宮沢賢治とフランスの思想家たち
(I)比較の可能性について
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宮沢賢治(明治29年一昭和8年,または1896年‑

(思想)が何かは,実は予め,私に見定められたもの

1933年)は,ある人たちからは童話作家,詩人,農芸

になっている。私はこのことを前徒にして,その比較

科学者,宗教思想家などと呼ばれている。しかし,私

を試みようと思っている。 「宮沢賢治とフランスの思

たちが賢治に,そうした多面的な相貌をみたり,異な
る相貌をさらに付け加えたりすることによって,繁治

想家たち」とあるのは,そのためである。そして,フ

が本当に理解されることになるのか,私には疑問に思

ら,私はジヤン＝ジャック・ルソー(1712年‑1778年)

われる。そのことにこだわるならば,少なくとも,

とシモーヌ・ヴェーユ(1909年‑1943年)を,賢治と

ランスに思想家と呼ばれる人たちが大勢いるなかか

「賢治の思想全体に全面的にせまろうとするような研

の比較の対象者として取り上げることにする(賢治と

究は,まだない」1'と梅原猛氏に指摘される欠点もみ

の比較に,フランスの思想家,それも,ルソーやヴェ

えてくるといえるのである。

ーユがなぜ選ばれるのかの理由については後述に譲

もちろん,私はここで,この多面的な相貌の注釈や

る)。それゆえ,こうした別角度からの考察において,

新たな相貌の撮案をなそうとしたり,あるいは,（賢

賢治のひとつの理解に達することができるかの成否

治の思想全体に全面的にせまろう)ということをもく

は,いつに,その比較が可能性をもつかどうかにかか

ろんでいるのでもない。ただ,賢治に多面的な相貌を

ってくるといえようし,今回の論考はそれを明らかに

うかがい得るのは,彼が多くの思想の持ち主であるこ

するだけで十分なはずである。

とに呼応するといえても,その多くの思想の振起のみ

比較には,次のような方法があるといわれている。

が,く賢治の思想全体〉 の意味を担うものではないと

すなわち,たとえば, 〔A〕朝辞と日本の仏教史の比

思うのである。たとえば,多くの思想のうちから,あ

較のように,相異なる文化圏がそれ以外の何らかの文

る思想を取り出してみよう。ある思想は必ず,いろい

化の伝統を継承しつつ,特有な文化を個々にかたちづ

ろな考え(思想)が含まれて柵成されているはずであ

くるその串良の比較, 〔B]同じ日本の封建時代の文
学と近代文学の比較のように,時間的・空間的に隔た

る。そして,そのいろいろな考えのうちのある考え
(思想)がまた,多くの思想のすべてに紅み入れられ

っていても,同様な伝統に属するある文化圏内の文化

る場合さえあろうと考えられる。このことは,賢治の

事象の比較, 〔C〕イスラム文化がスベイン文化に影

多くの思想形成にあってもいえることなのだ。とす

響したように,実際に便出したり,使入されたりする

れば,賢治の構築する思想のすべてに通じようある考

歴史をもち,相互に影響しあう相異なる文化圏の文化

え(思想)も,（思想全体〉 ということにかかわって
くるのではなかろうか。私は（思想全体)の意味を,

事象の比晩, 〔D〕ローマと中国における婚姻法の比
較のように,時間的・空間的に隔たり,実際に接触・

賢治のあらゆる思想に共通してみられるある考え(思想

変沈する歴史のない相異なる文化圏の文化事象の比較

)にあると捉えることにする。そして,このような

がある,ということである。しかし,これでその方法

視点におけるある考え(思想)をこれから閥うことに

が万全だというわけにはいかない。このおのおのに

したい。

は,さらに,次なることが不可欠になるとされる。そ

しかし,私はそれを,賢治のあらゆる思想の提示に

れは,それぞれに,共通なものがまずなくてはならな

よって,共通なある考え(思想)を見出すという方法

い,いいかえると,共通性が何より見当たらなくては

の導入から探ろうとしているのではない。ある考え

比較するといい切れないことにある2)。
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この〔A〕から〔D〕の条項はもっぱら文化事象の

されたかたちで比較させられるケースは,私にいわせ

比較をさしているが,これを,賢治,ルソー,ヴェー

ると,比較をすることにはならないのだ。前者におい

ユの比較に当てはめることも可能だと思うのであ'る。

ては,たとえば,賢治の地質学や化学の分野からする

なぜなら,彼らに見出されるある考え(思想)柁ひと

それぞれの思想を作為・無作為的に取り出して,その

つの文化事象になるからだ。そうだとしても,この場

思想をルソーやヴェーユに比較させることが,そうな

令,これらの条項のうち,どれが故当してこようか。

のである。しかし,これは,同じカテゴリーのものを

比較の方法は,賢治とルソー,ヴェ‑ユが東洋(日

括るという比較の条件を満たすことができないのだ。

本)と西洋(フラソス)という相異なる文化圏,した

ルソーやヴェーユには,科学的な分析を仲介させる思

がって,時間的・空間的に隅たるところにいる人たち

想はあまりなかったように患われる。後者において

であり(ただし,賢治とヴェーユは時間的なことに関

は,たとえば,賢治の常不軽菩薩を僧仰した日蓮宗,

していえば,ほぼ同じ年代にあるとみてよい),彼ら

ルソーの神を良心に感じ取ろうとした自然宗教,ヴェ

が実際に接触・交流したことはないという点からも,

‑ユの神(キリスりを侶伸したキリスト教から理解

〔D〕でなければならないのである。

される宗教的な思想を比較させることが,そうなので

それでも,賢治のある考え(思想)をルソーやヴェ

ある。しかし,これは,私の視点において捉えられる

ーユのそれと比較させる際,賢治のその思想をここで

思想をもって三者の共通性となし得ぬために,比較の

益示するのではなく,そうした思想がルソ‑やヴェー

対象外になるしかない。また,これは,私の視点にお

ユにともにあるのかを先にみる必要があると思うので

いて捉えられる思想であるとみなしたところで「仏教

ある。いいかえると,それは,私の視点において捉え

は神の宗教ではない」3‑といわれるた桝こ,もともと,

られる思想(あらゆる思想に共通してみられる思想)

