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■ギャヴィン・フランシス『人体の冒険者たち／解剖図に描ききれないからだの話』（鎌田彷月訳／
原井宏明監修 みすず書房 2018.7）

ミクロコスモスと
マクロコスモスが
照応しているように
人体へ向かう冒険と
世界へと向かう冒険は
照応している
物としてのからだ
生命としてのからだ
意味としてのからだ
心としてのからだ
物語としてのからだ
記憶としてのからだ
言葉としてのからだ
見えるからだ
見えないからだ
見える世界
見えない世界
人体の秘密に分け入れば
世界の秘密も見えてくる
世界の秘密に分け入れば
人体の秘密も見えてくる
からだとその働きとをめぐる
医療と人の経験と
その風景へ目を向けるとき
冒険はその奥行きを映し出してゆく

「大昔の解剖学者たちは、人のからだと、わたしたちが暮らすこの惑星に、自然な相関関係を見ていました。からだは小宇宙 ---- 宇
宙をうつしたミニチュア ---- でさえありました。人体の構造は、地球の構造を反映していました。四つの体液は、四大元素を反映し
ていました。これには納得がいきます。私たちを支える骨格はカルシウム塩でできていますが、これは化学的に言って石灰岩と似
ているのです。血液の川は、心臓という大きな中州に押し流されます。皮膚の表面は、起伏のある地表に似ています。
わたしの地理学への愛情は、けっして冷めることがありませんでした。医療現場での研修が楽になってくるや否や、探険を始め
ました。旅先で医療を行うこともありましたが、たいていは初めての土地をただ渡り歩くというものでした ----- さまざまな風景や
人びとに振れ、地球についてできるだけ多くのことに通じるようになろう、と。そんな探険行については別の本に書いて、そこでは、
そういった風景からもたらされた見識を伝えようとしたのですが、いつも仕事がわたしを人のからだに立ち返らせるのです。自分
が生計を立てている方法として、わたしたちみんなが旅を始めて終える場所として。人のからだについて学ぶのは、ほかのどんな
ことを学ぶのとも違います。あなたが注目を集めるまさにその対象なのですし、からだを扱うことには、即時性があるのに変容を
もたらし、という類例のない力もあります。
医学部を卒業したわたしは、救急医療現場での研修を望んだのですが、夜勤の仕事はすさまじく、患者さんとの接触はあっとい
う間で、仕事の充実感が削がれてきました。小児科医になり、産婦人科医になり、長期入院病棟の老年科医になりました。整形外
科や神経外科で研修医もつとめました。北極や南極へは遠征隊の従軍医師として赴き、アフリカやインドでは町や村の簡素な診療
所で働きました。そういった立場のすべてが、人のからだを理解する道を教えてくれました。救急の現場は極端で、人命がいちば
ん弱っているときに最大の注意を払うのですが、年月を経てみると、医学がもたらしてくれた何より深くてためになる知識は、もっ
と静かな日常の診察にあったりしたのです。いまわたしは、都心の小さなクリニックで、家庭医をしています。
文化は、わたしたちの ---- 医者のでさえも ---- からだの受け止め方、からだとの付き合い方をつねに刷新していきます。患者さん
たちと出会うなかでよく気づかされるのは、とびきりすばらしい人間性の物語ととびきり偉大な芸術が、先端医療と大いに相通じ
ていたり、響き合ったりしていることです。」
「医療を仕事にしてきましたが、医師として働くのは、人間が経験することの総覧を見るようです ---- 毎日のように思い知らされる
のです、わたしたち一人ひとりの脆弱さと強靱さを、祝賀とともにわたしたちが内にたたえる落胆を。クリニックを開業するのは、
患者さんたちの身体といっしょに人生の風景を眺める、冒険旅行に出かけるのになぞらえられるかもしれません。よく知っている
地形に見えても、往々にして分け入った小道が開けて、日々、新たなパノラマをのぞくことになるのです。臨床医学とは、たんに
患部と患者の話にまつわる旅であるだけではなく、人生の可能性の探険行でもあるのです。人間を冒険することなのです。
」
「肺に耳を傾けながら、関節を動かしながら、あるいは瞳孔を覗きこみながら、患者さん一人ひとりとそれぞれの人の生体構造を意
識しつつ、同時に、いままでに診たあらゆる人たちのからだをも意識しつつ、わたしは人体を旅します。わたしたちみんなに、特
別だと思う風景がいくつもあります。愛着を感じたり畏敬の念を抱いたりしている、意味に満ちている場所です。人体は、わたし
にとってそういう風景になってきました。どこをとってもなじみ深く、それぞれに力強い思い出を湛えています。
」
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■田坂広志『叡智の風

50 の物語』（IBC パブリッシング

永遠の訪れを
ききとるために
耳をすます
ひとのなかで
耳をすますことはむずかしいから
森のなかを歩く
じぶんの姿を
深く見つめるために
じぶんを映す
ひとは鏡だから
そこに映るものを
見すえる勇気を持つ
心の湖面を
鏡にするために
穏やかに生きる
波立つときにも
乱れつづけない
大きな器の湖になる
どんなときにも
未来へ歩むために
希望をもつ
訪れるものはすべて
良きものが生まれるための
意味をもつことを信じる

2018.8）

（「プロローグ：遠い彼方からの風」より）
「森の木々の中を散策していると、
ときおり、風が通り過ぎていきます。
その風が通り過ぎたとき、
不思議な静けさが、残る。
そして、その静けさの中で、
ふと、深い思索が、始まる。
遠い彼方から吹いてくる風。
（略）
木々の間を吹き抜けていく風の音は、
なぜか、海の潮騒の響きに似ています。
そして、その潮騒のような音に包まれるとき、
いつも、不思議な感覚が湧いてきます。
それは、「永遠の一瞬」とでも呼ぶべき感覚。
（略）
風の音を耳にしていると、
その不思議な感覚に包まれるのです。」
（「嫌悪感の正体」より）
「遠い昔、ある企業に入社し、
新入社員の研修を受けたときのことです。
研修の最後に、その会社の人事部長が、
我々新人に、大切な話をしてくれました。
君たちが、職場に配属になったら、
最初に、その職場を見渡しなさい。
次に、その職場で、
自分が最も「嫌悪感」を抱く人を
見つけ出しなさい。
そして、見つけ出したら、
その人を、深く見つめなさい。
そして、最後に、
その人を、好きになりなさい。
あれから何十年の歳月を経て
この言葉を思い出すとき、
それが深い意味を持っていたことに気がつきます。
「嫌いな人を、好きになりなさい」
それが、この言葉の意味ではなかったのです。
「嫌いな人を、深く見つめなさい」
それが、この言葉の、本当の意味だったのです。
なぜなら、
「嫌悪感」を抱く人を深く見つめるとき、
我々は、そこに、
「自分の姿」を見るからです。
そして、そのとき、
「嫌悪感」というものの正体に、気づきます。
「自己嫌悪」
そのことに、気づくのです。」

（「「不動心」の本当の意味」より）
「何年か前、人間の「不動心」について、
興味深い心理学的実験が行われました。
最近、座禅の修業を始めたばかりの若者と、
永年、禅寺での修行を積んだ禅師との二人に、
脳波の測定実験を行ったのです。
最初、二人同時に、
座禅による瞑想状態に入ってもらい、
その脳波をそれぞれ測定したところ、
二人の脳波は、いずれも、
整然とした「アルファ波」を示しました。
そこで、二人を驚かせるために、
突如、大きな音をたてたところ、
二人の脳波はいずれも、
大きく乱れた波形を示したのです。
結局、永年の厳しい修行を積んだ禅師も、
決して「不動心」ではなかったのです。
しかし、実は、
その後の二人の脳波が、
大きく違いました。
若者の脳波は、音が静まった後も、
いつまでも乱れ続けたのですが、
禅師の脳波は、すみやかに、
もとの「アルファ波」の状態に戻ったのです。
この興味深い実験結果は、
「不動心」の本当の意味を、教えてくれます。
「不動心」とは、
「決して乱れ r ぬ心」のことではなく、
「乱れ続けない心」のことなのです。
」
（「「希望」の新たな意味」より）
「「希望」とは何か。
いま、
この世界には「悲しみ」や「苦しみ」が溢れている。
しかし、
必ずいつか、
この世界にも「良きもの」が訪れる。
「かならず、良きものが訪れる」
その「未来」を信じられることを、
我々は、
「希望」と呼びます。
しかし、
「希望」という言葉の本当の意味は、
そうではないのかもしれません。
「訪れるものは、すべて良きもの」
いま、この世界に溢れている「悲しみ」や「苦しみ」
。
そのことも含め、すべてのものごとが、
この世界に「良きもの」が生まれてくるための
深い「意味」を持っている。
その「意味」を信じられることを
我々は「希望」と呼ぶのかもしれません。
」
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■牧野成一『日本語を翻訳するということ／失われるもの、残るもの』（中公新書

ことばを置き換えるのはむずかしい
ウチ語からソト語へ
ソト語からウチ語へ
外国語にかぎったことじゃない
じぶんのことばから
ひとのことばへ
ひとのことばから
じぶんのことばへ
そこで
失われるものがあり
なんとか残るものがある
なにが失われ
なにが残るのだろうか
残そうとして
くどいほどに
ことばを連ねることがあり
それでも
失われるばかりのときがあり

2018.6）

「飜訳はさまざまな目的で母語の日本語（ウチ語）を外国語（ソト語）である英語言語に移したり、ソト語をウチ語に移すこ
とです。いかに飜訳が優れていても、原語を目標言語に翻訳するときにどうしても消えてしまうものがあります。
（略）
日本語で書かれた文芸作品を英語に翻訳するときに、音も表記も当然消えてしまいます。この２つはウチ語が何語であろ
うと、ソト語が何語であろうと、関係なく消えてしまいます。（略）
言語の響き、つまり音には象徴性があると考えます。（略）音は単なる音ではなく、象徴性があり、飜訳ではそれらは消え
てしまうのです。
飜訳で消えてしまう日本語ならではの特徴として、訓読みと音読みの違いもあります。訓読みはウチ的読み方で、
共感を持っ
て人が近づく対象を表し、音読みはソト的読み方で、近づきたがらない対象を表しますが、それは両極化しているのではなく、
連続体になっていることも指摘しました。具体的には、音読みと訓読みが対になっている「山（やま／サン）
」とか「島（し
ま／トウ）」は音読みより訓読みの方が共感度が強い点などが挙げられます。表記について言えば、
平仮名表記が共感度が高く、
片仮名表記が一番低く、漢字表記はその中間です。このようなことは英語のアルファベット表記では表現できません。
（略）
私は『日英共通メタファー辞典』
（2017 年。岡まゆみと共著）を書きました。その過程でもわかったのですが、
人間は直喩、
隠喩、擬人化、シネクドキ、メトニミーのどれをとっても、身近な自分の体の部分や自分の住んでいる環境にあるもの ---- つ
まり、ウチのもの ---- を比喩の対象に選びます。したがって比喩は人間に共通の文化であると同時に、より個別化された環境
文化を反映しています。前者は飜訳で消えませんが、後者は消えてしまいます。
日本の文芸の英訳例を通して消えるものが何かを観察して日英語おもしろい差をつかむことができました。日本語ではど
うして時制（テンス）が現在形から過去形へ、過去形から現在形へと変わるのか、日本語は単数の名詞に「たち」がついて
急に複数に替わるのか、どうして「です／ます体」が「だ体」に替わるのか、といった交替現象は英訳では消えてしまいます。
これも（略）拙著『くりかえしの文法』の考えと平田オリザさんの考えの共通点を述べながら、きわめて普遍的な反復現象
を相互交流というコミュニケーションの視点から考えました。」
「反復には話しことば・書きことばによるコミュニケーションに関わる人びとをつなぐ力があるということです。反復は往々
にして否定的な「くどさ」と結びつくこともあるけれど、人と人とを新しく結びつけたり、すでに知っている者同士をより
深く結びつけたりします。」

伝えられないあまりに
沈黙を選ぶことがあり
それでも
そこになにかが残ることがある
うつりゆく
ことばのあいだで
失われ
残るものたち
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■赤坂憲雄『日本という不思議の国へ』（春秋社

2018.7）

失われたものは
いつも美しい
郷愁はいつも
美しい風景とともにある
その美しさを追いかけて
追いかけつづけて
生きる人は幸福なのかもしれない
そこにみずからの
アイデンティティなるものを
投げかけることができるからだ
それは遠い夢の国
それは求めても得られない面影
けれども
みずからの深みに
その源を見つけられるならば
その美しい光は何ものにも代えがたい
その光の照らす世界を求めて
旅を続けることができるからだ

