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■エドゥアール・シュレー『偉大な秘儀参入者たち』（西川隆範ほか訳

水声社

2013.1）

秘教は結ぶが
顕教は結ばず
むしろ切り離し
対立を深くする
秘教は顕教を包むが
顕教は秘教を排斥する
顕教は源を隠すか
それを知らずにいるが
秘教は一なる源を告げてやまぬからだ

「すべての偉大な宗教は、公教的な側面と秘教的な側面とを持っている。公教的な側面には、教会や寺院や学校で
公けに教えられる教理や神話があり、秘教的な側面において、深遠な科学、秘密の教義、偉大な秘儀参入者や預
言者や改革者の真の意味が明かされる。公教的な宗教史は広く知られているが、秘教的な霊統、神秘的な教理は
公けには解明されていない。というのは、秘儀は神殿の秘密の場所で、選ばれた少数の人々によって行われ、秘
儀の最も驚くべき部分は、秘儀体験に関しては固く口を閉ざして、文書に残すことも、弟子に伝えることもしなかっ
た偉大な預言者たちの魂の中で行われたからである。私たちはその神秘を見抜かねばならない。そして、ひとた
びその神秘を見抜くことができたなら、それが輝かしく、有機的で、調和のあるものだということが理解できる
だろう。この霊的・神秘的宗教を、永遠にして宇宙的な一なる宗教と私は呼ぼうと思う。そこにこそ事物の隠さ
れた真の姿があり、公けの歴史がはっきり提示できなかった人間の意識の場がある。そこにこそ、宗教と哲学の
源泉があり、宗教・哲学と全科学との結合点がある。この源泉、この結合点が超越的な真理に照応しているので
ある。そこにこそ、私たちは諸世紀の偉大な業の原因・起源・目的を見る。」
「三位一体と魂の発展という二つの教理の接点が秘教教理の生命の中心であり、輝きの中心である。インド、エジ
プト、ギリシア、ユダヤの偉大な宗教を外面からのみ考察するなら、不調和と迷信と混乱しか見出されない。象
徴を解き、秘儀を解明し、宗教の創始者と預言者たちの言葉の母胎となった教義を探究すれば、調和は光の中に
現れてくる。様々な、時には曲がりくねった道を通って、私たちは同一の地点に至る。従って、これらの宗教の
内の一つの秘儀に通じれば、他のすべての宗教の秘儀に通じたことになる。秘儀参入者たちの教義は、雲を破る
太陽のように諸宗教の中心に輝くようになっていった。諸宗教は、秘儀参入の教えという太陽のまわりの集まっ
た惑星である。それぞれの宗教によって雰囲気や星位は異なっているが、私たちを照らしているのは、いつも同
じ太陽である。インドという偉大な夢想家は、私たちを永遠という夢の中に誘い込む。死のように厳粛で崇高な
エジプトは、私たちを墓の彼方での旅に誘う。魂を奪うように魅惑的なギリシアは、生命の魔術的な祝祭へと私
たちを誘い込み、密議に魅惑と恐怖の形を与え、魂は絶えず情熱に駆られる。ピュタゴラスは秘教教理に学問的
な形態を付与し、最も完全で最も堅固な表現を与えた。プラトンとアレクサンドリアの哲学者たちは、ピュタゴ
ラスの哲学を普及させた。この秘教の源流は、ガンジス川流域の森林とヒマラヤの静寂の中にある。」

なぜ秘教は秘教であるか
それは秘されるための秘教ではなく
受けとる器を必要とする故に秘と言われる
そして器なき者はそれを容易に錯することとなる
なぜ顕教は顕教であるか
洞窟のなかで影しか見えぬとしても
外には光あることを知らせるためだ
裾野にあり山を知らぬとしても
そこに山のあることを知らせるためだ
顕教は多く語るが
ただ招くのみ
秘教は語るに難く
ただ示すのみ
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■森博嗣『道なき未知』（ＫＫベストセラーズ

2017.11）

「多数派と少数派は、どうして生まれるのだろう。まず、多数派とい
うのは、たまたま意見が一致した大勢のことではない。意見を一致
させようとした大勢なのだ。少々妥協しても良いから周囲と歩調を
合わせたい。という場合がほとんどだろう。なかには、意見なども
ともとなく、ただ仲間がほしい、大勢に従いたい、というだけの人
もいる。
そう考えるのは、
「多数」に力があり、その力の恩恵を得られる、
という観測にあるからだ。これは、民主主義だからではない。それ
以前から人間社会にあった「群れ」への羨望という本能的な指向と
いえる。
「群れ」というのは、その羨望が存在理由である。せめるにも防御
するにも、力を合わせることができるため、事実、戦いになったと
きに有利だが、戦っている最中には、意見が一致していたかどうか
など忘却されている。この「陶酔感」こそが、心地良いのだろうか。
その証拠に、戦いが終わったあとで、なにかしらの内紛になること
が往々にしてある。実は我慢をして合わせていただけで、お互いに
完全に意見が一致していたわけではない（つまり、多数派ではなかった）。また、恩恵が予想よりも少ない、などの不満も出てくるのが常
である。
一方、
少数派というのは、群れることに嫌悪を感じる人たちである。自分の意見を変えてまで仲間になりたくはない、という価値観であり、
したがって、少数派どうしで結びつくこともない。かつては、こういった勢力は、社会的に弱い立場にあったが、現在は人権が保障され、
言いたいことを言える。だから、少数派であっても、特に損をすることはない。自己主張ができて、発散できている。非常に健全ではないか。
多数派と少数派の一番の違いは、「群れる」ことをプラスに捉えるかマイナスに捉えるかにある。どちらも、自分の価値観のとおりに生
きているわけで、全然悪くない。」
「知識を沢山盛っていることが教養だと信じている人がいるが、それは間違いである。有名な格言にもあるが、自分がいかに知らないかを
知っていることこそが教養といえる。
知っているから思い上がり、油断をし、そして考えなくなる。もし知識量が偉さならば、人間よりも辞書が偉い。（中略）
「知らない」
という意識は、知ろうとする動機になり、ほとんど「生きる」と同じ意味や価値がある。知らないから考え、知らないから努力をし、
知らないから知るために努力に心を打たれる。
「未知」という言葉は、知ることへのベクトルを感じさせる。自分は知らないが、しかし「まだ」知らないだけだ。いつか、それを知るこ
とになるだろう。その希望が、人を前進させる。きっといつかは、という気持ちで、人間はここまで来た。
結局、知ったときには、もっと知らないことに気づくのだが、それは少しの間は忘れよう。とりあえず、明日のゴールを思い浮かべて、
今日はほんの少し辛いことを我慢する。
道は、在るか無ければ行き着けない。道が人を運んでくれるのではない。（中略）
道の先にあるのは未知だ。なにかがありそうな気がする。この予感が、人を心を温める。温かいことが、すなわち生きている証拠だ。
しがたって、行き着くことよりも、今歩いている状態にこそ価値がある。知識を得たことに価値があるのではなく、知ろうとする運動が、
その人の価値を作っている。」

多数派だけではなく
少数派さえ派になりたがり
少数派もひとりにはならない
多いにせよ
少ないにせよ
群れるには群れるだけの理由があるのだ
派にならざるをえないとしても
なぜ派になるのかには
気づいておいたほうがいい
気づけないでいると
派が無意識のほうから
じぶんを操ろうとするからだ
じぶんが多数を代弁していると思いこんだり
弱者の代表だと思いこんだりすると
知らないということを忘れ過信してしまう
その場所で
考えることは止まってしまうのだ
そして道は閉ざされ
未知へと歩くことをやめてしまう
歩きたくなければ
歩かなくてもいいのだが
歩かないことを
ひとに強いることもある
歩かないならば
ひとり歩かなければいいだけだが
派はひとりで歩きたくないから
派になっているのだから
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■竹沢うるま『The Songlines（ソングライン）』（小学館

2015.2）

「アヤワスカの儀式の際、僕は大地と一体になる感覚を得た。それは自分が大地
の一部として迎え入れられるような感覚だった。森と一体化し、そこに生きる
生命に繫がり、宇宙の一部を構成するものとして存在していた。
その世界は、精霊の住む世界だった。目に見える世界の先に、目に見えない
精霊たちの世界が存在していた。アヤワスカの儀式とは、ある意味、精霊たち
との静かなる会話だった。精霊の蔓という意味を持つように、まさしくアヤワ
スカは人間と精霊を繋ぐ。それは儀式における最も重要な要素だった。
精霊とは大地のことである。大地に宿るエネルギー、もしくは大地の存在そ
のもの。かつて人間は大地の一部として存在していた。大地と人間は対等な存
在でそのふたつを繋ぐ回路があり、シャーマンはそこを自由に行き来すること

人はいつも本来の世界にいる
ただそれに気づけずにいるだけだ

ができた。現代に生きる僕たちは、あまりに自然というものから離れすぎて、大地と交わるための回路が閉じてしまった。しかし、
それがなくなったわけではない。回路はまだそこにある。自分で開くことができないだけである。アヤワスカを飲むのは、その回
路を強制的に開くためにある。そしてシャーマンが回路の先に広がる世界へ連れていってくれる。
シャーマンになるための具体的な知識は、精霊が教えてくれるといわれている。森のなかで数ヶ月から何年もひとりで過ごし、
精神世界を彷徨うことによって、精霊たちがその人間の前に現れ、彼らが住む世界を行き来するための歌を授けてくれるのだという。
その歌は、イカロと呼ばれている。イカロとは精霊の歌という意味で、ロヘルやその母親が歌っていたのが、この歌だ。」
「シャーマンとは一体何なのだろうか。シャーマンの役割は呪術的な側面も確かにあるのだが、基本的には森の伝統医である。怪我
をしたり体に不調があれば、治療のための薬草を用意する。森に自生するありとあらゆる植物に対する膨大な知識を持ち合わせ、
その時々によって最適な処方薬を作り出す。同時に、精神的な治療も行う。肉体と精神は繫がっていて、肉体を治療することによ
り精神を治し、精神を治療することにより肉体を治す。肉体と精神、そのふたつが人を構成していて、両方を治療しなければ人は
正しい状態にはならない。彼らのなかではそう考えられている。肉体的な治療をするときは薬草の力を借り、精神的な治療をする
ときは精霊の力を借りる。精霊と対話し、受け入れ、体内にその力を宿す。
儀式では、
大地のエネルギーを栄養分に育ったアヤワスカの木を煮込んだものを体内に取り込む。その力を借りて精神世界を訪れ、
過去と向き合い、いろんなものを吐き出す。それは過去であり、トラウマであり、心の闇の部分である。同時に肉体は強烈な嘔吐
と下痢を伴い、体内からあらゆる物質が吐き出される。それによって精神と肉体のデトックスを行う。
儀式の際に見ることになるビジョンとは一種の幻覚である。アヤワスカの儀式は強烈な幻覚が伴うことで知られている。それを
目的に訪れる外国人も少なくない。しかし、アヤワスカは決してドラッグではない。日本の常識とはあまりにもかけ離れすぎてい
るが、それはあくまでシャーマンの執り行う儀式であって、精神と肉体の浄化を目的とするアマゾン特有の伝統治療である。その
ため、幻覚作用だけを求めてやってくる人間は、たいてい苦しい思いだけをして村を去っていく。
彼らの心は本当の浄化を求めていない。そういう人間に対してシャーマンは本当の歌を歌ってくれないのである。イカロがなけ
れば、僕らはビジョンの大海を渡ることはできない。歌がなければ、波に呑まれ、暗い海の底へ沈んでいくだけだ。
儀式の際、自分の肉体と精神が別々になるのを感じた。肉体は現実の世界に留まり、精神の存在となった僕は、コンドルについ
ていき、
ビジョンの大海原を旅した。その果てに精神的な浄化が待っていた。シャーマンの歌声であるコンドルはその案内役だった。
僕らが精神世界のなかで迷子にならないように、正しい道を指し示してくれる。コンドルはさまざまなビジョンを提示してくれる。
そのひとつひとつを体験することによって、過去と対峙し、心のなかを整理していく。記憶をあるべき形に整え、正しい場所に整
理していく。そうやって心を浄化していく。」
「僕が一体化したと感じた世界はヤノマミが呼ぶところのホトカラだった。すべての存在が集まる場所。すべてが繫がる世界。そこ
はひとつの宇宙であり、そのなかで僕たちすべての存在は繫がっていた。（中略）
ホトカラの世界にいると、過去の記憶も、自分自身の存在も、現実の世界に渦巻くさまざまな現象や出来事も、すべてが繫がり、
その関係性が手に取るようにわかった。そして世界がどのように成り立っているのかも知った。そうか。そういうことだったのか。
ホトカラは気付きと覚醒に満ちていた。
そして、かつて自分の意識が生まれる前、僕はホトカラに属していたことを思い出し、ようやく本来の世界へ帰ってくることが
できたのだと思った。
」

それは大いなる物語だ
切り離されているという物語
そして本来の世界に気づき
帰らなければならないという物語

人は大地からも天からも
切り離されてはいないのだが
切り離されているとさえ思えず
囲われた現の世界を現実として生きている

なぜ囲われた現の世界を
私たちは生きているのだろうか
ただ帰るためだけならば
この世界に生きる意味はないだろう
死のためにだけ生きているようなものだ
人は生きるために生まれてくる
たとえそれが大いなる幻であるとしても
幻にしかできないことがあるからだ
迷わなければ迷っていることに気づけないからだ
人は本来の世界を本来の世界と知るために
そして本来の世界を
いまここで創造し続けていくために
この大いなる迷いの世界を生きている
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■チャールズ・フォスター『動物になって生きてみた』
（西田美緒子訳

河出書房新社

2017.8）

「私は隅で育った。共同体の隅（実際にはどの共同体にも属さなかったことになる）、都市と野生の境目で育った。夜になる
といくつかの上品な通りを進み、やがてネオンがなくなるころ、街を見下ろす場所に着いた。片足はヒースの藪のなか、片
足は舗装道路の上にあった。片足は光を浴び、片足は暗闇で見えなかった。
そうした夜の散歩が私を作り上げた。私は隅によって作られたことになる。それを取り去れば分解してしまっただろう。

ヒースの藪だけでも、舗装道路だけでも生きられなかった。
ほかの人たちも同じだろうかと思いをめぐらせた。今もまだ、思いをめぐらせている。身勝手にも、そうあってほしいと

