

さて南方熊楠ははじめ理性的な態度をとって 
オカルト的なものには否定的だったものの 
さまざまな神秘体験をくりかえすことで 
みずからのその体験を明らかにしようと 
実験的に実証しようとする方向ではなく 
民族学・民俗学的な方向に向かい 
「古今東西の文献を渉猟することで、 
自身の体験を解き明かす手掛かりを探そうと」した !
熊楠がみずからの神秘体験を明らかにしようとしたのは 
本書の著者も示唆しているように 
「あくまで自分自身のための研究」であったと思われる !
しかしこうして現代の私たちは 
熊楠の書き残したさまざまな資料から 
そうした神秘体験について考えることができる 
それは熊楠がみずからのそうした体験に 
真摯に向き合いつづけたからこそ 
その資料が現代の私たちにも強く「響く」のだろう !
おそらく私たちはだれでも 
（それをどのように表現するかはひとそれぞれだが） 
なんらかの「神秘体験」をもっているはずだ 
そもそもこうして生きていること 
じぶんがここにいるということそのものが 
まさに「神秘体験」以外の何ものでもないのだから !
その意味で私たちも 
（熊楠のように夥しい資料を残す必要はないだろうが） 
みずからのさまざまな「体験」に 
真摯に向き合いつづけることこそが重要なのだろう 
そうすることがおそらくは 
「他者」への寄与にもつながってくる



■志村真幸『熊楠と幽霊』（インターナショナル新書065 2021.2）
!
「今年（二〇二一年）で没後八〇周年を迎える南方熊楠は、生物学や民俗学の分野で活躍し、近年では神社林保護運動にと
りくんだことで、『エコロジーの先駆者』としても知られるようになった人物です。ところがいっぽうでは、幽体離脱体験
をくりかえしたり、「夢のお告げ」で新種を発見したりといった神秘的なエピソードがあることをご存じでしょうか。水木
しげるにも、熊楠を主人公とした『猫楠』という漫画があり、そのなかでは熊楠が幽霊たちと宴会をしたり、夜中に魂が身
体を抜け出して遊びに出たりします。

　しかし、若い頃の熊楠は、むしろオカルト的なものに否定的な態度をとっていました。ロンドン遊学時代には「オッカル
トごとき腐ったもの」と罵倒していますし、降霊術や行者の秘術といったものも信じていませんでした。

　ところが、帰国後に採集・研究活動にうちこむなかで神秘体験をくりかえした熊楠は、態度を一変させます。ブラヴァッ
キー夫人の『ヴェールをとったイシス』や、イギリスの心霊研究者であるフレデリック・マイヤーズの『人間の人格とその
死後存続』を熟読し、以後は「魂の入れ替わり」や「幽霊の足跡」についての論考を量産していくのです。

　こうした熊楠の神秘体は、どのようにと捉えるべきなのでしょうか。それは「本物」であり、熊楠には超常的な能力が備
わっていたのでしょうか。また魂や幽霊に関する研究は、どのように行われたのでしょうか。」

「熊楠が生涯に書き残した文章は膨大な量にのぼります。あまりに多いため、そこで扱われている心霊、幽霊、超能力、妖
怪、民俗学、精神などのテーマは、これまでバラバラに捉えられてきたきらいがあります。しかし、細分化して扱ってばか
りでは、見逃してしまうものが多く、それらを統合的に見る必要があるのです。」
!
「熊楠は若いころから不思議な夢を見ることがしばしばあり、それを日記に書き留めていました。死や病について記録する
ことにも熱心でした。同時に脳機能的・精神的な問題から、いつ自分が正気を失うかという不安に怯えており、これらが魂
への関心を発生させます。さらには父親の期待に応えることができず、親不孝の息子となってしまったことを後悔していま
した。

　そんななかで遊学したアメリカ・イギリスでは、神秘主義やスピリチュアリズム、心霊科学が大流行していました。熊楠
はブラヴァッキー夫人や心霊現象研究協会に興味を持ちますが、全体としてはオカルチズムに否定的な態度をとります。と
ころが、帰国後に幽体離脱や「夢のお告げ」を体験し、また精神状態が悪化したこともあり、人間の精神や魂の問題に関心
を高めていくことになったのです。

　こうした不安や悩みに対して、熊楠はいくつかのアプローチで解決を試みます。まず手にとったブラヴァッキー夫人の著
書はオカルトの域を出ておらず、すぐに放棄します。つづいて接近したマイヤーズらの心霊科学にはのめりこみ、これが夢
をはじめとする神秘体験を昂進させていくこととなりました。この段階に至り、おそらく熊楠は、魂が実在し、死後も存続
する可能性について、とくに夢という側面から研究する決意を固めたのでしょう。

　具体的に熊楠がとった方法は、文献の渉猟でした。古今東西の古典籍、フォークロア集、民族誌などから魂に関する記述
を集め、それらに共通する特徴を探ることで、真理へ迫ろうとしたのです。さらに変態心理に関心をもち、精神医学へも接
近します。」
!
「一九世紀末から二〇世紀初頭にかけては、西洋においても日本においても、魂や死後の世界、超能力といったものへの関
心が高まりました。科学の進歩と呼応して、キリスト教や仏教が力を失い、ひとびとは自分という存在に不安を感じ、さま
ざまな方法で精神や魂についてあきらかにしようとしたのです。科学者たちは実験をくりかえし、精神医学が生み出され、
脳科学・神経科学が発達し、スピリチュアリズムや心霊科学が出現します。現在では、精神医学と脳科学と心霊科学は別々
のものとみなされていますが、問題の根源は同じところにあったのです。同様に夢についても、科学、精神医学、民族学・
民俗学のそれぞれからアプローチ法が生まれつつありました。」

「熊楠が方法論として採用したのが、民族学・民俗学だったのです。一九世紀後半から世界各地で民族誌的調査が行なわれ、
民話や説話が収集され、それらをまとめた文献が大量に出版されていました。それにともない、タイラーやフレイザーによっ
て民族学や民俗学が学問として整備されていきます。熊楠は、当時最新のその方法論に飛びついたのでした。そして古今東
西の文献を渉猟することで、自身の体験を解き明かす手掛かりを探そうとしました。結果として、睡眠中に魂が抜け出ると
いうような件について大量の類例が出てきたことは、熊楠の思考を深め、またある種の安心感を与えたことでしょう。その
ようにして収集された資料は、論考や書簡にも使われました。」

