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私たちは

下位感覚の

■カール・ケーニヒ
『十二感覚の環と七つの生命プロセス／シュタイナーの感覚論にもとづく治療教育の現場から』
（耕文舎 2018 年春）

この地上世界に生まれる

生命感覚

私たちは

平衡感覚を通じ

三分節化された存在として

霊

魂
体に
三分節化された存在である

（
「十二感覚の環」より）
「ルドルフ・シュタイナーは１９１６年から１９２４年にかけて行なった感覚に関する講演で、そ
れぞれ四つの感覚から成る三つの感覚領域、《下位感覚、中位感覚、上位感覚》について語り、そ
の際、
それらの相違を次第に強調するようになっていきました。私たちは下位感覚（触覚、生命感覚、
運動感覚、平衡感覚）によって、私たち自身の身体状態を体験しています。下位感覚は私たちに、
私たちの身体的なあり方に向けられてるある一定の意識を伝えてきます。そしてそれによって私
たちは知ることになるのです。私は、私の下位感覚によって、私の身体の内に受肉しているのだ、
と。しかしこの身体意識は、高次の自己については何も伝えてきてはくれません。たとえば触覚
は、私たちの周囲の世界の存在ではなく、私たち自身の身体境界の体験を大まかに伝えてくるだ
けです。ルドルフ・シュタイナーが触覚をことばの真の意味での感覚と見なすことを躊躇したのは、
そのためなのです。
中位感覚領域は、よく知られている感覚、嗅覚、味覚、視覚、熱感覚から成っています。これ
らの感覚は私たちに、下位感覚の場合とはまったく異なる知覚世界、周囲の世界の体験を伝えて
きます。これは徳に視覚に当てはまります。私たちはこの感覚をとおして、私たちがその内に下
りてきた世界の形体と色彩の豊かさを体験します。世界が、視覚をとおして私たちの前に拡がり
ます。また、私たちはある物質を、その匂い、味、温かさと冷たさを通して認知することができ
ます。私たちは私たちの中位感覚によって世界の一部となり、世界を知覚し認知することになり
ます。
私たちは上位感覚をとおして、これまでとはまったく異なるものとかかわり始めます。聴覚は、
被造物としての世界の彼岸にあるものを知覚します。なぜなら、この感覚を通して私たちが知覚
するのは、物質から解放されたもの、運動であるからです。音は運動が呼び起こす振動です。私
たちが聴いているのは創造したものの諸力、創造されたものの諸力です。聴くということの内には、
非常に複雑なプロセスが生起しています。物音（Geraeusch）、響き（Klang）、ことば（Wotr）、
楽音（Ton）
、等々、音の世界から私たちが聴き取るのは、私たちの周囲に存在するものすべてを
創造したものの諸力です。聴覚は私たちに向けて世界を開きます。そして私たちは、音の領域の
なかにある言語感覚をとおして事物の名前を知り、思考感覚をとおして、事物の意味を明らかに
することばを聴き取り始め、ことばが明らかにするその意味をもって、それら個々の存在の内的
本質をとらえ始めます。そしてさらに私たちは自我感覚をとおして、人間それ自体の理解に到り
ます。そう、単に思考による理解というのではなく、感情を伴う理解に。」
「私たちは、これら三つの感覚領域（上位−−、中位−−、下位感覚）によって、完全に三分節され
ている存在です。霊、魂、身体。私たちは上位感覚をとおして互いにつながります。わたしたち
は中位感覚をとおして世界を知り、下位感覚をとおして私たち自身の身体を体験します。」

身体はさらに
思考を司る頭部
感情を司る胸部
意志を司る四肢に
三分節化され
そのように
社会も
自由において精神
友愛において経済
平等において法が
三分節化されることで
有機的に働くことができる

触覚

運動感覚

私たちはみずからの
身体を体験し
中位感覚の
嗅覚
味覚
視覚
熱感覚を通じ
私たちは世界を知り
上位感覚の
聴覚
言語感覚
思考感覚
自我感覚を通じ
私たちは互いにつながっている

私たちはこの地上で
この三分節化された十二感覚によって
互いに自由に
そして私たちは
この地上を生きる霊魂体の存在として 友愛をもち
平等な存在として生きることで
十二感覚を持つことで
世界を感じ認識する可能性を生きねばならない
みずからの身体を持ち
また互いにつながり
その十二感覚もまた
下位感覚
中位感覚
上位感覚に
三分節化されている
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■留守晴夫『賢者の毒』（圭書房

2018.4）

愚者は偽の蜜を好むが
その蜜は人を腐らせる
賢者は薬にもなる毒を処方するが
その毒は人を生死を超えて目覚めさせる

「本書の題名「賢者の毒」は、「愚者が蜜をくれようとしたら唾を吐きかけろ。賢者が毒をくれたら、一気に飲め」といふ、名
作「どん底」の作者ゴーリキーの言葉に基づいてゐる。私がこの言葉を初めて知つたのは、思へば随分昔の話になるが、恩師
の故松原正早大名誉教授の最初の単行本「人間通になる読書術」（徳間書店）によつてであり、その副題が「賢者の毒を飲め、
愚者の蜜を吐け」となつてゐた。師匠はこの副題の方を書名にしようと考へた事もあつたらしいが、私は本書の題名をあれこ
れ考へた末、
「賢者の毒」こそ打って附けだと思ひ、師弟の誼で勝手ながら拝借する事にした。
実際、私が取り上げた作家達は誰一人として読者に甘い「蜜をくれようと」はしてゐない。旧約聖書「ヨブ記」のヨブは、
人生の答へ無き問題を答へあるが如くに思ひ做して安直な処方箋を書きたがる手合について、
「いつはりを造り設くる者」、
「無
用の医師」
と罵倒したが、本書に登場する作家達はその種の「無用の医師」の愚劣浅薄とは無縁である。それゆゑ彼等は決して「い
つはり」や綺麗事を云はない。フォークナーが「エミリーの薔薇」に描いた、悍ましき過去の相続人たる事を免れぬ人間の惨
めさも、クライストが「公子ホムブルク」に描いた、外界の偶然に翻弄されて激しく動揺する人間の心の危ふさも、トルスト
イが「神父セルギイ」に描いた、肉欲や自己愛をどうしても克服出来ぬ人間の弱さも、全ては人間的なに人間的な、古来変ら
ぬ人間性の真実以外の何物でもなく、メルヴィルが「詐欺師 ---- 仮面芝居の物語」に於て云ふ、人間にとっての「死なねば直
らぬ痛み」に他ならないが、それら生きてある限り克服し得ぬ宿命的真実に対して、彼れは徹頭徹尾正直である。」
「本書は何よりもまづ、
「ありのまま」の己れと本気で格闘した作家達の作品を紹介したものである。今の我々が果して「小鳥
よりも愚劣な存在」以上のものであり得てゐるのかゐないのか。正三はよく人間を「蛆袋」だの「糞袋」だのと呼んだが、己
れが只の「蛆袋」でも「糞袋」でもないと、果たして我々は自信を持つて云ひ切れるのかどうなのか。詰る処、本書に登場す
る作家達の多くはさういふ自省に我々を導いてくれるのである。」
「ホメロスとモーゼの昔から 二十一世紀の今日に至る迄、西洋文明の「活力の源泉であると同時に、絶えざる活動の原動力
となつて来た」もの、それこそは、ハート（現代のアメリカの知識人ジェフリー・ハート）の云ふやうに、「知的認識」も「聖
なるものへの憧憬」も、即ち「アテナイの伝統もエルサレムの伝統も共に二つながら肯定する」、甚だダイナミックな精神伝
統に他ならず、正にさういふ「動的関係」の伝統を母胎として、本書の欧米編で取り上げた数々の作品も生まれて来たのだ。
ハートの本の題名は「文化的破局の中微笑を湛へて ---- 高等教育の再生に向けて ----」とたつてゐるが、ハートによれば、
行き過ぎた平等思想ゆゑに西洋の「最も偉大な成果」を軽視しがちな、現代アメリカに於ける大学カリキュラムの現状は、
「文
化的破局」の端的な表徴といふ事になる。けれども、その只中を「微笑を湛へて」歩み行く、とも彼は云ふ。彼の所謂「アテ
ナイとエルサレムとの間に生ずる創造的な緊張関係」の追求の内に、必ずや「再生」の可能性が存すると堅く信じてゐるから
である。が、外国（とつくに）アメリカの事はさて措き、「文化的破局」の末期症状を呈してゐるかに見える今日の日本の事
を考へる時、その「再生」の可能性を吾々は一体何処に求めたらよいのであろうか。」

我が内なる愚者よ
救われぬ我が愚者よ
刹那の甘き蜜を求め
眠りを貪ることなかれ
愚者は蜜を求めてやまないが
賢者の蜜をも毒に変えてしまう
賢者は敢えて毒をも飲みほすが
愚者の毒をも蜜に変える
我が内なる賢者よ
未だ眠りの淵にある賢者よ
己を安らかにするだけの蜜を遠ざけ
危うき毒をこそ飲み干せ
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■ジョーゼフ・ジョルダーニア
『人間はなぜ歌うのか？／人類の進化における「うた」の起源』
（森田稔訳 アルク出版企画 2017.4）

ポリフォニーはモノフォニーとなり
モノフォニーはまたポリフォニーへ
そのことは人の進化の大切なプロセスを示している
言葉の前に歌はあった
歌はひとりの歌ではなかった
みんなの歌だった
みんなの歌だったけれど
みんなはたくさんのひとりだった
たくさんのひとりがともに歌った

「
「ポリフォニー」という擁護は、基本的には、一群の歌い手たちが異なる声部を歌うことを意味する。さらに詳細に考察
すれば「ポリフォニー」という擁護は、きわめて複雑である。（中略）歌手の大集団が同じ旋律を歌って入れば、音楽的には、
これはモノフォニーということになる。」
「人間の歌唱において、モノフォニーとポリフォニーという、きわめて異なった二つの様式があることに目を向けたとき、
音楽家たちはすぐさま、モノフォニーのほうが最初で、最も原始的な様式であると考えた。ポリフォニーはあとからでき
た文化的創造で、音楽の新しい、より高度な発展段階であり、人類のすべての文化が、結局はそこに到達すると考えたの
である。
この考えは人間の音楽性の発達にとって、きわめて自然なことのように思われたので、この仮説に対して誰も説明を加
えようとはしなかった。実際、これは仮説というより、なんら証明の必要もない公理と（中略）考えられたのである。」
「このきわめて論理的で、一見明白な図式の唯一の問題は、それが世界中のモノフォニーとポリフォニーの伝播において、
現実に存在する事実と一致しないということである。そのような不都合な事実はすでに十八世紀から見られるようになっ
ていった。
十八世紀にポリネシア人のあいだに声楽ポリフォニーが発見されたとき、ヨーロッパの音楽家たちはそれを、かのポリ
ネシア人たちが、
ヨーロッパの修道士や音楽家たちの助けなしにポリフォニーを発達させたなどとは、まったく信じなかっ
た。ポリフォニーの起源がヨーロッパの職業音楽であるという考えが間違っている、というサインは簡単に無視されたの
である。同様なことは、いくつかの他のポリフォニー伝統に対しても起こった。それがきわめて明白な場合でも、これら
の事実は
「原則からこぼれた例外」と考えられたのであった。しかし、一九三〇年代までに声楽ポリフォニーの伝統が、ヨー
ロッパの伝統者伝道者たちと歴史的接触のまったくないいくつものの文化で記録されたことで、パラダイムの転換の環境
が整ったのである。
」
「本章の最も重要な結論は、（１）声楽ポリフォニーは人間の文明におけるきわめて不動の要素であり、文化や言語の激し
い変容を越えて生き延び、その古代の人々とのさまざまな関係を教えてくれるが、同時に（２）声楽ポリフォニーは地球
上から少しずつ消滅しつつあるということである。声楽ポリフォニーの伝統は、現代では、地理的に最も孤立した地域
---- 山岳地帯、島嶼、大森林地帯、そして大陸の周縁地域 ---- に散在している。ポリフォニー伝統のこのような分布形態と、
緩やかに消滅するという歴史的傾向とは、ポリフォニーがきわめて古い現象であることを強く示唆している。したがって、
ポリフォニーの起源を、後から現れた文化的発明とする既存のモデルは完全に否定されなくてはならない。
というわけで、われわれがポリフォニーの起源を見出そうとするならば、モノフォニーからポリフォニーを発展させた
最初の創作者個人や民族を探すことは止めなくてはならない。そうではなく、われわれは人類の前史にさらに深く入り込
み、初期人類の進化という広い文脈のなかで人間の歌唱行動を探り当てたとき、そこではじめて、われわれは人間の声の
ポリフォニーの起源を明らかにし、人間がなぜ歌うのかという疑問に答えることができるだろう。」

歌は言葉ともなっていった
かつて言葉は声にだすものだけだったが
やがて声にださない言葉も生まれた
思考である
ひとりのなかに思考はある
けれどその思考は言葉のように
ほんとうはポリフォニーの歌のように
奏でられるものなのではないだろうか
哲学が対話からはじまったのは
それを象徴している
そしてその対話が
内なる思考の対話となる
いまではむしろポリフォニーは
習得しなければならない技術となっているが
思考や言葉もまた
あらたなポリフォニーとして
光のもとに学んでいかれなければならない
人の進化は螺旋のようだ
高き場所から降りてきた螺旋が
また高き場所へとあらたに上昇してゆくように
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■小田嶋 隆 × 仲野 徹「「依存」はすぐとなりに」（みんなのミシママガジン
http://www.mishimaga.com/books/tokushu/000151.html

