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第 38 回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会                                          

2012.3.24 

櫛野幸孝 

 

『イカの哲学』          中沢新一・波多野一郎 

 

 中沢新一が、「イカの哲学」に出会った経緯は、東アフリカをフィールドとする文化人類

学者富川盛道氏の「サバンナの木」の中に「山と山とはめぐりあわないが人と人とはめぐ

りあう」というタンザニアの牧畜民タガートのことばで始まる論文の中である。このこと

ばを伝えている人々の生きている世界を「存在論的世界」と富川氏は名づけ、人間主義的

ヒューマニズムの存在論的根拠を否定する波多野一郎の「イカの実存」を紹介しているこ

とによる。 

 

「イカの哲学」の著者波多野一郎は、京都府の綾部で、「グンゼ」創業者波多野鶴吉の孫

として生まれた。早稲田大学に入学し、学徒兵として召集され、陸軍航空隊に配属。南満

州の基地に配属され、特別攻撃の命令が出るも、出撃の前日にソ連が満州国境から侵入し、

出撃命令は中止された。一足先に飛び立った部隊は全員玉砕したが、数時間の差で生き残

った。その後、ソ連軍の捕虜となり、シベリアにおける強制労働に服する。徹底した共産

主義教育にも拘らず、ソ連の対極であるアメリカの生活を自分の眼で確かめてみるまでは、

判断を延期しておくこととした。帰国後、スタンフォード大学大学院の哲学科に入学する。

その頃、哲学者デューイの指導と活動によって、パースにはじまるプラグマティズムがア

メリカ独自の哲学として華々しい展開を見せており、波多野一郎もプラグマティズム哲学

の研究をとおしてアメリカという国の力量と可能性を見極めようとした。 

アメリカ文明はヒューマニズム（人間主義）を掲げており、地球上に生活しているあら

ゆる生命の中で人間こそが特権的な存在だという考え方に根ざしている。このヒューマニ

ズムの思想が広がっていくにつれて、人間は人間のことさえ大切にすればよいとの考え方

が多くの人の心に植えつけられて、自然界にある物的資源も生物たちも、自分の都合で利

用してもかまわない対象物として扱われるようになった。この思考法は、人間と自然の関

係にとどまらず、人間と人間の間のことを考えるときにさえ、人の心に忍び込んでしまっ

た。この点で、アメリカ文明の基礎もソ連の人間中心主義と少しも違っていないのではな

いか、と波多野は考えるようになった。 

現代戦争のまっただなかで戦い抜いた体験をもった者の一人として、現代戦争の原因が

最も高い価値をおいているヒューマニズムそのものの内部に根ざしているのではないかと

直観をいだくようになった。このような直観から「人の世の平和をつくる手がかり」を模

索していた。 

模索中の彼は、学費をかせぐためにカリフォルニア州の漁港モントレーで、水揚げされ
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たイカを箱詰にして冷凍に回す仕事をおこなっていたが、そのなかで思想の閃光が走った。 

それが「イカの哲学」である。平和実現のための絶対的基礎というものに結び付けながら

思考しており、ヒューマニズムを超えた地点にまで出ていって、そこからプラグマティッ

ク（実践的）に平和の実現がおこりうる可能性を探ろうとしている。 

 

 

 

「イカの哲学」（波多野一郎） 

 

