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田中神社の手水鉢：南方熊楠の未成熟な言語 

 

田村 義也（TIEPh） 

 

 

 

 

 

 和歌山県西牟婁郡上富田町、元の岩田村岡に「田中神社」という神社がある。名前の通り、富田川

のほとりの平坦な土地に田んぼが広がり、その中に一角だけこんもりとドーム状の木立におおわれた

神社がある（現在は、周囲のうち一方向は蓮池になっている）。少し離れてみるその姿は、文字通り

「田中の杜」である。 

写真１：1911年に南方が撮影させた、田中神社遠望写真 

 

 近寄ると、木立は樟が主体で、藤がツタを延ばして外周を覆っており（固有の特徴があり、南方は

特に「オカフジ」と呼んだ）、規模は小さいながら、紀南に典型的な照葉樹のつくる林のひな形をな

している。鳥居をくぐって境内に入ると、周囲の木立によって円形に縁取られた境内の正面奥に拝殿

がある。その前の広間になっている境内の中央には、三本に幹が分かれた、雄大というより荘厳さの

気配を漂わせる樟の巨樹がある。遠くからは、社叢をドーム状にみせていた、その樹冠を大黒柱のよ

うに支えているのが、この樟である。 

キーワード：南方熊楠、南方二書、柳田国男、石神問答、田中神社 
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写真２：田中神社境内 

 

 この樟は、根元に近寄ってみると、いささか不思議な箇所がある。巨樹の幹らしい堅い樹皮の上に

苔や地衣が広がり、多様な生命の共生体をなしている、ふつうの樟なのだが、その根本ちかくに一カ

所、くぼみが出来ている。 

写真３：田中神社の大樟の根本付近 
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 近寄ると、そのくぼみの中には、濡れていても冷たく硬い、生命を感じさせない異質の触感をもつ

部分がある。 

写真４：大樟の根本のくぼみ 

写真５：大樟の根本のくぼみ接写 
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 実際にその場にいて見ても、これが何であるのか、理解し、納得するのには、いささか時間を要す

