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はじめに 
 
 

国際哲学センター（「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ）                  

センター長 河本英夫 

 

 

エコ・フィロソフィは生活環境から地球環境にまでつながる広大な課題領域である。課題も切り口

も、夥しくある。画期的な展開のある領域ではないが、息長く積み上げていく領域でもある。 

ことに身体から環境へとつながる回路は、いまだ多くの課題に直面しており、将来的には障碍者や高

齢者にとっての環境の設計という、喫緊の課題にまでつながる課題領域でもある。環境内でのアート

作品の造形が、同時に身体的な効果をもつように設計していく課題は、さまざまなかたちで進んでも

いる。 

日本全国に夥しく出現している「空き家」をどのようにして生活環境として活用するかは、大きな

課題であり、そこをアート作品と連動させる形で取り組んでいくやり方は成立するに違いない。つま

り空き家に手を入れて再度住めるようにするということとは異なる方向で活用するのである。壊れて

いくものを直すというのではなく、壊れ方を組み換えて、人間の経験にとって有効であるように作り

替えてしまうことはできる。また 2017 年 8 月に石巻・牡鹿半島で行われたように、地域全体をひと

つのアート・ゾーンとしてリセットしてしまうような広大な企画も、試みとして成立するに違いない。

ここでは復興をアートとして展開したのである。地域おこしにもつながり、人と物流の移動が新たに

作り出された。 

 今年度から、情報連携学部に多くのスタッフが赴任され、またこのプログラムに参加していただけ

るようになった。川越の総合情報学部からの参加も見込めるようになった。新たなスタッフの参加に

よってエコ・フィロソフィの課題も変化していく。大学の近くの水田を借りて、「体験的稲作」を行

うようなテーマも実行できるところまで来ている。また全学総合の全学テレビ授業にも多くの学部か

ら参加していただけるようになった。学部を超えた環境教育は、ようやく展開可能な場面に来たよう

に思われる。 

 ながらくエコ・フィロソフィを運営し、適宜課題設定を行っていただいた山田利明先生が、今年度

で定年退官となった。月日は百代の過客のように否応なく過行くが、想起される過去の年月は、信じ

られないほど短く、あっという間である。だがわずかずつでも前進していくプロジェクトとしての試

行錯誤は、想起できる以上に多くの可能性に満ちてもいた。山田先生とは、道志村や八丈島にともに

視察に行った。ともかくも現場を歩き、現場を感じ取り、そこに含まれた多くの可能性と多様性を感

じ取ることが必要だった。これらは追憶以上に貴重な思い出ともなっている。山田利明先生の長年の

ご尽力に、衷心より感謝申し上げたい。 
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2017 年度活動内容一覧 

 

 

 

 

 

 

※IRCP 研究員は下線表記 

 

６月 

・３日 
研究ユニット 「情報科学技術社会」 キックオフミーティング 

開会挨拶：河本英夫 

登 壇 者：海野敏、清水高志 

場 所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 1 階第三会議室 

 
７月 

・２６日 
研究会「西洋自然観との対峙における日本哲学の形成」第 1 回 

登 壇 者：鈴木道也 

司  会：相楽勉 

研究打ち合わせ：山本亮介、木村一、鈴木道也、相楽勉 

場  所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 1 階第 3 会議室 

・２９日 
研究ユニット「情報科学技術社会」第 2 回研究会「情報、身体、ネットワーク―21 世

紀の情報理解に向けて―」 

開会挨拶：河本英夫 

登 壇 者：西垣通、廣野喜幸 

司  会：坂本邦暢 

場  所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 2 階 6209 教室 

 



8 
 

９～１月                                   
・東洋大学の「全学総合授業」として「エコ・フィロソフィ入門」を開講 

2017 年度 全学総合 IB『エコ・フィロソフィ入門』 

講  師：河本英夫、山口一郎、相楽勉、北脇秀敏、金子有子、八木信行、花木啓祐、

小瀬博之、坂本邦暢、山谷修作、山田利明、三重野清顕、安斎利洋、稲垣

諭、岩崎大 

 
９月 

・９日 
「現代アジアにおける聖者崇拝の諸相」 第 1 回研究会（共催：「南アジア思想・文化」

研究会第 1 回） 

開会挨拶：宮本久義 

趣旨説明：井田克征 

登 壇 者：佐々木聡、久留島元、拓徹、高尾賢一郎 

場  所：東洋大学白山キャンパス 9 号館 2 階第 4 会議室 

・３０日 
研究会「西洋自然観との対峙における日本哲学の形成」第 2 回 

登 壇 者：坂本頼之、播本崇史、小路口聡、吉田公平 

司  会：相楽勉 

場  所：東洋大学白山キャンパス 9 号館 2 階第 4 会議室 

・３０日 
国際哲学研究センター主催ワークショップ「文学はどう見られていたか――古代・中

世・近代の変遷」 

開会挨拶：三重野清顕 

登 壇 者：田中一孝、岡本広毅、八幡さくら 

討論司会：坂本邦暢 

閉会挨拶：辻内宣博 

場  所：東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール 

 
１０月                                   
・１４日 
連続研究会「近世哲学への新視点」第 1 回 
登 壇 者：笠松和也、寅野遼、星川竜之介 
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場  所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階 6404 教室 
・２１日 
国際哲学研究センター主催シンポジウム「聖典はどのように伝えられたのか―宗教

の言葉と思想を考える」 

登 壇 者：梶原三恵子、森祖道、渡辺章悟、現銀谷史明 

討論司会：宮本久義 

場 所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階 6404 教室 

 

１１月 

・２２日 

国際哲学研究センター主催「即興ダンスワークショップ テーマ『“舞踏？”ワーク

ショップ～舞踏とは何か？』」 

講  師：向雲太郎 

場 所：東洋大学白山キャンパス 5 号館地下 2 階井上円了ホール 

・２５日 

連続研究会「近世哲学への新視点」第 2 回 

登 壇 者：渡邊裕一、竹中久留美 

場 所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階文学部会議室 

 

１２月 

・１６日 
国際哲学研究センター主催ワークショップ「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ

意義」 

開会挨拶：鈴木道也 

登 壇 者：川添信介、高山博、矢口悦子 

討論司会：辻内宣博 

閉会挨拶：坂本邦暢 

場  所：東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール 

・１９日 

国際哲学研究センター主催「南アジア思想・文化」研究会 第 2 回 

登 壇 者：橋本泰元 

場 所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階文学部会議室 
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・２３日 
国際哲学研究センター主催「第九回 人間再生研究会」 

特別講演：山口光國 

講  演：稲垣諭 

症例研究：大越友博、唐沢彰太 

討論司会：河本英夫 

場  所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 2 階 6209 教室 

・２４日 
国際哲学研究センター主催シンポジウム「自然と人間の関わりの在り方を追究する」

開会挨拶：河本英夫 

登 壇 者：山田利明、花木啓祐、嘉田由紀子、中静透 

討論司会：河本英夫、金子有子 

閉会挨拶：河本英夫 

場  所：東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール 

 

１月 

・１６日 

国際哲学研究センター主催「南アジア思想・文化」研究会 第 3 回 

 登 壇 者：三澤祐嗣 

場    所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階文学部会議室 

・２０日 
研究ユニット「情報科学技術社会」第 3 回研究会「情報、 技術、 ネットワーク―

21 世紀の情報理解に向けて―」 

開会挨拶：河本英夫 

登 壇 者：信原幸弘、木村一基 

場    所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 2 階 6210 教室 

・２０日 

連続研究会「近世哲学への新視点」第 3 回 

登 壇 者：有賀雄大、佐藤真人 

場    所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階 6404 教室 
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２月 

・１７日～１８日 

連続研究会「近世哲学への新視点」第 4 回 

 登 壇 者：大西克智、今井悠介、大野岳史 

場    所：東洋大学白山キャンパス 1 号館 5 階 1503 教室 

・「神経現象学リハビリテーション研究」第 3 号（「エコ・フィロソフィ研究」特集別

冊）発行 

 

３月 

・「エコ・フィロソフィ」研究第 12 号、別冊第 12 号発行 
・「国際哲学研究」7 号、別冊 10 号発行 
・『哲学のメタモルフォーゼ』（晃洋書房）刊行 

編 著 者：河本英夫、稲垣諭 

著  者：吉永和加、三重野清顕、坂本邦暢、清水高志、山口一郎、廣瀬浩司、 

 大崎晴地、十川幸司 

・活動報告会（評価委員会） 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 研究論文 
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中国史に見る人口激減現象について 
 

山田利明（文学部） 
 
 

 

 

 中国史の基本的な史料として、各王朝が編纂した正史と称される歴史書がある。この歴史書は、自

からの王朝が前王朝を承け継ぐ、正統な王朝であることを記すための歴史書で、その王朝公認の史書

である。『史記』から始まり『明史』に終る 24 種の歴史書によって構成される。本来はここに清朝の

正史が含まれなければならないが、それを公認する王朝が無いため、清朝史は『清史稿』というかた

ちで完成している。 

 これらの正史には、皇帝を始めとしてその一族・群臣の将軍・政治家・学者文人から多様な庶人に

至るまでの伝記が収められ、さらに地理・官制・軍旅等の多岐に渉る記録が載せられている。それら

の記録の中には、各郡県あるいは州の戸数や口数を記録したところがあり、これにもとづいて人口を

推定することができる。その際、１戸の口数（人数）を平均５人とする計算法が代表的な方法とされ

ているようである。また、記録される兵員数から推定する方法もあり、例えば『新唐書』食貨志には

「通以二戸養一兵」とあるから、唐代では通常２戸で１人の兵士を負担した。したがって、兵士の総

数の２倍が戸数とみなされるわけで、そこから口数を推定することも出来る。ただし、全国全戸が兵

士の負担をするとは限らないから、当然誤差が生じる。 

 こうした方法によって各時代の人口数を示した研究書に、1988 年に人民出版社から刊行された趙

文林・謝淑君共著の『中国人口史』という書籍がある。また、人口の増減については、自然死の他に

疫病や人災・天災の発生がその主要な原因となるから、その方面からの記録も考慮する必要がある。

ここでは、佐藤武敏『中国災害史年表』（国書刊行会版）を用いてそれらの災害と人口減の関連を考

えた。この書も正史中の記事を摘記して年代順、さらに月順に配列したもので、これもまた本論文に

とって極めて有益な１書となった。特に、人口の極端な減少については、従来から戦乱を原因とする

見方があったが、実は飢餓によるものが多くを占めるという解釈をせざるを得ない状況があることを

明らかにする。これらは後文において詳細を論ずることになろう。 

 もう１つの成果は、その飢餓の原因であるが、確かに天候の不順にその原因があると思われるが、

それを倍加した被害の原因の１つに耕地面積の偏狭な情況があったと考えられることである。これに

ついても後文で論ずる。 

 

１ 

 歴史的に中国の耕作情況を見るには、先ずその地理的特徴について知っておく必要がある。周知の

キーワード：中国史、戦乱、飢饉、餓死、人口 
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ように中国には、その国土を南北に分けて東に流れる黄河と長江の２大河川があり、大興安嶺山脈か

ら南に続く大行山脈、長江の巫山峡谷を経て雲南山地に至る山塊線が東西を分ける。この東西線の東

が平地、西が山地となる。ただし、巫山峡谷の西は四川盆地が開ける。かつての蜀である。蜀に入る

には、巫山の断崖に桟道を通しこれをわたった。「蜀道難」とはこれをいう。 

 この大興安嶺山脈から大行山脈南端を通り西安から藍州あたりまでが黄土の堆積地で、特に黄河が

鉤形に曲る内側一体から西にかけて黄土高原と称する。黄土の厚さは 100 米前後の所が多いが、場所

によっては 200 米以上に及ぶといわれる。 

 また、長江以南も、浜海地域一帯は、東南丘陵と称される標高 500 米ほどの丘陵地であり、浙江・

福建・広東各州の西部には 1,000 米級の山岳も存在する。それでも丘陵の間に広がる平地は広大であ

り、日本の県単位の広がりをもつ。 

 ところで、中国文明の発生は、黄河中・下流域とされる。歴史的には、夏・殷・周三代の故地は、

いずれも黄河流域に存在した。殷・周はともあれ、夏王朝の存在は証明されていないが、夏王朝が存

在したとされる A.D.1800 年頃の遺跡と考えられている二里頭遺跡が発掘されている。ただし、この

遺跡については、異論があり、新石器時代竜山文化期とする説が根強い。いずれにしても、この頃か

ら黄河流域では雑穀類が栽培されており、南の長江沿岸地域に発達する米作文化とは異なった展開を

する。その原因は、この地方が雨量の少ない乾燥地帯であったために、水田を必要とする米作は不可

能であったからである。さらにいえば、殷周から秦・前漢王朝が存在した地は、黄河の屈曲部であり、

表土は薄い黄土に覆われる。つまり、保水性がない。そのため小麦・黍などの雑穀類が農産の主とな

る。降水量も年間 500 ミリ以下。東京の降水量が年平均 1500 ミリであるから、およそその１／３と

いうことになる。これについては、既に灌漑用の井戸の存在が指摘されている。これに対して、長江

流域の米作はすでに 6000 年前に行われていた。もちろんその当時の農法と現代のそれを比べること

は、論旨の上から殆ど意味をもたないから措いておく。ただ、南方の米作も北方の雑穀作もほとんど

原種に近いものと考えられるから、従って収穫量も多くはない。ところで、殷周から戦国時代を経て

漢（前漢・後漢）に至るまでは、いずれも北方王朝であって、そのために史書では北方の文化的優越

性が強調されているように思われる。ただし、米作の初期から水田が形成されていたとは思われない。

その初期には、陸稲の可能性も考えられるが、池沼のごく浅い水ぎわに自生した水稲を栽培したとも

考えられる。いずれにしても、古代インドに発生した稲米が中国南方に伝えられたと考えられている。 

 現在の米作地帯を概観すると、長江の南北両岸一帯と特に南岸から南に広がる平野部。これが巫山

峡谷にまで続く。さらに、巫山を越えて四川盆地に入れば、中国有数の稲作地帯である。 

 この長江沿岸の米作は、新石器時代以前から行われていた可能性を示唆する論文が多いが、その起

源がどこにあるにせよ、秦・漢の頃にはすでに江南一帯は稲作が行われていた。ただしその耕作面積

は、おそらく現代とは比べものにならない程の限られた地域であったと考えてよい。それというのも、

水田耕作には大規模な灌漑工事が必要であること、特に水量の管理などを含めると、広大な水田の運

営は難しい。しかもその収穫量も現在のそれと比較すると、かなり低いところにあったと考えられる。
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これは雑穀を主とした北方でも同様であり、限られた一部の地域に限定されよう。なぜなら、第１に

水利・灌漑が不充分であったこと、第２に品種の問題がある。ただし、既に記したように紀元前頃か

ら、井戸を掘って灌漑に用いたとする説もある。作物はいずれも改良前の、あるいは改良途上の原種

かそれに近い状態のものが主で、そうなるとおそらく収穫量も現在と比べるとかなり少ないと考えて

よい。 

 紀元前 10 世紀の殷王朝時代から３世紀の後漢滅亡に至るまで、いずれの王朝も黄河流域にあった。

ところが三国鼎立の時代になると、魏は黄河流域にあるものの、呉は長江流域から南に、蜀は四川を

中心として独立する。これを食糧上から解釈すれば、それぞれの地が１国を賄うに足る食糧を、供給

することが出来るようになっていたと解釈することができる。しかし、それは名目上のことであって、

実際にはかなり酷しい現実が存在した。国土が３分されたことは、例えば北方に旱害が起れば、たち

まち北方王朝は危急の情況に陥るわけで、その際に他の２国から援助を受けられれば良いが、そうで

なければ当然その国は存立の基盤を失う。 

 冒頭に記した『中国人口史』を見てみると、後漢の霊帝、中平５年（188 年）の推定人口は 59,780,000

人である。ところが三国初期の 221 年では、14,083,000 人となっている。実に 33 年間で１／４に激

減している。この間に３国間での戦乱があったことは史書に詳しいが、国民の３／４が死ぬ戦乱とは

どのように解すればよいのか。ところが『中国災害史年表』を見ると、後漢末の 194 年（興平元年）

６月、「三輔大旱す。四月よりこの月に至る。穀石五〇万、豆麦石二〇万、人相い 食
くら

う」とある（『後

漢書』献帝紀、同五行志下）。三輔とは、漢都長安を中心とする関中を、武帝の時に３分割して治め

た。この地を総称して三輔という。要するに首都一円である。ここの旱害で人肉食が起り、穀類合せ

て 70 万石を放出したというのである。同じく 197 年 2 月、「天旱して歳荒す。江淮の間、民相い 食
くら

う」と（『後漢書』献帝紀。同じく「袁術伝」）。前者は北方台地。後者は現在の南京から徐州にかけて

の地域か。この間にも 197 年（興平 2 年夏）に「蝗あり」、9 月に「漢水溢れ民人を害す」、213 年（建

安 18 年）には、「大水あり」、翌年は「旱あり」、同 22 年に「大疫あり」と記す。要するに毎年のよ

うに飢餓や災害が続き、人が人を食う事態が起っている。つまり、戦乱による死者ではない。まさし

く飢餓と災害による死者である。この際に犠牲となるのは子供であり、疫疾の犠牲者も体力のない幼

児や老齢者であると考えてよい。 

 古来、兵戦は秋から冬にかけて行われるのが常であった。これは他の労役も同様で、収穫の終った

いわゆる農閑期をもってする。農繁期にこれを行えば、主たる従事者を欠いた農産は成り立たず、そ

の年の収穫は激減し必ず饑る。しかも農地が戦場となれば、収穫はない。夏から秋にかけての蝗害も

しばしば記されるところで、これは毎年に記録がある。こうした被害に対して、朝廷は国倉を開き救

恤したが、「人相い 食
くら

う」という記述はその後も表れる。要するに、戦乱と飢餓の相乗作用によって

人口は１／４になったと考えてよい。 

 飢餓や疫疾に際しての犠牲者に幼児が多くなることについては、人口構成上のアンバランスをその

後も永く持ち続けることになる。つまり、幼児が壮丁となる 15~16 歳までの 10 年間はあまり問題は
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ないが、それ以後には壮丁人口が減り、兵卒や労働人口の不足をきたすことになる。しかし、人口が

１／４に減るという事態はどういうことか。 

 三国初期の 14,000,000 人という人口が、後漢末の 59,780,000 人を回復するのは、実に 604 年、隋

の煬帝の大業５年に 51,396,000 人、743 年唐の大宝元年の 56,475,000 人をまたなければならない。

521 年かかっている。確かにその間にも黄巾の乱を始めとして、後漢末の反乱・動乱は記録されるも

の５件あり、それぞれが 10 万人から 100 万人の反徒を擁する集団によって起こされる。こうした数

は常に誇張されて記されるため、そのまま信じるわけにいかないが、鎮圧軍・反乱軍両方の死者を合

わせれば、相当の数にはなろう。しかも累は反徒の家族に及ぶから一家の平均を５人とすれば１人の

反徒について４人の犠牲者が出ることになる。しかし、その人口の回復に 600 年を要したことは、単

に戦乱のみをその原因とするわけにはいくまい。 

 この人口の激減について、あるいは戦乱による流民を原因とする考えもあろう。しかし流民が原因

であれば、平和の回復後 20 年ほど経れば、旧に復することになる。西晋武帝の太康元年（280）の人

口が 20,896,000 人。三国期初期（221）より 5,000,000 人増えている。60 年間に 600 万人の増加で

ある。その間の人口数を挙げれば 242 年は 16,350,000 人、263 年には 18,853,000 人、そして 280 年

の 20,890,000 人である。20 年間毎にほぼ 200 万人の増加である。 

 もう少し遡ってみると、後漢明帝の永平 18 年（75）は３4,981,000 人、13 年後の章帝の章和２年

（88）は 44,326,000 人、さらに和帝の元興元年（105）は 54,372,000 人。ところが２０年後の安帝

の延光 4 年（125）には 49,994,000 人となって、40 万人程が減っている。いま元興元年以降、延光

年に至るまでの災害兵乱の状況を見ると、殤帝延平元年（106）６月に「郡国三七大水す」（『後漢書』

殤帝紀）とあり、そのために宮中の膳肴を減じ、衣服も減らしたとある。安帝永初元年（107）には

18 の郡国に地震あり、41 郡国に大雨が降り山崩れや大水が出て、そのために、「安帝紀」注には「時

に州郡大いに飢え、米二千石を給するも人相い 食
くら

う」とある。翌三年には、「京師大いに飢え、民相

い食う」（「安帝紀」）とある。この安帝の治世は自然災害が多く、大雨・旱害・地震・蝗害等が頻発す

る。 

 実は人口が激減して、その回復に長時間かかるのは、こうした自然災害の特徴といえるように思う。

それは、例えば兵戦での死亡者の多くは兵士として徴発された成年男子である。年齢層として見れば

15 歳から 40 歳というところであろう。この世代の男子が少くなっても、実は生れる子供はそれ程減

らない。当時は一夫一婦制が確立していたわけではないからである。女性の人口が減らない限り、男

子の人口が一時的に減っても、4・5 年たてば 16~17 歳の男子人口は回復するし、戦死を免れた青壮

年も帰農しているから、小児の人口から急激に回復していくと考えてよい。 

 ところが、飢餓や天災による人口減の場合、最初に死亡していくのは若年層である幼児と老人であ

る。その場合、人口の回復はきわめて緩慢となる。子供が生れ成人するまでの間、ほぼ 15~16 年間は

第２世代の誕生は望めない。その間にさらに飢餓・天災が続けば、回復はなお遅くなる。しかも、成

人した子供が兵士として徴集され戦死すれば、その回復は望めない。三国期には、確かに大規模な戦
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火が数度にわたってあり、しかもそのために流民も多く発生したものと考えてよいが、流民の発生に

よって、耕地が放棄されそれによって食糧生産が滞って、結果として人口の半減という事態に至った

のではないか。 

 『三国志演義』などの小説では、100 万単位の軍隊の会戦が描かれるが、実際にはあり得ない。か

なり誇張された数である。軍隊として用いる以上、100 万人が１ヶ所に駐屯したわけではないが、食

料や武器の調達を考えると、100 万人分の食料を負担するのは農民であって、一時的にはかなりの不

足が民間で発生する。しかも総人口が 5,000 万人の時代の 100 万人である。そうした事情を考える

と、100 万単位の軍団を複数組織することは、不可能と考えてよい。 

 

２ 

 『中国人口史』では、もう１つの激減期が記されている。それは唐の「安史の乱」をはさんで、玄

宗の天宝年間におよそ 60,000,000 人の人口が、徳宗の建中元年には 36,150,000 になっていることで

ある。確かに、玄宗の末年には、有名な「安史の乱」があって、国内の混乱は激しかったが、この二

つの数字をそのまま読めば、人口がほぼ半減する事態となっている。すなわち、玄宗の天宝 14 年（755）

には、およそ 60,503,000 人であるが、10 年後の代宗の広徳 2 年（764）には、31,274,000 人に半減

している。それがさらに徳宗の貞元２年（786）に 28,796,000 人にまで落る。この戦乱が 30 年以上

も続いたとは思われない。そこでこのあたりの状況をもう少し詳しく見ておきたい。 

 『中国災害史年表』では、粛宗の至徳３年（758）に「歳饑ゆ」（『旧唐書』粛宗紀）とあり、その

対策として「酤酒を禁じ、麦の熟する後に常式に任す」という。酤酒とは売り酒。販売用の酒である。

この程度のことならば米不足という程度であろうが、翌年（759）は「久しく旱す」とある。ところ

が、この旱害の影響であろうか、乾元３年（760）「この歳饑え、米一升千五百文に至る」とある。唐

制の１升はほぼ 0,6ℓ。日本の１升が 1,8ℓ であるから、そのほぼ１／３になる。これが銅銭（開元通

寶）1,500 枚。他の物価が判然としないから、比較はできないが、銅貨 1,500 枚となると、かなりの

重さになる。それで日本流にいうと約３合ということになる。これでは家族４～５人の軽い１食とい

うところか。 

 しかもこの年４月から１ヶ月程雨が降り続き、「米價翔貴（高騰）して、人相い食い、餓死するもの

骸を路にさらす」（粛宗紀）という。その２年後（宝応元年＝762）の秋には「浙江水旱し、百姓重困

す」。水害の後に旱害が起った。『新唐書』代宗紀に、「州県はすなわち率を科するなく、民の疫死して

葬ること能はざるもの、埋るをなす」とある。「率を科す」とは租税の課率である。年貢を課すことも

できず、水害の後に疫病が発生し『旧唐書』代宗紀には「江東大疫し、死者半ばを過ぐ」と。長江下

流域一帯、罹患者の半分以上が死没したという。一家全滅か働ける者がいないのか、死体を埋葬でき

ないもののために県がそれを行ったという。 

 災厄はさらに続き、広徳２年（764）秋８月、「時に歳は饑荒す」。「蝗は田を食い殆ど尽す」ともあ

る。この蝗害の記録は、その規模を問わなければ、ほぼ毎年の如くあらわれる。しかも北方では安禄
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山・史思明の乱（755-763）が発生していた。反乱軍がしばしば暴徒となり府庫や富農を襲うのは、

物資の豊富なところを襲ういわば常道と云える。国家の混乱が、こうした災害の被害を倍加させたも

のといえよう。 

 被害はこれに停まったわけではなかった。大曆２年の秋には、「河東・河南・淮南・浙江東西・福建

等道五十五州、水災を奏す」（『旧唐書』代宗紀）とある。つまり、黄河沿岸より長江の南に至るまで

の海濱地域一帯に水害が発生した。それの対応は記されていないが、河南より南は米の生産地である。

収穫前であるとその歳はほぼ全滅となる。 

 水災の発生は、確かに異常な降水に原因があるが、その対応として治山治水による水害の防止策も

ある。ただ一方では反乱に対応しながら、一方では治水工事を起すのは王朝にとって大きな負担とな

ろう。なぜなら、いずれも成人男子を大量に必要とするからである。これだけ広範囲の災害について、

『旧唐書』は対策を記していない。唐王朝の疲弊を窺わせるところである。或いはなす術がなかった

と云うべきか。 

 このように見てくると、戦乱の発生による人口減とはいうものの、それは戦死者の増大だけではな

く、治山治水策の停滞や耕地の開拓にも支障をきたす。平時に人口が増加するのは当然ではあるが、

一旦戦時となると男子は徴集され治水作業も滞る。戦場では男子が死に、故郷では女子が災害の犠牲

となる。水害が起れば、必ず農作物に被害が及ぶ。二重・三重のドミノ現象である。中原では、一旦

水害が起れば、その平坦な地勢のために被災地は拡大される。戦闘による直接の死者よりも、むしろ

こうした間接的な死者のほうが多いのかも知れない。 

 もちろん、当時の人口数の把握が正確ではなかった、という理由も考えられる。しかし戦乱の時代

であれば兵士の徴集の必要性から、より正確な戸籍が求められたと考えるべきであろう。もっとも住

民と直接対応する地方官の斟酌や見逃しが、無かった訳ではあるまいが、それが人口の半減に結びつ

くようなことにはなるまい。もしそれが可能であったとすれば、すでに国家や王朝自体が崩壊してい

ることになる。 

 700 年代の後半には、なぜか大雨・旱災・蝗害・冷害などの被害が多出する。しかもこうした食料

に関わる災害だけではなく、直接人命に関わる天災も少なくない。例えば寒波。徳宗の貞元元年（785）

１月には大風雪が記録される。しかも「民饑え凍死するもの路に倒る」、という。そして春からは旱

害が起り８月に至っても雨は降らず、「灞水・滻水竭き井は皆水なし」と記す。この影響か、２月に

「河南河北饑ゆ」（『旧唐書』徳宗紀）とある。この歳７月「関中の蝗、草木を尽す。旱甚しく灞水ま

さに竭きんとす。井多く水なし」（徳宗紀）。翌貞元２年１月「民饑ゆ」とあり、その対策として、宮

廷は正月の宴を中止し、皇帝の膳を半減した。しかも遂に都に兵乱が起る。ようやくこれを平定する

も、すでに国庫は空になる。その危急を救ったのは麦であった。夏麦の収穫を得て食料を得たが「こ

の時、民は久しく饑困し、新麦を食すること過多、死者甚だ多し」（『旧唐書』徳宗紀）。饑餓したも

の、ようやく新麦を得てむさぼり食ったのであろう、ために死者多しという。 

 ところが、この月に京師は大雨に襲われ、溺死者多数。『新唐書』五行志によれば、この時の洪水は
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意外に広く、洛陽から河南・淮南に及んだ。黄河より南下して長江附近に達したというのである。翌

年も再び同一地域が洪水に襲われている。さらに、貞元４年（788）には大震災があり、２月より３

月にかけて被害が拡大された。 

 これを人口上から見ると、徳宗の建中元年（780）は、36,150,000 人であったが、貞元２年（786）

では 28,795,000 人、およそ 700 万人近い人口が減っている。６年間に 700 万人が死亡する事態とは、

１年間に 110 万人超が消えていく情況である。兵乱は貞元２年に京師で起こっているが、これは大反

乱に至っていない。そうであれば、ほとんどが食料の不足によるものと考えてよい。 

 このあたりの情況を『資治通鑑』（231 巻徳宗・貞元元年）によって見ると、「いま河中の斗米（１

斗の米）は五百（銭）、芻藁まさに尽く。墻壁の間に餓殍甚だ衆し」、「時に連年旱蝗あり、度支の資粮

は匱竭す」など、人の餓死するのは云うに及ばず、馬料の不足により反徒の平定に兵も馬も出せない

饑餓の情況を書いている。さらに先に記したが、「時に此の歳饑饉す。兵民ことどとく皆痩黒、麦始

めて熟すに至り、市に醉人あり。時に当りて嘉瑞となす。人にわかに飽食す。死するもの復た伍の一。

数月して人すなわちもとに復す」の記事がある。饑餓の状態から急に満腹にしたためのショックで５

人に１人が死んだ。これがどの地方であったのか、明らかにされていないが、ようやく生き残ったも

のの、饑餓のあまり食物を食いすぎて死んだものが、５人に１人、つまり２０％に及んだという。こ

の事例は近代にもあり、酷い饑餓を経たものを飽食させると、必ずショックを起して死亡する。太平

洋戦争中の 1943 年、饑餓の戦場ガダルカナルから救出された兵士に、この現象が見られたという。 

 

３ 

人口減少上の悪夢のような唐末の時期を経て、北宋の時代になると、人口は徐々に増えてくる。北宋

の太祖の開宝３年（970）、人口は 29,521,000 人であったのが、８年後（978）では 33,821,000 人。

30 年後の大中祥符元年（1008）には 42,175,000 人となる。その後も増え続けて、天禧４年（1020）

に 50,243,000 人、英宗の治平元年（1064）に 62,206,000 人。１億人を越えるのは光宗の紹熙４年

（1193）、101,359,000 人である。970 年のほぼ 3 千万人が 220 年で 1 億人を超えたわけである。た

だしこのあたりがピークであり、10年後からは滅少期に入り、恭宗の徳祐元年（1275）には 54,748,000

人に半減している。僅か 80 年で半減である。 

 人口が増えた原因にはいくつかの要因が考えられる。１つは物流の盛行である。宋王朝は、それま

で日没から日出まで閉門されていた城市の門を、24 時間開門した。これによって、物流は夜間も滞る

ことなく、物資は城内の市に運ばれた。さらに紙幣の流通である。これは交鈔あるいは交子などと称

さる１種の手形であったが、後に兌換性をもった紙幣として流通した。これにより遠方との取り引が

可能となり、物資が豊富に出回るようになった。そうなると、商工業が発達し人口も増えることにな

る。 

 ところが、北方の金（女真）の侵入によって、王朝は南下して臨安（杭州）に遷る（1131 年）。臨

安は海に面した良港を持ち、そのために商業活動も活発に行われて、海外貿易も広く行われた。南宋
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の支配地は宋朝全盛期のほぼ半分。しかし『中国人口史』では、80,000,000 人から 90,000,000 人台

の人口推移である。このあたりの理由はよく分らない。北宋の民人が全て南渡したとは考えられない

から、金朝との合算であろうか。 

 １億人台に増えた光宗の時代以後、人口は下降期に入り、端宗の景炎元年（1276）には半減して

54,923,000 人である。光宗の紹熙４年からわずか 83 年しか経ていない。考えられるのは、モンゴル

王朝である元の世祖による統一がその３年後であるから、王朝末期の混乱によるか、あるいはモンゴ

ル軍の侵地を除いた人口数であるのか、あるいは流民の発生か。ただし、当時の農業事情からいえば、

１億人というのはすでに食糧供給の限界を越えていたのかも知れない。そうであれば、旱害・水害あ

るいは蝗害による不作があれば、必ず饑饉が引き起されることになろう。 

 商工業の発達とは、農業従事者の減少を指す。必然的に収穫量は減少する。農産技術の向上が無い

限り、収穫量を維持することは難しい。ただ、中国の場合、北方は麦作、南方は米作というように画

然とした作物の区分が存在した。すでに記したように米が不作でも、夏麦が実れば饑餓は緩和された。

ところが北方はしばしば異民族王朝によって支配された。その間の農産物の移動はどうであったのか。

これはしかし、北方が不作であった時に、南方の作物が運ばれたのかという問題にも関わる。確かに

隋の煬帝の時に完成した南北を結ぶ大運河は、宋代には物流の拠点としての開封に空前の繁栄をもた

らせた。海外との貿易を含めて著しく物流が改善されたわけではあるが、広範な饑餓に対する対応に

ついては、あまり明らかにされていないようである。 

 ただ、宋代には確実に人口は増加していて、１億人を越える情況にあった。この人口増は食糧の裏

付けなくしては起らない。それには灌漑設備の改良、新田畑の開墾などが広く行われたと見なければ

ならない。殊に宋王朝が南渡したために、南方の米作地帯に大きな開発が行われたと見られる。 

 『中国災害史』を見ると、宋代も元代も毎年のように水害・旱害・蝗害が起り、そのたびに饑餓が

発生し、死者が多数出ている。しかしそれでもなお人口は増え続ける。それは災害の被害地が極限化

されているからであろう。これに物流の円滑化が加わる。 

 中国史における人口減少期は、もう１つある。『中国人口史』を見ると、1959 年には 882,501,000

人の人口が、1962 年には、684,462,000 人になっている。実に２億人の喪失である。これがいわゆる

「大躍進運動」の痕跡である。この時、毛沢東の提唱によって近代化のために鉄鋼の増産が図られた

が、農民もまたこれに参加し、土炮炉という原始的な製鉄法により、農具から鍋釜までを溶解してこ

の運動に加わった。ところが出来上がった銑鉄は不純物が多く、使用に耐えられるものではなかった。

また、密植法という農法を提唱して、稲麦の苗を密生させて収穫量の増産を図ったが、これも風が通

らずに蒸れて枯死した。あるいはスズメ退治という話も伝えられる。スズメが穀物を荒らすとして、

全国的なスズメ退治が行われ、この結果スズメがいなくなったのは良いが、なんと害虫が大発生して

穀類を荒らした。この結果、大飢饉が発生して餓死するものが続出した。殊に農村の状況はひどく、

田畑に死者の死体を埋めたとも伝えられる。 

 こうした状況での死亡者の数は、数千万と伝えられたが、4 年間で２億人が減っている。つまりこ
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の数字が事実とすれば、近代史上有り得べからざる災害と云うべきである。 

 戦乱や災害による飢饉は、中国だけの問題ではない。ヨーロッパでも起ったし日本でも江戸時代に

何回かの記録がある。アフリカでは現代でも民族紛争や革命の混乱にまぎれてこれが起る。ただし現

代の地球環境の変化は、従来の局地的変化とは比較にならないほど広範囲な地域の、気候変動を予測

させる。要するに全地球的規模の気候変動である。嘗ての食糧不足は、有るところから無いところへ

の物資の移動によって乗りきれたが、地球全体が無いところになる可能性さえある。 
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ブリコルール熊楠 
―「やりあて」とブリコラージュをめぐって― 

 
唐澤太輔（IRCP 客員研究員） 

 
 
 

 

1 はじめに 

 南
み な

方
か た

熊
く ま

楠
ぐ す

（1867～1941 年、博物学者・民俗学者・変形菌研究者）は、海外遊学（アメリカ・キ

ューバ・イギリス）から帰国してすぐに、聖地那智山（和歌山県那智勝浦町）へ 隠
い ん

栖
せ い

した。それは

よく「植物採集のためだった」などと言われる。しかし、本当のところは、14 年間に渡る海外遊学に

もかかわらず何の職も学位も手に入れずに帰国した南方は、家族からこの地へ厄介払いされたのであ

る。南方は、ロンドンでは、大英博物館の書籍室へ毎日通い、古今東西の書物を漁るように読み、筆

写していた。そこから一転、今度は「極東」と言われる日本の中でも特に「僻地」であった那智へ移

った。知の殿堂・大英博物館から、蒙昧たる
、、、、

熊野・那智へ (1)。この極端な移行は、南方熊楠ならでは

である。普通は、そのギャップに耐えられず、すぐに山を下りそうなものだが、南方は、3 年間もこ

の地に留まった。 

 1901 年 10 月～1904 年 10 月までの 3 年間、南方は、那智山麓にある宿・大阪屋旅館を拠点に、生

物学、深層心理学、民俗学の研究を精力的に行った。南方にとって、この 3 年間は、まさに「星の時

間」(2)であり、これまではまったく思いつかなかったような事柄が、次々と彼の頭脳に湧出してきた。

南方は、それを大急ぎで書簡に認め、友人の真言僧侶・土
ど

宜
ぎ

法
ほ う

龍
りゅう

（1854～1923 年）へ何通も送っ

た。この書簡群は、現在、研究者の間でも特に思想性が高いものとして珍重されている。土宜自身も、

那智にいる南方から送られてきた書簡群を指して「頗ぶる至上の宝物[高山寺本：343]」と誉め讃え

た。 

 しかし、南方による天才的なひらめきは、多くの書籍に囲まれ、最新の器具などが完備された実験

室などで生まれたものではなかった。それは、那智熊野大社にほど近い宿の 陋
ろ う

室
し つ

で誕生したのであ

る。 

 

