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植物は動物や人間よりも
哲学にはふさわしいテーマなのかもしれない
哲学はエーテル的生命的だからである
生命は植物からはじまった
エーテル的な領域である
動物にはアストラル体が加わり
人間には自我が加わっているが
生命としての領域は植物をその源としている
日本では森羅万象悉皆成仏といわれ
神社の生態系そのものが重要視もされるように
哲学的とはいえないにしても
西洋とは異なり
植物と人間とは存在として
切り離されてはこなかった
こうして植物を
自然について
そしてコスモスについての問いかけとして
哲学的営為のなかでとらえようとすることは
人間を含むすべての生命にとって
欠くことのできない根源的なありようを
とらえ直す意義がありそうだ

■エマヌエーレ・コッチャ『植物の生の哲学』
（嶋崎正樹・訳／山内志朗・解説 勁草書房 2019.8）
大気と交感する葉
大地にありながら宇宙的な次元をもつ根
合理性のパラダイムをなす形状である花
それらはわたしたちとも共有し
互いに交感することのできる
生の根源にある姿でもあるのだ
アストラル的な次元は個別性を事とされるが
エーテル的な次元では
同じ＜息吹＞（プネウマ）を共有することができる
その可能性に向かって生を開いていくための
「植物の生の哲学」の展開に期待したい
それは現代の日本で失われかけている
森羅万象との交感を新たなかたちで見直す
契機にもなり得るのではないだろうか

「本書は植物の生命をもとに、世界という問題を問い直そうとするものである。そうする
ことは、古代からの伝統と関係を結び直すことでもある。多少とも恣意的にわたしたち
が哲学と称しているものは、もとをただせば世界における自然についての問いかけ、
つまり自然について（ペリ・テス・フュオセス）の、あるいはコスモスについて（ペリ・コス
ムー）の教説として誕生し、理解されていたものだった。そのことは偶然ではまったくな
い。自然や宇宙を思考の特権的対象に据えたことは、思考がそうした対象に対峙して
はじめれ哲学になる、ということを暗に示していたのだ。世界と自然に対面することに
よってはじめて、人間は真に思考できるようになるのである。
世界と自然を同一視することは、ありふれたことではまったくなかった。何故なら古く
からの伝統において＜自然＞と呼ばれていたのは、人間精神の活動に先行するもの
でも文化への対立物でもなく、あらゆるものの誕生と生成を可能にするもの、現に存在
するか今後存在する、あらゆる対象・事象・実体・観念の、生成や変化の原因となる原
理や力だからだ。
自然とコスモスを同一視するとは、まずもって自然を、事象から分離した原理として
ではなく、存在するすべてのものにおいて自己表出する何かとして捉えるということだ。
逆にいうなら、その場合、世界とはあらゆる対象から成る論理的な全体とか、存在の
形而上学的な総体とかではなく、みずから生成し変化するあらゆるものを貫く物理的
な力のこととなる。物質と非物質、歴史と物理は、いささかも分離していないということ
になる。より微少なレベルでいえば、自然とは世界に在ることを可能にするものとなり、
逆に事物を世界につなぐすべてのものは自然の一部をなしていることになる。
一部の例外をのぞくと、何世紀も前から哲学は、もはや自然を顧みなくなった。人間
以外の事物や生物から成る世界にこだわる権利、それらについて語る権利は、とりわ
け他の学問分野の専売特許とされている。植物、動物、一般的な大気現象、あるいは
特異な大気現象、元素とその結びつき、星座、惑星、星々などは、哲学の特権的な研
究対象という、もとより架空の目録から決定的に排除されてきた。」
「哲学はその最上の学問的対象を失い、ほかの血の形式（略）によって脅かされ、み
ずからを現代的知識に挑むドン・キホーテに変えてしまった。自分の精神の投影物に、
想像上の戦いを挑むだけなのだ。（略）
弊害はそれだけにとどまらない。この追放劇でもっぱら割を食ったのは、実はほかな
らぬ「自然」科学なのだ。自然科学は、自然を精神に先立つあらゆるものへと還元し
（精神はゆえに＜人間的＞とされる）、自然本来の属性にはいっさい立ち入らないが
たまに、自然は純粋に残滓でしかないような対象物、反体制的と見なされてメインの
題目の位置を決して取れないような対象物へと、無理矢理変貌させられてしまってい
る。自然は空虚でまとまりのない空間でしかなく、精神が到来する以前のいっさいから
成り、いわばビッグ・バンに続くもの、光も声もない夜、輝きや投影のいっさいを妨げる
ものとされるのだ。」
「真の媒介役をなるのは植物をおいてほかにない。植物は世界に対して初めて据えら
れ開かれた眼なのだ。世界をそのあらゆるかたちのうちに知覚しうるまなざしである。
世界とはなによりもまず、植物が作り上げることのできたすべてをいう。植物こそがわ
たしたちの世界を＜為した＞のだ。たとえその営為の位置づけが、ほかのあらゆる生
物の営為からかけ離れているにせよ。だからこそ本書は、まさしくその植物に対して、
世界の本性とは、輪郭とは、内実とは、といった問いを差し向けるのである。また、本
来なら唯一正当とみなしてまかわない哲学の形態、すなわちコスモロジーを再構成す
る試みも、植物の生命を探ることから始めなくてはならないだろう。
わたしたちは本書で、世界は大気という内実をもち、そのことを証すことができるのは、
植物の葉にほかならないだろうと考える。わたしたちはまた、大地の真の本質につい
て、植物の根に問いかける。そしてまた花こそが、わたしたちに合理性とは何かを学ば
せてくれるだろう。もはや普遍的な能力や潜在性としてではなく、宇宙的な力として評
価できる合理性を。」

「世界のうちに存在するとは、アイデンティティーを共有するのではなく、常に同じ＜息
吹＞（プネウマ）を共有することだ。「自分を自分に向けてひとりでに動かす、息吹とい
うものがある」。世界というものの力学、世界に内在するリズムとはまさにそのようなもの
だろう。呼吸とは混合の技法であり、あらゆる対象がそれ以外の事物と混合し身を浸
すことを可能にするものなのだ。息吹の領域、そして究極の地平でもある＜大気＞は、
この親密さと統一性のかたちであり、それは物資や形状の均一性によって定義される
のではなく、同じ息吹の共有によって、あるいは諸要素の集合体が醸す同族的な＜
空気＞の共有によって定義される。その集合体は雑多な対象が単につながっただけ
ものではない。大気、あるいは気候は、性質や形状の統一性に帰着させる必要のな
い、まさにそうした統一性のことをいうのである。」
「世界とは、息吹の質量・形相・空間・現実のことである。植物は＜あらゆる生物の息
吹＞であり。＜息吹としての世界＞にほかならない。」
「根は、幹という上部の進退を基礎づける単なる基盤ではない。それは、上方へ、つま
り植物を活気づける太陽のほうへと押し上げる力の、同時反転でもある。そうして根は
「土の方向」を向くのだ。」
「根がコズミックな混合を働きかける器官であるというのは、なにも根というものが、土壌
学的な生物圏、つまり根が息づく地下世界の諸要素を、あるいは他の植物有機体同
士を相互交流させるからだけではない。根の機能は逆に、宇宙的な次元のものである。
根にとっての呼吸は、根が密着するコロイド状の物質や、そこに生息する動物相だけ
を相手にすることではない。そこには大地と太陽の関係も含意されている。（略）
根があるからこそ、植物はそうしたコズミックな仲介において、＜惑星的次元＞として
地球を巻き込むことができるのである。（略）
さらに、植物は太陽を地上に住まわせているといってもよい。太陽の息吹、すなわち
そのエネルギー、光、光線を、惑星を住処とする物体そのものに変え、地上のすべて
の有機体の生きた肉体を太陽の物質とするのである。」
「＜理性とは花である＞。物質を彫啄する技術的な力が個体の能力になるには、なに
も人間や高等動物を待つ必要などなかったのだ。植物こそがその力を飼い慣らし、生
命とその発生のリズムに合わせて振動させていたのである。植物のおかげで、生命は
自分自身を最上の理性の空間に仕上げたのだ。植物があればこそ、世界と生命とは
余すところのない合致を見たのである。」
「花とは合理性のパラダイムをなす形状である。「考える」とは常に外観の領域に力を
注ぐことなのだが、そうするのは隠された内面を表現するためではないし、何かをか
語ったり述べたりするためでもない。そうではなく、異なる存在同士の交感を図るため
なのだ。理性とはそうした宇宙的な誘因構造の多様性にほかならず、それによって
様々な存在は世界を知覚し吸収することができ、また世界は、そこに息づくすべての
有機体における全体として存在できるようになる。」
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ならないようには
ならないから
自由なんだと安心して
今夜もぐっすり眠る

運命ということについて考える。
なるようになるというのは、どこか捨て鉢だ。
そこにはどうもじぶんがいないようで人まかせになる。
やっぱり命はじぶんで運びたい。
けれど命を運ぶといえるほど偉そうにもなれない。
だから仏教をまねっこして、否定の否定を使ってみる。
瞑想のとき、想う気持ちの「想」や
感受する気持ちの「受」さえも
消えてしまうところへと向かうように、
運命をはからう想や受を
消してしまうような魔法の呪文としての、
「ならないようにはならない」。
自由ということばには
じぶんとその理由がしっかりとあって、
それはとても大事なことなのだけれど、
それにしがみつきすぎると、
逆に自由に拘束されてしまうことにもなるのだ。
だから、自由でありながら、自由にしばられないように、
「ならないようにはならない」。
「ならないようにはならない」。
そうやって唱えているうちに、眠りは訪れるのだ。
めでたし、めでたし。

■句と文・柳本々々／絵・安福望
『もともとの川柳日記 バームクーヘンでわたしは眠った』
（春陽堂書店 2019.8）

「いい孤独
孤独だけど、いい孤独だよ、と言っていたひとがいて、いい孤独があんのか、と思った。
かわいい孤独とかもあるんだろうか。ある。」

「テレビがおわってから
こどものころカーテンのなかで
たったひとつ願ったこと

「ほかのは
もういいんだよ
泉のほとりで
いわれたこと

思想家のベンヤミンが、こどものころに願ったことは思いがけないかたちで叶う、といっ
ていた。

「ほかのはもういいんだよ」「え、そうなの？」「そうだよ。これだけやってたらいいんだ
よ」「そういうときがあるの？」「そういうときがあるんだよ」「そうなんだ」「ほかのはもうい
いんだよ」「ほかのはもういいんだよ」。」

にもかかわらず、願ったその願い事は叶うんだからね、と。

でも、叶ったとき、あなたはもうそれをわすれているんだよ、と。

でも、かなう。」

「霧の中霧のお馬が駈けてゆく
わたしが川柳をはじめたのは川柳作家の小池正博さんの
たてがみを失ってからまた逢おう
（小池正博（『セレクション柳人 小池正博集』）

「「特異点としていま
おにぎりをつくることを想像しましょう」
うつらうつらラジオをきいていたらふっと流れてきた。すぐにまたねむってしまったので、
なんだったのかはわからない。」

という句にであってからだった。

「いつどこでだれといたって伸びる髪

なんだかこの句が象徴的なように、わたしは人生で、なんどもなんどもたてがみをうし
なって、しっぱいしながら、うろうろしながら、ここまできたようなきがする。そのしっぱい
ごとに、そのしっぱいの度合いにおうじて、そのたびごとのだれかにであってきたよう
なきがする。しっぱいがすると、だれかにであえる。それがいいことなのかわるいことな
のかちょっとわからない。

漱石の『夢十夜』の第一夜では、男が女から「百年待っていてください」と言われる。
ちょっと足りない野菜でも買ってくるように言われる感じで、百年待ってろ、と。

しっぱいには、いいしっぱいとわるいしっぱいがあるだろう。けれど、ふしぎなしっぱい
もあるだろう。
ふしぎなしっぱいをしたい。」

『三四郎』も『それから』も『行人』も『明暗』もそうだけれど、漱石の小説では、男が愛を
女から試されるのかもしれない。もしかしたら漱石の男たちがクレイジーになるのは、
試されて試された果ての狂気なのかもしれない。
アニメ『ニルスのふしぎな旅』の「月夜に浮かぶ幻の街」では、百年の一度助けられる
死んだ街のひとたちをニルスが助けそこない、みんな、また、死んでいく。ニルスは百
年は生きられないだろうから、街のひとたちは、また百年、二百年、三百年、待たなけ
ればいけない。

「火を放ついろんな愛を知ったあと
電車を待っていたら、なんかいろんな愛があるなあ、ときゅうにわたしに言った人がい
て、たしかにこの世界にはいろんな愛があるよなあとおもった。

街のひとたちは百年も待ってる。生き返るために、漱石の男は百年も待ってる。生き返
るのを。
大勢の百年の孤独。一人の百年の孤独。」

雑な愛も、ずさんな愛も、やっつけの愛も、かんたんな愛も、むずかしい愛も、あたま
からつまさきまでとびきり価値のある愛も、水のように流れていく愛も、つかのまの愛も、
愛にむかない愛も、乱暴な愛も、おたがいほろびあいながらの愛もある。
たしかになあ、いろんな愛があるよなあ、と思う。
電車がくる。決まった時間よりはやく。わたしはあたまをさげて乗り込む。あいてもあた
まをさげる。いつもの暮らし。」
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人はからだをもって生きている以上
どんなにデジタルな世界になったとしても
アナログの世界がもとになっているが
最初からデジタルなツールを使うとき
ともすればそのことが忘れられてしまう
読むことも
見ることも
デジタルな行為ではない
けれど
デジタル化されたなかで生きていると
読むことも
見ることも
どこか変質してくるところがある
便利さや効率さのなかで
能動的な部分が捨象されてしまうのだ
アナログの世界は等身大の世界だけれど
デジタルの世界はそこから容易に解き放たれてしまう
そのことで自由になることはあるものの
それゆえに不自由になってしまうこともあるのだ
新たなかたちで
読むことや見ることの
奥行きを取り戻し
そらに展開していくためには
失われたものに気づくこと
そしてこれまでには得られていなかったものを
新たに得るという能動的な意識が必要となる

■対談 菊地信義＋稲川方人「永遠の未完成----これからの「装幀」を考える」
（「ユリイカ 令和元年12月臨時増刊号／装幀者・菊地信義」
（青土社 2019.11）所収）

人はからだをもって生きている以上
等身大の意識が欠かせない
自我もまた等身大であることが錯誤されたとき
肥大したりスポイルされたりする病を避けられない
からだをもってからだとともに
からだを超えるように
アナログでいながらデジタルとともに
アナログを超えられるようでありたい

「菊地／手作業を手離したら私の表現は成立しないんです。四〇年で一万数千
点をつくりましたが、最初からいまでもＡ３の一ミリ方眼紙に設計図を書いて、手で
デザインを作り上げる。神保デジタルがない過去には、ケント紙に写植などを切っ
てペーパーセメントで貼って台紙を作っていました。その台紙づくりがいまはＰＣ
でデータとして構築するかたちに変わったわけです。台紙がデータになった。し
かし、私はずっと同じ作業をしている。最終的なかたちが紙の台紙だろうと、デジ
タルデータだろうとあまり私には関係ないんです。
ところが、ＰＣで作る、つまりモニター上でデザインする次の世代には新しいかた
ちが見え始めています。それは、紙と方眼紙の世界からは見えない世界なんで
すよ。
稲川／そこはぜひ議論したいです。たとえば映画のなかでも、菊地さんは神保さ
んに文字に三パーセント長体をかけてほしいとか指示を出していますよね。
菊地／はい。三パーセントというのはいうなれば私の直感なんです。つまりあたえ
られた文字、たとえば「贈与論」という文字であれば、同じ書体の同じ級数でも
「贈」と「論」のあいだにある「与」は大きく見えるんです。これを小さくするというの
は、私の直感なんです。この場合の「与」であれば、天地は二パーセント小さくし
てくれ、左右は三パーセント小さくしてもいいと。これは私の目が決めていることで
す。
この三パーセントというような直感はデジタルで直接やっている人にもあるのか
しら。
稲川／直感の必要がない。
菊地／つまり数字で把握する必要がない。数字で把握するというのはある意味で
抽象なんです。デジタルで直接いじっている人は具体です。デザインしているも
の、文字なら文字、ビジュアルならビジュアルがコンピュータの画面の中、目の前
にあるわけですから。数字を意識しながらデザインする必要がない。明朝体の文
字を組む時、字画によって縦棒の大きさはまちまちです。上下の太さとバランスを
内からとらえるのが数値です。字を漠然と外から見て判断するのとはちがいがあり
ます。活字から写植、そしていまはフォントの時代になっていますが、フォントの書
体というのが決していい書体ではない。写植の時代に完成した文字をコピーした
のがフォントの文字なんですよね。完成度は低いです。
稲川／十数年前ぐらい前にくらべるとそれでも書体に関しては随分とよくなってい
ると思います。その前まではひどかったですね。
菊地／さきほどの何パーセント大きくというような話もそうですが、長い間、活字か
ら写植へ物としての文字と付き合ってきたからできあがった感覚だと思います。
稲川／デジタル元年は日本では和文操作が可能になったＤＴＰソフトで「クォー
ク」が普及した一九九五年だと言われています。デジタル化してから二五年くらい
経ったわけです。菊地さんは一九七〇年代から仕事をしています。一九七〇年
代はまだ活版と電算写植が混在している時代です。」
「稲川／重要なことですが、デジタルになったとしても、基本的にはすべて活版の
ノウハウをベースにしています。活字自体の歴史は何千年もある。わずか二五年
ほど前に更新されたいまの新しさには留意が入ります。
さらに言い足しますと、映画の中の菊地さんの「手作業」や作品集の数々の傑
作を見ていると、私はある郷愁のような感情に囚われます。私たちの経験する技
術史は、新しさと便利さ、簡略化を求める歴史なわけですが、視点を変えますと、
その新しさとは、古くなったものを排除することでもあります。技術の新しさによっ
て奪われる職能があるということです。活版の職人たち、電算オペレーターたち、
一緒に仕事をした、一緒に書物を作った彼らへの郷愁を、菊地さんの「手仕事」
から受けとりました。（略）

ちなみに、日本語であることも大きいのではないですか。つまりは、漢字とカタカ
ナ。これは偶然でしかありませんが日本語であることの幸運が菊地信義というデ
ザイナーにはあったのではないかと思います。デザインする文字が欧文だったら
どうでした。
菊地／それは、考えたこともなかったね。
稲川／欧文ですと若干事情が違ってきますよね。
菊地／そう思います。違いますよ。象形文字といわゆる表音文字、記号を並べる
だけの文字では違う。講談社文芸文庫でいろいろと実験していますが、たとえば
漢字の「鷹」という字は斜体をかけることによって、飛んでいる鷹に見える。丸ゴチ
を使えばアニメの鷹になる。ところが欧文で「Bird」と書いて、それに斜体をかけて
も鳥にはならない。これは漢字とアルファベットの違いでしょう。日本の装幀が豊
かなのは、漢字とかなの文化だからだと思います。」
「菊地／若い世代の仕事を見ると、これはMacでしか発見できなかった形だなとい
うものはいくつも見うけられます。たとえば平気でタイトルや著者名の端を切ったり
する。ああいうことはMacの画面でなければ見えないものです。私のように包含し
という結界を作ってそこに四六判のカバー前面を描いてそこに文字を置いていく
と、はみ出させるということは考えない。はみ出すことを考え出すのはアイデアで
はなくて、Macが自然に導き出すかたちなんだと思います。ああ、ここの文字が切
れていても読めるな、と。テキストから文字を切ることが求められているのではなく
て、Mac上の遊びなんです。」
「稲川／ある段階で菊地さん自身がマウスを使ってみようとか、デスクトップで文
字をいじってみようとか思わなかったのですか。
菊地／思いませんでした。というのは、私から見れば非常に不自由なんです。モ
ニターのなかにカバーを原寸に描けないんです。本当に不思議な世界ですね。
部分、部分を拡大して見る。私は原寸でしかものを考えられないんです。方眼紙
の上にきっちっとした原寸があって、はじめて見えてくる。Macを使ってデザインし
ている人たちは世界を拡大したり縮小したりして見ていて、原寸で見ることがな
い。」
「菊地／私はデザインで人と言葉とを出会わせたいという想いなんです。それが
一番強い想いです。読むというのは小説を読むだけではなく、映画も読むわけだ
し、絵だって読む。どんなものだって読むわけです。人にとって読むというのはそ
の人が読むというのは人がその人になる重要なことです。
最近よく思うんですが、「見える」ということと「見る」ということとの違い。「見える」
から「え」をとって「見る」にする。私にとって装幀の仕事は、「見えるもの」から「見
るもの」にすることです。「え」をとれ、ということです。どうしたらタイポグラフィで見
る人が「見える」から「見る」になるか。いまマーケティングによってつくられたイラス
トレーションをあしらった装幀が氾濫していて、みんな「見えるもの」になってしまっ
ている。それは「見る」こととは違う。情報を消費するだけで読むことにならない。
稲川／読者の視覚に対して「見る」力を喚起するようなタイポグラフィということで
すよね。」
「菊地／見てしまった人というのは、その見た理由を考えるんですよ。なぜこれを
見てしまったのか、と。読むという行為はその理由探しなんです。見える、見えて
いるままではただ消費しているだけです。つまり情報の消費者。情報の消費者を
情報の生産者にするスイッチが装幀だと思うんです。」

☆mediopos-1829

2019.11.18

村上春樹とジャズ
最初の『風の歌を聴け』の頃から
そこにはジャズが流れていた
『１９７３年のピンボール』の
スタン・ゲッツからはメイン・トーンとして
ぼくもちょうど大学生の頃で
ジャズばかり聴いていたころだったから
そのちょっと特別なジャズ感のためもあったのか
ずっと読み続けることになったのかもしれない
ときにこれはちょっとイケてないんじゃないか
そんなことを感じることがあったとしても
それでもつい読みおえてしまうことになるのは
そこに特別なジャズを聴くようなところがあるからだろう
村上春樹がスタン・ゲッツとフィッツジェラルドについて
こう書いているように
「どんな音楽であれ、それを取り上げるからには、
彼は美しく演奏しないわけにはいかなかったのだろう。
フィッツジェラルドが、どんなつまらない小説でも
うまく書かないわけにはいかなかったのと同様に。」
村上春樹の小説は
いまでは世界中で読まれるようになっていて
ときにはその軽さとでもいえるものが
批判の対象にもなっていることもあるようだけれど
（それもおそらく村上春樹がスタン・ゲッツについて書いているように
「もちろん類を見ない天才的な」作家だったけれど
「歴史を大きく塗り替えたというタイプの人ではない」
にもかかわらずなのかもしれない）