 スタンフォード大学の大学院コースで哲学を専攻している日本人学生『藤野大助』が、

翌、一年間の授業料をかせぎ出すために、カリフォルニア州モントレー港の夏季アルバイ

トに従事することになる。そのアルバイトとは、モントレーの沖合で獲れるイカをアルバ

イト先の主人が買い、サンタクルスの魚河岸でイカを冷凍にする作業だった。 

 朝食前に、氷で冷やした真水の水槽にイカを入れて汚れを洗いおとし、冷凍・包装する

準備をおこなう。朝食の後、水槽のイカをすくいあげ、チェンコンベアに載せて、イカを

紙袋につめる役の女手の手許まで送る作業です。この作業は、１日１０時間にも及ぶこと

になる。この作業は重労働ではあったが、大助君にとっては天国であった。何故ならば、

第二次世界大戦後、満州でソ連の捕虜となり、シベリアで４年間も炭鉱労働を経験してお

り、その比較からは天国と思えるのです。しかし、大助君はシベリアの経験を忘れてはお

りません。 

 大助君は、太平洋戦争勃発時早稲田大学の一年生であり、二年後に航空隊に入隊して戦

闘機の操縦士としての訓練を受けはじめました。当時は、日本の国民全部が極端な右翼的

国家主義に片寄っていましたが、彼は英国において展開された経験論及びアメリカのプラ

グマティズムを講義していた指導教授のおかげで、軍国主義に対して批判的態度をもって

いました。しかし、大助君の情況判断によると“戦争主義者”は日本の内に存在するのみ

でなく、他の国々にも在るのだ、と認識していました。「一旦戦争がはじまって、他の国か

ら挑戦して来たからには彼自身も武器を執らざるを得ないのだ。」と結論するに至りました。

しかしながら、彼の敵は他の国の人民や軍隊ではなく、他国及び自国日本の大本営だと確

信を持っていた。 

 当時の日本の若い世代の全部に覆いかぶさっていた『死』から回避出来ない状態に追い

つめられていた大助は、徴兵令状を貰ったとき、一般兵科を選ぶかわりにより危険率の高

い航空隊を選ぶことがより安全だと考えた。しかしながら、丸一年間の訓練の後、特別攻

撃の命令が降ったのです。この命令の下達は死刑の宣告であり、その執行までに一ヵ月の

猶予期間がありました。この一ヵ月の間に二十年間を振り返り、自分自身の子供を持つと

いうことが存在の意義ではないかと気がついたのです。しかし、「人間の生き甲斐が、ただ

一人の子供をこの世に残すことだなんて、こんな答はいったいなんだろう。何処からこん
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な結論が出て来たのだろう？」と静かに反省し、彼の思惟の鎖を根源にさかのぼってたど

ってみた。そして得たことは、この答は本能から出て来た結論ではないか!! 死に対する嫌

悪も本能に外ならない。「若し神様、もしくは創造主といわれる如き何ものかが、実際に存

在するとすればきっと、本能の傾く方向の延長線上の“何処かに”実在するに違いないの

だ。」という結論に達した。 

 大助の隊が自爆攻撃のため、出発の命令を受けた翌日、ソ連軍が満州に侵入しはじめ、

大助は沖縄での死刑から救われたのです。しかし、その後、ソ連軍の捕虜としてシベリア

へ送られ、炭鉱の重労働と飢と零下 40 度の寒さ、それに加えて共産主義の教育という敵と

の戦争がはじまりました。４年間の強制労働と共産主義教育の中でも、大助は共産主義に

賛成はできませでした。シベリア内部の諸工業の再建ぶり及び向上しつつある一般市民の

生活程度、その他の共産主義経済の成果等をみても、その場においては結論を渋ったので

す。「これは世界の一部分に過ぎないのだ。俺達は世界の他の部分を見なければ、乃ち、ヨ

ーロッパとアメリカを見なければ何ともいえないのだ!!」との結論に達したのです。 

 

