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This paper aims to consider the possibility of  "pondering the abode 

(ἦθος) of  the human being" that Heidegger designated as the task of  

"originary ethics (die ursprüngliche Ethik)" (GA9, 356), especially in our 

factual situation. Heidegger addresses this task by providing insight into 

the condition of  "homelessness (Heimatlosigkeit)" and listening to "poetry 

(Dichtung)." He writes, "poetry is what really lets us dwell (Dichten ist das 

eigentliche Wohnenlassen)" (GA7, 193) and "rightly considered and kept 

well in mind, [homelessness] is the sole summons that calls mortals into 

their dwelling" (GA7, 164). Therefore, we aim to reveal the meaning of  

Heidegger's suggestion on the one hand and open up the possibility for us 

to "learn to dwell" on the other hand by taking up a poetic narrative and 

listening to it. For that purpose, this article deals with Michiko Ishimure's 

Kugai jōdo (Paradise in the Sea of  Sorrow). The work has been highly 

estimated not only as a documentary on the Minamata Disease but as 

literature: the "oral transcription" in which patients describe the beautiful 

lives lost in their homeland in a dialect tells us the deep sorrow with a 

sacred image. By tracing the "silence" and "crack" inscribed in the work, 

guided by Heidegger's suggestion, we attempt to read the pain of  the 

multilayered "homelessness" and explore the path for ourselves to "ponder 

the abode." 
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意識の故郷であれ、実在の故郷であれ、今日この国の棄民政策の刻印をうけて潜在スク

ラップ化している部分を持たない都市、農漁村があるであろうか。このような意識のネガ

を風土の水に漬けながら、心情の出郷を遂げざるを得なかった者たちにとって、故郷とは、

もはやあの、出奔した切ない未来である。 

地方に出てゆく者と、居ながらにして出郷を遂げざるを得ないものとの等距離に身を置

きあうことができれば、わたくしたちは故郷を再び媒体にして、民衆の心情とともに、お

ぼろげな抽象世界である未来を、共有できそうにおもう。その密度の中に彼らの唄があり、

私たちの 詩
ポエム

もあろうというものだ。そこで私たちの作業を記録主義とよぶことにする…

… 

（石牟礼道子『苦海浄土』「あとがき」）  

 

 

序 

 

ハイデガーの「存在論」は「倫理学」による補完を必要とするのではないか。このよう

な疑念に答える形で、「『ヒューマニズム』についての書簡」においてハイデガーは次のよ

うに語る。即ち、エートス（ἦθος）という語の根本的な意味に従って、倫理学（Ethik）が

「人間の滞在・居住（Aufenthalt）を熟考する」ものでなければならないとすれば、彼の思

索はまさにそのような課題を遂行する「根源的倫理学」に他ならないのだと（GA9, 356） 

1。

この言葉を裏付けるように、以降のハイデガーはますます明示的に、人間の本質を「住ま

うこと（Wohnen）」に即して思索するという課題に取り組むようになる。 

とはいえ彼はそこで、「いかに住まうべきか」についての具体的な行為の規範を示すとい

うわけではない。勿論「具体的な行為の規範」などを拙速に求めることは、ハイデガーの

思惟の道にとってまさに戒められるべき態度でもあろう。だが彼の思索がどうすれば我々

にとっての倫理を示すものになるのか、はっきりしないのも確かである。この空白地帯を

引き受け、いかなる倫理学が彼の思索から敷衍され得るのかを検討することは、ハイデガ

ー研究において一つ大きな問題となってきた2。 

しかしここで、ハイデガーの著述から何らかの普遍的な倫理学を敷衍しようと試みるの

ではなく、寧ろこの空白についての戸惑いを一つの単純な問いに言い換え、出発点として

はどうだろうか。即ち、我々自身の事実的状況において、我々はいかに「居住を熟考する」

ことができるだろうか、それもハイデガーの思索を引き受けつつ―と。 

この課題にとって道標となるのは、ハイデガーが「住まうこと」を「詩作」の言葉を通

じて、また特に「故郷喪失」という事態を取り上げつつ考察していることである。ここで

「詩作」というのは単に文芸活動の一領域というのではないし、「故郷喪失」もただ偶然帰

るべき場所を失うといったことではない。両者は我々の「住まうこと」にとって本質的な

 
1 ハイデガーからの引用はクロスターマンの全集に拠り、略号 GA と巻数にページ数を添えて示す。 
2  代表的なものとして例えば次のものが挙げられる。Werner Marx, Gibt es auf Erden ein Maß? : 

Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik. Felix Meiner, 1983. 
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契機であり、深いところで互いに密接に結びついている。即ち第一にハイデガーは「詩人

的に人は住まう」というヘルダーリンの（自己言及的な）詩句を参照しながら「詩作する

ことは本来的な住まわしめること（Wohnenlassen）である」（GA7, 193）と述べ、彼自身が、

詩において言われていることへの聴従を目指すのである。また彼は「住まうことの本来の

困窮は〔…〕死すべき者たち〔＝人間〕が住まうことをまずもって学ばねばならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とい

うことに存する」のであり、「故郷喪失は、正しく熟考され、よく心に留められれば、死す

べき者たちを住まうことへと呼ぶ
．．

、唯一の言い渡しである」（GA7, 164）と言うのである。

以上を仮に纏めれば、ハイデガーの示唆するところは、詩作を通じて故郷喪失という事態

を正しく洞察し、そこから我々は住まうことを学ばねばならない、ということになろう。

これを承けて我々は、「住まうことを学ぶ」ため、ある詩作的な言葉への聴従を目指し、以

て我々自身の「故郷喪失」を熟考する可能性を拓きたい。本稿が取り上げるのは、石牟礼

道子『苦海浄土』3の言葉である。  

あらかじめ注意すべきは次のことである。即ち、ここで目指すのは決して、ハイデガー

の哲学を石牟礼のテクストによって例証するとか、逆に石牟礼の思想をハイデガーの言葉

によって顕彰するといったことではない。そうした試みは結局、言葉を表面的に扱い、事

柄そのものを閉ざすことになりかねない。両者の言葉遣いに見られる照応は、あくまで我々

自身が思索するための「目配せ（Wink）」とすべきである4。 

 

本論は以下のように展開する。第一節では、ハイデガーの 1950 年の論考「言葉（Die 

Sprache）」に導きを得ながら、『苦海浄土』に固有の性格を与えている「聞き書」について、

これが言葉としてどのように働くと考えるべきか分析する。ここで浮かび上がる課題は、

その言葉が呼びかけている世界の「不在」ないし「遠さ」をどう理解すべきか、というこ

とである。第二節では、ハイデガーが「痛み」と呼ぶものを手掛かりにその「不在」の性

格を明らかにし、また石牟礼がどのようにその世界に接近を試みるか検討する。だが最終

的な課題は、我々自身がどのようにそれを経験し得るかということである。第三節では、

『苦海浄土』に刻まれた「沈黙」や「亀裂」に耳を澄ますことを、我々が言葉によって「住

まうことを学ぶ」ための要請として明らかにする。  

 

 

第一節 「聞き書」における物と世界への呼びかけ 

 

『苦海浄土』は 1969 年に単行本として出版され、水俣病の被害者の窮境と、原因企業チ

ッソおよび国家の責任とを訴えるドキュメントとして、当時公害問題への関心の高まって

 
3 以下、『苦海浄土』の参照は講談社文庫（新装版）に拠り、引用のページ数は本文中に（『苦海浄

土』、ページ数）と示す（石牟礼道子『苦海浄土』講談社、2004 年）。ただし後に書き継がれた第

二部・第三部の参照は以下に拠る。石牟礼道子『苦海浄土 全三部』藤原書店、2016 年。  
4 ハイデガーと石牟礼の両者を主題的に取り上げ論じた研究としては、後藤嘉也氏がハイデガーの