2018.5.14-5.15）

人という字は
ひとりとひとりが
寄りかかっている
人はひとりでは
生きていけないのだ
人だけではなく
すべては互いに依存しあう
依他起性の関係にあるけれど
それはしばしば
気づかないところで
中毒になる

「小田嶋隆（以下、小田嶋） 私は医者から「アルコール依存症って言ったほうが正しいんだけど、アルコール依存症者を甘やかす
言い方だから、アル中と思ったほうがいい」と言われていました。
「中毒」というのは、依存の問題とは別の言葉なので。それがごっちゃになるから「依存症」という言い方をするんですけど、「依
存症」って言うとちょっと利口そうな病気に思えるんですよ。
仲野 なんか可愛らしい感じしますよね。
小田嶋 なんか、頭のいい人がかかる病気みたいに聞こえちゃうんで。だけど、「そんなんじゃないよ。あなたたちはアル中だよ」
と。要するに、おっさんたちがデロンデロンで路上で飲んでるみたいな、あの図で思い浮かべてくれと。「依存」っていうと、「な
んか頼っててかわいいやつ」みたいなんです。」
「仲野 アルコール中毒、アルコール依存症とかギャンブル依存症の人の数が多いとは言いますけど、やっぱり「自分に関係ない
わ感」がどっかにあるんですね。「そんなもん、ならへんわ」という根拠のない自信があるんですけど、小田嶋さんが本の終盤に
も書かれている「ネット依存」は、誰もがかなり危ないのではないかと。
小田嶋 ネット依存が人間の命を奪う依存なのかというと、
「依存しながら生きていきゃいいじゃん」といえばその通りなんだけど。
「依存」って実は、依存しているときにはあまり浮かばない話で。
たとえばスマホを置き忘れて、外に出て 1 日過ごさなきゃいけなくなったと。そのときの、あの、心の中に風の吹く感じ？
仲野 心細い感じがしますよね。
小田嶋 パンツ履いてない感じ。
仲野 おぉ、それは近いですよね（笑）。
小田嶋 最近の若い人たちは「丸腰」って言うらしいんです。「今日、丸腰で出てきちゃった」と。武士が「刀忘れた」に近い心細さが、
スマホを忘れるとある。」
「小田嶋 アルコール依存の場合は身体を壊すし、人間関係も社会生活も破壊されるからまずい依存なんだけど。
「スマホ依存はそうじゃないだろ」というふうに思えるかもしれないけど、それなしでは生きていけなくなるものを自分の中に
作るということは 1 個弱点ができるということだから、やっぱりたまには抜く生活をしたほうが無難だと私は思いますよ。」
「仲野 もうひとつ、たとえばアルコール依存とか薬物依存は完全に断つことが可能ではありますよね。でも、ネット依存は完全
に断ち切ることは、ちょっともう不可能とは言いませんけど、ほぼ不可能というか・・・
小田嶋 そうですね。法律で禁じられてもいないし、刑務所にでも入れば別ですけど。
でもこれって、きっと我々が車に乗るようになったら徒歩旅行をやめちゃったとか、電話っていうものを手に入れてからは直接
会いに行ってということから遠ざかったという文明の段階のひとつで。ネットって環境が出来ちゃった以上は我々はあと戻りはも
う出来ないわけなんですよね。そこを起点にして生活をするわけですけれど、それが当たり前だと思うことに対して、ときどき「ち
がうんだ」と思わないと。」

アルコールも
タバコも
ギャンブルも
スマホも
そして
血縁も
性別も
お金も
仕事も
国も
民族も
宗教も
そんなみんな
ときに
正当化さえされがちなのだが
中毒になっていることには
気づいておいたほうがいい
それらは
あたりまえというわけでは
決してないのだから
とはいえ
世の中は
常識という治外法権のなかで
中毒を習慣化することで
成りたってはいるのだけれど
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■尹雄大『脇道にそれる／＜正しさ＞を手放すということ』
（春秋社 2018.5）

「筋目の通ったこと、客観的であること、確認できること、そして正しくあることが大事だ。起きた事柄をいかに素早く正しく名付けるか。
それが物事を理解することなのだと思い込む人が増えている。その行き着き先は、何か事が起きれば是非善悪の振れ幅でしか物事を捉
えられない狭量さでしかない。
いまの自分の考え方、見方に窮屈さを覚えてはいても、それ以外に行く道を知らないから、それが生きる上でのメインストーリーだ
と信じるようになる。そのような世相に巻き込まれて私も生きている。
（中略）
働き方、家族のあり方、暮らし方。生きていく上でつきまうとう事柄について、効率や伝統といった出来合いの概念を使って断定的
に述べる言葉をよしとする風潮は強まっている。その出処は不安と恐怖だろう。そこに息苦しさを感じている人も多いはずだ。
いまある社会に合わせるから苦しい。しかし、社会から脱することもなかなか難しい。多くの人はそう思っているのではないだろうか。
だから私もこの社会に属しながら、完全に与さずに生きられる道をひそかに探している。」
「人は、言っていることの意味ではなく、言わんとすることを理解されたいと願う。言わんとする行為そのものが、その人の存在に関わ
ることなのだ。話されている言葉に注目するだけではわからない、うずうずとした思いだったり、胸の高まりだったり、塞ぎ込む気持
ちといった、身体の浮かべる表情に応じるとき、空いては安堵した顔つきをする。そこで私は初めて知った。わかるとは、感じて応じ
ることであって、意味を求め、正解を探すことではないのだと。」
「新たな社会を作るためには、それを形づくる新たな言葉が必要だろう。だが誰も聞いたことのない、他人に届かない言葉を使っても全
く意味をなさない。既に知られた、なおかつ新しい言葉を手にするには、どうすればいいのか。それは共存の前提となる自閉性と向き
合うことではないか。
（中略）
怒りと恐怖から離れるには、いったん閉じるという過程が必要なのかもしれない。（中略）出来合の言葉で世界を理解しようとした時
に訪れる恐怖を観察する必要がある。私の中に空いている恐怖と不安の穴を埋めるために、他人の提供してくれる言葉を用いない。そ
ういう閉鎖性が必要かもしれない。
他人とつながることを奨励し、心に湧くさわめきや居心地の悪さを消すように努める言葉は、世に溢れている。それは本当に必要だ
ろうか。ざわめきや居心地の悪さこそがいま表出されたがっているものかもしれない。それがまだ私の知らない、出会うべき言葉なの
かもしれない。
」
「
「人の評価で自分の値踏みをする。これは現代病といっていいでしょうね。べてるの家に来た人は、他者評価から降りるという経験を
します」と向谷地さんは言い、さらにこう続けた。
「成果をあげることにも価値はあるけれど、あがらないことにも価値があるのです。何かを行って結果としていいものが生まれるという
よりも日々いいものがある。その時間の途中でいいものがあるのです」
「その時間の途中」とは、生きているということだろう。ゴールを達成して初めて何か良きものが獲得されるのではなく、足取りは弱く
とも生きているということに「いいもの」が宿る。
「その場の中でいちばん頼りなくて、いちばん力のないと思われている人の一言が、ものすごく影響を与える」
自らと他人とを励ますのは、強くなろうとする行為にはなく、弱くて脆い自分を認め、その苦労をねぎらうところにあるのではないか。
無力さに開き直ることなく、それを認める。これはとても勇気のいることだ。」

脇道にそれはじめて
半世紀以上が経った
最初は学校から降りた
学校に行っても
学校にはいなかった
そして自分で自分を教えた
競争からも降りた
かけっこで走っても
ときには逆に走った
そしてゴールは消え去った
社会からも降りた
働くときは働くけれど
そこから離れると自閉した
そして宇宙を旅した
評価からも降りた
やりたいことは続けるけれど
余計な声は聞かないようにした
そしてじぶんの言葉を探した
ひとの作った道は
ぼくの作った道じゃない
ぼくの道はどこにもなく
どこにでもある道だ
けれどそれが
ぼくの生きる道だ
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■小林康夫＝責任編集『午前四時のブルー
（水声社 2018.4）

I

謎、それは自分』

謎として人は生まれてくる
言葉はみずからを問うために生まれ
私は否応なく謎そのものとなるのだ

（高木由利子 × 小林康夫「謎、無防備にして、愛おしく ---- 高木由利子との対話」より）
「小林／フロイトがはじめ考えたトポロジーは、意識、無意識、前意識という三本立てだったわけで、あとでそれを
やめて、もっと複雑な、エスとかがでてくるトポロジーに移行するのだけれど、わたしは、この前意識という、無
意識ではない意識の周縁領域というのに、なにかほんとうの秘密があるという感覚をもっていますね。抑圧によっ
て形成される無意識ではなく、そういう否定性を介さない前意識。
高木／ああ、すごいそれ ･･････ まさにそういう感じ！
小林／いつもは忘れてる、でもあるとき理由もなくふと気になるとか、意識がないわけじゃないけど、なかなかそ
こに集中しないような周辺地帯。そこに何かがある。自我という真ん中にポーンとあるんじゃなくて、そのネガで
ある無意識でもなくて、自我の意識の薄まったところに執拗に残っているなにかみたいな ･･････。
高木／それがときどきでてくるのね。それをキャッチするのがアーティストなのかもしれないわね。」
「小林／人間は、謎があると解きたいと思うので、解きたいと思わせるようでなければ謎でもないわけなので ･･････
といって解けちゃうようじゃ、謎じゃないっていうこともある。まさに、そこにこそ、謎ということの意味がある
わけじゃないですか。解けることを前提にしちゃいけない。だけど、かといってそれなら解こうと努力しないって
いうのだったら、謎ですらない。謎じゃなくなっちゃうわけですよね。解こうとするようなものでなければならな
いが、解けるようではだめだという。まあ、アポリアというか、ダブルバインドというか、それこそが、謎の基本
構造ですね。
高木／面白い！
小林／だからこの謎にもう一個の謎を足そうというか、謎を変形して別の謎に置き換えてしまうみたいなことが必
要ですね。謎を解いたことがもうひとつ別の謎を生むみたいなことかな。これこそ「正しい謎の解き方」ですね。
謎は謎によってしか解答できないんですよ。」
「この雑誌の特集は、パルカル・キニャールさんの「謎、それは自分である」という言葉なのですが、じつはそのあ
とにかれの文が続いていて、そこには、かれが、ここで言っているのは、胎児のことなんだと書いている。つまり、
人間は、裸のままポーンと地上に生まれ落ちてくる、その「自分」、その「自己」なんだよ、というわけです。まさ
に人間は無防備なまま、裸のまま、落っこちてくるわけですね。それが、高木さんがおっしゃるように、無防備だ
からこそ愛おしい。
」

なぜ生まれてきたのかわからない
なぜ死んでゆくのかわからない
なぜ知りたいと思うのかわからない
なぜ愛するのかわからない
わかっていることなど
なにもないのだ
すべては謎に満ちている
謎となるために
人は生まれてくるからだ
謎は謎を生み
その謎はまた新たな謎を生み
そうして人は
謎のなかで生きてゆく
犯人そのものが
ミステリーを解こうとしているように
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■磯部涼・編『新しい音楽とことば／ 13 人の音楽家が語る作詞術と歌詞論』
（スペースシャワーネットワーク 2014.11）