 大助君は重労働の際に、歌が出て来る癖がありました。それは、国粋主義的な軍歌か、

共産主義的な労働歌でした。彼は呆れてつぶやくのでした。「これ等の歌は皆、どれもこれ

も、何等かの政治思想（何々イズムというやつ）によって、毒されたものばかりじゃない

か。政治思想に無関係な歌は一つも出てこないではないか!!」と、自分自身が嫌になってし

まい、イカ達の社会をうらやましく思うのであった。 

 チェンコンベアに載せるために手網に入ったイカ達が、大助君の疲れのため、幾疋かが

こぼれ落ちるようになりました。そのイカ達が「どうして俺達を不注意にも床に落したり

なんかして、俺達を差別待遇するのかね？俺たちが死んだのも立派な商品になるためなん

だ。俺達は人間様の立派な食卓のお皿の上にのっかって、立派なステーキになるために死

んだのだ。俺達の存在を無視しないでくれよ、俺達を忘れないでくれ！」としゃべりはじ

めました。この思いに大助君は、この世に棲息するすべての生物の実存を考えながら、一

つの有機体の実存について考えてみました。イカ達が捕獲される前に大洋で棲息している

ときの情況を思い浮かべてみるのでした。彼等は彼等なりの社会生活をしているにちがい

ない。そのイカ達が、漁師の網にかかって獲られる瞬間に、漁網はイカ達にとっては一つ

の原子爆弾のようなものであることを理解したのです。 

 イカは食物として存在する。われわれ人間共は、動物体を材料として出来た食物を摂る

ことをやめたら、植物を材料として出来た食物だけで暮らして行かねばならなくなる。こ

れは仏教における菜食主義となる。精進料理は、仏教の根本教理の一つである大慈悲、乃

ち、地上の生きとし生けるものに対する、深い憐みの念から出たものであるが、大助君は

この仏教の教理が、人間の最も崇高な知恵であると思われるようになりました。 
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 ここで、再び人間界の戦争について考えます。 

 「人間世界においては、思想の相違が戦争の原因であるのだ！」「・・・・・・イズム、

というのも一つのものの考え方に過ぎないのだ。で、あるから・・・・・・イズムなどと

いうもの、それ自体には実存はないのである。」われわれ人間世界のお互い同士の間には、

多くの相違が見られる。ものの考え方における相違も不可避であるように思える。しかし、

禅宗の仏教徒たちは、生ある動物たち一つ一つの実存を理解し得る程、動物たちに対して、

深い憐みをもっている。「それだから、彼等は動物たちを殺したり、食べたりすることがで

きないのだ。それと反対にわれわれは、彼等動物たちが生きているときの実存をすぐ忘れ

るので、われわれは平気で動物を食べ得るのだ。そうすると、われわれの世界の戦争とい

うものもお互い同士の実存についての相互理解の欠如から起こるのにちがいないのだ。」つ

まり、相異なった文化を持って、相異なった社会に住む人々がお互いの実存に触れ合うと

いう事が世界平和の鍵である、との結論に大助君は達した 

 

 では、何故に、大助君は在来のヒューマニズムを世界平和の鍵として取り上げなかった

のか？大助君はこう考えたのです。人間以外の生物の生命に対しても敬意を持つことに関

心のない在来の人間尊重主義は理論的に弱く、動物達と人間を区別しようとする境界線が

曖昧になり勝ちであり、それ自体には、戦争を喰い止めるだけの力が無い。と、大助君は

結論をだしたのです。 

 

イカの哲学から平和学の土台をつくる（中沢新一） 

 

１．イカとカミカゼ 

 波多野一郎は、人類に恒久的な平和が実現されるための根本条件を探り出そうとしてい

る。『イカの哲学』では、戦争と平和の本質が深い生命直観の中で、考え抜かれている。し

かも、その生命直観は、かってない激しさで戦われた現代戦争をくぐり抜ける体験の中で

鍛え上げられたものである。 

 

 イカは節のない柔らかい体をした軟体動物である。体の構造の中で、興味深いのは目で

ある。イカは信じられないほどに複雑な眼球を持っていて、そこから膨大なヒット数の情

報を取り入れている。ところが、脳の構造は原始的で単純にできているので、とてもそれ

だけの情報量を処理できる能力はない。 

人類のような知的生物も含めて、この地球上にある生物すべて、地球が生み出した。 

『「ひとつの地球
ホ ー ル ・ ア ー ス

」の概念は、運命共同体という考え方を受け入れやすいものにしてくれた。

われわれも、青い目のホタテ貝も、ウシも、地上を這うものすべても、いずれの種も最終

的にひとつの種に帰する。このすばらしいシステムの中で真に魅惑的で衝撃的なことは、

われわれひとりひとりの中に「イカ的なるもの」があるということである。』（生物学者ラ
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イアル・ワトソン） 

