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■三浦雅士『考える身体』（NTT 出版

1999.12）

「今は昔のことになってしまうが、一九六〇年代、学生運動が盛んだったころ、新入生を学
生運動に巻き込むには理屈はいらない、デモに連れていけばいいとよく言われていた。泳ぎ
を覚えさせるには水に放り込めばいいというのに似ているが、実際、これには効果があった。
街頭に出て手をつなぎ、スクラムを組んで機動隊の盾の前に立つというスリリングな体験を
しただけで、党派意識を持ってしまうのである。
どちらの側に立つべきか、身体が決めてしまう。連隊という言葉が当時は盛んに用いられ
たが、この言葉も、よく考えてみると、思想にかかわるよりもむしろ身体にかかわっている。
帯状に連なることができるのは、頭脳ではなく身体なのである。
（中略）
人は熟考して自身の立場を決めるべきものなのだろうが、事実は違っている。はじめに連れていかれたデモがその後の政治
的立場を決めてしまうとすれば。理論などたんなる装飾にすぎないことになる。（･･･）
熟考し、その後に立場を変更するものも出てくるだろう。だが、大方の人間はそうではない。たとえば、最初の体験がデモ
を規制する機動隊の一員としてのものであれば、政治的立場もまた正確に逆になるに違いない。かりに熟考するにしても、多
くは、身体的な体験を基盤にし、それに導かれるようにして考えることになるに違いない。」
「言葉は、しかし、生きている身体のなかでしか生きられない。文字が生き返るのもまた生きている身体においてであって、し
かも、そのとき文字は、すでに、響きあいさんざめく言葉の森として生きている身体のなかへと、投げ込まれるのである。投
げ込まれ、生き返り、鳴り響く。文字だけではない。おそらく物象のすべてが、そのようにして身体と交響する。物象のすべ
てがそのようにして身体と交響するというそのことを、文字という仕組みが示したところにこそ文字の驚異があったのであっ
て、そのほかのことなどおそらく些末なことにすぎなかった。
身体の思想ではない、いまや思想の身体こそ語られるべきではないか。人は身体についてさまざまに論じてきた。だが、そ
のような思想をもたらした身体のありようこそがいまや語られるべきではないか。この問いかけが、身体の言葉ではない。い
まや言葉の身体こそ語られるべきではないかという問いへと変容するとき、きわめて困難な問題であるかのように登場するも
のが、おそらく論理の問題である。
だが、数学も論理学も現実には自然言語によって支えられているのである。論証すべきことは膨大であるにしても、このこ
とはほとんど自明に思える。人は宇宙の背後に数学的法則を発見して驚くが、神秘はまったく同じように身体にも潜んでいる。
身体の現象としての言葉にも潜んでいる。両者を分かつのは死だが、むしろ死すべき身体こそ宇宙の正確な反映というべきだ
ろう。理解したいという欲望、すなわち腑に落ちたいという欲望は、何よりもまず身体の欲望なのだ。身体の欲望としての言
葉の欲望なのだ。
（中略）
すぐれた踊り手のひとつらなりの仕草が水滴のように輝く言葉のつらなりとして舞台の上にこぼれおちるとき、人はまるで
奇跡を見ているような思いに襲われる。舞踏は無言だ。けれど驚くほどに雄弁なのである。このことはいったい何を意味するか。
人はそのとき、言語の始原、始原の言語に向き合っているのだ。言語という方向性に向き合っているのだ。言語へと進むほ
かなかった生命の方向性に向き合っているのだ。
すぐれた舞踏を理解するに、言語の知識は必要ではない。外国語に堪能である必要などない。ただ、人生経験の豊かさが必
要なのだ。そしてその人生経験の豊かさをもたらす土壌こそ言葉にごかならないのである。人生経験の豊かさとはどれだけ多
くの他者の人生を生きたかということ、他者の身になったかということであり、それこそ言語の体験にほかならないからだ。
舞踏が人を感動させることとあらゆる言語が翻訳可能であることとが表裏である。もしも舞踏こそ始原の言語であるとすれ
ば、
思考の身体とは舞踏にほかならないということになるであろう。言葉と身体の密接不可分な関係を考えようとするとき、もっ
とも参照されなければならない領域が舞踏であることは疑いないように思われる。」

身体は見えない
見えない身体こそが
経験を可能にする
身体を言葉にするのではない
身体こそ言葉なのだ
言葉である身体で語らなければならない
身体を考えるのではない
考えるのは身体なのだ
思想の身体を生きなければならない
身体の論理を求めるのではない
論理の根底には身体があるのだ
論理の身体を見出さなければならない
身体を音楽にするのではない
身体こそ音楽なのだ
音楽である身体を奏でなければならない
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■仲正昌樹『モデルネの葛藤／ドイツ・ロマン派の＜花粉＞からデリダの＜散種＞へ』（お茶の水書房

2001.10）

「原初における言語とポエジーの一体性を理論的に根拠づけようとす
る試みは、当然ノヴァーリスにも見られる。《ザイスの学徒たち》や
《青い花》がまさにこのことをテーマとした小説であることは言うま
でもないが、一七九八年に書かれた断片群の一つで、言語————
ポエジー————芸術についてある程度まとまった論が展開されて
いる。
「最初の芸術は神聖文字の技である。
伝達・熟慮の術即ち言語と、上演・造型芸術即ちポエジーはまだ
一つである。後になってこの生の塊が自己分解し————そして名
付けの術、本来的な意味での言語が生じ————哲学————美術、
創造の技、ポエジー一般が生じてくる。」
（中略）
事物に名前を与え、特定の思考を形成し、伝達していく言語の秩
序形成的な機能は、同時に芸術的創造性一般としてのポエジーの表
出の裏返しでもあった。ノヴァーリスはシュレーゲルよりも広い意
味で＜音楽＞＋＜ポエジー＞に相当するものを＜ポエジー＞と言っ
ているようであり、少しズレがあるが、基本的には原初において言語の悟性的側面と描出的側面、即ち哲学的言語態とアレ
ゴリカルな詩的言語態とが合致していたという見解で完全に一致している。二つの言語態が合致していたということは、充
足律を基礎にする哲学的な思考形態と非論理的な詩的思考形態とが最初の言語表現としてのアレゴリーに収斂されていくこ
とに他ならない。最初の認識の形態は、〔Ａ＝Ｂ〕と一義的に決まる定理ではなく、〔Ａ＝Ｂ〕であると同時に〔Ａ＝Ｃ、＝
Ｄ、＝Ｅ、＝Ｆ ･･･〕と多義性を帯びた形態であった。
哲学的思考・言語形態がポエジーから分離することによって歴史的に純粋芸術が成立したが、初期ロマン派はその分離さ
れているという現実を認めながら、一方で分離された二つの技が、彼らの時代、即ちポスト・ゲーテ、ポスト・フィヒテの
時代において再び互いを認識し合うに至ると主張する。《文学について》の中でアンドレーアは次のように述べている。「哲
学はいささか大胆な歩みを運んだ後、自己自身と人間の精神をその深みにおいて理解し、ファンタジーの源泉と美の理想と
を発見し、これまでその本質と存在とを予感さえしていなかったポエジーをはっきりと認識するに至った。人間の至高の力
としての哲学とポエジーはアテネの時代にあってさえそれぞれ絶頂を極めながら、別々に分かれてしか作用していなかった
のであるが、今や互いに結びついて永遠の相互作用の中で、相互に活性化し、形成し合うようになった」。哲学の言語とポ
エジーの区別は基本的に維持しながらも、両者の根源的一致に基づく新しい言語の可能性を彼らは追求したと言える。言語
の理解不可能性、アレゴリー性、揺らぎ＝混乱＝戯れの効果を最大限に生かしながら、かつ概念的体系構築の可能性を残す
スタイルを確立することが彼らの目標であった。」

世界から
ポエジーが
失われて久しい
言語はかつて
ポエジーそのものだった
哲学はかつて
ポエジーそのものだった
数学はかつて
ポエジーそのものだった
科学はかつて
ポエジーそのものだった
自然はかつて
ポエジーそのものだった
すべてのものたちは
ポエジーを歌っていた
ポエジーをなくした
すべてのもののために祈りを
すべてはやがて
ふたたびポエジーになる
はるかなはるかな時を経て
人が人を超え人になったあとで
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■大江健三郎／聞き手・構成

尾崎真理子『大江健三郎

作家自身を語る』（新潮社

2007.5）

表現するためには文体が要る
料理を載せるために
ふさわしい食器が必要なように
食器が変われば
盛られる料理も変わる
同じ素材を使っても
料理の仕方が異なれば
料理そのものが変わってくる
わかりやすいことを
わかりやすく書くのは難しくない
わかりやすいことを
むずかしく書くのはただの衒学だ

「やはり、あらゆる芸術の根幹にあるのは言葉です。そしてその言葉を究極までみがいていけば到達点は詩の言
葉で、それも昔のように歌う言葉ではなく、限りなく散文に近づいたエッセンスのようなものが、私は文学の言
葉の最後のものとして再興するだろうと思います。それに対して、危険なのは、本当の文学じゃない文学を作ろ
うと平気でめざす新作家はいかにも多いことです。それを書くこと、読むことが小説に関わることではない、そ
れは作り手にも、読み手にも、本当の文学に至る努力じゃない。そのことに気づいてもらうために、私は売れな
くても余裕のあるような顔をして、純文学としての小説を書き続けています。」
「この一年、若い作家たちの小説を沢山読んで、はじめて日本語の文体が地すべり的に変わっていること ･･････
それは、明治の言文一致体の出現以来の大変化じゃないでしょうか ･･････、小説にされる人物像もすっかり様
変わりしていることを知りました。」
「若い人が自由な文体を作っていく、それも口語体の文体で書く小説はもっともっと柔らかくなり、インターネッ
トのブログのような文章がさらに広がっていくでしょう。しかしそれがきわめて洗練されれば、初期のエリオッ
トのような面白い文体が達成されるかもしれません。私は、ある書店の一画で開いた「大江健三郎」コーナーの、
手描きポップにはこう書きました。「知的修練／文学修業のどちらにも、ブログの文章をエラボレイトしよう。」
ブログに自分で書いたものをプリントアウトして、何度も書き直しを重ねていくのが自分をきたえるのに有効だ
とおもいますよ。私に関連する読者のブログも読んで面白い発見はありましたが、ブログという形式の欠点は、
まだ生煮えの状態でインターネットに乗せられてしまう、という点じゃないでしょうか。」

わかりにくいことを
むずかしく書くのは易しいが
わかりにくいことを
わかりやすく書くには知恵が要る
けれどもわかりやすく書かれた
わかりにくいことは
容易に誤解されてしまいがちだ
シンプルさのなかにこそ
複雑性は潜んでいるのだが
シンプルさの形だけしか見えないとき
その深い知恵を受け取ることはできない
書くことはとかくむずかしく
読むこともとかくむずかしい
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■堀内正規『エマソン／自己から世界へ』（南雲堂

2017.10）

見えない魂はいまここにあり
私たちを織り成している
その織物という地に
描かれた図が私たちだ

「エマソンにおける自己は＜関係の結ぼれ＞として在る。「ひとは関係の束、ひげ根の結び目だ、その花と果実が世界なのだ。」森

の中で「透明な眼球」になる『ネイチャー』の有名な一節の元になった日記の箇所では、「わたしは一つの透明な眼球になる」の
代わりに
「わたしは普遍的な関係の中で幸福になる」と言われていた。それは社会的な人間関係ではなく、世界を織り成している諸々
の力のことを指していて、それが一時のあいだ生命体としての自己に結び目を作っている。別のイメージでエマソンはその事態を

「個人とは囲いである。･･････ 宇宙はそこで一個の囲い地ないしは囲い場になっている」と言ったり、「われわれは ･･････ 焔の子
どもで、それによって出来ていて、同じ神性が変性したもの」と言ったりしている。エマソンは世界の現勢化されていない（見え