「四方界」に即して石牟礼の描く世界を捉えている。後藤嘉也「天と地のあいだに、死すべき人々

の一人として」『ハイデガーとともに、ハイデガーに抗して：無意味な世界における意味の誕生』

晃洋書房、2017 年、172-93 頁。  
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いた日本社会の耳目を集めた。そこには石牟礼自身による状況の描写ばかりでなく、医師

による報告書や当時の市議会の記録などもテクストとして収められているのだが、これが

単に時事的な告発のドキュメントとしてでなく、一個の文学作品として高く評価されてき

たのは、患者の語り5を方言で語られたままに書き取った「聞き書」によるところが大きい。  

ところが、1972 年の文庫版巻末に付された渡辺京二の「解説」によれば、実のところこ

の「聞き書」は必ずしも患者の語りを正確に書き取ったものではなく、寧ろ石牟礼による

創作を含むものであるという6。このことは、『苦海浄土』が現実の事件の成り行きを描き

出すものであり、患者が現実に存在する人々である以上、倫理的な問題を惹起せずにはお

かないだろう。果たしてそのような仕方で患者の体験を代弁することは許されるのか、と。

他方、このことは読者の側にも戸惑いを引き起こす。もしこれが患者たちの語りでないと

すれば、我々は何者の語りとしてこれを受け止めればよいのか。そもそもこれは何を語っ

ていることになるのかと7。 

我々はここで「聞き書」の言葉としての
．．．．．．

性格を、ハイデガーの示唆に従いつつ考えてみ

たい。 

論考「言葉」においてハイデガーは、言葉をひとえに言葉として受け止め考える方途を

探る。この試みにとって、言葉についての従来の規定―内面的なものを表現し伝達する

外面的なもの・人間の活動の一つ・現実的なものおよび非現実的なものを表象し描出する

こと―は斥けられねばならない。何故ならこれらは言葉をいわば人間の扱う道具として

捉えているからである。それに対しハイデガーが自らの道行きの目印とするのが、「言葉が

語る（Die Sprache spricht）」という命題である。彼はどこかある観点から言語について観察・

規定するのではなく、まさに言葉が語るという事態に接近することを目指すのである。ハ

イデガーは「純粋に語られたものとは詩である」と述べてトラークルの詩「冬の夕べ（Ein 

Winterabend）」を取り上げ、その言葉を聴き取りつつ思索を進める。その末にハイデガーは、

「人間は、言葉に応答する（entsprechen）限りにおいて語る」と言うに至るのである。そこ

でまずは、ハイデガーがどのように詩の言葉の働きを分析するか確認したい。  

ハイデガーの分析を一貫しているのは、詩の言葉が「呼ぶ（rufen）」ものだとする洞察で

ある。日常生活において言葉が「呼ぶ」という働きを持つのは例えば人の名前を呼ぶとき

 
5 ここで「患者」と呼ばれるのは、必ずしも医学的な診断を得ていたり、補償と紐づけられた認定制

度によって認定されたりした人々に限られない。以降、石牟礼の使う言葉でもあるため「患者」と

いう語を用いるが、これがあいまいな意味の語であることは銘記しておきたい。  
6 このことから渡辺は、この書が決してルポルタージュや聞き書ではなく、寧ろ一個の「私小説」で

ある、と位置付ける（渡辺京二「解説 石牟礼道子の世界」『苦海浄土』、369-71 頁）。 また石牟

礼自身が後年自伝の中で、聞き書を書くにあたって患者の家を「一軒ずつ巡ったのではない」と記

している（『石牟礼道子全集 不知火』別巻、藤原書店、2014 年、301 頁）。 
7 佐藤泉は、渡辺による「私小説」という規定を問題視しながら、そもそも語りの主体を個人として

措定する仕方そのものを問い直さねばならないと指摘している（佐藤泉「『苦海浄土』のさまざま

な栄耀栄華：「聞き書」の主体とはだれであるのか」『敍説Ⅲ‐09』花書院、2013 年、24-39 頁）。

というのも、語ることはそもそも聞き手を必要とするのであり、語りとは既にして「語り手」と「聞

き手」とによる共同的な営みであると考えねばならないからである。この示唆に従えば、我々は「聞

き書」を、患者と石牟礼とによる共同的な表現として受け取ることになるだろう。しかしこの場合

でも問題は残る。というのも、その語りにおいて理解されるべき、患者と石牟礼との共同行為によ

って媒介ないし生成された「患者の体験」というものが一体何なのか、ということは明らかでない

からである。  
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であろう。そのような言葉の働き方は、例えば科学的な陳述が世界の事実との対応におい

て意味を持つような仕方とは異なっている。その違いをここで闡明はしないが、しかし詩

においては名前のみならず文もまた「呼ぶ」という働きをするのだということを、念頭に

置くことは有効だろう。  

「冬の夕べ」の初めの詩節は雪や鐘の音、食卓といった物を名指し、その名指しにおい

て物を呼んでいると言われる。 

 

Wenn der Schnee ans Fenster fällt,  雪が窓辺に落ち、  

Lang die Abendglocke läutet,  夕べの鐘長く鳴りわたり、  

Vielen ist der Tisch bereitet 世の人多くに食卓は整い  

Und das Haus ist wohlbestellt.  家うちよく設えてありたり。8 

 

呼ぶとは、呼ばれるものを近付ける（näher bringen）ことである。だが勿論、詩において

呼ばれる雪や鐘の音が、この詩を読んでいる講堂に現前するわけではない。寧ろ、それら

が現前せず不在に留まるということが、詩の「呼ぶこと」にとっては本質的ですらある。

呼ぶことは、こちらへ呼び寄せる（herrufen）ことであると同時に、向こうへと―「呼ば

れるものが不在のもの（Abwesendes）として滞留しているような遠さ（Ferne）へと」―

呼びやる（hinrufen）ことでもあるのだ。それゆえ、この詩において物を呼ぶことは、確か

にある場所へと来るよう呼ぶことなのだが、その場所とは「不在のうちへ守られた現前（ein 

ins Abwesen geborgenes Anwesen）」であると言われるのである（GA12, 19）。 

ただしそこで呼ばれる物は、それだけで独立して存するのではない。物を、主体によっ

て表象される「客体」などではなく、あくまで「物」として捉えようとするハイデガーの

思索は、それが出会われてくるところの世界との連関において、物を捉えるよう指示する。

ここで「世界」と言われるのは、天空と大地、神的な者たちと死すべき者たちの四者から

なる「四方界（das Geviert）」であり、物はその四者を自らのもとに集約する（versammeln）

ものだと考えられるのである。論考「物」での例を挙げるならば、水瓶（Krug）は、天空

から降り注いで大地に受け止められた泉を汲み出し、その水を人間―死すべき者たち

―へと注ぎ出しては与え、あるいは神前に捧げるものである（vgl. GA7, 174f.）。このよう

にして、「物は四者からなる四方界を、己のもとに留まらせる（bei sich verweilen lassen）」の

である（GA12, 19）。ただしここでは、世界が物と別箇に存立しており、それが後から物の

もとに集約される、などと考えられているのではない。寧ろこの集約（Versammlung）が初

めて物を物たらしめ、同時に世界を世界たらしめるのである。このような物と世界との関

わりを、ハイデガーは「親密さ（Innigkeit）」と呼ぶ（GA12, 22）。 

従って、詩において物を呼ぶことは、同時に世界を呼ぶことでもあり、そこで世界と物

との「親密さ」を生じさせることでもあるとされるのだ。注意すべきは、このような世界

と物との関わりは、それを外から見渡し得るような立場から観察・報告されるのではない

 
8 邦訳はハイデッガー全集の邦訳に倣う。マルティン・ハイデッガー『言葉への途上 ハイデッガー

全集 第 12 巻』亀山健吉訳、創文社、1996 年、9-10 頁。 



住まうことと語ること（宮田晃碩） 

ⓒ Heidegger-Forum vol.14 2020 

6 

 

