
南山大学社会倫理研究所 編

南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所 

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
講
演
集

人
間
・
社
会
・
未
来

 
 

―
相
繋
が
り
生
き
る
基
盤
を
求
め
て
―





南山大学社会倫理研究所 編

南山大学社会倫理研究所 研究プロジェクト講演集

人間・社会・未来
―相繋がり生きる基盤を求めて―

2011 年





iii

 

序言

本書は、南山大学社会倫理研究所が 2010 年度に開催した講演会（懇話会・研

究会）の記録です。現代の社会倫理に関する課題を学際的に取り組む当研究所で

は、いくつかの研究プロジェクトを立て、それぞれのプロジェクトのコンセプト

に緩やかに関連するテーマをその都度選び出して、それについて最も活きの良い

研究報告をしてくれると思われる講演者をお招きし、議論を重ねてきました。こ

れまでにも、数々の講演が行われ、その一部は研究所ウェブサイトにてお読みい

ただくことができます。本年度は、社会倫理研究所が「経済倫理研究所」という

名で設立されてから 30周年に当たるため、例年以上に精力的に活動を展開して

きました。そうした足跡を形にして残すべく、本書は企画されました。

本書に収録されている講演が関連する研究プロジェクトは、「保護する責任」

研究プロジェクト、「公正と平和」研究プロジェクト、「法・制度・倫理」研究プ

ロジェクト、「経済・経営・倫理」研究プロジェクト、「倫理学の可能性」研究プ

ロジェクト、「歴史・記憶・情報」研究プロジェクトの六種類です（社会倫理研

究所が、その他どのような研究プロジェクトに取り組んでいるかは、所報『時報

しゃりんけん』をご一読下さい）。倫理と言えば、個人の心の問題であろうと考

える方も少なくないかもしれませんが、実はより大きな文脈の中でさまざまに問

題となりうるものだということが、本書を通じてご理解いただけるのではないか

と思います。倫理を論じる研究領域もまた、当然ながら、倫理学に尽きるもので

はありません。本書においても、国際政治学、歴史学、社会学、人類学、法学、

経済思想史など、さまざまな領域の専門家が、それぞれのアプローチで幅広く倫

理に関わる事柄を論じています。たとえば、現在新たな領域として立ち上がりつ

つある「Digital Humanities」は、一見すると倫理とは全く無関係な学問方法論

の話だと思われるかもしません。しかし、人間の読み書き能力がもつ政治性や権

力性、また、民主主義社会の根幹となるべきアーカイヴズの位置づけなどを念頭

に置いたとき、連綿と蓄積されてきた文書を読み・解釈し・書くことを方法論と

して営まれてきた人文学が、かつてないほどに大きく変容することで、私たちの

日々の生き方を左右することは十分にあり得るでしょう。そうした人文学の変容

について、その萌芽的段階から知り考えていくことは、大きな社会倫理の課題で

あると言ってもよいのではないでしょうか。このように、本書には、既存の学術

的な枠組みを尊重しながらも、それを超えていくことで、取り組むべき問題を明
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らかにする社会倫理研究所の方針がはっきり示されていると思います。

お招きした講演者の方々は、主に、いわゆる若手から中堅に位置する層の研究

者です。昔から現代まで共通して問われ続けている問題も、現代において新たに

問い起こされた問題も、併せて別の視角から改めて問い直すことができるよう、

あえて次代を担うであろう人々をお招きし、語っていただきました。また、講演

録ゆえの未整理な部分も意図的に残すことで、その後の議論の深まりを誘発する

「あそび」のある内容となっていると思います。本書が、幅広く現代社会の諸問

題にご関心のある人々にとって、何らかの知的刺激の源泉となれば幸甚です。

最後に、本書を作成するに当たり、社会倫理研究所研究員の大庭弘継さん、研

究所事務局の垂井久子さん、伊東真里さんに多くのご協力をいただきました。こ

の場を借りて御礼申し上げます。

社会倫理研究所では、定期的にこうした講演（懇話会）を開催しています。ご

興味をもたれた方は是非一度足をお運び下さい。これまでご参加下さったことの

ある方は今後ともよろしくお願いいたします。関連情報については、社会倫理研

究所ウェブサイト（http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ISE/）をご覧下さい。

編集担当　奥田 太郎
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「保護する責任」研究プロジェクト

はじめまして、シンガポール国立大学の中野です。御紹介いただきましたよ

うに、私はこちらの社会倫理研究所で２年ほどお世話になりました。その後シ

ンガポールに行きまして、２年ほどたっております。今回は私が一時帰国する

ということで、急遽このような会を設けていただきまして本当にありがとうご

ざいます。

私は社会倫理研究所時代にも矢内原忠雄の思想について話す機会をいただき

ました。そのときの話と少しダブるところもあるかと思いますが、当時とは若

干アプローチが異なっています。どういうことかと申しますと、私が矢内原忠

雄の思想を研究しているというと、だいたい思想史の研究者かなと思われます。

つまり、過去の文献を一生懸命読み込んで、その時代背景を踏まえてその人が

国際関係論と帝国論    国際関係論と帝国論    
　―矢内原忠雄の思想と現代　―矢内原忠雄の思想と現代

中野涼子中野涼子
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国際関係論と帝国論

何を言おうとしているかということを理解し、それを紹介する、さらには、そ

の時代における思想的な潮流の中にその人の思想を位置付けることを目的とし

ていると、思われるのです。しかし、今回はそれとは少し違う観点から矢内原

の思想を取り上げたいと思っています。それはひとえに、私が国際関係論を専

門とし、現代の国際社会の問題に興味をもっているためです。

現代の国際社会を読み解くために、国際関係論にはさまざまな議論や概念が

あります。しかし、これらの理論や概念のすべてが現代の問題を理解し、展望

を開いていくために有効であるかというと必ずしもそうではありません。なぜ

なら、国際関係論は自然科学ではないからです。自然科学であれば、理論の正

しさはテストを何度か繰り返して常に同じ答えが出ることによって証明されま

す。それに対して国際関係論の理論は、その時代の状況に応じて変化せざるを

得ません。現存する概念や理論は、ある歴史の中で主流になったものに過ぎず、

時代が変われば有用でなくなる可能性があります。そのため、国際関係論では、

国際社会の変化に応じて新たな枠組みを探していく必要が常に存在します。

冷戦後、グローバリゼーションの時代が到来し、さまざまな問題が指摘され

るようになりました。これにより、新たな枠組みや理論、概念を探し出すこと

が課題となっています。私の場合は、過去の思想、矢内原忠雄の思想を振り返

ることで、国際社会の問題について考察したいと考えています。

国際関係論の学者が過去の思想を見ることは、欧米系の国際関係論ではそん

なに珍しいことではありません。例えば、古典とされるカントやトゥキディデス、

あるいはグロティウスなどといった人たちの本をいまも何度も読み込んで、そ

こから新たな考え方や物の見方を引き出していくことが欧米系の国際関係論に

は多く見られます。しかし、日本の思想で同じことをやろうとする人はあまり

見られません。

その理由の１つは、日本の思想は、日本という特殊な状況の中で出てきたもの

であるから、国際社会という広い社会を捉えるには不十分であろうという先入

観があります。確かに日本というある種特殊な空間の中で生まれた思想は、そ

の時代背景をきちんと理解した上で読み込んでいかなければいけないとは思い

ます。しかし、そのことが、現代における日本思想の無意味さを示すわけでは

ありません。むしろ、多様化する国際社会だからこそ、非西洋の社会の中から

出でた思想を研究する意味があると考えられます。

特に現代では、アジアの台頭が話題になっています。特に中国の国際的地位の
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「保護する責任」研究プロジェクト

向上に伴い、世界の大学の中で中国に関する学部・学科ができるのは、中国を理

解しないと将来的に国際社会の動きがわからないという気持ちがあるからだと思

います。これまでは世界史と聞くと西洋の歴史を思い浮かべることが多かったけ

れども、現在では世界史といったら西洋だけじゃなく、非西洋の歴史も含めて世

界史とする見方も、国際社会の変化の中で生まれてきたものと考えられます。

このような観点から、私は矢内原忠雄の思想を読み解いていきたいと考えて

いるのですが、この研究は完成しているわけではないので、少し心もとない個

所もあります。その辺りは質疑応答のときに皆さんの質問やアドバイスなどを

いただいて、もう一度考える機会をもちたいと思っています。また、この研究

を現在、本の形で表そうとしているのですが、そこでカバーしたい問題領域は

かなり広いため、今回すべてをお話しすることはできないことをご了承いただ

ければと思います。

話の順序としては、現代の国際関係論における問題関心を概観した後、矢内

原忠雄の思想を振り返り、現代の議論との関連性について考察していきたいと

思います。

現在の国際関係論にはさまざまな論がありますが、その中で 21世紀に入って

から「帝国」という言葉が使われ始めました。しかし、この「帝国」という言

葉を使うことに、違和感を持たれる方もいる方もいるかもしれません。なぜなら、

帝国にはちょっと古いイメージがあり、それは過去の遺物として考えられるこ

とが多いからです。帝国主義は第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて次

第に勢力を失い、その後、脱植民地化を経て、地球は主権国家によって分断され

るような状況が起こりました。このため、帝国主義の時代はとうに過ぎ去ったも

のだと見られる感があります。それが 2000 年以降、国際関係論の本や論文、新

聞において「帝国」という言葉が使われるようになったのは何故なのでしょうか。

その理由の１つに、アメリカのブッシュ政権による「一国主義」が考えられま

す。皆さん御存じと思いますが、９．１１事件以降、ブッシュ政権の下でアメリ

カが主権を侵害する武力行使を行ったイラク、アフガニスタンの例を見て、ア

メリカは帝国的な行動を起こしたと、批判的に「帝国」という言葉を使う論者

がかなり出ました。彼らは「帝国」のネガティブな部分を使ってアメリカを批

判しています。

しかし、それだけが理由で「帝国」が復権したのではありません。もう１つ

の理由は、国際情勢の変化です。グローバリゼーション時代の到来に伴い、グロー
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国際関係論と帝国論

バル・イシューというものが進み、さらにアジアの台頭がその背景にあります。

1990 年代に冷戦が終わり、物・金・人・アイデアが急速な速度で移動するよう

になると、一国では解決できない問題――例えば、環境問題とかテロリズム、あ

るいは麻薬の取り締まり、海洋の安全保障など――も多く認識されるようにな

ります。もちろん、冷戦時代においても同じような問題が存在したわけですが、

冷戦構造が崩壊して以降、これらが国際社会共通の問題として取り上げられる

ようになってきました。この中で、主権国家を中心とする西洋初の国際システ

ムの問題点も認識されるようになり、新たな国際秩序の枠組みを探すような契

機が生まれました。「帝国」という言葉や概念が再構築される、あるいは過去の

「帝国」を見て、ガバナンス（統治）の問題を考えていこうとする動きも、その

一環と言えます。

また、アジアの発展も大きな国際社会の変化として取り上げられます。中国

の台頭ということがよく言われますが、これにより、西洋を中心とする国際秩序、

国際システムが変化を迫られているとの見方が表れました。例えば金融・経済

の領域においても、ＩＭＦや世界銀行が国際経済システムの意志決定をする人

たちは欧米人が通例でした。ところが最近は、ＩＭＦのトップに中国の人が座

ることになるかもしれないとか言われるようになります。このため、これまで

の国際秩序も、アジア諸国の経済的な発展によって変わらざるを得ないという

意見が出ています。この文脈で、西欧中心主義では見落とされがちなアジアに

残る帝国的遺産をもう一度考え直すことになったのです。

「帝国」を軸にして国際社会を考えることには賛否両論があります。「帝国」と

いう言葉を現代の社会で使うことに反対する、もしくは意義を感じないとする

立場の論者は、帝国とヘゲモニーの概念の相違を指摘しています。それによれば、

「帝国」とは主に軍事力に基づく領土的（植民地）支配を指しているのであって、

そのような支配は現在の国際社会ではあまり見られないというのです。アメリ

カは国連を無視する形でイラク、アフガニスタンを攻撃した。しかし、目的は

領土的な支配ではないため、現代のアメリカを「帝国」と呼ぶには当たらない

というのです。

彼らは、アメリカに表すのに有効な概念はヘゲモニー（覇権国）であると主

張します。ヘゲモニーとは必ずしも領土支配を伴いません。むしろ、政治的な

合意、あるいは文化的な同調――これはソフトパワーという言葉で表すことも

できるかもしれませんが――、そして、利益供与に基づく支配体系の確立によっ
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て、覇権を確立するものです。領土的支配によることなく、非常に強い影響力

を維持できるような支配体制、ヘゲモニーが、よりよく現代のアメリカを表し

ているというのです。

また、ジョン・アイケンベリーなどは、アメリカも国際社会の法や規範に縛

られる側面があるため、「帝国」とは異なっているのと主張します。「帝国」とは、

力によってほかの民族なり国民なりをねじ伏せるようなことを行う。このため

法や規範によって帝国が制御されることはないという点から、現代のアメリカ

を「帝国」と呼ぶのはおかしいという意見です。

これに対する反論は、帝国とヘゲモニーは確かに概念的には異なるかもしれ

ないが、オーバーラップする部分もかなりあるというものです。確かに「帝国」は、

軍事力に基づいて領土的支配をするかもしれないが、軍事力だけで領土的支配

をした場合、その帝国は長続きしないだろうと考えられます。例えば、植民地

なら植民地に帝国支配に協力するような人たちがいる場合は、帝国として長く

存続する。あるいは、帝国の文化に同調するような人たちが植民地の中に育てば、

帝国は長く続くことがあるだろうと考えられる。その点において、帝国とヘゲ

モニーはそんなに変わらないというのです。

さらに、ヘゲモニーは、確かに領土支配は伴わないかもしれないが、軍事力

がほかに比べて小さい国家が覇権国にはなれないのではないか。軍事力がある

からこそ、ほかの国民なり国家もその覇権国に追随する、あるいはその支配を

支えるような働きをする。その意味では帝国とヘゲモニーはそんなに変わらな

いという主張があります。

つまり、帝国とヘゲモニーは概念的に区別されなければいけないが、まった

く異なるものではないため、オーバーラップするところを軸にして比較検討で

きると考えられます。例えば、現代のアメリカを過去の大英帝国と比較してど

こが違うのか、どういう形で多様な文化が共存する地域を統治しようとしたの

かを検討するのは有用であるし、されるべきであるとする議論があります。

21世紀に入って出てきた帝国論のすべてを紹介するのは難しいと思いますが、

カテゴリーとしては３つに分けられます。レジュメに３つの類型を挙げておき

ました。１つは概念中心型です。かなり有名になりましたが、もしハート（Hardt）

とネグリ（Negri）の Empireという本を御存じでしたら、彼らが「帝国」という

概念を再定義しているということがよくわかるのではないかと思います。彼ら

は、現代の帝国というのはグローバルな帝国であると言います。これは、通常
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人々が思い描くところの帝国とは異なっていて、権力の中枢がない。そして、そ

の帝国の中にいる人たちのアイデンティティはある種ハイブリッドで、１つの国

民国家に収まるようなものではなく、階層も固定化されていない。要するに、多

様・多層なネットワークによってさまざまな人・物・金・アイデアのやりとりが

行われる。それらをすべてひっくるめて「帝国」であるというのです。新たな「帝

国」概念を提示しているので、ちょっと聞くだけでは理解しがたい新概念とも言

えるのですが、彼らはグローバリゼーションの波の中で人々がいろいろな形でつ

ながっていくような国際共同体を「帝国」という言葉で表していると考えられま

す。ですから、この帝国論は現代の帝国と 19 世紀、20 世紀に見られた帝国と

は異なるという見方が前提にあります。

２つ目の政策提言中心型というのは、アメリカへの教訓を引き出すことを目的

としており、ナイオール・ファーガソン（Niall Ferguson）やエイミー・チュア（Amy 

Chua）の見方がそれに当たります。ファーガソンは、帝国とは秩序の提供者、

あるいは国際公共財の提供者であると言っています。つまり彼は、帝国はあって

しかるべきもの、いまの国際社会は非常に混沌としていて力の空白が存在するよ

うな地域もある。帝国はそういったところに踏み込んでいって秩序を再構築する

義務があると主張しています。これはある種ポジティブな帝国概念を示していま

す。さらにファーガソンは、歴史にさかのぼって、大英帝国を、自由貿易、ある

いは自由な資本と労働力の移動を推進したグローバリゼーションの先駆者として

見ています。そして、アメリカも既に帝国として、大英帝国と同じような機能を

果たしている、だからこそ、リベラルな帝国として、あるいは世界の警察官として、

義務を果たすべきだと呼びかけているのです。これは、「帝国」という言葉を使っ

てアメリカの介入的な政策を引き出そうとしているようにも見えます。

それに対して、エイミー・チュアは、アメリカは戦略的に寛容であるべきこと

を説いています。アメリカは多元的な国家であるから、多元性を重んじることが

重要である。価値の違いを認める、あるいは文化の違いを認めるような政策をと

るべきであると論じているのです。この目的のために、過去の帝国のいろいろな

例をとって、価値の違いを認めなくなった途端、その帝国は崩壊の道をたどって

いくことを示しています。要するに、リベラルな価値の重要性を説くより、戦略

的に多様・多元な価値に対して寛容であることが大国にとっては賢い選択である

というメッセージを発しています。

ファーガソンとエイミー・チュアの言っていることは反対のように見えますが、
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アメリカへの教訓を引き出すために歴史に立ち返っているという点では共通し

ています。そして、アメリカへの教訓を引き出すために歴史的な見方がかなり

偏っている部分があります。この点がほかの論者、特に歴史家から批判されます。

３つ目の歴史・概念バランス型というのは、ネーミングがいいのかどうかわ

かりませんが、ジョン・ダーウィン（John Darwin）やハロルド・ジェイムズ（Harold 

James）などがこの範疇に入ります。彼らは、要するに、帝国の歴史が現代の国

際秩序を作り出したことを確認し、「国民国家」や「西欧」を中心とする歴史認

識を正そうとしています。つまり、政策提言中心型の人たちは、帝国が何をした

かというところに焦点を当てていますが、歴史概念バランス型の人たちは、帝国

的秩序がどのように作られていったのか、その過程に注目しています。そのため、

西洋の強いいわゆる帝国の役割だけではなく、受け手の非西洋の人たちの抵抗

や反応も着目されます。その中で、その秩序の形成あるいは不形成、あるいはど

のような秩序が作られていったのかを明らかにしようとしているのです。この

意味で、彼らの著作は西洋を中心とする歴史認識を正すものであると言えます。

また、これは、帝国の歴史を軸にして国民国家を中心とする見方の問い直し

でもあります。国際関係論を示す International Relations はよくＩＲと略されま

すが、この人たちからしてみれば、International Relations ではなくて、帝国的

関係（Imperial Relations）が現代にも存在していると言えます。

歴史概念バランス型の人たちからすると、帝国に関する思想も時を越えて有

用です。ハロルド・ジェイムズは、大英帝国のあり方に不満であったエドワード・

ギボンやアダム・スミスの思想が現代の秩序を考える上で有用であると主張し

ています。ロング（David Long） とシュミット（Brian Schmidt）は、19世紀後半、

20世紀初頭の帝国に関する思想は現代の国際関係論の誤った、あるいは誇張さ

れた認識を批判的に見るために重要であると論じています。

さて、矢内原忠雄は、1893 年から 1961 年に生きた社会科学者です。主な著

作は帝国主義の時代に書かれたこともあって、イギリスにおける帝国思想など

と共通する部分も多くあります。もちろん、日本という独特の立場から見た帝

国論の部分もあります。だからこそ、この思想を英語圏の研究者に紹介する意

義があると私は考えています。

日本において、矢内原は、無教会キリスト教信者、内村鑑三の弟子、また、

戦後の東大総長としてもよく知られています。研究者としては 1920 年代から

1930 年代にかけて民族主義や帝国主義、あるいは日本の植民地政策、イギリス
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の植民地政策などについてかなり著作を残しました。彼の業績は『矢内原忠雄全

集』全 29 巻の中に納められていて、この全集は南山大学にもあると思います。

さらに彼はキリスト教信者として聖書講義なども行っていましたから、その論集

なども別に出ています。

矢内原の思想に関して、あるいは矢内原の人物像について紹介した本は何冊か

あるので、それを文献リストに載せておきましたが、彼の生い立ちや人生につい

て知りたい場合は矢内原伊作の『矢内原忠雄伝』がいいと思います。伊作という

人は矢内原の息子に当たります。彼の植民地研究についての本としては、英語に

なりますが、スーザン・タウンゼンド（Susan C. Townsend）の Yanaihara Tadao 

and Japanese Colonial Policyがいいと思います。そのほかにも中村勝己、竹中佳彦、

酒井哲哉といった学者がそれぞれの本で矢内原のことを取り上げています。英語

圏では、矢内原の研究について書かれた本はタウンゼンドの本１冊だけですから、

少ないほうだと思います。それにこれは矢内原の植民政策に関する著作を中心に

研究されています。このため、私は自分の本で、もっと広い視点から矢内原の思

想を取り上げたいと思っています。

今回は時間が限られているため、矢内原の帝国思想に限って話をします。タイ

トルを「矢内原忠雄による二つの帝国論」としましたが、これは矢内原が帝国に

関する二種類のイメージを提示していると御理解ください。１つは、多様な民族、

文化から構成される社会空間としての帝国であり、そこには帝国を社会として見

る目がありました。２つ目は、階層性や支配、従属構造によって成立する政治的、

経済的、社会的空間としての帝国です。

最初に、多様な民族、文化から構成される社会空間としての帝国について話を

します。このイメージの背景には、国家が関与しない古代から始まる植民の歴史

をみる矢内原の視点があります。つまり、多様な民族、文化から構成される社会

空間ができたのは植民活動があったからであるという見方です。矢内原によれば、

植民とは「社会群が新たなる地域に移住して社会的経済的に活動する現象」であ

る。社会群とは「種族民族国民など」であり、「各々一定の地域に占居するが、

必ずしも之に束縛せられず必要に応じて地域的に移動する」。

ここで私が面白いと思うのは、矢内原が「社会群」という言葉を使っている点

です。普通、何々民族の移動とか、何々の国民の移動とか、移民という言い方が

されると思いますが、矢内原は「社会群」という、いわば種族とか民族、国民の

原型となる概念を使用しています。これはすなわち国民とか民族というアイデン
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ティティが元からあったわけではなく、それらは他者と出会うことによって生ま

れると考えていたからです。植民活動とは１つの社会現象であり、ほかの人たち

と話し合いをするなり、あるいは話し合いをしなくて出会うだけでも自己のアイ

デンティティを認識することがある。それによって、我々は何々民族、何々の国

民であるというような認識を持つようになるのです。この根底には、アイデンティ

ティは固定的ではないという見方があります。

また、矢内原は植民が必要に応じて起こるものであると言っています。その必

要とは一体何か、植民の理由とは何かということで、彼の場合はシオニズム運

動と過剰人口論に触れながらその理由を説明しています。シオニズム運動とは、

1904 ～ 1914 年においてユダヤ人がパレスチナに植民活動を行ったことを指し

ています。彼らはロシアなどから迫害を受けてパレスチナに植民活動を行ってい

るということで、要するに迫害という押し出し要因と、開拓する場があるという

呼び込み要因によって移民運動が起こっている。矢内原は、これはまさに生存の

必要に応じて起こったという言い方をしています。

それから過剰人口論、これはマルサスの過剰人口論に基づいています。過剰人

口は、ある地域において人口が過剰だと思われる状況を指しています。この定義

だけではかなり曖昧ですが、要するに、土地面積、あるいは労働力の需要に対し

て人口が過剰だと思われる場合、植民が１つの解決法としてみなされる。ですか

ら、人々がよりよい生活をするためには、植民を行わなければならないという見

方ができます。

問題は、植民をした場所に既に誰かがいる場合、そこにいる人たちはどのよう

な態度をとればいいのかです。これについて、矢内原はイマヌエル・カントの「訪

問」に対する歓待について言及しています。つまり、占領を目的としない植民者

に対して歓待でもって迎えるべきであり、敵意によって迎えられるべきではない。

「訪問」に対する歓待は与えられるべきであるというカントの言葉を矢内原は重

視しているんです。ただ、カントは「滞在」に対する歓待にまでは言及していな

いので、矢内原は植民者のニーズに応じて「滞在」に対する歓待、滞在権も与え

られないだろうかと問いかけています。つまり、一時的な滞在を許すだけではな

く、植民者のニーズに基づいて永久的な滞在も場合によっては認められるべきで

あるというのです。

矢内原はもちろん、彼の時代に滞在に対する歓待が与えられるとは思っていま

せんでした。20世紀前半は、国家による移民制限が広範囲に行われる時代です。
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矢内原も、1924 年のアメリカ合衆国による移民を制限する法律ができたことは

認識していて、人種差別に基づいて移民制限が行われている点に反発しています。

特に、米国がカリフォルニア州にいる日本人移民がその土地の環境に適応しよう

とする部分を度外視して、日本人と一括りにすることに対して、強い憤りを感じ

ていました。これはアジアの一員としての一般的な反応に共通することですが、

矢内原の議論に特徴的であるのは、植民を国内事項ではなく、国際事項としてみ

なしている点です。彼は国内主権の行使を制限すべき国際団体の規律が必要だと

主張します。もし、ある一国が独断で移民活動を制限すれば、世界的な植民者の

ニーズに対応することができなくなってしまう。だから、移民制限には少なくと

も関係国間の話し合い、取り決め等が必要であり、国際団体というものがあれば

それによる規律が必要だと論じています。

以上、簡単に矢内原の植民に関連する思想を追ってみましたが、ここから現代

社会の議論との接点を見出そうとすると、以下のようなことが言えると思います。

まず１つ、ハートとネグリの帝国論、あるいはグローバリゼーション論との近似

性、つまり、動く人々を中心に世界を見るという視点は、非常に斬新で、多様・

多層なネットワークからなる「世界」、あるいは国際共同体という認識に連なる

ものという点です。これは国民国家から見る世界観とはかなり異なってきます。

それから、西洋を中心とする世界観とは異なっていると思います。矢内原はかな

り斬新な見方を提示していて、それは今のグローバリゼーション論とか、ハート

とネグリの帝国論と共振するところがあると思われます。

２つ目に、矢内原の「滞在」に対する歓待というのは、ジャック・デリダ（Jacque 

Derrida）の無条件歓待と非常に近似的です。デリダは、ホストがゲストの行動

を制限するようなルールを作る権利を持つのが法の論理であり、カントの「歓待」

も主権国家が訪問者の行動を規定する権利によって制限されると考えられていま

す。しかし、訪問者のニーズに対応するためには究極的にはホストは無条件にゲ

ストを受け入れる必要がある。この無条件歓待はホストが暴力を加えられるリス

クを伴うわけですが、他者のニーズからの視点で考えるとそれがどうしても必要

になってきます。しかし、恐らくホストからしてみればそんなリスクは冒したく

ない。要するにここで表されているのは、他者のニーズからの視点は自我を基準

とする視点との絶対的な矛盾がある点です。

矢内原は倫理学者でも哲学者でもないのでデリダの言うような哲学的な議論は

していませんが、少なくとも植民者のニーズに基づいて、一時的な訪問だけでな
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く、滞在に対する歓待が必要だと言っています。その点がデリダの無条件歓待へ

の問いかけとかなり近いと思いますし、そこに他者に対する恐れを抱きながら他

者を歓待することの困難を示していると思います。

３つ目として、矢内原の議論には、移民へのまなざしに潜む問題点を明らかに

する側面があります。現代、移民は引き続き国家媒体から問題視される存在で、

移民の取り扱いを巡ってはいろいろなところで議論が行われています。それはや

はり移民が他者であるからだと言えます。確かに、移民を脅威とみなすのかどう

かは、依然として根本的な問題として存在しています。

たとえば「華僑」という言葉も、もともとは国外における一時的逗留者という

意味でした。ここには、華僑は最終的に中国大陸に戻るという意味合いがあった

わけです。しかし、現代社会における中華系の移民社会を見てみると、文化的に

もそれぞれの社会は地域ごとにかなり異なっていて、その場その場で独自のカル

チャーを育てています。２代目、３代目となると中国の言葉や文化なども知らな

い人たちがいるわけで、その人たちを「華僑」と一括りにして考えることには問

題があります。にもかかわらず、華僑のコミュニティを１つのカテゴリーとして

とらえて、将来中国と華僑が結託して中国マネーが世界を席巻するのではないか

という脅威論も時々聞かれます。これに反論する学者、たとえばワン・ガンウー

（Wang Gungwu）は、この脅威論は新たな黄禍論であるという言い方をしていま

す。矢内原も、移民を柔軟な存在として捉えている点で、現代に生きていたら恐

らくそのような批判をすると思います。彼からすると、移民は、開かれたネット

ワーク社会において、なくてはならない存在なのです。もちろんこのような主張

には賛否両論があって、彼の意見だけが正しいとか重要であると言うつもりはあ

りません。が、グローバリゼーションが進む現代社会において、移民の存在が問

い直されていることを考えると、矢内原の植民に関する議論、そしてそこから見

た帝国像は先駆的なものであったことが分かります。

二つ目の矢内原による帝国像は、国家的帝国主義（National Imperialism）に

基づくものです。この帝国は、階層性、支配従属構造によって特徴付けられます。

彼は、帝国主義の成因は権益拡張、安全保障、軍事的野心などさまざまであると

言っています。彼はマルクス主義者ではありませんが、ここでの帝国主義に関す

る基本的な考え方は、資本主義が最終的には帝国主義を生み出すというマルクス

主義的見方に影響を受けています。特に西洋の帝国主義は、独占資本主義によっ

て領土拡張、帝国的な戦争も起こるというレーニンなどの見方を踏襲しています。
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ただ、矢内原は物質的な要因だけでなく、超階級的、あるいは国家的なる、非

合理的なる勢力も重要で、ナショナリズムなどの心理的な要因もここでは重要で

あると言っています。特に日本の場合、国内の経済的状況が主原因で領土拡張を

行ったのではなく、朝鮮半島など、日本領土に近い地域の支配権を誰が握るかが

日本の安全保障にとっては重要であるため、日清戦争を戦ったわけですから、マ

ルクス主義だけでは問題があります。また、1930 年代の日本の満州国建設など

を観察して、軍国主義、国家主義の台頭が領土拡張の原動力として重要である点

も指摘しています。

このように、帝国主義の成因はいろいろあるわけですが、効果としては同じよ

うな効果があるだろうとしています。つまり、ひとたび他地域を自国の統治下に

治めれば、その植民地経済を宗主国の資本主義の経済システムに組み込むために、

植民地に階層的な政治・経済国際体制を確立するということです。その過程で、

植民地の中で独立を目的とする植民地ナショナリズムが起こる。すなわち、支配

従属関係の中でそこに住んでいる人たちが自らのアイデンティティを確立し、最

終的には独立を目的とするような運動を起こすのだと論じています。

しかし、彼はマルクス主義が言うような世界革命は起きないだろうと唱えます。

なぜなら、各地においてそれぞれの民族アイデンティティが生まれてくるため、

単に独立という目的だけで各地域の民族が協力することはないと考えているから

です。この辺りが矢内原にとっては非常に重要な研究課題なので、植民地社会の

資本主義化に関する研究はかなりたくさん行っています。

特に、台湾、朝鮮半島において「発展」の名の下に支配従属構造が形成されてい

く過程をつぶさに追っています。例えば、台湾において砂糖の産業が発展していき

ますが、それに対しても、サトウキビ栽培に携わる農民にとって多少の生活程度の

向上はあっただろうけれども、精糖会社への完全なる従属的地位に置かれたという

ことで、全体的な生産額は確かに増えたかもしれないが、不公平な富の分配などに

よって、結局台湾の住民、あるいは朝鮮半島の住民は経済的に不利な状況に置かれ

てしまう。朝鮮半島においては産米増殖計画により米の生産性は上がったが、農民

はアワやヒエを食べて生活しているという状況を彼はつぶさに説明しています。

同時に彼は、日本の同化主義の功罪にも触れています。自然的に起こる同化は

確かにあるだろうが、強制的に同化を強いることは集団的アイデンティティの蹂

躙だというのです。日本の場合、1920 年代以降、特に同化主義を掲げて教育政

策などを行っていますから、それに対して彼は非常に批判をしています。日本の
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同化主義は政治的・経済的同化を目的とせず、文化的な同化は日本への同化に過

ぎない。日本人がその地域の人たちの文化に同化するのではなく、植民地の人た

ちが日本のことを学ぶというのを同化としているわけですから、これはまさに支

配従属関係の維持であり、その植民地の住民を不利な状況に追い込むことであろ

うと論じています。

こうした矢内原の帝国主義や植民地社会の資本主義化の研究は 1945 年以降、

国際政治経済学の潮流につながっていきます。矢内原の弟子である楊井克巳と川

田侃は両者とも東大の先生でしたが、彼らの研究では、アメリカの覇権に基づく

国際体制化の発展が公平でないことを示しています。川田侃はラテンアメリカを

中心に発展した従属論などを紹介する役割も果たしました。この従属論では、発

展途上国は独立を果たした後も、先進国のニーズによって第１次産業のみが発展

し、その他の経済が発展する機会が狭められ、労働者の賃金は上がらないことを

理論化しています。これは矢内原の植民地経済分析に似た部分があるため、川田

はその論を積極的に紹介し、近代化論の問題点を説いています。

このように、帝国時代以降の帝国的問題として、いわゆる「南北問題」や民族対立、

国際・国内の支配従属構造というものが挙げられます。つまり、グローバリゼーショ

ンにおいても、デジタル・デバイドなどの問題を生むといった帝国主義的特徴が

今も見られるわけで、その意味では、彼の国家的帝国主義に基づく帝国の議論は

現代においても議論すべき課題になっていると考えられると思います。

最後にまとめとして３つの点を取り上げたいと思います。まず１つは、矢内原

忠雄の思想の中には国際関係論の前提を問い直す視点があり、それが現代でも非

常に重要だということです。彼の場合は、動く人々に着目して長い歴史軸の中

で、帝国的枠組み、あるいは国際的な枠組みがいかに形成されていったのかを明

らかにしようとしました。そうすることによって、国民国家というものが相対化

されます。動く人々によって国家は常に流動性を帯びるのであり、その中ででき

た帝国こそが多様な社会集団を統治するという大きな課題を背負うことになりま

す。帝国の形成は一方向的な過程ではなく、どのような社会集団が形成されるか

によって帝国のあり方も変わるという複雑なものです。そしてそれは、単に多数

の集団を統治するというテクニックの問題だけでなく、「他者」という異質なも

のといかに接するかという倫理的課題でもあります。

２つ目として、想像の国際共同体論の問題点があります。ファーガソンやハート

とネグリによる帝国論は、どちらかというと、グローバリゼーションの中で境界線
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のない国際共同体というものができつつあることが出発点になっている感がありま

すが、それをあまり強調し過ぎると、今も存在する支配従属関係や民族対立の問題

を見過ごすことになります。こうした支配従属関係や部族対立は、以前の国民国家

が生まれる前のような状態で現在存在しているのではなく、国民国家が残した痕跡

によってさらに複雑化しているケースが多い。特に、アフリカなどを見れば、境界

線を作ったのは帝国主義諸国ですから、民族あるいは部族ごとにきれいに分かれて

いるわけではありません。だからこそ、多民族の国家で内乱が起こった場合、それ

がほかの地域に飛び火しやすいという現象が起こります。そのような複雑な問題を

抱えている地域があり、それらが現代の国際問題として考えられる上で、民族の問

題を見過ごして国際共同体を説くことには無理があると言えます。

現代の国際共同体論は、実は決して新しくはありません。それと同じような議

論は、1920 年代にもありました。それは、国際連盟が成立して国家間での取り

決めによって平和が維持できるという楽観的なムードがあったからです。さらに

1930、1940 年代においては、アジアが多様であるにもかかわらずアジア的な

共同体を作っていこうという機運が、日本の中で高まりました。しかし、矢内原

はそうした楽観的なムードに抗して、多民族間の協力関係の構築が難しく、経済

的関係を結ぶことが逆に支配従属関係を生み、対立を加速させることを指摘して

いるわけで、この指摘は現代においても認識しなければいけない点だと思います。

そして最後に、「人道的介入」についてです。これは、社倫研が「保護する責任」

シリーズで力を入れてきた問題でもあります。「人道的介入」は 1990 年代にか

なり多くの議論がなされましたが、それに対して慎重にとらえる論者、あるいは

反発する論者がかなり出ました。つまり、人道的介入は武力を持つ国が人道的な

理由を掲げて他国に介入することであり、主権侵害、武力行使の道を開くものだ

ということで、帝国主義の再来ではないかという見方がされました。

しかし、2001 年にＩＣＩＳＳが国連に対して出した「保護する責任」を提唱

する報告書の中では、国家には大量虐殺の危機に瀕している人々を保護する責任

があり、国家がその役を果たせないときは国際社会が果たすべきだという主張が

ありました。この正戦論に近い「保護する責任」論に対して、特に非民主主義的

な国は反発しました。なぜなら、この論は欧米がいう「人道的介入」論の焼き直

しに過ぎないと受け止められたからです。

ところが、2005年になると、すべての国連加盟国が議定書に「保護する責任」

を明記することを受け入れました。これはどういうことなのか。ここで言う「保護
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する責任」に、ジェノサイドや民族浄化、戦争犯罪、人道に関する犯罪に対応する

ことに限定するという条件を付けています。つまり、2001年の内容とは若干違い

があるのです。この違いがあることで、非民主主義国にも受け入れられるようになっ

たというわけです。この点はとても重要です。なぜなら、そもそも「保護する責任」

は、介入するかしないかではなく、危機に瀕した人たちをいかにして助けるかを問

題としているからです。「保護する責任」をすべての国に受け入れられるものにす

ることで、それを実行に移すためのプロセスが始まったとも言えます。

架空の国際的共同体に基づいて一国が介入を決めるより、多国間の枠組みで合

意を形成し、それを実行に移すのはかなり時間のかかる作業です。しかし、その

時間のかかる作業を行うことが国際共同体への道を開くことになります。それこ

そが、おそらく矢内原が考えていた帝国的課題――多様な社会をいかに統治する

か――に立ち向かいうる方法なのではないかと思います。

時間を超過しましたが、以上で話を終えたいと思います。どうもありがとうご

ざいました。

（なかの・りょうこ　シンガポール国立大学人文社会科学部 助教授）

2010 年 6月 15 日開催
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こんにちは。立命館大学の池田でございます。報告に先立ち、まずはこのよう

な機会を与えてくださいました社会倫理研究所の皆様に厚く御礼を申し上げま

す。とりわけお世話になっております奥田先生、この会を実質的にオーガナイズ

してくださった研究員の大庭さんならびに垂井さんに厚く御礼を申し上げたいと

思います。

それでは、私の報告にまいりたいと思います。本日、私が報告しますのは「庇

護から保護へ」というタイトルのものです。「他者救援をめぐる倫理観の転換と国

際社会の変容」という副題をうたせていただきました。この報告で私が申し上げ

統一テーマ：介入の「正しさ」――「善」と「悪」の境界線を問う統一テーマ：介入の「正しさ」――「善」と「悪」の境界線を問う
講演１

庇護から保護へ庇護から保護へ
―他者救援をめぐる倫理観―他者救援をめぐる倫理観
の転換と国際社会の変容の転換と国際社会の変容

池田丈佑池田丈佑
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たいのは、まさにこのタイトルにあるように、人を救うという具体的な状況にお

いて私たちはどうしたらいいかということを倫理的に考えるわけですが、一言で

いうと、この長い歴史の間に「庇護」と呼ばれる考え方から「保護」と呼ばれる

考え方へと変わってきているのではないかということを申し上げたいと思います。

もう一つ、平たい言葉で申し上げると、「庇護」とは基本的に助けてくれとやっ

てきた人たちを自分たちの国で受け入れる、迎え入れるという形で他者を救済す

るという意味です。ですので、「保護」とはベクトルが反対になるわけです。例えば、

こういうところで知らない人が苦しんでいる場合に保護しにいきましょうという

ことになると、迎え入れるのではなく、自分たちがわざわざ出向いていって他の

人の苦難や苦境を助けましょうという考え方が「保護」になると思います。

タイトルに挙げた「庇護から保護へ」というのは、言い方を変えると、迎える

倫理から出向いていく倫理へ、他者救援に関しては、特に国際社会に関しては変

わっていったと考えることができるのではないかと思います。さらに、この構図

をそのままいまのコンテクストに引き延ばしていくと、「保護する責任」という

ところに行き着くだろう。そして、その「保護する責任」は倫理観の転換の一つ

の結節点として具体的な例と考えられるだろう。このようなことを申し上げたい

と思います。

報告ですが、まず背景をお話ししてから、庇護の倫理、保護の倫理をそれぞれ

お話しして、この二つがどのように転換していったかということにつなげていき

たいと思っております。まずは本報告の背景というところに触れたいと思います。

私は立命館大学で研究をしていますが、国際政治学を専門にしています。とりわ

け、人の強制的な移動という点に興味を持ってアプローチをしています。ですの

で、典型例として挙げられるのは、もちろん難民と国内避難民です。難民とはほ

かの国に逃げていく人で、国内でおろおろしてしまう人たちは国内避難民と呼ば

れます。日本のコンテクストで考えると、拉致疑惑に代表されるような強制的な

失踪というのもありますが、これに関してはまだ数が少ないのと、政治的に大き

な問題を抱えているので、今回は除外させていただきました。しかし、難民と国

内避難民を扱うだけでも実は非常に大きな問題です。

過去 30年ぐらいの難民と国内避難民の数の推移からわかるのは、難民と国内

避難民はいま世界に 4500 万人弱ぐらいいると考えられています。それが第一で

す。その上で、このグラフを見てもおわかりになるように、難民に関してはだん

だん減ってきています。この統計をとった時点で、一番新しいもので 1000 万人
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を少し越えているぐらいです。2006 年の時点では 900 万人台を切る、1890 年

