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いる
のが
つらい
のは
ただ
いる
だけ
が
できない
からだ
する
でも
される
でもなく
ただ
いる
ふと
聖書の言葉を思い出した
「狐には穴があり
空の鳥には巣がある
けれど人の子には
枕するところもない」

人の自我は
枕するところがないことを
みずからに課しているのかもしれない
いまの私とあるべき私とのあいだを
生きてゆかざるをえないように
けれどもそれに耐えられず
ただ、いる、ことのできる
つかのまのアジールを求めもするのだが
それは容易にアサイラムと化してしまう
その繰り返しのなかで
人は生きつづけてゆく
ケアやセラピーは
そのつかのまのアジールを
宗教は
永遠の顔をしたアジールを
与えようとするものでもあるのだろうが
それは
ただ、いる、だけ
であることからたえず離れざるをえず
アサイラムと化してゆくから
また新たなアジールが求められてゆく･･･

東畑開人『居るのはつらいよ／ケアとセラピーについての覚書』（医学書院 2019.2)
■図書新聞2019年4月27日号／対談 東畑開人×砂川英樹「ケアと「会計の声」」
■週刊読書人2019年5月3日号／東畑開人×高野秀行 公開トークイベント載録
「イルツラ／沖縄・デイケア施設でケアとセラピーについて考えたこと」

（東畑開人『居るのはつらいよ』より）
「「いる」ってふしぎだ。（･･･）
僕らは、自分になぜ「いる」ことが可能なのか、ふだんは考えもしない。魚が水のことなんか考えないように、犬が酸素のことを気にもしないように、僕ら
は自分の「いま」を支えているもののことに気づかない。そんなことは当たり前だと思っている。
だけど、デイケアにいると、それをとてもふしぎに感じてしまう。だって、「いる」は簡単に失われてしまうものだからだ。そういうときに、僕らは「居場所って
なんだろう」と考えはじめる。「いる」が難しくなったとき、僕らは居場所を求める。居場所って「居場所がない」ときに初めて気がつかれるものだ。本当に不
思議だ。」
「デイケアはコミュニティだ。しかも、究極のコミュニティだ。というのも、それは「いる」ために「いる」ことを目指すコミュニティであり、コミュニティであるため
にコミュニティであろうとするコミュニティだからだ。
デイケアにはミッションがない。たとえば、新商品を開発してマーケティングをするわけではないし、世の中を良くする教えを流布するわけでもない。未
来ある若者に教育を行うわけでもない。いや、いちおう厚生労働省からは「精神疾患を有するものの社会生活機能の回復を目的として個々の患者に応
じたプログラムに従ってグループごとに治療する」というミッションを与えられてはいるけれど、そういうリハビリ概念を突き抜けてしまいがちなのが居場所
型デイケアだ。」
「僕らの日常は「する」と「される」、能動と受動をはっきりさせることで成り立っている。学級会なんか特にそうだ。「誰がやったんですか？」「なぜやったの
ですか？」と責任が問われ、意志が確認される。「私がですね、私の意志でですね、給食のヨーグルトを余分に食べました。能動態でございました。間違
いございません」と問題の所在をはっきりさせるのが、僕らの生きている世界であり、そのために能動態と受動態の区別は大切だ。
だけど、國分氏は太古の文法では能動態と受動態以外に、「中動態」という態があったことを明らかにしている。」
「こういうことだ。能動態は自分の外側にあるものに作用を加える。「ソフトボールを投げる」といったら、僕の力はボールに加わる。僕が何かに働きかける。
それが能動態だ、
だけど中動態では、作用は僕の内側で働く、「生まれる」と言ったら、作用の元も作用の対象も僕自身だ。内側で生じて、内側で作用する。それが中動
態だ。
（･･･）「ケアする／される」という能動態／受動態で語ってきたことは、中動態で語られるべきだったのだ。
デイケアにケアが生じて、それがデイケアに作用する。」
「ただ、いる、だけ」。その価値を僕はうまく説明することができない。会計係を論理的に納得させるように語ることはできない。医療経済学者のようなこと
は僕にはできない。僕はありふれた心理士で、「ただ、いる、だけ」を公共のために擁護する力がない。官僚に説明できる力がない。結局のところ、僕は
無力な臨床家なのだ。
だけど、僕はその価値を知っている。「ただ、いる、だけ」の価値とそれを支えるケアの価値を知っている。僕は実際にそこにいたからだ。その風景を目
撃し、その風景をたしかに生きたからだ。
だから、僕はこの本を書いている。そのケアの風景を書いている。」
「居場所はつらいよ。市場の透明な光が満ち溢れるこの世界で、アジールは次々とアサイラムになっていく、居るのはつらいよ。
だけど、それでも、僕らは居場所を必要とする。「いる」が支えられないと、生きていけないからだ。だから、アジールはいつも新しく生まれてくる。たとえ
それがすぐにアサイラムになってしまうとしても、それは必ず生まれてくる。」
「アジールとはシンプルに言ってしまうと「避難所」のことだ。逃げ込む場所のことだ。」
「「アサイラム」とじゃ社会学者のゴッフマンが用いた用語で、「全制的施設」と訳される。（･･･）ようは収容所とか、刑務所とか、あるいは古い精神科病院の
ように、そこに「いる」人を画一的に管理する場所のことを言う。」
「重要なことは社会学者の有園真代氏が指摘しているように、「アサイラム」と「アジール」がもともと同一の言葉であることだ。というか、「アジールAsyl」とい
うドイツ語を英語に訳したのが「アサイラムAsylum」であるように、アジールよアサイラムは表裏一体なのだ。
（･･･）
アジールとアサイラムでは同じことが行われている。しかし、一方は「いる」を支え、他方は「いる」を強いる。アジールは罪人が逃げ込み庇護される場所
で、アサイラムはその罪人を閉じ込めて管理しておく場所だ。」
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タウトの示唆している
プロポーションについて
思いをめぐらせていると
哲学における内在平面のなかを
部分と全体との多様な照応のなかで
織りなされる概念のかたちが
さまざまにイメージされてくる
哲学はある意味で建築でもある
実際の資材を前提にする建築にくらべ
概念の世界は自在であるともいえるけれど
その内在平面に建てられてゆくかたちにも
技術・構造・機能の兼ね備えられた
プロポーションが求められねばならないだ
ろう
ひとつの概念は別の概念と照らし合い
ある内在平面をつくりだし
またそれは別の内在平面とも照らし合い
全体としてのかたちを浮かび上がらせるが
そしてそのかたちそのものがまた部分とも
なりながら
あらたな内在平面と照らし合い織りなされ
てゆく･･･
哲学はそうして
プロポーションの芸術として展開しながら
やがてポエジーへと向かうことになる
ポエジーはプロポーションの
絶えざる生成でもあるからだ

■ブルーノ・タウト『タウト建築論講義』
（沢良子･監訳 落合桃子･訳 鹿島出版会 2015.3)
「一般的に技術・構造・機能によって、一軒の家が建てられるというのは事実です。だからといって、この家が建築作品であるとはいえません。技術・構
造・機能の点では過不足がなくても、まったく建築でないものもあるのです。」
「ですから、優れた建築家とは、何よりもまずプロポーションに取り組む人なのかもしれません。そして、プロポーションが建築家を真の建築家たらしめ、プ
ロポーションによってはじめて、技術・構造・機能は建築芸術の手段になると考えられるのです。」
「それでは、プロポーションとは何なのでしょうか？ プロポーションは建築にとってなぜ特別なものなのでしょう？----結局のところ、世界の万物は互い
に釣合を保っており、全体と部分、そして部分と部分とは、それぞれが決められた関係性で存在しています。それは大変美しいことも、たいそう醜いことも
あります。芸術作品だけではなく自然にもみられますが、自然におけるプロポーションは、美しく感じられる場合がほとんどです。人間同士の関係、すな
わち結婚・家族・学校・役所・国家そして外交関係にもプロポーションは見られますが、国家間の関係つまりプロポーションはつねに美しいわけではあり
ません。私たちが知覚しうる世界の包含する万物、すなわち森羅万象は、一定のプロポーションを徹底して示しています。プロポーションのおかげで、私
たちは全体と部分とを認識して理解することができるのです。」
「プロポーションが、美しく調和の取れた秩序や、構成のなかの均整を意味することには、疑問の余地がありません。音楽・詩、とりわけ演劇、そしてダン
ス・絵画・彫刻といった他の芸術分野で「建築」という語が用いられるときも、これらのプロポーションだけが念頭に置かれているのです。」
「建築とはプロポーションの芸術なのです。」
「建築は、あくまでもプロポーションを基盤とします。しかも、建築の重要な特質や、その他多くの特徴のなかの一番のものというのではなく、ただ唯一のも
のなのです。その他の条件や前提は、すべてプロポーションに従属しなければなりません。
しかし、プロポーションとは、いったい何なのでしょう？
もし色が一色だけならば、色彩は存在し得ません。ただひとつの音しか聞くことができなければ、音色も存在しないでしょう。同様にひとつの部分だけで
は、分割するという意味はありません。しかし、その部分がより大きな全体の一部ならば、その全体が今度は別の全体の一部分になり、部分と全体の関係
は無限に続いていきます。しかも、建築のプロポーションは、線や面、立体や空間にだけ限定されるものではありません。分割はいろんなところに見られ
ます。それぞれの数学的な基礎的要素においても、基本的な形態においてもおこなわれています。あるひとつの線が、幾何学的な立体、あるいは比例
関係において特別な意味を持つことがあります。すると今度は、その立体物が二次元の平面に対して特別な意味を持つことになります。
そうなると、何も教えることはできません。実際に建設することや事務所で製図することで、いくらかの手掛かりが教えられるだけです。（･･･）
さらに難しいのは、構想と呼ばれるものを公式化することです。しかし、構想に対するセンスさえあれば、きわめて細かいところまで理解できるでしょう。」
（１９３７年８月２７日オルタキヨイにて）
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私は渡す
渡すことで私になる
表から裏へ
裏から表へ
陰から陽へ
陽から陰へ
此岸から彼岸へ
彼岸から此岸へ
こころからからだへ
からだからこころへ
現から夢へ
夢から現へ
ふたつの世界の
有機交流電灯のなかで
私という存在を
どのように捉えるか

ふたつの世界は
別のものではないけれど
それらを分けることで
人は安心して生きようとする
けれども
分けられないものを
分けてしまうことで
そこに不安は生まれてしまう
光あるがゆえに
影が生まれるように
光を生きようとすればするほどに
みずからの影に惑わされてしまう
気づかないままに
じぶんがなにを渡しているのか
それをわかりながら分けないでいられるとき
ひとのなかで光と影はその源とともにいて
その渡しを生きることができるのではないか

■きたやまおさむ・よしもとばなな
『幻滅と別れ話だけで終わらないライフストーリーの紡ぎ方』
（朝日新聞社 2011.9)

（きたやまおさむ）
「こころには裏がある、というという表現があります。このときの「裏」という言葉が示すものを精神分析では治療の対象にします。こころの表ではなく裏のほうにこそ、人間の真実が潜んでいると
考える。（･･･）
こころの裏側には、表側には出せないもの、とくに、人間の過去からずっと引きずっている未熟な精神状態の体験が、たくさん書き込まれています。人間の無意識の言動を調べていくと、早
期の乳幼児期の母や父との過去との関係が現在の私たちに大きな影響を及ぼしているということがわかってきます。
人は過去に刷り込まれた「こころの台本」と呼ぶべきものを、相手役を替えながら何度も繰り返しています。」
（きたやまおさむ・よしもとばなな）
「きたやまおさむ／メアリー・ダグラスが聖なるものとタブーについて考察していることなんだけど、「わかる」ということを考えてみたときはじめて、分けられないものに直面する。「わかる」って「分
かる」という字を書くように、どうも「これはあれだ」と分けることができたとき、「これってこういうものなんだ」と腑に落ちて、あるカテゴリーに分類することができる。そのとき人は、「ああ、わかった」
ということになるのね。ところが、たとえば獣と鳥に分けようとすると、どうしてもコウモリというどちらでもない動物に直面しちゃう。つまり、鳥でもあるし獣でもあるというこのにどうしても出会わざる
をえない。世界というものはだから、本当には分けられない。男と女に二分しようとしても、中間の人が存在してしまうし、大人と子どもと簡単に言うけれど、青年期というどっちつかずの時期を
通過しなくてはなからなかったりする。（･･･）この分けられないものに出会うたびに人間は、不気味さや気持ちの悪さ、あるいは腑に落ちない感じを抱いてしまうんです。そのときに、怪訝なも
のや不安、わけのわからない未消化な感覚を味わうんだろうと思う。これが私たちの恐怖であったり不安というものに共通する要素なのではないか。そのことを当時の文化人類学者が言い出
したのね。僕はそれを聞いて、「要するに、生々しいものときれいなもの、善と悪のように、人間をふたつに分類しようとすると、嫌いなんだけども身の回りに置いて置かざるをえないどうしようも
ないものがあり、それを気持ちが悪いと感じてしまう。このどっちつかずで中途半端なものを抱えきれない、処理できない状態が、不安や恐怖、不気味さの対象になるんだな」ということを、二
十代半ばから三十代のころに僕は学んだ。（･･･）わからないもの、腑に落ちないものがどんどん増殖していっている気がします。これを処理することができないままだから、人はいつも苦しむこ
とになる。」
「きたやまおさむ／一概には言えないんだけど、（･･･）本音があるだけれども、それを何とか自我でコントロールしようとする表と裏の調合を、西洋ではいちばん価値の高いものとする。そして
フロイトの比喩で言うなら、一生懸命、自分の中にいる暴れ馬を御者としてコントロールして全体を統合しようとしている、一枚岩になろうとする努力というものがあるわけだけれども、私たちは、
その御者の部分と馬の部分とが二重化していると思うんですよね。だから、なかなか、それは、御者が一生懸命自分の中にいる獰猛な馬を乗りこなそうとしているところが私たちにとってはし
んどいことなんだ、と。だから、アジア的としてひと括りにできるかどうかはわからないけれども、表面と深層というふうに使い分けてしまって、若干の二重人格を肯定している。これは面白い現
象なんだけれども、多重人格、二重人格というものがありますね。診断の頻度を東西で比較してみると、日本人は少ないんですね。
（･･･）
あえて言うなら、鵺とか、そういう状態をある程度許容していて、私というものをひとつにまとめなくてもいい感覚の中で生きている。だから、欧米の方々の方が一神教で、ひとつの神様のもと
でひとつにまとまる努力をいつも強要されてしまっている。（･･･）
一神教のもとで二重化するということは世界からの逸脱なので、たいへんな分裂になってしまうはずです。ところが私たちは生ぬるいというか、どこか「真綿に針を包む」と言いますか、ぬるま
湯の中で、表と裏を使い分けることを許容してもらっているという感じの中で生きていませんか。」
「きたやまおさむ／私は、何度も言うように、人間のこころの基本構造は、西洋東洋でそんなに違うとは思わない。ただ、その文化や風土、自然のありようがいろいろ異なるから、同じ太陽を見
ていても沈む時間が土地土地で異なるというくらいの違いはあるだろうと思う。欧米の方々が「自我」と呼んでいるものと、日本人が「私」と呼んでいるものとは、同じような部分が中核にはある
のではないか。私は表裏を使い分けると言っているわけだけれども、この表裏を使い分けているやつだ誰なのかというと、それが「私」であろうと思うんだよね。「私」が表と裏をつくっているわけ
だけれども、その表と裏を使い分けているときに、それを渡している。渡すというのは、統合もしていなければ合体もしていないし、その間を置きながらまとめているというか、つないでいるという
ぐらいのことを「私」がやってのけている。「私」の意味は、「橋渡し」の「渡し」の意味もあります。橋渡すこと、つまり、橋をかけるということは、橋があるかぎりは絶対に彼岸と此岸は統合されない
んだよね。こちらとあちらは接点を持たない。だから、分けたものとしてつないでいる。それが橋渡しだと思うんだよね。その渡しのことを「私」と呼んでいる。この「私」を描き出すことが人生の創
造性というか、これは別の対話で大きく話題にするかもしれないけれども、彼岸と此岸の間に何かをつくっていかなきゃならないわけだから、つくっていくときの表現活動が創造性あるいは作
品と呼ばれるものになるかなと、漠然とながら思うんだけどね。」
「よしもとばなな／きたやま先生のこれまでやっていらしたことは、極端な例だとは思うんですけれども、要するに外に出る、出て行く姿と、人の話を聴く。まあ簡単に言えば人の話を聴くお仕
事。まったく相反するふたつの顔ですよね。もうほとんどそれこそ二重人格といってもいいくらいの、大きい違いですよね。その間にもちろん橋渡しがあると思うんですけれども、その橋渡しの
仕方っていうんですか、そういうところはどういうふうにあったのかというところです。
（･･･）
きたやまおさむ／まず第一番目に、僕の人間観として、裏と表のない人間なんてあり得ないと思っている。一面しかやっていないとか、これしかやっていないなんていう人間は、これしかやっ
ていないところを見せているだけであって、あれもこれもじつはやっていると思う、ね。だから、どんなものごとにも裏があるというふうに、僕、人生観として語っていますけれども、その、これ一筋
でやってきましたとかいう人は、結果的にこれ一筋でやったんだけれど、一応、あのこともやったし、このことにも手をつけて、迷いがあったと思うんだけれど、最後にひとつのことを究められた
という方が、ひとつのことをやりましたね。といっているんだと思うんだよ。
（･･･）
きたやまおさむ／だから、どんなものごとに対しても、裏の遊びを維持しながら表の仕事をこなす。ある意味でこれが生き残る現代人みんなにあることなんだと思います。たまたま僕が、裏の楽
しみが、趣味が仕事になりかけてしまったので、ふたつやっているかのように見えるんだなということがわかりました。だからもう、これこど、やめろといったってやめられない。精神衛生がかかっ
ていあますから。（･･･）
私は、発狂することにつながりますから、片一方取るとね。それはみんなにおいてもそうなんだと。僕がいい例だ。もうひとつはね、僕の趣味でもありますが、スフィンクス、マーメイド、ケンタウ
ロス、鵺っていうのが大好きなんですね。（･･･）こういうその、多面性の生き物、多面的な動物っていうのがね。僕はね、小さいときから関心の対象なんです。
（･･･）
多面的存在であることを把握してほしいというメッセージを身をもって提示しているのでしょう。だから、ここで言っていることを、私は生き方を通して主張していると思うんですよ。」

