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■エルネスト・グラッシ『形象の力／合理的言語の無力』（原研二訳

白水社

2016.10）

論理的でなければならない
という
そのなければならないは
どこからでてきたのだろう
論理の源を遡るのだ
そこにこそ
非論理さえも抱きかかえる
大いなる論理があるのではないか
真でなければならない
という
そのなければならないは
どこからでてきたのだろう

「デカルトが主要課題として第一真理からの演繹を哲学に課したとき、彼は哲学プロセスの対象とやり方を変えたのであり、このと
きから焦点は、もっぱら真理の優位を主張し、妥当と認めさせることに絞られた。フマニスムの伝統の最後の代表であるＧ・Ｂ・ヴィー
コは、近代思想を主導するこうした哲学を拒絶し、フマニスムの伝統の本質を新たに規定し、救出しようと試みた。ヴィーコは確信
していたのだ、デカルト派の理想に基づく哲学は、真理の優位と第一真理からの演繹のみを視野において、なるほど＜批判的＞に−
−−−つまり真を偽から分離して−−−−形成されはするが、そのせいで＜天啓＞ないし＜トポス＞の性格をすっかり損なってしまった。
ヴィーコは＜第一真理＞というデカルト派の前提が＜のようなもの＞の問題、つまり＜実践＞の問題からあらゆる正当性を奪い
取ってしまったと考えている。すでに古代にも主張されていたことだが、知の領域が包摂できるのは、ただ規則性あるもののみ、と
いうのも、別なふうにもありえるもの、つまり可能性の、＜真理のようなもの＞の領域は知によって導き出すことはできない、なぜ
ならそれは＜知＞、＜理論＞ないし科学になじむ領域に収まるものではないからだ。とはいえ真理のようなものの全領域を哲学から
追い出すと、哲学はもはや芸術、弁論術、歴史または政治思考を対象としなくなる。というのもこれらは真理のようなものの領域に
属するのであり、これでは＜実践＞といってもたんに＜理論＞の転用と解されるほかはない。
フマニスム的、哲学的な伝統は、可能なもの、真理のようなものに、本質的意味有りとするので、真理の優位を拒絶する。それは
本質的なものを第一真理の定義や、そこから帰結する結論において見るのではなく、われわれの認識と行動の第一諸原理を＜見だす
こと＞、＜発見＞することに見ている、すなわち真理と真理のようなものの＜発見＞に。本源的なもの、＜原初的なもの＞が−−−−
支配するもの、それゆえ秩序づけるものという意味で−−−−演繹可能ではないなら、哲学の本質的問題は合理的演繹ではなく、本源
的なものの＜覚醒＞＜召還＞＜見出すこと＞なのであり、人間の具体的な歴史に、あるいはそこから、執拗にせり出してくる何かが
あるのだ。
イタリア・フマニスムの本質とアクチュアリティは、哲学することについての新しい捉え方にある。中世末期の論理偏重の合理主
義的なスコラ哲学とは違うのだ、フマニスムはこれと対決すべく身構えて、人間の本質を具体的、パトス的、歴史的に縛る生成、す
なわち歴史性を探究するのである。」

真の源を遡るのだ
そこにこそ
偽さえも抱きかかえる
大いなる真があるのではないか
善でなければならない
という
そのなければならないは
どこからでてきたのだろう
善の源を遡るのだ
そこにこそ
悪さえも抱きかかえる
大いなる善があるのではないか

mediopos-902
2017.5.5

■ルドルフ・シュタイナー『神殿伝説と黄金伝説／シュタイナー秘教講義より』（国書刊行会

1997.9）

人は何のために
神から離れようとしたのだろう
人は何のために
地上と結びついたのだろう
カインは大地を耕し
アベルは羊を飼う
「人間そのものがアダムと名付けられました。神は、まだ性別の無い、すなわち無性の男であると同時に女である人間を創造されたのです。
（･･･）

アダム時代のはじめ、人間は神に似ており、その終わりには、アダムに似ていました。つまり、はじめの人間は、神の似姿にしたがって創造され、
後の人間はアダムの似姿にしたがって創造されたのです。
ですから、
私たちは最初、お互いに皆同じだったのです。そして、皆神の似姿にしたがって創造されたのです。彼らは単性生殖で繁殖しました。
彼らは皆最初からの姿と同じ姿をしていて、そのために、父は息子に、孫はさらにその息子に似ていました。（･･･）
セトの時代がきて初めて分化が生じたのですが、アダムとセトの間に、別のことも起こりました。すなわち、アダムからセトへの移行が行
われる前に、重要な二人の代表的人間が生まれています。アベルとカインです。この二人はアダムとセトの間の過渡的存在なのです。（･･･）
「アベル」はギリシア語の「プネウマ」を意味し、ドイツ語の「霊（ガイスト）」を意味します。そして、その性的な意味を考えるなら、そ
れは明らかに女性的な特徴をもっています。それに対して「カイン」は、ほぼ言葉通り「男性」を意味しています。ですから、カインとアベ
ルにおいて、男性と女性が互いに対立しています。」
「元来、人類は男であると同時に女でした。後になって、男の性、女の性に分かれるようになったのです。カインの中には男性、すなわち物質
的なものを働いており、アベルーセトの中には女性、すなわち霊的なものが働いています。そして分化が生じました。それは次の言葉に象徴
されています。
「カインは土を耕す者となり、アベルは羊を飼う者となった。」」
「アベルは霊を受け入れ、供物として最高のもの、霊の最も高次の実りを捧げました。もちろん、神は喜びの眼差しを供物に向けました。なぜなら、
それは神自身が大地に植えたものだったからです。カインは少し違いました。彼は自分自身の思考の産物で、神に向かおうとしました、それは、
神にとっては全く未知のものであり、人間が自由の中で獲得したものでした。
カインは芸術と科学に向かって努力する人間です。しかしそれは神の血筋ではありません。ひとつの深い真実がこのことによって表されて
います。神秘的な体験をした人は、芸術と科学が人間を自由にしたとはいえ、人間を霊にまでは導かなかったこと、それらはむしろ人間を本
来の霊的なものから離反させたことを知っています。芸術は人間本来の生活の場である物質界において生じました。それは、神にとってはじ
めは喜ばしいものではありません。神自身が地上に植えた霊である「煙」は、アベルから神に向かってたち昇りますが、もう一方のカインの「煙」
は地上にとどまります。そこから対立が生じました。自立したものは、カインの煙のように地上にとどまるのです。」
「この分離が生じたために、子孫は先祖ともはや似ていないだけではなく、分化していったのです。性が占める役割が大きければ大きいほど、
ますます分化するようになったのです。（･･･）カインは大地を耕し、大地を変化させる者になりました。（･･･）今や、人間みずからが物質界
から取り出したものを、人間の中に織り込むようになったのです。人間は、物質界で経験をつみ重ね、そこで得たもので高次の世界を理解し
ようとしました。
（･･･）
今や人間は完全に地上と結びつきました。その結果、カインとアベルの対立は、神々の子らと物質界の子らの対立となりました。アベル−セ
トの末裔が神々の子らであり、カインの末裔が物質界の子らなのです。」

カインは自由を求め
アベルは神の求めに従う
カインは物質界の子であり
アベルは神々の子である
人のなかで
カインとアベルが相克する！
地と天が男と女が
自由と霊が相克する！
人は違いを生き大地を変化させ
芸術へ科学へと向かったのだ
神は未知のものを得させるべく
自由のもとに人を委ねたのだろうか

mediopos-903
2017.5.6

■ピーター・ペジック『近代科学の形成と音楽』（竹田円訳

ＮＴＴ出版

2016.12）

初めに音楽があった
宇宙は音楽でできていた
音楽は数であった
数は科学という地上の音楽をつくった
科学は音楽を求め宇宙像を描き
やがて数を信仰した
数は神であった
数が音楽であることが忘れられてからも
「音楽は、古代ギリシアの自然科学の中で特別な地位にあり、理想化された数学的対象と経験の世界を橋渡しするには適任だった。
そして古代以来、西洋の学問の構造は古代ギリシアをひな型にしてきたので、音楽は、算術、幾何学、そして感覚の世界とをつ
なぐ「蝶番」として、引き続き中心的役割を担わされることになった。一六世紀から一七世紀にかけて「新哲学」が誕生するが、
音楽は「新哲学」を取り巻く根源的変化の原動力でもあれば、これを反映する鏡でもあった。(･･･）音楽が科学の形成にどれだ
け深く関わっていたかを知れば、科学の人間的側面や知的側面をより広く深く理解できるようになる。そうすれば、これまで別
のものと考えられてきた「聴覚文化」と象徴的構造の研究をさらに接近させることもできるだろう。この接近のためいは、知覚
や感情や思考と生き生きと関わり合うきわめて人間的な営為として考えられる科学的経験の感覚的な諸相をじっくりと探究する
ことが必要になる。
」
「はじまりからいまにいたるまで、科学は音楽を追いかけてきた。音楽は最初に感覚と数学理論という目に見えない領域を結び
つけた。本書の考えでは、「科学革命」でさえ、音楽と数学と実験自然哲学がどうやって決定的にひとつになったかというもっ
と大きな物語のひとつのエピソードにすぎない。ふり返ってみれば、音楽が、古代につくられた数と量の溝の上に橋を架けて、
実験や数学的方法を物理学に最初に接近させたのだ。皮肉にも（それとも因果応報と言うべきか）この合体の試みが成功したせ
いで、音楽の痕跡は、はるかに密度が濃く強力な数学的形式主義の下に埋もれていくようになった。古代の四科は、近代科学を
産み落として、精根尽き果て息絶えたのだろうか？ 「沈殿（sedimentation）」は、埋葬という言葉を、威厳のある地質学的倍
音を含めて上品に言い換えた表現である。意図的な「脱沈殿（desedimentation）」でさえ、恭しくであれ、墓を暴くことを示唆
している。これに対して本書で考察した例が明らかにしたのは、こうした古代の音楽概念が、継続するテーマや問題として息を
吹き返した数多くの場面である。音楽や数学や科学にとって、残るものは沈黙ではない〔ハムレットの最後の科白のもじり〕。