代以前の水準まで戻ったこともあります。最近は若干揺り戻しが来ていますが、

基本的に難民は減少傾向が緩やかに続いています。他方で、国内避難民に関し

ては 2500 万人という非常に高い値がありますが、ここを挟むような形で激しく

アップダウンをした後、だいたい高止まりをしています。最新の統計ではやや増

えて、2700 万人ぐらいと言われています。そのようなことで、強制移動の被害

者をめぐっての動向がまずここで二つ出てきます。難民に関しては減少傾向にあ

る。国内避難民に関しては基本的に高止まりにあるということです。

その上で、次に参りますが、この強制移動の被害者に対してどのように接した

らいいのかというのが当然、問題になってきます。特にこれは 1990 年代以降、

民族紛争、民族浄化が頻発した際に非常に深刻な問題になりました。ここでまず

私が指摘したいのは、この強制移動民に対しては基本的に矛盾した対応がなされ

てきたということです。すなわち、一方では、倫理もそうですし、法的、あるい

は制度的な整備が 1990 年代以降非常に進められてきました。後でも出てきます

が、国内避難民に対しての国連の行動指針ができ上がり、強制失踪を防止するた

めの国際条約ができ上がったりと形式的な側面では整備が着々と進んでいます。

国際機関に関しても予算が積み上がる、あるいは機能が広がるといったことも

あったわけですが、他方で何が起こっているかというと、難民や国内避難民が基

本的に起こった国に封じ込められてしまうという状況が起こります。

一言でいうと、難民には昔ほど政治的な価値がなくなりました。冷戦以前の難

民、例えばソビエト・サイドから流れてきた難民はそのままソビエトの政治体制

の欠陥を意味した存在でしたから、西側諸国はこぞって受け入れて、これだけ難

民が来ている、だから東側の体制はよくないんだというような形で、いわば道具

として使っていたわけです。しかし、冷戦構造が解けてしまった状況では、ただ

の荷物にしかならなくなってしまった。そのようになった状態で何が起こるかと

いうと、できるだけうちの国には来ないでほしいということになった。ですので、

問題の発生も問題の解決もすべて起こった国に封じ込めてしまうというのがここ

最近の現状です。

日本の文脈でお話しすると、先週ですか、ミャンマーからの難民が20人弱日本

に来ました。第三国定住という形で日本が難民を本格的に受け入れるのではない

かと新聞報道されました。この20人という数はいまの日本の状態ではそこそこの

インパクトだと思いますが、国際的なスタンダードと比較すると、恐らく桁が２
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つぐらい違うだろうと考えられています。かつて国連の担当者が、日本はいまの

経済力に比例して難民を受け入れるのであれば少なくとも８万5000人ぐらいは

受け入れないといけないというような提言を出していますから、それを基準に考

えるのであれば、８万5000人を要求されておきながら現実に受け入れているの

は数十人とか100人いないような状況だったりするわけです。そのようなことで、

実は強制移動の人たちをめぐっての倫理の話というのは、何も遠く離れた地球の

裏側の話ではないということは恐らく重要になってくるだろうと思います。

若干日本のほうに話がずれましたが、話を戻すと、強制移動民に対しては、一

方で国際社会は何かやっていますよということを見せておきながら、他方では「封

じ込め」をしているという矛盾をいまお話ししました。つまり、どういうことか

というと、国際政治の用語を用いれば、伝統的なパワーポリティクスとは別の種

類の権力政治が進んでいるだろう。これを「倫理の政治」と呼んでもいいかもし

れません。どういうことかというと、倫理というのはその中に当然「正しさ」と

いうものを持ちます。この「正しさ」が一つの価値としてかなり力の強い位置に

ついたときに、それを基にしてパワーポリティクスとは別の政治が作動し始める。

そのようなことが考えられるだろう。Dubernet とか土佐、阿部という先生方の

先行研究に関しても「倫理の政治」という語は使われているわけですが、この報

告についても同じような流れを踏襲したいと思っています。

その上で、これからさき大きく三つお話をしてまいります。一つ目は、保護と

庇護とは一体何かというのを、意味的な概念としても、あるいは倫理的な概念と

しても見ていきたいと思います。続いて、ではその二つがどのように関係を変え

ていったのかというところをお話しいたします。これは一言でいうと、二つが均

衡していた昔の状態から、いまは保護が dominate するような形で一本化する形

になっている。これが二つ目の点です。そして最後にこの倫理観の転換、さきほ

どお話がありましたが、「保護する責任」も一つの結節点として具体的な事例と

考えられるわけですが、この倫理観の転換が国際社会の変容にどのように連動し

ているのかというところもコノテーションとしてお話ししたいと思います。

では早速、庇護から見ていきたいと思います。庇護と保護というのは、漢字で

書くと非常に似ていますが、その実はかなり違う意味を持っています。まず辞書

で意味を見てみたいと思います。広辞苑によると、「かばいまもること」と出て

います。Oxford English Dictionaryを訳してみると、「侵すことのできない避難所」

とか「保護を与えること」となります。この言葉だけではまだ大枠としています



21

庇護から保護へ

から、一つ専門的な辞典に落とし込んで、国際関係法辞典というものがあるんで

すが、それで見てみると「自国政府から政治的迫害を受けているため他国に逃れ

る個人に、他国がその領域内で与える保護」と、比較的わかりやすい定義がされ

ています。これが辞書上の意味ということになります。

しかし、これだけではやはりつかめないところがあります。庇護というのは、

歴史的にどういう伝統を持っているのか。どういう考え方に立脚しているのかと

いうところをもう少し先に進んで見てみたいと思います。まず概念上、次の三点

が言えるだろうと思います。一つ目は、庇護という言葉は、その言葉がそのまま

語源となっているんですが「不可侵なるもの」ということを指します。ですから、

庇護という言葉でそのまま直ちに誰かを守るとか誰かをかばうという意味は持っ

ていないということがわかると思います。Asylum という言葉はもともとラテン

語から来ています。Asylia、Asylon はギリシャ語から来ています。いずれにして

も、侵すべからざるものということを意味しています。

そこで当然、問題になるのは、侵すべからざるものは何であったのか。これを

世界史で見ていくと、ギリシャ、ローマの時代ということになると、当然、王と

いうものが出てきます。キリストの誕生を契機に、神というものが出てきます。

それまで王が王の領土の中で避難所を設けて保護していたのが、神の登場によっ

て教会というものが出てきて、教会が新しい庇護の場として認められることにな

ります。しばらくこの王権、神権に基づいて庇護がなされますが、近代以降登場

してくる国家というものに最終的には取って代わられます。ですので、いまもっ

て庇護というものは国家が持っている主権の一部、国家がやることであって、私

たちが持っている人権ではないということが国際法上確認されているということ

になります。

庇護という考え方は、不可侵なるものであるという考え方に基づいていて、不

可侵なるものがどのように働いて相手を守るのかというところが問題になってき

ます。そこで出てくるのが「免除」という働きです。侵すべからざるところに逃

れてきた人がいます。その逃れてきた人を追ってくる力というものがあるわけで

すが、その追ってくる力を無効にする、免除にするというのが基本的な考え方で

す。ですので、不可侵なるもの、例えば聖域あるいは教会というものがあります。

教会に助けを求めてやってきた人たちをまずは受け入れて、追っ手から守る。そ

れこそ追っ手に引き渡すことを拒む。あるいは、元の国に送り返すことも拒むと

いうことをやります。特に一番最後の、送り返すことを拒むという考え方は non-
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refoulement という原則になり、難民条約の根幹として今日も機能しています。

これと同じ２番に関連して言えるのが、追われてくる人がいる以上、当然、追っ

てくるものが存在します。「免除」の対象となる「追及」というものが前提とさ

れていることになりますが、この「追及」は普通「迫害」と呼ばれます。ですから、

さきほどの国際関係法辞典の定義に挙がっていた言葉は、政治的な迫害という

ように追及の中身をより具体的に話しているということがわかるわけです。

庇護という概念が辞書上どういう意味を持っていて、概念上どのような意味

を持っているかというのは明らかになりました。では、倫理的にどのようなイ

ンプリケーションを持っているかという点をお話しします。庇護に関しても倫

理的には恐らく三つの意味を持っているだろうと考えられます。

一つ目は、庇護というものがその国内に対して持っているということになりま

す。これは応報的正義の補完と書きました。どういうことかというと、例えば

ある国の中で誰かが助けてくれと逃れてきて、シェルターの代わりにそこに入っ

て救いを求めるわけですが、そこにいてもいいよ、逃れてきてもいいよと呼ば

れた人は、この時代、大半は犯罪者、あるいは債務者でした。もちろん犯罪者

や債務者はそれなりに悪いことをしているから当然引き渡さないといけないわ

けですが、庇護がここで問題にするのは何かというと、きちんとした手続きを経

ないでおまえは犯罪者だ、おまえは債務者だと認められた人が逃れてくること

があります。そうなると、例えば教会なら教会で、当然、君はどういう理由で

逃げてきたのかと話をします。こうこうこういう理由で、いわれのないことで

自分は逃げてこざるを得なかった。だから、助けてほしいのだということにな

ります。これに対して教会がわかりました、庇護しましょう、追っ手がやって

きてもあなたを引き渡さないようにしますと言う。本来持っているはずの正義、

悪いことをしたら罰してもいいが、悪いことをしていないのであれば罰さない、

あるいは悪いことをしていてもきちんとしたデュー・プロセスをもって手続き

をしないと刑罰は与えられないという、正義が事実上歪曲されているから無実

の人たちが逃げてくるというような事態は出てくるわけです。これを庇護によっ

て正していく。そのようなことで応報的正義の補完という機能が出てくるわけ

です。これが一点目です。

ただ、この一点目はあくまでその国の国内において作用する意味で、例えば、

Ａという国からＢという国に逃れてくることになると、話は別です。Ａという

国から何とかして助けてくださいとＢの国に逃れて、Ａの国にもう戻らなくて
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もいいよということになると、当然Ａの国は怒ります。うちの国では犯罪者と

して扱っているんだから返せという話になるわけですが、この時点で仮に、Ｂと

いう国が池田さん、いてもいいですよということになると、Ｂの国はＡの国の

手続きを無効にしてしまう力を持つことになります。だからこそ、引き渡さない。

だからこそ、送り返さないということになります。当然これは問題になります。

これはいわば国際問題ということになりますし、実際にアテネ、スパルタ辺り

の古代ギリシャにおいても十分大きな問題になっていました。

そこで問題になるのは、国と国との間で逃げてきた人とそうでない人をどの

ように扱ったらいいかということについて、ある程度共通了解を持っておく必

要が出てきます。言い方を変えると、免除とか庇護の是非というものをどのよ

うに決めたらいいのかという点について共通の了解が必要になってきます。倫

理学の議論をそのまま用いると、功利主義に基づくもの、契約論に基づくもの、

義務論に基づくものという三点が考えられます。義務論に基づくものに関して

は一番支持されていないものだと考えられます。逆に一番支持されているのは

契約論です。お互いにこれこれこういう事情で逃れてきた人については庇護し

てもいいですよというように了解する。逆に、どういう状態であっても庇護し

ないで送り返すのはこれこれこういう人ですよという話をします。例えば、国

家の転覆を狙ったような人間に関してはどこに逃げていっても必ず引き渡しを

しましょうというような話になるわけです。このような契約論的な土台に基づ

いて各国は庇護というものを何とか形にしてきちんと作用させよう、きちんと

作動させようと考えました。

ですので、ここで問題になってくるのは、契約に基づいて庇護がどうなるか

というのを決めていく。しかもそれを約束によって取り決めるということが実

際に出てきます。どういうことかというと、いままで倫理として通用してきた

ものを法として形を変えて具現化させていくというプロセスに移っていくこと

になるわけです。ですので、古代ギリシャ以降いままで基本的に犯罪人を引き

渡すかどうかとか、海賊の扱いをどうするかとか、テロリストの扱いをどうす

るかというようなものに関しては、倫理観を基にしつつも、最終的には国家と

国家の約束という形で個別に対処法を形にして、それで操作、作用を実際に行っ

てきたということが言えるわけです。

そのようなことで、当然受け入れる人たちが出てくるわけですが、例えば、日

本が何らかの理由でやってきた人については、難民であるとか、ほかのどのよ
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うなカテゴリーでもいいんですが、庇護します、受け入れますということで受け

入れるわけですが、当然問題になるのは、どの程度受け入れるのかということに

なります。これに関しては、最近の倫理学では大きく二つの立場に分かれます。

一つ目は Partialism、二つ目は Impartialism と呼ばれるものです。つまりは、分

け隔てなく受け入れるようにするのか、分け隔てて何らかの差別化を設けて数を

制限するのか。どちらがいいのだという話です。

Partialism の立場に立っている人たちは、基本的にはコミュニタリアニズムと

かナショナリズムというものを重視します。自分たちが属している共同体を優先

して、その共同体のためになるかどうかというところを重視する。あるいは、そ

のアイデンティティを攪乱する、かき乱すようなことはないかということを検討

する。それによって受け入れの程度を考えるということになるわけです。他方で、

逃れてきた人は分け隔てなく受け入れましょうという Impartialism の立場につ

いては、コスモポリタニズムという考え方と親和性を持つということになります。

こうして庇護に関しては倫理上も大きく三つの意味があるだろうと思われます。

引き続いて、保護ということになるとこれがどうなるかというのを見てまいり

ます。庇護と同じように、保護についてもまず辞書上の意味を見ていきたいと

思います。広辞苑では「気をつけて守ること、かばうこと」と書いてあります。

Oxford English Dictionary では「危害や危険、悪からの避難や防御」と出ていま

す。ここからまずわかるのは何かというと、辞書上の意味だけを追っていては庇

護と保護の大きな違いがわからないということです。特に広辞苑は「守ることと

かばうこと」なのか、「かばうことと守ること」なのか、どちらなのかというと

ころがわからなかったりするわけです。ですので、辞書上の意味だけでは十分で

はないので、当然概念上の意味を見ていく必要があります。

まず、保護ということを考えるに当たって大事になってくるのは何かというと、

庇護という活動において具体的になされていたものがそもそも出発点になってい

るということです。さきほども言いましたが、庇護自体は侵すべからざるもの、

その権威を指していました。その権威が何をするかというところで、そもそも保

護という言葉が出てきたわけです。権威がする行動としての保護、したがって出

てくるのは引き渡さない、あるいは自分のエリアに逃れてきたときに追い返さな

いということになるわけです。ですので、まず始めに重要になってくるのは、概

念上、保護というものを考えたときに、それは庇護と重なっているということが

わかってくるわけです。ですが、ここからだんだん保護が独自の意味を持って分
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かれてくるということです。

どのように分かれてくるかというので、まず一つ目を挙げたいと思います。庇

護に関しては、逃れてきた人は逃れるだけの理由があります。それをさきほど「追

及」とか「迫害」と言いました。ですが、保護の場合はそのような「追及」とか

「迫害」よりも広いものを対象にします。例えば、典型的な迫害は政治的迫害に

なります。Ａの国の政府が政治的な理由で私を追ってくるというようなことにな

りますが、政府のエージェントが全然かかわらない場合が考えられます。典型的

には自然災害も含まれるかもしれませんし、内戦ということにもなるかもしれま

せん。政治的、宗教的な理由に関係なく、実際に私に危害があるから逃れてくる

ということが考えられます。ですので、保護という文脈では、「追及」とか「迫害」

よりも一層広い、私に何らかの害を与えるもの、それが逃れてくるべきものとし

て広い意味を与えられて登場してきます。

したがって、これに対してどのように行動するかという、その行動の幅に関し

ても庇護よりも広い行動が求められてきます。庇護に関しては、国が追ってきた、

私が逃げてきた、追い返さないというのが基本的な構図だったわけです。例えば

自然災害で逃れてきた人は着のみ着のままです。それこそ難民、国内避難民に当

たると思いますが、着のみ着のままで逃れてくることになるので、その着のみ着

のままの人たちにメディカルケアを与えるとか、食糧を与えるとか、身体の安全

を与えるとか、単に追い返さない以上の行為を与えていく必要がありますし、実

際にそのような踏み込んだ活動を行うことがあるということが考えられます。

ですので、概念的に庇護と保護を比較すると、基本的には庇護が出発点になって

いますが、保護はだんだん脇道にそれて、相手にする活動についても、あるいはそ

れに対する自分たちの行為にしても、意味がだんだん広がっていくことが明らかに

なってくるのではないかと考えられます。そのような意味では、保護というのはあ

る意味、非常に曖昧とした考え方になります。庇護が国際関係法辞典のような専門

的な定義を与えられているのに対して、保護というものを私たちはいつでも一般的

な分野で使います。いろいろなものを保護します。動物も保護しますし、地球環境

も保護します。人間に関しても、台風の被害者を保護する、あるいは事件に巻き込

まれた人を保護する、夜更かししている子どもたちを警察で保護する。保護はいろ

いろな言葉で使われます。これは国内避難民を保護するとか、ジェンダーの暴力の

被害者になっている女性を保護するというような使われ方に関しても、恐らく同様

だろう。庇護よりは広い使い方をされていると言えるわけです。
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これを踏まえて、では倫理的にどういう意味があるかというところに進みたい

と思います。まず、保護という概念を倫理的に考えたときに出てくるのが、保護

という考えがその性格上ナショナルな倫理やコミュニタリアンな倫理から大きく

ならざるを得ないということが言えます。さきほど庇護に関しては Partialism の

話もあれば Impartialism の話もあるということをお話ししたわけですが、保護

に関して、特に国際関係の文脈で考えるのであれば、やはりこれはナショナル・

コミュニタリアンに反対する倫理観が基盤になるだろうと考えられます。

ナショナルでなくてコミュニタリアンでもないものということになるとどうな

るか。最近の理論では、当然これはコスモポリタニズムということになるわけです。

ここで問題になるのは、最近出ているのは、単純なコスモポリタニズムについて

はこれを支持しないと言うわけです。なぜかというと、単純なコスモポリタニズ

ムというのは、各地域や各コミュニティや各国が持っている固有の価値を無視す

る傾向にあるからと考えられます。ですので、その固有の内容、固有な価値を尊

重しつつ、最終的に固有な、いろいろなバラバラになっている文化を共有できる

ような広いコスモポリタニズムを模索していこうとする動きがこの10年来議論で

出てきています。具体的には「国家が体現するコスモポリタニズム」という名前

のものを挙げておきました。これは各文化を越えて共有する普遍的な価値を支持

し、その上で、その実現をいきなり世界政府や国連などに求めるのではなく、各

コミュニティあるいは各国にエージェントとして求めていくということです。

昔、トマス・アクィナスが言った言葉をちょっともじって考えると、普遍なも

のと固有なものの関係をどのように考えるかというところの問題になってきま

す。この「国家が体現するコスモポリタニズム」というのは普遍なものと固有な

ものは相対しない、反対しないというようなことになります。むしろ普遍なもの

は固有なものを通じて完成されるという考え方が「国家が体現するコスモポリタ

ニズム」というところには出てきます。

立場としては了解した。では、何を基盤とするのか、何を共通項にするのかと

いうところが当然、問題になってきます。そこで私が今回挙げたいのは、基盤と

しての「人間の尊厳」という考え方です。この「人間の尊厳」という考え方は思

想史的に非常に大きなうねりを持っています。単にヨーロッパの文脈において考

えると、一方で「神の像」というものがヘブライズム的な伝統と同時に出てきます。

他方でグレコローマン的な伝統として「人間の尊厳」というものが出てきますが、

人間独自に何らかの価値を置く、その価値の存在自体がヨーロッパ以外の文化圏



27

庇護から保護へ

においても別の形であらわれているということは言えるだろうと思われます。そ

のようなことで、基盤としての「人間の尊厳」というものを措定します。これは

金子先生の本から引いてきたものです。私も基本的にはその立場に沿って話をし

ていると思っています。

共通項として「人間の尊厳」があることはわかりました。その上で問題になる

のは何かというと、尊厳を損なうものが存在してくるという話になります。この

損なうものとして想定されるのが「危害」です。さきほど出てきたのも「危害」

ということになります。この「危害」に関しては、国際関係論ではほとんど議論

をされてきていませんでした。ここで Feinberg という人を挙げましたが、彼は

法哲学者で、法哲学者が刑法の文脈を考えたときに「危害」がどういうものか

ということを一度定義しました。これを使って国際関係論者の Andrew Linklater

が国際関係における、あるいは世界政治における尊厳を損なうものとしての「危

害」は何であるかという議論をしています。この議論に関しても私は非常に支持

をしています。３年前にこの懇話会でお話しさせていただいた「ポスト・ホロコー

スト救出原理」という議論に関しても、この立場に沿って話をしています。人間

の尊厳を損なうものとしての「危害」がある。これに対して何とかしなければな

らないということで、「保護」の倫理が打ち立てられていくであろうという話に

つながるわけです。

ここまでは、庇護の倫理、保護の倫理という話をしてまいりました。やや駆け

足になって申し訳ありませんが、これからさきは、この二つの倫理がどのような

形で変化していくかを見ていきたいと思います。冒頭で、この二つの倫理観が均

衡している状態から一本化していく状態へと変わっていくのだと、この報告では

そこをお話ししたいと申し上げました。具体的には、ここで示した４つの段階を

指摘したいと思います。

まず庇護という概念自体が変わってきたというのが第一段階としてあるだろう

と考えます。したがって、第二段階として、保護という概念が変化していくんだ

という話が出ています。この二つの段階で17、18世紀ぐらいまでの歴史をカバー

できるだろうと考えています。その第二段階を変化させたものとして第三段階で

出てくるのが、強制的な移動の大規模化というものです。これは 20世紀に特有

であろうと考えられます。これを受けて最後に、現代における一本化の話に持っ

ていきたいと思います。このような４つの段階を経て、庇護の倫理と保護の倫理

は一本化されていくと考えています。
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それでは、庇護の概念が変わっていったという話をしたいと思います。これは

どういうことかというと、大きく２つほどあります。一つ目は、庇護の根拠とな

る淵源が王様から人へと変わっていくという話です。ギリシャ、ローマ時代は庇

護を可能にする権利は王あるいは神に求められました。王権、神権です。ですの

で、王権、神権のあらわれとして庇護が位置付けられたわけですが、これが主権

国家の登場と同時に国の権威へと返還されていきます。ですので、庇護は主権の

あらわれとして再定義されていく。現在も国際法上、庇護権は人権ではなく国家

の権利であるとされています。

ですが、このような流れがやがて変わってきます。結局、国家を支える権利は

個人に求められていくことになります。近代以降、そのようなことで主権国家の

基盤として人権が出てくるわけですが、その人権に立脚して庇護をとらえ直そ

う。人の権威ゆえに、そこから導かれるものとして庇護を持ってこようという形

になってきます。こうして近代以降、それまで出てきた王や神、国、つまりは庇

護を受け入れる側が持っている権威ゆえに可能であったものが、庇護を求める側

が、自分が人であるということを理由に庇護を求めるようになります。ですので、

人権のあらわれとしての庇護が特に 20世紀になって国際法においても議論され

ていきます。

例えば、世界人権宣言は 1948 年に締結されたものですが、この 14条の中で

は庇護をする権利は個人の権利として認められています。ただ、これは国内的な

拘束力はありませんから、拘束力のない宣言止まりになっていますが、この世界

人権宣言があらわしている個人の権利としての庇護権は、国の権威から導かれて

くる庇護からの転換を意味しているだろうと考えられます。これにしたがって誰

を庇護するかということについての対象が拡大されていきました。当初は無実の

罪を着せられた犯罪者、あるいは本来ないはずの債務を課せられた債務者が庇護

される対象として扱われてきましたが、これが歴史を追ってだんだん広がってく

ることになります。つまりは、一般的に犯罪も債務も負っていないけれど逃れて

きた人、それ以外の理由で単に逃れてきた人が含まれます。

例えば、ギリシャ神話で出てくるダナオスの娘たちという話があります。詳し

いお話は割愛しますが、この娘たちが庇護を求めるという話で、この理由は犯罪

でも債務の存在でもありません。強制的な結婚を避けるために逃げてきます。強

制的な結婚から庇護をするという話も出てくるわけです。

ほかに大事な例として挙げられるのが、奴隷です。犯罪者、債務者、あるいは
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それ以外の人たちに共通していたのは、彼ら、彼女たちは奴隷ではなかったとい

うことですが、奴隷が何とか助けてくれと庇護を求める例が出てきます。ここで

は２つ例を出しました。「出エジプト記」に出てくる 200 万人のユダヤ人です。

これは本当にエジプトで奴隷として扱われてきた過去を持っています。あるいは、

ローマにおいてローマ法で認められてきた庇護においては、ローマの奴隷もしか

るべき理由があれば庇護の対象として扱われる。このようなことが考えられます。

その後さらに広がって、奴隷の次に含まれるようになったのは異教徒です。異

教徒というのは本来、庇護の対象としてあまり認められてきませんでした。その

慣行を打ち破ったのが、ユグノー教徒です。これはフォンテーヌブローの勅令と

いうもので有名だと思いますが、そこで出てきたユグノー教徒は、歴史上始めて

の難民だろうと認定されている人たちです。このような形で対象が拡大してきた

ということが言えます。これが庇護概念の変化として理解されるものです。

次に、保護という概念がどのように変わってきたかという点をお話ししたいと

思います。さきほどもお話ししましたが、保護という概念は基本的に庇護から出

発していたというところがポイントになります。ですので、保護概念は庇護が行

う内容と一致していたと言えるわけですが、これが近代に近づくに従って内容が

変わってきます。そこで今回の報告で注目したいのは、２人の国際法学者による

考え方です。

一つ目はグロティウスです。「国際法の父」と呼ばれているグロティウスが保

護概念の変化に実質的な役割を果たしていると考えられます。ただ、ここでポイ

ントになるのは、グロティウスは庇護の概念、あるいは保護の概念自体をいじくっ

てどうのと言ったわけではないということです。グロティウスは相変わらず旧態

依然の庇護の概念を支持しました。他方で、抵抗権を否定します。ですから、あ

る国の中で暴君が暴れ回っているときに、その国の人民は蜂起することはできな

いと、彼は『戦争と平和の法』の中で明確に抵抗権を否定します。ですが、ここ

でポイントになるのは、それに変わって出てくる「介入」という言葉です。グロティ

ウスはここで介入というものを認めます。介入という言葉は使いませんが、彼の

言葉でいうと「他人のためにする戦争」というものが出てきます。一つの国の中

で暴君が暴れ回っている。もちろん逃れてくる人に対してどのように保護すべき

かというのが問題になってきますが、逃れてくる人たち、あるいは保護すべき人

たちの自力救済は認めない。にもかかわらず、ほかの列強がその状況に業を煮や

して入って暴君を討伐することは考えられる。このようなことを議論します。こ
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の他人のためにする戦争という概念が入ってくることで、近代の国際法の中で「介

入」という言葉がだんだん位置を与えられてくることになります。グロティウス

においてまずそのような変化が出てきます。

続いて出てくるのが、グロティウスの国際法を引き継いでより実定的にした

プーフェンドルフです。このプーフェンドルフはさらにグロティウスよりも大き

な変化を起こします。それは何かというと、保護概念を「歓待」という言葉で表

現しようとします。ここでポイントになるのは、歓待という言葉を用いることで、

プーフェンドルフは庇護という言葉についてもそんなものはもうないんだという

ように庇護を否定しようとするところにあります。庇護、保護という関係をいっ

たん解除して、すべてを歓待という言葉に集約させようとします。この歓待とい

う言葉は英語でいうとHospitality、hospital とか hotel の語源になったものと考

えられますが、この歓待というのは、他国にやってきても、やってきたというそ

れだけの理由では害を受けることはないし、追い返されることもないとする考え

方です。近代の哲学でいくと、カントや、もっと現代になるとデリダとか、その

ような人たちも出してくる考えということになりますが、このプーフェンドルフ

において歓待という概念が登場してきます。これにおいて保護する概念が歓待と

いう概念で一打進められると同時に、庇護の概念がだんだん解体の方向へ向かっ

ていくことになります。

このように保護と庇護の概念が変化していく中で、19世紀以降の現実の、例

えば人間の強制的移動を見ると、非常に大きな数のものとして出てくることにな

ります。もちろんさきほど挙げた「出エジプト記」は 200 万人と言われている

ので、これはこれで非常に大きな数になるわけですが、とりわけユグノー教徒に

代表されるような近代的な文脈での強制的移動を考えると、迫害が非常に多様化

していきます。同時に移動人数も大規模なものになります。典型的な例はロシア

革命です。ロシア革命の農業政策の失敗でアルメニア難民が大挙して出たとか、

あるいは反革命ということで逃れてくる政治的な人間がたくさん出てきます。し

たがって、いままでは出てくる国と出てきた国との間の線の関係で庇護と保護を

どうしようかというようなことを考えていたわけですが、庇護が大きくなるにつ

れて、線の関係だけではどうしようもなくなってきたという事態に陥ります。で

すので、二国間の対応を越えて、対応を大規模化させていく必要が出てきます。

これが 19世紀の終わりから 20世紀の初めにかけて出てくるものです。

さきほど契約に基づいて庇護をどうするか、犯罪者の引き渡しをどうするか
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云々ということをお話ししましたが、それは基本的に二国間で結ばれていました。

その二国間の条約が多国間のものへと変貌していきます。あるいは、Ａという国

がやるからＢもやる、Ｂという国がやるからＡもやるというような相互主義に基

づいてギブ・アンド・テイクでなされていた庇護が、人権を基にした庇護へ変わっ

ていきます。この人権を基にした庇護は、さきほどの庇護概念の変化というとこ

ろでお話ししたとおりです。ですので、対応を大規模化させていく必要に迫られ、

一方では条約が大きなものとなり、他方でその条約を実際に運用していく制度も

国際化されていきます。ですので、例えばナンセン国際難民事務所とか、連盟の

難民高等弁務官事務所とか、現在においてはＵＮＨＣＲとか、そのような国際的

な組織、支援機構がだんだん整備されてくることになるわけです。

このような流れが出て、20世紀の後半に入ってきます。20世紀の後半におい

て一体化というものが最後の変化をするだろうというのがこの報告で私がお話し

したいところです。その最後の変化で何かが起こるかということをお話しした

いと思います。これは一言でいうと、1977 年で恐らく切れるだろう。1977 年

までは主に庇護を尊重する形で、庇護の倫理を主導にして保護を広げていこうと

考えていたわけですが、この庇護の倫理による主導一体化があきらめられるのが

1977 年ということになります。基本的に逃れてきた人に対して私たちが受け入

れますよということで国家が受け入られてきたわけですが、その伝統をもってつ

くられてきた国際条約が、ここで挙げた難民条約、難民議定書、領域内庇護宣言

の３つになります。

この３つを受けてつくられた1977年の領域内庇護条約というものがあります。

つくられたと言いましたが、実はこの領域内庇護条約はわずか３条しかありません。

これに関する会議がことごとく失敗に終わってしまって、領域内庇護の可能性が条

約で保障されることができなくなってしまいます。ですので、庇護の倫理によって、

かつ法的な形でそれを具現化していくというこれまでの流れが、1977年のこの領

域内庇護条約の破綻によって方向を失ってしまうことになります。

これからしばらく 1980 年代はかなりうろうろします。うろうろした状態でど

うしようかと模索がされるのですが、1980 年代の流れを受けて、まず出てくる

のが 1992 年の強制失踪からの保護に関する宣言です。庇護の倫理による一体化

という方向ではなく、保護の倫理を主導して保護の倫理に基づいて、もっとコス

モポリタンな形で、あるいは幅広い、「迫害」ではなく「危害」というところに

力点を置いて保護をしていこう。このようなことを挙げてきたということが言え
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ます。1992 年の時点で強制失踪の保護宣言というものが出されます。これを受

けて 1998 年に国内避難民に関しても同じような宣言がつくられます。強制失踪

からの宣言に関しては、やがて条約として 2005 年に強制失踪防止条約という形

でさらなる制度化が進むことになります。ここで言いたいことは何かというと、

現代における一体化というものが、庇護の倫理の主導によるものではなく、保護

の倫理の主導によるものだというように立場が変わってきたということです。

いままでの４つの段階というところをまとめてみると、次の４つが特徴として

出てきます。１つ目は、「迫害」から「危害」へと対象が広がってきたというこ

とです。２つ目は、「将来起こりうるもの」から「現在起きているもの」へ。こ

れはどういうことかというと、迫害というのは将来自分が自国に帰ってきたとき

になされるかもしれないという将来の危険を重視していたのですが、危害という

のは将来起こるかどうかというのはとりあえず考えていない。いま起こっている

飢饉が危ない、いま起こっている紛争が危ないというような、現実に起こってい

る危害に注目するようになってきました。ですので、将来の危険から現在の危険

へと視点が変わってきたというのが特徴の２つ目として出てきます。

３つ目に考えられるのは、責任の主体が変わってきたということです。庇護の

倫理主導で他者救援が行われてきたときに、まず責任を持つべき国はどこかとい

うことになると、これは庇護国ということになります。国が逃れてきた人をルー

ルにのっとって返さないようにする。守るべき人は守るということで責任を問わ

れたのは庇護国だったわけです。ですが、これが保護の倫理の台頭によって変わっ

てきます。具体的には、やってくる国の責任ではなく、出してくる国の責任とい

うことになります。ですから、問題が何なのかということでよく言われますが、

当然、根本原因が究明されることになります。発生国、出身国は何か起こったと

きには一義的に責任を負いなさいという議論へと、議論がつくられていくことに

なります。そして、国家破綻に代表されるように発生国はそのような対応をする

力がないということになると、ここでようやく国際社会が責任の副次的な主体と

して登場してくることになるわけです。したがって、特徴の３つ目としては、責

任を誰がとるかというところで変化が出てきます。

そして最終的に、４つ目の特徴としてあらわれてくるのは、法に頼らなくなっ

てきたということです。いままでは契約論的な土台に基づいて各国相互で条約を

結ぶことによって庇護がなされてきましたが、大規模なのでもうそれだけでは追

いつかなくなってきたという事情があります。ですので、より迅速に大規模な人
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たちを保護するとなると、だんだん法に頼らなくなってきます。強制失踪にして

も、国内避難民にしても、条約というものがつくられていない。強制失踪は 10

年かけて条約になりましたが、まず初めに何を目指したかというと、条約は目指

さなかったのです。目指さないかわりに、政策指針としての宣言というものが出

てきました。国内避難民に関しても同様です。宣言の国際法的な効力に関しては

まだ議論があるところですが、重要になってくるのは恐らく非法的な制度がより

積極的に緩和されるようになる。いきなり条約に訴えるということがなくなって

きたということだろうと思われます。

このような４つの変化がありましたが、これをぐっと広げてみて、いま私たち

が生きている世界にどのようなインパクトを与えているかというところを最後に

お話ししたいと思います。ここで私が指摘したいのは２点です。１点目は、世界

政治というものが倫理化しているだろうということです。世界政治の倫理化とは

どういうことか。私はここで３つ指摘したいと思います。１つ目は、いままでの

国と国とのパワーポリティクスではとらえられなくなってきたというものです。

したがって、倫理的なものを考えていく必要があるだろう。これが１つ目として

挙げられます。

２つ目に、これにプラスして文化を超えてグローバルに共有されるような倫理

というものが模索されつつある。一言でいうと、コスモポリタニズムということ

になるのだろうと思いますが、ともかくも文化を超えて何か共有できるものがあ

るのではないかという学問的、実際的な試みが進められているというのもあるだ

ろうと思われます。

そして最後に、さきほど少しお話ししましたが、仮に倫理が共有されるとして

どのような手順で具現化されていくかと考えたときには、必ずしも法に頼らない、

より即効性の高い手段を用いるようになる。いつも国際条約というわけでないと

いうような形も恐らく出てきているのではないか。かつて、法を通して倫理を実

現しようした時代があったわけですが、現在はその対応の早さ、あるいは対応す

る事態の大きさの前に、法を通した倫理の実現が限界にきているのかもしれませ

ん。ここからさきに関してはもう少し検討がいるところだろうと思います。

次に２点目ですが、世界政治が倫理化していく中で、他者の救援という一つの局

面に絞って何かが言えないかと考えたときに挙げられるのは、一つの分散と集中と

いうものが起こっている。しかも、いままで起こってきた分散と集中とは違うもの

が起きているだろうということが考えられます。さきほどの責任の主体の話にもつ
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ながるわけですが、いままでは逃れてきた人をどのように庇護するか、担い手は庇

護国に集中していました。例えば、Ａという国で起こった事態でいろいろな人が逃

げていくわけですが、それぞれの国が負担を分散することによって一つの事態に対

しての他者救援というものをうまく運用してきたと言えるわけです。

しかし、これが現在の文脈においては逆転してくることが考えられます。具体

的には、いままで集中してきた担い手が一方では分散されます。分散されて国際

社会が入ってくるわけですが、最終的には、負担はできるだけ囲い込んで、庇護

にせよ、保護にせよ、自分たちの国の中で事態を解決するようにしようというよ

うな傾向が出てきます。ですので、かつて担い手が集中して負担が分散していっ

たという傾向は、いまの文脈では逆になり、担い手が分散し負担はむしろ集中し

つつあると考えてよいだろうと思われます。

例えば、難民の保護、庇護に関して考えると、一方では国際社会が積極的にコ

ミットメントをしていますが、難民の庇護を担当しているのは発生した周辺国の

みで、それこそ日本やヨーロッパというようなところが積極的に庇護を行うとい

う状況は実は後退していきます。ＵＮＨＣＲの統計でも、受け入れの庇護の人数

に先進国と発生国の周辺国では大きな差が出てきています。

その上で、最後に「保護する責任（Ｒ２Ｐ）」の役割を簡単に述べて、この報

告を終えたいと思います。「保護する責任」というのは、実はいままで述べてき

た倫理観とか世界社会の変容を反映したものを持っています。端的に申し上げる

と、一国で起こった人道的な事態に誰がどのように対処して保護すべきか、もち

ろんする内容のメインは保護ということになります。そして、その「保護する責

任」は誰が負うかということになると、発生国であり、国際社会という形になる

わけです。ですので、一方では、いまお話しした倫理観や世界社会の変容が反映

され、かつ再生産されていると言うことができるわけです。

ただ、その上で留保しておきたいのは何かというと、「保護する責任」はそう

いう意味では責任があるのかということが問題になってくるわけですが、私はこ

のＲ２Ｐというのは一つの結節点ではあるけれども、完全に責任を負うものでは

なかろうと思います。「保護する責任」に先んじて行われたパイロット・プロジェ

クトというものが存在します。これは何かというと、さきほどの話で出てきた、

国内強制移動に関する指導原則です。この国内避難民の指導原則の中に「保護す

る責任」が持っていた内容はほとんどすべて入っているわけです。この国内避難

民の指導原則の成功を基にして、それをより一般的な文脈で発展させていったの
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が「保護する責任」であろうと考えられるわけです。ですので、「保護する責任」

がそれこそ責任を一身に負うものではなくて、もっと長い 1990 年代の人道をめ

ぐる国際政治を見ながら判断、評価をしていく必要があるのかもしれないと考え

られます。

やや雑多な報告になってしまい申し訳ありませんが、御清聴ありがとうござい

ました。

（いけだ・じょうすけ　立命館大学ポストドクトラルフェロー）

2010 年 10 月 9日開催
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千知岩でございます。「保護する責任」に関しては、確か 2007 年３月だった

と思いますが、一度こちらのほうで報告させていただきまして、また今回この

ような形で私の研究内容を報告する機会をいただけたことを改めて感謝いたし

ます。どうもありがとうございます。

早速、報告の内容に入りたいと思います。はじめにというところでは、私の

今回の報告で扱う問題、報告の目的といったことを簡単に説明しておきたいと

思います。「保護する責任」が「介入と国家主権に関する国際委員会」によって

統一テーマ：介入の「正しさ」――「善」と「悪」の境界線を問う統一テーマ：介入の「正しさ」――「善」と「悪」の境界線を問う
講演２

保護する責任を司る「正当な権威」の条件保護する責任を司る「正当な権威」の条件
―国連安保理 VS「民主主義諸国の協調」―国連安保理 VS「民主主義諸国の協調」

千知岩正継千知岩正継
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公表されたのが 2001 年 12 月でした。ですから、公表されてから 10年近くた

つわけです。その間どのような展開があったのかということで、簡単に２つだ

け触れておきたいと思います。

１つ目は、「保護する責任」が国連の世界サミットの成果文書で確認され、そ

れ以後、国連を中心に「保護する責任」の内容についての明確化、さらに「保

護する責任」についてのコンセンサスづくりが進められております。例えば、国

連事務総長が提出した「保護する責任の履行」という報告書とか、最近ですと「保

護する責任」の中でも「予防する責任」、つまり武力紛争や人道危機を平和的な

手段によって未然に防ぐことに力点を置いた、「早期警報、評価、保護する責任」

といった報告書などが出されております。

かように、国際社会でのコンセンサスづくりが進められている一方、「保護す

る責任」の適用をめぐって幾つかの論争ないし争いがあります。具体的な事例

をめぐっての争いがあるわけです。１つはスーダンのダルフール紛争、ジェノ

サイド、要するに大量殺戮が行われていて、これは国際社会が「保護する責任」

を果たすべき事態ではないのか。また、記憶に新しいグルジアに対するロシア

の介入です。2008 年８月ですか、確か北京オリンピックの開幕と重なっていた

と思いますが、ロシアがグルジアの南オセチアに介入する際に、ロシアは「保

護する責任」を根拠にして介入するんだといったようなことを正当化の根拠と

して出していたと言われています。また、ミャンマーでの自然災害、サイクロ

ンの被害に際してミャンマー政府がＮＧＯなどの人道援助活動などを妨害する。

これに対して「保護する責任」を国連が発動すべきではないのかといったこと

も議論されました。

つまり、何が問題かと言うと、国際社会でコンセンサスづくりが進められる一

方、いったいどのような事態が「保護する責任」を発動する事態で、誰がそれ

を認定するのかといったことが問題になっているわけです。この報告では、誰

が「保護する責任」にかかわる規範・原則・規則といったものを解釈・適用して「保

護する責任」を担うのか、「保護する責任」を果たすのかという点について扱っ

ていきたいと思います。特に問題となるのは、「保護する責任」の中でも「対応

する責任」に当たる部分です。

「保護する責任」は３つの責任で構成されています。１つは、さきほど御説明

した、そもそも人道危機や武力紛争が生じるのを「予防する責任」。そして、いっ

たん始まってしまった武力紛争や人道危機に際して人類の良心に与えるような
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悲劇、具体的に言うと、大量虐殺やジェノサイドといった事態が生じたときに、

