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■サン＝テグジュペリ『人間の土地』（堀口大学訳

新潮文庫

平成二十七年六月）

目蓋を閉じて
暗闇を見る
そして目蓋を開いても
精神の暗闇の世界が
広がっているのを見る
人間がただの粘土になって久しい
自動機械となって動いた後
粘土に戻るという信仰が
大地に広がって久しい
けれども
その暗闇のなかに
ぽつりぽつりと
ともしびが
光っているのが見える

「ぼくら人間について、大地が、万巻の書より多くを教える。理由は、大地が人間に抵抗するがためだ。人間というのは、障
害物に対して戦う場合に、はじめて実力を発揮するものなのだ。もっとも障害物を征服するには、人間に、道具が必要だ。
人間には、鉋だったり、鋤が必要だったりする。農夫は、耕作しているあいだに、いつかすこしずつ自然の秘密を探ってい
る結果になるのだが、こうして引き出したものであればこそ、はじめてその真実その本然が、世界共通のものたりうるわけだ。
これと同じように、定期航路の道具、飛行機が、人間を昔からのあらゆる未解決問題の解決に参加させる結果になる。
ぼくは、アルゼンチンにおける自分の最初の夜間飛行の晩の景観を、いま目のあたりに見る心地がする。それは、星かげ
のように、平野のそこここに、ともしびばかりが輝く暗夜だった。
あのともしびの一つ一つは、見わたすかぎり一面の闇の大海原の中にも、なお人間の心という奇蹟が存在することを示し
ていた。あの一軒では、読書したり、思索したり、打ち明け話をしたり、この一軒では、空間の計測を試みたり、アンドロ
メダの星雲に関する計算に没頭したりしているかもしれなかった。また、かしこの家で、人は愛しているかもしれなかった。
それぞれの糧を求めて、それらのともしびは、山野のあいだに、ぽつりぽつりと光っていた。中には、詩人の、教師の、大
工さんのともしびと思しい、いともつつましやかなものも認められた。しかしまた他方、これらの生きた星々のあいだにま
じって、閉ざされた窓々、消えた星々、眠る人々がなんとおびただしく存在することだろう ･･････。
努めなければならないのは、自分を完成することだ。試みなければならないのは、山野のあいだに、ぽつりぽつりと光っ
ているあのともしびたちと、心を通じあうことだ。」
「精神の風が、粘土の上を吹いてこそ、はじめて人間は創られる。」

私は精神において
そのともしびのひとつに
なりえているだろうか
粘土から人間となって
生きようとしているだろうか
努めなければならないのは
その手でじぶんを創ろうとすることだ
試みなければならないのは
小さなともしびをさがして
心を通じあわせることだ
人間には心という奇蹟が存在する
心は闇夜のなかでも星となれる
心がそのともしびを失わないかぎり
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■『福本潮子作品集

藍の青

1977−2015』（赤々舎

2015.3）

藍は
青よりも
青くきわだち
白き布は
白よりも白く
その生地を浮かばせる
経糸と緯糸の
織りなす
布という宇宙を
染める青と白
（福本潮子「藍の「青」
」より）
「私は藍の発色や濃度、色足にこだわって作品を制作してきた。そのこだわりは染め残した
白にあるとも言える。作品の主題は白をどのように残すかに集約されることもあり、作品に
よっては藍色は空間意識のようなもので、そこに実在するものとして白が漂ったりする。藍
が美しくきわだてばきわだつほど白の存在感が増す。染め残しのこの白は布の素材の生地の
色。生地から伝わってくるものはそれぞれに様々だ。このカタログの最後の古布のシリーズ
では、今まで経験したことのないほど布を作った人の存在がますます大きくなっていった。
それは手仕事であり自然の力と言える。これらの古布を藍で染めると古いイメージと新しい
イメージが交差する。藍の青はまさに過去と現在をつなぐ色であると思う。」
（外舘和子「福本潮子の染−−藍と絞りによる染色空間の創造」より）
「福本潮子の仕事と歩みを振り返ることは、染色で表現するとは何か、染の作家とは何かを
知ることでもある。作家は、徹底した布の厳選と妥協のない藍の制御によって、布そのもの
に潜む奥行きと、布から周囲に拡張していく空間性という、ミクロとマクロ、二重の空間性
を引き出し構築してきた。そうした染色表現の特性を、作家は 60 年代からは “ 絵画と染色 ”、
70 年代からは “ 布と染 ”、80 年代からは “ 世界と日本 ”、80 年代末からは “ 意匠性と偶然性（ぼ
かし）”、そして 21 世紀には “ 職人の手仕事と作家の表現 ” という、いずれも普遍的な対概
念ともいうべきテーマに真摯に取り組むことによって獲得してきたのである。大衆に愛され
る藍染を、世界に主張する現代芸術の域に至らしめることができたのは、福本のそうした姿
勢による。
グローバルな視野と立ち位置で染の造形言語を扱い続ける作家は、2015 年、70 歳を迎
えてなお、染のアーティストとして歴史の最前線に立っている。」

過去と現在
ミクロコスモスとマクロコスモス
古き像と新しき像を
むすび染める青と白の時空
手仕事から
無限に広がる
自然の妙
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■石原あえか『科学する詩人ゲーテ』
（慶應義塾大学出版会 2010.4）

現代は「詩人にして官僚、
並びに自然研究者」を失って久しい
かつてはすべて詩であった
詩でなければならなかった
詩は科学でもあり
そして生きた言葉でもあった
「ヴァイマルのゲーテ邸が社交的な公的空間と静謐な私的空間の二つの異なる側面を持つように、ゲーテ自身も詩人以外の
貌を持っていた。まずは主君カール・アウグスト公に仕える家臣、最終的には小国ながらその内閣総理大臣の地位にまで
上り詰めたエリート官僚としての貌。ゲーテが携わった国家事業には、銀鉱山再開発や道路整備、公共図書館の管理に加
え、隣町イェーナ大学附属天文台の建設や植物園の整備なども含まれていた。これらの公務を通じて、彼は必要な自然科
学の知識を蓄えるとともに、各分野の研究者とも接触し、交流を深めていった。これに加えて、ゲーテには先に紹介した、
膨大な自然科学コレクションを収集・分析・整理し、さまざまな自然科学分野に関する論文を執筆していた自然研究者と
しての貌がある。しかも彼は自らの研究成果を学術論文として発表する一方で、新しく獲得した科学の知識を積極的に文
学作品に応用した。特に後期文学作品『親和力』、
『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』、
『ファウスト』第二部などには、
彼が生物学、医学、数学、天文学、植物学、鉱物学その他もろもろの研究から得た知識がふんだんに織り込まれている。ゲー
テの文学作品の本当の面白さ、そして味わい深さは、「詩人にして官僚、並びに自然研究者」という職業コンビネーション
から生み出されたものだと言えよう。逆にこのことは、ゲーテが活動した時代の自然科学の知識や背景、また政治状況を
把握しないとわからない内容も多々あることを意味する。」
「ゲーテにとって虹は、自然における美しい色彩現象の一つだった。同時に虹ほど、彼の『色彩論』とニュートン光学の相
違点を明らかにした文学モティーフはないだろう。ニュートンは光を自然から切り離し、暗室で徹底的に分解した。こう
して虹の女神イリスはニュートンによって裸にされ、解剖され、数式と光線の集まりに変換された。他方、ゲーテは、光
と闇の接触から色彩が立ち現れる《現象》の観察に専念した。ゲーテはニュートンの理論検討も怠らなかったが、それは
科学に対する詩の敗北を意味するものではなく、ゲーテにとっては虹は相変わらずギリシア神話に登場する女神イリスで
あり続けた（余談ながら、ゲーテ邸正面玄関の天井には、ゲーテ独自の色彩環を背にした女神イリスが描かれている）。し
かも、ゲーテの虹に関する詳細な観察と実験は、彼の後期文学作品において大きな実を結んだ。光と影が紡ぎ出す極彩色
の空間や、大気と水と光が形成する美しい自然の描写、また涙や真珠に連なる文学的比喩は、彼の文学作品に豊かな色彩
イメージをもたらし、そのスケールを飛躍的に拡大させたからである。」
※著者の石原あえかさんと中村桂子の対話が読めます
「芸術と科学の蜜月を再び」
石原あえか 東京大学大学院准教授 × 中村桂子 JT 生命誌研究館館長
https://www.brh.co.jp/seimeishi/journal/074/talk_index.html

今や科学から詩は失われ
政治からも詩は失われ
芸術からさえも詩は失われつつある
科学は隔離された実験室で行われ
データと化した自然は
切り刻まれ数式となって処理され
今ではＡＩが人に代わろうとさえする始末
「すべての科学は、
哲学になったあとにポエジーとなる」
そんな日は来るのだろうか
わたしたちのなかで
魂となって生きているはずの神々は
どこへ行ってしまったのだろう
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■神品芳夫『リルケ

現代の吟遊詩人』（青土社

2015.9）

樹を見る
すると
私のなかで樹が現れる
鳥が飛ぶ
すると
私のなかで鳥が飛ぶ
外は内になり
内は外になる
「

あらゆる存在を貫いて一つの空間がゆきわたる、
世界内面空間である。鳥たちは静かに
私たちを貫いて飛ぶ。おお、成長しようとしている私、
その私が外部を見る。すると私の内部に樹木が育つ。
（
「ほとんどすべての物から感受へと合図がくる」
（Es wirkt zu Fühlung fast aus allen Dingen））

樹木の姿を見たり、鳥の声を聞いたりすれば、それは内面空間の形象となる。記憶や想像によって生まれたものは外部空間の形
象に投影される。このような精神活動によって外部と内部がつながるから、世界内面空間があるはずだという。おそらくわれわ
れは世界内面空間の中につねに存在しているが、そのことに気がつかない。外界の樹木の姿を心のうちに認識しても、普段はそ
の空間の存在を感知するのを要しない。しかし外と内のつながりを強く意識するとき、世界内面空間が意識される。とりわけ内
面は精神活動の基盤であり、すべての発想の起点となるが、ここで注意すべきは、これは古人の閉鎖的な内面ではなくて、基本
的には人々に共通の内面が考えられている。すなわちリルケの内面イメージは間主観的なものであるといえよう。そして内面は
過去、現在、未来という時間的広がりを含んでいることも知らねばならない。」
「

見よ、私は生きている。何をもとに？ 子供時代も未来も
減少はしない。･･････ 有り余る存在が
私の内にほとばしる。
（
「第九悲歌」より）

一度この世で経験したことも、これから経験することも、消え去ることなく、詩人の内面に溢れるようにして存在しつづける。
ここでは、過去、現在、未来が一貫していることが強調される。刻々と消えてゆく時間ではなく、蓄積されてゆく永遠の時間が、
内面空間を充実させながら、およそはかない人間存在にも意味があると認められる。詩人は、「私たちは目に見えるものの蜜を、
目に見えない世界にある大きな黄金の蜜房のなかに蓄えようとして、夢中で漁っているのであります」と解説している。ここに
は人間の世界と物の世界の関係を建て直したいという意思も働いているであろう。また、物づくりの伝統を称えることにより現
代機械文明に対する批判も生まれてくる。」

私は世界を呼吸する
世界は私を呼吸する
私はものになり
ものは私になる
私はものを呼吸する
ものは私を呼吸する
時は永遠になり
永遠は時になる
私は時を呼吸する
時は私を呼吸する
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■今福龍太『隠すことの叡智』（水声社

2017.10）

叡智は隠されてはいない
隠しているのは自分だ
おもてだけをみて
そのうらてという
深みを見ようとしないとき
叡智は隠されているように見える

「目（視覚）の支配によって、森羅万象が交響する「世界」から疎外されている近代人。著者（真木悠介）は、ドン・
ファンが彼の弟子に「見ないで聴く」レッスンを課すぶぶんに注目した。鳥の鳴き声、梢をわたる風の音、虫の
鳴き声。これらの自然音をカスタネダはしだいに聞き分けられるようになっていく。そして目の支配を脱した耳
がいったん世界に拓かれれば、その知覚がおよぶ階層はどんどん深くなってゆく。鳥、風、虫の区別を聞き分け
た耳は、こんどは、四種類の異なった鳥の声、三種類の異なった葉擦れの音、無数の異なった虫の声をそれ自体
として聞き分けるようになる。そしておそらく最後には、ひとつの種類の鳥の鳴き声にも朝と夕べで、雄と雌で、
夏と冬で、微細な違いがあることを感受しうるようになるだろう。耳を調律するための分節階層がどこに置かれ
るかによって、世界を「聴く」ことの深度が測られるのである。著者（真木悠介）が世界に分け入ってゆくとき
の知性の運動も、おなじような意味で、より深く繊細な知覚と了解が実現される階層を追い求めようとした。ひ
とつの知的階層の奥に、さらに深い分節的理解の階層が隠されてあることを探ろうとした。それは学問がいまだ
本気で試みたことのなかったことだった。」
「人類学とは、知られざる真理を「未知」という豊穣な謎のなかで守りながら、その真理の存在をひとおもいに
直感するための知の技法である。情報を隠蔽するためではなく、知性の広がりと深みを維持するために不可欠の
「秘密」の領域を、しずかに育みつづけようとする方法論である。謎や秘密の救命に躍起になるのではなく、謎
や秘密の存在こそに思考の膂力が由来することを信じる学問である。
知性とはただ情報の摂取によって得られるものではない。何をどのように考えるのかという思考の複雑な道筋
を真に踏破しようとするならば、安易に得られる情報とは、むしろ本質的に思考することを回避し、真摯な探求
心を疎外する、不遜な道具であるといってもいいだろう。現代社会は、知ることに対するそうした不遜で傲慢な
態度を無意識にはらんでいるのである。
私たちは隠された叡智を探し求め、ついには叡智とは隠されてあるものだという真理を学び取る。さらにいえ
ば、
「隠すこと」のなかにこそ叡智の起源があることを直感する。情報を開示し、知識を透明化することだけを
叫ぶ社会への真の批判は、ここから始まるだろう。」