歌詞は航海する
時代のふねに乗って
あるときは
大きな船に乗って
あるときは
小さな舟に乗って

（磯部涼「はじめに」より）
「歌を受動的に消費するだけでなく、歌から受け取ったものを能動的に表現したいと考えたとき、歌詞がまずは取っかかりになる。そう、歌詞はわかりやす
いのだ。
･･････ 本当だろうか？ そのように歌詞が愛される一方で、「最近の歌詞はつまらなくなった」とも言われる。いわく、
「最近の歌詞はコピペでできてい
る」
「最近の歌詞には文学性が足りない」云々。しかし、そういった意見を持っている人が「あの頃の歌詞は良かった」と言って挙げる歌詞が書かれた時代
も、
「最近の歌詞はつまらなくなった」と言われたりしていた。つまり、決して最近の歌詞がつまらなくなったわけではなく、社会のリアリティが変容する
とともに、歌詞が持つリアリティも変容し、ついていけなくなった人がいるにすぎないのではないか。そう、実は歌詞はわかりやすいものではない。それ
は、私たちが普段使っている言葉でつくられているからこそ、私たちの生活の中に深く入り込み、客観的に付き合うことが難しい。そして、こんなにも偏
愛されている歌詞をうまく読み解くことができれば、私たちが生きている時代の癖のようなものを読み解くこともできるだろう。これは、歌詞についての、
それも歌謡曲やＪ−ＰＯＰの黄金時代と言われるタームが終わった後の、
〝新しい〟歌詞についての本である。
」
（取材＝磯部涼・構成＝中矢俊一郎「七尾旅人」より）
「自分の即興のアプローチとしては、「歌をその場でつくりたい」という考えがあるから、演奏相手がどんな音を出してこようが、その瞬間に歌を乗せ、全
体をコントロールして楽曲化していくと。相手やテーマによっていろいろな日がありますが、それがベースになっています。ただ、そこで言葉はすぐ出る
ときとそうでないときがある。それは、精神状態も関係がありますね。すごく落ち込んでいる日には、即興でパッと叫んだら暗い言葉が出てきちゃったり
しますから（笑）
、葛藤が働くんです。目の前のお客さんがそのイベントを楽しみに待っていたり、共演者も僕とやるのをすごく楽しみにしてくれていたり
するわけですから。だから、いかに無我の境地になれるかが重要なんだろうけど、言葉で表現するミュージシャンはどうしても自我から逃れられなくて。
もちろん、ボイス・パフォーマーみたいな人もいますよね。たとえば、獣のような声とか奇妙な倍音を出す喉の使い手もいて、僕自身にもそういう振れ
幅はありますが、やはり最終的には、演奏相手がノイズだろうとフリージャズだろうと、奇声だけで終わっちゃ負け、歌にとたどり着きたい、というのがあっ
て、なので、ある種のポップな感覚が求められるわけです。そうすると、即興で言葉を出すときに、どうしてもその瞬間の自我のコンディションが足枷になっ
たりして。」
「−−−−その当時、作詞で注目されていたシンガーソングライターというと、中村一義や椎名林檎あたりでしょうか。
●うん。あと、スーパーカーや国府達矢もそうですけど、それ以前の歌詞とはガラッよ変わったようなところがあったんじゃないかな。みんな、アプロー
チは違いましたけど。僕より一〇歳くらい上のバンドと比べて、主体が明快じゃなくなったというか。思うに、
〝私〟というものがすごく希薄化したんです。
当時デビューした中でそれが一番極端なのが、僕だったと思います。一曲ごとに登場人物も声色もコロコロ変わって主体がさまよっていた。
−−−−いわゆる当時のＪ−ＰＯＰに目を向けても、小室哲哉や宇多田ヒカルの歌詞もどこか不安定な印象がありますよね。
●そうですね。僕自身、主体がうっすらとしていることはコンプレックスでもあったけど、その希薄さは自分たちの世代の新しさかもしれないとも考えて
もいました。たとえば、フォークの世代の人たちって主体が太くてはっきりしてると思うんです。団塊世代の歌詞を見返してみると、筆で書いたみたいに
主体が太いでしょう（笑）。彼らが歌い始めた六〇年代や七〇年代はそれくらいの主体を獲得できた時代だったのかもしれないですよね。さらに上の世代に
なると、もっと太くて明快になる。逆に言うと、今の若い子が聴いたら素朴に見えちゃうくらい、僕はどうしてもそこまで主体を単純にはできないんです。
何を書くにも必死に綱渡りしている感覚がつきまとうというか。明確なポジションから、明快な口を利くということが難しい。
」
「−−−−ちなみに、これまでつくった歌の中で、個人的にいちばん完成度が高いと思っている歌詞、あるいは一番思い入れがある歌詞はなんですか？
●完成度はわからないですけど、一番思い入れがあるのは「リトルメロディ」かな。
（中略）ちょうど三・一一があって、妙にお客さんにも演奏することを
求められるようになって。震災の歌と読み違えられるようになったんです。ただ、実はすごく個人的な曲で。
歌詞に関していうと、あれは子どものような語り口になっているんですね。自分も三〇代になって、ようやくそういう飾りのない言葉で歌をつくれるよ
うになったんだなと思いました。」

大きな船は
大きな物語を運び
小さな舟は
小さな物語を運ぶ
大きな船は
ゆれないけれど
小さな舟は
波間にゆれる
大きな物語は
みんなの声
小さな物語は
わたしの声
みんなの声は大きいけれど
それはわたしの声じゃない
わたしの声は小さいけれど
波間にゆれる心を歌う
歌詞はみんなからわたしへ向かう
小さな舟は不安にゆれて漂いながら
わたしを育てる歌になる
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■赤坂憲雄『内なる他者のフォークロア』
（岩波書店 2010.10）

私は
鏡に映る自分という
他者とのあいだで
私となってゆく
秘儀参入において
境域には
鏡が置かれている
己の真の姿が
そこには映るのだ
どんな姿が映るかは
いうまでもない

「こちら／あちらを分割する境界。境界はあいまいに移ろい揺れる。それはあたり前ではあるが、そのずからに存在するわ
けではない、いつだって人為的に設定されるものだ。とはいえ、むろん人が自由に操作し、管理することができるという
わけでもない。だから、人は境界に翻弄される。そこにおびただしい暴力と血との、また死の記憶が堆積しているのは、けっ
して偶然ではない。境界にはきっと、姿もかたちもない魔物か怪物が棲んでいるのである。
とりわけ、差別の現場には、その境界をめぐる怪物じみた政治学がひそんでいる。この政治学の使命は。境界の人為性
を消去しながら、避けがたい自然として境界をくりかえし提示し、差別という現実に宿命的な根拠をあたえることである。
あらゆる差別には、絶対的な根拠といえるようなものは、なにひとつない。根拠があって、差別が起こるのではなく、ま
ず差別が起こってから、根拠が捏造される。いつだって、この転倒こそが、それを具現化する暴力だけが、かぎりなくリ
アルである。
そこに、＜内なる他者＞というテーマが浮上してくる。ひとつの社会＝倫理学的な仕掛けとして、差別という現実を自
明なるものとしれ拡大・更新してゆくために、＜内なる他者＞のフォークロアが動員されるのである。」
「境界のあたりには、＜内なる他者＞がうごめいている。自分のなかに、たしかにその萌芽があり、しかも、それを自分の
ものとは認めたくないような恥ずかしい行為や性質（その結晶ともいうべき＜内なる他者＞ ･･･）は、外なる他者としての
少数者に投影され、それが逆に根拠となって、差別や憎悪が肥大化し更新されてゆくことになる。＜内なる他者＞の影に
脅かされている者たちこそ、熾烈な差別の実践者へと成りあがらなければならない。」
「＜内なる他者＞とは排泄物である、と言ってみる。
むろん、排泄物、より広くいって人間の身体が分泌するものにもいろいろあって、大便・小便から、汗・涙・鼻水・耳垢・
唾液、そして母乳や精液にいたるまで、多種多様である。涙を唯一の例外として、身体からの分泌物はほとんどが嫌われ、
タブーの対象となることが多い、ただ、そこにはつねに、弁証法的な逆転の契機が隠れていて、たとえば大便だって夢や
昔話のなかでは黄金に化けるのである。それはときに聖なるものに変身する。
それにしても。この＜内なる他者＞の群れは、私であって／私ではない、というひき裂かれた存在である。私が拒んだ、
もうひとりの私。穴をめぐっての内／外のせめぎあい。境界の政治学がそこに微妙な影を落としている。」

その似姿として顕れる世界は
鏡に満ちている
まして他者は鏡そのものだ
そこに己の投影した
みずからの影を映すのだ
みずからをそして
みずからの見解を正しいとし
それに適さないものを
批判することを好むものは
みずからの影に立ち向かう
錯誤した勇者だ
己の排泄したものを嫌うがごとき
影の大きな者は
大きな影をつくり
影を差別し影を憎むだろう
そして影と戦えば戦うほどに
影はその影を実体化させることになる
門をくぐるためには
鏡をくぐらなければならない
鏡をくぐるためには
影との戦いを超えて
己の影を光へと
変容させなければならない
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■安藤宏『
「私」をつくる／近代小説の試み』
（岩波新書 2015.11）

「私」はつくられている
まるで小説のように
「私」は「私」としか言えないわけじゃない
「私」はみずからを隠すことさえできるのだ
科学の言葉で述べているときのように

「不特定多数の読み手がそれぞれ密室で書物を享受する近代の活字文化にあっては、ある内容が「小説」となるいきさつを書
き手と読み手が共有するための「場」が、作品それ自体の中に括り入れられなければならない。その際、一人称の「私」は
叙述の中を自由に行き交い、物語と読者との間をつなぐトリックスター（道化役）の役割を果たすことになるだろう。時に
三人称をよそおい、時に特定の登場人物をよそおい、また時に小説の作者に成り代わることによって、小説がまさに「小説」
であり、単なる自伝やノンフィクションではないことをみずから主張してきたのである。
」
「〜た」に象徴される三人称的な視点を獲得することによって、小説を裁量する「私」は、ひとまずみずからの姿を隠すこと
に成功した。しかし三人称的な視点もまた一つのよそおいに過ぎぬわけで、潜在する「私」は人物の内面にどこまで介入で
きるか（しないか）
、またどこまで批評するか（しないか）という自由を常に保持している。
（中略）
文章の文末表現が不安定にならざるを得ないのは、書き手の「私」の判断をどこまで表に出すか（出さないか）という、
われわれの内なる迷いに発している。逆に言えばそこには「私」の出し方をめぐる無限に近い可能性が秘められているわけで、
姿を現したり隠れたりする演技者（パフォーマー）として「私」を捉えてみることによって、われわれは日本語の表現領域
を豊かに押し広げていくことができるわけである。」
「明治前半期はさまざまな文化的背景を持つ文体が林立していたが、やがてそのうちのひとつに過ぎなかった「原文一致体」
がヘゲモニーを握っていくことになる。写実主義の風潮のもと、この平明な文体は正確で客観的な表現を可能にする手立て
として期待され、三人称のよそおいが与えられていった。その最大公約数的な合意として「話者の顔の見えない話し言葉」
が立ち上がっていくことになったわけである。
しかし考えてみると、匿名化し、誰が話しているのかがわからないこの文体はたしかに奇妙なものだった。ほどなくその
反動が現れ、今度は明確に話者の「顔」を表に打ち出す「ひとりごと」化が進んでいくことになる。背景には近代個人主義
の浸透があったわけだが、ひとたびそれが理念として称揚されるようになると、今度はその「ひとりごと」に対する反発が
生じ始めることになる。あらためて「言」の持つ対話の息吹を注入しようとする動きが現れ、書き手から読み手への「呼び
かけ」文体が現れるのである。ただし書き言葉である以上、実際にはバーチャルなものでしかない「あなた」を求めるこの
企ては、語り手の自意識過剰を招き寄せることにもなったのだった。
顔の見えない話し言葉から明確な顔をした「ひとりごと」へ。「ひとりごと」から読者に直接訴えかける「語り」の復権へ。
近代の言文一致体は大枠において、この三つのサイクルを循環する歴史でもあった。
」

そこには「私」がいる
「私」は語り
ひとりごとをいい
「あなた」へ呼びかけたりもする
けれどその「私」は
この生身の「私」ではない
言葉と語りに
「私」という仮構の主体が乗っているのだ
「私」は語る
語りと騙りは切り離せない
どんなに「私」の真実を語ろうとしても
そこで語るのはこの「私」じゃないから
フィクションかノンフィクションかは問えない
「私」はつくられている
そのつくられた「私」としてしか
「私」は語ることができないのだ
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■ SWITCH6 VOL.36 NO.- JUN.2018
『川久保玲 白の衝撃』（スイッチ・パブリッシング

2018.5）

特集「芝居は難しい ----『万引き家族』の現場」より
（樹木希林「演出的な芝居、対話的な芝居」）
「是枝／やっぱり今お話を聞いていても、希林さんは映画全体を通した時に何が欠けていて、それに対して自分が何ができるか、何ができないかと
いうことをすごく厳しく見ている。その厳しい目は自分に対しても向けられているし、演出家に対しても向けられている。だから希林さんとの仕事
は毎回覚悟がいるんです。脚本の甘さも指摘されるし。だけどそういう率直なツッコミを脚本を書いている段階でしてもらえるというのはすごく、
恵まれていることで、
樹木「でも鬱陶しいでしょう、監督としては」
是枝／いやいや、そんなことはないです。
樹木「それは監督が力量があるからで」
是枝／でも、そういう関係で映画を作れるって楽しいですよね。希林さんから不意に出て来る台詞を聞いて、どうしてここで『きれいだね』って言っ
たんだろうなと考えて次を書くとか。それを現場で聞いたりはしないけどね。
樹木「うん、現場ではそれは話ししない」
是枝／聞いたら逆に「どんなこともわかんないの？」って言われるかもしれない。
樹木「いや、そんな失礼なことは言わないけどさ」
是枝／でも作品を通して出てきたものを受け止めて、なるほどそうかもしてない、こういうことかもしれない、じゃあそれはこういうシーンで返し
ていこうって、そういうキャッチボールができるのは、たぶんこの仕事の一番面白いところだと僕は思っているので。
」
（是枝裕和 × 近藤龍人「芝居が豊かに見える場所」より）
「---- 是枝監督のデビュー作『幻の光』の撮影は中堀正夫さんですね。次の『ワンダフルライフ』から山崎裕さんが続けて撮影を務めることになります。
近藤／やっぱり山崎さんが撮られる画というのは、独自の世界観、唯一無二のスタイルとして、いち観客としても当時からすごく印象が強かったん
ですよね。
是枝／うん、どの映画にも「山崎裕という眼」があるんだよ、必ず。
近藤／僕のカメラはそういう強い主張ができないんですよね。学生時代から、自分の撮った画を見てみると、いつも一歩引いて客観的な立場を取っ
ているというか ･･････「あっ、俺ってそうなんだな」といちいち確認しながらやってきたので（笑）
。そこで数多いる、名立たるカメラマンの方々
の映画を観ていきつつ、
「自分はどうしたら映画と関わっていけるのかな？」と考えていたんです。それがいまの自分のスタンスにつながっている
んじゃないかなと。
是枝／たぶんね、僕の映画がドキュメンタリー的な感触に寄っていこうとしていた時に、山崎さんの眼というのは強力な武器になったんだよ。だけ
どもう少し物語に寄りたい場合とか、作品世界をリアリズムの目線から持ち上げたい時に、特定の個性や人格を感じさせないカメラを、という発想
になってきたんでしょうね。そこに絡む話でいえば、今回は打合せの時に、脚本を読んだ近藤さんから「リアリズムより寓話的な方向に寄せたい」
という提案があったんです。
近藤／はい、色味も含めて、この内容だと、あまりに生々しいリアリズムよりは、寓話的なニュアンスに寄せたほうが（映画を観る人が）物語に入っ
ていきやすいんじゃないかなって。
---- リアリズムに寄るか、寓話的なほうに寄るか、この選択って、作品の題材からすると根幹の問題ですよね。
是枝／そう。ベースとしては柴田家が暮らしている自宅の美術も含めて、非常に泥臭くリアルに作っておいて、しかし、そこにべったり拘泥しちゃ
いけない。この映画の柴田家は、見た目は犯罪でつながっている変な家族なんだけど、我々が「その先に何を見るか」ってことが重要だったから。
この場所から、美しい詩を立ち上げなくちゃならない。そのためには近藤さんのカメラが必要だと思った。
」
「是枝／やっぱり近藤さんの決めた場所で見ていくと、お芝居がすごく豊かに見えるの。ワンカットの中にいろんな感情の出入りがある。芝居する
空間の軸をズバッと探りあてちゃう。
---- 神業ですね ･･････。近藤さんのポジション探しにおいて、ピンとくる場所というのは何が決め手になるんですか？
近藤／時と場合にはよりますけど、例えばお芝居が過剰に見えすぎるところは面白くないなって。それより「これが伝わっていればＯＫだ」ってい
う、お芝居の大切なところだけが際立つポイントを見つけようとする感じでしょうか。
」

