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☆mediopos-2401　　2021.6.13

■小田龍哉 
　『ニニフニ 南方熊楠と土宜法龍の複数論理思考』 
　（左右社 2021.4）

ひとつの物差しで世界を測り
明らかにできると思いこむためには
それで世界が測れるのだという臆見と
測ることが明らかにすることなのだという臆見を
両輪の輪にして他を排することが必要になる

そのように
ひとつの論理
ひとつの方法だけで
語られてしまう論理は
固定された中心をもつ全体主義になり
そこで見えなくなってしまうものは
世界のなかに存在を許されなくなってしまう

だからといって
多様な価値観が重要だとばかりに
あらゆる視点を持ち込むだけだと無秩序になり
そこにはどんな論理も働かなくなってしまう

人が生きるときにも
あるていど統合する中心が必要となるが
ひとつの論理だけで生きることはできない
感覚にも感情にも思考にもそれぞれの論理があり
それぞれひとつとっても
ひとつの論理だけがそこに働いているわけではない

たとえば思想家が
ある思想のもとに生きようとするとしても
その思想家はからだをもって生きている
思想家の論じる思想が
からだの論理と矛盾していることもあるはずだ
科学者の研究する内容が
じぶんの感情や感覚を省みないこともあるだろう
論理は往々にして思考世界だけで暴走し
じぶんから切り離されて矛盾のなかで分裂する

さらにいえば
人間は霊魂体という三分節の存在であり
地上的なものだけで存在しているわけではない
古代中国の魂魄のとらえかたでも
地上的な魄と天上的な魂とは
往々にして折り合いが悪い

そうした矛盾するさまざまな要素を含みながら
中心をもちつつそれを固定しないで
複数の論理を柔軟に使い
しかも「生」も「死」をも排しない
そんな「複数論理思考」を夢想する･･･

上記の「夢想」は
本書で「ニニフニ（二而不二）」として
論じられていることでは必ずしもないのだが

「一」が「一」でしかない論理
「二」が「二」でしかない論理ではなく
「「一」ならぬ「一」や、
「二」ならぬ「二」とでもいうべき、複数性の認識」が
南方熊楠と土宜法龍のあいだで
さまざまに議論され深められたことは
もっと注目されてしかるべきではないか

さらにいえば本書でいわれる
「たんなるバイロジックにはとどまらない。
もちろん、たんなるロマンティックでもない、
バイロジカル・ロマンティック」であるという視点で
南方熊楠の語りをとらえることは
さまざまな可能性に向かってひらかれている



■小田龍哉
　『ニニフニ 南方熊楠と土宜法龍の複数論理思考』
　（左右社 2021.4）

「その場所は「ニニフニ（二而不二）」と呼ばれる。説明するのはやさしくないが、あえていうならば、「一」
でもあるが「一」ではなく、「二」でもあるが「二」ではない----、そんな、「距離」や「時間」の状態を考
えるための言葉である。
　「ニニフニ」の広場をひらいたのは、南方熊楠と土宜法龍という、ふたりの人物である。のちに世界的な植
物学者・民族学者として知られることになる南方と、真言密教の僧侶であった土宜。彼らが交わした往復書簡
の文面のそこかしこに、その場所へといたる地図が残されている。「ニニフニ」は、もともと真言密教の教義
に由来する概念だった。それを、彼らは近代のフィルターをとおした視点でさらに語りなおしたのだ。」

「　　小生は土宜師への状を認むるためには、一状に昼夜を兼ねて眠りを省き二週間もかかりしことあり。何
を書いたか今は覚えねど、これがために自分の学問、灼然と上進せしを記臆しおり候。

　のちに南方本人がそのような回顧した土宜との濃密なやりとりのなかで、最終的に彼がたどり着いたのは、
形而上学的な「一」なる真理でもなく、あるいは「一」との対立概念として結局は全体の枠組みの内部に回収
されてしまう「多」でもない、「二而不二」、つまり「一」ならぬ「一」や、「二」ならぬ「二」とでもいう
べき、複数性の認識であった。そしてその到達点が、後年、和歌山県田辺に居を定めて以降の彼の文体にどの
ように反映されていったのかについて、（･･･）「恋」と「戒律」とをキーワードにして論じる。
　南方の学問は理論がなく、いたずらに知識を浪費するだけのものだったわけではけっしてない。それが、本
書の主張である。土宜との「二而不二」の議論で示されるように、南方は統合的な、ひいては少なからず一元
的でもある思考に惹かれつつも、それによって言説と自己とが一体化してしまうことや、反対に、「二」とし
てよそよそしく分離してしまうことを拒否しつづけた。そうではなく、理論が立てられる過程でこぼれ落ちて
ゆく一見取るにたりない「事」の数々にさまざまな角度から言葉を与え、語ることが彼の学問の眼目であっ
た。そればかりではない。彼は、「南方熊楠」という語り手である彼自身をも、それら「事」どものひとつと
して含んだかたちで----たんに行為遂行的であるというよりも、むしろ彼の人生の時間にわたって実践的・継続
的に----、テキストを構成しようと企てたのだった。「恋」と「戒律」によってそれが成功したことは、洋の東
西を問わず、近代史上まれにみる思想達成だったといえる。
　現代に目を向ければ、西洋近代の一元的な真理体系や、それを支える二項対立の論立てを疑問視し、東洋世
界で伝統的に培われてきた価値観を多様性として讃美する言説は、すでに人文学・自然科学を問わず、また、
学問の範囲を超えて枚挙にいとまがない。あるいは、ポストモダン以降、明白な「一」や「多」としては立ち
あらわれない潜在性に注目した議論も、Ｇ・ドゥルーズやＧ・アガンベンをはじめとする多くの論客たちによっ
て掘り下げられてきた。では、そうした「一」ならぬ「一」や「二」ならぬ「二」とは、具体的にどのように
実践が可能なのだろうか。その問題についての考察は、まだ拍子抜けがするほど少ないのが現状である。
（･･･）
　南方の思考は、没理論にみえてしまっていただけなのだ。それは、当時の学界のみならず、むしろ、二一世
紀の私たちもいまだその支配性から脱せられていないような、言説としての「理論」や「思想」の範疇に収ま
るものではなかった。やや使い古された表現を持ち出すなら、彼の実存との不断の関係性において、南方のテ
キストは読み直されなくてはならないのである。」

「中沢新一は、かつて『森のバロック』で、南方の民俗学を「ひとつの主体をつくりあげようとしている」と
評し、主体化論としてそれを読み解く必要性を強調した。中沢の理論は、その後、『熊楠の星の時間』でＪ・
ラカンへの接近を経て、『レンマ学』（二〇一九年）では、世界の全体をまるごと把握するような知のありか
たとされる「レンマ」の論理と華厳思想を結びつけ、ポスト・ヒューマンの状況における非ロゴス的な人文知
のありようを展望しようとしている。
　同書のなかで中沢は、人間の無意識やアーラヤ識を、ロゴス的知とレンマ的知との「バイロジック」として
とらえている。そしてそこから、ロゴスが統辞法を、レンマが喩法をそれぞれ発生させてホモサピエンス特有
の言語体系を生み出したと説く言語論や、他のあらゆる数を潜在的に含み、マトリックス構造を持つレンマ的
「一」を考察する数論など、きわめて多彩で刺激的な議論を展開している。同書は南方熊楠という人物の人生
や学問を主題に据えたものではないが、文中では、土宜宛南方書簡が「レンマ学」の「いちばん重要な直接的
源泉」として紹介されているほか、南方自身も「粘菌、華厳学、曼荼羅を結ぶ先に、熊楠は近代科学の限界を
ある部分では超えてそれを補完する「新科学（ノヴム・オルガヌム）」の創造を考えていた」と評価される。

　本書のタイトルも、こうした中沢の議論から着想されたものだ。そして、バイロジックという観点からみた
場合、私たちが考察してきた南方の文体には、「レンマ学」が提唱したよりもいっそうラディカルなそれが指
摘できるように思われるのである。後者がポスト構造主義の議論を反省的にふりかえりつつも、ロゴスとレン
マとの組み合わせが最終的にはレンマの絶対性に依拠するとして、思弁的・説得的に議論を構築してゆくのに
くらべ、前者における組みあわせは、テキストと書き手との関係性へと不断に開かれたまま、けっして収斂さ
れる気配がないからである。
　つまり、その文体には、「南方曼荼羅」を捨てて森を出た南方熊楠という「わたし」が織り込まれているの
だ。そこでは、世塵のただなかで彼が生き延びてゆくための技術としか形容しようのないような、開かれへと
向けた公共性が実現されている。ある意味ではその構造こそ、まさにかつて中沢が言い当てていた、「主体化
のプロセスだけがあって、主体などはどこにも存在しないような生命」における、他者との適度な「距離」で
あったといえるかもしれない。」

「南方の学問は、『華厳経』や華厳思想と強く響きあいながらも、その思弁性からあえて現実に（バイロジッ
クなかたちで）踏みとどまっているように見受けられる。そして、むしろそのことによって、彼は、繁太郎・
蕃次郎兄弟への想いを聖化しようとしてやまないみずからのロマンティシズムを、言説の支配性に縛られた状
態から超出させたように思われるのである。
　とりもなおさず、それこそが、南方が土宜との往復書簡で維摩居士の前世仏・金粟王如来を批判したこと、
そして、彼が「律蔵」に法の複数性を見出していったことに、紛れもない理由なのだった。さらにいえば、現
代において南方の文章が読まれるとき、私たちは、二一世紀のいまなお「思想」とみなされ流通している知的
営為の枠組みを、まさに南方本人がそうしたように、生きるための技術・実践という領域にまで拡大して読み
なおす作業を求められているのである。
　南方を読むということは、そうした体験にほかならない。
　南方の思想は、市塵のただなかに回帰した、巨人の思考である。それは、たんなるバイロジックにはとどま
らない。もちろん、たんなるロマンティックでもない、バイロジカル・ロマンティックなのだ。その場所から、
彼は失われた時をまなざしながら、けっして飽くことなく語りつづけた。
　天上の恋に向けて、地上の「事」どもに向けて。」



☆mediopos-2402　　2021.6.14

■桃山鈴子『わたしはイモムシ』
　（工作舎 2021.6）

本書の最初に
「ロケットに乗らなくても、行ける宇宙がある」
という言葉が置かれている
じーんとくる言葉だ

その「宇宙」は
「イモムシ」の宇宙なのだが
それに共感し深く頷くひとがひとりでも多くいることが
ある意味人間の未来を創ることになるのではないか
そんなことを決して大げさではなく思っている

ロケットに乗って行こうとする即物的な宇宙の旅と
「イモムシ」に宇宙を観じその世界へ向かう旅と

少し前（mediopos-2393/2021.6.5）に
ウェンディ・ウィリアムズ『蝶はささやく』をとりあげた際
著者の蝶愛好家の友人の
「月面に人を送ったあとで、ようやく
オオカバマダラがどこへ行くかがわかったんだよ」
という言葉を紹介したがそれにも通じている

宇宙船で宇宙を旅することを否定するわけではないが
魂を共振させ得る自然に深くふれることが
どんなに貴重な経験となり得るかということだ

工作舎による「桃山鈴子 イモムシ本制作記」が
「note」で連載されはじめたのが昨年の７月３０日
今年２０２１年春の刊行だということを知る
（実際に刊行されたのがこの６月５日頃）

「桃山鈴子 イモムシ本制作記」は
発売記念の回も含めvol.0～vol.9あって
連載されるごとに期待感は高まり
これまでどこにもなっただろう
「イモムシ本」を心待ちにしていた

「イモムシ」を描くことにたどり着いた著者の言葉は
先の言葉に繋がるような感動的なものだ

「人付き合いが不得手な」著者は
「確かなもの」を追い求めるようになり
「生身の人間よりも、
自然という私を包み込む大きな存在に関心をよせた」という
それが「イモムシ」だった
そしてそれによって「苦境」を乗り越える

「「人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見ると喜劇だ」
というチャップリンの言葉があるが、
私は、イモムシの姿を観察しながら、いつの間にか
自分自身をも遠くから滑稽に眺めることができたのだ。」

ひとにより「イモムシ」のところには
さまざまな「確かなもの」が入ることだろう
そしてそれによってみずからを癒やすことができるようになる

ぼくの場合も人とかかわることが生来苦手にできている
（そのためむしろ人とかかわらざるをえない場所で
働くことを自分に課しつづけてきているところがあるのだが）
それでもその「イモムシ」にあたるものなくしては
みずからの魂を癒やすことはできなかっただろう
それは決して「ロケットに乗」って行く宇宙ではなくて
みずからの魂の深みにある宇宙への旅であることはいうまでもない



■桃山鈴子『わたしはイモムシ』（工作舎 2021.6）

「ロケットに乗らなくても、行ける宇宙がある」

（「イモムシをひらく」より）

「背中からお腹まで、美しい模様の流れに覆われているイモムシの体。夜空に横たわる天の川のようだ。一粒
の星もこぼすことなく、イモムシの模様を、紙の上に写し取りたい。虎の皮の敷物のような「展開図」ならそ
れを再現できるのではないか？　生きているイモムシたちを上下左右色々な角度から観察し、頭の中で拡げ、
イメージを繋げながら描いている。」

（「手のひらの天の川」より）

「中学2年の冬のこと。音楽室に移動する途中、突然、ノイズキャンセラ-がかかったように、周囲の音がかき
消された。すぐ隣の友人たちの動作や会話がスローモーションとなり、分厚い水槽越しから魚の群れを眺める
ように、私から世界が遠のいていった。目に映る時分の手のひらさえ、遠い。私はほんとうは眠っていて、そ
の夢の中にいるのではないだろうか。自分が存在しているのかどうかさえ、分からなくなり、漠然とした不安
に襲われた。一体どうしたらここから抜け出せるのだろう。どうしたら自分が今ここにはっきり生きていると
実感できるのだろうか。
　その頃から私は、「確かなもの」を追い求めるようになった。人付き合いが不得手な私は、生身の人間より
も、自然という私を包み込む大きな存在に関心をよせた。月は同じ周期で満ち欠けを繰り返し、星は季節ごと
に空を巡る。春にはスピカ、夏にはデネブとアルタイル。空低くアンタレス。秋にはカシオペア、冬にはシリ
ウス。草花や昆虫にも名前があり、視覚的に分類されていることが、確かなものとして私を安心させた。知ら
ない草木、昆虫の名前を知ることは私の楽しみとなった。
　今、私はイモムシを眺める日々を過ごしている。人は笑うかもしれないが、私にとってイモムシは「確かな
もの」なのだ。春のキャベツにモンシロチョウ、夏のミカンの木にアゲハチョウ、秋のクズの花にウラギンシ
ジミ、冬のエノキの落ち葉に越冬中のオオムラサキ。夜空を巡る月や星のように。毎年、この時期になればこ
の木にはあのイモムシ、あの草花にはこのイモムシが現れる。それは季節や時間と共に巡ってくる確かな喜び
だ。
　初めてイモムシを虫眼鏡で覗いた時、星をちりばめたような模様に釘付けになった。これは小さな天の川
だ。天の川をひょいと手のひらにのせ、好きな時に眺めることができるなんて。
　数学者森田真生氏は、あるスピーチで彼が尊敬する数学者岡潔の言葉を引きながら、このようなことを言っ
ている。
　「数学では１という数字の存在を証明することができない。１という数字は私たちが信じているから存在し
ているだけだ。」
　私たちにとってのイモムシも、私が信じていなければタダの虫けらだ。私はタダの虫けらであるイモムシ
と、私が信じる星のようなイモムシの両方を同時に知って、観ている。
　それは私自身の心を観ることにも繋がっている。
　人間関係に悩み、苦しんでいた頃、私の乾ききった心には深い穴が空いていた。森のそばに住んでいたの
で、毎日イモムシを眺めて暮らしていた。
　「無表情」。そこがとても大切なポイントだ。もしイモムシに感情表現があったなら、この子のために頑張
らねば！と自分を無理矢理奮い立たせようとするか、期待に応えられないことに落ちこむかのどちらかだった
と思う。表情がないことで、相手に応える必要がなくなり、私は人間の社会から一時的に抜け出すことができ
た。
　たとえば、イモムシがお尻を高く持ち上げ、尾脚を伸ばし、バッティングセンターにあるピッチングマシン
のように、ポーンとフンを遠くへ飛ばす。ケムシが自分の長い毛の手入れをしている。それを見て、ぷっと吹
き出し、我に返る。あんなに思い詰めていた自分がイモムシを眺めている間は、悩みのない世界にいる。
　「人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見ると喜劇だ」というチャップリンの言葉があるが、私は、イモ
ムシの姿を観察しながら、いつの間にか自分自身をも遠くから滑稽に眺めることができたのだ。
　乾ききっていると思っていた心の底には、静かに泉が湧き続けていた。そして、その泉を観ているつかの間
だけ、私は自分自身によって癒やされることができた。イモムシは私自身を映し出す鏡のような役割をしてく
れた。イモムシを眺めながら、そうやって私は、自分の奥底を見つめ、苦境を乗り越えられた。

　私がイモムシに魅了され、絵を描いていることを知った家族や友人、知人が「こんなイモムシがいたよ」と
教えてくれたり、画像や情報を寄せてくれるようになった。そのほとんどが、それまでイモムシのことなど気
にもとめなかった人たちだ。「関心」という名のレンズのピントが合い、それぞれの生活空間の中に、イモム
シがはっきりと映し出されるようになったのだと思う。その時、イモムシは私だけのものではなくなり、コ
ミュニケーションという蝶となって、私とその人の間を飛び交う。」

◎note連載「桃山鈴子 イモムシ本制作記」
vol.0～vol.9
https://note.com/kousakusha/m/m35adc63f61ad

◎桃山鈴子のホームページ
https://suzukomomoyama.com



☆mediopos-2403　　2021.6.15

■『松岡歩画集／想いが生まれるとき』（求龍堂 2021.5）

書店でたまたま手にとった画集
若き（1978年生まれ）日本画家
松岡歩のはじめての画集だという
タイトルは「想いが生まれるとき」

動物や植物をやわらかい筆致で描き
色彩や描き方が絵本のようなイメージもあり
「歩」という名前でもあり女性画家だと思っていたら
口髭・顎髭・頬髭を生やした男性である（笑）

じぶんのなかにどこか強固にある
男・女という先入見を少しばかり反省しもしたが
むしろ内にあるみずからの女性性を使いながら
描いているのだろうと勝手に思い直してみた

表現者はそれが自覚的である場合
おそらくそうしたじぶんの外と内にある
さまざまな「力」を使い分けブレンドもしながら
制作に向かう技術を磨いていくのだろう

画家・松岡歩にとって「制作」とは
「それぞれの体験から生まれる感情の記憶や、
それを取り巻く環境から生まれる
「想い」を形にすることだ」という

「想い」
そこからすべては発している

作品をみながらふと感じたことは
その「想い」の背景にあるものは
まさに「４２年間生きてきた中から」
「切り取られた思い出の場面」であって
神話や歴史といったものにこだわったり
それに縛られたりといったことはあまり感じられない

またモノそのもののへと深く迫っていく
ということにこだわってもいないようだ
良い意味でそれらの表層で現代的な感覚で戯れている
そしてそこに技術的な裏付けをもっている
それが良さでもあり
奥行き感の不在を感じるところでもあるのかもしれない

しかしその「想い」が生まれてきた
「切り取られた思い出の場面」を超えて
深まりを見せていくだろう未知数のところを
これからの作品のなかで見てみたいとも思わせる

「想い」
そこからすべては発しているが
その「想い」はただひとりのひとの
生まれてきてからだけの「想い」ではない
「想い」の奥にはさまざまに
イマージュ空間が広がっている
そこから何を引き出してこられるか
それが奥行きをつくりだす重要なポイントともなる

音楽や言葉もまた同様だろう
それを「形」にしようとするとき
未知の「想い」さえも召喚しそのなかで
そこに広がるマージュ空間を前にすること
それにどれほど向き合えるかどうか
それが「形」へと射影されて奥行きを生み出すのだから



■『松岡歩画集／想いが生まれるとき』（求龍堂 2021.5）

（松岡歩）

「私にとっての制作とは、それぞれの体験から生まれる感情の記憶や、それを取り巻く環境から生まれる「想
い」を形にすることだと思っています。
一旦自分の心に仕舞われたそれぞれの想いが解放される時こそ、作家としての造形活動の始まりです。この画
集の掲載された作品たちは、４２年間生きてきた中からばらばらに切り取られた思い出の場面でありますが、
「想いが生まれたとき」と題されたこの本は、それらを線で結ぶアルバムのような画集となりました。
私の回顧展を見るような気持ちでご覧いただければ幸いです。」

（解説：鬼頭美奈子「第４章　想」より）

「誰しも心に刻まれた記憶がふっとよみがえる瞬間がある。幼き日に家族と過ごした温かな思い出、青春とい
う名の蒼き時代に感じた葛藤、大人の階段を駆け上がりながら抱いた夢、広い世界へ羽ばたき知った喜びと憂
い……。そんな記憶を時々呼び醒ますことで私たちは自らを励まし、慰め、思い通りにいかないことの多い現
実社会とも上手く折り合いをつけ生きていく。記憶とは単なる結果ではなく、その人を鼓舞し、未来と対峙す
るための原動力となり得る大切な要素なのである。恐らく記憶なくしては、生きる楽しみも半減してしまうに
違いない。そんな記憶の再生スイッチを押してくれるのが松岡の作品といえよう。詩情的でありながらもリア
リティ漂う作品は、あるときは包み込むような柔らかさをもって、またある時はチクリと刺すような痛みを
伴って見る者の心に躊躇なく入り込み、青いとばりにまかれた個々の記憶を解放する。《夏》《水生》ではモ
チーフそのものが符号となって覚醒を促し、《夜の中身》《夏の夜》では松岡自身の脳内を覗き見るような面
白さが刺激となって深層心理を呼び起こす。想いを託して筆を重ね、時には仕上げた画面を削り取る行為を繰
り返すことで量感ある想いが宿るのである。その想いは鑑賞者の心中深くに眠る記憶と呼応し、未来に立ち向
かう勇気を与える新たな記憶となることを松岡は確信している。」

（求龍堂の書籍紹介（ホームページ）より）

「心に仕舞われた感情の記憶や「想い」が解放されるとき、筆は動き始める。

日本画家松岡歩、初めての画集刊行。

日本画家松岡歩は、1978年神奈川県横浜市に生まれ、東京藝術大学大学院博士課程を修了後、百貨店での個展
を中心に活動し、松伯美術館花鳥画展大賞、院展奨励賞などを受賞し、目覚ましい活躍をされている院展の作
家。
やわらかい筆致で動物や植物を描き、とくにマンボウは人気のモチーフ。当初より松岡氏の画業を見続けてき
た名都美術館学芸員の鬼頭美奈子氏が章解説を執筆、6つの章立てで構成。始、生、絆、想、楽、展という
テーマを立てて作品を振り分け、各章内は制作年順に並べ、初期の作品から新作の屏風絵まで、これまでの画
業を紹介。また、彫刻家大森暁生氏、日本画家大竹彩奈氏、夏目美術店の夏目洋史氏との座談会、女子マラソ
ンランナー鈴木亜由子氏との異業種対談も掲載し、松岡氏自身の魅力にも迫る。
将来の日本美術界を牽引するであろう日本画家松岡歩の初作品集。」



☆mediopos-2404　　2021.6.16

■濱田陽「存在と時空」
　（『未来哲学　第二号』ぷねうま舎　2021.5　所収）

統一時空
つまり
「一つの流れに思えている時間、
一つの広がりと考えられている空間」は
ひとがつくりだしたものだ
超越的に与えられた絶対的なものではない

ひとがつくりだした
この統一時空とそのメタファーが
まるで神から与えられた法のように
近代という時代を規定し
人をそのなかで抽象的な存在に変え
まるで絶対的かつ抽象的に世界が存在し
そのなかにわたしたちが
生きているのだと錯覚させられてしまっている

ひとは統一時空をつくりだせるほど
想像力に満ちているともいえるのだけれど
逆にそれによってわたしたち自身は
強力に縛られがんじがらめになっている

測るというのもそのひとつだ
それはみんなである種の基準を
統一してもつことを可能にするが
今度はその統一基準に
自分を合わせなければならないと錯覚させられてしまう
しかし人は座標軸上に抽象的に生きているわけではない

じぶんがそこに関係していないこと
たとえば自分の存在していない生まれる前や死んだ後も
そこに統一時空が存在すると思い込み
そこに不安や恐怖などを持ち込むことにもなる
まるでそれがいまの自分よりもリアルであるかのように

さまざまな批判精神も同様である
じぶんがそこに関係していないことに関しても
それらには関係していないからこそだろうが
抽象的な関係性からくる妄想や被害者意識も伴いながら
みずからを正義とする想像力による空虚な批判を展開する

統一時空が無意味だというわけではない
それをつくりだしたのが人だということが
忘れられてしまっているために
それが人を規定しすぎているということだ
管理社会の闇もそこからきている

「自分が日々、この瞬間、瞬間を重ねている
関係のあり方、関係性を、それ自体、時間、空間である」
というところから生をとらえるのではなく
絶対的に与えられた時空の関係性のなかに自分はいる
という錯誤した生を生きてしまっているということだ
だからそこから離れることができないと思い込んでしまう
いわば統一時空信仰による洗脳である

その洗脳の先兵となるのが
学校であり病院であり経済であり
それらを規定している政治にほかならない



■濱田陽「存在と時空」
　（『未来哲学　第二号』ぷねうま舎　2021.5　所収）

「わたしたちの多くは、自分が日々、この瞬間、瞬間を重ねている関係のあり方、関係性を、それ自体、時間、空間である
とは考えていないだろう。しかし、それこそが、わたしたちのそれぞれにとっての時間、空間なのだ。そして、わたしの時
間、わたしの空間、これらをまとめて、わたしの時空、と呼ぶことにしよう。
　わたしたちがあらゆる存在に関わるとき、そこに、このわたしの時間、空間が立ち現れる。時間、空間を関係性ととらえ
れば、わたしがわたしの関係性をつくり、生きるとき、そこにわたしの時空が生じてくるのだ。
　これは、どういうことだろうか。
　なんとなく一つの均質な流れだと思っている時間、一つの均質な広がりだと考えている空間そのものは、じつは、人自身
による特別な関係性からつくられている。もし、この時間、空間をただのつくりものと片付けるのでないなら、同じく人で
あるわたしの時間、わたしの空間も、取るに足りないものと退けることはできないはずだ。わたしたちは、常に、自分自身
の関係性をつくり出しているのだから。」

「一つの流れに思えている時間、一つの広がりと考えられている空間が、人によってつくられているものだとは、どういう
ことだろう。そのような一つの時間、一つの空間を、以下では、一つであること、可能なかぎり統一することを志向してい
る、という意味で、統一時間、統一空間。そして、まとめて、統一時空と呼んでおこう。」

「統一時空は、人がつくり出しているものだ。人はこれを一つの時間、一つの空間として統合しようとしてきた。測定と演
算によって統一を図ろうとしてきた。」
「わたしたちはこの時空に、自らが合わせる。同期する。誰もがそれに合わせると、今度は可能な限りのあらゆる対象を、
マッピングして制御できるようになる。
　これは非常に便利な時空だが、わたしたちは、もともと自然から与えられたものと錯覚してしまう。たとえば、数直線
で、タテヨコ高さで作図したような無味乾燥な均質な空間が広がっており、均質な時間が流れている、そこに自分は生まれ
落ちたのだというように。
　しかし、これは幻想だ。均質な統一された時空。それは、人がつくり出し続け、メンテナンスし続けていかなければ維持
できない。原子時計は機械であるから、セシウム一三三原子群がレーザー光を当てることで枯渇すると約五年で使えなくな
り、新たな充填が必要になる。」

「現代文明の内奥にさらに足を踏み入れると、通貨・資本は、ある意味でこの統一時空のメタファーとしてとらえることが
できるだろう。
　それは統一時間を象徴している。まず、統一時間で労働時間が計られる。通貨・資本によって労働の交換価値（時給）が
示され、それに動労時間をかけて、人の労働の値段が決まる。（…）時間がお金で買えるのだ。
　また、それは統一空間を象徴している。統一空間で土地の空間が測られる。（…）空間もお金で買える。
　このように、通貨・資本は統一時空のメタファーとして作用し、統一的に制御できる関係性を通じて、あらゆるものに影
響を及ぼす。（…）存在の関係性を制御、管理、支配する近代の魔法がこうして可能になっている。
　ドイツの作家ミヒャエル・エンデは『モモ』で時間をテーマにしたが、空間についても、同じことがいえるのだ。いつの
間にか、時間どろぼうのみならず、空間どろぼうが暗躍している。
　そして、そこから救われるには、エンデが示してくれた時間の花だけでなく、モモが歌った空間の歌が必要だ。つまり、
わたしたち自身が、人や土地、そのほかの存在と関わるリズム（時間）と動き（空間）のあり方にゆらぎを発見し、相互的
な自由と調和の関係性を取り戻さなければならない。」

「はたして、人との関係性、人による関心なくして、いかなる時空がありうるだろう。そのような時空に関心をもつわたし
たち人とは、どのような時空とは何だろうか。
　人は、自分、人そのもの、生きもの自体が関係しない、存在しない時空を思い描く心的傾向を有しているようだ。自分が
生まれる前、死んだ後を、リアルな時間や空間であるかのように思い浮かべてみる。自分という存在とほとんど関わりがな
いものとして、世界、宇宙を感じる。さらには、人という種が現れる前、絶滅した後を考える。自分が生まれる前の時代、
自分が死んだ後の未来、人が登場する前の生命や地球の誕生、宇宙の始まりとされるビッグバンまで。あたかも、自分の存
在よりも確かなものとして、自らのなかで、感じられてくることがある。
　そればかりではない。ＳＮＳも、学校、職場も、そこに自分が関わる前と、関わった後にも存在していることを、直接知っ
ているように思ったりする。まるで、自分の存在を消して、劇場の舞台をながめているかのように。
　そう、わたしたち人は、自らが登場する前、退場した後の時空を思い浮かべる能力に長けている。この能力が、統一時空
をつくり、運用することを可能にしている。（…）
　しかし、この傾向が、また、孤独や恐怖を招きもする。自分が抜けた友人の輪、ＳＮＳ、卒業し疎遠になった学校、退職
した職場は、自分と関係なしに存在している。人という種が絶滅した後も宇宙は存在する。自らが関わらなくても存在する
ものがある。ときに、それは当たり前の事のように思え、わたしたち自身を苦しめる。（…）
　自らがその生成に参画していない時空の典型例が、統一時空だろう。自分に関わりのないところで創出、維持され、わた
したちは、ただ、同期し、制御を利用し、また、自らもそれに制御される。」