「これまでもしばしば熊楠の神秘体験がとりあげられてきたにもかかわらず、もうひとつはっきりとした理解がされなかっ
たのは、熊楠自身にも責任があります。（･･･）自己神秘化がはなはだしいのがひとつ。それから、熊楠の文章の特徴として、
類例を述べるばかりで、考察や分析をしない点が指摘できます。ただ、実はこれは同時代のイギリスの方法論にのっとった
ものでした。」

「熊楠が現代的な意味での科学者・研究者ではなかった点も理解しておく必要があります。」

「熊楠の研究は、学界で評価を得るとか、論文として発表するというよりは。自分自身のためという色合いが濃いものです。
それは自身の問題を出発点に展開したものだったからです。」

「そのため、熊楠は系統だった分析を行なったり、明確な結論を出したりしません。そもそもわたしは、熊楠にみずからの
研究を公開する意図があったか疑わしいと考えています。あくまで自分自身のための研究であり、雑誌等に掲載された論考
は、誌面に自分と関心の近い話題を見つけたときや、依頼があったときなどに、たまたま表出したものではないかと思うの
です。」

「さらにいえば、熊楠が今日まで多くの人を魅了しつづけているのは、その問題意識が根本的に現代人にも通じるものだか
らです。魂の存在は科学的にはほぼ否定されたとはいえ、まったく「ない」と言い切ってしまうのには躊躇があり、不安に
感じますし、また夢の仕組みはまだまだ解明されていません。」




☆mediopos-2346　　2021.4.19

■森田真生『計算する生命』（新潮社 2021.4）

数学は 
すでにどこかに存在している真理を 
発見しようとするような営為ではない 
それは新たな概念つまりは世界観を生み 
世界を変えていく営為である !
それが本書では 
数学という生きた思考を紡いできた 
数学者たちの生き様とともに熱く語られている !
さらに現代のように 
機械によって高度化されてきている「計算」が 
どんな未来をつくりだしていくのか !
その問いに対して 
人間は「新たな概念を生み、 
そのたびに自己像を更新してい」き 
「いまとは違う何者かになることではじめて、 
自分が何者であるかを知る」のだとしている !
数学は恣意的なものでは決してなく 
世界を明らかにしていくものではあるが 
それは未知の概念を見出すことで 
ある意味で世界を共創造するものでもある !
それは哲学でいえば 
内在平面において概念を 
発見し創造していくことでもあるといえる !
それは数覚のように 
人間がすでに数学への感覚を 
有しているところもあるだろうが 
それは生まれてきた子供が 
数えることを学び 
考えることを学ぶためには 
根気よく長い時間を費やさねばならないように 
生得のものであるというよりは 
種を育てるものであるといったほうがいい 
考えることは知識ではなく 
生きた創造的な営為であるからだ

そうした数学のことを 
さまざまに考えていくと 
それは「自然」ともどこかで 
通底していることに気づかされる !
「自然」については 
さまざまに議論されるところではあるが 
それをスピノザのような自然でも 
人為と対立するものでもなく 
「自己自身を知」ろうとする人間の探求のように 
未知の高次の自然へと変容し続けている存在 
としてとらえることはできないだろうか



■森田真生『計算する生命』（新潮社 2021.4）
!
「数学ほど、高速に未知に概念を生み出してきた学問はない。そうして生まれた概念はしばしば、ブルックスが語るように、
科学の発展を駆動する強力な「隠喩」として機能してきた。代数方程式や座標の概念がなければ近代の力学はないし、リー
マンの幾何学がなければアインシュタインの相対性理論はない。チューリングによる「計算可能性」の概念の定式化がなけ
れば、この世に計算機はなく、人工知能をめぐる科学者の探求もあり得なかったはずだ。

　数学はこれからも新しい概念を生み、世界の見方、あり方を変えていくだろう。ブルックスの言うように、まだ見ぬ新し
い数学のなかから、知能や生命の謎を解く概念が見つかるかもしれない。

　だが、数学は単に概念を生み出してきただけではないのだ。数学から生まれる新たな概念や思考の方法は、人間の自己像
をも更新してきた。

　古代ギリシアにおいて「演繹」という思考法が発明された。人は「かく考えることができる」と、『原論』は後世の人た
ちに大きなインスピレーションを与えた。

　古代ギリシアの演繹的思考を模範に、デカルト派幾何学を代数的計算の世界へ解き放った。デカルトにとって数学は、明
晰な知に至るための思考法の模範だった。いかにすれば数学以外でも、同じくらい明晰に考えることができるか。精神を正
しく導くための「規則」と「方法」を、彼は探し求めたのだった。

　カントは、デカルトの「観念」の代わりに「判断」から始めた。個人の内面における知の「明晰さ」よりも、普遍的に共
有可能な知の「必然性」を重視した。普遍的で必然的な判断を支える規則とは何か。それを、彼は明らかにしようとした。

　思考とは、規則に従う判断の連鎖だ。このヴィジョンをさらに克明にしたのがフレーゲである。彼が作り出した現代論理
学の登場によって、規則に従う判断の連鎖は、隙間なく、厳密に、形式的な人工言語によって表現できるようになった。こ
の基盤の上で、チューリングは「計算」の理論を構築した。

　やがて、世界大戦の緊張と危機が、チューリングの構想した機械を実装に向かわせた。戦後、最初のデジカルコンピュー
タが完成し、規則に従う判断の連鎖は、ついに物理的に現実世界のなかで作動するようになった。

　人工知能の誕生は、西洋の合理主義哲学の具現化である。著書『コンピュータには何ができないのか』でドレイファスが
見立てた通り、その後の人工知能研究は、人間の知能がいかに、単に規則に従うことだけではないかを明らかにしていく。
知能を実現するために「状況」や「身体」が不可欠だと見抜いたブルックスが世に送り出したロボットたちは、「知能」を
支える「生命」の探求へと、研究者たちを導いていった。