「勤めた大学は山形市内にあった。とりわけ、山形県内が野辺歩きのフィールドになった。大学の裏手
に広がる里山と、そこに点在するムラがそのままに聞き書きの舞台になった。その山形では、イザベラ・
バードという異邦人の旅人の名前が広く知られており、
その『日本奥地紀行』を愛読している者が多かっ
た。置賜盆地の屋敷林のある田園風景を、「東洋のアルカディア」と称賛しているバードにたいしては、
共感が集まりやすかったのだ。」
「それから、渡辺京二さんの『逝きし世の面影』という本を読んで、幕末から維新にかけての時期に日
本にやって来た外国人の残した紀行の面白さを知らされた。これはまさに名著であった。そうして、気
がつくと、異邦からの訪れ人による紀行を買い集めて、折を見ては読むようになっていった。幸いにも、
近年、そうした幕末・維新以降に日本を訪れた異邦人による紀行が、ささやかな出版ブームになってい
るのか、次々と飜訳され、文庫などの手に取りやすい形で刊行されている。
」
「わたしはしばらく前から、この列島のそこかしこを訪ねあるき、それぞれの流儀で＜歩く・見る・聞
く＞を重ねた旅人たちの紀行文を読みなおす仕事を続けてきた。ここでは、その異人篇である。幕末以
降、明治・大正から昭和へと、たくさんの異邦人たちが日本紀行を残している。それら異邦人のまなざ
しが捉えた日本人の立ち姿に、文化のありように、関心をそそられてきた。そこには思いがけぬ文化の
裂け目が覗けており、わたしたち自身のアイデンティティが大きく揺さぶられることがある。それはと
きに、日本という自画像の書き換えをゆるやかに求めてくるといってもいい。
」
「（岡本太郎の『神秘日本』）には、こんなふうに語られていた。今日のように世界が「生活的に極大概念である」かぎりは、民
族というものは「神秘的な生気を保ちつづける」はずであり、「世界における同質化、ジェネラルゼーションが拡大すればする
ほど、逆にパティキュラリティーも、異質な底光りをおびながら、生きてくる」と。パリで世界を見た太郎は、泥まみれの日
本を孤独に背負うことを覚悟しながら、いわば、世界のグローバル化に抗うために、ローカルなものたちの復権にこそ賭けよ
うとしたのではなかったか。そのローカルなものたちにたいして、心からの愛と慈しみとともに、太郎は「神秘」という名付
けを施している。民族は見えない「固有の暗号」や「根深い神秘」を持っている、という。異邦人はまさしく、それを自分に
は理解しがたい暗号のように感じて、魅惑と嫌悪のはざまにひき裂かれる。太郎はおそらく、パリでも日本でも、異邦人のよ
うな疎外感に苛まれていたからこそ、それを「固有の暗号」や「根深い神秘」と呼ばずにいられなかったのだ。それは太郎そ
の人にとっれｊこそ、解き明かされるべき謎として転がっていたにちがいない。
太郎の物語する「神秘」は、どこかで、異邦人たちが呟くように紀行の片隅に書きつけていた、
「この世の楽園」
「不思議のくに」
「妖精の世界」といった言葉の群れと響きあっている気がする。たしかに、『神秘日本』という著書のなかには、
「神秘」という
言葉が目障りなほどに登場するが、そこに提示された「神秘」はどれもこれも、神秘主義などとは対極そのものである「生活」
という岡本太郎語彙とともに見いだされることを、確認しておきたいと思う。
」
「この『日本という不思議の国へ』というタイトルを抱いた小さな本は、こうして岡本太郎の『神秘日本』を秘かな起点として、
異邦人たちが驚きとともに発見し、紀行のなかに飽かず物語した神秘なる日本についての、考察の書である。これはまた、日
本文化の深みに横たえられた無意識が、その無意識によって抱かれた人やモノや風景が、かれらの紀行を仲立ちとして浮き彫
りになる現場へと、静かに誘いかける書でもある。」
「「日本は凄いよ」的な気持ちのわるい煽りにたいしては。距離をとりたい（略）
。たとえば、
『逝きし世の面影』はあくまで「古
き日本の死」について語っていたのであり、いまの日本を賛美しているわけでは、まったくない。かつて存在したかもしれな
い有機的な個性を持った文明のうしろ姿を、異邦人たちの証言を手がかりに浮き彫りにすることを通して、われわれ自身の生
きているいま・ここを照射し、再考すること、それがメッセージといえばメッセージである。たしかに、
「素朴で絵のように美
しい国」など、異邦人が勝手に抱いた幻想でしかないだろう。しかし、幕末・維新の頃の日本人が、幸福そうで、陽気で、よ
く笑う人々であったこと、乞食や物乞いがいなかったこと（･･････ とてもすくなかったこと）
、田んぼや畑には雑草が生えてい
なかったこと、下層の人々でも礼儀作法をわきまえていたこ ･･････ などを、すべて虚妄と断じて済ます気には、すくなくとも
わたしにはなれない。そこには、思いがけず、格差がすくなく、見えない相互扶助のシステムによって支えられた地域社会が
存在したのではなかったか。だとすれば、わたしたちはそうした成熟した社会のあり方を、その失われた古き日本をモデルと
して構想しなおすことができるのではないか。」
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2018.8.26

■斎藤慶典『フッサール

起源への哲学』（講談社選書メチエ

問うことはむずかしい
まして問い続けることは
ましてそれが
答えのない問いであってみれば
答えに満足したとき
ひとはそこでその問いを止める
それがそのひとの境となり
その先は閉ざされる
閉ざさないためには
問いを根源へ向けねばならない
根源への道は深みへ向かい
根源そのものの無に包まれる
生きやすくするためには
答えを生きるのが良い
問うまでもない答えを生きるのが快い
けれどもそのとき生は深みを失い
戯画でしかない時空の罠に囚われる
人は理念のみで生きられはしない
理念を超えて生きるためには
理念への問いをさらに問い続け
その先の矛盾へと進まねばならないのだ

2002.5）

「そもそも数学者として、「数」や「三角形」といった「理念的なもの」の成立の事情に一個の「問題」を見てとったフッ
サールが、その五十年を超える思考を通じて考えつづけたのは、「理念」というその本質が「不在」であるようなものの
出現の秘密に、その「起源」を探るという仕方で迫ること以外ではなかった。そして私たちの現実のすべては（すなわち
「世界」は）、好むと好まざるとにかかわらずこうした「理念」によってすっぽりと包まれているのだから、それは私たち
が生きるこの現実の「起源」を探る試みに等しかった。私たちの現実はいったいどこで始まっているのか、それはどのよ
うな場所なのか、---- ただただこの問いのみを、一生かけて思考しつづけたのである。
そして（略）、この問いから彼が解放されることはなかった。すなわち、この問いに解答が与えられたわけではなかった。
あえて言えば、この問いには答えがないこと、したがってそれは解体されねばならないこと、ただこのことを示すことに
のみ、哲学者の一生は費やされるのである。それも、わずかひとつの問いに対して、である。だがそもそも、一人の人間
が一生かけても付き合いきれない問いなど、あったとしてもせいぜい一つが関の山ではないのか。たいていの場合は、そ
の「ひとつ」にさえ出会うことなしに、無事に一生が経過するのである。幸いなことに、
と言うべきか。あるいは私たちは、
すでにどこかでそれに出会ってしまっているのだが、知らないふりをしているのである。その方が楽だからである。しか
もその方が有益でさえあるのだ。一生かけて付き合って、しかもそれは答えのない問いだったなんて、途方もない「無駄」
ではないか。（略）
正論である。だが、その正論が通じない一握りの人たちがいるのだ。通じるも通じないも、その無益な「問い」の方が
彼／彼女を捕まえて離さないのである。その「問い」に否応なしに向き合うことでしか生きていけない人たちが、本当に
存在するのだ。ということは、この「問い」に向かい合うことの中から、彼ら／彼女らは生きる養分を得ているのである。
すなわち、それを「享受」しているのである。そんな人生は、繰り返せば、たしかに途方もない「無駄」である。
だが、ひょっとしてこの「無駄」は、そもそも私たちのこの現実が「現象する」ことの中に孕まれていた「余剰」と同
じものではないか。世界は現象することも、しないこともできたのではなかったか。別に、世界が現象することの方が、
現象しないことよりも「有益」であったわけではなかったのではないか。そして、有益なことも、そうでないことも、す
べてはこの「現象する」ことから始まっていたのではなかったか、すべてはこの「現象する」ことの「享受」だったので
はないか。これは、私たちの世界の「起源」が「無い」ということ、なぜか世界はその根本において、現にあるとおりの
ものとしていつもすでに「受け取られて」しまっていることにほかならなかったはずである。そうであればこの「無駄」は、
私たちの現実の隅々を充たし、それを成り立たせている態のものなのである。
そんなことは分かっている、と言われるかもしれない。たしかにこのことを何か「結論」のようなものとして言うこと
は、むしろたやすい。そしてそれを「結論」として言うかぎり、そこからは何も出てこない。つまり、これは「答え」で
はないのである。それは「解答」ではないのだ。私たちの哲学者フッサールはそのことを、身をもって示したはずである。
そうではなくて、それは、すべてがそこから始まり、それ以外のところに私たちの現実がないところへの、絶えざる帰還
であり、それへの不断の覚醒なのだ。すでにそれが私たちの現実で在り、いつも私たちがそれを生きてしまっているとこ
ろのものを、あらためて「受容」すること、それがいま私が「覚醒」と述べたことなのであり（いったい誰が、あるいは
何が「覚醒」するのか）、そのとき世界はより「深く」享受されるのではないか。より「深く」生きられるのではないか（こ
こで「深く」とは、成就の程度・度合い・勢位（Potenz）以外のことを意味していない）
。
これが、＜「起源」への遡行＞としてのフッサール現象学の中に私が発見した「問い」の実質である。
」

mediopos-1381
2018.8.27

■クレール・パオラッチ『ダンスと音楽／躍動のヨーロッパ音楽文化誌』

ムーシケーは芸術
ムーサイの女神たちは互いにむすばれ
切り離されてはいなかった
やがてムーサイの女神たちは
ひとの魂のなかで生まれ変わり
ムーシケーを通じて
天上へとひとを導こうとした
けれどひとのからだに
深くかかわるダンスは
ひとを天上へと導くだけではなく
悪へと導く危険をもつともされた
ムーシケーは
音楽と詩とダンスに分けられ
それらの関係は
西洋の歴史を通じ
さまざまな関係を取りむすぶことになる
けれども
詩と音楽とダンスは
ほんらいおなじムーシケー

詩は音楽 音楽は詩
ダンスは音楽 音楽はダンス
ダンスは詩 詩はダンス
それらは分かたれ
それぞれのジャンルで深められながら
互いに新たな関係でむすばれていく
はじめにむすばれていた神との関係を
ふたたび結びつけることを宗教が意味するように
はじめにひとつであったムーシケーは
ふたたび結ばれていこうとするのだろう
けれどもひとが鏡にうつったじぶんを見て
じぶんでないものとの関係へとうつり
またそれをあらたな関係で結ばなければならないように
ムーシケーもまた分かれることでこそ
あらたな結びへと向かうことができるのかもしれない

（西久美子訳 アルテスパブリッシング 2017.4）
「西洋社会において、音楽とダンスの関係は、時代とともにめまぐるしく変化してきた。
二つの芸術は、引き離されて個別にあつかわれることもあった。しかし、両者が結び
付けられてひとつになるとき、そこには社会の移りかわりと、音楽とダンスの社会的
な位置づけの変遷が反映された。そのため二つの芸術は、多様な表現形式や意味をに
なうことになったのである。」
「古代ギリシアにおいて、ミュージックの語源「ムーシケー mousike」は、音楽のみ
を指し示す言葉ではなく、ムーサ（複数形ムーサイ）と呼ばれる九人の文芸の女神た
ちがつかさどる諸芸術の総称であり、音楽とダンスはつねに同一視されていた。プラ
トンは、二つの起源が神にあると考え、人間は神々が歌い踊るのを目にして初めて、
喜びの感情やリズム、ハーモニーを意識したと説いた。さらにプラトンにとって、音
楽こそが至高の最高存在だった。リズムとハーモニー以上に魂を揺り動かすものなど、
他にないからである。しかしダンスは、音楽と切り離せないものだった。なぜならダ
ンスは、運動によって何らかの意を表明したいという、すべての生き物がもつ自然な
衝動から生まれるからである。ふつうはだれでも、歌うときや話すときに、身体を休
ませながら声を発することはできない。つまり魂は、身体を介して表現する。そして
魂に調和をもたらすのが音楽であり、身体を鍛えてこれに調和をもたらすのがダン
スなのである。音楽とダンスは、プラトンの教育観の支柱だった。両者は不可分であ
り、もともと天上界に生まれた魂を、忘却の眠りから目覚めさせるものとされた。中
世史家ポール・ズムトールによれば、こうした古代ギリシアの思想を受けつぎながら、
十五世紀まで、詩・ダンス・音楽・歌・劇は分かちがたく結びついていたので、これ
らは「声による詩」として、語り、歌い、踊り、演じるさまざまなテクストの集合体
を形成していた。それは特定の「ジャンル」には分類されない、ある種の総合芸術で
あり、そこでは身体と五感が詩的な声に導かれた。
テルトゥリアヌスによれば、最初期のキリスト教徒たちが踊りながら賛歌や聖歌を
歌っていたころから、ローマ＝カトリック教会は、リズムをもつ芸術 ---- 詩と音楽と
ダンス ---- をしだいに分離させていったという。教会は依然として音楽を認めていた
が、踊り手たちが起こすもめごとを理由に、徐々に劇場からダンスを排除していった。」
「この時代に端を発する、ダンスの道徳性をめぐる議論は、その後しばしばむし返さ
れていく。一二世紀から一四世紀まで、ダンスは音楽とならんで、騎士と貴婦人がた
しなむべき芸術のひとつとされていた。ところが、宗教改革と、トリエント公会議後
の反宗教改革の勢力のあいだで、ダンスはふたたび議論の的になった。反対派は、ダ
ンスを異教徒の行為とみなす伝統を論拠とした。彼らは、踊りにおぼれて劇場にから
れる民衆を悪魔になぞらえ、体を近づけ合うのは邪淫を助長するみだらなおこないだ
と主張した。ダンスは人間を神から遠ざけるものである以上、禁止すべきだとされた
のである。このようにダンスを忌み嫌った人々はけっして多数派ではなかったし、じ
じつ、理論家たちの多くは「女神テルプシコラーの芸術」を擁護してきた。」
「十六世紀以降、多くの理論化たちが、ダンスを音楽の下位に置いたり、ダンスを音