願う。私はそんな人たちに会いたい。」
「私はシャーマンの厳格で陽気で緑豊かな道を行くこともできたはずだ。でも怖くてできなかった。その代わりにバード
ウォッチングと哲学的抽象化を選んだ。
抽象化の点で、三つの疑問に興味があった。はっきりとはわからなかったかもしれないが、この本でそれらを探ってきた。
第一の疑問は、ヒース、舗装道路、シャーマニズムから直接わいてくる疑問だ————私たちがもつ選ぶ能力に限界はあ
るか？
私たちには少なくともいくらかの自主性があるという事実を考えると、畏怖の念を抱くと同時に脅威も感じる。自主性と
いうのは、劇的でたまたま起こる状況で一番問題になると思っている人が多い。たとえば自殺幇助の権利を考えるときであ
る。だがほんとうのところ、最も恐ろしく、最も大きな影響を及ぼすのは、毎日の選択なのだ。（中略）
私たちは、少なくとも自分自身に関しては、
「一生懸命にやりさえすれば何でもできるし、何にでもなれる」と考えがちだ。
でも、ほんとうにそうだろうか？
これを確かめる、よい方法がある。もし私がアナグマになれるなら、私たちの自主性に、もっと全般的に自信を持てる立
派な理由になるだろう。
第二の疑問は、アイデンティティと信憑性に関係する。
私はよく、自分には何もないのではないかと不安に思ってきた。あるいは、もし私に何かがあるとしても、それはとても
不安定なのではないかと不安に思った。（中略）
これを確かめるひとつの方法として、私はキツネになり、そのキツネがまだ私自身のにおいを嗅ぎ分けられるかどうかを
確かめる。
第三の疑問は、他者についてだ。
私は、
自分が世界でひとりぼっちなのではないかと不安になる。他者は、まったく手の届かないところにいるのではないか。
自分では関係を築いていると思っていても、実際には築けていないのではないか。すべての会話が、最終的には互いの誤解
に終わっているのではないか。私はほかの誰も理解できず、ほかの誰からも理解されていないのではないか。
これには、ある種の練習が役に立つかもしれない。もし私が人間以外の動物とほんものの関係を築けるなら、人間とのあ
いだの関係に対する楽観主義の土台になる。アマツバメと絆を結べるなら、私の子どもたちとも絆を結べそうではないか。」

人のなかには
いろんな動物たちも棲んでいる
だから動物になって生きてみようとすれば
そこから学ぶことはたくさんありそうだ
人のなかには
いろんな植物たちも棲んでいる
だから植物になって生きてみようとすれば
そこから学ぶことはたくさんありそうだ
人のなかには
いろんな石たちも棲んでいる
だから石になって生きてみようとすれば
そこから学ぶことはたくさんありそうだ
人のなかには
ほかのいろんな人たちも棲んでいる
だからほかの人になって生きてみようとすれば
そこから学ぶことはたくさんありそうだ
そうすることで
自分という人はずいぶんと気分が楽になる
自分が自分であることは
自分でないこととのあいだで
大きく呼吸をしていることがわかってくる
酸欠にも過呼吸にもならないようにゆっくりと
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■廣瀬匠『天文の歴史』（集英社インターナショナル新書

答えは問いのなかに含まれている
2017.12）

「現代における天文学の進歩は目覚ましいものがあります。今や地上に建設
した巨大望遠鏡や宇宙望遠鏡を使って一〇〇億光年以上離れた銀河も観測
でき、比較的身近な宇宙である太陽系の天体には直接探査機を送り込める
ようになりました。人類の宇宙に関する知識は昔に比べて格段に深まった
ように思えます。
しかし、私たち一人一人は本当に宇宙のことを分かっていると言えるの
でしょうか？天文学という学問の対象は多岐にわたっていて、その全容を
把握することは当の天文学者にとっても困難です。また専門用語や数字が
やたらと出てくるため敬遠してしまうという人も多いかもしれません。お

まけに、せっかく覚えた知識もあっという間に塗り替えられてしまいます。
宇宙の年齢、つまり宇宙がビッグバンとともに誕生してから現在まで

の時間という数字一つとっても、二〇世紀末の時点では専門家たちの間でも「一〇〇億年」から「二〇〇億年以上」ま
でと意見が分かれていたのですが、二〇〇三年に「一三七億年前後」という画期的な観測結果が登場しました。さらに
二〇一三年にはもっと正確な値として「約一三八億年」という数字が発表されています。

そんなふうに今日ですら天文学の教科書がどんどん書き替えられている中で、この本で何百年も前の天文について知る

ことに、一体どんな意味があるのでしょうか。
私は、天文の「問い」を知ることに大きな意義があると考えます。どんな学問であれ、私たちはその「答え」を知りた
がる傾向がありますが、本当にその分野を理解しようとするなら、まずは研究者たちが何に答えとうとしているのか、そ
の「問い」を理解しなければなりません。天文学には昔から変わらない疑問もあれば、大きく変化した疑問、もはや問わ
れなくなった疑問もあります。その変遷をたどっていくことで、現代の天文学者がどんな方向に向かおうとしているのか
が見えてくることでしょう。」
「恒星が集まって銀河になるのなら、銀河も何か集団を作っているのではないか、というのは当然の疑問です。実際、銀
河がまだ渦巻星雲と呼ばれていた時代からすでにこうした天体が多く集まっている領域が知られていました。銀河が数百
個以上集まっている領域は「銀河団」と呼ばれ、その方向の星座名をとって「おとめ座銀河団」や「かみのけ座銀河団」
などと呼ばれています。またもう少し銀河が少ない場合は「銀河群」といって、私たちの銀河系もＭ３１などとともに数
十個の銀河が集まった銀河群を形成していると考えられています。」
「一九七〇年代になると、我々の銀河系やＭ３１を含む銀河群は、おとめ座銀河団などとともに「おとめ座銀河団」を形
成しているのではないかという説が登場します。その一方で、一九八一年には銀河がほとんど存在しない直径一億光年も
の「ボイド（空洞）
」が見つかりました。超銀河団はボイドを包む膜のように広がっており、これらがいくつも重なることで、
泡が集まったような状態になっているのです。これは「宇宙の大規模構造」と呼ばれています。
銀河そのものに関する研究も進みました。ハッブルの予想とは逆に、宇宙の年齢が若かったころは渦巻銀河が多く、渦
巻銀河同士が合体することで楕円銀河になるというように、銀河の「進化」の筋道も解明されつつあります。（中略）
「星学」としてわが国に導入された一九世紀までの天文学は、惑「星」が主役の太陽系から恒「星」が形作る銀河系へ
と対象を広げてきましたが、ここ一〇〇年間では一気に視野が拡大して「銀河」の世界へと突入しました。宇宙全体の構
造を考える上では、銀河を最小のパズルピースとして扱うことも少なくありません。もちろん、銀河を形成する恒星も重
要な天体であることに変わりはないのですが、今では「銀河の中で」どうやって物質が集まって恒星となり、発達して寿
命を迎え新たな恒星の材料に還元されるか、という観点が大事になっています。そして星のライフサイクルを知る上では、
かつて得体の知れない「雲状の天体」としてしか語られなかった星雲や星団が今では重視されているのです。」

地を問えば地が
月を問えば月が
惑星を問えば惑星が
太陽を問えば太陽が
銀河を問えば銀河が
銀河団を問えば銀河団が
その問いへの答えを知らせてくれる
答えは知識になるが
知識はまた新たな問いを生む
知識というのは新たな問いを生むためにある
なぜ人は宇宙を問うのだろう
それはみずからの謎への問いでもあるだろう
では宇宙を問う視野を広げていくことは
どんな視野を広げるというのだろう
彼方を指した人さし指は
いったいどこを指そうとしているのか
それを知るための問いでもあるのかもしれない
そしてその指した指が
自分を指しているということになる
広げ広げ広げていった問いが
彼方へと向かいながら
みずからを問う問いへと還ってくる
表が裏になり裏が表になるメビウスの環や
内が外になり外が内になるクラインの壷のように
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■後藤明『世界神話学入門』（講談社現代新書 2457

2017.12）

天と地が分かれる前
ひとはすべてとつながっていた
すべてとつながっているとき
すべてのものは意味を持ち
じぶんの存在を意味づけるために
物語は必要とされずにいた
天と地が分かれた後
ひとはさまざまなものと切り離された
「ローラシア型神話群は世界の無からの創造を語る。次に最初の神、とくに男女神の誕生、さらには天地の分離が語られる。
そして大地の形成と秩序化、それにともなう光の出現、神々の世代と闘争、半神半人の出現、さらには、後に貴族の血脈の
起源へとつながるテーマを骨子とする。最後には、しばしば現世の暴力的な破壊と新しい世界の再生が語られる。

このストーリーには、洪水は人間が悪さをした結果として起こるので、人類の誕生の前には起こったことはなかったとか、

竜は男女神の子孫であるから、竜退治の話は男女の神々が現れる前には起こらない、といった独自の論理が存在する。そし
てそれらが内在的な物語的なスキームとなって基本的なストーリーラインを形成する。ローラシア型神話は筋がはっきりし
ていると同時に楽しみやすいので記憶しやすい。それゆえわれわれ現生人類の感性に強く訴えかける力があるので、歴史の
中でこれまで何度も再生され、近年では『スター・ウォーズ』や『ロード・オブ・ザ・リング』の基本的な筋立てとして、
言語や文化を超えて親しまれている。
ゴンドワナ型神話群の特徴は、ローラシア型神話群との対比によって明確になる。すなわち上記のような神話型思考がオー
ストラリア、ニューギニア、メラネシアやサハラ以南のアフリカの多くには欠如しているのだ。ここではローラシア型神話
群のように無からの至高神による天地創造は語られない。ゴンドワナ神話群では、世界は最初から存在するのである。」
「ゴンドワナ型神話とは、物語化するのが至難な、というか、そもそも「物語」という営みが成立する以前に存在していたホ
モ・サピエンスの原型的な思考である。ローラシア型神話は神がいかに世界と人間を創造したのか、いかに人間はその生存
域を拡大したのか、また人間の間にいかにして不平等が生まれていったのかを語る神話である。一方、ゴンドワナ型神話は、
そもそも人間と、動植物や自然現象を区別しない時代、人間もその一員として森羅万象や動物、木々や花々とともにささや
き合っていた時代の神話である。言いかえればそれは文字が要らなかった時代の神話とも言える。少々勇み足をして言えば、
それは、自民族中心主義や征服者の思想には決して導かれることのない神話、すなわち現代の世界にもっとも必要とされて
いる思考方法とは言えないだろうか。（中略）
多くのゴンドワナ型神話に、動物も天体も人間と同じく地上で暮らしていたという思想が見られる。デボラ・ローズの『生
命の大地：アボリジニ文化とエコロジー』によると、アボリジニたちの思想には「すべてのものは、すべてのものに繋がっ
ている」という考えが根幹にある。そして「ないものはない」、すなわち人間も動物も森羅万象もそれぞれが役割を果たして
おり、それぞれが存在する権利を持ち、意味のないものはないとされる。」

切り離されたものはそれぞれに
意味を持たなければならなくなった
そしてじぶんの存在を意味づけるために
物語が必要とされるようになった
じぶんを意味づけることで
じぶんは特別な存在となり
特別な存在とそうでない存在に分かれ
人も民族も国も争い始めた
新しい物語が必要とされている
天と地をむすび
切り離されたものたちをむすび
すべてのものを特別にする
そんな新しい神話は生まれるだろうか
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■若松英輔『小林秀雄

美しい花』（文藝春秋

2017.12）

「前期の小林はその時代と同時代人との深い交わりのなかで活動を続けた。し
かし、後期は違う。哲学者井筒俊彦の表現を借りれば、前期は現実界での営
みだが、後期はいかに叡智界と交わるかが彼の眼目だった。（中略）
「私の人生観」が小林秀雄の生涯の前期の終わりを告げる作品であるとすれ
ば、後期の始まりとなったのは『ゴッホの手紙』である。（中略）
『ゴッホの手紙』から『本居宣長』さらには絶筆となった「正宗白鳥の作に
ついて」を書く小林は、それ以前とは明らかに質的変化がある。ドストエフ
スキー伝を書くとき小林は、この小説家と対峙する道を探した。このとき批
評は、小林にとってドストエフスキーと対話することだった。しかし、後期
になると向き合うのではなく、論じ理相手の心の内側に入り、その眼を通じ

て見た世界を描き出そうとする。
誤解を恐れずにいえば、宣長が考えたことを論じるだけでなく、ゴッホ、宣長、あるいは正宗白鳥が見た世界の光景を
よみがえらせようとした。小林にとって批評とは、読み、書くことによって論じる相手の生涯を生き直してみようとする
ことだった。批評という営為が、精神の領域というよりも、小林の表現を借りればその「魂」の領域で展開されるようになっ
てくる。
」
「キリスト教が分からないといってドストエフスキー論の筆を擱いた小林が、次に論じたのがゴッホである。『ゴッホの手
紙』は、題名の通り書簡を軸にこの画家の生涯を浮かび上がらせようとした試みでもあるが、同時にゴッホという画家を
媒介としたキリスト論でもある。このことは同時に小林とドストエフスキーの間にあった究極の問題が、キリスト教に関
するものであるというよりも、キリストにかかわるものだったことを明示している。
キリスト教とキリストは同じではない。それはキリストがキリスト教信者ではないということ、さらには、キリストの
生涯のあとにキリスト教が生まれたという素朴な事実を見ればたりるだろう。後期の小林にとって最後まで問題であり続
けたのは、キリスト教であるよりは、キリストに魅せられた人々だった。
絶筆となった作品でキリストに魅せられた人である正宗白鳥や内村鑑三に改めて言及しなくてはならなかった事実もそ
のことを物語っている。」
「小林に教わったのは何を読むべきかではなく、
「読む」とは何かだった。（中略）小林にとって「読む」とは文字を扉にして、
歴史の世界に生きる人々と交わることだった。書物を開き、そこに歴史の国から響き渡る無音の「声」を聴く。読んだと
本当に言えるためにはその「声」に出会わなくてはならない。いつからか、そんな無謀なことが読書の不文律になっていっ
た。
「読む」とは−−−−少なくとも文学の場合−−−−眼前の書物が自己への手紙のように思われてくることだろう。そうした
営為を続ける者はいつしか、その世界に向かって言葉を送り返したくなる。（中略）
これまで、小林の言葉から多くの光を受けて来たからなのだろうが、今回の作品を書くまで、小林は太陽のような書き
手だと思っていた。しかし、書き進めていくと実感はまったく異なるものになっていった。むしろ小林秀雄は月の人だ。
彼の異能は、自ら光を発するところにあるのではなく、それを受けいれるところにある。
彼によって同時代を読み解くこともできるだろう。しかし、小林秀雄という存在は、時代、あるいは歴史という河の流
れに置いたときにもっとも強く、また、美しく光を放つように思われた。小林を見るのではなく、小林が見た月を見て、
その実感を語ること、そこに小林秀雄の姿が浮かび上がる、そう思うようになっていった。」

