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パパリリかからら見見ええるるここのの世世界界  

UUnn  rreeggaarrdd  ddee  PPaarriiss  ssuurr  ccee  mmoonnddee  

 

第 56回 「自己の中の他者」、あるいは自由人葛飾北斎とルネサンスマン平田篤胤 

 

矢倉英隆 

 

「教育における本質、そして生きる目的とは、己の中に隠れている他者を探し出し、 

それを育てることである」 

 

 前回のエッセイは「自己の中の他者」というようなテーマでもあった。わたし自身

がこのテーマを明確に意識したのは、20 代後半から始めたアメリカ生活の中でのこと

であった。それが何年目のことだったか、正確には思い出せない。ただその時、日本

という環境では抑えられていた部分の抑制が解除され、それまで気付かなかった性質

が大きく膨らんでくるのを感じていた。それはアメリカ社会を前にして自らの認識や

行動が変化せざるを得なかったからだろう。それをいまの言葉で描写すれば、自分の

中に隠れていた他者が顔を出したと言える。それは同時に、自分にとって新しいと感

じる環境に身を置くことによって己の中に潜んでいる他者を発見できるのではないか、

逆に言えば、新しい他者を見つけるには場所を変えるのが一番手っ取り早いという気

付きに繋がった。同質の問題はもう 10 年以上前に訪れた葛飾北斎（1760-1849）の展

覧会でも浮かび上がってきた。今回は、「自己の中の他者」という問題について、葛飾

北斎とその同時代人だった平田篤胤（1776-1843）という江戸後期の自由人とルネサン

スマンとでも言いたくなるような人物の人生を振り返りながら考えてみたい。 

 

 2005 年の秋のある日、少し喉に痛みを感じてはいたが、思い切って上野まで出掛け

た。北斎と言えば、ネットにある『富嶽三十六景』を数ヶ所から集めて鑑賞したこと

がある程度。まともに向き合ったことはなかったので、丁度良い機会だと思ったのだ

ろう。また、北斎の影響を受け、『エッフェル塔三十六景』（Les trente-six vues de la Tour 

Eiffel, 1888-1902）を描いたアンリ・リヴィエール（Henri Rivière, 1864-1951）に興味を

持ち、画集などを仕入れてはぼんやりとフランスのことなどを思ったりしていた時期

にも重なっていた。どんな発見が待ち受けているのか期待しながら北斎展に向かった。 
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北斎展ポスター＠東京国立博物館 

（2005年 11 月 5 日） 

 

会場に入ってまず驚いたのは人の多さだった。数列に並んだ人が壁に張り付くよう

にゆっくり移動している光景は異様と言うしかなく、まともに鑑賞しようなどという

気分が一気に萎えてしまった。掛け軸などを除くとほとんどの版画は小さいのでそう

なるのだろう。気持ちを取り直して最後の展示まで歩いて行くと、人が少なくなって

いたので逆方法に観ることにした。まず、仕事の多さと多様さに圧倒される。こんな

絵も描いていたのか、というのが第一印象。彼はこの世のありとあらゆる「もの・こ

と」に興味を示し、死ぬまで描き続けたことが見えてくる。美人、動物、植物、人々

の生活の一瞬を捉えたもの、唐土や琉球の絵まで他の絵を頼りに描いている。すべて

を見ることは望むべくもなかったが、「北斎漫画」などを描いているようにユーモアの

センスもあったのだろう。しかし、それ以上に人間に対する共感のようなものが伝わ

ってくる。そういう絵に惹かれるものがあった。また、当時の生活が蘇ってくるよう

なものも面白かった。作品を観ている人の列からは、押した、押さないという言い争

いの声や昔の人の生活を語り合っている声などが聞えてくる。そこにいるのは絵の中

に登場する江戸時代の町の人たちで、北斎さんがその話を一緒に聞いているような錯

覚さえ覚える不思議な空間だった。ひょっとすると、日本人の心根は当時と余り変わ

っていないのではないか。そんな感慨も浮かんできた。 
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展覧会では、北斎が画号を変えていった年代に沿って展示されていた。それはこん

な具合である。 

 

20歳～ 「春朗」期  

36歳～ 「宗理」期  

46歳～ 「葛飾北斎」期  

51歳～ 「戴斗」期  

61歳～ 「為一」期  

75歳～ 「画狂老人卍」期  

90歳 亡くなる   

 

 

渓斎英泉 『北斎肖像画』 

辞世「人魂で行く気散じや夏野原」が添えられている 

すみだ北斎美術館提供 

 

驚いたのは、彼が画号を変える度に全く別人が描いたと言ってもいいくらい調子が変

わっていることであった。はっ、と驚いたのは「百物語」の現存する 5 点を目にした

時。大胆で、色鮮やかで、現代的でさえあるその構図に囚われのない自由な精神が溢

れているように感じたものである。北斎は名前を変える度に別人に生まれ変わってい
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たのではないか。当時の人が名前を変えることは知ってはいたし、北斎も変えていた