☆mediopos-1629

2019.5.2

「虫」の時代には
すでに人は
心と身となっていたが
「鬼」の時代には
人はまだ
霊と心と身をもっていた
「鬼」から「虫」へと
橋渡しをしたのが
「尸」の時代だ
現代は表向きは
「虫」の時代さえ過ぎ去り
身だけの時代になろうとしている
それはキリスト教会が
人から霊魂体から霊をとりあげ
科学が魂と体となった人から
魂をとりあげたこととも似ている
むしろ現代の本来的な課題は
体だけになってしまった人に
魂を与え体と魂をむすぶことだろう
そしてさらに神秘学は
体と魂となった人に
霊をむすばなければならない
人から霊が隠されたのは
個とならねばならなかったからだろうし
人から魂が隠されたのは
科学的認識を必要としたからだろうが
そのことで失われたものを
今度はひとつずつ取り戻してゆかねばならない
手塚治虫の「どろろ」のなかで
百鬼丸が妖怪に奪われたからだを
取り戻してゆく旅を続けるように

■長谷川雅雄・辻本裕成・ペトロクネヒト・美濃部重克
『腹の虫の研究／日本人の心身観をさぐる』（名古屋大学出版会 2012.5)
「「腹の虫が納まらない」とか「虫の居所が悪い」という言い回しの、「虫」とはいったい何かという素朴な疑問が、本書の出発点となっている。」
「江戸時代には、人が声を出すと、それに反応して体内の「虫」が言葉を発するという、不思議な病気が知られていた。その名を「応声虫」と言う。言葉を発す
るというのであるから、一人のなかに、主体とは異なる別の意思体が存在していることになる。「もう一つの声」を発するその意思体を、当時の人たちは「虫」と
捉えていた。「虫」であるからには、姿・形のある可視的な物体のはずである。実際、体内から排出された「応声虫」がどのような姿・形をしていたかを記した資
料もある。擬人化される意思体としての側面と、可視的で物体的な側面とを併せ持つものを、「虫」と見なしたことの意味が重要である。したがって「応声虫」は、
我が国近世の「虫」観・「虫」像がどのようなものであったかを知る上で、欠かせない対象となる。」
「「虫」が居所としていたのは、心身二元的な意味での身体ではない。「虫」の住処は、人身というよりも、「身（み）」と呼ぶほうがふさわしい。「虫」が盛んに「活
動」した江戸時代、「身」という言葉も多用されていた。「身の上」、「身の不運」、「身が立たぬ」、「身を誤る」、「身を失う」、「身に覚えのない」などという時の
「身」は、主体（私）自身、もしくは主体の生き方を指している。「身が震う」、「身をもがく」、「身を切られる」、「身を悶える」、「身に染む」という場合の「身」は、
主体から切り離された身体ではない（「主体」から切り離された身体は「からだ」または「から」という言葉が用いられた）。「身」という言葉は、主体の意識や情動
といったこころの領域と繋がっている。このような心身不分離の「身」という心身観のもとでこそ、「虫」は活動できたと言えるだろう。」
「江戸期の医学は、人身中の「虫」によって起こる病が多種類あると考え、それらを重視した。その各種「虫」病には、身体症状のみならず、さまざまな精神症
状が見られるとされていた。すなわち「虫」は、人のこころにも影響を及ぼして、変調を起こすものと考えられていた。」
「「虫」をこのように見なす当時の医学は、心身一元的な思想をその特徴としていた。さらにこの心身一元的な医学を根底で支えていたのは、忠告医学由来
の「五臓思想」である。「五臓思想」というのは、「心、肺、肝、脾、腎」の「五臓」を、身体だけでなく、精神の中枢臓器と考える医学思想である。したがって、
「五臓」のいずれかの臓器に病変が生ずれば、心身双方に変調が起こることになる。そして「虫」は、「五臓」の働きを乱す重要な病因とされたのである。」
「「虫」観の誕生と変遷に目を向けると、「虫因」観が定着する以前の医学では、「鬼」を病因とする「霊因」観が存在し、「瘧病」（マラリアなどに相当する）や狂
病などを含む種々の「鬼」病が考えられていた。この「鬼」病に対して、服薬や鍼灸という身体に働きかける治療が有効とされていたのである。このことは、
「霊」と心身を一続きのものと捉える、いわば「霊・心・身」一元的と呼ぶべき病因観が存在していたことを示している。「虫」因観の登場は、「霊・心・身」一元観
から「霊因」を排除し、心・身一元観という病因観に移行させるという画期的な役割を果たしたと考えられる。しかしその移行段階では、「鬼」と「虫」との双方の
性格を持つ「尸」と呼ばれる病因体が考えられ、とくに「三尸（の虫）」や「伝尸鬼（虫）」が重視された。これらは、心身の病変を引き起こす、後代の「虫」に繋が
るものと考えられる。」
「医学が、宗教や呪術とは重なりを持たないという独立性（自立性）を主張するようになると、「霊因」そのものを排除しようとする傾向も強まることになる。「霊・
心・身」に影響を与える「尸」ではなく、「心身」に影響を与える「虫」の時代になっていく。その前段階として、「虫」に近づいた「鬼」があった（･･･）。」
「一五、一六世紀の日記類には、「虫」病の記載が多く見られるようになる。日記類の記述は断片的なものではるが、一五世紀頃から急速に「虫」病が流行し
たこと、当時の「虫」病臥「霊因」性を残していたことなどを読み取ることができる。」
「近代化によって、「虫」や「五臓思想」は完全に消滅したかに見えたが、実はそうではなかった。（･･･）「虫封じ」の儀礼が今も続いており、また日常語としても
また文学作品のなかにも、「腹の虫が納まらない」という言い回しが見られるし、「腹」や「胸」を使った「五臓」表現も絶えることなく用いられているからである。
このことから、現代の日本人が抱いている心身観は、近代医学の心身二元的な単層の心身観だけではなく、かつては「虫」観を育んだ「五臓思想」的心身観
を根底に含む複雑な重層構造をなしていると考えられる。」

☆mediopos-1630

2019.5.3

科学は四苦八苦を扱えない
四苦八苦は計測できないからだ
なぜあの人は死んでしまったのか
その理由を物理的に説明したところで
死を受容するためには意味をもたない
四苦八苦を受容するために必要なのは
それを説明することではないだろう
実際に起こっていることと
それを受けとる魂とのあいだに
奇跡的な交わりが生まれたとき
はじめて受容は可能となる
死は終わりか
それとも変容か
四苦八苦は悲しみのみをもたらす宿命か
それともひとを変容へと導く契機か
その受容のありようは
文化的な背景もあれば
個人の魂によっても
さまざまな姿は見られるだろうが
それを計測による科学が判定することはできない
卵が孵化するときに
殻の内からと外から
その境を啄みもするように
魂はその変容に向けて
不可思議な交感を体験してゆくのだ
ドラマは体験されてはじめて感得される

■ジョージ・Ａ・ボナーノ
『リジリエンス／喪失と悲嘆についての新たな視点』
（監訳＝高橋祥友 金剛出版 2013.3)
「死別や悲嘆に関する本は数多くある。しかし、そのほとんどは驚くほど視野が狭く、より大きな疑問をあえて避けようとしている。その理由のひとつとして
は、こういった本の多くが医師や医学的な背景にあるセラピストによって書かれているためである。これは驚くべきことではないのだが、より広い視点で悲
嘆を理解しようとすると、いささか問題が起きてしまう。すでに機能にすっかり圧倒されてしまっている人、専門家の助力が生存のために唯一の機会と
なってしまっている人だけに、悲嘆を扱う専門家は接している傾向がある。こういった人の人生のドラマは誰をも圧倒するようなものであるのだが、ほとん
どの人にとって悲嘆とは何かについてあまり多くを示してはくれない。」
「幸い、私たちのほとんどにとっては、悲嘆はけっして圧倒するようなものでも、終わりのないものでもない。喪失体験のもたらす苦悩は恐ろしいものでは
あるかもしれないが、私たちのほとんどにはリジリエンス（resilience）があるのだ。実際に、喪失体験をとても効率的にとり入れることができる人もいて、
日々の生活の打撃からほとんど影響を受けないように見える。喪失体験にショックを受けて、傷つくかもしれないが、それでも何とかバランスを取り戻し、
人生を送っていく。悲嘆の際に苦悩や哀しみが生じることは否定できない。しかし、それ以上のこともまた存在するのだ。とくに、それは人間の経験であ
る。悲嘆は人間に運命づけられたものではあっても、けっして圧倒するようなものではない。むしろ、悲嘆に対する反応は、それを受け入れて、比較的早
期に順応し、生産的な生活を引き続き送ることができるようにするおいう役割がある。もちろん、リジリエンスが、すべての人が喪失体験を完全に克服する
とか、「閉方」（closure）を意味しているというのではない。リジリエンスが高い人であっても、ある種の悲哀感を呈するように思われることもある。しかし、自
分自身の生活を続けて、今も自分の周囲で生活している人々を愛することができるのだ。（･･･）悲嘆に関する初期の文献のほとんどはこの種の肯定的
な経験を否定する傾向があり、しばしばそれは拒絶だとか否認と片づけられてきた。しかし、私の研究はむしろ逆であると示した。肯定的な経験はよくあ
るだけではなく、他の人々にも積極的な影響を及ぼし、喪失体験からより早く回復するのに実際に役立っているようである。」
「悲嘆反応の全般を検証することによって、一般的に言って、単に悲嘆を克服して、その後も生き続けるといった以上が存在することも確認できるだろう。
たとえ非常に高いリジリエンスを示す人にとってさえも。死別は深刻な経験であり、人生観を根本から変化させかねない。正常の状態では、私たちのほと
んどは生と死とかについて少しも考えず、自分がどこか来て、広大な宇宙のどの位置にいるのかといった、他のやっかいな実存的な疑問も抱くことのな
いままに、忙しい日々を送っている。しかし、愛する人の死は、ごく一時的にかもしれないが、私たちをこういった実存的な疑問に引き戻し、より広い世界
観とその中における自分の位置を考えさせる。
死別を経験した人はしばしば故人はどこに行ってしまったのだろうか考える。故人は単に消滅してしまったのだろうか、それとも姿を変えてどこかに存
在し続けることは可能だろうか？ 死別を経験しや人は、亡くなった愛する人が今でも生きていて、何らかの形で話しかけてくるといった、故人との間に
実際に強い、はっきりとした絆のようなものを感じる。そういった経験は、不思議であり、慰めを与えてくれるのだは、科学的客観性を重視する西洋文化
の基準では、疑問を抱かれてしまうかもしれない。」
「死は強い不協和音を引き起こす。恐れが生じるが、それでも興味深い。悲嘆の最中にある時には、いわば不協和音とともに生きている。未知のことに
立ち向かわされているのだ。愛する人に何が起きたのか知りたいと思う。愛する人が亡くなってかなり経つというのに、時々その存在を感じ続ける。
従来の悲嘆の理論は、故人との間に引き続きいかなる絆があることに対しても疑いの目を向けてきた。このような理論によれば、悲嘆の究極的な目的
は、愛着を完全に断ち切り、無意識の関係をすべて断つことであった。もしもそれが達成できないと、悲嘆の過程の最終的な解決が遅らされてしまう。し
かし、時間とともに明らかになってきたのは、悲嘆の最中にあるが健康である多くの人は情緒的な絆を断ち切らないという点であった。実際に、喪失から
何年も経つのに、多くの人々が故人と強く結ばれていると感じ、会話さえ交わし続けている。こういった知見を理解するために、悲嘆に関する理論家は
その視点を変えた。彼らは、情緒的な絆を断つのではなく、むしろ維持することの重要性を喧伝した。
実相がはるかに複雑であることを研究が明らかにした。悲嘆の最中に引き続き故人と絆を持ち続けることが健康であるか否かは、いくつかの要素と関
連する。そのひとつは傷なの種類である。たとえば、故人の所有物を持ち続けるのはほとんど常に非適応的である。他の要素はその時期である。死の直
後に現在進行形で故人の存在を経験することによって、遺された人の具合はしばしば悪化するが、悲嘆の後期にこのような経験をすることはより多くの
慰めをもたらし、明らかに適応力を増す。しかし、死後も続く絆がどのような形を取ろうとも、故人との絆があまりにも強かったり、頻度が多すぎる場合には
一般的に遷延性悲嘆の家庭につながる。
他の重要な要素は文化である。科学と客観性が支配する西洋では、死者との間に引き続き関係があるといった考えにためらいを覚えがちである。しか
し、世界中の多くの宗教では、このような考え方は人々の人生に深く組み入れられている。」

☆mediopos-1631

2019.5.4

芸術から
精神が失われるとき
芸術はいのちを失う
芸術とは
生きた精神の世界を
現実の世界にむすぶことだ
そのとき
「像」は生まれる
像は二次元的な仮象でしかないが
その現象のなかに精神は現れる
色彩は魂の言葉として
形は生命の姿として
それはかりそめの
遊戯でしかないのかもしれないが
仮象のなかでこそ矛盾は超えられ
イデアと現実のむすばれる
かけがえのない場所となるのだ