小生二年来この山間におり、記臆のほか書籍とては『華厳経』、『源氏物語』、『方丈記』、英文・

仏文・伊文の小説ごときもの、随筆ごときもの数冊のほか思想に関するものとてはなく、他は植

物学の書のみなり。それゆえ博識がかったことは大いに止むと同時にいろいろの考察が増して

来る。…（中略）…一事一物に自分の了簡がついて来る。（1903 年 6 月 30 日付土宜法龍宛書簡）

[往復書簡：274] 

キーワード：南方熊楠、「やりあて」、tact、レヴィ=ストロース、ブリコラージュ 
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上記書簡を読んでもわかる通り、南方がこの那智山麓の宿に持参できたものは、非常に限られてい

た。そのため、ロンドン時代のように（書籍室で古今東西さまざまな貴書・珍書を書き写して）、知識

を思う存分取り込むことは、当然のことながら難しかった。しかし、南方にとっては、逆にその「限

定」がありがたくもあった。なぜなら、新たな情報を得ることができない代わりに、今まで蓄積して

きた事柄への考察が恐ろしいほどに増したからである。南方の知は冴えわたり「一事一物に自分の了

簡がついて来」たという。「了簡」とは、英語で言うと、understand（理解する、下に立って対象を

見ることによって頭で理解できる）というより、むしろ perceive に近いと思われる。per-は through

と同じく、入口から出口まで貫通する、つまり完全であることを表し、-ceive はつかみ取ることを表

す。南方は、その一挙手一投足ですべてを一気につかみ取っていたのである。 

南方は、極めて不自由な
、、、、

環境の中でも、この時期に、さまざまな植物・生物を発見している。中に

は夢による発見もあった。 

 

1 「やりあて」と tact 

 「やりあて」――この艶めかしい響きをもつ語は、南方の造語である。それは端的に、偶然の域を超

えたような発見や発明、的中のことを意味する。 

 

実は「やりあて」（やりあてるの名詞とでも言ってよい）ということは、口筆にて伝えようにも、

自分もそのことを知らぬゆえ（気がつかぬ）、何とも伝うることならぬなり。されども、伝うる

ことならぬから、そのことなしとも、そのこと用なしともいいがたし。（1903 年 7 月 18 日付土

宜法龍宛書簡）[往復書簡：310] 

 

 南方は「やりあて」を言語で表現することは難しいと言う。しかし、難しいからといって、それが

無用かというと、まったくそんなことはなく、それは確かに「ある」のだ。南方は、自身にも頻発す

るこの偶発的な事柄を何とか説明したいと考えていた。手元には、本当に限られた数の書籍と植物標

本用の薬品しかなかった。しかし、彼はこの那智山でしばしば菌類、藻類などを「やりあて」ること

ができた。いや、限定された場所であったからこそ「やりあて」ることができたのだ。 

 

金粟【南方の自称】負け惜しみいうにはあらぬが、自分いろいろ植物発見などして知る。発見と

いうは、数理を応用して、または tact にうまく行きあたりて、天地間にあるものを、あるなが

ら、あると知るに外ならず。（1903 年 7 月 18 日付土宜法龍宛書簡、【 】内―筆者）[往復書簡：

311] 

 

南方は、那智山でいろいろな植物を発見したという。上記書簡を読む限り、南方はどうも「数理を
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応用して」つまり客観的・科学的なデータに基づいて計画をしっかり立てた上での発見よりも、むし

ろ「tact」によって発見する（「やりあて」る）ことに関心があったようだ。ここで南方が言う「tact」

こそ「やりあて」という謎を解く重要な鍵となるものである。南方は「tact」に関して、以下のよう

に述べている。 

 

この tact（何と訳してよいか知らず。石きりやが長く仕事するときは、話しながら臼の目を正

しく実用あるようにきるごとし。コンパスで斗り、筋ひいてきったりとて実用に立たぬもので

きる。）熟練と訳せる人あり。しかし、それでは多年ついやせし、またはなはだ精力を労せし意

に聞こゆ。（1903 年 7 月 18 日付土宜法龍宛書簡）[往復書簡：310] 

 

南方は、ここで「tact」を何と訳してよいかわからないと述べている。そして、わからないが、事

例なら挙げることができるということで「石切り屋」の話を持ち出している。 

石切り屋は、たとえ無駄話をしながらでも、しっかりと臼の目を寸分違わず切ることができる。そ

こに、コンパスや定規などの器具なくてもできる。もし、それらの代わりになる物があれば、それら

を代用して使うこともあるだろう。逆に、石切り屋の弟子や見習いがコンパスや定規やその他の器具

を全てそろえてから石を切っても、不思議とうまくいかないのだ。南方は、別の書簡でも同じように、

石切り屋と「tact」の関係を述べている。 

 

されば数量の学識、万物に及ぼさぬ今日は tact（何と訳するか知れぬが、練熟能ともいうべき

か、石切り屋がよそむきて話しながら臼の目を規則通りに角度正しく切り、何の音調の定則も

譜表も持たざる芸妓が隣人のくだまく声に合わせて三線を鼓するがごときを tact という）とい

うこと、もっとも肝心なり。東洋のことには tact まことに多し、西洋人にはこのこと少なし。

（1911 年 10 月 25 日付柳田国男宛書簡）[全集 8：220] 

 

南方は、ここで再び前述した石切り屋の事例を挙げるとともに、今度は芸妓の事例も挙げている。

宴席において芸妓は、隣に座った客が酔いにまかせて気持ちよく歌い出すと、それに合わせて三線を

ひくことができるという。当然そこには楽譜はない。芸妓は、それでも歌う客にうまく合わせて演奏

できるのだ。両者とも、対象の中に潜む「本来性」とでも言うべきものをうまく取り出し行為をして

いる。それは、能動的にむりやり引っ張り出すのではなく、受動的に取り出す、あるいは対象 随
まにま

に

取り出す感じである。 

石切り屋は、通常の準備・順序（石にコンパスや定規を用いて線を引いた上で切る）を省いてもう

まく仕事をする。芸妓も、楽譜をそろえるという準備がなくても、器用に演奏する。つまり、彼ら彼

女らは、困難な状況において通常では（素人には）考えにくいことを難なく成し遂げてしまうのであ

る。これこそ「やりあて」の真髄である。 
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では、南方自身は、どのように「tact」を発揮し「やりあて」ていたのか。以下に彼自身の言葉を

見ていく。 

 

一例をいわんに、数量のことは、予期たしかなれば例までもなし、tact のことをいわん。明治二

十三年、予、フロリダにありて、ピソフォラという藻を見出だす。これはそれまでは米国の北部

にのみ見しものなり。さて帰朝して一昨年九月末、吉田村（和歌山の在）の聖天へまいれば、必

ず 件
くだん

の藻あると夢みること毎度なり。よりて十月一日、右の聖天へまいりはせぬが、その辺を

なんとなくあるくに、一向なし。しかるに、予の弟の出務中なる紡績会社の辺に池をほりあり。

（これは小生在国のときなかりしものゆえ、小生知るはずなし。）それに黒みがかった緑の藻少

し浮かみあり。クラドフォラという藻と見えたり。それは入らぬゆえ、ほって帰らんとす。され

ども、何にもとらずに半日を費やせしも 如何
い か が

なれば、どんなものか、小児にでも見せて示さん

と思い、とりて帰る。さて顕微鏡で見るに、全く夢に見しピソフォラなるのみか、自分米国で発

見せしと同一種なりし。（1903 年 7 月 18 日付土宜法龍宛書簡）[往復書簡：311] 

 

 南方は、アメリカ遊学時に発見したピソフォラという藻の夢を、帰国後何度も見た。それは「吉田

村の聖天に行けば、必ずお目当てのものが見つかる」という夢であった。目を覚ました南方は、実際

にその辺りを歩き、藻を採集し持って帰ってきた。宿に帰り、顕微鏡でその藻を見ると、それはまさ

にピソフォラそのものであった。我々は、植物・生物採集というのは、事前にさまざまな地理を確認

し、その植生を書籍等で調べ、専門的な採集道具をそろえてから行うものだと思いがちである。しか

し、南方は、わずかな手持ち道具とこれまで蓄えた知識だけで「やりあて」たのだ。 

南方は、続いてもう一つ事例を挙げている。 

 

さて、そんなら一例をまた引かんに、今度は本月五日の夜クラテレルスという菌（画にて見たる

ことあり。実物、画よりはるかに大なるに驚く。後に画をしらぶるに縮図の由。予の一度も見し

ことなきところに記しおる）、那智の向山をさがせば必ずあるべしと夢みる。翌日、右の例もあ

るから、おかしきことに思いながら、向山をさがすになし。それから夕になり、帰途はなはだ艱

苦、あるいは谷に堕つるの 患
う れ

いあるから、遠き路をまわり、花山天皇の陵という処をこゆると

き、この菌多く見だす。これは予が見しこともなきもの、また、画をだけは見しが、どんな地に

生ずるものとも、何の木の下に生ずるとも読みしことなし。今も読み得ず。（画のみにて何にも

なきなり。右の大きさの付記別にあるのみ。）しからば、右ごときは tact というの外なし。（1903

年 7 月 18 日付土宜法龍宛書簡）[往復書簡：312] 

 

南方は「那智の向山に行けば、必ずクラテレルスというキノコがある」と夢を見た。目を覚ました

南方は、実際に向山に向かった。残念ながら、そこにはクラテレルスはなかった。しかし、その帰り
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道に大量にそれを発見した。これまで南方は、そのキノコを画で見て知っていただけであった。あと

は「もちあわせ」の知識だけが頼りであった。しかし、南方は見事にこの珍種を「やりあて」ている

のだ。 

 

2 ブリコラージュ 

石切り屋も芸妓も南方も、一言で言えば、非常に「器用」である。実に「器用」に仕事を行ってい

る。そして、そこには「偶然性」が絡んでいる。 

「器用」と「偶然」、これらを考える際、筆者は、レヴィ=ストロース（Claude Lévi-Strauss 1908

～2009 年）の言説を思い出さずにはいられない。彼らの仕事は、レヴィ=ストロースの言う「ブリコ

ラージュ」bricolage（器用仕事）そのものなのである。そして、彼らはまさに「ブリコルール」bricoleur

（器用人）なのである。レヴィ=ストロースは、以下のように述べている。 

 

それはフランス語でふつう「ブリコラージュ」bricolage（器用仕事）と呼ばれる仕事である。ブ

リコレ bricoler という動詞は、古くは球技、玉つき、狩猟、馬術に用いられ、ボールがはねかえ

るとか、犬が迷うとか、馬が障害物をさけて直線からそれるというように、いずれも非本来的な

偶発運動を指した。今日でもやはり、ブリコルール bricoleur（器用人）とは、くろうととはち

がって、ありあわせの道具材料を用いて自分の手でものを作る人のことをいう。[レヴィ=ストロ

ース：22] 

 

 レヴィ=ストロースによると「ブリコラージュ」のもとになる動詞「ブリコレ」には、さまざまな

意味があるが、どれも基本的に「非本来的な偶発運動」を指すという。南方の言うところの「やりあ

て」も、計算や予測を超えており、やはりそこには偶発性が潜んでいる。また南方も、那智山という

僻地で、自分の周りには限られたものしかなく「ありあわせ」のものを用いるしかなかった。この、

単純な線形の因果(3)系列を超えた「偶然」が、思いもよらない幸運をもたらすという意味を原義的に

もつ「ブリコレ」は「やりあて」の概念とよく似ている。 

 

現に今の人にも tact というがあり。何と訳してよいか知れぬが、予は久しく顕微鏡標品を作り

おるに、同じ薬品、知れきったものを、一人がいろいろとこまかく 斗
は か

りて調合して、よき薬品

のみ用うるもたちまち敗れる。予は乱妨にて大酒などして、むちゃに調合し、その薬品の中に何

が入ったか知れず、また垢だらけの手でいろうなど、まるでむちゃなり。しかれども、久しくや

っておるゆえにや、予の作りし標品は敗れず。（1903 年 7 月 18 日付土宜法龍宛書簡）[往復書

簡：309] 

 

那智の宿に、標本作成用の高価な薬品はなかなか届かなかったであろう。しかし上記で、南方は、
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手持ちの薬品などを「むちゃに調合」しても「よき薬品」よりも良いものができたと言う。南方の手

にかかると、手持ちの、あるいは残りものの薬品を調合するだけで、正規の薬品より良いものができ

てしまうのだ。卑近な例で言うと、冷蔵庫の残りものであっても、母の目分量で作った手料理の方が、

高級レストランのフランス料理より栄養価も高く、また何倍も美味く感じられるようなものかもしれ

ない。 

 

那智ごとき不便の地に久しく独居すると、見聞が至って狭く 山
や ま

𤢖𤢖
おとこ

ごとき者となるが、それと同

時に考察の力が鋭くなり、したがって従来他から聴いたり書で読んだりせなんだ問題をおのず

から思い浮かぶことが多い。（1914 年 1 月「虎に関する史話と伝説（5）」）[全集 1：37-38] 

 

南方はここで、那智山に孤居していたときは、非常に不便であったが、だからこそ考察力が増した

と述べている。そして彼は「他から聞いたり」新たに「書で読んだり」しなくても、「もちあわせ」を

組み合わせることで、様々な問題が思い浮かび、さらにそれに答えることもできたとも言う。 

また、レヴィ=ストロースは、以下のように述べている。 

 

器用人 E

ブリコルール

Aは多種多様の仕事をやることができる。しかしながらエンジニアとはちがって、仕事の

一つ一つについてその計画に即して考案され購入された材料や器具がなければ手を下せぬとい

うようなことはない。彼の使う資材の世界は閉じている。そして「もちあわせ」、すなわちその

ときそのとき限られた道具と材料の集合で何とかするというのがゲームの規則である。[レヴィ

=ストロース：23] 

 

 南方が例にあげる石切り屋は、当然エンジニアではない。そして、予め計画を立ててコンパスや定

規を用いて線をひかなくても「手を下」すことができる、まさに「器用人
ブリコルール

」と言える。芸妓もそうで

ある。宴席という場に「もちあわせ」ているのは、三線とこれまでの経験知だけである。しかし、芸

妓は、隣人のくだまく声に合わせてうまく三線をひくことができるのだ。 

 南方が、那智で「もちあわせ」ていたものは、先述したように「記憶のほか書籍とては『華厳経』、

『源氏物語』、『方丈記』、英文・仏文・伊文の小説ごときもの、随筆ごときもの数冊のほか思想に関す

るものとてはなく、他は植物学の書のみ[往復書簡：274]」であった。しかし、彼は、この限られたも

のの中で「何とか」しようとしていた。その結果、余計な（打算的な）知は減り、同時に「いろいろ

の考察が増して来[往復書簡：274]」たのである。南方が、これらの書物を持ってきた目的は、当然、

新種の藻類や菌類を発見するためではなかった。しかし、彼は「やりあて」ることができた。特に、

南方が夢の中で行っていたことは、もちあわせ（ありあわせ）の知を見事に組み合わせ、新たな位相

に到達する、まさにブリコラージュであった。 
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3 神話的思考と夢による「やりあて」 

 神話は、夢と密接な関係にある。両者とも現実世界ではあり得ないもの同士が結びつき、複雑に絡

まり合いながらできている。南方は、神話と夢とを比較して、以下のように述べている。 

 

しかし、実際には神話伝説の由来というものは人間の見る夢と同じで、あまりにも多様で複雑

なため、古い筋道の数々に新しい筋道が重なっており、解きほぐすのは容易ではない。（「燕石

考」The origin of the Swallow-Stone Myth、1903 年頃）[英文論考：106] 

 

確かに、神話と夢は類似する点が多い。神話でも夢でも、現実的に考えれば突拍子もないことがし

ばしば起こる。しかし、それが「思いがけぬすばらしいできばえを示すこともある[レヴィ=ストロー

ス：22]」のだ。「思いがけぬすばらしいできばえ」は、いろいろと考えられるが、南方の場合、殊に

夢による「やりあて」だと言うことができる。 

ここで、先述したクラテレルスの事例について再度考えてみたい。南方は、クラテレルスという非

常に珍しいキノコの夢を見た。なぜ彼がこのキノコの夢を見たのか。当然、筆者はそれを単に「欲望」

の表れとは考えない。南方は、那智の宿で毎夜、キノコや粘菌、藻などを顕微鏡で観察していた。ま

た、手持ちの数少ない植物書もよく読んでいた。そして、彼の内には、生物に関する雑多な知識が集

積していった。その中でも、クラテレルスの情報は極めて少なかった（ほとんど画だけしか情報はな

かった）が、それに似たキノコの植生などを南方はよく知っていたはずである。南方が「クラテレル

スのような色や形をしたキノコは、大抵、夏のこのような気候のときに、このような木の下にあり……」

というふうに、体系立てて考えたことはなかったとしても、そのような諸情報は、南方の内に「がら

くた（「宝庫」を形成するもの）」のように積み重なっていた。それらが夢の中で絶妙に「統合」され

たのである。つまり「がらくた」の構成要素が再配列されたのである。 

 レヴィ=ストロースは、以下のように言う。 

 

器用人 E

ブリコルール

Aの場合、その情報はいわば前もって伝えられているものであって、彼はそれをよせ集め

るのである。それは商用電略コードにたとえられよう。それにはこの職業の過去の経験が圧縮

してあり、これを用いれば、あらゆる新しい状況（ただしそれが過去にあったものと同類の状況

であるという条件において）に対して経済的に対応できる。[レヴィ=ストロース：26] 

 

AE器用人 E

ブリコルール

A・南方熊楠も、前もって諸情報を「寄せ集め」ていた。圧縮されていた過去の経験は、夢の

中で解凍され、他の情報と組み合わさり、再配列を成し遂げたのである。我々は、夢の中では、現実

世界より遥かに容易に、異なる意味領域にあるもの同士の類似点を見出し結び付けることができる。

類推し、比較し、結び付け、重ね合わせることで、そこに新たな意味を見出していくのである。この

作用は、まさに神話的思考と同じである。レヴィ=ストロースは、神話的思考について、以下のよう
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に述べている。 

 

神話的思考も類推と比較をかさねて作業をする。ただし 器用仕事
ブ リ コ ラ ー ジ ュ

の場合と同じように、その創

作はつねに構成要素の新しい配列に帰する。[レヴィ=ストロース：27] 

 

古代の 器用人
ブリコルール

たちも、神話を生み出すとき（神話的思考を働かせるとき）「使用可能な手段が暗黙

のうちにもことごとく調べ上げられるかあたまに入れられて[レヴィ=ストロース：27]」いたはずで

ある。その結果、素晴らしい神話が「やりあて」られた（生み出された）のである。 

分析的で客観的、そして整然としたロゴス的な知では「やりあて」ることはできない。そこには、

両者を直観的につかみとり共通性を見出し、そして結び付ける能力が必要不可欠なのである。 

 

4 名と印 

南方熊楠という人物は、この「結び付ける」能力に非常に長けていた。彼による民俗学・人類学の

手法は、西洋に見られる神話・伝承と、東洋に見られるそれらとの構造の類似点を直観的につかみ取

り示すというものであった。例えば、論考「西暦九世紀の支那書に載せたるシンダレラ物語」で、西

洋のシンデレラと中国の 葉
しょう

限
げ ん

の物語の構造が同じだということに気付きそれを明示するというの

は、驚くべき直観力だと唸らされる。南方が常に関心を持っていたのは、このような異なる意味領域

の重なり合いであり、さらには、それがどのようなプロセスを経て実際に現出するかであった。 

南方は「心」と「物」とが交わる領域を「事」と呼んだ。そして、その「事」の解明には、夢の研

究が役立つのではないかと考えていた。昼間に「心」に留まった事柄（記憶）が、睡眠中に反芻され

る際、ちょうどそこに何らかの「物」的要因が重なった場合、ある一つの夢が成立することがある。

例えば、南方は「事」の事例として、以下のような夢の話をしている。 

 

中井氏方にてお目にかかりし数日前、小生友人に一書を寄せし中に、高野山の僧徒が戸屋某と

いうものを 阬
こ う

殺
さ つ

したることを述べ、小生前年その子孫の家を見てむかしを忍べる等のことを

書せり。さてその夜早く寝に就きしに、夢に旧友波木井九十郎というものと船にのりて、高野山

を北に見て紀川を西へ下る。（これ理外なり。何となれば、高野山を南に見るにあらざれば紀川

を西へ下ることはならぬ。）さて川を見るに、『和漢三才図会』に見えたる 黿
げ ん

のごときもの二つ

泛
う か

び来たる。それより船危くしてほとんど 覆
くつがえ

らんとす。二人の膝よりころげおつるものを見

るに、みな書籍なり。と見てさむれば、夜雨軒を打ちて蕭条たり。（1893 年 12 月 21 日付土宜

法龍宛書簡）[往復書簡：45] 

 

南方は、日中に書簡に記した高野山のことを睡眠中に思い出していた。ちょうどその時、外では雨

が降っていた。この記憶という「心」的内容と外界の雨の音という「物」的影響とが交わりあって、
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高野山を見ながら川を下る夢（「事」）になったのである。つまり「心」と「物」とが適度に交わり、

この夢は紡がれたということである。しかし当然ながら、夢というものは、いつもこれほど単純なも

のではない。数年前の記憶が思い出されることもあるし、表面上は既に忘れてしまっている事柄を突

然思い描くこともある。 

那智山で南方は、自身の夢研究において「事」を知るだけでは限界があるということに気付いた。

それは、那智で単なる「心」と「物」との重なり合いだけでは到底理解できない、夢を通じた「やり

あて」を頻繁に経験していた南方自身が一番わかっていた。 

そして、彼は「名」と「印」という、新たなエレメントについても考え始める。 

 

某 E

それがし

A実は、大発明をやらかし、わが曼陀羅に名
、
と印

、
とを心

、
・物

、
・事

、
（前年パリにありしとき申し

上げたり）と同じく実在とせることにつき、はなはだしき大発明をやらかし、AE以為 E

お も え ら

Aく真言の教

は熊楠金粟如来によりて大復興すべし、と。よって今年中に英文につづり、英国一の科学雑誌へ

科学者に向かいて戦端を開かんとするなり。（1903 年 6 月 8 日付土宜法龍宛書簡）[往復書簡：

271]（傍点―原文ママ） 

 

 ここで南方は、自身がこれまで考えてきた「心」

「物」「事」に、新たに「名」と「印」という要素

を付け加えたと興奮気味に語っている。またそれ

は、彼にとって「大発明」であったとも述べてい

る。 

 南方によると「名」とは「物心相反応動作して

事を生ず。事また力の応作によりて（1903 年 8 月

8 日付土宜法龍宛書簡）[往復書簡：333]」表れる

ものらしい。また南方は別のところで、この「名」

は、形はないが、例えば「national reminiscence」
(4)のようなものだとも述べている（1925 年 1 月 31 日付矢吹義夫宛書簡）［全集 7：15］。「national 

reminiscence」とは、いわば国民精神、民族精神のようなものである。同じような環境下で生きる者

たちによる「事」は、次第に収斂され、類似する事柄が「名」として人々にセットされていくのであ

る。「国民精神あるいは民族精神とは何か」と問われて、即答できる者はいないであろう。しかし我々

は、その存在は、心のどこかで感じ認めているのではないだろうか。そして南方は、このような形の

ない「思い出」のようなものが、心に映されてイメージされたものが「印」(5)であると考えていた。

それは、一度心に映るという点で「心」（＝自己意識）の領域にかかわっているが、まだ「名」の名残

が濃厚に表されている極めて微妙なものでもある。（図 1 参照） 

 

心 物 

事 

事 

名 

印 

reminiscence 
図 1 

事 
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右のごとく真言の名と印は物の名にあらずして、事が絶えながら（事は物と心とに異なり、止め

ば 断
た

ゆるものなり）、胎蔵大日中に名として残るなり。これを心に映して生ずるが印なり。故

に今日西洋の科学哲学等にて何とも解釈のしようなき 宗旨
ク リ ー ド

、言語
ランゲージ

、習慣
ハ ビ ッ ト

、遺伝
ヘレジチー

、伝説
トラジション

等は、

真言でこれを実在と証する、すなわち名なり。（1903 年 8 月 8 日付土宜法龍宛書簡）[往復書簡：

333-334]（傍点、ルビ―原文ママ） 

 

 個人的な「事」が、生成消滅しながら収斂され「名」となる。それは、まだ形を持たないものであ

る。しかし形はなくとも、それは「国民の気風や感情を支配し左右する力はきわめて大なるもの［全

集 7：16］」でもある。これが心に映されたとき「印」となるのだ。 

 宗旨（宗教における教義のもとになるもの）、言語（ここでいう「言語」とは、統辞のみの極めてシ

ンプルなものであろう）、習慣（文字にはされていないが皆に共通する暗黙のルールのようなもの）、

遺伝（親子などが何となくもつ類似した性質など）、伝説（南方がここで言う「伝説」とはルビに「ト

ラジション tradition」と振っているように、いわゆる神話のようなものではなく、因習やしきたり

のようなものだと思われる）、これらを南方は全て「名」だと言う。そして、この「名」という曖昧な

ものが組み合わされ何らかの「形」を成すことで「印」となる。つまり、曖昧模糊とした心像（面影

のようなもの）である「名」と、頭だけで理解された（概念化された）思考の間にこそ、「印」はある

のだ。 

 

5 記号と印 

 レヴィ=ストロースは、心像と概念のあいだに「記号」があるとする[レヴィ=ストロース：24]。そ

して「器用人
ブリコルール

は記号を用いる[レヴィ=ストロース：26]」と述べている。 

神話的思考には「ブリコラージュ」が用いられるが、そうであるならば、神話的思考は「記号」を

用いるということでもあると言える。この心像と概念の中間である「記号」は「心像と概念の結合で

ある[レヴィ=ストロース：26]」と定義することもできる。両者に行き渡る（浸透する）この「記号」

こそが重要であり、そこに神話を深く知る鍵がある。 

 一方、南方の言う「名」と「心」（＝自己意識）との間にある「印」も同様の働きをする。「心」的

要因と「物」的要因が重なり合うだけの単純な夢よりさらに深層には、ある種普遍的で共通性をもっ

た夢がある。しかしそれは曖昧模糊としており、はっきりとした
、、、、、、、

形もない。また、集合的無意識に近

いこの領域からの力に人は突き動かされることがある。 

「名」における曖昧なものが「記号」として睡眠中の「心」に映し出されたとき、映像を伴った夢

となる。この統合機能を、科学哲学者のマイケル・ポランニー（Michael Polanyi 1891～1976 年）で

あれば「暗黙の力 tacit power」(6)と呼ぶであろうし、社会学者の鶴見和子（1918～2006 年）であれ

ば「内念 endo-cept」(7)と呼ぶであろう。 

 「やりあて」において人は、まず「彼の「宝庫」を構成する雑多なものすべてに尋ねて、それぞれ
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が何の「記号」になりうるかをつかむ[レヴィ=ストロース：24]」のである。そして、それら雑多な「何

か」を統合していくのである。 

 南方は、次のように言う。 

 

事物心一切至極のところを見んには、その至極のところへ 直
じ き

入
にゅう

するの外なし。（1904 年 3 月

24 日付土宜法龍宛書簡）[往復書簡：393] 

 

 我々が「心」と「物」が交わる「事」のさらに奥深くにある「名」や「印」を知る為には、そこへ

直接入っていくしかないのである。「名」は「（アイデアの）宝庫」である。そこから「何か」を取り

出し「記号」としてうまく統合できたとき、思いもよらない「神話」が生まれるのだ。「神話」の内容

は、概して「やりあて」の連続である。そもそも人知を越えた思いもよらない力が働く物語が「神話」

なのである。 

「名」とは、レヴィ＝ストロースの言う心像の領域であり、家族、国民、民族が共有する精神的な

ものである。それよりさらに深いところには、人類、生物レベルの心像があるのだろう。一言に「名」

と言っても、そこにはユングのいう「集合的無意識」（家族的集合無意識、人類的集合無意識、生物的

集合無意識）のようにさまざまなレイヤーがあるように思われる。南方が、具体的にどこまで下りて

いくことができたかはわからないが、それでも彼は相当深くまで「直入」できる人間だったと思われ

る。南方は、自身の無意識の領域に積み上げてきた雑多で膨大な情報を、夢の中でつかみ取り、組み

合わせながら、日常・現実の位相へと戻ってくることができた。 

「記号」（神話的思考要素）は、心像

（集合的無意識）に「足をとられては

いても、すでに一般化能力をもつ[レヴ

ィ=ストロース：27]」ものでもある。

なぜなら、それはある程度の「指示能

力」つまり「〇〇という動物は△△神

の化身である」という具合に、指し示

すことができるからである。だが、現

実世界においては、その内容はやはり

曖昧であり、そう考えると、確かに「記号」は、心像に「足をとられている」とも言える。 

 南方は「心」と「物」とが交わる「事」である夢のさらに奥深く、集合的無意識に極めて近い無意

識の位相まで、夢を通じて辿り着いていた。そして、そこに蓄積されている情報を組み合わせ、重ね

合わせることによって、彼は夢の中で「記号」を統合することができた。我々が時に見る（ある種突

拍子もない）不思議な夢は、神話に似ている。それは、まさに指示能力はあるが、まだ概念にはなっ

ていないものである。そのような夢を「原やりあて」の位相と呼んでも良い。 
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ここまでの内容をまとめてみよう。日常・現実の位相である場で、個人的な「事」は生じる。睡眠

中の「心」的要因と「物」的要因が重なり合って生じる「事」もまだ、日常レベルで考えることが可

能である。また例えば、同じような気候の下に生き、同じようなものを食し、同じような作業をして

いるような人々がいれば、その人たちには、類似する「事」が発生する可能性がある。それは、多少

個人差がありながらも積み重なり、収斂されて「名」となる。「名」は、個人的な無意識よりも、より

深い集合的無意識にかかわるものである。集合的無意識の位相では、形はないが存在する

reminiscence とも言うべき漠然としたものが生まれる。その曖昧模糊とした心像から雑多な「記号」

を組み合わせて重ね合わせ、映像化されたものが「印」である。そこには映像を伴った「神話」が生

じる。一方「やりあて」において、人は、無意識深くまで潜り込み、雑多な「ありあわせ」をつかみ

とり、統合する。やはり最初は、まだまだ曖昧であるが、記録し、語ることを経て、それは「神話」

のようにドラマ性を帯びるようになってくるのである(8)。（図 2 参照） 

 

おわりに 

 順序立てて思考し、推論し、行為する――いや、むしろ我々はもっと直観的に動いているのではな

いだろうか。南方は、それを「 直接到達
ジレクト・インフアレンス

」（1911 年 6 月 10 日～18 日「千里眼」『和歌山新報』）[全

集 6：10-11]という言葉で表している。 

 先述した通り、南方は「tact」について、さんざん「何と訳して良いかわからない」と歎いている。

「やりあて」には「tact」が不可欠であるが、それを表す良い日本語は見当たらないのである。ただ

の「熟練」とも言いきれないし、「勘」のようでもあるが、それだと「やりあて」が単なるまぐれ当た

りのように聞こえてしまう。 

ここまで論を進めてきて、筆者なりに「tact」を定義するならば、それは「臨機応変な結合力」と

なる。無意識の領域にあるイメージ（それはこれまで蓄えてきた、またそのときの環境に合わせた「も

ちあわせ」かつアイデアの宝庫）から、自由自在に素材を選び出し結合させる力こそ「tact」なので

ある。その力は、「物」が過剰に溢れる中よりも、より少ない限られた状況での方が、より強力に発揮

される。その力は、ロゴス的な知を遥かに超えている。「tact」は、情報を一気につかみ取り瞬時に並

べ替えて配列してしまうのだ。 

「やりあて」は、知的なブリコラージュである。極めて野生的ではあるが、それは「神話」のよう

に美しい。書籍も少なく外部からの情報もほとんど入って来ないような、非常に限られた状況におい

て、南方のブリコラージュは最大限に発揮された。彼の人生において「やりあて」が多い時期は、や

はりこの那智に孤居していたときであった。彼は「もちあわせ」の数少ない書籍とのそれまで蓄えた

知をもって「tact」を発揮し「やりあて」ていたのである。 
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＜註＞ 
 
1 南方は、イギリスから帰国後の那智について、次のように述べている。 

熊野の天地は日本の本州にありながら和歌山などとは別天地で、蒙昧といえば蒙昧、しかしその蒙昧なるがそ

の地の科学上きわめて尊かりし所以で、小生はそれより今に熊野に止まり、おびただしく生物学上の発見をな

し申し候。（1925 年 1 月 31 日付矢吹義夫宛書簡）［全集 7：28］ 
つまり、南方は人間による余計な啓蒙活動が行われいないこの地には、古来の伝承や民俗がそのまま残ってお

り、また人に踏み荒らされていない植物も多くあり、それらは、学問上極めて稀で貴重であると言うのである。 
2 思想家・人類学者の中沢新一は、南方の那智隠栖期を指して「星の時間」と言う。それは、「それまで熊楠の精

神の中に出現しては消えていった、無数の思考の萌芽と断片が、短期間に驚くべき密度をもって、「避雷針の先端

に大気全体の電気が集中するように」一点に集積し、凝縮されて、漆黒の宇宙空間にまばゆい光を放つ星となっ

て出現した」[中沢：4]時期であった。 
3 南方は、以下のように、リニアな因果関係はわかるが（もしくは今後わかる見込みがあるが）、偶発 性を孕む

「縁」がわからないと言う。 
故に今日の科学、因果は分かるが（もしくは分かる見込みあるが）、縁

、
が分からぬ。この縁

、
を研究するがわれ

われの任なり。しかして縁は因果と因果の錯雑して生ずるものなれば、諸因果総体の一層上の因果を求むるが

我々の任なり。（1903 年 8 月 8 日付土宜法龍宛書簡）[往復書簡：335]（傍点―原文ママ） 
現在の自然科学は、原因→結果という関係を基本としている。それは、ロゴス的な知性によって捉えることが

できる。つまり、順番通りに並べて整列し分析する方法である。しかし「縁」は偶然性を孕む。また「縁」は「諸

因果総体の一層上の原因」にもなり得る。そのような「縁」は、非因果的連関作用として、時として偶然の域を超

えたような発見や発明・的中などにもつながることがあるのだ。南方は、このような「縁」を知ることこそ、自分

の役割だと言う。 
4 比較文化学者の松居竜五は、南方による『履歴書』（1925 年 1 月 31 日付矢吹義夫宛書簡）から「名」に関して、

以下の言葉を見出している［松居：404-405 参照］。 
真言仏教（またユダヤの秘密教などにも）に、名

みょう

号
ご う

ということを重んず。この名号ということすこぶる珍な

物で、実質なきものながら、実質を動かす力すこぶる大なり。…（中略）…漸次にこの名号に対して信念を生

ず。ついには自分に分かりもせぬこの信念のために大事件を起こす。一向徒が群集蜂起して国守武将を殺し尽
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くせしごとし（越前・加賀の一向一揆の例）。（1925 年 1 月 31 日付矢吹義夫宛書簡）［全集 7：15］ 
5 南方は「印」という事柄を具体的にどのように考えていたのであろうか。それが垣間見られる文章を以下に示

す。 
これに似た一事を挙げんに、アフリカの仏領コンゴ国では、蟹（ンカラ）を海の印号とし、虎に縁近き豹（ン

ゴ）を陸の印号とし、また王家の印号とす。よって豹を尊ぶこと無類で、王族ならではその皮を衣るを得ず。

（1914 年 1 月「虎に関する史話と伝説、民俗(3)虎と人やその他の獣との関係」『太陽』20 巻 1 号）［全集 1：
15］ 

コンゴでは、蟹を海の「印号」とし、豹を陸の「印号」とするという。さらに、豹 は王家の「印号」でもある

という。つまり「印号」とは、具体的な「象徴
シ ン ボ ル

」のことを指すようだ。人は、蟹―海、豹―陸―王家という「重ね

合わせ」を行う。このような能力は、ほかの動物には見られない、ホモ・サピエンス独特のものであろう。また、

イメージの重ね合わせという働きは、神話的思考につながるものである。豹と人間（王家）とをつなげる作用は、

いわゆるアナロジーによるものである。両者に共通性を見出し、結び付ける能力――このメタファー的回路は、人

間以外の動物には見られない。それを持つのは、現生人類だけなのである。 
6 マイケル・ポランニーは「やりあて」のように、言語化できない知、言語を越えているが実在する知を「暗黙

知」と呼び、対象内部の諸細目を統合する力を重視した。 
この能動的形成もしくは統合こそが、知識の成立にとって欠かすことのできない偉大な暗黙の力（tacit power）
なのである。[ポランニー：18] 

7 鶴見和子は「やりあて」と同じく「概念 concept」化される直前の統合された知を「内念 encdo-cept」と呼んだ。

そして、数学者のポアンカレの事例を挙げている。 
 一例を申し上げますと、岩波文庫にも入っていますけれど、ポアンカレの『科学と方法』にとてもおもしろ

い話があります。ポアンカレは数学者です。一生懸命考えてみても、どうしてもうまくいかない問題があった。

そのとき、急に旅行に行かなくてはならなくなった。そのころは乗り合い馬車に乗って行きましたが、馬車に

足をかけた瞬間に思いついた、というのです。これが内念なのです。[鶴見：178] 
8 事実、南方の「やりあて」に関する言説も、日記→書簡→論考の順に、そして時間が経つにつれてドラマチック