「人の文化は、自分とまったく関係のないところの所産ではなく、わたしも関係しうる、先人の関係性によって生じた事物
の積み重ね、継承ではないか。それゆえにこそ、わたしたちは、人の文化に関心をもてるのではないか。
　わたしたちは意識せずとも、様々な事物と関わっていく。そして、関わる対象をあるイメージでとらえ、言葉を与えるこ
ともするようになる。
　無数のイメージが、浮かんでは退く。そうするなかで、五つの観念がそれぞれのまとまりをもって、定着を見せ始める。
それらの観念を命名すれば。自然、生きもの、人、つくられたもの、人知を超えるものと呼べるだろう。
　常にこの五つのまとまりだけで心象風景を整理しているわけではない。それでもこれらは便利な観念であり、言葉であろ
う。わたしたち人の、今日にいたる多様な関心と活動領域を、シンプルにカヴァーしている。現実に一人ひとりが何らかの
事物ともつ関係性、そこから生じるイメージ、言葉は、きわめて多様で、複雑だ。しかし、そこで起きていることを整理、
理解しようとするときに手がかりにできるような、まとまった観念、言葉をわたしたちは求める。それをここでは五つの存
在としてとらえてみよう。それが、自然、生きもの、人、つくられたもの、人知を超えるものだ。」

「人は誰でもが共通に使えるような関係性を求めてきた。そうして統一を志向する時空をつくりあげた。だが、多くの人
が、一人ひとりが時空の源であることを忘却してしまった。統一されていない時空の、不思議さの感覚を失ってきてしまっ
た。わたしたちは常に、何かに合わせることを強いられている。
　しかし、すべてを合わせようとしても、合わせきれない感覚が残る。
　わたしたちは、概念だけで時空をとらえているのではない。わたしたちにとって、自然、生きもの、人、つくられたもの、
人知を超えるものも、たんなる概念ではない。それらは、概念として積み上げた言葉ではなく、心身に響いている言葉だ。
そして、このわたしは不思議なそれらと、込み入った関係性を生きている。そこに、自分自身の時間も、空間も現れてくる。
こうして現れる時空を、統一時空と並べ、比べてみる。忘却されているいくつもの時空と、統一を志向され続ける時空の、
両方をながめてみよう。
　そうすれば、時空が、無味乾燥な、均一、均質なものと考えることはどうしてもできない。均質に見えるものの根底にあ
る虚構を明るみに出さざるをえない。」
「人は自然でもあり、生きものでもある。生きものは自然でもある。そして、人と人でない生きもの、生きものと生きもの
でない自然との間は、人自身の認識、経験によって異なり、変化していく。」

「生命と文化の時空について、これを広義では、生命の時空、文化の時空の両方を合わせた意味とし、狭義では、生命の時
空の基盤に立って展開される文化の時空を表すこととしたい。
　生きもの、人は常に、存在と存在の関係性の織りなす時空の多様性の上に生きている、という意識をわたしたちは育むべ
きなのだ。便利な統一時空は、人工を一方の極に推し進めた所産であり、つくり続け、メンテナンスすることで維持される
ものだ。他方で、リアルな生命と文化の時空の多様性こそ、わたしたちが根底にもつべき二十一世紀の感性ではないだろう
か。」



☆mediopos-2405　　2021.6.17

■『スペクテイター』2021 Vol.48
　特集:パソコンとヒッピー
　（幻冬舎　2021.6）

当時の大学の情報処理の授業は
まだ「パンチカード」を使ったものだった

それが大学を卒業する頃にようやく
（日本語処理もまだ半角片仮名しか使えないような
簡単なゲームマシンとしか使えない代物だったが）
パーソナル・コンピューター（パソコン）が発売され始めた

その頃同級生の友人が
ゲーム会社にプログラマーとして就職したこともあり
ゲーム以外にはなにができるかもよくわからないままに
思い切ってはじめてパソコンを購入することにした

その頃の国内のパソコンは
ＮＥＣとシャープそして富士通が主要メーカーで
購入したのはカセットテープでＯＳやプログラムをロードする
シャープ製のもの（ＭＺ７００）だった
期待感だけは大きかったが
結局のところできるのはゲームくらいだった

その後幾つかの機種を経て
やがて日本語を使って文書なども作成できる
ＰＣ９８０１というパソコンを購入した
インプットメソッド（入力ソフト）は
日本語をはじめてまともに扱える一太郎だった
メモリ装置はようやくフロッピーディスク
５インチのものと３．５インチのものがあった
最初はまだハードディスクさえなかった

そこからインターネットの前身ともいえる
パソコン通信をNIFTY-SERVEで始めることになる
その頃シュタイナーをいろいろ集中的に読んでいたことから
そこで「シュタイナー研究室」という会議室を開き
その後テーマをひろげた「神秘学遊戯団」と改称する
その時代から３０年が経った
いまHPやFACEBOOKで使っている名称もその頃からのもの

さて今回の『スペクテイター』のテーマは
「パソコンとヒッピー」である

「パソコンはヒッピーがつくった？」 ということで
パソコンが生まれるまでの道のりが特集されている
それに加えて「自然派ヒッピー? 電子派ジッピー? 
真のカウンター・カルチャーを体現するのはどっちだ?! 」
という能勢伊勢雄さんのロングインタビューも掲載されている
（アヴァンギャルドの能勢さんのお話はいつもながらにユニークだ）

個人的にいえば「ヒッピー」世代のかなり後の世代
どちらかといえばシラケという言葉が生まれた世代なので
六〇年代のヒッピー・ムーブメントの精神から
大型コンピューターに対抗する「個人の解放ツール」として
パソコンが考案されたという時代に関わってはいないが
今回の特集は
「POWER TO THE PEOPLE（人民に力を）」としてのパソコンが
強力な管理ツールとなってしまっている現状について
あらためて考えてみるきっかけとなりそうだ

比較的若い世代にとって
パソコンやスマホ・インターネット・ＳＮＳは
きわめて日常的なライフライン的な位置づけともなっているだろうが
それらがまったく存在していなかった時代から現代へと到る
（ラジオやテレビ・レコード・ＣＤなども同様に）
そのプロセスを見直してみることは
今だからこそ重要なことではないと思われる

そうすることなしでは
これからそれらをどうしていかなければならないのか
未来の可能性を見ていくことはむずかしくなる

昨日の「統一時空」との話ともどこか関係してくるだろうが
そうしたさまざまな「ツール（道具）」も
最初から無前提に超越的に与えられた絶対的なものではない
それらも時代のなかでひとによってつくりだされたものだ

その意味でそれらを
統一的に与えられた無前提のツールとしてではなく
「わたしの時空」のなかのひとつのツールとして
使われるのではなく使うツールとして
とらえなおしてみることが必要だと思われる
そうでなければパソコンもインターネットも
ますます「個人の解放ツール」から乖離し続けてしまうことになる
「みんないっしょ」は管理ツールとしては格好の道具になるからだ

それらのツールが無前提に与えられていることに
疑いさえもたなくなるとすればわたしたちの未来は
それらのツールに管理されるだけのものと化してしまう



■『スペクテイター』2021 Vol.48
　特集:パソコンとヒッピー
　（幻冬舎　2021.6）

「一九六〇年代から七〇年前後、大きく時代がうねった。
　既成の価値観を覆そうと試みた若者たち。
　愚かという言葉では括りきることのできない、
　異様なエネルギーに突き動かされていた時代だった。
　権威に向けられた衝動、祭りのような熱狂や叫び･･････。
　そんな熱い時代の中から
　生まれてきたパソコンの文化は、
　六〇年代ヒッピー・ムーブメントの
　精神にルーツを求めることができるのではないか？

　いまでは忘れられているが、
　パソコンは中央権力の象徴ととらえられていた
　大型コンピューターに対抗する
　「個人の解放ツール」として、
　ヒッピーにより考案されたものだった。
　ヴェトナム戦争のさなかに「人間とは何か」を
　根源から考え直そうとした米国の若者たちにとって、
　ＬＳＤもコンピュータも、
　ともに個人の内面をさぐるための道具として、
　新しい価値観でとらえられたのである。
　（現在シリコンバレーで活躍する著名人ＯＢたちは、
　六〇年代七〇年代の反体制派知識人が少なくない）

　パソコンは現代生活を送るうえで
　限りなく便利なツールとなって
　現在もサイバースペースの中で進化しつつある。
　しかし、その一方で、電子データ氾濫のなか、
　ネット中毒の弊害、監視社会化の進行、
　ＳＮＳに道徳性を強いる大衆側からの言論統制など、
　デジタルをめぐる社会の問題が絶えない。

　パソコンは「POWER TO THE PEOPLE（人民に力を）」
　を標榜するヒッピーが生み出した。
　しかし、それにもかかわらず
　考案者の手を離れ、国家や大企業によって
　全体管理に利用されるツールとなってしまった。
　デイヴ・エガーズの予言した近未来小説
　『ザ・サークル』化しつつあると書けば、
　この特集の企画意図がすこしは伝わるだろうか？

　はたしてデジタル技術は本当に
　未来を切りひらく「夢の技術」なのか？
　歴史を通してパソコンについてきちんと考えてみたい
　と思ったことがこの特集を組むきっかけだ。」

「◆パソコンの発生とヒッピーの発想(1968-1984) 
作画:関根美有 + 原作:赤田祐一 

0章 「全地球」という世界観をもとめて 
1章 コンピュータとヒッピーを結びつけた『ホール・アース・カタログ』 
2章 ターニング・ポイントだったヴェトナム戦争 
3章 LSDとコンピュータは同じツールだ 
4章 サンフランシスコ・バークレーは学生運動とヒッピー文化発祥の地 
5章 コンピュータはソ連とアメリカの冷戦で成長した 
6章 「ハッカーは遅れてきたビート族、初期ヒッピーカルチャーと同じ人種だ」
　　とスチュワート・ブランドは笑った 
7章 「人民のためのコンピュータ」と言う思想が生み出された 
8章 パソコンは人と人がつながるための有用な道具だ 
9章 アルテアの衝撃。ミニ・コンがビートルズを唄った日 
10章 ハイ・テク時代のトリックスターがハッカーだった 
11章 もっと共生的に。人間とパソコンの関係 
12章 われわれはスローなギークになれるか?(編集部による考察) 」



☆mediopos-2406　　2021.6.18

■エルンスト・ブロッホ
　（片岡啓治・種村季弘・船戸満之訳）
　『異化』（現代思潮社　1971.2）

疎外(Entfremdung)と異化(Verfremdung)は
似ているようでまったく異なっている
どちらも「外へ」と向かうベクトルをもつけれど
「外へ」のもつ意味が逆なのだ

疎外は自分自身から単に外へと切り離され
自分自身と疎遠になってしまうことであり
異化は外へがむしろ内へと反転し
自分自身への気づきをもたらすことである

つまり疎外は生をスポイルするが
異化はむしろ生を活性化する

用語に関する難しい議論はここでは不要だ
重要なのは私たちが
自分自身の生へと立ち返るために
自明のものに新たな光を与えることである

疎外と異化の対比とは少しずれるが
たとえば知の対比でとらえるのもいいかもしれない
おなじ知でもベクトルが異なればまったく別ものになる

知ることは大事だが
じぶんが知っていると思い込むことで
その知は固定化し抽象化されがちだ
その知はむしろ人を不自由で頑迷にする

ほんらいすべての知は一回性のものだ
どんなにあたりまえのように見えても
知ることはいつも新しい
公式をに当てはめて図式化し
知った気になることは知とは反対のものだ
いつもじぶんは知らないでいる
自明であることから自由でいる
そこからはじめるのが生きた知にほかならない
知識と知恵の違いでもある

おそらくエルンスト・ブロッホの議論とは
少し異なった観点からの話になってしまったが
「異化」ということは基本的に
「あたりまえ」をそうでなくすることだろう

そのためにルーティーン化し固定化したじぶんを去り
そこから遠ざかってみること
そのことでそれまで自明のものとしていたことが
まったく新たな光のもとに開示される可能性を得る

ちなみに学生時代から気になっていながら
なかなか読む機会も力も持てずにいたものがたくさんある
最近はそうした方の著作がようやく少しは読めるようになってきた
このエルンスト・ブロッホ（1885.7.8 - 1977.8.4）もその一人
まだまだ仕事の合間でしかないのでゆっくりとはいかないが
少しずつでも魂の糧にできればと思っている



■エルンスト・ブロッホ
　（片岡啓治・種村季弘・船戸満之訳）
　『異化』（現代思潮社　1971.2）

（「疎外、異化」より）

「子供が人みしりする、という言い方がある。知らない大人、よく知らない大人がいる場合である。そういう場合、子供は
あまり口をきかないか、でなければ全然しゃべらないで、指を口にくわえて立っている。けれども、その子供たちはまだ自
分自身のもとにあって、己れ自身の生からほとんど疎外されてはいない。それと同じに、大人の場合でも、全然見しらぬ人
ばかりの中にあってもなお自己自身のもとにあることもできるし、他人が彼のことをしろうとすることが少なければ少ない
ほど、よけい自分自身へと投げ返される、ということがある。これにたいして、自己自身から疎遠になる〔疎外される〕と
いうのはそれとちがう状態であり、異化されたものというのはまたそれともちがっている。人みしりという回り道をとおし
て、示されているものは何か。

「Entfremden〔遠ざける・疎遠になる〕という言葉は古くからあって、以前から商売上でつかわれていた。」
「自己を疎外する〔Selbst-Entfremdung〕人間は、フォイエルバッハによれば、単に自らを貧しくしているにすぎない、と
される。」
「これに反して、Verfremden〔異化・異和化〕という言葉は、まったく古いものではなく、翻訳することもむずかしい。
（…）現在の「異化効果」は、押しのけること、ある過程や性格を習慣的なものから置きかえはずすこと、としてあらわれ
ている。そうしたものを自明のこととみさせないようにするため、である。それによって、必要な場合には、目からウロコ
をおとさせること（…）である。とりわけ肝要なのは、それによってまさに固有の疎外に気づかせられる、ということであ
る。つまり、最短の道としての回り道、遠く隔てることで露すこと（…）によってである。古いペルシャの言いぐさではな
いが、月は、地球の上にかかって地球を映す鏡である。これは、ナンセンスではあるが、しかし、遠くに、離れたところに、
高いところに置きかえられたものは、照らしかえされそうした形で捉えられることによって、自然主義よりも、よりリアリ
スティックでありうるということ。これは----反映の、独特な贈物である。疎外と異化は、いずれも疎遠なもの、外的なもの
によって結ばれていながら、固有な独特に経験可能な仕方で悪しき衰退と救済的な衰退という点で、互いにあい別れる。」

「まず、悪しき方を最初にみてみよう。これは外ということであり、そこでは人は自分自身に疎遠にさせられている。それ
は、親しみのない不幸な望ましくない外在〔外に在ること〕であり、われわれを決して含まない外在である。そこにおける
疎遠なるものは、この言葉の古い意味であらかじめ象られている。それは悲惨を意味し、また迷いを意味する。現代ではそ
れは、新しい仕方で経験される。つまり、それは、遠ざけられた外としてではなく、外化され商品となり物化されたわれわ
れの生の世界において、そこに固有な外として、経験される。」

「疎遠なものは、裏切らず売らない場合には。まったく違った作用をおよぼす。それが目をひく場合、わざとらしくではな
く巧みに目をひく場合、別の場所を告げるようなある固有のものをもっている。こうした異化にはたしかに、いぶかしがら
せるもの、またいぶかしいものがひそんでいるのではあるが、ただし、それは、親しみにくいものではなく、むしろ望まし
いものである。ここにある外なるものは、枠のように引きはなしたうえで、あるいは台座のように持ち上げたうえで、考慮
させるのである。それは、おわかりのように、習慣的になれたものからしだいに引きはなし、はっと思わせて気づかせる。
そのようにしてある語調が突然聞き耳をたてさせるとき、すでにして霧が広がるように異化がはじまる。」

「異化のもっとも逆説的な事例は、じつにカントの次のような言葉のなかに記されている。すなわち、荒野や海や高山、そ
してまたまさに星空が、人間からもっとも遠く離れたところにあるその高貴さにおいて、われわれの来るべき自由の予感を
われわれに伝える、と。遠くからの呼びかけではじまる事例の極限に近ければ近いほど、それだけ、異化のカテゴリーは張
り詰められ負荷される。異化の正念場は、あまりにも親しみ慣れてしまったものにハッとおどろかすような遠い鏡をさしか
けることにある。人間がそれによって当惑させられ、しかも正しく当惑させられるようにするため、である。」



☆mediopos-2407　　2021.6.19

■スザンヌ・ルーカス（山田美明訳）
　『竹の文化誌（花と木の図書館）』
　（原書房　2021.2）

竹を知らない人はいない
そう思っていたけれど
降水量の少ないヨーロッパや北米や
冬季が寒冷な地域では竹は自生していない

それらの地域の人の話を実際に聞いたことはないけれど
比較的目にする機会の多い地域でなければ
竹のことをよく知らない人がいてもおかしくはない

ちなみにヨーロッパに竹が入っていったのは
ようやく19世紀の前半ころからで
庭園に植えるための植物としてなのだという

ヨーロッパからの移民がアメリカ大陸にやって来たとき
その地にも竹は多く自生していて
原住民たちは食料としても利用していたそうだが
移民たちはじぶんたちのスタイルの農業の土地を確保するため
広大にあった竹林のほとんどを伐採してしまったというのだ

ほかの大陸でも
竹を知らない人たちは
建築資材をはじめさまざまな役割を果たしていた竹を伐採し
もっと貴重な（と思い込んでいる）建築資材に置きかえてきた

じぶんが知らないということに気づいていないと
大事なこともじぶんの知っていると思っていることに
安易に置き換えられてしまうことになる

本書ではじめて知ったのだが
竹は木ではなくイネ科の草
常緑性の多年生植物であるという
そして地球上でもっとも成長が速い植物だともいう

毎年地下茎の節にある芽から新しい竹が生まれ
１日の間にマダケで121cm
モウソウチクで119cm伸びたという記録さえあるように
数ヶ月で立派な竹に成長する

竹の自生している地域では
古くから竹はさまざまに利用され
竹関連の産業で衣食住の糧を得ている人は
世界に２億５０００万人以上もいるそうだ

比較的最近注目されはじめたそうだが
持続可能な資源として活用すれば
人間活動が環境に及ぼす悪影響を緩和できる可能性に
次第に注目が集まってきている

少し気になっていた食用としての竹だが
日本にも筍を食べるという食文化があるように
中華やインド料理（南インドのカレーなど）のように
竹が自生しているアジア圏では食用にもしているようだ
ただしヨーロッパでは食用としての意識はないようだ
野菜をあまり加工しないで食べることが多く
手は暇をかける必要のある筍は食用とはみなされにくい
やはり生態系と（食）文化は密接に関係している

竹に神秘的な力を感じるというのも
生態系とも関係しながら
古代から続いている東洋的な感性のひとつでもであって
かぐや姫が竹から生まれる『竹取物語』も
空洞をもつ不思議な形の竹に対して
神秘的な力を感じるところが背景にあったのだろう

引用にもあるように
中国の詩人・蘇軾は
「肉は食べなくてもいいが、竹がないところには住めない。
肉がなくてもやせるだけだが、竹がないと心の安らぎを失う」
と記しているという

中国・魏（三国時代）の時代末期に
阮籍を中心とした「竹林の七賢」がいたが
竹林で交遊するということにも
竹という存在が文化的な場に深く関係していたことがわかる



■スザンヌ・ルーカス（山田美明訳）
　『竹の文化誌（花と木の図書館）』
　（原書房　2021.2）

「竹は、この地球上でもっとも成長が速い植物と言われている。なかには、１日に１メートル以上伸びる種も
ある。その竹に頼って、数億人もの人間や動物や昆虫が生活している。竹は、食料、住まい、編んだり書いた
りするための材料、霊感の源など、さまざまな用途を通じて、古くから人間の物理的・精神的欲求を満たすた
めに貢献してきた。中国の詩人、蘇軾は８００年以上前にこう記している。「肉は食べなくてもいいが、竹が
ないところには住めない。肉がなくてもやせるだけだが、竹がないと心の安らぎを失う」
　さまざまな時代を通じて、人間は竹を利用してきた。生活のための材料として、竹を切り、割り、曲げ、乾
燥させ、調理し、結び、編み、きざみ、細工してきた。それは現代も変わらない。竹関連の産業で衣食住の糧
を得ている人は、世界に２億５０００万人以上いるという。竹はまた、持続可能な資源として活用すれば、人
間活動が環境に及ぼす悪影響を緩和できる可能性もある。竹を収穫しても。この植物を殺すことにはならな
い。竹はこう見えて、木ではなくイネ科の草なのである。
　イネ科の竹は、「稈（かん）」と呼ばれる茎を伸ばして成長する（稈を切ったものは「cane」と呼ばれ
る）。竹の稈は伸縮式の望遠鏡のように上へ上へと伸び、わずか数週間で最大樹高に達する。それから寿命が
尽きるまでの数年間は、最初の１年目より太くなることも高くなることもない。あとは毎年、新芽を伸ばして
新たな桿を生み出したり、枝と葉で大きな樹冠をつくったりして過ごす。だが、その間も根は伸び、呼吸して
空気をきれいにし、水や酸素を循環させる。
　ほとんどの人は、竹がどんな姿形をしているか知っていると思うかもしれない。だが実際には、竹にもさま
ざまな形のものがある。地面を覆うように生える高さ３０センチにも満たない草のような竹もあれば、中空の
茎を持つ巨大な草というよりは、熱帯雨林の林床に生えるシダ植物のような竹もある。稈の姿にしても、一般
的には、ティキと呼ばれるポリネシア風たいまつや魚釣りの竿に使われる稈、ジャイアントパンダがよく食べ
ている緑の葉を茂らせた稈を思い浮かべるだろう。だが実際には、タコの触手のようにつるを伸ばしてはい上
がっていく丈もあれば、巨大なとげを生やして茂みをつくる竹もある。色についても、普通は緑を連想しがち
だが、黄、金、赤紫、青のほか、黒い稈を持つ栽培品種もある。さらに、葉にあざやかな金や白の斑が入った
種、葉の幅が広いうえに長さが１メートルもある種、小さい繊細な葉を星形に展開する種もある。」

「竹は、南極とヨーロッパを除く全大陸に自生している。海抜０メートルレベルの低地からヒマラヤの高地に
まで分布し、湿潤な熱帯にも、温暖な雲霧林にも、乾燥したインドの平原にも見られる。竹林の面積は世界全
体で３９００万ヘクタール以上におよび、国によっては全森林面積の４～１０パーセントを占めるとの推計も
ある。竹がもう自生していない地域でも、植栽や栽培が行われている。
　人間は身近にある森林から植物を採取して、周囲の景観を形づくってきた。そのなかでも竹は、世界中に広
く分布しているうえに、その習性も生育特性も多種多様であり、人工の景観をつくるうえで独自の重要な役割
を担うことになった。」
「竹の用途で何より重要なのは、国際的に不足して高価になりつつある木材の代用品として使えることだ。竹
の自生林や植林を手間暇かけて適切に維持すれば、水源や野生動物を守りながら、貴重な資材を手に入れられ
る。農林業作物としてはそのほか、バイオプラスチックやバイオ燃料などに使える可能性も大いにある。
　それなのになぜ西洋の人々は、竹が持つ現代的な可能性に気づかなかったのだろう。４００年前、ヨーロッ
パからの移民がアメリカ大陸にやって来たときには、その大陸に自生していた竹を原住民たちが利用してい
た。当時は、単一種による竹の密林が、アメリカの南東部や南中西部、ミシシッピ川から大西洋岸にまで広
がっていた。これらのしげみは、すみかや食べ物を求める狩猟動物を引き寄せた。また、定期的に開花して大
量の種子を生み出し、動物や人間に食料を提供した。原住民は種子が豊富に実るとよろこび、栄養の少ない米
や麦の代わりにそれを食した。だがヨーロッパ人植民者たちは、原住民の生活から学ぼうとせず、ここにも旧
世界の伝統的な農業を持ち込み、広大な竹林を伐採していった。植民者たちが好む伝統的農業の土地を確保す
るため、および家畜の過放牧のため、１９５０年までに自生していた竹林のほとんどが生滅した。とはいえ、
当時の竹林が部分的に残っているところもわずかながらある。
　同じような状況は、ほかの大陸でも見られる。「貧者の木材」と呼ばれた竹は、劣悪な資材を見なされ、もっ
と優れているとされる建築資材に置き換えられた。生態系における竹林の役割など考慮することなく、より貴
重な木材を生産するため、あるいは、増え続ける人間に場所を提供するためだけに、竹林が伐採された、現在
では、世界のどこでも動揺の状態である。」

「だがアジアでは、いまでも竹が重要な役割を果たしている。（…）とりわけ中国、インド、タイ、ベトナ
ム、フィリピンでは、現代世界における竹の可能性が見直されつつある。」
「竹への関心が再燃している背景には、アジア全域でこの植物が象徴的意味を持っていることが関係している
のかもしれない。中国では、竹が古くから重視されてきたため、この植物が日々の生活のなかに取り込まれた
ように言語のなかにも取り込まれ、竹を表す象形文字が何百もの文字に使われている。」
「過去１００年にわたり軽視されてきたのは竹だけではない。数多くの先住民もそうだ。だが、竹に囲まれ、
村単位の経済圏のなかで暮らしていた田舎の人々やほとんど資力のない人々は、その間もずっと竹を使い、伝
統的な住まいや工芸品をつくり続けてきた。」

「やがて２１世紀が到来すると、環境保全に関心を抱き、新たな規範を掲げる消費者が、ある流行を生み出し
た。「持続可能な発展」という言葉が、人間活動や人口増加の議論による登場するようになったのである。」
「こうした懸念が持ち上がっているいまこそ、竹の出番である。この天然資源は、資材として、エネルギーを
供給する代替資源として、炭素含有化合物を無限に蓄積・貯蔵する天然または人工の貯蔵庫として利用できる
からだ。」

「とはいえ、竹が地球を救うとか、竹が人類を救うと言いたいわけではない。本書の目的はむしろ、この地球
における竹の存在意義（それは自然界だけに限らない）や、人間との関係、野生動物とのつながりを紹介し、
竹に関する理解を広げてもらうことにある。」

「竹は、無数の実用的用途、生物多様性のおける重要な役割、現代的な可能性を担っているだけでなく、実に
魅力に富んだ植物でもある。微風に揺れる葉ずれの音、強風に押されてぶつかり合う巨大な稈の響き、雪が
降ったあとのしんしんとした静けさは、この驚くべき植物がもたらすさまざまな官能のほんの一部でしかな
い。葉の形、天を突く雄大な樹冠、堂々たる稈がつくる大聖堂のようなアーチなど、竹は私たちの視覚を刺激
する。これほどの郷愁や畏敬の念を呼び覚ます植物はなかなかない。いまではその竹が、新たな展望まで生み
出そうとしている。」



☆mediopos-2408　　2021.6.20

■『ＭＯＮＫＥＹ　vol.24/SUMMER/FALL 2021』
　特集　イッセー＝シェークスピア
　（スイッチパブリッシング 2021.6）
■Ｊ．Ｌ．ボルヘス（鼓直訳）『創造者』
　（岩波文庫 2009.6）

わたしはわたしであり
あなたにもまた
あなたのわたしがある
わたしという不思議は
そこからひろがる

このわたしでありながら
すべてのわたしである
ということは可能だろうか

しかしわたしが
すべてのわたしであるならば
わたしは誰でもないということでもある

演じるということは
誰でもなくなったわたしが
ある役をもったわたしになるということだ

ボルヘスの短編“Everything and Nothing”では
シェイクスピアの訴えに対して神が答える
「お前はわたしと同様、
多くの人間でありながら何者でもないのだ」と

高校の頃
わたしというのは
わたしを超えられないのか
その問いをくり返していたことがある

そのとき得たひとつのヒントが
読書というのは
わたしという視点をいちど外して
他者の視点からの言葉で
世界を見るという経験ではないか
ということだった

とはいえ結局のところ
わたしを超えるということは
いまのわたしの認識をひろげ深めることでしか
できないということは明かだった

読むだけでは難しいならば
こんどは演じてみることも
可能性のひとつではないかと思い
大学では少し演劇に関わってみたこともあったが
そこには個人の演じる才能という大きな壁もあり
（演じる才能がないのはすぐに知れた）
その結論として卒業論文のなかでは
テキスト内的に閉じた場所だけではなく
開かれた場で日々演じるしかないと
「演劇的知」なるものへの意思表明をしてもみた

そしてそこから
仕事のなかではまさに「演劇的知」を演じ
（生活の糧という現実的な要請もそこにはあるが）
それ以外のプライベートな場では
ある種「わたし自身」を演じるようになった
（こうして日々書き連ねていることもそのひとつ）

もちろん先のボルヘスの短編のごとく
わたしはいろんなわたしでありながら
その実「何者でもない」ともいえる
そしていまここであるnow-hereは
どこにもないno-whereでもあるのだ

さて今回の『ＭＯＮＫＥＹ』の特集は
「イッセー＝シェークスピア」

イッセー尾形の一人芝居を初めて見たのは
『お笑いスター誕生!!』（1981年）のときで
それ以来ずいぶんその独特のスタイルに
魅了されてきた
『ＭＯＮＫＥＹ』でも
「イッセー・カバーズ」という
今回最終回になった連載を楽しみにしてきた

イッセー尾形は柴田元幸との対談のなかで
「カバー」ということについて語っているが
ぼく自身をふりかえってみて
いままでどんなものを「カバー」してきたのだろう
「カバー」し得てきたのだろうと自問することになった

そして高校の頃からの自問がふたたび･･･

「わたしはわたしを超えられないのか」
超えられないならば
じぶんをひろげるために
どれほどじぶんの認識をひろげ深め得たか

そして「何者でもない」じぶんが
いったいどんな「わたし」であり得るのか･･･



■『ＭＯＮＫＥＹ　vol.24/SUMMER/FALL 2021』
　特集　イッセー＝シェークスピア
　（スイッチパブリッシング 2021.6）
■Ｊ．Ｌ．ボルヘス（鼓直訳）『創造者』
　（岩波文庫 2009.6）

（『ＭＯＮＫＥＹ』～「猿のあいさつ」より）

「ボルヘスのごく短い短編、“Everything and Nothing”。短いからということも陶然あると思うし、授業で使ったりもしたか
らなのですが、とにかくいままで、あらゆる文学作品の中で一番読み返してきた一作だと思居ます。鼓直さんの明訳で読み
（『創造者』所収）、いろんな英訳で読み、自分で（べつに出版の当てもなく）英訳から重役したりもして、一行一行よさ
を噛みしめてきました。
　スペイン語作家ボルヘスなのに、英語のタイトルになっているのが不思議ですが、読めば納得します。英文学史上最大の
存在たるあの人が、あらゆる人物を描けた、というか、あらゆる人物（Everything）になれた、のは彼自身が誰でもない人
間（Nothing）だったから、そしてこの世界のあらゆる存在を造った神も、実は･･････という内容。初めて読んだ二十代半ば
のころは、人間がウメボシであるよりははるかにラッキョウであって、外面を剝いて、剝いて、剝いたら中には種なんかな
くて、空っぽなのだ！と強く思っていたので、これはしっかりヒットしました（まあこの歳になると、長年の無用な、でも
捨てられない荷物みたいなのが内面にたまってくるので、そこまで自己をラッキョウ視でもないのですが･･････）。
　さて、僕の頭の中で、“Everything and Nothing”の「彼」と呼ばれる誰でもない人間には、長いあいだ顔がありませんでし
た。作中でも言及される、あの有名な肖像画も関係なし。顔の部分は、人間が持ちうるいろんな感情が入れ替わり立ち替わ
り現れるための空白（ブランク）でした。で、結末で、誰でもないのはあんただけじゃないんだぜ、と説く神も、やっぱり
顔はナシ。
　それが、いつごろからだろう、たぶんこの雑誌で、まさにその「彼」の作品を毎回カバーしてくれる人が現れ、そういえ
ばこの人も、大勢の人間が見守る前で、一人で実にいろんな人間になってきたではないか･･････。
　そう思うと、もう「彼」の顔は、僕の頭の中で、イッセー尾形さんの顔でしかありえなくなってしまいました。ついでに、
「実は俺も･･････」と打ち明ける神の顔も。
　ゆえに、今号は、イッセー＝シェイクスピア。」