これに「対応する責任」。そして最後に、武力紛争や人道危機が収束した後に紛

争で疲弊した社会を「再建する責任」。このような３つの責任で成り立っています。

やはり一番の問題となるのは「対応する責任」です。ジェノサイドや大量殺りく

の事態、例えばルワンダでのジェノサイド、スーダンダルフール紛争でのジェノ

サイドといった事態に対して、軍事的に介入して対応する必要性が生じたときに

誰が軍事介入の発動を決定するのか。これが非常に大きな問題となります。

「保護する責任」を司るに相応しい、もっと具体的に言うと、「対応する責任」

として軍事介入を発動する主体を、正義の戦争論、正戦論の言葉にならって「正

当な権威」と見立てて、「正当な権威」の条件を探ろうというのがこの報告の狙

いになります。簡潔に言ってしまうと、軍事介入の発動を決定する正当な権威そ

のものの正当性を検討してみようということになります。レジュメは２ページ目

になります。その「正当な権威」の候補としてこの報告では国連安全保障理事会、

そして「民主主義諸国からなる協調」、この２つを検討したいと考えています。

２．「保護する責任」と国際社会の「正当な権威」の中に入っていきます。「正

当な権威」をいまから具体的に検討していくわけですが、その前に１つ検討して

おかなければいけない作業があります。それは、そもそも国際社会において「正

当な権威」とか、権威といったものが成立するのかという問題です。国際関係も

しくは国際政治学の基本として、国際関係における唯一の権威は主権国家である

と言われています。主権国家が複数存在するこの世界にあっては、主権国家以外

に権威というものは存在しない。もっと言うと、主権国家に命令を下すような権

威といったものは主権国家の上には一切成立しない。したがって、この国際関係

は無政府、世界政府とか普遍的な権威の存在しない、アナーキーな世界である。

これが国際関係の基本中の基本、議論の大前提となっているわけです。

しかし、これを若干修正しなければいけません。すなわち、「保護する責任」

を果たさない主権国家にたいする軍事介入の発動を決定する「正当な権威」が存

在するということで議論を組み立てるには、まずアナーキーの下では主権国家以

外の権威は存在しないという前提を修整しなければいけない。この点について、

最近、国際関係論では国際的な権威が存立する可能性があるということを前提に、

国際的なハイアラーキー、国際的な上下関係もしくは国際的な階層関係といった

ものが議論される傾向にあります。

なぜこのような国際的なハイアラーキーといったものが近年登場してきたのか
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ということにも少しだけ触れておく必要があるかと思います。端的に言ってしま

うと、やはりブッシュ政権下のアメリカの対外行動がかようなハイアラーキーの

議論が登場する背景としてあるのではないかと思います。つまり、冷戦後、圧倒

的なポジション、圧倒的なパワーを保持しているアメリカは帝国なのか、それと

も覇権国なのかといったことがついこの間まで国際関係論の中で盛んに議論され

てきました。要するに、アメリカは帝国にせよ、覇権国にせよ、ほかの国々に命

令を下し、アメリカ自身は国際法から逸脱しても制裁を受けることがないといっ

た別格な国家なんだと。そういったことがイラク戦争とかアフガニスタン戦争の

中で、目に見えるようにはっきりと顕在化して、恐らくそういった実態を受けて

国際社会にもある種の階層関係が生じているのではないかという議論が最近流行

る傾向にあるのだろうと思います。

この報告で特にとり上げたいのは、デイヴィッド・レイクというアメリカの国

際関係論の研究者によるハイアラーキーの議論です。デイヴィッド・レイクは、

国際関係に限らずですが、２種類の政治的権威が成立すると論じています。１つ

は合法的・形式的権威。つまり、法を根拠にして成立する権威である。２つ目は、

社会契約に基礎をおく関係的権威。社会契約というと若干誤解を招くんですが、

ここでいう社会契約は法の形をとった契約ではなく、支配者とそれに従う者、治

者と被治者との間の暗黙の政治的了解というように理解していただければいいか

と思います。

もう少し具体的に言うと、支配者が秩序を提供する。それと引き換えに支配者

の支配に対する従属者の服従をとりつける。それと、取引契約に基礎を置いた上

下関係、これがデイヴィッド・レイクの言う関係的な権威ではないか。デイヴィッ

ド・レイクは、国際関係の中で重要なのは関係的権威だと言うわけです。具体的

に彼が事例として検討するのは、第二次世界大戦後のアメリカのヘゲモニーの下

でのアメリカと同盟国との関係です。彼はこれを関係的な権威として議論してい

るわけです。したがって、彼の議論の中では、法に基礎を置いた合法的とか形式

的な権威といったものはほとんど出てきません。しかし、私はこの報告で国連安

保理を一種の合法的な国際的権威として論じたいと思っているわけです。合法的

権威としての国連安保理、そしてデイヴィッド・レイクの言う関係的な権威の事

例として後ほど民主主義諸国による協調をとり上げたいと考えています。

合法的な国際的権威をこの報告でどのように扱うのか。１点だけ述べておきた

いと思います。J-M. クワコウと David Beetham という２人の研究者が、政治的
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権威が成立する条件について論じている部分を国際関係に応用したいと考えてい

るわけです。クワコウと Beetham によると、国内社会の文脈にあって政治的権

威が成立する条件は３つある。１つは、法に基づいてパワーが獲得され行使され

ること。２つ目は、社会で実現を目指す共通価値や共通利益について、支配する

側と支配される側が合意していること。３つ目は、支配を受ける側は支配に対し

て同意を示していること。この３つの条件がそろえば政治的権威が成立するとク

ワコウと Beetham は言っています。わたしはこの議論を国際社会の文脈に転用

しようと考えているわけです。

転用するとどうなるか。１つ目は、国際法に一致する形でパワーが獲得され、

パワーが行使される。２つ目には、国際社会で追求する共通の利益や価値につい

て、支配する側と支配される側が合意している。３つ目は、支配を受ける国家が

支配に対して同意している。この３つの条件がそろえば、国際関係においても合

法的な国際的権威が成立していると言えるのではないか。もしくは成立している

とみなして議論を進めることができるのではないかと考えています。これを基に、

国連安保理を検討したいと考えています。

その前に、「保護する責任」の中で「正当な権威」という概念がどのように扱

われているのかというのを簡単に見ておきたいと思います。さきほどから言って

いるように、「保護する責任」は予防、対応、再建の３つの責任で構成されてい

て、ここで重要なのは「対応する責任」としての人道的介入です。「対応する責任」

としての人道的介入の議論で重要なのは、介入の正当性を判断する基準として正

戦論が用いられているということです。

具体的に言うと、正当な理由、正当な意図、最終手段、比例した手段、合理的

な見込み、そして正当な権威であると。ここでいう正当な理由というのは、ジェ

ノサイドとか大規模な人権侵害が発生しているかどうか。２つ目は、介入する主

体が介入に乗じて領土を獲得するというよこしまな動機を持っているのではな

く、あくまでも人権保護を第一の理由にして介入していくこと。３つ目は、介入

する以前にまずは平和的な手段を尽くすこと。４つ目には、介入に当たってあく

までも必要最小限度の軍事力の行使にとどめること。５つ目は、あくまでも介入

が成功するかどうかという合理的な見込みを事前に計算した上で介入すること。

６つ目が、正当な権威によって介入が決定されることとなっています。

「保護する責任」の中で「正当な権威」としてとり上げられているのは国連安保

理になっているわけです。この正当な権威がどれほど重要かといったことはこの報
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告書「保護する責任」の構成を見ただけでもよくわかります。この報告書はわざわ

ざ１章分をこの権威の問題に割り当てて正当な権威を論じています。この報告書「保

護する責任」は、国際社会を代表する権威としては安保理以外にはないと言ってい

るわけです。ただし、安保理の権威を補助する権威が２つ論じられています。１つ

は、国連総会。安保理が機能しない場合、国連総会には平和のための結集決議とい

う手続きがあります。この平和のための結集決議に基づけば、国連加盟国に対して

国際社会の平和及び安全の維持、回復のための武力行使を、命じることはできませ

んが、勧告することができるわけです。２つ目には地域機構。安保理が機能しない

場合、安保理が機能するまでの間、各地域の地域機構が安保理に代わって人道危機

に対処する。そういったことが「保護する責任」の報告書の中では議論されている

わけです。

ここで問題になるのは、国連安保理や国連総会の許可に基づかないで、国家が

個別もしくは集団で独自に介入を行う問題です。典型的な例としては、1999 年

のＮＡＴＯによるユーゴスラビア空爆です。これは国連の安保理決議によらず、

ＮＡＴＯが独自に判断して行った介入です。「保護する責任」の一環とはいえ、

国連安保理や国連総会の許可を得ずにそのような介入を行う権利が、個別の国家

もしくは国家集団に認められるのかどうか。そのような権利を発展させるべきな

のかどうかという問題があります。この点について、基本的にこの「保護する責

任」の報告書は否定的な見解をとっています。

以上のような、「保護する責任」の報告書における「正当な権威」をめぐる議

論を踏まえて、改めてここで「正当な権威」がなぜ重要なのかということを最後

に確認しておきたいと思います。それは正当な権威が結局、内政不干渉の原則や

国際人権規範、武力行使の禁止原則といったものの解釈とか適用にかかわるから

です。ポイントは２つあります。１つは、「正当な権威」が「保護する責任」を

果たしていない国家を認定するということです。たとえば、仮定の話として、「正

当な権威」がダルフール紛争とこれにもとなう人道危機を根拠にして、スーダン

は「保護する責任」を果たしていないという判定を下すということです。この判

定を下すことの帰結は、判定を下された国家の一時的な主権の停止に相当します。

要するに、「保護する責任」を果たしていないという判定を下された国家は、も

はや内政不干渉原則を盾にすることはできなくなる。２つ目は、さきほどから言っ

ているように、「正当な権威」が軍事的な介入の発動を決定するということです。

この２点において「正当な権威」を誰が担うのか、どの主体が司っているのか。
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それはとても重要な問題として浮かび上がるわけです。

以上の点を踏まえて、合法的権威としての国連安保理の正当性について見てい

きたいと思います。レジュメとは別に配っている「正当な権威」の類型の、国連

安保理のところも同時に目を通していただければ幸いです。まず、国連安保理が

合法的権威であることについて、国連安保理は、言うまでもなく国連憲章という

法的根拠を持って設立された権威です。国際秩序の維持という共通利益・価値を

託されて、国家の同意の上に成立した権威です。その意味において合法的権威で

あると私はみなしているわけです。レジュメには書いていませんが、国連安保理

は国連憲章第７章の下で平和に対する脅威を認定する権限を与えられています。

平和に対する脅威の認定に基づいて、国連憲章の第 42、43条では国連軍を組織

する権限まで与えられています。国際的な部隊を指揮監督して、国際の平和及び

安全を脅かす国家に対して軍事的な強制措置を発動する。かような大きな権限を

国連安保理は与えられています。

ただし、そうした大きな権限は東西冷戦の文脈においては発揮されることなく

終わっていたわけです。しかし、冷戦後、それが大きく変換をみせます。冷戦が

終焉して以降、国連安保理は国際の平和及び安全を回復するための武力行使に国

際的な正当性を付与する権威として復活、もしくは復権することになります。も

う少し具体的に言うと、国内で勃発した武力紛争や人道危機を背景にして、軍事

的な強制措置の発動を加盟国に許可するということになります。

つまり、どういうことかと言うと、もともと国連安保理は国際社会がアナー

キー、無政府であることから生じる国家間の紛争に対峙する目的でつくられてい

ました。それが冷戦後、国家間の関係を制御、統制するのではなく、国内で生じ

るアナーキーな状況、これはまさしく無政府の状態、国家が破綻したりするよう

な状況に対処する、もしくは国家が強力な権限で国内の住民を抑圧する、大規模

な人権を侵害するといったタイラニーな状況に対応していく権威へと変わってい

くことになります。

そのような国連安保理の合法的な権威としての性格の変容に伴って、正当性の

問題が生じています。１つ目は、もともと国連安保理という組織に内在する第一

の問題です。それは常任理事国５大国の大国寄りの意志決定に左右される政治的

な機関であるということです。あくまでも大国間の利害の調整が優先され、その

利害調整がうまくいかなければ拒否権の発動によって安保理の機能が妨げられ

る。まず、国連憲章上そのような限界を内在させた機関であるということです。
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２つ目には、国連という組織自体、そしてそれを反映した国連安保理自体、多

様な価値観を持つ国々の参加を前提にした組織です。したがって、多様な価値観、

多様な利益を持つ国々の間で合意を形成するのは難しいということがあります。

そのような難しさがあるからこそ、コソヴォ紛争のときには国連安保理は団結で

きなかったわけです。ルワンダ、スーダンダルフールのときも、国連安保理は団

結して有効な対応がとれなかった。それは合意形成の難しさが原因の一端にあっ

たわけです。

そういった合意形成の難しさの帰結として、安保理の権限が恣意的に行使され

る。人権の保護、国際秩序の維持についての責任が果たされたり、果たされなかっ

たりといった恣意性、選択性というものが挙げられると言えます。これは３つ目

の問題点です。

最後に、これが「保護する責任」の文脈でとても重要ですが、介入が行われる、

行われない、もしくは介入の結果として危害を被る人びとに対しての責任を果た

す仕組みが安保理にはないということです。これが４つ目の問題点として指摘で

きます。

国際社会の合意、法的な根拠に支えられてつくられた安保理がかような限界を

持っている。これに対するオルタナティブとして、次に「民主主義諸国の協調」と

いう権威を見ていきたいと思います。ここ数年、民主主義諸国、もしくはリベラル・

デモクラシー諸国の協調といった構想が議論されています。そもそもこのような構

想はどのような背景の下で出てきたのか。レジュメに書いているとおり、アメリカ

合衆国の安全保障戦略の立て直しの提案の１つという文脈の下で、このアイデアが

出てきています。ポイントは２つあります。

１つは、ブッシュ政権下で見られた単独行動主義を抑制する必要があるという

ことがアメリカ国内でも認識されていることです。単独行動主義は、同盟国との

関係からいって、そしてアメリカに対する反米感情を生んだりということで、ア

メリカにとってコストがかかる、もう一度アメリカを多国間主義の中に引き留め

なければいけないといった問題関心が１つ背景としてある。

２つ目のポイントは、多国間主義にアメリカを引き留めるとはいっても、既存

の多国間主義で重要な国連がうまく機能しない。アメリカから見ると、中国やロ

シアといったものがアメリカの行動を制約している。アメリカの考える国際秩序

は、第一次世界大戦のウィルソン大統領のころから、一時期孤立の時代なども間

に挟みながら、連綿として続いているのはリベラルな国際秩序をつくるというこ
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とだろうと思います。リベラルな国際秩序とは、市場経済、基本的人権、民主主

義的な統治、そのような価値観、もしくはそのような価値観を共有した国家によっ

て成り立つ秩序をつくって維持していく。アメリカはそういったビジョンを持っ

ていたわけですが、そのビジョンの実現の上で国連安保理はどうも効率が悪いと

いうことで、多国間主義の要請ということと、アメリカのリベラルな秩序をつくっ

ていくという要請、この２つを両立させるのがリベラル・デモクラシー諸国の協

調、「民主主義諸国の協調」という多国間枠組みであろうと思います。

では、この「民主主義諸国の協調」は何をするのか。簡単に言ってしまうと、

グローバルな脅威への対処、リベラルな国際秩序の構築、維持となります。大量

破壊兵器の拡散防止とか、人道危機への対処ということです。所詮これは構想の

レベルではないのか。そんな構想のレベルを真顔でとり上げる必要はないのでは

ないかという考え方もあろうかと思います。しかし、よく考えてみれば、これは

ただ単に構想のレベルにとどまっているのではなく、既に部分的には実現してい

るとも言える事例があります。それがコソヴォ紛争へのＮＡＴＯの一方的人道的

介入です。この 1990 年に行われたＮＡＴＯの一方的な人道的介入が民主主義諸

国の協調という現在議論されている構想に先立つ、先例として位置づけられるの

ではないかと考えているわけです。

ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）とは、そもそも東側の脅威から西側の民主主義、

人権とか自由といった価値を守るためにつくられた同盟です。その同盟が冷戦後、

コソヴォ紛争という文脈で人道的介入を行った。このＮＡＴＯの人道的介入につ

いて興味深い指摘が２つあります。１つ目は、フェルナンド・テソンという学者

が言っている点です。テソンは、国連安保理なんかよりＮＡＴＯのほうが人道的

介入を司るに相応しい正当な権威だととらえます。なぜなら、ＮＡＴＯは人権と

民主主義の価値に忠実な国際共同体にもっとも近づいている存在、つまりリベラ

ルな同盟なんだと。興味深い指摘の２つ目は、コソヴォのＮＡＴＯ空爆のときに

ＮＡＴＯの事務総長であったソラナ事務総長が次のようなことを言っています。

ＮＡＴＯの新規加盟国を含む 19カ国の民主主義諸国の類いまれな同盟の結束こ

そが、ＮＡＴＯの行動の法的根拠及び正当性に関するコンセンサスを確立する上

で重要だった。こういうことをコソヴォ紛争の当時、文民のトップであるソラナ

事務総長が述べているわけです。

この民主主義諸国の協調を「保護する責任」を司る正当な権威として見た場合、

どのような特徴があるのか。１つ目は関係的権威の１つである。つまり、法的根
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拠によらずに共通利益とか共通価値の実現を掲げている権威であるということで

す。２つ目は、法的根拠がないということです。法的根拠がないということは、

権威としては重大な欠点になるだろうと私は考えています。つまり、権威の権限

の範囲、権威が責任を確実に果たす、そのような義務を明確に定めた法的根拠が

存在しないということは、リベラル・デモクラシー諸国の協調の重大な欠点であ

ろうかと思います。恐らく、民主主義諸国の協調を唱えている人たちも法的根拠

がないことの危うさを認識しているだろうと思います。彼らは、民主主義諸国の

協調のための憲章という法的根拠をつくろうということで、提案を行っています。

それがレジュメとは別に配っている資料の右側、英語で書いてあるところです。

全部を読む時間はありませんので、重要な点だけを指摘します。

まず、この中の第４項に、国家の「保護する責任」、国際共同体の「保護する責任」

ということが述べられています。基本は、国連安保理が「保護する責任」を担う

ことになっているわけですが、国連安保理による「保護する責任」の履行可能に

する安保理改革が実現しない場合は、第７項と第８項を採択する必要があると述

べています。第７、８項は、国連安保理の許可によらずに「保護する責任」を「民

主主義諸国の協調」が果たす。もっと言うと、場合によっては武力を行使すると

されているわけです。この「民主主義諸国の協調」を唱えている人たちの基本的

な立場は、この協調は国連安保理にとって代わるものではなく、あくまでも国連

安保理を補完する立場であるということを強調します。しかし、テソンのように、

国連安保理にとって代わるべきだという議論もあります。

以上を踏まえながら、民主主義諸国の協調という考え方にはらむ正当性の問題

を４点ほど述べておきたいと思います。１つは、さきほどから言っているように、

法的根拠がないということです。リベラル・デモクラシー諸国の協調の意味する

ところは、結局、国連安保理が機能しないならばリベラル・デモクラシー諸国が

武力行使について特権を持つということが含意されているわけです。この武力行

使の特権についてリベラル・デモクラシー諸国以外の国々が合意するとは到底考

えられません。ということで、恐らくほかの国々の同意、合意は得られないだろ

うと思われます。

２つ目の問題点は、この権威の構成が排他的であるということです。要するに、

リベラル・デモクラシー諸国以外の国々には発言や決定権は一切認められない、

排他的な組織構成になっている。

３つ目には、このリベラル・デモクラシー諸国の協調にも権限と責任の恣意性、
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選択的な行使が伴うだろうと予想されます。「保護する責任」に対して必ずしも

欧米のデモクラシー諸国が積極的であるわけではない。例えば、自分たちの国益

にかかわらないものについては積極的にはかかわろうとしないということは、中

国とかロシアに限らず、欧米の民主主義諸国にも当てはまるだろうと思います。

例えば、ソマリアの海賊問題は真剣に対処されますが、ソマリアの再建について

は欧米の民主主義諸国がどれだけ積極的に関与しているかというと、非常に疑問

が残るところです。

４点目、これは安保理とも共通しますが、民主主義諸国の協調が、果たして「保

護する責任」を必要とする人びと、救援を求める人びとに対してどれほどの結果

責任、説明責任を負うものなのか。その部分がやはりはっきりしないということ

が指摘できるだろうと思います。

以上、駆け足で国連安保理と「民主主義諸国の協調」という２つの「正当な権

威」について、その正当性を検討してきました。それを踏まえて、最後にまとめ

を簡単に述べておきたいと思います。国連安保理ＶＳ民主主義諸国の協調、「保

護する責任」を司る「正当な権威」としてどちらが優れているのか。その勝敗の

行方ということです。国連安保理、「民主主義諸国の協調」のそれぞれ利点と欠

点を挙げています。時間の都合もありますので、利点と欠点についてはレジュメ

に目を通していただくということにとどめて、レジュメの下のほうの２つのまと

めを述べておきたいと思います。

国際法の現在の理解から言えば、国連安保理が正当な権威ということになるわ

けですが、資料とは別に配っている「正当な権威」の類型の７つの観点から国連

安保理と「民主主義諸国の協調」をつぶさに検討してみると、国連安保理が自明

なものとして優れた権威であるとは到底言い難い部分があるということが言える

だろうと思います。その上で、国連安保理と「民主主義諸国の協調」、この２つ

に共通した正当性の問題が生じているだろう。すなわち、１つには権限と責任の

選択性、２つ目には介入によって影響を被る社会、具体的に言うと、紛争地域の

人びとに対する責任の欠如。この２点において２つの権威は重大な欠陥を抱えて

いるだろうと思います。

その上で、私としては国連安保理のほうが若干正当な権威として相応しいので

はないかと考えているわけです。その理由はどこにあるのか。さきほどから言っ

ているように、「民主主義諸国の協調」については法的根拠がありません。その「民

主主義諸国の協調」という構想について、ほかの国々の同意を得ることも難しそ
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うである。そして、「民主主義諸国の協調」が非常に排他的なものである。リベ

ラル・デモクラシーの諸価値を共有しない国々に対話や参加の余地が開かれてい

ない。そういった構想をいまの国際社会で無理に実践に移そうとするならば、国

家間の対立、溝を深めるだけであり、「保護する責任」についてのコンセンサス

づくりを疎外しかねない。そういった点から見て、「民主主義諸国の協調」を推

進していくことについて、私は懐疑的です。むしろ国連安保理の欠陥を修整して

いく。その方途をたどっていくほうが現実的ではないかと考えているわけです。

では、国連安保理を「保護する責任」を担うに相応しい「正当な権威」にどう

近づけていったらいいのかということで、最後に大きく３つ指摘しておきたいと

思います。１つは、権限の行使と責任の遂行。「保護する責任」が必要とされる

ときには適時に必要な介入を行うという権限の行使をどう保障するのかというこ

と。２つ目には、「保護する責任」を発動するまでには至らない状況については、

安易に軍事介入を行うのではなく、「予防する責任」や「再建する責任」で対応

するということで、場合によっては権限の行使に制約を課すことが重要だろうと

思います。必要なときには権限を行使し、武力行使に馴染まない状況には安易に

その権限を行使しないように一定の制約を課す。もう１つ、責任に対する制約と

いうことで言うと、次の問題として、介入の結果で危害を被る紛争地域の人びと

に対してどう責任を果たしていくのか。もう少し言い換えると、国連安保理はも

とはと言えば、国家の同意に基づく、国家によって正当性を付与された国際的権

威であるわけですが、「保護する責任」を担っていく「正当な権威」としては、

やはり紛争地域の人びとから見て評価されるような「正当な権威」にならなくて

はいけない。紛争地域の人びとから見た正当性の付与はどうしても必要になるか

と思います。

レジュメの２点目に書いていますが、国連安保理の政治行動の領域と国連安保

理に正当性を付与する社会層を一致もしくは接近させる必要がある。国連安保理

の政治行動の領域は国家間から国内紛争に拡大している。この政治行動の領域の

拡大に応じて、国連の権限行使に影響を受ける一般の人びとからの正当性の付与

が必要になるのではないかと考えているわけです。

それを踏まえると、最後に重大な問題が残ります。これが３つ目です。２つの

社会的要請の両立をどう成し遂げるのかというやっかいな問題です。ここで言う

２つの社会的な要請とは何か。１つ目には、既存の政府間のコンセンサスから導

かれる国際的正当性を重視するということ。これは国際秩序の確保ということに
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つながります。既存の国際的な合意を重視する。既存の国連憲章の枠組みを重視

する。しかし、これだけでは「保護する責任」は実施できませんから、プラスこ

こで重要なのは、救援を必要とし、かつ介入によって影響を被る人びとの評価に

基づくコスモポリタンな正当性が必要になってくる。要するに、生命を脅かされ

ている人びとの安全をどう確保するのか。ですから、一方では国家間の秩序とい

う従来からの古典的な問題に対処し、一方ではその枠を越えた生命を脅かされて

いる人びとの安全、この２つの社会的要請をどう両立させていくのか。この辺り

が最終的に国連安保理が「保護する責任」を司る「正当な権威」となり得るのか

どうかを左右するキーポイントになるだろうと考えています。

非常に駆け足の報告になってしまいましたが、以上で私の報告を終わります。

（ちぢいわ・まさつぐ　北九州市立大学 非常勤講師）

2010 年 10 月 9日開催
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大庭でございます。本日は「「保護する責任は倫理的か？―スレブレニツァで

の意志決定を巡る「正しさ」の揺らぎ―」と題して報告したいと思います。まず、

「保護する責任」の由来について簡単に確認したいと思います。左が 1994 年の

ルワンダ・ジェノサイドの写真、右がボスニアの民族浄化で強制収容所に入れら

れた人々の写真です。こういったジェノサイドと民族浄化が 1990 年代の民族紛

争の多発に伴い大きな問題として出現してきました。この写真を見たとき、ポー

ル・リクールが「苦しみはそれを見た者に責任を与えるのだ」といった言葉が非

常に重く響いてまいります。その結果、盛んになったのが人道的介入の議論です。

ナチスのホロコーストの生存者であり、ノーベル平和賞を受賞した作家、エリ・

ヴィーゼルは、次のように述べます。「かくして、血が流れるのを防ぎ、死がせ

保護する責任は倫理的か？保護する責任は倫理的か？
―スレブレニツァでの意思決定を巡る「正しさ」の揺らぎ―スレブレニツァでの意思決定を巡る「正しさ」の揺らぎ

大庭弘継大庭弘継
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せら笑うのを防げ、という命令が出される。すなわち、介入せよ、という命令が」。

このように単なる軍事介入ではなく、倫理的な思いに基づいている点が人道的

介入の特徴です。

しかしながら、人道的介入は規範への大きな脅威となります。何の規範に対す

る脅威かというと国家主権（内政不干渉原則）への脅威です。よって、1990 年

代の人道的介入に関する議論の中心軸は「介入する権利」ＶＳ「国家主権」で

した。この二つのジレンマの状況について、当時の国連事務総長コフィー・ア

ナンは次のように呼びかけて打開を図ろうとします。「もし人道的介入が、本当

に、［国家］主権に対する容認できない攻撃であるなら、ルワンダやスレブレニ

ツァといった、我々が共有する人間性の原則を激しく揺るがす、言い換えると、

人類の良心に衝撃を与える悲劇に対して、人間の権利に対する大規模かつ組織

的な暴力に対して、我々はどうやって対処するべきなのだろうか？」。

カナダ政府はこれに応え、資金援助をしてＩＣＩＳＳ（International 

Commission on Intervention and State Sovereignty；介入と国家主権に関する国

際委員会）という独立の国際委員会をつくります。このＩＣＩＳＳは 2001 年に

ある提言を発表します。それが「保護する責任（Responsibility to Protect、通称

R2P）」というタイトルで出された提言書になります。この保護する責任の要点

は二つあります。まず第一点、国家主権とは国民を保護する責任を果たすこと

で成立する権利であると再定義したこと。従来、国家主権は絶対的な原則であ

り、それを基礎に国際社会が成り立っているという考え方が主流でしたが、こ

の位置付けを再解釈して、国家主権は責任と表裏一体だとします。第二点として、

その国家がジェノサイドや民族浄化などに際して国民を保護する責任を果たせ

ないならば、国際社会がその国家に代わって国民を保護する責任を担うのだと

規定します。この保護する責任ですが、その後、国連の諸報告で確認された後、

2005 年の世界サミットで成果文書に盛り込まれ承認されました。このように保

護する責任は国際社会の「新たな規範」として生成しつつあるともいわれます。

しかしながら、本報告においては、保護する責任が抱いている倫理的な問題点

を指摘しようと考えています。報告の目的を述べると、大量虐殺のような悲劇

に対し、国際社会は武力介入してでも人々を救うべきとする保護する責任が実

は倫理的な限界を抱えているということを指摘したいと思います。そのために、

保護する責任が依拠しているスレブレニツァの陥落を巡る記憶、PKOの現場に

おける意志決定を検証することで明らかにしようというものです。
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報告の流れは次のとおりです。まず、問題の所在がどこにあるのかということ

を指摘したいと思います。次に、保護する責任の構造を再確認します。そして、

その保護する責任が依拠しているスレブレニツァというものがどう記憶されてい

るかというところを確認し、その次に、スレブレニツァの記憶を支えている反実

仮想の限界を指摘したいと思います。

それでは、「序　問題の所在」に入りたいと思います。ここでは次のような疑

問を提示します。保護する責任による軍事介入はどうして「正しい」と確信でき

るのか、と。軍事介入というのは、それがどのような形であれ、非常に多くの反

論が考えられます。なぜなら、有史以来軍事介入の多くは無辜の人々を傷付ける

ものであったからです。この説明は多くの人々が漠然と抱く感想でもありましょ

う。特に、イラクやアフガンといった事例に即して考えれば、次のコメントは非

常に妥当性がある、説得力があるというように感じるかもしれません。

「もし我々が現地にいなければジェノサイドが発生するため、今後も軍事支

援をするべきだ、と議論されています。しかし、我々が発見した事実は、現在、

我々アメリカの軍事支援があるからこそ発生する、比類なきジェノサイドで

あります。……さらに彼らが、「なぜ私たちが死ななければならないのです

か」、「なぜ、私の身体が切り刻まれる必要があるのですか」と、あなた方に

対し、質問したとします。いったい何と答えますか。「ジェノサイドを回避

するため」、と仰るのですか」。

つまり、軍事支援、軍事介入があるからこそ、より大きな悲劇が生じているの

だという趣旨です。これは、多くの人々の直観と一致するコメントでもありましょ

う。このアブザッグ議員のコメントは、当時の文脈で考えれば、非常に説得力が

あります。なぜなら、1975 年はベトナム戦争の直後で、まさしくサイゴン陥落

の時期にあたります。またこの直前の数年間には、アメリカはカンボジアに侵攻

し、内戦の当事者ともなっていましたから。それにソンミ村で 500 人の人々が

虐殺された事件もまだまだ生々しく記憶されていました。よって、軍事介入が悲

劇的な結末をもたらすというのは非常に説得力のある議論でした。

しかし、皮肉なことに、この直後から三年半にわたってカンボジアで約百万人

が殺されたジェノサイドが発生します。ジェノサイドの後にこのコメントを読み

返すと、なんとも苦々しい気持ちになります。

ここで何がいいたいかというと、介入も不介入も、何をもって「正しい」とい

えるのか。突き詰めて考えないと、本当に正しいのか、間違っているのか、何と
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もいえなくなるというところです。確かに、その正しさを担保するために、保護

する責任は、介入する事例を限定し、敷居を高くしています。つまり、厳しい条

件をクリアした軍事介入は、「正しい」もしくは正当化し得るとします。

しかし本報告では、この保護する責任が担保する「正しさ」が、本当に正しい

のかということを検証したいと思います。具体的には、本報告ではスレブレニツァ

の虐殺を巡る意志決定を事例に考察したいと考えています。

それではまず、問題となっている保護する責任の構造について確認したいと思

います。ここでの問題は、保護する責任は「正しさ」をどう担保しているかとい

う点です。確認ですが、保護する責任は３つの責任から成り立っています。まず、

予防する責任もしくは防止する責任（responsibility to prevent）、次に対応する

責任（responsibility to react）、この対応する責任の中に軍事介入は含まれます。

そして再建する、もしくは復興する責任（responsibility to rebuild）。この３つ

の責任から保護する責任は成り立っていて、軍事介入だけに限定された概念では

ありません。しかも、対応する責任も非軍事的介入と軍事介入というように大き

く二分することができます。

しかしながら実際には対応する責任の軍事介入の問題が議論の中心としてしば

しば注目されます。実際、アレックス・ベラミーの見立てでは、報告書の 85頁

のうち 32頁が軍事介入に割かれていて、実はＩＣＩＳＳもそれだけ軍事介入の

話を中心にもっていっているんだということを指摘しています。

では、この軍事介入を見る際にどういう視点から「正しい」ということを見れ

ばいいのかということで確認します。正戦論でよくいわれている議論で、Jus ad 

Bellum（ユス・アド・ベルム）に Jus in Bello（ユス・イン・ベロ）、最近はそれに

加えて Jus Post Bellum（ユス・ポスト・ベルム）の３本立てが正戦論の基本構造

になっているかと思います。最後の Jus Post Bellumは再建する責任にそのまま加

わることができますので、Jus ad Bellumと Jus in Bello が「対応する責任」の軍事

介入の項目にどう盛り込まれているかというところを確認したいと思います。

保護する責任に記載されている軍事介入のための原則をざっと見てみると、

始めの正しい動機の基準、つまり、介入するかどうかという政策的な決定の段

階から、一番下の作戦上の原則、現場での作戦原則に至るまで、いわば Jus ad 

Bellum、Jus in Bello の位相を貫いて、人々の保護を主目的としているというと

ころを確認することができます。

人道的介入、もしくは保護する責任に基づく人道目的の軍事介入は単なる戦争
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ではありません。これはあくまで人道を目的とした介入です。しかしながら、人

道を目的とした介入には独特に生じる問題が二つ挙げられると思います。最上敏

樹は次のように指摘しています。「ひとつは平和のためにどこまで他人を強制で

きるか、特にどこまで暴力や武力を行使できるかという問題と、ひとは平和のた

めに、どこまで危険を引き受けることができるか、引き受けなければならないか

という問題」が、人道的介入には生じる。つまり、暴力を防ぐための暴力が許さ

れるのかという問題と、人々の命を助けるためにどこまで命を危険にさらすべき

かという問題が生じるといっています。

では、これに対して保護する責任は何と答えているか。明確には答えていませ

んが、保護する責任という言葉が表しているとおり、悲劇が存在し、阻止するこ

とができるならば、介入するべきという立場をとっていると推測することができ

ます。具体的には、悲劇があり、防ぐことができたとされるルワンダとスレブレ

ニツァの事例が、さきほどの抽象的な言葉に当てはまる具体的な事例ということ

ができます。

ＩＣＩＳＳの共同議長であったエヴァンス元オーストラリア外相は、「誰もが

疑いえない事例、例えばルワンダやスレブレニツァのような大量虐殺や他の残酷

な犯罪を阻止する唯一可能な方法としての軍事的な強制手段」という見解を述べ

ています。つまり、保護する責任の報告書の中で何度も繰り返されていますが、

ルワンダとスレブレニツァの悲劇を防ぐためにこそＲ２Ｐ（保護する責任）は存

在するんだと。では、その悲劇がどのように記憶されているか。ルワンダとスレ

ブレニツァの事例に関しては、軍事介入があればそれを阻止することができたと

する反実仮想が存在するということが指摘できるかと思います。

いまルワンダとスレブレニツァという二つの事例を取り上げましたが、本報告

においてスレブレニツァだけを取り上げます。その理由について申し上げると、

ルワンダは国連がほとんど関与しておりません。というより、国連はルワンダの

ジェノサイドを「黙視」しました。翻って、スレブレニツァを見ると、ルワンダ

とは対照的に、旧ユーゴでの内戦激化に対応して、ＵＮＰＲＯＦＯＲを派遣し、

ＮＡＴＯと連携したうえで近接航空支援などの軍事手段を活用し、しかも、避難

民保護のために安全地域というものを設置し、そこに軍隊を駐留させる。しかし

ながら、その安全地域がセルビアの攻撃によって陥落し、虐殺が生じるという結

果に至った。つまり、国連が多大な関与をしたあげくの悲劇であったわけです。

よって保護する責任が国際社会による積極的な関与と介入を提唱している以上、
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積極的な関与が悲劇へと転化したスレブレニツァの事例は、保護する責任を実践

する上での教訓を多く提供することが考えられます。

それでは、次の問題に移りたいと思います。悲劇が存在し、それを阻止するこ

とができたとするスレブレニツァの事件はどう記憶されているのかということを

考えていきたいと思います。スレブレニツァの虐殺について、まず概略を申し上

げます。1995 年７月中旬、国連が安全地域に指定したスレブレニツァがボスニ

ア・セルビア人勢力の侵攻によって陥落し、国連保護軍がいたにもかかわらず、

避難民を中心に約 7,500 人が虐殺されたという事件です。

この事件について、若干事実関係を確認します。当時、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナは三つの勢力によって支配されていました。クロアチア勢力、セルビア、

ムスリムという三つの勢力によって内戦が勃発していました。時期については

1992 ～ 1995 年です。内戦が激化して民族浄化（ethnic cleansing）と呼称され

るような悲劇が多発するようになり、国連が介入を決めた。どう介入するか。国

連は、避難民が集まっている場所を安全地域という保護する地域に指定し、そこ

に軍隊を駐屯させて守らせます。スレブレニツァというのはここにあります。大

きく分かれた図がここですが、スレブレニツァに約 800 名の軍隊が駐屯しまし

た。しかしながら、その周りは全部セルビア人勢力になります。この 800 人の

国連軍だけが駐屯していたかというと、実際はそうではなく、セルビア軍と戦っ

ていたムスリム軍がここに忍び込みます。周りは全部セルビア人の勢力地です。

ムスリム軍は国連の兵力が少ないことを利用して、スレブレニツァを事実上の前

線基地としてゲリラ的に出撃し、セルビアを攻撃し、そしてまた安全地域に逃げ

込むといった形で、セルビア側を挑発します。それにしびれを切らしたセルビア

側が、国連は安全地域というものをつくって中立だといいながら、実際はムスリ

ム側に加担しているじゃないかと批判し、このスレブレニツァという地域を攻撃

し、占領する。占領したときに避難民のうち子どもから大人までの男性が約7,500

人殺された。これがスレブレニツァの虐殺です。

話を元に戻して、国連はなぜスレブレニツァの虐殺、それに前倒しする陥落を

防げなかったのか。国連の報告書の結論は、一言でいえば、武力行使が必要だった、

武力行使を躊躇したからこの事件が起きたんだと。では、この事例においてどん

な武力行使が可能だったのかということを確認すると、二つあります。一つは近

接航空支援。これはＮＡＴＯ軍の陸上攻撃機を利用して攻めてくるセルビア側を

撃破するという方法です。しかしながら、これは指揮系統の問題で一度しか実施
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できませんでした。二つ目、これが本報告の主題になりますが、安全地域の国連