ない）諸力のことを端的に “soul” と呼ぶ。「あらゆる物事が示すのは、人間の内にある魂は器官ではなく、あらゆる器官に命を与
えて動かすものだということだ。･･････ それはわたしたちの存在の背景であり、その中で存在は安らっている。」プラトニズムか
らキリスト教を経由する「魂」の概念は、（･･･）エマソンの思想の配置においては、超越的かつ超感覚的な理念というより、感覚
を研ぎ澄ませば身体で感じとられる、意味化できない「背景」、ないしは目に見える図とセットになった地のことである。それは
テキストの中で、“nature” とも “power” とも “life” とも呼ばれる。それはまた “whole” とも “One” とも呼ばれるものだが、地は
認識の対象と化した瞬間に新たな図となり地でなくなるという点で、厳密に定義すれば「全体」でも「一なるもの」でもない。名
指すことができないが感じることはできる性質のこの＜地＞、言語化できることと存在が同義ならば非在とも言え否定神学的な位
相を持つ、この＜世界ではない世界＞を、エマソンは自己の身体によってリアルなものと見なす。
このさい主体の態勢において決定的に重要なのは受動性であり、「われわれが正義を目にとめるとき、われわれが真理を目にと
めるとき、われわれは自分からは何もしていない。ただその光が己れのうちを通過するのを許すだけである」ということになる。
決定的な一節は「詩人」の中にある。「個人としての私的な力の他に、大いなるパブリックな力があり、人は何があっても自分の
人間のドア（his human doors）の鍵を開けて、自己の内にその天空の流れをうねらせ巡らせることで、そこから力を汲みだす。
そのとき人は＜宇宙＞の生命の中に入りこんでいる。」起こることを身に受けるという身体的な受動性が、ここで取り出すべきポ
イントである。
（･･･）固着した自我の鎧を解除し、「世界」ないしは「生命」の流れを、自らもそこから現れ出たものとして善な
るものと観じて、そこに向けて自らを開くこと、自ずと開かれるようになることが、エマソンの自己のテクネーの要諦である。「生
の途は驚異に満ちている。それは放棄によって進む」と言うように、そのための技法ははからわないこととしての棄てることである。
この反エゴのテクネーは同時に反ルサンチマンのそれであり、目の前にある薔薇の花には何も欠けるところがないことを人間の
在り方と比べる「自己信頼」の箇所を、代表として挙げることができる。そこで「人は自らもまたネイチャーとともに、時間をこ
えて、いまを生きるのではない限り、幸福で強くなれない」と述べているように、持続した自意識の時間から切断された一瞬間の
充溢の感覚を「幸福」のモデルとすることで、エマソンは怨恨感情から読者を解き放とうとする。（･･･）他との比較に悩まずに済む、
切断する瞬間の身体体験は、現実において世の終わりを望むような大きなアポカリプスに動かされないために、日々、身近にある
世界に、その都度、小さなアポカリプスを見つけて手懐ける技である。それは断片として在るしかない自己が、断片のままに満た
される満たされ方を指し示そうとしている。エマソンは反 individualism のために individual を半ば開かれたセルフ＝ソウルの接
合体として捉える。
」

図を見るとき
地が見えなくなるようにみえても
私たちは魂から切り離されて
存在することはできない
述語に抱かれた主語のように
関係性の網の目に浮かんだモナドのように
海に抱かれた滴のように
大樹のうえでそよぐ木の葉のように
幸福感に満たされているとき
私たちは海となり大樹となり
魂から切り離されない身体となって
ひとつの宇宙を生きている
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■佐藤優・高橋巌『なぜ私たちは生きているのか／シュタイナー人智学とキリスト教神学の対話』
（平凡社新書 2017.11）
「高橋／普遍主義だと、どこにでも通用する絶対的な立場を前提とした、上から目線になってしまいま
す。ある普遍的なものがあって、自分はそのことをよく知っている立場にあり、その立場からこうし
なければならない、という指令をしていうことになりかねません。牧師さんがおっしゃったことに従

うとか、組合の上からの指令だから従わなければならないとか、上下の関係が前提とされてしまいます。

個を克服するために
みずからの個の深淵へ

（中略）そういう形では、一人ひとりの絶対的な存在理由がなくなってしまいます。シュタイナーのよ
うな偉大な思想家の場合でも、人智学は普遍的であり、シュタイナーを日本で学んでもドイツで学ん

個を避けるとき
そこはカルトになる

までも民族であれ、個人であれ、個に徹することではないでしょうか。」
「佐藤／シュタイナー教育に携わっている人たちに対して、時々閉ざされ過ぎているような印象を受けることがありますが、それはオカルトでは

悪を克服するために
みずからの悪の深淵へ

でも内容に変わりはない、偉大な思想は時代も民族文化も個人の個性も超えていると考えてしまうと、
思想の根源形式が、つまり存在の深淵が見えなくなってしまいます。宗教にとって大切なのは、どこ

なくカルト化されているからではないかと思います。カルトとオカルトは、まったく正反対です。
オカルトは隠されたものを指しますが、そのような概念が出てくるのは隠されたものを知っているからです。となると、それはもはや隠された
ものではない。オカルトとは隠されたものであり、同時に、隠されたものが脱構築されているということでもある。それをキリスト教神学の用語
で言い換えると「啓示」になります。
啓示とは、超越者である神が人間に示す真理のことで、神学研究のメインストリームです。キリスト教の最大の啓示はイエス・キリストです。

啓示は特定の時間と場所に限定された固有名詞を持った個人に対して現れるので、本質においてゲゼルシャフト（ある目的をもって形成された集
団）にはなりえません。そういう点において、高橋さんが人智学に持っていらっしゃる問題意識と近いし、啓示と神智学や人智学とは隣接してい
るんですね。
（中略）
高橋／（･･･）啓示はどこまでも、一人ひとりの人格のぎりぎりのところに現れるのですね。
私にとって、人智学とキリスト教は、まったく区別ができません。シュタイナーは、キリスト衝動をどう生きるかという一点だけを問題にして
います。特に「ヨハネによる福音書」と親和性があります。シュタイナーはドイツの思想におけるゲーテとノヴァーリスの流れに位置づけられる
と思いますが、ヨハネ書との関連では、ロシアのウラジーミル・ソロヴィヨフやニコライ・フョードロフの流れにも近いように思います。
佐藤／どちらの流れも、日本のアカデミズムでは大きく扱われません。ノヴァーリスの翻訳本は少ないのですが、ロマン主義は人間とは何かを考
えるうえですごく重要なものの見方です。ロマン主義は、近代知と接触することによって捨て去られるもののなかに真理があるという精神運動で
すが、真理は目に見えないところにあるととらえます。われわれ日本人の誇るべきところはロマン主義を持っていることで、アメリカにはない。
アメリカで金融資本主義が興ったことは、ロマン主義的な非合理な要素がわからないことにも理由があるように思います。
ゲーテも。ロマン主義の文脈でとらえることができるかもしれません。『ファウスト』では、悪魔メフィストフェレスがこのように説明する場
面があります。
「悪は入るときは自由だが、出るときは奴隷のように不自由だ」。悪はどこからでも入ってくることができるけれど、出るときは、入っ
たところから出ていかなければならない。つまり、悪は非対称なものなのです。高橋さんが『デミアン』の悪についておっしゃった、人間はなぜ
この世でさまざまなことに対して苦しみ悩まないといけないのかという問題と、入ってきた悪の出口を見出すのが難しいという問題は一緒に考え
ることで見えてくるものがあるのではないでしょうか。
高橋／「悪は入るときは自由だが、出るときは奴隷のように不自由だ」————『ファウスト』書斎の場での、重要な言葉ですね。悪はその由来
を知らなければ克服できないという意味でもあり、悪魔と契約したのだから、解約するのも悪魔によるしかないという意味にもとれます。なぜ、
どこで悪が生じたかがわかれば、意識的に対決できるけれども、突然現れた悪に対しては、理不尽だとしか思えません。そう思うと、悪と自己認
識とは不可分の関係にあるのかもしれません。シュタイナーはよく「私たちはみんな悪魔です」と言っていました。つい自分のことを善意の存在
だと思い込んでしまいがちですが、悪であることから出発しなければ自己認識には至らない。」

悪を避けるとき
自己認識を得ることはできない
死を克服するために
生のなかへ
生を避けるとき
死は超えられない
時を超えるために
今ここという世界のなかへ
今ここを避けるとき
永遠は見つからない
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■塚本昌則・鈴木雅雄＝編『声と文学／拡張する身体の誘惑』（平凡社

2017.3）

（
「塚本昌則：＜第四の声＞ヴァレリーの声に関する考察」より）

「ヴァレリーは声のうちに、いくつかの層があることを指摘している。（･･･）（1）＜私＞
が自分で感じる声、
（2）他人が聞きとる＜私＞の声、（3）録音などの音響テクノロジー
によって定着され、分析の対象となる、もはや＜私＞のものとは思えない声、（4）この

三つの声のいずれとも異なり、＜現実の声＞と呼んでも、＜想像上の声＞と呼んでも大し
て違わないような声。この＜第四の声＞は、一方では＜私＞が内心で聞きとる未知の声で
あり、記憶のどこからやって来るのかもわからない、虚構のものかもしれない声がふくま
れている。他方、＜第四の声＞は、そのような声とともに＜私＞が語る声であり、＜私＞

の声以外のなにものでもない。話している人の声に、未知の人物が混ざることは、特別な現象ではない。むしろ声がある言
葉となり、他人に伝わるために、この他処からやって来る声がある本質的な役割を果たしているとヴァレリーは指摘する。
＜第四の声＞は、ヴァレリーにとって、声が個別の存在を超え、時間を超えて、何度でもよみがえる力の源泉に触れるもの
となることを意味している。」

「人間の自我は、
（･･･）外から聞こえてくる声の話し手と、その声を受けとめる聞き手とのあいだでの対話から成り立つ、二
重の存在である。自我の源泉にあるのは、それ自身の力ではなく、何かを語っている他人の口ということになる。
（･･･）言葉は、
それを奪回して自分のものとするまでは、他人の唇の上にあり、それを奪い、あるいは模倣することで、人は言語活動のな
かに一人の「私」として参加するようになる。（･･･）他人の声に耳を澄ませ、やがて話し手と聞き手とのあいだで対話が交

わされるようになることが、ヴァレリーのによれば思考の基礎となる。話している誰かと、聴いている誰かに意識が分裂す
ることは、自我の成り立ちそのものに深く関わっていて、その分裂こそが思考の根底をなすというのである。」
「話し手と聞き手に別れ、対話を交わす二重の存在という自我の構造を、ヴァレリーは＜自分が話すのを聞く＞という言葉
でよく言いあらわしている。それは確かに＜私＞自身が感じる自分の声なのだが、未知の他者が容易に入り込んでくるとい
う意味で、より外に開かれた声である、自分に固有の声であると同時に、他者から、それも現に生きている人に限らないは
るか昔の時代もふくめた他者から来る声でもある。現実に自分の話す声でありながら、他者からの切れ切れな言葉が混ざり、
場合によっては他者になりかわって語る声でもある。ヴァレリーはこのような声のあり方が、時間を超えて何かをよみがえ
らせると考えていた。
」
「聞き手は、腹話術師のように、他者の言葉を他者の言葉と意識したまま自分で口にしてみたり、逆に他者の言葉であること
を忘れるまでに同化するなどして、聞こえてくる声とさまざまな関係を結んでいる。だが、そうした関係を打ち立てようと
する運動が途絶え、声がいったいどこから響いてくるのかいぶかしく思う地点から、ある別の空間が広がりはじめる。他者
の言葉を自らの言葉として引き受けることができなくなると、そこから先にはある癒やしがたい分裂が始まってしまうのだ。
（･･･）このような錯乱を押しとどめるには、自我が、さまざまな場所からやって来る言葉と、聞き手とのやり取りによって
成り立つ、二重の存在であることを忘れずにいる必要があるだろう。他処から来る声によって、はじめて自己の思考が可能
となるという事実を認めなければならない。
これとは逆の、沈黙しているテクストが不意に生きた声として語りかけてくる瞬間を、ヴァレリーはしばしば歌や散文詩
の主題そのものとしている。同一者のなかに他者の声が響くことが、なぜ錯乱ではなく、いつまでも終わらない声のよみが
えりと感じられるのか。他処からやって来た声を、どうすれば自分の声として引き受けることができるようになるのか。こ
れは大きな問題であり、ヴァレリーがとりわけ詩における声について語っているテクストにはさまざまな論点が含まれてい
る。ここで注目したいのは、ヴァレリーが声の再生そのものを象徴する主題として変身のテーマを繰り返し取りあげている
ことである。
」
「他者からやって来る声を言葉に変え、他人が心のなかで繰り返すことができるような調子とリズムをあたえることができれ
ば、それは時を超えて再生する力をもった声となるかもしれない。一本の樹への変身は、そのような＜第四の声＞を獲得す

私のなかには対話がある
話し手の私と聞き手の私
それが私の思考となり
私の自我は
対話する二重存在として成立する
話す声は誰の声だろうか
それは自分の声でありながら
他者の声でもあるのだ
その声をみずからの声とし
その声を聞いている私がある
その対話こそが私の思考となる
私のなかで響いている他者の声は
どこから聞こえてくるのか
時さえ超えて私に訪れる声がある
その声をわが声として再生させ
それが他者とともに響く言葉となるとき
そこにポエジーは生まれてくる
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■鍵本優『
「近代的自我」の社会学／大杉栄・辻潤・正宗白鳥と大正期』
（インパクト出版会 2017.10）
「大正期に書かれた文学的テクストには、ある種の不思議な記述を見出せる。
それは自分自身から脱出しようとしたり、自分自身のありかたを壊そうとし
たり、自分自身が解体することを欲したりする観念的なものだ。それは自殺
や自傷の願望とは異なる、独自の印象を与える。」
「こうした発想・欲望は、現代の若者層にしばしばみられる「消えたい」願望
へどこかで影を落としてはいまいか。一定の近代化が進んだ社会であれば、
自分からの脱出や自分の破壊といった発想・欲望が一部の人びとに生じてし
まう可能性はないか。日本社会では、大正時代を中心とした時機にそれが先
駆されていたのではないか。少なくとも私には。当時にみられた自分からの

