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｢子どものコスモロジー」の理論

鵜野祐介

1．問題の所在

子どもの〈内なる宇宙（コスモス）〉への問いは、1980年代初頭、本田和子・中村雄二

郎・山口昌男等による「異文化としての子ども」論(1)とともに提起されたが、近年私たち大

人にとっては一見不可解としか映らない子どもたちの「逸脱行動」や「問題行動」が頻発す

るにつけて、子どもの<内なる宇宙＞の、とりわけ<闇〉の部分一〈死〉やく悪＞への衝

動と関連付けられる側面一に対する関心が改めて高まっているように思われる。

ところで、きわめて切迫した課題として再提起されたこの問いが、以下のような危険性を

孕むものとなったことは留意すべきであろう。すなわち、子どもの心の〈闇〉への安易かつ

性急なアプローチは、これを治療すべき「病理」として、或いは克服すべき「障碍」として

全面的に否定すべきとの結論を導きかねないのである。例えば戦闘・暴力シーンが登場する

コンピューターゲームやホラービデオ等の「有害」メディアの規制を求める声の底流にも、

子どもの心の<闇〉に対する短絡的な否定的見解が存在しているように思う。重要なことは、

子どもの心の<闇〉を、「病理」としてでも「障碍」としてでもない、子ども自身の「いの

ちの輝き」にとって不可欠のものとして認めた上で対処の仕方を探ること、比瞼的に換言す

れば、そこにおいて様々なものが生成し変容し消滅している子どもの<内なる宇宙〉の中で、

未だ解明されてはいないけれども不可欠の構成要素と考えられる〈ブラックホール＞として

く闇〉を位置づけ、その構造と機能を探究していくと同時に、「大人がもう少し悪〔本稿の論

旨に即して言えば「子どもの心の〈闇>」－－筆者注〕と辛抱強くつき合うこと」（河合，

1997:223)が、今こそ求められているのではないだろうか。

以上のような問題意識に立つとき、子どもの<内なる宇宙〉を包括的かつ構造的に把握す

るための方法論あるいは視角（パースペクテイヴ）としての「子どものコスモロジー」研究

が要請される。本稿の主題は、先行研究における「子どものコスモロジー」論を通覧し、こ

れを踏まえて「子どものコスモロジー」の理論的枠組みを提示することにある。願わくばこ

の考究が、「瞑い波間」を漂う子どもたちの場所へたどり着くための、一枚の「海図」とな

ることを期したい。

2。「コスモロジー」とはなにか

｢コスモロジー」という言葉は今日、書名などでしばしば私たちの目に触れるものとなっ
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ている(2)。また、子どもと「コスモロジー」あるいは〈宇宙〉とを関連づけて論じた著作も

少なくない(3)。だが、その定義は明確に行われないまま情緒的・感覚的に用いられている場

合もしばしば散見される。小論を起こすにあたって、「コスモロジー」の概念を整理してお

きたい。

「コスモロジー」とは直訳すれば「宇宙論」となるが、もちろんこれは天文学をはじめとす

る自然科学における研究対象としての「宇宙[universe,space]の論」ではない。坂本賢三によ

れば、「コスモス」とは元来「美しく配置された秩序」を意味するギリシャ語［にoぴ似o曹]で

あり、その語源は「樹木に葉が生い茂ること」を意味するイオニア方言の「コメオー」[Xo

"E(U]と推定される（坂本、1985:13-14)。元来「秩序」を意味していたこの語を「宇宙」

を指すのに用いたのはピュタゴラス[Pythagoras]である。彼は宇宙のなかに調和と均斉の美

を見出し「コスモス」と呼んだ。またピュタゴラス派の解剖学者アルクマイオン[Alkmaion]

が人体の中に宇宙と同じ関係を見出して、調和を保っている状態を健康と考え、デモクリト

ス[Demokritos]が人間を「小宇宙（ミクロス・コスモス)」と呼んだのを始め、古代ギリシ

ャでは世界・国家から人体や自然界に到るまで、すべてのものは秩序を持つ「コスモス」と

見なされ、大宇宙の中には無数の小宇宙があると考えられた。また、同様の思想はインドや

チベットのマンダラや密教、中国の華厳思想の中にも見られると坂本は指摘する。（因みに

坂本によれば「宇宙」とは、「准南子」に「往古来今謂之宙、四方之上下謂之宇」とあるよ

うに、時間空間のひろがりの中にあるすべて、存在するものの一切を指す｡）

「コスモロジー」は、以上のような「コスモス」の発想一万物がある秩序の下に美しく

調和しており、それぞれがそれ自体、独立し完結した意味空間としての「小宇宙」であると

同時に、より大きな「宇宙」の部分を構成しているという考え方一に立って対象を考察し

ようとする、ひとつの視角（パースペクテイヴ）であると一応規定することができる。そし

て対象が自己（人間）となる場合、特に「無意識を含めた本来の自己、自己の運命、つまり

この宇宙の中での自己の位置と運命」（同：25）を知ることが主題となる、とも言える。

ところで後者の意味における「コスモロジー」について坂本は、科学史の文脈に即して次

のように述べる。「｢コスモロジー」というものは近代科学が自己独自の宇宙論を作り出す以

前には、世界の中での人間の定位を示すものであった。.．…．それは人びとに自らの故郷を教

え、世界の中での位置を教え、日々つとめるべき目標を示し、死後の運命をも指し示す役割

を果した」（同：3－4）。ところが近代科学の発達に伴い、科学的宇宙論は肉体と離れた魂の

故郷を宇宙の果てに求めることをナンセンスなものにしてしまった。近代科学は、哲学も含

めて、人間はどこから来てどこへ行くのかという「コスモロジー」がかつて担っていた問い

を等閑視してしまったのである。「しかしこの20世紀も終りに近くなって、生き方の問題を

経済に還元することができなくなってきている。人類の運命は個人の経済問題ではなく、経

済によっても政治によっても容易に解決できない問題となってきた」（同：6－7）。ここにあ

らためて「宇宙の中での人間の定位、世界の中での自己の位置づけ」を問い、「この世が生

きるに値するかどうか」を問う、新しい宇宙論の構築をめざす考察が要請される。これを、

自然科学において用いられる「宇宙論」と区別して「コスモロジー」と呼び、哲学の今日的

課題としてその再興を論じようとするのである（同：4,6-7)。
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以上を要約すれば、「コスモロジー」は「秩序」を原義とする「コスモス」の探究、すな