■母袋俊也
『絵画へ／1990-2018美術論集』
（論創社 2019.4)
（「粂川麻里生vs母袋俊也：「像」の芸術としての絵画とゲーテ色彩論」より）
「母袋／ゲーテだけでなく、シュタイナーが媒介していることで起きていることかとも思うのですが、シュタイナーの人智学と現代美術・モダニズムの持
つ合理性が結びつきづらいということなのだと思いますが、それは歴史の記述の仕方の問題で、バウハウスなども水平・垂直に還元される合理的造形
と思われがちですが、カンディンスキーやヨハネス・イッテンのそれは合理的造形とは異なるもののように思われます。カンディンスキーは『芸術におけ
る精神（霊）的なもの』を著す以前の一九〇七、八年にシュタイナーの講義を受けていて、論考はシュタイナーの主張する色彩の本質、色彩の質的性
質（魂的）が土台になっていると考えられます。またモンドリアンもオランダ神智学協会の会員でもあった。歴史がモダニズムを記述する際、有機性を
捨象したことによるのだと思うのです。
粂川／ゲーテが現代美術に影響を与えているというのは、いわゆる「有機的世界観」という点においてでしょうか。
母袋／そうです、そうです。生起のある、いきいきとした有機性ですね。僕自身、芸術の本質はそこにあるのではないかとさえ思います。ニュートンへ
の反駁としてゲーテが色彩論をまとめていったことは大きな意味を持っていると考えるのです。それは科学の、数値によってすべては読み替えられると
し、それを客観的とする姿勢、あるいは水平軸と垂直軸の交差する点に絶対的ゼロ値を与え、その座標軸ですべての世界を捉えようとする態度への
警告であったと考えます。それは割り切れない何か、そこからもれてしまう何かを提示したということでもあると思うのです。二〇世紀の美術は、分析的
に自己言及していくような方法をとり、ある面では科学的な実証性の方法を伴った批評が牽引してきました。それは自ずと単一で還元主義的な方向を
示す結果となったのです。そこでも抜け落ちてしまう何かがあって、二〇世紀後半から二一世紀にかけて、その「抜け落ちてしまったもの」に照射する
あるいは拾い上げることが非常に大切で、抜け落ちてしまったものの中に「有機的性質」をあげることができる。僕自身はこれに着目し実践しようとして
いるところなのです。
粂川／「有機的世界観」とは、世界を物質の集合としてではなく、生命や精神を持ったものとして見ていく、ということでもあると思います。ゲーテ形態
学における、様々な「かたち」の探究も、すなわち生命や精神の探究にもつながっていました。それはまた、「仮象」とも「見かけ」とも訳される「Schein」
の中に、「本質」の表れをみていくことでもあったと思います。母袋さんの絵画制作においても、この「Schein」という考え方が影響しているのですね。
母袋／はい。僕は、Scheinというものを考える時に絵画というものが、様々な表現手段の中でも非常に優れたもの、適切なものだと思うのです。例えば、
絵画と彫刻を比較しますと、彫刻はある実体というものを示すことができるわけですよね。まあ、それも「虚」の姿ではあるかもしれませんが。それに対し
て、絵画というものは、どこまでいっても「虚」。実体を伴わないイメージ、Bildの世界ですよね。ゲーテが「真理は現象の中にこそある」という時、その
「現象」は、実体ではないScheinであり、Bildつまり像でしかないと思うのです、そこにこそ本質が現れているというようなことなんだと思うのですね。そう
いう意味で、実体を伴った三次元ではない、二次元の中に「空間性」を作ることによって自らを実現しようとする絵画は、より本質に触れることができるも
のなのだろうな、と感じているのです。
粂川／母袋さんは、「二つの世界が結ばれる時、『像』が生まれる」というようなことをおっしゃいますね。例えば、現実の世界と、精神あるいはイデアの
世界が結ばれる時、その「結び」の部分で母袋さんは仕事をしていて、絵画もそこで生まれると考えてよろしいですか？
母袋／はい、そのように考えています。
粂川／二つの世界の「結び」でお仕事をされる時、そこにはあるパラドックスが生じるように思います。ゲーテ、あるいはライプニッツなどもそうだったと
思いますが、「ヴェール」あるいは「鏡」にこそ本質がある、というような言い方をしますね。現代風に言えば、表層にこそ本質がある、ということになるで
しょうか。これは、ある意味では矛盾ですね。「本質」ではないからこそ、「表層」とか「表面」と言うわけですから。Scheinも過ぎ去ってしまう、仮の現象だ
から、「仮象」などと訳されるのでしょう。「仮象」が「本質」だと言うのも、少なくとも言葉としては矛盾していると思います。ゲーテの世界観や学問理論に
は、そういうパラドックスが含まれている。（･･･）母袋さんの制作にとって、「仮象」と「本質」との間にあるパラドックスは、どのような位置にありますか。
母袋／二つの世界の「結び」にあることを実践していくことこそが僕の仕事だと思っています。そもそも絵画は「虚」であり「真」であるわけですかた、絵
画存在自体がパラドックスであり、シミュラークルといえるというのが僕の立場です。二つの世界、現実の世界と精神の世界があって、一方は実体を
持っていて、他方は持っていない。この二つの世界は、隣り合っているだけじゃなくて、微妙に重なり合っている。これは僕が想念として持っているの
ですが、その重なり合って場所こそが、「絵」が現れる場であり。絵だけじゃなくて、思想とか、学問とかもきっとそうなのだろうと思うのですが。現実の世
界に、非現実的なものが現れるのです。それは確かに矛盾であって、かりそめのものでしかないかもしれないけれど。」

☆mediopos-1632

2019.5.5

人間は生き物だ
本来ただ生きていることを超えた
精神の存在なのだとしても
自然のなかで生きていることを忘れたとき
生まれてきた意味を見つけることは難しくなる
魂のイデアなるものは
自然のなかに
そして芸術のなかに
みずからを発見することではじめて
創造的な力を発揮することができる
精神のなかに種があったとしても
それを発芽させ育てなければ
生まれてきた意味は失われてしまう
生は四苦八苦ではなく可能性の森なのだ
そこで得た力でこそ精神を生かさなければ
精神はただの描かれた餅となってしまう
描かれた餅という仮象を通じて
世界をむすぶ芸術的な営為も
自然から生まれ得たものを学んではじめて
その本来的な可能性を育てていくことができる

■監修：カシオ計算機株式会社／編：株式会社Surface&Architecture
『生き物としての力を取り戻す５０の自然体験』
（オライリージャパン 2018.7)

（福岡伸一「人生にとって大切なことはすべて虫から学んだ」より）
「私たちが子どもだった頃は昭和の中頃。当然のことながらまだネットも携帯もなかった。少年の興味はごく幼い頃に分化するよう
に思う。虫捕りや魚釣りの方向にいくか（ナチュラリスト系）。それとも鉄道やロボットの方向にいくか（メカニズム系）大きく二派に分
かれていた。方向は違えど、そこには色とフォルムに対する飽くなきあこがれがある。色とフォルム。つまりデザイン。デザインとは
メッセージである。自然が発するメッセージか、人の想像力が発するメッセージか。私は否応なく前者に感応した。
虫を見つけるためには、よく気がつく必要がある。虫は保護色や擬態によって自然の中に身を隠している。じっとしていることが
多く、動きも少ない。しかも自然は絶えず移ろっていく。そんな中で、自然の動きを知るには、観察者の方が動きを止める必要があ
る。」
「自然をじっと観察する。わずかな差に気がつく。調べる。探しにいく。見つからない。何回も通い詰める。うまくいかない。やり方を
変えて繰り返し試してみる。思ったとおろにはならない。落胆が続く。自然はそんなに簡単には心を開いてはくれない。それでもと
きに自然は劇的な色やフォルムを垣間見せてくれる瞬間がある。大人になって研究者となっや今でもまったく同じことをやっている。
そうつくづく思う。人生にとって大切なことはすべて虫から学んだ。」
（岡村祐介「生き物としての力を取り戻す」より）
「改めて振り返ってみると自分にとった遊びといえば、自然のなかで遊ぶことだった。子どものころ雨で野山で遊べない人は息苦し
かったし、学生時代は少し自然からは遠い生活を送っていたものの、働き始めてからは、フライフィッシング、キャンプ、登山など休
みの日は自然の中で過ごし、給料のほとんどをその道具に費やしてきた。」
「野生の感覚や思考を取り戻すためのちょっとしたコツを紹介したい。それは、「自分もまた自然の一部をなす生き物である」という
意識を持つことだ。都市で生活していると自然はどうしても観賞するものとして向こう側のものになってしまう。自然のなかにあるも
のを食べ、道具を作り、そこで寝る。そういう多様な関係性のもとに自然と向き合うことで、きっと野生の感覚と思考を開くことができ
る。
人は癒やしを求めて自然に触れる。しかし、本来は自分も自然の一部なのだ。自分もまた自然の一部をなす生き物であるという
意識は、儚い人間の世界よりも雄大でプリミティブな世界に属しているという感覚かた、心に力を与える。「生き物としての力」とは、
こうした意識音元に、鋭い感性や感覚をもち、困難を軽やかに超えていく力なのだ。」
（阿部雅世「不思議を知覚し、発見する力を養うために」より）
「大自然は、コンクリートブロックの隙間を割ってたくましく芽を吹く小さな緑や、アスファルトの上に不思議な模様を描き続ける落ち
葉のような、些細なものの中に存在する。それは、その中に地球のすべての不思議と永遠の美を秘めたミクロコスモスで、あらゆる
偉大な科学者や人文学者が、生涯をかけても研究しつくせないほどの不思議を、その中に含んでいる。これは、都市に暮らす誰
にも、等しく無償で提供される共有財産だ。」
「「うちの幼稚園のまわりには、それはもうコンクリートのジャングルのようなところで、観察に値するような自然なんてないのです。何
も見つからない」と、ワークショップの後に告白したシンガポールの幼稚園の先生は、それでも半年間、子どもたちと辛抱強くデザ
イン体操の演習を続けて、或る日突然覚醒した。家の前に、幼稚園までの通勤時に、幼稚園の入口にさえ、どれだけたくさんの宝
が散らばっているのか、突然見えるようになったと、泣きながら連絡してきたその先生は、今では、たぶんシンガポールで一番、子
どもと同じ不思議が見え、発見の喜びを子どもと共有している先生である。」

☆mediopos-1633

2019.5.6

自然界のプロセスと
人体内のプロセスは異なっている
単なる分析と実験によって
人体を理解することはできない
人間本性の高次の領域を理解する必要がある
自然の中のすべてのプロセスは
人体に対して構築と崩壊の作用を及ぼす
そして人間を理解するためには
三重の仕方での崩壊があることを観なければならない
地球の諸力は人体を内側から崩壊するよう働きかけ
また地球の周囲からは主に呼吸を通じ
宇宙からは光の力が人体に破壊的に作用する
人体に自我機構とアストラル体が共に作用しなければ
人体はすぐに崩壊をはじめてしまうように
アストラル体と自我機構は
人体の崩壊する原理とは逆の作用をするのだ

上部と下部
そして三分節においては
肉体とエーテル体
アストラル体と自我組織は
別の仕方で働いている

そして人体内のプロセスを理解するためには
まず人間を神経-知覚系と新陳代謝-四肢系の
上部と下部として
さらに頭部、腹部、四肢の
三分節として捉えなければならない

それらのプロセスが誤って働くとき
そこに病気は生まれ
治療するためには
そこで起こっているプロセスを
愛をもって洞察することが求められる
病的プロセスを学ぶことで
人間をさらには宇宙を
そこに働いている心魂と霊性を学ぶことができる
それが霊学のもっとも重要な営為なのだ

■ルドルフ・シュタイナー
『霊学に基づく生理学と治療学／治療と予防のために』
（佐藤俊夫訳 ルネッサンス・アイ 2019.2)

（「VI 臨床医との集会における協議」(1924年4月21日)より）
「人類の進化の過程で多くの現実的に価値のあるものが失われました。というのは全ての物質の中で活動する霊性の認識が徐々に失われたからです。しかし、失
われたものの大部分は間違いなく医学に関することでした。それは認識が自然認識に限定され、人間とその生命についてのあらゆる洞察が主に見失われたからに
違いありません。なぜなら常にくり返して強調されるべきことですが、自然界で展開されているあらゆるプロセスは、人体の中で展開されているプロセスと同じではな
いからです。
（･･･）
自然界に対して自己完結的な人体は外見上いくらか自然物とは異なるように、人体内の全ての現象は全く別のものです。人体以外の自然の中で進行する全て
のプロセスは、人体に対して構築と崩壊の作用をします。そして人間を理解するためには、本質的に三重の崩壊をそこに認めねばなりません。
第一の崩壊はいわば内部から生じるもので、地球から人体に作用する全てのものを通じて行われます。地球の諸力は人体を内側から崩壊するよう働きかけます。
次に大気に由来する諸力があり、これは主に呼吸を通じて人体に作用し、地球の周囲から破壊的に働きかけます。そして宇宙からも光の活力が人体に破壊的に
作用します。したがって人体には宇宙の諸力が外部から三重の仕方で破壊的に作用し、人体に自我機構とアストラル体が共に作用しなければ、ただちに崩壊が
はじまります。アストラル体と自我機構は人体の崩壊する原理とは逆の作用をします。つまり、自我とアストラル体が人体の中でもはや活動しなくなると、ただちに外
部からの諸力によって必然的に崩壊が始まります。同時にその意味するところは、人間を理解するためには、人間本性の高次領域を実際に洞察する能力を絶え
ず高めて行くことが不可欠だということです。それは医学の領域においても言えることです。
医学は新しい時代に入っても英断をもって人間本性の高次領域、超感覚的なものを考慮する勇気を持てなかったがために、単なる分析と実験に行きつきました。
しかし今では病気のプロセスを理解するには、人間を高次領域との関連でとらえることが不可欠です。そして健康時のプロセス、治療のプロセスもこの高次領域と
の関連なくして理解することはできません。というのは人間の頭部、脳では本質的に物質的身体とエーテル体の崩壊過程が活発であるこに注目すべきだからです。
この崩壊過程は頭部でアストラル体と自我が活動することを可能にするものです。それに対して新陳代謝--四肢組織、即ち運動系と物質代謝に関与する全てにお
いては構築プロセスがかかわっています。それはエーテル体の構築プロセスでもあり物質的身体の構築プロセスでもあります。この構築プロセスにおいては極めて
重要な意味で新陳代謝と運動系に対して自我とアストラル体が作用します。全ての新陳代謝機能ではアストラル体と自我が活動しており、運動に関与する全てに
おいては自我が活動しています。したがって新陳代謝--四肢系では自我とアストラル体は強く関与し、頭部では全く自由な状態です。図式的に表現するとすれば、
身体的な頭部、エーテル体の頭部、そして自由なアストラル体と自我があり、これらは身体的、エーテル的な所には深く関与しません。それに対して----今はとりあ
えず中間に位置するリズム人間、血液人間はのぞいて----新陳代謝--四肢人間を考慮するとエーテル体が先ず構築的に作用しますが、この部位で活動的なも
のは----内部では自由な状態ではなくプロセスが活動的なのは----アストラル体と自我機能です。」
「成人において魂・霊は物質的身体よりも本質的にもっと強力な存在です。物質的身体は明確に三つのシステムで構成されます。神経知覚系と律動系、そして新
陳代謝--四肢系です。これらはそれぞれ区別されます。しかし、魂・霊は、これら全ての三つのシステムを満たします。下位のシステムでは眠っているような夢を見
ているような状態ですが、全身を三つのシステムに従って満たしています。もし一つのシステムだけが特別に発達して、魂・霊が一つのシステムだけでさかんに活動
したら、いったい何が起きたでしょうか？ 人間は考え、歩き、そして両手・両足で活動しますね。それらを仲介するシステムについてはまた別に話さなければなりま
せんが、人間が活動したり歩いたりする時には魂・霊では何が起きているのでしょうか。歩いたり作業したりする時、愛と呼ばれるものと同じ働きが世界のいたる所に
現れます。（･･･）
しかし人間が歩くとは実際何を意味するのでしょうか。人は人体の皮膚の内側に好んでとどまりアストラル体あるいは自我機構を適切に活用します。歩く時には自
我機構がある程度肉体とエーテル体から出て行きます。考える時には、自我機構は肉体とエーテル体の中に充満します。歩きながらアストラル部分と自我部分は
引き戻されます。（･･･）考える時はアストラル体と自我は外皮まで伸びて行きます。これらを考慮すると、発病時の組織の状態を容易に把握することができます。と
いうのは、からだをよく動かさないでアストラル体と自我組織が新陳代謝--四肢系から引き上げてしまうと、病的状態が生じるからです。頭部ではエーテル体と肉体
が自由意志によらず活動すると病的状態が生じます。つまり自由意志で行なったことは、後で修正もできます。日常生活の考える行為とからだの行動において、絶
えず病気になる傾向があります。人体にはそれを健全な状態に戻す働きも備わっています。
これらのことを理解するために重要なことは、病気の時に生じていること、つまり肉体的に何が示されており、精神的に何が起きているかを実際に大いなる愛を
もって洞察することです。（･･･）自由意志のプロスが常に均衡を保っていないと、自由意志のプロセスによって絶えず病気になる傾向が生じます。つまり、病的プロ
セスを学習プロセスとして受け入れ実際に愛しむことによって心魂と霊性を学ぶことができます。
このように病気を愛しむことは、当然、別のことにもつながっています。もちろん病気のことを学ぶだけではありません。それは大して重要ではありません。では治
療すること以上に何があるのでしょうか。それとは全く別な霊的本質と活動から神々の世界がどのように成立したか、世界がどのように創造されたか、その様式と過
程を垣間見ることができるのです。それは医師としての活動の第一歩であり、病気のプロセスは人間意識に通じると言えます。治療活動は宗教的な考え方をもって
のみ理解されます。実際に世界は宗教的な考え方をもってのみ理解され、それをこの完全なる医師の行為が実現させます。このことなくして人間を理解することは
決してできません。」

☆mediopos-1634

2019.5.7

禅は語りえないことに対して
沈黙を鳴り響かせる
論理は論理を明らかにはするが
論理以外のなにものも明らかにはしない
神の存在証明がトートロジーでしかないように
そしてゲーデルの不完全性定理のように
論理は論理そのものとして不完全でしかない
言語は月を指し得るかもしれないが
月そのものを見せることはできないのだ
そしてウィトゲンシュタインは
月そのものを見るべく
沈黙を記した後に
ただ生きることへと向かったのか
けれども生きることは
言語から自由であることはできるだろうか
少なくとも日常の言語のなし得ること
示し得ることについて知ることは不可欠なのだ
それさえ自覚しないまま行動することは
安っぽい倫理に縛られているだけなのだから
知行合一の重要性はいうまでもないが
その合一はしばしば単なる短絡的な行動ともなる
言語はダブルバインドのように
ひとを縛ってやまない
禅の過激な沈黙でさえ
言語からどれほど自由たり得るだろう
言語という謎
生という謎
世界という謎