■村井康司
「「こういうことがつまりジャズなんだよ」----村上春樹とジャズを巡る３章」
（文學界2019年12月号 特集◎村上春樹・作家生活40年
（文藝春秋 2019.12）所収）
■ドナルド・L・マギン『スタン・ゲッツ 音楽を生きる』
（村上春樹訳 新潮社2019.8）

そこに響いているものは
「他の何にも替えることはできない」ような
「センチメンタリズムを超えた深い叙情精神」と
その裏にある「残忍なデーモン」がリズミカルに演奏するような
ぶれのない言葉の技術なのだろうと感じる
村上春樹を真似る人はいまや星の数ほどいるけれど
村上春樹でしか表現できないものが確かにあるのだ
モーツアルトがモーツアルトでしかありえないように
もちろんスタン・ゲッツがスタン・ゲッツでしかありえず
フィッツジェラルドがフィッツジェラルドでしかありえないように

（村井康司「村上春樹とジャズを巡る３章」より）
「天才テナー・サックス奏者、スタン・ゲッツ。『風の歌を聴け』のテーマが「カリ
フォルニア・ガールズ」ならば、『１９７３年のピンボール』のテーマは間違いなく
ゲッツの「ジャンピング・ウィズ・シンフォニー・シッド」だ。（略）この曲は二度に
わたって小説の中に登場する。クライマックス・シーンとも言える、冷たい倉庫
の中でのピンボール・マシンとの再会の前に、「僕」は自らを元気づけるために
この曲を口笛で吹くのだ。ちなみにこの曲は１９５１年に録音された『スタン・
ゲッツ・アット・ストリーヴィルＶｏｌ.２』に収録されていて、「スタン・ゲッツとヘッド・
シェイキング・アンド・フット・タッピング・リズム・セクション」というフレーズは、原
盤のライナーノーツからの引用だ。」
「おそらく、村上春樹は、小説中のわかりやすい表象や象徴としてジャズを使う
には、「本当のジャズ・ファン」すぎるし、「ジャズの・プロ」すぎるのだ。「その時
代の流行や最先端」のジャズは、実は他のものに代替可能だ。しかし、村上春
樹の中での「ギャル・イン・キャリコ」の入ったマイルス・デイヴィスのアルバムや、
スタン・ゲッツの「ジャンピング・ウィズ・シンフォニー・シッド」は、「作者あるいは
作中人物が本気で好き」であることによって、他の何にも替えることはできない
のである。」
「スタン・ゲッツとフィッツジェラルドは、村上春樹にとって特別な存在であるよう
だ。『ポートレイト・イン・ジャズ』の「スタン・ゲッツ」の項で、彼はこのような信仰
告白を行っている。
「僕はこれまでにいろんな小説に夢中になり、いろんなジャズにのめりこんだ。
でもぼくにとっては最終的にはスコット・フィッツジェラルドこそが小説（the
Novel）であり、スタン・ゲッツこそがジャズ（the Jazz）であった」
村上春樹はドストエフスキーの巨大さについて語り、その一方でフィッツジェ
ラルドへの愛を告白する。ジャズにおいては、チャーリー・パーカーやマイル
ス・デイヴィスがドストエフスキーに相当し、スタン・ゲッツがフィッツジェラルドに
相当するのかもしれない。
そういう意味で、村上春樹が初期の２作品でマイルスとゲッツの音楽を登場さ
せたのは、決してその時々の気まぐれではなかったのだ。」
（ドナルド・L・マギン『スタン・ゲッツ 音楽を生きる』〜
村上春樹 訳者あとがき＜叙情と悪魔＞より）
「十五歳のときから熱心にジャズを聴き続けてきた。かれこれ五十五年ほどに
なる（時の経つのは本当に速いですね）。
だから当然のことながら、僕が愛好するジャズ・ミュージシャン、高く評価する
ジャズ・ミュージシャンは数多くいる。いちいち名前をあげきれないくらいだ。し
かし「個人的にいちばん思い入れのある人は？」ときかれると、僕としては---おそらくは数秒の名目的な沈黙ののちに----スタン・ゲッツの名前をあげるこ
とになるだろう。（略）
とはいえ僕は、彼を神様や聖人のように見なし、無条件に崇めたてまつって
いるわけではない。彼は多くの問題を抱えてその人生を生きた人だった。」
「スタン・ゲッツはもちろん類を見ない天才的なテナー・サキソフォン奏者だった
が、ジャズの歴史を大きく塗り替えたというタイプの人ではない。もしこの人が
存在しなかったら、今あるジャズのかたちはなかったかもしれない･･････みたい
なこともたぶん言えないだろう。」

「それでは、スタン・ゲッツの音楽の神髄とはいかなるものなのか？
あえてひとことで言い切ってしまうなら、彼の音楽の神髄は「リリシズム」にある
と思う。それもほとんど完璧な演奏技術に支えられ、勝手にどこかにぶれて
いったりすることのない、筋の通った「叙情精神」だ。
彼の音楽スタイルは、文芸に関していえばスコット・フィッツジェラルドの文章
に似ているかもしれない。フィッツジェラルドの書いた作品には、どれをとっても、
心の微妙な揺らぎを精密にとらえて描写する、瑞々しく自由闊達な文体が見
いだせる・そしてその文体の芯には、普遍的な倫理性とでもいうべきもの
が----多かれ少なかれ----必ず含まれている。そしてそれが表面的な感傷性
に流されたりするようなことは、決してない。ドロシー・パーカーはかつて「フィッ
ツジェラルドはどのようなつまらない小説でも、うまく書かないわけにはいかな
かった」と（実に的確な皮肉を込めて）評したことがあるが、それはおそらくスタ
ン・ゲッツに関しても言えることではあるまいか。
スタン・ゲッツも、フィッツジェラルドの場合と同じように、生活費を稼ぐために、
普通であればあまり気乗りのしないような仕事も、少なからず引き受けている。
ゲッツはその人生の各所において、麻薬に溺れたり、長期にわたる離婚訴訟
に巻き込まれたり、しばしば経済的苦境に追い込まれてきた。本書を読んでい
ただければおわかりになるように、なかなか大変な人生だったのだ。そういう厳
しい状況にあって、ときには彼の才能に相応しいとは言いがたい音楽を、求め
られるがままに演奏したりもしてきた。しかしレコードになって残されている、そ
のような彼の「お仕事」演奏を今聴き返してみると、どれもそれなりに愉しく美し
く、またどこかひとつふたつ聴きどころがあることがわかる。どんな音楽であれ、
それを取り上げるからには、彼は美しく演奏しないわけにはいかなかったのだ
ろう。フィッツジェラルドが、どんなつまらない小説でもうまく書かないわけには
いかなかったのと同様に。」
「繰り返すようだが、スタン・ゲッツの音楽の神髄はそのリリシズムにある。セン
チメンタリズムを超えた深い叙情精神だ。しかそれはあくまでコインの一面に過
ぎない。その美麗な精神の裏には避けがたく、残忍なデーモンがひっそりと潜
んでいる。明と暗。光と闇。あなたは自由意志で、そのどちらかを選択すること
はできない。選ぶのはあなたではなく、彼らなのだ。そして真の美とは、根源に
そのような危険な成り立ちを避けがたく抱えたものなのだ。
スタン・ゲッツの残した音楽を耳にするたびに、できればそのことを思い出し
ていただきたい。叙情と悪魔。本書が我々に訴えかけているのは----僕が思う
に----そういうことなのだろう。」

☆mediopos-1830

2019.11.19

小林秀雄はブラームスを
「あいつ」と呼んでいる
「あいつの忍耐と意志と勇気は全部あの中に入っている」
「本居宣長」の執筆にあたって
ブラームスのレコードを繰り返し聴いていたという
「「本居宣長」は、ブラームスで書いている」
「もうベートーヴェンではやれない、
ブラームスでやらないといけない」
村上春樹はスタン・ゲッツの
「センチメンタリズムを超えた深い叙情精神」と
その裏にある「残忍なデーモン」と共振するが
小林秀雄はブラームスの
「忍耐と意志と勇気」を必要としたのだ
音楽と深く共振し
背後にその響きを伝える言葉がある
その響きを無意識のうちにも感じられたとき
その言葉はどこか特別なものとなることがあるのだろう
そしてその演奏家や作曲家から受ける贈り物は
さまざまなかたちをとりながら届けられる
小林秀雄はブラームスを「あいつ」と呼べるほどに
親密な関係のもとに置くことで
「本居宣長」を書き進めることができた

■杉本圭司『小林秀雄 最後の音楽会』（新潮社 令和元年九月）

少なからず言葉を「織ろう」とするとき
ぼくにとってもそんな音楽は欠かせない
音楽から受けとるものはどこかで響いている
言葉を「織る」ことがむずかしいのは
そんな響きが聞こえないときだ
ブラームスが「忍耐と意志と勇気」を
ともに歩むことを小林秀雄に奏でるような
そんな音楽をやがてはどこかで
たしかに持てますように

「小林秀雄の一日は、紅茶とトーストの朝食で始まった。仕事は午前中にすま
せ、午後は散歩か、仕事をしたとしても早めに切り上げてレコードをかける。そ
のあと一風呂浴びて、晩酌の支度が出来るまでまたレコード----」
「その小林秀雄が、ついに音楽との本当の「お別れ」をしてしまったかのように
思われたのは、亡くなる一年前、入院する前後のことであった。その頃になると、
病院から自宅に戻っても、疲れるからいいと言って、彼はまったく音楽を聴こう
としなくなったという。」
「しかし、亡くなる二か月前の或る夜、小林秀雄は、もう一度、音楽の方へ振り
返った。病院から自宅に戻ったその年の暮れ、テレビで放映されたユーディ・
メニューインの演奏会を、彼は最後まで聴いたというのである。
小林秀雄が、ヴァイオリンという楽器を大変愛した人であったことはよく知られ
るが、このヴァイオリニストについて、彼には、一方ならぬ想いがあった。」
「昭和二十六年のメニューイン初来日の演奏会について、当時、新聞や雑誌
には夥しい数の批評やコメントが寄せられた。（略）この時のメニューインの演
奏は、空前の前評判の高さからすれば、決して芳しいものではなかったことが
わかるのである。」
「「ヴァイオリニスト」での小林秀雄のメニューイン評は、初日を聴いた翌朝の、
「あゝ、何という音だ」という嘆声に比べれば、余程「冷静」な批評であるようにも
見えるが、メニューインに対する彼の態度は一貫しているのであって、それは、
彼の音楽鑑賞が、メニューインという「名人」に対する全幅の信頼を寄せるとこ
ろから始まっている、という点である。彼にしてみれば、演奏を楽しむも楽しま
ないも、ひとえにこの信頼関係の深浅にかかっているのであり、それに比べれ
ば、その時々の演奏の出来不出来という事実は些細な問題に過ぎない。彼の
言葉をもじれば不出来なら不出来で、不出来から得をする算段をしたらいいで
はないか。というところだろう。小林秀雄は、メニューインの名人たることを自ら
欲するように信じるのである。」
「小林秀雄と日本の音楽評論家とのメニューイン評の断絶は、つまるところ、演
奏会場で徴収がわれ知らずとるこの「知覚体制」を、「不純であるが、自然なの
である」と考える人と、「自然かもしれないが、不純である」と考えた人との決定
的な相違にあった、とも言えるだろう。無論、この「知覚体制」を極限まで延長
すれば、演奏の出来不出来はおろか、「名人」も「素人」も存在しないことに
なってしまう。それでは「冷静」な批評は成立し得ない。ところが、小林秀雄は
（略）「下手なピアニストが安ピアノを叩き乍ら、自分の耳は妙音を聞いていると
言っても、嘘をついているわけではない」とまで書くのである。
では美は信用できるか。そうである。
小林秀雄が、美との駆け引きにまつわるこの思い切った垣後を語ったのは、
メニューインが来日する八ヶ月前のことであった（「真贋」）。彼は続けて書いて
いる、「純粋美とは譬喩である」、と。美とは、誰にとっても美しかったり美しくな
かったりするような「純粋美」として存在するのではない。またそれは「名人」や
「名品」といった外部の「信用」によって定まるというのでもない。「名人」や「名
品」に対する感動を自らの裡に生み出す、自己自身の「信用」によって定まる、
と彼は言っているのである。したがって、調子の出ないメニューインのヴァイオリ
ンに対して「ふるえたり涙が出たりした」と書いたとしても、小林秀雄は「嘘をつ
いているわけではない」。」

「生前、小林秀雄は、ブラームスについては一行も書き残さなかった。唯一、五
味康祐との帯電（「音楽談義」）の中に、「あの人（ドビュッシー）はドイツでは
ワーグナーよりブラームスと近い人じゃないですか」という発言があるのみであ
る。
その小林秀雄が、実はブラームスに深く傾倒していたという事実をはじめて
示唆したのは、学生時代から彼の音楽生活を間近で眼にしていた大岡昇平で
あった。小林秀雄が亡くなった時、『文學会』の追悼特集号で行われた大江健
三郎との対談（「伝えられたもの」）で、大岡昇平は、「小林さんはモーツアルト
のほかに、ブラームスも好きだった」と伝えている。ある時、自分がモーツアルト
のオペラのメロディの美しさを言ったところ、「ブラームスだって美しい」と怒られ
たことがあった。そしてブラームスが、ベートーヴェンの第九シンフォニーの後
に第一シンフォニーを書いたことをとても誉めていたという。
その四年後、ステレオサウンド社から「音楽談義」のカセットテープが発売さ
れ、大岡昇平の証言が裏書きされることとなった。六十四歳の時に記録された
この録音には、活字として発表された対談録では削除された発言が多く含ま
れていたが、その中に、ブラームスに対する彼の熱烈な言葉が収められてい
たのである。
彼はまず、自分は音楽を聴かない日はない、自分の文章も音楽に影響を受
けていると言った上で、今連載している「本居宣長」は、ブラームスで書いてい
ると語り出す。それを受けて、五味康祐が、「先生の文章は難しいです」と返す
と、小林秀雄は、自分の文章は少しも難しくはない、あれはブラームスの音楽
が難しいようなもので、ブラームスのように肌目が細かく、おっているのだと言う。
おっているというのは、織物をおるという意味の「織る」に、道がおれるという意
味の「折る」が重ねられているようで、緻密な織物を織っていくように、音楽の諸
声部が表に現れたり裏に隠れたりしながら絡み合う、あるいは深い森の径を歩
んでいくように、主題が脇道へ逸れたり元の道へ戻ったりしながら進行する、そ
の様を、「テーマは随分先に出るが、一度出てもおれて、またどこかで出る」と
いう言い方で表現するのである。」
「彼は、もうベートーヴェンではやれない、ブラームスでやらないといけない、と
も語っているのだ。
小林秀雄は「本居宣長」をただ変奏形式で書こうとしたのではなかった。同じ
変奏形式でも、ベートーヴェンの変奏ではなく、ブラームスの変奏で文章をお
ろうとした。そしてそれは、「本居宣長」の連載とともに、彼がそれまでのベー
トーヴェン的な批評とは袂を分かち、ブラームス的な批評の道を歩むことに思
いを定めた、ということでもあったのである。」
「五味康祐との対談で、小林秀雄は、ブラームスのことを「あいつ」と呼んでい
た。モーツアルトやベートーヴェンを、彼が「あいつ」と呼ぶことはおそらくな
かったであろう。何故か。それは、彼が、ブラームスを自分の同志だと思ってい
たからではあるまいか。その同志に対し、「あいつの忍耐と意志と勇気は全部
あの中に入っている」と言ったとき、それはそのまま、小林秀雄自身の忍耐と意
志と勇気であったのであり、「本居宣長」を執筆する傍ら、ブラームスのレコード
を繰り返し聴いたというのも、この孤独な仕事を続けるために、彼がその都度、
ブラームスから「勇気」をもらい続けたということであったに違いない。そしてま
た、それはあくまで彼の晩年の書斎の中だけで生起した、この作曲家との内奥
の交感の軌跡であり、他人に明かすようなことではないとも彼は考えたはずで
ある。それが、おそらく、彼がブラームスについての発言を全て削除し、ついに
一行も書き残さなかった所以ではあるまいか。」

☆mediopos-1831

2019.11.20

四大の名が付された
４つの試練がある
地の試練
火の試練
水の試練
風の試練
現代文明は
さまざまな技術の進歩や環境の変化のなかで
これらの試練から人を遠ざけてしまい
四大は魂のなかで閉塞してしまうようになる
地の試練は
受肉しからだをもって
生きることそのもののなかにある
火の試練は
霊的燃焼過程つまり浄化とも呼ばれ
欲望を制御し内的平静と忍耐力を得ること
水の試練は
外的な試練から内的な試練へと向かい
自発的なかたちでの自制心を持つこと
風の試練は
外的なものから全く離れ
己以外の導きのないままに決断し
より高次のものへと向かうこと

■ラーシュ・ミッティング『薪を焚く』（朝田知恵訳 晶文社 2019.11）
そうした試練という言葉は
人を厳しく鍛え教え導くというような
誤解されたイメージでとらえられがちだが
４つの試練はむしろ
魂をたしかなものとするために
ほんとうの熱を与え
自由へと向かわせるための
たいせつな機会を与えるものだ
「薪」の話に深いところから郷愁をおぼえ
その熱にふれたいと感じるのも
冬の寒さのなかでの炎の力を
みずからの魂を暖める力と感じるからだろう
この『薪を焚く』という本が
ノルウェーをはじめとした各国で
ベストセラーになったというのも
（まさに四大霊を解放することこそが人間の課題なのに）
四大から遠ざかりがちな現代人にとって
魂の熱を感じさせる「薪」がテーマとなっているからに違いない

「薪はノルウェーの公の場で語られる大きな話題ではない。バイオマスエネル
ギーに基づく社会を目指すようになって初めて取り上げられるテーマだ。しか
し人と炎の関係は非常に古く、明確かつ普遍的であるから----薪は、常に
我々の一番深いところで心に触れる。」
「それでもやはり、薪焚きの喜びを全面的に受け入れてしまうのは、コストなど
金銭的な理由からではない。生きた炎の温もりに豊かさを感じる人が多いのだ。
太古のむかし、焚き火の周りに身を寄せあったように、我々は炎に引き寄せら
れる。またパネルヒーターと薪ストーブでは、暖かさの質が明らかに違う。なに
よりもまず、薪ストーブは非常に熱くなる。パネルヒーターをオンにしても、足ま
で温まることはないし、冷えきった家で霜取りをするには、電気ストーブではあ
まりに時間がかかる。電気ストーブは二〇〇〇ワットを越えることがないが、薪
ストーブなら小さな黒ストーブでも軽く六〇〇〇ワットに達するし、一万四〇〇
〇ワットまで出せるものも多い。電力による暖かさと炎による暖かさの違いは科
学的には示されていないが、身体は薪ストーブの強い暖かさに違う反応を示
す。電気ストーブやパネルヒーターは室内の空気を暖めるだけだが、炎や熾
火は太陽光と同じ性質をもった赤外線を放射する。とくにガラス扉のついた現
代的な薪素ストーブは暖かい遠赤外線を放射し、遠赤外線が安心感や心地よ
さをもたらすような強さで身体に到達すると、皮膚や身体のなかまですぐに暖
かくなる。室内の空気の流れも少なからず変化する。酸素を使うことで、空気中
にいくらか対流が生じ、ストーブは空気中の不純物を一部吸い込む。木の香り
とかすかな煙の匂い、そして常に形を変える炎の姿とともに、こうした作用に
よって、我々は焚き火のもつ太古からの魔力に惹きつけられるのである。
心地よさだけの話ではない。炎を見ると安心感を抱くように、我々は心の奥深
くで最古のエネルギーとしっかり結びついているのではないかと思われる。」
「薪焚きは人を天気そのものと向き合わせる。薪が森と家をつなぐように、人は
零下の屋外と暖かな室内をつなぐサーモスタットの役目を果たす。薪を焚く火
とは寒さと闘いながら外の薪棚まで行って部屋に戻ってこなければならない。
外が突き刺す寒さであっても、家の寒さにはなんらかの対処が必要なのだ。人
はほんの一瞬、外で生命を無防備にさらす必要に迫られ、そして炎のきらめき
のなか、洞穴の住人が抱いたのと同じ深い満足感を得るのである。
近代化が十分進んだことで、我々は過去を振り返り、ひとつ前の世代が一顧
だにしなかったものに対して心をひらくようになった、ということもあるかもしれな
い。物事はすべて繰り返す。硬質プラスチックの台所用品が普及すると、人は
木製の皿や昔ながらの日用品を火に焚べ（略）それが燃えていくのを見て喜ん
だ。ようやく、清潔に保つのが難しい、重くて荒削りのがらくたから解放された
のだ。この喜びは、今日の我々が動作の重いパソコンから解放されたときに感
じるものと相通じる。我々よりひとつ前の世代はヨーロッパナラ材の床をリノリウ
ムで覆い、スイス・シャレー風の飾りを合板の後ろに隠した。しかし我々の時代
になって、こうしたものがふたたび表に現れてきたのである。」
「一度目は木を伐るとき、そして二度目は薪を焚くとき、薪は二度、身体を暖め
てくれる。今では使い古されたこの格言も、やはりソローが『ウォールデン』に記
したものだ。おそらく薪を割るとき、積み上げるとき、運ぶとき、とソローは続ける
べきだったのだろうが、彼の人生哲学には合わなかったのだろう。アインシュタ
イン同様、可能なかぎりの簡潔さを求めた人である。」

☆mediopos-1832

2019.11.21

宇宙は無限か有限か
その問いに惹かれるのは
ひょっとしたら
私は無限か有限かという問いと
どこか共振するからなのかもしれない
無限は永遠に似ている
私がそして世界が
無限であるということは
永遠であるということにも繋がる
それは時空の制約からも自由なありようだ
私はどこから来てどこへ行くのか
その問いは
世界はどこから生まれどこへと向かうのか
という問いと共振するように
もっとも根源的な驚きは
私がいるということ
そして
世界があるということだ
存在するということは
いったいどういうことなのだろう
その問いは終わることのない問いなのだろうが
死への恐れは
私が存在しなくなるという恐れだろう
そしてそのとき
私にとっての世界もまた存在しなくなる
逆に言えば
世界が永遠な存在ではないのだとすれば
私もまた永遠な存在ではあり得ないのだ
私はたまたま生まれ
死んだらそれで終わりだという
単純な見方からすれば
そうした問いや驚きは
ほとんど意味をもたないし
死んでも私があるとしたところで
その私さえもやがて消えてしまうかどうかわからない
まして閉じた信仰の世界のなかで
私や世界を問うことは
最初から答えのある閉じたものでしかない