（『ＭＯＮＫＥＹ』～対談　イッセー尾形・柴田元幸「庶民の目で見るシェークスピア」より）

「柴田／今回の号では巻頭にボルヘスの「Everything and Nothing」という短編を掲載しています。簡単に言うと、シェーク
スピアが子どもの頃から自分が何者かわからない、誰でもないという気持ちがずっとあって、その空白を埋めるためにどう
したらいいかと思っているうちに役者という職業にたどり着き、劇作家になる。そしていろんな人になる。それにもくたび
れて、死ぬ段階になって、神様の前に出て「私はずっといろんな人を演じてきたけど、これからは私自身でありたいと思い
ます」と言うと、神様が「俺も誰でもないだよ」と言う。
イッセー／いい話です。
柴田／僕も大好きで何回も読み直していますけど、ずっと神様もシェークスピアも僕の頭の中では〝顔無し
〟だったんです。ですが、ＭＯＮＫＥＹで「イッセー・カバーズ」の連載をやっていただいているうちに、だんだん神様の
顔が見えてきた。シェークスピアのほうも同じ顔をしていて。イッセーさんの顔なんです。
イッセー／（笑）。でも「カバーズ」というタイトルを与えていただいて、本当に感謝しています。「カバー」って自分が一
番必要としていた言葉なんだなと思いました。
柴田／でも、ある意味では俳優としてずっと〝カバー〟をなさっていたんですよね。
イッセー／そうなんです。でも改めて「カバー」なんだと言われると、「これがカバーか。じゃあこれもカバーでありえる」
というふうに、自分のやろうとしていることを名付けられた気持ちがあるんです。「カバー」ってある意味無責任ですけれ
ども、無責任でやったことに全責任を負う。だから入口は気が楽なんです。」

（ボルヘス『創造者』～「Everything and Nothing　全と無」より）

「彼のなかには何者も存在しなかった。（当時の下手な肖像画によっても、およそ他の誰にも似ているところのない）彼の
顔の背後には、また饒舌で想像力と感情にあふれた夜のことばの背後には、ただ、わずかな冷気のようなもの、誰にも夢み
られたことのない夢しか存在しなかった。最初、彼はすべての人間が自分と同じなのだと信じたが、この空白感をふと口に
したとき相手の顔に浮かんだ怪訝そうな表情を見て、思い違いをしていたことを悟り、個は種から逸れてはならぬという思
いを深くした。あるとき、その病を癒やすすべは書物のなかに見出せるのではないかと考え、同時代の人間なら話すであろ
うと思われる少しばかりのラテン語と、さらにわずかなギリシア語とを学んだ。やがて彼は、人間の基本的な儀礼行為に自
分の求めているものがあるのではないか、と思い、長い六月の日盛りどき、アン・ハサウェイの導きで入門を果たした。二
十余歳でロンドンへ出たが、そのときすでに、何者でもないという己れの有りようを他人に気取られぬため、何者かである
かのごとく振る舞うすべを身に付けてしまっていた。そしてロンドンで、前世から約束された職業に就いた。彼を別の人間
と見なす遊びを楽しむ観衆を前にして、舞台でその別の人間を演じる、俳優という職業である。役者の仕事は奇妙な喜び
を、おそらく初めて知る喜びを教えてくれた。しかし、最後の台詞に喝采が送られ、最後の死者が舞台から引き下げられた
とたんに、あの呪わしい非現実感がふたたび彼を襲うのだった。」

「その死の前であったか後であったか、彼は神の前に立っていることを知り、こう訴えた。「わたしくしは、これまで虚し
く多くの人間を演じてきましたが、今や、ただ一人の人間、わたくし自身でありたいと思っております」。すると、つむじ
巻く風のなかから神の御声が答えたという。「わたしもまた、わたしではない。シェイクスピエアよ、お前がその作品を夢
みたように、わたしも世界を夢みた。わたしの夢に現れるさまざまな形象のなかに、確かにお前もある。お前はわたしと同
様、多くの人間でありながら何者でもないのだ」」



☆mediopos-2409　　2021.6.21

■青木奈緒「森へ　第二回　昔はものを思はざりけり」
　（『coyote No.73 Spring 2021』所収）

子どもは
知らないことを
ただ素朴なままの好奇心から
教えてもらろうと思って
次から次へと聞く

けれど教えてもらったとしても
それでどうしたいというわけではない
知りたいその先の多くは
「ふーん」という適当な納得である
それ以上のものであることは稀だろう

ほんとうにもっている「なぜ」があれば
それはどんどんじぶんのなかで膨らんでくるので
それは次第にじぶんへの「なぜ」になっていく

子どもの「なぜ」を
持ち上げたりする向きもあるけれど
それは子どもに問いをもてるほどの
潜在能力があるというわけではない

その「なぜ」が意味をもつのは
むしろ大人のほうである
子どもの「なぜ」に驚く大人は
じぶんのなかではもう問うことのなくなっている
「あたりまえ」が揺さぶられることを
子どもの失われていない「なぜ」に投影するのだ
そしてじぶんの失われた何かを悲しんだりする

悲しむならばじぶんで
はじめから問い直せばいいのだけれど
おそらくそうする者は少ないだろう
じぶんはもう大人で子どもではないから
そうすることなどできないと思いこんでいるから

ほんとうはいまの生のなかだけでも
生まれてから「今」までのじぶんは
「今ここ」に生きている
年を経ているということは
そこに年輪を重ねているということに他ならない
すべての年輪は「今ここ」に存在している
そしてだれでも「今ここ」から「なぜ」を始め
それをさらに重ねていくことができる

だから年輪はただ年の数ではない
何歳であるかはその人の魂の年齢ではない
魂の年齢はじぶんへの「なぜ」を
どれだけ重ねてきているかということである

幸田文が随筆『木』の「えぞ松の更新」の中で
同行してくださった方に樹齢を聞いたとき
「あなたが推定年齢をつけてみませんか、
森林の中の時間は、人のくらしの中の時計とは、
大分ちがうでしょ」と言われるくだりがあるというが
こういう問いをしてみるのもいいかもしれない

「じぶんでじぶんの
魂の推定年齢をつけてみませんか。
魂の時間は、身体の時間とは
違った流れをもっているでしょうから」



■青木奈緒「森へ　第二回　昔はものを思はざりけり」
　（『coyote No.73 Spring 2021』所収）

「五十年前、祖母・幸田文は、エゾマツの倒木更新を見に富良野にある東京大学北海道演習林（北演）を訪ねた。
不思議なめぐりあわせで私もまた昨年七月、演習林へと向かい、
帰宅してからもそこで目にした光景をしきりと思い返していた。
意図して記憶をたどるではなく、いつのまにか脳裏で自動再生されている。
太くずっしりしたエゾマツの幹をイメージしたかと思えば、大きなシナノキからは木もれ陽が射して光を踊らせ、
豊かに湧き出す泉はあたりをひたひたと潤していた。聞けば、泉の水はおよそ三十年前に降った雨が、
地下の砂礫や岩の裂け目に浸み入り、たゆたい、磨かれて、地表に噴き上がってきたものだという。
すべては演習林の奥深く、季節が移ろうなかで、私が傍観者としてわずか数日、
立ち寄ろうと寄るまいと、何ら変わることなく日々くりかえされ、唯一無二にして悠久にも通じる時を刻んでいる。」

「素人が木に親しもうとして、口をついて出てくる質問は「樹齢は何年ですか」だそうだ。私もエゾマツの倒木更新を見て
考えていたのは、「この倒木が生きていたときの樹齢は何年だったのだろう。倒れて何年経つのだろう。倒木の上の稚樹は
芽吹いて何年になるのだろう」と、むやみに年数ばかり勘定していた。
　五十年前、祖母・幸田文もどうやら似たり寄ったりの質問をしていたらしい。随筆『木』の「えぞ松の更新」の中に、同
行してくださった方にこんなことを言われるくだりがあり。「あなたが推定年齢をつけてみませんか、森林の中の時間は、
人のくらしの中の時計とは、大分ちがうでしょ」と。
　今回、私をご案内くださったのは東京大学の教授・斎藤肇先生と北演の先生方だが、（･･･）斎藤先生がつぶやいた。
　「それを知って、どうなるものでもないんですけどね」
　先生はもしかしたら、幾分かはご自分に向けておっしゃったのかもしれない。声の調子にはかすかに自嘲めいたものも感
じられた。
　しかし、まあ、なんということか。私は虚をつかれた。
　子どものころ、私が何かやたらに聞きたがると、母は「それを聞いてどうするの？」と逆に質問した。私は答えを持ち合
わせていなかった。ただ漠然と知りたい、知りたい欲求を叶えたい、それだけだった。母にしてみれば、それなりの理由が
あるなら答えを考えもしようが、子どもが成長過程で積み重ねる質問にいちいち答えていたら、時間がいくらあっても足り
ないということだっただろう。
　この子ども時代の思い出と、木の樹齢が気になることは、根底のところでつながっている。
　本当に樹齢を知りたいのなら、年輪を数えてみなければ正確なところはわからないが、はなからそこまで突き詰める気な
どありはしまう。憶測の答えが返ってくることは承知の上で、その曖昧さに寄りかかっているような、真摯に向き合う態度
ではない気がする。漠然と、木は人より長く生きられるというイメージがあって、樹齢百年と聞けば、とりあえず「すごい
なぁ」と思い、千年なら、その十倍「すごいなぁ」と感じるのだろうか。逆に五十年ではすごくないのか。頭の中は空っぽ
で「ふーん」と、ただなんとなくわかった気になるけれど、いったい木の樹齢を知って何をわかったつもりになっているの
だろう。
　自分なりにどうにか見当をつけたい、イメージを引き寄せたいという欲求は、確かにある。だが、「ふーん」と思う、そ
の正体を探ってみると、心の奥底で、木は人とは違う、得体の知れない、理解の届かないものと思っている節がある。だか
ら、自分が知っている年単位の尺度で網をかぶせて、「その程度か」と把握したい。五十年ではたいしたことはない。千年
になると太刀打ちできない、自分の知っている年単位では把握しきれないものを感じる。やっぱり木はすごいのだ、と。適
当に納得して終わらせてしまう。」

「では、木や森林を研究していらっしゃる先生方は、実際にはどこをどうご覧になっているのだろう。
　総じて年ごとの種（たね）の出来具合は留意点のひとつとなるようで、木にとって子孫を残すいとなみというだけでな
く、森に住む動物の食料の多寡にもつながる。年によって豊作、凶作の波があり、それは木一本の体調によるものではな
く、ある一帯の同じ樹種でなぜか同調する。天候が引き金となるのか、樹木同士で何か他に伝達方法があるのか、解明でき
ていないことも多いようだ。「秋になって木がどっさり種をつけているのを見ると、なんとなく嬉しくなります。別に食べ
られるわけでも、集めるわけでもありませんが」とおっしゃる先生がいて、こちらにも素直に喜びが伝わる。
　一方、木にとっての害虫や病気の研究をしていらっしゃる先生方の感情はちょっとひねりがきいていて、研究では木が虫
に負けないよう、病気にかからないようにと日々研鑽を積んでいらっしゃるのに、森の中でそうした昆虫や幹にできた虫こ
ぶを見かけると、「おお、こんなところにいたか」と、やっぱり嬉しくなるという。
　先生方に共通しているのは、森林の一員としての感じ方だろうか。私は自分で木と親しくなりたいと言いながら、圧倒的
な緑の中に身を置くと、どこか所在なく、自分で自分に傍観者の烙印を押していた気がする。」

「では、どうしたら良いのだろうと思っていると（･･･）
　「外国語を覚えるのと同じですよ。最初はちんぷんかんぷんですけれど、基本単語がわかるようになると、あとはどんど
ん語彙が増えるのと一緒です。三十か、五十種くらい覚えると、全然別の科なのにアジサイの仲間とガマズミの仲間はよく
似ているなぁ、とか、チドリノキはクマシデに葉が似ているじぇれど、対生だからやっぱりカエデの仲間だ、というような
種同士の比較ができるようになるので、芋づる式に多くの樹種を覚えられるようになります」
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「第三の精神医学」という
「第三の」というのは
身体だけを扱う精神医学でも
心理だけを扱う精神医学でもなく
「霊」をも扱う精神医学

人間を身体だけの存在でも
心と身体だけの存在としてとらえるのでもなく
身体と心と霊（体・魂・霊）という
三重の存在としてとらえるということだ

時代はむしろ逆行的に進んできている
つまりかつては人間は
霊魂体としてとらえられていたのが
やがて人間から霊が
（教会が管理するものとして）取り去られ
そして近代科学と手を携えた唯物論的世界観のもと
人間は身体だけの存在となってしまっている
（いまでもその傾向は強いようだ）

人間が身体という物質だけでできた存在ならば
その治療は薬物や身体動作などに関わるものになるが
心に関わるものはそれだけでは治療が難しいことから
心理・精神分析が生まれてきたわけだが
そこでもまだ人間の霊的な側面を扱うことが難しい
著者も示唆しているように
「宗教、神、霊などを持ち出そうものなら」
「周囲から奇異な目で見られるのではないか」と
危惧せざるをえないところがある

その危惧を超えて著者は

脳を観察する神経組織病理学に基づく
身体・自然科学的な精神医学
（体精神層への療法）

個人心理学としての
心理・精神分析的な精神医学
（魂精神層への療法）

■濱田秀伯
　『第三の精神医学／人間学が癒やす身体・魂・霊』
　（講談社選書メチエ 2021.6）

その二つの精神医学の限界から
第三の精神医学として
人間を「身体」「魂」「霊」の
三層から成る存在としてとらえる
スピリチュアル・ケアとしての精神医学
（霊精神層への療法）を示唆している

精神医学はもともと
キリスト教圏から生まれたものなので
著者が示すのはキリスト教的な
「患者さんと精神科医はともに」
霊によって導かれていくというものだが
本書の示す「第三の精神医学」の方向性は
キリスト教的な背景を超えたものとして
展開していくことが必要なのではないかと思われる
とはいえ精神医学の背景のないところで
展開していくのは困難なことかもしれない

宗教的な背景から離れて
人間を霊魂体の三分節としてとらえる人間観から
医学をとらえるのは
いうまでもなくシュタイナーの「精神科学」で
その可能性を展開していくのが理想ではあるのだが
シュタイナーの「精神科学」において
「精神医学」を展開しようとしたとき
困難なのは「魂」を扱う
心理・精神分析的なところでもあるように思われる

つまりフロイトというよりもユング的な方向性で
みずからの魂において個性化をめざすための
自覚的展開を図るプロセスがあまり重視されず
それが「いかにして超感覚的世界の認識を得るか」のように
霊的修行の課題としてしか示唆されないのである

もちろんシュタイナーの「精神科学」においては
通常の医学の視点よりもさらに深い視点を持ち
身体に働きかけるのは神的魂的なものであり
魂に働きかけるのは物質的・身体的なものでもあるという
逆対応的な視点さえももっているのだが
個がいかにみずからと向き合い
魂を統合させていくかということには
あまり重きを置いていないところがあるように見える

それはシュタイナーが展開しようとした
「人智学／精神科学／神秘学」が「学」としての性格を
中心にもっているが故のものなのかもしれない
ゆえに魂の学の部分や芸術的な側面において
深みに欠けてしまうところがでてきてしまうのだろう

それはともかく
第一歩は人間を霊魂体の三分節としてとらえる
精神医学（いうまでもなく医学全般も）が
少しでもはやく市民権を得るようになることが先決だ



■濱田秀伯
　『第三の精神医学／人間学が癒やす身体・魂・霊』
　（講談社選書メチエ 2021.6）

「精神医学の目的は、動物実験や画像で脳のメカニズムを明らかにするだけでなく、人間本来の価値を見いだすところにあ
る。精神科医の果たすべき役割とは、患者さんの悩みを聴き、環境や人間関係を調整し、向精神薬の処方を工夫するだけで
なく、患者さんに生きる意味そのものを取り戻すことに違いない。
　このように考え、答えを探し求めるうちにヤスパース、シェーラー、フランクル、パスカルらに出会うことができた。さ
らに池田敏雄神父、中川博道神父、晴佐佐久昌英神父らのもとでキリスト教神学を学びながら、たどり着いた成果を一〇年
ほど前じゃら、いくつかの学術論文、講演、シンポジムなどで発表してきた。それらを一般読者向けに書き下ろしたのが本
書である。」

「本書は精神医学の一般的な教科書でも解説書でもありません。近代・現代の精神医学で二世紀余り繰り返されてきたテー
ゼとアンチテーゼを人間学を用いて超克し、精神医学の本来あるべき姿を描き出そうとする新たな試みです。すなわち精神
病と精神医学の構造を脱世俗化（私の造語でドイツ語のDesäkularisation）することで、一方ではヤスパースが開拓した第三
の精神医学を発展させ、他方では心を病む患者さんに癒やしと希望をもたらすことを目的としています。」

「三つの精神層にはそれぞれ個別の治療法が求められます。体精神層の症状は、脳の反射であり生物学的な物質反応なの
で、薬物や身体療法が有効です。魂精神層の症状は心理反応なので、個人ないし集団の心理・精神療法を必要とします。霊
精神層の症状は精神病の本質であり基本障害です。従って、治療にはスピリチュアル・ケアが適用されることになりま
す。」

（体精神層）
「薬物療法／身体療法 (a)休息、栄養、睡眠 (b)発熱療法 (c)ショック療法 (d)作業療法、活動療法」

（魂精神層）
「心理・精神療法は、患者さんと治療者の間に生じる心理的交流を通じて、魂精神層に変化をもたらす治療法です。言葉に
よるものとよらないもの、個人に行うものと集団で行うものがあり、二五〇種類にも及びます。病気や病態レベルに応じた
適用がありますが、治療者の人柄や患者さんとの相性に左右される側面も少なくありません。技法の違いを問わず六〇～七
五％に有効とされています。」
「支持療法／表現療法／訓練療法／洞察療法」

（霊精神層）
「霊精神層に働きかける治療をスピリチュアル・ケアと呼びます。体精神層に働く薬物は物質ですから、熱を下げたり、咳
をとめたりすることはできても、人生の意味を与えることはできません。魂精神層に働く心理・精神療法は、自分の不足を
補い、世間を渡る技術は教えてくれても、高みを求める方向を指し示してはくれないでしょう。スピリチュアル・ケアの本
質は、患者さんの視点を高め、この世に存在する意義、辛くても生きる勇気を与え、未来に開かれた自由を取り戻すところ
にあります。」
「古典的なスピリチュアル・ケア（モラル療法・ロゴセラピー・現存在分析法・森田療法）／神律療法 (a)
祈り (b)使徒的治療者 (c)治療的回心」
「（神律療法）は私がキリスト教理念を基盤にして、モラル療法とロゴセラピーを統合発展させた人間学的スピリチュアル
ケアです。神律(ドイツ語：Theonomie）とは、ティリッヒが提唱した宗教概念で、自ら行動する自立でも、外から動かされ
る他律でもなく、人間が神と無制約に関わりをもつことで自由な創造活動を営むことを指します。神律療法は、主治医が患
者さんの三つの精神層に働きかける精神科医療です。（･･･）分業ではなく、一人の精神科医がそのすべてを同時に行うもの
です。（･･･）そこで必要不可欠な要素は、祈り、使徒的治療者、治療的回心の三つです。）

「人間は宗教的存在として動物を乗り越えることができました。一方、その代償として精神病を引き受けることになりまし
た。誰も病気になることは望みませんが、精神病は霊精神層をもつ人間にとって宿命的な病気なのです。身体の病気は、心
筋梗塞でも腎不全でも肺がんでも、発病と治療を通して、時には死に直面することで、患者さんの身心にネガティヴな側面
ばかりではなく、家族の深まり、新しい人生の過ごし方などのポジティヴな側面をもたらす可能性があります。しかし、精
神病は私たちを、それとはまったく異なる次元に誘います。発病すると、パスカルが述べるように、かつて栄光の座にあっ
たものだけが頽落を知る「廃王の悲惨」の形で、日常では感知しえない人生の神秘にふれ、人間存在の真髄に到達すること
があるからです。精神病は人間が本来、宗教的存在であることを、病気を通して教えてくれるのです。
　精神医学が教える二重の世俗化を根本的に解決するためには、啓蒙思想や実証化などの自然宗教ではなく、啓示宗教の霊
に働きかける以外に方法はありません。」

「患者さんは、底知れぬ虚無感、先の見えない不安から自分を守るために、ほかにとれる方策が見当たらず、やむなく身に
まとった世俗の防具を容易に手放すことができません。人生の方向を水平軸から垂直軸へ、視点を上げて自己中心から神中
心へ転換すること、すなわち治療的回心に至るには、通常長い時間がかかります。勇気を必要とする困難な道ではあります
が、決して不可能ではありません。
　一方、精神科医も世俗化した精神医学から容易に脱却することができずにいます。精神医学は身体医学とどこかが違う、
心の病気は人間の本質とどこかで結びついている、と秘かに感じている精神科医は少なくありません。しかし宗教、神、霊
などを持ち出そうものなら、「中世の医学に逆戻りした」と周囲から奇異な目で見られるのではないかと恐れています。対
象を体精神層だけに絞り、身体医学の医師たちと同じ目線に立って、自然科学用語のみで議論に参加し、エヴデンスのある
研究論文を多数発表することが、医学界では仲間はずれにされず、公的研究や社会的地位を手にいれるために有利に働くか
らです。」
「精神科医が霊精神層に踏み込んで使徒的治療者になるにも勇気を必要とします。エマオに向かう二人の旅人の一人は患者
さん、もう一人は精神科医です。患者さんと治療者は、どちらも何も持たないことで対等な関係にあります。旅の目的は、
この世に身を置きながらこの世に染まらず、ともに世俗の財を手放してその場に霊を招き入れ、自分たちを超越する存在を
志向する脱世俗化にほななりません。」
「ヤスパースやフランクルを発展継承する脱世俗化した第三の精神医学において、患者さんと精神科医はともに、遙か遠く
から呼びかける声に耳を澄ませ、霊がいつもそばにあるという確信を共有します。そして神律他力によって、自分たちがあ
るべき姿へと変えられていくこと、次元を超えて、より高みへと導かれていくことを恐れない勇気と希望とユーモアを抱い
て、祈りを深めるのです。」
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■山本哲士
　『学校・医療・交通の神話＜底本＞
　　現代産業社会批判----コンビビアルな世界へ----』
　（山本哲士著作撰２／知の選書SNDEOS 102）
　（文化科学高等研究員出版局 2021.6）

自分で歩く
自分で学ぶ
自分で癒やす

わたしたち一人ひとりにあるはずの
そうした自律的な力を
現代産業社会は
専門家による制度的な他律によって
スポイルし続けている

自分で歩く前に／代わりに
移動機械に交通機関に委ねる
自分で学ぶ前に／代わりに
専門の教師に学校に委ねる
自分で癒やす前に／代わりに
専門の医師に病院に委ねる

現代産業社会を構築している
象徴でもある学校・医療・交通は
主体を自律から専門家による他律へと
upside downし続けているのだ

そのきわめて現代的な象徴が
考えることを代替させようという
ＡＩ神話である

そこで人間が主体的にしていることは
与えられた「より良い」サービスを
半ば作られた欲望によって
享受するだけの消費行動でしかない

社会制度内のなかでのそうした行動からは
一人ひとりの自律的な行為は可視化され難く
自律的な力はますますスポイルされ
見えない＝存在しないことにされてしまう
そしてやがては
存在してはならない力とさえされてしまう

つまり
社会制度内的な専門家なしでは
自分で歩いてはならない
自分で学んではならない
自分で癒やしてはならない
ということにさえなってしまう
それは管理社会の完成でもある

専門家というのは
社会制度によって保証された
各専門領域における権威である

それらの専門家は専門家である以上
みずからの領分を超えて働きかけてはならないし
社会制度内で保証されていない力を行使してはならない
みずからの行使する力を問い直すことも許されない
社会制度内的専門性を否定することにもなるからだ

だから先生も医者も学者も
制度内的であるかぎり
学校や病院の外でも先生という専門家であり続けねばならず
みずからもそのなかで生きることが求められる
現代産業社会はそうした専門家による他律的な力によって
独占運営されることで成立するからである

管理された移動
管理された学び
管理された癒やし

昨今のコロナ禍が露呈させてもいる
現代産業社会の姿でもある



■山本哲士
　『学校・医療・交通の神話＜底本＞
　　現代産業社会批判----コンビビアルな世界へ----』
　（山本哲士著作撰２／知の選書SNDEOS 102）
　（文化科学高等研究員出版局 2021.6）

「わたしたちは自ら歩き、学び、病気や損傷を癒やす固有の力を有している。それは、わたしたち一人一人の自律的力能で
あり、伝統的な文化の体系に支えられ、隣人との相互交換から守られているものである。ところが、産業的な技術科学文明
はこうした自律的力能を麻痺させてしまっている。学校で教えられ、専門的医者に治療され、モーター乗り物で運ばれるわ
たしたちの日常世界では無限の＜成長＞が幸福な生活を保障するのだと考えられている。より良い、より多くの、技術科
学、サービス、商品、そしてエネルギー消費が探求・実現されるべきであるというのだ。しかしながら一九六〇年代になる
と、発展や進歩の結果生みだされ分配された富は、わたしたちを裏切るものになってきた。世界がますます豊かな国と貧し
い国に偏極化しただけでない。わたしたち素人は、専門家たちだけが問題を解決できると信じ、さらに現在の諸制度に依存
するだけでなく、それを受容してはじめて社会的に生存できると思いこんでいる。そこでは、わたしたちの政治的自律性が
不能化されている。」

「専門エキスパートは、自分たちだけが定義し、作成し、修善し、開発し、破壊しうる技術的力能をもっているだけではな
い。それはただ消費者にたいして諸々の必要をサービスすることに限られているが、エキスパートの象徴的なパワーはその
技術的パワーよりももっと危険である。それは、必要が定義される一方で、個人の力能を骨抜きにしているのである。個人
の自律的力能は、サービス諸機関の過剰なサービスによって時代おくれの古くさいものにされ、個人は自ら統治する必要も
なく教えられ、動かされ、治されている。
　太郎／花子は、教師から読み書きを教えられるだけではない。資格ある専門教師の教授がよりよいと教えられる。義務的
学校なしには学べないと信じている。車は人を運ぶだけではない。環境を変え、歩くことを追いだしてしまう。
　子どもは自分の目で自分の身体を判断する際に、ドイツ語を使用する技術者の前に身をさらすのを知り、自分の身体は見
知らぬ専門家がとり扱うものだと知り、社会保障や医者の数がそなわっている自分の社会を誇るのである。
　このようにわたしたちの日常生活での諸行為が産業的活動に（かつ制度化された行動に）転化されている。その転化を産
業社会の神話は合理化しているのである。＜行為＞と＜行動＞の矛盾的対立をおおう産業社会的神話は、人間の諸行為に束
縛を与えていた伝統的な神話と違って、無限の成長にむけてわたしたちを駆り立てる＜幻想の権力＞となっている。その神
話を保つのが魔術師・司祭・聖職者となっている専門家たちである。そして、消費者は彼らの儀礼的祭式に従順になっての
み、産業的な危機・破壊性からの救済を保障される。その見返りは、自分でも気づかない「自律性の不能化」である。」

「論点は、学校／医療／交通の三大パラダイムを、いかに統合するかである。その統合は、国家論でも経済的土台論でもな
い。マルクス主義的なものとはずらして、政治統治技術と生産様式をいかに理論配置するかである。それはつまり、支配さ
れているとか抑圧・搾取されているとかの象徴暴力を含めての暴力性を知的認識だとしている知識主義の状態からのずらし
であり、自らの自律的な自己技術を受動性・他律性から切り離すことを意味する。（…）社会主義と社会主義国との違いを
強調された吉本さんお提起を考えれば考えるほど、わたしにとっては社会主義は社会主義は社会主義国にしかならないとい
う実証的かつ理論的な結論であり、社会主義にも革命の政治行動にも展望・希望をもつことにならなかった。他方、資本主
義という実態も存在しない。なぜなら資本主義は自らの真正原理を有していないからだ。実際にあるのは、商品の「産業＜
社会＞経済」でしかない。つまり、日本がマルクスのイメージした社会主義に近いのではないかと、といく示唆は実際に
は、ただ産業＜商品・制度＞社会主義になっているだけのことで、安楽の全体主義へ欲望消費を規定開放しているだけであ
る。
　つまり、本書で解析した他律的サービス制度の受容・依存によって保証される産業利益に立脚した、産業人間の消費欲望
の安楽生活である。主体従属的に耐えているかうまくやり過ごして自由でいるかのような生活世界において、自分の自分へ
の関係の仕方をごまかしているにすぎないゆえ、そこへ専門他律的世界がその不能化した専門的横暴さを社会責任行使であ
るかのように医師、教師、加速化された官僚たちにおいて介入させている。産業＜社会＞経済とは、社会を経済化し、その
均質化・均一化した「社会市場」空間を市場経済であるとしている規範化社会／制度化社会であり、商品／賃労働中心の＜
社会＞経済であり、諸個人は社会代行者としてしか生活生存できない、そこで機能しているのは、本書が明証にした産業
サービスであり、そこにおける専門家権力による統治支配体制である。
　コロナ禍の情況において、「専門家の意見を聞いて」が乱発されている。本書の「医療の神話」世界がさらに徹底されて
いる。専門的不能化介入の極限状態が生活を浸蝕してきている。ＰＣＲ検査／ワクチンをしていないと、人にさえも会えな
くなってきている。こうした社会の医療化は医療だけではすまない、自分を取り囲んでいる生活世界総体の現在性となって
いる「起きている状況」をふまえた上で、理論構成を明確にしておきたい。つまり、制度的諸編制の構造化およびその象徴
形式と実際に起きている状況との混成がなされていることの対象化／客観化である。」

「そこにもう一点、非常に重要な、概念空間の対象として「実践praxis」ではなく「実際行為（プラチック）＝pratiques」
が対象設定されていることだ。日々の当たり前として暫定的に疑われることなく行為されている総体であるが、外在批判で
はなく行為者自体の対象化である。これは、マルクス主義や近代的学問体系では対象から除外されていた行為存在である。
構造理論によって浮き出されてきたのであるが、イリイチの論述はこのプラチック自体の神話発生構成を明示したもので
あった。自律行為はプラチックである、それが「制度アクトact」へと転じられてしまっていることへの批判考察であったの
だ。」