鳥を声を聞いても
その鳥の違いが聞こえない
風の声を聞いても
その風の違いが聞こえない
虫の声を見ても
その虫の違いが聞こえない
そのように
違いを感じ
経験するためには
知るための知恵をしっかりと
育てていかなければならない
秘密はそのおもてには
開示されていないというだけだ
秘密はそのうらてをも
歩むものだけが知ることができる
歩まないままに
叡智を得ることはできない
それができると思い込んでいるところには
知るということへの不遜と傲慢が隠されている
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■中村小夜『昼も夜も彷徨え／マイモニデス物語』（中公文庫

2018.1）

境界を彷徨う
彷徨わなければ
見えない道がある
狭い世界は
境界さえない
閉じた世界だ

（
「あとがき」より）
「マイモニデスを語る時「迫害」のイメージをことさら美化する向きもあるが、彼が「世界は大きくて広いのだから」と言った「世界」は、
まさに当時の繁栄したイスラーム世界を指しており、彼に活躍のステージを与え、歴史に残る偉業を引き出したのも、イスラーム世界のダ
イナミックな力だったということは、ここで強調しておきたいと思う。
日本では、
マイモニデスは研究者以外ほとんど知られていないが、無理もないことかもしれない。彼は、あらゆる意味で「境界の人間」である。
ヘブライ語とアラビア語
ユダヤ文化とイスラーム文化
神学と哲学
西洋哲学とユダヤ・イスラーム哲学
統合医学と専門医療
身体の治療と心の治療
まさに境界を「彷徨っている」人物で、なかなか手をだしにくい対象ではある。
私達が習う世界史は、いまだに西洋主義史観に偏っているし、日本人としては「神の存在証明」や「信仰か理性か」などは超える必要の
ないテーマだった。
だが、ギリシャから続く哲学史上では死活問題だった。もっと細分化すれば、ギリシャ哲学の中でもアリストテレス主義とプラトン主義
の二大潮流があったのだが、マイモニデスはそのうち、アリストテレス主義を後のヨーロッパに手渡すブリッジの役割を果たし、さらに、神
学と哲学を融合させようとした時に何が起こるのか、という思想界のギアチェンジを行った。まさに分岐点の人物である。」
「マイモニデスは、人間の完成は理性の完成であるとし、哲学こそが人間を神へ導いていく道だという。この徹底した「理性尊重主義」は当
然ながら、激しい賛否両論を巻き起こした。井筒先生は著書の中で「マイモニデスの立場を、ユダヤ教の見地から承認するか否認するか、ど
こまで否認するか−−−−この問題をめぐる論争は、現代でもまだ決着を見ていない。言い換えれば、中世哲学史の限界を遙かに越えて、ユダ
ヤ思想界に今日まで続いている」と書かれている。まさに至言だと思う。」
「信仰と理性の対立というテーマは、古くなるどころか、二十一世紀になって、いっそう生々しい問題として世界を揺るがしているように見
える。そんな中、マイモニデスの言葉は、十二世紀とは思えないほど、自由で、奔放で、かっこいい。
たとえば彼は、
「世界と人間の存在を、宇宙的な視野からとらえよ」と言う。英語でいうならユニバーサル・パースペクティブ」彼にとっ
て宇宙を統べるのはユダヤ教の神に他ならないが、現代日本の、多くは一神教信仰をもたない私たちにとっては、それはまさしく宇宙その
ものである。物語の最後の四行詩もそんなふうに解釈すると、マイモニデスの言葉は、ユダヤ教の枠を超えて、さらに普遍的な広がりをも
つのではないだろうか。」
「

たゆみなくまことに呼び求めば
神はその人のすぐそばにいまし
まよいなく向かいて歩みゆかば
神は求む者みなに見いだされん」

閉じた世界から
出ようとするならば
そこに境界が立ち塞がる
境界に立つためには
境界の内からの
迫害にさえ耐えねばならない
それでも
呼び声を聞く者はいる
境界の外からの声に応える者はいる
その声を聞いたものは
境の殻を破り
外へ向かわねばならないのだ
境の外に立ったときはじめて
その内を見ることも
外と内とを結ぶこともできる
世界は大きくて広い
そして
境界は次々に現れる
境界を彷徨うことだ
見えない道を探すことではじめて
世界を広げることができるのだから
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■松浦陽次郎・文 山村浩二・絵『森の舞台うら』
（月刊たくさんのふしぎ・2018 年 4 月号 福音館書店

2018.3）

森の舞台うらで
たくさんの生きものたちを
支えているのは土
土のもとになるのは
落ち葉とそれを分解する
土のなかで生きている小さな生きものたち
植物と動物と菌類は協力しあって
長い時間をかけて土をつくりだします

「森の主役は植物、とくに樹木です。（中略）
植物のつくった養分を中心に、森の生きものたちはつながりあって生きているのです。
（中略）
樹木が生えているところを見てみましょう。何がありますか。そう、落ち葉のしたには土があります。ここに、森の木が育
つことのできる秘密が隠されているのです。
（中略）
土のもとになるのは、太陽の光をうけて、有機物をつくる役割を終えた葉です。このなかにはまだ養分がのこされています。
でもそもままでは木が養分をふたたびつかうことができません。これを利用するようにするため、森の舞台うらでは、いろい
ろな生きものたちが働いています。
落ち葉を食べて分解するのは、ミミズ、ヤスデ、ワラジムシ、トビムシ、ダンゴムシ、ササラダニなど、土のなかでくらす
生きものたちです。さまざまな大きさの生きものたちが食べ、かみくだき、さらにそれを菌が分解します。そうして、落ち葉
にふくまれている養分が細かい土の粒とくっつくことができるようになります。
森で死んだ動物たちも、土のなかにいる生きものに分解され、ふたたび木の養分になります。
土をほぐしてよく見ると、大きさの違う粒が見えます。粒は大きい順に、砂、シルト、粘土といいます。これらは岩石が細
かくなったものです。土のなかの粒は、わずかにマイナスの電気をもっているので、水にとけたプラスの電気をおびた養分をくっ
つけます。
土のなかに細かいシルトや粘土がどれだけあるかによって、くっつく養分の多いか少ないかが決まります。シルトや粘土の
粒があつまった土のかたまりのほうが、養分をくっつけることのできる面積が広いので、砂ばかりの土よりも、養分をたくさ
んくっつけることができます。
ところが、粘土ばかりの土だと、土の粒同士がぎっしりつまっているために、土のなかの空気が少なくなり、水はけの悪い
土になってしまいます。そうなると養分がたくさんあっても、そのような土では生育できない植物もいます。
落ち葉を食べた生きものたちは、もちろんフンをだします。フンが落ち葉の破片と砂と粘土、シルトを、接着剤のようにくっ
つけ、土のかたまりができます。大きな生きもののフンをエサにする、小さな生きものたちもいます。フンもどんどん分解され、
木が利用する養分になります。土のなかではフンも無駄にはなりません。
（中略）
砂、シルト、粘土の粒に植物の細かい破片や動物のフン、菌糸などがあわさって、はじめて土になります。植物と動物と菌
類の協力がなければ、土はできないのです。
（中略）
樹木と土のなかの生きものたちが養分の循環をかさね、鬱蒼とした森ができるには、数十年から百数十年かかります。森を
ささえる土ができあがるまでには、森ができる時間よりも長い時間が必要です。」

そして
樹木と土のなかの生きものたちが
養分の循環をかさねながら
森が生まれてゆきます
そんな森の舞台うらのように
魂の舞台うらにも
たくさんの生きものたちを
支えている魂の土があって
協力しあいながら
魂の森をつくっています
人の魂の舞台うらでも
いろんな性質の魂がいてはじめて
魂の養分は生み出されます
おなじ性質の魂だけでは
魂の豊かな森は生まれてこないのです
豊かな森を生み出すためには
長い長い魂の時間が必要なのです
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■岸上伸啓編『贈与論再考／人間はなぜ他者に与えるのか』
（臨川書店 2016.7）

「北アメリカ極北地域に居住するイヌイットやイヌピアットらは、狩猟や漁撈で得た獲物を何のためらいもなく他の人びと
に与えたり、分かち合ったりする。ハンターの手元にはほとんど残らないばあいもある。フィールドワーク中にこのよう
な行為をたびたび目にした時に、驚きとともに、なぜ彼らは苦労して得た獲物を他の人びとに気前よくあげるのかという
疑問が頭をよぎった。この体験から、食物を分かち合う社会的実践が、私の研究テーマのひとつとなった。文化人類学で「分
配」
（sharing）と呼ばれる行為は狩猟採集社会などの小規模社会において一般的に見られ、狩猟採集研究における中心テー
マのひとつである。
食物分配を含む人と人の間のモノのやりとりは、分館人類学では「贈与」（gift）や交換（exchange）という概念や視点
から研究されることが多い。これらの研究の流れは、マルセル・モース（Marcel Mause）を源流とするものである。」
「私の疑問は、狩猟採集社会の研究で使用される「分配」とモース以来文化人類学一般で使用される「贈与」とは同じ行為
なのか、異なる行為なのか、というものであった。別言すれば、狩猟採集民の分配行為は「贈与」として理解でき、説明
できるのか、というものであった。」
「(1) マルセル・モースの「贈与」概念とは、モノを贈る義務、受け取る義務、戻す義務からなる時差を伴う「交換」のことである。
かかる意味でのモノの「再分配」や一方向的な流れ（移転）や分かち合いを意味する「分配」とは異なる。
(2) 類人猿にも萌芽的な「分配」行為が認められるが、「分配」や「贈与」を含む「交換」、「再配分」は人類社会に特徴的
な行為である。
(3) モノの「分配」や「贈与」には、それが行われる当事者間の社会関係が深く関与しており、分配や贈与の実践は社会関
係を強化させたり、維持させたり、、弱めさせたり、消滅させたりする。それは社会関係やその有機的集積である社会の基
盤を形成する。
(4)「分配」
、
「再配分」
、「贈与」、「交換」は一方から他方へモノを「与える」という行為が組み合わさったものであり、「与
える」という行為は前者を構成する基本単位である「分配」や「贈与」が成立するためには、
「与える」ことが前提となる。
人間（人類）が人間であるゆえんは、「与える」ことができるということにある。すなわち、人間とは「与える」ことがで
きる動物だと主張したい。
(5) この人間の特徴やモースが『贈与論』で提起した諸命題（９つの命題）は、災害支援や、会へ津協力、臓器提供といっ
た現代社会の諸現象を理解する上でも有効である場合がある。」
（※モースが『贈与論』で提起した９つの命題）
第１の命題：贈与は与えること、受け取ること、お返しをすることという三つの義務から成り立っている
第２の命題：贈与とは、結果として（贈与）交換であると考え、それはアーカイックな社会の基本原理である
第３の命題：モノの給付とその反対給付は、モノの霊（力能）が引き起こす
第４の命題：ポトラッチやクラは「全体的な社会現象」である
第５の命題：与え手は貰い手に対して優位な立場に立つ
第６の命題：貰い手は負い目感情を持つ
第７の命題：施しはどれを受け取る人を傷つける
第８の命題：贈与することの動機は、「喜び」である
第９の命題：譲渡されてはならないモノが存在する（北西海岸先住民の護符や紋章入りの銅版など家族が所有する貴重財
ないし聖物など）

人間はなぜ他者に与えるのか
人間はなぜ他者から奪うのか
与えることと奪うことのあいだで
人間のなかに何が起こっているのか
与えるというのは
いったいどういうことだろう
奪うということは
いったいどういうことだろう
与えるためには
じぶんのものがなくてはならない
奪うためには
ひとのものがなくてはならない
じぶんのものとひとのもののあいだ
与えられ奪われるもののあいだに
ものをもつという不思議があり
与える愛というじぶんを超えようとする衝動
奪う愛というじぶんにしがみつこうとする欲望がある
人間はこの地上で
そんなはるかな実験のなかで
魂の不思議を学んでいるのかもしれない
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■池澤夏樹『詩のなぐさめ』（岩波書店 2015.11）
■吉田健一『訳詩集 葡萄酒の色』（岩波文庫 2013.6）