　二〇一八年にお台場で開かれた「規則に従う(follow the rules)」ことから出発した人工知能に対して、ここではむしろ、
「流れに寄り添え(go with the flow)」が研究者たちの合い言葉になっていた。人工知能が、問題を解くために理想化された
「清潔」な空間で正確な計算を積み重ねていくとすれば、人工生命研究者たちはむしろ、「猥雑(messy)」かつ「雑音まみれ
(noisy)」な環境に、身体ごと放り込まれた生命の在り方に迫ろうとしている。

　肝心なのは、二つの立場の対立ではない。規則に従って緻密な思考を組み立てるのも、散らかっている不都合な環境にま
みれて生き延びようとするのも、どちらも人間の本当の姿だからだ。人は、破ることのできる規則に従う理性的な存在であ
ると同時に、渾沌とした世界の濁流に巻きこまれた生命の一員でもある。

　私たちはこれからも新たな概念を生み、そのたびに自己像を更新していくだろう。あらかじめ決められた規則へと自分を
閉じ込めるためではなく、まだ見ぬ不確実な未来へと自分を投げ出していくように、計算と仮説形成を続けていくだろう。

　いまとは違う何者かになることではじめて、自分が何者であるかを知る。「自己自身を知る」という古く困難な探求は、
いつもこの繊細な矛盾を宿命として背負ってきたのである。」
!
「小石や粘土を使って人は数を操り始めたころ、地上で行われる計算の総量はわずかだった。会計などに仕事に携わるごく
一部の人たちが、たし算やひき算をゆっくり遂行するのがせいぜいだった。

　いまや小石や粘土では一生かかっても終わらない計算が、片手におさめる計算機ですぐに完了してします。何十億人もの
人がこうしたコンピュータを日常的に持ち歩くようになったいま、文字通り世界には、計算が溢れるようになった。

　古代から現代まで、計算の風景は著しく変容してきた。だが、あらかじめ決めた規則に従って記号を操作しているという
意味では、粘土を並べることも、コンピューを動かすことも同じだ。粘土の力を借りて７と８を区別するにせよ、スーパー
コンピュータを使った未知の気候をシミュレートするにせよ、計算の力を借りて人は、生来の認識を拡張し、まだ見ぬ未知
の世界に触れようとしてきたのだ。

　計算は、規則通りに記号を操るだけの退屈か手続きではない。計算によって、人はしばしば、新たな概念の形成へと導か
れてきた。そうして、既知の意味の世界は、何度も更新されてきた。人間が現実を計算しているだけでなく、しばしば計算
こそが、新たな現実を立ち上げてきたのだ。

　計算によって、新たな現実を構築していくこと。

　これは、数学の外でも進行している。百年後の気候や初期宇宙の時空の構造、ありいは進化の摩訶にズムなど、科学者た
ちは、五官ではじかに触れられない事物にまで、地道な計算を通じて迫る。長期的な気候変動や、宇宙の時空構造などは、
じかに目で見たり手で触れたりすることはできない。計算を媒介しなければ接触できないこうした対象を、現代の科学が、
新たな現実として受け入れている。

　計算によって拡張された現実を生きているのはしかし、数学者や科学者だけではない。暮らしの何気ない場面にも計算が
深く浸透してきているいま、誰にとっても、計算は現実の一部になってきているのだ。」
!



☆mediopos-2347　　2021.4.20

■西郷信綱『古典の影／批評と学問の切点』 
　（未来社 1979.6）

御多分に漏れず 
（というよりもむしろずいぶん遅れて） 
ぼくにとっても古典が 
とくに意識されるようになったのは 
やっとここ十年ほど前からのこと !
もちろんここでいう古典とは 
通常いわれるような古典だけではない 
汲み尽くせないほどつねに 
新たな問いを投げかけてくれる 
という意味での古典である !
その問いは 
正解がひとつだけ用意されているような 
Ｑ＆Ａクイズのようなものではない 
ひとつの問いが種となって 
そこから育ちはじめるような問いである 
Ｑ＆Ａクイズ的なものは 
「しょせん死物にすぎず、 
成長するということがない」 !
学ぶということは 
教わるということではない 
教育はすべて自己教育だから 
学ぶためには 
みずから問いを見出し 
それに対してみずからを 
教えていかなければならない

古典が古典たり得るのは 
「一にして万にゆく」ための 
「一」たり得るからだ !
「一」が「一」しか導き得ないのは 
ただの検索機械に過ぎない 
それがどんなに複雑かつ精密な知識であっても 
「技術や操作」に過ぎないのだ !
「一にして万にゆく」ということは 
そこに問いを作用させ 
それに向き合うことで 
みずからの「経験」とするプロセスだ 
しかもそれは「日常の生活や経験の世界を 
抽象し」たところでは成立しえない !
真の問いを見出すのは難しい 
ゆえに古典の助けが必要となる 
古典は答えを与えてくれるものではない 
問いそのものを与えてくれるものでもない 
問いを生み出すための種や 
それを育てるための養分を与えてくれるものだ



■西郷信綱『古典の影／批評と学問の切点』（未来社 1979.6）
!
「伊藤仁斎『童子門』の一節にいう。「一にして万にゆく、これを博学といふ。万にして亦万、これを多学といふ。博学は
猶、根あるの樹、根よりして而して幹、而して枝、而して花実、繁茂稠密、算へ数ふべからずと雖も、然れども一気流注し
て、底（いた）らずといふ所なく、いよいよ長じて、いよいよやまざるがごとし」。これにたいし「多学」は布で作った造
化で、らんまんと咲きみだれ人の目をよろこばせはするが、しょせん死物にすぎず、成長するということがない。両者は一
にすべきでなく、「駁雑の学を以て博学とするは誤れり」と。

　古典が偉大なのは、たんにそこでいわれていることじたいによってではなく、そこでいわれようとしていること、すなわ
ちそれが私たちに投げかける志向性の影によってである。文学史とか思想史とかよばれる学問が、おおむね無味乾燥で、現
代とひびきあうことがまれなのは、古典にいってあることをたんなる歴史的事実として対象化し、それが私たちに投げかけ
てくるこの影をうけとめようとしないからである。右の仁斎のことばにしても、一古学派儒者の言として、当時の儒学史の
系譜や枠組のなかでたんに事実的に読むなら、せいぜい朱子学批判の一節にすぎず、おそらく引用にも価しないだろう。し
かし、このことばで仁斎が何をいわんとしているか。つまりこのことばの背後に、目に見えぬ、仁斎のいかなる種類の、い
かなる量の経験がよこたわっており、それはここにいかに表現されているかという点を読みとろうとするならば、それは私
たちの精神を強く照射することばとして、とみにそのこだまをひろげてくる。」

