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■光岡英稔・甲野善紀『武学探究

巻之二

体認する自然とは』（冬弓舎

2006.5）

おのずからに気づくために
人は生まれてくるのかもしれない
私は
永遠のモデルから生まれている
見えている私という形は
さまざまに作られてはいるが
永遠のモデルから離れることはできない

「光岡／梶川さんによる独自な解釈である「形態（かたち）はデザインされ発明できるが、＜モデル＞は人間にはデザインも発明もで
きない。＜モデル＞とはつねに発見される存在である」という言葉は、まさに「体認」の解説のようです。我々人間が、何もないとこ
ろから突然効率のよい原理を発明できるわけではありません。元もと存在するものに、いかに気づくことができるかが問題になるわけ
です。フラーが生前に言っていた言葉で、僕が深く印象に残ったものがあります。「I’m not trying to imitate nature,I’m just trying
to find its principle」、「私は自然を作り出そうとしているわけではない。私はただ自然の原理や法則を知りたいだけなのだ」という
意味です。僕はこの言葉を聞いて、フラーが「真理とは何か」ということを知っている人間であると感じました。
甲野／そうですね。先ほどの引用部分にはアインシュタインも出てきましたが、アインシュタインは初めてフラーにテンセグリティの
モデルを見せられたとき、感嘆して、「これこそ宇宙の構造だ」とも言ったそうです。宇宙に浮かぶ各惑星の持つ引力という張力材と、
惑星という圧縮材が統合されて、一つの自己安定する構造となっている状態を直感したのでしょうね。
光岡／フラーやアインシュタインといった「概念（プライム）デザイナー」は、二次元的理論を信奉する科学者ではなく、三次元的な
直感的立体思考の持ち主なんでしょう。フラー自身「私は科学者ではない」と言っていたそうですが、どこか芸術家のようなところが
ありますね。そうでないと、こうした構造の発見はできなかったでしょう。」
「光岡／頭で考えた瞬間、自分の中にある常識的思考によってできなくなってしまうんですよね。頭が束縛した瞬間に全体的な立体構
造が損なわれ、できなくなってしまう。それによって、本来持っている能力まで制限されてしまうわけです。
甲野／全体的な構造を歪めず、常に意拳でいうところの全体が整っている整体した状況であれば、身体全体が常にある状況を保とうと
しますからね。
（略）
身体が整体してくると、異変があったら即そのフォローに入っている。考えなくとも、次の瞬間にフォローに入っているということで
ですよね。
光岡／これは本来特別なことではなく、思考によらずに動くときには、誰もが日常の中で自然にできていることなんですよね。（略）
甲野／全体的な構造を損なわなければ、その構造が自己安定する。そのため、さまざまな外の変化に対して自然に対応するということ
ですね。
光岡／ええ。それにしてもテンセグリティの原理は、もはや自分の武術のバックボーンになっていますね。（略）
甲野／人間にはそれだけの能力があるはずなのに、何かを付け足さないと弱いと思っているんですよね。自分に本来備わっている力を
備わっている力を信じきれないから、屋根の上に屋根を重ねる愚行を繰り返してしまうのでしょうね。
臨済禅中興の祖と謳われた白隠和尚も、そうした愚かさを指摘して、広く多くの人々に座禅を勧めた著作『座禅和讃』の中で、「衆生
本来仏也、水と氷のごとくにて、水を離れて氷なく、衆生のほかに仏なし、衆生近きを知らずして、遠く求むるはかなさよ」、つまり
近くにあるのに気づかずに、わざわざ遠くに探しにいくのはなんとはかないことか、と説き始め、それに続けて、「たとえば水の中に
居て渇を叫ぶが如きなり」、水の中にいるのに気づかずに、のどが渇いたと言っているようだとか、「長者の家の子となりて貧里に迷う
に異ならず」
、金持ちの家に生まれていながらそれに気づかず、自分が貧しいと思っているのと同じことだ、などと言っています。」

自由は
永遠のモデルに向かおうとする
あくなき探究だ
けれども
べきに従うとき
自由はさまざまに疎外される
水のなかで渇きを覚えたり
氷を水と見なかったりするように
世界はそして私はマーヤではない
自由を疎外するヴェールが
世界を私をマーヤに見せてしまうのだ
自由を疎外するマーヤをあえて生み出し
永遠のモデルという源に気づくために
人は生まれてくるのかもしれない
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■増野亜子『声の世界を旅する』（オルフェ・ライブラリー

音楽之友社

2014.7）

声は誰のもの
声は
恋し歓び
悲しみ嘆き
声は
閉じられ
開かれ
声は
身体より出でて
身体を超え
声は
私より出でて
私を超え

「歌の中で演じられた「私」と、歌っている「私」が重なり合う時、そこにさらに聞き手である「私」の感情が重ねられて、芝居の中の誰かの恋や、
歌の中の悲しみや孤独が追体験される。歌の中に現れる「私」や「僕」とは、作者であると同時に歌い手でもあり、また歌詞の中の虚構の登
場人物でもあると同時に、聞き手自身ともなる、私たちはパフォーマンスの中で演じられた声に自分自身の声を重ねて聞き、別の誰かの内面
世界を自分のものとして体験する。私たちは声によって他の誰かに————自分ではないが、自分でないものでもない誰かに————なるこ
ともできるし、誰かの声の中に自分自身を見出すこともできる。声は複数の持ち主に重層的に属することができるのだ。」
「声と身体は、もともと互いが互いの一部であり、分離することは難しい。端的にいえば声は音として存在する自分自身である。しかし同時
に声は、時に身体から勝手に飛び出し、持ち主の意思やコントロールを離れて飛び回りもする。呪文や祈祷のように、口から出た声が、その
持ち主の思惑を超え、その能力を時には凌駕する輝きをもって世界に働きかけることもある。声は架空の性質や感情を演じることもできる。
そんな時、声は自分のものであって自分のものではない。声は、身体と同じように自分の思うようになるような、思うようにならないような、
生々しく、生き生きとした分身である。
声が生まれる源は私たちの内側だけに存在するわけではない。身体の外側、自分の外側に広がる世界のさまざまなできごとが、私たちから
声を引き出す。自然現象や他人のことば、目にしたり聞いたりしたものごとが私たちの身体や感情に作用し、それに反応して身体が動き、声
が出る。誰かの声を聞いて、自分もまた声で返す。声は世界に対する働きかけであると同時に応答でもあり、声によって私たちは自分と他人、
自分と世界をつなぎ、関係づける。」

声は
私を演じ
もうひとりの私を演じ
声は
私のなかであなたとなり
あなたのなかで私となり
声は
世界へ呼びかけ
世界から呼びかけられ
ああ
声は訪れ
声はどこへ
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■宇野邦一『反歴史論』（講談社学術文庫

2015.4）

「歴史にあらがうとき、人は同時にさまざまものにあらがっている。歴史を可能とする理性に、国家や社会に、あるいは時間概念に、
歴史による時間の形式化と等質化に、歴史を記述する文字に脅かしに、文字の発生にともなうあらゆる支配や強制に、また歴史にお
いて、生を損ない、唯一のものや異質なものを否定するものに、これらの思考は、さまざまな形で抵抗し、しかもそれぞれにまた別
の歴史を試みなかったものはない。それぞれが歴史に抵抗しながら、それぞれの生の知覚において歴史を非歴史化しようとしたが、
それはまた歴史を担うべき別の主体を発見し、独自に歴史を主体化する試みであった。それぞれが歴史に抵抗するのと同時に、別の
歴史を発見し、になっていた。
ある場合には、歴史のなかに出来事の一回性を再発見し、一回性にほかならない出来事を、どんな媒介も斥けて純粋に想起するた

めに、歴史は拒否されなければならなかった。しかしこの場合も、出来事をめぐる言説としての歴史、時間を切断し、出来事そのも
のを生成するような言語行為としての歴史は、なんら否定されてはいない。このとき人は、出来事を真に再発見するために歴史を否
定している。つまり歴史を斥けはしていても、決して出来事を斥けるわけではない。
そして、キリストやジャンヌ ･ ダルクの出現といった出来事の純粋な反復を歴史の中心におくような国民に属する作家が歴史を否
定することと、そのような歴史の中心をもたない国民に属する批評家が歴史を否定するじとは、どうしても同じ意否定ではない。二
つの思考は同じ歴史に抵抗しているのではない。
歴史をもつとは、単に歴史を学んだり、読んだりすることである以上に、時間も空間も隔てて、一つ以上の出来事に思いを馳せ、
回想し、理解し、追体験し、出来事を主体的に反復し、自己をこの反復において主体化することである。そのためには、血縁でも同
志でもない遠い存在をすぐ知覚に引き寄せることができなくてはならない。「私はキリストだ」と言うことができなくてはならない。
この国の代表的な批評家もまた「私は西行だ、実朝だ」と言わんばかりに、彼らの詩的生涯という出来事を反復していたのだ。西欧
に与えられた歴史の概念や史観に抵抗しながら、反歴史において、小林秀雄は一つの歴史的主体を生み出そうとした。たとえそれが
孤独な思索にすぎなくても、この主体化の試みは、国民や国語の観念に一つの内容を与えることになった。
歴史にあらがう思考を「野生の思考」として発見した人類学も、あるいはわが国の民俗学も、時間を切断するものとしての歴史を
拒み、等質的な時間にあって異質の突出した瞬間としてあらわれるような出来事の観念を受けつけない。人類学にとって、歴史をも
たない社会においては、親族構造や象徴体系としてすべてが空間的な類似の配置を形づくっているだけで、その配置は固有の合理性
に貫かれている。この合理性は、歴史的な理性が及ぼす支配や暴力を拒むようにはたらくのである。そのような思考によってレヴィ
＝ストロースは、何よりもまず西欧の歴史的な意識そのものを切り開こうとした。彼の中の反歴史の思考は、非歴史的構造（トーテ
ミズム）と無時間の思考（仏教）にむけて、そしてその究極としての自然にむけて、新しい歴史の主体を作り出そうとしている。た
しかにレヴィ＝ストロース自身も言うように、人類学は西欧の歴史的産物である、人類学によって、西欧は新しい歴史的主体として
の自己と他者を発見した。他者を発見しながら、その他者の他者として、自己を再発見することになったのである。」

教科書のような歴史や
大河ドラマのような歴史を
歴史だと思っていると
いつのまにか自分の歴史が
どこかへ行ってしまってはいないか
じぶんという出来事を
じぶんでじっくり見直してみることで
じぶんを見つけること
それがない歴史はただの
どこかからもってこられた
つくりものの物語にすぎない
つくりものの物語は
ひとを駆り立てたりもするけれど
それはまるでレミングの大移動だ
歴史という物語を
にせもののじぶんをつくるための
遊びにするのはあまりに悲しい
歴史のなかで生きようとするなら
既製の歴史から離れなければならない
じぶんという歴史を学ぶなら
じぶんを繰り返し繰り返し吟味しながら
じぶんを生きることができなければならない
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■森毅『魔術から数学へ』（講談社学術文庫

1991.11）

ファンタージエンが死にかけている
答えのための問いしか許されない世界では
ファンタージエンは生きられないからだ

「現代人が日常的になんの気なしに使っている、少数や量の乗除、重さや体積や速さということばにしても、それらが＜概念＞とな

るのは、この現代にいたる近代ヨーロッパの＜文化＞の中でだけ可能であったことを、ふりかえってみてよいだろう。
そこでは、
重さと体積を混同する子どもを嘲笑することはできない。おとなだって、魂の底に子どもも心を持ち、中世人の意識を持っ

