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■別冊

炎芸術『天目

てのひらの
漆黒の宇宙から
奇跡のごとく
輝き出でる
光の変容
曜変天目
油滴天目
禾目天目
玳玻天目
木の葉天目
灰被天目
金彩天目
白天目
天の目が
光を放ち
碗となり
てのひらに遊び
曜変した
天の目の光は
我が魂の
秘密を照らすか

てのひらの宇宙』（阿部出版

2018.12）

「〝天目〟とは、一般的には黒い釉薬が掛かった茶碗の
ことを言います（ただし、日本産のものには白い天目
もあります）
。その名称は、中国の浙江省北部にある
「天目山」に由来し、鎌倉時代、日本の留学僧たちが天
目山に参禅し、その帰りに持ち帰ってきた黒い茶碗が、
日本では天目山に因んで「天目」と呼ばれるようになっ
たと言われています。
その後、
「天目」の意味は時代につれて複雑に変遷し、
現代へと至ります。
」
「今からおより９００年も昔に、
中国で作られた〝天目〟
。
しかし、その多種多様な姿は今日なお日本人を魅了し、
多くの陶芸家が夢中になって天目に挑戦しています。
」
「天目の名品は、なぜ本場の中国には遺されておらず、
そのほとんどが日本にあるのか？
天目を代表する「曜変天目」は、なぜ世界中で日本に
ある三碗しか現存しないのか？」
「建窯の黒釉茶碗の中で最も評価が高いのは曜変であ
る。日本で国宝に指定されている陶磁器 14 点の内、３
点が曜変であるこよは、いかに日本人がこのやきものに
魅せられてきたかを物語っている。漆黒の釉の上に銀
色に輝く星のような斑紋が浮き出し、建窯の窯址では
これまで破片さえ発見されたことがない。中国では文
献上の記録は全くなく、伝世品も残されておらず、日
本にある静嘉堂文庫美術館蔵（稲葉天目）
、藤田美術館
蔵品、大徳寺龍光院蔵品の３点のみが曜変天目として
世界に知られているのである。
どのように焼成したのか、なぜ日本にしか残されて
いないのかなど謎に満ちているが、製法について、瀬
戸の長江惣吉氏は窯の中で発生した酸性ガスの影響で、
釉面の磁鉄鉱質多結晶が微細な凸凹を形成し、光線を
回折・反射することによって曜変の光彩が生み出され
るとして、再現実験を行ない、曜変の特徴を備えた作
品の焼成に成功している。
」
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■大澤真幸『コミュニケーション』（弘文堂

2019.3）

他者が存在する
そして
他者は
私の内に照らされている
そのことで
コミュニケーションは可能となる
コミュニケーションの有りようを決めるのは
私の内にどのように
他者が照らし出されているかということだ
私が私であることが成立するとき
他者はそこに構造化されている
その構造化に欠損があるとき
コミュニケーションは欠損してしまう
認識に限界があるとする壁は
無知の可能性を知ることから突破される
なぜ我々が無知の可能性を知り得るのか
それは他者の実在を知っているからである
認識は他者の実在ゆえに
その限界を超えることができるが
それはみずからの内に構造化されている
他者の限界を超えることはできないだろう

人間が人間であり
その可能性を拡大していくためには
他者が不可欠となる
そして行為は内外の他者との
コミュニケーションが基軸となる
そしてそれは生きた時間のなかにある
情報処理において人間はＡＩを凌げないが
ＡＩには他者が存在せず
生きた時間も存在しない
あるのは膨大なデータである
行為によって生まれる変化はそこにはない
なによりもＡＩはデータを無視することができ
ない
人間は「無為」を生き得るゆえに
人間であるのかもしれない

（
「第２章 フレーム問題再考 ---- 知性の条件とロボットのジレンマ」より）
「フレーム問題は、世界をどのように表現・表象するか、ということにかかわる問題である。
フレーム問題は、世界を十分な正確さで表現・表象している、ということだけでは「知的」
にはなりえない、ということを教えている。情報的にはまったく同等なシステムでも、効
率においてまったく異なる、ということがありうるのである。（略）
フレーム問題は、行為する物・音にとってのみ、現れるような問題である、ということ
をあらためて強調しておく必要がある。行為とは、世界の状態に変化をもたらすことである。
したがって、必然的に、フレーム問題は、状態の「変化」の記述の問題でもある。行為によっ
て引き起こされる変化を、有意味な性質に限って記述するのは、どのような方法がありう
るか、ということは一種のフレーム問題である。
だから、当然、フレーム問題は、「時間」という次元が有効であるような世界でしか、顕
在化しない。つまり、過去・現在・未来、とりわけ未来ということについて語ることがで
きるような世界に、はじめて、フレーム問題が現れる。」
「人間がフレーム問題を克服できるのは、可能なあらゆるケース、無数ともいる膨大なシナ
リオを検討しているからではない。関与的ではない特徴に関しては端的に無視することを
通じて、重要な特徴だけを抽出しているからだ。「無視する」とは、積極的には何もしない
こと、一種の「無為」である。」
「深層学習において、ＡＩが行っていることは、確率的予測である。大量のデータを統計的
に処理することで、どの特徴量が出現する蓋然性が高いのか、どの特徴と特徴とが共起す
る蓋然性が高いのかを計算し、回答を導き出しているのだ。蓋然性の低いことが無視され
たり、考慮の外に排除されているわけではない。それらも、一定の確率で生起しうるもの
として考慮に入れられている。これは、人間がフレーム問題を回避しているときに示す柔
軟性とは、まったく性質の異なる振る舞いである。人間の知性において驚異的なのは、不
関与な特徴や情報に関して、これらを「無視する」ための積極的な操作を経ることなく、
一挙に、重要で本質的な特徴を選び出していることにある。」
（
「第３章 根源的構成主義から思弁的実在論へ ･･････ そしてまた戻る」より）
「ルーマンが到達した地点、ルーマンが徐々に完成させていった理論的な立場は、根源的構
成主義 Radikaler Konstruktivismusu である。これは認識論上の理論だ。現実（実在）は
ただ、観察に相関してのみ ----- 観察において構成されて ---- 出現する。この命題の含意を
徹底して追求すれば、認識論と存在論の立場が逆転する。認識論の領域に属する構成の作
用（観察）が、存在論上の対象が成立するための可能性の条件を与えていることになるか
らだ。
ただし、ルーマンがいうところの「観察」は、意識の認識作用よりももっと広いものを
指している。
」
「メイヤスーは、相関主義を積極的に継承しようとして、近代哲学の認識 - 存在論のこの潮
流に名前（思弁的実在論）を与えたわけではない。逆である。メイヤスーは、相関主義を
乗越の対象としている。メイヤスーの目的には、思考と世界の相関関係の外に、それ自体
として、
絶対的に存在していると見なしいる事物を確保することにある。カントの「物自体」
の実在をどのようにしたら救出できるのか、これがメイヤスーの挑戦である。」
「いかにして、
われわれは「無知の可能性」について考えることができるのか、と問うとよい。
「無知の可能性」を考えうるのは、われわれが実際に actually、この「可能性」の絶対性（＝
非相関性）について考えてきたからである。この「可能性」とは、われわれには、世界は「（こ
うである必然性がなく）理由なし」に見えるといこと、世界が別様でもありうると見えて
いるということであった。つまり、「偶有性」（この世界がまったく別様になりうるという
こと）こそが、相関性から独立の絶対的実在である。」
「だが、メイヤスーの証明は、成功しているだろうか。」
「メイヤスーは、われわれが実在の偶有性の可能性について考えることができる、というこ
とを端緒の事実として、そこから論証を始めた。しかし、なお問わなくてはならなかった
のだ。どうして、実在が偶有滴である。とわれわれは知っているのか？ その理由を追及
しなくてはならない。その理由のうちに、偶有性の実在を直接に含意することが含まれて

いるだろうか？

そのように、さらに問いを深める必要があったのだ。
」

「私に対して、世界はこのように現れている。そのような事実があるとき、私はどうして、
この世界が偶有的である、と知るのだろうか。
（略）
それは、私が他者の絶対的な実在を知っているからである。他者とは、それに対して世
界が（私とは）別様に現れるようなトポス（場所）のことである。他者が存在しうるとい
うことは、私にとっての世界のこのような現れが偶有的である、ということを必然的に含
意する。他者こそは、思考と世界の相関主義的な循環から独立した、絶対的な実在である。
私は、他者の存在に関して、私の存在と同等の確信をもっている。この他者の存在への確
信こそが、私が世界の偶有性の可能性を思考できることの根拠になっているのだ。
」
「われわれはこう言うべきだろう。偶有性は、本源的に二重なのだ、と。私が存在している
というコンテクストにおいてのみ、偶有性ということが意味をもつ。一方の偶有性と他方
の偶有性が足し算されて、二重になるわけではない。偶有性そのものは、自／他の二重性
を前提にしているのだ。」
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■松井健『民藝の機微／美の生まれるところ』（里文出版

平成 31 年 2 月）

まねることは大切である
美しいものをめざすことは大切である
そしてじぶんのものにすることは大切である
けれども
まねることさえできない技で
美しいものを観ることのできない眼で
じぶんをそこに投げ入れてみたところで
そこにあるものは言わずとしれている
徒花を咲かせるだけだ
手が忘れるほどに技になっていないのだ
眼が忘れるほどに観えていないのだ
じぶんを忘れるほどに
じぶんという器ができていないのだ
器に注がれるものは
いまつくられている器に応じている
器を超えて注がれることはない
自我の時代は
みずからの器を顧みたりはしない
個であることは大切だが
それはみずから育てたぶんだけの器
民藝という機にかぎらず
美しいものは
みずからの器を知り
その器を育てようとする
そのあくなき歩みのなかに
はじめて訪れる花なのだ

「民藝というと、古作の民藝品をまねて、くり返しつくることだと考えるのは誤りである。工人
や職人と呼ばれる人たちにおいても、ものつくりは日々新しい状況に対応しつつ、すこしでも
よいもの、美しいものをつくろうとする研鑽のくり返しである。そうでなければ、古作の優品
に近づいていくことはできない。ただ同じようなものを、ただまねてつくるだけだと、つくら
れたものは惰性に流れ、活々としたところのない、魅力の乏しいものになっていくことだろう。
作家が民藝作家であるためには、伝統的な工芸や民藝の優品、古作のなかでも柳宗悦が賛美し
たような美しいものから学び、自分の力で、模倣ではなく、わざとらしくない、自然に生まれ
でたような、それでいて間違いなく自分のものになっている作品をつくらなくてはならない。
人が、わざとらしくない、自然で作為のないものをつくることができるのだろうか。
」
「作家の創造は、昔から伝わっている美しいものをよく見て、そこからその美しいものの根元を
学びとり、それを自分のものとして、よく消化吸収して、自分の作品として、手からつくり出
すことであるといえよう。このためには、眼の力と手の力、すなわち美しいものを発見し、そ
の核心を把握する眼の力と、それを自分のものとしてつくり出す技量であるところの手の力が
必要とされる。しかも、その消化吸収して自分のものにするプロセスが十分におこなわれており、
手から出すときには、わざとらしさや作為が感じられてはならない。濱田庄司はよく覚えるよ
りも、それを忘れることに長い時間が必要だということを言っている。まったく自分のものに
なって、学んだということをさえ忘れるくらいになって、ようやく学んでいたことをごく自然
に自分のものとして作品に生かすことができるというのである。
」
「民藝の美についての議論が、そのもっとも基本のところで人間の眼や直観を焦点にすべきだと
いう柳の判断は、「美しいもの」を観ることができるということこそが最大の問題であるとみな
すことの帰結である。そして、その美しいものの本当の美しいところを見て、それに感動して、
そこから教えられるまでに、そのものの美しいことを感取できるかどうかが、柳にとっては重
大なのである。美しいものの教えるところを、宗教的な啓示としてまで理解できるかどうかは、
ひとえに、具体的個別的なものの美しいことを、直観によって、眼の力によって十分に感じ取
ることができるかどうかにかかっているからなのである。
」
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■『美とかたち／岩宮武二の仕事』（写真 岩宮武二）（光村推古書院

平成 30 年 12 月）

美とは厳粛なものだ
美を観るためには
ゆるぎなさを必要とする

（タケザワケンジ「岩宮武二：〝止静〟の写真美学」より）
「こうして一冊の本として岩宮武二の作品群を見たとき、浮かんでくる
のは「ゆるぎない」という言葉である。びくともしない、どっしりと
した安定感がどの写真からも感じられる。大型カメラを三脚を据えて
撮影した風景や建築、モノの写真だけではない。小型カメラで撮影さ
れたスナップショットでさえ、構図に隙がなく、ピントはシャープ。
写っているものの情報を存分に引き出し「よく写っている」としかい
いようがない。そして、カメラを少しでも動かせば、この構図が崩れ、
まるで別の写真になってしまうような気がする。いや、それどころか、
この世界そのものが崩壊してしまうようなきわどい緊張感すら感じさ
せる。それでいて、どこかまろやかな優しさ ---- 写真のトーン、カラー
写真の色合い ---- を持っているところが不思議である。緊張感と優しさ。
その相反する世界はどのようにつくられたのか。」

けれども
そのゆるぎなさは
深いやさしさを
湛えていなければならない
ゆるぎない器こそが
かぎりないやさしさを
受けることができるからだ
ゆるぎなさは
かたくなさではない
それと相反するものだ
かたくなさの器は
みずからのカタチ以外を
受け容れることを拒んでしまうから

もうひとつは
無常な流れのなかにある
見えないでいる確かなものを観ること

美を観るには
ふたつの観方がある

おそらくその二つの観は
同じものの両面なのだろう

ひとつは
ゆるぎなく観ることで
その奥にあるものをつかむこと

どちらも
観ることのなかに
祈りがなくてはならない
そうでなくては
ものとともにあることはできないからだ

「岩宮の作品を概観すると、大きく２つの流れがある。１つは日本文化
に焦点を当てたもの。佐渡から奈良、京都、色とかたち、日本海まで
撮影場所とモチーフは多岐に渡るが、「日本文化」を視覚化し、記録す
ることは長年にわたるライフワークとなった。もう１つはアジアだ。
ユネスコの委嘱事業により東南アジアや中国、インドの仏教遺跡を訪
れ、仏像を中心に撮影している。しかしこの２つは無関係ではなく、
アジアの仏教遺跡を歩くことで、日本文化に大きな影響を与えた仏教
の源流を探ることになった。
岩宮は自身の撮影についてこんな文章を残している。京都の詩仙堂
で雪と椿を前に「止静（しじょう）」の場に踏み入ったときの体験である。
「私は、われながら無策とおもえるほどの位置にカメラを構えた。対象
をたくみに写そうとするのではなく、あるがままに写すことが、この
場合、最上の方法であるとおもった。けれども、私はあるがままに写
すことのいかにむずかしいことか、よく知っているつもりだ。あるが
ままに写して、ものの見性をつかみとることは、なまやさしいわざで
はない。しかも、ものとものとが出合いによって微妙に照応するすが
たや〝止静〟の見性を定着しようとするのだかた、いよいよもってやっ
かいである。
」
（
『京都』撮影余録 昭和 46 年 (1971) 毎日新聞社）
「見性」とは仏教用語で「本質を見ること」。ここでは転じて、被写体
の本質を見抜くことだろう。「止静」もまた仏教用語で、禅における静
止した状態を指す。つまりここで岩宮は仏教の概念を援用し、写真と
いうこの世界を静止させてしまうメディアを使い、写っているものの
本質を写すことの困難さを書いている。そして、その「境地」を切り
開くための苦悩も。
岩宮の出発点は先述したようにヨーロッパから始まったモダニズム
写真にある。しかし、その思想を咀嚼し自身のものにするためには、
独自の美学を自らの手で作りあげる必要があった。岩宮は写真以外に
も俳句や書、陶板にも打ち込み、作品として発表もしているが、私に
はそれらが写真表現のためであったように思えてならない。なぜなら、
それぞれが東洋的な感性を研ぎ澄ますことに有効な表現手段だからだ。
岩宮のゆるぎなさとは、ジャンルを越えた表現に挑むことで、自身の
美学をたえず鍛え上げた結果だと私は思う。」
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■牧野英一郎『日本人のための音楽療法』（幻冬舎