に変遷（例えば「やりあて」た植物の本数の劇的な増加）する傾向が見られる。 
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明治年間の「浦島」たち―「小説」と「戯曲」と「児童文学」 

 
早川芳枝（IRCP 客員研究員） 

 
 

 

 

 

1 はじめに 

 いわゆる「浦島太郎」は今日において、子どもに読み聞かせる「昔話」や「お伽話」の１つとして

認識されている。しかしながらそもそもは『万葉集』や『日本書紀』など日本古代の文献に登場し、

その後形態や内容において様々なバリエーションを生みながら各時代において受容されてきた。現存

する最古の記録が最初の国史である『日本書紀』に見受けられることからも、この浦島子という人物

（後の時代においては浦島太郎と呼ばれる人物）が、実在した人物として扱われていた可能性は高い。

その後も『水鏡』や『扶桑略記』『古事談』などの歴史書に登場する一方、浦島子を祭る宇良神社では

『浦島明神縁起絵巻』として絵巻化され、和歌の題材となり謡曲となって普及していく。さらに木版

による印刷技術が発展した江戸初期以降は「お伽物語」や「御伽草子」などと銘打たれた草子に収録

されて刊行されるようになる。 

 古代においては漢文体の古記録に記されていた「浦島の物語」が、和歌を経由することで仮名によ

る物語文学へと取り入れられた。さらに謡曲や狂言、浄瑠璃にも利用されることで広く世に浸透する

に至ったといえる。本来は必ずしも子ども向けではなかった浦島が、子ども向けの読み物として定着

した最大の要因は 1910（明治 43）年から使用された第二期国定教科書に採用されたことである。む

ろんそれ以前から子どもが読むことを想定した書物は存在しているが、日本全国へ広く浸透するとい

う点においては教科書に勝るものはない。 

 現代において「浦島太郎」として認識される物語はほぼこの国定教科書によっていること、そして

国定教科書の編集に携わった巌谷小波の『日本昔噺』シリーズに収録された「浦島太郎」がその原型

になっていることはつとに指摘されてきた。殊に三浦佑之氏は『浦島太郎の文学史』（五柳書房 1989

年）において、古代から近代までどのような経路で「浦島の物語」が普及していったかを子細に検討

している。また林晃平氏の『浦島伝説の研究』（おうふう 2003年）においては、とりわけ近代におけ

る浦島伝説の受容と、巌谷小波によって流布することになった「浦島太郎」やその他のいわゆる昔話

の影響、その功罪が分析されている。 

 明治期後半以降、主に国定教科書を通して「浦島太郎」は子ども向けの読み物として流通していく。

ところがその一方で、幸堂得知や幸田露伴が浦島を題材とした作品を執筆し、その後森鴎外、坪内逍

遙が相次いで浦島の戯曲を上梓する。近代文学における大家が相次いで「浦島の物語」を題材に作品

キーワード：浦島太郎、「浦島子伝」、「御伽草子」、草双紙、児童文学、 
国定教科書 
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を制作しているのである。 

 本稿では明治以前の浦島について調査しつつ、明治期以降に「浦島の物語」が小説や戯曲、そして

児童文学分野でどのように利用されていくのかを考察する。現代においては児童文学という枠組みが

自明のものとして存在しているが、子どもが教育を施すべき対象として取り立てて認識されるのは近

代以降の発想であり、垣根をはずして見る価値は十分にあるだろう。 

 記録や説話ではなく、まとまった物語内容としては本来「浦島子伝」という漢文体の書物として成

立した浦島子をめぐる物語が、モチーフの取捨選択を経てどのように変化し受容されたのか。本論で

はジャンルの枠を越えて考察したい。 

 なお浦島子が登場する一連の物語は、ある土地やある一族で語り伝えられてきた伝説が基盤として

存在していない可能性が指摘されている。一方で物語と記述してしまうと、仮名文で記述されてきた

物語文学を想起させるが、この「浦島の物語」は漢文体で記述された作品であり、三浦佑之氏は伊預

部馬養による創作の可能性があると主張している 1。このような経緯を鑑みて、本論では古代から中

世にかけての浦島子が登場する話を「浦島伝説」という用語を用いず「浦島の物語」と表記すること

とする。 

 

2 「浦島物語」の成立 

 先に述べたように、『日本書紀』をはじめいくつかの歴史書や古記録などに浦島に対する言及が見

受けられる。『日本書紀』は成立年が判明している中では最古の文献であるが、『日本書紀』成立以前

に浦島子に関する書物が存在していた可能性は高い。雄略紀 22年秋 7月の条には「語は別巻に在り」

と、浦島子についての詳細が別の巻で語られているという但し書きがある。これが『日本書紀』中の

別の巻を指すのか、全く別の書物を指すのかには議論があるが、本稿ではこの問題に踏み込まない。 

 『日本書紀』に記された記録は物語の概略のみではあるが、後の時代に記される「浦島の物語」の

枠組みが簡潔にまとめられている。 

 

秋七月に、丹波国余社群筒川の人水江浦島子、舟に乗りて釣し、遂に大亀を得たり。便ち女に化

為る。是に浦島子、感でて嬬にし、相遂ひて海に入り、蓬莱山に到り、仙衆に歴り観る。2 

 

 船で海に出て釣りをしていた際に大きな亀を釣り上げたら、その亀が女となったので契りを交わし

てともに蓬莱山へ向かい仙人たちを見た。蓬莱山からの帰還について述べられてはいないが、それは

この時代から何年も後のことなので、編年体である『日本書紀』ではここに記さなかっただけであろ

う。帰還についてのいきさつはないが、この概略はこれ以降の時代に記される「浦島の物語」とおお

                                                   
1 三浦佑之『浦島太郎の文学史』（五柳書房、1989 年） 

2 小島憲之他校注・訳『新編日本古典文学全集 3 日本書紀②』（小学館 1996 年）、P207 より引用。文中に引用

した『日本書紀』の本文はすべて同書によった。 
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むね一致している。 

 興味深いのは『日本書紀』が編纂された時代において、すでに浦島子は蓬莱山から帰ってきている

ことがこの記述から窺えることである。なぜなら、本人が帰ってきているという前提がなければ、物

語は記されないはずだからである。本人が帰還し、自らの身に起きたことと蓬莱での出来事を語らな

ければ（語ったという前提がなければ）、物語は結末を迎えず完成しない。 

 書物としての成立は 720年に完成した『日本書紀』よりも後ではあるが、『万葉集』巻 9の 1740番

歌に高橋虫麻呂による浦島子を詠んだ歌が収録されている。この長歌には帰還した浦島子が玉手箱開

封後に急速に老化して亡くなる描写があり、虫麻呂の時代には「浦島の物語」が成立していて、現在

最もよく知られている老化の後に死亡する結末も存在していたことがわかる。虫麻呂は万葉集巻 6に

天平 4（732）年に詠んだ歌が収録されており 3、『日本書紀』の成立時期と歌人としての活動時期が重

なっている。 

 浦島子が向かう先は蓬莱山ではなく「常世」となっていて、仙女は「わたつみの神の女」と表現さ

れており、言葉の選び方は和歌と『古事記』的な古代物語の世界を背景とした長歌に見える。「浦島

の物語」が海幸山幸物語と共通する海底世界訪問譚の 1つであり、一見すると日本土着の伝承されて

きた伝説が背景にある物語だと認識できてしまう。だがこの長歌については『遊仙窟』などの神仙思

想の影響が指摘されてきており、慎重な判断が求められる。 

 同時代には『釈日本紀』所引の『丹後国風土記』逸文にも「浦島の物語」が記録されている。この

『丹後国風土記』が和銅 6（713）年の官命を受けて書かれたものであるなら、遅くとも 8世紀には成

立していたと推定され、『日本書紀』が編纂される頃には蓬莱への渡航とそこからの帰還までを語っ

た物語内容が固まっていたことは間違いないだろう。さらにここに記録された「浦島の物語」の冒頭

には、「こは旧宰、伊預部の馬養の連の記せるに相乖くことなし。故、所由の旨を略陳べむとす」4と

いう一文があり、風土記が編纂された時点ですでに伊預部馬養による「浦島の物語」が存在していた

ことを主張しているのである。むろん逸文という性格上、これが間違いなく 8世紀に編纂された風土

記の内容とは言い切れない。しかしながら逸文が記録される以前の段階で、伊預部馬養による「浦島

の物語」の存在が、現物はともかく知識として伝わっていた可能性までは否定できない。 

 『日本書紀』には浦島子の帰還が記されていないが、『丹後国風土記』逸文には帰還までのおおよ

その年数が記されている。浦島子の質問に里人が「今に三百余歳を経しに何にそ忽にこを問ふや」と

答えていて、浦島子が蓬莱から帰還するまで、現実世界では 300年以上が経過している設定になって

いる。これより前に「旧俗を遺れ仙都に遊び、既に三歳のほどを逕ぬ」とあるので、現実世界の時間

経過は仙境の 100倍という認識である。 

 興味深いことに浦島子が蓬莱へ渡ったのは雄略天皇の時代（長谷の朝倉の宮に天の下しろしめしし

                                                   
3 971 番歌の題詞に「四年壬申、藤原宇合卿のの西海道節度使に遣さえし時に、高橋連虫麿の作れる歌一首幷せ

て短歌」とある。（中西進『万葉集（二）』（講談社 1980 年）、P45 
4 植垣節也校注・訳『新編日本古典文学全集 5 風土記』（小学館 1997 年）、P474 
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天皇の御代）とされており、少なくとも浦島子が雄略天皇の時代の人物という認識は早い時期に固ま

っていたようである。『日本書紀』で浦島子が蓬莱に渡った年は雄略天皇の 22年と記録されているが、

これを機械的に西暦に直すと 478年である。この 300年後となると、778年、宝亀 9年である。現実

の歴史に照らし合わせるなら、称徳天皇崩御後に即位した光仁天皇の時代で、皇后の井上内親王と皇

太子他戸親王が幽閉されて死去した 3 年後にあたる。むろん「三百余歳」はあくまで「浦島の物語」

を書き記した人物が、雄略天皇の時代を約 300年昔と捉えていたことの証左となりうるだけで、正確

な年数を表しているわけではない。『丹後国風土記』の逸文が、風土記編纂の官命を受けて書かれた

内容であるなら、遅くとも和銅 6（713）年前後に伊預部馬養による「浦島の物語」は成立していたと

みるべきだろう。 

 この雄略天皇の時代に蓬莱へ渡り、300年ほどで帰還したという設定は後代の史書にも引き継がれ

る。次に浦島子が史書に登場するのは『水鏡』で、鎌倉時代初頭の成立とされる。こちらには天長 2

（825）年に浦島子が帰ってきたという記述があり、雄略天皇の御代から 347 年たって帰還したと記

述されている。つまり、『水鏡』が記す浦島子帰還の時期は『日本書紀』成立よりも 100 年以上後の

こととされているのである。そして雄略天皇 22 年（478 年）から 347 年後は確かに天長 2（825）年

であり、正確な年数表記とともに歴史上に位置づけられている。 

 このように「浦島の物語」が歴史書の中で歴史的事実として位置づけられる一方で、その物語内容

は漢文体の形式で記されて後代へと伝わっていく。10世紀初頭の成立と考えられている『続浦島子伝

記』には、神女との肉体的交わり（房中術）や仙薬を飲む（錬丹術）様が詳細に描写されており、当

時日本で知られていた道教的な知識が作品に盛り込まれている。『日本書紀』に蓬莱山という場所や

仙衆という言葉が登場していることからも、この伝説の成立に道教や神仙思想が深く関わっていたこ

とは動かしようのない事実である。三浦佑之氏はこの『続浦島子伝記』こそが伊預部馬養の「浦島子

伝」に後の人が漢詩と注釈を加えて成立した文献で、伊預部馬養の「浦島子伝」の原型に最も近い書

と推定している。 

 本論の目的と紙幅の関係からこの問題への深入りは避けるが、「浦島の物語」は漢籍に由来する神

仙思想がその成立に深く関わっていた。故にまとまった物語としては漢文体で記されており、大江匡

房の『本朝神仙伝』に収録された「浦島子伝」や、『扶桑略記』『古事談』に見える「浦島子伝」など

の古記録や説話などと親和性が高かった。こうした状況が打破されたのは『俊頼髄脳』などの歌論書

に「浦島の物語」が取り上げられ、和歌の題材として認識されてからである。室町時代以降は能や狂

言の題材として取り入れられて受容される一方で、室町時代物語（お伽物語）に至って「浦島太郎」

は仮名書きの物語として流布するようになる。 

 

3 近世期から明治期の「浦島」受容 

 江戸初期に木版印刷による出版が盛んになっていくにつれて、室町時代物語（お伽物語）が広まる

一方、その一編である「浦島太郎」もモチーフが黄表紙の題材として用いられたり、赤本として木版
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画とともに受容されたりする機会が増えていった。いわゆる『御伽文庫』に収録された「浦島太郎」

も古代の「浦島の物語」とは微妙な差異を見せている。狭義の「御伽草子」は享保年間（1716～1736

年）に大阪の渋川清右衛門が刊行した 23 編の仮名文の短編物語を指すが、おそらく現存しているも

の以前にも刊行されていたと推定されるので、正確な出版年は不明である。 

 この作品では丹後国という地名は明記されるものの、いつの時代の出来事かは言及がない。釣り上

げた亀を放してやると、翌日海上で舟に乗った女に出会って女とともに船に乗り、10日間の航海の後

に竜宮に着く。女の正体が亀であることは別れ際に明かされる、浦島の竜宮からの帰還は 700年後と

なっているなど、物語として劇的な効果をもたらす細かな変化が見える。さらに結末において年老い

た浦島太郎は鶴に身を変じて蓬莱山へ向かい、後に亀とともに夫婦で浦島明神として祭られたとあり、

「めでたかりけるためしなり」5と結ばれている。単に老いて死亡したのではない、一応「めでたしめ

でたし」という形で大団円を迎えている。 

 このように江戸期に入ると「浦島の物語」の枠組みにも変化があり、さらに枠組みやモチーフを利

用した様々な作品が創作されていく。例えば近松門左衛門の浄瑠璃『浦島年代記』（元禄 13 年初演）

では、安康天皇の病気中に円大臣が謀反を起こし、皇太子であった泊瀬皇子（後の雄略天皇）を浦島

が助ける歴史活劇が描かれる。この話では浦島がいじめられている亀をお金を払って買い取っており、

明治以降の「浦島太郎」によく見られるパターンが既に現れている点で興味深い。また鳥居清重の青

本『浦島七世孫』（宝暦 8 年）では浦島太郎本人は乙姫から不老不死の薬をもらって竜宮に住むこと

となり、浦島の子孫（物語のはじめから次郎という息子がいる）たちの活躍を描く。ともに浦島を雄

略天皇の御代の人と位置づけており、古来の歴史認識を引き継いだ設定がなされている。 

 一方で浦島のモチーフを作品中に小道具的に導入しつつも、完全に別の話として創作された作品も

大量に出現する。一例を挙げれば、山東京伝の黄表紙『箱入娘面屋人魚』（寛政 3年）などは、「浦島

太郎」後日談であり、乙姫の腰元と浦島太郎の間に生まれた人魚が漁師の男に釣り上げられて夫婦と

なる話である。人魚の肉が不老不死の効果を持つという八百比丘尼伝説も踏まえられており、その効

果で若返りすぎてしまった夫が浦島太郎と乙姫が持参した玉手箱で元の年齢に戻って大団円を迎え

る。他にも楚満人の合巻『浦島』（文政 11年）は海外貿易で巨万の富を得て、南島に漂着した女性と

結ばれる内容になっており、異境へと赴いて妻となる女性を得るという大きな枠組みに共通点がある

程度にとどまっている。現代においていまだ翻刻されておらず、内容を詳細に知ることができない多

数の作品がある。 

 このようにタイトル中に「浦島」と銘打ちながらも、「浦島太郎」とはかなりかけ離れた内容の作

品があり、多くのバリエーション、多様性を持ちながら「浦島の物語」は受容されてきている。こう

した近世文学世界を十二分に引き継ぎながら、明治期においても「浦島」の受容と利用は行われてい

くのである。 

                                                   
5 大島建彦校注・訳『日本古典文学全集 36 御伽草子集』（小学館 1974 年）、P424 
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 明治維新後も木版印刷による出版はしばらく続くが、明治 20 年代を境に印刷技術の近代化に伴い

活版印刷による出版へと切り替わっていく。明治 13（1880）年には赤本の体裁そのままに、歌川国政

著・竹内栄久画『お伽噺浦島物かたり』（宮田幸助）が刊行されている。しかし明治 22（1889）年に

は野村銀治郎編『田村将軍一代記・小野篁一代記・浦島太郎一代記』（銀花堂）が活版印刷で出版され

ており、だいたい 20年代が木版から活版印刷への移行期となっている。 

 そしてちょうどその過渡期に江戸の草双紙の名残を残す木版本の形で世に出た「浦島」が幸堂得知

『浦島次郎蓬莱噺』（春陽堂 1891年）である。この作品が後に『国会』に連載される幸田露伴『新浦

島』に大きな影響を与えていることは、林晃平氏による研究があり、明治においても江戸の草双紙的

要素を多分に残している作品と位置づけられている。林氏も指摘されているが、この作品には御伽文

庫版の「浦島太郎」がそっくり引用されている。しかし主人公の次郎作は浦島明神に許されて浦島と

名乗ることになっただけで、浦島太郎とは血縁のない赤の他人である。浦島明神へ蓬莱への案内を祈

願するものの、身を慎んで働いた稼ぎで行くようにと告げられ、猟師から飴売りへ転じる。波乱の末

に結末では成功を収めるが、異境としての蓬莱へと赴くわけではない。 

 この幸堂得知の作品より 4年後（実質的にはほぼ 3年後）に、幸田露伴「新浦島」が『国会』で連

載開始となる。1895（明治 28）年 1月 3日号から 30日号まで 22回の連載である。浦島太郎の弟の血

筋を引く家系として、代々家を継ぐ男は浦島次郎と名乗ってきて現在の当主は 99 代目。その息子で

ある次郎は都に上り学問を修めるが、結局故郷に帰り 100代目として家を継ぐこととなる。 

 幸堂得知の作品と同様主人公は「次郎」であるが、其三（連載第 3回）で飴売りという言葉が出て

きており、得知の作品を意識しつつ書いている可能性は高い。しかしながら「浦島太郎の弟」という

設定は既に『宇治拾遺物語』の巻 12第 22話に見える。陽成院が退位した後に住んだ御所に物の怪が

出て、「我はこれ、昔住みし主なり。浦島が子の弟なり。古よりこの所に住みて千二百余年になるな

り」6と名乗り、社を作って祭るように要求してきた。この物の怪は、自分の一存では決められぬと言

った男を一口で食べてしまう。『宇治拾遺物語』の成立当時、浦島子の弟と言って警備の男が理解す

るほど浦島子の物語が普及していることがわかる場面でもある。 

 後に道教について本格的な研究を残すほどだから、露伴は当然「浦島の物語」が道教の影響下に成

立していることを熟知していたはずである。『新浦島』中にも道教に関する文献が列挙されており、

すでにこの当時の時点で道教関連文献を読み込んでいたことをうかがい知ることができる。しかしな

がら『新浦島』の次郎は蓬莱山も仙境も目指さなければ、仙人になることも選ばない。父の次郎が浦

島の家の身代を息子の次郎に譲った直後、両親は死に、その遺体は一粒の捨離を残して消え去り仙境

へと去った。息子の次郎も嫁を迎えて息子を儲け、身代を譲れば仙人になることは確定している。そ

れが代々浦島の家では繰り返されてきた。 

 この『新浦島』における息子次郎のあり方を「語り部として父達のように伝説の中を生きることが

                                                   
6 小林保治・増古和子校・注訳『新編日本古典文学全集 50 宇治拾遺物語』（小学館 1996 年）、P393 
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できない」7存在と看破したのは西川貴子氏である。西川氏は明治 20年代に多く出現した帰郷小説と

浦島の物語（異境訪問譚）の共通性を指摘しつつ、『新浦島』の次郎は異境訪問譚が終わったところ

から自身の物語を生き始める存在と位置づけている。代々家に伝わる「浦島家の物語」を生きること

もできず、古代から伝わる「浦島子の物語」に生きることもできない。すなわち家の伝統通りに仙人

になることを断念し、まず魔道を修めようとするところから次郎自身の物語が始まっている。 

 まず軍荼利明王の修法を会得して聖天（歓喜天）を呼び出すという計画を立てて護摩壇を設置し、

修法に望んだ結果、聖天を招くことに成功する。しかし魔力を得て仙人となる魂胆を見透かされ、魔

と仏、仙とは何かを理解せずに浅はかな考えで行動に出たことを叱責されてしまう。次郎は自分を眷

属に加えて召し抱えてほしいと願い出るのだが、聖天は宝剣で次郎を二つに切り、同須という分身を

生み出して次郎に従者としてつける。 

 ある意味で次郎が分裂し、その一方が聖天の眷属として通力を得た状態といえなくもない。しかし

次郎は同須と彼が持つ通力を十全に使いこなすことができないまま、小説は結末を迎える。郭で出会

った勇菊という遊女が次郎を追って訪ねてくるが、次郎が彼女を拒否すると、勇菊は海に身を投げて

しまう。溺れかけたところを次郎が救い出し、この後どうしたものかと同須に相談すると、同須は通

力で勇菊を石に変えてしまう。次郎は勇菊の石化を解くよう命じると、自らの業は自分で引き受ける

と決意し、自らを石化させて三年間守るように同須に命じる。魔道を完全にものにすることも仙とな

ることもできず、次郎は石化したまま小説は終わる。次郎はどのような物語にも組み込まれず、組み

込まれることを拒否し続けているのである。 

 こうしたあり方は、露伴よりも後に浦島を題材に戯曲を書いた鴎外や逍遙の作品よりもむしろ斬新

で小説らしいあり方といえるのではないか。かつて論者は 1900 年代初頭のワーグナーブームと森鴎

外の戯曲『玉篋両浦嶼』（歌舞伎発行所、1902年 12月）、坪内逍遙が和製オペラを意図して制作した

『新曲「浦島」』（早稲田出版部、1904年 11月）の関係について論じたことがある。ワーグナーのオ

ペラタンホイザーも浦島太郎も異境訪問譚であり、話の構造に類似点がある。だがワーグナーブーム

を全体的に捉えたとき、浦島とタンホイザーの類似点だけが浦島を題材とした決定的な理由にはなり

得ないだろうと結論づけた。ワーグナーが制作するオペラはゲルマンの古伝承を題材にしており、ワ

ーグナーのオペラのごとき和製オペラ、和製劇を制作するなら、日本における最古の物語を用いたい

という意識が働いたのではなかったかと推測している。 

 さて露伴『新浦島』がある意味で主人公が二人に分裂した訳であるが、鴎外の『玉篋両浦嶼』にも

後ノ太郎と呼ばれる登場人物がいる。竜宮から現代に帰還した浦島太郎が玉手箱を開けると、煙ばか

りでなく真珠が出てくる。浦島太郎はこれから日露戦争へと出陣する後ノ太郎に軍資金として玉手箱

の中身を渡すのである。一方、逍遙の『新曲「浦島」』では玉手箱を開けて年老いてしまった浦島太郎

を郎子と郎女の二人が慰め、いつ過去の現実世界に理想境としての常世を築こうと誓う。両作品とも

                                                   
7 西川貴子「明治の浦島物語 幸田露伴「新浦島」試論」（『同志社国文学』第 78 号、同志社大学国文学会、2013
年 3 月） 
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に、竜宮から戻り年老いてしまった浦島太郎と、その力や意志を引き継ごうとする若い人間が結末部

に現れる。 

 『浦島年代記』のように帰還した浦島が自分の子孫と出会う物語や、『浦島七世孫』のように子孫

たちの動向が話の中心となる物語など、江戸期には浦島本人と後世の人間が登場する物語がいくつか

見受けられる。またこの両作品が発表される直前に刊行されている福田琴月編『新編お伽噺第一編 

二人浦島』（修文館 1901年）も影響を与えている可能性は否定できないだろう。この作品には巌谷小

波の序がつけられており、そこには「今メエルヘンの本場にありて、其道に浮き身をやつせる吾等の、

一入嬉しう覚ゆる処に御座候」という一文があり、署名の直前には「伯林にて」とある。巌谷小波は

1900年から 1902年までベルリンに赴任しているので、おそらくはその期間中に書かれたに違いない。

この『二人浦島』は竜宮に行った浦島太郎を息子の太郎作が追いかけていく内容で、太郎作は父とは

異なり、宝物の入った箱を乙姫から受け取っている。二人の「太郎」と玉手箱に宝が入っている点で

鴎外の『玉篋両浦嶼』と共通している。 

 巌谷小波は『玉篋両浦嶼』の上演の際に会場に足を運び、「若し『玉篋両浦嶼』をオペラにして見た

ならば」（『歌舞伎』1903年 2月）という感想を書き残している。「浦島の物語」をモチーフとする作

品は先行する様々な作品があり、誰のどの作品がどのように影響を与えているのか一概に断定はでき

ない。だが、明治期に浦島太郎的存在が作中に二人同時に出現する傾向が高いということは言えそう

である。親と子、祖先と子孫、年老いた者とその意志を継ぐ者という関係性が多い中で、幸田露伴の

『新浦島』は異彩を放っている。姿はそっくりであるが通力を自在に使いこなす同須という存在は、

次郎に魔道を修めさせるわけでもなく、仙になるよう導くわけでもなく、ただ次郎の「我は我が自業

の悪果を自ら受けて苦しむべきのみ」という言葉に従う。そして次郎を石化させ、石化が解けるまで

の 3年間、次郎の言いつけ通り次郎を見守る。 

 結末の一文、「次郎は今に化石せしまゝ静に生死の外に在りとぞ」8には物語の予定調和を断固とし

て拒否する姿勢が垣間見える。とはいえ、物語は宙づりのまま中断されて終わり、3年後に石化が解

けたときに再び同じ騒動が繰り返される可能性をも含んでいる。そもそも 3年後に次郎の石化が解け

るのか、3年を待たずに死んでしまうのかも分からない。既存の物語の枠に吸収されることを拒みつ

つも、その後の可能性を想像させる形で物語は閉じられているのである。 

 

4 終わりに 

 以上で見てきたように、「浦島の物語」は古代期に成立し、歴史書の中に歴史的事実として位置づ

けられるという不思議な経緯で伝わってきた。和歌を経由することで受容の幅が広がり、近世期に至

って木版印刷が普及すると、『御伽文庫』の「浦島太郎」だけでなく、多様なパロディを生み、様々な

形態の作品にモチーフが使われるようになった。こうした「浦島」の多様性は、明治期に小説や演劇、

                                                   
8 幸田露伴『露伴叢書』（博文館 1902 年）より引用。初出の『国会』掲載時は誤字などが多く、『露伴叢書』収録

の際に最終的な手直しが行われているので、こちらの本文を参照した。 
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オペラなど新しい形の表現方法にも適応して取り入れられる結果となった。 

 しかし一方で出版の近代化と近代教育が、多様なバリエーションを持った「浦島の物語」を固定化

してしまう方向に向かってしまった部分もある。近代化が物語世界の豊かさを奪う結果となった側面

も否定はできない。巌谷小波が編纂した『日本昔話噺』の第 18に「浦島太郎」が収録されている（博

文館 1897年）。そしてこの「浦島太郎」の省略版とも言えるのが第二次国定教科書の『尋常小学読本』

に掲載されている「浦島太郎」であり、以降国定教科書が廃止になるまで「浦島太郎」は教材として

掲載され続ける。林晃平氏は明治初期の赤本を検証して、巌谷小波の「浦島太郎」にはオリジナリテ

ィがほぼないことを指摘しつつ、活字メディアを通して昔話を大量に普及させたことが巌谷の功績と

述べている。明治期に児童文学という分野を開拓し、その影響力が大きいだけに功罪も大きいとは言

えるだろう。 

 巌谷小波による『日本昔話噺』版の「浦島太郎」も国定教科書も結末は玉手箱を開けた太郎がおじ

いさんになるところで終わっている。『御伽文庫』版のように鶴になるとか、古代の「浦島の物語」の

ごとく仙人になって仙境へ去って行ったことが示唆されることもない。これでは亀を助けたのに報わ

れないし、かえってひどい状況になっている。この歳をとって終わりという結末は、同時代の松木平

吉『教育昔話（浦島太郎）』（松木平吉 1899年）とも共通しており、やや時代が下って徳永寿美子『浦

島太郎』（講談社、1937年）でも同様となっている。 

 とはいえ、本来の意味づけが物語から消え、理不尽かつ残酷に思える結末も悪くはないのかもしれ

ない。この国定教科書で「浦島太郎」を読んで、結末を理不尽に感じたのだろう。太宰治は自身の作

品『お伽草紙』で「浦島さん」という作品を書いている。浦島太郎が歳をとってしまったことを「年

月は、人間の救ひである。忘却は、人間の救ひである」9と捉え、「日本のお伽噺には、このやうな深

い慈悲がある」と述べている。むろんそうではない結末も知っていたとは思うが、「タチマチ シラ

ガノ オヂイサン」となる結末の「浦島太郎」がなければこの作品は生まれなかっただろう。いずれ

の結末にしても、もう 1つのテキストが思わず生まれてしまうような魅力が「浦島の物語」には存在

していると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9 太宰治「浦島さん」（『太宰治全集 8』、筑摩書房 1998 年） 
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『女神』における喪失感が伴う恋愛詩―郭沫若の恋愛と罪の意識 
 

横打理奈（IRCP 客員研究員） 
 
 
 

 

0 はじめに 

 郭沫若（1892～1978）は 1914（大正 3）年に来日した。その来日前の 1912 年 3 月 3 日（旧暦 1

月 15 日）に親が決めた相手である張瓊華（1890～1980）と結婚した。しかし、この結婚は郭沫若の

意にそぐわないものであった。張瓊華に対して結婚当初から好意を持てなかったと、後に語っている。

郭沫若は 1916 年夏に東京の聖路加病院で看護練習生として働いていた佐藤とみ（1894～1995、中国

名は郭安娜）と出会った。郭沫若は既婚者であることを佐藤とみに伝え、彼女もそれを承知の上で交

際をはじめた。 

この二人の女性の存在は、郭沫若の結婚と恋愛を語るときに必ず問題とされてきた。たとえば鈴木

義昭氏は、郭沫若の第一詩集である『女神』所収の詩劇「女神の再生」冒頭に、ゲーテの『ファウス

ト』第二部最終の詩句を掲げていることについて、身も心も捧げた少女を棄てたファウストに自らの

姿を、身も心も捧げた少女グレートヘンに故郷の妻をそれぞれ重ね合わせようとし、「ゲーテ『ファ

ウスト』によって、自らの愛なき結婚を浄化しようとする意図が伺われる」1と指摘した。 

一方、二人の女性に対して、郭沫若が二種類の罪の意識を持っていると指摘したのは武継平氏であ

る。武氏は、最初の結婚は親が決めたこととはいえ自分も同意したのであり、佐藤とみとの恋愛と事

実婚は張瓊華への贖罪意識を表し、純粋無垢の象徴であった佐藤とみに対して罪悪感を持っていると

指摘した 2。この武氏の論考の重要性を指摘したのが、岩佐昌暲氏である 3。武氏と岩佐氏は、張瓊華

への「贖罪意識」と佐藤とみへの「懺悔」という見解で一致している。 

では、郭沫若にとって「恋愛」と「罪」の意識はどのようなものであり、その作品はどのようなも

のになのか。 

  

1 「煩悶」とは 

このことを考える一つの方法として、近代日本の中における恋愛について考えてみたい。 

伊藤整は、明治以降の男女間の「恋」が翻訳語としての「愛」に変換され、西洋文学の恋愛の思想

が輸入されるようになったと指摘する。「明治初年以来『愛』という翻訳言葉を輸入し、それによっ

                                                   
1 鈴木義昭 1973、42～43 頁。 
2 武継平 2002、232～233 頁。 
3 虞文・岩佐昌暲 2012、解説参照。 

キーワード：郭沫若、『女神』、煩悶、大正時代、恋愛、罪 
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て男女の間の恋を描き、説明し、証明しようとしたことが、どのような無理、空転、虚偽をもたらし

たかは、私が最大限に譲歩しても疑うことができない。即ち、人類愛、ヒューマニズムという言葉も

同様である」4とし、「ヨーロッパ思想の最大の虚偽が存在しているのは、『愛』という言葉による男女

の結合においてである。その点、我々の方が遥かにリアリストである。我々は恋と慈悲の区別を知っ

ている」5と述べた。近代に日本にておいてキリスト教的な意識がもたらされた男女間の恋を描くこ

とは空虚であり虚偽であると断言している。 

 これを基調にすれば、郭沫若は西洋的な思想とは異なる罪の意識を日本で持ったということになる。

郭沫若が煩悶する対象が恋愛であったこと、更にその後の行為による罪の意識は、取りも直さず近代

日本の青年たちが煩悶する問題と重なるのである。恋愛と煩悶は、近代日本において、特に明治の知

識人として自覚のあった知識青年たちにおいて、どのような存在であったのか。また彼らは社会にど

のように位置付けられていたのだろうか。それを読み解くキーワードとして、明治に流行した「煩悶

青年」に注目したい。 

1903 年 5 月、第一高等学校生であった藤村操（1886～1903）は、遺書である「巌頭之感」に「煩

悶」という語彙を残して華厳の滝に投身自殺した。立身出世を目指す立場にある将来を有望視された

青年が、将来を悲観しその価値を否定したこと、彼の死が小説のようであったことをセンセーショナ

ルな事件として、メディアが報じた。一青年の単なる個人の悩みであったものが、青年全体が悩んで

いる社会問題として世間に知れ渡った結果、彼らが悩む「煩悶」が社会的流行となった。そもそも「煩

悶」は人生を考えるうえでの消極的な意味合いのものであったが、社会的な流行に伴い積極性を持っ

たこと、「煩悶」が恋愛と結びついていくこと、そしてそれがやがて文学作品を生み出していく要素

となったことを平石典子氏は指摘する 6。たとえば、1893 年に国木田独歩が「斯かざる記」にて指摘

した「煩悶」は立身出世的な価値観と結びつくものであった。ところが、藤村操の「煩悶」は、将来

を有望視された青年のそれとは異なっており、社会に対するものではなく、「個」に対して向いてい

るものであった。「煩悶」は社会的な価値観から個人的価値観へと変質していった。立身出世のコー

スを歩む彼らの「煩悶」する内容が、立身出世ではなく「個」の問題である恋愛に変わった時に、そ

の恋愛対象となる女性の存在が発生する。彼らが恋愛対象としたのは、新しい価値観を持ち学問を身

につけた「女学生」であった。女学生たちは青年たちからの恋愛対象として、文学作品にも頻繁に登

場するようになる。立身出世の途を進む青年の対象となった女学生は、はじめこそ知識を持った者と

して描かれるが、そのうちそれはいつしかファッション化していき、たとえば英語書を読みオルガン

を弾き、リボンや日傘で飾られて具象化されていく。平石氏は小杉天外の『魔風恋風』や小栗風葉『青

春』といった小説を紹介し、次第に彼女たちが青年から棄てられる存在として描かれ堕落していく様

                                                   
4 伊藤 1958、145 頁。 
5 前注 148 頁。 
6 平石典子 2012、第一章。なお、「煩悶青年」の「青年」に比重をおいて論じたものに、和崎光太郎「近代日本に

おける「煩悶青年」の再検討―1900 年代における〈青年〉の変容過程―」（『教育史学会紀要』55 号, 2012 年）が

ある。 
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を指摘する。 

女学生自身が社会的な地位を得たことも大きな意味を持っている。自分を主張する彼女たちはその

後、「堕落する女学生」から「宿命の女」へと更に変貌していく。ここで紹介される小説に登場する女

性たちは男性のために生きるのではなく、自身の自立を目指して生きることを夢見ながら失敗してい

く。発狂し、妊娠堕胎を経験し、或いは病死し自殺する彼女たちは明治大正という時代に、青年たち

を翻弄する存在として小説の中に華やかに存在していた。 

では、大正期に来日した郭沫若とその恋愛対象であった佐藤とみは、この「煩悶青年」と「女学生」

といえるのであろうか。 

  

2 郭沫若の恋愛観 ― 『女神』の中の恋愛詩 

『女神』に収録される恋愛詩は、「Venus」「別離」「春の愁い」「健康を司る女神」「新月と白雲」「死

の誘惑」「火葬場」「鷺鶿」「鳴く蝉」「夜の散歩」7の十首が「愛神」つまりヴィーナスと関係する作品

群であるという認識の下に編輯されている。ヴィーナスは愛に関わる女神であるのでこの作品群には

「愛」が関わるものだと理解できる。『《女神》校釈』は、この「愛神」の作品群をやはり恋愛詩だと

している。その郭沫若の恋愛詩は彼が佐藤とみとの恋愛のはじめの一・二年の間という短い期間に作

ったもので、数も少ないこと、更にその詩風がタゴールやハイネに似ているとしている 8。 

 

Venus 

我把你這張愛嘴，  あなたのこの愛しい口を 

比成着一个酒杯。  酒杯に見立てよう。 

嗑不尽的葡萄美酒，  飲み尽くせない葡萄の美酒は、 

譲我時常醉！       私をいつも酔わせてくれる。 

 