ということである。そこでは我々自身が「死すべき者たち」として四方界の一端を担って

おり、そのようにして物のもとに留まる者となる。物のもとに留まることにおいて、我々

は大地の上に、天空の下に、神的な者たちの前で、暮らしていると言えるのである。そこ

での我々自身の物への関わりを「親しみ」9と呼ぶこともできよう。このような立場に立ち

つつ、我々は物と世界とを呼ぶのだ。翻って言えば詩作とは、そのような関わり合いを性

起せしめる根本的な出来事であると言えるだろう 10。 

ハイデガーはこのように、詩における言葉を「呼ぶこと」として分析する。彼の分析は

詩節を追ってさらに展開を見せるが、ひとまずここまでを念頭に、「聞き書」の言葉に耳を

傾けたい。それは例えば次のように語り出される。  

 

ここではすべてが揺れていた。ベッドも天井も床も扉も、窓も、揺れる窓にはかげろうがくる

めき、彼女、坂上ゆきが意識をとり戻してから彼女自身の全身痙攣のために揺れつづけていた。

あの昼も夜もわからない痙攣が起きてから、彼女を起点に親しくつながっていた森羅万象、魚た

ちも人間も空も窓も彼女の視点と身体からはなれ去り、それでいて切なく小刻みに近寄ったりす

る。  

〔…〕  

「う、うち、は、く、口が、良う、も、もとら、ん。案じ、加え、て聴いて、はいよ。う、海

の上、は、ほ、ほん、に、よかった。」（『苦海浄土』、148f.） 

 

こうしてゆき女は、かつての満ち足りた生活を語り出す。そこでは「海の上」が、彼女

の暮らしていた世界として呼びかけられるのだ。どのようにしてか。「親しくつながってい

た森羅万象」に呼びかけることによってである。  

 

うちはどげんあの舟ば、大事にしよったと思うな。艫も表もきれいに拭きあげて、たこ壺も引き

あげて、次の漁期がくるまではひとつひとつ牡蠣殻落として、海の垢がつかんようにていねいに

あつこうて、岩穴にひきあげて積んで、雨にもあわさんごとしよった。壺はあれたちの家じゃも

ん。さっぱりと、しといてやりよった。漁師は道具ば大事にするとばい。舟には守り神さんのつ

いとらすで、道具にもひとつひとつ魂の入っとるもん。敬うて、釣竿もおなごはまたいでは通ら

んとばい。（155）  

 

ハイデガーの示唆に留意しながらこの聞き書を読むと、これはなるほどゆき女の内面を

 
9 ここで「親しみ」と呼ぶのは、例えば「芸術作品の根源」における道具の「信頼性（Verläßlichkeit）」

や『存在と時間』における世界への「馴れ親しみ（Vertrautheit）」といった概念を念頭においてい

る。ハイデガーの「物」へのアプローチが一貫してこのような立場で試みられていることは、例え

ば E. Kettering が指摘している（Emil Kettering, NÄHE: Das Denken Martin Heideggers. Günter Neske, 1987, 

S. 227-9）。  
10 ここには一種の「循環」を見て取ることができる。というのも、詩において物に呼びかけること

が四方界を結集せしめるのだが、他方でこの呼びかけは既に、人間の四方界への帰属を「前提する」

からである。ここで循環のように見えているのは、「人間は、言葉に応答する限りにおいて語る」

という事態であると思われる。  
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表現するというより、かつての生活において親しんでいた物たち―漁具、舟、魚たち 11

―を呼び、またそのような物たちとの関わりにおいて彼女が属していた世界を呼んでい

ると言える。「聞き書」は、失われた「物との親しみ」および「世界と物との親密さ」を、

言葉へもたらしているのだと言えよう。物が集約し、己のもとに留まらしめる世界を「四

方界」と呼ぶべきならば、そこにはこの場合海も属していると言えるだろう。魚は海から

やってくる。また一方で「江津野の爺さま」が言うように、「魚は天のくれらすもん」でも

ある。「天のくれらすもんを、ただで、わが要ると思うしことって、その日を暮らす」とい

う無上の「栄華」が、「海と空の間」にあると語られるのだ（221f.）。そのような暮らしを

営む舟には、「守り神さん」がついている。その舟や道具を敬うという仕方で、彼女らはそ

の世界に属する。このようにして舟や漁具や魚は、四方界を己のもとに留まらせるのだ。  

このように理解されるならば、聞き書とは、単に公害以前に一つの生活空間があり、語

り手はそれを懐かしく思っている、といったことを報告する資料などではない。寧ろこれ

は、物と世界とを「親密さ」において性起させ、以て人間が「死すべき者」としてその世

界に属することになるような語りなのだ。語られている事柄がごく日常的な生活の一景で

あるとしても、そこで物がある全体としての世界を集約するものとして呼ばれる限りで、

その語りは我々をその世界へ属せしめる一つの出来事であると言うことができる。  

 

しかしここでハイデガーの示唆に従いつつ注目すべきは、物と世界を「呼ぶ」ことの、

いわば近付けつつ遠ざける働き、ないし「不在のうちへ守られた現前」へともたらす働き

である12。これ自体は、ハイデガーが「純粋に語られたもの」と呼ぶ限りでの詩に一般的な

働きであろう。だが聞き書においてこのことが特別の意義を有するのは、ここで呼ばれる

物が単に現前しないというだけでなく、その物が集約する世界がもはや失われたものとし

て語られ、しかも病の中でほとんど「幻視」されあるいは酒に酔って夢見られる、という

仕方で語り出されるからである13。 

然りとすれば、肝心なのはこの「不在」の意味を、そして我々がそれをいかに経験し得

るのかを、明らかにすることであろう。次節ではその「不在」の意味を明らかにするため、

「呼ぶ」ことがその根底においていかなる働きであるのかを、まずハイデガーの思索と共

に追究する。  

 

 
11 ハイデガーは論考「物」において、動物たちを一方で「物」に数え入れ、他方で「大地」に含ま

れるものとしている（GA7, 179, 184）。いずれにせよ「死すべき者たち」の一員に数え入れること

は決してない。この点に関して石牟礼の世界観ははっきり対立するようにも思われる。深く立ち入

ることはできないが、後に第二節で少し触れたい。  
12 古荘真敬氏はこれを、日常的な「公共的世界」にもたらすこととしてのポイエーシスとの差異に

おいて取り上げ、「「近さ」の次元における断層・重層化」と表現している（古荘真敬『ハイデガ

ーの言語哲学：志向性と公共性の連関』岩波書店、2002 年、152 頁）。本稿では以降、この「断層・

重層化」を『苦海浄土』において具体的に追跡するという課題を遂行することとなる。  
13 渡辺京二は聞き書に描き出される世界の美しさについて「このような美しさは、けっして現実そ

のものの美しさではなく、現実から拒まれた人間が必然的に幻想せざるをえぬ美しさにほかならな

い」と指摘し、現実からの距離がこの語りにとって必須の契機であると論じている（渡辺京二「解

説 石牟礼道子の世界」、385 頁）。 
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第二節 死と痛み ―第一の故郷喪失へ 

 

2-1. 住まうことの痛み  

ハイデガーは「冬の夕べ」の読解を進めながら、さらに次のように論を展開する。即ち、

物と世界との間柄は、「親密さ」でありながら「区‐別（Unter-Schied）」14である。区‐別と

は、単に両者が別々のものである、ということを言うのではない。寧ろ物が物として、世

界が世界として、互いに関わり合いつつ性起するということを、根本で担っている出来事

が区‐別と言われるのである。それゆえ物と世界とを呼ぶとき、本来的にはこの区‐別を

呼んでいるのだ、ということになる（GA12, 23）。ハイデガーは、次の詩句（第三詩節第一、

二行）が特にこの区‐別を呼んでいるのだと言う。  

 