天の音
地の音
人の音
人は人のなかで病む
人が病むのは
天と切り離され
地と切り離されるからではないか
ならば
人は天と地とともに
響きあわねばならない
人はみずからのなかで病む
人が病むのは
頭と四肢と胸が
切り離されるからではないか
ならば
人は頭と四肢と胸を
響き合わせねばならない

2019.3）
「「もののね」とは、音を伴う情景です。
ここでいう「音」には、楽器音だけでなく自然音も含まれます。さらには、
そうした音によってもたらされた心の中に現れる景色、感情の景色と言うべき
ものなど、聴覚以外の感覚も「もののね」には含まれます。
」
「「もののね」という言葉は源氏物語の時代から使われていました。環境音楽研
究家の田中直子氏は次のように述べています。
「源氏物語に登場する「もののね」という語は従来は箏や管弦などの器楽を漠
然と示すとされていたが、そればかりではなく、楽器が醸し出す音色や感性的
な肌あいを意味したり、その音色がその場できこえてくる自然音や、聴覚以外
の感覚によってとらえられた様々な状況及び雰囲気と調和していることを暗示
したりもする」
「もの」という言葉には、「物・音」だけでなく「もののけ」や「ものがたり」
のように人の感覚を超えた存在という意味があります。また、
「ね」にも「音」
だけでなく「根」というニュアンスがあるので、
「もののね」は人間の心根も含
む語と解釈することができるでしょう。
」
「西洋では自然音に対して関心が払われることはなく、特に近代以降は、自然音
と楽音は相いれないものとみなされていましたが、日本人は先にも述べたよう
に自然音と楽音を西洋人ほどには差別せず、両者は溶け合うものとしてきまし
た。
例えば、音楽物語としても名高い『源氏物語』には自然音と楽器音の融合す
る情景の描写が多く見られます。
「若菜下」には（略）、波の音・風の音・木高い、松風の音といった自然音と、
笛 ･ 琴・笏拍子・鼓といった楽器音が、一緒に響いて調和して、ある感情を暗
示までしています。
また、「鈴虫」という章では、
（略）虫の音（聴覚）
、楽音（聴覚）
、感情、秋
の情景がもたらすその他の感覚（視覚、触覚など）が一体のものとして表され
ているわけです。」
「田中直子氏は「もののね」という日本人の音に対する関わり方自体が、鼓膜を
振動させないものも音とする神秘主義的宇宙観に通ずる可能性を、次のような
一文の中で示唆しています。
「『もののね』の始原的意味は、物事の真髄（根）が揺れ動くことによって生
まれる音にあるからではないだろうか。しかもこの場合の音は、かならずしも
人間の耳に聞こえるものに限らず、中世ヨーロッパの『天体の音楽（ムジカ・
ムンダナ）』のような、万物を支える最も根底的なものという観念も含まれよう」
「天体の音楽」とは、天体は運行しながら人間の耳には聞こえないハーモニー
を発しているという発想であり、古代ギリシャの数学者、ピタゴラスが着想し
たと言われています。」
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■マルティン・ハイデガー『技術とは何だろうか／三つの講演』（講談社学術文庫

科学主義は
人を虚無的なものにする
物が物であることから
そのポエジーを奪うからだ
技術は
人をも道具に変える
道具なくしては生きられないとき
人は道具の道具になるからだ
芸術としてのテクネーが
見失われて久しい
技術が世界から引き出すのは
虚無化した見せかけの物にすぎないのだ
そこで人はますます亡霊と化してしまう
科学を問い
技術を問い
敬虔なまでに
繰り返し問いつづけ
物のほんらいの真実としての
輝きを顕現させる糸口とするのだ
ポイエーシスとしての芸術への道
ポエジーを顕現させる道を歩むために

2019.3）
（「物」より）
「科学的知識は、その領域つまり対象の領域において強制力をもっていますが、物を
物としてはとっくに虚無化しています。これは、原子爆弾が爆発した時点よりもずっ
と前からそうなのです。（略）この場合、物の虚無化とは、物が物としては虚無的な
ままにとどまる、という意味です。物の物性はあくまで隠され、忘れられたままで
す。物の本質は決して全面に現れません。すなわち、言葉にもたらされません。こ
のことを、物が物としては虚無化されている、という言い方は意味しているのです。
虚無化がかくも不気味であるのは、それが、次のような二重の意味での思い上がり
を伴っているからです。第一にそれは、科学とは、残余のすべての敬虔に先立って、
現実的なものをその現実性においてずばり言い当てるものなのだ、という思い込み
です。そして第二に、そうはいっても現実的なものを対象とする科学的研究とはお
よそ無関係に、物があくまで物でありうるのだ、といった見せかけです。」

（「技術とは何だろうか」より）
「総かり立て体制は、人間をかり立てて、現実的なものを徴用物質として徴用する仕方で顕現させるように仕向ける、か
のかり立てるはたらきを取り集めるものです。そのように挑発された者として、人間は総かり立て体制の本質領域内に立っ
ています。」
「かつてテクネーという名称をおびていたのは、技術だけではありませんでした。かつては、輝き現れるものの輝きへと
真理をもたらす、かの産み出して顕現させることも、テクネーと呼ばれていました。
かつては、真なるものを美しいものへもたらす産み出す働きも、テクネーと呼ばれていました。芸術というポイエーシ
スも、テクネーと呼ばれていたのです。」
「芸術とは、何であったのでしょうか。（略）それは、芸術が、こちらへと前にもたらして顕現させることの一つであり、
それゆえポイエーシスに属していたからです。ポイエーシスという名称を固有名詞として最終的に冠されるに至ったのは、
美しいものを造形する芸術の一切をくまなく支配する、かの顕現させること、つまり創作 [Poesie]、詩人的なものでした。」
「技術の本質は、技術的なものではありません。ですから、技術について本質的に省察し、技術と決定的に対決することは、
一方では技術の本質に親和的でありながら他方では技術の本質とは根本的に異なる領域において、生ずるのでなければな
りません。
そのような領域こそ、芸術にほかなりません。ただしそれは、芸術的省察が、これはこれで、私たちが問うている真理
のめぐり合わせの付置を、閉鎖してしまわない場合にかぎります。」
「そのように問うことで、私たちが証し立てている苦境があります。なにしろ私たちは、純然たる技術に先立つ、技術が
本質を発揮しているところを、いまだ経験していませんし、純然たる美学に先立つ、芸術が本質を発揮しているところを、
もほや真に保持していないのですから。しかしながら、私たちが技術の本質を熟考して問えば問うほど、芸術の本質はそ
れだけいっそう秘密に満ちたものになります。
私たちが危機に近づけば近づくほど、救いとなるものへと通ずる道はそれだけいっそう明るく輝きはじめるのであり、
私たちはそれだけいっそう問いつつある者となるのです。というのも、問うことは、思索の敬虔さなのですから。」
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■煎本孝『こころの人類学／人間性の起源を探る』（ちくま新書 1395

2019.3）

人が人になったのは
こころゆえになのだろう
こころは迷路のようだ
人は迷路のなかを
たよりないこころの灯りで
よろよろと歩いている
こころは空のようだ
空（そら）はただ昼と夜を
交替させているだけだが
雲があり雨や風があり
その模様を千変万化させる
心の模様はさまざまだが
模様の描かれる空は
ただそこに広がっている空（くう）だ
現実は空（くう）であり
初原的同一性と互恵性のなかで
さまざまなリアリティをもった
相互依存関係のもとにある

どんなに異なって
現れているように見えても
それらは対立しているのではなく
共存関係にあるのだ
人は心を病む
からだもまた心だ
病んだときには
癒やされなければならない
そして病はすべて方便であり
方便ゆえにリアリティーを持ち
そのリアリティをかかえたこころで
人は仮象を生きている
こころという
どこまでも謎のような訪れとともに

「利己的行動や利他的行動は、外面的には異なった位相として現れるが、本来は一つ
のこころのはたらきである。このこころのはたらきの本質は、利己的行動や利他的
行動の主体となる自我を越えたレベルにあるこころの自然である。この時、こころ
の自然の中でしあわせの感覚を生み出しているのは、自他を越えた同一化そのもの
である。実際、カナダ・インディアンが動物を狩猟する瞬間、シャマンが神々とな
る瞬間、チベット僧が瞑想において大楽と空と慈悲とを一つとして体得する瞬間、
自他の区別を越えた同一化の中で、こころはしあわせに包まれている。
こころの根源的な真実とは、理性を越えた普遍的なこころの世界であり、仏教で
いう空に相当する。現実世界の現象は他に依存して単に名前をつけられてあるだけ
で、それ自体として存在しているのではないとする空の理解は、現実の世界で異なっ
ているものも本来は同じであるとする初原的同一性の思考と共通する。
もっとも、仏教における空の理解が現実への執着から離れることに対して、初原
的同一性と互恵性の思考は、現実世界の現象が関係の総体としての体系であること
を強調する。それにもかかわらず、両者とも現実世界を絶対的存在とは見ていない
こと、そして、理性を越えた世界があること、さらには現実世界は相互依存による
成り立っていることを認める点で共通している。
このこころの根源的な真実の理解に基づくと、もはや、理性を越えた世界と日常
の現実世界とは同じである。これが自然的宇宙観への回帰である。その時、こころ
はあらゆる分別から離れ、何ものにも縛られない。これがこころの自然である。人は、
こころの自然に生きるのである。」
「この五〇年近くにわたり、私は「人間とは何か」という問いのもと、自然と文化の
人類学のフィールドワークを行ってきた。ダライ・ラマ法王の灌頂儀礼がまさに始
まろうとする瞬間、私の中で、今までのフィールドワークの経験をもう一度ゆっく
りと辿りながら、新たな視点からこころを探究する旅が始まったのである。」
「私は目の前で繰り広げられる光景に困惑していた。深遠な仏教哲学や厳粛な仏教
儀礼と、ラーを憑依して叫ぶシャマンたちが同じ場にいることに違和感を覚えたの
である。しかも、ダライ・ラマ法王はもとより、観衆はそれがまるで当たり前であ
るかのように、この光景を共有していた。かつてダライ・ラマ法王は、仏教徒であ
るあなたがどうして神や霊と関係をもっているのかと西洋人に尋ねあっれたことが
あったという。彼は「それがリアリティー（現実）だかた」と答えた。さらに、ダライ・
ラマ法王は、「ネチュンがいて人の役に立っている。仏である、霊であるということ
で人に害を与えてはならず、他の人の役に立つようにならねばならない」と述べる。
リアリティーとは、ありのままの現実ということである。もっとも、空の理解に
基づくならば、この現実は空である。すなわち現実とは、それ自体としての実体を
持たない、原因と条件に依存して名前を与えられただけのものにすぎない。したがっ
て、神や霊のみならず、諸尊さえ空であり、同時に現実である。これらは、すべて

人間のこころを原因として作り出されたものにすぎないからだ。実際のところ、シャ
マンによる治療も、仏教儀礼による長寿祈願も、さらには、カーラチャクラ灌頂儀
礼でさえ、こころと身体に関わる心理療法に他ならない。すなわち、現実を空であ
ると理解し、その上で、空なる現実を用いて、現実をより良いものにするのである。
さらに、他のものに依存して単に名前を与えられて存在しているにすぎないとい
う、無我の深遠なる見解によれば、自分も含めてあらゆるものたちは、それ自体と
して独立している個人ではなく、相互関係の中で存在している。この仏教的理論は、
自然と文化の人類学の観点から見れば、初原的同一性と互恵性の考えに沿っている
といえる。すなわち、異なるものは本来同じであり、互恵的関係によって結ばれて
いる。さらに、世界は恒常的な互恵性としての共生関係により形成される一つの体
系である。異なるものは対立ではなく共存しているのである。」
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■木村伊兵衛『僕とライカ（傑作選＋エッセイ）』（朝日文庫

2019.3）

（「1933 カメラは機械である」より）
「カメラは機械である。
意志も感情もなく ---- 一定の条件をあたえて一定の時間に一定
の空間をシャッターを付けると、のべもなくきまりきった映像が
とれる ----。
乾板だ。フィルムだ。レンズだ。
それ等は明瞭に物質で、そしてそれ等はうたがいもなく存在し
ている。
レンズを透して光線が入ってくる。乾板或はフィルムに感光す
る。薬品は数字的である。数字的なものに依って、それはその感
光膜を表して来る。
印画紙はその化学変化を調整の黒白灰の三色によって表す。
それを写真と言う。
そして実にたったそれだけの事である。
」
「写真は芸術家。或は否か、又は本当の意味での芸術とは何である
か？ おしい事に私はそこをはっきりと言えない。
ただシャッターをきるのは、試験管をのぞくのとは訳がちがっ
て、一＋二と簡単に行かない、感情、場所、時等のあらゆる条件
があらゆる場合において形をかえてせまって来るのである、と言
う事は言える。」

写真を撮ることが
特段好きなわけではないけれど
写真集を見たり写真家の言葉を読んだりは
わりと好きなほうだと思う
けれどもなぜか
写真家になりたいと思ったことはない
それは作家になりたいとか
芸術家になりたいとか
学者になりたいとか
思ったことのないのと似ているのかもしれない
写真を見るのが好きなのは
カメラという機械にすぎないものが
撮る者のなにがしかを
きわめてリアルに射影することなのだろう
そしてそこで見ることを深めることができる
それは言葉という
だれにでも使えるはずの言葉が
使う者のなにがしかを
きわめてヴィヴィッドに投影することにも似ている
そこでも言葉という存在への思索を深めることができる

語彙も少なく表現力の乏しい言葉を使ってさえ
なにがしかのものを書いてみるのも
そこにじぶんの魂の有り体が現れるのを
自虐的にさえ楽しめるからなのかもしれない

安物のデジカメで水などを撮ってみるのも
じぶんの水がそこに射影されてしまうのを
面白くときに恐ろしく見ることができるからだし

そしてそうすることで
ひとの写真や言葉に現れている
隠されようもないあられもない姿も
どこか見えてくるところもあるのだ
悲しさも愚かさも
せつなさも喜びも
気どりも恥ずかしさも
さまざまな光と闇が
そこではさまざまに演じられている
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■國分功一郎・互盛央『いつもそばには本があった。』（講談社選書
メチエ 2019.3）

