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☆mediopos-2001

2020.5.9

漢字は原初
人と人とではなく
人と神の「交通手段」として生まれた

!

中国において絶対王朝が生まれ
異民族を支配するための絶対的な権威を持つために
神と交通できる者であることを示す必要があり
神と交通し神に承諾させるために
文字（甲骨文）を使って卜占を行った

!

お酒を入れた筒を両手で持って
お酒を注ぐ形をしている「興」という文字は
土地の霊を鎮め慰め目覚めさせ
呪の対象となっているものの
内的な生命を呼び起こすものだった

■白川静＋梅原猛『呪の思想／神と人との間』（平凡社 2002.9）
■白川静『詩経／中国の古代歌謡』（中公新書220 1970.6）
■白川静『初期万葉論』（中公文庫 2002.9）
■白川静『後期万葉論』（中公文庫 2002.11）

!

古代においては
人は神への呪術的な行為を通じて
霊的世界との交流を行っていたが
文字はそのための重要な手段だったのである

!

時代が下り竹簡・木簡の時代になると
文字は次第に人と人との交通手段となっていくが
それでも古代においては
霊的な世界との交流のなかで
さまざまな儀礼がなされていた

!

中国の『詩経』や
日本の『万葉集』の初期のものは
ほとんど呪歌であったという
人と神とのあいだの
呪的な行為として詩が歌があったのだ
日本の言霊信仰もそこから来ているのだろうｚ

!

しかし自然を大地を讃美し
祈りを捧げ詩を歌を捧げることは
現代においても決して無意味な行為ではない

シュタイナーの示唆していた四大霊の解放は
そのことと深く関係している

!

四大とは地水火風の諸存在としての「もの」である
人間が地上生で果たさなければならない使命の一つが
その「もの」（四大）の解放なのだ

!

「もの」は「物」でありまた「霊」でもあるが
人が「もの」との霊的な関わりを失い
その関係が現代のように即物的になってしまったとき
「もの」は解放されず
四大のネガティブな働きにも繋がってしまう

!

地は揺れ
水は荒れ
火は逆巻き
風は吹き荒れるのだ

地球を大切にしよう
自然環境を守ろうといったような
即物的な行為ではなく
自然との霊的関係を深くとらえ
それを自覚的なかたちで行うこと

!

自然に感謝し祈りを捧げ
その豊かな姿を詩に歌い
さまざまな供養を行ったりもする
それらの行為すべては
四大の解放へとつながってゆく

!

言葉を
人と人のあいだだけではなく
人と神のあいだの創造的な働きとしての
ポエジーとしても詠っていくこと
それはノヴァーリスの示唆した
高次の自然学への道でもある

（白川静＋梅原猛『呪の思想／神と人との間』より）

!

「梅原／「興」というのが、いちばん大事ですね。
白川／これが非常に難しい。これも文字の上から言いますとね、「興」という字の上の方はね、「同」という字を書く。これね、お酒を入れる筒型の器です。これを両手で持つ、両手で捧げる、これが「興」
という字になる。それでね、両手でもってお酒を注ぐというのが「興」という字なんです。酒を地に注ぐのです。
何でこんなことをやるかというとね、例えば或る土地で何か行事をする、儀礼を行うという場合にね、まずその土地の神さまを安んじて、鎮めなければならん。土地の神さまを鎮める時に、この「同」とい
う盃にお酒を入れて、みんなでお酒を降り注いでね、地霊を慰めるんです。そうすると地霊はそれで目覚めて、「興」というのはね、目が覚める。起き上がるという意味があるでしょ、目覚めてね、自分たちに
応えてくれるようになる。土地の霊を呼び起こすというのが「興」なんです。だから「興」というのはね、或るものを歌うことによって、その持っておる内的な生命を呼び起こすとうのが「興」なんです。」

!

「梅原／そうしてみますと「興」が、結局何か、呪術的な世界ですね。そしてやっぱり自然と人間の相即と、その相即がですね、「比」のようにぴたっとぶつかるんではなくて、少し違うんですね。違いながら
どこかで波長が合っている、これは微妙な詩の世界ですよね。
それで解りましたんですけどね、日本でも、私は人麻呂の歌の中に大変「興」という風な歌が多いと思いますね。人麻呂はそれが非常にうまいんですよ。「比」でいったら説明になってしまいますからね、
「興」といえばその心象風景も一つの詩である、自分の心も一つの詩である、その二つ、自然と人間とがどこかこう少し、全然一緒じゃないけど、調子が合ってる。これはやっぱり詩というものが象徴の世界
ですから、最も詩にとって大事な世界のような気がしますね、「興」の精神がね。」

!

「梅原／もう一つ私、先生の本を読んでびっくりしたんですけど、「風」とか「雅」というのは鳥なんですね。あれにはびっくりしましたね。
「風」というのは、昔はただの自然現象ではなくて、霊ですね。そして鳥は霊をあの世からこの世に運ぶものですね。それに魚というのも、またそういうものだという。私は縄文時代のことをずっと考えてき
ましたけれど、魚とか鳥がものすごく出て来るんですよ。魚とか鳥というものは、霊の使いになってるんですね。そうすると『詩経』に出て来る世界と同じなんですね。
「風」「雅」、風と鳥と魚ですね、これはどういう関係ですかね。
（…）
白川／だからね、自然そのものが霊的な世界であるから、そういう霊的な世界からの色んな、いわば発信をね、その当時の人はおそらく柔軟に受け取ることが出来たんだろうと思う。そういう風な世界が「呪」
的な世界であった。
梅原／「呪」という字はどういう意味ですか。
白川／左は祝詞で、右は祝詞を頂いておる人です。
梅原／同じものですね。
白川／そうそう。そういう風に呪的な行為をするという意味ですわね。大体僕の考えではね、初期万葉は殆ど呪歌であったと思う。単なる叙景とかね、或いは想いを述べるというようなものではなしにね、相
手に対してもっと内的に働きかけるという、そういう意味合いを持った歌がいわゆる初期万葉であると。後期の万葉になるとよほど変わりますけどね、しかし初期の万葉歌は殆ど呪歌である。
『詩経』の中でも、この「興」的発想を持つ歌はね、殆ど呪歌なんです。だから『詩経』と『万葉』との間には、絶対年代はかなり違います、千数百年も違うけれども、しかし置かれておる社会史的な情況が
ね、殆ど一緒です。
梅原／古代社会が日本の方にまだ、ずっと生きてた訳ですね。
白川／そうそう、そういう共同体が崩壊する時期に、頂度こういう風な一種のエネルギーが生まれて、そして民衆の歌謡が生まれる。この時代以外にね、こんな歌が生まれた時代はないんです。『詩経』以後に
ね、『詩経』のような歌謡の発生した時代がない。『万葉』以後に『万葉』のような歌が発生した時期がない。（…）
梅原／鳥はやっぱりたくさん出て来ますか、『詩経』の中に。
白川／たくさん出て来ます。
梅原／鳥というものはやっぱり霊の使いですか。
（…）
白川／大体ね、そういう鳥形霊的な観念の起源的な状態は、僕は渡り鳥だと思う。渡り鳥が時期を決めて一斉にね、特定の所へ戻って来る。それはその土地に住む人からみればね、自分たちの祖先がみんな死
後にどこかへ行っておって、鳥になって、そして或る時期に故郷へ戻って来るんだというね、そういう風に思う訳です。だからそこにお堂を建てて、祖先を祀る、それをね、「辟雍（へきよう）」というんです。
（…）
梅原／日本では鳥、特に渡り鳥、白い鳥ですね。それは先祖の霊が化したものじゃないかという考えは、まだついこの間までありました。」

!

「白川／例えば、病気になったという場合にね、大河の流れの凄まじい姿だとか、海の波打つ姿だとかね、花の咲き乱れる姿だとか、こういうものを文学的に色々、美しく歌い上げる。それによって、その病
気を治す、というやり方があるんですよ。」

☆mediopos-2002

2020.5.10

遠くから
呼び声がする

!

懐かしい声で
呼び続けているのに
わたしはそれに
気づけないでいる

!

ふいに
その声に気づいたとき
声の主を求めて
永い旅ははじまる

!

それを
＜存在＞と
呼ぶことができるだろうか

!

!
プネウマは

それは決して

形になるまえの＜かたち＞を呼吸し

変わらぬ不動のものではない

花というエネルゲイアを舞っている

風のような流れ

!

そしてそれを

秘すれば花

感じるのはプネウマだ

秘せずは花なるべからず

!

花はみずからの内で舞う
ゆえにこそ秘されているのだ

!

そのことに気づいたとき
声はみずからの呼び声だと知られる

!

そのときからまた
みずからの内への
永い永いほんとうの旅ははじまる

■山内志朗『湯殿山の哲学／修験と花と存在と』（ぷねうま舎 2017.7）

「存在とは何かを考えること、これこそ第一哲学の課題だ。しかし、存在ということで、普遍性の上位にくる超越概念を、その超越概念の第一位格にくる存在を考えてきた。つまり、普遍性という視点での
み存在を考えてきたような気がする。ハイデガーは『存在と時間』の冒頭で、存在概念は、一、最も普遍的で空虚な概念であること、二、定義できないこと、三、自明であることを指摘し、西洋哲学の伝統
における存在論の倒錯を、現存在という人間存在の個別的・具体的な場面を源泉として作り直そうとした。」

!

「西洋哲学を「勉強」してしまうと、存在は普遍的で空虚で定義できないと素直に信じてしまう。その結果として、一階の客間では西洋哲学を学び、屋根裏部屋で真言密教の本と禅の本と湯殿山の歴史書を
隠れ読む生活を送ることになってしまうのだ。私が知りたいのは、具体性の形而上学だ。ここでの具体性とは、区々たる事実の細部を集成して得られるものではなく、事実の起源としてのあり方と、身近に
迫りくるアクチュアリティとをあわせ持ったもののことだ。その具体性を宿す概念を、エレメントと呼ぶ。地・水・火・風だけがエレメントなのではない。」

!

「持続する固定的なもの、すなわち実体、同一性は「花」とは馴染まないのである。ギリシアの哲学に「花」に対応するものは見かけの上ではなかった。別に日本独自の思想であるという、よく言い習わ
されていることを繰り返したいのではない。ギリシア哲学も「地・水・火・風」という四大（エレメント、世界の構成要素）に加えて、「花」というエレメントを加えることもできよう。なにしろ、二十世
紀の哲学者メルロ＝ポンティは、五番目のエレメントとして「肉」を付け加えようとしたのだから、同様に「花」をそこに加えても、それほど奇妙なことではないだろう。
では、「花」とはどういうエレメントなのだろうか。それはアリストテレスの述べる現実活動態（エネルゲイア）に近いのではないか。桜の散りゆく姿は、単なる変化（キネーシス）ではないのだ。」

!

「木の葉がサラサラ、カサカサ、ザワザワと音を立てるとき、木の葉は風を感じる器官なのだと思う。＜存在＞は風と似ている。＜存在＞とは個体的な硬いもの、留まるものではなく、流れだ。ところで、
＜存在＞を感じる器官はありうるのだろうか。それはおそらく精霊（プネウマ）だ。
枝ぶりや葉の形は、太陽の光をたくさん浴びることができるように配置されてある。そして、プネウマも＜存在＞を感じる器官であれば、＜存在＞をたくさん享受するために＜かたち＞を有しているはず
だ。いやいや、プネウマに形はないのではないか？ ところが、そうではない。いかなるものも心に受けとめられ、ハビトゥス（経験と反復を通して、身体と精神に染みこんだ能力と性格のあり方）に組み
込まれるためには、＜かたち＞がなければならないのだ。
＜かたち＞とは何か。「形」と同じではないのか。けっしてそうではない。＜かたち＞とは、形として現れる前の姿だ。花にとっての蕾、いやそれ以前の潜在的な姿だ。形のない、目に見えないものが、
働きとして、流れとして、力として、雰囲気として現れてきて、存在していると感じられるためには、そのためには何らかの＜かたち＞を必要とする。＜かたち＞とは形あるものとして現象してくるための
条件であり、過程・巡礼なのである。例えば、数えることが「呼吸」に＜かたち＞を与え、坐禅となるように、＜かたち＞とは、心に入ってくるための、ハビトゥスとして定着するための条件なのだ。プネ
ウマとはきっと＜かたち＞のことだ。」

!

「哲学の問い求める対象が＜存在＞であると言い切ってしまうことには、土足で畳の部屋を駆け抜けてしまう類いの乱暴さを感じるのだが、それでもやはり、頭の底が焼きついてでも＜存在＞を探求するよ
うに、自分の心によく言い聞かせて歩み始めるしかない。たぶん、＜それ＞は＜存在＞とも名乗らず、名前も持たず、何であるのかわからないまま、呼び求めてくる。満開の花園で感じる胸苦しさ、切なさ
とは、不在の相において与えられる対象への志向性のことだ。花は＜存在＞を享受しながら、不在の先駆けとして狂おしさを引き起こすのだ。
中世の神学者ゾイゼは、『自伝』において、心が希求する対象について、幼い頃から何かを渇望しつつ求めてきたが、＜それ＞が何であるか、はっきりよはわからないまま求めてきたと語った。ゾイゼは
名も知れぬ対象に到達しないかぎり、心が落ち着く暇もなかったと言う。その何ものかは、しかし呼びかけてくる。その呼びかけるもののもとに行こうとしながら、その方向がわからない。探ろうとする心
はおずおずと顔を出し、そのうちにそれを求めて荒れ狂う。それが欲しくてたまらないまま、心の中ではまったく隠れたままでいるもの、その得体の知れないものに、心は「おまえは何か、どんな性質のも
のか」と呼びかける、これは、中世の神秘主義が繰り返し語ってきた主題だ。スコラ神学においては「先行的恩寵」として語られてきた。心が叫び求めるのか、対象が呼びかけるのか。
先行的恩寵を、志向性とその充足というようにして、その対象に出会ったことがないとしても、対象に出会ったときに充足するというように、対象に出会う前から予め設定されていた充足可能性の形式と
して捉えることは、昔から繰り返し語られてきたことだ。近代は忘れてしまったけれど、先行的恩寵を呼びかけとして感じ、呼びかけるものを存在として捉えれば、＜存在＞の一義性の或る側面を表してい
ると思う。＜存在＞を偶有性であると述べ、そして＜存在＞が最も本源的ですべてに先だってあると語るアヴィセンナもまたその思考の筋から離れてはいないと思う。
その声が、遠くから聞こえてくるように思えても、実は自分の心の奥底から響くものであり、それがどこか途方もない遠いところから響いてくるように聞こえること、それが重要なのだ。
同じことは湯殿山についても言える、湯殿山に参拝して知るべきことは、自分自身が湯殿山のご本尊、御柱連八大金剛童子そのものであることをその場において感得することだ。それは語ってはならぬこ
ととして秘められる。わざわざ遠回りして、そこで自分と出会うという事態が現れる、遠くから呼びかけていたものが自分の内奥にあったことに初めて気づく。湯殿山参りとは自分への旅なのである。」

☆mediopos-2003

!

2020.5.11

世の中にまじらぬとにはあらねども
一人あそびぞわれはまされる

良寛のこの歌は
いつも心のなかに響いている

!
こうした言葉ではじまる漢詩もある
!
!

生涯 身を立つるに懶く
騰々として天真に任す

おりにふれて
ぼくのようなはぐれものは
良寛の歌に詩に心を動かされる

!

曹洞禅を修しながら
故郷に帰り
「聖にあらず 俗にもあらず」
そんな生涯を送った良寛

!

良寛の心の襞に寄り添うことで
じぶんの生を確かめたりもする

!

世の喧しい習いや群れからは身を置きながら
そこから離れた所で睥睨するような
学者でござい
芸術家でござい
宗教家でござい
とでもいうように
みずからを位置づけて安心を得ようとする
そんな在りようからも自由でありたい

!

とはいいながら
中道を歩んでいるのだなどと
悟りすますのはもってのほかだ

!
漱石の『草枕』の冒頭の言葉が浮かぶ
!
!

ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、
越す国はあるまい。
あれば人でなしの国へ行くばかりだ。
人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。

しかし『草枕』の主人公も結局のところ
人のなかで煩悶することにもなるのだろう

■入矢義高・訳注『良寛詩集』（東洋文庫757 平凡社 2006.12）

そんなことをつらつらと思うとき
良寛と話しているような気持ちになることがある

!
良寛はほほえみながらこう言うのだ
!
大道は元より程途なし
!

世にあって世に呑まれず
あらかじめ先を決めて猪突するでもなく
ただ遊べよ遊べ
そこに道はできる

「生涯 身を立つるに懶く
騰々として天真に任す
嚢中 三升の米
炉辺 一束の薪
誰か問わん 迷悟の跡
何ぞ知らん 名利の塵
夜雨 草庵の裡
双脚 等閑に伸ばす

! 私は一生、身を立てようという気にはなれず
のほほんと天然ありのままの生きかただ
頭陀袋には米が三升
炉ばたには薪が一束
悟りだの迷いだの、そんな痕跡なぞどうでもよい
名声だの利益だの、そんな塵芥なぞ我れ関せずだ
雨ふる夜に苫のいおりのなかで
両の足をのんびりと伸ばす」

!「大道は元より程途なし

知らず 何の処か是れ本期なる
境に著して逐えば境は更に遠く
心に迷うて心を覓むれば心は却って非
仮に空有を説いて癡子を誘う
縦い中道に契うも終に歧に落つ
祇だ這の些子 妙にして伝えず
裁かに唇歯に拄くれば支離となる

! この大いなる仏道にはもともと道程はない
だからどこが最終の帰着点かは分からぬのだ
外の対象に拘われてそれを追い求めれば
対象は遠ざかるばかり
心を見失って心を求めたのでは
その心は本物でなくなる
空とか有とかも愚者を導くための仮りの説明
たとい中道に合一しても遂には岐路に陥るのだ
まさにここの所の極意は玄妙で伝達不能のもの
それを言葉で述べたとたんに収拾がつかなくなる」

!「良寛は、それなりで一個の宗教的人間であったり、そのうえ専門詩人と見られることを終始嫌った。「私の詩は＜詩＞ではない」と自ら言う良寛その人の詩を、では一体どう読めばよ
いのか。やはり、その詩を「超えよう」としなければ、この詩人には到達できないのではなかろうか。「人間というものは、もし神になろうとしなければ、人間にさえなれないものなの
だ」とヴァレリーは言う。神になろうと思うのは、つまり自らの人間を超えようとすることである。遊戯（ゆげ）の人と呼ばれてきた良寛も、実は決してその三昧境に腰を据えたままで
安住し切った人なのではなかった。彼にはいつも自己からの超出ないしは脱出を目ざす志向が、緊張と弛緩を繰り返しながらも、その心中に揺曳していた。「おれは一体なにをしている
のか」という自らへの問いかけが、その詩にしばしば繰り返されているのは、そのことを物語る。また、その「偶作」詩の第四首に、有と空の二見を段滅断滅し得た果てに輝き出る「中
道」をすらも棄て去るべきことを説く。とすれば。その「遊戯三昧」は中道的絶対境であるはずはない。それとも、中道をすら捨遣したところに自からにして示現したのが彼の「遊戯三
昧」だったのであろうか。しかし、そう見られることを良寛はおそらく深く恥じるに違いない。」

!「「中道」といえば、一切の二辺対立を止揚した「中道第一義諦」、もはやこれを超えるもののない究極の真理とされる。しかし良寛は、これに契合してもなお更なる二辺の岐路に落ち
こむことになるという。その「中道」をも捨遣して超え出なければならぬという示唆である。絶対化された価値を設定すること自体が、実は新たな相対化（二辺対立）を生むことにほか
ならないと見るからである。
では良寛は、そもそも中道を立てることを不要としているのか、それとも、中道をも踏み超えた先に何らかの極則を想定しているのであろうか。おそらくそのような想定は彼にはな
かった。」

!「「中道の理」は、いかにも待対を超えた至高の道理として竜樹によって説かれた。しかし、いかなる至高究極の理法といえどお、それを自らに体認することなく無条件に肯うことを、
禅は厳しく否定する。それどころか、そのような至高の極則を立てること自体を、自らに厳しく戒める。まさにこの詩の冒頭に言うように、「大道は元より程途なし」、どこが「本期」
（到着すべき目的地）なおか分からないのだからである。あらかじめ目的地を設定することは、大道を矮小化する増上慢にほかならない。」

☆mediopos-2004

2020.5.12

宇宙船地球号は
自足可能でありながら
同時に開かれている

!

人が自足可能でありながら
同時に開かれているように

!

宇宙船地球号は
現在機能不全に陥りかけている
その大きな原因のひとつが
世界認識の欠損だ

!

欠損した世界認識を使って
利己主義的に世界を運用しようとすると
世界は少しずつ機能不全になってゆくのだ

!

バックミンスター・フラーの視点は
壊れかけた世界を修理して
うまく動くようにするためのものでもある

!

宇宙船地球号は宇宙のなかで生かされているが
うまく自足できないときに
宇宙のバランスも失われてしまう
宇宙船地球号は自足可能になることが
宇宙の幾何学構造のなかでも重要なのだ

■ヨアヒム・クラウセ／クロード・リヒテンシュタイン編!
『ユア・プライベート・スカイ／バックミンスター・フラー』!
（ISSHI PRESS 2002.3）!
■バックミンスター・フラー『テトラスクロール』!
（まるくまーる社 1985.1）

!

欠損した世界認識は
人間の自己認識がその淵源となっている

!

人間もまた地球のなかで生かされているが
利己主義が過剰となりうまく自足できないとき
地球自身のバランスも失われてしまう
人間が自足可能になることが
地球を維持していくためにも重要なのだ

人間がうまく自足できるということは
真の意味で自由になり得るということでもある
自由とはみずからの由を
たしかに認識しているということだ

!

たしかな自己認識こそが
たしかな世界認識につながってゆく
そのとき小さく偏狭な政治ではなく
世界を機能させる開かれた政治が可能となる

（『ユア・プライベート・スカイ／バックミンスター・フラー』
〜アヒム・クラウセ／クロード・リヒテンシュタイン「世界を機能させる方法」より）

!

「封建的な構造を克服することは、社会の幸福にとって必要不可欠な政治的条件であるとフラーは考えていた。しかし、それは近代社会と工業化した国家を束縛から解放するための第一段階にすぎない。次
の段階、つまりこの世界全体を国家間の封建的な関係から解放し、諸地域の発展における信じられないほどの不平等を撤廃することは、まだこれからの努力に委ねられている。政治にはその役目を果たすこ
とができないとフラーは言ったが、それは広い意味の政治の一面にすぎない。まったく役に立たないのは、私利私欲のための政治、すなわち世界中の政府が採用している現実的な政治術である。利己的な政
治に対するフラーの批判は、それ自体きわめて有効な「政治」である。たとえ彼が自分の発言を「政治」と呼ぶことがなく、そのように考えていなかったとしても、彼はそれを「世界を機能させる方法」と
呼んだ。これは世界の終わりを予言して信者たちを行動に駆り立てようとする怪しげな教祖の警告の叫びではない。フラーの職業歴はケベックの機械技師として始まった。ヨーロッパから届く部品を組み立
てて、布地を織る機械を作るのが彼の仕事だった。時にはその機械を修理して、また動くようにしなくてはならなかった。「世界を認識させる方法」は、その経験に由来するのである。この世界を動かそ
う！ それは決して傲慢な叫びではなく、自信にあふれた静かな態度とともに発せられた言葉である。
この世界を機能させよう。」

!

（『ユア・プライベート・スカイ／バックミンスター・フラー』

!

〜バックミンスター・フラー『テトラスクロール』（梶川泰司 訳）より）

「「子どもたちは生まれながらにして真の科学者だ」と晩年のフラーは言った。偽りのない学習への意欲と純粋無垢な感受性にあふれているのはこどもだけだ。わたしたちは人間が学んでいく方法をこども
から学ぶことができるのである。80歳にして、フラーはリトグラフの版画家になった。フラーは、タティアナ・グロスマンと彼女のユナイテッド・リミテッド・アート・エディションズ(ULAE)社のために、
「ゴルディロックスと三匹のクマ」（訳注：3匹のクマが住む家にゴルディロックスという名の少女が入りこんでしまう英国の昔話）の物語に基づいた「テトラスクロール」という一連の版画のスケッチを
製作した。それは、こどものための絵本としてフラーが45年前から描きためていたものだった。21点のリトグラフと物語には、フラーの数十年にもおよぶシナジェティクスやデザインサイエンスを含む数学
的哲学的な思想が要約されている。自然における幾何学の法則と、人間の文明が海洋技術からどのように発展したかを少女ゴルディロックスは、クマたちに説明していく。」

!