（「批評としての飜訳」より）
「近頃刊行された岩波文庫版『葡萄酒の色』には付録として吉田健一の「飜訳論」が付いている。いきなり「飜訳は一種の批評である」というとこ
ろから始まる。
普通の人が批評という言葉を聞くと、それはあの本はいい、あの本はダメだ、という評価のこととしか思わない。しかし少し真剣な実作者の側か
ら見れば、批評とは方法に対して意識的な文学への接近の経路のことだ。書いたものを、これでよかったのかとすぐに問い直す。その結果経て次の
一歩を踏み出す。批評の視点は外部にあるが、しかし実作者はいつも自分の中に批評家を養っている。
「飜訳について確かに言えることの一つは、我々が原作に何かの形で動かされたのでなければ、碌な仕事が出来ないということである」と吉田健
一は言う。その先で彼が言っているのは、精読・愛読は必ず批評的な感想をもたらすということであって、自分を無にしての精読などあり得ない。
そもそも読むという行為が批評を含むのだ。
近代の文学はそれ以前に増して批評的に作品に向かうようになった。ジョイスの『ユリシーズ』など一行ごとに自分が書いたばかりの文章を批評
の鉄具で鋤き返して畝を立ててゆくような創作過程で、総じてモダニズムは批評を重視する。
訳詩集は飜訳以前に選択であり、選択は言うまでもなく批評的な行為だ。
『月下の一群』を編むに際して堀口大学は広い交友関係から親しくなっ
た詩人たちの作品を選び、その周辺を選び、まこと同時代的かつ社交的に詩を並べた。
吉田健一はもっと戦略的である。英語圏をもっぱらとしてそれに少しフランス語圏を加えたこの本の目次は、近代とは何かという問いへの見事な
解答とぼくには思われた。彼は選択と配置によって今すぐ役に立つ若い文学者のための文例集を構築する。シェイクスピアのソネットがたくさん。
ラフォルグの「最後の詩」が全部、エリオットの「荒地」が全部、とりわけ大きなこの三つのブロックが吉田健一の歴史観を支える。
」
「ぼくはこの本の文体が好きだ。それに尽きる。（中略）
どう言えばいいのだろう？ 英語感が残るわけではなく、日本語に媚びてすり寄るわけでもなく、両者の間のちょうどよい距離の地点にいるよう
に見えて、実はそこから少しだけ横に入った典雅な領域に吉田訳は立っている。意味の上では息の長い詩句が英語ではリズムで刻まれているのだが、
それがわずかに破格の日本語にうまい具合に移されている。
もう我々はこのやうに寄る遅くまで
さ迷ひ歩くのは止めなければ。
我々の心は昔通りに愛し合ってゐて、
月は以前と変わらず明るくても。
剣の刃は鞘より長持ちがし、
魂は胸を疲れ果てさせる。
我々は息をつきに立ち止まりたくなって、
我々の恋も休まなくてはならない。
それ故に、夜は昔と変らず我々の心を誘ひ、
朝が来るのが早すぎても、
我々はもう月明かりに
さ迷ひ歩くのを止めよう。
これはバイロンの「もう我々はこのやうに」という詩で、こういう感情は英語の詩でしか表現できないと思う。長い恋に疲れて、だからと言って
別れることなどできないとわかっている時、
「休まなくてはならない」とつぶやく。相手もうなずいて、
二人は手を取り合って恋路の道端に腰を下ろす。
その道をもっと遠くまで歩くために。
このようなけだるい感情は爛熟した社会ならばどこにでもあっただろうが、しかしこの心の動き、思いの行き来は和歌にはなりそうにない。和歌
は、私はこの恋に疲れたとは言っても、相手に向かって一緒に休もうとは言わないだろう。まして漢詩とは無縁の世界。フランス語でも無理ではな
いかと考え、これが英語なのだと納得する。
それが日本語で読んで伝わるところが飜訳の力である。」

読むという行為
書くという行為が
批評になり得るとき
そこには
多かれ少なかれ
飜訳という営為が加わる
それは外国語であるかどうかを問わない
批評はいいかダメかではない
参考になったかならなかったかではない
それはテクストを通じ
自分を問い直すことにほかならない
じぶんという翻訳機を通して
どんな思考が
どんな言葉が
そこからでてくるかだ
でてくるものは
その人を表している
翻訳機の質がそこで問われる
翻訳機の戦略がそこで問われる
正確かどうかではない
それを超えたその人の
その人の言葉の
その人の行いの質である
その質が
その人の思考を
その人の言葉を有り体に示す
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■飯塚数人『詩の根源へ』（藤原書店

2018.3）

魔法の言葉をください
世界をとりもどす
魔法の言葉を
言葉から
生命が失われて久しい
言葉から
自然が失われて久しい

「詩の成立の道筋をかなり単純化してまとめると、まず音声歌があり、自然世界に精霊を認めると、それらび呼びかける呪文が生
まれる。個別の精霊は普遍的な自然神になり、よびかけは呪文から讃歌へ変わる。また世界を説明する神話があらわれる。自然
神は人格神へ、人格神は架空の人間へと変わり、英雄叙事詩が語られる。それは支配者の系譜に直結され、小共同体の神話は国
家に吸収され、歴史になる。また絶対神を信仰する宗教が生まれ、讃歌と神話は聖典に組込まれる。自然への讃歌は民謡になり、
神への愛は歌垣の恋愛詩へ、そして個人の内面と自然の風景がかさなり叙情詩へ移行する。
古代人や先住民の歌謡に目を向け、礼賛したヘルダーをはじめ、自然を謳歌したロマン主義者は、エリオットよりはるかに深
い伝統に根ざしていたのではないだろうか。そうした思想と感性が、
《民謡の断片、異国の詩の飜訳、未開人の書いたと称する讃歌、
食人種の作になるオード、エスキモー詠むところの小歌といった、このところ二十年来巷に溢れる掘り出し物のたぐいいっさい
に彼は見切りをつけたのだった》というフローベールの邪悪な見解にのみこまれ、象徴主義やモダニズムに替わられる。文学は
二極化し、小説が産業社会に奉仕すれば、練金の秘術をこらされ自立した詩は、孤の独善意識への奉仕を余儀なくされる。
けれども詩の根源にある欲求は、自然生命との一体だった。地球生命圏の悪性腫瘍となりはてた人間は、いまこそコスモスの
思想・対称性の論理を取り戻さねばならない。もちろん自己満足的に自然を賛美した詩を作ればいいというものではない。それ
は意識・生活・社会の変革を伴うものでなければならない。左脳の右脳を鍛えあげ、理性と感性を養い、大脳皮質に覆われよう
いに顕現できなくなった本能の次元を回復させることも必要だ。詩がほんとうに奉仕しなければならないのは、こうした自然性
の回復なのだ。真の思想は自然との共生を志すものでなければならない。ほんとうの詩は、生命との共生を実現するためのもの
であってほしい。それは言葉の中に自足するものではない。生きること、存在することそのものにつながっている。詩は自然と
精霊への祈りの中なら生まれた。詩は儀礼をつうじて聖なる世界を体験させ、ざわめく地上の生命と交響する。詩に興こり、礼
に立ち、楽に成る。詩は実践する。それは人間が一度さまよいでた世界への回帰のほかならない。
生きとし生けるものの言葉に耳を澄ませ、歌いかけること。」

言葉が言葉を呪い
言葉が言葉を傷つけ
言葉が言葉を殺す
そんな時代のなかで
言葉は黒魔術の道具にもなった
そんな魔法はいらない
言葉から
魂が失われて久しい
あるのは抜け殻の言葉だけ
言葉から
愛が失われて久しい
あるのは偽善の言葉だけ
魔法の耳をください
生きとし生けるものの言葉を
たしかに聞きとれる耳を
魔法の言葉をください
生きとし生けるものへ
たしかに歌いかけられる
そんな魔法の言葉を
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■吉田健一『文学の楽しみ』（講談社文芸文庫

2010.5）

いつも新しいのが文学である
新しくなくなったとき
それはすでに文学ではない
文学は言葉である
消費される言葉は文学ではなく
消費財と化した言葉にすぎない
（
「Ｘ 新しいということ」より）

「二度目の時には新しくなくなるものを新しいとは言えない。例えば、子供が何度でも同じ話をするようにせがむのは、これはその
話が新しいのであるよりは子供にはまだそれだけの想像力、或は精神の張りがあるからに違いないが、それを我々に取り戻させるも
のが活字の蔭から呼び掛けて来る程の言葉にはある。従って、それは何度読んでも新しいのであり、又始めて読むのであっても同じ

作用をして、サミュエル・ベケットがその「プルウスト」でプルウストはもの覚えが悪かったと書いているのを丸善の二階で見た時
のことを今でも覚えている。それは目先が変わっていると思う新しさではなくて、その種類の新しさならば寧ろジョイスにあり、ジョ
イスのそういう新しさに馴れた後は、他にどういうものがあるのかという疑問が残る。ベケットの「プルウスト」を読んでいると、
「失
われた時を求めて」という小説がそれに就いて言われた色々なことは凡そ違った生のままの形でそこに現れ、その世界に我々自身の
世界の底からも降りて行けるのを感じる。
それ故に、新しいというのは目指すもの、求めるものではなくて、我々が別に求めるものが必ず伴う属性であるということにもなる。
そうでなければ新しいのでないことは言うまでもないが、我が国で新しいということをそう考えるのを妨げている最も大きな原因は
懶け癖であって、何か新しいものが出て来ればそれまでの苦労が御破算になり、もう苦労しないですむという見方をすることから新
しさが年代式のものになり、それがない時には沈滞という言葉を使う。これは新しいと称するに足るものを得るのに用いなければな
らない手段の丁度、正反対であって、実際の目的は時間を掛けて何かの形で自分の望みを遂げることにある筈であり、それを途中で
投げ出さなければ最後には飛躍がある。昔の日本の美術に就いてそれが非常に近代的な印象を与えるというのが今日では一つの決ま
り文句になっていて、見方によってはその通りなのだろうが、自分の望みの上で決して妥協しないことに努力を惜しまないでいるの
が必ず斬新な結果を生じるものなのだということが現在では忘れられている。」
「凡ては言葉の問題に戻って来る。本当に沈滞というものがあって、それが長く続いた後に言葉らしい言葉に出会ったならば、その
時に受ける印象が新しいというものであり、それが新しさの定義、或は尺度にもなる。そしてその新しさは失われない筈である。こ
こにこういう言葉がある。
･･････ おお、アルプスの氷河が浄い花崗岩の岸壁を軋りゆくその接触よ。天上の星の運行の如く、崩れゆく万華鏡の如く、刻々変
わりゆく貌よ。汝の名は「時間」又の名は「倦怠」！ 言葉はその間隙から抜け出て、春孵った羽蟻の如く、次々に昇天して遙か天
界なる道理の許へ憧れ赴く。おお、旋回！ おお、眩暈
これが誰が書いた何というものにあるかは問題ではない。文学の世界では、新しくないものは文学ではないのである。」

いつも新しいのが考えることであろう
新しくなくなったとき
それはすでに考えるとはいえない
人は考える
消費される考えは考えではなく
消費財と化した考えにすぎない
いつも新しいのが愛であろう
新しくなくなったとき
それはすでに愛ではなくなっている
人は愛する
消費される愛は愛ではなく
消費財と化した愛にすぎない
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■三上修・ぶん／長島充・え『まちでくらすとり

すずめ』（月刊かがくのとも 2018 年 4 月号

福音館書店）

（三上修「スズメ観察のススメ」より）

気づくだけで
世界は広がる
おはよう！
おはよう！
出会える鳥たちに
あいさつをするだけで
朝のブルーな気持ちは癒やされる
町をはなれ
遠い森へ行かなくても
町中で出会える鳥たち
樹や草や虫たちのように
気づくことができるだけで
世界は豊かに広がっていく
だれでも知っているはずの
スズメのことでさえ
私たちは知らないでいる
知らないとき
私たちは無関心のなかで
閉じこもっている

「
「鳥といえばスズメ」
、「スズメといえば鳥の代表」のような気がしますが、実のところ、スズメは鳥の世界ではかなりの変
わり者です。というのも、普通、野鳥は人を怖がって人に近づかないのに、スズメは人だらけの町中で暮らしているからです。
なぜスズメが町中で暮らしているのかは本人（本鳥）たちに聞いてみないとわかりませんが、理由の１つは、絵本で示した
ように巣をつくるための隙間がたくさんあるからだと思います。これが森であれば木に稀に空いた穴を探さなければなりま
せん。加えて、町中には、スズメたちの天敵であるタカやかものが人を恐れて住み着かないので、スズメたちにとっては安
心なのです。
さて、そのスズメ、私たちの身の回りに１年中いるような気がしますが、町の中で姿をよく見かけるのは３〜８月ごろです。
絵本にあるように子育てをしているからです。この時期に散歩の途中などでスズメの姿を見かけたら、まわりに巣がないか
と探してみてください。餌を運ぶ親スズメの姿や、餌を求めるヒナのか細い声など、今まで見逃していたものに気づけるか
もしれません。さらにスズメをじっくり見たいと思ったら、草のある少し広めの公園に行くといいでしょう。午前中がおす
すめです。６〜８月ごろには。絵本にもあるような子スズメも見ることができます。子スズメの一番の特徴は、親スズメに
比べてほっぺの黒が淡いところですから、ぜひほっぺに注目を。」
「スズメをスズメだと気づけるようになると、スズメ以外の鳥たちが町中にいることが分かってきます。１０種類くらいの鳥
達が普通に見られます。スズメを手始めに、お子さんと身の回りにいる野鳥の観察をしてみるのはいかがでしょうか？」