「今の日本において、学問的成熟がひどく困難であり、私たちの学問が結局、若いときにやった仕事の因習的なくりかえし、
それの解体または水ましといった尻すぼみの状態に終り、「一」にしてついに「一」にすぎぬような形になりがちなのも、
「一にして万」に至るその「一」なるものの根源的定立に欠ける点があるからではなかろうか。少なくとも現代の私たちの
学問はおしなべて、どこかで決定的に故障しており、しかもそのことがほとんど反省されずにきているため、この故障はいっ
そう不気味なぐあいに深まり。かつひろがって行こうとしているのではあるまいか、と。」
!
「私たちの学問の故障は客観主義の故障なのだ。しかもその故障を、客観主義の技術的精密化によって克服し癒やすことが
できるかのような錯覚が支配していて、故障を蔽いかくそうとするため、ますますからまわりはひどくなろうとしていると
いえる。主観主義への寝がえりによってもどうにもならぬことは、すでに証明ずみである。森有正氏もしばしば私的してい
ることだが、経験ということばが、日本でなかなか市民権をもつに至らないのは、非常に象徴的である。客観主義者は、経
験のもっている不透明さをあっさりきりすて、それを主観から独立しその外にある事実そのものという概念のなかに解消し
てしまう。一方、主観主義者はその不透明さを、科学への不信や神秘主義的美学にたやすくすりかえ、ひとりよがりに上空
を飛翔する。また体験主義者というのがいて、経験の本来もっている開かれた地平に、情念の幕をすっぽりとかぶせてしま
う。おきてきぼりをくらい、みずからの意味や形式を見出すことのできぬ経験たちが、亡霊のように地上にさ迷わざるをえ
ないのは当然である。ちなみに、いわゆる新興宗教へのなだれこみ現象を見るだけでも、いかに日本の社会で、経験の世界
が渾沌とゆれうごき、はけ口を求めてひしめいているかわかる。このひしめきの音がきこえるかどうかは、学問にとっても
一つの大きな別れ目となるのではないか。

　そんなことは大衆の問題、あるいは政治的に解決されるべきことであって、学問とはあまり縁がないというかもしれない。
しかし、かりにどんなに進んだにせよ、学問は虚空にひとりだちしているのではなく、それをつくるのは学者であり、学者ｰ
ｰｰｰ学問を論ずるにはぜひとも学者を論じなければならぬｰｰｰｰも人間として多くの人とともに経験の世界を共有しつつ生きて
いるのであるから、これが学問と無縁な話であるはずがない。それが無縁と思えるのは、私たちの学問が、仁斎のいわゆる
「卑近を忽（ゆるがせ）に」し、「耳目の見聞するところを外にし」、「地を離れ」て、つまり日常の生活や経験の世界を
抽象してしまったあたりで、論理的な自転運動をおこしているからに相違ない。もっと悪いことに、それを学問の進歩と思
い誤っている向きさえなくはない。果たしてそこで支配的なのは、（･･･）研究における技術や操作の「緻密さ」(Exaktheit)

であって、思考や精神の「厳正さ」(Strengheit)ではない。技術や操作の精密さも、それじたいとしてはむろん結構だけれ
ど、それは、しょせん《エジプトのピラミッドの合理性》であり。それがそのまま学問の科学性や合理性を保証するもので
はないことは明かである。」
!
「主体としての自己または自我について、その実体的な主張でもなく否定でもない新たな視点をみちびき入れ、主体の意識
を省察することが同時に相関的に対象の認識でありうるような方法を探求することによって、これまでの学問を疎外し消耗
させてきた邪悪な二元論的分裂をのりこえねばならぬところに、私たちの道は、いろいろさしかかっているのではあるまい
か。」




☆mediopos-2348　　2021.4.21

■府中市美術館 編・著!
　『与謝蕪村　「ぎこちない」を芸術にした画家』!
　（東京美術2021.3）!
■揖斐高!
　『蕪村／故郷を喪失した「仮名書きの詩人」』!
　（コレクション日本歌人選065 笠間書院 2019.1）

絵画を写真のようだと評するのは 
その芸術性についてのものではない 
あくまでもその技術についての評である !
またリアルであると評するとき 
必ずしも写真のようだというのではない 
リアルにはさまざまな次元のリアルがあり 
リアルを表現するための技術がある !
絵画を評するとき 
そのほかにも 
さまざまな仕方での評されかたがあるが 
蕪村のように「ぎこちない」を芸術にするとき 
そこにある魅力や 
その質を説明するのはむずかしい !
「ぎこちない」というわけではないが 
蕪村の俳句への評も 
芭蕉へのゆるぎない評価に対して 
「写生」の子規が蕪村に評価を与えたのは 
どこか蕪村の絵画の「ぎこちない」に 
通ずるところに目を向けたところがあるのだろう !
絵画に対するに 
言葉や音楽での表現は 
写真のような対象がないぶん 
さらに評することはむずかしくなるが 
そこに高度な技術がわかりやすい形で現れているか 
それとも必ずしもそうでないかは 
「写真のよう」かそうでないかに準じた仕方で 
評することは可能かもしれない !
しかし絵画にしても言語芸術や音楽にしても 
結局のところ重要なのは 
「人の心をくすぐる」かどうかだろう

楽器や声を楽譜通りに正確な音程で演奏することは 
必ずしも「人の心をくすぐる」ことにはならない 
正確さを求めるならば機械演奏でいいだろうし 
人物や風景を「正確に」表現するならば写真でいい !
「人の心をくすぐる」かどうか 
その理由は説明しがたいところがある 
どのような表現であっても 
ある種のレベルの「技術」は不可欠だろうが 
人の心の動かされた方は一様ではない 
「人の心」にはさまざまな有り様があるからだ !
しかし守破離のように 
「技術」もあるレベルを超えれば 
ある次元でのリアルさがそこに現れてくる 
それは必ずしも正確さということではない 
それを超えたなにかだ !
「きれいなものや立派なもの」や 
わかりやすさを求めるのか 
「その反対のものに」も 
「心を揺さぶられたり、深い味わいを感じる」のか 
それらのリアルさを感得できるかどうか 
まさにその説明し難い「技術」が必要になる