我把你這對乳頭，  君のこの一対の乳を 

比成着两座墳墓。  二つの墓に見立てよう。 

我們俩睡在墓中，  私たちは墓の中で眠り、 

血液兒化成甘露！  血は甘露に化すだろう。 

 

 「Venus」は第一連では女性の唇を酒杯に譬え、それに口づけをする様が描かれ、第二連では女性

の乳を一対の墓に譬え、一緒に死にたいと謳う。『《女神》校釈』も「Venus」だけがタゴールの婉曲

さとハイネの憂鬱がなく、あるのは彼のスタイルの特徴とも言える烈火のような激しさと優れたイマ

                                                   
7 「爱神之什」に収録されている。原題はそれぞれ、「Venus／別離／春愁／司健康的女神／新月與白雲／死的誘

惑／火葬場／鷺鶿／鳴蝉／晩歩」。 
8 『《女神》校釈』169 頁。 
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ジネーションだとして、その表現は佐藤とみ対して死ぬまで変わらない愛情だと指摘している。1936

年に発表された「私の詩作の経過」の中で、精神的に狂気の一歩手前までいった郭沫若を救ったのが

恋愛相手であった佐藤とみであった。彼女との恋愛が詩作への渇望となり、彼女のために書いた作品

として挙げられているのが「新月と白雲」「死の誘惑」「別離」「Venus」である 9、と述べていること

に依拠している 10。この作品は、郭沫若特有の激情詩としての恋愛詩だと位置づけている。性的な表

現が、恋愛のはじめの頃の熱い愛情を謳っているように見えるからであろう。 

しかし、この詩は果たして激しい恋愛の感情を表現しているのだろうか。むしろ、激しい恋愛であ

れば、この「愛神」には編輯せずに、第二部の感情の起伏の激しい作品が多く収められる編に入れる

べきではないのだろうか。「愛神」の最初に置いたということは、この作品は「死」に重きを置いてい

るのであり、愛情の中にある翳り、煩悶の気持ちがこのような表現をさせていると捉えるべきである。

そもそも「愛神」を主題とするこの作品群は、第一輯や第二輯の作品群とは異なる色彩を持っている。 

「Venus」「健康を司る女神」「新月と白雲」「死の誘惑」「鳴く蝉」「火葬場」の六首は「死」を主題

としている。「健康を司る女神」では愛する人に棄てられる自分を謳う。「新月と白雲」では世界から

拒絶される様を謳い、「死の誘惑」は芝居かかった口調で精神的な煩悩からの逃避を謳うも、海が語

りかけるという手法で自然との繋がりを持っている。「鳴く蝉」では今にも命の絶えてしまいそうな

蝉は、まさしく死を予感させるものである。「火葬場」では煩悶する精神は焼き尽くされてしまい、

世界から繋がり途絶えたように見えるが、その燃え尽きた後に、「春の草を芽吹かせる」と再生の可

能性を謳う。全ての作品に「死」が描かれている。郭沫若本人が「私の詩作の経過」で語るように恋

愛詩であると説明していても、作品は恋愛における影の部分が浮き彫りにされている。「別れ」を主

題にした作品群を見てみると、「別離」では別れる相手に涙する。岡山に呼び寄せた佐藤とみが東京

女子医専を受験するために、見送る郭沫若のいたたまれない気持ちが表された題名通り「別れ」を謳

っている。「春の愁い」では海に語りかけるも「海の言葉は終にわからず、空を見上げると白雲がぽ

つんと飛んでいる」と答えてくれない悲しさを謳い、「鷺鶿」では空の中に彷徨う鷺が自然と繋がろ

うとする様を見せている。ここに表れる作品群も「死」や「別れ」といった暗い影が描かれている。

そしてここに共通する恋愛は、相手からの隔離が描かれるが、自ら隔離するような行動は描かれない。

つまり、すべて相手から自分が棄てられるのであって、自分が相手を棄てる、自分から相手を切り離

すとは詠んではいない。 

となると、第三輯に収録される「死の誘惑」と第二輯最後に位置する「死」の二つに表される「死」

を、佐藤とみとの恋愛に「煩悶」する歌であると鈴木氏が指摘したことは、興味深い。佐藤とみとの

恋愛・結婚によって齎された贖罪の意識と、自身が童貞でなかったことへの懺悔の意識であり、一方

で生活を共にすることのなかった張瓊華への贖罪意識であることを、友人である田漢（1898～1968）
                                                   
9 郭沫若「我的作詩的経過」213 頁。 
10 『《女神》校釈』169 頁。 



『女神』における喪失感が伴う恋愛詩―郭沫若の恋愛と罪の意識 

53 

への手紙をその根拠としている 11。 

しかしここで第三輯「愛神」に収録される「死の誘惑」と第二輯似収録される「太陽禮讃」に収録

される「死」に描かれる死は全く異なる性質をもっている。では、第二輯に収録されている「死」を

見てみることにしたい。 

 

 死 

嗳！       ああ。 

要得眞正的解脱吓，        本当の解脱を得たいのなら、 

還是除非死！        死しかないのだ。 

死！         死。 

我要幾時纔能見你？          私は何時になったら貴方に会えるのか。 

你譬比是我的情郎，          あなたは譬えるなら私の恋人、 

我譬比是個年軽的處子。   私は譬えるならうら若き乙女。 

我心兒很想見你，       私の心は貴方にとても会いたいが、 

我心兒又有些怕你。       私の心は貴方をおそれもする。 

我心愛的死！       心から愛する死。 

我到底要幾時纔能見你？   いったい何時になったらあなたに会えるのか。 

 

ここに表現される「私」は女性であり、恋人である「死」への憧憬の気持ちを描いていて、その描

かれた「死」を寿いでいる。それは一つ前に置かれた「夜」も同じである。一方の第三輯に収録され

た「死の誘惑」はどのような作品であるのか。 

 

死的誘惑 

 一 

我有一把小刀，  私が持っている小刀は、 

倚在窗邊向我笑。  窓辺に倚りかかり私に笑いかける。 

她向我笑道：   彼女は笑って私に言う。 

沫若，你别用心焦！  沫若、焦ってはいけないわ。 

你快来親我的嘴儿，  はやく私に口づけして、 

我好替你除却許多煩悩。      あなたに替わって煩悩を取り除いてあげる。 

 二 

窗外的青青海水  窓の外の青々とした海は、 
                                                   
11 鈴木義昭 1974、55 頁。 
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不住声地也向我叫号。     絶え間なく私に叫びかける。 

她向我叫道：      彼女は笑って私に言う。 

沫若，你别用心焦！      沫若、焦ってはいけないわ。 

你快来入我的懐儿，     はやく私の懐にきて、 

我好替你除却許多煩悩。     あなたに替わって煩悩を取り除いてあげる。 

 

ここでは、鈴木氏が指摘するように郭沫若は思い悩んでおり、その「煩悩」を取り除いてあげると

誘惑するものが「死」である。つまり、第二輯「太陽禮讃」の最後に置かれる「死」は、この「愛神」

のテーマである「死」とは明らかに異なる。第二輯には「鳳凰涅槃之什」「汎神論者之什」「太陽禮讃

之什」という各十首ずつ合計三十首の作品が置かれる 12。第二輯全体のテーマは「光」「動」であり、

その明るさは理想を指している。特にそのうちの「太陽禮讚」の基調は太陽そのものであるが、その

中の最後の二首「夜」と「死」は太陽と対峙するものとしての闇の存在が描かれている。一方の第三

輯は「陰」「静」を基調としており、特にそこには理想とはかけ離れた実生活に関わる「影」が描かれ

ている。 

 よって、「死」は第二輯に編輯され、「死の誘惑」が第三輯に編輯されているのは、理にかなってい

るといえる。 

では、次節ではこの「愛神」の中に収められている恋愛の作品の「健康を司る女神」から郭沫若の

恋愛観について考えてみたい。 
                                                   
12 『女神』の収録作品は以下の通りである。 
序詩 
第一輯：女神之再生／湘累／棠棣之花 
第二輯：鳳凰涅槃之什 

鳳凰涅槃／天狗／心燈／爐中煤 —— 眷念祖国的情緒／無烟煤 
日出／晨安／笔立山頭展望／浴海／立在地球邊上放號 

    汎神論者之什 
三個汎神論者／電火光中／地球，我的母親！／雪朝／登臨 
光海／梅花樹下醉歌／演奏會上／夜步十里松原／我是个偶像崇拜者 

太陽禮讃之什 

太陽禮讃／沙上的脚印／新陽関三疊／金字塔／巨炮之教訓 
匪徒頌／勝利的死／輟了課的第一點鐘裏／夜／死 

第三輯：愛神之什 
Venus／別離／春愁／司健康的女神／新月與白雲 
死的誘惑／火葬場／鷺鶿／鳴蝉／晩步 

春蚕之什 
春蚕／蜜桑索羅普之夜歌／霽月／晴朝 
岸上三首／晨興／春之胎動／日暮的婚筵 

    歸國吟 
新生／黄浦江口／上海印象 
西湖紀游（雷峯塔下／趙公祠畔／三潭印月／雨中望湖／司春的女神歌） 
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3 Hygeia の意味 ― 去る女と棄てられる男 

「健康を司る女神」はギリシア神話に登場する女神ヒュギエイア（Hygeia）が題材となっているこ

の作品は、第三輯の「愛神」四番目に収録されている。初版本に注釈はなかったが、1957 年版より

「古代ギリシア神話の健康を司る女神」という注釈がつき、現在の全集にも継続されている。 

 

司健康的女神 

Hygeia 喲！    Hygeia よ！ 

你爲什麼棄了我？   どうして僕を棄てたの。 

我若再得你薔薇花色的臉儿来親我，      再び薔薇のような顔で口づけしてくれたなら、 

我便死――也霊魂安妥。   僕は死んだとしても――魂は穏やかだ。 

Hygeia 喲，    Hygeia よ、 

你爲什麼棄了我？   どうして僕を棄てたの。 

 

この詩が「愛神」に分類されている以上、恋愛を謳った作品であることは先述した通りである。女

に向かって棄てないでほしいと訴える男は、去って行く女を引き留めようと懇願する。女を引き留め

ることができないのならばせめて最後に口づけしてくれるのであれば死んでしまってもよい、と棄て

られることが前提になっている内容である。実際には棄てられたくはないのであるが、男は引き留め

る手段を持っておらず、恋い焦がれるあまりに健康を害するほどの惨めな姿である。健康を害して身

も心もぼろぼろになる男は自分を象徴し、健康を司る女神はこの男の恋人である。これは恋による破

滅・破綻を謳った詩と考えられる。 

そもそもここに登場するヒュギエイアは「健康を司る女神」と説明されているが、具体的にはどの

ような女神なのか。ヒュギエイア（或いはハイジアと表記されることもある）はギリシア神話では健

康を司る女神である。ティタネにある病気治癒祈願の礼拝堂に祀られていた母神レア・コロニスの称

号とされ、ヒュギエイアという名は母神レアの二つの乳房の片方であり、もう片方をパナケイア

（Panacea）といい、「すべてを癒やす者」を意味する。この二人の女神は、「ヒポクラテスの宣誓」13

の中でも現在も唱えられる女神だという。このレア・コロニスはギリシアの医神であるアスクレピオ

スの妻であるので、ヒュギエイアは医神アスクレピオスの娘ということになる。もともとはアスクレ

ピオスには二人の息子いたが、医神のアスクレピオスの崇拝者たちによりヒュギエイアとパナケイア

は彼の娘ということにされた 14。そのため、ヒュギエイアはアスクレピオスの従者第一の位を占める

                                                   
13 医師になろうとする者が行う宣誓で、「医神アポロン、アスクレピオス、ヒギエイア、パナケイアおよびすべ

ての男神と女神に誓う、私の能力と判断にしたがってこの誓いと約束を守ることを。」から始まる。

http://www.kanazawa-med.ac.jp/information/material.html#07 など参照。 
14 『神話・伝承事典―失われた女神たちの復権―』の「ヒュギエイア」「パナケイア」の項。および、古川明

2002 参照。なお、アスクレピオスの息子はマカーオーンとポダレイリオス。ともに名医であり、マカーオーン

は外科、ポダレイリオスは内科に長けていたとされる。 
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重要な位置を与えられた 15。さらに、このヒュギエイアは衛生学の語源となっており、現在では薬学

のシンボル「ヒュギエイアの杯」として欧州では薬局の看板などに用いられているという 16。 

このヒュギエイアは、郭沫若が愛読していたゲーテ『ファウスト』に登場している。『ファウスト』

第二部第二幕 7449 行目から 7455 行目までに「マントオ（Manto：現在の表記はマントー）」の名前

で登場している。ここではヘレナを探すファウストが、かつてヘレナを背に乗せたという「ヒロン

（Chiron：現在の表記はケイロン）にその居場所を尋ねる。時空を超えてヘレナを探すファウストを

狂気であると感じたヒロンは、この病を癒やすことのできる巫女マントオのところにファウストを連

れて行こうと考え、そのマントオの人となりについて説明している箇所である。 

 

   （ヒロン） 

   己は毎年ちょいとの間、アスクレピオス（Asklepios）の娘の   

   マントオ（Manto）を尋ねて遣ることになつてゐる。   7450 

   あれはいつも靜かな祈を父に捧げてゐる。 

   どうぞお父う樣の御感得で、 

   醫者共の夢を醒ましてお遣りになつて、 

   大膽に人を殺すことをお廃させなされて 

   下さいと云ふのだ。巫女の中で一番好な女だ。   7455 

   情深く優しくて、目まぐろしくこせつかない。 

   お前さんを少しあれが所に滞留させたら、藥草の 

   根の力で、病氣を根治して上げることが出來よう。17 

 

『ファウスト』に登場するマントオは「藥草の根の力で、病氣を根治」することのできる「巫女」

である。このマントオこそが、ゲーテによってアスクレピオスの娘であるヒュギエイアを連想させる

女神に置き換えられたとされる 18。つまりマントオとヒュギエイアが同一神であるとすると、この女

神は父であるアスクレピオスを補佐し、医学を志す者に加護を与えるという役割が与えられる。さら

にはヒロンによれば「情深く優し」い女性である。そのような女に棄てられると謳っているのがこの

詩である。 

 これは、郭沫若の当時おかれていた恋愛状況と重なる。『三葉集』の田漢宛ての 1920 年 2 月 15 日

                                                   
15 『ギリシア・ローマ辞典』参照。 
16 古川明 2002 参照。 
17 森林太郎訳『ファウスト』第二部参照。『ファウスト』の中国語訳への最初は郭沫若であるが、第二部の翻訳

は森林太郎の方が先に刊行されており、その雅語的漢語表現は、郭沫若に何らかの影響がないとは言い難い。よ

ってここでは森訳を参考にした。『ファウスト』を郭沫若がドイツ語から翻訳したのか、それとも他に何か参考

にしたものがあるのかという問題については、いずれ稿を改めて論じたい。 
18 柴田翔 1998 参照。 
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の書簡によれば、1916 年 8 月友人である陳龍驥が肺病で亡くなった際、陳のレントゲン写真を受け

取りに出向いた時に、看護業務に就いて働いていた佐藤とみと聖路加病院で出会った。同年 12 月に

岡山に来るまで、兄妹のように手紙のやりとりをする仲であった。郭沫若は自分が既婚者であること

を佐藤とみに伝え、佐藤とみも承知の上で交際をするというこの行為は、恋愛を通して自我に目覚め

る若い知識層の青年と、その恋の相手であり新しい価値観を持ち、自立を目指す「女学生」そのもの

であった。翌 1917 年 3 月に「市ヶ谷の女子医」19の試験を受ける準備に専念させるために、佐藤と

みは郭沫若の誘いを受けて岡山で同棲しながら、医学の道を志した。上京後、佐藤とみは、志半ばで

郭沫若の子を身籠もっていることを知り、己の夢をあきらめて郭沫若の妻として生きることを選んだ。 

武氏はこの書簡に注目し、①両親と最初の妻を裏切ったという罪悪感、②佐藤とみに対しての罪悪

感、という二重構造の罪の意識を指摘している。特に佐藤とみに対する郭沫若の罪の意識は、異性に

対する精神的なものと肉体的なものとに分裂させたうえで、後者に対しての意識を強く持ったと論じ

ている 20。 

 この作品は「棄てられる」ことが前提である。建前としては、現在の恋人である佐藤とみが、彼女

の元来の志に進むために自分を棄てるかもしれない、という怖れがある。と同時に、故郷にいる妻に

対しては、自分が既に妻を棄ててきたという自覚がある。過去に自分の志のために妻を棄ててきたと

いう行為をしたからこそ、現在の恋人には自分が棄てられるのではないかという怖れを郭沫若が強く

持っており、この作品はそのように読むことが出来る。過去に妻に対して棄てるという行為をしたに

もかかわらず、その罪悪感よりも、現在の恋人に自分が棄てられるという惨めな男の意識に変換して

いることが重要であろう。 

 『女神』第三部の「愛神」に収められている作品は恋愛が主題であるが、その恋愛は明るいもので

はなく、むしろ影のイメージがつきまとうのは、この「棄てられる」という意識が存在する作品が多

く収められているからであると考えられる。 

 

4 郭沫若の罪の意識 ― 贖罪意識と憐憫の意識 

 郭沫若は日本に留学してはじめて恋愛したと、本人の自伝的小説や他の小説で言及している 21。そ

こには故郷に残した張瓊華とは親の決めた旧式の結婚であったこと、また自分の意にそぐわない女性

であったことが理由で、わずか五日で家を出たと記しており、恋愛という感情は全くなかった。鈴木

氏は、結婚後にすぐに家を出て、日本で出会った佐藤とみと恋愛の末、自由結婚を日本で始めたこと

によって張瓊華への贖罪意識が生じたとのであり、佐藤とみとの恋愛と結婚によって齎された意識が、

                                                   
19 『三葉集』に収録されている田漢宛ての 1920 年 2 月 15 日付けの書簡に記載されている女子医とは、現在の

東京女子医科大学の前身である東京女子医学専門学校を指す。1900（明治 33）年に東京至誠医院の一室に設け

られた東京女医学校から 1903 年牛込区市ヶ谷河田町の陸軍獣医学校跡地に設立後、1912 年に東京女子医学専門

学校となった。通称は東京女子医専。 
20 武継平 2002、232 頁。 
21 『漂流三部曲』「岐路」242 頁など。 
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故郷に残した妻張瓊華への贖罪を齎した。既婚者であった自分と結ばれたことは佐藤とみに対して冒

涜であった、と指摘する 22。また武氏も、郭沫若の妻に対しての贖罪意識、佐藤とみに対しての懺悔

の意識を指摘する 23。 

この贖罪意識を武氏は『女神』未収録の「壊れたガラスのコップ」をその根拠として提示している。

この詩は次のような作品である。 

 

一個了破玻璃茶杯 

 一 

我在青春的時候,    私が若かった時、 

摘過一枝紫色的草花,     一本の紫の花を摘んで、 

配了一皮濃厚的青草。     深緑の若い草を配した。 

供在這個破了的玻璃杯中,   この壊れたガラスのコップに生けると、 

花草底精神真是好!    花も草も生き生きとしていた。 

 

 二 

花離了根,     花は根を離れ、 

草離了本,     草は茎を離れ、 

破了的玻璃杯,     壊れたガラスのコップは、 

怎麼把水裝得飽?    どうして水をそなえていられよう。 

莫有一夜的工夫,    一晩経たずに、 

花已憔悴了,      花は萎れて、 

草已枯死了。     草は枯れた。 

 

 三 

窗外的凄風夜雨   窓の外は寒い風と夜の雨、 

助漲我淚湖里的波濤。     私の涙の湖の波を膨らませた。 

死了的花魂草魂   死んでしまった花と草の魂は、 

還在我面繚繞。    なお私の眼前をめぐりつらなる。 

我守着這個破了的玻璃杯,   私はこの割れたガラスのコップを守って、 

飽嘗着――    味わい尽くす―― 

 懺悔底清羹,     懺悔というスープの、 

  寂寞底滋味,      寂寥たる味わいは、 
                                                   
22 鈴木義昭 1974、55 頁。 
23 武継平 2002、232 頁。 
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悲哀底烹調。    哀しみによって生み出された。 

 

壊れたガラスのコップは郭沫若を、それに挿した花は妻を象徴しており、根から離れた花が長くは

生きられないという認識の上に書かれている。そこには佐藤とみに対する郭沫若の罪の意識が見られ、

更にそれは郭沫若が固執する伝統的な貞操観に深く関わると武氏は説明する 24。武氏は、『三葉集』

の田漢宛ての書簡に「私は彼女をひどい目に遭わせてしまった」25とする箇所に佐藤とみへの罪の意

識を指摘している。ここで武氏は、割れたガラスのコップは郭沫若自身を象徴し、コップに生けられ

た花は佐藤とみを象徴しているならば、割れたコップの中で長く生きることが出来ない花に対して懺

悔の気持ちが生じたのは何故かと疑問を呈し、郭沫若が佐藤とみの純潔を奪って壊してしまったから

だと解釈した 26。武氏はこの作品が『女神』に収録されていないことにも注目をし、これが彼女に対

する罪の意識だとした。 

しかしこの作品が「私が若かった時」という出だしで始まることに注目したい。つまり過去のこと

を述べている。となると、この草花は恋人である佐藤とみではなく、故郷に残した妻の張瓊華を指し

ているのではないのか。壊れたガラスのコップとは佐藤とみの純潔ではなく、郭沫若自身の純潔が失

われたことを指しているのではないのか。 

 郭沫若の自伝的小説『黒猫』では「私はともかく結婚した」27と表現し、気に入らない妻に対して

怒りの矛先と無念さを滲ませたことを母親に不孝だと叱られたこと、この結婚について、郭沫若本人

は認めたくなかったことなどが、かなりの長さで書かれている。また『漂流三部曲』「十字架」でも、

十一年前に結婚したがそこから逃げ出したが、離婚の形を取らなかったのは自分の両親が年老いてい

たからであり、離婚しようものなら妻は必ず自殺し、両親もそれがために憤死するに違いないからだ、

と記している。更にこれに続け、両親の元に残した妻に対しては以下のように記した。 

 

私の父母の家に住み、私と一度結婚の戯れをした女よ、私たちは旧式の結婚の犠牲者なのだ。私

はこれっぽっちもあなたを怨まないので、あなたも私を怨まないでくれ。あなたが我が家の一

生の客となったが、私もあなたを救い出すことは出来ないのだ。28 

 

妻に対しての書振には愛情というものが見られない。更に妻に対しての言及には必ず両親に対して

の不孝を詫びる言及と一緒にある。この結婚を解消することは親への不孝ではあるが、妻に対しての

罪深い行為をしたという意識は見えてこない。これはたとえ創作であったとしても、この意識が郭沫

若の根底にあるのではないか。では、武氏が指摘している、郭沫若の純潔に対する意識とはどのよう

                                                   
24 武継平 2002、232～233 頁。 
25 『三葉集』43 頁。1920 年 2 月 15 日の田漢宛ての書簡。 
26 武継平 2002、229 頁。 
27 『黒猫』22 頁 
28 『漂流三部曲』「十字架」276 頁。 
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なものなのか。この純潔という問題について、有島武郎の『三部曲』「サムソンとデリラ」から考えて

みたい。 

 

5 有島武郎の「サムソンとデリラ」 ― 恋愛における精神と肉体 

 精神と肉体という考え方は郭沫若の恋愛観の基盤である。1920 年 3 月 6 日付けの田漢宛ての書簡

に書かれる、有島武郎（1878～1923）の『三部曲』特に「サムソンとデリラ」を郭沫若がどのように

理解していたのかという問題に繋がる。 

有島武郎の『三部曲』は 1919 年 8 月『有島武郎著作集』第十輯に収録された戯曲で『旧約聖書』

「士師記」のサムソンの物語を下敷きとしている作品である。本来の『旧約聖書』では「士師記」第

13 章 24 節から第 16 章 31 節にあたる箇所の物語である。聖書の内容を踏襲しているが、有島武郎

は精神の象徴としてのサムソンと肉体の象徴としてのデリラという男女間の出来事に重点を置いた。

イスラエルとペリシテは報復の応酬をしていたが、力の象徴であるサムソンがデリラという女に溺れ

ているのを知ったペリシテの群伯たちが、デリラを利用してサムソンを捕縛しようと試みる。デリラ

がサムソンの弱点を探り出してペリシテの群伯に告げた結果、サムソンは力の源である髪を切られ、

その力が失われ捕縛される。その後、獄中で髪が伸びたことで力が戻ったところに、ペリシテの民衆

の前に引き出されたサムソンは、ペリシテの人々を道連れに死んでゆく。ペリシテから追放されたデ

リラは、愛するサムソンに寄り添って死んでゆくが、サムソンの結婚相手として彼の母が手許に置い

ておいた処女とその母だけが最後に残る、という内容である。 

 田漢に宛てた書簡ではこの「サムソンとデリラ」について、この戯曲ではサムソンが精神世界をデ

リラが肉体世界をそれぞれ象徴していること、サムソンが死ぬときにはデリラも含めて死んでいくが、

母の慈愛と処女の純潔の魂だけが残るものである、と記している 29。 

 ここで肉体を克服する精神の問題と純潔という問題が示されている。先に挙げた田漢宛ての書簡で

は、「民国 2 年に、両親は早々と私を結婚させ、私の童貞は私が自ら壊したのだ」30とあるように、先

ず自分の純潔が失われていることを最初に問題にしている。佐藤とみとの結婚が許されないのは、恋

愛という立場を取るときに、伝統的な旧式の婚姻関係を郭沫若が既に結んでいること、つまりこの時

点で郭沫若の純潔が失われていると考えているからである。愛のない相手（張瓊華）と結ばれたこと

が、郭沫若にとっての罪の意識なのである。郭沫若の先の書簡には、男性側にも貞操観念があること

がうかがえる。更に、恋人である佐藤とみが純潔でない相手と結ばれることは近代的な恋愛では許さ

れないし、そもそも佐藤とみは別の男性と結婚しなければならないと考えていた。実際にはこの時に

は、佐藤とみとの間に子供ができており、結果として郭沫若は彼女の純潔をも壊したのである。郭沫

若の恋愛観は、“精神＞肉体＞制度”の優先順位となる、と考えていた。張瓊華に対しては、精神的結

びつきがないにも関わらずその相手と結婚という制度のために婚姻関係を結び、肉体の関係ができた

                                                   
29 『三葉集』106 頁。1920 年 3 月 6 日の田漢宛ての書簡。 
30 『三葉集』43 頁。1920 年 2 月 15 日の田漢宛ての書簡。 
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ことは自分の貞節を汚した、と考えている。そのため、張瓊華との間には空虚な感覚がある。次に佐

藤とみに対しては、精神的な結びつきで、その自分の中にある空虚な感覚は埋められると考えている。

それは肉体行為より精神の結びつきの方が尊いからであり、自分が既婚者であるからこそ肉体の問題

を超越できると考えていたからである。しかし、貞節が汚れている自分と純潔な佐藤とみが結果的に

結ばれることになった時に、彼女の純潔を汚したという認識を持つに至るのである。これが純潔に対

しての罪の意識である。佐藤とみに対しては罪悪感は存在するが、張瓊華に対しては罪悪感がない。

これはこの女性二人に対して、精神の結びつきの有無が問題になっているからである。 

この詩が恋愛詩でありながら、『女神』に収められている恋愛詩と明らかに異なるのは、この作品

で花を摘んだのは郭沫若であり、またその命を奪ったのも郭沫若である。『女神』収録の恋愛詩には、

積極性のある行動は見受けられない。花や草という自然を詠み込んでいるものの、第三連を見てわか

るように、窓という隔たりの外の自然に対して心情を述べているところに、自然と繋がっているとい

う感覚は見受けられない。郭沫若の汎神論的な要素も見受けられず、まして再生の要素も全くない。

それは相手が佐藤とみではないからである。つまり、「壊れたガラスのコップ」は『女神』には収録さ

れるべき恋愛詩ではなかったのである。だからこそ、『女神』制作時期と同じであるにも関わらずこ

の作品は外したと考えられるし、内容から考えても異質のものと言える。 

 

6 まとめ ―  郭沫若の煩悶と恋愛 

 佐藤とみとの出会いは彼にとっては運命の出会いであった。『黒猫』にはシェイクスピアの「嵐」

やアイヴァンホーの主人公のように姫君を得ること、あるいは渓谷に密かに咲く花々で出会うかのよ

うなそういったロマンティックな恋愛を夢想していた 31。最初の頃こそ精神の結びつきで結ばれてい

たが、彼女の妊娠によってそれは崩れた。その後、郭沫若は苦悩を背負っていくことになる。前節で

見たように、佐藤とみとの恋愛は郭沫若にとって憧れの恋愛のはずであり、許されないものではあっ

たが理想の結婚像であった。しかし、精神的な結びつきを超えてしまった時に、自分の純潔は捧げら

れず、相手の純潔は壊してしまうという結果となった。 

 第二節以降で見てきたように、「愛神」の中には「Venus」のように共に死にたいという詩がある一

方で、「健康を司る女神」のように女に棄てられる男を謳った詩がある。この棄てられるという思い

は、愛する女が純潔であるのに自分は純潔でないため、女を愛する資格がないという負い目が見受け

られる。ここに郭沫若の恋愛詩の暗さがある。佐藤とみは家を棄てて郭沫若に身も心も捧げることが

出来たことへの負い目でもあろう。しかしその負い目から微かな希望を見つける作品も見られる。「火

葬場」がそれである。 

   

 
                                                   
31 『黒猫』7 頁。 
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 火葬場 

我這瘟頚上的頭顱  この熱病におかされた首の上の頭蓋は 

簡直好像那火葬場里的火爐 まるで火葬場の炉のようだ 

我的霊魂兒，早已燒死了！ 私の魂はとっくに焼き殺された。 

哦，你是哪兒來的凉風？  ああ、君はどこからからきた涼風なのか。 

你在這火葬場中  君はこの火葬場の中 

也吹出了一株――春草。  ですら芽吹かせる――春の草を。 

 

『《女神》校釈』では、この春の使者である春の草は、死の中に生まれる新しい生命の萌芽を象徴

するものであり、これは郭沫若の死生観を表しているとする。煩悶する精神が焼き尽くされた後に、

火葬場にさえ吹き込んでくる涼風が春の草を芽吹かせるという内容は、不安定ながらも再生の可能性

を含んでいる。この「風」の重要性は『三葉集』1920 年 2 月 1 日付けの宗白華（1897～1986）宛て

の手紙にも記されている。凪の状態では静かな海面も、一度風が吹けば波が起こり、そこから万物が

生じるものだとし、風とはすなわち詩人にとっての直感・霊感だと説明した 32。火葬場という全ての

ものを焼き尽くす中にでさえ吹く風は、自分の煩悶を吹き消すものであり、そこに芽吹くものは再生

の可能性を生み出すものである。まさしく万物が生じる可能性をもたらす存在である。煩悶する心の

死と対峙するものとしての自分の精神を救うものとして描かれていた。 

 煩悶する郭沫若を救った佐藤とみは、中国人を夫にしたと後ろ指を指されるような状況にあっても、

互いを理解しあい純愛を貫いていた自分たちには何の問題もなく、彼がどこに行くにしてもそこが私

の故郷である、と言い切っている 33。佐藤とみは故郷も家も両親も棄てるほどの決意で郭沫若と添い

遂げる意思を持っていた。子供が生まれた時にもおそらくは純愛の結果だとして前向きに考えていた

であろう。しかし郭沫若は家も両親も棄てられなかった。佐藤とみは文字通り身も心も郭沫若に捧げ

たのに対して、郭沫若は心しか捧げきられなかった。恋人を棄てるという考えはないが、全てを捧げ

てくれた恋人から棄てられるという恐怖が作品に見え隠れする。それこそが郭沫若の『女神』に収録

される恋愛詩の特徴なのである。 

郭沫若の恋愛には希望がなかったわけではなかった。張瓊華との間に出来なかった子供も手に入れ

たことで子孫が絶えなかった。我が子を詠んだ作品の中には明るい作品が少なくない。しかし両親に

は認められなかったことが、佐藤とみとの恋愛を一層苦しいものとした。孝を守ったはずの結婚と孝

を破った自由恋愛の間で、郭沫若は苦しんだのである。「棄てる」ことが可能性としてはあり得る妻

との間には「棄てられる」という恐怖心はなかったが、「棄てられるかもしれない」という恐怖心を

抱く恋人との関係を謳った作品では、恋愛の不安定さが強く現れたのである。 

当時、「恋愛」や「性」という問題は日本でも同じように議論されている時代でもあった。田漢や鄭

                                                   
32 『三葉集』14 頁。1920 年 2 月 1 日の宗白華宛ての書簡。 
33 佐藤富子『我的丈夫郭沫若』1～3 頁。 
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伯奇（1895～1979）が訪問した厨川白村（1880～1923）の「近代の恋愛観」が 1921 年から東京・

大阪両『朝日新聞』で連載された時期でもある。個人と国家の問題というよりも中国知識人が直面す

る家庭と恋愛の問題であったと武氏は指摘している 34。この指摘は正しい。しかし武氏が指摘するよ

うに家の問題と個人の問題は、郭沫若だけが悩むものではなく、むしろ大正時代の知識青年たちが悩

む問題であったのである。 

郭沫若の目覚めた自我は、日本にやってきた中国人留学生のものであり、大正時代の知識青年層の

煩悶でもあった。郭沫若は大正時代の日本で、家の問題と個人の問題に悩むことになった。そのよう

な中で、郭沫若は創作活動を行っていたのである。結果として恋人との恋愛は楽しいものだけではな

く、その不安な関係性が作品に色濃く現れたのである。 
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海と山の狭間――石巻の再生・展開 
 

河本英夫（文学部） 
 
 

 

 

 石巻の北上川流域は、巨大津波によって、2 メートル以上の浸水が 1 週間も続いた地区である。家

屋の 2 階に逃げ、水だけで数日を乗り切り、やがて救命ボートで多くの人が救出された。この地区の

高齢者には何度も津波に襲われてきた人たちがいた。三陸地震、チリ地震とそのつど住居と生活を奪

われてきた。そのうちの 1 人は、もうやってくる津波は見ないと決めて、押し寄せる水に背を向け、

迫りくる轟音だけを聞いていたようである。一定の間隔で津波はやってくる。住居は流される。そし

てそれを再建する。まるでそれを定めのように受け入れていくよりない人たちがいる。それは受け入

れないということがありえない受容であり、一切の選択肢を取り除いてもなお前に進みつづけるしか

ない局面である。こうした局面が人の一生にはなんどかあるに違いない。 

北上川中洲の石ノ森漫画館 

この石巻で、夏の間にアート・フェスティバルが行われることになり、そこに体験的エクササイズ

を盛り込もうという話がもちあがってきた。このプログラムに参加するようにという依頼があった。

2017 年 2 月下旬のことである。私は仙台より北の太平洋側は、まだ松島までしか行ったことがない。

鶴岡で自然植物採集を行っている成瀬正憲君の誘いである。彼は 10 年間山伏を行い、山で暮らして

きた。かつてのサンカの暮らしである。中学の頃より山に登る合間に勉強をした。原野に生息するキ

ノコやゼンマイやタケノコを取り、その合間に大学や塾で教え、空き時間に草鞋を編むような生活を

している。山で暮らす者の知恵に溢れている。こうした履歴の人物が企画するのだから、乗ってみた

キーワード：石巻、半島、Ａ言語とＢ言語、触覚地図 
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方が良い。企画のための現実感を形成するためには、ともかくも現地へ行き、現地でひたすら歩き、