ているはずだ。すべてのものが、数量化され、秩序づけられた世界、それは人間の意識にとっては、案外に不安定なものかもしれない。
それに、現代の秩序から、たとえばデカルトの世界を嘲笑することは、さらに愚かなことである。＜世界＞が、高校の教科書にあ
るようにだけ把握されることが、正しいとはだれも保証できない。事実、現代の物理学者だって、デカルトの＜渦＞の世界から、な
にかの発想を見出そうとするという。
＜数＞にしても、数直線のイメージが絶対によいものかどうか、わからない。ときに、数直線のイメージを否定した＜数＞を考え
なければならないのではないか、と思える場面に出会うこともある。数直線というのは、あの＜石と砂＞の矛盾、数学用語でいえば
離散と連続の矛盾を、うまく解決しすぎているのかもしれない。
たとえば千年後の人間は、いまとまったく違った数学的世界像を持つかもしてない。それは、だれにもわからない。
それにしても、こうした混沌と転形の一七世紀の世界が作られるには、対数や微積分にしても、運動法則や引力の法則にしても、
数学者たちの日常の世界の、その時代としての想像力の範囲から作られたものとしてある。それは、教科書のように整理されたもの
でないかもしれず、多くの誤りにとりまかれていたとしても、それだけに彼らの日常とまざりあっていただろう。
魔術にしても、宗教にしても、政治にしても、それが彼らの日常であったからには、それらを通じてだけ彼らの想像力は発動し、
彼らの世界のイメージを結んだはずだ。時代が混乱していればいるほど、それらの混乱したイメージがひとつの世界に結晶していく
過程に、これらすべてが参加したことだろう。それは、今の教科書にあるようなきれいごとではなかったろう。その多くは、いまで
はわからない。ニュートンやライプニッツが錬金術から何を学んだかは、ケプラーが占星術から何を学んだか以上に謎に包まれてい
る。
それでも、この一七世紀という時代、人間の空想力が、混沌をひとつの世界にするために、もっとも力のあった時代だった、とは
言えよう。現代の人間は、そうしたヨーロッパの青春を懐かしむ。とくに現代は、人間の空想力が制度の秩序に収奪されてしまって
いる時代だから。人間の空想力は、現代の日常性の秩序の中でも。いくらかは翻訳可能なものとしてある。そうした考えてみると、
この一七世紀という英雄時代が、いくたの天才によって作られているようであっても、その天才たちの発想といったものが、人間の
日常にすぎないとも思える。
やはり、人間は自分と等身大の、日常の発想からしか出発できないのだろう。時代がその日常に魔術や宗教までをとりこみ、それ
に猥雑な相貌を与えていようとも、それはやはりその時代の日常だったろう。
たしかに、一七世紀という時代は、そうした日常から＜数学＞を誕生させるほどに、その発想を活性化した。しかし現代だって、
一七世紀ほどでないにしても、混沌に向けて心を開いているかぎり、＜数学の青春＞の心が、ときにはもどってきてはくれないか、
ぼくにはそうした思いがあるのだ。」

ほんとうの問いは混沌のなかに蒔かれる
世界像があまりに固定化され
制度と秩序が絶対化されると
ファンタージエンは死滅する
ファンタージエンを殺すのは
空想をゆるさないほどに殺菌された日常だ
べきが空想の首を絞め
正しさが空想に殺虫剤を蒔き
批判のための批判が空想の根を断つのだ
間違うことを恐れる必要はない
それは問いの豊かな土壌になる
ファンタージエンに蒔かれたポエジーの種が
あらたな時代のあらたな魔術を生み
そこからあらたな数学が科学が
そしてあらたな宇宙像が生まれるだろう
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■藤枝守『響きの生態系／ディープ・リスニングのために』（フィルムアート社

2000.3）

脳が考えているのではないように
耳が聴いているのではない
深く聴くということに目覚めたとき
はじめて耳は開かれる
文字が書かれていても
読みとることができなければただの形だ

「音という現象が「聴くこと」の前提にあり、そのうえで音楽という表現が成り立っている。長年、作曲という行為を続けてき
た僕自身にとって、このようなことは疑う余地のない事実だった。ところが、オリヴェロスと出会い、ケージの《四分三十三秒》
をあらたに捉え直していくうちに、「聴くこと」は、音を対象にしながら外部からの情報を受け取ることを可能にする行為とは
限らないのではないかと思うようになった。このような音から解放された「聴く」という行為。その真意をあらためて痛感す
るようになったのは、事故で聴力を失った女性、ハンナ・メーカの『失聴〜豊かな世界の発見』（鴻巣友季子訳、晶文社刊）を
読んだのがきっかけだった。
この本のなかで、メーカは、聴力を失ってからどのように世界の認識が変わったか、あるいは、音のない世界とどのように
関わってきたかを、彼女自身の体験を通して克明に描いている。そして、メーカはこのような体験は、健聴者であるわれわれ
が「聴くこと」について無自覚であることを浮き彫りにしながら、「聴く」という行為自体がよびおこす豊かなイマジネーショ
ンをいきいきと伝えている。「聴くということは、なにかに気づいて、じっと見つめ、つぎのコミュニケーションの手がかりが
出てくるのを辛抱強く待つことなのだから」と語るメーカ。そして「リスニングとは ･･････ 心の目覚めかもしれない」という
彼女の言葉は、たとえ、音が聴こえなくても、そこには「リスニング」という豊かな交信の営みがあることをわれわれに実感
させる。そして、彼女自身の音のない体験のなかに、まさに「ディープ・リスニング」の存在が浮かび上がっているのである。
「聴くこと」に目覚める。そうすると、そこに聴くべき音がなくても、他者や環境との「コミュニケーションの手がかり」が
与えられる。そして、このような「聴くこと」を通して与えられた「手がかり」によって、はじめて「語ること」、つまり「表
現する」という行為が芽生えてくる。僕が出会ったアメリカの実験的な作曲家たちの多くは、おそらく、なんらかの状況のな
かから「聴くこと」に目覚め、そこから音楽的な思考や想像力を展開させたり、具体的な実践方法を考案するうちに「語る」
という表現行為にたどりついたように思われる。あるいは、「聴かざるをえない」状況のなかにあえて自らを投じることによっ
て、自らの身体や感性と真正面から向き合い、他者や環境との積極的な交信を試みながら、アイデンティティの所在を探っていっ
たともいえよう。
」

音楽が響いていても
聴くことができなければただの音だ
音は耳の器にまさに音連れる
そしてみずからのなかからそれが響くのだ
みずからの音となって響く音だけが
深く聴かれる音楽にほかならない
深く聴かれることではじめて
おのずと生まれてくる言葉や音楽がある

mediopos-981
2017.7.23

■吉岡実『吉岡実散文抄』（思潮社

2006.3）

カラダもポエジーになるんだ！

（
『土方巽頌』から／「出会い・「ゲスラー・テル群論」）

「昭和四十二年二月九日の夕、築地の灘方で加藤郁乎の《形而情学》の室生犀星賞受賞を祝う会があった。二次会はせま
い座敷で、気の合った同士が酒と雑談に酔っていたが、親しい人の少ない私はひとり離れてぼんやりしていた。私の丁度
向かいに着物を着た人物が静かに酒を飲んでいる。一寸ばかり気になる存在だった。だいぶ遅れて、大声をあげながら、

飯島耕一が現れ、私の卓の前へ座って、酒を飲みはじめた。向かい合った人物と私が少しも言葉をかわさないので耕一は
「なんだ、土方を知らないのか？」私は名前はなんとなく知っていたが、土方巽もその舞踏も知らなかった。彼は《僧侶》

を既に読んでいるといった。それからうちとけて親密さを加え、彼の芸術を知らねばならぬろ思った。
その機会は意外に早くやってきたのだった。二ヶ月後の四月二日の午さがり、私は青山の草月会館へ行った。そして初
めて、土方巽の舞踏劇？「ゲスラー・テル群論」（ガルメラ商会謹製）を観たのである。久しい間、私は舞踏なるものを
見ることがなかった。恐らく、コレット・マルシャンの「決闘」以来のことといえるだろう。世にある美しいバレエに真
の肉体も人間の存在も、エロチシズムも感ぜられず、今日に至るまで舞踏に関心がなかったからだ。土方巽の「ゲスラー・
テル群論」に、肉体を感じ、創造の心を、なによりもなまなましい存在感を、私は見たようだ。詩にも映画にも演劇にも
かつてない、新しい世界をかいま見て慄然とした。
土方巽が二度ほど、声を発したのには意表をつかれた。しかし印象深いのは、今までの喧噪的なシーンの後を受けて、
始まった暗く静謐な舞台だ。右の方にイーゼルがあり、それに巨大な白いカンバス（紙）が置かれている。やがて天井か
ら函が降りてくると、突然、最前列の客席の中央にいた若い女が椅子の上に乗り、ライトの中で振りむいた。白塗りの顔
に一刷け紅い絵の具をつけた異様な美しさ。ゆっくり舞台に上る、若い女のまとう支那服から出た細く白い脚なやましく。
函が地に着くと、死んだ児が入っているらしい・嘆くごとく、なぶるがごとく、物狂いのかんまんな踊り、という行為だ。
しばらくして、白いカンバスのかげからビビーッと緊張した空気をふるわせ、巨大な白紙を突然破って、黒い長い手袋に
覆われた腕がうごめく。それから一つの世界が開かれるのであった。この踊り手は何者だろうか。土方巽の動に対して、
静でみごとに受け止めたこの女装の人は、誰だろうと思った。それは笠井叡であり、大野一雄の弟子とのことである。」
（
「補足的で断章的な後書」より）
「
「アルトーが臨終のまぎわに口にくわえたスリッパは、果たしてどのような最後の科白であったかｰｰｰｰ」と、かつて、土
方巽は書いていた。まさにその情景に匹敵する、臨終の土方罪の姿を、合田成男は次のように語っているのだ。「白濁す
る意識のなか、両手の指先を合わせ、その紙風船のような空間を胸の上に転ばせ、そっとほおの下に置くしぐさ」をした、
と。
」
「土方罪は病床に、二人の娘がらちゃんとべらちゃんを呼び、「神の光を臨終している」と、書き取らせている。」

カラダをからっぽにして
じぶんというカラダから自由になって
じぶんでないというカラダからも自由になって
がんじがらめの形
こういうものだという動き
美しさという既製品
そんなみんなを笑い飛ばし
そうして祈るのだ
生まれるときのように
死んでゆくときのように
光と闇の綾のなか
ほんとうのカラダを問いながら
ほんとうの動とほんとうの静を揺れながら
カラダをポエジーにするんだ！！

mediopos-982
2017.7.24

■モーリーン・マードック『ヒロインの旅／女性性から読み解く＜本当の自分＞と創造的な生き方』

（シカ・マッケンジー訳

フィルムアート社

2017.4）

男らしさ女らしさが
強要されるようになったのは
いつからなのだろう
男性性が女性性を錯誤し
女性性が男性性を錯誤し
不幸な二元性を生きはじめたのは
いつからなのだろう
それは他の影を追い求め
それを得ることで何かを達成できるという
錯覚を生きることからはじまった