■古田徹也
『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』
（シリーズ世界の思想 角川選書1003 平成31年4月)
「古来人々は、「哲学」や、その一部門としての「倫理学」、「美学」、「形而上学」といった名の下で、経験的な内容を超えた世界の本質や原理について
問うてきた。そして、それに対する解答を探ってきた。たとえば、なぜ世界は存在するのか。人の生きる意味は何か。普遍的な倫理や美とはどのようなも
のか。魂は不滅なのか。神は存在するのか。世界は因果法則に従っているのか、等々。ウィトゲンシュタインの考えでは、これらの問題はすべて人々の
言語使用の混乱から生じたものにほかならない。つまり、昔から哲学の領域でなされてきた大半の議論は。言語が従っている論理について人々が十分
な見通しをもっていないがゆえに延々と続けられてきた、全く無意味な問いと答えの応酬に過ぎない、というのである。
『論考』の末尾には、次のような一節が結論として掲げられている。おそらくは、現代哲学で最も有名な文章のひとつだろう。
「語りえないことについては、沈黙しなければならない」。
語り得ないこと----それは主として、「人の生きる意味は○○である」、「人が従うべき普遍的な論理は○○である」、「○○は絶対的価値をもつ」、「神
は存在する（あるいは、神は存在しない）」、「魂は踏め湯である（あるいは、魂は存在しない）」等々、哲学の問題に対して具体的な回答として提出され
るような主張を指す。しかし、それらはそもそも有意味な言葉にはなりえない。そうした試みは言うなれば言語の限界を超えているとウィトゲンシュタイン
は考える。「語りえないことについては、沈黙しなければならない」という一節は、さしあたりはそう解釈できる。」
「六・一 論理学の命題はトートロジーである。」
「六・一二一 論理学の命題は、いくつかの命題を結合することで何ごとも語らない命題を作成することにより、それらの命題の論理的性質を露わにする
ものである。･･････」
「ともあれ、彼の以上の議論に従うならば、「論理学は学説〔＝何らかの経験的な内容を真だと主張する諸命題のカタログ〕ではなく、世界の鏡像である」
（六・一三節）ということになる。つまり、世界に反映されている何かを示すという点に、論理学の営みの本質があるということだ。」
「六・五二二 ただ、もちろん、言い表しえないことは存在する。それはおのずと示される。それは神秘である。」
「生きることはそれ自体が謎である。なぜ生きているのか、生きているということはどういうことなのかと、人はときに自問する。世界と生とがひとつであるな
らば、この問いは、なぜ世界は存在するのか、世界が存在するとはどういうことか、という問いとひとつであることになるだろう。そしてウィトゲンシュタイン
の議論に従うならば、なぜ世界は存在するのか、なぜ私は生きているのかと問うとき、人は、「こういう理由で存在する（生きている）」という答えを期待し
ているというより、むしろ、世界が存在すること（私が生きていること）に端的に驚いているのである。」
「七 語りえないことについては、沈黙しなければならない」
「語りえないことについて「沈黙しなければならない」とは、ひとつには、語ろうにも語ることができないのだから、沈黙するしかないという認識----あるい
は、諦念----を表明している。しかし、同時にこれは、語ってはならないという、ひとつの倫理的な態度の表明でもある。先にも確認したとおり、語り得な
いことを語れば語るほど、語りたいことからずれていくことになる。そうして、我々における重要な部分を決定的に損なうことになる。それゆえに、語っては
ならない。
『論考』の出版後も、ある意味では当然だが、語りえないことを語ろうとする活動が世間で止むことはなかった。しかしウィトゲンシュタインは、アカデミズム
の世界に君臨するのではなく、小学校の教師となった。語りえないことは、理論があてがう超然とした場に休らうことではなく、苛烈な実践の現場に身を
置くことにおいて、示される。『論考』を書き終えたウィトゲンシュタインは、まさにそのように生きようとしたのである。」

☆mediopos-1635
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どこにでもいるのに
気づかれずにいる
珪酸ガラスの衣装に身を包んだ
ちいさなちいさな珪藻たち
珪素そのものは
地上には存在しないけれど
酸素についで
地上で二番目に多い元素で
酸素とむすびついて
珪酸として生命を育んでいる
珪藻は生きたアート
その殻には細かなガラスの模様があって
それそのものが生きた美術品
ちいさなちいさな美術品
珪藻を並べる珪藻アートを
仕事にしている人がいる
世界に数人しかいないらしい
どこにでもあるけれど
気づかれずにいる
たいせつなものを見つけられる
そんな素敵な人になれますように

■月刊たくさんのふしぎ 2019年6月号
奥修（文・写真）「珪藻美術館／ちいさな・ちいさな・ガラスの世界」
（福音館書店 2019.6)
「私は、ガラスを集め、ならべて、一つの作品をつくるという仕事をしています。ガラスといっても、コップや窓ガラスのように人の手によってつくられたガラスではありません。作品につか
うガラスは、どれも。「珪藻」という0.1ミリにもみたない、ちいさなちいさな生きものの体の一部です。
珪藻は、水中にいる「藻」のなかまで、世界中に数万種いると考えられています。でも、ただの藻ではありません。ガラスの殻をもつ藻なのです。珪藻は、自然のなか、水のある場所で
あればどこにでもみつかります。
道ばたの水たまりからも生きた珪藻が。魚や海苔、ときには水道水にも珪藻の遺骸が。過去に海や湖だった場所からは、珪藻の化石がみつかります。」
「珪藻は、ワカメやコンブなどと同じ「藻」のなかまです。藻のなかまのなかで、珪酸質（ガラス質）の殻をもつものを、珪藻とよんでいます。藻のなかまは、草や木などの植物と同じように、
太陽からの光エネルギーをつかった光合成をおこない、水のなかの二酸化炭素と栄養分から体のもとになり、体をうごかすエネルギーをうみだす有機物をつくりだし、酸素をはきだしま
す。
水のなかにはいろいろな藻のなかまがいますが、いちばん早く、いちばん多く増えるのが珪藻です。ほかの藻よりも圧倒的に早く多く増える理由はいくつかあります。その一つは、珪
藻がガラスの殻をつくることです。珪藻は水のなかに溶けているガラス成分を取りこんで固めて自分の殻をつくってしまいます。この方法は少ない光エネルギーですむうえに、すばやく
殻をつくれます。」
「珪藻は、お弁当箱のように二つのほとんど同じサイズの殻がぴったりと合わさっています。この容器のなかに珪藻の中身である葉緑体などが入っています。
珪藻の殻には、丈夫なガラスでおおわれながらも、しっかりと栄養分は通過するように工夫がこらされています。クモノスケイソウの表面を顕微鏡で拡大してみましょう。
精密な模様がうかびあがりました。この模様は、すべてガラスのこまかな凹凸でできていて、まるで彫刻作品のようです。この微細な孔が水や栄養分を通すおかげで、珪藻はガラスに
包まれながらも、水のなかに溶けている栄養分を吸収することができるのです。
珪藻という生きものは、18世紀に入った頃には、発見されていたようです。その後、19世紀半ばになって性能の良い顕微鏡が開発され、この精細な生きものの姿を、はっきりと見るこ
とができるようになりました。それ以来、多くの人がこの美しい模様に魅了されました。大自然が生みだした芸術的な形は、スケッチとしても多くのこされています。同じ頃、珪藻の殻を一
つ一つならべて模様を描いたり、文字を書いたりする人たちがヨーロッパにあらわれました。ならべられた珪藻の殻は２枚のガラス板の間にとじこめられます。完成した作品は目では見
えません。顕微鏡でのぞいて観賞するのです。「珪藻アート」とよばれています。私も、そんな極小の世界の作品をつくっている一人です。」

☆mediopos-1636
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迷わなければ
知ることはできない
知っているところでは
未知への扉は開かれない
未知であることを知らなければ
みずから意識的に迷わなければ
その扉はひらかれない
扉の存在にさえ気づけず
扉の向こうへの旅ははじまらないのだ
知るものは迷わず知らず
知らぬ者こそが迷いながら知る
知識に依るものは智恵を失い
未知に依るものは智恵を得る
未知であることを知ることの
なんと困難なことか
教育が学ぶことを疎外してしまうのは
未知へではなく既知へと導くからだ
自我の病もそこに根をもつ
みずからは知る者であると
未知を知らぬまま誇るからだ
謎に
迷いに
問いに
疑いに
とどまる力
それこそが
未知であることを知る鍵となる

■レベッカ・ソルニット『迷うことについて』
（東辻賢治郎訳 左右社 2019.5）
「エドガー・アラン・ポーが述べている。「哲学的探求のあらゆる経験が教えること、それは、その種の探求ではたいてい予期できぬ物事にもとづいて推算をせねべならないということ
だ」。ポーは「推算」という事実や計測の冷徹な計上を意味する言葉と、「予期できぬもの」という、計測も計上もできない、ただ到来を待つほかないものを意味する言葉をあえて並べ
ている。では、どうやって予期できぬものにもとづいて計算するのか。それは、予め知ることのできなものの働きを認めること、思いがけぬ事態のなかで自分のバランスをたもつ術、偶
然と手を携えること、あるいは、世界は本質的に謎を備えていて、それゆえに計算や計画や制御には限界があるということを理解することだろう。未知にもとづく計算という、矛盾と呼
ぶほかない試みこそ、おそらくわたしたちが人生でもっとも求められることなのだ。
一八一七年の真冬、詩人ジョン・キーツは友人たちと語らいながら家路をたどっていた。その夜は後世にも記憶されるものとなる。「そうして、わたしの心のなかでいくつもの物事が
ぴたりと符合してはたと気がついた。偉大な達成、とりわけ文藝の偉業を成し遂げる人間をつくりだしてきた資質、･･････それは消極的能力（ネガティブ・ケイパビリティ）なのだ、つま
り、いたずらに事実や合理を追い求めないで、不確実な状況や謎や疑いのうちにとどまっている能力なのだと」。この考えは、「未知の土地（テラ・インコグニタ）」と記された古地図の
領域のように、さまざまな場面で繰り返し浮かび上がってくる。
「街で道がわからなくなるのは面白くもないありふれたことだろう。必要なのは無知であること、それだけだから」と、二十世紀の哲学者・ヴァルター・ベンヤミンはいう。「しかし、街に迷
うこと----ちょうど森で自らを失うように----には、かなり別種の修練が求められる」。迷うこと。官能にみちた降伏。抱かれて身を委ねること。世界のなかへ紛れてしまうこと。外側の
世界がかすれて消えてしまうほどに、その場にすっかり沈み込んでしまうこと。ベンヤミンの言葉に倣えば、迷う、すなわち自らを見失うことはその場に余すところなくすっかり身を置く
ことであり、すっかり身を置くということは、すなわち不確実性や謎に留まっていられることだ。そして、人は迷ってしまうのではなく、自ら迷う、自らを見失う。それは意識的な選択、選
ばれた降伏であって、地理が可能にするひとつの心の状態なのだ。」
「未知へ向けて扉を開け放つこと。暗闇への扉。いちばん大切なものはそこからやってくる。わたしたち自身もまたそこから来て、いつか出てゆく。三年前にロッキーの山中でワーク
ショップを開いたとき、ある学生が、ソクラテス以前の哲学者メノンのものだという言葉を携えてきた。いわく「それがどんなものであるかまったく知らないものを、どうやって探求しようと
いうのでしょうか」。そのときに書き留めて以来、この言葉はどこに行ってもわたしについてくる。」
「実はそれがヘラクレイトスの言葉のような格言か断片のひとつだと思い込んで、てっきりそんな本があるものと思っていた。メノンがプラトンの対話編の題名だということを----仮に
知っていたとすれば----忘れていたようだ。ソクラテスはメノンという名のソフィストと対決し、仕掛けにみちたプラトンの対話編の多分に漏れず相手を圧倒する。歩いているときに、
最初は宝石か花のように見えたものが、何歩か近づくとつまならないものだったということがよくある。未だ明かされていないときに綺麗にみえるものがある。文脈なしに美文調の飜訳
に出会っていたからかもしれないが、メノンの問いもそんなものに思えた。ソクラテスはこう応えている。
メノンよ、君のいおうとすることはわかる。だが、君がまさに始めようとしている議論がどんなに厄介なものか考えてみるがよい。いわく、知っているものも知らないものも人は探求でき
ぬ。なぜといえば、もし知っているものであれば探求の必要はないし、知らぬものであれば、まさに探求すべきものを知らないのだから。
（･･･）
ここにあるのは、作品は作家が込めた意味を織っているのか、という多くの芸術作品と同じ疑問でもある。メノンの議論にはメノンやプラトンが込めた意味があるのか、それとも彼ら
が考えたよりも大きな意味を孕んでいるのか。というのは、結局のところわたしたちの本当の問題は、未知のものを知ることができるか、そこに到達できるのかではなく、どのようにそれ
を探しにゆくのか、どう旅すればいいのかということなのだから。」
「ソクラテスはいう。未知を知ることができるのはそれを思いだしているからだ。人は、未知と思えるものもすでに知っている。いわばこういうことだ。あなたはかつてこの場所にい
た----そのときは別の誰かだったにすぎない、と。ここでは単に未知なるものの所在が、未知の誰かから未知の自分へ移動しているだけだ、謎だ、とメノンはいう。謎だ、まったく違う
意味で、とソクラテスはいう。それだけが確かなこと、そしてそれがひとつの指針になりうるはずだ。」

☆mediopos-1637
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身体は
見えているけど
見えていない
見えていない身体を
どのようにとらえることができるか
舞踊やスポーツは
能動的に特定の型式を習得することで
見えていない身体をその型のなかで
見えるようにする主体的な技術なのだろう
暗黒舞踏は
受動的で非在だという
暗黒と名づけられているのは
見えていない身体を
特定の型としてではなく
見えないところから
その運動と変化のままに
舞踏として表現しようとするところから
名づけられているのかもしれない
特定の型のなかではとらえることのできない
暗黒のなかに潜む身体という謎が
暗黒舞踏のなかから現れてくるのだ

その身体は
潜在意識的な身体であり
特定の型のなかでは捨象されてしまいも
する
さまざまな身体の潜在的な力を持つ生の
かたちだ
能動的に対して
受動的な身体のありようを事とするのは
自力に対する他力にも似ているが
受動的であるというよりも
受動と能動をあわせもった
中動的な身体だともいえるのではないか
受動のなかにこそ
能動の種もあり
他力のなかにこそ
自力の種もあるように
暗黒舞踏が生まれたのは
自動化され機械化されようとしている身体
や
主体的という名のもとでの自我の暴走への
無意識的なアンチテーゼでもあるのかもし
れない