寺山修司に
『書を捨てよ、町へ出よう』
という本がある
それをもじって言えば
「書から離れ、生へ出よう」
本で知り得ることも
そこから受ける刺激も大きいけれど
本は読まされてしまうことで
考えることを奪ってしまいかねない
本の世界のなかで
自家中毒になってしまうからだ
とはいえ
本に縛られないために
社会に出よとかいうことでもない
それは対象に埋もれてしまうような
短絡的な発想でしかない
たとえば手を使うことだ
足を使うことだ
しかもそれを
対象に埋もれる形ではなく
そこにこそ深く眠っている
対象のない思考を育てていくのだ
それこそが未来への思考を育てるからだ

知ることと知らないことのパラドクスも
それを本の世界に求めても
得られるものは乏しいだろう
手で思考することがそこには欠けているからだ
そのパラドクスは手でつながねばならない
「いつもそばには本」ではなく
「いつもそばには手」なのだ
手を再発見しそれを生きることで
本はその欠損を埋めることができるだろう
内在平面を活性化させ多次元化するためにも
本の縛りを離れた視点が不可欠になる

（互盛央「まえがき」より）
「本書は確かに「本」に関する本ではあるが、すでに星の数ほどある「本」に関す
る本のように「この本を読むべきだ」とか「本はこのように読むといい」といった
ことはいっさい書かれないだろう。だから、この本は間違ってもガイドブックでは
ないし、分かりやすく何かの役に立つこともないだろう。何しろ本書の著者は「本」
についても「本」をめぐる経験についても、何かを教えようとしていないし、いか
なる意味でも「正しさ」に訴えようとしていないのだから。」
（國分功一郎「あとがき」より）
「この本を書きながら一つ確認できたことがあった。自分は、何と言ったらよいか、
機能主義的に本を読んできたということである。私は常に何か自分が直面している
問題、気になっている問題に何とか答えようとして本を読んできたように思う。
この謎を解明したい。この論点についてもっと知りたい。この思想をわかりたい。
そのような欲望に突き動かされて読書することが私の読書においては何よりも大切
なことであった。解明したい、知りたい、分かりたい、そのような欲望のただ中に
いながら、その欲望に答えてくれる本に出会い、それを読んでいる時の喜びは格別
であり、その喜びをずっと感じ続けていたいという気持ちが、私を読書に駆り立て
る最大の要因であったように思う。」
「プラトンが『メノン』の中で紹介している有名なパラドックスがある。それは次
のようなものである。「人間は、自分が知っているものも知らないものも、これを
探究することはできない。というのは、まず、知っているものを探究することはあ
りえないだろう。なぜなら、知っているのだし、ひいてはその人には探究の必要が
まったくないわけだから。また、知らないものを探究するということもありえない
だろう。なぜならその場合は、何を探究すべきかということも知らないはずだから」。
私はこのパラドクスのことがずっと気になっている。これはとても大切な問題を
提起していると思う。おそらくこのパラドクスは実践的にしか越えられない。そし
て、おそらく、読書の実践こそがこのパラドクスを乗り越える最良の方法である。
私自身、実のところ、解明したい、知りたい、分かりたいという欲望に突き動か
されなくなってしまう時をしばしば体験する。家にはまだ呼んでいない本がたくさ
んあるのに、「何を探究すべきかということも知らない」状態に陥っていると、そ
れらの本が単なる風景になってしまうのだ、私を少しも誘惑しない。私も手を伸ば
すことができない。」
「解明したい、知りたい、分かりたいという欲望のただ中にいるとは、プラトンが
言う「知っている」と「知らない」の間にいることだ。欲望そのものもまた、何か
と何かの間にいる状態として定義できるだろう。それに対して快楽とは終着点であ
る。確かに何かが分かった瞬間には快楽があるだろう。おそらく私もその快楽を感
じたことはあるのだろうが、それは私をあまり惹きつけない。私はただ欲望の中に
いたい。」
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■松本卓也『創造と狂気の歴史／プラトンからドゥルーズまで』（講談社選書メチエ

詩はポエジー
ポイエーシス
ひとには作れないものを
作り出そうとすれば
その時代の多くの人が
生きることのむずかしい
意識の領域を生きる必要がある
狂人
天才
鬱
統合失調症
自閉症
そんなありようが
創造を生み出すともいわれ
またそうした狂気が
排されることもあったが
世の常識という名で呼ばれる
きわめて狭い意識の領域では
生み出すことのできないものがあるのだ
そうした狂気と呼ばれもする
意識の領域が病となることもあれば
それらを制御する能力を身につけることで

2019.3）

それが創造的な在り方を示すこともある
じぶんでもわからない意識にふりまわされるのか
広い意識の領域を制御できるのか
その違いは常識からは見えにくい
そしてときには両者の境界は曖昧にもなる
認識できないとされることを
認識するためには
リスク覚悟の冒険も必要になるからだ
それでも神秘学は
狂気に陥らぬよう
意識を制御し得るための
さまざまな訓練を事とする
そのための最も効果的な訓練は
日常を日常として意識的に生きることだ
日常は本来きわめて複雑な様相を有している
流されずそれらの様相を
演じられる意識を身に付けること
そうした意識は
常識を越えた意識の領域を歩むための
効果的な導き手となる
それがポイエーシスとなったとき
ポエジーはほんらいの姿で
現れてくるのではないだろうか

「紀元前においてすでに、狂気は当時の代表的な芸術である詩を生み出す能力と関
係しており、さらには「天才」一般にも関係すると考えられていたのです。創造と
狂気を結びつけるこのような考え方は、のちのデカルトのような近世の哲学者や、
カントやヘーゲルといった近代の哲学者、さらにはハイデガー、ラカン、ドゥルー
ズなどの現代の哲学者や思想家にまで影響を与えています。」
「プラトンの詩人狂人説、アリストテレスのメランコリー＝天才説、さらにはフィ
チーノとデューラーによる「うつ」の価値転換を経て問題化されたダイモーン＝狂
気はデカルト、カント、ヘーゲルによって排除されたのですが、ヘルダーリンによっ
て裂け目のなかに再出現させられました。そして、フランス現代思想は、ヘルダー
リンの詩作とその影響を受けたハイデガーの思索の強力な磁場のなかで「創造と狂
気」について思考するようになり、そこに統合失調症中心主義と悲劇主義的パラダ
イムが生まれ、さらにはそれらに対する抵抗が試みられたのでした。最終的にはドゥ
ルーズによって、それらのパラダイムとは無縁の、偶然や賭けを重視する「創造と
狂気」論が生み出されました。
狂気のなかに人間の真理を見出すような「人間」はそう遠くないうちに死に絶え
てしまうだろう、というフーコーの予測は−−−−統合失調症中心主義と悲劇主義的
パラダイムの乗り越えという点では−−−−あたっており、ある意味では−−−−オルタ
ナティヴな「創造と狂気」論の可能性という点では−−−−外れた、そのように暫定
的に結論づけてもよいように思えます。実際、最後にとりあげたドゥルーズの考え、
すなわち祈りにも似た試みによって可能になるかもしれない不可能なものとの関係
は、「創造と狂気」についての新しい考えを可能にするように思われます。
現在おこなわれている哲学的思弁の一部も、そのことを考えているようです。
二〇〇〇年代から二〇一〇年代初めにかけて注目を集めた思弁的実在論の中心人物
のひとりであるカンタン・メイヤスー（一九六七年生）は、マラルメの『骰子一擲』
に秘められた暗号的な数字を読み解き、やはり「かもしれない」という用語を主題
化しながら「＜偶然＞それ自体」について語っています。
またメイヤスーは、これまでの近現代思想が、カントの物自体と現象という区別
に代表されるように、世界にはどうしても接近不可能なものがあり、人間はそのよ
うな不可能な不可能なものが整序されたかぎりのものしか認識しえない、という考
え（＝「相関主義」）にもとづいていたのに対して、むしろそのような立場から離
れ、たとえば物自体そのものを直接的に扱うことを試みてもいます。いうまでもな
く、これはハイデガー依頼の「詩の否定神学」に依拠せずに、いかにして（不可能な）
ものを扱うかという問題とも関連しています。
くわえて、この潮流に属するスティーヴン・シャヴィロ（一九五四年生）は、こ
のような新しい思弁の転回において重視される自足的な実在を、自閉症と結びつけ
て次のように語っています。
このような非相関的な思考や感覚あるものを自閉的と表現できるかもしれない。
[･･･] 彼らのもつ視角は、ラリュエルにとって写真の「視角における内在」と同じ
ように、「写真が表象するあらゆるものを厳密に＜同じ足場に＞在るようにさせる。
図と地、右（頁）と左（頁）、過去と未来、前景と遠景、正面と地平など−−−−今や
こうした全てはいかなる存在論的な階層秩序の完全に外側に存在する」。ラリュエ

ルが加えて言うには、この平面化は経験の同質化ではなく、「＜様々な特異性＞や
＜物質性＞の解放と激化」へとつながるのである。[･･･] 自閉症者はこの世界にすっ
かり浸りきっており、現象学的志向性による諸関係とは無縁に、世界に内在しきっ
ている。ゆえに自閉症者は定型発達の者と比べて、世界に自分を基本的に調律させ
るにあたって、徹底して「相関主義的」ではないように見える。」
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■石田英敬・東浩紀『新記号論／脳とメディアが出会うとき』（ゲンロン

2019.3）

思考する力が
生命力を変容させたものであるように
自然を観る力が変容して
文字を読む能力になったのだろうか
そしていまや
アナログ的な認識が変容して
デジタル的な認識へと向かっているのだろうか
物が情報へと変容してゆくように
けれどもたとえ
脳がヴァーチャルを生きはじめたとしても
ひとは機械の脳で生きているわけではない
そこには四肢がありそして臓器が脈打っている
そして脳を使っている魂がある
道具は道具である
どんなにＡＩが進んだとしても
道具は道具を越えられないだろう

むしろ今度は
情報が物となり
デジタル的な認識がアナログ的な認識になり
文字を読む能力が自然を観る力になり
思考する力が生命力になるような
そんな逆のベクトルが
必要とされるようになるのではないか
ふたつのベクトルが合わさったとき
はじめて可能になる認識もあるのではないか
人間という存在が
天へと向かう力と地へと向かう力を
逆説的に合わせた存在であるように

「石田／言語はチョムスキー以後、さまざまな議論はあるにせよ、生得的なものだと
考えられています。しかし文字に関しては、持って生まれて文字が読めるというこ
とはありません。つまり、文字を読む能力は遺伝子のなかにまだ組み込まれていな
いのです。
人類が文字を書くようになったのは、せいぜい五五〇〇年ていどまえのことです。
じゃあどうして文字の読み書きができるようになったかというと、事物を見分ける
ための脳の活動の領域を、文字を見分けるという活動へと振り向けている、リサイ
クルしているからだ、というのがドゥアンヌのニューロンリサイクル仮説なんです
ね。
（略）
東／いまのお話を聞いていて思ったのですが、もし読字の能力が事物の特徴を見分
ける部位の転用で可能になったのだとすると、読書にすぐれているひとは、逆に自
然の事物を識別するパフォーマンスが悪くなるのかなと。自然界のかたちを分別す
る能力の一部が、読書に振り分けられているわけだから。
素朴な実感からすると、そういうことがあってもおかしくないと思うんです。つ
まり本ばかり読んでいるひとは、木や虫を見ても見分けられない。じっさいぼくが
そうで、カエデもクヌギおブナもぜんぜん区別がつきません。逆に、幼いころから
昆虫博士や植物博士と言われるような子どもは、あまり本に興味を示さないのかも
しれない。
（略）
石田／ニューロンリサイクル仮説のおもしろい点は、文字の習得によって、あたか
も人間が生得的な読み書き能力を持つかのごとくに文字を読み書きするようになる
と言っているところだと思う。文字認知は空間認知のための生得的な能力を「乗っ
取る」ことで成り立つという理論ですからね。現代の物理学の水準で、自然と文化
の関係を説明するとこうなるんだ、ということがあらためてわかる。」
（石田英敬「補論」より）
「記号論がブームとなったのは、戦後復興期から高度成長期へいたる「生産の資本主
義」が一段落し、欲望を生産する「消費の資本主義」へと変貌していった時代のことだ。
（略）
ボードリヤールが『物の体系』で述べた「物が消費されるためには、物は記号に
ならなければならない」という定式が、消費社会における物の記号化を言い表した
言葉だった。物が消費されるためには、商品がメディアによって媒介されて消費者
の欲望が誘発され、意味の消費が行われるのでなければならない。そのために、モ
ノはメディアの表層に浮かぶ記号 ---- 言葉やイメージ ---- にならなければならない。
ボードリヤールの定式は、ポストモダンな消費社会の記号論敵主体として定義され
ていた。
その後、二〇世紀末の情報革命によって資本主義は大きく変容した。世界が記号
論化したのに記号論が忘却されるというパラドックスが起こったのは、まさにこの
情報革命に起因している。
世界が記号化したのは、ライプニッツが考案した普遍記号論が、二〇世紀にはコ
ンピュータとして実装されて、万人の生活基盤となったからだ。すべてのメディア
がデジタルメディアへと移行した現在、アナログメディアの記号論は役割を終えた

とも言える。その一方で、消費資本主義は情報資本主義へと進化し、人類がコンピュー
タ機器や情報端末に常時接続する生活を送るようになって、人々はますます有機的
にメディアの記号生活に組み込まれ世界全体が記号論化した。
記号論は二〇世紀資本主義を理解するための理論パラダイムの創出に寄与したが、
情報コミュニケーション技術が資本主義の土台そのものとなった一九九〇年代以降、
記号論を基礎にしたポストモダンな批判理論はネオリベラル化する世界を前に手も
足も出なくなった。二一世紀でクリティークが後退することには、明確にエピステ
モロジック（認識論的）な理由があったのだ。だから、記号論を、ロックやライプ
ニッツのバロック記号論にまでさかのぼってもう一度捉え返して抜本的につくり直
し、デジタルメディアの記号論 ---- ぼくの言う「情報記号論」---- への書き換えを実
行して、新たな批判の道具をつくらねばならない。」
「ぼくたちが携行しているスマホ一台だけでも、二〇世紀半ばのハリウッド文化産業
の制作部やテレビ局以上の技術的キャパシティをすでに備えている。
ぼくたちが日常使用しているパソコンは、二〇世紀の最初期のコンピュータ、Ｅ
ＮＩＡＣの数百万倍もの演算能力をもち、公共図書館に匹敵するメモリーを備えて
いる。
二一世紀の人間とは、フロイトが言っていた「補助具をつけた神」となった人間
のことである。
（略）
補助具をつけた人間とは、いかにも「ちぐはぐ」な存在である。決して割り切
れることのない共約不可能な関係にこそ、インターフェイスという「寄せ集め
disparation」の力がある。その意味では、厳密に言えば、ひととマシン、ひととコ
ンピュータとのよく言われる「協働」や「共進化」などありえない。むしろ、ひと
とマシン、ひととコンピュータのあいだの「齟齬」こそが、メディアやコンピュー
タという補助具をつけたヒトの力の源泉というべきなのである。
その意味でやはりフロイトは正しく、「補助具をまとえばめざましいが、人間とと
もに成長したわけではなく、しばしば危難を人間に与える、補助具をつけた神」の
このちぐはぐな居心地の悪さを、人類は、よくも悪しくも、まだしばらくは生きつ
づける以外にないのである。」
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■ｐｅｎ 4/1 2019No.471「創設 100 周年
2019.3）