現地のものを食べ、現地で眠るよりないと考えていた。 

 アート・フェスティバルの会場は、石巻から海岸沿いにせり出した牡鹿半島である。震災後人の姿

が見えなくなると、一挙にシカが増え、シカは草の根まで食べるので、農作物は壊滅的になる。海岸

沿いのかつての小学校は休校となり、校舎は荒れ果てる一歩手前で残っている。それらを会場にして、

40 個以上のアートの展示を行うという。音楽のライヴを入れ、食の体験を変え、しかもアート見学が

できるのだから、相当に大規模な企画である。そのなかに体験的エクササイズを組み込もうというの

である。そのエクササイズには、海とそこからただちにそそり立つ山を感じ取る感度を導入しなけれ

ばならない。牡鹿半島はリアス式海岸であり、写真でしばしばよく見る光景がそのまま開けていく。

その環境をまったく別様に感じ取ることができるほどの身体と触覚を形成しなければならない。それ

がプログラムの課題である。同じ日の午後に行われる予定の音楽のライヴで盛り上がってしまえば、

それに匹敵するアートの体験は容易ではない。アートを見て鑑賞するだけでは、アートは確実に傍ら

を通り過ぎられ、霞んでしまう。アートを別様に体験するためにも、体験から組み替えて行かなけれ

ばならない。一般的にはこれは至難の課題である。 

 牡鹿半島はリアス式海岸だから、いくつも入り江がある。石巻市街からごく近くに「桃浦・荻浜エ

リア」がある。ここにはいまでは使われていない小学校があり、漁港があり、トレッキング用の丘が

あり、杉を切り開いて作られたキャンプ場がある。すでに多くの NPO や社団法人が入り乱れるよう

に入り込み、さまざまな活動を行っている。確実に新たな活動の場所を作り出そうとしている。当初

行政によって企画された復興計画の段階から、新たな企画の立ち上げによって、人と物の動きを作り

出し、復興のプロセスは次の段階に入ってきたと思われる。それらの下からの自発的な活動と協力し

ながら、アート・フェスティバルを行うためには、市議会議員に相当するほどのフットワークの軽さ

と交渉力のある人が必要である。そしてそれを実行できそうな地元の人間が要る。今回の視察にはそ

れに適任の志村春海さんが同行してくれた。 

 体験的エクササイズでは、どの場面でも未体験の領域に踏み出すことが必要である。まず筋金入り

の地元の漁師さんにお願いして、刺し網漁に連れて行ってもらった。この漁場周辺の区長も務めた甲

谷強さん(87 歳)の漁船に乗せてもらい、港を出た。甲谷さんは、港脇の岸壁の打ち付ける波の白さを

見て、沖にはそれほど波はないだろうと語っていた。風が強く波が荒ければ、沖の海岸の上に福島の

山が見えるという。気象はまずまずである。港を出ると、小さな船は揺れた。船板一枚、下は地獄で

ある。とても素人では立っていられそうにない。トナーで魚影を読み、目印の浮きを投げ入れ、移動

しながら、甲谷さんは刺し網を降ろし始めた。半島の岸壁から 100 メートルほどのところに網が張ら

れた。海底まで約 100 メートルとのことである。刺し網は 50 メートル程度の広さに張られ、そこを

通過しようとする魚がそのまま引っかかってしまう。潮の流れを読み、魚の通り道を知り、魚の通る

深さを知らなければ、この漁はできない。 

 港を出る前に、甲谷さんの自宅で、少し聞いてみた。たとえば松茸を採りに行って、次々と松茸に



海と山の狭間――石巻の再生・展開 

67 

遭遇し、籠一杯採る人と、同じ地区をいくら歩き回ってもほとんど松茸を見つけられない人の違いは

何かと聞いてみた。甲谷さんは、話したいことはたくさんあるようであった。ところが万感の思いを

込めて、ただ一言「探求心」だと答えた。70 年を超えた蓄積のある「探求心」である。情報として聞

いたのでは、この 70 年の探求心は要約されて、ただの意味になってしまう。網を降ろして港に帰る

と、翌朝 5 時に来てほしいとのことである。 

 この後、荻浜に移動して荻浜一帯の海岸線とトレッキングコースを歩いてみた。歩くことだけでみ

れば、凡庸なコースである。海岸には、カキをむき出した後の貝殻が土を覆い一面の貝殻である。こ

こに簡易レストランを作るという。夏の気温と湿度のなかでどういう感触のランチタイムになるのか、

うまくイメージすることもできない。トレッキングコースの海岸沿いに、小さな洞窟が二つあり、こ

こにもアート作品を作るという。比較的大きな港なので、ここでカヤック等の海洋体験ができればよ

いのだが、港の一面にはカキやホヤの養殖が行われている。漁協との交渉はハードルが高そうである。 

 海岸沿いにも広大な草地も残されていた、首都圏の北里大学がかつて放牧牛を使って、なにか研究

を行っていたようである。敷地は広大である。現在牛は一頭もいない。水も電線も来ていない。ここ

をイヴェント用に活用するには、相当に大掛かりな作業が必要となる。ともかく候補地だということ

で歩いてみた。海岸沿いの高台にゴルフコースがとれるほど、面を活用できるのはここだけである。

崖周辺には、森林が残っている。ここには夏場ヒルが大量にわくという。 

 その後牡鹿半島の南端まで行った。クジラの解体工場も残っている鮎川エリアである。風の強い高

台に立つと海を隔てた眼下に、金華山が見える。海岸沿いには、ほぼ唯一と言ってよいホテルもある。

このホテルの屋上で、カラオケもやっているという。トレッキングのコースも取れる。ここをどう活

用したらよいのか。体験的エクササイズは、場所の設定が 8 割を決める。そのため内部に選択肢が多

く、自由度の高い場所を見つけなければならない。1 日目は少し内陸に戻り、民宿に泊まることにな

った。海藻のシャブシャブがとてもおいしかった。 

 翌日は、4 時起きして刺し網の回収である。陽が登るまでに網を引き上がることが鉄則である。最

も速度の遅い歯車で巻き上げが始まった。時期的なものか、メバルが数多く揚がってきた。スーパー

で買えば 2500 円ほどもするメバルもかかっている。魚は、網にぶつかりそこを潜り抜けようとする

のだろう。そうするとそのまま網にかかってしまい、戻ることも進むこともできなくなる。それを引

き上げるのである。魚の通り道を知っている人でなければこの漁はできない。港に帰ると近所の別の

漁師が、見物にやってきて「大漁」だとつぶやいている。この作業は、甲谷さんが言うように農業よ

りもはるかに難しそうである。甲谷さんは、この漁師にどこで網を張ったのかを教えていた。そして

最後にぼそっと呟いた。「場所は分かっても、あの人には採れない。」 

 お礼を述べて船を後にし、アート作品の別の展示場予定地に移動した。大正時代に小学校として活

用し、今では崖の中二階のような場所があった。廃校になってからずいぶんと時間が経っているよう

で、現状ではごくわずかの平地を除き、小学校の姿を思い起こすのは容易ではない。ここにアートを

三点展示する予定だという。そこをさらに海岸まで下ると狭い砂浜に出た。リアス式海岸では、砂浜
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はほとんどない。カキを剥いた後の殻が大量に捨ててある。絶壁から海岸線までの狭い空間は、使わ

れていなければ、そのままゴミ捨て場となっている。空き地とはゴミ捨て場のことかとも思う。数十

年経てば、それらも分解されて大地に戻るのだろうが、その手前でゴミが積み上がってしまう。人間

は一般にゴミの出る生活をしているが、自分の生活だけを維持する範囲内では、ゴミは堆積しない。

カキも殻を付けたまま消費者に送り届けるのであれば、ゴミは分散され堆積しない。しかしそれでは

輸送料金がかさみ、商品としてもゴミの部分が大きな面積を占めてしまう。商品化の場面で、ゴミは

商品の外に排出され、切りだされたのである。 

 

 2 日目の午後には石巻市で美術の私塾を続けてきた新妻健悦、悦子夫妻の教室を訪問した。地方に

いて独自の経験を展開し続ける人は、まちがいない存在する。しかもそれはごくまれにではない。新

妻健悦さんもそうした一人であり、美術教育での個々人の経験の引き出し方については独自のものが

あった。現在 70 歳の手前だから 40 年の美術教育の履歴である。 

 基本的な問いは、「創造性はどのようにして生まれるのか」である。この問いに一通りの解答があ

るわけではないが、どのような場面の経験であっても、つねに同時にかかえておかなければならない

問いである。ここでの教育は、写生・具象から、非具象の場面をどのように活用するかである。新妻

健悦さんは、形を基調としたＡ言語と、色や運動を基調としたＢ言語を区分して、創造性は基本的に

Ｂ言語を母体として生まれると考えた。Ａ言語は、基本的に認識にかかわっており、人間の眼にとっ

ては強固でとても根強い。流れいく雲が人の顔に見えたり、波打ち際の砂浜の模様が動物のかたちに

見えたりする。かたちの認知は、視知覚の基本である。しかも解釈を行ってそう見えるのではなく、

直接人の顔や動物のかたちが見える。この直接的な認知が、感覚的直観であり、知覚である。知覚は

かたちを見ることに特化した能力である。そこに言語が加わると、意味が出現する。Ａ言語で描像す

れば、おそらくただちに既知の図柄を描くことに向かってしまう。精確な描写が一面では求められ、

写実が求められる。 

 Ｂ言語は、美術教育のなかでは、抽象画と呼ばれるものに含まれており、色や色の面積色合いの均

衡、色の運動性、色の配置等々にかかわるものである。かたちの図柄に対して、造形の場面では、進

む先が決まっていないので、そこにはプロセスが含まれ、プロセスには多くの選択肢が含まれる。そ

れは夥しいほどのものであり、出来上がった図柄にはつねに、それ以前に捨ててきた選択肢の余韻が

残る。歴史的に見れば、かたちを崩し、くずれてあることのバランスを探ったキュビズムや、色の点

のバランスから画面を作り出したカンディンスキーのような抽象画が想起される。Ａ言語が認識を優

先することに対して、Ｂ言語は感性を優先すると言われる。 

 この事態を別様に考え直してみる。哲学のカテゴリーの 6 割は、アリストテレスが作ったものであ

る。最大の効果をもった道具立ての一つが、質料-形相体制である。それに並ぶほどの威力をもったも

のが可能態-現実態である。質料－形相は、個物の認識にかかわっており、対象がこれというふうに認

識できるためには、恒常的な「かたち」があるに違いない。細胞で言えば、180 日程度で内部のタン
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パク質はすべて入れ替わってしまう。それでもかたちは維持されている。かたちに対応するのが形相

であり、入れ替わるように変化していくのが質料である。それらが組み合わさって個物が成立してい

る。土や泥からなんらかの建物のような姿が成り立っていれば、土や泥は素材であり、建物は形相で

ある。一般的に言い直すと、素材とそれにかたちをあたえるものというように二つ一組で考えていく

のである。これとして認識される個物は、個物に固有のかたちをもつ。 

 この定式化の仕方は、凄まじい威力をもった。たとえばカントの認識論では、質料は主観性の外か

ら物質よってあたえられ、それが主観性のいくつかのカテゴリーの適応を受けて加工され、表象がで

きあがる。こんなふうに組み替えると、認識論の図式が成立する。質料は、受動的な能力によって触

発され受容されて、認識の素材となり、主観性の能動的な能力を介して加工されて、「これ」という

表象が出来あがる。 

この場合、素材を代えて新たな装いのものを作り出すことが、芸術家の仕事となる。素材とかたち

の組み合わせを代え、しかも作られたものが見え透いた作為として成立するのではなく、自然性をも

つところに天才的な芸術作品が生まれる。 

 このタイプの認識論に変換してしまうと、形相は知覚に対応し、質料は感覚的な要素に対応するこ

とになる。そして感覚的要素は知覚に対して従属的になり、知覚の素材にとどまることになる。ここ

に大きな問題がある。感覚が素材に留まるのは、認識にとって個物の視覚的認識が成立している場面

である。その場面では、認識の延長上に認識の素材だとされることになる。だが質料のほとんどは、

泥や土のようにそれがなんであるかは精密に認識されていなくても、どこかで掴んでいる。それは視

知覚以外の掴み方をしている。ほとんどの場合、触覚性の感触を掴んでいる。触ればどろどろしてい

る、触ればざらざらしている等々の感触が、質料性の内実である。 

大まかに整理してしまうと、形相は視知覚によって捉えられ、質料は触覚・運動性の感触で捉えら

れていることになる。質料は、視知覚に対応させると素材として配置されるが、その前提を取り払え

ばそれとして固有の領域をなしていることがわかる。この場合には質料は形相に従属したりはせず、

固有領域として成立する。触覚性の認知は、内部に運動を含み、運動の手掛かりをあたえる役割を果

たしており、運動の調整にとって不要なものを無視できるように形成されている。そのため個物の精

密認識にはふさわしくないが、個物とのかかわりを組織化するように働いている。そしてその部分が

固有の領域を形成するように取り出すことができる。色は厚さをもち、深さをもつ。躍動性の激しさ

をもつこともあり、淡い拡散性をもつこともある。これらは色固有の感触である。色合いと色の面は

異なった効果をもつ。そうした色の「運動性の行為」は、視知覚認識として「何であるか」で捉えら

れるだけではない。対象認識だけではなく、同時に行為的なかかわりをもたらし、物との接触的な経

験の形成を促す。そこでは、個物が何であるかを知ることによる「認識の完結性」はなく、むしろ不

断にプロセスのさなかにある。とりあえず前に進まなくてもよいという場面が、このプロセスの暫定

的な停止であり、作品の出現である。これは認識の目標への到達とは異なる。こんなふうに考えてい

くと、質料－形相は、質料固有に展開できる場面があり、形相固有に展開できる場面もありそうであ
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る。形相固有の展開は、情報のようなネットワークでの展開を考えることができる。 

 アリストテレスのもう一つの概念である可能態－現実態は、変化していくものを捉える仕組みであ

る。変化していくものを捉えるためには、現時点でのあり方とそれが向かう先を指定するように二重

に捉えなければならない。それはその通りなのだが、プロセスのさなかにある事態には、そのままで

は通じない。また変化の向かう先が決まっているというのもほとんどの場合無理である。アリストテ

レスの場合、変化するものをどのように捉えるかを基調としている。変化するものを外から捉えるの

である。ところが制作の場面では、制作者は変化するプロセスのさなかにあり、プロセスに引きずら

れることもあれば、プロセスにさらに変化を付けていくこともある。制作はあるところまで一挙に進

み、そこからしばらく停止する。停止するまでの幅が、プロセスの単位となる。この単位の末端では、

プロセスに選択肢が出現する。こうした事態を組み込まないと、事態をうまく捉えることができない。 

 こうして新妻健悦さんの言うＢ言語の特質があらかた明らかになったと思う。この言語は行為とと

もにあり、感触を基調として成立し、行き先は決まっておらず、それじたいがプロセスであり、プロ

セスにはそれぞれの場面でのプロセスの単位と呼ぶべきものがあり、単位の末端には選択肢がある。

その選択の場面であるものを選択し、次のステップに入ってみたとき、その場面ではいまだ成功か失

敗かはわからない。次のプロセスがさらに次のプロセスに進むことができれば、手前の二つのプロセ

スが繋がっていく。こんなふうにして進みつづけることが、Ｂ言語的な行為である。 

 ともかくも新妻夫妻との話を次の機会へと持ち越して、その日のホテルへと向かった。大震災時に

は、北上川の水があふれて、二階まで水が漬いたホテルであるが、再建されて当日は 15 名ほどの宿

泊客があった。 

  

 3 日目の朝早く、まだ見落としていたところを回り、午後には社団法人の事務所に戻り、イヴェン

トの輪郭をほとんど決めることができた。舞踏系の人にワークショップをお願いして、体験エクササ

イズの 2 日間の日程に組み込み、みずからの身体に目覚めるワークショップと単細胞生物から超人間

までというワークショップの二本立てで組み込むことにした。さらに漁師の刺し網の見学と、音楽ラ

イヴの参加、現地食材によるランチタイム、さらには大崎晴地君の「バリアーハウス」と「エアート

ンネル」を設置することにした。大崎君は、バリアーハウスでまたもや新たな局面を開いた。アーテ

ィストとしてはかなりの速度で、断続的に踏み出していることになる。2008 年頃東洋大学の教室を

使って、真っ暗な中にさまざまな起伏を作り、そのなかをしばらく歩くことで、後に視覚的この起伏

を描く試みをそのまま作品として作り出したのである。これは「触覚地図」と呼ばれた。 

それ以降、広めの布を 4 重に張り出して重ね、布の中に入って出口を探すという装置を作りだした。

最も下の布から入るもの、二番目の布から入るもの等によって、布のなかで人の動く起伏が異なる。

布の張りをつうじて他の人の動きを感じ取り、布の一部に開けられた出口を探し出すように蠢くので
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ある。子供たちは何時間でもその布のなかで遊びまわることができる。 

 

エアートンネル 

これは 2010 年頃の作品で、「エアートンネル」と呼ばれた。その後大崎君の作品にしばらく停滞が

あったが、「バリアーハウス」という建築的な構想に移って行った。2015 年頃である。 

 

バリアーハウス 

バリアーハウスの全貌はまだ見えないが、いくつもの要素が含まれている。一つには環境内の音を

増幅させて振動として身体に感じとる仕組みであり、これは感覚の限界を身体的な感度として再生さ

せるものである。音の基本は空気の振動だから、増幅させれば耳ではなく身体に感じることのできる

振動となる。それを装置として組み立てたのである。それ以外にも構想の特質として、障害を元のよ

うに治癒させるのではなく、障害を組み代えることで、別様の環境を作り出し、それにかかわる人の

能力を別様に発揮させるという企てがある。ここでは障害を直すべきものだとは考えず、別様の能力

の形成の仕方を構想するのである。たとえば廃屋を元のように住めるようにするのではなく、むしろ

別様の生活モードを作り出すように活用するのである。 
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大崎君の作品は、当日も郡山の「はじまりの美術館」に設置されており、石巻からの帰路、途中下

車して立ち寄ってみた。「はじまりの美術館」は猪苗代湖駅から徒歩 20 分ほどのところに開設された

美術館であり、かつての酒蔵を改築して出来上がっている。「オソレイズ」「もののけアニマル」「絶

望でも、希望でもなく」「手づくり 本仕込み ゲイジュツ」等々の展示会を行ってきた。そこに大

崎君の「触覚偸図」が作られていた。 

 

はじまりの美術館 

体験的エクササイズは、作品の体験が、作品を知るということを超えて、同時に経験の拡張や形成

につながるような仕組みを備えていなければならない。暗闇の部屋を上から見た図と下から見た図が、

前後の入り口に書かれて掲載されている。当然のことだが平面に書かれている。暗闇の室内に入り動

きまわった後に内部の地図を自分なりに書いてみるのである。身体行為の感触と視覚像は、ほとんど

対応関係がない。この暗闇の部屋を体験した後に、感触と視覚像の変換を再度形成し直すのである。

展示の経験が、ひとつの行為となり、それを新たに書き留めていく。これの繰り返しのなかで経験を

リセットする仕組みが獲得されてくる。正直、途方もなく長い 3 日間だった。 

 

〈参考文献〉 
新妻健悦「美術探検・演習 子供と美術をめぐって」『Sync in ART』Vol.6 平成 8 年    
新妻悦子、新妻健悦、佐藤静「描画特性における具象群と非具象群の分析」『イメージ心理学研究』

(2005、4)13-25． 
新妻悦子『児童の描画特性と認知スタイルとの関連性に関する研究』(風間書房、2016) 
三浦衛『石巻片影』(春風社、2017) 
ローウェンフェルド『美術による人間形成 創造的発達と精神的成長』(竹内清、堀之内敏、武井勝雄

訳、菱明書房、1995) 
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河本英夫（文学部） 
 
 

 

 

 

 2017 年 7 月下旬から 9 月上旬にかけて石巻牡鹿半島を会場として、アート・フェスティヴァル

(REBORN ART Festival 2017)が、音楽プロデューサー小林武史を実行委員長として開催された。

いくつかの偶然が重なって、私はこのアート・フェスにかかわることになった。もともと夏の音楽ラ

イヴとして毎年行われていたが、音楽だけであれば、一晩の宴を過ごして、それでひとつのイヴェン

トとなる。だがそれでは、地域の特性を存分に発揮するところまではいかず、もともと音楽ライヴは

どこでやってもよい。山形でも仙台でもよい。参加してくれる人たちの多くは、首都圏からの移動者

である。そこで今年から石巻の牡鹿半島に、環境に合わせてアート作品を展示し、石巻の食材を新た

に料理のメニューに加えて、音楽とアート展示と食事を含めた総合フェスティヴァルが企画された。

人の動きが作りだせれば、地域起こしにもなり、場合によっては新たな起業にもなりうる。 

今回はそのための開始である。初回だから万遍なくうまくいくというわけではない。現地の気候に

も左右される。野外活動の難しい所である。それどころか 2017 年の夏は例外的なほど奇妙な夏であ

る。だがこうした企てを何度も繰り返していれば、そこから多くの企画も生まれる。そうした思いを

籠めて、開始されたフェスティヴァルである。これを実行するための一般社団法人も設立され、文化

庁からの補助金の受け皿も準備され実行されている。 

 

１ 体験的エクササイズ 

 多くの企画のなかに、アート・ウォーク(REBORON ART Walk)というのがある。１泊２日の体

験的エクササイズである。私はこのプログラムの構想・企画・実行にかかわった。体験的エクササイ

ズであり、多くの人が一度もやったことのない企画を入れて行かねばならない。プログラム・ナヴィ

ゲーターは成瀬正憲、プログラム総務は志村春海である。まず暗黒舞踏のワークショップから入るの

が良いと思われた。そこで東京在住の向雲太郎さんにお願いして、やっていただいた。 

牡鹿半島は、鹿が増えすぎており、恒常的に鹿の駆除が行われている。その鹿を食材として活用す

る。もちろんこれを売るようであれば、食品衛生上の多くの許認可を取らなければならない。だが自

分たちで食べるのであれば、そこはパスしてよい。ライフル銃で撃ち止めた鹿の皮剥ぎから切断、食

肉化まですべて自分たちでやっていくのである。これの料理は、やはりプロ中のプロがやってくれた。

地元でレストランを経営する目黒浩敬さんである。目黒さんは当初山形でイタリア・レストランをや

キーワード：牡鹿半島、リボーン・アート・ウオーク、 
体験的エクササイズ、環境 
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っていたようだが、SNS で評判になってしまい、予約で３か月先まで埋まるようになって、もう顧客

の希望に応えるような食事をだせなくなり、一度リセットをするためにその店をやめて新しく立ち上

げることにしたとのことである。だが新しく設定した店も、そのままでは多くのスケジュールが予約

で埋められてしまう。そこで店のアナウンスをフランスやイタリアから開始して、外国からの情報で

はじめて日本で知られるようにしたいとのことであった。 

その後刺し網漁の仕掛けに船で同行して、刺し網の降ろし方を見学する。地元の名人芸の漁師甲谷

強さんの船に同乗した。甲谷さんは中学卒業後一貫して漁を行い、その道 70 年のプロ中のプロであ

る。漁船に乗ったことのある人はほとんどいないだろうから、良い体験になると思う。船板一枚、下

は地獄である。その後調理された鹿料理を食べて、そのまま宿泊地に直行である。 

 2 日目の朝は、刺し網の引き上げからである。陽が登る前に引き上げてしまわなければならない。

朝 4 時に起きて、宿泊地を発つ。この時期にしては、大漁であった。海岸について魚を降ろした。リ

アス式海岸でも入り江によっては小さな砂浜はある。海流が舞うような地形の場所では、陸を削った

小さな土や砂が水流の速度の遅い所で海底に沈み、何万年もかけて砂が積み上がる。それが砂浜であ

る。この砂浜でご飯を炊き、魚を串刺しにして直火で焼いて、みそ汁も作り、海岸の浜沿いで朝食で

ある。引き上げたばかりの魚を食べるのは、めったにできない体験である。多くの魚に混じってコチ

が１匹混じっていた。ナマズのような姿だが、滅多に食べられない高級魚である。姿が川魚のような

ので誰も串刺しして焼こうとはしない。最後まで残っていたので、私は自分で食べることにした。骨

の硬い白身のあっさりした魚である。私自身も、はじめて食べた魚である。 

その後小さな波打ち際で舞踏エクササイズを行った。自分の身体に集中して環境を感じ取るための

エクササイズである。海に向かって海を感じ、波に浸って波を感じるエクササイズである。その後海

岸沿いから崖のような坂道を登り、途中にあるアート展示をみた。その後しばらくは休憩である。な

んと言っても朝 4 時から動いている。そろそろ休みを入れなければならない。その時間帯に、私は現

地で運営全般にかかわっている志村春海さんの車を借りて、大崎晴地君と参加者 1 名を乗せて、まだ

見ていないアート作品を見て回った。牡鹿半島の先端にある D エリアと呼ばれる地区に設定されて

いるアート群である。この地区には年季の入った作家による多くのアート作品が置かれていた。最後

にもう一度身体表現ワークショップである。2 日間のエクササイズを通じて参加者の身体は、信じら

れないほど見事に動くようになった。 

全体として、盛りだくさんに設定されており、WOWOW、NHK、さらに各プレスの取材が張り付

いていた。NHK は甲谷強さんのドキュメンタリーを作っており、その一部を取るためにやってきて

いた。これだけの体験的エクササイズを組み込めば、やはりアート作品は力負けして、霞んでしまう。

やむないことである。というのも体験的エクササイズは、身体を含めて自分自身をリセットすること

であり、そのなかには自分自身を作品として作り出すことも含まれている。そうした作業は、自分の

外に作品を体験することに比べて、圧倒的な迫力でもある。こうした作業を経て、作られた作品の体

験を何度か行えば、作品そのものの受け取りさえ変わってしまうのだから、作品はたまたま通り過ぎ
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られていく風景の一コマにしかならないようなところがある。身体を作り変えてしまうほどのアート

作品とはどのようなものかとも思う。アート作品に余程の力強さがなければ、体験的エクササイズに

は、拮抗できそうにない。そうしてみるとこの体験的エクササイズは、アート作品に言ってみれば圧

力をかけているのである。 

 

2 アート・チャレンジ 

 アート作品のプロデュースは、ワタリウムを企画・運営する和多利浩一が行った。人選から企画の

方向性まで、彼の方針設定である。死者を悼むという要素をどこかに入れること、復興の要素を入れ

ること、原発はいれないこと等の設定が行われた。牡鹿半島の 4 つのエリア(市街地中心エリア、市

街地周辺エリア、牡鹿半島中部エリア(桃浦・牡鹿ヴィレッジ)、牡鹿先端エリア(鮎川エリア))を設定

して、それぞれにアート作品を展示した。この地区の海岸沿いは、広範囲にわたって防潮堤が作られ、

海岸沿いの景観を著しく損ねている。そこで作家の一人が、この防潮堤の陸側に多くの人物の写真を

まるで捜索願のように張り出したところ、地元住民からただちに反対運動が起きた。実際に東日本大

震災から 6 年経ってもまだ行方不明者がいる。捜索願の人物像とアートとしての人物像には、なにか

大きな行き違いと違和感がある。人物のキャラ像は、反対を受けてただちに撤去された。こんなこと

を引き起こしながら、長い所では 1 年の期間をつぎ込んで作品が形成され、短い所では約 1 月の制作

期間で作り上げられた。 

 市内の情報館(最初に立ち寄るところ)には、シュタイナーが実際に描いた黒板の図柄が 4，5 点展

示されていた。シュタイナーらしい図柄による説明で、彼のアストラル体(宇宙霊)の表記は、そのま

ま一つの表現となるほどのものである。日本では、「神智学」として広く読まれている。シュタイナ

ー教育、シュタイナー体操が有名だが、シュタイナー農業というように人間のかかわる営みを総体と

して組み代えていくほどの構想力をもっていた。また市中心街のかつてのポルノ映画館には、少し気

の利いた作品があった。津波で背丈以上に水がつき、座席が浮かび上がった映画館である。この映画

館の座席を 2 メートルほど浮かび上がらせ、それを模擬の瓦礫で支えて、それでもなおポルノ映画を

上映するのである。2 メートルの高さまで水がつけば、おそらくその場にいれば生き延びることに必

死である。その必死さでなおポルノ映画である。この映画館の館主は、津波の水が引いて部屋が片付

くと映画館を再開し、2 年前まで映画を上映していたようである。この筋違いの取り合わせが、なん

とも奇妙でかつユーモアに溢れている。 

 体験的エクササイズのベースキャンプになっていたのが、Ｂエリアの桃浦小学校跡地の体育館であ

り、この周辺にも 7，8 個の展示があり、小学校の跡地や倉庫を使った展示物が置かれていた。この

小学校跡地には、試みとして優れたものが多い。 

「います、2017」(パルコキノシタ、1965 年徳島県生まれ)と題する作品は、かつての倉庫の一室を

使い、そこに木像を延々と作り配置し続けた作品である。牡鹿半島や石巻から採れた木材だけを使用

して、大震災で亡くなった人の数(3978 人)だけ木像を作り続ける途上の作品である。絵の描かれた木
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像もあれば、ただ木を切っただけのような木像もある。死は、死者の個体数だけではなく、むしろ「密

度」をもつ。この密度が何に由来するのかはよく分からないが、もはや移動することもなくそこに「い

る」ことの密度である。作者はもともと漫画家で、さまざまなアイディアを出し続け、震災以後この

地に居住しているということだった。この密度は、死者は死んでなお個体であることに由来する。よ

り密度の高い植物の群れやコスモスの畑やヒマワリの丘は、いくらでもある。群れとなることのでき

るものは、個体とは別の集合体なのであろう。 

 

 旧桃浦小学校の校舎と体育館の間には、かつて庭であった場所が適度の草地になっている。そこに

流木をあつめて組み合わせ、鹿の像を設置しているアーティストがいた。造形大出身の彫刻家富松篤

さんである。2，3 日に 1 回程度、海岸を歩き、流木を拾って、それを乾かして、どこかの時間帯で組

み立てを開始する。ひとたびどこかの部分の木切れの配置が決まると、あとはかなり自動的に作業は

進み半日程度で出来上がるということだった。作者は、大震災以降石巻に移住し、そこでアート活動

を続けているということだった。この場面での体験は、実は人文系の学生たちにも実行できる。関東

には滅多にやってこないが、台風が通り過ぎた翌朝の海岸沿いを歩き、落ちているものを拾ってくる

のである。漂流物は、自然の造形である。それをともかく拾って歩くのである。 

図の鹿は、庭にある 4 体の鹿のなかでも最も大きいものである。すべて集めてきた流木だけで作ら

れており、地面に固定するための支柱と、ところどころに接着用のビスが打ってある。どこから始ま

ったのかはわからない。聞いてみたところ、首筋あたりが決まり、そこで全体の輪郭が決まって、作

業はどんどんと進んだようである。首筋あたりの図柄が決まると同時に全体のかたちとサイズが決ま

り、イメージがくっきりとした輪郭をもったところで、あとは自動的に進むという感じだったようで

ある。作品が出来あがれば、開始点は消えてしまう。開始点を決めているのは、集めてきた木切れの

組み合わせである。その意味で開始はどこかいつも偶然である。そしてそれは素材によってほとんど

が決まっている。これを部分－全体関係でおさえていくと、部分から全体の予期が生み出され、次の

部分が形成されるごとに全体の輪郭のピントが決まってくる、ということになる。これが解釈学的な
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理解である。部分－全体関係の循環を用いているのである。このとき先取りされた全体へと向かう方

向で経験は進むが、どこまでも全体に向かい、全体へと到達するように進んでいく。これはある種の

目的論である。 

 

これに対して、最初の開始は、偶然的にスタートが切られるだけであり、次の制作手順が決まれば、

それによってはじめてきっかけが「開始」となる。制作行為の作動が継続するものだけが、「開始」を

刻印する。その次の制作手順には、そのつど選択の行為があり、うまく行かなければ、もう一つ手前

の段階にもどってみてそこから開始する。全体的なイメージとは、プロセスのさなかの選択のための

手掛かりであり、それを活用しながら、ともかくも前に進むことができる回路を探り当てる。こうし

た手続きの繰り返しを進んでみたとき、出来上がってきたものが当初イメージしたものとは異なり、

「こんなはずではなかった」と感じることもあれば、「こんなものが出来てしまうとは！」という自

分自身にとっての驚きとなることもあり、また「なんだかすっきりしない」とピントの決まらなさの

理由不明に少なからず当惑することもある。それでもできてしまった物は否応がない。こうした捉え

方をしていくのが、システム的制作である。 

システム的制作は、プロセスの各局面でつねに別様になりうることの可能性を含むこと、イメージ

として活用される全体像は、制作プロセスの目標ではなく、制作行為を進めていくさいの手掛かりで

あり、全体像そのものが組み代えられることもあれば、作られたものがイメージした全体像とは食い

違ったままなにか違和感を残し続けることもあり、作品は出来あがったのに、同時に次の作品の課題

が見えてしまうということも起きる。そしてそれはごく普通に起きるのである。解釈学的循環は、部

分－全体関係を総体として観察者が外から捉えたものであり、循環関係を設定して、必要に応じて視

点を循環の内部に入れていくというのが実情である。そして全体性へと向かう目的論が柱になってい

る。それに対してシステム的制作は、制作行為の継起的な作動を基本にしている。そして到達された

ものは、このプロセスの副産物なのである。 

 小学校の校舎の屋上には、大崎晴地君の「シーフロアー」が設置されている。この作品はもともと
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体験的エクササイズであるアート・ウォークの一環として制作された。海中にマイクを降ろし、海中

の音を拾って、それを振動に変えて、屋上で海の音や振動を体験する装置であり、耳では聞こえない

音を振動として受け取るものである。一般に音とは振動のことであり、人間の耳に音として聞こえて

いるのは、振動のごく一部である。振動の音域では、低周波では太鼓の音のようにほとんどは空気の

振動として受け取られており、高周波は確実に脳には受け取られているが、音としては聞こえない。 

また振動域とは別に振動の短期間の持続がなければ音にはならない。音になる以前に振動を感じ取っ

ているという部分がある。そこから音として聞こえるためには、何秒間かの持続がなければならない。

2017 年ロンドンでの世界陸上男子 200 メートルで決勝に残ったサニーブラウンは、スタートを告げ

る機械音からの反射動作の開始が、ファイナリストのなかでは最も遅いと言われている。本人は音を

聞いてしまう、と語っていた。音を聞いてからではすでに動作の開始は遅れている。振動から音の開

始を感じ取り、動作が起きなければならないようである。こうして音の知覚以前に音を感じ取る場面

では、ほとんど振動とも音とも言えない局面がある。そしてそれは耳という感覚器の手前で、身体と

して感じ取っている領域である。 

 海中で録音した音を振動に変換し、それを屋上のコンクリートの上に置かれたやわらかい振動板に

連動させる。この振動板の上で海中の音を体験するのである。この振動板の五か所にスピーカーが設

置され、音量も振動数も異なる音が流れてくる。それがいくつかのモードの振動となって振動板を揺

らすのである。 

 

 振動が媒体をつうじて連動すれば、ただの振動ではなく、「響き」となる。振動と振動が媒体とと

もに連動すれば、そこに一つの個体が出現する。響きとは個体性をもった振動のことである。そのた

め多くのモードの響きが出現し、振動板に乗るものはそうしたいくつもの響きのモードに触れていく

ことになる。それが海を触覚的に感じるための回路の一つとなる。実は 5 台のスピーカーを使うので

あれば、多くの響きのモードが可能であり、振動板は、長期的にはさらに多くの響きのモードを作り
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出すことができる。しかもそれは振動板の素材にも依存している。媒体を通じて振動は振動を呼び起

こし、それらが連動していくのだから、素材は連動できる範囲を変更させ、新たなモードを作り出し

ていくのである。 

 牡鹿半島の中央部(C エリア)は、道路沿線に休憩所もトイレもないという状態だった。漁港があり、

カキの皮むき工場はあるが、実質それ以外には何もないという状態だった。国道 2 号線沿いに、小さ

なレストランと簡易のトイレが作られ、さらに海岸沿いの波打ち際にプレハブ式のレストランが作ら

れていた。同地区の山間の谷間に、鹿の解体場所と食事処がさらに作られていた。これだけの施設を

整えて、この地区を牡鹿ヴィレッジと命名し、人が立ち寄り、一息つくことのできる場所に作り変え

てしまったのである。このことの意義は小さくない。牡鹿半島の先端には、金華山を見晴らす位置に

ホテルもある。このホテルの送迎バスで、石巻市内まで移動しようとすると、場合によっては 1 時間

半近くかかる。その中間の国道沿いにトイレができたのである。場所そのものを作りかえるような作

業が行われたことになる。すると新たに組み替えられた地区には、その場所を記す「ランドマーク」

があってもよいことになる。そしてそれに相応しい作品が設定されていた。 

 

 「White Deer」(名和晃平)がそれである。場所の記であれば、半島の山並みと海岸線と海に釣り合

っていなければならない。そのための大きさと高さがいる。ランドマークとして釣り合いのとれた白

い鹿が作られていた。これはランドマークのモデルケースの典型事例ともなっている。海岸沿いのカ

キの殻の捨て場のような地区を掃除し、カキの貝殻を小高く盛り上げてその上に設置してある。 

 

3 Ｄエリア 

 牡鹿半島の先端が、アート作品の D エリアであり、比較的ここには力作が多かった。草間弥生の小

さな作品も展示されている。超有名人の作品が一つ置かれただけで、近所の住民にとってはアート展

示の意味合いはまったく異なってしまう。 

お寺の境内の中腹に、ゴミを収集してゴミの配置と集合体を作るアート作品があった。「タンバリウ
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ム」(岩井優)である。リアス式海岸の断崖絶壁には、いたるところにゴミが捨てられている。冷蔵庫、

クーラーから空き缶、空き瓶まで夥しい量の廃棄物がある。牡鹿半島の交通網で考えれば、石巻市内

まで、廃棄物を捨てにいくよりも、手っ取り早く捨てることのできる場所は、到る所にある。そして

それを不法なことだとも思わずただ捨ててきた前史がある。 

 物は使われる可能性がある限り、それに相応しい場所をもち、どのように使われてきて、将来どの

ように活用されるかについての履歴をもつ。それが人間や人間生活とともにある物である。こうした

履歴をどこかで断ち切られたものが、「ゴミ」であり、通常はそれ以上には活用される見込みがない

物である。エネルギーのゴミが熱であり、その熱を二酸化炭素と水蒸気が地表付近に留めることにな

る。もっとも路上に置いてある古いテレビや冷蔵庫は放置された後に別の人が持ち去り、また別様に

活用することがある。それらはゴミになっておらず一時的に放置されただけである。リアス式海岸の

入り組んだ湾の窪みには、ほんとうに何でも捨てられている。それを作者は拾い集めてきて、当初は

それらをただ地面に並べていたようである。そこでさらにドーム状の木の枠を作り、それぞれの枠に

留めたのである。これはゴミに履歴を回復させる企てであり、ともかくもゴミが別様に活用できるこ

とを配置することによって示している。ただしこれだけのゴミを海岸付近から担いで崖をよじ登って

くるのは容易ではない。 

 