脱出や自分の破壊・解体といった発想・欲望が、現代社会の問題とどこかでつながっているように思われるのだ。」

「大杉の「脱・自分」という営為は、自己であれ社会であれ自然であれ超越的なものであれ、また内的・外的を問わず、結果としては自身を「ひ
とつ」のあり方に回収しようとするものを撃つことに向けられていた。大杉は当時の日本社会で形成・確立されつつあった「ひとつ」とし
ての「近代的自我」を異化し続ける、精神的格闘をおこなったのだ。
（中略）
大杉の記述には表現上の混乱も多い。自身のアクロバティックな精神的格闘を明確に示したテクストがあるわけでもない。（･･･）大杉の
論述が混乱しているように見えるのは、明確にできあがったものを対象化したのではなく、近代日本において変容しながら出現しつつあっ
たもの（
「ひとつ」としての「近代的自我」）を自分なりに対象化しようとしたと同時に、自分へのその刻印については強烈に拒否しようと
したという、きわめて複雑な事情にあったためである。」
「
「脱・自分」の欲望を発動させた辻の思想構造はじつに複雑だ。辻の「脱・自分」には大正後末期の社会状況や思想潮流のもと、「適応」
としての従属的統合へも「超越」としての観念的同一化へも「自省」の反応をするものが含まれていた。
（中略）
辻は西洋文明の成果を充分に吸収し、大正後末期特有の社会的・文化的状況のもとで「近代的自我」の問題に応じた文学者だった。そし
て辻の読者層が存在したことからもわかるように、辻の反応が共有される社会的・文化的地平も開かれていた。
佐藤春夫が述べたように、辻は近代的日本を象徴する人物であり、「陶酔を求めて終に陶酔し得ず、自我を追求して終に自我の覚醒を得
なかった」文学者だった。辻は「近代的自我」や超越的な霊魂を確固たるものとして手に入れたのではなかった。明治後期から大正前中期
にかけて形成・確立されつつあったそれらをいったん取り込んだうえで、自身の存在を精神的・身体的な「ひとつ」に拘束しようとしてく
るそれらの刻印をすべて避けていこうと奮闘するという、いわば新しい「近代的自我」を胚胎させていた。辻の「脱・自分」には、「適応」
および「超越」によって外的・内的に「ひとつ」に拘束しようとする当時の社会的・文化的契機にたいして、大正後末期の社会特有の気分
と共鳴しつつ懐疑的になんとか距離をおこうとする「自省」の反応が含まれていた。」
「ニヒリストの名にたがわず、白鳥は生涯にわたって繰り返し「つまらない（詰まらない）」という言表を書き続けた。（中略）
白鳥の「つまらなさ」は自覚的なものだった。それは白鳥独特の自己意識でもあった。
（中略）
竹内（整一）によれば、白鳥の「つまらない」という虚無的感性は旧形式への否定・懐疑だけから生じるのではなく、時代の「新方針新
理想」を求めたうえでそれでもなお見つからないという、新しい歴史的・社会的な問題としての精神的彷徨からも生じていた。
（中略）
明治後末期における白鳥の否定的自己意識は、当時特有の奇妙な「近代的自我」のありようをとおして作動していた。それは、内的な面
で個人的主体を「ひとつ」に固定化しようとする現実主義的な「適応」すべてを無意味化する。とともに、理想主義的な「超越」を内的に
受けとめつつ、それが具体化されたような目的・目標地点を否定し、見失ったままでいる。「適応」への否定・無意味化は、キリスト教や
ロマン主義文学の残滓としての理想主義的な「超越」によると同時に、現実主義的な世俗化が進んだ影響によってそこから自然主義文学の
否定的感性が派生し、
「自省」の反応の萌芽となっていたことにもよる。ただし白鳥の理想的次元をかんがみると「超越」を明確に狙って
懐疑したともいいにくい。（･･･）白鳥の特異性は「自省」ではなく「超越」の変種である。」

近代的自我とは
ひとつではない自我を
内にも外にも
ひとつに閉じ込めようとする
檻のような仕掛けではないか
そのひとつは
ほんらいのワンネスではなく
きわめて政治的な偽のひとつだ
近代的自我ゆえに
教育の義務は生まれ
民主主義は生まれ
全体主義は生まれ
国家主義は生まれ
民族主義は生まれ
管理主義は生まれる
その檻に
そしてそこに
閉じ込められようとする
自分に気づいたとき
社会という檻
自分という檻から逃れようと
声をあげようとする者は幸いである
檻から逃れようとする声こそが
一が即多であり
多が即一である
ほんとうのひとつへと
ひとりで歩むことのできる道なのだから
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■ラス・キックー＝編・金原瑞人＝訳『大人のための
（いそっぷ社

2016.10）

コミック版

世界文学傑作選（上・下）』

森に行ってひとりになれば
深く考えられるわけではないけれど
ひとりで静かに過ごす時を持ち
耳をすましてみなければ
響いてこないものはあるだろう
生きるという問いはかぎりない
死よりも深くはてしない
だから自分を偽らずに
そして自由に生を遊べるか
それが大切な問いになる

（ヘンリー・デヴィッド・ソロー「ウォールデン

森の生活」より）

「1845 年 7 月 4 日、
28 歳の誕生日を間近にひかえたヘンリー・デヴィッド・ソローは、いかに生きるべきかを考えることにした。2 年ちょっ
との間、ひと部屋しかない粗末な家で暮らした。その家はウォールデン湖の岸に自分で建てたもので、マサチューセッツ州コンコード市
から 2.5 キロほど離れたところにあった。なぜそんなことをしたのかについては、有名な言葉が残っている。「森に行ったのは、深く考
えながら生きて、人生の本質的なこととだけ向かい合いたかったからだ。そして問いつめてみたかった。生が人に教えるべきことを自分
は学んでいるかどうか。私は死ぬとき、自分が真の意味では生きてこなかったと思い知らされるような羽目には陥りたくなかったのだ」」
「
【絵／ジョン・ポーセリーノ】ソローを描くのにジョン・ポーセリーノほどふさわしいマンガ家、イラストレーターはいない。彼の線画
には不要なもの、無駄なものは一切ない。絶対に必要なものしかない。（･･･）彼はソローの『ウォールデン』と『市民的不服従』からい
くつかのエピソードを抜粋してコミックに仕立てて出版した。ここに載せたのはその本の一部だ。」
「哲学者になるということは、難しい思想を持つことでもなければ、学派を作ることでもない。それは知恵を愛し、知恵の命じるままに
暮らすことだ。
シンプルに、自分ひとりで、寛大に、人を信頼して生きることだ。
それは人生の問題のいくつかを解決することだが、理論的に解決すればすむものではない。現実的にも解決しなくてはならない。
ウォールデン湖に来たのは、安く生活するためでもなければ、ぜいたくな生活をするためでもない。
できるだけ邪魔のないところで、自分が本当にしたいことをしたかったからだ。
どうすれば自分を偽らずに生きられるのか、自分の正しい目的を達するための自由を失うことなく。」
「どんなに自分の生活がみじめでも、それを受け入れて、それを生きよう。
私は、信仰と経験から堅く信じているのだが、この世界で生きることは苦行ではなく、遊びなのだ。シンプルに賢く生きてさえいれば
･･････。
世界にはそれこそいろんな人間がいる。しかしその一人ひとりがよく注意して、自分の生き方を見つけて、それにしたがって生きていっ
てほしい。
人が仲間と歩調が合わないとき、それはおそらく、その人が仲間とちがう太鼓の音を聞いているからだろう。
その人の耳に響いている音に合わせて歩ませてあげればいい。
それがどんなリズムであろうが、どんなに遠くから響いていようが。」

ひとりでいたときには大丈夫でも
みんなのなかに入ると
混乱してしまうことは多い
けれどもそのなかでこそ
じぶんの響きを聴くことが大事だ
ひとを真似しても仕方がない
多くの不幸はひとのリズムで
生きようとすることから生まれる
ときにはそれをひとに強要したりさえする
そんな不幸は繰り返さないことだ
どこにいても自分の森にいること
どこにいても自分の井戸を掘ること
そして遊ぶのだ
遊ぶために人は生まれてきた
その実りを生死を超えて味わうことだ
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■尾崎真理子『ひみつの王国／評伝
（新潮社 2014.6）

石井桃子』

幸福な子ども時代のある人は幸いだ
子ども時代に生きた文学に出会えるのは幸いだ
その時代に支えられて生きてゆける
けれども
大人になってから
そして年老いてから
支えてくれるのは
子ども時代のじぶんだけではない

「人はいつ頃から心の奥底に個人的な記憶を蓄積し始めるのだろう。それはどんなきっかけで保存されるのだろうか。時々、
記憶の蔵の中から無作為に取り出しては眺め、感想を付記していく。取り出されないまま、存在自体を忘れられるものも
ある。そうしながら生涯、消え去らない光景や感触は、その人にとって何を意味しているのだろうか。」

「九十代を迎えた頃から、石井は色紙を頼まれると、「子どもたちよ 子ども時代をしっかりとたのしんでください。大人
になってから、老人になってから、あなたを支えてくれるのは、子ども時代のあなたです」————そんな言葉をしばし
ば書いているが、ここに込められた深意も、「自分の中の子ども」がいくつになっても共生し、子どものいしいももこに物
語をせがまれ続けていた、石井ならではの言葉だったとも考えられる。」
「
「石井桃子は子ども好きだっただろうか？」。私は石井にゆかりのある人々に取材するたびにこの質問を繰り返した。する
と、
ほぼ全ての人々から「ノー」に近い答えが返ってきた。石井は子どもだからといって、特別な関心は持たなかった。（･･･）
石井自身もとうに気がついていただろう。私は、私という王国の中に生きる幼い「いしいももこ」の物語をせがまれるから、
こんなに長い間、子どもの本を書いてきたの。誰のためでもない、自分のためだから、いくらでも、秘密の世界で遊んで
いられるの ･･････。
」
「
『不思議の国のアリス』のルイス・キャロルことドジソン教授も『たのしい川べ』のケネス・グレーアムも、良識ある英国ヴィ
クトリア朝の社会で地位を築きながら、時代の抑圧から噴き出した複雑極まる心理を、あの名作の中に秘かに残した。『ノ
ンちゃん雲に乗る』も第二次大戦中の強い抑圧から生まれた嘘がつけないノンちゃんの、魂の叫びだった。柔らかすぎてつ
かみようもない、飼い慣らすことの出来ない子どもを自分の中に生涯抱え、その子どもが生きていくための王国を自分の中
に作り続けた人。年を重ねるほど、その子どもの幸福をいっそう熱心に追求した人が、石井桃子という言葉による表現者だ。
堅牢に張り巡らせた良識の城壁も、それなりには子どものための物語という王国を、書けるはずも守れるはずもないと知っ
ていたから築かれたのだろう。そうしながら、ファンタジーがもう一度自分に降りてくる日を生涯、夢に見ていた ･･････。
石井は子どもの文学と大人の文学を区別して考えたことがないと常々語っていた。しかし、ひとつだけ決定的な違いが
あると思う。子どものための文学は、どんなに悲しみや不安を描いても、根底には幸福と希望をたっぷり湛え、幸福を約
束していなければならない。子ども時代はたちまち終わってしまうけれど、その時出会った子どもの文学は、人間の一生
をずっとどこかで肯定し続ける力を持ち得るものだからこそ、それは大人の文学が性と死の苦悩を抜きにして成り立たな
いのと対照的だ。大人たちこそ、だからたまには子どもの本を読んで、幸福感を取り戻してもいい。子どもの文学の喜びが、
石井桃子に長い生涯を与えたのではないだろうか。」

幸福な子ども時代がなくても
じぶんをささえるものを持たなければならない
人はどこかで幸福を生きていく必要がある
子どもの文学は大人の文学でもあるのだ
大人のなかには子どもも生きているのだから
どんなに苦悩のなかにあるとしても
文学にそれが描かれているとしても
人の生は肯定し続けられなければならない
それは大人のなかにある
永遠の子どものなかで
求められなければならない
記憶は過去にだけあるのではない
永遠のなかに
時を超えて刻まれている記憶がある
その時を超えた幸福に
人は支えられ生きていくのだから
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■『ケトル VOL.39 October 2017』（太田出版
特集：ＴＢＳラジオが大好き