月は太陽の光を受け
私たちにその光を反射する
満ちながら欠けながら
ときに叢雲のなかからその光を届ける
指が月を指しても
月を見ず指しか見ない者がいる
そして指を批評して事足りとする
月が太陽の光を受けていることを
知らぬまま月を語る者がいる
そして太陽を見る眼を持てぬことに気づかない
読むことは
知識を得ることではない
書かれていない声を聴き取ることだ
そのためには詩魂を育て深めなければならない
詩魂は指でなはなく月に向かい
月を照らす太陽へと向かおうとする
けれど太陽に向かっているつもりで
ただその偶像ばかりを崇めている者もいる
崇めるものは後を絶たないが
真なる太陽を求める者は少ない
真なる太陽を求めない者が光を持つことは難しい
その光こそが詩魂とともにあるのだが
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■アドリアン・フルティガー『図説

サインとシンボル』（監訳・小泉均

訳・越朋彦

研究者

2015.6）

コミュニケーションのためのサインや文字は
それが何を示しているかを学ぶだけでいいけれど
それらがシンボルである場合には
読み取ることそのものが深められねばならない
ときにそれは限りのない道程を必要とする
秘められたシンボルたちは
読む者を超えることができないからだ

（
「Ｖ 疑似科学と魔術のサイン」より）
「
「シンボル・サイン」
の概念と、単純なコミュニケーション・サインの概念との間にはっきりとした境界線を引くことは極めて難しい。
（中略）
シンボルの地位にまで高められた事物や生物は、本質的に二つの領域の仲介者であると考えなければならない。これら二つの領域、それは、
理解が可能であり、目で見ることのできる客観的なものの領域と、超自然的であり、目で見ることのできない神秘的なものの領域である。
言いかえると、あくまで明確な事物、状況または出来事を指示したり説明したりするためにのみ用いられるイラストやサインは、もは
やシンボルとは呼べない。
同時にまた、次のことも明らかである。つまり、どんな事物や生物でも（またそれがサインとして抽象化された場合でも）、シンボルの
地位にまで高めることもできれば、あるいは単に何かを指示するだけのものとして扱うこともできるのである。」
「過去の様々な文化は例外なく、超自然的な力の存在の承認に基づいていた。そして当然、そこには神々と、天国、地獄、涅槃といった超
自然的領域への信仰が伴った、この関連で注目すべき点は、宗教の信者は超自然的力の支配に受動的に服従し、自己の運命はあらかじめ
定められているとする宿命的決定論を信じるということである。これに対し、宗教的信仰をもたない者は魔術の領域に引きつけられる。
彼は魔術の霊的な業を通じ（呪文などを表すオカルト的なサインの助けを借りて）自らの運命を能動的に決定できると信じるのである。
ここに再び、シンボルとデザインの間の差異が存在する。信仰をもつ者は崇拝の対象として象徴的な代理物を創造した。そうすること
により、ある存在、事物、またはそのイメージを、理解を絶した超越的存在と不完全な人間自身との仲立ちの地位にまで高めた。一方、
無神論的な者は宇宙を理解し解釈する手段としての科学に引かれ、マクロコスモス（宇宙全体）とミクロコスモス（人間および地上的物質）
のサインを創造し、それに操作を加えた。」
「錬金術師たちはおおむね自らの学を宇宙論と同等のものと考え、彼らの作業工程の二つの段階「凝固／溶解」を、二元的・普遍的な生命
の律動「息を吸う／吐くこと」に類似したものと見なした。錬金術師は自らの術と人間の性との類比を用いることもできた。水銀（女性
原理）に硫黄（男性原理）を加えると、新たな物質、すなわち黄金（両性具有的存在である「新しきアダム」）が生成されると考えられた。
また、子宮として解釈された坩堝の中で銅を溶解すると黄金が生まれる（昇華される）ともされた。錬金術の基本的構成要素は硫黄と水
銀、火と水であるが、これらは天上的力と地上的力の能動原理と受動原理に比べられる。これら二つの原理が平衡を保つところに塩がある。
この場合の塩とは、塩化ナトリウムのような天然の物質のことではなく、聖書で「地の塩」として語られるような、万能の効能をもつ神
秘的物質のことである。この三位一体の原理（硫黄ー水銀ー塩）の縮図は、様々な記号の形態にその表現を見出す。
形而上学的な意味において、錬金術の考え方では進歩の二つの本質的段階を区別している。すなわち白の原理の段階（「小さき神秘」と
しても知られる）と、赤の原理の段階（「大いなる神秘」とも飛ばれる）である。前者は完全性（幸運、楽園）の希求、そして世界の中心
の内側に入ることへの欲求に対応し、後者は賢者の石を使った宇宙の彼方に上昇し、超人間的、神的領域に到達せんとする想念に基礎を
置いている。
別の視点から見ると、錬金術は人間が物質的なものを超越して霊的なものに至ることを可能ならしめるように思われた。ちょうど黄金
（礼）が卑金属（物質）のような原材料から昇華されるのと同様であった。）
「
「カバラ的」という用語は、あらゆる種類の魔術のサインを描写する形容詞として今や一般的に使われるようになっている。しかし真正
のカバラの記号はユダヤ人学者たちの特定の隠秘哲学に関連し、セフィロトとして知られる十の図式に基づいている。セフィロトが凝縮
されて記号となることで、トーラー（モーセの律法）の神聖な言葉を超越し、隠秘学的、霊的思索を記録することが可能になる。この視
覚的表現の要諦は、神秘的な図式に組み立てられるヘブライ語のアルファベットを魔術的数値として使用することにある。」

見えていても読めない文字があり
ひとつひとつの文字はわかっていても
意味のわからない単語があり
ひとつひとつの単語はわかっても
文になると意味のわからない言葉があり
文の意味がわかっても
背景にある文脈がつかめない文章があるように
シンボルたちは読みそのものを
さまざまに深めていかなければ
読みとることができないのだ
多かれ少なかれ
読むことはすべて
自分を読む行為だ
そして自分を超えて
読みとることはできない
そしてそれらの読みにもまして
秘められたシンボルたちは
読むものみずからが鏡に映るように現れる
読みを深めるためには
みずからを深めていかなければならないのだ
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■佐藤卓『塑する思考』
（新潮社

自我が幼いと
すぐに自分の形を決めてしまいたがる

2017.7）

「柔よく剛を制す————。よく知られているように、しなやかな柔軟さが一見強そうな堅さを結果的には負かしてしまうものだ、を意味するこの
言葉は、人生における他者への向き合い方にとかく当てはめられますが、
「柔」が、さらに二つの性質に分けられることは、あまり知られていません。
その二つとは、弾性と塑性。弾性は、
「弾力がある」といった表現で割と耳にすることがあるにしても、塑性のほうは、あまり見聞きしたことが
ないのでは。どちらも柔らかさではあるものの、その実質は正反対と言いたいほど違っているのです。
弾性とは、外部から力が加わって形を変えても、その力がなくなれば元の形に戻ろうとする性質。例えば釣り竿のように。対する塑性のほうは、
外部からの力で凹むと、そのままの形を保つ性質なので、加わった力次第でそのつど形状を変化させます。弾性は釣り竿のほかキッチンで洗い物
に使われるスポンジだとか、近頃なら形状記憶合金など。対する塑性は粘土や金属一般その他です。彫刻における塑像なる言葉も、粘土が自由に
形を変えられる素材であることからきています。弾性と塑性の、どちらも柔らかさには違いないのですが、外部から力が加わった後のあり方がま
るで異なります。では、剛を制すとされてきた柔は、果たしてどちらか。元に戻る弾性か、凹んだままの塑性か。
人生訓上の「柔」は、
これまでほぼ前者の「弾性」をイメージして語られてきたのではないでしょうか。いかなることに当たっても自分を見失うな、
常に自分の形を忘れず、自分に戻れ、といった具体に。おしなべて「理性」的な方向での自己実現を目指した教育を受けてきたようにも思います。
これに対して「塑性」を人生になぞらえてみると、自分の形などどうでもよく、そのつど変化してもかまわないのだ、となり、そんな投げやり
な生き方でどうする、もっと自分を大切にしろ！ とお叱りを受けかねない。なるほど「自分の形を保つ」ほうが、一見まっとうな生き方のよう
に感じられます。しかし、そもそも自分とは何なのでしょうか。自己意識はどこから来て、なぜ自分は今ここに存在するのか。人生のそんな基本
についてまるで分かっていない自分に、どんな形があるものなのでしょうか。自分を分かっていない自分が自分の形をどう決めるというのでしょ
うか。私には、若い時分から今に至るまで、時分とは何かを考えれば考えるほど、さっぱり分からない。ところがこの分からない自分など考えな
いのが、自分にとっては良好の状態らしいと、この歳になって気づきはじめています。何を考えているにしても、すでに考えている自分が存在す
るのだから、自分なんてまったく気にかける必要はなく、そのつど与えられた環境で適切に対応している自分のままがいいのではないか、と。
ところがデザインの仕事では、とかく個性的な表現を求められる傾向があるので、自分らしさとは何かと考えざるを得なくなる。そこで、自分
＝自己＝自我について考えてみたいと思います。
思えば自我は厄介なものです。不断の生活で、習慣としてほとんど無意識に顔を洗ったり歯を磨いたりする時にはひっこんでいる自我が、いざ
何らかの目的のために「考える」状態に入ったとたん、俺が俺がと顔を出し始めます。正確には無意識にも自我はあるそうですが、ここでは、自
分を強く意識した状態としての自我を捉えてみます。そうした意味での自我は、
「自分」を意識するスイッチが入った瞬間に目覚めるのです。そし
て自分が意識されたとたん、困ったことに自我は我欲へと直結してしまう。
」
「こんなふうに語ると、誤解されやすいことが二つあります。一つは、自我と個性の関係、もう一つは自我と発想の関係です。
まずは、自我と個性の関係について————。
自我を抑えると個性までなくなるのではと案じる人がいます。はたして個性とは、そんなに簡単に消えるていどのものでしょうか。結論から先
に述べるなら、自我をどれだけ抑えても、個性はちゃんと出てしまうもので、それこそが本物の個性ではないか。
（中略）
なすべきことについてできるだけ客観的に思考し、見極めるところに、その人ならではの個性が出る。一般には、目に見える表現に個性がある
とされがちですが、それは違います。表現以前のその人その人の思考、ひいては生き方や思想に個性は確実に潜んでいます。
（中略）
次に、自我と発想の関係はどうか。自我は抑えるべしと言われると、まるで物事を発想し、発案することまで抑えろと聞こえなくもない。しかし、
そもそも発想とはどのようなものでしょうか。未知の事象が突如現れたかのように、
「無」から何かを発想するなど、あり得ることなのでしょうか。
絶対にあり得ません。必ず「それ以前」が存在します。つまり発想とは、
今まですでにあったのに、
繫がったことがないもの同士を繋ぐことです。
（中
略）すでにあるのに気がつかずにいた関係を発見して繋ぐ営為、と言ってもいいでしょう。
（中略）だから、自我やら我欲を抑え、なすべき何かの
ために脳をリラックスさせて新たな関係に気づく、すなわち発想するのは、まったくもって素晴らしい出来事なのです。
」
「常に自分に帰る弾性的な生き方が良しとされ、そこに自我、個性、さらに芸術教育、何をやってもかまわないがごとくに歪められた民主主義、我
がままの正当化には好都合の新自由主義が折り重なり、その傾向の影響は、本来、自己表現が目的ではないデザインの世界までも強く及んでいます。
これでいいわけがない。
」
「塑性的であるとは、社会の流れにただ身を委ねることでも、無闇に付和雷同することでも、ましてや世の中に媚びて流行を追うことでもなく、置
かれた状況を極力客観的に受けとめ、適切に対応できる状態に自分をしておくことなのです。
」

魂はほんとうはとても柔軟な器なのだけれど
幼い自我は小さな自分の形がすべてだと
すぐに強く思い込んでしまうのだ
そしてそれに囚われて
身動きがとれなくなってしまう
考えるときも
自分だけが考えたと思い込み
感じるときも
自分だけが感じたと思い込み
考えることや感じることが
どこから訪れるのか知らぬまま
それらの種を発芽させ育て
じっくりと実らせていくことができない
自我が育つと
訪れてくれた種にふさわしい形に
みずからの姿を柔らかくしなやかに
ときには硬質にさえ変えてゆくことができる
賛成か反対かにしがみついたり
白か黒かを決めつけたり
勝ち負けだけに拘ったり
自分だけができるなどと思い込んだりはしない
主語は述語に包まれながら
生かされていること
そしてそのことではじめてみずからを
変容させてゆけることを知るようになる

mediopos-1135
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■水野千依『キリストの顔／イメージ人類学序説』
（筑摩選書 93 2014.6）

「この世にあって目にしえないものとは何か、そう問われたとしよう。すぐに思い浮かぶのは、たとえば「自分の顔」
だろうか。たしかに自分の顔は、鏡や写真に映った像でしか知りえない。もっとも、敬虔なキリスト教者なら、何よ
りもまず「神の御顔」と答えることだろう。（中略）
もっとも、この世において神の御顔は目にしえないとしても、人は神を、イエスの顔を観たいと熱望する。失われ

ているからこそ、いっそう焦がれるのだろう。たとえそれがイメージ＝肖像にすぎないとしても。それゆえ、キリス
トが昇天してから再臨するまでの現世においてこそ、キリストの「顔」を探究するイメージのパラドクシカルな歴史が、
かつての記憶と、来るべき期待のはざまで、さまざまに展開するのだ。」