楽とみなしたり、あるいは逆に、音楽をダンスとみなしたりした。」
「中世から一七世紀まで、二つの芸術は密につながっていた。なぜならたいてい、同
じ人物が、ダンスと音楽を一手にになっていたからである。どちらに重きを置いてい
るか、または、どちらに秀でているかによって、彼らは「音楽も奏でる舞踏家」もし
くは「ダンスも踊る音楽家」として活動した。」
「十八世紀になると、いずれの分野でも技術がさらに進歩して専門家が進み、アーティ
ストたちは徐々に職業として、ダンスか音楽、どちらかを選ぶよう強いられていった。
それでも一八世紀末までの偉大な舞踏家たちは、もっぱらダンサーと称されながらも、
自分で歌いながら踊っていた。」
「時代に変遷のなかでときに引き離された音楽とダンスは、それでもたがいに影響を
与え合うことをやめなかった。きわめて多様なダンスが独創的なリズム、特徴的な音
型、特殊なテンポ、リズム・パターン、フレーズの連結、形式を、音楽の世界に多々
もたらした。だからこそ、ある音楽作品に向き合うとき、演奏のニュアンスに関する
作曲家の真意をとりちがえるおそれがるとはいえ、作曲当時じっさいに踊られたダン
スの特徴を知る意義は大きい。」
「一九世紀の作曲家たちは、みずからのアイデンティティを確立し、なおかつ作曲語
法に新風を吹き込むために、母国の民族舞踊に目を向けた。」
「早くも十八世紀には幾人もの知識人が、「声による詩」をなしていた諸芸術の分離を
嘆いている。（略）一九世紀になると、フリードリヒ・ニーチェは、二つの芸術の「理
論上の」分離を悔やみ、これを「近代のなげかわしい悪癖」だと指摘した。このよう
にたくさんの芸術家や哲学者が、音楽とダンスの補完的な関係について熟考した。作
曲家たちは長いあいだ舞踏師たちに隷属してきたが、レオ・ドリーブやエドゥアー
ル・ラロ、ピョートル・チャイコフスキーらは、たんなるダンスの伴奏の域を超える
バレエ音楽を志向した。諸芸術の融合を歓迎したヨーロッパの演劇界の改革は「総合
芸術」を追求したリヒャルト・ヴァーグナーによって、さらに一歩推し進められたが、
ヴァーグナーがよりどころとしたのは ---- かつて古代ギリシアで重んじられた詩では
なく ---- 音楽だった。彼にとっては、ダンスを含むすべての芸術が、音楽の条件に合
致しなければならなかったのである。他方、二〇世紀初頭、セルゲイ・ディアギレフ
はロシア・バレエ団（バレエ・リュス）の舞台で、総合芸術のスペクタクルを作りだ
そうと意気込んだ。そこではダンスが、音楽、絵画、詩という団本の柱の庇護のもと
に置かれた。（略）そうしてつぎつぎに生まれた新しい音や振り付けをとおして、音
楽とダンスの関係がたえず問い直されていったのである。」

mediopos-1382
2018.8.28

■町田宗鳳『異界探訪』（山と渓谷社

2018.8）

異界は目的ではない
異界はただの門だ
異界を目的とするとき
ひとは異界で道を失う
異界は鏡なのだ
そこに映るのはみずからの姿
門は境域を守っている
準備なき者はそこを通れない
準備なきとき出会うのは
みずからのさまざまな影
異界はどこにでもある
辺境を旅する必要はない
日常もひとつの異界だ
それに気づくか気づかないかだけ

日常の異界に気づくとき
日常は結界を張られた檻だと知れる
結界はひとに目隠しをして
異界との遭遇からひとを守っている
けれどもそのことでひとは自由を失う
みずからの姿を見えなくしてしまうのだ
異界は目的ではない
異界はただの門だ
門がひらくとき
ひとはみずからに遭遇する
自由であるということは
みずからの姿を見据えるということだ

「地球上には不思議な場所がある。現実にこの世に存在しているのだが、何かた
だならぬ気配が漂っている空間。それを異界と呼ぶことにすれば、異界は、この
世のものとこの世ならざるものが繋ぎ合わされる結び目となる。そんな結び目の
ことを宗教学の専門用語では、ヒエロファニーと呼ぶ。ヒエロファニーに日本語
訳は、「聖体示現」である。
そこに聖なるものが顕現してくるわけだ。教会、寺院、神社なども典型的なヒ
エロファニーである。実際に地図に掲載され、具体的な名称がつけられているに
もかかわらず、そこはこの世のものでありながら、この世のものではない異次元
の空間である。ただし、すべての宗教施設がヒエロファニーというわけではない。
霊気が溢れ、荘厳な雰囲気が漂っているようば場所にかぎられるので、むしろ数
は少ない。」
「人間がいちばん知らない異界がどこかと言えば、アマゾンや何曲の奥地ではな
く、実は自分自身の無意識だ。宇宙のこととなれば、各国は莫大な予算を使って
ロケットを飛ばし、少しでも情報を得ようとしているのに、自分の中の宇宙であ
る無意識については、あまりにも無関心かつ無知のままである。
無意識の領域であり異界では、神と人、自然と人間、生と死の間に横たわって
いる厚い壁が、かげろうのように消えてしまう。壁を作っているのは、人間の表
層意識にすぎないからだ。宇宙の記憶も、地球の記憶も、人間の記憶も、すべて
無意識に蓄積されている。その無意識の領域を探訪することなく、極めて狭く、
薄っぺらな表層意識で、物事の価値判断を下すことほど空しいことはない。
二〇一七年にＮＨＫラジオ『こころをよむ』という番組で、私は一三回にわたっ
て「無意識との対話」というテーマで話す機会を与えられた。その時、無意識の
核心には、必ず「光の意識」が内在していると公言した。地球のコアの中にマグ
マが存在するのと同じだ。
そういう観点から語るのなら、「異界探訪」とは非日常的な体験を通じて、皮
相な自我意識を破り、無意識の領域の奥深くに迫っていくことだ。そしてそこで、
無意識の声に耳を澄ますことだ。その時、私たちに求められるのは、見えない存
在に対する畏敬の念である。したがって、エゴを剥き出しにした冒険心で辺境に
行くだけでは、とうてい「異界探訪」にならない。
そして最終的に、異界において「光の意識」に遭遇できれば、この上なく幸運
なことだ。
「光の意識」との遭遇は、意図的に計画できるものではないからだ。いっ
たいそんな体験が何の役に立つのかと思われる人もいるだろうが、「光の意識」
に触発されて人間が手に入れるのは、「自由な精神」だ。「自由な精神」で、どこ
まで日常の生活を創造的に生きているかで、その人の価値が定まると言っても過
言ではない。

人間は自分の勝手な思い込みで、自分の世界を小さく狭くしている。生まれ育っ
た環境や過去からの遺伝的要素で、思考回路が制約されてしまっているわけだ。
大半の人間は、その事実にすら気づかないで苦しんでいる。」
「「異界探訪」は、皮相な合理主義に洗脳された現代人へのアンチテーゼ（対照法）
でもある。近代合理主義は、いわば薄皮饅頭の薄皮みたいなもので、中のアンコ
を食べずに饅頭を食べた気になっているのあ、現代人だ。薄皮饅頭の薄皮が無駄
というわけではないが、表層意識の薄皮を剥ぐ勇気を持たないインテリが、虚妄
の理論を得意げに語っているのが現代という時代だ。その証拠にインテリの自死
ということが、現代社会ではよく起こる。」

mediopos-1383
2018.8.29

■今西錦司『自然学の提唱』（講談社学術文庫

昭和 61 年 6 月）

自然科学は死んだ自然しか扱えない
時間を空間化して
観察できる対象とするからだ
そこでは流動する細胞さえ模型のようだ
生きているということは
流れる時間を生きること
ゼノンの矢やアキレスと亀の矛盾は
その流れから目を逸らしたことによる
流れる時間のなかでは
過去と未来の矛盾そのものが
生きられていかなければならない
その矛盾のなかでは
意識と無意識 思考と直観が
結びつかなければならない
自然科学の自然は無意識と直観を排し
自然の死んだ部分を観察できるだけ
自然を全体として生きたまま
その有りようを認識しようとすれば
無意識や直観をも取り込み
ノヴァーリスが臨んだような
高次の自然学へと向かわなければならない

（「自然問答」（一九八二年）より）
「---- 先生のお考えになっている自然と、今日の科学で認められている自然とは、結びつかないものでしょうか。
---- 結びつけようと思えば、結びつけられないこともないでしょう。フロイト以降、精神分析医は意識の世界のほかに、無意識（あ
るいは潜在意識）の世界のあることを、考えてきた。そして、意識の世界イコール人間の世界として、無意識の世界イコール自然に
対置した。ところで彼らも科学一般の伝統にしたがい、意識と無意識あるいは人間と自然とをあまりにもきれいに切りはなしてしまっ
たため、これでは意識の世界から、無意識の世界に渡る橋を、みずからの手で落としてしまったような羽目になった。
私はまえから無意識の世界にすむはずの生物たちがそのときその場であやまちなく行動するのを見て、これは直観（洞察）に導か
れているからだ、と考えていた。直観こそは意識の世界に属するものでもなく、そうかといって無意識の世界に属するものでもなく、
いわばこの二つの世界の接点にあらわれてくる現象であり、多少とも神秘性を帯びているのは、日常的な意識の世界では割り切れぬ
ところがあるからである。そこでわれわれに直感を与えるものとして、第三者 ---- たとえば守護神のはたらき ---- を、仮定したりす
るのであるが、ユングのように、無意識の世界を通じてわれわれはつねに、広大無辺の一つの自然に接していると考えるならば、意
識の世界に局限されたわれわれの営みなどというものは、まったく大海を知らぬ井の中の蛙の営みにもひとしい。自然科学の成果を
認めないわけではないが、自然科学的自然だけが、唯一の自然ではないのである。そのほかに、もっと大きな全体としての自然、そ
こで意識の有無に拘泥しないで、もろもろの生物の共存できるひろい場としての自然をも、同時に認めていこうというのが、私の考
えである。」
（「自然学の提唱」（一九八三年）より）
「長い過去を振り返るとき、私が学問をつづけてきたことは、確かなのであるけれども、ではいったい何学を志向してきたのであろうか。
若い頃は昆虫学をやっていた。生態学もなにほどか囓っており。五十知覚になってから人文科学にうつり、蒙古の遊牧民と触れ、ア
フリカにあっては、ゴリラやチンパンジーを観察した。七十を過ぎてから進化論を手がけ、いまそのしめくくりをしている。もちろ
ん進化論に関して、すべてのことがわかったというているのではない。まだまだ手のつけようのないむずかしい問題が、
いっぱいのこっ
ている。それは後からくる人たちにのこしておくことにして、もう一度振りかえって、私はこの長い一生のあいだになにをしてきた、
そしてなにをのこしてゆくのか、ということを問いかえしてみると、いろいろのことをしてきたけれども、終始一貫して、私は自然
とはなにかという問題を、問いつづけてきたように思われる。それも何々学に代表されるような部分自然でなく、つねに全体自然と
いうものを、問い求めていたような気がする。私の求めていたものは自然学なのであった。自然を理解しようとする学問であり、自
然観の学問であると定義してもよいかもしれない。
するとこれは、学問の分類上からいうならどこに所属する学問であろうか。自然は変わるべくして変わるという言葉をのこして自
然科学者であることをやめた私のことだから、いまさらこの自然学を、自然科学の仲間に入れてくれとはいうまい。この自然学とい
うのは、ひところ栄えた自然哲学の流れを汲むもののように、考えるひとがあるかもしれない。しかし、
かりにこれを自然哲学と見ても、
この自然哲学は、進化論と正面から取り組んでいる自然哲学である。進化論以前の自然哲学の単なる亡霊ではない。近ごろわりあい
高く評価されている学問の一つに、科学史というのがある。この自然学が進化をだけ問題にしているのなら、進化を歴史とみる立場
から、自然史という学問が考えられないこともないが、この自然学は進化だけを問題としているのではなく、過去の自然とともに現
在の自然を問う学問なのである。なお自然学と自然哲学の混同を呼ぶ一因として、昔は理科系の学生のために、文学部から哲学の先
生が出講してきて、自然概論または自然科学概論という講義をしていたそうだが、
私の学生時代にはすでになかった。なぜやめてしまっ
たのか、その理由は審らかにしていない。
とにかく今日ほど自然という字の氾濫している時代はない。自然保護も含めて。そういうことをいっている人にははたしてどの程
度までの自然の認識があるのだろうか。自然が叫ばれる頻度とうらはらに、今日ほど自然の認識の貧困な時代は、ないのではないか。
その原因の一半は、学生に自然を教えるひとがいないからである。（略）
自然学の探究に、自然科学的方法を用いて悪いという理由はどこにもない。しかし、自然学の探究には、自然科学的方法論を用い
るだけでは、到達できない一面がある。自然学は自然化学系列からはみ出した学問なのであろう。自然学には直観の世界も、無意識
の世界も、取り込まなければならないからである。」

mediopos-1384
2018.8.30

■池田善昭・福岡伸一『福岡伸一、西田哲学を読む／生命をめぐる思索の旅・動的平衡と絶対矛盾的
自己同一』
（明石書店 2017.7）

ひとは自然と
どのように関わってきたか
生起している自然としてのピュシスは
矛盾を内包しながら隠れようとする
そのメカニズムをとらえようとして
ロゴスはその自然を切り分け論理化し
そこにイデアを見出そうとした
けれどそれは
自然を外から見ているだけなのだ
そのとき自然はすでに死んでいる
時間が空間化されたとき
そこに時間は失われているように
自然は内から見られたときに
はじめてそのピュシスが直観される
ピュシスのないＡＩが
自然にとって代わることはできないように
環境問題を外から解決することはできない
環境を内なるピュシスとしてとらたときはじめて
自然と深く関わる道が見いだされるのだ