■ケイトリン・コーカー『暗黒舞踏の身体経験／アフェクトと生成の人類学』
（京都大学学術出版会 2019.3）

「われわれに最も近いが、われわれの理解から最も遠いものは何か。われわれには可視であるが視線によって捉えきれないものは何か。」
「これら二つの問いへの答えこそ、われわれの身体である。自分の身体を客観的に見ることも知ることもできず、身体を生きること、むしろ身体に生かされることしかできない。
客観的に見ることができても身体は固定した状態で理解できるのではない。それはつねに動くことで世界を経験し、変化していくからである。私はこの変化にこそ、「身体の生
命力」の躍動あるいは活性化を認める。身体の動きを通じてこの生命の躍動がどのように生じるのかを知るというのが、私のフィールドワークの目的であった。」
「暗黒舞踏は舞踊全般に多大な影響を及ぼしてきた。しかし、暗黒舞踏を「舞踊」や「ダンス」と呼ぶことには多くの問題がある。ここでこの問題を紹介し、なぜ暗黒舞踏を舞踊
理論の文脈に置くことができるかを論じる。
暗黒舞踏は舞踊一般と同様に、非言語身体表現であることは間違いなく、普通、舞踊と思われがちである。しかし、舞踊の固定観念に従わない。舞踊の作品では意味を帯
びた運動や起承転結のような物語がみられるのに対し、暗黒舞踏の振付は、含蓄に富むがはっきりした意味をもっていない。また、舞台上の出来事はシュールかつ支離滅裂
の連続とも言える。そして、暗黒舞踏の創始者であり大黒柱であった土方巽は、その一生において、暗黒舞踏の作品を再演せず、たえず新しい作品を上演した。このように、
舞踊は決まった身体的形態に型式を安定させるのに対し、暗黒舞踏はその歴史を跨いで、身体的形態を創り壊し新しく創るという過程を繰り返している（舞踏家小林嵯峨か
らの聞き取り 二〇一二年一〇月三日）。また、暗黒舞踏は一般に思われている舞踊とは違い、既存の舞踊形式や音楽に縛られない。舞踊形式は音劇で決まる時間やリズム
を活用するが、暗黒舞踏では踊り手が自らのタイミングを管理する（舞踏家和栗由起夫の稽古への参与観察より 二〇一五年八月二五日）。総じて、暗黒舞踏は既存概念に
囚われないように自らを定義することそのものを拒否するというのが、これまでの調査の中で得た私の認識である。要するに、暗黒舞踏を舞踊と分類し舞踊と定義することは困
難なのだ。仮に暗黒舞踏を舞踊とすれば、舞踊そのものの概念を考え直すことになる。
この点に関わって言えば、私は、暗黒舞踏の誕生は舞踊を根本から考え直す作業だったと考えている。」
「暗黒舞踏では振付家の言葉とそのイメージを受け入れ、それによって素直に動かされている状態を目指すという。この受動性は「自分が動くんじゃなくて、自分の意志とか、
目的でドゥー〔英語の〝do〟〕と動くんじゃなくて。何かによって運ばれていくというか、何かによって連れていかれるとか。動かされる」ような状態である。受動的に「自分を置く
というものから、きっと何かが出てくるかもしれない」と。ビショップ山田から説明を受けた（聞き取り 二〇一三年一〇月一三日）。つまり、自分の意志による動きではなく、むし
ろ受動的に動くものなのである。
そして、これはかつての舞踊型式のように、ある型式を真似して能動的にそれを繰り返すことではなく、基本的に現代舞踊あるいはスポーツとも全く異なっていると述べてい
る。ビショップは「モダン・ダンス、バレエはドゥー〔英語の〝do〟〕でやるからね。カハハハ。オリンピックと同じもんじゃない？と思います。無理して一生懸命やっている」と、舞
踊とスポーツの近代主義的な「より速く、より高く、より美しく」といった理念を笑った。和栗は、舞踊における道具としての体を利用した表現に対し、暗黒舞踏においては肉体
そのものの提示が表現であると語っている。」
「ビショップは、受動性を目指すものであり、そして受動的であることは人間の生き方そのものでもあると述べた。」
「小林の話では、生きていることの受動性が暗黒舞踏に繋がるという。誰でも、日常的に自分の理性や意思と関係なく生きていき、死んでいく。この勝手な体の中に、潜んでい
る古代からの記憶や、生後体で学んだ知識が保存されている。踊りの場合、この記憶と知識は資源となる。」
「これは肉体で思考することである。この受動性は、体に命令を下すことろは逆で、肉体の道具化を諦め、肉体の不断の変化と共に踊ることである。肉体の非合理化と予測不
可能性、すなわち偶発性を認めたところで初めて発見と新しい可能性が生まれてくる。つまり、希代主義が肉体の不安定で統御不能であり状態を「能無し」と否定的に判断す
るのに対し、暗黒舞踏は肉体そのものを肯定するのである。」
「肉体と言えば物質的モノという意味合いだが、肉体は固定物ではなく、絶えず運動し、変化しているのである。このような身体的状態で実在化される存在には、小林が述べ
た日常に隠れている「非在」も含まれると考える。」
「土方さんの造語があるんだけど。非在、不在ではないわけなんです。本当は、日常というものはもろいもので、薄い幕をめくると、その下に隠れているものがいっぱい見える
はず。そういう存在が非在というものって意味だと思うんです。（小林嵯峨からの聞き取り 二〇一二年一〇月三日）」
「非在の例として小林は幽霊や胎児を挙げた。踊る時、舞踏家は次から次へと、この「非在」の存在に変容していくこともあると考えられる。舞踏家は正常ではないと一般に思
われているものを実現してみせる。（…）
彼らの踊りは受動的に言葉とイメージを受け入れ、肉体で森羅万象のモノになることが基礎であると言える。」
「本書での考察は、「なること」すなわち生成変化は、主体（この場合は踊る人）のみならず観察者などの相手と共に経験するものであり、したがってそれが相手に承認されて
いないと阻止されるという現実があるとも示唆している。相手も主体の生成変化を認識するならば、自分自身の生成変化が行われなければならない。逆に、主体は新しい何か
に生成変化することが承認されるように、周囲の人々の生成変化も促さざるをえない場合もある。つまり、様々な可能性（生成変化）や影響力（アフェクト）を実現するために、
共在する人々と共に生成変化していくことが必要である。これは、身体運動を通して、想像力・感覚・気持ち、すなわち身体に基づいている諸要素を動員して、相手と共に実
験していく過程であり、ダンスも含めた踊り、さらには生きることそのものなのである。」

☆mediopos-1638

2019.5.11

音楽を聴くことは
耳をひらくことであれ
ここ三〇年ほどの音楽環境の変化は
耳をひらかせる方向と
耳を閉じさせる方向をあわせもっている
技術が人の可能性を広げることと
人の可能性をスポイルすることを
あわせもっているように
音楽を聴くことで
深い響きを聞けなくなるならば
ただドラッグに冒されたように
耳を麻痺させているだけだ
音楽を癒やしの道具に貶めることも
同様にドラッグが見せる幻で
ディストピアを現出させてしまう
そこでは技術という即物的なものと
自我をスポイルするヴァーチャルなものとが
両輪のように合わさりながら
音楽への感性を鈍化させてしまうのだ
これから音楽はどうなっていくのだろう
音楽と名づけられているそのものが
それを生み出すありようと
受容するありようを多様化させ
その可能性と不可能性のあいだをゆれながら
さまざまな姿を見せてくれるようになるのだろう
そんななかで
耳をかぎりなくひらく
音楽にふれる者は幸いである
その耳は宇宙の叡智への翼となるだろう

■岡田暁生『音楽と出会う／21世紀的つきあい方』
（世界思想社 2019.4）
「この半世紀近くの間に、音楽との出会いのモードが一変したことに、あらためて驚かされる。」
「私はときどき、同じ「音楽を聴く」といっても、あの頃とぜんぜん別のことを自分がしているのではないか、かつてと同じ曲の同じ録音を聴いているときですら、知らぬ間に中
身はぜんぜん別物になっているのではないかという妙な感覚をおぼえることがある。おそらく音楽の歴史において、この数十年の間に、百数十年前の録音メディアの登場に
も比すべき劇的な変化----それを境に何もかもが一変してしまうような歴史の亀裂----が生じていたのだ。これだけドラマチックな歴史の転換点に居合わせる機会は、そう
あるものではあるまい。この本でとりあげたテーマの多くは、前世紀にあって私が夢にも想像しなかったようなことがらである。その中には、自分が「ついていけない」と感じて
いるものも多い。ではなぜそういうものもあえて取り上げたのかと言えば、前世紀に育った自分が浦島太郎になっているのかもしれない、まさにそういう状況こそが、二一世
紀に固有の音楽現象にほかならないと考えたからである。
ＡＩに自働作曲をさせようとする科学者たち。日本酒にモーツアルトを聴かせて発酵させる試み。「パーティー用」「元気を出したいとき用」「眠れないとき用」といった指標を
貼られたネットによる音楽配信。ネット動画の空間を永遠に流れ続けるありとあらゆる音楽録音。アプリによる作曲とボカロとヴァーチャル・アイドル。ほとんどそれ自体が病的
と思えるほどの「癒し音楽」ブーム。三十年前ならこれらはＳＦの世界だっただろう。誰かが「二一世紀の音楽はこうなる」などと預言をしたとしても、「まさか･････！」と一笑に
付されたはずだ。私は右に挙げたような潮流の行方に対して楽天的にはなれない。しかし同時にそれらを面白いとも思う。一種の怖いもの見たさである。」
「たかだか三十年程度で音楽はこんなにも変わる。ならばこの先にどんな音楽との出会いは待ち受けているのか。私たちが今「音楽」と呼んでいるものが、五十年後、百年
後、あるいは五百年後にいったいどのようなものになっているか。ジョージ・オーウェルの未来小説『一九八四』ばりの地獄郷（ディストピア）を想像して戦慄するのも一興
だ。」
「私にとって最も二一世紀的な音楽トレンド（つまり二〇世紀においては考えられなかったようなそれ）は、癒し音楽ブームである。いったいいつから人は、無条件で音楽＝
癒しと思い始めたのだろう？ 癒しはマインドコントロールと紙一重、未来映画『ブレードランナー』の原作小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』の中には、薬で自在に
被験者の心理をコントロールする話が出てきた。薬物音楽で自在にマインドコントロールできる未来など悪夢である。これだけ多くの人が「音楽＝癒し」と思っている状況とい
うのは、二〇世紀から見ればほとんどＳＦ小説波の異様な世界だったはずだ。「癒されるために音楽を聴く」ということは、容易に「癒してくれるなら音楽遺骸のものでもいい」
に転じる。「音楽ではなくて薬で代用できるならそれでいい」になる。音楽をサプリ代わりにしてはいけない。」
「「癒し」と並んで「ＡＩ」は、二一世紀的音楽現象を考えると外せないキーワードだ。しかも両者には、人間の能動的な努力とか集中力といった主体性を明け渡し、薬とか機
械とかに感情営為をアウトソーシングするという点で、発想が共通している。ただしＡＩに作曲させるといっても、何かまったく新しいことが始まるわけではない。ある面でそれ
は、ヨーロッパ音楽に内在してきた合理主義的思考の延長線上にあるものにすぎない。つまり今さら騒ぐようなことでもないわけだ。そして何より、ＡＩに作曲（らしきこと）がで
きるということと、それに「傑作」が作れるかどうかということは、まったく別問題だ。人類がこれまで手にしてきた名作に匹敵するものをＡＩが作るなど、少なくとも当分はありえ
ない。ＡＩの影に過度におびえる必要はない。そんな時間があればむしろ、人間の音楽感性が鈍化して、ＡＩの作った音楽もどきと不滅の大傑作との区別がつかなくなってし
まう事態を恐れるべきだろう。」

☆mediopos-1639

2019.5.12

ひとが生まれてくるのは
リハビリのプロセスを
創造的に生きるためなのかもしれない
健常者と障碍者が分けられたり
正常と異常が分けられたりもするけれど
その対比は多分に
恣意的で社会制度的なものだ
そこで問題になる視点を変えれば
だれでも多かれ少なかれどちらにでもなり得る
人にはそれぞれ
発達段階というものがある
そしてある完結した関係性から
切り離されることで
その欠損を埋めるべく
リハビリをはじめなければならない
マザコンやファザコンも
それぞれある段階で
母や父との完結した関係から
切り離されることで
欠損したコンプレックスのなか
過去に戻ろうとするか
新たな関係へ向かおうとするか
そのリハビリを生きようとする
霊的にいえば
からだをもつということは
欠損を引き受けるということだ
その欠損という「空だ」のなかに
新たなものをつくりださなければならない
生とは産みの苦しみを味わうリハビリなのだ

■熊谷晋一郎『リハビリの夜』
（シリーズ・ケアをひらく 医学書院 2009.12）
「人間が世界や自己身体とのあいだにもつ隙間は、つながろうとしてもなお残る、つながれなさである。それはまた、つながりの中に残る不確定性、すなわちつながり方の自由度
と言い換えることもできるだろう。
そういった自由度は、別の新たなつながりを生み出す源泉でもある。もしも野生動物のように、生まれ落ちた瞬間から世界や身体との固定的なつながりに絡み取られてしまうな
らば、つながりには変化の生じるあそびがない。そして周囲とのつながりからはぐれることは、逃げ遅れて群れからはぐれた草食動物のように、そのまま死を意味することになるだ
ろう。
私のような少数派の身体の持ち主が生き延びられるのは、人間というものにさまざまなつながりの可能性があるからだと言っていい。実際「健常の動き」を取り込むリハビリに失敗
した私は、いったん多数派の群れからはぐれたが、その後、電動車椅子や介助者、補助者とのあいだに新しいつながりを組み立てることで、つながりを回復していった。
このようなつながりの自由度を持つ人間というものには、互いに正反対の二つの力がはたらく。
一つ目の力は、自由度を凍結してつながりを確固たるものにしようとする力である。リハビリで目指された「健常な動き」も、自由度を凍結して動きや関わり方の輪郭を限定してい
きたいという人間の思いに応える形で発明された、規範の一種と言える。規範を求めてしまうのは、本来自由度があり変化にさらされやすいつながりを、より強固なものにして変化
を減らし、安心したいという人間の本性の一つだと言えるだろう。
それとは逆に二つ目の力は、つながりの自由度をより高めようとする力である。たとえば多数派のつながり方を模倣することに行き詰まりを感じていた私が、自分オリジナルのつ
ながり方を立ち上げるときにも、それまで執着していたつながり方の形式をいったんときほぐし、まっさらな状態にわが身を解放する段階が必要だった。
そのような解放と新たなつながりの獲得というのは、かつて目指していたつながり方をあきらめることと引き換えに訪れる。だからそこには、挫折の痛みや悲しみと、緊張から弛緩
へと許され拾われる快楽とが入り混じっている。（･･･）
私に限らず人の発達というのは、このような自由度の凍結と解放をくり返すことで進行していくと言われている。健常者と言われる人たちの発達を見てみても、新しい発達段階へ
と移行する直前には、それまで完成されていた動きや認知のパターンをいったん解体して自由度を高める時期があるという。
ただ、彼らが私と違うのは、自由度解放の時期に試行錯誤をすることで、「正常発達」のシナリオに沿った新たな段階に到達できることだ。それに対して私の場合は、ストレッチ
などによる自由度解放の後に「正常」な次の段階へと移行するのではなく、再びもとの段階に戻ってしまうことを一八年間くり返した。
自由度の凍結と解放の繰り返しは、それ自体が官能的な反復運動だった。そして私は次の段階へいけずに、その反復の官能に耽っていくことになったのである。
私にとって自由度の解放が、次の新たなつながり方へと発達していくために不足していたのは、モノや人との《ほどきつつ広い合う関係》だった。一度解放した自由度がすぐに
凍結してしまいやすい私の体は、私の体をほどいたままにしてくれるような他者の介入を必要としていたのである。
そのような他者とは、けっして私の体の一部のように良いなりになってくれる他者のことではない。いまだチームワークが成り立っていない、予測できない他者、交渉を必要とする
他者のことである。私の場合、両親と実家で過ごしていたころには、親の身体と私の身体とのあいだにはほとんど完成されたチームワークができ上がっていた。（･･･）
しかし、一人暮らしをきっかけに親との協応構造がびりびりと引き剥がされた、そしてむき出しのまま世界に直面した私は、初めて交渉を必要とする他者との隙間を体験した。そ
して、交渉を通して、等身大の私の身体や、世界や、便意などの生理的欲求について徐々に知ることになったのである。（･･･）
私と他者とのほどきつち拾い合うような関わりではなく、単体で切り離された私の運動のみを問題化して、正常な発達のシナリオをなぞらせるようなリハビリの過ちは、そのような
モノや人や自己身体を含めた、他者の存在を軽視したことにあると言えるだろう。
解放と凍結の反復が他者へと開かれたときに、そこに初めて新しいつながりと、私にとっての世界の意味が立ち現れる。そして、他者とのつながりがほどけ、ていねいに結びな
おし、またほどけ、という反復を積み重ねるごとに、関係はより細かく分節化され、深まっていく。それを私は発達と呼びたい。」

☆mediopos-1640

2019.5.13

わすれてもいい
たましいは
おぼえているから
わたしがわすれても
おぼえているから
おもいだすときには
おもいだせるから
わすれたうただって
おもいだせるから
わすれられてもいい
えいえんは
おぼえているから
わたしがわすれられても
おぼえているから
わすれられたうただって
みんなおぼえているから

■詩・谷川俊太郎 絵・望月通陽『せんはうたう』（ゆめある舎 2013.4）
■望月通陽 作品集『詩篇の水辺』（桜華書林 2012.5）
（谷川俊太郎『せんはうたう』より）
「せんも うたっているよ
えのなかで」
「わすれてもいい
たましいは
わすれたということを
おぼえているから」
（望月通陽『詩篇の水辺』〜「永遠のあしもと」より）
「エマオの村をゆくイエスとふたりの弟子の月影があんなに青く、そして詩篇の水辺で牧者と羊が仰ぎ見る雲のかたちがこんなにくっきりと白く、それらの印象がもたらす実感、
謂わばなつかしさという感情は、影のように逃げやすく、雲のようにとらえがたい。
けれどもたとえば布のひろがりに、あるいはブロンズの質感に、そのおぼろなるものを造形の力をもって、確かな詩として、音楽として、とどめられたとしたら。
それが叶った時、私は先をゆく三人の背中を慕ってエマオの道をゆけるのだ。手のカンテラをよろこびに揺らせて。そして憩いの水辺にのどかに膝を折る、幸福な一頭の
羊にもなれるのだ。
牧者の永遠というあしもとで舌を小刻みにすすげば、みっしりと巻き毛におおわれた私の顔は、波の鏡にしずかに揺らいで。」
※エマオ(Emmaus)は、ルカの福音書（24章13〜35節）にある、エルサレムから60スタディオン離れた、復活したイエス・キリストが現れた町。