「神の御顔を描くこと————それはキリスト教において、根源的ともいえる問題を孕んでいる。そもそもキリスト教
は、偶像崇拝を禁じるユダヤ教を母胎としているからだ。」
「聖像を覆うヴェールや装飾装置が荘厳であればあるほど、像そのものは人目から遠ざけられ隠されていることが多い。
信者は、近づきがたいその空間を遠望するか、覆いやヴェールや閉ざされた扉越しに、そこに隠されている聖なるも
のの気配を感じ、祈るしかない。
イメージなのに見てはならない————このパラドクスはいかに理解できるだろうか。」
「目にしえない、あるいは目にしてはならないものを見えるものにするというイメージのパラドクス。それはイメージ
の展示や演出とも無縁ではない。聖なるもののイメージは、見えるものとして造形化されたにもかかわらず、メデュー
サさながらときに目にしたものを失明させたり、天変地異を引き起こしたりすると考えられた。それゆえ、聖龕（タ
ベルナクルム）やヴェールで覆い隠され、不可視のまま、ただそこに存在するということだけが暗に示されることが
ある。あるいは、見るものに眩暈を引き起こすようなまばゆい額に挿入されて、像そのものは暗く後退し判別しえな
いかたちで示された。
このように聖なるもののイメージについて考えを巡らそうとすれば、わたしたちは、自ずと従来の伝統的な美術史
の枠では捉えがたい現象と向き合わざるをえないことになる。一九世紀に大学制度のなかに生を享けた美術史学が、
芸術的価値をそなえるとされる作品をカント的な距離をもって客観的に分析することに心を砕いてきたとすれば。本
書が扱ってきた観賞者の心理や受容様態をも巻き込むイメージの問題は、ときに考察対象から逃れかねず、それらを
十分に理解するには困難をともなう。芸術家の技巧を拒み、キリストの身体の「痕跡」に起源するアケイロポイエトス・
イメージや、
それを忠実に複製することに実を意味をもつ「作者不詳」のイコンのあり方は、近代以降の「芸術」や「芸
術家」という概念を前提にしていては理解することができない。しかも奇跡を起こし、信者を慰安し、ときには威嚇
さえする、いわば「生ける」存在としてのイメージにアプローチするには、あらたな視座が求められよう。」
※アケイロポイエートス：人の手によってなされたものでは無いことを意味するギリシャ語

偶像化されると
聖なるものからは
聖性が奪われてしまうが
祈りの対象をつくりたいがために
偶像はつくられる
そのパラドクスは
イエス・キリストへの信仰において
神の子であると同時に
人の子でもあるというパラドクスゆえに
むしろさまざまなイメージとして
また身体に関する聖遺物として
演出されてこざるをえなかった
見えない聖なるものを
見えないがゆえに目にしたい
聞こえない聖なる声を
聞こえないがゆえに耳にしたい
触れえない聖なる身体を
触れえないがゆえに触れてみたい
そのパラドクスこそが
信仰のひとつのかたちとなってきたのだろう
けれども私たちは
聖と俗をともに生きながら
みずからの内なるキリストを
生きるのでなければ
見えていても見ず
聞いていても聞かず
触れていても触れぬまま
みずからの外に
偶像をつくりだすばかりではないか
私たちは聖なるものを求めながら
偶像を求めるばかりではないか

mediopos-1136

日本という方法は
デュアルでリバース

2017.12.25

■田中優子・松岡正剛『日本問答』（岩波新書 1684

2017.11）

「松岡／日本を語るためのデュアルでリバースな方法は、いろいろあります。天皇と将軍、和風と漢風、雅びと鄙び、
「あはれ」と「あっぱれ」、
数寄と遁世、ケガレとキヨメ、禅と浄土、茶室と一輪挿し、かぐや姫と一寸法師、公家と武家、日本画と洋画、洋食と和食、ホテルと和風
旅館 ･･････ などなど。これらは行ったり来たりなんですね。功利的な需要装置としてのダブルスタンダードではなく、日本人がいきいき
と愉快に生きていくためのデュアル（二重）で、リバース（表・裏）な関係です。

田中／まさに内と外、表と裏ね。しかも内外も表裏も入れ替え可能。並び立つこともあり、渾然一体もあり、行き来もある。しかし純粋状
態だけはないので、そこにはかならず「あいだ」がある。そのような日本に特色づけられるデュアルスタンダードなあり方は、どこから来
たのか、そのへんのことはどうですか。
松岡／やはりおおもとには、極東としての風土や季節感や日本列島が大陸と大海のはざまに位置したという地政学的なものがあるでしょう
ね。日本が地震・津波・噴火がおこりやすいフラジャイルな地質列島であることも関係していると思う。そのため、ながらく木と紙によっ
て家をつくってきたこと、つまり歴史遺産がつねに失われやすい状態にあったこと、その一方で作り替えが容易で、すぐに再生や復活がし

やすかったこと。こういう体験や記憶の積み重ねが、日本的方法のなかにビルトインされていたんだと思う。（中略）
田中／外からグローバルスタンダードを受け入れても、それがずっとスタンダードのままにはならなかったということもありますね。中国
周辺諸国のなかで、日本だけが中国を本当の基準にはしていないんです。用事があるときだけつかっている。だからといって、日本が独自
に堅固な基準をつくったかというと、それもしなかった。融通無碍だし、御都合主義とも言えるけれど、いざというときに動ける、逃げら
れる、柔軟であるということが、お豆腐のように脆い災害列島には必要だったのでしょうね。
ただし私は、日本列島がそれほど閉じているとは思っていなくて、つねに異民族は来ていたと思う。むしろ異民族、異文化には早くから
慣れていたし、必要としていた。なぜならそれこそデュアルの根源だから。異質なもの、対立するもの、多様性があって、初めて元気にな
る文化なんです。ＮＨＫが『私たちはどこから来たのか』で調査したデータで、日本人のミトコンドリアＤＮＡには固有性、つまり偏りが
なく、周辺民族のあらゆる特徴を混在させていたことがわかっていますね。純粋な日本文化がないように、純粋な日本人はいない。日本列
島は多様な民族が集う場だった。」
「松岡／日本は長らく普遍的な自然科学を必要としていません。「自然」を安藤昌益が「ひとりする」と読んだように、“be” としての「ある」
を厳然と確立したいのではなく、“becoming” という「なる」があれば、だいたいの変化に対応できると思っていた。そこを丸山真男は、
本居宣長が指摘した「なる」「つぎ」「いきほひ」の三つの語を引いて、日本の〝生成〟の観念は「つぎつぎ・に・なりゆく・いきほひ」と
いうものだとみなしましたね。そしてこれをもって日本の基調低音だとみなした。
一方、古代ギリシアやヨーロッパの基調低音は「つくる」「うむ」「ある」ですね。これが普遍のかたちです。原観念としては自然をあら
わす「ピュシス」
（生成）と人為的なものをあらわす「ノモス」（制度）があって、それが対立概念となっている。ところが日本ではそこが
対立しないで、連続的に変化する。」
「松岡／ついでに言うと、丸山真男は「稜威（いつ）」を重視して、日本は最も大事なものに「近寄るなかれ、触れるなかれ」という原観念
のようなものがあったと考えた。このことは山本健吉も『いのちとかたち』で強調していたことで、ぼくもきっとそうだろうと思っている。
「稜威」というのは不思議な言葉で、神聖で斎み浄められているという意味と、勢いの威力が激しいという意味とをあわせもった言葉です。
この二文字の熟語は、よく神社の扁額にもなっている。
田中／天子（天皇）の威光という意味でもある。たしかに触れがたい言葉ですよね。
松岡／だから、日本のオリジンというものは、普遍的なものではなくて、「近寄るなかれ、触れるなかれ」なんですよ。遍く行き届くもの
ではないし、触れてはならない。でも、これじゃ科学はとうていつくれない（笑）。
田中／普遍が「あまねく」ではなく、隠微なんですね。真に大切なものは内側に包み込む。そのことによって、包まれたものが中心になる。
中心はときおり何のメッセージも発することなく空無になるけれど、それでも隠微であることで普遍になる。」

変わらぬ普遍を求める
グローバルスタンダードは似合わない
天皇と将軍
和風と漢風
雅びと鄙び
あはれとあっぱれ
数寄と遁世
ケガレとキヨメ
禅と浄土
茶室と一輪挿し
かぐや姫と一寸法師
公家と武家
日本画と洋画
洋食と和食
ホテルと和風旅館
内と外
表と裏が
並び立ち
渾然一体ともなり
行き来し
入れ替えられもし
そこに必ず
「あいだ」がある
中心は空無なのだ
そして空無が
隠微のままに普遍となり
ある
のではなく
「なる」
ことで
生成変化する
さて
グローバルスタンダードは
日本という方法で
「あいだ」をつくり
デュアルでリバースな
新たなスタンダードを
生み出すことができるだろうか
そのとき隠微な普遍は
どのように「なる」のだろうか

mediopos-1137
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■安田登『身体感覚で『論語』を読みなおす』
（春秋社 2009.11）
■安田登『あわいの時代の『論語』 ヒューマン２・０』
（春秋社 2017.7）

（安田登『あわいの時代の『論語』 ヒューマン２・０』より）
「釈迦、孔子、イエスの三聖人はみんな三〇〇〇年以上も前の人たちです。釈迦や孔子は紀元前五〇〇年ほどの人、イエスはちょ
うど紀元ころの人。こんなすごい人たちがみんな今から二〇〇〇年以上も前に生まれて、それ以降、これに代わる人がいない。
（中
略）この三人は、なぜ「あの時期」の生まれたのか。
それは、
この三人がみな「心の時代」になって数百年後に生まれた人たちで、そして「心の時代」のパイオニアだからです。「心」
の副作用に対して、その共同体で初めての、そして強力な処方を施した人たちです。
私たちは、葛藤状態や危機的な状況に陥ると、自然に「自動反応（react）」してしまいます。あるいは「どうしよう、どうし
よう」という言葉だけが脳内で無限ループすることもあります。
孔子はこのような人を「小人」と呼びました。（中略）「つまらない人」という意味ではなく、「ふつうの人」という意味です。
それに対して、そんな自動反応に一度ストップをかけ、「現在」という時点を、過去と未来という時間の中で捉えなおし、何
をすべきか、何が一番いいのか、それを冷静に判断し、選択し得る能力をもった人たちを、孔子は「君子」と呼びました。
そして、この能力こそ、
「心」と名づけられた能力なのです。「自動反応（react）」に対して「感応（response）」する力です。
（中略）
発生当時の漢字の「心」というのは ･･･
（一）時間を知る能力で
（二）それによって未来を変え得る力
（三）あるいは過去から学ぶ力
･･･ です。
文字の獲得によって「心」を得た私たちは、時間を知り、それによって未来を買え得る力を身につけました。その能力は科学
を生み、文明をも作りました。
が、そんなバラ色の能力である「心」の裏には、おそろしい副作用が隠されていたのです。
それは、時間を知った瞬間に獲得してしまった、未来に対する「不安」や、過去に対する「後悔」です。あるいはいつまでも
付きまとう「噂」や「レッテル」です。
そして、その副作用を何とかしようとしたのが孔子であり、釈迦であり、そしてイエスであったのではなかったか。そして、
もしそうであるならば、「心」の時代（文字の時代）が続いている限り、この三人の力は有効なのです。
この三聖人のおかげで、未来を変えるという心の「作用」と、不安や後悔という心の「副作用」は、苦しいながらも、まあま
あいいバランスを取ってきました。しかし、産業革命を契機とする時代の急激な変化の中で、この作用・副作用のバランスが崩
れ始めました。いや、崩れ「始めた」というよりも、急速に崩れたといった方がいいでしょう。
副作用が作用を追い越した、すなわち生存のために生み出した「心」によって生存を中断する（自殺）という行為が増加しました。
これこそが、
そろそろ「心」の賞味期限が切れている証ではないかと私が感じ、またそう感じている人も多いと思うゆえんです。」
「
「心」という文字シンギュラリティによって生み出されたと書きましたが、しかしそれが「心」という文字として出現するのに
三〇〇年を要しています。しかし、これはちょっと時間がかかりすぎです。ひょっとしたら、この時代に入る前の人にとっては、
心を文字にするということはタブー（禁忌）に属する行為だったのではないでしょうか。（中略）
「あわい」という日本語があります。「あいだ（間）」と似た意味ですが、ちょっと違います。「あいだ」というのは物と物とによっ
て挟まれた状態をいいます。それに対して「あわい」は、動詞の「あう（合う）」からできた言葉で、物と物との交わったところ、
重なったところをいいます。（中略）
現代も「心の時代」と、次に来たるべき「心の次の時代」にはさまった「あわい」の時代です。」

心はかつて神々として
人の外から働きかけていた
人が個別化するに従い
心は人の内で働くようになった
まず人は感情や感覚を
自分のものとして感じるようになったが
それを制御することは困難だった
そのために世は聖人を輩出し
自分の感情や感覚をアウトプットするだけではなく
それをうまく使う方法を教えようとした
つづいて人は思考を
自分のものとして身につけるようになったが
それを育てていくことも難しかった
そのために世は哲学者や科学者を輩出し
ただ記憶するだけではなく
学び考えることを教えようとした
前者を感覚魂
後者を悟性魂と呼ぶが
現代においてはさらに
意識魂と呼ばれる心が必要となってきている
意識魂が育っていかなければ
感覚魂や悟性魂を制御できなくなるからでもある
現代の心の病は制御不能となった
感覚魂と悟性魂から来ているからだ
人は自分のなかに働く
心の衝動に耐えきれなくなってきている
人は霊魂体の三分節でなり立っているが
それら三つの関係に気づき
みずからを変容させていかなければならない
現代という「あわい」の時代に
みずからの心のありように気づき
それをバランス良く育てていければ幸いだ
人は新たな人として生まれ直すことができる
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■鈴木大拙『大乗仏教概論』
（佐々木閑訳 岩波文庫 2016.6）
■鈴木大拙『語る大拙／鈴木大拙講演集２
（書肆心水 2017.7）

大智と大悲』

浄土は彼岸にはなく
いまここにこそ現成する
彼岸ばかりを求める者は
あらたな穢土を作るのみ
知は知ることにはなく
無知ゆえにこそ深められる
知識ばかりを求める者は
情報の塵芥を重ねるのみ