ことは覚えていたが、そのことを意識的に考えたことはなかった。しかし、画号と画

風との間に関連がありそうなことが見えた時、そのことの意味を考えていた。「自己の

中の他者」というテーマが蘇ってきたからだろう。名前という社会との関係を結ぶ最

初の接点にあるものを変えることにより、新しい世界に入ることができるのではない

か。自らの中に眠っている他者を探すには、名前を変えるのも有効な方法になるので

はないか。そんな考えも巡っていた。北斎の途方もない世界に触れて気分が異常に昂

揚したのか、喉の痛みもどこへやら。精神は身体の上に存在していることを確認しな

がら、高まった気持ちを鎮めるために小堀遠州（1579-1647）の茶室などがある博物館

裏の庭園を散策して、穏やかな秋のひと日を楽しんだことを思い出す。 

 

 

平田篤胤 『平田篤胤等身面部』 

国立歴史民俗博物館所蔵 

 

それから 5 年程経ってからだろうか。どういう経緯だったかは忘れたが、荒俣宏氏

と平田篤胤の末裔で篤胤神道宗家の米田（まいた）勝安氏の対談本『よみがえるカリ

スマ平田篤胤』（2000 年、論創社）に目を通すことがあった。平田篤胤は荷田春満

（1669-1736）、賀茂真淵（1697-1769）、本居宣長（1730-1801）に連なる国学の四大人
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に数えられ、戦後は狂信的な国粋主義者として批判された人物である。ただ、米田氏

は篤胤を国学だけで評価するのは不当であり、常人の守備範囲でその幅広い仕事を理

解するのは至難の業だと語っている。確かに、神道・国学に始まり、古伝、神代文字、

文学、民俗学、宗教（仏教、儒教、道教、キリスト教、神仙道）、暦学、地理学、医学、

蘭学、窮理（物理）学、兵学、易学などについて膨大な書物を残している。彼の最終

的な夢は歪んだ江戸末期の世を改めること。そのためには「権力を倒せ！」という政

治運動に恃むのではなく、人々の考え方を変えるように教化するのが有効であると考

えていた。具体的には、日本の言葉、神についての考え方、暦、度量衡、そして科学

を正すことであった。 

 

 篤胤は子供の時から本を読むのが好きで、書き抜きもしていた。20 歳の時、再び帰

る道を断ち、生まれ故郷の秋田を出て江戸に向かう。その途中に猛烈な吹雪に遭い、

宗教体験をする。米田氏によると、宗教への入口にはいくつかあるという。まず、学

問（哲学、倫理学、心理学、法学、天文学など）の方法論を通して教学を習得する学

習的信仰。 第二に、論理の積み重ねではなく、個人的な神秘体験を通して信仰に至る

体験的信仰。 第三に、自然現象から人間の力の及ばない世界を感性鋭く自覚して信仰

に至る感性的信仰。 第四に、葬儀、お宮参り、初詣などの日常の慣習の中で信仰に至

る慣習的信仰などである。江戸に出て苦労した後、25 歳の時に平田家の養子になり、

篤胤を名乗る。以後、学者の人生を歩むことになる。26歳の時に本居宣長の書に触れ、

伊勢に出向いて宣長に入門する。同年、妻綾瀬を娶る。その翌年に長男が生まれるも

すぐに亡くなる。32 歳で元瑞を名乗り、医者を開業。篤胤 37 歳の時、31 歳の妻が亡

くなり悲嘆憔悴する。その経験が『霊能真柱』を書かせる。人間精神を確固にする根

本は、死後の霊魂の行方を明らかにすること。地獄極楽や天上黄泉の国に行くのでは

なく、天照大神の指示により大国主神が支配する地上の霊界に行き、そこで霊魂は永

久に生きると考えたのである。   

 

また、学問というものは自分一代で完成できるものだけをやるのではなく、数百年、

数千年と継承されて行くものであり、未完の部分は後の学者に委ねればよいと篤胤は

考えていた。いろいろなものに興味を持ち過ぎて、手が及ばなくなったという批判は

当たらないと米田氏は指摘している。篤胤の学問をまとめると、次のようになるだろ

うか。第一に、東洋医学、西洋医学を研究し、人体解剖までやり、人間とは何かとい

う問いに科学的に答えようとした。第二に、天文学、地理学、暦学を研究し、時間・

空間という基本概念を明らかにしようとした。第三に、科学的研究ではわからない心、
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智慧、生前・死後、文化の発祥や未来、さらに人間の力の及ばない超常現象、幽冥、

超能力などを解明しようとした。この 3 つの柱は科学、哲学、宗教に対応しているよ

うにも見える。彼はあくまでも根本的な問題に興味を持っており、その方法論の基礎

には合理精神、批判精神、科学精神がなければならないと考えていたという。これは

ディドロ（Denis Diderot, 1713-1784）とダランベール（Jean Le Rond d’Alembert, 

1717-1783）の百科全書の精神とも重なるものである。そこには、知識だけでは不十分

で、それを支えている精神の理解が伴わなければならないという思想があるように見

える。 

 