わち考察の対象を、それ自体完結し独立した秩序（体系・構造・意味）を持つ総体（まとま

り）としての<小宇宙＞であると同時に、より大きな全体（<大宇宙>）や他の〈小宇宙＞と

緊密に結びつき影響し合う存在として見なそうとする、ひとつの視角あるいは発想法である。

そして人間が考察対象となる場合、特に宇宙の中での人間の定位、つまり「人はどこから来

て、今どこにいて、これから（死んだ後）どこへ行くのか」を問うことが焦点となる。ここ

で「子どものコスモロジー」という本稿の主題に照らし合わせてみると、「子どもという存

在はどのような秩序（体系・構造・意味）をもつ総体としての<小宇宙〉であるのか」とい

う、子ども観に関する問い－「コスモスの内なる子ども」論一と、「子ども自身は、自

分のことをどこから来て、現在どこにいて、これから（死んだ後）どこへ行くと考えている

か」という、子ども自身の宇宙観（世界観や死生観を包摂するもの）に関する問い－「子

どもの内なるコスモス」論一という、2つの位相に分けて提示することができるだろう。

坂本の概説に基づいて「コスモロジー」および「子どものコスモロジー」の概念定義を試

みたが、次に「コスモロジー」に関する3つの先行研究を取り上げ、これらの異同を検討す

る中で「コスモロジー」論の諸相を考察してみたい。

3．「コスモロジー」論の諸相

(a)中村雄二郎「臨床の知とはなにか」

まず、中村雄二郎の「コスモロジー」論を見ていこう。中村は主にフランス近現代の哲学

思想や西田哲学に基づいて独自の新しい「知」のあり方を提唱する一方、冒頭部で触れたよ

うに、本田等と共に「異文化としての子ども」論を展開したことでも知られる。本書におい

て中村は、自ら提唱する脱近代の知としての「臨床の知」の構成原理に、「シンボリズム」

｢パフォーマンス」と並んで「コスモロジー」を挙げる。中村によれば「コスモロジー」と

は、近代の知の構成原理のひとつである「普遍主義」に対置される原理である。つまり「有

機的な秩序」「意味をもった領界」として場所や空間は見なしうること、また異なる場所や

空間同士の、表層的なレベルにおける大小・形状などの差異性を超えた、基層的なレベルに

おける共通性、すなわち秩序や意味の共通性が見出されることを、「コスモロジーの原理」

に基づくものとして中村は指摘する（中村、1992:133)。

ここで重要となるのが五感（視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚）の働きである。つまり彼の

提唱する「臨床の知」が、身体的行為（パフォーマンス）を通して体得される「演劇的な知」

として、あるいはまた「パトス（共苦的・受動的）の知」として換言されることからも窺え

るように、中村は五感の働き、特に諸感覚を貫き統合するものとして存在が仮定される「共

通感覚」に基いて、五感が相互的に連関し協働することに注目する。そしてこの五感の協働

によって自分のまわりの世界（場所・空間）に有機的な秩序とシンボリックな意味を与えよ

うとすること、ここに中村は「コスモロジーの原理」の一典型を見るのである。
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(b)ミンコフスキー「精神のコスモロジーヘ」