比較の対象として取り扱われることがないのではない

が,三人に共通してくるかどうか,ということになる

かと思うのである。

のだ。具体的にいうなら,賢治のあらゆる思想に共通

ところで,あらゆる思想に共通してみられる思想

してみられる㊨思想が,ルソーやヴェーユそれぞれの

(私の視点において捉えられる思想)は,賢治,ルソ

あらゆる思想に共通してみられる⑤や㊤思想と同じカ

I,ヴェーユのそれぞれにあると私は前もっていうこ

テゴリーのものになっているかであろう。この観点を

とにする。しかしながら,どのようにして見出される

欠いて,比較は成立してこない。なぜなら,今度は比

思想がそうした思想に位置してくるのだろうか。その

較させる何よりの条件としてある共通性がないという

ことをここで,宗教的な思想に例をかりることで考え

ことになるからである。 ㊤・⑥・㊥思想が同じカテゴ

よう(この場合の宗教的な思想の内容は前段と切りは

リーのものから外れないとされるとき,彼ら三人のそ

なされる)。そうすると,賢治の仏教とルソーやヴェ

の比較が可能になる見通しを立てることができるだろ

‑ユの宗教は,彼らの信仰する日蓮宗,自然宗教,辛

う。

°

°
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●

●

°

リスト教になっていることに気づかされる。つまり,
・

しかも,この場合,く思想全体)ということについ

●

・

・

・

彼らは,いわゆる日蓮宗,自然宗教,キリスト教を信

て私の語った意味を踏まえるならば,当然であるが,

じていたのではない,ということなのだ。そうである

比較は,賢治,ルソ‑,ヴェ‑ユのあらゆる思想に共

だけなら,少なくとも,賢治は日蓮,あるいは法華

通してみられる思想のみで比較させられる方法に委ね

症,ヴェーユはキリスト,あるいは聖書の教えに忠実

られなければならないのである。したがって,私の視

に従うのみでよかったはずである。しかし,彼らはそ

点において競えられる思想(あらゆる思想に共通して
みられる思想)が彼ら三人のそれぞれにうかがえると

は,それだからこそ,そこに独得な思想が作用されて

いっても,その思想自体のことではなく,それが何ら

形成させられるとみることができる。そして,あらゆ

かの思想に二義的なものとしてあり,前面に押し出さ

る思想に共通してみられる思想とは,この独得な思想

れないかたちで比較させられるケース,あるいは,彼
ら三人のあらゆる思想に共通してみられる思想を最初

のようなものだということもできるのである。ただ
し,その独得な思想が果たして,彼ら三人に共通して

から含ませないで,たんに相似した何らかの相貌を抽

くるとみなし得るか問題になってこよう。そのため

出し,そこに見出される思想がそれぞれ前面に押し出

に,まず,彼ら三人がそれぞれにもつ私の視点におい

うしなかった。いわば,彼らの独自の仏教観や宗教観

一一宮沢賢治とフラソスの思想家たち‑

15

て捉えられる思想(独得な思想)は何か,をここに至

かどうか,をここで考えておかなければならない。彼

って捷示する必要が生じるのである。

ら三人の自然観の比較が可能なのは,換り返すが,繁

この思想は,賢治,ルソー,ヴェ‑ユが時間的・空

袷,ルソー,ヴューユの自然観がそれぞれ,私の視点

間的に隔たり,実際に接触・交流をもつことのない相

において捉えられる思想(あらゆる思想に共通してみ

異なる文化圏における生活の舞台,その環掛こ多少の

られる思想)となり,三人が各自の自然観を所有する

相異をみても,たえず,彼らの行動の場,彼らの存在

からである。しかしながら,三人の自然観の生み出さ

の条件としてある舞台,つまり,自然(nature)が意

れる契幾からその命題に到達しよう過程において,自

味するところから生まれる思考である。そうすると,

然観の経過自体と内容までが三人ともまったく同じで

自然に関する何らかの思考(思想)は,私たちも自ら

ある,ということには当然なり得ないのである。まず

所持するものである以上,彼ら三人に共通するとひと

自然観はどのような契機から生まれたのか,次には,

まずいうことができるし,そナ=主また,彼らがそれぞ

私の視点において捉えられる思想(自然秩)が各自の

れに表明するあらゆる思想に共通してみられる思想

あらゆる思想に見出されようが,その何らかの思想の

(私の視点において捉えられる思想‑独得な思想)に

なかで,自然観がどのように,何らかの思想を展開さ

もなるとみることができるのである。少なくとも,こ

せ,板をもたせるのか,は各自の自由である。そし

の自然の各自の解釈なしに,彼らの多くの思想(あら

て,あらゆる思想に通じる自然観の形成過程より導き

ゆる思想)は成り立つことがないといえる。たとえ

出される命題が三人にあって,おのずから異なるのは

ば,そのひとつとして,宗教的な思想を取り上げてみ

明白である。そしてまた,命題を獲得させる自然観の

ても,自然に関する思考の欠落したそれは,彼らにあ

形成過程それ自体も,三人において相異しているので

って,菩薩や神の理解力と不離にある自然を無視させ

ある。それゆえ,あらゆる場合を想定してみても,≡

ることになるから,あたかももろく崩れやすい地盤の

人の自然観がまったく同じ方向にあるのではない,と
みることができる。

うえに立つ建築物のようなものにしかならないのだ。
こうして,彼らの自然観があらゆる思想に紅み入れら

そうすると,おのおのの異なる自然枚の内容におけ

れるとみる結果,それぞれのく思想全体)が明らかに

る比較は,相異点が明確になるというそれなりの比較

なってくることは,賢治を例にしていえば,彼の自然

の意亀をもつはずであるが,そこでは,共通性(点)