音楽は常に響いていた
数が音楽であることを
思い出す者は幸いである
汝は宇宙を知るであろう
科学の謎を求める者は幸いである
汝はそこに音楽があることを知るであろう

mediopos-904
2017.5.7
■『中西悟堂

フクロウと雷』（平凡社

STANDARD BOOKS

2017.4）

偉大な師を求めるならば
身近な自然を求めるがいい
偉大な師は常に寄り添っているが
それに気づく者は少ない
目の前にいる師を見ずして
教えをもとめて彷徨っているのだ
知恵深き詩を求めるならば
身近な自然の詩を聴くがいい

「昆虫や鳥獣や植物やの生態の観察は、卓越した多くの綿密な頭脳と、多くの熱意に満ちた生涯とを賭けても尚余りある
研討の対象であるが、それと共に、それは限りない興味の秘密箱であり殆ど神話の具現でさえあるであろう。知的な人々
は、虚無思想を主題とする小説の主人公のように生活の空しさに倦怠しているであろうか。或いは学ぶことに飢えてい
るであろうか。が、もしも運命と機会とに選ばれて是等の諸生物への巡礼と遍歴とを始めて見るなら、そこに吾々は、
恰も神の無限の才能と創造力とを現実に見るような精巧さと多様さとの驚くべき種々相、生命の保全と種族の保存との
法則に貫かれている生活の万華鏡を見出して、その無尽の興趣に寧ろ暫くは茫然自失することであろう。」
「生物の生態観察は、もとより一個の科学に止まらない。それは又複雑多端なノーベルであり、広汎な哲学であり、高貴
な詩である。何となればそれは単なる形態の存在や様式の羅列ではなくて、凡そ一つの除外例外もなく生命の炉を燃や
している生活そのものであるからである。吾々は嘗てアルマの詩の科学者、虫の師父ファブルに依って、このことを深
く教えられた。またイギリスの無比な鳥類観察者ハズスンや、或いはホイットマンやエマスンの善き友であった偉大な
鳥の伴侶ジョン・バローズや、
『植物と人生』の筆者である世界的心情の人メーテルリンクや、ドイツの賢者ヴァルデマー
ル・ボンセルスなどの、深い叡智と、辛抱強い観察と、高い親しい精神とによって、このことを手引きされた。」
「しかし、自然は常に最も偉大な師である。恰もファブルがしたように、一本のピンセットや、一個の安っぽい拡大鏡や、
水温計やコンパスや、物差しやナイフなどの、ほんの少しの道具をしか用意しないとしても、あとは根気づよい探究の
熱意さえあるなら、自然が見せてくれる教訓は絶大無比である。目にあまる自然の舞台は、顕微鏡的な小生物や、吾々
を不断に囲繞している誰もが見知り越しの諸現象を通して、如何にも偉大な財宝と無数の玄関とを吾々の訪問のために
提供してくれることであろう。驚異はいつの吾々の身辺を殆ど密閉して、而かも透明な世界を開いている。従って地球
を一周するエトランゼの旅よりも、脚下数尺の範囲を旅する智解の旅のほうが、より多い困難と刻苦とを伴うであろう。」

知恵深き詩は常に詠っているが
それに気づく者は少ない
目の前で詠っている詩を聴かずして
高尚なる詩を求めて彷徨っているのだ
驚きに満ちた神秘を求めるならば
身近な自然に目を開くがいい
驚きに満ちた神秘は常に語っているが
それに気づくものは少ない
目の前で語っている神秘に気づかずして
宇宙の神秘なるものを求めて彷徨っているのだ

mediopos-905
2017.5.8

■『吉本隆明が語る親鸞』（東京糸井重里事務所 2012.1）
吉本隆明『最後の親鸞』（ちくま学芸文庫 2002.9）

私の刹那は
永遠とつながっている
ならば
私の小さなおこないさえ
永遠に照らしてみるのだ
そして永遠を問おうとするならば
私の小さな問いから目を逸らさないことだ
「現在、さまざまな社会現象や世界現象が我々の目の前で起こっています。そうした社会現象や事件に、ひとつの特徴

があるとすれば、一見すると＜緊急の課題＞に見えるもののなかに、本当は＜永遠の課題＞が混ざって、一緒に出て
きていることではないかと思われます。もうひとつ申しあげれば、小さな問題と考えられていることのなかに、永遠
の問題と緊急な問題が一緒に混ざって入ってきているということが、とても大きな特徴ではないかと思うのです。
大きな事件や大きな問題として出てくることのなかに、大きな問題が真にあると考えたり、また、小さな問題を小
さな問題とだけ考えると、誤解を生ずるかもしれない気がして、それが現在の特徴のような気がしています。」
「ぼくなりの解釈を申しあげますと、眼前に切実な問題や事件、あるいは社会現象が次々に起こっている場合に、それ
を＜緊急の課題＞と考える、あるいはこれは＜永遠の課題＞なのだと考える、どちらの考えをとっても、駄目なので
はないかと思います。(･･･）
つまり、これは二者択一の問題として存在しないと思います。(･･･）
社会では、これをどちらかの問題として解けとか、おまえはどちらかの課題に着けとしばしば言われますが、その
言われ方はたぶん間違いです。
これはよく見なければなりません。つまり、ひとつの課題として見えるもののなかに、何が永遠の課題で、何が緊
急の課題なのかを、よく見なければいけないと思います。」
「現在、身近に迫ってくる社会的な事件は、＜緊急の課題＞と＜永遠の課題＞が両方混ざって出てきていると理解した
ほうがいいと申しあげました。そういう考え方にたいへん示唆を与えてくれたのが親鸞の「浄土から再び還ってきて、
自在なる慈悲を発揮すべきだ」という考え方なのです。
緊急の課題というのは、こちらからあちらへいく課題です。それでは永遠の課題とは何かといったら、ある社会的
な事件があったら、その事件を、時間的にいえば未来、もっと親鸞的な言い方をすれば浄土、あるいは死からの光線
で照らし出してみなければわからない問題です。その永遠の課題が、あらゆる社会現象のなかに見ようとすれば見ら
れるようになったことが、とても重要なことです。」
「こういう問題に対して、親鸞は「慈悲っているのはふたつあるんだぜ、＜往相の慈悲＞と＜還相の慈悲＞というのが
あるんだぜと言っているわけです。」

どんなに些細なことも
宇宙の秘密とつながっている
ならば
ひとひらの木の葉が散ることさえ
宇宙に響いているのだ
宇宙の秘密を問おうとするならば
今起こっている小さなことから目を逸らさないことだ

mediopos-906
2017.5.9

■エイドリアン・ベジャン＆Ｊ．ペダー・ゼイン『流れとかたち／万物のデザインを決める新たな物理法則』（柴田裕之訳
紀伊國屋書店

2013.9）

「本書は、自然界のデザインを科学の一分野として扱う。その核を成すのが、デザインと進化の物理法則である「コ
ンストラクタル法則」だ。この法則は、血管組織や移動、社会組織などを含め、生命を持たない河川から生き物
のデザインまで、自然というモザイク全体に及ぶ。」

「生物・無生物の区別なく、動くものはすべて流動系である。流動系はみな、抵抗（たとえば摩擦）に満ちた地表
を通過するこの動きを促進するために、時とともに形と構造を生み出す。自然界で目にするデザインは偶然の所
産ではない。それは自発的に現れる。そのデザインが、時とともに流れを良くするからだ。

流動系には二つの基本的な特徴がある。流れているもの（液体や気体、質量、熱、情報など）と、その流れが
通過する道筋のデザインだ。たとえば稲妻は、雲が放電するための流動系だ。稲妻は文字通りの電光石火の早業で、
まばゆい分枝構造を生み出す。これは流れ（電気）を、一立体領域（雲）から一点（教会の尖塔、あるいは別の
雲の一点）に移動する非常に効率的な方法だからだ。河川流域の進化も、似たような構造を生み出す。河川流域

もまた、流れ（水）を一平面領域（平野）から一点（河口）へ運んでいるからだ。樹状構造は、気道（酸素の流
動系）や、毛細血管（血液の流動系）、脳の神経細胞の樹状突起（電気的な信号やイメージの流動系）にも見られ

る。この樹状パターンが自然界のいたるところで現れるのは、一点から一領域への流れや一領域から一点への流
れを促進するためには、これが効果的なデザインだからだ。実際、そのような流れのある所には、必ず樹状構造
が見つかる。
」
「コンストラクタル法則のおかげで、流動系は時がたつにつてて進化し、しだいに優れた配置をとり、その中を通
る流れをよくすることになる。デザインの生成と進化は、肉眼で見える物理現象で、自然に生じ、そこを通る流
れをしだいに良くする。この原理はあらゆる尺度で成り立つから素晴らしい。個々の細胞や樹木、道路など、進
化をしている流動系の中で、各構成要素も進化を続けるデザインを獲得し、流れを促進するのだ。(･･･）そして
全体を眺めると、私たちを取り巻く最大の系、すなわち地球そのものの上で合わさり、形を変えていく流れは、
地球全体の流れを良くするように進化する。「多から一へ」だ。」
「コンストラクタル法則の視点から物を眺めるのは、三段階の過程と見なせる。第一段階は「運動はあらゆる生命
のもと」というレオナルド・ダ・ビンチの洞察から始まる。(･･･）
第二段階は、あらゆる流動系が、ある特徴を自らに与える傾向を持っているのを認識することだ。それはコン
ストラクタル法則が見出されるまで認識されていなかった特徴、すなわちデザインだ。このデザインという特性
には、流動系の配置（構成や配列、形状、構造）と、そのリズム（脈動や動きの、予測可能な割合）が含まれている。
（･･･）
第三段階では、私たちの描き出した図面が動画になる。デザインは進化するからだ。流動系は時の流れの中で
配置を変え続ける。この進化は一方向にだけ起こる。すなわち、流動デザインははっきり向上し、可能ならばよ
り容易により遠くまで動くようになる。(･･･）
流動デザインの生成と絶え間ない変形と改善−−−−これがコンストラクタル法則の及ぶ自然現象だ。(･･･）この
洞察のおかげで、長らく偶然として片づけられてきた諸現象に共通するパターンを認識することが可能になる。」