2017.10）

メディアは可能性なのか不可能性なのか
現代のメディアはその狭間で苦しんでいる
民主主義は可能性なのか不可能性なのか
現代の政治はその狭間で苦しんでいる
その苦しみは人が人であるという苦しみだ
船頭が多くなると舟は前に進まない
思考も感情も意志も低きに堕ちてゆく
メディアも大きすぎると身動きがとれない
クライアントにも縛られすぎる

（PICKUP PROGRAM →荻上チキ
す）

Session-22「ラジオは社会を変えられる

そう信じられる番組がありま

「放送文化の発展と向上に貢献した番組や個人に贈られる「ギャラクシー賞」。その名誉ある賞をＤＪパーソナ
リティ賞、ラジオ部門大賞と２年連続で受賞したのが「荻上チキ Session-22」（以下、「ＳＳ 22」です。受
賞理由では「ラジオの新しい在り方までも提示」したと評された同番組ですが、いったい何が〝新しい〟のか？
例えばラジオ部門の受賞回では、薬物報道にまつわる「ガイドライン案」を作成。薬物への偏見や興味を
煽るような現状の報道に対して、単に苦言を呈するだけでなく、メールやＳＮＳを通じてリスナーの意見を
集め、専門家と共にオルタナティブで具体的な提案を行ったのです。この取り組みは新聞などでも報じられ、
大きな反響を呼びました。
番組のコンセプトとして、「知る→わかる→動かす」を掲げる「ＳＳ 22」。リスナーに問題を知ってもらう
だけでなく、ネットの活用で議論そのものにも巻き込んでいく。それが生放送ならではのライブ感とのかけ
算になり、番組で提起したことが、放送終了後も広がっていくようなインパクトをもたらしたのです。
荻上チキさんは以前、
「ラジオはメディアの最前線であり、最終防衛ライン」と語っていました。ほかのメディ
アが取り上げない、あるいは萎縮してしまう問題を、放送に必要なのは音声だけという身軽さを生かしてク
ローズアップする。
「ＳＳ 22」では、そこにネットの拡散力も加えることで、ラジオの持つ可能性を再認識
させてくれました。
スタートから４年半。本気で社会を動かそうとする番組がここにあります。」
◎荻上チキ・Session-22
https://www.tbsradio.jp/ss954/

可能性へ向かおうとするならば
一人ひとりが自分から変わらなければならない
使えるものは何でも使っていかなくてはならない
思考も感情も意志も
小さなところから確かな仕方で
メディアをそこそこの気軽さと自由さで使いこなし
まず知って理解し
そして可能なものから動かし
批判（ネガ）ではなく
提案（ポジ）へと展開していくのがいい
バタフライ効果のように
小さな小さなポジが大きなポジへと繫がり
大きな現象へと向かって行けるように

mediopos-1111

わたしたちは
線を引いて生きている

2017.11.30

■松村圭一郎『うしろめたさの人類学』（ミシマ社

2017.10）

ここからまではわたし／わたしたち
ここから外はわたし／わたしたちではない
世界は
そういうものだ
でできている

「人類学は、さまざまな差異をもつ社会を並べ、比較してきた。すると、そのどれもが特権的でも、あたりまえでもないことが

わかる。そのずれから、別の組み合わせやあらたな線の引き方の可能性が見えてくる。
構築人類学にできることがあるとすれば、商品交換（市場）／贈与（社会）／再配分（国家）の境界を揺るがし、越境を促すこと。
市場・社会・国家は、別々の領域のように思われている。しかし、（･･･）市場と国家も、市場と社会も、社会と国家も裏で癒

着している。
まるでそんなことはないかのように、世の中には強固な境界のイメージがはびこっている。境界を踏み越えてはいけない、と
いう空気が漂っている。それは国の仕事だから、自分とは無関係だ。市場では個人が責任をとるのが原則。こうやって、境界
の壁のなかにとどまり、これまでどおりのやり方でやれ、と命じる無言の圧力がかかる。その重苦しい空気は、ぼくらの場欄
明日をとろうとする動きを縛り、偏りを再生産する。「窮屈さ」の理由も、そこにある。

構築人類学は、境界線を引きなおし続ける。モノの動かし方には、いくつもののやり方があり、それらを組み合わせて越境
することに、世界を変える手がかりがある。その希望を可視化する。
（中略）
自分が依拠してきた概念すらも、さらりと乗り越える。理解したと思った地点にとどまらず、さらにあらたな「ずれ」を見
いだしていく。この姿勢こそが知性だ。
市場と国家のただなかに、自分たちの手で社会をつくるスキマを見つける、関係を解消させる市場での商品交換に関係をつ
くりだす贈与を割り込ませることで、感情あふれる人のつながりを生み出す。その人間関係が過剰になれば、国や市場のサー
ビスを介して関係をリセットする。自分たちのあたりまえを支えてきた枠組みを、自分たちの手で揺さぶる。それがぼくらに
はできる。
（中略）
誰になにを贈るために働いているのか。まずはそれを意識することから始める。「贈り先」が意識できない仕事であれば、た
ぶん立ち止まったほうがいい。
「わたし」の日々の営みが、市場や国家と結びつき、世界の格差や不均衡を生み出している。市場や国家というシステムを「わ
たし」の行為が内側から支えている。市場に、いまとは違うやり方をもち込む余地があることも見えてくる。
「わたし」の越境的な行為が、市場や国家を揺さぶり、スキマをつくりだす。」
「たぶん「できること」は、みんな同じではない。それぞれの持ち場で、いろんな境界のずらし方、スキマのつくり方があるはずだ。
（中略）
たぶん、世界を根底から変えることはできない。まったくあたらしい手段を見つけて、すべてをつくりかえることはできない。
おそらくそれはよりよい方向に近づく道でもない。
ぼくらにできるのは「あたりまえ」の世界を成り立たせている境界線をすらし、いまある手段のあらたな組み合わせを試し、
隠れたつながりに光をあてること。
それで、少なくとも世界の観方を変えることはできる。「わたし」が生きる現実を変える一歩になる。その一歩が、また他の
誰か一歩を踏みだす
「うしろめたさ」を呼び寄せるかもしれない。その可能性に賭けて、そろりと境界の外に足を出す。それが「わ
たし」にできることだ、」

けれども
線の外にも世界はある
見たくなくても世界はある
ほんとうは
わたし／わたしたちにもわかっている
でも世界は
そういうものだとしておきたいのだ
男と女の境界
じぶんととじぶんでないものの境界
家と家の境界
国と国の境界
派と派の境界
専門と専門の境界
善と悪との境界
現と夢との境界
お金になるものとならないものの境界
人と人でないものの境界
守らねばならないものはあるけれど
守りすぎてはならないものもある
守りすぎるために壊れてしまうものがあり
守りすぎるために育てられないものがある
少なくともわたし／わたしたちを
自縄自縛にしてしまっている線は
引きなおしてみたほうがいい
そうでなくてもいいかもしれない
ということ
そこから見えてくるものは
思いのほかたくさんあるのだから
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■宇野常寛『母性のディストピア』（集英社

2017.10）

フロイトは
母胎のなかで
父性の夢を見ている
「飛べない豚はただの豚」なのに
飛んだと思いこんでいる

「宮崎駿の描く世界の中で、男性は「母」的な女性の胎内のみを「飛ぶ」ことが許されている。「地に足をつけた生き方」の範
疇でのみ、原的的に「飛ぶ」ことが許される。だからルパン三世はクラリスという少女と一緒にいるときだけ青年の輝きを取
り戻すことができるのだし、ポルコ・ロッソもハウルもそれぞれの「母」的なヒロインに見守られることで初めて飛行するこ
とができる。
宮崎駿は、
いったいいつから飛べなくなっていたのだろうか。いや、宮崎駿が飛べたことは果たしてあったのだろうか。いや、
私の知る限り宮崎駿は一度たりとも自分の力で飛んだことはないのだ。そこには常に男性主人公を無条件で肯定してくれる女
性（母＝妻＝娘）がいた。彼女たちは救われるべき存在として男たちの前に姿を現し、（政治的には無力な）彼らに安全な冒
険を与えた。可哀想なな女の子を守る、というロマンを与えてくれた。彼女たちの胎内に取り込まれることで初めて、彼女た
ちの胎内にいる間だけ、彼らは「飛ぶ」ことができたのだ。『崖の上のポニョ』の宗介とポニョの冒険は、実はポニョの母の
庇護下で行われた、
まるでままごとのような「安全な冒険」だった。そして、宮崎駿は同作の世界を半ば黄泉の国として描いた。
女性依存（差別）的なモチーフを中核にしたこの世界が、甘美な死の香りと不可分であることを、宮﨑は自覚していたに違い
ない。そこには何の未来もないことを、ただの自己憐憫だけがあることを。宮﨑は十二分に自覚している。
その一方、
『風立ちぬ』の結末で、菜穂子の亡霊は二郎に「二郎さん、生きて」と告げ、二郎は「生きねば」と決意する。私は、
このとき宮崎駿は一つだけ観客に嘘をついたな、と感じた。宮崎駿の描いてきた世界に、生の可能性はない。幼児的ナルシシ
ズム（矮小な父性）と、それを肯定する女性依存／差別的な想像力（肥大した母性／可哀想な女の子）との結託は、宮﨑本人
が露悪的に描いたように甘美な死の世界に直結することはあっても、決してニヒリズムに抗って「生きねば」と前を向く思想
には結びつかないことを彼は知っているはずなのだから。（中略）
こうした肥大した母性と矮小な父性の結託によるロマンティシズムの延命が問題の本質を隠蔽するだけで何も生まないこと
を知っていながら、
「生きろ」だの「生きて」だのと観客に嘘をついてしまうようになった宮崎駿は、やはり自分の信念を裏切っ
てニヒリズムの海に沈んでしまったのではないかと思うのだ。（中略）
宮崎駿は戦後アニメーションの担い手としてきれいな嘘をつき続けた作家だった。
宮﨑は間違いなく、自身が描き続けた世界が自由な空ではなく死の海であることに気づいていた。それが江藤淳から村上春
樹まで戦後日本の想像力を包み込む、肥大した母性であることに気づいていた。世界にとって無価値なものに、性的に閉じた
関係性の中で承認を与えることでアイロニカルに救済すること。男性性として表現されるロマンティシズムを対幻想的な領域
に押し込めること。公と私、政治と文学の関係を切断し、後者のレベルでの充足を前者のレベルでの実現に代替すること。現
実主義と理想主義を不当に切断し、実現不可能な理想を追求することだけを真の理想として生きること。
戦後民主主義が結果的に育んだこのいびつな重力に支配された文化空間を、宮崎駿は自由な空として描き続けた。それが矮
小な父性をその胎内で飼いならす肥大した母胎に閉じた死の海であることを自覚しながらも、彼はそこが自由な空であるとい
う嘘をつき続けたのだ。それが、宮崎駿にとってのアニメーションという虚構の使命だったに違いない。」
「では宮崎駿はどうすれば飛べたのだろうか。肥大した母胎の中を漂うことをさも飛行しているかのように錯覚するのではな
く、本当に飛ぶことができるのだろうか。」

肥大した母性に包まれなければ
冒険に出られない少年のまま
父性の夢をみながら
過剰な母性は少年を
ディストピアへと導いていく
どこにもないユートピアの幻を見せて
父性という幻
母性という幻がなければ
人は現と夢を超えられないのだろうか
少女は母に
少年は父になる
夢を見るしか
道はないのだろうか
それとも
互いに内なる
アニムスとアニマを追って
わたしたちは
ほんとうに飛ぶことはできるのだろうか
ほんとうのことばで語り
ほんとうの声で歌いながら
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■前田速夫『
「新しき村」の百年／＜愚者の園＞の真実』
（新潮新書 2017.11）