以上のような中村の「コスモロジー」論に疑いなく大きな影響を与えているのが、中村自

身訳者として日本語版の刊行に関わった、ミンコフスキー「精神のコスモロジーヘ」

[EugeneMmkowski,Versunecosmologie:Fragmentsphilo-soDhiques.1(原典初版1936年、日本語

版1983年）である。「生きられる時間」（原典初版1933年、日本語版1972年）によって日本で

も広く知られるミンコフスキーは、本書において、精神病理学の知見と現象学の方法を駆使

し、〈生きられる空間＞としての「精神のコスモロジー」を「哲学的断章群」として表現す

る。

彼は最初に、自己の内的世界と眼前にある外的世界としての宇宙との間に何らかの繋がり

もしくは共通性を発見することを目指して、「精神のコスモロジーヘ」と向かうことを言明

し、この探究におけるキーワードとして、「原初的＝本原的な空間」という概念を提示する。

これは「そのなかで身体が想念＝思考や欲求と同様に動くような、また心が動き展開するよ

うな、そしてそれ自身によってではなくて、そのなかを駆けめく、る諸要素の性質に応じてそ

の性格を変えるような空間」（同：76）であり、「世界と自己との本質的な局面を同時に支配

する力動的な性質をもった一般的な次元」（同:107)とされる。換言すれば、内的・外的、

ミクロ・マクロを問わず、あらゆる世界の生成とその生命的な躍動の源泉となる〈メタ空間＞

である。そしてこの空間の持つ一定の秩序や構造あるいは様式性が、個々の具象的な世界

(小宇宙）へと「反響し」「拡がって」いく。そしてその結果として「自己と宇宙との間の構

造的な連帯性」（同:107)が生じるというのである。

ところでミンコフスキーによれば、分析し抽象化し一般化することを属性に持つ科学、

｢触れるものをすべて動かぬもの、死せる自然＝静物画にしてしまう」（同:181)科学によ

っては、「自己と宇宙との間の構造的な連帯性」には到達できない。上述の「反響し」（聴覚

的)、「拡がって」（嗅覚的）といった表現からも分かるように、それは五感を通して、より

正確には「われわれが感官的な能力と呼んでいるものを到るところではみだしながら」

(同:161)、比嶮的かつ包括的に感得（体得）されるという性格を持つ。それでは一体、〈メ

タ空間〉である「原初的＝本原的な空間」の秩序や構造が「反響し」「拡がって」いくとは、

どのような事態をイメージすればよいのか。

ところが、われわれのまわりでは、世界が無数の旋律を響かせ、無数の香りを発散し、

われわれの全存在を震憾させ、脈打たせる無数の動きによって活気づけられているので

ある。そして、われわれは、感知できないけれど、非常に強烈で陰影に富んだ生を共に

する。この生こそ、われわれが、それを構成している多様な運動と力動的な性質とをあ

るがままにとらえ、見分け、差異化するなかで、そこから生み出される特殊な類縁性や

連鎖を研究するために知りたいと思っている生であり、またわれわれの能力と存在理由

の源泉としてきた生なのである。そして、これこそが宇宙論＝コスモロジーのめざす目

標なのである。（同:181-182)

つまり「原初的＝本原的な空間」は決して静的な空間ではなく、「人間の魂と自然とに共通
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する運動」（同:182)によって世界を活気づける力動的な性質を持った、「生の原器」とも

呼ぶべきものなのである。こうして、ミンコフスキーの「コスモロジー」論の輪郭が明らか

となった。「生の原器」としての「原初的＝本原的な空間」の秩序や構造に由来する「自己

と宇宙との間の構造的な連帯性」は、その生命的な躍動が、五感を通して比瞼的かつ包括的

に感得されることを通して発見される－．

ところで、このような「宇宙論的認識」をいとも易々と行なっているのが子どもたちであ

るとミンコフスキーは指摘する。「星は宇宙＝コスモスに統合され、そのうちに秘めた豊穣

さとその原初的な詩情とによって宇宙（コスモス）の存在をわれわれに示している。そして

子供が星を眺めれば、そこに世界全体が見えてくる。子供は間違っていない。われわれは子

供に倣えばいい」（同:181)。

(c)岩田廣治「コスモスからの出発」

岩田は、人文地理学の学問的土台と東南アジアにおけるフィールドワークに基づいて独創

的な人類学的地平を開拓してきたが、彼の展開する「コスモロジー」論は、先にみた中村や

ミンコフスキーとは出立点を異にしながら、その主題と到達目標において驚くほどの一致を

見る。

本書において岩田はまず、「コスモロジー」論と取り組むに至った経緯を次のように説明

する。彼は人類学者として個々の民族社会を分析し、伝統文化の特質を明らかにしてきた。

またその構造、機能をさぐり、伝播の事実とその系譜をたどってきた。だが「それだけでは

満足できなくなった」と表明する。「それだけではこの世界のもっとも具体的なありよう、

こころの究極のやすらぎの場所に近づくことができないことを悟ったのである」（岩田、

1995:13)。ここに記された「この世界のもっとも具体的なありよう、こころの究極のやす

らぎの場所｣、あるいはまた、「それ自身の内的秩序を持ち、美的調和をたもっている生きた

全体としての宇宙、あるいはわれわれ人類のすみかであり、天と地をふくむこの世界」

(同:13)こそ、岩田のイメージする「コスモス」に他ならない。

岩田の「コスモロジー」論は、以上のような「コスモス」の姿をとらえたいという願いか

ら出発する。それでは具体的にどのような視角と方法をもって「コスモス」探索の旅に出よ

うとするのか。

人間精神の最深部にくだって、その場に映る世界の風光を眺めてみたい。文化の多様

性に着眼するよりも、その背後に横たわる共通性に注目する。文化の土台としての眼に

見える自然だけでなく、眼にみえない〈隠れた自然〉の意味をさぐる。言語による理解

だけではなくて、言語以前のコミュニケーションの場を尋ねあてる。手によって表現す

るところ、跳び、廻り、坐るといった身体運動をともにすることによってあらわれてく

る世界、そういう行為の尖端において共有される世界のなかに歩みいってみたい。

(同:14)

｢人間精神の最深部」「文化の基層的共通性」「眼にみえないく隠れた自然>」「言語以前の．
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ミューケーシヨンの場」「身体運動の中で表現され共有される世界｣、すでに中村やミンコフ