観をして,何らかの相貌だけを認める人たちのそれを

をさらにさがすことを不可能にさせるのだろうか。そ

再考せしめるはずである。また,多くの思想(あらゆ

うではないように私には思える。もし,彼ら三人をい

る思想)をもってく思想全体)の意味を捉えようとす
るある人たちにとっては,ひとつひとつの思想を関連

っしょに比較の貯象に位狂させることをやめるなら,
共通点をみつけることは可能になるだろう。たとえ

させる作乗ができないのである。ましてや,これでは

ば,三人を同時的に比較させてしまうた桝こ,自然観

彼ら三人それぞれの多くの思想(あらゆる思想)を比

が異なる内容に捉えられるときもあり得る。二人だけ

較させることは不可能なのだ。比較はただ,私の視点

の比較なら,二人に共通な自然観として辞められると

において捉えられる思想が三人に共通するということ

きもあるだろう。そこであらためて,私は三人を比較

において,現実になるのである。そして,このような

させるとすでに何度も乾したその意味を確思しておか

比較によって,賢治の自然観はむろんのこと,ルソー

なければならないのだ。比較とは,二つ以上の対象を

やヴェ〜ユの自然観をもよりよく理解させるのであ

くらぺあわせて考えることである。とすれば,確か

る。その比較の結果は,おそらく,古今東西を開わ

に,彼ら三人を同時的に比較させることも可能になっ

ない人掛こ共通する普通的な自然掛こなるにちがいな

てくる。しかし,ここでは, 「宮沢賢治とフラソスの

い,ということができる。

思想家たち」としたタイトルに記してあるような私の

ところが,賢治,ルソー,ヴェ〜ユのそれぞれの自
然観を比較させようとするとき,確かに,自然という

意図が最優先させられなければなりないのである。そ
れゆえ,ここに,賢治とルソー,賢治とヴェーユの組
み合わせが成立し(ルソーとヴェーユの比較は,その

カテゴリーで共通し,それゆえ,三人のその思想の比
較を可能にさせるとみてよいわけだが,しかし,おの

方法〔D〕にのみかかわって捉えようとしているため

おのの自然枕の内容までも三人にともに共通するもの

に省噂される),それぞれの比較が可能になる。この
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ことはまた,前紀した他の言葉を用いていいかえる

せのいくつかについては後段で明らかな理由を付加さ

と,賢治の㊨思想(自然観)とルソーの⑥思想(自然
戟),賢治の㊥思想(自然観)とヴェーユの⑥思想(自
然観)の抱み合わせとなり,それぞれの比較を可能に
させることができるのである。しかし,比較における

せるが,私は前記したように, 〔D〕の比較の方法に

●

・

・

・

°

●

°

●

°

・

依拠し輸じるという以上,その抱み合わせは,賢治と
西洋の自然親,ルソーと日本の自然観,ヴェーユと日
本の自然観の比較に限定されるだろう。さらに,これ

共通性(点)という観点において,このうち,どちら

らのなかで,比較における共通性の見出せる抱み合わ

の抱み合わせの方が実際に,そうした比較を可能にさ

せとなると,それはすでにみたように,ルソーと日本

せるかは,彼らが自然をどう解釈したかを明かさず

の自然牧の比較しかない。つまり,賢治と西洋の自然

に,今は何も群れない立場にありながらも,あえて据

秩,ヴェーユと日本の自然観の比較は,当然,その共

摘するならば,繁治,あるいは紋の㊥思想とヴェー

通性がないということにおいて,賢治は西洋の自然

ユ,あるいは彼女の⑥思想の組み合わせにある,とい

観,ヴェーユは日本の自然観をもつことができない。

うことになる。この抱み合わせの比較の方こそ,同じ

また,賢治と日本の自然観,ルソーやダニ‑ユと西洋

見方を出発点にする自然掛こよって(後述),その共

の自然観の比較も, 〔D〕の比較の方法をよりどころ

通性(点)をもつとみることができる。

にしていないということにおいて,賢治は日本の自然

ところで,この比較における共通性は,ある人たち

秩,ルソーやヴェーユは西洋の自然観をもつことがで

から,賢治,あるいは彼の㊥思想とルソー,あるいは

きないといえるのである。賢治は日本の自然,ルソー

彼の⑥思想の抱み合わせの方にむしろあるのではない
か,とみられるかもしれない。しかし,私はそうした

やゲェ〜ユは西洋の自然を存在の条件としていなが

見方を取らないことにしている。そうすると,その人

自然観をもちあわせていないなら,たとえば,賢治の

ら,賢治は日本的自然観,ルソーやヴ=‑ユは西洋的

たちは,どうしてルソーをフラソスの思想家たちの一

自然観の方が西洋の自然観に近くなると捉えられるの

人として選んだのか,と反間するはずである。それは

だろうか。私は否と答える。賢治(この場合はルソー

以下のような理由によるだろう。まず,賢治,あるい

もヴェーユも同様である)は,西洋的自然乾に理解を

は彼の㊥思想(自然観)とルソ‑,あるいは彼の⑥思

近くさせた人ではないように思われる。賢治,ルソ

想(自然観)には同じ見方を出鼻点にすることが不可

ー,ヴェーユは西洋発祥の近代的自然観(近代自然科

能なのである,次に,ルソーの自然観はどちらかとい

学)に対し,嫌悪の思いを隠さなかったからである5'。
そして,たとえば,ルソーやヴェ‑ユの自然観の方が

うと,私たち日本人が駆執する自然観に埠いものとな
る一',そして,このような見解が可能なルソーについ

日本の自然観に接近するとみられるだろうか。ルソー

て,強いて比較における共通性を求めようとPqうかぎ

の自然観の方は確かにそうであろう。なぜなら,ルソ

り,.日本(東洋)の自然観が問題化してくる,という
ことにある。それゆえ,ルソーを登場させるのは,日

依抱しており,その共通性をもつといえるからである。

本の自然観,あわせて西洋の自然観と比較させるため

ヴェーユの自然観と日本の自然観の方は, 〔D〕をよ

ーの自然観と日本の自然観は, 〔D〕の比較の方法に

だ,ということになろう。また,この西洋の自然観を

りどころにしているが,比較における共通性をもたな

もちだすのは,一方で,日本を行動の場としている賢

いために,日本的自然観に接近することがないとみな

治を語るのだから,同時に,ルソーやヴェ〜ユの生活

されるのである(なぜ共通性があり,また,ないとみ

の舞台となったフラソス(西洋),あるいはフラソス

るかについての見解は後述に訣らなければならない)。

(西洋)の自然観について取り上げておかなければ,
片手落ちの比較の方法でしかないとみられるのを防ぐ
ためである。

以上のことから,確実に,比較の方法〔D〕に依拠
せず,比較における共通性がないという観点によっ
て,ルソー,あるいは彼の⑥思想(自然観)とヴ=‑

こうした比較の対象をあらたに取り入れることによ

=・,あるいは彼女の⑥思想(自然観)の比較は可能に

って,賢治と日本の自然枚,賢治と西洋の自然税,ル

ならない,また,その〔D〕に依馳せず,比較における

ソーと日本の自然観,ルソ‑と西洋の自然観,ヴェ〜

共通性がないという観点によって,同様にして賢治,

ユと日本の自然挽,ヴェーユと西洋の自然牧の比較の

あるいは彼の㊥思想(自然観)と日本の自然観の比較
は可能にならない,ということができる。これらの

抱み合わせが可能になる。ただし,これらの抱み合わ

‑宮沢賢治とブラソスの思想家たち‑
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比較が可能になるのは,比較の方法が〔B〕である場