バウハウスを知っているか？」（CCC メディアハウス

芸術と技術を
新たに統合することをめざした
造形教育のために
建築家グロピウスはバウハウスを創立した
そのなかで造形理論を教えたのが
カンディンスキーとクレー
点や線などにより
形はどのように生まれ
そこに色はどう関わるかが
それぞれに異なった視点と理論から
生徒とともに探究されていった

カンディンスキーは
構成要素の間に働く合法則的な力である
「緊張」を正確に見抜き描写する
「分析的デッサン」という方法をとり
赤・青・黄の三原色を巡り
色彩と形態との相関論も模索されていった
カンディンスキーの「緊張」に対して
クレーには「分節」が重要だった
そして色彩においても形態においても
分節が可能なものと
分節が不可能なものとを関係づけ
形態ではなく造形および形成として
運動と反対運動の均衡を調停しようとした
そしてそこにクレーならではの寓意性が
与えられたりもすることになる

さてバウハウスは未来へ蒔かれたひとつの種である
ヨハネス・イッテン
オスカー・シュレンマー
マルセル・ブロイヤー
ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ
ラスロ・モホイ＝ナジ
さまざまな種が蒔かれ
100 年後の今にさまざまな潮流を残している
現代においてこうした
芸術と技術を統合しようとする理念への試みは
実現可能なのだろうか
バウハウスは 1919 年に生まれ
1933 年に政治的な圧力で閉鎖されたが
ある意味でかの時代にも似て
現代もまた危機の時代にあるといえる
そのなかで蒔かれるべき新たな理念は
どのような種なのだろうか
おそらくそこでも芸術こそが
新たな役割を担っていくにちがいない

■『バウハウス展

ガラスのユートピア』（読売新聞社・美術館連絡協議会 2000）

（「バウハウス展 ガラスのユートピア／主催者ごあいさつ」より）
「1919 年、「来たるべき新たな信仰のクリスタルな象徴」を謳って建築家グロピウ
スによって設立され、1933 年にナチスの圧力により閉鎖されたバウハウスには、
20 世紀の芸術・文化史上の問題が高密度に集約されています。モダニズムのラディ
カルな原型とみなされるバウハウスは、世紀転換期のいま、思考の基準点としての
価値を各方面に提供しています。
バウハウスは多様な複合体でした。機能的にみれば、革新的な教育機関としての
役割と実験的な生産工房としての役割とを兼ね備え、同時に、カンディンスキーや
クレーといった卓越した芸術的才能にとっての奇妙な滞留の場となりました。また、
理念的にみれば、共同体を志向するユートピア的な側面と合理主義的な近代デザイ
ンの原点としての側面とを併せもっています。また、通時的にみても、表現主義的・
手工業的な段階から機能主義的・機械生産的段階へ、という展開を遂げました。
バウハウスと同時代のドイツの思想家ベンヤミンは、
「ガラスでつくられたものに
はアウラがない」と述べています。グロピウスの設計になるバウハウス・デッサウ
校舎のよく知られたガラス建築は当時、厚い壁で仕切られ、個人の内面が充満した
“ ブルジョワの室内 ” の私的所有性を否定していくような、美学的 - 政治的拠点とし
ての意味合いを担っていました。そこには、風通しのよい透明性が浸透していると
同時に、現実社会に関わろうとするが故にその力学に曝されるという危うさが孕ま
れていたのです。」
（ｐｅｎより「巨匠２人が教えた、造形の基礎理論」より）
「日本パウル・クレー協会の代表、新藤真知はこう語る。
「当初からバウハウスんは絵画教程はありませんでした。美術学校ではなく、創造的
な仕事を目指す職人の教育施設だったから。なのになぜ画家であるふたりが呼ばれ
たのか。彼らはここで、絵画ではなく造形理論を教えたのです」
造形理論とは、点や線などによって物の形態がどう成り立ち、色はどう関わるか
を研究したもの。彼らの著書をめくると数学や物理学のノートを眺めている気分に
なる。
「面白いのは、カンディンスキーとクレーで理論の原則が違うのです。なぜなら、バッ
クグラウンドが異なるから」
カンディンスキーはモスクワで法律を学び、画家に転じて成功を収めた人物。「だ
から、彼の精神を覆っているのは法律家の思想であり、既に完成された理論の持ち
主。それに対して、クレーはもともと音楽家で詩人。線や動き、ダイナミズムなど
をテーマに、理論と実践を繰り返す中で、彼自身も生徒と一緒に考えを深めていっ
た。クレーはロマン主義者でした」。
色彩学にも両者の違いが表れる。ともにゲーテの色彩論をバイブルとしながら、
カンディンスキーは色彩心理学に近い独自の論を考え、対してクレーは、化学的に
色の特性を捉えた。
「各々の画家が自分なりの造形理論をもっていた。ヴァルター・グロピウスがすごい
のは、バックグラウンドの違う、しかも後世の美術史に名を刻む芸術家を大勢呼ん
で、彼らに基礎を教えさせたこと。それこそがバウハウスの大きな功績です」」

（『バウハウス展 ガラスのユートピア』〜「ヴァシリー・カンディンスキーの授業」
より）
「カンディンスキーの授業で最も特徴的なのは、「分析的デッサン」と呼ばれる方法
である。これには三つの段階がある。椅子や自転車など、雑然と組み上げられた静
物を前にして、学生は以下のような抽象化の手順を試みる。
(1) 全体の組み立てと、部分同士の関係を把握し、整理する。
(2) 対象に内在する「緊張」を、太線、点線、彩色などによって明確化する。
(3) もっぱら線の構成によって、エネルギーの「緊張」のみを抽出する。
「緊張（Spannung）」は、カンディンスキーの芸術論の中心となるキーワードで、
それぞれの構成要素の間に働く合法則的な力を指す。それを「正確に見抜き、かつ
正確に描写する」こと。それが「分析的デッサン」の目的だった。
一方、カンディンスキーの色彩論は、主として赤・青・黄の三原色を巡って展開
された。すでにバウハウス就任前の 1910 年代から彼は、例えば「青＝精神的な色」
といったように、色彩についての本質論的アプローチによる思索を行っていたが、
バウハウス時代にはこれに加え、実用性や、他の色彩との関係性についても、注意
が払われるようになる。また、色彩と形態との相関論も模索され、青は円と、赤は
正方形と、黄は三角形と親近関係にあるものとされた。」
（『バウハウス展 ガラスのユートピア』〜「パウル・クレーの授業」より）
「クレーは、バウハウスに着任した 1921 年から「造形的形態論」の授業を行い、
翌年には色彩論にまでその範囲を広げた。彼の授業を特徴づける中心概念の一つに
「分節」がある。（略）注目されるのは、色彩においても、形態においても、分節が
可能なものと、分節が困難または不可能なものとが、関係づけられている点だ。（略）
「可能なもの」と「不可能なもの」との間を調停しようとする傾向が、クレーの理論
的探究に、彼一流の寓意性を与えることになる。
実際、残された膨大な講義手稿や、バウハウス叢書として出版された「教育スケッ
チブック」などには、比喩的な言葉づかいが数多く見受けられる。例えば、cat.
no.27 の習作にも見られる矢印について、クレーは次のようにコメントしている。
「矢印の父親となった思想：どうやって私は自分の領域を彼方へと拡げよう？この
川、この湖、あの山を越えて！
人間の理念的能力は、地上的なものと超地上的なものとの間を思うがままに踏破
する。だがそれとは逆に、彼の肉体は無力だ。人間の悲劇の根源がここにある。力
と無力との矛盾に人間存在は分裂する。半ば翼を与えられた者、半ば囚われた者が、
人間なのだ」。」
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■コヨーテ No.67 Spring 2019「特集

はじまりの島／ポリネシア、創世の旅をする」（スイッチ・パブリッシング

地上は空に映し出され
星になっているのだろうか
南の海の民たちは
そんな星たちを辿りながら
海をゆき島々をわたってきたのだろう
青アザをお尻にもって生まれる
太平洋を囲む海の民たちは
その根っ子のところに
心の故郷〝ハヴァイキ〟を
もちながら旅をつづけている
ポリネシアに伝わっているという
創世の物語をさらに遡っていけば
ひょっとしたら心の故郷〝ハヴァイキ〟は
かつていた星たちの世界なのかもしれない
地上と星たちが互いを映しあうなかで
人は海を島をわたり
星の世界をそこに映し出し
はるかな時空を重ねながら旅しているのだ

2019/3）

（「高砂淳二：Episode Storytelling of Volcano」より）
「ポリネシアは「たくさんの島」という意味。現在フランス領ポリネシアには 118
の島があり、広大な海域はヨーロッパの面積とほぼ同じ。火山活動と珊瑚礁の隆起
による島の生成によって、気候もさまざまに変化して、紀元前 2500 年には新しい
世界を目指す目標となった。ポリネシアの祖先はアジアの南東の方からやってきた
人だといわれている。赤道地帯、輝く星を使って北緯を見定めながら島と島を航海
する。自然に沿うことで知恵を学ぶ。その知識を語り継ぐために人は物語を作り、
唄に表す。新しい人は物語を通して自然を理解する。物語は自分たちがどこから来
たのか、自分たちはなにものか、そして自分たちはどこに行くのかということを刻
んでいる。たとえばこんな物語がある。タヒチから星の航海術を使ってハワイに辿
りついた火山の神ペレ。カウアイ島からハワイ島まで南下したその旅は、ハワイ諸
島から海底火山の噴火でできた島の成り立ちなのだ。ハワイのフラもチャントもい
わば火山鎮火のための祈りでもあるという。ポリネシアのライアテア島からタヒチ
島へ、そしてハワイ諸島へと旅をする。火山とともに生きる知恵を求めて、ポリネ
シア全域に伝わる創世の物語を探す。」
「ポリネシア人たちは、僕ら日本人やネイティブ・アメリカン、南米のインディオな
どと同様、青アザをお尻にもって生まれるモンゴロイドだ。先祖の敬い方、自然へ
の感謝や祈り方など、驚くほど同じようなスピリチュアルティーをもっている。以前、
ハワイアンの知り合いがネイティブ・アメリカンの居住区を訪ねたとき、まさに同
じ部族だとお互いに心底感じたという。もしその昔、太平洋に巨大な大陸があって、
そこで発達した文明が太平洋を囲む日本や北米南米に広まっていったのだとしたら
･･････。
航海術に長け、星を見ながら遠くの海まで渡ることができるポリネシア人たちは、
心の故郷〝ハヴァイキ〟を追い求めて太平洋を何千キロも旅するようになったので
はないだろうか。ポリネシアで星々を眺めていると、想像力が果てしない宇宙まで
広がっていってしまう。」
（「高砂淳二：海をわたる物語」より）
「昔、タヒチとハワイをつなぐこんな神話が残っている。
南十字星の近くのケンタウルス座に属する星は、ハワイにカヌーを導いたといわ
れている。パヒと呼ばれる双胴式のカヌーでテ・タイヌイと呼ばれる太平洋を航海
するポリネシア人は、星が、島が空に映し出されたものであると考えた。
ヒロはポリネシアの神話に登場する神の一人、偉大な旅人であり、海を渡る星の
航海術に秀でた神であった。冒険に出る勇気を持つ一方、また荒々しい神でもあった。
ある時ヒロは近隣の島に渡り、山に登ると大きな岩を切り取り船にした。巨大な
岩に立ったヒロは長い竿を海底に突き刺して海を渡っていった。岩はボラボラ島の
ラグーンに入ると竿を押してもぼきともしなくなった。大きな岩は島となった。
ある時、ヒロはカヌーに乗ってハワイに向かった。ヒロのハワイ行きを記念して
ハワイ諸島にはヒロという名前がついた町と湾ができた。
ポリネシアの神話の中でヒロと同じく大切なヒナという女神がいる。ヒナは美や

魅力、優しさ、幸福、生命の喜びを象徴する神であった。多くの島で人々の生活を
支えたヤシの木はヒナの誕生とともにある。
月に見える影は菩提樹だといわれている。枝は樹皮となり装飾の品を作り、月に
いる神に捧げる衣装のタパの材料となる。神が菩提樹の木陰で休もうとすると枝を
折ってしまった。その枝は空から島に落ちて根を張り人々に安らぎを与え菩提樹は
神聖な木だといわれるようになった。月が映し出される夜は「ヴァヒネ・タヒチ」
といわれポリネシアの女神であるヒナを讃える。」
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■森田真生『数学の贈り物』（ミシマ社

2019.3）

知識は
与えることができるが
問いは
与えることができない
答えは
与えることができるが
わかる
ということは
与えることができない
答えがはじめに
与えられてしまうとき
わかるための
かけがえのない問いは失われてしまう
わからない自分から
わかる自分へと変わる
その喜びもまた奪われてしまう
与えることのできるのは
問いつづけ学びつづけるための
環境を整えることだけだ

成長するために
人が長い長い時間を必要とするのは
決まった形をつくることではない
さまざまな可能性のなかで
みずから問いを生み出し育てながら
そのことで柔軟にみずからを形成し
学びつづけるためなのだ
問いはいま問われる
そして
そのいま（present）こそが
贈り物（present）だ
そこにこそ確かな光がある

「著書『身体化された心』のなかで、彼（フラシスコ・ヴァレラ）は次のように語る。
すなわち、科学は「心とは何か」
「身体とは何か」を問い、理論的に反省し、分析する。
こうしてさまざまな主張が生まれ、実験が遂行され、いくつもの「結果」が生み
出されるが、その過程でしばしば「そもそも問いを問うているのは誰か」という
根本前提が忘却される。そうして問いそのものが、生きられた「現在」とは無縁の、
「誰のものでもない」ものとして宙づりになる。
そもそも、「事物の渦中を生きる代わりに、事物を操作する方を選ぶ」ことに、
科学の強みがある。だが、こと認知科学においては、これまでの方法はもはや通
用しない。心を理解しようとするのもまた、その当の心だからだ。認知科学の対
象は、「認知科学する心」から切り離すことができないのである。」
「数学をしていると、それまでわからなかったはずのことがある瞬間にふとわかる
経験をすることがある。それは、数学を学ぶ最大の喜びの瞬間でもある。
高校時代の僕はその喜びをまだ知らず、ただ受験科目の一つとして数学を学ん
だ。問題集の解答をくり返し書き写して解法を「暗記」して、それで試験を突破
するという、今にして思えば最悪の勉強の仕方をしていた。それによって知識や
テクニックは身についても、肝心の「わかる」という経験の喜びを味わうことは
できなかった。
大学に入って岡潔のエッセイに出会い、自力で解く前に解法を知ると、「それは
もう解けない問題になってしまう」と彼が書いているのを呼んで、はじめて、解
答を閉じて問題と向き合うことを知った。問題を頭に入れて、あとは白紙と対峙
する。それはとても怖いことである。」
「わからない自分が白紙と向き合い、辛抱強く思考錯誤をくり返しているうちに、
ある瞬間「わかった」自分に変わるのだ。それはまるで母親の胎内にある日突然
いのちが宿るような、「零」から何から生まれる鮮烈な体験である。それがどんな
小さな、とるに足りない発見だとしても、白紙から初めて、自力で何かをわかる
瞬間の喜びは何ものにも代え難い。
「見える」ことや「聴こえる」ことがそうであるのと同じように、「わかる」こ
ともまた、大きな不思議だ。その喜びに立ち会おうとするならば、人はその不思
議の芽生える場所にまで、降り立っていく必要がある。簡単に言えば、白紙と向
き合う勇気をふりしぼらないといけないのである。」
「現代は自明視されていた様々な規範が音を立てて壊れていく時代だ。規範には知
恵と偏見の両面があり、実際には、線引きが画然とできないことが多い。規範が
比較的安定しているうちは、それを知恵として尊び、共同で支えることで、社会
の予測可能性を保つことができる。ところが、規範が高速で変容していくいま、
大人しく規範を受容できる従順さよりも、規範を知恵として見る視点と、偏見と
みなす観点を、自在に切り替えることのできる柔軟さの方が求められる。同じルー
ルを保守すべきと頑なに拘るのでもなく、悪しき思い込みだと馬鹿にするのでも
なく、見方を臨機応変に切り替えながら、複数の現実を平行して生きていく力が
必要とされているのではないだろうか。一つだけの物語を信じることができた時
代より、不確かで、知的負荷の大きな時代を僕たちは生きている。」
「僕もいま、困惑している。これからどんな時代が訪れるのか、たった十年後の世
界がどんな場所になっているか、僕には想像もつかないのである。
こんな時代に、子どもにどういう教育を受けさせるべきかと、同世代の子を持