■松原隆彦『宇宙は無限か有限か』
（光文社新書 2019.11）

諦念という言葉はほんらい
諦めるという意味ではなく
道理をさとる心であり真理を諦観する心である
死を諦観するということは
私のそして世界の存在を諦観するということだ
まだ十代の頃
じぶんが存在しなくなるという死について
どこまでも暗黒の広がってゆく宇宙のなかに
消滅していくような虚無をイメージし
眠れない夜を過ごしたことがあるけれど
いつのまにかその無こそが
じぶんとは別のものではないような
無に抱かれてさえいるようなイメージへと
変わっていったことを覚えている
問いはぐるぐると
有限と無限のあいだをめぐるけれど
有限は無限に抱かれているのではないか
刹那は永遠に抱かれているのではないか
メビウスの環のようにめぐっているのではないか
そんな勝手なイメージのなかで
不思議に安らぐ自分がいたりもするのだ

「宇宙が無限なのかどうかというのは、現代の科学では答えの出ていない未解
決問題です。したがって、本書のタイトルに対する答えを一言で言うなら、不本
意ながらも、誰にもわからない、ということになります。宇宙はこうなっている式
の、明快で安易な答えを期待される向きには失望されるかもしれませんが、わ
からないものをわかっているかのように説明するわけにもいきません。
でも、わかっていない問題について、それがどのようにわかっていないのかを
知ることは実はとても面白いものです。わかっている問題なら、その答えを聞け
ばそれで終わりです。しかし、わかっていない問題を考えることは、宇宙の神
秘へ近づいていく過程そのものです。
答えのわかっていない問題を考えることほど、知的好奇心を刺激することは
ありません。そんな問題についてあれこれと考えを巡らせることにより、日常で
考えることとは違った考えを楽しむことができます。
現代宇宙論においては、私たちに経験できる空間の性質をそのまま大きく伸
ばしていったものが宇宙そのものではありません。有限の宇宙とか無限の宇宙
とかいう言葉の意味からして、あまり明らかではないのです。
つまる、宇宙の存在というのは常識で理解できるようなものではありません。
それについて考えることで、普段は考えるきっかけさえない世界を散歩するこ
とができます。日常の思考形式をいったん離れてみれば、違った角度からまた
日常の物事を見ることができるようにもなるでしょう。」

「宇宙がどこまでも同じように続いているかという問題と、宇宙空間が無限に続
いているかという問題は、同じではない。遠くの宇宙が私たちのまわりとは様子
が違っているにしても、宇宙空間自体は無限に続いているという可能性もある。
この場合には、無限に存在する並行宇宙という奇怪な描像は現れてこないの
だろうか。
いや、宇宙空間が無限に続いている限り、私たちのまわりと同じような場所が、
そのどこかにあるだろう。カオス的なインフレーションの場合でも、全体として宇
宙はデコボコしているが、局所的には一様な宇宙があちらこちらにある。その
中には私たちのまわりと同じような場所もある。空間が無限に続いていれば、
必ずそんあところがあるだろう。私たちのまわりだけが特別なのだと考えればそ
の限りではないが、その考えは歴史的に何度も否定されてきた。空間が無限
に続いている限り、多重に重なり合った現実のような、奇怪な描画は避けがた
いものがある。
カオス的なインフレーションの描画でも、宇宙が無限に続いているかどうかに
結論は出ない。インフォレーションが起きる前の宇宙が無限に続いていれば、
インフレーションが起きても無限のままだし、有限に閉じていれば、有限のまま
だ。インフレーション理論というのは、すでに存在している空間が膨張するとい
う理論であって、宇宙自体が生まれた原因を明らかにしてくれるものではな
い。」

「現在の宇宙の果てのように見える宇宙の地平線より向こう側にも、すでに空
間が広がっていると考えるのが妥当だ。」
「宇宙の地平線で宇宙が終わっているのではなく、さらに宇宙はその外側にも
広がっていると考えられる。その先がどうなっているのかを直接的に観測するこ
とはできないので、理論的に推測するしかない。」
「宇宙が無限に続いているとすると、地平線の内側、すなわち私たちに観測可
能な宇宙の範囲は、宇宙の全体の中ではゼロにも等しい小ささである。そんな
場所で観測されたちっぽけな宇宙の性質が、無限の宇宙全体に広がっている
のだろう。」
「むしろ、宇宙を無限かもしてない、と思うのは、単に無知をさらけ出しているだ
けではないかという気もしてくるのだ。」

「宇宙が情報からすべて作り出されたものだとするならば、物事の存在につい
ての考えを根本的に改めねばならなくなる。私たちが直感的に「ある」と思って
いるものは、実際にはその通りにあるわけではない。
そのことはすでに量子論において示唆されていた、ミクロの世界では粒子の
状態というのは直感的に把握できるようなものではないのだ。それも、情報宇
宙の考え方からすれば、もともと粒子などというものは存在していない仮想的な
ものなのであるから、特に驚くべきことではなくなる。
量子論の解釈問題もそれほど不思議なことではなくなるだろう。もともと世界
は存在していないのであるから、人間が測定を行うということが情報のやり取り
でしかない。測定する前に粒子の状態がどうであったかなど思い煩う必要はな
いのだ。
そして、測定すると複数の現実が重なり合った状態がひとつに定めるように
見えるとしても、現実自体が存在しない仮想的なものなのだから、それも見せ
かけのことだ。つまり、現実が存在しているように見えるのは、人間の頭の中に
おける情報処理の結果として、作り上げられたものだということになる。ちなみ
に、人間の頭自体も情報の中に生まれた見せかけのものだ。」
「情報宇宙の考え方はかなり極端であるし、具体的にそのような考え方による
完成された物理理論があるわけでもないが、それを否定することも現段階では
難しであろう。ここでも、別に情報宇宙が宇宙の真実だと主張しているわけで
はない。だが、もし情報宇宙の考え方が正しく、私たちの思い描くような宇宙は
ひとつも存在しないのだとすると、時間や空間も存在しないことになる。
この場合、時間も空間もないのだから、宇宙が無限に続いているのかという
問題も意味がなくなる。空間というものは、情報を処理する過程で現れてきた
二次的なものであって、それがどこまで広がっているかというのは、情報がどこ
まで広がっているかによる。情報のないところに空間もないのだから。」

「数学の世界では別だが、物理学では普通、無限大というものを有限の数が大
きくなった極限として扱う。最初に、非常に大きいけれども無限ではない、何か
有限の数を想定する。そして、その有限の数について計算していき、最後の結
果が出た時点で、その数が十分大きいという極限を考えるのだ。
最終的な結果は必ず有限の数になるべきだ。なぜなら基本的に物理の計算
というのは、最終的には測定できる数値を求めるのが目的だからである。人間
に測定できる数は、必ず有限の値だ。そうでないものは測れない。測れないも
のに対して何か答えが出てきても、それが正しいかどうかを確かめる手段がな
い。
途中で無限大とみなされるような量が出て来ることがあるが、計算途中ではそ
れを十分に大きいが有限の数として扱うのである。そうでなければ、計算でき
ないからだ。そして、その無限大とみなされるような量がどんな数であっても、
最終的な答えには影響しない。というよりは、影響しないような量にだけ意味が
ある、と言った方がよいかもしれない。
このような計算では、無限大をあたかも有限の数のように考え、その有限の数
の大きさがどんどん増えていくようなイメージになる。それが、物理学における
無限を扱う方法である。」

☆mediopos-1833

2019.11.22

科学では説明できない
という科白は
それが謙虚さゆえにでなければ
科学的に証明できないものは認めない
というステイトメントに他ならない
科学的でなければならない
というステイトメントは
その「なければならない」のなかに
希望や意志や意地のようなものが多分に含まれていて
それが科学的であるとはいえないだろう
世界は驚異と怪異に満ちている
科学的であるというレッテルを貼れるものは
ほんのわずかな場所でしかないにもかかわらず
現代はそのレッテルが幅を効かせている
かつて科学と技術の関係について
さかんに議論がなされたこともあったが
いまやその違いは実質的に差異の意味が希薄となっている
結局のところ
技術化の伴わない経済的価値のない科学は
ほとんど顧みられなくなっているところがあるのだ
そこでは科学本来のなかにある驚異と怪異への冒険は
存在価値があるとは見なされなくなってしまう

■〔監修〕国立民族学博物館・〔編著〕山中由里子
『驚異と怪異／想像界の生きものたち』（河出書房新社 2019.8）
■寺村摩耶子
「聖なる怪物たちの祝祭／闇への想像力を呼びさます魔術的世界のゆたかさ」
（「図書新聞」2019年11月23日／3424号、所収）

世界の様相は
人の想像力を反映した姿で現れる
それは政治と経済
そして教育の世界に強く見られるところだ
せめて『驚異と怪異／想像界の生きものたち』のような
ファンタージエンにつながり得る祝祭が
ひとのなかに生き残ってくれることを祈るばかりだ

（山中由里子「驚異とは」より）
「古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、「驚異することによって人間は、〔中
略〕知恵を愛求し（哲学し）始めたのである。〔中略〕このように疑念をいだき驚
異を感じる者は自分を無知な者だと考える。」（略）と述べている。つまり、人は
驚異し、疑念をいだき、自らの無知を自覚することで、科学的・哲学的探求の
起点に立つ。アリストテレスはまた、「学ぶことや驚嘆することは概して快い」とも
述べている。驚異は知識につながるだけでなく、驚異の対象は知りたいという
欲望の的となるため、快をもたらすというのである。
既知の世界の周縁で目撃されたという人魚や巨人族など、不可思議な生き
もの・民族・現象にまつわる語りは古代ギリシアの人びとを魅了し、自然界に関
する知識体系に組み込まれた。こうした驚異なるものに関する知識は中世の
ヨーロッパと中東イスラーム世界に書物や絵画や語りを通して受け継がれた。
（略）
しかし、近世から近代にかけ、ヨーロッパ人によって地球の隅々が「発見」さ
れ、西洋近代的な理性が威勢をふるうようになるとともに、科学的に証明されな
い上方は、「超常現象」や「未確認生物」としてオカルトの範疇に閉じ込められ、
古代から中世にかけて驚異と深く結びついていた「知」と「快」は切り離されて
いった。」
「驚異はすっかり飼い慣らされてしまったのか？ いやいや、人間の目が届か
ないところに、まだまだ不可思議なもの、怪しいものがいるかも／あるかもしれ
ないという謙虚さと、好奇心は失ってはいけないだろう。」
（榎村寛之「怪異とは」より）
「近代、夜の闇は消え去り、幽霊や妖怪変化は過去の存在になった･･･のだろ
うか。都会から消えた闇は人の心の中に生き続けている。闇は活力として生き
続ける「それ」を、現代の我々は名付けるすべさえ失っているかに思える。
それに比べ、「怪異」という言葉の背筋をくすぐるような響きの何と心地よいこ
とだろう。怪異は今もって魅惑的なのである。」
（山中由里子「はじめに」より）
「人は、「あり得ない」生物や生理現象、あるいは「あり得ない」物理現象（異常
な音、光、モノの動き）に出会ったとき、驚き・怪しみ・不思議・不気味を感じま
す。それは、自然界の規則性から得られた、生物や物理現象に対する直観的
理解が、進化の過程で人間の脳の回路にプログラミングされているからで、こ
の規則性からズレるものに出会った時に混乱するためです。そしてその混乱を
解消するために人は、理解不能な現象の原因に霊、神／カミ、悪魔、妖怪な
どの、見えない力の存在を想定する精神メカニズムをも備えました。しかし、人
間の脳には限界があり、直接感知できない存在の姿を想像するためには、既
知のイメージの部品をなんとか駆使して心像を描くしかありません。その表象
のプロセスには、文化人類学者レヴィ＝ストロースのいう「ブリコラージュ」（寄
せ集め）の思考が見てとれます。
第一部「想像界の生物相」には、地球上の動物界、植物界、鉱物界に見出さ
れた素材をブリコラージュした多様な合成生物が並びます。ここでは想像界の
「生態圏」を水、天、地のセクションに分けていますが、例えば、水のセクション
にいる人魚たちは、魚やアザラシなど、水に生きるヒレ動物と地上に生きる人
間が融合した合成獣です。つまり、想像界の生きものたちの多くは、水と地の
間の境界領域に属する狭間の不思議なクリーチャーなのです。
第二部「想像界の変相」では、「聞く」、「見る」、「知る」、「創る」のセクションの
順に、未知なる世界の驚異や常ならざる怪異が、どのように認識され、知識体
系に整理され、創作のインスピレーションとなってきたのかを探ります。驚異や
怪異が近代的理性の発展とともに、科学的に証明できない「未確認生物」や

「超常現象」として、ファンタジーやオカルトの範疇に閉じ込められてしまう以前
には、不可知の世界があることを受け入れる謙虚さ、おおらかさを内包した総
合知がありました。人魚も河童もこの世のどこかにいるかもしれない、見たこと
がないからといって否定すべきでないという寛容な知の在り方には、われわれ
も学ぶところが多いように思います。」
（寺村摩耶子「聖なる怪物たちの祝祭」より）
「秋田のなまはげもＣＭに出演するととたんに霊力が弱まってしまうように思わ
れる今日この頃、見えないものへの畏敬にみちた展覧会には学ぶころが多い。
何よりも異形のものたちがどこまでも愛すべき「クリーチャー」として存在してい
ること。「驚異と怪異」展の書物版にして美しい図鑑でもあるような図録では、そ
れぞれの「生きもの」に深く関わってきた人々のコラムをとおして、その由来や
伝承を知ることもできる。（略）
「驚異と怪異」の世界は奥深い。受容史ともいうべき「驚異と怪異の文化史」
では、マンデヴィルの『東方旅行記』やキルヒャーの『中国図説』など、どこかで
見覚えのある書名の実物と出会う。幻想文学と美術の先達・渋澤龍彦に思い
を馳せた。」
「「驚異と怪異」のクリーチャーたちはまさにノアの方舟から取り残された者たち
ともいえる。時代の境目に現れるという怪物たちは何を伝えようとしているのだ
ろうか。
太古の夢を語りつぐもの。翼の上半身と馬の下半身をもつ人間や、大地と水
のあいだを彷徨うものたち。彼らはじつのところ私たち自身の姿であるように思
われる。」

☆mediopos-1834
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知識は
それと知らぬまま
浅知恵となり
愚かさを積み重ね
善意は
それと知らぬまま
偽善となり
悪さえも凌ぎ
アートは
それと知らぬまま
アーティフィシャルとなり
野生をスポイルし
教えは
それと知らぬまま
洗脳となり
知恵を殺してしまい
ひとは
どれほどそのプロセスを踏めば
その傲慢さを脱し得るのだろう

■coyote「Let's talk about our Future 映画「ARTIFISHAL」は教えてくれる」
（コヨーテNo.69 Winter 2020 所収）

けれど人は
その傲慢さの生み出すものを引き受け
愚かさをおろおろ歩くことで
そこから何かを学ぼうとしているのだ
そう信じたい
知ることが愚かなのではない
知ることを驕ることが愚かなのだ
善意を持つことが愚かなのではない
偽善に気づかぬことが愚かなのだ
アートを創造することが愚かなのではない
アートの源に気づかぬことが愚かなのだ
教えることが愚かなのではない
みずからを教えぬことが愚かなのだ

「パタゴニアの創業者、イヴォン・シュイナードが制作責任者を務めた映画
「ARTIFISHAL（アーティフィッシャル）」は、二〇一九年九月にパタゴニアストア
で巡回上映されて話題を集めた作品だ。「ARTIFISHAL」とは、
ARTIFICIAL（人工的な、不自然な）とFISH（魚）を掛けた造語。サブタイトルに
ある「絶滅への道は、善意で敷き詰められている」という言葉が示唆するように、
本作はサーモンの生息数を増やすための孵化場と囲い網養殖場が野生サー
モンを絶滅の危機に陥れているという驚くべき研究結果を様々な視点から検
証し、学者や活動家の証言をもとに構成したドキュメンタリー映画だ。
舞台はカリフォルニア州の孵化場から始まる。野生魚を捕まえて卵と精液を
採取し、人工飼育した稚魚を川に放流する。サーモンを繁殖させために長い
間行われてきた方法だ。この孵化場の目的は、ダムができたことで川を遡上で
きなくなったサーモンの生息数の消滅を緩和すること。
野生のサーモンが重要視されるのには理由がある。サーモンは魚類の中で
も複雑な生態をもつ魚だ。川で生まれて海へと向かい、海の栄養を取り込んで
大きく成長し、再び産卵のために川に戻ってくる。彼らは時に一六〇〇キロ以
上も内陸へ向かって旅をし、産卵した後に息絶える。その死骸は森に住む無
数の生き物の餌や養分となって、海と森を循環させる役割を果たしているのだ。
人間は、あらゆる問題は科学技術で解決できると信じてきた。その考えのもと、
必要な生き物を工業化したのだ。牛や豚や鶏のみならず、そこには魚も含ま
れている。それがアメリカの魚類・野生生物管理の基本だった。では実際、孵
化場の魚を川に放流するとどうなるのか。人工孵化場が存在する場所では、
野生魚の生息数は絶滅の傾向にあることが最近の研究で明らかになってきた
のだ。
本作の中で、イヴォン・シュイナードは次のように述べている。
「魚の孵化場でやっていることは、鶏の飼育と同じこと。一カ所で無数の鶏を飼
育することは経済的に意味があってもそこで生産されるのは本当に劣等な鶏
だ。自然が川で生産する魚の数よりも多くの稚魚を放とうというのはまったく間
違っている。野生魚の数を増やすどころか、結果的にすべての魚を絶滅させ
ることになる」
孵化場では自然環境下に比べて魚に苦難を経験させられない。それに近親
交配を重ねて飼育された結果、遺伝子的に劣る魚が生まれ、それらが野生で
放卵すると野生魚の遺伝子を実査に劣化させてしまう。それは囲い網養魚場
も同じ結果を招く。人間の行いは自然淘汰を逆転させて、魚を退化させてし
まっているのだ。」
「本作ではもうひとつの問題にも触れる。それはなぜ孵化場が増え続けてきた
のかということだ。魚の飼育にお金を払っているのは誰で、恩恵を受けている
のは誰なのだろうか。ワシントン州だけでも一七四もの孵化場があり、毎年一
億九千万匹のサーモンを生産している。孵化場の建設には、その維持も含め
ると毎年莫大なコストを費やしている。孵化場は資源保護の観点ではなく、釣り
という巨大産業のお金をめぐって政治のコマとなっているケースが多いのだ。」
「だからといって悲観してばかりではいられない。同時に野生魚には驚くべき
回復力が備わっていることもわかってきたのだ。孵化場を閉鎖し、川を復元さ
せることで野生の魚が戻ってきたという希望的記録も本作では紹介されている。
イヴォン・シュイナードは言う。
「間違ったことをする正しい方法はない。正しいことは、私たちが破壊した川と、
ダムで堰き止めて排水溝にした川を修復すること。野生魚が住めるように。この
小さな問題は私たちが惑星全体にしていることの現れだ。これは私たちと魚と
の関係以上のもの。私たちは自然と連動するのではなく、いかに自然をコント
ロールしようとしているか。野生という自然がなく、こうした偉大で象徴的な種の
存在しない世は貧しい世だ。野生種をすべて失えば、私たち自身を失うことに
なる」

システムが機能不全に陥っているとわかった今こそ、一度引き返して自問し、
前進のための正しい道かどうかを考える必要があるのではないかと、この映画
は考えるきっかけを与えてくれるだろう。」
■patagonia FILMS「ARTIFISHAL アーティフィッシャル」
絶滅への道は、善意で敷き詰められている。
https://www.patagonia.jp/artifishal.html

☆mediopos-1835
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昨日イベント仕事をしていて
音源のちょっとしたトラブルがあり
それをきっかけに
同世代に近いひとたちと
しばらく音楽の話に四方山話が咲いた
「いい音」の話というわけではなかったけれど
はじめて音楽を聴き始めた頃の話やオーディオ機器の
話
トラブルのもとになった「カセットテープ」の話など
ちょうどＳＷＩＴＣＨが
「いい音」の話を特集していて
そのなかに村上春樹へのインタビューがあった
「いい音」というのは
ぼくにとっても
たしかに「心に届いた音」
そしてそれは「自分のための音」に他ならない
けれど村上春樹も語っているように
「自分にとって何がいい音かを見つけるのが、一番大事」
「でもそれが結構難しい」
音楽にかぎらず
自分にとって何がいいものなのか
それを見つけるのは難しい
もちろんそのときどきに
偶然のようにふれたものから
深く影響を受けることがあって
はじめてそれが見つかることもあるわけだけれど

■INTERVIEW 村上春樹「その音が僕を励ましてくれる」
（ＳＷＩＴＣＨ VIL.37 NO.12 DEC.2019 所収）

それが自分のなかに確かに届いて
「琴線に触れる」かどうかが問題で
触れるか触れないかの違いは
自分のなかにその
激しく振動する弦があるかどうかなのだろう
ずっと響き続けている音もあれば
思いもかけず訪れ
ぼくを激しく揺り動かす音もある
ぼくのなかには
どんな楽器が潜んでいるかわからないけれど
いまだにぼくは自分のなかの楽器を
激しく震わせるものを探し続けている
毎日それをひとつ以上
見つけることを課題としながら