ところで,ルソーと日本の自然観,賢治とヴェーユ

合だ。ところが,私は〔D〕の比較の方法をよりどこ

の自然観には,それぞれ比較における共通性(点)が

ろに論じていると換返していわなければならないか

あり,したがって,比較が可能になるとみなし得る

ら,結局,そうしたケースは,この比較研究から除外

が,しかし,それは,共通性(点)がどのように.して,
またどこに見出されることによっていえるのか,私は

されることになる,つまり, 〔D〕の比較の方法から
●

●

●

°

●

●

●

●

●

°

●

●

●

°

●

は,相異なる文化圏の文化事象の比較(ここから,当

ここで語っておかなければならないのである。そもそ

蘇,賢治とルソ‑やヴェ‑ユの自然観,あるいは,日

ち,自然とは,現にあるところのものであり,賢治,

本と西洋の自然観が比較の対象となる)であるといわ

ルソー,ヴェーユをはじめとする人間がかかわりをも

れる以上,ルソーとヴェーユ,賢治と日本の自然観,

ち得るところのものである,ということができる。親

そして,ルソーやヴェーユと西洋の自然観の比較は,

にあるところのものという自然には,どんなものがあ

決して,問われることがなくなるのだ。そこに,共通

るか。中埜華氏に従っていえば, ㊨ 「物質的(物理学

性を見出す必要はまったくないのである。ただ, 〔D〕

的)自然」7', ㊨ 「生命的(生物学的)自然」8', ㊦「心

の比較の方法が私によって選択され,比較における共

帆(心理学的)自然」9'がそうなのである。また, ㊨

通性をみつけることに終始する,これまでに語った手

・㊥・㊦というものは,現にあるところのものである

段が,後段にも記すものからみても,比較するうえで

ために,実体や機能ではなく,ありかたを意味するも

のすべてでないのはいうまでもなかろう。しかし,比

のになる。私たちは,その①・㊥・㊦のうちのいずれ

較研究には共通なものが不可欠であるとすでに記して

か,あるいは, ①・㊥・㊦を統合させるかたちにおけ

おいたことからすれば,これまでに語った手段は,

る自然を語ることができよう。しかし,私たちがそう

〔D〕のなかでの共通性を求めるための手段として,
最良のものになるのではないだろうか。

した自然について語ることができる以前に,たとえ
は, ①という自然は,それ自体におけるありかたがあ

比較における共通性をみつけようとすることに固執

ることもきりながら,さらに, ㊥や㊦にかかわらせる

せずに,たんに,賢治,ルソー,ヴェー3・の自然観

そのありかたさえ意味させてくる,ということである

と,日本,西洋の自然観の比較を可能にさせるだけな
ら,やはり,賢治とルソーの自然観の相得点,賢治と

(㊨, ㊦という自然も同様に他の項なる自然にかかわ
ってくる)0

ヴェーユの自然観の相異点,比較の方法〔B〕として

私は前段において,自然は人間がかかわりをもち得

間う場合のルソーとヴェーユの自然観の相異点(ある

るところのものであると記しておいた。ところで,そ

いはその共通点),比較の方法〔B〕として問う場合

の人間について問おうとするかぎり, 「生命的(生物

の賢治と日本の自然観の相異点(あるいはその共通

学的)自然」㊥と「心的(心理学的)自然」㊦なる

点),同じく,比較の方法〔B〕として問う場合のルソ

自然性がすでに備わっていると捉えられてよいのだか

ーやヴェーユと西洋の自然観のおのおのの相異点(あ

ら,人間にとっては,いわば内的な自然といえようこ

るいはそれぞれの共通点)もまた,問題にされなくて

の㊥と㊦とのかかわり(関係),また,いわば外的な

はならないであろう。 「比較文化(研究)は相異点と

自然といえよう①との関係が間題になってくると思う

共通点とを同時に取扱」 (括弧内筆者)6‑ うものである

のである。しかし,私はひとまず,内的な自然に組み

ならば,そのようにすべきであろう。しかしながら,

入れられる㊥と㊦をひとつのものとみなし,その一本

比較における共通性(点)を比較の方法〔D〕におい

化された内的な自然と外的な自然との関係を考えてみ

て探し出す就みから,私は何よりもまず,賢治とヴェ

ることにする。そうすると,ここには,内的な自然の
外的な自然‑の関係(いいかえると, ㊥・㊦の①に粁

‑ユの自然観,ルソーと日本の自然観について語る必
要があるのだ。なぜなら,このようにしてはじめて,

するかかわり),ならびに,外的な自然の内的な自然

タイトルに掲げた宮沢賢治とフラソスの思想家たち,
とりわけ,ジャソ‑ジャック・ルソーとシモーヌ。ヴ

‑の関係(いいかえると, ①の㊥・㊦に対するかか

ェ‑ユをここに取り上げることが可能になり,また,

だ10)。そして,私のいう比較における共通性(点)紘,

そのことによって,その比較が可能性をもつことにな

この二項の関係をルソーと日本の自然観と,賢治とヴ

るといえるからである。

ェーユの自然観において分析するところにこそみえだ

わり)が成立してくるとみておかなければならないの

18
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してくる,つまり,ルソーと日本の自然観,賢治とヴ

間にとって無関係なものと理解し,人間がその自然に

ェーユの自然観の比較を可能ならしめる共通性(点)