「実際世界では、学校化は多くの課題を抱えながら、子どもの自律性の多様な領域を拡延的に教育化して、ただ他律的管理
を洗練化して増大させていくだけになっているし、医療の病院化は老人をますます医療化社会の独占を強化しており、加速
化は移動人口を急速に量的拡大してきた。これらが、コロナ禍で、ほとんどストップし、逆生産構造にあることが露呈し
た。つまり、制度生産の構造化が完全に社会日常化して逆生産を常態化し、人々を不能化しているだけでなく、他律専門家
たちの不能化を想像以上にすすめていたことが露出したのだ。それゆえ、医療化は未知なるコロナの「起きている状況」を
使って医療化独占の社会状態を作り上げようと象徴形態をさらに強化している。」



☆mediopos-2412　　2021.6.24

■高橋源一郎＋辻信一
　『「あいだ」の思想／セパレーションからリレーションへ』
　（大月書店　2021.6）

すべては関係性のもとにあり
関係性を離れて存在するものはない

ひととひとの「あいだ」も
ひとと自然の「あいだ」も
ひとと世界の「あいだ」も
すべては関係性を離れては存在できない

しかし関係性そのものは
個別のものがあるからこそ生まれる
すべてが融合した状態においては
関係性そのものが生まれ得ない

「あいだ」の思想は
「分離」というプロセスゆえに
「つながり」のあり方を模索しようとする

依存と自立も
その前提にあるのは分離であり
個々の「つながり」方において
さまざまな有り様が生まれてくる
そのかたちのひとつとしてとらえることができる

ひとが生まれ育っていくということは
子どもが親から離れていくように
「分離」へのプロセスでもあり
そのうえであらたな「つながり」がつくられていく

「分離」がうまくなされないとき
「依存」のネガティブな側面が問題となり
過剰なまでの「分離」がなされるとき
「自立」がネガティブな側面を生むこともある

その「つながり」における
一人ひとりの「自由」のあり方に
「あいだ」からの自由を求める極と
「あいだ」への自由を求める極という
二つの極を考えることができる

「あいだ」からの自由を求めるのは
その「あいだ」において
ネガティブなものを見出し
「あいだ」への自由をもとめるのは
「つながり」において
ポジティブなものを見出すからだ

近代という時代は
とりわけ「分離」のプロセスの時代であり
そこで生まれてきたさまざまな
ネガティブな諸問題ゆえに
その「つながり」のあり方が
見直され始めているのだといえる

そして
あらたな「つながり」が模索される際は
「つながる」前提となっている
個そのものの有り様が見直される必要がある

そのとき
「人間、時間、空間、世間、仲間、中間、
居間、間柄、間合い、そして間という」
日本語特有の「あいだ（間）」において成立する
個とその関係性の可能性に目を向けることは
新たな「つながり」への視点を開くことにもつながる

本書では特に示唆されていないが
「あいだ」と相性がよさそうなのは
まさに関係性の宗教である仏教が示唆している
「中」というコンセプトでもある

依存も自立も
偏した極にあるとき
「中」であることはできない
自由もまた同様である
セパレーションもリレーションも
「中」であることで
それぞれの役割を果たすことが可能となる

「中」は動かない中心ではなく
動的な平衡としての統合力でもあるのだから



■高橋源一郎＋辻信一
　『「あいだ」の思想／セパレーションからリレーションへ』
　（大月書店　2021.6）

（辻信一）

「世界には今、世界観の大転換が起こりつつあるとぼくは思っている。それは人と人との、人と自然との「あいだ」を隔て
ていた「分離（セパレーション）」を超えて、「つながり（リレーション）」へ向かう流れだ。（…）
　国境をはじめとした種々の人為的な壁を越えてみるみるうちに世界順に広がったコロナ禍は、一方で、すでに着々と信仰
してきた分断、格差、差別などを深刻化させることにもなった。しかし、だからこそ、世界のあちこちで近年沸き起こりつ
つあった「セパレーションからリレーションへ」の転換もまた、人々の中でより切実性と現実性を増しているようだ。人々
はそれぞれの社会的な文脈の中で、さまざまな表現を通じて、共同の場としての社会、関係性としての生命、相互依存のネッ
トワークとしてのコミュニティ、関係性へと開かれた人間、そして利己を超えた自分を希求している。「あいだ」をめぐる
ぼくたちの対話は、こうした世界史的なプロセスについての観察であり、思索である、と言えるだろう。
　本書が「あいだ」という、一見あまりにも日常的でありきたりの日本語に秘められた豊かな可能性に、読者が思い当たる
きっかけとなればうれしい。それは、和辻哲郎が『風土』で論じ、木村敏が『あいだ』や『人と人の間』で論じ、オギュス
タン・ベルクが『風土の日本』で論じてきた哲学的テーマだ。それは、人間、時間、空間、世間、仲間、中間、居間、間柄、
間合い、そして間というキーワードの中にも生きている。「あいだ」という概念の汎用性、その広さと深さ、そして豊かさ
にはほとんど限りがないと思えるほどだ。」

「われら近代人は長い間、西洋文明の中で育まれ、世界中に浸透した、利己的で、貪欲で、競争的で、疑い深く、暴力的な
人間像を各自の意識の底部に住まわせてきた。ホッブズの「万人の万人に対する戦い」から、リチャード・ドーキンスの「利
己的な遺伝子」に至る、暗く悲観的な性悪説が、現代世界の主流である経済学や政治学を支えている。そこでは、ホモ･サピ
エンスの「サピエンス」は「ずる賢さ」としての知へと貶められている。一方、ルソーに代表される性善説は、「楽観主義」
「ロマンチシズム」「非現実主義」として、「幼さ」や「女々しさ」、「ナイーブさ」として批判や嘲笑に晒されることが
多かった。
　どうやら我々はいつのまにか、信じたくないことを信じさせられて、しまいには、そう信じることを自分が望んだと信じ
てしまったようなのだ。今や「知的」であることと、シニカルであることは切っても切れない関係にあるらしい。世界中に
さまざまな「陰謀説」がはびこるのも無理はない。環境活動や社会変革運動の中にさえ、性悪説やシニシズムからくる絶望
感が広がっている。
　こうした自己否定の泥沼こそ、分離の物語が行き着いた場所だ。「進歩」と「発展」によって、地域、コミュニティ、自
然生態系といった制約から一つずつ人間が解き放たれ、〝自由〟になって飛び立っていくという物語の結末----言い換えれ
ば、「人間」ということばの「間」を取り除いていったことの結果だ。その果てに、人類はいよいよ存亡の危機に立たされ
ている。
　世界各地でベストセラーとなっている「ヒューマンカインド----希望の人類史」が教える通り、人間存在の本質を「愛」
「親切」「友情」「助け合い」「信頼」といった関係性に見出す新しい時代の性善説が、今、生物学や人類学をはじめとし
たさまざまな分野で勃興している。「あいだ」という非西洋近代的な概念の井戸から汲み出される思想が、「分離からつな
がりへ」の転換という人類史的な事業に寄与する可能性をぼくは信じ始めている。」

「ぼくはこれからは「自由」ということばを二通りに定義する必要があると思っています。一つ目はこれまで見てきたよう
な、「あいだ」からの自由、「反・あいだ」としての自由です。それに対して、二番目の自由は、「あいだ」への自由。
（…）
　これまで世界を席巻してきた一番目の自由は、自然生態系との関係、故郷との関係、コミュニティとの関係といったさま
ざまな「間柄」を断ち切って、そこから自由になることを目指してきた。つまり。「あいだ」を壊す自由です。それに対し
て、「あいだ」をつくり、育み、更新し、豊かにしていく二番目の自由があって、それがこれからの世界でとても大切な役
割を果たすことになる、と考えたいんです。前者をファスト的な自由、後者をスローな自由、とも言えそうです。
　とはいえ、「あいだ」からの自由を全面否定することはもちろんできない。やっぱり、どうしたって、困った関係性や断
ち切るべき間柄はあるわけですから。そこでも問題なのは、「あいだ」からの自由と「あいだへの自由の、一方が個人主義
的な自立」で、他方が前近代的で集団主義的な「依存」だとする二律背反の考え方だと思う。そもそも純粋の「自立」なん
てあり得ないわけで、一つの関係から自由になるときには、必ず別の関係へと歩み出ているわけなんですよね。「自立か、
依存か」という二元論じゃなくて、自立と依存とが絡み合った、さまざまな関係性の織物の中に生きている、という認識が
基本でしょう。その基本さえなくなっているなら、まずそれを取り戻すことから、ですね。

　中島岳志さんは、リベラリズムが、もともとカトリックとプロテスタントの悲惨な宗教戦争の末に生まれた宗教的寛容の
原理から生まれたと言います。戦争「からの自由」は、同時に寛容「への自由」だったわけです。中島さんがよく依拠する
エドマンド・バークも、制約や節度のないところに自由はない、と言っていた。先ほどのデニーンによれば、これまで支配
的だった自由主義の自由は、本質的に「反・文化」なんです。文化とはさまざまな関係性で織りあげられた織物のようなも
のですから、その関係性を断ち切る自由というのは、反・文化にならざるを得ない。デニーンも保守思想家ですが、「反・
自由」ではないんです。彼の本の最後の一説で、自由主義の後の「より深い自由」を創造し、打ち立てるべきことを彼は訴
えている。それが人間にふさわしいほんとうの自由を証し立てることになる、と。その自由は、新しい文化と経済を創るた
めの実践の中から生まれる。そして、その経済と文化の軸になるのは、家庭の手仕事と市民の公共生活だ、と。
　ぼくも、「あいだ」への自由への動きが、今後、一種の文化運動になっていくんじゃないかと思っています．断ち切られ
てきた関係性を再発見したり、再生したり、つくり直したりして、共生の文化を創造する。ぼくは活動家として、この文化
運動がエコロジー運動と一体のものとして展開される必要がある、と思っています。」



☆mediopos-2413　　2021.6.25

■ミヒャエル・エンデ（井上ひさし・安野光雅・河合隼雄）
　『三つの鏡／ミヒャエル・エンデとの対話』
　（朝日新聞社　1989.11)）

引用したエンデと河合隼雄の対話は
１９８９年に行われている

対話のなかでエンデは
「これから二十年、三十年、四十年先に」
という危惧を表明しているが

すでに対話から３０年以上が経ち
ここで示唆されている
「自然科学が犯している大きな間違い」が
原子力の問題につづき
今度は生物学的な医療の問題として
いまわたしたちに
「この上なく過酷な教訓」として
投げかけられている

それはmediopos-2411（2021.6.23）でふれたように
「自分で学ぶ」こと「自分で癒やす」ことを
スポイルし続けている結果でもある

そこには対話のなかでもあるように
「自己自身を例外にして外におく」という
「認識論にかかわる問題」が根幹にある

専門家の世界が
「全人的な人間形成をする場ではなく、
単にある分野で有用な人を養成する場」
となってしまったことで
その専門家の権威に従うことが常識化され
しかもその生みだした「結果」に対して
だれも責任を負わない結果を導いてしまう

「自然は問いを受けたと同じやり方で答えを返す」
とゲーテが示唆していたように
現在のコロナ禍が起こしていくであろう「結果」も
専門家は「自分が用いている学問方法自体が
最初から明らかに暴力的であって、それは必ず
暴力的な結果を生み出すということを」自覚しないまま
「そんなはずじゃなかったという顔」をするばかりだろう

「古代の言語はすべて真言」だったとエンデは語っているが
現代の言葉は「奇妙なまでに抽象的で空疎な言葉」となり
そこに言霊は宿らなくなってきている
どんな嘘ももっともらしい言葉でさえ語ることができる
昨今は政治がその先導役とさえなっているが
自分（の真実）を忘れて恥じない言葉は
いったいどこへ向かおうとしているというのだろう



■ミヒャエル・エンデ（井上ひさし・安野光雅・河合隼雄）
　『三つの鏡／ミヒャエル・エンデとの対話』
　（朝日新聞社　1989.11)）

（ミヒャエル・エンデ＋河合隼雄「「普遍的な父」との闘い」より）

「エンデ／自然科学が犯している大きな間違いは、学者が、いま学説を立てている瞬間瞬間の自分自身を忘れ
てしまうことです。自分を忘れるということは、時にはすばらしいことです。しかし、認識論にかかわる問題
では、それは度しがたい間違いになります。二十世紀は学問という名の権威に盲従する世紀になってしまい、
新聞などに「学問が今日示すところでは……」という決まり文句が出てくるとみんなひざまずいて、「ああな
るほど、学問の結果だ」と従います。その学問たるや、何でしょう？　私がいつも目にするのは、大体がまず、
一つの分野で少なくとも十ぐらいの学派がお互いに争っている実情です。これだけでも盲従する理由はないの
に、加えてこの認識論上の問題があるわけです。つまり学説を提供する学者自身、人間であって客体ではな
い。学者自体が客体だとしたら、世界の進歩もなくなるわけですからね。
　私が尊敬する学者は、自己自身を例外にして外におくのでなく、自己認識をなしつつ学説を立てる学者で
す。たとえば、「物理学は自然の一部だ。その一部を、あたかも独立したものであるかのように研究する」と
いう物理学者います。その人を私は尊敬しています。二十一世紀に向かう学問は、決定的に変わって行かなけ
ればならないと思います。
河合／私は大賛成です。私は自分自身では、さっき言われた科学、ヴィッセンシャフトをしていない数少ない
学者の一人だと思っているんですが。（笑）今までの西洋のヴィッセンシャフトというのは自分を除外して
やってきた。ところが今度、自分も入れたヴィッセンシャフトというのはやっぱり可能だと思います。しか
し、それは大学で育つでしょうか。
エンデ／非常に難しいでしょうね。
（…）
今日の学校制度、特に大学制度は、学生が自分のやっている学問についての考えを巡らすことを許しません。
化学専攻の学生は化学的に考えることを学び、物理学専攻の学生は物理学的に考えなければなりません。彼ら
は、自分の化学とか物理学という学問自体について考えてはならないのです。つまり、今日の学校というの
は、全人的な人間形成をする場ではなく、単にある分野で有用な人を養成する場になってしまいました。
河合／だから、たとえば化学とか物理学自体について考えようとする学生は成績が悪くなるんです。その人た
ちは時には神経症という名前さえ貰います。その人たちが私のところへ相談に来るわけですが、私はその人が
ノイローゼであるとは思わなくて、この人たちは社会の病を引き受けて来た人だというふうに考えます。
エンデ／同感です。狂ってしまった世界では、狂った反応をする人のほうが、いわゆる正しい反応をする人よ
り多くなりますよ。
（…）
　この自然科学の問題に関して、みんながまだ十分気づいていないと思われることを申し上げます。自分の用
いている学問方法がどれほど暴力的であるかに気づいている学者が少ない。自分の研究成果がもとになって原
爆のようなものができたと聞いたとき、彼ら自身びっくりして、そんなはずじゃなかったという顔をします。
そのときになって「えっ？」と驚くなんて、恐ろしくナイーヴだと私は思います。自分が用いている学問方法
自体が最初から明らかに暴力的であって、それは必ず暴力的な結果を生み出すということを自覚すべきだった
のです。ゲーテが言っています。「自然は問いを受けたと同じやり方で答えを返す」。自然に対して畏敬の念
をもって問いを発したなら、やはり畏敬と尊敬から生まれる答えを自然は返してきます。けれども、私が自然
界に歩み寄って、まるで金庫の鍵をグッと開けるようなやり方で対したなら、結果として犯罪的な答えが返っ
てきます。それに加えて、およそ自然科学者たちは、自分の研究に一体だれがどれだけのお金を注いでいるか
すらも、問わないのが普通です。もし学者、特に自然科学者たちが、自分の研究がどういうふうに、だれのお
金で賄われているか、知っていれば、最終的には研究結果が軍隊や企業に使われると聞いて驚く必要はないの
です。そのことを考えるだけでも、人類がこれから二十年、三十年、四十年先に生き延びるためには、実に多
くのことがいま変えられなければなりません。私たちが本当に自発的で自由な洞察をしてこの変革を行わない
と、悲劇的な結果がやってきます。それはこの上なく過酷な教訓になるでしょう。」

「エンデ／最初の私に日本旅行で思い出すことがあります。ある公園で大きな木に注連縄が巻いてありまし
た。「こういう注連縄をどうして木がつけているのか」と案内の人に尋ねますと、「この木が神だからです」。
善意あるヨーロッパ人としての私は「なるほど、この木の中に神がすんでいるのか？」と。（笑）すると「い
いえ、木自身が神なのです」。ヨーロッパ人が自動的にしてしまうこの反応が、アジアにはないことに、その
とき初めて気がつきました。私たちはいつも分けてしまう。彼岸と此岸というのも分けてしまう。それがアジ
アにはない。
　意味なきファクトの上にのっかる世界像のことを私はマテリアリズムと名付けています。ヨーロッパでも中
世にはすべてが意味を持っていて。食べ物の一つ一つにも、日常の仕事の一つ一つにも、全部意味がありまし
た。その意味の関連を壊してしまったときに、ヨーロッパでも問題が始まりました。事実というものがみんな
意味を失ってしまう方向に、二十世紀まで進んできたわけです。ヨーロッパの典型的なニヒリズム、つまり
すっかり空虚さを感じる地点にまで至ってしまいました。そういうことからヨーロッパとアジアは相互に補完
しあう世界だと思います。
　日本の仏教にも「真言」という言葉があるようですが、もとはと言えば古代の言語はすべて真言でした。ギ
リシア語にしてもヘブライ語にしても、古高ドイツ語にしても、音そのものがすでに意味の世界そのものと結
びついていました。十八世紀でもまだ、ゲーテやヘルダーリンの言葉は少なくとも心とそのまま直結してい
た。ところがその後、奇妙なまでに抽象的で空疎な言葉になりました。抽象概念を使って哲学するには役立つ
が、生のリアリティーを表現することのできない言葉になった。（…）
河合／さっきの「木の中の神」でおもしろかったのは、ヨーロッパの人は木の中の神をファンタジーとして書
けるんです。日本人は木がそのまま神でしょう。木を書いているのか、神を書いているのか、分からなくなる
んです。
エンデ／だからアジアにはヨーロッパの神学に似たものはないわけです。あの恐ろしいほどの神学大系と同類
のものは、仏教にないし、まして神道の場合にはありえないわけです。
河合／神道は本来的には教理なんかないんです。

エンデ／理由は、感覚世界と超感覚世界との切り離しがアジアにはないからです。二つの世界が相互に浸透し
あっている。いわゆるはっきり五感で知覚できる世界と、知覚できない世界というものを、そんなにはっきり
分けて考えなくても、混じり合っています。ヨーロッパの場合は、。その切り離しの前提があるために、詩人
は二つを一つにしようとする試みを続けます。ヨーロッパの芸術のそもそもの努力目標は、いつも知覚できる
事実と意味の世界とを一つにしようとする試みです。
（…）
　要するに、ヨーロッパ人たちは、宗教の真理と自然科学の真理という二つの真理を持つことになって、それ
が一つの屋根の下に納まらない状況下に生きています。この二分極性の典型的な例がルターです。彼はこの問
題をしっかり見ていて、一方には啓示の真理があって。それは理解するのではなく、信じるしかない。他方に
は、いわゆる合理的で理解できる真理があるが、こっちを神の啓示の真理と混同してはならない、と言ってい
ます。以来、ヨーロッパはその相克を引きずりつづけています。」
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■八木健治『羊皮紙のすべて』（青土社 2021.2）

文字がつくられ
それが記されてゆく

はじめは石や粘土板に
やがてパピルスや竹に
そして「羊皮紙」という
動物の皮を使ったものへ

それもまた中国で発明され
イスラム圏へと伝わり
ヨーロッパ圏へと広がっていく「紙」へ

そして現代ではさらに
電子データの世界が加わってきている
いまこうして記している文字も
まさに電子データのかたちをとっているように

羊皮紙といえば
ヨーロッパ中世の聖書のイメージがあるが

現存する最古のものは
紀元前二三〇〇年～紀元前二〇〇〇年頃
古代エジプトで使われていた皮革製の巻物だそうだ

紀元前一世紀のローマでは
まだパピルス紙の巻物が主流で
羊皮紙は主にその巻物カバーとして使われていたが
やがて巻物から冊子本の形態へ移行していくなかで
ローマ帝国がキリスト教を国教とした三世紀から
キリスト教関連の書物が羊皮紙に書かれていった

さらに一三世紀パリで
極薄羊皮紙が開発されたことを機に
「情報革命」ともいえる出来事があり
数冊に分冊されなければならなかった聖書が
一冊になりしかも持ち運べるようになったという

さらに一五世紀後半には
グーテンベルクが活版印刷機を発明し
羊皮紙の時代は急速に紙の時代へと転換していく

紙は中国で発明されていたが
七五一年イスラム軍と唐軍の戦闘により
捕虜となった唐軍の製紙職人から
製紙法がイスラム世界へと伝わり
七九三年バグダッドに製紙場が作られた

それからヨーロッパへ伝わるのは
ずっと後の一一世紀のこと
北方のオランダやドイツに製紙場ができたのは
さらに後の一四世紀になってからのこと
グーテンベルクの印刷革命がそれに加わり
羊皮紙の時代は急速に終わりを告げていく

本書は日本ではファンタジーの世界のアイテムとして以外
なじみの薄い羊皮紙について
総合的に紹介している興味深いものだ

以下に引用しているのは主に冒頭部分の
「１章　羊皮紙とは」「２章　羊皮紙の歴史」からのものだが
そのほかにも「羊皮紙の作り方」「羊皮紙職人」「 羊皮紙の特徴」
また 実践編として「羊皮紙を使ってみよう/ 書く・消す・接着する/ 
絵を描く/ 印刷する/ その他の工芸（装丁、染色、立体）」などをはじめ
「１５章　羊皮紙の科学分析」まであり
さらには羊皮紙という素材を新素材として
活用していく視点までが示唆されている

羊皮紙にとってかわった紙という素材は
いまのところまだ現役であることに変わりはないが
こうして書いている（というよりも入力している）のが
電子データであるように
この電子データというかたちもまた
さらには文字を記すということそのものも
やがてべつの姿へと変わっていくことになるのだろう

文字をつくり
それを記す
それは人の意識を外化し表現する
ひとつの方法にすぎないだろうが

考えてみれば
長い歴史のなかでは
それもたかだか数千年のことにすぎない
その短い歴史のなかで
ひとは文字を使って何をしようとしてきたのか
そしてこれからも何をしようとしていくのか

やがてひとは
こうした文字をめぐる物語を
語り伝える時代を迎えるのかもしれない
どのように語り伝えるのかいまはまだ知れないが



■八木健治『羊皮紙のすべて』（青土社 2021.2）

「羊皮紙は、古代からルネサンスまでヨーロッパでは通常使用される「紙」であった。現代も芸術分野などで使用され続け
ている素材ではあるが、日本語で書かれた情報は大幅に限られている。
　筆者は、二〇〇六年から羊皮紙づくりをはじめ、羊皮紙をさまざまな人に販売したり、羊皮紙の作品制作を手掛けたりし
てきた。また、中世写本をはじめ一〇〇点を超える羊皮紙史料を所有しており、その観察や分析などを基にして羊皮紙とい
う素材を多角的に紹介しようと思う。」

「羊皮紙というものの大まかな定義を紹介しよう。」
「辞書により書き方や範囲は異なるが、まとめると次のようになる。
「ひつじやヤギなどを加工して文字が書けるようにしたもので、古代から中世の終わりまで使われていた。」
　簡単にいうと、羊皮紙とは「動物の皮を文字が書けるように加工したもの」となる。」

「羊皮紙もレザーも、動物の皮を素材としている。」
「使用する原料は羊皮紙もレザーも同じなのだが（…）、羊皮紙は硬く張りがあり、水に濡らすと生皮に戻る。一方、レ
ザーは柔らかく弾力があり、水に濡れてもある程度そのままの常態を保つ。
　羊皮紙は脱毛した皮を伸ばして削り、乾燥させただけで、化学的な加工は行われていない。レザーは皮を脱毛後、タンニ
ンなどの酸性の液体に浸けてコラーゲン線維の分子構造を固定したものだ。したがって、水に濡れても逆戻りはしない。」
「時代と地域によっては、羊皮紙の制作過程で表面に耐久性を持たせるためなどの目的で、タンニン溶液を塗布して表面の
みをレザー化させているケースもある。死海文書がその代表的な例だ。表面はレザーに見えても、中身はなめし処理が行わ
れていないため「羊皮紙」に分類されている。」

「羊皮紙は、「ひつじの皮で作ったシート」ではなく、「動物の皮から作ったシート」と定義される。「羊」と言いながら
も、使われている動物はひつじだけではないのだ。」

「羊皮紙に先立つ古代の書写材としては、粘土板やパピルスが知られている。
　書写材として動物の皮が使われたのはかなり古い時代まで遡れる。現存する最古のものとして、紀元前二三〇〇年～紀元
前二〇〇〇年頃に古代エジプトで使われていた皮革製の巻物がエジプトのカイロ博物館に所蔵されている。内容は宗教的な
もので、長さは二・五メートルにもおよぶ。古代エジプトでは、一般的な書物にはパピルス紙が使われたが、このような宗
教書や法律書のように何度も参照されるような、耐久性が必要な文書には皮革が使用されたという。」
「中でも、最もはっきりとして記述で「羊皮紙の起源」として現在認識されているのが、古代ペルガモン王国起源説であ
る。」
「プリニウス説ではペルガモンで「発明」されたとしているが、紀元前五世紀のヘロドトスの記録を考慮に入れるとより大
きな流れがつかめるパピルス紙と併用されていたいわば「二次的な」書写材であった皮革を、禁輸されたパピルス紙の代用
とする中で、さらに書き易くなるようにペルガモンで品質改良していったのであろう。この改良があまりにも画期的で、新
ジャンルと呼べるほど品質が飛躍的に向上したのであれば、「発明」と呼んでも言い過ぎではないかもしれない。しかし、
詳しい歴史的事実はわかっていない。
　ペルガモン王国はのちに古代ローマに吸収され、当時の世界の中心であったローマに羊皮紙を輸出するようになった。当
時パピルスを主に使用していたローマ人は、その新しい「紙」のことをCarta Pergamena（カルタ・ペルガメーナ）、つま
り「ペルガモンの紙」と呼ぶようになった。これが（…）英語で「羊皮紙」を表す「パーチメント」という言葉になったの
だ。」

「紀元前一世紀のローマでは、パピルス紙の巻物が主流であり、羊皮紙は主に巻物カバーとして用いられていた。」
「ペルガモン以外では、現イスラエルにある死海のほとりでも羊皮紙づくりが行われていた。イスラエル博物館に所蔵され
ている「死海文書」は、当時の羊皮紙の状態を知ることができる大変貴重な史料である。」

「巻物が主流だった古代世界において大きな転換点は、冊子形態への移行である。古代ローマではパピルスの巻物の他に、
下書き用として蝋板（ワックス・タブレットともいう）というものが使われていた。（…）
　この蝋板の形態が、まさに冊子の基となる。この形態をパピルス紙や羊皮紙に応用し、ルーズリーフのような簡易製本が
行われた。さらに進化して、数枚重ねてから中央で折り曲げ、折り目を糸で縫い付ける形態となった。」
「羊皮紙冊子本は、ローマ帝国がキリスト教を国教とした三世紀から破竹の勢いで広まった。聖所や教父伝、注解書など、
キリスト教関連の書物が次々に書かれていったのだ。四世紀から五世紀にかけて、シナイ写本やアレクサンドリア写本、
ヴァチカン写本などといったギリシア語聖書群が作られた。また、四世紀に、地中海沿岸のカイサリアでは、パピルス紙に
書かれた書物を羊皮紙に書き写して保存するというメディア移行が行われた。」

「古代世界で生まれ、パピルス紙に代わる書写材として不動の地位を築いた羊皮紙は、キリスト教に広まりとともに普及し
ていった。
　ただし、ローマ帝国内の成人識字率は一〇パーセントいくかどうかのレベルであり、書物を「読める」人はごく少数だっ
た。」

「一三世紀パリにおいて、「情報革命」ともいえる出来事があった。
　当時の書物に使われていた羊皮紙は、平均的に厚さ〇・二～〇・三ミリほど。つまり、コピー用紙（または一〇〇〇円札）
二～三枚程度の厚さであった。この厚さの羊皮紙で聖書を作るとなると、数冊に分冊しないと驚異的な厚さおよび重さに
なってしまう。
　そんな中、なんと〇・〇四ミリクラスの極薄羊皮紙が開発され、瞬く間に流通したのだ。それまで数冊に分冊されなけれ
ばならなかった聖書が、たった一冊に、しかも持ち運べるようになった。
　この出来事は、巨大スーパーコンピューターが極薄半導体開発によるスマートフォンとなり、誰でも情報が持ち運べるよ
うになったのと匹敵する「大革命」といえるのではないだろうか。持ち運べる小型聖書は、ドメニコ会やフランシスコ会な
ど、移動しながら福音を宣べ伝える托鉢修道会の修道士たちや、大学で神学を学ぶ学生などに重宝された。極薄型羊皮紙に
よる情報のモバイル化である。」
「中世末期の一五世紀、数え切れないほどの時祷書が作られ流行した。時祷書は「中世のベストセラー」と呼ばれている。
同時に、このような書物の大量生産と流通により、生産の効率化も進められていく。その最たるものが、手で書くことを一
切排除した画期的な技術、「活版印刷」である。」
「一四五五年頃、ドイツ・マインツの金細工紙ヨハネス・グーテンベルクが、金属活字と油性インク、活版印刷機を開発し
た。それまで一文字ひと文字手書きだった書物は、版さえできればあとは何冊でも大量生産できるようになったのだ。グー
テンベルクは、四二行聖書を紙とともに羊皮紙（仔牛皮）にも印刷した。しかし、羊皮紙は手漉き紙と比べインクを吸収せ
ずに乾燥が遅い。印刷自体も羊皮紙に安定して行うことは難しく、ほとんどの場合、羊皮紙に印刷されるのは部数の少ない
限定版のみであった。
　古代から中世まで出版活動を支えていた中心的な素材、羊皮紙は、このように出版需要の高まりと技術発展により、メイ
ンステージから退くこととなった。」

「イスラム教成立前の中東にも羊皮紙は存在していた。」
「七五一年、イスラム軍と唐軍が現ウズベキスタンのタラス河畔で戦いを繰り広げた。イスラム軍の捕虜となった唐軍の一
人に製紙職人がいたという。その捕虜から中国の製紙法がイスラム世界に伝わり、バグダッドに製紙場が作られた。七九三
年のことである。
　バグダッドに首都を置いていたアッバース朝において、羊皮紙だった公文書がいち早く紙へ切り替えられた。削って修正
できる羊皮紙に替えて紙を採用することで、公文書偽造の問題に対する解決を図ったのだ。この案を当時のカリフ、ハール
ン・アッラシードに提言したのは、宰相ジャアファル・アル・バルマキーであったと言われている。二人とも『千夜一夜物
語』で有名な人物だ。
　イスラム圏における羊皮紙の使用は、バグダッドをはじめとする東側の地域では早々に廃止されて紙への移行が行われ
た。一方、西側のマグレブ（モロッコ）やアンダルシア（スペイン南部）では、一三世紀頃まで羊皮紙が用いられてい
た。」

