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2019.4.4	

わからないから	
生まれてくる	
	
まず最初の入口は	
わからないことを	
わからないとわかることだ	
そこからすべてははじまる	
	
最初に答えがあると	
入口にさえたどりつけない	
最初の入口を見つけるためには	
まず心を拡げてゆかなければならない	
	
社会の心はいちばん狭い	
自然の心はもっと広い	
もっと広いのが精神の心だ	
	
社会の心に閉じてしまうと	
入口を見つけることはむずかしい	
自然を探求する道を辿ろうとするとき	
入口を示す秘密の標が各所にみつかる	
そしてやっと入口の門に辿り着く	
そこが最初の一歩だ	
	
現代は目が外にばかり向かいすぎて	
その入口があることさえ知られない	
死んだ答えばかりが	
世の中には転がっているからだ	
	
まずわからないことにたどりつくこと	
わからないじぶんを見つけること	
そこからようやく	
生まれてきた意味ははじまる	
	

■岡 潔（森田真生編）『数学する人生』（新潮文庫 平成三十一年四月）	
「数学の本質は禅師と同じであって、主体である法（自分）が客体である法（まだ見えない研究対象）に関心を集め続けてやまないのである。そうすると客
体の法が次第に（最も広い意味において）姿を現して来るのである。姿を現してしまえばもはや法界の法ではない。」	
「法が法に関心を集め続けてやめないのは情緒の中心の働きだと思う。そうすれば終には客体の法が主体の衆生（このときはもはや法ではない）の「心
窓の中に入る」のであるが、これは大脳前頭葉の「創造」の働きである。」	
「数学の本質は、主体である法が、客体である法に関心を集め続けてやめないということである。このことは当然「算数」のはじめからそうなのである。だか
ら算数教育は、まだわからない問題の答、という一点に精神を集中して、その答がわかるまでやめないようになることを理想として教えればよいのであ
る。」	
「法に精神を集中するやめには、当然自分も法になっていなければならない（主宰者の位置は客体のところにあるのだから、そうすると当然「自他の別」
を超え、「時空のわく」を超えることになる）。そうするといわば内外二重の窓がともに開け放たれることになって、「精冷の外気」が室内にはいる。これが児
童の大脳の発達にとってきわめて大切なことであって、義務教育における、数学教育の第一はここにあるように思われるのである。」	
「関心のもちやすさのことであるが、社会のものについては関心を持たないでいることがむしろむずかしく、自然界の「もの」にはまだしも関心を集め続け
やすいが、法界の法に関心を集め続けることは非常にむずかしいのである。場所の広狭を、この判定の仕方で決める仕方がある。そうするとこうなるので
ある。社会は一番狭く、自然界はそれより広く、法界は一番広い。人の心は狭い所に閉じ込められてしまっている。だから広い所の」もの」に心をあつめる
ことはなかなかできないのである。	
社会心が一番狭く、自然心はそれより広く、法界心が一番広い。法界心の底は、すべての人の心が一つづきに続いてしまっているといわれている。釈
尊はこういう意味のことをいっている。自然界の法界にあること、なお大海に一漚の浮かべるが如し。それくらい広さが違うのである。	
法界は、一即一切、一切一即の世界だから、その一法に関心を集め続けておれば、心は全法界に拡がっていることになる。	
心を全法界に拡げているのでなければ、注意が全体に行きわたるということはない。」	
	
「人は本来、物質的自然の中に住んでいるのではなくて、魚が水の中に棲んでいるように、心の中に住んでいます。」	
「まず「人は本当は何もわかっていない」ということを自覚するところからはじめなければなりません。私たちはたしかに、いろいろなことを知っていますが、
根底まで尋ねて行くと、みな途中でわからなくなって、はっきりしているものなど一つもないのです。そうであるのに、わかっていると思っている。特に「自
分とは何か」、それから「自然とは何か」をわかっていると思い込んでいる。」	
	
「道元禅師はこう言っておられます−−−−「魚に魚がわかり、コウモリにコウモリがわかるように、スミレにスミレがわかるのだ」−−−−つまり自分に自分がわ
かるというわかり方の場合は、ねむっておるのをゆり起こしてもらえさえすればあとは入らない。ところがスミレにレンゲの花がわかるかという場合は決して
そうではなく、やればやっただけわかるのであって、そこまでしかわからないということだと思うのです。	
ところで、私一人というと問題があるかもしれませんが、複数で自分を自分たちと呼ぶことにしますと、自分たちは長い旅路を歩いているのであって、こ
の一生というのはその一日にすぎない。芭蕉はそんなふうに思っているのだろうと思うのですが、私もそんなふうに思うのです。	
それだったらすでに知り抜いているということをまた勉強するというほかない。全然知らないことを勉強するだろう。それでラテン文かを知るためにこれは
全然知らなかったのだから数学を勉強したのだろう。そう思っているのでして、ともかく西洋のものはいくらやっても、やったところまでしかわからない。そこ
に日本的情緒を内容とするものとの絶対的な違いがある。そんなふうに思っているのです。	
これがたぶんそのために数学をやったのだろうと思うほんとの理由と思うのです。」	

☆mediopos-1602

2019.4.5	

じぶんの声のほんとうは	
じぶんにしかわからない	
	
けれどじぶんにさえ	
わからなくなってしまった	
ほんとうの声が閉じ込められ	
にせものの声をじぶんの声だと	
思い込んでしまっていると	
からだもことばもこころも	
にせものになってしまう	
	
ほんとうの声は	
じぶんにもひとにも	
そのほんとうを届けることができる	
	
それでも	
そのほんとうらしきものが	
ひとを動かすときには	
注意深くなければならないだろう	
	
力のある声は	
本能に働きかけ	
ひとをたやすく群れさせてしまうからだ	
そのときひとはむしろひとの声に呑み込ま
れ	
じぶんを見失ってしまうことになる	
	
ほんとうの声に気づき	
閉じ込められた声を解放することは	
からだとことばとこころを	
調和させることでもある	
	
声のほんとうは本能を超えて	
自覚のもとに見出されなければならない	
からだとことばとこころの調和が	
決して奪われないように	

■山崎広子『声のサイエンス／あの人の声は、なぜ心を揺さぶるのか』
（NHK出版新書 2018.4）	

	

「本物の声とは何か。それは「その人の心身の恒常性に適った声」のことです。」	
「生体における恒常性とは、ひと言でいえば、「人間の心身を正常で健康な状態に安定させる仕組み」のことです。これは人間だけでなく生物が皆持っ
ている機能です。この働きによって私たちは心身を健全に維持することができます。」	
「人間以外の動物は、この恒常性がぞれぞれの生物の特性にしたがって完璧に近い状態で働いています。しかし人間は社会が複雑になった今、ときと
して恒常性に反したことをしてでも社会に適応しなくてはなりません。（略）	
そうやって身体の機能に反するだけでなく、心理面でも人間は無理をします。」	
「声にも恒常性維持の働きは強く関わっているのです。	
姿勢が悪かったり、喉の声帯周りを締めつけたり、声道を圧迫したり、あるいは精神的に緊張やストレスがかかったりすると、本来の身体の状態から外
れ、その声は「健康で安全な状態であろうとする」あなた自身の心身を痛めつけます。	
社会に、周りの人々に適応しようとして、自分を少しでもよく見せようとして無意識に声を作る。そんな作り声を続けていると、心身に不調をきたすのです。
それは「呼吸がちゃんとできていない」「姿勢が苦しい」「喉をそんなに締め付けないで」と、身体が警告を発しているのです。」	
「心身は一体です。身体が無理をすれば精神にも影響し、精神が蝕まれれば身体の機能もバランスを保てなくなる。しかし身体にも精神にも大きく関わ
る声にアプローチしようという発想は、残念なことに日本ではまずありません。	
「本物の声」とは恒常性に適った声。であれば、偽りの声は心身を蝕み、本物の声は心と身体にプラスの影響を与えることは自明でしょう。本物の声は
自分に対してプラスに働くだけでなく、人の心も「声に出ている心身の真実性」ゆえに動かすのです。」	
「人の在り方として、信頼のおけるものはなんでしょうか。社会敵には人を騙さないとか嘘をつかないとかいろいろあるでしょうが、それはまた別の話です。
人間という生命体として見た場合、信頼できるものとは心身の恒常性であり、誰もが持っている「生きようとする力」です。（略）私たちは心身の恒常性とい
う確実性によってのみ生きられるのです。その確実性にもとづいて、目的を持って心身を使うことが「活かす」ということです。	
その確実性、信頼がおけるもの、心身の真実性という意味で、私は（日本語には対応する言葉がないので）「オーセンティシティ」という言葉を使います
が、人は相手のオーセンティシティを感じ取ったときには、無視などできないし、心を開かざるをえません。その音声−−−−その人の心身の真実性が出て
いる本物の声のことを、私は「オーセンティック・ヴォイス」と呼んでいます。それはその人の恒常性に適って心身がもっとも自然な状態で出される、その
人の命そのものであり、その人自身の尊厳とさえ言えるものです。	
作り声や周囲に迎合する声は、頑張れば頑張るほど真実性から離れていきます。いくらかわいらしい声を出していても、あるいは誠実さをアピールして
も、できる人ふうの声を出してみても、そこには必ず「真実性とかけはなれたもの」が透けて聞こえてしまいます。	
言葉ではなく、容姿でもなく、声の真実性が人の判断を左右し、心を動かすのは、聴覚が受け取った「本物の声（オーセンティック・ヴォイス）」が、脳内
で本能を司る旧皮質へと届くからです。それが聞き手の感情を揺り動かし「有無を言わせぬ影響」を与えるのです。	
人の心に届かない声とは、大脳辺縁系（旧皮質）が無視、あるいは拒否してしまう声です。恒常性に適った真実性のある声は心を動かし、作り手や自
分を生きていない声は、心に届かない。それはあたかも原始脳の奥深くで、人間という生物種がこれからも生きのびていくために、「恒常性を失わずに生
きているかどうか」を判定しているかのようです。」	
	
「自分自身の声と真摯に向き合うことは、今までに気づかなかった自分と向き合うことです。あなたの過去と現在、そして未来にも向き合うことです。それ
は今までアクセスしてこなかった新しい感覚の扉を開けるにも等しく、さまざまな発見が、あなたの意識の幅を広げることでしょう。その先に出会う「本物の
声」は、あなたの強い味方となってともに歩み、必ずこれからの人生を充実させてくれることでしょう。」	
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おおきくなった	
ちっぽけな ぼくにも	
あさが きます	
	
まだ はんぶんは ゆめのなかです	
でも すこしずつ めがさめると	
いろんなことを おもいだしながら	
きょう いちにちが しずかに はじまっていきま
す	
しずかでなくて いそがしいことも あるけれど	
	
じてんしゃにのって すすんでいくと	
ひとや くるまにも あいます	
かわぞいを すすむと とりたちも います	
そして ときどき あいさつを したりします	
	
ぼくの まわりには いろんなけしきが	
あらわれては きえていきます	
ぼくのなかにも いろんなおもいが	
あらわれては きえていきます	
	
どうしても こころのなかから 	
きえないでいる いやなおもいもあれば	
なんども なんども おもいだす	
たのしい こともあります	
	
だいじなことを おそわることもあります	
ほんの すこしだけれど	
じぶんひとりで がんばれることもあります	
そんなみんなを たからものに していきます	
	
そして いちにちは すぎていき	
おおきくなった ちっぽけな ぼくにも	
よるが やってきます	
	
よるになると ゆめをみたりします	
ゆめのなかにいると ゆめのほうが	
ほんとうのように なったりもするけれど	
そのうちに あさが きます	

■笠野裕一さく『ちいさないわのいちにち』	
（ちいさなかがくのとも 2019年5月号（通算206号））	
「ちいさな いわに	
あさが きました。	
	
あさ いちばんに やってきたのは トンボです。	
トンボは ちいさな いわの ひの あたっているところに とまると、	
しばらくのあいだ はねをとじて じっとしていました。	
	
つぎに やってきたので セキレイです。	
セキレイたちは ちいさな いわに とまると、	
うれしそうに なんども なんども	
おっぽを ピョン ピョン ふりました。」	
	
（笠野裕一 作者のことば「取材」より）	
「今回、この絵本に登場する小さな岩は、私の住む宮崎県の山の中の渓流に、ポツンとあります。	
（略）	
今回も、あちこち川という川を探しまわったのですが、なかなかこれという岩を見つけることができず、無理かなと諦めかけた時、運良く思っていたものに近
い小さな岩を、山奥の林道沿いの渓流で見つけることができました。	
取材する場所が見つかると、次の日から毎日のように何日も通い続けます。	
（略）	
何週間か通いつめて、いろんな資料が集まると、それを元にダミーという簡単な絵本を作ってみます。作っていく過程で取材が足りてないと思えば、その都
度また取材します。ノンフィクションの絵本作りはそのくり返しです。	
ノンふぃくちょんの絵本を作る時、取材はとても大事です。そして、時間がかかります。ですから、取材が面倒だと思うと、なかなか絵本は作れません。その
点、幸運なことに私は、面倒だと思ったことはありません。普段なかなか見たり聞いたりできない人や物に、取材という名目で会えるのは、とても楽しいことで
す。」	
	
（尾園暁 おおきなひとのための『ちいさな いわの いにちに』より）	
「山肌が新緑に包まれるころ、清流に現れるスマートな体つきのトンボがいます。その名はカワトンボ。日本特殊産で、サワガニがいるような水のきれいな川に
棲み、メタリックグリーンに輝く体をもつ体長五センチほどの美しいトンボです。日本にはアサヒナカワトンボとニホンカワトンボという非常によく似た二種類のカ
ワトンボがおり、地理的にあるいは環境的に棲み分けていますが、両者がいっしょに見られる場所もあります。専門家でも見分けるのが難しい個体もおり、一
般には「カワトンボ」としてまとめて呼ばれることも多いようです。」	
「川辺を優雅に飛んだり止まったりしているだけのように見えて、実はなかなか壮絶な生き方をしているカワトンボたち。春になったら小川に出かけて、その美
しい姿と興味深い生態を、しばし観察してみてはいかがでしょうか。	
	
（ちいさなふしぎのまど 佐川光晴さん その二「自分で選んでいく世界」より）	
「「子育てをするなかで強く感じたのは『何かをしてあげる』、ではなく、『何かをしないでおく』のが子どもにとって大事なのではないか？ ということでした。最
近は、子どもの意志ではない習い事や学習塾に通わせるのが普通というか、そうしなくてはいけない雰囲気が蔓延しているように思います。でも、親にできる
こと、やってあげられることといえば、子どもが気持ちよく生活ができる最低限の環境を整えて、子どもと仲よく楽しくすごすこと。それだけで十分なんじゃない
かな。親が子どもに一から十まで何かを身につけさせようなんて考えなくていいと思うんです。	
ついつい親は先取りして色々なことを教えてしまいたくなりますよね。その気持ちがわからなくはありません。でも、親がさせたことだけしかできない子ども
じゃ、ちょっとさみしいでしょう。外の世界から子どもが自分で仕入れてきたものって、本当に面白い。」	
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「ミュージック・マガジン」が	
創刊されて50周年だという	
その特集が「細野晴臣」	
	
そういえば	
ぼくがロックやポップスを聴き始めたのも	
50年ほどまえのこと	
70年代の音楽がいちばんしっくりくるのも	
細野晴臣の影響が大きいからかもしれない	
	
『HOCHONO HOUSE』は	
50年近くまえのリメイクだけれど	
聴き始めてから耳が離せなくなってしまった	
ひとつひとつの音が	
ひとつひとつの声が	
不思議な奥行きをもって響いている	
71才にしてこの傑作	
過去が未来へ繋がっている	
	
細野晴臣もインタビューで語っているように	
いろんな意味で	
「前代未聞の時代が来てるんじゃないか」	
という感が最近強くある	
	
今いろんなものが過去未来ごちゃ混ぜになって	
流れ込んでいるような感じといえばいいだろうか	
怖くもあるし面白くもあり	
おかしくなる人もたくさんいて	
そのなかで超えているひともそこここに	
	
濁流に呑み込まれて溺れてしまうか	
うまくサーフィンしてゆくか	
濁流という幻を超えてゆけるか	
･･･・	
	
細野晴臣はこのアルバム制作にあたって	
「色々な試行錯誤を繰り返」したそうだが	
溺れておかしくならないためには	
そんな「試行錯誤」を	
繰り返していくしかないのだろう	
	