 私たちひとりひとりの中に「イカ的なもの」が活動していることは、たしかである。私

たちの生命と知性は、地球生命体的なものに直接のつながりを持っている。このうちでと

くに知性として働いている「イカ的なもの」は、「無意識」と表現されてきた。無意識とい

うものが、言語をつかってものを考える知性とちがって、柔かい流動体のように動き変化

しながら、柔軟な思考をおこなっているのは間違いない。私たちの生命と知性の中で活動

し続けている、この柔かい流動的なものを、地球生命につながりを保ち続けている「イカ

的なもの」と呼ぶことにする。 

 

 『イカの哲学』の著者の内部で実存の深いレベルでおこったのは、彼が異常な戦争体験

を持ったからである。無意識の思考の中で、カミカゼ特攻隊員としての体験は、イカの生

存そっくりだと考えるに至った。戦闘機は、編隊をなして大空を飛行していく。この姿は、

大洋をゆくイカの群れに似ている。近代的ヒューマニズムの対極にある国家主義の考え方

が、実行に移されている。戦争を遂行するのは国家であり、ひとりひとりの生命と知性が

従属することによって、大きな群れをなした日本人たちが、大規模な戦闘行為をくりひろ

げた。 

 彼は、特攻隊の出撃までの短い時間に、「私はこの世に私自身の子供をたった一人残した

いのだ。」と自分の人生が生物としての完結を実現して欲しい、と願っている自分に気がつ

いた。つまり、本能そのものの処に来てしまった。特攻隊を志願した彼の思考を突き動か

していたのは、近代的ヒューマニズムからは否定された、日本人の内なる「イカ的なもの」

による思考にほかならない。大洋を泳いでいくイカたちは、イカとしての生命を完結でき

る。彼は、本能的、無意識的な「イカ的なもの」による思考（個より種を重視する思考）

を否定しない。政治思考としてあらわれた「イカ的なもの」が、原始的な生命感覚として

の「イカ的なもの」を、否定してしまっている状況に気がつく。 

 

２．生命の深みで戦争と平和を考える 

 たいていの戦争論・平和論は、人間のつくる社会や国家や法律や経済のレベルで語られ

ることが多く、生命の深部にセットされている可能性として認めて平和の可能性を模索し

た試みは、多くの類例がない。生命の深部に平和学の土台を据えるという、むずかしい問

題に取り組んでいる。『イカの哲学』の著者は、戦争体験の中、自分の生命を遺伝子として

持続させようとする強烈なエロスの欲望と個体としての自分の死が、極度に接近した状態

で思考した。 

 

 イカ漁は、「イカの狩猟」にほかならない。イカにとっては、生の中に不意に死が入り込

んでくる状況がつくられる。狩猟は、日常的な暮らしの中で、おたがいに接近しないよう

に分離された「生」と「死」が急接近する。絶対的な矛盾を抱えこんでいる二つの項目が
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異常接近してしまう状況では、もはや合理的な判断や論理的な思考は通用しにくくなる。

まさにそのときに、生命そのものにセットされた知性のはたらきが浮上してくる。生命活

動そのものが知性なのだけれども、そこには合理的な思考から見たら矛盾の坩堝のように

見える。しかし、それこそが知性の原初的な働きであり、それが原理的に「戦争」と酷似

していることは否定できない。 

 