「現在、世界で最も羊皮紙が販売・使用されているところは、イスラエルである。エルサレム旧市街を歩くと、羊皮紙製の
ユダヤ教用品が多く販売されている。また、羊皮紙自体を販売している専門店も多い。
　その理由は、ユダヤ教において「聖典類は羊皮紙に書くべし」という規定があるからだ。「聖典類」とざっくり書いたが、
これは「トーラー」と呼ばれる旧約聖書モーセ五書、家のお守りである「メズザー」、そして額と腕に装着する「テフィリ
ン」という小箱に入っている小さな巻物のことである。」
「ユダヤ教には神秘主義思想なるものがあり、ヘブライ語で「カバラ」と呼ばれる。カバラ思想においては、さまざまな護
符（お守り）が羊皮紙で作られる。」
「羊皮紙で護符を作る習慣は、カバラを取り込んだ西洋魔術思想にも引き継がれた。」

「ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教を包含するインド文化圏における羊皮紙の使用についてはほとんど知られていない。こ
れは、古代インドの倫理観「アヒンサー」、つまり不殺生の規範により、動物の皮を書物に利用することが避けられている
ためである。また、動物の皮という「不浄な」ものは、高度な思考を筆者するには値しないという考えもあったようだ。」

「八世紀にイスラム世界へ伝わった紙は、ゆっくりと普及した。ヨーロッパに製紙法が伝わったのは、一一世紀のことであ
る。
スペインのハティバにおいて製紙場が一〇五六年に存在したという記録が残っている。フランスには一一九〇年、イタリア
ンのファブリアーノには一二七六年の時点で製紙場があったという。北方のオランダやドイツに製紙場ができたのは一四世
紀であった。」

「人々は、「羊皮紙」という素材に対して、さまざまな印象を持ってきた。古代においては画期的な新素材。中世において
は日用品。近世においては過去の遺物。そして現代においては知らない世界の憧れを引き出すもの。その憧れが「ファンタ
ジー」や「冒険」の世界観と合致し、映画やゲームのアイテムとして羊皮紙は広く使われている。
　ファンタジーは架空の世界。しかし現実世界でも「魔法」が実践されている。羊皮紙は古くから魔術の護符として活用さ
れてきた。聖なる言葉を支えるために相応しい素材として、羊皮紙は珍重されてきたのである。」
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わたしはなぜそうするのか
またなぜそうしないのか

「悪の凡庸さ」が示唆するのは
自分で考え判断するという
あたりまえであるはずのことを避け
他律的であることで起こりうる惨事だろう

mediopos-2411（2021.6.23）で
とくに学校・病院・交通において
わたしたち一人ひとりにあるはずの自律的な力を
専門家による制度的な他律によって
スポイルしてしまうがゆえに起こり得る
いやすでにその惨状が露呈されている
現代の状況について書いてみたが

他律的な態度で
代わって考えてもらい
代わって癒やしてもらうことを
多くの人は「悪」とはみなさない
むしろ管理社会が空気となっている社会では
「従順」さをもった「善」であるとみなされる
そこで「悪」とみなされるのは
むしろ「従順」でない者
じぶんで考え
じぶんで癒やそうとする者である

スーフィーの話に
人を狂わせる水の話がある

その水を飲んでほとんどの人は
狂ってしまうのだが
それを拒んだ男がいて
その男は狂人とみなされてしまう
それに耐えられずその男もまたその水を飲み
人々はその男を
「狂気から奇跡的に回復した男」と呼んだ

■ハンナ・アレント（ジェローム・コーン＝編　中山元訳）
　『責任と判断』（ちくま学芸文庫 2016.8）

「悪の凡庸さ」を
人を狂わせる水としてとらえることもできる
山本七平の論じた「空気」にも
そこに「人を狂わせる」ものが混入すれば
同様なことは容易に起こるだろう

ハンナ･アレントのいう「責任と判断」でいえば
むしろそれは「悪の凡庸さ」への「服従」ではなく
「支持」としてとらえたほうがいいかもしれない
「服従」や「従順」という言葉は
アイヒマンのような
「組織の命令にしたがっただけだ」という
他律的な「責任と判断」の意味しか生みはしない
それを「支持」としてとらえたとき
はじめてそこに明かな「責任」が生まれ得る

注意が必要なのは
「悪」なるものを批判する者に関しても
その行為が自律的なものであるとは限らないことだ
批判もその多くは他律的なものにすぎない
自分への批判をも前提としないがぎり
それは他律的なものでしかないのだ
結局のところそれは
「ひとを呪わば穴二つ」になるだけのこと



■ハンナ・アレント（ジェローム・コーン＝編　中山元訳）
　『責任と判断』（ちくま学芸文庫 2016.8）

（中山元「文庫の訳者あとがき」より）

「この訳書『責任と判断』の中心を占める「道徳哲学のいくつかの問題」という長文の講義録は、まさにこの
問題（「悪の凡庸さ」）を軸にして展開される（･･･）。この講義では、ごくふつうのドイツ人が犯罪的なナ
チスの体制をどうして支持するようになったのか、そして多くの人が、ほとんど想像の域をこえた極悪非道の
人道への犯罪に手を染めながら、どうして自分は組織の命令にしたがっただけだと言い逃れようとしたのかと
いう重要な、そしてわたしたち日本人にとっても無関心ではありえない問題に焦点をあてている。
　アレントは、これらの人々がいかにして自己の道徳的な規範を喪失し、あるいは他者の道徳規範にすり替え
てみずから道徳的な判断を行うことを停止していたかを、詳細に検討する。そしてこうした犯罪に手を染める
ことを避けることはできたのは、「そのようなことはできません」と、自分の信念から組織の命令を拒んだ人々
だけだったことを確認したのである。
　アレントの語る「悪の凡庸さ」という言葉は。ナチスの犯した悪の巨大さを否定しようとするものではな
く、ふつうの人々が自分で考え、自分で道徳的な判断を下すというあたりまえのことをすることを回避したこ
とによって、そのような巨大な犯罪が犯されたことを告発する言葉である。わたしたちもまた、自分で考える
責任を回避した瞬間から、こうした凡庸な悪に手を染めるかもしれないのである。」

（ハンナ・アレント「独裁体制のもとでの個人の責任」より）

「ここで二つの問いを提起したいと思います。最初の問いは、一生を通じて、ナチス体制に協力せず、公的な
生活に関与することを拒んだ数少ない人々は、どのような形で他の人々と違っていたのかというものです（も
ちろんこうした人々は叛乱に加わることはせず、叛乱を起こすこともなかったのですが）。もう一つの問い
は、いずれかの次元で、いずれかの方法で、こうした悪に寄与した人々は、決して怪物のような存在ではない
としたら、これらの人々がこのようにふるまったのはどうしてなのかというものです。ナチス体制のもとで犯
罪を犯した人々は、体制が倒壊し、「新しい秩序」と新しい価値が崩壊したのちに、法的な根拠ではなく、ど
のような道徳的な根拠から、自分たちの行動を正当化したのでしょうか。
　最初の問いに対する答えはかなり簡単なものです。公的な生活に関与しなかった人々は、大多数の人々から
は無責任と非難されたのですが、あえて自分の頭で判断しようよした唯一の人々だったのです。そして自分で
判断することができたのは、より善い価値の体系を確立していたからでも、心と両親のうちに昔ながらの善悪
の基準がまだしっかりと根をはっていたからでもありません。わたしたちのあらゆる経験が教えているのは、
ナチス体制の初期の知的かつ道徳的な大変動に影響を受けず、それでいて最初にこれに屈したのが、尊敬すべ
き社会の人々にほかならなかったということです。これらの人々は、ある価値の体系を別の価値の体系に置き
換えたにすぎないのです。
　ですから逆に、公的な生活に関与しなかった人々は、良心をこのようにいわば自動的な形で機能させなかっ
た人々だと言えるのです。良心が自動的に機能する場合には、あたかもわたしたちの心のうちに、すでに習得
した規則や内的な規則がそなわっていて、特定の事例が発生すると、この規則を適用するだけでよいのです。
その場合にはすべての新しい経験や状況は、あらかじめ判断されていて、習得していたか、あらかじめ所有し
ていた規則に従って行動するだけでよいわけです。
　しかし良心が自動的に機能しない人々は、もっとも別な基準にしたがっていたようです。こうした人々は、
特定の行為を実行したあとでも、自分と仲違いせずに生きてゆける限度はどこにあるかと問うのです。そして
これらの人々は、公的な生活にはまったく関与しないことを決めたのですが、それはこのことで世界がより善
くなるからというのではなく、そうしなければ、自分と仲違いせずに生きてゆくことができないことを見極め
たからです。ですから公的な生活に参加することを強制された場合には、これらの人々は死を選びました。残
酷な言い方ですが、こうした人々が殺人に手を染めることを拒んだのは、「汝殺すなかれ」という古い掟をしっ
かりと守ったからではなく、殺人者である自分とともに生きていることができないと考えたからなのです。」

「独裁体制のもとで公共生活に参加しなかった人々は、服従という名のもとにこうした支援が求められる「責
任」ある場に登場しないことで、その独裁体制を支持することを拒んだのです。十分な数の人々が「無責任
に」行動して、支持を拒んだならば、積極的な抵抗や叛乱なしでも、こうした統治形態にどのようなことが起
こりうるかを、一瞬でも想像してみれば、この＜武器＞がどれほど効果的であるのか、お分かりいただけるは
ずです。二〇世紀に発見されたのは、こうした非暴力行動と抵抗のさまざまな形式のひとつなのです（たとえ
ば市民的な不服従のもつ力をお考えください）。
　それでもわたしたちがこうした新しい種類の戦争犯罪人、すなわち自発的にはいかなる犯罪にも手を染めな
かった人々にも、やはりみずから行ったことにたいして責任を問うことができるのは、政治的な問題と道徳的
な問題に関しては、服従などというものは存在しないからです。奴隷でない成人において、服従という概念が
適用できる唯一の圏域は、宗教的な圏域であり、宗教の場では人々は神の言葉と命令に服従すると語ります。
というのは、神と人間の関係は、大人と子供の関係で考えるのがもっとも正しいからです。
　ですから、公的な生活に参加し、命令に服従した人々に提起すべき問いは、「なぜ服従したのか」ではなく、
「なぜ支持したのか」という問いです。たんなる「言葉」が、ロゴスをもつ動物である人間の心にどれほど強
く、奇妙な影響を与えるかをご存じであれば、服従から支持へと言葉を変えることは、意味論的に無意味では
ありません。この「服従」という悪質な言葉をわたしたちの道徳的および政治的な思想の語彙からとりのぞい
てしまえば、どれほど事態がすっきりとするでしょう。この問題を考え抜いてみれば、わたしたちはふたたび
ある種の自信と、ときには誇りをもてるようになるでしょう。かつては、人間の尊厳と名誉と呼ばれていたも
のをです----おそらく人類の尊厳と名誉ではなく、人間であるという地位に固有の尊厳と名誉を。」
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■福岡伸一『生命海流 GALAPAGOS』
　（朝日出版社　2021/6)）

福岡伸一は
かつてダーウィンが探検したビーグル号と
同じ経路をたどってガラパゴス島を見たいと思った

進化論はガラパゴスでの探検によって得たものを
「ロゴス」化して論じられたが
進化論としてロゴス化される前
ガラパゴスでダーウィンがまず目にした
「ピュシス」にふれたいと願ったのだ

そしてあの『生物の世界』の今西錦司が
そのようにガラパゴスのピュシスにふれていたら
何を思ったのかという思考実験も提案してみたいと

「自然」は不思議だ
ひとは「自然」に憧れそれを求めもするが
それがいったい何なのか
ほんとうのところはわからないままだ

ひとはなんらかのかたちで
すでに「自然」をロゴス化したかたちで
理解してしまっている
「進化論」もそのひとつだ

ロゴス化される前の
ピュシスにふれることは
ほんとうのところできないことなのだろうが
それでもそれに少しでも近づくことで
「ダーウィンを超えて」
あらたな視点を得ることを試みたのが
この『生命海流 GALAPAGOS』という
ガラパゴス航海記なのだろう

福岡伸一はこのガラパゴスの旅で
「この地の生物が、ただ本能にしたがって行動している
という以上のものがあることを強く印象づけられた」という
「「目的論」的に生物の振る舞いを説明するのが」
いやになってきたともいう

「人間を恐れないだけではな」く
「人間に興味を持っている」ガラパゴスの生物たちには
「「余裕」があり「遊び」を知っている」
それを可能にしたのがガラパゴスの環境ではないかと

そうして
「生命は本質的には自由なのだ」
「すべて主体的な余裕に基づく行動な」であり
「そこには生存や生殖のための目的はなく、
ただ好奇心や興味や遊びがあるだけだ」と思い至る

ふりかえって考えてみる
わたしたち人間は生命として自由なのだろうか
「主体的な余裕に基づく行動」はとれているのだろうか
「生存や生殖のための目的」に汲々とすることなく
「だ好奇心や興味や遊び」とともに生きているだろうかと

人間はロゴスを離れては
生きていくことのできない存在だ
それが自我を得たということでもある
それでもわたしたち人間は
ほんらいの「自然」とともに生きられたらと願いもする

福岡伸一の「ナチュラリスト宣言」は
矛盾しながらも生きているそうした人間が
その矛盾のなかで「動的平衡」を得られるようにという
励ましの言葉でもあるのだろう



■福岡伸一『生命海流 GALAPAGOS』
　（朝日出版社　2021/6)）

「ナチュラリスト宣言

　調べる。行ってみる。確かめる。また調べる。
　可能性を考える。実験してみる。
　失われてしまったものに思いを馳せる。
　耳をすませる。目を凝らす。風に吹かれる。
　そのひとつひとつが、君に世界の記述のしかたを教える。
　私はたまたま虫好きが嵩じてて、こうして生物学者になったけれど、
　今、君が好きなことがそのまま職業に通じる必要は全くないんだ。
　大切なのは、何かひとつ好きなことがあること、
　そしてその好きなことがずっと好きであり続けられること。
　その旅路は驚くほど豊かで、君を一瞬たりともあきあさせることがない。
　それは静かに君を励ましつづける。
　最後の最後まで励ましつづける。

　これは、私が作った、自然を愛する者への言葉。いわばナチュラリスト宣言である。カミキリムシや蝶を求
めて野山をさまよい、結局、何も採れずに帰った少年時代の日々の体験がもとになっている。でも翻って考え
ると、この感覚は研究者になったあとも同じである。試すこと、待つこと。そして諦めること。すべてはこれ
の繰り返しだった。」

「ガラパゴスに行きたい。これはナチュラリストとしての長年の夢だった。プロの研究者も、アマチュアバー
ドウォッチャーも、７歳の虫好き少年も、みんなナチュラリストという点では同じ。そして彼らはひとしく願
う。生涯、一度でいいから、絶海の果てに位置するガラパゴス諸島に行って、溶岩と巨石に覆われ、絶えず波
に洗われる岸壁に生息する、独自の進化を遂げた、奇跡的な生物を実際にこの目で見てみたいと。
　ずっと昔からそう願っていた。とはいえ、私の夢はもう少し手が込んでいた。ただ、観光客としてガラパゴ
スを見に行くのではない。今をさること２００年近くも前の秋、はるかな航海の果てに、この群島にたどり着
き、ここを探検したビーグル号と同じ経路をたどって島が見たかった。ビーグル号には、かのチャールズ・ダー
ウィンが乗っていた。後に、進化論を打ち立てて生命史に革命をもたらした人物。」

「ガラパゴス諸島には大きな謎が３つある。それは現在でもなお解決されていない。その謎に少しでも近づき
たいというのは、今回のこの旅における私の切なる願いだった。」
「１．この島に生息する奇妙な生物たちはどこから来たのか？
　　　なぜこのような特殊な進化を遂げたのか？」
「２．ガラパゴスを発見したのは誰か」
「３．ダーウィンを超えて」
「１８３５年秋、若きダーウィンは、確かにこのガラパゴス島に到達し、ここに展開する驚くべき生命の姿を
目の当たりにした。それは、手つかずの自然、といってよいものだったし、生命の実相、といってよいものだっ
たはずだ。私はそれを〝ピュシス〟と呼びたい。ギリシャ語でいうところの、本来の自然という意味の、ピュ
シスである。ピュシスの対義語は、論理、言葉、思想を意味するところの〝ロゴス〟である。ピュシスvs.ロゴ
スの問題もまた、この旅の中心的なテーマであり、他の章でも考察していくつもりだが、ダーウィンがまず目
にしたものは、ピュシスだったことは間違いない。それがロゴス化された結果が進化論である。
　だからこそ、私は、彼の原点にもどって、彼の見たピュシスを確かめてみたかったのだ。そして、そこから
彼の思索がたどったようなロゴスが必然的に導かれるのか、あとづけてみたかったのだ。
　それと同時に、次のような思考実験を提案してみたい。もし、かの今西錦司が、ガラパゴスを見たとしたら
何を考えただろう、という思考実験である。今西錦司が、ガラパゴスのピュシスにじかに触れたとしたら、何
を思っただろうと。
　あらためて今西錦司の『生物の世界』を開いてみるとよくわかる。そこには鮮烈な生命観が横溢している。
参考文献リストや注釈の類いは一切ない。彼はこれを戦争前、３８歳のときに遺書のつもりで一気に書いた。

そして、生命が、かくのごとく成り立っているに違いない、という彼の信念は、彼が少年の頃から見つめ続け
た自然＝ピュシスの実感に直接根ざした確信だということがわかる。
　これが今回のガラパゴスの旅への、私の密かな思いだった。」

「私は今回ガラパゴスの旅で、この地の生物が、ただ本能にしたがって行動しているという以上のものがある
ことを強く印象づけられた。
　ガラパゴスの生物たちは人間を恐れないだけではない。人間に興味を持っているのだ。好奇心さえ持ってい
るといってもよい。それはたまたまだからではない。ガラパゴスという環境が、ガラパゴスの生物をして、そ
うさせているのではないか。」

「後に、いろいろな人からいろいろな「説」を聞いた。海鳥が船と並走するのは餌が目当てだとか、楽に飛ぶ
ための風よけのためだとか。確かにそういうこともあるかもしれない。でも、あのグンカンドリはそんな「目
的」のために、私たちの船の上を一緒に飛んでいたのではないという確信がある。船は漁船でなく、餌付けを
しているわけでもない（ガラパゴスで野生動物に給餌することは禁止だ）。また、一緒にいたのは終始、たっ
た１羽のグンカンドリで、鳥は風をよけていたというよりも、船を先導するかのように舳先の上を飛んでい
た。それにグンカンドリが船と並走してくれたのは、今回のガラパゴス航海の中で後にも先にも、あの赤道通
過の一瞬だけだった。鳥は、自ら進んで私とともに飛んでくれたいたのだ。鳥はただ私と一緒にいたかったの
だ。私は「目的論」的に生物の振る舞いを説明するのがだんだんいやになってきた。

　ガラパゴスの生物たちが、人間を恐れないのはなぜか。むしろ人間に興味を持つような行動をするのはなぜ
なのか。それはこんなふうに考えることはできないだろうか。ガラパゴスの生物たちには「余裕」があり「遊
び」を知っているからだ、と。その余裕はどこからくるのか。
　ガラパゴスの成り立ちを思い起こしてみたい。ガラパゴスは海底火山の噴火によって太平洋上に突然現れた
新天地だった。そこに到達できたのは、ごくわずかな選ばれし生物だけだった。大陸から海で１０００キロも
隔てられたこの溶岩だらけの場所に到達し、生存しえたのはひとにぎりの幸運な生物だけだった。熱や乾燥に
強く、植物性の、それもごく限られた貧しい餌にも耐え、水もわずかしか必要としない。しかし一方、ひとた
び生存が確保できさえすれば、彼らの周りのニッチががら空きだった。
　ニッチとは生態的地位のこと。旧大陸あるいは旧大陸に近い島嶼の生態系のニッチはほぼ満席である。狭い
空間に多数の生物がせめぎあいながら何とか生存を維持している。活動時間を使い分けたり、高度を使い分け
たり、食べ物をそれぞれ限定することによって、狭いニッチを棲み分けている。どうしてもニッチが競合する
ときは、自ら食う食われるの関係になることもありうるが、それも同一のニッチ共存のためのひとつの方法
だ。食う食われるは、一方的な優位劣位の弱肉強食関係ではない。むしろ、互いに他を律し、他を支えつつ、
結果として全体のバイオマスを増加させるための共存の方法だ。
　対して、ガラパゴスのニッチはすかすかである。それぞれここに流れ着いた生物は自分の陣地を固めたが、
それは離散的、偏在的で、互いに競合することがほとんどない。ガラパゴスゾウガメはリクイグアナの脅威と
ならないし、リクイグアナとウミイグアナは食べ物も生存区域も違う。個体数はそれぞれ十分にあり、それぞ
れのニッチで分散的で任意な群れを形成しているから、交配のための闘争もほとんど必要がない。それぞれの
生物は自分の生存に自由度と余裕を享受しているのだ。」

「ガラパゴスは旧世界とは全く違った環境を生物に提示した。そして、新世界たるガラパゴスに出現したがら
空きのニッチでは、生物が本来的にもっている別の側面がのびのびと姿を表すことができた。それがガラパゴ
スの生物たちが示す、ある種の余裕、遊びの源泉なのではないか。生命は本質的には自由なのだ。生命は自発
的に利他的なのだ。生命体は、同じ起源を持つ他の生命体といつも何らかの相互作用を求めている。互いに益
を及ぼしたがっているし、相補的な共存を目指している。ガラパゴスヒタキモドキのアプローチも、アシカの
突進も、グンカンドリの並走も、すべて主体的な余裕に基づく行動なのだ。そこには生存や生殖のための目的
はなく、ただ好奇心や興味や遊びがあるだけだ。

　ガラパゴスはそんな生命のほんとうのあり方を私にもう一度、思い出させてくれた場所になった。ガラパゴ
スに進化の袋小路はない。ガラパゴスはあらゆる意味で進化の最前線であり、本来の生命の振る舞いを見せて
くれる劇場でもあるのだ。」



☆mediopos-2417　　2021.6.29 ■黒沢令子/江田真毅【編著】
　『時間軸で探る日本の鳥 - 復元生態学の礎』
　（築地書館 2021.3 ）鳥類は現在世界中で一万種ほどいて

日本にはそのうちの六〇〇種ほどが
確認されているというが

昔の日本列島に棲んでいた鳥たちと
現在棲んでいる鳥たちとでは
その顔ぶれはずいぶん変化している

環境が変わると
生態系も変わっていくからだ

過去にいた鳥たちについて知るためには
DNAなどによる分子生物学的手法や
化石を使った生物学的方法などがある

一億年ほど前の前期白亜紀には
日本列島がまだ存在していなかったが
日本列島の形成とともに
鳥類の棲息も確認されるようになり
一万二千年程前の更新世には
鳥類化石も数多く見つかるようになる

そして日本列島が形成され
そこに人が移り住むようになると
鳥たちとの関係も生まれてくるようになる

日本で動植物についての記述があらわれるのは
八世紀の『風土記』で
行政府が諸国の官吏に命じて
各地の産物について記載させていて
鳥類の記載も数多くあるが
中世には動植物についての記述はあまり多くないようだ

博物学的知識が飛躍的に進展したのは江戸時代である
一六〇八年に中国で本草綱目が完成して輸入されると
それを礎にして現代の博物学に通じる研究が興りはじめ
鳥類について「いつ」「どこで」「何が」が
明確に記録されている史料が数多くつくられるようになる

さて現代では日本の鳥の国勢調査である
「全国鳥類分布調査」（サイトあり）が
1970年代と1990年代に環境省によって行われ
全国的な鳥の分布とその変化を明らかにすることで
日本の生物多様性の評価や
レッドリストの改訂に使われている
さらにその後の3回目の調査を踏まえ
2020年度末には完成されているという

いうまでもないことだが
過去の歴史的な変化と比べると
近代以降はとくに
生息地の破壊や過剰な捕獲などによって
鳥類相は大きく変化してしまうようになった

たとえ捕獲されない場合でも
たとえば葦原がなくなったり
河口が埋め立て立てられたり
森の樹が刈られてしまったりすると
そこに棲んでいる鳥たちや
北方や南方から渡ってきている鳥たちは
棲むところがなくなってしまう

親たちの世代の話を聞くと
鳥を飼っているのが普通だったりもし
身近にいる鳥たちのことをよく知っていたりもするが
現代ではほとんどそういうこともなくなりつつある

個人的にいっても
すでに鳥たちについて日常的に知っていることは
かなり限られたものとなっていて
ある程度じぶんなりに関心をもちはじめ
鳥類のまとまった図鑑を
はじめて購入したのが二十数年前のこと
それ以降少しずつ比較的に身近な鳥たちを
観察するようになってきているが
当時の図鑑の記載にある鳥たちでさえ
稀少になったり見られなくなっているものも多くある

生息地の破壊などによる生態系の破壊で
ここ数十年のあいだにも
鳥類相は急激に変化してきているようだ

重要なのはまず
鳥たちに関心をもつこと
そしてその現状を
「時間軸」の視点も使いながら知り
「損なわれた、あるいは失われた生態系を
積極的に本来の自然の在り方に再生・復元させる」
といったの取り組みに目を向けることだろう

かつてのじぶんもそうだったが
身近にいる鳥たちのことや
少し足を伸ばすだけで観察できる鳥たちのことを
ほとんど知らずにいた
関心をもちはじめると
じぶんの無知がよく見えるようになる
いまでは季節の鳥たちを見るために
野山にカメラをもってでかけることも多く
鳥たちの今も少しながら見えてくるところがある

「いつ」「どこに」「どんな」鳥たちが
「どのくらい」いるのか
そして鳥たちはそこで何をしているのか
関心をもちはじめると
鳥たちの未来のことも含め関心は深まってくる



■黒沢令子/江田真毅【編著】
　『時間軸で探る日本の鳥 - 復元生態学の礎』
　（築地書館 2021.3 ）

「二一世紀の現在、日本産の鳥類として六三三種が知られている。日本列島とその周辺で進化し、ここに自然に分
布するようになった鳥たちだ。本書は、時間軸で探る日本の鳥』というタイトルが示すように、そうした鳥たちに
ついて、いつ、どこに、何がどのくらいいる（いた）のか？という基礎的な四つの疑問を追求することと、その鳥
たちはどのような進化過程を経て、どのような事情で分布域を変化させ、人とどのように関わってきたのか？とい
う点を時間を追って探ることを目的とした。」
「本書で答えようとする、いつ、どこに、何が、どのくらいいたのか？という四つの疑問は、不幸にして今後実践
的な役割をもつ可能性がある。現代では、生物のすむ環境自体が損なわれたり、失われたりして、種の絶滅率がか
つてないほど高まっている。人の手によって損なわれつつある生態系は、人の責任において守る必要があるという
のが保全生態学のスタンスであり、日本ではそうした活動と研究は生態系管理や順応性管理と呼ばれる。一方、損
なわれた、あるいは失われた生態系を積極的に本来の自然の在り方に再生・復元させるというアイデアが、欧米で
始まっている復元生態学の分野である。一度危機に陥った生態系を復元するためには、本来の健全だった状態を知
ること、人に喩えれば処置が必要な高熱があるかを判断するために平熱を知っておくことが不可欠である。本書で
は新進気鋭の研究者たちが、過去の鳥のバードウォッチングを試みることで、この際の有力な手掛かりとなる手法
と分野についての情報を提供しており、復元生態学のような新しい分野の土台にもなれるだろう。サブタイトルの
『復元生態学の礎』にはこのような思いを込めた。」

（第１部「骨や遺伝子から探る日本の鳥」より）

「昔の日本列島にはどんな鳥類がすんでいたのだろうか。日本はアジア大陸の北東辺縁にある列島で、かつてはほ
とんど海洋だったが、陸生鳥類の化石も発見されており、さらに人間の登場以降はその遺跡からも鳥の化石が出土
している。
骨やDNAを利用した古生物学、考古鳥類学、および系統地理学で、前期白亜紀からの鳥類の歩みを解き明かす。」

第１章 化石が語る、かつての日本の鳥類相──太古のバードウォッチング（田中公教）
１　「骨のかたち」から探る！
２　中生代の日本の鳥類相
２ ─ １　日本に鳥がやってきた──前期白亜紀（1億4500万～1億年前）
２ ─ ２　海をめざした鳥たち──後期白亜紀（1億～6600万年前）
２ ─ ３　滅びたものと生き残ったもの──白亜紀末の大量絶滅（約6600万年前）
３　新生代の日本の鳥類相
３ ─ １　かつて日本を支配した巨大な海鳥──古第三紀・漸新世（3400万～2300万年前）
３ ─ ２　多様化する鳥類と開かれた日本海──新第三紀・中新世（2300万～530万年前）
３ ─ ３　つながった二本の〝日本列島〟──新第三紀・鮮新世（530万～260万年前）
３ ─ ４　氷河時代のおとずれと日本人の出現──第四紀・更新世（260万～1万2000年前）
４　おわりに

第２章 遺伝情報から俯瞰する日本産鳥類の歴史（青木大輔）
１　遺伝解析から生物のルーツを探る系統地理学
１ ─ １　遺伝情報から過去を遡る
１ ─ ２　系統地理学の考え方
２　日本列島における系統地理学
３　日本列島における鳥類の系統地理学
３ ─ １　哺乳類と類似した分岐年代を持つ鳥類
３ ─ ２　哺乳類と類似しない日本列島・大陸間の分岐年代を持つ鳥類
３ ─ ３　近縁な系統がユーラシア大陸に分布していない鳥類
４　おわりに──日本産鳥類のルーツ探しの課題と展望
コラム１　古人骨の遺伝解析から俯瞰する日本列島人のルーツ（青木大輔）

第３章 考古遺物から探る完新世の日本の鳥類（江田真毅）
１　遺跡から出土した鳥骨の肉眼同定
２　ニワトリ──その日本列島への導入を考古遺物から探る
２ ─ １　いつニワトリは日本に持ち込まれたのか？
２ ─ ２　なぜニワトリは日本に持ち込まれたのか？
３　アホウドリ──その過去の分布と分類を考古遺物から探る
３ ─ １　日本海から消えたアホウドリ科の鳥はなにか？
３ ─ ２　アホウドリは日本海やオホーツク海で繁殖していたのか？
３ ─ ３　アホウドリは一種ではない？
４　おわりに
コラム２　古代美術の鳥

（第２部「文化資料から探る日本の鳥」より）

「江戸時代には動植物についての博物学的知識が飛躍的に進展した。現代人が認める鳥類の顔ぶれを、江戸時
代の人はどのくらい認識していたのだろうか。
四〇〇種以上を描いた鳥類図鑑から現代との相違を読み解き、さらに高雅で上流階級に好まれたツル類をテー
マに、同定方法から過去の分布までを探る。」

