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第４９回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会              2014年１月 18日 

  『柳 宗悦』  「複合の美」の思想  中見真理著     報告者 櫛野幸孝 

 

まえがき 

  柳宗悦と聞いて、民芸を連想するに違いない。実際、彼は民芸運動の創始者として知

られている。1926年に運動を開始し、36年には東京駒場に日本民芸館を設立し、全国各

地に建てられた民芸館ならびに関連施設とともに支部の活動を続けている。 

  だが、柳は民芸をこえて多種多様な活動をした人物であった。1919 年の日本統治下に

おける朝鮮の独立運動に対する日本の武力弾圧に対し、日本の政策に批判した以外にも、

神秘思想を中心としたウイリアム・ブレイクの先駆的研究、木喰仏の発見・研究、ウォ

ルト・ホイットマンに関する書誌的研究、沖縄「方言」、一遍上人や妙好人の研究、仏教

美学樹立への挑戦とさまざまな分野に足跡を残した。 

  柳の全活動を貫く思想とは何だったのか。多様な文化を互いに活かしあう観点を「複

合の美」の思想とよび、著者は描きだしている。柳は「複合の美」の思想を堅持しなが

ら、帝国日本による植民地等への文化的同化政策に抵抗するとともに非戦の思想を貫き、

大東亜共栄圏の思想にも距離を置き、人であれ、地域・民族であれ、それぞれがもてる

資質を最大限に発揮し、互いが互いを活かすことによって世界全体が豊かになるように

願いながら、社会通念と闘い続けた。 

 

序章 いまなぜ柳思想に目を向けるのか 

  冷戦終結後、20年以上が経過したが、この間、各地での内戦と武力介入、「テロ」との

戦いが頻発するようになった。暴力が更なる暴力を招く事態は一向に改善されず、暴力

行使をあたかも自然現象であるかのように思っている。世界がこのような事態に陥るに

いたったのは、社会のさまざまな次元にこれまで抑圧され沈黙を強いられてきた人 （々弱

者）が自己主張を強めていることである。この事態に直面し、政治的経済的「強者」は

「弱者」を力でねじ伏せることが可能だと考え、安易に武力を行使する傾向に陥ってき

た。この状況を打開するためには、「強者」が歴史の進行方向を正しく見定めることが求

められるであろう。加えられている差別から、人々を解放していく方向に向かうことが

考えられる。そのためには、「強者」が「弱者」を同等に尊重し理解する観点をもち、「弱

者」の価値観にも配慮した社会のあり方を探求する必要がある。このような方向に向か

おうとするとき、近現代日本の思想家のなかで、多くの示唆を与えてくれるのが柳宗悦

である。 

  柳は、日本が植民地を領有し、文化的同化政策を推進しながらアジアへの侵略を進め

ていた時代に、世界の平和は一色になることでは達成されないと考え、「複合の美」を重

視し、多民族・多文化が共生する世界の実現をめざそうとした。朝鮮、沖縄、台湾、ア

イヌの人々の文化に目を向け、同時に、非暴力を重んじたクェーカーの絶対平和思想や
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マハトマ・ガンディーの非暴力直接行動に通じる思想を育んでいった。 

 【柳研究の 20年間の動向】 

   第一には、ポストモダンの理論を使って既成概念を「脱構築」する学問が盛んにな

り、柳の民芸理論が、個人作家や工人（職人）を拘束し、自由な創造力を奪ってきた、

との評価になった。さらに、ウィリアム・モリスをはじめとする他の思想家のアイデ

アの「模倣」のうえに成り立っていたか等々を暴き出す研究が盛んである。 

   第二は、学問の関心が「中心的」事象から「周辺的」事象へと大きくシフトした結

果、戦前の日本人の中で「周辺」地域を視野に入れており、研究者に資料を提供しう

る数少ない事例として注目されることとなった。加えて、民芸運動が男性中心の運動

であったとの批判的観点も指摘されつつある。 

   第三に、文化の政治性を考えようとする傾向が強まり、柳の民芸運動が植民地や戦

争との関係を問う研究が増えてきた。 

   以上の結果、研究が進めば進むほど柳は叩かれる思想家となった。だが、これらの

批判の多くは、柳の思想や行動の全体を視野に入れることなく、ある局面だけを取り

出し、バランスを欠いたものである。もちろん、まったく問題がないわけではないが、

東日本大震災後の日本では、柳思想や民芸運動に希望を見出すような見解が示されて

いる。「３・11」以後の日本において、柳や民芸は日本人が向かうべきひとつの「灯台」

になるのではないか、と中沢新一は述べている。今後は、近代文明批判、自然環境観、

使い捨て文化の見直しという点から、柳思想が改めて評価されていくことであろう。 

 