「Stone1
ゴールディーと北極熊一家の３匹の友達は空のパーティーを開いた。このパーティーは「システム」だ、とゴールディーは言っている。なぜならゴールディーと３匹の北極熊とを合わせると４つの存在（あ
るいは星というできごと）となり、「システム」を生み出すのに最小限必要な４つのできごとがあるからである。「「システム」はぜぬちゅうを６つの部分に分割する。システムの外側にあるすべての大宇
宙（マクロコズム）、システムの内側にあるすべての小宇宙（マイクロコズム）、そして、宇宙を２つに分割している、４つの星というできごと、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄだ。
四面体の４つの頂点である星というできごとは同時に生じる必要はない。光が１年間に10兆キロメートルも進むことをゴールディーは知り、天文学者が次のような話をしたときには心を奪われた。大熊座
の鼻に位置する星は、210光年も離れたところで行われていた680年前のライブ・ショーだ。そのころ、ダンテは「地獄編」を書いていた。そして、こぐま座ウィー（北極熊一家の子供）の前足のつま先に
位置する星は、43光年離れたところで行われていた43年前のライブ・ショーだ。そのころ、アメリカ合衆国は1929年から39年まえ続いた大恐慌のどん底にあり、フランクリン・ローズベルトが大統領に初
当選した。しかし、この星にいるゴールディー自身は、時間差の生じない退部・ショーだ。ゴールディーを含めた４つのライブ・ショーは、非同時的ではあるが全てが互いに関係づけられたできごとのシナ
リオを構成する。その４つのできごとが、最小限のシステムである四面体の４つの頂点を定義できる。
こうしてゴールディーは、「宇宙とはシナリオであり、単一で同時的な構造ではない」というアインシュタインの概念を理解した。イモムシを表す１枚の絵からは、イモムシがやがて蝶に変態していく過
程は知り得ない。さらに、蝶が飛べることを知るには、映画（フィルム）のたくさんのこまが必要である。」
「Stone21
ゴールディーとクマたちは次のことで同意した。数百万年にもわたる経験に基づいてデザインされかつ条件反射を起こさせる人間の進化において前進を続ける主要な生命体となるのは、アウストロネシア
からの海洋の民だ。彼らは、もっともらしく説明される利己主義の強迫観念に抵抗する。そして、ついに絶えずより少ないもので常により多くを為す人工物によって、ほとんど時代遅れで日和見主義的な近
視眼をすっかり放棄することが可能となる。「長方形は本質的に安定した構造である」「風や太陽を始めとして、宇宙で機能しているあらゆる他の設備は誰かの所有物である」あるいは「うわさによれば、
地球という惑星における生命圏システムの代謝では、人間の生命維持資源が本来常に致命的に不足しているようだ」などと実業家たちは嘘をつくが、海洋の民が自分にそのような偽ったふりをすることは不
可能だ。
この惑星上で人間の生命維持資源が致命的に不足しており、その状況は変えがたいものであると人間が信じ込まされている限りまた、「一家の稼ぎ手」に依存している者たちが生命維持に必要なものを確
保する上で、利己主義は「現実的」であるばかりでなく不可欠であるとして合理化される限り、利己主義を慎み、黄金律に自らの身を委ねる者たちは無知かつ愚かであると見なされる。しかし、この惑星に
人間の存在が既知となってから350万年が経つ現在になって初めて、全人類のための余るほど十分な生命維持資源があり、そして未来もその状態が継続できるという認識がかつて以上に広く知られつつある
ため、利己主義は本質的に正当であるなどと合理化することはもはや不可能である。
これが全人類史の中で最も劇的な変化のひとつだ。」

☆mediopos-2005

2020.5.13

アンケートの問いをみれば
制作者の意識は透けてみえる
学校のテストと同じようなものだ
出題者の意図に沿って答えるか
気に入らないときは微妙に逸らすかだが
面倒なのでほどほどにしておくのが無難だ

!

仕事上つくらざるをえない問いの作成は
それはそれで仕方なくやれやれだけれど
アンケートをすることそのものに
疑いをもってさえいない人の意識には
驚きを通り越して腹立たしさを憶えることもある

■アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン（谷垣曉美 訳）!
『暇なんかないわ

!

大切なことを考えるのに忙しくて』!

（河出書房新社 2020.1）

ハーバード大学がル＝グウィンに送ったアンケートは
結果をほとんど想定したルーティーンなもののようだ

!

ル＝グウィン同様
問い14（引用参照）にはのけぞり
問い18の「余暇には何をしますか？」の
「ゴルフ」ではじまるリストには参ってしまった
問い14もそうだが問い18には
制作者の薄っぺらな意識構造が透けてみえてしまう

!

そういえばこのところのコロナ騒動で
やたら「おうちで過ごそう」運動を奨励している意識には
アンケート以上に啓蒙者とその想定している対象者の
さまざまな在りようが透けてみえるところがある

!

その前提になっているのが
時間があると暇ですることがない
具体的でわかりやすくできることだけを求めている
ひとりでじっとしていると変になりかねない
どこかにでかけて群れる以外にすることがない
ふだん家では口をきかないのに
家にいてむりに話そうとすると破綻する
こういったことなのだろう

ひとはそれほどに愚かなのか！
とさえ思ってしまうような前提で
「おうちで過ごそう」運動が奨励されているようだ

!

ル＝グウィンが生きていたらどのように語るだろうか
おそらくこのアンケートへの答えと同様
「暇なんかないわ」
「私はいつも、生きるのに忙しい」
ということになるのだろう

!

幸いぼくもル＝グウィンとおなじく
暇でやることがないということはまず考えられない
眠りたいときは眠ったり
ぼーっとしたいときはぼーっとするけれど
時間があればやりたいことがたくさんあって
優先順位を決めるのにいつも迷っている
しかも人の中を極力避けるので何も問題はない
（社会性のなさという問題はあるけれど）

（「余暇には何を」より）

!

「ハーバード大学の一九五一年卒業クラスの六十年目の同窓会を前にして、ハーバードが私にアンケートを送ってきた。」
「問い14「あなたは自分の秘密の欲望を満たしていますか？」また、のけぞった。結局、私は「はい」、「どちらかといえばそうだ」、「いいえ」のどれにもチェックを入れず、「秘密の欲望はあ
りません。私の欲望は皆、あからさまです」と書き込んだ。
だが、私はほんとうに参ってしまったのは、問い18だった。「余暇には何をしますか？（あてはまるものすべてにチェックを入れてください）」そのリストは「ゴルフ」で始まっている。

!
!

二十七の活動リストの七番目「ラケットを用いる球技」の後で、「買い物」「テレビ」「ブリッジ」の前にあたる位置に「創造的活動（絵画、執筆、写真など）」がある。
ここで私は読むのを中断し、腰をおろして、しばし考えた。
キーワードは「余暇」。この言葉はどういう意味だろう？」

「ハーバードのアンケートの制作者たちにとって、私が生涯かけてやってきたことは「創造的活動」、すなわちひとつの趣味であり、余暇を満たすものなのだ。」
「余暇、つまり余っている時間の正反対は、何かをするために使われている時間、つまり忙しい時間だろう。私の場合、余暇というものがどういうものなのか、未だわかっていない。私の時間はす
べて、使われている時間なのだからだ。これまでもずっとそうだったし、今もそうだ。私はいつも、生きるのに忙しい。
私の年齢になると、生きることのうち、単純に肉体を維持することが占める部分がふえてきて、まったくうんざりする。それはとにかく、私の生活の中に、何の目的にも使われていないような時
間、そんな時間はどこにも見当たらない。私は自由だが、私の時間は自由ではない。私の時間はすべて、根本的に重要な目的を果たすために使われている−−−−眠ること、白昼夢にふけること、仕事
の契約をしたり、友人や家族にメールを書いたりすること、読むこと、詩を書くこと、散文を書くこと、考えること、忘れるおｋと、刺繍をすること、食事をつくって食べ、台所を片づけること、
ウェルギリウスを読み解くこと、友だちと会うこと、夫とおしゃべりをすること、食料品を買いに行くこと、歩ける場合は歩き、旅行中なら旅をすること、時折、すわってヴィパッサナー瞑想をす
ること、時折、映画を観ること、できるときに中国のよりすぐりの八つの運動（八段錦）をおこなうこと、午後の休憩として、『クレイジー・キャット』の漫画本を手にして横になり、読みながら、
私自身のいささかクレイジーな飼い猫が私の両脚の間に落ち着いてすぐに深い眠りに落ちる気配を感じとること。こういう時間のどれも、余暇ではない。それは余っている時間ではない。ハーバー
ドは何を考えているのやら。私は来週八十一になる。余っている時間などないのだ。」

☆mediopos-2006

2020.5.14

ボルヘスとわたし」には
結局のところ
特別なことは書かれていない
その特別でないことこそが重要なのだ

!

書かれたものの作者は
生きている個人そのものではない
書かれたときの文章の主体は
すでに生きている個人を離れている

!

だからこそ書いた本人が亡くなっても
書かれた文章の作者は
それが読まれるときに姿を表してくる

!

そして書くときに使っている言葉は
書いている作者のつくりだしたものではない
優れたものであるかどうかは別として
書かれたものは
書いている人間に属しているのではなく
「言語もしくは伝統に属」している
それ故それは「永遠の不死」のもとにある

この意識を敷衍していけば
今生きている「わたし」という存在もまた
「○○○○とわたし」であることに気づかされる
夢見ているわたしと夢見られているわたし
このわたしと鏡にうつったわたし
この世界と鏡にうつった世界
そうしたさまざまなボルヘス的な迷宮が
夢見られることになる

!

こんなふうに
（ボルヘス『創造者』〜「詩法」より）

!
!

!

けれど注意が必要なのは
ひとは往々にして
言葉に使われていることを意識することなく
自分が言葉を使っていると錯覚してしまうことだ
それは無意識に使われているということでもある

!
!

!

その意味で
「ボルヘスとわたし」という意識をもって
言葉を使うことはとても重要なことになる

!
!

時と水からなる河を眺め、
時がまた別の河のように消えることを、
顔は水のように過ぎていくことを知る。
目覚めとは夢見ていないと夢みる
別の夢であり、わたしたちの肉が
怖れる死は、夢と人が呼んでいる、
あの夜毎の死なのだと感じる。
（…）

■今福龍太『ボルヘス

伝奇集／迷宮の夢見る虎』!

（「世界を読み解く一冊の本」慶應義塾大学出版会 2019.12）!
■集英社世界の文学９『ボルヘス』!
（「伝奇集」「エル・アレフ」「汚辱の世界史」集英社 1978.5）!

ときおり夕暮れに、一つの影が
鏡の奥からわたしたちを凝視する。
芸術は自分の顔をわたしたちに教える
あの鏡のようなものにちがいない。
（…）
それはまた、過ぎ去りながらそこに留まる
涯のない河に似ており、この涯のない河のように、
同じ人間であった別のそれである、変幻自在の
ヘーラクレイトスその人の鏡なのだ。

■Ｊ．Ｌ．ボルヘス（鼓直 訳）『創造者』（岩波文庫 2009.6）!

（Ｊ．Ｌ．ボルヘス『創造者』〜「ボルヘスとわたし」より）

!

「さまざまなことがその身に起こっているのは、もう一人の男、ボルヘスである。わたし自信はブエノスアイレスを徘徊し、今では機械的にといった感さえあるが、足を止めて玄関のアーチや内
扉を眺めたりしている。ボルヘスについては、わたしは郵便で消息を知り、教授名簿や人名辞典で名前を見るだけだ。わたしが愛しているのは、砂時計、地図、十八世紀ごろの活版術、コーヒー
の味、スティーヴンソンの文章などである。もう一人の男もこの趣味は同じだが、訳者によく見るように、何となくそれをひけらかす気味がある。わたしたちの関係は敬意に満ちたものであると
いえば、誇張が過ぎるだろう。わたしは生きている。いや、自分自身を生かしている。ボルヘスをして彼の文学を編みださせ、その文学によってわたしという存在を正当化させるためだ。かれが
そこばくの優れた作品を書いたと言うのは、わたしにとっても何の苦もないことだが、しかしそれらの作品はわたしの救いにはならないだろう。おそらくその理由は、優れたものはもはや誰のも
のでもない、もう一人の男のものでさえなくて、言語もしくは伝統に属するからだ。それに、わたしはいずれこの世から決定的に姿を消す運命にあり、わたしの生ある瞬間だけがもう一人の男の
なかに生き永らえるにすぎないのだ。わたしは一切のものを徐々に彼に譲り渡しつつある。歪曲し誇張するという悪癖が彼にあることを知りながら、スピノザの理解するところでは、あらゆる事
物がその存在を持続することを願っているという。石は永久に石であることを、虎は虎であることを願っているのだ。（仮にわたしが何者かであるとしての話だが）わたしはわたし自身ではなく、
ボルヘスとして生き残るのだろう。しかし、わたしは彼の書物のなかよりもむしろ、他の多くの書物や懸命なギターの音のなかに、わたし自身の姿を認める。わたしが彼から逃れようと努め、場
末の神話から時間や無限との演戯へと身を移してからすでに久しい。しかし、それらの演戯も今やボルヘスのものとなり、わたしはどうやら、別種の工夫をしなければならなくなったようだ。つ
まり、わたしの生はフーガなのだ。わたしは一切を失う。そしてその一切が忘却のものに、つまりもう一人の男のものになるのだ。
この文章を書いたのは、果たして両者のうちのどちらであったのか。」

!
!

（今福龍太『ボルヘス

伝奇集』より）

「牢を忍びやかに徘徊する虎。それは人間のこの世における幽閉、虜囚の時間と空間を原核に計測する監視者であった。それは生と死、この世とあの世、現と夢、自意識と無意識、死と不死の夢
のはざまで生きる人間の自己分裂の冷徹な目撃者である。虎は自他の迷宮のなかに現れる影のような分身であり、同時にその迷宮そのものの形象化された姿でもあった。そしてその孤独な影の向
こう側には、すべてを見通す絶対者としての「神」（＝造物主）がいた。
ボルヘスのなかのこの自己分裂、「虚構」の創造者である作家にとっての、自他のせめぎあう眩暈のような消息を語る至高の一文が「ボルヘスとわたし」である。みずから編集長を務めていた
国立図書館の雑誌『ビブリオテカ』に一九五七年に発表され、のちに『創造者』（一九六〇）に収録されたこの掌編で、書き手は、「ボルヘス」なる作家的人格＝形象と「わたし」という現世の
主体とを分裂・対峙させ、「わたし」の側に立って「ボルヘス」なる「創造者」を痛快に突き放し、彼の創作的営為を、やわらかな諧謔と皮肉をも込めてみごとに客体化している。」

!

「「ボルヘス」とは「わたし」にとって他者である。この二人は、愛好する小物や嗜好品においても、読書傾向においても、同じ趣味を持っているようであるが、「ボルヘス」のほうはそれらを
芝居がかった修辞学とともにおおげさに披瀝する傾向があるようだ。「わたし」はボルヘスによって生かされ、その存在を正当化されているのだが、それは「わたし」が「ボルヘス」なる作品の
源泉にいる権威的な作者であることを少し見意味しない。ここでもっとも重要な一文は、ボルヘスの書いた「優れた」ページが、特定の誰かに属するものではなく、それが「言語、あるいは伝統」
に属するものである、という決定的な言明であろう。創作とは、そして文学とは、それらが歴史のなかで辿ってきたすべての蓄積を含む、一つの集合的な実践であり、それは「言語」そのものに
属し、すなわち「伝統」に属する−−−−この事実こそが、作家自今の創造性を特権化することのない、ボルヘスの謙虚な文学観の根底にある真理であった。
だからこそ、彼は創造者であるはずの作家「ボルヘス」を冷徹に相対化する。だがその一方で彼は、自らが「虎」に憧れつづけるようい、もはや言語形象となった「ボルヘス」なるものの永遠
の不死性に引き寄せられる自分を否定することができない。」

!

「「わたし」とは、なまみの人間としてついには無に帰する「死すべき」mortal存在である。一方、「ボルヘス」はすでに言語あるいは伝統に属するものとして「不死」immortalの属性を与えら
れている。石が石でありつづけようとし、持てるものをすべて「ボルヘス」に与え、ボルヘスのなかに永遠に留まることを夢見た。もちろん、ときにこの関係は隷属の関係として「わたし」を過
度に縛りつけるものでもあり、その度に、「わたし」は「ボルヘス」から逃れようと努力もしてみた。「場末のスラム街の神話を手放し、時間や無限を相手に戯れてみた」というのは、初期ボル
ヘスが詩集『ブエノスアイレスの熱狂』や短編「薔薇色の街角の男」などによって、故郷ブエノスアイレスの雑踏を叙情的に讃美したのにたいし、中年からのボルヘスが『伝奇集』や『アレフ』
を皮切りに、時間や無限を主題としらきわめて技巧的な哲学的・形而上学的短編の作者へと変身しようと試みたことを指している。
だがそのような戯れも、遊動作戦も、「ボルヘス」という言語および伝統の運動の外部に「わたし」を解放することはなかった。その度ごとに、「ボルヘス」はみごとに新しい傾向の作者とし
て自己転生をはたし。「わたし」ははっという間にふたたび「ボルヘス」に呑み込まれてしまったからである。それは自由を求める「わたし」にとっての落胆でもあり、同時に、古人の宿命を言
語と伝統という大いなる世界にゆだねるという意味では、淡い歓喜にほかならなかった。
自己の分裂、アルター・エゴ、鏡、円環的時間の主題、ボルヘス自身が「フィクション」において探求したすべてのテーマが、この一文で「わたし」と「ボルヘス」の関係としてすでに語られ
ていることを私は発見する。彼の創作の秘密は、すでにこうした自己言及的なテクストのなかにすべて語られていたのである、自己なるものの揺らぎと神秘こそが、彼をしてフィクション、そし
てメタ・フィクションの冒険へと駆り立てていたことが理解されてくる。」

☆mediopos-2007

2020.5.15

no acting no life

とはいえそれぞれの持っている

演技しないで生きてはゆけない

!

ペルソナのあり方はひとぞれぞれで

エリザベス朝の公衆劇場とその舞台構造は

そこにはさまざまな悲喜劇が起こるだろうし

フランセス・イェイツの著作にもあるように

ある種のバランスのよいペルソナがつくれないか

「世界劇場」としてとらえられたのだが

!

ペルソナそのものが成立しがたいばあい

この世界を舞台と見立て

起こってくることは避けられなくなる

わたしたちはそこで役者として
演技しているという視点は比較的イメージしやすい

ひとつの演技ですべてを貫こうとすると

そこにもまたさまざまなが悲喜劇が

!

!

訳者の松岡和子には

シェイクスピアには三七本の戯曲があるが

「視線の政治学」という文章があるそうだが

その劇場で演じられていたであろうことを

「見られている」ということで演技も上手くなるという

わたしたちの内で演じさせてみながら
それをみずからの生きた演技（まさに「生」）に

ハムレットを演技する主人公と捉えた

!

とはいえ「見られている」ことは両刃の剣で

なぞらえてみることで得られる視点は

見られることによって成長する面もあれば

それなりのリアリティを持ち得ることも多い

視線恐怖というノイローゼもあるように

!

蜷川幸雄演出による舞台上演もされた
シェイクピア戯曲の新訳（全訳）を手がけられた

見られることによって本来の自分から離れる面もある

!

日本人には客観的に見るという

松岡和子と河合隼雄によるシェイクスピアの「快読」は

observeという考え方がなかったという

いまでも魅力的であり続けているシェイクスピアの

そもそも日本語の人称には

それぞれの作品や登場人物への理解を深めてくれる

自分を指す「わ」「われ」しかなかったように

格好の手引きとなっている

!

三人称的な視点は持ちにくかったようだ

さてわたしたちの「生」としての「演技」だが

その意味で

まさにわたしたちは演技しないで生きてはゆけない

!

!

世界劇場という生を引き受ける

「社会的動物」として生きているということは

特定のペルソナに呑み込まれないで

なんらかの演技をともなっているということなのだが

輻輳化できることは

その演技の役どころのとらえ方しだいで

精神衛生上とても大切なことのように思われる

ずいぶんその生き方も変わってくる

!

自分のなかのペルソナに自覚的になり

!

自分のペルソナとしての役割に自覚的あることは重要だが

アメリカには多重人格者が多く

そのひとつだけにしがみついて

日本ではそれが少ないそうだが

どこにいってもそのペルソナしかないようだと

一神教の世界では役としてのペルソナを

困ったことにもなるだろうからだ

「一貫したone」としてとらえがちなのに対して

おそらくそうした方は死後にもかなり長い間

日本ではそれが曖昧だからだという

そのペルソナをひきずっていくことにもなるのかもしれない

■河合隼雄・松岡和子!
『快読シェイクスピア 増補版』（ちくま文庫 2011.1）!
■福田恆存・監修!
『シェイクスピア・ハンドブック』）（三省堂 1987.9）!
■フランセス・イェイツ（藤田実訳）!
『世界劇場』（晶文全書 1978.6）

（河合隼雄・松岡和子『快読シェイクスピア 増補版』〜「ハムレット」より）

!

「松岡／『ハムレット』を論じる上で、ある意味で一番大きな事柄ではないかと思うんですが、「演技」ということ、生きていく上での演技。
河合／それはきわめてたいせつな話ですね。
松岡／ハムレットも、まわりの人間も演技してました。演技していないのはホレイショーと、オフィーリアもそうでしたけれど、後半になると父親がプロンプターになって、演じさせられるわけですよね。
河合／人間がこの社会に生きている、社会人であるということは、すでにある種の演技を伴う行為なんですね。人間の宿命として、皆が演じているわけだけど、演技がその人を全部覆ってしまうと悲劇が起
こる。家に帰っても校長先生のような父親だったら、子供はたまったものじゃない。父親になれていないということでしょうか。父親は父親の演技をしているわけですから。
その場合、一人の人間を一貫したone、ひとつと考えるのか、それともいろいろな面の総体がその人なのかと考えると、やはり一貫したひとつがあり得るという考えにこだわるのは一神教の世界です。な
んとかして、そのoneを守ろうとする。ここからは私の解釈ですけれど、その結果、アメリカは最近、多重人格者が急増した。現代社会ではそうならざるを得ない。ところが、日本人は曖昧にしてきたか
ら、多重人格にはそれほどならないんですよ。
『ハムレット』では、社会人としての重荷については、クローディアスとガートルードのケースが一番はっきりしている。王と王妃。しかも裏の事情があってついた王座でしょ。だからますます演技しな
きゃならない。クローディアスなんてハムレットに対して父親の演技までしようとしてますね。必至になって、ガートルードの場合は割りと自然にお母さんでいるけれど、それでもこの二人は懸命に演技し
ている。それから、ポローニアスもそうですね。首相ですから。
ハムレットはデンマーク王子としては精一杯演技をしなければならない。ところが、ハムレットは自分自身で生きたいと思っているわけです。それなのに悲劇的にも、自分自身になるためには演技をしな
きゃならない羽目に追い込まれる。父親の復讐を果たすには、皆を欺かなくてはなりませんからね。ハムレットは、自分自身を貫くために最大の演技を強いられている人間として登場する。自分自身になる
のは死ぬ時ですよ。だから、ハムレットは可哀想に、王権を継ぐ者として、それから秘密を知る者として、二重に皆から見られている。自分自身になりたいという永遠の少年的なものを一番持っているにも
かかわらずですね。永遠の少年はね、自分自身でありたいなんて安易に思うわけですよ。で、ソーシャルな場面で自分自身を出すから、混乱を招いてしまう。
松岡／私は、ハムレットを演技する主人公と捉えて、「視線の政治学」という文章を書いたことがあります。もちろん、生まれながらに演技力のある人間もいて、個人差は多少あるんでしょうけれど、どれ
だけ多くの観客をもっているかによって、演技をしなくてはならない必然性が出てくるんじゃないかと思うんです。
河合／それから見られることによって演技上手になりますよ。皆が見ていると意識するだけで、どんどん変わっていくでしょ。考えたら私の職業もそれに通じるものがあるのかもしれない。ずっと同じ人の
話を聞いてて、どんな変な言動があろうと見続けて、聞き続ける。すると、その人がだんだん変わってくるわけですから。やっぱり見られていることの影響力は大きい。
松岡／そうですよね。この芝居をおしまいまでたどっていくと、随所にそれを示唆する言葉が出てくるんですね。そのひとつがクローディアスの台詞「見られずに見るseeing unseen」です。それから、尼寺
へ行けと言われたオフィーリアが一人取り残された時に、ハムレットのことを「あらゆる人の注目の的Th' observed of all observersでいらしたのに」と言います。observerは、見る人ですね。「見る人に
よって見られる人」であること、それだけまわりの注目を浴びていたことを、observeという単語の能動態と受動態の両方を使って端的に表していると思います。見られていれば、これはしないという表出
規制も働くし、あえてこれをするという動機にもなる。だから見られる人は、より見られるようになって行く。
河合／見られることによって成長する面と、見られることによって、本来の自分から離れる面と、両方あると思うんですよ。
松岡／危険ですね。
河合／とても危険です。両刃の剣みたいなところがあります。視線恐怖というノイローゼがあるんです。日本人には実に多い。いつも見られているとか、皆が見ていると思いこむので、動きもぎこちなくな
るし、外に出るのもいやになる。たとえば、私は外国に行くとほっとする時がありますね。誰も知らない所にいるわけだから、誰にも見られていない安心感。日本ではどこへ言っても誰が見ているかわから
ないから、悪いことをする前に辺りを確かめないとまずい（笑）。可哀想に、ハムレットは全員から見られている。また、その見かたも二重で、王権を継ぐ者と秘密を知る者としてでしょう。それを韜晦す
るためにわざわざ狂人のまねするわけです。すると、狂気は本物かどうかと、また見張られる。
松岡／ローゼンクランツとギルデンスターンなんて、わざわざハムレットを見るために呼び寄せられているわけですからね。
河合／どこかにね、心の内を見るという台詞もあたったんですよ、たしかガートルードが言ったんじゃないかな。
松岡／ああ。三幕四場の寝室の場じゃないですか。
河合／そう、ありました。「ああ、ハムレット、もう何も言わないで。お前は私の目を心の奥に向けさせる」、つまり、ハムレット自身が見なくても、ハムレットという存在のおかげで、皆が自分を見なけ
ればならなくなる。だから、みんな困るんですね。
日本語の「観」という字、あれはもともと自分を見るの「観る」なんです。日本人にはobserveという考えかたがなかったんです。observeは客観的に見ているわけです。ハムレットはobserveされると同
時に、内的に自分を観ている。しかも二重三重に観ているから、迷いがあって行動できないように見える。でも実際は、いわゆる行動派の人が、自分が観てる、人が見てるというたくさんの視線の中で動こ
うとするから動きにくい、ということでしょうね。シェイクスピアはそういう人物を設定したと思っています。日本人は見られているという意識が強いから、日本人的にハムレットを好きになる。日本人的
に好きになる人には、ハムレットの行動力を見逃す人が多いと思います。だから、ハムレット的と言えば……。
松岡／考える人ね。悩む人とか。
河合／しかし、役者としたら、こんなにやりたい役は他にないんじゃないかな。
松岡／ええ、本当にそう思います。」

☆mediopos-2008

2020.5.16

生きることが失われてゆく

!