第４章 絵画資料からみる江戸時代の鳥類──堀田正敦『観文禽譜』を例にして（山本晶絵・許開軒）
１　 『観文禽譜』に描かれた鳥の同定
１ ─ １　様々な『観文禽譜』
１ ─ ２　描かれた鳥の同定を行った研究
１ ─ ３　同定結果の一致率
２　 『観文禽譜』における鳥類名称の現和名との異同
２ ─ １　現和名との一致率
２ ─ ２　江戸時代の鳥類名称
３　 『観文禽譜』に描かれた鳥
３ ─ １　在来種と非在来種
３ ─ ２　 『観文禽譜』とレッドリスト
４　おわりに
コラム３　江戸時代の食文化と鳥類（久井貴世）

第５章 文献史料から鳥類の歴史を調べる──ツルの同定と分布の事例（久井貴世）
１　江戸時代の博物誌史料から「鶴」を同定する
１ ─ １　文字情報から「鶴」の姿を探る──『本草綱目啓蒙』の事例
１ ─ ２　複数の史料を用いた総合的な検討──謎のツル「丹鳥」をめぐる推理
２　文献史料から江戸時代のツルの分布を調べる
２ ─ １　文献史料に「生息」するツルを探す
２ ─ ２　文献史料から復元する江戸時代のツルの分布──宇和島藩の事例
３　おわりに
コラム４　文献資料からみた鳥の名の初出時代（黒沢令子）



（第３部「人と鳥類の共存に向けて」より）
　
「西洋科学に基づく野外研究は、種の顔ぶれだけでなく個体数や分布域の推定まで可能にした。
その手法の一つとして、二〇年ごとに行われてきた全国調査がある。第３部ではその最新の結果から、日本の
鳥の二〇～二一世紀の動向を紹介し、また、日本列島における鳥類の今後について、人間社会の経済活動によ
る影響も踏めて探る。」

第６章 全国的な野外調査でみる日本の鳥類の今（植田睦之）
１　必要なアマチュアの観察者の手による広域調査
２　1970年代から行われている分布調査
３　日本の優占種
４　分布や個体数の増減している鳥
５　増減種の共通点から見える日本の自然の変化
５ ─ １　増加した鳥の共通点
５ ─ ２　減少した鳥の共通点
６　気候変動の影響
７　調査の課題

第７章 人類活動が鳥類に及ぼす間接的影響から今後の鳥類相を考える（佐藤重穂）
１　外来生物の影響
１ ─ １　外来鳥類が在来生態系へ与える影響
１ ─ ２　外来捕食者による鳥類への影響
２　　生息環境の変化の影響
２ ─ １　森林利用の変化
２ ─ ２　シカの増加による森林植生の変化
２ ─ ３　ナラ枯れ
３　保全生態学の立場ではどのように対応するか
３ ─ １　ヤンバルクイナの個体群管理
３ ─ ２　高山帯生息種ライチョウの危機
４　おわりに
コラム５ 再生可能エネルギーの利用拡大に伴う問題（佐藤重穂）

◎全国鳥類分布調査
https://bird-atlas.jp/index.html



☆mediopos-2418　　2021.6.30

■ウィリアム・ヴォーン（駒田曜 訳)
　『影の不思議: 光がつくる美の世界』(アルケミスト双書) 
　（創元社　2021/6）
■河合隼雄『影の現象学』
 （講談社学術文庫 1987.12）

光のあるところには
必ず影ができる

影はつねに
私とともにあり
さまざまに濃淡を変化させてゆく

光に照らされると
光源と反対側に影が投げかけられる
それをキャストシャドウという

そのキャストシャドウは
投影としてもとの形を表すものの
もとの形そのままではなく
歪んだ形となる

プラトンは『国家』において
洞窟の比喩で
地上世界では影としてしか
本来のものを理解できないと示唆しているが
その影はキャストシャドウとして
さまざまに歪んで現れている

影の比喩は
わたしたちの魂について
理解するのに役立つ

光のあるところには
必ず影ができる
光はなにかに遮られることによってしか
光として現れることができないからだ
わたしたちは常に影とともにあり
影から離れて生きてはゆけない

影はしばしば
暗くネガティブなものに
関わることが多いため
みずからの影を恐れ
それを無意識に閉じ込めたりもする

フロイト的にいえばそのとき
影は暗い無意識の衝動となって
その暗いところから働きかける

フロイトは意識化することで
影をコントロールしようとしたとが
ユングは影を両義的な存在ととして
肯定的に捉えようとした
影の働きの危険性を踏まえながら
光と影の両面をもつ魂を
錬金術的に統合しようとしたのだ

ユングは言う
「人は光の形を想像することによって悟るのではない。
闇を意識することで悟るのだ。」

ウィリアム・ヴォーンの『影の不思議』には
こんな示唆的な言葉もある

「自分の中の悪魔を追い払うのは難しい。
なぜなら、他の誰も抱きしめてくれない時、
悪魔は抱きしめてくれるからだ。」

みずからの影から目を逸らそうとするとき
むしろ悪魔は甘い言葉で近寄ってくる
その言葉に従ってしまうとき
光だと思っているものこそが
悪魔としての闇そのものなのだが
そのことに気づけなくなるのだ

まずみずからの影を影として捉え
少しずつでも自覚的に影と対峙していくこと
そうすることで魂は統合への道を歩むことができる



■ウィリアム・ヴォーン（駒田曜 訳)
　『影の不思議: 光がつくる美の世界』(アルケミスト双書) 
　（創元社　2021/6）
■河合隼雄『影の現象学』
 （講談社学術文庫 1987.12）

（ウィリアム・ヴォーン『影の不思議』～「はじめに」より）

「影とは何か？　物体が光線を遮ることで生じる暗い部分のことだ。」
「影は光と密接な関係にある。影と光は相反しつつ互いに対になるもの、陰と陽である。両者は一緒になって
宇宙の根本的二重性のひとつを形成する。すなわち、互いに自らの性質を示すためには相手を必要とする対立
物なのだ。
　影はわれわれの「物の見方」の中で重要な役割を果たしている。実際、人類は影に対する認識によって根本
的に条件付けされてきた。哺乳類が影に敏感になったのは、身を守るため森に住んでいたからだと考えられて
いる。生き延びるために森の影による保護を必要となって久しい人類だが、哺乳類としてのわれわれの目は今
も暗闇の微妙なニュアンスを感じとる力を持っている。」

（ウィリアム・ヴォーン『影の不思議』～「影と魂」より）

「ある意味で、すべての影は心の中にある。われわれが影として見ているものは、目が捉えた光の割合を伝え
る信号を受け取った脳が作り上げたものだからだ。影に対する心理的な反応もあり、最も強い反応はキャスト
シャドウ（光に照らされた物体が光源と反対側に投げかける影）に関連して生じる。なぜなら、キャストシャ
ドウはしばしば物体の形を歪めて再現するからだ。（･･･）
　古代の社会においておそらく最もよく見られたのは、人の影と魂を結びつける考え方だろう。」

（ウィリアム・ヴォーン『影の不思議』～「心理学」より）

「心理学者や精神分析医は、19世紀後半から、人間の心理を捉えるすべを発展させる中で、伝統的な影の概念
に取り組んできた。
　精神分析学の祖であるジークムント・フロイトは、影を否定的に捉えた。影は彼にとって、人間の中にある
暗い無意識の衝動を表していた。彼の分析のプロセスは、そうした無意識の衝動という本能を明らかにし、人
がそれをコントロールするのを助ける意図を持っていた。
　しかし、彼の教え子でありライバルでもあったカール・ユングは、より肯定的な見方をしていた。ユングは
伝統的な知恵に関心を持ち、人間の精神には生得的で普遍的で「集合的」無意識の一部をなす「元型（アーキ
タイプ）」があると考えて、その元型という概念を発展させた。彼は影を、人間の原初的な側面、特に性と生
の本能に関わるものとみなした。影は野生、渾沌、未知のものを表し、多くの場合、夢の中で敵、怪物、野生
動物の形をとって姿を現すとされた。」

「自分の中の悪魔を追い払うのは難しい。なぜなら、他の誰も抱きしめてくれない時、悪魔は抱きしめてくれ
るからだ。」

「人は光の形を想像することによって悟るのではない。闇を意識することで悟るのだ。」（Ｃ．Ｇ．ユング）

「（河合隼雄『影の現象学』より）

「影といってもマイナスのことばかりではない。（･･･）それはマイナスもプラスも共に含むものである。た
だ、厳しい対決と自覚を経ぬときは、それは思いがけぬ破壊的な効果を与えるのである。影の恐ろしさを感じ
すぎる人は、それとの接触を回避し、影のもつせっかくのプラスの面を引き出すことができない。
　影との「つきあい」は危険に満ちているが、その意義も深い。影は「もう一人の私」の存在として自覚され
ることが多く、私がもう一人の私とどうつき合うか、ということが本書の課題とも言うことができる。」



☆mediopos-2419　　2021.7.1

■村上靖彦
　『交わらないリズム: 出会いとすれ違いの現象学』
　（青土社. 2021/6)）

「人間はリズムに貫かれている」

人間は「人−間」という
「間」の存在だが
まさに「間」があることで
リズムによる分節を持ち得ている

人間はリズム存在なのだ
リズムが存在することでカオスは分節化される
分節化されることで人間は人-間となり
世界との関係を立ち上げることができる
分けることで分かるということでもある

著者はこれまで
医療や福祉の現場で
人々の語りに耳を傾けてきたという

本書ではそれを
「リズムとメロディー」という
「哲学の問い」としながら
「行為と出会い」について論じているが
それを複数のリズムである
「ポリリズム」という観点から捉えている

リズム存在である私たちは
ひとつのリズムだけで生きているのではない
一人ひとりのなかには
「多様なリズムがきしみ合い響き合っている」
そして他の人間のリズムと絡み合いながら
ポリリズムを生きている

「ポリリズム」とは
さまざまなリズムの
出会いであり
絡みあいであり
ぶつかり合いであり
響き合いである

そこに私たち一人ひとりの
「行為」があり「出会い」がある

また音楽には
リズムとメロディーが存在するように
「メロディーはリズムをはら」み
「メロディーの流れのそのつどの形がリズム」であり
「リズムはつねにポリリズム」として現れる

メロディーはいわば生命の動きの「持続」であり
それゆえ私たちはメロディー（歌）をもつことで
ひとりの人間として生きることができるとともに
他者とつながる力・行為ともなってゆく

けれども私のリズムと他者のリズムとは
その間につねに「ずれ」があり
まさに私と他者が「出会」うことで
その「ずれ」がさまざまなポリリズムを生んでゆく

また出会い方もまたさまざに変化し
その状況は新たに組み変わっていくことになる
そのとき「世界（社会状況、対人関係）は、
リズムを通して（再）編制され」
それが創造的な契機としての転回点をもつことになる

わたしたちはそのように
わたしたち一人ひとりのなかのポリリズムと
他者とのあいだのポリリズムによって
さまざまな「出会い」と「すれ違い」を生むが
そうした視点で見ることで開けてくるものがある

著者は「あとがき」のなかで
「音楽−−−−ポリリズムの音楽史」についてもふれているが
音楽とケア（をふくむさまざまな人間の営為）とを
「ポリリズム」において交差させてみることで
さらに見えてくるものがあるように思われる
まさに「交わらないリズム」
「出会いとすれ違いの現象学」として



■村上靖彦
　『交わらないリズム: 出会いとすれ違いの現象学』
　（青土社. 2021/6)）

「人間はリズムに貫かれている。本書は、私が長年医療や福祉の現場で教わったことを哲学の問いとして引き受け、リズム
とメロディーという切り口から行為と出会いについて論じた書物である。（…）
　自分の生活も他の人たちとの出会いも、さまざまに異なるリズムが折り重なったものであろう。たとえば人との付き合い
のなかで、相性の良し悪しや、波長が合うことや行き違いはつねにあるが、それはリズムが合う合わないということでもあ
る。多くの日本語の慣用句もリズムと関わり、たとえば「馬が合う」「拍子抜け」といったものが思い浮かぶ。「息が合う」
「一息入れる」「息が詰まる」というように、「息」にまつわる表現は、対人関係や生活のリズムと関わることが多い。リ
ズムを論じた中井正一は、「間が合う、間がはずれる、間が抜ける、間がのびる」ことに注目した。あるいは自分のリズム
と、社会から要請されるテンポが合わなくて、日常がうまく過ごせないということもある。気ばかり焦るが体が一向に動か
ないというときも、自分のなかでリズムがずれている。つまり他の人とのあいだでも自分のなかでも、リズムがぎくしゃく
することがある。言い換えると、リズムは単数ではない。リズムが複数の線が絡み合ったポリリズムとして生じる。」
「世界はさまざまなリズムがからみあって流れを作っている。それだけではない。一人ひとりの経験も多様なリズムがきし
み合い響き合っている。」
「ポリリズムとは、生の動きを内側から捕まえるときに帰結する、人間と世界の見え方である。つまり現象学という方法論
をとると必然的にポリリズムが浮かび上がってくる。本書の主張はシンプルである。私たち一人ひとりの経験は複数の異質
なポリリズムがからみあったポリリズムであり、そして対人関係もまた異質なリズムがぶつかり合うポリリズムである、と
いうことだ。ケア領域はこのポリリズムと出会い、ポリリズムへと介入する。それゆえ本書は行為と出会い、そして出会い
そこねを主軸として論を展開する。」

「多くの場合リズムとメロディーは補い合って音楽を構成する。」
「とはいえ行為のリズムをイメージすることは容易でも、行為のメロディーというものは想像しにくい。メロディー（歌）
が行為や経験をどのように貫いているのか、この点については（…）ルソーが大事なことを教えてくれる。歌・メロディー
はまずもって生の力動の発露である。メロディーは行為のリズムを貫く連続性と不連続性であり、かつリズムとリズムが出
会うための動力、つまりある人の生の運動と他の人の生の運動とが出会ったり同期したりする原理として登場する。」
「ルソーにおいては、歌すなわちメロディーが、生の連続性を作るとともに、生を物質的自然から切り離すことで、人間を
人間として成立させる（…）。」
「メロディーは人とつながる力であるだけではない。独りになる力、自分が自分の場を手にする力でもある。そのことを考
えるために、ジュネの小説、とくに『薔薇の奇跡』を取り上げる。（…）
　ジュネの文学は対人関係の喪失を前提とし、孤独の修復を目指すのではなく刑罰をもたらす犯罪を希求する。あるいはこ
こでは犯罪と刑罰こそがジュネにとっての回復となる。このような孤立と犯罪を貫く力のことをジュネは「歌」と読んでい
る。
　ルソーが発見した「歌」は人と人をつなげる力であり「意味」という人間的な水準を開く力だった。ルソーにおいては他
者と関係づけるがゆえに自分自身の存在を確かめる場面ともなった。これに対してジュネにとっての「歌」とは対人関係を
絶たれた孤立のなかにあってなお自分自身保つ力のことである。」

「人間はリズムとして世界と出会い、今ここで屹立する。」
「リズムはそもそも人が世界とはじめて出会い世界のなかに立つ出来事なのである。」
「人が存在全体を引き受けたときに、もしも座標を決めて秩序を生みだすことができなかったらカオスとなって飲み込まれ
る。（…）まず形の算出は、世界全体が予期せぬ変容を被るという予測不可能性が強調される。予見できない変容の到来こ
そ可能性を超える超可能性である。つまり形の産出と超可能性は同じ水準のものである。」
「呼びかけられた＜そこ＞に視点が置かれる。客観的な位置の手前にある＜そこ＞を基点として（他者へのそして他者から
の）呼びかけが成立し、世界は変容するのである。あるいはおそらく正確には、このような＜そこ＞が可能になるときに居
住可能な世界が生まれる。＜そこ＞は世界の発生的な起源であることになる。形＝リズムが発生する基点が＜そこ＞なの
だ。」

「本書は二本の線を語ってきた。一つ目の線は歌とメロディーによって表現される生命の動きを持続の線であり、横の線で
あると言える。私たちは潜在的にはつねになにがしかのメロディーのなかに居るがゆえに、ときには声を出して歌うことも
できるのだろう。
　メロディーはリズムをはらむ。メロディーの流れのそのつどの形がリズムだ。そしてリズムはつねにポリリズムである。
というのは、個人の生を貫く複数のリズム（ポリリズム）と、複数の人が出会って生まれるポリリズムだからだ。
　ところで、リズムが必然的にポリリズムになるのは、身体が不可避的に（自分自身には見えない）余白をはらみ、歌ゆえ
に出会い、身体の余白ゆえにずれ、ポリリズムが推移する。この複数のリズムの出会いかたが変化するとき、状況が組み変
わる。この転回点が、出会いが持つタイミングだ。

　タイミングは二本目の線である。出会いのタイミングという視点から見ると、リズムは世界との関係が立ち上がること、
世界との関係が再編成されることでもある。世界（社会状況、対人関係）は、リズムを通して（再）編制される。
　リズムを縦の方向で考えたときには、居場所の開かれとそこでの遊び、芸術の創造、状況が一変する行為（社会状況・対
人関係）といった創造性について記述をしていくことができる。根源的には世界そのものが形をもって立ち上がる原的な発
生として縦のリズムが登場する。」

「縦のリズムの線は根源的には、騒音や無音からリズムが誕生する発生の線である。完全な孤立や切断のなかから歌を生み
だし、あるいはリズムをつむぎだすこともある。斎藤陽道のよういいまだ歌が存在しなかったまったくのゼロ地点かた歌が
発生する場合もあるし、ジュネのように関係が切断された孤立のなかから歌という仕方で潜在的な関係の地平が開かれるこ
ともあろう。あるいは萩原朔太郎や梶井基次郎のようにカオス（ノイズ）に向けて下降することもあろう（カオスは居住不
可能な場所なのだから、芸術以外の形では耐えがたい経験だ）。メロディーとリズムは生命が展開する横糸の線だが、同時
に沈黙や切断から発生する縦軸の線としても捉えることができる。」

「リズムは心の問題でもあれば身体の問題でもある。あるいはどちらの問題でもない。そして個人の問題でもあれば集団の
問題でもある。そもそも一人の人がかかわるリズムは、いくつかの対人関係のリズムや、社会生活のテンポが要請するリズ
ム、あるいは生育歴のなかで家族の歴史が課したリズム、体調や病などさまざまなものがある。つまり生理学的プロセスや
社会制度が強いるリズムなど異質なリズムのからみあいだ。そのような多様な対人関係のポリリズムが一人の人のリズムを
構成し、そしてそのつど他の人との交わりのなかでポリリズムが生まれる。そしてポリリズムの背景には意識することも身
体経験にすることもできない身体の余白が控える。リズム一元論であり、リズム多元論である視点をとったときには、心と
体の区別は意味をなさに（むしろ人間の定義は、身体も意識も含むさまざまな水準で生じる異質なリズムの集合体とな
る）。そして個人のリズムの他の人たちのリズムが流れ込み、それによって個人のリズムはつねに他の人たちのリズムと応
答関係にある。
　リズム一元論多元論は、ある固有の平面を設定する。本書は大きくいうと行為論でありリズムも行為のリズムとして考え
てきた。それゆえリズムは身体のリズムであるが身体の余白でもあり、同時に次式で感じ取られているリズムでもある。こ
のようなリズムとメロディーは、ベルクソンが持続あるいは生の跳躍と呼んだものとかなりの部分重なると思われる。言い
換えると、リズムという現象に焦点をあわせることで、人間という生物種に固有の次元を捉えたのだとも言える。唯物論が
力を持つ現在の流行のなかで時代錯誤に思えるかもしれないが、とはいえ人間固有の平面を確保しておくことに大きな意味
があるように思える。
　つまりリズムの存在論とでも呼べる次元が行為論の平面としてひろがっている（…）」



☆mediopos-2420　　2021.7.2

■佐藤岳詩『「倫理の問題」とは何か／メタ倫理学から考える』
　（光文社新書 2021/4）
■中田考『増補新版 イスラーム法とは何か？』
　（作品社 2021/2）

モーセの十戒は
神と人との関係
人と人との関係を
戒律として示しているが
出エジプト後にモーセがシナイ山で
神より授かったとされている

その内容はともかくとして
その戒律は人が作り出したのではなく
神から与えられたものである

つまり内的倫理としての戒律ではなく
外的倫理としての戒律である
十戒を与えられてはじめて
それが倫理的な価値をもつことになった
初めは超越的なものとして戒律は与えられたのだ

現代において
倫理を語ることが困難なのは
その背景に科学主義な唯物論があって
倫理の根拠はすべてそこで
超えることのできない壁に跳ね返されてしまう

おそらくだれでもが
じぶんなりの倫理
集団や共同体から示された倫理
思想的に与えられた倫理などを持っているだろうが

それらは根拠を突き詰められると
おそらく結局のところ
「そういうものだ」
「そうなっている」
「そういう生き方をしている」
としか答えることしかできなくなる

「いのちがなにより大事だ」ともいわれるが
その「いのち」は「死」を拒むものでしかなく
感情的にはそれだけではないと感じているとしても
結局のところその背景には
科学主義な唯物論しか存在しないのが実際である

霊学的にいえば
霊的世界においては
その霊的階層に応じた「倫理」があり
そこに存在している者は
その「倫理」を離れて存在することはできない

故にその霊的世界における「倫理」が
ある程度地上を生きている私たちに働いている
あるいは働きかけているということはいえるだろう

この地上では魂の霊的出自の異なった存在が
多種多様に混在しているのだが
ある意味で地上は
そうした倫理の実験場ともなっているのかもしれない

地上においては顕在的には
「倫理」は慣習的にしか存在していない
それが地上という場所の特質でもあるのだが
それゆえに十戒やコーランのように
初めに倫理的な戒律が
高次存在から超越的に与えられることで
それが倫理として人間を規制することになり
さらには集団や共同体や個々人それぞれの倫理が
半ば外的に半ば内的に規制すしはじめたのではないだろうか

だから倫理をどんなに論理的に詰めようとしても
それを超越的なものに遡らないかぎり
「そうなっている」「そうあるべきだ」の先には行きにくい

ただそれらがどこから来ているものなのか
その背景にあるものを意識化することは
ある程度可能ではあるのかもしれない
生まれた環境のなかで基調となっている倫理観が
そこにはそれなりに（反発も含め）影響しているだろうし
信仰があるならばその宗教的背景が強く働いている
もちろん個々人の魂の出自も
それなりの形で独特な倫理観を規定している

ここで「イスラーム法」についても示唆してみたのは
倫理的なものを超越的な唯一神に求める倫理観は
現代のような科学主義な唯物論の対極にあるからだ
イスラームにおいて倫理の根拠は唯一神にあり
人間に可能なのはその適用解釈でしかないといえる
ゆえにそれは「そういうものだ」で留まるのではなく
超越的なかたちで与えられたものとしての淵源を持つ

さて今後も倫理については
さまざまに議論がなされるだろうが
「倫理とは何か」
「倫理はなぜあるのか」について
検討していく際には
それを検討する背景にある世界観が
規定してしまうことになるのは避けられないだろう

唯物論的な科学なのか
超越的な宗教なのか
霊的認識を持つ神秘学なのか
それによって語れることはそれぞれ
ずいぶん異なってくることになるからだ



■佐藤岳詩『「倫理の問題」とは何か／メタ倫理学から考える』
　（光文社新書 2021/4）
■中田考『増補新版 イスラーム法とは何か？』
　（作品社 2021/2）

（佐藤岳詩『「倫理の問題」とは何か』より）

「倫理は本当に無視してもいいようなものなのでしょうか、それとも誰にとっても大事なものなのでしょうか。自分なりの
倫理などというものは本当に存在するのでしょうか、それとも誰もが従わねばならないような倫理、いわば普遍的な倫理が
あるのでしょうか。それは悪いことだと心から思いながらも、あえて他人を傷つける、というようなことは本当にありえる
のでしょうか、それとも、本心では別に悪いとは思っていないから、他人を傷つけるのでしょうか。
　本書で考えていくんもはこうした一連の問いです。」

「数学の問題と対比して考えてみましょう。数学の問題に答えを出す方法は、様々あるでしょうが、その一つは計算をした
り、証明をしたりすることです。「２＋３はいくつ？」という問題に答えを出すには、足し算という計算方法を覚えて、そ
れを使えばよいでしょう。他方、数学の問題との向き合い方を考えるというのは、それとは違った問いです。それはむし
ろ、微分や積分を習って何になるの？　とか、数学の問題を考えるというのは人生にとってどんな意味をもつの？　とか
いった問いです。そして、それに答えるために、そもそも数学の問題を考えるって何なの？　数学って何なの？　というこ
とまで考える、それが数学の向き合い方を考えるということです・
　倫理の問題に向き合うというのも同じです。」
「もちろん、自分は倫理という言葉の意味くらいわかっているし、皆、同じように分かっているはずだ、と思った人もいる
かもしれません。現に私たちの多くは、日常のなかで倫理という言葉について深く考えたりしませんが、それでもたいてい
倫理的に適切に振る舞っています。あらためて言葉にして考えずとも倫理のことは分かっている、と言いたくなる気持ちも
分かります。
　しかし、私たちは本当に倫理のことを分かっているのでしょうか？」
「実際、子供の頃から家庭でのしつけや学校教育などを通して何度も言われているので、私たちは何が倫理に反するか、と
いうことについては、ある程度、共通の理解をもっています。人のものを盗んだり、嘘をついたりしてはいけない。しか
し。それがいったい何に反しているのか、倫理はそもそも何を意味しているのか、についてはそこまではっきりと説明でき
る人は少ないのではないでしょうか。
　これはちょうど、赤いものとは何かという問いには答えることができる一方で、赤さとは何かを説明せよと言われるt戸
惑ってしまうこととも似ています。」

「どんな理論やそれに基づく知識をもってしても、倫理に対する懐疑論を根本的に否定することはできません。倫理などい
らない、すなわち、世界とのかかわりあいなんていらない、という人に、かかわりあいを強制することはできません。そう
したかかわりあいの否定は、自分勝手なナルシシズムの結果とは限りません。ひどい苦難に苛まれ、世界に対する信頼を
失ってしまった人もいるかもしれません。そんな人たちに、何を言うことができるでしょうか。」
「私たちの多くは、幸運にも、これまで世界のなかである程度安定した日常を送ってきましたし、きっとこれからも送って
いくと信じていますが、そうした日常は根源的に偶然によって成り立っている、とっても壊れやすいものです。多くの人々
の善意、努力、優しさ、などによって、ぎりぎりのところでかろうじて支えられているものが、この日常です。だからこそ、
そのような自身も薄氷の上で成り立っている日常の側から、なお世界にかかわり続けることで、私と懐疑論者の両方を含む
「私たち」にとっての新たな日常を作り出していくこと、作り出し続けていくこと、懐疑論に応えるにはそうした不断の営
みしかないのではなうか、ということなのです。
　そして、これが本書の冒頭で掲げた問い「倫理の問題にどんなふうに向き合えばいいのか」への答えです。」

（中田考『イスラーム法とは何か？』より）

「「イスラーム法」などというものは実のところ幻想にすぎる、どこにも実在しません。」
「イスラーム法など存在しないなら、「真のイスラーム法」について語ることにも意味などないのではないか、と言われる
かもしれません。しかしそうではありません。確かにイスラーム法は存在しないのですが、「イスラーム法」という幻想は
強固に存在します。しかもそれは時に学問の装いをまとっているため、それが幻想であることにはなかなか気づきません、
そして、イスラーム法という幻想が存在するにはそれなりの理由があり、イスラームをよく知らない人々が「イスラーム
法」として表象してしまううような何かが存在するのは事実です。そしてその何かは「真のイスラーム法」とでも仮に呼ぶ
べきものであるため、多くの人々が抱いているイスラーム法のイメージがたとえ幻想であっても、今の時点では「真のイス
ラーム法」について語ることには意味があるのです。」

「イスラームとは、世界のあり方にほかならず、特に人間のあり方です。ですから、世界について、人間についての正しい
洞察をもたずしてイスラームについて理解することはできません。イスラーム法も同じで、法とは何か、を知らずして、イ
スラーム法について語ることはできません。」

「そもそも日本人には「法」は理解できない。既に述べたようにまず義務教育で「殺人罪」や、「窃盗罪」のような初歩の
法学さえ教えない日本人には「法」を理解するための基礎教育が決定的に欠けている。
　日本だけでなく、西欧もまた法を理解できない。それは近代西欧の世俗主義と三権分立のイデオロギーによる。世俗主義
が法の理解を妨げる、というのは、「この世」を超えた存在への問いを封印する世俗主義には、国家による法律の制定の先
に遡る超越的起源を有する法を認識することが方法論的に不可能だからである。」

「この宇宙には「客観的」な善悪もなければ目的も意味もない。現代世界で、「法」を有意味に語るためには先ずこの「化
学的」前提条件が守られている必要がある。但し、宇宙に「客観的」な善悪、目的、意味がない、ということは、人間が主
観的に「善悪」、「目的」、「意味」と呼んでいる現象が存在しない、ということではない。」
「善悪に客観性がなく主観的でしかないなら、互いに異なる善悪の基準を持つ人間の間では、成否を論ずることはできな
い。善悪の基準が違っても、相違する当該の基準に比べて抽象度の高い基準において合意があればその上位の基準に照らし
て両者の妥当性を比較考量することは可能であるが、「生命」、「自由」、「快楽」など最上位クラスの善悪の価値の基準
が対立する時には、「神々の闘争」（M・ウェーバー）が生じ、そこではもはや「正否」を「客観的」、「記述的」に決定
する議論は不可能であり、利害打算で妥協点を探る政治的議論しかありえない。」

「現在世界の支配的イデオロギーは科学主義である。西欧であれ、中国文明圏であれ、イスラーム文明圏であれ、インド文
明圏であれ、小中学校で共通して教えられているのは自然科学であり、宇宙は自然科学によって「客観的」に認識される、
と信じられている。それは勿論、事実ではない。」
「科学主義はイデオロギーでしかなく、著者はこの科学主義の世界観は根本的に誤っていると考えるが、それは法学ではな
く神学の主題となる。」
「イスラーム法は、全知全能の創造主が使徒に下した啓典とこの宇宙を超えた最後の審判を本質的要素とする点において、
この科学主義の世界観の西欧近代法の用語に還元して記述することには慎重でなければならない。しかし逆にその宗教性に
幻惑されて、存在しない相違を読み込まないように気を付ける必要もある。啓示と理性を対立させるキリスト教神学の思考
様式も誤解を招く。啓典クルアーンには、アラブ人が理解できるようにアラブ人の使徒によって明白なアラビア語で啓示さ
れた、と明記されている。
　クルアーンは啓示と理性を対立させない。というよりも、クルアーンのアラビア語にはギリシャ的な理性の概念は存在し
ない。」

「アラビア語において神（イラーフ）とは特定の性質によって定義されているのではなく、人間によって崇拝されることで
あらゆるものがイラーフとなる。イスラーム学によると、あらゆるものに存在を与える永遠の自存者である創造主アッラー
だけが真のイラーフ、イラーフとされたそれ以外のものは偽のイラーフである。いかなるものであれアッラー以外のい偽の
イラーフを偶像として崇拝することは決して許されない多神崇拝として厳禁される。
　現代世界ではイスラーム教徒といっても絶対多数は名ばかりで誰もがリヴァイアサンとマモンの偶像崇拝者である。」
著者は西欧近代化学的世界観が少なくとも今後三〇年にわたっては主流であり続けると信ずるが、それが不変の真理である
とは考えない。二一世紀後半の虚無主義の処方箋となる新たな形而上学を生みだすための物質主義的な西欧近代科学的世界
観の見直しは、すべての存在（Sein)者の唯一の創造者であると同時に当為(Sollen)の世界の価値定率sがでもある真実在のみ
を崇拝すべき対象である真の神（イラーフ）であるとし、真実在の仮象であり本質的に「無」にすぎないあらゆる被造物を
イラーフとして崇拝することを許しがたい「多神崇拝」として断罪してきたイスラーム神学の仕事となる。」



