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　倫理学における芸術作品の使用と想像力の問題

フッサール、マードック、その後継者たち 
 
 

吉川孝（高知県立大学）	
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共通課題「想像力と倫理」	
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発表の趣旨	

•  倫理学的思考が、想像力を通じて、人（など）の意識経験やその背
後にある「ものの見方・態度」を対象にすることは重要な意味をも
つ。	

	
•  芸術作品は、人（など）の意識経験や「ものの見方」を表現するか

ぎりにおいて、倫理学的思考に必要とされる。	
	
•  倫理学的思考それ自身が「ものの見方」に根ざした意識経験の活

動と見なすことができ、そこには、判断・推論のみならず、自己理
解、感受性、想像力などをが含まれる。	

	
•  芸術作品の経験は、鑑賞者の意識経験に影響し、鑑賞者のもの

の見方などの変化を促すことがある。	

•  倫理学的思考が「ものの見方」に根ざす限り、中立的立場にたつ
ことはできず、一定の偏りを含んでいる。	
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芸術作品と倫理学

道徳理論を手掛かりに道徳判断の正当性を吟味する	
狭義の倫理学的思考 →	現代倫理学の主流	

																																																										↕	
芸術作品でなければ明らかにできないこと	

を手掛かりする倫理学的思考	
	

Nussbaum(1990),	Zamir(2007;	Cf.久保田2014),	Crary	(2007),		
Hämäläinen（2016）など	

	
本発表での「芸術作品」	
　　　　　‥‥人(など)の意識経験や人の生きる状況を描くもの	
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1.  フッサール

フッサールを中心とする現象学	
	
→	経験から始まり、経験にとどまる哲学的思考	
　　（植村・八重樫・吉川2017;	戸田山2019;吉川2019）	
	
•  現象学的倫理学	

→道徳経験の分析（植村・八重樫・吉川2017、「道徳」）	
	
•  生き方の倫理学（1923-24年『改造』論文）	
	
Ø  個々の人が自己や他者を理解することで、自分たちが（他者とともに）ど

のように生きるべきかを考察する。芸術作品を手掛かりにする可能性が
示唆されるが、展開されていない。	
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フッサールにおける想像力と芸術作品

•  想像力の現象学的分析と現象学的方法における想像力	
	
The	Routledge	Handbook	of	Philosophy	of	Imagination	
アリストテレス、デカルト、ヒューム、カントとともに、フッサールの項目	
（Jansen	2017）　　Cf.	SEPにはフッサールへの言及なし	

	
•  現象学的方法における想像力と芸術作品の役割	

	
「現象学においては…準現前化というものが、つまりもっと正確に言えば、自由な
想像（Phantasie）というものが、知覚に較べて、或る擢ん出た優位した位置を獲得
する」 「並外れて大いに活用されるべきなのは、歴史の提示するもろもろの事柄
であり、さらに一層ふんだんに活用されるべきなのは、芸術、特に詩作の提供す
るもろもろの事柄である。後者の事柄は、なるほど空想上のものではあるが、しか
し、新しい形態の独創性の点、個別的特徴の充実の点、動機づけの遺漏のない
点などからすれば、われわれ自身の想像の働きを遙かに凌駕するものであって、
おまけに、芸術的な描写術のその暗示的な力のおかげで、了解的把握の際に、
きわめて容易に、完全に明瞭な想像へとこれを切り換えうるものなのである」　『イ
デーンI』（第70節）	

　　　	
Ø  芸術作品の活用は、人を理解する方法として有益 			Cf.	ディルタイとの関係	
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実践的（不）可能性

•  個々の人（Person）の動機づけ（Motivation）	
　　　　能動的動機づけ/受動的動機づけ（習慣、本能などの生得的なもの）	

•  周囲世界のなかで、身体能力や過去の習慣に根ざした私の意志の未来
の（不）可能性＝私はできる（Ich	kann）・私はできない	

	
「いろいろな実践的可能性の間でのみ私は《決断》でき、一つの実践的
可能性だけが私の意志の主題でありうる」	
　「経験においては《私はできる》と《私はできない》とはその現象学的な
性格によって区別される」	
　「《私はやはりそうすることができないだろう》。ーーその行動に対する
根源的な力量ないし権能の意識が私には欠如している。…この行動は
私の人格の性質にも私の動機づけられ方にも相反する行動である」	