生きることは
みずからが生きるということだ
生きることは
共に生きることでもある

!

けれども生きること
そして共に生きることが
管理化されていくことで
いつのまにか依存関係に置き換えられてゆく

!

学ぶことは
教えられることになり
からだをケアすることは
治療されることになり
技術を使うことは
技術に使われることになる

!

みずから行うのではなく
制度や機関やシステムへの依存関係のなかに
委ねられるようになるのだ
そしてそれらが権利として
法制化され慣例化されてゆく

!

教育されるのも
治療されるのも
使われるのも
権利ではなく
奴隷化であるにもかかわらず
依存欲求から
その奴隷化が常態化されてゆくのだ

みずからが学ぶ
みずからがからだをケアする
みずからが技術を使う
そこから主体が自由が失われ
それに依存するようにさえなってしまう

!

生きることが
共に生きることに
つながっていくためにこそ
依存欲求から生まれるさまざまから
自由になれますように

■イバン・イリイチ（桜井直文・監訳）!
『生きる思想[新版] 反＝教育／技術／生命』（藤原書店 1999.4）

（「監訳者解説」より）

!

「「生きる」ことにとってかたちづくられ、そして、人びとの「生きる」ことを支えてきたそうした技術が、今日、一つまた一つと失われつつある。それは、「生きる」ことそれ自体が失われつつあるからである。人びとはます
ます、みずから行うことを喜ぶより、財・サービスを消費することを選ぶようになっている。身体の世話は病院にゆだね、学習は学校に、移動は自分の足でなはなく交通機関にゆだねることが社会の進歩だと思われている。そう
した制度や機関への「〔依存〕欲求」が生まれ、そうした「〔依存〕欲求」が、今度はあらためて、人びとの「権利」として法制化される。あたかも、奴隷になる権利、麻薬患者になる管理というものがありうるかのように。そ
して、「生きる」ことがこのようにして「〔依存〕欲求」へとつくり直されていくにつれて、「共に生きる」ことによってつくり出されてきたコモンズが、「〔依存〕欲求」の対象としての「資源」につくり直される。こうした
状況がすすむなかで、ある「無力」の感情が、貧富にかかわらず人びとのあいだに蔓延しはじめる（「現代的な意味での貧困」）。この無力の感情を、イリイチは（金持ちではなく「力あること」に対立する貧困という意味で）
「現代的な意味での貧困」と呼ぶ。人びとがこの感情につき動かされて、絶望的にみずからの「〔依存〕欲求」をみたそうとすればするほど、この感情はそれだけつのるのである。」
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（桜井直文「新版への序」より

一九九九年三月二三日）

「本書に収録された八〇年代の諸論考（教育、医療、技術などさまざまな主題について論じられている）のどれをとっても、その共通の背景をなしている一つの明確な問いがある。その問いとは、六〇年代から七〇年代の専門家
主義的・技術主義的「開発」路線の破綻を一つの前提としたうえで、その破綻への対処として提示されているさまざまな対象が、真に「開発」路線への対案たりえているか、場合によっては、「開発」路線を「ソフト」にするこ
とによってかえって実質的にはむしろそれを強化しているのではないのか、という問いである。
たとえば、近代化とともにおしすすめられてきた過度の「学校化」を廃し、学習機会を社会のなかに分散させようという対案（それ自体とってみれば、『脱学校の社会』〔一九七〇年〕でのイリイチの対案にきわめて近い）に
しても、それが、学習機会を「稀少な」資源とし、人間を本性上「教育を必要とするもの」と考えているかぎり、基本的にわれわれの自立を助ける道ではない、とイリイチは断ずる。かれの視点から見れば、日本における「いじ
め」や学力偏重主義を是正すると称する教育制度改革にしても、自立という視点を欠いているかぎり、じつはなにも変えるものではない。それどころか、これまで公的なセクターがになってきた仕事を（塾などの）民間セクター
に拡散させるだけのことかもしれないのである。
医療における医者の独占体制を廃し、医療補助者や民間療法を含む綜合的な保健衛生体制を確立しようという、医療の多元化の対案（これも『脱病院化社会』〔一九七五年〕におけるイリイチの「医原病」批判に一見通じてい
るように見える）にしても、要するに、専門家の枠を拡大し、できるだけ費用をかけずに、国民の医療サービス依存を高めることにすぎない。健康とは、サービスを受けることではなく、まさにサービスに頼らないということな
のだとイリイチは言う。患者を苦しみのなかに放置してよいわけではないが、苦しみを除去しさえすればよいのでもない。患者がおのれの苦しみを、ほかならぬ自分の苦しみとして生きることができるように「そのかたわらに立っ
て（かれを支えて）」やることのほうがはるかに大事だ、とイリイチは言う。かれの視点で言えば、現在計画されている「介護保険」にしても、ケアという発想が先行し、老人や患者が自立することを助けるという観点がもし欠
落しているなら、国民の医療サービス依存と専門家の支配をますます強めるだけに終わるだろう。
最後に生産性やスピードのみを追求する技術ではなく「環境にやさしい」技術を、という対象（『エネルギーと公正』〔一九七四年〕に表明された「外部不経済」などの論点をとりいれているように見える）に対しても、イリ
イチは（いくぶんかの自己批判をこめて）批判の目を向ける。「環境にやさしい」技術であれ、そうでない技術であれ、自然を「仕事する機械」と考え、たんに自然から仕事のみとりだそうとする技術、つまり、生産のための技
術は、人と共同体が自立するのを助けるための技術とは基本的に区別されなければならない。自転車が自動車にまさに技術的価値をもつと考えることができるのは、後者の立場からであって、たんに自転車が「環境にやさしい」
といった理由からではない、と。」
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（イバン・イリイチ『生きる思想』〜「ホモ・エードゥカンドゥス」より）
「わたしは「ホモ・エードゥカンドゥス」の社会史を「教育の歴史」の対極として考えています。ホモ・エードゥカンドゥスの歴史は、そもそも「教育」なるものが基本的な人間の〔依存〕欲求とみなされるような社会のあり方
がいかに出現してきたのか、ということを探るものだからです。」

!
!

「この新しい人間は、知るべきこと、するべきことをすべて何でも教えられなければならない存在なのです。」
「現在用いられているような意味での「教育」とは、つぎのような仮定のもとでの学習をさしています。すなわち、学習は人間のすべての活動にとって、あらかじめなくてはならぬものであり、それと同時に、そのような学習の
機会は、その本性からして、供給が稀少なものである、という仮定です。そうした考え方かたらすると、学習とは、生活の他の側面からはっきりと区別されうる生活の一側面であるということになります。すなわち、学習なるも
のは、社会の要求する課題を立派にやりとげることに先行する−−−−時間的にではないとしても、少なくとも論理的に先行する−−−−ものだということになるのです。「教育」につながっていくこのような学習の考えかたから出発
しますと、他の社会のさまざまな社会現象が、みなそのような意味での「学習機会」として分類されるべきもののように見えてきます。」
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「ここのお集まりの皆さんの大部分は教育を受けてこられた方がただと存じます。しかし皆さんとて、歩いたり息をしたりすることを決して「学習」なさらなかったということは、よくご存じなのではありますまいか？」
（イバン・イリイチ『生きる思想』〜「「生命」の偶像崇拝」」より）
「いわゆる「生命尊重論者（プロ・ライフ）」なる人々がいます。ある者は中絶に反対し、ある者はまた、生体解剖、死刑、戦争に反対します。これに対して、生命尊重論者の反対者たちは、妊娠中絶や延命措置について、選択
の自由を主張します。三年前、ウィル・キャンベルがわたしに言ったことばを借りれば、まさに「生命が教会を二つに引き裂いている」のです。それでいて、誰ひとり、おおやけの論争においてこの「ことばのアメーバ」〔生命〕
を使用することに、反対する者はいません。なかでもどうしようもないのが教会関係者です。ある者は「生命」にお線香をあげて有り難がります。かと思うとまたある者は、生命の「価値」についてのエセ聖書的な敬虔を切り売
りする専門家になっています。医学が、遺伝子から微生物にいたる生命の管理をあやつる一方で、教会は、これらの医学的活動をエセ倫理的な話しの枠組みに入れることにより、生命の管理のための新しい社会的立脚点をもたら
したのです。生命倫理なるものは、大学で学位はとったが職がないという牧師の卵にとって、ねがってもない就職の新市場になっています。」

☆mediopos-2009

2020.5.17

「自然を前にした人間の哲学」は
古代ギリシアの最初の哲学者とされる
タレスからはじまる

!

万物の始原（アルケー）を問い
タレスはそれを
水である
と主張したという

!

現在使われている自然（ネイチャー）は
もともと古代ギリシアでは「フュシス」
「生み出す」という意味の動詞から
存在の原理を表すよう名詞化された言葉からのもの

!

そして万物の始原にある質料（ヒューレー）を

■神崎忠昭・野元晋 編!
『自然を前にした人間の哲学／古代から近代にかけての12の問いかけ』!
（慶應義塾大学言語文化研究所 2020.2）!
■山本光雄編『初期ギリシア哲学者断片集』（岩波書店 1958.5）

タレスは水であるとしたのである

!

ちなみにそのアルケーを
ヘラクレイトスは火
ピタゴラスは数

ゲーテのタレス賛の詩をもじっていえば

エンペドクレスは土・水・火・空気の

こうも詠えるだろうか

四大からなるリゾーマタ
デモクリトスはアトモス（不可分体）

!

よきかな！よきかな！何度でも、そう言おう！

アナクシマンドロスは無限定者（アペイロン）とした

!

美にして真なるものに貫かれ、

万物を物質状態であるとすれば

すべては問いから生まれたのだ。

シュタイナーの神秘学では

すべては問いによって生きるのだ。

物質の根源（萌芽）を熱とし

お前こそが、新しき命を受け取る者なのだ。

地球進化紀の最初の土星紀において
人間は熱状態であったとしている
霊的なものが最初に物質化された状態である

わが身に歓喜が花開く……。

!

最初から答えの決められた問いは

!

そこから「新しき命」を生み出すことはできない

さて万物の始原を問うタレスの営為が

どんな問いも生み出すことはできない

問いを立てそれを探求していくという
哲学の始原ともなった

決められた答えを求める教えられたがりは

!
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おそらく宇宙の始原にも問いがあったのだ

哲学のアルケーは

答えの存在しない問いが生まれはじめたのだ

問うことであるともいえる

そしてその答えがさまざまな姿をとって

問いがなければなにもはじまらない

宇宙を生成させ

まだ宇宙とも呼べないなかで

そのなかで人間も生まれてきた
そして問いそのものがいま人間として歩いている！

（『自然を前にした人間の哲学』〜納富信留「タレス、あるいは自然哲学の誕生」より）
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「「自然」という概念がいつ発見され、どのように用いられてきたかは、哲学史において興味深い問題である。この「自然」という漢語は古代の中国で登場し、とりわけ道家によって「無為自然」のように用いられていた。」
「欧米語の「ネイチャー」がどのような経緯を辿ったかを見ると、古代ギリシアの「自然」つまり「フュシス(physis)」という概念に行き着く。（…）ギリシア語の「フュシス」の語源をめぐっては論争があり、アリストテレスは
「生まれる、育つ」を意味する「フューオー(phyo)」からできていると説明したが、「ある」の未来形に名残がある「フュ(fu)」という語幹に由来するのではないかとの説も出された。いずれにせよ、このギリシア語が「本来そう
生まれついている」との語義かた「自然本性」という意味を担ったことがわかる。
紀元前６世紀の初期に位置づけられるギリシア哲学の始まりは、前４世紀後半のアリストテレスの哲学史によって「自然学、自然哲学」という名称を得た。彼は先行するそれらの哲学者を「自然学者(physikos)、自然哲学者
(physiologos)」と呼んだからである。」
「西洋の自然観の基礎を築いた古代ギリシア人の「自然」とは何だったのか。この問題を考える一つの視点は、初期ギリシア哲学において「自然の探求(historia)」がどのように始まったかを見ることであろう。」
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「アリストテレスによって「哲学の創始者」とされたタレス(Thales)」は、イオニア地方の中心都市ミレトスで活躍した。「七賢人」の一人にも数えられ生涯や活動についての逸話は多いが、著作を書いたかどうかは不明であ
る。」
「タレスは最初の哲学者に数えられると同時に、伝統的な知者(sophos)」として数多くの逸話を持つ。「七賢人」に入る知者には異同があるが、タレスはプリエネのピアス、ミュティレネのピッタコス、アテナイのソロンと並ん
で全てのリストに含まれる。だが、他の賢人が哲学者の系列には入れられないのに対して、タレスだけは特別に「哲学者」と「知者」両方の扱いを受けてきた。これが何故かと考えることは、哲学の始まりを解明するのに重要で
ある。」
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「七賢人でタレスだけが特別に「哲学者」とされるのは、アリストテレスの『形而上学』第一巻第三章の記述による。第一の諸原因の探求を辿る哲学史で、最初に哲学を遂行した人びとは「質料（ヒューレー）」にあたるものだ
けを原理に据えていたとされる。
このような原理の数や種類は、彼らが皆同じことを語っているわけではないが、タレスは−−−−このような哲学の創始者であるが−−−−水であると主張している。

ここで「創始者」には「このような哲学の」という限定がついているが、アリストテレスが形を定めた哲学、つまり、万物の始原（アルケー）、つまり原理の探求を始めた人物として名指されている。質料の一種である「水」
を原理に据えたからである。」
「タレスの「水である」という言葉は、たしかに、何かに向けた語りであろう。その何かとは、彼が向き合った問いである。その問いをアリストテレスは「万物の始原＝原理とは何か」と定式化した。」
「哲学の営みとは、知識の体系を作ったり深遠な教説を語ったりすることではなく、問いを立ててそれを探求することである。タレスはこの意味で、哲学の問いを提示して自ら応答し、人々を同じ探求へと誘った最初の哲学者で
あった。」
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「タレスはあまりに巨大な問いに向き合い、そこで思考が始動して、それが他の哲学者たちの思考を刺激した。ギリシア哲学は、問いを言葉で発することで始まった。それを共有しそれに応答しながら、問いそのものを変えて思
索を進めていく人々の営みが哲学を形にしていったのである。
問いへの応答は、自然をめぐる探求でさらに展開される。万物の根源を探る鍵となったのは、「宇宙、数学、魂」である。」
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「タレスが向き合った根拠をめぐる問いは、イオニアで仲間や隣人たちに共有され、同じ問いをめぐる哲学の展開を促した。それが後にアリストテレスとその弟子テオフラストスによって「自然学」の流れとみなされた。」
「時代が下って19世紀、ゲーテは畢生の大作『ファウスト』第２部(1833年発表）で、水成論者タレスを火成論者アナクサゴラスと対決させる。おそらくアリストテレス経由でタレスの哲学を知ったゲーテは、水からすべてが生じ
たとするこの哲学者を描く。タレスは高らかにこう歌う。
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よきかな！よきかな！何度でも、そう言おう！
美にして真なるものに貫かれ、
わが身に歓喜が花開く……。
すべては水から生まれたのだ。
すべては水によって生きるのだ。
大海よ、われらにその永遠の営みを与えたまえ。
お前が雲を送り出して、雨を降らせなかったら、
豊かに清水を湧かせなかったら、
陸に大河をうねらせなかったら、
そしてそれを河口にまで導かなかったならば、
山が、平野が、世界があったとて、なんであろう？
お前こそが、新しき命を受け取る者なのだ。」

（『初期ギリシア哲学者断片集』〜「タレス」より）
（アリストテレス）
「最初に哲学に携わった人々の大多数は、ただ質料の型に対する原理のみが万物の原理であると思った。というのは彼等は凡ての存在者がそれから出来ているもの、すなわちそれを最初のものとしてそれから抄じれき、またそれ
を最後のものとしてそれへ滅んでいくところのもの（というのは実体は根底に止まりつつ、ただ様態によってのみ変化するのだから）、それを存在者の元素であり、原理であると主張し、またその故に何ものも生成することも消
滅することもない、何故ならそのような本性が常に維持されているゆえ、と思っているからである。……けれどもこのような原理の数と型とに対しては、凡ての人々が同一のことを言っているのではない。むしろこのような哲学
の開祖タレスは水がそれであると言っている（このゆえに彼はまた大地が水の上に浮いているという意見を持っていた）、彼がこのような意見を抱くにいたったのは、おそらく弁物の栄養は湿っていること、また熱そのものは湿っ
たものから生じ、またそれによって維持されるということなどを観察したことからだろう。しかしそれから万物が生じてくるところのそれが万物の原理である。従ってその見解を彼が抱いたのはこのことによってであるが、同時
にまた万物の種子が湿った本性をもっているということによってでもある。しかるに水は湿ったものに対してはその本性の原理なのである。」

☆mediopos-2010

2020.5.18

からだをもって
生きているということは
からだとともに
意識があるということ
からだとともに
心をもって
生きているということ

!

からだをもっているから
痛みに苦しむとしても
からだをもっているから
愛に悲しみに悩むとしても
からだをもっているから
からだにとらわれてしまうとしても
からだをもっているから
からだをもてあますとしても

!

からだゆえに
山河大地日月星辰とともに
生きてゆけるということだ
からだゆえに
心は心を育てるということだ
からだゆえに
新たなものが生まれるということだ

■佐藤義之『「心の哲学」批判序説』（講談社選書メチエ 2020.4）!
■石井恭二『正法眼蔵の世界』（河出文庫 2010.10）

!

生まれて
からだをもつということは
からだもまた心として
生きていくということだ
山河大地日月星辰もまた
心として生きていくということだ

そしてそうすることでやがて
からだがからだをはなれ
心が心をはなれたときも
新たなからだ
新たな心で
生きられるということだ

!

からだの不思議
心の不思議は
そうして
めぐってゆくということだ

（佐藤義之『「心の哲学」批判序説』より）
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「本書では、意識は脳という物質によって完全に決定され、意識が身体に因果的に影響を与えることはできないという、広く浸透している意識観にもとづく諸々の見解、なかでもとりわ
け英米系の「心の哲学」に属すいくつかの意識観を批判的にながめ、そのうえで意識の実像を描き出したい。その際の立脚点と手がかりは現象学である。現象学は意識に直接現れる諸現
象を、意識そのもののみならず外的世界などあらゆるものについての研究のための出発点とする立場である。したがって意識は現象学にとって中心的な課題である。しかしながら現代に
おいて、意識の解明に関しては、「心の哲学」が認知科学、神経科学などの成果をとりいれて、重要な成果を収めるようになっており、心の哲学の研究者からは、現象学的なアプローチ
からの意識解明は周回遅れのようにみなされているかもしれない。だが私は心の哲学については、いくつか大きな違和感を感じざるをえない。
現象学も創始者フッサールにおいては、本質の学として確立することが目指され、事実性は排除された。しかしながら、あとに続く現象学者たちの多くが、このようなフッサールの方
針を批判し事実性を重視する方向に転換した。学問を行うわれわれは身体をもつ人間であり、特定の歴史、環境のなかに住まい、それらの制約のなかで生き、経験し、思考している。こ
れらの条件による制約を免れて思考を展開できると思うのはその制約の重みを十分理解していないからにほかならない。このような条件を学問も十分に考慮する必要がある。われわれは
事実的歴史的な存在であり、そういう事実性を免れた思考を展開することなどできない。」

!

「「自然」は私の生と無縁な仕方でそこにあるように見える。しかしそれは直接的な生への有用性から離れているだけである。自然を認識することは最終的には生にとって有用なのであ
り、自然表象は多様な用途の準備をするものであった。「自然」だけでなく、「自然」を眺める意識も、その生の束縛を離れるものではない。
こういう動物の意識としてもつ基本条件を捨ててまで意識概念を拡張し、それをなおかつ「意識だ」と言い張ろうとすれば、矛盾を来すか意識のあり方をゆがめてしまうだろう。行動
と無縁な意識を想定する哲学者たちは世界を観照するだけの意識を考える。そういう意識は一見可能に思える。そのどこかに矛盾があるというのか。しかしながら観照するだけの意識は
世界に関心をもつことができないだろう。その意識にとって世界に何の意味があるのか。そして無意味な世界を見ることに何の意味があるのか。その意識は関心のもてない世界に対して
目を閉じ眠り込んでしまうだろう。哲学者は動物の意識でない意識を想定するが、その想定は意識かた世界に向かう動因を奪う。世界に向かわない意識は自己になら関心をもつだろうか。
そうは思えない。私が自己に関心を向けるのは、自己への配慮が快苦等々の生命的意義をもつできごとを左右する鍵だからである。観照するだけの意識は快苦も知らないだろうから、そ
の意識は世界だけでなく自己に意識を向けることもないだろう。
意識がつねに何かについての意識であるなら、すべてに関心を失って何ものも意識しない意識はもはや意識ではない。少なくとも私は、こういうものを「意識」と呼ぶことに抵抗を憶
える。こうして動物の意識という枠組みから外れてしまうと、意識は意識としてのあり方を維持できなくなってしまう。
意識を考える際には事実的な意識を尊重しなければならない。意識の事実性を離れ、その「純粋」で「普遍的」な本質を求めようとしても、それは決して成功を収めない。私が見た動
物としての意識のあり方は、事実的な意識のあり方であるが、この方向に進んでゆくことこそ、心身問題の解決の実りある方向だといえよう。」

!
（石井恭二『正法眼蔵の世界』より）
!

「「心身学道」巻には次のように述べられている。
（…）
[山河大地日月星辰]は心であるほかはない、しかしまず心とは何であるか。心とは心の内にあるとするのか、心の外にあるとするのか。心は心の外から来るものとするのか、心は心から去
るものとするのか。生きている時に心は増えるか、増えないか。死に際して心は何かを失うのか、何も失わないのか。こうした生死と心および生死とは何かと考えるならば、心とは何処
に措定するのか。このように心とはただ想念であり作用である。世界が山河大地日月星辰がともになければ意識も情念の作用も発しないのである。だから人の一念一念は一つ一つの山河
大地と云うほかはないのだ。心にほかならない山河大地は、等しく有無の外であるから、大小の量ではない、何処かから得るものではなく得ないものでもない。認識不認識、通不通、悟
不悟などによって変わるものではないのである。心をそうした相対のなかに捉えてはならない。」

!

「「渓声山色」巻には、自然と人間、社会と人などのさまざまに葛藤する諸関係についての悟道説話が示されている。
（…）
あるがままにあるのが自然本来である、こう云った時に、どうして山河大地を生ずるのか。
この問答によってわかる。「ありのままにある自然本来の山河大地」の言葉には、すでに人の煩悩や観照が含まれている、だからこそ自然本来と表現するのだ。山河大地という言葉を
そのまま山河大地と誤って考えてはならない。人はあるがままの自然本来の山河大地のなかに本来の人間を取り戻すのである。そうであるのを、経典師は夢にも聞くことがなかったので、
人が云う山河大地は自づからの山河大地とは異なることを知らないのである。」

☆mediopos-2011

2020.5.19

日常的に見かけているから
知っているつもりでいても
むしろその実際について
知らないことはたくさんある

!

春になると
南から訪れてくる
ツバメもそのひとつ

!

『ギルガメッシュ叙事詩』の時代から
ツバメは知られているそうだが
知られていないことはまだたくさんあるようだ

■長谷川克（監修・森本元）!

!

『ツバメのひみつ』（緑書房 2020.3）

ツバメの学名をつけたリンネでさえ
池の底に潜って冬眠すると信じていたほどに

!

春になると渡ってきて
似たような場所に巣を作るから
同じ個体がずっと来ているように思うけれど
親になってからの平均寿命は１．６年だという
意外なことに短命なのだ

!

冬になると
餌になる虫がいなくなるので
南へと帰っていくけれど
地域によって餌さえあれば
越冬することもあるようだ
それに越冬期の生態については
まだほとんど知られていないともいう

!

そういえば河口で見かける
渡りの鴫千鳥にも
留鳥になっている個体もあるようにみえる

ヨーロッパのツバメと
日本やアメリカのツバメは
繁殖する場所や
オスが抱卵するかどうかなど
その生態が異なっている
日本のツバメは
オスも抱卵しているというように

!

人間のさまざまな慣習もそうだが
地域の事情で生態もいろいろ
それなりに対応変化しているのだろう

!

日々あたりまえのように目にしていても
知らないことはたくさんあって
それが無理解につながりもする
じぶん自身のことでもまた
あたりまえのように思っていることこそが
死角になっていることもありそうだ

!

ツバメのひみつを知ることは
じぶんのひみつを知ることにもつながるのだ

!