「社会派二元性に価値を置き、作り出し、維持している。二極のどのあたりかで評価しようとする。あらゆる罪の裏に二元性とい
う罪がある、とマシュー・フォックスは述べている。それは自己とも神とも接触を失うことだ。あなたと私、善と悪、自然と神
聖なるものを分けることである。二元的思考では他者は自分の外にある。そして、他者を「もの」扱いし、もっとよくなれ、思
い通りに動け、信用できない、自分のものになれと考える。猜疑心や混乱、誤った認識、蔑視や不信が生まれる。
あらゆる人の心身や自然界の汚染を招き、政治構造も蝕まれる。二元性は全てを階級化しようとするからだ。何がよくて何が
悪いか、何が正しくて何が間違っているか、誰が仲間で誰がよそ者かで線を引く。精神と物質を分け、身体と精神を分け、アー
トとサイエンスを分け、善悪や生死、男女を分ける。痩せた者と太った者、若者と年寄り、社会主義者と資本主義者、リベラル
と保守派を分ける。自分でないものは敵だ。そして傲慢にも、私たちは「正しい」とか、神や女神の名において、などと口にする。
分ければ貧富の格差ができる。国籍で分けるから宗教や認識の違いで争いが起きる。フェミニストが自分の責任をまっとうせ
ずに男を批判する。男は女に感情的な苦しみを押しつけ、自分たちは変わろうとしない。強者が情報を操作し、言論を統制し、
自分たちに「合わない」ものを排除し、世界に苦しみをもたらす。傲慢でいると「私たちはみんな一つ」で共存していることが
わからない。
」
「古びた物語は終わり、英雄譚は新たなパターンを見せている。「他者」を追いかけ、地位や富を求め、一躍注目されて忘れ去ら
れるストーリーとは違う。それは女性の身体／魂にとって犠牲が大きすぎるのだ。母なる地球の細胞構造にも同じことが言える。
現代のヒロインは過去の遺物を刀で断ち切り、自らの魂が命じる道を行く。母への怒りを鎮め、父への非難と盲信をため、自
分自身の闇と対峙すべきだ。受け入れるべきは自分の影である。瞑想や芸術、詩や演劇などで暗い闇に光を当てる人もいる。あ
るいは、土を掘る人も。
ヒロインという言葉の意味はいろいろで、描かれる姿も多様だ。王子様の助けを待つ乙女もいれば、戦場の空を飛んで隊列を
率いるワルキューレもいる。砂漠で骨に色を塗り続ける孤高のアーティスト、インドの救貧院で癒やしを施す修道女、仕事鞄と
哺乳瓶を手に日々を頑張るワーキングマザー。昔の女性像を塗り替えてきた人々だ。
今日のヒロインは自己の内側から金や銀を掘り出す人だ。崇高な女らしさを取り戻し、叡智がある女とハートがある男の両面
を発揮する。思考だけでなく、身体も魂も大事にすれば、自身と世界の亀裂が埋められる。これまでにない方法でヴィジョンを
語り、節度を保つ強さを手に入れる。地球の生命を守って暮らす、人間の元々のあり方を思い出させてくれる。」

人を批判することで
じぶんの正しさを証明できると勘違いしたり
少しばかりの知識を旗印に
じぶんを知性的だと思いこもうとしたり
影は大きくなればなるほど
みずからに激しく襲いかかってくる
男性性は影を暴力の化身とし
みずからの女性性を傷つけ続け
女性性は影を感情の奴隷にし
みずからの男性性を鬼の生成りにする
みずからの影と抱き合い
新たな時代へと
智慧とハートを両輪に
歩んでいくことはできないか

mediopos-983

水は映す
魂の姿

2017.7.25
■狩野敏次『魂

その原型をめぐって』（生活文化史選書

雄山閣

2017.5）

されど
その鏡を介し
我と水鏡の我は
二重化される
影は映す
魂の姿
されど
その影は
ときに我が魂となり
我から離れゆく
「たとえば水鏡という言葉があるように、風のないおだやかな日は池や湖の水面が水鏡になって周囲の山々や木々を映し出す。バシュ
ラールは「水は反映によって世界を二重にし、事物を二重にする」と述べている。二重に見える世界は形はまったく同じでも、相反す
る世界である。水面に映った風景は上下はさかさまで、左右は反転している。水面に映っているのは現実とは違うもう一つの現実、つ
まり非現実の世界である。水は反映によって世界を二重にするけれども、それは現実に対する非現実の関係、表に対する裏の関係、あ
るいは意識に対する無意識の関係である。人間でいえば、水面に映し出される人影は私たちの無意識をあらわしているのである。
人影は本人とまったく同じ輪郭をもつけれども、それは本人の見えざるものが目に見える姿となって現れたもので、要するに魂の影
である。水面に映った人影はその人の分身、つまり魂の影であり、魂は生命をつかさどるものだから、魂の影に異変があれば命の危険
にさらされる。水面に人気が映ると、池や沼の主に影を取られるという伝説がある。「影取池」とか「影取沼」などと呼ばれるのがそれで、
池や沼のほとりを通る女性が水面に姿を映すと水底に引きずり込まれるという。これも魂と水の抜き差しならぬ関係を語った話である。
影は本人には見えない魂や無意識の世界を映し出しているのである。
繰り返せば、水は魂を映し出す鏡である。水にふれることは魂にふれることと同じであり、それが最も顕著にみられるのは出産儀礼
と葬送儀礼である。出産と死は、この世とあの世の間で魂のやり取りが行われる瞬間である。赤子の魂がこの世にやってくるときにも、
また死者の魂があの世へ旅立つときにも、水が魂を媒介する。魂は水に導かれてこの世とあの世を往還する。赤子が産まれると、「川
から拾ってきた」
「橋の下から拾ってきた」などといって、赤子を漂流物扱いする口碑が各地に伝わっている。これも赤子の魂が川を
通い路にしてこの世にやってくることを比喩的に語ったもので、これが昔話や伝説の世界では、「桃太郎」や「瓜子姫」の話にみられ
るように、桃や瓜が川から流れてくるなどと語られる。また竜宮童子の昔話のように、水の女が地上の男の魂を求めるという形式をと
る場合もある。
水の女は水界に由縁があり、水の精が人格化した姿で現れたものであって、水の流れを操り、魂を仲介する。ここにも水が魂を導く
という構図が隠されている。その意味では、魂と水の密接な関係を象徴化したのがほかならぬ水の女である。魂と水の関係は、さまざ
まにかたちを変えながら日本の伝承文化の底流を形成しているといえよう。」

生まれ生まれ生まれて
魂は彼方より来たり
死に死に死んで
魂は彼方へと還る
映し映し映して
鏡は我を二重化し
影は我を二重化する
この我は
彼方の映しなのだろうか
彼方の我が
我の映しなのだろうか
胡蝶の夢のごとく
我は現と夢を照らしあう鏡

mediopos-984
2017.7.26
■『文學界

２０１７年 8 月号』（文藝春秋

平成二十九年八月）

※特集「稲垣足穂（没後四十年）・澁澤龍彦（没後三十年）・深沢七郎（没後三十年）————奇想と偏愛の系譜」

浴びるほど読んだ澁澤
怖いもの（よ）みたさで読んだ深沢
でもいまはもう遠い昔
いまでも近しいのは
じぶんをポケットに入れて
歩いていたお月さまの足穂
最初に足穂があり
いまでも足穂がある
という不思議
ぼくはいまでも
足穂のまわりを
ぐるぐると回っているのかもしれない
けれどもなぜか
いまだ読んだという感覚の乏しい
足穂のいかがわしいまでのイノセント

鼎談：高橋睦郎 × 松岡正剛 × 朝吹真理子 水晶と模型の夢
「松岡／三人には、
「模型性」「模型感覚」といった共通点がありますね。大小関係なく、標本・模型・工作・工芸
みたいなものを文芸に持ち込んだ作家という印象があります。足穂は鉱物や飛行機、深沢はギターやビートルズや
エルヴィス・プレスリー、澁澤さんはしゃれこうべや黒い服 ･･････ といった具合に、好きなものを模型的に扱う
術のようなものを、三者三様のスタイルで磨き上げていった。
高橋／ピュアであることも共通しますね。イノセント。でも、この言葉は誤解されている。すごくきれいな、善な
るものみたいに捉えられがちですけれど、本当はもっと善悪未分なもののはず。僕にとってのイノセントの一番よ
い日本語訳は、寿岳文章さんがウィリアム・ブレイクの『ソング・オブ・イノセンス』を『無染の歌』と訳した時
に使った『無染』です。善にも悪にも染まっていない、一番原質みたいな感じがあって、とてもよい。三人にはい
ずれも、文学というものの持つ〝いかがわしさ〟を知っていた、という共通点もあると思います。」

いまでは世の中
コンプライアンス
善だ悪だと喧しい
政治も経済も芸能も
マスコミ挙げて
阿呆らしいまでのコンプライアンス
ぼくはじぶんをお星さまにして
じぶんをポケットに入れて
散歩にでかけるイノセントでありたい

mediopos-985

等身大からはじまって

2017.7.27

■池内了『寺田寅彦と現代／等身大の科学を求めて』（みすず書房

等身大におわる
2005.1）

そこからはなれたところでは
なにかが錯誤してしまうから
けれども等身大のなかには
宇宙のアルファとオメガが響きあっているのだ

「彼自身の学位論文は「尺八の音響学的研究」（明治四一年一〇月）で、まさに日本独自の物理学的研究であった。「雪の話」（明治
四一年四月）では、雪の形、雪の出来方、雪と氷の量の差異など、雪にまつわるいくつかの問題を指摘している。雪は世界中で降
ると思われるが、日本ほど大雪が降り、雪の結晶が豊富である国は少ない。雪も「風土の科学」の恰好の目標なのである。雪の研

究は、弟子の中谷宇吉郎が引き継ぎ、世界に確固たる業績をあげたことは有名である。他に、
「相撲と力学」（明治四一年五月）では、

「相撲が特有の国技である以上は、どうか我国の学者の研究によって四十八手の力学を明らかにしたいものだ」と書き、
「蚊帳の研究」
（明治四一年八月）では、蚊帳の内外の温度差、蚊帳の目の粗さ、蚊帳の色、蚊帳の釣り方、蚊帳の衛生、蚊帳と避雷針など、蚊帳
に関するアレコレを議論している。日常周辺にはさまざまな科学の種が潜んでいるのである。

ここに、科学の有りようについてのヒントが隠れているような気がする。日常周辺の現象を新しい眼で捉え直すことである。私
はそれを「等身大の科学」と呼んでいる。サイズが等身大で、研究費も等身大で、誰でもが参加できるという意味でも等身大であ
る科学として、気象や気候、生態系、地球環境問題などを対象とするのである。これらはすべて「複雑系」であり、多数のデータ
を何年にもわたって集積する必要がある。また、これらに共通するのは「循環するシステム」という点であり、循環の意味をじか
に経験するには好適である。四季を通じての昆虫や植物や鳥の観察、川や海や池の水の汚染度の調査、天候の変化と生物の挙動の
関係、外来種の植物や昆虫のモニタリング、太陽系内小天体の探査、地球外文明の探査のための電波の解析、太陽電池や風力発電
の装置製作など、
数多くの科学のテーマが考えられる。各地の科学館や博物館で取り組まれている課題も多い。それらをもっと広げ、
多くの子どもたちが参加できるようにするのだ。
もう一つは、
「新しい博物学」である。モノを収集して共通性と異質性によって分類するという博物学は、一八、一九世紀に盛ん
となり、そこから物理学・化学・生物学・地質学などの専門分野が分かしてきた。それによって化学は進歩したのだが、一方では
科学はますます専門分化が進み、「極」とか「超」が接頭詞として付く状態になってしまった（極低温、極微物質、超高温、超高エ
ネルギーなど）
。科学が細分化され縁遠くなってしまったのだ。そこで再度学問を総合化して身近に引き寄せることを考え、科学だ
けでなく、歴史や文学や民俗学や神話など広く文化全体の眼でモノを見直すことを構想するのが「新しい博物学」である。例えば、
河豚を取り上げると、フグ毒の科学、芭蕉や一茶や蕪村の俳句、清少納言と紫式部との河豚中毒を巡る葛藤、食物としての河豚の
歴史、河豚の登場する落語など、河豚を巡る百科全書を作るのである。私たちの身近にあるあらゆるモノをこのような観点で語れば、
少しは幅広い物の見方ができるのではないだろうか。「新しい博物学」によって文系の知と理系の知を結び合わせ、二つの文化を再
度撚り合わせようというわけである。
実際に、寺田寅彦も、このような試みをしているのだ。「漫画と科学「（大正一〇年三月）とか「科学と文学」（昭和八年九月）や
「西鶴と科学」
（大正一〇年七月）、「路傍の草」（大正一四年十一月）、「日本楽器の名称」（昭和三年一月）、「火山の名について」（昭
和六年一月）
、
「珈琲哲学序説」（昭和八年二月）、「神話と地球物理学」（昭和八年八月）などには、寺田寅彦の蘊蓄を傾けた楽しい
話が詰まっている。
「新しい博物学」とは呼んでいないが、そのような意図をもって書かれているのは事実である。
「等身大の科学」そして「新しい博物学」によって、科学の在り方を再検討し、科学と人間の関係をもう一度見直してみるのも必
要な作業なのではないだろうか。」