（福岡伸一「ピュシスの側からみた動的平衡」より）
「ロゴスは、自然を切り分け、分節化し、分類し、そこに仮説やモデルやメカニズムを打ち立てようとする言葉の力、
もしくは論理の力である。イデアやメタファーを作り出す力である。一方、ピュシスとは、切り分け、分節化し、分
類される以前の、ありのままの、不合理で、重畳で、無駄が多く、混沌に満ち溢れ、あやういバランスの上にかろう
じて成り立つ動的なものとしての自然である。自然とはロゴスではなく、結局はピュシスである。これはシンプルな
真理である。
ピュシスは physis であり、もともと physics（物理学）や physiology（生理学）の語源としての自然学だった。
隠れることを好み、ありのままの矛盾を内包するものとしての自然だった。しかし、ピュシスとしての自然は、その後、
ロゴスの力によって論理化されると同時に、その精妙さ、偶発性、一回性といった特性がことごとく捨象されていく
ことになる。それが、physis をして、physics や physiology に再編した。これは近代科学が辿ってきた道そのもの
である。」
「ファーブル、ユクスキュル、今西錦司、グールド。彼らは非科学的なのではない。それぞれのスタイルで、ロゴス
による科学的切断が捨象してしまったピュシスのありかを示唆しようとした。それは決して非科学的なことではなく、
むしろ、古くて新しい科学のビジョンとして、未来に向けて提案されたものだった。そんなピュシスの実相は。ナチュ
ラリストだけが触れ得た質感だったはずだ。そして彼らのビジョンは、西田幾多郎の世界観・生命観とピタリと重なっ
ている。」
（池田善昭「生命を「内から見ること」において統合される科学と哲学」より）
「実在する生命のすべては、実際、いま環境と言われるピュシスにょって包まれつつ環境を包む仕組みの下にある限り、
西田や福岡氏の指摘する通り、必ずや包まれているピュシスの「内から見られるもの」と考えられるべきであったのだ。
今後とも、哲学のみならず、生命科学の進む道も、そうした知の統合としての「直観」を研ぎ澄まさなければならな
いであろう。いわゆる「環境問題」とは、必ずしも外界にあるものではなく、その「内」にこそ存在するものでもあ
るからだ。これこそが、今日、この問題の課題解決が困難を極めている理由に他ならない。われわれは、これまでの
ように、その中で生きる環境を外から見るだけでは駄目だ。いまや、
「内から見られるもの」として見ようとせなば
ならないのである。その有り様こそが、西田では「行為的直観」の成立根拠であり、福岡氏では「先回り」とも言わ
れていた逆限定的同時性でこそあったのである。
こうして、今日のライフサイエンス自体、やがて生命哲学と一つになるべき「知」の有り様ではないだろうか。一
つにならないまでも、今後、両者は、何処までも相互に切磋琢磨する関係を築くようになるであろう。われわれの「知」
のかくの如くに一つに統合されていくであろうこの先に、生命的な時間を持ち得ない今日の＜ＡＩ＞（外からのみ知
る人工知能）を含めた人類の未来の有り様が、やがて徐々に示されてくるに違いない。われわれのこのたびの対談が
その先駆けとならんことを、こころから祈らざるをえないのである。
」

mediopos-1385
2018.8.31

■田村都志夫『エンデを旅する／希望としての言葉の宇宙』（岩波書店

世界はいつも新しい
いまここで創られている
世界に耳をひらくこと
そしてそれにとどまらず
だれもが世界創造のなかにいて
そこに加わっている
そのことに気づくこと
そのために
イノセントなまでの
愚者であること
すでに知っているのではなく
知らないことからはじめること
そうすることではじめて
世界は生まれることができるの
だから
いつもはじめまして
そこにすべての希望がある
世界はいつも新しい
いまここで創られている

2004.12）

「この世界がある、ということの根底に時間を見る『モモ』の立場から、そこに言葉を聴く『はて
しない物語』の立場へと、エンデの世界創造の＜絵＞は移行した。というより、
世界創造を横に見て、
精神的なるものそのものエッセンスとしての時間へと駆けたエンデは、
『はてしない物語』におい
て、ついに、＜言葉＞による世界創造の現場を目撃するのだ。
もちろん、『モモ』においても宇宙は言葉で満ちており、
「話に耳をかたむける」というモモの
姿勢が描かれることにより、言葉という要素も物語の全体構造を支えていることはすでにふれた。
＜（詩的な）言葉＞は、ノヴァーリスの魔術的観念論において、その＜魔術＞をなすものだ。
「･･････ ひとことの神的な言葉のまえに ･･････」
しかし、『モモ』では、＜言葉＞は、時間と同じように、精神世界から響いてくるものとして描
かれるにとどまる。この作品で、エンデは、世界（森羅万象）が一人ひとりにあらわれることの
根底に＜時間＞を見ているゆえ、この関連において＜言葉＞は、それほど深くあつかわれてはい
ない。
『はてしない物語』での＜言葉＞への強い関心には、＜魔術的観念論＞の、精神 --（詩的）言葉
-- 物質世界（世界の森羅万象）という『モモ』においてすでにあらわれていた基本構図を踏襲し
ながらも、言葉（語り）による刻々たる世界創造という、精神世界からの世界の想像、つまり＜
存在流出＞のニュアンスが強いように、わたしは感じる。
そこにエンデのカバラ探究のあとを見るのはまちがいではないだろう。
錬金術から薔薇十字まで、神秘学へ寄せるエンデの関心は尽きなかったが、わたしの印象では、
最晩年のエンデはとりわけ「カバラ」の教えに強く惹かれていた。
」
「カバラは＜言葉＞を中心にすえた思想なのだ。わたしたちが今生きている、この世界の深奥にあ
る秘められた構造を、カバラは考える。そして、世界は、
神によりたえまなく新しく作られることで、
今ここにあるとしているので、深奥に秘められた世界の構図とは、とりもなおさず世界を創造す
る神の内なる構造だということになる。そして、それはあくまでも＜言葉（神の言葉）＞によっ
て律されているとするのだ。
創造前の＜無＞は神のなかにあり、そこから流れ出る言葉が、神の虚空に響いて、世界の森羅
万象は存在する。」
「エンデが残した遺稿のなかに、エンデが描いたセフィーロートの図がある。この図が描かれたの
は、比較的若い時期のようにわたしには思われる。そこでエンデはセフィーロート構図のなかに
三つの道があることに注目していたようだ。そして、個々のセフィーロート間の道に「愛」
「認識」
「行為」そして「愚者」と記しているが、これはわたしが知る伝統的セフィーロートとは違うようだ。
エンデはなにを考えたのだろうか。（略）
エンデのセフィーロート図では、第十セフィーラー「王国」から第九セフィーラー「根基」への、
原世界から神の国への最初の道が「愚者」となっており、
「愚者」の道はここだけなのが興味深い。
」
カバラの特質を見ていくと、真に新しい世界の創造を心から望みながら物語を書いていたミヒャ
エル・エンデが、年を経るにつれ、カバラに傾倒していったのが理解できる気がする。カバラの
思考の中心には、神の言葉の語りによる、たえまない世界の創出というイメージがあるからだ。
世界はいつの瞬間でも新しく創られる。」
「わたしはミヒャエル・エンデからさまざまな話を聞く機会にめぐまれたが、エンデが話したこと
のなかで、ひとつ気にかかっていた言葉があった。
あるとき、エンデは、
「希望とは超自然的な徳なのだ」
と語った。そして、なぜ超自然的かというと、希望とは、
「･･････ だから」持つのものではなく、
「･･････ にもかかわらず」持つものだからだ、と力をこめて話した。
つまり、希望とは、順風満帆、すべて調子よくうまく進んでいて、希望を持つ理由があるから
持つのではなく、苦境にあり、万事休す、なにもうまく行かない、希望なんて持つ理由がどこに
もないとき、そのようなときにこそわいてくるものだから、というのである。
」

mediopos-1386
2018.9.1

■池田晶子『魂を考える』（法蔵館

1999.4）

その人は
その人でしか
ありえない
私が
私でしか
ありえないように
それを
魂とも
呼べるのだろうが
それが
それそのものであることを
語ることはむずかしい
それは
それそのものでしか
ありえないのに
その魂はなぜ
こうして地上に
生まれてきたのか

生まれてこなくても
その魂は
それそのもののはずなのに
それでもこうして
魂は生まれて
こなければならなかったのだ
体という容れ物のなかで
そのなかで働く心をもって
精神という普遍に貫かれながら
そうすることで
はじめて歌うことができるから
そうすることで
はじめて踊ることができるから
そうすることで
はじめて愛することができるから

「なぜ、＜魂＞なのか。
数年前まで私はそれを、
「意識」と語ることに疑いがなかった。「意識」の一語で、
全ては隈なく理解されると思っていたのだ。（略）
一切に広がり、一切を浸し、一切を射抜きつつ、しかしどこまでも自己である。誰
でもないことによって、誰でもあり得る。意識のこの透明な運動性を自身と知ること
によって、意識それ自身の何であるかその一点のみ除けば、全認識、全存在は、我が
掌中にあり！
と思っていた。
じじつ、そうなのだが ----。
「意識」の語と、＜私＞の語が、どうもうまく重ならない。「私の意識」という言い方
が腑に落ちない。
「私は意識」というのも変である。＜私＞の語がどうも宙に浮く、ど
こにどう押し込めてみても、
「意識」の語からはみ出してしまうのだ。
「私の意識」と「言っ
ている」その当のものを、どうしても名指せない。これは、どういうことなのだろうか。
（略）
しかし、
あるとき、
＜魂＞の語が来た。おそらく、
「言葉の魂の力」によってここに来た。
それは、ピタリと、ここにはまった。
深い、納得。
「なぜ」納得なのか、この事態の意味を、私は見付けてみたいのだ。全
てを認識する誰でもない意識が、にもかかわらず誰かでない＜私＞であるのは、それが、
＜魂＞だからである。
」
「依然、誰だったか神秘主義者の本を読んでいて、ひとりの人間を構成するものは、
「肉
体と精神と魂」という言い回しがあって、深く腑に落ちたのだったが、これは正確だ
ろう。肉体とは個別だが物体であり、精神とは物体ではないが非人称であるなら、そ
の人を他の人でなくその人たらしめている当のものとは、他でもない、＜魂＞という
ことになる。
なぜそれを＜私＞と、私は言わないのか。」
「たとえば小林秀雄は、こんな言い方で、それを言っていた。
＜人は様々な可能性を抱いてこの世に生まれて来る。彼は科学者にもなれたろう、軍
人にもなれたろう、
小説家にもなてらろう。しかし彼は彼以外のものにはなれなかった。
これは驚くべき事実である。
（略）（『様々なる意匠』）＞
ある人を他の人でなくその人たらしめているところの「真実」とは、＜魂＞である。
明らかに小林はそう言っている。（略）
その始まりから、このような言わば本質直観的視線を獲得していた小林のスタイル
が、
「批評」というあの形式でしかあり得なかったのは当然だ。作家もしくは作品とは、
とりも直さず、＜魂＞である。そうでしかあり得ないその人の必然である。小林はそ
れを見ている。それしか見ていない。常にそれしか見ていないのだが、それが言語によっ
て論じられる際、作家もしくは作品という明らかな具体がそこにある。それで、＜魂
＞というそれ自体では扱いかねる抽象も、語り得るものとなるわけなのだが、失敗し
たのが、あのベルクソン論だ。
小林は、あそこで、いきなり＜魂＞を論じようとしたのだ。誰かや誰かの作品によ
せてではなく、いきなり＜魂＞、それ自体を論じようとしたのだ。しかし、誰かや誰
かの作品としての＜魂＞ではなく、誰でもない＜魂＞それ自体を書くとは、言ってみ
れば、キャンバスに描かずに空中に描こうとするに似た困難ではなかろうか。
（略）
困難を認識した小林は、それで、本居宣長という絶好のキャンバスを得て、事なき
を得たのだった。が、誰でもないところの＜魂＞それ自体を「書く」ためには、全く
異質の記述言語が必ずや要請されるのだ。私もまたそれを自身の課題としてから、あ
らためて痛感している。
」

mediopos-1387
2018.9.2

■奥野克巳『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』
（亜紀書房

2018.6）

外からの反省に
自由はない
学校が刷り込み
地域が刷り込み
集団が刷り込み
マスコミが刷り込み
ＳＮＳが刷り込む
特に最近のマスコミでは
芸能人とスポーツマンたちへの
道徳バッシングが激しい
そこには道徳そのものがどうなのか
ということについての反省はない
すでに集団のなかで
普遍的なものであるかのように決まっている
そしてその道徳に反するとき叩かれる
まるで学校の
ホームルームで
○○○くんはいけないと思います
とでもいっているようだ
教えられるものが道徳だと思い込み
それに基づいて裁かれるのだ
それは学校システムとマスコミの道徳の授業で
強制された価値に対する反省に過ぎない
そこに自由は
道徳的ファンタジーは見当たらない
ほんとうの意味でのシェアは生まれない