自分のなかには
監督がいて
演出家がいて
脚本家がいて
役者がいて
カメラマンがいて
それらたくさんの
キャッチボールしだいで
映画は変わり続ける
役者の自分に何ができるか
何ができないか
脚本をどう思うか
アドリブは必要だろうか
視点はどこに置くのがいいか
自分のなかには
もちろん観客もいて
ツッコミも入れながら
リアルタイムで作られてゆく
映画を鑑賞してもいる
何かが足りない
どこかが過剰だ
そんな煩悶の末に
書き上げた脚本や演出コンテを
はじめから作り直したりもしながら
生はドキュメンタリーだが
そのリアルのなかには
もっと先へ行くための
ポエジーが必要だからだ
みずからを新たにつくりだそうとする
そんなポエジーこそが
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■柿沼裕朋『水銀のゆらぐ言』（国書刊行会

2018.4）

言葉には
形や
匂いや
響きや
光や
影や
色があり
そして
そこに意味という
不可思議なものを宿している
意味とは何だろう
それはどこからやって来るのだろう
人はそんな言葉を
息を吐いては吸うように
呼吸し生きている存在だ

（
「世界の終わり 終わりなき言葉のはじまり〜「夢の配達」より）
「夢の岸辺には、時折、梔子の実が割れたのを舟として、小さな紙きれが流れつく。その紙片にはこう記されている。
遙か時を遡ると、言葉には実体があって、人々は口から発せられた言葉にも数多の物質と同じように形や匂いを感じていた。
その頃、とある紙はいった。言葉は、意味、人の思惑や感情から解き放たれ、繁茂する蔦や流れる水のような自然の状態−−−−
言葉そのもののために存在している時こそ、最も美しいといえる。それは言葉が、植物や鉱物、大気等、人の内面とは関わりの
ないところに属しているからである。しかし、言葉と人は必然的に繋がっている。
言葉には影がある。影は一つの言葉に幾つも射し、それぞれ異なった音色やかたち、時の連なりから成っている。それら影の
揺らめきは、人の内面を彷彿とさせる。なぜなら人間の内も光のあて方によって、幾つもの異なるかたちをした影が姿をあらわ
すからだ。その影の一つには、言葉との結びつきにおいて不可欠な「時の印」が刻まれている。「時の印」とは永遠の寸刻、人
の中にある無時間の感覚、あるいは夢に属した部分のことである。」
（
「世界の終わり 終わりなき言葉のはじまり〜「白文字」より）
「人間はその眼に植物の呼吸が映らないため、植物の睡眠に関心を払わない。それと同じで、人は言葉が息づいていることを感
受しようとはしない。しかし、人の感覚が言葉の形貌や匂いと交わっていた頃は趣が異なるようだ。
その時代のことを白い文字で記した紙のような葉の束には、人に言葉との関わりを植物になぞらえ説いている箇所があって、
度々「言一片（ことのひとひら）」「言葉雨（ことのはう）」「垂葉（たちよう）」「涙文字（るいじ）」といった単語が登場する。
それらは、人間の生を潤し保つためには欠かせない「内なる循環」を示している。つまり、雨垂れの如く植物の内を滴る水と同
じように、言葉が人の精神を巡っていることを指しているのだ。
また、その葉の束には、言葉と水との類似について述べている章句がある。言葉は生と死のどちらにも存在し、その境界を行
き来している。そのことは水の流転と同質というのだ。」

ヨハネ伝は伝える
はじめに言葉があったと
言葉は神のもとにあり
言葉は神であったと
その言葉の光を
人はみずからの内に
言語感覚として宿している
たとえその光が
さまざまに乱反射された
痕跡のようなものにすぎないとしても
しかもその痕跡の影の姿しか
受け取れないでいるとしても
人は言葉を呼吸しながら
言葉のことを知らない
みずからが言葉になることでしか
それがいのちそのものであることが
光そのものであることがわからないからだ
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■佐藤優・片山杜秀『平成史』（小学館

2018.4）

（佐藤優）
「元号は、日本人に独自の歴史認識を持たせる。平成は、１９８９年１月８日に始まり、２０１９年４月３０日に今上天皇の生前退位によって終
了する予定だ。
（中略）
平成史の大きなテーマは、バブル経済が頂点を迎え、そこから転落し、回復できない日本の状況をどう読み解き、そこからわれわれがどう立ち
直るかの処方箋を描くことだ。
これは同時に思想的課題でもある。ポストモダンの嵐の中で「大きな物語」が否定され、
「小さな差異」ばかりが強調されるようになった。しかし、
人間は物語を作る動物である。ポストモダンによって知的に洗練された「大きな物語」が解体された後、「カネで買えないものはない」というよ
うな拝金主義や、排外主義的なナショナリズムのような毒性の高い物語が日本社会を席巻するような状況になった。
平成史を読み解くというのは、客観的な作業ではない。時代を解釈することによって、われわれが危機から抜け出すための処方箋を見出すこと
なのである。情報のための情報、分析のための分析、議論のための議論には意味がない。」
「ユダヤ教に伝わるカバラの知恵という論理がある。光が収められた壺がある。だが時間が経つと壺にひびが入る。そこで新しい壺を用意する必
要がある。入れ替えに失敗すると光は二度と元に戻らない。ここでいう光とは、日本固有の文化であり、国体であり、言語であり、あるいは天皇
なのかもしれない。それを出来だけ早く新しい壺に入れ替えなければならない。」
（片山杜秀）
「平らかに成る。この元号の名を聞いたとき、明治や昭和よりも大正に似ていると思いました。明治は明らかに始める。昭和は昭らかに和する。
世の中は日々に治めてゆかなければならないし、調和させてもゆかなければならない。明治と昭和からは日々に進行してゆくイメージを私は受け
取っていました。治めてゆくと和してゆく、動詞的で現在進行的であるということです。
でも大正は違うのではないでしょうか。大いに正しい。形容詞的です。正しい状態が出来上がっている。出来上がっているということは動きが
ない。止まっている。そんなヴィジョンが思い浮かばないでしょうか。（中略）
平成という言葉も、そういう大正とどうもダブるように思えて仕方がなかったのです。成るは、正しいと違って、治めるや和すると同じく立派
な動詞です。でも成るは、政治学者、丸山眞男の代表的論文のひとつ「歴史意識の古層」に従って言えば、漢語的に取ると「第一義的には成就・
完成・成果を意味する」。つまり動詞だけれども動いていない。動き終わっている。「成就・完成・成果」を意味するなら「成る」という言葉を現
在形で使っても、完了形的・過去的な意味合いがどうしても入ってきます。「平らかに成る」は「平らかに成っている」「平らかに成った」と限り
なく近づいてゆく言葉なのでしょう。
要するに、平成という元号を最初に聞いてこれからの日本をイメージしようとしたとき、私は何だかやる気がでなかったのです。「平らかにし
てゆくように頑張りましょう」ではなく「平らかになりましたからもういいですよ」というニュアンスを強く受け取ったのです。何かが始まった
というよりも、何かが終わった。もう済んだ。そんな奇妙な感覚でした。
（中略）
大正の次の昭和は、やはり明治とよく似ています。
（中略）
大正と平成は重なるのです。
では、実際の大正と平成の内容はどうか。過激に成長すれば、解決できなかった矛盾が積み残されて後に回る可能性は高くなる。明治のあとの
大正、昭和のあとの平成は、どちらもあまりに劇的で長かった時代の調整期や転換期となることを運命づけられた時代であったでしょう。調整や
転換がうまく行かないと、停滞期ということにもなりうる。しかも、そこになぜか似通った世界的要因と自然的要因が重なってくるのも、大正と
平成では同じなのです。」
（中略）
大正の次は昭和の動乱の時代になりました。既に章阿をだいぶん込みにして経過しているような平成の次は、さて、どうなるのでしょうか。安
穏とは思われません。先を恐れるためには前を顧みておかなくてはならない。歴史は決して同じことを繰り返さないけれど、しばしば似た道を辿
るものではあります。
」
「平成には、それなりに生きてゆくにはとりあえず充分という極相に達して「坂の上の雲」ならぬ「坂の上の平原」といえる。もっと成り上がり
たいという気持ちはないが、堕ちることへの恐怖は強い。でも自己防衛には限界がある。そこで石橋を叩いてわたる。バブル崩壊の結果誕生した
「平成人」とはそういう人々かもしれない。」

明治
大正
昭和
平成
天皇と元号は
時代を象徴する
さて次は
どんな元号となるのだろう
時代が変わることで
変わるものがあり
時代が変わっても
変わらないものもあるだろうが
時代精神＝霊が働きかけ
民族精神＝霊とともに
私たちは変わってゆき
そのなかから
さまざまなものを
学びとっていくことになる
問題は山積し
袋小路の様相を呈している
人は大きな物語を失い
小さな物語さえも
見失おうとしているように見える
私たちはこれから
どんな物語を紡ごうとしているのだろう
過去にしがみつこうとする者もいるだろう
途方に暮れて立ち竦む者もいるだろう
石橋を叩くのはいいが
叩いて壊してしまうわけにはいかない
だからといって
無謀なジャンプも避けねばならない
そんななかでも自由な一歩を
確かに踏み出そうとする者はいるはずだ
新しい壺を用意し
そこに新たな光を収めるための
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人は空っぽだ
空っぽだから
そこで
生が演じられる

2018.5.26

■俳優の言葉。002 山﨑努篇
（ほぼ日刊イトイ新聞 /2018.5.18-5.24）

https://www.1101.com/tsutomu_yamazaki/index.html
（
「第７回 されど 言葉葉信用できない」より）
「── 山﨑さんは、俳優として、
ずっと「人間」を演じてきたわけですが、
いま、人間ってどういうものだなあって、
思ってらっしゃいますか。
山﨑
だから「空っぽ」さ。
（中略）
──
たっぷり入ってそうに見える人も。
山﨑
空っぽ。ぼくだって、きみだって。
──
（中略）
山﨑

（中略）
──
山﨑

（中略）
（中略）

──
山﨑
──

山﨑
──
山﨑

（中略）

（中略）

空っぽの人間を演じる俳優のなかでも、
「いい俳優」がいるとすれば‥‥。
これは、なにかね、好みっていうか、
その人の匂いっていうか、
香りっていうか、
そういうものに近いんじゃないかな。
容姿とか技術とか何とかじゃなくて？
そう‥‥その俳優の、
という以前に、その人自身の発している、
「匂い、気配」みたいなもの、
それを心地よいと感じるか、どうか。
顔だって「匂う」ものだろうし、
そこのところで、
わかれてくるんじゃないかなあ。

──
山﨑
──
山﨑

人を好きになるのも、そこでしょう。
つまり、新しいから、古いから、
画期的だから、どうだから、
あなたを好きになりましたって、
そういうことじゃないでしょう。
俳優と観客との関係も、
同じこと、なんじゃないかなあ。

──
山﨑

山﨑さんは「言葉」というものに対して、
どういう気持ちを持っていますか。
言葉？
冒頭で「俳優は、言葉の商売だ」って、
おっしゃっていたので。
自分の場合は、「言葉」というものは、
人を傷つけもすれば、
人を救いもするような、そういう‥‥。
ああ、そういう意味で言うならばね、
ぼくは信用してない。言葉。
してない？
うん、言葉は、信用していない。