る。これは実は、石である。花崗岩であろうか、まだらな、粒の大きな何種類かの粒子が入り交じっ

ているが、ながく風雨にさらされて色はくすみ、あまり判然としない。写真でご覧の通り、巨木の太

い樹幹の根元に、ほんの一部だけ、石造りの部分がある、かのようなさまになっている。こんな巨樹

が、田中神社境内の中央に屹立して、この神社林を支えているのである。 

 一つの小世界を支える、この構造柱のような樟樹自体が、複数の幹が一本に融合したものであるこ

とを考えれば（それには、どれほどの時間を要したことだろう）、樹幹部分が肥大し、今見えている

ようなすがたにまで生成していく過程において、そこにあった他のものをとりこみ、呑み込むという

出来事があったことは、充分考えられる。すると、今は片鱗だけ見えているこの石の断片は、かつて

この樟樹の根元に位置していた石造りの構造物の一部、ということになりそうだ。直角に、あきらか

に人間の手で形成された、5センチほどの幅の直方体が、人の腰の高さあたりにある。もし中に空洞

が出来ていれば（那智大社の、青岸渡寺の境内にある胎内巡りの樟樹のように）、巨樹の根元のうろ

を人がくぐることが充分に可能なほどの大樟の、三人掛かりでかかえるほどに肥大した足許部分であ

る。そして、ここは神社の境内、鳥居から拝殿に向かう導線の上、… 

 はじめてこのことに思い至ったとき、筆者はいささか気の遠くなるような感慨を憶えた。おそらく

この石の構造物は、手水鉢であろう。神社に入ったとき、 初に手と口を清めるために置かれている、

四角な形に切り出された人工物、普通なら、抱えるような大きさがあろうものが、かつてはこの樟樹

の根元に置かれていて、二本の幹の間に挟まっていたのか、それともただ捨てられていたのか、それ

がいつしか幹が肥え太るとともに呑み込まれ、やがてふたもとの幹は一本に融合して、さらに時間が

立つとともに外側をすっかりその樹皮で覆うまでにふくれあがった…。しかしよそ目には、よほど近

づいてみても、そんなものの存在は気配すら伺えない。（文字通りの意味で）不自然な人工物を、自

然の力を象徴するような神樹が、時間をかけて征服し、覆い隠してしまったのだ。だが、そんなもの

が今もがそこに埋もれていることは、よほど近づいてもほとんど分からなくなってしまっている。 

 上記は、この神社を何度目かに訪問した数年前の秋のある日の夕暮れ時、しばしこの場にたたずん

でいた間に筆者の脳裏に思い描かれた、空想というより妄想である。事実そうであるのかは、X線撮

影などによって検証が可能なことだが、樟という樹木が生長がはやく、とりわけ幹が太くなる樹種で

あること、複数の幹が融合する、いわゆる夫婦樟のさまになるのもよくあることであるのを考えれば、

ひと一人ほどの大きさの構造物が、地域の産土社、ささやかなりとも神聖なこの場を頼もしく支える

この樹の根元に呑み込まれているという空想は、疑う余地のないことのように筆者は思っている。 

 この田中神社は、南方熊楠が1911年に活発に展開した「神社合祀」反対の言論活動の中で、再三に

わたり名前を挙げたもので、彼のいわばお気に入りの神社のひとつであった。 

 いわゆる神社合祀反対運動の論陣を張る過程で記された南方熊楠の著作のなかで、質量双方におい

て中心と目される、通称「南方二書」（松村任三東大教授宛て意見書二通, 1911年）のなかに、次の

ような記述がある。 
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 此辺に柳田國男氏が本邦風景の特風といへる田中神社あり、勝景絶可［佳］也。 

 

 紀南の自然植生をよく伝える、保全すべき神社林を列挙する文脈で、当時の岩田村岡にある八上神

社に続けて記しているので「此辺」と書かれていることから、これが先に挙げた岡の田中神社である

ことは疑う余地がない。柳田が特に言及している、と南方はここで明記しているのだが、この点は実

は、熊楠の誤解ないし誤読に基づくものかもしれない、と疑われている箇所である。 

 柳田の著作のなかで、熊楠がここで念頭に置いていたと考えられているのは、『石神問答』（1910

年）の中のある箇所である。この書物を、南方は未決囚として収監されていた獄中で読んだ。それは

まだ、柳田との交流がはじまる前のことであった。 

 和歌山県庁と関係の深い「紀伊教育会」が行った県教育関係者のための夏期講習会に、酔ったまま

乱入という騒動を起こした南方が、家宅侵入及び暴行の咎で翌日に拘束され、1910年8月22日から9月

7日までの17日間収監された件（結局、酒の上の乱行として無罪放免となった）は、南方の伝記中で

も比較的よく知られた出来事である。この在獄中に差し入れられた『石神問答』を、南方が二日間で

たちまち通読してしまったことについては、松居竜五によって関連資料が紹介されている1。日記（収

監中に帳面につけていたメモ）によれば、27日に秋川（正次郎、牟婁新報社の工員だったらしい2）が

来訪し、「Grev.」と「石神問答」を差し入れていった。翌28日には「石神問答読畢る」とある3。 

ここで「Grev.」とだけあるのは全く不明だが、書籍だとすれば、熊楠の蔵書中にはロバート・ケイ・

グレヴィル（Robert Kaye Greville, 1794-1866）の藻類に関する著書数点と、彼の名前を冠した隠

花植物研究誌 Grevillea があり、そのどれかを取り寄せたということなのかも知れない。未決監に

おいても、南方は、彼らしくも、自然科学と民俗学の双方の読書をしたようだ。 

 この『石神問答』初版の202～203ページ（山中共古宛て書簡―『石神問答』は、柳田の往復書簡で

ある）において柳田は、「もり」ということばを論じて、これが「樹木繁茂せる小区画の土地」をさ

す言葉であり、高山である必然性はないもの、「地を画して神の領域と為し、崇敬の極其草木に手を

触れざるより、百年を出ずして孤島の如き小樹林を現出」したような場所が「もり」と呼ばれる、と

論じている。 

 これに続けて、柳田はいう。 

 