軍による反撃の可能性です。オランダ部隊が駐屯していました。対戦車ミサイル

も持っていました。しかしながら、武力を行使しませんでした。そこで問題になっ

てくるのは、なぜオランダ部隊は反撃しなかったのかということになります。

さきほどの国連の報告の内容は次のとおりです。セルビアの脅威を避けるた

め、マンデートの実行は二の次となったというのが一点。第二に、セルビア人勢

力の侵攻に対して、オランダ部隊は直接攻撃を行わなかったと指摘します。もし

セルビア側に対し直接攻撃をしていたならば、事態は異なった展開を見せたかも

しれないと、スレブレニツァ報告は結論付けます。しかしながら、当時、オラン

ダ部隊は事実上約 400 名、そのうち戦闘員が 200 名。それに対して、攻めてく

るセルビア軍は 2,000 名。しかも、向こうは戦車を持っている。こっちは対戦

車ミサイルを持っているけれども、セルビア軍はオランダ兵を人質にとっている

といったことについても付言しています。

しかしながら、それで事態は収まりませんでした。オランダ国内では、オラン

ダ部隊に対する非難が起こります。有名なのは、デ・スワンというアムステル大

学の教授のコメントです。「オランダ部隊の指揮官も兵士も憶病者だった。つま

り彼らはオランダの恥なんだ」。また、学問の世界でも、特に戦争倫理学の世界

でもオランダ部隊の無抵抗は主題となっており、アメリカ海兵隊大学の倫理学の

教官であるパオロ・トリポディは「「避難民を保護するという道徳的責任」と「自

分たちを守るという法的倫理的義務」のジレンマがあった。しかしながら、オラ

ンダ部隊は、自分自身の安全を優先した。そしてこれは道徳的判断の過誤、道徳

上の失敗だ」といいます。結論から述べると、オランダ部隊はなぜ武力行使をし

なかったのかということに対して、「自己の安全を優先し、避難民を見捨てた」

という形で記憶されています。そしてこの記憶は、オランダ部隊が犠牲を甘受し、

抵抗していれば、避難民の虐殺を阻止できたという反実仮想になっていきます。

軍人であれ、政治家であれ、反実仮想というのは非常に重要です。なぜなら、

たとえば押村高氏いわく「先人の轍を踏むことを嫌う指導者が模範として採用す

るのは、実は過去そのものではなく、「矯正された過去」、つまり反実仮想なのだ」。

歴史をふりかえるとき、これが歴史だといったものが実は反実仮想であることは

多々あります。そして、この反実仮想は具体的に保護する責任の一部と結び付き

ました。眞嶋俊造氏の近著によれば、「当時、国連により安全地域の一つとして

指定されたスレブレニツァには軽武装の 400 名のオランダ軍部隊が駐留してい
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た。オランダ軍部隊は自らの兵力保護を優先し、ボスニア系セルビア軍を迎え入

れ、結果として数千人のボスニア系イスラム教徒の民間人が虐殺されることに

なった」とした上で、保護する責任の軍事上の原則においては兵力保護を主要な

目標としてはならないという作戦原則に影響を与えたという解釈をしています。

また、ほかの国連報告への影響も見られます。2000 年に発表された国連ＰＫ

Ｏの改革の方向性を示した通称『ブラヒミレポート』においては、「ピースキーパー

（平和維持軍）は、部隊であれ警察官であれ、市民に対する暴力を目撃したならば、

その能力の範囲内で、それを阻止するようオーソライズされたと推定するべきで

ある」と提言しています。つまり、さきほどの反実仮想は保護する責任をはじめ、

現在の施策に大きく影響しています。

ここで、「反実仮想の妥当性の限界」について考えていきたいと思います。ここ

での問題は、さきほどのスレブレニツァの反実仮想は妥当なものなのかという点

です。その前に、反実仮想を論じることについて考えてみたいと思います。さき

ほど引用した押村高氏は、続けて次のように述べています。「現在の価値観や合理

性を絶対視した上で反対の事実が推理されるならば、戦争の「愚行」は単なる「合

理性の欠如」としてのみ裁かれるであろう。そうなると、歴史が後知恵や結果論

を超えられなくなってしまう」という問題点が反実仮想にはあると述べます。

さきほどのスレブレニツァの反実仮想もまた、妥当なものであるか検証する必

要があるといえましょう。では、どう検証していくのか。なるべく現場の実態に

即したかたちで検証したいと考えます。そこで私が指摘したいポイントは三つあ

ります。①抵抗した場合、実は犠牲が拡大していったのではないか。②撃退で虐

殺そのものが消滅してしまうのではないか。③武力不行使／中立性規範を侵犯し

てしまうのではないか。

まず、①抵抗した場合に犠牲が拡大するという点について考えたいと思います。

当時の駐留オランダ部隊の次席指揮官であったフランケン少佐は、新聞の質問に

対して次のように答えます。質問は次のようなものです。「オランダ部隊は、助

けが来るまで、抵抗するかもしくは少なくとも避難民を防衛することができただ

ろうか」。それに対してフランケンは「もし我々が攻撃を開始していたら、［セル

ビア側の反撃により避難民を巻き込んで］大殺戮となっていたであろう。そのよ

うに、絶対の確信を抱いている」と述べます。

どういう状況かというと、当時、司令部を開放して、駐屯地に避難民を収容し

ていました。駐屯地内には4,000～ 5,000人、周辺には15,000～ 20,000人。そ
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の北側には攻めてくるセルビア側が大砲を設置していました。つまり、反撃すれ

ば避難民を戦闘に巻き込み死傷者を出すような状況でした。オランダ部隊が反撃

するとなると、それはセルビア側から直接、国連部隊への攻撃が始まることにな

ります。大砲が撃たれる。となると、避難民に犠牲が生じる。そういった状況です。

そして、次に、②敵を撃退すれば虐殺は消滅してしまうということです。オラ

ンダ海兵隊のデ・フィン中佐は、さきほど挙げたアメリカ海兵隊大学に留学して、

その修士論文で次のように述べています。「カレマンス（オランダ軍部隊の当時

の指揮官）が典型的なモラル・ジレンマにあったという考えは後知恵に過ぎない

と強調したい。カレマンスが戦って仮に 20人の兵士が死んだと仮定した場合、

7,500 人ものムスリムの大量虐殺を防げたかもしれない。しかしながら、誰も彼

が虐殺を未然に防止したと知ることはできない」。当然ながら、オランダ軍部隊

が反撃して、20人の犠牲を出して、セルビア軍を撃退したならば、セルビア人

による虐殺は成立し得ませんでした。しかしながら、結果として部下に死傷者を

出したという事実だけが残ります。そして、さきほどの①の話と合わせれば、数

百人規模の民間人を戦闘に巻き込んで死傷者を出したという事実も残ります。

そして、③当時の規範である武力不行使と中立性の侵犯です。当時の国連の規

範は武力不行使、かつ紛争の当事者とならないという中立性が基本原則でした。

この原則は『平和への課題・追補』でも再確認されています。『平和への課題』

において、ガリ事務総長は平和強制という強制措置を伴う PKOを提唱しました

が、この追補、1995 年に発表されたものでは平和強制は削除されて、伝統的Ｐ

ＫＯ、つまり停戦監視や不介入を原則としたものへと後退していきます。また、

スレブレニツァの虐殺は 1995 年７月でしたが、その３カ月後に出された『ＰＫ

Ｏ一般指針』というものがあります。この『ＰＫＯ一般指針』はスレブレニツァ

の虐殺があったにもかかわらず、次のように書いてあります。ＰＫＯと平和強制

は違うもので、ＰＫＯにおいては国連の中立性が原則であり、武力不行使原則は

守らなければいけない原則だということを再確認しています。つまり、カレマン

スが当時の規範に反して、そして命令に反して武力行使をしたとするならば、そ

れは国連の規範への重大な侵犯行為となったわけです。

つまり、ここでは二つの反実仮想が存在していることが指摘できます。まず、

オランダ部隊が反撃する、武力行使をする、セルビアを撃退する、虐殺が消滅す

る、人々を保護することができるという図式の反実仮想です。この反実仮想の図

式が現在のＲ２Ｐ（保護する責任）の考え方にもつながっていくと思います。
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しかしながら、当時の状況に即して考えてみると、まずセルビアを撃退するに際

し、部下を犠牲にするじゃないか。プラス、民間人の犠牲も招くじゃないか。しか

も、撃退に成功してしまえば、誰も虐殺が起こったなどと知ることはできないじゃ

ないか。そして、規範を侵犯したという事実だけが残るじゃないか。となれば、こ

の場合、保護する責任が成立し得たか。保護する責任がいうような、ルワンダやス

レブレニツァの事例を見たら武力介入が必要だったといえるじゃないかという事実

が消え去ってしまうではないか、逆に武力行使したが故の悲劇がクローズアップさ

れてしまったのではないか、という可能性が高いわけです。つまり、武力行使が正

しいという根拠が弱くなってしまうということがいえるかと思います。

よって、本報告の結論は、保護する責任の「正しさ」は、実はスレブレニツァ

の反実仮想の検証によって、揺らいでしまうということになります。

保護する責任の「正しさ」というのは、次のような構図で示されています。スレ

ブレニツァがあって、ルワンダがある。そして、コソヴォ、ソマリアでの見当違い

の武力行使があった。これらの反省の上に保護する責任が成り立っている。悪い武

力行使もあるが、正しい武力行使もある。保護する責任はそのための条件を明記し

ている。その第一条件は、スレブレニツァやルワンダに比する悲劇が生じていると

いうことです。しかしながら、スレブレニツァの記憶は、実は根拠が薄い。よって

現実の問題に直面した際に判断基準の脆弱さを露呈する恐れがあります。

その脆弱さはどういうところに現れているのかというと、現在の Robust 

Peace Keeping、強制力を持ったＰＫＯの現場です。市民保護のために、現在、

国連ＰＫＯの任務の一環として加えられています。そして、それを概念的に下支

えしているのが保護する責任であるということがいえると思います。しかしなが

ら、これがうまくいっているかというと、そうではない。実は武力行使しろとい

うのと武力行使するなという二つのはざまで、指揮官は苦しんでいます。

例えば、ある現場指揮官は次のようにコメントしています。「私は武力行使に

積極的でないと非難され、そして憶病者のレッテルを張られた。何が正しい行動

かわからないが、私は賢明である。神に感謝を。なぜなら賢明でないなら、私は

軍法会議に送られていたから」。この指揮官は皮肉めいたコメントをしておりま

す。しかし皮肉なコメントだけで済まなくなる場合もあります。ハイチＰＫＯ（Ｍ

ＩＮＵＳＴＡＨ）の指揮官は 2006 年１月に、国連事務局からの武力行使せよと

いう圧力と本国政府からの武力行使するなという圧力のはざまに屈して自殺する

という結末を迎えています。つまり、保護する責任や関連概念が生み出した「正
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しさ」は、現場を支えるどころか、逆に混乱を招いている側面があるということ

がいえるかもしれません。

私個人としては、保護する責任、つまり現場において軍事力を行使してでも人々

を助ける、保護するといったような任務は不可欠であり、必要だと思います。し

かしながら、なかなかそれが結果に結び付かないのもまた事実だと考えておりま

す。では、結果に結びつくためには何が必要か。いうまでもなく、社会科学の法

則はある意味、経験則です。しかしながら、いままで人道的介入なり、ジェノサ

イドへの対処といった記録、経験はそれほど蓄積があるわけではありません。悲

劇にうまく対応するためには、よりさらなる悲劇、犠牲の積み重ね、経験を蓄積

していくことが残念ながら必要になるのではないか。それを肯定するわけではあ

りませんが、やはり社会科学としての経験則を打ち立てるためには、それが必要

になってくると考えています。

そして、その際に必要な考え方は、現場にまで通底する判断基準という点です。

本報告で触れてきました通り、保護する責任の基準は現場にまで通底する強さを

持っていないおそれがあります。政策の理念から現場における実践に至るまで、

一貫し、通底するまでの強さを持った、法則、考えというものを探求していく必

要があると考えています。

以上で報告を終わります。

（おおば・ひろつぐ　南山大学社会倫理研究所研究員）

2010 年 10 月 13 日開催
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先ほど自己紹介しましたけれども、本日はお招きいただいてありがとうござ

います。北村厚と申します。私は歴史学を勉強しているんですけれども、今回

はレジメの形の流れに沿ってお話をしていきたいというふうに思います。

1 はじめに

歴史学のほうで、最近注目されている「植民地責任」という話があるんですけ

ど、この「植民地責任論」というのは、過去の植民地支配やそれによってもた

らされたさまざまな搾取、非人道的な行為に対する責任を認めていこうとする

ものですね。2001年の8月末から9月初めにかけて、9月8日までですけれども、

開催された、ダーバン会議という国連主催の会議があったんですが、これをきっ

「パン・ヨーロッパ」論における非ヨーロッパ「パン・ヨーロッパ」論における非ヨーロッパ
―「ヨーロッパ」地域の近代を問い直す―「ヨーロッパ」地域の近代を問い直す

北村 厚北村 厚
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かけに生まれたのが「植民地責任」論というものですね。このダーバン会議の

決議からの抜粋を読もうと思います。第 99条より、「我々は、奴隷制、奴隷貿易、

大西洋横断奴隷貿易、アパルトヘイト、植民地主義、およびジェノサイドによっ

てもたらされた幾百万もの男、女、子供たちの甚大な人的被害と悲劇的惨状を

認めて深く遺憾とし、関係各国に過去の悲劇の犠牲者たちの記憶を尊び、それら

がいつどこで生じようとも非難され再来が予防されなくてはならないことを確

認するよう求める」と。こういう内容、まだたくさん条文がもちろんあるわけ

ですけれども、そういうものです。過去において植民地保有国だった国というの

が、イギリスとかフランス、それからオランダ、スペインなどです。これらの

国々というのは、戦争や内乱で行った虐殺などに対して、これまで一切の罪を

問われてこなかった国々です。アフリカやラテンアメリカの旧植民地の国々が、

旧宗主国の行った植民地支配を糾弾し、旧宗主国側が責任を認めるというのは、

現代史の中でも特に画期的なできごとだったと言えます。数日後に 9・11 がな

ければ、もっと世界的に注目されたはずの決議だったと思います。

このダーバン会議の決議を受けて、歴史家たちは「植民地責任」論を提唱し、

過去の植民地支配の構造的問題の把握とそれを現代において追及するための事

実の発掘に取り組んでいます。私が思うに、これまで戦争責任論の枠内では追及

することができなかったような旧宗主国の犯罪、例えば、日本による植民地朝鮮、

台湾からの強制徴用や従軍慰安婦動員など、これは中国で戦争中に行ったもの

ではなく、植民地での問題なんですね。ですので、戦争責任の枠組みでは問わ

れなかった。こういうものを責任論として問題化することができます。「植民地

責任」論はこうした意味で私たちにも非常にかかわりの深い議論を提供してく

れていると思います。

どうしてここで「植民地責任」論の話をしたかというと、このような議論が

戦後 60年経って初めて問われているというふうなこと自体の問題に気付かされ

たからです。日本では、戦前の植民地支配に対しては隣国からの絶え間ない歴

史問題の告発と、これに呼応する日本側の反省、謝罪、他方で無責任な放言で

あるとか、ファナティックな反発であるとかが繰り返されています。それだけに、

その賛否にかかわらず、日本はここ 30年ぐらいずっと植民地責任と向き合って

きたとは言えると思います。責任を取っているとは言い難いとは思いますが。

これに対してヨーロッパ諸国は違います。たしかにドイツは戦争責任を強く

意識し、ナチズムの過去と決別するために近隣諸国に謝罪と補償と繰り返して
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きましたが、これはあくまでも戦争責任の領域です。大航海時代以来、ヨーロッ

パ諸国がラテンアメリカ、アフリカ、アジアに対して行ってきた植民地支配に対

して責任を取ろうとしたことはありませんでした。それどころか植民地支配が良

くないことであるという意識が存在していなかったのではないかと思います。む

しろ植民地支配は正しかったと信じて疑わない、そのような信念を持ち続けてい

たのです。

オリエンタリズムという言葉で有名なサイードですけども、ヨーロッパの植民

地支配を文化的に理解しようということを提唱しました。『オリエンタリズム』

では、近代ヨーロッパ人の中東に関する膨大な発言から、植民地支配によって形

成された支配者の文化的ディスクール、帝国のディスクールを取り上げてすくい

上げていったわけですが、1993 年に発表された『文化と帝国主義』ではこの手

法を植民地支配一般まで広げました。ヨーロッパ諸国は植民地支配を進める中で、

ラテンアメリカやアフリカ、アジアの人や風土に対してステレオタイプな表象を

押しつけ、そして原始的とか野蛮な民族に文明をもたらすとかいう「文明化の使

命」を正当化していく論理をつくり出します。

こうした文化的な構造というか非ヨーロッパを下に見るまなざしは、構造化さ

れているだけになかなか払拭できるものではありません。こうした理論をポスト

コロニアリズムと言いますが、これはもちろん近代的価値を相対化し、その権力

構造を暴露する、ポストモダニズムの議論の延長線上にあるものです。自由・平

等・友愛として表される近代的理念には人類は自由で平等であるという普遍的価

値、これを絶対的な正義と見なして、この正義に反するものを悪と見なして強制

的に修正していくシステムが内包されています。

非ヨーロッパ世界はこうして近代ヨーロッパの文化的システムに構造化され、

近代化のレベルによって、つまりどれくらいヨーロッパに近づいたのかというこ

とで、序列化されていきます。近代化したヨーロッパとは異なる文化や価値観を

有した世界に野蛮とか未開というレッテルを貼って、自らは文明の名の下に野蛮

な世界を救済していかなければならないのだという強い使命感の下に、彼らはア

ジアやアフリカを植民地化していきました。

その結果はサイードが言っているようなことになっています。また引用ですが、

「今日、ヴェトナム、イラン、フィリピン、アルジェリア、キューバ、ニカラグア、

イラクの紛争を経由してきた読者は、教育すれば原住民を「われら」の文明に導

くことができるというような〔･･･〕熱心かつ罪のなさそうに見える啓蒙主義こ
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そが、まさに「未開」社会における殺人や内乱や終わりなき政情不安を生み出し

ていることを認めるのにやぶさかではない」というふうに言っています。ポスト

コロニアリズムというのには、こうした強烈な近代化観があるのです。ただし、

この議論にはもう 1つ重要な要素があります。それは、この植民地化のプロセ

スの中で、異なる世界が重なり合ってきたということを重要視する見方です。す

なわち、ヨーロッパの中に非ヨーロッパ世界が構造化され、内面化されていくと

いうことを意味します。これはゆがんだ形ではありますが、異なる世界を一体の

ものとしてとらえることを示唆するものです。

そして、特にヨーロッパの中に内面化されたのは、アフリカであろうというふ

うに思います。「植民地責任」論の議論から引用しますと、スペインでは近年、

ラテンアメリカへの「植民地責任」が意識されて、いろいろ政策的に補償などを

行ってきているわけですが、最近まで統治していたアフリカ植民地に関しては植

民地責任意識というものは、無意識のうちにさえ、浮上していないということで

す。同じく、フランスは、カリブ諸国のハイチ独立を早期に認め、相当な問題を

残しつつも、ハイチの人権宣言を承認し、奴隷解放を手配し、ハイチを他者とし

て扱ってきたわけですが、しかし、アルジェリアやモロッコといったアフリカの

植民地を手放すことについては、国民的な拒絶反応を引き起こし、今なお植民地

支配は正しかったと言ってはばからない知識人、政治家、市民が多数だというこ

とです。このように、近代ヨーロッパの中にアフリカは内在化されてきたのであ

り、近代ヨーロッパはアフリカなくしては存在し得なかったという、改めて考え

れば当たり前のことが確認されます。「植民地責任」論を進めていく中でしばし

ば直面する、ヨーロッパ諸国のアフリカ諸国に対する無責任な態度は、アフリカ

がヨーロッパの身体の一部であるということを意味するのではないでしょうか。

ところが、現在の「ヨーロッパ」論において、アフリカや非ヨーロッパへの視

座は極めて少ないと言わざるを得ません。ヨーロッパ統合の進展に伴って、こ

こ 10年ぐらい、ヨーロッパとは何かという議論が歴史学の中では活発になって

います。他の社会科学でももちろん活発ですが、2003 年に発表された『歴史と

してのヨーロッパ・アイデンティティ』という本があるんですけれども、谷川稔

先生が編集されたものですね。これは、どこまでがヨーロッパなのか、国民国家

中心史観を乗り越えてヨーロッパ史は書けるのかという重要な問題に切り込んだ

画期的な論文集です。しかしその中に、アフリカについての記述は一切ありませ

ん。「鏡としてのヨーロッパ」という章では、イギリス、ロシアというヨーロッ
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パとの境界線上に位置する諸国が扱われています。それからヨーロッパを映し出

す他者として、アメリカとイスラム世界が取り上げられています。ヨーロッパ統

合という歴史的局面に際して、ヨーロッパ・アイデンティティは、歴史的にいか

にして形成されてきたのかという問題を、ヨーロッパとされる地域内部の歴史を

探るか、あるいはヨーロッパの境界線を検証することでしか議論することができ

なかったのです。オリエンタリズムの手法は、サイードの議論が中東に限定され

ていることを受けて、イスラム世界が取り上げられています。アフリカはヨーロッ

パとは別の文化圏に属し、アイデンティティの問題で重ならないという無意識の

判断がそこには働いているのではないでしょうか。しかし、これまでの説明から

ご理解いただけるように、ヨーロッパという地域的なアイデンティティが形成さ

れる過程において、アフリカの存在を切り離すことはできないと言えます。

レジメのほうに載せてある地図、これが端的にそのことを示すものです。これ

は、ヨーロッパ統合の先駆者として有名な、クーデンホーヴェ＝カレルギ伯、クー

デンホーフというふうな言い方が日本では一般的ですけれども、本来の読み方と

しては、クーデンホーヴェというふうに読むと、ある先生に言われて、それから

はそのように書くようにしていますが、慣例的にはクーデンホーフでいいと思う

んですが、クーデンホーヴェ＝カレルギ伯が 1923 年に発表した『パン・ヨーロッ

パ論』に添付された世界地図です。ちょっと色が見にくいかもしれませんけれど

も、区別はつくかなというふうに思います。クーデンホーヴェは第一次世界大戦

後の世界は 5つの世界地域に統合されていくというふうに考えました。ここで

色分けされた、5つの領域がそうなんですが、大英帝国、ロシア帝国、これはつ

まりソ連ですね、そして、東アジア、パン・アメリカ、そしてパン・ヨーロッパ

です。大英帝国は自らの帝国領に依存した海外帝国であるがゆえに、そしてロシ

アは独自の政治体制、つまり共産主義の道を歩むがゆえに、パン・ヨーロッパと

は区別された。よく見ると、地域的には独自のブロックを形成してもよいと思わ

れるラテンアメリカは、これはアメリカ、パン・アメリカのほうに含まれていま

す。パン・アメリカ会議を受けてのことですね。そして、アフリカ、中東、イン

ド、東南アジアは大英帝国とパン・ヨーロッパに分けられています。このことに

ついての理由とか説明とかは特に本文中に記載はありません。つまり、アフリカ

はヨーロッパの所有物として当然視されているのです。もう最初から表に出して

いるんですね。ヨーロッパ、そしてその植民地、つまり属領という形でまとめら

れているわけですが。
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ヨーロッパ世界の住民でない私は、このことに強い違和感を覚えます。クーデ

ンホーヴェは、第一次世界大戦の戦禍と祖国オーストリアの崩壊を目の当たりに

して、諸民族が共同して、二度と戦争を起こさないための平和主義のイデオロギー

として「パン・ヨーロッパ」を主張しました。リアリズムの観点からすれば、超

大国の出現によって没落し自信を喪失したヨーロッパ世界を再興するための、パ

ワー・ポリティックス的なイデオロギーでもあったのですが、しかし彼の主張が

多くの平和主義者たちの賛同を呼んだことはたしかであり、非常に大きな倫理的

なよりどころであったと言えます。にもかかわらず、アフリカを植民地として支

配し続けることには疑いが差し挟まれなかったです。つまり、「パン・ヨーロッ

パ」論にはアフリカ支配が内在化されているのであり、先ほど述べたような帝国

のディスクールをここに読み取ることができます。

今回の報告の目的は「パン・ヨーロッパ」論のテクストから、アフリカへの文

化的な支配者としてのまなざしを取り出し、そしてヨーロッパを地域的に統合し

ようとする際に、なぜこのようなまなざしが出現して必要とされたのかというこ

とを明らかにすることです。これによってヨーロッパ統合という現代的モーメン

トに即した形でヨーロッパ地域の近代を問い直すことができるのではないかとい

うふうに考えています。そして、もう一つ野心があるんですが、それは「パン・ヨー

ロッパ」論からアジアへのまなざしも取り出してみたいというものです。先ほど

の地図にあったように、クーデンホーヴェは、1923 年の段階で日本を中心とし

た東アジアの世界地域を想定しています。1910 年に韓国を併合し、第一次大戦

中に山東半島の支配権をドイツから奪い、二十一ヶ条要求を中国に突きつけてい

る日本が武力を背景にアジアを支配しようとしていたのは誰の目にも明らかなこ

とでした。それにもかかわらず、クーデンホーヴェは東アジアブロックを想定し

たというのも非常に大きなギャップです。そこで、ヨーロッパがアフリカを支配

する構造が、日本と東アジアにも適用されているのではないかというふうに仮定

しました。この仮定はオリエンタリズムをアジア関係に適用した姜尚中の『オリ

エンタリズムの彼方へ』で指摘されていますので、ヨーロッパ統合論者のテキス

トから読み取れるのであれば、ヨーロッパ地域の近代は、我々アジア地域にとっ

ての問題でもあるということが言えそうだと思います。

前置きはこれぐらいにしまして、早速、本論に入ろうと思います。
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2「パン・ヨーロッパ」論におけるアフリカ

「パン・ヨーロッパ」論の提唱者である、リヒャルト・ニコラウス・クーデン

ホーヴェ＝カレルギ伯爵はオーストリア・ハプスブルク帝国の貴族の生まれなの

ですが、母親はよく知られているように青山光子さんという日本人でリヒャルト

も東京で生まれました。彼は 1923 年に「パン・ヨーロッパ」論を発表し、その

後、多くの有力な政治家や企業家、知識人たちの賛同を得て、運動を拡大させて

いきます。彼は 1929 年にその名もずばり「アフリカ」という論文を、雑誌『パン・

ヨーロッパ』に載せています。その冒頭を少し読みます。「ヨーロッパはアジア

の娘、アメリカの母、そしてアフリカの主人である」と。これ女主人ですけどね、

女性の形になっていますが、「したがってヨーロッパの運命はアフリカと結びつ

いており、アフリカの運命はヨーロッパに責任がある」と。そのようにヨーロッ

パとアフリカが一体であることを強調すると共に、主従関係であるというふうな

ことを述べています。ヨーロッパとアフリカを運命共同体としてとらえる、この

ような考え方を、彼は「ユーラフリカ」という言葉で表現しています。ちなみに

「ユーラフリカ」という概念は、クーデンホーヴェの発明品ではなく、19世紀末

のイギリスで初めて用いられたと言われていますが、ヨーロッパ統合の文脈で用

いたのはおそらく彼が初めてだと思われます。

この概念についての論文を書いたフランス帝国史の第一人者である平野千果子

さんによれば、1933 年のフランスのゲルニエという人物の著作が初めてだとい

うふうに言っていますが、それよりも 4年も早くクーデンホーヴェが用いてい

ます。これは私にとっても意外でした。クーデンホーヴェによれば、ヨーロッパ

は「ユーラフリカ」の頭であり、アフリカは体であるというふうに言っています。

近い将来、ジブラルタル海峡の海底を通る列車というものを想定しており、これ

が「ユーラフリカ」の首ということになります。というふうに身体で言われるん

ですね。

ヨーロッパとアフリカを結びつけるのは互いの必要性によります。まず、ヨー

ロッパがアフリカに求めるものは、彼によれば、原料供給地、食料生産地、入植

地、労働創出、そして販売市場です。原料と市場については、ヨーロッパの植民

地支配の定型通りなんですが、食料生産地として期待することは、一見して不可

解です。なぜなら、当時の世界は穀物価格が全般的に下落して農業恐慌が発生し

ているからです。アメリカでは禁止的保護関税が議会に提出され、フランスにお

いても保護関税要求が高まり、ドイツでは農村が急進化して、反政府的な保護主
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義運動、ラントフォルク運動というものが起こっています。東ヨーロッパ農業諸

国では、経済的破綻をきたして、西ヨーロッパに救済策を求めています。

世界的に農業保護主義が問題になっているときに、なぜアフリカから食料を輸入

しようなどという発想が出てきたのでしょうか。それは、入植地という必要性につ

ながることなんですが、彼はヨーロッパにおいては人口過剰問題というのが起こっ

ているというふうに言っているんですね。経済生活の破綻をまぬがれるために、過

剰人口を食べさせなければならないというふうに考えていました。ここには、新マ

ルサス主義的な人口論の影響を受けて、20世紀初頭に誕生した「人口統計学」の

要素を見ることができます。人口統計学とは、国力を人口によって測り、各国のそ

の時点の人口構成から将来的な国家像を予測し、そしてそれに対応する政策を打ち

出すことです。いわゆるピラミッド型の人口構成は発展する国であり、釣鐘型は衰

退する国だというふうな有名な理論ですね。あのような理論です。

私はドイツを専門に勉強していますので、ドイツの例を引きますと、この人口

統計学というのはドイツのほうで帝国主義的な要求を正当化する論理になりまし

た。19世紀の後半のドイツでは、近代化、工業化化、都市化によって、そして

医療技術と衛生知識の発展によって早期死亡率が劇的に下がり、人口が爆発的に

増大しました。農村への過剰人口は都市へと流れ込み、大量貧困という時代が到

来したというふうに言われました。これが、「人口圧力」というふうに呼ばれる

もので、圧力を緩和するために十分な食料生産と居住地域と労働市場を得るため

に海外植民地が必要だという主張の根拠にされたのです。

クーデンホーヴェの論理にも同じものを見て取ることができます。彼は人口過

剰地域としてイタリアとドイツを挙げています。彼はファシスト・イタリアの領

土拡張要求を、ファシストの主張を真に受けて人口圧力のためだというふうに見

なしています。ドイツについては人口圧力がわずかしかないというふうに言って

います。これは事実で、もともと人口圧力を理由に東方領土の獲得を主張してい

たヒトラーでさえ、人口がむしろ減っているという事実を知って主張を変えたほ

どです。世界大戦の被害もさることながら、20世紀に都市化が急速に進んだこ

とによって、多産少死という状況が少産少子へと 20世紀初頭に転換したからで

す。クーデンホーヴェは、ドイツは人口問題では経済問題のためにアフリカを欲

していて、それはもともと持っていたアフリカ植民地をヴェルサイユ条約によっ

て失ったので、経済発展を行うための十分な原料を得ることができない。だから

そういう要求が出てくるんだというふうに分析しています。
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こうしたことから、ドイツを含めたヨーロッパ全体によるアフリカの共同開発

という主張が登場します。ここにはパン・ヨーロッパというまとまりは国境を越

えるので、アフリカの開発によっても国境を越えることができるというので、パ

ン・ヨーロッパ的な議論の特徴があると思います。さらに、クーデンホーヴェは、

アフリカ共同開発にはヨーロッパの希望があるというふうにも言っています。彼

によれば、パン・ヨーロッパの成立を困難にするヨーロッパ内部の危険として、

植民地を持つ西欧諸国グループと植民地を持たない東欧諸国グループとの対立が

あるというふうに言っています。植民地を持たない国の代表国はドイツです。そ

れが経済問題を引き起こし、民族的な不満の源泉にもなっていると。そこでアフ

リカの開発にドイツや東欧諸国を参加させることで、一方では人口圧力のないフ

ランスやベルギーにとって、ドイツの優秀な労働力をアフリカ開発の手段とする

ことができ、他方でドイツが実質的に植民地支配に参加することができるという、

つまり一挙両得の解決法を提示したというふうに言えます。

かくしてアフリカは「植民地開発共同体」になるというふうにクーデンホーヴェ

は言っています。この共同体によって、ヨーロッパの一体性は強まり、「パン・ヨー

ロッパ」の実現への前提を形づくるのだというふうに言っています。いわばアフ

リカの共同開発は、「パン・ヨーロッパ」のヨーロッパ外における実践であって、

ヨーロッパ統合構想とアフリカは一体のものとしてとらえられていました。

次に、アフリカがヨーロッパに求めているものというふうにされるものを見て

みましょう。クーデンホーヴェはこう言っています。「ヨーロッパは、アフリカ

の原生林を切り開き、そのステップを灌漑し、その地下資源を掘り出し、その伝

染病を撲滅し、その水力エネルギーを開発し、この地域を世界交通へと開放する

ことができる」というふうに。ようするに、ヨーロッパがアフリカを開発し、近

代的発展をもたらすということです。文明化はアフリカに対する恩恵だと見なす

帝国のディスクールをここに読み取ることができます。

別のところでは、もっとはっきりと「ヨーロッパのアフリカにおける使命とは、

この暗黒大陸に光をもたらすことである」と。エンライトメントですね、そのま

んま。「黒人が彼らの大陸を開発し、文明化できないのであれば、白人がそれを

やるしかない」というふうに言っています。つまりは、黒人にはできないことが

前提で、この前提の下に植民地支配が正当化されているんです。

この人種蔑視的な主張は、逆説的ですが、極めて倫理的な要請から導き出され

たものです。彼によれば、「アフリカの植民地問題に関するあらゆる原理的・理
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論的考察を抜きにしても、ヨーロッパが今この大陸から引き上げれば、アフリカ

はどうなるのかという問題が生じる。答えはこうである。混沌、無秩序、伝染病、

部族間相互の抗争である」と。ヨーロッパの目からすればアフリカは暗黒であり、

伝染病が蔓延する無知蒙昧な世界であり、政治的には互いに戦争へと帰結するし

かない混沌が支配する野蛮の世界にしか見えなかったんです。これこそが近代の

つくり出した視線であり、「パン・ヨーロッパ」論の中にも非常に典型的な形で

見いだすことができました。

ただし、クーデンホーヴェはこうした論理によって正当化される植民地支配が

永続的なものだとは考えていません。クーデンホーヴェのテキストを少し読んで

みます。「しかし、ヨーロッパのアフリカ支配の前提は変わりうる。すなわち黒

人の文明化によって。〔･･･〕そうしてヨーロッパはアフリカを手放し、若きアフ

リカ文化諸国は自らヨーロッパと接続しようと望むようになるときが来るであろ

う。そうなれば、ヨーロッパのアフリカ後見は終わりを迎える。すでにアメリカ

で終え、アジアで終えようとしているように」と。つまり、ヨーロッパが文明化

の使命を果たせば、アフリカは自立してヨーロッパのパートナーになれるという

のです。これには歴史的な前例が意識されています。つまりアメリカ、それから

ラテンアメリカ諸国のことです。クーデンホーヴェによれば、アメリカはヨーロッ

パが打ち立てた最大級の記念碑であると。ヨーロッパ植民地支配の歴史の輝かし

い先例です。ヨーロッパ人が入植し、そこにヨーロッパ近代の理念の基づく理想

的な国家をつくり、ヨーロッパの手を離れ、そして今、母なるヨーロッパを追い

越しているという、このようなストーリーです。

これこそが将来のアフリカの理想的な姿だということになります。そして、ア

フリカが文明化し、ヨーロッパの助けを必要としなくなる指標は、アメリカ独立

戦争のように自らの力でヨーロッパから独立をもぎ取ることだというふうになり

ます。文明化の使命を自覚したクーデンホーヴェにとっては、当然の論理的、歴

史的な帰結だというふうに考えていると言えます。このように、アフリカはユー

ラフリカとして、すなわち植民地開発共同体としてパン・ヨーロッパと一体不可

分である一方で、その開発のために文明化されるまでは、ヨーロッパ地域の利益

のために唯々諾々と従属をし続けなければならない存在だとして認識されていま

す。こうした思考回路に従えば、アフリカはヨーロッパ内部の対立など、諸問題

を解決するために機能すべき存在であって、ヨーロッパに新たな問題が生じれば、

その解決策もアフリカに押しつけられることがありました。
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その現れが 1930 年代のユダヤ人問題でした。周知の通り、1933 年 1 月 30

日にドイツでナチ党が政権を握ると、ヒトラーは反ユダヤ主義的な政策を実行に

移していきました。まずは、職業官吏再建法というようなものですね。職場から

ユダヤ人を追い出すというふうなことをやりますね。ユダヤ人はあらゆる職場か

ら追放されると。その中にあるアーリア条項によって、ユダヤ人の選別が始まり、

そしていろんな職場から、公務員だけじゃなくて、あらゆる商業的な分野からも

ユダヤ人が追放されていくというふうなことになります。そして、1935 年 9月

のニュルンベルク人種法によって、ユダヤ人の市民権が剥奪され、ドイツ人との

結婚や婚外交渉は法的に禁じられました。多くのユダヤ人は、アメリカ、ヨーロッ

パ諸国に亡命し、シオニズムに賛同するユダヤ人は政府の支援を受けてパレスチ

ナに移住しました。ハーヴェラ協定というドイツとパレスチナとの間の協定があ

るわけです。その結果、フランスなどのヨーロッパ諸国でユダヤ人問題が発生し

ます。ナチスドイツの内政に干渉できない以上、ユダヤ人の移住はやまず、異邦

人を受け入れる側の国民は反ユダヤ感情を高め、これが政情不安と結びついて

いったのです。

こうした状況において、クーデンホーヴェは 1937 年 2 月の論稿で、アフリ

カへのユダヤ人の移民というものを主張しています。彼はこの問題は主に東方ユ

ダヤ人の問題だというふうにとらえました。東方ユダヤ人とは、いわゆるアシュ

ケーナジウムと言われる集団ですけれども、西欧諸国で同化したユダヤ人とは

違って、支配的ネイションに同化せずにイディッシュ語をしゃべり、ユダヤ教の

伝統的な共同体を守り続ける、ポーランドやウクライナ在住のユダヤ人を指しま

す。彼らが第一次世界大戦後に独立した東欧諸国の国民統合政策の中で激しい人

種差別の対象となり、迫害を逃れて西方に移住したユダヤ人、彼らもまた 1930

年代にナチによって同じ運命をたどることになったのです。このとき、東方ユダ

ヤ人はドイツだけではなく、ヨーロッパ全体の厄介者だというふうに考えられて

いたのです。迫害を受けた彼らはパレスチナへと移住していきます。しかし、そ

こで彼らを待っていたのはパレスチナ在住のアラブ人による反ユダヤ主義的テロ

の嵐でした。これは 1930 年代に非常に活発化していくわけですけれども、その

背景にはパン・アラブ主義的な主張の下にユダヤ人の排除を訴える、そのような

人たちがいたわけですね。

クーデンホーヴェはこうした宗教的、民族的な衝突によってシオニズム運動は

「中世のキリスト教的シオニズムたる十字軍のように」破滅的な失敗に終わると
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いうふうに予測しました。彼の考えではパレスチナへの移住が見込めないのは、

その土地が数百万の東方ユダヤ人全員を受け入れるにはあまりにも狭く、彼らを

拒絶するマジョリティとしてのアラブ人が存在するからであります。したがって、

彼らの移住先として可能なのは、「広大で人口が少なく、住むに十分な地域、し

かも他方で白色人種の支配を維持するために、緊急に白人の入植者を必要とする

地域」であり、それは「アフリカの南半分の広大な高地」、すなわち「南アフリカ、

南西アフリカ、ローデシア、ウガンダ、東アフリカ、ケニア、アンゴラ、マダガ

スカル」であるというふうに言っています。しかもクーデンホーヴェの見解では、

ユダヤ人はアフリカ入植者としてはうってつけの存在だというふうになっていま

す。東方ユダヤ人はその「積極的な特性、その勤勉さ、冷静さ、知性」によって

パレスチナの「荒野と湿原を農場と庭園に変え、何もないところから都市を発展

させ、植民者として一級であることを実証した」ので、アフリカにおける白人の

「文明化の使命」を任せるに適している存在だというふうにされたのです。

しかし、そもそもなぜユダヤ人はこれまで住んでいたヨーロッパを出ていかな

ければならないのでしょうか。ナチスドイツであれば、「ヨーロッパにとって害

悪となる劣等人種としてのユダヤ人は人種衛生的に排除されなければならない」

からだというふうに説明されます。しかし、もちろんクーデンホーヴェはそのよ

うなことは言いません。彼の妻、イダ・ローランはユダヤ人であり、このことか

らもわかるように彼自身に反ユダヤ主義はないからです。実はここには例の人口

統計学がまたしても持ち出されています。彼は「根本において東方ユダヤ人問題

の脅威は、ヨーロッパ全体の過剰人口問題の一部に過ぎない」というふうに述べ

て、かつてはヨーロッパ過剰人口の安全弁であったアメリカが、移民のための門

戸を閉じてしまったために、ヨーロッパ全体に人口圧力が生じたというふうに説

明しています。

そこで次のような論理を提示しています。「周知の自然法則によれば、このヨー

ロッパの人口圧力は第一に、抵抗が最も少ないポイント、つまり少数派に集中す

る。多数派が権力を持っているところでは、彼らは自分の同胞の間でわずかな自

由な場所を取り合い、何らかの理由をつけて弱い少数派のメンバーを排除しよう

とする。ユダヤ人は〔･･･〕自らの生活圏も存在も守れるような状態にないので、

あらゆるヨーロッパの少数派民族の中で最も弱い者である。したがって彼らは

ヨーロッパの人口圧力に最も強くさらされることになる。こうして、弱き民族マ

イノリティである数百万のユダヤ人が人口圧力のゆえにヨーロッパを出ていき、
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アフリカで開発に従事しなければならない」と、こういうことになっています。