（『イデーンII』（第60-a節）	
	
Cf.	論理的可能性との対比　（論理的にはできるけれど、私にはできない）	
	
人（自分・他人）を理解する＝実践的（不）可能性を理解する	
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人の生き方の省察としての倫理学的思考

	
•  実践的自己省察	
	
中立的な観点からの可能性の考察（倫理学的思考I）ではない	
自分が他人とともに満足しうる生の考察（倫理学的思考II）	
Ø  二つの倫理学的思考は「態度（見方）」の違いと位置づけられる。	
　　	

「良心の声、絶対的当為の声は、わたしが価値比較のなかで 上のもの
と認識できないであろうものをわたしに要求することがありうる。[中立的
立場から]	価値比較する悟性にとっては愚かであるものが、倫理的なも
のとして承認されることがあるし、 上の敬意の対象となることも考えら
れる」（Husserliana	Band	XLII,	390）。	

	
•  フッサール　　「実践的可能性」「使命（Beruf）」	
•  ハイデガー　　「投企（Entwurf）」	
•  メルロ＝ポンティ、サルトル、ボーヴォワール     「投企(projet）」	

Ø  		Ch. テイラー　　「強い評価」　 		B.	ウィリアムズ　　「プロジェクト」	
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1  フッサールのまとめ	

	
•  フッサールの倫理学は、人が事実的な能力や状況にもとづ

いて生きていることを踏まえて、各人が他人ともに満足でき
る生の可能性を探求することを視野に入れている。	

	
•  フッサールにおいては、「私はできる」「私はできない」という

実践的（不）可能性を理解することが人（自己、他者）を理解
することを意味する。	

	
•  人を理解するうえで、人の動機づけを描いている芸術作品が

大きな役割を果たしうる。	
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以下の課題	

フッサールが十分に展開しなかった	
「芸術作品を通じた人の理解にもとづく倫理学」	

の可能性を、直接的な後継者と現代倫理学の中に探ってみる。	

Ø  現象学の伝統における後継者	
　　　ハイデガー、メルロ＝ポンティ、サルトル、レヴィナス、	
　　　ボーヴォワール	
	
Ø  現代倫理学の文脈	

	
I.マードック（サルトル研究者）とフッサールの親近性	
マードックの（部分的な）後継者・理解者たち	
S.カヴェル、M.ヌスバウム、C.ダイアモンド、T.ザミール、A.クレーリー	

20/10/04	 10	

2. ボーヴォワール

『第二の性』（1949）	
	
Ø  哲学的な無視	
			
　　哲学・倫理学の優れた著作として評価されてこなかった（Bauer	2001,	11）	
	
Ø  現象学的倫理学の優れた実例（池田2017;	池田・長門2019）	
　　　	
Ø  芸術作品を通じた人の理解にもとづく倫理学の成功例	
　	
　　標準型の現代倫理学とは異なるが、有意義な試み	
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ボーヴォワールの方法

『第二の性』『老い』（1970）	
	
•  自然科学、社会科学の知見を積極的に導入	
•  女性や老人の生きる状況と経験に着目（文学などを活用）	

	
実存主義（人の生き方を探究する倫理学）	
	

「私たちが採用する観点は、実存主義のモラルの観点である。すべての
主体は、さまざまな投企を通じて具体的に自分を超越として立てる。…
果てしなく開かれた未来へ向けての発展こそが、現に生きている実存を
正当なものにするのだ」（『第二の性』〈1〉,	37頁）	
	

フェミニスト哲学	
	

特定の観点からの特定の人たちの経験を記述することで、既存の哲学
の理論や概念をも捉え直す（Bauer	2001;	Crary	2018;	小手川2020）　	20/10/04	 12	
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特定の視点の優位（見せかけの中立性）

Ø  「世界の表象もまた、世界そのものと同様に、男の手になるものである。
男は自分たちの視点から世界を描き、それを絶対的な真実と混同してし
まうのだ」（『第二の性』〈1〉,	300頁）　	