『HOCHONO HOUSE』は	
ぼくにとっては	
その音の響きを通じて	
いろんなヴィジョンを運んでくれる	
とても刺激的なアルバムだ	

■『ミュージックマガジン 2019 APRIL／特集 細野晴臣』（2019.3）	
■細野晴臣『HOCHONO HOUSE』（VICL-65086 2019.3）	
（細野晴臣「NOTES ON HOCHONO HOUSE」より）	
「1973年にリリースした初めてのソロアルバム、「ホソノハウス」が割と好意的に聞かれている、と知ったのは最近の事だ。若い世代が70年代の音楽に興
味を持っていることもあり、リメイクのアイディアもそんなことから思いついたのだ。気楽に出来そうだと思ったのは大間違い、これほど難しい作業になると
は･･･やり始めて後悔してしまった。26才の自分が何を考えて作ったのか、過去の自分と向き合うなんてことはやらなくてもいいことに思えた。しかし始め
たからにはやめられない。対処の方法として、誰の助けも借りずに「宅録」という手段を選択したのだが、これが大問題だった。なにしろここ10年以上も生
演奏で活動を続けていたので、録音機器や音源などを顧みておらず、古いまま放置していたからだ。しかしここ数年で音楽の世界は劇的な変化を迎え
ており、新しい音像が世界標準になっていたのだ。レコーディング当初は旧態のまま開始したものの、このままでは満足する結果を出せないと思い、制
作期間の半ばでシステムを入れ替えたり新規にソフトウェアを購入するという作業をし、それに多くの時間がかかってしまった。こうして出来上がったアル
バムはそのプロセスが記録されているというわけだ。	
こうした作業が自分にとっては10年に一度起こるか起こらないかの大きな変化を呼び起こしてしまった。71才になっての大きな変化は予想していなかっ
たし、身にこたえる。そもそも70年代の音楽をそのまま現在に置き換えることは困難な作業だ。今も自分ならどうやるか、という命題がスムーズに行ったの
は思えない。いくら客観的な視点を持とうとしても、結局自分からは離れられないことを思い知った。	
今現在、音楽の世界は新次元に突入したという感覚に襲われている。最近の音楽はデザインに近いので、メロディーもコードも意味が希薄になりつつ
ある。身体的に影響を受ける低域の「音圧」が脳内音圧へとヴァーチャル化し、ハリウッド映画にも通じる異次元（空間）で音楽が響き仕組みだ。ポップ・
ミュージックの歴史を通じて旋律や和音という基本構造は伝統的に持続されてきたのだが、2010年代にその変化が始まり、いまや新しい音像のアルゴリ
ズムが確立された時代になっている。こういう時に70年代の音楽を現在に移植することは実験的にならざるを得ず、色々な試行錯誤を繰り返すことに
なった、その経験は楽しい以上にシリアスで厳しいものだったが、その寿命を縮める経験をあざ笑うためにも、アルバムのタイトルを『ホチョノハウス』にし
たのだ。」	
	
（ミュージックマガジンの特集／ロング・インタビュー（今井智子」より）	
「----この50年間に細野さんも『ミュージック・マガジン』誌も、広い間口で音楽と関わってきたところが通じるかと思います。	
「そうですね。同じ時代に育ったというか（笑）。日本ならではの音楽世界というのがありますから。いろんな音楽を吸収してきた国なんでね。だんだんそ
れが変貌してきて画一化されてますけど。とても豊かな音楽の環境だったと思うんですよね、この50年。楽しかったですよ。その楽しい中に、いろいろや
りあいがあったり批評があったり、それはそれで楽しい時代でしたね」	
----細野さんは常に過去より未来へ視線を向けてこられたのではと思います。	
「それが逆転して、今は未来より過去へ（笑）。昔は確かに未来へ未来へと思っていた。何かやると、10年早いって言われてた。それがネガティヴに聞こ
えたんですけどね。今に合わせろと、じゃないと売れないよという意見だと思っていたんで。でも今は、ボクは10年遅いと思ってる。機材も10年遅いし
（笑）。とにかく今の時代は、とてもボクには予測のできないというかね、前代未聞の時代が来てるんじゃないかと。音楽だけじゃなくてね」	
----世の中で起きていることもですか。	
「今日もTVでニュースをやってるけど、人間がちょっとおかしくなってるから（笑）。僕、怖いんですよね。人間に恐怖を感じる。下手に音楽を出すのも怖
い（笑）。だから、これならいいだろうっていうものしか出さないですよ僕は。いや、そうでもないか。今までそんなに人のこと考えて作ってないですからね。
全然考えてない。そしたら今みんな（『HOSONO HOUSE』を）聴いてるんでびっくりしますね（笑）、そういう時代になってるんだって」」	

☆mediopos-1605

2019.4.8	

自己犠牲は自由に関係する	
	
自己犠牲と呼ぶかどうか	
それはおそらく問題ではない	
共同体への貢献といったこととも	
直接的には問題ではないだろう	
	
人がどのような道徳的ファンタジーのもとで	
生きているかということが重要となる	
	
ファンタジーという意味でいえば	
たしかにそこには演技性が関係する	
人は世界劇場を生きているからだ	
	
そこで自分はどのような役割を引き受け	
それをどのように表現するか	
その表現のひとつとして自己犠牲がある	
	
道徳的ファンタジーは	
その人の心的なありように関わっている	
そのありようの範囲を超えたところでは	
ひとはその自由を発揮することができない	
	
宮沢賢治の「グスコーブドリの伝記」で	
ブドリが自己犠牲を選んだのも	
その道徳的ファンタジーのひとつの形	
	
それが他者からどのように見えるか	
ということよりも	
自分にとっての最善の行為を	
どのように選択し得るか	
自分にとっていちばん大切なものはなにか	
その表象能力こそが問題となる	
	
自分にとっての直接的な利益が重要であれば	
ひとはそれを選択するだろうし	
自分にとってのはるかな理想が重要であれば	
苦悩の果てであったとしても	
ひとはそれを選択し得るだろうから	

■田村均『自己犠牲とは何か／哲学的考察』（名古屋大学出版会 2018.12）	
「本書は、自己犠牲を主題とする。自己犠牲の物語は、洋の東西を問わず人々に語り伝えられてきた。新約聖書の十字架上のイエス、ジャータカの捨
身飼虎譚、ギリシア神話のイーピゲネイアの犠牲、『古事記』中巻「景行天皇」のオトタチバナヒメノミコトの入水譚など、古典中の古典に自己犠牲の物語
はひろく見出される。自己犠牲の物語が人々を強く刺激する何かを備えていることは明らかである。しかし、現代では、自己犠牲が哲学的な考察の対象
となることは少ない。」	
	
「自己犠牲をめぐっては、長いあいだ、うまく解決できない問題が一つあって、そこに不透明さが残り、自分の立場をはっきり決めることができなかった。
（略）	
その問題とは、自己犠牲を偽善や欺瞞の一種と見なさないでおくことが本当に可能か、という問題である。自己犠牲とは、単純化すれば、利己的欲求
を抑圧して共同体に貢献することである。それは自分を偽る偽善や欺瞞ではないのか。人間が行為するときんは、どんな場合でも、その人間の意志（脳
の命令）によっいぇ身体が動く。自己犠牲は、自分が本当は行ないたいと思っていないことを行なう、という行為類型の一つである。いやいや行なったに
しても、ある仕方で身体が動いた以上、最終的に行為者の脳が自分の身体に動けと命令を出したはずである。そうしたくないという気持ちと、そうせよと
いう命令とは、一人の人間のなかに同居する状態は、行為者が人格的に分裂していると考えれば成立可能である。アリストテレスの昔から、「甘いものを
食べるのはよくない」と知っている人が、「これを食べちゃいけないんだ」と言いながら甘いお菓子を食べてしまう、といった例はよく知られている。これは
意志の弱さの例である。アリストテレスは、こういう場合「これを食べちゃいけないんだ」といった言葉は舞台上の役者の台詞のように発せられているのだ、
と指摘した。役者個人と役柄の分離は、演劇が成り立つ必要条件である。自己犠牲もある種の演技的な行為と見なせば、「したくないのにする」という論
理的な矛盾は回避でき、現実世界において成立しうる行為類型となる（論理的に矛盾したままだと、自己犠牲はいかにして可能か、という問いが残って
しまう）。だが、現実世界におけるこの種の演技的なんこういは、自他を欺く欺瞞の一種ではないだろうか。」	
	
「自己犠牲が一般に演技的な行為であり、一種のごっこ遊びであるのなら、それは現実世界と虚構世界をまたいで生きる現生人類の基本的な特性に根
を下ろしているはずである。現実と虚構の二層を生きるということは、人間的な生の根本条件なのだ。自己犠牲は偽善や欺瞞の一種ではないのか、とい
う疑念に対して、ここから直接的な答えが得られるわけではない。ある一つの自己犠牲の事例は、なるほど偽善に分類されるかもしれない。だが大事な
のは、自己犠牲が偽善や欺瞞の一種なのではないかという問いに答えることではない。そうではなくて、自己犠牲や自己欺瞞、あるいは意志の弱さや不
合理な行為というような、「したくないのにそうしてしまう」という現象が生み出される根源にある人間的な条件を明瞭に見ることである。	
現実世界と虚構世界をまたいで生きる能力は、ある事象をそれとは別の何かを表すもの（表象体）としてとらえる能力に根ざしている。その能力は、子
供たちのごっこ遊びとして現れたり、大人の芸術体験として現れたり、自己犠牲として称揚されたりするだけなのだ。非難や称揚は時と場所と人によって
変わるに違いない。重要なのは、非難や称揚の対象となる当の行為を可能にする人間的生の条件の方である。人類の自然史のなかに自己犠牲を位置
づけることは、演技やごっこ遊びを生み出す人間の心的能力という基礎の上に自己犠牲を位置づけることである。自己犠牲における自己の演技性をそ
こに位置づけることができれば、自己の演技性の否定もまた位置づけることができる。これが自己犠牲の概念と個人主義の両方を、人類の自然史のな
かに哲学的に位置づけることの実質である。」	

☆mediopos-1606

2019.4.9	

「最後の読書」にはたぶんまだ早いが	
寺田寅彦の亡くなった５７歳を過ぎて	
まだ生きていることを少しばかり不思議に感じている	
	
シュタイナーが亡くなったのは６４歳で	
それまではまだ少し時間があるけれど	
それにしても人は成熟しないものだと	
あらためて実感している	
	
じぶんの４０歳以前を振り返ると話にもならず	
読書にしてもまともに字が読めていたかどうか	
寺田寅彦の亡くなったあたりでようやく	
バブバブの時期を過ぎたかという感じなので	
なんとか立って歩けるように	
なれるかどうかなどわかったものではない	
	
シュタイナーの神秘学概論のなかに	
ひとのなかにはそれまで生きていた自分も	
生きているとあるように	
そういう意味では歳をとったほうが	
体験の量はたくさん蓄えているのだろうが	
それを経験に変容させてゆけるかどうかは	
歳に関係しているわけでもない	
頑迷さの毒を喰らってしまう可能性もある	
	
ここ数年ほど	
よちよち歩きだけでもできるようにと	
少しばかり試みを続けたつもりにはなっているけれど	
話はそう簡単に運ぶわけでもない	
一歩歩いたぶんだけ	
歩いたつもりになっているだけのことだ	
	
過去を振り向く暇はないし	
未来を仰ぐ気も特にない	
過去のじぶんも未来のじぶんも	
いまをともに生きていられるように	
日々をいつもはじめて生きること	
そう願うばかりだ	

■津野海太郎『最後の読書』（新潮社 2018.11）	
「ひとの一生がまもなく終わろうとしている。いやいや、ひとごとではないぞ。現に私自身が、いま人生のそのステージをよろよろと頼りなく歩んでいるの
だから。	
と思ったら、「最後の食卓」でも「最後の旅」でも、いわんや「最後の恋」でもなく、ごく自然に「最後の読書」というフレーズが頭にうかんだ。ちょっとわ
びしい気がしないでもないけど、でもまあ、しかたないか。なにしろ読む人間、書く人間、つくる（編集する）人間として、あまりにも長い時間を、本のそ
ばで、本とともに生きてしまったのだもの−−−−。	
ただし、このフレーズが本書のタイトルになるについては、もうひとつ、より決定的なきっかけがあった。	
というのも、二年ほどまえに、鶴見俊介氏の『「もうろく帖」後篇』という刊行されたばかりの遺著を読んだ。くわしくは冒頭の章にふれたので、そちらを
見ていただくとして、とにかくこの小さな本によって、病に倒れた鶴見さんが亡くなるまでの最後の三年半、書くことも話すこともできずに、ただ黙々と病
床で本を読みつづけていたと知り、その事実に想像もしていなかったほどはげしく気持ちを揺さぶられたのです。」	
	
「この年齢になってわかったが、年老いた人間の読書には、少年少女や青年や壮年のそれとはかなりことなり性質があるみたい。	
年齢はどうあれ、ひとは、それまでにかれが生きた過去の体験の集積（経験）をまるごとひっかかえて本を読むし、読むしかない。	
そして老人と老人以前とでは、たんなる事実として、その集積の（質とまではいわずとも）量がちがう。しかも心身のおとろえに平行して、未来を想像
する力も遠慮なく失われてゆくので、古い本だけでなく、新しい本までも、思わず知らず、過去に積み重なったおびただしい体験のあいだを往ったり
来たり点検しながら読んでしまう。未来より過去にかたむく。そういう読み方がしだいにしっくり感じられるようになった。	
で、その過去にしても、昨今の私の場合でいえば、頭にカッと血をのぼらせて生きていた青年や壮年期より、気がつくと、それよりさらに古い記憶の
層−−−−はるか少年期の体験のほうに引きよせられることのほうが多くなっている。	
戦争が終わって十年間ほどの、いわゆる戦後民主主義の時代、そしてまた、この国の人びとの暮らしがとことん貧しかった時代−−−−。	
それが私の少年期に当たるのだが、かといって、当時、そのことをとくに深刻に意識していたわけではないですよ。民主主義にしても貧困にしても、
ものごころがついたら、もうそのまっただかなにいた。その与えられた環境を、いつの時代の少年少女もそうであるように、世界とはこういうものなのだと、
そのまま受け入れて遊んでばかりいたのですから。	
そして、いざ歳をとって気がつくと、いつのまにか、少年期に読んだ本にかぎらず、その時代にかかわる本や文献を読む時間が増えていた。ときには、
私よりもずっと若い方々のしごとに接することで、「私の時代」の抱えていた複雑さが、私など考えもしなかったような新しい角度から解きほぐされたりす
る。そうした発見がこののほか新鮮に感じられる。」	

☆mediopos-1607

2019.4.10	

渾沌は無であり空	
	
なにもないのではなく	
コトバによって分節される	
「有」以前の「非有」	
	
非有は「一」	
その「一」が	
コトバによって分節されると	
「多」となり	
名と形が現れる	
	
「光あれ！」によって	
カオスである渾沌は	
コスモスへと変貌する	
	
世界がある	
ということ	
私がある	
ということは	
光あれ！とともにあることだ	
	
西洋では	
無は忌み嫌われた	
死が忌み嫌われたように	
	
無も死も	
存在が無化されることとして	
とらえられたからだ	
西洋は分節化へと向かったのだ	
	
けれども無も死も	
存在の本来的な「一」そのものなのだ	
ただそれがコトバによって	
コスモス化されていないだけのこと	
むしろすべての根源はそこにこそある	
	

■井筒俊彦『意味の深みへ／東洋哲学の水位』	
（岩波書店 1985.12/2019.3）	

そしてむしろその渾沌を	
ロゴス化しようとして孔をあけると	
渾沌は死んでしまうのだ	
	
東洋ではその「一」そのものを	
体得することを悟りとしてきた	
たんに「一」に還るのではなく	
「多即一」「一即多」	
「色即是空」「空即是色」を	
可能にしようとしてきた	
	
カオス即コスモス	
コスモス即カオス	
そのことを	
人はからだをもちながら	
体得しようとしてきたのだ	
多数の孔が空けられながら	
死なない渾沌として生きるために	