「プナンは反省しない。
とにかく、そう感じられる。しかし、反省しないとは、はたしていったいどういうことなのだろうか。翻って、人が反省す
るとはいったいどういうことなのか。こういう問いが、解けない謎として残り続けている。」
「反省することは、はたして、人間に本来的に備わっている思考と行動のパターンなのだろうか。いや、自らを再帰的に振り
返るという思考と行動が、ある時から出てきたのだろうか。そうだとすれば、人類は反省することを、いったいどの時期に手
に入れたのか。そうした想定が正しいのだとすれば、私たち人間は反省する文化を持つようになったのだと言える。個人的な
反省ではなく、集団的な反省のようなものがあって、人類の生存価が高まったのかもしれない。集団が先か、個人が先か。反
省とは個的な行為なのか、あるいは社会的な行為なのか。
私たちはふだん、反省することがいかなることなのかを顧みることなく、何かにつけ反省をしている。私たちは、ある意味
息苦しい、反省することの世界の外へいったん出てみることはできるのか、できないのか。」
「なぜ、プナンは、独り占めを忌み嫌い、隣人にも分け与えようとするのだろうか？ なぜ、みなでシェアしようとするのだ
ろうか？ それは、その場にいるすべての人間存在に、すべてのプナンに、自然からの恵みに頼って生き残るチャンスを広げ
るためではないだろうか。
「今」分け与えて、
「あと」で、ない時には分けてもらう。そうすることで、互いに支えあって、み
なで生き延びることができる。個人所有を前提として借りるのではない。そこには、あるものはみなで分かち合うという精神
がある。
プナン語には、何かをもらった時の「ありがとう」という感謝の言葉がない。たまに発せられる〝jian kenep〟（よい心）
という言い回しは、
（･･･）
「よい心がけ」であると、分け与えた相手の精神を称えるためのものである。
興味深いのは、分け与える対象が、たんにものだけではないという点である。プナンはすべての人物に、あらゆる機会に参
画することを認める。機会もまた分け与えられる。何かをする時に、独占的にするのではなく、みなで一緒にしようとする。」
「プナンは今のところ学校教育にはほとんど価値を見出していないようなのである。学校教育には見出すべき価値があまりな
いと、プナンは無意識のうちに考えているのではあるまいか。学校教育の問題を考える場合、そうしたプナンの思いはことの
ほか重要であるように私には思える。
」
「プナンの学校教育に対する態度とは、結局いかなるものだったのだろうか。私には、学校の存在意義を確立していない、学
校の価値を高いものと認めていないプナンは、近代以降の社会において、私たちが容易に抗うことができないようなイデオロ
ギーに正面切って歯向かうのではなく、それらを相手にさえしていないように思われる。抵抗する以前に、不要なのだから行
かないし、利用しないとでもいうかのような態度。そこに、逆に希望の光のようなものがあるのではないかと感じてしまうこ
とは、はたしてまちがいだろうか。
まじめに学校に行って勉強しなければならない。民主主義社会の一員として選挙に行って投票しなければならない、地球生態
環境に生きるはしくれとして地球温暖化の危機をなんとかしなければならないなど ･･････、個人の思考とは別に外部から個
人のもとにやってくる今日のほとんど自明視されて揺らぐことのない「神々しい」までの価値観に対して、プナンが投げかけ
る、疑いになる以前の疑いの断片。あるいは、高潔な理想を掲げることにより世界を構成する、強制的・半強制的な制度やルー
ルに対する無意識の次元の反意ともいうべき態度。そのような物事が立ち上がる以前の、言葉にされることがない問題意識に
こそ、特大の意義があるのではないだろうか。
」
「子どもたち、青年たちは「教えられる」ことに忙しすぎる。しかし、
（･･･）問題意識は顧みられるどころか、その後、放擲
されたままではないだろうか。子どもたち、青年たちだけが忙しいのではない。先生たちもまた今日、教育以外のことで急が
しすぎる。
学校に行かないプナンの子どもたちもまた、学校教育とはそもそも何かを再検討するための糸口を示してくれているのかも
しれない。
」

mediopos-1388
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■奥野克巳『ハンス・ヨナスを読む』（堀之内出版

世界に対して
責任があるということ
それは世界創造に
参与しているということ
そして世界創造は今
神ではなく
人間が担っているということ
そうであるならば
人間の自由は
みずからの由を支える
時間性歴史性のなかで
生きられねばならないだろう
人間がただ存在者として
偶然にそして恣意的に
存在するだけならば
責任なるものは直接的な
作用反作用の域を出はしないし
道徳なるものは集合的な
利害の調整以外のものではない
世界創造に参与しているからこそ
人間は道徳的ファンタジーを
生きてゆかねばならない
そこにこそ高次の自由があるからだ

2018.1）

「未来への責任において、責任を引き受ける私たちと、責任の対象となる未来の他者とは、非相互的な関係に
置かれることになります。この関係は近代的な倫理学の前提を覆すものです。何故なら、近代的な倫理学は、
当事者が常に相互的な関係にあり、コミュニケーションによって合意を形成できるということを前提にしてき
たからです。しかし、私たちは未来の他者とコミュニケーションすることなどできませんし、そもそも出会う
ことすらできないかもしれません。そうである以上、未来への責任は近代的な倫理学では十分に説明すること
ができない、ということになります。
これに対して、ヨナスは、近代倫理学の前提に囚われず、まったく新しい倫理学をゼロから構想することで、
未来への責任を基礎付けようとします。近代倫理学の全体に囚われないということは、その根拠となっている
世界観や人間観にも囚われない、ということです。したがってヨナスは未来への責任を説明するために、存在
とは何か、生命とは何か、人間とは何か、倫理とは何か、という根源的な問いにまで遡り、全面的な再検討を
行っていきます。こうした射程の広さと奥行きの広さは、ヨナスの個性を示す最たるものであるといえます。」
「ヨナスの倫理思想において、責任能力が前提とする自由は歴史を描き出す能力であり、そのかぎりにおいて
責任能力は歴史性と密接に連関しています。人間の自由の特徴は、自分が置かれている現実に囚われない、と
いうことであり、それは一方では私的利害を超えて他者の呼び声に応答する責任能力へ、また他方では現在の
社会状況を超えて新しい人間像を描き出し、歴史を紡いでいく能力へと派生していきます。したがって、人間
の責任能力と歴史性は根源的には同様な自由へと根ざしているのです。そうである以上、人間が責任能力の主
体として存在するということは、人間が歴史性を失わないでいるということ、つまり歴史が可能であり続ける
ということを含意しています。この意味で、未来への責任は同時に歴史に対する責任を伴うのです。（略）
歴史への責任が成り立つのだとすれば。それは無限に多様な人間像が展開されてゆくことへの責任、いわば
新しい人間像を描き出すことが可能であることへの責任に他なりません。」
「ヨナスは、未来倫理がもたらす必然的な帰結として、その責任を果たす人間の「行為の不死性」を要請します。
しかし、この主張が成り立つためには、私たちが自明としている時間概念そのものを大きく変更しなければな
りません。ここからヨナスの議論は不可避に時間論への突入していくことになります。しかし、それらが必ず
しも合理的に説明されているわけではありません。彼が時間論を論じる際に、演繹的な論証に依拠するのでは
なく、曖昧な部分を多く残した神話の形式を利用しているからです。」
「ヨナスは「行為の不死性」を説明するために神話を語ります。それは、「行為の不死性」をそのうちに含むよ
うな、包括的な時間概念を説明するために、そもそも時間がどようなものであるかを、時間を超えた視点から
説明する物語です。ヨナスはその神話のなかで、この世界がどのように創造され、そのなかで時間がどのよう
に流れ始めたのか、またその時間にはどのような意味があるのか、という問いにまで遡りながら、時間の起源
に遡及し、この世界の時間概念に一つの統合的ビジョンを提供しようとします。」
「この神話は、神がこの世界をどのように創造したのかを描き出す、宇宙創成論の形式を取ります。また、そ
の内容はユダヤ思想とグノーシス主義の神話から大きな影響を受けつつ、現代の状況においても受容可能であ
るよう、様々なアレンジが加えられて構成されています。」
「第一に、この世界は「神的なもの」の「選択」によって創造されたということです。
（略）
第二に、神はこの世界を創造した後で、
「生成という偶然と無限の多様性に身をゆだねることを決定した」
とヨナスは述べます。言い換えるなら、神は世界を創造しはしたものの、その後でその世界に干渉することは
せず、すべての力を世界に委ねてしまった、いわば力を使い果たしてしまった、ということです。そしてその
後、世界は「生成」によって支配されることになり、偶然性によって貫かれることになります。（略）
では、世界を創造することで力を失った神はどこにいったのでしょうか。死んでしまったのでしょうか・い
え、神は死にません。神は、この力をこの世界に委ねるという仕方で、この世界に存在しているのです。」
「人間は、道徳的に行為することによって、
「神の像」を救うこともできるし、あるいは反道徳的に行為するこ
とで、これを汚すこともできます。そうだとすれば、未来への責任を果たすということは、人類の存続を守る
ことであると同時に、それによって「神の像」を救うことでもあります。」
「未来への責任は、人類の存続への責任であり、歴史が可能であることへの責任です。そして、その責任を引
き受けるということは、一度行われてしまった人間の行為が、その後で無かったことにはならない、という時
間性を受け入れることを前提にしています。すなわち未来への責任には、これまで人類が引いてきた描線を受
け入れながら、新しい描線が引く可能性を開き続けることが、同時に含まれています。したがってその責任を
果たすことは、殺された人々の存在をなかったことにしないということ、そうした仕方で、その存在を「永遠」
へと「参与」させることを前提としているのです。しかし、その「描線」は「不正行為」として引かれたもの
であり、
「影」であり、私たちはこれを「修復」しなければなりません。そしてその「修復」とは、「神性と未
来の世界」に対する「義務」を引き受けること以外のなにものでもない、とヨナスは考えていたのです。」

mediopos-1389
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■野家啓一『はざまの哲学』（青土社

2018.6）

専門は
はざまを
避けようとする
探究に境はないのに
思考は
はざまを
避けようとする
答えが目的ではないのに
感情は
はざまを
避けようとする
好きか嫌いか以外にないように
そして
避けられないとき
反復横跳びを繰り返し
はざまを見ないですむようにする
それは跳ぶことでさえないのに

生きることに境はない
知ることに境はない
信じることに境はない
境のないところに
ひとはさまざまな境をつくり
みずからを囲い込むことで
安心しようとする
それが不安のもとになるにも
かかわらず
せめて哲学は
境を超えるものでありたい
哲学は知への愛なのだから
知ることで
境の外をも愛せるように

「「はざま」という言葉を、本書では隘路を切り拓く突破口という含意をもっ
た概念として使いたいと考えている。背反するどちらか一方に定位するので
はなく、その「はざま」に身を置いて新たな思索を紡ぎ出すこと、
これが「は
ざま」の作法である。」
「もちろん、哲学の本分は「見る（Look）
」ことにある。しかし、危機的な
場所（はざま）においては「跳ぶ（Leap）
」ことが求められもする。その意
味で、「はざまの哲学」が目指しているのは、
「見る」ことが同時に「跳ぶ」
ことでもあるような哲学なのである。
」
「自然科学が未知を既知へと反転する作業であるとすれば、哲学は既知を未
知へと反転する営みにほかならない。その両者が反転し合いつつメビウスの
帯のように再び接合されるとき、われわれは新たな価値意識に基づいた「生
存の秩序」としてのコスモロジーを手にし、先のゴーギャンの問い（
「われ
われはどこから来たのか、われわれは何者であるのか。われわれはどこへ行
くのか」）に答える道を歩き出すことができるに違いない。
」

mediopos-1390
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■稻垣伸一『スピリチュアル国家アメリカ／「見えざるもの」に依存する超大国の行方』（河出書房新社

2018.8）

スピリチュアリズムと
マテリアリズムは
照らし合っている
一八四八年という年には
ロチェスター・ラッピングが起こり
共産党宣言が書かれた
姿は違うけれども
どちらもこの地上での
ユートピア運動として現象化している
実験国家アメリカと実験国家ロシア
その表面的な現れに目を奪われないならば
それぞれの根底に蠢いている
目に見えない衝動が見えてくる
社会はそうした衝動で動かされ
人もまた衝動で動かされてゆく
その衝動がどのように働いているか
それを注意深く観ていくことだ
すべての衝動は表に現れる顔と
見えないところでそれを支える
裏の顔を持っている
時代に流されないためには
そんなおもてとうらての照らし合いを
注意深く観ていかなければならない
ただ踊るばかりの阿呆にはならないことだ

「アメリカでは一九八四年に起こった「ロチェスター・ラッピング（Rochester
Rapping）」という出来事をきっかけにスピリチュアリズムが大流行した。この出来
事のあと、霊と交信する霊媒と称する人間が多数現れ、ある場合は大きなホールで大
勢の人を集めて霊からのメッセージを伝え、またある場合はプライベートま住居の一
室で降霊会と称する少人数での集まりを持ち、霊との交信をおこなった。それらを見
世物的パフォーマンスと考えることも可能だが、この流行現象には別の側面があった。
それは一九世紀という時代を反映した社会矛盾の解決という、一見、心霊現象とは結
びつきそうもない人々の思いだった。
」
「一九世紀に流行したスピリチュアリズムの名残は、現代においても活躍する霊媒の
存在やアメリカ各地のスピリチュアル・スポットに認められるのかもしれない。そし
てさらに、スピリチュアリズムをめぐる現代と十九世紀とのつながりはその精神性に
あるように思える。
それはつまり宗教の重要性を認め、かつ天国の存在を信じるという現代アメリカ人
の傾向、そして改革を推進することを時に熱烈に支持するあの精神性だ。現代のアメ
リカ人が信じる天国の存在は、十九世紀のスピリチュアリストが信じた天上の「調和
した世界」とイメージとして重なる。その天上の世界を現世に再現すべく社会改革に
取り組んだのが十九世紀アメリカのスピリチュアリストだった。
独立以来、アメリカ合衆国は人為的に作られた実験国家として、内容は常に揺れ動きながらも変革を進めてきた。
その中でも目立った変革の時代がスピリチュアリズムの流行と重なる一九世紀半ばであり、社会の変革は現代のアメ
リカにおいても進行中だ。一九世紀アメリカでスピリチュアリズムを流行させた社会状況やアメリカ人の精神は単に
過去のものでじゃなく、潜在的にせよ現代にも綿々と受け継がれている。
」
「ユートピア運動が建設を目指した「どこにも存在しない場所」にあたるのが、スピリチュアリストたちが想定した天
上の死者の霊が住む世界だった。スピリチュアリストたちはそれを矛盾のない調和した世界と考え、その天上の世界
をモデルにして理想社会を現実の世界（俗世）に建設しようと考えた。そしてその霊の存在の信憑性を科学のロジッ
クで証明しようともした。
信仰復興運動「第二の覚醒」後の宗教的熱狂が残り、近代的な科学が社会の進歩を予感させた一九世紀に、宗教と
科学の両方の要素を含んでスピリチュアリズムは流行した。そして同時代に意識されていた社会問題を解消しようと
して、社会改革運動やユートピア運動と深い関係を持った。スピリチュアリズムの流行とは、十九世紀アメリカ社会
の状況とスピリチュアリストたちが提示した「ヴィジョン」とが見事に融合した社会現象だったのではないだろうか。
アメリカが「いつ完了するかもわからないような壮大な実験を宿命づけられて出発した実験国家」だとするなら、
それこそ現実とも幻とも決めがたい理想の社会を追い求めて、その理想社会の実現を阻む社会矛盾の解消に尽力する
のはその本質的な姿だろう。ちょうど直近二人のアメリカ大統領がそれぞれ、
“Yes,we can!” た（かなり問題ありだが）
“We will make America great again!” をスローガンに、社会矛盾の解消を国民に訴えたのも、アメリカの本質を示
した一事例と考えられる。アメリカの「実験」はいまだ進行中で、おそらくこれからも続く。
国家としてのそうした特質を考える時、スピリチュアリズムはアメリカ社会を知るための興味深いサンプルを提示
してくれる。十九世紀に起こったアメリカン・スピリチュアリズムの流行は、実験国家アメリカの本質を表す歴史の
一ページなのだ。」

mediopos-1391
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■月刊たくさんのふしぎ『植物でシャボン玉ができた！』（高柳芳恵・文／水上みのり・絵

