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☆mediopos-2426　　2021.7.8
■河合俊雄 
　『集中講義　河合隼雄』 
　（別冊ＮＨＫ100分de名著　ＮＨＫ出版 2021.7）実際に心理療法を受けたことも

それに関わったこともまったくないけれど
ひょっとしたらぼくは河合隼雄の著作を通じ
二十歳頃から数十年にわたって
じぶんの魂を個性化に向けて
育てていこうとしてきたのかもしれない
このテキストを読みながら
あらためてそんなことを感じた

河合俊雄はぼくとほぼ同世代だが
その著作を読むようになったのは二〇年ほど前
最近では井筒俊彦の関係でも
その深い示唆に驚くことも多々あり
現代で最も傾聴に値する方のひとりだと思っている

もちろん河合俊雄は河合隼雄の
「父であり、師であり、同志」である
ベタな言い方をすれば河合隼雄二世であり
日本のユング関係の心理療法の二世代ともいえるが

河合俊雄の言葉に深い奥行きを感じるのは
日本の心理療法のパイオニアであり
カリスマでもあった方を父に持ちながら
おそらくさまざまな深い葛藤もあったであろうなかで
それらを不断に統合していこうとする個性化のプロセスが
そこには常に働いているからでもあるのかもしれない

人はそれぞれ特定の環境に生まれてくるが
おそらくそれには深い意味がある
そしてそのなかでどのように
みずからの魂を個性化に導くかが大きな課題となる

魂は一人ひとり異なっているから
その課題はそれぞれに異なっている
ある時代ある環境に生まれてくるのは
そこでなければ得ることのできない
魂の課題があるからなのだろう

河合俊雄のように
すでに目の前にある大きなものを前にしながら
葛藤のなかでさらに前に進もうとする方もいれば
ほんの小さな壁の前で立ち往生する方もいる

今回のテキストは
二〇一八年七月放送の番組テキストに
第４章の『明恵　夢を生きる』に関連した講義を加え
新たに編集されたものだが
そこでの大きなテーマは
「女性像（アニマ）」と「身体性」である

「身体性」におけるさまざまはもちろんだが
現代でも男性のなかの「女性像（アニマ）」や
女性のなかの「男性像（アニムス）」に
さまざまな課題を抱えている方は少なくない
しかもよほど具体的に指摘されないかぎり
それが課題であることさえ
意識できていないことも多いようである

男性がほとんど無意識のなかで
女性に求めているイメージには
性的肉体的なアニマ
女性らしさをもったロマンティックなアニマ
母性や聖母のアニマ
観音菩薩や弥勒菩薩のような叡智のアニマ
といったさまざまな段階があり

女性がほとんど無意識のなかで
男性に求めているイメージには
肉体的な力強さのアムニス
行動力を求める行為のアムニス
論理性や合理性を求める言葉のアニムス
精神的指導を求める叡智のアニムス
といったさまざまな段階があるが

たとえば異性と関わるときに
相手に何を求めるかをイメージしてみれば
じぶんがどんな女性像（アニマ）や
男性像（アニムス）にとらわれていて
そこでなにが課題となっているかがわかる
（とはいえ多くの場合じぶんではそれを認めないが）

もちろんアニマやアニムスの問題だけではなく
現代においてさまざまに起こっている問題に対しても
そこでじぶんにどんな課題があるのか
それをどのようにしてじぶんの魂のなかで
「個性化」「統合化」していけばいいのか
そうしたことを日々模索していくとき
河合隼雄・河合俊雄の二人の存在は大きな扶けになる

ちなみに河合隼雄の顔と声をはじめて知った時から
その眼光の鋭さにどこか禅僧の
無言の喝！を感じたりもしていた
「おまえの「あるべきやうわ」は何なのだ！」
そう迫られているようなそんな
そしてそのつどじぶんに問いかけることになる
「おまえは何にとらわれているのだ」
「それを眼前に引き出してみよ！」と



■河合俊雄
　『集中講義　河合隼雄』
　（別冊ＮＨＫ100分de名著　ＮＨＫ出版 2021.7）

「明恵上人との出会いをきっかけとして、河合隼雄は自分の心理療法のあり方を仏教との関わりから捉え直そ
うとしていきます。」
「興味深いことに、ライフワークとして取り組んだ神話や仏教に対して、実は若い頃の河合隼雄は強い拒絶反
応を示していました。一九二八年に兵庫県の丹波篠山に生まれ、一七歳で敗戦を迎えた、いわゆる「戦中世
代」に属する彼は、軍国主義下の非合理な教育を受け、それを正当化するために利用された日本の神話に強い
嫌悪感を抱いていたのです。
　次第に日本的な、曖昧なもの一切を毛嫌いするようになり、西洋の近代合理主義や科学的思考方法を追求し
て京都大学理学部数学科に進学。卒業後は高校の数学教師となりました。この頃の彼は科学万能主義で、仏教
の教えも非合理なものとして歯牙にもかけず、高校教師の仕事を「自分の天職とさえ感じていた」（『ユング
心理学と仏教』）と綴っています。
　しかし人生とは不思議なもので、その仕事が彼を心理学へ、毛嫌いしていたはずの日本的なものへと誘うこ
とになりました。若く熱心な教師は多くの生徒かた悩みの相談を受け、彼らに「責任ある対応をするため」
（同前）に臨床心理学の勉強を始めたのです。
　高校で教鞭をとる傍ら京都大学大学院で心理学を学び、さらにフルブライト留学生としてＵＣＬＡ（カリ
フォルニア大学ロサンゼルス校）倫理学部の大学院に進学。ロールシャッハ法を学ぶために師事したブルー
ノ・クロッパー教授がユング派の分析家であったことから、まさに「偶然にユング派に導かれた」（同前）の
でした。臨床や研究活動に加え、臨床心理士の資格整備、晩年には文化庁長官を務めるなど多方面で活躍しま
したが、本人にしてみれば、まったく予想もしない人生だったろうと思います。河合隼雄の人生そのものが、
意識に対立するものを取り入れていく「個性化」や「自己実現」を中心に置くユング心理学を体現していると
もいえます。
　河合隼雄の著作を通読すると、一つのキーワードが浮かび上がります。それは「物語」です。人間の心を考
える素材として、『古事記』や『源氏物語』、民話から現代的なファンタジー、子どもの本に至るまで、様々
な物語を取り上げています。彼は物語の世界から隠れた原石を掘り出す名手でした。出会った物語の数だけ発
見があり、それを「もう一度物語る」というスタイルを持っていたことが多作につながったのではないかと思
います。
　その一作一作には独特の魅力と説得力があるのは、「構造を読む」ことに優れていたからでしょう。そこに
は数学者としての才も働いていたと思います。」
「物語から構造を読み解くという作業は、心理療法に通じるところがあります。クライエント（求談者）が紡
ぐ物語に耳を傾け、隠されたプロットを共に辿っていくのがセラピストの仕事。大切なには、そこに勝手な解
釈をはさまないことです。河合隼雄の臨床は、繰り返し本人も強調しているように「何もしない」ところに一
番の特徴があります。何もしないことで器を提供し、クライエントの自己治癒力や、その結果として起こるこ
とに対して、彼は常にオープンであろうとしていました。
　とはいえ「何もしない」療法は時間を要します。今は、何事においても効率や即効性、経済性、科学主義的
なものが重視される時代。心理療法の現場も例外ではありません。河合隼雄が取り組んできたことや考えてき
たことは、マイノリティになりつつあります。
　しかし経済中心主義や、グローバルスタンダードという型にはめることの限界、あるいは反動が近年、世界
各地で顕在化しています。原理主義やナショナリズムは、その最たるものでしょう。それを突き動かしている
のも、人間の「心」です。今の物事の進め方、考え方は本当に正しいのか、日本の文化は、世界はどこに向かっ
ているのか、このままで人間は幸せでいられるのか−−−−。河合隼雄の著作を再読することは、そうしたこと
を考える上でもヒントになるのではないかと思います。
　わたしは期せずして父・河合隼雄と同じ道を歩むことになりました。同じ分野で長く仕事をしてきたとはい
え、自分の父の著作を紹介することに、やりにくさを感じないわけではありません。親子、師弟といった近親
者を結び付けるリビドー（心的なエネルギー）は、しばしばネガティブに働きます。それを避けるため、心理
療法ではクライエントと一定の距離を保つ訓練や様々な決まりごとを設けています。
　その訓練を受け、臨床での経験を重ねてきたという意味で、父やその著作についても、ある種の距離感を
もって語ることができるのではないかと思います。彼が他界した後、遺された大量の著作を編集するために読
み直す必要に迫られ、その中で改めて気づいたともたくさんあります。そうしたことも含めて、父であり、師
であり、同志でもある河合隼雄の考えや思いを「もう一度物語」り、皆さんに、そして次の世代に伝えていく
ことができればと考えています。」

「本書は、二〇一八年七月に放送されたＮＨＫ出版１００分で名著「河合隼雄スペシャル」の番組テキストに
加筆訂正をし、書き下ろしの第４講講を加えたものです。第４講で扱う『明恵　夢を生きる』は、資料を綿密
に検証して書かれた完成度の高い著作で、河合隼雄の思想と臨床を知るためには必読のものです。この一冊を
加えたことで、最終稿の仏教のテーマへとつながり、河合隼雄の思索の歩みがより立体的に浮かび上がってく
ることになったと思います。」

（「第４講　夢が映す生き方」より）

「河合隼雄は、『明恵　夢を生きる』の執筆に八年もの歳月を費やしています。」
「『明恵　夢を生きる』において河合隼雄が目指したのは、明恵が遺した一つひとつの夢の意味を探りながら、
夢の流れに沿って彼の自己実現の過程を明らかにしていくことでした。その中で特に焦点を当てて考察してい
るのが、明恵の夢における「女性像（アニマ）」と「身体性」です。」

「河合隼雄は、明恵には身体を否定する傾向があったと指摘します。例えば、四歳の頃の明恵は、自らの美し
い両親が僧になる妨げになると考え、焼け火鉢で顔を傷つけようとしたことがありました。また、二十四歳の
時には、仏に捧げるべく自分の右耳を切っています。狼に貪り喰われて死ぬという凄まじい夢の背景には、こ
のような「身体の否定」があるのです。それには身体が欲望や煩悩と結びつきやすいところと関係していると
河合隼雄は指摘しています。
　狼の夢で注目すべきは、すっかり食べられたのに自分は死んでいない、というところです。つまり、身体か
ら離れたところに意識があり、象徴的な次元での死からの再生の道が開かれていたということです。」

「母なる世界や身体とのつながりを回復した明恵ですが、こうした分離と結合は、その後も幾度となく繰り返
されます。このように母なる世界、女性に関しても、身体に関しても、何度も否定を通すことで新たな関係が
生まれ、それによって明恵のこころは深まっていくのです。」

「彼（明恵）は平成より「あるべきやうわ（ようは）」という言葉を大事にしていました。日本人は、ともす
ると「あるがまま」という安易な母性原理的な現状肯定に陥りがちですが、彼は常に「自分はどうあるべきか」
と父性原理の入った形で自らに問い、夢を通して自分の心の奥底と向き合い続けた。激動の時代に、新仏教の
興隆という逆風に抗い、「あるべきやうわ」を貫いた彼の生き方は、地球規模の温暖化や対立・格差の拡大、
終わりのみえないパンデミックとの戦いに直面している私たち自身の生き方を考え直すヒントになるのではな
いでしょうか。安易に新しいものを提唱するのではなくて、これまでの仏教・華厳経の中から独自の生き方を
摑んでいったことも、現代に生きるわれわれにとって一つの示唆であるといえましょう。
　また、男女共同参画や男女対等の関係がなかなか進まない日本には、それに関する政治・社会的な問題だけ
ではなく、河合隼雄が生涯のテーマとして取り組んだ心理学的なアニマ・アニムスの問題も根強くあるのでは
ないでしょうか。」
「男女の関係において、男性がアニマの問題に取り組むことの重要性は、河合隼雄が今後のために残してくれ
た大切な指摘のようにも思われます。」



☆mediopos-2427　　2021.7.9

■レイチェル・カーソン（上遠恵子訳）
　『海辺―生命のふるさと』 
　（平河出版社  1987/10)

人のからだは海で生まれた
わたしたちのからだのなかには
いまもまだ海が生きている

血液などの体液は
海から陸に上がったあとも
からだのなかの海を保っていて
太古の海に近い成分組成となっている

海と陸の境にある海辺では
潮が満ちては干いて
その繰り返しのリズムのなかで
さまざまな生物たちが生きている

子どもの頃は夏になると
海辺でよく遊んだけれど
泳ぐよりも観察・採集するのが中心だった

「海辺のいきものたち」のポケット図鑑を手に
海辺にすむ生きものたちを見つけたり
魚や貝やウニなどを採集して
美味しく食べたりしていたことをよく覚えている

海辺の魅力は
その場所が海と陸との境にあることだろう
海となり陸となり
そしてその境は常に変化しつづけ
長い間にその海岸線も大きく変化してゆく

潮が満ち干し波が寄せては返す
そんな波打ち際にすんでいる
さまざまな生物はとても魅力的で
そのかたちや動きは見飽きることがない

さて本書『海辺』の著者レイチェル・カーソンは
生態学的視点から環境問題による生命の危機を訴え
農薬類の問題を告発した『沈黙の春』で知られているが
刊行された２年後の１９６４年には亡くなっている

ほんらいレイチェル・カーソンは海洋生物学者であり
海辺のさまざまな環境と生物たちの生態を紹介し
その魅力を伝えている本書『海辺』は
その原点とでもいえる著書となっている
その著書が書かれたのは１９５５年
ようやく本書が訳されたのは１９８７年のことだ

ちなみに海に関する著作は他に
『潮風の下で』『われらをめぐる海』があり
『海辺』をあわせたいわば三部作

『海辺』には海と陸の交替する潮の
永遠のリズムの中に生きる海辺の生物たちの
さまざまな環境や生態が魅力的に記されている

本書が書かれることになった興味深い経緯については
「訳者あとがき」からの引用で紹介しているが
レイチェル・カーソンは
「そこは誰でもが行ける場所」であって
「興味を持った人は、直接それらを見ることができる」こと
「海辺は陸地と海との特徴をあわせ持つ場所」であり
「進化の劇的な過程を実際に観察できるところ」であることが
「海辺」舞台に選んだ理由だという

しかし現代の日本を振り返ってみると
河川の葦原はもちろんのこと
海や川の岸はコンクリートで固められ
鳥も虫も貝も蟹も生きる場所がなくなってしまっている

「誰でもが行ける場所」であったとしても
海辺の生物たちを直接見ることができる
大切な環境は次々と失われ続け
ただただ防災を目的として
海岸線を守るための城壁と化してしまっているのだ

海はいまでも
干満のリズムをくり返し
生命を育む場所であることを止めてはいないが
その環境はますます破壊され汚染され続け
やがて回復不能なまでになる可能性がある

『森は海の恋人』という
畠山重篤の古典的なまでになっている名著があり
そこから同名の
環境教育・森づくり・自然環境保全を
主な活動分野ととする運動も展開されているが
豊かな汽水域の恵みは
森があってこそ生まれるのだ
「海辺」の豊かさも同様である

森も水も虫も魚も貝も
すべては海と陸とのあいだの
豊かな関係のなかで築かれてきている
その関係を破壊することは
自然環境の破壊だけではなく
ひいてはわたしたちのからだのなかの
「海」をも破壊することになる



■レイチェル・カーソン（上遠恵子訳）
　『海辺―生命のふるさと』 
　（平河出版社  1987/10)

「海辺は、寄せては返す波のようにたちもどる私たちを魅了する。そこは、私たちの遠い祖先の誕生した場所
なのである。潮の干満と波が回帰するリズムと、波打ち際のさまざまな生物には、動きと変化、そして美しさ
が溢れている。海辺にはまた、そこに秘められた意味と重要性がもたらす、より深い魅力が存在している。
　潮の引いた海辺に下りていくと、私たちは、地球と同じように年月を経た古い世界に入りこむ。---------そこ
は太古の時代に大地と水が出会ったところであり、対立と妥協、果てしない変化が行われているところなので
ある。私たち生きとし生けるものにとって、海とそこをとりまく場所は特別な意味を持っている。浅い水の中
に生命が最初に漂い、その存在を確立することができたところなのだから。繁殖し、進化し、生産し、生きも
ののつきることのない変化きわまる流れが、地球を占める時間と空間を貫いてそこに波打っているのだ。
　海辺を知るためには、生物の目録だけでは不十分である。海辺に立つことによってのみ、ほんとうに理解す
ることができる。私たちはそこで、陸の形を刻み、それを形づくる岩と砂がつくられた大地と海との長いリズ
ムを感じとることができる。そして、渚に絶え間なく打ち寄せる生命の波--------それは私たちの足下に、容赦
なく押し寄せてくる--------を、心の目と耳で拾い上げて「これはホネガイだ」とか、「あれはテンシノツバサ
ガイだ」と言うだけではな十分ではない。真の知識は、空の貝殻にすんでいた生物のすべてに対して直感的な
理解力を求めるものなのだ。すなわち、波や嵐の中で、かれらはどのようにして生き残ってきたのか、どんな
敵がいたのだろうか、どうやって餌を探し、種を繁殖させてきたのか、かれらがすんでいる特定の海の世界と
の関係は何であったのかというようなことである。
　地球上の海岸は、三つの基本的な形に分けられる。岩がごつごつとした岩礁海岸、砂浜、サンゴ礁と、それ
らの特徴をあわせもった海岸である。それぞれの海岸は、特徴のある動植物層をもっている。アメリカの大西
洋岸は、これらの三つのタイプをはっきりした形で見ることができる、世界でも数少ない場所の一つである。
私は。海洋生物のさし絵を選ぶにあたって--------すべての海に共通するように--------地球上の多くの海岸にあて
はまる特徴をもったものを基準にしたつもりである。」

「海辺は不思議に満ちた美しいところである。地球の長い歴史を通して、海辺は、絶えず変化している不安定
な地域であった。波は陸地に激しくあたって砕け、潮は大地の上まで押し寄せては引いていく。海岸線の形
は、一日として同じであることはなかった。潮がその永遠のリズムを刻みながら満ちそして引いていくだけで
なく、海面そののもが決して一定したものではない。氷河の成長と退行、ふえつづける堆積物の重さによる深
い大洋の底の変化、また大陸沿岸の地殻の変動に応じて、海面は上下するのだ。きょうは海がひたひたと陸地
に押し寄せてくるかと思えば、明日はその逆になる。海と陸の接点はつねにとらえがたく、はっきりとした境
界線を引くことはできない。
　海辺は、潮の動きしだいで、あるときは陸となり、またあるときは海になるという二つの性格をもってい
る。干潮時の渚は、寒さや暑さ、風、雨、照りつける太陽にさらされ、陸の世界の過酷な極限状態が現れる。
そして満潮時、渚はいちめん水の世界になり、広大な海にふさわしい安定が戻ってくる。」

「すべての海岸で、過去と未来がくり返されている。時の流れの中で、あるものは消え失せ、過ぎ去ったもの
が姿を変えて現れてくる。海の永遠のリズム--------それは潮の干満であり、打ち寄せる波であり、潮の流れで
ある--------の中で、生命は形づくられ、変えられ、支配されつつ、過去から未来へと無情に流れていく。なぜ
ならば、時の流れの中で海辺の形が変わると、それにつれて生命の様相も変化するからである。それは決して
静的なものではなく、年ごとに変わっていく。海が新しい岸辺をつくりだすたびに、生物が波のように押し寄
せ、足がかりを探し、ついに彼らの社会をつくりあげる。そして、私たちは生物が海にあるすべての有形な存
在として、一つの確実な力であると感じとるのだ。その力は満ちてくる潮によって、決して押しつぶされた
り、迂回させられたりすることがないほど強靱で、しかも目的をもっているのである。
　渚に満ちあふれる生命をじっと見つめていると、私たちの視野の背後にある普遍的な真理をつかむことが並
大抵な業ではないことをひしひしと感じさせられる。夜の海で大量のケイ藻が発するかすかな光は、何を伝え
ようとしているのだろうか？　無数のフジツボがついている岩は真っ白になっているが、小さな生命が波に洗
われながら、そこに存在する必然性はどこにあるのだろうか？　そして、透明な原形質の切れはしであるアミ
メコケムシのような微小な生物が無数に存在する意味は、いったいなんなのだろうか？　かれらは、岸辺の岩
や海藻の間に一兆という数ですんでいるが、その理由はとうていうかがい知ることはできない。これらの意味
は、いつまでも私たちにつきまとい、しかも私たちは決してそれをつかまえることはできないのだ。しかしな
がら、それを追求していく過程で、私たちは生命そのものの究極的な神秘に近づいていくだろう。」

（「訳者あとがき」より）

「本書の著者、レイチェル･カーソン女史は、世界にさきがけて化学物質--------とくに農業--------による環境汚
染についての警告を発した名著『沈黙の春』（Silent Spring)の著者である。」

「この本を書くにいたったプロセスは興味深い。あるとき、『海辺』の出版社であるホウトン・ミフリン社の
招待で、著名な文学者たちがコッド岬の浜辺に遊んだ。日曜日の朝、かれらが散歩している浜辺にはカブトガ
ニが無数に群がっていた。かれらは、カブトガニが前夜の嵐で浜に打ちあげられて、海に戻れなくなっている
のだと判断した。一流の文学者ではあるが、いささか生物学の素養に欠ける人びとは、両輪的にカブトガニを
一匹ずつ海へ帰してやった。しかし、この人たちが慈悲深い行いと思ってしたことは、じつはカブトガニの正
常な配偶行動への妨害であったのだ。
　これを知った編集者は--------この人はカブトガニの生態をよく知っていた--------このような愚をくり返さない
ために、海辺の生物について入門書を企画したのだ。そして、レイチェルに白羽の矢が立ったのである。それ
はまだ『われらをめぐる海』の製作が最終段階のころであった。
　彼女は、海辺を舞台に選んだ理由についてこう語っている。
「海辺を選んだのは、まず第一にそこは誰でもが行ける場所であって、私が書いたことを鵜呑みにする必要が
ない。興味を持った人は、直接それらを見ることができる。次に海辺は陸地と海との特徴をあわせ持つ場所で
ある。潮のリズムに従いあるときは陸に、あるときは海になる。そのため海辺は生物に対して、できる限りの
適応性を要求する。海の動物たちは、海辺に順応することによって長足の進歩をとげ、ついに陸に棲むことが
可能になったのである。したがって、海辺は、進化の劇的な過程を実際に観察できるところなのである」

「海は今日も、干満のリズムをくり返している。しかし、海は喘いでいる。愛すべき小さな生きものたちの上
に、私たち人間は汚染というかつて経験したことのない過酷な条件を押しつけているのではないだろうか。長
い地球の歴史の中を、かれらじゃ生き抜いてきた。いま、人間が行ないつつある地球規模の汚染は、強靱なか
れらの生命力をも、回復不能なまでにいためつけてしまうかもしれない。」
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■今和泉隆行
　『「地図感覚」から都市を読み解く: 新しい地図の読み方』
　（晶文社 　2019/3）
■林 雄司 (著), 古橋 大地 (監修)
　『日本地図をなぞって楽しむ 地図なぞり』
　（ダイヤモンド社 　2021/7）
■ホルヘ・ルイス・ボルヘス／アドルフォ・ビオイ＝カサーレス
（柳瀬尚紀訳）
　『ボルヘス怪奇譚集』（河出文庫 2018.4）

ボルヘスに
「帝国そのものと同じ大きさ」の地図の奇譚がある
「細部ひとつひとつにいたるまで
帝国と一致するにいたった」地図である

原寸大でしかも細部まで実際の場所とそっくりな地図は
地図としての意味は持ちえない
地図は実際の距離を縮めて表したもので
実用的な地図の場合は縮尺も明記されるが
ボルヘスの帝国地図はその縮尺が１／１なのだ

数十年前にこの奇譚のことを知ってから
地図を見るときにはこの奇譚を
思い出してしまうことがあったりするのだが

そのときいつも考えるのは
たとえ縮尺１／１の原寸大の地図があったとしても
その地図があるということと
それを読むということは別だということだ

地図から情報を読みとるためには
その情報に応じた縮尺がある
どんなに適切な縮尺で描かれているとしても
その「読み方」を知らなければ
実用的な地図としていわば宝の持ち腐れとなる

ちょうど先日来拾い読みをしている
『「地図感覚」から都市を読み解く』は
地図を読み解くための「地図感覚」を身に着ける
「読み方」についてのとてもスグレものの本だ
とはいえ「地図感覚」を身に着けるには
まさに「感覚」といえるようになるまで
くり返しそれに慣れる必要がある

しかし「地図感覚」といっても
この本は「都市を読み解く」ためのものなので
都市を離れたところを読み解くスキルは書かれていない
たとえば登山の際には
等高線などを読み解くための方法があり
ほかの目的で描かれたさまざまな地図にも
その地図を読み解くための方法がある

地図についてあれこれ考えているときに
養老孟司さんも推薦しているという
『日本地図をなぞって楽しむ 地図なぞり』
という本を見つけた
本書に記載されている「日本全国にある魅力的な地形」は
「もくじ」として以下に引用してあるが
それらの場所の地形をペンでなぞって楽しむ本である

本書の最初の章は「海岸線をたどる」で
三陸海岸の「海と陸の境界線」を
なぞっていくところからはじまるが
海岸線をなぞることによって
その成り立ちをイメージできるようになる

「たとえば三陸海岸をはじめとする複雑で入り組んだ
海岸線は、海面が上昇し、海が内陸に進んで現れたものだ。
　こうした地形はかつての山ありの谷が海になり、
峰が岬となって海に突き出したもの。」
「逆に砂丘のような滑らかな海岸線は、
海面が後退することで海の底が地面に現れ、
砂によって海岸線が形作られている。
　結果、前者のような地域では、
その地形を生かして養殖漁業が行われ、
後者は海が遠浅になることから
港を作ることが難しく、砂浜として人を集める」
･･････といった「読み解き」へと導いてくれる

その他のテーマもとても魅力的なものばかりだ
しかも「地図をなぞる」という行為は
「読み解き」にある種の身体性をもたらしてくれる
「目」が「手」になるということでもあるだろうか
それは抽象的になりがちな思考に身体性をもたらしてくれる
そしてその身体性ゆえに可能となる
想像力を広げることを可能にする
地図にかぎらず言葉でも絵でも
それは同様な働きを持ち得る手法となるだろう



■今和泉隆行『「地図感覚」から都市を読み解く: 新しい地図の読み方』（晶文社 　2019/3）
■林 雄司 (著), 古橋 大地 (監修)　『日本地図をなぞって楽しむ 地図なぞり』　（ダイヤモンド社 　2021/7）
■ホルヘ・ルイス・ボルヘス／アドルフォ・ビオイ＝カサーレス（柳瀬尚紀訳）
　『ボルヘス怪奇譚集』（河出文庫 2018.4）

（『「地図感覚」から都市を読み解く: 新しい地図の読み方』より）

「地図を読むためのキーワードは「地図感覚」です。聞きなれない言葉かもしれません。それも当然のこと
で、言いはじめたのは私です。人々が潜在的に持っている地理感覚や土地勘、経験を地図で引き出して読み解
く感覚を、ここでは地図感覚と呼んでいます。
　地図感覚を身につけた人には、不動産や建築等の実務でよく地図を見ていた人もいれば、ただただ好きで地
図をよく見ていた人までいますが、どうやってこの地図感覚を身につけたのでしょうか。この質問をしても、
多くの人は「なんかよく地図を見ているうちに、何となく読めるように･･････」とお茶を濁してしまします。
おそらく無自覚にその感覚を養っているからでしょう。
　実は私もその一人で、地図を見てひとしきり話をしたあと「どうやって読み解いたの？」とたびたび聞かれ
ることがありましや。それが重なるうちに、これはある種の技能なのだということに気づきましたが、知らず
知らずに身に着けていたものだったのです。地図に出会った最初の頃は地図で家の周辺の様子を眺めたり、目
的地をみつけてその経路をさがすなど、いわゆる「普通の使い方」をしていましたが、そのうち未知の場所に
興味が移り、見る範囲が広がっていきました。
　そして実際にどこかに出かけたあとは、場所の違いと、その違いが地図上でどう描き分けわれているかを見
比べるようになったのです。それらをくり返すうちに、「地図における法則性」が何となく見えてくるように
なりました。やがて、この法則性に慣れてくると、地図上の模様から、その場所の風景や状況のあたりがつけ
られるようになってきました。」
「私の主な仕事は、地理的な情報をつかみやすい形で伝えることです。文章、記事を書くこともあれば、デザ
イン、ワークショップ、講義、講演で伝えることもあります。現在、まさに地図感覚で仕事をしているような
ものですが、そうした場で地図感覚そのものの話をすると反響が大きく、「地図の見方が変わった」「楽しめ
るようになった」という反応をいただきます。そこで、地図に抵抗感がある人でも読みながら楽しく地図感覚
を身につけられる方法を紹介できればと思い、本書を執筆することにしました。

　・縮尺が書かれていない地図でも、距離感が大体がつかめる
　・道路の模様かたその土地の新旧や風景が見えてくる
　・主要な施設の大きさや分布を見ると、都市の発展過程や集客力、街の賑わいが読み解ける

　地図感覚は、こういった読み解きを可能にします。もちろんそこには実用的な利点もありますが、なにより
見る人の日常や経験を感覚的に映したり、重ねたり、都市の全貌やその動きを俯瞰することに新鮮な楽しさが
ある、ということも伝えられればと思っています。」
「地図を感覚的に読めるようになったとき、なじみのある地域の地図だけでなく、馴染みのない地域の地図を
見ても、その地の日常や風景が浮かび、そこに自分が住んだら、という想像をすることができるようになりま
す。それは今生きている日常に役立つとともに、ときに実用性をもたない空想の楽しみをも提供してくれるの
です。」

《『日本地図をなぞって楽しむ 地図なぞり』より》

「本書はこれまでありそうでなかった、日本全国にある魅力的な地形を１冊にまとめ、これをなぞろうという
本である。
　地形の選択は有名かどうかということよりも、なぞって楽しい場所を選んである。
　三陸海岸、五島列島、野付半島など日本にはペンでなぞりたくなる海岸線がたくさんある。
　入り組んだリアス海岸、砂が堆積してできた野付半島の形など、見ているだけでぞくぞくする。自然にでき
たとは思えない、でも、意図してこの形は思いつかない。
　ぞくぞくするのは複雑な地形だけじゃない。たとえばサロマ湖の海のつながる小さな湖口も、なぞってみる
と愛おしくかわいらしいし、倶多楽湖の滑らかな丸さもおもしろい。
　それは海岸線にかぎらない。

　瀬戸内海の小島を避けて進む航路なぞりはスリリングでなぞりがいがあるし、蛇行を繰り返した川が徐々に
穏やかになって海へ出て行くさまをなぞるのも感慨深くおすすめだ。
　全国にあるこうした線をなぞることで、日本を身体で感じることができる。そして線をなぞるだけで、空想
のなかで旅に出ることができるのだ。」

《『日本地図をなぞって楽しむ 地図なぞり』～「もくじ」》

■海と陸の境界線「海岸線をたどる」
三陸海岸/伊勢志摩/佐賀~長崎県
■内と外の二面性「半島を行く」
渡島半島/渥美・知多半島/能登半島/伊豆半島/野付半島/紀伊半島
■移動のロマン「海峡をわたる」
津軽海峡/関門海峡/宗谷海峡/鳴門海峡/対馬海峡
■寄り添い生きる「川を下る」
最上川/北上川/木曽三川/石狩川/淀川/ 利根川・江戸川・荒川・多摩川
■辺境への入り口「湾をのぞむ」
若狭湾/鹿児島湾/東京湾/大阪湾
■謎解きの楽しさ「等高線のストーリー」
富士山/武甲山/いろは坂
■岬をめぐって「台風の進路」
台風9号(1969)/台風18号(2017)/台風9号(2010) 
■あの日に帰ろう「教科書的」
排他的経済水域(EEZ)/逆さ地図/海流と気温/分水嶺/プレートとフォッサマグナ
■自然と人工の美「湖という奇跡」
琵琶湖/霞ヶ浦/サロマ湖/八郎潟/風蓮湖/浜名湖/阿寒湖/十和田湖/猪苗代湖
■リアスを楽しむ「ダムを訪ねて」
黒部ダム/満濃池ダム/早明浦ダム
■一度は行きたい「名所探訪」
五稜郭/江戸城/大阪城/猿ヶ森砂丘/中田島砂丘/鳥取砂丘/大仙陵古墳/野毛大塚古墳/西谷古墳群(墳墓群) 
■時を刻む大地「自然と造形」
鹿島灘ヘッドランド/西之島/松川浦/天橋立/三方五湖/佐田岬半島/洞爺湖・内浦湾/倶多楽湖/潮岬/広島(三角州) 
■遥かな島の物語「離島のロマン」
瀬戸内しまなみ海道/伊豆諸島/八丈島/佐渡島/小豆島/種子島・屋久島/奄美群島・沖縄県/隠岐諸島/五島列島/天
草諸島
■移動への渇望「陸路・航路」
小笠原航路/トカラ列島航路/大阪釡山航路/東海道新幹線/リニア中央新幹線/東名高速道路/新東名高速道路/中央
自動車道