たいせつなのは
気づいたからといって
大げさに叫ばないことだ
静かに注意深く観察し
それを自分の世界にすること
知らないとき
人は無知に気づかない傲慢を生きる
気づくことで
自分の無知を知り
人は謙虚になれる
そして世界は豊かに広がっていく
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■マーク・ヴァンホーナッカー『グッド・フライト、グッド・ナイト／パイロットが誘う最高の空旅』
（岡本由香子 訳 早川書房 2016.2）
「空を飛ぶと距離、高度、温度に関する常識がことごとくひっくり返るが、なかでも速度は地
上と完全に切り離して考えたほうがいい。地上における速度の概念は、地表に対してどれだ
けの速さで動くかという一点に絞られる。しかしパイロットに旅客機の速度を尋ねたら、少
しためらってから「場合による」などと答えるだろう。
空には四つの速度の概念がある。第一は〝指示対気速度〟で、車で移動しているときに窓
から手を出して、手を押す空気の感覚に近い。指示対気速度と相容れないのが、
〝真対気速度〟
つまり抗空気を包む空気に対する航空機の速度である（非常に限定された状況であれば指示
対速度と釣り合うこともある）。三つ目は〝対地速度〟で、航空機の移動を地表に換算した速
度だ。これは地上の速度の定義にもっとも近いが、空中を移動する航空機にとってはあらゆ
る点で異質であり、指示対気速度や真対気速度と時速数百マイルの差がでることもめずらし
くない。最後は〝マッハ〟だ。同一空域内の音速と比較した航空機の真対気速度である。
四つの速度はどれも独特なので、動きに関する別々の概念として整理するべきだ。コック
ピットでは、これら四つの速度が異なる場所もしくは異なるタイミングで表示される。コン
ピュータは不要になった速度のフォントを自動で小さくしたり、フライトの段階に合った速
度表示に変更したりする。スイッチを押して表示速度を切り替えることもできる。
数学者が抱く疑問のひとつに、数学の発展は創造がもたらしたものなのか、もとからあっ
た概念を発見しただけなのかという問いがあるが、速度について、私も同じような疑問を抱いている。飛びはじめる前の自分は〝指示対気速度〟を
どのように捉えていたのだろう。そもそもどうしてわざわざ対気速度（エアスピード）などというのだろう。ただの速度（スピード）ではだめなのか？
速度を計器で測定するのは当たり前なのに、わざわざ指示〔訳注／ Indicated Air Speed の Indicated は〝計器に指示した〟という意味〕をつけ
るのはどうしてなのか？ 漠然としているようで、厳密なようでもある。まるで計器で示した以外の速度があるかのようだ。ひょっとすると航空機
を空中に溜める力を、速度と呼ぶことからしてまちがっているのだろうか。
（中略）
航空機の対気速度計（スピードメーター）は、窓から出した手と似た働きをする。機体側面から突きだした突起部分にぶつかる空気の圧力を測定
するのだ。そうして得られた数値から静止している大気の圧力を除く。つまりガリレオが発見した空気の重さ（気圧高度計が処理する空気の重さと
同じ）を引くわけである。よって指示対気速度は、速度が空気に与える圧力にすぎないといってもいい。走っている車の内と外で手にあたる空気の
量のちがいだと。
指示対気速度は、地表の速度とはまるで異なる。いわば体感スピードであり、空気を介した動きの感覚といえる。
（中略）
空を飛ぶときは地上の常識を捨てなければならないので、指示対気速度の差が低高度では小さく、高高度では大きいと知っても驚きはしない。高
高度を飛行しているときに低高度と同じ揚力を得るには速く飛ばなくてはならないからだ。たとえば高高度で真対気速度が五〇〇ノットだったとし
ても、空気が薄いために対気速度計は約半分の二七〇ノットを表示することもある。よって一定の指示対気速度を保って上昇する旅客機は、実際に
は継続的に増速していることになる。この魔法が解けるのは下降のときだけだ。
〝対地速度〟は真対気速度に風の影響を加えたものだ。つまり空気中を移動する旅客機の速度だけでなく、地表に対する風の速度を考慮しなければ
ならない。対地速度の名が示すとおし、伝統的な地上の速度の概念にもっとも近く、だからこそ客室のスクリーンにはこの速度が表示される。
（中略）
もうひとつ、パイロットが頭に入れておかなければならない速度がある。
〝マッハ〟という言葉には、初めて耳にしたときから変わらない未来的な
響きがある。マッハは空気の塊のなかを飛行する航空機の真対気速度を、同じ空気の音速との比率で表したものだ。特異な速度で、あくまで比率な
ので単位はない。
（中略）
航空機の速度をマッハで測るのは、音速によって設けられた限界、つまり私たちを包む空気の基本的特性に対して適切な速度を守るためである。
（中略）
低速で飛行しているときは表示すらされないマッハだが、速度があがり、
パイロットいわく〝マッハの国〟や〝マッハの領域〟に入ると、
速度を表すもっ
とも重要な概念になる。たとえば加速しながら上昇すると、低高度を低速で非常していたときとは対地速度が表示されていた場所に自動的にマッハ
が表示される。速度を落として下降しているときは逆に、マッハから指示対気速度へ切り替えが起こる。マッハの敷居をまたいで降下してくる航空
機を順番に並べるとき、管制官は空の異なる速度領域を使い分けなければならない。
（中略）
さらに興味深いのは、マッハそのものが流動的だということだ。音速は気温によって変わる。気圧高度や指示対気速度と同じように、マッハも時
間や場所によって変化するのである。」

私がじっとしていても
飛行機は空を飛んでいる
そのなかに私がいれば
じっとしていても私は動いている
空を旅しているとき
私の速さはどのように測ればいいのだろう
じっとしていても
地球はぐるぐる回っている
その上に私はいる
じっとしていても私は動いている
私は地球を旅しているのだ
私の速さはどのように測ればいいのだろう
じっとしていても
地球は太陽の周りを回っている
地球の上に私はいる
じっとしていても私は動いている
私は太陽系を旅しているのだ
私の速さはどのように測ればいいのだろう
じっとしていても
太陽は銀河系のなかを動いている
太陽系のなかに私はいる
じっとしていても私は動いている
私は銀河系を旅しているのだ
私の速さはどのように測ればいいのだろう
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■渡辺京二『近代の呪い』（平凡社新書 700

2013.10）

「天下国家がどうなろうと、そんなことにまったく関心をもたずに、それでもちゃんと自分たちで生活を成り立たせてゆくような民衆社会は、今日完
全に消滅してしまいました。ひとりの人間が安全にそしてそれなりに快適に一生を過ごすためには、膨大な数の専門化による管理が必要になったのが
今日の社会です。この管理とはケアの供給であり、ケアされる人間はニーズのもちぬしであります。つまり人間は、ケアによってみたされるニーズに
よって表現される存在となりました。」
「でも、ほんとうでしょうか。ほんとうにそんな専門家がみんな必要なのでしょうか。そう問うことはよしましょう。よってたかって指導され助言さ
れ世話を焼かれることに私たちはもはや慣れ切っていて、そのようなケアのすべてをスムーズに提供できない政府は、民衆によって倒されることになっ
ているのですから。実際、高齢化による老後の不安は、国家あるいは社会が提供してくれる支援・介護なしには解消しないのですから、自分の一生が
専門家によって管理されつくすのに文句を言うのは罰当たりなのかもしれません。
」
「最後に申し上げたいのは、民族国家対立もしくは競合という近代の所産を超える途はあるかということです。みんな世界市民になって世界国家を作
ればよいなんて処方箋はだめです。そんなことは昔から主張されていて、しかもその言説に反比例して、民族国家は厳として存在を強化しているので
すから。また、経済のグローバリズムによって国家の機能が弱まったなどというのは、とんだ藪睨みです。グローバルな資本移動が起りパニックが生
じると、国家防衛に必死になるのが現状じゃありませんか。結局は国益、国益なのです。
（中略）
ですから国際社会には、インターステイトシステム、すなわち世界経済内で国民国家の地位を争うシステムから離脱する兆候はありません。右を見
ても左を見ても、自国の経済的立場を防衛しようとしております。外国人の参政権を認めるとか、移民を歓迎するなどという、一見国民国家と反する
ような現象も、国家の統合と国際的地位を防衛するために、「国民」の枠をひろげてい自体は戦争するよりましですが、国民国家単位の自尊・自己満
足はとどまることを知らぬ現状です。」
「福祉にせよ医療にせよ教育にせよ、民衆を管理し改造しようとするのではなくて、民衆自体の自主的なユニオンが、需要をもたしてゆくような方向
がもっと考えられるのではないでしょうか。まあ、これ以上夢みたいなことは申しますまい。でも教育ひとつとっても、無理に学校へゆくことはない
と思いますけれども。こんなに書物が溢れ、図書館だって沢山ある世の中に、自分で勉強できないわけがないでしょう。私は学校でしか習えなかった
ことは何もありません。全部自分で勉強したし、学校から得たものはありません。
」
「幕末の民衆社会の成員が、いわゆる国家的大事について、オラ知らねえという態度がとれたのは、民衆社会が国家的次元の出来事に左右されない強
固な自主性を備えていたからで、民衆社会の内部では、人びとは自分たちの問題と主体的に取り組んでいて、オラ知らねえなんて態度はとっていなかっ
たのです。これは実は健全な事態だったのだと思います。
というのは、国民の一人一人が国政や外交方針などについて、十分な知識と見識を持たねばならぬなんて、しんどいことじゃないでしょうか。現実
には、国民一人一人が国政に参加して論客となれば、そこに出現するのはメディアに煽動されたポピュリズム政治であることが多いようです。そもそ
も民主主義政治というのは、国民全部が論客になって議論せねばならぬものでしょうか。それでは何のために代議制があり、何のために政治家という
職分があるのでしょうか。国民国家単位の国際的競争によって国民の生活水準が左右される以上、国家なんて知らねえという態度は成り立たぬと私が
申しあげたのは、だから国民が国家意識にもっと目覚めよとか、勉強して自分の手で国の舵とりができるようになりなさいとか、そんな意味ではまっ
たくありません。国民が全員政治に関心があって、政治評論家になるというのは実は不健全な状態だと思います。
私たちの一生のうちに遭遇する大事な問題は、何も国家とか国政とかに関わる性質のものではありません。そんなものと関係ないのが人間の幸福あ
るいは不幸の実質です。また私たちはまったくの個人として生きるのではなく、他者たちとともに生きるのですから、その他者たちとの生活上の関係
こそ、人生で最も重要なことがらです。そして、そういう関係は本来、自分が仲間たちとともに作り出してゆくはずのものです。
近代というのは、そういう人間の能力を徐々に喪わせてゆく時代だったのではないでしょうか。すべての生活の局面が国家の管理とケアのもとに置
かれ、国家に対して部分利益を主張するプレッシャー・グループとして行動するか、正義やヒューマニズムの名のもとに異議申し立てをするかの違い
はあっても、いずれも国家に要求するという行動様式に型をはめられてしまう。要求すればするほど国家にからめとられてゆく。そして、実質的な人
生のよろこびから遠ざかってゆく。この点では、専門家として民衆生活の管理・改造をめざしてきた知識人の責任はきわめて大きいものがあります。
」

声をあげなければ！
そういえばいうほど
国民国家を強化することになり
管理社会をより深めていくことになる
そのことに気づかないままに
ただ声をあげることの
矛盾に気づかなければならない
そのことでよりいっそう
国家のなかに縛りつけられてしまうのだから
けれど逃れるすべは
いまのところなさそうだ
だから少なくとも
国家や国政などとは
できるかぎり距離をとりながら
生きていくのがいいのではないか
近代の呪いとは
すべての人間が
天下国家を論じなければならなくなり
人のいちばん大事な問題を
二の次にさせていくことではなかったか
政治にからめとられ
教育にからめとられ
科学にからめとられ
福祉にからめとられ
メディアにからめとられ
人としての能力を次々に
喪っていったのではなかったか
その呪いから自由になれ！
そういうのはたやすいが
ならばいまじぶんの手にしている
さまざな道具たちを手放せるかといえば
そういうわけにもいかないのだ
呪いは深く果てしない
せめてじぶんのからめとられた一部なりとも
とりもどそうとするしかなさそうだ
どろろの百鬼丸が
喪われたからだを怪物と戦いながら
ひとつひとつ取り戻していくように
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■鶴沢道八（鴻池幸武編・注解：武智鉄二）『道八芸談』
（発行：花もよ編集室