（「八 混沌----無と有のあいだ----」より）	
「古ウパニシャド的コンテクストにおいては、「非有」とは、たんに何かがないとか、なんにもないとか、我々が普通「無」という言葉で理解するような単純な存在否定の意味ではなくて、何もの
も明確な輪郭で截然と他から区別されていない状態存在を意味する。全てのものが混融する存在昏迷。いずれがいずれとも識別されず、どこにも分割線の引かれていない、渾然として捉
えどころのないようなあり方、つまりカオスということだ。（･･･）カオスは古代中国思想の「渾沌」に当たる。	
従って、「非有」に対立する「有」は、全てのものが互いにきっぱりと区別され、それぞれ己れの本質に準じて正しく働くことが期待されるような存在のあり方、存在秩序、を意味する。「名
（ナーマ）と形（ルーパ）」に従って整然と分節され秩序づけられた事物事象のシステムがあってはじめて、人はそこに「有」を感得するのだ。絶対無分節的存在状態は、存在よりも無に近
い。それが「非有」なのである。だから、「非有」から「有」への動きは、ここでは、カオスからコスモスへの存在論的変貌として捉えられる。」	
	
「このような意味でのカオスを、「創世記」の宇宙創造譚は、存在世界の「有」の以前に想定する。この時点では、一物もまだ名づけられていない。『老子』のいわゆる「無名」の境地。すなわ
ち、存在はまだ全然分節されていない。元来、「名」は存在分節の原理である。だから、一物も名をもたず、何物も分節されていない（何物も名によって自性を確立されていない）存在状態
は「無」にひとしい。	
突如、この「無」の闇を引き裂いて、神のコトバが響く、「光あれ！」。カオス的「無」が経験的「有」に転成するに当たって、まず第一に創られたものが光であり、それを創ったものが（神の）
コトバである、ということは注目に値する。」	
「「神、光あれ、と言えば、光があった」。光というものの出現の前に、「光」というコトバの出現がなければならない。ヒカリ（･･･）という語が発される。と間髪を容れず、光が現れる。そして、そ
れに続いて、様々に異なる「名」が、森羅たる万物が。『旧訳』的世界表象において、光は存在分節の原点、全存在界の始点、「無」から「有」への、カオスからコスモスへの転換点、であ
る。」	
	
「「無」を虚無と同定し、それをまた実存的に死と同定するこのような西洋的思想傾向に対して、「無」（あるいは「空」）を「有」の原点とし、生の始原とする考え方が、東洋の思想伝統では重
要な位置を占める。この考え方を、古来、東洋の哲人たちはヨーガ的冥想体験を通じて開発し、それを宗教的に、哲学的に、あらゆる思想の分野で展開してきた。	
「廓然無聖」とか「無一物」とかいう禅の表現が示唆するように、ここでも「無」は、一応文字通りには、何もないことを意味する。だが、この「何もない」は、冥想の実践的極限状態に現成す
る体験的事態なのであって、西洋的ニヒリズムの考える虚無とはその内実がまったく違う。「無」とは、ここでは、意識と存在の分節以前、つまり「コトバ以前」という意味での「何もない」なの
である。ちょうどユダヤ神秘主義の代表的形態であるカッバーラーの言語理論において、至高の「神の名」が、あらゆる言語的意味の根源でありながら、しかもそれ自体では「コトバ以前」
であり、無意味であり、結局は「無」であるのと同じように、神の外にではなく、神の内に、内部構造的に「無」が組みこまれているという、ユダヤ教としては実に驚くべき思想を、十三世紀の
カッバーリストたちは展開した。この「無」の中に神の創造の意志がかすかに動くやいなや、そこに無音のコトバが起こる、という。」	
「意識と存在の形而上学的「無」が、こうして意識と存在の経験的「有」に移行する、この微妙な存在論的一次元を、荘子は「渾沌」と呼ぶのだ。東洋思想の「渾沌」は西洋思想の「カオス」
に該当する、と私は前に書いたが、たとえ両者が表面的には同一の事態であるにしても、それの評価、位置づけは、東と西、まったく異なる。現に、荘子のような思想家にとっては、「渾沌」
（窮極的には「無」）こそ存在の真相であり深層であるのだから。	
万物が、いかにも取り澄ました顔付でそれぞれ己の分を守り、各自があるべき所に位置を占め、互いに他を排除することによって自己を主張しつつ、整然たる存在秩序の空間を形成し
ている。それがいわゆる「現実」というものだが、そんな既成の秩序を取り払って全てをカオス化し、そこからあらためて現象的多者の世界を見なおしてみる。そこにこそ存在はその真相・深
層を露呈する、と荘子は言うのだ。	
このカオス化の操作は、今日の哲学的述語で言い表すなら、「解体」ということになるだろう。言語の意味分節的システムの枠組みの上にきちんと区分けされ整頓されている既成の存在
構造を解体するのだ。荘子自身はこの操作を「斉物」と呼ぶ。「斉物」とは、字義通り、（全ての）物を斉（ひと）しくする、の意。物と物とを区別する境界線を、きれいさっぱり取りのけてしまう、
ということ。」	
「人が、ロゴス的差別性の迷妄から脱却して、純粋に「一」の見所から存在を見ることができるなら、その時、人は「多」は「多」でありながらしかも「一」であること、つまり万物は万物でありな
がらしかも根源的に「斉」しいことを覚知するだろう。「多」が「多」でありながらしかも「一」、「有」が「有」でありながらしかも「無」。常識的には論理的矛盾としか思えないこの存在論的事態を、
荘子は「渾沌」という語であらわそうとするのである。荘子の全哲学は、「渾沌」の一語に収約される。」	

☆mediopos-1608

2019.4.11	

ひとは「ドラマチックすぎる世界の見方」が好きだ	
スリリングなドラマを楽しむように見たがるのだ	
事実は小説よりも奇なりともいえるけれど	
まず必要なのは	
じぶんのドラマをそこに持ち込まないことだ	
	
バイアスだらけのメディア情報も	
じぶんのルーティーンな感情も	
いちどカッコにいれて	
世界を見てみると	
世界はずいぶん違ってみえてくる	
	
データをすべて	
正しいと信じる必要はないけれど	
その背景にある見えないものも含めて	
とりあえずは基本データを	
じぶんのフィルターを減らして	
見てみる必要がある	
	
課題は山積し	
間違ったこともたくさんされているが	
人間はそれなりに	
世界を良くしようと思っている	
そう思っていたほうがいい	
	
その善意が暴走して	
錯誤してしまうことも多いけれど	
だれか悪者がじぶんだけのために	
ほかのひとを搾取し陥れようとしている	
そんなふうにだけ考えるところからは	
そういう世界しか見えてこない	
	
ひとは世界に	
じぶんの物語を投影する	
メディアもそれを絶大に応援する	
ひとは見たいものしか見ようとしないからだ	
	
ドラマチックすぎる世界で生きたいと思えば	
ひとはそのドラマを生きることができる	
けれどそのドラマはハッピーエンドであってほしい	
人類の長い歴史が霊性を高める進化であるように	

■ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド	
『FACTFULNESS』	
（上杉周作、関美和訳 日経BP社 2019.1）	

「ここ数十年間、わたしは何千人もの人々に、世界の事実について数百個以上の質問をしてきた。貧困、富、人口、出生、死亡、教育、保健、ジェンダー、暴力、エネルギー、環境など、どれも世界を取り巻く状
況の変化にまつわる質問だ。複雑な質問や、ひっかけ問題はひとつもない。それなのに、まともに正解できる人はほとんどいない。」	
「学歴が高い人や、国際問題に興味がある人に限れば、正解率は高いのでは？ とお考えだろうが。わたしもそう考えていたが、それは間違いだった。」	
「何も知らないというより、みんなが同じ勘違いをしているといったほうが近いかもしれない。」	
「人はあんぜ世界を悲劇的にとあれ続けてしまうのか？ メディアのせいだろうか？ もちろんその可能性も考えた。だが、問題の元凶ではなさそうだった。（･･･）メディアにも責任はある。だが、メディアを悪役に
仕立ててヤジを飛ばすだけでは何も変わらない。」	
「あなたは、次のような先入観を持っていないだろうか。	
「世界では戦争、暴力、人災、腐敗が絶えず、どんどん物騒になっている。金持ちはより一層金持ちになり、貧乏人はより一層貧乏になり、貧困は増え続ける一方だ。何もしなければ天然資源ももうすぐ尽きてし
まう。」	
少なくとも西洋諸国においてはそれがメディアでよく聞く話だし、人々に染みついた考え方なのではないか。わたしはこれを「ドラマチックすぎる世界の見方」と呼んでいる。精神衛生上よくないし、そもそも正し
くない。	
実際、世界の大部分の人は中間所得層に属している。わたしたちがイメージする「中間層」とは違うかもしれないが、極度の貧困状態とはかけ離れている。女の子も学校に行くし、子供はワクチンを接種するし、
女性ひとりあたりの子供の数は２人だ。休みには海外へ行く、もちろん難民としてではなく、観光客として。	
時を重ねるごとに少しずつ、世界は良くなっている。何もかもが改善するわけではないし、課題は山積みだ。だが、人類が大いなる進歩を遂げたのは間違いない。これが、「事実に基づく世界の見方」だ。	
わたしのクイズで、最もネガティブで極端な答えを選ぶ人が多いのは、「ドラマチックすぎる世界の見方」が原因だ。世界のことについて考えたり。推測したり、学んだりするときは、誰でも無意識に「自分の世界
の見方」を反映させてしまう。だから、世界の見方が間違っていたら、正しい推測もできない。」	
	
（「第１章 分断本能」より）	
「話の中の「分断」を示す言葉に気づくこと。それが、重なり合う２つのグループを連想させることに気づくこと。多くの場合、実際には分断はなく、誰もいないと思われていた中間部分に大半の人がいる。」	
	
（「第２章 ネガティブ本能」より）	
「ネガティブなニュースに気づくこと。そして、ネガティブなニュースのほうが、圧倒的に耳に入りやすいと覚えておくこと。物事が良くなったとしても、そのことについて知る機会は少ない。すると世界について、実
際より悪いイメージを抱くようになる、暗い気持ちになってしまう。」	
	
（「第４章 恐怖本能」より）	
「「恐ろしいものには自然と目がいってしまう」ことに気づくこと。恐怖と危険は違うことに気づくこと。人は誰しも「身体的な危害」「拘束」「毒」を恐れているが、それがリスクの過大評価につながっている。」	
	
（「第５章 過大視本能」より）	
「ただひとつの数字が、とても重要であるかのように勘違いしてしまうことに気づくこと。ほかの数字と比較したり、割り算をしたりすることによって、同じ数字からまったく違う意味を見いだせる。」	
	
（「第６章 パターン化本能」より）	
「ひとつの集団のパターンを根拠に物事が説明されていたら、それに気づくこと。パターン化は間違いを生み出しやすいこよを肝に銘じること。パターン化を止めることはできないし、止めようとすべきでもない。間
違ったパターン化をしないように努めよう。」	
	
（「第8章 単純化本能」）	
「ひとつの始点だけでは世界を理解できないと知ること。さまざまな角度から問題を見た方が物事を正確に理解できるし、現実的な解を見つけることができる。」	
	
（「第９章 犯人捜し本能」）	
「誰かが見せしめとばかりに責められていたら、それに気づくこと。誰かを責めるとほかの原因に目が向かなくなり、将来同じ間違いを防げなくなる。」」	

☆mediopos-1609

2019.4.12	

室町から江戸まで	
歌い継がれた隆達節	
	
ひとの心はいまもなお	
千代に八千代に長寿を祈り	
うき世の無常を哀しみながら	
いかにせんいかにせんと問いつつも	
ただ遊べと世を生きる	
	
変わらぬ心を	
節にのせ	
歌は世につれ	
世は歌につれ	
	
明治大正	
昭和平成	
そして令和	
	
令和の終わるその頃に	
歌われている歌はあるだろうか	
	
この後	
百年二百年	
歌い継がれる歌は	
あるだろうか	

■小野恭靖	
『室町小歌／戦国人の青春のメロディー』	
（笠間書院 2019.3）	
「和泉国堺の高三（たかさぶ）隆達が節付けして歌った隆達節は、戦国時代から江戸時代初期までの一世を風靡した流行歌謡であった。戦国の世を生きた人々の人生とともに
あった大切な心のメロディーだったと言うことができる。隆達節は歌詞を室町小歌から継承している例が多いが、その淵源をさかのぼれば、永正一五年（一五一八）の『閑吟集』に
たどり着く。隆達節にはその『閑吟集』所収歌とまったく同じ歌詞の歌や、一部分が異なるだけのほぼ同一歌詞の歌が多数確認できる。隆達節が龍光のピークにあったのは文
禄・慶長年間（一五九二~一六一五）であったから、『閑吟集』は実に一世紀近くも前の集成となる。つまり、室町小歌の歌詞は一世紀にもわたって人々の心を捉え続けたと言え
るであろう。」	
	
「01 幾度も摘め、生田の若菜、君も千代を積むべし」	
「隆達節には草歌と小歌の曲節の異なる二種の歌謡があった。この歌はそのうちの草歌に属し、隆達節の先行する『閑吟集』にも巻頭から二首目にまったく同じ詞章の歌として
収録されている。（･･･）春に採取される生田海岸の海草を、人々は「生田の若菜」と呼んだ。ここに紹介する隆達節の「生田の若菜」も蕨や芹などの若菜ではなく、海草を指してい
る。	
この歌は前半で「幾度」の「いく」と「生田」の「いく」を頭韻とすることによって、詩歌としての基本的なリズムを作る。その際、「生田」には「生く」という意味も重ねている。そしてそ
の「生く」にさらに「千代」という語を続けることによって、長寿にかかわる文脈を構成する。最後は海草を「摘」むことと千代の齢を「積」み重ねることを、同音の反復によって関連付
ける。意味としては長寿を予祝する単純な祝い歌ではあるが、音を二箇所で反復させることによって、リズムのよい歌唱詞章としているのである。」	
	
「30 君が代は千代に八千代に、さざれ石の巌となりて苔のむすまで」	
「言わずと知れた著名な歌で、後代には国歌とされた、古く歌い出しを「我が君は」として『古今和歌集』に入集した詠み人知らずの賀の歌であった。この歌の主題は長寿で、本
来は相手に歌いかけることによって、その人の長寿を祈り、寿ぐものであった。「君」は恋人であり、親であり、友人であり、主君であり、また周囲のすべての人に向けられた二人称
である。言霊と呼ばれる言葉の力を信じる気持ちを持っていた古代の日本人は長寿を願い、予祝する歌を声に出して歌うことで、実際の長寿を引き寄せることができると考え
た。」	
「この歌は延々と歌い継がれ、平安時代の『古今和歌集六帖』『和漢朗詠集』などといった書物のなかにも「我が君は」として掲載されている。鎌倉時代末頃かた南北時代に至ると、
冒頭を「君が代は」として歌われるようになった。」	
「隆達はこの歌詞に独自の節付けをして、自らの持ち歌としたと考えられる。当時日本に滞在していたポルトガル人宣教師のジョアン・ロドリゲスは『日本大文典』の中で「小歌」と
して「君が代は」の歌詞を紹介している。」	
	
「13 あら何ともなの、うき世やの」	
「この歌は短いフレーズで、無常観を端的に表した歌として広く知られている。無常というこの世の定めから逃れられない人間の哀しみが主題として歌われているからである。	
この歌をめぐっては古くから芭蕉の「あら何ともなや昨日は過ぎてふくと汁」との関係が取り沙汰されてきた。早くは『はいかい隆たつ』の建部巣兆の序文に、芭蕉が隆達節を摂
取したという記述がある。しかし、「あら何ともな」という表現は当時日常的に使われた口語で、隆達節以前にも「あら何ともなや、さてここをばどこと知ろし召されて候ふぞ」、「頼み
ても頼みなきは人の心なり、あら何ともなや候ふ」等のように、能の問答の場面に多く用いられた謡曲の表現でもあった。」	
	
「20 いかにせん、いかにせんとぞ言われける、もの思ふ時の独り言には」	
「「いかにせん」は現代語では「どうしよう」に相当するから、現代人が考え事にふけり、「どうしよう、どうしよう」と無意識に言っているのと同じことが中世にもなされていたことがわか
る。中世の人たちも「いかにせん、いかんせん」という独り言を発する時には無意識であったはずである。その無意識の言葉を、ある時突然意識化できるようになる瞬間がある。そ
れは自らが悩んだり、困ったりしている様子を客観的に見つめられる瞬間の到来に他ならない。自らの姿を客観的に見つめられるようになった段階で、その人の悩みや苦しみは
既に半ば解決したようなものである。（･･･）	
我を忘れて、悩みの中に埋没する自分は、小さくて情けない存在ではあるが、しかしまたそんな弱い自分が無性に愛しく思えたりもするのだ。これは時代を超えて変わらない普
遍的な人間の姿であろう。この歌は人が一生を生きていくなかで、誰もが味わったことのある経験のいちば面を切り取って、歌詞に仕立てた親愛なる小歌である。また、それと同
時に深い人間観察に基づいた歌ということもできるであろう。隆達節には深い人間観察に基づく歌が散見するが、この歌はその代表例と言える。」	
	
