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■佐々木隆（執行草舟監修）『情熱の哲学／ウナムーノと「生」の闘い』（法政大学出版局

2018.1）

小さくゆらせば
小さくふるえ

大きくゆらせば
大きくふるえる
中庸のために
ゆれることを怖れてはならない
大きくゆれてこそ
中庸の調べは美しい
小さく鳴らせば
小さく響き
大きく鳴らせば
大きく響く
小さな調和のために
叫ぶことを怖れてはならない
どんなに打たれても
深く響く鐘でなければならない
熱のない言葉は
冷たい記号しか歌えない
熱のない大地の祈りは
偽物の天しか仰げない
もっと熱を！
大地は熱から生まれ
熱こそが変容しながら霊性を育む
荒野で叫ぶことを怖れないことだ
その叫びこそが永遠の賛歌になるのだから

「ウナムーノは人間の魂を蚕食しおびやかす、現代のあらゆる形式のものとの非人間化への傾向に対して、ファウストのごとく「魂
を返せ！」と叫ぶ。ゲーテは死の床にあって、「もっと光を！」と叫んだが、ウナムーノは「もっと熱を！」と叫ぶ。なぜなら闇の
中で人は死ぬことはないが、寒さの中で人は死ぬ危険があるからである。彼はデカルトの「われ思う、ゆえにわれ在り」を、
「われ
人間なり、ゆえのわれ思う」と逆転させ、さらに「われミゲル・デ・ウナムーノたらんために考える」と言い加える。
理性絶対の近代ヨーロッパ文明に対する彼の闘いは、単に否定的な意味しか持たないのであろうか。風車に突進したドン・キホー
テは狂気の騎士であり、いままた高度化した技術文明に闘いを挑むウナムーノも狂気の人とみなされる。ドン・キホーテが公爵の館
に冷ややか、かつ荘厳な嘲笑のうちに迎えられたように、現代スペインのドン・キホーテたりウナムーノも、進歩主義者や高度成長
論者の集まる科学的異端審問の法廷に、いささかの憐憫とそれに倍する冷たい嘲笑のうちに引き出される。
（中略）
ウナムーノの近代ヨーロッパに対する「否」は、大いなる肯定を内に秘めている。ウナムーノが一八九五年の『生粋主義をめぐって』
の中で述べた次の言葉は、彼の思想を理解するための一つの鍵となるであろう。（中略）
「完全な真理はふつう除去法によって、すなわち極端なものを排除することによって中庸の中に求められる。ところで極端なものと
はその相互的機能と働きによって生のリズムを産み出すものであるが、そうした除去法によっては、ただ真理の影にしか、冷たく陰
気な影にしか到達しない。私が思うに、それより好ましいのは、別の方法、つまり矛盾を交互に肯定する方法であり、読者の魂の中
に極端なものの力をきわ立たせることによって中庸のものが魂の中に活気を帯びることである。生とは闘いの合成運動なのだ」
ウナムーノの方法論はここに尽くされている。彼が理性、主知主義、教義、文字、文明、博学、生に立ち向かうのは、決してそれ
らを否定しさることではない。むしろそれらに抗して心情、霊性、信仰、言葉、文化、知恵、死を対立させることにより、魂が活気
を帯びることを望んでいるのだ。」
「最後に、彼の『生の悲劇的感情』の結びの言葉を引用して本論を綴じたいと思う。
「この世でのドン・キホーテの新しき使命は何か。それは叫ぶこと、荒野に叫ぶことである。たとえ人間が聞かなくても、荒野が耳
を傾ける。そしてそれはいつの日か音の反響する森へと変化するであろう。そして種子として荒野にとどまる孤独の声は巨大な杉と
なり、その幾万という舌でもって、生と死を司る神に永遠に賛歌（ホザンナ）を歌うであろう」
」
（「執行草舟「監修者あとがき」より）
「私は、スペインの哲学者ミゲル・デ・ウナムーノの「生」とその思想を、いま一度世に問いたいと思っている。本書は、
その目的のために、
日本のウナムーノ研究に先鞭をつけられた現代スペイン思想研究の泰斗 佐々木孝先生の著作を合本としたものである。
」
「ウナムーノを読むことは、私にとって生きることそのものであった。私の青春を支えてくれた思想であった。それは、私に生きる
ことの真の意味を教えてくれていたのだ。永遠に向かって生きる「生」だけが、本当の「生」だということを私にたたき込んでくれた。
永遠の「生」だけが、現在の
生」を本質的に活かすことが出来るということを知らしめてくれた。つまり、私にはそれはひとつの武士道であった。死を受け入れ、
呑み込むことによって、初めて永遠に向かうことが出来る。私はウナムーノに、それをたたき込まれた。
ウナムーノの哲学とは、ひとつの「死生観」なのだ。だからこそ、私はそこに私の武士道を見ていたに違いない。死生観が、血と
成り肉と成って自分の肉体と魂の奥底に打ち込まれて来る。それは確かにウナムーノの思想そのものの力である。しかし、私がそれ
を日本語で読んでいる限り、その力の幾ばくかは翻訳の力なのだ。その翻訳者が佐々木先生であった。先生の訳には血と涙が滲んで
いた。日本語が震えていた。哭いていたのである。だから私はウナムーノのはらわたを直視することが出来たのだろうと思っている。
」
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■石牟礼道子『綾蝶の記（あやはびらのき）』（平凡社
■白川静『孔子伝』
（中公文庫 1991.2）

2018.6）

「ながい間、人間苦の極限相に向きあっていて、ことばがないと思いつめていたわたしに、白川静先

ノモスに縛られるのは窮屈だ
ピュシスに帰れというのは安直だ
二つを一体にするのも危険なこと
とかくこの世は住みにくい
行き場を失ったときは
狂を生きてみるのも一興だ
人が人を超えるのか
人を壊すのかは知らないが
太古へ帰るのではない
新たな時
時を超えた時の言葉を
生みだすための飛翔だ
新たな神話の言葉へ
もはやノモスでもピュシスでもない
新たな存在の言葉へ向かうのだ
その言葉を生きるために
狂を生きねばならない時代がくる
寝苦しい夏の夜の妄想のなかで
そんな狂が蝶の舞うごとく現れる ･････
※ノモス：人為／ピュシス：自然

生の『漢字』( 岩波新書 ) を手渡してくれたのは渡辺京二氏だった。
冒頭に次のような文章が続いていた。
「ことばが、その数十万年に及ぶ生活を通じて生み出した最も大きな遺産は、神話であった。神話の時代には、神
話が現実の根拠であり ･･････ そこには時間がなかった」
涙がにじみ、しばらく読めない。瓦礫のごとくになってゆくことばに埋まり、ノモス化した近代をはねのけた
い衝動にかられ続けていたわたしは思った。
そうか、たぶん今は、ことば無き意識の時代にふたたび入ったのだ。古代の地質の中で、植物群が大きく入れ
替わったりするように、人間の意識もその文明の質に閉ざされて、化石になる時代に入ったのかもしれない。
では、この新しくことばを閉じこめた時代の次に再びやってくる神話とは、どういう質のものだろうか。人間
が原罪をまぬがれえないとすれば、破滅の時のために最後の原罪が働くのだろうか。それとも、
かつてなかった兇々
しいこの世紀を乗り超える神が出現するとすれば、たとえばそれは、阿蘇外輪の崖に立っている、一本のすすき
のような姿をした神かもしれない。
白川先生はおっしゃる。「遊」という字は神遊びが原義であり、人間的なものを超えたもので、祀りを伴うと。
人間たちはいま神を棄て、遊びだけをとって、ことばからも、その所業からも魂を抜きさってしまい、そのせい
で現実から、生きるという実感が失われ、仮想現実とやらを作り出して遊ぶようになった。夢さえも電脳機器で
コピーしてもらい、クローン人間をもつくり出して、仮想現実の方へ移住しはじめ自分が、本来どこから来たか
も探せなくなった。
諸制度を担う人々もまた似たり寄ったりなので、制度の破れめから、コピーされたノモスの申し子たちが出没
するようになった。」
「お文章からひびき出る楽音を聴くことがある。しばしばわたしはその中に忍びこむ。東洋の、古代の音であり、
声である。あとをつけて歌いたくなって思い浮かべるのは『孔子伝』の「あとがき」で、激語といってよい。
「邪悪なるものと闘うためには、一種の異常さを必要とする」「あらゆる分野で、ノモス的なものに対抗しうるも
のは、この『狂』のほかにはないように思う」」
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■大槻真一郎（澤元亙・監修）『アラビアの鉱物書／鉱物の神秘的薬効』（コスモス・ライブラリー ヒーリング錬金術４
■ルドルフ・シュタイナー『人智学の光に照らした世界史（GA233）』（yucca 訳 神秘学遊戯団 2002.4）
http://www.bekkoame.ne.jp/~topos/steiner/weltgeschichte/weltgeschichte0.html
http://www.bekkoame.ne.jp/~topos/steiner/pdf/weltgeschichte.pdf

2018.24）

人はみな井の中の蛙
どんなにグローバルに動き回ろうと
どんなに精神を働かせようと
いまこのじぶんという蛙を離れては生きられない
身のまわりにある事象の謎に
ひとつひとつ向き合うことが
すべての認識の基礎にならなければならない
からだもこころもいまここにあるのだから
その上に立ってはじめて大海を臨み
そして天界を仰ぐことができる
万学の集大成者アリストテレスの営為も
そこから出発している
プラトンのようにじぶんのこころとからだを影にして
じぶんから離れたところにあるものを論じたのではないのだ
アレクサンダー大王が遠征によって
東洋に伝えたアリストテレスの自然智は
西洋からは長く失われていた
西洋が受容するには早すぎたからだ
西洋ではまず個の智が育てられなければならなかった

アリストテレスにかぎらず
あらゆる智は行じられてはじめて
その真実が明らかになる
その行の中心には
個と成った人間がいなければならない
知識だけを積み重ねる
個にさえなれない人間には
あらゆる智は意味を持ち得ない
人はまずじぶんという
からだとこころをもった井の中の蛙となり
そして身のまわりのことに
ひとつひとつ向き合っていかなくてはならない

（大槻真一郎『アラビアの鉱物書』より）
「私はかつて、およそ哲学の勉強を志すかぎりは、やはりすべてを支配する絶対精神を追求し、下界にうごめく形而下的な物質世界を睥睨する天界の精神世界、つまり形而上の世界をきわめなくて
はならないと思っていました。しかし、人生の半ばから一転して、以上の思いあがった傲慢不遜な考え方を深く恥じ、一石・一木・一草の魂に立ち返ること、いや、これらすべてにもそれぞれに秘
められた無限の永遠の大きな宇宙意思が深く込められていることに、私は強く気づきはじめました。
どこかの大学で講義・購読・演習を行う場合も、哲学を志望する学生諸君にはとくに、天馬にまたがって形而上の世界へむやみに飛びあがろうとすることがないよう、鉱物や植物に関する地味な
ギリシア語・ラテン語の原典資料を用い、他方、分子や原子のきわめて乾いた三次元立体の化学物質などを勉強する理科系学部の諸君には、そういうものに宿る神秘な宇宙生命の意思エネルギーと、
できるだけ共振・共鳴できるよう一緒に務めてまいりました。『ヒルデガルトの宝石論』でも申し上げた「井の中の蛙」的科学の見解・研究・視野の問題も、じつは「井の中の蛙がそういう神秘な
大海を知らない」のが問題であって、私どもは、できるだけ真実の「大海を知る井の中の蛙」であろうと精一杯努めていかなくてはならない、という意味のことを申したかったのです。というのも、
私どもは現実的にはみな井の中の蛙なのですから。
以上のことはともあれ、そういう古代ギリシア哲学専攻の私にしてみれば、古代ギリシア哲学（万学）の集大成者アリストテレスの大著作全集中に当然あるべき基本的な鉱物書がないことは、ずっ
と前から何らか不審な気持ちを抱いておりました。が、じつはもともとアリストテレスには立派な鉱物書があった（？！）というのです。しかしそれが残念にも、ギリシア語原典の写本はすべて失
われ、いまはアラビア語訳のものしか残っていないというのです。」
（ルドルフ・シュタイナー『人智学の光に照らした世界史（GA233）』第 6 講より）
「アレクサンダーの遠征によってアジアへともたらされたものは、アリストテレスの自然智であったものでした、そしていたるところに、根本的な自然智が広まりました。アレクサンダーは、アレ
クサンドリアだけでなく、エジプトだけでなく、かなたのアジアにもいたるところにアカデミアを設立していましたが、そこに彼は古代の叡智を定着させ、その結果この叡智はそこにあって長い間
保存されたのです。ギリシアの賢人たちはいつでもそこに行くことができ、そこに自分たちの安住の地を見出しました。自然智はアレクサンダーによってアジアへともたらされたのです。
ヨーロッパは正直のところ、最初この深い自然智に耐えられませんでした。単に外的な知、外的な文化、外的な文明のみを欲していたのです。そのため弟子のテオフラストスは、アリストテレス
主義のなかにあったもののうち、西洋にゆだねることができたもののみを取ったのです。けれどもこのなかにはなおも、とほうもなく多くのものが潜んでいます。西洋は、アリストテレスの論理学
的傾向の強い著作を得ました。けれどもまさにこれがアリストテレスの独特なところなのですが、アリストテレスが抽象的で論理的であるところですら、アリストテレスは他の著作者とは別様に読
めるのです。内的な、スピリチュアルな、瞑想に基づいた経験とともに、ひとつプラトンを読むのとアリストテレスを読むのとの違いを見出そうと試みてほしいものです。真正の霊的な感覚を備え
た現代人が一定の瞑想に基づいてプラトンを読むと、その人はしばらくして、自分の頭が物質的な頭より少し上にあるかのように、物質的な体組織から少し抜け出したようにこ感じます。単に大ざっ
ぱにプラトンを読むのでない人の場合、必ずそうなのです。
アリストテレスの場合はそれは別のものです。アリストテレスの場合、アリストテレスを読むことによって体の外に出るなどという感覚は決して得られません。けれども、一定の瞑想的な準備と
いう基礎を整えてアリストテレスを読むと、まさに物質的な人間のなかで活動している、という感情が得られるでしょう。まさにアリストテレスによって、物質的人間が前に出てきます。これが活
動するのです。それは単に観察される論理学ではなく、内的に活動する論理学です。アリストテレスはそれでもなお、後からやってきてアリストテレスから論理学を形成した小物たちよりも一段上
なのです。アリストテレスの論理学の著作は、ある関連においては、それが瞑想の本として理解されるときにのみ正しく理解されます。こうして、奇妙なことが起こります。ひとつ考えてみてくだ
さい、マケドニアから西に向かって、中部ヨーロッパ、南ヨーロッパへと、西洋へと、アリストテレスの自然学の諸著作が単に移動したとしたら、それらは、災いに満ちたものになったであろうし
かたで受容されたことでしょう。なるほど、人々に受け入れられるものもあったでしょう、しかしそれは災いに満ちたものとなったでしょう。と申しますのも、アリストテレスがたとえばアレクサ
ンダーに自然学的に伝えることのできたものは、エフェソス神殿の火災以前のエフェソス時代の秘儀の本質にまだ触れられることのできた魂をもって理解されなければならなかったからです。そう
いう魂は、かなたのアジアか、エジプトのアフリカにのみ見出されました。ですから、アレクサンダーの遠征を通じて、アジアへと、自然存在認識と自然存在洞察が移動させられたのです、それは
のちに弱められた姿で、あらゆる可能な道筋を通ってスペイン経由でヨーロッパに到来しましたが、篩（ふるい）にかけられ、弱められた状態になっていました。
けれども直接もたらされたのは、アリストテレスの論理学の諸著作でした、アリストテレスの思想的なものだったのです。そしてこれは生き続けました、
中世のスコラ学のなかに生き続けたのです。
そうです、今、この二つの潮流が得られたわけです。中部ヨーロッパ的洞察に基づき、細々とではあれ、いくぶん素朴な [primitiv] 人々の間にさえ広汎に流布している、とでも申し上げたいもの
がつねにあったのです。ひとつごらんになってください、かつてアレクサンダーがアジアへともたらした種子が、あらゆる可能な道筋を通って最初アラビアその他を越えて行き、けれどもその後十
字軍参加者たちによって陸路でヨーロッパへとやってきた種子が、細々と、秘密の地においてではありますが、いたるところで生きていることを。この秘密の地に、ヤーコプ・ベーメやパラケルス
スといった人々、その他数多くの人々が赴き、このような迂回路を通ってヨーロッパの素朴な人々の間に広く入り込んだものを受け取ったのです。ここに、通常考えられているよりはるかに多く、
民衆的叡智 [eine volkstuemliche Weisheit] が伝えられています。民衆的叡智が生きているのです。そしてこれは、ヴァレンティン・ヴァイゲル、パラケルスス、ヤーコプ・ベーメ、その他ほと
んど名前を知られていない人々、といったような蓄えのなかに流れ込んでいることもあります。ヨーロッパに後になってはじめて到来したアレクサンドリア学派（アレクサンドリニスムス）
、つま
りバシリウス・ヴァレンティヌスその他のなかにあったあるいは現にあるものが、豊かに輝きを発するのです。修道院においては、真の錬金術的叡智が生きていました、これは単に物質のいくつか
の変化について解明するようなものではなく、宇宙万有における人間の変化そのものの最も内奥の特性について解明する叡智でした。定評ある学者たちが扱っているのは、むろん歪曲され、ふるい
にかけられ、論理化されたアリストテレスです、けれどもこのアリストテレス、スコラ学及び後には科学が哲学として扱ったこのアリストテレスは、それでもやはり西洋にとって恵みとなるのです。
と申しますのも、十九世紀になってはじめて、アリストテレスについて何も理解されなくなり、あたかも、アリストテレスを行ずるべし、ではなくアリストテレスを読むべし、というふうに、つ
まりあたかもアリストテレスは瞑想の本ではないかのように、そのようにのみアリストテレスが研究されるようになったのですが、そういう十九世紀になってはじめて、人々はアリストテレスから
何も得られない、という状態になったからです、なぜなら、アリストテレスは人々のなかで生き生きと作用することはなく、それは行の本ではなく研究対象であるために、単に研究されるだけだか
らです。十九世紀まで、アリストテレスは行の本でした。けれどもよろしいですか、十九世紀においては実際すべてにおいて、前には行であったもの、能力であったものが、抽象的な知へと変化し
ていく、という状況なのです。」