（『ボルヘス怪奇譚集』～「学問の厳密さ」より）

「･･････その帝国では地図作成法の技術が完璧の域に達したので、ひとつの州の地図がひとつの市の大きさと
なり、帝国全体の地図はひとつの州全体の大きさを占めた。時のたつうちに、こうした膨大な地図でも不満と
なってきて、地図作成法の学派がこぞってつくりあげた帝国の地図は、帝国そのものと同じ大きさになり、細
部ひとつひとつにいたるまで帝国と一致するにいたった。地図作成にそれほど身を入れなくなったのちの世代
は、この膨張した地図が無用だと考え、不敬にも、それを太陽と冬のきびしさにさらしてしまった。西部の砂
漠地帯にはこの地図の残骸が断片的に残っており、そこに動物たちや乞食たちが住んでいる。これ以外、国中
には地図作成法のいかなる痕跡も残されていない。
　スアレス・ミランダ『周到な男たちの旅』第四書十四章（レリダ、一六五八）」
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■八木幹夫『渡し場にしゃがむ女／詩人西脇順三郎の魅力』
　（ミッドナイト・プレス　2014/9）
■『西脇順三郎全詩集』（筑摩書房　昭和三十九年九月）
■『八木幹夫詩集』（思潮社　現代詩文庫176 2005/1）

永遠の遊歩者（フラヌール）である
西脇順三郎を外して
日本の現代詩は語れない
その詩は読む度に新しい

（詩の世界だけではなく
たとえば井筒俊彦にしても
西脇の影響は無視できないだろう）

いまだにどんなに読んでも
わかったとはいえない側面が
むしろ増えてくるにもかかわらず
読むごとに近しさが増していくのが不思議だ

先日詩人の八木幹夫という少し懐かしい名前と
その西脇順三郎についての著書を見つけたので
興味深く思いさっそく目を通し
その新たな魅力を見つけることができた

かなり前のことにはなるけれど
現代詩文庫『八木幹夫詩集』の刊行された頃
その感想をネットで少し書いたことがあり
そのことで八木氏からメールをいただいたことがあった

そのときには八木幹夫と西脇順三郎は
ぼくのなかでは結びついていなかったかったものの
八木氏は西脇順三郎についての講演などもされていて
本書のなかにも収録されている

そのなかからそのタイトルのなかにある
「しゃがむ女」ということに関連したところを

かつて「しゃがむ」という姿勢は
かなりふつうに見られたというが
たしかにあまり見かけることはなくなった

多田道太郎によれば
戦争直後アメリカ兵は
日本人のしゃがんだ姿を不快に思ったらしい
おそらく未開社会の下品な習俗に見えたのだろう
それもあって日本人から
「しゃがむ」ということが廃れていった

西脇順三郎は「西欧の文化を
深く吸い込んで」きてはいたが
「日本人全体の戦時中の硬直と直立不動」を
目の当たりにすることで
「しゃがむ」に象徴されもする
「戦前の大らかな日本人の暮らしぶり」が
廃れていったことにどこかで
「無意識に「高度文明社会」を拒否する姿勢」を
とろうとしていたのかもしれない

明治以前は歩を揃えて歩くことなどなかったように
日本の近代の歴史というのは
経済的な豊かさのようなものと引き換えに
しだいに「おおらかさ」を失ってゆき
「みんないっしょ」が強制されてくる歴史でもあった

現代でも一見して「硬直と直立不動」ではないとしても
見えない空気の圧力によって
「みんないっしょ」でなけれならないような
「同調圧力」が支配する
管理社会的な方向は強化されるばかりだ

「まがった蔓をまっすぐにすると枯れる」
という意味のことを西脇順三郎はいっているそうだが
「しゃがむ女」の姿はその蔓のような
まがる曲線を象徴しているといえる

西脇順三郎の詩をあらためて読み直してみると
たしかにその詩は「まがった蔓」が「まがった」ままで
ポエジーになっているようにも見え
ますますその詩が魅力的に思えてくる

「まっすぐでなくてはならない」という
同調圧力で圧殺されて「枯れて」しまわないように
「まがった蔓」のままでいられますように



■八木幹夫『渡し場にしゃがむ女／詩人西脇順三郎の魅力』
　（ミッドナイト・プレス　2014/9）
■『西脇順三郎全詩集』（筑摩書房　昭和三十九年九月）
■『八木幹夫詩集』（思潮社　現代詩文庫176 2005/1）

「第二次大戦で日本が敗戦をむかえた二年後、一九四七年、昭和二十二年（この年に筆者は生まれた）八月、西脇順三郎詩
集『旅人かへらず』（東京出版）が刊行されました。本書のタイトルはその作品番号〈九〇〉に示された詩篇から取ったも
のです。

　渡し場に
　しやがむ女の
　淋しき

　一六八篇の詩篇で構成されたこの詩集は作品を順序立てて読もうとしなくても、任意のページから自由に読み始めること
のできる不思議な詩集です。連続と断絶。断絶と連続。交互に作品が次の作品を呼び込み、突然日常の出来事が侵入し、物
語の持つ起承転結を拒んでいく。長編詩でありながら叙事的要素はほとんどない。詩篇のひとつひとつが独立していて、か
つ大きく連続している気配です。詩篇の中には古代、近・現代（洋の東西を問わず）の文学、絵画や交互の記憶が混在して
います。芸術、文学へのアレゴリー、揶揄、風刺、カリカチュア。文学上の記憶や人物が時空を越えて現れます。掲出詩も
例外ではありません。渡し場は実景でしょうか。昭和二十年代、東京、佃島の渡しならば見られた光景かもしれません。し
かし、西脇さんはこれを現代（当時）の東京ではなく、江戸の浮世絵から切り取っています。この作品のひとつ前、〈八九〉
にも、

　竹が道にしたたる
　武蔵野の小路に
　国貞の描いたやうな
　眼のつりあがつた女
　に出会ふ
　何事か秋の葉の思ひ
　今宵の夢にみる
　くちた木の橋に
　あかのまんまの色あせる

と武蔵野の散策を描いていますが、「国貞」とは、歌川国貞。浮世絵の世界です。現代の中に江戸の時空を持ち込んでいま
す。江戸時代の絵師、鳥居清長の浮世絵を詩集の表紙に使っていることからもわかるように時間は現在と過去が交錯してい
ます。「くちた木の橋に／あかのまんまの色あせる」腐りかけた橋の隅にアカマンマの色が褪せているという光景自体が現
代的ではありません。こうした中に「しゃがむ女の淋しき」が出てくるわけです。
　多田道太郎氏が「しゃがむ」動作に注目して、日本人はいつの頃からかこのしぐさを嫌うようになったと自身の体験エピ
ソードを紹介しています（『しぐさの日本文化』）。「敗戦直後、泥酔して路地裏でしゃがみこんでいると、思いがけなく
大男のＧＩが出現し、「立て」と大声でどなった。しゃがんでいる人間というのは、アメリカ人には我慢できぬものらし
い。」多田氏はさらに興味深い指摘をします。「昔は農夫にしろ職人にしろ道端でひょいとしゃがみこみ、おもむろに腰か
ら煙草をとりだしたりしたものである。その恰好は、それなりに極まっていたし、だれもそれを不愉快ととがめだてする人
はいなかった。ところが「高度文明社会」のこんにち、駅のホームで背広の「紳士」がひょいとしゃがみこみ、おもみろに
パイプでもとりだしたりすると、とがめの目が周囲から集中するのである。
　西脇さんは無意識に「高度文明社会」を拒否する姿勢を「しゃがむ女」の中に見たのかもしれません。作品〈一二六〉に
も、

　或る日のこと
　さいかちの花咲く
　川べりの路を行く
　魚を釣つてゐる女が
　静かにしやがんでゐた
　世にも珍しきことかな

とあります。西欧の文化を深く吸い込んできた西脇さんには「しゃがむ」は、異質な行動様式と見えたのでしょうか。戦前
の大らかな日本人の暮らしぶり（キャサリン・サンソム『東京に暮らす』参照）から一転しての、日本人全体の戦時中の硬
直と直立不動。西脇さんはしゃがむ姿に女性の反権力とたおやかな力を感じ取ったのかもしれません。」

「西脇さんの「淋しき」には本来、日本語が背負ってきた情緒的なものがありません。（･･･）一部の初期作品を除いて、西
脇さんの詩にはほとんど「わたくし」が出てきません。個人的な感情、情緒を述懐する詩人ではないのです。言い換えられ
た「私」、相対化された「私」が登場することはあっても、生身の「わたくし」は不在です。この「渡し場で／しやがむ女」
も同様です。始めは観察者の視点ですが、そこに主観的な形容後「淋しき」を置く。すると「の」の意味が突然変化します。
行替えも意図的です。この「の」は主格の格助詞的な意味を持つと同時に並列的な意味も持ってきます。」
「渡し場にしゃがむ女は淋しい」という叙事的な表現でないところにも工夫があります。「寂しい」「侘しい」という日本
語があるにもかかわらず、西脇さんは「淋しき」の文字の表意性と音の美しさにも感応している。滑稽感と可笑しみも加わ
る。」
「西脇さんは或る時、酒場で突然立ち上がって、「わたしは女だ」と叫んだことがあるといいます。周りの唖然とした顔が
目に浮かびます。この詩人の両性具有性を端的に表すエピソードです。世界に広範な知識を求め、汲めども尽きぬ詩の泉を
もたらしさ「幻影の人」との散策は限りなく楽しいものです。」

「本書は「詩人西脇順三郎の魅力」をその折々に喋ったり、書きとどめたものです。話し言葉で文章が進められているのは、
講演そのものの雰囲気を壊したくなかったからです。話が直線的に着地点に達することのない内容が常でした。蔓性の植物
の特徴は「まがる」ということです。その時の、置かれた環境と条件（風や太陽や雨など）によって話の方向もまがってし
まう。西脇さんはどこでだったか、「まがった蔓をまっすぐにすると枯れる」という意味のことをいっています。これは真
理です。枕詞のように同一の西脇作品が扱われているのは、今までこの詩人にふれたことのない聴衆にも身近な存在として
受けとめてもらいたかったからです。しゃがむ女の姿はまがる曲線を象徴しています。蔓草的本書のねらいでもありま
す。」



☆mediopos-2430　　2021.7.12

pinhole photography & text  by Tsuyoshi Saeki
　『Sacred  World　～日本の古層 vol.2 ～』
　（かぜたび舎 2021/7）

グラフィックマガジン『風の旅人』の
創刊号は２００３年の４月
「ユーラシア旅行社」から発行・発売されている
編集長は佐伯剛
特集は「Find the root/森羅万象と人間」とあり
「天空の下」というテーマが記されている

いまでもよく覚えているが
広島駅前のジュンク堂書店で
偶然のようにそのタイトルが目に入ってきた

「KAZE」というハンドルネームを使っていて
「風のトポス」というＨＰを開いていたので
「風」という文字が目に止まったのかもしれないし
日野啓三の『ユーラシアの風景』が
「ユーラシア旅行社」からでていて
それを読んだということもあっただろうが

それよりもどこか
じぶんにだけ届けられたメッセージのような
そんな感覚を（勝手にだが）受けた記憶がある

それ以来その刊行を楽しみにするようになったが
２０１１年１０月発行のvol.４４で休刊
その後２０１２年１２月発行のvol.４５からは
「復刊」としてオンラインのみの販売となり
発行人・佐伯剛として
「かぜたび舎」から刊行され
第５０号（復刊第６号）まで続いた

ちなみに「かぜたび舎」は編集・発行そして
ホームページの運営・管理、読者の管理なども
佐伯剛さんがお一人でされているとのこと

この「Sacred world 日本の古層」も
撮影から文章・編集まで
すべて佐伯剛さんによるもので
先日完成・発行されたのがVol.2
掲載されている写真はVol.1ものもすべて
ピンホールカメラで映したものだという

ピンホールカメラはシャッターやファインダーがなく
0.2mmほどの針穴を長時間開くことで写すもので
その「ピンホールの眼は、忘れたもの、
見えないものを考えさせる古くて新しい扉」であり
「意識的に被写体を切り取るのではなく、
無意識のうちに何ものかを
招き入れるという感覚の写真行為」であるため
「フォトジェニックな人工的建物よりも、
岩や樹木や川の流れといった自然の方が、
自分の心の深いところに響くことが多」い画像となるという

今回この「Sacred world」をご紹介してみようと思ったのは
この「ピンホールカメラ」によって
映す方法でひらかれてくることになる
「見る」ということについて
考えてみたいと思ったからである

私は現在こうしてネットというメディアを使って
「水」「水面」の写真を中心に撮りながら
それに毎日言葉を付けるようになって７年めになる
（今日で2500回目・photopos-2500となる）

きっかけとなったのは
レオナルド・ダ・ヴィンチの水の素描だが
今回「Sacred world」の写真を見ているうちに
ある意味でじぶんがいま撮ろうとしているのは
「忘れたもの、見えないものを考えさせる古くて新しい扉」
としてのピンホールカメラ的な眼で
「見る」という試みだったのではなかったかと思い至った

撮影するといっても
安価なデジカメを片手に
野山や河川などを歩きながら
スナップ写真を撮るという簡易なものだが
「見る」ことそのものを
呼吸する感じでシャッターボタンをおしている

撮りはじめたころは
水の動きを撮ってみよう！
という意識が勝っていたけれど
次第に撮るというよりは見る
見るというよりはその場の空気となり
じぶんの意識というよりは
その場そのものの動きを
光と風のなかで感じるような
そんな感覚になってきている

そうすることで
じぶんの表面意識を包んでいる
またはその奥で働いている意識が
その場と共振することが
わずかでもできているのではないか

shootとしての撮るではなく
場を映す鏡としての写す／映すということ
言葉を換えていえば
主語的にではなく述語的に「見る」こと

そのように「見る」ことで開かれる
「Sacred  World」もあるのではないか
そんなことを感じながら
「水」と「光」と「風」を呼吸している



■pinhole photography & text  by Tsuyoshi Saeki
　『Sacred  World　～日本の古層 vol.2 ～』
　（かぜたび舎 2021/7）

※引用は、佐伯剛ブログより

（「第1159回　ピンホールの眼と、日本の古層」2021-07-08　より）

「　Sacred world　日本の古層」に掲載されている写真は、全てピンホールカメラで映したもの。
　一般的な写真撮影は、被写体を探して狙い撃つ性質があり、「撮影する」を英語にすると、shootとなる。カメラのシャッ
ターは拳銃の引き金に等しい。
　しかし、私たちは、いつも獲物を狙うような目で風景と向き合っているわけではない。
　どちらかというと、私たちは、風景を見るのでなく眺めるように暮らしている。そして、無意識のうちに、そこに漂うも
のや蠢くものを感知して、記憶化している。
　フランス語のデジャ・ビュ（既視感）のように、わけもなく懐かしいと感じることについて、フロイトは、自分では実際
に体験していなくても、夢の中ですでに観ているからだと説明した。しかし、理由はそれだけとは限らず、人生の中で、無
意識のうちに記憶化している情景が膨大にあるからだとも言える。
　私たちの意識は、個人の自我や社会の常識と強く結びついているが、無意識は、自分個人の生涯には収まりきらない人類
の潜在的記憶と呼ぶべきものと結びついて反応している。
　ピンホールカメラはシャッターやファインダーがなく、0.2mmほどの針穴を長時間開くことで写す道具なので、意識的に
何ものかを撃つのではなく、無意識のうちに何ものかを招き入れるという感覚の写真行為となる。
　その結果、有名でフォトジェニックな歴史的建物ではない当たり前の自然物が、とても懐かしく、かけがえのないものだ
と実感される。
　水の流れ、岩、大樹、森、湖、山々、そして海。姦しい人の世よりも、悠久の時を刻む地球のリズムが、私たちの記憶に
働きかける。
　ピンホールの眼は、忘れたもの、見えないものを考えさせる古くて新しい扉。
　現代社会で物事を判断する時、数かぎりない分別の尺度で選別するが、森羅万象は互いに優劣はなく、等価に連関して存
在している。そして歴史は単なる過去の記録ではなく、私たちを育み、私たちが還っていくところである。そんな当たり前
のことすら私たちは忘れているが、何かしらのきっかけで森羅万象の摂理と歴史の摂理が重なって見える時、私たちは、自
分という存在もその一部であることを、それとなく察することができる。
　Sacred Worldというのは、天国のような特別な場を指すのではなく、世界の普遍性を反映する根源的な場のことであり、
その根源性は、森羅万象の中を生きる全てのものに等価に行き渡っている。」

（「第1162回　ピンホール写真と、祈り。」2021-07-11　より）

「高性能のデジタルカメラは、撮影者が狙うような絵を作り出すために非常に有用なツールとなっている。
　それは、撮影者の満足度を高めるために適しているかもしれないが、そのアウトプットが、自分と世界のあいだの作法と
して相応しいものかどうかは別問題だ。
　世界には、自分の努力で何とかできることと、自分が努力したところでどうにもならないことがある。
　自分が努力したところでどうにもならないことに目をつぶって、それについて何も考えずにすめば心の安定を保てるかも
しれないが、この世界で生きていくかぎり、そういうわけにはいかない。現在のコロナウィルスの問題もそうだし、近年、
ますます酷くなっている自然災害においてもそうだ。
　自分が努力したところでどうにもならない試練が続く時の苦しみを、どう受け止めるべきなのか。この問いを、人類は、
何千年も考え続けてきた。
　どれだけ便利な時代になったとしても、この問いから人間は自由になれない。
　そして、祈りというのは、その問いから生まれた。そして、祈りは宗教となった。
　世界には多くの宗教があり、その宗教を原因とする争いや残酷な事態も生じており、現代人は（とくに日本人は）、宗教
に対してアレルギーを持っている人が多い。
　それでも日本人は、正月には神社や寺に初詣に出かけるし、旅先に神社があれば、ごく自然に参拝する。自分は無宗教だ
と言いながら、祈りを捨てていない日本人は多い。
　つまり、日本人は、宗教団体に所属していないというだけで、祈らない民族ということではない。
　気をつけねばならないことは、宗教も祈りも、自分が努力したところでどうにもならないことを受容できない心理に陥っ
た時、邪悪なものに変容する可能性を秘めている。
　その時、宗教も祈りも、自分の願いの実現という欲の手段となってしまうからだ。
　本来は、宗教も祈りも、自分が努力したところでどうにもならない物事を受容するための、心を調える作法だった。
　芸術もまた、同じだった。
　努力しても思うようにならないのなら、努力する必要がないと考える人は、この世界を自分の欲の実現のための場と考え
ている。

　この世界を自分の欲の実現の場と考えない人にとって、努力することは祈ることと同じであり、それは、自分の心を調え
るためのものだ。その努力や祈りは、欲の実現につながるのではなく、世界の理解と受容へとつながる。
　自分が努力したところでどうにもならない試練に満ち溢れた世界の中で生きていくうえで、本当の救いは、無聊の慰めで
気を紛らわすことではなく、その世界を理解して受容することでしかない。
　世界を理解することは、科学的に証明されている事実を、いろいろ覚えるということではなく、世界を構成する様々な関
わりを認識し、自分がその関わりの一つであることを納得することだろう。その関わりは、過去も未来も含め、どこまでも
続いていく、目眩がしそうになるほどの連鎖だ。
　そして、受容というのは、その重さを受け止めて背負うことである。
　努力するところは精一杯の努力をするが、努力してもどうにもならないことは、その宿命を受容して、しっかりと備えを
する。備えは、運命に翻弄されない確率を高めるためのもので、万全な状態を作るものではない。だから、備えをしてもダ
メならば仕方がない。生命の原理は、そうなっている。
　話が冒頭に戻るが、実は、高性能のデジタルカメラと違って、ピンホールカメラというのは、この生命原理と近いものが
ある。
　撮影するにあたって、光の状態とか、風の強さとかを読み取り、どこに三脚を立てるか、判断する。針穴を開いているあ
いだも、そろそろ穴を閉じるかどうか、集中して、葛藤する。
　暗いとまったく映らないとか、写っている範囲が明確にわからないとか、長時間露光なので、同じ場所で一回しか撮影し
ないなど制約が多いために、思うようにはならない。なので、ダメなら仕方がない、という気持ちを常に持っている。
　しかし、経験を重ねていくうちに、備え方が向上し、精度は高まってくる。
　この写真行為は、祈りと共通するところがある。根本のところにあるのは、自分を超えたものの受容である。
　ピンホールカメラで撮った聖域の写真は、遥かなる古代からつながる歴史の重みを受け止めて背負う気持ちを、自分の中
に生じさせる。大それたことであるが、そういう感覚が自ずから生じる。
　私たちは、制約の多い肉体に縛られた存在であるが、「魂」という言葉でしか表現できない自分に働きかけてくる力を感
じることがある。
　私は、幽霊とか霊魂などは実際に見たことがないので、それらのことについて詳しく知らないが、植物であれ、岩であれ、
魂が宿っていると実感することはある。その魂は、具体的に取り出して科学的に分析できる物ではなく、交流もしくは往還
するエネルギーのようなものであり、一方に備えがなければ、その交流や往還は起こらない。
　写真もまた、古代の宗教や芸術と同じように、自分と世界のあいだの敬虔なる作法であると考えて撮影行為をしている人
がどれだけいるかは知らない。
　写真に限らず、「アート」が金融商品のようになっている現代社会において、「アート」の性質をそう捉えている人が、
どれだけいるかは知らない。
　しかしながら、いくら世の中が変わろうとも、人間と世界の関係の本質は、古代から変わっていない。
　変わったのは、世界の理解と受容における人間の真摯さだけかもしれない。」

（「Sacred World～日本の古層～」2019.10.28　より）

「日本というのは、たぶん世界の中でも実に特殊な国で、一千年以上も前の歴史を探るために、文献の量が少なくても、古
墳や神社が無数に存在していており、今日の我々に、重要な何かを伝えてきています。
　 大陸の国々は、新しくやってきた侵略者によって、それ以前のものは徹底的に破壊されました。それに対して日本は、島
国ということもあってか、一つの国を完全に支配できるような規模の侵略者はやってこなかった。だから、新しくやってき
た先進技術や文化を持つ人たちは、日本にそれまで存在していた文化なり信仰を尊重しながら、新しい技術や知識を広める
ことに努めたようです。 
　たとえば古墳などにおいても、古墳前期から後期まで何百年も異なる時代のものが存在していますが、後の時代の人たち
は、前の時代の古墳を破壊したり再利用するということを、ほとんど行っていないのです。 そのため、日本には１６万基も
の古墳が残っており、盗掘されたものも多いですが、古代のタイムカプセルのように、石室内には様々な遺物が残され、当
時の生活文化、世界観、宗教観などを今日に伝えるものも多いのです。
　欧米文明にすっかり覆い尽くされているように見える今日の日本社会ですが、表層の下、潜在的な場所では、過去と現在
は断絶されていません。 新しいものに対する情報ばかり優先的に伝えられる現代社会ですが、丁寧に過去を点検することに
よって、新しい視点、洞察、発想が得られるということもあろうかと思います。
　 ピンホールカメラは、ファインダーも絞りもシャッターもなく、ただ暗箱とフィルムがあるだけで、光を通す穴は、わず
か0.2mm。露出時間は、光の状態を見て勘に頼るしかなく、写る範囲も、だいたいこのあたりと見当をつけるだけです。 そ
して対象の前で立ちすくんだまま、何分か、ひたすら待ち続けるのですが、その場ではフィルムに像が写っているかどうか
はわかりません。だから、フィルムを持ち帰って、現像した後に何ものかが写っているのを確認できると、それだけでホッ
とします。そして、こんなシンプルな仕組みなのに何ものかが写ることが不思議でなりません。
　最新のデジタルカメラで撮影すると、自分の眼で実際に見ている時より細部まで鮮明に写りすぎています。他の人の目に
はどう写っているのか私にはわかりませんが、私自身に関して言えば、どうも、目で見たものと写真になったものでは感覚
が違う。ピンホールカメラは、レンズを使っていないので、デジタルカメラの画像のようにディティールの再現性はありま
せんが、自分が風景の中に立っている時の見え方は、むしろピンホールカメラで映し出されたものの方が近いという気がす
るのです。



　実際に、現場にいる時、風が吹いていれば枝や葉は揺れ動いていてデジタルカメラの写真のようにシャープに細部が見え
るはずがなく、ただ周辺が揺れ動いているという気配だけが伝わってくるはずなのです。 高機能のデジタルカメラは高速
シャッターで、揺れ動いているものを静止させてしまいます。そして薄暗い森の中も、高感度センサーで明るく鮮やかに処
理をします。そうした処理によって、揺れ動くものの息吹や、闇に潜むものの息遣いは消えてしまいます。それが、現代の
消費者のニーズになっています。しかし、消費者のニーズというのは、人々が意識できる範疇の欲求の反映にすぎず、世界
は、自分では意識できていない物事との偶然の出会いに満ち溢れていて、その出会いが、人間を触発し続けます。
　意識によって限定された世界ではなく、無意識が感応する世界が、偶然と必然の組み合わせの中で写し出されることの驚
き、それが私にとってピンホール写真の魅力です。何枚も撮って、その中の一枚だけかもしれないけれど、自分で恣意的に
切り取った写真ではなく、偶然と必然が組みあわさった恩寵のような写真が受け取れるかもしれないという祈りのような心
境で、暗箱に0.2mmの窓を開けて待っているのです。
　 ピンホールカメラを抱えて、古くから人間が大切にしてきた場所を訪れていると、その地勢、山の形などからも、古代、
人々がそこを聖地にした理由を、しみじみと感じる瞬間があります。 そして、古代の人たちが、先人から受け継いだものを
とても大切にしていたということも感じられます。それは、現代社会に生きる私たちが失ってしまっている大事な感覚で
す。
　先人から受け継いだものを意識できないことは、未来に託すべきものを意識できないことと同一でしょう。現代人は、今
この瞬間の自分の周辺だけに世界が狭く限定されてしまっていて、過去や未来とのつながりや、同時代においても、所属先
や趣味・関心の違いを超えた普遍的なつながりを、喪失してしまっています。自分と世界が断絶されてしまっており、現代
人を蝕む孤独や不安の根元的な理由はそこにあるのではないかと思います。その不安や孤独を紛らすために、刹那的な快
感、喜悦を求めたところで、本質的な解決とはならないでしょう。
　私たち現代人に染み付いている思考、感覚を変えることは簡単ではありません。しかし、物の見方、見え方というのは、
世界観を形成するうえで、とても重要であることは間違いなく、視点に影響を与える表現が、鍵を握っているように思いま
す。人間は、聞いたことよりも見たことの方を、より強く信じるようにできていますから。
　 今、目にくっきりと見えているものに世界を限定してしまうのではなく、見えているか見えていないかわからない微妙な”
あわい”に潜む何ものかに対する想像力を喚起する映像こそが、過去と現在と未来の橋渡しになるような気がします。 そし
て、その委託の作法は、私にとって、ピンホールカメラの受容的な撮影方法が適しているのです。」

◎「かぜたび舎」サイト
https://www.kazetabi.jp
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■江永 泉・木澤 佐登志・ひでシス・役所 暁
　『闇の自己啓発』
　（早川書房　2021/1）

ある種の偽悪が魅力的で
ときに必要不可欠となるのは
世に偽善がはびこるときにこそだろう

読書会も「偽善の読書会」になると
じぶんでは考えることができず
じぶんを失い思考力をスポイルされ
「人形」に変えられ自我を自己を失うことにもなり
ここでいう「闇の自己啓発」とは
対極にあるものとなってしまう

だから「読書会」なるものは考えものだ
群れてしまうだけになりかねないからだ
基本はやはりひとりで向き合うこと

とはいえ偽悪はあまり好きではない
面倒だとさえ感じることも多く
あえて近づこうという気にもなれない
本書の議論も同様である（面倒な話も多い）

世の中をなんとか支えているのは
「偽善」などという狡猾な知恵ではなく
おそらくは深いところで働いている
闇さえ排除することのない
身体化された「善」の働きだろうから
そちらのほうをこそ信じたい

とはいえ昨今の世の中のように
人間を「偽善」さえおかまいなしの
自動「人形」に変えてしまおうとしている向きを
いやおうなく目の当たりにすると
ときにはあえて「闇の自己啓発」を
試みる必要もあるのだろうとさえ思えるところがある

そのときに思い出すのは
親鸞の悪人正機だ
「善人なおもて往生を遂ぐ
　いわんや悪人をや」である

勝手に解釈するとすれば
善人は善人でいいけれど
悪人を救うことも必要だというのではない
善人と称するような者はことごとく偽善で
ほんとうは自覚のない分だけ
さらに悪をつくりだしてしまうことが多いから
じぶんのなかの闇・悪を見据える者のみが
闇・悪をも変容させることができる
ということでもあるのだと思う

「黄昏時に、光と闇のあわい、
グレーゾーンに身をさらし、闇を見据え、闇を探り、
闇から出現する異物を受け止め、受け流し、
時には跳ね返す」ということ

そして
「じぶんに与えられた課題、
降りかかってきら悩みを分類し、
「類題の解答例」を真似するためではなく、
ひとつの謎になるために生きること。
己にしか立てられぬ問いを身で以て示すように生きること。
そのための「直観」を身に着けること」

政治や科学が
みずからの権力や経済効果に阿る視野狭窄となり
現在のように幼稚なバイアスのかかった
偽善をふりまわし続けるならば
こうしたときにこそ
「光と闇のあわい」に身を潜めて
悪への免疫を身に着ける必要がありそうだ
もちろん偽善への免疫をしっかり身に着けることが
そのまえに必要不可欠なのだけれど



■江永 泉・木澤 佐登志・ひでシス・役所 暁
　『闇の自己啓発』
　（早川書房　2021/1）

「世間や企業、集団は「自己」を嫌う。とにかく上司の言うことに逆らうなと、個人の思考や批評精神を封じる方向に動く。
その波に押し流されてしまうと、個人はいつしか考えることをやめて、世間を構成する大波の一部になってしまう。さなが
ら、押井守監督の映画『イノセンス』に登場する、「人形」に変えられ、自我を、自己を失っていった少女たちのように。
そして我々個人がその思考力を奪われ、「人形」にされてしまうと、大きな存在はますます大きくなり、誰も批判できない
存在になってしまう。
　そんあビッグブラザーの支配する世の中で、自己を奪われないためには何をすればよいのか。私は読書会こそがその答え
であると思う。ひとりで思考し、学び続けることが難しくても、ともに語り、学び、思考する共犯者がいることで、自己を
失わずに、思考することを続けやすくなる。そしてそれを発信することで、思考の種を蒔き、共犯者を増やしていくことが
可能になる。少なくとも私はそういう思いで、読書会−−−−「闇の自己啓発」に参加している。」

「私の身体をこことは異なる地点に接続させる回路をつくること、私の身体をいまとは異なる時制に接続させる回路をつく
ること。自身と世界との間に、ディストピア的な世界/身体から逃れるような別のフィードバックの回路をつくり上げるこ
と。また、そのフィードバックの回路自体をモジュール化し、他者と共有したり、別の回路の一部に組み込んだりすること
が可能な状態にすること。そして、そこから再び新たな回路を構築し、練り上げること。「闇の自己啓発」とはそのような
営みに他ならない。それがもっぱら“闇"と呼ばれるのは、ただ既知を「わかる」と呼び、「わかりみ」を明るさで語る習慣
からでしかない。“ここ"からの距離が遠くなるほど、言い換えれば不可知の圏域に私たちが近づけば近づくほど、光の速度
が及ぼす支配力は弱まり、逆に闇はその本来の力能を増していくことだろう。」

「陰謀論からですら探求を始めることができる。たとえば、地球がおかしくなり太陽の沈む位置が昔とズレてしまったとい
う、カナダの極北地方に住むイヌイットによる奇妙な話は、誤認や偽証の産物ではなく、地表を覆う雪氷や大気中の粒子状
物質の変化を反映した大気光学現象の観測による知見おｗ表現していたのだと説明されもする。この話を引きつつ「陰謀論
の多くはある種の民族知なのかもしれない」（『ニューヨークダークエイジ』）とも論じるジェームズ・ブライドルは、よ
り疑わしい陰謀論、ケムトレイル（･･･）についても、何とかよい説明を与えようと試みている。「ケムトレイル論の浸透
は、ティモシー・モートンによる気候変動そのもののハイパーオブジェクト的な解釈にとてもよく似ている。肌にしみつ
き、生活のあらゆる側面に入り込んでいく。［･･････］陰謀論とは、私たちが暗黙のうちに世界に潜んでいると感じる恐怖
を、そのまま解釈したものだ」。−−−−−−−−各々の身体の、手つかずの探求の軌跡としての民族知＝陰謀論。その善用を試
みること。ファクトとともに。「念のために行っておこう。ドラマチックな本能は、人生に意味を見出し、毎日を生きるた
めに必要不可欠だ」（『FACTFULNESS』）。

「己とは相容れない領域があると認めること、それこそが肝要なのかもしれない。光の下にある者にとって闇とは、己と相
容れない者が身を置き、身を安らう居場所のことだ。闇を認めるとは、己と相容れない者がこの世界に存在する余地を認め
ることだ。そこには少なくとも寛容の徳がある。そして黄昏時に、光と闇のあわい、グレーゾーンに身をさらし、闇を見据
え、闇を探り、闇から出現する異物を受け止め、受け流し、時には跳ね返すことで、人は歓待の時をも身につけることがで
きるのかもしれない。光の住人もいつしか闇の住人になり、かと思えば光の住人に戻るのかもしれない。「私」はそれを夢
みる。「私」の幼稚園の頃の「しょうらいのゆめ」のひとつは「たびびと」だった。
　人生は己の手で解釈しなければならない。到来する他者。到来するファクト。到来する導きの光。到来する魔の手。それ
らに抗いつつ魅惑され、時に身を委ねまたは逃れること（魔の手の力を借りてこそ達成できた実践すらあるかもしれな
い）。そうした折衝。人生とはきっとそのような折衝＝解釈の過程であり、人生を自身で解釈する力の増大を、人は自由と
呼んできた。活動しよう。
　じぶんに与えられた課題、降りかかってきら悩みを分類し、「類題の解答例」を真似するためではなく、ひとつの謎にな
るために生きること。己にしか立てられぬ問いを身で以て示すように生きること。そのための「直観」を身に着けること。
そのための読書。そのための物語。そのための思想。そのために、「闇の自己啓発」。無数の魔の手が覆い、無数の導きの
光が射し込む中、この身体で感じとる、かすかな暗闇を、失わずにつかむための。」
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■松村 圭一郎＋コクヨ野外学習センター・編
　『働くことの人類学／仕事と自由をめぐる８つの対話』
　（黒鳥社　2021/6）