「40 ただ遊べ、帰らぬ道は誰も同じ、柳は緑、花は紅」	
「この小歌の冒頭には、「ただ遊べ」という戦国の世の無常観と享楽的思想を端的に示す詞章が置かれている。人がその短い人生を遊び暮らすことは至極自然なことだというの
である。「遊べ」はこの歌のキーワードであり、また生命と言ってもよい言葉であるが、自分の思うままに自由に、そして精一杯生きることを端的に表現した語である。一方、末尾の
「柳は緑、花は紅」は室町時代以降に頻繁に用いられた慣用句で、あるがままに自然の姿を言う。もともとは禅や茶の湯の世界で親しまれた成語「柳緑花紅」で、それを和語にや
わらげた句である。」	
	

☆mediopos-1610

2019.4.13	

松のことは松に習え	
竹のことは竹に習えという	
	
天然知性が芸術だというのも	
そういうことなのではないか	
	
それは一人称的知性でも	
三人称的知性でもなく	
自分でありながらも	
訪れるもののなかにも	
ともにある人称の知性なのだろう	
	
能動ではとらえられず	
受動でもとらえられない	
受動の能動的転回	
	
科学にも哲学にも	
ときにうんざりしてしまうのは	
そうした合気道のような働きが	
感じられないところにあるのかもしれない	
	
自分の求めるものを	
待ちつづけ待ちつづけ	
そのもののなかに	
受動的能動が入り込む	
天然知能のなんと芸術的なことか	
そしてそれこそがポエジー！	
	
ノヴァーリスのいう	
「すべての科学はポエジーになる、	
哲学になったあとに」	
というのもそうした天然知能なのかもしれない	

■保坂和志 郡司ペギオ幸夫	
「芸術を憧れる哲学」	
（「群像」2019.5 所収）	
「郡司／普通、一人称と三人称は対立していると考えられていますが、同じものに収斂するのです。人工知能の一人称が「わたしたち」になったものと、「わたし」性というのが脱色され
て連続の形になった自然知能の三人称と、どこが違うのか。どちらも「わたしたち」になって、その意味では、自然知能の人工知能もそれほどの差はない。「一人称＝三人称的知性」は。
「わたしたち」という権力構造を立ち上げるんです。	
保坂／人工知能の説明可能な「わたし」というのは、もう三人称化しているということですね。	
郡司／そうです。わたしたちはどうしても、一人称的知性と三人称的知性で、物事を考えがちです。どちらも、知覚されないものなど問題にしません。だから、何で世の中が、人工知能
をすごいことのように喧伝するのかなという違和感があります。	
一方、天然知能というのは、あくまでも一人称は一人称なんだけれども、外部がある。いわば一・五人称。自分の想定できないような向こう側というのがある。向こう側というのは想定で
きないし、知覚できない、どうしようもないものなので、それはひたすら待つしかありません。ひたすら待つという極めて受動的な態度を、生きるという肯定的な転回として実現するものが
天然知能であると考えています。	
保坂／その待つという態度が、芸術をつくっていくのとイコールかなと思ったんです。	
郡司／イコールだと思いますね。」	
	
「保坂／ハイデガーも、ケーレ（転回）以降は、道具的存在の話とはかあまりしなくなって、芸術のことばかり言っているんですね。「バラのバラたるはバラ性がバラを貫いているからだ」
みたいなことを言っている。それはもともとシレジウスの瞑想詩から来ているらしいんですけど。だから、「神の神たるは」みたいな、ほとんどトートロジーでしかないような言い方しかでき
なくなってきますよね。	
「絵って何？」と言われたり、「小説って何？」と言われたときに、それはやっぱり小説としか言いようがないもの、それが小説なんだと思うんです。ストーリー、人物、事件、風景･･････と
いう要素を並べたって、そんなのは小説のマネをしただけのものであって、全然そうであない。「こういうものが小説なのか！」という驚きがあるのが、小説なんです。『天然知能』は、最
初から最後まで、そこを通して言っている感じがします。	
郡司／ハイデガーというのは、現象学から来て、西洋の哲学の行き着くところまで行って、極めて反省的に転回していくわけじゃないですか。それでアートや文学を中心に扱うようにな
る。	
僕は『天然知能』が刊行される半年ほど前、日仏哲学会のシンポジウムでイワシの話とかをしたんです。そのときにスピノザ研究者の上野修先生が、「面白かった」「やはり哲学者は貧
乏くさくて概念が足りなかったんじゃないか」と言ってくださったんです。	
保坂／明晰に言えることで言おうとするから面白くないというか、それはやっぱり違うんじゃないかという気がします。でも、世界のトレンドは、やっぱり明晰に言えることが重宝されるとい
う流れで、先ほどのハイデガーの「バラのバラたるは･･････」とかは敬遠されているのかもしれない。	
僕はメルロ＝ポンティの「ソナタ奏者の演奏がソナタたりえるのはソナタに奉仕しているからだ」という言葉がすごく好きで、だから僕も小説に奉仕しているんです。でも、そういう言い方
は、たぶんトレンドの中で置いてけぼりというか、無視されつつあるんじゃないか。それは何も言えてないだろうと。置いてけぼりでいいんだけど。」	
	
「郡司／自然知能というのは、意志の力によって、最初の設定と実現されたものをぴったり一致させてしまって、むしろ完成させてしまうわけですね。それこそが何か作品であり、知性で
あるというふうに考えてしまうけれども、そうではなくて、その間に、向こうからやってくるものをうまく召喚させるようなすき間をいかにつくるか、それに命を賭けるのが大事であるという話
なんだと思います。	
保坂／金槌の頭をちょっと緩くするということですね。基準を小説の完成度の話に持っていっちゃうと、権力があることに無神経というか、無反応になっていく感じがするんですよ。完成
させないということが、反権力とか脱権力的な、権力と別方向に気持ちが向いていく感じがするんです。郡司さんも僕も、本当はわりとそのことはついて回ってるんだよね。非常に権力
志向のない二人なんだけど（笑）。嫌いだから。」	
	
「郡司／今の「問題と回答」というセットは排他的ですよね。排他的というのは、問題が成立するときんは疑問があるだけで回答がないわけですよ。回答が出た途端に問題は消えます。
だから、大抵の場合、問題と回答というのは排他的で、排他的というのは、どっちかを選ぶというのも一つですけれども、両者の関係が、ある種の言葉としてぴったり決まってしまう、もし
くは数式として決まってしまう。決まってしまうというのも、どちらかを選ぶというのとあまり大差のない話で、そういう形で終わってしまうわけですね。	
だけど、そうではなくて、一見排他的なんだけれども、それを両方とも共立するような形で宙づりにしてやる。それこそが受動の能動的転回ということだと思います。それが実は作家の
作家たるゆえんということなんだと思いますね。	
保坂／第七章の「自分は能動的な意思決定者として振る舞っているが、他者によって受動的に動かされているだけかもしれない、しかしそれが翻って、わたしの能動性なのだ、という
感覚こそ、『わたし』の能動性の起源かもしれないのです」という文章があります。	
僕の気持ちの中にもこのとおりのものがあって、これなんだよ！と。『天然知能』が周りで結構ホットなんですよ。（･･･）	
『天然知能』の全体のイメージとして、自分のやっていることが完全な自分の能動性ではないということを日々感じて、それを前提として考えている人たちが、そういう前提の中でいろん
なものが自分の中からも外からも思いがけずあらわれてくるものに、さらに身をさらして、こういうことを思いついた、こういうことと出会ったということ、あと、イワシの群れを思い浮かべるこ
との喜びとか、自分の生きているそのまんまを『天然知能』が描写したんだよね。哲学とか科学の人たちがそういうふうにやってくれたことがすごく嬉しい。	
郡司／僕は哲学でも科学でもないので。	
保坂／じゃあ、この中心にあるのは芸術ですか。	
郡司／そうですね。	
保坂／中村さんとの共著『ＴＡＮＫＵＲＩ』でも、そうなっていくから、やっぱり根本にあるのは芸術なんだと思う。『天然知能』という本が芸術なんだ。」	

☆mediopos-1611
光は	
色彩のうねりになる･･･	
	
色彩は	
みちになり	
そのうえを	
色彩になった	
わたしがわたしたちが	
あるき	
はしってゆく	
	
色彩は	
みずになり	
わたしの	
からだのなかを	
ながれ	
せかいを	
めぐってゆく	
	
色彩のなかに	
わたしは	
うまれ	
せかいに	
であい	
じぶんに	
めざめ	
むきあってゆく	
	
色は	
光の受苦	
	
されど	
わたしは	
わたしたちは	
そのなかで	
ゆめみながらも	
めざめてゆくのだ	

2019.4.14	

■阿部海太「色彩のうねりが、カンヴァスから押し寄せる」 	
（「ｐｅｎ／泣ける絵本」4/15 2019 No.472 所収）	
※以前ご紹介した『はじまりが見える世界の神話』（2018/4/20)の絵を担当	
「圧倒的な色彩と筆致とで、心を揺さぶる絵本を生み出す阿部海太。絵本をつくるきっかけは、絵を描くためにベルリンに滞在していた時のこと。	
「毎週のようにギャラリーでオープニングパーティがあって賑わっていたけど、誰も作品なんか観てはいなかった。アートは社交のためのものでした。毎回落ちこんで帰宅し、寝る前に本を読むと心が慰められました」	
その時、本というものに嫉妬したという。「僕の絵も、プライベートな時間に静かな気持ちで見てもらいたい。だったら自分で本をつくろうと思ったのがはじまりでした」	
阿部は本のレーベルを立ち上げる。	
「絵のために絵本をつくっていたのが、しだいに本のために絵を描くのが楽しくなって。絵本のセオリーを知らないからこそ可能性を感じたんです」	
転機となったのが、自費出版した『みち』だ。（･･･）	
続いて描き下ろしとなったのは『みずのこどもたち』。雨の日に、雨が自分の身体にさあっと入っていく感覚から着想した。水が身体を通り抜け、川や木や雲となり空へ循環し、再び鳥や魚や植物たちに降り注ぐ場面
は、祝祭のような光の洪水だ。	
「色を単なる〝色〟としては使いません。色と光と影を感じるよう意識して描いています」。阿部が「光を描く画家」と評されるゆえんだ。	
「僕は絵画というフィールドから絵本作家になったので、絵本の絵を描いていても、一枚一枚、ひとつの作品として描いています」	
光を、普遍的なものを、宇宙の始原をカンヴァスに写し取る。その圧倒的な色彩のうねりが、我々の心を捉えて離さない。」	
	
《みち》	
「自らの出版レーベル「Kite」から出版した私家版を、新装改訂版として上梓した阿倍のデビュー作。私家版では絵のみだったが、本書では初めて「あるく」「はしる」という、シンプルで力強い言葉を加えた。」	
「登場するふたりは、見る人によって夫婦だったり友人だったり。淡々と歩くだけなのに、想いをのせて見せてくれる読者が多いです」	
	
《みずのこどもたち》	
「「普遍的なものとは？と考えた時、形がなくて絶えず流動して自分のそばにあるもの----そのひとつである“水”を描こう」としたと語る、初の描き降ろし絵本。水の循環を、科学的な説明ではなく身体の中に水が流れ
る感覚として表現した。」	
「「雨の日に傘にあたる雨音を聞いていたら、水が傘を通り越して身体に流れていく感覚があった」と、実体験から描いた場面。」	
「水は生命の源。どんな説明を加えるよりも、歓喜に包まれた生命が躍動するこの絵をひと目観ればストンと腑に落ちる。」	
	
《めざめる》	
「「自分が生まれた瞬間から、自分の感覚や世界にどう出合っていったかを、順を追って描こうと試みた」と阿部が表現する３作目。自分の感覚の目覚めから心のありか、星や宇宙はどう生まれたのかという壮大で幻想
的なテーマと向き合った。」	
「上記の３点はいずれも『めざめる』の原画。川の水に足を浸した時のひんやりとした冷たさ、どこまでも続く金色の草原を走り回る気持ちよさ。それらを瑞々しいタッチで描いた絵を眺めていると、子どこの頃、世界と初
めて出合った時の感覚を追体験できる。また、自分の心や意識に目覚めることは、もうひとりの自分と対峙すること。自我に目覚めた時の、人物の表情が素晴らしい。絵画としても余韻の残る作品だ。」	

☆mediopos-1612

2019.4.15	

時と場所を間違えた善を	
悪と呼ぶのだとすれば	
「異常」は悪にも似ている	
	
「常」というのは	
「日常」に適していることだから	
その境界をはみ出したとき	
それは「変わっている」ことになる	
そしてそれはときに悪ともなる	
	
けれどそれを	
ただ否定的にとらえても不毛だ	
それはある意味で	
偏差値の偏差の問題で	
人と違っているということに過ぎない	
	
それが肯定的にとらえられるか	
否定的にとらえられるかは	
社会のなかで常識化されている	
基準しだいで変わってくる	
	
人と変わっている側面は	
だれにでもあって	
それが周りとどれだけ	
摩擦を生むかによって	
変わり者とみなされるかどうかは変わる	
	
みずからの魂を育てていけますように	

たとえ変わり者であっても	
それが天才的な業績等で発揮された場合	
その摩擦は賞賛へと変わりもする	
	
とかくこの世は生きにくいけれど	
その生きにくさのなかを	
どうやって生きて行くか	
それはぞれぞれの魂が決めていく	
あえて変わり者として生きるのもまたよし	
	
素質も環境も病気も	
それぞれの魂が	
地上をそれぞれのありようにあわせて	
必要としたことだととらえることもできる	
それらをどのように活かせるか	
その可能性を人は生きている	
	
できうれば	
たとえ変わり者の偏差を持った人であった
としても	
それぞれの生きている条件のなかで	
それを適宜自分でコントロールしながら	
みずからの魂を育てていけますように	

■西丸四方『異常性格の世界／「変わり者」と言われる人たち』	
（創元こころ文庫 2016.6)	
※一九五四年4月に、《創元医学新書》の第一巻目として創元社より刊行された同名の書籍を文庫
化したもの	
「変わり者とは普通の人間とはちがう人間である。それでは普通の人間とは何をいうのであろうか。それは我々の周囲に最も多く見ら
れる、われわれもだいたいにおいてはそうであるような人間に入れられるような人間をいうのである。」	
「変わり者というのは、駄目な、価値の少ない人間であるというのではない。普通より優れた人間も変わり者である。」	
「このような変わり者はどうしてできあがるのであろうか。（･･･）このような変わり者には、素質によるものと、環境によるものと、病気によ
るものとがある。	
この三つの区別を、われわれははっきりとつけることができるだろうか。これはなかなかむずかしいことである。」	
「素質か環境か病気か、ということも簡単に区別されそうで、なかなかそうはいかないことがある。」	
	
「小心者」「ふさいだ人」「朗らかな人」「不機嫌な人」「のらくら者」「熱心家」「冷たい人」「ひねくれ者」「邪推深い人」「くどい人」「勘の
人」「うそつき」「夢見る人」「哲学者」「おろかな人」「天才」「わけのわからぬ人」「異常性格者」	
	
（「変わり者はどうしてできるか」より）	
「変わり者はどうしてできるかということについては、いくらも意見の相違を来すことがあり、できない子や非行少年を見ると、医者は、こ
れは先天性素質によるものでどうにもならないと言うし、教育者や法律家は育ちや環境のせいであると言う。予防となると医者はすぐ
断種ということを考えるし、教育者は社会環境や教育の是正を考える。いずれも正しく、いずれも誤っている。ある境界内ではいずれ
も正しい。しかしその境界がどこにあるのかが明らかでないから、その境界からはみだしやすい。また先天性素質によりものは心理的
には導けぬというものでもないし、心理的にできあがったものが必ずしも心理的に変えられるものでもない。変わり者のできる原因とし
ての氏と育ち、素質と環境は、理想的な概念としてはどちらも正しいが、実地上に用いる段になるとひどく曖昧なものとなる。」	