すべては動きからはじまり
動きは流れのなかで形になる
自然は流れ流れ流れ
万物のデザインを生成していくのだ
たゆまない流れの連続は形と構造を生み
枝分かれした流れはまた次の場所へと移り
さまざまな樹状構造をつくりだしてゆく
動きのなかでおのずと形はデザインされ
リズミカルにハーモニアスに常に進化しながら
自然の一大モザイクはつくりあげられてゆくのだ

mediopos-907
2017.5.10

■『攻殻機動隊 DVD BOOK by 押井守 GHOST IN THE SHELL』（講談社
■『攻殻機動隊 DVD BOOK by 押井守

イノセンス』（講談社

2017.3）

2017.3）

私はなぜ
なにかを思い
なにかを求め
なにかを行おうとするのだろう
好き嫌いの数々
主義主張の数々
論理非論理の数々
それらに
私はさまざまな理由を与える
けれどその理由の理由を
ずっと遡っていくならば
それらはまるで実体のない
ゴーストのようなものとなってゆく

＊「GHOST IN THE SHELL」はアーサー・ケストラー著の『The Ghost in the Machine（機械の中の幽霊）』に由来する。
＊ゴースト：
「あらゆる生命・物理・複雑系現象に内在する霊的な属性、現象、構造の総称であり、包括的な概念である。作中
においては主に人間が本来的に持つ自我や意識、霊性を指して用いている。」（Wikipedia での記載より）
「ガイノイドとは、女性型アンドロイドの総称である。本作のテーマとなるのは “ 人形 ” であり、“ ハダリ ” はその象徴として登
場する。
」
「どうして人は人形を作るのか？ なぜ人は人形を時に愛し、時に恐れるのか？ 人が人を模したものを作ることの意味は？
なぜ人間は機械の身体（サイボーグ）に憧れるのか？ はたしてそれはいいことなのか？」。本作ではそういったことが、劇中
の登場人物や、歴史上の人物からの引用、また実際に画面に現れる人形を通して、観る者に問いかけられる。だが、作中ではそ
れらに明確な答えを出していないし、観る者である我々も、それらの問いに対する答えをしっかりと持つ必要はない。ただひと
つ言えるのは、本作を鑑賞することによって、“ 人形 ” や “ 人を模したものを作る ” ということの意味に関して、作品を観る前
と観た後で、全く違った印象を得るようになっているであろうということだけだ。」
「多数の人間をゴーストハックして操った “ 人形使い ”。秘密会談襲撃未遂事件では、コーギー（サングラスの男）をハックして “ 過
激派組織の人間 ” という偽の経歴と記憶を与えた。コーギーは「飲み屋にいた親切な男」を装い、清掃局員に接触。その清掃局
員も “ 人形使い ” がハックした。コーギーは清掃局員のために、ゴミ回収車巡回ルートを先回りし、各講習端末に清掃局員が使
用する “ 防壁破り ” を用意する。それを使い清掃局員は「突然離婚を叫びだした女房」の真意を確かめるつもりで、妻に対しゴー
ストハックを使おうとした。だが「妻と娘」の存在は “ 人形使い ” に与えられた偽の記憶で、彼は実際には外務大臣の通訳にゴー
ストハックさせられていたのだ。コーギーも同様に、自分が難のために、何をやっているのか理解していなかった。そして、マ
レス大佐のもとに現れた “ 人形使い ” も偽物で、やはり操られた人物だ。９課のラボに持ち込まれた義体に入っていたのが、本
物の “ 人形使い ” だったのである。」

私という記憶を遡っていけば
どこかにたどり着けるのだろうか
私はいったいどこからやってきたのだろう
そのゴーストは日々不安のままに
それとも不安を忘れてしまったかのように
好き嫌いを吐き出し
主義主張を論じ
論理非論理を述べ続けている
まるでそこに明らかな理由があるように
まるでそこに私という謎がないかのように

mediopos-908
2017.5.11

■フランセス・イエイツ『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス教の伝統』（前野佳彦訳

工作舎

2010.5）

ブルーノよ
無限と有限を
最大者と最小者を
決して分けることのない者よ
点にアトムにモナドに
全体を
無限を観る者よ

「太陽を中心に置き換えることで古い宇宙論を解体するのに至るその近代科学の衝動ですら、新しく幻視された太陽へと向か
う衝動として捉えるならば、此岸としてのこの世界を志向するヘルメス教固有の欲求だったかもしれない。その衝動は最初フィ
チーノによって魔術として解釈され、次にコペルニクスにおいて科学としての姿を顕し、最後にブルーノにおいてグノーシス
的宗教性へと回帰する。（･･･）ブルーノが一度は受容した彼のコペルニクス説から再度離脱し、無数の世界によって充ち満ち
た無限の宇宙へと飛翔する、その情念的原動力となったのもまたヘルメス教的衝動だったのである。
このようにして＜ヘルメス・トリスメギストス＞、また彼と結ばれたネオプラトニズムとカバラは、その栄光に満ちた隆盛
の時期、西欧的人間の内面を支配し、そこで演じられた人間的運命の造型において、重要な役割を果たしたと言えるのかもし
れない。
」
（前野佳彦 解説「ルネサンス的均衡における魔術の内化」より）
「イエイツは＜ヘルメティズム＞を＜魔術宗教＞として捉え、ブルーノの本質を＜魔術師＞として捉えるのみならず、この＜
魔術的宗教＞の伝道の使命に規定された宗教的実存として捉えた。したがって本書の立論の範囲での＜ヘルメティズム＞はイ
エイツにおいても、イエイツの視界に捉えられたブルーノにおいても＜ヘルメス教＞であった、と一義的に考えるべきである。
つまりイエイツのブルーノ解釈の＜革命性＞が＜魔術的宗教家＞としてのブルーノ像の確立にあった以上、その革命性は本体
の＜ヘルメティズムの伝統＞に対しても発揮され、通常は＜思想＞、＜主義＞、あるいはどのように拡張してもたかだか＜疑
似宗教＞の範疇で括られる特殊な観念体系に直截に＜宗教＞の名を与えたところに、イエイツの真意があったと見るべきだか
らである。したがって本書の表題が日本でこれまで＜主義＞、＜思想＞の範疇で紹介されてきたのはイエイツの意を汲んだも
のではなく、＜ヘルメス教＞と一義的に訳出し、その方向での読解を試みるべきだと筆者は結論的に考える。」
「西洋的な＜イズムとしての宗教哲学＞の系譜において、オルフェウス、ソクラテス、プラトンが最初に来るとすれば、その
系譜のルネサンス的反復として、フィチーノ、ピコ、ブルーノが来る、という風に概観できる。そしてこの概観を説得力のあ
る形で与えてくれるのもまた本書の果たした大きな貢献なのである。」

一にして全（ヘン・カイ・パン）に
物質に内在する
能産的自然の熱を持ち込み
世界をみずからを創る芸術家とみなす者よ
ブルーノよ
汝は
ヘルメス教を伝える魔術師か
世界を無限の芸術作品と讃える芸術家か
その熱狂のなかに
汝は何を観たのか
如何なる音楽を聴いたのか

mediopos-909
2017.5.12
■「松村正人

保坂和志インタビュー／世界の外に立たない思考

ベケット、カフカ、小島信夫」

（
『読書夜話／音楽ファンのためのブックガイド』（P ヴァイン 2015.4）所収）

内と外を切り離したとき
世界は分かった気になるけれど
分裂は避けられなくなる
そんな知性はだから
ちょっとした病気なんだ
痴という文字のようにね
世界に外があるとき
原因は外にあることになる
イデアを外につくってしまうように
イデアを求めるならば
世界のなかに求めたほうがいい
私という謎や理由を求めるならば

「保坂／ぼくにとってはまず世界とか人生とかを外側から見る視点をいかに自分のなかから完全になくしていくかということだか
ら。世界というのは外から見えない、自分の人生とかも外から見えないわけでね。外から見えるというその救いみたいな出口みた
いなものは、ひとが知的なひとたちとそうじゃないひとたちって現実にいるわけでさ、知的なひとたちってそういった俯瞰的思考
ができるようになっているんだよね。でもそれによってある優越感的なものをえて世界に翻弄されにくいメンタリティになってい
く、知的になるということは知らず知らずにそういうことをする訓練なんだよ。その根は深くて、そういうことを教えることで官
僚とかをつくりだし、社会の外側に置き優越感をつくるシステムがこの社会のなかでできているかもしれないんだよ。ほんとうに
そういう思考のないひとたちっていうのはしゃべくりかたがちがうからさ。世界を外から見るとか人生を外から見るというのが通
じないし、そういう部分がまったくないからしゃべっていて、まったくわけわからないひとたちになっていくわけだけど、人生や
社会に翻弄されない体勢をつくることでえられるものは官僚的なものでしかないともいえる。それによってほんとうに自分の人生
が豊かになるかといえばちがうと思うんだよ。それで人生を歩めるか、人生をもっとも充実させられるかといえば、外に出てしま
うやり方はダメなんだよ。人生や世界を外から見ない訓練を徹底して積んでいかないと充実したものにならないんだよ。」

世界のなかに求めたほうがいい
出口を探したり
救いを求めたりすればするほど
自分は世界のなかにいないことになって
まるで幽霊みたいになっちゃうだろ

mediopos-910
2017.5.13

■テッド・チャン『あなたの人生の物語』（浅倉久志訳
＊映画『メッセージ』の原作

ハヤカワ文庫 SF

2003.9）

一編の映画がある
それを観ている私がいて
映画のなかにも私がいる
映画ははじまりやがて終わる
私はそのなかで物語を生きている
物語を生きる私は自由で
そして自由を超えている