☆mediopos-2421　　2021.7.3

■神庭亮介
　「『うっせぇわ』を文部省唱歌に」
（「神庭亮介」2021-04-19　晶文社「スクラップブック」より）
http://s-scrap.com/5094

仕事柄少しばかり困ることもあるけれど
煩雑な世の中の流行等をあえて遮断していたりもするので
『うっせぇわ』の話題を知ったのはこの４月
ビリーバンバン・菅原進のYouTubeでのカヴァーだった

久しぶりで目にする菅原進が
最初は別人に見えて驚いたけれど
むしろそれもあわせて
『うっせぇわ』が響いてきた

『うっせぇわ』はいうまでもなく
18歳の女性シンガーAdoの
YouTubeミュージックビデオだが
この楽曲は25歳の男性アーティストsyudou
いろんな意味でよくできている

菅原進のカヴァーを聴いたときは
特に感じはしなかったけれど
Adoを聴くと椎名林檎がイメージされた
やはり好きなアーティストは椎名林檎で
「歌い方や表現の仕方をリスペクトしている」そうだ

『うっせぇわ』を聴き
その歌詞を読みながら
あれこれ考えていたりしたが
ちょうど折良く記事になっていた
神庭亮介の「『うっせぇわ』を文部省唱歌に」の
「うっせぇわ！」をめぐる視点が面白かった
『枕草子』 の「にくきもの」も
現代で言えばたしかに「うっせぇわ」だ

日本の現代社会に特有の同調圧力へのプロテストソング
とでもいえる『うっせぇわ』だが
ここまで視聴されているのは
同調圧力からくる鬱屈した意識が蔓延しているからだろう

椎名林檎的な表現からある種の文化性を外し
「うざい」までの社会人的な常識を逆手に
ねじれたメタレベルでプロテストするのは効果的だ

おそらく教育的な大人からは
かつてもそうだったように
（時代は変わってもあほらしいほど変わらない）
子供への悪影響を懸念した批判もでているだろう

皮肉だらけのプロテスト・ワードに満ちているし
ただ話題になっているからというだけで
わけもわからずコピーしているだけの子供も多いはずだ

しかし以下の引用にあるように
「『うっせぇわ』にハマっている今の子どもたちも、
社会の理不尽に対してきちんと異議申し立てのできる、
意志の強い人間に育つかもしれない。
いまのうちに多少ともザラッとした表現に触れて、
免疫をつけておくのも悪くないのではないか」だろう

いまの子供たちは大変だ
意識はメタレベル・メタメタレベルまで要求され
ねじれねじれているにもかかわらず
管理社会のなかでキレないように行動しなければならない
おそらく多くはそんななかロボット化してしまうのだろうが
ひとにぎりの魂はそんななかから
あらたな仕方で創造性を発揮していくはずだ
その可能性に注目しておきたいところだ



■神庭亮介
　「『うっせぇわ』を文部省唱歌に」
（「神庭亮介」2021-04-19　晶文社「スクラップブック」より）
http://s-scrap.com/5094

☆以下、上記記事より引用

「うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ！」

18歳の女性シンガーAdoが、挑発的な声でたたみかけるように歌う『うっせぇわ』が話題になっている。昨年10月にミュー
ジックビデオを公開して以来、半年ほどでYouTubeの再生数が1億回を突破。昨年、ネット発で流行した瑛人の『香水』を上
回るペースで、このままいくと上半期最大のヒット曲になりそうだ。

《純情な精神で入社しワーク 社会人じゃ当然のルールです》

《酒が空いたグラスあれば 直ぐに注ぎなさい》

《会計や注文は先陣を切る 不文律最低限のマナーです》

『うっせぇわ』
社会人が直面する不条理への憤りを歌った歌詞と、Adoの年齢にギャップを感じる人もいるだろうが、作詞作曲はAdoでは
なく25歳の男性アーティストsyudouだ。

syudouは小学6年生でボーカロイドの「初音ミク」に出会い、中学・高校時代にボカロPとしてシーンを牽引していたハチ
（現在の米津玄師）に憧れて作曲活動を本格化させる。大学卒業後は地元・栃木の企業に就職。2019年に発表した『ビター
チョコデコレーション』がスマッシュヒットし、翌年に会社を辞めてミュージシャンとして一本立ちした。

《集団参加の終身刑 またへーこらへーこら言っちゃって》

《毎朝毎晩もう限界 宗教的社会の集団リンチ でも決して発狂しないように》

『ビターチョコデコレーション』
『ビターチョコデコレーション』の時点でグツグツと煮えたぎっていた同調圧力への違和感を、よりストレートな形で表明
したのが『うっせぇわ』だと言えるかもしれない。AdoはTOKYO FMの『SCHOOL OF LOCK!』でこう語っている。

「『うっせぇわ』は、社会人の想いを歌った曲ではあるんですけど…。その想いが全体的に“怒り”なんですよね。私はその
“怒り”を、みなさんのストレス発散にしてもらいたいな、と言うか。これを聴いてみんな強くなって欲しい、じゃないです
けど（笑）、私がみなさんの怒りを代わりに歌うので、みなさんは頑張って、明るく生きて欲しいなって思いますね」

『うっせぇわ』には「マジヤバない？」「クソだりぃな」「やろがい」など、いわゆるJ-POPではあまり見かけないような
生々しいスラングが、自然な形で使われている。令和の言文一致運動と言ったら大袈裟だが、ひりつくような言葉選びには
ヒップホップ的なセンスも光る。

♦キッズがヘビロテ

そんな『うっせぇわ』に対しては、「スカッとする」「めっちゃ共感」といった称賛の一方で、「不快」「言葉遣いが悪い」
「子どもに歌わせたくない」といった反発もあるようだ。ヒット曲の宿命で小中学生が夢中になって聴いているので、どう
しても副作用が出てしまうのだろう。

我が家でも小学生の娘がYouTubeでヘビロテしている。私も一応、人の親。教育効果も考えて、「藤井風の『もうええわ』
じゃダメかな？」とさりげなく誘導してみたのだが、「何それ？」と一顧だにしてもらえなかった。子どもは何度も繰り返
して曲を聴くので、1億再生の何分の1かはキッズが担っている可能性もある。

思わず笑ってしまったのは、「宿題をやれというと『うっせぇわ』と言われる」という保護者の不満の声だ。

アニメの『妖怪ウォッチ』が流行ると、「子どもがなんでも妖怪のせいにしてくる」。小島よしおの一発ギャグが一世を風
靡すれば、「何を言っても『そんなの関係ねぇ!』と返されて困る」。いつの世も、親たちの悩みの種は変わらない。

♦元祖「うるさい」系ソングは？

実は「うるさい」系ソングは枚挙にいとまがない。歌詞サイト「歌ネット」でフレーズ検索すると、結構な数がヒットした。

「うるさい」…974件

「うるせえ」…127件

「うるせー」…82件

「うっさい」…26件

「うっせー」…24件

「うっせぇ」…16件

比較的最近のものだと、サビで「うるせー」を連呼するThe Mirraz『うるせー』（2012年）は、爽快感があって大声で歌う
とスッキリできるのでオススメだ。

ニュース解説を務めているTOKYO FMの『ONE MORNING』で『うっせぇわ』を特集した際、パーソナリティーで声優の鈴
村健一さんに教えてもらったのが『青葉春助 ザ・根性』。

1982年に放送されたアニメ『The♥かぼちゃワイン』のエンディングテーマで、作詞・伊藤アキラ、作曲・小林亜星という
豪華コンビによる楽曲を、主人公・青葉春助の声を演じる古川登志夫がコミカルに歌いあげている。ポップな曲調ながらも
「うっせえ！うっせえ！うっせえ！うっせえ！」と繰り返す歌詞は、『うっせぇわ』を彷彿とさせ……なくもない。

♦星セント・ルイスの珍曲

J-CASTニュースは《「うっせぇわ」の源流？　尾崎豊・チェッカーズより昔...漫才コンビが歌った「ウッセー・ウッセー」
を知っているか》という記事で、漫才コンビ「星セント・ルイス」が1979年に発表した『ウッセー・ウッセー』（作詞・榎
雄一郎、作曲・石田勝範）を紹介している。

AOR風のメロディーに乗せ、《ウッセー ウッセー 文句を言うな 他人じゃ解らぬ オイラの気持ち》と訴える珍曲。「歌う」
というより「吟じる」というニュアンスが近い気もする。漫才めいた掛け合いも織り交ぜられ、トーキングブルースかポエ
トリーリーディングのような妙味がある。

星セント・ルイスは大瀧詠一とも親交があり、『LET'S ONDO AGAIN』（1978年）収録の『ハンド・クラッピング音頭』
にもゲスト出演しているぐらいなので、もともと音楽分野への関心があったのだろう。

『ウッセー・ウッセー』を収めたオムニバス盤『SMILE』のライナーノーツでも、「テンポの良い漫才からは、音楽的セン
スも持ち合わせていたことが察せられ、本曲もコミックソングとしては高水準の出来」と評されている。

♦清少納言の憂鬱

では、この曲が元祖『うっせぇわ』なのだろうか？ 確かに数年ではあるが、青葉春助よりも古い。そこで注目したいのが、
星セントと大瀧との対談のやりとりだ。

セント：「メンデル」の法則ってあるでしょ？

大瀧：そら豆をまいて、遺伝子を研究したっていうアレね。

セント：そう。その法則はね、「人間はすべて人間のコピーである」ということを言ってんの。だから、オリジナルなんて
ないんだね（笑）

大瀧：それはいいことを聞いた（笑）

『Big Music』1982年6月号／文藝別冊『大瀧詠一』再録



♦元祖「うるさい」系ソングは？

実は「うるさい」系ソングは枚挙にいとまがない。歌詞サイト「歌ネット」でフレーズ検索すると、結構な数がヒットした。

「うるさい」…974件

「うるせえ」…127件

「うるせー」…82件

「うっさい」…26件

「うっせー」…24件

「うっせぇ」…16件

比較的最近のものだと、サビで「うるせー」を連呼するThe Mirraz『うるせー』（2012年）は、爽快感があって大声で歌う
とスッキリできるのでオススメだ。

ニュース解説を務めているTOKYO FMの『ONE MORNING』で『うっせぇわ』を特集した際、パーソナリティーで声優の鈴
村健一さんに教えてもらったのが『青葉春助 ザ・根性』。

1982年に放送されたアニメ『The♥かぼちゃワイン』のエンディングテーマで、作詞・伊藤アキラ、作曲・小林亜星という
豪華コンビによる楽曲を、主人公・青葉春助の声を演じる古川登志夫がコミカルに歌いあげている。ポップな曲調ながらも
「うっせえ！うっせえ！うっせえ！うっせえ！」と繰り返す歌詞は、『うっせぇわ』を彷彿とさせ……なくもない。

♦星セント・ルイスの珍曲

J-CASTニュースは《「うっせぇわ」の源流？　尾崎豊・チェッカーズより昔...漫才コンビが歌った「ウッセー・ウッセー」
を知っているか》という記事で、漫才コンビ「星セント・ルイス」が1979年に発表した『ウッセー・ウッセー』（作詞・榎
雄一郎、作曲・石田勝範）を紹介している。

AOR風のメロディーに乗せ、《ウッセー ウッセー 文句を言うな 他人じゃ解らぬ オイラの気持ち》と訴える珍曲。「歌う」
というより「吟じる」というニュアンスが近い気もする。漫才めいた掛け合いも織り交ぜられ、トーキングブルースかポエ
トリーリーディングのような妙味がある。

星セント・ルイスは大瀧詠一とも親交があり、『LET'S ONDO AGAIN』（1978年）収録の『ハンド・クラッピング音頭』
にもゲスト出演しているぐらいなので、もともと音楽分野への関心があったのだろう。

『ウッセー・ウッセー』を収めたオムニバス盤『SMILE』のライナーノーツでも、「テンポの良い漫才からは、音楽的セン
スも持ち合わせていたことが察せられ、本曲もコミックソングとしては高水準の出来」と評されている。

♦清少納言の憂鬱

では、この曲が元祖『うっせぇわ』なのだろうか？ 確かに数年ではあるが、青葉春助よりも古い。そこで注目したいのが、
星セントと大瀧との対談のやりとりだ。

セント：「メンデル」の法則ってあるでしょ？

大瀧：そら豆をまいて、遺伝子を研究したっていうアレね。

セント：そう。その法則はね、「人間はすべて人間のコピーである」ということを言ってんの。だから、オリジナルなんて
ないんだね（笑）

大瀧：それはいいことを聞いた（笑）

『Big Music』1982年6月号／文藝別冊『大瀧詠一』再録
「オリジナルなんてない」というセントの言葉通り、「うるさい」系ソングの系譜も遡ろうと思えばいくらでも遡ることが
できる。

たとえば、フォーリーブスの『ブルドッグ』（1977年）。初っぱなから《黙れ! うるさいぞお前ら》とタンカを切ってい
る。青葉春助と同じ伊藤アキラが作詞を手がけているのも、奇妙な偶然だ。単に伊藤氏が「うるさがり」なだけかもしれな
いが。作曲の都倉俊一はJASRAC会長や特別顧問を歴任し、いまや文化庁長官を務めている。

歴史を振り返れば、かの清少納言も『枕草子』で、大したことのない人間が得意げに物を言っているのが嫌だとか、酔っ払
いがわめいて人に盃を勧めてくるのがシャクに障るとか、毒づきまくっている。

《なでふことなき人の、笑がちにて、ものいたう言ひたる》

《酒飲みてあめき、口を探り、鬚ある者はそれをなで、盃、異人に取らするほどのけしき、いみじうにくしと見ゆ》

『枕草子』 にくきもの
これだって、言ってみれば『うっせぇわ』である。古の昔から、『うっせぇわ』は人類普遍の真理だったのだ。ピラミッド
の壁画に象形文字で『うっせぇわ』と刻まれているのが発見されたとしても、私は驚かないだろう。

♦『うっせぇわ』は教育に悪いか

それでも『うっせぇわ』が教育に悪いという人には、こんなに安心安全な反骨ソングもそうそうありませんよ、と言いたい。
組織や大人への不平不満をぶちまけながらも、《つっても私模範人間 殴ったりするのはノーセンキュー》。決して実力行使
には出ない冷静さと優しさが、いかにもZ世代の若者らしい理知性を感じさせる。

《盗んだバイクで走り出す》の歌詞がよく引き合いに出される尾崎豊はもとより、《くそくらえったら死んじまえ》と歌っ
た岡林信康や、《銃をとれ》と叫んだ頭脳警察、《飛行機ぶんどって何が悪い》と聴衆を挑発した三上寛のような発売禁止
／放送禁止歌手（※）と比べても、『うっせぇわ』は極めて穏当。極めて健全。文部省唱歌に追加してもいいぐらいだ。

歌詞にイラつき不快に思ったのなら、うっせぇわと「言う側」ではなく「言われる側」の大人になった、ということだろう。
「中二病だ」と揶揄する向きもあるが、実際に小中学生が熱狂しているわけで、そこに目くじらを立てても仕方がない。

私の両親はわりあい厳格で、子どもの頃は『おぼっちゃまくん』も『仮面ノリダー』も見せてもらえなかった。無菌状態で
育ったはずなのに、結果こじらせて三上寛や頭脳警察を愛聴するような人間になってしまった。育成失敗とは思わないが、
たぶん成功もしていない。

作品から何を受け取り、受け取らないかはその人次第だ。ひょっとしたら、『うっせぇわ』にハマっている今の子どもたち
も、社会の理不尽に対してきちんと異議申し立てのできる、意志の強い人間に育つかもしれない。いまのうちに多少ともザ
ラッとした表現に触れて、免疫をつけておくのも悪くないのではないか。

子どもがどれだけ『うっせぇわ』を聴こうが、《どうだっていいぜ問題はナシ》だと言っておこう。
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■卯田 宗平 編
　『野生性と人類の論理: ポスト・ドメスティケーションを捉える4つの思考』
　（東京大学出版会 2021/4）

人類はこれまでさまざまな動植物を
ドメスティケーション（家畜化・栽培化）してきた

それは人間が動植物とのかかわりのなかで
それらの「野生」を改変してきた歴史であり
そのことでみずからの生活をも変えてきた歴史でもある

そしてそれはまた人間が自然を
どのようにとらえてきたかということに深く関わっている

人間はどうしても
じぶんにとって都合のいい視点で自然をとらえてしまう
過去の長い歴史のなかでも
多かれ少なかれそうした傾向は否定できない
とくに近代以降の歴史は
自然をいわば搾取することが加速してきた歴史でもある

やっと現代になって
これも結局は人間の都合なのだが
このままでは自然環境の破壊によって
人類の持続可能な生存環境が失われてしまう危機感から
これまでの自然認識や
自然への関わり方が問われるようになった

本書で示唆されている
「ポスト・ドメスティケーション」という視点も
これまでのメスティケーション（家畜化や栽培化）の
延長線上にある未来への危機感からだろうが

それは「あえてドメスティケートしないこと」や
動植物のほんらいの「野生性」を
あえてスポイルしないで共生する可能性など
これまで「ダンスパートナーになってくれた動植物」に対する
あらたな在り方を模索するためのものだろう

本書に収録されている事例は以下の目次にある通り
どれも非常に興味深いものばかりだが
引用でとりあげてみたのは
個人自的に興味をもっているミツバチの養蜂における
「あえてドメスティケートしないこと」という視点
そして腸内に形成された細菌叢もまた
「意図しないドメスティケーション」ではないか
という視点のふたつである

まず前者だが野生性という難しい問題がある

人工と自然とを二分して
自然を野生としてとらえるだけでは
野生性がなんであるかはわからない
人間のなかにも野生性があり
それが失われてしまったとき
人間もまたその生のほんらいを失ってしまう
しかし野生性とはなにかはよくわからないところがある

しかしそれを問いつづけることで
近代以降無自覚に行ってきた自然改変の問題点や
それを未来に向けてどのように方向づける必要があるのか
そうした視点を得るための重要な契機とすることができる

腸内細菌叢の問題は
シュタイナーの医学との関係でも
ずっと気になっている問題である
やっと最近になって腸は第二の脳であるというように
腸の捉え方やその細菌叢が注目されるようになっているが
現実的には「殺菌」による腸内細菌の大量絶滅が加速している
感染症予防もまたその加速に力を貸すことになり
自然治癒力や抵抗力をこれまで以上にスポイルし続けている

殺菌で弱った野生の力を補完するために
今度は過剰な対処療法的な薬や治療に
無自覚に頼るようになってしまっているのは
わたしたち人間そのものが
「家畜」そのものと化しているともいえるのではないだろうか
先日来とりあげている「学校・病院・交通」の問題も
言葉をかえていえば「人間家畜化」のことでもある

その意味でも
「ポスト・ドメスティケーション」という問いは
人間と自然のスポイルを避けるための喫緊のテーマに他ならない



■卯田 宗平 編
　『野生性と人類の論理: ポスト・ドメスティケーションを捉える4つの思考』
　（東京大学出版会 2021/4）

（卯田宗平／「まえがき　欲望のダンスへようこそ」より）

「人類はこれまでさまざまな動植物を生活域のなかに取り込み、みずからにとって都合のよい性質を獲得させてきた。」
「人類はこの「自然」な風景をつくりだすまえに長い年月を費やしてきた。」
「もちろん、過去の人々は何千年後のいまの風景を想像して動植物に介入したのではない。（･･･）そののち、人間による介
入の程度が徐々に強化され、意図的な改良を重ねられてきた。この結果、私たちは自然の再生産力以上の恵みを得られるよ
うになった。」
「ただ、私たちのダンスパートナーになってくれた動植物は多くない。（･･･）人間が都合に合わせれドメスティケートした
種は少ない。つまり、私たちは限られた動植物だけに強く依存し、そのほかの多くとは程度の差こそあれ距離をとりながら
生活しているのである。いいかえれば、地球上の多くの動植物は、人間との「欲望のダンス」には加わらなかった。」
「一方で、さまざまな動植物を利用していることもまた事実である、これは、人類による自然利用が動植物をとりこむだけ
の単純なものではないことを意味する。」

（卯田宗平／「序章　ポスト・ドメスティケーションという思考」より）

「本書は、人間がほかの生物種を人為的な環境にとりこまない事例や野生種を保持する事例、生殖介入したあとに天然や野
生と呼ばれるものに改変していく事例などに注目し、そうした人間の働きかけを包括的に理解するための解釈枠組みを提示
するものである。」

（第一部　野生に向かう力の利用～竹川大介「第二章　あえてドメスティケートしないこと――ミツバチ養蜂戦略の違いか
ら家畜と野育を考える」より）

「人類は、なにをきっかけに、なんのためにドメスティケーションを始めたのだろうか。そして人類とほかの生物との多様
なかかわり方のなかに、ドメスティケーションという現象を、どう位置づければよいのだろうか。」
「イヌの事例ひとつをとっても、はたしてどの段階からドメスティケーションとよぶべきかという点についれは、まだ多く
の議論が残されている。ドメスティケーションには、ヒトがある生物種を飼い慣らし、繁殖させ、さらに生殖に介入し、品
種化という形で遺伝子を改変すること、つまり自然選択から人為選択へと移行する一連のプロセスが含まれている。」

「きっかけはどうあれ、いったん定住化が進行しはじめると、ヒトは食料が限られた環境のなかで生きるために、動物や植
物のドメスティケーションを手放すことができなくなるのである。」

「現在、筆者は世界各地の養蜂に関する民族誌の分析を通してミツバチと人とのかかわりについて以下のような五段階の歴
史変遷を想定している。（一）偶然の蜂蜜採取、（二）樹木の洞を利用した蜂蜜採取、（三）地上に設置した罠による蜂蜜
採取、（四）巣箱を利用した蜂蜜採取および巣箱や土地の利用権の形成、（五）巣箱を利用し、分蜂群を管理する蜂蜜採取
である。
　このような段階を見ると、ミツバチと人とのかかわりは、多くの場合、人がミツバチをドメスティケートするのではなく
野生種を継続的に利用してきたことがわかる。そして、そのかかわりの歴史は長い。ミツバチのこうした利用形態は日本に
おけるイノシシ利用の事例と類似している。」
「今後は広く世界的な視点からミツバチの野生種や家畜種と人とのかかわりを整理し、いわゆる「半家畜」とよばれる利用
形態も含めてその実態を明らかにする必要がある。こうした作業によって、セイヨウミツバチの一部はかぜ家畜化に成功
し、トウヨウミツバチはニホンミツバチも含めて家畜化の方向に向かわなかったのかを問うことができるからである。」

（第四部　意図しないドメスティケーション～梅﨑昌裕「第一四章　意図せざるドメスティケーション――人間と細菌のか
かわりを手がかりに」より）

「本章では、人間の意図とは関係なく腸内に形成された細菌叢に焦点をあて、人間の生存と適応に果たす役割に注目すれ
ば、細菌叢はドメスティケートされた存在とみなせるのではないかという仮説を検討する。」

「それぞれの人類集団が、自分たちの生存に都合のよい細菌を大腸のなかにもっていたとすれば、それはドメスティケート
された真核生物と似たような存在であるといえないだろうか。体の大きさは違うものの、人間の消化できないセルロースを
多く含む草を食べて肉や乳を生産できるウシやヒツジ、ウマを飼育することと、消化されずに大腸にやってくたセルロース
を短鎖脂肪酸というエネルギー源・免疫系における重要な物質に変換する細菌をもっていることは基本的には同じことであ
る。私たちが食べることのできない残飯や人糞を食べて肉を生産することのできるブタを飼育するのと、私たちが消化でき
ない尿素という排泄物を餌にしてアンモニア、さらにそこからアミノ酸を合成する細菌を大腸にもつことも同じことのよう
にみえる。

　そもそも腸内細菌の存在する消化管の内側は、解剖学的には私たちの体の外側である。私たちの体はちくわのような構造
になっており、いわゆる体表がちくわの外側、消化管がちくわの真ん中の穴にあたる。」
「問題は、ドメスティケートした腸内細菌叢と共生しているという自覚を人間がもっていないことである。強力な抗生物質
を摂取することで無差別に細菌を殺したり、手洗い・消毒を徹底して環境からの細菌の暴露を減らしたり、ドメスティケー
トした細菌の生存に必要な食物繊維の摂取量を減らしたりしたことで、とくに産業革命以降の近代化のプロセスでは私たち
の大腸では最近の大量絶滅が起こっているだろう。このような最近の大量絶命と、現代社会になって増加してきたさまざま
な健康問題（花粉症、認知症、うつ病、肥満、糖尿病など）には関連があるのではないかと考える研究者もいる。」

（卯田宗平／「終　章　いま，野生性を問うことの意義――成果と展望」より）

「本書では、人間がほかの生物種を人為的な環境にとりこみすぎない事例や野生性を保持する事例、対象をドメスティケー
トしたあとに天然や野生とよばれるものに改変したりする事例などを取りあげ、それらを体系的に理解するための解釈の枠
組みを示した。」

※以下、本書の目次一覧

《目次》

序　章　ポスト・ドメスティケーションという思考
　　　　　――鵜飼研究からの展開（卯田宗平）
　　　　
第一部　野生に向かう力の利用

第一章　野生を飼いならすことの難しさ
　　　　　――インドネシア西ジャワ州におけるコピルアク生産の事例から（須田一弘）
第二章　あえてドメスティケートしないこと
　　　　　――ミツバチ養蜂戦略の違いから家畜と野育を考える（竹川大介）
第三章　博物館の展示場で生き物文化を考える
　　　　　――ミツバチと人の関係から（池谷和信）
第四章　アンチ・ドメスティケーションとしての「野生」
　　　　　――双主体モデルで読み解くバカ・ピグミーとヤマノイモの関係（安岡宏和）
　
第二部　野生性と扱いやすさのバランス調整

第五章　慣れと狩りの「心の理論」
　　　　　――鷹猟における関係性の構築と葛藤（竹川大介・南香菜子）
第六章　駆け引きすることの有効性――九州の狩猟犬の事例から（藤村美穂）
第七章　スイギュウの「再ドメスティケーション」
　　　　　――フィリピンのカラバオの乳用化とポリティカルな力学（辻　貴志）
第八章　リバランスの論理
　　　　　――育てたウミウがみせる個性と鵜匠たちによる介入の事例から（卯田宗平）

第三部　ドメスティケート後の改変

第九章 立地条件の克服と養殖技術の開発
　　　　　　――「半天然アユ」の誕生とニーズ（井村博宣）
第一〇章　食用ドジョウの過去・現在・未来
　　　　　　――水田環境の悪化が招いた品種改良の進展（中島　淳）
第一一章　つくられた野生――エノキタケ栽培がたどった道（齋藤暖生）
第一二章　人為と人工のあいだの家畜動物
　　　　　　――イベリコブタに求められる自然を考える（野林厚志）



第四部　意図しないドメスティケーション

第一三章　イヌのドメスティケーションをニューギニア・シンギング・ドッグから考えてみる（小谷真吾）
第一四章　意図せざるドメスティケーション
　　　　　　――人間と細菌のかかわりを手がかりに（梅﨑昌裕）
第一五章　ドメスティケーションの実験場としての水田
　　　　　　――水田植物の採集と栽培の事例から（小坂康之・古橋牧子）
第一六章　農耕空間と親和的な「野生」植物のドメスティケーション
　　　　　　――タケと東南アジアの焼畑（広田　勲）
第一七章　ドメスティケーションの背景としての民俗自然誌的技術
　　　　　　――生産技術の文明論的序説（篠原　徹） 　 
終　章　いま，野生性を問うことの意義――成果と展望（卯田宗平）



☆mediopos-2423　　2021.7.5

■喜多崎親
　『蘇る竪琴／ギュスターヴ・モロー作品における詩人イメージの変遷』
　（羽鳥書店 2021.2）

オルフェウス
その名を思うと
内なる竪琴が
詩を奏ではじめる

オルフェウス教は
オルフェウスを開祖とした
古代ギリシアの密儀宗教だが
その秘儀ゆえに後代
オルフェウスの神話は
さまざまに語り継がれてきたのだろう

オルフェウスがアポロンから授かったという竪琴を弾くと
人間達はもちろん森の動物たちや木々や岩までもが
その周りに集まって耳を傾けたと言われる

オルフェウスとその妻エウリュディケーの神話も
さまざまに語り継がれている

エウリュディケーが毒蛇にかまれて死したとき
オルフェウスは妻を取り戻すために冥府に入り
冥界の王ハーデースとその妃ペルセポネーの王座の前で
竪琴を奏でエウリュディケーの返還を願った

ハーデースは冥界から抜け出すまでの間
決して後ろを振り返ってはならないという条件で
エウリュディケーを送り出すが
冥界からあと少しで抜け出すところで
オルフェウスは後ろをふりかえってしまう

エウリュディケーを失ってしまったオルフェウスは
太陽神をアポロンと呼んで崇め
トラーキアでのディオニュソス崇拝を蔑したため
ディオニュソスの怒りをかって
狂乱する女（マイナス）たちの手で八つ裂きにされて
悲劇的な死を遂げることになる

マイナスたちはオルフェウスの首をブロス河に投げ込んだが
その首は歌を歌いながら河を流れくだり
オルフェウスの竪琴とともにレスボス島まで流れ着く

オルフェウスは原初の詩人ともいわれるが
その意味する詩人とは
秘儀を奏でる者のことでもあったはずだ
その秘儀においては詩は音楽そのものでもあり
人を秘儀に参入させる呪力をもったものだったのだろう

すっかり前置きが長くなったが
ギュスターヴ・モローの代表作といえる《オルフェウス》では
娘がオルフェウスの首の載った竪琴を両手で持ち上げ
目を閉じた詩人の顔を見下ろしている様子が描かれている

ギリシア神話やキリスト教主題を描き続けたモローだが
モローほど多くの詩人を描いた画家はいないようだ
モローにとって詩人とは「古代の異教のモチーフ」であり
「精神性や芸術性を体現する存在」でもあったからだ
その象徴がオルフェウス

しかしモローは一八八八年の《人類の生》以来
キリスト教と異教のイメージを混在させはじめる
古代の神話というモチーフを使いながら
キリストによる救済を描きはじめたともいえる

未完の作品《死せる竪琴》では
「殉教者としての詩人の死と竪琴に託されたその精神の不滅」を
「キリスト教の復活のアナロジー」として描こうとしている
とはいえそれはキリスト教をを称揚しようというよりは
「古代神話に潜在するメッセージを
現代に蘇らせること」だったようだ

本書ではとくに言及されてはいないようだが
生涯の最後の時期にモローは
「ヘレネー」と呼んでいる
名づけられない顔貌のない神を幻視し
《栄光のヘレネー》という作品をのこしている
そしてそれはキリストの磔刑図である作品
《贖罪者キリスト》へとつながってくる