☆mediopos-1641

2019.5.14

ソシュールは
記号表現であるシニフィアンと
記号内容であるシニフィエの関係は
恣意的であるとしたけれど
まるで運命が動き出すように
最初から必然的に絡みあっているときもあれば
最初は極めて恣意的で
合わせ鏡のなかから偶然のように現れながら
歴史が紡がれてゆくこともあったりする
記号とシンボルは
それらが使われる以上
偶然であれ必然であれ
そのなかではさまざまに
物語の世界が展開されてくる
単価マークの＠がメールアドレスになったり
半音上がる＃がハッシュタグになったりもするように
とくに最近になって使われるようになった記号は
それらがいつまで生きのびるかどうかわからないとしても
その恣意性のなかから紡がれてゆく物語を
リアルタイムで体験できる面白さもある
記号は使えばいいというものでもないらしい
知らないでいる記号はもちろん
知っている記号も
その物語を知っているとは限らないから
ときにはそんな記号の話に
耳を傾けてみるのもいいものだ

■スティーヴン・ウェッブ『記号とシンボルの辞典／知っているようで知らな
かった100のはなし』（松浦俊輔訳 青土社 2019.2）
「理系の学生はたいてい、何かのときに、特定の場面で一定の記号（シンボル）を使うのはなぜかと、自問したり教師に質問したことがあるに違いない。「なぜｃが光速を表す
のか」とか、「なぜ円周率を表すのにπが選ばれたのか」とか、火星を表すのに♂を用いて、金星には♀を用いるのはどういうこと？」とか。そして聡明な学生なら、科学は浮
世を離れて動いているわけではないことを知っていて、同じようでももっとも一般に通じる質問もするものだ。「メールアドレスに＠マークが使われるのはなぜか？」とか（･･･）、
パソコンのキーボードに「⌘」がある理由は？」というふうに。私は本書をそういう質問をする学生のために書いた。」
（「＠アットマーク」より）
「＠という記号は現代でも有数の普及した記号だろう。インターネットを使っているなら、それを目にしないわけにはいかない。そんなありふれた記号なのに、意外にも、それ
を表す公式の名称がない言語も多い。（･･･）
アットマークの由来はまったく明らかではない。わかっている中では最古の途上は、12世紀のビザンツ帝国の年譜記録者コンスタンティノス・マナセスによる、ある写本の１
３４５年のブルガリア語訳だった。（･･･）そこでは「アーメン」という単語の「Ａ」の字の代わりに＠が登場する。ブルガリア史家は、この記号は単なる装飾ではないかと説いてい
る。」
「１９７１年、アメリカの技術者レイ・トムリンソンが電子メールの方式を実現した。それは今日のインターネットの前身、アーパネットにつながった別々のコンピュータ以上の利
用者が、お互いの間でメッセージを送れる最初の方式だった。（･･･）トムリンソンは、ユーザー名とマシン名とを切り離すために、キーボード上にあって、それほど使われない
記号を必要とした。＠記号はその要請にぴったり適っていた。」
「控えめな＠記号は、長い間、商人と会計士の領分にあったが、今や世界を征服してしまった。」
「（「＃ハッシュ」より）
「＃記号は、かつて、あるときははっきりと見えるところに、（･･･）またあるときは専門的あるいはコンピュータ的用途で、（･･･）またあるときは、予想外の場所で、（･･･）というよう
に、折りに触れて見られるものだった。文章では、＃記号は音楽のシャープ記号として用いられることが多い。（･･･）私は＃を校正刷りをチェックするときに使っている。」
「そこへツイッターが登場した。
ツイッターは話題を特定する手段として「タグ」を用いる。テレビ番組を見るにつけ、ラジオ番組を聴くにつけ、雑誌をぱらぱらと見るにつけ、「ハッシュタグ」を使ったやりとり
を求められる。＃は大当たりを取った。
この今やどこにでも見られる記号をめぐっては、いくつかの謎がある。たとえばその名称だ。
イギリスでは、＃という記号はたいてい「hash（ハッシュ）」と呼ばれるが、これは比較的最近の造語だ。古い辞書では、「hash」を引いてもこの意味は出て来ないし、現代の
辞書は、この言葉が１９７０年代か１９８０年代のもので、おそらく「hatch（ハッチ）」の発音を間違えたものだと断言する。これに対しアメリカ人は、この記号を「ポンド」と呼ぶ。」
「この記号には、広く用いられる名称が他にもある。アメリカでは、＃は「番号（ナンバー）」の省略記号として広く用いられている。」
「しかしハッシュ記号にはさらに別の名称がある。
ブリティッシュテレコム（ＢＴ）のお客様サービスのメッセージを聞く必要があるときには、この記号が「四角（スクエア）」と呼ばれているのを耳にしたことがあるかもしれない。
これは明らかにばかげている。四角のようには見えないからだ。しかしどうやらＢＴは他の言語にも翻訳がしやすいからということでこの名称を使っているらしい。」

☆mediopos-1642

2019.5.15

痛みがどこからくるのか
ほんとうのところはわからない
偶然がなぜ訪れるのかわからないように
からだは顕れであり
顕れるためには
そこに地下水脈が隠れているように
偶然もまた顕れであり
そこにも気づかれない地下水脈がある
地下水脈は輻輳した迷路のようで
その流れを見るのは
決して容易なことではないけれど
顕れには顕れなければならない
たいせつな理由があるのだ
顕れの声をききとることはむずかしい
最初の声が幾度も幾度も翻訳されるうちに
最初の声とは似ても似つかない声に
なっていることもあるだろう
けれども顕れを顕れのままに
受け入れてみることで
そこにはじめてひらけてくる
顕れのほんとうが
見えてくることもあるのかもしれないのだ

■梨木香歩『椿宿の辺りに』（朝日新聞出版 2019.5）
「「痛みがどこから来るのか、ということですな」
（･･･）
「いえ、そうではなく、この痛みを、なんとかしていただきたいのです」
「ほんとうに痛いのはどこか」
何を禅問答のようなことを。痛いのは肩であり腕であり、腰であり頭だ。
「痛いところは、さきほど申し述べた箇所です」
「そこは痛みの顕れた場所ですな」
患者がどんなに切迫した事態に追い込まれているのか、追い込まれてここまで来たのか、わかっているのかと腹立たしく思い、
「痛む場所を問題にされるのだと思っていましたが。では、それらすべての痛みの原因となる場所の特定、ということですか」
「原因はひとつだけではありません。複数の意識されない痛みが絡み合い、どうにも無視のできぬ規模になり、仕方なく『そこ』に、本人にも自覚できる
痛みとして顕れるものです。取り除くことはできない。完全に取り除くことが最善とも思われない。本人そのものと切っても切れない関係にある場合もあ
る。しかしなんとか収まるように手助けしましょう。ここはそういう鍼灸院です」」

☆mediopos-1643

2019.5.16

自由であるということは
帰属することで
みずからのアイデンティティを
確かめることではない
アイデンティティを
帰属の意味でつかうとき
それは私たちという
集合のアイデンティティとなる
そしてそれは
私が私のままでいられないために
私たちと私たちでないものを分けることで
みずからを確かめようとすることになる
生きていこうとする以上
私はさまざまなものに帰属せざるをえないのだが
私たちを優位に置こうとするとき
私たちでないものはその影に置かれることになる
私たちだけを光と見れば
どうしてもそこに影は生まれる
影は私たちを脅かす存在にもなるから
その影を貶め排する方向に行きやすくもなる
できうるならば
「まだこんなことを言わなきゃいけなかったんだ」
とだれもが言えるような時代になりますように

■アミン・マアルーフ『アイデンティティが人を殺す』
（小野正嗣訳 ちくま学芸文庫 2019.5）
「作家として生きていくうちに、私は言葉というものを慎重に扱うようになりました。往々にして、きわめて明瞭に思える言葉ほど人を欺くからです。そうした偽りの友のひとつが
「アイデンティティ」という言葉です。誰もがこの語の意味するところを知っていると思っているので、この語がひそかに反対のことを意味し始めても、私たちは疑おうともしない
のです。」
「こんにちかくも多くの人々が宗教的アイデンティティ、民族的アイデンティティ、国民的アイデンティティ、その他諸々のアイデンティティの名のもとに、数々の罪を犯すのは
どうしてなのか理解したいのです。」
「主要な帰属はたったひとつしかない、と考える人がいつの時代にもいました。それはどんな状況にあっても他の帰属に優越しているので、「アイデンティティ」と呼んでよい
のはその帰属だけだというのです。ある者たちにとっては、それは民族であり、他の者たちにとっては宗教や階級であったりするわけです。しかし世界中で生じているさまざ
まな紛争に目を向ければ、絶対的に他に優越する帰属などないことがわかるはずです。自分の信仰がおびやかされていると感じるとき、人はアイデンティティとは宗教的な
帰属にほかならないと考えがちです。しかし自分の母語やエスニック集団がおびやかされれば、宗教を同じくする者たちとでも激しく争うのです。トルコ人とクルド人は言語
は違うとはいえ、ともにイスラム教徒であることに変わりはありません。だからといって両者の衝突は血塗られたものにならなかったでしょうか？ フツ族はツチ族とカトリック教
徒で同じ言語を話しますが、だからといって両者の殺し合いが回避できたでしょうか？ チェコとスロヴァキア人はともにカトリック教徒ですが、だからといって両者の共存はう
まくいったでしょうか？
これらの例からはっきりわかると思いますが、各人のアイデンティティを構成する諸要素のあいだにはつねにある種の上下関係が存在します。しかしそれは不変ではなく、
時とともに変化し、人のふるまいを根底から変えるのです。」
「人が主張するアイデンティティは往々にして、敵のアイデンティティを----ネガとして----写し取ったものです。カトリックのアイルランド人男性は、まずイギリス人との宗教的
なちがいを強調します。しかし君主制支持者に対しては、自分は共和制支持者だと言うのです。そしてゲール語を十分に知らない場合でも、少なくともゲール語っぽく英語
を喋るわけです。カトリックの指導者がオックスフォード訛りで喋ろうものなら背教者扱いされかねません。」
「自分のなかにあるいくつもの帰属のそれぞれが必要なのだ、と大きな声で言うこの私自身、私が生まれた地域が同じ道のりをたどって、部族の時代、聖戦の時代、殺人的
なアイデンティティの時代をあとにして、何か共通のものを作り上げる日が来ることを夢見ずにはいられません。私がレバノンやフランスやヨーロッパをそう呼んでいるように、
中近東全体を「母国」と呼べる日が来ることを、そのすべての息子たちを、いかなる宗派や出自のイスラム教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒であれ、「同国人」と呼べる日が来
ることを夢見ています。ついついあれこれ先走って考えてしまう私の頭のなかでは、それはもう起こっているのですが、いつか現実に、誰にとってもそれが実現することを
願っています。」
「ふつう最後の頁にたどりついた作者のもっとも切なる願いは、自分の本が百年後、二百年語も読まれていることです。（･･･）
この本に関しては、（･･･）いま申しあげたことと反対のことを願うばかりです。私の孫が大人になったとき、この本を偶然、家族の書棚に見つけるのです。埃をぱんぱんと払
い、ぱらぱらっと目を通したあと、すぐにそれを埃っぽい元の場所に戻すと、肩をすくめて、こんなふうに驚くのです。へえ、おじいちゃんの時代には、まだこんなことを言わな
きゃいけなかったんだ。」

☆mediopos-1644

2019.5.17

白か黒か
ひとつを選べない
白でも黒でも灰色でもないままを
生きようとしてしまう
けれどそうすることで
この世は生きにくくなる
白からも黒からも灰色からも
捻れた場所にしかいられないからだ
じぶんのなかには
白も黒も灰色も
そしてどれでもないものも
すべてがいっしょにある
できれば矛盾ではあっても
すべてをあわせもちながら歩くのが
良い加減の自然なのではないか
けれど世の中では
白は白の専門を求め
黒は黒の専門を求め
灰色は灰色の専門を求めるから
良い加減は難しい
人間という存在には
目だけの役割の存在
耳だけの役割の存在
脚だけの役割の存在など
役割が振り当てられていて
そうしないと人間であることが
成立しにくいこともあるのかもしれないが
なかには特定の役割だけに縛られない
役割のない役割をもった存在がいなければ
袋小路になるのではないかなどど
いい加減に考えたりもするのだ
世のスクエアなまでの息苦しさのなかで

■きたやまおさむ／前田重治
『良（い）い加減に生きる／歌いながら考える深層心理』
（講談社現代新書 2019.5）
（きたやまおさむ「第二幕 日常的創造性の自己分析」より）
「人生は進むにつれて広い道から細い道へ入っていくのが一般的とされています。世間では一つの山をきわめるのがどういうわけか偉くて、いろんな山に登ろうとするのは
「まとまりが悪い」と言われたものです。
しかし「AかBか」ではなく、「AもBも」あるいは「AとかBとか」として考えるならば、充実感もあり、視野も広がります。いろんな山に登り、その複数の頂点から世界を見た方が、
俯瞰で世界がよく見えると考え、むしろ満足すべき考え方だと納得していたのです。
それでもこの「注意のばらつき」は、受験とか試験のために何かに集中して勉強するうえでは、じつに困りものでした。」
「「わたし」には、あれやこれやと拡散していく注意の広がりを感じながらも、同時にそれに対抗、もしくは並行して、それらを包括的にまとめあげて総合しようとするという二つ
の傾向が存在するのだと思います。人は、拡散傾向を「不注意」あるいは「無神経」ととらえ、後者の統合傾向を「集中」「真面目」あるいは「神経質」と呼びます。日常的には、
前者は「虻蜂取らず」「一つの所に留まらない」と言われ、後者については「計画的」「しっかり計算している」「強迫的」と言われたりするのです。逸脱か社会適応か、特殊か
イイ子か、そのどちらかが偉いかという問いでは、価値観によって、周囲でも、そして自分のなかでも判断が揺れます。
さらにその無神経と神経質が、まとまらないとネガティブに「いい加減」だといわれますが、バランスが取れているなら「余裕ある」、そして「良い加減」であるというポジティブ
な評価になります。個人や世界とは左右や表裏の両面から評価されるはずのものだし、その全体についても、良い悪いの評価が分かれるというわけです。」
（きたやまおさむ×前田重治「第三幕 対談「そろそろ、そういうことなら」」より）
「前田／あなたの「いい加減」の話で、中途半端でやめるという話について、もう少し説明してください。（･･･）
きたやま／私の作品は、論文も歌も完成度が低いと思います。おそらく洗練される直前に、磨きをかけるところで置こうとするところがあります。ノリとか弾みとかを大事にした
いのでしょう。そこで、高級文化に対する低級文化やポップスの躍動感を保存したいのでしょう。私の特徴の一つでしょうが、「極めないでやめる」というクセがあり、人から、ど
うして極めないのかと言われます。細かいところに手を入れるのは目が疲れますし、ひとつ手前でやめてしまうのです。」
「前田／芸術や芸能の世界では、表現者は完成したという達成感はもたないようですね。自分で完成したとか、達成したとかいう満足感をもったら、そこで終わりになってしま
うという心掛けなのでしょうね。そういう感性から、中途半端とか、未完成という言葉も出てきているように思うのですが。
きたやま／「飽きた」というのでも「終わった」というのでもない、「また続く」が好きです。それで、私の行っていることは五〇年前に言っていたことのまた「続き」なのです。」
「きたやま／人生は結果ではない、と思うのです。これは人とは違うかもしれませんね。人は、九回の裏までつきあって、喜んだり、傷ついたりしますがね。きたやま、お前は
なんで途中でやめたんだ、徹底的にやればいいのに、と言われます。これは考えようによっては、最後までつきあうのが恐いというのがあるのかもしれません。しかし、八割が
た見て終わるのです。残りは、あとのお楽しみです。映画でも、途中でやめることもあります。」
「きたやま／贔屓のチームははっきり言えば負けることも多いので、七回の裏で帰る。フィナーレはないし、フィナーレに私はいないのです。これが人生物語の粋なんです。
先生も、いい加減に生きる極意をお持ちのようですが、それで混雑にまぎれないで生きておられるようですね。
前田／まあ、齢のせいでもあるのでしょうが、わりに若い頃から、雑多な苦労はしたくないという隠遁趣味がありましてね。諦念が早いのですよ。一種の逃避なのでしょう
が----。」