Wanderer tritt still herein; さすらい人静かに内に入る  

Schmerz versteinerte die Schwelle. 痛みは敷居を石と化したり。  

 

ハイデガーは「敷居」の語に、区‐別への示唆を読み取る。敷居とは、内と外の「間」

を「担う」ものだからである。だがこの読みが牽強付会な字句の連想ではなく、確かに彼

の指摘する根本的な事態への接近であると言うためには、「痛み」が事柄として何を指すも

のなのかを究明せねばなるまい。「痛み」とは何か。ハイデガーは次のように「痛み」を特

徴づける。「痛みは確かに引き裂いてばらばらにする、痛みは分かつ。しかしそれは、同時

にすべてを己へと引き寄せ、己のうちに集約するという仕方である」。即ち「痛みとは亀裂

の継ぎ目（die Fuge des Risses）である」と（GA12, 24）。確かに我々の経験する痛みは、初

めから分かれているものの間に生ずるものではない。寧ろ痛みとは、分かたれたものの間

をまさに「分かたれている」ということにおいて繋
．
ぐ
．
ものであり、亀裂を亀裂として痛切

に告げ知らせるものなのだ―このように言うことはできよう。だがここで言われている

のは、人間の感覚的な痛みではない。「痛みとは区‐別そのもの」だと言われるのである

（ebd.）。つまり物と世界とが関わり合いつつそれぞれ物として、世界として性起すること

を担うものであると。そのようなレベルでの「痛み」とは何なのか。その手掛かりはおそ

らく、痛みがまさに「敷居」を―家を担うものを―堅固ならしめた、と言われている

点に存する。つまりこの痛みは、住まうことの根底に存するものとして名指されている、

ということである。 

我々はそのことを、「郷愁（Heimweh）」という気分を導きの糸として検討できるだろう。

以下関連する著述から接近を試みたい。  

ハイデガーは例えば、詩人ヘーベルを顕彰しながら「すべて偉大な詩人の歌い、言うこ

とは、郷愁から見いだされ、この〔Heimweh の〕痛みによって語へと呼び入れられている」

と言う。故郷を詩作にもたらすために郷愁が必要であるのは何故かと言えば、故郷におい

 
14 Unter-Schied という表記は、世界と物の二者が単に「区別」されるというのではなく、互いに関わ

．．．．．

り合いつつ
．．．．．

隔てられている、という事態を表示している。„unter“ はラテン語の inter に対応し、「間」

を示唆するのである（GA12, 22）。  
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てもはや馴染みとなった「目立たないもの」が輝いて見えるようになるのは、「我々がそれ

から十分に遠くにいるときのみ」だからであり、「故郷の本質は異郷において初めて輝くに

至る」からである（GA13, 123f.）。これを踏まえれば郷愁における「痛み」とは、故郷から

遠く引き離され、まさに引き離されているという仕方でそこへと思いが繋がれている、そ

のような「亀裂」の経験であると言えるだろう。  

だが「遠く」ないし「異郷」とは、必ずしも計測可能な距離において離れている、とい

うことを意味するのではない。既に『形而上学の根本諸概念』においてハイデガーは、郷

愁を「いたるところで家にいたいという衝動」と規定するノヴァーリスの言葉を引用し、

この「いたるところで（überall）」は、どこかある場所を指すのでも、また「どこでも」と

いうのでもなく、寧ろ「全体において（im Ganzen）」ということを言うのだと指摘し、我々

はまさにこの「全体において」への途上にある、この「全体において」へ向けて突き動か

されているのだと語っている（GA29/30, 7f.）。そうだとすれば、我々はどこにいても、何

らかの意味で「故郷」から離れているという痛みのうちにいるのである。  

この意味での「異郷性」については 1952 年の「詩における言葉」で明示的に論じられて

いる。ハイデガーは「魂は大地にありては異郷者なり（Es ist die Seele ein Fremdes auf  Erden）」

というトラークルの詩句を取り上げながら、次のようにこれを理解する。この詩句が言わ

んとしているのは決して、魂の本来の故郷が不死の超感性的な領域にあるから、大地にお

いては異郷者である、といったことではない。 „Fremd“ という語は古高ドイツ語で 

„fram“ と言い、これは本来どこかへの「途上にある」ことを意味する。異郷者は彷徨うも

のとしてありつづけられる場所を探し求めているのである。それゆえ魂は大地から逃れよ

うとするどころか寧ろ「大地を探し求めている」のであり、「大地の上に詩人的に建て、住

まうこと、そうして初めて大地を大地として救い得ようということ」が、魂の本質を充た

していると言うのである（GA12, 37）。またこのさすらいが「途上」であるというのは、同

時に「安らぎと沈黙」への「下降（Untergang）」を、それも「死者の安らぎ」への下降をも

示しているという（GA12, 37f.）。「大地にあって異郷者である」とはこうして、「死すべき

者たち」としての人間が、その途上性において四方界に属する、という事態を言うものだ

と理解されるのである。  

つまり「痛み」とは、確かに人間が「異郷に」あるという事態を規定するものなのだが、

それは人間が四方界の一端を担うものとして「途上にある」ことを指しており、とりわけ

大地や死といったものに関わりつつあるということを含意している。「痛み」とは、人間に

とって、まさに死すべき者として
．．．．．．．．

、途上にあるものとして、何かに呼びかけられて「引き

裂かれている」ことを意味するのである。この「途上にある」ことは、人間が恣意的にど

こか向かうべき場所を見出すことによって後から加わってくる規定などではない。寧ろ、

何ものかが既に遠くから呼びかけてきており、この呼びかけが初めて人間を人間たらしめ

るがゆえに、（それに応答する限りにおいて）初めからそこへの途上にあるものとして、人

間は性起するのである。人間として住まうことは、痛みのない場所に身を落ち着けること

などではなく、寧ろ異郷性の「痛み」を必然的に抱えるものとされるのだ。このように理

解すれば、「痛み」とは物と世界とを担う区‐別に他ならず、人間が物のもとに留まり、世
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界のうちに死すべき者として住まうことの根底に存するものだと言えるだろう。それゆえ

「痛みは敷居を石と化したり」という詩句には、家を支え間を担う石のうちに「痛み」が

秘められているということが読み取られるのだ 15。さらに「言葉が語る」と言われていたあ

の語りかけは、そこであらかじめ人間に呼びかけてきているものであると理解できよう。

ハイデガーは「言葉は、静寂の鳴り響き（das Geläut der Stille）として語る」と言い、死す

べき者としての人間の語ることは、これに応じて物と世界とを呼ぶことであると言う

（GA12, 27）。「静寂の鳴り響き」とは、まさに区‐別そのものの響きなのである16。 

然りとすれば「住まうことを学ぶ」という課題は、この痛みを、痛みとして経験するこ

とを含まねばなるまい。故郷への「郷愁」はそうした経験に他ならない。そして「故郷喪

失（Heimatlosigkeit）」もまた適切に経験されるならば、その契機となるのだ。「故郷喪失は、

正しく熟考され、よく心に留められれば、死すべき者たちを住まうことへと呼ぶ
．．

、唯一の

言い渡しである」（GA7, 164）というハイデガーの示唆はこうして理解される。「故郷喪失」

とはもはや、単に故郷が過去のものとなり、帰るべき場所を失った、ということを意味す

る語ではない。寧ろ、住まうことの根底にはある亀裂が支配しており、これを痛みとして

経験せねば、我々は住まうことへ至ることができない―こうした条件に向き合わせる機

会が「故郷喪失」と呼ばれるのである。従って「住まうことを学ばねばならない
．．．．．．．．

」（ebd.）

とは、ある既定の「住まうこと」を獲得するために、それ自体は手段でしかない「学ぶこ

と」が残念ながら避けられない、といったことを意味するのではあるまい。この強調箇所

は寧ろ、住まうことに関して我々がつねに必ず「途上にある」ということを示していよう  

17。 

 