■府中市美術館 編・著

　『与謝蕪村　「ぎこちない」を芸術にした画家』

　（東京美術2021.3）


■揖斐高

　『蕪村／故郷を喪失した「仮名書きの詩人」』

　（コレクション日本歌人選065 笠間書院 2019.1）
!
（『与謝蕪村　「ぎこちない」を芸術にした画家』～「広がる蕪村の「ヘタウマスタイル」より）
!
「蕪村の、ぎこちなくて、ぶっきらぼうで、頼りない絵は、まるで現代の「ヘタウマ」のマンガやイラストのようだ。高尚
な芸術をつかまえて何事かと反感も買いそうだが、どちらにも「拙く見える描写」が人の心をくすぐるという、共通の原理
があるのは確かだ。現代のヘタウマは、それがマンガの世界でのオモシロさに用いられ、蕪村の絵では、単純な典雅や清雅
だけではない、ひねりや複雑な味わいの表現のために使われたのである。

　様々な表現手法が溢れる現代、私たちは、ぶっきらぼうに、あるいは、やる気を出さずに描けばそういう絵は描けると思
い込んでいるかもしれない。しかし蕪村の時代、その「ヘタウマ的な描写は、単に下手な感じに描いたということでなく、
魅惑的な、そして一つの「スタイル」だったようだ。そのことを教えてくれるのが、ほかの画家たちへの影響である。ただ
拙く描いたわけではない「蕪村風の描き方」が定番となり、画家たちがそれを学んでいるのである。
!
（『与謝蕪村　「ぎこちない」を芸術にした画家』～「III「ぎこちない」を芸術にした画家」より）
!
「「ぎこちない」あるいは「頼りない」を推し進めて生まれたものは、多彩である。まず一つは、「苦み」。誰の目にもき
れいだと映るようなものではなく、あえて気持ち悪いものや拙いものを表現すること。そんな複雑な感覚をもった作品が生
まれている。

　また、絵の中で「かわいい」ものを表現し、味わう楽しみにも、ぎこちなさや頼りなさの表現は素晴らしい効果を上げて
いる。

　そしてもう一つが、意外かもしれないが、「光と空気と情感」の表現である。同時代の画家、円山応挙が、迫真的で完璧
に整えられた造形手法によって、美しい光や空気に包まれた世界を描くことに成功した一方で、蕪村のぎこちない描き方も
また、心に染み入るロマンチックな作品を生んだのである。
!
（「苦み」を味わう芸術）

「美術作品は、きれいなものや立派なものだけではない。現代人には当たり前かもしれないが、その反対のものに心を揺さ
ぶられたり、深い味わいを感じるのも、美術の楽しみだ。人は誰しも、へそまがりな心の働きを持っているのかもしれない。

　蕪村は、画家としての前半期から、ぎこちない描き方や頼りないような造形に面白さを見出してきた。また、絵の中の人
物を不可解な表情に描いてもきた。朴訥さを良しとする文人画の考えや、中世や安土桃山時代の禅画などに描かれた別世界
の仙人や禅僧の絵から、感化を受けたのだろう。

　そして後半期、京で人気画家となった蕪村は、自分がこだわってきたものを、大勢の人たちを相手に臆することなく描い
てみせた。前半期のような微妙な表現ではなく、はっきりと確信的な表現として、変な人物画、気色悪い人物画の数々を描
いたのである。寒山と拾得のような、そもそも気持ち悪いことを必須とするテーマだけではない。ひたすらおめでたいはず
の縁起物の人物も、古代中国の詩人らも、「なぜそう描かなければならないのか？」と首を傾げてしまうような姿である。

　晩年こそ蕪村の芸術の頂点、という声は多いが、こうした「苦い」「ややこしい」人物画芸術も、晩年に最高潮に達した
ようだ。安易な理解かもしれないが、俗を取り入れ雅をなす、そんな蕪村の俳諧や文人画の理想にも関係しているのだろ
う。」


（「かわいい」を楽しむ芸術）

「かわいいと思う気持ちは不思議なもので、何をそう思うかは人それぞれだし、現代では色々なものに対してこの言葉が使
われている。ただ、一つ言えるのは、弱いもの、強くないもの、立派ではないものに心が吸い寄せられ、かわいいと思う、
そういう原理のようなものがあるのは確からしいということだ。かわいい子犬をリアルに描いた円山応挙は、子犬という弱
いものの姿をそのまま伝える絵を描いた。つまり、題材のかわいらしさから生まれた、かわいい絵である。だが、かわいい
ものの表現手段は、それだけではない。形の表し方そのものの弱さもまた、心を動かすのである。

　蕪村は、江戸時代の「かわいいもの描き」の中でも、その手法の名手だろう。

　現代人から見ても、かわいいと思える作品の多くは、やはり俳画である。お花見で酔った男性、弁慶、踊りに熱中する琵
琶法師や奴など、必ずしもかわいいらしいと思えない題材を、見た瞬間に頬が緩むような造形に仕立てている。もちろん、
ウサギのような当然かわいいモチーフには、いい塩梅のぶっきらぼうな描き方で、更なる輝きを与えている。蕪村のぎこち
ない、頼りない線や形は、どんなものでもかわいらしくする一種の魔法のようだ。

　蕪村がこんな絵を描くようになったのは、五〇代の中頃のこと。円山応挙が子犬の絵を描き始めたのと同じ頃である。応
挙ともきっと仲良しだった蕪村だが、「かわいい」芸術の歴史の上でも、二人は大きな仕事を残してくれた。」
!
（「光と空気と情感」の芸術）

「ものの様子をきっちりと正確に描くより、絵筆を自由に動かしたり、形を崩したりしたほうが「雰囲気のある絵」になり
やすいことは、誰もがうすうすわかっているだろう。

　蕪村の絵でも、例えば《鳶烏図》では、カラスや雪が本物のように、写真のように描かれているわけではない。粗っぽい、
崩した描き方で表されているからこそ、心に響いてくるに違いない。

　あるいは、《山野行楽図屏風》の揺らめく幻のような光景は、地面がしっかりとは描かれず、不安定で、人や馬もたどた
どしい描き方だからこそ、情感が湧き出ているのだろう。