発売所：ぶんがく社

2016.11）

自ずと
成る
形は
良き間
強いられて
作られる
形は
悪しき間

（
「間拍子」より）

「俗にいう「間（ま）
」で、口で申されませんが、お聞きになればわかるもので、これが悪いと芸の形が崩れます。皮へ突込んだり、
弦を切ったりするのはたいへいは「間」を外したときです。名人になりますと、芸だけでなく、平常の動作に既に「間」があります。
清水町の師匠もその甚だしい方で、お咄（はな）しされるときの手振り、何か物をされるときの手の動き、お召替えのときの段取、
総て一つの「間」がありました。最も甚だしかったのは、舞台へ出られる前のお召替えのとき、介錯人が袴の腰板を充行（あてが）
う「間」で、前をポンと叩いて合図をされると、それを取ってよい「息」と「間」で充行わないとお気に入りませんでした。「間」
を外したら何回でもやり直しをさされました。後に源吉さんもこれを真似してよく弟子を叱ってました。
要するに三味線は文章の意味を弾き、舞台のすがたを表すのが役目で、文章は太夫が語り出しますけれども、枕一枚でちゃん
と情景を出してしまうことは、何としても三味線弾の逃れぬ責任であります。しかしこの、文章を弾くこと、すがたを弾くこと
は中々むずかしいことで、自分でえとくしないと教えられても出来ないものは何時まで経っても出来ません。つまり沢山の中に
はその意味がわからない者さえいます。しかし気が付いてからがどうしても殊更に弾きに行きたがるもので、それでは芸という
ことになりません。近頃私が稽古に来る若い者へ「そない弾いたらいかん」とよく申しますが、憶え込んでしまって自然にそこ
へ行くようにならなければいけません。それには結局稽古を励むより方法はないのですが、無意味に繰り返すだけの稽古は何に
もならず、三味線の真髄を摑むように心掛けねばなりません。幸それが摑めてそれによって一段上ったら、故実は別として、そ
の一段で全部応用できるのです。そこまで一つの外題を稽古せねばならないのです。何も珍しい外題や変った手を知っているの
がえらいのではなく、人間の頭脳のことですからそんなに沢山憶えて居られるものではなく、殊に我々の勤めていました彦六座
は割合外題の種類が沢山出来なかったため、私など外題の数をあまり沢山知りません。しかしその為に師匠にお小言を頂いたこ
とはなく、
「寺子屋」
、
「太十」、「酒屋」などありふれた外題で、随分長い間苦しみました。とにかく芸はたくまずして自然にそこ
に行くということが大切です。師匠が浄瑠璃は語らずに語れ、三味線は弾かずに弾け、と教訓して居られたのはこのことなのです。
そしてその自然は年が経ったらひとりでに出来るものではないのです。そこを考えねばなりません。
古くは珍しい外題を、------「蝉丸」の道行とか「花襷」の道行など憶えていて、中々見識張ってお稽古に行っても簡単に教え
られなかった方がよくありましたが、清水町の師匠のは全く反対で、彦六座で下廻りのものでも弾いているのをおききになれば、
わざわざ呼び寄せて悪いところは親切に、秘伝も何もなく教えられ、決して出し惜しみなどされませんでした。」

呼吸の間
動きの間
言葉の間
思考の間
作られずに
作り
動かずに
動き
弾かずに
弾き
語らずに
語り
考えずに
考え
すべてに
自ずと
成る
形があり
自ずと
生まれる
間がある
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2018.3.15

■渡辺京二『もうひとつのこの世

石牟礼道子の宇宙』（弦書房

2013.6）

「石牟礼道子の文学の特質とは何でしょうか。それはふたつあると思います。ひとつは現にこの世にある世俗的な生活の彼方に、その
始原ないし根元をなす隠れた存在の次元があって、その次元から絶えず呼び返されているといったふうに、人間の生のありかたをと
らえる感覚です。その隠れた存在の次元は、近代化以前、工業化文明以前の、さらに言えば文字化以前の、土を耕し、海の生きもの
をすなどり、牛や馬を追う、山河と密着した生活のありかたの中で常に感知されていたもので、それなしには農民としての、あるい
は漁民としての現世の世俗生活も、存続の根底を失うような、「もうひとつのこの世」だったのです。
石牟礼道子という詩人・小説家は、「この世」と併存する「もうひとつのこの世」の諸相を、ひとりの浪漫主義的な幻視としてでは
なく、日本の伝統的な農民世界、漁民世界、さらにそれらの周辺部分、周辺でありながら中核でもあるような遊民行の世界の伝統に添っ
た幻想的世界として描き出して来たのであって、こういうことができたのは、日本近代文学史上彼女が初めてであったのです。彼女
の作品にはすべてこうした彼女のユーニークな特質が表れておりまして、とくにそれが集中的、顕示的に表れているのが、『あやとり
の記』と『天湖』であります。」
「彼女の作品の特質はふたつあると申しましたが、そのもうひとつは物語のユーニークな作り方、構造です。彼女の小説はふつうの近
代小説のように、何か事件なり紛糾なりが起こって、それが発端からフィナーレに至るようなナラティヴの形をとらないのです。そ
の点ではわが国の近代小説のうち、もっとも日本的な形態といえる私小説もそうであって、ひとつの劇的な物語の進行が欠如してい
る点で、西洋人はこれを小説ではなく随筆とみなすほどです。しかし、彼女の小説は私小説ともまったく異なっています。といいま
すのは、彼女の物語の構造は、現在と過去とが常に混淆していて、現時点で進行している出来事と、過去の回想が截然と区別しなが
ら物語られるのではなく、混ざりあいながら同時進行してゆくのです。言い換えれば、彼女の小説には過去がなく、過去はすべて現
在に現前するのです。両者は相互浸透するといってもよろしく、現在とはすべて現前する過去と切り離しがたいものなのです。過去
は現在であって、両者はほとんど区別なく共存するのです。近代的な話法、それはむろん認識法を含むわけですが、それが直線的な
進行・経過で出来事を整序し叙述するのに対して、彼女の話法では、過去も現前しているという意味で一種の現在なのですから、過去・
現在あるいは未来までも、一種の曼荼羅図として並列してしまうことになります。すべて一斉にせり上がって来るのです。」
「その世界とは何でしょうか。それは「あの世とこの世のまじわるところ」であって、
「ここは天の底じゃった。底というのは何じゃろか。
底というのは、この世の基本ちゅうか、まだ出来上がらんものの、さまざまあるところじゃと思います。出来そこないのわたしも居っ
てよかところで。この世の元が託された天の底とは、ほんによか名ぁじゃ」というおひなの言葉が指示する世界と言ってよいでしょう。
このおひなの言葉のうち重要なのは、「この世の基本」「まだ出来上がらんものの、さまざまあるところ」という箇所でしょう。つ
まりこの世は絶えず生成を繰り返している原初の風景なのです。これはある意味でゲーテ的観念なのかもしれません。「あの世とこの
世がまじわるところ」というとき、「あの世」とは来世のことではありません。「あの世」とは現世と膚接しつつ、隠れてありなら常
時顕現する「この世」のもうひとつの相を指しております。つまり「この世」と平行しつつ、
「この世」の存在を根底から支えている「も
うひとつのこの世」のことなのです。文化人類学のタームで言えば、「日常」に隣りあう「非日常」ということになります。（中略）
これは、山河自体が生命であり霊であるような万物照応の世界であり、その前に人間は畏れをもって佇まねばならぬような、混沌
として生成し続ける深い淵でもあるのですが、そういう「もうひとつのこの世」と行き来するには、村人といえども仲間うちの特殊
な霊能者に頼らねばなりません。お愛とさゆりはそういう霊能者ですが、注目すべきなのはこの二人が月影橋を渡って村へはいりこ
んだ異人だということです。つまり天底村がこの世とあの世が交わる世界でありうるのは、二人の外来者、折口信夫風にいえば客人（ま
れびと）によって保証されてのことなのです。」

世界は
この世と
あの世で
できている
あの世とは
もうひとつのこの世
来世のことでも
イデア界のように
どこか別にある世界でもない
この世を支えている隠り世
この世のもうひとつの相だ
もうひとつのこの世が
見失われたことで
この世は生成する力を失い
私はもうひとりの私を失い
じぶんを育てることができなくなっている
この世とあの世は
交わらねばならない
交わることで
はじめて世界は生成する
天と地が交わらねばならないように
天のなかに地はあり
地のなかに天はあるように
この世のなかに
もうひとつのこの世はあり
もうひとつのこの世のなかに
この世はあるのだから

mediopos-1217
2018.3.16

■中島岳志『親鸞と日本主義』（新潮選書

2017.8）

他力を否定するとき
世界は自力の自己完結という
トートロジーに陥ってしまう
自力を否定するとき
否定する自分という自力さえも
否定せざるをえない矛盾のなかにいる

「私は、親鸞の思想を人生の指針に捉えている。いかなる教団にも属していないが、自分は浄土真宗の門徒だと思っている。
迷いが生じると、
『教行信証』や『歎異抄』を繙く。」
「私は当時、
「理性の限界」という問題にぶつかっていた。
きっかけは、保守思想との出会いだった。
保守思想は、人間の理性には決定的な限界が存在すると考え、人智を超えた伝統や慣習、良識などに依拠すべきことが説か
れる。人間は永遠に不完全な存在であり、その不完全な人間が構成する社会は、永遠に不完全なまま推移せざるを得ない。左
翼的啓蒙思想は、設計主義的合理主義によって成り立っており、そこには「理性への過信」が含まれる。そんな人間の感性可
能性の希望的・楽観的観測よりも、人間の悪や不完全性を直視し、理性の限界を謙虚に受け入れることのほうが重要である。
このような保守思想の主張は、自分の能力を過信しがちだった二十歳の私を直撃した。（中略）
人間の不完全性や悪を直視せよという保守の思想は、若き私の心に、重く深く響き渡った。私は西部邁や福田恆存、エドマ
ンド・バーク、マイケル・オークショットなどの著作を繙き、保守思想の真髄を掴もうと読書に明け暮れた。
そんな矢先に読んだのが、『最後の親鸞』だった。
私は早速、親鸞関係の書籍を買い込み、一気に読み進めた。そして、親鸞の「悪人正機」の主張と保守思想の懐疑主義的人
間観が、
明らかに交差することを確認した。「自力」への懐疑と「理性の限界」の認識には、間違いなく通底するものがあった。」
「親鸞の研ぎ澄まされた思想と問いは、魅力的であるが故に危険性を伴う。自力へのラディカルな懐疑は、時に極端な自力の
否定になり、自力への攻撃となる。権力に対する無力と無抵抗が常態化し、沈黙の共同体が現前する。しかも、構造的に国体
論への接続しやすい。危ない。
それでもなお親鸞思想は、私の人生の指針であり続ける。（中略）
私はよく「となりの親鸞」という言葉を使う。親鸞は何か遠いところに君臨する＜偉人＞ではなく、すぐ傍らで共に悩む＜
隣人＞である。
親鸞は「自分は真理を知っている」「自分は正しい」と言う人にめっぽう厳しく、「自分は真理を把握することなんてできな
い」
「何が正しいかわからない」と悩み苦しむ人に、とびっきりやさしい。「自分だってよくわからない」とささやき、庶民の
素朴な嘆きに寄り添ってくれる。
親鸞はあらゆる人間を「煩悩具足の凡夫」と見なした。しかし、その「凡夫」の「平凡」にこそ、「非凡」な精神が宿って
いるということを、確信していた。
戦前の国体論的な親鸞主義者たちは、時代の嵐に飲み込まれ、「平凡の非凡」を置き去りにした。そこには当事者なりの切
実さと苦悩が存在した。状況も逼迫していた。現在の高みから断罪することは避けなければならない。
しかし、
「そこ」に問題があったことは事実である。しっかりと検証しなければ、また私たちは同じ失敗を繰り返す。過ち
は慎重に退けなければならない。
親鸞は常に過信を諫めてくれる。自己に対する懐疑の念を忘れないように戒めてくれる。自分は間違えているかもしれない。
罪深い。正しさなんて所有できない。そんな当たり前のことをいつも突きつけてくれる。私にとっての親鸞は、隣にいる非凡
な凡夫である。大切な存在である。
しかし、繰り返しになるが、親鸞思想の扱いを誤ると、非常に危険な言論へと転化してしまう。（中略）私たちは、親鸞と
日本主義を結び付けた宗教家・思想家・文学者たちの失敗から学ばなければならない。私たちは、先人たちの苦闘から照らさ
れている。彼らの轍を見つめ直すことで、自己を諫め、前に進まなければならない。」

「自分は正しい」
そう言う人は「正しさ」の
トートロジーに陥ってしまう
「自分は間違っている」
そう言う人は間違っている自分さえ
間違っているという矛盾のなかにいる
主義は暴走する
信仰は暴走する
知性は暴走する
感情は暴走する
論理は暴走する
技術は暴走する
保身は暴走する
自虐は暴走する
古代より
中なる道は
さまざまな形をとって
説かれ
廃れ
説かれ
廃れ続けた
その繰り返しのなかで
人は何を
学ぼうとしているのだろう
極から極へと
振れ続ける歴史のなかで

mediopos-1218
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■見田宗介『宮澤賢治

存在の祭りの中へ』（岩波現代文庫

2001.6）

世界がことばの射影なら
ことばの届かない場所は世界の外にある
ことばの届かない世界の外へ
踏みだそうとするならば
ことばの源にまで遡らなければならない

「
『青森輓歌』のなかで詩人が、ここでも自我の解体の危機にさらされているときに、賢治はこのように書いている。
感ずることのあまり新鮮にすぎるとき
それをがいねん化することは