我々は前節で、聞き書において呼びかけられている世界の「不在」ないし「遠さ」に注

意を促した。それは失われた世界であり、しかもいわば幻視される世界なのだと。だがハ

イデガーの示唆によれば、詩作とはそもそも「静寂の鳴り響き」としての区‐別の呼びか

けに人間が応じ、ある「遠さ」において世界を性起せしめるという出来事である。そこで

我々人間は、ある異郷性において世界を経験する―その世界へ属すべき者として。この

レベルでの「遠さ」に注意を向けるならば、聞き書もまた、物と世界とを呼びながら、故

郷への途上にあるという我々の本質を性起せしめる詩作なのだと言えるだろう。そう考え

れば、聞き書において経験されるべき世界の「不在」とは、呼びかけられる世界が偶然過

去のものになっているといったことではなく、寧ろ、この語りにおいて我々はその世界へ

の「途上にある」という仕方で、その世界に属しているということである。 

 
15 ちなみにハイデガーは論考「存在の問いへ（Zur Seinsfrage）」（E. ユンガーのための記念論文集

へ寄せた「『線』について（Über »Die Linie«）」に加筆したもの）のうち加筆箇所において、「痛

み」を意味する古典ギリシア語 ἄλγος と動詞 λέγω との類縁性を指摘しながら、「とすれば痛みと

は、最も親密なもののうちへ集めるもの（das ins Innigste Versammelnde）であろう」と敷衍している

（GA9, 404）。 
16 小野真氏は「『静けさの響き』という語において、〔…〕ハイデッガーの『死と言葉の思索の最

終的な結晶』を見届けることができ」ると論じている（小野真『ハイデガー研究：死と言葉の思索』

京都大学学術出版会、2002 年、479 頁）。  
17 ハイデガーはゲオルゲの詩「語（Das Wort）」について論ずる中で、「学ぶ（lernen）」という語

を「自らを経‐験へと送ること（sich in das Er-fahren schicken）」と解し、その „Er-fahren“ におけ

る途上性を強調している（GA12, 167, 211）。 
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しかし聞き書において特殊なのはやはり、そこで呼ばれている物と世界とが、その具体

的に語られる有様においては、事実的にも喪失されているということである。その痛切さ

は疑いようがない。おそらくはこの事実的な条件が、上に見たような「詩作」としての語

りを惹起したのだと言えよう。つまり水銀汚染と水俣病とによる事実的な故郷喪失によっ

て、その世界に無言で馴染む可能性がもはや奪われ、その世界には呼びかけることしかで
．．．．．．．．．．

きなくなってしまった
．．．．．．．．．．

がゆえに、詩作的な語りの要請が顕在化したのだと。従って、聞き

書において喪失の悲痛さと共に感受される美しさの、その根源的な痛みとは、単に事実的

な喪失であるのみならず、この事実的状況の中で望み見られた、まさに詩作がそれに応答

せねばならない異郷性の「痛み」である、と言うことができるだろう 18。我々はこの、「詩

人的に住まう」ことが必然的に「痛み」として経験せねばならぬものとしての「故郷喪失」

を、事実的な喪失から区別して「第一の故郷喪失」と呼ぶことにする。 

 

2-2. 死における「生類の世界」との近さ  

聞き書において語られるような世界は、喪失された故郷として望み見られる。ではそこ

に死すべき者として住まうとはどのようなことであるのか。石牟礼の場合それは、「静寂の

鳴り響き」に人間の言葉で応答するということには留まらないように思われる。寧ろ人間

の言葉の尽きるところに生類の息遣いを聴くということに、彼女の面目は存する 19。ここ

で我々は一度ハイデガーから距離を取り、人間の言葉の限界と、死への関わりをめぐって

考えたい。 

水俣病は時に人間から発語能力を奪った。そうした人々の沈黙・息遣いを、石牟礼は聴

き取る。そして例えば、「情意機能が消失に近い状態」と観察され「魂がない」と言われた

杉原ゆりの母親に、「そんならとうちゃん、ゆりが吐きよる息は何の息じゃろか―。草の

吐きよる息じゃろか」（『苦海浄土』、269）と語らせる。物言わぬゆりの傍らで。 

 

ゆりが草木ならば、うちは草木の親じゃ。ゆりがとかげの子ならばとかげの親、鳥の子ならば鳥

の親、めめずの子ならばめめずの親―（271） 

 

人間ならざるものにも、およそ生あるものには息遣いがあり、それに「呼吸をあわせ」

（17）ることに、石牟礼は人間の言語を越えた対話を見出すのだ。ここでこそ人間は、人

間であるという規定を超えたより根源的な故郷に、石牟礼が「生類のみやこ」と呼ぶもの

に近づくように思われる。だが石牟礼が人間ならざるものたちに最も近づくのは、「死」へ

 
18 このような応答としての語りは、単なる生活事情の報告とは根本的に異なる。後者は、報告され

るべき項目をあらかじめ予期しており、従ってそれ自体ある既存の意味の連関の中で「取り立てら

れる」ものである。このような「取り立て」において、漁民の生活の場面はただ「後進的な漁村集

落」（『苦海浄土』、246）として書き留められ、報道されるのである。  
19 石牟礼は言葉についての幼少時の思いを次のように記す。「人の言葉を幾重につないだところで、

人間同士の言葉でしかないという最初の認識が来た。草木やけものたちにはそれはおそらく通じな

い。〔…〕そのようなものたちをつくり出してくる生命界のみなもとを思っただけでも、言葉でこ

の世をあらわすことは、千年たっても万年たっても出来そうになかった」（「椿の海の記」『石牟

礼道子全集 不知火』第四巻、167 頁）。  
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の近さにおいてである。先に、『苦海浄土』においては「四方界」に属するだろうと指摘し

た「海」は石牟礼にとって、生にあふれる場所でありながら同時に、死に通ずる場所でも

ある。石牟礼は例えば、「米盛久雄の小脳の切断面は、オルゴールのようなガラス槽の中に、

海の中の植物のように無心にひらいていた。うすいセピア色の珊瑚の枝のような脳の断片

にむきあっていると、重く動かぬ深海がひらけてくる」（179）と記し、また遺体の解剖の

場面を「海の底」「青々とおおきく深い海がゆらめく」（182）と描写する。切り開かれ「最

後の吐血」を遂げる心臓に、「なにかなつかしい悲傷のおもいがつきあげてきた」と語る

（ebd.）。解剖に立ち会うことは石牟礼にとって、医学的に扱われる現象としての死を知る

ためというより、「水俣病の死者たちとの対話を試みるための儀式」であり、「死者たちの

通路に一歩たちいることにほかならない」のである（181）。解剖の場面に続けて「―死

ねばうちも解剖さすとよ」と言う「坂上ゆきの声」を想起し、ゆき女自身が解剖を覗き見

てしまったというエピソードを、そして「生きとることと死んどることのけじめの所ば、

出たり入ったりしとる気色じゃった」「なんやらなつかしかごたる妙な気持ちじゃった」と

彼女に語らせる（182ff.）ことは、解剖の描写の前の箇所で「うちゃ、きっと海の底には龍

宮のあるとおもうとる。夢んごてうつくしかもね」と言って海の早春を語ったのち「もう

いっぺん―行こうごたる、海に」と語ったゆき女の言葉（167f.）を、そのまま死につい

ての語りとして意味づけ直すかのようである。  

海はそのように死を匿う場所として語られるのだ。然りとすれば、海の生き物を慈しむ

ということは、既に死と親しむことでさえある。舟に引き上げた蛸に「こら、おまやもう

うち家
げ

の舟にあがってからはうち家の者じゃけん」と叱りつけ、「わが食う魚
いお

にも海のもの

には煩悩〔＝情愛〕のわく」（155）と語ったゆき女は、病のために流産せねばならなかっ

た（そして見ることの叶わなかった）赤子を、病院食に出てきた魚に幻視する。そして「早

う始末せんば、赤子
や や

しゃんがかわいそう」と言って、かなわぬ手で追い回し、「口にぬすく

りつけるごとして食うたばい」と語る（158f.）―。彼女の魂はもうなかば海にあって、

次のように想い出すのである。「うちゃその舟ば曳いて、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〔＝さまよい歩き〕よ