☆mediopos-1645

2019.5.18

私たちはいろんなことを刷り込まれて生きている
そしてその刷り込まれていることを疑わないでいる
あたりまえということだ
そのあたりまえという常識をいちど相対化してみないと
じぶんがどのように刷り込まれているかを
検証してみることはむずかしい
相対化するためには
他と比較するためのモノサシが必要になる
そのモノサシを得るための恰好の材料を
文化人類学からも得ることができる
いろんなモノサシをつかって
じぶんの依って立っているあたりまえを
まな板の上に置いて見てみることは
「自由の哲学」の基本でもある
あたりまえという常識はコモンセンス
共通感覚としてとらえることもできる
常識の根底には共通した感覚があるともいえる
逆にいえば共通しない感覚があるということでもある
そして自分が刷り込まれていることを
じぶんの感覚を超えて把握しようとすることは
もっともむずかしい作業になる
まして対象のない思考ができるかどうかは
文化人類学の思考法でも得ることはむずかしい
それは神秘学へとつながる道だ
けれどもむずかしいのは
刷り込まれているからといって
それを無視しては生きていけないということだ
大地の上を歩かないで歩けというようなもの
意識魂的な姿勢とともに
大地の上を歩いているじぶんとの
両輪の輪として生きていることを
なおざりにしないということだ
中なる道をこそゆくために

■松村圭一郎／中川理／石井美保 編
『文化人類学の思考法』（世界思想社 2019.4）
「文化人類学を学ぶと、もうそれ以前の自分には戻れなくなる。自分が変わり、世界がまるで違って見えるようになる。（･･･）そのひとつの鍵は、「近さ」と「遠
さ」にある。
文化人類学では、フィールドワークをとおして、対象にできるだけ近づく。ある土地に生きる人びとの息づかいや匂い、声、肌ざわりのなかに身を置き、五
感を働かせてものごとを理解しようとする。冷静に客観的であろうと心がけつつも、なぜそこで違和感を覚えるのか、自分のなかに生起する問いから目をそ
らさないようにする。この「近さ」は、文化人類学的思考にとって欠かせない足場だ。
同時に、文化人類学は「遠さ」のなかで思考する。たとえば、私たちが日々使っている貨幣やあらたに登場した仮想通貨について、ミクロネシア連邦の
ヤップ島で使われてきた石の貨幣をもとに考察する。世界中で頻発する現代の戦争を理解するために、東アフリカの牧畜民社会のあいだで起きてきた戦
いをとおして検討する。おそらくは、その比較の射程の広さが隣接学問との違いのひとつだ。
調査対象との「近さ」と比較対象の「遠さ」。この「距離」が文化人類学的想像力に奥行きと豊かさをもたらす。私たちの固定観念を壊し、狭く凝り固まった
視野を大きく広げてくれる。それが世界の別の理解に到達するための可能性の源泉でもある。
この「距離」は、必ずしも地理的・空間的なものだけではない。時間の隔たりも重要になる。文化人類学は、いまの目の前で生起している現象を、ときに人
類の進化やホモ･サピエンスがたどった歩みのなかでとらえ返そうとする。最先端の科学技術について問いなおすとき、旧石器時代に人類が狩猟のために
使用した道具が思考の材料となる。カラハリ砂漠の狩猟採集民がつづけてきた生業から、人間にとって「働く」とはどんな意味があるのかが見えてくる。
フィールドで体感している「いま・ここ」の時間を人類の歴史の時間軸に引き伸ばしながら考える。それは必ずしも、私たちがいかの変化してきたか、いかに
多様であるかを問うだけではない。同時に、いつの時代も変わらない、人間にとっての普遍性を探りだす旅でもある。
文化人類学の理論もまた、思考に距離をもたらす参照軸として、現代に生きる私たちの羅針盤になりうる。その理論が、考えるべき現象の文脈から遠け
れば遠いほど、想像もしなかった地平に私たちを立たせてくれる。「未開」とされてきた人びとの呪術に関する理論は、現代の私たちの健康や美について
の信念が呪術的思考とそれほど違わないことを教えてくれる。南米の先住民の神話を分析すると、唯一の変わらない客観的な自然があるという認識が西
洋近代に特異な見方であることを突きつけられる、文化人類学の理論は、現代の私たちが日常的にふれている事柄をまったく違うかたちで照らしだす。こ
の遠い地平から見える世界の姿を自分の生きる社会やフィールドで出会う人びとの姿と重ねあわせると、目の前の景色ががらりと変わる、文化人類学には、
私たちの見ている世界を変える力がある。」
「あの人たちと私たちは違う。でも、どう違うのだろうか？ その差異をことばにするのは、じつはけっこう難しい。その両者を並べて比べればその違うがすぐ
に見えてくるわけではない。むしろ安易な比較は、私たちの自己像を守るためだったり、彼らとのわかりやすい差異を際だたせたりするだけで終わってしま
う。そこにあるはずの共通性や普遍性を見逃してしまうかもしれない。本来、比較しべきなのは別の何かなのかもしれない。「比較」には、それをうまくやるた
めの道具がいる。そのひとつが文化人類学の概念や理論だ。さまざまな現場でフィールドワークをし、その差異の感覚を把握しようと文化人類学者が編み
だしてきたことばは、比較のためのよいモノサシになる。」
「私たちの身のまわりには、いろんな違いを際だたせる境界線がある。ふつうに暮らしていると、いかに自分たちがその境界線に縛られているか、気づきに
くい。」
「さまざまな非西洋社会を研究してきた文化人類学者は、こうして近代社会が前提としている「あたりまえ」の線引きを根底から問いなおしてきた。（･･･）世界
を差異によって分けていることばを遠い社会のレンズをとおして見なおすことで、私たちがあたりまえに受け入れ、とらわれてきた近代社会の常識を相対化
してきたのだ。文化人類学は遠くの「彼ら」を知るためだけの学問ではない。彼らと私たちとの比較をとおして、自分たちがいったいどんなことを「あたりま
え」として生きているのか、私たちが生きるこの世界のあり方をとらえなおすための学問なのだ。」

☆mediopos-1646

2019.5.19

生まれてくるのは
生まれてこなければ
見えなかったものを見るため
聞こえなかったひびきを聞くため
感じられなかったことを感じるため
出会えなかったあなたに出会うため
（だから過去には戻らない）
わたしはどこにでもいる
見るもののなかにいる
聞くひびきのなかにいる
感じることのなかにいる
出会えたあなたのなかにいる
（だから過去を探さない）
あたらしいわたしは
あたらしいわたしを
見えるものにしたい
聞こえるものにしたい
感じられるものにしたい
あたらしいわたしに会いたい
そしてあなたに出会いたい
（そしてわたしは変容する）

■京都国立近代美術館編
『京都国立近代美術館所蔵作品集 川勝コレクション 河井寛次郎』
（光村推古書院 2019.3）
■京都国立近代美術館編『京都国立近代美術館所蔵 川勝コレクション 河井寛次郎作品集』
（東方出版 2005.4）
（京都国立近代美術館編『京都国立近代美術館所蔵作品集 川勝コレクション 河井寛次郎』所収
大長智広「河井寛次郎と川勝堅一----友情が生んだ珠玉のコレクション」より）
「河井は、釉薬、そして焼成を必要とする「やきもの」そのものを化学式であると同時に生命の胎動、自然の摂理を生み出す母体のようなものとして看破している。この姿勢
は大正11（1922）年に「鐵と銅は彩料の中で一等多感です、境遇によってあるとあらゆる色を出す近似性を持った兄弟です、前者は沈鬱で後者はまばゆい程派手です」と
擬人化して述べることなどからもわかるように、最初期より一貫するものであった。また、東洋と西洋の地質や物理的条件の違い等も結果としてやきものの姿に大きな違い
をもたらしたと考えている。つまり、各地域や土地の文化や特性、その特性を活用してものを作り、生活する人々に自身のまなざしを向けていくこと、そしてものごとから自
分への喜びをもらうことが、河井にとっての「民藝運動」であった。この意識は、ものから始まり、民衆（民衆的工藝）へと向かい、晩年には民衆から民族としての造形へと転
回する。そして「此世は自分をさがしに来たところ 此世は自分を見に來たところ」「ひとりの仕事でありながら ひとりの仕事でない仕事」「自分は過去を無辺音過去を生き
て來た 自分は未來を無限の未來を見るものだ」という河井自身の詞のように、ますますその仕事に多様性と深みを与えていくのである。」
「河井は生涯の中で、絶えず制作する器種を変化させているが、それは晩年に向かうほどにますます意欲的になり、喜びにあふれたものとなる。河井があふれる創作意欲
が「過ぎる」ことを抑えるために、型を用いて成形していると評したのは、濱田である。しかし、河井自身は轆轤ではできな形を作れるという型の利点を十二分に理解し、利
用することで一見すると突拍子もないような造形を次々と生み出していった。その作陶姿勢について柳は「河井は例の悦びに充ちた受取方を、好んで型物に置き更へる。
だから時として誰にも受取れないもの、誰もさう強くは受取らぬものを型で現す」と評する。事実、型は粘土による原型制作の段階で、焼成を伴わないことから、削ることも足
すことも自由にできるように、かなり突っ込んで造形を探ることができる手法であり、いわゆる即興的、直感的な「無心」とは本来程遠い。それを証明するかのように、河井は
身近なものごとに触発されつつ膨大な数の形のイメージ図を書き残しており、その中の気に入ったものを出発点として原型を作っている。一方で原型を制作するということ
は、河井において、いわゆる「彫刻家」のように造形の原理を追い求めるということではなく、おそらくは粘土で遊ぶように、そして塊の中から「出してくれ」と叫ぶ「私」の声を
聞くように制作を進めていったと思われる。そして原型を制作することの意識との共通性を持ちつつ、素材を木材に変えたものが、晩年に精力的に制作した一連の木彫作
品であった。例えば昭和38（1963）年秋の河井の詞「手考足思」の中に次のような一節がある。
私は木の中にゐる、鉄や真鍮の中にもゐる、
人の中にもゐる。
一度も見た事のない私が沢山ゐる。
始終こんな私は出してくれとせがむ。
私はそれを掘り出し度い。出してやり度い。
私は今自分で作らうが人が作らうがそんな事はどうでもよい。
新しからうが古からうが西で出来たものでも東で出来たものでも、そんな事はどうでもよい。
すきなものの中には必ず私はゐる。
私は習慣から身をねじる、未だ見ぬ私が見度いから。
陶器であれ、木彫であれ、詞であれ、この創作態度は、「無心に何の為図もなく自然に私の頭の中にあるものがその通り手に働いてその形が生れ」いくことを理想に掲げ
た河井のたどり着いた一つの地点である。そして自力と他力を矛盾なく結合させながら「情の道を進む」河井を、柳は「凡ての制作は、その受取証」なのだと云うへる」という
言葉で称賛したのである。」

☆mediopos-1647
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ジャンルを深めるためには
ジャンルを超えてゆかねばならない
みずからの水源を知り
それを豊かにするためには
そこから流れ出す川の流れとは
異なった流れを経験しなければならない
経験の川を遡っていくと
それが真のスピリットとともにあるならば
源はどこかで深く交わっているのがわかる
源から力を得ることで
みずからの川の流れもまた
新たなスピリットを得ることになる
歌がひとをゆさぶるのは
その源からの力に揺り動かされるときだ
それは小さな川のジャンルを
軽々と超えた強い響きを持っている
演歌というカタチが好きかどうか
ジャンルが好きかどうかなどは
どうでもよいことだ
そこにある響きが
魂を揺り動かす力を持っているかどうか
それだけが音楽の真実とともにある

■ほぼ日刊イトイ新聞
神野美伽「神がわたしにくれたもの。」
https://www.1101.com/n/s/mika_shinno
◎神野美伽「夢のカタチ」
2018年1月リリースＣＤ

「神野美伽さんのコンサートに行ったら、びっくりしました。
The Collectorsの古市コータローさん、元ミッシェル・ガン・エレファント
のクハラカズユキさんと３人で、ロックな「石狩挽歌」をやったりして。
でも、いちばんかっこよかったのは、神野さんの歌う「演歌」でした。
はい、かっこよかったんです、演歌が。
ニューヨークのジャズクラブや世界最大級のロックフェスに参加する神
野美伽さんに、歌のこと、ご自身のこと‥‥いろいろ伺いました。
担当は「ほぼ日」奥野です。」
「第3回 大江千里さんとの出会い。」より
2019-05-17-FRI
「─何のツテもなくニューヨークに渡り、
歌わせてくれる場所を
ようやく見つけたと思ったら、
もらえたのは、たった15分だけ‥‥。
神野
うれしかったですけど、
正直「15分かぁ‥‥」と思いました。
でも、その15分に賭けてみよう、と。
──
そこは、何という‥‥。
神野
グリニッジ・ヴィレッジの
スモールズ・ジャズ・クラブってお店。
今も歌わせていただいてるんですけど、
オーナー自身、
スパイク・ウィルナーという
素晴らしいジャズ・ピアニストで、
ヨーロッパをはじめ、
世界各国で演奏している人でした。
──
じゃ、そのスパイクさんが。
神野
うん。15分、わたしにくれるって。
これは千載一遇のチャンスですから、
15分でもなんでも、
やらないわけにはいかない。
ただね、はじめて会った日の翌日が、
ライブの日だったんです。
──
え、翌日ですか。
神野
だから、はじめましてのあいさつも
そこそこに、
「リンゴ追分」の楽譜を渡して
「はじめまして！
ところでスパイク、この曲弾ける？」
みたいな感じでした（笑）。
──
おお（笑）。
神野
そしたらスパイク、楽譜を見ながら、
開店前の誰もいないお店で、
「リンゴ追分」を、
ゆーっくりと、弾きはじめたんです。
ありえないほどスローで、
ぜんぜん違うコード感で。
──
わぁ‥‥。
神野
その、彼のピアノにこたえるように、
わたしも精一杯、歌って‥‥。
まあ、そんな感じで
アメリカで歌いはじめたんですけど、
しばらくしたら、
あちらで大江さんと出会ったんです。

──
ああ、そうでしたか。大江千里さん。
いま、ニューヨークを拠点に
活動をしてらっしゃいますもんね。
神野
それまで、日本では、
一度も会ったことなかったんです。
でも、わたしが自分のFacebookに
「アメリカに渡って、
日本の演歌の可能性を問いたい」
って書いたら、メッセージをくれて。
──
そうなんですか。Facebookで。
神野
「ニューヨークで何かなさるとき、
ぼくでよければ、
ぜひ、手伝わせてください」と、
申し出てくださったんです。」
「神野
わたしのことを
「え？ わざわざニューヨークに
演歌を歌いに来るの？」
って、おもしろがってくれました。
千里さんは、ニューヨークという場所で
日本人が
ジャズピアニストをやることの大変さを、
あらためて、
痛感している時期だったみたいです。
──
なるほど。
神野
そういうタイミングで、
アメリカで演歌の可能性を試したいという
わたしの思いを、受け止めてくれた。
ニューヨークの２度目のライブでは、
バッキングを、
もう千里さんがやってくれてました。
──
音楽家同士、話が早い。
神野
千里さんは、そのとき、
はじめて演歌を弾いたんだそうです。
千里さんの自宅で、
ピアノと声とで合わせるんですけど、
あれもやろう、これもやろうって、
とっても自由な発想で、
エキサイトして、取り組んでくれて。
──
ええ。
神野
そして、千里さんと出会ったことで、
ありえないところまで‥‥
つまり、
有名なジャズコーラスグループである
マンハッタン・トランスファーの
ジャニス・シーゲルさんのところまで、
わたしの歌が届いたんです。
「ミカの歌を聴きたいって
ジャニスが言ってるらしいんだけど、
会ってみる？」って。
──
わあ‥‥有名なかた、なんですね？
神野
世界的なジャズアーティストです。
だから「もちろん！」って。
雪の降る日に、千里さんとふたりで、
ジャニスの家に行ったんです。

──
大江さん、大活躍ですね。
神野
わたしは歌う気満々、
何でも歌ってやろうという気持ちで、
ジャニスの家に乗り込みました。
ジャニスがお茶を入れてくださって、
さっそく「ミカ、何か歌って」と。
──
何を歌ったんですか。
神野
はい、「リンゴ追分」を歌いました。
「♪リンゴの花びらがぁ‥‥」って
歌ったら、ジャニスが
「Wow‥‥‥‥One more！」
とかって言いながら、
スキャットで、
どんどん演歌に絡んでくるんです。
──
すごいセッション。
神野
わたしも、これまでに、
いろんなアレンジで歌ってきたけど、
あんな「リンゴ追分」は初めてでした。
日本の演歌が、
ぜんぜん違うジャンルの歌になったの。
──
聴いてみたいです。
神野
そのとき、わたしは、
「いつか、この人といっしょに歌いたい、
絶対に歌ってやる！」
くらいに意気込んでたんだけど、
千里さんは、
ガチガチに緊張しちゃってて（笑）。
──
すごい人なんですもんね（笑）。
大江さんも面識はなかったんですね。
神野
うん、日本から来た
ジャズ・ピアニストのポジションで、
ジャニスと共演するなんて、
まあ、まず、考えられないことです。
──
そうなんですか。
神野
アメリカは自由の国で
チャンスはいくらでも転がっている、
それは、その通りなんですけど、
他方で、アメリカほど、
区別や差別のわかりやすい国はない。
レストランに入ったって、
わたしたち日本人に案内される席は、
白人たちとは違う、それが当たり前。
──
うーん、そうなんですか。
神野
だから、千里さんも、ニューヨークで
本当に大変な思いをしてきた。
いっしょに演奏してる学校の仲間から
「お前のリズムは違う」
「血を入れ替えてこい」
なんてことも言われたりしたそうです。
──
大江さんって、
音楽の学校に通われていたんですか。