第１章 生活の素描 

  柳宗悦は、1889 年に東京の麻布に生まれた。父親の楢悦は津藩の江戸屋敷で出生し、

津に移住後、和算や測量術を学び、長崎に海軍伝習所が開設されると、そこへ派遣され、

明治維新以後は、海軍創立にかかわった。父は、宗悦が 2 歳に満たない時に亡くなり、

以後は母親勝子に育てられた。母は嘉納治五郎の姉であり、宗悦が結婚後我孫子に転居

するのも、嘉納が同地に農園と別荘を所有していたことと関係がある。また、宗悦長兄悦
よし

多
さわ

は水産講習所に学び、日本初の内燃機関搭載の漁船を建造したが、関東大震災の際、

死去した。また、次兄楢
なら

喬
たか

は、東京帝国大学を出て、銀行勤務をへて実業家となり渡米

したが、スペイン風邪で亡くなった。姉の直
す

枝子
え こ

は仁川領事の加藤本四郎に嫁ぎ朝鮮に

渡り、加藤死去後にのちの海軍大将谷口尚
なお

真
み

と再婚した。妹の千枝子は朝鮮総督府事務

官の今村武志に嫁し、京城（現ソウル）に住んだが、病のため死去した。 

  柳家に爵位はなかったが、父親の生前の地位により学習院に入学し、高等学科卒業ま

で学んだ。学習院でもっとも親しみをもったのは服部他之助という英語教師であり、柳

は彼から自然を見る目を養い「自然界に見られる美をこえる美はない」という美意識を

育んでいく。 

  1910 年に雑誌『白樺』が創刊され、最年少メンバーとして創刊時から参加している。
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同人の武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎、長与善郎、有島生馬、里見弴等と交友を深

め、思想形成をしていった。さらに、準同人ともいうべきバーナード・リーチとも知的

交流を重ねていく。 

  柳が当初強い関心を示していたのは神学であった。「宗教に関する人生問題」への「積

極的解決」を求めて、東京帝国大学哲学科に入学し、老病死の問題に、科学がどこまで

答えを与えることができるかに関心をもって心理学を専攻した。 

  柳は、1914 年にのちに高名なアルト歌手となる中島兼子（生家は、榎本武揚とともに

オランダに留学した中島成道が開設した鉄工場）と結婚した。 

  柳の卒業論文は、実験心理学を主流とした当時の心理学に対して、心理学は純粋科学

たり得ないという「反逆的」なものであり、アカデミズムにはなじまなくなっていった。

しかし、科学を否定してしまうことはなく、論理を重んじ続けていたが、次第に芸術に

心動かされることが多くなり、論理以上のものを求めるようになっていった。哲学にお

いては論理がすべてではなく、重要なのはその論理が内面から湧き出るものを合わせも

っているかどうかを主張し、自己のテンペラメント（気質）を合致していない論理は、

人を動かす力を生まないとの認識を強めていった。 

  その後、柳は英国の神秘思想家であり、詩人・画家でもあるウィリアム・ブレイクの

研究に深くひきこまれていく。このブレイク論は、「無律法主義者」（心の中にある神の

律法を基準とすればよく、人為的な制度上の律法に拘束される必要はない。）としてのブ

レイクの本質に迫ったものである。この研究を通し、柳はMystcism（「神秘道」）を自己

のテンペラメントに合致するものとして明確に意識することとなった。 

  このように宗教哲学者としての歩みを開始した柳は、1919 年に発生した朝鮮での三・

一独立運動が、その後の人生を思わぬ方向へ導いていった。朝鮮での武力による日本の

弾圧政策に、次々と政策批判の文章を公表していった。それとともに、朝鮮の芸術に関

心を寄せ、浅川伯
のり

教
たか

・巧兄弟の協力を得て、景福宮内に朝鮮民族美術館を開設し、朝鮮

人との交流が広がっていった。朝鮮での活動は、柳の平和思想を内面化させ、定着させ

ていくこととなった。「白樺」同人の反戦思想やクェーカーの平和思想、ラッセルの講演、

ガンディーの活動に関心をもち始め、非戦思想を内面化していった。 

  朝鮮の芸術に関心を強めていくうちに民芸に開眼することとなる。民芸の発見は、ク

ロポトキンの相互扶助思想を受容し、深化させる過程とも密接に関連していた。民芸運

動開始に先だち、木喰五行上人の手による木喰仏を発見し、民衆の信仰心が優れた美と

なってあらわれたことに気づき、無名の作者が生み出した「信」と一致する美を「理想

の美」として民芸運動は展開されていく。柳は、陶芸家の河井寛次郎、浜田庄司ととも

に、民衆的工芸を略して「民芸」という言葉を造り出し、無名の工人が生み出す日常的

で健康な美を評価した。運動の展開にあたって柳は、優れた美を生み出すことのできる

理想国の小さなモデルをつくり、徐々に広げてゆくという発想に立ってギルド（教団）

の結成に期待をかけた。 
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  1929 年に初めて欧米の旅に出て、ストックホルムでは北方民族博物館やスカンセン野