働きかけずにはいられない姿勢をもつに至るのであ

は,それぞれ順次,内的な自然の外的な自然への関

る。それゆえ,ここから,人間が自然に対して対決す

係,外的な自然の内的な自然への関係に対応させられ

る姿勢を保持することは,内的な自然が外的な自然に

てもたらされる,ということである。

挑むもの(あるいは,人間が何よりもまず,自然に対

日本(東洋),フラソス(西洋)の自然観,賢治,

して取る姿勢)としての表現であるとみなされるしか

ルソー,ヴェ〜ユの自然観について具体的に括り,ま

ないために,内的な自然の外的な自然への関係という

た証明することは,今回の目的とするところではない
ことを逆説的表翼にしてすでに乾したが,しかし,節

項目に加え入れさせることをもって,日本(人)の自
然枕の出発点と相似であるような位置に立たせて捉え

段の内容だけからでも,その共通性(点)がどこに見

得る,ということになるのである。

出されるかを明らかにさせておかなければならない。
たとえば,日本(人)の自然枚の基調は,人間が自然

そして,私はこの日本(人)の自然観に近くあるの
が,ルソーの自然観であると括ったのである。ルソー

のなかに溶け込める存在であり,西洋(人)の自然観

がたとえは,この自然を人間に取り戻させようとする

のそれは,人間が自然と対決する存在であると理解さ
れているように思われる。どちらにしても,このよう

のは,内的な自然(㊥と㊦)の外的な自然(①)に浄

な人間の姿勢は,内的な自然(㊥と㊦)の外的な自然

めに,ルソーは㊥と㊦,ならびに社会をいかにすれば

するかかわりから見出されたことなのである。そのた

(㊨)への関係から生じてくるものなのである。確か

よいのかを考えていたわけである。周知のように,人

に,人間が自然のなかに溶け込めるということは,こ

間(㊥と㊦)を自然人,今ある社会状態を自然状態に

の㊥ ・.㊦の◎に対する関係からばかりではなく,外的

つくりかえること,ひと言でいうなら, 「自然にかえ

な自然(①)が内的な自然(㊥と㊦)に関係すること

れ」11‑ ということが,彼のその考えの中心に据えられ

と寸断されずに捉えられるといえるだろう。しかし,

るのである。く自然にかえれ)とは,人間が外的な自

そこに両者の項目を含めてみようとすると,私の輸考

然にかえることではなく,主として,人間なる内的な

は成り立たなくなるのである。だから,人間が自然の

自然の回復の努力をさすところでいわれることなので

なかに溶け込めるということに対して,私はその二項

あるが,それでも,外的な自然を何よりもまず手本に

日を同時に対処させるのではなく,かえって,それを

せずにはこの努力も実ることはない,いいかえると,

区別することによって,内的な自然の外的な自然への

㊥とのにかえることにおいても,その実親は①をとお

関係という項目をのみ当てはめようとしたわけであ

してしか可能にならないといえるのである。このよう

る。なぜなら,駐10に例を記しておいたように,日本

なわけで,人間(ルソー)が外的な自然をみならわざ

(人)の自然牧にあって人間が自然のなかに溶け込め

るを得ないことは,膏薬をかえると,人間が自然のな

るとは,むしろくもののあわれを感ずる)ことからも

かに溶け込む(どちらも,真理を自然に感じ取る)こ

たらされ,そのことが,ここでいう内的な自然の外的

とと相似にして捉え得るように思われる。しかし,ル

な自然への関係をさすものにはかならなくさせるとい

ソーと日本(人)の自然掛こあって,内的な自然(㊨

えるからである。自然の美を限にし,そこにその普遍
的美‑もののあわれを感ずることは,かかる関係によ

かかわりでしかないと思っている。これもまた,共通

と㊦)の外的な自然(①)に対する関係は,観想的な

って獲得されよう。また,たとえば,外的な自然と交

性(点)とみてかまわないだろう。この共通性(点)

感することなく,肘決しようとする西洋(人)の自然

はまだある。それは,ルソーと日本(人)の自然観が

観にあっても,内的な自然の外的な自然‑の関係とい

㊥と㊦をあわせもつ内的な自然によって,外的な自然
(◎)と開休することができるという点である。 ㊥と
㊦は人間(彼ら)にとって,それぞれ,身体と魂(心
あるいは精神。ただし,精神という官業は身体といっ
しょに使用するには抵抗がある。註13を参照)であ
り,禅でいわれるような「心身‑如」でもって,人間
は外的な自然と関係し得るのだ13>。一方, ㊥と㊦が①

●

う項目の適応だけが,人間と自然とのかかわりにおけ
る前捷となっている。西洋人は,外的な自然のなかの
普通的美そのものを追求する(これは人間が自然のな
かに溶け込めるということにもっともふさわしい意味
になる)のではなく,外的な自然に人間の手が加わっ
て人工美を求めるように,もっぱら,外的な自然を人

●

● ●

°

●

●

°

°
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に関係する場合,西洋(人)の自然観は,内的な自然

賢治,ルソー,ヴェーユが共有しているとみても,一

のうちの㊥をそこから欠如させて,いいかえると, ㊦
のみで外的な自然(㊨)と関係するところにあったと

方で,外的な自然(①)の内的な自然(㊥と㊦)への
関係,他方で,内的な自然(㊥と㊦)の外的な自然

いえよう13)。したがって,ルソーと西洋(人)の自然

(㊨) ‑の関係に属して捉えられるという違いから,

観の紅み合わせによる共通性(点)は皆無となるので

それらの組み合わせは不可能になる,ということであ

ある。

る(ルソーの自然観が,前者の①の㊥と㊦に対する関

ところで,賢治とヴェ‑ユは, ㊥と㊦の両方を内的

係をもちあわせていないかどうか,ここで聞えよう

な自然に見立てているということができる。したがっ

が,しかし,彼自身は,外的な自然の現実,すなわ

て,賢治と西洋(人)の自然観,ヴェーユと西洋(人)

ち,必然性(たとえば,暴風雨,またそれによる船の

の自然観の抱み合わせもまた不可能になる。ただ,内

沈没)を知ることでく自然にかえれ)とはどうも語っ

的な自然(㊥と㊦)の外的な自然(①)への関係にお

ていないような気がしているのである。註11も参照)0

いて,賢治とヴェーユの自然観の共通性(点)ち,実

以上は,外的な自然(①)の内的な自然(㊥と㊦)