つ親に聞かれることがある。僕が思うに、「子どもに教育を受けさせる」という発
想を捨てることこそ、まず一番にやるべきことではないだろうか。
「子どもに教育を受けさせる」というとき、どこかで自分は「学び終わって」い
る側で、子がこれから「学ぶ」時代に突入するのだという考えが頭にあるのでは
ないか。しかし、制度や規範が流動化している現代において、学びが終わるとい
うことはない。学ぶことは安定して大地の上にピラミッドを建設することより、
どちらかといえば、荒波の上で、サーフボードを操縦し続けることに似ている。
絶えず重心と姿勢を調整しながら、動き続け、考え続けないといけないのである。
足場を固定し、人生の序盤で蓄えた知識でやりくりしていくことができるほど、
世界はもう単純ではない。」
「はかばかしくあること、はかどること、そしてすべてが思い通りに進捗していく
ことが、現代においては、絶対の価値であるかのように信奉されている。そこでは、
世界に「はか」という尺度を押し当て、物事を単位と比べて相対的にはかるとい
う姿勢自体の特殊性があらためて顧みられることはない。
はかのない世界に、人が拵えた「はか」を押し当てていく。そうすることでは
じめて浮かび上がってくる世界がある。だが、はかり、はかどることばかりに躍
起になって、はかない瞬間の光をつかむことができなくなっては本末転倒である。」
「はかばかしく、はかどることだけではつかむことのできない、はかない瞬間の贈
り物がある。そのたちまちに消えゆく光を、「きえざる中にいひとむ」ためには、
慎重にはかられた言葉の世界を丁寧に育んでいく必要がある。
この世のはかなさに開き直るのではなく、はかばかしさとはかどりばかりにと
らわれるのでもなく、はかないこの世を、想いやり、思い入り、そこにはからず
も到来してくる現在という贈り物を、僕は自分自身の言葉でつかみたい。」
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■坂部恵編『和辻哲郎随筆集』（岩波文庫

1995.9）

人は謎
面は謎
世界は劇場
劇場の上で面をつけ
人は生きる
人というペルソナ
そのなかには
なにが生きているのか
我
霊
父
頭

汝
魂
子
胸

彼
体
精霊
四肢

文楽の人形もまた
三人の使い手が協働するように
わたしのなかには
さまざまなペルソナが協働している

三つでありながら
一人として
その役割を生きている
分かるということは
分かれているということであり
しかもそれはあくまでも統一されて働く
人は深い謎を生きている
矛盾でありながら
矛盾を超えた存在として
矛盾を生きねばならない
ペルソナという面となって

（和辻哲郎「面とペルソナ」より）
「問題にしない時にはわかり切ったことと思われているものが、さて問題にしてみると実にわ
からなくなる。そういうものが我々の身辺には無数に存在している。
「顔面」もその一つである。
顔面が何であるかを知らない人は目明には一人もいないはずであるが、しかも顔面ほど不思議
なものはないのである。」
「面は元来人体から肢体や頭を抜き去ってただ顔面だけを残したものである。しかるにその面
は再び肢体を獲得する。人を表現するためにはただ顔面だけに切り詰めることができるが、そ
の切り詰められた顔面は自由に肢体を回復する力を持っている。そうしてみると、顔面は人の
存在にとって核心的な意義を持つものである。それは単に肉体の一部分であるのではなく、肉
体を己れに従える主体的なるものの座、すなわち人格の座にほかならない。
ここまで考えてくると我々はおのずから person を連想せざるを得ない。この後はもと劇
に用いられる面を意味した。それが転じて劇におけるそれぞれの役割を意味し、従って劇中の
人物をさす言葉になる。dramatis personae がそれである。しかるにこの用法は劇を離れて
現実の生活にも通用する。人間生活におけるそれぞれの役割がペルソナである。我れ、汝、彼
というのも第一、第二、第三のペルソナであり、地位、身分、資格等もそれぞれ社会における
ペルソナである。そこでこの用法が神にまで押しひろめられて、父と子と聖霊が神の三つのペ
ルソナだと言われる。しかるに人は社会においておのおの彼自身の役目を持っている。己れ自
身のペルソナにおいて行動するのは彼が己れのなすべきことをなすのである。従って他の人の
なすべきことを代理する場合には、他の人のペルソナをつとめるということになる。そうなる
とペルソナは行為の主体、権利の主体として、
「人格」の意味にならざるを得ない。かくして「面」
が
「人格」となったのである。」
（坂部恵「解説」より）
「
「文楽座の人形芝居」
「面とペルソナ」、
、
「能面の様式」の三編は、いずれも昭和一〇年（一九三五）
から一一年にかけて『思想』誌上に発表された。これらは、『人間の学としての倫理学』（昭和
九年）で定式化された「人間」観を裏打ちにして自在な発想と思索の転回をこころみたものと
して、私見によれば、和辻の思考の本質とその展開の理解のためにもきわめて重要な意味を持
ち、また示唆に富む論稿である。
『人間の学としての倫理学』での和辻のよく知られた定式化によれば、
「人間」は、
「われ」−−「ひ
と」の相互的・可逆的な「間」において「人」であり、「存在」あるいは「有」とは、つまる
ところ、
「人間が己れ自身をもつこと」にほかならない、とされた。おなじ和辻が、「文楽座の
人形芝居」において、たとえば、つぎのようにいう。
「三人の働きが合一してあたかも一人の人であるかのごとく動くのはではまだ足りない。実
際に一人の人として動かなければ人形の動きは生きて来ないのである。そこでこの三人の間の
気合いの合致が何よりも重大な契機になる。」
「人の形」
、
「人形の肢体」は、ただ三人の人形使いの運動においてのみ形成される。「三人の間
の気合いの合致」が「実際に一人の人として動」く生きた形の実現に成功するとき、いわば、
「三
人」は消滅して、
「一人」のペルソナ（人格、身体）のうちに生きる。「人間の動作の中からき
わめて特徴的なものを選び取」ることによって「生ける人よりも一層よく生きた感じ」、いわ
ば「人形が己れ自身をもつこと」、人形のペルソナの高次の「存在」が獲得される。
「人間」の（自己）同一性は、ここにおいて、絶対不動のものではなく、いわば他の身体・

ペルソナに自由に合体・離脱できる伸縮自在さをもち、
「人間」の「存在」もまた、これに応
じて、人形や面（さらには風土）にまでおよぶひろがりをもつ。ここまで和辻を今日の思考に
引き寄せて読むのは、あるいは、深読みに過ぎるかもしれない。しかし、わたくしは、あえて、
和辻自身十分に自覚していなかった「人間」の思考のプロト ･ タイプが、これら人形や面に関
する論稿にあり、その発想のすくなくとも一部は、晩年の大著『歌舞伎と操り浄瑠璃』となっ
て結実する、というかねてからの持論を、ここでも、仮説としてであれ、強調しておきたい。
実際、「文楽座の人形芝居」の最後の部分で、和辻が指摘する、人形の動作と「能」の動作
の対極的なありかた、また「人形振り」の歌舞伎芝居への影響などの着想は、後に『歌舞伎と
操り浄瑠璃』での詳細な展開の基礎となるものにほかならない。
なお、
「人形振り」の成立に関連して、
「人形使いは人間の動作を選択肢簡単化することによっ
て逆に芸術的な人間の動作を創造したのである。そうしてかく創造せられた動作は、それが芸
術的であり従って現実よりも美しいというまさにその理由によって。人間に模倣衝動を起こさ
せる」といわれているあたりは、身体の所作や模倣（ミーメーシス）について、人類学をはじ
めとする今日の人文科学の知見を先取りする和辻の鋭い観察眼を示している箇所のひとつとい
えよう。
随筆集の標題としても採用され、和辻の随筆中とりわけよく知られた「面とペルソナ」とそ
の続編といってもよい「能面の様式」において、能面を対象として取り上げるに際しても、和
辻の根本的な姿勢は変わらない。「人形の肢体を形成するのが人形使いの働き」であったのに
即応して、ここでは、「面は本来動くもの」であって、
「人を表現するためにはただ顔面だけに
切り詰めることができるが、その切り詰められた顔面は自由に肢体を回復する力を持ってい
る。」
「このような面の働きにおいて特に我々の注意を引くのは、面がそれを被って動く役者の肢
体や動作を己れの内に吸収してしまうという点である。実際には役者が面をつけて動いている
のではあるが、しかしその効果から言えば面が肢体を獲得したのである。
」
面による役者のいわば「変身」について述べたこのくだりは、まさに、さきに引いた「三人」
の使い手による「一人」の人形の生きた形の実現のくだりに対応するものだろう。ここでも、
和辻は、「ペルソナ」の間の自在な往来の可能性に、すくなくとも潜在的には、想いを及ぼし
ていたとわたくしは考えたい。
能面の様式を特徴づけるものを、「自然性の否定」に認め、
「死相をそのまま現したような翁
や姥の面はいうまでもなく、若い女の面にさえも急死した人の顔面に見るような肉づけが認め
られる」ことをくりかえし説く和辻のうちには、あるいは、能のうちに、巫女による死者の魂
寄せの原型を見て取ったイェイツの直観に通うものが生きていたのかもしれない。
ともあれ、和辻は、「能面のこの作り方が、色彩と形似とを捨て去った水墨画や、自然的な
肉体の動きを消し去った能の所作と同一の様式に属すること」を見いだし、
「芸術におけるこ
のような表現の仕方が最もよく理解せられていた時代に、ちょうど能面の傑作もまた創り出さ
れた」ことを指摘する。
時代の芸術の各領域を通底する「表現の仕方」を鋭く理解する「解釈学」的な眼は、和辻が
ディルタイやハイデガーから学んだものにほかならなかったが、
そのことよりも、
ここでは、
『歌
舞伎と操り浄瑠璃』で、晩年の和辻が、ほかならぬ「室町時代の構想力」にあらためて立ち返
ることを何よりも意味深いこととして想い起こしておくことにしよう。
」
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■村田純一『味わいの現象学／知覚経験のマルチモダリティ』（ぷねうま舎

2019.3）

ひとつの細胞が
次々と増えていきながら
分化し特殊化していくように
感覚もまた
原初的な感覚から
分化し特殊化していくけれど
すべての感覚は
原初的な感覚が内在しながら
ほかの特殊化した感覚とも
共振しあっている
見ることは
聞くこと
嗅ぐこと
味わうこと
触れることと
ともにあるから
そっと触れる
そのことだけで
光景や声や香りや
味わった食べ物のことさえ
よみがえってくる

シュタイナーによれば
感覚は五感だけではない
熱感覚
運動感覚
平衡感覚
生命感覚
言語感覚
思考感覚
自我感覚
あわせて１２の感覚がある
そのつど働いている
主な感覚の背後には
ほかの１１の感覚のスペクトルも
あわせて輝いているのだ
ただ話す聞く
そのことだけでも
そこには１２の感覚が
マルチモーダルに働いている

「わたしたちの知覚経験はどんなときにも多感覚的でマルチモーダルだ。そして、
五感のなかでこのマルチモーダルな特徴をもっとも顕著に示しているのは食物を
摂取する過程を導いている「味覚」である。この点からみると、
「味覚」経験、
（･･･）
「味わい」の経験こそが知覚経験のモデルとみなされるべきであり、伝統的な心理
学や哲学でのように視覚を知覚のモデルと考える視覚中心主義は克服されねばな
らない。（･･･）
視覚中心主義は、現代の知覚をめぐる哲学の議論でもしばしば指摘されてきたこ
とであり、特段目新しい主張というわけではない。哲学者の頭のなかのモデルのみ
を参照して知覚経験を考察するのではなく、さまざまな経験的知見を踏まえて実際
の経験に即して考察しようとする試みは、現象学の伝統のなかでも継続されてきた
ことであり、この点から考えても、とりわけ新しいことではない。しかし他方で、
二一世紀の現代を生きるわたしたちの世界と生活が、きわめて視覚中心主義的に
なっている現状を踏まえると、現代の知覚の哲学において視覚中心心主義批判が打
ち出されていることは一見するとパラドキシカルに思われてくる。現代の世界で
は、多くの人々が一日の大半の時間をスマホとパソコンの画面を見て過ごしてい
る。ひょっとすると、現代世界におけるとめどない視覚中心主義の進行に対する危
機意識のようなものが、こうした哲学の議論の背景にあるのかもしれない。」
「伝統的には哲学でも心理学でも、知覚を取り上げる場合にはもっぱら視覚が用い
られてきた。メルロ＝ポンティの場合も、知覚の典型例として用いられているのは、
多くの場合、視覚現象である。（･･･）しかし、メルロ＝ポンティの描く視覚世界は、
決してひとつの感覚様相によって近づきうるような世界ではなく、本質的に、相互
感覚的でマルチモーダルな性格をもつ世界である。したがってまた、そうした世界
を知覚する主体の方も、感覚様相が別々に機能し、異なった感覚様相から多様な感
覚が与えられ、そのうえで、それらを思考の働きがまとめるようなあり方をするの
ではなく、感覚の次元ですでに、異なった様相同士が交流するようなあり方をする
とみなされている。換言すると、知覚の主体は身体だ、というメルロ＝ポンティの
よく知られたテーゼのひとつの根拠は、こうした感覚の統合を実現している身体の
あり方に置かれているのである。」
「メルロ＝ポンティのテーゼをまとめると、以下のようになるだろう。
テーゼＩ わたしたちの知覚経験は、基本的にはマルチモーダル（multimodal）
ないし多感覚的（multisensory）である。
テーゼ II 知覚経験の対象はマルチモーダルないし多感覚的性格をもつ。」
「メルロ＝ポンティとヘルダー（『言語起源論』）とウェルナー（『発達心理学入門』）
とは多くの点で感覚に関しての考え方を共有しているが、強調点は必ずしも一致し
ているわけではない。ヘルダーとウェルナーの考え方をテーゼとしてまとめてみる
と以下のようになるだろう。
ヘルダーとウェルナーのテーゼ
１ マルチモーダルである感覚のあり方は感覚の未分化という根源的、原初的な
あり方を示しており、分離したあり方は、未分化な根源的、原初的あり方をもとに
して、そこから発達史、分離・抽象が進んだ結果である。
２したがって、大人の日常的な知覚において原初的な＜共感覚的＞知覚を実現し