外博物館に感銘を受け、米国ハーバード大学では「美術にあらわれた大乗仏教の精神」

および「日本における美の標準」について講義を行っている。帰国後、月刊雑誌『工芸』

を創刊し、1934年日本民芸協会を設立し、会長に就任した。さらに、1936年に大原孫三

郎の財政的支援を得て、東京駒場に日本民芸館を設立し、館長となった。 

  民芸運動に邁進していた柳であったが、日中戦争以降の戦時下においては、民芸運動

が潰されぬようつとめ、他方、非戦思想を堅持しながら戦争を煽りたてる行為には加担

しなかった。日本政府は、国民の生活上・文化上の要求を画一的に組織しようとしたが

不評であり、地方文化の活性化を図る方針がとられ民芸が活用されることとなった。し

かし、柳は天皇のために死ぬことを奨励したりはしなくて、日本各地を歩きまわり、す

ぐれた工人を励まし、彼らの制作物がより良質になるように力を尽くした。また、植民

地等への皇民化政策に抵抗を示し、沖縄「方言」論争を起こしたり、アイヌに関する文

章にもうかがえる。 

  戦後は、理想的な民芸美を生み出す手がかりを仏教に求め、仏教美学の樹立を志した。

また、妙好人や一遍上人について研究し、鈴木大拙の後継者と指名された。 

 

第２章 相互扶助思想の受容と民芸の位置 

  柳の一貫して特徴的だったのは、相対立する価値をそれぞれに重んじ、互いの持ち味 

を活かしあうことによって、より創造的なものを生み出すことを願い続けたことである。 

圧倒的力をもって世を席巻する「強者」に対して、「弱者」が自己の存在意義を見失わず

に、本来もっているはずの特色を遺憾なく発揮できるかに強く心を奪われていた。この

問題に取り組むに際して、アナキストのピーター・Ａ・クロポトキンの相互扶助思想に

強くひかれていた。クロポトキンは、生物には強いものが弱いものを滅ぼし深化する面

ばかりでなく、弱いものをかばって互いに助け合って子孫を反映させていこうとする側

面もあることを指摘し、弱肉強食の「ダーウィニズム」に対抗する思想を唱えた。当時

の日本ではクロポトキンのの思想は、大逆事件で死刑になった幸徳秋水はじめ日本の代

表的アナキストたちを連想させる危険思想であったため、柳は公表した文章の中では慎

重に扱った。 

  白樺派同人と日本の代表的アナキストたちは、ある時期までは、かなり近い距離にあ

った。『白樺』と『近代思想』を交換し合っていた時期もあった。しかし、武者小路が「新

しき村」を有島武郎が共生農場の試みをした際には、大杉栄は不満をもち、政治権力と

より直接的に対決する道に入っていった。しかし、柳の周りにはクロポトキンの思想に

近い人々がいて、柳自身も自由連合社会を理想とし、晩年までその思想を持続していた。 

  相互扶助を成り立たせるためには、双方の存在意義を肯定する必要がある。これはホ

イットマンによる一切のものを「全肯定」する思想に共鳴して考えられた。相対立する

「二元」に関する思索を深めていくなかで、二元が相互依存であるという考えに達する。
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この二元についての考え方は、英国の広義のアナキストであるブレイクの思想を学ぶこ