 ドーム状に枠を作り出したとき、外から見て配置されたゴミの形状と、ドームのなかに入り四方が

ゴミに囲まれて見えているゴミの内的配置図とに落差が生じ、場合によってはまったく別様になると

ころまで、作り込むことはおそらく可能である。ドーム状の枠は、まさにそれによって内外の区分を

作り出す以上、内外の落差が生じるはずであり、ドームのなかで四方ゴミに囲まれてみることの感触

は固有のものであるはずだ。それを体験として現実性を帯びさせれば、確実にゴミの経験は変わると

思われる。中規模のドームで実験的に試してみることはできる。 

 ただしフェスティヴァルの期間が終わり、この作品を撤収するときには、ゴミは再度どうなるのだ

ろう。入り江に捨てられたゴミの清掃作業はこれによって小規模ながら実行されており、またその清
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掃を手伝ってくれた多くのアルバトの人たちの貴重な経験は残ることは間違いない。ただしゴミの多

くは不法ゴミから正当な手続きを踏んだゴミになるのだろうか。 

 牡鹿半島の海岸線は、ほとんどが断崖絶壁である。そこに大きな湾のような砂浜がある。海水が湾

内で舞うように停滞し、絶壁を削った砂が運ばれることもなく、湾の内側に落ちてきたのが砂浜であ

る。ユリ浜と呼ばれた景観地だが、道路は断崖絶壁の上を通り、そこからただひたすら海岸線まで下

りていく。海水浴には向かない。その場所にアート作品が設置されている。「起こす」(島袋道造)とい

うテーマ作品である。砂浜には、いくつもの漂流物がある。だがそれはすべて横たわっている。漂流

物を起こすのである。 

 こうした場所では、なにかがあってもおかしくないところに何もないという特徴を備えている。実

際にあるのは、砂浜と海である。思わず走り出してしまいそうな場所である。ここでは、多くの感覚

が湧き上がるという感触を伴い、場所そのものに「喚起力」がある。落ちているものを思わず拾った

り、横たわっているものを立てて砂に突き刺したり、海岸線に向かって走りだしたりと、何かの行為

を誘発する。これは物にかかわり知覚をつうじて行為を制御する場面とは異なる。行為は圧倒的に多

様であり、どのような行為が引き起こされるのかを、環境が規定しているのではない。もとよりこと

さら何もしないで、立ち尽くすこともできれば、感覚の起動を留保するようにそこで佇むこともでき

る。これらはむしろ「留保」という行為なのである。 

 喚起力は、感覚の起動をおのずと引き起こすことである。だから自然状態が、自分自身にとって溢

れている状態である。身体になにかのきっかけがあれば、おのずと何かを行ってしまう。もっとも単

純には、すでに起こしてある物体の傍らに、さらに自分でも何かを起こすのである。すでに起こして

ある物は風によって簡単に倒れないように、スコップで砂を掘り、深く埋めて起こしてある。だから

傍らに別の物を立ててもすぐに倒れてしまうが、それでも何かを起こしてしまう。物を起こすだけで

はなく、感覚と身体を起こしている。物でも風景でも、何かが足りていないことは、実は「過剰感覚」

なのである。 

 この喚起力を別様に作り出す装置が設置されていた。大きなテントに水を張った浅い水槽を作り、
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そのなかに青の LED を分散して埋め込み、水中で青い光を発行する物体を配置する。それぞれの物

体には、数字がうってある。 

 数と光は、人間にとって本能の近くにある。眼の形成や事物の集合の形成には、いたるところで数

と光が内在的に含まれている。何が行われた作品なのかがわからない。その次元に設定されている。

作品は、わかるという位置での展示だけではない。感覚そのものが形成される次元は、その作品に触

れることが感覚のリセットなのだから、何であるかがわかる作品なのではない。分かるとは異なる仕

方で触れるような作品はある。 

「時の海・東北」(宮島達男)はそうした作品であり、この作者が長年手掛けてきた作品群がある。

既存のもの、既存の環境とはまったく別の位置から作られた作品であるため、まるでヴァーチャル・

リアリティやフィクションのように感じられるかもしれない。人間のわかるという認識は、過去のも

のに関連付けることである。既存の物に関連付けができれば、それを「わかる」という経験だと呼ん

でいる。理解とは、経験の履歴に配置することである。そこにわずかばかりの工夫と奇抜さとを籠め

て、アートだと呼んでいるのが実情である。 

鳥の巣に似せて大木の枝の上に、人間の巣を作ってみることはできる。もちろんそれでも面白い。

木や植物に布を巻きつけることもできる。それでも布の色と幅と巻きつける角度を工夫すれば、十分

に面白い。経験のなかに分散というかたちでさまざまな経験の仕方が更新されるような制作物を作る

ことはできる。だがいずれも「わかる」という経験の範囲内に留まっている。 

 それらとはまったく異なる次元にある経験がある。感覚の起動にかかわる経験は、抽象ではなく、

超具象であり、感覚の出現する場所にかかわる経験である。石巻在住の美術教育家新妻健悦氏が述べ

る B 言語もそこにかかわっている。アートが既存の経験とは異なる領域に踏み出すとき、踏み出しそ

のものを作り出すようなアートがある。その一つがこれである。 

より豊かに 
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 体験的エクササイズのような企画の合間で休憩を取りながら、その日体験したことを思い浮かぶま

まに想起してみる。想起されたものはリセットされて、経験のなかに内面化され、沈み込んでいく。

思い起こしながらそこに言葉を当てるように試みてみることも大切である。参加者の一人は、「詩」

を書き綴っていた。プログラムとプログラムの隙間は、ゆっくりとした音楽でも流れてくれればとも

思う。それはライヴで歌うというより、演奏だけの音楽である。ライヴ音楽でともに歌って盛り上が

り、そこから地続きにアート作品の経験や体験的エクササイズに入っていくことは容易ではない。自

分自身の経験をリセットすることは簡単なことではない。すでにその近くまで行っている人でなけれ

ば、簡単にはリセットできはしない。発達心理学者のヴィゴツキーは、そうした経験の局面のことを

「最近接領域」だと呼んだ。アート作品とともに、こうした最近接領域は、多くの場面で用意されて

いる。まだまだ工夫の余地は大きいが、とりあえず現状でのベストの企画は立てられていると思う。

アート作品は、40 ケ所ほど設置されているが、実質的には 10 か所程度でよいとも感じられる。アー

ト作品の鑑賞という点で見れば、しばらくその場にいて、「この作品をさらに豊かなもの」にするた

めには、どこをどう作り変えればよいのかとみずからに問い、さらに別様に進むための回路まで見え

てくれば、その作品を十分に堪能したことになる。ともかくも踏み出しのために、多くの事柄をトラ

イアルとして設置したフェスティヴァルである。 

 

                      (2017 年 8 月) 
 



 
 
 
 



85 

経験の記述：働きの存在論（２）― 

オートポイエーシスにおける二重の自己 
 

稲垣 諭（文学部） 
 
 

 

 

1 自己の設定 

 以下の本論を貫くものは「二つの自己」という主題であり、システムの機構を扱うことを課題とし

た以前の拙稿「経験の記述：働きの存在論（１）」1の続編でもある。ここで主題となる「自己（self, 

auto, sich, Selbst）」は、そのままでは日常を生きる「私」も、哲学的な「自我」や「主観性」も、臨

床的な「患者」や「医師」、「セラピスト」も意味しない。主観性の哲学を復権したいわけでもない。

そうではなく、より広範囲に見られる世界事象、とりわけ特定の単位要素が「動的にクラスター化/集

合化する」現象を包括できるものとして「自己」というタームを設定しようとしている。 

いまだ魅惑的な仮説にとどまるラヴロックの「ガイア理論」は、地球、とりわけ大気や海流を含ん

だ生命圏を一個の活動体とみなすものであった 2。確かに人間を含む生命圏にとって、地球という環

境はいまだ取り外すことのできない生存条件である。 

とはいえ、地球表面を人間の皮膚と同サイズに見立てれば、生命圏が維持されているのは、皮膚上

の見えないチリや細菌の集合のように、ごく表層的な場所にすぎない。つまり、ラヴロックの仮説を

さらに拡張し、地球という惑星をひとつの「自己」として設定した場合（マントル対流や、核におけ

る化学反応、重力の均衡等々も含め、何を地球という自己の動的クラスターとみなすかには様々な工

夫が必要であるにしても）、人間を含めた有機体の生存や絶滅は、地球という自己にとっては測定誤

差内で処理される事象にすぎない。 

その意味では生命圏は、地球という惑星の環境条件にすらなっていない。生命圏が絶滅したとして

も、地球は相変わらず太陽系の公転運動を繰り返していくだろう。したがって「地球-環境問題」とは、

語の選定からいっても正確ではなく、本来は人間が生存可能な領域を確保するという「人間-環境問

題」にすぎないことが分かる。こうした現実感は、地球をひとつの自己と設定することで初めて見え

てくる。 

一定数の異なる元素からなる高分子が自己組織的にタンパク質として組み上がり、それが触媒とし

                                                   
1 拙論:「経験の記述:働きの存在論―ドゥルーズ・ガタリとオートポイエーシスの分岐（1）」、『「エコ・フィロソ

フィ」研究 vol.6』(エコ・フィロソフィ学際研究イニシアティヴ編、2012)91-107 頁。 
2「私たちはガイアを、地球の生命圏、大気圏、海洋、そして土壌を含んだひとつの複合体と定義している」。J.
ラヴロック:『地球生命圏―ガイアの科学』（星川淳訳、工作舎、1984 年）36 頁以下参照。 

キーワード：自己、オートポイエーシス、サイバネティクス、構造、機能 
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て同じタンパク質形成の速度調整に関係する。あるいは、街頭のデモ隊を警察官が制止しようとして

行った威嚇発砲が逆に集団の暴徒化を引き起こしたり、何気ない SNS 上の発言がヒット商品を生み

出したりもする 3。本来離散的で無関係な物事が、何かをきっかけとしてひとまとまりの現象として

集合化し、質化する現象（以下ではそれを「個体化(individualizing)」と呼ぶ）がある。ここでいう

「個体」とは、それ以上に分割してしまえば、その特性が失われてしまう経験の動的まとまりのこと

である。そしてこの「個体化」は特定の要素を巻き込むネットワーク化の運動（システム）として実

行され、そのネットワークが閉域を動的に形成しつづけた結果が「自己」と呼ばれる。その意味では、

自己も個体も、個体化やネットワーク化という「作動/オペレーション」のプロセスの産物であって、

その逆ではない。 

 精神科臨床や心理臨床に近づけていえば、ある人を攻撃しつづけることで初めて安定する自己（個

体）があり、あるいは、体重の減少プロセスが継続されていないと安定できない自己（個体）もある。

さらには攻撃するか、拒食をするかというように自己の安定をスッチングするように複雑化させ、分

散させる戦略もあるだろう。また、セラピストと患者の関係性から生まれるコミュニケーションのあ

り方は、セラピストや患者のどちらか一方が制御できるようなものではない。臨床のコミュニケーシ

ョンはそれ自体が、一個の自己として自律的に展開して行く。 

本稿のターゲットは、こうした事例における動的まとまりとしての「自己」が、どうすれば次の局

面へと、あるいは別様な安定系としての自己へと位置をずらす、ないし変態（メタモルフォーゼ）す

るのか、さらにはどのような安定が次の展開への可能性を宿すレジリエントな安定といえるのか、そ

のシステム的、現象学的な手がかりを特定することである。 

 

2 二つの自己 

自己の設定に続いて、表題にあるように、なぜ二つの自己を区別するのかを明らかにしておく。こ

の自己の「二重性」は、「反復」と「変化」、「安定」と「崩壊」という二つの拮抗する「運動の差異」

としてパラフレーズでき、それらは条件に応じて高次概念としての「構造」と「機能」にも対応する

ものとなる。その場合、「反復する自己」と「変化する自己」、「構造的自己」と「作動する自己」とい

う仕方で自己が差異化されるが、その両者を貫いているのが恒常的な「形成運動」である 4。 

つまり反復も変化も、構造も機能も、それぞれが固有な仕方で生成し、創発し、産出されるのであ

って、そのきっかけとなる運動の実在だけが、ここでの構想を原則として支えている。その意味では

「なぜ無ではなく、運動があるのか」という命題が、世界の公準という意味での作業仮説となってい

る 5。単純化すると第一に形成や産出の運動があり、そこから運動のモードとして二つの自己が順次

                                                   
3 P.オームロッド:『経済は「予想外のつながり」で動く』（望月衛訳、ダイヤモンド社、2015）参照。 
4 河本英夫:『オートポイエーシスの拡張』（青土社、2000）、20 頁以下参照。 
5 運動も、働きも、力も、それらに巻き込まれる物性とは独立に観察も特定もできないが、それらなしに経験科

学の理論化もできない。稲垣諭:「経験の記述:働きの存在論：ドゥルーズ・ガタリとオートポイエーシスの分岐

（1）」、『エコ・フィロソフィ研究』（2012）、95-112 頁参照。 
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成立するという構図となる。 

例えば思弁的唯物論の旗手であるメイヤスーは、ベルクソンの純粋知覚論を展開することで、「生

成がある。そして、生成とは諸々の流動とそれらの遮断のことである」6という基礎命題を定式化し

ているが、ここまでは上記の形成運動についての道具立てとそれほど変わらない。むしろ議論が分岐

するのは、メイヤスーが生成を「諸々の流動とそれらの遮断」という二つのオペレーションを高次化

させて捉えようとしているのに対し、本稿は「オートポイエーシス(autopoiesis)」というシステムの

機構を用いようとしている点においてである。 

今まさに触れたように、この「二重の自己」という主題設定は、オートポイエーシス理論を下敷き

にしている。より正確には、オートポイエーシス理論を構想したチリの研究者である H.R.マトゥラ

ーナと F.J.ヴァレラの考えの骨格を、より明示的に、かつ拡張的に活用できるように理論整備した日

本の哲学者、河本英夫の理論構想を下敷きにしている。 

オートポイエーシスは、マトゥラーナとヴァレラが生命システムを記述するための理論構想として

提示したのちに、社会学者の N.ルーマンによって社会システムを観察し、記述する方法に転用され、

河本英夫によって行為存在論へと組み替えられてきた。 

このように並列的に記することは容易なのだが、その内実を理解しようとするとその抽象度の高さ

と、言語記述の限界に挑む言い回しによる難解さに愕然とするのが実情である。そこで以下では、よ

り具象化された仕方で、しかも多くのフィールドで活用可能な形になるよう、この「二重の自己」と

は何か、そしてその構想を支える「オートポイエーシス理論」とはどのようなものかを三つの事例を

通して明らかにする。 

  

3 オートポイエーシスという「経験」–３つの事例 

【事例 1】：システムの同一性：作動する自己と構造的自己 7 

  孵化したオタマジャクシは、成長してカエルになる。小学生にでもなれば誰でも知っている生物学

的事実である。そして私たち観察者は、あのオタマジャクシが立派になったものだと感嘆の声を上げ

る。ここでは、以前のオタマジャクシ A がカエル B になったと、すなわち A＝B として観察者によ

って認定されている。 

とはいえオタマジャクシとカエルには、似ている部分がほとんどない。体色も変われば、尾ひれも

なくなり、手足も生えてくる。さらには行動空間も水中から、水陸へと拡張され、泳ぎ方も、行動の

選択肢も、食生活さえも変わってしまう。どうやら内臓も新しく作り変えられるという 8。そうだと

するとオタマジャクシとカエルには、生物学的な身体構造上、同じものが存在しないことになる。あ

                                                   
6 C. メイヤスー：「減算と縮約―ドゥルーズ、内在、『物質と記憶』」、『現代思想 vol.41-1』（岡嶋隆佑訳、2013
年、青土社）、157 頁参照。 
7 以下の事例 1、2 は、河本がたびたび用いるものである。河本英夫:『メタモルフォーゼ』（青土社、2002）、41
頁以下参照。 
8 里勝利:『変態の細胞生物学』（東京大学出版会、1990）参照。 



東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究 Vol.12 

88 

えていえば、両生類特有の「ぬめり」くらいであろうか。 

オタマジャクシとカエルを、同一の個体が成長したものだと認定するには、何が担保されている必

要があるのか（図 1）。単に経過観察する観察者が、みずからの記憶の連続性（例えば同じ水槽という

空間にいつづけたといった）を用いて外側から同一性を与えているだけで、A と B は個体としては全

くの別物だという話なのだろうか。カエルには人間のように言語も、それによって表出可能なエピソ

ード記憶もおそらくない 9。 

 

【図 1】  A＝B  or   A≠B  ？ 

 

ではさらに、ミクロな物質レヴェルはどうか。生命体を構成するタンパク質は、分子レヴェルで見

ると、およそ半年から一年で全て入れ替わってしまうという。これを生体システムの動的平衡

(dynamic equilibrium)という 10。同型性を保っているように見えるオタマジャクシでも、それを保

つために自己を構成する要素を分解すると同時に作り出し、組み替えている。 

これは人間でも、動物でも、大腸菌でも変わりがない。だから私たちは食事をとり、排泄し、熱を

放出する。飲み食いをせずにいれば、いずれ生命は同型性を失い、死に至る。とはいえ、食べたもの

がそのまま生命を構成することもない。体のどこかに、パンが残っていたり、カレーのルウが体を流

れることもない。つまり食べられたものは、一度、たんぱく質からアミノ酸レヴェルにまで分解され、

その後、体内で改めて必要な要素へと組み直される。そうだとすれば、A と B という現象相互の比較

では、上述の生態行動レヴェルにとどまらず、ミクロレヴェルでも両者を貫く同一物がないことにな

る。 

 ここで視点の転換が必要になる。「A」においても、「B」においても、「A から B」への変態におい

てもただ一つ継起していたのは、そのつどの個体を反復的に産出する「働き」そのものである。みず

からの身体を形成し、維持し、時に全面的に組み替える「形成運動」は、誕生から死まで一貫してお

り、止むことがない。オタマジャクシもカエルも、その中間形も、それらすべてを貫いているのが「形

成プロセスの継起性」である。 

 この場面にすでに「二つの自己」の問題が告示されている。一方は、オタマジャクシやカエルとい

った観察者にとっても明らかな確固たる構造と形態からなる自己である（構造的自己）。この構造的

                                                   
9 哺乳類などの高等動物においては、記憶が同一性を担保するというのが、さしあたり考えられる候補である。

とりわけ、動作や癖といった非宣言的記憶の残留が同一性を確認する手がかりにはなる。とはいえ、ここで改め

て「残留」とは何かが問われてしまう。行動レヴェルで同じことを繰り返していれば、それが同一性を保証する

ことになるのか、そして行動レヴェルで確認できるものがなくなれば、同一ではないことになるのか。また次に

記憶の脳内レヴェルではどうか。本論でも述べるように、神経系における記憶を物質レヴェルで特定することは

極めて難しく、神経アセンブリによる記憶のネットワークパターンも成長に応じて刻一刻と変化してしまう。し

かも仮に神経パターンという関係性の同一性が特定できたとしても、生命の同一性は、そのような科学的操作を

用いてそのつど判定しなければならないような煩雑なものなのかが問われてしまう。 
10 福岡伸一:『生物と無生物のあいだ』（講談社現代新書、2007）参照。 
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自己は、A と B とでは全く異なるものとなっており、そこに同一性はない。それに対して、A におい

ても B においても個体それ自体を継起的に形成している運動の自己がある（作動的自己）。この作動

的自己こそが、自らを生み出すプロセスを途切れなく続けているという意味での同一性を担保する

（図 2）。 

 

【図 2】 

（生成プロセスの自己・作動する自己） 
                  C 

◯    →→→→→→      ◯ 
↓                      ↓ 

A オタマジャクシ           B カエル 
（構造的自己）          （構造的自己） 

・ A≠B 
・→→→→ C＝C＝C 

 
 要約すると、「構造的自己」とは、そのつどの自己の安定性を物質的形態とともに空間内に実現す

る自己である。そのため観察者にも容易に特定される 11。それに対して「作動する自己」とは形成運

動が継起すること、すなわちプロセスの継起的一貫性によって成立する自己である。オタマジャクシ

とカエルの同一性はこの「作動する自己」によって貫かれ、担保されるが、それ自体は観察者には見

えない。この「働き」の見えなさ、現れなさに迫り、展開するために「現象学」という哲学のアプロ

ーチが必須となる。あえて言語表記すれば、「一貫して生き続けていることの同一性」であり、見え

るものの背後で「働きの強度」として感じ取られる生の感触でもある。 

しかも、この自己の同一性は、物質といった何か別の第三項によって支えられてもおらず、偶発的

な要素を多分に含む。つまり、形成運動が継起しつづける保証はどこにもない。その意味では作動的

自己も構造的自己も、偶発的な形成運動に遅れて生じるだけではなく、たえず形成運動に翻弄される

ものでもある。 

  例えば、各種企業が行う活動とは、職種に応じた種々の業務手続きを継続することである。それは

請求行為でもあれば、製品の作成指示でもあるだろう。その手続きが多様化し、複雑化すれば、その

ための人材や備品、オフィス等の拡充が必要になる。そうであっても種々の手続きは一貫して継続さ

れており、一旦経営破綻等に追い込まれれば、手続きの継続が途絶え、残るのは備品とオフィスとい

う運動を欠いた構造部材だけになる。この場合、企業活動という「作動する自己」が消滅し、オフィ

                                                   
11 河本は、本論における「構造的自己」を「位相的自己」として、「作動的自己」を「産出的自己」、ないし「機

能的自己」と名づけてもいる。河本英夫：『システム現象学』（青土社、2006）379 頁、『メタモルフォーゼ』（青

土社、2002）、41 頁参照。 
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スや備品からなる「構造的自己」の残滓だけが残されたと理解することができる。 

 

【事例 2】：胃と消化の関係—メタモルフォーゼと自己の境界のズレ 

  事例 1 におけるカエルの変態において二つの自己の問題が提示されていた。オタマジャクシやカエ

ルには、それぞれの構造的自己でなくては実行できない機能性がある。泳ぐことも、跳ねることも、

鳴くことも、獲物を捕らえることもそうである。さまざまな機能を実現するには、それにふさわしい

構造が必要である。それは体躯であり、内臓であり、感覚器である。見るという機能は、眼球という

構造が、生殖という機能は、生殖器が担っている。ここでは機能性と構造とが対になって特定される。 

ここで構造が先か、機能が先かという問いが立つ。おそらく構造が先だと答えたくなるのだと思う。

というのも眼球や胃という構造なしに、視覚や消化の機能も成立しないからである。 

 しかしである。そもそも視覚や消化という機能を支える構造は当初どのようにして成立したのか。

オートポイエーシスシステムでは、構造が先か、機能が先かという問いが無効になる地点からシステ

ムを立ち上げる記述を行う。マトゥラーナとヴァレラが取り組んだのは、生命が一個のシステムとし

て立ち上がってくるさいの機構の解明だからである。 

だとすれば最初にあるのは、いまだ構造でも機能でもない産出運動となる。この産出運動が継続す

ることで、図らずも何らかの構造が出現したり、機能が発現する。一般に機能性は構造に遅れて成立

するように見えるが、だからといって構造と機能が常に一対一に対応しているわけではなく、むしろ

逆に機能性に誘導されて構造が形成されることも多々ある。 

  例えば胃という構造は、消化の機能を担っているが、腫瘍により胃の大半を外科的に切除した場合、

腸の一部が消化の働きを行うようになる。また別の事例では、視覚を失った患者の大脳の視覚野が、

視覚を用いずに生活しているうちに聴覚や触覚の情報に反応するようになったりもする。 

  胃の事例では、消化という機能性を維持するのに、胃とは異なる部位が胃と同様の構造と機能を備

えるようになる。視覚野の事例では、他の機能性に応じて、視覚にしか反応しなかった脳部位が別の

反応パターンを獲得する。これらの事例では、機能性の継続を維持する運動が構造を作り変え、新た

に生み出すのである。 

 

【図 3】 

  【安定系①】     【変態】   【安定系②】 

構造→機能（制約） → 形成運動 →  機能→構造（組み替え） 

   

【安定系①】では、構造的自己が作動する自己を制約する 

【変態】では、作動する自己が機能再編のために構造的自己を逸脱していく 

【安定系②】では、機能再編の運動が構造を組み替え、別種の構造安定化に至る 
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ここでの「機能」と「構造」の関係性は、カエルの変態における二つの自己の問題とも共鳴してい

る（図 3 参照）。オタマジャクシとして生存しているさいには構造的自己が、作動する自己（ここで

は機能的自己）を制約している（オタマジャクシは陸に上がれない）。しかし、生体内および環境内

の条件が整えられることで「変態（メタモルフォーゼ）」が始まる。この場面では、作動する自己の運

動が、構造的自己そのものを逸脱し、組み替えていく。 

つまり、個体（システム）にはいつでもその構造を維持する運動と、その構造を組み替えていく運

動との両者が含まれており、どちらの配分や力点が優位になるのか、あるいは拮抗するのかに応じて

個体の運動特性がそのつど決まる。 

  そうだとすると、ここから臨床的な含意を取り出すこともできるようになる。つまり、精神状態の

不安定化における病的な要因が、どちらの自己に由来しているのかの特定ができれば、例えば作動す

る自己の運動を強めることで、苦しみに執着する構造的自己を組み替えていくか、あるいは、自生的

思考のように、作動する自己の強すぎる運動を制約するように構造的自己の運動を定着させるといっ

た介入が考えられるのである。 

さらなる留意点として、二つの自己が占める「境界」の範囲が重ならないことが挙げられる。胃は、

食物を分解し、再組織するために消化する。消化機能を担うのが胃である。とはいえ、例えば口腔内

や小腸や大腸における膨大な細菌も消化機能の一端を担っている。だとすれば、ひとつの生物個体の

消化機能が胃という構造だけによって実現されているというのはありえないこととなる。 

むしろ、ドゥルーズ＋ガタリが取り上げた蘭と雀蜂の共生事例のように、ある機能性の実現には、

胃や蘭の花といった構造に限定されない多くの要因が働きのネットワークに参入している。受粉とい

う「働き」の機能性が及ぶ範囲は、花の「構造」の範囲を逸脱していく。それは消化の「働き」の境

界線と、胃の「構造」の境界線がズレているのと同様であり、「作動する自己」と「構造的自己」の境

界線は次元を異にする。このズレこそが世界事象を多様にし、複雑にする。 

このズレを特定することで初めて見えてくる事例には事欠くことがない。例えば、大学の構造的自

己と、大学の機能性が及ぶ範囲（作動的自己の範囲）はもちろん異なる。ある大学生が外国で問題を

起こした場合、大学はその責任の一端を担う必要がある。つまり、大学内での事務手続き（学生の懲

罰の決定、メディア対応等）が必要になり、その手順が進行する範囲一切が、大学という機能的自己

の内部の働きなのであって、それは大学の手続きを運営する各キャンパスや校舎という物理構造に制

限されてはいない。学生が大学というシステムの構成要素であるかどうかは、作動的自己の運動を継

続させる要素であるかどうかで決まるのであって、キャンパスや校舎の内部にいるか、外部にいるか

とは関係がない。ここでも作動的自己と構造的自己の境界はズレている 12。 

 

 
                                                   
12 この境界設定に関して、前掲拙論:2012 における「③働きと境界形成」を参照。 
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【事例 3】：芸術制作と作風 

 事例②が提示したのは、あるシステムの運動には、作動する自己と構造的自己の二重性が含まれ、

さらにそれぞれの境界はズレているということである。蘭の花も、雀蜂もそれぞれが個体としての構

造的自己を構成しているが、彼らが実現する受粉という生殖機能も、食糧確保のための生存機能も、

それぞれの「作動する自己」の働きのネットワークからみれば、異なる個体を巻き込む形で実現され

ている。 

 ここではそうした「働き」の一貫した継続性から、物事を、現象をとらえる感度が必要になる。個

体が働きを行うのではなく、働きの運動に巻き込まれる形で個体がそれとして成立し、維持される場

面を問うのである。 

これまでの二つの事例を重ね描くようにして、最後に少し場面の異なる芸術作品の制作プロセスを

取り上げる。下記の図における→は制作行為（働き）のプロセスを、〇はそれによって作られる作

品を意味している。 

 

【図 4】 

 

 

 

 

       

                【制作行為と作品】 

 制作行為と作品の間にわずかな隙間があるのは、制作行為によって作り出されるものの偶然性を強

調するためである。制作行為には、いつでも暗黙への跳躍に似た不連続性が含まれている。どんなに

正確な実行計画や完成図を描いても、出来上がるものにはズレが生まれるのが普通である。実はこの

ズレこそが創造性を担保する 13。オートポイエーシスでは、意図や目的性の連なりを垂直に横切るよ

うにして不連続な経験（創発）が起こることを基本としている。というより、そうした偶発的生成を

どこかで期待していなければ制作行為は継続できない。制作者が意図していない作品が作られてしま

ったり、本人の意図を良い意味でも悪い意味でも裏切る作品ができるところに制作行為の奥深さと難

しさとがある。 

 さらにこの偶然性の中に実は、次の制作プロセスの手がかりも含まれている。たとえば、意図から

の逸脱を修正する方向に、または逸脱を増幅させ別の回路を拓くように次の制作への手がかりとなる

ことがある。それゆえ、厳密に制作行為という働きの継続からだけ芸術作品の制作を見るとすれば、

「何のために作品を生み出すのか」という問いへの答えは、「次の制作行為につなげるため」だけと

                                                   
13 河本はそれを「産出的因果」と呼ぶ。河本英夫:『メタモルフォーゼ』（青土社、2002）、82 頁以下参照。 



経験の記述：働きの存在論（２）―オートポイエーシスにおける二重の自己 

93 

なる。 

このことは、制作者が例えば依頼された作品を作り出すことを目的だと考え行為していたとしても

変わりはない。このズレは、オートポイエーシスを展開したルーマンに倣って「ファーストオーダー

の観察（制作者）」と「セカンドオーダーの観察（制作プロセスの観察者）」14の違いと理解すること

もできる。制作行為が次の作品制作につながらない限り、働きのネットワークは維持されず、作動的

な自己は消滅してしまう。セカンドオーダーの水準で制作者は、ある作品を生み出したのちに、その

作品の出来栄えや不満、やり残し等を手がかりにして、次の作品制作へと順次進んでいくことを反復

するだけである。それはあたかも、制作という動的な手順の継続性に制作者が意図せず巻き込まれて

いるかのようでもある。 

またそれは、何度作品を作り上げても、制作することそのものから逃れられないことの別の表現で

もある。制作者が作品を制御しているのではなく、作り出された作品と制作行為のネットワークの履

歴が、制作者を制約してしまう。 

 そして、実際に制作行為が継続されていくと、うまく次の作品制作につながらない駄作と、次の制

作の手がかりになる作品とに分かれてくる。手がかりとなる作品を頼りにさらに制作を続けていくと、

今度はある段階で似たような作品ばかりが作られるようになる。それはある意味で、制作と技法の玄

人化であり、制作プロセスという働きが何度も同じ奇跡を描くように円環的に閉じることでもある。

ここが、作品群を貫く個性、すなわち作風（構造的自己）の形成となる。とはいえこの作風の形成は、

制作者の実感からいえば、新しい作品が作れなくなってしまう手続き的な制約ともいえる（図 5）。 

 

【図 5】 

 

 

 

 

 

【作風という個性の形成―制作プロセスが閉じる】 

 実際には、それぞれの作家の個性に応じて同じような作品を継続的に生み出すのを好む人もいれば、

何度も作風そのものを壊しながら前に進んでいく人もいる。詩人の A.ランボーは 20 代前半で劇的な

作品を残したまま詩作を辞めてしまった。そこで何が起きたのかは分からないにしても、才能の頂点

や爆発のようなものに一度突き当たると次の制作に進めなくなることが度々起こる。 

ただし、作風という自ら作り上げた制約から抜け出せなくなった場合、以前作品として手がかけて

はいたが、次の制作につながらず打ち捨てられていた駄作のような作品が、あるいは、全く異なる体

                                                   
14 N.ルーマン:『近代の観察』（馬場靖雄訳、法政大学出版局、2004）参照。 
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験が手がかりとなって、別様の制作プロセスに入り込めることもある。そうなると今度は、その新た

な制作プロセスを継続するための作品を作り続けることができる。それが結果的に、いくつもの作風

を生み出すことに展開する（図 6）。 

 

【図 6】 

【作風②】 

 

 

 

 

 

                  

                【作風①】      【作風③】 

  

この図 6 を貫いているのは、一貫して制作プロセスが継続していること（作動する自己）だけであ

り、出来上がった作品群による作風（構造的自己）は、制作プロセスから見れば、副産物のようなも

のである。アコヤ貝が殻の内部に膨れ上がる副産物としての真珠に、自分の生存と生命空間を制限さ

れるように、自ら作り上げたものが制作プロセスの最大の制約にさえなる。 

そして、こうした制作行為と作品群とを、観察者や批評家が外的に見ることで、例えば「彼の前期

の作品は作風①でこのような特徴があり、中期の作品は作風②でこのような…」といった構造的自己

を用いた説明と配置を与えることが可能になる。 

 さらに留意されるべきは、この事例③には、身体行為を含む「制作という働き」と「作品」の関係

だけしか明示されていないことである。つまりこの図の中には「制作者」がいない。しかしこれは正

確ではない。というのも制作行為を継続し、作品を生み出していく中で、おのずと制作者もみずから

を形成しつづけているからである。つまり、それ自体オートポイエティックなシステムである「心的

システム」を筆頭とする制作者は、身体を用いた制作行為を継続する中でみずからも形成している。

そして、この主体としての「心的システム」にもまた同様の二重の自己の問題が含まれていることに

なる（図 7）。 
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【図 7】 

 

 

 

        【主体の形成】           【制作行為と作品の形成】 

         二重の自己 

 

 

 

作家の村上春樹は自伝風の『職業としての小説家』のなかで、芥川賞を含むヒット作と呼ばれる面

白い作品をひとつ書くこと以上に、小説家として何十年にもわたって作品を作り続けることの難しさ

について語っている 15。それは上述の事例との関連でいえば、制作プロセスを継続させることの難し

さであると同時に、制作プロセスを通して、小説家という自己を何度も形成していかなければならな

い難しさでもある。 

制作プロセスのネットワークに寄り添い、居合わせるなかで形成される自己、それがここでの制作

者である。つまり、小説家が小説を書くのではなく、執筆行為の継続を通して人は小説家になるので

ある。しかも何度も。その意味での主体は制作行為や作品を完全に制御してはおらず、むしろ逆に、

制作プロセスと作品のネットワークの運動に応じておのずと形成されてしまう。制作者は行為を通し

て、自らの作動する自己のモードを変え、構造的自己を組み替えていく。 

ここから取り出せる含意は、例えば臨床のプロセスにおいて、とりわけ精神療法的、理学療法的な

臨床では、「医師やセラピストが患者を治療する」という単線的な経過を経ることはないということ

である。 

むしろ、複数のシステムがカップリングする臨床では、医師やセラピストは固有に何かを継続的に

行っている、にもかかわらず、その傍らにいた患者は、彼らが行ったこととは独立になぜか勝手に治

癒してしまうというのが実感として正しい関係となる。確かに医師もセラピストもさまざまな試行を

行うし、注意や気づき、認知を総動員して訓練を組み立てている。しかし最終的に患者は、自分で自

分を変えていくのである。その関係に入らなければ、それ自体また展開を欠いた頭打ちの代償となり、

別種の病的安定系となる 16。 

おそらく、こうした臨床を首尾よく実行している臨床家は、患者が変化していること以上に、自分

自身の経験を変化させている。自ら変われないものが、他者の変化にかかわれるはずはないからであ

                                                   
15 村上春樹:『職業としての小説家』（スイッチ・パブリッシング、2015）。 
16 稲垣諭:「プロセスとしての臨床（2）―臨床−内−存在の現象学」、『エコ・フィロソフィ研究 vol.8』（「エコ・

フィロソフィ」学際研究イニシアティブ編、2014）170 頁以下。 
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る。 

 

4 サイバネティクスとオートポイエーシス 

a. サイバネティクスの自己 

 前章の三つの事例を通して、オートポイエーシスにおける二重の自己の設定がどのような経験を捉

えようとしているのかが明示されたと思う。そしてさらに最後の事例では、制作行為に含まれる「主

体の形成」の問題にも触れた。 

 これまでも繰り返したように、「作動する自己」にかかわる働きのネットワークは、「構造的自己」

のように必ずしも空間内に現れ（位相化し）ない。むしろ構造的自己の境界を変動させ、複合化する

ものだ。固有なシステムには、それぞれ二重の自己の問題が含まれている。カエルのような個体とし

ての生命システム、胃のような器官システム、身体行為を含む制作システム、製作者の心的システム

のそれぞれで自己は二重化して作動する。 

そしてこの辺りまでの記述は、サイバネティクスを展開したベイトソンの記述ととても親和性が高

い 17。たとえばベイトソンは「自己なるもののサイバネティクス―アルコール依存症の理論」18とい

う論考で「西洋に特徴的な『自己』の観念を支える一群の諸前提」を問題にしている。 

ベイトソンは制御工学の観点から、「事象と事物のまとまりが、ある基準にそった複雑性と、ある

基準にそったエネルギー需給関係を備えて作動しているとき、そこには間違いなく精神的特性が現れ

る」19と考えている。このまとまりとは、ベイトソンの代名詞ともなった「差異を生む差異」として

次々と変換され、修正され、ある変数の最大化を目指したりすることで安定する、本論での自己の運

動のことである。 

この場面でベイトソンは、「精神」という語を全体論的に過度に拡張して用いることを推奨する。

どういうことか。単純にいえば、「精神」は、どこか固有な場所や部位に宿るものではなく、脳、身

体、環境という全体的な差異のネットワークの機能集合体として「精神的特性を示す」というのであ

る。「調和的にはたらく一つの大きなアンサンブル―試行錯誤の原理で動き、創造性を持つその全体―

にこそ、精神は宿る」20。その限りでは、サーモスタット機構をもつエアコンであっても、そこに因

果的ループができている限り、幾分かの精神的特性をもつことになる 21。この辺りが、情報工学と生

命科学、システム論を統合したサイバネティクスの真価である。 

ここには、1）システムを相互作用の全体として見るというホリスティックな発想と、2）相互作用

                                                   
17 サイバネティクスに関しては古典的名著である下記を参照。N.ウィナー:『サイバネティックス―動物と機械

における制御と通信』（池原止戈夫・彌永昌吉・室賀三郎・戸田巌訳、岩波文庫）、D.O.ヘッブ:『行動の機構―

脳メカニズムから心理学へ（上・下）』（鹿取廣人・金城辰夫・鈴木光太郎・鳥居修晃・渡邊正孝訳、岩波文庫、

2011）。 
18 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）420-457 頁参照。 
19 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）428 頁。 
20 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）430 頁参照。 
21 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）430 頁。 
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の意味づけが階層（論理階型）に応じて変化することを見抜くメタ認知的な観察者の導入が要請され