（「ツバメの一生」より）
「ツバメという種は世界中どこでもみな同じような一生をたどっているはずだと予想されるかもしれませんが、これは間違いです。近年行われた研究によって、これまでツバメという種全体に当てはまると考えられていた特徴が、実はヨーロッパの集団にしか当て
はまらず、アメリカや日本など、別の地域では全く異なる特徴をもつことが分かってきました。たとえば。日本やアメリカではオスもたまに卵を温めるのですが、ヨーロッパではメスしか抱卵しません。（…）
ツバメは巣をかけている家には何年も連続でツバメが繁殖に訪れることから、ツバメが長生きだと思われている方も多いのですが、実際にはとても短命な鳥で、親（成長）になってからの平均寿命は１・６年ほどしかありません。年平均生存率は５０％未満なの
で、ある年にペアで繁殖しても翌年には片方が死んでいる可能性が高く、毎年メンバーが入れ替わり立ち替わり巣場所を使っていることになります。（ヨーロッパの報告では３３６５羽の成長のうち、７年生きたのはたった１羽だったそうです）。

!
!

では、生きている限りは同じ巣に戻ってくるのかと言えば、そうとも限らず、特に前年に繁殖が失敗した場合には、その場所を捨て、新たななわばりで繁殖することが多いようです。（…）
ちなみに、短命な生き物は老化しないと思われがちですが、ツバメも老化します。３歳を過ぎると、見た目や繁殖に陰りが出てくるようです。」

（「１日のスケジュール、１年のスケジュール」より）
「ツバメは昼行性なので、朝起きて夜眠るのは私たちと同じです。（…）
食事（と餌探し）中心の生活を、ツバメは一年中続けることになります。この基本生活をベースに、春夏は繁殖（繁殖期）、秋に南国に渡り、冬は越冬、そして翌春にまた戻ってきて繁殖を始めるわけです。繁殖期はそれでも餌が多い方なので、自分の食事以外に
時間を回して、求愛やなわばり防衛、子の世話などにあてます。
越冬地ではこれらの追加イベントはほとんどありませんが、そもそも餌が満足に手に入りません。特に飛翔昆虫を食べるツバメ類は、悪天候で餌が一次的に枯渇すると、大量死や地域絶滅も起こります。（…）
なお、鳥類は毎年秋の渡り頃から越冬期にかけて、古い羽毛を捨て、新しい羽毛を生やす「換羽」を行う必要があります。そのため、越冬期ですら、自分の体力維持に専念できるわけではありません。
鳥の羽毛は死んだ細胞でできているので、自己修復力がなく、日々汚れたり、すり減ったりして劣化し、色もくすんでいきます。この劣化を最小限にするために、ツバメは他の小鳥同様、腰の部分から分泌されるオイルを塗って羽繕いし、綿密に手入れをしていま
すが、さすがに年単位で維持することはできません。高い飛翔能力を保つため、古くなった羽毛を毎年、何日もかけて取り替えていくほかないのです。」

!
!
!
!

（「よい餌、悪い餌、ＤＨＡ」より）
「ツバメの仲間は、その飛翔能力を生かして空中で昆虫を捕食します。１日２０００匹の虫を食べているという話を聞くと、とにかく口に入るもの全てを闇雲に食べているように感じますが、もちろん手当たり次第に食べるわけではありません。
たとえば、ツバメは小さい餌より大きな餌を好み、このような好みを持つことで効率的に栄養摂取していることが知られています。」
（「渡りに適した目の特徴」より）
「渡りに必要なのは、目的地を定位する能力だけではありません。越冬地から繁殖期へ移動し、繁殖が終わればまた越冬地へ戻らなければならず、それには相当の飛翔能力が必要になります。」
「繁殖期に着目すると、飛翔昆虫が爆発的に出現するような温帯域以北に渡る種よりも、年中餌が少ない熱帯・亜熱帯に定住する種の方が高度な飛翔能力が必須となり、結果的に尖った翼をもつに至ったのでしょう。ツバメの仲間にとって、渡りそのものにはそこ
まで飛翔能力が必要でないのか、最近巣立ったばかりで飛翔能力の低い幼鳥も、渡り時の死亡率は成長と大して変わらないという報告もあります。」
「ツバメの仲間は、秋の渡り前に大集団でヨシ原などにねぐらをとりますが、この間に１０〜１５％、多いときには３０％ほど体重を増やすことが知られています。」
「繁殖期から越冬地に戻る秋の渡りは比較的ゆっくりとしたペースで行われますが、これから繁殖が控えている春の渡りでは一気に渡ることが知られています。そのスピードは７日で３０００kmとも言われます。」

!
!

（「ツバメの地域差はヒトのせい？」より）
「ツバメの地域差について（…）
(1)牛舎などの屋内に高密度で繁殖するヨーロッパのツバメに比べて、日本やアメリカなどのツバメは基本的に屋外に低密度で繁殖する。
(2)日本やアメリカのツバメはなわばりが重要で、これらの地域ではよいなわばりを占有できる羽毛の赤いオスが有利になる。
逆に、
(3)屋外でまばらに繁殖すると浮気がほとんど生じないため、なわばりと関係しない燕尾服などを発達させても、そこまで繁殖利益がない。
目立った違いだけでもこれだけあります。」

!
!
!
!

（「伝書ツバメ」より）
「『ギルガメッシュ叙事詩』には、ノアの箱舟の原型と言われる大洪水の話が収められていて、洪水後にハトとツバメを放つと船に帰ってくるという描写があります。どちらも律儀に戻ってくる性質があることは、昔から知られていたのかもしれません。ちなみに、
『ギルガメッシュ叙事詩』はツバメが登場する最古の文献でもあります。」
（「地の底で眠る？」より）
「ツバメの利用が古くから行われていたなら、渡りをすることも当然知られていたはずだと想像されるかもしれません。現在の私たちは、ツバメが夏過ぎにいなくなると、当然南の越冬地に移動していると思い、他の可能性を考えてみることもあまりないでしょう。
しかし、冬期に南国で過ごしていることが分かったのはわりと最近、１８世紀になってからのことで、かつては「ツバメは冬になると池の底に潜って冬眠する」と本気で考えられていたこともありました。（…）（ツバメの学名をつけた分類学の始祖リンネです
ら、この話を信じていたそうです。））」

!
!

（「冬の暮らしを調べる」より）
「「ツバメは冬の間どういう生活をしているのか」ということは、実はよく分かっていません。基本的にツバメは熱帯・亜熱帯で越冬し、温帯以北で繁殖するのですが、極めて多数の研究がある繁殖期と違って、越冬期に何をしているのか。学術的な報告は少ない
のです。」
「「繁殖した場所が違うツバメ同士は越冬する場所の違う傾向にある」、「いろいろな環境で越冬する」、「越冬地では数百万羽の大群になることがある」といった程度のことしか記されていません。
これは、研究が基本的に先進国で行われていて、熱帯・亜熱帯など発展途上国での情報がほとんど得られないためです。」

!
!

（「留鳥としてのツバメ」より）
「餌不足で死ぬリスクがあるくらいなら、多大変でも渡りをして、そのようなリスクが小さくなる熱帯域でツバメが越冬することは、理にかなっています。ただ、この理屈に沿って全てのツバメが熱帯まで渡っていくかというと、そうとも限らないようです。
近年の地球温暖化に伴い、本来は温帯域で越冬に適していない環境でもツバメが越冬するようになったことが報告されています。（…）ツバメの冬の生活を制限しているのは、寒さそのものというよりむしろ餌の枯渇なので、寒くても虫さえいればなんとかやって
いくことができます。」

☆mediopos-2012

2020.5.20

人類は古代から
仮面をつけて踊ってきた

!

仮面は素顔を隠すためのものではない
神々や精霊や祖霊を仮面に取り憑かせて
人を超えた力を借りようとしたのだ

!

ギリシア語の仮面（マスク）の語源は
日本語の「のろう」「のる（宣る）」と同様
邪霊やもののけをはらい
あらたな「のり」（宣り／法）を告げ知らせるで
カオスからコスモスを分節化させるものだったという

!

■南條憲二『仮面は踊る』（幻冬舎 2020.1）!

そしてペルソナはもともと
劇で使われる仮面のことだった
それが劇中の人物を表すようになり
さらに人称や役割
そして人格をも意味するようになった

しかし役者の演じる顔や
その役どころを見ればわかるが
その顔はそのまま役者本人の顔ではない

現在の人間の魂が宿している
さまざまな個人的な感情は
かつては神々が人間に与えるものだったが
それが次第に人間の内側から働くようになったという

そのように私たちは自分の顔を
そのまま自分の顔だと思っているが
顔というのはペルソナなのだ
私たちもまた一人のなかに
さまざまなペルソナを持って生きている

!

!

そのように
仮面としてのペルソナには
かつて神々や精霊や祖霊が宿っていたが
やがてそれが原初的な人称の状態から
特定の人称や人格となっていったともいえる

!

そして今では人の顔そのものが
仮面としてのペルソナとなっている
それがさまざまに
人称や役割そして人格を表している

!

!

能で素顔のことを直面（ひためん）というが
日本語の＜おもて＞や
ギリシャ語の＜プロソーポン＞が
素顔と仮面をともに意味しているうように
その直面もまた面であることに変わりはない
私たちは顔という面をつけて生きているのだ
その顔という面を外すことはできない

!

そしてときに
自分の原顔とでもいえるものを
空しくも取り戻そうとして
むしろ直面であれ仮面であれ
さまざまな非日常的なありようを
演じ踊ってみようともするのかもしれない

■坂部恵『仮面の解釈学』（東京大学出版会 1976.1）!
■坂部恵編『和辻哲郎随筆集』（岩波文庫 1995.9）

（南條憲二『仮面は踊る』より）

!

「仮面文化を世界地図の上で眺めてみると、アフリカ、ヨーロッパから南アジア、東南アジア、オセアニア、東アジア、日本、さらに北上して極寒の地域及びアメリカ北西海岸や南西部を経て南アメリカ大
陸まで広がっており、「人類は仮面とともにある」と言っていいほど、各地に民族特有の仮面が存在することが分かる。黎明期の人類にとって、天空の動きや自然現象は、抗うことの出来ない畏敬の対象で
あり、彼らはその中に神の存在を信じたに違いない。また自分たちを取り巻く環境−−−−山や森や川にも、またそこに生息する動物や植物、あるいは動かない岩や石などの全てに精霊が宿っていると考えた
し、祖先の霊も近くに宿っていて、子孫たちを見守っていると考えた。厳しい環境の中で生存してゆくためには、彼らはこうした神や精霊や、理想化された祖霊の力を借りなければならなかった。彼らは神
や神話の中の英雄や、精霊や祖霊の姿を想像した。そしてそのイメージを仮面に表現して、それを身に着ければ、神や精霊や祖霊は仮面に取り憑き、人々を悪霊から守って病気を治癒し、豊作多産をもたら
し、戦いに勝ち、さらには死者をも悪霊から守る……といった人間の能力を超えた力を付与してくれると信じた。こうして人間界に仮面が誕生した。」

!

「今や人類はＡＩの脅威にさらされ、ＳＮＳに操られて、嘗て狩猟・採集民が自然界と調和して生きていた時代の鋭い感覚は、もはや取り戻すことができなくなっているのではないか。地球という宇宙の一
つの生命体によって生かされていることを忘れて、生き物としての道をいつのまにか踏み外してしまうかもしれない。合理性や経済成長・技術革新こそ至上のものとしてきた結果、ここに至って先行きの見
えない不透明感に不安を覚え、これからの時代のパラダイムを模索している我々現代人にとって、先史・原始美術を生んだ人々が精神的拠り所としてきたものこそ、人類の未来へのヒントとなるものではな
いだろうか。」

!
!

（坂部恵編『和辻哲郎随筆集』〜和辻哲郎「面とペルソナ」より）
「面は元来人体から肢体や顔を抜き去ってただ顔面だけを残したものである。しかるにその面は再び肢体を獲得する。人を表現するためにはただ顔面だけに切り詰めることができるが、その切り詰められた
顔面は自由に肢体を回復する力を持っている。そうしてみると、顔面は人の存在にとって核心的な意義を持つものである。それは単に肉体の一部分であるのではなく、肉体を己れに従える主体的なるものの
座、すなわち人格の座にほかならない。
ここまで考えて来ると我々はおのずからpersonaを連想せざるを得ない。この語はもと劇に用いられる面を意味した。それが転じて劇におけるそれぞれの役割を意味し、従って劇中の人物を指す言葉にな
る。dramatis personaeがそれである。しかるにこの用法は劇を離れて現実の生活にも通用する。人間生活におけるそれぞれの役割がペルソナである。我れ、汝、彼というのも第一、第二、第三のペルソナ
であり、地位、身分、資格等もそれぞれ社会におけるペルソナである。そこでこの用法が神にまで押しひろめられて、父と子と聖霊が神のペルソナだと言われる。しかるに人は社会においておのおの彼自身
の役目を持っている。己れ自身のペルソナにおいて行動するのは彼が己れのなすべきことをなすのである。従って他の人のなすべきことを代理する場合には、他の人のペルソナをつとめるということになる。
そうなるとペルソナは行為の主体、権利の主体として、「人格」の意味にならざるを得ない。かくして「面」が「人格」となったのである。」

!
!

（坂部恵『仮面の解釈学』より）
「仮面（マスク）という言葉は、一説によればギリシャ語のβαδχαυιαすなわち、他人にのろいをあびせる、もしくは他人からの邪視を防ぐ、という語と語源的に関連を有するという。この説の当否の検討
はさておくとして、日本語の「のろう」という語も、また、「のる」（宣る）の延引形として、元来、邪霊やもののけをはらい、カオスを追放して、あらたな「のり」（法）を宣り、告げ知らせ、コスモス
をあらたに建て直すという意味をもっていたと考えられることをおもいあわせるとき、この説は、仮面というもののあり方について一つの示唆を含んでいるものとみることができる。ペルソナ（ラテン語の
personareに〝ひびかせる〟〝声高にいう〟という意味があることはよく知られているところ）を通じて、告げ知らされ、宣られる「のり」（法）は、間柄のかたどり、＜わけ＞defférenceの基礎的な枠
組・間柄（ないしはその体系）をして間柄たらしめる限度としての「のり」（度、軌、矩）のありようを素描する。＜のり＞としての神語（ことば／ロゴス）が、いわば人間界を含めた宇宙の間柄の束の構
成の原初の分節のあり方を示すように、マスク、ペルソナもまた、間柄のなかにおかれた人柄あるいは役柄の原初の分節を、たとえば、何らかの自然物にかたどられた善神、悪神などとして、隠喩的に表示
するものにほかならない。ジャン＝ルイ・ベドゥアン『仮面の民族学』が実例をあげて示すように、仮面が、宇宙の秩序にまでわたるあらゆる間柄の一時的廃絶とあらたな建て直しとしての、原始社会の季
節祭りや、成年式、即位式などで使われるゆえんである。
仮面としてのペルソナは、いってみれば、一人称、二人称、三人称などと、特定の位格や人称（personne!）としての限定を受ける前の、またそれらをはじめて可能ならしめるものとしての、いわば原−人
称（archi-personne）として、その時代のその社会の人間の生存の場の分節の体系、いいかえれば＜関係の束＞や＜柄の束＞の構成のかたどりを、いわば人称や数の限定を受けぬ動詞の不定法のごとくに示
すものにほかならない、ということができるかもしれない。あるいは、それを、人称的帰属をもたぬある種の神語とおなじく、原初の象徴体系の指定、ないしは、主語的同一性でなく述語的差異化の素描
とみなすこともできるだろう。
いずれにせよ、間柄ないしはそのうちにおかれた役柄の表現として、仮面ないしそれに準ずるイレズミなどの身体装飾は、けっして素顔にくらべていわば倫理的に価値の低いものではない。素顔もまた、
一個のペルソナなのだ。自己同一的な現前存在者として、みずからに属するすべての述語をそのうちに含み込み担う主体あるいは基体としての素顔などというのは、けっして根本的・原初的な与件ではなく、
むしろ、それは、つねに、あらかじめ、象徴的・差異化的体系としての間柄の分節の方向へ、他者性の方向へと関係づけられ、位置づけられ、述語的他者性による規定を受けとったものとして以外には、い
わば、形どりとあらわれの場所をもつことがない。わたしの素顔もまた、わたしにとって、他者（ないしは＜他者の他者＞）以外のものではなく、他者性にゆきまとわれることのない純粋な自己、自己（わ
たし）への絶対的な近さ、現前、親密さなどというものは、本来、どこにも存在しない。＜わたし＞は（おそらく、それが絶対的な＜汝＞の面前における代替不可能な＜わたし＞というようなものである
場合ですら）、つねに、＜人称＞personneないしは、＜仮面＞personaとして以外には、形どられることがないのだ。
仮面が素顔の隠喩であると同等な資格において、素顔は（何らかの＜原型＞などではなく）仮面（マスク）の隠喩である。事情は、ちょうど、別れが死の隠喩であると同等な資格において、死が別れの隠
喩であるのとおなじことである。素顔は真実に、仮面は＜偽り＞ないしは＜絵空事＞により近い、と考えるのは、特定の文化的限定を受けた、一つの特殊な偏見以上のものではない。
日本語の＜おもて＞や、ギリシャ語の＜プロソーポン＞が、素顔と仮面をともに意味するということに、痕跡として残された、かつてのひとびとの仮面に対する感じ方をおもってみるべきだろう。」

☆mediopos-2013

2020.5.21

「ぞうさん」「やぎさんゆうびん」の
まど・みちおという詩人の「正体」は
シュールレアリスム詩人でも宗教詩人でもなく
「神秘主義詩人」であるというのが
大橋政人さんのとらえ方である

!

たしかにまど・みちおの詩は
現実を超えようというのではない
どこか別世界にある天の国へ誘おうというのでもない
鈴木大拙の逸話が引かれているうように
神と人間・無限と有限をわけないでいる

!

けれど鈴木大拙もまた
かつては禅の世界を
神秘主義的に見ていながら
それを否定するようにもなったように
まど・みちおの詩もまた
神秘主義的なものではなく
むしろ禅的な世界を遊んでいるもののように見える

!

■大橋政人『まど・みちおという詩人の正体』（未来社 2019.4）!
■谷川俊太郎編『まど・みちお詩集』（岩波文庫 2017.6）

そう思って
谷川俊太郎編『まど・みちお詩集』を
読み直してみると
そのなんでもなさそうな言葉のなかで
子供と遊んでいる良寛さんのような姿が浮かんできた

!

大橋政人さんは「神秘主義詩人」の作品として
「あかちゃん」「アリ」「リンゴ」などを挙げていたが
「神秘主義」を超えた神秘学的な深まりさえも見せている
「ものたちと」や「かず」といった作品もあったりする
（引用しておきました）

神と人間・無限と有限をわけない
というようなありようだけではなく
「ひと」と「もの」とは相即し円融し慈しみあい
「かず」という抽象的なものさえもが
この世界の不思議のなかで有無を超えて遊戯している

!

この世界を生きていること
その不思議を慈しみ愛した稀有の詩人…
むしろまど・みちおという
百四歳まで生きた詩人の正体はなどと
名づけなどしないほうがいいのかもしれない

（大橋政人『まど・みちおという詩人の正体』より）

!

「いろいろ考えながら、最初に思いついたのは「シュールレアリスム詩人」という言葉だった。「現代詩手帖」が平成二十六年五月号で行った追悼特集に私も寄稿したが、そのタイトルは「＜超現実？を気のすむまで不思議がっ
た詩人まど・みちお」だった。しかし、「手術代の上でミシンとコウモリ傘が出会う」というような言葉のそうだをまどさんはしていない。まどさんの詩は谷川さんが言うように簡潔そのままだ。それに日本でシュールレアリス
ムと言うと西脇順三郎の名が思い浮かぶが、西脇は「人間の存在の現実それ自身はつまらない。この根本的な偉大なつまらなさを感ずることが詩的動機である」などと言っている。まどさんは、これと正反対のことを「人間存在
の現実それ自身」に見ているのである。超現実主義詩人とは呼ばない方がいいな、と思った。
次に考えたのは宗教詩人という呼び名だった。一般に宗教詩人というと八木重吉、山村暮鳥、宮沢賢治などが挙げられるが、八木重吉の宗教は天上の美しい国やイエス・キリストというスーパーヒーローへの憧憬が基になって
いる。山村暮鳥も「ある時」という詩の中で「かな かな／かな かな／どこかに／いい国があるんだ」とうたっている。身近な動物や植物の中にも神サマを見ているまどさんの見方とは少し違うような気がする。宮沢賢治など
は法華経信者を名乗りながらヘンテコなことばかり（例えば妹トシ子の臨終の顔の色でトシ子の死後の魂の行方を占ったりしている）言っているので宗教詩人とも呼べないから問題外だ。とにかく一般に宗教詩人と呼ばれている
詩人とまどさんの詩は、だいぶ違うような気がした。」

!

「先日、たまたま観たテレビで金沢市の鈴木大拙館の名誉館長の岡村美穂子さん（大拙の秘書をしていた）という方が大拙の思い出を語っていた。大拙は戦前から渡米し、欧米の大学で禅の講義を行ない、哲学者、心理学者、芸
術家などに多大の影響を与え、詩の分野ではギンズバーグやケルアックなど熱烈な崇拝者を集め、ビートゼネレーションの教祖的存在となった。岡村さんの話ではある日、ジャン＝ポール・サルトルの本を読んでいた大拙が「人
間の足元には底知れぬ深淵が横たわっている。その深淵にいつ飲み込まれるかと人間は恐怖におののくばかりだ」のくだりに来たとき「Why does'nt he jump in? なぜ彼は深淵に跳び込まないんだ。跳び込めばいいんだ。跳び込
めば、新しい世界が拓けてくるのに」と叫んだということだ。伝統的キリスト教では神と人、無限と有限は原核に仕切られているが、私見では、その仕切りを取り外して神（無限）と人間（有限）が渾然一体となった状態から言
挙げする人々のことを神秘主義者と言う。これからまどさんの詩をいくつか読んでいくが、例えば「あかちゃん」という詩では、赤ちゃんがいつの間にか「かみさま」に変わっている。「アリ」や「リンゴ」という詩でも、アリ
やリンゴから神々しさが漂ってくる。まど・みちおという詩人は明治以降の詩の歴史の中で全く類例のない、神秘主義詩人という名の詩人だった。そう呼ぶのかが、まどさんには一番ふさわしいように思われる。谷川俊太郎サン
は戦後史の中に「宇宙」という視点を初めて導入した詩人だが、処女詩集のタイトルは「二十億年の孤独」である。宇宙と自分が別々で、自分が宇宙の中で迷子の状態にある（それで「孤独」を感じる）ので神秘主義詩人ではな
い。中原中也も「盲目の秋」の中で「風が立ち、浪がさわぎ／無限の前に腕を振る」と無限と自己が別々になっているので神秘主義詩人ではない。」

!
!

（『まど・みちお詩集』〜「あかちゃん」）
「あかちゃんが／しんぶん やぶっている／べりっ べりっ／べりべり
あかちゃんが／しんぶん やぶっている／べりっ べりっ／べりべり
あかちゃんが／しんぶん やぶっている／べりっ べりっ／べりべり
かみさまが／かみさま している／べりっ べりっ／べりべり」

!
!

（『まど・みちお詩集』〜「アリ」）
「アリは／あんまり 小さいので／からだは ないように見える
いのちだけが はだかで／きらきらと／はたらいているように見える
ほんの そっとでも／さわったら／火花が とびちりそうに」

!
!

（『まど・みちお詩集』〜「リンゴ」）
「リンゴを ひとつ／ここに おくと
リンゴの／この大きさは／この リンゴだけで／いっぱいだ
リンゴが ひとつ／ここに ある／ほかには／なんにも ない
ああ ここで／あることと／ないことが／まぶしいように／ぴったりだ」

!
!

（『まど・みちお詩集』〜「ものたちと」）
「いつだってひとは ものたちといる／あたりまえのかおで
おなじあたりまえのかおで ものたちも／そうしているのだと しんじて
はだかでひとり ふろにいるときでさえ／タオル クシ カガミ セッケンといる
どころか そのふろばそのものが もので／そのふろばをもつ すまいもむろん もの
ものたちから みはなされることだけは ありえないのだ このよでひとは
たとえすべてのひとから みはなされた／ひとがいても そのひとに
こころやさしい ぬのきれが一まい／よりそっていないとは しんじにくい」

!
!

（『まど・みちお詩集』〜「かず」）
「かずは 一から はじまって／いくつまで つづくのだろう／たしかめたく なるのは／だれにも たしかめられないからか
ぼくには かずが／じぶんで じぶんを／かぞえているように おもわれる／うちゅうが はじまった その日に
一からかぞえはじめて／いまでも ずうっと／まだ まだ これからだと おもって
だれも いない／なんにも ない／うちゅうの まん中に すわって」

☆mediopos-2014

2020.5.22

ピーター・バラカンがロンドンから
東京にやって来たのは一九七四年の七月
シンコーミュージックで一九八〇年まで働き
その後ＹＭＯの所属事務所
ヨロシタ・ミュージックで働きながら
音楽評を書いたりラジオの番組をやったり

!

（そういえばぼくがはじめて
ピーター・バラカンの名前を知ったのは
ＹＭＯがらみだったと記憶している）

!

ピーター・バラカンは
音楽は趣味で聴いているのだから
『評論家』の肩書きをつけられるのは厭だという

!

戌井昭人はSWITCH INTERVIEWで
そんなピーター・バラカンだからこそ
その紹介する音楽が信じられるともいう

!

ぼくも（世代はずっと上だけれど）
戌井昭人とおなじように中学の頃から
ほとんどラジオで紹介された音楽から
じぶんにとっての特別な音楽を探していったけれど

!

たしかに「評論家」的な紹介がされていたり
メディアが推薦していたりするよりも
好きだからということで紹介されている
そんな音楽に親近感を感じることが多かった

!