ようとするには、一定の条件のもとで、原初的あり方が再生されねばならない。」
「もしメルロ＝ポンティ／ヘルダーのテーゼが正しいとすると、私たちの知覚経験
は基本的にはマルチモーダルな性格をもっているはずである。しかし他方では、そ
れぞれの知覚経験は一見すると、特定の感覚様相のもとで特徴づけられる性格を備
えているようでもある。少なくとも見ることと聞くこと、見ることと触れることは
根本的に異なった種類の経験であるように思われる。」
「わたしたちの社会では、誰かを見て凝視することと誰かに触って感じることとは
本質的に異なった意味をもっている。社会のなかでの人間関係は、どのような感
覚様相で実現されるかによって、まったく異なった意味をもつことになる。これは
ちょうど、通りで不潔なものを見ることと、それに触り、それを味わうこととがまっ
たく異なった意味をもっているのと同じようなものである。このような多様な要因
を含んだ個々の感覚様相のあいだの違いと連関を、シュトラウス（『感覚の意味に
ついて』ドイツの精神病理学者）は感覚のスペクトルと呼ぶのである。」
「視覚からはじまって、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、そして痛覚といった具合に、自
我と世界との関係として実現する個々の感覚がスペクトルを異にする色の並びの
ように並列することになる。
この表では、視覚と痛覚が対照的な位置にあることが示されている。視覚では、
自己の身体との関係が希薄であり、逆に痛覚では、世界との関係が希薄になってい
る。しかしどちらの場合にも、二つの契機が完全になくなることはない。
人間関係に関しても以上のような特徴は意味をもっている。視覚の地平のなか
で、わたしたちは共通してなにかに立ち向かうことができる。持続を通しての連続
性を前提とした共働活動のあり方が典型例である。それに対して音は、音源から切
り離されると、空間を満たし、その場の人びとすべてを包み込むことができ、人び
とを今現在という時間的性格を強く持つ共有体験に結びつける働きをするといっ
てもよいかもしれない。コンサート会場における音楽を通した今という時間の共有
が典型的である。他方で、触覚の場合には、直接的な相互性という性格を持つため
に、共同性を二人のパートナーへと限定することになる。つまり、第三者を排除し
た閉じられた緊密な関係を作り出すことになる。」
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■セオドア・グレイシック『音楽の哲学入門』（源河亨・木下頌子 訳

慶應義塾大学出版会

2019.3）

それはまるで時間のようだ
素晴らしい音楽を聴いているときには
音楽がなんであるかがわかっているのに
音楽がなんであるかを語ろうとすれば
とたんにそれがわからなくなってしまう
音楽と音楽でないものの境は
境を示す文化の規範によってつくられるのだろう
が
その境も音楽をどうとらえるかで
さまざまに変わることは避けられない
とはいえとにもかくにも音楽というのは
音楽を音楽として構築してきた
人間の営為から離れたものではない
そして音楽をより深く聴くためには
音楽を聴くことを学んでいかなければならない
そこには文化的背景から織りなされる響きの
さまざまな洗練や意味づけがあるからだ

聴くということもある意味では楽器なのだ
みずからの楽器を奏で響かせる力がなければ
音楽を聴くことはできない
音楽が人と人をつなげてゆくとき
そこには文化的社会的な要素や
ジャンルに特有の表現が働いている
大衆的な音楽が多くの人をつなげるのは
そこに均質化された共通要素が
多分に含まれているからだ
音楽は人をさまざまな世界に連れてゆくが
ときにその経験を語り得ないほどの
崇高な世界の経験へさえ導いてゆく
まるで永遠への誘（いざな）いのように

「鳥の歌は、音楽的であるという意味なら、音楽と認めてよいだろう。だが一方で、
現代的な意味での「音楽」からすると、音楽的であるだけでは音楽にはならない。」
「もし完全に純粋な音楽は存在するなら、それを聴くために必要な文化的概念が何な
のかを考える必要はない。そうした音楽は、言語習得前の子供や一部の動物にも理
解できるものだろう。しかし、そうした観賞は、ほとんどの聴き手が重視している
大半の音楽経験とは違うものだ。音楽の練習と演奏の区別のような、音楽を文化的
に位置づけている概念的枠組みを用いるためには、言語学んで文化を理解する必要
がある。だからこそ、人間とそれ以外の動物とでは、音楽的な音を生み出したり解
釈したりするうえで用いる認知プロセスが異なっているのである。私たちが「音楽」
ということで理解しているものは、人間の領域にしか存在しない。人間と動物の音
楽性の違いは、程度の違いではなく、種類の違いなのだ。とはいえ、鳥やクジラも
音楽を作ると考える擬人化自体は、人間と他の生物種との重要な連続性を考えるう
えで有益なものだ。とくにキャスリーン・ヒギンズは、音楽を作る生物種は人間だ
けではないとみなす利点について、洞察に富んだ指摘を行っている。その利点は、
人間は他の生物と「同じ世界にいる」という実感をもたらすことだという。そうだ
とすれば、確かに、マネシツグミや言語習得前の子供が音楽を近くするのかどうかは、
些細な問題ではない。だからといって、鳥や子供が音楽を聴いていることにはなら
ない。マネシツグミが他の鳥の歌を真似することからわかるのは、マネシツグミが
音の構造を知覚している ---- ある意味では構造を理解している ---- ということであ
る。だが、マネシツグミは専門用語の習得に基づいてそうした構造を理解している
わけではない。そのため、サティのピアノ曲がブッカー版の《子犬のワルツ》より
繊細であると聴き取ることは、間違いなく、マネシツグミにはできない芸当なのだ。」
「音には表出と理解するのが自然だと思われる特徴が備わっているが、だからといっ
て、音楽の本質は情動の表出にあるという考えは支持されない。芸術としての音楽
がどこで誕生したにせよ、それは、音楽がもつ表出的性格を特定の目的で用いよう
とする社会慣習から生じたものである。芸術は文化を反映したものである。情動を
あるがまま表に出したものは芸術ではないのだ。」
「音楽のなかには崇高な経験を与えるものがある。そうした崇高な経験は、ある種の
語りえない経験に対する肯定的な評価を本質的に含んでおり、そこでは、平凡な意
味での音楽の語りえなさがいっそう強化されているとともに、何らかの啓示（典型
的には人間の取るに足りなさに気づかせる啓示）がもたらされている。崇高さの例
示が奨励される伝統（たとえばロマン主義時代以降のヨーロッパの伝統）のなかで
音楽が崇高な経験をもたらすとき、その音楽は、音楽外のものを表象とは異なる仕
方で指し示しているのだ。このように、例示によって、さまざまなスタイルの音楽
が（クラシック音楽、ジャズ、さらにはポピュラー音楽でも）崇高なものの経験を
引き起こすために用いられうる。そうした経験は、語りえない仕方で神秘に触れる
という人間のより普遍的な能力を例示し、それによって、その能力をいっそう強固
にするのである。音楽は神秘を啓示する力を持つという主張には一定の眼目がある
のだ。」
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■コヨーテ SPECIAL ISSUE「安西水丸

おもしろ美術一年生」（スイッチ・パブリッシング

2019.3）

表現するということはむずかしい
むずかしいというより
よくわからない
決められた教科書があって
それに沿って表現すれば
表現できるということではないから
でも教えようとする人は
自由に表現していいんだよ
と言ってしまうと
教える立場が危うくなるものだから
とりあえずお手本のようなものを並べて
それを使って教えたふりをする
お手本という基準があると
お手本のようにできるか
お手本のようにできないかで
上手とか下手とか評価できるから
もちろん真似っこというのはだいじだ
こんなふうに表現したいな
と思えるものがもてれば
それがとりあえずの方向性になるから

でもそれだと
表現するというのとは
ちょっと違ってくるから
そこからはみ出して遊んでみたり
わざとちゃぶ台をひっくり返したりしながら
自由な気分を味わってみたりもすることになる
そうしてそのうちに
じぶんは何を表現しようとしているのだろう
何を表現したいと思っているのだろう
表現しようとしているじぶんとはいったいだれだろう
そんな迷路のなかを彷徨ってゆくことになる
そうしながらずっと
遊んで過ごせるならば幸せなことだ
「ふふふ、つまんないことなんかしてないよ。
おもしろいことしかしてないもの」
とか言いながら

（安西水丸「授業のはじまり」より）
「「絵は上手い下手で決められない」という考えがありまして、日本の「もしかした
ら世界中そうかもしれませんが）美術教育は上手い下手で決めすぎる。例えば桜を
描いた子供に、先生が「桜はそんな色じゃないだろう」と言ったとすると、言われ
た子供はそれでもう絵を描くのが嫌になって、さらにそれがトラウマになって、オー
バーに言えばずっとそれを引きずってしまうんですね。そういう人をぼくはたくさ
ん見ています、絵は上手い下手より、その人にしか描けない魅力のある絵があるは
ずなんですね。何だかうまく言えませんが、いわゆる従来の美術教育を屈返すよう
な本を作りたいんです。ただ、あんまり教育書的にはしたくない」
（村上春樹「水丸さんと最初に出会った頃」より）
「僕が水丸さんと最初に出会った頃のことを思い出して、いちばんありありと思う
のは、僕らがとにかく自由であったということだ。僕らは誰かの顔色をうかがうこ
ともなく、自分たちのやりたいことだけを好きにやってきた。もちろんあちこちで
失敗もしたし、それなりに痛い目にあうこともあった。しかし自分のやりたいこと
がどういうことなのかいつだってちゃんと掴めていたし、その道筋を見失うことな
く、頑固に自分のスタイルをまもり続けてこられたと思う。
そういう意味では水丸さんは僕の大事な友人であり、また人生における気の置け
ない同志だった。もし水丸さんの今何か言葉が送れるなら、僕はこう言いたい。「考
えてみれば、お互いあの頃は楽しかったですよね、けっこう悪いこともしたけど」と。
「ふふふ、悪いことなんかしてないよ。いいことしかしてないもの」という返事
がかえってくることはわかりきっているのだが。」
「Chapter1 何を描けばいいの？」
「１ どんなものでも主役になる -- 目の前にあるものを描く
２ コレクションも仕事のうち -- 目の前にあるものを描く２
３ 背中はポートレイト -- 人物を描く
４ 似ないことに誇りを持つ -- 人物を描く２
５ 水丸ギャラリー -- 人物を描く３
６ 絶景だけが風景じゃない -- 旅を描く
７ 子どもの頃の視線を忘れない -- 記憶を描く
８ 主人公の目で見る -- 映画を描く
９ 部屋は人の内面そのもの - 部屋を描く
10 すべては線から始まる -- 線を描く
11 偶然をひとつピックアップ -- 痕跡から見つける
12 人のフリみて -- それでも悩んだら」

「Chapter ２ 何を描けばいいの？」
「１ 描く前に読み込む -- 文学の装丁を描く「日本文学全集」
２ へそを見つける -- エッセイに絵を描く「この味」連載
３ 言葉を浮かべてから絵を描く -- 漫画を描く「東京エレジー」
４ 手塚治虫になりたかった少年 -- 漫画を描く２「天才ロボット ガンバーロ
ン」
５ 何度も作る -- 絵本を描く「ピッキーとポッキー」シリーズ
６ 水丸さんのすごさは、絵をなぞるとわかる -- オマージュにして描く
７ もっと知りたい！ 水丸さんの教え -- 言葉を支えにして描く」
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■芦原伸『森の教え、海の教え／辺境の旅から』（天夢人

2018.12）

文明は辺境をなきものにする
かつてはすべてが辺境だったはずなのだが
辺境にいるじぶんを忘れ去ったとき
そこにいるじぶんとはいったい誰だろう
ひとがほんらい群れなのであれば
人は群れのなかで生きるしかないのだろう
群れは多数であれ少数であれ派をつくり
それを拡大することで
生き延びようとするのだろうから
そして群れはひとを傲慢にする
群れとしての自我も
群れのなかで己を他と競う自我も
森からも海からも教わることを止めて
けれどひとが文明のなかで生きることは
むしろ孤立することを
避けられなくなっていくのではないか

みずからの魂の拠り所を失って
つながっていることを
いつもたしかめざるをえない不安のなかで
辺境をめざして旅する者は
みずからの魂の拠り所を求めているのかもしれない
文明のなかで失われてゆく何かを見つけるために
ひとは常にみずからを
辺境におかなければならないのだろう
たとえ都会での生活のただなかでさえ
森や海からの声を
そしてみずからの内に蓄えられているはずの
悠久の時間から届けられる声を
たしかに聴くことができるように

「辺境の風のなかで育った者は、やはり辺境をめざして旅をするのだろうか。
都会に移り、雑踏と騒音のなかで青春時代をおくるなかで、私の心はいつしか
辺境に向かいはじめた。
信州や東北の寒村、北海道の秘境の山々、当時日本の最南端だった薩南諸島、
海外旅行がブームとなったバブルの時代には、東アフリカ、シルクロードに沿っ
たユーラシア、シベリア、北極・グリーンランドへと足を踏み入れた。
文明から遠ざかるほど、そこには異質な風物や体験があり、改めて文明社会を
見直すきっかけともなった。果たして文明は人間を幸福にしたのか、と危惧され
る事象にも出合った。辺境の旅は私の心の鏡を磨かせてくれたのだった。
辺境では現代社会の「快適」
「清潔」
「安全」のルールは保障されない。むしろ「不
便」「不潔」「危険」を覚悟しなければならない時もあるだろう。その代わり、そ
こには清澄な空気、大きな空、森の限りない静けさがある。
都会生活の中では月の光を感じることはないし、ビル風に土や湖の匂いはない。
私は世界の辺境の片隅で、地球本来の物言わぬ風景のなかにたたずむ時、母の
胎内にいるかのような、何とも言えない安心感やぬくもりを覚えるのだ。
清冽な水、幾星霜を生き抜いてきた森、流れゆく白雲、無言でたたずむ巨岩、
そこに息づく野生動物の足跡は古代の神々の〝おしるし〟と思える時がある。森
羅万象に神々は宿っており、神々は今も私たちにメッセージを送りつづけてくれ
ている。
ただ私たちはそれらに気づいていないだけなのだ。
ニホンオオカミが絶滅したのは、日露戦争のさなかだった。西欧化、富国強兵
の真っ只中だった。日本は以来、アジアの列強となり、やがて戦争の道をひた走
ることになる。近代化を進める国の政策のなかで、オオカミは消えた。森の霊力
の結晶でもあり、神々の眷属だったオオカミを私たちは平然と切り捨てたのだ。
辺境の古代人は神の怒りを恐れた。洪水、火災、自身は神の怒りだった。それ
ゆえ神々から与えられた多様性社会を尊び、森林を守り、野生動物との共存を図っ
た。同時に先祖の霊を敬った。祖先は天空の神と現在をつなぐ人柱だからだ。」
（森の教え 第二章「オオカミが教えてくれたこと 二 秩父（埼玉県）」より）
「オオカミ信仰は今なお秩父で不思議な光彩を放っている。
（略）ニホンオオカミは、明治三八年（一九〇五）、奈良県東吉野村鷲家口で捕
獲されたものが最後の記録となっている。
オオカミを絶滅させてしまったのは人間であり、オオカミを霊感として心の拠
り所としてきたのも人間なのだ。
自然を征する傲慢さが文明、自然の中に神を仰ぐのが信仰だとすれば、われわ
れは両者の間のか細い杣道を歩んでいる。
---- 幻のオオカミは伝説のなかに生き続けられるだろうか？」
（海の教え 第八章「ワタリガラスが教えてくれたこと ハイダ・グアイ（カナダ）」
より）
「ワタリガラスの神話を追って、トリンギット、ハイダ、ユーコン、アラスカへと
旅をした日本人がいた。写真家の星野道夫である。
（略）