mediopos-1329
2018.7.6

■森田真生 × 青木淳『新しい「わかる」はどこにあるのか 『数学する身体』文庫化記念対談』
（Web
でも考える人 2018 年 7 月 2 日）

わからないと思っていたことが
わかるようになることがある
わかっていると思っていたことが
わからなくなってしまうときがある
わかると
わからないのあいだに
いったい何があるのだろう
そのとき
わたしのなかで
なにが変わったのだろう
原点へ立ち戻って
そこから思考錯誤してみる
考えるとは何か
感じるとは何か
説明するとは何か
論理とは何か
みずからの内なる
認識のための制度が
変わろうとしているのかもしれない

それらは
社会や文化のなかで
共有されている制度と関係しながら
立ち現れてくる内なる制度でもあるのだ
ろう
世の制度が
さまざまに揺れ始めて久しい
揺れすぎるときには
むしろ制度が固定化しながら
強要されるようにもなってくる
管理社会化はそうした制度の影でもある
制度が機能しなくなってくるために
むしろ制度が増殖してくるのだ
これから
どんな新しい制度がでてくるのだろう
それはじぶんのなかの制度と
どのように関わってくるのだろう
変化の時代はとてもスリリングだ

http://kangaeruhito.jp/articles/-/2501
（
「第 1 回「わかる」の原点へ」より）
「森田／最近「制度（Institution）」という概念についてよく考えています。これは経済学者の青木昌彦先生からの影響ですが、組織とか法律のように政府が設計・運用できるような人工物では
なく、人々のあいだで「共有されている予想」こそが制度の本質だと先生はおっしゃっていました。
（中略）
制度というのは誰かが一人で考えて、設計し、デザインして作られるものではない。かといって野放図にしておけば勝手に理想的な制度が生まれるわけでもない。制度は、それぞれに思いを
持った人々がやりとりを重ねていくなかで、少しずつ生成していくものです。制度が壊れていく時代は、新たな制度が生成していく時代でもある。だから「失われた 10 年、20 年」ではなく、
制度変化の「移りゆく 30 年」なんだと青木先生はいつもおっしゃっていました。
新しい制度が生まれつつある移行の時代には、壊れゆく既存の制度から距離をとって、原点に立ち返ってゲームをプレイすることに意味が出てきます。制度が安定しているときには、既存の
制度から逸脱することは賢明ではない。左側通行が制度として成立してるときに、自分だけ「試しに右を歩いてみよう」とやってもきっと事故を起こすだけでしょう。しかし、制度が壊れてい
くときは、原点に立ち返って物事を考え、試行錯誤することが次の制度の芽になる。そういう思いでぼくは「独立研究者」を名乗って活動しています。組織や特定の研究室に属さず、学問とは
何か、研究するとはどういうことなのか、まずは自分の素手でたしかめていきたい。」
（
「第 3 回 普遍性に日本的感性を「接ぎ木」する」より）
「森田／現代の数学だけが、数学の可能性のすべてではないはずです。いまある数学だけでなく、「ありえたかもしれない数学（math as it could be）
」について考えていくことは、ぼくにとっ
て大切なテーマです。
「わかる」という経験を個人に還元するのではなく、人の悲しみがわかるときのように、人と通い合う情をベースとした「わかる」を深めていくということ。そして近代
の数学を形成してきたヨーロッパの言語とは違う言語、ぼくの場合は日本語で数学について考え、書いていくということ。いまのところこのあたりが手がかりです。
青木／その新しい「わかり方」からは、見えるものもちがってくるんでしょうね。そうなると、もっとコモンな、空気のような状態で理解されることを言語化できるかどうかが重要だと思いま
す。海外で自分の作品についてレクチャーすることがあるんですが、わかってもらってないなあと感じる場合があります。それはどこでも起こりうることですが、
レクチャーが終わると「いやあ、
よく言ってくれました。よくわかります。私も言いたかったことなんですが、なかなかこの国ではわかってもらえなくて」と言ってくれる人がいて、だいたいそれはアジアの人なんです。何か
共有している部分があるんでしょうけれど……。どれだけ言葉を持つことができるか、言語化できるかが重要だなと思います。
森田／田辺元が『数理の歴史主義展開』のなかで、「数学の歴史性と必然性はいかにして統一せられるか」という問題を提起していますが、数学が必然的であるだけでなく同時に歴史的である
というのは、外来の学問として数学に出会った日本人だからこそ切実に感じた矛盾でしょう。日本人にとってヨーロッパの数学は、まさに和算と異質な「ありえたかもしれないもうひとつの数
学」として到来してきたわけです。日本は明治時代にいわば、数学という制度の崩壊を経験している。そして冒頭で述べた通り、制度が壊れるときは、新しい制度が生まれるときです。ヨーロッ
パがアラビア世界から数学を学んでから、近代数学の礎を築き上げるまで、数百年もの年月がかかりました。学問の制度が一つの文化のなかに根ざしていくのは、とても時間のかかることです。
ぼくたちはいま、新しい制度が生成していく現場に参加することができる、とてもエキサイティングな時代を生きているのだと思います。」

mediopos-1330
2018.7.7

■月刊たくさんのふしぎ
福音館書店 2018.8）

2018 年 8 月号「デタラメ研究所」（小波秀雄・文

賽子振って
出たら目

筋の通らないわけじゃない
出たら目は
偶然だけれど
なぜ偶然が生まれるのか
偶然の向こうには何があるのか
ぼくの心だって
出たとこ勝負の
出たら目だけど
長い目でみたら
どこかでぼくのカタチになる
偶然は必然じゃないけれど
必然よりもそこから
何かが生まれそうな気もする
決まりきっているようなことよりも
ずっと自由でいて
それでいてどこか不思議な
星座のようなカタチを生んでくれる
さあ今日も
出たら目で生きる
今日はどんな目がでるんだろう
その目はどんな明日になるんだろう
時間と空間と偶然の織りなす
不思議な不思議な明日の目

コマツシンヤ・絵

「このように大々的にデタラメ調査団が地球に送られるのは数十年ぶりだ。
われわれが考えるデタラメとは、ふったサイコロの目のように、じっさい
におきてみるまでまったく予測がつかないこと。
しかし、地球人たちの “ デタラメ ” のとらえ方はかなり独特らしい。
まず、デタラメという言葉を、おもに、
「いいかげん」「無責任」「すじのとおらない」という意味でつかっているら
しい。「でたらめ言わないで！」というようにつかうとか ･･････。
そんな地球人たちがデタラメ現象をどうとらえ、理解しているのか調べる
のが、われわれデタラメ調査団の目的でアール。
」
（作者のことば 小波秀雄「デタラメなこの世界」より）
「「デタラメ」が自然の中で活躍していることを知ったのは高校の時でした。
ほっぺたや手のひらに風があたって力を感じるのは、デタラメに飛び回る
気体の粒がぶつかるせいだというのです。その考えで気体の性質がみごと
にわかることに感激！大学に入って研究したのは、デタラメに形を変える
大きなプラスチックの分子のふるまいです。その後、分子の中の電子の世
界に目が移りました。実は電子もデタラメに動き回っていて、ぼんやりし
た雲みたいに見えるのです。
「デタラメ」は科学の世界の大スターなんです
ね。
この本では、私たちが暮らしの中で出会う「デタラメ」に目を向けました。
いい加減とかウソつきという意味ではなく、サイコロの目のように予測で
きない未来のできごとについて考えてみたかったのです。そこから確率と
いうアイディアが導かれるのですが、人は「デタラメ」との付き合いがと
てもヘタで、確率についてもいろいろとたくさんの思い込みをしているの
です。人間の心理のおもしろいところでもあります。
私たちは、偶然のできごとによって毎日が左右されています。たまたま
いいことも悪いこともあるし、
「人生は運だよね」という人もいます。でも、
しっかり勉強すればテストでよい点が取れる確率は高くなるし、歩き回っ
てたくさんの人と出会えば、すてきなものをもらえるチャンスもまちがい
なく多くなります。反対に確率が低いものに期待しても、得られるものは
少ないし、ごくわずかな確率で起きる危険を恐れていたら、損ばかりの人
生を送ってしまいます。確率を知ることは、努力や決断のしかたを教えて
くれるんですね。
そうそう、乱数がえがく星座のように、デタラメはおもしろい模様を作
り出します。どの模様も気が遠くなるような無数のパラレルワールドから
やってきて、どれひとつとして同じものはありません。私たちも「デタラ
メの世界」からひょっこり差し出されるプレゼントを楽しみに、わくわく
しながら生きてみたいものです。
」

mediopos-1331
2018.7.8

■矢田部英正『坐の文明論／人はどのようにすわってきたか』（晶文社

靴のままで部屋に入るか
靴を脱いで部屋に入るか
その違いは
すわり方にもかかわり
その文化は
身体をつくり
そこで身体はつくられる
地面に坐るか
椅子に座るか
その違いは
姿勢にも深くかかわり
その文化は
身体をつくり
そこで身体はつくられる
わたしはこれまで
どのように
すわってきだだろう
これから
どのように
すわってゆくだろう
坐という文字が
死語となりそうな
すわることの変化のなかで
わたしのからだから
何が守られ何が失われ
何が育てられてゆくのだろう