ピーター・バラカンは
『新版・魂（ソウル）のゆくえ』のなかで
「なぜソウル」なのかに対して
「ごくわずかの例外を除けば、ソウル・ミュージックは
七〇年代半ばには終わってしまった」
「ソウル・ミュージックとともに何かがなくなった」
「その正体をちょっと考えてみたい」ということから
三十年前にその本を書いたと記している

!

その後あらためて聴き始めたのは
いくつかの気に入ったミュージシャンのもの以外は
ジャンルの異なったジャズやクラシックなどだった

!

この「新版」に際して書かれた「あとがき」のなかで
ピーター・バラカンは
最初の本が出た三十年前頃に人気の高かった
マイケル・ジャクスンやウィトニー・ヒューストン
プリンスといった人たちはすでにこの世にはなく
二十一世紀にデビューしたエイミ・ワインハイスも
あっという間にいなくなってしまい
「この四人のことを思い出すと、どうしても
音楽を作る人たちとマス・メディアの関係について
考えずにはいられ」ないという

!

好きな音楽を紹介するということにも
現代では過去の時代以上に
メディアとの関係のなかで
さまざまな課題が避けられなくなっているのだ

!

プロがその道で成功することは
大変難しいことではあるけれど
成功することで過度に注目されるということは
プライベートが奪われてしまうということでもある

!

メディアは一般大衆の度外れた好奇心に応えるためなら
大衆と手を携えてさまざまな形でパパラッチをすることさえ
当然の権利のように行使して憚らない
有名になることはそれだけの代償が要求されるのだ

!

有名人は有名であるということで
みずからを発信することで
みずからのアイデンティティを得ることにもなるが
その有名人のありようは今や
ＳＮＳなどでも一般人の錯誤した意識にも転移し
自己露出趣味も普通のことのようになってしまっている
メディアの異常というよりも
一般大衆の意識が異常化しているのだ

!

ぼくはソウルをそんなには聴いていないけれど
七〇年代半ば頃になると
それまで聴いていた音楽から
何かがなくなってきたように感じ
あまり聴く気がしなくなった時期がしばらくあった

そんななかで重要なのは
音楽を聴く楽しみのなかから
「魂（ソウル）」を見つけていくことなのだが
そんな楽しみがメディアでとりあげられることで
流行し話題性が喚起されながら
どこか音楽そのものがねじ曲がられていくことにもなる

おそらくその頃になって
メディアとの関係もからみながら
音楽のありようがずいぶん変わってきていたのだろう

『魂のゆくえ』はどうなっていくのかという問いは
音楽だけではなくまさに
「魂」への問いかけともなっているのだろう

!

!

■ピーター・バラカン!
『新版・魂（ソウル）のゆくえ』!
（アルテスパブリッシング 2019.9）!
■SWITCH INTERVIEW 第六十八回!
「ピーターバラカン／ブルーズへ」!
（文・戌井昭人／写真・浅田政志 !
SWITCH VOL.38 NO.6 JUN.2020/2020年5月）

（戌井昭人／SWITCH INTERVIEW「ピーターバラカン」より）

!

「音楽を聴く楽しみをおぼえたのはいつのことなのだろう？もちろん子供の頃だと思うのですが、巷に流れている流行歌ではなく、自分で音楽を探ってどんどん奥に迫って聴き出したのは、中学生くらいに
なってからだと思います。でも当時はインターネットもなかったので、雑誌やラジオから情報を得ていました。そのように奥に奥に迫って行く手助けをしてくれたのが、僕にとっては、ピーター・バラカン
さんでもあります。とにかく学生の頃、バラカンさんのラジオを聴いて知った、ミュージシャンやバンドが、たくさんあります。さらに自分の好きなミュージシャンがバラカンさんのラジオでかかると嬉し
くなります。これは、今でも続いていて、土曜日の朝は、起きたらまずバラカンさんのラジオをつけます。
他にも「ＢＬＵＥＳ」が「ブルース」ではなく「ブルーズ」だと教えてくれたのもバラカンさんです。その話を演歌や昭和歌謡が好きな友達にすると、彼がカラオケで青江三奈の「恍惚のブルース」を歌っ
た時、歌詞の「恍惚のぶる〜すよぉ〜」のところの、「ぶる〜す」の「す」の部分を「ず」にして、「恍惚のぶる〜ずよぉ〜」と歌ってみたら、大変しっくりきたらしく、「いいことを教えてくれてありが
とう」と感謝されたことがあるのですが、一応、バラカンさんに伝えておきます。なんだか関係ない話になってすみません。それでは、ピーター・バラカンさんのインタビューです。」

!
!
!

「評論家ではなく、趣味で聴いているからこそ、バラカンさんの紹介してくれる音楽は、信じられる、といえば大袈裟ですが、楽しい気分にさせてくれるのだと思いました。」
（ピーター・バラカン『新版・魂（ソウル）のゆくえ』〜「はじめに」より）
「なぜソウルなんでしょうか。まずぼく自身が一番解放される音楽なので、その解放感をできるだけたくさんの人と分かち合いたいのです。ソウルが今現在も進行形で作られている音楽ならそれは簡単なこ
とのはずです。ところが、違うのです。ごくわずかの例外を除けば、ソウル・ミュージックは七〇年代半ばには終わってしまったと言っていいと思います。」

!

「本文中にも個人的なコメントや体験についての話も色々出て来ますが、（…）これは専門家のための本でもなく、ソウルの教科書でもありません。ソウル・ミュージックとともに何かがなくなった、とぼ
く自身はこの頃ずっと感じていて、その何かはいったいどんなものか、その正体をちょっと考えてみたい、そう思ってこの本を書きました。」

!
!

（ピーター・バラカン『新版・魂（ソウル）のゆくえ』〜「あとがき」より）
「この本が最初に出版された三十年前、本文で取り上げている音楽のほとんどがすでに過去のもので、本を書いていた時点で最も人気の高いブラック・ミュージックを作っていたのは、マイケル・ジャクス
ンだったり、ウィトニー・ヒューストンだったり、プリンスだったりしたのです。三十年後にこの三人が全員この世を去ってしまっているとは、まさか想像できませんでした。しかも三人とも決して穏やか
な死に方をしたわけではありません。二十一世紀にデビューしてネオ・ソウルの希望の星と思えたエイミ・ワインハイスもあっという間にいなくなってしまいました。
この四人のことを思い出すと、どうしても音楽を作る人たちとマス・メディアの関係について考えずにはいられません。特に『エイミ』というドキュメンタリー映画を観たときは、エイミ・ワインハウス
を殺したのはパパラッツィの連中ではないかと、憎しみを感じるほどでした。ミュージシャンがいい曲を作ってそれが大ヒットとなれば、たちまちその人は「スター」になり、マス・メディアをはじめ、最
近ではインターネットでもＳＮＳなどで誰からも好き勝手なことを言われる羽目になります。私生活はもはや存在しないといってもいいと思います。一般大衆の「知る権利」はどこまで及ぶものでしょうか。
テニス選手の大坂なおみはミュージシャンではありませんが、スポーツ選手もエンタテイナーとして扱われるメディアで、世界ランキング一位になったあたりから異常なほどのプレッシャーをかけられる
ようになり、グランド・スラム大会の一回戦で負けて、ほっとした表情を見せました。これでしばらく注目されずに済むから、ということでした。その反応を甘いと感じる人もいるかもしれません。スポー
ツ選手でもミュージシャンでも、プロなら当然その道で成功したいにきまっているのですが、有名になることがいかに大変なことであるか、プロの道に入りたての多くの若い人にはとうてい分からないでしょ
う。
そういうぼくも、二〇一八年に亡くなったアリーサ・フランクリンのつまらない自伝に不満を感じ、デイヴィッド・リッツが彼女の協力を得ずに書き上げた見事な評伝『リスペクト』に感激したのですが、
人には知って欲しくないことが本になったために、アリーサ本人はそうとう苦しかったはずです。
今後ますます課題が大きくなっていくメディアで働きつつ、余計なことにとらわれずにいい音楽を紹介し続ける姿勢をいかにして維持するか、そんなことを考えながら、『魂のゆくえ』の新版をお届けし
ます。」

☆mediopos-2015

2020.5.23

言葉を使うと
言葉に縛られてしまう

!

縛られないために
その言葉をめぐって
うろうろしているうちに
いろんな言葉に縛られたりもする

!
「修養」という言葉もそうだ
!

『稽古の思想』はmediopos1619で
ほぼ一年前にとりあげたが
今回は『修養の思想』である

!

「稽古」も「修行」も
ここでとりあげられている「修養」も
ずいぶん余計な色が付きすぎている
著者もそのへんのことをいろいろ気にしながら
できるだけ色のつかないような仕方で
このテーマをめぐって語っている

!

教えたり教えられたりするのではなく
特権的に「稽古」をするような形でもなく
日常のなかでだれでもが
自分で自分のことを高めてゆこうとするありよう

!

それを「修養」という言葉を使いながら
なんとか表現しようと格闘しているのがわかる

!

シュタイナーの『自由の哲学』の
「道徳的ファンタジー」もそうだが
「道徳的(moralisch）というだけで
ほんらいの「自由」がどこかスポイルされて
カント的なニュアンスがでてしまったりもする
道徳的格率というあれである

!

ちなみにカントは英訳ではmoralだが
MoralではなくEthikでもなく
Sittenという言葉を使っているようだ
どちらかというと道徳というよりは
慣習(customs)に近いニュアンスがある

あらためて考えなおしてみると
ひょっとしたらカントは「修養」的な意味合いを
もたせたかったのかもしれない
「修養」が「格率（Maxime）」というように
普遍的なかたちになるというのは
まるで「明治国家のイデオロギー」に近くもなるのだが

!

しかし自分で自分を高めようとする
その自分というのはどこからくるのか
そういう意味で著者も
「無心」や「大いなるいのち」のような
ニュアンスをもたせたいようだが
特定の色がついてしまうので避けたいようだ

!

だからといって
やはり「修養」というのも…
ということでそれをどう表現するのか
それを問いにするところで本書は終わっている

!

ぼくもおそらく同じような考えで
半ば諦めて自嘲的に「修行」といった
言葉を使ったりもするけれど
ひとことで表現できそうな言葉は見つからない

■

■西平直『修養の思想』（春秋社 2020.4）!

■

■西平直『稽古の思想』（春秋社 2019.4）

（西平直『修養の思想』より）

!

「修養は、身を修め、心を養う。自分を高めようとする。今日の言葉で言えば「自己成長」に近い。あるいは「向上心」にも近い。
修養は「自ら修養する」のであって、「他人から修養される」とは使わない。「他人を修養する」とも使わない。その点で「教育」とは対照的である。教育が「親から教育され・子どもを教育する」のに
対して「修養」は自ら修養する。「修養する」は自動詞なのである。
修養は「道徳」とも近い。しかし禁止命令ではない。自分を抑圧し束縛するよりも、自分を大切にして、理想に向かう。自分を高めようとする。
その意味では「稽古」に似ている。しかし稽古が特殊な「わざ」を磨くのに対して、修養は「わざ」がなくてもできる。誰でもどこでも可能である。私はそこに期待した。
それは「稽古」に対する小さな反発と結びついていた。稽古は恵まれた人の話である。特殊な「わざ」を習得する機会のある人の話。それに対して「修養」は誰にでも開かれている。日々の暮らしがその
まま修養になる。稽古がエリート志向であるのに対して、修養は庶民のもの。私はそこに期待した。」

!

「例えば、教育が「教える」のに対して、修養は「自分で行う」。自分で自分の人生をよくしようとする。克己につとめ、健康を願い、人に誠実であろうとする。すべて自ら行う。
教えるのでもなく、教えられるのでもない。最初は「教えられる」のだろうが、しかし命令に従っているだけでは、修養にならない。監視を気にして罰を恐れている限り、修養にはならない。修養は、自
ら学び、自ら成長しようとする。
その際、修養は、才能を問題にしない。稽古修行のように「生まれつきの天分」に左右されない。与えられた持ち場で、それぞれ地道に努力する。暮らしの中で修養し、身の丈に応じて徳を積む。修養に
は天才がない。
修養は人々に「向上」の観念をもたらした。それは、一方では、徳や人格の成長に向かい、他方では、地位や名誉や商売繁盛に向かった。修養はそのすべてを受け入れる。「修養（cultivation）」と名付
けられた領域には、あらゆる方向に向かう「向上心」が含まれていた。
それは統治者には都合がよかった。修養は既成の体制の枠内で「身を修める」。多少忠誠が揺らぐことはあったとしても、修養は「反逆」には至らない。まして「革命」には向かわない。若者たちが修養
という仕方で自己統治している限り、統治する側にとって、危険はなかった。
こうして修養の多くは「自己」に向かう。しかし「稽古」や「修行」ほどには徹底しない。むしろ修養は社会奉仕に向かう。他人のために尽くし、社会のために尽くす。その結果「忠君愛国」にもなる。
その歯止めとなる「批判的精神」が修養の内側から育つことは少なかった。
その点で養生は異色である。養生は健康を願う。心身が健やかに育ち、楽しみ、喜ぶことを願う。肉体を軽視して精神を向上させるのではない。天地の理に即して「気」を養う。その時、社会の仕組みに
違和感が生じる。上から修養を強いる人たちに対する小さな批判が芽生えた。実際には社会を変える力にはなりえなかったとしても、養生を願うゆえに、既存の社会に対して違和感を持つという点は注目に
値した。
今日、道徳教育が騒がれている。そして日本の伝統という話になる。その時、「修養の伝統」という言葉には警戒したい。修養はしばしば「伝統の重み」と共に語られる。しかし見てきたように、修養の
「伝統」は一枚岩ではない。複雑に絡みあい、多方向に展開する。だからこそ、その複雑な立体空間を整理し、論点を明確にしておく。例えば、忠君愛国の「修身」という国策による修養が、その立体空間
の中では、いかなる位置にあるのか。
日本の教育伝統には「修養」の流れがあった。そう語るためには、これだけの下準備が要る。「修養」という言葉の守備範囲を確定し、その周辺の言葉の来歴まで視野に入れながら、丁寧に用語法を腑
分けする。その上で、日本の教育伝統に潜む「修養」という底流を大切にしたいと思っているのである。」

!

「伊藤仁斎は「日常・卑近」と語った。真理は日常（近き）にある。日常・卑近を軽んじる者は「道」を学ぶことができない。（…）もしかすると、このあたりが、私の「修養」理解の原点である。「高
き」を目指す稽古ではない。日常・卑近の暮らしの中で「道」を生きる。その姿が本書の「修養」のプロトタイプ（理論模型・古型）である。
おそらく、その結果として、私は明治期の修養論から出発しなかった。「明治国家のイデオロギー」として機能した「修養」には、私は最初から馴染むことができなかった。徳川儒者の語りを「修養」と
思い込んだ私の眼には、明治期のそれは、都合よく利用された哀れな姿にしか見えなかったのである。
その先入観が本書の流れを複雑にしたことは間違いない。「修養」という言葉を使ったわけではない徳川儒者の語りを＜修養＞のプロトタイプとし、「修養」という言葉を前面に出した明治期修養論を、
その例外的な姿と見る。
ではその＜修養＞とは何かといえば、英語圏の研究者たちがcultivationという言葉によって拾い集めていた彩り豊かな営みである。その多様な広がりをプラットフォームとして、関連する話を整理してみ
たいと思ったのである。」
「仮説の仮説にすぐいないのだが、日本のself-cultivationが、最終的には、すべてselfを越えてゆくのではないか。あるいは、self以前に戻ろうとするのではないか。つまりself-cultuvation toward ‘no-self’で
ある。
ところがこの言葉を日本語で表現できない。言葉がないのではない。逆に、たくさんありすぎて、どう工夫しても特定の思想に傾いてしまうのである。例えば、「無心に向かう修行」と訳した途端、禅に
特定される。「大いなるいのちへと明け渡してゆく修養」と訳した途端、生命主義的語りと限定される。それらすべてを含んだ、メタレベルのself-cultivation toward‘no-self’を日本語でどう語ったらよい
か。
そうした問いを、問いとして設定するところから、あらためて始めてみたい。日本のself-cultivation は self の確立を最終目的としない。それを越えた営みとワンセットである。あるいは、日本の伝統が理
想とした self

は、no-self と一体である（互いに反転し続ける）。そう一般化してよいか。」

☆mediopos-2016

2020.5.24

アルヴォ・ペルトの『アルボス/樹』（1977）という
アルバムを聴いたのが
バルト三国の存在を
意識しはじめたきっかけかもしれない
1980年代のはじめ頃のこと

!

■講談社MOOK TRANSIT47号!
「バルトの光を探して!
エストニア／ラトビア／リトアニア」!

アルヴォ・ペルトは
ソ連からオーストリアへ亡命した作曲家だが
1935年にエストニアで生まれている
そして『アルボス/樹』に参加している

（サーフェン館／講談社

2020.3）

ギドン・クレーメルもまた
1947年にバルト三国のひとつラトビアで生まれた
ドイツ国籍を持つヴァイオリニストだ

!

とはいえ
あらためてバルト三国に関心が向き始めたのは
最近Facebookで投稿している「My favorite songs」で
世界のさまざまな合唱を聴いてみようと思い
そのなかでアルヴォ・ペルトの合唱曲をはじめとした
現代の作曲家や作品を発見しはじめてからだ
たとえばヴェリヨ・トルミスやキリルス・クレークも
エストニアの作曲家だし
エリクス・エセンヴァルズもラトビアの作曲家だ

!

作曲家だけではない
バルト三国はまさに「歌の国」
素晴らしい合唱団がたくさんあることを知り
ほとんど日本語で紹介されることのない
作曲家や合唱団を探して聴くようになった
（WebサイトとYouTubeそしてネット翻訳のおかげでもある）

!

そのなかでいわゆるクラシック音楽だけではなく
バルト三国の伝統音楽についても
いろいろと聴く機会が増えてきている
（言語の限界は常にあるが
それはフィーリングと想像力でカヴァー）

ひょっとしたら音楽がきっかけでなければ
バルト三国のこと
そしてそれぞれの国のことにも
興味をもつきっかけを持てなかったかもしれない
そのことを思えば
音楽のもつ力というのは大きなものだ
音楽が世界への窓や扉になってくれる

!

幸い今回紹介したバルト三国のムック本が
グッドタイミングでこの３月に刊行されて
そこからバルト三国それぞれの国について
調べるきっかけにもなっている

!

それぞれの国の人たちが
現在進行形で時代を生きている
そのさまざまを知ることで
世界を知る大切にきっかけにできればと願っている

!

ネットやメディアも使い方しだいだ
知るきっかけにもなれば
むしろバイアスや偏見を強め
知らないことを強化するきっかけにもなる

「スカンジナビア半島とヨーロッパ大陸の間にあるバルト海の東側に張り付く３つの国。東方を見れば巨大なロシアが広がり、北にはフィンランド、南へ下れば東欧諸国がある。ローマなど古代・中世の西欧世界の“中心”から見る
と、ヨーロッパの最果てとされ、長らくキリスト教を最後に受け入れた辺境の地という位置づけだった。地理的特徴はとにかく「平ら」なこと。バルト三国最高峰はわずか318mだ。その平坦な土地に森林が広がり、今でも多くの
地域で自然信仰的発想が根付いている。三国それぞれが独立国家だが、ソ連にほぼ同時期に征服され、また同時期の独立を果たしたことから、地政学的に“The Baltic States”とまるっと括られて語られるように。しかし、話される
言語も、民族のルーツや宗教も異なる、それぞれ独自の文化をもった国だ。」

!

（「エストニア」より「ＩＴで名を馳せる、バルトのエース」）
「バルト三国のもっとも北に位置するエストニア。北はフィンランド湾に面し、北緯59度に位置する首都タリンは不凍港のほぼ北限だ。国土の灼く50％が森林で、森の中に集落や街が点在しているともいえる。バルト三国の最高峰
スール・ムナマキ山には、伝説上の人物が休憩しようとしたときにあまりにも平らで寝づらいので土地を掘り返して作ったという言い伝えが残る。2007年にロシアに受けたサイバー攻撃への迅速な対応が注目されたことが大きな
きっかけとなり、国際社会におけるIT大国としての地位を確立した。」
（「エストニア」より「アジアにルーツをもつエストニア人」）
「エストニア人のルーツを遡ると、アジアから流れてきた人びと。同じくフィン・ウゴル語派の言語を話すフィンランド人と兄弟とも称される。ラトビアに着いてロシア語系住民が多く、独立の際には、彼らへの国籍付与にエスト
ニア語の習得などを科し無国籍者が生まれる事態が起きた。」
（「エストニア」より「伝統的な暮らしが残る島々」）
「三国でもっとも長い海岸線をもち1500以上の島がある。ソ連時代に往来の制限が課せられていたことが影響してか、多くの島で今でも昔ながらの生活習慣が残る。なかでもキヌフ島は現代でも独自の方言と、民間暦の祭日の習慣
が残り、男たちはアザラシ漁に出かけ、女たちが畑仕事や家周りの中心を担っている。」

!

（「ラトビア」より「中世の面影を残す東西の交易地」）
「バルト三国の中央に位置し、ハンザ同盟の交易拠点として中世から栄えながら、多くの民族によって支配されてきた。そんな歴史の記憶を留める帝政ロシアやソ連時代の軍事的な旧跡が多数残る。2004年に2国とともに悲願のEU
加盟を果たすが、以来人口流出が止まらず、加盟前の5分の1が国外で出てしまう事態に。2008年のリーマンショックでは債務不履行に陥りかけたが、ソ連からの独立以来、重工業が激減したことを逆手に、EU内でスイスに次ぐ環
境立国として注目を浴びると、ITで抜きんでた隣国エストニアの背中を追いかけつつ、独自に発展を進める。」
（「ラトビア」より「ロシア系住人が第2のマジョリティ」）
「三国のなかでロシア系住民の割合がもっとも多い。ソ連時代には主要都市に重点的にロシア人の移住が進められたため、とくに首都リガででは、ラトビア人47％に対してロシア系住人が37％を占める。ユダヤ人が多く暮らしてい
たが、第二次世界大戦中の迫害によりコミュニティはほぼ消滅。」
（「ラトビア」より「アニミズム信仰が顕在」）
「統計的にはキリスト教が多数だが、キリスト教が伝わったのが13世紀と遅かったことがあり、自然のあらゆる事象に神的存在が宿るとする多神教的発想も人びとの暮らしや習慣に浸透している。太陽神サウレを中心にした「ラト
ビア神道」の神社は日本の茅葺きの社屋にそっくり。」

!

（「リトアニア」より「三国で一番長い歴史をもつ国家」）
「三国のなかで唯一中世から国として独立していた歴史をもつリトアニア。13世紀にはその支配が黒海まで及ぶほどの大きな国として世界のなかで存在感を示していた。文化的にはポーランドとの関係が深い。ロシアとの国境・住
民問題はほかの２国と比べて少ないが、ヨーロッパでもっとも軍事化された地域ともいわれるロシアの飛び地カーリングラードと隣り合い、西側をロシアと接する唯一の国でもある。三国のなかでもっとも南にあるため夏が一番長
く、エストニアに比べて３週間ほど長い草木の成長期を享受、広大な自然公園が整備され観光客も多く訪れる。」
（「リトアニア」より「ポーランドと歴史を歩んだリトアニア人」）
「リトアニア人のルーツは、多くのラトビア人と同じ、インド・ヨーロッパ語系であるバルト語系。ポーランドとの併合の歴史のなかで、とくに貴族など社会上層の一部がポーランド人と同化していった。ロシア語系住民の割合は
三国のなかで一番少ない。」
（「リトアニア」より「バルト三国唯一のカトリック国」）
「宗教改革の影響を受けなかったため、カトリックが主流。19世紀頃から、死者への鎮魂などを表すために十字架を立てる文化が生まれた。ソ連時代やロシア帝国時代には十字架作りが禁止されたが、人びとの間では密かにつづけ
られ、リトアニア人の民族的アイデンティティの象徴になった。」
（「リトアニア」より「類がない不思議な伝統的合唱法」）
「歌と踊りの文化が盛んな三国だが、リトアニアはポーランドの影響を多く受け、ポルカが継承されてきた。また、キリスト教受容前から女性による合唱「スタルティネス」が歌われ、不協和音を重ねた輪唱のようなその様式の特
殊さから世界遺産に設定された。」

!

（「FOLK

MUSIC」〜「伝統音楽のDNAを受け継ぐものたち」より）

「バルト三国の人びとは、スラブとゲルマンの二大民族に挟まれ、脅威を受けつづけながらも、豊かな自然音中で独自の歌を紡ぎ、継承してきた。伝統音楽こそはバルト三国の誇りであり。力なのである。」
（「FOLK MUSIC」〜「アイデンティティとしての伝承歌」より）
「バルト三国の言語や宗教、そして民族としての歴史はそれぞれ異なる。しかし、大きな共通点がある。歌（あるいは伝統音楽）が大事にされ、民族国家としての重要な基盤のひとつになっているということだ。三カ国とも合唱が
非常に盛んであり、“歌の国”といってもいい。
ソ連に暴力的に組み込まれロシア化が推し進められていた時代にあっても、バルト三国の人びとはロシアのスラブ系合唱とはまったく違うおのおのの伝統的合唱を自身のアイデンティティの象徴として守りつづけてきた。そして、
その歌は独立への推進力にもなった。バルト三国では古くから数年おきに、数十万人規模の音楽祭「歌の祭典」が開催されてきたが、そこに集積された各国民の民族的誇りが炎源となり、ついに独立革命が達成されたのである。
フィンランドと同じフィン＝ウゴル語系民族のエストニアでは、カレワラ（フィンランドの民族叙事詩）と密接につながっらしゃいまにっくなルノソング（古代から歌われてきた神話的伝承歌）が伝統音楽の大きな土台となって
おり、また、最南部には、文化的にロシアともエストニアとも違うセトゥ人の濃厚な民族音楽もある。ラトビアの伝統音楽はとりわけ土俗性が強く、合唱では低音のドローン（持続音）を多用するのが特徴的である。リトアニアで
は「ダイナス」と総称される民俗伝承歌が歌い継がれてきた。婚礼歌、葬儀歌、祭り歌、狩猟歌、耕作や粉ひきや糸巻きといった労働歌など、種類はさまざま。また「スタルティネ」と呼ばれる独自のポリフォニー・コーラスも重
要な音楽的要素のひとつだ。」

☆mediopos-2017

2020.5.25

ああこの人の絵だ

!