詩と音楽による秘儀をおこなった
オルフェウスの首と竪琴が流れ着いたこと
そしてキリストが十字架の上で死し復活したことは
古代の秘儀と現代につながる秘儀であり
モローはその二つのイメージを
同じカンヴァスのなかで融合しようとしていたのだろう



■喜多崎親
　『蘇る竪琴／ギュスターヴ・モロー作品における詩人イメージの変遷』
　（羽鳥書店 2021.2）

「ギュスターヴ・モロー(Gustave Moreau、一八二六--九八）は、生涯ギリシア神話やキリスト教主題を描き続けた一九世紀
後半のフランスの画家である。」
「本書ではモローの作品から特に詩人に関わる作品を取り上げる。それは第一に、この主題がルネサンス以降の人文主義的
絵画において、芸術家を象徴する主要なテーマであったからである。」
「第二に、この主題がモローの作品を考える上で極めて有意義だからである。モローほどその生涯に多くの詩人を描いた画
家が他にあるとは思われない。モローにとって詩人は、古代の異教のモチーフとして始まり、精神性や芸術性を体現する存
在であった。しかし、それは芸術家一般を象徴するモティーフとなった。モローは生涯に亘って様々な詩人を描いており、
その意味は変化しているが、それは古代由来の詩人という異教的モティーフに、キリスト教図像を取り込んでいくことで成
り立っている。モローの歴史画の革新は、一言でいえばイメージに普遍的なメッセージを与えることだったが、詩人という
主題においてそれが明確に見て取れるのである。」

「一八六六年、モローは、サロンに《オルフェウス》を出品した。板に油彩で描かれたこの作品は、その年の国家買上の対
象となり、当時の国立現代美術館でありパリのリュクサンブール美術館に展示され、モローの生前唯一継続的に公開された
作品となったことからも、まちがいなく代表作の一つであった。
　周知のごとく、オルフェウスは古代ギリシアの伝説上の人物である。」
「モローは《オルフェウス》で、一人の娘がオルフェウスの首の載った竪琴を両手で持ち上げて立ち、目を閉じた詩人の顔
を静かに見下ろしている様子を描いた。背景は峨々とした岩山と荒涼とした水辺で、左の山の上には三人の牧童達が見え
る。娘の後ろにレモンの木が実をつけ、手前右下には、二匹のホシガメが歩んでいる。娘はブロンドの髪を丁寧に編み上
げ、衣服は青灰色の長袖に緑の胸当て、腰のあたりの赤みがかった布を巻き、スカートは緑。裾はまた青灰色で、竪琴と同
様、鮮やかな色彩もさることながら、多くの文様で彩られている。その胸元には、恐らく死者へ捧げるものだろう、小さな
花束が差し込まれている。」
「これまでにも度々指摘されているように、トラキアの娘がオルフェウスの首を拾い上げるという設定には典拠が見つかっ
ておらず。恐らくモローの創作だと推測されている。」
「《オルフェウス》制作の背景としては、サロンに対するモローの二つの大きな戦略があった。ひとつ目は、一八六四年の
《オイディプスとスフィンクス》の男性と女性の対峙、一八六五年の《イアソン》の女性による男性の支配、《若者と死》
の男性の死後の栄光というジェンダー的サイクルの一環として、男性の死とそれに対する女性の哀悼を描くということであ
る。オルフェウスの主題は、古代ギリシアを舞台として詩人の死を描くのに格好の題材であったが、モローはそれに哀悼と
いう意味を与えるべく、着られた首を持つ娘という、前例のない設定を作り出すことになる。それは伝統的なサロメ図像を
恐らく下敷きにしながら、普遍的なメッセージの獲得を目指して、キリストへの哀悼という伝統的な図像を参照したかもし
れないが、それは必ずしも母性愛の表現のピエタとは相容れない。
　もう一つは、イタリア・ルネサンス風の様式模倣である。一八五九年に二年にわたりイタリア滞在から戻ったモローは、
一八六四年の《オイディプスとスフィンクス》以来、一五世紀のイタリア・ルネサンスを強く想起させる画風を打ち立てて
いたが、《オルフェウス》では、ミケランジェロを転用したオルフェウスの首や、レオナルド風の風景、そしてペルジーの
やラファエロを思わせる優美で華やかな女性像として結実した。」

「モローの作品の中で、キリスト教と異教のイメージの混在が顕著になるのは、一八八八年の《人類の生》からである。こ
の作品は、縦横三列のパネルが、人類の黄金時代、白銀の時代、鉄の時代を表しているが、黄金の時代にはアダムとエヴァ
が、白銀の時代にはオルフェウスが、鉄の時代にはカインとアベルが描かれ、この三サイクルを最上部ペディメントの《贖
罪のキリスト》が統べる形式を採っている。神話の世界と聖書の世界は、分離しているとはいえ、ひとつの作品の中に併置
されているのである。この作品の持つ人類の三段階が、ギリシア詩人ヘシオドスが『仕事と日』の中で語る時代区分にヒン
トを得ているように、この作品は神話的な構造に基づきながら、祭壇画の形式を用いることで全体をキリストによる救済と
して纏め上げているのである。
　このような多翼祭壇画の形式によって複数の画面を統合し、複雑な理念を表したいという欲求は、やがてそれをひとつの
画面の中で表現する試みへと移行していったように思われる。それは、一八九五年に描かれた《ユピテルとセメレ》に顕著
に表れている。そこではギリシア神話に題材を採りながらも、《レダ》と同様の聖婚の概念が、初めから三位一体や玉座の
聖母子の構図を借りて極めて礼拝像的に表現されていたが、最終的には神の出現による世界の浄化と変貌が、最後の審判の
図像形式を借りて表現されるに至った。つまり、理念的で礼拝像的要素の強い宗教画の図像が持つ喚起力を、なんとか神話
画に与えようとした結果が《ユピテルとセメレ》であったと考えられるのである。しかし、それはまた神話からの逸脱とな
らざるを得ない。
　こうした試みには、モローの中での形態的な諸神混淆の形成過程が窺われる。すなわち、《人類の生》では、個々の時代
においては特にキリスト教と聖書が混在しているわけではなく、キリスト教的な発想の中に部分的にギリシア神話の世界が
混入していただけであったが、《ユピテルとセメレ》では、画面に礼拝像的な性格を与えるために、神話的題材に意識的に
キリスト教美術の要素が取り入れられているのである。

　この《ユピテルとセメレ》がその最終的な主題はともあれ、飽くまで具体的な神話のエピソードとして出発していたのに
対し、《死せる竪琴》の最も中心的なモティーフは、殉教者としての詩人の死と竪琴に託されたその精神の不滅であった。
この、そのままキリスト教の復活のアナロジーとなる、理念的な内容を造形化するにあたって、モローが宗教画の礼拝像的
な要素の強いイメージを創ろうとしたとしても些かの不思議もない。
　未完に終わった《死せる竪琴》は、それまでのモローの詩人観を綜合する作品となるはずであった。自然と融合して死ん
でいく異教の詩人達と、その上に君臨する大天使という構想は、一見一古代の異教世界に対するキリスト教の勝利のように
見えるが、この大天使が十字架だけでなく竪琴を持つことで、神に由来する詩人の精神性は生き残る。《死せる竪琴》とい
う題名とは裏腹に、それは生き続ける竪琴のように思えるが、あるいはこの「死せる」という語は、異教の詩人達の物質的
な意味での死であるとともに、物質からの精神性の解放として、竪琴が蘇るための必然なのかもしれない。
　このように、神話側に、精神性を付与しようとしたモローは、結局神話画にキリスト教的な図像を取り混まざるを得な
かったのである。

　　古代人によって表された神話と現代人によって表された神話、古代の神秘と現代の神秘の区別。古代人のものは自然の
漠然とした大きな現象の支配下にあるのに対し、我々のものは感情の内奥、深奥の支配下にある。実証主義の理論に反し
て、我々においてはキリスト教思想がすべてを支配しているのだから。

こう語るモローは、神話をキリスト教的に造形化する矛盾を切実に感じていたに違いない。だがこれはモローが中世の『教
訓化されたオウィディウス』のように神話画の内容をキリスト教的に解釈した、つまりキリスト教を称揚する作品を意図し
たということではない。目的は古代神話に潜在するメッセージを現代に蘇らせることであった。ときに過剰ともいえる装飾
的細部を用いてこの画家が目指したのは、歴史の再現や物語の図解ではなかった。モローが目的としたのは、明確な意味の
形成・伝達ではなく、イメージによるメッセージの喚起だったのである。」



☆mediopos-2424　　2021.7.6

■山内志朗
　『無駄な死など、どこにもない／パンデミックと向き合う哲学』
　（未来哲学研究所　ぷねうま舎　2021.6）

哲学は情念やからだが苦手だ

デカルトも情念を語ろうとし
メルロ＝ポンティもからだを語ろうとしたが
思考することで成立する哲学は
とくにその思考が主語的であればあるほど
その相容れない矛盾のなかで
どこか迷路のなかに入り込んでしまうことになる

情念をそしてからだを語ろうとしても
それが思考されればされるほど
それは概念や言語にすり替わってしまうのだ

それは情念（受難）を生き
愛を説いたイエスの教えを
政治的な国家権力によって
教会が管理するようになったことにも似ている

アッシジのフランチェスコが
「第二のキリスト」と呼ばれたのも
失われていた聖霊的なありようを
取り戻そうとしたからなのだろう
聖霊の働きは
「教会を介することなく、
神やイエスに至るメディア」となするからだ

ヨハネ福音書にあるように
初めにことば（ロゴス）があった
ことばの内に命があった
ことばは肉となった

はずなのだが

それが知性や理性のもとに
管理されるものとなるとき
聖霊の働きは失われてしまい
ことばから情念（受難）や
肉（からだ）が失われてしまう

知性や理性のもとにあることばは
主語的なものだ
しかし情念やからだをもふくみ
知性や理性もそこから生まれ出ることばは
述語的なありようとしてとらえることで
聖霊的な働きを取り戻すことができる

「花が存在する」のではなく
「存在が花する」ように

ことばを述語的にとらえるとき
存在の根底にあるのは無であり闇だ
その無であり闇であるものが
自覚的に自己限定されることで
光としてのことばは生まれてくるのだが

その光としてのことばを哲学は扱えないでいる
故に哲学が死を語ろうとするとき
死はただ無への闇への帰還としか語り得なくなる

ことばに情念とからだを取りもどし
それを無であり闇であるなかから
産み出される光の創造としていくためには
哲学ではなくポエジーが必要となる

ノヴァーリスが学（科学／学問）は
哲学になったあとにポエジーとなると示唆したのも
哲学という壁を越えるためではなかったか
哲学に聖霊が降りるとき
そのことばこそがポエジーとなれる

知性も理性も
そして情念もからだも
ほんとうのことばとなって
歌うことができますように



■山内志朗
　『無駄な死など、どこにもない／パンデミックと向き合う哲学』
　（未来哲学研究所　ぷねうま舎　2021.6）

（「はじめに　死とは何か」より）

「いま、私の心を占めているのは、死を生の姉妹（sora nostra morte corporale）と捉えたアッシジのフランチェスコの思い
を少し跡付けること、それだけである。」

（「間奏の章１　通底する存在と情念」より）

「キリスト教の枠組みでは、情念（受難）は、政治的権威とは対極的なものであった。イエスは、サドカイ派やパリサイ派
という体制側に立つユダヤ教の反発し、主流派の救済のみに目を向ける傾向に対立して、民衆に根ざした集団を形成して
いった。
　フランチェスコが一三世紀初頭に「第二のキリスト」と呼ばれたのは、ローマ教皇庁が世俗的権威との関係への配慮に終
始していたことへの反発が、イエスの原始キリスト教団への憧れのかたちをとって現れたということなのだろう。つまり、
キリスト教は国家権力に対抗するものとしてあったにもかかわらず、キリスト教の国教化によって国家との共生的・相補的
関係（協力関係）に巻き込まれてしまったのである。
　政治権力との提携は、ローマ教皇や司教が、世俗君主や官僚と同様のものとなってしまうことを意味する。キリスト教が
本来目指していた民衆の救済から逸脱してしまうのだ。一二世紀以降、宗教的権威の基盤が強固なものとなり、その権威を
高めるにつれて、その傾向は強まった。その結果、一二世紀以降、さまざまな異端運動が現れる。
　一二世紀の異端運動の特徴を示すキーワードとしては、リテラシー（識字）、女性、聖霊がある。リテラシーは異端運動
を考える場合、特に重要である。聖書こそ、魂の救済、天国へ至る鍵となるものだが、聖書を読解することは、ラテン語を
学び、その内容を理解できるだけの教育を受ける必要があった。そのような能力を持つ市民がごく少数であったが、一二世
紀以降、経済的に余裕のある市民が聖書を購入し、時間的に余裕のある女性が読解のためのリテラシーを身に着け、教会の
聖職者に頼らずに、自分たちで聖書を読む運動を広げていった。これが、一二世紀の異端を支えた基本的構図であった。
　その場合、聖霊は教会を介することなく、神やイエスに至るメディアとなった。聖霊主義が無媒介性を重視するのは、媒
介や順番を重視すると、既成の組織体制に取り込まれてしまうからである。」
「この聖書主義は、西田幾多郎や井筒俊彦が立脚した「述語主義」的枠組みで考えると理解しやすい。「花が存在する」の
ではなく、「存在が花する」という言い方が端的にその事態を表現している。実体という個別的で具体的で確定したものが
最初にあるのではなく、未規定的で不定で曖昧なものが先にあって、そこから具体性が立ち現れてくるという枠組みであ
る。
　聖書主義的な枠組みは、時間論との折り合いがよい。すなわちそこに、不条理は発生しにくい。自然科学的・法則主義的
世界観によれば、初期条件が定められると、その後は決定論的に科学法則に従って物事が生起するという枠組みが支配的で
あった。しかし新型コロナウイルスもそうであるように、予想できなかったことが人間社会では成立し、それがすべてを揺
り動かす。東日本大震災もそうであった。」

「経済変動を予測することが、知性の証であると捉える知性モデルは過去のものだ。では、未来は予測不可能であって、ニ
ヒリズムの中で生きなければならないのか。絶望の中で精神的に冬眠しながら生きていくことも有力な方法ではあるのだ
が。

　私はここでふと感じる。未来を予測する器官（センソリウム）は知性や理性だけなのか、と。情念もそうではないか、と
私には思われる。認識的であり、同時に情緒的な能力は不可能なのか、非知性主義に陥ることなく、未来を感じることはで
きないのか。それを考える一つの糸口を中世の聖霊主義に探ってみたいと思う。

　情念が未来に臨む枠組みは、聖霊の時間に体知る機能と類似しているように思われるのだ。聖霊はいつも閾を乗り越え、
閾の上で方向性を逆転させる機能を持っていた。正確に、述べれば、逆転というよりも、矛盾対立的・同時相互浸透である。
人間が他者とのコミュニケーションにおいて、いとも容易に使いこなしている機能である。」

「宗教において重要な機能を有していた聖霊は、その機能をまったく失ってしまったのか。もちろん、その聖霊の復権を主
張することは、危険な反知性主義を惹き起こしかねない。聖霊の無媒介性、直接性は危険な側面もあるのだから。」

（間奏の章２　言葉と肉体と風」より）

「概念なき哲学は可能なのかどうか。経典や詩篇の読誦や典礼が意味なき呪文としてではなく働くように、言葉も肉体に直
接働きかける通路を用意しているのかどうか。哲学を知性を介して理解する前に、体で体験することはできるのではない
か。それもまた哲学との出会いのはずだ。私は哲学書を音読することこそ、開かれた出会いにつながると思う。哲学書は音
読されるべきもので、そのとき哲学に向き合う肉体は身を開く。

　概念が理解されるということは、そこから真なる命題を作れることだと考えられている。哲学の専門家は、難しい概念を
つなぎ合わせて、真なる命題から構成される論文をいくつも作り上げることを求められる。
　哲学を理解することは論文を作ることではないし、それを求められるわけでもない。暗記して風呂に入りながら、いや砂
浜で風に吹かれながら口ずさんでみることもできる。しかし、テキストをそのまま風景が浮かぶまで繰り返し読んでみるの
もよい方法だ。いや、風景が浮かばなくてもよい。経典を読むように響きを楽しむだけでもよい。中世のスコラ哲学の浩瀚
なテキストを目に、読み方に難渋し、あまりに時間不足の中で絶法しているとき、音読することは一服の涼を得るに等し
い。音読によってスコラ哲学が直接声として体に染み込んでくるような感じがする。その時、声は声の風ではない。肉を
持っている。
　直接、言葉が体に入り込んでくる。この感覚は、どこかほかのところでも味わった気がする。例えば、光明真言。（･･･）
光明真言を唱えるとき、何かが体に入り込み、刻みつけられ、沁み込んでくる。もちろん、それはただの思い込みであって、
青空の下にさわやかな風が吹いているだけだ。おどろおどろしく感じるだけかもしれない。だが、この具体的な肉体の感じ
は何か。」

「＜存在＞は言葉によって語られるのか。いや、言葉は＜存在＞を語ることができるのか。そう問いたくなるのは、＜存在
＞こそ語ることの可能性の条件のように見えるからだ。言葉が＜存在＞を語るということは、何に似ているのか。私たちが
父母を産み出すこと、それどころか地球や宇宙を産み出すことと似ているのかもしれない。それは途方もないことではな
い。ライプニッツのモナドは無限の宇宙を表現し、そういった無限のモナドによって構成される宇宙を一つひとつのモナド
が表現することで、モナドの中には、幾重にも重なる無限性の層ができているのだ。モナドの表現とは、関数的な対応関係
というよりも、肉体が肉体を貫くこととも言えるのではないのか。＜私＞とは、光源ではなく、奈落、根底、暗闇、深淵な
どだ。底を見ると、コギトも自己もなく、闇だけが広がっている。自己が自己に語りかけるとき、深淵が深淵に呟きを投げ
かける。そして、呟きだけは暗い谷底に響き渡る。
　言葉が＜存在＞を語ってしまうことは途方もないことだ。形而上学は、存在である限りの存在を探求する。これは宇宙を
支える亀が自分の足元を見ようとすることに似ているのではないか。＜存在＞は己を求めるあまり、自分自身の中にめり込
んでいこうとする。
　この絶望的な努力の中では、＜存在＞が稀薄なものであり続けるのではなく、粗い網でありながら、そこに膜が張り、硬
化して、いつのまにか織り地となり、ついには壁になっていく。そして、言葉はその堅い壁に消えない傷を残す。」
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■松井孝典『文明は〈見えない世界〉がつくる』
　（岩波新書　2017/1）

古代から現代まで
人間の文明の歴史を
その根底にある宇宙観から
たどっていく本書の「物語」は

高校生だった頃のじぶんが
読みふけっていた
というよりも
こんなＳＦが読みたかったという
宇宙論的なＳＦを
ぎゅっと凝縮させたもののようで
不思議な懐かしささえ感じてしまう

大宇宙の極大なマクロと
小宇宙の極小のミクロが
人間という観測者の存在によって結ばれている

〈見える世界〉の奥にある
〈見えない世界〉への道は
〈見える私〉の奥にある
〈見えない私〉への道でもある

そんな宇宙観をイメージさせる物語が
実際の歴史のなかでさまざまに織りなされ
大きなタペストリーになっているようなＳＦ

高校生の頃は
宇宙論的なビジョンに魅せられて
〈見える世界〉〈見えない世界〉といっても
じぶんの外的な世界として
科学的な視点で理解していたけれど

その後哲学的なものにも惹かれ始めると
物質的なものへ向かう視点と
精神的なものへと向かう視点を
どうやって結べるのかを
あれこれ考え始めるようになる

本書で「〈見える世界〉の奥に潜む〈見えない世界〉が
数式などで記述できるようになる」
と述べられていることは半分の世界でしかない
数式には「からだ」がないから
とはいえその半分が真に解明されるとき
同時に残りの半分にも光が当たることになるのだろう

現と夢のように
現を真に生きるということは
夢を真に生きるということにもなるのだろうから

しかし本書の人間原理の話にもあるように
かつて宇宙のなかの人間は
偶然のなかで現在となっているように見られていたのが
視点が人間の観測そのものになってくるのは面白い
超越的内在即内在的超越のように
外へ向かう視点と内へ向かう視点が
メビウスの輪のようにつながっているように

引用の最後に
人間圏はいまネットワーク社会と言われる
人間圏が大きな変容を遂げようとしていという示唆がある
「分化を続けてきた人間圏が、
その分化という方向性を変え始めた」というのである
これは個の方向性と共生の方向性が絡みあい
現代さまざまな問題を孕みつつ展開しているということだろう

本書はコロナ禍の前の2017年に刊行されているが
マクロとミクロの照応的な宇宙論とあわせて
人間の個とそれを超えたネットワークの展開
という視点が出されていることはとても示唆的である



■松井孝典『文明は〈見えない世界〉がつくる』
　（岩波新書　2017/1）

「文明は〈見えない世界〉の解明を通じてつくられる----。
　そう聞くと、驚く人も多いでしょう。物質文明という言葉があるように、モノが溢れている世界こそが文明の姿だと大抵
の人は考えるからです。しかし、その溢れているモノを利用する技術こそが実は〈見えない世界〉探求の産物だった、とし
たらどうでしょう。」
「文明の歴史は、発見と発明の歴史と言われますが、鍵を握ってきたのは常にこの〈見えない世界〉でした。合理的志向を
駆使することでしかたどり着かず、それを数式などで書き記すことでしか姿を見せない〈見えない世界〉。この〈見えない
世界〉に目を向け、それを記し、そしてそれをどのように〈見える世界〉にフィードバックさせていくか。それが一万年に
もわたって続く文明発展の鍵だったのです。
　そして今、この〈見えない世界〉の解明が驚くほどの勢いで拡大しています。二〇世紀の末から、文明の停滞が叫ばれて
久しいなか、果たしてそれは何を意味するのでしょうか。〈見えない世界〉の解明を中心に、古代から現代に至るまでの文
明史を俯瞰し、〈見えない世界〉を通して人間とは何かを探ること。そして、その探究をもとに宇宙、さらには新たなる文
明の可能性について考えること。それが本書の目的です。
　我々はどこから来て、どこへ行くのか。我々は何者なのか。その答えは、我々が書き表す〈見えない世界〉の中にこそあ
るのです。」
「〈見えない世界〉をめぐる旅、それは我々の過去、現在、そして未来を探る旅でもあるのです。」

「自然の変化が「天体の動き」と関係していることに気づき、その動きを正確に観察することで「暦」という時間に関する
モデルを作り上げたのがカルデア人です。しかし「天体の動き」については、合理的な説明を行うことはありませんでし
た。」
「神の意志を人は目に見ることができない。だから、「星は、なぜ、そのように動くのか」という理由を人々は知ることが
出来ない。つまり、それは人々にとって〈見えない世界〉であり、〈見えない世界〉を語りうるのは神だけだ。というのが
カルデア人のみならず、当時の人々の標準的な考えだったのです。
　ちなみにここでいう神は、のちの一神教でいうところの形而上学的な神ではありません。星座にあてはめられた神々の姿
からもわかるとおり、人間社会を反映した「神話」的な神々です。こうした考えを一笑に付すことはできません。説明でき
ないこと、人智の及ばない力に対して神を持ち出すのは、昔も今も変わらないからです。」

「天文に関する膨大なカルデア人の知恵を引き継ぎ、それを発展させたのが、古代ギリシャの人々です。カルデア人が「神
の意志」としか説明しなかったものを、彼らは自らの考える力で説明しようと試みます。
　合理的精神。それが古代ギリシャ人の最大の武器でした。彼らはそれを「ロゴス」と呼びました。」

「（ピタゴラス派の人々）は〈見える世界〉の背後の至るところに「数」を見出しました。」
「ピタゴラス派の人々は、天体の動きについても同様に考えました。規則正しい星の動き、すなわち「天の秩序」の背後に、
カルデア人が「神の意志」を見たとすれば。ピタゴラス派の人々が見たものは、やはり「数」だったのです。」
「幾何学をベースにして宇宙モデルを作り上げ、天体の動きを説明するというのが、古代ギリシャで発展を遂げる天文学
（＝アストロノミー）の最大の特徴です。」

「なぜ万物は時とともに姿を変えるのか？　生成と生滅を繰り返すのはなぜなのか？　あるいは、何がそれを可能にしてい
るのか？　物質の本質や起源は何なのか？
　季節の変化が天体の動きに関係しており、その運行規則を、幾何学的な宇宙モデルを用いて正確に理解しようとした古代
ギリシャの人々は、同じ頃、身近な事物の変化を説明する原理についても考えをめぐらせていました。その究極の答えとし
て登場するのが「古代原子論」です。〈見える世界〉の秘密に、宇宙という極大の世界からアプローチしようとするのが「宇
宙論」だとすれば、原子おいった極微の世界からアプローチしようとするのが「量子論」です。その萌芽が、古代ギリシャ
の時代に始まったのです。」

「〈見える世界〉の不思議は、突き詰めると、「変化の不思議」です。なぜ季節は移り変わるのか。なぜ万物は変化し、生
成と生滅を繰り返すのか。なぜ自然は根源的な世界から多様な世界を生み出し、そのかたちを替えるのか。古代ギリシャ人
たちは、その不思議をロゴスによって説明しようとしました。本書のテーマに沿って言うならば、〈見える世界〉の背後に
ある〈見えない世界〉を記述することで、その不思議を説明しようとしたのです。」

「キリスト教は、ローマ帝国を飲み込みヨーロッパ全土に広がります。この世界はどのような世界なのか。なぜそのような
ことが、この世界で起こるのか。ギリシャの哲学者たちが頭を悩ませ、議論を重ねていたそのすべてのことを、「神」は知っ
ていると宗教は教えます。生死や天変地異といった現象の理由のすべてを知ったうえで、神は人々を導き、そして救うのだ
と説くのです。逆にいえば、〈見えない世界〉のことは神のみぞ知ることであり、人々はひたすら神を信じ、神の言葉に従
うことこそが重要だということになってきます。（…）人々は神を通して〈見えない世界〉に対峙する道を選び、これによ
り宗教画〈見えない世界〉を語る主役に躍り出ることになります。一方で、〈見えない世界〉の解明に通じる自然学の扉は、
これ以降、「暗黒の中世」と呼ばれる時代が終わりを迎える頃まで、長く閉ざされることになるのです。」

「アリストテレス没後から二〇〇〇年近くの時を経た一六世紀後半、合理的精神による〈見えない世界〉へのアプローチが
再び始まります。」
「長く閉ざされいえた議論の扉を開けた人こそ、近代天文学の父と称されるガリレオ・ガリレイです。」

（…）

「時空は伸び縮みする----。アインシュタインは、ニュートンが万有引力として説明してきた現象が、時空のひずみによって
もたらされる現象であるとの認識に至ります。「時空のひずみ」と一言で表現されていますが。我々はこれを目にすること
もそれを観測することもできません。数学的な理論によって導き出される時空のひずみの数学的モデルだからです。」
「アインシュタインが、宇宙という時空における運動の正体を、リーマン幾何学を用いてモデル化することに成功するのと
前後して。人類はこれまで足を踏み入れたことのない、もう一つの新たな〈見えない世界〉に足を踏み入れます。アイン
シュタインが明らかにした〈見えない世界〉が、宇宙規模のマクロな世界における〈見えない世界〉だとしたら、その新た
に登場した〈見えない世界〉は、それまでの科学技術では決して捉えることのできなかった、極微とも言うべきミクロの世
界における〈見えない世界〉です。」
「古典力学の常識が、ミクロの世界では通用しないというのです。そこで登場するのが、量子を主役としたミクロ世界にお
けるまったく新しい力学、量子力学です。」

「我々のいる宇宙がどういった宇宙であるかが、マクロの世界においてそしてミクロの世界においても明らかになればなる
ほど、科学者たちはある疑問を持たざるをえなくなります。その疑問とは「宇宙はなぜこのような宇宙なのか」という疑問
です。宇宙のことが明らかになるということは、筆者の言葉でいえば、〈見える世界〉の奥に潜む〈見えない世界〉が数式
などで記述できるようになるということです。それはすなわちこの宇宙の特性が、数字で示せるということです。
（…）
　ではなぜ物理定数がそのような値でなければならないのか？　その値に何か特別な意味があるのか？　科学者はそう考え
始めたのです。「たまたまそうなのだ」という考え方もあるでしょう。しかし物理学者は「たまたま」という考え方は拒否
します。それは神が決めたのだということと同じことで、思考がそこで停止するからです。何らかの理由があるからだと考
える根拠も指摘されています。
　じつは「たまたま」選ばれた数字の間に何らかの関係があったのです。」
「ミクロの世界の特性が、宇宙全体とうマクロな世界の特性を決めているということです。」
「ミクロとマクロ、その両方の〈見えない世界〉を記述化していくなかで得られた物理を支配する定数が、この宇宙の全体
像を決めるものであるのだとしたら、我々はそれをどう捉えればよいのでしょうか。
　そのことについて一九七四年、ブランドン・カーターはある論文を発表し、世の中の科学者をあっと言わせます。論文の
タイトルは「大きな数のコインシデンスと宇宙論における人間原理」。「なぜ宇宙はこのような宇宙なのか」という問いに
対してカーターは、人間という観測者の存在を問題を解く前提とすれば、答えは明らかだとしたのです。
（…）
「宇宙は（それゆえ宇宙の性質を決めている物理定数は）、ある時点で観測者を創造することを見込むような性質をもって
いなければならない。デカルトをもじって言えば、「我思う。ゆえに世界はかくの如く存在する」のである」
　〈見えない世界〉を見ようとする、人間という観測者を生むような宇宙であるという点に、この宇宙の存在理由があるの
だということです。かつて人類が、科学の名のもとに追放した「人間中心主義」を、ここで復活させたのです。」

「人間圏は今、産業革命語のストック依存型人間圏の段階を経て、さらに新しい段階に突入しているように見えます。一般
的にはネットワーク社会と言われます。この段階の人間圏の特徴はその構成要素が、国から個人に変化し始めたことです。
それはこれまでの分化を続けてきた人間圏が、その分化という方向性を変え始めたということです。それは均質化に向かう
ということを意味します。均質化は構造を破壊します。すなわち新たな不安定性を人間圏の内部システムにもたらしま
す。」
「人間圏のネットワークは成長を続けています。そのネットワークが最終的に意味を持つとすれば、それは秩序でなければ
なりません。しかし現代の人間圏にはまさに、その秩序が姿を表す直前の、臨界的な現象が現れていると考えられるので
す。しかしその後に起こるのは相転移です。そのとき人間圏は、これまでとはまったく異なる様相を示すということになり
ます。果たしてそれはどのような姿なのか。それはまだ誰にもわかりません。
　ただしわかっていることが一つだけあります。それは、人間圏が大きな変容を遂げようとしている現在、最も重要なこと
は我々自身が人間圏をどのようにデザインしたいと考えるのか。それを明らかにすることです。爆発的に拡大する解明され
た〈見えない世界〉を体系化し、その中で人類存在の意味を問い、それをもとに未来を考えるということです。「我あれは
何者なのか」ということを、解明された〈見えない世界〉に基づいて感上げたとき、我々はその答えを見つけることができ
る可能性があるのです。」