---- 何かがもう終わりに近づいていた。村は捨てられ、廃墟となり、人びとも少
しずつ変わっていった。海はその豊かさを失い、大地は荒れ果てていった。おそ
らく時が来たのだろう。ワタリガラスがもう一度この世界を作り直す時が ･･････。
（星野道夫『森と氷河と鯨〜ワタリガラスの伝説を求めて』）
星野道夫はこの後、アラスカからカムチャッカ半島へと渡った。極東の北方少
数民族を訪ね、渡りが裸子の故事を探る予定だった。しかし、一九九六年八月、
クリル湖畔でヒグマに襲われ急逝した。
北太平洋とアジアを結ぶ太古の歴史を知っているのはワタリガラスだった。
星野道夫は極東アジアで何を見つけたろうか？
ワタリガラスが再生を約束した人類と環境の共生できる世界は果たして実現す
るのだろうか？」
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■ミヒャエル・デーブス『光の海／シュタイナー思想からの死の考察と死との向き合い方』
（訳：香川裕子 監修：輿石祥三 精巧堂出版 2019.3.11）

ほんとうに正しいものは
最初から決められている答えではなく
克服された問いである
そして
問いはさらなる問いへと
克服し続けられなければならない
死を恐れないということは
天使の助けを得られるということではなく
生きている間に死を理解するということである
死によって私は
私の外からみずからに教えることになる
八正道でもある神秘学の道は
それを生のあいだに試みるものなのだ

醜さや過ちや悪を
完全に克服することはできないが
それらを変容させようとすることで得られるものは
生のもっともたいせつな宝物となる
ほんとうに生とともにあろうとするならば
死から生を見ることを学ばねばならず
ほんとうに死とともにあろうとするならば
生から死を見ることを学ばねばならない
「霊が死ぬと人間になり、人間が死ぬと霊になる」
ノヴァーリスは、そう語っているが
生と死
生者と死者は
メビウスの輪のようにつながりながら
光の海をともに航海する同朋なのだ

「フリードリヒ・ベネッシュ博士の名前を聞いたことがある方は多いと思いますが、
私が好んで引用する彼の言葉があります。
本当に美しいものは、元々美しいものではなく、克服された醜さである。
本当の真実は、元々の真実ではなく、克服された過ちである。
本当の善は、元々の善ではなく、克服された悪である。
つまり悪には、発展をもたらすという人間に貢献する側面があります。醜さがど
う貢献するかと言うと、美しさに変容することによって。悪は善に変容するという
貢献ができ、過ちは真実に変容することで貢献します。そして過ちを克服して生ま
れた真実は、元々の真実よりよりも価値が高いのです。とすると、過ちは真実への
原材料だと言えます。
原材料はまだ芸術作品ではありません。芸術作品はそこから私が作らなくてはな
りません。けれども素材を無視しては、芸術作品は作れません。間違いを犯したこ
とを、何てことだ、もうこのことは見ないようにしようと思っては、駄目なのです。
そうではなく、これは素材だ、原材料なのだ、と言いながら、自らの過ちをしっか
り自分で担うことです。だからと言って、たくさん原材料を得るために馬鹿げたこと、
愚かなことをわざわざする必要はありません。私達がうっかり犯してしまった間違
いだけで、原材料としては十分なはずです。
「同じようなことが死んだ後、死者にも起きます。彼は自分の人生を見ます。それは
私達が夕方一日の振り返りをするようなものです。こういうことがあった、ああい
うことがあった、と見ます。誰も殴らないし、誰も噛んでは来ません。それにも関
わらず本当に補完が必要な出来事をそれと認めるには、ある程度の力が必要です。
私は間違いなどしていない、と言ってしまうほうがずっと楽です。しかし実際、バ
イオグラフィーのナカデ補完が必要なことはやはりたくさんあります。それを認め
るのは簡単ではありません。大抵の人は自己認識の端緒に立った所にいて、愛する
神様に助けを求める方を好みます。それは、自分に「お前」と言うのが大抵の人にとっ
ては難しいことからもわかります。
生きている間に、「お前」と自分に言えるようになった人の場合、死後の生活は楽
です。反対に、生きている間に魂を自分から切り離すことを練習して来なかった人は、
死後それを学ばなくてはなりません。本当に自分に向かって「お前」と言えるとし
たら、それは自分自身を、自分の中に感じずに、自分が関わった全ての人の中に体
験するからです。医者は自分の患者の全員を体験します。教師は自分の生徒全員を
体験します。」
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■木皿泉『カゲロボ』（新潮社

2019.3.）

じぶんのことを全部わかっていて
見まもってくれる存在がいる
傷ついたことも
惨めだと思ったことも
ぜんぶ
でも
そんな存在のことを
信じることはできないから
傷口はふさがらないままだ
ふさがらない傷口は
癒えることのないままでも
なんとかしのいでいかなければならない
けれど
未来のじぶんが
じぶんに大丈夫だと知らせるために
いまのじぶんを見守りつづけている
カゲロボがいるのだとしてみる

じぶんがじぶんに
大丈夫だと
たとえ傷ついたとしても
大丈夫なのだと
カゲロボは教えたいのだ
そしてそれは
ほんとうのことなのだ
長い長い時間がかかることもある
絶望に打ちひしがれることもある
生と死をたくさん
繰り返さなければならないこともある
でも大丈夫なのだ
永遠のじぶんは
いまのじぶんと別ではないから
そしてそのじぶんが見守っているのだから
ほんとうに大丈夫なのだ
傷つかなくてもいい
たとえ傷ついたとしても大丈夫なのだ

「「空豆ってさ、黒いスジがあるじゃない。あれって、なぜだか知ってる？」
料理をしないマナミは、そう言われてもぴんとこなかったが、きれいな緑色にくっ
くりと黒い線があったような気がする。
「空豆よ炭とワラが旅に出るのよ。でね、川があって、ワラがじゃあボクが橋になるよっ
て、体張るわけ。で、まず炭がワラの上を歩いてゆくんだけど、川の流れが急で怖くなっ
ちゃうのね。で、真っ赤になって火を出すの。するとワラも燃えちゃった二人とも川
に落ちちゃうのよね。それを見ていた空豆が笑うんだけど。あまり笑いすぎてお腹が
破れちゃうのよ。で、しくしく泣いていたら、旅人が通りかかって、針と糸で縫って
やるの。でも黒色の糸しかなかったから、今でも空豆は黒いスジがついてるんだよね」
マナミも、先生の話を聞いているうちに、そんな話があったことを思い出した。
「空豆って、ひどいヤツですね。人の不幸をそんなに笑うなんて」
「でも、わかる気がしない？」
と神山先生はマナミの顔を見た。
「人の不幸って、なんか安心するじゃない」
そう行って、暗い街を見下ろした。
「でも、こんなにたくさんの人が死ぬのは、耐えがたい。私、痛い。痛くてしょうがない。
どこもケガしてないのに、ものすごく痛い」
（･･･）
「先生、針と糸を持ってました」
マナミがそう叫ぶと、神山先生は顔を上げた。泣き顔のままなので、うんと歳を取っ
たように見える。
「先生、これで大丈夫です。これで綴じてしまいましょう」
神山先生は、マナミの顔と裁縫セットをかわるがわる見て、
「何を？」
と聞いた。
「傷口をです」
そう答えるとマナミの方が泣けてきた。自分にもまた、大きな傷口があるのを思い
出したからだ。それはあまりにも放置してきたので深く、骨まで達していた。癒える
時間なんてなかった。傷の上をさらに傷つけられる。その繰り返しだった。」
「「大丈夫、私は傷ついていないからね」
と先生は布団の中から、くぐもった声でそう言った。
「人が惨めなやつだと思っても、私がそう思わないかぎり傷つかない。傷つくのは、
自分自身が惨めだと思ったときだけ」
先生はそこまで言って首を出し。「そーなのよ」と何かを発見した人のように、生
き生きとした声を出した。
「自分を傷つけられるのは、自分だけよ」
先生は、はっきりと自分に言い聞かせるようにそう言った。」
「「あなたのことは全て知っています。だって、私はあなたの担当のＡＩだから」
Ｇが、こんなにしゃべるのは初めてだった。
「私の担当って、どういうことよ」
「あなたのことをすべて知るのは私の任務でした」
「私の何を知ってるっていうのよ」

「あなたが小学四年生のとき、お姉さんがお母さんのために編んだセーターを学校の
焼却炉に放り込んだ」
「そんなときから？」
マナミは絶句した。それは事実だった。
「私を見張ってたってこと？ ずっと、私だけを？」
「そう、あなただけを見てきた」
「なんで？ 林さんじゃなくて？ なんで、私なの？ クラスでも地味で、なんの取
り柄もない私を、なんで見つづけてきたのよ」
「それは、あなたがとても長い間、傷ついていたから。全てを知る人が必要だと。誰
かが考えたのです」
「誰かって、誰？」
「私にはわかりません。でも、私はあなたのことを全部知っている。どんなふうに傷
ついているか、それをどんなふうにしのいできたか」
「人を殺そうと思ったことも？」
「そう、全部」
マナミは、思わず体を折り曲げた。割れるわけがないと思っていたアスファルトに
ひびが入り、奥のほうに土が見える。
「でも、もう大丈夫」
Ｇにそう言われて、体を折ったままマナミは顔だけを上げる。」
（･･･）
Ｇは真っ直ぐにマナミを見て
「大丈夫」
ともう一度繰り返した。」
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■光岡英稔『身体の聲／武術から知る古の記憶』（ＰＨＰ研究所

2019.4）

からだ
ことば
こころ
からだだけ
ことばだけ
こころだけ
というのはない
それらは
その土台にある
文化があってはじめて
はたらくことができる
西洋と日本を
単純に一面化して
比較することはできないけれど
西洋のからだ・ことば・こころの
土台からつくられた動きを
そのまま日本の
からだ・ことば・こころに
移しかえることはむずかしい
日本の文化は
「型」でできている

長い時間をかけて
「型」をつくらなければならないのは
日本人の自我のかたちは
きわめてエーテル的な流れで
できているからではないだろうか
「型」は大地性を土台としながら
そこに天とのむすびを可能にする
「型」という見えないかたちができたとき
その「型」のなかにエーテル的な流れを
自在に容れることができるようになる
日本人がほんらいの「型」の器をつくらないまま
西洋でつくられたからだ・ことば・こころを
そこに流し込もうとするとき
食べ物の受容の際に起こり得るように
そこでは自我の形成にともなった
ある種の病が起こり得るのではないだろうか
からだ
ことば
こころ
土台の違いのなかで
それらをどのように生成させるかを
つねに問いつづけていなければならない

「ボクシングだけでなく野球、ゴルフ、バスケットにおいても、アメリカでは誰も
フォームをほとんど教えませんし、教える側もあまり問題にしません。
日本ではプロでさえ事細かくフォームを直されます。
アメリカではボールを投げる。ボールを打つ。ドリブルする。それを見たコーチ
や監督が「もうちょっと肩をリラックスしたほうがいい」「もう少し速く動け」く
らいは言います。
それは「型」のようなフォームではなく行為のあり方を教えているわけです。
そういう姿勢はこちらから見ると「個性を認めている」と見えますが、そういう
話でもないのです。
「そうでなければできないでしょう？」という話でしかありません。
全く身体性が違うということは、必然的に受け取り方も違うということです。
身体観の違いが生んだ文化のギャップに気づかないまま「正しいパンチの打ち
方」「正しいスウィングの方法」「正しい投げ方」「正しいＡの書き方」があるもの
だという偏見で練習すると何が起きるでしょう。
やればやるほどすごくぎこちなくなるという現象が起きます。
真面目だけど通用しない。」
「こうした身体観の違いは、当然ながら考え方や物事の捉え方、思想、哲学の違い
にも影響し関わってきます。
なぜなら身体を介さずに発生する思想や哲学は存在しないからです。
思想や哲学は、個人の経験や感じたことから派生します。
その時、感じているのは身体です。当人の身体がそう感じている。あるいは身体
を通じてその人はそう感じた。それによりコンセプトや思想が生まれます。
人の身体を介さずに生じた人の世のものは人類史上一つもありません。
ただ、文化の違いがあるため、その違いが個々の霞になっていて、見えにくいわ
けです。
西洋の文化の特徴は、東洋に比べて論理的だと思っている人は多いかもしれませ
んが、おもしろいことに本当はムーブメントよりも型のほうが論理性は高いので
す。
なぜ西洋のほうが論理的に見えるかというと、ムーブメントという非論理的に連
続する動きを主軸にしてしまうと、精神性で固定できる論理を求めるからです。
たとえて言うなら「動き回ってルールを守らない連中が多いからこそ、それを
拘束するルールが必要になり、そこに公的に皆で守らないといけないルールを作っ
た」わけで、最初から村の皆が暗黙知的に内的な衝動によりルールを守れれば、あ
えて明確にルールを外在化させ観念として共有する必要はないわけです。
西洋由来の社会思想をよくよく見ると、ポジションからポジションへのムーブメ
ントで体系を構成しています。弁証法などがまさにそうでしょう。
これと関連するところで、数学者の森田真生さんに以前、彼が関心を持っていた
アレクサンドル・グロタンディークという数学者の人生と研究についての話を伺っ
た際に「英語のほうが数学について思考しやすい」とお話しで、それについれ私も
共感できるところがありました。
また、森田さんに「天動説も数式で証明できるのに、なぜ地動説の数式に落ち着

いたのか」を尋ねると「地動説のほうが美しく、天動説の数式は複雑で美しくない
からなんです」と答えました。
このように数式が持つポエティックな運動性の美しさが数学の規範になってい
る話からも、ムーブメント（動き）とポジショニング（構え、配置関係）による西
洋的な感性の規範が数学にも伺えることを感じました。
日本語の「数学」は「Mathematics」から訳されましたが、正確には
「Mathematics」は〝数学＝数の学問〟ではありません。
Mathematics の語源となる古代ギリシャ語ではマテマとされ、
《知恵、知識、習
う、学ぶ》行為の意味を持ち、その学習内容としては「quantity ＝量、structure
＝構造、space ＝空間、change= 変化・運動性」が含まれています。
よって Mathematics を「数の学問＝数学」と訳したことは、とんだ誤訳であり、
いまだに私たちは Mathematics ＝数学として学校では教わっているわけです。
当時の日本人の翻訳者が Mathematics を数学と訳してしまうことこそが、ムー
ブメントやポジショニングを型や式として捉えてしまう感性と同源の身体観だと
私は考えています。」
「東洋の漢字圏の文化においては、技を伝えるには型と式にせざるをえません。
型が成立するには土台となる文化、いわば「普通」が共有される仕組みが必要で
す。」

mediopos-1598
2019.4.1

■片山杜秀『平成精神史／天皇・災害・ナショナリズム』（幻冬舎新書

元号は
時代の象徴にもなる
これを記している今
まだ次の元号は知るよしもないが
平成の時代はあと一ヵ月で終わる
日本も世界も
「平らか成る」はずの時代は
二〇世紀初頭からの時代をなぞりながら
一九三〇年代四〇年代を
繰り返そうとしてきたのだろうか
その繰り返しという
安易な比較や想像は
避けなければならないが
そこから示唆され得る知恵を
見失ってはならないだろうし
そこに新たなものを付け加え
育ててゆく勇気もまた欠かせないだろう
時代はただ繰り返すのではない
個体発生は系統発生を繰り返すが
そこに新たなものを付け加えてゆく