「光がある角度で水面に達し、異なった角度でそのなかを進むという現象を考えてみよう。屈折率のちがいが原因となって光は方向を変
えるという言い方で説明すれば、それは人類の見かたで世界を観ていることになる。光は目的地への旅程に要する時間を最少にすると
いう言い方で説明すれば、それはヘプタポッドの見かたで世界を観ていることになる。まったく異なる二とおりの解釈だ。
物理という領域は、完璧に両義的な文法を持つ言語でなりたっている。あらゆる物理現象は、まったく異なる二とおりの方法で説明
できる言辞であり、ひとつは因果律的で、いまひとつは目的論的だが、どちらも妥当であって、どれほど多数の文脈を動員しようが、
どちらもその適格性を奪われることはない。
人類の、そしてヘプタポッドの祖先がはじめて意識のきらめきを得たとき、両者は同じ物理世界を知覚したが、知覚したものの解析
の仕方は異なっていた。最終的に生じてきた世界観の差は、その相違の究極的結果だ。人類は逐次的認識様式を発達させ、一方ヘプタポッ
ドは同時的認識様式を発達させた。われわれは事象をある順序で経験し、因果関係としてそれを知覚する。〝それら〟はあらゆる事象を
同時に経験し、その根源にひそむ目的を知覚する。最小化、最大化という目的を。」
「自由および束縛という語の概念に関するわたしたちの理解によれば、ヘプタポッドたちは自由でもなければ束縛されてもいない。〝そ
れら〟は意志に従って行動するわけでもなければ、救いがたい自動機械でもない。ヘプタポッドたちの認識様式を特徴づけるものは、
〝そ
れら〟の行動が歴史の事象と一致するということのみではない。〝それら〟の動機もまた、歴史の目的と一致するのだ。〝それら〟は未
来を創出するため、年代記を実演するために、行動する。
自由は幻想ではない。逐次的意識という文脈において、それは完璧な現実だ。同時的意識という文脈においては、自由は意味をなさ
ないが、強制もまた意味をなさない。文脈が異なっているにすぎず、一方の妥当性がより優れているとか劣っているとかではない。」

平面を歩む私と垂直を生きる私
映画の中の私とそれを観る私
どちらの私も真実を生きている
自由である私もそしてそれを超える私も

mediopos-911
2017.5.14

■水野千依『イメージの地層／ルネサンスの図像文化における奇跡・分身・予言』（名古屋大学出版会

2011.9）

ひとは
ものに
思いを込める
ものは
その思いによって
さまざまな地層をつくる
祈りは
祈られるもののなかで
生きられつづけるのだ
それがただひとつの
石にすぎないとしても
そこに込められた思いは
幾重もの地層をつくっている

「ルネサンスといえば、一般には、人文主義的潮流を背景にさまざまな芸術上の革新が展開された時代とされる。優れた芸術家た
ちの殿堂はいまなお人々を魅了してやまず、また多くの歴史的省察の対象となっていることは言を俟たない。しかし、この時代、
イメージがたしかに芸術的価値を高めていくとしても、人々がそれ以前から培ってきた像にまつわる慣習や信念や心性が突如とし
て姿を消したわけではない。十五世紀以降に前景化する様式意識や審美的態度は、それ以前の礼拝的で時に「迷信的」ともいいう
る伝統的な観念といかに関わっていたのか、また、両者の対話的出会いはいかに新たなイメージの歴史を紡いでいったのか、本書
は、この新旧の態度の臨界＝閾に身を置き、歴史人類学的視座からルネサンス文化におけるイメージの地位や機能の再考を試みる
ものである。
」
「石を握り、念じ、祈る。それは、古今東西、人々がさまざまな苦境において訴えてきた身ぶりであるが、絵や彫像といったイメー
ジもまた、そうした祈願の対象であったことはことさら強調するまでもないかもしれない。しかし、本書の研究を促してきたのは、
イメージの力に触れるこうした経験の数々にほかならない。
たとえばイタリアのペルージャ国立考古学博物館を訪れたときのこと。その一室に設けられたジュゼッペ・ベッルッチ・コレク
ションには、過去に人々が祈りを託し、身にすりつけたりこすったりした石が数多く蒐集されていた。摩滅したその表面は、その
時々の祈念の痕跡を示しており、由来も質もとるにたりない「石」に魅了され、かくも捕らわれたことはかつてなかった。そして
イメージ−−−−聖人を描いたお札や奉納絵や彫像など−−−−もまた、こうした石や呪具に併置して展示されることで、それに類す
る力を見込まれていたことを証していた。いずれも、粗末な素材でできた質の劣るイメージにすぎない。しかし、過去に生きた人々
の記憶をとどめ、喚起するその力には、立ち去りがたい何かがあった。」

それがときに
物の怪となって
ひとを襲うときがあるとしても
物の怪は
祈りの化身でもあるのだ
それらはやがて
解放を必要とする
ものたちを供養することは
そこに祈りを込めたひとみずからの
供養でもあるのだから

mediopos-912
2017.5.15

■相馬伸一『ヨハネス・コメニウス／汎知学の光』（講談社現代選書メチエ

2017.4）

光を求めるならば
闇のなかにも光を求めることだ
光は導きとなり
希望ともなるだろう
光のなかの光は
見えていて見えない
隠された闇もあり
私たちを惑わせもする
知識がそうであるように

「コメニウスは危機の世紀とみなされる一七世紀の闇のうちに光を見出した。一九六八年の「プラハの春」のあとの正常化の
時代に秘密裏になされたパトチカの講義は、状況に応じていくつもの顔を使い分けなければ生きられなかった人々にとって、
闇からの光だったに違いない。両者は、一見すると光として映る事実上の公共性のうちに闇を見出すと同時に、闇や暗がりに
見える事柄のうちに光を見出そうとした。人間が自ら魂を向き変える可能性をめぐるコメニウスの考察は、実に三世紀の時を
経て、彼の祖国に新たな装いで現れたのである。」
「コメニウスは「書物や本は地上の物質において灯された光に対応しており、かなりの時間持続して、あちこちに運ばれうる」
と記した。思想はテクストとして書かれることで時間や空間の隔たりを超えて伝達される。書物とは知の光、というのは、な
るほど言いえて妙だ。しかし、時間を経る中で知の光は反射、散乱、屈折、隠蔽を繰り返し、私たちを戸惑わせる。そこに目
を凝らし、何らかの認識に至っても、それが真理である保証はない。その認識をそのまま表現できる能力が私たちにあるのか
どうかも疑わしい。しかし、別様の何かが書かれることで、眺望の固定や特定の言説のカノン化に歯止めをかけることはでき
るだろう。
『地上の迷宮』の旅人が世界への旅に出かける際、意地の悪い案内人にかけられた惑わしの眼鏡は、少しずれてかけられてい
た。レンズを通して得られる情報と、間隙から見えてくる景色との差異は、旅人を迷わせるものだっただろう。にもかかわら
ず、その差異は旅の中で迫られる判断が思慮深くなされるためには不可欠だったに違いない。むしろ、その差異こそが旅を可
能にしたとさえ言えるかもしれない。そうだとすれば、複数の視点がもたらされ、それらを照らし合わせることは、私たちの
思索と、それに基づいた発言と行動を、より思慮深いものにする助けになるはずだ。
私たちは、知の光が織りなされる「生ける印刷術」の過程を生きている。世界から贈られた光を返す私たちの営みがどれ一
つとして同じでないのは、コメニウスに従えば、私たちに自由への意志も贈られているからである。私たちはただ受動的に光
を返しているわけではない。コメニウスをめぐる言説の歴史は、人間が否応なくユニークな光の現れであることを物語ってい
る。
」

光あるときには
その迷宮を歩くために
光を見るレンズを
しっかりと確かめておくことだ
遠くを見るレンズもあれば
近くを見るレンズもある
レンズが歪んでいることもあるだろう
見る方向が固定されていることもある
光の織物を見る眼を常に鍛えておくことだ
光を受けたとき
私たちは光を照らし返してもいるのだ
そのことを知らねばならない
そこにみずからの闇も隠されている
それを確かに見る眼をもつことが
新たな自由への光ともなるだろう

mediopos-913
2017.5.16

■中沢新一・山本容子『音楽のつつましい願い』（筑摩書房

1998.1）

魂の宮殿は
忘れ去られて久しい
私たちの宮殿は今や
コンクリートや鉄や機械で
埋め尽くされている
人はその冷たい宮殿で
つくられた色と形を纏い
機械の体と心のように
ぎくしゃくと動き回る

(「おとぎ話としての音楽 ミカロユス・チュルリョーニス」より )
＊ミカロユス・コンスタンティナス・チュルリョーニス
（Mikalojus Konstantinas Čiurlionis、1875 年 9 月 22 日 - 1911 年 4 月 10 日）リトアニア人画家・作曲家。
「田舎に住むリトアニア人たちは、まだおとぎ話の語る真実を、生き生きと感じ取れる能力を失っていなかった。おとぎ話は、人の魂
が心の奥深くで語りつづけている不思議なことばを、人がコミュニケーションをおこなうときに使っているふつうのことばに翻訳した
ものだ。それは魂が語る、魂のことばにそうとうに忠実な、音楽だ。昔の人々は、おとぎ話に耳を傾け、そこに語られている内容に共
感をしめしながら、解説のことばでもコミュニケーションのことばでもなく、魂のことばそのものによって、おたがいの間にたしかな
つながりをみいだしてきたのである。」
「チュルリョーニスはおとぎ話の語っている、その「魂の宮殿」から、色彩を取り出し、形をすくい取り、音の流れをメロディや和音
としてあふれださせようとして、生きた人なのである。」
「チュルリョーニスの音楽。彼の絵とよく似た、おとぎ話としての音楽。音楽がおとぎ話の一種であることを理解していたのは、リト
アニア人がアンビバランな感情を抱きつづけた、あのロシア人たちだ。チュルリョーニスの作品は、私を思考の淵に追いやる、とマク
シム・ゴーリキーは書いた。思考の淵に追いやられた心は、そこに魂の深淵が口を開いている、美しくもすさまじい光景を目撃するこ
とになる。ことばで語られるおとぎ話の場合には、魂の働きのエージェントたちは、動物や植物や悪人や善人や、妖精や鬼の仮面を着
けて、私たちの前に姿をあらわす。ところが、音楽の場合には、魂の働きは、なんの仮面を身に着けることもなく、なまなましい裸の
音として、私たちの体の中に飛び込んでいるのだ。なんとすさまじい光景ではないか。おとぎ話としての音楽は、人を裸のまま、宇宙
の流動の前にさらそうとするのであるから。」
＊ミカロユス・チュルリョーニスの絵画作品：音楽的な題名を持った作品が多い
城のおとぎ話／星のソナタ／太陽のソナタ／ピラミッドのソナタ／天使の前奏曲／連作絵画「黄道十二宮」／天地創造
＊ミカロユス・チュルリョーニスの音楽作品：ショパンを連想させるタイトルだが、シューマンやグリーグに近い書法。
交響詩『森の中で』／交響詩『海』／カンタータ『深淵より』／弦楽四重奏のための主題と変奏 ロ短調／フーガ変ロ短調／リトアニア
民謡からの編曲・変奏曲ほか
＊添付画像
□絵画作品：前奏曲とフーガ＜天使＞
□絵画作品：天地創造