アフリカはここでもヨーロッパ地域全体の危機を回避するための機能を期待さ

れています。しかもそこにはヨーロッパの厄介者とされた東方ユダヤ人に対する

文化的なまなざしも存在していると思います。東方ユダヤ人はヨーロッパでは必

要とされていないが、アフリカの白人には必要とされているので、そこで生存し

ろというふうなものになります。アフリカはヨーロッパの忠実なるしもべとして

下位に置かれていることをかんがみれば、このときのクーデンホーヴェは無意識

のうちに東方ユダヤ人をも従属的な下位の存在として構造化していたというふう

に言えます。つまりここには、ヨーロッパ白人を上位に置いて、その下にアフリ

カ在住の白人、その下に東方ユダヤ人、そしてその下に黒人というふうに序列化

する視点が内在化していたということです。こうしたまなざしのあり方において、

クーデンホーヴェとヒトラーとの間に違いはありません。

この年、フランスはユダヤ人問題を解決するために、ユダヤ人をフランス領マ

ダガスカル島に移住させることを計画しました。クーデンホーヴェは当然これに

賛成しているんですが、ヒトラーもまたマダガスカル計画をものすごく歓迎し

て、この計画がフランスで頓挫するわけですが、その後も彼自身マダガスカル構

想を持ち続けて、1940 年にフランスを制圧すると、フランス植民地を自由にで

きるというふうに考えたヒトラーは自らマダガスカル計画を立案しました。これ

はゲットーに隔離したユダヤ人を、戦争が終わった後にマダガスカルに強制移送

するというものです。しかし、独ソ戦の泥沼化によってこの計画は挫折し、食料

危機が深刻化した 1941 年末からユダヤ人は絶滅収容所のガス室へと送られてい

き、600 万人のヨーロッパユダヤ人が虐殺されるという結果になっていきます。

ユダヤ人を救済したいというふうに願うクーデンホーヴェの東方ユダヤ人へのま

なざしがヨーロッパを劣等人種として排除するヒトラーのそれと重なっていたと

いうことは、ヨーロッパ地域が持つ近代的な文化構造がいかに根深く、深刻な問

題を内包していたのかというふうなことを非常に皮肉な形で示唆するものだとい

うふうに言えるのではないでしょうか。

3「パン・ヨーロッパ」論と東アジア

では、次に「パン・ヨーロッパ」論の東アジア世界に関する言説を見ていきた

いと思います。はじめに確認したように、クーデンホーヴェは東アジアを 1つ

の世界地域だというふうに見なしています。主張の「パン・ヨーロッパ」論では、
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東アジアという世界地域における世界強国は日本であるというふうに書いてあり

ますが、なぜそのような考えにいたったのかは、はっきりしません。

ここでは、1930年代の文章から彼のアジア観を見ていきたいと思います。彼は、

1934年の 5月の論考、「地理の誤り」という論文ですが、ここで世界は大陸とし

ては、ユーラシア、アフリカ、南北アメリカ、オーストラリアの5つの大陸から

なるというふうに述べていますが、それからユーラシア大陸については、政治的、

文化的属性によって 3つの世界地域に分けられるというふうに説明しています。

地図を参照してください。これはその論文に載っていた地図なんですが、キリス

ト教世界としてのヨーロッパ、ボルシェビキ世界としてのロシア、仏教的・儒教

的世界としての東アジア、イスラム世界としての中東、そしてヒンズー世界とし

てのインドです。これは文化的な説明なんですが、政治的にはさらに別の考え方

が述べられています。「ヨーロッパは将来、アジアの概念を考案した地理学者を

呪うだろう。というのも、今世界において初めて、アジアは大きな運命共同体と

して認識し始めている」からであると。つまりアジアという地域的な概念はヨー

ロッパ人がつくり出したものなんだけれども、その中身はもちろん文化的に多様

である。しかし、現在ではこういった多様性にもかかわらず、ヨーロッパ世界へ

の反発によってアジアの連帯意識が生み出されたのだというふうに言います。

こうした連帯意識は、日露戦争を画期としてアジア諸国で生まれたもので、クー

デンホーヴェはタゴールの詩や岡倉天心の「アジアは一つ」という理念を参考に

しています。つまり、彼の脳裏には日本発のアジア主義、特に西欧列強の植民地

支配から自立するためにアジア諸民族は連帯しなければならないという「興亜論」

の系譜があったというふうに言えます。こうした意味で言えば、アジアは「パン・

ヨーロッパ」運動の先駆者であったというふうに言えましょう。したがって、クー

デンホーヴェのアジア、特にその主導国たる日本へのまなざしの中にアフリカの

ように見下す視線はありません。彼が半分日本人であるというふうなことが関係

しているかどうかはわからないことですけれども、しかし、ちゃんと理由をつけ

て見下す視線はないというふうに言えます。

むしろ 1936 年の雑誌『パン・ヨーロッパ』に一会員が寄稿した論稿のタイト

ルに見られるように、「西洋の学生にして教師としての日本」というタイトルが

あるんですが、このような言い方をしていました。つまりは、ヨーロッパから学

び、現在ではヨーロッパを追い越して地域統合を進める先達となった日本という、

アメリカにも似た地位を与えられているのです。したがってクーデンホーヴェは、
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日本の東アジア進出に対して極めて好意的な見方を持ち続けています。日本の目

的は私利私欲に基づくものではなく、東アジア連帯のための手段だというふうに

見なされていたのです。

ただ、理想主義者にして一方でリアリストの要素もあるクーデンホーヴェは、

日本の東アジア進出を必要に迫られたものだというふうに見なしています。ここ

で、またまた登場するのが人口問題です。ここでは、まずクーデンホーヴェの弟

のゲロルフ・クーデンホーヴェ＝カレルギのアジア論から引用します。「日本国

民の要求は一つの原因に帰する。それは過剰人口である。日本の人口は現在すで

に 6000 万人にのぼり、年間約 70万人増えている。農業は 1世紀のあいだ集中

的に行われており、収穫の増産は考えられない。増大する、最も狭い領域に寄り

集まって暮らしている住民を養うには、2つの手段しかない。工業化か移民、労

働輸出か人口輸出」と。ヨーロッパのアフリカに対する論理と同様に中国は、日

本にとって人口圧力を緩和し、過剰人口を養うための食料生産地、原料供給地、

入植地、労働市場、販売市場だということになります。リヒャルト・クーデンホー

ヴェの言葉に戻れば、「日本産業が確保できる唯一の広域市場は中国である。こ

の市場なしには、日本の輸出は破綻せざるを得ない。こうして日本は人口輸出を

考え、一度は諦めかけた政治的冒険に手を出さなければならなかった」というふ

うに言っています。このように人口圧力によって植民地支配を正当化する論理が

提示されていることから、クーデンホーヴェのテキストからヨーロッパのアフリ

カに対する位置づけと同様の帝国の文化的ディスクール、つまり東アジアにおい

て日本の下位に中国を位置づけるという序列化を読み取ることができます。

ただし彼は、アフリカに対するほど、中国に対してあからさまな人種蔑視的な

思想を持っていたわけではありません。西欧文明への接触の後、「日本が近代的

な大国になったのに対して、中国はその中世的な生活様式を維持した。〔･･･〕そ

の後まもなく中国革命が始まった。日本の前例は中国を目覚めさせた。アメリカ

に学んだ中国の学生は、日本の優位に追いつくだけでなく、追い抜こうと望んだ。

彼らは中国を徐々に近代的大国に変えようとしたのではなく、突然もっとも近代

的な大国にしようと望んだのである」と。つまりは近代化において先行する日本

を中国が追いかけている。しかもその近代化の速度は急速で、それゆえに革命を

伴ったというふうな説明になっています。

この国民革命の主導者は孫文です。クーデンホーヴェによれば、孫文の目標は

「将来的に日本が革命運動に引き寄せられ、そうして中国の連邦共和国に日本が
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参加することで、東アジア合衆国へと拡大すること」、これが目標だというふう

に言っています。日本はこれに対して、「日本の帝国主義者は、将来に日本が中

国においてモンゴル人と満州族の遺産を引き継ぎ」、モンゴル人というのはつま

り元ですね。そして満州族の遺産というのはこれは清のことですね。これを引き

継ぎ、「その皇族の下で全ての黄色人種を日本が指導する一つの大帝国へと統一

することを夢見た」というふうに言っています。彼は当時の東アジア情勢を、日

本と中国による地域統合のイニシアティヴ争いだというふうに分析しました。い

ち早く近代化を達成した日本と、その後を追う中国、クーデンホーヴェにとって

は、日本、アメリカ、ロシアからまだ自立できない中国を日本の下に見ることは

論理的に当然のことでしたが、その一方で中国の目を見張る近代的発展のスピー

ドにも注意を払っていたのです。

このようにクーデンホーヴェは東アジアを近代化した日本によって統合される

地域だというふうに見なしていました。その際、日本の人口圧力のために中国へ

の進出は不可避だというふうに考えていました。したがって、1930 年の満洲事

変、それに続く 31年の「満洲国」の建国というのは彼にとっては、日本が取る

べき当然の道でした。満洲事変に対しては、彼は次のように言っています。「し

ばしば世界史は、一般政治（Tagespolitik）とは異なる大きな出来事を意味する

ことがある。一般政治にとって世界大戦は最終的なヨーロッパの分裂を意味した。

世界史にとってそれはヨーロッパ統合の決定的なきっかけとなる。一般の観点か

らすれば、満洲事変は日本と中国を決定的に決裂させたように見える。しかし世

界史にとってはこの事件は、アジアの諸大国の永続的な共同体へといたる出発点

を作り出すのである。大砲が鳴り響く中で、今日第 5の政治的・経済的世界勢

力が誕生する。東アジアである」と。日本が中国に進出する原動力は人口圧力で

あり市場の獲得でした。しかし、その目指すところのものは東アジアの共同体建

設であり、それはヨーロッパにおいてパン・ヨーロッパ運動が目指すものと同じ

でした。彼の理解では、世界大戦はヨーロッパ諸国の分裂の悲劇だったんですが、

同時に統合への出発点でもありました。これと同じ歴史的な機能を彼は満洲事変

にも見いだしていたのです。

なぜ日本と中国は対立しなければならないのか、それは日本は近代化した君主

国であり、中国はアメリカの指導を受けた共和国であるという国家体制の違いに

よって説明されています。日本は中国を自らの君主主義イデオロギーによって統

合しようとしており、革命中国は君主主義に戻らないためにこれに抵抗せざるを
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得ないんだというふうに言っています。彼がその証拠と見なしたのが溥儀ですね。

宣統帝溥儀。溥儀が「満洲国」の執政に就任したということでした。彼は「満洲

国」執政溥儀の存在のインパクトを次のように予測しています。「満洲国の元首

となった溥儀は、中国における共和国体制に対する恒常的な圧迫を意味する。例

えば皇帝ヴィルヘルムが東プロイセン国家の元首になって、ドイツ共和国の脅威

となったようなものだ。共和制中国が分裂し、内戦によって滅びようとしている

ときに、日本の支援を受けた満洲国が中国体制の一部だと主張すれば、20年に

わたる共和制の混乱に失望したあらゆる地域・都市の中国人は、満洲の皇帝体制

に心惹かれるようになる。そのとき溥儀にとっては、彼の満洲支配者たちを伴っ

て北京近郊を占領し、彼の先祖の帝冠を戴く機会が到来する。同じ君主国が二度

にわたって満洲から中国を征服したことになる」と。日本は「満洲国」の建国に

よって、中国における君主国の復活を準備したという説明になっています。クー

デンホーヴェによれば、この日本の意図はウィーン体制においてブルボン朝を復

活させたメッテルニヒと同じものだというふうに言っています。メッテルニヒは

フランス復古王政とハプスブルク帝国の同盟によってヨーロッパをまとめようと

しました。「君主国の連帯は国民的憎悪よりも明らかに強い」からです。クーデ

ンホーヴェの言葉によればですね。「満洲国」が日本を後ろ盾として北京を制圧し、

溥儀が皇帝になれば、日本は彼の後見として中国を実質的に支配し、東アジアの

君主主義的な統合がなるということです。

クーデンホーヴェはこうした日本の中国進出を止めるべきではないと主張して

います。満洲事変以降、彼は国際社会から自立する動き、つまりリットン調査団

の決議を認めず、国際連盟から脱退し、中国東北部における日本の排他的特殊権

益を主張していくわけですが、1934 年 4月の外務大臣、広田弘毅名義の声明、

いわゆる「東亜モンロー主義」声明というのが、国際的に大きな反発を呼びまし

た。しかし、クーデンホーヴェはこれを肯定的にとらえています。いわく、広田

ドクトリンは「日本が東アジアの平和の唯一の保証人たることを宣言した」もの

であり、モンロー・ドクトリンが 1世紀にわたって世界政治の決定的要素であっ

たように、広田ドクトリンはこれから世界政治の決定的要素になりうるであろう

と。こうして広田ドクトリンは、将来のヨーロッパ政治の指標となるものである

というふうにも言っています。

日本のモンロー・ドクトリンをここまで肯定するのは、彼の「パン・ヨーロッ

パ」論の主張の中にヨーロッパのモンロー主義というものがあるからです。ヨー
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ロッパのモンロー主義というのは、非ヨーロッパ諸国がヨーロッパ問題に介入す

ることはあってはならないとして、国際連盟と「パン・ヨーロッパ」を切り離そ

うとする主張です。つまり、国際連盟には多数の非ヨーロッパ諸国が参加してい

るので、そこでヨーロッパ地域の問題を議論しようとすると、他の世界地域の利

害が差し挟まれてしまうと。したがって、「パン・ヨーロッパ」は国際連盟から

自立的でなければならないというふうに言うんです。

このヨーロッパのモンロー主義という持論に従えば、東アジア、世界地域を主

導する日本が国際連盟から脱退して、日本のモンロー主義を唱えるのは当然のこ

とであり、かくして実践において、日本はヨーロッパの模範となったのです。彼

は東アジアを見習って、ヨーロッパのモンロー・ドクトリンを宣言すること、そ

して宣言するだけでなく実践することが重要であるというふうにも述べていま

す。ここにおいて、日本の中国進出と東アジア制覇の帝国主義的な目標は完全に

「パン・ヨーロッパ」論と重ね合わされ偉大な先達として評価されるにいたった

と言えます。この評価は日中戦争期にも揺らぐことはありませんでした。

1937 年の 7月の盧溝橋事件をきっかけにして勃発した日中全面戦争は東アジ

アを泥沼の悲惨な戦争へと導くことになりました。日本軍は中国各地で虐殺と略

奪を行いつつ進軍し、12月には北京を制圧し、南京大虐殺が起こります。中国

人を襲った戦争の悲惨さに目が行かなかったのか、それとも東アジア統一の偉大

な理念は人命に優先すると考えていたのか、それは定かではありませんが、クー

デンホーヴェは日中戦争の経過に対しても日本の行動を称賛しました。

彼は日中戦争、日本の中国侵略を「日本のアレクサンダー遠征」、“Japans 

Alexanderzug” というふうに称しています。「こうした日本の中国への進軍は、

その規模においてもその意義においても、アレクサンダーのペルシアへの進軍と

比肩しうる。すなわち、どちらにおいても、比較的小さな、しかし規律ある国家

が、老朽化した大帝国を攻撃し、これを制服しようとしているのだ」と。アレク

サンダー大王のペルシア遠征によって、アケメネス朝ペルシアは滅び、ヘレニズ

ム世界の大統一が実現したという故事にたとえ、日本もまた中国を征服して、現

代における最大の世界強国の建設、モンゴロイド 6億人の共同諸国ブロックへ

の統合というものを実現しようとしているのだというふうに理解されたのです。

「日中満のモンゴロイド 3国が政治的・経済的・軍事的同盟を結ぶことによって、

日本は、東アジアが将来的に、分裂し対立するヨーロッパのような絶望的な光景

を世界に見せることを防ごうとしている。このブロックの創設によってのみ、結
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局は数倍の数的・経済的優位を持つ日本が中国人を打ち負かすことになる、新た

な日中戦争を次世代に残すことを防ぐことができるのである」。こうして、日本

の目標がパン・ヨーロッパと重なり合わされているからこそ、日中戦争によって

つくられるブロックが永続的な平和体制をつくり上げるのだという、平和主義の

理念とは乖離した論理が現れたのでした。この侵略肯定の論理を支えるのは、ア

レクサンダーのアナロジーに見られるような、日本を上位に置くまなざしです。

クーデンホーヴェはアレクサンダーの遠征を文明的に発達したギリシアが野蛮で

旧態依然としたペルシアを征服し、統一的世界をつくり上げたという観点で取り

上げています。同じ観点が東アジアでも言えるのであれば、日本は文明的に発達

しているがゆえに、野蛮で近代化の送れた中国を征服してよいということになり

ます。ここにはヨーロッパとアフリカの間に見られる帝国の文化的ディスクール

が類似の形で繰り返されているというふうに言えるのではないでしょうか。

おわりに

以上見てきたように、戦間期のヨーロッパ統合論である「パン・ヨーロッパ」

論にはアフリカへの支配と従属のまなざしが内在化されており、そこからパン・

ヨーロッパの建設という目標とアフリカの開発とを一体不可分にとらえたり、ア

フリカをユダヤ人の入植地にするというようなヨーロッパ地域の問題を緩和させ

てくれる安全弁の機能がアフリカに期待されていたというふうに言えます。ヨー

ロッパ統合のためにアフリカの従属的な立場は構造化されていたのです。さらに、

クーデンホーヴェは類似の構造化を東アジアに対しても行っており、日本の中国

侵略を全面的に肯定する論理をつくり上げていました。

今回、明らかにしたことは、近代ヨーロッパの文化的ディスクールがヨーロッ

パ統合を目指す理念の中に入っていたというごく当然の事実であります。しかし、

この構造がもたらした歴史的な帰結はホロコーストそして第二次世界大戦という

人類の悲劇とも言うべきものであって、問題とせざるを得ない性質を持っている

と思います。現在、統合されたヨーロッパが長い年月をかけて植民地責任という

議論を語りはじめたことは、こうした問題性に対する自己認識が生まれはじめ、

ヨーロッパ地域の近代が脱構造化され、史上初めてアフリカを他者として対等な

対話を行う可能性が生まれたことを意味します。

このように言いますと、まるで近代の問題性があるがゆえにヨーロッパ地域の

統合というものは否定的に評価すべきだというふうに私が言っているように考え
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られるかもしれません。たしかにポストモダニズムの議論というのは、近代の価

値を解体していきました。しかし、近年の歴史学会ではこうした見方は影をひそ

め、むしろヨーロッパ近代の持っている倫理的な価値を重要視しようとする動き

が強まっていると思います。自由や平等といった近代的な価値を解体していった

結果、モラルの荒野が広がったことを反省するものです。例えば、ナチズムは近

代の生み出した鬼子だが、しかしこれに対抗したものもまた近代的な価値であっ

たというふうな説明がなされていきます。

パン・ヨーロッパの問題にも同じことが言えると思います。ヨーロッパ地域の

近代はアフリカを従属化し、東方ユダヤ人を蔑視し、東アジアの戦争を肯定する

論理をつくり出したのですが、しかし戦争の論理に対抗したのもまたヨーロッパ

統合の持つ近代的な価値であったと言えます。現在のヨーロッパ統合は対立では

ない協力・共存の思想が地域の平和をもたらすということを示した点で、倫理的

な指標になる存在だと言えます。ただ、そこに内在化されていた文化的ディスクー

ルの問題性を自覚することによってその倫理的な価値はより高いものになってい

くのではないでしょうか。

以上で報告を終わります。

（きたむら・あつし　九州大学大学院法学研究院 協力研究員）

2010 年 12 月 10 日開催
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はじめまして、佐藤史郎と申します。現在、京都大学の東南アジア研究所で研

究員をしております。よろしくお願いします。今日は報告の機会を提供してく

ださり、ありがとうございました。特に、社会倫理研究所の大庭さんには、声

をかけていただき、本当にありがとうございました。今日は、「核兵器の使用と

倫理」というタイトルで報告したいと思います。

私は国際関係論を専攻しています。研究の最大の関心は、核兵器が使われな

いようにするためにはどうしたらいいのか、という点にあります。そのためには、

いくつかのアプローチがあります。一つのアプローチは核兵器をなくすことで

す。しかし、私の研究の視点は、核兵器がなくなるまでの間、核兵器が使用さ

核兵器の使用と倫理核兵器の使用と倫理
―ヒロシマとナガサキのリアリズム―ヒロシマとナガサキのリアリズム

佐藤史郎佐藤史郎
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れないようにするにはどうすればいいのか、という点にあります。国際政治学に

おける現実主義の視点（国際社会では常に戦争が起こっているため、自国の生

存を確保するめには、パワーが重要であるという視点）からすれば、相手が核

兵器を使用しないためには核抑止、つまり「あなたが核兵器を撃ってきたら私

は撃ち返しますよ」という脅しを通じて、相手が核兵器を使用しないようにする、

という答えがおそらく返ってくると思います。私は現実主義者ではありますが、

この核抑止というものに加えて、核軍縮・不拡散措置を実施することによって、

核兵器の使用を思いとどまらせることもできるのではないかと考えています。つ

まり、お互いが核兵器を使用しないと約束することで、相手側もこちらも核兵

器を使用しないという試みです。これまで私は、この核兵器の不使用について、

核抑止と核軍縮という二つの視点から研究して参りました。しかし、この政治

の側面以外にも、法の側面からも検討できますし、あと今日お話しする倫理と

いう側面からも検討することが重要だと考えています。

例えば、法についていえば、国際司法裁判所（ICJ）が、核兵器の使用は国際

法に反するかどうかということについて、勧告的意見を述べました。その勧告

的意見では、核使用というものが国際人道法上、違法であると述べられました。

他方で、国家の生存がかかった究極な状況においては、核兵器の使用が違法か

あるいは合法かということを判断することができないとも述べられました。つ

まり、自衛権の文脈においては、核使用が違法かどうかわからないという、ちょっ

と中途半端な結論になっています。しかし、ICJ という一つの権威ある国際機関

が、核使用が一般的には違法であると述べたこと自体は、国際政治において、と

ても大きな意義があります。例えば、昨年、アメリカはニュークリア・ポスチャー・

レビュー（NPR）という核兵器の使用に関するレポートを公表いたしました。そ

こでは、私たちが核兵器を使うときの条件とは、「私たちアメリカが生存のかかっ

た究極な状況におかれていることである」と述べられております。すなわち、ア

メリカの核戦略においても ICJ の勧告的意見が反映されているということです。

また、今日お話する倫理の観点から言いますと、ある研究者によれば、ICJ の勧

告的意見によって、核兵器の使用は一般的には違法であると述べられたがゆえ

に、主権国家はますます核は使いづらいのではないか、という見解もあります。

私が研究しているのは核抑止と核軍縮の関係ですけれども、この二つはある

意味で相反するものだと一見思われます。なぜならば、核抑止というのは核兵

器に依存をして安全を確保していくアプローチであるのに対して、核軍縮は核
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に依存しないで安全を確保していくアプローチです。したがって、核の依存とい

う点において、一見矛盾しますし、また政策的にもぶつかり合うことになります。

しかしながら、安心供与（reassurance）という一つの視点からすると、両者と

も実は同じ目的を共有していると言うことができます。安心供与というのは、「不

安」な状態から「安心」な状態に変換していくというアプローチです。この安心

供与と核兵器は、次のような関係になります。私たちは核兵器の威嚇を受けるか

もしれないという不安を持っています。この不安から安心を得るためにはどうし

たらいいのか。一つは暴力で、これは「威嚇」による手段です。いわゆる核抑止

というもので、「あなたが核攻撃してきたら、私たちも核で反撃する」という暴

力による手段です。もう一つの手段が軍縮あるいは不拡散で、私たちはお互いに

核兵器を使用しないと「約束」することによって核兵器を使用しない、それによっ

て安心を得るというものです。この二つのアプローチは、その手段が威嚇型か約

束型という点では異なりますけれども、お互いに核兵器を使用させないという共

通の目的を持っております。それゆえ、核抑止か核軍縮かという二者択一の問題

ではない。この点に注目して私は研究しています。

そして、今日お話する倫理の側面ですけれども、実は私は核兵器の問題につい

て倫理という視点から論文を書いておりませんし、報告すらしたことがありませ

ん。つまり、今日初めて報告するということなのですが、核兵器の使用と倫理の

問題については、ずっと考えておかなくてはいけないと思っていました。その最

大の理由は、個人的な理由なのですけれども、私がちょうど大学院生のときに、

核抑止はすごく厄介な問題だなと思ったのです。というのは、核抑止が効くか効

かないのか、わからないわけです。効くという人は絶対に効くと言いますし、効

かないという人は効かないと言う。しかし、効くかどうかはわからないのです。

なぜなら、核抑止は結果論にすぎないからです。つまり、核戦争が起こっていな

いときには、核抑止が効いているよというふうに言えるわけです。でも、起こっ

てしまった後は、核抑止は効いていなかったということになります。この点につ

いて、例えば、1980 年代に国連の事務総長報告書において、「核抑止というの

は結局、結果論にすぎない。したがって、信用することはできない」という旨が

述べられています。でも他方で、効くかもしれない。私は、この可能性も完全に

否定できないと考えています。このような意味で、日本というのは核軍縮・不拡

散外交を掲げていて、核兵器のない世界に向けて努力していますけれども、この

核抑止という考えがある限り、その実現が非常に難しいのではないかと当時思っ
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ていたわけです。今でも思っています。

そのように思っているときに長崎に行ったのです。長崎に行って、私はお酒が

好きなのでお酒を呑みにお店に入ったのですが、そこの店長さんがおばあちゃん

でした。そのおばあちゃんは、私が核問題に関心のある学生ということで、核兵

器をなくすためにはどうすればいいのか、質問をされました。私にとって核兵器

の問題というのは、いかになくすかという学問上の問題なのですけれども、おば

あちゃんからすると、彼女のライフそのものであったため、私は質問の回答にた

めらってしまいました。放射能というものが人体にどういう影響を与えるのか、

全くわからなかった時代がありました。そのような状況において、人間というの

は、被爆者を避け、忌み嫌うわけです。おばあちゃんの家の近所の人は、彼女の

家をわざと避けて通るとか、あそこは呪われた家だからと石を投げたりする、そ

ういう時代だったのです。そういうお話を聞いているときに、おばあちゃんが一

つ小さい、このぐらいのサイズです、このぐらいの手帳を見せてくれました。そ

れは最初、何かわからなかったのですけれども、見たら、被爆者手帳でした。そ

のとき私は、手帳に触れることができませんでした。核兵器の問題というのは、

本当に被爆者の人生が深く関わっているからです。おばあちゃんは結構勉強して

いらして、「核抑止ってどう思いますか？」と言われたときに、私の頭の中では

核抑止を絶対的に否定することはできないし、核兵器の廃絶は無理だと思ってい

たのですけれども、おばあちゃんの前ではさすがにそれが言えなかった。そのと

きに思ったのは、「研究者」としての私と、「個人」としての私みたいなものがいて、

研究的には抑止を否定するのは難しいけれども、個人的には核は駄目じゃないか

と否定することができる、つまり倫理観がやはり関係しているのではないかと考

えました。その倫理観は、おそらくアメリカの大統領とか、国際政治にも絶対影

響しているだろうとずっと10年ぐらい前から頭の中で問題提起しておりまして、

なんとかそれを少しまとめてみたいというのが、今回の報告の背景の一つです。

それでは、核兵器の使用をめぐる問題を考えるにあたって、本当に倫理的側面

は大事なのでしょうか。私は「大事です」と言いたい。現実に起こっているから

です。例えば、有名なオバマ大統領のプラハ演説です。オバマ大統領は、アメリ

カは核兵器を使用した唯一の国であり、したがって、核兵器のない世界に向けて

行動しなければいけないという「モラル・リスポンシビリティ」、つまり「道徳

的責任」を負っているということを初めて明言いたしました。これはすごく重要

なことで、アメリカは核使用の責任があるかどうかについて、これまでは「ない」
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という話だったのです。でも、初めて「責任がある」と述べたのです。ただし、

それは「法的」責任ではなく、また「政治的」責任ではありません。単に「道義

的」な責任があるというわけです。でも、これだけでも重要な話なのです。

また、倫理が重要であるとのもう一つの事例は、日本の核軍縮・不拡散外交に

みられます。日本というのは、唯一の被爆国として核の惨禍、ヒロシマとナガサ

キの悲劇を人類が繰り返さないために、核兵器のない世界に向けて、頑張らなく

てはいけないという「使命」があると、外交白書は高らかに謳っています。つま

り、日本の外交においても倫理の側面が大きく影響しているわけです。このよう

に、核兵器の使用と倫理というのは、実際に現実として関係しているわけですか

ら、今日はこれを学術的に少し考えてみたいというふうに思います。

今日はいろいろな方が来られていると思うので、何か問題提起をすることに

よって皆さんと意見交換ができればいいかなというふうに思っています。それで

は、問題提起は何かというと、よくヒロシマとナガサキが、例えばテレビなどで

原爆の日とかになると祈りをしています。ロウソクの火や千羽鶴を折ってセレモ

ニーをやる。そういうことに対して、「そんな祈りと声だけでは核兵器のない世

界は実現しない」という声があると思います。それは理想的であるとか、イデオ

ロギー的であるというふうに言われていると思います。しかし、私からすると、

もし倫理という一つの側面に着目すれば、ヒロシマとナガサキの核兵器のない世

界に向けてのアピール、祈りの声というものは、実は安全保障上、すごくリアリ

スティックなのだ、現実主義的な側面を持っているのではないのかと考えていま

す。つまり、「ヒロシマとナガサキのリアリズム」を問題提起したいと思います。

ヒロシマとナガサキが「核兵器を使ってはいけない」と言うことによって、それ

が世界に浸透していくと、核兵器を持った国の指導者にとっては、核を使うこと

が道義的に難しくなっている、このようなお話をしたいと思います。もし、この

お話がうまくいけば、ヒロシマとナガサキというものが、理想主義とかイデオロ

ギーではなくて、リアリズムの一つの側面を持っているのではないかということ

を、みなさんにご理解していただけるのではないかと思います。

それでは、「報告のながれ」ですけれども、国際政治において、そもそも倫理

に基づいた政策的選択、そういった余地があるのかどうかということについて確

認をしていきます。その上で、核兵器の使用というものが、倫理という点で許さ

れるかどうか、あるいは許されないのか、いわゆる「正戦論」の文脈でお話して

いきたいと思います。そして、実際に国際政治の現場において、核兵器の使用に
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関する倫理というものが、どういった影響を持っているのかを確認していきたい

と思います。最後に、核兵器の使用を倫理という点から考えることの意義、方向

性、問題点について考えていきたいと思います。

私は、勉強不足のため、倫理とは何かについて、いろいろと本を読みましたが、

まだ十分に理解しておりません。ただ、倫理とは、「人間のありかた」を考える

ものではないかという見解があります。要は、「～すべし」、人間として「～すべ

き」という点を考えるということです。ある人によれば、倫理と「道徳」は非常

に似たようなものであり、あるいはそうではないということですが、ここでは言

葉や概念にこだわるよりも、倫理とは「人間のありかたを問うこと」というよう

に考えていきたいと思います。なお、似たような言葉として「規範」とか「法」

という言葉がございますが、ここでは、個人的な「倫理」ないし「道徳」が集団

において社会的に認識され、それが評価されていくと「規範」ないし「法」にな

ると理解しておきたいと思います。そして、規範は、それを破った場合には「社

会的」な制裁はあるかもしれないが、「法的」な制裁はない。ここに、規範と法

の違いが見出されます。法のレベルになってしまうと、法の約束を破った場合は、

法による強制もありますし、罰則も課されるということで、矢印で右のほうに流

れていくたびに社会的な制裁は厳しいという意味で、順序立てています。すなわ

ち、倫理・道徳から規範へ、規範から法へということです。ただし、これは優先

順位ではありません。今日は、規範がどのように法になっていくのかという社会

構成主義者による研究がございますが、そのようなお話は省いて、議論していき

たいというふうに思います。

また、倫理を考える際に必ず確認しておかなくてはいけないことは、倫理の主

体と客体です。「誰が」「誰に」対して倫理を問うのか、ということです。この点

については、国際社会であったり、国家であったり、政府であったり、個人といっ

た、さまざまなアクターを主体と客体に想定して、考えていきたいと思います。

そもそもとして、国際政治において、倫理が必要なのかどうか、重要なのかどう

かということ自体が議論になるのですけれども、少なくとも現実主義者と呼ばれ

ている人たちでさえ、国際社会には倫理の余地があるというお話をしております。

そもそも国際政治において、倫理的選択の余地はあるのか。リアリストの答えは

「ある」と、ただし、それは「小さい」と主張します。なぜ小さいのか。それは

国内政府と国際政府というものを比較して欲しいということです。国内社会では

政府があるが、それに対して国際社会には政府がない。国際ないし世界政府とい
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うものがなければ何が問題かというと、国内で政府があった場合には、警察など

が何か問題が起こったときには助けてくれる。それに対して国際社会は政府とい

うものがないため、自分たちの安全とか、生存というものは自分たちで確保して

いかなくてはいけない。そのときに、自分たちの生存というものと、倫理という

ものを比較する必要があり、どちらを優先させるべきかと問われれば、最終的に

は倫理よりも生存であるという論理です。だから、国際政治における倫理の重要

性は小さいと。しかし現実主義者は、小さいけれども、だからといって倫理とい

うものが重要ではないと言っていません。例えば、E・H・カーは、国際政治に

おいて倫理的余地は非常に小さい。であるからこそ、強い国家は弱者、弱い国家

に対して自己犠牲を払わなくてはならない、あるいは「ギブ・アンド・テイク」

の精神をもって助けなくてはいけないというふうに言っています。また、H・J・

モーゲンソーは次のように言っています。「国際政治に及ぼす倫理の影響力を過

大評価したり、あるいは政治家や外交官が物的な力の要件以外では動かされない

として倫理の影響力を過小評価したりすることのないように警戒しなくてはなら

ない。」つまり、「倫理的余地は小さい」けれども「重要である」ということです。

以上をふまえた上で、核兵器の使用をめぐる問題にはどれだけ倫理がかかわっ

ているのかということ、つまり、核兵器の使用というものは倫理という点で果た

して許されるのか許さないのか、ということについて考えてみたいと思います。

この問いは、単に頭の中の体操ではなくて、実際にアメリカで起こったわけです。

それが 1995 年の「スミソニアン論争」と呼ばれているものです。スミソニア

ンというのはワシントン D.C. にある博物館なのですけれども、そこにヒロシマ

へ原爆を落とした B29 の飛行機（エノラ・ゲイ）が展示されています。戦後 50

周年を記念に、そこに原爆の被害というものがどういうものかを考えるため、被

爆者の写真などを展示しようというイベントが企画されました。そのときに反対

の声が上がったのです。それは、退役軍人のグループからで、「そのようなイベ

ントはやめてくれ、そんなことをしたら、まるでヒロシマとナガサキに対する核

使用が悪いことだというふうに思われてしまう」と。ヒロシマ・ナガサキに対す

る核使用は「正しい」ということで、イベントの開催に反対をしたのです。結局、

それは政府を巻き込むほどの大論争になってしまい、原爆展は中止に追い込まれ

ました。この出来事は、核兵器の使用というものが本当に正しかったのか、ある

いは正しくなかったのかという一つの問題だったわけです。つまり、倫理的背景

があるがゆえに、スミソニアン論争が起こったというわけです。これは今も起こっ
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ています。日本人の大半は、ヒロシマとナガサキに対する原爆の投下というのは

許されることではないと考えるのに対して、アメリカでは正しい行為であったと

いう認識が強くあります。つまり認識ギャップが依然としてあります。

ある行動が、正しかったのか、あるいは正しくなかったのかというのを考える

際に、伝統的なアプローチがあります。それは、目的、手段、結果のいずれかを

重要視するかということによって、二つのアプローチに分けることができます。

いわゆる「正戦論」の議論です。一つのアプローチが「義務論的論法」（義務主義）

で、主に目的を重視するものです。もう一つのアプローチが「結果主義的論法」（結

果主義）というもので、結果がすべてだという考え方に基づいて、正しいかどう

かを判断していきます。これを核兵器の使用にあてはめた場合には、次のような

議論になっていきます。

主に目的を重視する―最終的には手段と結果も考慮していきます―立場、つま

り義務論の人たちからすれば、核兵器の使用が正しいかどうか、その答えは核兵

器の使用というのは許されないとの回答になります。その理由は、例えば核抑止

論というのは、一般市民を無差別に殺すという「目的」あるいは「手段」にほか

ならないため、人道に反するというものです。あるいは、核兵器の使用というも

のは、その「結果」として、無実の一般市民を殺していくものであるため、人道

に反するという回答になります。これは義務論的な論法に基づいた核兵器の正戦

論のお話です。

次に、「結果主義」を重視するお話でして、国際政治の視点からすれば、「核兵

器の使用は必ずしも駄目ではない」ということ答えになります。つまり、ある条

件さえ満たせば、核兵器の使用は正しいという考え方になります。どのような論

理があるのでしょうか。核兵器の使用という「手段」は、多くの無辜の人々を殺

すため、正しくない行為である。絶対に正しくない。この時点では、核兵器の使

用は「絶対悪」なのです。しかし、そもそも核抑止の「目的」というのは、別に

相手を殺そうとかいうことではなくて、自分の国の人々を守るために、あえて核

抑止という暴力を使うのだという考え方です。相手の国が核兵器を使用すれば、

自分の国の人々が核兵器の犠牲になってしまうわけです。それは駄目だというこ

とで、核抑止をもって自国の人々の安全を守らなければならない。つまり、自分

の国の人々を守らなくてはいけないからこそ、核使用はやむをえないのだという

「必要悪」の論理に基づいているわけです。例えば、S・ホフマンというアメリカ

の学者は、核兵器というのは絶対悪ではなくて必要悪という主張に加えて、もし
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も核抑止が機能した場合には、その「結果」としては、むしろ核兵器の使用とい

うのは道義的には許されるとまで述べています。なぜならば、核抑止が成立する

ことによって、核兵器を持っている国どうしは戦争をしない、つまり平和になる

からです。平和になるということは多くの人々が死なないということだから、核

抑止というものはいいものではないかということ。これを、私は「ニュークリア・

パラドックス（nuclear paradox）」と呼んでいます。なぜパラドックスなのかと

言うと、核兵器は人道上絶対に使ってはいけない、であるからこそ、自分の国の

人を守るためには核抑止が人道上必要だという論理になってしまうからです。こ

れを「ニュークリア・パラドックス」と呼んでおきたいと思います。ただし、現

実主義者の人たちは、無条件に核兵器の使用が正しいと主張しているのではあり

ません。あくまで核抑止が仮に効いた場合は、それは道徳的に許されるのではな

いのかと主張しているのです。

あと正戦論で有名な学者といえば、マイケル・ウォルツァーを外すわけにはい

きません。しかし、彼も「核使用＝必要悪」という論理に基づいています。よく

引用されるのは、「核兵器は、正戦論というものをエクスプロード（爆砕）して

しまう」という有名な文章です。つまり、核兵器をたくさん使ってしまうと人類

自体が滅びてしまい、道徳とか倫理とかを話していること自体が無駄である、と

いうことです。それゆえ、ウォルツァーによれば、核兵器の登場によって、これ

までの伝統的な正戦論自体が有効ではないということになるわけです。他方で、

やはり自衛の論理というのが出てきてしまって、「われわれは正義のために（そ

して平和のために）正義の限界を不安げに踏み越えるのである。」とも述べてい

ます。どういうことかというと、核兵器は「絶対悪」であるが、自分の国を守る

ためには核抑止というのが必要だということです。

ここで、少し簡単にまとめたほうがいいと思うので、今までの内容の確認を皆

さんと一緒にしていきたいと思います。義務論と結果論というものは何が言いた

いのかということなのですが、実は共通している点があります。それは、義務論

者であれ結果主義者であれ、核兵器の使用というものは倫理的にはまず許されな

いという点では一致しています。しかしながら、結果主義者は、核兵器というの

は絶対悪であるからこそ、私たちは自分たちの国民を守るために必要だという論

理をもって、核兵器の使用というものが倫理的に許されるのではないのかという

ふうに主張しています。ただし、それはあくまでも限定的なお話であって、結

果主義者は核抑止が常に機能するというふうには考えていないということです。
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ジョセフ・ナイというアメリカの学者は、だからこそ政策者、あるいは研究者と

いうものは次のようなことで悩むのだと述べています。すなわち、「同胞への義

務と他国民への義務とのあいだの、より微妙なバランスをいかにたもつか」とい

うことが重要であると。核抑止というのは、こちらが「あなたに核兵器を使用し

ます」と言うことであって、お互いがお互いの国民の犠牲を前提にしています。

ジョセフ・ナイは、核の使用は許容されるものではない、しかし、脅しをかけら

れている場合は、向こうの国民とこちら側の国民の安全をどうすればいいのかと

いう、ディレンマに悩むと指摘しています。これを一つのキーワードとして、先

ほどの「ニュークリア・パラドックス」に続いて、「ニュークリア・ディレンマ

（nuclear dilemma）」と名前を付けておきたいと思います。

それでは次に、現実の国際政治のお話に入っていきたいと思います。すなわち、

核兵器の使用と倫理は、実際の国際政治において、どういった関係にあるのかと

いうお話です。これは言い換えると、皆さんにもぜひお聞きしたいのですが、ヒ

ロシマとナガサキへの原爆投下以降（1945 年以降）、核兵器は一発も使用され

ていません。それはなぜとお考えになるでしょうか？一つの回答は、核抑止が働

いているからという、リアリストの主張であります。今からお話するのは、もう

一つの回答で、それはヒロシマとナガサキから、ある「規範」が発信されている

からこそ、核兵器が使用されていないのだというものです。

しかし、この規範に関する回答は、もう既にモーゲンソーが少しニュアンス的

に言っています。それは何かというと、国際社会における核実験の禁止条約や、

核兵器の数を制限するという条約は、外交の手段として核兵器という暴力を無制

限に使用することに対して、国家は道義的に躊躇していることを示していると指

摘しています。つまり、モーゲンソーは、核兵器は道義的に使えないのではない

かと指摘しています。これは、Tannenwald の言葉を借りれば、「ニュークリア・

タブー（nuclear taboo）」といいます。日本語では「核に対する禁忌」となります。

要は、核兵器を使用することは倫理的、道義的には許されないという規範がある

からこそ、ヒロシマとナガサキに原爆が落ちて以降、核兵器が使用されていない

という概念です。

この「ニュークリア・タブー」という言葉は、比較的新しい言葉なのですけれ

ども、既に昔から実はそういう考えがあります。例えば、B・ブザンは「戦略的

文化的禁止」という表現で、また、馬場伸也氏は「ヒロシマ・ナガサキを原点と

する反核文化」と表現しています。馬場氏は、核を使用してはいけないというヒ
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ロシマ・ナガサキのアピールは、今や「文化」となっており、それが浸透すれば