	
Ø  　「男が世界を考えるときに用いる諸々のカテゴリーは、男の視点から、

絶対的なものとして形成されている」（同書,	509頁）	
	
Ø  「男だったら、人類のなかで男の占める特殊な状況についての本を書こう

などと思っても見ないだろう。ところが私が自分を定義しようとすると、ま
ず「私は女である」と表明しなければならない。この事実が基盤となって
他の主張が出てくる。男の場合はけっして自分がある特定の性に属する
個人であると認めることから始めたりはしない。男であることは、わざわざ
言う必要のないことなのだ」（同書,	13頁）	

Cf. ケアの倫理（ギリガン、ノディングス）、分析フェミニズム（ハスランガー）	
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特定の視点から見えてくるもの

Ø  「どんな問題でも、人間の問題を中立の立場で論じることは不可能であろ
う。というのも、問題をどう立てるか、どういう観点をとるかということ自体、
論者の関心に序列があるということを物語っているからだ」（『第二の性』
〈1〉,	36頁）	

Ø  「私は、女の状況を明らかにするのに も適した位置にいるのは、やはり
ある女たちだと思う」（同書,	34頁）	

Ø  　「女たちに与えられている世界をありのままに女の視点から描くことに
する」（同書,	39頁）	
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女性の生きる状況と経験を記述する文学

　　結婚において女性の現実が家の中に凝集	
　　（『第二の性』II体験、第２部第５章「結婚した女」）	
　	
Ø  家事をする時間の経過の仕方（コレット・オードリー『ほこり』）　	
Ø  家の調度品の整え方に発揮される個性（ドロシー・パーカー『気の毒に』）	
Ø  結婚生活の苦悩（ソフィア・トルストイの日記）	

文学における女の神話	
文学（モンテルラン、ロレンス、クローデル）における「女の神話」	
スタンダールへの高い評価＝個々の女性を実際に見つめた	
	
「女のこの優しい友スタンダールは、女をあるがままに愛するからこそ、女の神
話を信じない。どんな本質も、女を決定的に定義することはないのだ」（『第二の
性』〈1〉,	477頁） 	
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フェミニスト現象学

（マイノリティの）身体に根ざした経験の記述からの哲学	
　『フェミニスト現象学入門』（稲原・川崎・中澤・宮原 2020）	
	
ボーヴォワールの現象学的倫理学をその核心において継承する試み	
						だが・・・	
	
Ø  文学を手掛かりとする手法をどこまで受け継いでいるのか？　	
Ø  ボーヴォワールは、道徳理論をサポートするために文学を用いたわけで

はない。	
	
Cf. クッツェーの「動物の命」の登場人物E.コステロ（クッツェー2003）	
					経験が理論へと「逸れ」てしまうことへの抵抗としての文学の記述	
　　（ダイアモンド2010、吉川2017）	
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経験、芸術、哲学

芸術は、通常の哲学の概念では語られない経験、理論の視野に入らない経
験を表現できる。 			
　　→フェミニスト哲学という語義矛盾（Bauer	2001,	chap2）	
	
•  サドの経験	
	

「彼の書物のくどくどしい饒舌や、型にはまった話や、へたくそな話を通して、そ
の特殊性が伝達不可能をねがうことにあるような一体験を、サドがわれわれに
伝達させようとしているのだとわかるやいなや、彼の書物は手離せなくなるのだ。
サドは、その精神生理学的な宿命を、一つの倫理的な選択に変えようと試みた。
そして、自分の分裂をも賭すこの行為によって、一つの例証と、一つの呼びかけ
をつくろうと望んだ」（『サドは有罪か』,	4頁）	

	
•  『老い』（1970）における性の経験　	
	
	   谷崎潤一郎 『鍵』	『瘋癲老人日記』	
	
Ø  ボーヴォワールは、道徳理論に基づく規範から、経験を評価するわけで

はない。	
20/10/04	 17	

2.のまとめ	

•  客観性や中立性を自称する思考が特定の観点を捨象することがある。	

•  特定の観点からしか見えないもの（女性の経験や状況）がある。	
	
•  特定の観点に立って経験を記述することは倫理学的思考の一部をなす。	

•  文学は、これまで考慮されにくいパースペクティヴの経験の記述として意
味を持つ。	

•  経験から理論や概念を吟味する倫理学的思考がある。	
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3. マードック

個々の行為を取り上げ、道徳理論に基づいて道徳判断を正当化することの
みに従事しようとする現代倫理学を批判し、倫理学的思考の対象となる人、
思考する主体の人、双方の内的生（ものの見方）へ着目する。	
Ø  「行為選択の倫理と見方の倫理」の対立（佐藤2017,	306−313）	
	