きちがひにならないための
生物体の一つの自衛作用だけれども

いつまでもまもつてばかりゐてはいけない
いつまでもまもつてばかりいてはいけない、と。

＜がいねん化＞するということは、自分のしっていることばで説明してしまうということである。たとえば体験することがあま

り新鮮にすぎるとき、それは人間の自我の安定をおびやかすので、わたしたちはそれを急いで、自分のおしえられてきたことばで
説明してしまうことで、精神の安定をとりもどそうとする。けれどもこのとき、体験はそのいちばんはじめの、身を切るような鮮
度を幾分かは脱色して、陳腐なものに、「説明のつくもの」になり変わってしまう。
にんげんの身をつつんでいることばのカプセルは、このように自我のとりでであると同時に、またわたしたちの牢獄でもある。
人間は体験することのすべてを、その育てられた社会の説明様式で概念化してしまうことで、じぶんたちの生きる「世界」をつく
りあげている。ほんとうの＜世界＞はこの「世界」の外に、真に未知なるものとして無限にひろがっているのに、「世界」に少し
でも風穴があくと、わたしたちはそれを必死に＜がいねん化する＞ことによって、今ある「わたし」を自衛するのだ。
このように、にんげんの身をつつんでいることばのカプセルとしての「わたし」と、その外にひろがる存在の地の部分とを、イ
ンディオの神話のことばを借りて＜トナール＞と＜ナワール＞とよぶことにしよう。（中略）
＜トナール＞はもともとわたしたちの守護者であるのだけれども、それはいつのまにか、わたしたちをじぶんの「世界」の内に
とじこめる看守になってしまう。
＜ナワール＞とは、この＜トナール＞というカプセルをかこむ大海であり、存在の地の部分であり、他者や自然や宇宙と直接に
「まじり合う」わたしたち自身の根源であるという。」
「＜力にみちてそこを進むもの＞だけが、自分の「世界」に裂け目をつくって未知の空間に出で立ってゆくことができる。そこは
＜がいねん化＞のはたらく以前の、すべてがあるがごとくであり、かがやくごとくにかがやいてある場所である。賢治ととし子、
生きているものと死んでいるもの、人間とあらゆる生命、人間とあらゆる非生命とをわけへだてている障壁をつきやぶる武器は、
わたしたち自身の内にあるナワールの力であった。今ある＜わたくし＞のかたち（ルーパ）に執着して自衛する力としてのトナー
ルにとって、そのことがくらくおそろしい力にみえるだけである。それはわたしたちが＜外に出る＞こと、万象の回帰するあの光
の中に身をさらすことの、恍惚と不安がひとつのものであるような戦慄を表現している。」

それはことばの源をさらに遡る
まだかたちにならない光なのだが
おそれと不安が光を
暗くおそろしい力にみせてしまう
そのとき
ことばにしがみつけばしがみつくほどに
ことばの源の力は
荒れ狂う海のようになって
小さなことばという船に乗る者を翻弄する
世界がわたしの射影なら
わたしの届かない場所は世界の外にある
わたしの届かない世界の外へ
踏みだそうとするならば
わたしの源にまで遡らなければならない
それはわたしの源をさらに遡る
まだかたちにならない光なのだが
おそれと不安が光を
暗くおそろしい力にみせてしまう
そのとき
わたしにしがみつけばしがみつくほどに
わたしの源の力は
荒れ狂う海のようになって
小さなわたしという船に乗る者を翻弄する

mediopos-1219

鈴木大拙から
柳宗悦への系譜がある

2018.3.18

■安藤礼二「大拙〔第七回〕」
（
「群像 ２０１８年 2 号」2018.1 講談社

所収）

自力を捨て
真の美へと向かう道だ
鈴木大拙から
ジョン・ケージへの系譜がある

「禅と浄土から「純粋経験」を捉え直し、その「純粋経験」によってあらわになるありのままの真実を、『大乗起信論』による「真如」
さらには「如来蔵」として定位し、そしてその真如＝如来蔵を、華厳的な「一即多、多即一」、「相即相入」として描き尽くそうとし
た最後の大拙、一九五〇年代から六〇年代にかけて晩年の大拙のすぐそばには、それぞれ日本とアメリカの卓越した美術家にして美
術批評家、芸術家にして芸術批評家となっていく、
「民藝」を提唱した柳宗悦と「実験音楽」をきわめていくジョン・ケージが存在した。
大拙自身、柳やケージとの関わりのなかで、自らの宗教論を芸術論としても磨き上げていく。妙好人の発見から仙厓の発見にいたる、
最晩年の大拙の宗教的な芸術論が立つ位置を、最もよく理解させてくれるものが、柳やケージが残してくれた特異な著作群である。」
「妙好人の発見が、鈴木大拙を「日本的霊性」に導き、独創的な宗教哲学を完成させた。それとともに、ブレイクに起源をもつ柳宗悦
の「民藝」を導き、独創的な芸術哲学として完成させた。大拙の宗教哲学の完成と柳の芸術哲学の完成は、その両者の源泉となった、
つまり近代日本思想と近代日本美術史がともにはじまった地点を明らかにしてくれる。それは「日本」に限定されることのない、近
代思想のはじまりであり、近代美術（近代芸術）のはじまりでもあった。
柳宗悦の芸術哲学の起源は、鈴木大拙の宗教哲学の起源に直結している。それは、さまざまなものが混交することでかたちをなし
た新大陸アメリカに存在していた。アメリカは、世界に残された物理的なフロンティアであるとともに精神的なフロンティアでもあっ
た。
」
「鈴木大拙から柳宗悦へ、そして鈴木大拙からジョン・ケージへ。
そうした系譜を、よりはっきりと確認するために、最後にもう一人の知の巨人を、ここに呼び出す必要がある。鈴木大拙の分身に
して鏡像と考えることも可能な、南方熊楠である。これまで、鈴木大拙と南方熊楠の営為を比較対照することは、ほとんどなされて
こなかった。
（中略）
熊楠が大乗仏教に見ようとした可能性と、大拙が大乗仏教に見ようとした可能性は、きわめて近いところにあった。そもそも、こ
の二人が、日本の「外」で、大乗仏教のもつ現代的な可能性に向き合わなければならなくなったのは、やはり、シカゴで開催された
万国宗教会議にその淵源を持つ。臨済宗を代表してこの会議に参加した釈宗演は大拙の師であり、宗演とケーラスの出会いが大拙を
アメリカに呼び寄せることになった。真言宗を代表してこの会議に参加した土宜法龍は、その帰途に立ちよったロンドンで熊楠と出
会い、その後、二人の間には膨大な書簡が取り交わされ、いわゆる「南方曼荼羅」をはじめとする熊楠の宗教哲学的な探求、それを
成り立たせているほとんどすべての過程が、法龍にあてた書簡に書き残されることになった。」
「熊楠と大拙がそれぞれ示した、生物学への関心と宗教学への関心の相違は、アメリカの「超越主義」を担った作家たちへの関心の相
違としてもあらわれる。熊楠も大拙も、アメリカの「超越主義」への関心は深かった。しかしながら、それらのなかで熊楠が選んだ
のは「森の生活」を生きたソローであり、大拙が選んだのは、より宗教的かつ文学的なエマーソンであり、ホイットマンであった。」
「粘菌、曼荼羅、潜在意識を探求した南方熊楠と如来蔵、華厳、純粋経験（霊性）を探求した鈴木大拙は、非常によく似た分身であり、
しかも正反対の姿をもつ鏡像でもあった。」
「鈴木大拙から教えを受けた二人の芸術家、柳宗悦とジョン・ケージがともに選んだのは、実に、大拙の方向ではなく、熊楠の方向で
あった。
」
「柳宗悦とジョン・ケージは、南方熊楠と鈴木大拙の営為が交錯する地点に、それぞれ、自らの特異な芸術哲学の体系を築き上げ、そ
れを実践していった。それでは、その芸術哲学の中心に位置するものとは一体何だったのか。柳もケージも口をそろえて言う。「ある
がまま」
、すなわち、大拙が用いる意味での「真如」（Suchess--「そのようにあること」）を生きることこそが芸術なのだ。」
「柳宗悦は、誰もが「自力」を捨てることで、真の美に美に到達できると説いた。ジョン・ケージは、誰もが「意志」を捨てることで、
真の音楽に到達できると説いた。自然はそのあるがままに美しく、そのあるがままに音楽である。そこにこそ真の自由が貫徹される。」

意志を捨て
自由に貫かれた
真の音楽へと向かう道だ
鈴木大拙と南方熊楠を
比較対照することで
柳宗悦とジョン・ケージの
あるがままの道が見えてくる
南方熊楠は鈴木大拙の
分身であり鏡像でもある
如来像 華厳
粘菌 曼荼羅

霊性の鈴木大拙
潜在意識の南方熊楠

その両者のむすばれる場所こそが
霊性と生命がクロスする地点だ
それは真如を生きる道を
美と自由を通じ
芸術として開く道にほかならない
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■ポール・ヴァレリー（吉田健一訳）『精神の政治学』
（中公文庫 2017.12）

精神から肉体性が失われた時
精神は脆弱に彷徨うしかすべがなくなる
精神には肉体性が必要だ
精神は鍛えられねばならないからだ
（
「知性について」より）
「故に、私の提出した問題を要約すれば、人間の精神は、人間の精神がなしたことに打ち勝てるかどうか、ということに
なる。それは又、人間の知性に於て、それが先ず世界を救い、次に自分をも救うことができるだろうか、ということで
もある。故に私が問題としていることは、要するに、精神の現在の価値と、それの将来の価値と想定せられるものとの
点検なのであるが、−−−−この問題を私は解決しようというのではない。」
「事実、精神の作業を支配する諸条件は、それ以外のあらゆる人間的な諸事物と同様の運命を辿っている。というのは、
現代生活の過激さや、慌ただしさや、諸交換が行われる速度の一般的な促進や、又、外的な事件の支離滅裂や、その取
り留めの無い絢爛さは、他のあらゆるものに対すると同じく、精神の諸条件にも作用しているのである。私は敢えて言
うが、私は今日の知的生産や消費の大体の傾向に見える（或は私が見えると信ずる）、ある種の衰弱や頽廃の徴候に脅
威を感ずる余り、人類の未来に対して絶望を抱くことさえもある！ 私は時々、人間の知性、及び人間を動物から区別
する凡てのものが何時かは衰退し、人類は知らず識らず本当的な常態に復帰し、猿の軽佻さや無意味さに堕落する、と
想像することがあるのを、言訳しようとすると同時に、告白する。人類は、現代の世界に於ける一般の野望や、趣味や、
風俗が、色々な点で現している、或は既にその到来を恐れしめている、無関心と、不注意と、不安定とによって、少し
ずつ浸蝕さられてゆくのを私は想像する。」
「現代を特徴づけていること凡ての中で、一つ私が好感を持っていることがある。それはスポーツである。･･････ 私が
言うのは、流行や模倣の結果としてのスポーツではなく、又、新聞で余りにも持噺されている種類のものではない。私
が愛するものはスポーツの観念であって、それを私は精神の領域に移して見るのである。この観念は、我々がもって生
まれた性能のいずれかを、最大限度に発達せしめることをその目的としていて、しかも我々に備っている凡ての性能の
間に、ある平衡が保たれていることをも要求するものなのである。何故なら、人間を不具にするスポーツは悪いスポー
ツだからなのだ。又、スポーツの練習が真剣に行われている場合、それは必ず幾多の試練と、時には堪え難い欠乏と、
一定の衛生と、結果に正確に現れる緊張と忍耐とを、要するものなのである。−−−−一言にして言えば、スポーツとは、
人間の諸性能の分析と、その組織的な刺戟とを基礎として、人間をある典型に向かって発達せしめて行く、正真正銘の
行為の倫理学なのである。よって我々は一見逆説的に、スポーツとは反射作用の組織的な教育であると定義することが
できる。
併し精神も、精神ではありながら、同じような方法によって処理することが出来る。即ち我々の精神の作用は、無意
識の所産と意識の干渉とによって、非常に不規則に構成されている一つの連続であると言える。我々は精神的には、変
換の連続なのであって、ただその変換の中では意識的なものが、無意識のものよりも複雑なのである。我々はときには
夢を見ていて、ときには醒めている、それが我々の精神生活の概括的な証明である。所で、人間の能力によるあらゆる
実質的な進歩は、この二種類の精神状態を利用することによって得られたものであり、それは同時に、意識の発達、即
ち意志的な、内的な行為力の発達によってなのである。（中略）
故に知性のスポーツは、我々の内的な行為の助長と統制ということに存する。丁度ピアノやヴァイオリンの名匠が、
自己を研究することによって自己の諸衝動の意識を人為的に発達させ、それらの衝動を明確に保持し、よって一般的な
自由を獲得するに至るのと同じように、我々もまた知性の領域に於て、ある思想の技法を獲得し、一種の心理上の統制
を確立しなければならない。･･････ それに諸君が成功されることを私は祈るのである。」