とによって強まっていった。ブレイクは、すべてのものがそれぞれ特殊な個性をもって

いると考え、したがって世界は単色であるはずがなかった。 

  クロポトキンの相互扶助、ホイットマンの「一切のものの肯定」、「二元」に関する思

索の深化、ブレイクの研究というプロセスを経て、次第に西洋に対し、東洋や日本の文

化をプラスに評価していく気持ちを強めていった。 

  ところが、芸術の領域に期待し、日本、中国、朝鮮の美について学ぶうちに、日本の

美の多くが、朝鮮や中国のものもしくは模倣であるとの認識をもつにいたる。まさにこ

のことこそ柳を民芸の発見へと促していった。 

その具体的なプロセスは、次の通りである。民族によって日々親しまれる日用の器具

のなかに、民族の心がじかに現れるという視点を獲得し、日用器具（雑器）に目を向け

始めた。さらに木喰仏を偶然に発見した。木喰仏を集中的かつ徹底的に調査をやり遂げ、

木喰仏を世に送り出すことになった。木喰仏の調査は「日本から産まれた日本固有の仏

教芸術」ととらえた。しかもそこには日常に根ざした民衆の信仰心があらわれており、「信」

と「美」の一致が認められるとみた。その時代には、民衆の信仰心が自ずと優れた美と

なって民衆の日用器具に表現されているとして、無名の工人が作った陶磁器、布類、木

工品、船箪笥、、民衆的絵画に目を向け、「独自の日本」見出すことになる。 

民芸運動開始後、モリスのアーツ・アンド・クラフツ運動の模倣だといわれることを

嫌い、強く反発していた。西洋との相互扶助を可能にするような文化の確立を意識して、

日本の美を探った結果、民芸に開眼したからであった。柳は民芸運動のなかで直観とい

うことを不必要と思えるほど強調しているが、直観というものを東洋思想の核心ととら

えていた結果でもあった。また、そこに日本的仏教思想を取り込もうとしていた。 

1945年８月 15日の敗戦の後になって、「強者」アメリカの文化を模倣しようとする日

本人の姿が多くみられた。この事態に直面し、仏教研究に多くの時間を割いていき、西

洋には見られない「他力の美学」を樹立することになった。さらに自他を二元としてと

らえる発想を西洋的なものとみて、自他が一如となる不二の境地を示したいと願うよう

になる。 

柳は個人作家と工人の間にも相互扶助を成り立たせたいと考えていた。個人作家たち

は、知識や技術をもっているために、美を意識的に作為しようとして自然で無心な美を

生むことができなくなっている。工人は無心であるが、近代化によって伝統が滅ぼされ

つつあるなかで、依拠すべきものを喪失し、方向性を見失っている。そこで柳は、個人

作家が自分たちの失ってしまった無心を取り戻すために工人から学び、方向性を持てな

い工人を個人作家が技術面を含めて導いていけば、両者間の「相互扶助」が成り立ち豊

かな美を生み出すことができると考えるにいたった。ところが、工人の個人作家思考を

戒めたことは大きな問題点とされた。この問題は、人がそれぞれの持ち味を発揮するこ

とと、近代的な「配分の正義」を実現させることの難しさが示されている。非対称的な
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力関係の者同士が相互に扶助しあう場合、成果が「強者」に偏りがちになり、「強者」が

より多くの配分を得ることとなる。「弱者」が「強者」を模倣せずに独自性を発揮し、多

くの配分を獲得することができるかという難問である。 

 