「結局、僕のこのシステムは誰か他の人に聴かせるためのものではないんです
よね。自分だけが聴いて、自分が納得していればいいという音。人を呼んで、
「どうだ、いい音だろう」と自慢するものではないから、気持ちも楽なんです。人
がどう思うと関係ない。これが分の好きな音なんだ、という感覚で聴いているの
で。だからこれ以上音を純粋に追求していきたいという思いはまったくないで
すね」
----そもそも聴きたいレコードを聴くためにオーディオシステムがあるわけで、
聴きたい音楽がなければ、オーディオに興味が向かないと思うんです。
「僕の場合はそこが本当にはっきりしていて、ソースはアナログ、時代は五〇年
代から六〇年代、というふうにきわめて限定的なんです。でもそうやって聴くも
のを絞ることで、自分の聴きたい音も見えてくるんですよね。それを、あっちも
聴きたいこっちも聴きたいとやっていると、好きな音も絞りきれない。いい音とい
うのはいい文章と同じで、客観的な基準が特にあるわけじゃない。自分の身の
丈に合った文章というのが一番使いやすいわけです。人によっていい音という
のは全然違うし、いい文章も違う。自分にとって何がいい音かを見つけるのが、
一番大事であって･･････でもそれが結構難しいんですよね。人生観と同じで」
----そんな村上さんの音の価値観はどのように育まれて、いつ頃からはっきり
とした形になっていったんでしょう。
「ジャズ喫茶をやめて一人で音楽を聴くようになって、そこからいろいろ変わっ
てきたんじゃないかな。人のための音じゃなくて、自分のための音というのがど
ういうものか。それが大事になってきますからね。そしてそれは、自分を励まし
てくれる音なんです。僕は日々この部屋でもものを書いているわけじゃないで
すか。それを励ましてくれる音が必要なんですね。ではどんな音が励ましてく
れるのかというと、それは経験で学んでいくしかないわけです。自分を励まして
くれる音楽の種類やジャンルを選ぶのと同じように、音も選んでいく」
----自分を励ましてくれる音楽があり、自分を励ましてくれる音がある。
「いくらいい音楽でも、悪い音で聴いたら心には届かない。逆にどんなにいい
音でも心に届かない音楽というのもあるけれど」
----結局は、心に届いた音が「いい音」なんですよね。少年時代にラジオで
ビートルズやビーチ・ボーイズを聴いて感動した、その時の音はいい音なんで
す。
「中学生の頃、出てきたばかりのビーチ・ボーイズを聴いたのはモノラルのトラ
ンジスタラジオだったけれど、やっぱり心にビーンと来るんですよね」
----その音がある意味村上さんにとっての原点みたいなものですよね。
「十代の頃はクリーデンス・クリアウォーターリバイバル（ＣＣＲ）の曲をモノラル
のラジオで聴いて「すげえカッコいい！」と思うんだけど、年を取って同じ音楽
を聴くと、やっぱりいい音で聴かないと心のグッと来ない。オリジナルの同時代
的体験と追体験とはどうしても異なるものだから、だからこそ大人になったらそ
れなりの装置を手に入れて、それで聴きましょうよ、と。ＣＣＲなんて、今いい音
で聴くと本当にカッコいいですから」

☆mediopos-1836

2019.11.25

ジョン・ケージはぼくにとっては
音楽家である以上に永遠の前衛思想の主だ
彼は常に新しい耳を持とうとする
古い発想を恐れ新しい発想へ向かう
愛することに境を設けず宇宙へと向かう
精神を柔軟にするために
政治や教育から自由になろうとする
そしてすべての音がすべての人がすべての存在が
宇宙の中心となっている世界を生きようとする
たしかに前衛という言葉は
すでに死語になっているところもあるが
ケージの意図した前衛をふまえた
新たな言葉は生まれてきてはいない
少し前までは
精神という言葉や
霊性といった言葉を使うことさえ
まるで放送禁止用語であるかのように
忌避されてさえいた
けれどもそうした言葉を
ほんらいの意味で復権させるためには
前衛という
新たなものを生み出す源泉となる
言葉を復権させる必要があるのではないか

■白石美雪『すべての音に祝福を ジョン・ケージ 50の言葉』
（アルテスパブリッシング 2019.9）

「新しい耳、おめでとう」
「「Hpaay New Year!」との語呂合わせから生まれたこの言葉を、ケージは日本
の音楽愛好家に贈った。一九六三年一二月、日本のラジオ局から新年に向け
て一分程度の挨拶を求められ、ケージは次のようなメッセージを書いたのであ
る。「影の動きに損なわれないなら絵画は絵画であるように、環境音に中断さ
れないなら音楽は音楽である。聴く人に関する限り、問題の核心はどこにある
のか。それはこうだ。耳をもっているのだから、それを使ってみよう。新しい耳、
おめでとう！」聴く人が耳をきちんと使えば、これまでの狭い音楽概念を超えて、
あらゆる音を音楽として捉えることができるはずだ。まさに新しい耳の誕生であ
る。」
「なぜ、人びとが新しい発想を恐れるのか、理由がわからない。私なら古い発
想を恐れる。」
「「万物は流転する」。つまり世界はたえず変化し続けていて、同じ川に二度入
ることはできないという主張は、古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスの思想とし
て、プラトンが対話編で言及したものである。ヘラクレイトスはその背後に火とし
てのロゴスの存在を強調するのだが、同じような思想が古代中国の形而上学
だった『易経』にもみられる。」
「一九五〇年から易占いにこだわってきたケージの創作を貫く理念を一つ挙
げるなら、「変化」ということになる。すべての物事は変化する。それは個人の
体験についても同じだ。昨日、起こったできごとによって、今日の自分が体験
するものは変わる。観方や聴き方は日々、変化していくのである。だから、一つ
の発想や思考は日々、古びていく。そこで立ち止まってしまうとしたら、私たち
は変化し続けている世界から取り残されてしまう。自分の芸術を、自然の、環
境の、社会のモデルと考えて来たケージが立ち止まることを恐れたのは不思
議ではない。」
「愛国心？ それは宇宙へ持っていけ！」
「偏狭な愛国心を乗り越えたという意味では、音楽史においてもバルトーク・
ベーラの例がある。二〇世紀初頭、祖国ハンガリーへの熱烈な愛国心を表明
したバルトークは、古いマジャール民謡を採集し保存するフィールドワークやピ
アニストとしての国際的な活動を経験したのち、国家や民族を超えて思考する
コスモポリタン（国際人）となった。自民属を深く愛した彼は他国にも同じく愛国
心をもつ人びとがいることを実感できた。コスモポリタンという言葉からは現在、
ヨーロッパで存続や離脱をめぐって激しい議論が展開されているＥＵや国際連
合など、現実に国を超えて存在する組織がイメージされる。だが、ケージが言
おうとしていたのはそういうことではない。国家や民族を超えるだけではなく、
愛国心を宇宙までもっていってしまうのだ。
もちろんＳＦのような宇宙連邦を構想したのでもない。ケージの脳裏にあった
のはアナーキズム、つまり国家といった政治体制のない状態を実現することだ。
バックミンスター・フラーが「宇宙船地球号」という言葉で表明した、国家を超え
て地球を一つの宇宙船と捉える考え方がヒントになった。」

「前衛とは精神の柔軟性だ。そして夜のあとに昼が来るように、政治や教育の
餌食にならなければ、精神は柔軟になる。」
「確かに二〇世紀の音楽を牽引してきた「前衛」の思潮、すなわち歴史上、か
つてなかった新しい音楽を創造しようとする動きは、総音列音楽や音群作法が
一世を風靡したあと、閉塞状態にあった。」
「しかし、ケージは「前衛」が存在し続けていることをいささかも疑っていない。
なぜなら、彼にとって「前衛」とは芸術史上の思潮ではなく、どんな人にも必然
的にそなわっている精神の在りようだったからである。政治に象徴されるような
権力によって、あるいは学校などの教育によって過去の価値観へと誘導される
ことがなければ、精神は柔軟性を保つことができ、新しいものを生み出す源泉
となる。そして、ケージ自身、何歳になってもしなやかな精神を失うことのなる
「前衛」であり続けた。」
「一つ一つの音が宇宙の中心にあって、耳を傾ける価値があると思います。」
「「宇宙の中心」という表現は鈴木大拙から借りたものだ。ケージは一九五八年
の「コミュニケーション」という文章のなかで、大拙が「無礙」を「全宇宙において
個々の物事と個々の人間が中心にあり、さらに中心にある各々の存在こそ、あ
らゆるもののなかで最も尊いものであることを示している」と説明したと記してい
る。一つではなく、すべてが中心であるという世界観は、あらゆる音に興味を感
じてきたケージの感性を裏打ちするものだった。それからも生涯を通じて、「宇
宙の中心」を語ることになる。」

☆mediopos-1837

2019.11.26

人はみずからの心とともに
身体をもって
その不可解な不思議を
生きてゆかねばならない
言葉の根源には
歌があったように
詩の根源には
心とそれを生み出す母型がある
そして吉本隆明という詩人は
同時にその批評家であるという矛盾のなかを
それらの根源へと向い
それを生きようとした
「心」はあらゆるイメージ（幻想）を
生みだす「母型」であり
個体幻想・共同幻想・対幻想という
３つの領域をもつそれらの「幻想」を
生きざるをえないというところから
『共同幻想論』と『心的現象論序説』で
人間の心の構造を探求し
『母型論』と『アフリカ的段階について』で
人類史の起源へと向かうことになる
「なぜ人は、破滅的な幻想に巻き込まれるのか？」
という吉本隆明の問いは答えを見出し得ただろうか
その問いに答えようとすれば
「幻想」を生みだすさらなる根源へと向い
さらに問いつづけなければならないだろう

■安藤礼二『吉本隆明 思想家にとって戦争とは何か』
（シリーズ・戦後思想のエッセンス／ＮＨＫ出版 2019.11）
心のはるかな母型としての「無」は
創造であるとともに破壊でもある
それらのダイナミズムとともに
生みだされてくる個体や共同や対なる「幻想」
そしてそれらのさらに根源へと遡りながら
新たな「心」は生まれてくることはできるだろうか
少なくとも私たちは
吉本隆明が探求を続けたように
これまで「心」が生みだしてきたものを
自覚的なかたちで問い直していかねばならないだろう
できうればポエジーが
その問いそのものを深めるものでありますように

「後世の人から、結局のところ吉本隆明は一体なにを表現しようとしていたのか
と尋ねられたとき、迷うことなくこう答えることができる。吉本隆明とはなによりも
「詩」を書き、そしてそれと同時にその「詩」の言葉を根底から考え抜いた人で
あった。つまり「詩語」の発生を自ら生き、その発生の条件を徹底的に考え抜
いた人であった、と。しかしこのような二つの側面が、一人の書き手のなかで両
立することはきわめてむずかしい。「詩人」であり、同時に詩の「批評家」（「理論
化」）であること。両者は互いに激しく矛盾し、その矛盾ゆえに特異な個性と豊
かな作品世界とが生み落とされる。それが吉本隆明の書くものすべてのきばん
となっているのだ。」
「吉本隆明は、なによりも「詩語」が発生してくる起源の場所、表現の「母型」を
求めた思想家であり、表現者であった。しかし、その「母型」は、「戦争」という未
曾有の体験を徹底的に反省することから抽出されたものである。」
「最も強靱な表現とは、自己を物理的にも精神的にも抹殺しようと襲いかかる
「制度」-----その最大のものが「国家」および「国家」が引き起こす戦争であ
る----との闘いのなかから生まれてくる。
吉本隆明にとって、現実の相対的な「制度」を破壊し、超現実の絶対的な
「法」（おそらくそれは究極の表現そのものである）へと赴こうとしたのがイエスと
親鸞である。吉本の思索はイエスにはじまり親鸞に終わると考えることも充分に
可能である、現実の相対的な「制度」の解体は、超現実の絶対的な「法」を顕
現させる。それは現実の「制度」を体現する「国家」、その基盤となる「共同幻
想」を消滅させることである。」
「「戦争」を条件とした「母型」の探求･･････。吉本隆明は、三つの連続する著
作で、あらゆる表現（さらには制度）が生み出されてくる「母型」の構造を、言
語・共同幻想・心的現象に探った。」
「吉本にとって、人間はいかなる意味でも「幻想」を生きざるをえない動物であ
る。人間の全幻想領域は、相互に相容れない三つの領域に分かれている。個
体の幻想、共同の幻想、そして＜性＞の関係を軸とした「対なる幻想」である。
アジアにおいては、この「対なる幻想」こそが、個体の破壊的でアナーキーな
幻想を、共同の幻想へと共振させ、それを共同体の中心へと凝集させるので
ある。
つまり逆に言えば「対なる幻想」を自律させることができれば。個体の幻想を
共同の幻想から引き剥がすことができる。国家に抗する共同体、国家に抗する
家族という「対なる幻想」、神話的かつ現実的な南島の＜姉妹＞と＜兄弟＞、
さらには未来のアマテラスとスサノオには、そのような幻想を構築するための実
践が求められていたのである。」
「南島は、あらゆる忌め0字と原初の詩的言語を産出するアジア、「母」なる大
洋だけでなく、潜在的に無限の可能性を秘めたアフリカの草原にも通じている
のである。柳田國男から吉本隆明へ、いまこそ、その新たな学が命名されなけ
ればならないであろう。もちろん吉本「母型論」の批判的な再検討を経た上で、
ではあるが･･････。」
「吉本隆明が生涯の課題としたのは、人間という生物に固有の、創造と狂気を
ともに「私」にもたらす心的世界の解明である。心的世界は、自然と身体の狭
間に、しかもそも両者から二重に疎外された場所（トポス）に存在し、二つに引
き裂かれている。「生命体は、外側を無機的自然に開き、内側を＜身体＞に開
くひとつの渾沌とした心的領域を形成している」。

だからこそ、「心」とは、意識と同時に幻想が発生してくる位相的（トポロジカ
ル）な場そのもののことでもあるのだ。「私は外界の無機的な自然物をみている
のと同じように、わたしの＜身体＞をみている。このとき、わたしの＜心＞は、
外界の無機的な自然と、わたしの＜身体＞という有機的な自然物からと共通
に抽出され、疎外された幻想領域を保存している」。
（略）
個人のもつ破壊的で反社会的な幻想を他者との性的関係を軸とした対幻想
を媒介とすることによって、ちょうど個人の幻想とは倒立した----つまりは個人
の幻想を圧殺するような----かたちで存在する共同の幻想へと接合すること。
類の永続と個の消滅を、生命の連続と非連続を、幻想によって一つに重ね合
わせてしまうこと。その時、個人の幻想は、対幻想とともに、その極限の地点に
おいて、共同の幻想によって「浸蝕」され尽くしてしまうのである。それが「死」と
呼ばれる場所なのだ。人間は限りなく「死」に近づいてゆくことによって、また、
「死」の場所（「他界」）に自ら立つことによって、幻想を発生させるメカニズムと、
その幻想を解体させるメカニズムの両方を、その手にすることができる。そのと
きはじめて、「死」は無化され、解体されるのである。」
「「なぜ人は、破滅的な幻想に巻き込まれるのか？」。自らが滅ぼされると分
かっていながら、なぜ戦争に、根源的な破壊に、我を忘れて熱狂してしまうの
か。吉本隆明が、文字通りその生涯を通して考え続けた問いである。しかし同
時に、そのはじまりから、吉本は、きわめて完結に答えを提示してくれてもいる。
それは「心」をもってしまったからである。破壊的な幻想の原因、戦争の母胎に
して戦争の「母型」とは、人間がもたざるを得なかった「心」にこそ存在している。
ほぼ同時に書き進められた『共同幻想論』と『心的現象論序説』は、まさにそ
うした、人間がもたざるを得なかった「心」の構造を徹底的に探求したもので
あった。『母型論』と『アフリカ的段階について』で、「心」の探求は、いわば人類
史の起源にまで到達してしまう。「心」は、さまざまなイメージ（幻想）を生み出
す母型である。大海原のような、大草原のような、創造的なゼロ（「無」）である。
同時に、すべてを「解体」してしまう、つまりはすべてを破壊し尽くしてしまう、破
壊的なゼロ（「無」）でもある。
親鸞は、そのような解体でもあり創造的でもあるゼロに、この身をもったまま還
ることを説き、実践した。ゼロとしての「心」からは、二重の疎外を乗り越えて、内
的な自然にして外的な自然とダイレクトに結びついた始原の言葉、始原の詩
が生まれてくる。しかし、そうした始原の言葉、始原の詩は人間そのものを、内
的な自然および外的な自然ともども破壊してしまう力をもっている。「幻想」（イ
メージ）が向こうから近づいてくる「時」とは、もはや人間が跡形もなく壊れ果て
る「時」でもあるのだ。
宮沢賢治の裏側敏は麻原彰晃が潜み、麻原彰晃の裏面には宮沢賢治が潜
んでいる。戦争を真に理解するためには、人間のもつ「心」の構造を真に理解
しなければならない。極東の列島に固有の問題であるとともに、人類にとって
普遍の問題でもある。近代的な問題であるとともに古代的な問題でもある。
問いはいまだひらかれている。」

☆mediopos-1838

2019.11.27

病気であるということ
病気を治療するということ
病名がおびただしく名づけられ増殖し
それに対する治療方法が処方箋として示され続け
（病気であるということは）
（いったいどういうことなのだろう）
病気の原因ということ
病気の原因を取り除くということ
顕微鏡のなかに病気の原因を見つけ
その病原菌を殺戮することを治療と称し
（病原菌を取り除けば）
（治療することになるのだろうか）
身体ということ
身体が病気になるということ
身体ということが定義され
その表象された身体にとっての病気が示され
（表象されえない身体は）
（いったいどこにあるのだろう）
正常であるということ
異状であるということ
標準化された基準にもとづいて
正しい範囲かそうではないかが判断され
（正常が示されるがゆえに）
（異状が生まれるのではないか）

■田中祐里子『病む、生きる、身体の歴史／近代病理学の哲学』
（青土社 2019.5）
自己であるということ
自己ではないということ
私であるという境界を超えたところで
私であり私でない生命が交錯し
（私のなかに他者はあり）
（その他者は私なのか私ではないのか）
生きているということ
死ぬということ
だれが生きているのか死にゆくぬのか
忘れられた魂はそのゆくえのわからぬまま
（死にゆくことは謎だが）
（生きていることもまた謎そのものではないのか）

「デイヴィッドは「ママ」が大好きだった。だからデイヴィッドは「人間」になろうと
する。デイヴィッドはクマのぬいぐるみを抱きながら旅をする。できるならその長
い旅が、きちんとデイヴィッドを傷ませ、疲弊させますように。
『Ａ．Ｉ．----ARTIFICIAL INTELLIGENCE』は二〇〇一年に公開された映画
だ。一九九九年に亡くなったスタンリー・キューブリックが長い時間をかけて準
備していた作品を、彼の生前から監督で協力するように依頼されていたという
スティーヴン・スピルバーグが完成させた。」
「彼らと私はともに、「壊れかけ」の時間をなんとか過ごさなくてはならない。ある
いは、なんとか過ごしたいと欲求する。そのような時間のことを、私たちは何と
名づけようか。その問いをここで問うておこう。いったん生まれてしまい、そして
まだ生き続けている、この「壊れかけ」の私たちのことを。」
「人間の歴史を記述することに関心を寄せて、そのなかで医学という指標を
辿って物語を追いかけようとする場合、ときに医学は魔術であり、宗教であり、
あるいは哲学であり、摂理であり、そしてあるときにはそれは科学であると名乗
るだろう。そのことを歴史の進行ととらえることも可能だが、私としては、ピエー
ル・ジャネの言葉を借りて、「しかそれは、実際、言葉の問題でしかない」という
態度をこの本を書いた者の結論として表明したい。」
「一九八〇年代にエイズが「死の伝染病」として私たちの現代的生活に回帰し
たとき、私たちの目の前でゆらいでいたのは、たとえば「病」と「健康」の概念で
あり、免疫学においては、それは「防衛機構」を挟んだ「自己」と「非自己」の対
概念であったからだ。
二〇世紀後半におよんで以降、多くの言葉が「病い」の概念の在り処と境界
線とを明らかにしようとし、その結論として、その「異常」としての反作用性なるも
のに到達するよりほかないことを告白してきた。歴史的にいかなる表象遺産（た
とえば病いについての古典的図像、または治療神殿における奉納人体像な
ど）を辿っていっても、あるいは現象学的に「病に落ちる」プロセスを再構成しよ
うとしても、そこにはほぼ共通して、「ある日突然」「いつもと異なる状態に自分
がおり」「そして何よりそれは私にとって不都合である」という判断によってそれ
が「異状」として輪郭づけられるのだということより先へは進めない。決定的な限
界性をこの概念に認めるしかないのだということが、多くの声によって繰り返し
認められている。「病い」は「患者の幸福」への「反」として浮かび上がり、かつ、
「対」としての「幸福」を掲げもする。それは、あくまでもこの相対性の効果に支
えられて成立する価値的な概念であることを、いまや知られるにいたっている。
ならばここで、それを「問う」営みそのものが「有害」として「拒否」されることと
にあったあのロマン主義的医学という事態における、この「効果」の類似を疑う
ことが可能ではないだろうか。あるいは、それは「否」の形でしか可能ではあり
えなかった、独自の状態であったと言うことができないか。今日からその歴史的
な発展を振り返って言うならば、「生命雅楽の進歩」にとって、ここで「造反」とい
う拒否によってしか問いの答えが出されなかった「身体」なるもののもたらしたも
のは、あまりにも魅力的だったのではないのか。一九世紀末に生命科学上の
歴史的展開が起こるために、ここで不可欠であったのは、まず第一にある種の
「身体」がひたすら選択されることだったのだと、そのように考えてみることが可
能なのではないか。
私たちは「振り返って」問わなければならない。すなわち「臨床」における身体
がなべて、「人間」なるものの「代理-表象的身体」（representative body）の「表
現」（expression）であること。それを信じ、そこから始めることを、私たちは「合理
的」と呼ぶか、あるいは、それをこをロマンティックな「理性の退却」と呼ぶか？」

「一九世紀、まさしく化学と物理学が急成長しているその傍らで、水や空気の
なかをうごめく目に見えない生きものたちを「病気の原因」と考えることには、
「退行的」、「想像的」といった批判や反発があった。そもそも、博物学の記述
的な研究方法から今日的な意味での生物学研究への移行は、一九世紀も半
ばを過ぎてからようやく本格的に動きはじめたものだ。進化論的思考が、遺伝
子という生物学史にとってもう一つの重要な物質的対象を獲得することで、生
命を探求するための眼は一気に分子レベルの領野へと跳躍することになる。こ
この二〇世紀の生物学と物理学、化学の新たな接合が生じたその後に、私た
ちの視覚や思考は位置している。
物質的次元で事物のしくみや運動、変化をとらえる技術や思考法が急激に
進展するのと同時に、生命をどうとらえるべきかという問いの設定それ自体も、
大きく激しく動いてきた。だがそれらはまた同時に、まだわずか一世紀ほどの
間に育った若い知識でもある。「病原菌」「病原体」という概念一つとっても、そ
こには深く不確定性や盲点の潜む空間が残っているかもしれない。」
「「一つの病気」に「一つの病原体」があり、これに対応する「一つの特効薬」が
ある----たとえばそんな「魔法の弾丸」の夢を支えておたのが、歴史的に限定
された一時点での「人間の環世界」と「世界」との同一視であったことは、いまで
は明らかである。そのとき「人類」が苦しんでいた病のいくつかは消えたえれど
も、今日の私たちはまた違った病の数々に苦しんでいる。
生きているものは、生きているだけで、変わっていき、ときにはまったく別のも
のであるかのように姿を変えていく。そして、私たちにとっての「病気」の向こう
側には、まったく別の「生きているもの」の世界があるのかもしれない。このよう
な「世界」に対しては、私たちには決して容易に「理解した」と言うことはできな
い。私たちの学問や知識とは、そうであってなお、人間が「生きていく」ことを模
索しつづける、努力と願いの営みだと思う。それゆえに、それは終わりがな
い。」