本書はコクヨ野外学習センターのポッドキャスト
「働くことの人類学」のシーズン01
（2020年7月～2021年2月）に
新たなコンテンツを加えて書籍化したものだが
ポッドキャストのことはまったく知らずにいた

このなかでは７人の文化人類学者が
それぞれのフィールドで体験した
「知られざる場所の知られざる人びと」
（狩猟採集民、牧畜民、貝殻の貨幣を使う人びと、
アフリカの貿易商、世界を流浪する民族、ロボット）
の「働き方」についての対話が行われ
それらの「働き方」によって私たち日本人の
仕事観・経済観・人生観が照らし出されている

働くということについて
日本人の多くは
ある一定のイメージをもっているが
世界各地の「働き方」そして
「働く」ということについての考え方は
ずいぶん異なっている

いま日本では「働き方改革」と称して
公に「働くこと」中心できたあり方から
私的に「生きること」を大切にするあり方への
制度改革が行われているが
それらは幼稚な仕方で
企業に教育指導を行っているように見える

そして「急に「生きること」だけを
強制的に分離されて
「何のために生きてるんだっけ？」
という問いに直面している」わけである

「働く」ということについての考え方は
人それぞれで一様なものではないが
「働き方改革」を敢行しなければならないほど
日本人の「仕事」は「そういうものだ」ということで
「働くこと」と「生きること」が
暗黙の前提として重ねられてきたのである

ぼく自身についていえば
小さい頃から
働くというのは
どういうことだろうと
半ば不安を感じながら思っていて

働くということよりも
どうしてじぶんは
こうして生きているんだろう
という思いのほうが強くあったようだ

社会的な発想の稀薄なぼくは
働くということに
社会参加のようなイメージを持っていたので
できれば働かないで生きていければと
ばくぜんと思っていたところがある

経済的に困窮している家庭で育っていたけれど
だからといってハングリー精神のようなものもなく
働くことが必要になったときにも
とりあえず生活していく必要はあっても
なにかのために働くという発想はなかった

しかし運命のいたずらと
働かないがゆえの面倒を避けるためもあり
学生時代から働きはじめ
形としてはその後ずっと働き続けてはいるが
働くということについての特別な意識はずっと希薄で
働くことそのものに特別な意味があるとも思わないし
○○のためにという発想もほとんどない

「働くこと」とじぶんなりに「生きること」が
実質的にまったく乖離しているからでもあるが
だからといって「働くこと」を
無意味だと思っているわけでもない
それはそれだ

そしていまだに
働くということがどういうことなのか
わかっているとは言えない

ただ深いところで感じているのは
やりたいことをあえて仕事にしていないのは
文化人類学者がフィールドワークをするときのように
「自分がもっているその「主観」を崩したい」
ということがあるのかもしれない
「自分の体を実験台にして、そこで起きる
ズレや違和感をちゃんと捉えること」ということだ

せっかく生まれてきたのだから
ほんらいのじぶんをそのままにしたところで
なにも新しいものを魂に加えることはできないから
「ズレや違和感」を感じる状況に身を置いて
そこで実験してみようという発想とでもいえるだろうか

ぼくの場合は
少し特殊な捉え方をしているのかもいれないが
人はそれぞれに
働くということに
なんらかの意味づけをしているのだろう
そしてそれはそれぞれがなにをしようとして
この世に生まれてきているのかを
照らし出してくれるものでもあるのかもしれない

「○○のために働く」という人は
その「○○」こそが課題なのだろうし
別の視点をもった人もまた
その視点に応じた課題をもって生きているだろうように



■松村 圭一郎＋コクヨ野外学習センター・編
　『働くことの人類学／仕事と自由をめぐる８つの対話』
　（黒鳥社　2021/6）

（深田淳太郎×丸山淳子×小川さやか×中川理
（ホスト＝松村圭一郎／進行＝山下正太郎・若林恵）
　「働くこと・生きること」より）

「若林／フィールドワークを何のためにするのかと言うと、自分がもっているその「主観」を崩したいんです
ね。（･･･）
　フィールドワークすをする人は、主観をもった存在としてフィールドに行くんですが、その主観を脇に置い
て、別の見方を獲得しようとする。その意味で「主観的な見方」にとどまってはいられないわけです。別の見
方の可能性に触れるために相手の生活の文脈に入っていき、複数の主観のあいだを行ったり来たりする。そ
れって、ある意味で「客観的」ですよね。自分の体を媒介にしてというか、自分が異質な存在として入ること
で起きる出来事を介して、相手の行動の背後にあるものを理解しようとするんです。
（･･･）フィールドに行く前に想定できる質問事項や指標で事足りるなら、現地に行く意味はほとんどないわ
けです。
　現地に入る前に用意した自分の枠組みとか客観的指標を押し通そうとすると、かえってそこにある本当に面
白いことを取りこぼしてしまう。だから特定の主観をもつ自分の体を実験台にして、そこで起きるズレや違和
感をちゃんと捉えることが大事なんです。」

「山下／ここ数年、働き方改革があって、企業の働き方を変えていこういう動きと同時に、一人ひとりの働き
方や生き方も見直しが迫られています。
　例えば、働き方改革によって、「残業はなしです」「５時には会社から帰ってください」「帰って好きなこ
とをやってください」とほっぽり出されてしまったときに、多くの人がやることが何もないということがあり
ます。
　つまり「働くこと」と「生きること」とがほぼ重なっていた人たちが、急に「生きること」だけを強制的に
分離されて「何のために生きてるんだっけ？」という問いに直面しているんですね。働くことの意味とかやり
がいといったところで、先生方が見てこられた人びとと日本人とでどういうところに違いがあるのかというあ
たりを伺いたいと思いました。
若林／おそらく関連する質問だと思うのですが、小学生の先生をしている方から、「子どもに、何のために働
くの？と聞かれたら、登壇者のみなさんは何とお答えになりますか」という質問が来ています。これ、子ども
たちに聞かれるんでしょうね。つらいですね、小学校の先生って。だってこて答えられないですもんね。」
「若林／例えば、同じ質問を、フィールドを行かれたときにされたりすることってあったりしますか？
丸山／「何のために働くの？」ですよね。どうでしょうね。ブッシュマンに聞いたら「食べるため」と答える
んじゃないかという気がします。あとは「楽しいから」ですかね」あるいは「やりたいから」「それをやって
みたいから」かな。
　でも、本当は「何かのために」働かなくても別にいいんですけどね。働きたくなかったら働かなくてもいい
んじゃないかって。そんなことは、あまり小学生に言っちゃいけないのかもしれないですけど。」
「若林／でも、そう言われると、「何のために働くの？」という質問の背後には、「何かのために働くもんだ」
という前提があるわけですね。その質問自体が変なのかもしれないですよね。」

「小川／「何のために働くのか」「どうして働くのか」っていう質問って単線的な時間観に基づいていますよ
ね。未来の目標を立て、計画を立て、それに向かって頑張って実現する、みたいな感じなんですが、それは私
が調査している人たちには、あまりない考えなんです。色々やっていたほうが、きっといいことがあるとは言
いますが、どうなるかわからないという意味では、そもそも未来に向けて明確に緻密に計画を立てることはし
ていないと思います。」

「若林／松村さんは、働くことが「道具」だと考えられているとおっしゃいましたが、そうした考えがたしか
に仕事というものから意義や価値を奪っているような気がしてきます。自分はできるだけ「仕事はそれ自体が
目的だ」と思うようにしながら仕事をしてきたところがあるんですが、それって変な考えなんですかね？
丸山／「やっていること自体に意味がる」っていう感覚は、私自身も自分の仕事に対してはそういうふうに
思ってやっていますね。結局やっていることそれ自体に何か魅力があったから仕事としてやってきたと思うん
です。であればこそ、そこで大事なのは、やっぱり、嫌になったときにそれをやめられるかどうかだと思うん
です。それがやめてはいけないとなると、さっきから話に出ている「○○のために」が必要になると思うんで
す。「お金のために」とか「家族のために」とか。」



☆mediopos-2433　　2021.7.15

■ボリス・ヴィアン（浜本正文訳）
　『ボリス・ヴィアン シャンソン全集』
　（ 国書刊行会　2021/4）

リス・ヴィアンといえば
小説家としての『日々の泡』のイメージが強く
それ以外のことをあまり知らずにいたが
なんとヴィアンは４００曲以上も
シャンソンの作詞や作曲を手掛けている

ヴィアンの小説は
偽名で書いた『墓に唾をかけろ』が
風俗壊乱罪で実刑になったこともあり
長い裁判のあいだのあれこれで
小説家としてのヴィアンは
あまり評価された存在とはならなかったが

死後ジャン・コクトーやサルトル
ヴォーヴォワールなどによって評価され
またパリの五月革命による
カウンターカルチャーが注目されるようになって
とくに若者たちから支持を受けるようになった

またヴィアンはジャズ通で
しかもトランペッターでもあり
みずからシャンソンを歌っていたりもしたことや
レコード会社の経営者であり音楽ディレクターでもあった
ジャック・カネッティの知己を得たこともあり
ボリス・ヴィアンの《シャンソン時代》が始まっていった

そしてシャンソンの世界から新たな世界へと
向かおうとした矢先の一九五九年
裁判沙汰になった小説『墓に唾をかけろ』が映画化された
その試写会の会場で突然死してしまうことになる
三九歳の若さだった

ボリス・ヴィアンのシャンソンで
もっとも有名になったのは
『脱走兵（Le déserteur）』だが
これも小説がスキャンダルになったように
放送禁止処分を受けることになったものの
反戦歌としてフランスの人々に広く愛唱されることに

この歌がつくられたのは
フランスの第１次インドシナ戦争(1946-1954)の終盤の時期で
アルジェリア戦争が勃発した時期に
ムルージによって歌われたレコードが発売になったもので
放送禁止となったものの愛唱されつづけ
７０年代になってベトナム戦争の反対運動とむすびついて
いろんなミュージシャンによって各国で
プロテスト・ソングとして歌われ広まっていった

日本では高石友也がまず日本語詞をつけ
それが加藤和彦や高田渡らに歌い継がれることで
フォークソングとして知られていったが
ずっと後にの１９９０年になって
沢田研二が
演劇の専門劇場だった東京グローブ座で
「ACT BOLIS VIAN」という
演劇的な舞台活動ACTシリーズのなかで
オリジナルの歌詞に忠実な日本語で
「脱走兵」というタイトルで歌われることになった
こんな歌詞である

　大統領閣下　手紙を書きます
　もしお暇があれば　読んでください
　僕は今戦争に行くようにとの　令状を受け取りました
　いわゆる赤紙です
　大統領閣下　僕は嫌です
　戦争するため　生まれたのではありません
　勇気を出してあえて言います
　僕は決めました　逃げ出すことを

沢田研二のこうした活動については
今回ヴィアンを調べてはじめて知ったのだが
沢田研二は「沢田研二ACT…」という
一人芝居と歌を組み合わせた新しい表現で
このボリス・ヴィアンのほかに
クルト・ワイル、ニーノ･ロータ、サルバドール・ダリ、
シェークスピア、エディット・ピアフ、
バスター・キートン、エルヴィス・プレスリー、
宮沢賢治をとりあげているという

YouTubeにその沢田研二の「脱走兵」の
映像があったので興味のあるかたは
ボリス・ヴィアンのものとあわせてご覧ください



■ボリス・ヴィアン（浜本正文訳）
　『ボリス・ヴィアン シャンソン全集』
　（ 国書刊行会　2021/4）

（「訳者あとがき」より）

「本書『ボリス・ヴィアン　シャンソン全集』は、一九九四年クリスチャン・ブルゴワ社刊の《Boris Vian:Chansons》
(Chiritian Bourgois Èditeur)に依拠しながら構成した、ヴィアンの訳詞集である。」

「小説家を志したボリス・ヴィアンは、代表作『日々の泡』（…）と、偽名で書いた『墓に唾をかけろ』（…）で華々しく
デビューするはずだった。しかし、『日々の泡』は年長の審査員たちからプレイヤッド賞受賞を約束されて三ヶ月で書き上
げたものの、ナチスのパリ占拠中に親独派の編集長を受け入れざるを得なかったガリマール社の名誉回復の意を体した審査
員たちに裏切られて、アンドレ・マルローの推すレジスタンスの同志グロジャン師の詩集『時の大地』に8：3の大差で賞を
横取りされてしまったし（…）、『日々の泡』や『北京の秋』の執筆と同時並行的に、友人の版元に頼まれて休暇中の二週
間で書き上げたアメリカ的暴力サディズム小説『墓に唾をかけろ』は、目論見通りベストセラーになったものの（…）、出
来がよすぎたために愛人絞殺事件のスキャンダルに巻き込まれた上、ヘンリー･ミラーを槍玉に上げた社会道徳行動カルテル
の格好の標的にされ、風俗壊乱罪で追訴されることになった。特に、社会道徳カルテルを率いるピューリタン建築家ダニエ
ル・パルケールの追求は執拗で、一九四九年七月に発禁処分、一九五〇年五月には有罪判決で罰金一〇万フラン、さらに裁
判は一九五三年一〇月まで続き、禁固一五日の有罪を宣告されたのち、大赦で解放された。当時、ボリス・ヴィアンはサル
トルの雑誌『レ・タンモデルヌ』誌の《嘘つき時評》を担当していたこともあって、気づけば六年間裁判を戦っている間に、
作家ボリス・ヴィアンをめぐる状況は当人の意図とは真逆の《真摯さを欠く人物》としてイメージが定着し、心をこめて書
いた小説までもがまともに評価してもらえないという事態に陥っていた。書評家は書評家で、作者が陰で舌を出すかもしれ
ないヴィアンの作品を真面目に論じる度胸はなかった。すべては《墓唾の祟り》だったのである。しかもこの祟りには、意
に沿わないまま映画化された『墓に唾をかけろ』の試写会会場で作者本人が突然死するという《おまけ》までついた。もち
ろん、ヴィアン自身にも多少若気の至りがなかったとは言えない。しかし、彼はそれを認めなかった。」

「彼は、ある種挑戦的な態度で短期間に長編・短編・戯曲を量産したあとで（…）、小説に見切りをつけ、シャンソンに向
かって大きく舵を切ったのである。」

「小説家ボリス・ヴィアンはシャンソンへと転向する。第一の理由は小説に行き詰まったからだが、クロード・アバディ楽
団のトランペッターとして、また若い頃かたパーティ好きダンス好きで、音楽的環境はつねに彼の身近にあった。それに、
最初の妻ミシェルと別れたあと、第二のパートナーとなるユルシュラは、バレエダンサーであり、ダンスだけでなく、うた
うことを夢見てボリスとミュージックホール巡りをしたり、いっしょに歌のレッスンを受けている。また、アパルトマンの
隣人イヴ・ジポーは新聞記者で作家だが、キャバレーの風刺作詞家でもあった。しかし特筆すべきは、ジャック・カネッティ
の知己を得たことだろう。カネッティはミュージックホール「トロワ・ボーデ」とレコード会社を経営し、ポリドール、フィ
リップスのアートディレクターであり、ラジオ＝シテの音楽担当ディレクターでもあった。（…）ジャズ通のボリス・ヴィア
ンに惚れ込んでフィリップスおよびフォンタナのディレクターに推挙したのもカネッティであるし、歌手として「トロワ・
ボーデ」出演を進言したのもカネッティなのだ。最後に、役所勤めを辞めたヴィアンには日々の暮らしの糧を稼ぐ必要が
あった。（…）
　満を持してというか切羽詰まってというか、燃焼しきれなかった散文表現への無念を晴らすかのように、こうしてボリ
ス・ヴィアンの《シャンソン時代》は始まる。」

「一九五九年、彼は音楽の悦楽と毒とを味わい尽くして、そこから足を洗い、再び新たな活動に踏み出そうとしていたのだ
が、急死してしまった。」

《脱走兵》

　　作詞・ボリス・ヴィアン
　　作曲：ハロルド・バーグ

大統領閣下
お手紙を差し上げます
お暇があれば
たぶん読んでくださるでしょう
私はただいま受け取りました
水曜日の晩までに
戦場に発てという
召集令状を
大統領閣下
私は戦争をしたくありません
私は哀れな人々を殺すために
生まれてきたのではありません
あなたを怒らせるつもりはありませんが
あなたに申し上げねばなりません
私は覚悟を決めました
私は脱走します

この世に生を受けて以来
私は父が死ぬのを見ました
兄弟が出征して行くのを見ました
そして　私の子供たちが泣き叫ぶのを
私の母はあまりにも苦しんだために
いまは墓の下で眠っています
そして　爆弾にも平気です
私が捕虜だったとき
私は妻を奪われました
私は魂を奪われました
そして　私の大切な過去のすべてを
明日の朝早く
私は失われた歳月に向かって
決然と別れを告げ
流浪の旅に出ます

私はブルターニュからプロヴァンスまで
フランス各地の路上で
物乞いをしながら暮らすでしょう
そして　人々に訴えるつもりです
服従を拒否するんだ
戦争を拒め
戦争に行ってはいけない
出征を拒否するんだと
どうしても人の血を捧げなければならないのなら
あなた自身の血を捧げたらよろしいのでは
大統領閣下
あなたは偽善者だ
私に追っ手をかけるときは
前もって憲兵に伝えてください
私は武器を持っていない
だから　いつでも撃つことができると



　　Les déserteur(1954)

注　ボリス・ヴィアンを代表するシャンソンである。
（…）
『脱走兵』は無条件の国営ラジオ放送禁止処分を受けた。ラジオ・フランスの中央レコードライブラリーでは常時「貸出禁
止」の印が押されていた……。ところが、一九五五年にムルージがムルージ・バージョンを録音する一方で、ヴィアンも自
分のヴァージョンを一九五六年に45回転の『不可能なシャンソン』として出版する。ただし、最終節は次のように改変され
ていた。

　　　……もしもあなたがぼくに追っ手をかけるのであれば
　　　あなたの憲兵たちに前もって伝えておいてください
　　　ぼくは武器を持っていない
　　　彼らは撃つこともできるのだと

外的な圧力に屈して最終節をこのように変えざるをえなかったことは、おそらくヴィアンには耐え難いことだったろう。し
かし結局、彼はすでに伝えたいメッセージの一部は伝えてあるのだし、これでよしとしなければならなかった。彼がハロル
ド・バーグに自分の歌詞を渡したとき、彼はそれが秩序破壊的なシャンソンだとはおそらく思っておらず、むしろ一九〇〇
年代の伝統に繋がる嘆き節の類いだと思っていた。だが、戦争が日常茶飯事だった歴史的な背景がこの歌を反戦のシンボル
に祭り上げ、後世に手渡されることとなった。ヴィアンはこのシャンソンの出版を諦めず、一九五七年には、この作品を擁
護するスウェーデンの出版社のオファーを受け、あの旅行ぎらいの彼がストックホルムまで行き、ハーレクイン社とス
ウェーデン、ノルウェー、デンマーク、アイスランドでの出版権にかかわる象徴的な契約に調印している。歌詞は自由に書
き換えられたとしても、シャンソンの精神は守られたのである。こうした出来事があったのちも、彼のマルチな活動は平然
と続いたし、自分が考えたいように考える、つまり自由人として考えるスタイルも続いたのである。彼が『脱走兵』は反軍
的ではなく、むしろ《親市民派》だと言い続けたのはそのためである。このシャンソンは一九五五年以降も頻繁に歌われ、
録音され続けた。

◎ボリス・ヴィアン（Boris Vian）- Le déserteur（脱走兵）
https://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw

Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Je viens de recevoir
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir
Monsieur le Président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens
C'est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m'en vais déserter

◎沢田研二 ACT Boris Vian「脱走兵」
https://www.youtube.com/watch?v=wkn8mbTju7U



☆mediopos-2434　　2021.7.16

■板橋勇仁
　『こわばる身体がほどけるとき／
       西田幾多郎『善の研究』を読み直す』
　（現代書館　2021/7）

本書で論じられている内容そのものは
実際にはとてもむずかしいことだとしても
とくに理解しがたいほど難解なものではない
（補足しながらいえばこういうことだろう）

現代人の多くは
規格品のような身体となることが求められ
いつも緊張してはりつめた
あそびや余裕のない
「生きづらい身体」となってしまっている

いつまでも健康で若々しく
といったときにも
それはどこか画一的なものでしかない

画一的であるにもかかわらず
そこに強固にあるのは
「私が」という意識であり
他者を受け容れる柔軟性は見られない

「からだ」はその名のとおり
「から」つまり「空」なる「器」であって
ほんらいの身体性は
自在で創造的な場にほかならないのだが
画一的なものを求め
そこに「私が」が強固にあることで
型にはめられスポイルされたものとなっているのだ

「からだ」がほんらいの
「空」なる「器」であり得るとき
その身体は他者とのあいだで
働きかけ・働きかけられるという
相互的な創造性に向かってひらかれている

そしてその場では
苦しみや悲しみさえも
単なる「私の」「苦」に閉じたものではなく
「ひらかれ」た創造的なものであり得る

「生きづらさ」というのは
画一的なもののなかに
閉じ込められた身体性ゆえのものであり
それを「ほどいて」ゆくということは
身体性を「ひらいて」ゆくということにほかならない

著者は「型」という言葉を
「特定の枠」という意味で使っているが
ある意味でその「型」を
能とかでいわれる「型」の意味でいうならば
身体を自在で創造的な「器」とするための「場」づくり
としてとらえることもできるかもしれない

以上が私なりに理解した本書の内容だが
本書はそのタイトルである
「こわばる身体がほどける」とは対極的な
「こわばる」言葉で論じられているように感じられる

しかし本書で依拠しているという
西田幾多郎の特に後期哲学の言葉は
極めて独特で難解ともいえる言葉遣いにもかかわらず
思考も身体もどこかむしろ
深いところで解放へと導かれる響きをもっているのだが
それをもとに論じられる本書の言葉を読み進めると
むしろ身体が「こわばる」ようにさえ感じられてくるのだ

おそらくそれは本書の言葉には
内容に応じた身体性あるいは生きた響きが
あまりないことからくるように思われる
身体性が欠けているからこそ
否応なく言葉遣いが硬くなり
その硬くなった言葉に身体性が入りこまない
そして同じ硬いブロックのようになった言葉が
おなじパターンで何度も積み重ねられてゆく
その循環がくり返されてしまう

おそらく本書のようなテーマで
身体性を論じていく際には
それに応じた身体性をもった言葉で
まさに演じながら展開していく必要があるのだろう

最近ではやさしく哲学しようということで
ほんらいの内容をスポイルしてしまうほどに
無理にくだけた言葉で論じられ
しかもそのくだけ方が枠にはまってしまうことで
哲学そのものがスポイルされてしまうということもある

おそらく本書はその逆に
西田哲学という難解にも思える哲学に依拠しているだけに
その内容を損なわないような仕方で論じなければという
固定観念もそこにあったのではないか

「西田幾多郎『善の研究』を読み直」し
しかもそれに後期西田哲学の論をふまえて
展開させていくというベースがあることで
哲学的な論述をするときに使う用語と
「こわばる身体」の解放というテーマを
うまく共振させ織りなしていくことが
次第に困難になっていったのではないかと思われる
興味深い内容であるだけに少しばかり残念なところだ

て毎日こうして本からの
かなり長めの引用をテキスト入力していると
（手書きならばもっと実感されるはずだが）
そのうちに著者の思考のなにがしかが
ある種の身体性をもって
いわば「憑依」してくることがある
（テキスト入力するのはとても労力がかかるけれど
こちらの思考と身体にどこかの接点を見つけて
「共振」させる必要から欠かすことはできない）

あえて今回内容への共感と同時に
違和感をも書いておこうと思ったのは
「こわばる身体」を「ほどく」という本書のテーマに対して
著者の言葉・思考がそのテーマとは
どこか矛盾したものになってしまっていると
本文に寄り添っていこうとしているうちに感じたからだ

難しい言葉を使うか使わないかが問題ではなく
ある意味ジャズの即興演奏のように
たとえ難解にさえ思えるような表現となったとしても
内的な必然性をもって展開されているかどうかなのだろう
スイングしなけりゃ踊れないのだ



■板橋勇仁
　『こわばる身体がほどけるとき／西田幾多郎『善の研究』を読み直す』
　（現代書館　2021/7）

「筆者が考えるのは、多くの現代人にとって身体は、あるべき好ましい規格に合わせて統御されデザインされる対象として
扱われているのではないかということである。現代の多くの身体はこのように特定の枠ないし型に当てはまるように制御さ
れたえず監視され続けている。こうした身体はこの型から逸脱しないか常に不安や緊張を強いられる。それは、あそびや余
裕のあるゆったりと楽な感じがしない、緊張ではりつめてがちがちになった身体であり、その意味で〈かたくこわばる〉身
体である。それは言うまでもなく、日々生活していく上で多くの支障をきたす、生きづらい身体である。
　そうだとすれば、身体のこうした生きづらさはどのようにすればほどけるだろうか。つまり型にはめられて緊張した身体
のこわばりはどのようにしてほどけるだろうか。そしてどのようにして、あそびや弾力がありゆったりとした活力のある身
体となるだろうか。
　ここで重要なのは、生きづらい身体のこわばりが〈ほどける〉ことは、おそらく単純に生きづらさを克服したり解消した
りすることではないということである。むしろそれは、生きづらさを受け容れ包み込んでそれと共に生きることはでない
か。（…）まさにこのことこそ、生きづらさが〈ほどけて〉生きることであると筆者は考えている。」
「本書がこのように現在の身体を考察する上で手がかりとするのは、西田哲学である。」

「西田によれば、現実の世界には、そして我々の自己の生には、我々の自己自身によって働きかけ、事態を統御しようとす
る態度が優先され、自らがなす統御への他者からの否定をできる限り排しようとすることが本質的に備わっている。このこ
とから、後期西田哲学は、我々の自己が自らによる統御を否定してその都度の状況・事情の個性に即するということがない
ままに、自らの意に沿うように現実の世界を統御することに執着する「我執」が生じることを明らかにした。
　この思想を基にすれば、現代の日本の生きづらさの背景も明らかになるように思われる。我々の自己がこうした執着に根
ざしたまま、その都度の個性的な事情を顧慮せずに現実の世界に働きかけ、それを統御しようとするなら、結局はただ既存
の技術（やり方）を因習的・画一的に踏襲していく他ないであろう。我々の自己は、すでに形作られてある技術や道具が許
す範囲内で新たな制作を行うにとどまるようになる。すなわち、自己は本質的に新たな個性的な創造の余地のない画一的・
均質的な技術とそれが織りなす既存の秩序へと、自ら進んで従属していってしまう。他者や社会との既存の共同的な秩序が
画一的に存続することを助ける範囲であくまでも表面的に新たな制作を行うと言ってもよい。自己は現実の世界を統御しつ
つ自らの創造性を発揮しているつもりで、むしろ社会において他者と均質的な存在となり創造性を失う方向へと自ら進んで
しまう。」

「ここで最も注目すべき要処は、現実をとりわけ身体を統御しようと執着することが否定されることそれ自身が、生きづら
さがほどかれる現場であるということである。しかもそれは、自らによって執着を否定しようと努力することによって実現
はしない。執着を否定しようとする努力それ自身も否定されるないしは挫折することが、生きづらさがほどける現場であ
る。それは言い換えれば、自己によって生きづらさを解消したり克服したりすることではなく、また執着の否定への努力が
挫折することを拒むことでもなく、むしろそうした克服したり拒んだりすることの不可能性を受け容れることである。それ
こそが生きづらさをほどかれて生きることである。」

「西田哲学が一貫して示してきたのは、我々の自己が他の存在者に働きかけることと、他の存在者が自己に働きかけること
は、互いに異他的であり分かれつつも直接に一つのことをなしているということである。それは、我々の自己が自己自身に
よって自己の身体にそして他者に働きかけ、それらを統御しうるという態度それ自身が否定されることによってのみ実現す
る。このことは、我々の自己のいまここの生の一々が、かけがえのない自己と他者による個性的な創造の現場となるという
ことである。西田はこのありようについて、自己と他者における過去から未来までのいっさいの事象が個性的に連関し、全
体が全体としていまここならではのかけがえのない仕方で結びつくこととして明らかにした。言い換えれば、我々の自己が
生きることは、創造的世界の自己形成の創造的要素として成り立つ。我々の自己の生は、他者と世界のいっさいについてい
まここの制作を焦点として個性的な仕方で表現し包含するのである。」

「現代の出口のない生きづらさの本質を探していけば、我々の自己が自分の力で自分の身体を統御しようとする態度に行き
当たる。自己による統御が否定されて苦しみや悲しみが生じるその出来事こそ、生きづらさがほどかれて自己ならではの個
性を実現する現場であり、自己が異他的な他者と共にいまここにかけがえのない生を創造する現場なのである。このこと
は、我々の自己の身体に即して言えば、身体が身体であるとは、統御できない異他的なる他者の参与を、統御の挫折におい
て受容れ包含し表現することに他ならない。ゆえに、統御の重しによってこわばる自己と他者の身体がそれぞれにほどけ
て、自らに異他的な他者を包含すし表現するありようを活き活きと現実化しあう時、それは我々の自己のいきづらさをほど
き、苦悩を伴いつつも他者と共に活き活きと喜びをもって生きることの力となるのである。このことについて本書では、自
己と他者が相容れず異他的であるままにいまここに共にあることを無条件に肯定し実現しあうこととして示した。またその
一つの実例として、息すること自身を喜び、悲しみ苦しむことをも他者と共に楽しんで息する身体を示した。
　しかしこの到達点は、生きづらさをほどいて生きるとはどのようなことかという問題に取り組むための出発点にようやく
立とうとしているものに過ぎない。」



☆mediopos-2435　　2021.7.17
著者の増川宏一は１９３０年長崎市生まれ
将棋史および盤上遊戯史の研究家である

本書『遊戯II』のまえに
１５年前に刊行された
『遊戯Ⅰ』があるそうだが未読
最新の遊戯研究の成果が示されているとのこと

著者は二〇代に将棋に熱中したが
「どうすれば強くなるか」よりも
「このような面白いゲームは誰が考案したのか」
ということのほうに関心が向き
将棋史や盤上遊戯史を研究するようになったという

興味深いのが
真珠湾攻撃で「戦勝気分に沸き立っていた頃」に
入部していた美術部の先輩から
「本校は遊びの精神を学ぶ場所である」
という訓示を受けたというエピソードである

それが著者にとって
「遊戯に関心を持った出発点」となり
「狂信的な軍国少年」とならずにすんだ
遊戯へと関心が向かう重要なエポックとなった

「遊戯」に溺れてしまうことなく
「遊戯」への深い関心をもつということは
自由へと向かう精神を持ち得ていなければ難しい
しかも著者は大学などでの研究者ではない
そこが独自のスタンスを生んでいるのだろう

本書を手に取ったのは
将棋や賭博の歴史への興味からだったが
むしろ「遊びの精神」を起点に
独自の研究を行っている著者への興味から
今回はご紹介してみることにした

ぼく自身が将棋やチェスについて知っていることは
その駒の動かし方程度でしかないけれど
将棋の歴史は気になるところなので
そこだけかいつまんで少しだけ整理しておきたい

■増川 宏一
　『遊戯II: 日本小史と最新の研究(ものと人間の文化史)』
　（法政大学出版局　2021/4）

将棋の原型は
インドで生まれたチャトランガ
というのが定説となっている
それには４人制と２人制があり
どちらが先に生まれたのかという論争があったようだが
現在では２人制が起源とされている

増川説によれば
将棋は東南アジアを経由し
海のシルクロード沿いに
１１世紀に日本に伝来したとし
中国大陸からの伝来説を否定しているが
６世紀には中国大陸経由で
日本に将棋が到達していたという説もあるようだ

なお本書の主な内容については
引用部分に目次を引いておいたので参考までに

さて最後に少しばかり個人的なことになるのだが
小さい頃ぼくは賭け事やゲームとなると
じぶんでもおかしいと思うくらいに熱が入っていた

小学校に入るまえにはすでに花札で遊んでいたし
賭け事となるとちょっとした興奮状態になったり…
それが小学校３年の終わりくらい頃からは
まるでひとごとのように熱は冷めていき
次第に関心を失っていった
ギャンブル系はもちろん
宝くじを買ったことさえなかったりする

あの賭博的な熱はいったい何だったんだろうと
たまにふりかえってみたりもするのだが
魂のなかにはるかな過去の
そうした熱狂が残っていたのかもしれない
それがごくごく小さな頃に燃焼させられて
別の力に変わっていったということのかもしれない

それはともかくとして
おそらく「遊戯」は
それに溺れずにさえいられるならば
自由な精神を育てるための
大事な種となるのかもしれない
遊戯のない精神はある意味で死んでいる

軍国主義的なものはもちろんだが
どんな時代にも多くの人を
巻きこんでしまう「狂信」がある
それは遊戯性を失った思考停止でもある
そうした姿を超えて訪れる思考停止に
抵抗し得る力こそが「遊びの精神」に他ならない