第３章 朝鮮への想い 

  柳は朝鮮問題に強く反応するにいたったのだろうか。家族のなかに朝鮮に在住経験の

ある人物がいた。実姉の直
す

枝子
え こ

が仁川領事の加藤本四郎に嫁いで朝鮮に渡っている。つ

いで実妹の千枝子が朝鮮総督府事務官の今村武志に嫁し京城に住み、病没するまで同地

に在住した。朝鮮の焼物にも早くから関心を示し、学習院高等学科在学中に「李朝染付

牡丹紋」の壺を購入している。 

  柳が朝鮮での活動を展開するにいたった背景を考えるとき、白樺派と近い位置にいた

大杉栄の影響があった。白樺派同人には、西欧の天才たちの文化活動を高く評価し、日

本国家を相対化し、日本の植民地主義についても冷ややかにみる観点があった。この素

地に対し、大杉栄による「そそのかし」が加わり、積極的に向きあう行動が喚起されて

いった。武者小路は「新しき村」の建設に踏み出していった。柳も大杉の挑発や武者小

路の社会へのかかわり方から得た刺激と無関係ではなかった。さらに、朝鮮在住の人と

モノとの出会いもあった。浅川伯
のり

教
たか

が李朝白磁を携えて柳邸を訪問し、「型状美」に関し

「もっとも発達した感覚」をもった民族は「古朝鮮人」であるとの認識をもつにいたっ

た。また、朝鮮訪問の際に、伯教の弟浅川巧に会っており、柳の朝鮮観に大きな影響を

与えた。 

  日本は、1910年の韓国併合後、「武断政治」とよばれる強圧政治を行った。1917年の

ロシア革命にも刺激され、1919年に朝鮮民族は三・一独立運動を開始した。このとき、

日本の政策に対して批判的見解を示すことができた日本人は、吉野作造、石橋湛山、柏

木義円等十名にも満たなかった。そのなかに柳もいて、つぎのように主張している。「日

本は多数の金、軍隊、政治家を朝鮮に送ったが、心の愛を贈ったことがあるだろうか。

われわれは日本の思想を植えつけようとしており、彼らの心を活かそうとしていない。

独立が彼らの理想となるのは必然である。」 

  1920年 5月には妻の兼子が京城で独唱会を行い、音楽会の全収入が朝鮮の文化事業に

提供された。ついで、柳の「朝鮮の友に贈る書」が『改造』に掲載された。その内容は、

芸術的素質に豊かな民がその固有の性質を放棄するよう強いられている。朝鮮は日本の

奴隷であってはならない、それは朝鮮の不名誉であるよりは、日本の恥辱の恥辱である。

また、光化門「破壊」反対の主張を行い、移転についても景観の破壊であると主張して

いる。 

  ついで 1929年に朝鮮民族美術館を景福宮内の緝
しゅう

敬堂
けいどう

に開設した。朝鮮の作品に「民

族の心」を読みとることができると指摘し、民族の特質がみられる朝鮮王朝時代の「日

常の器具」を中心とした作品を収集し、朝鮮総督府の考えとは明確に異なっていた。さ
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らに強調しておきたいのは、以上の活動がかなりの数の朝鮮人の支援を受けながら展開

していたことである。 

  柳の朝鮮観は、第一には、朝鮮の美を「偉大な美」と表現し、偉大な美をもった民衆

が生活している国ととらえていた。第二には、朝鮮人の主体性を尊重していた。第三に

は、朝鮮の文化を一つの有機体＝生命とする観点をもっていた。柳は武力による弾圧は

もちろんのこと、文化的同化政策にも反対していた。なお柳が、朝鮮の美を「悲哀の美」

と表現したことも、朝鮮民族の文化を、自然環境や外部からの侵略にさらされがちだっ

た歴史を結びつけてとらえていたことと関係があった。第四の特徴として、朝鮮人の立

場に自分の立場を転換させながら、朝鮮問題をとらえていた。このような観点をとるこ

とができたのは、朝鮮人と日本人と同じ人間としてみていたことを示している。常に対

立的要素間で視点の転換を繰り返しつつ、物事をみる姿勢を養い、それによって相手の

観点に立つ力を強化していった。 

  ところで柳は、朝鮮人に対して、独立を急ぐよりも文化によって、実力を養成せよと

説いていた。その理由は、ブレイクの狭義の政治には関心を抱かず、政治制度よりも個

人の内発的な力の獲得を重視していたことに重なる。しかも、一切の強制的支配を否定

し、自由連合を理想とする広義のアナキズムに共鳴する政治観をもっていた。さらに、

いかなる正義のためであれ、武力行使に反対するという「絶対平和」の観点を獲得しつ

つあったことも、武力による独立運動に距離を置いた要因であった。 

  以上のように、柳の権力批判の方法は、狭義の政治領域における批判ではなく、美を

も含めた非政治領域まで押し広げ、ガンディーが非暴力的方法によってインドを独立に

導いたように民族の文化を活性化させることによって地位向上をめざすものであった。 

 

第４章 独自の平和思想の形成 

  柳の平和についての姿勢の特徴は、第一にあらゆる暴力や戦争を否定する非暴力・非

戦の思想を内面化し、戦時下においても堅持していた。第二には、世界の平和は、世界

が一色になることではない「複合の美」の観点をもっていたことである。 

  日露戦争までの柳は、同時代の国家主義的価値観の枠組みにすっぽり収まっていた。

その後、日露戦争に戦死した兵士を悼み、さらにトルストイ思想と出会って非戦論者と

なっていた武者小路、内村鑑三に共鳴した志賀直哉ら白樺派同人との交友から学んだこ

とが大きかった。 

  さらに第一次世界大戦前後には、戦争への疑いが強まっており、徴兵検査には幸いに

も不合格となった。白樺派同人やその周辺の人々には、第一次世界大戦に反対する姿勢

がみられた。また、白樺派の人々に期待していた大杉栄も、第一次世界大戦を冷ややか

にみていた。柳の平和問題への関心や反戦感情は、これらの人々の思想的刺激を受けな

がら育まれていった。 

  さらに、柳の反戦感情は、その頃日本に滞在していた英国人ジャーナリストＪ・Ｗ・
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ロバートソン＝スコットとの論争を通じて白樺派同人には見られない独自の平和思想へ