『サルトル　ロマン的合理主義者』（1953）　『善の至高性』（1970）	
『道徳への導きとしての形而上学』（1992）	
	
•  「ボヘミアンのマードック」（児玉2020）	
•  S.カヴェル、B.ウィリアムズ、Ch.テイラー、J.マクダウェル、M.C.ヌスバウム、

C.ダイアモンドなどに影響	
	
「あらゆる思考の 高のモデルは創造的な想像力である」（Murdock	1992,	
169）　　自分を超えたものに出会う想像力の役割を強調	
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マードックと現象学

サルトル、ボーヴォワールを批評（1950年代初頭、BBCラジオ、『Mind』誌）	
	
『サルトル　ロマン的合理主義者』（1953）	

	
本来の小説家はそれなりに一種の現象学者である。そのような小説家
は、哲学者がそれほど明確には把握していないこと、すなわち、人間の
理性は、一度だけその本性を発見しうる単独単一の仕掛けではないと
いうこと、を常に暗黙のうちに理解していたのである」「小説家は常に、
説明者というよりはむしろ記述者であり、この記述者はごく 近の哲学
者たちがみずからそれであると主張しているものである（『サルトル』13
頁）。	
	

Ø  意識経験を記述する現象学者を小説家と同様に評価している（初版序
文）。後年、他の文献でも、たびたび現象学へ言及し、「意識経験の網
の目」の分析を一貫して重視する。	

	
Ø  ものの見方＝サルトルにおける世界経験の変化の分析の影響？	
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見ることの倫理学的意義

「私は自分が見ることができる世界の内でのみ選択することができる。ここで
の「見る」は道徳的な意味であり、この概念は明瞭な視覚が道徳的な想像力
と道徳的努力の帰結であることを含意している」（『善の至高性』、56頁）。	
		
•  道徳における認識の問題（自己の信念の問い直し）	
　　　→　認識倫理（フッサール）、認識的不正義（M. フリッカー）	
	
•  命題的知識に限定されない情緒的・実践的・自己理解的要素をもつ知識	
　　　→理解（ハイデガー）、道徳的理解（moral	understanding）　	
	
「意識は道徳的活動の一つの形式である。われわれは何に注視するのか、
どうやって注視するのか、そもそも注視するのかどうか」（Murdock	
1992,167）	
	
•  看護倫理における達人ナースの注視（ベナー2015,	chap.5）	
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　　ものの見方（vision）の倫理学

「他の人々を理解や評価するとき、私たちは特別な実践的問題への彼らの
解決だけを考察するわけではない。私たちが考察するのは、彼らの全体的
な人生の見方とも呼ばれうるとりとめのないものであり、それは、彼らの話し
方や沈黙の仕方、語の選び方、他者の評価の仕方、自分の人生についての
考え方、何を魅力的で価値があると感じるのか、何がおかしいと思うのかに
示される」（Murdock	1956,	40）。	

	
Ø  道徳上の相違は、 「ものの見方の違い」「ゲシュタルトの違い」「理解の違

い」「ストーリーやメタファーの違い」「道徳的なボキャブラリーの違い」で
ある。（ibid.,40-41）	

	
•  人の意識経験を描く文学を重視	
　　 他者に出会い、ものの見方が変わる場面の倫理学的意義	
　　　H.ジェイムズ『黄金の盃』のマギー（Murdock	1992,	170）	
	
•  他者としての言語（マードック自身がロシア語を学ぶ経験）	20/10/04	 22	

3.	のまとめ	

	
•  行為や判断ではなく、ものの見方を問う倫理学が成立する。	
	
•  ものの見方は、注視、感情、行為、言語などに示される。	

•  小説家（や現象学者）は、人のものの見方を描く。	

•  見ることは倫理的活動の重要な契機でありうる。	
	
•  他人のものの見方に出会って、自己のものの見方が変化す

ることが倫理学的思考として意味を持つことがある。	
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4.カヴェル