2018.6）

「「坐」という文字が世間一般に使われなくなって久しいように思う。
（略）
「坐」は人が「す
わる形」や「姿勢」を意味していて、
「坐禅」
「正坐」
「坐骨」などの場合に用いられる。いっ
ぽう「座」は、
「すわる場所」や「空間」、あるいは人が集う「共同体」に対してもちいられ、
「座
布団」「座席」「座面」などの場所そのものをあらわしたり、
「歌舞伎座」
「名画座」
「スカラ
座」といった劇場の呼び名にもなっている。あるいは「座が和む」
「座が乱れる」という風に、
その場の空気感をあらわすときに使われる。
（略）とりわけ「坐」という文字は、
「床や地面に直接すわる」
という語感を強くもっている。したがって、日本人が永きにわたっておこなってきたすわ
り感をあらわそうとする場合には、やはり「坐」と書いた方が、すくなくともぼくのからだ
の実感としては、文字通り「肝の坐り」がいいと感じる。
」
「すわる姿勢の形態は、多くの場合、その社会で歴史的に伝承されてきた文化情報を豊かに
含んでいる。また、食事や入浴、洗顔、就寝、あるいは労働や学習時の作業姿勢など、日常
動作の仕方には、日々くり返されるなかで一定のスタイルがつくられている。そのルーティー
ン化された無形の動作はいずれも、それをおこなう人々の感覚や思考の動きが集約された身
体文化としての側面をもっている。
たとえば部屋のなかでは「靴を脱ぐ」という日本人の習慣は、
「床に坐る」ということと
密接に関連した身体文化である。正坐にせよ、胡坐にせよ、床に坐って自分の居場所を定め
るときにはかならず靴を脱ぐことが、日本では古来の原則となってきた。
」
「身体の姿勢が示す文化的な象徴性をしらべていくと、立位姿勢と地面に坐る平坐姿勢とで
は、それぞれの姿勢が内包する情報に、まったく異なる生き方の暗示されていることがわか
る。身体的な経験としては、直立姿勢も、坐姿勢も、どちらもあらゆる人類が共通しておこ
なう行為であるにちがいない。しかし、それぞれの姿勢に対して、
「主人の姿勢」
「奴隷の姿
勢」
「戦士の姿勢」あるいは「聖者の姿勢」というような一定の価値を与え、
それらを彫刻し、
絵画に描き、あるいは文学的な語りによって、人間の生き方を一定の方向へと駆り立てるよ
うなことがおこる。
わたしたちが生活しているこの社会にも、物質文化のひとつひとつに、それらを扱い、身
につける人間の身体像が想定されていて、多くの場合、わたしたち生活者はそのことに無自
覚なまま、近代文明の安楽さを享受している。近代化とは西洋化と同義語であるから、近代
的な生活の背後には西洋人の身体技法が潜在していて、その無形文化が形づくる身体感覚は、
わたしたちの思考と行動を支配することになる。
」
「床坐であれ、椅子坐であれ、「すわる」という行為をどのように見るのか、という価値観の
背景には、その社会に伝承された身体技法の習熟という問題がかかわっている。みずから坐
を整えることが心身の健康を保つ基本であると考えるのか、それとも座ることが腰や背中に
ストレスを強いる不健康な姿勢であると考えるのか、おなじ行為のなかから真逆の価値観が
生まれる理由を理解するためには、「すわる」という行為に対する技術的な習熟への視点を
もつことが必要となる。」
「他方、身体技法の習熟という視点をもたない領域においては整形外科医のような治療の専
門家であっても、「座ることは害悪である」という次元の認識から先に進むことができずに
いる事例を序章で紹介した。座仕事をするオフィスワーカーの多くに、健康上の深刻な害悪
が認められるというレヴァインの指摘は、今や欧米諸国に限らず、近代化をはたしたすべて
の社会にあてはまる現象であるかもしれない。
（略）
身体技法に関する技術的な習熟への視点は、坐を完成に近づけるための技術的な方向性と、
どのような道筋を辿ってそこに到達するのか、という指導の体系を必要とするが、その詳細
については第六章で展開した技法論のさらなる発展が待たれることとなる。
」

mediopos-1332
2018.7.9

■堀江敏幸『曇天記』
（都市出版

2018.3）

即効性の言葉は
肯定か否定かを強いるから
好きか嫌いか
善と悪が振り分けられ
リアクションだけが求められる
そのからっぽな言葉は
からっぽな人にだけに届くから
その人たちは自動機械のように群れ動くばかり
やがてエネルギーが切れるときまで
遅効性の言葉は
白でも黒でもなく
好きか嫌いかでもなく
善でも悪でもないから
曇天の下をただひとり
歩いていかなければならない
じっと耳を澄ませ
その言葉とともに粘り強く
空の奥処にある光を取り込み
そこでたしかにささやかれている
かすかな言葉を聞きとりながら

（「黒い旗は、まだ見えない」より）
「空を覆い尽くした曇天は、夢想を誘う前にもう夢想を体現してしまっている。夢想そのものが
そこにあるのだ。曇天の下を歩くと、私はいつも誰かに見られている気がする。監視とまでは
いかなくても、それに近い抑圧を感じる。もっと正確には、自分でない存在の脳内に取り込ま
れたような錯覚に陥るのだ。曇天がみずから考え、こちらの思考と同期して、神経系統のいち
ばん繊細な場所から脳内に入り込む。そんなふうに感じるのは、曇天の色や皺が脳の皮膚に似
ているからだろうか？ 映画のなかでのように、人類と意思の疎通をはかり、記憶の底に沈ん
でいたものを表に出してしまう有機体としての海があるならば、曇天の澱んだ泥流にそれ以上
のなにかがあってもおかしくはない。
ある朝 僕は 空の 中に、
黒い 旗が はためくのを 見た。
はたはた それは はためいて ゐたが、
音は きこえぬ 高きが ゆゑに。
幸か不幸か、私はまだこの「曇天」の中原中也のように黒い旗は見えていないのだが、両眼
のなかで飼い慣らしている混濁した硝子体の、複雑微妙な伸縮と「はためき」はわかる。結び
目のある糸の投射図が、理性ある曇天の凸凹や皺に偶然一致したとき、旗よりも大きく、音の
ない旗よりも静かな声が肩口に降ってくるかもしれない。その状態がなにを意味するのかは考
えず、少なくともいまは、曇天の巨大な灰白質と向き合いながら、黙って街を歩くことにしよう。
」
（「黒い旗のはためき ---- あとがき」より）
「あれは中也ですか。月に一度、拙文が活字になると、偶然それを目にした方々からよく尋ねら
れた、曇天はこの詩人の専売特許ではない。しかし『在りし日の歌』の詩篇は、つねに心にあっ
た。「曇天」が発表されたのは、「改造」一九三六年七月号。数ヶ月後、中也は二歳の長男を亡
くして、心身の均衡を失う。詩のなかの語り手は、朝、空のなか、
「空の奥処」で、黒い旗がは
ためいているのを見る。高すぎて、音は聞こえない。無音の映像をただ眺めているだけだ。分
かち書きによる風通しのよさと、不穏な未来を予見する暗さが混じり合って、時間を混濁させる。
まだ誰も目にしたことのない未来に、「在りし日」という過去をあてがう。
一年の予定で始まった連載が二年に延び、三年目を迎えようとしていたとき、
「おなじ空の下
を」で記した未曾有の惨事が起きた。公の場で繰り返される紋切り型。それを口にする人々の
ふるまいのいびつさ。表現の水位の、あと戻りのできないほどの低下。私はそこでまた、
「黒い
旗が はためくのを 見た」という中也の詩句を思い浮かべた。二〇〇八年の秋、まだ書か
れもしていない文章に「曇天記」という遠しタイトルを付した瞬間の奇妙な心のざわつきの意
味が、そこでようやく理解できたのである。
黒い旗をそのまま半旗にしてしまうような世の名の流れに与するわけにはいかない。ならば
曇天の思索を可能なかぎりつづけよう。正しい方向に投げられた即効性のある言葉を支えるた
めにも、初動の鈍い遅効性の言葉を信じ、雲の向こうの光を取り込んで、可能帯域を超える旗
のはためきの音に耳を澄まそう。そんなささやまな決意をもって継続された曇天に思考は、今
年で十年目を迎える。ひとまる、そのうちの百回分を上梓する。この先も、どんよりした雲の
ような散文が言葉どおりちぎれて散ってしまうまで、
「空の奥処」を粘り強く見つめることにな
るだろう。」

mediopos-1333
2018.7.10

■多和田葉子『地球にちりばめられて』（講談社 2018.4）
■水村水苗『増補 日本語が亡びるとき／英語の世紀の中で』（ちくま文庫

2015.4）

（多和田葉子『地球にちりばめられて』より）

日本語は亡びるだろうか
いつか亡びることだろう
人も国も民族もいつか死を迎えるように
やがて地球さえも亡くなってしまうのだから
けれども日本語は亡くなったとしても
言葉のイデアは永遠に生きてゆくだろう
人が死を迎えても魂は永遠であるように
言語の無常を前にして
私たちになにができるだろう
無常であるがゆえに
その姿を豊かに花咲かせねばならない
その花こそがイデアの花となるのだから

言語にはライフサイクルがあるようだ
今や日本語もニホンゴ化しつつある
文学の言葉にそれは著しい
メディアやインターネットから
排泄される日本語の変化のように
形だけは整いながら叡智を失い続け

＜普遍語＞さえもやがて亡びるだろう
その裾野を広げつづけながらも

そのニホンゴ化を前にして
私たちになにができるだろう

＜普遍語＞は＜普遍語＞であるがゆえに
＜普遍語＞を母語としない者が持つ
豊かな二重性からは遠くなるだろう

なにがしかの抵抗は可能かもしれないが
できるのはその死への旅路を
見まもることなのかもしれない
かつてそこに咲いた花を想いながら
ときには徒花のような花を咲かせもしながら

「
「いいえ、わたしの暮らしていた国はなくなったんです。」」
「
「食べ物はどんなものが好き？ たとえばフィンランド料理はどうかな。お鮨とか。」
「お鮨はフィンランド料理ではない。」
「そうかな。僕はまたフィンランド料理かと思っていた。ヘルシンキ空港を降りると、ようこそ三つのＳの喜びの国へ、というポスターが貼ってあるけど。
」
「三つのＳ？」
「サウナ、シベリウス、鮨。」
「それは、鮨ではなく、Ｓｉｓｕでしょう。鮨は絶対にフィンランド料理ではない。でもそんなことをわたし一人が主張しても信じてくれる人はもういない。
」
」
（水村水苗『日本語が亡びるとき／英語の世紀の中で』より）
「英語が＜普遍語＞になるとは、どういうことか？
それは、英語圏をのぞいたすべての言語圏において、＜母語＞と英語という、二つの言葉を必要とする機会が増える、すなわち、＜母語＞と英語という二つの言葉を使う人が増えていくことに
ほかならない。そのような人たちが今よりはるかに増え、また、そのような人たちがいまよりもはるかに重要になる状態が、百年、二百年続いたとする。そのとき、英語以外の諸々の言葉が影響
を受けずに済むことはありえないであろう。ある民族は＜自分たちの言葉＞をより大切にしようとするかもしれない。だが、ある民族は、悲しくも、＜自分たちの言葉＞が「亡びる」のを、手を
こまねいて見ているだけかもしれない。
（略）
いうまでもなく、私が言う「亡びる」とは、言語学者とは別の意味である。それは、ひとつの＜書き言葉＞が、あるとき空を駆けるような高みに達し、高らかに世界をも自分をも謳いあげ、や
がてはそのときの記憶さえ失ってしまうほど低いものに成り果ててしまうことにほかならない。ひとつの文明が「亡びる」ように、言葉が「亡びる」ということにほかならない。
」
「思えば、
私も彼女も古い考えから抜け出せないのであった。私たちだけではない。私たちの世代の多くの日本人はいまだ古い考えから抜け出せないのにちがいない。過去の遺産ゆえ、
日本文学から、
現実にはもうありえない高みをいまだに期待してしまうのである。今、「文学」としてまかり通っているものの多くが、過去の遺産ゆえに、「文学」としてまかり通ってしまっているという事実に
いつまでも慣れないのである。そして、それと同時に、何かが日本文学におこりつつあるのを ---- ひょっとすると日本文学が、そして日本語が「亡び」つつあるかしれないのを感じているのである。
いったいいつごろからだろうか。」
「今、
日本の本やに入ってあたりを見回せば、＜書き言葉＞としての日本語は、溢れ返っている。しかも、西洋語から日本語へと翻訳をするようになって、
ほぼ一世紀半。世界と共通する概念も定着し、
現在、新聞や雑誌などで流通している日本語の質は、開闢以来の高さを誇っているかもしれない。
だが、＜文学の言葉＞は別である。
（略）
実際、今、たとえ二重言語者ではなくとも、＜叡智を求める人＞であればあるほど、日本語で書かれた文学だけは読まなくなってきている。読むとしても、娯楽のように読み流すだけである。
（略）
英語が＜普遍語＞となったことと、日本で流通する文学が「ニホンゴ」文学と成り果てつつあること。
この二つのあいだには、因果関係はない。
英語が＜普遍語＞となったのがはっきりと目に見えるようになる前から、日本の文学は内側から一人で幼稚なものとなっていったからである。
（略）
芸術とは人智を超えた自然に似た動きをもつ。それは、波のうねりが高まるように上へ上へと昇り、空を大きく、雄大に、華やかに駆けめぐって、いつしか堕ちてくる。あるとき、あるところで、
ある芸術がなぜ「亡び」たのか、いくら説明しようとしても説明し切れるものではない。
たしかなのは、日本の文学の行く末の危うさである。」
「それ以前に、果たして真剣に日本語を読もうとするであろうか。」
「それでも、もし、日本語が「亡びる」運命にあるのだとすれば、私たちにできることは、その過程を正視することしかない。
自分が死にゆくのを正視できるのが、人間の精神の証しであるように。」
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■大西昭彦『夏祭りの戯れ』（東方出版

2018.7）

祭りは他界からの訪れだ
神々は歓待され祀られ
やがて帰還してゆく
祭りのあいだ
俗は聖に
ケはハレに
日常は非日常に
コスモスはカオスに
意識は無意識に
その場所を譲る
共同体が共同体であるためには
その外部に聖なる悪を必要とするからだ
共同体はカオスを取り込み排することで
みずからのコスモスを保たなければならない
祭りだけでは成り立たない部分を
共同体はケガレとして
内と外の境界に位置づけ
芸能や非人などがその役割を担いもした
それらは聖なるものであるがゆえに
俗に交わってはならなかったのだ

人のなかにも祭りはあり
みずからのコスモスを保つために
外に悪を必要とする
そうしなければ
みずからの悪のなかで
窒息してしまいかねないからだ
しかし副産物としての
破壊性や暴力性を避けるために
祭りは次第に飼い慣らされるようにもなった
非日常の仮面を被った日常と化している
そこで生まれざるをえない聖なる悪は
共同体のなかに
そして人のなかに
別の形で無自覚なままに棲むようになる
悪は変容させられなければならないが
その力をもつ共同体も人も稀有である
かつてエッセネ派が共同体から悪を放逐することで
門の外では悪魔が待ち構えていたように
聖なる悪を排すれば排するほど
その力はどこかで噴出してしまうことになる
いまや他界はみずからのなかにある
神々は一人ひとりのなかで
俗と聖とのメビウスの環を生きねばならない
神々の帰る場所は変容した一人ひとりなのだから