福音館書店

2018.9）

金平糖ができるのにも
訳があるように
シャボン玉ができるのにも
訳がある
訳を教わるだけではなく
訳を確かめてみようとするのが
実験して考えるということ
人が両手を
歩くためじゃなく
自由に使えるようになったとき
その手をつかって
世界からいろいろなものを
とりだしたり作ったりできるようになった
手はたしかめたり
考えたりするためにも使えるし
手で考えることさえできる
手はそうやって育っていく
手が育つということは
考えることが育つということだ

「“ まほうの実 ” は、エゴノキという木の実で、泡の立つ原因は、この実に「サポニン」という物質がふくまれているからでした。
サポニンの (sapo) は、ラテン語で石けん（シャボン）の意味です。それからもわかるように、サポニンは、石けんのように泡が立ち、
石けんと同じような働きをします。
ツメで実にキズをつけたのは、緑色の果肉の部分にふくまれているサポニンを水にとけだしやすくするためだったのです。
さらに調べると、日本で石けんがふつうに使われるようになったのは、明治時代になってからで、それ以前は、身の回りにあるもののな
かから汚れを落とす力のあるものも見つけだし、上手に利用していたこともわかりました。
木を燃やしてできた灰や米のとぎ汁などいろいろありましたが、洗たくによく使われていたのは、サポニンを含む「泡の立つ植物」でし
た。なかでも、ムクロジとサイカチという木の実が、よく使われていました。
また、ムクロジの実で作ったシャボン液を売り歩く「シャボン玉売り」や、それをふいている子どもたちがえがかれた江戸時代の絵もあ
りました。」
「「サポニンがふくまれているのは、実の部分だけだろうか？」
そこで、花、葉、枝もしらべてみることにしました。」
「実験してみると、実の部分が一番よく泡立ちましたが、花も葉も枝も泡が立ち、サポニンが含まれていることがわかりました。
」

考えることが
ときに現実を失ったり
創造力を失ったりするのは
手で考えることを忘れたときだろう

「ダイズやお茶のように食べ物にふくまれるサポニンがある一方で、ムクロジやサイカチのように洗たくに使うサポニンもある ･･････・
いったい、サポニンってなんだろう？」
「人間は、昔からこうしたサポニンをふくむ植物をうまく利用する智恵がありました。アク抜きをした食べたり、たんを切りのどの痛みを
とる薬にしたり、洗剤として利用してきたのです。」

手で考えるとき
人は世界のモノたちとつながっている
モノたちとつながっているとき
ひとのこころとからだは
和することを忘れずにいられる

「ある日、空き地を調べていると、メヒシバという草の茎がストロー状になっていることに気づきました。メヒシバはいたるところに生え
ているごく身近な雑草ですが、その茎はとても細く、根元の一番太いところでも直径が２ミリほどしかありません。はたしてストローにな
るのでしょうか。
（略）
「わたしは、ストローが細ければ細いほど、シャボン玉がわれにくくなるということに気づきました。シャボン玉がわれてしまう主な原因は、
強く吹きすぎて、急にたくさんの空気が入るためです。その点、極細のストローは、
ストローの先から出てくる空気の量はわずかなので、
シャ
ボン玉になりにくいツバキのようなものでもうまくいったのでしょう。
植物を使ったシャボン玉は、「そーっとふいてゆっくりふくらます」ことが、一番のコツのようです。
」

mediopos-1392
2018.9.7

■村澤真保呂・村澤和多里『中井久夫との対話／生命、こころ、世界』（河出書房新社

日常は記号化している
記号のなかで生きていれば
不安はないのかもしれない
劇場に出かけるときでさえ
その非日常は日常のなかで
記号化されてすぐに治まってしまう
みずからが日常を微分し積分した
非日常を生きていないならば
記号の内に囚われたまま自足するからだ
けれどそこに
詩はない
詩人はいない
詩人は日常を微分し
その徴候をとらえ
積分し超世界を観る
世界を世界の内から
世界の外から観るとき
次元は変換されるのだ
日常は世界の檻のなかにある
その檻から出ようとして
詩人はその内と外への出口を探す
ときに狂気を纏いさえしながら

2018.8）

「筆者たちは、こう考えている、中井久夫の思想は、その根底にある生命論的視座によって、精神医学の領域を超えたさまざまな課
題 ---- とりわけ生態学的・文化的・社会的な危機 ---- を私たちが理解し、克服するのに有効なのではないか。あらためて現在から振
り返ってみれば、かつて中井久夫が精神医学分野で取り組んだのは、現代の私たちが直面するマクロな課題を、精神疾患というミク
ロな領域において、克服するための基本的な原理を探求することであった、と言えるのではないか。つまり、中井氏の仕事それじた
いが「徴候」として読み解かれねばならないのではないか、と。
」
「
『世界における索引と徴候』
（一九九〇年に書かれた論考）は、ニセアカシアの木立を通り過ぎながら、過去と現在、未来と思考が
移り変わっていく途中、ふと我にかえり、
「世界は記号から成り立っているという記号論哲学や認知哲学の前提に疑いを抱き、これ
までの精神医学研究の知見とつきあわせながら自問自答を繰り返す、という構成になっている。（略）そこで中井が提出するのは「予
感 -- 徴候 -- 余韻 -- 索引」の四つからなる一揃いの組概念である。
この組概念のそれぞれは、理解するのにそれほど難しい概念ではない。たとえば、あるときふと、なにかが起こる「予感」がする。
この予感は、たんなる違和感であることもあれば、不安であることもあるだろう。その予感に突き動かされるように周囲に注意を向
けると、これまで気づかなかった差異をみつける。その差異は、これから起こる出来事の「徴候」として捉えられる。そして出来事
が起こり、目の前を通り過ぎていった後も、その出来事のあざやかな感覚はときおり記憶のなかで現在によみがえり、リフレインを
奏でる。それが「余韻」である。そのうちに記憶がおぼろげになり、もはや思い出すこともなくなってから、あるときその出来事の
痕跡を見つけると、それが「索引」となって過去の記憶の書物を広げる契機となる。」
「その説明をするには、中井が『分裂病と現代』
（一九八二）以来しばしば使用する概念である「微分回路」と「積分回路」について
触れる必要があるだろう。微分回路というのは、微細な変化からひとつの傾向や将来像を把握する能力（先取り的認知）であり、
（略）
反対に積分回路というのは、過去に蓄積された経験にもとづいて現在や未来を把握する能力である。（略）したがって、まだ経験の
蓄積に乏しい幼児にあってじゃ「微分回路」が優勢であり、逆に老人にあっては「積分回路」が優勢である。
単純化を怖れずにいえば、統合失調患者において、他者の些細な仕草に誇大な妄想を感じ取ってパニックに陥るのは微分回路の暴
走に相当し、さまざまな他者の言動のどれもがひとつの妄想を裏打ちするような場合は積分回路の暴走に相当する。」
「
「徴候」
（略）は微分回路的な認知にあり方であり、つまり微分世界への入口である。他方の「索引」（およびその前に起こるリフレ
インとしての「余韻」
）は、逆に積分回路的認知のあり方であり、つまり積分世界への入口である。しかし中井は、この二つの世界
にくわえて、もうひとつの世界、つまり日常世界としての「比例世界」を挙げる。微分世界は、微細な差異に大きく反応する微分回
路によって制御され、積分世界は、過去のデータ蓄積にもとづいて常時一定の反応を示す積分回路によって制御される。しかし「比
例世界」はそのいずれとも異なり、
外界の強度を一定の比にもとづいて、
精神が許容・処理可能な強度へと還元する「比例回路」によっ
て制御された世界である。
（略）私たちの精神を「日常世界」のうちに安定させるのは、この回路の働きである。（略）中井によれば、
記号論的世界観が通用するのは、この日常的な「比例世界」だけであり、かりに「比例世界」が実在する唯一の世界とみなされるの
であれば、微分世界と積分世界はいずれも「メタ世界」とみなされる。
」
「私たちが日常的に安心して住まう比例世界は、予想外の出来事（略）により、あるいは海外旅行のような非日常的な出来事のなかで、
しばしば容易に崩れ落ちる。そのとき私たちは、これまで当たり前に親しんでいた世界が得体のしれない不気味な世界へと突如とし
て変貌するのを目の当たりにし、うろたえつつも、自分の感覚すべてが目の前の光景のすみずみに集中することを感じる。
ときに「眼に見えないけものたち」が目の前にあらわれ、沈黙のうちに「樹木たちの囁き」が耳に入ってくることもあるだろう。
統合失調症の幻覚や幻聴はその世界で起こる出来事である。しかしここで例に挙げた文章を読んで、その作者を統合失調症とみなす
読者はいないだろう。なぜなら、この文章は詩的言語による文学的表現だからである。中井は「詩とは言語の徴候優位的使用によっ
てつくられるもの」であるという。つまり詩人は、詩的言語をつうじて微分世界というメタ世界のうちに、五感を超えて「徴候」を
とらえる人であり、それにもとづいて日常世界の背後にあるもうひとつの世界、つまり、メタ世界 ---- 通常は精神世界と呼ばれるか
もしれない ---- を明らかにする人だからである。
」
「このように『世界における索引と徴候』に議論を理解したとき、先ほどの「予感 -- 徴候 -- 余韻 -- 索引」のプロセスは、たんなる時
間的経過としてではなく、微分と積分という数学的計算が文字通りに意味すること、ようするに次元の移行プロセスとして捉えるこ
とができる。ゼロ次元の「点」を積分すれば一次元の「線」となり、さらに積分すれば二次元の「面」となる。逆に二次元の「面」
を微分すれば一次元の「線」となり、さらに微分すればゼロ次元の「点」となる。たとえるなら詩人や狩人や統合失調症患者は、平
板な「面」に相当する日常世界から、
微分回路的認知により、
「線」としての微分世界へと移行する。逆に、平板な面である日常世界は、
積分回路的認知により、三次元の「立体」としてのパラノイア的ないし抽象化学的な、いわば超世界的な「世界等価物」あるいはそ
の「類似物」へと移行する。
」

mediopos-1393
2018.9.8

■四方田犬彦『親鸞への接近』（工作舎

2018.8）

心の底から
信じることができたとしても
それは一里塚にすぎない
信仰への歓喜のあまり
裸になって走りまわるのもいいだろうが
それですべての問題が解決を見るわけでは
ない
信じることは
信じることを超えてゆかねばならない
出発点は目的地ではないのだから
永遠は浄土は
光明に溢れているだけの
不動の世界ではない
光明には無数の現れがあり
きわめて動的なプロセスとして
顕現し続ける宇宙の生成のなかにある

他力と自力は別のものではない
他力本願は目的地ではない
そして自力は自力を超えるためにこそある
書くことに執着することも
知ることに執着することも
すべての執着はそれを超えるためにある
超えるということは否定ではない
一滴の水はやがて集まり大河となり
大海へと注ぎまた天へと還るということだ
一滴がなければなにも始まらないが
一滴がすべてではないと知れば
光はさらなる光となることも知れる
知らなければなにも始まらず
信じなければどこにもゆけないが
その門から境域を超えてこその接近だ