A.  日常言語の哲学から出発	
	
      オースティン、ウィトゲンシュタインの継承	
	
B.  自己の哲学（道徳的完成主義）として結実	
			
　   エマソン、ソロー、ハイデガーの継承  	
	
Ø  　BからAを再解釈（Gould	1998）　　 通底する「声」のモチーフ　	
	
日常において、言葉を言い、何かを意味することは、ある特定の状況におけ
るある特定の人によってそうされている。	

→判断の命題的内容の正しさだけではなく、誰がどのような状況で言うかが重要　	
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人に焦点を合わせる倫理学的思考

•  エマソン的完成主義	
	

「「完成主義」は、私の考えでは、道徳的生活についての競合する理論で
はなく、なにか道徳的生活のもつ次元や伝統のようなものである。…こ
の次元が極度の重要性をおくのは人と人との関係であり、自己が（そし
てその社会が）変様する可能性や必然性である」「私にとって重要なの
は、自己の状態の一つひとつがいわば完結的（ファイナル）なものだとい
うエマソンの感覚をこの語が表している点だ。それぞれの状態がひとつ
の世界（エマソンのいう円）を構成する」（『道徳的完成主義』55,57頁）	

　　	
Ø  功利主義、義務論、徳倫理学などと同列の規範倫理学と見なさないこと

がポイント	
Ø  それぞれの人が自己のものとしての生を生きることへの着目	

Cf. ハイデガー『存在と時間』における「本来性」	
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芸術・哲学における声の読解

•  『人形の家』（イプセン）、『ガス灯』（G.キューカー監督）	
Ø この社会において声を奪われた人の例示	
	

•  『ウォールデン』（ソロー）	
Ø 声の撤退と自制による不服従の記録　（ハイデガー、本来性？）	

	
•  『リア王』（シェイクスピア）	

Ø コーディリアの声を聴き取ることができないリアの悲劇	
	

•  『哲学探究』（ウィトゲンシュタイン）	
Ø 教師と生徒の声のせめぎ合い	
	

•  『女性の解放』（J.S.ミル）	
Ø ハリエット・テイラーの声の反映	
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　鑑賞・思考する者

•  劇場における鑑賞者	
	
舞台の悲劇を鑑賞する者は、暗闇のなかに身を隠して、苦痛をもった他者た
ちと関係をきずくことがない（回避する愚かさ）。Cf.水俣の記録映画の鑑賞。	
	

「他者の行為や苦痛を前にして自分が無力であるような瞬間があるとい
う事実」「彼らに起こっていることから私が隔絶して居るという事実」「私が
私である、こちら側にいるという事実」（『悲劇の構造』177頁）	

	
•  鑑賞者による作品の鑑賞が何らかの悪さを引き受けることでのみ可能に

なることがある。		Cf. ブルーフィルム鑑賞（吉川2018）。	
	
鑑賞者/倫理学者は、不偏不党の中立的な立場から思考できない(?)	
　　　→ 偏りの自覚、後ろめたさ	
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4.のまとめ	

•  道徳判断ではなく人に焦点を合わせる倫理学的思考の次元
がある（道徳的完成主義）。	

•  人に注目することは、様々な声の様々な働き方を聴き取るこ
とである。	

•  作品を鑑賞する者・思考する者が、ある種の悪さを引き受け
つつなされる倫理学的思考が考えられる。	
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5. 水俣に向き合う芸術と哲学

•  石牟礼道子『苦海浄土』（1969＝文庫版1972）	
	
•  土本典昭『水俣　患者さんとその世界』（1971）、 『水俣一揆　一生を問う

人びと』（1973）、『不知火海』（1976）	
	
•  市井三郎	

「哲学的省察・公害と文明の逆説　水俣の経験に照らして」（市井1983）
不知火海学術調査団報告書『水俣の啓示』（1983）所収。「人間淘汰」の
概念の使用し、 首悟らの執筆者から批判（ものの見方の対立）	
	

•  宗像巌（1983）　　現象学的社会学を背景にした世界観の解明	
	

•  丸山徳次（1996）、川本隆史（2008）　　市井論文を批判的に検討	

20/10/04	 29	

水俣をめぐる市井三郎の倫理学的思考

	
「人間淘汰」（進化論・社会生物学）の概念からの考察	

	
「個人として考えれば、尊厳を認めてなんらおかしくない、いや、むしろ当然
であるかのような人々であっても、必然悪として尊厳を否定されても [淘汰さ
れても]	仕方ない場合がある、と考えるかどうか」「この…問題に水俣のギセ
イ者たちのことがかかっている」（市井1983,	408）　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
Ø  　ここでの問い	
「水俣病患者が淘汰され、尊厳を否定されても仕方ないという考えがあるが、
そうだろうか？」　→  そうではない、と答えようとする。	
　　　　	
•  淘汰の必要性、尊厳の否定の可能性を思考として示して、その是非を検