と深まっていった。スコットの第一次世界大戦に対する基本的姿勢は、英国の対独戦行

動をドイツの軍事的「蛮行」への制裁として正当化するものであった。これに対する柳

の反論は、英国の行動をドイツの暴行を取り締まる「万国警察力」として正当化するス

コットの考えに疑いを示した。この背景にあるのは、ブレイクの罪悪に対する「相互の

寛如」であり、クエーカーやバートランド・ラッセルの平和思想から学んだ結果であっ

た。クエーカーの「パッシング・レジスタンス（非暴力抵抗の意味）」の概念を明確に認

識しており、ラッセルのいかなる場合にも武力に訴えない、あるいはクエーカーやトル

ストイの平和主義は事態を打開していくために懸命な政策であり、人々がそうする勇気

をもつかどうかである。力に対して非暴力抵抗で応じることは、力で立ち向かうよりさ

らなる勇気を必要とするが、教育を通じて非暴力を振り向けていくことは可能だという

ことであった。ラッセルは、第一次世界大戦には反対の立場をとっていたが、あらゆる

武力行使を否定してはいなかった。第二次世界大戦を肯定していったことにも示されて

いる。柳はパッシブ・レジスタンスを選択の余地がない絶対的なものとして受けとめて

いる。「無抵抗主義（非暴力的抵抗の意味）」をきわめて積極的にかつ絶対的なものとし

て絶対平和主義を貫いていた。柳は、ガンディーの「無抵抗主義」が、武装の英国を敗

北に追いやり、インドを独立に導いたことを高く評価し、西洋の合理主義的解決法とは

異なった「東洋的解決」を見出していた。 

  柳の平和思想が近代日本の思想史上特筆されるべき点は、「複合の美」と結びつき、平

和思想になっていたことに求められる。「複合の美」とは、「野に咲く多くの花は」「互い

は互いを助けて世界を単調から複合の美に彩るのである。」と記され、世界の平和とは、

世界一色にすることではなく、野に咲く異なる花が互いに補い合うように、異なった民

族の伝統についても互いに尊重し活かしあうことと考えていた。 

  戦後になっても、アメリカニズムという形で続く西洋中心主義に改めて批判の目を向

けていた。「複合の美」の観点をもっていたために植民地での宗主国による武力行使を、

大国間の戦争と同等のものとしてとらえることが可能となった。「複合の美」の美の構成

要素それぞれを対等に重視する観点があったために、「弱者」に対する優越感への戒めを

ともなうことにより「疑似普遍主義」的平和観を突破しえた。「複合の美」の思想は、出

発点にはあらゆる支配・被支配関係を否定する広義のアナキズム思想、なかでもクロポ

トキンの相互補助思想との出会いがあり、一切のものを肯定するホイットマン思想、二

元が相互依存であるとのとらえ方、ブレイク思想、異質な宗教を受けとめることを可能

にする神秘思想の消化によって、強化されていった。 

 

第５章 「周辺」文化へのまなざし 

  柳は、朝鮮と同様、民芸に着目した結果、沖縄、アイヌ、台湾等の「周辺」地域の文

化の豊かさに気づき、それらを日本の将来にとってきわめて重要だと説いた。 
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  沖縄に関する活動のうち、もっとも知られているのは、「沖縄言語論争」である。沖縄