作者の名前はおぼえていないけれど
個性的な作風にどこか惹かれている
作品を読まないときでも
その絵から物語が伝わってくる
そんな絵がある

!

あらためてこうして
【北見隆装丁画集】として
たくさんの装丁画を見ていると
「書物の幻影」というタイトルが腑に落ちてくる

!

書物というのは
それを目にし手にするときは
まさに「幻影」なのだろう

!

北見隆の作品は
基本的に物語を背景にして
作風が成立しているけれど

!

書物は物語だけではなく
それを前にしたとき
まず「幻影」として現れる

!

そして書物を実際に読むと
イメージどおりだと思ったり
こんなイメージの方がと思ったり
本の内容が伝わらないじゃないか
そんなふうに憤慨したりもする

!

北見隆装丁の本は実際に読んでみて
がっかりしたことはなかったように思う
むしろ物語をほとんど忘れてしまった後にでも
その装画だけはしっかりおぼえていたりもするほどだ

!

さて人もまた「幻影」として現れる
書物の表紙や装幀を人にたとえれば
その「姿」や「顔」「声」でもあるだろうか
それらがその人のイメージを
あらかじめつくりあげることにもなる

!

そしていちどつくりあげられたイメージは
その後なかなか変わらないままでいたりする
その「幻影」が常に良きものでありますように
良きものでないときは変える勇気を持てますように

■北見隆!
『【北見隆装丁画集】書物の幻影』!
（アトリエサード 2020.5）

「私の表紙イラストレーションの仕事の大半は、ミステリー小説である。私の作風とミステリー小説との相性が良かったのであろう。この本に掲載したイラストレーションも、大半はミステリー小説のため
に描かれた絵である。私がイラストレーションを制作する際に、常に考えるのは作品としての自律性である。かと言って自己主張ばかりの絵を描く事は本意ではなく、作家、出版社、読者、皆が納得する方
向を、絵描きとして模索して来たつもりである。ここにある絵は物語が無かったら生まれて来なかった絵とも言えるわけで、私の作風は、多くの作家さんの物語によって育まれて来たのかもしれない。イラ
ストレーションは「物語への導入」という本来の役割から解き放たれた時、魅力ある１枚の絵として一人歩きする事が可能なのであろうか。「書物の幻影」というタイトルを付けたのは、そんな感慨からで
もあった。
今回の編集作業を通して約40年間の仕事を見渡してみると、小品とは言えその量の多さに我ながら驚かされる。このエネルギーを１枚の絵に注ぎ込んでいたら、どれほどの大作が生まれていた事であろ
う、などと妄想してみても詮無い事で、小さな画面に物語性を盛り込んで描く、この仕事が性に合っていたし、何より好きであった。その一方で今回一堂に並べてみると、描かれた絵のワンパターンぶりも
目についてしまい頭を抱えた。それは世間的には、個性とかスタイルといった言葉で評価される事なのかもしれないが、絵描きとしては発想力や表現力の努力不足とも言える。私は時々立体作品で表紙を飾
る事もあるが、それはそんな自己マンネリズムに対するあがきでもあった気がする。長年描いて来た平面作品の場合は、描く前からある程度はその仕上がりが見えてしまうのだが、立体作品は作りながら考
えることが多いため、制作途中で思いもかけない発見と出会う事もあり、そこが立体作品の醍醐味ともなっている。ついつい職業意識の出てしまう平面作品に対し、立体制作は趣味的に無邪気に作れる分、
絵とはまた違う創作の歓びを感じている。
編集作業中、常に揺れ動いていた事がある。それは「図録か作品集か」という問題である。当初よりこの本を記録目的の図録ではなく、作品主体の本にしようと心がけていたのだが、圧倒的な数の過去作
を前にすると、あれも入れたい、これも入れたいと欲が出て、掲載サイズがどんどん小さくなっていき、気が付くと、図録的な方向に向かって行ってしまうのであった。時々思い出したように作品集側に押
し戻しはするのだが、最終的には数の力に負けてしまった感がある。本として分かりやすく楽しんでいただけるよう、ほぼ作家別に、本にまつわるエピソードも交えて構成してあるが、その結果、複数の作
品を手がけた作家さんの装画以外は、編集上あまり紹介出来なくなってしまった。未掲載の作品の中にも気に入っている作品が多く存在しており、それらを掲載出来なかった事が心残りではある。図録とし
ても不完全、作品集としても不徹底な本となってしまったかもしれないが、中途半端もまた自分の作風なのかもしれない。」

!
!

（「赤川次郎さんとの仕事」）
「表紙絵を担当させて頂いた作家さんの中で、やはり一番点数が多いのあ赤川次郎さんである。数えた事はないが、赤川さんとの仕事だけで、おそらく一冊の本が出来る程描かせて頂いて来た。１９８１年
にスタートしたカドカワノベルズ（角川書店、現KADOKAWA刊）の表紙絵が最初の仕事であった。その表紙を当時角川書店の社長であった、角川春樹氏が気に入って下さり、この新書シリーズの赤川さん
の表紙絵を何冊も担当させていただくようになった次第である。そのうちに、他社からも赤川さんの表紙絵を依頼されるようになり、ますます赤川さんとの仕事が増えて行った。ユーモアミステリーという、
赤川さんが開拓されたジャンルと、私の画風との相性が良かったのかもしれない。」

!
!

（「恩田陸さんとの仕事」）
「1995年、講談社の小説誌「メフィスト」において「三月は深き紅の淵を」の挿絵を担当させて頂いたのをきっかけに、今までの４冊の単行本の表紙を描かせて頂いて来た。全ての本にふんだんに挿絵が
入っているのは、雑誌掲載時の絵がそのまま使われているからである。イメージ喚起力のある恩田文学に挿絵は必要か、といった話は別として、絵描きとしてはやはりうれしい限りである。「メフィスト」
誌の出版形態も随分変わったが、現在も足かけ10年になろうかという一連のシリーズ作「薔薇と蛇」が連載中である。私としては恩田さんとの永い往復書簡を、数ヶ月に一度取り交わしている気分でもあ
り、小説が永遠に終わらない事を密かに那賀って居る。」

!
!

（「津原泰水さんの事」）
「津原泰水さんとの仕事は、大抵ご本人の依頼から始まる。それは最初に担当した表紙の時からそうであった。ネット上で私の小さな銅版画を見付け、この絵を使いたいと出版社を通して私に依頼してきて
下さったのである。恐らく他の画家の依頼する際も同様であろう。それだけ表紙のイメージに対してこだわりを持っているという事である。その究極はビートズルのアルバム「リボルバー」のジャケットを
担当した、クラウス・フォアマン氏に表紙を依頼した事であろう。リボルバーは私が中三の時に、そっくりそのまま模写するほど影響を受けたイラストでもある。また津原さんは作家活動とは別に、バンド
活動も行っている。ロッカーというフィルターを通して見ると、氏の言動の全てに納得が行くのである。」

!
!

（「絵本「赤い船」の事）
「恵比寿にあるギャラリーの企画で絵本をつくることになった。小川未明の描いた物語から、一編選んで制作する企画である。デザインは菊地千賀子さん。私がデビュー当時からの古い知り合いであったが、
ご一緒に仕事をするのは初めてであった。小川未明は多くの児童文学を書き残した作家だが、代表作以外を読むものは正直初めてであった。数ある物語の中から私が選んだ「赤い舟」は1910年に発行され
た、未明の童話作家としてのデビュー作であった。古風な文体とアメリカから海を渡るオルガンのイメージ、そして登場してくる二人の少女に魅力を感じ、これは自分の作風で仕上げられると思った。始め
はアクリル絵の具により、平面作品で制作する予定であったが、あれこれアイデアを考えているうちに、ブリキの舟と積み木といった、おもちゃっぽいイメージで作品化したくなり、結果的に全て立体作品
による本になってしまった。作品撮影も自分で行った。」

☆mediopos-2018

2020.5.26

『大乗起信論』における「如来蔵」は
ほんらいの仏教ではないともいわれる

!

ヒンドゥー的な「有」神論に対して
ほんらいの仏教は実体を否定するという
「如来蔵」は「無」（空）の意味を
実体に変えてしまうというのだ

!

大拙の「東方仏教」が主張する「無」「空」は
森羅万象あらゆるものが産出されてくるような
無限の可能性に満たされた零（ゼロ）
あらゆる実体（もの）を生成する母胎となるような「空」を
大乗仏教一般の原理として据えている

!

『大乗起信論』を導きとして提唱した
鈴木大拙のいう「東方仏教」は
あえてその「誤読」のもとに展開されているが
そうすることではじめて
キリスト教神秘主義を
「東方仏教」と重ね合わせることが可能となる

■蓮沼直應『鈴木大拙 その思想構造』（春秋社 2020.4）!
■鈴木大拙（板東性純・清水守拙訳）『神秘主義／キリスト教と仏教』（岩波書店／岩波文庫 2004.2/2020.5）!
■安藤礼二『大拙』（講談社 2018.10）!

!

■鈴木大拙（佐々木閑訳）『大乗仏教概論』（岩波文庫 2016.6）!

キリスト教神秘主義では
人格的で「一」なる神以前に
非人格的で「無」なる「神性」を置くからだ

※鈴木大拙『神秘主義』（単行本）・鈴木大拙『大乗仏教概論』・安藤礼二『大拙』は以前のmedioposで紹介済。

!

そして「無」から「有」が抽出され
「有」からは「無」が抽出され
両者が重ね合わせられる

!

（とはいえ初期には神秘主義を禅と重ね合わせたものの
後には禅経験における「体用論」「即非の論理」から
神秘主義と禅の違いを強調するようにもなる）

!

そうした「誤読」によってこそ
それまで同じ枠組みでは語ることのむずかしかった
曹洞禅や浄土教そしてキリスト教神秘主義までをも
同じ土俵に上げることを可能としたのだ

そこに鈴木大拙が論じた宗教論の
可能性も不可能性も
そして光と闇もあるといえるのだが
あえておこなわれる
そんな「誤読」によってしか
ひらかれないものがある

!

「誤読」が「誤読」を超えた「読み」によって
ほんらいの「読み」を見出す可能性も
またその射程を広げ深める可能性もあるのではないか

（鈴木大拙『神秘主義』（文庫）〜安藤礼二「解説」より）

!

「鈴木大拙（一八七〇〜一九六六）は、自らの思想の形成期と完成期をアメリカで過ごした。思想の形成期とは明治期の後半、二十代の終わりから四十歳を迎える直前までのことであり（この間、日本に帰
ることはなかった）、完成期とはアジア・太平洋戦争敗戦後の八十歳を迎える前後から最晩年に至るまでのこと、である（この間は断続的に日本へ帰国している）。
生涯と思想を画するその二つの時期、大拙は英語を用いて、それぞれの時期を代表する二つの書物をまとめている。『大乗仏教概論』（一九〇七年）と本書『神秘主義 キリスト教と仏教』（一九五七年）
である。この二つの書物は、いわば大拙思想の起源と帰結を示してくれている。もちろん大拙の英文著作はこの二つの書物に限られる訳ではない。禅を主題にした何篇もの論考、何冊もの書物が公にされて
いる。大拙に世界的な名声をもたらしたのは逆にそれら、禅の導師としての仕事の方であった。」

!

「実のところ『大乗仏教概論』においても、『神秘主義』においても、大拙の「東方仏教」理解に大きな相違はない。「東方仏教」は、インドにおいてヒンドゥー的な「有」神論に対抗するようなかたちで
生まれた始原の仏教が主張していた「無」（空）の意味を大きく変えてしまった。変容した東方的な「無」は、キリスト教の神秘主義的な展開のなかで可能となった、人格的で「一」なる神以前に位置づけ
られる非人格的で「無」なる「神性」（Godhead）とほとんど等しい性格をもつようになる。「無」の側からは「有」が抽出され、「有」の側からは「無」が抽出され、その両者が重ね合わされていくの
だ。それでは、大拙が考える東方的な「無」（空）とは、一体どのようなものだったのか。
（…）
「無限の可能性に満たされた零（ゼロ）」、あるいは、「無尽蔵の内容をもつ空虚」。それが「東方仏教」が主張する「無」にして「空」なのである。そのなかから森羅万象あらゆるものが産出されてく
るようなゼロ。こうした「空」の理解は、実に、ちょうど五〇年前に刊行された『大乗仏教概論』においてすでに提出されていた。そして、そのこと、つまりは、あらゆる実体（もの）を破壊してしまう
「空」ではなく、あらゆる実体（もの）を生成する母胎となるような「空」を大乗仏教一般の原理として据えたことに対して、大拙の『大乗仏教概論』は、ヨーロッパの文献学者から激しい批判を受けてい
たのである。」

!

「大拙は、『大乗仏教概論』において、さらには『神秘主義』に至るまで、不在や絶滅の「空」ではなく、創造的にして産出的な「空」を「東方仏教」の基盤に据え続けた。その際、大拙の導きの糸となっ
たのは、万物の母胎としての「空」を「如来蔵」として位置づけた『大乗起信論』であった。」

!

「「さとり」の体験とは、多様なものを産出する宇宙の基盤そのもの、すなわち森羅万象あらゆるものを産出する意識（「心」）に直接触れ得たとき、そうした「心」を生き、直接に体験したときに訪れ
る。森羅万象あらゆるものは、そのあるがまま、意識（「心」）から生み出されてくる。そうした有様こそが絶対の「真如」であり、同時にまた絶対の「空」なのだ。大拙は、まさにここで、『大乗起信論』
に説かれ、自らが整理した如来蔵思想の核心を、創造的に反復している。鈴木大拙とは、生涯をかけて「東方仏教」を成り立たせる基盤である「あるがまま」としての真如、如来蔵としての「心」を探求し
た宗教者にして表現者だった。」

!

「森羅万象あらゆるものを産出する「無」は、同時にまた、森羅万象あらゆるものを破壊する「無」でもあった。大拙の思想には光も闇も、可能性も不可能性も含まれている。その危険性を理解した上で、
いかにして未来へと継承していったら良いのか。いま、大拙を読むとは、そのような覚悟を必要とする。その果てにこそ、大拙のように読むこと、あるいは大拙のように書くこと、そうした真の創造性があ
らわれ出てくるはずである。」

!
!

（蓮沼直應『鈴木大拙 その思想構造』より）
「大拙の仏教論には、確固たる一つの立脚点、もしくは解釈の中心軸が存在する。「禅経験」という容易には共有しがたいその中心軸をもって、彼は宗教を多方面にわたって論じていった。その立脚点があ
まりに強固な力をもっていたがゆえに、大拙の文献読解はときに文献そのものの読み替えをも辞さないものであった。大拙の「即非の論理」を評して安藤礼二は「創造的な誤読」という語を用いた。「即非
の論理」だけではない。浄土往生であろうと、心身脱落であろうと、大拙の読解は常にみずからの経験を軸として文献を扱った。大拙の立つ地平は、他の読解者と同じではない。聖典を通じて先達者の経験
を窺い知ろうというのではない。既に先達者と同じ経験を有し、彼らが聖典を語り出す地点から、大拙は聖典を読んでいる。その限りにおいて、大拙自身に「誤読」の意図はない。聖典の伝えようという宗
教の原点をみずから体得したと信じる彼にとっては、聖典の一つ一つの「ことば」に縛られることの方が誤読ではなかっただろうか。
大拙の思想は、いずれの領域においても「無分別」の「宗教経験」が「分別」へと「はたらき」出すことを、中心構造としている。敢えて視覚化するとすれば、それは車輪の中心軸に例えられるだろう。
いかなり領域の宗教思想に対しても、同じ中心軸から周縁部へと解釈の軸が伸び、それを支えている。
このように、唯一の枠組みによって（時に文献を読み替えてでも）あらゆる宗教を論じる、ということは並大抵のことではない。みずからが立脚する「経験」を、疑いなく信じられるからこそ、このよう
な力強い語りが可能となるのであろう。しかし、他方であらゆるものをみずからの思想構造の一部へと組み込んでしまう営みは、単一化、画一化の恐れを伴わざるを得ない。大拙の駆使した「体用論」の枠
組みは、「無分別」の「体」から、多様な「用」がはたらき出す構造であった。その多様性によって、浄土教であろうと曹洞禅であろうと、エックハルトであろうと同じ枠組みで語ることができたのである。
また同時に、その枠組みに組み込みえない宗教や思想については、同等の評価を与えられない。あらゆる対象を同じ土俵に上げることによって、大拙の禅思想には多様性が開かれているのである。
もちろん、このような宗教論に問題がないわけではない。例えば、ただ一つの枠組みによって説明される多様性が、果たして本当に多様性を認めるものといえるかどうかという問題がある。彼は「神秘主
義」と接合させた南宗禅の枠組みによって、あらゆる宗教を、必要とあらば文脈を読み替えて解釈していた。その作業は多様な宗教を扱いつつも、むしろ各々の宗教伝統や独自性を切り捨ててしまうことに
もなる。宗教多元論を扱うジョン・ヒック（一九二二〜二〇一二年）の区分によるならば、このような立場は、多元主義pluralismとうよりも、包括主義incluvismに近い。他の宗教は、みずからの宗教の枠
組みの内部でのみ多元主義的な現象として位置づけられるのである。そこには他宗教の存在を容認しつつも、その裏面には排外主義的な態度が残されている。もし仮に大拙を、諸宗教の総合的把握を目指す
宗教学者として捉える場合、この点に自文化（臨済禅）中心主義を指摘されることはやむを得ないだろう。唾棄にフォールが「禅オリエンタリズム」として指摘した排外主義的な態度もこの点に端を発して
いるのである。
しかし、大拙自身の意図は、そのような総合的な学問の構築ではなかった。のちに「霊性」として提示されることとなった宗教の一つの根本を、大拙はあらゆる方向から繰り返し語り続けたのである。彼
の広範な宗教論は、その作業の結果であって目的ではない。大拙に著述の基本的な立場は、やはり禅であった。晩年に浄土論、神秘主義、華厳思想、東洋と西洋といったテーマを論じることで、禅が背景に
退いたように見える。しかし実際には、彼の禅思想は宗教理解の枠組みとして、常に彼の論述を下支えしていたのである。」

☆mediopos-2019

2020.5.27

ルート・ブリュックの
陶板のように
ことばで詠えたら
どんなに素敵だろう

!

具象と抽象を
色と形を
光と闇を
響きとリズムを
あわせむすんでいる

!

そんな生きた夢が
そのままの姿で
あらわれてくるような
不思議な陶芸アートの世界

!

無限に広がっていくような
有機的な幾何学宇宙を想像し創造する力は
いったいどこから訪れてきたのだろう

!

北欧の光と自然が
アラビアの幾何学
そしてテクスチャーと出会い
そこから詩のような陶芸絵画が
生まれてきたのだろうか

!

この本を手にしてから
毎日のように
「はじめまして」と
ルート・ブリュックのポエジーに
あいさつをしたい気持ちになる

■（編集：今村玲子、kukkameri（新谷麻佐子、内山さつき）!
『はじめまして ルート・ブリュック』!
（ブルーシープ 2019.7）

（「これからルート・ブリュックに出会う、すべての人へ」より）

!

「ルート・ブリュックは、フィンランドのアーティストです。
今から100年以上も前に生まれ、アラビア製陶所の専属アーティストとして、1940年代から80年代にかけて活躍しました。
ブリュックは、たぐいまれな色彩感覚と想像力、そしてセラミック（陶）という素材を駆使して、小さな陶板から大きな壁画まで多彩な作品を生み出しました。
蝶や鳥といったモチーフの愛らしさ、大胆で奥深い色と形、表面いっぱいに広がる不思議な模様のリズム。そして数千数万ものピースで構成された幾何学のランドスケープ。
どの作品にも通じる、ひたむきで純度の高い表現から醸し出される気高さに、私たちは思わず心を奪われてしまいます。」

!
!

（皆川明「蝶のもつ神秘性が人の成長と重なる」より）
「ルートの作品で惹かれるのは、誰とも比べようのない深みやテクスチャー。タイルひとつとっても表情が豊かで、マットなものがあったりガラス質のものがあったり。空想とポエティックなストーリーに、彼女の飾らない部分が溶
け込み、彼女の内面そのものが伝わってきます。それらはきと構想を練るまでもなく、頭から湧いてくるものなのではないかなと。初期の具象作品も好きですが、後期の幾何学の集合体の作品も好きで、両方の振り幅があることがと
ても魅力的です。「雲」や「木」のように、抽象の集合体が具象になっている作品もあります。彼女の作品を見ていると、どうしてこういう世界を持ち得たのかなと感心が湧いてきます。
ルートの作品はすべて好きです。作品の大小に関わらず広がりがあって、深みがある。宇宙が無限でわからないのと同じように、自分たちには理解できないような、評論すらできない世界。どこが素晴らしいというのは言い切れま
せん。」

!
!

（酒井駒子「いつまでもみていたい」より）
「−−−−作品を初めて見たときの印象
様々なピースの集合が一体になって、ひとつの世界になっている作品に惹かれました。陶板のひとつひとつが美しく、完結した世界を持っていて、いつまでも見ていたいような気持ちになります。そしてそれらが集合して、「音」に
なって、心の奥の方へ響いてくるような気がしました。」
「−−−−色について
ルートの色の美しさは、「響きあっている」美しさだと思いました。雨だれの水音のような、互いが互いに共鳴し合っているような色の組み合わせです。」
「−−−−後期のミニマルな作品について
どんどん純化されていって、果てしないような気持ちになります。それと同時に、無意識の部分に直接ノックされているような不思議な気持ちになります。
「流水」はほんとうに美しい。とても複雑な仕事なのに、すべてが必然に見えます。」

!
!

（鹿児島睦「「つくること」への飽くなき喜び」より）
「ルートの作品でまず興味を惹かれたのは、同じ型やレリーフを用いてつくられた作品でも、細部がすべて異なっていることです。例えば、1950年代につくられた「ライオン」や「家」などのシリーズには、同じ型を使った作品がい
くつか見られます。これらはひとつひとつ、石膏版を彫った型に、やわらかい粘土を押し付けて形をとってつくるのですが、そこに印花や釉薬の色が加わることによって、唯一無二のアートピースが生まれていきます。印花おは、有
田焼や波佐見焼などでも使われる型押し模様のこと。これをどう押していくかと、釉薬の色の組み合わせで、いくらでもバリエーションをつくり出すことができるのです。それは、アラビアの美術部門に招聘された「アーティスト」
だからこその仕事とも言えますが、私はそこに、彼女が心から「ものづくり」を楽しんでいたのを感じます。」

!
!
!

「立体の小さいピースの凹凸に自然光が落ちると、影ができます。光と影によって、作品の表情はゆっくりと変わっていきます。春夏秋冬、朝のさわやかな光と夕方の斜めに差し込む光、異なる光によってまるで作品が生きているよ
うに見える。それは幾何形体でありながら、無限に広がっていく、まさに有機的な宇宙なのだと思います。」
（葛西薫「西陽のような光が色と形を馴染ませている」より）
「ブリュックの作品は、全体的に暗さがありますよね。月明かりの色彩、闇の中で見付けた極彩色。鮮やかだけれど、暗さを感じるのは、北国だからなのでしょうか。
フィンランドは、夏でも太陽が低い位置にあります。だから、サイド光の色なんです。ずっと西陽に当たっているような感じ。自然の草むらも黄色みを帯びていて、出汁が効いているような、味醂が入っているような、こっくりと
した色をしている。決して明るいとは思わない、何かを含んでいる色ですよね。直射日光の強い、南国ではこういう色になりません。
初期の作品を見たときは、少女的な世界観だなと思いました。牧場の少女、とでも言うのでしょうか。それが抽象化しながらだんだん男性的になっていく。でも抽象を描いていても、頭の中は具象なのではないかと思います。質感
がいいですよね。自然に生まれる釉薬のグラデーション、ぬめり、てかり、透明の中に沈んでいる色だとか。少女趣味と言いながらも老成した感じもある。」

!
!

（成相肇「光の粒、目の遊泳」より）
「天窓から降り注ぐ光に包まれて、柔らかく、白々と、泡立つように輝く縦3メートル、幅5メートル近い巨大な陶板レリーフは、タイトル「陽のあたる街」が示している通り、凸部を土地に凹部を水面に見立てたヘルシンキ市の地図
になっている。中央やや右寄りに、オレンジ色の最も大きな円形で表された所がこの市庁舎周辺の位置にあたる。作品中央あたりに控えめに置かれた暖色は、都市を照らす陽光であるとともに、寄り集まった色の塊そのものが、粒状
に光を発散する太陽のようにも見える。」
「この作品の大きなスケールは、ただ物理的なサイズだけに依るのではない。ポツポツと丸く表された最小単位のタイルを１とすると、一片の長さが1、2、3、6、12、18の6種の単位から本作は構成されている。最大で1:18の−−−−面
積にして324倍の−−−−落差が、視線のズーム・インとズーム・合うとをもたらす振幅となってスケールを体感させるのだ。」

!
!