ている。ベイトソンは以下のような事例を挙げている。 

 

「きこりが、斧で木を切っている場面を考えよう。斧のそれぞれの一打ちは、前回斧が木につけ

た切り目によって制御されている。このプロセスの自己修正性（精神性）は、木―目―脳―筋―斧

―打―木のシステム全体によってもたらされる。このトータルなシステムこそが内在的な精神の

特性を持つのである。正確には、次のように表記しなくてはならない。[木にある差異群]―[網膜

に生じる差異群]―[脳内の差異群]―[筋肉の差異群]―「斧の動きの差異群」―[木に生じる差異群]…。

サーキットを巡り伝わっていくのは、差異の変換体の群れである。…ところが西洋の人間は一

般に、木が倒されるシークエンスを、このようなものとは見ず、『自分が木を切った』と考える。

そればかりか“自己"という独立した行為者があって、それが独立した“対象"に、独立した“目的"

を持った行為をなすのだと信じさえする」22。  

 

ベイトソンはこの記述で、木を切るきこりという見かけの主体（自分）を超えて、木を切るという

行為が、木―目―脳―筋―斧―打―木という継起的に循環するシステム全体の運動として自己（精神）

を成立させることを示唆している。それは、すべてが差異の関係性のネットワークに包摂されること

を意味する。「自分が木を切る」と考えている独立の行為者や、独立の対象は、幻想であることを暴

くものでもある。 

以下のような事例も挙げられている。 

 

「杖に導かれて歩く盲人を考えても面白い。その人の自己は、どこから始まるのか。杖の先か、

柄と皮膚の境か、どこかその中間か。こんな問いは、土台ナンセンスである。この杖は、差異が

変換されながら伝わっていく経路の一部分にすぎない。それを横切る境界線は、盲人の動きを

決定するシステム全体のサーキットを切断してしまうものだ」23。 

 

「このシステムの境界は、生物の身体的境界とも、また一般に『自己』とか『意識』とか呼びな

らわされているものとの境界とも、まったく一致しない。『思考するシステム』と、いわゆる『自

己』とのあいだには、何重もの違いがある」24。 

 

システムが、多様な物事の差異のネットワークとして連鎖していること、そのことに疑いはない。

木こりの事例でいえば、最初に打ち付けた木の切り口が、次に切り口をつける斧の動作を調整してい

                                                   
22 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）431 頁。 
23 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）432 頁。 
24 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）432-433 頁。 
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る。しかもその際、一打目で消耗した身体のエネルギー量や、斧を握る手の汗、それによるグリップ

の変化、思考、目に入る風景、両足で踏みしめる大地の傾斜や強度が、各動作ごとに差異を作り出し

ていく。すでに一太刀目でさえ、木の木目、足の立ち位置、踏ん張り方、意図的な目標設定という差

異の網目に制御されている。 

言い分として、ここまでは全て納得がいくことである。しかし問題は、ここまで差異のネットワー

クの連鎖を拡張してしまうことによる弊害がないかどうかである。あるいは、この差異のネットワー

クの連鎖（全体性）の境界づけを行なっているのは、「誰か（システム/観察者）」という問題でもある。 

蜘蛛の巣のようなネットワーク＝関係性理論の過度な拡張は、全体論的想定へと進んでいく。その場

合、世界の分析ではなく、総合へと探求の方向性が誘導される。 

科学史の豊かな素養をもつモリス・バーマンは『デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化』の

中で、ライヒ、ユング、ベイトソンが求め続けた宇宙的全体性の理論を様々な文脈から読み込もうと

している。「全体論は近代人にたえず付きまとい、彼の意識の袖を執拗に引っぱりつづける。自分を

世界から切り離す生き方を強いられながら、なお『私と世界はひとつなのだ』と言う前意識のこだま

がいまでも近代人の耳元で響いている」25。 

例えばこの宇宙的全体性とは幼児、未開人、狂人が、個体発生的に今もそれを生きており、系統発

生的には 1600 年以前の西洋人まで生きてきた、自他の、心と身体の、自己と世界の不分明的融合と

いう無意識のことである 26。とはいえこうした論旨は、西洋的な文明化、近代科学化の果てに私たち

が見失ってしまったものへの憧憬と、それによって人間が疎外されつづけてしまうことの警鐘に終わ

ってしまうものが大半である。つまり、確証はできないまま分かる人だけが分かる宗教性の経験に近

くなる。 

バーマンもある程度はそのことを危惧したうえで、「ベイトソンの思想のみが、科学を無視するこ

となくかつ無意識の知に基づいている」27と述べている。つまり、ベイトソンだけが現行の科学にも

接続可能で、なおかつ全体論的知の可能性を確保しようとしているということだ。しかしそれはどの

ようにしてか。 

 

b. ベイトソンと個体 

  何よりも懸念されるべきことを端的にいえば、ベイトソンの記述を敷衍すると、個々のシステムの

個体性が雲散霧消してしまう（実際、ベイトソンは「惑星大の精神」という表現も用いている）よう

に思えることだ。先の木こりの事例でも彼は、木こりが斧を木に打ち付ける場面をどこか頭上から俯

瞰したヴィジュアルイメージをもち、その光景をあたかも全体的なシステムであるかのように記述し

ている。 
                                                   
25 M.バーマン:『デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化』（柴田元幸訳、国分社、2003）、191 頁。 
26 同上。 
27 M.バーマン:『デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化』（柴田元幸訳、国分社、2003）、218 頁。 
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「木」、「木こり」という個体として明らかに異なる生命システムと、斧といった道具の「人工的環

境」、大気や土壌といった「物理的環境」との区分は不明瞭になっている。そしてこのような不分明

さは、上述したオートポイエーシス的な二重の自己の設定が行われていないことが最大の理由ではな

いかと考えられる。 

例えば先に挙げたベイトソンの記述も、これまで作動する自己の特性を追跡してきた私たちには理

解可能だろう。ベイトソンの記述は、差異で連結する「働きのネットワーク」に向けられていること

から「作動的自己」の運動を徹底的に追跡していることは確かである。 

しかしその結果、働きや生成プロセスから成立する「構造的自己」の記述がすっぽりと抜け落ちて

いる印象を受ける。物理的境界や生理的境界を横断する「作動する自己」の運動に巻き込まれながら、

吹き溜まりのように成立する「構造的自己」の記述が見出せない。その意味ではサイバネティクスに

個体化を語る仕組みがないのではないかとさえ思える。 

 

 

【付論①：サイバネティクスと個体化】 

ベイトソン流のサイバネティクスに個体化の仕組みがないというのは、正確な言い方ではない。彼

の初期の人類学的な記述の中には、固有な文化システムの生成、文化の個体化を扱っているとみなせ

るものがある。この生成タイプを分析するものとして「分裂生成（schismogenesis）」という理論が

用いられている。 

分裂生成には「対称的モード」と「相補的モード」がある。対称的とは、軍拡における競争や張り

合いのように対等なグループ同士が同等な行為を用いて相互に促進し合う関係である。それに対して

相補的なモードでは、支配―服従、養護―依存、見る―見られるというように、相互に行う行動が異な

っても、両者が補い合うようにしてのみ関係性が作り上げられる。 

どちらのモードも累積的に相互作用を高め合うため、それぞれのシステムはいずれどこかでクライ

マックスを迎え終焉に至るとベイトソンは想定している。そこには、「冷却（修正）機能を欠いた、正

のフィードバック機構が組み込まれている」28からである。 

にもかかわらず、システムが暴走せずに均衡を維持できるのはなぜか。ベイトソンが見出した手が

かりは、ニューギニアのイアトムル族の調査における「ナヴェン」という儀式であった。詳細は省く

が、これはイアトムル族の過度に演劇的で攻撃的である男性と、現実的で感傷的な女性という、相容

れない役割（行動、発言、服装等々）を一時的に交換する儀式である。イアトムル族の集団が、分裂

生成的な暴走に至ることがないのは、男同士の対称的関係と、男女の相補的関係に含まれる緊張の高

まりをナヴェンが打ち消し、ガス抜きをしているからだとベイトソンは見ている。 

ベイトソンは、イアトルム族に見出したこの仕組みを、より大きな文化生成のモデルにまで拡張す

                                                   
28 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）439 頁。 
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る。つまりどのような文化や社会でも、「分裂生成的緊張が種々の役割の交換・逆転によって緩和さ

れている」と想定するのである。例えば、中世の公国のなかには、王と農奴の役割を一年に一日だけ

交換する制度があったり、一般的な家庭では夫に強いられる妻が、台所では主人となるといった逆転

例が挙げられている 29。ここに、分裂生成によりシステムが分化し、個体化し、安定することを読み

取ることもできる。 

また、ベイトソンがバリ島のフィールドワークから見出した「バリ的性格」には、この分裂生成的

なシークエンスさえ存在しないという。それは、クライマックスの欠如であり、緊張の強度を繰り返

し抑える定常型のシステムだと言われる 30。その秘密をベイトソンは、バリ島では、子どもが累積的

な感情や緊張の最大化に至らないような育児方法が伝統的に選択され続けてきたことに見ている。バ

リ島人にとって重要なのは、フィードバックが進んでしまう「最大化」ではなく、「最適化」であり、

そこでは利潤追求も、地位や名声を競い合うこともないという 31。 

  分裂生成の対称的、相補的な二つのモードは、正のフィードバックであり、ナヴェンの儀式は、そ

れを抑える負のフィードバック的工夫となる。それに対してバリ島のシステムは、正のフィードバッ

クがそもそも過剰化しない定常的な非分裂生成的均衡を維持していることになる。このようにフィー

ドバックのモードや、その組み合わせを用いることで文化の固有性を説明するにとどまらず、ベイト

ソンは、個人的な性格や病的症状といった心的システムについての説明もこのモデルで行うことにな

る。 

しかもここに、「論理階型理論」が導入される。これは、「集合の要素（メンバー）」と「集合それ自

体（クラス）」とが同じ論理階層にないことを手がかりに、とりわけ統合失調症（分裂病）の病理モデ

ルとして、コミュニケーションと、コミュニケーションについてのコミュニケーションとの混在、あ

るいは「二重拘束性（ダブルバインド）」とが病理の個体化を導くとする理論構想である 32。 

  日常で私たちは、例えば「今の会話ってほとんど意味がないね」という会話を行う。会話について

の会話である。こうしたメタコミュニケーションが、統合失調症患者においては欠落している、ある

いは極度に低下しているとベイトソンは考える。患者が生育した家族の中でメタコミュニケーション

が許されない状況が反復されたからである。つまりここで、一人の患者の病理と見えていたものが、

母と父、兄弟、患者といった家族の関係性の中で構築されているという全体論的想定とつながること

になる。ここが、ベイトソンを嚆矢とする家族療法の出発点である 33。 

例えば、激しい体罰を与えている体罰者が被体罰者に、「これは罰ではなく、愛であり、おまえの

ためだからだ」といったコミュニケーションを行なったとする。そうした場面で、被虐待者が、言行

不一致の矛盾を指摘し、それに反抗したり、悪い冗談だと笑い飛ばせる強さがあれば、何の問題もな

                                                   
29 M.バーマン:『デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化』（柴田元幸訳、国分社、2003）、239 頁。 
30 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）177 頁。 
31 M.バーマン:『デカルトからベイトソンへ 世界の再魔術化』（柴田元幸訳、国分社、2003）、242 頁 
32 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）288-319 頁。 
33 L.ホフマン:『家族療法の基礎理論―創始者と主要なアプローチ』（亀口憲治訳、朝日出版社、2006）。 
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い。しかし相補的モードにある虐待者と被虐待者の関係性において被虐待者はその矛盾に気づいては

いけないし、指摘してもいけない。そんなことをすれば、相補的モードはさらに強化されるからだ。

そこから帰結するコミュニケーションの階層化能力の欠如が、精神の病的状態を固定するというので

ある。 

そうだとすれば、そうした家族の関係性を、例えば父と母の関係性を、コミュニケーションのあり

方を変えることで、患者である息子の症状が間接的に消失するということが起こる。家族というホメ

オスタティックなシステム全体に介入し、調整するというのが家族療法の核心である。 

また AA におけるアルコール依存症者の治療では、「飲まない自己」と「飲んでしまう自己」の、

つまり理性的自己と非理性的自己の対称的、対立的関係をまず解除し、アルコールの力に全面的に屈

している弱い自己を見出していくことを推奨する。その「降参」状態から、自己を変えるためのより

「高次の力」（大いなるシステム）に身を委ねるように誘導するのである。 

このようにベイトソンの構想では、分裂生成（フィードバック・モデル）のモードの違いと、コミ

ュニケーションの論理階層性の混在と混乱から、文化、社会、個人的病理のシステムとしての在り方

を特定し、精神療法としてそこへと介入するという方法が選択されることになる。これ自体は、多く

の経験科学的探究に開かれた構想であることに間違いはなく、現在注目されている「オープンダイア

ローグ」という対話中心の精神療法の基礎を固めていることも確かである。 

とはいえ他方で、全体的なシステムを構成する個々の要素としての民族、患者、父、母という個人

は、相互作用を行うものとしてあらかじめ前提されているようにも思える。全体化された文化や家族

というシステムに力点が置かれるため、そもそも各個人を複合的に構成している社会システム、心的

システム、身体システム、神経システムという異なるシステムの個体性を理解することを難しくさせ

てしまう。あるいは、それぞれのシステムを取り出せたとしても、そのシステムの要素集合の範囲が、

システムそれ自身によって確定されるのか、あるいは、観察者の認識を通して確定されるのかは曖昧

になる。 

 

c. 「システム―環境」差異とシステムの複数性 

そもそもオートポイエーシスによるシステム論では、ルーマンが明示したように「システムと環境

（その外部）」の差異が決定的に重要である。システムにとっては、「情報」の差異だけではなく、そ

れが作動しながら連鎖する「要素」が、つまり自らを構成する要素が特定されねばならない。そして

オートポイエーシス・システムでは、この作動の継続に資する要素以外のものは、全てシステムの外

部、すなわち「環境」に区分される。ベイトソンのサイバネティクスのように、連鎖する差異のシス

テム全体を俯瞰する視点は繰り返し自覚化され、括弧入れされねばならない。 

例えば「神経システム」は、タンパク質からなるニューロンとそれらが形成するシナプスにおける

電位活性と不活性というネットワークから、「社会システム」は、発話や言説、非言語の身ぶりとい

った外形的に特定可能なコミュニケーションの単位の連鎖から、「心的システム」は、表象やイメー
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ジといった思考のネットワークから、「身体システム」は、行為を形作る個々の身体動作の連鎖から

なる。それぞれのシステムが、直接、他のシステムの要素を産出したり、特定することはない。ある

システムの作動にとって他のシステムの一切は環境に区分される。ここが「作動的閉鎖性」といわれ

る所以でもある。 

社会システムは、コミュニケーションの連鎖であるが、それは物質や身体と接続したりはしない。

「昨日は楽しかった」という発話内容が、特定の物質を指定することはない。その意味では、コミュ

ニケーションの連鎖はどこまで行ってもコミュニケーションであり、すでに閉じている。それが、ル

ーマンが指摘した社会システムの特性である。社会システムの自己の内部には、人間も、身体も、物

質も存在しない。社会システムは一貫したコミュニケーションの連鎖として閉じている。 

 むしろ問題になるのは、この閉じた社会システムの中に、記号内容に応じた固有のパターンやモー

ドが生まれることである。法システムや経済システムは、どちらもコミュニケーションであり、社会

システムではあるが、コミュニケーションが接続する際のコード・規約が異なる。 

また思考は思考に接続するだけで特定のタンパク質を産出したり、神経の活性化を引き起こしたり、

身体動作を引き起こしたりはしない。脳梗塞により麻痺した身体を考えれば明らかなように、思考す

るから身体が動くというのはありえない粗雑な想定である。どんなに意識的に思考しても動かない身

体が麻痺した身体である。ということは、心的システム、身体システム、神経システムが、それぞれ

固有な自己としての作動を行い、相互に連動する（カップリングする）中で、あたかも思考すれば身

体が動くかのような幻想を心的システムに実感させるというのが実情なのである。オートポイエーシ

スというシステムを用いることによるメリットのひとつは、単純な線形因果的な思考の解除にある。 

このようにオートポイエーシスでは、特定のシステムの作動と、それ以外のシステム（環境）との

差異を見極めつつ、個々のシステム内部から見える現実を記述する。そこではシステムの自己を全体

的に拡張していくのではなく、事象そのものの中に複合化されたシステムの関係性を見出し、それぞ

れの連動のモードを取り出すのである。 

こうした局面では、ベイトソンがアルコール依存症者の治療において「単一の単純変数の最大化が

阻止される可能性の最大化に向かって進む」34ことの大切さを説いていたことが再度重なってくる。

彼が援用するアシュビーによる数学的理論からは以下のシステム原則が引き出されている。 

 

a. 複雑な相互作用システムでは、その中の変数が一方的に増長するのを抑え込むことが、システム

の定常状態と恒存性を維持する鍵を握っている。 

b. どんな変数も継続して増加し続けると、システムに非可逆的変化が現れ、システムの働きが制限

される。 

c. そのようなシステムにあっては、十分な可動幅を持った変数をいくつか確保しておくことが非常

                                                   
34 G.ベイトソン:『精神の生態学』（佐藤良明訳、新思索社、2004）191 頁。 
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に重要である。 

 

 この三つの原則は、示唆的であり、本稿の「作動する自己」と「構造的自己」という二つの自己の運

動の関係性を捉え、変化させる際の手がかりになるものである。ただし、ここでの三つの原則は、健

全なシステムの安定性を維持するものとして指摘されている。ということは、不健全なシステムにお

いては、ある変数の増長をむしろ促すか、新しい変数を見出すことで、システムの非可逆的変化を誘

導し、別の安定するシステムへと形成を促すことが必要となるということだ。そして最終的には、c

の原則が、安定したシステムのレジリエンスを担保することとなる。しかもオートポイエーシスでは、

複合化したシステムの連動体として、上記の原則が考慮されねばならないのである。 

 

 

※本稿は、科学研究費、基盤研究（C）「レジリエントな心的システム確立のための発達現象学的治療

理論の構築」による研究成果の一端である。 
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山田利明先生 略歴 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1947 年 6 月 ：東京都墨田区吾嬬町にて出生。 

1954 年 4 月 ：墨田区立木下川小学校入学。 

1960 年 4 月 ：千葉県市川中学校入学。 

1963 年 4 月 ：同 市川高等学校入学。 

1966 年 3 月 ：同 卒業。 

1967 年 4 月 ：東洋大学文学部入学。 

1971 年 3 月 ：同 文学部中国哲学文学科卒業。 

4 月 ：同 大学院文学研究科入学。指導教授は金岡照光教授。 

1973 年 3 月 ：同  文学研究科中国哲学専攻修了（文学修士）。 

4 月 ：大正大学大学院文学研究科博士課程入学。吉岡義豊教授に師事。 

10 月  ：東京都立第一商業高等学校非常勤講師（‘76 年 3 月まで） 

1976 年 3 月 ：大正大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。 

4 月 ：大正大学文学部助手（‘86 年 3 月まで）。 

       ：東海大学文学部非常勤講師（‘80 年 3 月まで） 

1977 年 2 月 ：福田さち子と結婚 

12 月 ：長女斉子誕生  

1983 年 9 月 ：カリフォルニア大学バークレイ校東洋言語学科客員研究員。 

    エドワード・シェファー教授の指導を受ける。（‘84 年 3 月まで） 

1986 年 4 月 ：東洋大学文学部専任講師。 

1987 年 4 月 ：日本道教学会評議員 

1990 年 3 月 ：東洋大学文学部助教授 

1991 年 4 月 ：日本大学文理学部非常勤講師（‘95 年 3 月まで） 
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1993 年 4 月 ：日本道教学会監事。 

1995 年   ：博士（文学）（大正大学） 

1996 年 4 月 ：日本道教学会理事（現在に至る）。 

1997 年 4 月 ：東洋大学文学部教授（現在に至る）。 

1998 年 9 月 ：岩手大学非常勤講師（集中講義）。 

1999 年 4 月 ：東洋大学文学部中国哲学文学科主任。（‘02 年 12 月まで）。 

2001 年 4 月 ：立教大学全学カリキュラム非常勤講師。（‘02 年 3 月まで）。 

2002 年 4 月 ：早稲田大学文学部非常勤講師。（‘03 年 3 月まで）。 

12 月 ：東洋大学文学部長。（‘07 年 3 月まで）。 

2007 年 4 月 ：東洋大学副学長・教務部長（‘09 年 9 月まで） 

10 月 ：東京都教育委員会進学問題検討委員会委員（‘08 年 3 月まで） 

2009 年 1 月 ：日本道教学会会長。（‘13 年 12 月まで） 

12 月  ：学校法人東洋大学理事（‘12 年 11 月まで） 

2010 年 4 月 ：一般社団法人サステイナブル・サイエンス・コンソーシアム理事。（現在に至る） 

2011 年 5 月 ：東洋大学エコ・フィロソフィ学際研究イニシアティブ研究センター長。 

（現在に至る） 

2013 年 1 月 ：宇都宮大学国際学研究科学位論文審査委員会委員。（同年 3 月まで） 

4 月 ：日本中国学会評議員（‘15 年 3 月まで） 

2014 年 4 月 ：東洋大学大学院文学研究科長（‘16 年 3 月まで） 

2015 年 8 月 ：日本学術振興会専門委員、国際事業委員会審査員（‘16 年 7 月まで）                                                                                           

 
  



山田利明先生略歴・業績一覧 

109 

 

＜業績一覧＞ 

 

著書 

『六朝道教儀禮の研究』、東方書店、1999 年 1 月 

『中国学の歩み : 二十世紀のシノロジー』、大修館書店、1999 年 12 月 

『道法変遷 : 歴史と教理』、春秋社、2002 年 7 月 

 

編著 

遊佐昇共編『中国文人書画名鑑』、共編著、世界聖典刊行会、1981 年 10 月 

野口鉄郎・福井文雄・坂出祥伸共編『道教事典』、共編・項目執筆、平河出版社、1994 年 4 月 

田中文雄共編『道教の歴史と文化』、共編、雄山閣出版、1998 年 5 月 

福井文雅共編『道教と中国思想』（『講座道教』巻 2）、共編・論文執筆、雄山閣出版、2000 年 

 

論文 

「太平広記神仙類巻第配列の一考察」、『東方宗教』43、日本道教学会、1974 年 4 月 

「中国の学問神信仰初探」、『東洋学術研究』14 巻 4 号、東洋哲学研究所、1975 年 7 月 

「祭天と道教に関する二,三の問題」、『大正大学研究紀要』62、大正大学、1976 年 11 月 

「神仙李八百伝考」、吉岡義豊博士還暦記念『道教研究論集』、国書刊行会、1977 年 6 月 

「李家道についての再儉討」、『中国学研究』2、大正大学中国学研究会、1978 年 3 月 

「李家道とその周辺」、『東方宗教』52、日本道教学会、1978 年 10 月 

「『太上洞淵神呪経』の図讖的性格―その成立をめぐって」、『大正大学研究紀要』66、大正大学、 

1981 年 2 月 

「『文始先生旡上真人関令内伝』の成立について」、『酒井忠夫先生頌寿記念―歴史における民衆と文化

―』、国書刊行会、1982 年 9 月 

「神仙道」、『道教』1、平河出版社、1983 年 2 月 

「『老子化胡経』類」、『敦煌と中国道教』、大東出版社、1983 年 12 月 

「敦煌文書と仙伝類」、『敦煌と中国道教』、大東出版社、1983 年 12 月 

「『霊宝五符』の成立とその符瑞的性格」、『讖緯思想の総合的研究』、国書刊行会、1984 年 2 月 

「道蔵十二類成立に関する一資料の背景」、『牧尾良海博士頌寿記念論集 中国宗教・思想と科学』、

国書刊行会、1984 年 6 月 

「西域を旅した人びと」、『歴史公論』11 巻 12 号、雄山閣出版、1985 年 12 月 

「「醮」の語について On the word of Chao 醮」、『中国学研究』5、大正大学中國學研究會、 

1986 年 3 月 
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「『五符序』形成考――楽子長をめぐって――」、『道教と宗教文化』、平河出版社、1987 年 3 月 

「老子と道教」、『老子の世界』、新人物往来社、1988 年 1 月 

「初期霊宝経の養生思想」、『中国古代養生思想の総合的研究』、平河出版社、1988 年 2 月 

「二つの神符――「五岳真形図」と「霊宝五符」――」、『東洋学論叢』10、東洋大学、1988 年 3 月 

「泥丸九宮説考」、『東洋学論叢』13、東洋大学、1988 年 3 月 

「東晋における道教の瞑想法の展開」、『東洋大学大学院紀要』25、東洋大学大学院、1989 年 2 月 

「 Longevity Technigues and Compilation of the Lin-pao Wu-fu-xu, 霊宝五符序」、『 Taoist 

Meditation and Longevity Techniques』、Univ. of Michigan 

「洞房神存思考」、1989 年 11 月、『東方宗教』74、日本道教学会、1989 年 6 月 

「『霊宝度人経』と霊宝祭儀の形成――「道君序」の誦経儀礼」、『東洋学論叢』16、東洋大学、 

1991 年 3 月 

「『太上洞淵神呪経』補説」、『中国学研究』10、大正大学、1991 年 3 月 

「霊宝斎における斎戒の意義――懺悔と功德――」、『台湾の宗教と中国文化』、風響社、1992 年 6 月 

「六朝における『太平経』の伝承」、『中国哲学文学科紀要』1、東洋大学文学部、1993 年 3 月 

「道教における斎法の成立」、『東洋学研究 31 アジアの宗教と文化』、東洋大学東洋学研究所、 

1994 年 3 月 

‘Repentance Rituals in Taoism and Chinese Buddhism’、“Buddhisme et cultures locales”、École 

française d’Extrême-Orient,Pris、1994 年 12 月 

‘The Evolution of Taoist Ritual ;K’ou Ch’ien-chin and Lu Hsiu-ching’、“The Basic Structure of 

Taoism”、“Acta Asiatica”68、東方学会、1995 年 2 月 

「道教神像の崇拝」、『東洋大学中国哲学文学科紀要』3、東洋大学文学部、1995 年 3 月 

「道教と日本文化―宗教玩具の視点から」、『日本の人形・玩具』1、日本人形玩具学会、1996 年 

「『老子』の現代的意義―欧米における視点」、『老荘思想を学ぶ人のために』、世界理想社、 

1997 年 11 月 

「誕怪不経の正史――『後漢書』方術伝の哲学」、『中国研究集刊』往 21、大阪大学中国学会、 

1998 年 3 月 

「霊宝経と大乗思想――霊宝斎の思想的基盤」、『東洋大学中国哲学文学科紀要』6、東洋大学文学部、

1998 年 3 月 

「道教と道家思想、その概念をめぐって」、『しにか』9 巻 12 号、大修館書店、1998 年 12 月 

‘The Lingbao School’、“Daoism Handbook－Handbook of Oriental Studies”、Brill,Netherlands、

2000 年 1 月 

「冥界と地下世界の形成」、『死後の世界 インド・中国・日本の冥界信仰』、東洋書林、2000 年 2 月 

「張萬福修醮考」、『東洋の思想と宗教』17、早稻田大學東洋哲學會、2000 年 3 月 

「儀礼の理論」、『講座道教第 2 巻・道教の教団と儀礼』、雄山閣出版、2000 年 5 月 
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「死の思想と道教」、『講座道教第 4 巻・道教と中国思想』、雄山閣出版、2000 年 8 月 

「露伴と道教」、『季刊日本思想史』57、ペリかん社、2000 年 12 月 

「気韻生動――宗教としての山水」、『東洋大学中国哲学文学科紀要』10、東洋大学文学部、 

2002 年 3 月 

「仏像東漸――東方学をめぐる歴史的研究について」、『東方学の新視点』、五曜書房、2003 年 10 月 

「神秘の山水――宗炳『画山水序』の思想」、『宮澤正順博士古稀記念 東洋―比較文化論集―』、青史

出版社、2004 年 1 月 

「北魏道教の一側面」、『東洋大学中国哲学文学科紀要』12、東洋大学文学部、2004 年 3 月 

「異聞の文化志――李八百伝の変遷」、佐藤成順博士古稀記念論文集『東洋の歴史と文化』、山喜房仏

書林、2004 年 4 月 

「「三百六十契令」考」、『アジア文化の思想と儀礼―福井博士古稀記念』、春秋社、2005 年 6 月 

「陳寅恪の道教研究――近代知識人の視点――」、『詩と神話』5、日本聞一多学会、2005 年 12 月 

「関于“五嶽真形図”之傳入日本」、『第一届国際道家学術会議論文集』、連合報文化基金国学文献館、

2005 年 12 月 

「「魏文朗仏道造像碑」一則」、『東洋大学中国哲学文学科紀要』14、東洋大学文学部、2006 年 3 月 

「道教儀礼研究の現在 道教儀礼の研究の成果と課題」、『道教研究の最先端』、大河書房、 

2006 年 8 月 

「近代人文学と清朝考証学」、『詩と神話』6、日本聞一多学会、2006 年 12 月 

「近代人文学と中国民俗学―許地山『扶箕迷信的研究』」、『東洋大学中国哲学文学科紀要』16、東洋大

学文学部、2008 年 3 月 

「基調報告―三世紀初期における宗教的共生の一例」、『第 3 回日米道教研究会議論文集 道教と共生

思想』、大河書房、2009 年 10 月 

「鬼を責む――劾鬼の宗教的展開」、『東洋大学中国哲学文学科紀要』19、東洋大学文学部、 

2011 年 3 月 

「三宅元珉『老子道徳経會元』提要」、『東洋大学中国哲学文学科紀要』20、東洋大学文学部、 

2012 年 3 月 

「洞天の風景―神仙グロットの地誌―」、『超域する異界』、勉誠出版、2013 年 1 月 

「謫仙の構造」、『東洋大学中国哲学文学科紀要』21、東洋大学文学部、2013 年 3 月 

「火で洗う布：火浣布始末」、『国学院中国学会報』60、国学院大学中国学会、2014 年 12 月 

「講演記錄 六朝道敎と佛敎」、『六朝學術學會報』17、六朝学術学会、2016 年 3 月 

 

翻訳 

孫浮生著「浄土原流善導大師香積寺攷」、『中国浄土教論集』、文化書院、1985 年 6 月、 

クリスチーヌ・モリエ原著「『洞淵神呪経』の祭儀の伝統――龍王の儀礼」、『日本・中国宗教文化の研
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究』、平河出版社、1991 年 9 月 

クリストファ・シぺール原著「霊宝科儀の展開」、『日本・中国宗教文化の研究』、平河出版社、 

1991 年 9 月 

テリー・クリーマン原著「川主―正統的地方信仰(上)」、『東方宗教』80(遊佐昇共訳)、日本道教学会、

1992 年 11 月 

テリー・クリーマン原著「川主―正統的地方信仰(下)」、『東方宗教』81(遊佐昇共訳)、日本道教学会、

1993 年 5 月 

『老君音誦誡経』訳稿(1)、『東洋大学中国哲学文学科紀要』10、東洋大学、2002 年 3 月 

『老君音誦誡経』訳稿(2)、『東洋大学大学院紀要』文学 39、東洋大学、2002 年 3 月 

 

書評・紹介 

李豊楙著『魏晋南北朝文士与道教之関係』、『東方宗教』56、日本道教学会、1980 年 10 月 

T・F・クリーマン著『神の自伝―文昌帝君化書』、『東方宗教』89、日本道教学会、1997 年 5 月 

道教を知るための本(中国の歴史と文化を読むブックガイド)、『しにか』12 巻 4 号、大修館書店、 

2001 年 4 月 

野口鐡郎・田中文雄共編『道教の神々と祭り』、『学燈』102 巻 2 号、丸善出版、2004 年 11 月 

坂出祥伸著『道教とはなにか―気の宗教の本質』、『東方』303、東方書店、2006 年 5 月 

丸山宏著『道教儀礼文書の歴史的研究』、『東方宗教』108、日本道教学会、2006 年 11 月 

三浦国雄編『術の思想：醫・長生・呪・交霊・風水』、『東方宗教』125、日本道教学会、2015 年 5 月 

坂出祥伸著『響き合う身体：「気」の自然観・瞑想法・占術』、『東方』414、東方書店、2015 年 8 月 

 

報告・動向 

「欧米道蔵研究会(Project Tao-tsang)による道蔵文献のコンピューター処理について」、『東方宗教』

67、日本道教学会、1986 年 6 月 

欧米における道教研究の現状、秋月観暎編『道教研究のすすめ』、平河出版社、1986 年 11 月 

最近のアメリカの漢代研究二題：その視点にことよせて、『中国学研究』6、大正大学中国学研究室、

1987 年 3 月 

第 5 回日仏学術シンポジウム 東洋学第 1 部会経過報告、『日本・中国宗教文化の研究』、平河出版

社、1991 年 9 月 

第 6 回日仏コロック東洋学部会、『東方宗教』79、日本道教学会、1992 年 6 月 

アメリカの道教研究―日米道教研究会議、『東洋大学中国哲学文学科紀要』4、東洋大学、 

1996 年 3 月 

共同執筆・海外学会動向：第 35 回国際アジア・北アフリカ研究会議(ICANS)中国部会「日本人の目

から見た中国宗教」報告、『東方宗教』91、日本道教学会、1998 月 5 月 
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事典類・事項執筆等 

日原利国編『中国思想辞典』、項目執筆、研文出版、1984 年 4 月 

『日本大百科全書』、項目執筆、小学館、1984 年 

坂出祥伸編『道教の大事典』、項目執筆、新人物往来社、1994 年 6 月 

峰島旭雄編『比較思想事典』、項目執筆、東京書籍、2000 年 8 月 

Fabrizio Pregadio, The Encyclopedia of Taoism、項目執筆、Routledge、New York、2008 年 1 月 

 

 

エコ・フィロソフィ研究編著 

山田利明・河本英夫・稲垣諭編著『エコロジーをデザインする : エコ・フィロソフィの挑戦』、編著、

春秋社、2013 年 3 月 

山田利明・河本英夫編著『エコ・ファンタジー = Eco fantasy : 環境への感度を拡張するために』、編

著、春風社、2015 年 9 月 

 

エコ・フィロソフィ研究論文 

「中国思想と共生の理論」、竹村牧男・松尾友矩編著『共生のかたち―「共生学」の構築をめざして』、

誠信書房、2006 年 5 月 

「中国思想の環境論 : 自然・山水・風水」、『「エコ・フィロソフィ」研究』(1)、東洋大学「エコ・フ

ィロソフィ」学際研究イニシアティブ、2007 年 3 月 

「中国思想とエコ・フィロソフィ」、『「エコ・フィロソフィ」研究』(1)別冊、東洋大学「エコ・フィ

ロソフィ」学際研究イニシアティブ、2007 年 3 月 

「環境デザインとしての風水説」、『「エコ・フィロソフィ」研究』 (3)、東洋大学「エコ・フィロソフ

ィ」学際研究イニシアティブ、2009 年 3 月 

「環境デザインとしての風水説」、松尾友矩・竹村牧男・稲垣諭編『エコ・フィロソフィ入門―サステ

イナブルな知と行為の創出―』、ノンブル社、2010 年 1 月 

「天地壊滅とメシア」、『「エコ・フィロソフィ」研究』 (5)、東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研

究イニシアティブ、2011 年 3 月 

「神禾原 : 消えた森林 」、『「エコ・フィロソフィ」研究』 (6)、東洋大学「エコ・フィロソフィ」学

際研究イニシアティブ、2012 年 3 月 

「価値を生む思想」、『エコロジーをデザインする : エコ・フィロソフィの挑戦』、春秋社、 

2013 年 3 月 

「理想の大地 : 福地の思想」、『「エコ・フィロソフィ」研究』 (7)、東洋大学「エコ・フィロソフィ」

学際研究イニシアティブ、2013 年 3 月 
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「食料自給率」、『エコ・ファンタジー: 環境への感度を拡張するために』、春風社、2015 年 9 月 

「風水説の思想」、『「エコ・フィロソフィ」研究』(10)別冊、東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研

究イニシアティブ、2016 年 3 月 

「方術から方技へ」、『「エコ・フィロソフィ」研究』(11)、東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究

イニシアティブ、2017 年 3 月 

「中国史に見る人口激減現象について」、『「エコ・フィロソフィ」研究』(12)、東洋大学「エコ・フィ

ロソフィ」学際研究イニシアティブ、2018 年 3 月 
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特別対談：「エコ・フィロソフィ 13 の向こうへ」 
 

                          

山田利明（東洋大学文学部教授） 

河本英夫（東洋大学文学部教授） 
 

 