「もし他力本願を心の底から信じることができたとしらら、わたしは裸に
なって街角を走り回ることも厭わないだろう。イェルサレムの広場で踊り
狂う正統派のユダヤ教徒の若者たちのように、黒帽黒衣に身を包んで肩を
組み、いつまでも円陣を築きながら踊り続けたところで、なんら悔いるこ
とがないだろう。地上におけるすべての問題が解決を見たからである。
しかしさらに重要なことは、もし全身全霊を阿弥陀仏に帰依することが
できたとしたら、もはや書物を著すということなど止めてしまうだろうと
いうことだ。そんなことをして何になるというのだ。もはや救済はとうの
昔から保証されているというのに、今さら労苦を費やして、自力で思索の
果てを見究めようとして、いったいどんな意味があるというのだ。わたし
はそう信じて、半世紀近くにわたって続けてきた、書くというこの効率の
悪い生業を、放棄してしまうにちがいない。
古今東西を問わずユートピアの内側ではエクリチュールは消滅してしま
う。文字言語は世界に不可逆的な時間意識を導入してしまい、われわれを
無時間の至福の世界から失墜させてしまうからだ。浄土にはもはや時間が
ない。限りない光明に溢れ、清浄さだけが支配する世界とは本質的に不動
の世界であり、ただガンジスの砂粒よりも多い仏が全身から放っている強
烈な光だけが、世界という世界をあまねく照らし出している。
書くこと、書き続けることの執着から逃れることのできないわたしは、
この浄土のうちに自分の場所を見出すことができない。なるほど親鸞の教
えにかぎりなく近付くことはできる。彼が抱いた自責の念を間近に見つめ、
非僧非俗というその曖昧な視座を借りて世界を認識することを、心に描く
こともできなくはない。だが浄土の教説を丸ごと受け容れ、すべてを還相
という永遠の相のもとに見つめることは、とうていできそうにない。
だが、そう簡単に結論付けてしまっていいのかと、わたしの心の内側で
小さな声がする。アウシュヴィッツの、広島の、カンボジアとボスニアの
惨劇を前に、およそ人間のなしうる善も悪も、所詮はたかが知れたもので
はないか。そう説き知らせる者がもし存在するとすれば、それは阿弥陀仏
だけではないかと、その声は語る。汚辱の世界史がもたらした道徳的ブラッ
クホールから、人間ははたして這い出るだけの力を持っているのか。いか
なる超越者の力も借りることなく、それを自力でなしうると豪語できるほ
どに、人間はいまだ傲慢な活力に満ちているというのか。声はそう囁き続
ける。その声に導かれるようにして、わたしは非力なままにこの書物を執
筆した。
」

mediopos-1394
2018.9.9

■『kotoba 2018 年秋号／アブナイ、あぶない、危ない写真』（集英社

2018.9）

ポートレイト一枚さえ
それはただのイメージの再現ではない
そこからはさまざまなものが立ち上がってくる
写真は新しいことばなのだ
ことばは意味であり
音であり行為でもあり
物語を紡ぎもするように
写真を撮ることは
視覚のなかで
世界を読み切り取り
物語ることでもあるのだ
ことばは発する者と
受け取る者とのあいだで
さまざまな翻訳がなされるように

写真を撮る者と
それを見る者のあいだでは
さまざまな翻訳がなされてやまない
ことばをある戦略のもとに
受け手に作用させることもできるように
写真もまたある戦略のもとに
受け手にことばにもまして
強く働きかけることのできる力さえもっている
ことばも写真も
危険な力を秘めているのだ
危険な力があるからこそ
そこに新しい意味を発見し
新たなものを創造する力もあるのだが

「一九三九年、フランス政府は発明されたばかりのダゲ
レオタイプ写真の特許を買い取り、世に公開しました。
この英断によって、写真術は一気にその影響力を全世界
に及ぼすことになります。世界はまさに写真の時代に突
入したのです。
それから現代に至るまで、湿板、乾板、モノクロ／カ
ラー・フィルム、デジタルなど媒介の変化はあれど、写
真は常に人々の営みを記録してきました。その過程にお
いて、出版、報道、芸術などのフィールドで数多くの傑
作も生み出されます。
一方で、写真は怖い存在と言ってもいいかもしれませ
ん。本来イメージの再現でしかないものに文字が加えら
れ、特別な配置で提示されることにより、撮影者や被写
体の意図から大きく離れた、まったく違う物語が生まれ
かねません。一枚の写真が、ときには暴走し、関係する
者たちの人生を変えることさえあります。
写真は見る者を夢中にさせるだけではなく、危険な力
を秘めているのです。
本特集は、写真にまつわる様々な危うさをめぐる考察
の試みです。写真の背後にある複雑で深淵な世界を読み
解く手がかりを、様々な角度から追い求めました。
読者は、見慣れた一枚の写真にすら、まったく新しい
意味を発見し、理解することができる〝写真のことば〟
に出会えるはずです。
（kotoba 編集部）
」

mediopos-1395
2018.9.10

■若松英輔『種まく人』（亜紀書房

2018.9）

言葉には
二種類ある
自己表現でしかない言葉と
沈黙のための言葉
それは見えるものと
見えないものに比される
現代は自己表現に忙しく
沈黙のための言葉が失われ続けている
見えないものこそが
見えるものを支えていることを忘れて
種をまかねばならない
言葉のほんとうを
沈黙の秘儀としての言葉の種を
沈黙を聴きとる耳を育てねばならない
語られないことのなかにこそ
言葉のほんとうはあるのだから

（「沈黙の秘儀」より）
「フランスの作家マルグリット・ユルスナールの『ハドリアヌス帝の回想』には、次のような一節があ
る。訳者は須賀敦子である。この一節は彼女の『ユルスナールの靴』に引用されている。
ここに書いたことはすべて、書かなかったことによって歪曲されているのを、忘れてはいけない。
この覚え書きは、欠落の周辺を掘り起こしているにすぎないのだから。あの困難の日々、わたしがな
にをしていたか、あのころ考えたこと、仕事、身を焦がす不安、よろこびについて、あるいは外部の
出来事から受けた深い影響、現実という試金石にかけられたじぶんにふりかかる終わることのない試
練などについても、わたしはまったく触れていない。たとえば病気について、またそれと必然的に繋
がる、人には話さない経験についても、その間ずっと絶えなかった愛の存在と追求についても、わた
しは沈黙をまもっている」
「だから私たちは、もっとも伝えたいことを胸に秘めたとき、しばしばコトバを発するのをやめ、沈黙
の力を借りる。真に文学者と呼ぶに値する人は、いわばコトバの世界と沈黙のコトバの世界を橋渡し
する者であるようにも感じる。
だが、いつからか日本の現代文学は、思いの表現に力を注ぐようになってきた。思いを表現する技
巧を磨いてきた。思いではとらえきれないもの、「想い」や「念い」ではくては把捉できないものかた
距離を持つようになった。
沈黙の眷属だった詩歌の世界でさえも、沈黙の意味が顧みられないようになっているように映る。

mediopos-1396
2018.9.11

■ Spectator2018 Vol.42『新しい食堂』（エディトリアル・デパートメント／幻冬舎

魅力あるもの
割り切れないもの
つかみきれないもの
きちんとしていないもの
ルールを外れるもの
常識に知らん顔するやり方
場所のわからないピース
意味の定まらない言葉
正解の決められない問い
教えることのできない沈黙
中心をずらし続ける真実
そんなみんなを
見つけて
寄せ集め
組み合わせ
やりくりして
変わり続けながら
ひとつに決めないままに
ふたつに分けることもなく
分かったふりなんかしないで
いっしょに遊んでみたい

2018.8）
（
〝割り切れなさ〟の魅力（はじめに）より）
「
〝新しい食堂〟の存在に気づかされたのは、フードトラックのウェブサイトを眺めていて「ウナ・
カメラ・リーベラ」という名の店にめぐりあったことです。
「ウナカメ」という変わった名前の店が独特だったのは、〝日替わり店長制〟を導入しているとこ
ろでした。日によって主人と店のコンセプトがガラリと変わり、なかなか斬新なシステムで飲食
店が運営されています。
同店が毎月発行している小冊子で六月のスケジュール表を見ると、
「旅する星 カルマ」「ＯＦＦ」
「ももカフェ」
「ローラカフェ」
「ウクレレ食堂」---- 店長の異なる五つの小規模店舗が「ウナカメ」
という場所で、月に数日ずつ定められた日に〝自分の店〟を展開している。
それ以外の営業日も何かしら企画が入っていて、アコースティック・ライヴが開催されたり、ワー
クショップ等の会合も定例開催されているので、「食を核にしたコミュニティ・スペース」と言
えるのでしょう。
「なるほど。個人店の食堂には常識にとらわれないユニークなやりかたがあるのだ」と思いました。
昔の食堂のイメージとは、明らかに異質です。
ニュータイプの食堂を運営中の「ウナカメ」に対して、チェーン店系はどうかと考えてみると、
やはりビジネスが勝ちすぎて、効率や利潤を追い求めすぎる。食べることのなかにある「きちん
と割り切れない要素」を消しにかかっていると感じさせることが多い。
しかし、その「割り切れなさ」こそ、愛される店の本質であり、じつは食堂の存在理由ではない
のだろうか ---- そのあたりの考えを以前から明らかにしてみたいという思いがあって、
「ウナカメ」
に出会ったのをきっかけに、食堂の特集を企画しました。
〝新しい食堂〟とは、
「新しい意識で運営されている個性ゆたかな飲食店」のことで、ここではそ
れぞれの店に親しみを込めて〝食堂〟と呼ばせていただきます。
（略）
ここにとりあげたような意識の食堂が少しずつ増えていき、それがスタンダードになれば、世の
中も少しずつ、不寛容なものから寛容なものへと変わっていくのではないでしょうか。」（文：赤
田祐一／スペクテイター編集部）
（東良美季「ウナカメ／ブリコルールの場所」より）
「ウナ・カメラ・リーベラ（una camera livera）とはイタリア語で、una は冠詞、camera は「部
屋」
、libera は「自由な」解き放たれた」という意味だそうだ。」
「厨房、というよりも台所から「やあ、いらっしゃい」と笑顔で現れるのがこのウナ・カメラ・リー
ベラの中心人物・丸山伊太朗氏である。
店主でも経営者でもなく、なぜあえて中心人物と書いたかというと、ウナ・カメラ・リーベラ
は複数の店舗（店主）が入れ替わる、いわゆる〝シェア・カフェ〟だからだ。」
「それにしてもこうして長い間お話を伺っていて、つくづく思うのは丸山伊太朗さんという人の
自由でしなやかな ---- と言うには「しなやか過ぎる」ほどの ---- 発想と行動だ。冒頭に「ここま
で飄々とした人を他に知らない」と書いたが、その印象は最後まで変わらなかった。
丸山さんのこの独自性はいったいどこから来たのだろう？ そんなことを考えていたところ、
今回、打ち合わせを含め三回ウナ・カメラ・リーベラへお邪魔したのだが、一度目の取材の後、
編集の赤田さんからこんなメールが来た。要約しつつ引用させてもらうとこんな感じになる。
＜お話を伺って感じたのは、丸山さんのやっていることが、文化人類学で言われるところの「ブ
リコラージュ」的だなと思い増しや。
「ブリコラージュ」
（bricolage）とは分館人類学者・クロード・レヴィ＝ストロースの著書『野
生の思考』などに登場する言葉で、
「寄せ集めて自分で作る」「ものを自分で修繕する」こと。
（略）
「ある日、
Ｍさん（＝丸山さんだと思う）は口にした「ブリコラージュ」、気になって調べてみました」
と始まり、その場その場で出会った人、もの、情報などを寄せ集めて、新しいものを生み出す行
為が「ブリコラージュ」であり、情報を組み立てる人が「ブリコルール（bricoleur）だ」と続き、
最後は「自分たちの行動がちゃんとデザインされているわけではなく、毎回行き当たりばったり
やっていることを若干悔いていたのですが、文化人類学的にいうと世界各地にみられ、人類が古
くから持っていた知恵であり、近代以降の考えに影響されて「きちんとしなきゃ！」と怯えてい
たのだとわかりました」と結ばれています。
ナルホド、
と思い、
特に最後の部分には思わず膝を叩いてしまいました。つまり丸山さんの場合、
お店作りにしても、東京・中野に生まれた都市原住民（ブリコルール）による、都市の産物を用
いた「ブリコラージュ」ということになるのではないでしょうか。＞」

mediopos-1397
2018.9.12

■ダニエル・アクスト『なぜ意志の力はあてにならないのか／自己コントロールの文化史』
（吉田利子訳

NTT 出版

他律よりは
自律のほうが
自由でずっといい

「どうすれば自分のゴッドファーザーになれるのか？ 答えは無知で幼稚な態度を
棄てて、自分に対してもっと高度なアプローチをすることだ。それにはまず、誘惑
に直面したときに意志の力をあてにするのはできるだけやめること。オデュッセウ
スのように、アポロンの牛のいる島に上陸して、飢えた船員たちがバーベキューし
たくなるのを我慢させるより、さっさと島の沖合いを通り過ぎたほうがいい。これ
は、自分が環境にいかに影響されやすいかをわきまえることでもある。そしてでき
るだけ良い影響を受けるように環境のほうを帰るのだ。
何よりも大事なのは、高度なアプローチのためには、わたしたちは自分の最善の
意図を守り切れないと自覚しなければならないことだ。かつてなかったほどに自由
で豊かな世界でより良い生き方を目指すなら、他者の ---- 家族だけでなく、友人や
同僚、コミュニティの ---- 力を借りるしかない。自分を自分自身の意図という帆柱
に縛りつけるために全力をあげること、そこにしか希望はない。」

とはいえ
どちらにせよ
問題になるのは
世界観のことになる
まずは
どうしたいのかである
じぶんで決めなければならないのではなく
だれかに決めてもらって
それに従って生きるのを選びたい人もいる
そのほうが自分の責任という重い荷物を
背負う必要がなくなるからだろう
けれどもそこでは決めてもらったことに従う
という倒錯した意志が必要とされる
自由意志で生きたいという人もいる
そのとき鍵になるのは
なにを意志するかということだ
そこでは想像力が問われ続ける
想像力のベクトルの範囲でしか
射程は持てないからだ
ほんの小さな意志を貫こうとしても
どこまでその意志をあてにできるか
まずそれが鍵になる

2011.8）

どちらにせよ
意志の力を発揮するには
それを鍛えなければならない
どうしたいかと
なにができるかの距離を
近づけていくためには
さまざまな試練が必要となるのである
その試練にも
他律を使った方法もあれば
自律を使った方法もある
自由意志なのに他律を使うというのは
情けない倒錯ではあるけれど
意志の力はふつうとんでもなく弱いのだ
そのときにも
世界観が大きな境域ともなる
いまある生だけのアプローチと
魂の永遠のなかでのアプローチでは
そこで働かせることのできる意志の射程が
ずいぶん変わってくるからだ