との接点は、学習院中等学科の同級生に、琉球最後の国王尚泰の直系の孫、尚昌がいた

ことによる。紅型の美しさに目をとめ、沖縄の焼物にも関心をもっていた。沖縄に足を

踏み入れた柳は、堂々とした墳墓、首里の都市美、紅型や絣の美、壺谷の陶器、シーサ

ーの彫刻等に感嘆の声をあげた。日本語の原型を保持すると（柳はみていた）言語とし

て「琉球語」に目をとめることとなる。1872年の「琉球処分」によって組み込まれてか

らも、「本土」から強い差別を受け続け、標準語を用いない者には役場窓口での受付を拒

否し、標準語の強制には、「方言」を使用したスパイ行為や当局批判を防ぐという狙いも

あった。このとき柳は標準語の励行に反対したわけではなく、標準語も沖縄語もともに

尊重されなければならないというバイリンガリズムの観点をとった。柳が目指したのは、

近代日本の周縁に追いやられ、低い評価しか与えられてはいない沖縄を日本の中心と位

置づけ、その地位を引き上げることにあった。 

  柳が沖縄とともに重視した地域が東北であった。東北は、「文化的施設がおくれ、経済

は敏活を欠き、生活は苦難の多い」状態であり、「さまざまな天災がこの地方に苦しみを

与え」てきた。しかし、そこには「幾多の学ばねばならぬ優れた要素がある。」文化的価

値からみるならば「驚くべき富有な土地」である、としている。 

  さらに、柳はアイヌの民族文化への敬意の念をもっていた。アイヌを異質な民族とし

て異質なまま認める観点を明確にもっていた。日本政府のアイヌにたいする文化的同化

政策に批判的観点をもっていた。アイヌが優れた美を生む力をきわめて高く評価し、そ

れを自然界と結びついた敬虔な信仰心に由来するとしている。このように、アイヌ民族

の独自性を尊重していた。 

  また、台湾人についても、日本人とは明確に異なった民族だと認識し、彼らの能力を

高く評価していた。織物、陶器、竹細工に高い評価を与えていた。 

  柳が、このように低くみられていた沖縄、東北、アイヌ、台湾の人々を讃えながら訴

えたかったのは、各地域各民族は、その土地の気候・風土を反映させ、特色あるものを

生んでいる。「中央」こそ「地方」に学ばなければならない。これは、西洋文化の模倣に

駆り立てられていた「中央」の人々に対して向けられた言葉でもあった。 

  日中戦争以降の戦時下においては、大きな試練にさらされることとなった。すでに非

戦について思想を深めていた柳は、戦争を煽る行為に加担することを避けたいとしてい

た。国内を一色にする政策には反対したが、地方文化運動においては「国策」と共振し

ていくこととなったのは事実であった。国民精神総動員運動のような「抽象的で観念的」

なイデオロギーに引きずられることなく、「具体的な物」で国民の文化を表現していくべ

きと考え、「日本的なもの」のみならず、「すべての国家が各々の国民性を発揮してゆく

こと」を「自然の意志」とみなす「複合の美」の思想を堅持することによっても自文化

中心主義に陥らぬよう歯止めをかけて、民芸運動の確立と非戦を貫くという難しい舵取

りを強いられた。 
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第６章 開かれた宗教観 

  宗教を重んじる姿勢は、柳に、神の創造物としての自然界の美を最高であるとする美

意識をもたらし、民芸運動における理想的な美のあり方を規定していった。「複合の美」

の思想の背後には、神の創造した自然界に宿されたさまざまな形・模様等の美に驚嘆し

続ける姿が垣間見える。 

  柳が最初にひきつけられた宗教は、キリスト教であった。プロテスタントの神学に興

味をいだいていたが、カトリックに傾いていった。同時に、西洋文明に迎合する姿勢を

批判する観点もみられた。幼少時に父親を亡くしたこともあって、老病死に強い関心を

もっていた。この問題に取り組むにあたって、期待を寄せたのは科学的な方法であった。

卒業論文を執筆する頃には心の問題を科学的に解明するには限界があると認識していた。

しかし、それは科学を否定することではなかった。科学を否定しない宗教観に特徴があ

る。ブレイクの研究を経て、自己の思想的立脚点が「神秘道」にあるとの確信を得た結

果である。神秘道の研究から、東洋思想に関心を向け、「無」「空」に「新しい魅惑」を

感じるようになっていく。その流れは、禅から他力に目を開かされた。柳は他力に徹す

れば、神の摂理が多く作用し、優れた信仰にたどり着くという考えにいたる。 

  朝鮮の芸術の研究を進めていくうちに、日本独自の美の探求に駆り立てられる。その

時期に木喰仏を発見することとなる。徳川時代には、仏像のみならず、他の優れた美も

みられるに違いないと想定し、民衆的な日用雑器に日本独自の美を見出すにいたった。 

柳は、過去に見出した民芸美と同様の優れた美を、新作民芸において生み出す手がかり

を、日本的な民衆的仏教としての浄土系仏教に探りながら思索を展開していく。 

  敗戦後、柳は世界が「強者」としての欧米の文化によって、一色に塗り潰されること

に強い抵抗を示した。日本は世界に文化のうえで貢献できるようにと、「日本で発達した

仏教思想」の大乗仏教にその可能性をもつと考えていた。柳は、仏教美学を「在家宗教」

の「一宗」として建立し、「美の宗教」運動を展開していきたいと考えていた。他の宗派

と同様、経典に「客観的基礎を求める」必要があると考え、『無量寿経』の第四願「無有

好醜の願」にその鍵を見つけだした。「『浄土においては姿に美と醜の別はない』という

真理を述べている」ものと解釈し、「凡器成美」を説いたものとみなし、この「願」を根

拠に「美の宗門」を建立することが可能との結論にいたった。 

  こうして柳は、「在家宗教の有力な一つ」としての「美の宗教」（＝「美の法門」）の建

立をめざし、「美の宗教」運動を展開していくことになり、民芸館の展示を通じて「二元」

をこえた不二の境地を示すことに力を入れていくこととなった。戦後の柳は、一宗を建

立する基礎を経典に探るとともに、法然、親鸞、一遍の三者を有機的に一体のものとし

てとらえ、一遍上人を熱心に追っていった。柳が初めて目にしたのは、一遍聖絵の複製

画であったが、大自然に身を委ねきり、絶対他力の姿を示している一遍を見たのであっ

た。柳は、自身の創始した「美の法門」を法然、親鸞、一遍の宗派に連なるものと位置

づけていた。 
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  また、妙好人について知ったことから、その研究にも力を注いでいる。妙好人と民芸