スキーの言説を見てきた私たちにとって、なじみ深い主題群が列挙されることに気づく。と

ころで岩田は、伝統社会に生きる人々における<とぶ・まわる・すわる〉といった「身体的

運動の繰り返しによって伝達されるメッセージ」（同:142)の考察を通して、彼らの「コス

モロジー」を、それらの行動をうながす側である伝統文化の構造的な特徴としての〈内なる

システム＞と、その行動がおこなわれる舞台である伝統的な空間と時間のイメージとしての

〈外なるイメージ〉に分けて定式化する（同：144-173）。岩田によれば、伝統文化は「型を

もつ文化｣、「二元的世界観」(4)、「意志的文化」という3つの構造的な特徴を持ち、これら

三者はく内なるシステム〉として機能する。一方、眼にみえる世界（大地）と眼にみえない

世界（天上）との中間に、〈眼の高さの世界〉があるとする「空間」のイメージが、また、

｢手で触れることのできるもの(tangibleなもの)」としての、あるいは「眼に見えない時、共

有する時、〈同時〉という時」としての「時間」のイメージが、伝統社会に生きる人々の

〈外なるイメージ＞として存在する。そしてこの両者、〈内なるシステム〉とく外なるイメー

ジ＞を結ぶものこそ、身体的運動のパターンに他ならない。「<とぶ・まわる・すわる＞とい

う運動、およびその繰りかえしを通じて、時間、空間のイメージが単なるイメージではなく

て、一つのゆるぎない事実として整合し現前する。伝統文化における世界、ないし〈コスモ

ス〉がその虚構性を脱却してリアリテイーを獲得する」（同:167)。

文化の〈内なるシステム〉とその文化の担い手たちが描く〈外なるイメージ>、そしてこ

の両者を結び合わせリアリテイーを与えるものとしての〈身体運動〉－・岩田が提示する

「コスモロジー」の理論的枠組みは、「伝統社会」に限らず、「子ども存在」の理解にも援用

しうるに相違ない。すなわち、「子ども文化」のく内なるシステム〉と、子どもの世界観と

しての〈外なるイメージ>、そしてこの両者を結び合わせ、リアリテイーを与えるものとし

ての子どもの<身体運動>、として「子どものコスモロジー」は構造化されよう。

以上、3人の「コスモロジー」論の検討を通して、「コスモロジー」の依拠する思想史的

立場とその主題群が明らかとなった。第1節でも指摘したように、「コスモロジー」は、「普

遍主義」（中村）や「分析し抽象化し一般化すること」（ミンコフスキー）を属性に持つ「近

代科学｣、あるいはまた「個々の民族社会を分析し、伝統文化の特質を明らかにし……また

その構造、機能をさく、り、伝播の事実とその系譜をたど」（岩田）るような「近代科学」に

対する批判原理として提示される。そしてこれに対して「コスモロジー」は、「近代科学」

が捨象してきた、自己（人間）の生と宇宙との根源的な共通性、宇宙における自己（人間）

の位置、自己（人間）の生と死の意味の発見を目指して構想されるのである。次に、「コス

モロジー」の構成要素ともいえる主題群として、「五感（感覚的能力)」「身体（身体表現)」

｢非言語的コミュニケーション」「生の原器としての本源的空間」「構造的連帯性」「内なるシ

ステムと外なるイメージ」などが三者それぞれによって提示される。紙幅の都合上詳述でき

ないが、これらの主題群は「子どものコスモロジー」論の展開にとっても重要となるに相違

ない。
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4．「子どものコスモロジー」論の諸相

(a)本田和子「子どもたちのいる宇宙」

本節では「子どものコスモロジー」に関してこれまでになされた主要な論考を概観してみ

たい。まず、わが国においてこの主題を正面から取り上げた最初の論考と思われる本田和子

の「子どもたちのいる宇宙」(1980年）を考察する。本書において本田は最初に「近代的児

童観」を俎上に乗せる。すなわち、直線的な「心身の発達」の系において「大人」と差異化

される、「未だ、成人に至らざる存在」としての子ども観、換言すれば、「将来に対する「可

能態｣、同時に現在における「欠如態j」（本田、1980:3)としての「近代的児童観」を批判

し、「一個の「現実態』として「いま」を生きる存在であり、そのゆえに、固有の生の様態

の所有者」（同：4）として子どもをとらえるよう主張する。「そのためには、「子ども」と

｢大人」とを「発達」という勾配関係から解き放ち、相対する二つの極と位置づけて、それ

ぞれの個性を把握し直すということが必要となる」（同：5）。その上で本田は、「｢差異性j

を挺子にして、『子ども」と「大人」の直線系列を解体し」（同：5）、子どもたちの生存の様

態を「子どもの世界・子どもの文化」と呼び、「これを「外と内」の両面、すなわち、「見え

る姿」と「心の世界」の両層において把握し、それらから、私ども大人に対して贈られるメ

ッセージを受け取」（同：7）ることを自らに課す。その際、子どもたちの身体によって表現

される動き、「子どもの、人と世界に対する根源的な、しかも固有の「ありよう」を開示す

る言葉」（同：9）である6つの動訶、〈ねる＞〈とぶ＞〈めぐる＞〈ほる＞〈たべる＞〈うつす＞

に注目し、幼稚園・保育所などにおける観察記録に基づいてそれぞれ典型的とみなされる事

例を分析する。

ところで、何故「子どもたちのいる宇宙」なのだろうか。本田は次のように言う。「｢子ど

もの世界』を、大人から切り離したのは、孤立させようとしてではない。それを、独立の小

宇宙と位置づけた上で、より包括的、全体的に、宇宙論的視座においてとらえ直すためなの

である」（同:17)。ここで「包括的」「全体的」と併置された「宇宙論的」視座の意味内容

について、本田自身による明確な規定は見当たらない。けれども遊ぶ子どもの、世界に対す

る「同時的二重把握」と、その「肉体による顕現」という概念（同:12)にこの語彙の類縁

性を求めることができるように思う。子どもたちが遊びの中で「現実的、日常的時空間」か

ら「遊戯的、非日常的時空間」へと世界を反転させていると指摘した上で、本田は次のよう

に述べる。

遊ぶ子どもの、世界を見る視力は、常に二重であり、世界を測る目盛りも一本ではな

い。彼らが生きるのは、「現実」と「非現実」が共存し、「昼」と「夜」が同居する世界

である。昼の光の中には、私どもと同じ現実の論理、体制的な秩序が位置づき、着々と

その地盤を固めている。しかし、同時に、何くわぬ面持ちで「夜」が同居している。彼

らの世界は、絶えず反転し、ネガからポジに、あるいはその逆に、めまぐるしく変貌す

る。しかも、その中で、子どもたちは、常に嬉々として、惑いもない。（同:11)
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つまり、「遊戯的、非日常的時空間」という「深みの次元」（あるいは「超越の次元」とも表