（
「語る大拙／大智と大悲」より）
「このようにして、霊性的世界を実際に把握するとき————或はこう云ってもよい、霊性的世界が実際にこの吾等の感性的世界
へ割り込んで来るとき、日常一般の経験体系が全く逆になるのです。実が非実になる、真が非真になる、橋は流れて水は流れず、
花は紅ならず、柳は緑ならずと云うことになります。普通では、如何にも奇怪千万と思われることですが、霊性的直覚の立場から
見ると、そういうことになるのです。それこの霊性的世界が一般の感性的・知性的世界へ割り込んでくるとき、吾等の今までの経
験をみな否定するからです。しかし間違ってはならぬのですが、これらの経験はそれにも拘わらず、ことごとく今までの感性的分
別的特性を失っては居ないと云うことです。差別の世界は今も尚差別の世界ですが、但一つの相違がある、それはこの千差万別が
そのままで霊性的世界の消息であると云う超分別的直覚であります。換言すれば吾等はここで今まで非真実の夢幻性だと思いすて
たものが、畢竟するに、また必ずしもそうでなかったと云うことになるのです。夢幻はその後に真実なるものを持って居ると云う
ことに気づくのです。それは何故かと云うに、霊性は一方において感性的経験を否定してしまうけれども、感性的世界はこの否定
の故に、その千差万別な知性的分別を、霊性の中に、そのままに保存して行くのです。
霊性的世界と云うと、多くの人々は何かそのようなものがこの世界の外にあって、この世界と、二つの世界が対立するように考
えますが、事実は一世界だけなのです。二つと思われるのは、一つの世界の、人間に対する現れ方だと云ってよいのです。即ち人
間が一つを二つに見るのです。これがわからぬときに、実際二個の対立せる世界があると妄信するのです。」
（
『大乗仏教概論』より）
「究極の存在原理である真如は、その顕れ方を観察する方向の違いに応じて種々異なった名前で呼ばれる。それが仏陀たることの
根拠であることからは仏性と呼ばれ、存在の基準であると理解される時には法と呼ばれ、知性の源としては菩提と呼ばれる。エゴ
イズムとそれによってもたらされる卑しい感情に苦しめられている心に永遠の平安をもたらす場合には涅槃と呼ばれ、万物の道筋
を理性的に指し示す場合には智慧と呼ばれる。愛と英知の源として宗教的に理解される時は法身であり、宗教的意識を呼び覚ます
ものとしては菩提心と言われる。あらゆる個別の事物を超越するものとして理解されるなら空性であり、その倫理的な面が強調さ
れる場合は善と呼ばれる。認識論的な特性が全面にでるなら最高真理、個々の存在の片寄った一面性と限界性を越えたものと考え
られるなら中道、存在論的な面を考えるなら実際と呼ばれる。そしてそれが、母なる大智の如く、すべての生命の根源を宿しており、
土石の中に一切の宝玉や貴金属を含んでいるものと理解される時には、如来藏と呼ばれるのである。」

高きは高きにはなく
低きによってこそ得られる
高みばかりを求める者は
バベルの塔を築くのみ
経験は体験では得られず
魂の深みへと至ることで得られる
体験ばかりを求める者は
出口のない迷路を行くのみ
観ることはただ見ることではなく
ものそのものになることだ
対象ばかりを見るばかりの者は
偽物の時間を生きるのみ
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■渡仲幸利『観の目／ベルクソン『物質と記憶』をめぐるエッセイ』
（岩波書店 2017.12）

「ベルクソンは失語症という困難に着目した。外界と記憶との接合点に異常が起きることによって発症する。外界が正常にとらえら
れなくなる病だった。気をつけなければならないことがある。それは、そのさい、外界自体に異常が起きたわけではないのと同様に、
記憶自体も、壊れたり失われたりしたのではない、という事実だった。たんに、両者の接合点の形成がうまく行っていないだけであ
る。ベルクソンは失語症の分析によって、記憶自体が脳を超えて存在していることを証明した。記憶をたくわえる器官などなかった。
記憶世界には、記憶世界での知覚を行う目、いいかえれば、現在の世界での肉眼の働きと合成させるために、記憶世界を拡大収縮し
てやむことのない観の目が存在していなければならなかった。病気という困難は、正常なぼくたちの生活の正体を明かしてくれたの
である。
さて、病といっていいかどうかわからないが、十代半ばの危機は、ぼくたちにとって、ベルクソンにとっての失語症研究と同じ光
となってくれないだろうか。この危機は、人類ひとりひとりに課せられた永遠の課題だといっていいくらいである。身体に変化が現
われ、それまでとは異なるおだやかでない成長が起きてくる。身体と精神のむすびつきががたついてしまうことになる。外的知覚と
内的知覚がずれて、行き場を失った内的存在は出口を求めて日常を決壊させるかもしれない。日常が異様なものに見えるときは、な
によりも、こころをどうしていいやらわからなくなったときと同時だろう。これを整えるために、ほんとうは観の目がいる。だとし
たら、観の目が存在しなければならないことが、ここでも証明されるはずなのである。
あとは、だれもが有するはずのこの観の目にみずから気づき、めいめいがそれを磨くこと、それだけである。ぼくたちが危機をく
ぐりぬけ成熟に成功するかしないかは、ただ自分だけのこの武器をみずからつかんで、機能させるに到れるかどうかにかかっている。」
「社会人になるとは、いつの時代も、悩みごとを考え込んだり、こころから感じいったりすることをよして、能率的に物事の表面を
生きていけるようになることである。これに対して、ほんとうにものを知ろうと努力する精神は、ものを物質的に固定化し機械化す
ることで既知とする世の中の習慣的思考に対して、違和感を覚えずにいない。
論理も習慣も癖も欲動も、自分のすべてではないのである。ほんとうは、そこからあふれるようにして思考はある。精神のこうい
う一種のエキセントリックは存在のしかたに対して、社会という共有の場を求めるおとなは、それを戒めるために笑う。いいだろう。
社会的な自分は、孤独な自分に違和感を覚えて笑っていればいい。でも、孤独な自分は、社会に対する違和感をどうすればいいのか。
ぼくたちは、原理的に違和感を奥底にかかえて生きている。この違和感が、まさにぼくたちが生きている真の意味だと思う。なん
のために生きているのか、そう問う若者に、そう問うわがこころに、答えることは難しい。そして、観の目を磨くことは、ますます
人生に対する違和感を研ぎ澄ましていくことであるかのようである。この違和感が経験の核であり人生の意味だといったところで、
苦でできたようなそんな人生なんかに生きる意味があるのかと問われたら、どうしよう。時間とはなにか。人生とはなにか。おそらく、
観の目はそれを見て、黙している。意味となる以前のそれに立ち会っているからである。それは無意味なのではない。それは、人生
訓めいて取ってつけたような意味を、ぱちっぱちっと火花のごとくはじく。１足す１は２の論理さえはじきとばすことだろう。」
「ぼくは、大衆という日常的に出会う小さな政治家たちの強大な群れが、大嫌いである。この巨大な怪獣は、ひとりひとり沈黙した
自分へと自分をおきなおそうとしないかぎり解体できない盲目の機械であって、他人を征服したがる反射運動のシステムが集まるこ
とで動き出し、動き出したらだれにも制御できない情念の興奮状態に陥る。こんな社会のまっただなかで、政治的マスコミ的言辞か
ら人生観へ、ことばから沈黙へ進もうとすれば、そうしてもある種のせつなさを経験しなければならないだろう。これは自然状態に
さからうことになるから。しかし、自分の半身をとりかえそうとするなら、この切なさのなかしかない。ベルクソンはいう。「それは、
経験の根源へと経験を探しに行くこと、もっというと、経験がわたしたちの行動にとって便利な方向に屈折していわゆる人間的経験
となってしまう、この決定的転回点を越えて、経験を探しに行くことである」。見の目の向こうへ。この方法は、ぼくたちがものを
知ることの出発点であり、終着点である。」

わたしたちの日常は
経験を失うことで成り立っている
習慣や癖や欲動や論理を自分だと思い
小さな政治家になったり
マスコミの言葉を模倣して
盲目の機械になることが
社会人になるということなのだ
社会人になるとは群れることだ
群れのなかで違和感をもたずに生きることだ
そこでは日常への違和感はすでにスポイルされ
さまざまな体験は用意されているが
経験へと至る道は閉ざされている
観ることは必要とされない
観ることで生きづらくなる
観の目に気づきそれを磨くためには
機械であることの無意識ゆえの快楽を廃し
精神の努力に常に身を置くことだ
そうしてはじめて
沈黙に満たされた記憶世界への道はひらかれる
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■藤田一照 × 光岡英稔『退歩のススメ／失われた身体観を取り戻す』
（晶文社 2017.12）

「光岡／仏教はまず体も心も脱ぎ捨てて諦めるところから入りますよね。

藤田／諦め、お手上げ状態になることでかえって風通しは良くなります。視野が狭いところで解決しようとするから余計に問
題になります。いまどきの人はとにかく前進することがいいのだと思い、前向きに解決しようとするけれど、それ自体が問題
の一部になっていることに気づけない。自力で解決することを諦めるのが大事なのではないかと思います。

道元さんは「放てば手に満てり」と言いました。握ったらその物しか握れないけれど、手を開いたら宇宙全部を手にしてい
ることになる。けれども、なかなか手を開くことはできないで握ったものに束縛される。
光岡／その自力というのも、現代人の理解は主観に基づくのではなく、あくまで「客観的な事実」を踏まえた上でのものでし
かありません。この自力と対義語の他力も元は仏教用語ですよね。まず、これらについて考えてみる必要があります。
自力と他力が浸透していた時代は、現代社会ほどの客観的事実に対する信頼はなかったはずです。というのは、主観の塊と

経験主義だらけの人間があふれていた世の中でないと、特に他力が方便として使えなかったからです。今は「客観的事実」や「世

の中で何が事実か」という前提を経た上で「自分にとっての真実」を見出そうとします。
藤田／「それは客観的ではない」と言われることは、すなわち「間違っている」のと同義語として理解されています。
光岡／「自分にとっての真実」には主観から入らない限りたどり着けません。おそらく人間には自力と他力の時期が必要なん
でしょう。自力でとことんやった人間でないと諦め方もわからないからです。
けれども学校では「みんなと一緒である」ことが良しとされています。最初から主観と自力を奪われているのですから、教育
を受けるほど「どうしていいかわからなくなる」人間になってしまう。自力の欠けらもない人に「他力で解決しましょう」と
言えば、当然ながら「あなたに全部委ねます」という態度になってしまいます。
藤田／なるほど。そうなると自力や他力という言葉が発生した時代の背景や身体性、身体観を考慮しないといけないことにな
ります。今の時代に、昔の概念をそのまま持ってきて当てはめるのは難しい。
光岡／（中略）主観が中心の世界かた「客観的事実による真実の定義」というコンセプトが近代になって確立され、ここ数百
年は「客観の方が主観よりも大切だ」という流れが続いています。そういうもとで教育を受けているから、アメリカに限らず
今の日本人もそう簡単に「客観的事実による前向きな解決」という考えを諦められないでしょう。
藤田／前に進むしかオプションがないところで見える世界と「退くこともあるんだ」という世界では、その眺めが全然違って
きますよね。
光岡／そういう意味で日本の武術がおもしろいのは、「諦める」「退く」という禅の教えが思想として取り入れられていること
です。
（中略）
藤田／禅の場合は（中略）「自分はなぜそういうことをやろうとしているのか」といった、レッスン０どころかレッスン−５と
か−６とかから始めないといけない。道元さんはそれを「回向返照の退歩」と言っています。（中略）
私たちは権威を持った人や伝統が「こうすべし」と言えば、その通りを忠実にこなしていけばいいと思いがちです。禅なら
禅の考えをアプリケーションのように自分の仲にインストールして、その通りに作動させれば、それをマスターしたことにな
ると思っています。それではアプリが入れ替わっているだけで、ＯＳ自体は何ら変わっていない。仏教がやろうとしているのは、
言ってみれば、ＯＳのところから変えようとすることです。つまり、凡夫のＯＳから仏のＯＳへ、ですかね。
光岡／ＯＳというとまた誤解を与えるかもしれません。自分は変わらず、バージョンアップしたソフトをインストールすれば
いいのだと。
」

自分を変えないまま
社会を変えようとするように
自分を変えないまま
前へ前へと進もうとしても
新たな場所には向かえない
体を変えなければ
体で新たなことは現れない
心を変えなければ
心で新たなことは現れない
自分の開く窓からの景色が自分の世界だ
その窓が変わらなければ
世界が変わることはない
教育はみんな同じいっしょの窓から
世界を見ることを教えるから
他の窓からの景色は見ることができなくなる
自分で見るためには
みんなと同じ窓を閉じて
自分の窓をつくるところから
始めなければならない
そして自分の今いるところから
ずっとずっと前のところに戻って
ひとつひとつ自分で
自分を開いてゆかなければならない
今の自分から前に戻れば戻るほど
それまで自分のいたところを見る視野は
次第に次第に広くなっていく
そして自分がそこに
閉じ込められていたのだとわかる
そこから歩き始めるのだ
新たな体と心をつくり
自由の旗を誇らしく掲げて
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■『黒沢清、２１世紀の映画を語る』（boid

2010.10）

見ているものを
見させているものがある
見るためには
見えないところから
見なければならないのだ
世界の外が
開示されるとき

（
「講義４ ２１世紀の映画／ 2009 年 11 月 17 日・池袋シネマ・ロサ」より）
「何故なのかよくわからないのですが、僕が個人的にどうしても気になる二一世紀の映画には共通する点がいくつかあるよう
なのです。それはずばり「外側」とか「外部」とかいうものではないか、と思うのですが、どうでしょうか。
何のことかと言うと、映画の登場人物たちが物語のなかである目の前の問題に直面してるとして、しかしその舞台の外側
がどうも気になるのです。そんなことを思いながら映画をみていると、物語上巧妙に外部が描かれているというのではなく
て、何だか急にグワッと突然外側に開かれてしまう瞬間とか、あるいは、そこに何があるのかはまったくわからないけれども、
がむしゃらに外部に向かって動き出すとか、画面のある部分に突然乱暴に、見たこともない外部が露出してくるとか、物語
の本筋とは関係ないはずなのに、いきなりエピソードが脱線して、そこに、それまで語られてきたことがらと、その外側と
の関係が乱暴に位置づけられてしまうとか、そんな瞬間が、いくつかの映画のなかに見られるように感じられるのです。いっ
たい何を言っているのか、これではよくわからないでしょうか。
おそらくそれは、何のことはない、リュミエールの『工場の出口』までさかのぼる感覚と似ているのです。あの映像でフ
レームの外に一目散に消え去っていった人々は、いったいどこに向かっていたのか、それはどこかしらの外部なのではない
か。フレームの外、ということだけではなく、何か映画が描こうとしたあるドラマの外側に別のものがある感じ。それは世
界の外部（それがどこのことかまったくわからずに言っているのですが）を目指す運動だったのかもしれない。そういった
ものが、すでに世界最初の映画に見ることができ、同時に最新の映画に頻繁にそれがあるのです。
あるいは、前々回にお話したように、編集作業によってあるカットとあるカットが分断されたとき、そこにどうしても感
じてしまうインチキ臭さ、非現実感というものがある。カットが変わるといきなり女性が裸になっている、というようなこ
とですが、そういう瞬間に出くわすと、今見ている映画の外側に、隠された全然別のもう一本の見てはいけない映画が、ぴっ
たり寄り添うように存在しているのではないか、という感覚に襲われるのです。
「不意に露呈される外側」。これこそが、二一世紀の映画にときおり、というかますますはっきり色濃く立ち込めつつある
ような気がしてならないのです。
どうもそのような、今あるここという場所から、外部へ向かう動き、あるいは見えているこちらの内側と、まだ見えては
いない外側の関係を扱った映画、最近気になるのはそんな映画ばかりなのです。」