「神野
ジャズの名門、ニュースクール大学。
──
でも、そんなことを言われてまで。
神野
つらい思いをすることがあっても、
千里さんは、
日本人ジャズピアニストとして、
必死に、がんばってらっしゃった。
わたしと、ジャニスのおうちへ
いっしょに行ったときは、
そういう時期でもあったんです。」
◎神野美伽 ３５周年記念アルバム＆シングル スペシャ
ルトレーラー
アルバム1曲目の、ジャニス・シーゲルと大江千里とのコ
ラボによる「リンゴ追分」が素晴らしいけれど、残念ながら
音源はなし。6曲目の、エリック・フクサキとの「奴さん」は
トレーラーでも紹介あり。この2曲が特に素晴らしい。
https://www.youtube.com/watch?v=MK5I2QsKO28
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ひとを
社会を
変えようとするならば
なにをどのように変えたいのかを
じぶんもふくめてまず考える
平和を望むなら
みずからの内に
戦いがないかどうかを問う
愛を望むなら
みずからの内に
その反対のものがないかどうかを問う
苦しみの多くは
ひとや社会を変えようとして
それらが変わらないところから訪れる
じぶんを変える必要があれば
まずそのことから始める
少なくとも自分が変われば
そのぶんだけは確実に変化する
ひとや社会へ依存することが
苦しみのもとになっているのなら
その依存の現実とその意味を見据えてみる
四苦八苦はそれぞれに意味があり
たとえそれらが不可避だとしても
精神においてそれらに縛られなければ
苦しみを超えたものが見えてくる

■國方栄二
『ギリシア・ローマ ストア派の哲人たち／セネカ、エピクテトス、マルクス・アウレリウス』
（中央公論新社 2019.1）
■岸見一郎
『マルクス・アウレリウス 自省録』（ＮＨＫ 100分de名著東方出版 2019年4月）
（國方栄二『ストア派の哲人たち』より）
「ストア派の知恵は、名誉、名声も富も、あるいはさらに健康までも、それらがそれ自体として善ではないと教える。キュニコス派はできるだけ物を持たないことを生きる目標
としたが、ストア派はそうは考えていない。それらは善ではないとしたが、それらがないことが善いのではなく、それらをどのように用いるかというところに善あるいは悪がある
と考えるわけである。この考えはソクラテスに遡ると言うことができるが、エピクテトスは少しかたちを変えて、自分の力の外にあるものと、内にあるものとに分けて、内にある
心像をどのように扱うべきかを論じていた。自分のために理性的な判断を下すように、心像をよく吟味し、時には戦うことも必要になってくる。
このように、ストア哲学は善き人生を送るために、個人の生き方の改善を迫るものである。善き生活は社会を変えることによっても可能となるが、ストア派の哲人たちが重
視したのは社会の変革ではなく、むしろ個人の生き方の変革であった。いくら社会が変わっても、個人の生き方が変わらないかぎり、人は善き生を生きることができないと
信じたからである。そして、善き生を生きるために、幸福に生きるために、彼らは今の自分を解放することを説く。エピクテトスはかつて奴隷であったが、奴隷の身分でも、
精神においては自由でありえることを教えていた。精神において自由であるためには、自分の外にあるものに振りまわされないことである。本来自分のものでないものを願
う人は、身体は自由であっても、精神においては奴隷であろう。ストア派の知恵はそうした状態から精神を解き放ち、自由になることを求める哲学なのである。」
（岸見一郎『マルクス・アウレリウス 自省録』より）
「ストア哲学では認識は次のようになされると考えます。何か外にあるものを認識するという時、感覚器官はその映像を心の中に刻印します。これを表象、ギリシア語では
パンタシアー(phantasia）といいます。ハンコで押すように外の印象が刻印されるのですが、それがすべて正しい認識とは限りません。それが理性によって承認された時に
認識の中に取り入れられると考えるのです。
最初に現れる表象が伝えること以上のことを自分にいうな。何某がお前のことを悪くいっていると告げられた。それは確かに告げられた。だが、お前がそれによって害を
受けたとは告げられなかった。私の子どもが病気であるのを私は見る。確かに見ている。しかし、危険な状態であるとは見ていない。このように常に最初の印象に留まり、
自分で内から何一つ言い足すな。そうすれば、お前には何事も起こらない。むしろ宇宙に起こるすべてのものを知っている者として言い足せ。（八・四九）
表象は誰かが自分の悪口をいっているということだけです。ところが、この心象に余計な判断を加えてしまいます。悪口をいわれたことは事実だとしても、そのことが直ち
に害を受けたということにはなりません。熱を出してぐったりしている子どもを見れば、重篤な状態かもしれないと過剰に慌て、死ぬのではないかと怯えたりします。
お前は何か外にあるもののために苦しんでいるのであれば、お前を悩ますのは、その外なるものそれ自体ではなく、それについてのお前の判断なのだ。（八・四七）
事物は魂に触れることなく、お前の外に静かにある。苦悩はお前の内なる判断からだけ生じる。（四・三）
災いはどこにあるのか。災いについてお前の思いなす部分があるところにだ。（四・三九）
（･･･）
お前を悩ます多くの余計なものは、すべてお前の判断の中にあるので、お前はそれを除去できる。（九・三二）
起こることは不可避だとしても、余計な、多くの場合誤った判断をしてはいないか絶えず内省していかなければなりません。」
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依存してなにがわるいのだ
そう問い返されたことがあった
たしかに
甘やかされて育って何がわるいのだ
そう詰問されたこともあった
たしかにそうだ
人にはそれなりの生き方がある
逆にいえば
依存することに抵抗をおぼえることも
甘やかされることになれていないことも
それはそれで
ひとつの生き方でしかないかもしれないのだ
それはそれとして
そのように相対化するだけでは
見えてこないものもある
やはりそこには
自由という境域への問いがある
現代の消費社会は
依存の絶え間ない更新システムであり
それがなければ成立しない
そして消費の自由への道は開かれているが
じぶんの依っている人や物を問い直す道は閉ざされ
精神の自由への道を見せてはくれない
精神の自由を欲することさえできなくされてしまうのだ
依存することでスポイルされ
甘やかされてスポイルされるとき
自らのそれらを問い直せることは極めて稀だ
精神の自由への境域が閉ざされるという代償がそこにある

■デイミアン・トンプソン
『依存症ビジネス／「廃人」製造会社の真実』
（中里京子訳 ダイヤモンド社 2014.10）
「私は、長いあいだ依存症に陥っていた、18歳から32歳まで、哀れにもアルコールのとりこになっていたのだ。だが、その事実を認めるのは----つまり、友人や同僚のほ
とんどから愛想をつかされるほどにまで酩酊することに喜びを感じ、それに取りつかれていると気づくまでには----長い年月がかかった。主治医によると、私は今でも依存
症に陥っているという。（･･･）
しかし、そう言われる、もっともな理由がある。酒を断ってからというもの、何かに依存したいという私の欲望の対象は、ある物、人、経験から、別の物、人、経験へと、次々
に移りかわってきたからだ。（･･･）
おそらく、依存症の最たる特徴は、徐々に「人」を「物」に置きかえていくことだろう。（･･･）
依存者は、フィックスを手に入れるのにどれほど役立つかという観点から、人を判断するようになる。そしてついには、あらゆる人に失望する段階がやってくる。こうして依
存者は、物は人より頼りになるという結論に達するのだ。」
「より多くの者が、依存者予備軍の層、すなわち無防備な消費者という中間層に身を置くようになってきている。より多くの者が、深刻な依存的行動に陥る危険性に、未だ
かつてないほどさらされているのだ。潜在的に有害な誘惑を無視するには、以前より意志の力を振りしぼらなければならない。にもかかわらず、人々は自分が依存症の方
向にシフトしていることにさえ気づかないことがある。そして、ようやくそれに気づいたときには、唖然とするというありさまなのだ。」
「現代の消費者経済は、ある程度まで人々の意志力の弱さにつけこんで築かれている面がある。しかしそういった経済は、人々を食いものにする一方で、人々に報いもも
たらしている。というのは、私たちもそういった経済の一部であり、他の人々が誘惑に対して無防備であることに、生計がかかっているからだ。これは価値観の問題などで
はなく、あからさまな事実である。選択肢の増加、自由市場の拡大、そして貪欲さを引き出す刺激はしっかりと絡み合い、ほとんど見分けがつかなくなってしまった。
欲望を利用することから私たちを引きはなすのは、現実的に不可能だ----それは、あらゆる社会の発展に欠かせないものなのだから。しかしその一方で私たちは、潜在
的な依存的本能を引き出すような環境を、自ら作りあげてしまったという事実にも気づかなければならない。
この本能を引き出すプロセスはあまりにも執拗なものになっているので、そうしたことが起きていることに気づくことでさえ、ほとんどない。チョコレートバーを買おうが家を
買おうが、欲望を増強させる物の引力は、ますます強大になってきている。（･･･）
ときおり、社会全体が、金を使うことと消費財に、〝病みつき〟になってしまっている、という主張を耳にすることがある。だがこれは、あまりにも曖昧な表現で、有益とは
言えない。それよりもっとよい表現は、「依存症に陥りやすい人格」----短期間の感覚的な報酬になぐさめを見出す人々にとっては、おなじみの言葉----は、現代の混乱
した市民にとって、急速に基本的な人格になりつるある、というものだろう。
（･･･）
幸運なことに、強力な欲望が私たちをロボトミー患者のようにすることはない。結局のところ、依存症は自ら選んだ障害であり、私たちは、無力になるまで悪い選択肢を選
びつづけるように運命づけられているわけではないからだ。問題は、そういった悪い選択肢が何であるかを、見きわめられるかどうかである。
（･･･）
もしかしたら私たちは、狩猟採集民だった祖先の身をかつて守っていた警戒感を取り戻すことが必要なのかもしれない。私たちの「欲しい」という衝動を操作しようとする
テクノロジーのトリックが早く見抜ければ見抜けるほど、それらを拒絶できる可能性も高くなる。
とは言っても、もちろん、私たちがそう欲すれば、の話だが。」
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ソフィアよ
おおソフィアよ
それは大地と天をむすぶ知性
大地の紐と天の紐が
ボロメアンの環のように
むすびの３の原理でむすばれる
それこそが
天から訪れ
人となり
大地の底に降り
天へと向かい
天と地をむすぶ
キリストのほんらいの働き
ただの男性原理と
そのアンチとしての女性原理は
そのようにむすばれることは難しい
それはどこまでもむすばれず
むすびの環となることのない２の世界
大地にねざしたからだをもちながら
そこに天から訪れた精霊を
浄化された心情魂の器に受け入れる
それが
か・が・み
我がかみを結ぶこと
そして霊を照らし映す我となる

■『鶴岡真弓対談集 ケルトの魂／アイルランドから日本へ』（平凡社 2019.4）
（中沢新一×鶴岡真弓「ふたつのヨーロッパ」より）
「中沢／古層の、ファロス的でない、たおやかな文化というものを「女神文化」と呼ぶのはとてもいいと思います。でもヨーロッパの場合、事情を複雑にしているのは、やっ
ぱりマリアという「女神」なんじゃないでしょうか。西欧ではマリアが大きな存在になっていますが、東方世界に近づいていくにつれて、そこにもう一人ソフィアという「女神」
が登場してくるんです。神智学の方ではマリアはソフィアの妹だよ言われているくらいで、より高位の「女神」なんですが、彼女はとてもりりしい叡智体なんですね。そして、
非西欧世界の大地母神信仰のもっとも大きな存在だったんですが、西の方ではマリアという「女神」を中心にする信仰が支配的になったでしょう。ソフィアは世界をたおや
かにクリアに認識する叡智をあらわしていますが、マリアにはなんというか母性に内在する物質的な「くらさ」のようなものがあるでしょう。そしてこの物質的な「くらさ」からは
極端な合理論が発生します。
そうするとインド＝ヨーロッパ世界のもつファロス的な性格とマリアという「女神」のもつ母性とはペアをなしているような関係にあるのがわかるんです。だからヨーロッパ世
界における女性性の問題を考えるには、ファロス的／女神的というすぐにわかる軸だけじゃなくて、マリア的／ソフィア的という「女神の世界」自体の中にあるもうひとつの
軸のことも考えなきゃいけないんじゃないかおいう気がしてくるんです。
（･･･）
中沢／女性原理は、世界をものすごくクリアにする力だと思うんです。世界を合理化して理解するファロス的な知性もたしかに世界をクリアにするけれども、それは反面に
おいて理解できない闇をつくりだしてしまうでしょう。合理主義と非合理主義が、ファロス的な原理の中では同時に出てくるんですけど、ソフィア的な女性原理ではそういう
のはちがうやり方で世界はクリアになるから、非合理主義というものは出てこないと思うのです。フェミニズムは、ファロス的な原理に対するアンチとして出てきているけれど
も、ああいうかたちで出てくるソフィアというのは自立しているものであって、弾性的なもののコントラストとして自分の原理を出すようなものではないと思うんです。そういう知
性が、さっきおっしゃった「古ヨーロッパ的」なものの基層にはあって、その「女神」はマリア的なものとはちょっとちがうのではないかと思うのです。
鶴岡／ヨーロッパの人々の認識で、マリア的なものと異なる「これはソフィアだな」と、実感させるものというのは、具体的には何でしょうか。
中沢／たとえばモーツアルトの『魔笛』などには、ちょっとわけのわからない形だけれども、ソフィアが描かれているんじゃないかしら。近代でそういうものをいちばんはっ
きり出したのは、シュタイナーでしょう。シュタイナーが言っているキリスト教というのは、カトリックでもプロテスタントでもないもので、小アジアやシリアなどの東方のキリスト教、
オリエントのキリスト教が、その原型になっている。シュタイナーは、ソフィアのことをいちばん正確につかまえている人だなという感じがします。ですから、彼の思想はキリス
ト教的人智学と言われているけれども、その源流としては、原ヨーロッパの知性体系がベースにあって、そこに直接つながっている。実に不思議な人だなと思います。
鶴岡／そうですね。スイスのシュタイナーの学校に行った女の子に教えてもらいましたが、世界に広がったシュタイナー教育の現場では、ケルトの「組紐紋様」を二人が向
き合って辿っていく交流のトレーニングの授業がありますね。たとえば。ここに中心点があるとすると、組紐紋様はそこを迂回し、いったん向こう側に迂回したものが、またこ
ちら側に戻ってきて、それがまた向こう側へ回って･･････というふうに「無限循環」を描いていく。中心に対して柔軟なバランスを維持しつつ別の極との関係も感じ取るト
レーニング。等間隔の組紐の外縁を描いているときも、遠くに離れてしまうのではなく、対極に意識し触れている。二本の、交差して、違う位相をいくものが、バランスを保
ちながら互いに触れるムーヴメントの中で、お互い、徐々に知っていくわけですね。そのための分厚いテクストが書かれているんですよ。
中沢／「ボロメアンの環」と言われているものが、組紐の不思議の基本構造を示しているでしょう。それが「３」の秘数原理をあらわすもので、三つの環がどれからも分離し
ないように結びあっている、あれですね。
面白いことに晩年のジャック・ラカンが、組み紐のことに非常に興味をもって、「結び」の論理について研究しています。彼は「現実界」「想像界」「象徴界」の三つが、バラ
ンスをとりながらしかもたがいに分離してしまわないでいる。精神の「三位一体」の状態を「ボロメアンの環」で、表現しようとしてました。その三つの極を、どれを中心とする
こともなくつなぐ関係性があり。どこかを強くひっぱると、形はゆがむけれども、たがいに分離しない。そういう組紐状の構造が精神をつくるいちばん大事なものなんだと言
うのです。彼は、自分の描くボロメアン図と神（みわ）神社の神紋が同じだと言って感動していますけど（笑）、ラカンの直観はなかなか深く的を射ているという気がするな。
それは実にたおやかな知性で、ラカンのことを単純にファロス主義ということはできないと思う。」