新しき村は
いまも新しい
個の独立と協調
そして他者との共生
その変わらぬ問いこそが
新しい人を開いてゆく

「
「新しき村」は実篤没後の今日も顕在で、二〇一八年十一月には、創立百年を迎える。」
「私が新しき村を見直す気持ちになったわけはいろいろあって、
（･･･）その第一の理由は、新しき村が掲げる自他共生、人類
共生の理想である。グローバリズムが進展するなかで、格差が広がり、民族や国家の対立が激化する一方の今日、それはい
よいよ切実なものとなってきている。（中略）
第二は、かつて世界各地で雨後の筍のように生まれたユートピア共同体のほとんどが、いつのまにか雲散霧消してしまっ
たのに対して、この新しき村は、幾多の危機と困難を克服して、農作物や鶏卵の売り上げで自活を達成するかたわら、実篤
没後も立派に存続し、美術館、生活文化の建設、いち早いソーラー発電の導入など、創意と活気を失わなかったことである。
（中略）
第三の理由は、その新しき村も近年は赤字続きで、村内生活者の高齢化と死去による急速な人口減少や後継者難もあって、
このままでは立ちゆかなくなってしまうと危惧されることである。（中略）
そして第四の理由は、これがいちばん重要なのだが、皮肉なことに、じつは新しき村のような独自のコミュニティのあり
かたが、今ほど求められているときはないと思量されることだ。すなわち、この新しき村が百年を超えて生き残れるか否か
を問うことは、大げさに言うなら、日本が、世界が、生き残れるかどうかを問うに等しいのではないか。」
「これからは衣食住、育児、教育、保健、医療、社会福祉、その他もろもろ、私たちの身のまわりのことを、国や自治体にだ
けまかせてはいけないのだ。これら公共的なことを、社会経済的なアソシエーションのレベルにまで引き寄せて、育てる必
要がある。
その特徴は、個が独立しながら協調し、他者との共生をはかるところにあるから、これはまさに武者小路実篤が新しき村
の創立精神として掲げた理念そのものである。
それだけではない。むしろ新しき村が、現代の新潮流を一歩も二歩もリードしているのは、他者との共生のみならず、人
類の共生をも視野に入れていることで、Think globally.Act locally が合言葉になったいま、百年かかってようやく世界が、
新しき村の背中が見えるところにまで追いついたというべくか。
そのせいだろうか、近年はアンジェラ・ユー（上智大学教授、香港出身）、ジョ・アラ（韓国全南大学）、テッサ・モーリ
ス＝スズキ（オーストラリア国立大学教授）、『日本の経済思想』『辺境から眺める』『批判的想像力のために』等の著書）さ
んら、海外からの研究者の来村も増えていると聞く。いずれにしても、いまほど新しき村の真価が問われている時はなく、
ここへ来て、その存在意義は著しく増してきているのである。」

国や自治体から自由なままに
辛抱強く生き残ってゆくこと
たとえそれが愚かなことであるとしても、
愚者であることこそが創意を生むこともある
新しき人の
新しき人による
新しき人のための
新しき村の
新しき時代は見えるか
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■哲学系インタビュー BOOK TISSUE VOL.3/november2017
『特集・まなざしのいいひと』
（編集：長沼敬憲 アンダーアールラボ 2017.11）

私たちは
ほんとうのたべものを
食べなければならない
体の食べものも
心の食べものも
体に悪いものばかりだと
体は悲鳴をあげる
けれど体にいいといっても
それが目的になってしまうと
体は排他的な宗教のようになってしまう

（稲葉俊郎（医師）
『いのちと芸術をつなげる』より）
「————健康とは何か、お医者さんごとに生命観があると思いますが、先生はどう捉えていらっしゃいますか？
稲葉／病気をただ治せばいい、なくなればいいという発想は表層的な考え方だなと、臨床をやっていてすごく感じますね。
自分の体に起こる現象を通して、自分がどういう発見をするのか？ そうした対話のひとつとして、健康や病気という状
態があるのかなと。自己発見、自己探求、自己変容と言ってもいいかもしれないですが、医者はそのサポートをすること
が大切だと思っています。
————心、意識、共生しているウィルスや細菌など、すべてが複合する形で生命は営まれていますよね。
稲葉／人間という種がどういう存在なのか、生命の世界の中で俯瞰して見ていく必要があると思うんです。その中に多様
な生き物が存在し、共生しているわけで、抽象的な宇宙空間に人が孤立して存在しているのではないですよね。」
「————先生の中では、芸術と医療がつながっておられますよね？ どちらも体に作用しますから、つながっているは
ずですが、そうした発想をするお医者さんもまだ少ない気がします。
稲葉／そこが僕には不思議なんですが、人間って、体のエネルギーと心のエネルギー、それぞれ違うメカニズムで動いて
いますよね。体のエネルギーは食によって供給していますから、ちゃんとした食事をしないと体は維持できませんが、そ
れがすべてではない。
「なんだか幸せじゃない」と感じている人は、おそらく心のエネルギーが枯渇しているんです。心
のエネルギーは文化と芸術でしか供給できません。それがないと心は動いていかないですから。
————メンタルヘルスや精神医療はありますが、それも含めて医療と芸術って、あまりつながってないですよね。
稲葉／それは食事をとっていないのと同じで、ないものはないのだから、そういう場合は外から取り入れないといけない
んです。それが文化や芸術だと僕は思っているんです。
————芸術に接することは、心の食事のようなものなんですね。
稲葉／そうです。体の食事は「１日３回」とある種の固定観念のように決められているからみんな食べていますけど、
（心
の食事も）それくらいやってもいいと思っています。１日３食とるように、朝昼晩と音楽や本や絵画に接するという。」

ほんとうの体のたべものは
単純な良い悪いを超えた
栄養の複合共生バランスで
いのちを育むためのものだ
心に悪いものばかりだと
心は悲鳴をあげる
けれど心にいいといっても
それが目的になってしまうと
心は排他的な宗教のようになってしまう
ほんとうの心のたべものは
単純な良い悪いを超えた
自然や文化の複合共生バランスで
愛と智を育むためのものだ
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■ティム・インゴルド『メイキング／人類学・考古学・芸術・建築』
（金子遊＋水野友美子＋小林耕二 訳

左右社

2017.10）

外から知ることはできない
知るのは内からだから
「
「覚えるのは君自身なんだよ」。四十年ほど前、フィンランドの北東部に住むサーミ人のなかに入った新米フィール

ドワーカーだったわたしが、どうやって実践的な作業を前に進めたらいいか行きづまっていたとき、それがサーミ人
の連れがいつも口にする唯一のアドバイスだった。最初のうちは、ただ単にわたしを助けないようにしているか、自
分たちの知恵を他人に教えたがっていないのだと思っていた。ところが、しばらくすると、それとは正反対に、人

が本当の意味で物事を知る唯一の方法————つまり、その人の存在の内側から自己発見のプロセスを通じて知るこ
と————をわたしに理解させようとしているのだとわかってきた。物事を知るためには、それが自分自身の一部に

なるように自己がそれに向かって成長しなくてはならない。それから、自分のなかでそれを育てあげなくてはならない。

サーミ人の連れが、いまここで何をすべきかを説明して、型どおりの指示だけをだしていたら、わたしはいわれたと
おりにすべきときだけを心得て、知ることの表面だけをなぞっていたことだろう。単に情報を提供するだけでは、知
識を得ることはおろか物事を理解することすらできない。含蓄の深いことわざにもあるように「言うは易く行うは難し」
なのだ。
」
「直線の人びとが夢中になるのは、革新や変化である。詩人のＴ・Ｓ・エリオットはそれを『岩の合掌』のなかで、「は
てしない観念と行動のくりかえし、はてしない発明、はてしない実験」と呼んだ。目新しいものがないと直線の人び
とは行き詰まる。彼らアバターたちはみな、ネットワーク化された世界に接続している。彼らのモットーは、組み立
てられた思考である。直線の人びとは情報を手に入れ、それを知識とはき違えている。もうすでに何もかも知ってい
るというのに、この先、何を世界に問う必要があるのだろう。情報に盲目になりイメージに目がくらんだ彼は、まさ
に自分の目の前で起きていることが目に入らない。「われわれが知識のうちに失ってしまった知恵はどこにあるのか」
とエリオットはつづける。「われわれが情報のうちに失ってしまった知恵はどこにあるのか」。まったくその通りだ。
この世界の歴史において、あまりに多くの情報とあまりに少ない知恵とは結ばれたことは、いまだかつてなかったのだ。
わたしにとっての知識は、直線ではなく、ロバたちの歩みにそって流れている。この慎ましい動物は、何千年ものあ
いだ人間に仕えてきた。動きはのろまなくせに頭の回転は速く、斜視だが大きな耳をしており、大変なでこぼこ道を
難なく行くことができる。道路やレール、石油もいらない。自動車は道の行き止まりに来てしまうと、その先には進
めない。だがロバは、淡々と歩きつづけることができる。人間と異なる生きものとはいえ、わたしたちはロバの伝え
ようとすることに注意を払うべきではないか。真の学者はみな、ロバなのである。頑固で、むら気があり、粘り強く、
好奇心旺盛で、気が短い。同時に自分たちの世界に魅せられ、感嘆している。ロバはあせらない。自分のペースで進
んでいく。彼らは希望を頼りに生きる。確実性などという幻を頼ったりはしない。彼らの行く道はあちらこちらへむ
かう。それは予測不可能である。彼らは些細な事物を心に留めて追いかける。そんなことをつづけながら、自分自身
を見いだしていく。もうご承知のことだと思うが、すべての学びは己を知ることなのだ。さあ、次はどこへ行くのか。
それは、あなた自身が見いだすことだ。」

学ぶことを学ばなければならない
自分で自分に教えることで
ゴールを決めて突き進むことは
学ぶことにはならない
先に結果があるのではないのだから
先に設計図はない
設計図は創造されるプロセスにある
知恵はいまここで
学びとることしかできない
知ることは自分を見つけることだ
自分そのものがプロセスなのだから
自分がそれになることが知るということ
そしてそれこそが自由な創造につながるのだ
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■コヨーテ No.63 Winter 2018「特集・串田孫一のＡＢＣ」（スイッチパブリッシング
■中村誠『山の文芸誌「アルプ」と串田孫一』（青弓社 2014.11）

2017.11）

体験を経験にするために
問いは続けられる
経験への道を歩むために
孤独な一夜は必要とされる
哲学という名を
堅牢な砦のごとく
語る者がある

（中村誠『山の文芸誌「アルプ」と串田孫一』より）
「山での体験に替わって串田が書こうとしたのは、自身の精神のありようとその探究の経過だった。すなわち、誤解を恐れず
に極論すれば、山について書こうとしたのではなく、自己自身を書こうとしたのである。なぜ友と別れ、わざわざ孤独な一
夜を過ごそうとするのか。「山を歩くのには、それ程の理由も目的もない」にもかかわらずなぜ山に登るのか、串田が書く山
の文章には、常にそういう自身の精神の不思議さに対する問いかけが秘められている。
しかし、それらの問いに対する答えが書かれているわけではないし、記されたものは結論や断定からは程遠い。串田は山
に関する著作で「断想」という形式を好んで採用したが、そこにあるのは詩作の断片であり、思索の経過である。そこには
行きつ戻りつする思考のゆらぎが垣間見えるが、串田はそういう思考過程や揺れをそのまま書き残している。（中略）答えに
は到達できない、徒労で終わってしまう問答であることを自覚しながらも、なお問うことをやめなかったのである。
串田はそういう自身のアンビバレントな心情を素直に認めている。「何故山に登るのかというのは明らかに愚問」だと認識
しながら、
「私達もこれに似た愚問を自分に向かって発している。私もそうであった」と告白しているのである。串田の書く
山の文章とは、畢竟、山登りという不思議な行為に現を抜かす自身の不思議さを問い続けるものであった。登山とは何かで
はなく、登山する自分自身の精神の軌跡を知ろうとするものとして、それらは書かれ続けたのである。」
（コヨーテ No.63・串田孫一「断想ノートより」から）
「哲学は築かれようとしている。築かれない限り、哲学と呼ばれたがらない。哲学をそのようなものにさせてしまった人は
誰だ。だが今、私はそれら大勢の人達を祝福し感謝さえしようとしている。私は、哲学が見事に築かれたとは思っていない。
それは築かれ続けている。これから先も。
だが彼らが使い兼ねた多くの捨てられた材料、彼らにとっては不要となったものが、私を豊かにして呉れる。私は哲学を
築くことには全く関心がない。嘗てそうであったように、これからもそれは変わらないだろう。私は哲学ばかりでなく、何
も築かない。私に哲学がないと言って呉れる人たちに感謝する。假令それが、誹謗であっても、嘲笑であっても。」

けれどそこに
知への愛がなければ
問いつづける波がなければ
その名はただ
砂上の楼閣にすぎない
なぜ山に登るのか
その問いは
体験そのものへの問い
問うことそのものへの問いである
なぜ私はそうするのか
そうせざるをえないのか
その問いこそが
経験へと向かう呼び声となる
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■『20 世紀の総合芸術家