見えているものは
見えない外をこそ
見せようとしていることに気づく
表されているものには
表されていない外がある
表すためには
その外から
表さなければならないのだ
世界の外が
暗示されるとき
表されているものは
表されていない外をこそ
表そうとしていることに気づく
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■『NATIONAL GEOGRAPHIC 日本版 2018 年 1 月号／鳥たちの地球』（日経ナショナル ジオグラフィック社

2018.1）

空に飛翔する鳥
その描く軌跡もまた
鳥のかたちにほかならないように
空に放られた石
その描く軌跡もまた
石のかたちであり
水中を泳ぐ魚
その描く軌跡もまた
魚のかたちであり
大地を駆ける獣
その描く軌跡もまた
獣のかたちであり
大地を歩く人
その描く軌跡もまた
人のかたちであり

（
「羽ばたきの軌跡」より・文＝キャサリン・ザッカーマン／画像＝ジャビ・ボウ）
「鳥の飛ぶ軌跡が空に残るとしたら、どのように見えるだろうか？ スペインのバルセロナを拠点とする写真家のジャビ・ボウは長年、こ
んな疑問を抱いてきた。砂の上を這うヘビが波のような跡を残すのと同様、鳥も空で模様を描いているに違いないと思ったのだ。そこで
ボウは、
５年前から飛翔の軌跡をとらえようと試行錯誤してきた。本人の言葉を借りれば「見えないものを見えるようにする」努力だった。
ボウはまず、観察しているだけでは駄目だと気づく。どうすれば自然への愛情と鳥の美しさを写真で表現できるのか？ 彼は今までに
ない新たな写真技法の研究に没頭していった。
最終的に彼が選んだのは、飛んでいる鳥をビデオカメラで撮影し、その一部を使って高解像度の画像を作り出す方法だった。仕上がり
を事前に予測できない点で、フィルムを暗室で現像するプロセスに似ていると、ボウは思った。作業をしていると、幻想的な画像が突如
として姿を現し始める。まさに魔法のような瞬間があるのだという。
ボウは地質学と写真学の学位をもち、ファッション業界の照明技師として働いたり、映像編集スタジオを経営してきたりした。彼が「オ
ルニトグラフィア（鳥類写真）」と呼ぶ、このプロジェクトは自然への情熱と仕事がうまく重なったものだという。「これは専門的で、や
りがいがあって、芸術的で、自然とも関わる仕事です。写真と自然をつなぐものを、私は探していたのです」

心を巡らせる人
その描く軌跡もまた
人のかたちにほかならないだろうが
ポエジーを飛翔させる人
その描く軌跡という
見えない創造のかたちをこそ
切に観たいと思う
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■城一夫『日本の色のルーツを探して』（パイ

インターナショナル

2017.3）

「国文学者の佐竹昭広（1927 〜 2008 年）によるわが国の色名に関する「古代日本語における色名の性格」と題する古典的論文がある。佐竹は「アカ」

「クロ」
「シロ」
「アヲ」の４つの色名は、もともと色を表す言葉に由来するのではなく、
「光」の色から生まれたと論じている。これを「明、暗、顕、漠」
という言葉で表し、明はアカ、暗はクロ、顕はシロ、漠はアヲに対する言葉であるとした。明は夜明けとともに空が赤く色づいていく状態。暗は太陽
が沈んでしまった暗い闇の状態。顕は夜が明けて辺りがハッキリと見えることの「著」から転じた言葉で「シロ」。漠は「明と暗の中間の状態」
、つま

り青みがかった状態をさす言葉で、「漠」のさんずい「シ」は青い水、「莫」の字は、草叢に太陽が沈んだ薄暗い「青」の状態を表すというのである。
では古代社会に、この「アカ」、「クロ」、「シロ」、「アヲ」以外に色名がなかったかというと、そうではなく数多くの色名があった。頻繁に使われる

光あれ
すると
光は放たれ
地を照らした
そして
色という受苦となり
アカ
クロ
シロ
アヲ
それらの言霊を生み
言霊は新たな言霊を生んだ

色名としては「クレナイ」、「アカネ」、「ミドリ」、「ムラサキ」、「タン」「シラニ」などの表現があったが、これらは植物や鉱物などの具体名からの転
用であるという。
（中略）
光の色である「アカ」、
「クロ」、
「シロ」、
「アヲ」の四語は、接尾辞の「シ」をつけ、色を表す形容詞として「アカシ」、
「クロシ」、
「シロシ」「アヲシ」
となり、純粋に抽象概念の色名となったというのである。反面「むらさきシ」とか「きシ」とか「みどりシ」という表現がない事実が逆にこの４色の
光の抽象性を表していると説く。（中略）
このように日本の古代社会には、たった４つの色名しかなかったから、その色名が含む色域は広くなり、このうち明は赤から橙、黄色までを含み、
暗は黒から灰色に至る黒ずんだ状態。顕は白みの青を含む白の周辺、漠は緑から青、さらに黒に至る広い色域を表現することとなった。このことで分
かるようにわが国には「黄」は概念としては存在しなかった。黄が色名として認識されるようになるのは「陰陽五行説」伝来以来のことである。
この明暗顕漠から「明と暗」のアカとクロ、「顕と漠」のシロとアオの２項対立の概念が生まれてくる。『古事記』で語られるアマテラスの岩戸前の
「白和幣（しろにぎて）」と「青和幣」、崇神天皇の「赤い盾」と「黒い盾」などの２項対立や、「赤・青・白」などが３項対立的に用いられているのも、
わが国の配色観の特徴のひとつである。」

色はもの
色は匂い

「漢字の「色」は訓で「いろ」、漢音で「しょく」、呉音で「しき」と読む。呉音とは漢音以前にあった漢字の日本語読みで、仏教用語に多い。（中略）
中国語の「色」は、本来、男女の性愛に関した象形文字であったと考えられる。
中国の
「色」
という言葉は、仏教とともにわが国に導入されたとの説がある。５世紀頃、
「般若波羅蜜多心経」が伝えられ、その中の「色即是空」
「空即是色」
が「般若心経」の精神を最も的確に表現するメッセージとして高い評価を受けた。この「色」はシキと読ませ、
「すべて存在するもの」という意味である。
」
「上代において「色」(color）に代わる言葉は主に「匂ひ」であった。少なくとも「匂ふ」と「色」は共存していた。」
「天台密教の開祖・空海によって「般若心経」の真髄をまとめた「いろは四十七文字」の歌が紹介される。
色は匂へど散りぬるを
我が世誰ぞ常ならむ
有為の奥山今日超えて
浅き夢見じ酔ひもせず
（中略）
この「いろは歌」の流布によって、
「色」はモノの色という意味が次第に強くなって、
「にほふ」から仏教的な「しき」も、世俗的な「いろ」「色ごと」
の意味も全てを包括した言葉として定着していったのではなかろうか。」

色は空
空は色

地に満ちた色のなかで
人は生を営み
色を尊んだが
受苦の色ゆえか
生の無常を儚みもした

散る花も花
色は匂いて
やがて去りゆけど
去らぬ花こそ
空の花なり
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■四方田犬彦『書物の灰燼に抗して／比較文学論集』（工作舎

2011.4）

（
「１ 帰郷の苦悶」より）
「高橋陸郎は書いている。
「あったとあるの距離は無限に遠く、あったとないとの距離は無限に近い。かつて秘密の庭があった。かつて知恵の人
がいた。かつて美しいものが存在した。かつてあったとは、いまはないということだ。ひょっとしたら、一度もなかったし、
これからもないことかもしれぬ。」
このアフォリズムはノスタルジアの意識がまさに発生しようとする瞬間を、的確に表現している。というのも、この奇
妙なメランコリアの契機となるのは、ある特定の事物（秘密の庭、知恵の人、美しいものであるというよりも、より正確
には「あった」という意識そのものであり、過去の具体的な出来ごとというよりも、それが過去であるという事実、すな
わち過去性であるためだからである。なぜ誰にとっても幼年時代は麗しく、また懐かしく感じられるのか、それはその時
代に幸福な両親に恵まれていたためではない。それがとうの昔に喪われてしまった、もはや取り戻しようもない時間であ
るためである。あるときノスタルジアは、こうした時間の不可逆的な進行に対して、個人がささやかに主張する「ノン」
という身振りとして立ち現れる。だが別のときには、栄光に満ちた過去に復帰することで現実に横たわっている諸矛盾を
回避しようとする反動的な政治的イデオロギーへと転じる。またさらに別のときには、敗残と亡命のはてに零落の極みを
迎えた者が最後に訴える心の支えであったりもする。あらゆるナショナリズムは、ある時期においてノスタルジアの衣装
を纏ってきたし、ナショナリズムの犠牲となって故国を追放された者たちもまた。いいしれぬノスタルジアに苛まされて
きた。そして後者のいくたりかはともすれば、迫害と悲惨のさなかにあった歳月をも、のちになってノスタルジアの対象
と見なすこととなった。
『ノスタルジア』の主人公ゴルチャコフに憑いているノスタルジアは、空間的な隔たりや時間の凋落の意識にもとづい
ているものではない。それはきわめて曖昧で、具体的な志向対象をもたず、さならが空に浮遊し、時と場所を選ばずして
彼に襲いかかり、苦痛をもたらすという性格をもっている。ゴルチャコフを悩ませているのは、「すでにもはや」という
意識である。だが、何がすでにもはや過ぎ去ってしまっているのかを、彼は明言することができない。
おそらくハイデガーであれば、ゴルチャコフの感じている倦怠こそ、人間が個々の存在を離れ、存在の存在性に目を向
けようとする、
もっとも最初の意識の目覚めであると主張することだろう。この二〇世紀最大の哲学者のひとりはヘルダー
リンの『帰郷』や『追想』といった詩の評釈を通して、詩人の任務とは故郷を根源への近接の地たらしめることであると
説いた。彼は深い森のただなかに隠遁することの意義を説き、今日の社会がテクノロジーによって低落を重ねてゆくこと
を憂いながら、一方ではゲルマン民族への帰属を訴えてナチズムに荷担した。現代人は故郷喪失性 Heimatlosigkeit にひ
としく犯されているがゆりに存在を忘却し、「数と凡庸」の無名性に埋没しているというハイデガーの認識は、彼の哲学
が発動する最初の無意識的動機にノスタルジアが深く関わっていることを、如実に示している。
（中略）今度はもうひとり、まったく正反対のノスタルジア観をもつ哲学者に登場してもらうことにしよう。「開かれた
ノスタルジア」を主張するヴラジミール・ジャンケレヴィッチである。彼はハイデガーと違って、ノスタルジアを起源へ
の接近の意思としては了解しない。この感情に見舞われた人間は「われらの過去の生のかつてのここ」に囚われているの
であって、二重の場所に同時にいること、いざるをえないでいることの苦痛を生きているのだと説く。その結果、ノスタ
ルジアから演繹されるのは、新しい旅立ち、出発の力であり、世界に偏在する存在たらんとする意思であるとされる。
「郷愁の対象点はいたるところのほかだ。『あの世』のようにいたるところのほか、つまりどこでもないところだ。この
ここではないほかが、どこという空間上の問いに一義的に答えることを妨げる。いたるところとどこでもないところとは、
極限では、実在しない実存という曖昧さとなってひとつになる。」
生涯にわたってドイツの深い森を出ることを厭い、大地に回帰することを説いたハイデガーと、ユダヤ系ロシア人の子
弟として亡命先のフランスで生を受けたジャンケレヴィッチとでは、同じノスタルジアを語るときに、かくも口調に違い
が出るものか、いまさらのように驚きを禁じえない。『ノスタルジア』の物語が幕を閉じたのち、主人公のゴルチャコフ
がロシアの大地への根源的帰還と永遠の彷徨との、いずれの径を歩むことになるか、フィルムは直接には詳らかにしてい
ない。だが、少なくとも監督であったタルコフスキーがこのフィルムを完成したのちに、故国へ帰還することができず、
イタリアからイギリス、スウェーデンと、ヨーロッパを転々としたあげくに、数年を待たずして客死してしまったことは、
われわれの記憶に新しい。
タルコフスキーの『ノスタルジア』に導かれ、あるいは途中から脱線をしながら、われわれはノスタルジアという奇妙
な憂愁が現代文学において見せる諸相を垣間見てきた。近代の発展とともに熱心に唱えられたユートピアという観念が今
日ではほとんど機能停止に陥り、文学的想像力のなかではもはや黒い諧謔以外の何物でもなくなってしまった現在、それ
より一世紀ほど遅れて、同じくギリシャ語の組み合わせから考案されたノスタルジアという観念が、今世紀にいかなる新
しい意味論的共示を担うことになるかは、興味深いところである。」

ノスタルジアという陥穽
過去を過去に求めるとき
過去はほんとうはどこにもない
ただその場所に幽閉されているだけだ
ノスタルジアの対象を求めても
それはどこにも存在しない幻なのだ
根源は過去にはなく
時の深みに存在する
故郷喪失を病にしてはならない
それは時の深みへと向かう
大いなる契機とならねばならない
秘密の庭を
知恵の人を
美しいものを求めるならば
人は故郷喪失者とならねばならない
故に
神秘学徒はみずから
故郷喪失者となる
そのことではじめて
根源へと向かう逆説を生きる
故郷は過去ではなく永遠だからだ

粘菌にとって現実とは何か

mediopos-1145

その問いは

2018.1.3

■ジャスパー・シャープ／ティム・グラバム『粘菌
（川上新一・監修 誠文堂新光社 2017.12）

知性のはじまりとそのサイエンス』

人にとって現実とは何か
その可能性はどこまで広がれるか
そう問い続けることへとつながっていく
粘菌のかたちと
人のかたち

「本書は、粘菌（変形菌）に関する映画『The Creeping Garden』と関連した書籍である。『The Creeping Garden』とは、ティム・グ
ラバムと私、ジャスパー・シャープが監督を務めた長編ドキュメンタリー作品で、本書ではその映画の制作過程を紹介するとともに、粘
菌という特異な生命体について詳しく紹介した。」