ったとばい。／自分の魂ばのせて」（185）と。 

石牟礼はこのように、人間の言葉を発さぬ者たちの息遣いと、生と死のあわいからの語

りかけを聴き取ろうとする。聞き書という方法について石牟礼が「だって、あの人が心の

中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」と釈明する20ことは、このような

次元で理解されるべきだろう。それは生者の内心を代弁し再現するというより、人間の言

葉の限界に直面しつつ語られるべきものを、具体的な語りにもたらすものである。そうし

て人間を語ることにもたらすものである。このように考えると、石牟礼にとって「死すべ

き者となる」ことは、「静寂の鳴り響き」として言葉が語るのに応答するというより寧ろ、

生きた人間の言葉の尽きるところに、生類のざわめきと、そこへ還りつつある者の声とを

 
20 渡辺京二「解説 石牟礼道子の世界」、371 頁。 
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聴き取り、人間の言葉に織り合わせて響かせる―といったことであるように思われる 21。 

石牟礼が自らの詩想の源泉をしばしば草木や動物との親近性に求めることを考えると、

「死ぬ（sterben）のは人間だけである。動物は生を終える（verenden）」（GA79, 17）と断言

するハイデガーと石牟礼とは、決定的に袂を分かつように思われる。その対比は西洋と東

洋といった図式に照らしても受け入れやすいものだろう。だがことはそれほど単純な対比

で済まされないのではないか。というのも石牟礼はあくまで言葉を持つ人間の立場におい

て、その限界に突き当たるところでこそ（とりわけ死への接近において）動物や草木の息

遣いを聴き取るからである。「生類のみやこ」は、彼女にとっても未だ途上で望み見られて

いるに過ぎず、「いまひとたびにんげんに生まるるべしや 生類のみやこはいずくなり

や」 

22と問うばかりのものである。そうだとすれば、動物や草木を「大地」に属するものと

して捉え（GA79, 17）、人間の「途上性」をときに「大地」への「下降」として捉える（GA12, 

36ff.）ハイデガーの把握は、石牟礼の予感と響き合うところがないだろうか。翻って言え

ば、ハイデガーがそれ以上追求しない生き物との関わりは、人間の「死」への関わりと、

底を通ずるものであるのかもしれない 23。大きく異なるのはしかし、人間の言葉がそれに

応えるべき呼びかけを、どのように受け止めるかであろう。ハイデガーはそれを「静寂の

鳴り響き」として聴き取る。石牟礼はそれを初めから生の息遣いとして感受するのだ。 

 

 

第三節 沈黙と亀裂 ―第二の故郷喪失へ 

 

我々は前節で、聞き書に語られる世界の「不在」が、かつての生活世界の事実的な喪失

を意味するばかりか、「住まうこと」が必然的に経験せねばならない「故郷喪失」として経

験されるものであると論じた。そして石牟礼においてそこに住まうことは、死や人間なら

ざるものへの接近において、探し求められるのであると。しかしもう一つの問題は、石牟

礼の記した言葉を受け取ることによって、我々自身はいかに「故郷喪失」を経験し得るの

か、ということである。ここで我々は、聞き書がどのような状況における語りとして出会

われるのかを確認する必要がある。  

我々はまず患者たちの「沈黙」に留意せねばならない。聞き書は、地域社会の中で抑圧

された者たちの語りとして、通常は聴き取られることのなかったものとして示されている

 
21 石牟礼自身の言葉が、「自身の内面を通過させて受け止めた言霊を、「わたくし」に語らせた翻

訳言語」であることを、次の論考は豊かに描き出している。早川敦子「越境する「命」の神話：石

牟礼道子と翻訳の不／可能性」『津田塾大学紀要』第 51 号、2019 年、21-52 頁。また次の論考は、

深海の風景こそが「死者たちと、死者の領域へ放逐された人々との紐帯」の現れる場であると指摘

する。Mayumi Toyosato, “Mapping Nonmodernity: Home and the World in Ishimure Michiko’s Kugai jōdo” 

in Ishimure Michiko’s Writing in Ecocritical Perspective: Between Sea and Sky. Lexington Books, 2016, pp. 57-73. 
22 『苦海浄土 全三部』、636 頁。 
23 こうした問題は、別の議論の文脈へと通じている。例えばハイデガーが、動物における開かれた

もの（das Offene）に関して、リルケから距離を取る仕方が問題となる。串田純一『ハイデガーと生

き物の問題』法政大学出版局、2017 年、218 頁以降参照。また、ジャック・デリダ『精神について：

ハイデッガーと問い』港道隆訳、平凡社、2010 年、79-96 頁参照。とはいえここで問題にしたいの

は、人間と動物がそれぞれどのような存在者であるかというより、言葉を持つものとして人間は動

物にどのように関わるかということである。  
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のである。実のところ、多くの患者が差別と非難をおそれて、水俣病であると名乗り出る