■増川 宏一
　『遊戯II: 日本小史と最新の研究(ものと人間の文化史)』
　（法政大学出版局　2021/4）

「筆者は昭和一七年（一九四二）の春に神戸市東灘区にある旧制甲南高等学校尋常科（旧制中学部）に入学した。入学と同
時に部活動の美術部に入部したが、直ちに四年生の若林正雄先輩から「本校の心得を教えるので、校門左手の芝生へ来い」
と呼び出された。前年一二月八日に日本軍はハワイとマレー沖で奇襲攻撃をおこない。大戦果に国中が戦勝気分に沸き立っ
ていた頃であった。それで、どうせ立派な軍順になれ、国家に役立つ人間になれ、という説教だろうと思い指定の場所に
行った。
　しかし若林先輩が言ったのは、「本校は遊びの精神を学ぶ場所である」という訓示であった。予想もしない発言に驚い
た。学校外で公言したら憲兵に逮捕されるかもしれない言動だったからである。八〇年近い前のことを鮮明に覚えているの
は、余程大きな衝撃だったからであろう。遊戯に関心を持った出発点であった。狂信的な軍国少年にならなかったのも、こ
の訓示が頭の片隅にあったからかもしれない。」
「二〇代に筆者は将棋に熱中した。毎日曜日に各地に指しに行ったが満足できず。神戸で将棋倶楽部を組織し毎晩でも指せ
る沢山の仲間をつくった。普通の人は「どうすれば強くなるか」と考え努力するが、筆者は「このような面白いゲームは誰
が考案したのか」に専ら関心が向き、どのようにして創り出されたのか探ろうと決心した。
　この時に漠然とした「遊戯」を研究する気持ちが芽生えていたのであろう。基本に、空襲による戦災で危うく死ぬところ
であった体験と、戦後に知った「大和魂があればどんな困難も克服できる」と無謀な諸作戦を指揮して、多数の兵士を餓死
させ自殺に等しい突撃を命じた軍首脳の方針が、根元のところで同じと知ったからである。狂信的な軍国主義舎への怒り
が、無意識のうちに戦争と対極にある平和、それも自由で平穏な遊びに向かわせたのであろう。」
「その頃、将棋の歴史に関する参考書は皆無であった。それを丸善を通じて、H・R・マレーの『チェスの歴史』を購入して
読み耽った。将棋の歴史を知るにはさほど役に立たなかったが、初めて盤上遊戯は古代エジプトやメソポタミアの時代から
遊ばれていたことを知り、非常に興味を抱いた。写真や図版で知ることだけでは満足できず、何とかして現物を観たいと望
むようになった。
　この機会は意外に早く訪れた。一九七三年春から京都国立博物館で「古代オリエント展」が催された。展示品はすべてベ
ルリン・ペルガモン博物館の所蔵品であった。この時にある事情で展覧会に同行していた考古学者達や修復官達と親しく
なった。なかでもエベリン・クレンゲル博士とは親しくなり、神戸や姫路城を案内して自宅へも招待した。彼女は筆者の希
望を聴くと、自分達の博物館にも古代の遊戯盤は沢山あるので観に来るようにと招いてくれた。
　同年晩秋にペルガモン博物館を訪れ、研究室で沢山の遊戯盤を手に取って観察することができた。」
「一九七〇年代の前半になると、古代の遊戯盤についてある程度の知識も具わってきた。偶然手にした早稲田大学の平田寛
先生の著書に古代エジプトの遊戯盤に触れた箇所があったので、面識もなかったのに質問の手紙を出した。先生から届いた
返事は、天文や暦には多少の知識はあるが、遊戯盤については全く無知であるというものだった。
　一九七五年に『将棋世界』誌に将棋史の連載を始めようとした頃、法政大学出版局の稲義人編集長（当時）の来訪を受け
た。平田先生より関西に珍しい事柄に興味を持っている人がいると聞き訪れた、「貴方には書けるだけ書いていただく」と
いう。書かせるための社交辞令であったのだろうが、それで一九七七年に『将棋Ⅰ』（ものと人間の文化誌23）、翌年にクレ
ンゲル博士の序文のある『盤上遊戯』（同29）、次いで稲義人編集長の要請で『賭博1、Ⅱ、Ⅲ』（同40）を書くことができ
た。
　他方、クレンゲル博士から、古代の盤上遊戯に詳しい大英博物館のアーヴィング・フィンケル博士を紹介していただいい
た。ほぼ同時期に、盤上遊戯史家のR・C・ベル氏より「大英博物館を観ずして歴史を語ることなかれ」という文面ととも
に、自邸への招待を受けた。早速ロンドンを訪れ、開館時から閉館時まで一週間通い続けた大英博物館は、毎日が発見と感
動の連続であった。」
「また、フィンケル博士を通じて各国の遊戯史研究者と一気に交友関係が広まった。盤上遊戯やチェスのシンポジウムや研
究会の参加し、日本人研究者として講演したからである。会合の後の懇親会もまた魅力に満ちた交流の場であった。真摯に
学ぼうとする者には惜しみなく手を貸そうとする海外の研究者たちの姿勢に感激することは屢々であった。
　遊戯史への道は直接には将棋から始まったが、中学生の時の若林先輩やクレンゲル博士をはじめ内外の多くの方々の示
唆、助言、激励があったので、一貫して遊戯史を追求できたのであろう。良い先達、友人に恵まれたと感謝している。時代
的背景として第二次大戦前後という激動の時期も大きく作用したと言える。反戦としての遊戯という明確な対比が可能だっ
たからである。」

■
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☆mediopos-2436　　2021.7.18
■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■森本恭正×南博
『音楽の黙示録/クラシックとジャズの対話』
　（アルテスパブリッシング/2021/7）著作撰２／知の選書SNDEOS 102）
　（文化科学高等研究員出版局 2021.6）

『音楽の黙示録』は
権威だらけの音楽の世界への
リゼントメント(憤激)であるとともに
音楽の生きた現場での
格闘のなかからしか生まれない
生みの苦しみゆえの叫びでもあるだろう

「音楽の世界に蔓延する
権威と常識を問いなおす」とあるが

南博が「一定数の方々は、不愉快な思いをし、
お怒りになるかもしれません」としているのは
「権威」を信じて疑わない方だろうし
「俎上に挙げられたさまざまな事象とその論考に瞠目し、
心の裡で喝采してくださる方々」というのは
「権威」に盲従せず創造的な自由を求める方のことだろう

ここで問われていることは
音楽の世界のことではあるが
もちろん音楽の世界を越えたところでの
「黙示録」ともなっている

権威には
権威なりの理由があり
またその歴史があるが
その理由も歴史も理解しないまま
それに「刷り込み」された状態で
権威のヒエラルキーのなかに自らを位置づけると
その権威の外に出ることはできなくなる
それは特定の宗教を信仰することで
それ以外の霊性を受容できなくなるようなものだ

森本恭正がアドルノの面白い事例を挙げている
アドルノはナチに加担し
ジャズ音楽を俗悪で低俗な音楽と論じたことがあったが
それがみずから製作したＦスケール（ファシズムのＦ）
における権威主義的パーソナリティだということを
自省することができなかったようだ
要はみずからの依拠する認識範囲からしか
批判的であることができなかったということである

ある権威を疑ってもみないとき
人はそれを自明のものとし
意識的にそれに対することができなくなる
権威に依った状態がみずからの存在理由になるように

現代の権威の典型は
メディアであり科学（主義）だろう
メディア・リテラシーということがいわれるが
それはメディアで流された情報を
そのまま理解することではなく
それを批判的に検証するということだ

科学（主義）についても同様で
専門家としての科学者の言うことを信じるのが
科学的な態度なのではない
科学者のバイアスやその背景にある経済や政治もふまえ
その言動を批判的に検証する眼をもつということだ

さて本書は森本恭正いわく　
「何の根拠もない「矩」をこしらえた、
何か大きな力に対するリゼントメント(憤激)」だそうだが
むしろそのリゼントメントの向こうには
音楽への深い愛情が広がっている
愛情ゆえに批判も非常に厳しい

「音楽の黙示録」は
権威を十字架につけることで
音楽を「復活」させる試みだともいえる



■森本恭正×南博
『音楽の黙示録/クラシックとジャズの対話』
　（アルテスパブリッシング/2021/7）

（南博）

「黙示録というタイトルをご覧になれば、すぐに思い起こすこととして、七つのキリストの言葉、ヨハネの二十一章にわた
る神への祈りと、それに伴う艱難辛苦があります。神にこれでもかと痛みつけられてさえ、ヨハネは神を捨てなかった。
我々も音楽に艱難辛苦し、格闘してなお、その言葉から不思議な恩恵を与えられています。」
「本書では今まで「ＹＥＳ」という答えしか与えられてこなかった今日の二ホン音楽におけるさまざまな事象に対して、静
かに、しかし明白に、「ＮＯ」を突きつけています。森本氏の論考は、二ホン音楽の当たり前を根底から見直し、徹底的に
そして熱く語りかけます。それは二ホン音楽界に存在する、目に見えぬ差別、嘘、根拠のない高慢に悩み憤ってきた私を慰
め、そして励ましてきました。その論考に私が一不良紳士として対話を挟んでゆくのが本書の仕様となっています。私の答
えから、さらなる問いかけが読者のなかに拡がり、私の中の「ＮＯ」を読者と共有できることを願っています。
　読者の何割かは最後の章まで読破するでしょう。そのうち一定数の方々は、不愉快な思いをし、お怒りになるかもしれま
せん。が、一方で、俎上に挙げられたさまざまな事象と論考に瞠目し、心の裡で喝采してくださる方々もいるはずです。
ジャンルを異にする二人の音楽家が、二ホン音楽界に一石を投じるべく綴った「音楽の黙示録」として、お目を汚していた
だければ本望です。そして日本の音楽が固定概念の枠を超え、新たに自由な芸術表現に向かうことを願っています。」

（森本恭正）
「生まれて初めて見た動くものを、親だと思い込んでしまう。これを動物行動学では「刷り込み」というらしい。人間も生
まれて初めての音楽体験に相当支配される。そしてそこからは、かなり苦労しないと抜けられない、というより抜け出そう
という強い意志がなければ、わけのわからない対象を、母親と思ってずっとついて歩くことになる。それでもいいという
人々はＴ・Ｗ・アドルノらが製作したＦスケール（ＦはファシズムのＦだろう）でいうところの、権威主義的パーソナリティ
に属するのかもしれない。つまり目の前にいる権威には盲目的に従う。そのアドルノは、リベラルな言動で知られる社会学
者、哲学者だが、彼の著作、『新音楽の哲学』（一九四九）や『不協和音』（一九五六）や『音楽社会学序説』（一九六二）
は、今でも、音楽学を学ぶ学生の必読書とされている。何十年も前に私も読んだ。その後、ずっと経ってから、彼が、一九
三三年、ナチス政権が資金の大部分を援助し始めた『ヨーロッパ・レヴュー』誌に寄稿し、ジャズ音楽を俗悪で取るに足り
ない音楽であると書いていることを知った。だからナチス政権が黒人の演奏するジャズを禁止したところで、低俗な音楽が
ひとつ消えただけで、問題は些末であるとも。アドルノは自らをＦスケールで測定したことがあるのだろうか。
　ジャズ・プレイヤーはここまでコケにされてなぜ黙っていたのか。それはたぶん両者に接点がないからだろう。ジャズ・
プレイヤーはそもそも論文など読まないし、アドルノはコード・シンボルが読めない。しかしお互いそれで良いと思ってい
るのだ。アドルノにしてみれば、ジャズのカンピング（バッキング）なんかできなくても、高尚で高貴なクラシック音楽の
世界での立ち位置は微動だにしない。ジャズ・プレイヤーにいたっては「Adorno?who cares!」である。アドルノのナチ加担
を別にすれば、この状況は、どちらも喜劇だ。
　夥しいレコードやＣＤを聴いて、バッハやベートーヴェンを理解したと思っている人は多い。あるいは、クラシック音楽
しか聴かずに、それ以外の音楽をまとめてゴミ箱に放り込んで平然としているような評論家もいる。だが、彼らの多くが自
信のよりどころとして聴いているのは、バッハやベートーヴェンの作品を演奏した、演奏家の音楽である。作曲家が言いた
かったことは、作曲家が残した譜面にしか残っていないのだ。それを自分で読まないで（弾かないで）どうやって理解する
のだろう？　これは喜劇なのか悲劇なのか……。」

（「第９章　音楽と権威」より）

（森本恭正）
「ヒトは権威が好きだ。そして、その権威に対して高い親和性をもっているのが西洋音楽である。そもそも、九～一〇世紀
頃に生まれたグレゴリオ聖歌がその胎芽なのだから、西洋音楽はローマ・カトリック教会という一大権威の中から生まれて
きたのだ。権威との親密さはその出自からして抗いようがない。手を結ぶ権威は教会から貴族へ、貴族から資本家へ、そし
て資本家からメディアへと移っていった。」
「奏者や作者に、何の根拠もない浅薄な惹句や独断のレッテルを貼っても、どこからも苦情が来ないのをいいことに、「し
んぶんがみ」の記者は気ままな思い込みと、周りの評判への忖度をないまぜにして、主観で記事を書く。そして何の検証も
なされない。こうして、メディアの発する記事は、もともと権威の中から生まれた西洋音楽にさらに権威の布をまとわせ
る。
　そんな情報をさんざん振りかけられた現代の聴き手は、メディアから発せられたニュース漬けになって法廷に座っている
陪審員のようなもので、もはや客観的な判断などできない。対象に対する洞察も分析も批判も不可能なまま、メディアが対
象に与えた「権威」を無意識に丸呑みするほかないのだ。今聴いている音楽が真実素晴らしいものなのか、感動している自
分は本当にその音楽だけを聴いて感動しているのか、あるいは、聴いている音楽にまとわりついている「しんぶんがみ」の
記者や評論家が書いた記事を読んで、「感動」したつもりになっているだけなのか、もうわからない。」
何かを隠蔽して、もしくは物事の一面しか示さずに、大衆をある種の権威へと向けて扇動する。これはポピュリストの常套
手段ではないだろうか。ポピュリストにとって嘘は大きいほどよいという。」

（南博）
「音楽と権威、これは難しい課題です。二一世紀の今になっても、巷ではやはりクラシック音楽のほうが、ジャズ、ポップ
スより高級で威厳があるものと思う人が多く、権威としての社会的認知度が高いのはなぜでしょうか・そこには、ジャズ、
ポップスよりもクラシックのほうに特別な威光があると、人々の意識に根づいている何かがあることも否定できない事実で
しょう。」
「かくいう私も、音楽高校時代にジャズ・ピアノこそが自分のやりたい音楽だと見きわめて以来、学校のクラシック・ピアノ
の先生と上手く行かなくなり、エスカレーター式に行けるはずだった付属の音楽大学に行くチャンスも逃し、めでたくキャ
バレーのピアニストとしてデビューしたのです。そこでは演歌から、カントリー＆ウェスタン、歌謡曲、ラテン、ヌード・
ダンサーの伴奏、コメディアンのコントの間に入れる効果音など、あらゆる音楽をこなせなければ即、分厚い譜面でバン
ド・マスターに頭をぶっ叩かれるという、今から考えれば稀有な体験をしたのです。当時の私は、自分はそうとう理不尽な
思いをしていると悲観的でしたが、今思うと、あらゆるジャンルの音楽に触れる機会に恵まれて、音楽そのものに対する見
識がものすごく広がったと、感謝しているくらいです。キャバレーこそが私にとって最高の音楽学校だったのです。
　ジャズの起源で触れましたが、ジャズを習得するうえで、クラシックの知識、記譜法、音楽理論を抜かしては、特に現代
において、基礎を修めることはできません。なぜならば、もともと扱っている楽器自体、ヨーロッパで発明され発展し、用
いられてきたものだからです。だからこそ、私のみならず、数々のジャズ・ミュージシャンの演奏仲間が、クラシックも聴き
込み、音楽理論にもひじょうに精通しています。」
｛どうしてこんなことを長々と書き連ねているかというと、不思議なことに、クラシックの演奏家の大半は、あまりにも他
の音楽に対する知識、興味が著しく欠乏している----つまり聴いていないのです。ここで音楽と権威という今回の回の題と話
が重なるのですが、どうして、音楽大学はさわりだけでもよいので、ジャズ、ポップスの成り立ちと歴史を教えないのでしょ
うか。ジャズには、ラヴェルのハーモニーからたくさんの借用が見られます。そういう発見や楽しさをクラシックの演奏家
と共有したいのです。また、私の知る限りですが、クラシックの演奏家は音楽理論に疎い人があまりにも多い。これは日本
だけの事象かもしれませんが、私の憶測では、ジャズ、ポップスの成り立ちに触れないからでしょう。音楽史においても、
ジョージ・ガーシュインを、クラシックとジャズを融合させた作曲家と教えますが、あれはリズムがクレズマーです。ブルー
ズ、ジャズとはハーモニーが少し似ているだけです。」
「いわんや、ブルー・ノート・スケールが弾ける、譜面に記してあるからという理由のみでは、ブルーズは演奏できません。
そういう間違った教育を西洋音楽史でも犯していること自体、ジャズ、ポップスに対する無知と偏見と誤解が、ある種のヒ
エラルキーを産んでいるのではないでしょうか。」
「近い将来。音楽と権威という概念が、あらゆる意味と普遍性において、同列に扱われなくなることを願ってやみません。
森本氏の言うように、音楽そのものを、その権威とやらで犠牲にしてはなりません。
　どんな種類であれ、良い音楽は良い（Good music is good no matter kind of music it is）。----Miles Davis」

（「第13章　音楽と農業」より）

（森本恭正）
「ずいぶんと長い間、恐らく紀元前から起源一六〇〇年頃までの間、ヨーロッパでもアジアでも、人間は音楽を作るうえで、
旋法といわれる五つから七つの音の組み合わせしかもたなかった。そこにとつぜん出現したのが、長調と短調によるいわゆ
るドレミの音階である。ヨーロッパで一〇〇〇年以上続いた旋法の音楽は、バロック音楽が始まる一六〇〇年頃を境に、ま
るで何かに吹き飛ばされたかのように一気になくなる。その後二〇世紀に入るまで、旋法を使って曲を残した作曲家はひと
りもいなかった。なぜか。それまでの旋法による音楽に比べて、長調と短調による音階の音楽は、音階を取り入れたことに
よって、音楽における人口の度合いが増し、表現の幅が格段に大きくなったからだ。あるいは、こういってもいい、音楽を
より人工的につくりやすくなった。」
「音階を構成するドレミの音は、その振動比率が整数の倍音でできている。（…）しかしこのような音程の構成は自然界に
はほぼない。ドとソの音が自然界で鳴っていることなど、人間が石ころを削って人工的に調整でもしない限りあり得ない。
少なくとも私は聞いたことがない。（…）私たちを取り巻く音楽以外、自然界のほとんどすべての音は（…）整数の倍音で
構成されず、輻輳した非整数の倍音によって構成されている。それらは、西洋音楽的に見れば（聴けば）ノイズだ。自然は
ノイズに溢れているといっていい。ここで、西洋音楽的にと断ったのは、欧米人は押しなべて虫の音をはじめとする自然界
の音をノイズという一語で括ってしまう傾向にあるからだが、翻って日本人には、自然界の音ノイズ（雑音）と呼ぶ認識は
低い。」
「しかし、（…）音が自然の中に溶け込んでしまっては、まったく西洋音楽にならない。西洋音楽は、あくまで自然と拮抗
していなければならないからだ。そしてそれは、バロック、古典、ロマン派、近代と、より複雑に人工的な拡大を続けたの
ち、ついにドレミの音階を手放すときが来る。それがオクターヴにある十二の音を、短調や長調にとらわれることなく使っ
た十二音音階による音楽（十二音音楽）である。」



（「第14章　音楽と軍隊とヒエラルキー」より）

（森本恭正）
「戦争は軍隊なくしては遂行できない。そして、西洋音楽と軍隊の関係については、日本でも、さまざまに述べられてきた。
事実、今でもほとんどの軍隊には軍楽隊があり、そこで奏でられる音楽は例外なく西洋音楽である。」
「ヨーロッパ音楽が軍隊との関係を深めたのは、バロック音楽以降だ。ヨーロッパはそれまでの数百年間も、戦争と略奪に
明け暮れていたが、その戦いの跡に、中世ルネサンス音楽の影は薄い。」
「オーケストラ、これも中世ルネサンスにはなかった演奏形態だが、まずその頂点に指揮者がいる。指揮者の命令は絶対
だ。その支配下にある演奏家たちはけっして逆らえない。（…）少なくとも制度上はそうだ。（…）オーケストラ内部にも
階級がある。上位下達が基本。」
「オーケストラの、この命令に従うという性格は軍隊そのものだといってもよいのではないだろうか。命令への盲従。この
特徴は、バロック音楽以降その完成度を高めてゆく楽譜という、西洋音楽に特有な、演奏家と作曲家をつなるコミュニケー
ション・ツールにも、その非民主的な影を落としている。」

（森本恭正「Bostonの一夜　あとがきにかえて」より）　
「本書で、私が書いてきた領域は多岐にわたっている。音楽家の矩(のり)を踰(こ)えていると思う方が大半だろう。だが、私
が書きたかったことは、まさに、そうした実は何の根拠もない「矩」をこしらえた、何か大きな力に対するリゼントメント
(憤激)である。」

○本書全18章の各テーマ

「音楽と男」「音楽の嘘」「音楽と自然と人工」「音楽と映画」「体が聴く音楽」「音楽と無知」「音楽と脳」「音楽と言
葉」「音楽と権威」「音楽と音楽評論」「音楽と欲望」「音楽とＡＩと創造」「音楽と農業」「音楽と軍隊とヒエラルキー」
「音楽と効率」「音楽と政治」「音楽と日本」「音楽と女」



☆mediopos-2437　　2021.7.19

■ジェイムズ・クリフォード (星埜守之 訳)
　『リターンズ――二十一世紀に先住民になること』
　（みすず書房 2020/12）
■シオドーラ・クローバー (行方昭夫 訳)
　『イシ―北米最後の野生インディアン』
　 (岩波現代文庫　2003/11）

「先住民」という言葉は
かつては未開とローカル性
ときにはジェノサイドの悲劇とも
関連づけられるところもあったが

この『リターンズ』で示されているように
とくにカリフォルニア・アラスカ・オセアニアの先住民は
いまや「変成プロセスに参加している人々」として
理解されはじめるようになっているという

かつて先住民だった人々の後裔が
「祖先の地への帰還」
「文化遺産のパフォーマンス」
「ディアスポラ的な絆の維持」といった
未来に向けて前進するための戦術的展開によって
「伝統的未来」とでも呼べるものを創造しようとする
そうした運動を展開しようとしているのである

それはもちろん一本道ではなく
「曲がり角や帰還を含み込んだ様々な進み方」であり
「歴史の中の複数の別の方向や運動、
共にそして別個に生起する複数の展開を想像すること」によって
生成されるプロセスとしての「未来」への道である

それは決して過去の「先住民」へと
「帰還」するということではなく
「伝統的未来」を創造するための
生成プロセスとして理解する必要がある

『リターンズ』の「訳者あとがき」に書かれているように
副題には「二十一世紀に先住民になること」とある
それは先住民「であることbeing」ではなく
まさに先住民「になることbecoming」
「未来になりつつある現在（present-becoming-future）」において
「伝統的未来」を創造することにほかならない

さて本書の第二章では
「北米最後の野生インディアン」である
「イシの物語」が展開されている

「イシ」について稀有の記録をはじめて書著にまとめたのは
アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィンの母である
シオドーラ・クローバーである
最初に刊行され話題となったのは一九六一年のことだが
岩波の「同時代ライブラリー」の一冊として
日本語版が再版されるときに
ル＝グウィンによって「序」が付されたのは一九九一年のこと

「イシ」は「北米最後の野生インディアン」として有名となり
シオドーラ・クローバーの伝記が
ベストセラーになったことで再び有名になったが
さらに二〇〇〇年頃
カリフォルニア・インディアンの人々による
イシの「遺骨の返還」を求めるプロセスを通じて
「カリフォルニア先住民の消滅の象徴だったイシ」が
「同じ先住民の存続を表象するように」なり
「典型的な先住民消滅の物語が、
再生の物語になってゆく」ひとつの象徴ともなっているようだ

しかしあらためてその問題を
私たち一人ひとりの問題としてとらえかえしてみるとき
おそらく多くの場合わたしたちは
じぶんひとりきりの「先住民」でしかないのかもしれない
じぶん以外にはどこにも存在しない魂の孤独者
言葉をかえていえば「故郷喪失者」

神秘学を学ぶものは
みずからが「故郷喪失者」とならねばならないというが
それはじぶんの魂をみずからの「自由」において
「未来」へと向けて再生していくことにほかならない

先住民とその末裔は
かつての先住民の物語をもとにし
そのあらたな再生と創造への道を歩んでいるといえるが
「故郷喪失者」としてひとり歩む者は
みずからがみずからの物語を創造し歩きながら
霊的再生への道を歩んでいかなければならない
つねにじぶんひとりきりの「先住民」として



■ジェイムズ・クリフォード (星埜守之 訳)
　『リターンズ――二十一世紀に先住民になること』
　（みすず書房 2020/12）
■シオドーラ・クローバー (行方昭夫 訳)
　『イシ―北米最後の野生インディアン』
　 (岩波現代文庫　2003/11）

（『リターンズ』より）

「『リターンズ』は、一九八八年に『文化の窮状』からスタートし、一九九七年の『ルーツ』に引き継がれたシリーズの第
三作にあたる。他の二作同様、おおよそ十年のあいだに書かれた仕事をまとめたものである。」
「『リターンズ』はもっぱら、いま現れつつあるひとつの脈絡を辿ってゆく。すなわち、一九八〇年から一九九〇年代に広
く見られるようになった、先住民の存続、戦い、そして刷新を巡る複数の歴史である。部族、アボリジナル、ファースト・
ネイションズなどと呼ばれる諸社会は、西洋文明と経済発展の漸進的な暴力のなかで、ながらく消滅の運命にあると考えら
れてきた。もっとも教養ある人々も、（悲劇的な）ジェノサイドと（不可避の）文化変容が歴史の仕事をおこなうだろうと
仮定したのだ。しかし二十世紀の終わりになって、何か違った事態が生じていることが明らかになった。確かに多くの先住
民が殺された。多くの言語が失われ、いくつもの社会が崩壊した。しかし多くの人々は、中断された生き方の残滓を適応さ
せ、組み合わせなおしながら、持ちこたえたのである。彼らは深く根付いた適応可能な伝統の数々を過去から選択的に取り
出し、複雑なポストモダニティのなかで新しい生き方を創造している。文化的持続とは、ひとつの生成プロセスなのだ。」
「『リターンズ』において私は、民族誌的、歴史的なリアリズムを擁護する議論を展開する−−−−−−歴史や現実についての
様々な観念が、今日では。土地返還要求から博物館・大学にいたる、権力の負荷がかかった多くの場において、異を唱えら
れ、また創発的に翻訳させられていることを認識した上でのことだ。こうした危機的状況すべては、偶発的であり矛盾した
様々な脈絡から構成されている。したがって、適切なリアリズムとは、そこから帰結する部分的な物語の数々を並置する
−−−−結合し、引き離す−−−−ものでなければならない。私はこの半世紀のあいだ有効であった三つの語り、すなわち、脱植
民地化、グローバル化、先住民の生成とともに仕事を進める。それらは、それぞれ区別されるべきエネルギー、行動の尺度、
可能なるものの政治を表している。それらは単一の決定論的構造や歴史に還元することはできない。かといって、いつまで
も別々のものとして維持することもできない。これら三つの歴史は、互いに構築しあい、強化しあい、邪魔しあっている。
このような「十分に大きな」歴史は、同時的でありつつ同期しているわけではないような、弁証法的緊張関係のうちに保た
れることを必要としている。それゆえ、『リターンズ』はごつごつした迫真性を提供するものであり、そこにあっては、政
治的、経済的、社会的、そして文化的な諸力が交差しつつも、ひとつの全体を形づくることはない。本書が物事をすべて包
み込んで変わりゆく時間を支配することができないとしても、この、意識的に引き受けられた失敗にこそ、本書におけるリ
アリズムの主張の根拠がある。」

「『リターンズ』は穏やかに結びついた三つの部分によって編成されている。
　第一部は、一般的かつ理論的な視点から書かれている。」
「第三部では、太平洋島嶼世界に比較文化論的な一瞥を加えた後、アラスカ中部、とりわけコディアック群島に焦点を合わ
せる。」

「第二部では、典型的な先住民消滅の物語が、再生の物語になってゆく道筋を辿る。「イシ」は一九一一年、開拓移民の住
むカリフォルニアの町に姿を現し、「アメリカ最後の野生インディアン」と考えられたことで有名になった。彼は一九六〇
年以降、シオドーラ・クローバーによる伝記がベストセラーになったことから再び有名になる。そして二〇〇〇年頃、カリ
フォルニア・インディアンの人々がついに彼の遺骨を埋葬し、そのプロセスのなかで、開拓者の植民地的暴力の遺産を紐解
いたときに、またもや新聞に見いだされることになる。私は遺骨の返還のプロセスに関心を抱いて、公開の集会に参加した
り、参加者と話をしたりもした。かつてカリフォルニア先住民の消滅の象徴だったイシは、同じ先住民の存続を表象するよ
うになったのである。その生においても死においても、謎めいた、そして生産的な彼の経験は、多くの人々にとって、様々
に異なった仕方で意味をもっている。イシの物語は、今も続く植民地的暴力の遺産、人類学の歴史、癒やしの効力、ポスト
コロニアルな和解の可能性、その他、多くの事柄を語りかけている。」

「『リターンズ』の第一部と第三部がリアリズムの徴のもとに構想されている一方で、第二部はこれとは異なった分析的、
想像的道筋で展開されている。一方で開拓移民の植民地的歴史の頓挫を辿ってゆくが、だからと言って、それに代わるより
適切なあたらしい語りを探し求めるわけではない。そうではなく、複数の、矛盾した、そしてユートピア的な成り行きの余
韻を残した、ひとつの反語的な「メタ」的展望を採用する。「イシ」の名前を辿る複数の物語が増殖し、あらたな複数の可
能性を開くのである。別の種類の進展−−−−既にここにあるかもしれないユートピア群、進歩するのではなく、むしろ曲がり
角や帰還を含み込んだ様々な進み方−−−−が想像可能になる。課題は、歴史の中の複数の別の方向や運動、共にそして別個に
生起する複数の展開を想像することである。ここにおいて、『リターンズ』は言語の果てるところに至る。」

（『リターンズ』～「訳者あとがき」より）

「本書の副題にある「二十一世紀に先住民になること」とはどういうことなのでしょうか。先住民「であることbeing」で
はなく、「になることbecoming」という表現には、おやっ、と思う方もいるのではないでしょうか。」
「まず、本書で扱われているアメリカや太平洋の先住民運動が、まさに「先住民になる」（ないしは「再びなる」）ための
戦いであったことを想起しておく必要があります。」
「もうひとつ付け加えておくべきなのは、「なること」という言い回しのなかに、先住民の未来を見据えたクリフォードの
眼差しが読み取れることです。先住民の「伝統」は、たしかに過去との連続性を維持しつつも、長い時間の流れ−−−−長期持
続（longue durée）−−−−のなかで、そして現代では近代化やグローバル化の力と交渉しつつ、変成を遂げてきています。先
住民の世界は無時間的なものではないし、未来をもつのは西洋近代の特権ではない−−−−クリフォードの言うところの「未来
になりつつある現在（present-becoming-future）」は、先住民のものでもある、というふうにも言えるでしょうか。
　副題には「二十一世紀に」という言葉も入っています。これは二〇〇七年に国連総会で「先住民族の権利に関する宣言」
が採択されたことに象徴されるように、先住民を巡る時代の流れの変化を物語っています。日本では、二〇一九年に「アイ
ヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」（いわゆる「アイヌ新法」）が成立したこと
が記憶に新しいところです（この法律自体には、アイヌの実質的な権利回復への言及が欠落しているなど、多くの問題があ
りますが（･･･）。
　さらに言えば、今日では多くの先住民集団がインターネットで情報を発信し、「先住民のワールドワイドウェブ」を創り
出しています。「二十一世紀に」という言葉には、このような新しい条件のもとでの先住民の現在と未来を展望するという
含みも込められているでしょう。」

（シオドーラ・クローバー『イシ』より）

「イシが偶然石器時代から迷いこんで来て現代の世界を驚かせてから、もう半世紀近くになる。ここに今から述べられるこ
とは、彼について知られている確実なことのすべてである。彼が現代の世界で、また以前彼自身の世界で、信じ感じ行なっ
たことが彼の物語の結節点である。このいわばビーズ玉のようなものをつなぎ合わせて、一連のネックレスを再現すること
が私の仕事であった。驚くべきことに、彼の生涯というネックレスは、多くの欠けたところがあるにも拘わらず、何とか円
をなし得ているようである。
　イシと彼の部族の歴史は否定しようもなくわれわれ自身の歴史の一部となっている。われわれは彼らの土地を吸収して自
分たちの所有地にしてしまった。それに応じて、われわれは彼らの悲劇をわれわれの伝統と道徳の中にとりいれ、それにつ
いての責任ある管理人とならねばならない。」