「
『The Creeping Garden』は粘菌だけをテーマとした映画ではないといえるかもしれない。生物のデザインにインスピレーションを

受けたアーティスト、ヘザー・バーネットは、私たちの映画に多大な貢献をしてくれたひとりだが、彼女の指摘を踏襲するなら、『The
Creeping Garden』はメタファーやアナロジーだといえるだろう。餌を探し求める成長期の変形体が作り出す、脈動する血管のようなネッ
トワークに本質的な美しさを感じるのは、自然環境でよく見かける模様に似ているからだ。黄の枝や川の河口、ウチワサンゴ、人間の神

経系だけではない。もっと抽象的なシステム、例えば車の流れやインターネットの仮想世界にも通じるものがあるのだ。
では、実際のところ粘菌は、生命、宇宙、万物のメタファーと呼べるのだろうか？ アナロジーを導き出すのは簡単だ。しかし簡単だ
からこそ、学者、アマチュア研究者、アーティストといったさまざまな背景を持つ多くの人々が、粘菌という生命体の研究に魅せられて
きた。
粘菌は、一生のうちに４つの異なる形態に変化し、ネバネバした質感の変形体はそのうちのひとつにすぎないが、こうして研究者同士
をつなぐネットワークが形成されていくさまもまた、粘菌の振る舞いのアナロジーといえるだろう。」
「粘菌の真の正体を描き出すためにとった方法は、取材した一人ひとりの独自の見方を組み合わせることだった。ティムの言葉を借りれば
「見る者と見られる者の世界を観察し、その世界への没入体験を作り出す」というわけだ。粘類学者であれ、アーティストであれ、コンピュー
ターサイエンティストであれ、はたまたミュージシャンであれ、私たちが取材した人たちは皆、粘菌と独自の関係を築いていた。粘菌を
全体として完全に理解することは不可能なのだから、彼らの視点をまとめ、粘菌のさまざまな側面を明らかにすることで、粘菌の総合的
な理解を深めることにつなげようと思ったのだ。
そのうえで、“ 能動的な協力者 ” としての粘菌にとって人間とは何か、粘菌は人間をどう見ているのか、といった疑問を提起したかった。
粘菌は自然界を生き抜くために、人間とは全く異なる方法で光やにおいを知覚している。そして何よりも、時間の感覚が違う。なにせ非
常にゆっくりと這い回っているのだから。
人間中心的な世界の見方は、視覚と聴覚を中心とする知覚、さらには外的環境の記録・再現技術によって本質的に規定される。そこに
疑問の余地はない。しかし、そうして人々の間で形成された現実は狭い意味での現実にすぎず、粘菌が感じ取っている現実とはかけ離れ
たものだ。これは、映画の中で探究する価値のある、非常に興味深い論点だと私には思えた。
このように考えたとき、私はひどく動揺した。新たな疑問が浮かび上がったからだ。粘菌に何らかの知性があると考えられるなら————
あるいは、人間の論理と同じではないにしても、少なくとも粘菌に内なる論理があると考えられるなら————人間の知性と粘菌の知性
を交わらせる方法があるはずだ。そうした交流から、どんな知見が得られるだろうか？
まるでＳＦの領域に近づいているような話だが、まさにその意味で、粘菌は映画という形式で描くことが最も適していると考えた。そ
の昔、ある賢人がこんなことを言った。「音楽を文字で語るのは、建築物を踊りで表現するようなものだ」。私は映画批評についても同じ
ことが言えるのではないかと常々悩んでいる。映画や映画文化を批評する者にちょっての最も厄介なパラドックスのひとつは、多分に実
験的で挑戦的な映画という表現媒体を前にして、遅かれ早かれ、多義性に乏しい書き言葉で語ることの限界にぶち当たってしまうという
ことだ。とはいえ、言葉と映像や音声の相乗効果は確かにあって、互いに互いの新しい側面に光を当てることはできる。それぞれの概念
や知識には表現方法と相性があるはずで、視覚表現にも言語表現にも向き不向きはあるのだ。その信念のもとで、私たちは本書を執筆した。」

粘菌の時間と
人の時間
粘菌の変化と
人の変化
粘菌のネットワークと
人のネットワーク
粘菌を見つめるとき
人はみずからを見つめている
粘菌のふるまいに驚くとき
人はみずからのふるまいに驚いている
粘菌の不思議にふれるとき
人はみずからの不思議にふれている
粘菌の曼荼羅は
人の曼荼羅なのだ
粘菌をサイエンスするとき
人のサイエンスは
サイエンスを超えて宇宙へと導かれる
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■稲葉敏郎『いのちを呼びさますもの／ひとのこころ
（アノニマ・スタジオ 2018.1）

と

からだ』

「自分自身との対話は、生まれてから死ぬまで一生続く。ある特定の場所に出てくるサインを決して見逃さず、耳を傾けること。それ
は体や心からの切実なメッセージであり、何かを訴えているのだから。さまざまな葛藤や矛盾が「抑圧」というかたちで一時的に解
決したように見えても、別のかたちをとって表に何度でも出てくる。
では、真の解決とはどういうことをいうのだろうか。
矛盾というものは、実は本来的には矛盾のまま同居できるものだ。矛盾を抑圧することなく、矛盾をそのまま受け入れること。矛
盾を感じているのは「頭」の見方や解釈の問題であり、「体」はすべてをありのまま受け入れて生きている。問題の本質は外にあるの
ではなく内側にある。つまり、自分自身の中にこそあるのだ。
すべてのものには光の面もあり影の面もある。プラスの側面もありマイナスの側面もある。そうした両極を含んだものとして、葛
藤しているふたつのものをひとつの大きな器の中に入れ、ひとつ上の視点から見ることができた時に初めて、その矛盾や葛藤にレッ
テルを貼ることなく、そのまま受け入れることができるだろう。つまり、自分自身の視点や認識の位置の問題なのだ。
（中略）
もちろん、受け入れがたいものは、受け入れがたいものとして抵抗を感じるだろう。その感受性は大切なことだ。自分の中でずっ
とマイナスのレッテルを貼っていたものにプラスの面も認めるということは、言うは易く、実行は難しいものだ。（中略）
その時に大事なことは、葛藤は葛藤のまま、矛盾は矛盾のまま抱え続ける力だ。葛藤している状態は、自分がその問題を意識でき
ているということでもある。意識できるからこそ、葛藤として感じているわけだし、それは悪いことではない。それは無意識へと蓋
をして押さえ込んでいるわけではないので、実はとても大事な時期なのだ。
むしろ、意識できなくなってしまうと問題が潜伏して見えなくなり、複雑になって長期化する。葛藤している状態は、エネルギー
を消費しているように感じるかもしれないが、無意識の世界に追いやってしまうと、見えない場所で知らず知らずのうちにエネルギー
は奪われ、問題の本質が見えなくなっていく。（中略）
葛藤や矛盾をそのまま自分の中に同居できる状態こそが「ひとつ上の視点に立つ」というイメージに近いだろう。高い場所に立つ
ことで、初めて全体像を俯瞰することができる。鳥の視点で見た鳥瞰図のように。」
「現代は、外向きの社会的な自分と、「いのち」を司る自分とが分断されようとしている時代だ。多くの人は、外の世界に向けた自分
をコントロールすることに明け暮れている。テクノロジーが情報化社会をつくり、そうした動きを後押しした。社会の構造も、人間
関係もそうだ。外なる世界を強固につくり上げればつくり上げるほど、自分というひとりの人格が外と内とで分断されていくという
矛盾をはらむ。なぜなら、外へ外へと視点が向きすぎると、自分自身の内側とどんどん離れていくことが多く、自分自身との繋がり
を失うと、他者との繋がりは空疎で実体のないものになるからだ。
（中略）
大人になり、仕事で外へ意識が向かす時間が多すぎると、内側へ向かう時間を大切にし、違和感やずれを感じた時こそ、必ずその
バランスを取るようにしていた。なぜなら、
「わたし」とは、外の世界と内の世界との接点から立ち上がって創発してくるものだからだ。
そのふたつの関係性の中から生まれるものならば、どちらの世界もおろそかにすることはできない。
外へ向かう自分と、内へ広がる自分とを繋いでいるのは、命の働き、そのものだと思う。そうしたふたつの方向性を持つ自分は、
波打ち際のような「場所」として重なり合い、相互に影響し合っている。命は、どちらの自分も失うことなく、損なうことなく、な
んとか全体性を持って調和をはかろうとする働きを持っている。
（中略）
内側に広がる自分自身と繋がることができたら、自分以外の人々ともしっかり繋がることができるだろう。自分自身の内側とは、
まさに体の世界であり、心の世界だ。医療の本質とは、体や心、命や魂の本質に至ること。そうした原点に、また舞い戻ってくる。
それは芸術や文化が求めて積み上げてきた世界と同じではないだろうか。」

影は光がないと生まれない
一を一としてとらえるためには
二が必要となるように
影は光が光みずからをとらえるために生まれた
対話は自分のなかに二がないと生まれない
考えるということは自分のなかの対話なのだ
対話はしばしば矛盾と葛藤を含む
それらを解こうとするところに三は生まれる
三はつねに変容し続けるエネルギーだ
努力するところに常に迷いがあるように
からだはこころがないと生まれない
からだはこころとむすぼうとして
その矛盾と葛藤を通じ
さまざまな形でこころを照らし出し
新たな姿へと変容しつづけようとする
外は内がないと生まれない
外は内とむすぼうとして
その矛盾と葛藤を通じ
さまざまな姿で内を照らし出し
新たな姿へと変容しつづけようとする

mediopos-1147
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■渡仲幸利『新しいデカルト』（春秋社 2006.7）

自由の哲学は
考えるということの一元論である

「
「わたしは考える」とは、わたしを考えるのでもなく、わたしによって考えるのでもない。「わたしがある」のは、そのどちらに

わたしは考える
わたしを考えるのでもなく
わたしによって考えるのでもなく
わたしはわたしを超えて考える
ゆえにわたしはあるのだ

よるのでもなく、
「わたしが考える」ということによるのだ。
ヨーロッパ語から「わたし」をはずすのはむすかしことだったろうが、「わたしは考える」というとき、デカルトは、自分が、
自分にこだわらずに思考と行為にむすばれて、この世を見、この世で働くさまを、言い当てようとした。

わたしというものは、わたしをすっかり脱却して、もはやまったくわたしなどにつまづくことなく考え、行なうことに、考える
ということそのものに、行なうということそのものに、ある。そこにしか、ない。
あえていうなら、
「わたしなどない、ゆえにわたしはある。」これが、「わたしは考える、ゆえにわたしはある」、という表現で、
デカルトが意味していることだ。
これは、無我の境地を表してはいないか。この精神の境地を、生来の物理学者であるわたしたちは、ほんとうはよく知っている

はずである。そこを忘れてはならないのだ、自我の嵐のなかを生きぬくわたしたちは。」

「いつも、
「わたし」が見張っている。この外的な世界を、存在が見張っている。自分のあらゆる営みを、言動を、思考をも、自分
の存在の鋭い自己意識が見つめている。「わたし」はわたしの他者なのだ。小林秀雄にいわせえば、デカルトとは、「自己を信じて
無私を得た」人間だった。この「わたし」を、わたしの諸能力を支配する中心となし、自然全体をつくり直す座標系とし、要する
に「わたし」を最高点にまで高めること、それが、デカルトのした仕事なのである。」
「たしかに、メガネも必要だろうし、重荷もあっていいだろうが、それらは自分ではない。なにものも自分ではない。（中略）自分
を通して見る物事の見方を脱却して、はじめて自分は自分となれる。
飾りでなくただ精神であるだけであり、手段ではなく対象でもないなにかがある。自分とは、ほんとうに、無私としかいいよう
のないものだ。
（中略）わたしが考える。わたしがする。それ以外にいかなるわたしもない。自由こそ、正しく考え、正しく行な
う条件である。不正はきっと、重荷に引きずりまわされた状態を、いうのだろう。」
「二十年ほどむかしの話ですが、大学にはいってフランス語を習いはじめるとすぐ、ひとりで辞書を引き引き、ベルクソンを読み
だしました。ぜんぶ読みました。三年かけて、書簡そして数学の答案にいたるまで。一般に、ベルクソンとデカルトでは、まるで
正反対の思想の持ち主であると、いわれているようですが、ぼくはそうは思いませんでした。
じっさい、ベルクソンは、デカルトについてこんな言い方をしています。デカルトの本質は、デカルト派の人たちは捨ててかえ
りみなかったところにあったのであり、人間の思考というものがみずから思考の暴走に身をゆだねようとするとき、デカルトはふ
みとどまる決意をしえた人だった、と。
デカルトほどケタちがいに大きな思想家はいないでしょう。けれどもまた同時に、デカルトほど、ぼくたち一人一人の近くで考
えた人もいない。それをぼくはぼんやり感じていた。とはいえ、そのような人の、徹底的にほぐされて、なにげないようにも見え
る文章を、すなおに、きのうなされたばかりのように生き生きと読むのには、そのころのぼくは、まだ年齢が足りなかった。
やがてぼくにも人並みの苦労とよろこびの月日が過ぎました。人と話して笑ったり、汗をかきかき作業をしたり、失敗もしたり、
ちょっとだけ、すすんで善いことをしたり、と。いわゆる哲学などは、みごと消し飛んでいった。
書いては捨てました。気をひく思いつきは、どれもこれも、世間のなかに持ち出してみれば、もう、どうでもいいように思えて
きた。そういうものがぼくは書きたいわけじゃない、とだんだんわかってきたのです。けっきょくデカルト。この人だけは、びく
ともせずに、ぼくのなかにいすわった。持って生まれた極くあたりまえの力に「踏みとどまる決意をしえた人」こそ、デカルトだっ
たのですから。
」

わたしはわたしからはなれない
わたしはわたしを飾るさまざまなものを疑い
わたしを超えたわたしそのものとして考える
自我はじぶんを飾るのが好きだ
そしてわたしがわたしである理由を
わたしでないところに求めてしまう
名前もお金も血縁も民族も性別も
それらすべては自我の飾りでしかないのに
人はそれらをじぶんだと思って生きてしまう
わたしはわたしに踏みとどまれず
わたしはわたしたちのなかでわたしを失ない
自我は飾られた考えで暴走してしまう
自由の哲学は
神秘学の基礎となる
それは
わたしはわたしを超えて考える
ゆえにわたしはある
というところから離れないからだ
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■亀山郁夫 × 沼野充義『ロシア革命 100 年の謎』（河出書房新社