するほど、国際社会は核兵器を使用することが難しくなるであろう、と指摘して

います。この指摘は、80年代のときになされたものですから、今からもう約 30

年前ものお話です。すでに 30年前に提起されていることが、最近になって再び

見直されているというような状況であり、その成果として、「ニュークリア・タ

ブー」の研究が蓄積され始めています。

それでは、「ニュークリア・タブー」をもう少し詳細に考えていきたいと思い

ます。「ニュークリア・タブー」は、「核兵器の第一使用に対する事実上の禁止と

いう行動の規範的信念」と定義づけを行うことができます。この「ニュークリア・

タブー」の研究の重要なところは、その問題提起のあり方にも見出されます。ヒ

ロシマとナガサキ以降、なぜ核兵器は使用されていないのかという問いについて、

リアリストの回答は核抑止論となります。しかし、Tannenwald は次のように問

題を整理した上で、こう答えるのです。核抑止論というのは核兵器国と核兵器国

の間のお話です。しかし、アメリカは核兵器国だけと戦争しているのではなくて、

核兵器を持っていない国とも戦争します。例えば、朝鮮戦争だったり、ベトナム

戦争であったり、イラク戦争があります。その際、アメリカは核兵器を使用して

いないのです。つまり、核抑止論は、あくまで核兵器国間におけるお話であって、

核兵器国と非核兵器国の間において、なぜ核兵器が使用されていないのかという

事実を説明することができないのではないか、と問題提起したわけです。ここ

に、「ニュークリア・タブー」という新しい視点の重要性があるわけです。例え

ば、朝鮮戦争の際、マッカーサー元帥は核を使わなくてはいけないと考えました。

だが、それを聞いた当時のトルーマン大統領は、すぐ元帥を解雇しています。そ

のときにトルーマン大統領が言った台詞は何かというと、「これ以上、アジア人

に対して核を使用するのは許されない」というものでした。核兵器の使用は、あ

まりにも人道に反しているからこそ、私は核使用できないというわけです。この

ような状況は、またベトナム戦争のときにもありました。ベトナム戦争のとき、

いわゆる枯れ葉剤が空から散布されました。それでもベトナムの人たちは降伏を

しませんでした。では、どうしたらいいのか。もう核兵器を使うしかないのでは

ないかとなったわけなのです。そのときの当時のアメリカの国務省などの人たち

は、「核兵器を使用することはできない。使用すれば人道に反してしまうし、また、

国際社会はそういうことを絶対許してくれないだろう」と躊躇しました。

また別の例をあげれば、例えば、レーガン大統領は、いわゆる SDI という戦略
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防衛構想を考えました。今で言えば、ミサイル防衛のもう少し大きな宇宙版で、

当時、「スターウォーズ計画」と呼ばれておりました。彼がそういった計画を推

進した一つの理由は、彼の倫理観と深く関わっていました。彼を支持していたカ

トリックの団体は、核抑止というのはいけない。なぜなら核抑止は、相手の国民

と私たちの国民を脅して犠牲にすることを前提に成り立っているから、それはも

う倫理的に許されない。だから、レーガン大統領は、核抑止ではなくて、それ以

外の手段で核兵器の使用とその威嚇から安全を確保しなければならないと考えた

のです。レーガン大統領は、本気で核抑止はいけないと考えて、SDI というもの

を積極的に推進していったという背景があります。そういった意味で、倫理とい

うのは、アメリカの大統領に非常に影響を与えているという事実があるわけです。

研究者自身にとっても、このニュークリア・タブーというのは、完全に頭の中

に植えつけられています。例えば、ホフマンは、核兵器の使用というのは絶対的

に悪である。なぜなら、すべての無辜の人を殺すからであると。しかし、人を殺

さなくて、建物だけ、または、相手の軍だけを破滅することができる兵器であれ

ば、人を殺さないわけですから、それは道徳的に許されるのではないかと指摘し

ました。つまり、中性子爆弾の話をしています。でも、ホフマンは次のように言っ

たのです。「しかし、中性子爆弾も駄目である」と。なぜならば、中性子爆弾が

使われてしまえば、何が起こるかというと、核を使ってはいけないというタブー

を破ってしまうから危険だというふうに彼は言っています。ということで、アメ

リカの大統領や核を持っている国の指導者、あるいはその政府自体が、核を使う

ことをためらうポイントがあるわけです。この点が大事ではないのかというのが

今日の一つの問題提起で、ヒロシマとナガサキに原爆が落ちて以降、核兵器が使

われていない理由の一つが、この「ニュークリア・タブー」ではないかというふ

うに考えるわけです。

ここから、少しまとめに入りたいと思います。まず、核兵器の使用というものが、

倫理的に正しいかどうかと問うことは、それ自体はいいことです。なぜなら、や

はり核の使用というのは駄目だという「絶対悪」、そこから「ニュークリア・タブー」

という規範が生まれてくるからです。そして、「ニュークリア・タブー」が醸成

されると、核兵器を使用することが政治的に非常に難しくなるということが、ま

ず一つ目の意義として、ポジティブにとらえることができるわけです。二つ目の

意義は、他方で、「ニュークリア・タブー」があると、つまり「絶対悪」である

と、だからこそ、自分の国を守るために核兵器の使用は必要だという論理があり
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ます。すなわち、結果主義者によれば、核兵器の使用は必要悪であると。だから

といって、倫理的側面は無駄であるということにはなりません。なぜかと言うと、

自分の国の人を助けるべきか、あるいは相手の国の人の生存も考えるべきかとい

う「ニュークリア・ディレンマ」に陥るからです。「ニュークリア・ディレンマ」

に陥ったということは、やはり倫理的な側面というものが、その政策決定者の中

に影響を与えているということです。その結果、核兵器は使用されにくくなると

いうように考えるわけです。

次に、三つ目の意義なのですけれども、その「ニュークリア・タブー」という

ものが広がってくると、核兵器を使うことは駄目だと。ということは、核兵器を

使う意義というものが薄れていくということです。そうすると、要するに核軍縮

とか、核兵器のない世界というものに、だんだん近づいていくことができるとい

うわけです。ただし、「知識の実」という考え方があります。それは核兵器の廃

絶なんて無理だ、なぜかというと、人類というものは核兵器をつくる技術、この

禁断の「知識の実」を食べてしまった以上、核廃絶は不可能であるという考え方

です。この点は、後で皆さんと議論できればと思います。

最後に四つ目の意義です。ここが今日のポイントと言いますか、何度も言いま

すように「ニュークリア・タブー」によって核兵器が使いにくくなるという点で

す。リアリストにとって核兵器の使用をめぐる安全保障の最大の目的というもの

は、自分の国に対して核兵器が使用されることを防ぐというものです。これに対

して、倫理的側面からすると、ヒロシマ・ナガサキの祈りは、核を使用してはい

けないというタブーをつくることに貢献しています。そのことによって、核兵器

を使用できなくなるわけなのです。つまり、核兵器の使用をめぐる問題を倫理か

ら考えること、そのこと自体が核兵器を使用することを道義的に困難にしている

と考えられるわけです。これを、「道義的抑止」、英語で言えばmoral deterrence

という言葉で表現したいと思います。よくヒロシマとナガサキは、核を使用して

はいけないという祈りと声を発しているだけと言われていますけれども、それは

核の禁忌というタブーを醸成しており、その結果として、相手側は核兵器を使用

できないわけです。ということは、結果的には、リアリストと目的が一緒なのです。

つまり、「ニュークリア・タブー」の四つ目の意義として、核をめぐる安全保障

の最大の目的が、相手側に核兵器を使用させないことにあるのであれば、ヒロシ

マとナガサキの祈りと声から醸成された「ニュークリア・タブー」は、相手側に

核兵器を使用することを道義的に躊躇させるため、きわめてリアリスティックな
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側面を持っている、という点です。そうすると、政府の中枢がある東京と、広島

と長崎の関係は、実は相反するものではない。相手側が核兵器を使用することを

防止するという目的に関して言えば、積極的に協力することができると考えられ

るわけです。まず、東京は安全保障上、核抑止の論理に基づいて、相手が核を使

用できないよう試みる。他方で、広島と長崎は、核は使ってはいけないとアピー

ルすることによって、相手側が核兵器を使うことを困難にさせる。つまり、東京

は核抑止という「物理的な力」によって、広島と長崎は核の禁忌という「非物理

的ないし倫理的な力」によって、核兵器が使用されにくい状況というものを作り

出しているのではないかと思うわけです。

では、核兵器の使用をめぐる倫理というものをひたすら醸成すればいいのかと

いいますと、私は、冷静に考えて、二つ問題点があると思います。一つの問題は

「ニュークリア・パラドックス」です。核兵器の使用は「絶対悪ゆえに必要悪である」

というお話をしました。これは、インドが 1998 年に核実験をしたときに、実際

にこの論理が用いられました。インドは核実験をした後に、広島と長崎の市長た

ちは、「核は駄目である。核を使ってしまうとヒロシマとナガサキのようになる。

それゆえ、人間の行いとして駄目である」との旨を伝えました。しかしながら、

当時のバジパイ首相というインドのリーダーは、「だからこそ、核を持つのだ」

と言いました。つまり、バジパイ首相の考え方というのは、核兵器が絶対悪だと

は理解している。しかし、核を持たないと私たちの国はヒロシマ・ナガサキみた

いになってしまう。だからこそ、核を持つのであると。これは、「ニュークリア・

パラドックス」の論理にほかなりません。このパラドックスに対して、広島と長

崎はどのように対処していくのかが問われています。一生懸命、核は使ってはい

けないとアピールすればするほど、それが核を持つ理由になってしまいます。こ

れをどうすればいいのかということを考えなくてはいけないのです。私の答えと

しては、それでいいのです。広島と長崎は、倫理的側面から、ひたすらアピール

し続けてよい。重要なのは、そのアピールをふまえた上で、誰かが安全保障の問

題を考慮しながら、このパラドックスから抜け出す方法を考えればよいのです。

もう一つ、考えなくてはいけない問題は、別のパラドックスです。これは核拡

散が逆に起こってしまうのではないのかという考え方です。すなわち、核兵器の

使用は絶対悪であるため、核軍縮しなくてはいけない。しかしながら、その際に

安全保障の問題を考慮しない場合は、どのようなことが起こってしまのかという

ことなのですけど、例えば、核兵器の先制不使用（これは反撃の手段として先に
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核兵器を使用しないという措置）についていえば倫理的にはすごく良いように聞

こえるわけなのですが、ホフマンは、その結果として、むしろ核拡散がもたらさ

れるかもしれないと指摘しています。なぜならば、「同盟国が攻撃された場合に

は核の先制使用もありうると脅迫ないし暗示する意志が超大国にある限り、非核

保有国も超大国に守られているという安心感を持ち得たのに、先制不使用宣言に

よってそれが崩壊してしまうからである。」ということです。簡単に言えば、今、

大庭さんが核で威嚇をしています。私を守ってくれる人が大庭さんです。もしあ

なたが私に核を使ったら、大庭さんの核で撃ち殺しますよと言うわけです。私は

それで守られている。安心を得ているのです。でも、そこで大庭さんが、お互い

に核を使わないと約束したとすれば、もしその約束が私の敵、核兵器を持つ敵対

者となされたのであれば、大庭さんは核を使ってはいけないことになります。そ

うすると、約束をした当事者とっては核の先制不使用がとても良いことになりま

すが、私にとっては逆に核の攻撃にさらされてしまう。では、どうしたらいいの

か。核抑止論を重視するのであれば、次のような論理がでてくると思うのです。

それは何かというと、私も核を持たなくてはいけないという論理です。核を保有

することで、相手が核兵器による脅しをしてくるなら、こちらも核兵器による脅

しによって、相手側が核を使用しないように試みる、という論理になってしまう

可能性があります。つまり、ホフマンが言ったことは何かというと、安全保障の

問題を考慮せずに核軍縮・不拡散措置を推し進めた場合、必ずしも良い結果をも

たらすとは限らない、ということを指摘したわけです。私は、この論理をかなり

重視しているリアリストです。他方で、核軍縮を試みるユートピアンでもありま

す。この問題は、倫理が悪いのではなくて、安全保障といった国際政治の現状が、

倫理の側面に現在はついていけていないだけと考えたいと思います。

それでは、最後のまとめとして、この図を説明したいと思います。核の倫理

（ニュークリア・エシックス）というのは、すごく原動力になっています。どの

ような原動力かというと、核の倫理を通じて、「ニュークリア・タブー」が醸成

されます。そして、この「ニュークリア・タブー」は、「ニュークリア・パラドッ

クス」という問題を引き起こします。さらに、このパラドックスゆえに、二つの

問題が起こっています。一つは、「ニュークリア・ディレンマ」に私たちは悩ん

でしまう。それは「核は使ってはいけない、でも自分たちの国は守られなくては

いけない、だから核使用は必要悪なのだ。このような状況で、相手の国の人や自

分の国の人も考えなくてはいけない」という問題です。今一つの問題は、「核は使っ
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てはいけない、だから核軍縮・不拡散をしなければならない。しかし、安全保障

の問題を考えなければ、逆に核兵器の拡散が起こってしまう」という、もう一つ

別の「ニュークリア・パラドックス」です。

それでは、この「ニュークリア・ディレンマ」と「ニュークリア・パラドック

ス」を避けるためにはどうしたらいいのでしょうか。まず、指摘したいことは、

倫理は倫理のままで良いのです。核兵器は使ってはいけないという「ニュークリ

ア・タブー」を語れば良いいのです。大事なのは、安全保障の問題を考慮するこ

とによって、このディレンマとパラドックスから回避できるような道を探してい

く、安全保障を専門とする国際政治学者ががんばらなければならないということ

です。「ニュークリア・タブー」は、いずれ法につながっていく可能性があります。

倫理があるからこそ、核兵器の使用をめぐる問題が生じているわけです。ここに

倫理の意義があるのです。国際政治において倫理を考える、あるいは核兵器の使

用を倫理の側面から考えるという議論それ自体がとても大事なのです。

（さとう・しろう　京都大学東南アジア研究所 特定研究員）

2011 年 1月 21 日開催
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こんにちは、はじめまして。竹峰誠一郎と申します。本日は大庭さんをはじめ、

このような機会を準備していただき、本当に感謝を申し上げます。いたらない

ところもあるかと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。今日は、マーシャ

ル諸島の核実験の被害のことが話の中心になります。

マーシャル諸島は南太平洋に位置しているとも言われますけれども、実は赤道

の北ですので、北緯 4度から 19度まで位置しております。経度と緯度からしま

すと、太平洋の中西部、あるいは中部太平洋に位置していると言えます。大きく

言うと、グアムとハワイのおよそ中ごろあたりに位置しているということが言え

ます。太平洋の三つの地域、ミクロネシア、メラネシア、ポリネシアがありますが、

統一テーマ：ヒバクシャのパースペクティヴ―当事者性のもたらす光と影統一テーマ：ヒバクシャのパースペクティヴ―当事者性のもたらす光と影
講演１

視えない核被害視えない核被害
―可視化するアプローチを求めて―可視化するアプローチを求めて

竹峰誠一郎竹峰誠一郎
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そのなかではミクロネシアという地域の中にマーシャル諸島は入っています。

マーシャル諸島は、世界地図で見ると本当に砂のような点でしか見えないわ

けですけれども、マーシャル諸島全国地図を開きますと、広大な海のうえに珊

瑚礁が隆起してできた小さな島々が円を描いている環礁というものが 29 あっ

て、あと珊瑚礁が隆起してできた５つの島からできています。環礁というものは、

島とは違いまして、本当に小さな島が円を描くようになっているのです。です

ので、環礁といったら、一つの島がドンとあるのではなくて、小さな小さな島々

が円を描くようになっていて、その中には湖のような穏やかな海が広がってい

て、外側には太平洋の海原であるオーシャンが広がっているのだと、そういう

ことをイメージしてください。

首都はマジュロという場所ですけれども、本当に道は 1本、あるいは多くて

も 2本ぐらいしかなくて、細長いところであります。陸域は 181 平方キロぐら

いしかないわけですけれども、実は陸域は狭いけれども、穏やかな湖のような

空間、ラグーンというのは 1万 1670 平方キロもありますし、また排他的経済

水域は 213 万平方キロと、これは中国が持っている排他的経済水域よりマーシャ

ル諸島は大きいのです。そういう意味で陸域という視点から見るとたしかにマ

イクロステーツです。本当に小さな小さな地域ですけれども、海という視点で

見ると非常に広大な地域を持っています。まさにかれらは海洋民族なのです。

人口としては、最新の国勢調査は 1999 年ですが、5万 840 人という数値が

出ています。また、2006 年では 5万 7000 人がマーシャル諸島に住んでいると

の推定値が出されています。マーシャル諸島は 1986 年にアメリカとの間で自由

連合協定というのを結んで、自由連合協定の下で条件付きながら独立というこ

とになっていまして、今日は国連にも加盟しておりますし、北京からオリンピッ

クにも出場しています。そうしたところであります。

ここまでの話で日本と随分遠いようなイメージを持たれるかもしれません。し

かしここはまさに南洋群島と呼ばれていたその一角であります。ですので、マー

シャル諸島のすべてとは言いませんが、いくつかの島には日本統治時代の名残

である建物が今も見られます。ここは太平洋戦争が行われたときに、日米の太

平洋戦争に巻き込まれたのです。すべての地域とは言いませんけど。空襲にや

られたり、あるいは日本軍が基地を建設したりとか、日本人の商人がいたりとか、

そういったところでありますので、今首都のマジュロにモモタロウという商店

があったりします。
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笑えると言ったらおかしいのですけれども、モモタロウさんという人がちゃん

といまして、商店の名前だけではなくて。ある高校の卒業式に私が行ったわけで

す。そうすると「モモタロウさん」と呼ばれたのです。男の子が出てくるかなと

思いきや、女の子が出てきたのです。モモタロウさんというのは、なんと今や、マー

シャル諸島では、ファミリーネームになっているわけです。モモタロウ家は最近

国会議員も出しています。結構、有名な一家でございます。

日本語由来の言葉が、「ジドウシャ」「バカヤロウ」「モモタロウ」「デンキ」「カ

ケハシ」「バクダン」とか、「ジョーリ」（草履）や「チャンポ」（散歩）とかもそ

うですけど、実はさまざまあるのです。マーシャル語の会話を私が聞いて「おっ」

とか思うことが実際結構ありました。 首都のスーパーでは、醤油がうずたかく

積まれています。土日になると米がとても安くなっているとかもあります。日本

と非常に遠いというイメージを持たれるかもしれませんが、南洋群島と呼ばれた

地域で日本の統治下にも置かれていたことをはじめ、いろいろなつながりのある

ところです。

さて、前置きはこれぐらいにしておきまして、今日のお話の具体的な中身に入っ

ていきたいと思います。1945 年、広島・長崎の原爆投下です。それから半年も

満たない 1946 年 2月に、最初はまずアメリカの軍政下に入りますので、アメリ

カの軍政官や軍政長官らがビキニを訪れて、ここを核実験場にということで住民

を追い出して核実験場を建設するわけであります。核実験といってもわからない

ので、「すべての人々の幸福のため」にとか、「世界に平和をもたらすため」にとか、

そのための貢献だよということで、住民は敬虔なキリスト教徒ですので、聖書の

一節を引用し、約束の土地へと導かれていくということで、移住を余儀なくされ

ていったわけです。1947 年からエニウェトクが核実験場に使われて、1946 年

から 1958 年にかけて、ここでは 67回におよぶ原水爆実験が行われて、その中

で特に有名なのが 1954 年の、第五福竜丸が被災した、「ブラボー」と名付けら

れた水爆実験だったわけであります。

私はマーシャル諸島の核実験問題というのは、大学 4年生のときから、大学院、

修士、博士、今にいたるまで、ある意味ずっとこのテーマを追いかけ続けて、自

分のテーマとして持っているわけです。私が大学院に入ったころ、米ソ冷戦も終

わってもまだ核問題をやっていると、「竹峰さん、何で相変わらず核問題やるの？

今は環境でしょ」とか「人権やれば」とか、「ジェンダーだろ」とか、私はアジ

ア太平洋研究科というところで国際関係学を専攻していたのですが、今の時代、
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核問題やる人は珍しいなあみたいな、そういうことを言われていた。そういった

時代でしたれども、テーマを変えずにずっとやってきたわけです。ところが今に

なって「竹峰さん、今やもう核問題じゃないですか」とか言われて、逆にいろい

ろと言われるようになるわけです。しかし、私の問題意識としては、当時も今も、

私がやろうとしている核実験の被害の問題というのは、なかなかやはり表立って

いないと考えられます。

まさに今、核問題が注目をされると一般の人が認識する、その大きなきっかけ

になったのが、オバマ大統領の「核なき世界」の演説であります。この演説を機

に核問題の関心が高まりを見せていると言われております。さらには、「核なき

世界」に向けた希望が若干広がっているとも言われています。関心が高まってお

りますので、学会でも「核なき世界」と名付けられたテーマで研究会が開かれた

りもしていますし、私が所属する平和学会でも同じようなテーマで開かれたりと

か、学会の刊行雑誌で特集が組まれたりしています。

「核なき世界」を訴えるアメリカ、その足元で未臨界の核実験を実施したとい

うのは皆さんご存じだと思います。あるいは、今日私がお話しているマーシャル

諸島では、詳しくは話しませんが、さすがに核実験はもうやっていないわけです

けれども、マーシャル諸島の、クワジェリンというところがあるのですけれども、

クワジェリンというところは今もアメリカの米軍基地があるのです。ここはアメ

リカのミサイル実験場になっています。大陸間弾道弾の ICBMの発射実験をここ

でまだやっています。カリフォルニア州のヴァンデンバーグ空軍基地というとこ

ろから、約 8000 から 8700 キロ離れておりますが、太平洋を越えてこのマーシャ

ル諸島のクワジェリンというのを的にして、実際の弾ではないですけれども発射

実験というのが今もなお行われています。この大陸間弾道弾は、核兵器も搭載可

能な「ミニットマンⅢ」というものです。こうした弾道ミサイル発射実験を、こ

のマーシャル諸島では今もなお行われているわけであります。

今日問題にしようと思っているのは核実験です。たしかに核実験は、もうとっ

くに終わっています。1946年から1958年ですから、私が生まれるとうの前に終

わってはいますけれども、後でお話するように、被害は今なお現在進行形の問題

であり続けているわけです。そうした中、「核なき世界」に向けて核問題の関心が

高まっていると。私のところには、NHKの人とかがニュースを探しに時々電話を

かけてくるのですが、「竹峰さん、今『核なき世界』の機運が高まっていますが、マー

シャル諸島で『核なき世界』の機運は高まっていないですか？」とか聞いてきます。
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しかし逆に、マーシャル諸島の 2010 年 2 月の地元新聞には「核問題は死ん

だのか？」という見出しの記事が掲載されています。核実験問題を埋もれさせた

いとアメリカ政府の人が考えていることは明らかだと、その地元紙は言うわけで

す。核軍縮の機運が高まる。しかし、核開発で被害を受けた人々が提起する問題

というのは、不可視化され後景におかれ続けているわけです。プラハ演説は、主

に核テロ防止という観点からでありますが、そうした核テロの防止という射程で

はもちろんのことですが、軍縮という射程においても核被害を訴える人々の存在

と、かれらが提起する核問題は視野の外におかれています。

世界の核実験被害の問題を先駆的に取材してルポされている方で、豊崎博光さ

んという方がいますけれども、彼はこんなことを言っています。「オバマ大統領

の登場によって、世界を冷戦の負の遺産である核兵器開発競争から、核兵器廃絶

へと歩み始めた。しかし、もう一つの負の遺産の核実験被害問題は放置され続け

ている」と。私の問題意識としてあるのは、「核なき世界」が叫ばれても、それ

でもこぼれ落ちている核被害を訴える人々の存在と、かれらが提起するこの核被

害の問題をどうやって可視化していけばいいのだろうかということであります。

核被害をめぐっては、多くは自然科学の分野から取り組まれ、医学、物理、化

学などがあります。社会科学分野で、核被害をめぐる研究は少ないのですけれど

も、日本の中では社会学者の石田忠、濱谷正晴らが、広島・長崎の原爆被害者を

対象にした生活史調査を行い、原爆の問題に接近していく方法論がいくつか提示

されています。さらに世界の核被害者という点では、広島大学にいる川野氏が、

原爆被害に接近する方法論の枠組みを演繹的に用いて、旧ソ連のセミパラチンス

ク核実験被害調査が行われたりもしているわけです。しかし、40年以上にわたっ

て広島・長崎の原爆被害を社会学の見地から探求している濱谷氏が、一橋大の先

生でしたが、それでも広島・長崎の原爆の被害へのアプローチ方法は「未完の課題」

だということを言っているわけです。ですので、何か既存の枠組みをそのままあ

てはめるということは私はしません。私自身がとりくんできた、マーシャル諸島

の核実験被害調査をふまえて帰納法的に、不可視化された核被害者とかれらが背

負う核被害に接近する方法を模索していきたいなと考えています。ここで、キー

ワードとしたいのは、「視えない核被害」というものであります。

私が所属している平和学会は、秋の大会では脱開発というのが研究テーマに

なっていました。イヴァン・イリイチは、開発と平和というのはしばしば結びつ

けて語られるけれども、開発と平和というのは切り離す必要性があると、そうい
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うことを先駆的に指摘した一人であるわけです。そのイヴァン・イリイチはこん

な言葉を残しています。「エリートによる平和の独占」がおこなわれ、「民衆の平

和」が「深い闇の中にうち捨てられたままにある」と。これは平和研究に対する

警鐘を鳴らしているわけですけれども、このイヴァン・イリイチが発した平和研

究への警鐘というのは、彼は経済開発の問題の文脈の中でそれを言っているわけ

ですけれども、決してそれだけではなくて、核問題というのは一体何なのかとい

うのを考える上でも重要な示唆を与えているように私には思えます。つまり、核

問題をとらえるときに、オバマ大統領をはじめ、核保有国家、あるいは北朝鮮と

かイランとか疑惑が持たれている国家の首脳の言動にのみ目を奪われて、核被害

と背中合わせで暮らしている人々の民衆の平和が深い闇の中にうち捨てられては

いないかと私は考えます。核開発で被害を受けた人々の存在を視野におさめよう

とするならば、軍縮というアプローチにはとどまらない新たなアプローチが求め

られるのです。そこで提示したいのが、この「グローバルヒバクシャ」という考

え方であります。

この「グローバルヒバクシャ」というのは、造語ですけれども、新たな概念装

置として用いています。「グローバルヒバクシャ」というのは、その中に広島・

長崎の原爆被害をもちろん含みますが、それとともに世界で核被害を訴える人々

の存在を視野におさめて、かつ甚大な環境汚染が地球規模で引き起こされている

現実を食い止めるべく想定された新たな概念装置であります。マーシャル諸島で

核実験が行われていた 1946 年から 1958 年の間というのは、地球環境問題とい

う、そういった言葉はありませんけれども、当時のマーシャル諸島の核実験の 1

発分だけで見ても、実はもう放射性降下物というのは地球規模にも及んでいたと

いうことが明らかになっています。第五福竜丸が被曝した 1954 年のブラボー実

験を アメリカがやったときには、核実験場の周辺で放射能汚染の濃度を調べた

だけではなくて、世界規模で観測ポイントはあったわけです。それで放射性降下

物がどのように広がりを持っているかというのを調べていたというのがわかって

います。つまり、当時、地球環境問題という言葉はありませんが、やはり甚大な

環境汚染が地球規模で引き起こされてきたことは確かだと私は思います。しかし、

それはやはりなかなか認識されていないわけです。

そうした世界の核被害を訴える人々の存在、さらに甚大な環境汚染がこれまで

核開発の過程でつくられてきたのだと、そうした現実をくみ取るべく想定したの

が、「グローバルヒバクシャ」という言葉であります。
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「戦後補償」という概念がアジア太平洋戦争の終結からもう半世紀以上、60年

以上たっても、しかしなお解決し得ない平和の課題というのを鋭く現在問いかけ

る、そうした言葉になっております。さらにまた最近では、「植民地責任論」と

いう概念が歴史学者を中心に、植民地の当時の歴史を現代に問う言葉として出て

きています。そういった言葉をふまえるならば、核実験をやっているときだけ世

間が目を向け、やめたらそれで世間の関心は終わるという現状を越えて、その後

というものにやはり光を当てる必要があるわけです。その概念がやはり必要なわ

けです。さらに「グローバルヒバクシャ」というのは、核実験という文脈の中で

言うならば、核実験が終了しても、「その後」を見つめ、核被害を訴える人々の

存在、かれらが背負う核問題を埋もれさせることなく、現在、さらには未来に問

いかける、それがこの「グローバルヒバクシャ」の射程であります。

「グローバルヒバクシャ」というのは、いわば眼鏡のフレームだと考えてもい

いと思うのです。「グローバルヒバクシャ」というこのフレームから、周辺に追

いやられ、見えなくなっている核開発に被害を追い続ける人々の存在を照らして、

核被害を受けた地域、あるいはそこに暮らす人々の存在に焦点を定めるのです。

しかし核被害は視えないのです。「視えない核被害」の話に移っていきます。核

被害、もうわかりきっているのではないか、と言われたことがあります。核被害？

それはもう悲惨なもんでしょ、もうわかっていると思われている方も多々いるわけ

です。核被害のイメージに関しては、梁木さんという映画評論家が、これまでの核

被害というのは、「物理的な破壊の悲惨さ、あるいは医学的な後遺症という、誰に

でもわかる、いってみれば目に見える悲惨さという形」だということを、とりわけ

広島・長崎の原爆の被害という文脈の中で言っています。私も、マーシャル諸島

を初めて訪れたころというのは、 核被害というのは見えてくるものだと思ったし、

もっと言うなら、見たくはないのだけれど見なくてはいけないもの、これがやはり

核被害、目にどんどん迫ってくるものだと、そう考えていました。例えば、初めて

訪れたとき、「日系人のカナメさん曰く、原爆症のことも話題にもなっていると言う。 

しかしその姿はなかなか見えてこない。見えたのはアメリカナイズされた町、マジュ

ロの姿だけ」という、私の書いた日記が残っておりますけれども、私もやはり梁木

さんが言うような核被害のイメージは持っていましたので、見えてくる、目に迫っ

てくるものだと思ったのです。しかし、核被害は見えない。逆に言うと、核被害と

いうのは見えるというのではなく、見えないものであると、そこをスタートとして

とらえる必要があるのではないのか、と私は今にいたるまで考えています。「視え
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ない核被害」というのは一体何なのかということです。

一つ目は、核被害は知覚できない、あるいは知覚し難いもの、まさに放射能と

いうのは現に見えませんし、臭いはしませんし、五感では感じることはできませ

ん。この写真、本当に美しい写真です。まさに「楽園」を彷彿とさせるこの写真

ですけれども、これ 2006 年 3 月に、核実験をしたビキニ環礁で私が撮ってき

た写真です。核実験が実施されたマーシャル諸島に行っても、もっと言うなら、

核実験場とされたビキニという場所に足を運んでも、核被害はすぐ目に飛び込ん

でくるのでは決してありません。たしかに核被害を訴える声というのは聞けばあ

ります。そうした訴える声は聞こうと思えば聞けます。「私たちの人生をもう永

遠に変えたのだ」とか、水爆実験「ブラボー」のことを指して、「『ブラボー』は

今も生き続けているのだ」と、「マーシャル諸島の人々に降りかかった恐ろしい

出来事はまだ私たちにつきまとっているのです」と。そういうことが訴えられる

反面、対照的な、まるで「楽園」を思わせる光景が、その核実験場とされた地域

には広がっているわけです。これをどう考えたらいいのか。

世界遺産にビキニ環礁が登録されたわけですけれども、そのときの登録理由の

中にこんな理由があります。「核実験の威力を伝える上で極めて重要な証拠」が

このビキニには残っているのだと。おそらく、どういうことを言おうとしている

かというと、核実験場とされた、ビキニといっても一つの島ではなく 20、30の

小さな島があるので、場所によると観測壕 の跡とか残っていますし、水爆実験「ブ

ラボー」の爆心地には、クレーターの穴ができていますし、こういうものを指し

て、「核実験の威力を伝える上で極めて重要な証拠」がここのビキニには残って

いるということを挙げているわけです。しかし、核被害は目に見える物理的損害

だけでは到底ないわけです。やはり、目に見えないもの、逆に写真とか映像では

とらえられないものというのがあるわけです。

ビキニの核実験の世界遺産登録のときに、決して忘れてはいけないことという

のは、ここはもともと人が住んでいたということです。1946 年のころの暮らし

ぶりを写した写真が残っています。 核実験というのは何もない太平洋の海でやっ

たのではなくて、こうした暮らしがあるところで住民を追い出してやっているわ

けなのですけれども、こうしたビキニの人々は、未だに自分の土地から切り離さ

れた生活を余儀なくされているのです。たしかに景色はきれいです。たしかに自

然はよみがえったかのように見えます。しかし、そこでの暮らし、かれらが生活

を営む光景というのは、未だにないのです。その目に見えない部分というのは、
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やはり世界遺産の登録というときに絶対忘れてはならない点だと思います。

ビキニの地域だけではありません。中原さんのお話で、後で出てくるこのロン

ゲラップというところ、ここは核実験場ではありません。核実験場ではなかった

けれども、放射性降下物が降り注いでいます。それによって急性症状を起こすぐ

らいの被曝をしている。それで人が住めなくなって、移住を余儀なくされたりと

かしてきたわけです。今このロンゲラップに、ロンゲラップコミュニティーの人

たちは住んではいません。つまり、ビキニとともにロンゲラップの人も未だに移

住生活を送っているわけです。

マーシャル諸島の人々にとって、土地というのは非常に大きな意味を持ってい

ます。マーシャル諸島の海は、本当にきれいで、別荘を買いたいと思うかもしれ

ない。グアムとかハワイの別荘は結構高いんですが、マーシャル諸島はどうなの

でしょうか。マーシャル諸島は、米ドルを使っていますが、100 ドル札をいく

ら積んでも、外者は土地を買うことができません。陸域は大変狭いわけですけれ

ども、狭いからこそだと考えられますが、土地は外者には絶対に売りません。貸

すことは最近あるみたいですけれども。マーシャル諸島の土地は売り買いの対象

ではありません。マーシャル諸島の土地は、生まれながらにしてみんなで持って

いるものなのです。マーシャル人ならみんな土地を持っている。ビキニの人とか

れらが言う、あるいはロンゲラップの人とかれらが言う。だからといってビキニ

に住んでいるわけではない。ロンゲラップに今は住んでいるわけではない。でも、

どうしてあなたはビキニの人？あなたはどうしてロンゲラップの人なのだ？と言

うと、それは自分はビキニの土地を持っているから、ロンゲラップの土地を持っ

ているからとの答えが返ってきます。まさに土地は自分のアイデンティティーの

根幹になっています。

土地とはまさに住民の命そのものなのだと、かれらは言います。例えば、こん

なことを言っています。「マーシャル諸島の人びとにとって土地は非常に重要な

意味を持っている。土地は、食糧となる作物を植えたり、家を建てたり、あるい

は死者を埋葬することができる場という以上の意味を持っている。土地はまさに、

人びとの命そのものである。土地を取り上げれば、人びとの誇り（spirits）も奪

われてしまうのである。」

「No Place Like a Home」とか、そうした看板が核実験の反対集会では掲げら

れたりしていますけれども、そうした命に相当する自分たちの土地から切り離さ

れた生活を余儀なくされているのを見て、かれらは「核の難民」だと、私は言い
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ます。移住先で望郷の念とかがもちろんあるわけです、特に年寄りを中心に。

太平洋の大海原をかれらは、この太平洋の大海原にある小さな島で、本当にど

うやって生活を立ててきたのだろうと不思議に思いますが、核実験の前までは、

非常に自立度の高い生活を営んできたわけです。どうやってかれらは生活を立て

てきたのかというと、環礁という、例えばビキニの場合は 23の島があって、ビ

キニ環礁と言ったら、だいたいビキニ島、あるいはこのエニュー島に 家を構え

ます。周りはほとんど無人島です。無人島というのは、人類未踏の地という意味

では決してありません。たしかに家はありませんけれども、毎日のように無人島

にはいろいろ出かけています。どうやって行くかというと、マーシャル・カヌー

です。マーシャル・カヌーに乗って、家を構える島から、環礁を取り巻く小さな

島々に出て行くわけです。マーシャル諸島のとりわけ核実験の被害がひどい北部

というのは、本当にタロ芋も育たないぐらいの土壌なのですけれども、それでも

ココヤシの他にパンノキの実、タコノキの実、あるいはアロルートというものを

採ってきて、あるいは海鳥やウミガメを捕ってきたり、穏やかな海の空間の中で

は魚を捕ってきたりとかして暮らしを立ててきたのです。家を構える小さな島の

中にずっと暮らしていると窮屈なものですけれども、カヌーに乗って小さな島々

に行って、レクリエーションの場にも小さな島々はなっているのです。こうした

暮らしというのは、まだマーシャル諸島の都市部ではないところに行ったら、ま

だ見られる、そうした光景であります。ですので、非常に小さな島で、あんなに

小さなところでどうやって人が暮らしていたのかと疑問が生じるかもしれません

が、環礁全域を使ってかれらは暮らしを立ててきたわけです。環礁全域というの

は、陸域だけではなく海も含むのです。

しかし、今、例えば、ビキニの人が移住先とされたキリ島というのは一つの島

です。ビキニの人は、「小さい、小さい」と言うのです。「小さい」とはどういう

ことなのか。面積が小さいというだけではないわけです。小さいというのは、生

活域が極端に狭められていることに対して言われているのです。なぜかと言うと、

一つの島ですから他に行く場所がない。周囲は太平洋の大海原ですから、行く場

所がないです。それで一つの島に閉じ込められて生活をしています。牢獄の島だ

と、ビキニの人びとは呼んでいます。

そうすると、さまざまな、太平洋の大海原を移動し、小さな島々で生活を立て

てきたかれらの文化というのがだんだん変わってくるわけです。どういう食生活

をしているかというと、缶詰が中心になっています。移住先では缶詰が彼らの生
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活を支えている、そうした状況にあるわけです。

私は実はこういうものも核被害だと考えています。しかし、核被害をめぐる議

論というのは、放射線被曝をしたか、その線量はどれくらいだったのか、どんな

病気が発病しているに注目が集まります。このがんが放射線被曝と因果関係があ

るかどうかという観点から、核実験の影響は論じられるのです。がんとか甲状腺

という、そうしたある種の目につきやすいもの、異常出産の子供が生まれるとか

も非常に注目は集まりますが、 私がマーシャル諸島で感じるのは、そうした目に

つきやすいもの、決してそれだけが核被害ではないということです。なかなか読

み取りにくいですけれども、こうした生活を変え、さらに文化を変えるのも核実

験の影響としてとらえていく必要があると考えています。

さらには心の面でもやはりいろいろあるわけです。例えば「アイルックで生ま

れ育った。汚染されたローカルフードを食べたり、飲んだりしていた。いつもナ

イフを刺されているようだ」 と、核実験被害の拡がりが指摘されているアイルッ

クで生まれ育ったある人が語っています。つまり、いつ発症するかわからない、

そういった不安が心の内にあるわけです。

あるいは、死産したり流産したりした体験というのは、前々からあるのだけれ

ども、それをいまだに引きずっていたりとかもあります。歴史的にいろいろ核被

害で体験されてきたことは、まさに現代にそのまま残っています。本当に明るく

話して、歌もうたって、笑って、本当にあなた、核被害を受けた人なのかなと思

う人ですら、聞いていくうちに心の内にあるものが出てくるわけです。心の面と

いうのは外見からはなかなか窺い知れません。

暮らしや文化や心にまでおよんで核被害が永続化しているわけですが、いまだ

に自分たちの土地には帰れないということは、コミュニティー全体の未来をも奪

い続けているのだと私は考えています。

核実験被害者団体「エラブ」というものがマーシャル諸島にはあります。

ERUB というのですけれども、それは破壊を意味するマーシャル語なのです。か

れらは言うわけです。「核実験ですべて破壊された」と。すべて。すべてとは何か。

それはどうやら病気だけではないというのはわかった。文化や暮らしや心まで奪

い、生活基盤も脅かしているのだと。とはいえ、言及した核被害は、「すべてを

破壊した」と訴えるかれらが背負うほんの一部であり、やはり見えない領域とい

うのが、広大に広がっているのが核被害であると私は考えています。

また核被害は、知覚できない、あるいは知覚し難いだけではありません。社会
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的・政治的要因で核被害が不可視化されてきたという点も「視えない核被害」の