は、日常を重視する姿において類似していた。また、妙好人が知的教養を欠いていたと

いう点に、民芸の工人の姿をだぶらせていた。 

柳は、近代西洋にはみられないものを探りながら、仏教美学の樹立をはかろうとして

いた。したがって、西洋にアンチテーゼ（対辞）を提供しようとする姿勢が強くみられ

た。アンチテーゼという概念自体を西洋的なものとみて、それをこえる境地をめざして

いく。それは「無対辞文化」（「相対する言辞」をもつことを「対辞」、それをこえること

を「無対辞」と表現した）の提唱という形をとる。人間は、相対概念すなわち二元の相

から離れることが難しいために、悲しみ、苦しみ、悩み、迷いに陥る。対辞の世界では

闘争があらわれ、平和もきわめて困難になる。西洋文化の特徴は論理性にあるが、それ

は永久に二元的相対的対立に終始する。東洋的発想には、直観によって論理的理解をこ

え、対辞を去り「無対辞」の境地にいたろうとするものがみられる。勝ち負けの二元相

克の束縛から抜けようとする願いが多い。 

科学を否定せず、美と結びつき、実践を重んじた宗教は、個性を重んじる宗教であっ

た。世界に異なった宗教・宗派が存在することは自然に近いものととらえていた。さま

ざまな異なった宗教・宗派が、究極的には普遍的な「一つ」に到達するはずだとみてい

た。このような宗教観から異質のものを非難し排斥することは戒めることになる。しか

も、異質なものには学ぶことを重視していた。柳にとって、「捨聖」の一遍上人と「受け

取り手の名人」妙好人を裏表とした人物が理想であった。それは、多文化共生のために

求められる精神態度を身につけた理想的な人間像であった。 

 

終章 柳思想の何を継承するのか 

  「複合の美」という観点から世界を眺めた場合に、アメリカの行動を取り上げ批判す

るに違いない。アメリカ内のアラブ系アメリカ人に対する姿勢や、テロへの報復や大量

破壊兵器所有を口実に展開されたアフガニスタンやイラクへの武力行使には、厳しい目

を向けるであろう。批判の鉾先は、チェチェン等の民族を武力で弾圧しているロシアや、

チベット、ウィグル族を制圧し続けている中国政府にも目を向けるであろう。一方、虐

げられた人々に対しては、非暴力を重視するよう促し、文化領域でのエンパワーメント

（能力強化）をはかりながら地位向上につとめるようすすめるであろう。 

  日本人に関しては、アメリカに追従し、独自の行動をとることができない点を俎上に

のせ、文化的な誇りをもつよう促すとともに、それを絶対視せず軍拡路線に走らぬよう

説き続けるであろう。さらに、沖縄基地問題、福島の原発問題に対し、かっての植民地

のような地域に対し、具体的行動を考えていくであろう。 

  「複合の美」の平和という観点に立つとき、第一に、世界を一色にすることが平和を

もたらす道ではないと説いている。多文化・多民族の共生が求められている現代世界に、

必要な発想である。人間は、時代の主流となっている価値観のもとでの競争に駆り立て
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られている。これは、上位に位置するものをモデルとみなして、それを模倣しているこ

とが考えられる。つまり、権威に弱いことが問題である。権威から自己を解放するには、

モノをじかに見るという方法が大事である。また、自己中心主義を克服することが必要

である。「弱者」の立場への「視点の転換」が求められる。さらに、相手から積極的に学

ぶ姿勢が必要である。 

  第二に、民族や地域の文化を活かした平和論の構築が可能であることを示している。

歴史の進行方法が、社会の構成員間の力関係の平準化に向かっていることを考慮に入れ

た場合、「弱者」についても、国際関係の主体とみなす平和論を構築していく必要がある。

多文化共生を重視するためには平和論にもそれが反映されなければならない。先進国の

価値観によって世界を一色にするような平和論でなく、それぞれの文化的特徴を尊重で

きる平和論が構築される必要がある。民族ならびに地方の文化に肯定的であった柳の事

例は、自文化の積極的評価が、平和と矛盾するものではないことを示している。 

  第三に、非暴力が積極的な力であると説いている。しかも、非暴力の領域にはきわめ

て広い活動の余地がある。力のない状態で正面からぶつかるよりも、文化領域での活動

を活性化させ、それによって地位を向上させていくという方法である。非暴力を積極的

なものととらえ、そこで可能なさまざまな活動を具体的に考えていくという柳のやり方

には学べるものが多い。 

  日本は幕末の開国以来、西洋の最先進国をモデルとして、それを模倣することによっ

てめざましい発展をとげてきた。戦後も同様であった。個人も地域も国家もそれぞれが

「強者」の亜流になってはいけない。自分は他者の精神的奴隷にはなるまい、同様に他

者にもそのような道をとらせまいとする強い思いに柳思想は貫かれていた。しかも、そ

れを実現する方法は非暴力によるべきだとした。その根幹にあったものこそ「複合の美」

の思想であった。 

以 上 