山田 それでは、一番古くからのメンバーであ

る私と河本先生の 2 人で TIEPh の歴史

と活動の変遷をめぐって、今までの歴史

を整理しつつ、今後の展望ということで

結びにしたいと思っております。河本先

生、よろしくお願いいたします。 

 

河本 こちらこそ、よろしくお願いします。 

 

山田 この TIEPh の研究組織としては、もともとは自然環境を扱う「自然観探求ユニット」、社

会意識調査を行う「価値観・行動ユニット」、身体環境を扱う「環境デザインユニット」の

三部立てで発足しました。その三部の関連性が徐々に融合されて、今は特にこういうこと

を意識しないで、1 人のメンバーにいろいろなことやってもらうという状況になってきて

おります。それでは、TIEPh 活動の概要について河本先生からお願いいたします。 

 

河本 エコ・フィロソフィのプログラム全体は、基本的には山田先生がトップで回していただい

て、エコ・フィロソフィという形で 10 年を超えて展開を続けたということは、日本の中

ではほぼ他に例がない、つまり例外的な企てができたと思います。当初、資金源としては、

当時学長だった松尾友矩先生のご尽力で、東京大学の持続可能性社会を追究する、IR3S（サ

ステイナビリティ学連携研究機構）と呼ばれているプログラムに参加する形で、そのプロ

グラムが持っていた資金（文部科学省科学技術振興調整費）のうちのごく一部を東洋大学

にも回していただける形でやっていったというのが現実の進め方でした。その当時、山田

先生は副学長で、さまざまな形で運営を引っ張っていただいたというのが実情です。 

    最初に設定したときに、このプログラムを三つのテーマ領域に分けました。第一のテー

マ領域を第 1 ユニットと称して、自然観探求、環境倫理というところから設定しました。

伝統的に、その時期はまだ、例えば東洋的自然観あるいは西洋的自然観のような、いわゆ

る分類的な思想の枠をまず押さえていこうという形で進めたと思います。東洋的自然観は、
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自然を母体とする環境、母なる自然の中で人間の営みを捉えていくというやり方です。西

洋的自然観は、いわば自然や環境の上に人間がいて、この人間が設計をして自然環境を組

み立て直すという枠の上で考えてきたのではないかと思います。ディープエコロジーの話

は、結局、環境の側にとっても、いわゆる人権に相当するような環境維持に関わる権利が

ある、というところまで進んでいくような議論の立て方が当時行われていましたので、そ

こまで設定することをやってきたのではないかと思います。第 2 ユニットが第 2 のテーマ

領域として行われていまして、当時チームを作るときに試行錯誤で進みました。チームの

メンバーの 1 人が社会調査、社会意識調査をやられていたので、環境意識についての調査

を行うやり方で、アンケート、統計処理を何年かやっていたというのが実情です。いまか

ら見ると、それはその当時の意識の一端を示すものと考えています。それから、第 3 のテー

マ領域、つまり第 3 ユニットでは、最初から身体にとっての環境ということで考えており

ました。これは認識のレベルで自然をどう捉えるかというよりは、むしろ既に環境の中に

身体がある、この身体というところから環境をどう捉えて、またリセットしていくかとい

うところで考えてきたのだと思います。それぞれに 4 年から 5 年ぐらいのスパンで、さま

ざまなことをやってみたというのが、その場面でのやり方あるいは展開だったと思います。

その間に、松尾先生が学長だった時代から、竹村学長の時代になって、山田先生がエコ・

フィロソフィのセンター長になられて、少しずつ課題がリセットされてくるようになった

というのが前半の流れだったと思います。 

 

山田 確かに、最初の 5 年間については、東京大学でこの事業の一番元締めになった IR3S とい

う組織から、環境に対する哲学的な解釈を打ち出してほしいという要請により始まったこ

とだと思います。1 年ほど遅れて IR3S のメンバーに入って、初めて会合に出ました。IR3S

のメンバー全員が来て会議をしたのですけれども、東京大学をはじめ、大阪大学、京都大

学、東北大学、北海道大学などの有力な国立大学、それから早稲田大学、茨城大学など、

世間でいう一流大学の中に伍して東洋大学が入っていたのです。それはやはり、持続可能

な社会を可能にするための哲学が必要だということだったのでしょう。そこでいろいろな

活動をしてまいりましたけれども、最初期のそうした活動の中で、河本先生にとって、一

番これは面白かった、よかったというものはありますか。 

 

河本 主要な大学の中に入る形で一緒に作業ができたところが一番大きかったと思います。何度

も住明正さんに呼ばれて、会議にも出て、基本的には出席者のかなりの部分は理系が多かっ

たのですけれども、そういう人たちの中に哲学が入って、そこでどうしたら問題がいろい

ろな形で見えてくるのかという議論をしていきました。その期間はある意味で役割の一部
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を担っているというのが基本的な状態だったと思います。 

 

山田 そうですね。私の記憶としましては、文科省の振興調整費の終了によって、SSC が解散に

なるときに、この 4 年ないし 5 年間の中で、東洋大学が行ってきた研究の説明をしました。

その中で、一つの成果として河本先生が提唱されてきた二重作動の説明をしました。二重

動作とは、哲学的命題といえば哲学的命題になるのかもしれませんが、新しい技術的ある

いは科学的な論理という、そこまで踏み込んだ内容の、一つの作用についての解釈という

のがいいのではないかと思います。早く言えば一つの運動が二つないし三つぐらいの作用

を起こすという論理です。後に出てきた評価書を私は見せていただいたのですけれども、

評価委員のほとんどの方が、こういうすばらしい理論を作り上げてきたならば、ぜひとも

これを現実に沿う形でもって作り上げられるような、具体的なプランを作り上げたらどう

かというご意見でした。ほとんどの方から、すばらしい理論でとても面白かったという評

価をいただきました。他の大学の報告にはなかった、称賛に近い評価を受けたことを私は

覚えております。このときは、そういう一つの基本的な理論を作り上げていこうというこ

とで活動していたと思います。二重作動と

は一石二鳥、一石三鳥のような論理なので

す。これを実際にどういう形で応用して、

実現するのかという話で、その後、大変和

気あいあいとした雰囲気になったことを、

私は覚えております。その辺りが第 1 期の

一つの成果だと思います。二重作動につい

て、河本先生にお話していただきましょう。 

 

河本 二重作動は、基本的には動きの中で生じる事態についてのシステム分析から生じているも

のです。設計図を立てて、それに合わせて環境を保護しようということではうまくいかな

いことが多いのです。一方で、プロセスを重視して設定してみると、あるプロセスを進め

ていくと、同時に別の所でそのプロセスの波及効果が結果的に進行していきますが、その

ことを最初から意図したり目的としたりしていないやり方です。例えば環境保全をしよう

とするときに、直接環境保全の設計図に合わせてやろうとするのではなくて、ある水の流

れがあるとして、この水の流れを二重、三重に生かしていくためにはどうしたらいいかを

考えていくのです。川を保全するという発想ではなくて、川の別の活用の仕方、例えば小

さな水力発電装置を作ってみるとか、田んぼに流れた水を畑にも流して、割と湿地帯で獲

れるような植生を 1 回造ったら、その後どういうプロセスがさらにそこから出てくるかと
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いう発想で組み立てていくのです。そうすると最終的な結果として環境は保全されるのだ

けれども、目標の向かうように進むのではなくて、個々の手続き的なプロセスから進んで

みると、その中にいろいろな選択肢があって、そこが工夫になっていくということです。

例えば水田は維持しようとすると、現在の日本の社会の中では結構大変です。そのため耕

作放棄された水田がたくさんあるのです。水田は何をやっているかというと稲を作るので

す。および環境保全の働きもあります。水田をつくるということを、いわゆる農作業の一

つとして行うと同時に環境保全の活動の一つとしても行うのです。例えばある地域で NPO

を作って環境保全の一環として稲作を行います。個々の稲作の農作業は当然農業としての

生産の作業です。こういう形で一つの作業を二重のネットワークを作りながら、前に進め

ていくことを考えていかないと、どうしても耕作放棄地のようなものが出てきてしまうの

です。だから、やり方は補助金を付けて耕作放棄地を減らすのではなくて、やっているこ

との内実に二重の価値や二重の意義を持たせて、そこで稲作が成立する仕組みを考えてい

こうということで設定してみようとしたわけです。 

 

山田 あの頃は、エネルギーをあまり使わずに効率よく展開しようという発想がかなり広まって

いました。乗り物に乗らずに近い距離ならば歩こうという運動も結構広まっていたと思い

ます。歩くことは体にいいですし、エネルギーの節約になります。ただ、それをエネルギー

の節約で終わらせるのではなくて、足踏み式の発電機を歩道にセットすることによって、

エネルギーがそこから出てきます。これがいわゆる二重作動ということになるわけですね。 

 

河本 そうです。その時期が終わって、1 年間ブランクがありましたが、その後に科学技術振興

調整費の終了によって IR3S の仕組みが変わりまして、社団法人の SSC に移行していくの

です。社団法人型でいくつかの参加校があって、そこがネットワークを作りながらやって

いくのです。基本的にはそこに参加しながら、同時に各大学の固有性を発揮する形になり

ました。IR3S に入っていたときには、全体から割り当てられたところでどうやって貢献

するかという発想だったのが、社団法人への参加チームの一つになって、各大学でそれぞ

れ固有のやり方を出していくやり方になってきたと思うのです。そのとき TIEPh には私

立大学戦略的研究基盤形成支援事業で公的な資金が出ていました。山田さんをはじめチー

ムのメンバーが力を発揮しやすいように研究環境の改善もかなり行われたと思います。 

 

山田 そうですね。これが始まって、今の SSC のメンバーで活動していたときは、現在、教授で

帰ってこられました稲垣さんが最初に助手をやっていて、その後は西村さんという仏教学

研究の分野で非常に優秀で、将来を嘱望されていて、今の天皇陛下が若い研究者を育成さ
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れるために創設された学術振興会の育志賞を受賞された方が来ていらっしゃいました。そ

の後は田中さんという方が来られました。この方もそのまま三重大学に進まれています。

このような優秀な人材をここから輩出したわけです。今は岩崎さんがこの仕事をやってお

られます。彼も大変優秀です。こういう仕事をやりながらご自分の仕事をきちんとやって

いらっしゃいます。将来楽しみです。 

 これは文部科学省の科学技術振興調整費でできた戦略的研究拠点育成プロジェクトです。

この中にわれわれのプロジェクトが入れたのは、松尾先生の多大なるご尽力があったから

です。それを私たちは何とかしてうまくレールに乗せて発展させていかないといけないと

いう思いでした。やはり研究者はそういう環境が与えられれば、その中で一つの大きな事

業を成功させたいという欲望を持ちます。そこがうまくこの研究プロジェクトにとっては

動いたと言えます。予算的にもかなり潤沢だったということもあります。この事業が終わっ

て、その後このプロジェクトをどうするかとなったときに、当時の学長であった竹村先生

が、なんとか発展させられないかということで、文部科学省の新しい研究費をなんとか出

そうということで、この書類を書き上げて出しました。そうしたら 3 月 11 日の大震災で

もって、審査が遅れたのです。復興費用にいろいろなお金をつぎ込まなければならないと

いうことで、予算編成はできたのですが、実際のお金が出てこなかったのです。結局 6 月

か 7 月になって、ようやく『通りました』という報告が来たのです。ですから、実際に研

究を始めたのは7月か8月になってからでした。これも4年間のかなりの長期にわたって、

新しい研究資金を受けることができました。従来の組織をそのまま生かしながら新しいこ

とをしようというので、そのときにいろいろ考えました。河本先生にもいろいろ知恵をい

ただいて考えたのです。 

そこで、とにかく自然環境というものをもう一度捉え直そうということで、いくつかの

調査を行いました。例えば熊野古道。そして、そのころ話題になっていた道志村ですね。

横浜の水源地である道志村から流れる道志川というきれいな渓流をどう保全していくのか

考えるために、現状を見てみようということでそちらに行きました。さらに八丈島にある

東京電力が造った地熱発電の工場を見にいったりもしました。さらに、海外へも足を延ば

しています。最初に行ったのは韓国の済州島でした。モンゴルにも行きました。モンゴル

は最後のほうでした。その間にカリフォルニアの地熱発電にも行って、地熱発電の現状を

視察されました。あるいは、われわれはほとんど砂漠地帯であるというイメージを持って

いるモンゴルで、人々がどう生活し得るのかを河本先生もご覧になったと思います。こう

した国内、国外を見て回ったときに、これは面白いというようなことで、印象に残った場

所はどの辺りになりますか。 
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河本 設定として、一つは島です。島は隔離されています。基本的には切れてしまっています。

例えば燃料を運ぼうとすると、それだけでも費用が掛かってしまうのです。島の生活はど

ういうものかというので、八丈島や済州島などに行きました。島はやはり独特の雰囲気で

す。八丈島は犯罪者が流された場所です。犯罪者が流されてきて、そこで暮らします。犯

罪者には強盗のような者もいますけれども、政治犯のような者もいますから、イケメンも

流されてくるのです。八丈島にとっては、男の供給回路なのです。そうすると八丈島の地

元住民で、比較的若い女の人は江戸からイケメンが来るわけですから放っておかないわけ

です。そういう島の生態を一つ押さえたいということです。やはり島というのは陸続きの

所とは相当違うのです。あるものでなんとか工夫をして賄っていくと同時に、生活の場で

ある狭い島自体の価値をどうやって増やしていくかを考えなければなりません。八丈島の

場合は、黄八丈という織物が年貢としても納められるぐらいの価値があったということで

す。 

    それからカリフォルニアのような地中海性気候帯で夏に雨が少ない所や、砂漠地帯のモ

ンゴルのような所は、生活観が全然違います。例えば日本で環境問題と言われている、森

林を保全する、川をやたらに人工の河川にしないなどとは違う課題を持っているに違いな

いということです。だから、全然違う感覚で環境に対して接しているから、カリフォルニ

ア州やモンゴルのような所は、通常の意味

での環境問題を語っても多分理解されな

いのです。それぞれに固有の環境を持って

いるのです。特にモンゴルの場合は遊牧で

す。困ったら別の所へ行って暮らします。

それでまた草が生えるのを待つのです。そ

ういう時間のスパンの中で生活している

のです。生活観から環境の在り方を見ると

いうことが、相当大きかったのではないか

と思います。 

 

山田 私も道志村と八丈島はご一緒に見て回るなどしました。道志村は街道筋で、道志川沿いに

32 キロメートルにわたって一つの村なのですけれども、なぜここが話題になったかという

と、横浜市の原水地として非常に質のいい水が出て、そのままの質を保持しているのから

なのですが、道志村に行っていろいろ話を聞いてみて、先ほど島の話になったのですけれ

ども、言ってみればここも陸の孤島のような所なんですね。なので、こういう所に残るも

のがある。都会化されていないから、水も汚染されていません。昔のままの水が残ってい
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て、それを横浜に供給しているのです。そして、それを保持するために、その村の人たち

はかなり努力をしているわけです。森林の保全や河川の保護などにかなりエネルギーを費

やしていたわけです。だから、島でもそれをそのままの形で保持していくというのは、今

の社会では大変なことで、それなりのエネルギーが必要だと思います。八丈島の場合は地

熱発電に注目して、東京電力が小規模ではありますが地熱発電所を建てました。温室の温

度の維持のために使っている部分が結構ありました。八丈島では、東京電力が地熱発電所

の脇に小さな地熱博物館のようなものを建てていて、ガイドが付いて説明してくれました。

私は地熱発電のシステムは非常に面白いと思ったのです。火山の所でマグマに近い所まで

穴を開けて、出てくる水蒸気を利用してタービンを回すわけです。だけれども、これは火

山がなければできない仕事だと思うのです。カリフォルニアで見た地熱発電のシステムは

どうなのですか。同じようなものですか。 

 

河本 カリフォルニアは、アメリカの中でもロッキー山脈の隆起した圧力が現在でもかなり高い

所です。ロッキー山脈の 2500 メートルぐらいの高さの所に海の底にしかいない生物の化

石がたくさん出る所があります。パージェス頁岩というのですが、海の底にあったものが

あれだけ隆起をして、巨大な山脈およびヨセミテの絶壁みたいなものをつくっていますの

で、現在でも無理がかかっているということです。そういう所に温泉が出て、水蒸気が発

生していました。つまりマグマが地表近くまで来ているのです。それは活用できるのでは

ないかということで、100 年の歴史があるような比較的古くからある大規模な地熱発電施

設で利用しています。この施設はサンフランシスコ市全体の電力を賄えるほどの電力供給

が行えるということです。 

 

山田 そうなのですか。 

 

河本 結構大規模なのです。アメリカは 500 以上電力会社があります。日本のように東京電力、

関西電力、中国電力、四国電力などの大きな電力会社が供給を仕切るというよりは、小さ

いところもどんどんやれる機会があればやっていくという仕組みで行われているので、さ

まざまな電力会社が立ち上げたものを買い取る仕組みがうまく動いているのです。世界有

数の地熱エネルギーの潜在埋蔵量があるのは、1 位がアメリカ、2 位がインドネシア、3 位

が日本だと計算されています。ということは、日本はそれだけの地熱の潜在エネルギーが

あるにもかかわらず、実際にはそこのところにはあまり手を付けないまま来てしまったの

ではないかと思います。 
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山田 そうなのです。それからもう一つは、日本では電力法が変わって、ソーラーパネルで発電

した電気を個人が電力会社へ売ることができるというシステムになっておりますけれども、

アメリカの場合は前からやられていたことだと思います。ただ、私がカリフォルニアのバー

クレーに行っていたのは、1983 年から 84 年にかけてです。そのときにいろいろな人に連

れられて、さまざまな所を回りました。サンフランシスコの北に行きますと、温泉がたく

さん湧いているのです。日本みたいに熱くはなくて、生ぬるい温泉です。あの辺では珍し

いので、いろいろな人が入りにきているのです。そういう所もあります。それからあそこ

は地震の巣なのです。小さな地震でしたがありました。 

 

河本 高速道路が陥没するぐらいなのですね。 

 

山田 そうです。ですから、そういう意味でいうと、日本に似たような地勢で、地震もあれば、

北カリフォルニアのほうには火山もあるのです。それから、先ほどおっしゃったように、

太平洋岸に押し出ようとする力が時々変なことになって、カリフォルニアも大きな地震が

何回か起こっています。日本に似たような地勢の所ですが広さが全然違います。そういう

環境の違いを見てみると、日本は地熱の利用についていえば、もっといろいろな可能性が

あるのではないかと思うのですが、何か面白いアイデアはありませんか。 

 

河本 東京もそうですが、例えば札幌などは掘ると必ず温泉が出るのです。掘ると温泉が出ると

いうことは、地中の少し深い所で、もう熱水があるということです。掘ると温泉が出てき

て、それが使えるわけです。現在、東京にも、銭湯ではなくて、少し掘って組み上げ式の

お風呂にしている所はいくつもあるのです。実は東洋大学の正門から来た所を少し掘れば、

ここでも温泉が湧くのです。そうすると、もっと技術的に簡素でコンパクトにできる地熱

発電装置があれば、例えば大学ですと、停電のときに備えて自家発電装置のようなものを

同時に設置しておけるのです。大きな病院はできればそうしておいたほうがいいし、六本

木ヒルズのような大勢の人が住んでいる所でも、自家発電用のものをビルディングのどこ

かに作って掘っておけば温水は出るし、自家発電用の装置として電気を蓄えておくことも

できるのです。もう一工夫できれば、日本もそこまで行くのではないかという感じはしま

す。 

 

山田 なるほど。日本は掘ればどこでも温泉が出てくる可能性はありますね。私は東京の下町向

島の出ですが、ここから少し行った所に亀戸があります。あそこにわれわれが子どもの頃

に亀戸温泉という温泉があったのです。私も何回か行きました。褐色のお湯です。説明板
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を読むと、何千年、何万年という昔に東京湾の水が地下に閉じ込められて、それがお湯に

なって湧き出てくると書いてあります。だから、口の中に入れると塩からいのです。そう

いう所は日本中にたくさんあります。だから、火山がない所でもそういうものが出てくる

可能性があるのです。そうすると、エネルギーを開発するには、これも一つの要素になる

のではないかと思います。 

 

河本 そうです。基本的に現在自然エネルギーというと、ソーラーパネルによる太陽光の活用と

いう方向にだけ進んでいます。地球の中心部は実は 5000 度ぐらいあるのです。太陽の表

面が 5000 度ですので、同じぐらいの温度が地球の中にあるのです。内部に閉じ込められ

て圧力を受けているから5000度という温度が成立しているのです。それが温度勾配をもっ

て中心から離れるにつれて温度が下がっているのです。その一部が、大陸のいろいろな移

動やきしみによってマグマになって、流動するマグマが火山をつくってという仕組みです

から、あと少し掘ると確かに日本の場合、地形上出やすいのです。 

 

山田 そうでしょうね。今、自然エネルギーの発電に話題が変わっていますけれども、特に太陽

光パネルについてはパネルの毒性が話題になるときがあります。あれはどうなのですか。

無毒というわけではないですね。 

 

河本 基本的には、パネルで半導体を消耗し

ながら太陽光をエネルギーに変えてい

るわけです。変換効率が悪いらしくて、

当たっている所を触ると少し温かいの

です。現在、一番太陽光を上手に活用

できているのは植物の葉です。葉を触

れば分かりますけれども、熱くないわ

けです。ということは、変換効率が非

常にいいのです。 

 

山田 そうですね。 

 

河本 やはりそれだけの熱が出てしまうということは、さまざまな形で異物が老廃物の形で出て

しまうわけです。ただ面積が広くて奥地で水がない中国の内陸部のような所は、基本的に

は古くて堅い地層でなおかつ水もないので、なかなか他のエネルギーを使うことはできな
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いので、パネルを並べて、いかに太陽光をエネルギーに変換させるかという話になります。 

 

山田 確かにそういう所ではいいのでしょう。もう一つの発電方法として風力発電があります。

これも風車の回る低周波の被害を時々聞きます。太陽光にしても風力にしても、全く無害

というわけではないのですね。ただ、風力発電を海上で行うという話がかなり出てきてお

ります。しかし、例えば津波が起こったとき、あるいは大型台風が来たときにどうなるの

かという話は、今の段階ではあまり分かりません。そういう意味でいうと、今、日本でやっ

ている火力発電、かなり問題はあるらしい原子力発電をもうしばらく続けなければならな

いということになるのですか。 

 

河本 しばらくの間は続けざるを得ません。ただ、例えば日本の場合、大きな電力会社が 10 社あっ

て、この 10 社の電力会社がそれぞれ計画を立てて基本的な電力を提供するという仕組み

がありますが、それとは別に、各地方自治体で、自分の所の自治体が賄える程度の電力を

どのように確保するのか考える必要があります。実は原子力発電は、全部基本的な技術は

国策でしか下りてこないのです。国の補助金を考えると選択肢を広げにくい仕組みには

なっているのです。 

 

山田 なるほど。もう一つ水力発電があるのですけれども、昭和 20 年代から 40 年代前半ぐらい

までにかけて、いろいろな所でダムを造りました。ところが、今、問題になってきている

のは、ダムに土砂が流れ込んで、ダムがだんだん浅くなってきているということです。 

 

河本 浅くなって機能していないのです。 

 

山田 そういう問題が出てきています。エネルギーをタダで手に入れるのは難しいのですけれど

も、将来的にどのような発電方法が考えられるのか、自然エネルギーをどうやって電力に

変換できるのか、自然エネルギーをそのまま人間の生活の中に上手に取り込める方法はあ

るのか、その辺りのことを河本さんはどうお考えになっていますか。 

 

河本 基本的には電気はためる仕組みが技術的に難しいのです。電気は本線へ流れてどこかへ

行って消えてしまいます。それをためる形にしたいのです。ためるというのは、これまで

大型のバッテリーを作って閉じ込めてという形でやっていました。あれ以外にいろいろな

エネルギーのため方が開発されないといけません。実は食料も同じなのです。余る所は余っ

てしまっていて、足りない所は足りないのです。そこのところを何とかすればいいのに、
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簡単にはいかないということです。エネルギーも余るところは余っているのです。ただ、

ためる仕組みがうまくできないので維持できないということです。基本的に、現在、先端

で開発されているのは、余った電力を使って海の水を電気分解して、水素と酸素に分ける

方法です。水素をマイナス 200 度ぐらいに冷却して、固形水素にしておきます。それを気

化させて火を付ければ、燃えて水ができるだけです。そうすると液体水素の形で保存がで

きるので、大きなバッテリーは要らないのです。 

 

山田 そうですね。それは自然界に同じようなものがあります

ね。最近注目されている海底にあるエネルギーです。

それの人工版ということですね。 

 

河本 そうです。 

 

山田 話がいろいろな方向に行って、こういう将来的な議論に

までなりました。 

 本題に戻りまして、このプロジェクトの歴史、変遷を、先ほどお話しいただいたわけで

す。将来的にこのプロジェクトはどのように発展させていけばいいのか、その辺りの希望

的な未来予測はどうですか。 

 

河本 やらなければいけないことは本当にたくさんあるし、大学内部でも、例えば情報連携学部

に環境のプロがいたり、総合情報学部や工学部に川越で稲作をやっている人がいたり、こ

ういう人たちが増えてきているので、相当人材はいるのです。そこからどういう形で展開

可能なプログラムに持っていくかということです。一つは居住区の設計のアイデアです。

アイデアを出したら全部それをまとめてつくるのではなくて、いくつか切り離しや組み合

わせが利くようなアイデアのパッケージを持っていて、こういうことをやったら面白いの

ではないかというようなパッケージのモデル案をいくつか作っていくといいのではないか

と思います。例えば小さい都市設計のようなものというところでやってみるのです。この

ときに、例の風の通り、水の通りなども含めたアイデアを出しておくのです。現在の日本

は人口減少と言われておりますが、実は首都圏全体はまだ増えています。そうすると小さ

い所を切り離して、新しい居住区をつくるときのアイデアの出し方というので、技術的な

水準も変わってきましたし、違うものを込められるようにするといいと思います。家の造

り方でいうと、日本は湿気が多い所ですから雨がよく降ります。家の表側の壁が、雨が降っ

たときには水分を吸収して、晴れると壁が吸収していた水分を出す形で家の温度を一定に
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維持する方法があります。 

 

山田 なるほど。そういうことも可能なのですね。 

 

河本 可能です。そういうところのアイデアを出していくというのが一つです。それから環境は、

基本的には単にこういう所に行ったらすがすがしい気持ちになるというだけではなくて、

これからの社会、100 歳現役の時代を見据えると、老化を遅らせるような環境設定が必要

になってきます。例えば 80 歳になっても元気いっぱいで、その環境に行くと若返るよう

な環境設定ができたらいいと思います。 

 

山田 つまり、今は 1 年 365 日で、人間の体もそういうシステムの中に乗って生きていますけれ

ども、もっと遅く進行させるということですね。 

 

河本 実は、人間の体は 1 年ごとに年を取っていくのではありません。安定化の仕組みはいろい

ろありますから、元気だったら、毎年、年を取っていっても、10 年ぐらいは同じなのです。

ところが、どこかの機会で少し体調を悪くした、病気をしたなどということになると、全

体の組み換えが起こって 10 年ぶりにあの人は年を取ったというぐらいに変化が起きて、

そのときに一気に落ちるのです。例えば 70 歳のときに元気な人がそのままの元気さを 85

歳になっても維持できるような環境設計をやれればいいと思います。 

 

山田 なるほど。われわれは今の時間でいえば 24 時間で 1 日という中でいろいろな生活サイクル

が組み込まれています。われわれは生まれたときからその生活サイクルの中で生きてきて

いるわけです。だけれども、その基本的な時間をどう考えるのかということになるわけで

すね。これは少し面白いかもしれません。 

 

河本 それがうまくいくと、例えば医療費が急激に増大しないので厚生労働省から感謝されます。

環境省はもろ手を挙げて「やったほうがいい」と言います。間もなく世界中から 3000 万

人の旅行客が来るのです。そういうときに、「1 回あそこへ行ってリフレッシュしようか」

という場所があるといいと思います。それがカジノである必要はないのです。カジノに匹

敵するぐらいの面白い所はいくらでも造ることができるのです。 

 

山田 そうですね。ただそうなると、何歳から成人にするか、何歳から選挙権を持つかというこ

とも考える必要が出てきます。全部そうなのです。今の社会ルールは、人間の発達段階に
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合わせて、何歳で何してよろしい、何歳以上は何とかだというような決まり方をしていま

すけれども、人間が 100 歳ぐらいまでは普通に生活できる社会になってくると、社会機構

や社会の中のモラルも大きく変化していくことになります。だからそういう意味では、ま

すます哲学の在り方が重要になってきます。 

 

河本 そうです。今、人間というものの在り方が相当変わってきてしまっています。情報環境を

どう考えるかということもテクニカルには並行して走っている大きな問題です。そのなか

では、全く異なる環境に生きるそれぞれの人間にとっての、自分自身や健康に対する固有

の維持の仕方が出てきてしまうのです。そういうものに細かく対応できるフォーマットの

ようなものがもっと作られていかなければいけません。例えば労働力不足ということがア

ジアでは特に言われるわけです。中国も一人っ子政策で労働人口が減っていますので、間

もなく労働力不足になるのです。どうしたら活力が出てくるのか、そういう設定の中の環

境部門の工夫が、これからはたくさん必要になってくるのではないかと思うのです。 

 

山田 なるほど。本日は TIEPh の一つの区切りとして、こういう座談会を催してもらったわけで

す。話題としては TIEPh の歴史を顧みて、そしてもう一段階発展させるような組織を考

えようということで始めてもらったのですけれども、話の中身としてはいろいろな要素が

出てきました。これをまた河本さんを中心にして、どのように設計していくのかというと

ころまで行くと、プロジェクトとしては面白いものになると思います。現在は SSC を中心

にした組織になっていて、必ずしも研究機関だけではなく、地方公共団体や企業も参加し

ておりますが、こうした中で、TIEPh 独自の研究をもっと広げていくことが大切だと思っ

ています。 

    私が今回退職するということで催してもらった座談会なのですけれども、退職となると、

今までは後ろ向きの、かつてどうであって、どういう歴史があってという話が中心になる

わけですけれども、それよりは、むしろこれから先どうなるのだという将来的な視点を中

心にして河本さんにお話しいただきました。非常に河本さんらしいアイデアあるいはもの

の見方がさらによく出てきていて、非常に面白い興味ある座談会であったと思います。 

    本日はいろいろとありがとうございました。 

 

河本 ありがとうございました。 
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Ⅲ Summary 
 

 

 

 

On Marked Population Declines seen in Chinese History 
 

YAMADA Toshiaki 
Zhao Wenlin and Xie Shujun coauthored History of Chinese Population (People's Publishing 

House, 1988) was the first book scientifically calculating changes in population seen in Chinese 

history. Reforms and open-door policies following the Great Cultural Revolution first enabled this 

book to be published, which gives an exhaustive good picture of the bright and dark sides of 

Chinese history from the standpoint of changes in population. Contrasting this book with 

Taketoshi Sato’s Chronology of Chinese Disaster History (Kokushokankokai Inc., 1993) reveals 

that a principal cause of population decline was starvation. 

 In this article, I reveal from descriptions of history books the circumstances at the time 

population halved and discuss the true state thereof. 

 

Keywords: war, famine, death by starvation, Chinese history, population 

 

 

Bricoleur Kumagusu—Concerning “Yariate” and Bricolage 
 

KARASAWA Taisuke  
In this article, surrounding the word “Yariate” coined by Kumagusu Minakata (1867–1941, a 

naturalist, folklorist, myxomycete researcher) and the concept “Bricolage” advocated by Claude 

Lévi-Strauss (1908–2009, a cultural anthropologist), I compare and discuss the key concepts of 

their respective thought. Through this process, I reveal that what are essential in Minakata’s 

“Yariate” are highly intuitive wisdom beyond analytical and objective knowledge, as well as tact, 

namely the ability to connect things belonging to different semantic fields each other. 

“Yariate" is an intellectual Bricolage. It is extremely savage, nevertheless, is as beautiful as 

a “myth.” Under extremely limited circumstances where there were few books and seldom 

information arrived from outside world, Minakata’s Bricolage was performed to its full potential. 

In this article, quoting Minakata’s discourses, I discuss the process he performed tact and 
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conducted “Yariate” in Nachi-san Mountain with his books “in hand” and the knowledge he had 

accumulated so far. 

 

Keywords: Kumagusu Minakata, “Yariate,” tact, Lévi-Strauss, Bricolage 
 

 

“Urashimas” in the Meiji Era—“novels,” “dramas” and “juvenile literature” 
 

HAYAKAWA Yoshie 
 The so-called “Urashima Taro” is recognized as one of “old tales” or “fairy tales,” nevertheless, 

it was originally the stories recorded as historic events in those literatures in ancient Japan such 

as Nihon Shoki. Thereafter, diverse variations were developed in each era, and the stories, being 

translated into Waka and Noh songs, gradually spread. Since the early years of the Edo Era, the 

stories came to be recorded in books such as “Otogi Bunko” and published. Xylographic publishing 

became widespread, producing many parodies thereof as well as stories appropriating their motifs. 

In addition, from the first half through around middle years of the Meiji Era, Tokuchi Kodo, Rohan 

Koda, Ogai Mori, Shoyo Tsubouchi or the like published their respective works utilizing Urashima. 

On the other hand, Sazanami Iwaya compiled Nihon Mukashibanashi (Japanese Fairy Tales) 

series popularizing “old tales” as well as got involved in compiling national textbooks, which made 

his story pattern spread as “Urashima Taro” publicly known. Accordingly, in the present age, the 

stories often end at the timing Urashima Taro grows older, and such other types of ending as 

transforming into a crane or becoming a Taoist immortal are not publicly known so much. 

 

Keywords: Urashima Taro, Urashimako no Den, Otogi Zoshi, Kusazoshi, juvenile literature, 

national textbook 

 

 

Love Poems Accompanied by a Sense of Loss in The Goddesses 
—Love and a Sense of Guilt of Guo Moruo 

 
YOKOUCHI Rina 

Guo Moruo, prior to coming to Japan in 1914, got married with a woman his parents had 

determined. He could not feel affection for his wife, and engaged in free love with Sato Tomi, a 

Japanese woman he met after coming to Japan, leading to marriage with her out of legal system. 
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It should have been a longed love and an ideal marriage for Guo Moruo who experienced love only 

after coming to Japan. Nevertheless, upon going beyond Platonic relations, their love turned 

something undutiful and inadmissible to him because he could not give his virginity in spite of 

destroying her virginity. As a consequence, many of his love poems somehow cast a dark shadow. 

Young men in the intellectual class of Japan at that time were supposed to be going to live a 

life as an elite bearing the destiny of the state on his shoulders. However, as a matter of fact, they 

agonized about their love in connection with their family (parents) rather than about the 

connection between an individual and the state. The self of Guo Moruo awakened in Japan was 

that of Chinese students, nevertheless, it was the same agony among young men in Japanese 

intellectual class in the Taisho Era. Guo Moruo agonized in the Taisho Era in Japan about the 

issues concerning family and concerning an individual. Guo Moruo performed creative activities 

amid such agony, resulting in love with his sweetheart accompanying something unpleasant, 

which influenced on his works noticeably. 

 
Keywords: Guo Moruo, The Goddesses, agony, Taisho, love, guilt 

 
 

The Narrow Area between the Sea and the Mountain 
 

KAWAMOTO Hideo  
Ishinomaki is a city near the mouth of the Kitakami River, and a district struck by three large 

tsunamis caused by Sanriku earthquake, Great Chilean earthquake, and the recent Great East 

Japan earthquake. The Oshika Peninsula is a peninsula extending from this district into the 

Pacific Ocean. Many NPOs and incorporated associations were organized and a new network for 

restoration had already got up and running. I visited the Oshika Peninsula for on-site inspection 

where Art Festival was to be held in the summer of 2017. In the attempt to utilize a natural 

environment as art, the focus would be how to make a local environment into a material for art. 

That was the purpose of my three-day visit. 

 

Keywords: Ishinomaki, peninsula, A language and B language, tactual map 
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Environment—Art Festival 
 

KAWAMOTO Hideo 
Reborn-Art Festival was held in and around Ishinomaki City and the Oshika Peninsula in 

August 2017. It was a festival for as long as about 40 days. A hands-on exercise of two days and a 

night was established as one of the projects in the festival, and executed three times during the 

festival period. I, as a supervisor, established this exercise and deliberated over art works installed 

in the Oshika Peninsula. About 40 art works were exhibited ranging from those by seasoned 

artists to those by up-and-coming artists. These works were exhibited in the environment, and 

had points of contact with the environment, ranging widely as far as those changing their points 

of contact. I deliberated over some of the art works so as to cause their respective inherent nature 

demonstrated. 

 

Keywords: Oshika Peninsula, Reborn-Art Walk, hands-on exercise, environment 
 

 

Description of Experience: Ontology of Actions II—Double Selves in Autopoiesis 
 

INAGAKI Satoshi 
This article deals with the subject “two selves,” however, “self (auto, sich, Selbst)” I discuss 

here does not by itself mean “I” who live an everyday life, nor philosophical “ego” or “subjectivity.” 

Neither is my intent to rehabilitate philosophy of subjectivity. Instead, I am trying to establish 

the term “self” as one that can include world phenomena seen over a broader area, especially 

phenomena certain unit elements “dynamically form cluster/assemblage.” Through such process, 

I reveal double movements contained in self after the pattern of autopoiesis theory. The 

movements play roles in stabilization and destabilization, as well as structurization and 

functionalization. Finally, I point up the difference with Bateson’s “self” who advanced cybernetics. 

 

Keywords: self, autopoiesis, cybernetics, structure, function 
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