もう一つの側面であります。アメリカの社会学者に、バレリー・L・クレッツと

いう人がいて、彼は核開発の犠牲となったアメリカ本土の先住民族のことをずっ

と調査していますが、彼はその先住民族の存在が社会的に不可視化されてきたこ

とを指して、「視えない核の光景」と呼んでいます。マーシャル諸島でもこの「視

えない核の光景」というのがつくられていると言えます。

すべてはお話しませんが、その象徴的なことをお話します。そもそも核実験場

になぜマーシャル諸島が、ビキニとかエニウェトクが選定されたのか。選定理由

を見ていくと、その一つには隔絶性、他から離れているのだというのが出てきま

す。隔絶性があるところに核実験場を建設したと。さらに、実を言うと、核実験

場にされたビキニとエニウェトクは、閉鎖地域に指定されていました。これは、

信託統治協定第 13条に基づく措置であります。マーシャル諸島は、解放軍とし

てアメリカがやってきて、その後、1944 年から軍政をしいていくわけですけれ

ども、1947 年からは国連の信託統治領になります。南洋群島というところは、

日本の委任統治領だったわけですが、ここはすべて国連の信託統治領になりまし

た。アメリカが施政権は握るわけですけれども。国連の信託統治領って、少し国

際政治のことを勉強すれば出てきますが、独立に向けて、  援助をしていく、支

えていく、そうしたシステムということで、国連の信託統治領というのは成り立っ

ているわけです。世界で 11の地域が国連信託統治領になっていましたが、この

マーシャル諸島を含むミクロネシア地域だけが、他の国連の信託統治領とは違っ

て、戦略地区というのに唯一指定されます。これは国連憲章にちゃんと定めてあ

ります、戦略地区と。一般の国連信託統治領というのは、国連の一般総会、並び

に信託統治理事会の管轄下に入ります。しかし、ここは戦略地区に入ることによっ

て、アメリカが拒否権を持つ安保理の管轄下に入ります。それだけではなくて、

戦略地区に指定されたところでは、軍隊、米軍の駐軍というのが認められます。

ですから核実験などをやっていいわけです。一般のところではやってはいけませ

ん。さらに、先ほど言ったように、安全保障上の理由から、閉鎖することができ

たのです。ですから当然、核実験をやるときは、核実験場およびその周辺は閉鎖

されます。ですから外者というのは入ることができません。この閉鎖されていた

期間というのは、核実験をやっているときだけではなくて、核実験が終わった後

も。例えば、1970 年代になって原水爆禁止運動をやってきた人の中で、現地の

被害者はどうなっているのか調査団を送っているのです。そのときは首都マジュ
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ロまでは行けましたけれども、核実験被害が疑われているロンゲラップの地域に

は足を踏み入れることはできませんでした。国連の高等弁務官が上に立っていま

すけれども、かれらが立ち入りを制限したわけです。これは一例ですが、政治的

要因で、さまざまな核被害がやはり隠されてきているのだということです。

核実験の被害、とりわけ放射能の汚染の被害が隠されてきましたが、それが公

になったきっかけは、実は第五福竜丸なのです。第五福竜丸が、日本に帰ってき

て、ビキニの核実験場から 160 キロ離れていたのですけれども、それが放射性

降下物を浴びて、原爆病のような病気になっていると。これは日本だけではなく

世界的にもビックリされて、第五福竜丸の被曝をきっかけにして放射能の脅威と

いうものが見せつけられて、ラッセル・アインシュタイン宣言が出されているわ

けです。ということで、第五福竜丸はまさに核被害、とりわけ放射能汚染の深刻

さというのを告知した船になります 。

しかし、そうした第五福竜丸に関して、情報コントロールが働くわけです。あ

れはソ連のスパイだと。あれは被害者ではなくて、あれはソ連のスパイなのだと

言って、例えば CIA を派遣したりするわけです。

そうはいっても情報をすべて隠すわけにもいかず、水爆実験「ブラボー」の終

わった後、核実験被害が生じたことを一応は、アメリカ側も公式に認めるのです

けれども、あれは事故だったと。風向きの変化による事故だと。意図してないと

いうことを言ったり、あれは確かに被曝だけれども、ロンゲラップの人びとは 、

もう元気なのだということを言ったり、さまざまな情報コントロールをしていく

わけです。ということで、今にいたるまでさまざまな情報コントロールが積み重

ねられています。核被害の一端が見えてこようとしても、それ以上を見せない情

報コントロールがかけられたことがあります。

アメリカは 1986年、マーシャル諸島が独立をするときに、ビキニとエニウェト

クの核実験場を加えてロンゲラップとウトリックに関しては核被害が生じたと認

め、1.5億ドル 規模の補償金を払っています。しかし、アメリカ政府が認めた核実

験の被害範囲にだけに核被害がとどまっているわけでは決してないのです。今日は

詳しく言いませんが、米政府の核被害認定の範囲の外にある、たとえばこのアイルッ

クというところ、そうした視野の外に置かれた核被害者の存在があるということも

忘れてはならないわけです。つまり、目につきやすいものとか、提示されているも

のをただ追うだけでは、核被害というのは到底捉えられるものではないわけです。

なぜならば、核被害は知覚し難く、知覚できないものもありますし、さらには政治
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的、社会的要因で、不可視化されているからです。

では、その知覚し難い、不可視化された、視えない核被害にどうアプローチを

していけばいいのか。マクロとミクロの両面からのアプローチが必要であるとわ

たしは考えます。核被害について、無差別性ということがよく言われます。広島・

長崎のように、女性や子どもとか、いわゆる非戦闘員にだって被害をこれだけ生

じさせた。非戦闘員の被害が大きかったのだということで、核被害に対して無差

別性が強調されます。しかし、私がここで言いたいのは、無差別性という視点だ

けではとても核被害はとらえきれないのだということ。やはり核被害には差別性

があるのです。それは「ニュークリア・コロニアリズム」と「ニュークリア・レ

イシズム」という言葉でこれまで言われてはきていますけれども、核実験場の選

定の背景には、差別性がまさにあるわけです。

例えば、なぜビキニが核実験場に選定されたのかについて、機密解除された米

公文書を読んでみると、こんな文章を見つけました。「実験場所を選定すること

は難題であった。ニューメキシコでの経験から、米国内での爆破はこれ以上行わ

れないとの確固たる結論が導かれていた」。ニューメキシコでの経験というのは、

1945 年 7月の世界で初めての核実験をさします。広島・長崎より前に 1回核実

験をアメリカがやっていたわけです。そのときはアメリカ本土でやった。戦後は

本土ではなかった。太平洋に持って行ったのです。なぜなのだという答えがこれ

なのです。ニューメキシコの核実験をやったときに、その核実験の成功が大々的

に言われましたけれども、やはり放射性降下物の問題というのは、そこでもう起

こっていたわけです。それでもうこれ以上、米国内では、本土の中で核爆発はも

うできないから外に持って行くと。既に1946年の核実験をやるときから、核実験

をやると放射性降下物の問題が出るのはわかっているのです。安全ではないのはも

うわかっている。安全ではないのをどこに持って行けばいいのかということで、押

しつけられた地区がマーシャル諸島であったわけです。その一つだけ見ても、やは

り差別性という要素は、核被害には多々あるわけなのです。

私に対して、被害だけを見て被害をとらえられるのかということを鋭く問う方

がおりました。この方は戦後史 を在野で研究してきた笹本征男さんという方な

のですけれども、彼が言わんとしていることは、「加害者探求をおろそかにするな」

ということであります。つまり、「視えない核被害」の、とりわけ不可視化され

た核被害という点をとらえていく上では、被害者を追うだけではなくて、その被

害者を取り巻く構造 、差別構造というのをやはりしっかりと見つめて、国家の
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存在というのを視野におさめるというのが非常に重要であると考えます。ここで

言うのはアメリカですけれども、加害国が、核被害をどう括ってきたのかという

のをやはり批判的に見ていく必要があるのです。かれらが表に出す核被害という

のが実はあるのです。爆発が大きいものであったりとか、爆発力の大きさとかと

いうのはどんどん広報しています。 あるいは、アメリカは核被害の追跡調査と

いうのをやって、医学的側面からどんどんやるのです。でも、医学的側面は核被

害の一部であります。どうしてかれらは医学的側面の核被害に目をつけ追跡調査

をするのか。アメリカが注目する核被害の枠組みを後追いするのではなく、 改め

て核被害の括り方を批判的に問い直して、やはりその「視野の外にあるもの」と

いうのを意識化して探求していくことが、不可視化された核被害にアプローチす

る上で不可欠であると考えます。

もう一つ、知覚し難い、あるいはできない視えない核被害にアプローチをして

いくには、マクロの観点だけでは駄目で、やはりミクロの観点が極めて重要になっ

てきます。ミクロの観点から「視えない核被害」のアプローチをしていくため

に、必要だと考えているのは、「サブシステンス」という概念です。この「サブ

システンス」というのは、生活基盤だと考えてください。平和学会に分科会を設

置している、環境・平和研究会が、「サブシステンス」という用語を用いて、そ

このコミュニティーにある生命の存続および再生産を支える生命維持系に光をあ

てて、生存基盤というのを一番に考えて議論を展開していきたいという、そこに

私は注目しています。つまり、かれらがどうやって生活をここで立ててきたのか、

マーシャル諸島の人びとの生活の根っこには土地があるわけですが、そうした生

活基盤を理解することを通して、土地が奪われるということが一体どういう意味

を持つのかとか、あるいは、かれらが島が小さいと訴えるということは一体どう

いうことなのかとか、そういうのがだんだん透けて見えてくるのではないか。逆

にかれらの生活基盤 を理解しないと、なかなかやはり核被害をめぐる実態とい

うところ までは見えてこないのではないかなと考えています。

サブシステンス、生活基盤への理解というのは、知覚できない、しにくい核被

害をとらえていく一つの扉になっていきます。さらに、生活基盤というのを絶え

ず見いだそうとし続けることは、疾患と放射線の因果関係の有無だけで核被害が

部分的に切り取られていことへの批判であり、また核被害を総合的にとらえてい

くこと、そうしたことにもつながっていきます。さらに、後半の中原さんの話で

出てきます、ロンゲラップの再定住の問題について、一体何が問題なのだという
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のを読み解いていくときも、ロンゲラップの人たちがもともとどういう暮らしを

立てていたのか、かれらの生活というのはどういう条件で成り立つのか、これを

やはり理解しないと再定住の課題、あるいはこれからの課題というのはなかなか

見えてこないとわたしは考えています。そういう意味では、被害補償の問題をこ

れからどうしていくのかという点でも 、「サブシステンス」の視座から生活基盤

を見つめることは、非常に重要になってくるとわたしは考えています 。

あともう一つ、ミクロの現場で私が注目をしていく必要があると考える言葉が

あります。ロンゲラップの核の被害者、被害者団体エラブの中心にいる人から聞

いた言葉です。「自分たちは、Victims ではない、Survivours なのだ」と。つまり、

これが言わんとしていることは、自分たちはたしかに被害にはあったと。でも被

害の前に泣き寝入りをしていないのだと。被害に対して、苦難はあったけど、立

ち向かっている。つまり生き抜いてきたし、これからも苦難はあるけど生き抜い

ていくんだと、その証として、自分たちが Survivours だと。そういう言葉を使っ

ているわけです。

つまり当事者のかれらだって、核被害は最初は見えなかったわけです。その深

刻さなんてわからなかったのです。だから核実験場から移住したし、一時、ロン

ゲラップやビキニの人びとは、「安全だ」と言われ、戻っていた時期があるので

すが、 やはり被害は視えていなかったわけです 。しかし、かれらは、今、視え

ない存在である放射性物質を、「ポイズン」という言葉を使って読み解いています。

マーシャル語で毒物という言葉は別にあるのですけれども、そのマーシャル語を

使わずあえて英語を借りて「ポイズン」という言葉を使います。ある種の特別な

毒、これまでの自分たちの体験した毒とはやはり質の違う毒で、特別な毒だとか

れらは認識しているわけです。よくわからない、あの大きな爆弾で目には見えな

かったけど「ポイズン」が大量が撒かれていって、その「ポイズン」がいろいろ

悪さをして、これまで見たことのない病気が出てきたりとか、これまで家畜で見

たことのないものが出て、ココヤシの成長がおかしいとか。こうしてかれらは視

えない核被害という存在を見いだしています。それで見いだしてあきらめるだけ

ではなくて、それを国内外に訴えていったのです。語るということをするわけで

す。かれらが語るからこそ、核被害に向き合うための入口が私に開かれているわ

けです。たしかにアメリカの公文書とかも非常に重要であり、核被害に関する情

報はその中に山ほどあります。しかしアメリカの公文書だけでは、よほどのセン

スがないと、なかなか核被害の実態までは見えてこない。現地で核被害を訴えて
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いる人たちの声を聞くと、そこには核被害を発見するヒントがいろいろ詰まって

いると、私は思うのです。それは、アメリカが核被害を認めていない地域の人た

ちの声であって、そうした声をいっぱい聞くから私はそれらをキーワードにして

アメリカの公文書館に行って探してくることもできますし、そういうことでかれ

らが Survivors として生き続けていると、そこでそうした彼らに、声を聞いてい

くと。それがまさに「視えない核被害」を読み解く上で、極めて重要なものでは

ないのかなと考えております。

まとめますと、「核なき世界」を叫ぶ視野からこぼれ落ちている「視るべき核

問題」がある。それは核被害を受けた人々が抱え続けている問題であります。核

被害にどうアプローチしていけばいいのだろうか。「グローバルヒバクシャ」と

いう視覚で、周辺化された核被害を受けた人々の存在を中心に据える。「グロー

バルヒバクシャ」はいわば眼鏡のフレームの役割を果たすわけです。

しかし、核被害というのは視えない。核被害は視えるという前提ではなく、核

被害は知覚し難く、社会的に不可視化されてしまう、視えない核被害という概念

を出発点にする必要があります。「視えない核被害」に迫るレンズが必要なのです。

「核被害の差別性」を見据え、加害者の情報コントロールと、核被害の切り取

り方を批判的に問い直し、社会的に不可視化された核被害の存在を追っていく。

同時に、核被害者の生活基盤の、サブシステンスを探求し、生存の存立を揺る

がす存在として、核被害をとらえ、かつサバイバーズとして生き抜いてきた人々

の声に耳を傾けながら、知覚できない、し難い核被害にアプローチしていく。

つまり「視えない核被害」にアプローチするには、遠近両方の眼鏡が必要なの

です。今日の発表は、マーシャル諸島での現地調査を踏まえ、核被害にアプロー

チする一つの方法論を提示しました。以上でございます。

（たけみね・せいいちろう　三重大学 研究員）

2011 年 1月 23 日開催
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中原聖乃と申します。よろしくお願いいたします。今竹峰さんのほうからご

発表があって、いろいろ重要な点を指摘されたと思うのですけれども、今後ど

のように核問題をとらえることができるのか、というのを暮らしとか文化とい

う側面からとらえることも大事だというようなお話をされました。私が印象に

残ったのは、彼ら自身は Victims ではなく Survivors なのだというご指摘があっ

たと思うのですけれども、私もこういった点から実は調査を進めておりまして、

この Survivors となるというのは、核実験という困難を、苦難を生き抜いてきた、

そしてそれからこの後どのように生き抜いていくのかという点で、では彼ら自

統一テーマ：ヒバクシャのパースペクティヴ―当事者性のもたらす光と影統一テーマ：ヒバクシャのパースペクティヴ―当事者性のもたらす光と影
講演２

ロンゲラップ環礁再定住計画のロンゲラップ環礁再定住計画の
問題と展望問題と展望

中原聖乃中原聖乃
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身のこれまでの暮らしとか、これまで築いてきていた文化というものが、いか

に大事なのか、いかに役立つことができるのかという点を今日は中心にお話を

していきたいと思っております。私の今日の発表のタイトルは、「ロンゲラップ

環礁再定住計画の問題と展望」ということで、核実験環境難民の事例としてお

話をしたいと思います。

はじめにロンゲラップ、今竹峰さんがご発表の中で地図があったと思います

が、その地図を後でお見せします。ロンゲラップ環礁の人々を中心にお話をして

いきます。このロンゲラップ環礁では核実験は行われていませんでしたが、死

の灰が降り注いできて、放射性の降下物の影響を多く受けています。環境も汚

染されましたし、その際、人々も人体が被曝してしまったわけです。この人た

ちは、それでは現在どうしているかというと、故郷のロンゲラップ環礁を離れ

て別の環礁に移住をしています。メジャトという避難島に集団で暮らしていま

す。この島はリース契約を結んでいて、そういったところで暮らしているわけ

なのですが、その人々が不便な今の避難島での暮らしから故郷にどうやって帰っ

ていくか、もちろん故郷に帰りたいのですけれども、ではどうやって帰ろうと

しているのかという、この再定住計画を中心にとらえていきます。

この再定住計画は、アメリカ政府とロンゲラップ地方政府が中心になって行っ

ています。この再定住計画というのは、ロンゲラップに土地権のある人々で、し

かも帰りたい人々が一丸となってロンゲラップ環礁に帰るという計画です。よ

うするに、集団で移住をするという計画なのです。でも今、人々はどういう希

望を持っているかというと、「残留放射能が怖いから私は別の島に行くわ」とか、

あるいは「ハワイに行くわ」とか、あるいは「ロンゲラップ環礁は田舎だから

都会に行って暮らしを立てたい」というような、個人の都合を優先して、いろ

いろな場所に移住するということを人々は選択しようとしています。

そうなると、1カ所に再定住をするというような目的の下に始められたのに、

結果的にバラバラになってしまうのです。そうすると、再定住計画というのは

不成功なのではないかというように考えることもできるのですが、私は別な形

の成功をしているのではないかというふうに、今とらえています。それを個人

のリスク回避という点からも考えていきたいですし、あるいは、そもそもの生

活文化というものが一体どういうものだったのかということを改めて考え直し

てと思って、もしかしたら別の形で成功していると言えるのではないかという

点を今日は提示していきたいと思います。
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これがマーシャル諸島の地図です。私が今日お話するのは、このロンゲラップ

環礁です。水爆実験「ブラボー」があったのはビキニ環礁で、この場所からこ

こまでは約 200 キロ離れています。死の灰が降り注いできたのです。当時は 82

人の人がいたわけですけれども、現在はここから 250 キロぐらい下にある、ほ

とんど真南と言ってもいいのですが、メジャト島というところに暮らしています。

ここではだいたい 350 人ぐらいの人が住んでいます。先ほど竹峰さんのお話の

中であった、アメリカから大陸間弾道弾 ICBM、ミサイルが飛んでくるというの

は、このあたりに着弾します。もちろんこのメジャト島からも着弾の様子を見る

ことができます。こういった場所で暮らしているわけです。

そのブラボー水爆実験というのが 54年の 3月 1日に行われて、これがその写

真です。86人が被曝したと私はここに書いたのですが、実はこのうちの 4人が

体内被曝で、被曝をした当時というのはお母さんのお腹の中にいたのです。これ

が水爆実験の様子です。

ではそのロンゲラップの人々の放射能リスクというのはどういうものがあった

のか、リスクというよりも、現在では既に放射能の影響なのですけれども、54

年当時の水爆実験の死の灰が残っています。現在はその場所を避けて、避難生活

という非常に困難な生活な状況です。そういったことから、ロンゲラップの故郷

に戻りたいという希望があるのです。けれども、ロンゲラップ環礁は残留放射能

がある。現在でも残っており、昔ながらの伝統的な生活というのは、もしかした

ら難しいのではないのかというような懸念があるわけです。

これが現在の避難島のメジャト島です。この写真はすごくタイミングがよく

て、夕日が沈むまさにそのときに、私が乗ってきた船が、8時間かけてここに着

いたのです。もうベロベロに船酔いして、もう早く陸に上げてくれというところ

で、こういう風景を写真にお撮ることができて、本当に私はうれしく思っている

のですが、これがメジャト島です。非常に小さな島です。高さは、標高は 2メー

トルから 3メートルぐらいしかない島なのですけれども、中を見るとこのよう

になっています。放し飼いの犬がいます。ここでは、ご飯を炊くときに使うココ

ヤシの殻です。これを乾かしていて、もう濡れないようにこんなふうに黒いビニー

ルで覆っています。家はベニヤ板でトタン屋根がついていますが、少しお金があ

るとこんなふうにソーラーパネルを使って、中にはテレビとビデオがあったりし

ます。ただ放送はここでは入らないので、ビデオを楽しんで、村の中にはビデオ

レンタル屋さんがあるのです。井戸水を使って、これが井戸水なんですけど、も



118

「公正と平和」研究プロジェクト

う少し意識して撮れば良かったのですが、、、井戸水があります。それと、雨水を

こうやってウォータータンクに溜めて、飲み水とか料理をする水に使ったりもし

ています。ヤシの木があったり、これはパンのキの実です。ヤシの木しか食べら

れるものが今、映っていないのですけれども、こういったものがあるのです。

今のメジャト島なのですけれども、この島からロンゲラップ環礁に帰るという

人々の希望を実現するにあたって、ロンゲラップ地方政府による対処、再定住計

画が行われています。この再定住計画はロンゲラップに帰るのですけれども、ア

メリカ政府が 100 パーセント出資をしています。4500 万ドルです。工事を着

工したのは、1998 年で、今から 13 年も前なのです。当初は 21 世紀になった

らすぐにでもロンゲラップに帰るのだという計画だったのですが、13年たった

今でも帰ることができないわけです。

その再定住計画の内容は、残留放射能を除去することです。これは物理的にブ

ルドーザーを使って、表土 10センチから 30センチぐらいをガガッと、珊瑚礁

の岩盤を取り除いていきます。そのガッと取り除いた岩盤は、別のところにもっ

て行くのですが、別のところといってもロンゲラップ環礁の中なのです。そう

やって取り除いた後、化学的に薬品を使って放射能のレベルを下げるということ

を行っています。この残留放射能を除去する場所というのは、これはロンゲラッ

プ環礁全域ではないのです。住むところだけなのです。家を建てるのですけれど

も、例えば、このテーブルくらいの家というのを、コンクリート造りの建物を建

てるのですけれども、その周りの、この教室ぐらいの岩盤を除去するというよう

な、本当にごくごく一部なのです。

こういったところの放射能を除去して、それからインフラが整えられていきま

す。もちろん残留放射能があるので、以前のように井戸水に頼った生活をすると

いうのは非常に危険なので、海水を淡水化し、真水に変える装置というのを導入

しました。水道管を敷設しまして、蛇口をひねると水が出てくるというようにも

しています。火力発電所も造りましたし、それから道路をアスファルトで舗装し

ています。もちろん家の中には冷房も完備しますし、洗濯機とか、あるいは冷蔵

庫も、こういったものも設置される予定なのでしょうけれども、こういう生活と

いうのは、もう離島とは全く違うのです。雨水を溜めてヤシの木の殻を煮炊きの

燃料に使ったりとか、あるいは井戸水で水浴びをしたり、こういった生活が、つ

まり本来の離島生活とは全然違う生活というのが実現されてしまうのだろうなと

思います。
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もちろん食料は、そこでとれるローカルフード、例えば、陸のローカルフード、

ヤシの木の実とか、タコの木の実とか、そういったものとか、あるいは魚とか貝

とかというものに、多くは依存できないのです。残留放射能があるからです。そ

うすると、やはり外から持ってくるということになるわけですが、これまでとは

変わらない、先ほど竹峰さんが写真で出してくれましたけれども、援助食料だと

か、あるいは自分で町に行って買ってくる缶詰とか、そういったものに頼る生活

になるのだろうなというふうに人々は想像しているわけです。

さて、もう一つなのですけれども、個人住宅も設置していきます。これは今お

話しましたが、そういうふうに考えると、実は故郷に戻りたいというのは、故郷

で昔ながらの暮らしというのをしたいというのも気持ちの中にあるはずなのに、

「超」化学的な対処を施して、そして「超」開発を行っていくという、希望とは

違う方向に行ってしまうわけなのです。これが、ロンゲラップ政府が主導で行っ

ている核実験の後の対処の仕方なのです。生活はもちろん便利になっていきます

し、生活の近代化も進んでいくし、都市にいるような便利な暮らしというのが実

現していくはずなのですが、果たしてそれでいいのだろうかというような疑問が

出てくるわけです。

人々がやはりロンゲラップはとても魅力的だからそこで伝統的な暮らしもした

いけど、もちろん近代的な暮らしもしたいというところが少しあるわけなのです

が、でもそれでもやはり帰れないなと考えているのは、やはりこういう奇形のコ

コヤシというのが今でも生えているからなのです。これ、ヤシの木の幹が、らせ

ん状になっていますし、このヤシの木の葉っぱの、もっと放射線上に広がってい

くはずなのに、クルクルと曲がっているのです。まるでパーマをかけたようになっ

ています。あるいはロンゲラップに昔からある、アロルートという、日本語では

タシロイモという、イモのようなものがあるのですが、それが以前は赤ちゃんの

頭ぐらいの大きなイモができていたのです。地下茎なのですが、サトイモとは少

し違っていて、イモとは違うのですけれども、そういうものがあるのです。この

くらいのイモができたはずなのですけど、私も行って実際に見たのですが、今は

親指の先ぐらいの小さなものが、日本の秋に採れる「むかご」に毛が生えたぐら

いのものがゴロゴロできているということで、そういうのを見るにつけ、危ない

なというふうに人々は思ってしまうのです。

帰りたいけれども伝統的な暮らしはできそうもないし、やはり進んだ暮らしと

いうのもしたいのだけれど、でもロンゲラップは、やはり危険だなと思ってしま
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う。そういう中で、メジャトに住んでいる人たち、今避難をしている人たちとい

うのを、個人的にはどう対処しているのか、ということなのですが、これまでア

メリカが科学的調査を行ってきましたが、そういったものに対する不信感が非常

に強くあるのです。そこで、全く別な個人的対処を行っていくのです。一つが、

今日の発表の最初に申し上げたように、別の島に行くということなのです。第三

の環礁へ移住します。これは、夫の親戚の環礁に移住するとか、私の親戚で遠い

親戚がいるからここに行こうと思うのというような、そういうメジャトとロンゲ

ラップとは違う環礁に移住していきます。

それから、「私はもうメジャトに 20 年も住んでいるし、この避難島で十分と

は言わないのだけれど、もうここでいい。メジャト島に残る」というような意志

を示している人もいます。もちろん「ロンゲラップに戻りたい」と言っている人

たちもいて、この人たちは比較的高齢者の人たちです。残留放射能の影響がある

程度はあるだろうけれども、それでも、「もう高齢だしロンゲラップに墓を建て

て私はそこで死ぬのだ、私は故郷で死を迎えるのだ」という人たちもいるのです。

1番（別の島に移住する）と 2番（メジャト島に残る）というのは、比較的若い

人たちに多いです。

では、そのメジャト島に残るということをどうやって表現しているかというと、

再定住計画を主導しているロンゲラップ政府の市長さんのようなメイヤーという

人がいるのですが、その人に直接直談判というのは、なかなかできにくいです。

そこで、このメジャト島の自分の家の周りをきれいに整備していきます。ここは、

もとはほとんどジャングルみたいなところだったのですが、ここに木の切り株の

焼け焦げたものが残っていますが、木が何本もここに生えていて、そこにツタが

絡まるようになっていて、もちろん下生えの草も、草ボウボウという形でした。

これは道から撮ったのですが、道からこの家はもともとは見えなかったのです。

これは 2002 年に撮った写真なのですけれども、2002 年というのは、もうそろ

そろロンゲラップに戻れるぞと言われ始めたころなのです。そのころ急にこうい

うふうに、メジャトの家の周りを、庭整備を始めた人がたくさん出てきました。

たくさんと言っても、ここで 30軒程度しかないので、そのうちの 5、6軒なの

ですけれども、かなりたくさん出てきたわけなのです。今までこんなきれいにし

ている人はいなかったのですが、私は、これは興味深いと思いました。この人た

ちはもちろん、先ほど言ったように、市長さんに対して私はメジャトに残るぞと

いう意思表示を示しているわけではないのですが、ポロッと私に漏らした言葉が、
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「これを見たらメジャトに残ってもいいよ」と言ってくれるかもというふうに言っ

ているのです。

個人の対処には、もう二つあるのですけれども、逆に今メジャト島を捨てて

故郷に戻ろうとする計画がある中で、メジャト島に入ってくるという人たちも 3

軒ほど、3世帯ほどありました。この人たちも、入ってきて建築用の資材を運ん

でくるのです。ベニヤ板とかを運んできて家を建てています。この人たちの家が

また立派なのです。庭もきれいに整備して、ココヤシを 50 本とか 100 本とか

周りに植えるのです。「ココヤシ畑を今からつくってどうするのだ」聞いたので

すが、「これができたらすごくきれいだよ」というふうに言っていました。

あともう一つが、最後なのですが、個人住宅というのがありまして、これは再

定住計画の予算の中で建てられる、高齢者にあてがわれる家です。高齢者という

か、被曝した人たち 86人が権利を持っている家です。もちろんその 86人の人

たちは、もう既に多くの方がお亡くなりになっていて、その権利を子孫が相続し

ているわけです。その権利を持った人たちが、では家をどこに建てているかとい

うと、もちろんロンゲラップに建てないのです。都市部に建てています。都市部

というのは、一つは首都マジュロであり、もう一つが、ミサイル実験のために造

られたクワジェレン米軍基地というのがあるのですが、その基地の近くにイバイ

島という島があって、ここは基地の町というふうに言われていますが、その基地

の町、そして首都、この 2カ所にすべて建設されています。

このように、個人が勝手にそれぞれの事情に合わせて、子供をロンゲラップに

送るのは少しためらうからというような事情とか、あるいは都市部の生活をした

いからというような個人的な事情で、複数の生活の場が生まれる可能性があるの

です。

これをもって、すぐに再定住計画は失敗だというふうに、一見、表面的に見る

と決めつけてしまいがちなのですけれども、そうではないだろうと私は思ってい

ます。この離散予測というのがどのくらいになるのかということなのですが、こ

れは少し古いデータで2002年のデータです。再定住計画終了後の居住地選択で、

ロンゲラップ環礁がやはり多いのです。多いのですけれども、あとメジャト島に

残るという人、それから他の場所に行くという人、それから未定という人たちが

います。去年 2010 年にもう一度行って、聞いてみました。データ化することも、

インタビューも行わなかったのですけれども、感触的にはロンゲラップ環礁に戻

る人が非常に少なくなってきたように思いました。
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では、どうして少なくなってきたかということなのですが、やはり再定住計画

が着工したばかりのころだと、まだロンゲラップに対する夢とか理想というのが

かなり残っていたのだと思うのです。だけれども、どんどん近づいてくるにつれ

て、2002 年の段階ではメジャト島に残りたいという人も出てくる。2010 年に

なって、もう帰らなくてはいけないというふうになると、やはり現実的にこれま

で描いてきた夢とか期待とかそういったものが、この再定住計画では実現できな

いぞということに気づいてきたのではないかなと私は思っています。ただこれは

本当に、人々の言葉からの私の印象なので、もし研究するとしたらもう少し詳し

く調べなくてはいけないなとは思っています。

では、今まで言ったようにバラバラになってしまって失敗なのかというと、も

う一つ別の可能性というのが残っていて、複数の生活の場をつないでいく、そう

いった可能性が一つ残っているだろうなと思います。マーシャル諸島には「イトー

イタック」という言葉があって、それは、あっちこっちという、行ったり来たり

という言葉なのです。マーシャル語です。この行ったり来たりというのは、伝統

的に行ったり来たりという生活を実は繰り返してきたのですけれども、居住地間

の移動とか移住というのを繰り返しながらマーシャルの人たちは暮らしを立てて

きました。この行ったり来たりという中で、ロンゲラップとか、メジャトとか、

都市部であるとか、あるいは第三の島というのを物理的にはもちろん離れている

のだけれども、お互いの行き来によってつながっていくという可能性が一つ残っ

ているだろうと思います。

それは理論的に可能だというだけではなくて、既に現在の日常の中でも見られ

る行為なのです。例えば、ロンゲラップに工事に行ったりする、そういった人た

ちが、ロンゲラップからおいしいヤシガニを捕ってきたりします。あるいは、カ

メの卵とか、大きなタコの木の、なぜかロンゲラップでは巨大なタコの木の実が

なっていて、そういうものをお土産で持って帰るのですけれども、それを都市部

に送ったりとか、親戚の人たちに送ったりしています。カメの卵もメジャト島に

持って帰ったりして、みんなで分配しているのです。それから、浮き玉といって、

これはマーシャルのものではなくて、おそらく日本の漁業、遠洋漁業というので

すか、その漁業で使う網を浮かせているガラス玉があるのですけれども、これが

マーシャルのロンゲラップに多く漂着するのです。これをたくさん持って帰って、

あと貝などを持って帰って、みんなに配って、これロンゲラップのものだからと

いうことで配っています。それを家の中で飾ったりするのです。こういう物の移
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動もありますし、あと人の移動、クリスマスとかサマーホリデーとか、あるいは、

居候ですね、都市部で働くときには、2年 3年と居候したり、あるいはハイスクー

ルに行ったり、あるいは、短大に行ったりというときに、数年にわたって親族の

家に居候するという習慣があります。

こういったことによって、移動し、その移動のかたわらこういった物を分配す

るというか、こういったことによって実は人は、現在も既につながっているわけ

です。これが浮き球です。この写真は、浮き球をもらって、すごく喜んでいると

ころなのです。これどこで取れるのか、実は聞いたのですけれど、これは秘密だ

から教えてもらえませんでした。私は教えてもらってもコッソリ取りにいくこと

はできないはずなのですけれども、やはり村の規定というのが厳しいというのは

思いました。この写真のようにすごくうれしそうなのです。これをもらって。後

で飾っていました。この写真はヤシガニです。これもロンゲラップから送っても

らったもので、実は「放射能は絶対あるはずなのだけどね」といいながら食べて

いたので、きっとおいしいのだろうなと思って、私も少し食べたらすごくおいし

かったです。つい食べてしまいました。一つぐらいだから問題がないのだろうと

は思うのですが。これは個人住宅の内部です。これは首都に建てられたものです。

非常にきれいな造りになっています。これは、タコノキの身を食べているところ

です。後でこれをたくさん積んで持って帰りました。これはカメの卵です。これ

途中で孵ったりもします。これ手のひらに乗るくらい小さいのですけれど、こん

なふうに孵ったりします。この孵ったものは村の人たちも必要ないので、私にく

れるのです。育てろと言ってくれるのですが。

既存のソーシャルセキュリティーということで、今までどういうお話をしてき

たかというと、再定住計画というのは 1カ所にまとまってみんなで暮らすとい

うことなのだけれども、その計画は人々の都合によってうまくいかなくてバラバ

ラになってしまう。だけれども、実は物とか人の移動でつながっていく可能性と

いうのはあるだろうということです。

そもそも伝統的なソーシャルセキュリティーというのがマーシャル諸島には存

在していました。それが大きな二つの交易圏なのですけれども、北部環礁と南部

環礁をつなぐ大きな交易圏があったのです。そこでは資源の分配などが行われて

いて、実は二つの交易圏があって、南部と北部をワンセットにする交易圏があっ

たのですけれども、その中に二つのレベルの交易圏があって、親族の交易圏とい

うのが、交易圏というよりも、ここの親族と別の環礁にいる親族の交流というの
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があって、それが網の目のようにつながっています。その親族のレベルがまず一

つあって、もう一つは身分の違い、身分制度によるレベルがあるのです。イロー

ジという貴族層と平民層の間で、貢納の義務、平民層から貴族層に対する貢納の

義務と、それから貴族層から平民層に対する、保護する義務というのがあって、

日常的に平民層から貢ぎ物を贈る代わりに、何か災害時のときには、貴族層が救

済をするという、そういうシステムがあるのです。

実は、こういう親族のネットワークというものと、それから身分の違いによる

ネットワークというのが日常的な資源の分配にも役立っているし、実は災害時に

おける、相互で助け合うというような、相互扶助にも実は役立っているわけです。

私はこの交易圏、非常に今興味を持って調べているのですけれども、竹峰さんが

先ほど、北部環礁にはほとんど食料がないのだとおっしゃっていました。タロイ

モもできませんし。一方南部にはかなりバナナもできたりとか、北部でバナナが

できないことはないのですけれども、かなり掘って真水を出していかないとでき

なかったりするのです。南部のほうが比較的雨も多いし、食性は豊かです。その

ときに、実は南部と北部をワンセットにするというのはすごく意味があって、日

ごろは南部から北部に食料を分配するのです。伝統的には南部のほうに貴族層が

住んでいて、庇護、保護をしていたということです。しかし、自然災害である台

風は豊かなところにも貧しいところにも平等に襲います。そういったときに、貴

族層が住んでいるところが災害になった場合には、北部から食料を持ってきた

り、あるいは救済したり、救助したりというようなことが行われていました。こ

ういうことから、豊かなところだけまとまって、「俺たちで豊かになろう」といっ

たようなそういうネットワークというのはできずに、北部と南部がワンセットに

なった、そういう交易圏というのが存在していたわけです。

今、貴族層と平民層のネットワークを話しましたが、親族のネットワークとい

うのが、実は養子をあげたり、もらったりするというような、そういう習慣がマー

シャル諸島にはあって、自分の子供のだいたい 3分の 1ぐらいは養子に出すの

です。3分の 1ぐらいは養子にもらいます。そういう習慣があって、親族関係と

いうのが強固になっていくのです。忘れかけられようとしていた遠い親族の関係

でも養子を出すことによって、親族関係があったんだということを思い出すので

す。あるいは、婚姻に基づいた、別の環礁に結婚によって移住することによって、

環礁を越えた親族ネットワークというのが形成されていくし、また強固にもなっ

ていきます。この左のこれ、ラリック交易圏ですね。右のほうがラタック交易圏、
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南のほうが豊かなのですけれども、こういう縦長の交易圏というのが形成されて

いくわけです。

ここで、リスク回避について考えてみます。二つのリスク回避というのがある

のですけれども、地方政府は、どういうふうにリスクをとらえているか。あるい

は普通の人々がどんなふうにリスクをとらえているかというのは、それぞれ違う

リスクのとらえ方をしています。地方政府の場合には、故郷を離れた生活のリス

クを非常にこれは重大なリスクなのだというふうに評価しているのです。では普

通の人々というのは、故郷を離れた生活のリスクというのは、結果的にはあまり

口で言うほどは故郷に固執していないように私には思えました。それはどうして

かと言うと、別の島に行ったとしても、従来から持っているあちこち移動してつ

ながっていくという、そういった文化を生かせるからだと思うのです。

もう一つのリスクなのですけれども、ロンゲラップに残っている残留放射能、

これ将来に対するリスクなのですけれども、将来的に、もしかすると人体に影響

をおよぼすかもしれないということで、私は将来に対するリスクというふうにと

らえていますが、これに対しては地方政府というのはあまり重視していない。化

学的に処理すれば、なんとかなるだろうというふうに考えていると思います。で

も普通の人々は、そういった化学的な処理の仕方とか、工事を信頼していないの

です。だから、これはいくら対処しても、それは大きなリスクなのだろうという

ふうにとらえているというふうに思います。

最後になりますが、開発のローカル化というのをまだお話はしていませんでし

た。再定住計画というのはアメリカ政府、あるいはロンゲラップ政府という行政

主導の開発なのです。アメリカ政府を行政と言うのは少しおかしいかもしれませ

んが、外部主導であり、行政主導の開発です。これを人々は自分たちのこれまで

の培ってきた文化を生かして、ローカルなものに変えていくというそういう意味

があるのではないかと思います。遠い将来のリスクに対しても地方政府の人々は

リスクが大きい化学的対処に頼ろうとしていますし、人々はリスクが少ない、い

ろいろな島に行ける可能性というのを残しておきます。ロンゲラップというのも

その中の可能性の一つです。ロンゲラップという故郷に対するアクセス権という

のは絶対に残しておく形で、でもそこのリスクが全部自分たちにかぶってくるよ

うな、そういった対処を行わない。でも行けるようにしておくという非常に柔軟

な文化的な対処を行っているように見えます。それは結果的にどういうことにな

るのかというと、これからのリスクをコントロールする、力というか可能性とい
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うのを全部、行政とか、科学の力とか、あるいは工事とか、そういったものに預

けてしまうのではなくて、自分たちの手元に残しておく。自分たちでいつでも対

処できるようにしておくといった、そういうリスクコントロールの力の存続とい

う非常に重大な意味があると思います。そういうふうに考えると、再定住計画と

いうのは、再定住計画の中で押し進められている近代化とか便利さだとかという、

そういったものとは別の形で再定住計画を成功させているのではないかというふ

うに私はとらえています。

マーシャル諸島で便利さを追求した、その結果というのは実はこれ（ゴミの山

の写真）なのです。これは珊瑚礁、首都にあるのですけれども、首都の珊瑚礁の

ある部分にゴミの山がつくられています。ここには、使わなくなった冷蔵庫と

か、自転車、あるいは車とかパソコンとか、ベッドとか、いろんなものが捨てら

れています。そういったものだけではなくて、子供のオムツとか、あるいはスー

パーマーケットの袋とか、そんな日常的な物もここで一緒に捨てられているので

す。核実験の影響というのが、放射能による環境への汚染、環境汚染というふう

にとらえるとすれば、その放射能による環境汚染を、なんとかアメリカ政府に償

いをさせようとした結果、補償金が入ってきました。実はその入ってきた補償金

で、今度は自分たちの環境をこうやって崩していくとか、汚染させている、環境

破壊をしているといった、そういう負のスパイラルと言いましょうか、そういう

側面もあるのだと思います。私は便利さとか、利便性とかそういった近代化とい

うのを全面的に否定するわけではないのですけれども、もっと自分たちが持って

いる文化とか、自分たちの自信につながるようなそういった文化というものを残

すような方向で、再定住計画というのが別の形でもっと自信を持てるような形に

変わっていけばいいかなというふうに思っています。これは非常に美しいロンゲ

ラップの環礁なのですけれども、人が住めなくなってしまっているのです。ほん

の一部でもいいから、ここにアクセス権というのができて、人々が、自分たちの

持っている親族のつながりを大切にしながら、再定住計画の中にこのロンゲラッ

プを組み込むということができると本当にいいのだろうなというふうに思いま

す。私の発表はこれで終わります。ありがとうございました。

（なかはら・さとえ　中京大学社会科学研究所 特任研究員）

2011 年 1月 23 日開催
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「私はごく普通の人であるにもかかわらず、この二四年間の出来事は異常で
あった。わが子との死別、二度の検屍審問、謀殺の告発、裁判、三年間の獄
中生活、二度の上訴、王立調査委員会の調査、もう一度の最高裁裁判、もう
一度の検屍審問、そして私の半生のハリウッド映画化、オペラ化、連続テレ
ビドラマ化を経験してきて極めて異常であると思っている。」

― リンディー・チェンバレン＝クレートン (1)

(1) Lindy Chamberlain-Creighton, Through My Eyes: The Autobiography of Lindy Chamberlain-
Creighton (rev. ed.) (Bowden, South Australia: East Street Publications, 2004), 2-3.