☆mediopos-1839

2019.11.28

人は生きていくためにシステムをつくりだす
コンクールなどの競争もそのひとつだ
勝つか負けるか
その競争のなかで
勝ち残っていった者が
その世界で生き残っていくことができる
またその競争のシステムを使って
そのシステムのなかで生きていこうとする者もいる
どんな世界で生きるにしても
また競争の仕方はさまざまであるとしても
その世界で生きていこうとするならば
競争を避けることはできない
そしてそのなかで特別の「野心」のある者が
その世界の階層の上位を占めることになる
そのなかでも音楽やスポーツの世界は
激しい競争を勝ち抜いていかなければ
それを職業として生きていくことは難しい
スポーツの場合
その競争の評価基準は
ある程度明らかなところがあるが
音楽の場合
標準的な基準で測るのは難しく
競争システムのなかで構築するためには
それをスポーツ化せざるをえなくなったりもする

■アンドラーシュ・シフ『静寂から音楽が生まれる』
（岡田安樹浩 訳 春秋社 2019.9）
けれども音楽は
「静寂」から生まれる精神的な営為であり
精神は耳をすますことで育っていく
しかも若き肉体性ではなく
常に成熟してゆく響きとともにある
音楽を表現しようとすれば
それなりの「野心」は必要となるだろうが
それは競争によって実現されるものではない
「競争」はあくまでも必要悪としての方便でしかない
どんな世界でも
競争を避けることはむずかしいけれど
人間が人間であるために
競争を離れたところにある
静寂のなかからこそ生まれる精神を
高め合うシステムはできないものだろうか

（第１部「音楽と人生／マーティン・マイアーとの対話」より）
「——根本的な質問からはじめましょう。あなたにとって音楽とは、音楽の本質と
は何ですか。
はじめに静寂があり、静寂から音楽が生まれます。そして、音響と構造からな
る実にさまざまな現在進行形の奇跡が起こります。その後、ふたたび静寂が
戻ってきます。つまり、音楽は静寂を前提としているのです。しかし私個人に
とって音楽は、言うまでもないことですが、それだけではなく、もっとずっと大切
なものです。音楽は私の人生なのですから。音楽は決して単なる物質的な観
点に縮約できるものではありません。そのようなことが今でも試みられているとし
てもです。音楽とは精神そのものであり、精神的な行為なのです。
——そして、もちろん、魂とも関係しているし、感情とも関係があります。
音楽は基本的に魂の産物だといわれています。これが人間を動物と区別し
ているのです。多くの場合、鳥たちもとても素晴らしい音楽を奏でます。オリ
ヴィエ・メシアンがこれに反応して作曲したことが思い起こされますね。しかし比
較をしてみれば、違いが理解できるでしょう。たとえばツバメの巣作り、これは
間違いなく感嘆すべきものですが、私たちはそれを高度な芸術だとか建築だ
とは言わないでしょう。ツバメの巣とフィレンツェの大聖堂とを分けているものは
何でしょうか。それは、意識的な志向、精神的労働です。そういうことが、うぐい
すの囀りと「フーガの技法」との根本的な違いとなっているのです。」
（第２部「ピアニストは考える／エッセイ集」〜「音楽コンクール」より）
「競争相手やライバルを求めるのは人間のもっとも本質的な、生来の性質です。
人間は、ある定められた規則のなかで素晴らしいものを成果として出すだけで
は満足できないのです。むしろ、そのなかでライバルである他の者を上回りた
いとか、勝ちたいと思うのです----もちろん、それは危険な野心なのですが、
スポーツの基本理念は身体の徹底的なトレーニングであり、健全さと育成する
ことです----「健全な精神は健全な身体に宿れかし」という警句の通りです。こ
れは、身体活動が人間の健康全般を促進してくれている間は、喜ばしいことで
あることに間違いありません。この意味で、人は昔から好んで体操をしたり、
色々な運動をする習慣があるのであり、散歩にでかけたり、追いかけられてい
るわけでもないのに自発的に走ったりするのです。これらの活動はすべて、ど
んな下心とも関係がなく、無病息災や活発な身体と精神と関係しています。
野心は人間の重要な原動力になります。それなしには、発展も前身もないで
しょう。」
「音楽演奏の判断は、客観的基準と主観的な基準の両方からなされます。ス
ポーツの場合、判断基準は変えようがありません。客観的な要素は測ることが
できます。つまり、勝者は一番速く走ることができる人であり、一番高く跳べる
人であり、一番遠くへ投げられる人です。音楽は----幸いにも----スポーツで
はありません。音楽は簡単に測ることはできません。誰が一番大きい音で、速く
演奏すできるか、誰がミスをせずに演奏できるか、ということは、ベックメッサー
にとっての判断基準でもあったでしょう。これは難なく認識され、赤鉛筆でノー
トに記されます。しかし、芸術においてアクロバットやノーミスであることは賞賛
されるべき美徳ではなく、あおれが固有の価値をもって私たちの心を動かすこ
とはありません。しかしもっと根本的に難しいことが、ほかにあります。それは、
解釈芸術の主観的な要素を評価することです。抑揚、音質、リズムがそれに数
えられます。そしてそこでは、すでに意見が分かれていますので、すべての審
査員がこれらのパラメーターをそれぞれに解釈していると言えます。（略）ある
作品の解釈、テンポの選択、抑揚や楽曲のキャラクターといった概念について
の考えは、一般的な価値観や基準では語り得ないほどに、各々に異なってい
ます。偏見や個人的な趣味が優勢で、フェアな手続きはたいてい不可能です。

演奏解釈の評価がこのように曖昧で主観的であるのに、なぜコンクールは開
催されるのでしょうか。コンクールはどうしても必要なものなのでしょうか。当然、
この問いには自信をもってノーと答えられます。音楽や芸術に、そもそも敵など
存在しません。何かのために音楽をするのであって、何か他のものに敵対して
音楽をするのではありません。」
「自由と想像力はコンクールの世界には馴染みません。」
「音楽コンクールには、通常は三〇歳から三二歳までの年齢制限が設けられ
ています。その後、出場者は自立しなければならず、コンサートの契約をでき
るだけ有利に結ぶことで生計を立ててゆくことになります。ほとんどの受賞者
が----そのうちの少なからぬ人が多数のコンクールで入賞しています----音
楽で生計を立てることがまったくできないのは、かなり悲劇的なことです。彼ら
はコンクールの成功の後、音楽シーンから跡形もなく消えてゆきます。」
「良い音楽は良いワインに似ています。つまり、年を重ねるごとに徐々に深まっ
てゆくのです。アルトゥール・ルービンシュタインは、最期のコンサートを九〇歳
も間近の一九七六年に行ないました。ミェチスワフ・ホルショフスキは、一九九
一年に九九歳という高齢で最期のピアノ・コンサートを行ないました。この二人
の偉大なピア西とは、生涯にわたって時間と能力をうまく配分しました。彼らの
芸術は、豊富な経験によってつねに成長することができたのです。ルービン
シュタインもホルショフスキも、ピアノのコンクールで優勝したことはありません。
音楽コンクールとの戦いは、あの『ドン・キホーテ』における風との戦いのよう
に、勝つ見込みのない戦いであるように感じられます。無益な行為なので
す----しかし止められないのです。コンクールは私たちの音楽文化のなかに
根を下ろしています。大勢の教師がコンクールからコンクールへ、審査から審
査へと急ぎ、そこから利益を得ています。若いピアニストたちはマスタークラス
に参加しますが、それはより高い知識やより良い音楽演奏のためではなく、次
のコンクールのために巨匠からの推薦を求めてのことなのです。このことは、音
楽とも芸術ともまったく関係がありません。芸術とスポーツを画一化するこのシ
ステムを批判するだけでは不十分です。むしろ、若い才能の発見と支援のた
めの、別のより良い選択肢を見つけるべきでしょう。私は、国際的なフォーラム
を行なうことを考えています。それは、専門家、識者、愛好家からなる聴衆に、
才能のある演奏者たちが自由な選択による短いプログラムで自己紹介すること
ができる、というものです。この舞台に勝敗はありません。（略）私たちは貴重な
才能を育み、滞在能力を伸ばし開花させるための時間と空間を手に入れる必
要があります。コンクールビジネスに関わるよりも、もっと賢明かつ慎重に、才
能を育成する新たな仕組みを作ることが急務です。すべてはハンス・ザックス
の精神において。」

☆mediopos-1840

2019.11.29

イエスの生きた時代
エッセネ派は悪を排して清浄に生きようとし
その門から中へ入れないルツィフェルとアーリマンは
それゆえに外の世間のなかでその力をふるう
善き人正しき人となろうと努めるがゆえに
みずからの内なる悪しき人を自覚できぬまま
みずからの外に悪を見出して糾弾するばかりのとき
人はそのことでむしろ悪に手を貸してしまい
ときにはみずからが悪へと傾斜することにさえなる
悪しきことを悪しきことと言うのは簡単なこと
そうすることでみずからを善き人の側に置き
安心して生きようとすることもできるけれど
そうすることで生まれる影は内から人を蝕んでゆく
ナウシカは闇を虚無を拒まない
闇を排して光を求める二元論の罠へとは向かわない
みずからを虚無の深淵から生まれたとさえいい
「生きたまま、木になり、苗床になり、
腐海になることを願」いさえする
おそらく虚無の深淵から生まれる光こそ
闇を排しない光となることへと開かれている
世界の秘密を知ろうとするならば
そのことに無自覚であってはならないだろう
ほんらいの自由の源もそこにこそ求められる

■赤坂憲雄『ナウシカ考／風の谷の黙示録』（岩波書店 2019.11）
■シュタイナー『社会の未来』（高橋巌訳 春秋社 2009.11）
■シュタイナー『第五福音書』（西川隆範訳 イザラ書房 昭和六十一年四月）

（赤坂憲雄『ナウシカ考』第４章「黙示録」３「虚無と無垢」より）
「アニメ版にはなく、マンガ版『風の谷のナウシカ』のなかだけに登場する、大
切な鍵となる言葉がいくつかある。そのひとつは虚無という言葉だ。それはな
にか、異様な肌触りがあって、たやすくは理解しがたいものであり、ずっと触れ
るのを避けてきた言葉でもある。この虚無と呼ばれるものは、とてもグロテスクに
表現されていたり、形なき心象風景のようなものとして語られており、どうにも捉
えどころがない。それは隠喩的には、闇や腐敗や滅びといったものと繋がって
いる。夢魔のごときものでもあったか。」
「虚無に指弾されるまでもなく、ナウシカは「呪われた種族の 血まみれの女」
のひとりだった。それを十分に自覚していた。自分たちこそ醜悪な生き物であり、
王蟲たちのほうが美しい。自己犠牲を生かされ、けなげに生きている。ナウシ
カがここで確認しているのは、大海嘯が愚かな人間たちへの罰や復讐ではな
かったこと、王蟲はただ、腐海の苗床になり、大地の傷を癒そうとしていること、
それだけだ。
ナウシカは生きたまま、木になり、苗床になり、腐海になることを願う。死んだ
斥候の王蟲のからだから、大きな木が生えている。木の育つ音が伝わってくる。
王蟲のからだを、木々の根が喰い破ってゆく音が聞こえる。眼の色が死んでゆ
く。わたしもいっしょに行くね、と思った瞬間、王蟲がナウシカを食べた。そうし
た王蟲に喰われて死んでゆくことを願ったとき、ナウシカは虚無に喰われてい
たのではなかったか。それを拒んだのが、ほかならぬ王蟲自身であったことを、
どのように考えたらいいのか。王蟲はナウシカを許していた。それだけは否定
しようがない。そして、王蟲の自己犠牲は、虚無の影がないことも確認しておい
たほうがいい。」
「お前には、みだらな闇のにおいがする、そう、ナウシカの危険性に十分に気
づきながら、墓所の主はいう。それにたいして、ナウシカは自身がみだらな闇を
抱え込んでいることを、まるで否定しようとはしない。まさに、わたしたちは腐海
とともに生きてきた、だから、滅びも穢れも、死そのものすら、暮らしの一部とし
て生きており、生かされている、とナウシカはいう。二元論への拒絶であった。
墓所の主はそこで、みずからを「暗黒の中の 唯一残された光」として認めるこ
とを要求し、「人類は わたしなしには亡びる」とまで言ってのける。従うわけに
はいかない。お前は「虚無だ」と断定されれば、ナウシカはただちに、王蟲のい
たわりと友愛は、その「虚無の深淵」からこそ生まれたのだ、と反撃する。お前
は「危険な闇だ」と批判されれば、生命は光ではなく、闇のなかにまたたく光だ
といい、すべては闇から生まれ、闇に還るといってのける。
二元論をめぐる戦いが演じられている。墓所の主は、世界をあきらかな境界
線で分かち隔てて、みずからを光や希望の側に置き、自身の提示する未来へ
のプログラムに自発的に隷従することをもとめる。そうした世界を分断する境界
のラインを、ナウシカは認めない。みずからの内なる闇や穢れや虚無を、生存
の避けがたい条件として認めるからこそ、ささやかな生への希望を耕し、受け
入れることを学んでゆく。二元論の廃棄こそがくりかえし試みられている。どこ
かに絶対的な中心や神の座を設定したうえで、組み立てられる透明な二元論
のなかに、ほかならぬ虚無や闇は潜んでいる。」

「ナウシカは巨神兵に、古エフタル語の「無垢」を意味するオーマという名をあ
たえていたのである。それは、千年前の火の七日間の戦争で、世界を焼き尽く
した巨人の最期の生き残りであり、滅亡の書に「光を帯びて 空をおおい 死
を運ぶ 巨いなる兵の神」と描かれ、人々から化け物・怪物・疫病神・死神と呼
ばれている。まさしく、虚無や闇や滅亡に彩られた、その禍々しき存在にたい
して、無垢の名をあたえたのだ。」
（赤坂憲雄『ナウシカ考』第４章「黙示録」４「千年王国」より）
「最後の巻にいたって、千年という時間がにわかに物語世界の深みから、ある
不思議な強度をもってせり出してくる。この千年という時間は、むろん有限な測
られる時間ではあるが、どこか測りがたい無限や不死といったものに触れ合っ
ている印象がある。」
「アポカリプス＝黙示録は、覆いをとり除いて、世界の秘密をあきらかに啓き示
すこと、つまり天啓や黙示を原義とする。」
「それにしても、ナウシカが蟲使いたちに語った、「わたしね 世界の秘密を知
るために 永い旅をしてきたの」（7-172）という言葉など、ナウシカの旅が、黙示
録的な終末世界を舞台とした、まさしく黙示録的な旅であったことを、まっすぐ
に示していたのではなかったか。」
「腐海はまさに千年の森である。ナウシカは心の旅の終わりに、千年前にはじ
めて生まれた腐海が、汚染の浄化の果てに世界を甦らせようとしているのを目
撃した。森の人セルムが僧官チヤルカに向かって、こんなことを語っていた。
すなわち、森全体がひとつの生命であり、人間たちが世界の調和を崩すと、森
は大きな犠牲を払って、それをとりもどす、そのために「この千年の森はいよい
よ広く深くなっています」（6-24）と。そして、王蟲は腐海とともに、その黒い森を
守護するために、生命をあやつる技術によって人工的に造られた生き物であ
る。巨神兵は火の七日間という戦争において、世界を焼き尽くしたバイオ兵器
であった。ベジテ市の地底深くで発見された、巨神兵の最後の生き残りが、千
年の眠りを破られ復活させられて、火の七日間の再現をひき起こす。それがつ
いに、旧人類の抱いた千年王国の夢に終焉をもたらしたのである。」
「ナウシカはようやく、腐海や王蟲をめぐる謎の深みにたどり着いたようだ。眼
の前にくり広げられる攻撃的な生態系は、千年前に人間が造りだした腐海の
進化系といったところか。ナウシカはいま、千年前の旧人類の選択に対して、
ある根底からの懐疑を抱きはじめている。」
「墓所の主は人間という存在を信じていない。千年の昔、旧人類が憎悪と絶望
の淵にあって造りあげた神のひとつである墓所の主は、いわば人間不信の結
晶として、数千年の時間をかけて人類を去勢する計画を立てたのではなかっ
たか。欲望と憎悪と暴力の芽を、あらかじめむしり取っておくことだ。ナウシカは
まさに、その去勢されて生きる人類の未来像を拒絶するのである。清浄と汚濁
こそが生命だ、とナウシカはいう。たとえ清浄な世界が実現しても、苦しみや悲
劇や愚かさが、それゆえ汚濁がなくなることはない、それは人間という存在の
欠かしえぬ一部であるからだ。そのかたわらにこそ、きっとささやかな喜びや輝
きがある。」

「人類を滅びにまかせるのか、と問われて、ナウシカはためらうことなく、わたし
たちは腐海とともに生きてきた。滅びはすでに、暮らしの一部になっている、と
こたえる。滅びも死も闇も、虚無だって、逃れようもなく、わたし自身の一部であ
る。人類やら、種としての人間やらを持ち出したところで、それは変更がない。
みだらな闇のにおい、危険な闇、希望の敵などはみな、ナウシカにとっては血
まみれの勲章ではなかったか。ともあれ、光と闇、清浄と汚濁、破壊と創造と
いった、二元論の透明な罠こそが、ナウシカによって拒まれたものであることを、
何度でも確認しておくことにしよう。墓守にはならない、お前の奴隷にはならな
い、自分の運命は自分で決める、と宣言したヴ王その人は、王権の闇を知り尽
くすがゆえに、ナウシカをもっとも深いところから理解することができたのだ。」
（シュタイナー『社会の未来』より）
「今のこの状況の下では、私は善き人間として安住の地を得、すべての人間を
愛する思想を伝えたい、などと望むことが大切なのではありません。私たちが
社会過程の中に生きて、悪しき人類とともに悪しき人にもなれる才能を発揮で
きる、ということが大切なのです。悪い存在であることが良いことだからではなく、
克服されるべき社会秩序が、一人ひとりにそのような生き方を強いているから
なのです。自分がどんなに善良な存在であるか、という幻想を抱いて生きようと
したり、指をしゃぶってきれいにして、他の人間よりも自分の方が清らかである、
と考えたりするのではなく、私たちが社会秩序の中にあって、幻想にふけらず、
醒めていることが必要なのです。なぜなら幻想にふけることが少なければ少な
いほど、社会有機体の健全化のために協力し、こんにちの人々を深く捉えて
いる催眠状態から目覚めようとする意気込みを強くすることができるでしょうか
ら。」

（シュタイナー『第五福音書』より）
「かなり以前から、イエスはある特別なことを観察することができました。エッセ
ネ派教団の人々のために作った彩色を施していない門を潜る時、イエスは沈
鬱な思ひをせずにはゐられませんでした。この門には彩色が施してありません
でしたが、霊眼にはこの門に描かれた絵が見えました。エッセネ派教団の人々
のために作られた門の両脇に、霊学を通して私たちに知られた二つの存在、
アーリマンとルツィフェルが見えたのです。エッセネ派教団が彩色を施された
門を忌避することで、このやうな存在を引き寄せてゐるに違ひないといふ印象
をイエスの魂は持ちました。エッセネ派教団の人々のための門にはルツィフェ
ルとアーリマンの絵が霊的に描かれてゐたのです。」
「ある日、門を通らうとした時、イエスはルツィフェルとアーリマンを見ました。ル
ツィフェルとアーリマンがエッセネ派教団の修道院から逃げて行くのをイエスは
見たのです。イエスの魂に深い根源的な問ひが突き刺さりました。（略）一体、
ルツィフェルとアーリマンはどこへ逃げて行くのかといふ問いです。」
「エッセネ派教団の人々は俗世から離れて、隠遁して、神聖な生活を送ってゐ
ました。そうすることで、彼らは俗世の人々に不幸をもたらしていたのです。
人々はエッセネ派教団の人々と離れたことによって不幸にならなければならな
かったのです。」
「エッセネ派教団の人々と共に生活することによってイエスは神的霊的なもの
へと上昇し、結び付く可能性がまだあることを知ったのでしたが、ごく少数の
人々が霊的に高まるために大勢の人々を犠牲にしてゐるのでした。」

☆mediopos-1841

2019.11.30

大岡信の生前の頃は
『折々のうた』は気が向いたときに
「折々」目を通していたほどで
もっぱら詩や対談などを読むくらいだった
『うたげと孤心』をはじめとした批評のほうに
目が開かれたはじめたのは最近になってからのこと
今では日本の詩歌のことが気になると
ことあるごとにそれに関連した著作を手にしている
「うたげ」そして「孤心」
うたの言葉は「孤」の表現でありながら
「うたげ」として「合す」ものでもある
言葉は個人によってつくられるものではない
それは共有されることによってはじめて働く
けれども「うた」を発するのは「孤」（個）なのだ
その二重のありようのなかで
「うた」はとらえられねばならない
じぶんがどんな言葉を使っているのか
使おうとしているのか
そのことを考えていけばいくほどに
言葉の背景にある奥行きが知られねばならない
俳句や短歌などの「うた」から学ぶ必要がでてくるのだ
大岡信の仕事からはそのための格好な示唆が得られる

■長谷川櫂 編：大岡信『折々のうた』選 俳句（一）
（岩波新書1811 2019.11）

『折々のうた』は
大岡信のライフワークともいわれるように
三〇年の歳月をかけて六七六二回に渡り
毎日のように書かれ続けた
その果実の一部なりとも味わうために
今回編集された『折々のうた』選から
編者の長谷川櫂の言うように
詩歌を読む楽しみ
詩歌と詩歌のつながりを味わう楽しみ
そして俳句を学ぶ楽しみを得られれば