現できよう）を配置することによって、「子どもの世界」は垂直軸を持つ立体的・重層的な

構造体としての「コスモス（宇宙)」を想起させるものとなる。また「非日常的時空間」に

おける「夜」のイメージは、暗闇の宇宙空間と重なり合う。さらに、子どもが自ら把握し心

の中に抱いた内なる世界の像が、彼／彼女の身体表現を通して新たに目に見える姿となって

生成され顕現する。これは、ミクロからマクロまでレベルを異にする様々な事象が構造的な

同一性と有機的な連関を持って生成されるとする、中村の「コスモロジー」論に近似する。

また、身体表現への着目は岩田の方法論との一致を見る。

(b)河合隼雄「子どもの宇宙」

子どもの身体表現に注目した本田とは異なり、児童文学作品における登場人物の子どもの

行動や葛藤の分析を通して「子どもたちのなかにある広大な宇宙」の一断面を析出しようと

したのが、河合隼雄『子どもの宇宙」(1987年）である。

この宇宙のなかに子どもたちがいる。これは誰も知っている。しかし、ひとりひとり

の子どものなかに宇宙があることを、誰もが知っているだろうか。それは無限の広がり

と深さをもって存在している。……大人たちは、小さい子どもを早く大きくしようと焦

るあまり、子どもたちのなかにある広大な宇宙を歪曲してしまったり、回復困難なほとﾞ

に破壊したりする。（河合、1987:1)

河合によれば「子どもの宇宙」とは、無限の広がりと深さを持つものであると同時に、大人

たちによって無視され歪曲され破壊される危険性にさらされているものでもあるとされる。

では大人たちがそのような行為を企てるのは何故か。それは先に本田が指摘したように、

｢未だ、成人に至らざる存在」「現在における欠如態」としての子ども観に大人たちが束縛さ

れているためである。つまり本田の場合と同様、河合にとっても「子どもの宇宙」論は、

｢一個の現実態として〈今〉を生きる存在」としての子ども観と密接に関連するものである

と言える。

もうひとつ、河合は興味深い指摘を行う。「実際、われわれ大人もそのなかにそれぞれが

宇宙をもっているのだ。しかし、大人は目先の現実……に心を奪われるので、自分のなかの

宇宙のことなど忘れてしまうのである。そして、その存在に気づくことには、あんがい恐怖

や不安がつきまとったりする」（同：8）。河合にとって、「宇宙」とは単なる「心の世界」の

言い換えではない。「宇宙」と向き合う時、「自分とは何か、生きるとは何か、死とは何か」

といった、自己と世界とに対する根源的な問いが喚起される。したがって「子どもの宇宙へ

の探索は、おのずから自己の世界への探索につながってくるのである」（同：8）。ここには、

｢子どもの宇宙」の考察が哲学的宇宙論へと深化していく契機を見て取ることができる。

(c)藤本浩之輔編著「子どものコスモロジー」
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次に、藤本浩之輔編著「子どものコスモロジー」(1996年）に収められた諸論考について考

察を加えていきたい(5)。

(c)-ア.藤本浩之輔「遊びの世界」他

藤本自身は本論文の中で「子どものコスモロジー」概念の明確な規定は行っていない。し

かし藤本が前掲書の各執筆者に配付した企画メモには以下のように記されている(6)。「子ど

ものコスモロジーとは、子どもたちが心に思い描いている精神的世界をいう｡」残念ながら、

このメモだけでは彼の構想していた「子どものコスモロジー論」の全体像は見えてこないよ

うに思う。そこで、本論文と彼の遺したその他の諸論考とを通覧し、その特徴を指摘してみ

たい（詳細は前掲書所収の拙槁「藤本浩之輔先生の「子どものコスモロジー論」の構想」を

参照されたい)。

藤本のイメージしていた「子どものコスモロジー」概念には、狭義と広義の2つがあるよ

うに思う。すなわち、「子ども社会を組織し、子ども自身の文化を生成する源となる、環境

世界に対する子ども独自の意味づけの仕方」もしくは「生成の源としての子どもの心の世界

もしくは内的宇宙」という狭義の見方と、「生成の源としての「子どもの内的宇宙｣、その表

現形としての「子ども自身の文化｣、これを表現する主体である子ども存在の集合体として

の「子ども社会』、以上三者を包摂する、「子ども独自の世界の総称｣」という広義の見方を

おこなっていたと解釈することができる。

本論文「遊びの世界」において藤本は、「子ども世代が主体的に維持し、伝承している遊

び様式」を「子ども自身の文化」と称し、「表現形式」を基準にしてこれを11に分類する。

その上で、遊びの中に見られる一定のパターンに注目し、子と、も特有の<内なるシステム＞

を発見しようと試みている（藤本、1996:43-45)。これは前述の岩田の方法論に類似するも

のと言えるが、大人世代の文化に対置されるものとして「子ども自身の文化」の独自性を強

調する点に、藤本の言説の特徴を見出すことができる。

(c)-イ.鵜野祐介「子守唄〈宇宙〉への旅」

小論の中で念頭に置かれた「子どものコスモロジー」概念は、藤本の企画メモを超えるも

のではない。本文中では一応、「子どもの心の中にひろがる宇宙」（鵜野、1996:52)と規定

している。ただし表題に用いた「子守唄<宇宙>」という表現には、以下のような意味合い

が込められている。

子守唄をはじめとする様々な民俗文化は、これらの民俗文化によって育まれた子どもの心

の中にひろがる〈宇宙＞に大きな影響を与えてきたであろうことは想像に難くない。けれど

も逆に、お気に入りの子守唄や昔話を繰り返しせがむ子どもの〈宇宙〉によって、子守唄や

昔話に描かれる世界が影響を受け、変容していったことも事実であろう。この時、「子ども

〈宇宙>」と対置されるもの、例えば子守唄のテキスト群に表現された物語世界と、その基底

に内在する物語生成のパターンや構造の総体を仮に「子守唄〈宇宙>」と表現するなら、こ

の「子守唄〈宇宙>」が「子ども〈宇宙>」と触れ合う中で、両者は互いに影響し合い、変容

していくものと考えられる。
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こうした仮説の下に小論では、子守唄テキストが内包する物語世界を4つの象限へと構造