2017.10）

「沼野／事の本質は、リベラルと過激派の対立とか、エスエルとボリシェヴィキの闘争といった話じゃなくて、自然発生
的な大衆の暴力とそれを利用し、統制するボリシェヴィキの暴力の対決だったのではないか。注意しなければならないの
は、これは善と悪の対決ではなくて、悪と悪の対決だということです。民衆側の暴力が、混沌をもたらす自然発生的な無
政府的暴力だとすると、それに対してボリシェヴィキ側は制度化された暴力を行使して権力と秩序を保とうとした。制度
化された暴力が自然発生的な暴力を抑圧していくというのが、露西亜革命後の歴史の本質だったのではないでしょうか。」
「沼野／ペレストロイカの後、ソ連は解体に向かいましたけれども、その前にまず、機敏に変化しうる東欧圏の国々で次々
に政権交代が起こり、
「東欧革命」と呼ばれる事態になったでしょう。東欧の小国では旧共産党の指導者がすぐに引きず
りおろされ、ルーマニアではチェウシェスクがなんと銃殺されてしまった。チェコでは反体制活動家として獄中に何年も
入れられていたハヴェルが大統領になった。一方、旧ソ連圏でも、独立を宣言したリトアニアで最初に国家の指導者となっ
たのは、民主化運動を率いてきたランズベルギスという音楽学者。作家や文化人が弾圧される立場から、いきなり国のトッ
プに躍り出るなんて、
「王子と乞食」じゃないけど、百八十度反転という途方もない事態で、カーニバル的転換でしょう。
ところがロシアは巨大すぎて、そんなカーニバルは起こしようがなかった。比喩的にロシアを巨大な肉体だとすれば、ど
こまでが自分の体で、周縁のどのあたりから他者の体が始まるのかもはっきりしないような茫洋たる身体です。そんなも
のは政治の素人の文化人ではとても制御できませんよ。ソルジェニーツィンだって無理でしょう————亡命から戻って
きた直後、彼を大統領に、という声は一部で聞かれましたけれども。
亀山／ということは、現在もロシア革命と同じ状態だということになりませんか。すさまじい強権と、国民が潜在的に持っ
ているカオス的なものへのものすごい願望というか ･･････。そういう意味で百年前の内線は、百年後の今もまだ続いてい
ると言えそうです。血こそ流されていないように見えるけれども、プーチンという巨大なボリシェビキと、二枚舌でマゾ
ヒスティックに権力を受け入れる国民という構図ですね。つまり、ロシア革命は今も続いているわけです。
沼野／確かにロシア革命はあれほど巨大な犠牲を出すくらいならば、なかったほうがよかったと、今からならば言えるか
もしれない。しかし、ロシア革命を生み出した状況も、それが人類に対して投げかけた問いも、いまだに続いているとい
うことですね。結果は恐ろしいことになってしまったけれども、理念自体が全面的に否定されるものでは決してない。今
の世界を見ても、アメリカの大統領選でサンダースのような人が出てきて、相当大きな支持を得る。ロシア革命がめざし
た共産主義と、社会主義とも言えるサンダースの理念はもちろん同じではありませんが、方向としては一致する部分も多
い。亀山さんは、ロシア革命はなかったほうが良かったかもしれないという衝撃的なことを言いましたけれども、革命の
理念自体ももう死んでいると思いますか。
亀山／逆ですね。死んでいないんです。たとえばドストエフスキーがユートピア社会主義みたいなものを信じて、その後
キリスト教に行った。でもずっと内面的には二つのものを抱えて、最終的に、ナロードニキ運動が盛り上がるなかで大き
な迷いを抱え込んだ。そういう意味で彼は引き裂かれていたわけです。彼が、シベリアでの十年間ののちにペテルブルク
に戻ってきて掲げた「土壌主義」という思想ですが、あれは、いうなれば、キリスト教的社会主義です。そのような形で、
自己矛盾の解決を図ろうとしていたわけです。そしてその信念は最後まで変わらなかった。『カラマーゾフの兄弟』の続
編で解決を図ろうとした最大の問題がそこにあったと思います。社会主義というのは、理念そのものとしては、それだけ
優れているんです。というか、それがどんなに無力な思想でも、ドストエフスキーはそこから先に進むことはできなかった。
きっと、あの当時、ドストエフスキーが抱えていた無力感というか無念の思いは、グローバリズムとテロルの嵐のなかで、
現代の多くの知識人が抱えている悩みと同じだと思うのですよ。
沼野／ロシア革命がめざした理念が今後も人類の指針として生きているのだとしたら、それをいかに語れるのかが、今問
われていることでしょう。歴史が物語だということは、歴史学ではヘイドン・ホワイトがすでに一九七〇年代に『メタヒ
ストリー』という挑発的な書で問いかけたことです。つまり、様々な史実の集積があるとして、それを時間軸に沿って編
年体に並べただけならば「年代記（クロニクル）ですが、歴史家はそこから「ストーリー」を作り出す。「ストーリー化」
のための様式として、ホワイトは「ロマンス」「悲劇」「喜劇」「風刺」の四つを想定し、さらに描かれることの特徴づけ
のために「隠喩（メタファー）」「換喩（メトニミー）」「提喩（シネクドキ）」「反語（アイロニー）」といった修辞技法も
使われるということを、十九世紀ヨーロッパの歴史学に即して分析していきます。こう説明しただけでも明らかなように、
とても文学研究的、説話論的でしかもフォルマリズム的なアプローチですから、さすがに歴史学のほうでこれが全面的に
受け入れられたとは言えないようですが、ホワイトの大きな功績は、歴史という物語の「詩学」を示したということです。
ここでいう詩学とはもちろん、文字通り詩の研究ということではなく、たとえばバフチンが『ドストエフスキーの詩学』
を語ったときと同じような意味、つまり物語がどのようなイデオロギーの色を帯びた声によって、どのような手段を用い
て語られているかの分析です。
亀山／だとするとわれわれが今ロシア革命をめぐる新たな物語を語ろうとしていることは、革命の物語についてどのよう
な詩学を構築できるかということでもあるのかもしれませんね。」

地に平和は来るのだろうか
いやむしろこう問わねばならない
地は平和のためにあるのだろうかと
地は壮大な実験場なのかもしれないのだから
私が私たちとなって考え行動するとき
その私たちが増えれば増えるほどに
制御の効かない生き物と化し
私たちと私たちはしばしば争いあう
思想家は思想家として
理念や主義を持ちそれに基づいて行動しようとするが
理念と理念 主義と主義は衝突し覇権を競う
大衆は食うために行動するが
上からくる強く統率力のある父なる存在と
下からくるやさしく包み込む母なる存在を求め
与えられなくなると混沌を食って怪物となる
地に平和は来るのだろうか
いやむしろこう問わねばならない
すべての私に平和は来るのだろうかと
地に平和が来るときは
すべての私が平和となるときだろう
思想家と大衆の境がなくなるときだろう
強い父とやさしい母が要らなくなるときだろう
そのときまで地は大いなる実験場であることをやめないだろう
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あなたを知るためには

■若松英輔『詩と出会う 詩と生きる』
（ＮＨＫカルチャーラジオ 文学の世界／ＮＨＫ出版 2018.1）

なにがいるのだろう
あなたを飾る
あなたでないものはいらない
あなたについて知りたいのではなく
あなたを知りたいのだから
情報のジグソー・ピースにされたあなたの
すべてのピースを集めて並べたところで

「何かに「ついて」知ることと、何か「を」知ることは違います。さらにいえば、何かについての情報を知ることと、
そのものの本質を感じ取ることはまったく異なる営みです。
このことの差は、自分が知られる側になってみるとよく分かります。
たとえば履歴書に書いてあることだけで自分が判断されたらどう感じるでしょうか。そこに記されているのはたし
かに、
自分をめぐる事実ですが、自分に「ついて」書かれたことで、自分の本質「を」めぐって記されたことではない、
そう感じるのではないでしょうか。
人生の大事は、履歴書に書くことのできないところにある。そう誰しもが感じているのではないでしょうか。
詩は、そうした容易に言葉にすることのできないおもいをどうにか言葉で表現しようとする一つの挑みでもありま
す。むしろ、自分のなかに言葉になり得ない、しかし、見過ごすことができない何かが宿るとき人は、内なる詩人を
よみがえらせる。
「定義は制限である」と天心が語るのは、人はしばしば何かに「ついて」知ることで、相手との交わりの扉を閉じ
てしまうことがあるからです。
美にふれたいと願うなら、何かに「ついて」の方法を取るのではなく、何か「を」知る、何かと直かにふれあう道
を進まなくてはならない、そう天心は警鐘を鳴らします。
同質のことは、天心が語った絵画や彫刻においてだけでなく、詩においてもいえます。」
「詩を味わうとは、自らの心の奥にあるものを感じようとする営みであるだけでなく、他者、そして自然、さらには
目に見えない存在との関係を確かめようとすることなのかもしれません。
科学的見地、あるいは経済的価値が重んじられる現代において詩は、世界は目に見えるものだけでなく、目には映
らないものによってつながっていることを教えてくれます。また、詩は、私たちが日々用いている言葉が秘めている
力は、ときに生きる意味を見失いかけている人々の燈火にもなることをまざまざと感じさせてくれるように思いま
す。
」

ほんとうのあなたを描くことはできない
あなたを知るために
あなたに出会うために
あなたと生きるために
あなたのほんとうの言葉が
むしろあなたの沈黙こそが
わたしにあなたを見せてくれるだろう
そんなあなたの沈黙とわたしの沈黙が
出会うことのできたそのとき
その見えない場所にこそ
ポエジーの花は咲くだろう
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■山本芳久『トマス・アクィナス
（岩波新書 1691 2017.12）

トマス・アクィナスはキリストを問い続けた
理性と神秘』

キリストは公案である
その公案を解こうとして
膨大な著書を残したが
最後はその著書を断念した
神秘への問いは
無限へと向かう問いである
無限に有限で答えることはできない

「新約聖書において語られているキリストは、謎に満ちた存在である。彼と弟子たちとの関係は、決して普通の意味での理想的な師弟
関係ではない。新約聖書が繰り返し巻き返し語っているのは、キリストの弟子たちが、いかに彼を誤解していたかという事実である。
ローマ帝国の支配からユダヤ人を解放してくれる政治的解放者としてキリストに期待をかけていた弟子たちは、彼が逮捕され、十字
架刑という残酷極まりない刑に処される事態に直面して、恐怖と絶望に駆られて逃亡した。だが、彼らはその直後、
「キリストの復活」
という表現で呼ばれてきた何らかの出来事によって深く突き動かされ、殉教の死に至るまでキリストを証しする者へと変容していっ
た。これらの弟子たちにとってキリストは、予め持っていた問題意識————ローマ帝国からの解放————に対して答えを与えてくれる存
在ではなかった。むしろ、驚くべき神秘へと自らを巻き込み、「あの方は一体全体どういう方であったのか」という全く新たな問いへ
と直面させていく存在であった。「キリスト教の原点」とは、こうした意味における「神秘」との出会いであったのだ。
キリスト教の思想史とは、単に、イエス・キリストによって与えられた「答え」を歪めることなくありのままにそのまま受け継い
でいくようなものではありえなかった。キリストによって与えられたのは、
「答え」というよりは、むしろ、
「神秘」だったからである。
トマスにおいて、
「理性」を超えた「神秘」という用語が使用される様々な文脈のなかでも、使用される頻度が高く、また、キリス
ト教の教えの最根幹に関わるのは、「キリストの神秘（mysterium Christi）」や「受肉の神秘（mysterium incarnationis）」という用
法である。
」
「
「神秘」と「理性」は決して相反するものではない。受肉の「神秘」と出会うことによって、人間の「理性」は、それまでは思ってもみなかっ
たような仕方で、神について、そして人間について、新たな仕方で考察するための手がかりと動機づけを与えられる。「神秘」は、
「神
秘」であることによって「理性」を拒むのではなく、むしろ、「理性」による新たな探究を促し続ける。だが、「理性」によって理解
し尽くされることは決してない。理解し尽くされないからこそ、汲み尽くしえない意義と魅力の源泉であり続けることができるのだ。」
「聖書を通じて人間に啓示される諸々の事柄————それは「神の受肉」に極まる————が「神秘」と呼ばれるのは、人間理性による接近を
拒むという意味ではない。むしろ、それは、人間の理性的な探究を惹きつけてやまない根源的な謎だ。
「神」と呼ばれる絶対的な何ものかが存在するとしたら、それは原理的に人間理性による把握を超えているはずだから理性によって
探究しても意味がない、とはトマスは考えない。だからといって逆に、人間理性によって「神」を理解し尽くすことができるとも考
えない。すべてを把握できるはずだという傲慢からも、何も理解できるはずがないという諦めからも解放されて、イエス・キリスト
によって開示された神の神秘へと理性によって肉薄していこうという開かれた態度、それがトマスの探究を貫いている根本精神にほ
かならない。
理性は、理性を超えたものとの出会いにおいて、その無力さを露わにするのではなく、むしろ、その本領を発揮する。自らの力を
超えたものを理解すべく格闘するなかで、自らが、思いがけないほどの豊かな力を有していることをあらためて自覚していくことが
できる。そのような格闘こそが、トマスの驚異的な知的達成の原動力であったのだ。
こうした仕方で、人間の「理性」と、「理性」を超えた「神秘」である神との絶妙な絡まり合いが、トマスの思想体系を隅々まで支
配しており、
「理性」と「神秘」の総合関係を軸とすることによってこそ、トマス哲学・トマス神学の本質が最も的確な仕方で浮き彫
りになる。
」

けれども私たちは
地上に浮かぶ舟で
無限の大海へ乗り出さなければならない
地上の舟を操るためには
理性の櫂が必要となる
理性は神秘の大海を問いつづける
そしてそこに大いなる矛盾を見出す
理性は矛盾を避けられないからだ
矛盾を超えようとするならば
理性で超えられない矛盾に
理性の限りを尽くして向き合わねばならない
たとえその舟で
大海の彼方まで行きつけないとしても
それこそが神秘という大海に出会い
ほんとうの問いに向き合うための
大いなる航海なのだから