（『イシ』～アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン「序文／『イシ』再版に寄せて」より）

「イシの物語はクルーソーの物語を逆にしたようなものである。イシの物語は一九六一年の初版以来、アメリカ人の心を強
く捉えてきた。無人島のクルーソーの姿よりも、道徳的な意味合いにおいて、イシの姿のほうがアメリカ人の心に強く迫る
ものがある。クルーソーの孤独は海での嵐という自然力の猛威によってもたらされたのだったが、イシの場合は、同じ人間
である筈の白人の卑劣な集団的残虐行為によるのだから、イシは、皆殺しにされた部族の最後の生き残りとして、家族の惨
死を悲しみつつ何年間もひっそりと身を隠して暮らしていた。その間に彼の周囲では侵入した白人の町や農園が次々に出来
ていったが、彼は足跡を一つも残さなかった。山の中にまだ「未開人」「野生インディアン」が生存しているのをさとられ
ぬようにと、一歩歩くごとに足跡を掃いて消していたのである。何という孤独であったことか！　クルーソーの味わったよ
りもずっと悲痛な孤独である。
　けれども、彼が孤独で悲惨な暮らしにもはや耐えられなくなった白人の世界に迷い出て来た時、彼の見出したのは、皮肉
なことに、覚悟していた死ではなく、思いやりと友情と理解であった。そして「未開」から連れ出されると、すぐに近代都
市の真ん中で残りの生涯を送ることになった。」
「私の父で人類学者のアルフレッド・クローバーは、イシをもっとも親しく知っていた人物の一人であったけれど、イシの
物語を執筆するのを望まなかった。」
「実際にイシの物語を書くことになったのは、私の母イシドーラ・クローバーであった。」



☆mediopos-2438　　2021.7.20

■猪口純
　『ジェイムズ『多元的宇宙』のプラグマティズム
　　―経験の彼方を問う経験論―』
　（晃洋書房　2021/2）
■伊藤邦武『ジェイムズの多元的宇宙論』
　（岩波書店　2009/2）

ウィリアム・ジェイムズのことを
はじめて知ったのは
『善の研究』（西田幾多郎）の
「純粋経験」からだったが

その後プラグマティズムとの関係で
ジェイムズを見ていくうちに
「純粋経験」と「プラグマティズム」が
どう関係するのかが見えなくなってしまっていた

それはプラグマティズムの大成者である
ジェイムズの意図していた「プラグマティズム」が
「機能主義や功利主義の積極的側面を発達させた
実践哲学」的なものへと方向づけられ
「純粋経験」的な「形而上学的問い」に
むしろ拒否的な態度さえとっているからだった

おそらくジェイムズのとらえていた「経験」と
実用的なものに結びつくだけの「経験」とが
同じ「経験」といっても
その射程範囲が大きく異なっているからだろう

伊藤邦武『ジェイムズの多元的宇宙論』で
そのことをようやくある程度
概観できるようになってきていたのだが
今年に入って刊行された
猪口純『ジェイムズ『多元的宇宙』のプラグマティズム』は
ジェイムズ自身の不十分な論を補うかたちで
まさにジェイムズにおけるその「経験」について
「純粋経験」的な意味での「経験論」から
ジェイムズの特異な「多元的宇宙論」全体を
一貫したものとして捉えようとしている

実用主義的なプラグマティズムは
目に見えるわかりやすい「経験」に依拠しているため
だれにでも理解しやすい反面
「経験」の深みへの洞察は欠如してしまっている

「経験とは何か」を深く問うことではじめて
開けてくる宇宙観といったものはそこにはない
そこでいわれる「実践」はまさに
ベタな実践以外の何ものでもないからだ

西田幾多郎もジェイムズ同様
当初「純粋経験」の哲学から出発したが
その後いかにしてそれを
実際の世界のなかでのダイナミックな働きとして
位置づけるかをめぐって
さまざまに論を繰り広げていくことになる

西田幾多郎の精神的背景には仏教があったが
ジェイムズの「多元的宇宙」も
仏教的な「一即多」ないし「一即一切」
つまりは華厳的世界像に近しく
またそれはライプニッツのモナドロジーとも通じた
形而上学的世界像として理解すると近づきやすくなる

そしてそれはまさに
あらゆる「経験」を捨象しない
真のプラグマティズムであるともいえるのだが
（実用的なものだけに射程をおくプラグマティズムは
「経験」をきわめて限定して扱ってしまう）

やはり困難なのは
「純粋経験」的な「経験」への射程を
持ちえない者にとっての「経験」は
見えても見えず聞こえても聞こえずのまま
多層的かつ輻輳した深みをもった
多次元的なものとしてはあらわれ得ないことだ



■猪口純
　『ジェイムズ『多元的宇宙』のプラグマティズム―経験の彼方を問う経験論―』
　（晃洋書房　2021/2）
■伊藤邦武『ジェイムズの多元的宇宙論』
　（岩波書店　2009/2）
 
（猪口純『ジェイムズ『多元的宇宙』のプラグマティズム』より）

「〈プラグマティズム〉とは、観察可能な現実における具体的効果のうちに物事の本質を看取しようとする思
考形式の総称である。今日、この思考形式は機能主義や功利主義の積極的側面を発達させた実践哲学として専
ら政治・経済・倫理の課題に取り組み、善き将来の共同体の姿を模索する方法論を提供する一方、いわゆる形
而上学的問いには積極的に関わらない立場を形成するものと見なされることが多い。しかしこの一般的理解は
特定のプラグマティストの活動やその背景にある固有のプタグマティズム観に当てはまるものであり、プラグ
マティズム全般、また思想史におけるプラグマティズムなるものの演じた役割に対する理解としては非常に狭
隘なものであうｒ。形而上学はむしろプラグマティズムにとって一貫した課題であったと言わねばならない。
しかもそれは進路上の障害としてではなく、それ自体追求に価する真剣な問いとして、常にその視野の中心を
占めてきた課題なのである。」

「この状況下でとりわけ大きな不利益を被っているのがプラグマティズムの大成者その人、ウィリアム・ジャ
イムズとその思想である。個的存在として振る舞う自律的諸対象の存在と、その内に宿る意識経験＝内面的現
実の、単純な主観主義的経験を超越した具体性、そしてそれらのせめぎ合いの中に形作られる客観的＝広域的
な秩序のあり様を描写したジェイムズの宇宙論は、プラグマティズムの方法に関する深い洞察と、その方法に
則った幅広い知見の総合によって導出された理論でありながら、プラグマティストの仕事として紹介される例
は稀である。ジェイムズの宇宙論を、信頼に価する共通経験や観察可能な諸事実を言葉巧みに捻じ曲げた、あ
るいはごく個人的な宗教的信仰によって不当にも棚上げした世界観だと解釈する批判的な論者にそのプラグマ
ティズム的基礎の説明を望めないのは当然として、その特異な性格や先駆性に意義を認め解読を進めている研
究者の記述においても、ヴィジョンと方法の結びつきは依然曖昧である。」

「本書はジェイムズの宇宙論を〈プラグマティズムに裏打ちされたもの〉として読むことにより、彼の哲学全
体を首尾一貫したものとして理解することを目指すとともに、プラグマティズムそのものの、不幸にも見過ご
され続けてきた意義と可能性とを詳らかにすることを目的とする。」

「〈プラグマティズム〉といえは世間では社会生活上の実用一辺倒で「見えないもの・触れ得ないものには一
切関わろうとしない」思想との印象が強い。率先して意識や独自的な敬虔を排斥するスタイルだと理解されて
いる節すらある。実際それに近いことを発信している「プラグマティスト」が活躍している以上、これについ
ては誤解とも言い切れない苦しさはあるが、少なくとも確実なのは、その大成の書たり「プラグマティズム」
が決してそうではないということである。この書物はむしろ、見えないもの・触れえないものの強度、あるい
は主観的経験に現出するあらゆる対象の実在性を徹底して主張している。著者は後年『多元的宇宙』と題して
書物の中で多くのプラグマティストから無視を決め込まれることになった宇宙論を展開するのも、実のところ
は『プラグマティズム』において徹底化されたプラグマティズムの帰結なのである。
　『多元的宇宙』で論じられているのは次のことである。毎瞬間の経験（さしあたり、私たち人間に限られな
い、それどころか生き物にも限られない存在者の下に集約された情報の総体）は、その都度その瞬間において
完全な宇宙であり、そこに含まれる内容すべても当の瞬間において全く実在的である。それが不完全な宇宙と
化し（あるいは単にみなされ）、一部を除いたほとんどの内容から実在性が失われるのは、続く瞬間において
他の宇宙＝経験と接触したときである。したがって我々が普段〈宇宙〉と呼んでいるものは、実際には夥しい
数の宇宙によって織り上げられた複合体＝多元的宇宙と見なすべきものなのである。多元的宇宙には物理的秩
序のように、長い時間をかけて踏み固められた比較的安定した層を認めることができる。しかしそれは成立が
必然であるような基礎では決してなく。数ある可能性のひとつに過ぎない上、今も生成の途上にあって柔らか
な部分を多く残している。そうである以上、私たちは常に予期せぬ出会いに開かれていると考えなければなら
ない。ときにはひと続きであると信じていたところに亀裂やほころびを見出すかもしれない。幾重もの襞の奥
に馴染みのものとはまるでかけ離れた見慣れぬ風景へ続く小路が突然姿を現すかもしれないし、既存の秩序が

あるときある場所で突然覆ることすらあるかもしれない。そんな不合理そのものの事件が生じたとしても、多
元的宇宙においてはその成り立ちからして何ら不思議な事態ではないのである。
　ジェイムズは後半生の哲学的思索において、プラグマティズムが簡素な道具主義や実用一辺倒の生き方へ向
かう道だけでなく、共有される現実が複数の、共有不可能ながらそれ自体紛うことなき現実であるような独立
した経験世界によって織り上げられ、未来において複数の秩序へと開かれているという仮説への通路をも、開
墾する可能性があることを一貫して伝えようとしている。むしろそちらの道を拓くことこそ真髄であると、プ
ラグマティズムの大成者たるジェイムズは考えていたのである。あらゆる奥深さを埋め、不思議なものなど何
もない（存在することを許さない）と、目地の限りすべての土地を平地化してしまおうとする数多の世界認識
に抗して、ジェイムズが定義したプラグマティズムは世の複雑さをそのままに受け止め、無数の経験が語るが
ままの深山幽谷に分け入っていく。
　ジェイムズの考えに則るなら、個別の経験や文化事象からあらゆる〈深さ〉を奪い、極端な場合には危険視
までして排除しようとする今日の、事実上一般性を獲得した思想状況（社会意識・時代意識）への異議申し立
ての先頭にも、プラグマティズムは立つことができるだろう（ただしそこで最初に行く手を遮るのは恐らく同
じプラグマティズムの旗の下で思索する人々である）。そしてそれに続く形で、非現実の烙印を押されたもの
たちが−−−−怪しいものも危ういものもすべて含めて−−−−姿を現す。話し合うにせよ剣を交えるにせよ、人が
対面せざるを得ない現実、生ける具体的存在として、我々の眼前に立ち現れてくる。」

「〈多元的宇宙〉概観」
「①多元的宇宙において、現象することと実在することとは同義である（現象即実在）。」
「②多元的宇宙は複数の〈宇宙〉によって構成される。ここで〈宇宙〉とは組織的まとまりを持つ個的存在の
毎瞬間の〈経験〉を意味する。」
「③〈宇宙〉は〈純粋経験〉と同義である。各〈純粋経験〉は〈私有化〉の機能を有し、個別に統一を志す。」
「以上三つの主張をもって特徴づけられるジェイムズの宇宙論は、古今に類例を見ない特異な構造とメカニズ
ムを描き出している。本書はそこに真実の世界が描かれていると確言するものではない（ただし相当に蓋然性
の高い仮説であるとは考えている）が、最終的に何ものも捨て去らないヴィジョンが経験論的態度の貫徹に
よって、あるいは少なくとも経験論的態度を貫こうとする意志の帰結として形成されている事実には、広く注
意の目を向ける必要があると考えている。」

（伊藤邦武『ジェイムズの多元的宇宙論』より）

「ウィリアム・ジェイムズの思想はある種の汎心論であり、宇宙霊魂的な世界観とも親近性をもっている。し
かしながら、それは絶対的な意味での一性(Einghei)を否定し、世界の根本的な多元性を強調する点で、特異な
性格をもっている。彼の宇宙論は
「一つの多元的宇宙(a pluralistic universe)」というユニークな世界像である。彼の抱くヴィジョンとしての宇
宙は、そのうちなるすべてが互いに連続しあっているという意味では、一つの宇宙である。しかしすべての連
続しあっている要素が、絶対的な意味での一者、一つの原理、一つの霊魂、一つの存在に最終的に収斂するこ
とを徹底的に否定し、中心となる何かに基礎づけられるような一元論としての体系化を否定するという意味で
は、純粋な「一即一切」の思想とは別の思想である。
　一元論に限りなく接近し、一切の事物の連続的な連結を重視しながら、多元性を最後まで要求しつづける立
場。あるいは、何重にも畳み込まれた世界の有機的連結は積極的に認めながらも、絶対的な一者への溶解を拒
否する世界像−−−−。このような思想は、他の思想伝統ではいかなる形式を取って表現されているのであろう
か。
　ジェイムズの哲学に最大級の関心を示したわが国の漱石や西田など、明治大正の思想家や文学者たちにとっ
て、このような「一即多」ないし「一即一切」の思想の典型は、基本的に仏教徒結びついた梵我一如の世界観
のうちに見出されていたであろう。しかし、その一即多ということの具体的な意味は、どのように理解されて
いたのだろうか。
　仏教思想は一般に思弁的世界観としてよりも実践的哲学としての性格を強くもっているが、その仏教思想の
なかにあって丁亥的に思弁的、理論体系的志向を強くもち、しかも（･･･）ライプニッツの「意識の複合」の
問題にも通じる、多元的汎心論の傾向をもった立場の一つとして、華厳思想がある。」
「この華厳の世界は多重性と人格性という意味でも、ライプニッツの形而上学的世界像に対応している。ライ
プニッツにおいても、無数のモナドからなる一つの宇宙は、あくまでも「一つの可能世界」である。」



☆mediopos-2439　　2021.7.21 ■植木朝子
　『虫たちの日本中世史／『梁塵秘抄』からの風景』
　 (叢書・知を究める 19　ミネルヴァ書房  2021/3）日本人はよく虫好きだといわれ

古くから虫に対して
嫌悪と同時に愛着をもっていることから
虫を詠んだ詩歌なども多く詠まれている

日本列島は南北に細長く
温暖多湿な気候なので植物相が豊富で
それらを食草とする虫たちが
多種多様に生息しているため
昆虫に接する機会も多く
人と虫が身近な場所で共生的な関係にあることが
その背景にあるのだろう

しかも昨今とりあげられることもあるような
昆虫食のような文化の生まれる
熱帯雨林のような環境とは異なっている

本書は平安時代後期に
後白河法皇の編纂した歌謡集である『梁塵秘抄』を中心に
「虫」を詠んだ詠からみえてくる「日本中世史」である

同じく平安時代後期以降に成立した短編物語集
『堤中納言物語』のなかに「虫めづる姫君」の話がある

だれもが蝶や花を愛する中で
主人公の姫君は毛虫や気味の悪い昆虫を愛で
名前をつけ飼育している変わり者だが
そう見られることを気にせず
自分の考えどおりに生きそれを変えようとはしない

平安時代後期といった時代に
それが「虫」をモチーフに
自分の生き方を貫こうとした女性の話が
書かれているというのは興味深い

ジブリのアニメ『風の谷のナウシカ』は
その「虫めづる姫君」をモデルにしているようだ
ナウシカはオウムの子どもを大切にし
毒のある花をこっそりと栽培している

「虫めづる姫君」もナウシカも
社会の常識に反することを恐れず
あくあまでも自分の考え方や生き方を
貫こうとしている存在だといえる
花や動物など感情移入のしやすい存在ではなく
それが「虫」であることが
テーマ表現に適しているのだろう

虫は当時の和歌にも詠まれていたりするが
清少納言の『枕草子』の「虫は」の段にも
蓑虫・額づき虫・蠅・夏虫・蟻の五種を
評しているところがある

そこで評されている虫は「見るもの」だ
それに対して
ここで主な題材となっている
『梁塵秘抄』のなかの「虫」は「共に遊ぶもの」である

『梁塵秘抄』も「虫めづる姫君」と同様
平安末期に編纂されているが
そのなかでは
「遊ぶ」「舞ふ」という言葉が使われているように
「小さな虫たちが生き生きと動き回るさま」が
さまざまに詠われているのである

「見るもの」としての虫と
「共に遊ぶもの」としての虫

「共に遊ぶもの」としての虫は
今様という当時の流行歌のなかで詠われた虫
ということからも想像できるように
芸能とも深く関係してくるところがある
動物の真似をする芸があるように
当時も「蟷螂の舞」のように
虫に「なる」芸能があったのだという

そういえば以前から
カマキリの真似をするお笑い芸人もいたが
最近では俳優の香川照之も
昆虫をテーマとしたテレビ番組に
カマキリの着ぐるみ姿で登場したりもしている

そこでもおそらく虫を観察するだけではなく
虫と「共に遊び」虫に「なる」という発想があるのは
日本では古くから虫に対する独特の感性を
持ち続けているところがあるのだろう
おそらく西洋とは虫に対する関係性が
大きくことなっていることからくるのではないだろうか

香川照之がカマキリの着ぐるみで登場するのは
虫を愛で虫に「なる」文化さえあった日本人が
最近では虫に対してあまりに関心をもたなくなっている
そんな危機感もあるのだろう
いまでは世界中に生息している虫たちの
４割ほどまでが劇的なまでに減少しているという

虫たちは農作物の花粉の媒介者であるとともに
害虫の天敵・食糧源・土壌の栄養をリサイクルする存在で
その激減・絶滅は地球の生態系と人類の生存にとって
破壊的な影響を壊滅的な結果を導き出すことになる

集中的な農業や殺虫剤・気候変動が主な原因だが
そのほんとうの原因は
人間が虫と共生することを怠っていることなのだろう

虫に関心を持ち虫を愛で虫に「なる」
そんな文化を共有できるようになること
それが虫との共生環境を
育てていくことにつながるのではないだろうか



■植木朝子
　『虫たちの日本中世史／『梁塵秘抄』からの風景』
　 (叢書・知を究める 19　ミネルヴァ書房  2021/3）

「本書は、私が最も興味を寄せている、平安時代末の流行歌謡・今様を一つの出発点として、中世の人々と虫との関わりを
追いかけたものである。私自身を含め、現代人の人々の持つ、虫への矛盾した思いは、過去とどのようにつながっているの
か、多くの先達に導かれながらたどってみたい。
　今様は、華やかで現代風な魅力を持つゆえにそう名付けられ、平安時代末の京都で大流行した。今様に夢中になった後白
河院は、喉が腫れて湯水も通らなくなるほど歌の稽古を重ねる一方で、その詞章を集めて『梁塵秘抄』を編んだ。『梁塵秘
抄』には、『鳥獣戯画』を髣髴させるような、遊ぶ動物たちの姿があちこちに見られるが、特に小さな虫たちが生き生きと
動き回るさまからは、今様が映し出す中世という時代の躍動感が確かに伝わってくる。
　『梁塵秘抄』に登場する虫は、蛍・機織虫（キリギリス）・蝶・蟷螂・蝸牛・稲子麿（ショウリョウバッタ）・蟋蟀（コ
オロギ）・虱・蜻蛉である。これらの虫が歌われた今様は以下の通り。

　　常に消えせぬ雪の島　蛍こそ消えせぬ火はともせ　巫鳥（しとと）といへど濡れぬ鳥かな　一声なれど千鳥とか（一
六）
　　極楽浄土の東門に　機織る虫こそ桁に住め　西方浄土の灯火に　念仏の衣ぞ急ぎ織る（二八六）
　　わそかしく舞ふものは　巫子楢葉車の筒とかや　平等院なる水車　囃せば舞ひ出づる蟷螂　蝸牛（三三一）
　　茨　小木の下にこそ　鼬が笛吹き猿奏で　かい奏で　稲子麿賞で拍子つく　さて蟋蟀は鉦鼓の鉦鼓のよき上手（三九
二）
　　舞へ舞へ蝸牛　舞はぬものならば　馬の子や牛の子に蹴ゑさせてん　踏み破らせてん　実に美しく舞うたらば　華の園
まで遊ばせん（四〇八）
　　頭に遊ぶは頭虱　項の窪をぞ極めて食ふ　櫛の歯より天降る　麻笥の蓋にて命終はる（四一〇）
　　居よ居よ蜻蛉よ　堅塩参らんさて居たれ　働かで　簾篠の先に馬の尾縒り合はせて　かい付けて童冠者ばらに繰らせて
遊ばせん（四三八）

　消えない火を灯しているホタル、衣を一生懸命織っているキリギリス、おもしろく舞う蝶や蟷螂やカタツムリ、拍子をと
るように飛んでいるショウリョウバッタ、鉦鼓を打つような声で鳴いているコオロギ、人の頭で遊んでいるシラミ、子ども
たちと戯れるトンボ……。これらの今様からは、積極的な擬人化をほどこされた愛らしく親しみやすい虫たちの姿が浮かび
上がってくる。このような虫の把握はしかし、必ずしも一般的ではない。たとえば伝統的な和歌の中では、多くの場合、鳴
く虫が聴覚的に捉えられており、舞う虫、遊ぶ虫といった捉え方はほとんど見られないのである。」

「（『梁塵秘抄』の虫の今様）を概観して気づくのは、ほとんどの場合、「遊ぶ」「舞ふ」という言葉がともに使われてい
るということであり、こうした語は『梁塵秘抄』今様の虫の把握を端的に示すものと思われる。すなわち、「遊ぶ」「舞ふ」
の語は虫の動きに注目することによってこそ選び出されるものであって、虫の芸能化を媒（なかだち）するものといえるの
ではないか。こうした今様の特徴は、伝統的な文芸たる和歌と比較することでより際立つ。和歌においては、蛍や蜘蛛を除
いては松虫・鈴虫・蟋蟀・蝉・蜩など鳴く虫を取り上げることが圧倒的に多い。鳴かない虫である蛍は「明けたてば蝉のを
りはへ鳴ききくらし夜は蛍の燃えこそわたれ」（『古今和歌集』（…））のように、「燃ゆ」という特性から恋歌に詠まれ
たり、「音もせで思ひに燃ゆる蛍こそ鳴く虫よりもあはれなりけれ」（『後拾遺和歌集』（…））のように、「思ひ」の
「ひ」に蛍の「火」を掛けて詠まれるなど、修辞的な要素が色濃い。また、蜘蛛は、「秋の野に置く白露は玉なれや貫きか
くる蜘蛛のいとすぢ」（『古今和歌集』（…）のように、その巣や糸に焦点を当てて詠まれることが多く、蜘蛛そのものの
詠歌は、「我が背子が来べき夕なりささがにの蜘蛛の振舞かねてしるしも」（『古今和歌集』（…））のように蜘蛛の行動
を待人の訪れの前兆と見る俗信に支えられている。鳴かない虫であっても、その虫の動きそのものを捉えて歌うことはまず
ないといってよい。和歌の鳴く虫と今様の舞う虫は対照的な様相を示していよう。
　平安文学の虫を論じる場合、必ずひきしに出されるのは、『枕草子』の「虫は」の段である。ここにはほとんど和歌に詠
まれない虫も取り上げられ、名だけではなく評言の付された虫は蓑虫・額づき虫・蠅・夏虫・蟻の五首で、これらは本来、
鳴かない虫である（…）。蓑虫は「あやしき衣をひき着せ」られているもの、額づき虫は「道心おこしてつきありく」も
の、蠅は濡れたような感触の足をしいている「憎きもの」、夏虫は火の近くで「草子の上などに飛びありく」もの、蟻は大
変軽くて「水の上などをただ歩みに歩みありく」ものと、細やかな観察に基づいた記述になっており、虫の姿やその動きに
注目している点や擬人化のユーモアは今様と共通する。しかし今様の評言は、時に手にのせるような至近距離のものであ
り、さらには虫に働きかける様子まで髣髴とする、『枕草子』の虫は見るものであったが、今様の虫は共に遊ぶものであっ
た。
　虫を見つめ、虫と遊んだ人々は、虫に「なる」芸能はほかの獣や鳥になる芸能と並んで「動物風流」として民俗学の方面
から研究されている。なぜ動物に「なる」のかについては、民俗芸能に現れる動物を聖なるものとする見方（…）や人間に
とって有害な動物を演じてその害獣追放とそれによる豊穣を祈願する、あるいは逆に人間にとって有益な動物を演じて豊穣
を祈願するという見方（…）が提出されてきた。橋本裕之は、こうした人間にとって有害か有益か、振興の対象か憎悪の対
象かといった価値判断によらず、動物が抱える統御されない力、野生の力とでもよぶべきものを人間が我が物とするプロセ
スとして動物風流を捉えるという卓見を示した（…）。

　橋本論も指摘するように、芸能を論じることは、さまざまな芸能を一般化しようとすれば図式化に陥る危険性と、個別の
芸能のみを論じればその先に何も生まないという二面の困難を有する。しかしあえて、個別の今様を糸口として論じてきた
視点から述べれば、虫の動きを面白がる今様の心性は虫に「なる」芸能にとって案外大きな動機といえるのではないだろう
か。たとえば野本論は静岡県山名神社の蟷螂舞について、『新猿楽記』の蟷螂舞などにふれながらも、その芸能の由来を「害
虫を捕食する蟷螂、とりわけその鎌や斧は、疫病除けの呪力を持つと信じられた」ことに見ている。その根拠は、「山名神
社の舞楽にかかわる古老達に「蟷螂の舞」の根拠を尋ねたところ、「稲につく害虫を除けるものだ」と答えてくれた」とい
うものなのである。古老の言葉は山名神社の蟷螂舞の解釈の一つではあるが、蟷螂の動きを芸能化する当初からそれが意図
されていたかどうかは疑問である。野本論ふれる『新猿楽記』の蟷螂舞は、
都（すべ）て猿楽の態、烏滸の詞は、腸を断ち頤を解かずといふことなきなり」と評される猿楽の一つであり、人々の笑い
を誘う滑稽なものであった。また『御家伝記』の「蟷螂の真似」は酒宴の娯楽の一つである（…）。こうした蟷螂の模倣芸
能は人間にとっての蟷螂の価値や意味を笑いの中に溶解するものではなかったか。山名神社の蟷螂舞もこのような芸能の延
長線上にあり、時によってさまざまな解釈を付加されながらも、その根本にあるのは蟷螂の持つ独特の動きへの強い興味関
心だったと思われるのである。あまりにも単純明白であえて言及するに足らないとされてきたのかもしれないが、今様に見
えるごとき虫の動きに興じる精神こそ虫の芸能の第一の動機といえるのではないだろうか。
　文学的伝統を裏切る新しい素材として、また虫の芸能化を媒（なかだち）するものとして、『梁塵秘抄』の虫は重要な位
置を占めるものといえよう。」

※以下、本書の【目次】 

序 虫に対する嫌悪と愛着 

第一章 中世芸能に舞う虫──蟷螂・蝸牛 
1 蟷螂の故事と芸能 
2 蟷螂のおかしみとあわれさ 
3 舞え舞え蝸牛 
4 寂蓮と蝸牛の今様 

第二章 中世の信仰と刺す虫──蜂・虱・百足・蚊 
1 藤原宗輔の蜂飼と堀河天皇の虫撰び 
2 蜂の智恵と聖性 
3 虱の遊びと発心 
4 俵藤太の百足退治 
5 毘沙門天と百足 
6 蚊のまつ毛 
7 蚊との闘い 

第三章 中国文芸と鳴く虫・跳ねる虫──機織虫・蟋蟀・稲子麿 
1 機織虫の織る衣 
2 四天王寺西門信仰と機織虫 
3 機織虫を愛した人々 
4 蟋蟀は鉦鼓の名人 
5 古き筆、蟋蟀となる 
6 闘う蟋蟀 
7 稲子麿は拍子つく 
8 嫉妬しない稲子麿 



第四章 王朝物語から軍記物語へ飛び交う虫──蝶・蛍 
1 はかない蝶・豪華な蝶 
2 瑞兆としての蝶・凶兆としての蝶 
3 神秘の蝶の二面性 
4 恋する人の魂と蛍 
5 武将の亡魂と蛍 
6 腐草、蛍となる 

第五章 中世の子ども・武将・芸能者たちと遊ぶ虫─蜻蛉 
1 蜻蛉の呼び名 
2 鼻毛で蜻蛉を釣る 
3 蜻蛉釣りと蜻蛉の玩具 
4 目を回す蜻蛉・くしゃみする蜻蛉 
5 蜻蛉と武将たち 
6 蜻蛉返りする人々 
7 芸能と蜻蛉返り 

第六章 中世の意匠と巣を編む虫──蜘蛛 
1 吉兆の蜘蛛 
2 蜘蛛の知恵 
3 蜘蛛のもたらした道具 
4 蜘蛛と遊ぶ 
5 蜘蛛の芸能 
6 蜘蛛の怪物 
7 蜘蛛の巣の美 
8 蜘蛛の巣文様 

第七章 中世人が聞いた秋に鳴く虫──松虫・鈴虫・轡虫 
1 秋の夕べに鳴く虫尽くし 
2 鳴かない虫を聞く 

終 豊かなミクロコスモス 
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本書は最初に
「ワタシの茶わん」の話ではじまる

家族にはそれぞれ
「ワタシの茶わん」があって
それをほかの人が使うと
違和感を覚えるという話である

ふつう考えると
個人意識の強い近代人ほど
自分の食器という意識が強そうだが
ヨーロッパやアメリカではもともと
個人の食器を用意する習慣はなかったそうだ

それに対して
いわゆる近代的意識以前の日本人が
「ワタシの茶わん」という意識を強くもっている

著者の高取正男によれば
私たち日本人の意識下には
「モノ」と一体になった「ワタシ」があり
その「モノ」は「茶わん」のようなものであり
また所属する家族や組織や地域のようなものでもある
そのために「ワタシの茶わん」という意識が強く働く

そんな「ワタシ」の上に
明治以降の西洋文化の受容に際して
近代的な個人意識が接ぎ木され
その二重構造が
近代以降の「ホンネ」と「タテマエ」を
生むことになっているという

高取正男はその「ワタシ」を
「エゴの本性」と名づけ
「日本的思考」の「原型」だとしているのだが

本書の議論から少し外れて論じるならば
「モノ」と一体になった「ワタシ」は
述語的なありようを生きる自我であり
近代西洋的な個人意識としての「私」は
主語的なありようを生きる自我であるともいえる

■高取正男
　『日本的思考の原型　――民俗学の視角』
　 (ちくま学芸文庫　 2021/7）

高取は「ワタシ」を
「エゴの本性」と呼んでいるのだが
それよりもそれを
個人意識が生まれてきた出自としての
集合的意識（無意識）と表現したほうがいいかもしれない

その「ワタシ」は多くの場合
「影」のような無意識になってしまい
それを意識的にとらえることはむずかしいのだが
むしろそれを意識化していくことで
新たな可能性をみていくこともできる

近代は集合的な形をとりがちな述語に
包摂されることのない
主語としての自我を
主体的な自我としてきた

それは主語的であるがゆえに
むしろ「影」を強固にし
そのことで魂にとってだけではなく
自然認識においても
環境問題をはじめ
さまざまな問題を生むことになった

その「影」を自覚することが
必要になってきているのである
「影」は「ワタシ」でもあるのだが
それを自覚することが求められている
自覚が伴わない場合
ただの集合意識（無意識）のなかで
主体的な自由をなくしてしまうことになるからである

主語的なものは述語的なものに
自覚的なかたちで包摂されることで
新たな自我への
錬金術的統合と変容を得る可能性を得る

ある意味でそれは
禅でよくつかわれる
「花は紅　柳は緑」という
悟りのプロセスの展開にも似ている

はじめモノと一体化していたワタシから
モノとワタシが分かれ
そのうえでモノとワタシが
統合され変容するという錬金術



■高取正男
　『日本的思考の原型　――民俗学の視角』
　 (ちくま学芸文庫　 2021/7）

「日本人にとって、食器は所持者の象徴としてあつかわれてきた。それは個人の私権を擁護するさまざまな制
度など、およそ近代社会の創出した理性の産物とちがい、それ以前の、より根元的な世界に所属している。お
なじ類のものをヨーロッパ世界の伝統的な生活習俗のなかに求めるなら、家や部屋の鍵などがそれに当たるだ
ろう。すでにのべたように、日本人は有効のしるしとして、同盟のあかしとして酒席で盃を共にしてきた。日
本座敷の日本料理の席でなされる盃の執拗な献酬は、その残留形式である。これに似た西洋の週刊は、鍵の贈
呈だろう。名誉市民の称号を贈ったしるしに、その市の紋章入りの金・銀製の飾り鍵を手渡し、それを有効の
しるしとする風習などは、いまでは日本でもまねられている。」

「世の中には、言わなくてもわかる人でなければ、言ってもわからないということがある。縁なき衆生には度
しがたいという言葉もあるが、回心の体験をはじめとする信仰の内面のことなど、こうした問題の中核部に所
在している。必然的に、日常生活内部での人の禁忌意識のありようなどといったことなども、この問題の末席
に位置しているといってよいだろう。伝統の潔癖感にもとづく私たちの拒絶反応は、おなじ日本人として民族
の生活文化をともにになっておれば、説明なしに相互に了解しあえる。そして、個人の私権、プライバシーと
いった世界中どこにでも通用する普遍的概念も、衛生的という近代科学のもたらした概念とおなじように、現
実には民族ごとに濃厚に個性をもつ伝統的な禁忌意識や潔癖感に支えられ、両者はたがいに秩序をもって固く
結ばれている。
　明治以降の知識人の多くは、私たちの内面にほんねとたてまえというかたちで所在する如上の重層構造を、
しばしば単純にとりあつかう誤りを犯してきた。西洋近代の文物をうのみにし、その表面の合理的にみえるた
てまえの部分に合致しないものを、つめたく批判するのでなければ、逆に伝統の感情に発する拒絶反応に身を
まかすという両極端を、不用意に往復するだけに終わることが多かった。いま大切なのはここで立ち止まり、
日常の生活内部を掘り下げて、氷山の下にかくれている部分をさぐりあてたあと、もういちど水面に浮上する
作業にとりかかることである。それは、私たちの日常の生活文化の、構造的認識とよばれるものである。
　その場合、私たちにとっていちばん気になるのは、すでにのべたように、近代市民社会の根幹をなしている
個人の自覚、ないしは個人意識のよってたつ根拠についてである。というのは、明治以来、西洋近代に開花し
た文物すべてを手本とみなし、法律制度をはじめ、社会文化すべての分野にわたって、そのたてまえを移植す
る努力がつづけられてきた、だが、それを植える土壌まで輸入することはできない。そのためには接ぎ木の台
木をさがすようにして、私たち日本人の個人意識の根底になるようなもの、近代個人主義の土台となるエゴの
正体を、ひろく伝統的な民俗のなかにたずねる必要がある。最初に「個人のシンボル」という題で、個人の食
器をめぐる伝来の禁忌意識から考察をはじめたのも以上の理由にもとづいている。しかも、こうした禁忌意識
に発する人々の前論理的な拒絶反応が、個人を主体に、個人をめぐってあらわれるだけでなく、先にみたよう
い方言をひとしくするような地域社会をも単位とし、個人の場合と同じようにしてあらわれることにも注意す
る必要がある。」