そこでは音楽さえもが
機械の体と心で
自動音楽を奏でている
奏でているのは AI という脳だ
AI の宮殿で奏でられる音楽
そして飾られている絵画たち
魂はどこへ行こうとしているのだろう
ファンタージエンは失われ続け
そこにあるのは深淵ではなく
ただの空虚な穴でしかないのだ
魂の宮殿を思い出すために
ささやかでつつましい音楽を奏でよう
色と形の流れ出す絵画も添えて

mediopos-914
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■ヒロ・ヒライ／小澤実

編集『知のミクロコスモス／中世・ルネサンスのインテレクチュアル・ヒストリー』（中央公論新社

2014.3）

テクストを記す者がいて
テクストを読む者がいる
テクストが記される背景なくして
テクストを理解するのは難しく
記されたテクストの理解なくして
テクストを理解するのは難しい

「西洋思想の歴史は、プラトンやアリストテレスという二人の巨人を擁する古代ギリシア・ローマ時代の出発点とし、信仰にも

とづく非合理的な中世・ルネサンス期をへて、デカルト革命以降の理性的かつ合理的な近代世界へと移行するという、一種の
単線的な発展史観が透けて見える。しかし、こうした近代的な価値の対極にあると考えられてきた中世・ルネサンス期は、じ
つのところギリシア・ローマ思想をその時代独自の作法で読み解き創造的に解釈した知的に豊穣な時代であったのだという理
解へと、近年の学者たちの認識はシフトしつつある。そのシフトの背後ではなにが起こっていたのだろうか？ ここでカギと
なるのが、インテレクチュアル・ヒストリーとよばれる歴史学の手法である。
そもそもインテレクチュアル・ヒストリーとはなんであろうか？ それは人知をあつかうがゆえに思想史や哲学史と同一視す
る向きもあるかもしれない。しかしこれまでの思想史・哲学史とよばれる研究分野では、特定のテクストの解釈に重点がおかれ、
それぞれのテクストが成立する背景にあった「知のコスモス」の把握には必ずしも十分な関心がはらわれてこなかった。ある
思想家を理解するためには、ただテクストを読みこむでかではなく、そのテクストを生み出した歴史的な文脈（コンテクスト）
を把握することが必須であるのに。他方で十九世紀以来、政治・制度・行政といった側面を中心テーマにすえてきた歴史学では、
近年はとみい人間活動の文化的な現象をあつかう文化史や社会史が盛んになってきたものの、個人の業績や個別の作品につい
てはなお他の分野に任せている。
これら思想史・哲学史と歴史学の交錯点の一歩先に立ちあらわれるのが、インテレクチュアル・ヒストリーだ。そこでは、個々
の思想家だけではなく、有名無名の文学・芸術作品、さらには過去の大小の出来事や事象までもが研究の対象とされる。つまり、
インテレクチュアル・ヒストリーとは歴史学と哲学のあいだに存在し、歴史学者の時間や空間にたいする感性と哲学者のテク
ストのなかに入りこむ浸透力のふたつを同時に必要とするジャンルなのである。
職業的専門家の出現により学問の細分化がおこなわれたのが近代ならば、それ以前の知的世界は多様な要素が複雑に絡みあっ
ている百科全書的な世界であり、キルヒャーやライプニッツに代表される万能人たちをつくりだした。現在であれば哲学、科学、
美術、建築、文学、神学、歴史といった各分野の枠内で論じられる主題が、中世やルネサンスにアプローチするには、多様な
学知の交錯点にたちインテレクチュアル・ヒストリーの手法がもっともふさわしい。また、西洋思想の歴史において正典から
こぼれ落ちた周縁的な内容として等閑に付されてきた説教、古物論、神学書、建築書、医学書、記憶術書といったテクスト群
に光をあて、中世・ルネサンスという時代に展開された独自の知的世界を再現するという点でも、インテレクチュアル・ヒス
トリーは特筆に値する。方法論の融合と対象テクストの革新は、かつては書物に記され、そして忘却のかなたに追いやられて
いた人知の営みを現代世界へよみがえらせ、従来型の歴史記述に変更をせまるのではないだろうか？」

テクストは重層的な意味を内包し
しかもそこにはテクストに記されていない
認識の多層的な深みが必要とされる
しかも秘された知では
必要なのは記されていることではなく
記されていないことに他ならず
記されているとしてもそれは
みずからが確かに歩むものだけが知り
おりにふれて確かめることのできる里程標なのだ
知識は知識にすぎず
テクストはテクストにすぎない
そのミクロコスモスは
真にマクロコスモスと対照し得たときにのみ
その智を映し出すことができる鏡なのだから

mediopos-915
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■スーザン・バリー『視覚はよみがえる／三次元のクオリア』（宇丹貴代美訳

筑摩選書

2010.12）

見るということは不思議だ
立体的に物を見るためには
ふたつの視点を同時に働かせる必要がある

「ほとんどの人は、なんの苦労もなく立体的に物が見える。何かの物体を見るとき、脳は無意識に右目と左目の像を

比較する。もし、左右の中心窩に映る像の位置が少しちがっていたら、脳はこのちがいを最小限にするために内転す
るか外転するよう目に命令をくだす。わたしが立体視を得るまで、固視した物体は片方の網膜の中心窩に像を結ぶも

のの、もう一方の網膜では中心窩の外にある非対応点に像を結んでいた。これらふたつの像の差異が大きすぎるせい
で、眼位を調節するための内転または外転を無意識に行なうことができなかった。したがって、わたしはきわめて意
識的に、ふたつの目の焦点を合わせる方法を学ばなくてはならない。そうするためには、目が空間のどこに向けられ
ているのかを自分に知らせて焦点の移動をうながすようなフィードバックが必要になる。」
「何よりも驚きだったのは、視覚の変化が考え方にまで影響をもたらしたことだ。いままではずっと、段階を追うよ
うにして物を見て考えていた。片方の目で見て、次にもう片方の目で見るというやり方だ。人がたくさんいる部屋に
入ったときは、ひとりずと顔を見ていく方法で友人を捜した。どうやれば、部屋全体とそこにいる人間をひと目で頭
に取りこめるのか、さっぱりわからなかった。大学で講義を行なうときはいつも、ＡがＢをもたらしひいてはＣをも
たらしというふうに説明していた。子どもたちの成長を観察するまでは、細部を見ることと全体を把握することはべ
つべつの過程だと思いこんでいた。というのも、自分は細部を見きわめたあとでそれらを足しあわせて、ようやく全
体を作りあげることができたのだ。ことわざにあるとおり、木を見て森を見ずの状態だった。ところが、子どもたち
はふたつを同時に行なえるらしかった。（･･･）息子と娘は幼いころから、細部と全体像を同時に把握することができ
た。わたしがそのやりかたをようやく理解したのは、中年になって、ふたつの目で同時に見るやりかたを学んだとき
だ。これができてはじめて、森全体とそこにある木々を同時に意識することができるようになったのだ。」
「大学ではじめて立体視について知ったときは、自分が立体的に物を見られたら、きっと針に糸をとおしたり、車を
駐めたり、テニスボールを打ったりするのがうまくなるだろうと考えた。もちろん、すべてそのとおりになったが、
すばらしい三次元の視覚では世界がいかにちがっているか、いかに壮麗に見えるかなど、当時は考えてもいなかった。
何よりも重要なのは、自分が幼いころから閉じ込められていた視覚の運命の犠牲者ではないのだと知ったことだ。わ
たしはみずからの力で視覚を回復させることができた。苦労してあらたに身につけた立体視力は、とほうもない安心
感と自信と達成感をもたらしてくれた。わたしはいま、奥行きに満ちたゆるぎない鮮明な視覚で、世界に相対してい
るのだ。
」

ひとつの目は平面しか見ることができないが
平面の情報は複合的なシンクロを受けて
脳のなかで奥行きをつくりだし
見えないものを見せているのだ
ふたつは右と左だけではない
部分と全体でもある
部分を内包した全体と
全体を内包した部分が
認識を立体化させる
見るということは不思議だ
見えるものを通じて
見えないものを見るのだから

mediopos-916

日々感情が増えていく

2017.5.19

■篠田桃紅『人生は一本の線』（幻冬舎

2016.4）

感情が暴走するのは
感情の数が少ないからだ
好きか嫌いの二つしかなければ
究極の選択しかできないのだ
若い頃はたくさんの感情を
持つことはできていなかった
いまではずいぶんとふえて
感情を入れる器もずいぶん大きくなったから
たいていの感情は溢れてしまうことはなくなった
そしてその器のなかは豊かな密林のように
いろんな生きものたちが同居している