討する。「患者は淘汰されるべき」「尊厳を否定されても仕方ない」という
ことが、真剣に考察される。	
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市井三郎における「水俣の経験」

「それまでにわたしは、ユージン・スミス氏が撮った胎児性患者、「カミムラト
モコ」さんの写真だけは見たことがあった。外国誌に載った小さい写真だった。
だが突如、眼前に、そのトモコさんと酷似した男性の胎児性患者が、うずく
まっているのに直面したとき、わたしは激しく動転し、10秒と直視をつづける
ことができなかった。…単なる死滅、滅亡、無存在化、をはるかにこえて、こ
のような異状人間がつくられ、生命の一仄はなお執拗に自己主張をしつづ
けている、という事実こそが、人間淘汰の新たなる深淵をわれわれに訴え
る」（市井1983,	403）	

「重症水俣病患者が、死をまぬがれて絶望的な生を、なお生きつづけること
の意味はどこにあるのだろう。人間の尊厳というときの、「人間」の定義まで
撹乱しかねない異状の存在を、なお「人間」と確認してその存在意義を問う
ならば、それは、他の「正常な」無数の人間が、営々としていとなむ文明行為
の原罪性に、痛烈な反省をうながすことにあるのではなかろうか」（ibid.,404）	
	
Ø  　市井における優生学的発想（ 首(1983）、丸山（1996）、川本（2008））	
	
									→ものの見方やそこに根ざす言葉の使い方の問題　	
							 →水俣病患者のものの見方を知る必要がある(?)	
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水俣をめぐる芸術作品の表現

•  水俣病患者における恥と喜びの経験：（引用1）	
	
　肺病患者から体の痙攣を面白がられ、タバコをもらう患者の恥と喜び	

　	
•  水俣病患者における海（舟・魚）：（引用２、引用３、映像1-4）	

	
　タコを含めた海の魚とともにある生活、生きる意味	
	

•  水俣病患者の怒り：（映像5-8）	
	

•  声を聴くチッソ社長：（映像5-8、Cf. 吉川2020）	
	
	
Ø  水俣病患者の生きる状況、経験、声が表現されている	
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『苦海浄土』（引用1）	
	

　うちは、ほら、いつも踊りおどりよるように、こまか痙攣をしっぱなしでっしょ。	
　それで、こうして袖をはたはた振って、大学病院の廊下ば千鳥足で歩いてゆく。	
　こ、ん、に、ちわあ、	
うち、踊りおどるけん、見とる者はみんな煙草出しなはる！	
　ほんなこて、踊りおどっとるような悲しか気持ちばい。そういう風にしてそこらへ
んをくるうっとまわるのよ。からだかたむけて。	
　みんなげらげら笑うて、手を打って、ほんにあんたは踊りの上手じゃ、しなのよ
か。踊りしに生まれてきたごたる。	
　ここまで踊って来んかいた、煙草やるばい。そぎゃん酔食らいのごて歩かずに、
まっすぐ来んかいた。	
　ほらほら、あーんして、煙草くわえさせてあぐるけん。落とさんごとせなんよ。	
　うちは自分の手は使えんけん、袖をばたばたさせたまま、あーんして、踊ってゆ
くもんな。くわえさせてもろて、それからすぱすぱ煙ふかして、すましてそこらへん
をまわりよった。みんなどんどん笑うて、肺病の病棟の者は、ずらありと鳥のごと
首出して、にぎやいよったばい。うちゃえらい名物になってしもうた。	
……	
　…うちは元気な体しとったころは歌もうたったし、ほんなこて踊りもおどるし、近
所隣の子供たちとも大声をあげて遊ぶような、にぎやわせるのが好きなたちだっ
たけん、うちはもう、こういう体になってしもうて、自分にも人にも大サービスして、
踊ってされきよるわけじゃ。       （石牟礼1972　140−141）	
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『苦海浄土』（引用２）	
　海の上はほんによかった。じいちゃんが艪櫓[ともろ]ば漕いで、うちが脇櫓ば
漕いで。　いまごろはいつもイカ籠やタコ壺やら揚げに行きよった。ボラもなあ、
あやつたちもあの魚どもも、タコどもももぞか（可愛い）とばい。四月から十月
にかけて、シシ島の沖は凪でなあ−—−—。（石牟礼1972	129）	
	