（阿満利麿「解説　「現在学」としての「民俗学」」より）

「「ワタシの茶碗」を家族といえでも使用すると、なぜ違和感を覚えるのか。まして他人が使えば、なにか後
味の悪い感情が生まれるのはなぜなのか。あるいは、葬儀の出棺の際に、故人の使用していた茶碗を割る慣わ
しがある。どうしてそのようなことをするのか。
　高取は、こうした例から「モノ」と一体になった「ワタシ」が、私たちの通常の意識下にあると考え、それ
を「エゴの本性」と名づけ、「日本的思考」の「原型」だとする。つまり、近代以前の日本人には、なんらか
のモノ、あるいは所属する家族や組織、地域に一体化させて自分を認識する傾向が強かった。それは、明らか
に近代の個人意識とは異質である。」
「では、私たちの自我が、このような「ワタシ」を内にふくんでいる理由はどこにあるのか。それは、明治以
降の西洋文化の受容に際して、一種の「接ぎ木」現象が生じたからである。つまり、西洋近代に発する人権、
平等、自由という理念は、今までの自我のあり方を台木として受容された、したがって、折にふれて、台木が
姿を見せることになる。

　そしていうまでもないが、このような自我の二重構造が、私たちのものの考え方に「タテマエ」と「ホンネ」
を生む原因ともなっている。」

「「ワタシ」は、近代以前の個人意識なのだが、高取は、しばしば「一寸の虫にも五分の魂」の「五分の魂」、
あるいは「意地」とも呼ぶ。それらは、あまりにも感覚的な表現だが、高取はその特徴として二つのことをあ
げる。
　一つは、台木となっている「ワタシ」の外延は思いのほか広い、ということ。（･･･）かつて勤めていた企
業も「ワタシ」の範囲にあるのだ。ワタシなりにその理由を考えてみると、近代の自我意識が、個人の独立、
自立を前提とするのに対して、「ワタシ」は、自己を取り巻く諸々の関係を優先させて自己を意識するからで
はないか。
　二つは、近代の自我が、家やムラなどと対立することによって形成されてゆくのに対して、「ワタシ」は「所
属する共同体に自己を同一化」することによってはじめて存在することができたという点である。」
「高取は、「日常の生活内部を掘り下げて、氷山の下にかくれている部分をさぐりあてたあと、もういちど水
面に浮上する作業」つまり、「日常の生活文化の構造的認識」にとりかからなければ、日本人に本当の必要な
主体性は形成されない、とのべる。」

「本書で一貫して強調されていることは、日本人の思考が世間の常識が是とする考え方、見方に尽きているの
ではなく、かならず、もう一つの思考や感覚が、まるでその「影」のように付随しているという点であろう。
　しかも、その「影」の部分に気づくことは大変難しい。だから、「正統」（表向き）の思想や感じ方だけで
物事を進めると、思わぬ壁にぶつかることが生じる。大切なことは、そのとき、なぜこのような事態にいたっ
たのかを、わが身をふり返って、よくよく「内省」することなのだ。「内省」こそ、「民俗学」を支えるキー
ワードなのである。
　にもかかわらず、明治以降の日本の近代化の道は、このような「影」の部分を切り捨てるばかりで、その役
割を評価することがなかった。また、「内省」よりも、外部に向かって自己を主張する生き方が評価されるよ
うになった。その結果、日本人の思考は、単線化、一元化してしまった。それは分かりやすいが、問題を解決
し、前に勧める強さからは遠い。
　高取は、近代的自我（「私」）と「ワタシ」、「表街道」を支えてきた「裏街道」の役割、「定住」と「漂
泊」という暮らしの二重性、「先祖神」と「マレビト」といった「神」の「原形質」の違い、つまり「正統」
とその「影」を種々のレベルで対比することによって、私たちの自己の全体像を認識しようと試みている。主
体的に生きるとは、このような認識から生まれてくるのである。」
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■山内志朗
　『自分探しの倫理学』
　（トランスビュー　2021/7）

「自分探し」をして
「自分はＸだ」という「自分」を
見つけることはできない

そこでわかることはせいぜい
「自分探し」をしているということそのものが
いまの自分にほかならないということに
気づくことができるくらいだろう

気づければいいけれど
悪くすればそれに気づくことさえできずに
でっちあげられた「Ｘ」に
じぶんを投影してしまうのがオチだ

「人生とは巡礼に似ている」
巡礼は聖地をめざす行為だが
聖地そのものが目的ではない
巡礼することそのものが巡礼なのだ

悟りとは往還だともいわれる
聖なる至高の境地に至るのが目的ではない
日常を生きる場所に戻らなければならない
その往くことと還ることが
メビウスの環のごとくにつながりながら
螺旋を描いてゆくような巡礼である

〈私〉には〈私〉が分からない
だからこそ〈私〉は
〈私〉と〈私〉でない〈私〉を往還し
生と死まやそれに替わる変容を
往還して終わることがない

「自分とはハビトゥスの上で咲く〈花〉なのである。」

ハビトゥスとは山内志朗の言葉を借りれば
「反復してなされることによって、
精神に根付き、それをあまり意識しなくても
実行できるようになった能力」のことである
それは身体化されるほどに
精神の深みから働くようになってはじめて
〈私〉という〈花〉を咲かせることができる

〈私〉は意識・無意識を含め
あらゆる行為そのものである
その行為そのものである〈私〉を
「Ｘである」とすることはできない
「Ｘ」としたとたんに
〈私〉は取り逃がされてしまうことになる
せいぜいが「Ｘ」は〈私〉の過去の行為を
言語化したものにすぎない

「道徳」なるものが取り逃がすのも
その〈花〉である
教えられる「道徳」に花は咲かない
ゆえにそこに〈私〉は存在できない

可能なのは
ハビトゥスである〈私〉を
生き続けるということだけなのだ



■山内志朗
　『自分探しの倫理学』
　（トランスビュー　2021/7）

「自分探しとは、自分ということが概念として与えられて、「なるほどこれが自分なのだ」と思えるような形
式で与えられるようなものではない。「自分とは何か」「私とは何か」という問いに対して、「私とはＸであ
る」とか「自分はＸである」と答えられるようなものとしてあるのではない。就活の面接で「あなたはどのよ
うな人ですか」と尋ねる場合も、その人の本質を、その人が何であるかを確認したくて尋ねているわけではな
い。その人が自分自身をどのように把握しているのかを尋ねているのだ。
　サン＝テクジュペリの『戦う操縦士』の中に、「自分とは何か？　それは敵の死だ。自分とは何か？　それ
は息子の救出だ」という言葉があった。人はその場その場で夢中になっていることに全力を尽くし、その行為
そのものと化している。そういう時間をアリストテレスはエネルゲイアと表現していた。目的がその行為その
もののうちに実現している状態である。行為や出来事と自分が一体化しているのである。だから「自分」と
「息子の救出」が重なり合うのである。
　自分が一体化している出来事・行為とは、それを言葉で表現するのであれば、それはその出来事が終わって
から、回顧的に表現されるのであって、過ぎ去ってから言語の中に収まり、「分かる」ものとなる。出来事に
夢中になっているとき、何も分かりはしない。」

「人生とは巡礼（peregrinatio）に似ている。巡礼者の風景は中世の光景にも満ち満ちていた。巡礼は単なる
物見遊山ではなかった。悔悛の後に求められる償いの一環として巡礼行が必要だったのである。救済されるた
めに必要な行為であり、それは「魂の身代金」であったのだ。罪が許されるために必要な行いであった。
　目的とされる聖地は、治癒の奇蹟をもたらすものを考えられていた。また巡礼者や貧民のためには、質素だ
が無量の宿泊施設である施療院や貧民宿があった。だから、巡礼を構成したのは、改悛者が多くを占めるとは
いえ、様々な病人を含んでいた。巡礼の道の路傍には、名もない多くの雑草が花を咲かせている。その一つの
花に心惹かれ、そこにその花と共に根を生やすこともあろう。いや、私達一人一人、世界という大きな道から
見れば、路傍に咲く雑草の一輪なのだろう。

　聖地に辿り着いて目的が実現し、行為が終わるということはない。単なる旅であれば目的地に辿り着いて行
為は終了する。巡礼とは聖地に辿り着いて終わるものではない。はじまりの地点、日常生活に戻らなければな
らない。往還が基本形式であり、しかも往還は一度で終了するものではなく、反復されるべきものとしてあ
る。永遠の往還こそ巡礼の基本形式なのである。それは永劫回帰、無意味な行為の反復として嘆かれるべきも
のではない。
　巡礼の終わりはいつも巡礼のはじまりなのである。自分探しは巡礼に似ている。自分に辿り着いて終わるの
ではなく、単なる出発点なのである。自分探しは生きている間続くというよりも、死んでも続くのである。終
わりと始まりを両方持つものこそ、無限なるものの特徴である。花が終わりと始まりとの両方を備えたもので
あるならば、それは小さくとも、終わりなき一つの世界なのだ。

　　自分とはハビトゥスの上で咲く〈花〉なのである。」

「〈私〉には〈私〉が分かりはしない、これが私が哲学においてこだわり続けている論点だ。精神分析が自己
意識の根底に無意識を見出したとき、なぜ哲学は、デカルトの「我、思うゆえに我あり」というドグマや、カ
ントの超越論的に統覚やフッサールの間主観的意識といった基本概念を弾劾しなかったのだろうか。自己意識
や主体といった概念はちっぽけで、大手を振って歩けるような存在者ではないのではないか、そんな風に思っ
ていた。この〈私〉というのは、たった数十年間この世界の中で、一人前の顔をして、おぼろげな生を送るだ
けではないのか。お前は有名になりたいのか、裕福になりたいのか。人々の役に立つという、憧れるべきであ
りながら、圧倒的多数が挫折をせざるを得ない犠牲の道に入り込みたいのか。青年よ、大志を抱けという、倫
理的催眠術にかかりたいのか。しかし、概念による〈私〉への登山道を夢みるな、ということが人生道の教え
だったとしたらどうなるのか。

　自己意識は自分自身への御前立となって、自己を見るための障害になっていないのか。反省モデルは、反省
の作用や自己意識が自分の代理（vicarius mei）となって、自己（ego ipse）を隠すことに無頓着である。反省
は思考作用の透明性を前提としているが、対象を見ることが、「見る」ということを困難にしていることを考
えても分かるように、対象に向かう直行的作用と、作用に向かう作用としての反省的作用は両立しがたい。認
識と、認識への認識であるメタ認識は共存できるわけではない。
　〈私〉の分からなさということを、反省の非透明性として私は考える。自分のことは自分が一番よく分かっ
ていると思いがちだ。しかし、自分では自分を見えないことがごく普通だ。将来何になりたいか。それはお前
の自由だと言われて、自分が何になりたいか即座に答えられる者は、そのままでよい。哲学かた遠い者だろ
う。分からないと思う者と、分かっているとしても、分かっていないのかもしれないと疑う者が、哲学に近い
者たちだ。」
「死は、新たな自分自身に生成変化するために必要なものだった。本当の愛とは、激しい感動をともなうもの
というよりは、たえず新しい自分を創り出すことを可能にしてくれる、複雑に絡み合った絆としての愛なの
だ。生と死とは、親の敵のように憎しみ合う関係にあるのではなく、アッシジのフランチェスコが述べたよう
に、姉妹のようなものとしてあると思う。」



☆mediopos-2442　　2021.7.24

■安田登『三流のすすめ』
　（ミシマ社　2021.7）

「三流」というのは
ぼくのような人間のことだと
勝手に思うことにした

一流なんかであるわけもない
二流のようにサブ的なスタンスでもない

専門などなにもなく
何者であろうともせず
あれこれと渉猟し
役に立たないことばかりして
ものにならず
失敗なんか気にしないで
究めようともしない
究めないから評価もされないけれど
評価されようとも思っていない
そんな螺旋的な生き方をしている者のこと

それはこんな発想だ

ご専門ばかりで
ほかのことが見えなくなるのはいやだ

じぶんを○○する者だ
というふうに○○として見られるのはいやだ

興味のあることは
ちょい囓りでも覗いてみたくなる

ものにならなくて結構
ものになってしまうと
○○する者としてレッテルを貼られてしまう

なまじ役に立つことをして
ひとにほめられようなどとは思わない

成功するという発想がないから
失敗するのはあたりまえだと思っている

評価を気にしすぎると
評価されようとする下世話な気持ちが起こってしまう
評価なんかむしろ迷惑だくらいがいい

そんな生き方をしていると
世間的に得をするどころか
だれにも理解されないまま
損な役回りを演じることも多くなるが

そんなことよりも
自由に三流であったほうが
ずっと幸せでいられる

興味のあることを
じぶんなりの仕方で
ひとつひとつ
枠にとらわれずに
理解しようとしてみる
それさえできれば最高だ

三流の
ＮＯＢＯＤＹであるのが
よろしいようで･･･



■安田登『三流のすすめ』
　（ミシマ社　2021.7）

「「三流でいいんじゃない？」
　（･･･）
　それに対して、私は「三流で」ではなく、「三流がいいんじゃない？」にしませんか、と提案しました。」
「三流の本来の意味は「いろいろなことをする人」です。
　試験勉強を始めると別の本を読みたくなる。なにかをやっていても目移りをして、すぐほかのことに手を出して
しまう。そんな人は、一つのことに満足できずに、いろいろなことに手を出します。いろいろなことに手を出すか
ら、一つのことがなかなかものにならない。むろん、その道のトップになどなれはしないし、世の中に認められて
有名にもなれない。大金持ちにもなれません。
　でも、それがいいのです。
　それが三流の人の生き方で、なかなか楽しい。そして、じつはこの生き方こそが、昔の賢人・君子たちにとっての
理想の生き方でした。」

「一流とは「一つのことの専門家」、二流とは「二つのことの専門家」という意味で使われているのです。」
「「三流とはいろいろなことを専門にする人をいうんだ」と『人物誌』（『三国志』で有名な魏
の国にいた劉劭の書いた本）ではじめて知りました。私はあれこれ目移りして、子どもの頃から「お前はなんて飽
きっぽいんだ」と責められてきました。そんな自分に反省の日々でした。ところが『人物誌』によって自分の人生
が全肯定された、そう感じました。」

「三流人の最大の性格特性は「飽きっぽさ」です。これがすべての三流の特徴の源泉となっています。」

「多能にして「ものにならず」これも三流の特徴です。」

「三流をめざすと、なにもものになりませんし、ほとんどのことは役に立ちません。」

「飽きっぽい、ものにならない。役に立たないという特徴を持つ三流ですが、もう一つの特徴は「評価の否定」で
す。誰も評価してくれないし、自分からも他人の評価を求めない、それが三流です。」

「三流の特徴として、「短絡的」だということも挙げられるでしょう。未来が見えないと言ってもいい。」
「なにかをめざすなんてことはしない。あるいは苦手。常に「今」が起点。その代わり、「今」の目の前には無限
の可能性が広がっています。そんな無限の可能性を前にして、今の自分からどこに向かうかを自由に決める。それ
が三流の人です。」

「三流の特徴の最後に、「究めない」というお話をしてこうと思います。
　「究めない」、正確に言えば「究められない」なのですが、自他ともに認める三流人は、自ら意識して「究めな
い」ということをします。
　一流の人は究めます。そのためにちゃんと準備をして、日々努力をする。しかし、三流の人は、一流のひとほど
の準備もせずに、いろいろなことをどんどんするから究めることなど絶対できない。そして、よく失敗をします。
でも、それをあまり気にかけない。それも三流の人の特徴です。究めようとしないから、失敗もたいしたショック
ではない。
　究める人の生き方は、目標に向かって一直線に進む「直線的に生き方」です。それに対して究めない人の生き方
は、ぐるぐるとあちらこちらまわっていく「螺旋的な生き方」です。」
「やっては忘れ、忘れてはやる、というのをぐるぐるくり返していく。」

「三流人の生き方は「螺旋的な生き方」です。ぐるぐる、ぐるぐるまわっていって、なにに出会うかわからない。そ
のことに常に開かれているのが三流的な生き方です。これから先、なにに出会って、そしてどんな人生になるか想像
もつかない。」
「世阿弥も言いました。「命には終わりあり。能には果あるべからず。」
　ひょっとしたら生きているうちには実現できないかもしれない。でも、自分が死んだことにも気がつかず、ぐるぐ
る、ぐるぐる螺旋的人生を生きていく。それが三流の人なのです。」



☆mediopos-2443　　2021.7.25

■今福龍太『ぼくの昆虫学の先生たちへ』
　（筑摩選書　筑摩書房　2021.7）

かつての「昆虫少年」は
少年の心を失わずにいられる
（と勝手に想っている）

「北杜夫先生へ」の手紙にもあるように
それは「虫を追いかけることの、
その徹底的な「無用」さ」ゆえの
無心で幸福な体験から生まれるのだろう

虫を追いかけることは
なんの役にも立たず
人のためになどならず
偉くもなく
科学に貢献しようというのでもなく
サトリをひらくわけでもなく
蘊蓄を傾けて人に語るべきことなどなく
ただただ好奇心から
「まっさらな自由を手にする」という体験であり

おそらくそれは大人になってからも
「「有用」さを尊ぶことで思慮やわきまえを身につける
世俗的「有心」への抵抗」ともなってゆく

そんな「昆虫少年」だった著者の今福龍太は
「昆虫少年！」という「その響き」が
「私を無上の喜びへと誘いだす」という

そして「ぼくの昆虫学」を
虫への情熱を喚起させてくれた
一四人の先生たちへの手紙として
書かれたのが本書である

しかしその昆虫世界が
いまや世界中で壊れようとしている

惑星地球には
五千種ほどが知られている哺乳類の
一千倍の五百万種が存在するといわれ

鳥や両生類や魚の食料供給者
糞や腐敗物を分解して土に還す分解者
他の虫を駆除する者
顕花植物の九〇％・穀物の七五％の交配を担う受粉者
アリやシロアリなど土を乾燥や不毛から守り
活性化させる土壌改良者
として
地球環境に欠かせない役割を果たしているが

その無尽蔵ともいえるはずの虫の数が
世界全体で激減しているというのだ

その原因は無論
昆虫を採取することではなく
土地開墾による生息環境の悪化
文明に由来する地球規模の気候変動
生産効率化の下での殺虫剤の濫用
であり

まさに人間が昆虫世界をふくむ生物界を
ひいては自然環境全体を支配し
コントロールしようとする暴慢さのために
今度は昆虫世界が縦横に結びつけている
豊かな自然環境の破壊によって
人間にとって必要不可欠な生存環境が
失われようとしているのである

しかしそうした科学的事実としての危機感によってのみ
本書が書かれているわけではない
著者が「昆虫少年」として学んだことの核心は
「虫という存在の確かさへの直覚的な理解と、
その生命倫理的で霊的な意味」だったのだという

昆虫が減れば人間が困るから
昆虫を大切にしなければならない
ということではおそらく何も変わらない

なぜこの惑星地球に昆虫が
数限りなく存在しているのか
その「霊的な意味」を
みずからの生命的な直観として
感得することが不可欠になる

「近代科学の機械論的な世界観に疑義を抱いていた人々」は
「科学的理性だけでは説明できない領域が
世界には存在することをいちはやく語ろうと」し
「そこでは文学と科学との、芸術と自然学との
豊かな交差が必要」だということを直観していたような
生命的な直観が必要なのだ

「昆虫少年！」という言葉には
その直観が響いている



■今福龍太『ぼくの昆虫学の先生たちへ』
　（筑摩選書　筑摩書房　2021.7）

（「ジガバチの教え／アンリ・ファーブル先生へ」より）

「「少年！」」という響きが好きだ。幾つになっても。
　そう呼びかけられることも、まだときどきある。でも青臭さ、未熟さを指摘されている、などという気持ち
にはならない。むしろ齢を重ねても、大人が訳知り顔でしたがう世間の自動化された形式や流儀から身と心を
引き離し、子供時代に感じた自由な風が吹き抜けるポカンとした空白の領域をいつまでも守ろうとしてきたこ
とを、少し誇らしく思いさえする。私に「少年！」と声をかける人は、無意識のうちに、自分が失った、この
嵐の吹き抜けるイノセンスの領域に淡いノスタルジーをきっと感じているのだろう。じつは、誰でもが少年に
還ることができる。自らの内なる少年を引き出し、対話することが。でもそのためにはきっと。一つの隠され
た秘密のスイッチを入れることが必要なのだろう。繊細な陰影を宿した「記憶」という神秘のスイッチを。
　「少年！」と呼ばれるだけで懐かしさがこみ上げる。けれど、さらに「昆虫少年！」といわれれば、その響
きは私を無上の喜びへと誘いだす。」

「私の「昆虫学」への入門は、自然という豊かなマトリックスの世界と、日常の師であるさまざまな人々とそ
の著作をつうじた学びとの両輪によって果たされた。その恩恵は、「昆虫少年」という言葉の響きがいまの私
にもたらす幸福感のなかに生きつづけている。いま私は、そんな「ぼくの昆虫学」の先生たちに向けて、感謝
を込めてあのころの思い出と、その後の私の生の消息とを。時間を横切るようにして語ってみようと思う。
　そのためには「手紙」という形式がもっともふさわしいかもしれない。あの頃の私のなかに生じた瞬間と永
遠の刻印を、一四人の先生たちへの架空の手紙として、昆虫少年の〈記憶霊〉とでもいうべきアニマに語らせ
てみたいのだ。私の少年期に体内に宿った「昆虫学」、その学問ならざる学問としての「ぼくの昆虫学」は、
虫への情熱をうながしてくれた先生たちとの出逢いと、その人物や著作への深い没入とによって彩られた、一
つの夢のヴィジョンにほかならなかった。」

（「聖タマオシゴカネの無心／北杜夫先生へ」より）

「先生がぼくの分け与えてくれた貴重な教え。それをひとことで言えば、なんの役にも立たない好奇心の素晴
らしさ、でしょうか。人のためになどならない、偉くもない、科学に貢献する必要などさらさらない、ただ好
奇心だけをたよりに虫を追い、虫を採り、虫を集め、虫に陶酔する。虫が好きになることでサトリをひらくわ
けでもなく、蘊蓄を傾けて人に語るべきことなどなにもない。自分が没頭している相手は、他人から見ればた
だの「虫ケラ」で、そんなどうでもいいものに執着するからこそ何の責任も心の負担もないまっさらな自由を
手にすることができる。それは執着のようでいて、じつは独占的な執着から解き放たれるための行為なのだと
いう真実を、ぼくは学んだのでしょう。
　虫を追いかけることの、その徹底的な「無用」さから、純粋な「無心」が生まれることをぼくは先生の本か
ら感じとり、その晴れやかな自由を守り抜こうとしました。それは、「有用」さを尊ぶことで思慮やわきまえ
を身につける世俗的「有心」への抵抗だったのかもしれません。虫と接し、虫について考えることは、「人間
についてのある展望」をあたえてくれる、と先生は『どくとろマンボウ昆虫記』で書かれていましたね。」

（「ウスバシロチョウの自伝／ウラジーミル・ナボコフ先生へ」より）

「偉大な作家や芸術家が、同時に生物学や自然科学にたいする深い造詣をもち、その分野においても注目すべ
き仕事をしていること。しかもその二つの領域が、どこかで有機的に連関しているように思われること。そん
なスリリングで横断的な著作を残した人々にぼくは昔から特別の関心を抱きつづけてきました。
　ぶれることなく、天職として定められた本業を地道にやり通す集中力を軽視するつもりはありません。一つ
の領域ですら、それを究めることがいかに困難で努力を要するものかも、身にしみて理解していたつもりで
す。にもかかわらず、ぼくはどこかでいつも、自分の生き方や仕事を、一つの専門領域に固定化してしまうよ
うな発想から自由でありたいと願ってきました。一見かけはなれた分野・世界が交差するところにはじめて見
える、別種の真実のようなものがあるに違いない。子供の頃からぼんやりとそう考えていたのかもしれませ
ん。そして長じたいま、それもまた一つの生き方としてまちがってはいなかった、と思うのです。」

「ぼくが特別の関心を抱いたこれらの人々は、みな一つの共通性を持っていました。それは、近代科学の機械
論的な世界観に疑義を抱いていた人々だ、という点です。実証的なデータをもとに、因果法則によってすべて
の自然科学的現象のなかにある規則的メカニズムを解明できるとする考え方への本質的な疑念。近代の科学革
命にとって決定的に重要な転回点となった機械論的な考え方の硬直した部分に彼らは直感的に気づき、科学的
理性だけでは説明できない領域が世界には存在することをいちはやく語ろうとしました。だからこそ、そこで
は文学と科学との、芸術と自然学との豊かな交差が必要だったのです。だれよりも、『昆虫記』の執筆に障害
を捧げた博物学者アンリ・ファーブル自身が、南フランスで消えかかるオック語の復興運動に深く関ったオッ
ク語詩人でもありました。外から見た専門分野のなかに形式的に安住せず、内的な衝迫によって文学的想像力
と科学の世界を有機的に横断していったこれらの先達の仕事は、ぼくにとって大きな魅力として映ったので
す。」

（「ツマムラサキマダラの青い希望　読者へ」より）

「あの頃の私とおなじような若い（無心に遊ぶことのできる）読者にいまあらためて伝えたいことがありま
す。虫は謙虚な愛好者がどれだけ採っても減らない、という簡潔な事実です。虫が減っている理由は、そこに
はありません。主たる理由ははっきりしています。土地開墾による生息環境の悪化、文明に由来する地球規模
の気候変動、そして生産効率化の下での殺虫剤の濫用、この三つです。昆虫世界を人間世界の支配下に置ける
と考える、人間中心主義的な思い込みです。そしてこの「人間」という枠組みの身勝手さ、その恣意性、その
傲慢さんい私たちが気づくためにこそ、昆虫たちは語りつづけているのです。」

「この「人新世」の時代、昆虫界の最大の危機はその数の激減です。いままで虫の数を数えようとする研究者
などいませんでした。あまりにもたくさにたからです。哺乳動物は五千種ほどが知られていますが、昆虫はそ
の一千倍、五百万種が存在すると考えられ、しかも種として現在同定されているものはそのうちの二割ほどに
過ぎないのです。昆虫世界は、私たちの惑星を無限に覆い尽くす精緻な織物なのです。
　しかしいま、無尽蔵とも思えた虫の数が世界全体で激減しているという事実を示すさまざまな兆候を無視で
きなくなっています。昆虫の数の定量的な変化を時系列的に比較した調査では驚くべき結果が出ています。
モーゼル河畔の森にネット状のマレーズトラップと呼ばれる仕掛けをテントのように張り、そこを飛ぶハエ目
や小蛾類などの飛翔性の昆虫をとらえて保存液の入った瓶に誘導するという調査の結果、一九九四年から二〇
一六年までの二二年のあいだに、瓶のなかに収まる昆虫の数が七六％も現象したのです。
　虫の数が減ること。それはすなわち、昆虫が地球環境にたいして果たしている不可欠の役割が低減すること
を意味します。鳥や両生類や魚の食料供給者となってそれらを生かしている虫たち、糞や腐敗物を分解して土
に還す分解者としての虫たち。他の虫を駆除する者としての虫たち。顕花植物の九〇％、穀物の七五％の交配
を担う受粉者としての虫たち、アリやシロアリなど土を乾燥や不毛から守り活性化させる土壌改良者としての
虫たち･･････。昆虫が、いかに人間も含む他の生命体の生存にとって重要な存在であるかは明白です。
　けれど、科学的事実だけが私にとって大事だったのではありません。むしろ昆虫少年としての日々を想うと
き、私が学んだことのほんとうの核心は、虫という存在の確かさへの直覚的な理解と、その生命倫理的で霊的
な意味だったような気がするのです。」



☆mediopos-2444　　2021.7.26

■川本皓嗣『俳諧の詩学』
　（岩波書店　2019/9）

芭蕉の句と俳論を読み解くための
キーワードとして
「不易流行」は重要だが

芭蕉自身はそれについて
直接語ってはいないという
弟子たちの記録や解説も不十分であり
ときに誤解を生むことにもなる

この『俳諧の詩学』のなかでは
芭蕉の「不易流行」が
ボードレールの詩論との符号を
補助線にして論じることで
「不易流行」が捉えられている

ボードレールの言葉にそって
「不易流行」をとらえるならば
「不易」は
「永久的なもの、一定不変のもの」であり
「流行」は
「一時的なもの、はかないもの、偶発的なもの」であり
「不易流行」は
「一時的なものから永久的なものを引き出すこと」である

さらにいえば
芭蕉の「風雅の誠」も
ボードレールの「モダン」と符号している

つまり
「「いま現在」に徹し切」り
「目の前で変わりつつあるものを」
「日常生活」（ボードレール）
「世情」「人情」（芭蕉）という
「実地」に立ってまっすぐに見とめ、聞きとめる」ことで

「「流行」の真っ只中に身を置き、
そのたえざる変化を瞬時に、こまやかに感じ取り、見届け」
「それを衒いも気取りもなく、率直に誠実に言いとめ」
そうすることで
「「不易」をその時代なりに、独創的に具現する」
ということである

「流行」を「現在」
「不易」を「永遠」という言葉に置き換えれば
その意味はさらに明らかになる

生きた現実はいまここにしかない
その現実から目を逸らさず
繊細に感受し誠実に生きなければならないが
その変化に流されてはならない
生きた現実として現象化しているもののなかにこそ
時の深みにある永遠を見出さなければならない

以下の引用にもある芭蕉の言葉
「只日々流行シテ日ニ新ニ、又日新ナリ」は
「四書五経」の『大学』に出てくる
「苟に日に新たに、日日に新たに、又日に新たなり」
からのものだろうが
まさに「不易流行」は
「日ニ新ニ、又日新ナリ」のなかにこそ
見出される「永遠」を意図したものだろう

言うは易しで
行うは難しだが
時を真に生きることは
つまり「而今に生きる」（道元）ことであり
それこそが時を超えて生きることにほかならない
その矛盾にも思えることを
芭蕉は「俳諧」において求めようとしたのだ



■川本皓嗣『俳諧の詩学』
　（岩波書店　2019/9）

（「IV　俳諧の比較詩学　１「不易流行」とは何か−−−−芭蕉とボードレール」より）

「「不易流行」は、芭蕉の句と俳論を読み解くためのキーワードの一つだが、その正体を見定めるのがとりわけ困難な、き
わめて厄介な理念のひとつでもある。というのは、芭蕉が直接この四時熟語を書き記した例は一つもないばかりか、それに
ついての解説めいた文書さえ、ほとんど残していないからである。したがって、蕉門の弟子たちが間接的に伝える芭蕉のこ
とばや、彼ら自身の試みた解釈から、何とかその真意を推し測るほかはない。だが、そうした彼らの「記録」や解説自体、
内部の一貫性を欠いたり、ただいに矛盾し合ったりしているために、すでに芭蕉の直弟子の時代から現代に至るまで、さま
ざまな議論の応酬が続いているというのが実状である。」

「そこで、この「不易流行」をより具体的に、より身近に理解するための、いわば数学で言う補助線として、次のような発
言を参照することはできないだろうか。

　　それは一時的なもの、はかないもの、偶発的なもの、つまり芸術の半分をなすものであり、残りの半分は、永久的なも
の、一定不変のものである[Baudelaire 1163]

　さらに、こういう一節もある。

　　彼がねらっているのは、流行（モード）という歴史的なものから、そこに含まれる限りの詩的なものを引き出すこと、
つまり一時的なものから永久的なものを引き出すことである。[1163]

　芭蕉かその弟子の発言だったとしても、少しも違和感がないと想われるこれらの文を記したのは、十九世紀後半のフラン
スの詩人、ボードレール（一八二一−−七六）である。」

「芭蕉が「不易」を意識しながらも、いかに「新しみ」の心を砕き、モダンへの「願いに痩せ」たかを端的に記す一節があ
る。

　　翁曰、俳諧ニ古人ナシ。只後世之人ヲ恐ル。去来曰、古人ナシトハ古ヘ達人ナキノ謂ニ非ズ。然（しかれども）此道古
人之姿ニ依テ作シガタシ。只日々流行シテ日ニ新ニ、又日新ナリ。此故ニ古人ナキトヒトシ。（元禄七年三月付不玉宛去来
書簡）[尾形Ｇ　六二七]