「意志の力はよく筋力にたとえられる。時間をかければ鍛えられるが、しかし短期
的には筋力と同様に疲れて弱ってしまう。」
「鍛えれば強くなれるという事実からも、意志力は筋力と似ていると言える。だか
ら多くの宗教は定期的に断食など禁欲的な儀式を信者に行わせるのかもしれない。
宗教的な人たちは自己コントロール力が大きいように思われるが、自分で鍛えてい
る人もそうらしい。
「誰かが見ていると思うと、身を慎むことが多い。」
「他人を鏡と考えることもできる。」
「わたしたちは気づかないうちに環境に影響される。だから、望ましい反応ができ
るように環境を整えることだ。」
「環境をコントロールする効果的な方法の一つは、関心の対象を整理することだろ
う。
」
「望ましい欲求に従って生きるいちばんいい方法は、たぶん習慣化することだろう。」
「わたしたちが意図に従って行動するかどうかは、それがどこまで習慣化されてい
るかによって決まると言ってもいい。」
「自己コントロールという問題の最大のポイントは未来であり、わたしたちが未来
をどう考えているか、ということにある。現在、未来はあまり明るくないように思
われる。一つには、地球の温暖化や責務の増大、そして食べすぎや肥満などの面で、
わたしたちがあまりにもだらしないからだ。個人としても集団としても、もっと良
い生き方は可能だろう。だが、同時に事態はもっとひどかったかもしれないことも
思い出すべきではないか。テクノロジーがこの混乱を引き起こす一つの原因だった
なら、解決策も与えてくれるかもしれない。（略）
とりあえずは明るい面を見ることにしよう。自己コントロールは世界の多くの人
間が直面する最大の問題だが、それ自体が幸せなことでもある。自制心の発揮は常
に問題ではあるが、誰かが主導権を発揮するのなら、他者ではなく自分自身のほう
がいいに決まっているのだから。」

mediopos-1398
2018.9.13

■Ｄ・モントゴメリー『土・牛・微生物』（片岡夏実訳

築地書館

2018.9）

これから人類が
取り組むことになるだろう
農法の革命は
土壌の健康のために
土壌有機物を蓄積しようとする
象徴的にいえばその革命は
豊かな大地性を取り戻すことだ
そのとき過去の農法を否定する必要はない
過去に戻るのではなく前に進むのだ
もっともシンプルなやり方で
抵抗はあるだろう
既得権益はおなじみのものだし
因習的な思考はいうまでもない
けれども革命はそれを超えてゆくことになる
そうでなければ前にはゆけないからだ
そのように
医療も霊性も
やがて革命の時を迎えることだろう
既得権益や因習的な思考の抵抗に遭いながらも
そうでなければ未来を創ることはできないのだから

「土壌の劣化と有機物の喪失は、現在人類が直面する環境危機の中でももっとも過小
評価されているものだ。しかしゼロからの根本的な変化の準備は整っている。農家の
短期的な利益は、長期的な土壌肥沃度の保全とますます同調するようになっているか
らだ。
知られている最古の芸術の中に、長く忘れられていた豊穣の神の描写があることは、
偶然ではない。数千年来、人間は、豊作を確かなものにするには気まぐれな神々のご
機嫌を取らねばならないと信じていた。しかし古代エジプト、ギリシャ、ローマの時
代から、土壌の肥沃さについての私たちの見方は、視点の劇的な変化を通じて進化し
ている。文明の基礎たる農業が浸蝕されるのを防ごうとするなら、今それは再び進化
しなければならない。
すでに進みつつはあるが、革命はまだ道半ばだ。あらゆる革命がそうであるように、
それは強大な既得権益と因習的な思考からの抵抗に遭っている。それでも革命が成功
すれば、人類のもっとも差し迫った問題を解決するだろう。この宇宙にぽっかり浮か
んだ岩の上で、われわれすべてをどうやって食べさせるかという問題を。」
「初期の農学者が土壌肥沃度と農業について調べ始めると、輪作と蓄糞が土地改良と
肥沃な土作りの中心になった。だが、この考えは一九世紀になると輝きを失った。劣
化した土地で収量を押し上げる化学肥料の力が発見されたからだ。新しい栄養補助剤
の奇跡のような効果は、土は農業用化学製品の物理的な入れ物であり、必要に応じて
注ぎ足される貯水池かガスタンクのようなものにすぎないという見方を生んだ。その
後、機械化が農業を作り替え、人々はますます土を、一番安い ---- そして一番価値の
低い ---- 工業的作物生産の資材として見るようになった。すでに見たように、この見
方は世界の土壌に ---- つまり文明の基礎に ---- 重大な害を及ぼしているのだ。
土壌肥沃度が、土壌の化学と物理だけでなく生物学によっても決まることを、私た
ちが受け入れ始めた今、その見方は再び変わりつつある。まだ学ぶべきことはたくさ
んあるが、近年の発見で、土壌生態系が養分可給度と循環、そして土壌肥沃度維持の
鍵を握っていることが明らかになっている。土壌生物の重要な役割を知った今、有機
物が豊富な土壌を、大いなる自然の成長と衰退の循環に欠かせない一部分として捉え
ることの必要性が理解できる。
（略）
この進行中の新しい革命の本質は複雑なものではない。それは一言にまとめること
ができる ---- 土壌の健康だ。これは土壌有機物を蓄積する農法を優先することを意味
する。しかし農家は、先陣を切るにせよ脇役を務めるにせよ、有機農法に転換する必
要はない。農業用化学製品は便利な道具だ --- 賢く使えば。だが、健康で肥沃な土壌
の代わりにそれに頼れば、間違いなく依存が深まることになる。土壌肥沃度を高める
のか枯渇させるのかを基準に農法を評価する、新しい哲学を受け入れる必要が、私た
ちにはある。
暮らしを支え続ける土を、私たちは何世紀ものあいだ劣化させてきた。世界文明が
かつての地域文明の運命を逃れようとするなら、このすべての根底となる資源への再
投資が必要とされる。基本的なレベルでは、これはかなり単純なことに思える。問題
はそれを全国規模、地球規模で行わなければならないことだ。またこのためには農業
の新しいシステム、豊かな収量を生み出すだけでなく土壌の健康を改善する農法が必
要だ。
（略）
彼らの革命的なやり方は、このように言えばもっともよく把握できるだろう。犂を
捨てる、被覆を作る、多様な作物を栽培する。このような再生可能な農法は、最先端
の技術も新しい発明も必要としない。先進国でも開発途上国でも既存の技術を使って
すぐにでもでき、農場の大小に合わせて規模を調節することが可能だ。これまで見た
ように、すでにこのような農法に従っている核心的な農家は、それが土地とそこで働
く人の両方によい結果をもたらすことを証明している。」

mediopos-1399
2018.9.14

■井筒俊彦『言語と呪術』（英文著作飜訳コレクション

安藤礼二監訳・小野純一訳

言葉を使うとき
私たちはみんな魔術師になる
それに気づいてはいないけれど
開会が宣言されるとき
その宣言の言葉は呪術にほかならない
法が作成され施行されるとき
その言葉の群れは呪術にほかならない
数学が論理を語るとき
その数式さえも呪術にほかならない
それらの言葉は世界に命じているのだ！
言葉は本来呪術である
論理でさえ呪術なのだ
そして言葉は二つの顔をもっている
表の顔
そして裏の顔
表は一義的で呪術など知らぬ顔をしている
裏は深みからイマージュを生みだす暗示的な顔だ
言葉は二つの顔を持ち
世界を構築し脱構築し生成を続けている
表向きはひとつだけの顔をしながら
預言者は
古代人は
幼児は
詩人は
呪術の言葉を生きる
表も裏もない顔をした魔術師として
そして私たちは魔術師なのに
それに気づかないまま
表の顔だけで生きているつもりになっている

慶應義塾大学出版会

2018.9）
（安藤礼二 解説「井筒俊彦の隠された起源」より）
「言語は論理（ロジック）であるとともに呪術（マジック）である。
『言語と呪術』は、その冒頭（第一章）で、高らかにそう宣言する。言語は、世界を論
理的に秩序づける力とともに世界を呪術的、すなわち魔術的に転覆してしまう力をもっ
ている。井筒は、言語のもつ両義性にして二面性を、さらに「外延」（デノテーション）
と「内包」
（コノテーション）という述語を用いて言い換えてゆく。それこそが『言語
と呪術』
を成り立たせている基本構造であり、著作全体を貫く中心課題であった。
「外延」
とは、言葉の意味を明示的、一義的に指示する外的な機能であり、「内包」とは、言葉
の意味を暗示的、多義的に包括する内的な構造である。「外延」が有限者と有限者（人
間と人間）のあいだにむすばれる水平的かつ間接的なコミュニケーションを可能にす
るならば、
「内包」は無限者と有限者（神と人間）のあいだにむすばれる垂直的かつ直
截的な啓示を可能にする。
「外延」は秩序を構築し、
「内包」は秩序を解体し再構築する。
（略）
言語は、論理にして「外延」
、呪術にして「内包」である。井筒は、『言語と呪術』
全体を通して、さらにはのちのイスラーム研究、東洋哲学研究全体を通して、言語の
もつ両義性にして二面性という立場を保持し続ける。しかし、井筒がそもそも最初か
ら、つまりはこの『言語と呪術』の段階ですでに、より重視していたのは、明らかに
言語の論理ではなく言語の呪術、言語の「外延」ではなく言語の「内包」の方であった。
言語の呪術にして言語の「内包」。晩年の井筒は、それを言語の表層構造に対する深層
構造、その深層構造自体としてうごめく「言語アラヤ識」として定位する。
（略）
井筒がここで説く「意味」の源泉、縺れ合い絡み合う無数の「意味可能体」を包括
するもの、その原型となったものこそが、英文著作の『言語と呪術』で説かれた言語
のもつ呪術的な側面、言語のもつ「内包」であった。この論考に先立ってまとめられ、
井筒の「東洋哲学」を代表する書物として知られる『意識と本質』（一九八三年）の大
部分を費やして論じられる「根源的なイマージュ」が生じる「意識と存在の深層」もまた、
「内包」としての「言語アラヤ識」そのもののことである。」
「井筒にとって超越と内在を矛盾するがまま一つにつなぎ合わせるものが「神」であっ
た。預言者とは、こうした「神」の領域、言語の「内包」にして言語の「アラヤ識」
に直接触れることができ、そうした未曾有の体験をもとに、言語の「意味」そのもの
がもつ体制を変革し、同時に「社会」そのものがもつ体制を変革することができる人
間のことだった。しかしながら、そうした預言者のもつ特別な能力は、「呪術」の時代
をいまだに生きている「未開」の人々が、「幼児」たちが、詩人たちが、日々行ってい
ることでもあった。われわれはみな預言者であり、詩人であり、未開人であり、幼児
である。それが『言語と呪術』が導き出すラディカルな結論であった。
『言語と呪術』は、文字通り、井筒俊彦の学問にして表現の隠された起源として存在
している。若き井筒俊彦は、当時の人文諸科学の最新の成果、考古学、人類学、宗教学、
心理学、詩学などの成果を貪欲に消化吸収し、大胆に活用することで、「意味」の始原
を探求していった。
（略）
『言語と呪術』は、
（略）井筒俊彦が大成する「哲学的意味論」の、まさにアルファに
してオメガとしてある。
」

mediopos-1400
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■白川千尋／川田牧人＝編『俳優の言葉・004 國村隼人
https://www.1101.com/jun_kunimura/2018-09-08.html

篇』ほぼ日刊イトイ新聞
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演じるということは
依り代になるということ

原爆の話だったんですけれど。
──
ええ、原爆。
國村
あるシーンを演じているときに、
とつぜん、ぶわーっと、
抑えきれない感情が、湧いてきたんです。

俳優は自分のなかに
役の容れ物をつくることで
そこになにかを下ろす
その技術が求められる
人であるということそのものも
魂の容れ物のなかに
私を入れて演じているとはいえないか
人はあらゆるものに憑依される
ときには悪魔に
ときには善人に
ときにはずる賢い金貸しや政治家に
そして私という不思議な存在にも
私のなかのキリストもまた
キリストを憑依させるということかもしれ
ない
なにを演じるか
何の依り代になるか
私というペルソナは不思議に満ちた役者だ
そして何かを下ろしてくるためには
それにふさわしい容れ物を創る必要がある

実在の人物の実話をベースにした物語を、
演じさせていただいたんです。

（
「第３回 役者は依り代。憑依する。
」より）
「──
國村さんは、俳優というのは、
どこか「依り代」のようなものだと、
おっしゃっていますよね。
國村
そうですね。
──
依り代というと、
つまり「憑依する」というような？
國村
具体的な体験としてあったんです。
昔、ラジオドラマをやったときに。
──
ラジオドラマ、ですか。
國村
はい。ラジオドラマという形式は、
言うまでもなく「音だけ」で、
聴いている人に
視覚的なイメージを伝える技術が
求められるんです。
つまり、けっこう難しいんですけど、
でも、ちゃんと演じきれたら、
あんなにおもしろいものはないです。

ぼくの演じていた人物は、
お子さんを残して死んでしまうんですが、
そのお子さんに、
自分の思いを伝えるというシーンでした。
──
はー‥‥。
國村
ふだんは、一応プロですから、
頭の上に客観的な視点をキープしながら、
セリフを言っているわけですが、
そのときは、突然、
アンコントローラブルになってしまって。
──
自分自身が？
國村
ええ、もう‥‥どうしようもない感情が、
こみ上げてきてしまったんです。
自分が自分にびっくりするような感じで、
「これは、なんや！」って。
──
何でしょう、つまり、「その人」が‥‥。
國村
そうですね、ひょっとしたらと思います。
そのときに、「その人」が、
ぼくのところに来はったのかなあ、って。
不思議な話かもしれませんが、
そういう体験が、実際にあったんですよ。
──
以来「俳優とは、依り代だ」と。
國村
そうなんです。そう思ったんです。

──
へぇ‥‥。
國村
自分自身が試されるような部分も含めて、
ぼくは
ラジオドラマが好きなんですけど、
あるときに、

その後は、そういう経験はないんですが、
実在の人物じゃなく、
架空のキャラクターであっても、
自分という容れ物に降りてきた人格を、
表に出すというような、
そういう仕事なんだと思うようになって。」