☆mediopos-1613

2019.4.16	
	
とくにボールペンと万年筆は	
使い慣れたものでないとしっくりこないので	
そのときどきの機能性と気分にあわせて使っている	
	
いまではこうしてパソコンのように	
デジタルな道具を使うことが多いけれど	
アナログでないと訪れてこないものがある	
	
原稿や企画書などを書くときも	
最終的にはデジタルに落とすけれども	
考えるときはボールペンや万年筆で	
そのアウトラインや鍵語などを記していくことが多い	
	
書いているうちに	
思いがけないなにかが	
どこからか風のように	
■伊東道風『万年筆バイブル』（講談社選書メチエ
訪れてくることもあるからだ	

文房具は	
人との出会いにも似て	
偶然のように訪れる	
	
縁のある文房具があり	
縁のない文房具がある	
	
どんなに機能的でデザイン的に優れていても	
いつのまにか去って行く文房具があり	
あえて選んだというほどのものではなくても	
いつのまにかずっと使い続けているものがある	
	
デジタルよりもアナログの世界に魅力を感じるのは	
出合いの不思議にも似ているのかもしれない	
	
いま使っているペンケースは	
７年ほど前に雑誌の付録に付いてきた布製のもの	
大きくもなく小さくもなく	
使い始めるとまるで空気のような存在になって	
ずいぶんくたびれてきたけれどまだまだ現役	
	
そのなかにはボールペン、シャープペンシル	
そして万年筆にＵＳＢメモリなど	
いつも使っている定番の文房具たちが収まっている	
	
ボールペンは黒と赤	
そのほかグラフィカルでカラフルなものも	
ときには入れておくこともあるけれど	
定番は10年ほど使っているウォーターマンのもの	
そしてシャープペンシルはペンテルのグラフィック用の0.5mm	
	
万年筆は太字と中字と細字の３本	
太字と中字はパイロット	
細字はパーカー	
インクは黒	
	
	
	
	

2019.4)	

「インターネットが世界中に普及し、携帯電話もパソコンも子供からお年寄りまで使いこなすようになった、手書き文化は廃
れていくと思った方も多いでしょう。	
中でも、わざわざインクを入れ替え（手が汚れることもありますし）、手入れもちょっぴり面倒くさい、一度書いたものは消せ
ない万年筆は、存在自体が重く、一部の愛好家の限られた趣味のように見られた時期もありました。	
にもかかわらず、ネット全盛の時代に万年筆は復活し、その魅力が見直されてきたというわけです。いったい、なぜなのか。	
小さなボディに詰まった、繊細なメカニック。科学的な構造。	
世界中のメーカーやブランドそれぞれが、考え抜いた「よき万年筆」の哲学の体現。	
使うほどに自分の癖がしみこみ、世界中のたった一本になっていくという育てる愉しみ。	
急激に色数が増えた万年筆インクによる、個性化時代との相性の良さ･･････。	
見直されたきっかけはまだまだありますが、日々、万年筆に接してお客様と向きあう私たちだから知っている、一番大きな
理由があります。それは、	
「〝万年筆〟を知れば、毎日が、人生が変わる」	
ということ。」	
	
「各社、さまざまな工夫を凝らしているとはいえ、もし「書き味」「持ち味」だけを求めて万年筆をつくるのならば、どの万年筆
も、みな、似たり寄ったりのものになってしまうはずです。おそらくＡＩ（人工知能）に万年筆を設計させた時に出てくる解答
のような姿・形に集約されていくでしょう。でも、実際、そうはなっていません。	
それはなぜかといえば、「書き味」「持ち味」について、各社それぞれの哲学があるからです。パイロットであれば、ストレス
なくインクが潤沢に出てくる万年筆、プラチナであれば、インク量を抑えめにして早書きに適したものを、セーラーであれば
手に加重のかかりにくい、重心を前に寄せたものを、「よい万年筆」と考え、つくっています。つまり、どのようなユーザー向
けなのか、そのユーザーにあった機能を細かく追求することで、万年筆の個性が出てくるわけです。	
とはいえ、どれほどユーザーの好みに幅があろうとも、機能性ばかりを追求すると、どうも面白味に欠けたものになってし
まいがちです。「書く」という機能以外でも心くすぐる特徴があったほうが、スター性が出て、愛着も増す筈----。」	
	
「日本は長い間、海外の錚々たる一流万年筆ブランドを追いかけてきました。その中で、技術力を着実に伸ばし、最終的
に自らブランドを立ち上げ、今やその高い技術力は、世界中で高い評価を受けています。おそらく製品の安定性（故障が
少ないなど）、耐久性といった点で世界一でしょうし、書き味も非常に優れています。また使い勝手の良さなど、ユーザーを
意識した細やかな設計も、日本製万年筆が愛される要素のひとつかもしれません。」	
「日本の万年筆、とくに大手メーカーがつくっているものは、品質においてもデザイン面においても「均一性」が高いといえ
ます。	
逆にいえばその分、時代を通じてデザインに大きな変化がなく、斬新なシルエット、デザインが誕生する機会にはなかな
か立ち会えません、これは、日本人の技術観に関係しているようにも思えます。	
日本人には、技術というのは「均一性」を達成するためのものと考えているところがあります。昨日つくった製品も、今日つ
くった製品も、明日つくる製品もみな同じで、品質もデザインにもムラやズレがないということが、技術が高いことの証明だと
考える傾向が強いのです。それを達成する道具として、機械を導入しています。	
ところがヨーロッパでは万年筆を評価するにあたって、この「均一性」というものにはあまり重きを置いていないように思わ
れます。	
ヨーロッパにおける万年筆の一番の評価のポイントは、「ハンドメイド」ということにあり、日本であれば機械で均一につくっ
ているような部位も人間の手で行うことを重視しています。	
特にイタリアの場合、万年筆が大工場で大量生産されるということはほとんどなく、家内制手工業的な環境のもと、手仕事
でつくられていることが多いのです。	
イタリアの万年筆は、デザイン性の高さに定評がありますが、もしかしたら、こうした技術観、価値観の特性が、デザイン性
特化の背景にあるのかもしれません。」	

☆mediopos-1614

2019.4.17	

職人が好きだ	
手を使ってつくるには	
集中力と持続力が不可欠で	
考えること以上に	
考えることそのものだからだ	
	
シュタイナーは四肢が	
未来の思考になると示唆しているが	
集中力と持続力がなければ	
その思考がたしかなかたちをとることはできない	
	
未来の話ではない	
今のじぶんの集中力と持続力の話だ	
「ひとつの物事を何時間でも何日間でも、	
何年間でも考え続ける」ということである	
	
地上の存在する意味は	
ちょっと考えただけでは現実がつくられないように	
手間ひまのかかる場所が必要だからなのかもしれない	
	
くり返しくり返し	
水が岩の形を変えていくように	
さらにいえば	
三千年に一度天人が天下って下界の巌を衣でなで	
その巌をなでつくしてすりきれてなくなってしまうの一劫の	
五倍の時間を五劫というように	
それほど長い長い持続のなかで	
はじめて可能になる現実もあるということだ	
	
その逆に	
付け焼刃というのがある	
間に合わせのように促成栽培できるようなものは	
なにものも生み出すことはできない	
	
どれだけじぶんに	
集中力と持続力があるか	
それを育てることができるか	
それが真に考えることができるかどうかの	
わかりやすい目安になる	

■池田雅延「随筆 小林秀雄／五五 頭の良し悪しとは」	
（新潮社「Ｗｅｂでも考える人」2019年4月15日)	
http://kangaeruhito.jp/articles/-/2837	
「小林先生は、会うといきなり、言おうとすることの結論を、結論だけを、ポンと言われることがよくあった。あの日もそうだった。お宅を訪ねて応接間に通された私に、あの日は
こう言われた、先生が七十歳になったばかりの頃である。	
――僕は近頃、集中力がなくなった、物を失くさなくなった。
	
これを聞くと、たいていの人は、「えっ？」と思うだろう。自分には集中力がある、だから忘れ物はしない、物を失くしたりしない、というのが普通だろう。ところが幸い、私は高
校時代、大学時代と、「小林秀雄全集」を読んでいた、だからあの日も、一瞬「えっ？」と思いはしたが、先生の言わんとされたことはすぐにわかった。	
先生の言う「集中力」は、ものを考える集中力である。何かひとつのことを考え始めると意識はそのことだけに集中し、他のことはすべて意識から脱落する、そういう集中力
である。したがって、何か別のことをしようと思ってもその別のことをたちまち忘れる。何かを持って外出すると、帽子であれ傘であれ、すぐに落とすか置き忘れるかしてしまう。
先生のこの失くし癖は相当なもので、文士仲間や編集者の間ではよく知られていた。」	
	
「世間で言う頭の良し悪しは、小学校、中学校、高校と、学業の成績がよい、有名大学の出身である、おおよそそういう意味合で言われるが、先生の言う頭の良し悪しはまっ
たく別だった。先生の言う頭の良し悪しの基準は、集中力、持続力だった。	
昭和五十一年（一九七六）の春、新潮社に入って以来ずっと編集に関わっていた「新潮日本古典集成」がいよいよ刊行を開始することとなり、小林先生に推薦文を頼んだ。
先生は、「古典に還るという事」と題して、こう書いて寄こされた（「小林秀雄全作品」第26集所収）。	
――人口の都市集中が言われるが、現代の文学にも、都市集中の風が現れている。その思想や感情は、本当の集中力を失って来ているように思われる。心の動きは、複
雑繊細に見えて、実はいよいよ分散し、人工的になって来ている。こういう一般的傾向が、定式化して進行して行けば、文学は生き延びる事はむつかしかろう。何故かという
と、長い年月を生き延びた古典文学は、先ずその単純で充実した形式によって、人心を捕え、共通した人間性の観念のうちに、読者を引入れて置いて、人生の限度を知ら
ぬ生きた複雑さの秘密を暗示する、そういう自然な形を取っているのが普通だからである。
	
先生は、小説家でも評論家でも、相手の集中力如何で頭の良し悪しを言っていた。その集中力を、持続力と言うこともあった、ひとつの物事を何時間でも何日間でも、何
年間でも考え続ける持続力である。ある内輪の席で著名な某氏の名が出て、同席者の一人が「彼をどう思われますか」と尋ねた、これに対して先生は、こう答えられた、――
彼は頭が悪い、思考の持続力がない。だから利いたような台詞を手を変え品を変えして繰り出すだけで、人生の不思議についての発明がない
。あれも、某氏の思想や
感情は本当の集中力を失い、心の動きは複雑繊細に見えて、実はいよいよ分散し、人工的になっている、ということだったのだろう。先生が言った「発明」の意味するところ
は前回書いたが、「人工的」は、要は頭で小細工するだけで、私たちが生きているということの生々しい実態からはかけ離れてしまっているという意味である。	
だが、先生の言った「集中力」に対する危惧は、小説家や評論家に限ってのことではない。そういう、集中力を欠いた小説や評論を読まされているうち、一般生活人として
の私たちも私たちの集中力や持続力を攪乱され、弱められ、私たちが私たちの子や孫に、「単純で充実した形式によって心を捕え、共通した人間性の観念のうちに引入れ
て、人生の限度を知らぬ生きた複雑さの秘密を暗示する」、そういう接し方ができなくなっているのである。それよりもその前に、私たち自身が人間誰にも共通する「人間性」
というものの根幹に思いを致し、汲めども尽きない人生の秘密に思いを寄せる、それができなくなっているのである。	
件の某氏も、大学入試の犠牲者と言えるだろう。せっかくいい頭をもって生まれてきていながら、「次の文」を読むより先に「後の問い」を読み、それから「次の文」を斜め読
みするような早業を強いられていれば、集中力も持続力もあったものではない。先生に言わせれば、大学入試は膨大な手間暇をかけて、頭の悪い日本人を量産していると
いうことになるのである。」	

☆mediopos-1615

2019.4.18	

宝くじを買ったことはないけれど	
起こることは起こるかもしれない	
起こらないことは起こらないだろう	
偶然か必然かなんてわかりはしない	
	
ひょっとしたらひょっとするかも	
そんなことをどこかで考えていたりもするけれど	
ほんとうはだれでもどこかで	
起こること起こらないことを知っているのかもしれない	
	
じぶんに起こるほんとうのこと	
なぜじぶんはそれを選んだのか	
なぜじぶんはその人に出会ったのか	
なぜじぶんはそうしたのか	
	
自分がやりたいこととできることは	
いつもズレまくっているけれど	
ほんとうにやりたいことを聞かれたら	
よくわからなくなってしまったりもする	
	
たまたまうまくいったから	
それが好きになることもあるだろうし	
どうしてもうまくいかなかったから	
それが嫌いになることもあるだろう	
	
でも好き嫌いを超えて	
どうしてもしなければならないことは	
どんなにうまくいかなかったとしても	
それを追いかけざるをえないこともある	
	
どうすればいいんだろうと	
なんどもなんども問いつづけながら	
好きなこと嫌いなことを超えて	
遠くにある見えない理想を求めて	

■ヨシタケシンスケ『思わず考えちゃう』（新潮社 2019.3)	
「選ぶこと、見ること、聞くこと、自分の身に起こること、すべて「宝くじを買っている」と考えればいいのではないだろうか。何か別の、大きなものになるかもしれない。	
それが厭な思いをしたことなのか、つらい経験なのかわからないけれども、宝くじのようなものだと考えれば、何かそれを抱えていることの意味が出てくる。	
というか、もう少し抱えていられるし、ひょっとしたら、そのつらい経験は何かに化けるかもしれないよって、思いました。」	
「人生には、見えない番号が振ってあります。」	
「今やっていることが、ひょっとしたら何かに化けるかもしれない、何かの役に立つかもしれない。何かと交換ができるものを自分は持っている、って思うと、得とも損とも言えな
いけれども、ゼロではない何かがずっと手元にあるんだよって、少し力になる。	
ただつらがっているだけではなくて、ひょっとしたらそれが当せん番号になるかもって考えると、意外といろんなことが我慢できるんじゃないか。僕はそう思ってやってきたと
ころがあるんですね。」	
	
「人生は、この無限ループですよね。	
でも、どうすればいいんだろう、好きなことをやればいいんじゃない？ でもそのためにはどうすればいいんだろう、好きなことをやればいいんじゃない？ でも、どうすれば
いいんだろう、って。	
いろいろ考えて選べなくなる自分がいて、じゃあ、何を選ぶかというと、結局、自分がやりたいことをやればいいんだよっていうところに当然なるわけですよ。やりたくないこと
はやめりゃいいんだと、で、自分がおもしろがれることだけを、それだけ一生懸命やればいいんだよって、当然なるわけですよね。	
で、そうだそうだって自分でも納得して、よし、じゃあ自分の好きなことを、今それを選べる立場にいるわけだから、自分の好きなこと選ぼうって、一瞬、明るくなるんですよね。	
それで、改めて、まだ返信していないいつくかのメールを見るわけです。でもどれから選べばいんだろう。	
ってことは、えーっと、どうすればいいんだろうって。また全く元に戻るっていう。	
この繰り返しで、若い頃から生きてきました。	
でも、どんな人も多かれ少なかれ、そうなんじゃないでしょうか。」	
「よほど特別な人じゃない限り、本当に好きなことなんてないんですよね。	
誰かにちょっとほめられたとか、たまたまうまくいったとかで、好きと思い込むしかないわけで。でもそれを、じゃあ自分の生き方にどう転用していいかがわからないから困っ
てるんだよねって。」	

☆mediopos-1616

2019.4.19	

数学はどこから生まれたのだろう	
	
おそらくそれは	
一なるものが	
一なるものから二つになり	
さらにさまざまに分かれていく	
その世界の背景にある	
一なるものへと向かい	
世界を結んでいこうという	
憧憬と情熱から	
生まれたのではないだろうか	
	
数学が美しいのは	
結ぶための問いを生み出し	
結んでいくことで生まれる	
世界の美しさなのかもしれない	
	
芸術にも秘められた数学があるように	
一なるものへと向かうむすびの道には	
姿を変えた数学が隠されている	
	
ＡＩは与えられた問題を	
計算によって解くことはできるだろうが	
世界をむすぶために	
問いを生み出すことはできないだろう	
	
数学は論理を常に超えていかねばならないから	
そしてそこにこそポエジーはあるのだから	

■二宮敦人『世にも美しき数学者たちの日常』（幻冬舎 2019.4)	
（２ 黒川信重先生（東京工業大学名誉教授）「問題を解くことではなく、作ることが大事」より）	
「一般的には、『数学の問題は与えられる』という先入観が強いですよね？ でも一番面白いのは、問題を作ることなんです。問題を『起こす』と言い換えてもいいかな。新し
い問題を作ると、いろいろと真剣に考え始めるでしょう。そのうち、誰も考えていないものを見つけると、これが非常に楽しい。さらに、これに関してはどうも人類の中でまだ自
分しか考えていないようだ、というものがあると、それはもうほとんど、死んでもいい！ というくらいなんです。」	
	