身の回りからはじまって
身の回りにおわる
そこからはなれたすぎたところでは
じぶんをなくしてしまうから
身の回りではなにも切り離されないから
じぶんを抜きにして宇宙は成立しない
どんなことも切り離して考えない
すべてのものは
見えないところでつながっている
見えない糸を切り離してしまえば
切り離されたものの暴走がはじまる
孤立したという思い込みが
その悲しさを爆発させてしまうのだ
じぶんを見失いそうなときには
等身大のじぶんに還ることだ
等身大の心に戻ることだ
その新しい光のなかですべてを見直すことだ
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■山本ひろ子・宮嶋隆輔 編『乾武俊選集・民俗と仮面の深層へ』
（国書刊行会 2015.5）

謎の翁は訪れ
猿のごとく
神をもどき
うたい踊る
（宮嶋隆輔「解説『黒い翁』の向こうへ」より）

「白い翁・黒い翁に代表される翁猿学は、紛れもなく中世という時代に根ざした芸能であった。翁という形象が、地主神としての翁、
神仏の顕現としての翁、蓬莱思想を背景に持つ仙人としての翁、芸能者としての翁 ･･････ といった複数の影を身にまとい、人々の想
像力を掻き立てた時代だからこそ、その芸能は場の要請に合わせて大胆な変身／変奏を遂げ、各地のおこない・修正会などの祭礼に

深く食い入っていくことができたのだ。
そして中世的世界の終焉を告げる「能」の大成前夜、まさに「芸能の危機」というべきこの移行期に、猿学集団は諸国に散らばる
土地ごとの翁芸を、どんな場所にも通用するような普遍的なかたち————＜うた＞と＜舞い＞————に洗練し、統一させていく。
その最終的な完成型が、今日の能で伝えられる『翁』であった。そうした意図的な改変のねらいは、猿楽能の祖型ともいうべき「翁」
を「上なき神態の舞曲」（『明宿集』）にまで高めることで、翁を純然たる神とし、猿楽座のブランド化をはかることにあった。
さて、
古態の翁（民間にのみ残された翁）が「能の翁」に移行しはじめる時期に、まっさいきに消されてしまうのが、
（･･･）
「災厄やらい」
の段である。
「能の翁」への移行期の芸態を残す上鴨川本や北方本を子細に検討すれば、
「災厄やらい」の意図的な削除と同時期に「白
い翁」の神聖化がはじまっていることは歴然としている。
たとえば北方の翁は、祝福の言葉を述べよと地謡に指示したり、猿楽は「凡夫きやふの庭にてすべからず」として「とりわけ宇治
の宝蔵」に招かれたことを主張してから、
「宝数え」をはじめる。もはや土地の神仏のために宝を持ち来ることをしない北方の翁が、人々
にとって身近な存在であるはずはない。この時期から、白い翁の神聖化、いいかえれば黒い翁の零落がはじまってゆくのであった。
黒い翁への着眼に始まった乾の翁論からは、ある時期に急速に「神聖化」され「昇華」されていった「白い翁」の転向————そ
れに携わった者たちの影————を鋭く読み取ろうとする視座が、逆説的に浮かび上がってくる。」
「神のごとく振る舞い、威厳正しく祝言を述べる「白い翁」に対して「黒い翁」は、どぎつい、対抗的な想像力を尽き出している。白
い翁を滑稽に「もどき」、説明的に繰り返すことで、笑われ、からかわれる存在としての自らを演じつつも、時には祝福させられる者
の深い嘆きを表出し、異様な祝言を唱えるのである。この「もどき」の心こそが「芸能の根源」であったし、被差別と芸能の接点に
立つものの影像であった。だからその顔面は黒く、さらにも源流に近づくごとに、祝言を言わされるその「口」が無残にゆがんでゆく。
黒い翁に象徴される「被差別民衆」の心は、同じくゆがんだ面相をもつ「佐渡の春駒」などの祝福芸にも息づき、日本芸能史の暗部
に知られざる系譜を形成した。
乾の仮面論はさらに、いわば「仮面以前の仮面」へも訴求する。（･･･）シテテンや水海のあまじゃんごご、細男（せいのう）といっ
た「顔を隠す」芸能群に、「かつて芸能の中心にいた者、そして周縁に追いやられた者」の影をよみとるのであった。そうした幾百、
幾千もの「祝福させられたる者たち」のすがたを仮面に封じ込めるとき、それはどんなかたちで現れてくるだろうか。その仮面はきっ
と、うそぶいた「黒い翁」のかたちをとらざるをえないのではないか————。」

仮面はなにを思う
仮面は何を封じる
白い翁は神聖化され
黒い翁は影になる
黒い翁はうそぶくのだ
幾千もの「祝福させられたる者」たちの
仮面の前の「顔を隠す」芸を
黒き面に封じて
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はじめに
人と人がいた

2017.7.29

■譚嗣同（西順蔵・坂本ひろ子訳注）『仁楽』（岩波文庫

1989.8）

あなたがいて
わたしがいた
けれど
それだけでは無だった
わたしのなかのあなた
あなたのなかのわたし
ふたりが交わって世界が生まれた
やがて
あなたは他者になり
わたしは自我になった

「
「仁」は「二」と「人」でできていて、人と人との関係という意味である。「元〔原初〕」は「二」と「儿」でできており、「儿」

は人の字の古体であって、これも「仁」である。「无（無と同じ）」は、
〔後漢の〕許慎が「元」は「无」に通ずると説明しており、
「无」
も「二」と「人」でできていて、やはり「仁」である。このように、仁のはなしには「元」がわからねばならず、そしてそのはた
らきの究極は「无（無）」なのである。
仁の元〔原初〕を身につけ、自在（原文「神」）に无〔無〕に通じた三人がいる。仏陀であり、孔子であり、イエスである。仏
陀は孔子とイエスとを統合しえた。孔子とイエスは、仁は同じで仁のかたちがちがう。孔子とイエスを調整融和したのが墨子である。
周、秦の学者は、孔といえば必ず墨といっており、じっさい孔と墨は同じ仁を宗旨とした。〔墨子が〕倹約を奨励し礼楽を否定し
たのは、どうも大同〔絶対の自由平等の世〕にまで進めなかったかのようだが、この欠点は兼愛を主義に掲げているので帳消しに
される。というわけは、兼愛とは〔他〕人と我とに差別がないことだから、世間の倹約奨励、〔礼としての〕音楽への批判が人を
苦しめるばかりなのとはまったくちがい、それで、代数学のプラス、マイナスの帳消しと同様に、墨子の倹約奨励、音楽批判は兼
愛で帳消しになっている。それが特定者を愛するのではないからである。墨子に二つの流派がある。一つは「任侠」〔人のために
は身命をも捨てる生き方〕で、わたしのいう仁のことである。漢では党錮（とうこ）、宋では永嘉（ようか）に多少その面目がのこっ
ている。もう一つは「格致」であって、わたしのいう学のことである。秦の『呂氏春秋』、漢の『淮南子』がそれぞれその片鱗を
伝えている。仁と学、そして学と仁。今日の士たちは高遠なことを考えなくてよい。つまるところ、墨子の二流派にしたがって、
浅いところでは孔子とイエスをあわせ、深いところでは仏陀の法をもとめれば、もう十二分なのである。」
「かねがね、二、三のお偉方は教え〔伝統の教学、名教〕が亡びるとひどく心配するが、わたしの考えはちがっている。どういう
ことかというと、教えとは亡びるはずのないものである。亡びるような教えは、もともと存続できない教えだからこそなので、亡
びてすこしも惜しくない。ほんものの教えはせいぜいのところその名がなくなるだけのこと、その実がなくなることなどありえな
い。名などは聖人は気にしない。聖人というのだって名なのである。聖人の名とか性とかもみな名である。いや、わたしが言って
いる仁とか学とかものまた名なのである。名はものの有る無しに関係がない。「馬と呼ばれたら馬だとこたえよう、牛と呼ばれた
ら牛だとこらえよう」
〔
『荘子』「天道」〕、
「大道はくそ小便にそなわり」〔『荘子』「知北遊」〕、
「仏法、それは乾屎橛〔くそかきべら〕
なのだ」
。すべて差しつかえない。そのわけは、いずれも名であって、実そのものはなくなることがないからである。ただ問題は、
まさに実があるのにその実を尽くすことができないということのために、なにが名であり、なにが実であるのかがわからなくなる
ことである。
」

そして世界のはじまりは
やがて忘れられてしまった
わたしのなかのあなたと
あなたのなかのわたしの
交わりを思い出させようと
愛という試みがはじまった
愛の教えが説かれたが
教えはすぐに動かぬ石になった
愛を生きることが証されたが
愛は誤解され名ばかりの物語となった
教えも名も
そのほんとうは
失われることはないのだが
世界は
わたしのなかのあなたと
あなたのなかのわたしの
交わりから生まれたのだから
そしてそれは
愛そのものなのだから
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■Ｃ・オットー・シャーマー／カトリン・カウファー
『出現する未来から導く／Ｕ理論で自己と組織、社会のシステムを変革する』
（中佐美加子・中土井僚訳

英治出版

2015.7）

内なる知を
出現させるためには
思考を開き
心を開き
意志を開くことだ
けれども人は
ひとりのときは賢者かもしれないが
二人になると引き裂かれ
三人になると三すくみになり
多人数になればなるほど
思考も心も意志も引きずり降ろされてしまう
民主主義が賢者の集まりであれば素晴らしいが
愚者の集まりであれば最悪になるのはそういうことだ