（長谷川櫂「『折々のうた』で俳句を学ぶ」より）
「「折々のうた」は大岡が三十年近く「朝日新聞」一面に毎日連載した詩歌のコ
ラムである。数回の休養期間を含めて一九七九年（昭和五四年）から二〇〇
七年（平成十九年）まで総回数六七六二回に及ぶ。年齢でいえば四十七歳か
ら七十六歳まで。大岡は二〇一七年（同二十九年）春、八十六歳で亡くなるの
で文字どおり半生を「折々のうた」の執筆に注ぎ込んだ。」
「大岡が「折々のうた」で紹介した詩歌は日本の短歌、俳句、連句、川柳、歌謡、
漢詩、近現代詩だけでなく海外の詩歌、また作者の有名無名を問わず、ときに
は小さな子どもの作品にまで及んだ。こうして書き続けた結果、『万葉集』（全
二十巻、四六一六首）をしのぐ地球的規模の詩歌アンソロジーができあがった。
「折々のうた」を読んでいくと、今日は俳句かと思えば明日は短歌、次の日は
歌謡というふうに日ごとに型式の異なる詩歌が次々に現れる。なぜそうなるの
か。日本の詩歌の形式、つまり器の多様さに慣れっこになっている日本人は当
然のことと片づけるかもしれないが、それだけですむものではない。というのは、
ざまざまな型式の詩歌が入れ替わり立ち替わり現れるのは大岡の詩歌観、大
岡の日本文化観と深く関係しているからである。
それは大岡が日本文化の核心と考えていた「合す」という発想である。」
「大岡の生涯を俯瞰すると、「合す」と「孤心」の間を揺れ動く「歌仙的なもの」へ
の情熱に貫かれていたようにみえる。大岡は『うたげと孤心』を書く以前、一九
七〇年（昭和四十五年）から安藤次男、丸谷才一らと歌仙を巻きはじめた。さ
らにその後、内外の詩人たちと短い自由詩を連ねる「連詩」を共同制作しはじ
める。歌仙と連詩への取り組みは大岡が最晩年に病床の人となるまでつづい
た。さらにその遺志は大岡の死後も受け継がれている。
まさに大岡の中で歌仙への関心が高まっていたとき、『うたげと孤心』刊行の
一年後、大岡は「折々のうた」の新聞連載をはじめるのである。新聞はさまざま
なものが毎朝「出会う」広場のようなものだ。筆者と読者、記事に登場する人々
と読者、ニュースとニュース。出逢いが渦巻く新聞に「折々のうた」を毎朝書く。
大岡は『うたげと孤心』で展開した詩歌についての思想を実践する絶好の舞台
だと考えたにちがいない。考えなければ、おかしい。その結果、「折々のうた」
は日々の詩歌が芭蕉の歌仙のように並ぶことになった。六七六二句の長大な
歌仙、あるいは長巻の山水図と思えばいい。
毎朝とりあげる詩歌はときには密かな糸で結ばれ、ときにはさらりと切れる。型
式つまり器を次々に乗り換えながら、付かず離れずに紡がれてゆく。そこでは
詩歌の作者同士の日を接しての出会いだけでなく、遠い昔の詩人たちと現代
の新聞読者との出会いが生まれる。次にどんな詩歌を合わせるか、どんな文
章を添えるか、すべてを采配する大岡は選者の「孤心」に徹しながら詩歌の「う
たげ」を存分に楽しんだにちがいない。
『折々のうた』はこうして大岡の「歌仙的なもの」への情熱から生まれた詩歌の
一大アンソロジーとなり、みごとな果実として遺された。この『折々のうた』から読
者は二つの楽しみを得ることができるだろう。一つは個々の詩歌を読む楽しみ。
もう一つは詩歌と詩歌のつながりを味わう楽しみである。この二つの楽しみに、
さらに第三の楽しみ、俳句を学ぶ楽しみを加えられないかと考えてできたのが
この『折々選』俳句二巻である。」

☆mediopos-1842

2019.12.1

包むことについて考えていくと
私たちの生そのもの魂そのものが
包み包まれていることに気づく
私たちの魂は霊的宇宙に包まれている
そして生まれてくるときには
からだに包まれてこの世にあらわれる
生まれてくる前には
羊水にみたされた羊膜に包まれ
生まれてくると襁褓（むつき)に包まれ
育ってくると着物に包まれ
やがてファッションに敏感になると
みずからを包むものを選び
ときにはそれをみずからが作ったりもする
ひとは手を使ってでさまざまなものを作り出してゆく
少しずつ言葉に包まれながら
物心ついてくると
さまざまな習慣や風習や規則や
その後身につけるさまざまな思想に包まれもしてゆく
この世そのものも私たちを包んでいる
自然が家族が社会が国が世界が
それらのつくりだすありとあらゆるものが
私たちを包んで存在している
私たちはそれらさまざまなものに包まれて
この生を生きてゆくが
やがて生の世界を去るとき
それら私たちを包んでいるものを
ひとつずつ脱ぎ捨ててゆくことになる
脱ぎ捨てることのないのは
包まれることを通じた生のなかから
つかみとったエッセンスだけであるという

■岡秀行＋目黒区美術館（編著）
『包む／日本の伝統パッケージ、その原点とデザイン』
（コンセント 2019.7）
そのとき私たちは包まれるものから
かつて私たちを包んでいたものを包みかえすことにも
なる
包みかえすことでみずからをふりかえってゆくのだ
そしてそのエッセンスのみを携えてゆく
やがて私たちはまたあらたに
みずから得たエッセンスを携えながら
包まれるものとして生きはじめることになる
宇宙に包まれながら
また宇宙を包むものとして
みずからを作り出していきながら･･･・

（岡秀行「包装の原点」より）
※岡秀行・著『包 TSUTSUMU -- THE ORIGIN OF JAPANESE PACKAGE』
毎日新聞社、一九七二年より載録。
「たしかに最初は「かたち」そのものが魅力であった。どの一つを取っても、そ
れらはあまりにも美しかったし、その見事さに私は当然のことながら酔ってし
まった。そのうちに何故か私は「かたち」以上の何かを見始めた。「かたち」の奥
に呼吸している人間、しぶとく今日に生き続けている人間そのものへと、私の
関心は変わっていった。」
「不幸にして伝統パッケージ（はなはだ奇妙なことばであるが他に呼びようもな
く、私が勝手にそう名付けたところ、結局はこれが通り名になってしまっている）
という分野は、民俗学の対象として明らかに意識されたことがない。そしてまた、
あまりにもささやかな、ついには惜し気なく捨てられるものであるために、民芸
のジャンルにも入り得ない。いわば民俗学と民芸の谷間ともいうべき部分として、
これまでだれの関心も惹かなかったのであった。私のような学問的アマチュア
が何かを少しでもなし得たとしたら、それはたまたま民俗にも民芸にも造詣がな
いため、かえってまっすぐ
この見捨てられていた領域に踏み込んで行くことができたという、いわば幸運
のためでしかない。
現代の社会においては商品包装いわゆるパッケージは巧みな宣伝であり、
売るためのテクニックであり、単に客の目を引きとめるための仕かけであり、い
まやビッグビジネスに成長しつつある広告産業の一部に過ぎない。それは基
本的に捨てられるべきものであって、決してそれ以上ではない。現代はパッ
ケージをそう定義し、その定義に疑いを抱く者はだれもいない。しかし、ここで
改めて考えなければならないのは、本来「包む」という行為はだれのためのも
のかということである。包まれたものと包むものとが不即不離の一体関係である
以上、捨てられる包装といえども、その売り手ではなくあくまでも買い手のもの
だと考えるべきではないだろうか。あまりにも商業主義的に走った結果、包装
デザインは受け手を無視し、あるいはいたずらに迎合して、いまや行きづまり
の状態にある。そこから脱出するには、パッケージの基本、包むという行為の
意味そのものにまで立ち返って考えることが必要ではないだろうか。
結局、包むことについて考えるのは、人間の生活のすべてについて考えるこ
とに他ならない。パッケージされない商品はあり得ないし、現代社会全体がさ
まざまなパッケージの集合体として成り立っていることを考えれば、パッケージ
について論ずることは取りも直さず人間生活そのものを論ずることになる。いい
かたを変えれば、包むことはそのまま生きることである。新しい包み方は新しい
生活を意味し、包み方の変化は直ちに生活自体の変化として表れる。私たち
にとって、人間とは何か、生活とは何か、社会とは何かを考えることは、つまり
は私たちのこの生をどう包むかという問題だとさえいえるであろう。それほどに
「包む」ということの意味は広く、深く、重大である。いま科学技術の成果によっ
て物質文明の極に立つ現代人は、ついに真剣に人間の心の問題に取り組み
始めている。心というつかみがたい不思議なものさえも、包むということを通じ
て私たちは知ることが出来るのではないか、「ものを包むということは、こころを
包むということだ」----故安藤鶴夫氏のいみじくも言い切ったその一言が、私
の包装観でもある。
このような私の包装観からいえば、伝統パッケージを通じて包装の原点を考
えるというのは、即ち日本人とは何かを考えることである。少なくとも私自身は、
ひたすらそのことについて考え続けている。あらゆるデザイン的な魅力や技術
の優秀さ以前に、伝統パッケージを固有の存在としているものは、思うに日本
人特有の価値観、自然観ではないだろうか。私たちは、日本人であるがために
かえって日本人の本質につながる何かを見落としがちである。」

（「木」より）
「元来、日本人にとっては自然はすべて神であり、山も川も木も等しく神であっ
たという。」
（「竹」より）
「竹は私たち日本人にとって体操好もしい、さわやかな素材であるようだ。」
（「笹」より）
「笹の緑は、日本人が大切にする季節感にとってなくてはならぬものである。」
（「藁」より）
「わらは、瑞穂の国たるわが国では一番手に入りやすい、一番手軽に使える材
料だったのである。」
（「土」より）
「土の容器は「ものは器」という日本人の心情を如実に表しているといえるだろ
う。」
（「紙」より）
「和紙には自然のイメージ----心をなごませるやわらかさ、ほのぼのとして暖か
さ----がそのまま生きている。」

☆mediopos-1843

2019.12.2

語り得ぬものについては
沈黙せねばならないが
伝え得ないということではない
月を見せるためには
月を指で示すことはできる
指を月だと思い込んではならないけれど
不立文字というように
直指人心というように
教化別伝というように
語り得ぬものを伝えるのは
言葉ではなく
それそのものを
直に伝えなければならない
月は示されている
しかし月をだれかに代わって
見てもらうわけにはいかない
じぶんで見るまでは
見ることはできないのだから
『論理哲学論考』のウィトゲンシュタインでは
言葉は写像的な方法で論理的に伝えるとはできるものの
それを超えたものを伝えるには沈黙しかなかった

■谷賢一『従軍中のウィトゲンシュタイン』
（工作舎 2019.9）

そしてその後
『哲学探究』のウィトゲンシュタインは
（直接的には言語ゲーム的なものが主ではあったけれど）
月を示す指としての言語の可能性を見出そうとした
ということはできないだろうか

見るということは
見られるものへと赴くということでもあるから
ほんとうに見ることができたとき
人はものにも言葉にもなる可能性を持っているといえる

けれど月そのものを見るということの極北には
キリストがそうであるように
みずからが言葉そのものとなる必要があるだろう

語り得ぬならば
沈黙するか
語るまで待つか
それとも言葉そのものになろうとするか
言葉・言葉・言葉･･･である

※以下、（ミヒャエルとピンセントは同一の俳優によって演じられる）
「ミヒャエル／----「前線のあなたに、お知らせするにはあまりにもつらい、しか
しお知らせせずにはいられない、大事なお知らせがあります。我が最愛の息子、
デイヴィッドは、５月８日、勤め先の飛行機工場で、複葉機の着陸事故に巻き
込まれ、死亡しました。享年25歳でした。
遺体は燃えてしまいました。とっておいたあの子の髪の毛を、お墓には埋める
つもりです。こんなときですかた、お墓の場所はまだ決まりません。埋葬が済み
次第、お知らせしまう。
しかし、違うのです。あなたにお知らせしたかったことは、そんなことではありま
せん。･･････本当に私が、あなたにお知らせしたいのは、どれだけあの子があ
なたを愛していたかということ、そして最後まであなたとの友情を大切にしてい
たということです。つまり、すでにあなたが、一番よくご存じのことを、お知らせし
たかっただけなのです。
あの子の魂を、神よ、天国に安らわせたまえ。５月10日、ファニー・ピンセント夫
人」
ミヒャエル、手紙を畳む。沈黙。
ミヒャエル／残念だったなァ。わかるぜ？ つらいよなァ。愛しの君と、永遠のお
別れ。俺と愛しのアリシアちゃん、お前と愛しのデイヴィッド。つらいなァ、人
生ってのは。
（せせら笑いながら）デイヴィッド・ピンセント、彼の魂を、神よ、天国に安らわせ
たまえ。
ルートヴィヒ／ありがとう。
ミヒャエル／あ？
ルートヴィヒ／彼のために祈ってくれて。
ミヒャエル／祈ってない！ 失せろ！オカマ野郎、ざまぁみやがれ天罰だ。こ
れでお勉強も捗るなぁ、死ぬまで考えてろ、ブタのケツ！
ルートヴィヒ／何とでも言え。
ミヒャエル／考えてどーなる、お勉強してどーなる、（手紙をバンバン叩いて）こ
れだよ！ これが答えだよ！ これだけ！ 愛とは何ぞや、神とは何ぞや、人生
とは何ぞや、くっだらない、無駄なおしゃべり、白痴のわめくクソ話、あとは沈黙。
それだけ！ それだけだ！
ルートヴィヒ／そうだ。だからただ、静かにしてくれないか。
ルートヴィヒはミヒャエルを抱き締める。
ミヒャエル／･･････。
ルートヴィヒ／デイヴィッド。どうか安らかに。
沈黙。ミヒャエルは、ピンセントとして話し始める。

ピンセント／君は誰に祈っているの。
ルートヴィヒ／わからない。神はいない。
ピンセント／じゃあ誰に祈っているの。
ルートヴィヒ／わからない。言葉にできない。
ピンセント／今でも何もわからないの。
ルートヴィヒ／いや。わかる。
人は語り得るものについては明晰に語り得る。----僕がいる。君はいない。僕
たちは逃げる。オーストリア軍は負けた。ロシア軍は南下を続けている。戦争は
まだ終わらない。僕は生きている。君は死んだ。人は語り得るものについては
明晰に語り得る。
しかい人は、方襟得ぬものについては、
沈黙。」
「ブライアン・マクギネス『ウィトゲンシュタイン評伝』（法政大学出版局）によれ
ば、ブルシーロフ攻勢の開始10日間足らずでウィトゲンシュタインの所属する
第７軍１万６０００名のうちわずか３５００名程度しか残っていなかった。生死の端
に立ち続けた危機的状況のなか、ウィトゲンシュタインのノートに記される既述
は大きく変貌する。それまで言語と論理をめぐる思考で埋め尽くされていた
ページに、「神」「生の目的」「世界の意義」「祈り」「倫理」「幸福」といった言葉
がつづられていった。」
（「演劇は「見立て」で世界を描写する」より）
「ウィトゲンシュタインですが、この人、人生のキューカーブが多すぎる。ウィー
ンの大富豪の家に生まれて、ケンブリッジで学んで、第一次大戦が勃発すると
祖国オーストリアの志願兵として従軍したあとに『論理哲学論考』を出版して、
「哲学の諸問題はこれで解決した」なんて言って哲学やめて、莫大な遺産を放
棄し、いきなり田舎の小学校の先生になって、そこで生徒をぶん殴ってしまっ
て逃げるように学校をやめ、庭師をしてみたり、家の設計をしてみたり、ずいぶ
ん経ってから殴った生徒の家にこっそり謝りに行ったり。人生がひどく右往左
往している。パンクロッカーみたいな生き方をしていて、ケンブリッジに戻って
哲学の仕事を再開するまでの変遷を見ていくと、わけがわからない。なんなん
だこいつはって。」
「この芝居の初演から６年後の２０１９年、僕の主催劇団DULL-COLORED
POPは福島と東京都大阪で『福島三部作』を上演します。『福島三部作』とは、
福島第一原子力発電所の立地自治体である福島県双葉町に暮らすある家族
の半世紀を描いた作品です。その第一部『１９６１年：夜に昇る太陽』で、１人の
登場人物がアインシュタインの言葉を引用します。
「想像力は知識よりも重要だ。知識には限界がある。想像力は世界よりも常に
広い」
（略）
アインシュタインのこの言葉には、それ以上の意味が隠されているような気も
します。われわれの世界の外側には、従来の化学では説明不可能なこと、解
明できないことが広がっているんだ。そのことへの驚きと敬虔な態度を前提に
するのが科学者のスタンスであるべきだ、と。
一方で、若きウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』で到達したのは、「語り
得ないものについては沈黙せねばならない」、すなわち科学言語によって明
晰に語れること以外については、沈黙をもって保護しようという態度です。でも
黙っておくというのは、その先になにもないからではない。われわれにとってと
ても大切なものが豊かに広がっていて、その存在を守るためにあえて沈黙する
んだということですね。」

☆mediopos-1844

2019.12.3

ぼくの描く理想の建築は
人そのものが
そのもっともふさわしい形を纏う
衣のような住まいである
公共の建物も同じく
そこに集う人たちを包む
もっともふさわしい形の
姿をしているのがいい
大きすぎても
だぶだぶの服を着るようだし
むりやりに形にされたものだと
じぶんがそこにいるリアリティを持てなくなる
これは想像することもむずかしいような
いわば絵に描いた餅でしかないけれど
人が心身を超えた霊的なからだになったときには
人とその居る場所は
おのずとそうした形をとるのではないだろうか
それはそれとしても
現実の建築は
現在この地上を生きている人たちの
さまざまな思いやさまざまな条件によって
現在の姿をとっている
そして建築家は
そうしたさまざまな思いや条件を
形にしようとして
制約のなかで
そこにさまざまな思いを投げる

■宇野友明『見たことのない普通のたてものを求めて』
（幻冬舎メディアコンサルティング 2019.11）

ぼくは自分が建築家ではないこともあって
機会があるとその思いを妄想してみるだけだけれど
この本を読んでみようと思ったのは
その「見たことのない普通のたてもの」
という表現に惹かれたからだ
著者にはみずからが理想とする
そこに住む人のための「普通のたてもの」があるのだ
ろう
そしてそれをまだ「見たこと」がなく
永遠の「未完」のままそれはある
だからそれを垣間見ようとして懸命に仕事をする･･･
その「思い」にどこか
ぼくのなかのなにかが共振するのだ

（「ポンコツ」より）
「新人タレントを売り出すかのようなキャッチフレーズの住宅が目につく。そんな
コピーや魂相とにだまされてはいけない。現物を見ると、そのほとんどはポンコ
ツ住宅である。
おそらくみんなポンコツをつくりたいと思っているわけではない。限られた予
算の中で自分のアイデアやコンセプトを実現するのに精一杯で、きちんとつく
ることにお金と時間をかけられないのであろう。（略）
アイデアやコンセプトは、それを理解してしまえば、一瞬のうちに役目を終え
てしまう。そのために実用を犠牲にしてはいけない。（略）
熟考されたディテール、吟味された素材、丹精なつくり。これだけで充分信頼
に足り、安住の建築は可能である。あくまでも主役は建築であり施主である。
完成後、いつまでも建築家の気配が残っている建築は下品だ。」
（「建築家の理想」より）
「フロントランナーたちの建築を見ると、実践よりも、データをもとに頭の中でつ
くっているように思える。大学にいたってはエンターテイナーやプレゼンスタッ
フの養成校のようだ。残念ながら今、建築を目指す若者たちは、施主の顔も知
らないままにプレゼンをしたり、コンセプトをつくったりしている。虚構の世界だ。
彼らは現場が始まっても職人と格闘する機会はない。最後まで誰のためにつ
くるのか分からないケースも珍しくはない。（略）
情報に頼りすぎてはいけない。優れた芸術は、深い洞察力と人間性の中か
らしか生まれない。（略）
世の中の要求に応えることも大切ではある。しかし、私はまったく魅力を感じ
ない。私が理想とする建築家像は、流行の変化にも揺るぎなく、一点を見据え
つくり続ける人だ。」
(「新しい建築」より）
「建築家は「新しい」という言葉が好きだ。多くの同輩が、日々新しさを求めて
悪戦苦闘している。
しかし、残念ながら、ミース・ファン・デル・ローエやル・コルビジェ以降、新し
い建築は生まれていないと私は思っている。それどころか、今なおポスト・モダ
ンの只中にあると思っている。（略）
私は思う〝新しさ〟とは、正真正銘この宇宙で初めて生まれた建築のことだ。
現場で偶然から生まれる神様からの贈り物だ。それは、私の小さな頭の中で考
えた建築を想像もしていなかった神聖な場所に変えてくれるばかりではなく、
永遠に新鮮さを失わず生き続ける。」
（「職人のこと」より）
「誇り高い職人が好きだ。しかし、誇りを持って生きることは難しい。
「いい仕事をしたい」
これが誇り高い職人が共通して持つ思いだ。
彼らと仕事をしていると、ときどき私の内から湧き上がる自己顕示欲や承認欲
求に、恥ずかしくなることがある。
そういう私を誇り高い職人たちはいつも原点に引き戻してくれる。彼らは私に
とってかけがえのない存在だ。（略）
多くの建築士は、職人と接するのが苦手だ。建築士法で定められた〝取り締
まる〟という意味の「監理」に縛られているからだ。監理を厳密に遂行する限り、
職人と信頼関係を築くことは難しい。（略）
職人の自己表現は手から生まれる。口下手だったとしても、手は器用で、饒
舌である。彼らに余計な言葉や愛想は必要ない。今の時代に稀有な人たちだ
からこそ、想像を超えたものをつくることができる。」