（
「続けている」より）

「一作、一作、よくなっていくと信じている。
でなければ、続けられません。
だんだん悪くなっているなんて、
そのときはやめますよね、あっさり。
いい悪いの価値観ではなく、
その歳にならなければできないもの、
その歳によって得られたもの、
そういうことで、私は続けているんです。」
「
「若い人へ」より）
「体はどんどん衰えます。
でも、精神的には衰えていかない。
若いときにはわからなかったことが、わかったり、考えられたり、精神的には老いていないんですよ。
変化はしているけれど、衰えてはいない。
若いときには、感じもしなかった感覚を、老いて初めて得られることはあるんですよ。
若いうちは見過ごしていた、なんとも思っていなかったけれど、人間の深い底にある気持ちというものが、
こういうことかも、と見当たることがあります。
それは、衰えたのか、進歩したのか、なんとも言えません。
ただ、老いて重ねた年月は、重ねて初めて得られるものはある、ということ。
生きているかぎり、ずっと。
だから、老いは、イヤなものだと忌むべきものではない、ということです。
老いて初めて得る感覚もあるし、感情もありますから、マイナスの面ばかりを見てはならないです。」

しかも感情は一本の線のようにシンプルだ
そんな感情に私はなりたい
日々思考が増えていく
思考がついていかなくなったり
邪魔になったりするのは
思考の数が少ないからだ
若い頃はたくさんの思考を使って
建物を組み立てたりすることはできなかった
一本の思考の角材を振り回して
いろんなところにぶつけてしまうのが関の山だった
いまではすいぶんと思考のパレットも増えて
描ける絵もずいぶん増えてきたから
思考が死んだようになるほど混乱したり
思考そのものが癌細胞化することも少なくなった
そしてその器のなかは豊かな幾何学図形のように
いろんな形が矛盾などへいちゃらで同居してもいる
しかも思考は一本の線のようにシンプルだ
そんな思考に私はなりたい

mediopos-917
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■川上未映子・村上春樹『みみずくは黄昏に飛びたつ』（新潮社

2017.4）

ことばは
そのままでは
倍音をもたない
深みへ
くぐらせるほどに
倍音は響きはじめ
ポエジーのことばとなる
光は
そのままでは
倍音をもたない
闇の深みへ

「村上／自我レベル、地上意識レベルでのボイスの呼応というのはだいたいにおいて浅いものです。でも一旦地下に潜って、また出て
きたものっていうのは、一見同じように見えても、倍音の深さが違うんです。一回無意識の層をくぐらせて出てきたマテリアルは、
前とは違うものになっている。それに比べて、くぐらせないで、そのまま文章にしたものは響きが浅いわけ。だから僕が物語、物語
と言っているのは、要するにマテリアルをくぐらせる作業なんです。それを深くくぐらせればくぐらせるほど、出てくるものが変わっ
てくるんですね。
」
「村上／インタビューもそうですよね。例えば『アンダーグラウンド』でインタビューした時も、相手はプロの書き手ではない、普通
の市民の方々ですから、インタビューした後、テープ起こしをしたものを、僕自身の中に一回くぐらせるんです。いや、逆に僕自身
を相手の話の中にくぐらせると言った方が近いかな。とにかくそうすると、そこから出てきたものは、単に機械的に起こした原稿とは、
明らかに違っているんです。でもその原稿を、インタビューした人に見せるでしょう？ すると相手は「ええ、これは喋った通りです」っ
て言います。でも細かく見ていくと、ずいぶん違うんだ。
川上／それ、すごく面白いですね。そこに「くぐらせる」ことの本質が出ている気がする。
村上／僕は基本的に、語られたことをそのまま書いています。でもそこでは、細かい順番とかも含めて、文章的な効果が追求されて
います。かなり徹底的なリコンストラクション（再構築）がなされています。
川上／でも聞かれた当の相手が読んだら ･･････。
村上／自分の語ったとおりだと思われると思います。僕は事実的には何ひとつ足したり引いたりしていないから、僕はただその人の
ボイスを、より他者と共鳴しやすいボイスに変えているだけです。そうすることによって、その人の伝えたいリアリティは、よりリ
アルになります。そういうのはいわば、小説家が日常的にやっている作業なんです。
川上／「くぐらせる」ことの、すごくリアリティを持った説明ですね。
村上／だから僕にとっては、インタビューをやっても、エッセイを書いても、短編を書いても、長編を書いても、ものを書くときの
原理はすべて同じなんです。ボイスをよりリアルなものにしていく、それが僕らの大事な仕事になる。それを僕は「マジックタッチ」っ
て呼んでいます。マイダス王の手に触れたものはすべて黄金になるという話がありますね。あれと同じ。」

くぐらせるほどに
倍音は響きはじめ
永遠から届く光となる
知は
そのままでは
倍音をもたない
無知の知へと
くぐらせるほどに
倍音は響きはじめ
宇宙を奏でる智慧となる

mediopos-918
2017.5.21

■ヴィクトル・Ｉ・ストイキツァ『影の歴史』（岡田温司・西田兼訳

平凡社

2008.8）

光ある
ゆえに
影がある
されど
光は照らすが
光は見えない
見えるのは
すべて影なのだ
地上はイデアの影だという
影しか見えないという

「絵画の誕生について知られていることはほとんど何もない、と大プリニウスは『博物誌』第三五巻一四で書いている。しかし、ひ
とつだけ確かなのは、人間の影の輪郭を初めて線でなぞったときに
絵画が誕生したことである。西洋の芸術表象の誕生が「陰画＝否定（ネガティヴ）」にあるということは、きわめて重要だ。絵画が
最初に現れたとき、絵画は不在／現前（身体の不在、身体の投射の現前）というテーマの一部をなすものであった。したがって、芸
術の歴史には、この不在と現前の関係に関する弁証法がいたるところに存在しているのである。
プリニウスが彼の論考の輪郭を描いていた頃（紀元一世紀）、絵画イメージは、すでに−−−- しばらく前から−−−単に暗い部分の輪
郭をなぞっただけのものではなくなっていた。影は複雑な表象の領域に組み込まれ、量塊、浮き彫り、肉体などの三次元を提示する
ものとなっていたのである。そもそも（･･･）影の作るイメージは、遠い記憶、半ば神話で、半ば歴史上の事実、すなわち絵画の起
源を表すひとつのしるしとして、感覚的に受け入れ（あるいは理論的に認め）られるものであったにすぎず、それもますます忘れ去
られようとしていた。プリニウスの同時代のひとりがこうたずねた。先人のなした以上のことを誰もなすことがなかったなら、いっ
たいどんな結果になっていたのだろうか、と。答えはこうだった。「絵画の技法は、太陽の光のもとで投射された影の輪郭を線でた
どることにとどまっていただろう」。
この新たな事の始まりを告げる見解は、さまざまな資料によって裏付けられるが、私たちは、この見解をまた別の説明と比較する
ことができる。すなわち、その説明とは、西洋における知の理論を確立した、プラトンの洞窟神話である。プラトンは、洞窟に囚わ
れの身となった原初の人間を想像する。その人物は自分のいる牢獄の背後しか見ることができない。その牢獄の背後の壁には外界の
現実の影が映し出されているのだが、囚人はその現実の存在に疑問を抱くことすらできない。体の向きを変え、太陽の世界に顔を向
けないかぎり、囚人は真の知を獲得することができないのである。(･･･）
この表象とその起源との関係（すなわち影との関係）こそが、西洋における表象の歴史の特徴なのである。」

イデアを見ようとして
影としての輪郭で
人は絵画を描きはじめたのか
影がある
ゆえに
光は地を生きられる
それが仮象にすぎないとしても
光のなかでは光は生きられず
闇のなかでは闇は生きられず
光と闇は影を友として
地を歩んでいるのだ

mediopos-919
2017.5.22

■沓掛良彦『黄金の竪琴

沓掛良彦訳詩選』（思潮社

2015.7）

小賢しい勉学なんぞやめちまおうぜ
ちっぽけな義務感や正義感
それが何を生み出すかなど知れたこと
阿呆（あほう）になれなきゃ
無法（むほう）にもなれぬ
無法になれなきゃ心の奴隷
若かろうが老いていようが
楽しいことだけすることだ
後悔なんぞしなくてすむような
ほんとうに知りたいことだけを

（中世篇「中世放浪学徒の歌三篇」より）
「勉学なんぞやめちまおうぜ
−−−−『カルミナ・ブーラーナ』より
（一）
勉学なんぞやめちまおうぜ
阿呆な振舞いは楽しいぞ
うるわしい青春（はる）の華を
さあ摘もうよ。
孜々たる研学
こりゃ御老体のなさること。
････････････････
精励恪勤勉学してりゃ
歳月（としつき）はたちまちにうつろいゆくよ
うるわしい青春は
楽しみ過ごせとささやきかけるよ」

阿呆になって遊び倒すんだ
打算なんぞ打っちゃって
生も死も貫きながら
知りたいことを追っかけるんだ
自由な阿呆こそわが理想
小賢しい勉学なんぞやめちまおうぜ
教わることのできないものだけ
追っかけつづけるんだ！

mediopos-920
2017.5.23

■ロザリー・Ｌ・コリー『パラドクシア・エピデミカ／ルネサンスにおけるパラドックスの伝統』（高山宏訳
2011.6）

白水社

論理は閉じているのか
パラドックスは論理をこじ開ける
閉じて開いて開いて閉じて
メタメタメタと
論理の後ろの正面が現れる
言語は閉じているのか
パラドックスは言語をこじ開ける
閉じて開いて開いて閉じて
メタメタメタと
言語の後ろの正面が現れる