──
山﨑
（中略）
山﨑

台詞なんか、まず信用できない。
言葉ってのは「意味を伝えるもの」で、
むしろ言葉以外の何かを、
ぼくは、やりとりしたいと思ってる。
だから、言葉の商売なんだけど、
むしろ台詞は「邪魔」だと思ってます。
少なくとも、言葉だとか、
俳優にとっての台詞、なんていうものは、
ぼくは、信用してないんです。
だから、自分で好きな文章を書いてても、
たくさんの表現を使って、
その組み合わせをさまざまに工夫して、
なんとか、どうにか、
自分の気持ちや思うところを、
できるだけ伝えられたらいいなと思って、
じたばたしているわけだけど、
本当のところでは、信用していない。
では、信用しているものは、何ですか。
それこそ、その人の発する
「匂い」みたいなものかもしれないし、
「気持ち」みたいなものかもしれない。
なるほど。
自分は「空っぽ」だとわかってること、
そういう人間理解かもしれない。
少なくとも、大切なものっていうのは、
言葉そのものじゃないと思う。
言葉は、そのための「道具」であって。
みんな懸命に言葉を重ねて、連ねて、
どうにか汲み取ってもらいたくて、
がんばっているわけじゃないですか。
でも、人を傷つける力も、人を救う力も、
言葉そのものには、ぼくはないと思う。
それができるのは、匂いや、気持ち？
だって、伝えられないよ。
説明できないと思う、言葉だけでは。
自分の、本当のことっていうのは。
やっぱり、言葉というものには、
本来は、人を傷つけたり、救ったりね、
そんな力はないと思ったほうが
いいんじゃないかなあと、ぼくは思う。
言葉が連れてくるものが本当だと思う。」

大切なのは
刹那に
うつろってゆくもの
ではなく
空っぽを
演じ
遊ばせる
器なのだろう
器に穴が空いていれば
そこには
なにも容れることができない
器をどのように磨き
そのかたちをつくるか
空っぽでなければ
できないことがあるのだ
空っぽだから
人は
月を指すことはできるけれど
月を見せることはできない
できるのは
自分に月を満たして
見せることだけだ
空っぽだから
人は
言葉を使って
意味を伝えることはできるけれど
ほんとうの言葉を伝えることはできない
できるのは
言葉を工夫して
言葉にならないものを示すことだけだ
不立文字
直示人心なのだ
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■「武久源造：適正律クラヴィーア曲集 第１集・第２集 第１番〜第６番／第７番〜第１２番」
（コジマ録音 2018 ／バッハの錬金術 Vol.2 #1/4 ＆ #2/4）

宇宙の調和を
人間の調和へ
不調和さえも
調和に変えて
宇宙の適正な調律を
人間の適正な調律へ
平均へではなく
それぞれを適正な響きへと導き

（武久源造「解説」より）
「Wohltemperirte という言葉には「平均」という意味は含まれておらず、事実、バッハ時代の鍵盤楽器には不等分律が用いられてい
たのだから、これを「平均律」と訳すのはどちらの面から見ても間違いである。さらに、注目すべきことは、ここに収められた 24 曲
がただ一つの調律法によって演奏できる、あるいは、演奏されるべきであるということも、バッハはけっして指示していないのである。
バッハの意図は、あくまでも、それぞれの曲を演奏するに当たり、その都度適正に調律された鍵盤楽器を用いて欲しいということでし
かない。この理由による、私は今回 Wohltemperirte を、このＣＤのタイトルとした。
」
「中世ヨーロッパでは長い間、音楽は理数系の学芸領域だった。ところが、ルネサンスの人文主義運動と共に音楽は、文学、演劇、詩
などの言語活動に近いものと考えられるようになったのである。説くにドイツで文化全体に大きな影響力を持ったルター派では、聖書
のメッセージを伝える器として音楽を重んじ、新しい教会音楽の創造に力を入れた。作曲家たちは具体的な聖書の言葉を生き生きと表
現するための音楽語法を探究し、その成果は、教会の伝統として蓄積された。
続くバロック時代はオペラの時代であり、器楽も含めた劇的表現の可能性がどこまでも追求された。元々ヨーロッパにはプラトン、
アリストテレス以来二千年の修辞学、詩学、雄弁術、作劇法の伝統があったが、バロック時代の音楽理論家、作曲家、演奏家たちは、
その伝統を音楽に結び付け、新しい学問としての音楽修辞学を構築するために不断の努力を惜しまなかったのである。その結果、歌詞
を伴う音楽はもちろん、歌詞のない器楽さえも、巧妙な筋書きを持ち、具体的なメッセージ、特に様々な感情を聴き手の心に伝えるこ
とができる音楽構造を獲得したのだった。バッハの生きた時代は、正にこの音楽修辞学の絶頂期であった。
（中略）音楽修辞学は、理論的な物というよりも、作曲に際して具体的なイメージを音にし、演奏においてそれを効果的に表現する
ための、優れて実践的な知識と技術の集大成であった。それは、音楽家の魂（精神と肉体、知性と感情の全て）と個々の作品を繋ぐ架
け橋だったのである。
そもそも人間の脳は偶発的な日々の出来事にも何らかの筋書きを発見しようとするものである。生きている限り我々は、過去・現在・
未来のあらゆる現象に何らかの意味のある因果を創造しようとする。しかし、時に、それらの一部、または全部が、検証不可能な幻想
や錯覚の類であったりもする。音楽実践において、我々の脳が生み出す思念と感情、論理と幻想を、首尾整った全体にまとめ、意味深
く、また効果的に表現しようとするのが音楽修辞学の要諦である。
古典修辞学の泰斗アリストテレスは、演技者について次のような意味のことを言っている。即ち、演技者が表現すべきことは、個々
の人間の偶発的な振る舞いではなく、
「一まとまりの大きな行動」である、と。言い換えれば、全ての人間の心に通じ、全ての人間にとっ
て価値あることを、演技者個人としてではなく、いわば人類の代表の一人として演じよということである。この態度はバッハの演奏に
おいて、特に、大きな意味を持つものと私は思う。」

宇宙のさまざまな調べを
人間のさまざまな調べへ
多様さを損なわず
美しい調べをそのままに
宇宙の生成する演技を
人間の生成する演技へ
即興も偶然さえも
新たな調和へ
宇宙が踊るとき
人間もまた踊るように
宇宙のポイエーシスが
人間のポエジーとなるように
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■中島岳志『超国家主義／煩悶する青年とナショナリズム』
（筑摩書房 2018.3）

「戦前期の日本を席巻した超国家主義。戦後はファシズムや軍国主義の別名とされ、全否定されることを宿命づけられた。
超国家主義は危ない。徹底的に批判されなければならない。再生を許してはならない−−−−。
その通りである。何の異論もない。

しかし、戦後という高みに立った頭ごなしの拒絶では、戦前期に超国家主義が拡大した理由に迫ることができない。戦前の日

本人が、戦後の日本人よりも愚かだった訳ではない。超国家主義が浸透した背景には、時代が抱え込んだ切実な苦悩が存在した
はずである。そこを素通りしてしまえば、超国家主義の本質を捉え損ねる。超国家主義を超克したことにはならない。
（中略）

超国家主義はいかに生まれ、いかに拡大し、いかに破綻したのか。
その生成と顛末を辿ることは、存在論的不安が拡大する現代社会において、意味がある。超国家主義の核心部分を把握しなけ

れば、超国家主義を葬ることはできない。」

「政治は「一匹の失意と疑惑と苦痛と迷ひ」に対して無力である。いや、無力でなければならない。最後の一匹を救おうとすれば、
グロテスクな全体主義に行きつく。国家権力が国民の心を支配する。
根源的な煩悶を、政治によって解決することはできない。政治にできることは、あくまでも利害の調整である。それが政治の
トポスである。異なる他者が共存するための仕組みや制度を整えることが、政治の役割である。
私たちは、永遠の過渡期を生きている。世界はクライマックスになど到達しない。不完全な人間は、不完全な世界にしか生き
ることができない。私たちは絶対者ではない。
生きることの不安や苦しみを、政治によって解消することはできない。共産主義も全体主義もファシズムも超国家主義も、す
べて破綻する。世界は完成しない。
それでいい。
私たちが政治の世界で行うべきことは、「永遠の微調整」である。歴史の風雪に耐えてきた制度や慣習を継承し、時代の変化に
対応する。他者との価値の葛藤に堪えながら、一つ一つ合意形成を積み重ねていく。その不断の努力が、平穏な日常を支える。
カントは「統整的理念」と「構成的理念」の区別を重視した。前者は実現不可能な高次の理念で、現成に対する批判の源泉と
して機能する。後者は実現性を前提とした理念で、政党のマニフェストなどはこれにあたる。
人は時に両者の区分を見失う。統整的理念の実現を目指し、現実の求心的な変革を実行する。究極の理想社会を具体化しよう
として、暴力に訴える。しかし、人間が不完全である以上、統整的理念は実現されない。
だからといって統整的理念に意味がないのではない。私たちは、統整的理念を掲げることによって、はじめて構成的理念を紡
ぐことができる。到達し得ない究極の理念を持つことによって、そこに一歩でも近づこうとする漸進性を獲得することができる。
重要なのは、統整的理念と構成的理念の位相の違いを認識することである。この両者の区別がなされず、統整的理念が構成化
されたとき、壮大な暴力的悲劇が起こる。理念を疎外する人間の敵意が顕在化し、ラディカルな熱狂が社会を支配する。
超国家主義や共産主義は、どこまでも統整的理念であり続ける。すべての人間が苦悩かた解放された平等な政治共同体など実
現不可能である。
戦前の超国家主義の問題は、「超国家」の実現を追求したことにある。煩悶や不安に耐えきれなくなった人間が政治に解決を求
めた結果、自我を溶解するスピリチュアルな国家論が登場し、超国家主義へと展開した。
この轍を、私たちは凝視しなければならない。」

不安な自我は
みずからの器に閉じこもるか
大きな器に向けみずからを投影する
現実を変えようとして
みずからそのものを消そうとするか
社会そのものの変革へと向かう
不安な自我は
そのふたつのあいだを
振り子のように揺れ動く
主義は投影である
そのことに気づけないとき
その影はみずからへ
そして社会へ
暴力的な力を行使する
有機体が三分節化されているように
精神における自由
法における平等
経済における友愛と
社会も三分節化されなければならないが
主義はすべてを一元化してしまうのだ
時代は不安な自我の種を蒔きはするが
その苦しみを政治が解消してくれはしない
政治だけに解決を求めようとすると
個の自由な精神は国家へと溶解してしまう
不安な自我は
みずからを映す影に一喜一憂する
それを影だとは気づけないままに
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■飯塚数人『詩の根源へ』（藤原書店

2018.3）

「日本のポエム化が進行しているという。
マンションやホテルの広告、大学の入学案内、ラーメン屋の宣伝、ファッション誌・ビジネス書の文章、さらには新聞のコラ
ムまでは不気味に過剰に装飾され、そのためかえって、ツッコミどころ満載の、なんとも滑稽な言葉の羅列になっているのだ。
（中略）
こうした表現をポエムと名づけ、日本のポエム化状況を最初に明示した小田嶋隆によると、
《ポエムは、強いて定義するなら「詩
になりそこねた何か」
、あるいは「詩の残骸」と呼んでしかるべきものだ》という。
（中略）
けれども、今日、わずかながらも別種の詩観が、感受性が、芽ばえはじめているように思える。瀬尾育生は、震災後まもなく
行われた講演で、事物が語りだすというベンヤミンの言語観をとっかかりにして考える。人間の語りに先立つ諸物の超越的なこ
とば。それこそが純粋言語なのだ、と。巨大な災害は、存在の全体が口を開き、いっきょに語り出した、
「純粋言語の問題」だっ
たのだ。
《人間の社会システムが「役に立つこと」のなかで回転しているかぎり、自然の存在たちは、ただ沈黙して嘆いている
だけです。だがそれがいつまでも続けば、言葉を持たない、同じ自然の沈黙に属するものとして、彼らに替わっていつか大地や
海が人間に訪れてきて、人間に思いもかけない応答をするとしても不思議ではない。人間の社会システムが危機にさらされると
きは、ふだん沈黙していた自然の存在たちがいっせいに語りだしているのです。》（《純粋言語論》）」
「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、それらによびかける呪文が
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賛歌へ変わる。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み込まれる。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。
（中略）
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。地球生命圏に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なければならない。もちろん自己満足的に自然を讃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。左脳と右脳を鍛えあげ、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
然と精霊のへの祈りの中から生まれた。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にほかならない。
生きとし生けるものの言葉に意味を澄ませ、歌いかけること。」
「人類の基層のさらに奥深くに、生類の普遍的基層が横たわっている。偏狭な民族主義に陥ることなくながめるなら、ベーダや
詩経にも、生きとし生けるものへの感覚は存在するとわかるはずだ。「日本を、取り戻す。」などといった、強制と支配のポエム
を打ち破り、共生と理解のことばを、取り戻さなければならない。人類の普遍的基層には生命への畏敬があり、万物ことごとく
歌うという、生類の普遍的基層が眠っているのだろう。詩の志とは生命力の発露なのだ。
ここにこそ、詩の根源がある。」

詩とはなんだろう
少なくとも
昨今のポエムではない
ポエムは制度化された詩を
真似ようとする道化なのだろうが
自分を道化だとさえ
気づいていないのかもしれない
制度化された詩の形骸は
稚拙な感情の吐露や
添加物だらけのファーストフード
役立つ広告にはなるだろうが
それらは制度化された人間の
滑稽な衣装にしかなりはしない
詩とはなにかを
定義することは難しい
けれどもその根源へと向かうとき
そこには
存在するものの基層にある歌が
コスモスを取り戻し
魂をその深みから鼓舞する歌が
交響しているのではないだろうか
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■三谷龍二『すぐそばの工芸／生活工芸の輪郭』（講談社