「祭りはしばしば、日常というものと対比されてきた。かつてはその差がいまよりもはるかに鮮明で、ハレとケという言葉で語られることもあった。聖と俗、混沌と秩序という言い方も可能だろう。
「俗っぽい」という言葉は、世間慣れして、品位に欠け、ありふれているというような意味につかわれる。しかし、見方を変えれば、それは秩序の証である。俗っぽい日常こそが、知性を軸とし
た世界のうえに成り立ち、論理的に構築され、あたりまえの生活を支えていることを私たちは知っている。
これに対して祭りは、直接的な有用性はなく、意味も曖昧で、そこには正確な情報もない。山のうえや海の彼方から来訪する神々のことも、黄泉の国からやってくる祖霊たちのことも、じつの
ところ私たちはよくわかっていない。祭りは、そんな薄闇のなかであでやかな花を咲かせる。圧倒的なパワーと熱量をもって、それは日常という時間と空間のなかに出現し、一撃をあたえ、立ち
去ってゆくのである。
」
「祭りと日常はたがいに鏡像関係にあって、日常の構造が変化すれば、祭りも変容していく。ところが、異常なまでの日常の量的拡大と技術的発展は、
鏡の枠を超えてしまったかのようだ。
その過程で、
祭りはどんどん飼い馴らされ、無毒化されて、その衝撃性を失っていった。
かといって、祭りがもつ本質的な能力が失われてしまったかといえば、そうではない。その大きな特徴のひとつが強い拡散能力である。「神的世界は感染しやすい」とジョルジュ・バタイユも
書いている。この能力を支えているのは、神の領域や祭りがもつある種の破壊性や暴力性だ。それはよくわからないもの、想像を超えるものに対する、人々の畏怖に根ざしている。人々の関心は
そのまがまがしさにむけられる。それは危険なことだ、ともバタイユは指摘している。というのも、一度活動しはじめたものは、あたかもビーカーのなかの化学反応のように、つぎつぎ連鎖して
いくからだ。その反応の過剰さや不安定さが、日常を根底から揺るがすことにもなりかねない。」
「私たちは祭りによって、日常的な有用の世界から切り離され、知的な理解を拒絶する気まぐれな世界へとつれ戻されていく。こうして秩序は混沌へ、冗長は偶然への転位させられる。断ち切れ、
放棄せよ、というのが祭りのメッセージだ。破壊と暴力を触媒とした、死者の国からの贈り物ともいえる。
しかし、鋭い衝撃をあたえながら、秩序攪乱というたくらみは、たえず挫折していく運命にある。日常を完全に破壊し尽くすことが、祭りの目的ではない。日常に揺さぶりをかけ、覚醒をうな
がすことに、その狙いがある。だからこそ、象徴的テロリズムとしての祭りは、もろくも挫折し、幻のように消えていかなければならない。夏がすぎていくようにして、祭りがおわることで、は
じめて祭りはその意味をもつことになる。」
「１９世紀ドイツの哲学者フリードリヒ・シェリングは、悪について興味深い考察を残している。悪というのは外部を失うことによって、内部でつくられるというのだ。個々の人間がそうである
ように、集団や組織にもそれはいえる。ある集団は独自のシステムを維持するために、他のシステムを排除する必要がある。ところが、外部を失ったシステムは自身のなかに「異質なもの」をつ
くりだす。これが、シェリングのいう悪の動的な力というものだ。
興味深いのは、こうした悪のダイナミズムである。悪のポジティブな原理といってもいいだろう。シェリングの考えによれば、善という普遍性に対して、悪は個別性であるという。個別性とは
すなわち、自由を意味する。したがって、悪の動的な力が増せば、自由のまた広がるというのである。自由とは逸脱であり、可能性といいかえることもできる。祭りを考えるうえで、きわめて示
唆的な考察ではないだろうか。
むかしの人々は異界を想像し、異界に棲む神々や精霊をこの世に迎えようとした。それは、外部世界をつくりだす必要があったからにちがいない。祭りというある種の毒性は、沈滞を逃れ、共
同体の可能性を担保するうえで、なくてはならないものだった。それゆえに、共同体という閉じられたシステムは、内部に異質なものを生みだした。これを怠れば破壊するということを、人々は
知っていたのだろう。
さらにいえば、形而上学的な思考によって世界を認識し、現実世界を操作していたということである。その知恵の結晶を、祭りのなかに見ることはじゅうぶんに可能だろう。
」
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■坂部恵『ペルソナの詩学』（岩波書店 1989.8）
■坂部恵『＜ふるまい＞の詩学』（岩波書店 1997.3）

日常の
ふるまい
はなし
に
孕まれている
詩を生きる！
ふるまいの
そして
はなしの
深みへ
ふりは
まいとなり
かたりは
うたとなる
ひとはそのとき
実在のあわいにふれ
その深みへと向かう

倫理や論理は
その深みなくしては
生まれ得ない
日常の水平は
その根の深みで
垂直の位相を
生きられていなければ
抜け殻の倫理や論理の
自動機械と化してしまう
ひとは
霊（ひ）止（と）
詩こそが
ひとを
神霊の生きる
実在に遊ばせる

（坂部恵『ペルソナの詩学』より）
「日常の＜ふるまい＞＜はなし＞のなかに種子としてはらまれていた＜ふり＞＜かたり＞の
契機は、ここに、ことさら強調されて顕在化し、
（略）構想力の飛躍への道をしつらえる。
あるいは、さらに、情念と受苦の凝縮度が高まり、それが日常の生成や運動変化の時間とは
異質の自足と完結の契機をそなえた活動（エネルゲイア）の快に固有の時間に触れ、またそ
の時間のうちに＜あそぶ＞とき、＜ふり＞は＜まい＞に、＜かたり＞は＜うた＞に転換する
だろう。ひとからひとへさしむけられたいわば水平の言語行為としての＜かたり＞に対して、
ときに人間を超えてあるものとの触れ合いに発しあるいはまたそうしたものをほめたたえる
ものとしての＜うた＞が、垂直の言語行為とでもいうべき特質をもつことに対応して、いわ
ば水平の身ぶりないし水平の身体行為としての＜ふり＞＜ものまね＞にたいして、＜まい＞
の位相は、ときに神霊的存在からする受苦や、また神霊的存在の活動（エネルゲイア）への
共感に発するものとして、垂直の身ぶりないし垂直の身体行為としての特質をもつ、という
ことができるだろう。ともあれ、＜かたり＞から＜うた＞へ、＜ふり＞から＜まい＞」への、
言語行為と身体行為それぞれの位相の上昇につれて、ことばと身ぶりのあそびは、その極点
に達し、ひとびとの心は、彼らの守護霊との交感とふれ合いの境地に＜あそぶ＞ことにもな
るだろう。

とはいえ、こうした＜ふれあい＞と＜あそび＞の境地にあずかることは、とりわけ今日のような目的合理性の追求をほとんどもっぱら価値の尺度とし、ひたすら効用を追い求める類いの文明
が栄える時代にあっては、日を追って困難になりつつあることはいうまでもない。異文化の理解が知的側面でますます精緻の度合いを高め、異文化にぞくするひとびとの＜ふり＞や＜かたり＞、
儀礼や神話といった基層の＜生の形式＞の＜構造＞への洞察が深められていく一方では、それがつまるところは知的レベルでの理解にとどまって、当の文化のにない手たるひとびとの体験の内
側に入りこんで、彼らの＜うた＞や＜まい＞の体験を真にともにすることがかえってますます困難になるという一種のジレンマの存在が繰り返し意識に上せられる。異文化の理解あるいはそれ
との交流ないしは摂取というような、やや特殊な文化的いとなみについていわずとも、それにさき立って、日常のそれをはじめとする人間の＜ふるまい＞一般が、しっかりした伝統、＜ならい
＞に支えられた真に身につき生きた＜ふるまい＞であるよりは、むしろ効用とみせかけの観点だけがからみられ、魂の抜けた知的シミュレーションとでもいったものにますます取って代わられ
つつあるような分裂症的様相を呈する時代の趨勢のなかにあっては、自文化を内側から生きるということさえも今日根深い危機に見まわれつつあるというようにみることもできるだろう。
われわれの日常の＜ふるまい＞の種々相を律する＜ならい＞が一見したところはさほど昨日の世界と激変することもなく、日常生活の時間がともかくも平穏のうちに流れ、しかしその間にあっ
ても、古い＜ならい＞のいきつかは、ほとんどだれにも気がつかれぬままにひっそりとその生を終えて姿を消し、その一方では久しくすたれかけた古い＜ならい＞のくさぐさが、コマーシャリ
ズムやあるいは時に為政者の煽動に乗ってにぎにぎしく新たな（偽）生命を吹き返す、といったわれわれを取り囲む生活ないし偽生活の光景のなかにあって、＜うた＞や＜まい＞にあそぶこと
を忘れ、ときにさけび声とけいれんの身ぶりばかりを際立たせる現代芸術の世界は、＜ふるまい＞から＜ふり＞へまたさらに＜まい＞へ、＜はなし＞から＜かたり＞へまたさらに＜うた＞へ、
そしてそれぞれにその逆方向へと、構想力ないし想像力の回路を自在に行き来して、その往来のなかでたえず新たにはぐくまれてきた人間の何気ない＜ことば＞や＜ふるまい＞が、もはや＜こ
とば＞や＜ふるまい＞ではなくなる危険、人間の＜ことば＞や＜ふるまい＞がもはや人間の＜ことば＞でも人間の＜ふるまい＞でもない何ものかに変じてしまう危険を告げ知らせているのかも
しれない。
」
（坂部恵『＜ふるまい＞の詩学』より）
「初歩的なロボットでもないかぎり、およそひとのふるまいには、なにほどかの感知され、ときに匂い立つ詩（ポイエーシス）があり、それが存在なり平常底なりへのその根づきをそれとなく
告げ知らせ、ひととしてあることのさり気ないしかし何よりもたしかなあかしともなっている。
詩学（ポエティカ、ポイエティカ）の次元は、こうして、倫理や論理や認識の次元よりも、人間のふるまいの場においてより深い成層に位置する。
」
「パースが、オッカムの唯名論を断固しりぞけ、イギリス経験論このかたの伝統にあえて逆らってまで、スコトゥスの実在論に積極的に与したのは、＜ふるまい＞と深くかかわる未来の予見に
関する一般概念が、とりわけ、実在の＜あわい＞に＜ふれ＞、そこに根ざすことを確信したからだった。
スコトゥスがアヴィケンナを承けて、個物をした当の個物をして当の個物たらしめる形相、「このもの性」（haecceitas）をあえて主張したのは、＜うつつごころ＞による自己同定と他者同定
が、事物の究極との＜ふれ＞の＜あわい＞に深く根ざし、＜うつつ＞と＜ゆめ＞にあいわたりつつ、各個体のことばに尽くせぬ独自性を見て取ることを確信した故にほかならなかった。
スコトゥスの実在論は、intellectus agens（能動的知性）の概念がまさに哲学史の舞台から姿を消そうとする寸前に、いいかえれば、
（カントによる）知性（悟性、intellectus）と理性（ratio）
の序列の逆転へ向けての地盤が、（オッカムによって）まさに整えられんとする寸前に、ギリシア以来の nous-intellectus 概念の、落日の最後の輝きとしてあらわれた想念にほかならなかった。
「規範科学（normative sciences）」の筆頭に美学（aesthetics, この場合、感覚論、感覚の形の論、という原意に近い）を挙げ、ついで、倫理学、論理学を教えるパースの着想は、14 世紀オッ
カム以降の思考を全面的に転換して、（美的）感覚や価値についての新しい思考の地平を拓くことを志向していたはずである。」

mediopos-1336
2018.7.13

■『シモーヌ・ヴェイユ

アンソロジー』（今村純子 編訳

河出文庫

2018.7）

わたし！

であろうとするとき

わたしを超えてはゆけない
わたし！は
癌細胞のように
わたし！を増殖させ
すべての目的はわたし！になる
知ることも
考えることも
感じることも
すべては
わたし！へと向かう
けれども
わたしたち！
であろうとするとき
わたしにさえなれない
わたしたち！という群れは
レミングのように暴走する
そうでなければ
わたしたち！の檻のなかで
共食いをはじめてしまう

わたしたち！は
まずわたしたち！から離れ
わたしという孤独へと歩まねばならない
わたしという孤独のなかから
はじめてわたしを超える道は開ける
わたしが孤独のなかで
だれでもないわたしになるとき
そこにはじめて
美も真理も宿ることができるのだ

（「人格と聖なるもの」より）
「聖なるものとは、人格であるどころか、人間のうちなる非人格的なものである。
人間のうちなる非人格的なものはすべて、聖なるものである。そしてそれだけが聖な
るものなのである。
奇妙なことに、学者や作家が司祭の地位を奪い取っている今日のような時代、大衆は、
根拠なくへつらって、芸術や学問の能力が聖なるものだとみなしている。それは自明ど
こではないのに、たいがい自明なものとされている、そしてその理由として、芸術や学
問の能力が発揮されるのは個性がもっとも開花されるときだ、と言い立てるのである。
（略）
ほかならぬ人格の開花がそのかたちとなった学問、芸術、文学、哲学は、光り輝く栄
光に満ちた成果が成し遂げられ、何千年にもわたって名声が轟く領域となる。だがこの
領域の上に、そのはるか上の、この領域とはある深淵によって隔てられた領域に、もう
ひとつ別の領域があり、そこには第一級のものが置かれている。第一級のものは本質的
に無名である。
この領域に入り込んだ人々の名が残るか忘れられるかは偶然による。そしてたとえ名
が残ったとしても、その人たちは、無名性のうちへ入ったのである。その人たちの人格
は消え去っている。
真理と美は、非人格的で無名なもののこの領域に住まわっている。そしてこの領域こ
そが聖なるものなのである。その他の領域は聖なるものではない。あるいはもし聖なる
ものであるとしても、それは絵画において、聖体を表現している色合いが聖なるもので
ありうる程度にすぎない。
学問において聖なるもの、それは真理である。芸術において聖なるもの、それは美で
ある。真理と美は非人格的なものである。これらはまったく疑う余地がない。
（略）
完全性とは非人格的なものである。わたしたちのうちなる人格は、わたしたちのうち
なる誤謬と罪の部分である。神秘家たちのあらゆる努力はつねに、自分の魂のうちに、
もはや「わたしは」と述べるいかなる部分もない状態を目指すことに向けられていた。
だが、「わたしたちは」と述べる魂の部分は、はるかにいっそう危険である。
孤独のなかでのみ働きうる、稀有な質の注意力によってのみ、非人格的なものへの移
行が果たされる。実際に孤独であるだけではなく、道徳的に孤独であるということが不
可欠である。この移行は、自分をある集団の成員として、
「わたしたちは」の一部分とみ
なしている人においてはけっして果たされない。
集団のなかにいる人間は、低められた状態に置かれていても、非人格的なものには近
づきえない。群れとなった人間は足し算すらできない。足し算がなされるのは、一時的
であるにせよ、他の精神があることをいっさい忘れ去っている精神においてである。
人格的なものは非人格的なものと対立するが、人格的なものから非人格的なものへの
移行がある。集団から非人格的なものへの移行はない。非人格的なものへと入るためには、
まず第一に、集団が個々の人格に解体されねばならない。
この意味においてのみ人格は、集団よりはるかに聖なるものの性質を帯びる。
集団は、聖なるものと無縁であるばかりか、聖なるものの紛い物を提供して惑わせる。
集団に聖なる性格を与えるという誤りが偶像崇拝である。偶像崇拝は、あらゆる時代、
あらゆる国に、もっともあまねく広まった犯罪である。人格の開花のみが重要だとみな
す人々の目には、聖なるものの感覚すら完全に失われている。
」

mediopos-1337
2018.7.14

■Ｔ・Ｓ・エリオット『四つの四重奏』（岩崎宗治訳

2011.4）

水平に見える世界の奥には
地下深く天空高く
垂直世界が広がっている
どんなに広大に見える宇宙空間も
そこは水平世界でしかない
垂直世界へ旅しようとならば
現と夢
現実と超現実
此岸と彼岸
外面と内面
時間と無時間
それらの交差する
イマジネールな時空間を
冒険しなければならない
地獄も煉獄も天国も
条理も不条理も矛盾の超克も
論理も非論理も理の最果ても
すべてはパラドックスを超えて
めくるめくヴィジョンとともに
垂直的人間のなかで生きられるのだ