「本書の冒頭で、次の三つの問いを掲げた。
１
２

破壊に直面する今、出現する未来から導くにはどうすればよいのか。
前進するための旅を導いてくれるのは、どのような進化的な経済の仕組みか。

３ 我々が全体を移行させる媒体として機能するのを助けてくれる戦略は何か。
これらの三つの問いへの答えを探っていく中で、三つの大きなアイデアを提示した。一つ目は、学び方には根本的に
異なる二つのモードがあるということだ。過去から学ぶ方法と、出現しつつある未来から学ぶ方法である。出現しつつ
ある未来から学ぶためには、思考を開く（認知の境界を超える）ことだけではなく、心を開く（関係の境界を超える）
ことと、意志を開く（自分の小さな意志の境界を開く）ことを含めた深い学びのサイクルを始動させなければならない。
出現しつつある未来から学ぶＵプロセスは、三つの動きをたどる。「ひたすら観察する」
「一歩下がって内省する————
内なる知を出現させる」「即興的に行動する」である。
二つ目の大きなアイデアは経済進化のマトリックスに関するものだ。マトリックスは、経済構造の進化は人間の意識
の進化に従うこと、より正確には、両者は相互に大きく依存していることを示している。マトリックスは経済思考の四
つの文法またはパラダイムを提供する。マトリックスの進化は、数百年にわたって、さまざまな文明ごとに独自の形を
とる旅として具現化されてきた。結論として言えるのは、今日の経済構造を変容させるには、人間の意識をエゴ—シス
テム意識からエコ—システム意識に移行させる必要があるということだ。
三つ目の大きなアイデアは、次の革命では、ムンドまたはシステムの視点から、経済進化のマトリックスで示された
八つの鍼のツボすべてに焦点を合わせるマルチポイントの戦略が必要になるということだ。同時に、行為者の視点から
は、そのような戦略は、組織機構やプレーや 0 が１・０から４・０に進化するときに通らなければならない転換の度
（Umstuelpung）に集注しなければならない。この転換の旅は、すべてのレベルのアクターに意識の視線を曲げ、自分
自身と自己（self）の源に向けるように求める、それは、思考と心と意志を開き（ミクロ）、会話をダウンローディン
グから聖性的な対話へと移行させ（メソ）、階層制（ヒエラルキー）の縦割り構造を、生きている全体としてエコ—シ
ステムを結びつけるエコ—クリエイティブな場に変える（マクロ）ことを意味する。」
※経済進化のマトリックス（０．０〜４．０）
０．
０：共同；前近代意識、１．０：国家中心：重商主義；国家資本主義；伝統的意識、２．０：自由市場；自由放任主義；
エゴ中心的意識、３．
０：社会的市場：規制；利害関係者中心的意識、４．０：共創的：分散型；直接的；対話的；エコ
中心的意識

けれど賢者はひとりであるときにしか機能しない
そして力を持つ者は得てして賢者を装っているだけだ
しかも賢者を装うことさえできないことのほうが多いのだ
過去から少しでも学べればいいくらいだ
出現する未来などはまずは望めない
それでも破壊を避けるために
試み続けなければならないことは多い
まずは自分のなかに
出現する未来をつくることだ
自分の意識を変えないかぎり
自分の関わっているシステムの意識も変わらない
自分の意識を変えるということは
まずは二人になっても引き裂かれないことだ
愛が説かれ愛を生きた範のわずかなりとも
自分で自分に説きそれを生きることだ
いちばん近くにいる目の前の人と
対話できないかぎり
その先には進めない
人類におけるもっとも高次の教えが
愛についてのものであることは
その境界を超えないかぎり
人はどこにも行けないということを教えている
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■細川俊夫：オペラ『海、静かな海《2011 年 3 月 11 日の犠牲者に捧げる》』（EUROARTS ／キングインターナショナル
原作：平田オリザ（日本語）・オペラ台本：ハンナ・デュブゲン・ドイツ語翻訳：ドロテア・ガスナー

演出：平田オリザ

2017）

サクリファイスを
ただのサクリファイスにさせぬこと
死をただの死にはさせぬように
鎮魂を魂を鎮めるだけのものにさせぬように

2016 年 1 月ハンブルク州立歌劇場（ライヴ）

ケント・ナガノ指揮・ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽団
スザンヌ・エルマーク（Ｓ）・藤村実穂子（Ｍｓ）・ベジュン・メータ（ＣＴ）
（
《海、静かな海》について細川俊夫の解説「自然災害と人間の不遜」より）
「私が作曲した４作目のオペラ『海、静かな海』は、ハンブルク州立歌劇場の委嘱作品です。
平田オリザが書きおろした脚本を基に、《松風》と同じくハンナ・デュブゲンがリブレットを制作しました。
息子を亡くした母親の悲劇である能の伝統的な演目『隅田川』を書きかえて、福島を主な舞台にすることを、平田オリザ氏に提案し
ました。ベンジャミン・ブリテンもまた、『隅田川』を下地にして《カーリュー・リヴァー》を作曲しています。とても良いオペラです
が、キリスト教的過ぎると私は考えます。私は仏教を元にした原作により近い話にしました。
そして平田オリザ氏は森鴎外の小説『舞姫』の内容を、『隅田川』の作品に組み込みました。こうして、津波および原発事故の犠牲者
の鎮魂と、被災地に留まる人々の心を描くオペラ『海、静かな海』が生まれました。
2011 年の東日本大震災と津波およびそれに伴った原発事故がきっかけで、再び自然災害と人間の不遜について考えました。私の音
楽は自然と調和しながら生まれています。人間は、自然の本質的な力を尊敬し、恐れています。自然を制覇して独占しようとした試みは、
自然を完全に滅ぼすことにつながっているということを、皆様にもう一度考えていただきたいのです。
2005 年に作曲したオーケストラ作品《循環する海》は人生の循環を音楽で表現しています。海の水は蒸発して、雲になり、雨になり、
嵐になり、なんども地球に戻って、海へ流れ返ります。オペラ《海、静かな海》では、生の泉である海が放射能に汚染され、その循環
は切断されてしまいました。（このオペラのなかに、人々が提灯を持って海岸へ行き、その灯りを海へ返すシーンがあります。この儀式
で人は、故人の魂を海に流して、生の泉である海に託します。（
主人公クラウディアの役は、能楽作品「隅田川」の母親役でもあります。愛する息子の死を受け入れることができません。悲しみを
表現する歌、念仏を唱え弔うことで、彼女の悲しみを痛感することができます。歌や音楽によって、悲しみと痛みはより深みを増し明
確になります。音楽には巫謡の力が内在しています。神子であるクラウディアは歌声を通して、我々の世界と仏界を結び、故人の魂と
交流しているのです。
東北大震災と津波の犠牲者の方々にオペラ《海、静かな海》を捧げます」

水は天より来たりて
大地を流れ
また天へと帰りゆく
人もまた
大地を歩まねばならぬが
歩む大地が汚され
静かな海が荒ぶる海となるとき
天への道は迷路となるやもしれぬ
されどサクリファイスは
新たな生と死の対話にならねばならぬ
鎮魂は魂の新生にならねばならぬ
天と地の大いなる新たなめぐりのように
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■川村湊『闇の摩多羅神／変幻する異神の謎を追う』（河出書房新社

2008.11）

今も我らの内奥に潜む
後戸の神あり
鼓を持ちて歌いて踊り
翁の面となりて祝言を謡う
その名こそが摩多羅神
今も我らの内奥の
暗闇のなかより姿を顕し
ディオニュソスに憑かれたごとくに
我らを踊り狂わせる
「摩多羅神は、多くの面貌を持っている。また、中世から近世に至る歴史の闇の中で幾度となく、メタモルフォーゼ（変身、
変貌）を繰り返している。近世においては、徳川家康を東照大権現として崇める東照宮の祭神である東照三所権現の一柱
としての摩多羅神（日光権現）が知られており、東照宮信仰とその神話の形成に深く関わっていることは間違いないので
ある。徳川政権の宗教的、精神的な支柱としての摩多羅神の信仰が考えられるのだ。
しかし、そのいずれの祭祀や信仰の過程も、深い闇によって覆われているのが、摩多羅神の信仰の、あまり他に例をみ
ない特徴なのである。そうしたタブーの闇を切り開いてゆくことこそ、真の研究の名に値するものなのではないだろうか。
それはまさに、日本という国や人々の〝闇の精神史〟を辿る試みともいえるものなのである。」
「摩多羅神は、大きく分けて、①天台・真言の念仏堂の「後戸」の守護神。②猿楽能の集団の始祖神としての秦河勝と同体
の職能神
（翁面）
。③玄旨帰命壇の本尊。④東照宮の東照三所権現の一柱。こうした四つに分類されると考えられる。そして、
その特徴は、ある特定のグループの守護神であり、決して一般的な信奉者を獲得できるような普遍的な神ではないという
ことだ。しかも、そうした狭い信者グループの中でも、隠され、秘密にされる神であったことは、これまでしばしば論じ
てきたところだ。だから、摩多羅神は、こうした信仰を支える特定の信者層を失った時に、きわめてあっさりと、歴史の
闇のなかに姿を消すことになったのである。時折、暗闇のなかから、不気味な笑い声と、おどろおどろしい秘祭の主宰神
として、オカルティックな神秘学の書物のページに登場する以外には。
そういう意味では、摩多羅神は、中世神話世界の多くの神仏、異形異類のものたちと同様、すでに滅んだ異神の類にほ
かならない。だが、摩多羅神は滅んだが、摩多羅神的なものは、本当にこの日本から地を払ってしまったのだろうか。私
には、必ずしもそうだとは思えないである。摩多羅神の神像の像容は、鼓を持ち、歌い、踊る姿である。脇侍の二童子の
舞踏姿はいうまでもない。こうした〝踊る神〟としての摩多羅神は、必ずしも滅んではいないのではないか。」
「摩多羅神とは、私たちの心身に宿る〝踊り狂う（狂わせる）神〟なのである。」

死と生
浄と不浄
煩悩と菩提
あらゆる両義性のなかで
荒ぶる火となりすべてを焼き尽くし
灰のなかより甦るのだ
後戸の正面より顕れるごとくに
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■半藤一利『それからの海舟』（ちくま文庫

2008.6）

「海舟の歯に衣を着せぬ言は、まことにさわやかである。それだけにその冷笑的な毒舌に辟易する向きもあり、海舟に対する風
当たりもまたどうして、ひどいものがある。福澤諭吉、福地桜痴、栗本鋤雲など、錚々たるところが、勝嫌いを鮮明にする。こ
れに乗って旧幕臣たちが口をきわめて罵る。その代表格が福澤の『痩我慢の説』であるが、これについてはすでに書いた。わた
くしは福澤の論を『教室武士道論』とする意見に賛成であることにもふれた。
ここには、天皇と慶喜との対面に関連して、武士道について論じた海舟の談話をあげておくことにする。これがなかなかにい
いと思うからである。山岡鉄舟述の『武士道』のなかに出てくる海舟談である。海舟はこういうのである。
「一兵をも動かさずして江戸城を官軍に引き渡したことは、やはり武士道から割り出したのだ」
おのれの信じる武士道からいってそれは正しかった、と勝っつぁんは断言する。その上でこう論理を展開する。
「そもそも武士道には形もあれば心もある。形は心の発動だ。それゆえに、その精神さえ一定不変であれば、形は臨機応変な
ものだ。しかるに、この義について、そしりをいう奴に、二種あるよ。第一を頑迷派、第二を生意気派とでもいうておこうよ」」
「では、勝っつあんが貫いたおのれの武士道とは？ ･･････ 結局のところ、彼の果たさなければならなかった政治責任というこ
とになろう。その日、海舟は必負を期して江戸城を空け渡した。私情を捨て日本の国のために、徳川八万騎の氾濫を抑えきった。
結果として徳川慶喜をして兵を語らざる敗軍の将とせねばならなかった。それゆえに、江戸城無血開城の談判このかた、いつの
日にかかならずや「朝敵」徳川慶喜の汚名を雪がねばならないと心に決めた。海舟の「政治責任をとる」ということはその一事
にある。徳川の家臣としての彼の考える敗者の武士道もそこにある。
実際の話、海舟は私心なくそれを実行した。そうしただけではなく、その後もずっと国内分裂を回避することに全力を尽くし、
いらざる暴発を抑え続けたのである。こんどは日本国のためにである。そのために人知れぬところで〝あひるの水かき〟をつづ
けることをやめなかった。見えざるところで懸命な奔走をつづけたのである。そして慶喜の汚名を見事に晴らすことになる。そ
こに勝っつぁんの考えるところの武士道があり、その形があり心があり行動があったのである。あっぱれな男の生きようがある。
少々しゃべり過ぎのキライはあるとしても。」