2018.5）

（
「VII. 幾何学のイコン」より）
「器には、円柱、立方体など多くの幾何学形態が隠されています。鉢は逆円錐台や四角錐台であり、ボウルは球を半分にしたもの。
茶筒や花入れは円柱形で、お皿は円に還元できるでしょう。幾何学形態は究極普遍の形ですから、「これしかない」というところへ
向かって形を追求していく工芸やデザインにとって、見上げる美しい星であり続けるのです。幾何形態は、図にすれば単純な線で終
わってしまいます。同じように丸や四角の形をしたものであっても、そこに精神が宿っているものもあれば、ひどく退屈なものにも
変わる。人為を超えたものだからこそ、向かう人間の側の精神性が試されるのだと思います。僕の形の元にも、この幾何形態は入っ
ていますが、具体的な道具を作っているのに、どこか抽象を相手にしているような気持ちにさせられるところがあって、その不思議
な感覚をいつか機会があったら探ってみたいと思っていたのです。この幾何形態という宇宙の言葉が形の奥に潜んでいるからこそ、
器に詩のようなものが宿るのではないか、そんな関心を僕はずっと持ち続けていたのでした。
幾何形態が、造形の世界でクローズアップされた時代が二つありました。ひとつは一九二〇年前後のヨーロッパのモダンデザイン
の黎明期において。そしてもう一つは、日本の戦国時代、禅宗や侘び茶の始まる頃でした。この時代も国も遠く離れた二つの時点で、
どうして幾何学とものの形が接近するという似たようなことが起こったのか、そのことがずっと不思議で、僕は興味を持ち続けてき
ました。
」
「侘び茶では「茶碗の底に宇宙を見る」という言葉があります。掌の小さな器の底に、広大な宇宙と通底するような回路が用意され
ている、ということだろうと思いますが、バウハウスも同じように幾何形態のなかに、具体的な人間世界や自然を超越した宇宙の言
葉のようなものを求めていた。それにしても幾何形態というクールで、人の思いなど入り込む余地のないと思われるものに、日本で
もヨーロッパでも精神とつながる回路を発見し、そこに実際高度な精神性を生み出すことができたという事実はたいへん興味深いこ
とだと思います。
」
「ウツワ（器）の語源は「空」のウツだと言われます。そしてそのウツは、神社にある鈴のように、空のなかに霊気を孕み、ウツは
その住処でもあった。器には語源のなかに、もともと「もの」であって、
「もの」でないような、
「もの（ウツツ）」であり「空（クウ）」
であるような、あるいは具体的でありながら、抽象や超越へと移行（ウツロヒ）するものを孕んでいたのです。日本人はもともと「も
の」自体、目に見える「もの」への執着心があまり強くありません。「もの」よりも「ものの影」、あるいは佇まいのような見えない
部分、抽象的な気配に感応する傾向があります。そして器が、僕たちを惹きつけつづける理由は、その「ものの影」の深みにあるの
ではないでしょうか。
」
「話はここから一九二〇年頃のヨーロッパへの移動します。その時代に生まれたモダンデザインは、自分たちが住むこの世にも、自
然のなかにも存在しない、ただただ純粋な、形の宇宙を求めました。そして、そのあまりに見事な世界の切り口に世界が驚き、普遍
性が宿ったのだと思います。」
「抽象画の始まりは一九一〇年代、カンディンスキー、マレーヴィッチ、モンドリアンらによって始められたと言います。そしてこ
の三人に大きな影響を与えた人物が「人智学」を唱えたルドルフ・シュタイナーでした。彼の哲学や宗教がどのようなものか、難し
すぎて僕には分かりませんでしたが、幾何形態と精神が結びつくきっかけをつくったことは間違いないでしょう。この時代はまさに
時代の分かれ目で、非合理なものと、合理主義が未分化のまま混在し、魔術的な世界と、合理的精神が同居し、そして強く結びつい
ていたのでした。
（中略）物質と精神の不思議、目に見えるものと目に見えないものの間にある回路。その芸術的インスピレーショ
ンを、シュタイナーが画家たちに与えたのだと思います。」
「手仕事は、日用品を作りながらも、どこかにデモーニッシュなもの、あるいはスピリチュアルなものをその奥に抱えているように
思います。それは肉体労働を伴うこと、手と心が直接つながっていること、そして素材という自然に常に触れていることなどが大き
いと思います。そして抽象絵画が神秘主義やイコンと結びついていた時に最も大きな変革を遂げたように、その内に非合理を抱える
ことは、プラスに結びつくことだとも思います。今日、僕たちの暮らしは均質な量産品と日々断片的な情報に接して、自分たちが見
えない被膜に覆われているような、あるいは自分がぼんやりと希薄になっていくような不安を感じています。しかし、見てきたよう
に、単純な丸や四角という幾何形態にも精神が宿り、人を生き生きとさせる力を発揮することができるのです。物には本来精神の容
れ物としての力があり、僕たちは物にそうした生命を受けとめてくれるような力を求めている。それはまさにイコンのような、魂の
宿す場所を（もはや工芸とか、アートとか関係なく）求めているのだと思います。」

ものが
物質に閉じこめられて久しい
ものは
容れもの
魂の容れもの
ものと関わることで
ひとは
物質に閉じこめられた霊を
解放しなければならない
ひともまた
そうすることで
みずからに閉じこめた霊を解放する
ひとも
容れもの
魂の容れもの
閉じ込めた霊を解放するためには
みずからの魂の容れものから
はからいを去らなければならない
幾何形態には
魂の容れものとしての
ひとのほんらいの
はからいを去った形が顕れている
ものとかたちの
ものとひとの
日々の幸せな邂逅のなかに
美しい工芸は顕れる
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■尾崎孝之『未知なる死から非知なる生へ／フランス現代詩の流れ』（ユニテ

2017.12）

人は知らない
自分が知らないことを知らない
そのとき未知へと向かう好奇心は生まれない
哲学のはじまりには驚きがあり
驚きは未知への歩みでもあった
その歩みから詩もまた生まれてきたが
好奇心が失われた時
哲学も詩も行方を失ってしまう
けれど人は信仰し
その信仰はうつろってゆく
信仰しないことをも信仰しながら

「けだし、死こそが知の源泉であった。ボードレールが未知なるものとしての死に憧れたのは、その死の内に、まだ見
ぬ知に対する欲求があったからである。ここと今にないものとしての死。しかし、ボードレールから百年たって、現
代の詩人たち（少なくともジャコテ）は何かを決定的に失ってしまった。それは、好奇心である。未知なるものが存
在すると考えて、その未知なるものを追求しようとする好奇心である。
では、何故、現代の詩人たちにとって未知なるものが存在しなくなってしまったのであろうか。そこには、繰り返
し述べて来たように、人間自身が力をつけたために、人間を超えたものに対する恐れがなくなってしまったという状
況がある。人間しかいない、人間だけで十分であるという地点から、ヴァレリーの「生きてみなければならない」と
いう、人間の可能性だけをきわめようとする人間中心主義が生まれた。そのために、ボードレールの内にあった人間
は悲惨なものであるという意識や、ランボーの内にあった永遠なるものに対する憧憬や、マラルメの内にあったこと
ばの力に対する絶望的な信仰といったものが、ものの見事に失われてしまった。
現代の詩人たちはこうして、人間を超えるものとしての神という拠り所をなくしてしまったのかもしれない。ヴァ
レリーの内に辛うじて存続していた人間の可能性に対する信頼も、第二次世界大戦の惨状に遭遇することで完璧に失
われてしまった。第一次世界大戦に際しては神に対する信仰を、第二次世界大戦に際しては人間に対する信頼を失っ
た人間。こうして、ありとあらゆる拠り所を喪失した人間には、そして詩人には、何が残されているのであろうか。
それは、詩人が、ことばの場で、ことばを通して、自分のまわりのものと自分とを一体化させること、少なくとも、
その出会いを目指そうとすることである。事実、ボヌフォアにしても、ジャコテにしても、日本の俳句に親しんでいる。
それは、俳句の世界が、ことばの場で、ことばを通して、自己と他者とを出会わせているからではないだろうか。自
然をうたうことが同時に自分をうたうことであり、逆に、自分をうたうことが自然をうたうことでもある世界。自然
のひろがりと季節のうつろいに自分を溶けこませること。そのひろがりとうつろいという、ここと今に永劫を感得す
ること。そして、その永劫が光ることばとなって、虚空に浮かび出ること。
その時、ことばの源泉そのものとしての光ることばが、あらゆる根源を失ってしまった人間の闇を、それでも一瞬、
明るく照らし出す。そして、光ることばを通して、私たちは非知の輝きとしての生を垣間見る。それは、未知の闇と
しての死を一瞬切り裂く稲妻のきらめきでもあるのだ。」

人は神を仰いだが
その神を失うことで
みずからの内なる神を仰ごうとしたのだろうか
そのとき哲学は詩は
みずからの内に神に代わるものを探し求める
人は自然とともにあったが
その自然を失うことで
みずからの内なる自然を仰ごうとしたのだろうか
そのとき哲学は詩は
みずからの内に自然に代わるものを探し求める
人は人間の可能性を拠り所にしようとしたが
いまやその拠り所を失おうとしている
そのとき人はなにを拠り所にしようというのだろう
哲学は詩は何を探し求めればよいのだろう
人はそのとき闇のなかでさまようばかりだ
人は生きている
今ここに生きている
けれどその生は知を超えている
哲学は詩は拠り所を失ってしまった闇のなかで
その非知の輝きとしての生を
見出そうとしているのだろうか
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■ひこ・田中『ふしぎなふしぎな子どもの物語／なぜ成長を描かなくなったのか？』
（光文社新書 535 2011.8）

子どもという物語があるように
大人という物語がある
近代に子どもは大人から切り離され
そこにそれぞれの物語が生まれた
かつて人間は肉体の成長につれて

「子ども専用の物語が消費される場所が提供されるようになったのは、近代社会になってからです。
それは、子どもをまだ大人ではないだけの劣った人間ではなく、別の価値ある存在として大人と切り離して扱う社会です。」
「社会は子どもを保護し、教育を施し、そして大人への成長を促します。しかし、すでに子どもとして価値のある存在と見なされてい
る心地よい世界から何故、わざわざ踏み出して、大人へと成長しなければならないのか？ という根源的疑問に対する答えを用意す
ることにあまり熱心ではありませんでした。
学校で学習はしても、何故知識が必要か、つまり何故それらを習得しないことには大人になれないのか、または大人になるために
それは本当に役に立つのか。役に立たなくてもいいのかといった問いかけに答えることはあまりしませんでしや。
家族も、養い養われる関係以外に、何故家族である必要があるかも、何故家族は家族であるだけで愛し合っていることになってい
るののかにも、答えることはありませんでした。」
「子どもの物語は何故、成長を回避しようとしたりしているかのような態度をとるようになったのでしょう。
理由は誰もが指摘するように明らかだと思われます。情報量の増大と、それへのアクセス方法の簡易化による、大人と子どもの差
異の減少です。差異が見えにくくなってきていますから、大人は必ずしも将来の目標とはなり得ないのです。」
「私は、近代社会が、何故大人へと成長しなければならないのか？ という理由をスキップしたまま今日まで至っていると語りました。
とはいえ、それが必要なのに怠ったままだと主張したいわけではありません。それを必要だと思いながら、永遠に先送りしているの
がまずいと考えるだけです。
大人へと成長しなければならないわけでもない。
そう認めてしまった方がいいと思います。
実は私たちは、子どもを別の価値ある存在として切り離したとき、自動的に私たちを大人と定義づけたでだけはないでしょうか。
それは、子どもが子どもであるだけで庇護されるのと同じように、イニシエーションや経済力のあるなしにかかわらず、誰もが大
人になることができたのですから、良い方法でした。（中略）
子どもという存在を切り離すことによって自動的に大人になれるこのシステムは、誰もが否が応でも大人にならなければならない
プレッシャーを生じさせるのです。（中略）
そろそろ問い直してみてもいいのではないでしょうか？
子どもを別の価値ある存在として切り離したとき、なぜ私たちは、みんながみんな大人にならなければならないと思い込んでしまっ
たのだろうか？ と」
「子どもの物語の変化は、近代が元々目指している社会と、これまで正しいと信じられてきた社会との間に生じてきたズレそのものに
忠実に寄り添っています。
こう言い換えてもいいでしょう。大人社会の要請と子ども自身の欲望との間でバランスをとりながら描かれてきた子どもの物語は、
相変わらず大人としてだけ振る舞っている大人社会から見れば奇妙でも、子どもの側から見ればこうしか見えない、こう考えるしか
ない大人と子どもの差異が減少した世界を正直に描いているのです。
子どもは成長してみんな大人になるって本当か？ それ以外の選択肢もあるのではないか？
もし、近代社会がその問いに答えを出したとき、子どもを別の価値ある存在として切り離したときに産まれた子どもの物語は、こ
れまでとは全く別の物語を語っていることでしょうし、ひょっとしたら必要がなくなっているかもしれません。」

叡智も育ってきたのだという
年を経ているというだけで
尊崇されることにもなっていたのだ
けれど現代では
みずからを育てていかなければ
肉体だけが育ち老いていき
魂は育つことができない
生まれたとき
魂がどれほど成熟しているかは
魂のそれまでの遍歴に依っている
生まれたときの魂は公平ではあるけれど
平等な力をもってはいない
そのため魂はみずからの成長に
ふさわしい環境を選んでいるのだ
魂は自己教育する
子ども大人の別は問わない
これからの物語は子どもだから大人だからではなく
自己教育を促す成長の物語へと
向かっていくのではないだろうか
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■ジョナサン・コット『奪われた記憶／記憶と忘却への旅』
（求龍堂 2007.10）