（「解説」より）
「『四つの四重奏』がわれわれに提示するものは、現実世界の断片と、現実を超えた非現実のヴィジョ
ンと、二つの世界の融け合った想像的空間である。それは、ベルクソン的な「純粋持続」としての時
間と、ダンテ的な超現実の時間の融合した世界である。詩の場面は木霊の住む薔薇園であったり、祖
先の霊たちの踊る農村であったり、詩人がダンテの亡霊と出会う戦火のロンドンであったりして、ラ
イナー・マリーア・リルケの瞑想詩『ドゥイノの悲歌』の、現世と彼岸の境界を取り払ったあの広大
な＜世界内面空間＞を思い出させる。詩人の言葉はときに時間の難問（アポリア）への問いかけであり、
ときに信念の吐露であり、ときに懐疑の告白であり、詩は信仰と懐疑のあいだで揺らいでいて、する
どく衝突する含意を与えられて蛇行する言葉の流れにわれわれは運ばれていく。Ｆ・Ｏ・マシーセン
（一九〇二ー一九五〇）は、
「『灰の日曜日』以降のエリオットの詩想の特質は、
『地獄篇』から『煉獄篇』
への転換にある」と言っているが、
『四つの四重奏』には十字架のヨハネの言う「霊魂の暗い夜」を通っ
て神に至ろうとする魂の浄化の厳しい道程が、神秘主義的なパラドックスを通して、
「無時間と時間の
交差の点」としてのキリストの＜受肉＞に向かって辿られている。
思い切って言ってしまえば、この二つの詩は、わたしにはアルベール・カミュの小説『異邦人』と『ペ
スト』に似たものを感じさせる。『荒地』と『異邦人』は現実世界の＜地獄＞あるいは＜不条理＞を凝
視する文学であり、『四つの四重奏』と『ペスト』は暗黒の現実世界の中でどこに光を求めるべきかを
探究するモラリストの文学である。」
「『四つの四重奏』は、「エリオットの作品の頂点」であり、
「芸術作品としては ･･････ 人跡未踏の高峰
への登頂である」とクルツィウスなどは言うが、それは「孤立した芸術家の冒険」であり、
『荒地』の
ように広く深い影響を時代に与えることはなかった。
最後にオーデンの言葉を引用して、この「解説」のむすびとしたい。
僕らは地平的人間のほかは
誰だって買いはしないのだが
もしできることなら垂直的人間に
敬意を惜しまないことにしようではないか。
（深瀬基寛訳『オーデン詩集』より）」

mediopos-1338
2018.7.15

■田村由美『ミステリと言う勿れ１・２』（小学館フラワーコミックスα

2018.1/2018.5）

ミステリーは心の迷路
迷路から出るには
心を迷路にしているのは何か
それを問わなければならない

欧米の一部では
いじめてる方を
病んでいると判断するそうです
いじめなきゃいられないほど病んでる
だから隔離してカウンセリングを受けさせて
癒やすべきと考える

みんなが同じように考えているとき
出口が見つからないのなら
同じように考えない

日本は逆です
いじめられてる子を
なんとかケアしよう
カウンセリングを受けさせよう
逃げる場を与えよう

みんなが同じものを見ているとき
そこになにも見えていないのなら
違うものを見てみる

でも逃げるのってリスクが大きい
学校にも行けなくなって
損ばかりする

心を迷路にしているのは
じぶんのなかのみんなだから
みんなと違う道を歩む
視点を逆にしてみる
反対になった二つの視点と
違った交わり方をする視点を探してみる
天邪鬼ではなく
三日坊主でもなく
パフォーマンスなどでもなく
どんな小さなことでも
じぶんで続けてやってみる
あたりまえのようなことほど
それはむずかしい

「僕は 常々
思ってるんですが ･･･
どうして いじめられてる方が
逃げなきゃならないんでしょう

世界が世界であるのは
そんな小さな持続の積み重ねなのだ
あたりまえに見えることほど
持続がなければ成り立たない
例外はない
天才や知恵者になる必要はない
そこにミステリーはない
小さな持続が
そこにあるかどうかなのだから

ＤＶもそうだけど
どうしてなんだろう
どうして被害者側に逃げさせるんだろう
病んでたり
迷惑だったり
恥ずかしくて問題があるのは
いじめてる方なのに
みんながそういう考え方になればいいと思う」
「映画とかでよく
これから訓練とか練習とか
何かを始めますって時
音楽が流れて
日数だけがどんどん過ぎる
映像になったりしませんか
そこが一番難しいのに！
習慣にして毎日休まず
ちゃんと続けるって
一番そこが難しいのに！
映画はさらっと流すんですよ
はい 毎日やりましたって
どうやったら毎日続くのか
そこを言ってほしいのに」

「バカみたいに
毎日こつこつ
同じことの繰り返し ･･････
バカみたいって言ったのは 元カレ
同じ職場だったのに
ある日突然
こんな小さな世界で
おまえらみたいにつまんねん連中と
毎日毎日バカみたいでやっってられねえ
そう言って大陸にいって
楽しそうにヒッチハイクで何ヶ月も
オレは広い世界で生きるんだ
ざまあみろってハガキが来た
あの ･･････
よくわからないんですけど
その元カレは筏でも作って
大陸に渡ったんですか
そんなわけないでしょうが
飛行機に決まってるでしょ
じゃあ
飛行機を飛ばしたのは
誰だと思っているんだろう
その 毎日こつこつ
時間を守って働いている人がいるから
バスも電車も飛行機も動くんですけど
飛行機の機内食だって
誰かが創って運んで
提供してくれるわけで
大陸に言ってから生活できたのも
誰かが毎日創って運んで売って処分して
それをしてくれてるからで
キレイな街中だって
掃除をしないとすぐ砂に埋もれるんですって
常に排水していないと
水に埋もれる地下鉄や地下街もあるんですって
それ
誰かが毎日やってくれてるんですよね
あなたもその一人で
それ
何か悲しいですか」

mediopos-1339
2018.7.16

■石井明日香『ひさかたのおと

１・２』（講談社

2018.1/2018.7）

ひさかたの
天より
降りて
人は生き
やがて死し
天と地の
むすびをせんとや
うまれけん
ひさかたの
光の
種を
宿しつつ
やがて闇を変え
光と闇の
むすびをせんとや
うまれけん

「香月さん
〝ムスビ〟というのは
島の神様か何か
なんでしょうか ･･･」
「そこらじゅうを
漂っている〝気〟が
集まって
いきものの形になったものが
〝結（むすび）〟
･･･ って鈴婆が
言ってた

ひさかたの
夜に
舞いつつ
星流れ
亡き人と
むすびをせんとや
うまれけん
ひさかたの
空ゆく
鳥のごとく
心は羽ばたき
魂の
むすびをせんとや
生まれけん

以前 見た
雷も ･･･ ？
だから
その場所に合った
姿になることが
多いんだって」
「島に生まれた
人には対になる
〝結〟がいて
他は視えなくても
それだけは
視ることができる
そうなんです」
「どこかから
水の記憶が
呼んでいる」
「星まつりの
夜は毎年
星が降るんだよ
流星群
･･･ ですか？

うん
ちょうど時期が
重なるの
（略）
その星に乗って
ご先祖や
亡くなった人が
里帰り
するんだって」
「鈴の音が
反響して
る ･･････ ？
（略）
星が ･･････
雨みたい
に ･･････」
「あの子は
あの人の
早くに亡く
なった娘
鳥は
あの子の
〝対の結〟
「星舞」は
この世での生を
終えた者たちを
招く ---彼らは
〝対の結〟の
形を借りて
ほんの一時 島へ
帰ってくるんだよ
本当に招ける
舞い手は滅多に
いないんだがね」

mediopos-1340
2018.7.17

■青柳貴史『硯の中の地球を歩く』（左右社

2018.7）

人のなかの地球
いや宇宙を歩けば
そこには
数十年という短い時間ではなく
何千万年何億年何十億年という
魂の時間が堆積しているのがわかる
人によって
魂の年齢はさまざまだ
新しい魂
古い魂があり
それが
この地球という惑星の上を
ともに歩いている

人は硯のもととなる石のような
さまざまな素材を使いながら
魂の技術を使って
それを形にしながら生きているのだ

肉体が生まれ
生命が宿り
感覚や感情が育ち
そしてそこに自我の種が蒔かれ
魂はそのなかで
さまざまな姿をとって戯れる

そしてそこで墨を磨り
文字やかたちを描くように
世界のなかで言葉や声を使って
みずからを
みずからを超えるものを
表現しようとしているのだろう
その魂の時間の堆積
この生きている時間の今
まだ一億年経っていないから幼いのだろうか
そんなことを思いながら
魂の墨を磨っている今

「そもそも「硯（すずり）」と聞いてどのようなものをイメージするだろうか。きっと
多くの人が、小学校の書道の時間に使った黒くて四角い手のひらサイズの物体を連想
するだろう。
実は、硯と聞いてこの形を思い浮かべるのは日本人だけだ。この形は中国のオリジ
ナルとは異なり、日本独自に生み出されたものだからである。しかも、つい八〇年ほ
ど前に生まれた形態に過ぎない。
この理由のひとつは書の歴史にある。硯は幕末から徐々に日常生活では使われなく
なり、書に用いられるだけとなった。やがて、書の作品を発表する展覧会が活発に催
されるようになり、展覧会映えする作品を書くために紙の巨大化、ひいては文字の巨
大化が加速した。それまでは中国の硯を輸入して使っていたが、中国の硯は比較的小
さいため、墨を磨ってもすぐに使いってしまうという問題を抱えていた。
そこで、日本の硯販売業者は、墨液を溜める部分を大きくしてほしいという依頼を
中国の製造現場に出した。その結果、溜める部分に合わせて墨を磨るところが広くな
り、縁が高くて太い、おなじみのあの形になったのだ。
」
「ぼくは製硯師（せいけんし）だ。初めてこの言葉を聞く人も多いだろう。製硯師と
いう職業名称は父がつけた。
今日本にいる硯職人は、石を切るといった一部の作業だけにかかわっている人を含
めても非常に少ない。彼らは、硯に適した石の採れる山や谷といった限られた場所の
近くに工房を構える。
（中略）
製硯師を「硯についてなんでもできる技術」と父は定義した。ぼくらが拠点として
いる浅草には山もなければ谷もなく、岩が露出した崖も見当たらない。採石地をもっ
ていないからこそ、「硯についてなんでもできる技術」がなくては生きていけない。
「硯についてなんでも」は捉えようによっては無限の広がりがある。石を採り、硯
をつくり、流通をプロデュースし、さらには造形をつくりかえたり、修理も手がけて
いる。」
「そもそも、硯に適した石とはどんなものだろうか。硯の本質は墨を磨るための道具
である。硯の表面を指で触るとつるつるしているように思うが、実際は小さな日本刀
の切っ先がびっしりと並んでいるような構造になっている。この微細な突起を鋒鋩
（ほ
うぼう）という。太陽光の下でよく見ると液晶のように細かくチリチリ光っている。
墨と鋒鋩が水を潤滑剤としてかみ合うことで、墨が磨れる。硯は陶器、石、木、玉、銅、
鉄などさまざまな素材でできたものがあるが、石でできた硯の鋒鋩がもっとも優れて
いる。」
「北海道で採れた石を走査型電子顕微鏡で成分解析してみた結果、五〇〇〇万年前か
ら八〇〇〇万年前の石だとわかった。
「一億年経っていないからまだ若いですね」
と佐野さんは言われた。
それはでは、硯の石が採れる山単位でしか石を認識していなかった。しかし、何
千万年、何億年というオーダーの話を聞いてから、
「山」というスケール感が急に小
さく感じられるようになった。
一億年以上の時をかけて、川の流れはしずしずと砂を運ぶ。それはゆっくりと、し
かし確実に海底に溜まっていく。水圧や自重の影響を受けながら少しずつ堆積する。
そこに、地殻変動でさまざまな方向から力が加わる。たまたまある場所において絶妙
な具合で圧力がかかり、二十一世紀の今日、奇跡的に出会った石を相手に、ぼくは仕
事をしているのだ。」

mediopos-1341
2018.7.18

■ coyoteNo.65 Summer/Autumn2018 特集『一瞬の山

永遠の山』（スイッチ・パブリッシング

2018.7）

ほんとうにやりたいことは
見せ物なんかじゃない
見せることばかりが好きな者は
それが目的でやろうとするんだろう
結果のなかには
今も永遠も見つからない
それはプロセスのなかにこそ
垣間見える讃歌なのだから
ほんとうに知りたいことは
教えるためのものなんかじゃない
教えることばかりが好きな者は
それが目的で知ろうとするんだろう
知識のなかには
今も永遠も見つからない
それは求めつづけることそのものに
与えられる智慧の実りなのだから
ほんとうに伝えたいことは
自分を発信することなんかじゃない
自分を発信することばかりが好きな者は
それが目的で伝えようとするんだろう

自己発信のなかには
今も永遠も見つからない
それはみずからを超えたものだけから
湧き出るいのちの水なのだから
ほんとうに愛することは
愛されるためなんかじゃない
愛されることばかりが好きな者は
それが目的で愛そうとするんだろう
愛されようとすることには
今も永遠も見つからない
それは愛することそのものから
はじめて育つことのできる花なのだから