は見出せなくもないのである。なぜなら,賢治とヴェ

‑の関係から引きだされる結果的な内容にすぎない

ーユ(それぞれの㊥と㊦)は外的な自然(①)に実践

が,つまり, ①の㊥と㊦に対する関係から生じる自然

的なかかわり(たとえば,両者が鼻業や工業の労働者

軌土,ルソーとヴェーユ以外の他の西洋人の自然観と

になっていたこと)を保持させていたからである。し

異なって,人間が㊦ (魂あるいは心)はかりでなく,

かし,もともと,私は賢治とヴェ‑ユの自然観を,外

㊨ (身体)をあわせもつ存在であると捉えることを明

的な自然(㊨)の内的な自然(㊥と㊦)への関係で捉

記させつつ,さらに,人間には何がなされ得るか教え

えようとしているため,あるいは,この労働が①の㊥

るものになり,このことがまた,賢治とヴェーユを除

と㊦に粁する宿命的・因果的関係からの必然的な行為

くこれまでの人間の自然観に欠けていたものなのだと

(人間がなすべきことの意味)となるため, ㊥と㊦の

いうことであるが,そうだとしても,閥題は,その関

①に対する関係においてのその実践的なかかわりは,

係をどのように理解すれば,賢治やヴェ‑‑のそうし

些少の共通性(点)にすぎないと思うのである。ただ

た自然観になるのかである。 ①の㊥と㊦への関係にお

し,ここでは,この実践的なかかわり(労働)を保有

いて,賢治とヴェ〜ユには共通性(点)が見出される

するとみなし得るかぎり, ㊥と㊦が彼らに存している

と私は前段に記しておいた。したがって,この関係を

ことの証左にだけはなるといえるだろうが, ㊥と㊦を

いかに理解するかの鍵は,何よりもまず,その共通性

あわせもつとみることは彼らにあって当然のことだと

がどこにあるのかを具体化することにあろう。私はそ

すれば,それも先と同様,賢治とヴェーユの自然観に

れを次のようなところにみる。賢治とヴェーユの作品

おける些少の共通性(点)ということになろうか。

に,賢治にあっては, 「夙」 「光」,ヴェー‑にあって

賢治とヴェ‑3・の自然観にあって,何よりも患調し

は, 「太陽」 「月」 「星」 「空」という単語(あるいはそ

ておかなければならない共通性(点)は,すでに記し

れらの単語を含んだ文章)が極めて多いことに注目し

たように,外的な自然(①)の内的な自然(㊥と㊦)

ている。これらは「降ってくる」ものだから,外的な

への関係で見出されてくるものである。まず,この関
係を語ることにおいて,自然観を問うすべてのケース

る」ものを拒んだり,科学的に分析するのでなく,そ

が用意されたように思われる。次に,その関係は,こ

のままに受け入れるのがこの内的な自然(それは㊦の

れまでにない見方による自然観に立ち至らせることを

みでなく, ㊥をも加えられた自然性なのだ)であって

可能にするといい得るものに該当してくる(今日ま

みれば,私がしばしば語ってきたく外的な自然(㊨)

で,誰もが自然観を考えるうえで基準にしていたの

の内的な自然(㊥と㊦)への関係)が成立してくるこ

は,内的な自然(㊥と㊦)の外的な自然(㊨) ‑の関

とを意味させずにはおれない,ということである。こ

自然(㊨)と位澄づけられる一方,この「降ってく

係によるものではなかっただろうか)。そして,その

のことはまた,人間が外的な自然をどのようにすれば

関係において,もはや,ルソーと賢治の自然枕,ルソ

受け入れられるか,つまり,内的な自然が外的な自然

ーとヴェーユの自然観の組み合わせは成立し得ないと

により,いかにつくられるか問うことを示唆するので

いうことができるのである.'っまり,たとえ㊥と㊦を

ある。こうしたことであれば,まったくありきたりで

‑宮沢賢治とフラソスの思想家たち‑
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しかない捉え方だというふうにもなるかもしれない,

いうことだ。ルソーは晦渋な文章を書く人だとい

賢治とヴェーユの自然観が,しかし,私たちと異なる

う。それゆえ,読者は行間をよく読まなければな

のは,彼らがそのことを,私たちと比べものにならな

らない。この「行間を読む」ということについて

いほど探化させて理解していたところにあるというこ

は,裁たち日本人は得意なのであるから,この点

とができよう。そして, ◎の㊥と㊦に付する関係から

でもルソーと日本人の気質には似たところがある
といえるかもしれない。

生じる自然観に彼らが立脚するがゆえに,たとえば,
「風」「光」「太陽」「月」 「星」 「空」のイマージュが

5)賢治,ルソー,ヴェーユの近代的自然観(近代

彼らの独自の仏教や宗教に結びつけられるとみても不

自然科学,あるいは近代科学)批判は,彼らの次

思畿ではないのだ。このように考えてくると,その自

のような作品のなかにもみられる。

然観は,あらゆる思想,つまりは思想全体にかかわっ
て展開せしめられる,賢治とヴェーユの中心的な思想
に位置してくるということができるのである。
(なお,これらの単語の解釈をはじめとして,それ

まず,たとえば,賢治の場合,それはr農民芸
術概翰綱要」に罷われている。
骨ってわれらの師父たちは乏しいながら可成楽
しく生きてゐた/そこには芸術も宗教もあった/

らの単語がどんな作品にいかにでてくるかの鉦左,

いまわれらにはただ労働が生存があるばかりであ

く外的な自然の内的な自然への閑床)は賢治とヴニー

る/宗教は疲れて近代科学に置換され然も科学は

ユにあって,どのように深化させられていったかの内

冷く暗い/芸術はいまわれらを離れ然もわびしく

容などについて語るのは,駐5にもある例をもちだし

吐落した/いま宗教家芸術家とは其尊若くは美を

てすでに記してあるように,もはや次回にまわさざる

独占し坂るものである/われらに購ふべき力もな

を得なくなっているが,しかし,そのときも,ここに

く又さるものを必要とせぬ/いまやわれらは新た

主張できたことを基本にさせつつ,他方,歴史的に過

に正しき道を行きわれらの美をば創らわはならぬ

らせてみる必要のある日本(東洋)や西洋の自然観に

/芸術をもてあの灰色の労働を燃せ‑ ( r校本宮

m園田E3E2h d指, /uy‑, ^x‑^OA

挿賢治全集J第12巻・上,筑摩書房, p. 10)0

な比較をしてみようと思うのである)。

次に,たとえば,ルソーの場合,それは主に,
r学問・芸術輸」とr人間不平等起源輸」に詣わ

Iisa

れている。しかし,ここでは後者の作品の一節を
取り上げ,私の本文の内容とのかかわりを以下で

1) r賢治の宇宙.I,梅原猛,侠成出版社, (P. 18),
2)この段落の内容にかかわるものは,以下の文献
の参熱による。
r比較文化の秩み.J,山本達郎網,研究社サ(pp‑
x‑xi, p. 66)e