ここに言う「俳諧ニ古人ナシ」については、これとは別に、「古人の跡をもとめず、古人の求めたる所をもとめよ」（許六
離別の詞」）[井本Ｂ　三三八]というよく知られた一条もあって、これはボードレールの描き出す『現代生活の画家』にも、
また現代の作曲家にも、そのまま当てはまる。「古人の求めたる所」とは、言うまでもなく、自分の「感覚に『時』が刻み
込む烙印」から美を引き出すこと、そして自分の時代に固有の独創性を発揮することである。
　だがそれよりも、なお興味深いのは、去来が伝える「只後世之人ヲ恐ル」という芭蕉の言葉である。」
「いまどれほど懸命に「新味」を求めても、時代が移ればやがてまた、あらたな「新味」が探り出され、今日の「新しみ」
が芭蕉の言う「古び」に陥るのは、当然の勢いである。それなのに、そうして死後の未来にきっと「吐出」されるであろう
「新味」をさえ恐れ、いまから早くも対抗意識を燃やすところに、芭蕉が「流行」にかけた必死の思いが窺われる。」

「「不易流行」とは、去来がおおむねそう考えていたように、古典的な美をめざす「不易」。現代風をねらう「流行」とい
う二種類の句風を区別するものではない。またそうかと言って、当世風の句の一部に古典的な美のかけら、そのコピーをそ
のまま取り込むことでもない。実は「不易」と「流行」は表裏一体だというだけでは、まだ不十分である。ボードレールに
よって芭蕉を照らしてみれば、どの時代にも、「不易」は「流行」という形をとる以外に実現のしようがない、「流行」の
ただ中にしか求めようがない、ということになる。
　そして、いま現在の流行のただ中に没入するという、一見浮薄な行為（芭蕉晩年の「かるみ」を想起しよう）の「永続性」
を保証するのは、先に触れたように「見ること、感じることへの飽くなき情熱」[1160]であり、何よりも、子供のように大
きく目を見開いて、見るもの聞くものに「深い楽しげな好奇心」を抱き、世のありさまに心底まで魅了され、「愉悦にみち
た茫然自失」[1159]を味わうほどに「真率な」態度だ。こうしてボードレールのモダンにも、結局は「誠実」さが要請され
ることを見届けた上で、芭蕉に目を転じよう。」

「「不易」と「流行」はもともと同根で、その根元には「風雅の誠」があるという。言うまでもなく、「不易流行」も「風
雅の誠」との結びつきはもはや常識であり。これ事態には疑問をさしはさむ余地もない。だが、おそらく誰もが気づいてい
るように。「風雅の誠」や「誠」ほど意味の上滑りしやすい、実感の薄い語はない。」

「芭蕉は言う。

　　古より風雅に情ある人は、後に笈をかけ、草鞋に足をいため、破傘に霜露をいとふて、をのれが心をせめて、物の実（ま
こと）をしる事をよろこべり」（「許六を送る詞」[井本Ｂ　三三九−−四〇]）

　また、

　　見るにあり、聞くにあり、作者感ずるや句となる所は、即ち俳諧の誠なり。（『三冊子』[奥田Ａ　五五三]）

　そうした芭蕉の「風雅の誠」と、ボードレールのモダンとの符号は、もはや明かだろう。「誠を責める」とは、つまると
ころ、「いま現在」に徹し切ることであり、目の前で変わりつつあるものを「実地」に立ってまっすぐに見とめ、聞きとめ
ること−−−−気の利いた当世風の小細工を弄して嘘をつかないことである。その「実地」とは、ボードレールでは主として現
代人の「日常生活」であり、芭蕉では「世情」、「人情」（「阿部完市　一三一]を参照）を指す、
　というわけで、「誠」は直接「不易」を保証するものではない。芭蕉の言う「風雅の誠」はむしろ、「流行」の真っ只中
に身を置き、そのたえざる変化を瞬時に、こまやかに感じ取り、見届けること、そしてそれを衒いも気取りもなく、率直に
誠実に言いとめることであり。またその結果として、「不易」をその時代なりに、独創的に具現することである。「松の事
は松に習へ」で有名な土芳の「私意をはなれよ」[奥田Ａ　五七八]にしても、例えば主観を排するといった消極的な意味で
はなく、こうした文脈のなかで、いま自分の見たものに対して正直であれという教訓として、具体的に理解することができ
る。またそうすることで初めて、「行末幾千変万化するとも、誠の変化はみな師の俳諧なり」（『三冊子』[奥田Ａ　五七
六]）という土芳のことばが、今日の句作にも溌剌と生きてくるのである。」



☆mediopos-2445　　2021.7.27

■Coyote No.74 
　特集 川を渡る風、海の音を聴く The Sound of Fishing 
　（スイッチ・パブリッシング　2021/7)

道草ばかりして
生きてきた
すべては
道草から学んできた

いまもすべてが
道草かもしれないし
道草以外の道があるかと
あらためて見わたしてみれば
そんな道は見当たらない

いまこうして
書き記していたりするのも道草

だからこの矢口高雄のように
道草から学んだ話には
ついつい耳を傾けてしまう

学校で学ぶ知識は
教科書的な知識にすぎないけれど
道草で学ぶのは
じぶんで学ぶ生きた知恵だからだ
そこには自由の風が吹いている

知識が生きたものになるためには
それをじぶんで身につける必要がある

学校の知識は評価され数値化されることで
それを使って賢く生きる道具にはなるけれど
道草で学ぶ知恵は
評価されるようなものでも
数値化されるようなものでもないから
賢く生きるためにはむしろ邪魔になることもある

それでもその知恵はおそらく
魂そのものの養分ともなってゆく

さて今回のCoyoteの特集は「矢口高雄に学べ」である

矢口高雄は奥羽山脈の山間の
大自然のなかで育ったという
三十一歳までは銀行に勤めていたそうだが
その後少年時代にあこがれたマンガ家になり
『釣りキチ三平』など自然を背景にした物語を
次々に生みだしてゆくことになる
その矢口高雄が八十一歳で亡くなったのが
昨年の十一月のこと
最近では書店でも作品のコーナーができていたりもする

同じ場所に生まれていても
矢口高雄のように道草をするなかで
「川を渡る風、海の音を聴く」ことで
自然から生きた知恵を学ぶ人もいれば
まったく逆の生き方をする人もいるだろうように
それぞれの魂が求めるようなかたちで生きているけれど

子どもの頃に
「昆虫少年」や「釣り少年」
宮沢賢治風にいえば「石っ子」に
なったりするような経験がないとき
魂は必要な養分を得られないないまま育ってゆく

人間の五感そして十二感覚が
バランス良く育っていくためには
即物的な感覚だけではなく
自然のなかで得られる感覚を働かせる必要がある

どんな環境にいても
どんな年になったとしても
そんな「道草」で遊び学べるならば
精神の自由をなくすことはないはずだ



■Coyote No.74 特集 川を渡る風、海の音を聴く The Sound of Fishing 
　（スイッチ・パブリッシング　2021/7)

（「ボクの学校は山と川 Coyote 特別編　矢口高雄　最後の授業」より）

「ぼくの子どものころは、授業が終わって学校から帰るときに、先生は必ずこう注意しました。ぼくたちはそんな注意なん
て耳に入らなかった。ぼくらは毎日のように道草を食いながら学校から帰りました。そのころを考えてみるとぼくは大変忙
しいガキだったと思うんです。
　忙しいというのはまず一つは、「釣り少年」でした。ぼくはこのころから大変釣りが好きだったんですね。それでぼくの
代表的な作品は釣りのマンガなわけです。
　荷番目には、「昆虫少年」でした。小学校三年生ぐらいのときに夏休みの宿題での自由研究をやることになって、最初、
昆虫採集を選びました。
　三番目が、「マンガ少年」でした。とにかくマンガを読むことが好き、そしてマンガを描くことも好きで、マンガ家にな
るのが夢でした。マンガと出会ったいちばん最初は、小学校三年生の冬休みに村の若い人がぼくのところに一冊のマンガの
本を持ってきてくれたんです。その前からぼくはマンガが好きだったもんですから、「高雄にマンガの本を一冊買ってきて
やったから」と言って、ふいに持ってきてくれたのです。それが手塚治虫の「流線型事件」というマンガの本でした。昭和
二三年のことです。

　ぼくらは学校帰りにいろいろな所を通っては食べて、とにかく空腹を満たして帰るのがぼくらの少年時代でした。この学
校帰りの道草が、すごく無駄な時間を費やしたことだったかといえば、ぼくには決してそうではなかった。それはなぜか、
ぼくのマンガを見ればすぐにわかる。その道草で得たことを、ぼくはすべてマンガにしているわけです。道草で養われたこ
と、そういうものがぼくのふるさとを愛する気持ちにもなって、ふるさとマンガを描くようになりました。そのいちばんの
もとが、道草にあったんです。
　例えばみなさんは、カエルは卵からオタマジャクシになり、その尻尾がとれて、手足が生えてきたのがカエルだってこと
は知っているだろうけれど、実際にそういうのを見たことはありますか？　そういうことは学校でも教わるだろうけれど
も、ぼくたちは春に学校帰りの道草で、それを自然観察していたわけです。
　セミが生まれる、トンボが生まれるというのも、別に学校の理科の時間に習わなくたって、自分たちの目でちゃんと確か
めて覚えていたわけです。
　秋になると、赤トンボが突然のようにウジャウジャとこのへんに降りてきますよね。あれは、いつ生まれるんだろうかと
いうことを考えたことはありますか？　生まれるのを見たことはありますか。
　みんなが見たことがなくても、赤トンボは生まれています。それもこのすぐ近くで生まれているんだ。秋になってふわっ
と突然出てきたように思うんだけど、実はこの奥の栗駒山に夏に登山してみるとよくわかります。夏は里が暑いから、暑さ
を避けてトンボがいっせいに山に避暑に行っているんだね。夏の間は山の高い所で暮らしているんだ。
　もともとこの里で生まれた何万匹も何百万匹もの赤トンボが、夏の間は山の高い所で涼んでいるんだね。それで秋になる
と里もだんだん涼しくなってくるから降りてきて、急に赤トンボが出てきた感じになるんです。そういうものを、ぼくたち
は子どものころに実際のこととして道草で知っていたわけです。だから、道草ってとっても大切だと思うんですね。」



☆mediopos-2446　　2021.7.28

■ジェイムズ・ヒルマン（鏡リュウジ訳）
　『魂のコード』
　（朝日新聞出版　2021/7）

ジェイムズ・ヒルマンは
河合隼雄や井筒俊彦とも近しい
ユング派の分析家である
（「ユング心理学と東洋思想」と題されている
一九八三年の鼎談も残されている）

今回再刊された本訳書『魂のコード』で
ヒルマンは「どんぐり理論」を提唱している

私たち一人ひとりには
運命の声が書き込まれた
一粒の「どんぐり」があるという理論である

わたしたち一人ひとりの「魂」は
「生まれる前から独自の守護霊（ダイモーン）を
与えられている」というのである
それを「どんぐり」というメタファーで表している

その守護霊（ダイモーン）が
「生まれる前から」「与えられている」ということは
わたしたちの生は
遺伝や環境で決められてはいないということだ

もしわたしたちの生が
遺伝や環境で決められているとすれば
「わたしは遺伝子のコード、先祖からの遺伝、
トラウマを与える体験、両親の無意識、
偶然の社会的な条件などが作り上げた
筋がきを生きていることになってしまう」

経験主義的・科学主義的な視点からすれば
「魂」という
実体のわからないものについて語ることはできないから
人間心理を扱う場合にも
「からだ」になんらかの影響を及ぼす
遺伝や環境に還元する以外の方法を見出すことはできない

その方法では
なんらかのトラウマが原因となって
現在の心理状態になっているととらえるしかないし
補償理論のように弱さや劣等感をひきがねにして
強さや優秀さに変えるといった捉え方しかできない
環境への反応という視点からしか
心理の原因は捉えられないので
ほんらいの魂の自律性は出てこないのだ

わたしがいまある姿は
親が環境がそうだったからであり
すべてはそこに還元されてしまうのである
そのとき「わたし」は
もはや「わたし」ではなくなってしまう
「わたし」がかげがえのない存在であるならば
それを遺伝や環境以外に見出す必要がある

ヒルマンは
「魂」には「運命の声が書き込まれた
一粒のどんぐり」が与えられているとして
さまざまに説得力のある例を挙げながら論じてゆく

ソクラテスもダイモーンの声に従って生きた
たとえその声が直接聞こえなかったとしても
ソクラテスはソクラテスを生きていっただろう

わたしたちの時代にはそうしたダイモーンの声は
かつての神々が私たちの内面となっているように
わたしたち一人ひとりの深みのなかから
響く声として感じとることしかできないだろうが
わたしたちは遺伝や環境によってではなく
独自の「呼び声」によって生きているはずだ



■ジェイムズ・ヒルマン（鏡リュウジ訳）
　『魂のコード』
　（朝日新聞出版　2021/7）

「人生は理論では説明しきれない。何かが、遅かれ早かれわたしたちをある一つの道へと呼び込んでゆく。その「何か」は、
子供時代にやってくることもある。ふってわいたような衝動、あらがいがたい魅惑、思いがけない曲節−−−−。そんな一瞬が
まるで啓示のように、あなたにこう訴えかける。これこそがわたしがやらねばなたないこと、これこそがわたしが手にしな
ければならないものだ、そして、これこそわたしがわたしであるために必要なことだ、と。
　この本は、そんな運命の呼び声についての本である。」

「運命の声が書き込まれた、一粒のどんぐりが人にはあるのだと想像してみよう。」
「わたしたちの人生を退屈なものにしているのは、わたしたちの人生への理解のしかただ。
「そこでまず最初に、現代人が人生をどのようにとらえているか、そのパラダイムをはっきりさせねばならない。人生と
は、遺伝と環境の相互作用であるという−−−−本当にそうだろうか。そこには何か本質的なものが欠けている。あなたがあな
たであると感じさせる、何かが欠けているのだ。もしわたしが、遺伝的なものと社会的な力のせめぎあうの産物でしかない
という考え方を受け入れたら、わたしは何かの単なる結果になってしまう。わたしの人生が、遺伝子の情報、両親がしたこ
ととしなかったこと、またはるか昔の幼少期の経験などによって読み解かれていくにつれ、人生記はますます犠牲者の物語
となってゆく。わたしは遺伝子のコード、先祖からの遺伝、トラウマを与える体験、両親の無意識、偶然の社会的な条件な
どが作り上げた筋がきを生きていることになってしまう。」

「そこで本書は、簡潔に、召命、運命、そして性格の天賦のイメージを取り扱う、これらがすべてで「どんぐり理論」を形
作る。どんぐり理論では、一人一人の人間は生きることを要請されている個性、また人生の中で実現される前からすでに存
在している個性をもっているのだと説く。」

「わたしたちひとりひとりの魂は生まれる前から独自の守護霊（ダイモーン）を与えられている。それがわたしたちがこの
世で生きることになるイメージやパターンを選んでいるのである。わたしたちの魂の伴侶、ダイモーンは、そこでわたした
ちを導いている。しかし、この世にたどり着く前に、わたしたちは彼岸で起こったことをすべて忘れ、白紙でこの世に生ま
れ落ちたと思いこむ。しかし、ダイモーンはあなたのイメージのなかに何があるか、そしてそこにはどんなパターンがある
のかを忘れはしない。あなたのダイモーンはあなたの宿命の担い手でもあるのだ。」

（鏡リュウジ「訳者あとがき（一九九八年版）」より）

「この「魂」とは何か、はっきりと言うことはとても難しい。ヒルマンもしばしば引用する、古代ギリシャの哲学者ヘラク
レイトスの言葉を借りれば「どこまでいっても魂の境界を見定めることはできない。」だからこそ、魂とは何か、定義する
ことはできないのだ。それでもあえて、魂とは何か語ろうとするなら、「体と心をつなぐもの」とか「出来事を経験に深め
るもの」というほかはない。あいまいでがっちりとつかむことこそできないが（だからこそ科学や心理学はこの魂を対象と
はしてこなかった）、しかし人は誰でも、この「魂」が自分にあるということをどこかで感じているのではないだろうか。
　従来の経験主義的、科学主義的な心理学がつかみ損ねてきた、人間や人生の内奥にある「何か」を、あえて魂という定義
不可能な言葉を使うことによって羽ばたかせる大胆な手法、これこそ、ヒルマンの真骨頂であろう。ヒルマンの語りは、単
なる記述や理論の展開ではない。むしろ、挑発であり、喚起であり、常識的な見方の背後に隠れた、それこそ「魂」を解放
する戦略なのだ。その手法こそ、ヒルマンを理解する上での難しさであり、またヒルマンの魅力でもある。そうしたスタイ
ルについては、「永遠の少年」の元型が背後にあるというヒルマン自身の自己言及が何よりも雄弁に語っている（･･･）。果
敢にも固い常識にブライトな知性によって挑戦するヒルマン。しかし、彼の言葉遣いは、しっかりと西洋の知の伝統に根ざ
しており、そのスタイルにおいて永遠の少年と老賢者はほとんどアクロバットともいえる見事さで、堅く手を結んでい
る。」

（河合俊雄「解説　どんぐりと守護霊」より）

「本書は、ユング派の分析家で、特にこころの個人的なところを超えた側面を強調した元型的心理学を推進し、ユング以降
で最も影響力のある心理学者・思想家であるジェイムズ・ヒルマンのベストセラーの翻訳である。日本でも樋口和彦と河合
隼雄に大きな影響を与え、また本書にも見られるように美を強調し、ユング心理学にありがちなこころの全体性への統合で
はなくて、多様なイメージを尊重する多神論的な心理学を展開した。そのために、非常に日本文化に親近感を覚えていて、
何度か来日している。」

「ここでヒルマンが主張する「どんぐり理論」とは、自分の中には生まれつき一粒のどんぐりがある、つまり生まれ持った
運命のようなもの、その人の守護霊のようなものがあるというものである。まさに個人を超えたものが、備わっているので
ある。それは遺伝によっても、育てられ方という環境によっても決まるものではない。（･･･）近年の心理学・心理療法
は、遺伝や過去における体験によってパーソナリティや様々な問題を説明する傾向が強いのに対して、ヒルマンはそれを徹
底して論破していくのである。このあたりに、魂というものが何にも還元できず、自律性を持っているとする彼の心理学の
真骨頂が見られる。」」

（鏡リュウジ「訳者あとがき」より）

「今、ＳＮＳを見ていて飛び交うのは、「エビデンス」「効果測定」「ファクト」「統計」「可視化」「ランキング」といっ
た言葉たちだ。この忙しく、変化に富んだ、そして不安な時代の中では人々は合理的で、金銭的にも時間的にもエコノミカ
ルな問題解決のための方策を求めている。それは確かに大事な、そして必要なことではあるが、その一方で、人々のこの
ニーズに応えようとするあまりに、あたかも全てが操作や計画が可能であるかのような言説があふれてはいまいか。そして
そこから少しでも期待が外れるようなことがあると「犯人探し」「原因探し」がはじまる。場合によってはその「犯人」を
集合的に徹底的に叩きのめすということさえしばしば起こっている。」
「ヒルマンがやろうとしているのは、僕たちを支配している即効性や操作性の呪縛から僕たちの「魂」（これもまた一種の
メタファーだ）や人生を解放し、羽ばたかせることだろう。それも、驚くべき西洋の知の伝統への造詣から自在に材料を引
き出すことによって。読者はヒルマンのイメージ喚起の鮮やかな魔法に酔いしれることになる。その魔法の中で、けして実
体としてつかむことはできないが、確かに存在すると感じられる、人生のかけがえのなさが浮かびあがるのを味わうのであ
る。
　ヒルマンとも親しかった河合隼雄は、「なんらかの『だまし』なしに『たましい』を語るのは不可能である」上に「危険
である」と述べておられる。まったくその通り、「魂」とは本来、とらえどころのない曖昧なものである。錬金術の格言に
「冥きものをより冥きものによって」語るというものがあるが、本来曖昧なるものは曖昧な形で語るほうが正確なのではな
いだろうか。」



☆mediopos-2447　　2021.7.29

谷川俊太郎・田原・山田兼士
　『詩活の死活 この時代に詩を語るということ』 
　（澪標　2020/10）

語り得ないものについては
沈黙しなければならない
のに

言葉はあまりにも饒舌で
科学もあまりにも饒舌で
語り得ないものが
偽の言葉で
埋め尽くされてしまう

詩は
ほんとうは言葉ではない
から
「沈黙と測りあえる」音楽のように
かぎりなく
沈黙に近づいていかなければならない
のに

語り得ないものを
語らなければならない
という
渾沌に穴をあけて
殺してしまうような
そんな野蛮を
生きていかなければならない

科学は
渾沌を殺してしまう野蛮にもなるけれど
詩は
みずからの内に
沈黙の泉を湛えることで
渾沌を生き延びさせなければならない

語り得ることなど
ほんとうはなにもない
なにもないところに
言葉という野蛮が生まれた

人間はそんな野蛮を生きている
そのことに気づけないとき
野蛮は生命力を超えた暴力となる

ファシズムとは
何かを言わせまいとするものではなく
何かを強制的に言わせるものだ
という
そんな暴力のように



■谷川俊太郎・田原・山田兼士
　『詩活の死活 この時代に詩を語るということ』 
　（澪標　2020/10）

（「詩を書くことは私の天職である
　　−−−−谷川俊太郎書簡インタビュー（聞き手・田原）」より）

「田原／私はずっと、真の現代詩の言葉は騒がしいものではなく、沈黙しているものだと頑固に思っています。ここで谷川
さんの若いころ書かれた「沈黙のまわり」というエッセイをふと思い出します。「初めに沈黙があった。言葉はその後で来
た」と。なるほどと思うのです。「沈黙」は谷川さんの詩によく登場する言葉の一つです。例えば、佐々木幹郎さんに指摘
されたように、「頼み」、「秋」、「『六十二のソネット』の「１１」などの詩に用いられています。彼の言葉を借りて言
えば「沈黙の巨大さに気づいたとき、詩はそのまわりを言葉で測ろうとするのだ」。その鋭い解読に感銘を受けています。
現代詩と沈黙は母子関係のように見える一方、無関係のようにも見えますが、現代詩にとって、沈黙の本質は何でしょう
か？

谷川／情報、饒舌が叛乱しているこの時代の騒がしさに拮抗する、静かで微妙で洗練された力とでも言いましょうか。言語
を離れてさえ存続可能な広義のポエジーの源は、いつの時代にも沈黙にあると思います。禅における「無」の境地に喩える
こともできるかもしれません。言語は人間のものですが、沈黙は宇宙のものです。その沈黙のうちには、限りないエネル
ギーがひそんでいます。」

（谷川俊太郎・山田兼士「詩について詩で語ること」より）

「山田／「苦笑い」なんかも、人類が滅びて核戦争があって、それでにポエジーは･･････
谷川／詩は残ってる。
山田／活字もフォントも溶解して、最後の「世界は誰の思い出？」という疑問文が怖いですね。で、「詩はホロコーストを
生き延びた」と、すごくさり気なくですけど、例のアドルノの言葉を踏まえてるんですよね。
谷川／そうです。
山田／「アウシュビッツの後で詩を書くことは野蛮である」っていう･･････でもそれでも生き延びたじゃないか･･････すご
い回答ですね。
谷川／僕また最近、そのアドルノの言葉を引いてもう一つ書いたんですよ。短い詩なんですけど。
山田／そうですか。
谷川／それは要するに老詩人がね、文学賞をもらって演説してるんですね。まず彼はアドルノを引用して、アウシュビッツ
後に詩を書くのは野蛮だと言っているけど、詩人には野蛮人の一面があったほうがいい、とその老詩人は言うんですね。僕
はそういうふうにアドルノの言葉を読んでるところがある。
谷川／野蛮というのは生命力があるってことですからね。
山田／そんなことまで人間はやっちゃったんだという、それに対する批判ももちろんあるんですけど、認識の深さの問題で
すね。そこを谷川さんは「ホロコーストを生き延びた」と一行で言ってしまう。次に、「核戦争も生き延びるだろう」なん
て近未来を書いちゃう。しかも苦笑いしている。それから対応して、「その男」という詩があるんですね。これは、逆に詩
の起源を探る−−−−「ビッグバンの瞬間に／もう詩は生まれていた／星よりも先に神よりも早く」。「その男」というタイト
ルですけど、そういう詩論を展開するのが「その男」なんですね。谷川さんとはイメージが違う、いかにもサラリーマン風
の･････どうも四元康裕祐じゃないかという気がして･･････
谷川／いやいや（笑）、ちょっと違う、もうちょっと見知らぬ男で。
山田／ところがその男が語っている詩についての考えというのは、まさに谷川さんなんですね。
谷川／そうですね。僕がそういうふうに託しちゃう、というのかな。
山田／他人事のように「男はバーボンをお代わりする」なんて言いながら、実は自説を展開してらっしゃいますよね。で、
「詩」が書いた−−−−つまり人間が書いたんじゃない、これは「詩」が書いた言葉だという。「詩」というのは自立した何か
であって、私が書いたり誰かが書いたり、ましてやオリジナルの何かとか、そういうことではないと、これは若いころから
の谷川さんの主張と重なっていますね。ネガティブ・ケイパビリティとか、ノンセルフとか、その延長と考えていいんでしょ
うか。
谷川／だと思います。自分の中にそういうものがあるから書けたんじゃないかと思いますね。」



☆mediopos-2448　　2021.7.30

■実重重実『感覚が生物を進化させた／探索の階層進化でみる生物史』
 （新曜社 　2021/7）
■実重重実『生物に世界はどう見えるかー感覚と意識の階層進化』
 （新曜社　2019/12）

生物は遺伝子の乗物であり
進化は遺伝子の突然変異からはじまり
それが環境にうまく適応していく
というのが
通常の遺伝子と進化論による
生物のとらえ方だが

本書では生物を
そんな受動的な存在としてはとらえない
むしろ生物の主体性に視点を置く

「生物たちは感覚を備えていて、
絶えず選択し判断し、活発に行動し」
「細胞の1つひとつが何らかの認識のようなものを持」ち
「周囲の環境に適合しながら相互作用している」のだという
主体は遺伝子や環境ではなく生物そのものにあるのだ

この捉え方はmediopos-2446（2021.7.28）でとりあげた
ヒルマンの『魂のコード』の「どんぐり理論」とも
どこか近しい視点でもある

わたしたちの生は遺伝や環境によってではなく
それぞれの「魂」によって方向づけられているように
本書の視点ではベルクソンの「創造的進化」の視点にならって
「すべての動植物、あるいは細胞や細菌にまで」
「主体的な認識」が存在しているという

そして生命は
木や河川や血管が
分岐しながらさらに分岐を重ねていくように
系統樹としての「生命の樹」のように進化している
「樹状分岐の先端は、木の枝の先についた
葉のようなセンサーであり、
外界を感覚しながら探求し合」っているのだ

そしてすべての生命は
「太古の昔に生まれた1つの生命からできてきた
壮大な1つの樹状分岐」として
新たな階層の幹を生みだしながら
「生命の樹」を多様に生成させている

生物を遺伝子と環境からだけ説明するとき
生物のそれぞれがどのように進化してきたのかを
生物そのものを主体として見ることはできなくなる

『生物に世界はどう見えるか』では

「ゾウリムシに世界はどう見えるか」
「大腸菌に世界はどう見えるか」
「植物に世界はどう見えるか」
「カビ・キノコに世界はどう見えるか」
「ミミズに世界はどう見えるか」
「昆虫に世界はどう見えるか」
「魚に世界はどう見えるか」
「鳥に世界はどう見えるか」
「哺乳類に世界はどう見えるか」

といった生物からみた世界が描かれ

『感覚が生物を進化させた』では

それぞれの生物がどのように
主体的に樹状分岐しながら
進化していったかが描かれている

（それぞれ以下の引用にある各目次参照）

著書では生物のみの進化が
「生命の樹」として描かれているが
さらにいえば
「魂」や「霊」における
「生命の樹」的な進化を
視点としてもつことも必要だろう

ヒルマンの『魂のコード』の「どんぐり理論」のように
わたしたち一人ひとりはそれぞれ「どんぐり」をもち
絶対的な神から与えられた宿命を生きる存在としてではなく
「1つの樹状分岐」である自由な存在として
みずからを主体的に生成させているのだという視点である



■実重重実『感覚が生物を進化させた／探索の階層進化でみる生物史』
 （新曜社 　2021/7）
■実重重実『生物に世界はどう見えるかー感覚と意識の階層進化』
 （新曜社　2019/12）

（実重重実『感覚が生物を進化させた』より）

「生物の進化とは、種が次第に変化していくことだと一般的には捉えられている。しかしシーラカンスやゴキブリのよう
に、じっと何億年もの間あまり変化していない種もいる。したがってむしろ、進化とは種が新たにできることというより
も、系統が枝分かれしていくことなのだ。枝分かれした先で変化していく種もあれば、枝分かれしても変化をしないでじっ
としている種もいるというわけだ。
　広く知られているとおり、ダーウィニズムではこうした変化が起こる原因として、最初に「遺伝子の突然変異」が起こり、
それに続いて「固体が自然淘汰にさらされる」と説く。環境によって淘汰され適応度の高いものが生き残り、繁殖に成功し
て多数の子孫を残す。
　ここでは生物は全く受動的な存在にすぎない。遺伝子の突然変異が起こるのは、偶然の所産だ。自然淘汰にさらされるの
は、自分の努力とは関係がない。突然変異によって偶然にできた身体が、環境にどの程度適応しているかというだけの話
だ。自然淘汰を行う主体は環境の方にあって、生物の方はただ受け身で選別されるのを待っているだけの存在なのだ。
　しかし本当に生物は受動的なだけの存在なのだろうか。それならばなぜ、生物たちは感覚を備えていて、絶えず選択し判
断し、活発に行動しているのだろうか。またなぜ細胞の1つひとつが何らかの認識のようなものを持っていて、周囲の環境に
適合しながら相互作用しているのだろうか。」

「自然界には、木の枝のように分岐し、細かく分岐に分岐を重ねていく形になったものが、様々にある。野原に立つ1本の
木は、青空に向かってたくさんの腕を伸ばしながら、その分岐した先端に葉をつけている。しかし同時に目には見えない地
面の中でも、木の根は、太い根から細い根が分岐し、その細い枝からさらに微細な根が分岐している。
　また河川は上空から見ると、海とつながる河口のあたりは太い幹になっていて、そこに流れ込む支流は、分岐した枝のよ
うだ。その支流は、さらに多くの細かな流れに分岐している。私たちの身体を流れる血液にしても同様だ。幹となる太い血
管から枝となる血管が分岐し、さらに毛細血管へと何重にも分岐していく。
　木、河川、血管という3つの例を見たが、共通していることは、水が流れていることだ。これらの中では、水は一瞬も休
むことなくその場にとどまっていない。そして生命というものは、そもそもそういったものではないか。」
「樹状分岐しているものは、このように多数にのぼる。そしてその最大のものは、生物界のすべての構成員を示した系統樹
「生命の樹」ということになる。」

「このような樹状分岐を生物界に通底するビジョンとして述べた人が過去にいた。フランスの哲学者アンリ・ベルクソンで
ある。彼は20世紀の前半、主著『創造的進化』の中で、生物の進化は「花火のようなもの」だと述べている。
　「それはあたかも大きな花束となって広がる花火のように、一つの中心から多くの世界像が湧き出している。」
　「意識にしろ超意識にしろ、花火のようなもので、その火の消えた破片が物質となって降り注いでいる。意識とは、繰り
返すが、その花火そのものを生き続けているもののことだ。それは花火の残骸を通り抜けて、その残骸を有機生命体として
照らし出している。」（アンリ・ベルクソン『創造的進化』、竹内信夫訳、白水社）
　ベルクソンは、すべての生物には内在する「意識」があるとした。「意識」という言葉は、一般的には、私たちが覚醒し
ているときに持っている何かに集中した心的状態のことを言う。すべての動植物やさらには細胞にまであるものを「意識」
と言うのはさすがにはばかれるので、ベルクソンは「超意識」という言葉も使っている。
　しかしそうした難解な哲学用語を用いると、かえって分かりにくくなる。すべての動植物、あるいは細胞や細菌にまで存
在するもの、それは「主体的な認識」である、と意っておけばよいのではないだろうか。
　自然界、特に生物界には樹状分岐するものが多数あった。それは枝分かれしら後で、その軌跡をすべて残していけば樹木
のような形になる。受精卵から胚が発生していく過程のように、軌跡の形状そのものは残さないが、時間をたどってみれば
樹状分岐しているというものは多い。それらは空間的に上から形状を見るのではなくて、時間の上から見ることによって理
解できるのだ。
　受精卵からの胚発生を研究する発生学者は、いつもそのような視点から生物を見ている。」
「生物の樹状分岐は、ロシアのマトリョーシカ人形のように、小さなものから大きなものまで、何重もの入れ子構造になっ
ている。そしてその樹状分岐の先端は、木の枝の先についた葉のようなセンサーであり、外界を感覚しながら探求し合って
いる。」

「生物界は、太古の昔に生まれた1つの生命からできてきた壮大な1つの樹状分岐である。ベルクソン流に言えば、生命は
「花火のようなもの」の中を通り過ぎていく。個体は分裂して2つに分離していくが、時間の軸を包摂した4次元の視点から
見てみると、元の個体と2つに増殖した個体という3つのものは、生殖細胞の連続を通じて1つにつながり合っている。その1
つにつながったものが、さらに次々と枝分かれして、全体がつながり合っている。これが樹状分岐の姿だ。
　すべての生物はつながり合いながら、枝を広げていく。8つ首の竜の先端は、まるでイソギンチャクのように無数の触手に
分岐していく。個体というのは、触手のように広がる樹状分岐の先端の1つなのだ。