（山野井泰史「登る人」より）
「小学生の時に岩を登りはじめてから、
「あそこに行きたい、あそこに登りたい」とそればかりを考えて生きてきました。僕が登るのは有名になるためでもなくお金持ちになるためでもありません。
大自然の中で、ただただ上に向かって登りたかったからです。怪我をしても、たとえ友だちが事故で死んでも、僕はがむしゃらに登り続けてきました。つねに夢を持ち、それに向かって前に進
んできました。その結果、いくつもの大きな山に登ることができました。何度も何度も大きな感動を経験しました。本当に幸せな人間だと思います。
人はみんなが同じ生き方をしてくても良いと思います。それぞれが好きな道へ進んで行って良いのです。僕はいまでも次のクライミングのことを考えながら生活しています。
」
（山野井泰史「登攀記／大きな岩をめぐる物語」より）
「−−−−最近はドローンもありますし、ここ十年くらいで山の記録方法や映像表現が飛躍的に進化したと思います。
山野井／だけど僕は山というのは仰ぎ見るものであって、上から見ちゃいけないんじゃないかとつい思ってしまいます。わが家から見えるあの御前山は標高一二〇〇メートルくらいあるんですが、
ここからでも六，
七百メートルの標高差がある。やっぱりその遠さを山には感じるべきであって、上から映像で見て楽しいのかなって思う。もちろんすごい映像だとは思いますけど。それによく
クライマーを上から撮るじゃないですか。確かにそのほうが表情もわかるからかっこいいし、下から撮るとお尻しか見えない。だけど上に向かっていく行為なんだから、見てる人は下からでい
いんじゃないかなって時々思う。山に神様がいるだとかそういうのはあまり気にしないけど、ドローンで上から撮るのはちょっと山に失礼な感じがする（笑）
。
−−−−自分が登った山を何かしらの方法で記録したい、自分のものにしたいという願望はありますか？
山野井／あまりないです。自分の書いた文にもさほど思い入れはないですし、何かを残すということに興味がない。山での体験を発信すると何か良いことが生じるの？ 例えば、発信すること
で有名になったり、お金が発生したりするのかもしれないけれど、有名になると登っていくうえではかえってマイナス面のほうが多いんじゃないかとは昔から思っていた気がします。発信する
ことで指の力が 1.5 倍になるのであればいくらでも発信しますけど（笑）。随分いろんな媒体に出ちゃいましたが。
---- 最近では多くの人が登山の写真をインスタグラムなどの SNS で発信しています。
山野井／それはなんで載せるんだろう？ それこそ、昔とくギャチュン・カンで凍傷になりながら生還した話をみんな聞きたがった。写真を見せてくれだとか言われて人に説明しすぎちゃうと、
強烈なギャチュン・カンのいい思い出がどんどんなくなっちゃう気がしてつらい。せっかくの大切な思い出だから自分だけのものにしておきたい。個人の性格にもよると思いますが、発信して
も思い出が失われない、むしろ膨らんでいく人もいるのかもしれないれど、僕の場合はたぶん共有したり発信することで思い出がどんどんちっちゃくなって、小さな登山になってしまうような
感じがしてしまう。だからあまり発信したいとは思わない。」

mediopos-1342
2018.7.19

■伊藤氏貴『美の日本／「もののあはれ」から「かわいい」まで』（明治大学出版会

2018.3）

ジャパン・オン・セール
日本を商品にするのが
クールジャパンの戦略らしい
クールというのはカッコイイのではなく
冷ややかだけなのかもしれない
商品にならない日本は
いまやどこかに置き去りにされようとしている
美しい日本という言葉も
今やギャクのネタにさえならない
概念がキャッチフレーズ化され
至る所に貼られたポスターに記された言葉は
次第に汚れて顧みられなくなってゆくだろう
ポスターが放置され剥がれ落ちてしまうように
日本を商売にしなければならないのは
すでにオン・セールのアイデンティティが
失われているからだろう
失われているから失われそうだから
それにしがみつかなければならない

けれども
見える日本と
見えない日本は
顕教と秘教のように
存在しているのかもしれない
ジャパン・オン・セールでは
見ることのできない日本の姿を
見えないところで静かに
守り育てている秘かな日本がある
ひらかれた魂には
たしかな食べ物となっている日本は
どこにでも見つけることができるはずなのだ
決して政治の道具にはならないで
オン・セールとは無縁のところで

「
「クールジャパン」ということばが人の口の端にのぼるようになったのは、ちょうど世紀の変わった頃のことだった。二〇〇二年に、ダグラス・マグレイが使ったのがはじめとされるが、以来ま
たたく間に浸透し、定着した。これが数年で消え去るたんなる流行語に終わらなかったのは、上からの強力な後押しがあったからである。」
「お上の「クールジャパン政策」を、株式会社である「クールジャパン機構」が実行にうつすという、まさに官民一体となっての一大キャンペーンが繰り広げられているが、このような大々的な
＜日本＞宣伝運動はなにもこれが初めてのことではない。百年以上前にも、「日本的なるもの」を官と民が挙って世界に売りだそうとしたことがあった。
」
「このたびの「クールジャパン」戦略は、明治を正確になぞっていると言える。浮世絵など庶民の娯楽と半ばみなしていたものが海外で高い評価を得ていることを知り、
翻って自己の認識を改める。
現在の漫画やアニメに関する事情と全く変わらない。鑑識眼が突然に具わるというはずもなく、あくまでそれが外貨獲得の重要な手段になることに気づき、価値意識を変えたのだ。
」
「しかし、そこでの＜日本＞、つまり人が「日本」ということばから思い浮かべるイメージは一体どういうものか。その＜日本＞が日本なのか。内部で文化として醸成されてきた＜日本＞と、外
部から期待されるイメージとしての＜日本＞、そして商品としての価値を高めることだけに関心を持つ者たちの＜日本＞の間になんらかの共通の像が結ばれているのだろうか。
もちろん、外部の目を意識すること自体は決して悪いことではない。反省とは他者の目を通じたものでなければまるで意味をなさない。しかし、積極的に海外向けの＜日本＞を売り出そうとい
うときに、それがわれわれ自身の認識とあまりにずれていれば、後になった両者の擦り合わせに苦しい思いをするのはわれわれ自身の方である。もしくは、海外向けの＜日本＞イメージに既にわ
れわれ自身が無自覚のうちに取り込まれてしまっているのかもしれない。いずれにせよ、相手に擦り寄るばかりでは自分を省みるどころか見失ってしまう。
「サムライ」
「クールジャパン」にその
きらいはないだろうか。
また、そうしてまで相手のイメージに擦り寄ったとしても、いつまでもその評価が維持できるかはわからない。実際、十九世紀後半の日本ブームの波はほどなく去り、万博を通じた＜日本＞宣
伝戦略は進路転換を迫られることになった。漫画やアニメが同じ道を辿らないとは言えない。
しかも、明治の場合は、美術や工藝の人気が廃れても、それに代わって工業品という新たな売り物があったが、現在、漫画・アニメに代わるなにかがあるのかと言われればはなはだ心許ない。
そもそも「クールジャパン」とは、工業大国としての地位を新興国によって脅かさされるなかで、渡りに船とばかりに西洋から差し出されたものだった。ある意味ではその点も幕末・明治のとき
と似ているとも言える。あのときも＜日本＞は危機にさらされていた。」
「万博から百五十年を経た今日でも、たとえば「美しい日本」が喧伝される。しかしその「美しい」の中身を誰がどれほど考えているのだろうか。たんなる、困ったときの「美」頼みでしかない
のではないだろうか。
ではいったい、
「日本的なるもの」というときに必ずといっていいほど持ち出される「美」とはなんなのか。「クール」というような外来語では決して語りえない、さまざまな「日本美」の存在
が古くよりさまざまに語られてきたが、そこに時代を超えた＜日本＞なるものがありうるのか。
実際に、少なからぬ人びと、たとえば川端康成ばかりでなく、岡倉天心も、さらに遡って本居宣長もまた、そこにこそ＜日本＞とその可能性を見た。美こそが日本のアイデンティティなのでは
ないか。外からの目からばかりでなく、少なくとも、＜日本＞を意識した多くの日本人がそう考えた。つまり彼らは、日本美とは何か、にとどまらず、日本とはすなわち美の国、美意識の国なの
ではないか、と自らに問うたのだ。＜日本＞を語るときの、その中核をなすものとしての固有の美の可能性。」

mediopos-1343
2018.7.20

■和田博文『星の文学館

銀河も彗星も』（ちくま文庫

2018.7）

科学が科学主義になり
未来像が機械仕掛けのヴァーチャルな姿をとって
人から想像力を奪ってしまい
宗教が原理主義になり
人から本来の自由な霊性を奪ってしまうとき
そんな牢獄のような現実のなかからでも
宇宙は新たなポエジーを運んでくれるだろうか
アヴァンギャルドや四次元のことなど
今やだれも気にしてさえいない時代だ
気にするのはお金のことや
スポーツの勝ち負け
芸能人のスキャンダル
ＳＮＳ上の世間話ばかり
宇宙や時空が意識との間で
織り成されているめくるめく世界への旅
自然の生み出す不思議曼荼羅
そんなすべてが生み出してゆくポエジーが
世の切なる関心事になってもいいはずなのに ･･･

（和田博文「編者エッセイ 言葉が紡ぐ物語、計算が導く物語」
3．アヴァンギャルドと四次元 ---- 稲垣足穂と宮沢賢治）
「十九世紀後半から二一世紀の、天体を織り込んだ日本文学を読んでいくと、一九二〇年代に大き
な変化が訪れたことがわかる。それまでの文学とは異質な、
新しい領域が開拓されているのである。
代表的な開拓者の一人は稲垣足穂だろう。何が文学に、
新たな開拓を促したのだろうか。稲垣の
「星
を売る店」（『中央公論』一九二三年七月）を詠むと、変化のコンテクストがよく分かる。作品の舞
台は海港都市・神戸。山本通り・湊川新開地・山ノ手・中山手通り・生田などの固有名詞が散りば
められ、一九二〇年代初頭の神戸のモダニズムが、シルエットのように浮かび上がってくる。
（中略）
作中の言葉を使うなら、
「私」は「表現派の街」
「表現派めく都会」を歩き、
海港の黄昏を見て、
「こ
こはキュービズムに描けるぞ」と思う。第一次世界大戦はヨーロッパを主戦場として、一九一四年
から一九一八年まえ続いた。その前後に生まれるアヴァンギャルド（未来主義・立体主義・ダダイ
ズム・構成主義・表現主義など）は、一九二〇年代前半の日本でほぼ同時に流行し、文学・演劇・
美術など文化のさまざまな領域で、それ以前の規範性を破壊する。この作品に最も多く登場する表
現主義は、客観性を退けて、主観性を拡大することにより、外界のフォルムを歪曲・変形させた。
稻垣足穂の「星を売る店」は、デフォルマシオン（対象を変形させて表現すること）の方法に支え
られた作品である。
ただ稻垣足穂が最も惹かれたのは、表現主義ではなく未来主義だった。日本で初めて動力付飛行
機の飛行が成功するのは一九一〇年一二月。一九一三年五月には都市連絡飛行中の武石浩坡が墜落
して、民間航空で最初の犠牲者となる。武石のチャレンジに感動した稻垣は、一九一九年に複葉機
の製作に携わった。飛行機の黎明期の体験は、機械文明のスピードに美を見出す未来主義に、稻垣
を近づける。一九二〇年九月に開かれた第一回未来派美術協会展に稻垣は、
「月の散文詩」を出品
した。星と月を主な主題にする『一千一秒物語』( 一九二三年一月、金星堂）は、その延長線上で
まとめられる。地上からかけ離れたものへの関心は、飛行機への好奇心と、天体への好奇心として、
顕現したのだった。
一九二〇年代に天体を織り込み、日本文学の新しい領域を開拓したもう一人の文学者は宮澤賢治
である。アルベルト・アインシュタインが現代物理学の基本理論となる特殊相対性理論を発表した
のは一九〇五年、一般相対性理論を明らかにするのは一九一六年である。その三年後の皆既日食の
観測で、重力レンズ効果（太陽の重力場で光が曲げられること）が証明され、アインシュタインの
名は一躍、世界中に知れ渡った。改造社の山本実彦の招待を受けて、アインシュタインが来日する
のは一九二二年一一月 17 日である。四十日余りの滞在中に、慶應義塾大学三田講堂を皮切りに、
各地で講演会が開かれた。憲治がいる東北でも、一二月三日に仙台市公会堂で講演会が催されてい
る。『春と修羅』
（関根書店）の刊行は一九二四年四月だから、
ちょうど収録作品の執筆時期にあたる。
この詩集の「序」は、「すべてこれらの命題は／心象や時間それ自身の性質として／第四次延長
のなかで主張されます」と結ばれている。「第四次」は宮澤賢治文学の、キーワードの一つである。
ヘルマン・ミンコフスキーはアインシュタインの特殊相対性理論が、三次元の空間に時間軸を組み
合わせた、四次元の時空によって、簡単に記述できることを明らかにした。
「巨きな人生劇場は時
間の軸を移動して不滅の四次の芸術をなす」（「農民芸術論綱要」
）という、ノートに記された一節
に明らかなように、憲治は時間軸を意識して、四次元を作品に織り込もうとする・孤独なジョバン
ニが、友人のカンパネルラと一緒に、銀河鉄道を旅する童話「銀河鉄道の夜」は、その先に生成し
ていくのである。」

mediopos-1344
2018.7.21

■宮崎哲弥『仏教論争／「縁起」から本質を問う』（ちくま新書

仏教とは何だろう
仏教の基本は
無自性であるという
すべては無常であり
そこに実体はないというのだ
けれど自性をもたないものが
相互相依しあう縁起によって
世界は空として現象する
仏教は梵我一如的な実体論への批判として
無自性による縁起を説いたとされているが
仏陀がアートマンやブラフマンを否定したと
いうより
それらの有無の中道を説いたのではないだろ
うか
無記という態度でもある
そしてそうした基本姿勢は
やがて有なのか無なのかという
本来の中道ではない議論となり
仏陀の死後さまざまな派を生む

2018.5）

日本の仏教の底流には
多く如来蔵思想が流れていて
それは仏教ではないという批判が近年強くある
如来蔵は無自性としての仏性を実体化している
極論すればそういえるのかもしれない
仏教の出現はおそらくは
当時すでに失われつつあった過去の霊性への
ラディカルなアンチテーゼでもあったのだ
けれどアンチテーゼを徹底すれば相対主義になり
徹底することそのものもまた批判に晒され
仏教みずからへのアンチテーゼともなってゆく
仏教が仏教であるためには
おそらく仏教はみずからをアンチテーゼとしながら
みずからを問いつづけなければならない
教えで行き詰まれば行を重んじ
悟りで行き詰まれば念仏を重んじ
無自性で行き詰まれば如来蔵を重んじ ･･･
仏教はそれそのものが
ある意味では無自性であり無常なのだろう
ゆえに仏教の派の実体にとらわれてしまわないように
みずからの縁起をこそ問い続け
新たな道と教えを行じていくことになる