化し、「子守唄〈宇宙>」と措定する。そして、子守唄テキストの具体的検討を通して「子守

唄〈宇宙>」の様態を考察するとともに、「子守唄〈宇宙>」と「子ども〈宇宙>」との「響き

合い」の姿を実証的に提示していく。すなわち、子守唄を含む「子ども期の民俗文化

[fblkloreonchildhood]」とその伝承主体あるいは客体である「子ども存在｣、双方のく宇宙＞

の構造と、これら2つの〈宇宙〉の力動的な影響関係を解明していくことを小論は企図して

いる。

(c)-ウ.吉田敦彦「死の見える国の子どもたち」

吉田は本論考の主題を次のように提示する。「死者の日」という年中行事をめぐるメキシ

コの子どもたちの様子とその受けとめ方に関するフィールドワークに基づいて、「死と生を

めぐるメキシコの子どもたちのコスモロジーの一端を浮かびあがらせようと思う」（吉田、

1996:94)。また「コスモロジー」という概念は次のような文脈の中でも散見される。「……

アメリカ型の近代化を、あえて拒否しつづけてきた文化的心性が、コスモロジーが、より深

いところで関わっているように思える」（同：92)。「……そしてその生き方が、単に「遅れ

ている」「子どもじみている」ゆえではなく、彼ら〔メキシコの子と．もたち－筆者注〕の

生きている世界観や人生観に、彼らのコスモロジーに、もっと深く根ざしたものであるとす

れば、それを簡単に否定できるものではない」（同：93)。

ここに記された、「文化的心性」や「世界観や人生観」に併置される概念としての「コス

モロジー」とはどのようなものか。それは先に紹介した藤本の定義、「子どもたちが心に思

い描いている精神的世界」を踏まえ、さらに「時間・空間感覚」や「死生観」をも包摂した

｢宇宙観」と見なしうるように思う。そして特に「死生観」の「時間・空間感覚」に及ぼす

影響という主題を今後の「コスモロジー」論の中心課題として提示した点に、本論考の特徴

がある。

(c)-エ.矢野智司「子どもの聖なる空間・聖なる時間」

矢野は「コスモロジー」概念について、「世界を理解し解釈するための枠組み」であり

｢世界に対する比較的安定した意味の網目」であると規定し、また「人間の生きることの根

源と結びついた、神秘的なものを言い表そうとする言葉」であるとも言い換える。

次に、「子どものコスモロジー」論は、文化人類学で考察対象となる「伝承・継承される

ものとしてのコスモロジー」だけではなく、「それぞれの子どもたちが体験のなかから、独

自につむぎだし、創作するコスモロジー」（矢野、1996:127)をも主題とすべきであると主

張する。何故なら「子どもは、大人のようにルーティン化してしまった意味の網目において

生きているのではなく、毎日が新たな世界発見のなかに生きている」(n:127)からである。

その上で矢野は、「子どものコスモロジー」をまずく伝承宇宙〉とく創作宇宙〉に二分し、

両者をさらに「時間的側面」と「空間的側面」に分けて考察を進める。また、子どもによる

コスモロジーの伝承を〈宇宙伝承>、子どもによる独自のコスモロジーの創作を〈宇宙創作＞

と呼んで、自らの「コスモロジー」論の射程に収める。
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こうした前提の下に、「子どものコスモロジー」論の方法と研究対象が以下のように提示