私は誰
ここは何処
私はいつのまにか生まれ
私は某
ここは某所
私は即興劇を演じ
やがてまた
誰でもない私になり
私は生を去り
演じる舞台を失い

「近年、私はＥＣＴ（電気ショック療法）−−−−多くの人がもはや使われていないと思っている療法−−−−を何度も受け、一九八五
年から二〇〇〇年までの十五年間の人生を永久に失ってしまった。おかげで、かつては一度も考えたことがなかった、記憶（とそ
の喪失）について真剣に考えるようになり、忘却と記憶の世界へと旅する決意をした。そして、探究していくうちに、記憶のさま
ざまな側面について考えるようになり、その旅の途上で、幸いにも、私の興味を惹き、魅了した種々のテーマを専門とする、数多
くのすばらしい人たちに出会い、話を聞くことができた。記憶と脳に関する最近の神経科学の発見について（リチャード・レスタッ
ク）
、虚偽記憶と回復記憶をめぐる論争について（リチャード・Ｊ・マクナリー）、記憶と想像力と魂の関係について（トマス・ムー
ア）
、記憶増強の可能性について（シンシア・Ｒ・グリーン）、記憶消去の願望について（ジェームズ・Ｌ・マッガウ）、チベット仏
教の観点から見た前世の記憶について（ソギャル・リンポチェ）、ユダヤ教の伝統における記憶の概念について（ローレンス・クシュ
ナー）
、スーフィーの伝統における神の記憶について（ロバート・フレイジャー）、アフリカ部族の歴史の記憶と保存におけるグリ
オの役割について（ジュディス・グリースン）、コンスタンチン・スタニスラフスキーの指導法における感情的記憶の概念について
（エレン・バースティン）、アルツハイマー病による壊滅的な記憶喪失について（デイヴィッド・シェンク）。」
「過去と現在を忘れた人、あるいはそのどちらかを忘れた人にとって、代わりになるものは何だろうか。ジミー・Ｇの事例に関して、Ａ・
Ｒ・ルリヤはオリバー・サックスに宛てた手紙の中で、こう書いている。「しかし人間は記憶だけで成り立っているものではありま
せん。感情、意志、感受性、道徳をもっています。そのようなことについて、神経心理学は語ることができない ･･････。神経心理
学的には、学者にできることはほとんど、あるいはまったくありません。しかし『個』の領域では、できることはたくさんあるでしょ
う」
。サックス自身、
「最も分裂した個でさえも、生きた流れ、内なる音楽をもっている」と語り、自分の仕事は「神経学的な廃墟
の残骸の中から、生きた個人の中核、すなわち『自分』というものを見つけ、それを呼び起こすことだ」と述べている。
私は自分のファイルのひとつに、覚え書きを見つけた。それは私が電気ショックの世界に二年間逗留していた病院のひとつで、
自分宛に書いたものである。
個人的成長は新しい可能性に対して心を開くことの中にある。そう考えて、ものごとを冷静に、しかし熱心に見よう。そして
新しい展望を描く際には、自分のヴィジョンや見解につねに忠実であろう。たとえば、新しい計画に対する自分の見解を、それが
覚えられなくても、持ち続け、それが自分をどの方向へ連れていこうが、それ自体が決める道をよく見よう。しかし、その計画をもっ
て、どこへ行くべきか、何を見つけるべきかを、私はまだ決めていない。
今日、私は見舞いに来た友人に一所懸命に説明していた−−−−ショック療法は、思考を破壊し、そのリアリティを失わせるが、
それでも感情や思考はしっかり残っている、ということを。ほんのわずかな本質的要素だけが私の思考を促し、白昼夢や空想が私
の注意を引こうとする。最近、私は日々の一瞬一瞬を生きている。長い思考や感情は、扱いやすい長さに切り詰められている。私
は現在を生きるすべを学ばなければならない。ゼロから始めよう。ここからスタートするのだ。」

私が某として
某所で演じたことは
失われるのだろうか
それとも永遠なのだろうか
私は誰
ここは何処
そんな忘却がなければ
新たな役どころを演じるための
新生にはならないだろうが
私が某で
某所で何事かを演じた
という記憶がなければ
私は失われるのだろうか
生のなかで回心を経験し
永遠を得ようとするならば
私はかつての某を忘却し
忘却した空の器のなかに
新たな霊性を
注ぎ込まなければならない
そのとき記憶と忘却は
メビウスの環のように結ばれ
私は誰でもない私となり
私は私というかけがえのない魂となる
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■渡辺京二『気になる人』（晶文社

2015.5）

現実がフィクションか
ノンフィクションかわからないまま
違和感のなかを生きてきた
社会というのも
いまだ皆目わからないままだが
せっかくなので
世の中のそういうものだ
ということを学ぶべく
けれどその中にいるのでもなく
その外にいるのでもなく
なんとか生きてきた

（建築家・作家の坂口恭平さん「どこにも属せないから、世界をつくる」より）
「渡辺／あたっているかどうか分からないけど、あなたは、ごく小さいときから、自分を取り巻いている現実というのは、一つのフィクショ
ンだと思っていたんじゃないかな？
坂口／そうですね。
渡辺／本当の姿じゃなく、仮に見えている姿なんだと。引っぱがしてみたら、違う顔が見えてくるかもしれないと。
（中略）
僕が言いたいのは、この現実というのは見かけがこうなんだけれども、それが本当の姿かどうか分からないので、自分が中に入ってみるの
か、外から見るか、下から見るか、上から見るかで、がらっと変わってしまう世界なんだというとらえ方を、あなたは小さいときからしてい
たと思う。だから、現代社会におけるいろんな仕組みも、それはただの仕組みじゃないかと。なんで信用するんだと。
（中略）
しかいし、現実の社会というものは、そんなふうにひっくり返せないものなんだ。例えば、空き家がたくさんあるから、建物を建てる必要が
ないと言うけど、なんでそんなに空き家があるかというと、両親が家を建てて、子どもが大きくなって結婚すると、一緒に住まずに、マンショ
ンに入る。だから、両親が亡くなれば、空き家になる。それを貸そうと思っても、設備も古く、借り手がない。そういうことで消えていく。
だから、空き家が多いのに、建てる必要がないって言ったって建つわけよ。
坂口／建ちますよね。」
「渡辺／僕は、国に頼らないことだと思う。（中略）
国に頼らないというのは、自分で自由に生きていくという覚悟があるといいという意味なんだ。要するに社会の価値にね、例えば女の人な
らもっと社会進出しなさいとか、キャリアウーマンになりなさいとか、もっとスタイルがよくなりなさいとか、もっと個性を出しなさいとか。
そういう今の社会が格好いいとか、成功しているとか言っている、そういう価値観から外れるといいんですよ。引きこもりたいなら引きこも
ればいいんですよ。会社に行きたくないなら、行かなきゃいいんですよ。ただし、その代償は自分が全部引き受けることです。人のせいで
こうなったと言わなければいいし、それから、誰かに助けてくれって言わなきゃいいんですよ。自分がこういうふうに生きたいと思ったら、
自分がその代償を払ってそう生きればいいんですよ。そうやって生きていく方法はなんぼでもある。身体が健康であればね。病気のときは、
社会が補助してくれるシステムがあるからね。
だから、要するに、自分を見つめてみることだと思う。自分が本当にどうありたいのかということを。結局、今の世の中では、社会がこ
ういうことが価値があるよということに向けて上昇することを自己実現と言っている。それは自分じゃないんですよ。自分を見つめてみて、
自分の中にああしたい、こうしたいというのがいろいろあるんだけど、よく見てみると、自分がしたいと思っていることが社会から吹き込ま
れていることだったということもある。それを見極めていくことだと思う。
（中略）
そして、やっぱりね、この世はだいたい不幸なものだと観念することですよ、つまり、はかないものなんですよ。交通事故で毎年大勢の
人も死んでいるわけでしょ、でも、車はやめないわけでしょ。ですから、文明はそれだけの代償を払わせるんですよ。放射能もそうですよ。
要するに、原発をやめなきゃいけないのはさ、事故を起こしたら被ばくするからという問題じゃないんだよ。仮に原発で被ばくが起こってね、
多くの人が死んだとする。それを言うなら、車で毎年大勢の人が死んでいるわけだから、車もやめなきゃいかん。だから、文明というのは、
それだけの代償を要求するわけだ。ただし、僕が原発に反対なのは、あれは人間が制御できるエネルギーではないからなんだ。
」
「坂口／僕は若いころから、どこにも入れないと思っていたので、社会に疑問があったんですよね。その疑問を放置はしたくなかった。自分
が感じている疑問を、何か隠すんじゃなくて、自分で考えて、考えたからには答えを出したいという気持ちは強くあった。だから、どこにも
属せなかったけども、それなら、自分で場所を作るかと考えていって、最初は建築を目指していたけど、
初めに
「建てない」
と思っちゃった。じゃ
あ、どうするかっていうと、なぜ建てないのかという問いを自分で表現するような場所を少しずつ作っていったのかなという感じですね。
（中
略）「世界を変えないで、世界を作れ」と自分はよく書いてますけど、それを少しずつ自分で作ってみるという作業をやってみたらどうかな
と思います。
これからの社会や世の中は、ますます大変になると思うんです。仕事もね。でもみんな普通に会社に入るもに疑問を持ち始めている。そう
いう意味では、可能性は広がると思う。お金を稼ぐ以外に、何か可能性があるんじゃないのかと思って本を書いているんです。
」

みんながおそらく現実だと思っている
そういうものだは
相当に手強いしろものだ
それだけはよくわかった気がする
少しでも考えれば
いわゆる社会の価値観などの多くは
ばからしくも見えるのだけれど
そういうお仕着せがなければ
多くの人は生きていけないらしい
しかもそれらを使って
うまく立ち回っていたりもする
世界劇場というのは
同じ舞台の上らしきところで
近似的な時空のなかを
いろんな存在たちが演じている場所らしい
けれどその舞台の上では
さまざまな現実という物語が輻輳されたまま演じられる
まったく交わりそうにもない周波数の意識が
これほどまでに絡みあっているのは不思議なことだ
滑稽でもありシリアスでもある
このライブシアターにいることそのものが
おそらくは得がたい経験となるのだと知りつつ
しばらくの生をいただいている
やれやれというべきか
大爆笑というべきか
感動あふれるというべきか ･･･
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■いせ

ひでこ『見えない蝶をさがして』（平凡社

2018.5）

ぼくのなかで
見えない樹が育つ
ぼくのなかで
見えない蝶が翔ぶ

「土をほると、かくれんぼしていた。
時間が出て来る。
根の先のちいさな根瘤に凝縮されている
いのちが見える。
もっとほると、麦や鱗木が 黒い泥炭になって眠っていた。
もっとほりたくなる。
絵描きは、筆をシャベルにかえて、
キャンバスを地面にかえて、ほる、ほる。
地球のうらがわに抜ける穴をほる。
化石の森で 恐竜とあそぶ。
蝶とあそぶ。
46 億年の地層の DNA が 土のうえに貌を出す。
双葉になって、さなぎになって、赤ん坊になって。」
「夢を見た。
鳥の巣に、巻いたキャンバスが 何本も入っていた。
開いたら、みんなまっ白だった。
鳥は餌をもらい、鳴き方を覚え、飛び方を習い、巣立つ。
キャンバスは、だれかの手が世界を創らなければ、
永遠に白紙のままだ。
蝶は、独りで育つ。
卵から、幼虫、さなぎ、くりかえされる脱皮 ･･････
手伝ってくれる親は そこにはいない。
翔ぶ。身体に記憶がのこっている。
親とおなじルートで、北上して産卵し、
親と同じルートで、南下して越冬する。
見える蝶

見えざる蝶も

風をよむ」

ぼくという
魂の記憶が描かれるとしたら
最初の記憶はどんな景色だろう
ぼくはこれまで
どんな景色のなかを
歩いてきたのだろう
ぼくのなかの
見えないぼくよ
これからぼくはどんな景色を
見ることになるのだろう
でもぼくのみる景色は
いつもはじめてのどきどきだ
ぼくのたどる物語は
いつもはじめての歌声だ
ぼくの旅は終わらない
ぼくのなかで
見えないぼくが育ってゆく
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■中田光雄『意味と脱ー意味／ソシュール、現代哲学、そして ･･････』（水声社