「思えば縁起とは不思議なものである。仏教の核心的教義とされながら、その内容は確定しておらず、実に単純な原理を表しているかにみえながら、実に複雑玄妙な様相を映しているようでもある。
チベット仏教ゲルク派の創始者、ツォンカパの手になる「縁起讃」という一連の詩頌がある。（略）その第二偈にはこうある。
「世間の者達のあらん限りの
衰微の根源は無明である。
それを退けるための手段は
縁起を見ることであると説かれる」
ここでは縁の生起、即ち縁起の順と縁の滅、即ち縁起の逆観が説かれている。（略）
他方、第一四偈にはこう書かれている。
「他に依存しないものは空華も同然である
したがって、他に依存しないものは存在しない。
ものが本性に基づいて成立するならば、その成立が
因縁に依存するというのは矛盾している」
この詩偈では、すべての事象は例外なく縁起し、他に依存すると説かれている。「一切法縁生の縁起」の説示といえよう。
ところが興味深いことに、第二四偈、二五偈には他の仏教徒への批判がみえる。
「無自性へと導く入口の中でも
最高のものである縁起という
まさにその名前によって自性に
とらわれてしまうならば今この人を」
「至高の聖者達が正しく歩む
他に匹敵するものがない桟橋へと
貴方がお喜びになるその素晴らしい道へと
いかなる方法で導けば良いのだろう」
この表現は、空性の観念化、空の実体視を度し難い錯誤と非難した「中論」におけるナーガールジュナの言容を思い起こさせる。根本は「縁起説を受け入れながら一切が無自性であることを理
解しない仏教徒への非難の言葉」と解している。つまり諸事物が縁起するということは、諸事物が無自性であることに他ならぬはずなのに、「実在論の立場に立つ仏教徒は『諸事物が縁起するゆ
えに自性を有する』という考えにとらわれてしまう」のである。（略）
それほどに実体や実覚への志向性は人間にとって原本的であり、心の病巣を切開し、完全に取り除くことは困難を極める。その手術は即ち、生命進化への反逆を含意するからだ。だが、そのよ
うな反逆なしには人は苦から解放されることはない、と仏陀は断じている。（略）
実有や実体の概念、常住論や有我論を仏教に持ち込もうとする思考は衰えず、とくに現代思想や文芸評論の方面で、なお跋扈している。例えば岡倉天心、南方熊楠、西田幾多郎、鈴木大拙、井
筒俊彦などの〝哲学〟に仏教的な意義を読み込もうとする徒論が後を絶たない。
いま、たまたま手にしている文芸誌の〝評論文〟には、梵我一如を徹底したヴェーダーンタ学派の不二一元論と仏教の如来蔵思想は等しい構造を持ち、それらはともに、インドにおいて古代か
ら伝えられてきた共同遺産だと書かれてある。剰え、大乗仏教の解脱は永遠の宇宙原理（ブラフマン）と合一するためのとば口に過ぎないなどという
唖然として批判の言葉すら出てこない。ヒンドゥー教の正当哲学諸派と、大乗仏教の中観派や仏教論理学派の長い論争史から近年の「批判仏教」派による如来蔵思想批判まで、まるでなかった
かのような言い振りである。思想のアクチュアリティを測候するのに適した、オウム真理教の教理問題にすら何の関心も寄せていない。おそらく知りもしないし、知りたくもないのであろう。
」
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■三浦雅士『孤独の発明

または言語の政治学』（講談社

2018.6）

自分で自分に話しかける
そこから私という現象
私という孤独ははじまる
私が私であるためには
話しかける自分という他者を必要とする
その言葉によって私は私となる
そしてその孤独ゆえにこそ
私は共同性の次元に開かれている
私は内なる他者によって媒介されているがゆえ
に
同時にどんな他者にでもなる可能性を持ち得る
のだ
言葉が言葉として成立するとき
私の使う言葉と同じ言葉を
あなたも使うことができるように
見るということも
外から私を見るということで
はじめて成立する

私が見るためには
言葉を使うときのように
私は私から離れていなければならない
私は外から私を見ることで
自己と対話を始めることができるのだ
けれども自分で自分に話しかけ
自分で自分を見ているという
孤独な私という現象を生きているがゆえに
私は外部に向かっても開かれることができる
共同性の次元は
私が孤独であり得るがゆえに
可能となるのである
孤独なきとき
共同性はただの集合性に過ぎなくなる

「孤独は言語とともに古い。
それには理由がある。孤独とは自分で自分に話しかけることだからである。そして、言語こそ、自分で自分に話しかけることをもたらしたものなのだ。すなわち、人は言語によって孤独になり、
孤独になることによって言語を得たのである。
孤独は言語の別名であるとさえいっていい。私という現象もまた自分で自分に話しかけることである。人は、自分で自分に話しかけることによって私になったのである。私という現象は私が
孤独であることに気づくことにほかならない。孤独は私という現象とともにすでに始まっているのである。」
「人は他者として見出された自己を自己として引き受けるのである。思索の起源は自己にあるのではない。かりに自己であるとすれば、それはすでに他者によって媒介された自己なのだ。
（略）
相手の身になることができるということの帰結のひとつは、人は誰にでも成り替わることができるということである。動物にも植物にも成り替わることができる。海にも山にも成り替わるこ
とができる。だから人は木に向かって誓い、あるいは雲に向かって嘆くのである。さらには明日の、一年後の、十年後の自己に成り替わることもできる。これは想像力の問題ではない。日常要
求される気づきの問題である。この能力がなければ人間としてやっていけないのだ。
奇異なことではない。この能力がなければゲームなどできるはずがない。投手も野手も交代できなければゲームは成立しない。この場合、ゲームとは社会の別名である。盤上遊戯が面白いのは、
盤面を正反対にできる、つまり相手の身になることができるからである。」
「言語は相手の身になることができなければ成立しない。向き合った人間と、瞬間的に互いに向きを変え位置を変えることができるようにならなければ成立しないのである。
」
「二十一世紀になってからのチョムスキーの発言で強い興味を引くのは、言語はコミュニケーションの手段ではないという言明と、意識の多くは意識されていないという言明の二つである。
」
「チョムスキーの、言語はコミュニケーションの手段ではないという考え方は、偶然発生してしまった自己という考え方の裏面である。まずコミュニケーションが降って湧いて、そこから私とい
う現象が発生したのだ。ほとんど、そういう考え方に接近しているのである。これをキルケゴール流に、あるいはヘーゲル流に言い換えれば、まず関係があって、その関係から自己が生まれた
ということである。
」
「白川が呪の力として強調するのは、見る力と、言葉の力の二つである。
眼は心の窓とは言い古されたことだが、眼と精神の関係を正面から取り上げ、論じ切ることなく死去した哲学者にメルロ＝ポンティがいる。折口や白川の仕事は、フレイザー、マリノウスキー、
モースの仕事以上に、
メルロ＝ポンティらの仕事を思わせることのほうが多い。後に少し触れるが、メルロ＝ポンティの最後の著書は『眼と精神』であり、
遺著は
『見えるものと見えないもの』
である。
また、折口や白川の仕事には、民俗学者、人類学者よりも、むしろフロイトやユングといった精神分析学者の仕事に近いところがある。フロイトやユングも、私という仕組そのものが呪的な
仕組をもつと考えたのだと思えば分かりやすい。（略）
見ることが呪的行為の筆頭としてあったと、白川静は繰り返し述べているが、見るという呪的行為がどのようにして私という現象を引き起こすのか。
見るは、見わたす、見つめる、見える、見なす、といった広がりをもつ。さらに、見せる、見せしめるといった反転をもつ。
人は、
見わたすこと、
すなわち俯瞰をするこよによって事物、事象を、把握し、掌握する。道が地図と不可分であることはいうまでもない。歩くとき、
人はすでに自身を上空から眺めているのである。
そうでなければ、
上下前後左右、暗闇と同じで歩くことができない。上空からの眺めを把握しているからこそ、人はたやすく後続するものに地図 ---- 文字以前の文字 ---- を描いて示すことができる。
」
「いわば、生命は眼の獲得と同時に、自分から離れることを強いられたのである。（略）
私とははじめから、相手のこと、外部のこと、なのだ。鳥が魂の比喩として登場するのは当然なのだといわなければならない。私とは外部から私に取りついたもののことなのだ。これが、魂
が身体を支配するという人間の劇、主と奴の劇がはじまる背景だが、それがすでに個体の次元においてはじまっていることに注意すべきだろう。社会は個体の次元においてすでにはじまってい
るのだ。それも文字はもとより、言葉のはるか以前、おそらくは眼が誕生した段階からはじまっているのである。眼は対話の誕生、自問自答の誕生なのだ。
したがって、私とはすでに決定的に媒介されているもの ---- いわば複数 ---- なのであり、それを唯一の起点として世界を考えることなどできはしない。
」
「見つめるという行為は、したがって、相手の立場に立つという能力、自身から離れて自身を見る能力をはじめから前提としているのである。凝視と熟慮、じっと見つめることとじっくり考える
こととが、さまざまな言語においてほぼ同義であることは偶然ではない。」
「見るという行為がはじめから俯瞰する眼をともなっていたということ、つまり見ることが完全に遂行されるためには、現に見ているという行為をさらに見ることが必要とされ、現に見ている以上、
いわば「離見の見」
（世阿弥）もまたともに実現されているのだということは、見るということにははじめから共同性の次元が付与されているのだということを意味している。また、現に見てい
る次元のひとつ上の次元とでもいうべきもの、それこそ超越論的とでもいうほかない次元が、あらかじめ設定されていたのだということを意味している。これは要するに意識の発生と同じこと
だが、それこそ言葉が登場し、呪が登場する次元にほかならない。呪は、因果関係の意識として科学の先蹤とされるが、むしろ重要なのはこの「次元の感覚」とでもいったものだったように思
われる。それを「見えないものへの感覚」と言い換えてもいい。」
「
（メルロ＝ポンティの）中心的触覚とは、触覚を離れた触覚すなわち視覚のことである。そして中心的視覚とは、視覚を離れた視覚、すなわち私を見る私の眼、
私の外部性のことである。肉の強調が、
皮肉にも、逆に肉からの離陸の強調になっているのだ。」
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■納富信留『ソフィストとは誰か？』（人文書院

2006.9）

哲学者は
知を愛するがゆえに
自分は知らない
ということから始まる
ソフィストは
知を愛そうとするときに
自分は知っている
ということから始まる
哲学者は智慧を求め
ソフィストは知識を求めている
世間が智慧を求めることは稀である
求めているのは権威ある知識なのだから
哲学はつねに今ここではじまり
つねにそのプロセスそのものとして現象する
私のなかにソクラテスを住まわせ
さまざまなソフィスト
常識や知識や権威と対話させてゆく
自分は知らない
知らないから問う
決してそれぞれの知識の
権威ある立場をとることはない
内なるソクラテスという教師は
問う教師であって教える教師ではない
教える教師となるとき
ソクラテスは知らぬ間に姿を変え
権威ある知識を振りかざすソフィストとなる

■納富信留『哲学の誕生

ソクラテスとは何者か』（ちくま学芸文庫

2017.4）

（納富信留『ソフィストとは誰か？』より）
「ソフィストは、つねに哲学そのもの可能性への挑戦として、私たち自身に問いを突
きつける存在である。私たちはソフィストと対決することによってのみ、哲学の可
能性を手にすることができる。ソフィストを忘却してきた哲学の歴史こそ、問い直
されるべきものではないか。ソフィストを消し去ったこの二千年にも及ぶ哲学史は、
その実、哲学が成立していない状況、「哲学」が名のみさまよう舞台であったのかも
しれない。
（略）
ソクラテスが自らの生において、そして、プラトンが対話篇において示した「哲
学者」とは、人々の生を吟味に晒し、社会のあり方を批判する危険な存在であった。
ソクラテスは、彼と対話を交わした多くの人々の反発を惹き起こし、やがて裁判に
かけられ刑死する。しかし、やがて「哲学」が学問や職業として確立され社会に定
着すると、その存在は自明視されてしまう。当初哲学が突きつけた厳しい問いは、
専門家集団の内輪のパズルへと回収されて、象牙の塔のなかの遊戯と化してしまう。
現在「哲学者」とは、大学で専門的な問題を論じ、過去の思想を教えることで給与
をもらったり、哲学書と称する書物を世に出すことで社会にも権威をもつ職業人を
意味している。
だが、自明の栄誉をもって認知されている時、哲学はむしろ死に瀕しているのか
もしれない。
」
「哲学者がソフィストを問題にし、それを厳しく批判するのは、
「哲学者（ピロソポス）」
という生き方が真理の探究者として成立する契機を、「ソフィストではない」という
仕方で追求したからである。哲学は、ギリシア社会でさまざまな活動をくり広げた
ソフィストたちの実践を、普遍的な仕方で、つまり、哲学の影、「非哲学」として規
定していく。そこでは、
「ソフィスト」という名称が単一の実体を支持するという強
い仮定において、その本質を定義する探究がなされる。ソフィスト批判こそ、哲学
が自らの営みを確立するために従事すべき最大の挑戦であった。ソフィストは、哲
学が成立する限り、それと対として現れる存在であった。
しかし、ソフィストが哲学者と区別されるという見方は、古代ギリシアにおいては、
自明な事柄とは程遠かった。むしろ、ソフィストとして処刑された「哲学者ソクラ
テス」を焦点に、哲学者とソフィストとはつねに、ある必然性をもって重ねられて
きたのである。ソフィストの定義は、それを区別しようとする哲学者の挙証責任で
あった。ソフィストを非哲学者として批判する試みは、歴史的には、プラトンが独
自に始め、その流れを受ける「哲学」の本質をなしてきた。」
（納富信留『哲学の誕生 ソクラテスとは何者か』より）
「ソクラテスは、アテナイの街角で同時代の人々と対話を繰り広げた。しかし、その
ソクラテスが「哲学者」として私たちに受け継がれるのは、彼の死が人々を挑発し、
そのうねりが哲学の奔流を生み出したからである。ソクラテスをめぐる人々の活動
と多彩な言説は、哲学者ソクラテスを誕生させ、やがて時代や地域を超えて、人々
を哲学の生へと誘ってきた。その多様な可能性の渦の中に、プラトンが強烈に打ち
出した「哲学者ソクラテス」がいる。
不在のソクラテスは、哲学を行なう私たちの対話相手として現在する。不知を自
覚しながら、魂を配慮して生きること。二十一世紀の私たちは今、ソクラテスをめ
ぐる人々の輪に入っていかなければならない。
哲学は、いつ始まったのか？ 最初の哲学者は、ソクラテス ---- あるいは、タレ
スやピュタゴラス ---- というよりも、彼と対話し、その記憶から今、哲学を始める
私たち自身でなけれならない。
哲学は、つねに、今、始まる。」
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■市村弘正『小さなものの諸形態（精神史覚え書）』（筑摩書房 1994.4）
■シオドーラ・クローバー『イシ／北米最後の野生インディアン』（行方昭夫・訳