r比較文化研究J (第9号),中田光雄,東京大学
出版会, (pp. 276‑277)。
r比較文学とは何か」,ビェール・プリ1ネル,
クp‑ド・ピッ雪ワ, 7ソドレ・‑ミッシェル・ル

ソー共著,渡辺洋訳,白水社, (pp. 220‑221)f1
3) r仏教の人間枚」,楠本溌胤許談社現代新書,
(p. 188)e

説明する。
「不平執土自然状態ではほとんど無であり,そ
の力と増大は,われわれの能力の発達および人間
精神の進歩からひきだされるものであり,所有権
と法律が確立することによってついには安定し合
法的なものとなることである」 (rルソー全集J第
四巻,原好男訳,白水社, p. 262)
ルソーはこの引用文で何をいいたいのか。
「ルソーによれば,人間は本来,自由で,尊良
で,幸福であった。それが人間の自然 nature
humaine なのだという。その人間の自然が,普
だ社会や文化によってそこなわれていない状態

4)自然掛まかりでなく,ルソ‑と日本人には何か

を,彼は自然状態と名づけたのであった」 (r/レソ

共通するところがありそうだ。ルソーの作品は,

ーとその時代」,小林尊彦著,大修館書店, p・

同時代の他の作家たち(18世紀啓業主義時代に輩

249)を参考にすれば,要するに,文化・文明

出したモソテスキュー,ディドp,とくにヴォル
テール)と比べたら,日本人に好んで読まれると

(社会状態)が自然状態を悪くしてしまったとい
うことになる。

‑宮沢賢治とフラソスの思想家たち‑

ただし,ルソーにあって,この悪しき文明のは
じまりを近代的自然観(近代科学)にもっぱらみ
ているのではなく,分業が開始されたり,私有が

21

ないからである。その戯画は,私たちの判断力を
形成するどころではなく,裁たちを首席になじま
せるものである。 ‑ <科学的社会主敦〉 (マルク

しかしながら,近代科学は周知のように,およ

ス主戦)は教条の状態に移行した。それはまさし
く,近代科学によって獲得されたあらゆる成果が
教条の状態に移行したのと同棟なのである」

そ17世紀のデカルトにはじまるともいわれること

(「Reflexions sur les causes de la liberty et de

を据摘しておけば(故紙静的な近代科学の成立は
ペイコソ,ガリレオ,デカルト,ホイ‑ソス,メ

p. 57 p. 58 p. 60,括弧内筆者)0

可能になったり,国家が成立したりした私たちの
歴史に碇いていることに注意しておきたい。

Poppression s∝ialej, Simone Weil, gallimard,

イルにつながるとされる),当然, 18世紀人であ

そこでは,私たちの思考を駆使し調査するよう

るルソーのこうした批判には,近代科学に対する

なことをさせずに,科学の既成の成果に従属させ

見解も含まれてあると考えてよいだろう(また,

られてしまうのだ。そして,以上のことは,繁治

ついでながら,この近代科学が日本に影響してき

によって,く宗教は疲れて近代科学に世換され然

たのは,明治時代,いいかえると, 「自然枚,自

も科学は冷く暗い)などと記されたことに通じて

然環境,自然科学等々の自然の用法が定着したの

くるものがあるO

は,ほぼ明治30年代」 ( r誇座日本思想1.自然J,

戟,キリスト教,近代科学が教条の状態に移行さ

相良享他描,東京大学出版会, p. iii)からとい

れてあることを感じ取っていたように思えるので

われている。それゆえ,賢治がもの心がつく時期
は当然,東北地方もすさまじい勢いで押し寄せる
近代科学の波にまきこまれたと予想することがで
きるのである)0

つまり,賢治もヴェーユも仏

vm
6) r比較文化の秩み」,山本達郎締,研究社, (p.
i‑¥)。

そして,たとえば,ヴェ‑ユの場合,それは

7) 「物質的(物理学的)自然」 (material or phy‑
sical nature)とは, 「物質的な元素もしくはそれ

r自由と社会的抑圧との原因についての考察Jに

の集会である無生命の物体であ」ることをさすと

謡われている。以下の引用文に従えば,近代科学

ともに,またこれは, 「時間的にも空間的にも,

に対する批判のみではない賢治との共通点が見出

宇宙とともに存在し,それと一体のものであるか

される。彼らの労働観がそうであろう。しかし,

ら,これをr宇宙的自然J (cosmic nature)と呼

その労解放は自然観によって立つ労働親になって

ぶこともできよう」といわれる(r自然とコスモ

いるように思われる。このように,賢治とヴェー

スJ新著波紋座哲学5の中埜華氏による「自然哲

ユは自然観が共通するのはむろんのこと,そこを
出発点としての共通部分が多いとだけはいってお

学の現代的視点」 p. 246参照。岩波書店)0
8) 「生命的(生物学的)自然」 (vital orbiological

きたい。それを証明すること,つまり,二人の自

nature)とは,く物質的(物理学的)自然)の一部

然観のどういうところが共通するかは,本文の後

である「有機分子が,宇宙進化のある時点で‑令

半でいくぶん語ることになろうが,本格的な検討

成されることによって発生した生命体(生物)で

は次回に放るしかないのである。

あ」ることをさすとともに, 「生物は地球上にし

「労働は,もはや,自分が役立つ人間であると

か存在しないから,これを「地球的自然」 (global

いう誇らしげな意識をもってではなく,運命の束

nature)と呼ぶこともできよう」といわれる

の間の計らいによって与えられた特権‑を所有し

(Ibid, p.246)c そして,ここでいう,人間をこ

ているという屈辱的で苦渋に満ちた感冊をもって

'の自然とみる場合のく生命)がさらに示唆するの

遂行されている。 ‑私たちの祖先が光明(18世紀

は,それが本能,衝動,刺汝,反射,物質代謝,

啓業主茸思想,あるいは近代自然科学思想)の伝

調節,適応などに関係することになるのだから,

播を侶じたのは,間違いであったことを経験が示
している。というのは,私たちに対しては,近代

身体である,ということなのだ.I
9) 「心的(心理学的)自然」 (mental or psycho‑

的科学文化のみじめな戯画しかみせることができ

logical nature)とは,その生命体(人間)のr人

‑宮沢賢治とフラソスの思想家たち‑
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間性(人間的自然)J (human nature) (Ibid, p.