                                                  
1 松居竜五「柳田国男と南方熊楠の協力について」龍谷大学『国際社会文化研究所紀要』10, 2008 年, pp 226-

233。なお、熊楠拘引のきっかけとなった講習会は 21 日、南方が拘引されたのは翌 22 日で、松居の記述は一日

づつ後へずれている。 
2 雑賀貞二郎『回想の南方先生』p 155 によれば、若年時は牟婁新報の印刷工、のち蒲鉾店を営んだ人物。彼が

使いをしたことには、牟婁新報社主毛利清雅の指示が想像される。なお、柳田の著作 2 点は、柳田の意志によっ

て南方へ送られたように言われることが多いが、どちらも田辺町の岡茂書店からの購入である。 
3 『南方熊楠日記』３巻 p 415。 
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平衍なる水田の中に立てる所謂田中の森の如きは、土を置かざれば到底出来まじきことに候 平

原地方に所々の小樹林あり 苟も森あれば必ず神あるは日本風景の一特色に有之候 

 

 字句の重なり方からだけではなく、南方旧蔵書中の書き込みのさまからも、南方が「二書」で「柳

田國男氏が本邦風景の特風といへる田中神社」と述べているのは、この箇所のことと考えて間違いな

いようだ。 

 ところで、南方旧蔵『石神問答』への南方の書き込みは、『遠野物語』の書き込みとともに、溝口・

松居によってその一覧が報告されている4。この一覧をみて興味深いのは、饒舌な南方には似つかわし

くないことに、ことばではなく「？」や「！」だけの書き入れが目立つことである。実のところ、南

方熊楠顕彰館所蔵の原資料にあたってみると、この書への書き込みはほぼすべてが鉛筆で記されてい

る5。ほかの蔵書への南方の書き込みはほとんどの場合筆と墨、時としてペンとインクでなされている

ので、これもまた異例である。獄中での読書という特殊な機会であったことが、鉛筆という常用では

ない筆記用具の使用を彼に強い、またまた書き込みの内容にもその状況が影響したのだろうか。しか

し、そういった事情を別にしてもなお、この箇所への書き込みには特異な点がある。このページには、 

写真６：南方熊楠旧蔵『石神問答』p 203 への書き込み 

                                                  
4 溝口佳代、松居竜五「南方熊楠蔵『石神問答』『遠野物語』書き込みと柳田宛書簡での指摘の対照表」龍谷大

学『国際社会文化研究所紀要』10, 2008 年, pp 234-244 
5 松居 2008 に印影を掲載している、p 1 の読了記と、p 145 に隠し印のように書き込まれた蔵書署名だけが墨

書であり、それらは後日の追記と思われる。 
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感嘆符「！」が三つ、右に引用した「所謂田中の森」の語から「日本風景の一特色」の語までのちょ