小さなものが
必ずしも真理だとはいえないけれど
小さなものに
注意深く目を向けることでしか
見えてこないものがある
小さなものが
生きのびることができるということは
小さなものであるにもかかわらず
それが全体へと回収されずにいられるという
ことだ
小さなものは少数者だ
いや単独者だといったほうがいい
単独者こそがかけがえのない存在なのだから
単独者は単独であるがゆえに
単独者なきあとは失われてしまう
絶滅せざるをえないのだ
単独者は類ではないからだ
その単独者こそが私である
私は私しかいない単独者なのだ
そして単独者はやがて絶滅する

岩波現代文庫

2003.11）

絶滅する私は
北米最後の野生インディアン「イシ」のように
地球という共同体の一員として
他の人間や他の生物と心を通わせながら
軽やかに優美に歩くことができるだろうか
高貴な野生人として
人類は
人類の一人ひとりは
私として
そんな高貴な野生人たり得るだろうか
絶滅する私としての尊厳を持ちながら
人類が
私というもっとも小さなものを全体に回収せず
すべての私ゆえの共同体を持ちえるとき
そしてすべての人が自分を
人類最後の私だとして
尊厳を持って生きられるとき
人類はこの地球紀を乗りこえることができるだろう
それは自由の哲学の極北でもあるからだ

（市村弘正『小さなものの諸形態（精神史覚え書）』より）
「かつて「小さなものに真理は宿る」という言葉があった。あるいはまた、「全体は真ならざるものである」という言明があった。これらの言葉はいま、どういうものとしてあるのだろうか。そ
れはどのように生きのびているのか、いないのか。その現在形が示唆するものを考えたい。
「小さなもの」の救出、それが始まりにあった。そしてそれは、真なるものに対する危機的な関心のもとにあった。したがって、その関心が衰弱しさらには放棄されるならば、小さなものは
いわば誤った注意深さを惹き起こすだけのものとなる。小さなものや細部の収奪と大量消費は、さまざまな意匠のもとに私たちの周囲に氾濫しているだろう。
全体は真ならざるものだという言明は、直ちに小さなものにおける真理の存在を保証しない。それは、真理の場所は全体に向かうところにはない、と言っているだけだ。そうであるとすれば、
物事が全体へと訓致され回収される「部分」と化することに警戒するとともに、何故に小さなものが問題であったのか。それを忘却しないことが大切だろう。
小さなものと真理とは、危機的条件のもとでその結び目が探索された。その方法をミクロロギーと呼ぶ。この小さなものへの眼差しは、最小限の「真」への関心に裏打ちされていなければな
らない。より正確には、それが最小限のものであるほかないことを思い知っていなければならない。ミクロロギーによる傑出した著作の一つが、いみじくも「ミニマ・モラリア」と題されてい
ることを想起しよう。その小さなものの凝視、細部への固執は、どこまでも moralia に対する関心に貫かれていた。しかし同時に、それは minima moralia であるほかない、という危機的な信
念によって支えられていた。」
「イシの足跡。この絶滅させられたカリフォルニア原住民の一部族の最後の生き残りは、自分の足跡を掃き消しながら歩かなければならなかった。まだ「未開」の生存者がいることを「文明人」
に感知されぬためにである。現代文明は少数者をその足跡にまで追い詰めたのである。その足が「石器時代と慌ただしく工業化した二十世紀との間に横たわる巨大な溝をたった一歩で跨いでし
まった」とき、イシの物語は生まれた。それは、高貴な野生人の物語として、また、かれを暖かく迎えた少数の文明人たちとの友情の物語として読まれてきた。その読み方が間違っていると言
うのではない。しかし、著者の娘であるアーシュラ・Ｋ・ル＝グウィンが新しく書いた序文は、『イシ』の質的に違った読み方を教える。
イシの足は「幅広で頑丈、足の指は真直ぐできれいで、縦及び横のそり具合は完璧で」あった。注意深い歩き方は優美で、「一歩一歩は慎重に踏み出され ･･････ まるで地面の上をすべるよ
うに足が動く」のであった。この足取りは侵略者が長靴をはいた足で、どしんどしんと大またに歩くのとは違って、地球という共同体の一員として、他の人間や他の生物と心を通わせながら軽
やかに進む歩き方だ。イシが今世紀の孤島の岸辺にたった一つ残した足跡は ---- もしそれに注目しようとしさえすれば ---- おごり高ぶって、勝手に作り出した孤独に悩む今日の人間に、自分は
ひとりぼっちではないのだと教えてくれることだろう。
ル＝グウィンが注目するのはイシの足跡だ。それは何を指し示しているのだろうか。絶滅させられた少数者の最後の痕跡だろうか。そうではない。傲慢と孤独に苛まれる
「今日の人間」
の同朋を、
ル＝グウィンはその一つの足跡に読み取るのである。
ここには鮮やかな視座の転換がある。文明人の側から少数者を見るのではなく、また、その逆でもない。たんに少数者の側から文明を批判的に見るのではなく、少数者において、現代文明の
もとに生きる人間の存在諸形態を見るのである。少数者の最後の生き残りのうちに人類を透し見るというこの視線は、少数者なるものの反転を生起する。消滅へ向かいつつある存在とは、
「今
日の人間」全体ではないか。人類とは潜在的に少数派ではないのか。そうだとすれば、イシは消滅へ向かう人間の最後の姿を示しているのである。
最後の人間としてのイシの物語。それを読みとるとき、ル＝グウィンが注目を促しているように、地面の上を動くかれの足どり、他の生物と心を通わせながら進む歩き方は、私たちに切実に
必要なものとしれ現れてくる。その小さな足跡は、人類全体の方向を指し示しつづけるのである。小さなものに真理が宿るとすれば、その現代的な宿り方はこのようなものだ。
」

mediopos-1348
2018.7.25

■中島美千代『釈宗演と明治／ＺＥＮ初めて海を渡る』（ぷねうま舎

2018.5）

時代が人をつくり
人が時代をつくる
明治は彼を禅者にしたが
彼は何に突き動かされて
はじめて欧米に
ＺＥＮを伝える者となったのだろうか
彼のもとには
鈴木大拙が西田幾多郎が
そして夏目漱石さえも参禅し
彼の種はさまざまな実りをつけた
見性とは
臨済禅の体験の知なのだろうが
その体験が明治という時代のなかで
彼にとって切実な経験になることで
海を越えてＺＥＮを伝えようとする衝動が
起こることになったかもしれない

見性を得たからといって
人が克服できるものは限られている
克服できるものは克服されるが
そうでないものの前では
禅者といえどもただの弱き者にすぎない
けれどその弱さもまた人ゆえなのだ
人は己の器のなかで葛藤しつつ
ときに大きくうねる時代のなかで
その体験は得がたい経験に変えられてゆく
時代は変わる
己の環境は変わる
そのなかでどんな体験をし
どんな姿の「海」を渡って
それをどんな経験に変えることができるかが試される
見性とは経験への道を問い続ける己の光なのだ

「明治二十六（一八九三）年、コロンブスのアメリカ大陸発見四百年を記念して、シカゴで万国博覧会が開かれ、その部会の一つとして万国宗教会議が開催された。世界の諸宗教の代表者が集ま
るという世界宗教史上初めての出来事だった。参加したのはイギリス、フランス、ドイツや中国、日本などの十九カ国で、ユダヤ教、イスラム教、仏教、ローマ ･ カトリックなど十六の宗教だっ
た。各宗教代表者は二百人を越えた。日本から仏教代表の一人として参加した臨済宗の釈宗演は、この檜舞台で禅を核とした仏教を伝えたのである。これが禅を欧米に伝えた最初だった。釈宗演は、
ここに禅の種を撒いたのだ。
円覚寺の管長にして鈴木大拙の師であり、夏目漱石も参禅したと聞けば、誰しも雲の上にいて、峻厳な近寄りがたい高僧だと思うだろうが、釈宗演はそうではなかった。禅の修行をひと通り
終えたあと、洋楽と英語を学ぶために福澤諭吉の慶應義塾へ入塾し、さらに仏教の源流を遡ろうと、セイロン（現・スリランカ）に遊学するという、当時としては型破りの僧だった。彼は江戸
時代から続く古い因習に囚われた仏教の近代化と、海外布教をめざしていた。このように血気みなぎる一面がある一方で、情にもろく、悲哀を感じると人の前でもすぐに泣いた。厳しく指導す
るが弟子の面倒見もいい。舌鋒鋭く、口は悪いが慈悲深い。早くに父母も兄弟も亡くし、「天地一箇孤独」の身であることの哀しみを、胸の底に張りつけて生きていた。釈宗演はこんな人間味に
溢れた人だった。この釈宗演が撒いた一粒の種が、ドイツ系アメリカ人で宗教哲学者の心をとらえた。その種はどのように発芽し、今日見る海外での座禅の隆盛に繋がっていったのだろう。
禅がＺＥＮとして欧米に広まったのは、その端緒に釈宗演という人物がいたからであり、それを継いで禅の種が花を開くまでの遠く険しい道を歩んだ人たちの意志と力があったからだ。その
意志と力はどこから生まれてくるのだろう。そして、「厳しい修行によって煩悩を断」つことが果たしてできるのだろうか。「悟り」は体験できるのだろうか。
」
「栄西が臨済禅を、道元が曹洞宗を日本に伝えたのは鎌倉時代であった。隠元の黄檗集にしても江戸時代である。禅はゆっくりと静かに時代をめぐっている。未来の時間はまだ残されている。い
つの日か、禅とキリスト教、仏教と他宗教との間に個別の教義・教団を超えた「真の交流」がはじまる時代がくるだろう。
禅をＺＥＮとして世界に広めるパイオニアとなった釈宗演。宗演が今生きていたら自らヨーロッパへ飛び、修道士に接心するだろう。宗演にとってはこれにも「得意、愉快、幸福」に違いない。
」

mediopos-1349
2018.7.26

■堀江敏幸『オールドレンズの神のもとで』（文藝春秋

2018.6）

誕生日はあまり得意でない
記念日なるものは
いつもなにほどか少し重いから
できればそんな日のことは
その日が過ぎてから
少し遅れてふりかえるくらいがいい
祝うそのなかにいるよりも
祭りのなかにいるよりも
少しばかり外にいるほうが居心地がいいように
なにかを指し示すときも
そのものを指し示すのはどこか息苦しい
遊びのないハンドルの車を運転しているようだから
賛成を賛成といい
反対を反対というのも苦手だ
心はそんなに都合よくできてはいないから
生きることはあまり得意でない
生きることは
いつもなにほどか少し重いから
けれどもその重さのなかでしか
経験できないものがあるから
その重さとともにとぼとぼと歩いてみる

（「杏村から」より）
「父と母がいっぺんにこの世から消えてしまったとき、わたしは叔母さんとふたりで、年の離れた
姉妹みたいにはしゃぎながら、谷あいにある果樹園に出ていた。
四月のはじめ、細い棒に薄いピンクの綿菓子を巻き付けたような杏の花が満開だった。桜より先
に、かすかに甘い香りが山肌を下って麓の村に流れ込み、その季節の数日だけ、ほんとうは白いは
ずの霞が杏色に染まる。六月の末、わたしの誕生日にあわせるように、
結ばれた実をたくさん使って、
叔母さんはおいしいジャムを作ってくれた。
村を離れて都会で働き、人を好きになったり好きになりそこねたりしている不器用なわたしに、
叔母さんは年に一度、黄色の杏のジャムと、見た目は空っぽだけど、あの杏の霞を入れたという瓶
を送ってくれる。「きのう、おまえの誕生日だったよ」と、短い手紙を添えて。
どうして「今日は、おまえの誕生日だね」って、ひとこと電話してくれないんだろう？ それが、
ずっと不満だった。でも、叔母さんは、むかしからそうだった。
「今日」をわざわざやりすごした
あとで、大事なことをそっと口にする。この年になって、わたしにもわかってきた。大事なことは、
少し遅れてやってくるんだって ･･････ 叔母さんが詰めてくれた杏のジャムみたいに、そして、だ
れかを想う心の疼きみたいに。」

mediopos-1350
2018.7.27

■岩本素白（早川茉莉編）『素湯（さゆ）のような話／お菓子に散歩に骨董屋』（ちくま文庫

2014.1）

どんなときでも
どんなところにいても
じっと心静かな姿で
ささやかなものに
美しさを見つけ
それを味わう
まっすぐ生きなくていい
川のように
曲がりくねって流れていく
言葉も音楽も食べ物も
化学調味料ばかりになれば
素にふれられなくなる
じぶんをちゃんと見つめるために
ときにはじぶんを離れてみる
ひとの姿を見るように
そしてじぶんを特別にしないで
何の変哲もないじぶんでいるんだ
そのほうがずっとじぶんらしくなれるから

（「壺」より）
「この壺は火消し壺として台所の片隅に置かれても。或は又手焙りとして花の壺として、座
敷のすみ、床の間の上に置かれても、何時もしゃんとした静かな姿を保って居る。至ると
ころ自在にその実用と美しさとを示し、所を得て居るのが此の壺である。それと同じよう
に、私も亦どんな境地に在っても、この壺のように動かない静かな姿を示すことができる
であろうか。それはなかなか難しいようにも思われる。然し亦、何とかそれに近いもので
あり得るようにも思われる。まことに生き難い世ではあるが、如何なる処、如何なる物の
中にも美しさと味いとを見出したい。そうして又、ささやかながら美しいもの、味いのあ
るものを創りだしたい、物の上にも心の上にも。---- そんな希望だけでも残って居るうちは、
私もまだ打ちひしがれずに生きて行かれるかも知れない ----」
（「素白好み／川は、みな曲がりくねって流れている」より）
「ご飯が済んでお茶を飲んでいる時、私はきまってお皿やお茶碗を手に取って、その丸みの
所へ手を遣って、その持っている曲線を味わい、更に手の平で静かにその肌を撫で、感触
を楽しむ。」
（「素湯のような話／話はこれだけである」より）
「何の変哲もない、それこそ本当に素湯を飲むような短い話を一つ書いて見よう。
」
（「がんぱち／雰囲気を重んずる」より）