私たちは放してく自然にかえれ)ないのだし,普

246),つまり,魂(心)のなかにおける,たとえ
ば感覚,記憶,思考,感冊などが含まれることを

た,彼がかかる意味(外的な自然)においてく自
然にかえれ〉と主張したとして,どうして,その

mm

ルソーが,彼の著作「社会契約論」を書かなけれ

10)たとえば,本居宣長が語る有名な青葉,つま
り, 「もののあはれ」という考え方をここに導入

ばならなかったのだろうか。それゆえ,外的な
く自然にかえれ) (この表現は実際には諸作品に

させることによって,これらの関係の存在,ある

なかったとされる)ということにはなり得ない。

いはその見方を確かめることができると思うので

12) 「心身‑如」であることが実感させられてくる

ある。なぜなら,その考え方は, 「「もののあはれ

のは,私たちが知性や理性ではなく,感什(感性

をしるJこととrもののあはれを感ずるJことと

また私の立場でいえば,感受性)をもつからであ

の二つの段階から成立つ」といわれ(「日本の景

る。日本人がヴォルテールよりも(駐4参照)ル
ソーの繕作品を多く読むとの理由のひとつに,こ

観」樋口忠彦

p.19,春秋社),この二段階にお

ける見解をここに適合させ,これらの関係を捉え

の能力がおたがいの共通部分としてあるように思

得るとみているからである。 「たとえば平家物語

われる。日本人の場合,たとえば,醇行無常,盛

の冒頭のように,萩圃精舎の鐘の隼に醇行無常の

者必衰を感じ取るという能力も感冊である。ルソ

辞を感じ取り,沙羅双樹の花の色に盛者必衰の理
を感じ取る。鐘の聾,花の色という,その時の耳

ーは,とりわけ「人間不平等起源輸」や「ェミー
ル」のなかで,人間を「感性的な存在」として

に開き,限にうつるものから,醇行無常,盛者必

捉えているが,この感冊が備わっているとみる点

衰という普遍的其理を感じ取る」 (「日本人の心の

で,ルソーの自然観は内的な自然に身体的な要素

歴史(上)」唐木順三

p.32,筑摩書房)という

を不可欠なものとなさしめるがゆえに,西洋人の

なかでの,く鐘の聾)が聞こえ,く花の色)が眼に

一般的な自然観に抱み込まれないのである(ただ

うつることは,くもののあはれをしる)ことであ

し,ヴェーユはこのかぎりではなく,魂あるいは

り,この段階こそ,私のいうく外的な自然の内的

心と身体をもって内的な自然としている)0

な自然への関係)をさし,また,く藷行無常,盛

13)西洋(人)の自然観が今日のような方向にある

者必衰)という真理,あるいは,まるで異なった

のも,註5ですでに据摘しておいたように,デカ

情趣さえ感じ取ることは,くもののあはれを感ず

ルトの考え方が原因しているように思われる。彼

る〉ことであり,この段階こそ,私のいうく内的

がいう命題, 「私は考える,ゆえに私は存在する」

な自然の外的な自然への関係〉をさす。確かに,

(Je pense, done je suis: Cogito ergo sum)

私のいうこれらの関係は,一連の魂の活動であり,

から,神も自然も,人間の下に位置づけられる。
また,人間とは何より,精神であると彼は捉え

区別して捉え得ないが,おのおのの活動がたとえ
ば,刺激と反射に近いとすれば,両項目はそのか
かわりと意味を異ならせるといえるのだ。
ll)ルソーの作品「ェミ‑ル」には,く自然にかえ
れ)というような主張がもり込まれているとされ
るし,またこの主張がルソーの代表的なものとみ
なされがちであるが,この自然をたんに外的な自
然としてだけ捉えるならば,この捉え方は,ルソ
ーがよく読み込まれていることをいいあてはして
いないのである。 「いったいなんということだろ
う。社会を破壊し,君のものも私のものもなくし
て,森に戻って熊といっしょに暮らさなければな
らないのだろうか」 (「人間不平等起源静」小林首
彦, p. 150,中公文串)とルソーがいうかぎり,

る。そして,この耕神はく私は考える)というよ
うに,思惟を実体にし,人間に関する場合,身体
(自然)は延長を実体となすので,梼神と身体は
たがいに共通性のない無縁な実体であることが明
らかにされる(ここからも,本文に触れたごとき
の精神という言葉の使用が可能になるとみる。身
体と分離させられた内的な自然㊦というわけであ
る)。つまり,精神(思惟)は物質的な原理によ
ることはないし,身体(延長)は精神的な原理に
よることがないとした,いわゆる,物心(心身)
二元給が成立してくるのである。もっぱら人間
(デカルりにあっては,精神(思惟)を活動さ
せることになる。それゆえ,私のいう内的な自然

M^wI問ロ7 7 y*ゥgs!SEfct>‑

のなかに,身体はかかわって撮えられてこない
し,この身体のない内的な自然(人間)をもっ
て,人間は外的な自然と関係してくるしかない,

ば,そこには,人間は自然と対決する姿勢しか見
出せなくなる。決して,外的な自然の方が内的な
・

̲・

・

・

*

ォ

自然に野沢を試みているのではないC 自然は精神
°

ということである。精神だけで外的な自然,ある
いは,本来内的な自然であるべき身体(ここでは
身体も外的な自然になる)と関係しようと欲すれ
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°

°

°

●

°

°

°

°

●

●

°

°

的な原理によることがないから,自然が人間に向
かって対決するということなどあり得ないという
わけである。