される。〔方法〕①子どもの生活世界の意味の解釈、②子どもとともに生きたかかわりのな

かでの観察、③現象学的解釈学（詩人の直感力と解剖者の冷静な観察力)。〔対象〕①子ども

が表現したさまざまな造形物、絵、歌、踊り、遊び、②子どもを描いたすぐ"れた詩や小説、

映画、とりわけ自伝的な作品、③子どもの事象の解釈者自身のなかに生きている〈子どもの

時間〉。そして本論の中では「家庭」が具体的な考察対象として取り上げられている。

(c)-オ.皇紀夫「学校のコスモロジー」

皇の「コスモロジー」論の特徴は、方法論的戦略としての「コスモロジー」概念に焦点化

している点にある。「コスモロジーという作業は、私たちが身につけている子ども理解の仕

方を、個々の現象に対する理解の視点を移動させるという部分的なレベルにおいてではなく、

そうではなくて、理解の地平ぐるみの変換と拡大をはかること、いわば、世界を秩序づけて

いる仕組みを自覚的に、仕切り直すことであるといえるだろう」（皇、1996:158)。「認知様

式の変化を仕掛ける、意味変革の装置のひとつ」（同:159)とも規定される皇の「コスモロ

ジー」概念は、「心の中の〈宇宙>」「精神的世界」といった「イメージ（像)」としての〈コ

スモス＞の考察と峻別される、「ロゴス（学理論)」としての「コスモロジー」であり、きわ

めて戦略的なものとして位置づけられている。「教育の理論や実際に対してコスモロジーが

もたらす意義を強調していえば、それは教育の『現実」を再発見すること、教育世界を造り

上げている既成のコンテキストから一度離れて、それとは異なった仕方での教育の筋立てを

構想してみせることである」（同:166)。さて、このような方法論としての「コスモロジー」

が陥りかねない臘路について、「コスモロジー」は「世の中の出来事のすべてを一元論に還

元して現実を無力化させ心地よい主観の夢想に導いてしまう」危険性を持っていると皇は指

摘する（同:157-158)。また、コスモロジーは既成の自明化された認知様式の変化を仕掛け

るという役割を担うが、それによって提起された「新しい解釈の仕方が、新しい教育理解の

仕方として承認され共有され、いわばコード化されると、それはもはや新しい解釈ではなく、

日常化して、子ども観や学校理解へと組み込まれ陳腐化する」（同:160)という限界を併せ

持つ。こうして「コスモロジー」という戦略が「両刃の剣」であることへの自覚が促される

のである。

5．「子どものコスモロジー」論の展望

前節までの考察を踏まえて、私自身の構想する「子どものコスモロジー」論の全体像を一

枚の「海図」として提示し、各々の先行研究がこの「海図」に占める位置を確認して、「子

どものコスモロジー」論が拓きうる新たな地平について展望してみたい。

第2節の最後に見たように、「子どものコスモロジー」はまず、「子どもの内なるコスモス」

論、子ども自身の<宇宙〉認識のありように関する問いとして出発する（これを「子どもの

コスモロジーA」とする)。と同時にそれは、〈宇宙＞の内における子どもの定位への問いと
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しての「コスモスの内なる子ども」論、つまり宇宙論的視座からの子ども観の問い直し、皇

の言葉を用いるなら「子ども理解の地平ぐるみの変換と拡大をはかる」こととしても立論さ

れる（これを「子どものコスモロジーB」とする)。この時、「子どもの内なるコスモス」と

「コスモスの内なる子ども」は別々に独立したものではない。一定の共通した構造や秩序を

持つと同時に、相互に影響し合うものと考えられる。

次に、これら位相を異にする2つの問いに対して、手掛かりを与えるものとして、「子ど

も期の文化[cullureonchildhood]」がある(7)。「子ども期の文化」とは、①子ども自身が創

造・伝承の主体となる「子ども自身の文化」－遊び、わらべ唄、児童語彙、噂話やつくり

話、絵やイラスト等一、②大人が子どもに向けて創造・発信する「子どものための文化」

－児童文学、子守唄、創作童謡、（子ども向けの）昔話、産育習俗、しつけ、学校教育等

一、③特に子ども向けに発信されるわけではないが、子どもの日常生活の身近にある「子

どもを取り巻く文化」－家庭文化、マスメディア、（子ども向けではない昔話を含む）芸

能・芸術、年中行事、俗信、（産育習俗を除く）人生儀礼等一、以上3つに大別して考え

ることができるものであるが、「子ども期の文化」の具体的な対象世界（事物）に、「意味の

網目」（矢野）をかぶせることによって、そこに内在する秩序や構造、岩田の言う〈内なる

システム＞を発見するという「宇宙論的解釈」が、「子どものコスモロジー」の一つの具体

的な方法論となろう（これを「子ども期の文化のコスモロジー」とする)。第4節で考察し

た本田以下の論考は、皇と藤本を除いていずれも基本的にこの立場を取るものと見なせる。

本田においては「遊び（身体運動)」を、河合は「児童文学」を、鵜野は「子守唄」を、吉

田は「年中行事」を、矢野は「家庭」を、それぞれ「子ども期の文化」の具体的な考察対象

に選んでいる。

一方、皇の場合、「子ども期の文化」のひとつである「学校」を考察の対象とするが、そ

こから直接「子どもの内なるコスモス」の解明へと向かうのでなく、「学校」文化の中にあ

る「子ども存在」を「宇宙論的視座」から捉え直す作業、すなわち「コスモスの内なる子ど

も」論（｢子どものコスモロジーB｣）の重要性を提起する。この時、「学校」文化とその中

にある「子ども存在」は、既存のイメージとは異なったものとして、あるいは不断に変容を

遂げるものとして認識される。従って、「子どもの内なるコスモス」もまた、静的で不変的

なものでは決してなく、動的な可変体として認識されるべきであることを示唆するのである。

以上の皇の立場は、一旦「子どものコスモロジーB」を通して「子どものコスモロジーA」

へと展開されるものとして概括されよう。

藤本の場合には、前節で述べた狭義の「子どものコスモロジー」概念がここでいう「子ど

ものコスモロジーA」に相当する。また広義の「子どものコスモロジー」概念は、「子ども

のコスモロジーB」に関連すると思われる「子ども像（子ども社会）の捉え直し」や、上述

した「子ども期の文化のコスモロジー」をも包括するものと見なせる。そして、「子ども期

の文化」のひとつである「遊び」の「宇宙論的解釈」を通して「子どもの内なるコスモス」

を解明すること、これが藤本自身の採った具体的な戦略であったと言えるだろう。

ところで、このような「宇宙論的解釈」にあたって立論の根拠とされるのが「哲学的宇宙

論」である。なかでも第3節で考察した中村とミンコフスキーの言説は、以下のように「子
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｢子どもの内なるコスモス」

（子ども自身の宇宙観） 図二 I
〔子どものコスモロジーB)-
｢コスモスの内なる子ども」論

(宇宙論的視座からの子ども観）

_〔子ども期獅文ﾙﾙｺ…ジこ丁菫
「子と．も期の文化」の宇宙論的解釈

①子と．も自身の文化②子どものための文化
③子と．もを取り巻く文化

ご~弓

一一

訂一一一歩

▲1

1＋

哲学的宇宙論|ゞ学的争瘤"’