　この二つの作品は、どちらも蕪村の生涯を代表する作品として、揺るぎない評価を受けてきた。ところが、その魅力がど
こから生まれているのか、なかなか語られることがない。原点にかえって、心を動かす形の理由について考えてみるのも、
悪くはない試みだろう。「文人画だから」「中国への憧れが映し出されているから」といった説明も大事だが、いずれの作
品も、それまでの日本の絵にはなかった新しい表現なのである。

　同時代の画家である円山応挙は、日本絵画の歴史に新しい世界を開いたとされ、「写生」という描き方の手法が注目され
てきた。ならば蕪村の新しい芸術も、「ぎこちない」「頼りない」という描き方に注目して、その成り立ちにもっと迫って
もよいのではないだろうか。」




☆mediopos-2349　　2021.4.22

■ エイドリアン・セビル (著)・ナショナル ジオグラフィック (編集)・鍋倉 僚介 (訳) !
　『西洋アンティーク・ボードゲーム／19世紀に愛された遊びの世界』!
　（日経ナショナルジオグラフィック社　2021.1）!

子供のころ 
お正月になると 
双六でよく遊んだものだが 
もちろんこれもボードゲームのひとつ 
サイコロを振ってその目の数だけ進み 
止まったところに書いてある指示に従って 
進んだり休んだり戻ったりしながら上がりをめざす !
ボードゲームの基本となったのは 
中世に遡る起源をもつ《がちょうのゲーム》 
がちょうは幸運の鳥だと考えられていたそうだ 
マス目に記された数には 
人生におけるさまざまな出来事が 
寓意として象徴され記されている !
「6番の「橋」は、大人になるための通過儀礼を表」し 
「19番の「宿屋」（１回休み）は 
現世の享楽にふけって時間を浪費することを」 
「31番の「井戸」は助けを要する深刻な失敗を」 
「42番の「迷路」（後へ戻る）は道に迷ったことを」 
「52番の「牢屋」は重大な過ちを」表し 
そして「58番の「死」は魂の死を意味し、それゆえ、 
この魂の旅を一からやり直すよう強いられる」のだという 
そして上がりの「63番」は 
「人生における重大な危機が訪れる」とされ 
それが上がりとなっている !
このボードゲームはその後 
「観光旅行・レジャー・学習・道徳・広告・ 
プロパガンダ・風刺といったテーマと融合」され 
さまざまなゲームが考案され19世紀に大流行したそうだが 
そうしたことよりも興味深いのは 
「ゲームの誕生にテンプル騎士団が貢献している」と言われていることだ 
「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路への秘密の、 
または暗号化された道標を発展させ、この巡礼でゲームが違った形で、 
多くの世界で広まっていった可能性がある」というのだ

こうしたゲームはもともと 
ある種の秘儀的な要素から始まり 
それがやがて大衆的な遊びとして 
さまざまなものが加わり変化しながら 
一般化していくところも多分にあるようだ !
ときにはそうした 
遊戯となっているもののなかに込められている 
ほんらいの秘儀をあらためて見ていくのも興味深い 



■ エイドリアン・セビル (著)・ナショナル ジオグラフィック (編集)・鍋倉 僚介 (訳) 


　『西洋アンティーク・ボードゲーム／19世紀に愛された遊びの世界』


　（日経ナショナルジオグラフィック社　2021.1）
!
「印刷物としてのボードゲームが世に現れたのは16世紀末のことだ。この頃、《がちょうのゲーム》というサイコロを使っ
た、ゴールへの到着を競う単純なレースゲームが、イタリアからヨーロッパの各国へ広まった。当初は破れやすい紙に印刷
され、デザインも単純なものだった。それが19世紀に入ると、美しさと創意を追求するようになる。19世紀初頭は精巧な彫
刻と手彩色を施された高級ボードゲームの黄金期だった。だが、こうした高価なゲームは、新しい印刷技術を用いた石版画
（リトグラフ）との競合にさらされる。さらに19世紀末には、蒸気式印刷機で大量生産されたボードゲームが、ヨーロッパ
の市場を席巻した。地理・歴史など真面目な分野から一時的なはやり物まで、あらゆるものが題材となった。多くのゲーム
が、サイコロか、トータム（ティートータムともいう）という数字の書かれた小さな独楽を用いてマスを進むタイプだった。
勿論現在でもプレーを楽しむことはできるが、むしろさまざまな時代や地域に特有の文化をうかがい知るところにこそ、こ
うしたゲームの魅力がある。ゲームはほかにも、勝者が掛け金を総取りするギャンブル要素の強いゲームや、知略を競うゲー
ムなどもあった。
!
「《がちょうのゲーム》は、中世にヨーロッパ全域で流行した、ゴールへも到着順を競う白熱のレースゲームで、19世紀に
大きく手が加えられた。新盤では、がちょう以外の動物が用いられることもあり、人間のふるまいを真似する猿を描いたユー
モラスなゲームもあった。

　《がちょうのゲーム》は、紙に印刷されたボードゲームとして最も影響力を持つゲームといえるだろう。このゲームは数
世紀の間に、文字通り何千という数の派生版を生み出した。いずれもマスをらせん状に並べた単純なサイコロゲームだった
が、テーマは多種多様だった。この種のゲームは今も遊ばれており、オランダなどで派生版が作り続けられている。

　最古の《がちょうのゲーム》は15世紀のイタリアまでさかのぼる。当時、このゲームを禁じるお触れや法律があったこと
が、ゲームの流行を示している。禁止されたのは、このゲームがギャンブルで悪名高かったためだ。」

「名前の由来は、ボードを見ればすぐに分かる。そう、マスの多くにがちょうの絵が描かれているのだ。では、なぜがちょ
うなのだろうか。おそらく、イタリアではがちょうが幸運の鳥だと考えられていたためだ。ゲーム上のがちょうはたいてい
幸運をもたらす役回りだ。サイコロの目に従って駒を進め。がちょうのマスに到達したプレーヤーは、さらに同じ数だけ先
に進むことができる。つまりサイコロの目が２倍になるのだ。このゲームではサイコロを２つ使い、出た目を合計する。63
マスという比較的短いコースのため、白熱した展開となる。ただし、１つ問題がある。最初のサイコロで９の目が出ると、
プレーヤーはがちょうのマスまで進む。そして、さらに９マス進むことになるが18番のマスにも27番のマスにもがちょうが
いる。つまり９マスごとにがちょうがいるため、そのまま63番へと一気に上がってしまうわけだ。これを避けるための特別
ルールがあり、最初に９が出た場合は。２つのサイコロの数字の組み合わせに応じて、26番と53番のいずれかに進むことに
なる。つまり、いきなり上がってしまうことはない。ただ、最初に９が出たら非常にラッキーであることに変わりはない。
特に53番のマスに進んだ場合は、次のひと振りで上がりとなるチャンスがある。