このようにいろいろな領域を研究した篤胤だが、そこに入るにはそれまでとは違う

自分への願望が生まれていなければ難しかったのではないだろうか。それは自己の中

に他者の存在を察知することとも繋がっているように見える。そして、その道を進む

ことにより、さらに新しい他者への願望が顔を出すということが繰り返されていたの

ではないかと想像される。もしそうであれば、篤胤のようなルネサンスマンはそれだ

け多くの他者を自分の中から引き出すことができた人間と言える。別の言い方をすれ

ば、彼は自分を非常に広く使った人間だと言えるのではないだろうか。現代ではそれ

が非常に難しくなっている。その理由は、生きるための職業がそれを許さないからだ

ろう。細分化が著しく、それに従うことが尊ばれる現代において、いろいろなところ

に手を出すだけで批判や軽蔑の対象になることさえ少なくない。しかし、篤胤の精神

は当時の先端科学のみならず、人知の及ばない世界にも開かれていた。その頭の中を

いずれこの目で見てみたいものである。 

 

わたし自身に引き付けて考えれば、これまでこのシリーズで触れてきたことなどは、

哲学とフランスというわたしにとっての異境に足を踏み入れることによって生まれた

「X」が加わって書かせたように見える。以前のわたしだけでは到底できなかったと思

われるからである。それはこれまでそこにあった「もの・こと」が全く違った姿に見

えることでもあった。まさに「わたしの人生が変わった」のである（261 巻 2 号）。退

職を前に新たな模索を始めた時期に一致してブログを始めた。そこには本名ではなく、

Paul Ailleursというハンドルネームを使って書いていた。「どこか他のところのポール」

というような意味である。こう名前を変えるだけで、本名では書けなかったことを、

本名では書けなかったような書き方で書いていたように見える。それは、わたしの中

にいた他者 Paul Ailleurs という存在が徐々に成長していく過程でもあった。その意味で

は、現在に至る歩みはわたしと Paul Ailleurs という他者によって導かれたものと言えそ
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うである。 

 

自分をより十全に生かすためには、自己の中の他者をできるだけ多く発見する必要

がある。とすれば、日頃から自らの中を覗き込んでおくことが欠かせないだろう。そ

の際に重要になるのが意識の第三層（258巻 2号）にまで分け入り、時空を超えて自ら

を振り返ることである。そして、「過去にあったすべての自分を現在に引き戻す」ので

ある（245巻 10号）。意識の第一層と第二層に留まる限り、対象となるのが「いま・こ

こ」を中心とした狭い時空間にしか過ぎなくなるため、他者の存在には気付き難いと

想像されるからである。静かな沈黙の時間をたっぷり用意する必要がありそうである。 

 

 

人が出始めたロワール河畔、ウイルソン橋（Pont Wilson）の辺り 

（2017年 3月 29 日） 

 

 哲学の源にはエロス（Eros）があるという見方がある（247巻 6号）。プラトン（Plato, 

427 BC-347 BC）によれば、エロスは母ぺニア（Penia）と父ポロス（Poros）の間に生

まれた。ぺニアとは貧しさや欠乏を意味し、ポロスは豊かさや手段、語源的には通路

とか出口を意味している。つまり、両親の性質を受け継いだエロスには、欠けている

ところから出て、それを満たそうとする方向への傾斜が内在している。ソクラテス

（Socrates, 470/469 BC-399 BC）が「自分が知っているのは、自分は何も知らないとい

うことだけだ」と言った真意はまさにここにあり、プラトンはそこにエロスを見てい

た。それが意識されているかどうかは別にして、エロスが働いているうちは人間の活
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力は失われないだろう。そして、そのエロスがどこかにある対象を欲するところから

脱して、恰も幹細胞のように欲することを欲するレベルに達するとすれば、哲学の運

動は最後まで続くことになるだろう。しかし、これは哲学に限らず、われわれの活動

のあらゆる分野、就中生きるという運動において不可欠になるはずである。役に立つ

という目的が前面に出るようになっている現代において欠けているのは、何かのため

ではなく、そのものだけのために最後まで行くというエロスが体現する精神ではない

だろうか。そして、その精神は江戸後期に生きた北斎の中にも篤胤にも満ち溢れてい

たように感じられる。 

 

Paul Ailleursにも導かれながら歩んできたように見えるフランスでの時間。もしこの

10 年あまりの間に新たに見つかった他者があるとすれば、その「X」にどんな名前を

付けるのだろうか。今年に入ってからはこれまでのように宙に浮いて飛び回るという

精神状態が過去のものになっているのを感じている。それは、これから新しい名前が

必要になるということなのかもしれない。そして、いつの日か、北斎のようにどこか

に「狂」の字が入った名前を思い付くことはあるのだろうか。そんな他愛もない考え

を弄んでいる春爛漫のトゥールである。 

 

（2017年 4月 6日） 

 

 