 生命論の深みで、戦争と平和の問題を考えていくと、生命の本質の中に隠されている原

理としての「戦争」というものが浮上してくる。生命の奥深くにセットされていて、宗教

も芸術も同じこの原理から生み出される。この原理を「エロティシズム」と呼ぶ。この概

念を、はじめて生命論の深みから取り出してきたのは、ジョルジュ・バタイユである。生

命は非連続な個体性を自分の力で生み出し、維持しようとしている。ところが、生命の内

部にはそれを壊して連続性を引き入れる原理が隠されていて、生殖の瞬間にその隠れて原

理が表面に躍り出てくる。生命と非声明を分ける分水嶺が、自分の個体性を自分でつくり

だすことのできる生命の示す能力である。「自己」と「非自己」の見分けをおこない、「自

己」の内部に自分とは違う遺物が侵入してくると、免疫抗体反応を発動し、異物を排除し

ようとする。つまり、生命には自分を認識する知性機能が宿っている。しかし、同時に正

反対の活動もおこなう。生殖の瞬間に、生命はその能力（免疫抗体反応）を解除し、個体

の死を意味する連続性を自分の中に引き込もうとする。 

 生命には、自己と非自己とを分け、異質な非自己を排除するという働きが深いレベルで

セットされている。ここでは、生命的な自己は、言語がつくりあげる「私」という幻想の

主体に姿を変え、それをもとに社会がつくられる。言語は私たちの思考や行動を整える「掟」

となり、日常的な暮らしをささえている。この側面を、生命の「平常態」と名付ける。し

かし、生命は同時に「個体性を壊してまでも連続性を自分の内に引き入れようとする」エ

ロティシズムが、深いレベルでセットされている。生命には「平常態」と「エロティシズ

ム態」という二つのモードが共存している。 

 人類の心がつくりだすものには、二つの逆方向を向いた側面が、共存している。一つの

側面からは、個体としての同一性を保ち続ける機構（平常態）であり、もう一つの側面は、

個体を壊してでも連続性を引き入れようとする機構（エロティシズム態）である。 

 

 このエロティシズム態は、生と死は一つに溶け合ってしまっている。そこから芸術と宗

教が発生した。そして、戦争も、そのとき人類の徴として発生した。旧石器時代の戦争は

狩猟の延長線上でおこなわれていた。この時代の戦争は、敵を徹底的に攻撃して、殲滅す

るような戦争は慎重に回避されている。そうやって戦争が止むと和平交渉がはじまる。た

いていの場合、和平の実現は結婚による。戦争のエロティシズムが、性愛と生殖のエロテ

ィシズムに席を譲り、社会はもとの静けさへ戻っていく。 

 ところが、国家が発生してくると、この戦争の原理を変えてくる。国家は、領土や権力
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の維持拡大に利用するために、自分の内部に「戦争」を組み込んでいく。近代戦争になる

と、生命と知性の原理からの戦争の逸脱はますます深く進行していくこととなった。 

 

 ホモサピエンスの心のエロティシズム態から戦争の原理は生まれる。ところが、心の構

造のまったく同じ場所から、戦争とは正反対の原理が出てくる。有性生殖をおこなう生物

では、精子と卵子の結合から新しい生命の誕生はおこる。生殖というエロティシズムの構

造の働くこの場面で、メスの生体は自分の免疫構造を解除して異物を受け入れる。動物と

人間のこの免疫機構に反する行動が、人間にあっては「愛」の生物的土台をかたちづくっ

ている。この点に、多くの宗教思想は注目してきた。キリスト教の伝統は、自己犠牲をと

もなう愛の働きに高い評価をあたえ、仏教の伝統では、あらゆる有情（心をそなえた存在）

へ「慈悲」の心を抱くことの重要性が語られてきた。多くの宗教が語る愛や慈悲は、戦争

に反対する。戦争を人類の心の構造が生み出すひとつの純粋な原理のあらわれとしてみる

ならば、その本質は「殺すな」という社会の掟を破って、お互いを破壊して、社会の中に

連続性を引き込もうとするエロティシズムにあり、その戦争を、同じエロティシズム態か

ら発する愛と慈悲は否定する。 

 