（４ 千葉逸人先生（現・東北大学教授）「芸術に近いかもしれない」より）	
「「千葉先生の場合は、数学以外にはどんなものに『美しい』という表現を使いますか？」	
しばらく考えてから、千葉先生は真顔で答えてくれた。	
「妻ですね。うん、数学と、妻だけですね。『美しい』は･･････うん」」	
	
（７ ゼータ兄貴（中学生）「ここまで好きになるとは思ってなかった」より）	
「「英語で論文を書くときに冠詞をつけるかつけないか、theをつけるかつけないか、そういうことで困っている人もいるそうですけけれど。そんなところは全然本質的じゃなくて。
重要なのは、自分の伝えたいことを細かく区切っていって、数学的な言葉で言えばある種、組合わせ論的な手法によって文章を再構成して、相手に伝えることなんですよね。
問題は語学力にあるのではないと思います。大切なのはむしろ言語を完全に忘却した状態で、表現しようとしている論理構造を適切に分析し、整理すること」	
音楽の本質が楽譜にないのと同じだ。言語の本質もまた、冠詞とか文法にあるわけではない。ゼータ兄貴の目は、本質の方へ、より深い方へと向いている。そこにダイレク
トに手を伸ばすことができるから、手が届く。	
楽譜を読むことなくピアノを弾き、音の美しさに惹かれてフィンランド語を学び、基礎をすっ飛ばしてゼータ関数を考えることができる。」	
	
（９ 渕野昌先生（神戸大学教授）「ちょっと、修行みたいなところがあります」より）	
「「不完全性定理の解釈の一つとして、『単に機械的な計算をしても、数学はできない』という結論があるんです。	
「え、そうなんですか？」	
「はい。つまり数学は、問題をコミュータプログラムにかけたら答えが出てくるとかそういうものではない、ということですね。（･･･）」	
そうか。数学は不完全だからこそ、機械的にはできないのだ。	
「だから今の科学で簡単に思いつくような人工知能に、数学はできないんですよ」	
「それ、夢がありますね！ 数学は人間だけのものなんでしょうか」	
「直感だとか、閃きだとか、そういうものがないと数学はできないんですね。」	
	
（11 高瀬正仁先生（数学者・数学史家）「頑張っても、そこには何もなかった」より）	
「あのう、今の数学にはどんな問題があるんでしょうか。面白くない、というのはわかったんですが。その他には」	
「問題を作ることができない、というのが僕の考えですね」	
高瀬先生は一つ頷く。	
「問題を解く力は非常に強くなりました。だからヴェイユ予想なんかも解けた。それが現代数学の最大の成果です。でもね、その問題というのは鶴亀算の世界から引っ張って
きたものなんです。リーマンとかね、アーベル、クロネッカー、ヒルベルトといった鶴亀算の世界の人たちが作った問題について、現代数学で匹敵する問題はこれだ、として
一種のまがい物を作る。そのまがい物を解いているわけです。現代数学の中で自ずと生まれたものじゃないんですよ」	
「なんというか、試験管の中での実験にだけ成功しているようなものでしょうか」	
「そういう感じですね。問題はそういう風にしか作れなくなっちゃったんですよ。（･･･）	
「だから苦し紛れにね、実学と繋がろうとしています。数学を実社会に活かしていこうという方向に、生きる道を探してるんですよ。暗号の研究とかね」	
（･･･）	
「昔の数学では、問題はどんな風に作っていたんでしょうか？」	
「ガウスを例にしましょうか。枯葉十七歳の時にある素晴らしい、一つの発見をしました。でもね、その真理の背景には何やら巨大なものが隠されていて、その一角だけが見
えるようなそんな感じがしたと書いているんです。その巨大な何かを明らかにしたいと思ったと」	
「そうか。問題は衝動として、人から出てくるわけですね」	
「はい、そういった明らかにしたいこと、知りたいこと、作り上げたいこと。岡先生の言う情緒、数学という枠の中で自己表現したいわけですね、そのように問題は生まれるんで
す」	
だとすると、問題を作ることと解くことは一繋がりの行為だ。それが解く力ばかり強くなっても、何かがおかしいことになる。」	

☆mediopos-1617

2019.4.20	

善く死ぬためには	
善く生きねばならない	
善く生きるためには	
高い生命力が必要になる	
	
生きているあいだに	
じぶんのもっているものを	
せいいっぱい使い尽くす	
それが善く死ぬためには	
不可欠なのだろう	
	
ミヒャエル・エンデは	
シンプルなことばほど難しいと示唆している	
むしろかぎりなく複雑なのだ	
シンプルな公式のなかに	
驚くほどの宇宙の意味が込められているように	
シンプルなことばを使うためには	
それなりの深い経験が求められるのだ	
	
現在の多くの高齢者福祉施設は	
霊性の向上にとって根本的な矛盾を持っている	
身体的には配慮が必要であったとしても	
知的には高みに昇っていくのがふさわしい	
みずからを昇らせるための営為は不可欠なのだから	
	
わからないものをわからないという知性	
そしてわからないものをさらにわかろうとする知性	
それが欠如したところでは	
善く生きることも善く死ぬこともありえないだろう	
	
年を経てできることこそ	
複雑さのための複雑さではなく	
複雑さを包み込む単純さを	
可能にすることではないだろうか	
生の可能性を使い尽くすことでこそ	
善く死ぬことができる	

■内田樹・成瀬雅春『善く死ぬための身体論』（集英社新書 2019.4)	
（内田樹）	
「ここでの僕たちの合意点は、一言で言えば、「善く死ぬためには、生命力が高い必要がある」ということです。	
変な話なんですけど、そうなんです。	
健康で長生きすると「いいこと」があると昔父親が教えてくれました。父の説によると「健康で長生きすると死ぬ時、楽だから」だそうです。（実際に父は長寿で、死ぬ間際ま
でしっかりとしていて、最期に家族に向かって「どうもありがとう」と言い残して永眠しました）。」	
「そのためにはいろいろと生きているうちに努力しておかないといけない。」	
「「心の健康」とは何のことでしょう。	
それは「複雑化」ということじゃないかと僕は思っています。	
僕の同級生たちはもう過半がリタイヤしています。まだ自分の現場を持っている人もいますけれど、一線は退いている。でも、一線を退いて、悠々自適になると、態度に際
立った変化が起こります。	
頑固になるんです。「頑固爺い」になってしまう。	
不思議ですよね。世の中の利害損失から超脱した身分になったはずなのに、そういう人ほど「言い出したら聞かない」し、「人の話を聞かない」ようになる。こちらが話しかけ
ても、「そんなことはわかっているんだ」というような興味のなさそうな態度を取るようになる。ひどい時は人の話を遮って、「わかったわかった」とうるさそうに話を切り上げてしま
う。	
たぶん本人は「世の中の些事はもうどうでもいいくらいにオレは解脱しちゃったんだ」というふうに自己正当化しているのかもしれませんけれど、僕の見るところ、違います。	
この人たちは「複雑な話」をする能力がなくなってきているんです。	
新しい変数の入力があった時に、それがうまく既知と同定できない場合、僕たちは自分の手持ちの「方程式」そのものを書き換えます。増えた変数が処理できるように、方
程式の次数を上げる。話が複雑になってきた時には自分も複雑になってみせないと対応ができないからです。	
これが生物の本性なんです。進化の本質なんです。	
入力がシンプルな時は、シンプルなスキームで対応できる。単細胞説物だったら、外界からの入力は「餌」か「捕食者」の区別ができればいい。「餌」なら食べる。「捕食者」
なら逃げる。それで済む。でも、細胞分裂を繰り返して、だんだん生物の構成が複雑になってくると、外界からの入力の仕分け方もだんだん複雑になってきます。	
複雑さを処理する基本のマナーは「判断保留」です。「何だかよくわからないもの」というカテゴリーを作って、「何だかよくわからないもの」はそこに置く。	
（･･･）	
「それが何を意味するのかわからないものがある」ということを受け入れる。それができるのは人間だけです。	
老人になることで際だって衰えるのは、この「何だかわからないもの」を「何だかわからないまま」に保持しておく力です。中腰に耐える、非決定に耐える。何か追加的な情
報入力があって、自分自身がもっと複雑な生き物になることによって複雑な事態に対処できるようになるまで、判断保留に踏み止まること、年を取るとそれができなくなる。体
力気力が衰えると、早く腰を下ろしたくなるんです。中腰つらいから。	
オープンマインドとか「開放性」とかいうのも僕は同じ事を指しているのだと思います。老人になって、現場を離れたことでまっさきに衰えるのは、この力です。自分をさらに
複雑な生き物に進化させることで複雑な事態に対処するというソリューションが取れなくなる。むしろ、よりシンプルな生き物に退化することによって、事態をシンプルなものに
しようとする。	
「オレにもわかる話」か「オレにはわからない話」かの二分法で入力を処理して、「単純なオレ」でもハンドルできるように事態を縮減する。	
僕は「心の健康」というのはこのことじゃないかと思っているんです。老人になると、確実に身体は衰えます。でも、心は衰えに抗することができる。それは複雑化するという
ことです。	
老いるということは自己複雑化の努力を放棄することだと僕は思います。」	
「たぶんほほとんどの「老人向け書籍」は「どうやったら楽になるか」「どうやったら話を簡単にするか」という方向で読者を惹きつけようとすると思います。知的負荷をできるだ
け軽減するように誘導する。でも、そうやってどんどん老い込んでゆくのはあまり賢い生き方だとも、楽しい生き方だとも僕は思いません。」	

☆mediopos-1618

2019.4.21	

人間という存在は	
世界のなかに囚われながら生きている	
みずからを完成させるためには	
世界からの超越を目指さねばならないが	
そのあいだを往復しながら生きている	
	
言語は渾沌を分節化することで	
コスモスをつくりだすのだが	
人間にとって世界は	
言語によって制度化されるため	
そのことでむしろ世界の根源は	
見えなくなってしまう	
	
世界の根源へと遡行するためには	
言語によって分節化された世界から距離をとり	
「原初的沈黙」を事としなければならないのだが	
その沈黙は言語未満への遡行ではなく	
むしろ言語の境を超える超越でなければならない	
	
人はまたみずからをも分節化することで	
世界の特定の領域にみずからを閉じ込め	
それぞれに名をつけ	
職業や役割や専門などを自称することで	
その囚人となってしまったりもする	
	
その囚われからみずからを解放するためには	
分節化された世界から距離をとりながら	
それらの境を超えるための遡行をしなければならない	
	
哲学者もまた	
人間の根源へと遡行し	
むしろ哲学の境をさえ	
超えて行かねばらならないだろう	
そうでなければ哲学者は	
自閉したただの錯誤者となってしまう	
	
哲学者のなかにはあらゆる人間が	
存在していなければならないのだ	
すべての人に世界の根源を開示するために	

■佐野泰之『身体の黒魔術、言語の白魔術／メルロ＝ポンティにおける言語と実存』
（ナカニシヤ出版 2019.3)	
「われわれが本書でまず注目したのは、人間を固有の本性をそなえた完成された存在とみなすのではなく、不断に自己を作り上げつつある存在、つまり、絶えざる「統合」の
企てを通して、ときに自分がさしあたりその中に囚われている世界を超越し、それによって世界や自己を認識すると同時に実践的に作り変える可能性を手に入れるかと思え
ば、ときにそのような可能性を喪失して単純な生命的存在へと落ち込んでいく「実存の往復運動」とみなすメルロ＝ポンティの独特の人間観であった。」	
	
「メルロ＝ポンティの考えでは。われわれは通常、一切の対象が言語を介してあらかじめ構成され、それゆえ万人に対して「あらかじめ与えられている」ような「言葉によって
制度化された世界」の中を生きている。現象学者は自明なものとして受け取られているこの世界から身を退き、言葉と対象がはじめてそこから生まれ、絶えずそこから意味を
汲み取っている「原初的沈黙」に包まれた暗い「領野」へと遡行する。メルロ＝ポンティにとって、「構成する主観」ではなくこの領野こそが「真に超越論的なもの」であり、この
領野への遡行こそが「現象学的還元」と呼びうるような作業であった。	
しかしメルロ＝ポンティは同時に、「現象学的還元」は表現、とりわけ言語による評言抜きには決してなしえないとも考えていた。「原初的沈黙」へと遡行するためには、われ
われはこの沈黙を破って語り始め、ある意味でそこから遠ざからなければならない。言い換えれば、「原初的沈黙」がわれわれに開示されるのは、沈黙の奥底においてでは
なく、表現の頂点においてなのである。ここから、「還元の最も偉大な教訓は、完全な還元が不可能だということである」という有名なテーゼが生じる。	
したがって、現象学者の身ぶりは、ある意味で作家と同じような独特の両義性を帯びることになる。一方では、現象学者はわれわれがその中で生きている「言葉によって制
度化された世界」をもはや自明のものとしては受け入れず、主観性の「孤独」へと沈潜していく。それゆえ、現象学者と他者たちとの間には、日常生活においてコミュニケー
ションの成功を保証している共通の概念や対象といったものがもはや存在しない。その意味で、現象学者は通常の世界と通常のコミュニケーションから離脱（デガジェ）し、
一切の表現と伝達が不可能に思えるような沈黙のうちに身を置くことになる。しかし他方で、現象学者は沈黙のうちに単に身を置くだけではなく、それを表現し、他者たちに
伝達しなければならない。現象学者は自分自身の単なる哲学的隠遁以上の意義を与えてくれるような新しい参加の次元を切り拓かなければならないのだ。では、既知の共
通概念や間主観的対象に訴えても表現することのできない「超越論的なもの」を、一体どのようにして表現すればいいのだろうか。」	
	
「現象学者は世界を脱した純粋意識ではない。現象学者は世界の中に投げ込まれた「ひと」の一人として、固有の社会的役割を担い、さまざまな種類の絆で結ばれた他者
たちと交流しながら、世俗的な利害関心に従って生活している。（･･･）「根本的反省」は現象学者にこのような課題そのものを自覚することを現象学者に求めるだろう。しかも
この自覚は（･･･）持続的な行動として表出することを要求するだろう。このようにして、メルロ＝ポンティの手を介することで、超越論的言語の問題は現象学者の参加の問題
へと変容する。」	
	
「哲学と生き方の本質的連関を取り戻すことによって、一体何が見えてくるのだろうか。（･･･）メルロ＝ポンティは「哲学をたたえて」の終盤で、哲学者という生き方を「くそまじ
めな人間」の生き方と対比している。メルロ＝ポンティによれば「くそまじまな人間」とは「諾と言うべきただ一つの事柄をもっている人間」、つまり人生や宗教や政治に関して、
いかなる保留や疑念も許さないような何らかの絶対的価値を奉じており、その価値に対して「前置きなしの同意」を与える人間のことである。メルロ＝ポンティはそのような人
間を「行動人」とも呼んでいる。それに対して、哲学者はあらゆる事柄を理解しようと望むがゆえに、いかなる事柄に対しても「前置きなしの同意」を与えることはない。哲学者
を特徴づけるのは、このような「距離をとる」身ぶり、言い換えれば離脱（デガジュマン）の身ぶりである。	
しかし、哲学者は離脱し、行動人は参加するという単純な図式でこの議論を理解してはならない。「哲学者に対置される行動人の肖像には、紋切り型的なところが多々あ
る」とメルロ＝ポンティは注記している。行動人が自分が奉じる価値に「前置きなしの同意」を与え、「マニ教」的な世界観の中に生きているように見えるのは、行動人を「外か
ら見た」場合にすぎない。行動人も人間である以上、何の疑問も反省も抱くことなく行動に没入することはできないし、それゆえ、真理を全く気にかけないでいることもできな
い。距離を取って理解しようとする身ぶり、すなわち離脱の身ぶりは、行動人の行動の中にも含まれているのである。さらに、哲学者についても、単に距離をとって理解する
ことだけが哲学者の使命であると考えることはできない。哲学者は「真理」と「自己」だけではなく「他者」もまた気に掛けなければならないからである。哲学者とはこの世界を
理解しようとする存在だが、この世界を理解するというこよはこの世界を変革するということなのだ。したがって、行動人と哲学者は別種の存在なのではない。それは参加と離
脱の両義性という人間存在の普遍的条件と向き合うための二つの仕方、つまり人間の生き方の二つの表現なのである。それゆえ、ある意味では「すべての人間は哲学者に
区分される」とさえ言える。」	
「このような展望のなかで、行動人、作家、哲学者という一見すると互いに何の関わりもない生き方同士の間に存在する秘密の血縁関係が明らかになる。すなわち、それらは
いずれも人間存在の弁証法ないし両義性を引き受け、表現しようとするさまざまな「やり方」なのである。メルロ＝ポンティにとっては、フッサールが創設した「現象学者」という
新しい「職業」もまた、人生のパラドックスを独特の仕方で理解し、生き抜こうとする哲学者の新たな呼び名にほかならないだろう。」	