（「個性とは」より）
「個性とは、奇をてらったり目立ったりすることではない。
流行や評価を意識し過ぎると、自分を見失う。
個性とは恣意的に表現するものではなく、溢れ出てしまうものである。」
（「今の建築は科学である」より）
「今の建築は科学の領域を出ていない。建築家という学者が持論を発表する
場になっている。
本来、建築は芸術である。人間性の回復、言い換えれば、心身の健康に付
与する芸術である。」
（「死の家」より）
「世の中は例がないほどの安心安全ブームだ。将来に対する不安が高まって
いる。
仮に未来がわかり、確実に安心安全な人生を送ることができるとしたら、それ
は本当に幸せなことだろうか。（略）
誰もが安心安全な未来を求めている。そのために、多くの人が何の疑いもな
く規定された予定調和の環境を求めている。
しかし、予定通りの未来に希望や生きがいは存在しない。安心安全への執
拗な執着は、人間性の喪失を意味する。希望や生きがいに安心安全はない。
だから今、日本は希望のない社会へとまっしぐらに突き進んでいるのである。
（略）
大企業は圧倒的な情報量で人々を洗脳してきた。そして、安心安全は、彼ら
にとって格好のキャッチコピーである。その結果、日本中に死の家が溢れる。
住宅地に立ち並ぶ家は、どれもこれも同じで無表情だ。レンガ調、タイル調、
塗り壁調、木調、どれもが偽物だ。
味わいを増すことはなく、変化もなく、ただ汚れていくのを待つ。見るに耐え
られないラベルになると、塗り替えられる。しかし、塗り替えられた外壁は不自
然な均一さで、周囲の風景を無視するかのように異様な存在感を示す。それ
は公害だ。」
（「未完」より）
「私は写実絵に心惹かれる。（略）
写実絵における私の最大の関心事は〝作家が何をしなかったか〟だ。表現
したことではなく、表現しなかったことにこそ作家生を際立たせる。ある意味、
もっとも積極的な行為といっていい。
仮に神が創造した万物が過不足なく完成しているとしたら、人間が創造する
ものは未完のまま完成するのである。」
（「引き算の美学」より）
「人は〝したこと〟に注目しがちだ。しかし〝しなかったこと〟こそ大切だと気
づくと、作品の見方が変わったり、作者の人間性まで思いが及んだりする。」

☆mediopos-1845
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ある種の心的現象が病気とみなされ
それが名づけられると
それは精神病理の対象となり
社会現象としても実体化する
実体化されたものは
さらにそこから細胞分裂のように
心的な医原病として
ほかの精神病を生み出し続け
治療が行われれば行われるほど
病気がつくりだされてゆくことになる
フロイトはその時代に魂が体験していた
重要な現実を見いだしたのだが
むしろその魂の現実から遠ざかってしまったと
シュタイナーは見なしている
フロイトは心的な病理現象を
科学的に解明できる視点を
きわめて厳格に探求し続けたのだが
その科学的方法へのこだわりが
個人的な因果関係を
還元主義的にとらえることにもなり
そのことで魂への探求を疎外したともいえる

■十川幸司『フロイディアン・ステップ／分析家の誕生』
（みすず書房 2019.9）
■ルドルフ・シュタイナー『魂の隠れた深み／精神分析を超えて』
（冥王まさ子／西川隆範訳 河出書房新社 1995.2）
ユングはその科学的探求を超えた
超個人的な領域へもその探求を拡げようとし
それゆえさまざまな混乱も避けられないまま
個性化へと向かおうともしたが
霊的事実を踏まえた魂の叡智へとむかう探求を
精神療法的な領域に閉じ込めたともいえないだろうか
シュタイナーは病むのは身体であって
精神は病むことはないという
魂はただ癒やされることを求めているのではなく
叡智を得る契機を求めているのだといえないだろうか
「病理的な不幸を、ありきたりの不幸に変えること」や
「欲動の飼い慣らし」をするための治療から
「生きていることそれ自体の中に
多くの喜びを見いだすことができる」治療へ
さらには治療ということから離れ
魂がその力を強め叡智を見いだすために
魂の謎を探求していくための共働へ

（十川幸司『フロイディアン・ステップ』より）
「もはやあまりにも有名な言葉だが、フロイトは『ヒステリー研究』の最後で、精
神分析の目的を「患者の病理的な不幸を、ありきたりの不幸に変えること」と述
べている。一方、その約四〇年後に書かれた『続・精神分析入門講義』では、
精神分析治療を、北海の洪水の度にオランダに多大なる損害をもたらしたゾイ
デル海にダムを作り、淡水のアイセル湖に変えた干拓工事に喩えている。これ
は欲動の「飼い慣らし」の卓越した比喩である。前者が、前期技法論の治療観
と、後者が後期技法論の治療観と結びついていることは言うまでもない。
しかし、私たちの考える分析治療の観点からは、このいずれの治療観も不十
分に思える。フロイトは、最初から最後まで量の観点を重視し、質に関しては
快・不快しか問題にしなかった。しかし、例えば、リズムという要因を動員するな
ら、もっと異なった質の情動を理論化することも可能だろう。それは例えば、喜
びである。
患者の心的機能を十分な形で高めることができたなら、単に「病理的な不幸
を、ありきたりの不幸に変えること」だけではなく、患者はその不幸という「現実」
も、そうでありながらも楽しむことができるのではないか。フロイトに欠けている
のは、私たちがいかに重傷な精神の山師を抱えていても、分析治療を通して
心的機能が高まることによって、「病理的な不幸」が「ありきたりの不幸」に変わ
るだけではなく、そこからさらに、生きていることそれ自体の中に多くの喜びを
見いだすことができるという認識である。
フロイトは自分の名前(Freud）が、喜び(Freude)と結びつけられることを、苦々
しく思っていた。（略）メランコリー気質であるフロイトほど、一見、喜びと無関係
な人はいない。だが、喜びが、そもそも現実を無視するのでも、現実に服従す
るのでもなく、現実をよく見据える態度から生まれる情動であることを考えれば、
フロイトは、案外、喜びとの深いかかわりのなかで生きた人と言えるかもしれな
い。
私たちの観点からは、精神分析は生の喜びと深く結び付いた治療である。そ
れゆえに、精神分析の創始者の名前が、喜びと結びついていることは、きわめ
て相応しいことのように思えるのである。」
（シュタイナー『魂の隠れた深み』〜ロバート・Ｊ・サーデロによる序文「魂の深み
に向けて」より）
「精神分析と精神的心理学についてルドルフ・シュタイナーが一九一二年、一
九一七年、一九二一年という、まさに「対話による治療」がはじまったばかりの
時代に行った一連の講演は、魂の作業の一方法としての精神分析と精神療法
の創始にあたってどんなに不十分な知識が用いられたかをはっきりと告げてい
る。それから八十年あまり経った現在、この方法は数が増える一方で、しかもど
のような知がそれに関わっているのかは問われていない。この派があの派と張
り合う、といった議論はなるほどさかんだが、精神療法とういう仕事全体に疑問
を投げかける分析家といえば、ただ一人、ジェームズ・ヒルマンがいるくらいな
ものだ。ヒルマンの批判はつぎのような鋭い観察にもとづいている。つまり、密
室に閉じ込めることで治療は魂を世界からひき離してしまい、それによって魂
の複雑な作用を貶めている、というのである。その結果、ヒルマンによれば、魂
の感覚を欠いた世界が生じてしまった。精神療法はどのようにしてこんな状況
に陥ってしまう、いかに魂を欠いた文化を助長したのか、これについてわたし
たちは、精神分析の発達についてシュタイナーが探求したことから学び知るこ
とができる。
第一に、魂の傷の本質、内的生活の本質は、精神分析の歴史のごく初期に
誤読されてしまった。その結果、精神分析は魂を知ろうとする代わりに、外傷が
生じたと仮想される状況----この状況は当人の現世での生活の間に起きたも

のとみなされる----に関心を転じたのである。こうしてフロイトは、せっかく魂に
ふさわしい知識を発達させる機会があったのに、それを通常の思考力をたくみ
に働かせて避けてしまった。いいかえれば、この時代の新しい現象であり心理
学的徴候の発煙は新しい認識能力の必要をさし示している、ということをフロイ
トは見抜かなかったのである、心理学的徴候とは、意識と無意識の境界がもは
や定かでなくなったこと、魂の深層の力が通常の意識に侵入しはじめ、この新
しい経験を生きる形式がまだないために混乱が生じてしまったこと、を示すもの
である。新しい認識能力は道徳的、美的、知的能力----魂の中間領域を拡げ、
さらに発達させるために文化に入りこむことができるような能力----を高めるこ
とになるだろう。その反対にフロイトは、人が苦しむには傷ついたためではなく、
シュタイナーなら感覚--知覚的知識とも呼ぶであろうものの内部で起きている
ことを理解する能力を欠いているためだ、と主張した。精神分析は魂の傷を患
者の人生に起きた出来事と結びつけることで、自分の苦しみが何に由来する
のかを理解する手助けをする。ひとたび外傷が「意味をなせ」ば、解放が訪れ
るというわけだ。この意味での精神分析とは、魂を因果関係の科学的分析に適
合させる訓練、唯物論的論理を身につけさせる教育であって、これは外界の
出来事を似たような論理で解釈するための学習とあきらかに足並みをそろえて
いる、
第二に、因果の理論が打ち立てられると、精神分析的探求者は心的現象の
あらゆる症例を説明できる原理をきわめて化学的に探し求めなければならない。
フロイトはこれを性欲理論に見いだした。つまり、あらゆる神経症の背後に愛に
傷ついたための痛みが潜んでいる、というものである。この段階は魂からさらに
一歩遠ざかっている。というのは、それは全体としての人間の生から引き離さ
れた抽象だからである。最近中毒患者グループ、相互依存グループの類いが
流行しているが、面白いことにこれは魂の真実からますます遠ざかってしまうも
のであり、それはアリス・ミラーの『才能ある子のドラマ』できわまっている。ここ
では魂の傷の現在的経験というフロイトの出発点は完全に無視され、原初の
傷は今や、当事者が現世で実際に受けた傷、と受けとめられるようになってし
まった。このちがいは決定的である。（略）その後発展した新しい解釈において
は。魂はそっくり取り払われ、今では文字どおり何千、何万という人々が毎週一
堂に会して、ひどい親たちから受けた外傷という歴史的出来事を話し合ってい
る。（略）魂の器は今や完全に壊れてしまった。魂の経験の噴出というこの時代
の文化的現象はふたたぶ抑圧され、内的生活についての真の知識を発達さ
せる可能性はそれによって減ってしまったのである。」
「魂の真の叡智とは、内的知覚を強めようとするものであって、癒やそうとするも
のではない。精神分析とその派生物は、本物の内的生活を奨励するのに役立
たないばかりか、それがおよぼす悪影響は大きい。ひとたび無意識の理論が
定立されると、そこから心的な医原病が発生する。つまり、病気の治療が逆に
病気を創ってしまうのである、シュタイナーは理論そのものが無意識を攪乱す
るといっているが、このようにして、限られた研究分野としてはじまったものが拡
大して文化現象にまでなってしまう。いいかえれば、精神療法はとめどない現
象であって、治療がなされればなされるほどますます病気が創りだされる、とい
うことだ。」
「人智学は魂の叡智につながるものであり、それゆえ限定された知の体系を綿
密に研究するだけで満足する、ということはけっしてない。精神分析を発生さ
せた諸現象はきわめて重要なものだ、と認める一方でシュタイナーは、フロイト
が霊魂を認めなかったがゆえに魂は個人史と同一のものになり、魂を欠いた
歴史観が成立してしまった、と指摘する。精神分析的方法がこのように発展し
たことは、魂はそれ自体では自足しない、ということを表示している。魂は霊魂
の一部であり、したがって霊的探求という方法によって知りうるものなのであ
る。」

☆mediopos-1846
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冬になると
樹は葉を枯らしてしまうけれど
見えないところで
しっかりと
新しい生命へと向かっている
葉が色づき
枝から落ちるころ
新しい季節は
もうその時を
たしかに
刻み始めている
葉のついていたところには
葉痕という顔がのぞいていて
それが水や養分などが通っていた維管束
そして枝のてっぺんには
帽子のような冬芽が眠っている
春の夢を見ているのだ
やがて
根から水が吸い上げられると
その冬芽は目を覚まし
葉を伸ばしてゆく
その季節が来るまで
冬芽のなかに
ぎゅっと
生命の力を溜めながら
たいせつな時を過ごしているのだ

■月刊「かがくのとも」通巻610号
（高柳芳恵・ぶん 松江利恵・え）「でてきたでてきた はっぱのあかちゃん」
（福音館書店 2020年1月発行）

「あき。はっぱが きいろく いろづくと、
いちまいの はっぱが えだから おちた。
すると。えだに
かおのようなものが
あらわれた。」
「とうとう クルミの はっぱは ぜんぶ おちてしまった。
おや？
えだの てっぺんに
ぼうしのようなものが のこっている。」
「おおきいの ちいさいの
ほそながいの とがっているの
ふわふわの つるつるの
いろんな かたちをした
ぼうしのような ふゆめたち。」
「ほら、
こっちの
あっちの
でてきた
はっぱの

きからも
きからも
でてきた。
あかちゃん。」

（「かがくのとものとも」〜高柳芳恵「冬芽のおもしろさに惹かれて」より」
「顔は、葉痕といって一枚の葉がついていたところです。そして、目や口に見え
るところは、根が吸い上げた水や葉で作られた養分などが通っていた道（維管
束）。目と口を使って木も生長するなんて、まるで人間ですね。
そして、帽子のようなものが冬芽です。春、冬芽がほころび、葉っぱのあか
ちゃんが顔を出す様はとてもドラマチック。まさに絵本の主人公のオニグルミの
ように、ぐんぐんぐぐーんと伸びてきます。こんな小さな冬芽のどこにそのエネ
ルギーがあるのでしょう。これ以上小さくなれない姿で、でもちゃんと葉っぱの
形をして眠っていた赤ちゃんに。
例えば、ユリノキの冬芽をそっとそっとむくと、二つに折り畳まれた葉が６枚ほ
ど出てきますが、むくほどに葉は小さくなり、最後は高倍率の虫めがねでやっ
とわかるほどのものです（写真参照）。
これらの葉が眠りから目を覚ますのは、根が吸い上げた水が届いた時です。
幹には前年に葉が作りだした養分が蓄えられており、水とともにそれらの養分
が冬芽へと運ばれていきます。栄養豊かな水が、葉っぱの赤ちゃんを育てるミ
ルクになる、なんと素晴らしい仕組みでしょう。ミルクをたっぷり吸って次々と芽
吹いてくる葉を見ていると、まさに、冬芽は「木の生命が凝縮しているところ」だ
と感じます。
新しく出てきた葉は、毛におおわれていたり、赤い色をしていることが多いの
ですが、それはきゃしゃな葉を外敵や強い紫外線から守るためです。ところが
です。びっしりと毛でおおわれたコナラの葉にチョウの幼虫を見つけたときのこ
と。生まれたばかりの２ミリほどの幼虫は、毛が邪魔になって葉が食べられずに
ウロウロ。そのうち、なんと口で毛をていねいにそぎ落としはじめたではありませ
んか。そして毛をまるめてポイッと捨てたのです。まさに、小さな世界の知恵比
べ、う〜ん！」

☆mediopos-1847
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職人が好きだ
職人の話を聞きたい
職人になりたい
手がつくる
そのかたちの
たしかで
うそのない
ほんとう
ひたすら続け
積み重ねることで
特別なことではないことを
特別なほんとうにする技
なにかを
かたちにならないものもふくめて
かたちにするためには
職人であらねばならない
知識は
続けなくても
得られるかもしれないが
知恵は
続けることでしか
得られないからだ
職人の手でしか
持続するたしかな知恵でしか
生み出すことのできないものがある
職人であろうとすることを怠ったとき
人はどこかでたいせつなものを
踏み間違えてしまうことになる

■山﨑真由子
『職人の手 16 PROFESSIONAL STORIES』
（アノニマ・スタジオ 2019.11）

「この本で紹介した人たちは、「職人」という仕事を続けてきた人、継いだ人、新
しくはじめた人たちです。みなさんにお話をうかがい、そのお仕事の片鱗を見
せていただくにつれ、「続ける」ということがどれほど尊いか、と身にしみました。
伝統や看板を背負って立つことへのプレッシャー。自分の代でつぶしてはな
らないという信念。はたまた新たな世界での不安･･････。
誰もが、そうしたいろいろを抱えています。でも、後ろを振り返ることなく、前に
進むしかない、毎日を積み重ねるしかない、「続ける」しかないのです。
特別なことはなにもない、ただ続けるだけ----ここで会った人たちはそれを
教えてくれました。
（略）
「なるようになる」のか「なるようにしかならない」のか、それは自分次第。ともかく、
いまを一所懸命に進む。そうしようと決めています。そんな私も「職人」でありた
いと願っています。」
※過去の知恵や技を受け継ぎつつ未来への挑戦を続けている、30〜90代の
職人16名の取材記
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ガラスペン（ガラス工房 炎）菅 清風
洋傘（小宮商店） 小椚正一・小椚富子
料理人（普茶料理 梵） 古川竜三
橘流寄席文字・江戸文字書家（UNOS) 橘 右之吉
桐たんす（二葉桐工房） 田中英二
モデリスト（MITAKE) 三竹伸之
鍋（中村銅器製作所） 中村恵一
結桶師（桶栄） 川又栄風
ビヤホール主人（ビヤホール ランチョン） 鈴木 寛
陶工（卓袱堂） 今泉 卓
仏師・彫刻家（自光雲五代） 加藤巍山
クリーニング師（伊澤クリーニング商会） 伊澤裕樹
篆刻家（かまくら篆助） 加藤俊輔
活版印刷家（バードデザインレタープレス） 市倉郁倫
日本茶農家（カネ十農園） 渡辺知泰
歌舞伎 床山（光峯床山） 谷川兼太郎
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「存在が言葉に先行する」
というときの「言葉」と
「言葉が存在に先行する」
というときの「言葉」は
同じ「言葉」ではない
私たちがふつう使っている言葉が
「存在」に先行しているわけではない
根源的な「コトバ」から諸存在が生まれ
それとともにさまざまな言葉も生まれ
そのコトバが諸存在を写している
ということになるだろうか
「言葉が存在に先行する」
というときの「言葉」は
井筒俊彦のいう「コトバ」のことだ
「存在はコトバ」であり
あらゆる存在はコトバなのだ
ヨハネ福音書のはじめにあるように
はじめにコトバという存在がいて
そのコトバは神のもとにいた
そしてコトバは神なのだという
空海の『声字実相義』には
「五大に響きあり」とあるように
根源的なコトバが
五大という言語活動の響きとなり
さまざまな「文字」となって
世界を書き記しているという

■公益財団法人 日独文化研究所 編」
『＜言葉＞日独文化研究所シンポジウム』（こぶし書房 2019.10）
■井筒俊彦『意識と本質／精神的東洋を索めて』（岩波書店 1983.1）
■井筒俊彦『意味の深みへ／東洋哲学の水位』（岩波書店 1985.12）

私たちの使っている「言葉」は
ほとんど道具化されているから
ウィトゲンシュタインのいうように
「語ることのできないものについては
沈黙しなければならない」
ということになるのだけれど
その沈黙のなかにこそ
コトバが響いているということなのかもしれない
そしてほんとうに耳をすますことができたなら
そのコトバが宇宙に響き渡っているのを
聴きとることができる･･････

（『＜言葉＞』第一部「言葉」の宇宙〜高橋輝暁「第一章 言葉が宇宙を創る」
より）
「言葉と宇宙との関係について、現代のわれわれの常識によれば、言葉と無関
係に存在する宇宙とそれを構成する事物を言葉が指し示すことになっている。
つまり事物やその総体としての宇宙あるいは世界が初めから存在していて、そ
れを言葉が事後的に名指すというのだ。存在論的にいえば、事物の「存在が
言葉に先行する」のを前提にしていることになる。しかし、この前提を証明する
のは困難で、それは常識の名をかたる独断かもしれない。実際、西洋近代が
生み出した「科学的世界観」を共有しない人びと、例えば、いわゆる「未開人」
の多くが、言葉はその霊力によって事物を創ると信じていた。これを存在論的
に言えば「言葉が存在に先行する」というわけだから、こうした世界観は、われ
われの常識とされる「科学的世界観」とは正反対だ。『万葉集』に「言霊の幸は
ふ国」と歌われた日本にも古代から「言霊信仰」があり、言葉がその霊力によっ
て事を生起させると信じられてきた。その片鱗には今日の日本においてもさま
ざまな場面で遭遇する。
「存在が言葉に先行する」というわれわれの常識を明確化したのは西洋近代
だった。ところが、その母胎のひとつとなったキリスト教にあっても、その聖典で
ある『聖書』をみれば、「はじめに言葉ありき」というテーゼが「ヨハネ福音書」冒
頭に掲げられている。確かに、西洋でも言葉と事物の存在との関係について
「言葉が宇宙を創る」という思想は、近代を通じて認められ、二十世紀ドイツの
哲学者ハイデガーも「言葉が存在に先行する」という「言霊信仰」と照応関係に
あるように思われる考察を展開している。日本でも、西洋の哲学的枠組みでは
しばしばハイデガー哲学の対極に位置づけられる分析哲学の系統から、大森
荘蔵のようにみずから「ことだま論」と名のる思想を展開する哲学者が現れ
た。」
「「言葉が存在に先行する」ということだま的世界観は、確かにわれわれが慣れ
親しんだ西洋近代由来の科学的世界観とは「存在論的に対極にある。とはい
え、科学的世界観を科学的に根拠づけることはできないというのが、今日の科
学論の常識だろう。そうだとすれば、われわれはその都度の必要に応じて科学
的世界観を独断的に選択しているに過ぎない。そのほうが快適な生活を送れ
るし、飽くなき欲望を満たすのには好都合だからだ。しかし、それが独断に基
づく選択であれば、「信仰」と変わりない。われわれは科学に帰依し、科学を信
仰しているのだ。古代の日本人は科学の代わりに「ことだま」を信仰していた。
だから、われわれは「ことだま」の世界観を「言霊信仰」という。もし「科学信仰」
というと違和感があるなら、「科学思想」といってもいい。そうだとすれば「言霊
信仰」も「言霊思想」と称する資格はあるだろう。
科学的世界観と言霊的世界観がともにわれわれの選択に依拠しているのだ
とすれば、いずれか一方が真理で、他方が虚偽だということにはならない。この
両者は必ずしも二者択一ではないのだ。自己の独断的真理基準に合致しな
い思想を虚偽として排除する排他的「科学思想」が支配的だった西洋近代を
通じて、少なくともドイツに関しては、ルターからゲーテを経てハイデガーまで
「言葉が存在に先行する」という思想の片鱗を発掘することができたではない
か。ましてや日本において、西洋近代の洗礼を受けた現代とはいえ、「言霊思
想」が「科学思想」と併存していても、それを前近代の残滓として排除するべき
ではない。