ことができずにいた。だが石牟礼は、それを単に顕在化させようとするのではない。寧ろ

彼女は例えば、にこやかに笑いながらも妻女のことを話さない渡辺老人について、「たぶん

かれのそのような沈黙は、存在の根源から発せられているのである。彼こそは、存在を動

かす錘そのものにちがいない。だからわたくしは、彼の沈黙をまるまる尊重していた」と

記す（『苦海浄土』、250）。ここで沈黙は、ある個人が思いを抱えて話さないといったこと

を超えて、何かより大きな、深いものに淵源するものとして、それを個人が背負っている

ものとして聴き取られる。沈黙を尊重するとは、そこで沈黙されているものについて自ら

も沈黙するということであろう。そのような仕方で沈黙は、沈黙されるべきものに対して

共に沈黙という仕方で応答することであると言える。石牟礼はそのようにして、人々の沈

黙を沈黙として響かせるのである24。 

他方、患者が社会へ向けて声を上げるとき、その言葉はもはや彼ら自身の言葉ではなく

なってしまう。事実、彼らが声を上げれば補償金目当ての要求とみなされ地域社会の攻撃

を浴び、ようやく彼らとチッソとの間で取り結ばれるのは、生者と死者の命に値段をつけ

た「契約書」になる。あるいは遅ればせに「お詫び」に訪れる社長に対して、両親を奪わ

れ病の弟を抱えた女性は、「会社あって生まれた人間なら、会社から生まれたその人間たち

も、全部連れていってもらいまっしゅ。〔…〕このことを、いまわたしがいうことを、きき

ちがえてもろうては困るばい。いまいうことは、わたしがいうことと違うばい。これはあ

んたたちが、会社がいわせることじゃ。間違わんごつしてもらいまっしゅ」（351f.）と訴え

ねばならない。聞き書におけるような、物と世界に呼びかけ、そこに死すべき者として属

するような語りは、この社会において聴き取られることがないのである。それゆえ、どの

ようにこの近代社会に対して「死霊や生霊の言葉」を紡ぎ投げかけるかということが、石

牟礼の問いとなる25。『苦海浄土』というテクストは、石牟礼の受け取ったそのような問い

に対する、暫定的な答えとして理解できよう。聞き書が詩作的な語りとして記されるばか

りではない。一見纏まりのないコラージュのような構成は、異質な語りの間の断絶を示し

つつ、詩作的な語りをある布置に置く、それ自体詩作的な試みであると言うことができる  

26。 

我々は既に世界の「不在」を、事実的な喪失のみならず、住まうことが必然的に経験せ

ねばならない「故郷喪失」として特徴づけた。ところが『苦海浄土』が示すのは、故郷喪

失を経験する語り
．．

それ自体が、近代社会において聞き手を失い、いわば立ち迷っていると

いうことである。この語りの喪失を「第二の故郷喪失」と呼ぶことにしよう。石牟礼の作

 
24 あるいは対立と緊張の窮まる水俣にあって彼女は「タブーよ、もっとも熱度低く冷やかに凍れ、

とわたくしはおもっていた。タブーも高度
．．

に凝固、結晶すれば変質するのである」と記す（『苦海

浄土』、338）。  
25 「独占資本のあくなき搾取のひとつの形態といえば、こと足りてしまうか知れぬが、私の故郷に

いまだに立ち迷っている死霊や生霊の言葉を階級の原語と心得ている私は、私のアニミズムとプレ

アニミズムを調合して、近代への呪術師とならねばならぬ」（『苦海浄土』、74f.）。  
26 若松英輔氏は、石牟礼自身が『苦海浄土』を次のように「詩」として理解していた、ということ

を伝えている。「これまでにないことが起こったのだから、これまでにない様式で書かねばならな

いと思った。詩のつもりで書きました」（若松英輔『常世の花：石牟礼道子』亜紀書房、2018 年、

8 頁）。  
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品から我々が読み取ることの一つは、この「二重の故郷喪失」が我々の社会を特徴づけて

いるということである。ここでは、ある自然と調和した暮らしが失われたということだけ

が問題なのではない。喪失を機縁として語り出される聞き書において我々は寧ろ、初めて

本来的な住まうことへ至る道を見出し得る。ところが、このような語りを聞く仕方さえ、

我々は失っているのである。実際、夢見るようなその語りに仮令一時耳を貸したとて、そ

の語りから醒めてみれば、その語りは無力で無用な、我々の日常生活と関わりのないもの

になるのではないか。だから、単に失われた故郷への郷愁に浸るのではなく、寧ろその近

代社会に刻まれた断絶を経験することが石牟礼の示す道行きとなるのである。「われわれ

の、うすい日常の足元にある亀裂が、もっとぱっくり口をひらく。そこに降りてゆかねば

ならない。われわれの中のすでに不毛な諸関係の諸様相が根こそぎにあばき出される」（305）

と記し、彼女は運動に巻き込まれてゆく。ここに記される「亀裂」とは文字通りには、日

本の社会が全体として糊塗してきた歪み、石牟礼の言葉に倣えば「棄民政策」のもたらし

た分断といったものであろう。だがそれを言葉というレベルで捉えるならば、ちょうど第

一の故郷喪失がある「亀裂」を経験すべきものであったように、詩作的な語りの喪失とい

う意味での第二の故郷喪失が経験すべき、言葉を語るものとしての我々の「亀裂」として

理解できるように思われる。 

 

実のところ、ここで指摘した「第二の故郷喪失」という事態は、ハイデガーの時代診断

に含まれているものではないかと考えられる。それは彼が「最高の危機」と名指す、ポイ

エーシスの本質が徹底的に隠されるという事態である。そうだとすれば我々は、我々が具

体的に経験し得る「二重の故郷喪失」を洞察することにおいて、ハイデガーがヘルダーリ

ンの詩句「だが危機のあるところ、救うものもまた育つ」に聴き取ろうとする希望の萌芽

を見出せないだろうか。僅かながら彼の技術論のうちに、そのことを確認したい。  

ハイデガーは現代技術の本質を「集‐立（総駆り立て体制、Ge-stell）」と名づける。それ

は人間をその支配の下に置いてあらゆるものを「用象（徴用物資、Bestand）」として挑発

（herausfordern）させ、そのような仕方で人間をも用象即ち「人材」として挑発する、その

ような「立てる（stellen）」働きの結集である（GA7, 20）。公害問題の根源がどこにあり、

またそれがいかに止めどなく進行したかということを、我々はこの集‐立という概念に即

して考察できるだろう。だがハイデガーが技術の「危機（Gefahr）」と呼ぶのは、技術が人

間の生命を危険にさらすものとなり、人間がそれを支配しきれなくなる、といった可能性

のことではない。寧ろそうした危険を依然技術的に管理することができ、そうすることが

人間の最上の使命であるかのように考えることの方に、彼は危険を認める。つまりそのよ

うにして技術の本質が覆い隠されてしまうことが「危機」と呼ばれるのである。この危機

は根本的には、決して回避すべきものないし回避し得るものとして考えられているのでは

ない。技術の本質は開蔵（Entbergung）の歴運（遣わし、Geschick）であり、その限り必然

的に「人間が非覆蔵性（隠れなさ、Unverborgenheit）に即して自らを見誤り、誤解するとい

う危険」を蔵している（GA7, 27）。いわば贈られてきたものによって、贈ってくる（そし

て自らを隠す）ものをも把握しようとしてしまうのである。だが歴運が集‐立という仕方
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で支配するとき、それは殊に「最高の危機」であると言われる。というのも集‐立の支配