2018.2）

「
「意味」は、
もっとも基本的なレヴェルで、
「存在」と「無」と並ぶ、それらといわば等価的な、
「現実」
（レアリテ）である。「存在」
「実在」の現実性は確認するまでもない。「無」は、
「存在」
し無いが、
「無」としての、
「死」としての、そのレアリティは、圧倒的である。「意味」は「存
在」
「実在」に不可避的に随伴するが、
「無」
「死」にも随伴する。「無」
「死」がわれわれにとっ
て圧倒的な現実性をもって迫るのは、その「意味」するところにおいてである。ドゥルーズ
は、
「意味」は、命題の、
「指示」「表示」「意義」と並ぶ「第四のカテゴリー」であるとしたが、
われわれにとっては、
「意義」は「意味」の「沈殿」
「精錬」の所産にすぎず、両者は相重合し、
森羅万象をめぐって、
「存在」と「無」と並ぶ、それらといわば等価的な、
（「現実」の）
「第三カテゴリー」としてもよい。このことは、
（遠
い発端はストア哲学にあるとはいえ、また、
「存在と真理の認識」から「対象性と普遍妥当性の構成」へのカント的 - 展開を経てでは
あるが）
、近代末のフレーゲ流の「意味・意義」概念規定から浮かびあがり、二十世紀の存在論的・意味論的 - 展開によって、はじめ
て大々的に前景化した。かつて、神は最高の存在であり、近代末に「死」んだとされ、二十世紀初頭の否定神学によって「無」とさ
れたが、今日的にいえば、その「存在」は証明しえず、とはいえ、圧倒的な有意味性における現実態であったことは否みようもなく、
その「死」
「無」についても、同様である。他方、「真理認識」は、自然科学における「精確性真理の認識」に対する、人文・文化・
歴史科学における「妥当的真実つまり有意味性の理解（了覚）」となり、伝統的哲学・神学における「我と形相、我と神、我と物象、
我と我、の対象認識的 - 関係」は、
「我と汝、我と他者、我と異者、の相互理解的・コミュニケーション - 関係」となり、
「真理の伝授」
は、
「意見の交換、意見の検証」の問題となり。･･････ その他、多くの事柄が、
「存在」でもむろん「無」でもない、
「意味」＝「存立」
の次元に移置・返還されるようになってきた。二十世紀後半の言炉言的・記号論的・情報論的 - 転回を経た今日・今後の時代には、
「存在」
（と「無」
）からのこの「意味」＝「存立」の次元の独立はますます決定的なものとなるだろう。昨今の新 -、思弁的 - 実在論の擡頭も、
反 - カント的革命ではあれ、二十世紀以来の存在論的・意味論的 - 転回の新たな一段階にほかならない。自然・動植物・環境世界の
有意味性の問題は、生きとし生けるもの、在るとし在るもの全ての存在の尊厳とそれへの畏敬の念に、すでに含まれていた。存在論
的 - 意味論的 - 転回は、「存在」と「意味」＝「存立」の同一性を謂うものではなく、「存在」を主題化することによって、「存在の真
理」と「存在の意味」を峻別することによって、「存在」と「意味」の相互随伴性と相互峻別性を含意するものである。」
「第一部では、
「意味 - 開起」を論じ、第二部でゃ「脱 - 意味」を論じた。「開起」とは、
「人間的有限性の閉域を開き破って（なにものかが）
出起」してくることを言い、デリダ用語が判りやすいはずであるからここでも引用すれば、「合理的・計量 - 根拠づけ・理性」（raison
rationelle）の外、
「合 - 理性的、・異殊考量 - 高邁・理性」（raison raisonnable）であればおそらく及びうるところ、後者からの出
起が前者の限界を開き破って到来してくることの謂いであり、われわれ人間理性の営みは、おおむね、後者の出起・到来を可能なか
ぎり最も妥当なかたちで根拠づける・基づけること、すなわち「開基」することにあり、第一部の研究・考察からすれば、これが「原
- 意味」態、
「原 - 意味」動、からの「意味」の「開起・開基」であった。他方、「脱 - 意味」とは、「意味」からどこへと「脱」出す
るのか、
「非 - 意味」へか、「反 - 意味」へか、「無 - 意味」へか、それにしても「非 - 意味」「反 - 意味」「無 - 意味」とは何の謂いか、
と問うて、結局、---- この種の問いを立てる今様 - 懐疑主義者たちが「真理」など持ち出すはずはないのであるから ---- もう一つの
別の（同じ！）意味か、あるいは、やはり、どうやら「原 - 意味」態、「原 - 意味」動、への「脱」出、しかありそうもないというこ
とになった。われわれなら、
「意味の外」へ、と騒ぐに止まることなく、いっそのこと、
「存在の外へ」「無の外へ」も考えたらどうか、
と言いたくなるが、
「存在の外」とは「無」であり、「無の外」とは「存在」であり、などという回答を得ても得るところはないわけ
であるから、結局、これも「存在」「無」「意味」三者（三態）の相互・混融 - 分解の原 - 成 - 動へと「脱」出する、ということのほか、
なくなるだろう。
「脱 - 意味」とは、したがって、すくなくとも、われわれにとっては、この最後者の相互・混融 - 分解・原 - 成 - 動
の一方位への合流ということになる。
総じて、
われわれ人間の営み（われわれ人間は＜営み＞以外のものでありえようか）は、おおよそ、次の図式をもって成されつづける。
意味 - 存立
↑
意味 - 開基
→（右斜） →（下斜）
意味 - 開起
脱 - 意味（脱 - 構築）
↑（左斜）
↓（下斜）
原 - 意味 - 動
この図式は単なる独断的な形式論議の所産ではなく、第一部・第二部における多くの現代哲学者たちの思考への敬意と追考の結果で
ある。
」

意味とは何だろう
意味がある
意味がない
その違いはなんだろう
意味はどこから生まれるのだろう
無にさえも意味は付随する
存在に意味が付随するのはいうまでもない
存在と無と意味は
相反しながら
また随伴しながら
それぞれの現実性を持っている
意味は生まれ
意味は育ち
意味は固着し
意味は変わり
無意味さえを生み
非意味さえも喚起し
意味は意味を脱し
新たな意味を喚起する
意味とは何だろう
意味は伝わるだろうか
意味を伝えたいとなぜ思うのだろう
誤解さえも伴いながら
私たちは意味の不思議のなかで生きている
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■松岡正剛『千夜千冊エディション

本の中には入らないものがある
本から本へ』（角川文庫

平成 30 年 5 月）

「本には何でも入る。オリエント文化もバッハの楽譜も信長の生涯も入るし、ピー
ターパンの冒険もハイデガーの哲学もシダ植物の生態も入る。物語も日記も政
策も犯罪も、必ずや本によって形をなし、たいていのコンテンツを盛り付けら
れる器で、かつまた知識と情報の相場でもあって、誰もが好きに着たり脱いだ
りできる着脱自在な方形の衣装なのである。
ぼくはそういう本たちとのべつ交際しながら、人生大半の時間を費やしてき
た。そして五六歳のとき、その体験の一部を互いに連鎖する感想録のように綴っ
て
「千夜千冊」
としてウェブに公開することにした。書評ではない。その本との「め
ぐりあい」の事情と「印象」と「言わずものがな」を綴った。不倫はがまんした。
一人の著書とは一度だけの付き合いとしたのである。このたび、それらを編み
なおし、
角川文庫のシリーズとして好きに再構成することになった。名付けて「千
夜千冊エディション」だ。
この一冊目のエディションでは、ぼくなりの本読術や読書感想を組み立てた。
四章にわたって本から本へ飛び移っているが、共通しては三つのことを重視し
た。
第一には、ぼくが本に接するたびに試みてきた「読み」の手法がわかるよう
な千夜を選んだ。パスカル、馬琴、バルザック、ポオらは、ぼくに「読み」を
教えてくれた秘訣の持ち主だった。第二に、そもそも本はどのように編まれて
著されてきたのか、どう読まれてきたのか、そのプロフェッショナルな「しくみ」
に言及した千夜を並べた。われわれは長い音読の時代を経て、近代以降に特異
な黙読の習慣をつけるようになったのだけれど、そこには中世以来の「書き読み」
と「読み書き」の秘術が潜伏していたのである。カザラースの『記憶術と書物』
や前田勉の『江戸の読書会』に詳しい。
第三に、本というもの、古代アレキサンドリアの神殿めいた図書館に始まっ
て愛書家たちの書斎づくりに至るまで、つねに並べられた書架に入り、閲覧と
入手を待ってきたオブジェクティブな物品でもあった。それゆえ、その扱いに
はさまざまな「フェチ」や「偏向」が出入りした。焚書や禁書もおこった。い
まやその多くが電子化されて、ネットの中にも棲息するようになってきた。そ
れなら、本の読み方や本との交際の仕方は変わるべきなのかといえば、いやい
や、そんなことはない。もっとラディカルになったほうがいいという主張者た
ちの本を選んでおいた。ボルヘス、エーコ、マングェル、ユーリン、マーコスキー
の弁論にしばし耳を傾けていただきたい。
本とは、人類の歴史文化のなかで最高無二の知的情報となってきた柔らかい
パッケージである。この連中とはひたすら交際するのが一番だ。ぼくはそのた
めの収説（取扱説明書）を綴ってみたかった。いささかぼくが得意とする編集
格闘技に片寄っているかもしれないが、それなりに楽しみ勝手もあるのではな
いかとおもう。
」

禅者も本を読み記しもするが
不立文字であるように
月を示すことはできても
月を見せることはできない
生きるのは人なのだ
死するのも人なのだ
本から本へのあいだに
失われる魂がある
本からものへ
本から人へと
読む体験は
経験とならねばならない
本を並べることは
読むことにはならない
読むことは
実際に味わうことにはならない
絵に描いた餅は食せないからだ
ほんとうに食するためには
想像力も創造力も
描かれた世界という
境域を超えねばならない
水に溺れるものは
泳ぐ術を身につけねばならない
火に焼かれるものは
錬成されねばならないのだ
境域を超えたときにこそ
言葉はほんとうのコトバとなり
血を流し大地の底へと降りて行き
天へとむすぶコトバとなり
そして月を太陽を見ることができる
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■金森修『人形論』
（平凡社

2018.5）

人の心は
人の内には収まらず
人形というものをつくりだす
祈り
抱きしめ
愛でる
「人形史をごく大雑把に見渡した中で、多彩極まりない人形ワールドを概念的に横切る一種の基底のようなものが存在
するという仮定が浮上してくる。それは呪術、愛玩、観賞という三つの概念である。呪術には祈り、呪い、願い、怖れ、
憧れなどが含まれる。愛玩には可愛い、愛おしい、抱きたい、弄びたいなどが含まれる。そして、観賞は、時間的には
先の二つよりは遙かに新しい現象で、＜芸術＞という概念が多少とも先行的に制度化されていることが前提になる。つ
まり人形以外に、絵画、彫刻、音楽、建築など、芸術的対象として吟味され、愛好され、観賞されるものが既存状態に
あることが前提で、その後の一種の新参者として人形が定位される場合、その際に発現する概念的要素、それこそが観
賞なのだ。
人形ワールドは呪術、愛玩、観賞という三概念が頂点を構成する三角形によって大枠を構成された概念世界の中で、
自由、かつ個別的に具象化される。いうまでもなく。その三頂点は相互背反的なものではない。例えば、呪術的だから
といって、愛玩的でないとはいえないし、両者の成分が混淆している場合の方が、むしろ現実的には多い（三要素につ
いて同様のことがいえる）。また、その混淆様態は、共時的でもあるが、通事的なものでもありうる。つまり、愛玩の
対象だが、同時に観賞の対象にもなりうるという場合もあれば（共時性）、呪術的起源があっても、それが徐々に愛玩
の対象に変化していく場合もある（通事性）。通事性の観点をより明確に入れるなら、＜人形三角形＞には、単なる平
面だけには収まらない。三次元的に漏れ出した半透明の三角形が重なり合っていると述べるべきかもしれない。そうな
ると、朧気な三角柱ができ上がってもいいように思えるが、やはり、たとえ半透明の三角形が折り重なっても、十分な
三角形にはなりそうもない。通事的変化の具体相に表れが＜三角柱＞を構成するほどに、三要素すべての変化が同一ま
たは類同的リズムで刻まれているとは考えにくいからだ。
むしろ、
私は次のような補足を与えたい。＜人形三角形＞の三頂点いずれもが人間の情念に関わる。怖れ、憧れ、可愛い、
弄びたい、美しいなどと感じること。人間の情念がなければ人形はありえない。しかし同時に、こうもいえる。人間が
ただ怖れ、憧れ、可愛いと感じ、美しいと感動するだけなら、そこに人形が在る必然性はない。まるで当たり前のこと
なのだがあえて確認すれば、人形は（その材質が何であるかにかかわらず）人形として物的に存在していなければなら
ない。人形は物質性をもたねばならない。この特徴は、当該の人形が呪術的なもの、愛玩的なもの、観賞的なもののい
ずれであっても、どの場合にも共通する前提条件なので、私は上記の＜人形三角形＞を補完する形で、次のように述べ
ておく。呪術、愛玩、観賞を三頂点とする＜人形三角形＞に三次元的な成分を組み込み、物質性という共通項を一つの
頂点とする＜人形三角錐＞を作る。その三角錐には、若干ずれながら、半透明の三角柱が揺れながら重ね合わさっている。
それが通事性の謂いである。その場合、＜人形三角錐＞が設置される固定平面に接触する底辺、つまり或る特定の三角
形の成り立ちが現在性の表象だと見做しうる。」
「人形は、人間という小さな存在が、さらにその一掃その小ささや儚さを増幅させ、しかしそこに様式美を加えること
でそれなりに美化した人間だ。人間的経験の味が、小さな人形の中で反復される。複雑な要素が絡み合い、そう簡単に
は審美性や可愛らしさだけでは片づけられない人形でも、その根底には、人間に対する紛う方ない興味や愛が働く。呪
術的文脈にある人形でさえ、災厄や運命などの、神的で超越的なものにひれ伏し、畏怖する姿勢の中に、人間は有限性
や儚さという自らの存在条件を確認するという意味が組み込まれる。人間がいなければ、畏怖も怨恨も、自覚化された
激怒も願望も存在しない。
人形を愛玩し観賞する一般人は、人形の中に、人間の愛おしさの感覚を確認する。それを受けるようにして人形師は、
一瞬の儚い生を生きる中で、非人間的で無関心な大規模環境に抗うように、自分の周囲に＜人間的なものの痕跡＞を残
そうと、全力を尽くすのである。」

そんな心の姿を
ものとして
存在させようとする
そして人形師は
その心を
形にしようとする
人は人のままでは
人であることができないのか
私は私のままでは
私であることができないのか
人はみずからの心を
抱えきれないままに
人形にみずからの影を投げかけ
人形とのミステリアスな関係をつくりだす