うど上に、記されているのである。 

 多弁多能な南方が、ことばを失っている。この書き込みは、熊楠がこの記述から大きな驚愕を受け

たか、ないし深い感銘を受けたことをはっきりと示している。「二書」において「柳田國男氏が本邦

風景の特風といへる田中神社」と記しているのも、『石神問答』のこの箇所に基づいていることは、

疑いようがない。 

 しかし、柳田の指摘と南方による言及とをならべて読むものは、この南方の言及には大きな違和感

を覚えることになる。一読して明らかな通り、柳田のもとの文脈においては、和歌山県西牟婁郡岩田

村岡の田中神社という特定の神社が話題になっているのではなく、一般論として「田の中の森」に神

が祀られていることは日本においてよく見られる光景である、という議論がされているだけだからで

ある。 

 通常の理性の持ち主であれば、このような言及の仕方をしないことだろう。普通名詞を固有名詞と

読み替え、一般論を個別論に置き換える、誤謬ないし詭弁と非難を受けても致し方のないような議論

のすり替えが起こっている。南方熊楠が、そう難解でもない柳田の文章を、その文脈なりことばの意

味において誤読したとは考えにくいのだが、範疇概念を固有名詞化したしたような、ここでの柳田へ

の言及は、擁護することが難しい。 

 しかし、南方によるこのような意味のすりかえは、ある意味では意図的なものだったかもしれない

と筆者は考えている。 

 ひょっとすると、獄中で読み進めていてはじめてこの箇所に至ったときの南方には、自分の地域の

神社のことを柳田が知っていて、すでに著作で取り上げているという錯覚（それは、未知の知音を見

いだしたという喜びも、論点を先取りをされたという焦燥感も含んだ驚きだっただろうか）を覚えた

瞬間が、あったのかも知れない。しかし、衝撃を受けたのであればなおさら、繰り返し吟味してその

論旨を確かめることを南方はしたはずで、その錯覚が南方のなかで持続したとは、考えにくい。その

意味では、柳田の『石神問答』における「田中の森」と、南方が「二書」で指摘した「田中神社」は、

南方の脳裏においても別のものだったはずである。 

 南方熊楠が知っていたのは、岩田村岡の鎮守社「田中」神社で、これは固有名詞だった。他方柳田

国男の論述は、一般論としての「田中の森」で、田の中に神を祀る社叢があることを日本の伝統信仰

の一般的な特色として指摘するものだった。南方は、「田の中に神を祀る森があることを本邦風景の

特風と柳田氏が述べているが、その指摘が当てはまり、名前もその通りの意味である、田中神社とい

う神社が、此の辺りにある」と、書くべきだった。通常の日本語による論理的主張のルールからは、

そういわねばならない。 

 ここで起こっている事態は、南方熊楠の日本語が、われわれにとって普通の意味で論理的であり、

透明なものとは違う論理をもっている、ということを示しているように思われる。柳田のテキストに
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獄中で接して、南方がその叙述を反芻し吟味した（であろう）ように、今度は南方を読むわれわれが、