それから
なのだ
それまで
よりも
そのとき
よりも
それから
なのだ
見えないところの
あひるの水かきなのだ
パフォーマンスは
パフォーマンスとして
それはそれなのだが
だいじなのは
それから
なのだ
ほんとうのそれは
あひるの水かきとして
人の見ていないところで
続けられねばならない
ひとはひと
それはそれ
じぶんはじぶんの
それから
なのだから
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■三中信宏『思考の体系学／分類と系統から見たダイアグラム論』
（春秋社 2017.4）

リテラシーリテラシーと
繰り返し唱えられることも多い時代
じっさいのところそれが何なのか
よくわからないままだ
けれどリテラシーはいつも
むずかしい顔をしてはいない
文字でも図でも数式でも
使えるものは何でも使っていいのだから

「私たちは通常の意味での「文字」によって書かれたテクスト（文章）を読んだり解釈したりすることには関心を

払っても、文字ではないダイアグラムや絵文字の読解にはそれほど大きな関心は祓われてきませんでした。文字以
外の挿絵や図表は、いい意味でも悪い意味でも、読み手が「見ればすぐわかる」という手軽さが特徴です。そのため、
これらの図式表現の読み方や解釈の仕方は読み手に任されてしまい、通常の文字ほどには〝リテラシー〟は重視さ

れなかったのかもしれません。しかし、ダイアグラムのような図形言語がどのように情報伝達の機能を担っている
かについてはきちんと考察する必要があるでしょう。」
「松田隆美は、
著書『ヴィジュアル・リーディング：西洋中世におけるテクストとパラテクスト』
（松田 2010）の中で、
書かれた文字の「テキスト（text）」に対置して、文字以外の要素を「パラテクスト（paratext）」と呼び、両者の
関係について興味深い指摘をしています。
「パラテクストとは、ジェラール・ジュネットによると「テキストを取り囲み延長することによって、まさにテク
ストを ･･････ 存在させる ･･････ テキストにともなう生産物」
「それによってあるテキストが書物となり、それによっ
てあるテキストが読者、より一般的には大衆に対し、書物として提示される」要素であり、ジュネットは、書物の
タイトル、副題、前書き、挿絵などをその中に含めている」
このように定義された文字のテクストと文字以外のパラテクストは、ある文脈（コンテクスト context）のなかで、
互いに影響しあっていると著者は主張します。」
「私たちはパラテクストをどれほど読み説く能力をもっているのかについて、中村雄祐は著書『生きるための読み書
き：発展途上国のリテラシー問題』（中村 2009）のなかで、この〝リテラシー〟という概念をより広く拡張するこ
とを提唱しています。著者は、従来の「リテラシー（literacy）」ということばは「書面の視覚記号を文字を中心に
捉える傾向が強く、
数字や図的表現に関する研究は二次的な扱いにとどまる」と問題点を指摘します。そして、
「文字」
の読み書きにとどまらず、数字や数式の読み書きを「ニューメラシー（numeracy）」、図像表現の読み書きを「ヴィ
ジュアル・リテラシー（visual literacy）」と呼ぶことで、文字テクスト以外の非文字パラテクストをも含む広義の
リテラシーを包括的に論じることができるだろうと主張します。文字テクストのリテラシーに加えて、統計学的な
ダイアグラムを用いることにより数字・数式に関するニューメラシーがどれくらい向上するのか、そして系統樹と
いうダイアグラムによって読み手のヴィジュアル・リテラシーは改善できるのかはそれぞれの分野にとってはとて
も重要な問題提起となるでしょう。」
「ただし、文字リテラシーと数字・数式ニューメラシーとの間には明白なギャップがあると著者は認めます。」
「このリテラシーとニューメラシーとのあらわな隔たりを埋めるのが、図像やダイアグラムを用いたヴィジュアル・
リテラシーに期待される役割です。」

読むということ
分かるということ
表すということは
一対一対応の問いと答えがあるのでもない
それは襞のように折り重なった織物を
身につけるようなものだろう
リテラシーの根底には
考えるということ
理解するということ
そして伝えるということがあるからだ
そしてほんとうはそこに
深く感じとるという泉が
湧いていなくてはならない
それがないリテラシーは
ただの機械になってしまうから
ダイアグラムもただの図解ではなく
図そのものが曼荼羅のように存在してはじめて
泉になるというところがありはしないだろうか
文字では伝えられないものを直に示すことができるような
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へるんさんの来た道は
まがりくねって続いておりました

■芦原伸『へるん先生の汽車旅行／小泉八雲と不思議の国・日本』

ギリシャのイオニアで生まれ
アイルランドのダブリンへ
そこで父はいなくなり
母もやがて去ってゆき
神学校に通いはしたが
事故で左目が失明し
やがて単身アメリカへ
そして世界の孤児になる

2017.8.4
（集英社文庫

2017.3）

「帰りのタクシーのなかで CD が流れていた。懐かしいフォークソングで「オハイオ川の岸辺」である。私のために流してくれた、
とは思えぬが、何気なくきいてみたら、同年輩らしいドライバーはジョニー・キャッシュのファンだと言った。この街ではまだ
カントリー・ミュージックが顕在のようだ。
そうか〝マーダー・バラッド〟だったのか！

ハーン作品の原点これだったのだ！

遠くシンシナティまでやってきて、私はハーンの〝殺人趣味〟の謎が解けた気がした。
アメリカには不思議な音楽のジャンルがある・マーダーバラッドもそのひとつで、殺人事件をテーマにした一連の物語的な

フォークソングだ。日本ではキングストン・トリオが歌った「トム・ドゥーリー」が有名である。新聞やラジオ放送が未発達だっ
た開拓時代では、事件が起こると、すぐさま歌が作られ、歌い手がギターやバンジョーを弾きながら、楽譜と歌詞を売り歩いた。
刷りものは〝ブロードサイド〟と呼ばれ、歌い手は片面刷りの印刷物を売りながら、値域に事件報道を流していった。「オハイ
オ川の岸辺」はそうしたマーダー・バラッドの代表作である。」
「ハーンがシンシナティに暮らした一八七〇年代は、アメリカ史からすれば、まだまだ西部開拓の時代である。
一八六九年に大陸横断鉄道が完成し、大西洋と太平洋は結ばれたが、入植者と先住民との戦いはまだ終わっていない。
一八七八年にはアウトローとして名高いビリー・ザ・キッドの「リンカーン郡の戦い」があり、ワイアット・アープ、ドク・ホ
リデイの名とともに伝説化した「ＯＫ牧場の決闘」が起きたのは一八八一年のこと。銃がまだまだ法廷の代行を果たした荒っぽ
い時代である。
」
「犯罪や猟奇的な記事が読者受けすると読んだハーンは、そうしたセンセーショナルな記事を敢えて書き、勝負に挑んだ。文芸
的なハーンの書き方はまさしくバラッド向きだった。
イギリスやアイルランドから来た移民たちが、アパラチア山脈を越えるなかでマーダー・バラッドは生まれ、歌い継がれた。
やがて彼らがヴァージニア、オハイオ、ケンタッキー、テネシーへと西へ開拓を進めるなかで、アメリカの伝承音楽のカテゴリー
となり、定着してゆく、思えばハーンのやってきた道も、同じルートではなかったか？
ハーン作品を読み返すと、バラッド調の作品が散見される。ギターを爪弾きながら、酒場の片隅で、
「そうか、そんな事件があっ
たのか。あいつももうお陀仏だよな」などと語り合う大衆のつぶやきが、今にも聞こえてきそうである。
マーダー・バラッドには曲の軽快な流れとは逆に底知れない心の闇が横たわっている。「オハイオ川の岸辺」の歌詞は、身勝
手に恋人を殺し、川に投げ捨て、自分が縛り首にされるのを待つ————という悲しい物語だ。そこには明るい未来や穏やかな
愛の暮らしは描かれていない。
アメリカという巨大国が成長してゆく陰で、塵芥のように暗闇に流されていった数多くの無名ののちの声がそこには聞こえる。
ハーンはそのさびしい声を聞き、その虚しさを書き上げた。」

マンハッタン
ニューヨーク
シンシナティ
フィラデルフィア
ニューオリンズ
マルティニーク
そんなこんなで
日本へ渡る
へるんさんの書いたお話の
見えない奥のその奥には
暗闇のバラッドがありました
開拓時代の底知れぬ事件を語る
マーダー・バラッドの物語
こんな事件があったのさ
あいつも悲しいヤツだった
軽いギターの爪弾きで
つぶやく悲しい物語
無数のいのちの物語
怪談話のその奥で
へるんさんはなに語る
日本を愛したその奥で
へるんさんはなに思う
不思議の国でなに思う
失われてゆくのか愛する日本
へるんさんの思いの道は
まがりくねってどこへゆく
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■藤岡換太郎『三つの石で地球がわかる／岩石がひもとくこの星のなりたち』（講談社ブルーバックス

2017.5）

地球で生きているということは
石の上で生きているということだ
石の上に３億年３０億年
石っ子になったのは理由がある
地球で生きているということは
水とともに生きているということだ
水とともに生命の歴史は続いてきた
水に魅せられるには理由がある
「三つの石とは、
「橄欖岩」「玄武岩」「花崗岩」です。」
「橄欖岩、玄武岩、花崗岩は地球上に最もたくさんある、つまり最もありふれた石です。地球の全体積に、これら三つの石の体積が占
める割合は、橄欖岩が 82.3％、玄武岩が 1.62％、花崗岩が 0.68％です。ほかには、金属が 15.4％です。つまり、事実上、地球はほ
とんどこれだけでできているのです。
このうち、
橄欖岩は地中の奥深くでマントルをつくっています。玄武岩は海洋の地殻をつくっています。花崗岩は大陸の地殻をつくっ
ています。そして金属とは、地球の中心の「核」をつくっている「鉄」です。この鉄は宇宙からの隕石に由来するので「隕鉄」と呼
ばれています。
地球の構造とは要するに、鉄の球（核）の周りを橄欖岩が取り囲み（マントル）、その周囲に玄武岩（海洋地殻）と花崗岩（大陸地
殻）が薄く張りついているだけにすぎない、ともいえるのです。このような層に分かれたのは、太陽系における元素の分布と同じで、
それぞれの石の密度が違うからです。
これが三つの石で地球がわかる大きな理由ですが、ほかにもあります。
私は三つの石の名前を、橄欖岩、玄武岩、花崗岩という順番で書いています。それは、これらはこの順番で地球上にできたからです。
しかも、
橄欖岩から玄武岩へ、そして玄武岩から花崗岩へと、基本的には一つの「先祖」から枝分かれしていったのです。この、いわば「石
の系譜」は、そのまま地球そのものの進化の歴史を物語っています。」
「堆積岩のもとになったのは、大陸から削られた石のかけらです。たとえば日本最古の礫岩かえあは、風化して細かな粒となって水の
流れに身をまかせてきた花崗岩が顔をのぞかせています。富士山の山体からは、おそらく大量の玄武岩質の火山岩が風に乗って、あ
ちこちに舞い降りて堆積していることでしょう。また、橄欖岩や花崗岩は、それぞれ二次的なコナチアイトや片麻岩に姿を変えて変
成岩としても分布しています。石灰岩についても、サンゴ礁を育む暖かな海をもたらしたのは、玄武岩質マグマを主体とする火山活
動です。つまるところ「他人の石」とは、三つの石から生まれて来た第二世代の石たちといえるのかもしれません。
そう考えていくと、三つの石が地球の進化に果たしてきた役割の大きさに、あらためて気づかされるのです。」
「石そのものは、
これからも進化していくのでしょうか。地球はこれまで、プレートテクトニクスによって島弧が集積して大陸をつくり、
大陸が集積し超大陸をつくると、プルームによって引き裂かれ、ばらばらになって、やがてまた集積を始める、というサイクルをお
よそ３億年ごとに繰り返してきたと考えられています。これを「ウィルソン・サイクル」といいます。３億年というサイクルで見れば、
石が少しずつ進化をとげていても不思議ではありません。」