グノーシスの叡智は地上で鍛えられることで
はじめてその実りへの道を歩むことができる
精神の肉体性は
意識と無意識の交歓を可能にする
肉体性のない知性は
容易に肉体という陥穽に囚われてしまう
肉体性のない個は
天と地をむすぶことができない
肉体性のない自我は
他者へと歩むことができない
精神のスポーツが必要なのだ
精神を磨く職人とならねばならない
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■「談」2018.no.111 特集
「意志と意志の外にあるもの ･･････ 中動態・ナッジ・錯覚」
（公益財団法人たばこ総合研究センター [TASC] 2018.3）
（佐藤真 editor's note after「「意志」の外へ出る」より）
（「尋問する言語という呪縛」より）

「能動態と中動態の対立が能動態と受動態の対立に変わる。じつは、この変化はとても

大きな意味をもつというのです。すなわち、行為において「意志」が登場するからです。
そもそも「意志」などという概念は普遍的なものではなく、ある時代に発見されたもの
だといわれています。にもかかわらず、「意志」の登場により、私たちの行為は、その

意志に帰属するものになるのです。それ自体多様な意味をもっているはずの行為が、あ
る特定の主体に帰属させられてしまう。そこで起こる行為が誰かの行為になること。そ
れは端的に「責任」という概念を私たちの社会に呼び込むことを意味します。

言語は、
意志の有無を問いただす言語となるのです。國分氏は、それを「尋問する言語」

と名付けました。「尋問する言語」は、追求の手をゆるめません。「お前がやったとして、それはお前の意志でやったのか。それとも強制されたのか、さあどっ
ちだ」と。ここで厳しく問われるのは、行為そのものというよりは、その行為主体が誰かということです。この時点で、意志と責任は一体化します。さら
に注目すべきことは、意志の概念によって行為がその人の所有物になり、國分氏はそれを「行為の私有財産性」と表現しました。

あらゆる行為は、意志のもとに行われ、選択においても意志なくしてはあり得ないと考えるようになるわけですが、しかし、本来は逆ではないか。選択

は常になされていて、その選択に責任がかかるというのであれば、それこそ本末転倒です。國分氏は断言します。意志と選択はまったく別のものです。そ
して、自由という概念もまた、意志と切り離して捉えるべきものだというのです。問題の核心が「意志」である以上、まずこの意志なるものを、徹底的に
考え抜くことから始めるべきなのでしょう。中動態は、まさにその思考実験の恰好の対象となる概念だといえます。
」

（「自由を発見する」より）

「最適な選択をするはずのホモ・エコノミクスは、現実世界ではしばしばその予想を裏切るような行動をとってしまう。選択能力が高められれば、利益や幸
福を手に入れることができる。ならば、その選択にちょっと手を貸して、より良い選択ができるようにしてあげればいい。そのちょっと手を貸すことをサ
ンスティーンは「ナッジ」と呼んだわけです。選択肢を限定したり、一方的に強制するわけではない。あくまでも自然に選んでいるように感じられること
が肝要で、大屋雄裕氏はそれを傾斜と表現しました。球が低い位置へ自然に転がるようにして、選択の確率を高める。

ただ、ここには根本的な問題があると大屋氏は言います。自分がある選択をする時に、その確率がナッジという傾きによって減っていたとしても、自由

な選択がなされたと本当に言えるのかということです。しかし、それ以上に問題なのは、自由の捉え方です。自由の度合いが測れると考える根拠は、それ
が意志的な行為と見ているからでしょう。大屋氏が言うように、自由は、事後的にしか認知できないものであり、その意味で自由は常に発見されるものと

して、私たちの前に現れます。確かに自由と選択は同根ですが、自由と意志は別のものです。
「ナッジ」の評価は、自由と意志の関係をどう捉えるかにかかっ
ているように思われます。」

（「「好き」という中動態から考える」より）

「竹内龍人氏が言うように、「好き」という思いほど捉えにくいものはありません。
「好き」にはさまざまなレベルの「好き」が混在しているといいます。し

かも最近の脳科学が明らかにしたように、本気で好きになっている時は、
本来別の働きをする「好きになる神経ネットワーク」と「欲求を感じる神経ネットワー
ク」、さらに「喜びを生む神経ネットワーク」が同期し、一斉に活動するというのです。

「意志」もじつはそういうものなのではないでしょうか。私たちは「意志」という言葉を持ち出して、行動（行為）に結び付けたり、自由に紐付けたりし

ています。けれども、本来「意志」とはそんなに単純なものではなく、複雑な機能の一つのようにも思えます。

竹内氏は、日常的に見たり聞いたりしていることにも、無意識は大きく関わっていると言いました。
「好き」と感じる時にも同様に、無意識がかかわって

いる可能性は大いにありそうです。

國分氏は、「惚れる」は中動態であり、主語の内部で過程が完結するものと言いましたが、同じ意味で「好き」という感情、情動も中動態です。
「＜なん

となく＞好き」
という感じを説明することは、確かに容易ではありません。しかし、
中動態の概念を用いれば、
その感じに少し近づけるように思えます。
（中略）
私たちは、この中動態という概念を一つの手がかりにして、「意志」の外へ向かいます。そこには、まだ見ぬ自由が控えているはずです。
」

アーレントによれば
意志はパウロやアウグスティヌスなど
キリスト教において発見されたのだという
だとすれば意志は
キリスト教が生んだともいえる
個によって存在しはじめたのだろう
個であるということは
肉体性のなかで自我が個別化し
集合魂から離れることを意味する
そのことで個は
行為を「私有財産」とし
意志をみずからのものとみなしはじめる
そして意志と責任は一体化され
個による自由と選択が行使される
ほんとうのところ
意志はどこからくるのだろう
そしてやがて意志が
ほんとうにみずからのものとなり
さらに意志が意志を超え
自由な意志で行為できるまでには
どれほどの道を歩まなければならないのだろう
キリスト教は愛をも生み出した
個が存在しはじめたからである
そして愛もまた
「私有財産」化されるようになったのだが
それがさらに個の愛を超えてゆくためには
どれほどの道を歩まなければならないのだろう
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■若松英輔『死者との対話』（トランスビュー 2012.11）
■谷川健一『魔の系譜』（講談社学術文庫 1984.11）

死を恐れることはない
死者を恐れることはない
恐れるとしたら生だ
恐れるとしたら生者だ
苦しみは生きるなかで生まれる
けれど生きることによって魂は研がれる

（若松英輔「死者がひらく、生者の生き方」より）
「鎮魂を言った人はいました。死者の魂よ安かれ、といった言葉は何度見聞きしたかしれません。このとき強い違和感を覚えたのは、
合い言葉のように鎮魂を言う人々の発言からは、魂とは何かがいっこうに感じられないからでした。
鎮魂を論じることと、魂を感じることとは別です。魂の実在を信じていなくても、鎮魂を口にすることはできる。それが現代なのか
もしれません。文学者ならまだしも、宗教者すらそうだった、と私には思えました。彼らの発言は、現実から離れているだけでなく、
冷淡にさえ感じられました。
冷淡な、と私が言ったのは、彼らが、生者を思う死者の言葉に耳を傾ける前に、彼らを別な次元に追いやることで決着をつけようと
した、と見受けられたからです。
亡くなった方はすでにあちらの世界にいらっしゃる、そこで安らかに憩っている、こんな根拠の薄い、実感を伴わない、造られた言
葉を聞いて、遺族が納得できるはずがありません。遺族が寡黙であるということは、それで満足していることとは違います。何も言わ
ないのは、言っても仕方がないと思っているからに過ぎません。
遺族となった生者たちの願いは、死者の魂の安息を知ることだけでなく、新しい関係を死者と切り結ぶことだったのではないでしょ
うか。私を強く動かしたのは、死者の魂、より正確には、魂となった死者の平安をいう言葉ではなく、それにむかって真摯に祈る人間
の姿です。祈る人は、自分の願いを伝えようとしたのでは、おそらくありません。彼らは必死に、死者の声を聞こうとしたのではない
でしょうか。死者との関係を望むことは、人間の本能です。それが本能でなくなりつつあるのが現代です。」
（谷川健一「怨念の序章」より）
「私は日本の歴史に触れて、しだいに一つの考えを抱くようになった。死者が生者を支配する ---- といった現象が、日本の歴史において、
あまりに多いように思うのだ。死者が生者を支配する ---- というのは、周知のようにオーギュスト・コントの有名な言葉だが、それは
死者と生者の連帯を意味するのであろう。ヨーロッパでは、伝統とは死者と生者の連帯というほかにない。
しかし日本では先祖とのつながりはあるにしても、普遍的な死者と生者の連帯はない。あるのは対立だ。しかも死者が生者を支配す
るのだ。
いったい、こういう歴史がほかのどの国にあるのか、寡聞にして私はそれを知らない。
死者が生者をうごかす。生者は死者のそうした力を信じ、おそれ、それをとりなすための、あらゆる努力を傾ける。こういえば、悪
霊をしずめる未開社会の心理を連想するだろうが、日本のばあいは未開社会とちがう発展の歴史をもっている。
しかも日本ほどたやすく死者の復活を信じている国民はすくないだろう。わずかこの一世紀ばかりの、あるいは戦後二十年ばかりの
歴史を尺度にして私はいっているのではない。何千年もの伝統をふまえて、そういっているのである。
普遍的な発展の法則にしたがっている日本の歴史の裏側に、もう一つの奇怪至極な流れがある。それは死者の魔が支配する歴史だ。
この死者の魔は、老ゲーテの信じた肯定的なデーモン（地霊）とはちがって、否定的な魔である。
それは表側の歴史にたいしては挑戦し、妨害し、畏怖させ、支配することをあえて辞さない。死者は、生者が考えるほどに忘れっぽ
くないということを知らせるために、ことあるごとに、自己の存在を生者に思い出させようとするかのようだ。
この魔の伝承の歴史 ---- をぬきにして、私は日本の歴史は語れないと思うのだ。
しかも、このばあい、死者は敗者であり、生者は勝者なのだ。弱者が強者を、夜が昼を支配することがあっていいものか。弱肉強食
が鉄則になっているヨーロッパの社会などでは考えられないことだが、敗者が勝者を支配し、死者が生者を支配することが、わが国の
歴史では、れんめんとつづいている。この奇妙な倒錯をみとめないものは、日本の歴史の底流を理解することはできない。」

魔となるのは生によってだ
聖となるのも生によってだ
生はそれほどに魂に強く働きかける
生の果実を死者は食べて過ごす
死者はつねに生者とともにある
生者は死者に生かされ
死者は生者に生かされ
死と生を超えて魂は宇宙を歩む
死者に鎮魂が必要だとしたら
生者にも鎮魂が必要だ
死者に耳を傾ける必要があるとすれば
生者に耳を傾けることも必要だ
死を悲しむことはない
死者を憐れむことはない
魂は失われないからだ
悲しむのだとしたら
生のなかで
魂がみずからを
傷つけることを悲しむがいい
憐れむとしたら
生のなかで
魂の実らないことを憐れむがいい
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■小林敏明『柄谷行人論／＜他者＞のゆくえ』（筑摩書房

2015.4）

個というモナドは
自閉してはいない
単独者であることで
個と個は照らしあうことができる
単なる自閉には
他者というモナドが現れない
個が照らしあうためには
自閉と自開がメビウスの環のように
つながっていなければならない
みずからを単独者とするならば
他者もまた単独者である
融合としての類への遡行は
そこでは否定される