「
「パラドックス」という語はカテゴリーを異にするいくつかの意味を持っている。もっとも、それこそまさしく本書が示そう

とすることだが、パラドックスがパラドックスたる所以のひとつが、そのカテゴリーの全てが究極的には相互に繋がりあって
いるらしいことである。」
（高山宏「ロザリー・コリー賛」より）
「内側と外側が自在に反転するメービウスの環や、部分が全体と間断なく反転しあう「あるクレタ人が言った、＜クレタ人は
いつも嘘をつく＞、と」という言表がパラドキシカルだというのなら、劇の中に劇がある劇中劇ないしメタ ･ シアター、物語
の中に物語があるメタ・フィクション、絵の中に絵があるメタ・ペインティングなどは、すぐれてパラドキシカルな身振りを
している芸術形式ということになるだろう。外界を＜観察＞し、＜描写＞するという単純なミメーシスとしての表象概念への
疑惑を身振りする形式といってもよい。言語そのものにも一つ上のレヴェルからそれを記述するメタ言語という装置が登場し、
早い話今日隆盛の＜批評＞そのものに早くもメタ批評などという概念が、そろそろ人の口の端にのぼせられてくるようになっ
た。
とまれ、こうして小説なり映画なりといった芸術形式が、形式としての自ら自身に自ら自身の内部で言及し、あまつさえ自
分自身の虚構つまり一個のフィクション（嘘）であり、アーティファクトないしファビュレイション（＜つくりもの＞）であ
ることを読者・観客の前にさらけ出すことをのっけあら自らの方法とすることが多くなった。いわゆるセルフ・リファレンス（自
己−言及）の問題であり、言葉を換えると、セルフ・リフレクシヴィティ（自己−鏡映なおし自己−省察）の問題である。自ら
にリファー（言及）するところに自ずと＜引用＞の問題が、自らをリフレクト（鏡映）するところに自ずと鏡のメタファーが
孕まれることになる、そういういとなみである。そして、ある表現形式が自らに言及し、自らを鏡に映し出すところには否応
なくパラドックスの運動が、円環形式を成すもろもろのイコンをまといながら現れてこざるを得ないだろう。自己−言及、自
己−鏡映、そして＜嘘＞ないし＜つくりもの＞であることの方法的暴露−−−−こうしたすぐれて今日的なテーマもろもろをひと
まるパラドックスの問題として総括的に瞥見してみようというのがここでのささやかな眼目である。
＜知＞のパラドックスは十六、十七世紀（ルネサンス、マニエリスム）、そして十八世紀前夜までは確かに盛んだった。そ
れが十八、十九世紀という沈滞期をとび越えて二十世紀後半、われわれの時代の文芸の中核にもう一度猖獗を極めようとして
いる。と、大体はそういう大まかな見取り図ができる。思えばゲオルク・カントールやバートランド・ラッセルがそれぞれ有
名なパラドックスを発見しつつあったのは一八九五年から一九一〇年にかけてのことであって、まさにわれわれの世紀はパラ
ドクシーとのかかわり合いで幕を開けた観さえある。」

視覚は閉じているのか
パラドックスは目をこじ開ける
閉じて開いて開いて閉じて
メタメタメタと
視覚の後ろの正面が現れる
聴覚は閉じているのか
パラドックスは耳をこじ開ける
閉じて開いて開いて閉じて
メタメタメタと
聴覚の後ろの正面が現れる
世界は閉じているのか
パラドックスは世界をこじ開ける
閉じて開いて開いて閉じて
メタメタメタと
世界の後ろの正面が現れる
私は閉じているのか
パラドックスは私をこじ開ける
閉じて開いて開いて閉じて
メタメタメタと
私の後ろの正面が現れる

mediopos-921
2017.5.24
■『中井久夫

精神科医のことばと作法』（ＫＡＷＡＤＥ夢ムック

河出書房新社

■中井久夫『世に棲む患者（中井久夫コレクション）』（ちくま学芸文庫 2011.3）

2017.5）

多数者であるために得たもの
教育
常識
世間
多数者であるために捨てたもの
じぶんで考えること
じっくり感じること
じぶんだけのせかい

「統合失調症圏の病を経過した人の社会復帰は、一般に、社会の多数者の生き方の軌道に、彼らを〝戻そう〟とする試みである、
と思いこまれているのではないだろうか。
しかし、復帰という用語がすでに問題である。彼らはすでにそのような軌道に乗っていて、そこから脱落したのではない。
より広い社会はもとより、家庭の中ですら、安全を保障された座を占めていたのでは、しばしば、ない。はじめての社会加入
の過程にあって、そこでつまづいた場合が多くても当然であろう。
これは、言うまでもないことのように思える。しかし、私の言いたいのは、多数者の途にｰｰｰｰ復帰するのではなくｰｰｰ加入す
ることが、たとえ可能だとしても、それが唯一の途ではないだろうということである。また、敢えていえば、つねに最善の途
だろうか。
」
「さらに言えば、統合失調症を病む人々は、「うかうかと」「柄になく」多数者の生き方にみずからを合わせようとして発病に
至った者であることが少なくない。これは、おそらく、大多数の臨床医の知るところであろう。もとより、そのことに誰が石
をなげうてるであろうか。彼らが、その、どちらかといえば乏しい安全保障感の増大を求めて、そこに至ったのであるからには。
しかし、それは、彼らに過大な無理を強いた。再発もまた、しばしば「多数者の一人である自分」を社会にむかってみずから
押しつけて承認させようとする敢為を契機としていないであろうか。」
「多数者もまた多くのことを断念してはじめて社会の多数者たりえていることが少なくないのではないか。そして多数者の断念
したものの中に愛や友情ややさしさが算えられることも稀ではない。それは、実は誰もが知っていることだ。
現実に、多くの患者が治療者や家族の思いもよらない生活世界をもっている。そして、そのことを人に語らないでいる。私
が知りえたのも、彼らがうっかり洩らしたことばの端からであったことが多い。ところが、その生き方を実はすでに十数年前
からしていたことが少なくなかった。」
「私は、いわゆる〝社会復帰〟には、二つの面があると思う。一つは、職業の座を獲得することであるが、もう一つは、
〝世に棲む〟
棲み方、根の生やし方の獲得である。そして、後者の方がより重要であり、基礎的であると私は考える。すなわち、安定して
世に棲みうるライフスタイルの獲得が第一義的に重要である。「働かざる者は食うべからざる」（パウロ）と人はいうだろうか。
しかし、安定して世に棲みえないｰｰｰｰそのような座をもたらないｰｰｰｰ人に働きかけることを求めるのは、控え目にいって過酷
であり、そして短期間しか可能でないことだろう。」

だれもが多く少数者であるならば
群れて多数者のまねごとに
うつつをぬかすのは悲しいことだ
わたしはわたしたちではないけれど
わたしたちという不可解な世に
棲まなくてはならない
ならばと
せめて捨てないですむ
棲み方を探してみるのだが

mediopos-922
2017.5.25

■ウィリアム・ウィルフォード『道化と笏杖』（高山宏訳

晶文社

1983.3）

丘の上のフールになろうぜ
みんなが地球から宇宙を見ていたら
宇宙から地球を見ようとし
みんなが宇宙から地球を見ていたら
地球から宇宙を見ようとする
そんな丘の上のフールになろうぜ
多くを語っても

「なぜ、無骨な田舎者、お調子者、トリックスター、笞、そしてスケープゴートとして、フールは世界に、そして世界の想像的

それが沈黙になる

に魅惑されてしまうのだろうか。これらの問いは実は、我々に影響を及ぼすこのフールたちとは一体何なのか、フール役者と

それが真実を語る

表現もろもろの中にかくも繰り返し繰り返し立ち現れてくるのだろうか。なぜ、フールたちは時と場所こそまちまちであるのに、
かくも鮮やかな類似性を示すのであろうか。なぜ、我々は。いろいろな場所、いろいろな時代の人々と同様、このフールたち

沈黙を貫いても

彼のショーの観客との相互作用はどうなっているのかという問いなのである。それによると、愚行というものが人間性をめぐ
る、多分世界をさえめぐる至上の事象の一つであることになる筈の、かつては生き生きしていた観念に対する畏敬の念をもって、

そんな丘の上のフールになろうぜ

私はこれらの問いを発してみたい。そのような観念の基礎となった類の経験もろもろと、意識的、無意識的に、我々がどう関
係しているのかを辿ることにしたいのである。」
（高山宏「あとがきにかえて 知性の「夏」の絢爛）より
「ウィルフォードが一番言いたかったことは何か。キーになる文章が二つばかりあるかと思う。
「文化、個人心理の双方に於いて、
秩序のパターンは硬直し不毛化していく傾きがあり、繰り返し更新を必要とする。無意識に対する我々の関係にも、部分的に
はこの傾向がある。象徴、つまり＜意味の視像＞、原型の明白な内容が意識の側へ向けて閾を超えた場合、それは最初はヌミノー
ゼ的なのであるが、しだいにそのダイナミズムを失っていく。･･････ ところで、この抽象化の過程は必要なのである。それが、
原型の全体的体験を、客体に対峙する主体の体験へと分離し、もって原型的ダイナミズムから我々を守ってくれるからである。
しかし、この抽象が行き過ぎてしまうと、抑圧されていたダイナミズムが姿を現す。無意味であっても生は続いていく。秩序
は無意識が供給してくれる活力ある可能性もろもろに繰り返し繋ぎとめられなければならないのである。そうした可能性は最
初は理解できないが、それらはしかし魔術的な場におけるもろもろの傾向に現れる」。「エラスムスが何を望ましいものと考え
ているかというと ･･････ つまりノーマルな人間状況との質的な違いというものを生み出すに足るだけの、感覚と悟性の十分な
偏奇に他ならない。この変化は、主体と客体の新しい諸関係に道を開くものだが、一元型、即ち愚行という原型の布置〔充填〕
を通して起こる。･･････ 支配的な世界秩序というものが、今や活力または意味、またはその両方を喪ってしまっていることの
証拠に他ならぬもろもろの事件の背後にあるあれこれの力に対して、歯止めとして作用するのもこの愚行の力に他ならないの
である。
」
。秩序ないし意識の硬直とは、直截に主体と客体の関係の硬直に他ならないのだとすれば、主客の「新しい諸関係に
道を開く」
「経験の根本的な再編成」が必要になる。それを可能ならしめるのが、白日の意識の側からは混沌としか見えない「魔
術的な場」なのであり、「愚行の力」なのである。この力はまた「想像力」とも呼ばれ、客体に対する「感情移入」とも、確立
された「＜我ー汝＞関係」とも ･･････ いろいろに呼ばれているものだが、こうした「愚行という原型の布置を通して」ｰｰｰｰ「私
がひたすら私だけのものと考えてきた主体性なるものより遙かに深い主体性への入口」に我々は立つことになる、とそういう
わけである。こうなると何らかの神秘主義と通底しない方がおかしいようなもので、かくて忽然といった感じで禅やヒンドゥー
教の宇宙的な和解のヴィジョンと、それへの祈念で本書は幕を閉じる。」