　とはいうものの、そうやすやすと勝てるようなゲームではない。コース上にはさまざまな障害が設けてあり、障害のマス
に止まった不運なプレーヤーは、最終的に勝者のものとなる掛け金を払わなければならない。掛け金の額はそのつど変わり、
子供であればお菓子やナッツ、ビスケットなどが好んで用いられる。なかでも恐ろしいのは58番の「死」のマスで、ここに
止まると、ふりだしに戻されてしまう。「井戸」や「牢屋」もまた、止まりたくないマスだ。別のプレーヤーが同じマスに
止まると、入れ替わって解放されるが、それまでじっと待つほかない。

　《がちょうのゲーム》で絶妙なのは、上がり方に関するルールだ。多くのレースゲームでは、ぴったりの数が出ないと上
がれないため、ゴール目前で何度もサイコロを振るのにうんざりすることがある。しかし《がちょうのゲーム》では、余分
の数だけマスを逆戻りするため、とても白熱した展開となりやすい。例えば、逆戻りした先が「死」のマスだったら、一気
にふりだしに戻る羽目になる。がちょうのマスに止まった場合は、サイコロの目の数だけさらに先に進まなければならない。
こうしたどんでん返しに熱くなり、何ラウンドも続けてしまう人もいるはずだ。このゲームが古くから親しまれているのは、
予測できない展開を生む仕組みのためだろう。

　さて、ここまではゲームの遊び方を中心に見てきた。ここから視点を転じ、このゲームに含まれる寓意に注目したい。ま
ず、がちょうの存在は人生における肯定的な出来事を象徴している。楽園を目指す魂の旅において、天から差し出される救
いの手という捉え方もあるかもしれない。一方、数々の障害は旅の途上で出会う困難を表している。この解釈に沿ってボー
ドを見ていくと、最初の障害である６番の「橋」は、大人になるための通過儀礼を表すと考えられる。また、19番の「宿
屋」（１回休み）は現世の享楽にふけって時間を浪費することを、31番の「井戸」は助けを要する深刻な失敗を、42番の
「迷路」（後へ戻る）は道に迷ったことを、52番の「牢屋」は重大な過ちを、それぞれ表しているのではないだろうか。そ
して、58番の「死」は魂の死を意味し、それゆえ、この魂の旅を一からやり直すよう強いられる。


　中世のゲームに対して、こうした解釈を宛てるのは突飛なことではない。というのも中世は象徴が重要な意味を持つ時代
だからだ。また、数の持つ意味からもこの解釈を裏づけることができる。例えば、上がりのマスである63番は、古代より
「大厄年」と関連がある数字とされてきた。63歳には人生における重大な危機が訪れると考えられていたらしい。さらに、
がちょうは5マス目と9マス目から始まる2つの系統で9マスごとに配置されている。ここから想起されるのは、9という数字
がいわば「三位一体の三位一体」とでもいうような神秘的な積み重ねを持つということだ。だが、19世紀にはこうしら概念
は忘れ去られ、《がちょうのゲーム》は単なるゲームとして楽しまれた。」
!
（※Wikipedia より）

「鵞鳥のゲーム（がちょうのゲーム）または鵞鳥ゲーム（がちょうゲーム）は、特定の発祥を持たないボードゲームである。
らせん状の形状からファイストスの円盤と密接な関係にあるゲームであるという人もいれば、1574年～1587年までの間に贈
られた、フィレンツェのトスカーナ大公フランチェスコ1世・デ・メディチからスペイン国王フェリペ2世への贈り物に起源
があったと言う人もいる。後者の学説では、ゲームの誕生にテンプル騎士団が貢献していると言われる。テンプル騎士団の
説によると、聖地から他のゲームやファイストスの円盤のような円盤の影響を受けて、ゲームやサンティアゴ・デ・コンポ
ステーラの巡礼路への秘密の、または暗号化された道標を発展させ、この巡礼でゲームが違った形で、多くの世界で広まっ
ていった可能性があるとしている。更にゲームに隠されたメッセージがゲームの中ではなく、サンティアゴ・デ・コンポス
テーラに至るまでの道程におけるモニュメント、大聖堂、教会堂の中にあるはずだとしている。」
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■鈴木毅彦!
　『日本列島の「でこぼこ」風景を読む』!
　（ベレ出版　2021.4）

じぶんの住んでいるところがどんなところなのか 
地形や地質そして現在の景観がどのように形成されてきたのか 
そうしたことについて興味をもつと 
じぶんがここにいるということを 
別の視点で見ることもできるようになる !
じぶんが今いるのが 
石灰岩の上なのか 
花崗岩の上なのか 
それとも玄武岩の上なのか 
そうしたことを意識するだけでも 
興味は広がってくるだろうし 
それらの岩石から受ける影響のこともわかってくる !
ＮＨＫ綜合テレビで放送されている 
『ブラタモリ』という番組があるが 
石や地形へのタモリの深い関心を反映して 
「日本列島の「でこぼこ」風景」に関心がある人には 
ずいぶん興味深い番組となっている 
（最初からルートや紹介内容が 
Ｑ＆Ａのように決まりすぎてはいるところがあるけれど） !
また日本のいろんな景色を眺める楽しみといえば 
同じＮＨＫのＢＳプレミアムで放送している 
火野正平が自転車で旅する 
「とうちゃこ　にっぽん縦断　こころ旅」という番組もある 
とくにタモリのように蘊蓄を披露する番組ではないけれど 
風景が語るさまざまなものを見ることができる !
わたしたちは山や川や海や石や 
樹木や花や動物や魚や虫やに囲まれ 
それらの存在とともにこうして生きている