　樹状分岐の枝の先は、相互作用しながら探索行動をする。探索行動が成功することもあれば、失敗することもある。失敗
したときには、枝の先はそこで止まる。そのとき、樹状分岐は刈り込まれる。一方で探索行動が成功した枝の先では、遺伝
子などが変異するケースが生じて、やがて系統は枝分かれしていく。
　そして樹状分岐の姿は、単純に枝分かれしていくだけのものではない。ときとして枝と枝葉合流し、網の目のようにな
る。またいくつものの枝が丸ごと合体して、新しい幹を生み出すこともある。
　こうして連綿として樹状分岐が起こり、枝の先は広がり、ときとして新しい階層の幹が生まれる。そして「生命の樹」の
全体像は、微小なものから巨大なものまで、海底を這うものから大空を飛翔するものまで、遙かな時を経てつながる逢いな
がら、驚くべき多様さで彫啄された姿となっている。」
「そしてこの本を読んでいたあなたもまた、樹状分岐を続ける生物界の一員なのだ。あなたも私も地球生命圏が伸ばした無
数の触手の先端で、新しい展開をめざして、今日も探索行動を続けている存在であるに違いないのだ。」

■実重重実『感覚が生物を進化させた』目次

第1章 生物界はヤマタノオロチ─初期の生物は合体で進化した
1 単細胞生物の世界は、竜の8つの首

2 全身が手足なので変幻自在─アメーバの巨大系統群
3 動物の祖先は1本だけの尻尾─後方鞭毛生物の巨大系統群
4 陸地を緑で覆ったものたち─植物の巨大系統群
5 光合成もすれば動き回って捕食もする─ミドリムシの巨大系統群
6 覇者の3グループが海洋生態系を作った
7 眼球を作ったり性を作ったり─ゾウリムシの巨大系統群
8 ガラスの城に住んでいる─ケイソウの巨大系統群
9 白亜の大聖堂が地球を冷やす─円石藻の巨大系統群
10 柔らかい糸や鋭い針を出す─タイヨウチュウの巨大系統群
11 生物は、合体を繰り返しながら進化した

第2章 地球史の半分は細菌・古細菌だけだった

1 陸・海・空のあらゆる場所に細菌がいる
2 酸素や窒素循環のある地球環境は、細菌が作った
3 呼吸や代謝の方法が多種多彩に樹状分岐
4 細菌は接合もするし光の感知もする
5 協力し合って集団で狩りをする細菌
6 環境が快適だと競争が起こり、厳しいと協調が起こる
7 共生細菌が動物や植物を操っている
8 摂氏350度の灼熱地獄に古細菌がいた
9 私たちは神々の楽園アスガルドから出てきた
10 枝と枝が合体して真核生物の幹ができた

第3章 エディアカラの園で動物が爆発した

1 ふわふわゆらゆらしたエディアカラ動物たち
2 進化の姿は、樹状分岐が刈り込まれたもの
3 「幹の限定」の次は「枝葉の追加」
4 エディアカラの園は、雪玉の後にやってきた
5 左右対称動物もエディアカラで出現した
6 カンブリア爆発より前の微小化石群
7 神経系が登場して、2次元空間を認識



第5章 昆虫はどうやって空に進出したのか

1 キチン質の殻を持つヤスデ・サソリが上陸
2 古生代のうちに羽根と完全変態を発明
3 ミツバチ・アリの社会は、中生代に発展
4 体節の繰り返し構造を神経系が統率する
5 3次元映像を見た三葉虫の眼は、世界を激変させた
6 頭がなくても走って逃げるのはなぜか
7 反射から本能へ、そして意識へ

第6章 脊椎動物はどうやって陸地に広がったのか

1 背骨ができてアゴができ歯ができた
2 魚はどうやって上陸したのか
3 翼竜や鳥はどうやって空を飛んだのか
4 哺乳類は恐竜時代に既に多様化していた
5 幹や枝はなぜ分岐していくのか─生物の相互作用が調節する
6 ワディントンの「運河化」が注目されてきた
7 上陸するための肺は遥かな昔にできていた
8 高く舞う翼の後に、遠く見る眼を発達させた
9 脊椎動物は、脳を何層にも重ねて進化
10 カラスの脳は、文化や言葉を作り出した
11 脊椎動物・タコ・昆虫には、意識の神経基盤がある

第7章 探索行動が生物進化の原動力

1 共生と寄生は同じもの、捕食と寄生も同じもの
2 遺伝子とは別に細胞質が丸ごと遺伝する
3 遺伝子はスケジュール表であって、生きているのは細胞
4 遺伝子は水平移動や重複によっても攪乱される
5 親から子が相続するものは、階層になっている
6 性淘汰から美意識が誕生してきた
7 誤った選択や迷い子も探索行動のうち
8 生物の主体性が進化の十分条件だ

第8章 樹状分岐の階層が生物界を作っている

1 最初の生命が樹状分岐していった
2 真核生物は合体生物として新たな次元を切り開いた
3 有性生殖は、身体の複雑化と「死」をもたらした
4 多細胞化は異なる幹で何度も起こった
5 神経系と体節の繰り返しで、動物は多様化
6 2つのグループで、口と肛門の位置が逆転
7 脳は体節を超えて独自に重層化
8 文化は人間界の新たな樹状分岐

■実重重実『生物に世界はどう見えるか』目 次

第1章　ゾウリムシに世界はどう見えるか

1 ゾウリムシとヒトには共通祖先があった
2 ゾウリムシは天敵と戦う
3 繊毛を動かすだけでなぜ泳げるのか
4 異性と接合して若返り 
5 繊毛は運動器官であると同時に感覚器官
6 昼は沈み、夜は浮かび上がる 
7 ゾウリムシには五感がある 
8 ゾウリムシであるとは、どういうことか
9神経細胞は、接触と味を感覚しながら伸びていく

第2章　大腸菌に世界はどう見えるか

1大腸菌に感覚はあるのだろうか
2細菌の世界では遺伝子が動き回る
3頭の先と尾の先の濃度の違いを感知する
4大腸菌は鞭毛で泳ぐ 
5大腸菌であるとは、どういうことか 
6大腸菌は1つの街のように巨大
7大腸菌の身体の中でイルミネーションが点灯
8最初の生命は、たった1度だけ誕生した
9最初の生命は、感覚を持っていただろうか 

第3章　植物に世界はどう見えるか

1大きな森が丸ごと1つの個体
2ボルボックスは細胞の群体 
3植物にとって青い光と赤い光は別の感覚情報
4遠赤色光で夜の時間を測る
5植物はたくさんの眼で光を分析する
6ハエトリソウは、接触の感覚を記憶する
7害虫がいると匂いを発して天敵を呼ぶ
8植物細胞はどうやって「会話」するのか
9植物であるとは、どういうことか

第4章　カビ・キノコに世界はどう見えるか
1土の中の巨人とは、どんなものなのか
2カビ・キノコは手だけが伸びていく生き物
3匂いを頼りに接触しながら探索
4キノコは巨人の生殖器
5 2万1000通りの性を持つ種もある

第5章　ミミズに世界はどう見えるか

1ミミズに知能があるとはどういうことか
2ミミズの空間は2次元の平面
3 2次元の内的地図ができた
4ミミズは光をどう感じるか
5エリ鞭毛虫とカイメンに神経細胞の起源があった
6イソギンチャクには方向が分かる 
7 6億年前のスプリッギナは、神経系を持っていただろう
8三葉虫の眼によって3次元空間が出現する 
9生物は体内の時計で時間を測る 
10センチュウにも個体の記憶ができる

第6章　昆虫に世界はどう見えるか

1ハチやアリはどうやって巣に戻るのだろうか
2方向と距離を測定して経路を積算する 
3ミツバチには紫外線が見えるが、赤色は見えない
4触角に何千個もの感覚器
5ミツバチは偏光の太陽コンパスを使う
6カリバチの本能には内的イメージが伴う
7オドリバエの婚姻贈呈は、交尾のスイッチを押す
8本能はどうやって発達したのだろうか 
9ミツバチのダンスが伝えるのは、方向と距離の地図
10記憶はどうやってできるのだろう
11ミツバチの感覚世界を見てみよう

第7章　魚に世界はどう見えるか
1魚の群れは、なぜいっせいに旋回するのだろうか
2魚の眼は視界が広くて4原色
3皮膚感覚は魚の側線となり、陸上で耳となった
4脳で感覚の内的地図が重層化された
5電気魚は、電気を認識に使ったり、攻撃に使ったりする
6イトヨもホンソメワケベラも本能で動く
7サケが川に戻るのは「刷り込み」の長期記憶
8魚は1回だけの経験でも長期記憶する

第8章　鳥に世界はどう見えるか

1渡り鳥やハトは、何千キロものコースをどうやって飛ぶのだろう
2ワシは眼の中に望遠鏡を持っている
3鳥は低周波や地磁気を利用する
4渡り鳥は、生まれた巣を中心に内的地図をつくる
5方角と時間が先天的に刻印されている 
6鳥類では、視覚のため中脳が発達

第9章　哺乳類に世界はどう見えるか

1イヌの嗅覚はどれほど鋭いのだろう
2空気状態・超音波を探知できるが、見える世界は青っぽい
3コウモリは反響で暗闇を認識し、超音波のビームで攻撃 
4クジラ・イルカは海に戻って音波で認識 
5場所細胞は発火して空間と時間の認識をつくる
6類人猿・ゾウ・イルカは鏡で自己認知 
7サルが観劇するとき、自己参照ができる

第10章　ヒト以外の生物にも意識が認められた

1ケンブリッジ宣言は、ヒト以外の動物にも意識を認めた
2タコ・昆虫にも意識の神経回路がある 
3空間・時間の認識は階層をなして進化してきた 
4世界は1つに見えているか



☆mediopos-2449　　2021.7.31

■アイニッサ・ラミレズ（安部恵子訳）
　『発明は改造する、人類を。』

生物はみずからの樹状進化のなかで
みずからを作り変えていくが

人間はさらに「発明」によって
短い間にじぶんたちの生活や思考のかたちや
さらには身体性までも急速に変化させていく

たとえば時計が発明されることで
それまで自分の生物時計（体内時計）に
従っていた生活を
時計に合わせて生活していくようになり
睡眠のあり方もずいぶん変化してしまった

いまではあまり想像しにくいが
それまでの睡眠のとり方は「分割睡眠」がふつうで
九時か一〇時に床に就いて三時間半眠り（第一睡眠）
その後一時間ほど起きて
また三時間半ほど眠る（第二睡眠）
というのが通常の眠り方だったそうだ

時計の発明とさらには人工照明の発明によって
かつての分割睡眠というあり方は失われ
生物時計（体内時計）に合わせた
覚醒と睡眠のリズムは失われてしまうようになった

生物時計（体内時計）から自由になった
ということもできるかもしれないが
そこでさまざまな病気も生まれるようになった
それは「発明」による生活や思考の変化に
身体の変化が齟齬を起こしているということでもある

現代における「発明」が
もっとも私たちに影響を与えているのは
コンピューターとインターネットだろう

とくにそれは私たちの「脳」に
大きな影響を与え始めている
脳の変化は身体の変化にくらべて
多くの時間をかけなくても起こるという

インターネットは考える力や創造性を
劣化させると考えられてもいる
そのためシリコンバレーの富裕層などの
子どもの通う高校にはパソコンが存在しないという
ふつう考えられているよりも
コンピューターとインターネットは
私たちに大きな影響を与えているのは間違いない

「発明」によって得られるものは大きくても
失うものは多いのだ
そして問題が起こってしまったときには
「発明」以前には戻れなくなってしまっている

「発明」によって世界を変えるということは
私たち自身を変えるということでもある

それは通常の生物の樹状進化のように
「発明」による進化ということもできるかもしれないが
それによって「改造」されてしまったとき
その身体はすでに「改造人間」となり
もとの「人間」に戻ることはできなくなってしまう



■アイニッサ・ラミレズ（安部恵子訳）
　『発明は改造する、人類を。』
　（柏書房 　2021/7）

（「まえがき」より）

「本書では、材料が発明家によってどのように形作られたかだけでなく、そうした「材料」がどのように「文化を形作った」
かを紹介していく。各章は、動詞のタイトルがつけられ、その動詞の意味することが、どのように形作られたかを、実例に
よって明らかにする。特に本書が光をあてるのは。「クォーツの時計」が「交流する」ことを、「鋼鉄の鉄道レール」が「結
ぶ」ことを、「銅の通信ケーブル」が「見る」ことを、「磁気を持つハードディスク」が「共有する」ことを、「ガラスの
電球フィラメント」が「発見することを、「シリコンのチップ」が「考える」ことを、どのようにして徹底的に変えたのか
ということだ。本書はテクノロジーについてのたいていの本に欠けた部分を補うために、無名の発明者を紹介したり、有名
な発明家を違う角度から映し出したりする。私はこうした欠けた部分、つまり歴史で誰にも語られていない部分を調べるこ
とを選んだ。それも、私たちの文化を作るうえで有益だからだ。「ほかの人々」に光をあてるこよで、より多くの人々がそ
こに自分の姿を見いだせるようにする。私は科学の驚きと楽しさがより多くの人々に届くことを願って、本書では物語を話
すという方法を用いている。
　この世界にあふれかえるテクノロジーの真価が理解されること、そして、危機感が伝わることも、願っている。人間の未
来を最善のものとするように、私たちは自分たちを取り囲むツールについて批判的に考える必要がある。」

（「第1章 交流する」より）

私たちは生まれつき、食事時間、睡眠時間、遊ぶ時間など自分の生物時計（体内時計）を持っているが、成長するにつれて、
生活がこれらの生物時計のきっかけからは切り離されて、学校の始業時間や休み時間、下校時間といった時計に従うように
なる。社会もまた同じように変化して、自然の合図から時計の合図に切り替わった。もともと、日の出や南中、日没など、
時間管理のおもな手段は太陽だった。時計以前は、社会は時間の束縛のある約束はしなｋった。時計のおかげで人々はいつ
でも会って交流できるようになったが、時計にはオルダス・ハクスリーのいう「スピードの悪」も伴った。時計以前は、誰
かが現れるまで長いあいだ待つものだった。（…）正確な時間管理者社会を変え、生活のあらゆる側面に影響を与えてい
る。時間管理が引き起こした変化の一つは、私たちを夜に眠らせないでおくことだ。時計による生活は、私たちの眠り方を
変えた。」

「私たちの先祖は違う眠り方をしていた。私たちより長くは眠らなかったし、深くも眠らなかった.。彼らの実際の睡眠のと
り方は、現代の私たちには理解しにくいものだろう。産業革命前に、夜の睡眠は二つの時間に分かれていた。当時を再現す
れば、九時か一〇時に床に就いて、三時間半眠る。それから、真夜中すぎにふいに目を覚まし、一時間かそこら起きている。
また疲れてきたら、ベッドに戻って三時間半ほどうとうとする。分割したそれぞれの睡眠は「第一睡眠」「第二睡眠」とし
て知られていて、それが通常の眠り方だった。
　現代の睡眠についての感じ方と違って、私たちの祖先は、夜中に目覚めることは心配ではなく、病気だと悩むようなこと
でもなかった。実際に私たちとは反対で、目覚めていることを楽しんでいた。睡眠のハーフタイムを利用して、書き物や読
書、縫い物、祈り、トイレ、軽食、掃除、あるいは隣人たち（こちらもおそらく真夜中から夜明けまで起きていた）と噂話
をした。この夜遊び仲間がまた眠くなり、ハーフタイムが終了すると、ベッドに入って第二睡眠に続く。
　現代の私たちはこうした分割睡眠に驚くかもしれないが、意外にもかなり古くからの慣習だ。少なくとも二〇〇〇年は下
らない。」
「分割睡眠は西洋文化の日常生活の一部だったが、二〇世紀初頭までにはなくなった。産業革命がワンツーパンチで、私た
ちの睡眠パターンを変えてしまったのだ。第一のパンチは、人工照明の発明、という直接的で明らかなものだ。第二のパン
チは、時計に引き起こされた時間厳守したいという欲求によるもので、文化的でとらえにくい。人工照明が出現すると、暗
闇は押しのけられて、一日が伸びた。さらに私たちは、時間のことや、時間どおりにすること、時間を浪費しないようにす
ることで、頭がいっぱいになった。そういうわけで、この強迫観念が睡眠に影響するのは、時間の問題だった。」

（「第5章 見る」より）

「目は心の窓だ、と詩人はいう。科学者によれば、目は時計であり、もっと正確には、時計のリセットボタンのようなもの
だという。私たちの体には一日の始まりを予測する固有の内臓リズムがある。この体内時計は毎日訳一二分ずる遅れていっ
て、「一日」が二四・二時間だ。私たちは視覚的手がかりのない暗い洞窟に連れていかれたら、ゆっくり時を刻むアンティー
ク時計のようになって、太陽の一日よりも遅れをとるだろう。だが、朝の光、特に朝の空の青い光を見ると、私たちの生物
時計は地球と再び同期する。」
「残念ながら、人工照明は自然の光、つまり太陽の光を完全にまねしてはいない。偉大な太陽が放つ光には、虹の色すべて
が含まれる。人工照明には太陽光のスペクトルの一部しか含まれず、白熱電球は赤みがかっており、家庭用蛍光灯やLED電
球は青みがかっている。（…）処方箋はシンプルだ。癌疫学者リチャード・スティーヴンスによれば、私たちには「薄暗い
夜と明るい朝」が必要だという。一日は、体内時計をリセットする明るい青い光で始めなければならない。「散歩をするの
がベストだ。運動をして、明るい青い光をたっぷり浴びることだ」。」

「日中のあいだに青い光をたくさん浴びるのはいいことだ。だが、光の種類は一日が進むにつれ変えていかなければならな
い。「朝の光は体に一つの影響を及ぼす。［青い光が］夕方から真夜中にもたらされると、悪影響を及ぼすだろう」とレン
セラー工科大学のマリアナ・フィゲイロ教授はいう。それが、光の色を一日のうちに変えなければならない理由だ。夕方に
は赤っぽい光にする必要がある。」
「人間の健康を増進するためには、一日の適切な時間に適切な種類の光を浴びる必要がある。これは超自然的な主張ではな
く、医学的根拠のあることだ。」

（「第8章 考える」より）

「脳の変化は、多くの時間をかけなくても起こる。人の一生涯の中で起こることだ。科学者は特別なカメラを使ってそうし
た脳の可能性を調べて証明した。核磁気共鳴画像法（MRI）と呼ばれるテクノロジーを利用すると、生きている脳を調べて
それが働くのを見ることができるのだ。研究によると、熟練の音楽家は。音楽家でない人よりも脳（の大脳皮質）の一部が
大きいことがわかっている。ロンドンのタクシー運転手は市内の道路をすべて記憶しており、脳の記憶中枢が増大している
そうだ。ある科学研究では、数週間ジャグリングを練習して身につけた人々も、脳の頭頂葉の一部が大きくなっていた。以
上やその他の非常に多くの研究で、私たちは自分の脳を変えられることが明らかになっている。これは、すばらしいことで
もあり心配なことでもある。脳のやわらかさは神の与えたもうた資質であり、頭蓋骨内の一・四キログラムの驚異的物質の
柔軟性はスーパーパワーである。だが、この能力は、私たちの行いの有無にかかわらず私たちの脳が変化しうることも意味
する。現時点において、インターネットは、持続的に、広く遍く、常に利用されている。これは、ウェブが私たちのできる
ものを拡張しているだけでなく、私たちの脳が考える方法も変えているのだ。」

「すべての学者は、インターネットの勢力範囲が私たちの脳にまで拡張されていることを認めている。一方、インターネッ
トは私たちを賢くしているのか、あるいは愚かにしているのかには議論がある。この問いに対しては、「それを知るのは難
しい」と「誰が尋ねているのかによる」というのが答えだ。科学者は実験をしたいときには必ず、一つのグループは変化さ
せ、比較のために他のグループは同じ状態のままにする。後者のグループは対照群といい、実験が実際に何をしているのか
を見るためのペースカー（レースの先導者）のようなものとして働く。だが、インターネットの影響の実験を行うために、
インターネットを使ったことがない人を見つけることがものすごく難しく、対照群の設定が困難になっている。」
「インターネットの影響について楽観的な考えの人々は、インターネットが私たちを賢くしていると主張する。」
「だが、インターネットの影響についてそれほど楽観的に見ていない人々もいる。」
「何世紀にもわたって知識を書籍から得てきて、私たちの灰白質は、一つの思考から、次の思考へ、それからさらに次の思
考へと順に流れていく直線的な思考に慣れている。だがウェブでは、思考は流れない。いきなりグイッとつかまれて、引っ
張られ、揺さぶられる。さらに、情報の氾濫に対して、私たちは新しい読み方の習慣を発達させることで対応してきた。
ウェブページを読んでいるとき、私たちは文章を流し読む、キーワードを探す、表面的に目をとおす、といったことで必要
なものを得る。神経科学は、これらの新しい習慣によって脳がそうしたスキルに堪能になることを示している。私たちがイ
ンターネットの使用から育てた学習環境は、私たちの深く考える能力を弱めると考える研究者もいる。」

「人間がインターネットによって影響を受ける側面は、知恵と見識、理解にとどまらない。創造性もまたそうである。」
「イーグルマンによると、創造的であることには二つの部分がある。第一に「全世界を吸収すること」、第二に「消化して
複数の物事を新しい方法で統合する時間をとること」だ。私たちのテクノロジー時代において、第二の部分を手に入れるの
は簡単ではない。テクノロジーを伴う時代は、創造性とは反対向きの時代だ。イーグルマンのようなサイバー楽観主義者で
さえ、それには同意する。」

「私たちには岐路に立っている自覚があるし、このテクノロジーの作り手さえ、何かを獲得しながら何かを喪失しつつある
ことをわかっている。お金に糸目はつけないシリコンバレーの多くの私立学校で、訪問者は、そこにあるはずのものがない
のに気づいて不安になるだろう。コンピューターがないのだ！　シリコンバレーの一部の親たちは、自分たちが社会へもた
らす助けをしたテクノロジーを、自分たちの子どもに使わせないようにしている。アップルの創業者スティーヴ・ジョブズ
でさえ、「ローテク・パパ」だった。」
「テクノロジーで私たちが何かを得るのは確かだ。」
「しかし、私たちが失うものもある。「私が心配しているのは、場合によっては人々が理解力を失い始めるかもしれないこ
とだ」と哲学者のチャーマーズはいう。」

「人を人たらしめるものは何か。このことを私たちはコンピューターの進歩によって真剣に深く考えざるをえなくなった。
私たち人類は分かれ道にさしかかっていて、どちらに進むか方針を決めなければならない----もっとよい機械を作ることを目
指すのか、それとも、もっとよい種になることを目指すのか。今はまさに、進むべき道を考えるときなのだ。そして、私た
ちには勇気も必要だ。歩き出した道が私たちには合わない方向ならば、勇敢にも向きを変えて別の道をいかなければならな
い。
　私たちは勇気をもってスイッチのように切り替えるべきなのだ。」



【目次】より

第1章 交流する
小さな金属ばねと振動する鉱石によって時計の性能がアップしたおかげで、私たちは時間に合わせて暮らせるようになった
が、貴重な何かを見失うことにもなった。

第2章 結ぶ
鋼鉄は鉄道レールとしてアメリカを一つにしたが、文化の大量生産もうながした。

第3章 伝える
初めは鉄製で、後に銅製になった電信線が、コミュニケーションの高速伝達方法を生み出して、情報を形作り、そして意味
を形作った。

第4章 とらえる
写真感光材料は、目に見える方法と見えない方法で私たちをとらえた。

第5章 見る
炭素フィラメントは暗闇を押しのけて、そのおかげで私たちはよく見えるようになったが、それと同時に私たちの目を覆っ
て、その過剰さの影響が見えなくなった。

第6章 共有する
データの磁石粉は共有することを可能にしたが、共有を止めることを困難にもした。

第7章 発見する
実験用ガラス器具のおかげで、私たちは新しい薬を発見し、またエレクトロニクス時代への秘密を発見することになった。

第8章 考える
原始的な電話交換機の発明は、コンピューター用シリコンチップの先駆けになったが、私たちの脳の接続方法も変えた。



☆mediopos-2450　　2021.8.1

■ジェニファー・M・ソール（小野純一訳）
　『言葉はいかに人を欺くか／
　　　　嘘、ミスリード、犬笛を読み解く』
　（慶應義塾大学出版会　2021/4)

嘘と
ミスリード

ミスリードは
嘘はつかないで
受け手に誤った理解へと
誘導するという意味だ

言語がその言葉の
直接的な意味だけの次元しかないならば
嘘とミスリードは異なっている

けれど言語に行為や意味の背後にある
意図や文脈の次元を見ようとするならば
嘘とミスリードは交わってくる
そしてミスリードのほうが嘘よりも
ずっと「反道徳的」となることもある

とはいえ
意味の背後にある意図や文脈は
政治においては
往々にして戦略的な欺瞞であり
いわば恥ずべき行為ともなるのに対して
相手への思いやりや配慮のために
ミスリードが使われるのは
とても人間的な言葉ともなる

政治においては
「犬笛」という巧妙な発言も用いられる

犬が人間よりも広い範囲の周波数を聴きとれることから
犬に合図することを目的に用いられるのが犬笛だが
政治的な犬笛の場合は
特定の集団にだけ分かる合図でメッセージを送り
人心を操作する政治手法のことを言う

言葉はミスリードのように
表面上の意味だけではなく
隠された意味をそこに込めることもできるのだ

本書の邦題は『言葉はいかに人を欺くか』だが
言葉の意味を表面的に受け取る次元だけではなく
それとは異なった次元の働きを用いることで
言葉は言葉の表面的な意味を超えた影響を
人に与えることができる

最近よく言及されることのある「リテラシー」だが
表面的な「読みとり」だけでは
「リテラシー」を育てることにはならない

政治の世界はもちろんのこと
マスメディアの世界ではさらにそれが重要になる

現代の宗教は「科学（主義）」だともいえるが
マスメディアの伝える情報は
人が疑いを持ちにくい「科学的」という言葉で
「ミスリード」の手法を用いることが多い

あえて直接的な嘘はつかないようにしながら
伝えたくない情報は外し
伝えたい情報だけを「科学的」と称して伝えている

そして伝えざるを得ないときは
「そう考えられている」と小さく付加する
断定はしないで「考えられている」とするだけで
伝えている情報が不誠実なものであったとしても
「想定外」といったことにできるからだ

かつて原子力発電も
安全だと「考えられて」いたが
「想定外」のことが起こった場合
その情報を伝えた責任をとる主体はそこにはいない
そのときには「そう考えられていた」だけだから
マスメディアの世界もまた同じ

現代はますます言葉の多次元的な使われ方に
意識的であることが求められる時代になっている
そうでなければ「情報」として与えられる洗脳ワードに
ただ振り回されるだけになってしまう
そして振り回されたあとの責任は
それを信じ込んだ自分で負うしかなくなるのだ



■ジェニファー・M・ソール（小野純一訳）
　『言葉はいかに人を欺くか／嘘、ミスリード、犬笛を読み解く』
　（慶應義塾大学出版会　2021/4)

「「言われていること　what is said」やそれに関する用語は、現在、言語哲学できわめて多様な使われ方をしている。」
「例えば、「嘘　lie」と「ミスリード　mislead」（嘘をつくことなく誤った理解に誘導すること）」という用語を取りあげ
よう。嘘をつくこととミスリードすることの区別はきわまて自然である。（･･･）これは、一般の話し手がごく簡単に区別
でき、大抵は日頃から意識する区別である。この区別は法律の分野では明確に認識され、重大な意義が与えられている。胸
部深いことに、それは「言うこと　saying」という概念に関心を向けさせる区別でもある。というのも、「誤ったこと」
（あるいは少なくとも、誤りだと信じている何か）を意図的に言うのでないかぎり、嘘をつくことはできないからだ。
　それでも、この区別こそが問題なのだ。」
「実際、嘘とミスリードの区別は、政治においてかなり頻繁に重要になる。嘘とミスリードの区別に自覚的であることに
よって、プッシュ・ポールという悪名高い政治的な実践が可能になる。プッシュ・ポールは、データ収集のための世論調査
を偽装した電話を有権者にかけるキャンペーン戦術である。だがデータは収集されなし。その代わり、有権者は一連の質問
をされる。このプッシュ・ポールの背後で意図されているのは、これら一連の質問が、選挙運動の対立候補にとって不利と
見なされる情報を真実であるかのように示唆することだ。最も有名な例の一つは、二〇〇〇年の［アメリカ大統領選］予備
選でジョン・マケイン（･･･）に対しジョージ・Ｗ・ブッシュが実施したプッシュ・ポールだ。そのプッシュ・ポールで有権
者は「ジョン・マケインが黒人の私生児を認知したとあなたが知ったとします。あなたは彼に賛成票を投じて大統領に選ぶ
可能性がより高くなると思いますか、それとも低くなると思いますか」と尋ねられた。実際にはジョン・マケインが、黒人
だろうと白人だろうと、非嫡出子を認知したという事実はない。もし「マケインが認知した」と言っていたら、それは嘘に
なっただろう。だがこの世論調査は、そう明言せずいｎあたかもマケインが認知したかのような印象を巧みに植え付けるこ
とに成功した。そして、これによってマケインはサウスカロライナ州の予備選で大敗を喫したと広く考えられている。
　しかし、嘘とミスリードの区別を意識するのは政治家にかぎらない。私たちのほぼ全員が行きにするだろう。ある優しい
老婦人が死の間際に自分の息子が元気か知りたがっているとしよう。あなたならどうするか考えてみてほしい。あなたは昨
日、彼に会ったが（その時点で彼は元気で幸せそうだった）、その直後にトラックにはねられて死んだことを知っている。
もしあなたが大多数の人と同じなら、２よりも１を発話する方が善いと考えるだろう。なぜなら、１の発話が単なるミス
リードであるのに対して、２の話は嘘だからだ。その理由は、１が言うことは真実であるが、２が言うことは誤りというも
のだ。

　１　I saw him yesterday and he was happy and healthy.昨日会った時、彼は幸せで元気そうでしたよ。
　２　He's happy and healthy.彼は幸せで元気そうにしています。

　私は以前から「言われていること」に関心があるが。政治家の慎重な発言や策略にはさらに前から関心があった。した
がって当然ながら、嘘とミスリードの間にあるかなり直感的な区別に関わる「言うこと」という概念と、言語哲学の文献で
論じられている概念との関係に疑問をもつようになった。もし、嘘とミスリードの区別にかかわる概念が、言語哲学の文献
にみられる諸概念のうちの一つと同一であるなら、その概念は少なくとも一般の話し手が考え、気にすることと同じだとわ
かる。しかしそうでないなら、そこには取り組むべき問題があることがわかる。」

（「訳者解題」より）

「嘘もミスリードも、人を裏切るという意味とその効果については変わらない。ただしミスリードでは、ミスリードする側
にのみ非があるのではなく、聞き手が自分自身で間違った解答にたどり着く点で部分的に責任を担うという考え方もある。
ミスリードする人は自分の手を汚さずに、つまり嘘をつかずに、嘘と同じ成果を得ることができる。それどころかミスリー
ドする人は、自分が相手を欺いたのではなく、相手が勝手に誤解したのだから、自分は悪くないと安心感を得るかもしれな
い。自分の行いを正当化する自己欺瞞であるなら、嘘と比べてより反道徳的だとも言える。
　だがもし、もうすぐ臨終を迎える心優し老人が、前日にむずこが事故死したことを知らず。自分の息子が元気かあなたに
尋ねたら、どうするだろう、「あなたの息子は昨日死にました」と事実を告げるべきか。それとも（不慮の事故の前に会っ
た時は）「元気でしたよ」と答え、穏やかな最期を迎えさせるべきか。この議論は、日常生活でどの言語行為を選ぶかで発
話者の人格や道徳性が露呈する点で重要だとソールは指摘する。」
「このようにソールは数々の事例を挙げ、嘘とミスリードの間にある道徳的な区別をあぶり出し、ミスリードの方が善いと
いう常識を疑い、倫理学に新しい議論と知見を提供する。両者の区別には、言語哲学の中心概念である「言われているこ
と」や、言葉通りの意味、言外の意味が関わる。哲学だけでなく。ありふれた会話や政治の中で「言われていること」とは
何かという問題は、自明のようでいて、実は共通した理解がない。」

「人を欺く言語行為は嘘以外にもさまざまに存在する。その一つが、民主主義にとって危険な政治戦略としての「犬笛」で
ある。これも含意によって人心操作するという特定の目的をもった「言うこと」である。」
「元来、犬笛は犬が人間よりも広い範囲の周波数を聴きとれることを利用し、犬に合図することを目的に行われる。この意
味を転じて、特定の集団にだけ分かる合図でメッセージを送り、人心を操作する政治手法を犬笛と呼ぶ。犬笛による発話
は、誰もが言葉通り理解できる表現から成るが、その隠れた意味は一部の聞き手だけが把握でき、他の人は気づかない。特
に政治家は犬笛を用いて、人種差別的な態度を隠しながら、自分の人種差別主義に賛同する相手にだけ合図を送り、支持を
得ることができる。その真意を公言すれば支持を失うことが確実でも、犬笛を巧みに利用すれば、差別に反対する人たちで
さえ支持者にできるかもしれない。
　差別主義者の真意を読み取れずに、もし私たちが、その政治家に投票してしまったら、どうなるだろうか。私たちは意に
反して、人種差別的な政策や発話に加担したことになるかもしれない。政治家に功名に欺されたと感じた有権者に対し当人
は、自分はそんなことは言っていないとか、自分は人種差別主義者ではないと否定するだろう。このように犬笛は錬られた
戦術なのだ。そこでソールは犬笛政治への有効な対抗措置を提案する。論文が立脚する実証実験が示すように、どんなに巧
妙な犬笛でも、それが人種差別である可能性が指摘できるよ、被験者への効果が弱まることが分かっている。確かに犬笛は
知らずに拡散されることから、意見を声に出して言うという民主主義の根幹を蝕む。この脅威に対する強力な対策を言語哲
学の見地から示唆するからこそ、ソールの考察は重要なのだ。」