 平和の思考を究極のところでささえることができるのは、生命と思考の「エロティシズ

ム態」から生まれる。そうした思考は同じ心の仕組みから生み出される戦争と背中合わせ

の関係にある。戦争の反対物は、日常的平和を実現できるの生命と知性の「平常態」であ

ることになるが、生命の深部からわきおこる愛や慈悲をささえる絶対的な平和な思考とは

矛盾した関係にある。生命と知性に平常態とエロティシズム態という二つのモードがある

ように、平和にも平常態とエロティシズム態の平和がある。 

 平常態の平和は、掟や法がその土台となっており、市民社会に安定をつくりだそうとし

ている。それ故に戦争に反対する。これにたいして、エロティシズム態の平和は、戦争の

原理が生まれてくるのと同じ心の構造から生まれながら、エロティシズムの原理とネガテ

ィブな形でしか実現していないという理由で、戦争を否定する。 

 平常態の平和は、安穏な生活を保障してくれるが、法や掟や労働はあっても、愛が欠け

ている。人類の心には、エロティシズムが活発に動きだす必要がある。その構造がネガテ

ィブに働くとき、戦争が出現してしまう。エロティシズム態の平和は、戦争へ向かおうと

する生命の衝動を、愛や慈悲につくりかえてしまおうとしてきた。その戦争否定は、平常

態の平和がおこなう戦争否定より、はるかに根源的である。 

 

３．実存は戦争を抑止する 

 『イカの哲学』の著者は、その文章の中に「実存」という言葉を使用している。イカを

ただの人間の食料となるべき有機物とみる「物象化」の思考に反対して、「心」をもった存

在としてとらえている。イカには発達した脳はない。しかし、世界の変化を感じ取り、そ
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れに敏感に反応する「心」をもっている。「イカの心」は、「ヒトの心」と本質においては

同じ知性なのである。イカと人間という生物種を分け隔てる障壁を突破して、イカの「心」

で働いている知性と自分との間に、ひとつの連続性をつくりあげる直観的知性の衝動があ

る。この衝動は、他の生物との間の連続性を取り戻そうとする。これは、エロティシズム

態にある知性の働きである。この知性が働きだすとき、すべての生きもの,すべての「心」

あるものは実存へと変容していく。 

 

 脳内に「流動的知性」を発生したことが、ホモサピエンスの出現であるならば、エロテ

ィシズム態の知性の働きこそが、人類の徴である。人類の言語には、比喩能力があり、流

動的知性がつくりだしたものである。エロティシズムは、生物的なレベルでは、個性体を

否定して連続性を引き込む生殖のメカニズムとしてあらわれる。それが人類の思考レベル

では、この世界を無数の個体の集積としてではなく、共感にみちたひとつの宇宙となる。

このような宇宙では、イカは、人類と対等の資格をもった仲間である。 

 ホモサピエンスは、狩猟採集社会では、他の生命への共感にみちた「実存主義」が、社

会一般の哲学となっていた。狩りで殺した動物や、植物から採集した木の実や根茎などを、

人間と同じ敬意をもって丁重に扱う儀礼が発達した。この思考のエロティシズム化をいっ

そう推し進めたところに神話が生まれた。多くの神話が、人間と動物の間には、なんの違

いもなく「動物の内部」から世界の様子をながめる視点を確立してきた。『イカの哲学』の

著者が、究極的に求めた表現とはこのようなものであり、人間の思考はエロティシズム態

の知性と合流し、生命の奥に宿る連続性への、深い生命の欲望につながっている。このよ

うな神話によって狩猟の論理が生まれ、動植物の乱獲を防いできた。この「森の倫理」が、

地球上で動物の乱獲も、自然破壊も、あまりおこらずにすんだ。 

 同じ倫理は、戦争にも適用された。敵の中に、実存を発見するというエロティシズム態

の思考であった。『イカの哲学』の著者は、戦争を生み出すメカニズムの中に立ち、それを

否定し、乗り越えていく原理を探ろうとしている。戦争を生み出すのは、人類の心の構造

なのだから、戦争を生み出す人類の心の中に踏み込んで、戦争を乗り越える原理を見いだ

そうとした。 

 