みんなに分かられなくても嫌われても
仕方なくへらへらと笑い
みんなが常識という秩序にしがみついても
それを狂気のように蹴飛ばしてみる
そんな丘の上のフールになろうぜ
みんなが賢さを気どっても
じぶんは大馬鹿者なんだと笑い
みんながレミングのように走り始めても
動かずにじっとしている
そんな丘の上のフールになろうぜ
＊「フール」へのサジェスチョン：
ビートルズ「フール・オン・ザ・ヒル」

mediopos-923
2017.5.26

■伊東豊雄『日本語の建築／空間にひらがなの流動感を生む』（ＰＨＰ新書

建築を見ながらこう考えた
2016.11）

津波が来れば流される
地に働けば壁が立つ
壁が過ぎると窮屈だ
とかくに人の世は住みにくい
住みにくさが高じると
安らかな所へ引越したくなる
どこへ越しても住みにくいと悟った時
はてさて何が生まれ何ができるだろうか

「壁、壁、壁 ･･････。前を向いても後ろを振り返っても、右も左も壁ばかり。渡る世間は壁ばかりです。
壁は本来、人を守ってくれるために発明されたはずなのに、今や壁は人の前に立ちはだかって、自由な活動を妨
げる厄介な存在になってしまいました。しかもどの壁も厚くて堅固、少しばかり押しても引いても身動きしない壁
ばかりです。
たとえば、いちばん具体的でわかりやすい壁は津波に襲われた町につくられている防潮堤。高くて強大な壁です。
この壁によってわざわざ海辺を選んで暮らしてきた人が海を見られなくなってしまう。こんな矛盾があるでしょう
か。いくら海辺で海を見ながら暮らしたいと思っても、「安全・安心」のためだから、と言われてしまうと何人もそ
れに逆らうことはできない。手も足も出せなくなってしまうのです。
巨大な防潮堤を成立させている「安全・安心」という壁こそが、じつは最も堅固な壁なのです。しかもこの壁は
必ずしも目に見えないけれども我々の周りの至るところに立ちはだかっています。なぜなら「安全・安心」の壁は「管
理」という壁と同義語だからです。お上が自分の管理責任を問われる時に、必ず持ち出してくるのが人々の「安全・
安心」のために、とき切り札なのです。」
「私はこのような「壁」を壊すことを目指して建築をつくってきました。壁を建てるのが建築家の仕事ではないか、
と言われそうですが、まったく逆です。(･･･）
もちろん建築をつくることによって、現代社会の強大な壁をぶっ壊すことなんて到底不可能です。しかし壁に代
わるものを発見したり、壁の断片を曲げてすり抜けられるようにすることによって、壁の働きを緩めることはでき
るのです。少しでも人と自然、人と人を隔てる壁を少なくして人々に居心地の良い場所を提供すること、そして管
理の壁に囲まれた息苦しい現代社会のなかで生きる人々がささやかな自由を感じられる場所を生み出すこと、そん
な思いを胸に私は日々建築に取り組んでいるのです。建築によって、ささやかながら人々の自由を回復することは
可能に思われます。
」

安全安心の壁が過ぎると窮屈だ
マニュアルが過ぎるとロボット人間がふえ
平等が過ぎると自由がスポイルされ
利益志向が過ぎると金の奴隷がふえる
人の世を作ったものはお役所でもなければ政治家でもない
やはり向う三軒両隣りにちらちらするただの人である
ただの人が作った人の世が住みにくいからとて
越す国はなかなかにみつかりはしまい
人でなしの国へ行くわけにもいかぬと思っていたところ
最近ではどうも人でなしが横行する世になった
人でなしの国をつくるのもやはり人であろう
人でなしの世が住みにくいとしても
寛容て束の間の命を束の間でも住みよくせねばならぬ
少しばかりの窮屈も我慢せねばなるまいと思いはするが
はてさて人でなしの壁はどうしたものか ･･･
* 夏目漱石『草枕』のパロディ
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■大野寿子編『超域する異界』（勉誠出版

2013.1）

現が現れるとき
夢もまた現れる
夢が現の異界ならば
現もまた夢の異界となる
現から夢を見るか
夢からうつつを見るか
互いの境域を超えたとき
現と夢のあわいから
顕れるものを見るのだ
生が現れるとき
死もまた現れる
死が生の異界ならば
生もまた死の異界となる

「本書では、
「異界」
（ドイツ語 die andere Welt, 英語 the other world など）という語を、
「死後世界」( あの世、他界）のみならず「時
間的空間的に異なった領域」（ユートピア、マクロコスモス、異文化、非日常空間、空想世界、仮想空間など）をも指し示す、古来より
現代に至る人間の日常生活および精神生活の「影」、「裏」、「奥」に存在しうる必要不可欠な空間領域とひとまず定義することとする。そ
のような「異界」の表れ方、
「異界」に属するもの、
「異界」への越境の仕掛けをクロスジャンル的および学際的視野から比較検証し、
「異界」
というディスクールが現代社会において果たす役割を考察する。さらに、
「異界」というトポスを通じ認識されうる「現在」と「過去」、
「現
在」と「未来」
、
「自己」と「他者」、「近いもの」と「遠いもの」、「自文化」と「他文化」、「生」と「死」などの対立項の関連性を再認識
しつつ、
「異界」という領域を想定し表現し志向するという精神文化の普遍的価値の再構築を試みる。」
「
（･･･）いえることは、
「異界」とは、何らかの対象物を「異（い）なるもの」とみなす思考主体としての「自己」の存在が前提となるこ
とである。
「自己」が何かを「異」と了解する。その「異」と了解されるものすべてが「異界」複合体なのである。この「異界」は、「己
なるもの」( 自己）を取り巻くように放射線状かつ同心円状に存在する無数の「異なるもの」
（他者）の集積であり、それは、
「己なるもの」( 自
己）の数だけ、あるいはそれ以上存在するのであるから、画一的な捉え方は不可能であるのもうなずける。しかしながら、だからこそ「異
界」は、学際的かつクロスジャンル的研究材料たりえるし、またそのような多角的視野に立たねば接近不可能なのである。
このように、一方から他方を見つめるとき−−−−多くは自分から他者を遠心的眼差しで見つめるとき−−−−他者を「異界」あるいは「異
界に属するもの」とする考え方がある一方で、自己と他者の間を了解させるために用いられる、自己の延長線上と他者の延長線上に交差
する、どちらでもない、そしてどちらでもある空間を埋める語として「異界」を設定することもできるだろう。すなわち、異文化空間
（interculture）の inter な部分のことである。前者の考え方に立てば、人間（あるいは自分）は異界へと越境する、あるいは異界という
あちら側がこちら側（民俗学では常界ともいう）へと侵入するなどの表現が可能である。(･･･）他方、後者の inter な視点に立てば、双
方の境は確かに存在はしているのであるが、視点がさらなる第三者的視点に立つ、あるいは双方の関係を俯瞰していることになり、超越
空間あるいは超域的視点の出現も可能となろう。」

生から死を見るか
死から生を見るか
互いの境域を超えたとき
生と死のあわいから
顕れるものを見るのだ
自が現れるとき
他もまた現れる
他が自の異界ならば
自もまた他の異界となる
自から他を見るか
他から自を見るか
互いの境域を超えたとき
自と他のあわいから
顕れるものを見るのだ
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■秋田巌・小川佳世子 編『日本の心理療法

自我篇』（新曜社

2016.10）

ときには水のように
ときには火のように
ときには岩のように
ときには風のように
姿さだめぬ
されど
永遠を呼吸する
我を演じられますように
（秋田巌「水の我」より）
「西洋人は、自我でもって物事を考える。ユング派分析家のルース・アマン先生が「日本人は無意識をも含めて物事を考える」という
旨のことを言われていた。これは、日本人は自我のみで物事を考えない、ということをおっしゃりたかったのであろう。私の言葉で
言えば、
「水」と共に考える、と言ってもいいかもしれない。
水と言えば、無意識。水の象徴性はさまざまであるが、太古、生物は水より発生し、そして三十億年以上の気の遠くなるような年
月を経て現代の人間となった。この間ずっと人類そしてその祖先は水と共にあった。何はなくとも、水がなければ人類は生きていけ
ない。そして人の体の七〇パーセントは水でできている。日本人は水をも含めて物事を考える。
どのような変化を遂げるかわからない。「水」をどこかで意識しつつ思考するのは難しい。だから日本人は西洋人と比較して曖昧な
物言いとなる。西洋人は「水」（無意識）を切り離してものを言う傾向がある。切り離したものを自我と呼ぶ。我々は切り離さない。
つまり、
無意識を切り離さずにものを言う。だから、言語化がどうしても難しくなる。俳句や短歌（和歌）が日本で驚くほど盛んなのは、
水（無意識）を切り離さずに表現できるからである。
周囲を海で囲まれ、そして青翠の数々に恵まれた日本、時に台風、そしてごくまれに津波など、恐るべき水の脅威にさらされはす
るものの、おそらく日本人は水に好感を持っていた。親和性があった。弥生時代、稲作が始まって、盟友ともなった。
その「水」の変化の如く、われわれの心は時に穏やかで、時に荒れ狂う。（･･･）
そのような「水」の変化がおそらく日本人の心に混ざり合っている。共にある。水の如く生きる態度が日本人には備わっている。
そして私はそれを「水の我」と呼ぶ」。(･･･）
その場になじむ努力をする。臨機応変に「我」の在り方を変える。西洋的観点からすれば、確とした自分が固まっていない感じを与え、
それをもって自我が弱いなどという表現をされることもあるが、それはまったくの誤解である。水のような我の在り方を、日本人は
している。
日本語のは、よく言われるように、自分を呼称するときに自分・我・わたくし・わたし・あたし・僕・わしなど、水がいろいろと
その様相を変えるがごとく様々な言葉が存在している。」

そんな
我の深みで
我を演出する
不思議な我を思いつつ