イサム・ノグチ／彫刻から身体・庭へ』（平凡社

2017.11）

（新見隆「舞踏神のいる庭／イサム・ノグチ、あるいは未来のディオニソス）
「ノグチのいたところには、ある影のようにつきまとう詩が、いつもある。
その詩は、いつでも、不思議な姿に変幻し、一所にとどまることなく、自在に蠢く。
「生命」の揺曳、あるいはその軌跡。
それらは未見の「気」となって跋扈し、揺らぎながら、たゆたいながら、未生の生物のように、私ども人間を見つめ返している。
それらは限りなく悲痛な呼気を帯びているので、私ども人類すべての呻きのようにもきこえるし、また、限りなく晴朗で静謐でもあ
るので、彼方の星星からの秘密のしるしのようにも感じられる。
予兆に満ちた、終焉。そして、始まりの円環。
ノグチが、求めた「庭」とは、そのような、舞踏神の踊る舞台だった。
それは、あたかも、命あるものに寄り添う、もう一つの「霊」のようだ。
そしてその「霊」は、決して滅びることがない。
何故なら、その「霊」は、時そのものの「姿」となって、私どもの肉体に転生し、未来永劫、踊り続けるからである。
激動二十世紀を、文字通り生き抜いたイサム・ノグチ。
日米の混血としてアメリカに生まれ、真にグローバルな、異文化の造形家として仕事し、真に未来的な、総合芸術家として、舞台美
術から、陶芸、家具デザイン、「あかり」などの照明、庭や公園のランドスケープにいたるまで、あらゆるジャンル存在を結びつけ横断
しながら、ユニークで生命力に富んだ「かたち＝命」を与えたノグチ。
そして、自然や地球と対話し、コラボレーションするような、前人未踏の、未来的な、抽象彫刻を生んだ彫刻家ノグチ。
そういうノグチを、ポスト・モダンと呼ぶのは、極めて表層的な気もする。
だが、ノグチの仕事が今日私どもに指し示す広がりを考える時、私にはどうしても、「ポストモダンを超えて」＝東西文化の二元的対
立を止揚しながら、また近代に巣食う「特権的で、権力的、制度的」な宿痾を超克しながら、人間の肉体に宿る、時間＝記憶を彫刻し、
動的に揺らせ踊らせながら、前人未踏の場＝庭、を全人に向かってひらいた芸術家、という言い方をしたい、という気持ちから逃れら
れない。
」
「ノグチの造型は、自然や宇宙からの「気」にその揺らぎを同調させ、肉体のなかに埋め込み、抉り出し、さらには再び、周りの空間た
る、自然や宇宙に投げ返す運動、動的ダイナミズムである。
それは「舞踏」そのものであって、二十世紀きっての特異な神秘思想家であって、かのルドルフ・シュタイナーの生命概念や、その
展開であって舞踏、オイリュトミーにも、意外なことに酷似しているのである。
つまり、ノグチにとっては、シュタイナーと同様、人間の肉体こそが、宇宙庭園のミニチュア、つまり、自然や宇宙をあるユニーク
な写像のもとに映し出す、もっとも原理的で元素的なモデル（原型）という意味での「庭」なのである。
彫刻において、バロック的ともいえる、動的「円環構造」をその造型原理の根幹においたノグチは、その同じ構造を庭へと、広げていっ
た。ランドスケープにおいては、見える景、シークエンスからシークエンスへの視線移動をいったん身体内部へ埋め込み＝肉体をそれ
に沿わせ増幅させ、その同調とズレをさらに、反動的動力を利用して、再び外へ、自然へと、撒き散らす、投げ返す、のだ。増幅と摩擦、
軋轢、脱臼、捻れ反り返る、捻転運動の消滅と再生、その繰り返し、まさしく、ディオニソス的、円環的循環的「舞踏」原理が、ノグ
チにおいて、庭＝彫刻群、を通底するものだ。
そして、その中空には、豊穣な、豊かな、虚無が生まれる。
これが、西洋でもない、東洋でもない、男性原理でもない、女性原理でもない。そうしたすべての二元論的対立を融和させ、超克する「温
かい無」
、つまり庭のユートピアの秘儀なのである。」

自然が宇宙が
庭をつくる
そして庭は人になる
自然が宇宙が
人を生成する
そして人は庭になる
肉体の秘儀が
人という庭で成就し
小宇宙と大宇宙が
人として照応する
庭となった人は
永遠の円環を言祝ぎ
舞踏神となり
秘儀を踊る
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■『まど・みちお詩集』（谷川俊太郎編

岩波文庫

2017.6）

しろやぎさんとくろやぎさんも
おはなのながいぞうさんも
なきむしかみさまのドロップスも
みんなその「まど」から生まれた
（
「動物を愛する心」より）

「この世の中に色々のものがあるのは、みんなそれぞれに、なんらかの意味において、あらねばならないからで
あろう。

この世の中に存在するあらゆるもの、それはそのあるがままにおいて可とせられ、祝福せらるべきはずのもの

であろう。
この世の中のありとあらゆるものが、それぞれに自分としての形をもち、性質をもち、互いに相関係してゆく
ということは、なんという大きい真実であろう。
路傍の石ころは石ころとしての使命をもち、野の草は草としての使命をもっている。
石ころ以外の何ものも石ころになることは出来ない。草を除いては他の如何なるものといえども、草とはり得
ない。だから、世の中のあらゆるものは、価値的にみんな平等である。みんながみんな、それぞれに尊いのだ。
みんながみんな、心ゆくままに存在していいはずなのだ。
私はこうしたことを考えるとき、しみじみと生きていることの嬉しさが身にしみる。
そして、石ころは大地の上に憩い、蚰蜒（げじ）は石ころの下に眠るように、一切のものはそのあるがままに
おいて、自らに助合っているのだ。
ああ、だから「愛」こそは、自らにして、万有存在の根底を流れている血であったのだ。
そして、生物として、しかもその中の人間として生を与えられ、意識的にその愛を生活しようとする私たちは、
なんという有難いことであろう。」
（
「ものたちと」
）
「いつだってひとは ものたちといる／あたりまえのかおで
おなじあたりまえのかおで ものたちも／そうしているのだと しんじて
はだかでひとり ふろにいるときでさえ／タオル クシ カガミ セッケンといる
どころか そのふろばそのものが そもので／そのふろばをもつ すまいもむろん もの
ものたちから みはなされることだけは／ありえないのだ このよでひとは
たとえすべてのひとから みはなされた／ひとがいても そのひとに
こころやさしい ぬのきれが一まい／よりそっていないとは しんじにくい」

その「まど」
」からみえるけしきはやさしい
やさしすぎて笑ってしまうこともある
そのやさしさはあるがままの
百四年もつづいたやさしさだ
あるがままはむずかしい
ほとんどの自称あるがままは
すぐにわがままのほうにかたむいてしまうけ
れど
その「まど」のあるがままはふめつだった
その「まど」から生まれた
なんでもなさそうなことばが
きょうぼくのこころをゆらし
ぼくをつかのま愛でいっぱいにしてくれる
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■鹿島茂『吉本隆明 1968』（平凡社新書

2009.5）

「左翼政党やその同伴者であるマスコミが、「腐敗堕落している金権ブルジョワ」をどやしつけるために使うレフェ
ランス（参照イメージ）は、いつの時代でも「額に汗して働きながら、永遠に報いられることのない労働者」、い
まふうにいえば「ワーキング・プア」の人たちです。なにゆせに、このワーキング・プアのイメージがレフェラン
スとして使われるかといえば、そこには、「清廉潔白」「謹厳実直」「無欲恬淡」など、自らを清く正しい人間と思
い込みたがる左翼マスコミが援用するのに便利なるプラスイメージが全部そろっているからです。
左翼マスコミは、広告代理店を介して大企業からガッポガッポと広告収入を得て、それによって人も羨むような
高給を食みながら、一切そこには口をつぐんで、まるで、自分の境遇の「やましさ」を糊塗するかのように、金権
ブルジョワを、またその人たちの支配に甘んじている大衆の尻を蹴飛ばすために、「額に汗して働きながら、永遠
に報いられることのない労働者」のイメージをレフェランスに使って脅しをかけます。それは、ちょうど、「俺に
は暴力団の知り合いがいるぞ」と言いたがるヘナチョコ男の口上によく似ています。つまり、ワーキング・プアは、
あくまで自分たちが逃げ込むための隠れ蓑にすぎないのです。（中略）
この「隠れ蓑」の便利なところは、それが実態をともなわない空虚なイメージであるがために、現実に存在する
どんな貧乏人も及ばないような無限遠方上の「絶対貧困」にこれを送り返せる点にあります。（中略）
日本が豊かになり、そうした「理想像」が国内に見つからなくなってしまうと、今度は、この「理想像」を求めて、
アジアに、アフリカにと旅立ち、それこそ、草の根わけてもこれを探してこようと張り切るのです。」
「左翼の活動家の考え方はこうです。
革命思想に目覚めない一般学生は中途半端なプチブル・インテリであるがゆえに反革命的だが、人民に奉仕する
革命思想は目覚めた学生（ようするに自分たち）の活動家は他の学生を左翼活動に引き込むという任務を帯びてい
るがゆえにプチブル・インテリの犯罪性を免れている。（中略）この論理は、共産党でも、反日共系の新左翼各派でも、
多少の温度差はあるものの、基本的には同じでした。
世間の常識に照らしてみれば、なんとも面妖な、「そんな馬鹿な！」というほかない身勝手な論理ですが、当時
はこれが日共系・反日共系を問わず、左翼の「常識」だったのです。（中略）
吉本隆明が痛撃したのは、この異常なる「常識」でした。（中略）
思うに、吉本隆明が一九五〇年代から七〇年代にかけて偉大だった理由は二つあります。
一つは、フルシチョフによるスターリン批判以前に、断固として反スターリン主義を打ち出して、スターリン主
義に絡め取られていた左翼を覚醒させたこと。（中略）つまり、「反スタ思想家としての吉本隆明」です。（中略）
もう一つの理由は、
（中略）スターリン主義的な前衛党に代わって反スターリン主義的な前衛党を創設し、それ
によって学生大衆や労働者を組織化すればすべてはうまくいくと考えた黒田寛一などの反スタ左翼に対して、「そ
んな＜説教師＞的な方法論では、大衆が解放されるわけはないじゃないか」と激しくかみついたことにあります。
すなわち、反・反スタ思想家としての吉本隆明です。全共闘世代はこれに共感を覚えたのです。また、吉本隆明の
思想が今日でも有効であるとしたら、それはこちらの方にあります。」
「
「コントラ＝「前衛」的コミュニケーションの方法意識」というものこそ、彼のいう「自立の思想」です。
一般大衆や労働者大衆は、これらの＜説教師＞などよりも生々しているし、潜在的にはそれを充分に圧倒する
ほどの力もたくわえている存在なのだ。この力を引きだす方法は、宗教的＜説教師＞たちに同伴せよ、おまえはプ
チブル・インテリまたはまだ目覚めていない労働者だから、階級意識に目覚め、プロレタリア運動の一環となれ、
などとオルガニゼーションすることではなく、自立せよ、その日常生活意識をとことんまで意識化してみよ、とい
うコントラ「前衛」的コミュニケーションでなければならない。（吉本隆明「前衛的コミュニケーションについて」）」

じぶんの足下を勘定にいれない思想は
その実態を最初から失っている
貧困や差別そして大衆という言葉など
空虚なイメージの隠れ蓑を使って
教え導こうとする者は
みずからの空虚のなかに溺れている
教え導く者は多く自らを教え導くことができない
下をつくることは自らを上に置くことで成立する
教える者は教えられる者によって
生かされていることなくしては存在できないのだが
つねに前衛にいることだ
前衛は自らの足下にこそある
みずからの心口意の生み出す
日常そのものにある前衛を
どこまで意識化できるか
それを問い続けることが
「自立」のための唯一の道なのだ
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■内田樹・安田登『変調「日本の古典」講義／身体で読む伝統・教養・知性』
（祥伝社 平成 29 年 12 月）

「内田／安田さんが『論語』を身体感覚で読み始めたきっかけは何ですか。

安田／ある勉強会で、論語を取り上げることになりまして、せっかくなので、孔子の生きていた時代の文字に直して読もうと思い
立ちました。紀元前五〇〇年くらいの文字です。そうして読み直したら、いくつかのことに気づきました。一つは論語の中の感じ
のおよそ八〇％が身体文字、つまり文字の中に身体の一部あるいは全部が含まれる文字だということです。（中略）そして、もう

一つは、今の『論語』では使われているけれども、孔子の時代にはなかったという文字がたくさんあったのです。（中略）
特に目立つのは「心」を含む字が少ないことですね。あの有名な「四十にして惑わず」の「惑」という字は、孔子の時代にはまだ
なかったんです。
（中略）

この文字は当時の文字で書くとこうなります。「或」。これは戈で場所を区切るというのが原意です。（中略）
内田／とすると、あの文の意味は「四十にして惑わず」ではなく、「四十にして区切りがなくなる」という意味になるわけですね。