それらの存在のつくりだす「風景を読む」ことで 
世界はずいぶん異なった姿を見せてくれるようになる 
ヴァーチャルでは決して得ることはできない !
とくに日本列島の風景は 
「多かれ少なかれ「でこぼこ」がつくりだしてい」る 
それは「まるで箱庭のように、いろいろな特徴をもつ 
さまざまな風景をぎっしりと詰め込んだ」ように 
細かく変化に富んでもいる !
わたしたちが見るものは 
ある意味でわたしたち自身の姿にも反映してくる 
目の前にある石がどんな石で 
どのように生まれてきたのか 
近くで囀っている鳥がどんな鳥で 
どこからやってきたのか 
そうした視点で世界を見ることができるだけで 
生きることはずいぶん豊かになってくるのだ



■鈴木毅彦


　『日本列島の「でこぼこ」風景を読む』


　（ベレ出版　2021.4）
!
「あの山は、どうしてそこにあるのでしょう。

　この川は、なぜここをこうして流れているのでしょう。

　その先にある海と陸地の境は、いつどのようにしてできたのでしょう。

　自然の中に住み着いた人間は、そこにどのような手を加え、どんな景観をつくりだしてきたのでしょうか。
!
　日本の風景は、眺めていて飽きません。たとえば、飛行機に乗ってあの小さな窓から外の景色を眺めたとし
ましょう。離陸直後に見えた空港周辺の建物や田畑が広がる平坦な土地が、いつのまにか緑に覆われた脈々と
した山の連なりに変わります。しかし、いつまでも山々が続くわけではなく。少し飛んでいると街が道路が目
立つ平野や山に囲まれた盆地が飛び込んできます。川面が光る流れも見えるでしょう。

　空港の位置や飛行コースによっては、すぐに海の上に出て、でこぼこと入り組んだ複雑な海岸線や単純な緩
い弧を描く海岸線が見えるかもしれません。

　あらゆる風景は、多かれ少なかれ「でこぼこ」がつくりだしています。

　もし、地面にでこぼこがなく、どこまで行っても真っ平らな平面であったとしたら･･････。

　もし、この日本が四角とか、直線で仕切られ多角形で形づくられているとしたら･･････。

　そんなところで、あなたははたしてうまく暮らしていけるでしょうか。
!
　小さな島国であるわが日本では、外国のように、飛行機で飛べども飛べども同じ風景が続くということはあ
りません。細切れに常に変化していきます。まるで箱庭のように、いろいろな特徴をもつさまざまな風景をぎっ
しりと詰め込んだ、といっていいかもしれません。それも日本の風景の特色のひとつといえるでしょう。

　地図をたよりにこれらを眺めれば、海岸や山や盆地や、川や街の名前を確かめることもできます。地図マニ
アでなくとも、目の下にひろがる風景と地図が一致することを確かめると、なぜか安心します。そして、ああ
そうかと妙に納得したことはないでしょうか。不思議なもので、名前がわかり地図と同じ地形や風景が確かメ
レられただけで、その地域のことがなんとなく身近に感じられて、少しわかったような気分になったりします。

　そこでもう一歩踏み込んで風景を見てみましょう。すると、もっといろいろなことに気がつき、疑問もたく
さんわいてくることでしょう。

　こっちの山は丸くなだらかなのに、なぜあっちの山はギザギザに尖っているのだろうか。あのあたりの海に
は島ひとつないのに、こっちの海には多くの小島が散らばっているのはどうしてだろうか。

　そんなことを考えながら風景を眺めていると、いつまでたっても飽きることがありません。さらに、もしそ
んな疑問の謎が解けたら、きっと風景の見方・見え方が変わるはずです。
!
　そうした疑問の答えも、場所によって異なり、必ずしも正解はいひとつとは限りませんし、じつはまだ確か
なことはわからない、という場合だって考えられます。一般的には、角がとれた丸い山々は老年期の山々で、
尖っている山はまだ隆起盛んな青年期の山だということができます。一方で、恐竜の背中のようなギザギザに
なっている山の尾根は、昔の火山の痕跡であるかもしれません。硬い溶岩が浸食からとり残され、いつのまに
か芯になった状態で残された岩石だとわかれば、飛行機の窓の下に展開する風景の見え方が変わるでしょう。
それを想像すると、今は失われてしまった幻の火山を思い浮かべることさえできます。

　多数の島々が散らばっている海は、多島海といい、日本でもいくつかの場所で見ることができます。あると
ころでは、それは過去に近くの火山が大きく崩れ、海に流れ込んだために生じたものかもしれません。あるい
はまた別のところでは、もともと山であったものが沈降して海に溺れてしまい、山のてっぺんだけが島々とし
て残ったのかもしれません。

　もし、あなたの飛行機が瀬戸内海上空を飛んでいるとすれば、島のない灘と風景を目の下にすることでしょ
う。（･･･）

　このようにして風景を眺めていくと、とくに地面のかたち（地形）はどれひとつとして同じものはありませ
ん。みんなそれぞれ個性があり、それが形づくられた永い歴史があります。それはわかれば風景をより深く楽
しむことができます。」
!
「「風景を読む」という一般にあまり使わない表現をあえて使うのは、目の前に広がっている景色を、ちょっ
とだけ深掘りして考えてみよう、見る目を少し変えてみよう、というくらいの意味です。その風景は、いった
いどういうもので、いつ頃からどのようにしてできたのだろうか･･････。どうして、こんな形やでこぼこがで
きたのだろうか･･････。そんな疑問をもって、風景が語る物語を聞いてみよう、ちょっとだけ考えてみよう、
という意味です。

　旅行に行き、観光地を訪れ、そこでその土地その場所の自慢の絶景に出会う。素晴らしい景色、美しい風景、
見事な景観の、どこに感嘆しなぜ惹かれるのでしょう。

　タテには山や谷のつくるでこぼこがあり、ヨコにも山と平地の境や川などがつくるでこぼこがあります。ま
た、国土の輪郭を描く海岸線にもでこぼこが連なっています。そうした無数のでこぼこでできている日本は、
さまざまな地形が複雑に入り組み、風景は変化に富んでいます。

　その中でクラスわれわれには、まずその風景をちょっとだけ知り、それからもっと興味をもつ手がかりが必
要です。そうすれば、誰でも散歩も旅行も何倍も楽しくなるはずでしょう。」