（「アイス・フロウ」より）
「高さ3メートル70センチ。日本の屏風を思わせる6つの壁面の総面積は約30平方メートル。約4年の歳月をかけ、ブリュックが組み合わせたタイルピースが設置されているのは、フィンランドの建築家レイマ＆ライリ・ピエティラが
設計したフィンランド大統領私邸内の、パブリックとプライベートの中間にあたるスペースの怪談部分。ピエティラ建築の特徴でもあるスリット状の窓からの自然光を受けて、一日一年を通して違う陰影、違う表情を見せる。」

☆mediopos-2020

2020.5.28

生きているとは
心とからだをもっていること

!

なにかを「研究」するといっても
研究する人じしんの
心とからだをなくしたふりはできないのに
多くの科学（主義）なるものは
そんなふりをするのが得意だ

!

そのことを気づかされたのは
寺田寅彦の随筆を読み始めた
高校生の頃からのこと

!

その頃までぼくは愚かにも
科学少年や数学少年を気どろうとしていたけれど
科学者や知識人といわれる方の多くが
じぶんをどこか置き忘れたままでいることに
次第にうんざりするようにもなってきていた
（本当に忘れてしまっているのか
知らないふりをしているのかわからないが）

!

そうしたなかで
中村雄二郎の「臨床の知」「演劇的知」を知り
心とからだから発する言葉や
言葉にならない言葉の視点で見ることを学んだ
じぶんという人称を外して世界は見られない

!

日本語にははじめ一人称しかなく
そこから二人称のことばが工夫され
三人称もまた人称でないかのような人称として
生まれてきたようだが
人称という視点に自覚的でなければ
どんな人称も正常には働きにくい

じぶんを振り返ることのできない
一人称的主観は救いようがないし
じぶんの心とからだをベースにした
一人称を忘れた三人称的客観は人でなしだ

!

自覚的な一人称から
相互自覚的な二人称へ
そして仮想された自覚的な三人称へ
そしてそれらの円融した三位一体によって
四次元的な直観を可能にするような
四人称は可能だろうか
そんなことを夢想してみたりもする

■諏訪正樹 編著!
『「間合い」とは何か／二人称的身体論』!
（春秋社 2020.2）

（諏訪正樹「序章「間合い」という現象をどう捉えたいか？」より）

!

「間合いを形成するとは、場が内包する「エネルギーのようなもの」を敏感に感じ取って、自己の動きを臨機応変に調整することであると、本書では考えます。場に応じて身体が動きを微妙に調整するとい
うことは、あなたの身体も場に対して「エネルギーのようなもの」を発しており、エネルギー場を構成する一要素になっているということです。」

!

「空間のエネルギー場の感得は、監督者が誰であっても同じように感じる、客観的な事象ではありません。何か特定の人や物体に焦点を当てると、焦点を荒れた近傍の「場」しか感得できません。ぼわん
と全体を眺める方法も個人で微妙に異なるとすると、同じ空間にいても感得できるエネルギーは人によって異なるでしょう。つまり、エネルギーの感得は主観的な経験といえます。
間合いが「エネルギー場」の感得に基づくものだと仮定すると、普遍性や客観性を重要視する従来の科学的方法では探求ができないということになります。誰もが生活者として間合いを経験しているにも
かかわらず、これまで研究のメスがほとんど入らなかった理由は、まさに間合いという現象と科学的方法の相性の悪さにつきます。例えば、実験心理学という学問分野は、人の心理を扱う学問であるにもか
かわらず、「科学的」であらんとして客観性を重視しすぎるがゆえに、客観的に観察できないデータ（人の主観）を扱いません。
しかし、人が「生きる」上で重要なのは、客観的な行動や発言だけではないはずです。」

!

「間合いの研究を行う者は、その現象に三人称的にかかわっているだけでは（例えば、従来の科学的方法論）、その本質は見えてこないでしょう。「一人称視点」や「二人称的かかわり」という概念は、従
来の意味での「研究」と相性が悪いといえます。それは、「研究」という営み自体が、まだ、人が「生きる」ということにしかと向き合う道具立てを持てていないことを意味するのではないでしょうか。研
究が生きることに資するためにあるのだとすると、研究者は、方法論そのものから刷新していかねばなりません。」

!
!

（終章

諏訪正樹「間合い研究の本質」より）

「一人称視点というと、とかく、主観的で、独りよがりで、自己の殻に閉じこもるという誤解を与えがちです。（…）一人称視点とは、「一人称の立場から、世界と自信のありさまと、相互作用（インタラ
クション）を観察する目線」のことを指します。したがって、からだメタ認知は、実は、外界と自己のかかわりのさまを積極的に自覚し、「自身を外に開いてゆく」行為であると言えます。
一人称視点を自覚しつつ記述する習慣を持っていると、次第に、相手や、対象となるものごとに対して二人称的（共感的）にかかわる境地に達するのではないか？ 私はそういう仮説を抱いています。
なぜそうなるのでしょうか？ それは、外界が、必ずしも、「優しい」ものごとばかりではないからだと考えています。外界と自己のインタラクションを自覚し、記述しようとする態度を貫くならば、「優
しくない」ものごとに心を閉ざすわけにはいきません。優しいものごとも、優しくないものごとも、すべて丸ごと意識下に置き、優しくないものごとには「折り合いをつける」以外に、道はないのです。「折
り合いをつける」こと、すなわち、二人称的（共感的）かかわりの誕生です。自己を自覚し、自己と外界の相互作用を強く意識し、自己に優しくないものごとも意識下に置くからこそ、（心を閉ざさないよ
うにする限り）自然に、二人称的（共感的）かかわりに移行するのでしょう。」

!

「一人称研究の中心思想は、（…）内部観測、及び現象学です。人は、活動するフィールド（世界の全体方見れば部分世界）の内側の存在であり、内側からの視点でものごとに接し、ものごとを感得し、対
処すべく行動します。（…）従来は、客観的な観察こそが研究手法の基本であるとされてきましたが、内部観測の思想、一人称研究の考え方は、それに対するアンチテーゼでもあります。「内側からの視点
でものごとを見て初めて感得できることが沢山ある」というわけです。」

!

「一人称研究と三人称研究は、各々、得手不得手があります。知能研究の分野で一人称研究は提唱されたのは、従来の研究はあまりに科学の方法論（特に客観性）を無自覚に信奉してきたため、内側の視点
に立って初めて捉えることのできるものごとや解釈を、不用意に棄て去ってしまってきたからです。」

!

「日々生きてく者として、自身の身体や他者の身体が何を感得しているかを省みるならば、「エネルギーのようなもの」は、（中村雄二郎の言葉を借りると）生きている人の「現実感覚」です。研究者も一
人一人生活者です。生活者としては日々「生きている感覚」をまざまざと感得しているのに、研究者として人の知を扱うときには、そういったものを研究対象から外すという研究態度に、本書の著者たちは
大いなる疑義を感じるのです。」

!

「間合いという現象は、人と人の接点に生じるだけではありません。（…）建築空間に対しても、人は一方的だけれど、間合いを感得しようとします。相対するものが、自動運転車のような情報コンピュー
タ技術であっても同じで、生活者として新しく開発された技術とのかかわり方を模索することも、間合いでしょう。
（…）

!
!

間合いを図ることが生き様の根幹を為すのであれば、間合いの研究は、生き様の研究、人がよりよく生きるとはどういうことかを模索する研究であると言えます。」

（諏訪正樹「あとがき」より）
「中谷宇吉郎の『科学の方法』の中に「定性的と定量的」という章がある。数学を基礎とする定量的分析のおかげで世界は発展したのだけてど、定量的な分析研究だけが偉いわけではない。そもそも世の
中の現象の（自然科学分野だけではなく、社会学や心理学が扱う分野の現象も含めて）、どういった側面に着目するのかを見出すことが、まず重要である。定性的研究の役割はそこにある。
（…）
人が生きる様を研究する際に、主観と客観のどちらが偉いなどという優劣はない。主観的に観察できることと、客観的に観測できることの両方を動員して、「生きる」を研究する研究者が少しでも増えて
くれることを祈念する。」

☆mediopos-2021

2020.5.29

痛みや苦しみがなければ
どんなにいいだろう…

!

仏陀は
四苦八苦を滅するためにと
苦しみを諦（さと）ること
その原因を探求すること
それらを滅すること
そしてそのための八正道を説いたが

!

それは苦から逃れることではなく
むしろ苦に向き合うことでこそ得られる
そんな真実へと向かう道だった

!

生まれてくるということは
老いをそして死を迎えることでもあるが
生のただなかにあって苦しまざるをえないのは
病にかかり痛みに耐えかねることだろう

!

一七〇年前に麻酔薬が発見され
手術の際の痛みをなくし
病にともなう痛みという苦しみが
大きく軽減されるようになった

!

麻酔薬を効果的に使い
患者の意識や感覚を消し去ることで
体を切り刻む際の痛みを
なくすことができるようになったのだ

!

とはいえいまだに
麻酔ガスが作用するメカニズムは
明らかになってはいないという
わからないままに
大きな効果の得られる技術が使われている

ひとの意識や感覚をなくすということは
おそらくはアストラル体を
人体から強制的に切り離すことなのだが
もちろんそうした探求は
現在の科学では意味をもつ説明とはならない
そしてそのことが霊的にどういう意味を持つのか
そのこともまったく問われることはない

!

もちろん痛みや苦しみを取り去ることで
少しでも生きることが深まるならば
それに越したことはないが

!

病気になることがどういうことなのか
痛みを経験することがどういうことなのか
それらが問われないまま
治療や痛みを取り去ることが行われることで
重要ななにかが失われる可能性について
常に問い続ける必要があるのではないか

!

痛みや苦しみがなければ
どんなにいいだろう
けれども
痛みを苦しみを経験することで
はじめて得ることのできるものがある

!

生老病死にはすべて意味があり
まさに善く生きる！ためにこそ
老病死を深めることが
なによりも重要なのではないか

■ヘンリー・ジェイ・プリスビロー!
（小田嶋由美子 訳・勝間田敬弘 監修）!
『意識と感覚のない世界／!
実のところ、麻酔科医は何をしているのか』!
（みすず書房 2019.12）!
■中村雄二郎『臨床の知とは何か』!
（岩波新書 1992.1）

（中村雄二郎『臨床の知とは何か』〜「V 医療と臨床の知」より）

!

「少なくとも生身の体を扱う臨床の場では、医療はもとより医学も到底＜厳密科学＞（精密科学）ではありえないから、百パーセント正しいなどということはありえないこと、望みえないことは、少し考
えれば患者にもわかるはずである。ところが、そのような正しさを望むのは、俗にいう《藁をも摑みたい》という気持ちのあらわれである。しかし、それに応えるべきは、医者の人間性（人柄）と技能（アー
ト）であって、科学の名のもとでの医学の権威ではない。逆に医者の側について言うと、善意からであるにせよ、ただ単に科学的に百パーセント正しくあろうとするとき、まさに＜科学的知＞の特徴であっ
た普遍性・論理性・客観性の名のもとに、医療における自己の責任を回避することになるのである。
いま、医療において患者は弱い立場にあると言ったが、それはとりもなおさず、患者が人間のパトス（受動、受苦、痛み、病い）という性質をもっともよく体現している、ということである。しかし、先
に見たように、われわれ人間は身体をそなえている以上、精神＝身体的存在である以上、どうしてもパトス性を帯びざるをえず、その点では医者にしても例外ではない。そしてむしろ、医者・患者も人間同
士の関係であるかぎり、パトス性を帯びた者同士の相互関係なのである。ところが、現代の医療では、そのような事実に目をつぶり、現実に背を向けるかのように、パトスを軽視し、とくに＜痛み＞の抹殺
をおこなっている。これが今日の医療のもう一つの大きな落とし穴である。
たしかに、全身麻酔法を生んだ麻酔術の発達は、科学的医学の大きな成果であった。それは、無菌技術、高血液凝固剤、抗生物質などの発明・発見よ相まって、外科手術を飛躍的に推進させただけでなく、
今日では、末期ガン患者の痛ましい非人間的な痛みを、ほぼ九〇パーセントぐらいまで取り除くのに成功している。しかし、だからといって、安易に痛みの抹殺をおこなっていいはずはない。安易な痛みの
抹殺は、医療の、つまりは人間の、重要な働きを失わせていることを忘れてはならない。
まことに、歴史上、人類の叡智は、《義務、愛、魅惑、日常の仕事、祈り、同情などが、尊厳を失わずに苦痛に耐えるための手段である》ことを教えている。また、かつて《痛みとは、常に自己自身を見
出し、それに対する自己の意識的反応によってたえず形づくられる、自己の身体に関する主観的現実の不可欠な部分だと考えられていた》のである。それに、痛みは病気や病人とはっきり区別できず、その
一方だけ排除することはできない以上、医者が患者かた、麻酔によって痛みに耐える必要性を取り除くことは、つまりは患者との関係を断つことさえも意味している、と言えるのだ。」

!
!

（ヘンリー・ジェイ・プリスビロー『意識と感覚のない世界』より）
「私は麻酔科医である。私は、患者の意識を消し、記憶を失わせ、時間を盗み、体の自由を奪う。そして、心拍数、血圧、呼吸数を変え、後になってこうして効果を元に戻す。手術中には痛みを取り除き、
手術後は痛みが出ないようにする。私は病人をケアし命を救ってきたが、自らの手で治療を行うことはめったにない。麻酔科医として私が手がけるほぼすべての仕事は、手術室にいる他のスタッフから離れ
た場所−−−−両開きの自動ドアの陰−−−−で行われ、外科医が切り裂き、、胃腸科専門医が検査器具を押し入れ、心臓専門家医がメスを突き刺すことを可能にしている。私が担当する患者たちは、私を信頼し
てくれるが、患者と私が引き合わされるのは、たいてい手術や治療が行われる数分前なので、それが終わった後に私の名前を覚えている患者はほとんどいない。
私は人々を昏睡状態にし、私が使う薬剤は麻痺を生じさせる。患者やその家族に麻酔の仕組みについて聞かれることは一年のうちに数えるほどしかないが、麻酔をめぐっては、現代科学をもってしてもい
まだに説明できない謎が多く残っているのである。それでも私は知っている。朝になれば必ず太陽が昇るのと同じくらいはっきりと。私が吸気にガスを加えれば意識が消え失せ、ガスを止めれば意識が戻る。
この仕事にはぞっとするほど重い責任があり、ルーチンワークと思ったことは一度もない。」

!

「一七〇年以上前、ガスを吸い込むと意識が失われること、それを利用して侵襲的な治療を行えることがわかると、医学は爆発的に発展した。この医学的な重要性は今日もなお色あせてはいない。それどこ
ろか、麻酔を受ける患者の数は年々増えている。権威ある医学誌『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン』（NEJM）がその華々しい歴史において掲載した論文のなかからもっとも重要な一
本を選ぶ読者投票を行った。読者が選んだ『栄えあるベストワン』は、一九四八年のNEJMに掲載された、エーテルの吸入による無痛手術の公開実験についてヘンリー・ジェイコブ・ビゲローが書いた論文
だった。これは、ボストンにあるマサチューセッツ総合病院のエーテルドームで行われた歴史的な公開実験から数ヶ月後に発表され、消毒法、X線写真、抗生物質の発見など、その後のあらゆる画期的な進
歩に関する論文を抑えて一位に輝いた。
この公開実験から一世紀半以上が過ぎたが、私は患者や家族に質問される自分の専門分野についてのごく基本的な質問−−−−先生が使うガスはどうやって痛みをとるのですか−−−−に答えることができな
い。長年に及ぶ研究にもかかわらず、麻酔が作用するメカニズムはいまだ謎なのだ。しかし、私は麻酔ガスを信頼しなければならない。患者とその最愛の人たちが麻酔科医に信頼を寄せ、当の麻酔科医はガ
スを信頼するというのは、私たちの仕事の皮肉な側面かもしれない。いろいろな意味で、私は信頼をよりどころとする信仰治療師である。」

☆mediopos-2022

2020.5.30

現代では
文章を縦に書くのは
日本のほかには
台湾とモンゴルだけになった
（モンゴル語は縦書きのみで左から右へだそうだ）
中国もすでに簡体字の横書きだけである

■松田行正!
『にほん的／それは、ジミでハデなこと』!
（河出書房新社 2020.5）

!

その日本でも
こうしたパソコンでの表記のように
横書きの場合がきわめて多くなっている

!

横書きには行替えはなくてもすむが
縦書きにはどうしても行替えが必要となり
横書きのほうがずっと合理的なのだ
しかもアルファベットのように
文字の種類が少ないほうがさらに合理的にはなる

!

そんななかで
日本の書物の多くは縦書きが主である
マンガでさえ完全な縦組みで
右から左への方向性をもった右開きである
これはもっと注目されていいことだ

!

「縦」と「横」をくらべると日本では
「横」には若干ネガティブなイメージがあるのに対して
「縦」のほうに天と地を貫くイメージがあるようだが
むしろその「縦」に対する畏れ多さもあって
箸を横置きしたりもするように
逆に「横」文化が発達しているという

!

そんな背景のなかで
書物やマンガが縦書きであるのは
そこにある種の隠れた神聖さが
感得されているところがあるのかもしれない

!

縦書きか横書きかとともに
左から右へと書かれるか
右から左へと書かれるかも重要である

シュタイナーによれば
空間の左から右へという方向は
過去から未来へ向かうエーテル体の流れであり
空間の右から左へという方向は
未来から過去へ向かうアストラル体の流れだという

!

つまり左から右へと書くということは
未来へと向かう外在的な時間意識を伴い
右から左へと書くということは
過去へと向かう内在的な時間意識を伴っている

!

現代の日本には
縦書きと横書き
左から右への流れと右から左への流れ
しかも漢字・ひらがな・かたかな・アルファベットが
さまざまな極をつくりだしながら混在している

!

浅薄な議論のなかでは合理性が重視され
それらの極を単純化しようとする論も後を絶たないが
むしろそうしたさまざまな極が混在していることは
それらが有機的にむすびつくことで
可能性の土壌ともなるのでないだろうか

（「十章 縦／縦に文章を組む」より）

!

「通常、文章を縦に書くことを「縦書き」と呼ぶが、デザインの世界では、レイアウトの意も含めて「縦組み」と呼ぶ。「横書き」も同様に「横組み」だ。
日本では、明治以来、縦組みと横組みを併用してきたが、インターネットと世界言語となった英語のおかげで、いまや横組みが主流となってしまった。教科書も国語以外すべて横組み。ただし、書籍の世界では、さすがに縦組
みが今も主流である。」

!

「書家の石川九楊さんは当然縦組み派。石川さんは、縦組みで書くのと横組みで書くのとでは、文章の内容自体が変わってくる、と語る。文書に向かう緊張感が違う、と。もちろんプロの書き手にとっては、縦でも横でも同じだ
ろうが、ぼくも組み方に合わせて原稿を書いている。
一方、意外とも思えるが、マンガは完全に盤石な縦組みの世界を保っている。いや、縦組みというよりも縦組みの本の開き方である右開きである。もちろん吹き出しも縦組みだ。
海外での日本の漫画の翻訳版は、右開きのフォーマットをそのまま使っている。」

!
!
!
!
!

「今や世界で縦組みが残っているのは、日本と台湾、モンゴルのみとなってしまった。」
「戦後の緊急事態のときでも、ローマ字や英語、フランス語は当然横組みだが、漢字を含む日本語の文章の「組み方」は問題とされなかった。」
「漢字をアジア圏に広めた中国も、一九四九年の中華人民共和国建国後、識字率を上げるためには漢字が邪魔だとアルファベットにしようとした。もちろん、ことはそう簡単ではない。そこで一九五六年、漢字を略字にした簡体
字に改め、縦組みを排して横組みのみとした。共産革命の基本は、過去の一掃（あるいは断罪）にあるから、伝統的な縦組みは、打破の対象のひとつである。」
「もうひとつ縦組みと横組みを併用している国がモンゴル。といっても。モンゴル文字が縦横両方に使われているのではなく、モンゴル文字は縦組み（読み方は左から右）のみ。」
「漢字の「縦」「横」の成り立ちを。白川静漢字学に基づき分析してみよう。
「縦」は、「糸」と「従」に分けられる。「従」は、二人の人物が前後に並んでいるさま、「糸」は、糸たば、そこから縦糸をゆるやかに張る意味につながる。意訳すれば。糸束も人も縦組みの行のように並んでいる。
一方「横」は、「黄」が黄色とともに、中心の意もあるところから、木を中心に渡す、つまり、門などに閂を掛けることを意味する。
「縦」は天から地へと向かう重力の流れ、つまり秩序にしたがい、「横」はその重力、秩序に抗い、さまたげるところから、ネガティブな意味がついた。「横断」「横溢」などはニュートラルだが、勝手気ままなさまである「横
行」、非業の死である「横死」、身勝手な乱暴である「横暴」、ずぼらな「横着」、横暴な態度の「専横」、物品を正規なルートを経ないで売る「横流し」など散々だ。
一方「縦」の、「放縦」はルールを無視することで、「縦」自体に悪い意味はない。「操縦」もルールを操るで、ニュートラルな意味、「横」も使われている「縦横」となったら自由なさまが浮かぶ。この「縦」と「横」の意
味の違いは、「縦」のほうに、天と地を貫くイメージがあるからなのかもしれない。」

!

「そんなネガティブなイメージのある「横」だが、日本では逆に「横」文化が発達していることは「奥」で触れた。」
「まず横は、奥に延びずに横に広がる仏教寺院、横に置く箸、木目が横になるように並べるお膳、横笛、客が座る上座、など。
一方「縦」は、死者に添える飯（まくら飯）に縦に突き立てる箸などにあるように、異常事態である。例えば、日本建築のなかで、床の間は最上位の上座とするのが伝統的な作法だが、竿縁（天井を支える、あるいは装飾のた
めに平行に張り渡す細い棒）や畳が床の間を突き刺す（「床挿し」といい、床の間と直覚、つまり縦に配置する）ことは、日本建築の禁忌のひとつ。この床挿しは武家屋敷には必ずあって、切腹の間、ともいわれていたらしい。
まさに縦はアブノーマルだ。
いや、アブノーマルというよりも、神聖すぎて畏れ多い「縦」ということになる。神に直結する「縦」は、一瞬のうちに神にも怨霊にもなる、極めて危険な形だったから。
「奥」で触れた、ポルトガル船の船員や、アジアとの交易でもたらされた縦ストライプの流行も、そんな畏れ多い「縦」を易々と乗り越えてやってきた舶来品だったからだろう。何度もいうように日本人は昔から「舶来」に弱
かったのだ。」

!

「漢字の成り立ちに神への呼びかけがあったとすれば、それは縦組みでなければならなかった。
甲骨文字は、亀の腹甲などに刻まれたところからその名がある。そこには神への質問が刻まれたのでもちろん縦組みだ。
「神に問う」という質問の前文が、中心軸の左右に完全に左右対称の字形で刻まれ、「雨は降るのかどうか？」「穀物は実るのかどうか？」「出産は？」「異族の侵入の危険は？」などの質問項目が続いた。この甲羅を焼いて
できたひび割れが右に広がったのか、左か、などから吉兆を王が判断した。占いのなかでもかなり主観的なものだが、当時は効力を発揮していた。
こうしたことから、シンメトリーの要素の多い漢字が縦組みで綴られるようになり、「縦組み」が神と同義になっていった。」

!

「もうひとつ、縦組みの宗教的なイメージを補完するものがあった。「行」である。横に文字を書き連ねるとき、原理的には、粘土板、パピルスなどを足していけば、どこまでも書いていくことができる。巻物のイメージである。
一方縦組みは、どんなに長く書いても早晩限界が訪れ、改行せざるをえなくなる。これが「行」の発生である。
原理的にはどこまでも連ねられる横組みは、いわば秩序を度外視している。一方縦組みは、「行」によって秩序を保っている。これが神につながる。神は秩序を好むからだ。
また、縦組みの書字方向は、甲骨文字の時代（殷）、左から右、右から左の両方が混在し、一定していなかった。だから、どちらが主流になってもおかしくなかった。殷の時代には改行が必要なほどの長文はなかったが、その
殷を滅ぼした周には、弔文が聖堂の鼎の内側に刻まれるようになり、弔文の書字方向は右から左となった。なぜこの書字方向に収斂したのかはわからないが仮説は立てられる。
古代中国では早くから北極星や北斗七星を崇める北辰信仰があった。したがて、王が北に鎮座し、こちらから見て右側が東、左側が二死になる。太陽は東から昇り、西に沈む。やはり太陽が昇る側が優位になり、文章は右から
左に進んだ、という説。もうひとつは、周は左優位だったという。すると、北に鎮座する王から見たら左側が東になる、という説などが考えられる。」

!

「縦組み中心の日本に、幕末から明治にかけて、左から右に書く横組みが海外から大量にやってきた。
それまで、右から左に書く横組みはあったとしても、逆の横組みは日本にはなかった。」
「右から書く横組みが主流とはいえ、欧文と同じ、左から書く横組みは徐々に増え、右横組みと混在するようになる。新聞の同一紙面で両方の組み方が並んだときもあった。」

☆mediopos-2023

2020.5.31

石をみると
心が騒ぐ

■ルドルフ・シュタイナー!

!

『神仏と人間』（風濤社 2010.11）!
■須田郡司!

ぼくのなかで眠っている何かが
語りかけてくるからかもしれない

『石の聲を聴け』（方丈堂出版 2020.2）

!

小さな石からはささやき声が
大きな石からは
天空からの歌がきこえてくるようだ

!
人間はかつて巨石を儀式に使ってきた
!
動物たちは儀式によらなくても
天空と大地のはたらきを
その身に体現しているところがあるが
人間はそうした動物たちの叡智から
次第に離れていったからだ

!