地球で生きているということは
火とともに生きているということだ
ひとの内にも火は燃えている
情熱が燃えるには理由がある
地球で生きているということは
風とともに生きているということだ
ひとは息とともに生まれ死んでゆく
永遠の魂の風には理由がある
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■今泉文子『ノヴァーリスの彼方へ／ロマン主義と現代』（勁草書房

2002.1）

人は
断片でしか
生きることができないけれど
反省なき全体は
しばしば
人を迷妄に導くばかり

（
「
「廃墟」とロマン主義——断片が生い育つ」より）

「完璧な全体像を虚しく求めて無力感に陥るのではなく、意味を失ったように見える断片からあえて出発し、断片を味検し
つつ、これによって生きようとする決意————ここに若い世代としてのロマン主義者が誕生する。ノヴァーリスはより

いっそう積極的にこう書く。「いまだ完璧ならざるものは、断片／断章（Fragment）として現出するのが一番いい————

というわけで（断章）というこの伝達形式は、まだ全体としては完成していないものにお勧めである————もっともそ
れぞれ瞠目すべき見解を付与しなければならないが。」
断片（Fragment）の語源はラテン語の＜ frangere ＞、「細かく砕く」だと言う。キリスト教の統一世界や伝統的な共
同体社会が崩壊し、人間もまた「個」に、「断片」になった。であるとすればこの断片（Fragment）を自らのありようと
してとらえ返すしかないだろう。こうしてロマン主義者は、自己の本来的表出の形式としてまさしくフラグメント（断章）
という形式を選びとったのである。断章とはしたがって、従来のアフォリズムや箴言ではなく、まさにフラグメントとい
う特殊な伝達／表出形式なのである。」
「反省という絶えざる相互鏡映行為を通して、有限な世界が破壊され、その見せかけの相が露頭する。そうした反省の無限
の相乗のうちに「無限なるものの意識が構成される」。イロニーとは単なる破壊の運動ではなく、既製のものを破壊しつつ
新たなものを絶えず創造するための構成原理、断章的思考の構成原理なのである。シュレーゲルの端的な言葉を引用すれば、
イロニーとはまさに「永続革命」の原理なのだ。
古い秩序をイローニッシュに破壊するなかで新たな世界の意識が構成されてくるというテーゼを、よりヴィジュアルに
提出したのがノヴァーリスだった。かれは断片／断章は「花粉」であり、胚珠であって、本来、生い育つ芽をもつと言う。
それを生い立たせ、花と咲かせることこそ人間としてなすべき仕事であり、それこそが「芸術」の仕事であると。そこで
シュレーゲルとノヴァーリスの初期ロマン派は、哲学的反省から「反省の媒質」としての芸術に、なかんずくポエジーに
シフトしていくことになる————「ポエジーとは哲学の領野を行く英雄＝主人公」
（ノヴァーリス）という意識をもって。
そしてポエジーとは、かれらにとって、言語を道具としつつ、職人的手仕事と悟性的計算を駆使すべき実験的作業でもあっ
た。ロマン主義者とは、よく言われるように、ただ見果てぬ青い花に消耗的に憧れていただけのものではなく、無数の断
片を————バラバラに切り離された膨大な量の情報を、といってもいいだろう————徹底的に味検し、それを再構成
して賦活させることによって、より美しい花として咲かせようとした者たちであった。」

人は
合わせ鏡のなかでしか
生きることができないけれど
反省なき鏡は
しばしば
人を断崖に導くばかり
フラグメントよ
無数のフラグメントよ
そこに映し出された
反省の相乗
無限の相乗を生きるのだ
それは見果てぬ夢ではない
ただのイローニッシュな破壊の運動ではない
無限の相乗から
新たなものを生み出すための
無限へ向かうポエジーの運動なのだ
そこに青い花は咲くだろう
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■ヘレン・マクドナルド『ハヤブサ

その歴史・文化・生態』（白水社

2017.5）

神秘学では
動物たちは
人間が人間になるために
放出した存在だという
私たちはどうして
ハヤブサを
手放してしまったのだろう

「ハヤブサは史上最速の動物だ。わたしたちをわくわくさせ、ほかの鳥たちを超越し、危険で鋭くて自然な崇高さを発散させて

いるように見える。もちろん、これらはすべて、当のハヤブサにはどうでもいいことだ−−−−わたしたちが抱く概念なのだから。
実在する生きた動物ではあるが、わたしたちがハヤブサを見るときには必ず、人類学者のフランツ・ボアズが文化メガネと表
現したもの、すなわち、世界を見るにあたって自身の属する文化から与えられた目に見えない心のレンズを、通すことになる。
ハヤブサとの遭遇はどれも、わたしたち自身との遭遇という側面がかなり大きい−−−−そのハヤブサが実在か想像上のものか
に関わりはないし、双眼鏡を通して見たのであろうが、美術館の壁で額縁に囲まれていようが、詩人に詠まれたのであろうが、
鷹狩りで飛んでいゆおが、マンハッタンの窓越しに目にしようが、旗に刺繍されていようが、記章に刻印されていようが、は
たまた、放棄された北極圏のレーダー基地上空の雲を抜けて羽ばたいていようが、変わりはない。
動物たちは、人間がさまざまな意味づけをしやすい対象なので、およそ人間による表現の範疇にしか存在しないものと考え
る現代の評論家もいる。だが、ハヤブサはけっして、象徴的な意味を託された架空の存在ではない。彼らは生きて、繁殖し、
飛翔し、狩りをし、呼吸している。ハトたちはハヤブサについて、人間に意味を付与された空虚な記号表現にすぎないなどと
幻想を抱いてはいない。そして生きた動物である以上、本物ハヤブサは、人間に付与された意味を制限し、損ない、ときには
撥ねのける。
」
「ハヤブサたちは、人間の文化にも、彼ら自身の生態や行動にも光を当ててくれている。タカやハヤブサを含めた野生動物にわ
たしたちが与えた意味、いまも与えつづけている意味の背景にあるものを理解しようと務めるのはきわめて重要なことだ、と
いう見解をわたした強く支持する。理解しようと努める過程で、わたしたちは人間の精神や文化や社会史、自然誌、芸術、科
学の複雑な作用を学べるのだから。だが何よりも、ほかの理由から、わたしたちが自然界をどんなふうに見てどう触れあって
いるのかをじっくりと真剣に問うことが、いままで以上に必要不可欠になっている。わたしたちは六度目の大絶滅の時代を生
きているが、この大絶命は、生息地の消滅、気候変動、殺虫剤や除草剤による生態系の化学汚染、都市化や農地開発を介して、
ひとえにわたしたちが引き起こしたものだ。わたしたちが大地や生物をどのように見て、なぜそう見ているのか、どのように
重んじ、なぜ守るべきだと考えるのか、といった問いをつなぎあわせなくてはならない−−−−これらの問いは、ただの学問的関
心をはるかに超える重要性を持つ。そしてその答えが、いかに世界を救うかに直結する問いでもある。」

私たちが心引かれてしまう
動物たちは
かつて私たちのなかで
ともにあって
離ればなれになりたくなかった
そんな存在だったのかもしれない
ひょっとしたら
男女も
互いが互いを
放出した存在なのかもしれない
だから互いに惹かれながら
かつてじぶんとともにあった存在に
不思議なジレンマを感じてしまうのだろう
けれども互いに放出することでしか
得られなかったもののことを
そして放出することでなくしたものを
分かれることで分かろうとしたのかもしれない
もはやハヤブサでないからこそ
ハヤブサを求めながら
ハヤブサのごとき崇高さを
みずからのものにしたいと
願っているのかもしれないのだ
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■大塚信一『火の神話学
（平凡社

2011.10）

ロウソクから核の火まで』

動物は火を使わない
自然から離れないからだ
人は自然の火によって
みずからを自然から引き離す
火は魂を焼く
魂は一度みずからを失い
変容しなければならないからだ

「イザナミが火の神カグツチの出産によって陰部を焼かれて死んだということは、火は自然を否定することによって文化になった、

とも言えるはずである。
さらに、ギリシアの炉の神ヘパイストスや日本の鍛冶の神金屋子神が自然的身体ではない〝不具の〟身体を持つ神であることも、
火が炉の火として存在するためには、あるいは金属などの生産に関わる時には、自然の否定が必要とされることを象徴的に表現して

いるのだと思う。
そして最後に、バシュラールが遺稿の中で言うように、プロメテウスが神のところから盗んできた火とは〝意識〟だったとすれば、
それももちろん、人間が人間であるための自然の否定であった。
しかしここで、新たな問題が生じてくる。人間は自らの自然を否定することによって火を獲得したわけであるが、その獲得した火
はあくまで自然存在なのである。換言すれば、人間は火を我が物にすることで文化（＝反自然）を得たのだが、せっかく獲得した火
は自然（＝反文化）そのものに他ならないのだ。
このパラドックスこそ、火の本性を象徴するものである。火は人間に対して、何物にも優る恩恵を与えてくれた。人間は火を中心
に集まることで、家族をつくり社会を形成してきた。例えばつい一〇〇年位前まで、イロリは家族が家族であることの象徴であり、
人が本当に安心してくつろげる殆ど唯一の場所であった。それは人間が何千年もかけて火を飼いならした結果である。
しかし一方で、時に火は恐ろしい姿をむき出しにして人間に襲いかかる。（略）
こうした火のもつパラドックスは、既に見たような火の変成作用や媒介作用によって、さらに複雑な様相を呈することになる。（略）
カマドは日常的な現実を超えた、人間を異次元に導く異界への通路でもあった。現実の隣にもう一つ別の現実がある得ることを、
カマドは教えてくれるのだった（イロリなど他の火所も同様である）。昔話や民話はそうした例に満ちあふれている。
つまり、
カマドを介して火は、人間が多様な現実の中で生きていることを教えてくれるのだ。通常はごく当たり前の社会生活を送っ
ている人間だが、折にふれて人は本来とてつもない深淵に直面している存在であることを思い出させられるのである。
とするならば、宗教にとって火がどれほど大きな役割を果たしているかは、想像に難くないだろう。なぜなら宗教とは、本来的に
人間の多次元性を認めた上で、人をより高い次元に導こうと試みるものなのだから。
芸術に関しても、宗教の場合と同様なことがいえるはずである。例えばバロック芸術における火のあり方を思い出してみよう。そ
れは正に、光と闇を際立たせることによって、人間存在の深淵に迫ろうとする試みであった。
そして宗教でも芸術でも、そこにエロティシズムが深く関わっていることを、思い出そう。つまり、高度に文化的な表現である宗
教や芸術も、エロティシズムを支える人間の性愛＝自然と無縁ではあり得ないのである。それは火の本性が、一方で文化を形成する
ものでありながら、他方で自然そのものであることを、如実に示すことに他ならない。」

脱皮する虫たちのように
火は自然であり反自然だ
人は自然を使って
反自然を生きることで文化をつくる
その矛盾こそがプロメテウスの火なのだ
けれども人は火によって
みずからを滅ぼすこともできる
欲望に燃えさかる火のなかで
否応なく自虐していく悪魔のように
やがて人はみずからの反自然が
高次の自然へと向かうための
異界への旅立ちであることを知る
そのために魂は何度も何度も
矛盾のなかで焼かれなければならない
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■ルドルフ・シュタイナー『医療を深めるための瞑想的考察と指導』
（佐藤俊夫訳 ルネサンス・アイ 2017.5）