こんな年齢でこぢんまりとまとまるなよ、と。」
「内田／孔子の深さは「六芸」という思想にも示されていると思います。礼、楽、射、御、書、数の、この順番に僕は興味が湧いたんです。
（中略）
「礼」が第一の芸ですが、これは白川先生の解釈だと、
「鬼神を祀る儀礼」のことです。「超越的なものとコミュニケーションする技術」
と言い換えてもいい。要するに、
「この世ならざるもの」とどのように関わるか、
「それ」がもたらす災禍をどうやって抑制し、
「そ
れ」がもたらす祝福をどうやって受けいれるか、そのための技術知が第一に来る。（中略）
「楽」がなぜ第二位に置かれるのか、これも楽をただ「音楽の演奏技術」というふうに理解していたのでは意味がわからない。でも、
音楽の本質を考えると、それが実は礼と同一の構造の技術知であることが分かる。
メロディにしてもリズムにしても、僕たちがそれを聴き取ることができるのは、「もう聞こえなくなった音」がまだ聞こえ、「ま
だ聞こえない音」がもう聞こえるからです。人間が今この瞬間の空気の振動だけしか聴き取れないのだとしたら、そのような短音
によってはメロディもリズムも構築することができるはずがありません。（中略）
ですから、音楽もまた「この世に存在しないもの」、すなわち「消え去った時間」と「未だ到達せざる時間」を現実のうちに繰
り込む技術を要求します。
（中略）
孔子が「六芸」として挙げた教科は、一言で尽くせばいずれも「超越的なもの」と関わる技法だと僕は思っています。
ですから、孔子の時代における書と数も、僕たちが今知っている「読み書き算盤」よりはるかに霊的な深みを要するものだった
と思うんです。書を通じて超越に至る、数を通じて世界の神秘に至る、そういう技術が古代には存在していたと僕は思います。」
「安田／僕は、周初の易というのは、今のように陰陽の二分にするのではなく、一は一、八は八で象徴があったんじゃないかと思
うんです。たとえば一は山とか八は川とか。いや、さらにはその六桁自体に象徴があったんじゃないか。そして、周初の人たちは、
それを象徴としてではなく、森羅万象そのものとして「見えて」いたんじゃないかと思うのです。（中略）
周初の人たちも
（中略）数字が風景に見え、そして易というのは当初は数字を使った観想だったのではないかと思うのです。
（中略）
「書」や「数」は文字が数字を通して存在しないものと出会う方法ですが、これってよく内田さんが話されているユダヤの神秘
主義のカバラにも似ているような気もします。易が六次元や八次元での観想から『易経』というマニュアルを使うようになったの
は、カバラがメルカバーの観想からマニュアル的な数秘術ゲマトリアに変わっていく過程をも彷彿とさせます。」

一五にして

ものごころつき

三〇にして

よちよち歩き

四〇にして

じぶんという枠を外し

五〇にして

ようやく道を見つけ

六〇にして

やっと耳がひらかれ

七〇にして

心身を貫く芯ができる

礼で

秘儀を学び

楽で

秘儀を地上へと降ろし

射で

身体という他者を調整し

御で

荒ぶる力をエネルギー変換し

書で

文字を使って超越的なものと出会い

数で

超越的なものを観想する
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■埴沙萌（はに・しゃぼう）『足元の小宇宙／ 82 歳の植物生態写真家が見つめる宇宙』（ＮＨＫ出版 2013.11）

足元には小宇宙がある
そのことに気づくと
それまで見えていなかったものが
見えてくるようになる
あたりまえのものが
あたりまえでなくなってくる
足元の小宇宙には顔がある
※埴沙萌：埴 沙萠（はに しゃぼう、1931 年 2 月 3 日 - 2016 年 2 月 23 日）。日本の植物生態写真家。40 年以上植物の生態を
撮り続けた。昨年すでに亡くなっています。
（
「道ばたの草と仲良しになる」より）
「いつも歩く道ばたに生えている草。毎日、見ているはずなのに、どんな草が生えているのか、何の花が咲いていたか、もし思いだ
せないとしたら、
「見えているけれども、見ていなかった」のだと思います。
見えている草に心を通わせると、したしみさえ感じて楽しくなります。（中略）
きのうはつぼみだったけど、きょうは花が咲いていることに気がついて喜びを感じるというのも、いつも見ている道ばたの草か
らだと思います。きのうは双葉だったけど、きょうは本葉が出たかなと、小さな芽生えの生長に心おどらせるのも、楽しいひとと
きです。
いつも歩く道ばたの草や木と仲良しになると、その草の生長、気の生活が見えてきます。花が咲いたときだけのつき合いにはない、
したしみがわいてきます。
花びらは、花粉を運んでくれる昆虫あつめのシゴトを終えると、タネづくりのじゃまにならないように、さっさと散ってしまい
ます。そして、果実（一般には実とよんでいます）の生長、タネの生長がはじまります。
花びらを護っていた苞や、萼が、実づくり、タネづくりがはじまると、やがて旅だってゆくタネの旅行用具に、変身します。じ
つに見事です。どうして、こんなことを思いついたのかと、生命の知恵に驚いて、大きな何かに、つつまれて、幸せを感じる。草
の生えた道ばたは、そんなところです。」
（
「冬の木の枝で、顔さがし」より）
「春に、いっせいに萌え出た木の葉は、毎日、太陽の光を浴びて栄養分をつくるシゴトをつづけます。そして秋になると、お疲れさ
ん色になって散ってゆきますが、そのとき、枝には葉の柄がついていた跡が残ります。葉印とか葉痕と呼んでいますが、葉のスタ
ンプと呼んでいる人もいます。
木の種類によって、葉の形がちがいます。動物の顔に似ているものもあります。ともだちの顔に似ているものものあります。
その葉印の上には、冬芽がついています。来年の春になったら葉になる芽や、花になる芽の赤ちゃんとでも言ったらいいのでしょ
うか。冬を越す小さな芽です。
この冬芽がアクセントになって、葉印が、いっそう楽しい顔に見えることもあります。
枝さきの若い顔の葉印も、トシをとると顔が変わります。小枝の葉印から、その下の太い枝への葉印をたどってゆくのも、葉も
花もない、冬の木とあそぶ、楽しいひとときです。」

そのことに気づくと
それまで見えていなかった個性が
姿をとって現れてくるのがわかる
話しかけてくる声させ
聞こえてくるようになる
足元の小宇宙に目を向けなければ
そこに大宇宙が
映っていることに気づけない
宇宙の交響楽を聴くこともできない
見ていないだけなのに
存在しないものにしてしまう
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■ビョーク：ユートピア（Hostess 2017.11）

想像してごらん
ユートピアはあると
かんたんなことさ
すべてはそこから始まる

（
「ライナーノート・新谷洋子」より）

「
「今回は意図的に、エレクトロニック・ビートと鳥の囀りが同居できる世界を作ろうとしていたところがある。トランプ時代に、
人々がこの島で仲良く暮らす夢を見ているの。みんなケータイを手にして音楽を鳴らしているんだけど、同時に鳥たちや花々と
裸で戯れていて、一種の再生のプロセスが進行しているのよ」。

では、“ ビョーク・スピーク ” と呼ぶよりほかない唯一無二のランゲージで描かれる、彼女が目指すユートピアとはどんな場
所なのか。そこは、尽きせぬラヴがある場所。人間が自然との絆を再認識できる場所。自然とテクノロジーが共存できる場所。
昨今しばしば口にしている、“ 自然とテクノロジーが出会う地点に未来は築かれる ” との信条を反映したものだ。そしてそこは、
一切のヒエラルキーを排除した、誰もが尊厳を傷つけることなく生きられる場所。互いに敬意と思いやりをもって接し、高め合
える場所。それゆえにアルカとのコラボレーションにおいても、「各々のアイデンティティを融合させて一緒に成長できると証
明したかった」と言う。またヒエラルキーという点に関して彼女は特にジェンダーを意識し、男性主導の社会に対して、別の選
択肢を提示することを念頭に曲を書いたという。壊れたシステムを取り除き、世界を白紙の状態に戻して次の世代に継がせたい
と願う「tabla rasa」がその好例だろう。「父権社会の時代に終わりがやってきたことは確かよ。それは “ アンチ男性 ” を指すわ
けじゃない。物事を進めるには様々なアプローチがあって、もはや古いアプローチは機能していないの、私はそう感じる。今ま
さに目の前で崩壊しつつあると思う。トランプ大統領は、絶滅しつつある恐竜の最後の生き残りみたいなものなんじゃないかし
ら」
。
ユートピアに向かうビョークの箱船の船路はもちろん、スムーズなわけではない。「body memory」には、困難と直面する
たびに、自分の肉体に受け継がれた記憶に答えを求める姿がある。それでも彼女は常にポジティヴ思考を促し、オプティミズム
を失わない。その理由を考えていた時に思い当たったのが、「現時点であなたにとって最もユートピアに近い場所はやはりアイ
スランドですか？」という問いにビョークが返した、迷いのない「イエス」の回答だった。「今の政権政党は結構右寄りで、も
ちろん色んな問題を抱えている。でも男女の平等はほぼ実現されていて、音楽活動をしていても性差別を体験したことはないし、
そういう意味では素晴らしい国よ。それにアイスランドは軍隊を持っていない。若い頃はあまり深く考えなかったけど、今はす
ごくクールなことだと思っているの（笑）」。
そう、現実にユートピアに近づいている国の住人だからこそ、彼女にとって世界のリセットは夢物語ではないのだと思う。そ
して、自分が胸に描く未来図を本作で我々と分かち合うビョークは、フィナーレの「fortune forever」で “ 未来を想像してみて ”
と呼びかける。全てはそこから始まるのかもしれない。」

鳥たちや花たちも
テクノロジーとむすばれる
人の上にひとはなく
人の下に人もいない
オプティミストだね
ひとはそう言うかもしれない
けれどすべての人のなかに
ユートピアはかならずあるはず
心をからっぽにして
想像してごらん
ユートピアはあると
かんたんなことさ
すべてはそこから始まるから
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■アンドレ・ブルトン『魔術的芸術』（監修：巖谷國士