立ち止まり、彼の叙述を考え直すことが必要だ。合理的な思考を南方がしたと前提すれば（そのこと

は、永遠に検証が必要だが）、彼の叙述は、彼の思索と判断からずれている。それは、ふつうの意味

では「誤謬」だが、南方熊楠はそういった読み誤りをする人間とは、（少なくとも筆者には）思えな

い。しかし、南方は実際に、先に引用したような「不適切な」叙述をした。それは、彼がそう書いて

よいと考え、ないしそう書くべきと考えたからだったかも知れない、そう考えて、われわれの言語規

則からではなく南方の言語論理を考え直すことが、彼のテキストを理解するためには必要である。 

 南方熊楠の日本語は、わかりにくいところがある。それはいろいろな意味、いろいろな水準でそう

なのだが（話題の分岐が頻繁で、主筋を追いにくくなりがちなことや、漢文の知識に基づいて、熟語

として熟していない漢字語彙を造語することなど――特に翻訳概念で――、さらには、特定の読者を

念頭に、対話をしているかのように個別的な話題や議論の展開をしがちなこと）、彼の思索や思惑が、

客観的に明快な表現でなされておらず、南方独特の言い回しの裏側を考慮する必要があること、もそ

の理由の一つである。柳田国男が『石神問答』に収められた山中笑宛て書簡の中で展開した、日本の

伝統的地域社会の中での神社のあり方についての議論は、様々な点で南方熊楠が共鳴出来るものだっ

た6。その柳田が、内閣法制局および貴族院書記官という高級行政官僚の立場から、学界における有力

者である生物学者への意見書伝達の仲立ちを申し出た、という状況で、柳田という仲介者の存在を強

く意識しながら記された私信、というのが、「南方二書」というテキストが執筆された状況の骨子で

ある。 

 そういった論述中において、自身の価値判断（生態学的、社会学的および地域史的な）において評

価すべき価値がある神社を、保全の対象として列挙する文脈で、岡の田中神社を南方は紹介している。

この神社は名前の通り平地の水田の中の神社で、その基本的特徴を、類型概念として、それも伝統信

仰が形作ってきた日本の特徴的景観として、柳田国男がすでに論じている、ということが、彼の脳裏

にはあった。南方が「此辺に柳田國男氏が本邦風景の特風といへる田中神社あり」と記したことは、

「田の中に神を祀る森があることを本邦風景の特風と柳田氏が述べているが、その指摘が当てはまり、

名前もその通りの意味である、田中神社という神社が、此の辺りにある」という、彼の脳裏にあった

思いの、きわめて私的な言葉遣いによる表明なのだろう。そこでは、「田中神社」というとこばが、

特定個別の存在を指す固有名詞と、「柳田のいう田の中の神社」という、所有格の固有名詞を伴う修

飾語によって限定された（つまり、引用された）範疇概念との二重の意味を重ね合わせた使い方がさ

れてしまった。これは、柳田を誤読した、ということでは、おそらくない。 

 合理的な意見陳述の言語としてはいかにも舌足らずな、明快さを欠いたものいい、ということにな

るが、それはすなわち、彼の脳裏にある思想が大きな歩幅で前進する際に、彼が筆で記す（書簡の）

言語がついていけずに細部を取りこぼしていった、これはそんな不明快さである。南方の議論を読ん

                                                  
6 松居が注１の文献で、両者の思想の合致点を列挙しているのを参照。 
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でいると、そうした舌足らず感に遭遇することが、実はしばしばある。これは、擁護や正当化をすべ

きものではないとしても、南方の言語がしばしばみせる、奇妙な論理の一面なのである。それを南方

の中で支えているのは、彼自身の合理的な思考よりむしろ、おそらく自ら足を運び、植生を子細に観

察した田中神社の生態系の具体的な映像記憶であり、その価値を言い当てたかのような柳田の著作を

獄中ではじめて眼にした際の衝撃の感覚なのだろう。 

 ことばが通常の論理によって形成する意味とは別の、あるいはその向こう側に存在する思いを担わ

されながら、担いきれずに未成熟なままの姿をみせている。それが、合理的に読解し、理解しようと

する読者を躓かせ、立ち止まらせる、そういった難点が、南方熊楠のテキストには横溢している。南

方のことばの裏に、あるいは前にどんな彼の思いがあるか、それを理解するためには、南方の見たも

のを見、南方の読んだものを読むことが必要になる。彼の思索の奥底には、あたかも樟の巨樹の根本

に抱えられた石造りの手水鉢のように、いつまでも姿を変えない彼の原体験が、姿を見せずに抱え込

まれているのだ。 

 

［附記］ 写真２～５は、2006年9月11日、筆者撮影。１および６は、南方熊楠顕彰館提供。 
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Wash vessel of Tanaka Shrine: Minakata Kumagusu’s Immaturely Language 

 

TAMURA Yoshiya 

 

Minakata Kumagusu quoted Yanagita Kunio in one of his arguments against the 

governmental policy of shrine merger of Meiji Japan, Minakata's Two Letters for Professor 

Matsumura, in the context of appreciating the ecological and environmenal values of a Shinto 

shrine of his locality. When doing so, Minakata in a sense distorted Yanagita's discussion to set it 

forcibly in line with his own. Although his manner of discussion on this point could hardly be 

approved as an academically legitimate one, Minakata's text has its own indigenous logic which 

can be traced and re-constructed through referring to the very particularities of components of his 

theory, the presence of minor details of the places he had vistied before discussing, in his mind.  

 

Keywords：Minakata Kumagusu, Minakata's Two Letters, Yanagita Kunio, Shakujin Dialogues,  

Tanaka Shrine 

 

 