われわれが病に倒れたとき、科学的世界観に基づいて最先端の科学的医
療技術に希望を託すに違いない。しかし同時に「言霊思想」にも希望を託して、
病の平癒を願う言葉を発しても不思議ではないはずだ。もちろん四号室には
入院したくない。」
（井筒俊彦『意識と本質』より）
「「言語は存在の家だ」とハイデッガーが言った。そこには言語にたいするこの
哲学者の深い信頼感がある。もっとも、ここでハイデッガーが考えている「言
語」とは、日常的な、つまり惰性的で非創造的な言葉ではなくて、例えばヘル
ダーリンのような詩人によって詩的想像的に使用されたみずみずしい言葉のこ
とではあるが。
これに反して禅では「言語展事」（洞山守初）という。言語は存在をそのままに、
あますところなく提示することができぬ、というのである。ここには言語にたいす
る根深い不信感がある。この不信の故のこそ、禅は不立文字を標榜するのだ。
しかし言語にたいするこの不信は日常的、慣習的言語にたいするそれである
ことが注意されなくてはならない。非創造的言語への不信である。こう考えてみ
ると、禅の「言語展事」はハイデッガーの「言語は存在の家だ」という言葉を裏
側から言ったものにすぎないことがわかる。だから、解釈のしかたによっては、
このハイデッガーの命題は、禅の考えをより積極的な形で表現したものと言え
ないこともない。（略）
「言語は存在の家だ」。根源的に無限定で、絶対にあるものとして把捉しがた
い窮極者----それを「存在」、「有」、「実在」と呼ぼうが、あるいはまた逆に「無」
と呼ぼうが問題ではない----は人間の言語を通じて、言語において、様々に
限定されつつ自己を開示してくる。言語は存在の自己限定的開示の場所であ
る。言語----一次的には個々別々の語、いわゆる単語----の形で、絶対無限
定的な存在（略）が自己を様々に限定し、限定された形で結晶する。山が現れ、
川が現れる。限りない数の結晶体が世界を満たす。（略）
ハイデッガーは言葉の語源、すなわち歴史的根源的意味、を探ることによっ
て、そこに露呈されている形而上学的に根源的な意味を直観しようとする。語
源とは無限定者たる存在が、まさに自己を限定して限定様に移ろうとする決定
的瞬間に成立するものである。ハイデッガーはこの決定的瞬間を自ら生きるこ
とによって語の内部に翻入し、それによって、本来的には把捉しがたい無限定
者そのものに迫ろうとする。
禅は言語にたいしてこのような態度はとらない。禅者にとって個々の語の語
源など問題にもならない。「言語展事」。始めから言語不信なのである。」

（井筒俊彦『意味の深みへ』より）
「「存在はコトバである」。あらゆるものがコトバである、つまり存在は存在性その
ものにおいて根源的にコトバ的である、ということをこの命題は意味する。」
「元来、常識では、存在とコトバとの関係をこんなふうに考えていない。コトバと
存在とは、それぞれ独立の観念系統をなしているのであって、両者の間には
せいぜい相応関係が成立するにすぎない。存在が、即、コトバである、つまり、
この経験世界に存在するありとあらゆる事物事象、いわゆる森羅万象、がこと
ごとく、本当はコトバなのであるなどと考えるのは、完全に非常識である。」
「ところが、いま、「存在はコトバである」という命題の立場は、まさにこの常識的
見解の逆を主張する。つまり、コトバが存在に先行し、そういう順位で存在とコト
バとの間に同定関係が成立する、というのだ。」
「表層風景としては、たしかにそれ自体で自立的にそこにあるかのように存在
世界が現象している。しかしそれは、実は。、全体としても、またそれを構成す
る個々の事物としても、すべて根源的にコトバ的性質のもの、コトバを源泉とし、
コトバによって喚起され定立されたもの、つまり簡単に言えば「コトバである」の
だ、という。（略）この問題を考究することは、我々を意味分節理論の領域に導
き入れる。そして、これを通じて、真言密教の言語哲学の中核に、我々は近づ
く。」
「真言密教の見所によれば、個人的人間意識のレベルに生起する意味現象
は、宇宙的レベルにおける意味現象の、ほとんど取るにも足らぬミニチェアに
すぎないのだ。宇宙的「阿字真言」のレベルでは、ア音の発出を機として自己
分節の動きを起こした根源語は、「ア」から「ハ」に至る梵語アルファベットの発
散するエクリチュール的エネルギーの波に乗って、次第に自己分節を重ね、
それとともに、シニフィエに伴われたシニフィアンが数かぎりなく出現し、それら
があらゆる方向に拡散しつつ、至るところに「響」を起、「名」を呼び、「もの」を
生み、天地万物を生み出していく。『声字実相義』に、「五大に響きあり」と言い、
かつ空海自らそれに註して「内外の五大に、ことごとく声響を具す。一切の音
声は五大を離れず。五大はすなわち声の本体、音響はすなわち用なり。かか
るが故に、五大皆有響という」と言っているように、それは地・水・火・風・空の五
大ことごとくを挙げての全宇宙的言語活動であり、「六塵悉く文字なり」というよ
うに、いわゆる外的世界、内的世界に我々が是認する一切の認識対象（もの）
はことごとき「文字」なのである。
全存在世界をコトバの世界とし、声と響の世界、文字の世界とする真言密教
的世界像は、このようにして成立する。イスラームの文字神秘主義やユダヤ教
のカッバーラーの場合と同じく、真言密教においてもまた、存在世界は根源的
にエクリチュール空間であり、そしてそのエクリチュール空間は、万物の声に鳴
り響く空間だったのである。」

☆mediopos-1849

2019.12.8

死者論は他者論であり
それはそのまま生者論でもある
そしてカニバリズムも
その文脈でとらえてみれば
「われらはみなカニバル（食人種）」だともいえる
生者はだれも死を経験し得ない
ということもできるだろうが
逆に生者が生者であるためには
死者の存在を前提としている
ということもできるのではないか
私が私である
ということにおいても
私は決して他者にはなり得ない
ということもできるだろうが
逆に私が私であるためには
他者の存在を前提としている
ということもできるように
私たちは死者を悼み
埋葬し祈りを捧げる
それをただの儀礼にすぎない
ということもできるだろうが
私たちはその儀礼を通じて
死者と語らい
死者を自らのなかに
取り込んでいるともいえる

■クロード・レヴィ＝ストロース
『われらみな食人種（カニバル）』
（渡辺公三 監訳・泉克典訳／創元社 2019.11）
■若松英輔『死者との対話』（トランスビュー 2012.11）
レヴィ＝ストロースは
その取り込むという方法を
「他者を食べてしまう」と表現しているが
広くその考えを拡げてゆけば
それを肉体だけに限定してとらえる必要はないだろう
言葉や思考・感情などもまた
「他者を食べる」ということにもなるだろう
それはもちろん死者だけにかぎられたことではない
人は「他者を食べる」ことで生きている
ときに「食べちゃいたいくらい好き」とさえ言うように
「われらはみなカニバル」として生きているのだ

（「レヴィ＝ストロース『われらみな食人種』」〜「われらみな食人種」より）

（「若松英輔『使者との対話』」〜「死者の詩学」より）

「信頼に足る民俗学者には誰ひとりカニバリズムの実在に異議を唱える者はい
ないが、その一方で誰もがカニバリズムを食べるために敵を殺すというこの上
なく粗暴な形態であると単純に決めつけられないこともわきまえている。こうし
た慣習はかつて確かに存在したし、例えばブラジルでは（･･･）昔の数人の探
検家や、数年にわたってインディアンに混じって生活史現地語も話せた十六
世紀のポルトガル人イエズス会士たちが、その慣習のたいへん説得力のある
証人だった。
このような外向きのカニバリズムのかたわらには、新鮮な状態、腐った状態、
ミイラ化した状態の死亡した親族の肉を、とくには生のまま、もしくは調理したり
黒焦げにしたりして、大量もしくはごくわずかの量だけ食べることからなる内向
きのカニバリズムの席も用意しておく必要がある。ブラジルとベネズエラの国境
地帯に暮らす先住民で、その領土に侵入した黄金探索者にようる略奪の犠牲
者となってしまったことが知られるヤノマミの人々は、あらかじめ粉に挽いてお
いた親族の死者の骨を現在でも食べている。
カニバリズムは、（･･･）食糧的でも、（･･･）政治的でも、（･･･）魔術的でも、
（･･･）儀礼的でもありえる。そして、カニバリスムは治療法にもなりえる。古代医
学の数多くの処方だけでなく、かなり最近のヨーロッパにさえその証拠は見つ
かる。わたしが論じてきた脳下垂体の注入や脳物質の移植に加え、現在では
ごく当たり前の行為になっている臓器移植などが最後に挙げた範疇に属する
ものだということに、もはや議論の余地はないだろう。」
「カニバリズムという事象をすべての広がりにおいて理解するように試みてみよ
う。時代や場所に応じてカニバリズムの様態や目的は途方もなく多様ではある
が、鍵となるのはいつでも、他人の肉体に由来する一部分ないしは肝要部分
を自発的に導き入れるということである。このように悪魔払いを済ませると、カニ
バリズムの概念はかなりありふれたものでしかなくなる。ジャン＝ジャック・ル
ソーは、他者と同一化するようにわれわれを駆り立てる感情が社会生活の起源
にあるとみなした。他者を自分と同一化するいちばん単純な手段は、何をおい
てもまず、他者を食べてしまうことである。
結局のところ、かつての探検家たちがたとえ、惻隠の情からか、遠く離れた土
地でいつもたやすくカニバリズムに屈服したとしても、この現象全体を見渡せる
一般形態に照らしてみると、それはカニバリズムの概念やその直接、間接の適
用があらゆる社会に見られる事象だからなのである。メラネシアの習慣とわれ
われに固有の慣行のあいだでわたしが跡づけた平行性が示しているように、
われわれのもとにもカニバリズムが存在すると言えないこともないのである。」

「ここ上智大学の横に、聖イグナチオ教会があります。その聖堂の下に納骨堂
があります。案内板には「クリプタ（地下聖堂）」と表記されています。生者が祈
る聖堂の下に、死者の住まいである地下聖堂がある。これはカトリシズムの伝
統に生きている象徴的な、そして示唆に富んだ設計です。
地上では聖者が祈る、死者がそれを見えないところで支えている。実際にそ
うではないでしょうか。祈りは死者の支えがなければ実現せず。生者だけでは
虚しい行ないである、それは日々、私にも実感されます。
生者は死者を伴って生まれます。人は生来、死者と共にある。しかし、私たち
は誰が随伴しているかを知らないこともある。また、年を重ねるとは、守護する
死者を増やしてゆくことではないかとも感じています。死者は過去ではなく、今、
ここの同伴者です。ですから、死者を考えることは、私たちの今を考えることに
なるはずです。それは死者の世界に空想をめぐらすことではありません。また、
死を考えることでもありません。」
「死者が存在するということは、同時に人生の問題はこの世で解決しなというこ
とを示しています。ですから、生命論が、人間の存在の根底を明らかにしようと
する試みであるなら、必然的に死者論に発展せざるをえません。生命論と死者
論というのは、同質の探求における、異なる道行きの謂いでなくてはなりませ
ん。」

☆mediopos-1850

2019.12.9

新たな贈与論が
求められているのかもしれない
単独であるがゆえに普遍性を持ちえる
自由な存在者として生きる可能性
そのために
これまでの３つの交換様式から
まだ見ることのできない
新たな４つめの交換様式への道が模索される
共同体の内部で行われる
贈与とお返しという交換様式
国家のような
支配と被支配の関係での交換様式
貨幣と商品のような
自由で対等ではあるが非対称な関係での交換様式
そして
共同体を超え
支配と被支配の関係を超え
非対称的な関係を超え
しかもそれらを
プロセスとして踏まえながら成立するだろう
自由な贈与としての新たな交換様式

■インタビュー・編 大澤真幸
『戦後思想の到達点／柄谷行人、自身を語る・見田宗介、自身を語る』
（ＮＨＫ出版 2019.11）
■柄谷行人『哲学の起源』（岩波書店 2012.11）
そのために
柄谷行人はイオニアの自然哲学のイソノミア
そしてそれを継承したともいえる
ソクラテスの問答法に注目する
イソノミアはデモクラシー以上のデモクラシー
自己否定にまで至ったデモクラシーだという
デモクラシーでさえ支配関係を前提としているからだ
そしてソクラテスはその問答法によって
国事／家政 公的／私的という位階関係を否定する
謎を問う者として他者に対するとともに
その謎がソクラテス自身にとっても謎であることで
謎が二重化されるのだ
その問答の仕掛けによって支配関係は外されることになる
そこに人が単独であるがゆえに普遍性を持ちえる
自由な存在者として生きる可能性が開かれるのだ
まだ見ることのできない新たな交換様式は
そうした可能性のもとに
自由に向かって開かれてある必要があるだろう

（『戦後思想の到達点』〜柄谷行人×大澤真幸「『世界史の構造』への軌跡、
そして「日本論へ」〜大澤真幸「イントロダクション／交換様式論とは何か」より）

（『戦後思想の到達点』〜大澤真幸「終章 交響するＤ」より）

「交換様式とは何か。それには四つのタイプがある。私たちが「交換」として典
型的に思い描くものは、商品交換（貨幣と商品との交換）だろうが、それは、交
換様式のひとつのタイプでしかない。」
「互酬交換、つまり贈与とお返しという関係が交換様式Ａである。これは、共同
体の内部で見られる交換である。
交換様式Ｂは、普通の見方では、支配--被支配の関係だが、これもまた、一
種の交換である。被支配者は支配者に服従することで保護を得ているからで
ある。これは政治的な関係であると同時に、経済的な関係でもある。被支配者
は支配者に対して、税や年貢を払うからである。強制的に徴収された税は、あ
る程度は、公共事業や福祉などによって再分配される。国家は、交換様式Ｂに
基づいている。
市場で見られる交換様式Ｃは、Ｂとちがって、とりあえずは自由で対等な交換
である。「とりあえず」と留保をつけたのは、物々交換ではなく、貨幣と商品の交
換になったとたんに、関係は非対称になるからだ。貨幣をもつ側と商品をもつ
側のどちらが優位になるかは、状況による。しかし、商品が労働力であった場
合には、関係が固定的である。貨幣で労働力を買う資本家が労働者を搾取す
る階級関係が生ずる。
交換様式は、以上の三つで尽きるように見える。が、もうひとつ交換様式Ｄが
ある。ここに、柄谷さんの非常な独創性がある。交換様式Ａは、交換様式ＢやＣ
が浸透したことによって解体するのだが、その後、高次元で回復する。すなわ
ち、互酬原理によって成り立つ社会（Ａ）は国家の支配（Ｂ）や貨幣経済（Ｃ）に
よって解体するのだが、互酬的（相互扶助的）な関係が、高次元で回復する。
これこそが、交換様式Ｄである。」

「『哲学の起源』の直接の主題は、イオニアの自然哲学である。イオニアとは、
現在のトルコの地中海沿岸地域で、古代ギリシアの時代に、ここにギリシア本
土かたの植民者による都市国家が築かれた。タレスとか、アナクシマンドロスと
いった、哲学史の最初のページに記される自然哲学者は、このイオニアから出
てきた。
イオニアの都市国家（ポリス）の原理は、「イソノミア」と呼ばれた。柄谷の着眼
点は、この耳慣れぬ言葉で指し示されている。イオニアの政治である。イソノミ
アとは何か。それはデモクラシーに似ている。デモクラシー以上のデモクラ
シー、自己否定にまで至ったデモクラシーといってよいかもしれない。デモクラ
シーは、デモス（民衆）の支配（クラシー）である。つまり、ここでは支配する者と
支配される者とが本来一致していなければならない。真に一致が実現すれば、
支配そのものの自己否定に至るはずだ。しかし、実際のデモクラシーは、常に
多数の支配であって、支配そのものの否定ではない。これに対して、支配を完
全に否定し、排除すれば、それがイソノミアになる。イソノミアとは「無支配」とい
う意味である。
イオニアにはイソノミアがあった。アテネでは実現されなかったことが、どうし
てイオニアで可能だったのか。柄谷の見立てでは、それは、イオニアの諸都市
が十八世紀のアメリカの「タウン」と同様に、絶え間ない植民活動の産物だった
からだ。そういうところには、非常に大きな自由が、遊動の自由があった。脱出
できる外部もあった。要するに、イオニアには、原遊動性があったのだ。もし不
平等や支配が生じたら、人は、そのポリスから簡単に逃げ出すことができたの
である。こういうところでは、支配を生みだすような不平等が生まれようがない。
つまり、自由であること（十分な遊動可能性）が、平等を可能にしているのであ
る。だから、イソノミアとは、完全に平等でかつ自由な関係である。イソノミアを、
交換様式Ｄの現実化されたあり方の一つであると見なすことができる。」

（『戦後思想の到達点』〜柄谷行人×大澤真幸「『世界史の構造』への軌跡、
そして「日本論へ」〜「11 単独性と普遍性はどう結びつくのか」より）
「大澤／もう一つお聞きしたいことが「単独性」という問題です。ここでまた柄谷
さん流の対立物の一致があって、普通は「単独者であること」と「普遍性へとい
たる連帯」とは対立することだと考えられている。しかし柄谷さんの思想では、
単独性と普遍性は直結しているし、究極のところでは同じになっていく。単独
性と、一見似ているのが個別性、普遍性と、一見似ているのは一般性。しかし、
個別性と一般性は対立しますが、単独性と普遍性は一致する。これは交換様
式Ｄとは何かという問題ともつながってくるような気もするのです。」
「大澤／現在、柄谷さんが考えている倫理の問題は、単独性--普遍性の軸に
関連しているように思います。単独者であることが普遍性につながる。単独性
の解放こそが普遍性になるという倫理は、存在論的な位相そのもののなかで
倫理を問うことになる。たとえば、遊動性、特に原遊動性というのは、自由な単
独者として生きるということにつながっているし、これを、ある交換様式、つまり
Ｄと結びつけて、共同体と共同体の間、国と国との間のことを考えるというのは、
普遍性ということに結びつきます。あるいは、柄谷さんご自身がときどき引用さ
れる、カントがいう、理性の公共的（＝普遍的）使用というのは、実質的には、
徹底的に単独者として生きるということですね。特定の共同体の一員、たとえ
ば役人として思考することは、理性の私的（＝特殊的）使用にしかならない。」

「イオニアの自然哲学をそうとは自覚することなく継承したのは、ソクラテスであ
る、と柄谷は見る。ソクラテスにおいて注目すべきことは、彼が、自分の守護神
ダイモンの声に従って、公人としての活動を否定したことである。アテネの市民
にとっては、公人として直接民主主義に参加することこそ名誉なことだったが、
ソクラテスはこのような価値を全面的に否定したのである。だが、このことは、ソ
クラテスが政治に無関心で、私的な世界に閉じこもっていたことを意味するも
のではない。むしろ、彼は、政治的な人物だった。だが、富の不平等がすでに
存在していることを前提にして民主政に公人として参加しても、結局、不平等
な関係を再生産したり、強化したりするだけである。真に自由で平等な関係を
実現するためには、国事／家政、公的／私的という位階関係を否定しなくては
ならない。この位階関係こそが不平等の根拠になっていたからである。ソクラテ
スに対するダイモンの呼びかけは、公人よ私人の区別をなくせ、公人でありつ
つ私人であれ、ということである。
このように解釈してよいのだとすると、これは、カントが『啓蒙とは何か』で論じ
た、「公共的／私的」の区別に似ている。普通は、公務員が国益のためのあれ
これと考えることは、公共的な思弁だと考えられている。しかし、国家といえども、
ひとつの私的な団体に過ぎないのだから、国益のための思考は、理性の私的
な使用に過ぎない、というのがカントの述べていることだ。理性の公共的使用
は、逆に、いかなり政治団体からも独立したところで、常識的な観点からはむし
ろ徹底的に私的であるような立場で考えることだ。ソクラテスのやったことはこ
れに似ている。ソクラテスに到来したダイモンの指示とは、一度は抑圧された
「イソノミア」（交換様式Ｄ）に回帰せよ、ということである。」

「ソクラテスの問答法が交換様式Ｄのひとつの現実的な形態だとして、それが
どのような意義を持つのか、そこでどのようなメカニズムが働いているのか。もっ
とはっきりいえば、垂直的な関係の中に人を巻き込み、その後、それを偽装的
なものとして棄却するという媒介過程（ソクラテスの産婆術）が、交換様式Ｄに
到達するために、どうして必要になったのか。このことは、ソクラテスの問答を、
前節で「意味の病」に関して述べた関係性と対照させることで、より明らかにな
る。
人は＜他者＞の謎にどうしようもなく呪縛される。（略）ソクラテスが、人を産婆
術の問答法に誘い込むとき、彼は、この衝動を利用している。広場にいて偶発
的に出合った人に対して、ソクラテスは、マクベスにとっての魔女のように現れ
る。ところで＜他者＞の謎に惹きつけられた者は、「意味という病」に罹ることに
なるのだった。その代償は自由の放棄であった。それは、自分自身を殺すに
等しいような、根底的な自由の否定である。
が、しかし、ソクラテスの場合には、ここにもう一段の仕掛けがある。人が「意
味」にとり憑かれるのは、＜他者＞が真理を----謎に対する回答を----知っ
ていると想定しているからだ。だが、繰り返し述べてきたように、ソクラテスは真
理を知らない。人は、ソクラテスという＜他者＞によって、謎に対して謎を返さ
れる。ソクラテスは、謎を充填する答えをもっておらず、その謎は、ソクラテス自
身にとっても謎だったのである。こうして、謎は二重になる。＜私＞にとっての
謎は、＜他者＞にとってもなお深い謎であった。
すると、どうなるのか。＜私＞に対して、真に自由であるための空間が開かれ
るのだ。どうしてか。謎が一重であったとき、＜他者＞から与えられる真理（予
言）を通じて、人は、必然の観念（意味）に捉えられ、自由を失うのだった。しか
し、＜他者＞自身もまた謎を抱えているのだとすると、＜私＞は、＜他者＞を
通じて（＜私＞の存在の）「意味」を与えられるのではなく、逆に、「何者でもな
く、何者でもありうる」という不決定性に直面させられることになる。＜私＞は、
今度は、何者かであることの必然性ではなく、何者でもありうることの偶有性に
向かい合うのである。いい換えれば、＜他者＞の二重の謎は、＜私＞に対し
て、選択可能な複数の「意味」の空間を開くことになる。
＜他者＞の謎に呪縛されることは、本来は、「意味」の牢獄の囚人になること
であり、自由の制約そのものだった。しかし、＜他者＞の謎が二重化していると
きには、＜他者＞に誘惑され、魅了されることは、逆に、自由の条件そのもの
である。ソクラテスは、「産婆術」の問答法によって、自由のための触媒、自由
への媒介者の役割を担ったのである。」