においては、人間自身が用象として挑発され、それにも拘らず（あるいはそれゆえに）用

象として挑発されたすべての存在するものの規準を自らが与えるのだと思い込み、このこ

とによってますます技術の本質は覆い隠されてしまうからである。こうして「集‐立は、

真理が輝き現れ支配することを、立て塞ぐ（verstellen）」と言われる（GA7, 30f.）。  

このように洞察される技術の支配は、言葉にも及ぶ。そこでは言葉も「挑発」され、言

葉は「情報」となる27（GA12, 252）。これは単に我々のコミュニケーションが変質する、と

いうことを意味するのではない。言葉は我々が存在者といかに出会うか、世界のうちにい

かに住まうかを規定するものである。ハイデガーが「集‐立はとりわけ、現前するものを

ポイエーシスという意味において現れのうちへと持ち来たらすような開蔵を、覆い隠す」

（GA7, 28）と指摘するとき、これは上に見てきたような詩作的な語りがもはや我々の言葉

のうちに位置を占めなくなることを示していよう。だが彼は同時に「詩人的なもの（das 

Dichterische）」のうちに、集‐立が覆い隠してしまうポイエーシスの可能性へと転回する希

望を仄めかしてもいる。技術そのものがポイエーシスに根差すものであるから、それと親

近性を持ちながらも根本的に異なったポイエーシスにおいて、技術の本質を省察し技術と

決定的に対決する可能性が見出される、とするのである（GA7, 36）。 

以上の洞察に従うならば、『苦海浄土』を通じて見出した「第二の故郷喪失」、即ち故郷

としての世界を呼ぶような語りが我々の社会においてもはや聴き取られないということは、

集‐立によってそのような詩作的な語りが隠されているからだと言えるだろう。我々は詩

作的な語りを聞き逃すという仕方で、集‐立に支配されているのである。そうだとすれば、

集‐立の支配の輪郭が沈黙として、あるいは亀裂として響くのに耳を澄ませることは、我々

が「人間の本質の最高の尊厳を見つめ、そのうちへと転回し訪れる（einkehren）」（GA7, 33）

ことの、端緒となるのではないか。『苦海浄土』というテクストは、この集‐立の支配と詩

作的な語りの喪失という根本的な事態そのものを言葉へともたらし、そのような亀裂に耳

を澄ますことを可能にする、一つのポイエーシスであると言えるように思われる。  

我々はおそらく聞き書の言葉を「我々自身の言葉である」と言うことはできまい。それ

は、その語りを書き記した石牟礼でさえ敢えてし得ぬところであろう。その限り、そこで

経験されるべき「第一の故郷喪失」を、直接に我々自身のものとして経験し、以て「住ま

うことを学ぶ」とは言えないように思われる。そこで語られた世界を我々の原郷であると

語ることは、不遜でもあろう。だが今日の我々を規定する言葉のうちに、ある亀裂を聴き

取り、これを我々の故郷喪失として経験することならばできるのではないか。つまり「第

二の故郷喪失」を通じて「住まうことを学ぶ」ということならば可能ではないだろうか。

その喪失を紐帯として、喪失の痛みを共に痛むことにおいて、何らかの「我々」があらた

めて生起するのではないだろうか。  

『苦海浄土』における語りの多層性、ないし「沈黙」と「亀裂」はおそらく、そのよう

な喪失を抱えたものとして我々の言葉が―「標準語」が―あるということを告げるの

 
27 技術の支配において言葉が「情報」となるという論点については次を参照。秋富克哉『芸術と技

術 ハイデッガーの問い』創文社、2005 年、222-230 頁。 
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である。一方でハイデガーは「方言は、人手の加わらないあらゆる言語の秘密に満ちた源

泉である」と述べ、ヘーベルの業績を、「アレマン方言を標準語ないし文章語に組み入れ」、

以て「文章語を、方言の豊かさの反響として鳴り出さしめた」という点に見出していた

（GA13, 148）。ここで顕彰されているのは、いわば文章語の再活性化である。『苦海浄土』

において、そのような幸福な反響を見出すべきかどうかは疑わしい 28。しかし今日我々が

ある言葉で語り合い意味を伝達するとき、そこには既に語りの喪失が刻まれており、それ

が我々の言葉の輪郭を形作っているのだということ―この定めを痛むことが、我々にま

ず、そして絶えず求められる「故郷喪失」の経験であるとは言えるのではないか。  

 

 

結び 

 

ここまで、聞き書において呼びかけられる世界の不在を「故郷喪失」に結びつけ、それ

が事実的な喪失だけでなく、住まうことが必然的に経験せねばならない「第一の喪失」を

含むこと、また『苦海浄土』においてはその喪失の語りが失われるという「第二の喪失」

が示されているということを確認した。「住まうことを学ぶ」ために必要なのは「第一の喪

失」を経験することであるが、我々にとってそれはさしあたり、「第二の喪失」を通じて接

近されねばならないだろう。それは我々の言語における、沈黙と亀裂に耳を澄ませること

である。  

では、どのように我々は、「第二の喪失」を聴き取りつつ、共に「第一の喪失」を経験す

ることができるだろうか。その極めて仄かな可能性を、最後に手繰り寄せたい。  

それは例えば、1973 年にチッソ社長との直接交渉の場で繰り返し叫ばれた「苦しみが分

かるか」という言葉 29、そしてそのような問いに対する答えの必然的な不在を聴き取ると

き、我々自身がそれに応える言葉を持たないということにおいて、経験されるように思わ

れる。あるいはそこで、水銀を飲んで「人間として同じ苦しみ」30を味わわぬかと問い、そ

うでなくとも持参した小さなカミソリで指を切り、「いっしょに苦しもうじゃなかな」「痛

もうじゃないですか」31と問いかける言葉において。勿論、指に傷をつける痛みは、「住ま

うこと」の根底に眠る痛みとはまったく別のものであるし、その行為が何を解決するわけ

でもない。だがこのような切実な求めは、その切実さに我々を引き付ける限りにおいて、

「共に痛む」ということへの微かな祈りではないだろうか。  

しかし、「共に痛む」ということが仮に可能だとしても、我々の「故郷」がもはや病に侵

されているのだとすれば、そこに住まうこともまたそれに応じて変容せねばならないのか

もしれない。石牟礼は例えば次のように詠う。  

 
28 結城正美氏は、『苦海浄土』において方言の語りが寧ろ、合理主義的な思考を攪乱するものとし

て働くことを指摘している。Masami Yuki, “The Danger of a Single Story: Ishimure Michiko’s Literary 

Approach to the Minamata Disease Incident” in Ishimure Michiko’s Writing in Ecocritical Perspective. Lexington 
Books, 2016, pp. 41-56. 

29 『苦海浄土 全三部』、800-21 頁。  
30 『苦海浄土 全三部』、801 頁。 
31 『苦海浄土 全三部』、803 頁。 
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祈るべき天と思えど天の病む32 

 

天はもはや、地上の汚染から離れた清浄なものなどではない。だが、天がそのように病

んでいるのは、我々が住まうべき世界に、この天も属しているからである。病んだものと

して天を呼び得るということは、既にその天の下に住まうべく、呼びかけられているとい

うことである。この句はそれゆえ、ただ祈りが拒まれて、祈りを諦めたという嘆息なので

はない。寧ろそのような天の下に住まうことを願う、一つの応答であり、祈りである。  

そのように世界に住まうことは、近くの物のもとに留まることにおいて可能になる。例

えば次の句のように。  

 

毒死列島身悶えしつつ野辺の花33 

 

この句は決して、汚染されゆく列島と、健気に咲き揺れる花とを「対比」させたもので

はあるまい。寧ろこの野辺の花のもとに留まることにおいて、我々は共に「身悶え」する、

つまり「痛み」を痛むことができる。この身悶えは、他者への直接的な共感と言い換える

ことはできないだろう。寧ろそうした共感など不可能であることを、世界と共に耐えると

いうことでしかあるまい。石牟礼はある寺で次のように語っている。  

 

人間の苦悩を計る物差しはありえまいという悲しみ、じつはその悲しみのみが、この世の姿を量

るもっとも深い物差しかと思われます。そういう悲しみの器の中にある存在、文字や知識で量れ

ぬ悲しみを抱えた人間の姿、すなわちその存在そのものが、文字を超えた物差しであるように思

われます。34 

 

その「文字を超えた物差し」のもとに、いかに生きることができるのか。それは互いの

苦しみを計り得まいという悲しみを悲しむことにおいてである。この
．．

「悲しみ」を共にす

ることならば、我々にはできるのではないだろうか。言葉において、絶えず言葉にされ得

ぬものを悼むことにおいて35。 

 
32 石牟礼道子『石牟礼道子全句集 泣きなが原』藤原書店、2015 年、13 頁。 
33 『石牟礼道子全句集 泣きなが原』、166 頁。  
34 石牟礼道子「名残の世」『石牟礼道子全集 不知火』第十巻、藤原書店、2006 年、360 頁。 
35 本稿はハイデガー・フォーラム第十四回大会（2019 年 9 月 28 日、於同志社大学）での発表原稿に

加筆修正したものです。発表に対し貴重なご質問やご教示をくださった皆様に心から感謝申し上げ

ます。また大会の準備運営にあたり発表の機会をくださった皆様に一層の感謝を申し上げます。さ

らに当該発表はハイデガー研究会（2019 年 9 月 15 日、於立教大学）にてプレ発表の機会をいただ

き、それに修正を加えたものです。貴重な機会とご助言をくださった皆様にあらためて深く御礼申

し上げます。最後に、議論につき合い論の構成に協力してくれた研究室の仲間と、発表内容に関し

てのみならず精神的にも大いにお支えくださった古荘真敬先生に心から感謝申し上げます。  

なお本研究は JSPS 科研費 JP19J12529 の助成を受けたものです。  