４．超戦争に対する超平和 

 戦争はつねに実存へのなにがしかの配慮が残されている。たとえ、戦闘中においても、

あまりに残虐な行為は許されるものではないし、非戦闘員たる市民への無差別な攻撃は、

戦争法によって禁じられている。しかし、第一次世界大戦以降、兵器の発達はめざましい

ものがあった。第二次世界大戦では、人類のエロティシズム態の思考力は、それまでの戦

争の限界を超えて、超戦争の段階に踏み込んでしまった。武器の発達の中で究極の爆弾と

予想された原子爆弾の発明がなされた。この核兵器による破壊は地球的規模に拡大し、地

球上に生きているすべての生命と未来に生まれるはずの生命すべてが、修復不可能な損傷
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を受けることになる。 

 多くの社会で、かって戦争は狩猟の延長として考えられていた。狩猟におこったことは、

形を変えて、人間の世界の現実となる。機械化された近代の漁法が発達すると、魚やイカ

は実存ではなく、お金に換えることのできる資源とみなされた。更には、たくさんのイカ

が捕獲できるような漁法が、つぎつぎと開発された。この光景は、人間たちの上に原子爆

弾を投下するのと同じ構造でできていると、『イカの哲学』は語る。超戦争は、エロティシ

ズム態の知性が生み出した戦争が、みずから設けてきた限界を超えてしまう。日本人は、

人類中初めてこの超戦争を体験させられた。日本は、核戦争を体験した唯一の国として、

戦争を超えた超戦争に向かい合う「超平和」の原理を模索するという人類的な課題を与え

られた。戦後の日本は、超戦争をくぐり抜けた体験を経て、超平和の思想を憲法第九条で

表現した。 

 

 ヒューマニズムは平常態の思考として、人間と動物の区別の上に立って、人間の尊重を

謳いあげる。しかし、これは弱い土台の上に立っているために、超戦争の現実には立ち向

かうことができない。生命のエロティシズム態のもっとも奥深い部分から立ち上がる生命

と思考のあらゆるレベルで、「個性体を壊して連続性を引き込もうとする」原理が必要であ

り、「小さな生あるものの実存を感知する」能力が生まれる、『イカの哲学』の著者は結論

づける。 

 

５．エコロジーと平和学をつなぐ 

 古代の人々は、狩猟と戦争を一続きのものと考え、狩猟を戦争の前段階ととらえていた。

神話はエロティシズム態の知性が生み出したものであり、深い実存的共感を抱く動物を殺

害することに抵抗感があった。しかし、人間は自分が生きるために、その共感を停止して

無慈悲に殺すことをおこなった。そして狩りのすんだあとには、「動物の実存」を再確認す

るために、動物たちの霊をおごそかに送った。 

 人類の思考は、知性のエロティシズム態を基体としているため。他の人間を自分の同類

として認める能力を有している。ところが戦争は、敵である人々が自分と同じ実存である

という認識から生まれる共感を一時的に忘却する。これを避けるために、人類は狩猟が戦

争に突入してしまうことを回避する知恵を発達させてきた。 

 ところが、近代において、人間は自然を相手とする大規模な戦争を開始してしまった。

近代の科学技術と経済は、自然から実存を奪ってきた。自分が開発や搾取の対象としてい

る相手が、実存であることを忘れてしまった。 

この状況をヒューマニズムでは超えることができない。人間ばかりか非人間の中に実存

を見いだすことのできる直観された思想が、自然との戦争状態に「停戦」をもたらすエコ

ロジー思想につながると理解することができる。 

以 上 