人体のなかには
宇宙の歴史が蔵され
それは植物とも照応している
（
「クリスマス講座

第５講

1924 年 1 月 6 日

ドルナッハ」より）

「現在、人体の頭部には古い土星機構があります。その意味、関連がわかれば、次のように言うことができるでしょう。宇宙の数え
きれないほどの年代を遡ると、あるものが形成され、その全ては現在、人体の頭部の熱を帯びたものに先行するものであり、植物
の根はこんにち地中においてその当時の形態を再現しているのだ、と。

ここで一つの関連性がはっきりしました。皆さんは古い土星を人体の頭部の熱組織に見ます。しかし、この観察結果は正しく行
われるなら、単に理論上の考えに結びつけられるようなものではなく、むしろ精神的な道徳倫理衝動と結びつけられねばなりません。

頭部を洞察することによって、このように言うことができなければなりません。人間というものは、頭部の観察において、いかに
それが太古の宇宙創生期の、つまり土星期のいきいきとした具体的な記憶を有しているかを通じて理解されるだろうと。（･･･）
このような方向性が与えられるべきです。つまり、公開された知識の過程によって基礎が作られた後に、秘教的に全宇宙と全人
間的に関与するあらゆることが、感情面で体験されねばならないのです。というのは、土星の存在が人体の頭部と植物の根との関
連を観察することによって明らかになったように、太陽の存在は、人体の心臓と植物の茎と葉の生長との関係を観察することによっ
て明らかになるからです。そしてさらに、茎・葉の生長は古・太陽存在の活性化された記憶なのです。
そして花に到ると、そこでは種子が作られるのですが、人体の新陳代謝系、四肢系と関連するものに出会います。花の中で進行
していることと、人体の新陳代謝あるいは四肢系との関連を考察すると、古・月期の記憶が現れてきます。そして、この内的な感
情生活に入り、実際に最も深い瞑想の中で内的にこの関連性を知覚すれば、さらに体験が広がるでしょう。」
「火は活動的な意志であり、火という物質的な現象を活動する意志の現れととらえることができます。人間の中に精神や心情を見る
ように、火の中に活動する意志を見ます。火という外見上の形態はマーヤ（幻覚）であると感じられます。また風や雲の流れの中
に気力が現れているのを感じ、水を世界のいたる所で生じている知覚に対応するものと感じることができます。そして土に対して
はそのどこにでも内的な思考と同様なものが見られ、この８日間の講座でお話できる内容を皆さん自身の内に認識する道を見出す
でしょう。つまり、人体の頭部から全身に広がる地球上の形態としての有機的なプロセスは、地球の形成の延長であり、物質と結
びついているので質量を持ちますが、実は思考の本質なのです。
呼吸の本質にまで到れば、呼吸における循環作用の中でガス状のものがどのような状態にあるのかを感じ、内部の活力、外界と
結びつける全てのものを、外界で有力に用いることができます。それを気体形成とその活動性の内に認識するのです。そして多様
な自然現象から、人体そのものの中で気体に何が生じているのかを学ぼうと努力するでしょう。
さらに水分の中で展開されるもの、また人体の水性組織、流動性を持つ組織の内的活動として生じるものの全ての中で、いかに
知覚作用が生じ、遠心的ー求心的に機能しているかがわかります。気体の活動がどのようなものかを認識するのは、循環運動のい
わば半分、つまり人体上部から下部への動きをとらえた時です。液体の中で活動しているものは、求心的および遠心的作用として
人体の中に備わっており、いたる所で均衡を保とうとしていることがわかるでしょう。外部の自然の営みの観察から、人体のこの
ような要素とともに生じるものへの移行が学ばれます。しかし、基本的な条件は、一般的な観察にとどまらないことです。なぜなら、
ありきたりな観察は、全て人を地球に向かわせ枯渇させ、硬化させ、その活動性を地球に強く限定してしまうからです。」

みずからのなかに
宇宙を視よ
宇宙を感じよ
頭部には土星と植物の根を
心臓には太陽と茎葉を
四肢と新陳代謝には月と花を
意志には火を
知覚には水を
思考には土を
呼吸には風を
みずからを知るということは
宇宙との交感を知るということだ
宇宙を生きているということを感じることだ
そこからすべての智慧は始まってゆく
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■米澤敬／日下明（イラスト）『はかりきれない世界の単位』（創元社

2017.6）

はかるということは
モノサシをつくるということだ
モノサシをつくることで
比較できるようになるのだ
いまではそのモノサシを
機械にまかせるようにさえなって
ひとのからだはあまり関係しなくなった
「現代人は自分で測るということを、あまりしなくなりました。時間なら時計、場所なら GPS（カーナビ）を見れば、一目瞭然。
面倒な手続きは必要有りません。しかも正確です。もしも時計や GPS、そしてついでにモノサシも消えてしまったら、時間や位置
や長さなどは何で測ればいいのでしょうか。答えは「空」と「からだ」です。太陽や星、月の満ち欠けで、時間や自分の位置を、
そしてからだを使って長さを測ることになるはずです。かつて世界のどの地域でも、単位はそのようにして生まれました。
中でも単位のいちばんの基準は、やっぱり自分のからだでしょう。西洋のインチやフィートも、東洋の寸や尺も、からだから
生まれた単位です。インチは成人男性の親指の幅、フィートは足の長さ、寸はインチと同じように親指の幅、尺は指を広げた際
の親指の先から中指の先まで、という具合。こうして生まれた長さの単位をもとにして、容器がつくられ、重さや体積の単位が
生み出されていきます。（中略）
人のからだを単位の基準とすると、確かにその誤差は大きくなります。しかし人のからだやその感覚は、ときにそこらの測定
装置よりもずっと敏感でもあります。（中略）
逆になかなか測りがたいのが、ほかならぬ人間。その感覚を単位化するのは厄介至極です。（中略）
それでもやっぱり人間は、何ごとも測らずにはいられないようです。測れそうもないことを推し量ろうとすることで、科学も
文化も発達してきたのですが、この本で紹介する多くの「まっとうではない」単位や、近代化とともに使われなくなった単位に
こそ、科学や文化の「落としもの」や「忘れもの」が隠されているのかもしれません。」
●トラサレーヌ（日光のなかに浮遊する塵の量）
「インド、とりわけ古代のインドでは、単位もどことなくロマンチックで哲学的。トラサレーヌは、格子を通って入ってくる日光
の光線に浮遊する塵の量。どうやって測ったのかはともかく、現在インドの貴金属商が用いているクリーシュナラの 1/1,296 と
されています。クリーシュナラは 122mg。」
●アンフラマンス（現実と非現実の境界の薄さ）
「
「下の、下方の」という意味の接尾辞「infra-」と、「薄い」という意味の形容詞「mince」を組み合わせたマルセル・デュシャ
ンの造語。物質界にいながら、可能なかぎり非物質界に近い、その寸前に留まることを指した言葉。現実と非現実の境界の薄さ（厚
さ）を測る単位ともいえます。」
●カッツェン・シュプルング（猫がひと飛びする距離）
「ドイツの距離、あるいは面積の単位。意味は「猫のひと飛び」です。日本でいうなら「向こう三軒両隣」に近い感覚。」
●盲亀浮木（ありえないことが起こる確率）
「仏教経典で説かれる確率単位です。目の見えない老海亀が 100 年に一度、海上に浮き上がったとき、偶然穴の空いた浮き木の穴
に首を突っ込む確率。なかなかありえないことの例えでもあります。」

はかるのは長さや重さや量だ
質ははかれないのに
愛さえお金ではかろうとするのは
モノサシがないと安心できないからだろう
けれどほんとうのところ
だれもはかりたくなんかないのかもしれない
ほんとうのものは
はかれやしないことをわかっているから
だからわざとはかれないものを
はかる単位をこしらえたりもする
ほら はかりきれないだろう
そう言ってみるために

小学校にはいって
いちばんはじめの算数のテストで
０点をとってしまった

mediopos-1000
2017.8.11

リンゴの絵がいくつか描いてあって
それを足したら
ぜんぶでいくつになるかというのだ

■月刊たくさんのふしぎ 2017 年 9 月号
森田真生・文 脇阪克二・絵

『アリになった数学者』（福音館書店

2017.9）

「ぼくは、アリになってしまった。（･･･）
アリになるまえ、ぼくは数学者だった。（･･･）
「数」や「図形」は、からだや星とちがって、この宇宙のどこを探してもない。３本のペンとか、３匹の羊ならあっても、「３
そのもの」はどこにもない。（･･･）
数学者は、存在しないものについて研究しているのだ。（･･･）
「ぼくはアリになるまえ、数学者でした。人間の数学者でした。教えてください。数がわかるということは、アリの世界にも、
数学があるのでしょうか。」
そうたずねようとしたぼくの心を見透かすように、彼女はしずかに語りつづけた。
「わたしたちにとっての数は、人間の知っている数とはちがう。わたしたちにとっての数には、色や輝きがあるの。まぶしい
くらい白い１もあれば、すばやくて青い１もある。人間にわかることばで説明するのはむずかしいけれど、数はたえずうごい
ているし生きている。
」
「人間が知っている数もいまだに変化しつづけている。かつてはだれも想像しなかったマイナスの数や、プラスでもマイナス
でもゼロでもない「虚数」という、風変わりな数も、いまや数学の世界の立派な一員である。まだ見ぬ数の風景を切りひらこ
うと、いまも日夜たくさんの数学者たちが、世界中で研究している。そうした努力が実ったときに、「うごいて生きている数」
という彼女のことばが、人間にもわかる日がくるかもしれない。人間がアリや、クラゲや、草や木々の数学を理解できるよう
になる日が、絶対にこないとはいえない。」
（
「ふしぎ新聞」
：森田真生『数の未来』より）
「
「１とはなにか？」という問いに、人生をかけた人がいます。ゴットロープ・フレーゲという、十九世紀の数学者です。「数
学者なのに、１とはなにかも知らなかったの？」と驚くかもしれませんが、みなさんなら「１」をどう説明しますか。
一個のりんごや、一本のペンを見せて、「これが１だ」という手もあるでしょうが、ペンとりんごは違います。そのどちら
もが「１」だというのは、どうしてなのでしょうか。
「１」がわからない人に「１」を説明するのは、とてもむずかしいことなのです。
フレーゲは人生をかけて、結局「１とはなにか？」に納得のできる答えを出すことはできませんでした。（･･･）
未来の人間はきっと、ぼくたちには想像もつかない数の風景を見ているはずです。一つ一つの数のうしろに、大きな関係性
の網が広がっている。そのような見方があたりまえになったとき、人は「１」について、どんなイメージを抱いているでしょ
うか。ひょっとすると、「一人」や「一つ」という言葉も響きすら、いまとは違うものになっているかもしれません。
数の未来を考えることは、人間の未来を想うことです。この絵本がみなさんにとって、そのきっかけになったら嬉しく思い
ます。
」

ひとつのリンゴはひとつのリンゴで
もうひとつのリンゴはもうひとつのリンゴだ
リンゴはリンゴでもおなじじゃない
だから足せやしないと思ったから
答えが書けなかった
右側と左側に絵が描いてあって
同じものを線でむすびなさい
という問題があった
リンゴとリンゴ
車と車をむすべばいいのだけれど
同じものなんかないと思った
このリンゴとあのリンゴは同じじゃない
数と数なら足せたけれど
リンゴや車の絵を足すことは
まったく意味がわからなかったのだ
それに同じものなんかないのだから
数そのものはどこにもないから
足したってかまわないし
同じ数だといってもかまわない
けれどこのリンゴとあのリンゴは
同じじゃない
数学は好きだったけれど
どこにもない数と
実際に存在しているものが
どのように関係しているのか
そのことはいまだによくわからないでいる
でも数と存在が
どこかで仕合わせに出会える
いつかそんな時がくることを
ずっと願っていたりするのだ