巨石を儀式に使ったのは
まだ人間が文字を持たなかった時代に
主に太陽の動きから
植物の栽培にとって適切な時期や
動物の交尾の時期を知ることなどに関わっていた

!

そのほかにも
石によってつくられる影も重要なものだった
かつて人々は影のなかに
霊的なものを見ることができたからだ
日光や月光に人々は霊性を観取し
周囲から霊的なものを取り入れていた

!

また人が埋葬される場所には石が立てられたが
身体が死後分解されて流れ出す力が
人々に霊的に働きかけることに関わっていたようだ
墓石というのはその名残でもあるのだろう

人々は動物のような叡智を失い
文字を使うことでさらに
自然から観取される叡智を失ってきた
いまや自然環境が云々ということでしか
語ることができなくなってさえいる

!

文字は死んだ思考を
癌細胞のように増殖させ
石たちの声を聴けなくさせてきた

!

白川静が漢字から
さまざまな古代の声を甦らせてきたように
わたしたちは死んだ思考を生きた思考に変え
死んだ文字を生きた文字に変えてゆくことが
切に求められているのではないだろうか

!

過去に帰るのではなく
あらたな叡智を紡いでいく必要がある
そのひとつが高次の自然学としてのポエジーでもある

（須田郡司『石の聲を聴け』より）

!

「私には石の声が聴こえます。
まるで石の声に動かされているみたいで、その声に導かれるように、日本と世界を旅してきました。
石の意志を伝えるために「石の語り部」となって石の声を多くの人に伝えています。
何も語らないはずの石の声が聴こえる限り、私の石を巡る旅は終わることはないでしょう。」

!
!

（シュタイナー『神仏と人間』〜「儀式」より）
「「どのようにして儀式は発生したのか。儀式の目的は何か」ということを考えてみるのは興味深いことです。
私は最近、イギリスに旅行しました。ペンマインマウルでの講座は、古代の儀式場の近くで行われました。イギリス西岸、ウェールズです。アングルシーという名の島があり、そこには山のまわりのいた
るところに儀式の場が残っていました。それらは荒廃し、廃墟しか見られません。しかし、人智学を知っていれば、その廃墟から儀式の意味を見出すことができます。
山に登ると、山頂に儀式の場があります。山頂に平地が開け、窪地になっています。そこに古い儀式の場がありました。いまでは瓦礫の山ですが、かつてはどのようであったか、まだはっきりとわかりま
す。
小さな儀式の場は、石でできています。おそらく、水によってそこに運ばれてきたのでしょうが、それ以外の方向でも、その場所に石が運ばれてきました。その石を、四角形になるように並べました（左
上図）。横から見ると、このように見えます（左上図）。全体を覆う屋根のような石があります。これが小さいほうです。大きい方の儀式の場は、同様の石からできています。石が一二個、円環状に並んで
います（左下図）。
おそらく、いまから三〇〇〇〜四〇〇〇年前が最盛期だった儀式です。まだ人口が少なかった時代です。農耕と牧畜しかなかった時代です。この儀式の最盛期には、この民族には文字がありませんでした。
人々は読み書きということを、まったく思いつきませんでした。
この儀式にどんな意味があったのか、と問うことができます。「当時は読み書きができなかった」と、私は言いました。たとえば農作物を豊かに実らせようとするなら、それぞれの作物に適した時期に種
を蒔かねばなりません。家畜の場合は、適時に交尾することなどが必要です。その時期は、地球と宇宙全体との関連によります。
今日では、農事暦があります。（…）人間は種を蒔く日や収穫する日を、自分の思いどおりに決めることはできません。星の運行や月の位置から、種蒔きや収穫の日を決めねばなりません。（…）
かつては種蒔きや収穫の日を、太陽の位置に従って決定していました。今日でも人々は太陽の位置によって適切な日を決定できますが、たいていの人々は太陽の位置や星の位置を目安にでず、カレンダー
を見ます。当時は読み書きがなかったので、カレンダーを見るということは考えられませんでした。」

!

「山上でこのように円環状に並んでいる石を見ると、「太陽が天空を巡る」と思えます。太陽は静止しているということを私たちは知っていますが、太陽が動いているように見えます。太陽はさまざまな側
から射して、影を作ります。その影を人間は毎日追っていけます。「朝、日が昇ると、ここに影ができる。日が高く昇ると、影はそちらにできる」と言うことができます。影は、一年の経過のなかでも変化
します。太陽が日々異なった位置から昇るので、影が変化するのです。
当時、このようなことを観察していた学者＝祭司、ドルイド教の司祭は影を判断できました。「影ができると、春には畑でこれこれの作業をしなければならない」ということが、ドルイド司祭には分かり
ました。それを彼は人々に告げました。
あるいは、影が別の位置にできるよ、牛を交尾させねばなりませんでした。一年のうちの決まった日に、動物は交尾しなければならないからです。いつ何を行うべきかを、司祭は太陽が作る影から読みとっ
たのです。
こうして、生活全体が太陽の運行にしたがって決められました。今日ではカレンダーに書いてあるので、人々は自分で見出そうとは考えません。当時は自分が源泉に赴いて、宇宙からものごとを読みとら
ねばなりませんでした。
一定の時期、たとえば秋に、畑で何を行なうべきか、正確に決められました。司祭たちの指図によって、牛祭りの時期も決められました。普段は家畜から遠ざけられている牛が、村を連れまわされました。
このようにして、古代の祭りは手はずを整えられました。祭りは、このようなことに関連していたのです。
ある石の配列は、ドルイド・サークルと呼ばれました。ドルメン（数個の支石と天井石からなる墓）、クロムレック（環状列石）があります。石が立てられ、上を覆われます。なかに影ができます。
人々は、日光が強まったり弱まったりするのを知りました。汗ばむか凍えるかを、彼らは感じたからです。（…）光が異なるにしたがって、影が異なります。人々は今日、影の差異を見定めるという習慣
をなくしました。古代の人々は、影の差異を見極める能力を身に付けていました。人々は影のなかに霊的なものを見たのです。ドルイド司祭は日光の霊性を観察しました。土地にどの植物を栽培するとよい
かは、日光の霊性に左右されました。どの植物がよいかは、太陽から地球に注がれる霊性に関連するのです。そのほか、この影のなかには月の影響が非常によく観察されました。月の作用は、たとえば家畜
の交尾に大きな影響を与えます。それが家畜の交尾の時期をきめるのに役立ちました。太陽を観察して一年が区分されました。」

!

「クロムレックの下に埋葬されると、それが墓所でもあったことが分かります。人を埋葬したところに、このようなものを立てたのです。人間が身体を捨て去ると、その身体は他のものとは異なった構成体
になります。心魂と精神は、生涯のあいだ身体のなかにありました。身体が分解すると、山地にあるものとは別の力を有します。その力が流れ出て、影のなかを正しく見るように人々を促します。当時の人々
は、後世の人間が知っているものとはまったく別の自然力を知ったのです。」
「社会のため、生活のために、周囲から霊的なものを取り入れようとするのが儀式の本質でした。その遺物が今日でも見られるので、この地域は非常に興味深いのです。儀式の場の名残があるのです。」

☆mediopos-2024

2020.6.1

意識と
時間は
よく似ている

!

私は
「私」といわないでも
「この私」以外ではありえない
意識として現象している
独我といっても
天上天下唯我独尊といってもいい

!

おなじく
今は
今といわないまでも
「この今」以外ではありえない

!

世界は「この私」から開かれ
時間は「この今」から開かれている

!

けれど「私」が一般化して語られるとき
それは「この私」そのものではない
記憶のなかで成立している「私」でもあり
他者にとっての「私」とその可能性でもある

!

今が一般化して語られる時
「今」は「この今」そのものからは離れるが
その時点における現在としての「今」はある

!

「この私」から離れた「私」や
「この私」以外の「私」も無数に存在し
「この今」から離れた「今」も無数に存在することは
きわめて常識的な世界理解として成立している

!

それはある意味で
意識としても時間としても
きわめて多次元的なありようが
肯定されているということでもある

■永井均／聞き手＝飯盛元章「いま心を哲学する」!
その多次元性を
人間のような心的存在だけではなく
すべての存在者に適用させたとき
存在者と意識と時間は
それぞれの「私」とその「現在」として
華厳的な関係性のなかで多次元的に展開される

!

けれども「この今」の「この私」から
開かれて行く物語が展開されていることだけは
きわめて不思議なことに確かなのだ
おそらくすべてはそれが起点となる

!

たとえその起点が無数の起点のひとつでもあり
それが多次元時空的な宇宙構造なかで
網の目のように関係しあっているとしても

（現代思想2020年6月号「特集・汎心論」青土社）

「飯盛／『なぜ意識は実在しないのか』やその後の著作で、累進構造について論じられていますが、これは永井さんが積極的な主張をするときの一つの重要な柱になっています。この私と、他人とのあいだ
には決定的な差異がある。しかし、その他人（1）もまた、その人にとっては私であり、その私にとっての他人（2）が存在する。そしてさらに、その他人（2）もまた、その人にとっては私であり、その私
にとっての他人（3）が存在する。このように、最上段の、私と他人との（いわば絶対的な）差異が、どこまでも累進的に反復され、相対化されていく。この構造が累進構造と呼ばれます。
『なぜ意識は実在しないのか』でおもしろかったのは、缶詰の比喩が使われているところです。裏返されると宇宙全体になっているんだけど、表返ると無数にある缶詰の一個になる、という比喩です。累
進構造の議論は、この缶詰の比喩とも関わります。累進構造についてお話いただけますか。
永井／もしこの問題に累進構造が内在していなかったら、これはこういうふうに複数の人間のあいだで論じあえるような問題になりませんね。」

!

「永井／自分を他のものから識別して捉えるやり方について考えてみましょう。人間たちをはじめとして、たくさんの心あるものが存在していますが、そのうちのどれが自分であるかは、何の手がかりもな
しに、直接わかりますね。他の人を識別するときは、だいたいまず顔などの外見的特徴を使って識別しますが。（…）もしも心的な中身が見えたとしたら、こういう性格や気分を持っているからこの人、と
いうように心的特徴によって人を識別することだってできるでしょう。
私自身については、どうはいきませんね。私は、どういう身体的特徴を持っているかとも、どういう心的特徴を持っているかともまったく無関係に、いきなりそいつであるしかないんですよ。そのつの心
がどういうあり方をしているから、とか、どういう性格のやつか……といったこととはまったく無関係に、ただいきなり、そいつが私なんです。これは、世界の中のあらゆるほかのものとは違う種類のあり
方です。何の特徴づけも、何の根拠もなしに、じかにそれなのですから。」

!

「永井／私とは世界がそこから開けている原点そのもののことなのだから、その世界の中にあるさまざまなものごと−−−−自分の心の中に存在してあるものごともふくめて−−−−とは独立に存在していざるを
えないのだ、と言い表すことができます。しかし、これには二種類の解釈が可能ですね。これはまさに私自身のことを、それだけを言っているんだ、という解釈と、他者にも同じことが言えて、私もまたそ
のこと−−−−他者にも成り立つこと−−−−の一例なんだ、という解釈です。その二つは私においては重なって存在するので、私は自分自身にはこの構造を二重に適用することになるわけです。
つまり、いつも続いていたそれとは別に、それを捉える主体が存在していなければならない、というこの話は、＜私＞という特殊なあり方を理解する場合にだけ適用すべき構造なのに、他者を心ある存在
と捉える場合にも、やはりこれを適用せざるをえない、ということです。なぜなら、このことはおよそ心とか意識とかが成立するための形式的な条件でもあるからです。だから、必ず、この形式を適用して
捉えなければならないんです。」
「他我問題という名前の、他人の心の存在に関する懐疑論がありますけど、他人の自己意識が実はそういう構造になっていない可能性はあるのか、といえばそれはないんです。これは形式であって、そこに
は「実は」なんてそもそもないからです。それと対比的に、他人がゾンビであるという可能性のほうはあることになりますね。（…）

!

この累進構造なしには心という概念は成り立たないでしょう。だから、心の本質はじつはこの累進構造にありますね。」

「永井／少し前に、私は有名なジョン・マクタガートの『時間の非実在性』（講談社学術文庫、二〇一七年）を翻訳しました。これは、時間という概念には矛盾が内在していると主張したことで有名なもの
です。私は、彼が時間について指摘して矛盾は私がいま心に関して語ってきた矛盾とじつは同じものなんだ、と考えているんです。（…）
でも、これは一見して明らかなことです。今とか現在についても、私について語ってきたのと同じ二重構造があるからです。本物の現在はここにあるこの現在だけですよね。これはまったく明かなことで
しょう？ それなのに、どの時点もその時点にとっては現在で、そうでしかありえない。今とか現在というものを定義してみろと言われたら、その時点にとってのその時点のことだ、といった種類の答えを
与えるしかないんです。でも、だとしたら、本物の現在はここにあるこの現在だけだ、という話はどうなるのでしょうか。その本物性はどこからどう湧いて出るのでしょうか。
このインタビューは始まった時点を思い出すと、そのときの現在があって、これからこのインタビューが終わるときには、そのときの現在があります。これも形式なので、必ずあります。過去や未来は、
過去や未来なのですかた端的に現在ではないわけですが、それぞれの時が現在であるという時という意味なので、現在という形式をとらずには理解できない。「その時」というと「その時が現在である時」
という意味を持ってしまう。そうすると、この端的な現在のほうは、その単なる一例にすぎないという意味とそれを超える意味との二重性を持たねばならなくなって、さらにそのこと自体が累進せざるをえ
ないことになります。心の場合とまったく同じ構造です。
時間と心とは全然関係ないのに、同じ構造が両方に当てはまっている。これもまた不思議です。」

!

「永井／他人が思っていることや感じていることは、理解はできても、その生（なま）のあり方そのものをありありとは感じることはできませんが、自分が過去に体験したことを思い出す場合には、その時
に感じた生の感じそのものをありありと思い出すこともできますね。
飯盛／記憶が他人事のようによみがえることは、おそらくありません。
永井／なぜ私は過去の私の体験を、他者が体験を語るのを理解するときのように、生々しさ抜きに表象することができないのか。これはかなり興味深い問題です。が、哲学的には、それはできなくはないで
すよね。つまり、自分の体験を思い出すときにそういうふうにしか思い出せない人を記憶ゾンビと呼ぶなら、記憶ゾンビは可能ですよね。そして記憶ゾンビの人にだって普通に記憶がありますね。これはさっ
きの、他者はゾンビであっても自己意識はあるという話と同じ話ですね。では、記憶ゾンビの人は何を失うのか。これも、さっきの話の場合のゾンビの人が何を失うのかと同じ問題です。（…）
どちらの問題も、本当の意味は、さっきからずっと論じてきた「これには二種類の解釈が可能」という問題と同じ問題です。つまり、クオリアが欠如した人、つまりゾンビというのは、もとをたどれば、
じつは他人のことなんですよ。それなのに、この構造を一般的に主体の成立そのものに割り振って「心」を成立させているわけです。逆にいえば、ゾンビでない人、生々しいありありとしたクオリアを持つ
人ちょは、もとをたどれば、この時代にはなぜか存在している＜私＞のことですし、クオリアを伴って生々しくありありと過去の体験を思い出す時とは唯一のこの＜今＞のことなんです。
それなのに、一般的な自己意識としての「私」や、一般的な現在認識としての「今」にもその形式を付与して、一般的な「今」概念や一般的な「私」概念を作り出しているんですね、われわれは。これは
われわれの世界理解の出発点ですから、決して間違っているわけではありません。しかし、この世界解釈の二重性、この矛盾がここでもやっぱり働いているんだと思います。
そのことを直観的に理解するには、本当に記憶だけ繋がっている人を想定してみるのが役立ちます。朝、目覚めたとき、私の記憶を持って目覚めた人は、必ず私か、という問題です。その人は、私と同じ
記憶を持っているだけの他人であるということは、ありえないといえるのか。これは、素朴ですけど、極めて重要な問題です。」

☆mediopos-2025
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カオスから
かたちというコスモスへ

!

この世界には
さまざまなかたちが生み出されている

!

自然界にさまざまなパターンがあるのは
カオスの源にかたちを生み出す原型があるからだろう
その原型からさまざまなかたちは生み出され
そこに多種多様な姿や構造が現れてくる

!

水は流れ
大気は流れ
砂は流れ
動物もそして人も
さまざまな流れとなる

!

樹木や河川
葉脈や血管
それらの流れは
一直線に目的地を目指すのではなく
さまざまに枝分かれしながら
網の目のようなかたちのパターンを形成していく

!

規則的でありながら
おそらくそれゆえにこそ
さまざまな美しいかたち・流れ・枝分かれが
無限とも思えるほどの多様なパターンで生み出されてくる

!

それらの源には
そしてそのプロセスには
シンプルなルールがあるのだろうが
それらのルールのさらに源には
いったいなにがあるのか

■フィリップ・ボール（林大 訳）『かたち／自然が創り出す美しいパターン』（早川書房 2011.9）!
■フィリップ・ボール（塩原通緒 訳）『流れ／自然が創り出す美しいパターン』（早川書房 2011.11）!
■フィリップ・ボール（桃井緑美子 訳）『枝分かれ／自然が創り出す美しいパターン』（早川書房 2011.9）

コスモスが生み出されてくる
カオスのなかに
そのなにかは潜んでいるのだろうか

!

荘子に混沌の話がある
混沌の顔に七孔をあけたところ
渾沌は死んでしまったというが
生きている混沌のなかにこそ
そのなにかは生きているのではないか

!

わたしはときに
みずからがまだ渾沌にいて
遊び戯れている
そんな夢をみたりもする
コスモス化されるまえの姿で

（『かたち』より）

!

「規則性には美しさがある。同じ要素が何度も繰り返され、幾何学的な秩序のあるのが普通だ。例としてハチの巣にまさるものはない。驚異的なまでに完璧に六角形が並んでいる。この種のパターンを格子という。ヒョウの毛皮にな
ると格子はぼやけているが、パターンは残っている。反転がだいたい等間隔で並んでいるが、もはやきれいな列をなしてはいない。縞模様や同心円状の模様にも、これに匹敵する秩序がある。このような配列はエンゼルフィッシュで
はかなりきっちりしているが、シマウマの曲がりくねった、境目のぼやけた縞模様や、さざ波のような砂紋では、ぼんやりしている。自然界のこうしたパターンがどのように組み立てられるかを探ることで、ただの単純な物理的な力
によって編成された、空間の連続的分割、そしてさらに細かい分割によって動物や植物のはるかに込み入った形がどのように形づくられるかについて何かがわかるかもしれない。」

!
!

（『かたち』〜「訳者あとがき」より）
「この世界は、さまざまなパターン、模様に満ちている。私たちを取り巻く人工的な環境には、人間が意図的につくりあげたパターンがあふれているが、自然界にも、さまざまなレベルでパターンが見られる。鉱石の模様、動物の皮
膚に見られる模様、人々を魅了してきた、万華鏡のごときチョウの羽の模様、貝殻の模様、花びらや葉の並び方、指紋。さらには生態系にも、動物のすみわけや植物の分布というパターンが、また、広大な宇宙にただよう星の配置に
も銀河の渦巻きというパターンが見られる。そして、何種類かの化学物質が溶け込んだ、一様でしかありえないかに思える液体にも見事な模様が現れることがある。何者かが意図的につくったのではないはずの自然界のパターンのな
かにも、人工物のパターンに見られるのにおとらぬ秩序と規則性を備えたものがある。また、互いにまったく違う場面、違うレベルで現れるパターンどうしが似ていることがある。
自然のパターンの秩序と規則性はどのようにして現れるのか。どのようにして渾沌から秩序が現れるのか。
また、この世界には、互いに複雑さの異なるさまざまな形があふれている。こうした形はどのようにしてできるのか。ハチの巣の形のような、生物がつくる構造物の形はどのようにして決まるのか。そして、のっぺらぼうな球であ
る卵から、人体を含むさまざまな動物の複雑な姿と構造が、それも多種多様な姿と構造がどのようにして現れるのか。
科学はこうした問いの答えをどれだけ明らかにしてきたのか。
ダーウィンの進化論の登場から数十年のち、自然界に見られる形とパターンを分析し、生物学者が生き物の体の形と模様を、環境条件への適応として片づける状況に科学者として一石を投じようとしたダーシー・トムソンの主張。
そして、人工知能の土台を築いた数学者として知られるアラン・チューリングが、生き物の模様ができるメカニズムについて考えついた理論。そして、単純なルールが適用され、単純な力が働くことによって、生き物に見られるもの
も含め、多様な形とパターンが現れうることを明らかにするその後の研究。互いにまったく違う場面、違うレベルで現れる形やパターンが、同様の作用、同様に原理によって生じているらしいことを示す科学上の仕事。物理や化学の
研究者たちが生物の模様と形の問題に挑んだ研究。オクスフォード大学で化学を学び、物理学で博士号を取った著者は、その素養を駆使して、さまざまな研究結果を紹介してくれる。」

!
!

（『流れ』より）
「動きはパターンと形を生む。動いている水は、おのずと配置を変えて渦をなし、ときにはその渦をきれいに並ばせて、華麗に、かつ整然と、絶え間ない流れを運んでゆく。空気と水の動きは、天と地と海を織りなす。めまぐるしく
揺れるガスの隠れた論理は、外惑星に巨大な回転する眼を描き出す。運動中の粒子の衝突からは砂漠の砂丘が生じ、丘はよりわけられた粒で縞模様になる。それらの一粒一粒に、隣の粒に反応する力を与えてやれば−−−−その粒が魚
であっても、鳥であっても、バッファローであっても−−−−無限とも思えるほどの多様なパターンがあらわれる。それらはすべて、だれかから命じられたのでもない、だれかが計画したのでもない、およそ信じがたい共同作業の所産な
のである。」

!
!

（『流れ』〜「訳者あとがき」より）
「水の流れ、大気の流れ、砂の流れ、そして人や動物の流れ。
河川でも、砂丘でも、渡り鳥の編隊でも、全体としては大きなひとつの構造がありまがら、その細部に目を凝らせば、決してすべてが均一ではない。水や大気はあちらこちらに渦巻模様を描きながら、刻一刻と模様を変えつつ、流
れてゆく。そのうつろいは、はかなさゆえに美しくもあり、神秘的でもあって、古今東西の科学者のみならず、画人や文人の心をもとらえてきた。そうした無常の代名詞のようなパターンに、なんらかの定型は隠れているのか。流れ
は気ままな変動ではなく、なんらかの秩序にもとづいた必然なのか。それを本書では、流体力学をはじめとする、もろもろの化学の観点から探っていく。
たとえば、水流や気流が複雑きわまりない乱流となり、川や雲に渦巻があらわれるときの「レイノルズ数」との関係。付帯パンに引いた油に六角形の模様を浮かび上がらせたり、地中のマントルを循環させて海底や地表の形を変え
たりする「対流」の仕組み。砂漣や砂丘をつくりだす「サルテーション」のプロセス。大きさや形状の異なる砂粒が縞模様をなして分かれていく「層化」の原因。生物を一定のところに向かわせる「化学走性」や「屈曲走性」。ある
いは一群となって移動する鳥や魚の動きを再現したコンピューター・モデルで採用されているシンプルなルール。このように、美しく謎めいた自然現象の背後には、かくも科学的な原理が存在している。そして、そうした本質を理論
的に突きつめた、ないしは直観的につかみとった芸術家が、本書の最初に登場するレオナルド・ダ・ビンチであり、最後に登場するゴッホなのだろう。」

!
!

（『枝分かれ』より）
「何本にもその道すじを分けて流れる川を見て、自然哲学者たちは静脈と動脈を連想した。それがまた樹木を思わせた。思い出さずにいられようか。それらはみな、生命を支える液体を運ぶ網の目のような水路なのだから。枝分かれ
にはどんな規則があるのだろうか。なぜ稲妻は天から地への経路をいくつも探すのか。なぜひび割れはさまよい、分かれていくのか。枝分かれという形は、あらかじめ決められたことと無秩序との妥協点に現れる。それは新しい、特
別な形をほのめかす。ところがそこにときどき秩序がしゃしゃり出ると、雪結晶が枝を伸ばして六方対称性を見せつける。そして分かれた枝が再会すれば、ループが網の目をつくり、一つの目的地へ向かういくつもの経路を用意する。
そんなネットワークに乗ってどうやって広く散らばっていくのかは、接続のパターンしだいだ。」

!
!

（『枝分かれ』〜「訳者あとがき」より）
「雪の結晶の美しさに目を瞠った経験は誰にでもあるのではないだろうか。枝分かれの形は、ほかにも河川や葉脈、血管、ひび割れなどに見出せる。それはこの世界のそこここで、あるときはのびやかに、あるときはひそやかにその
枝を伸ばしている。さらに網の目状の形の成長は都市の形や道路網や電力網にも見られ、人間が建設しているはずのものにも、いつの間にか自然の力らしきものが作用していることに驚かされる。一見して関連のなさそうなこれらの
現象には、どんなルールが隠されているのだろう。しかも、人脈や病やうわさの広がりにまで、目にこそ見えないが網の目状の形があるのだ。
本書はまた、シリーズの最終巻として、全巻を見わたして見えてくる真理にも迫る。この三部作が扱ってきたさまざまな形とパターンは、あらかじめ仕組まれた生来的な性質に偶然という使者が訪れたときに姿を現す。それらはす
べてに通じる一つの大原理に従うのではなく、いくつもの規則と要素が絡み合って誕生する。自然の有む、はっとするような美しい形はまさに交響曲のようだ。あるいは著者がいうように、さまざまな色の糸で織り上げられた、綾な
すタペストリーなのである。」