☆mediopos-1619

2019.4.22	

まず学ばねばならない	
そして忘れねばならない	
学んだことに囚われないためだ	
	
忘れることではじめて	
生まれてくるものがある	
それを守破離としてとらえることもできる	
	
知識と知恵の違いもそこにある	
知識は学んだことにとらわれている	
知恵は学んだことから離れ自在だ	
自由であることの本来もそこにある	
	
けれどまずは学ぶことから始めねばならない	
学ばなければ忘れることさえできない	
学んだことを使いながら	
そこからいかにみずからを変容させる得るか	
それこそが課題だからだ	
	
そしてそのためにこそ	
じぶんの心身をこそ	
自在なからだへと変容させなければならない	
	
心は心を知らない	
無心(no-mind)こそが心の源にある	
身は身を知らない	
無体(no-body)こそが身の源にある	
そして無心と無体は一如のからだである	
	
心は心を脱し	
身は身を脱し	
心身脱落したからだこそが	
稽古を重ねてゆかねばならない	
からだのないところでは	
知恵を育てるための稽古は成立しないのだ	

■西平直『稽古の思想』（春秋社 2019.4)	
「稽古は「わざ」を習う。技術を学び、技芸を身につけ、その道の「わざ」を完全に習得することを目指している。	
ところが、「わざ」の習得が最終到達点ではない。その先がある。というより、稽古は「わざ」に囚われることを警戒し、「わざから離れる」ことを勧めるのである。	
（･･･）稽古の思想には「囚われる」に類する言葉がしばしば登場する。例えば、繋縛（けばく）される、あるいは「居づく」という言葉が用いられることもある。	
その中で、最も知られているのは「型に縛られる」という用例である。型が流れを妨げ、自由に動くことができない。型に執着してしまう。稽古はそれを危惧する。「型」は必
要なのだが、しかし「型」によって束縛され・拘束されてしまう危険を、稽古は繰り返し警告するのである。	
同じことが「わざ」についても語られる。長い時間をかけてようやく身に付けた「わざ」であるから大切である。大切であればあるほど、守りたくなる。「わざ」を遵守するために、
自由な動きが固まり、「わざ」に縛られてしまう。稽古はそれを危惧するのである。そして「わざから離れる」方向を示す。	
つまり、二つのベクトルが区別される。ひとつは＜わざを習う＞方向、もうひとつは＜わざから離れる＞方向。	
順序としては前者が先立つ。「わざ」を習得していなければ「わざ」から離れることはできない。まず習得し、その後、離れる。離れることなく習得した「わざ」にそのまま留まっ
てしまうと、そこに囚われてしまう。」	
「重要なのはその先である。稽古は、この二つの方向を、ただ対立させるのではなく、微妙な仕方で組み合わせようとする。	
（･･･）	
実は、「わざから離れる」ことが最終目的なのではない。（･･･）本当に大切なのはその後であって、それまでの「わざ」から離れようとしていると、おのずから、新たな「わざ」が
生じてくる。その「生じてくる」出来事を大切にする。	
しかし、その生じてきた「わざ」も、再び自由な動きを縛ることになるなら、そこからも離れようとする。いわば次のサイクルに入る。しかし単なる繰り返しではなく。むしろ、その
つど、あらたな反転の機会を作るのである。	
こうして稽古は「反転」を大切にする。そして反転するためには、逆方向に向かう二つのベクトルが必要になる。その意味では、やはり逆方向であることが大切である。しか
しそれは決して相手の消去を願うのではなく、「一方がなければ他方も存在できない」という意味において相補的である。	
そして、ここまで理解してみれば、稽古がなぜ常に「全体」を重視するのか、その理由が少し見えてくる。稽古は、最終的には、この二つのベクトルを併せ持った「全体」を
大切にする。逆方向に向かう二つのベクトルが互いに補い合う「全体」が重要な目標なのである。」	
	
「道元は、徹底して「からだ」を重視した。「からだ」は、身でもなく、心でもない。身と心を分けて考える二元論とは異なる地平である。身でもなく心でもない「からだである自
分」が、ひたすら座禅に徹し、日常生活のすべてを、からだとして生きる。	
稽古もこの「からだ」を求める。例えば、弓を引く。意識（我）が腕（肉体）をコントロールするのではない。その意識する「我」から離れようとする。同時に、腕からも離れようと
する。腕もなく我もなく、「からだ」が、無心に、弓を引いている。その心身一如となった「からだ」を目指している。」	
「心身一如は、心と身の一致ではない。心は「無心」になる、身は「無体」になることによって初めて生じる「無心と無体の一如」である。	
こうした「無心にして無体」の境地を、本書は「身体のゼロポイント」と呼ぶ。稽古は人を「身体のゼロポイント」に連れ戻す。」	
	
「私たちは、からだである。からだに支えられて生きている。一見、当たり前に聞こえるこの事実を、私たちは忘れて生きている。自分がからだであることを忘れ、からだに支え
られていることを忘れて生きている。そして、からだを所有し、からだを酷使し、自分の力で生きていると思い込んでいる。そうした思い上がりに対する警告。「自分がからだで
ある」という自覚は、私たちに、根本的な転換をもたらす出来事である。	
ところが、（･･･）からだを自覚することは、簡単なことではない。私たちは、自分のからだを認識することができない。認識の対象になったとたん。からだは肉体になってしま
う。そして、肉体は認識できても、からだは認識できないのである。	
その代わり、私たちはからだになることができる。自分がからだとなり、自分がからだとして生きることが出来る。その「からだとなる」ための工夫（知恵の集積・身体技法）が、
座禅であり、整体であり、今日多様な形で展開されているボディーワークである。	
からだの自覚は、単なる肉体の出来事には留まらない。精神的な転換になる。実存的な転換になる。自己変革の転換になる。	
からだになるとは、自分が変わることである。からだによって支えられ、生かされていることを実感する。自分が身体（肉体）を持つのではない。身体（からだ）に支えられて
生きている。生かされている。そうした根本的な転換なのである。」	
	
「「見えるもの」だけが大切なのではない。「見えないもの」も大切である。しかし「見えないもの」だけが大切なのではない。「見えないもの」を大切にしていると、あらためて「見
える（見抜く）」地平が開けてくる。その「見える（見抜く）」は、「見る」と「見ない」が特殊な仕方で両立しているような出来事、見ることもできるし見ないこともできる。自在な境地
ということになる。」	

☆mediopos-1620

2019.4.23	

人はみんな	
普通の人だ	
	
有名な人も	
無名な人も	
賢い人も	
愚かな人も	
お金持ちも	
貧乏な人も	
悟りの人も	
無明の人も	
いろいろいろいろいるけれど	
大きな差があるわけじゃない	
生きて死ぬことに変わりはないのだか
ら	
	
普通といわれると	
じぶんだけは特別だ	
そう思いたい人もいるだろうが	
人はみんな特別な人でもある	
	
同じ人は	
どこにもいない	
人は誰でも	
ひとりだからだ	

人はみんな違うから	
ほかのひとが何を考えているのかは	
ほんとうのところはわからない	
じぶんが何を考えているのかさえ	
ほんとうはわからないくらいだから	
	
普通のなかには	
人の数よりも	
もっともっと多くの特別な物語があって	
それらは生きて悩んで喜んで葛藤し
て･･･・	
複雑に絡み合いながら	
それらみんなが	
大きな大きな宇宙に	
織りなされ包み込まれている	
	
人が嫌いになりそうなときは	
そんな普通の人の断片を想像してみる
もいい	
ときにはひと匙ほどの妄想さえ加えて	
普通という特別を愛おしみながら	
■谷川俊太郎『普通の人々』	
（装丁：宮古美智代・装画：	
ヤマグチカヨ／スイッチ・パブリッシング 2019.4)	
「店の外にテーブルを出しているカフェなどがあると、座っていわゆるピープル・ウォッチングをしたくなる。どちらかというと私は、友達と喋るより一人で
ぼんやりしているほうが好きなのだ。通り過ぎていくのは私の知らない人たちだが、その一人一人に同じ人間、もしくは生きものとしての親近感を感じ
て、私は勝手に名前をつけ、その人たちの断片を想像してみたりする。	
詩も小説と同じく基本的に虚構だと私は考えているが、小説が物語を語るのに対して、詩は（私の場合）場面しか描かない。場面の前後に存在する
であろう物語は、読者の想像力に任せたいと思っている。」	

☆mediopos-1621

2019.4.24	

「総理大臣ひとりを責めたって無駄さ	
彼は象徴にすらなれやしない	
きみの大阪弁は永遠だけど	
総理大臣はすぐ代る」	
	
社会は三分節化されたとき	
有機体として健全に働くというのは知ってるね	
それはウッドロー・ウィルソンへの	
痛烈な批判であったことも	
	
そのいちばん肝心なところは	
精神における自由ってことだ	
じぶんの精神が自由でもないのに	
そのまえに家族や地域や民族や国家を持ってくるのは	
倒錯した混乱を引き起こしてしまうということ	
	
だからというわけでもないけれど	
「正義は性に合わないから 	
せめてしっかりした字を書くことに」したい	
	
「それから明日が来るんだ	
歴史の中にすっぽりはまりこんで	
そのくせ歴史からはみ出してる明日が」	
	
社会のことはよくわからないし	
明日のこともわからないけれど	
いまのうちにきちんと豆をひいて	
おいしい珈琲を飲んでおくことにする	
	
いつものお饅頭を食べて	
しずかにじぶんのなかの	
三分節化された有機体をたしかめながら	
	
※カッコ内：谷川俊太郎「夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった」及びそれを使っ
たパロディとして	

■ルドルフ・シュタイナー
『二つのメモランダム（覚書き）／第一次世界大戦と社会三層化運動』
（訳・解説 浅田豊 涼風書林 2019.4)	
（浅田豊「解説」より）	
「ドイツはいかにして、この未曾有の戦争を栄誉ある形で集結することができるか。この問いに対する回答が、シュタイナーの「社会有機体三層構
造」であった。フランス革命の時に人類に示された理想−−−−「自由、平等、博愛」は、心ある人なら誰でも認めざるを得ないような、人間生活の理
想であるが、人間の社会生活全体を統一体として捉える時、この三つの理想は同時には実現できない。「自由」は個人の利益を許し、必ずしも「博
愛」や「平等」と両立しないし、一律的な「平等」は個人の「自由」を制限してしまう。そして「博愛」は形式的な「平等」と同じではない。この三つの理
想は、社会生活の三つの層に対応しているとシュタイナーは言う。つまり、人間は法の前に平等であり、経済生活の理想は博愛であり、精神的活
動において、個人は自由であるべきである。現在の国家は統一国家であり、人間生活の全ての部門を支配している。つまり、国家は経済生活も管
理し、人間の精神生活も規定している。これが社会の混乱をもたらしているのであり、この三つの分野を分離する必要がある。精神生活、教育、研
究、文化活動に関わる人たちはその分野で、全く自由であるべきである。経済生活においては、製造者、流通者、消費者の参加する経済連合体
において経済政策が決定され、それによって博愛の理想が実現されるべきである。そして国家は法律によって、人間なら誰にでも妥当する事柄を
規定するべきである。	
このような社会有機体三層構造の考え方によれば、戦争終結のための平和交渉も今までとは全く異なったものになる。政府の首脳、大統領、群
舞の頭目などが集まって、力の背景の中から政治問題、領土問題、軍事問題、経済問題、経済制裁、賠償金問題、文化問題、言語問題などを交
渉するという今までのやり方ではなく、各国の政治の代表が集まるだけでなく、それとは別個に、各国の経済連合体の代表が集まって経済協力に
ついて話しあう、そしてまた、各国の文化、言語、精神活動の代表が集まって協議するという形になる。」	
	
「シュタイナーが「メモランダム２」の冒頭で引用しているウィルソンの言葉は、ウィルソンのロシア人への公開状（暫定政権に当てたメッセージ）の中
に含まれている。このウィルソンの考えを、シュタイナーは厳しく批判している。	
シュタイナーは言う。「民族の解放は可能である。しかしそれは、人間の解放の結果であり、その基盤ではありえない。人間が自由になれば、そ
れによって民族が自由になる。」	
つまり、ある民族が形式適に独立国家になるだけでは、その民族の本当の自由は達成できない。本当の自由は、人間が、個人が自由になること
で達成される。その結果、民族の解放が可能になる。我々の生きている現代の最高の原理は、一つには人権、つまり個人の原理であり、もう一つ
は人類という原理である。この両者は一体のものである。それ以外のグループの原理、家族とか、地域とか、民族、国家などは、我々の日常生活
にとって非常に重要なものであるにもかかわらず、それは、最高の原理、つまり、個人（人類）という原理には及ばない。民族自決によってできた国
家は国家エゴイズムによってできた産物であり、そのような国家が集まって「国際連盟」のような機構を作って、すべての国家を調和的に統一しよう
とするのは、矛盾に過ぎない。シュタイナーはこれを「バベルの塔」と比較する。これを解決しようとするウィルソンの14ヵ条、このウィルソンのユート
ピアは、諸国家を離反させ、バベルの塔の混乱をさらに増大させるだけであると言う。」	

☆mediopos-1622
機によりて	
機に出会い	
機を得て	
機を活かし	
	
機とともに感じ	
機とともに思い	
機とともに考え	
機とともに歩み	
機とともに広がり	
機とともに深まり	
機とともに伝え	
	
織るという技に	
光の受苦を重ね	
	
地を織り	
天を織り	
そのむすびのごとく	
いのちを織り	
こころを織り	
	
その歩みとともに	
光を織り	
闇を変じ	
宇宙の秘密を	
開示する	
	
ああ	
その妙なる秘儀よ！	

2019.4.25	

■『志村ふくみ いのちを織る』（東京美術 2019.4)	
（[公式図録]志村ふくみ展）	
（佐治ゆかり「志村ふくみ--機の歩み」より）	
「機という文字には、「布を織るきかい。からくり、しかけ。かなめ、だいじな部分。きざし、きっかけ。心のはたらき、物事のはたらき」。など、いずれも人間社会の深部に根ざ
す多様な意味がある。また仏教では、「＜機＞とは、＜縁＞（仏の教え）に逢えば発動する人それぞれの素質や能力のこと」であるという。その人が本来持っている素質が、
外部の事象と出会い、反応して、関係をつくり、思索し、行動し、おのずとその人になっていくということであろう。機という文字の形と意味に籠もる人間の思惟と普遍性とが、
志村ふくみの上にも、単なる文字の偶然と片付けられない符号を見せる。志村ふくみの機は、家庭環境、人や社会、文字通り機との出逢いによって発動し、機とともに考
え、機とともに表れてきた。志村の生きてきた軌跡は、まさに機の歩みなのである。	
滋賀県立近代美術館が所蔵する志村ふくみの作品の中核は、三十数年間にわたる、佐久間幸子という一人の女性の審美眼と同時代生に貫かれて形成されたもので、
志村ふくみの仕事を一望できるという特徴を備えている。このこちょは、作品の内発性、作品同士の繋がりや変容の意味をより鮮明にし、物作りに専心している志村ふくみ
の創作の姿を見る上で、大きな扶けとなる。	
当たり前のことだが、表現は一つ一つの具体的なもの、行為を通してしか考えられないし、行われない。未来が過去の作品に影響することはない。どの作品にも、過去
があり、繋がりがあり、その時の作者の手触りがある。一点一点の作品に向き合うことを通して、志村ふくみの世界の広がり、深まりを、共に歩むように体感できることも、こ
の展覧会の大きな見所の一つであろう。」	
	