　舟の上はほんによかった。	
　イカ奴は素っ気のうて、揚げるとすぐにぷうぷう墨ふきかけよるばってん、あ
のタコは、タコ奴はほんにモゾかとばい。	
　壺ば揚ぐるでしょうが。足ばちゃんと壺の底に踏んばって上目使うて、いつま
でも出てこん。こら、おまや舟にあがったら出ておるもんじゃ、早う出てけえ。
出てこんかい、ちゅうてもなかなか出てこん。壺の底をかんかん叩いても駄々
こねて。仕方なしに手綱の柄で尻をかかえてやると、出たが 後、その逃げ足
の早さ早さ。ようも八本足のもつれもせずに良う交わして、つうつう走りよる。
こっちも舟がひっくり返るくらいに追っかけて、やっと籠におさめてまた舟をや
りおる。また籠を出てきよって籠の屋根にかしこまって座っとる。こら、おまやも
ううち家の舟にあがってからはうち家の者じゃけん、ちゃあんと入っれとれちゅ
うと、よそむくような目つきして、すねてあまえるとじゃけん。	
　わが食う魚にも海のものには煩悩のわく。あのころはほんによかった。	
　舟ももう、売ってしもうた。　（石牟礼1972	131−132）	
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『苦海浄土』（引用３）	

　うちゃな、大学病院のながあか廊下ば、紙でぎょうさん舟ば作ってもろうて、
曳いてされきよったとばい。紙で伝馬舟ばたくさん作ってもろうて。うちがぐら
しかちゅうて、看護師さんの作ってくれよらした。それに糸つけてもろうて長う
に引っぱって、舟には看護師さんたちの、キャラメルじゃの、飴んちょじゃの、
いっぱい積んでくれよらした。	

　うちゃその舟曳いて、大学病院の廊下ば、	

　えっしーんよい	

　えっしーんよい	

　ちゅうて網のかけ声ば唄うて曳いてされきよったばい。	

　自分の魂ばのせて。	

　人間な死ねばまた人間に生まれてくっとじゃろうか。うちゃやっぱり、ほか
のもんに生まれ替わらず、人間に生まれ替わってきたがよか。うちゃもういっ
ぺん、じいちゃんと舟で海にゆこうごたる。うちがワキ櫓ば漕いで、じいちゃ
んがトモ櫓ば漕いで二丁櫓で。漁師の嫁御になって天草から渡ってきたん
じゃもん。	

　うちゃぼんのうの深かけんもう一ぺんきっと人間に生まれ替わってくる。	

(石牟礼1972 157-158)	
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5.のまとめ	

•  市井三郎は、ダーウィニズムや社会生物学の概念から、水俣病患
者が淘汰されることを肯定する可能性を検討した。	

•  市井の思考はその可能性を否定するが、重度の患者は生きるに
値しないという優生学的発想に動機づけられていた。	

•  市井の思考の問題点は、その結論というよりも、問いの立て方や
概念の用い方であり、そこにはものの見方が反映されている。	

	
•  水俣病患者を描いた芸術作品は、水俣病患者のものの見方（苦

悩のみならず喜びや生きがい）を表現している。	

•  市井の水俣をめぐる思考は、そうした芸術作品を踏まえることで、
問題点を払拭する可能性があったかもしれない。	
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映像１『水俣　患者さんとその世界』（土本1971）	

• 

蛸	
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映像２『水俣　患者さんとその世界』（土本1971）	

• 

蛸	
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映像３『水俣　患者さんとその世界』（土本1971）	

• 

蛸	
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映像４『水俣　患者さんとその世界』（土本1971）	

• 

蛸	
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映像５『水俣　患者さんとその世界』（土本1971）	
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映像６『水俣一揆　一生を問う人びと』（土本1973）	
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映像７『水俣一揆　一生を問う人びと』（土本1973）	
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映像８『水俣一揆　一生を問う人びと』（土本1973）	
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