河出書房新社 1997.11）

「ノヴァーリスの思想を通じてとらえることができるのは、この言葉（魔術的芸術）が特殊語彙の領域から出て一般的な境界に
たどりつき、少しずつ日常言語のなかへ流れこもうとした瞬間である。
この操作はまず意味上の簡略化に応じておこなわれ、ついで、もはや一義的ではないにしても必要不可欠な、人間の欲求へ
の適応度に応じておこなわれるだろう。ノヴァーリスは事実、パラケルススの「天にあり地にあるもので、人間のなかにも存
在しないものはない」という観点と、スウェーデンボリの「あらゆる外観、あらゆる物質の形態は、自然の最奥にひそむ源泉
を見透かさせる仮面、包皮であるにすぎない」という観点とを、等しくわがものにしてしまう。彼のいわゆる「伝統的」思想
への忠実ぶりは、端的にこう表明されている。「われわれは宇宙のあらゆる部分とばかりでなく、未来、過去ともつながりをもっ
ている。とくに重要であり有効であると思われるこうした強力な関係を確証できるかどうかは、われわれの注意の方向と持続
力しだいである」と。
彼の場合、このような考察は理論的な段階にとどまるどころか、日常体験のなかから力を汲みとることになる。彼はすぐ
れて魔術的なものである要請をふたたび自分の責任でとりあげるのだが————また「世界がわれわれの意志に合致するか
どうかは、われわれ自身にかかっているのだ」とばかりに、あらゆる制約を自分から払いのける方式のもとにそれをするのだ
が————、じつのところ、あまりにも詩人でありすぎた彼にとって、第一の関心事は、いくつかの出来あいの表現の底に隠
されている有効な部分をあらわに示すことでしかありえない。そうした表現は慣用によって価値を減じてはいても、結局はき
わめて意味ぶかいものなのだから。「魅力的な娘というものは、人が思う以上に本物の魔法つかいである。･･････ すべての精神
的な接触は、魔法の杖との接触に似ている」。そんなわけで、ノヴァーリスの目からすれば、魔術はたとえ儀式用の道具を失っ
てはいても、私たちの日々の生活のなかで、その効力のすべてを守りつづけているものだろう。ユゴー、ネルヴァル、ボードレー
ル、ロートレアモン、ランボー、マラルメの名だけを挙げておくが、19 世紀のもっとも偉大な詩人たちはみな、それとおなじ
感覚を共有するようになる。したがって近代の感受性にも、それが深く浸透するであろうことが予期できる。
ノヴァーリスのいだいた「魔術的芸術」の観念のなかで私たちの目をひくのは、その観念の定義に一致してたずさわる秘教
的資料の数々を完璧に消化吸収していたこと、同時にまた、こんにちまでひたすら深化と先鋭化をくりかえすことになる合理
主義外の（のちに超合理主義といわれる）研究や発言の必要性を、彼が天才的なまでに理解していたことである。
残念ながら————少なくとも門外漢にとっては————ノヴァーリスは魔術的芸術について、覆いをかぶせた言葉で自分
の考えを表明している。いわく、「数学は法にしか、つまり法的な自然や法的な芸術にしか関与せず、けっして自然や芸術その
ものにはかかわらない。自然や芸術が魔術的なものになるのは、ただ徳化されるかぎりにおいてである。愛こそが魔術を可能
にする原理だ。愛こそが魔術的に作用するのだ」と。ここで注意したいのは、「徳化（モラリザシオン）」という言葉にはどん
な曖昧さもふくまれないだろう、ということだ。これが「精神化」の意味で用いられていることは異論の余地がないだろう。
「徳」、
つまり精神的なものに強調が置かれているのは、「フィジック（物質的）なもの」が日ましに重く私たちにのしかからせている
担保のつらさをとりのぞこうとするため、またそのうえで、この二つの項の和解を可能にしようとするためにほかならない。
同様に「愛」という言葉も、精神化され、純化された欲望という意味でしか理解できない。「愛する心は精神のあらゆる要望を
満足させる」
。ここで私たちは、じゅうぶんに進化をとげた魔術的観念と出くわすのだ。その概念は神秘主義者たちの要求にこ
たえることをやめはしなかった。彼らにとっては、魔術は「それ自体としてひとつの意志にほかならず、その意志こそがあら
ゆる不思議、あらゆる秘密の大奥義である。それは存在の欲望の求めに応じて作用する」（ヤーコプ・ベーメ）。同時にこの概
念は、ひとつの世界のなかに、つまりすべてが共謀して閉ざそうとしてきた私たちの世界のなかに、みずからの出口を————
急流であふれでかねないが————探しもとめるのである。まさしくノヴァーリスの思想の核心にあり、哲学的なものと詩的
なものが合一している地点からこそ、魔術的芸術のまったく異なった二つの側面、二つの様相が、もっともはっきりしたかた
ちであらわれてくるだろうと私には思われる。もちろんこの場合の魔術的芸術とは、美術史の枠組みのなかで、つまりそのさ
まざまな造型上の実現を通して、私たちが考察してゆくつもりでいるものなのだが、事実、それらの側面のいち一方は、ひと
つの芸術の発展をたどりなおしてみせてくくれる。こちらはかならずしも魔術の直接的表現ではないが、少なくともそれと密
接な関係を保っている芸術だ。つまりこの場合、時間と場所に応じて変化しながらも、ひとつひとつ明確に規定されているあ
る種のコードにしたがい、げんに実践されているような魔術が問題である。ところで、もう一方の側面も、ひとつの芸術への
入門を私たちにゆるしてくれるが、こちらは魔術の組成がすべて消えさったあとにも生きのびるような芸術であって、故意に
であろうとなかろうと、その後もやはり魔術の手段のいくつかを活用しなおす————意識的であると否とを問わず————
そうした手段につけこんでゆく。第一の側面が人類の揺籃期のうちに形成基盤を見いだすとすれば、第二の側面はそれにつき
もののいやます魅惑の目によって、目のとどくかぎりの未来をさそいこむ————と、私もまた考える。日常の用語法は魔術
的芸術という呼称のもとで以上二つの側面を混同しがちであり、おそらく厳密さを欠いているが、その場合のも他のすべての
場合とおなじく、それが現状を是認しつつも同時に人間の渇望のうち上位のいくつかが永続していることを立証するものであ
るかぎり、違反の現場を一挙にとりおさえることなどできないだろう。」

人はほんとうは魔術師だ
けれどそのことに気づかないまま
世界のなかに幽閉された
死すべき存在だと錯覚している
目覚めなければならない
天と地は人のなかにあることを
思い出さなければならない
そのために魔術的芸術は必要とされる
失われた秘儀は
芸術を通じて開示されなければならない
閉じた秘密としてではなく
開かれた仕方で解放されなけれならない
科学や数学はそのままでは
自然や芸術のなかへは歩めない
哲学となったあとで
ポエジーとならなければならないのだ
人はそのままでは自由にはなれない
魔術的芸術を通じて解放され
魔術師としてのじぶんを思いだし
自然をも解放してゆかねばならない
愛こそが魔術を可能にする
精神こそが魔法の杖だ
高次の自然を創造してゆく魔術が
魔術的芸術が必要なのだ
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■文：写真：ジェーン・ギフォード『ケルトの木の知恵／神秘、魔法、癒し』
（井村君江・監訳／倉嶋雅人・訳

東京書籍 2003.1）

ケルトの木の知恵は
天と地を結ぶ橋となり
その木の文字は
時間に知恵の魔法をかける
最初にシラカバは
新たなはじまりをつかさどり
はじめての文字となって
人を天へとつなぐシンボルとなる

（
「オガム文字」より）
「ケルト人は文字をもたなかったと言いましたが、実は、ドルイドの秘儀を伝授された者だけが知る秘密の書き文字がありました。これがオ
ガム文字です。オガムのアルファベットは木片や石片に刻まれた線の集合で、縦にまっすぐに走る線の左側か右側に横線や斜線を添えるも
ので、英国とアイルランドでは、このオガム文字を刻んだ石が 350 個ほど見つかっています。
「木のオガム」
、あるいは「ケルトの木のアルファベット」と呼ばれる最古のオガム文字を見てみましょう。そこではすべての文字が木の
名前と結びつき、最初の文字（Ｂ）はシラカバの木を表す Beth に由来し、次の文字（Ｌ）はナナカマドを表す Luis に由来し、３番目の文
字（Ｎ）はトネリコを表す Nion に由来する、というように続いています。この伝統は今でもアイルランドに引き継がれ、現代アイルランド

そしてブナは
巡りゆく季節のなかで
人の知恵を記し
知識を伝える書物となる

語には木の名前を表すアルファベットがいくつか残っています。」
「アイルランドの言い伝えによれば、オガム文字は「太陽の顔をもつオグマ」が発明したとされています。オグマは雄弁をつかさどる神であり、この神を崇拝する古代ケルトの部族「トゥアハ・デ・ナ
タン」
（女神ダヌの一族の意）は紀元前 15 世紀にアイルランドに渡ってきた、神の血筋に連なる魔法の部族とされています。一方、女神のほうは「白い女神」の３つの局面を表すバンバ、フォドラ、エー
ルの名で呼ばれていました。白い女神は古代の神々の体系のなかでも最古の、そして至高の存在で、いつの時代もさまざまに姿を変えて現れたといわれています。
」
（
「シラカバ Birch 森の淑女」より）
「アイルランドに初めて登場したオガム文字は、シラカバから作られた木切れに記されたと伝えられています。ケルト人にとって、シラカバは「発端の木」————すなわち新たなはじまり、誕生、春、そ
して若者の恋をつかさどるものでした。」
「ウェールズのケルト人にとって、シラカバはアランドロ（時のシンボルである「星の銀輪」を果てしなく回しつづける神であり、出産や成年式を取り仕切る）の木であり、また、天空神スェウ・スァ
ウ・ゲフェスの婚約者として、３つの異なる花からつくられたブロダイウェズという乙女の木であるともいわれます。アングロ＝サクソン人は豊穣と春の女神エオストルを呼び出すためにこの木を用い、
北欧ではシラカバは夫婦愛の女神フリッグや、恋と多産の女神フレイアの木として崇められています（豊穣、性愛、多産の女神を、バビロニア人はイシュタルと呼び、古代エジプトの人たちはイシス
と呼んでいました）
。ゲルマン神話では、最終戦争はシラカバのまわりで戦われることになっています。
ケルトのシャーマニズムでは、このシラカバが宇宙樹とされていて、ドルイドは、白いシラカバの幹を登り、違う天界へ行き、霊界と交感することを心に描いたのです。
」
（
「ブナ Beech 学びの木」より）
「ブナの木は書かれた文字、人間が生まれつき備えている知恵、古代の知識を象徴しています。したがって、ブナの木を除くすべての木の知恵の総和となるのです。かつて文字はブナの木に書きつけられ、
薄く切ったブナの木を束ねて最初の本が作られました（それ以前は巻物に書きつけられていたのです）。その名残は近代ヨーロッパの言語に明らかです。アングロ＝サクソン語では boc はブナを指しま
すが、これがのちに book ＝本になりました。」
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■（対談）吉増剛造×ヴァレリー・アファナシエフ『不完全の美しさ』
（
『群像・第 73 巻第 1 号／ 2017.12』所収）

「吉増／この一年、ほとんど奇跡のようなことが起こりまして。耳も目も西洋音楽に暗いわたくしが、アファナシエフさんのピアノに
接することによって、とうとう音楽のみならず、芸術の奥底の扉を叩くことが、わたくしなりに可能となりました。
長い間フリージャズを始めとする前衛音楽家とは交流して参りましたし、またジョン・ケージを始めとする現代音楽にも親しんで
参りましたが、西洋音楽の王道とも言うべきクラシックは、敬して遠ざけると申しましょうか、これまでは、あまり興味を持てずに
おりました。ところが去年の一〇月でしたが、さる方に「吉増さん、もしかしてお好きかも知れませんよ」とお誘いをいただいて、アファ
ナシエフさんのモーツアルトとベートーヴェンを中心としたプログラムのコンサートにまいりました。その驚きというのは、見たこ
とのない、あるいは聴いたことのもない波形を、わたくしは覚えて、おそらくこれは隠されているらしい言語の波音なのかも知れま
せん。その波音の海の上を歩くような、命が初めて、踏みだしてみて、立ちどまり、立ちどまったまま、気がつくと、再（また）踏
み出していることに、もういちど、していることに気がついている ･･････ そんな歩行の経験でした。」
「アファナシエフ／わたしは、音楽は時間の中を生きながらも時間を廃止しようとしているのだと思います。このような営みはもちろ
ん芸術一般に通底したものではありますが、特に音楽において、芸術のこの側面がもっとも顕著に表れていると思うのです。
作家としてのわたしは多くの嘘をつくことができます。でも音楽では決して嘘をつくことはできません。
吉増／ほう、･･････。そういえば、アファナシエフさんは、何度かハイデガーを引かれていますよね。ハイデガーは、
「建築家の望は、
太古の時代から大理石の中に閉じ込められていた彫像の意志を解放したいということだ」と言っています。それに対してアファナシ
エフさんは「ハイデガーの洞察は的を射ているとは思わない」とおっしゃる。わたくしもまったく同感で、どこで作品が現れてくる
かというのは、こんなハイデガーの言うような大理石から掘り出すようなものではないと思うんです。
ずっとわたしくしもともに共同作業をしていました、一〇年以上までに死んだ若林奮という途方もない彫刻家がいるのですが、若
林がどういう彫刻を作ったかといいますと、全く別の視線 ･･････ というよりも別の境域にあるものの眼の方からなのですね、･･････
自分がとても好きだった犬と自分の間に彫刻を置いてみて、犬から見たときと自分から見たときに、その彫刻がどういうふうに存在
するかを考えて彫刻を作るというのです。ハイデガーが言うように、大理石の中に原型があってそれを掘り出すなんてことではなくて、
はるかに遠い他の本能の丘のようなところに創造の光を求めるということでした。そこで生まれてくるもの、それをアファナシエフ
さんも自分の音楽について言われている、あの「半歩」と「半歩」の足音が、おそらく、それにあたっているのですね。
アファナシエフさんの思考というか、魂の中で動いている鼓動、バイブレーションみたいなもの、最初に空間のことをおっしゃっ
たけれど、時間ではなくて距離みたいなもの、そのことを今おっしゃっているような感じがして、ひじょうに面白くうかがっていま
した。こういうところから私たちの思考、さらには思想が深くなるんだということを実感いたしました。
アファナシエフ／どうもありがとうございます。今日の朝食前にテレビを見ていると、アメリカの映画監督が出ていました。ヒッチコッ
クのリメイク作を作ったらしいのですが、もちろんヒッチコックよりもうまくはできなかった。今のほうが機材も素晴らしいものが
揃っているのに、そうその監督は言っていたのですが、それを見たときに、imperfection、完全なものよりも不完全なもののほうが
いい場合もあることに思い至りました。
吉増／ imperfection。
「非—全」･･･････ あるいは調和の別のふくらみの、･･･････ さらに下の方にある、
「半歩」の、･･･････ あるいは「そ
のまま」の丘なのだと言いたいところです。とてもいい結論です。」

完全さは
死んだイデアだ
時は超えられているのではなく
そこでただ静止している
完全なものからは
美しさは失われている
美しい花はあるが
花の美しさというものはないように
大理石のなかに彫像は埋まってはいない
光は大理石へと向かい
生きた彫像が創造され続ける
音楽は時間を生きながら
その流れを逃れ
その奥行きのなかへ
半歩半歩と歩んでゆく
完全さのなかに
魂の光は入ってゆけない
生きたイデアは
永遠の不完全さを歩み続けるなかで
美しいものとして現れようとする
※美しい「花」がある、
「花」の美しさという様なものはない。
（小林秀雄「当麻」
）