2018.11）

古典が常に新たな読みを必要とするように
過去からの知恵もまた新たな読みを求め
それを種にしながら葉をつけ
枝をのばし花を実を付けなければならない
強制されるボランティアも
自由によるボランティアへと
新たで本来的なものへ
科学やＡＩへの信仰も
人間ゆえのそれへ
からだ・ことば・こころのもつ
新たで本来的なものへと
向かわなければならないだろう
パンドラの箱が空けられ
その箱の底の「平ら」に「成」った今
そこに残っている「希望」という種をこそ
新たな時代の象徴として掲げ
作り育ててゆく時代になってゆけるだろうか
人を離れた
機械でも神でも超人でもなく
人が人として
人ゆえにできる確かな歩みへと

「ポスト平成はどんな時代になってゆくでしょうか。その徴候が今少しずつ現れてき
ているように思います。
たとえば、二〇二〇年の東京オリンピックのために募っているボランティアです。
文化省とスポーツ庁は、各大学に、五輪開催に配慮して授業機関を設定することを求
めています。そこには、学生のボランティア活動を学習成果と結びつけることを奨励
するような文言も盛り込まれていました。ボランティアというのは、一般的にはあく
まで本人の自発的な無償の行為を言うのだと思いますが、つまり自主的に喜んでやる
のがボランティアなのでしょうが、東京オリンピックのボランティアは、これまでの
意味合いとはもう性質を異にしているでしょう。「現代の学徒出陣」と言っている人
もいます。」
「もちろん、勤労動員や学徒出陣はボランティアかというと、兵隊には給料が出ますし、
勤労動員にも手当はついたのです。ですからボランティアの一般的な意味とは違いま
す。しかし、普通にしていては人手が足りず、かといって高給で募集する余裕もない
ので、なるたけ安い手当でも奉仕するように社会的価値の次元で誘導し、その先に半
強制化し、ついに強制化まで行きかねないという、国民精神総動員運動から法令によ
る誘導・強制のプロセスは、東京オリンピックに向かう現代日本によって、なぞられ
ているようにも思われます。」
「そんな流れは、もちろん日本に限った話ではありません。フランス政府は、一六才
前後の国民に一ヵ月の奉仕活動を義務づける計画案を発表しています。もともとマク
ロン大統領は徴兵制を公約に掲げていましたが、それが後退して国民奉仕活動になっ
た格好です。
これを軍国主義化やナショナリズムと見るのはおそらく筋が違う。結局、フランス
も人が足りないわけです。公共に必要な労働力や兵隊の確保を普通にしようと思って
も人が集まらないから、ボランティアを義務づける。一九三〇年代、四〇年代に経験
した総動員体制と同じ構図が、先進資本主義国で反復されている。戦争のための総動
員ではなく、社会の維持のための総動員なのです。（･･･）
少子高齢化のトップをゆく日本を待ち構えているのは、まずは公共サービスのボラ
ンティア化でしょう。五輪のみならず、被災地の復旧、老人介護など、社会の至ると
ころで自助、共助という名のボランティアが推奨されていく。日中戦争から始まる総
動員体制が、二度目の東京五輪をきっかけに反復的に再現されてゆくのではないで
しょうか。」
「ポスト平成の兆候として、もう一つ触れておきたいのがオウム真理教です。
歴史的に見て、世の中が行き詰まってくると、霊力や超能力というオカルト的なも
のがブームになります。
戦前では、日露戦争の勝利で右肩上がりが一段落し、目標喪失に陥る高等遊民が増
え出した頃に、千里眼や念写が大いに流行りました。その時期に、右翼革命家の北一
輝が『国体及び純正社会主義』を書いています。日露戦争後の一九〇六（明治三九）
年のことです。
（･･･）
オウム真理教も、閉塞的な時代の中で生まれた新興宗教でした。高度経済成長が一
段落した昭和の終わりに、若者の鬱屈を吸引して成長した。文明の行き詰まりを言挙
げし、人間自体の変革を唱え、霊性や超能力を売り物にしました。やがて麻原彰晃は、
教団が外部からガス等で攻撃されていると主張し、信者に危機意識を植え付けます。

カリスマのもとで敵に向かって結束する。世の中からはみ出ているというコンプレッ
クスの共有が、内部の一元化・同質化と、外部に対する攻撃性を相乗的に高めた。そ
うした一九九五（平成七）年の地下鉄サリン事件を起こすに至るわけです。
（･･･）
一九三六年の二・二六事件から二年後には、先述した国家総動員法が制定されまし
た。いわば北一輝がクーデターによって実現しようとした国家社会主義は、国家総動
員時代というかたちで実現されたのです。麻原彰晃の場合はどうでしょうか。オウム
真理教の教義が実現したとは言いません。でも、大げさに危機感を煽って、内部の
一体性を高めようとするオウム真理教のファシズム的性向を、現代日本はどこかでな
ぞっていないでしょうか。右も左も視野狭窄に陥り、陰謀論がおおっぴらに語られる。
しかもオウムは高度な科学技術によって武装し、人間や文明の変革を夢見ていた。麻
原が死刑になった現在、ＡＩや遺伝子工学によって、人間そのものもポスト・ヒュー
マンに進化するという議論がまことしやかに論じられています。こうしてみると、日
本全体がオウム真理教化していると見立てることもできそうです。」
「戦後民主主義は瓦解し、国民総ボランティアのような時代がやってくる。要するに、
国は面倒見きれないから、国民にタダ働きをさせてなんとか国家の体を保つ。国家は
国家で、オウム真理教のようにカルト化する。
おそらくその危機感をもっとも敏感に感じ取っていたのが今上天皇でしょう。
二〇一六（平成二八）年八月八日の「おことば」でも戦後民主主義の育てた象徴天皇
制を擁護し、天皇が存在する意味を国民との実際のふれあいの積み重ねに求めました。
それを、現実主義を掲げて戦後民主主義をなし崩しにしていく現政権やそれに結びつ
く復古主義への必死の抵抗と見ることも、あながち間違ってはいないでしょう。」
「日本も世界も「平らか成る」はずでしたが、振り返れば、年々、カタストロフが顕
在化してゆくのが平成の世でした。その時代が、今今上天皇の意志で終わろうとして
います。パンドラの箱は開きました。その底に「希望」は残っているでしょうか。」

mediopos-1599
2019.4.2

■小泉武夫『灰と日本人』（中公文庫

2019.3）

有機物を焼却したあとも
煙となって消えず
固体として残る無機質は灰になる
灰のイメージは暗く
災害に関わったりすることもあるものの
食生活 農耕 やきもの 染色 製紙など
生活のなかでは欠かせないものとして
歴史的にさまざまな役割を担ってもきた
アク抜きというのも
灰の両義的なイメージでもある
人もまた
死んで焼かれると
灰になる
ash to ash
灰は灰に
そういえば
最近アニメ化された
吉田秋生の『BANANA FISH』の
主人公はアッシュ

自我を破壊する薬物
バナナ・フィッシュをめぐり
物語は展開する
アッシュはやがて死を迎えるが
アッシュはたとえ灰になっても
みずからの心は手放さないだろう
灰は灰に
されど
灰は灰として
不死鳥は
炎の中で自らを燃やし
灰のなかから再生する
花咲か爺さんは
飼い犬の墓に植えられた木でつくった
臼が燃やされた灰で
枯れ木に花を咲かせる
灰かぶり姫（シンデレラ）の物語のなかで
灰はこの世とあの世を仲介する象徴であるという
灰になっても残るもの
灰になってこそ生きるもの
灰のなかから甦るもの

「物を燃やせば炎が起ち、煙草を吸えば煙が昇り、いつも最後に灰が残ります。その
灰は我々の日常生活の中で、少なくとも一日に一度は目にする身近なものであります
るが、意外とこれに関心が寄せられていないのであります。いや、それよりもむしろ、
いつも忘れられている吹けば飛ぶような哀れな存在なのでございます。そういえば灰
冷、灰隕、灰燼、死の灰、灰色の人生、灰色高官、護摩の灰、灰かぐらなど、この「灰」
という字の持つイメージは明るい意味を表すことはほとんど無く、暗く、そして陰翳
の連想に結ぶものばかりでありまして、どうやらそのために敬遠されがちなのかもし
れません。
しかし灰はその字源（手に持つことの出来る火）からも知れるように、昔は手近な
ものとして日常生活に使われていましたし、火の信仰にかかわるものとして古代から
宗教的儀礼にもしばしば登場して参りました。その上、灰のもつ化学的成分に由来す
る性質から、食生活や農耕、やきもの、染色、製紙など日常生活に欠かせない多くの
分野にも、手段又は材料として登場してきたのであります。また料理のアクでは、洋
の東西を問わず、スープや煮物で多くの食通を唸らせるには飽くなきまでも灰汁を掬
いとり、場合によってが材料の灰汁も抜くことが肝要なのであります。そして囲炉裏、
火鉢、茶道などにおきましても、他のものでは代替を許さない灰の役割もまた見のが
すことができないのであります。
ところが一方では、災害としての灰の話題も多く、一九九〇年島原雲仙普賢岳噴火
や鹿児島桜島の火山灰による周辺住民の憂鬱な生活は酷いことでありまするし、アメ
リカでのセントヘレンズ火山における今世紀最大の大爆発は、その火山灰を要因とす
る冷夏を引き起こし、世界の天候までも異変させたのも事実であります。そして核実
験による恐怖の死の灰は今日までもその後遺症を残しています。
一転して童話や物語の世界には、正直者のおじいさんが灰で宝を手にする羨ましい
話や、『灰かぶり娘』（『シンデレラ姫』）、『灰闌記』等々興味深いものがございます。
このように幾つかの例を挙げてみましただけでも、灰がいかに多彩な話題をもつも
のであるかおわかりでありましょう。
しかし、この「灰」という不思議な物体は、人間が出現するはるか以前から存在し
ているにもかかわりませず、ずっと沈黙し続けてきた物質なのであります。そして人
は、こんなに身近にある灰なのに、それを利用するばかり一生懸命になって、いけま
せんことにその中身をほとんど知ることなくここまで来てしまいました。そのために、
灰の周辺の謎だけが残されてしまったというわけなのであります。」
「この世の中には、日常、身の近くにありながら目にも気にも留められず無視されて
ほうむられているものが案外多いのです。
「灰」もこのようなものの一つでありますが、
これまで述べましたように、その本体を深くさぐってみますと、実に多彩な顔を持っ
た、驚くべき物体であることに気づくのであります。ある灰は人間の豊かな生活のた
めに重要な役割を演じ、ある灰は人間の文化の発展に一役かい、ある灰は人の心を幽
玄の世界へと導くための背景を演出し、またある灰は人を殺し、人を苦しめます。
そして人間は誰ものがれることのできぬ死を迎え、気にも留めていなかった灰と
なって消えてゆくのであります。」

mediopos-1600
2019.4.3

■坪井香譲『呼吸する身体／武術と芸術を結ぶ』（新泉社

2019.3）

イデア論には
生きているからだがない
からだがないところでは
ことばからも
こころからも
いのちが失われている
イデアは
からだのなかで
生きられねばならない
活かされねばならない
そうすることではじめて
ことばはいのちになり
こころはいのちになる

霊が身体をもって
地上を生きるということは
霊だけではつくることのできないものを
からだのなかでつくるということだ
生と死の意味もそこにこそある
からだには
ことばが必要だ
こころが必要だ
その身口意
三位一体のなかからこそ
生きられたイデアは立ち上がる

「からだは一冊の書物のようなものだ。
そこに生命の叡智が宝石のように秘められている。
それを見出すには、知性によるだけではなく、
鋭敏に「感じて」ゆくことが必要で、
そうして初めて、
それらの叡智を現実に活かすことができる。
そのような叡智を拓く手立てとして、忘れられがちなのが、武術、武道であるかも
しれない。」
「およそ、人間の活動には、次の三つの側面がある。どれ一つ欠けても充分には成り
立たない。
からだ（生き物としての身体。自然法則や物理法則に従う身体。感覚作用を伴い、
動作やポーズをする。イキモノ・ナマモノとしての身体でもある）
ことば（呼吸で空気を震わせて様々な音を表す話ことば。文字・他にことばに準ず
るような記号や図形や象徴も含む）
こころ（想像力、意識、感情の変化、知的活動、論理的思考等）
（略）
三つが（時には二つが）互いに融合して和し、時に相克しながら展開する。三つ巴か、
三重の葛藤か。文化、文明の展開も人の生活もすべての営為は、この三つの関係でと
らえられるだろう。一つとして欠けたまま、ということはないはずである。」
「人間は「からだ」「ことば」「こころ」の三つによって生き、文化、文明を成す。こ
れはたとえば「身体」「言語」「想像力」と言い換えてもよい。無論、空海の人間存在、
あるいは信仰や瞑想の極意の「三密」の「身」・「口」・「意」も極めて類似している。」
「この三つのどれ一つとして他の二つから切り離されては、人の活動は充分にはあり
得ないはずである。三つの中の「一つ」は必ずしも他の「二つ」と常に調和して働く
わけでもない。だからこそ個人としても社会としても難題が生じる。この三つの対応、
相克、調和をどうとらえるかこそが私たちの課題になる。
特に、私たちの世界に今、欠けているのは、「からだ」かもしれない。生命、存在
の器であり「自然」から賦与された「からだ」のとらえ方があまりに貧弱である。だ
から、「ことば」と「こころ」の問題が生じる。医学や健康の本や情報は呆れるほど
夥しいが、そこに「ことば」や「こころ」つまり。思想や哲学、想像力と豊かに結び
つくものが乏しい。あまりに人間中心主義的で、「自然」の中の人間という観点が欠
けている。
そこで、私たちの先祖が取り組んできた武術の意味も見えてくる。
（略）
私たちは、江戸時代と異なって、いわゆる「主人」に仕えているわけではない。この世、
この社会、この世界、宇宙、自然のなかで、自分あるいは自分の行為や力がどう発揮
されるかが問われ続ける。「主人」の代わりに何があるか、あるいは「主」はどこに
どのように求めるか。その問いに答えをもたらすのは、たとえば色々な職業になり得
る技術もそうだろう。
武術は、最も端的に、また単純に、何処に己の生命力、こころ、集中を向けるべき
かを問うてゆく学びでもある。どうしても対立してしまいがちがこの世界で、どのよ

うに、人同士、己を活かしつつ、他を活かせるかの心得を、身のたしなみとしようと
する。
特に本書で私が述べてきたような道筋を目指す武術は、そこに「からだ」
「ことば」
「こ
ころ」の真に活き活きとした結びをとらえることができるようなものなのである。
つまり、あらゆる意味で、人間性を−−−−自分を、根源から振り返り、とらえ直して、
拓いてゆくものである。」