「柄谷の出発点は、本人の好んでつかった言葉でいえば、「単独者」である。これはしかし、たんなる「自我」とか「個
人」のことではない。柄谷の思考は、デカルトと同じように、あらゆるものに対する懐疑を前提にしているが、初期の
文学論をみればわかるように、デカルトにおいて最後に残される「自我」がさらに崩れるところまで懐疑を進めている。
その結果としての「単独者」なのである。ある意味でそれはキルケゴールのやったことに近い。だが、問題はそのさき
にある。
単独者を徹底するとは、よく思われているように、自分の世界に閉じこもってしまうことはでない。その反対である。
自閉とは、あくまで自我が自我であることによって、その壁によって守られた「内」の世界において成り立つものだが、
自我が突き破られてしまえば、そもそもそれによって保護されるような「内」など不可能になってしまう。つまり単独
者とは「内」にこもるのではなく、むしろ「外」にさらされる存在のことをいうのである。それは「自閉」というより、
むしろ「自開」とでも言ったほうがよい。（中略）興味深いのは、柄谷の思考が徹底した単独者の立場から外部への意
識を経て、ついには「世界」へと拡がっていくプロセスである。」
「あの若き文芸評論家が抱いた「他者」や「他なるもの」に対する繊細で鋭敏な実存的感情が、やがてシステムの「外部」
に対する哲学的数理的関心へと移り、最後には「共同体と共同体の間」という、ある意味ではこれもまた他者どおしの
関係にほかならないテーマを、政治経済のみならず歴史や社会一般の問題にまで発展させていった思想的展開は、まさ
に柄谷における「＜他者＞のゆくえ」を示していると思われた（･･･）。」
「要するに、私が柄谷を興味深いと思うのは、この言説の解放である。つまり単独者という極私的な次元から外部への
意識が生じてきて、それが「日本」という偏狭な境界を突き破り、世界にまで拡がっていくプロセスが、たんに内容面
のみならず、言語表現の面でも明確な軌跡を残しており、その事実がそのまま日本の戦後思想ないし現代思想なるもの
を考えていくうえで、ひとつの貴重な事例となっているように思われるからである。大半の日本のインテリが年齢とと
もに日本や東洋への回帰を示す傾向があることを考えると、その希少性の価値は増す。
ただし、
ことわっておかなければならない。この「世界化」はのっぺらぼうの普遍主義や国際化に迎合することとはまっ
たく別の事柄である。柄谷は一貫して「外部」「他者」「差異」「交通」「交歓」ということを強調してきた。だから世界
といっても、ホモジーニアスな日本というイデオロギーを批判した、あの差異化の精神があくまで活きるような、そう
いう「世界」でなければならない。それはまた資本主義に領導される一元的なグローバリズムに対抗するオールターナ
ティヴなグローバリ棲むの試みと言ってもいい。その意味で「アソシエーション」としての「世界共和国」を唱える柄
谷という存在は「日本思想」が直面する初めての自覚的な事例と言えるかもしれない。」

単独者であるとき
個と個は融合するのではなく
むすびの可能性に向かって開かれる
共同はむすびでなければならない
世界のなかにあることは
世界創造への参加であり
そのためには世界と融合し
その一部となるのではなく
単独者が互いにむすばれなければならない
さてわれわれは
単独者であることができるだろうか
単独者でなければ外部への道は見出せず
世界へと拡がっていけないのだとすれば
単独者であるための道が
まず見出されなければならない
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■鎌田東二編・心身変容技法シリーズ２
『心身変容のワザ〜技法と継承／身体と心の状態を変容させる技法と伝承の諸相』
（サンガ 2018.3）

（鶴岡賀雄「西欧キリスト教における「心身変容」研究への展望」より）
「心と体の関係という問題は、「洋の東西」を問わず普遍的に見出されようが、西洋、とくにキリスト教の伝統は心身二元論だとされること
が少なくない。
（中略）
とは言え、キリスト教本来の人間観は決して単純な霊肉二元論ではなく、むしろ身体を重視する面を強く持つものでもある。というのも、
キリスト教の不動の頂点であるイエス・キリストは、キリスト教の根本教義によれば神の受肉、すなわち「神が人になった者」である。受
肉 incarnation とは、その語幹“caro”が「肉」を意味することが示すように、肉体をとった、肉体になったということである。神が生身
の肉体、切れば血が出る肉体になったということがキリスト教の核心にある。」
「イエス・キリストの身体を強く感じることによってキリスト教徒となった人々は、キリストの神秘体たる聖体を飲み、食べることで自ら
もキリストの神秘体なる教会の肢体＝メンバーとなって、この地上にキリストの体を引き継ぐ。彼らの肉体は「聖霊の宮居」となる。
だが、実際には、個々の人間の身体は欲望と快楽と苦痛の座であり、死に定められた罪の体でもあり続ける。ここに、キリスト教の苦行・
修道指導の出発点がある。修道生活とは、この世における自らの生涯、すなわち肉をもって生きる生涯のすべてを神に捧げる、いわゆる奉
献の生であって、何らかの身体的修練によって神秘体験に類した「悟り」を得るといったことを目的とするものではない。
だからであろうか、キリスト教の修道生活にあっては、「苦行」といってよい禁欲生活が求められ、西欧の修道会では「会則」として細
部にわたる生活規則が定められることが多いが、そこでは「東洋」の諸宗教伝統に見られるような、体を使った祈りや瞑想法が開発される
ことは稀だった。比較宗教学的に見るなら、これはむしろ特殊なことかもしれない。身体技法的な瞑想法がほとんど開発されていない。あ
るいは受容してこなかった、その理由をむしろ検討するべきだろう。西欧キリスト教においても、後述するように身体性を巻きこんだ神秘
体験のようなものは語られているが、それはあくまで神から与えられる恩寵（grace）であって、人間の側から求めるようなものではない。」
「キリストの身体へのこうした関心を中心に置く西欧キリスト教の身体観は、総じて「他者の身体、また他者に見られる身体」という問題
系のなかに置かれているようである。つまり、西欧キリスト教の修道生活、キリスト教徒の生き方における身体は、例えばヨーガのような
身体技法を実践することで内的に変容してくる自己の身体性の深化といった問題系とは別の場面でもっぱら考えられている。」
「イエス・キリストは、キリスト教においては、「他者」なるもののまさに範型だからである。じっさい、キリスト教史の中でのイエス・キ
リストの身体は、光輝く変容の身体、また栄光の身体として信徒たちを魅了するとともに、飢え渇き、力なく悲惨に死んでいく身体として
人々を戦慄させもする。その大きな振幅の中で、人間にとっての身体性のさまざまな可能性を示すものとして見られ続けてきた。そしてこ
のキリストの身体を、我が身にどう引き受け、さらに他者たちに示し関わっていくかが、キリスト教徒としてのさまざまなあり方を生み出
してきた。
この観点を一般化すれば、これは身体を、人と人が交流するときのいわばインターフェイスとして捉える観点といえようか。つまり、人
が語る「言葉」と身体を類比的に見るものでもある。たしかに人は、言葉によってこそ他者と交わる、交流するけれども、また体によっても、
ある場合には言葉によるよりもいっそう深く、他者と交わるものだろう。体があるからこそ、人は他者と交わることができる。他者の体を見、
声を聴き、触れることで、また他者におのれの体をさらし、見られ、触れられることでこそ、他者との交流は成り立つ。見られる身体とは、
他者との関わりの中にある身体である。」

はじめにことばがいた
ことばは神のもとにいた
ことばは神であった
ことばはひとのからだをもった
ことばは神でありひとになった
ひとがことばとなるためである
ことばはみずからのからだを与え
ひとはその血を飲み
その肉を食べることで
ことばになる秘儀を教えられた
ひとがことばとなるためには
ことばを受け入れる器が必要だ
心を浄め変容させ
生命を浄め変容させ
体を浄め変容させ
器をつくらなければならない
ことばは長い時間をかけて
その器を準備しその器に移り
やがて器となった体の死の後
あらたなことばとなって復活した
ひとが復活したことばとなるためである
ひとはまた長い時間をかけて
ことばとなる準備をしなければならない
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音は神秘
魂は楽を奏で
楽の音は魂を調律する

■新井裕子『イスラムと音楽／イスラムは音楽を忌避しているのか』
（スタイルノート 2015.9）

古代中国では
礼楽が事とされたように
音は調和を導くものでもあった

2018.3.24

「イスラムにおいて、歌、楽器についての是非が早くから議論されてきたことは確かだが、それは
「音楽」そのものを忌避しようというのではなく、もっぱら、性的熱情を刺激する歌詞、酒と結びつ
く楽器の演奏に対する非難であり、つまりは「耳の快楽」への警戒だった。そしてそれは、イスラ
ム勃興以前のジャーヒリーヤ時代の歌や楽器が ---- 歌姫（カイナ）の存在に象徴されるように ---- 享楽、堕落と結びついてい
た場合が多かったこととも関係していると考えられる。したがって、歌や楽器に関わる議論は、道徳論という性格も持っており、
音楽に関する学者達の議論は、そうした道徳的なレベルでなされたと考えられるのである。宮廷における音楽演奏を禁止した君
主が現れると、
「禁欲的で敬虔なムスリム王」というレッテルが貼られることもあるが、一方で敬虔で禁欲的な信徒がスーフィー
となって音楽を用いたサマーウを実施することもあるのは、音楽があくまでも道徳的なレベルで論じられ価値づけられてきたこ
との反映にすぎないだろう。もちろん、イスラムにおいて音楽が忌避される傾向を持つことと、イスラムという宗教が音に対し
て敏感だったり鈍感だったりという本質的議論は無関係だろう。三百年にわたる禁圧を経験したキリスト教は、布教のための手
段をさまざまに思慮しなければならなかったし、その手段の統一にも異様に神経を使わねばならなかった。その結果として快楽
や堕落に結びつきかねない音楽を教会の中に取り込むために大きな努力を積み重ねたのである。イスラムにはそうした必要が感
じられなかったため、道徳的な側面での議論が、その時々になされただけなのである。
他方、道徳とは異なる、宗教的実践という側面からイスラムと音楽の関係についてひと言述べるとすると、預言者ムハンマドが、
明らかに礼拝の際に気が散ることを嫌っていたことが指摘されるべきだろう。ハディースの中に垣間見ることができるムハンマ
ドの神に向かう姿勢は、ただひたすら神と向き合おうとするものである。その彼にとって、賛美の歌であれ詩編唱であれ、集中
を邪魔する以外の何ものでもなかったと推測できるのである。さらに言えば、コーランの読誦という、耳で神を知る手段があれば、
神に対するこちら側からの賛美の歌はなくとも十分であっただろうとも考えられるのである。（中略）
アラビア語やイスラム世界におけるさまざまな言葉や現象を、西洋的な「音楽」概念で捉えようとするところから、「イスラム
は音楽を忌避している」という「観察」なり「結論」なりが導き出されるということはないだろうか。「宗教に不可欠なはずの音
楽が、なぜイスラムでは忌避されるのか」という問いも、同じような思考の回路から導きだされていると考えることができるの
ではないだろうか。
「宗教」概念が西洋近代に起源を持つように、ここで何気なく使われている「音楽」もまた、西洋的なものだ
ろう。したがって、この問いかけは、むしろいったん「何故キリスト教は典礼に音楽を必要としてきたのか」という問いに換え
てみた方が、
「宗教と音楽」の関係を考える上で、より普遍的な議論の場へ私達を導いてくれるような気がするのである。」
「イスラム教とキリスト教における「音楽」の違いも考慮されるべきだろう。イスラムにおいて「音楽」は基本的には「娯楽」で
あり、一方キリスト教では「音楽」は典礼と結びつく「聖なるもの」であったことである。ただし、キリスト教が最初から音楽
全般に好意的だったというわけではなく、事実はその逆である。
「世俗の音楽」が快楽と結びつくことは、初期キリスト教会においても強く意識され、したがって音楽全般に対する警戒感が存
在していた。パウロが「詩のうたと賛美のうたと霊のうた」をもって神を賛美することを勧めていたにもかかわらず、
「耳の快楽」
を忌避する聖職者は多かった。たとえばアウグスティヌスは『告白録』の中で「わたしはダビデの詩編が歌われる際の甘美な旋
律をすべてわたしの耳から、さらにまた教会の耳からも遠ざけようと望むことさえあります」とも、またアレクサンドリアの司
教であるアタナシウスが「詩編の朗読者に出来るだけ抑揚の少ない声で朗読させ、歌う人よりも読みあげる人に近づけようとした」
ことに、
「わたしもその方がより安全であると思えます」とも記しているが、若い頃にミラノの教会で詩編や賛美歌を聴いて落涙
した経験を持つアウグスティヌスは、歌が与える「快楽の危険と救済をもたらす経験の間で動揺」しながらも「弱い精神の持ち
主が耳を楽しませることによって敬虔な感情を高めるようになるために、教会における歌唱の習慣を是認する方向です。しかし
歌われているその内容よりもむしろ歌がわたしを感動させるようなことがわたしに起これば、わたしは罰せられるべき罪を犯し
たことを告白し、その時は歌を聞かなかった方がよかったと思うでしょう」と述べている。
このように、アウグスティヌスのような初期のキリスト教会の教父は、世俗の音楽や異教の音楽とは一線を画した「真にキリ
スト教的な音楽」の確立に腐心していたのである。そして、この間になされた議論は、いわば道徳的なレベルの議論であって、
教義そのものに関わるわけではなかった。」

けれども
楽の音はまた魂を
不調和に導くものでもあり
調和なき楽の音は
神への道を妨げるがゆえに
注意深く避けられねばならなかった
イスラム教は
コーランそのものの読誦を主とし
楽の音はその集中を
妨げるものともされがちではあったが
むしろスーフィーは
魂を音楽で調和へと導いたりもした
ときにみずからが神の笛ともなりながら
パウロは
神を賛美するため
詩のうた
賛美のうた
霊のうたを
勧めたのだが
アウグスティヌスらは
音楽を耳の快楽として忌み嫌った
やがてキリスト教は
典礼と結びつくかたちで
音楽を聖なるものとして
さまざまに試みるようにもなるのだが ･･･
音は神秘
魂は楽を奏で
楽の音は魂を調律する
わが魂の奏でる楽の音は
調和を事としているだろうか
不調和さえも耳の快楽さえも
大いなる調和へと導く
そんな魂の調律へと