図1．「子どものコスモロジー」論の全体像

と・ものコスモロジー」にとって重要な視点を提起するものと見なせる。つまり、両者の「宇

宙論」はともに身体性や感覚能力を重視しており、そこから、五感を通して直観的かつ包括

的な世界認識を行い身体的行為を通してこれを直接的に表現するという属性を持つ「子ども

存在」に両者は注目する。「われわれは子供に倣えばいい」とミンコフスキーが言う時、彼

の「哲学的宇宙論」と「子どもの内なるコスモス」論との密接な関係性は明らかである。同

様の視点は岩田にも見て取ることができるが、特に岩田の場合、子どもの遊びにおける「身

体運動」に注目し、これとのアナロジーで宇宙論を構想しており、「子ども期の文化のコス

モロジー」から逆に「哲学的宇宙論」を展開しようとするものとも言える(8)。以上の考察を

もとに、「子どものコスモロジー」論の全体像を図示すれば、図lのようになろう。

では一体、「子どものコスモロジー」論の独自的な射程はどこにあるのだろうか。それは、

第2節でも述べたように、「コスモロジー」が「宇宙の中での自己の定位」を問い、「この世

が生きるに値するかどうか」との問いに答えたいという願いを根本動機に持つ点にある。

｢子ども期の文化」や「子どもの内なるコスモス」の解釈も、この根本動機と結びついてい

る。この地点に立脚するが故に、包括的な「子ども」理解のための学際的・多角的な方法論

が必要となるのである（本稿で考察した論考に限っても、社会学、臨床心理学、民俗学、文

化人類学、現象学などが見られる)。そして、こうした根源的かつ今日的な問題意識に立つ

｢子どものコスモロジー」論を展開する上できわめて重要と思われるのは、藤本がその生涯

を通して私たちに示そうとした、子どもたちひとりひとりの中にあるくいのち＞の力に対す

る畏敬の念であろう（藤本、1996:198)。

一枚の「海図」とひとつの「想い」を手に、今こそ船出の時である。

注

(1)代表的な論考として、本田『子どもたちのいる宇宙』(1980年)、同『異文化としての子どもj(1982

年)、同『子どもの領野から』(1983年)、本田・中村・山口他『挑発する子どもたち」(1984年）等が

ある。

(2)本稿で考察する「岩田慶治著作集六コスモスからの出発」(1995年)、ミンコフスキー『精神のコ

スモロジーヘ』（日本語版1983年）の他に、山口昌男『河童のコスモロジー』(1986年)、井筒俊彦「コ

スモスとアンチコスモス」(1989年)、上尾信也『歴史としての音一ヨーロッパ中近世の音のコスモ
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ロジーー」(1993年)、小澤俊夫『昔話のコスモロジー」(1994年)、吉成直樹『俗信のコスモロジー」

(1996年）等がある。

(3)本稿で考察する本田和子『子どもたちのいる宇宙」（1980年)、河合隼雄『子どもの宇宙」(1987年)、

藤本浩之輔編著「子と､ものコスモロジー」(1996年）の他に、『海臨時増刊子どもの宇宙」(1982年)、

奥野卓司『パソコン少年のコスモロジー」(1990年)、杉岡津岐子編著『子と．も学一その宇宙を知る

ために－』(1994年）等がある。

(4)「二元的世界観」という語は、一見〈外なるイメージ＞

招きかねない。ここでは、例えば「陰」と「陽｣、「聖」と

らして対象を二分化しようとする思考パターンを意味する

に照応するもののように受

「俗」のように、相反する

ものと解釈すべきであろう。

け取れ、誤解を

2つの属性に照

(5)この考察に際して、鳶野克己氏の書評（『児童心理」1997年3月号)、山本清洋氏の書評（『子と§も社

会研究』第3号、1997年）および学会発表（｢日本子ども社会学会」第4回大会、1997年6月）を参考

にした。

(6)本来ならばこのメモは、前掲書所収の拙稿「エピローグー藤本浩之輔先生の「子どものコスモロ

ジー論」の構想一」中で紹介すべき重要な資料であるが、執筆当時あいにく紛失しており、迂閼に

もその存在すら失念していた。その後、藤本先生の遺品を整理する中で偶然このメモを発見したので、

ここに紹介する次第である。

(7)「児童文化」あるいは「子ども文化」といった概念と、ここで用いた「子ども期の文化」との関係

について述べておく必要があるだろう。管見によれば「児童文化」は、本槁で行った分類のうち、「子

ども自身の文化」と「子どものための文化」の総称として用いられることが多く、「子ども文化」は

「児童文化」と同義または「子ども自身の文化」のみを意味するものとして用いられることが多い。と

ころが、私自身、民間説話や俗信などの調査研究を行っているうちに、子どもに向けて意図的に伝達

しているとは必ずしも言えないこれらの民俗文化、すなわち「子どもを取り巻く文化」を、子どもは

見聞きし、時にはこれを模倣し改変させて自らのもの（｢子ども自身の文化｣）としてきており、パー

ソナリティ形成にとって大きな影響力を持つことを痛感させられた。そこで、この「子と．もを取り巻

く文化」をも包摂しうる概念として「子と§も期の文化{cultureonchildhood]」を用いることにした次第

である。なお、イギリスの伝承童謡や遊びの研究で広く知られるオーピー夫妻{OPie,IonaandPeter]を

''anthrOpologistonchildhOod''と紹介したものがある(FCN,1991:12)。物語詩[naITativeverselや俗信

[superstitions]といった「子どもを取り巻く文化」の研究業績も数多く残す夫妻に相応しい呼称と言え

るだろう。

(8)本論で紹介した3人の言説の他に注目されるものとして、上田閑照の提示する「二重世界内存在」

の概念がある（上田、1992)。これは、ミンコフスキーの「原初的＝本原的空間｣、岩田の「眼に見え

る自然と眼に見えない〈隠れた自然>｣、本田の「世界に対する同時的二重把握」といった概念に照応

もしくは通底する宇宙認識である。のみならず、上田が実例を挙げるように子どもたち自身の所有す

る宇宙認識でもある。この点、稿を改めて詳しく論じたい。
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