（佐治ゆかり「ゲーテとの邂逅」より）	
「志村は日々の仕事の中で、自然界から導き出された色や形をひたすら受け入れているうちに、その内包する法則性、生命形成の厳とした秩序を見過ごすことができなく
なっていた。そんな時、ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテの「色彩論」に出会った。志村は、「色彩は光の行為である。行動（能動）であり、受苦（受動）である」という
ゲーテの言葉に出会って、光によって初めて色が存在するという真理、さらに物の固有の色とは別の、人間の視界が見てしまう、そこにはない色、見たいと思って見てしま
う心理的な色、の存在があることを知った。これにより、志村は、「あらたに色彩世界をみることができるようになった。（略）光と色という新しい概念によって、色は私の中で
ま新しい翼を得て、はばたくようになったのである」（『母なる色』）という。同時に、「直観し、観察し、熟考することによって、われわれは宇宙の秘密に近づくことができる」と
いう根本的な思考態度も学んだのである。」	

☆mediopos-1623
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知的であるとは	
どういうことなのだろう	
そこに充足はあるのだろうか	
	
知的であることを自称し自らを任ずる者は	
知的であるという評価のもとにあることを	
誇りもするのだろうが	
おそらくはそこに	
なにがしかの廻心のあるとき	
はじめて知的であるという価値のなかに	
躊躇いも起こるのではないか	
	
知的であることは	
教えることや	
研究することと近しく	
多くはそのことを生業にしもすることに	
みずからが疑いをもつことは稀だろう	
	
知的であることには	
それなりの価値はあるだろう	
けれどもそれが「一つの心的装置」として	
鎧のようになってしまうとき	
その鎧の外にあるものを	
遮ってしまうことにもなるのだ	
	
その鎧を脱ぐことを	
「廻心」と呼ぶこともできるのかもしれない	
「他力」は宇宙のほんらいの働きかけにほかならない	
むしろ「自力」は「他力」を促すための	
ある種の自我を伴った教育装置のようなものでもある	
そのことに気づいたとき	
「他力」と「自力」に差異はなくなってゆく	
	
世に知的であろうとする者のなんと多いことか	
知的であろうとするならば	
その鎧を脱ぎ捨てた先の知でなければならないだろう	
	
知的であることで思いだす自殺した稀有の哲学者がいた	
ドゥルーズという知者は救われてあるだろうか	
さらに知を超えんとする道を歩んでいるだろうか	

■守高高明『他力の哲学／赦し・ほどこし・往生』（河出書房新社 2019.2)	
「法然による「本願」の構造の発見とそれに準拠した称名念仏による支配的想像界からの脱却、親鸞における実存的賭けとしての「信」とそれが約束する「現生正定聚」、
そして一遍が遂行する「三世」の脱構築としての称名念仏の刻----こうして私たちは現実の経験としての往生の諸相をたどってきた。現在の社会状況、そのリアルな悲惨
の数々を前にして、私たちが往き、生まれ、生まれ続けるべき浄土は、今、どこにあるか。」	
	
「本書は、私の廻心の記録である。廻心----それは親鸞が、「廻心といふこと、ただひとたびあるべし」と言い、「廻心といふは自力の心をひるがへし、すつるをいふなり」と
言った。宗教的「信」のまったき転回を指す、あの廻心である。	
私は、浄土宗の寺に生まれ育った。小さな寺町とはいえ、一六二四[寛永元]年に創設された三九〇年以上の歴史を持つ寺である。その寺の代々血脈と法脈を継いで
きた第二十一世として私は生を受け、今日までその法灯の護持に努めてきた。だが、僧侶としての私の心のあり方は、およそ浄土宗徒らしかならぬものだった。高等教育
を大学院で受けたが、その最終的な専門領域はフランス現代文学・哲学であり、その知を自分なりの仕方で極めることが私のつねに変わらぬ目標だった。僧侶へ向けて
の修行は、浄土宗の総本山や大本山における養成道場でその定めにしたがって継続的に行ない、二十四歳のときに加行と呼ばれる最終的な伝宗伝戒の行を修め正式
に僧侶の身となった。しかし、私のアイデンティティはなかば宗教者でありなかば人文研究者であるという、半端なものであった。実際、私の日常は、一方で毎朝本堂で勤
行をし、土曜日・日曜日には檀信徒各位の求めに応じて法要を営み、他方で日々デリダやドゥルーズの著作を読み、機会があればみずから飜訳し、その思想をめぐって
著書や論稿を書くという、二極に引き裂かれたものだった。	
その引き裂かれた心に転回が起きた。ただし、あらゆる純粋な出来事がそうであるのと同様に、私の場合も、それを現在進行形で認識することはできず、ただそれが起
きていたことを事後的に知ることができただけである。」	
「このとき以来、私は幾度も同じ感情の湧出を経験した。長く愛読してきた現代詩人の作品からまるではじめて読むかのような新鮮な衝撃を受けて泣き、馴染み覚えた音
楽の数々をあらためて聴いてはこれもそのつどはじめての響きに心を洗われるような感動に震えて泣き、それどころか真冬の朝目覚めて見上げた空の青がこんなにも美
しいと言っては泣き、春へと移る季節の風の中に漂う沈丁花の香りが切ないと言っては泣いた。世界が、その無数の悲惨、悪、カタストロフィーにもかかわらず、それでもこ
んなにも美しく豊かであることに、そしてその中にこの私が生きてあることが文字どおり＜あり-がたい＞奇跡であることに、なぜ今まで気づかなかったのか。そしてなにより
も、念仏を称えるとき、すなわち「南無阿弥陀仏」の六字の名号を口にするたびに、私は自分の心身が強く温かな情動に充たされるのを感じ、ときとして法要の導師を務め
ながら泣き、しかるべき声にならないことすらあった。	
一つの心的装置が解除された----そう言えば、少しは論理的説明になるかもしれない。それまで「知」的であることに最優先の価値を置き、万事において分析的理性を
働かせ判断することがみずからに固有の力であり、みずからの美質であるとすら自負してきた私に、なにかが呼びかけた。その呼び声が告げたのはおそらく、「然り、然り」
という、私の存在を私自身が意識し想像し投企する範囲をはるかに超えて絶対的に肯定し包摂する言葉、それゆえに私に「自我」の鎧を脱ぎ捨てさせ、私の存在のすべ
てを他なる力に向けて開かせる、そんな言葉であっただろう。他力にゆだねられてあること、すなわち、大慈悲に刺し貫かれてあること----それこそが、あるとき私に起きた
出来事だったということになるだろう。	
それ以来、私はみずからの生の態度をあらためた。否、今まさにあらためつつあるところだと言わねばならない。もし、ほんとうに他力の教えに身をゆだねきったならば、
このような本を書くこと自体、迷いにすぎないと知り、書物を捨ててひたすら念仏を称えることで充足できるはずだからだ。しかし。そうとは知りつつ、私はこの本を差し出す。
それはただ、私がたどった道、すなわち、自力と作善の知性主義から解放され、自我の桎梏が崩れ去る領野へと他力によって追放されるという経験が、今日の私たちに
とって普遍的な意味を持つと信ずるからである。その最小限度の理路、最小限度の破片のいくつかを集約し、私はこの本に叩き込んだ。今はただ、そのメッセージが一人
でも多くの人々のもとに届くことを祈念するだけである。」	

☆mediopos-1624
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コトバ	
その音は	
からだから生まれる	
とすれば	
からだが病むのは	
コトバの根っこに	
からだと響きあうものが	
見つからないからなのかもしれない	
	
コトバとからだのあいだに	
こころは響いているから	
こころが調和的に響かないのは	
コトバとからだが	
どこかで切り離されているからだろう	
	
根っこにからだのないコトバは	
そこからでてくる芽も茎も花も実も	
根をもたないからっぽのものだから	
こころにいのちは通ってこない	
	
こころに	
そしてことばに	
いのちを通わせるには	
からだという根っこに	
しっかりと養分をあたえ	
繰り返し繰り返し	
やさしい光を当てながら	
ゆっくりとじっくりと	
育ててゆかなければならない	

■豊永武盛『あいうえおの起源／身体からのコトバ発生論』
（講談社学術文庫 2019.4)	
「しばらく精神科医をしていると、さまざまな患者のコトバの乱れに接することができる。筆者が大学精神科の入局して与えられたテーマは、離人症という奇妙な訴えをする
患者たちの精神病理と治療についてだった。	
彼らは「美しいものを見ても美しいと感じません。ヴェールをかぶったようで生き生きと実感としてわてきません」などと外界との異和感、非現実感、疎隔感などを訴え、さ
らに質問すると、「自分が自分でない」などの自己自身に対する同様な訴えとともに、「身体もまた自分のものではないようだ」というふうに、身体に対する「離人症状」をも
持っているのが普通であった。」	
「このような患者との長いつきあいのなかで、筆者は、コトバと感情ないし意味の分離というものを知らされることになったのである。	
つまり、コトバに感情が付加されず、コトバと意味が遊離するとき、人は自己の身体及び、外界とのあいだに生き生きとした体験を失ってしまうのではあるまいか。これが、
彼らと接しての〝実感〟であった。」	
	
「統合失調症の原因については、すでに身体感覚を身体音でシンボル化できない人たちであると述べた。これは患者の三~六ヶ月における喃語の失敗に起因するもの
であった。しかし二ヶ月を過ぎる頃すでに幼児は母に対して鳴き声を区別して、空腹や不快などを訴えるともいわれているのである。	
もし母親が鈍感でその区別がわからずじまいだと、幼児はラカンのいう「意味の与えられない世界」にとどまらざるをえないかもしれない。自分の出した信号（泣き声）に
母親のやさしさやその声という反応が返ってきたならば、母の声はそのやさしさと結びつき、つまりシンボル化の芽が育てられるかもしれないからである。	
このことと、自己の身体音のシンボル化とが並行して起こるのかどうかが、次に問題となるであろう。幼児の興味が本来外界の音や声にあるのか、それとも内界の身体音
にあるのかがそれを解くカギであろう。	
そこで幼児はすでに母の胎内にいるときから、母親の心臓音や平和な呼吸を聞き知っていて、その音に一喜一憂しているという事実をあげておこう。このことは幼児が
内界の音にすでにはじめから慣れ親しんでいるという証拠であろう。このように幼児はやはり身体音に依存していると考えられるのである。」	
「このプロセスは、幼児側がコトバを身体音から聞き取り、声に変え、外界と交通するまでのプロセスと並行して起こると考えられる。」	
	
「統合失調症の治療のうち精神療法について述べておくことにしよう。治療は当然、言語に対してなされるべきであるから、ここで再度その特徴を要約してみることにしよう。	
(1)身体感覚を身体音でシンボル化できていない。	
(2)真似言語など隠喩は保存されている。	
さて、このような(1)(2)の特徴をふまえてみると、まず、パンコフが先に述べた「身体像の回復」やセシュエーがいった「象徴的実現」、さらにシュヴィングの「母なるもの」、
フロム・ライヒマンの「聞き入ること」がいかに大切かを知らされると思う。	
これらは、身体や身体感覚のシンボル化やさらに音声での隠喩に役立つことに変わりがないからである。それゆえ、統合失調症の精神療法は、まず身体の非言語的象
徴化などが試みられるべきであろう。たとえば、絵画、陶芸、音楽･･････などがあげられる。次に、身体のぐあいがコトバによって語られるという方向が望まれる。	
治療者側はまず「聞き入る」ことから始め、おのれの感情や援助を、端的なコトバで投げかける必要がある。コトバはできるだけ動詞を使い、比喩はわかりやすい隠喩（類
似性）を用いるべきである。慢性の患者でも、「隠喩」の能力は残されていることが多いからである。	
この「隠喩」能力を維持させるために、単調な繰り返し作業が有効なばあいもある。」	

☆mediopos-1625
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言葉は音楽のようだ	
なによりも	
待つことでしか	
それを受けることはできない	
	
歌うときにも	
声を出すのではなく	
訪れるものでなければ	
歌にはならないように	
	
待てないままに	
表出される言葉は	
世界を分裂させてしまう	
論理という錦の御旗のもとに	
	
そこでは	
矛盾という	
言語以前の現実が	
失われてしまうことになる	
歌がそこからでてくる	
源の力が失われてしまうように	
	
わからないときは	
わからない場所にいればいいのだ	
ただいればいいのだ	
ただいる場所で待っていればいいのだ	
そこに声は言葉は	
やがて訪れてくる	
	
愛が待つことであるように	
待てないとき	
声からも言葉からも	
たいせつな何かが失われてしまう	

■西村ユミ編『対話をめぐる現象学／看護の経験を意味づける』
（日本看護協会出版会 2018.10)	
（「第3章「言葉を待つ」谷川俊太郎 西村由美＋細馬宏通」より）	
「西村ユミ／看護師が意識のはっきりしない患者さんに話しかけた時に、「うん」とか「うー」とかいった応答しかしなくても、相手が何かを感じたり、何かを言おうとししている
のを感じ取れることがあります。すべてを言語化することはできないのですが、言葉にならない世界でのやりとりが確かにあって、私には何かそこに、谷川さんの詩の世界
につながるものがあるという気がしています。	
谷川俊太郎／以前、河合隼雄さんと対談した際に、自分の書いている詩と心理療法の共通性に気づいたんです。それをきっかけに意識の表面にある言語と、そうではな
くもっと未分化な何かの動きとして意識下にあるものについて考えるようになったんですよ。まあ、考えてもどうにもならないんだけれども。	
日常的に使われている言葉の組み合わせから外れたところで、普段気づいていないことが突然言葉として現れた時に、詩は面白いものになるのだとその頃から思うよう
になりました。また、僕の母が認知症になる言葉があまりうまく通じなくなったことも一つのきっかけとなって、福岡で「宅老所よりあい」という老人たちのケアホームをつくっ
た人と知り合いになりました。	
（･･･）	
詩と、言葉にならない物事との問題というのは、長年ずっと考えてきたことなんです。言葉自体の根っこや、言葉が発生する源がそこにはあると思っています。だから今
は詩を書く時も「待っている」ことが一番大事です。最初から理詰めで書く始めたらどうしても散文的になるから、それを避けて自分の中からポコッとような詩の始まりが面
白いんです。」	
	
「谷川／我々が何かこう、言語に頼らずに直観的にある全体を感じているとしますよね。でもそれを言葉に書こうとするとき、どうしても言語が物事を分割していくわけじゃ
ないですか。「正しい正しくない」「美しい／醜い」みたいなかたちで、基本的に二つに分けていく。そういう言語をどうにかして一つに統合して、まずは言語以前の存在の
ようなものに迫ろうというのが詩なわけですから。	
（･･･）	
西村／なので、あえて矛盾した表現も見られるわけですね。	
谷川／「矛盾だけが現実のすがたであり、現実性の基準だ」と、確かシモーヌ・ヴェイユが書いています。あの言葉にはすごく目が開かれましたね。日常生活ではどうして
もつい「矛盾しているのはだめだよ」となっちゃうわけでしょ。だけど詩の場合は矛盾してないものはみんなリアルではない。基本的にそう思います。	
西村／医療では、命を預かっているためか科学的な根拠を求める傾向が強いのですが、実際の臨床現場で看護師や患者さんが経験していることは矛盾だらけですから、
そのありのままを表現していくことが重要だと私も考えています。」	
	
「谷川／先ほどお話しした「宅老所よりあい」の人たちは、認知症の老人が徘徊したら止めないでずっと一緒に歩いて回り、お話しながら結局うまい具合にホームへ戻るよ
う誘導する。そういう付き合い方をしていますよね。	
西村／教育や研究では常に「なぜそう考えたのか」「なぜそうしたのか」という理由が問われます。しかし理由がなくて生まれてくる言葉や行為もたくさんあるということを尊
重しなければ、すべての物事と理由がセットになってしまうと無秩序の世界はなくなってしまいますね。	
谷川／僕は子どもの頃にそれを経験しましたよ。小さい時ってよく泣くじゃないですか。自分ではどうして泣いているのかよくわからないんだけど、親は必ず「なんで泣いて
いるの？」って聞くでしょう。それに腹が立つわけ、子どもは（笑）。「よくわかんないから泣いているんじゃないか！」って言いたいんだけど、子どもだから言えないんです。
大人になって考えてみて、本当にあの時の質問は間違っていると思いましたね。」	