オーストラリアにおける陪審制とオーストラリアにおける陪審制と
アザリア・チェンバレン事件アザリア・チェンバレン事件

ジョン・ミドルトンジョン・ミドルトン
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はじめに

三〇年前に発生したアザリア・チェンバレン事件 (the Azaria Chamberlain case)

は、オーストラリア法史上最も怪奇で論争を呼んでいる事件であるといっても

過言ではない。この事件では、怪奇な状況において乳児を亡くした無実の牧師の

妻が多くの虚報を信じた訴追者により謀殺（murder）で起訴され、虚報の影響を

受けた陪審により有罪評決を言い渡され、新しい証拠が出るまで無期懲役とさ

れていた。オーストラリアにおいては、これほど長くまた絶え間なく報道や人々

の噂話の対象とされてきた「殺人事件」はない。

この事件については、私は、二〇一〇年三月に刊行された一橋大学大学院法

学研究科叢書『報道被害者の法的・倫理的救済論 ― 誤報・虚報へのイギリス・

オーストラリアの対応を中心として』の中で詳しく考察しているが、本日は、オー

ストラリアにおける陪審制の観点から、この事件の概要を紹介したい。

事件の発生

一九八〇年八月一三日、マイケル・チェンバレン牧師 (Pastor Michael 

Chamberlain)（当時三八歳）とリンディー (Lindy)夫人（当時三二歳）は、二人

息子のエイダン (Aidan)（当時六歳）とレーガン (Reagan)（当時四歳）および娘

のアザリア (Azaria)（当時九週間半）を連れて、クィーンズランド州マウント・

アイザ市 (Mount Isa)の自宅から北部準州に向かって旅に出た。八月一六日から

ウルル国立公園 (Uluru National Park)のキャンプ場に宿泊することになり、自宅

から持ってきていたテントを自動車のすぐ横に張った。

八月一七日、オーストラリアの大荒野の象徴的存在であるエアズ・ロック（Ayers 

Rock＝正式の名前は原住民語でウルルという）を一日観光した後、キャンプ場

に戻った。その夜、リンディーは、レーガンをテントの中に寝かせ、テントのジッ

パーを閉めた後、エイダンとアザリアを連れて、グレグ・ローとサリー・ロー

(Greg and Sally Lowe)という初対面の夫婦と話をしているマイケルがいるバーベ

キューエリアへ行った。その場所はテントから二〇メートルほど離れていた。リ

ンディーは、眠っているアザリアを抱きながらロー夫妻と話をし、エイダンと

マイケルに夕食を食べさせた。

八時頃、リンディーは、エイダンとアザリアをテントの中に寝かせようと考

え、三人でテントのある場所に戻り、アザリアをキャリーバスケットに入れたが、

エイダンはもう少し食べたいとせがんだ。リンディーは、エイダンとともにテ
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ントの外へ出て、自動車の中から缶詰のベークビーンズを取り出し、少しの間再

度テントに戻った。そして、すぐに戻ってくるつもりで、レーガンとアザリアの

二人が寝ているテントのジッパーを閉めずに、バーベキューエリアに向かってエ

イダンと競走した。しかし、その姿をサリー・ローに見られていることに気づき、

恥ずかしく思ったので、途中で競走をやめ、歩くことにした。ところで、グレグ・

ローは、リンディーがアザリアを抱いてテントの中に入っていったところも、リ

ンディーが自動車の方に向かっていったところも目撃していた。

リンディーが自動車の中から取り出した缶詰を開けている間に、ディンゴ（オー

ストラリアの野犬）が、テントの中に入り込み、アザリアをくわえた。

リンディーは、エイダン、マイケル、サリー・ローの三人から、乳児が泣いて

いると言われ、テントの方へ急いで戻ると、まさにディンゴがテントから出てき

たところだった。しかし、リンディーの位置からは、ディンゴが何をくわえてい

るかは分からなかった。リンディーは、ディンゴを追い払ってからテントの中に

入り、アザリアを捜した。ところが、アザリアがいないことが分かったので、外

へ出てマイケルやキャンプ場の人たちに向かって叫んだ。キャンプ場の人たちは、

すぐさま警察やウルル国立公園の警備隊員を呼び、約三〇〇人で懐中電灯を持っ

てアザリアの捜索を始めたが、ディンゴの足跡ならびにテントの中の血痕および

唾液が発見されたにすぎなかった。

両親は、アザリアが無事でいることを熱心に祈ったが、たとえディンゴに食べ

られていなくとも、夜中の砂漠の厳しい寒さの中では、風邪をひいている乳児は

三〇分と生きてはいないであろうと諦め、警察の言葉に従って、残った二人の子

どもを連れて近くのモーテルに泊まりに行くことになった。リンディーと二人の

息子は、テントの中にあった家族の洋服、寝袋、毛布などを持って警察官ととも

にトラックに乗ってモーテルに向かったが、トラックに乗れなかったマイケルは、

ロバータ・ダウンズ (Roberta Downs)看護師を助手席に乗せ、自家用車でモーテ

ルに向かった。そのとき、カメラが趣味であるマイケルは、いつものように、大

事なカメラバッグを自分の足下に置いた。そのことに気づいた看護師が、そのよ

うな場所に置くと邪魔だとカメラバッグを取ろうとしたが、マイケルは断った。

メディアへの対応

翌朝から、チェンバレン夫妻は、フランク・モリス (Frank Morris)警官のアド

バイスに従って、マスメディアのインタビューを受け始め、そのニュースはオー
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ストラリア全土だけでなく、海外でも報道された。モリス警官がウルルでインタ

ビューを受けるように勧めたのは、そのようにしないと、メディアに激しく追及

されたり、帰宅の際、待ち構えていたテレビカメラに撮影されたりするおそれが

あるからであった。

チェンバレン夫妻がそのアドバイスに応じてメディアに協力した理由は、三つ

あった。第一に、メディア報道がすぐに終わってくれるように希望していたから

である。第二に、責任感の強い牧師とその妻として、チェンバレン夫妻は、国民

に対して、エアズ・ロックのディンゴの危険性について注意を促したいと考えて

いたからである。そして、第三に、この事件の報道をきっかけに、悲しみに暮れ

ている親として、娘がどんなに愛らしいものであったかを多くの人々に伝えたい

と思っていたからである。

鉱山町であるマウント・アイザの進歩主義的な牧師として、マイケルは、毎週

新聞記事を書き、また定期的にラジオ放送に出演するという経験があったので、

その場の心の痛手にもかかわらず、落ち着いてメディアと話すことができた。

テレビ・レポーターは、自信にあふれる牧師で、かつ、多弁であるというマイ

ケルの性向を利用して、宗教に関する答えを引き出し、「わが赤ん坊の喪失は、

神の意志である」旨の発言をする場面の撮り直しを頼むことができた。

人前で泣くことを好まなかったリンディーは、インタビューの前に泣いていた

ことを隠すために暗いサングラスをかけていたが、前夜の出来事を話している間

に泣き始めた。この場面は、惨事を強調するために、編集者により時間を延長さ

れた。様々な編集の結果、そのレポートの視聴者には、チェンバレン夫妻は娘の

死にもかかわらずおしゃべりであり、自信を持ちすぎており、かつ、ふさわしく

ないほど冷静であるように映った。

チェンバレン夫妻の態度に関する誤解

チェンバレン夫妻は、ギルロイ警部 (Inspector Gilroy)による長時間にわたる正

式の取調べも受け、さらに翌日出発する前に、アザリアの死が「神の意志」であっ

た旨、そしてこの辺に来る他の子どもの親に対する注意として碑を設立したい旨

を警察に告げた。チェンバレン夫妻の碑設立の希望、宗教的な発言、および出発

する前に多くの写真を撮ったり、店で記念品を買ったりした動機は、多くの人々

に誤解された。

ディンゴがキャンプ場にあったテントの中から乳児をくわえ、形跡をほとんど
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留めずに逃げたというリンディーの主張は、最初から何人かの警察官、プレスの

大部分、および多くの国民に疑われた。

ディンゴ説を疑った人々は、自ら謀殺の空想的な理論を立て始めたが、その多

くは、チェンバレン家の宗教についての誤った情報に基づいていた。チェンバレ

ン家は、セブンスデーアドベンチスト教会 (Seventh-day Adventist Church)という

あまり知られていないアメリカのプロテスタント宗派に所属している。この宗派

の教義は、オーストラリアの公衆にはほとんど理解されておらず、エホバの証人、

モルモン教などの比較的論争を呼ぶ宗派や一風変わった他の教派と誤認されやす

かった。同教会は、聖書の解釈に対して厳格な態度を取っており、アルコール、

煙草、肉、およびカフェインの入っている飲み物を慎む健康的な生活を唱道して

いる。マイケルとリンディーは、それぞれ教会の牧師として、またその教会の牧

師の娘であると同時にその妻として、非常に信心深く、アザリアが行方不明となっ

た後、その信仰が二人の支えとなったが、その宗教的発言は、懐疑的な多くの国

民には、疑い、嘲り、軽蔑をもって受け取られた。

風説の流布

アザリアが行方不明になってから一週間と経たないうちに、次のような全く根

拠のない噂が、オーストラリア全土で広まった。

• アザリアという珍しい名前は、「荒野の中の生け贄」(sacrifi ce in the 

wilderness)を意味し、アザリアは人間の生け贄としてエアズ・ロックの頂

上で両親に殺害された。（本当の意味は、「神に恵まれしもの」(blessed of 

God)である。）

• セブンスデーアドベンチスト教会の信徒は、不具の子どもを生け贄として

殺害する習慣があり、アザリアは、クレチン病患者または痙性脳性麻痺患

者であるという理由で両親に処分された。

• アザリアは、セブンスデーアドベンチスト教会の罪のあがないのために生

け贄とされ、宗教的儀式の中で碑が設立された。

• アザリアは父親に殺害され、父親はすでに逮捕されている。

• アザリアは兄に殺害され、両親はその罪を隠そうとしている。

• アザリアの血痕は、エアズ・ロックの観光名所である肥沃洞穴 (Fertility 

Cave)の中で発見されている。
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• アザリアを治療した医者は、アザリアが虐待されており、さらにリンディー

が子どもに対して無関心で邪険であったと言っている。

• チェンバレン夫妻は、一九七八年にガイアナにおいてアメリカの一風

変わった宗派により起こされたジョーンズタウン集団自殺・虐殺事件

(Jonestown Massacre)と関係があった。

これらに加えて、次のような幾分根拠のある噂も広まった。

• アザリアは、スーパーマーケットのショッピングカートから落ちてけがを

していた。

• リンディーは、アザリアに黒い服をよく着せた。

アザリアは、確かに一度ショッピングカートから落ちているが、その後の健康

診断によると、けがは一切しなかったとのことである。また、リンディーは、レー

ガンのために作った黒いドレスを一度アザリアに着せたことも事実である。その

ような行為は、オーストラリア文化においては非常識であるが、王立調査委員会

(Royal Commission)は、後にドレスが提出された際に、害のあるものではないと

判断した。

多くの噂は、警察により流されたものであり、オーストラリア全土において世

論に大きな影響を与えた無責任なプレスにより好んで報道された。

アザリアの衣服の発見

アザリアが行方不明となった一週間後の八月二四日に、アザリアの血痕が付着

しているジャンプスーツ、シングレット、ブーティー、および破れたおむつが、キャ

ンプ場から四キロメートル、ディンゴの穴から三一メートルほど離れているエア

ズ・ロックのふもとで、ウォリー・グッドウィン (Wally Goodwin)氏という観光

客により発見された。グッドウィン氏は、早速その発見を警察に報告したが、報

告を受けたモリス警官が、警察の正当な手続に反して、まず衣服の写真を撮らず

に手で触れてしまったのを見て驚いた。モリス警官は、衣服を発見したままに戻

すと、グッドウィン氏を安心させようとしたが、メディアは、警察が発表した情

報に基づいて、衣服が「折りたたまれたまま」で発見されたと誤報した。この言

い方は、衣服が人の手により配置されたものであると暗示するものであった。
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アザリアがジャンプスーツの上に着ていた白いカーディガンは、そのときには

発見されなかった。

検屍審問前の取材と報道

謀殺の疑いの声が高まり、検屍審問の日が近づくにつれ、「メディアの侵略」

は本格的に始まった。リンディーは、回復し難いほど声がかれ、電話機も摩耗し

てしまうほど、毎日午前五、六時から午前一時にかけて絶えず、メディアからの

電話を受けることになった。電話に出るのを避けられず、また警察が捜査の進行

状況について何も教えてくれなかったので、チェンバレン夫妻は、電話をかけて

くるジャーナリストに情報を求めることにしたのである。

検屍審問までの数ヵ月の間、チェンバレン家は、ストレス度の高いマウント・

アイザの環境からニュー・サウス・ウェールズ州クーランボング町 (Cooranbong)

にあるセブンスデーアドベンチストの大学・住宅街へ引っ越したが、センセーショ

ナルな報道をしばしば被ることとなった。

検屍審問

検屍審問は、一九八〇年一二月一五日にデニス・バリット (Dennis Barritt)検屍

官のもとで北部準州のアリス・スプリングズ裁判所 (Alice Springs Courthouse)に

おいて開かれた。皮肉なことに、ジャーナリストたちは、満員の法廷の中で座席

が足りなかったため、判断を下す席である陪審席に座ることになった。

リンディーは、検屍審問の際、自己の態度が誤って報道されないように、早目

に無表情を装うようになった、と自叙伝に書いている (2)。プレスは、リンディー

を笑わせた上で、その写真を撮り、自分の娘の死を審理している検屍審問におい

てさえ冷酷であるかのように描くことがしばしばあった。

検屍官の判決は、一九八一年二月二〇日に下され、そのときの審理は、全国テ

レビの生中継で放送された。

バリット検屍官は、アザリアは一九八〇年八月一七日にテントの中で眠ってい

る間に野生のディンゴに攻撃されて死亡したものであり、さらにディンゴによっ

て負わされた傷害の結果として、即死であったと判示した。その上で、アザリア

の衣服が折りたたまれたままで発見されたと誤認したため、アザリアの死体が、

(2) Id. at 143.



135

オーストラリアにおける陪審制とアザリア・チェンバレン事件

ディンゴから取り戻されて、不特定の一名または二名以上の人間により何らかの

方法で処分されたと判断した。同氏は、アザリアの両親および兄弟はその死の責

任を一切負わず、またアザリアという名前は「荒野の中の生け贄」を意味したこ

とはないと強調した。

検屍官は、判決の中で、チェンバレン家に対して深い哀れみを表し、チェンバ

レン夫妻に対して次のように述べた。

「貴方は、非常に悲劇的な状況において愛娘を亡くしただけでなく、数ヵ月
の間、イニューエンド、疑惑、およびおそらくこの国で目撃されている最も
悪意あるゴシップの対象ともされている。」

バリット氏は、チェンバレン夫妻の証言は真実かつ正確であり、正直な独立し

た目撃者および多くの専門家の証言により裏付けされていると判示し、警察の捜

査およびキャンプ場においてフェンスを設けていなかった自然保護に関する北部

準州政府の政策を厳しく批判した。同氏は、特に北部準州の法医科学部を批判し、

同学部の証拠がその無実について大きな懸念を抱かせた原因であり、その部長に

重大な過失があったに違いないと言った。

警察の捜査の継続

北部準州政府は、検屍官の非難に非常に困惑し、ピーター・マコーリー (Peter 

McAulay)警視総監は、捜査を続けることを誓った。ロンドン大学医学部におい

て法医学を担当しているジェームズ・カメロン (James Cameron)教授は、アザリ

アの衣服を検分した後、アザリアがディンゴにくわえていかれた説を否定し、さ

らにアザリアは切断用の道具で血管と首の肉を切断された結果、死亡したことお

よびまだ出血している間に人間の手で持ち上げられていたことを報告した。

一九八一年九月一九日、北部準州の警察は、クーランボング町にあるチェンバ

レン家の自宅の家宅捜索を行うと同時に、オーストラリア全土にわたってエアズ・

ロックにいた目撃者のインタビューを実施した。エアズ・ロックで利用されたチェ

ンバレン家の自家用車、マイケルのカメラバッグ、テントの杭、ナイフ、はさみ

などが押収された。

ニュー・サウス・ウェールズ州衛生局法医部の法医生物学者であったジョイ・

クール (Joy Kuhl)氏により行われた検査においては、自動車およびカメラバッグ



136

「法・制度・倫理」研究プロジェクト

の中から、胎児ヘモグロビンの存在について陽性反応が出た（ところで、アンド

ルー・スコット (Andrew Scott)博士がアザリアのジャンプスーツを対象に行った

検査においては、アザリアの血液には二五パーセントほどの胎児ヘモグロビンお

よび七五パーセントほどの成人ヘモグロビンが含まれていたという結果が出たが、

これは、九週間の乳児としては正常である）。クール氏は、車の中でわずか五ミリ

リットル程度の血痕を発見したと推定したにすぎないが、メディアは、車が「血

痕だらけ」であったとする警察の発表を受けて、そのように報道してしまった。

第二回の検屍審問

一九八一年一一月二〇日、北部準州最高裁判所 (Supreme Court of the Northern 

Territory)のトゥーイー (Toohey)裁判官は、第一回の検屍審問の判決を破棄し、

検屍審問のやり直しを命じた。

第二回の検屍審問は、一九八一年一二月一四日にアリス・スプリングズにおい

てジェリー・ガルヴィン (Gerry Galvin)検屍官のもとで開かれた。カメロン教授、

クール氏などの専門家による証言に関するニュースの大部分は、チェンバレン夫

妻に対して批判的なもので、センセーショナルに報道された。

ガルヴィン検屍官は、一九八二年二月二日に、リンディーを謀殺につき告発し、

マイケルをその事後共犯として陪審審理に付託した上で、両者にそれぞれ五千ド

ル（四〇万円）での保釈を許可した。

殺人事件裁判の始まり

一九八二年九月一三日に「世紀の裁判」がダーウィンにある北部準州最高裁

判所において始まった際、ミューアヘッド首席裁判官代理 (Acting Chief Justice 

Muirhead)は、陪審に対し、「この事件に関しては、われわれの時代では先例がな

いほどよく公表されている」と論評し、噂や先入観に惑わされることなく、正義

を実現するように注意した。

その後、リンディーは、陪審制に対して信頼を置いている旨を再び断言してい

るが、ダーウィンにおいて裁判以前の公表の影響を受けていない一二人を見つけ

るのは至難の業であったと書いている (3)。結局九名の男性および三名の女性から

なる陪審が、一五〇名の陪審員有資格者の中から選抜された。

(3) Id. at 234.
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リンディーのイメージ問題

リンディーが裁判の開始のとき、妊娠七ヵ月（日本の数え方でいうと、八ヵ月）

であったことは、その妊娠が陪審に同情してもらうための単なる手段であると考

えた冷笑家の敵意のある反応を呼んだ。メディアは、リンディーの外見に焦点を

当て、彼女が毎日着替える、あまりセンスの良くない妊婦服が、テレビのニュー

ス番組でまるでファッショシ・パレードのように取り上げられた。多くの人は、

そのような派手な洋服は牧師の妻にふさわしくないと考えた。

リンディーのドレスセンスは、本人が取るべき行動についての他人の期待には

従いたくないことの示威行動として見ることができる。リンディーは、外見や態

度を変えて、陪審や公衆を喜ばせるために演技をするように大きなプレッシャー

をかけられたが、自分らしく行動し続けた。何をしても人に悪く判断されたとい

うフラストレーションを次のように表している。

「アザリアの失踪の悪夢からわが家の家宅捜索にかけて絶えず、私は最善を
尽くしてきた。警察に協力し、訳が分からない質問に答え、プレスやテレビ
とラジオの記者によるインタビューを受けてきた。そのうちに、真実が現れ
てくると思っていた。第一回の検屍審問の間、普段の自分でおり、家族を励
まし、マイケルの力になろうと努力してきた。それにもかかわらず、人々は
相変わらず私を非難した。何をしても悪く思われた。笑えば、冷酷だと見られ、
泣けば、単なる演技だと見られた。」(4)

　

「一体どう反応すればよいのか。服装は不適当だと見られ、歩き方、話し方、
すべてが悪いと見られた。第二回の検屍審問のときまでに、私の弁護士は、『じゃ
あ、何をしても悪いと見られるだろうから、なるべく無表情でいるように努力
しなさい』と言った。私はそのようにしてみたが、それでもまだ悪いと見られ、
そして冷酷で無関心な鉄面皮の悪女として知られるようになった。」(5)

「今度は、学位と高価な設備を持つ多くの人々が一生懸命、私が愛娘を殺し
たことを科学的に示そうと努力している間、私はただ座って聞いていた。そ
して、私が感じていた冷たく鈍い怒りを表に出さず、その証言をただ聞いて
いたので、また悪く見られた。謀殺でないと知っていた私には、その証拠の

(4) Id. at 226 
(5) Id. at 203.
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すべてが関係なさそうに思えるほど、アザリアがどうなってしまったのかに
ついて他の人々の言った多くの言葉を聞かされた。……
　そして、人々が私を見るときは、見たいことしか見なかった。すなわち、
鉄面皮の女殺人鬼であるとしか。」(6)

訴追側の主張

裁判におけるチェンバレン夫妻に対する訴追側の主張は、リンディーが自動車

の助手席に座りながらアザリアを殺害し、後にマイケルにそれを告白し、マイケ

ルが直ちに妻とともにその犯罪を隠すことに同意したということであった。また、

リンディーが述べているディンゴ説は、アザリアが母親に殺害されたことを隠す

ための空想的な噓であったとされた。

訴追側は、アザリアの死体が八月一七日の夜の何時かに衣服を着せたままで浅

く埋められ、さらにその後に発掘され、衣服を脱がされた上で、再度埋められた

とも主張した。そうした後、チェンバレン夫妻のいずれかまたはその双方は、衣

服が発見されるであろうという意図をもってそれをエアズ・ロックの近くに置い

たとしたのである。

マーフィー (Murphy)裁判官は、その後、オーストラリア最高裁判所 (High 

Court of Australia)において、次のように、訴追側の主張に関する七つの問題点を

挙げている (7)。

「一、チェンバレン夫人がその乳児を殺害したとする動機の完全な欠如、
二、アザリアの死体が発見されていないこと、
三、同定されたとする凶器の欠如、
四、申立人［リンディー・チェンバレンおよびマイケル・チェンバレン］の
いずれかによる有罪の自白が一切なかったこと、

五、母親による乳児の謀殺が自然に反する行為であり、説明を要するもの
である。母親の心が乱されており、または出生後の憂鬱症を患ってい
る場合に起こることがあるが、証拠の上でチェンバレン夫人はそうで
なかったこと、

六、チェンバレン夫人には罪を犯す、非常に限られた機会しかなく、または 
― 信用できる目撃者の証言を信じると ― 罪を犯す機会がなかったこと、
および

(6) Id. at 226.
(7) Chamberlain v. R. [No. 2] (1983) 153 CLR 521 at 572.
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七、チェンバレン夫妻が二人とも人格者であるという、異論のない事実。」

証拠の提出

裁判においては、訴追側および被告人側による証拠の提出に二八日もかかり、

訴追側に召喚された四五名の証人および被告人側に召喚された二八名の証人によ

る証言は、審理記録の中で二千八〇〇頁を占めるに至った。提出された一四〇件

の証拠物には、チェンバレン家の自動車およびテントも含まれた。

法医学的証拠の大部分は、非常に専門的であり、陪審員およびメディアを含む

素人にはほとんど理解できなかった。ほとんどの陪審員は、その証拠を正しく理

解するためにも、裁判についての新聞記事を毎日読んでいたが、新聞から誤った

情報を得たことはいうまでもない。ノートを取ったただ一名の陪審員も、そのノー

トに難解な証拠に関する新聞の切り抜きを加えたといわれている。

有罪判決の言渡し

陪審は、一九八二年一〇月二九日午後二時二〇分に評決をまとめるために評議

室に移った。午後二時三〇分に行われた最初の投票の結果は、有罪、無罪、およ

び未決定がそれぞれ四名ずつであった。午後六時半までに、その投票は、有罪お

よび無罪がそれぞれ六名ずつに変わった。陪審は、もう一度自動車およびテント

を検分した後、結局午後八時二〇分に全員一致の有罪評決にまとまったが、何人

かの陪審員は、それに対してまだ疑いを抱いていた。

ジム・オラン (Jim Oran)記者は、チェンバレン夫妻に対し有罪評決を下す強力

な社会的プレッシャーが陪審にかかっていたと考えている。同氏の言によると、

もし陪審員が無罪評決を下したならば、ダーウィンの他の市民に面と向かうこと

は非常に困難であったとのことである (8)。

陪審は、午後八時三七分に法廷で評決を下し、リンディーは、直ちに無期懲役

の実刑に処された。翌日、マイケルは、懲役一八ヵ月、執行猶予三年に処された。

チェンバレン夫妻が無罪であることは明白であると考え、被告人側に好意的な

事件概要の説示をしたミューアヘッド首席裁判官代理は、その後、本件について、

プレスの権力を見くびっていたと述べているようである (9)。

(8) Norman H. Young, Innocence Regained: The Fight to Free Lindy Chamberlain (Sydney: 
Federation Press, 1989), 7.

(9) Chamberlain-Creighton (2004), 274.
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次女の誕生とリンディーの保釈

一九八二年一一月一七日、リンディーは、カーリア (Kahlia)という次女を出産

したが、娘を殺害する機会を与えないために、行政決定により母親と乳児は、す

ぐに分離された。しかし、その二日後の一一月一九日に、オーストラリア連邦裁

判所全員法廷 (Full Court of the Federal Court of Australia)は、二対一の多数をもっ

て、連邦裁判所へのチェンバレン夫妻の上訴決定前に、リンディーの保釈を許可

した (10)。フォックス (Fox)裁判官およびノースロップ (Northrop)裁判官は、もし

カーリアが母親から分離されるならば、母親と乳児の間に心理的結束の欠如が生

じ、したがってその両者に対して望ましくない心理的結果となることを指摘した

医学的証拠に関心を持った。反対意見を述べたロックハート (Lockhart)裁判官は、

この保釈に関して、皮肉を込めて次のように明言した (11)。

「私は、この産まれたばかりの子どもに危害が加えられる可能性があるとは一

切示唆しないが、乳児である娘の謀殺で有罪判決を受けた人が、次に産まれた乳

児である娘を育てたいという理由で保釈を得ることができるというのは、かなり

奇妙でかつ不条理であると思う。」

オーストラリア連邦裁判所への上訴

一九八三年四月二九日、連邦裁判所は、陪審の誤認が立証されていないという

理由でチェンバレン夫妻の上訴を全員一致で却下した (12)。リンディーは、弁護士が

保釈を申請している間、一時ニュー・サウス・ウェールズ州の刑務所に入れられた。

保釈の申請

一九八三年五月二日、オーストラリア最高裁判所への上告決定前のリンディー

の保釈申請は、同裁判所のブレナン (Brennan)裁判官によって却下された (13)。ブレ

ナン裁判官は、保釈を許可する特別の事情が存在しておらず、さらに保釈を許可

しない方向に働く、より一般的かつ根本的な原則 ― すなわち、オーストラリア

の司法制度が陪審の評決に与える価値 ― があると判示した。

(10) Alice Lynne Chamberlain (1982) 6 A Crim R 385.
(11) Id. at 392-393.
(12) Chamberlain v. R. (1983) 72 FLR 1, 46 ALR 493.
(13) Chamberlain v. R. [No. 1] (1983) 153 CLR 514.
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「囚人が陪審の評決に異議を申し立てる場合に、上訴が審理される前に刑を
停止または延期することは、評決に対して上訴の途がすべて閉ざされた後に
のみ施行されるような暫定的な性質を与えることになる。…… そのような場
合に保釈を許すことは、陪審の決定の終局性を減じ、評決を上訴過程の単な
る一段階として取り扱うことになる。陪審は、刑事司法の運営の主要な特徴
であり、その評決の効果が上訴裁判所による確認に従うと考えることは、間
違いである。」(14)

ブレナン裁判官は、陪審の評決はすでに連邦裁判所への上訴で一回再確認され

ており、最高裁判所により撤回される可能性が高いとはいえないと述べた (15)。

リンディーは、一九八三年五月四日にダーウィンにあるベリマー矯正センター

(Berrimah Corrective Centre)へ戻された。

オーストラリア最高裁判所への上告

上告審において、最高裁判所は、一九八四年二月二二日の裁判の際に、陪審に

提出された証拠から被告人の有罪について合理的な疑いはないとみなすことも

可能であったという理由で、三対二の多数をもって陪審の評決を支持した (16)。多

数意見に属する裁判官であるギッブズ首席裁判官 (Chief Justice Gibbs)、メーソン

(Mason)裁判官、およびブレナン裁判官は、上訴裁判所は陪審の結論に賛成でき

ないだけで有罪評決を撤回すべきではないと判示した。

勇気をもって、多数意見に同調しなかったマーフィー裁判官は、反対意見にお

いて、陪審制および上訴制度について次のように述べている (17)。

「上訴裁判所は、陪審の評決を大いに尊重すべきであり、陪審の役割を単な
る名目的または象徴的な位置におとしめる試みは、慎まれるべきである。
　しかしながら、陪審は、ときとしてやむを得ない事情から間違いを犯すも
のである。オーストラリアおよび他の国の歴史上、陪審制による保護その他
の保護があったにもかかわらず、無実の者が、有罪とされることがときとし
てあった。そのような誤審のため、刑事上訴の裁判所に対しては、裁判官が
誤って証拠を許容もしくは拒絶し、または陪審に対し誤った説示をした場合

(14) Id. at 519-520.
(15) Id. at 520.
(16) Chamberlain v. R. [No. 2] (1983) 153 CLR 521.
(17) Id. at 569.
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だけでなく、評決を正当化し得る証拠があっても、それが信頼できないもの
であると上訴裁判所がみなす場合にも、有罪判決を取り消す権限を与えられ
ている。したがって、上訴制度は、無実の者への誤審に対するもうひとつの
保護として働いている。」

マーフィー裁判官は、自動車の中の血痕が胎児のものであったという証拠が信

頼できないものであったため、リンディーに対する有罪判決も信頼できないと結

論した (18)。また、マイケルについては、たとえリンディーが有罪であっても、マ

イケルの無罪の推定が法廷に提出された証拠により、十分覆されていないので、

無罪であると判断した (19)。

ディーン (Deane)裁判官も、反対意見を述べて、陪審の評決にもかかわらず、

証拠はリンディーがアザリアを殺害したことを合理的な疑いの余地がないほどに

は立証しておらず、したがってその評決は信頼できず、不満足なものであり、誤

審であると判示した。証拠は、マイケルが合理的な疑いの余地がないほどに有罪

であることも立証していないとのことであった (20)。

『邪悪な天使』の出版

一九八五年一〇月に、ジョン・ブライソン (John Bryson)弁護士が『邪悪な天使』

(Evil Angels)という本を出版し、フェアファックス・グループ (Fairfax Group)の

新聞がその本の抜粋を連載したことにより、公衆はリンディーの無実を確信する

ようになってきた。

この頃から、一般の報道は、チェンバレン夫妻に対し好意的になってきた。テ

レビ・レポーターであるケヴィン・ヒッチコック (Kevin Hitchcock)氏は、自ら事

件を調査して初めて、警察がリークし、メディアが真実として無批判的に報道し

た情報のうち、裁判手続に関するもの以外の大部分が噂、伝聞、およびねつ造で

あった事実に気づき、がく然とした。同氏は、自分もその誤審に加担したことを

恥じて、真相を公表するために『アザリア ― 証拠の問題』(Azaria: A Question of 

Evidence)というドキュメンタリーを制作した (21)。

(18) Id. at 576.
(19) Id. at 577.
(20) Id. at 630.
(21) Chamberlain-Creighton (2004), 427.
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アザリアのカーディガンの発見とリンディーの釈放

一九八六年二月二日、精神障害のイギリス人観光客の死体が、エアズ・ロック

のふもとで発見された。その観光客は、奇妙な状況の中でエアズ・ロックから落

ちて死亡し、その死体はディンゴにより荒らされていた。その死に関する証拠を捜

していた捜索隊の一名が、殺人事件裁判の際にその存在が争われたアザリアのカー

ディガンをその近くで発見した。カーディガンは、アザリアの他の衣服が発見され

た場所から一五三メートルほど離れている所にあった。リンディーは、二月五日に

ダーウィンでカーディガンを検分し、それがアザリアのものであると確認した。

一九八六年二月七日、北部準州政府は、突然リンディーの釈放を許可し、調査

委員会を設立すると発表した。その調査の結果にかかわらず、リンディーを刑務

所に戻すことはないとのことであった。政府は、リンディーの釈放が特別な配慮

に基づくものであると強調し、それがアザリアのカーディガンの発見と関係があ

ることを否定した。

インタビュー契約

リンディーが釈放された後、チェンバレン夫妻は、有名な芸能マネージャーを

採用し、自己に有利なようにテレビ出演や雑誌インタビューの契約をメディア

と交渉し始めた。オーストラリアン・コンソリデーテッド・プレス社 (Australian 

Consolidated Press)は、一九八六年にチェンバレン夫妻を『シックスティー・ミニッ

ツ』(60 Minutes)というテレビ番組に出演させ、また、リンディーをオーストラ

リアン・ウィメンズ・ウィ－クリー (Australian Women’s Weekly)誌のインタビュー

に応じさせるために、オーストラリア史上例を見ない二五万ドル（二千万円）も

の謝礼を支払ったといわれている。この番組は、チェンバレン夫妻のインタビュー

およびリンディーと女性陪審員の一名との劇的な再会の場面も取り上げた。

チェンバレン夫妻は、メディアの行動を支配し、メディアにより不利に扱われ

ないための防御手段としてこの契約を正当化しようとしており、収益の半分を、

弁護士費用を保証してくれた教会に寄附し、残りの半分を弁護士費用に充当した

と述べている (22)。

チェンバレン夫妻が当時生活費に困っていたことも事実である。マイケルは、個

人的な理由で一九八四年四月に牧師を辞職してから、有名すぎるという理由で満足

(22) Id. at 562 and 729.
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のいく再就職ができなかった (23)。リンディーも、同様の悩みを主張している (24)。

ちなみに、チェンバレン夫妻は、その後、すべての事情に圧倒されたとして別

居し、一九九一年七月に離婚した。

王立調査委員会

調査委員会は、一九八六年四月一日に国王の裁可 (Royal Assent)を得た

一九八六年調査委員会（チェンバレン有罪判決）法 (Commission of Inquiry 

(Chamberlain Convictions) Act 1986)という北部準州議会の個別法律により設立

された。同委員会は、一九八六年五月八日、ダーウィンにおいて、モーリング

(Morling)裁判官の主宰のもとで開かれた。

委員会においては、一四五名の証人が九二日間にわたり証言した後、弁護士が

九日間様々な証拠を提出した。委員会が終わるまでに、車中の嬰児の血痕の存在

に関するクール氏の証拠の信憑性が完全に否認され、その「血液」が実際は自動

車製造に使用されている防音剤、マウント・アイザの銅の土、子どものこぼした

ミルクシェークなどであったことが立証された。同様に、ジャンプスーツの裂け

目に関する証拠の信憑性も否認された。モーリング裁判官は、合理的な疑いの余

地がないほど、当該損傷が犬歯によるものではなく、はさみまたはナイフによる

ものであることが立証されていないと判断した。

したがって、訴追側は、死体、凶器、自白、および目撃者を法廷に出すことが

できず、乳児がいつどこでどのように死亡したかを陳述できず、さらに謀殺が起

こったことを立証することさえできなかった。

被告人側により提出された新しい証拠には、当該ディンゴの足跡を追跡したブ

ラック・トラッカー（原住民である追跡者）の証言、ディンゴの特質に関する研

究、およびディンゴに攻撃された乳児の他の多数の事件の証拠が含まれていた。

モーリング裁判官は、一九八七年六月二日に北部準州議会へ提出された報告

書 (25)において、次のように、この新しい証拠がチェンバレン夫妻の有罪判決を信

頼できないものとしたと結論づけた。

(23) Lindy Chamberlain, Through My Eyes (Port Melbourne: William Heinemann Australia, 
1990), xiii.

(24) Chamberlain-Creighton (2004), 742.
(25) Report of the Commissioner the Hon. Mr Justice T.R. Morling: Royal Commission of Inquiry 

into Chamberlain Convictions (Parliamentary Paper no. 192/87) (Canberra: Government 
Printer, 1987).
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「私の意見では、もしこの委員会へ提出された証拠が裁判の際に与えられた
ならば、裁判官は、いずれの証拠もチェンバレン夫妻の有罪判決を正当化し
得ないという理由で、陪審に対し彼らを無罪にするように説示する義務が
あった。」

「無罪」への道

北部準州政府は、モーリング報告を受け、チェンバレン夫妻に恩赦を与えた。

恩赦は有罪を前提とするものであるため、チェンバレン夫妻は、これに対し不満

を感じ、無罪とされるまで争い続けることを誓った。

その後、北部準州政府は、一般法律である一九八七年刑事法典修正法 (Criminal 

Code Amendment Act 1987)を制定した。この法律による刑事法典の修正の結果、

司法長官は、有罪判決を破棄させるためにチェンバレン事件を刑事上訴裁判所

(Court of Criminal Appeal)へ付託することができるようになった。この法律は、

一九八七年一〇月一五日に国王の裁可を得た。

一九八八年九月一五日、北部準州刑事上訴裁判所は、全員一致でモーリング

委員会の事実認定を支持し、チェンバレン夫妻の有罪判決を破棄した (26)。ネイダ

(Nader)裁判官は、公衆が「合理的な疑い」という表現を誤解することを案じて、

チェンバレン夫妻の有罪に対し「深刻な疑い」が存在していたことを強調し、さ

らに裁判官全員は、無罪の推定により、チェンバレン夫妻が法に基づいて無実で

あったことを強調した。

補償金の請求と支払

チェンバレン夫妻は、一九八八年に無罪であると認められた後、北部準州政府

に対し、一三八万ドル（一億一千四〇万円）の弁護士費用ならびにリンディーの

三年間の懲役および名誉毀損により被った損害についての一般的な賠償として、

四〇〇万ドル（三億二千万円）の法的義務のない支払 (ex gratia payment)を請求した。

一九九一年七月一六日、北部準州政府は、チェンバレン夫妻に対し、法医学

実験で破壊されたその自家用車、洋服、キャンピング用品などの費用として

(26) Reference Under s. 433A of the Criminal Code by the Attorney-General for the Northern 
Territory of Australia of Convictions of Alice Lynne Chamberlain and Michael Leigh 
Chamberlain [1988] NTSC 64.
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一万九千ドル（一五二万円）を支払い、セブンスデーアドベンチスト教会に対

し、それがチェンバレン夫妻のために払った弁護士費用として三九万五千ドル

（三千一六〇万円）を支払ったと発表した。政府は、教会の弁護士費用を計算す

るに当たって、教会が得た寄附およびチェンバレン夫妻がメディア出演で稼いだ

金額を差し引いた。また、弁護士費用のための借入れにかかった利息は、教会が

負担することとなった。

チェンバレン夫妻が無罪であると認められた四年後の一九九二年五月二五日

に、遂に、北部準州政府は、独立した仲裁人であるモーリング裁判官が非公開の

報告として政府に勧告したとおり、リンディーに対して九〇万ドル（七千二〇〇万

円）、またマイケルに対して四〇万ドル（三千二〇〇万円）の補償金を支払った

旨を発表した。チェンバレン夫妻は、それを得る条件として、その他の補償金を

請求する権利を放棄する文書に署名しなければならなかった。五月三一日に放送

された『シックスティー・ミニッツ』において、この一三〇万ドル（一億四〇〇万

円）の大部分はここ十年間の弁護士費用に使用し、残りの金額では通常の国民よ

りも良い生活はできないことを強調した。チェンバレン夫妻は、もし北部準州政

府が彼らに謝罪をも行うならば、この事件に対する公衆の態度も変わるであろう

と述べたが、ペロン行政長官 (Chief Minister Perron)は、そのコメントに対し、政

府が悪意をもって行動したという考えおよびチェンバレン夫妻に謝罪するという

考えを否定した。

第三回の検屍審問

リンディーとマイケルは、アザリアがディンゴにくわえていかれたのではなく、

謀殺されたのであるという第二回の検屍審問の判決が、法的にまだ存在している

ことに対してずっと不満を抱いていた。そこで、一九九五年三月に、北部準州の

検屍官が、アザリアの死因をディンゴによる攻撃として認める決定を求めた。

その要求に対し、一九九五年一一月二九日から一二月一三日にかけて、第三回

の検屍審問がダーウィンにおいて行われた。しかし、ローンズ (Lowndes)検屍官

は、結局、リンディーとマイケルの希望に反して、死因不明の判決 (open fi nding)

を言い渡した。同氏は、一〇七頁に及ぶこの判決において、王立調査委員会へ提

出された証拠のうち、アザリアの死因およびその方法を確定的に立証するものが

存在しないため、それらを「不明」(unknown)にするほかないと判示したわけで

ある。
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今後の課題

リンディーとマイケルは、未だに北部準州政府から謝罪を受けていないこと、

および、アザリアの死亡証明書に明らかな死因が記載されていないことについて

不満を抱いている。それらが得られない限り、家族として、その悲劇を締めくく

ることができないとしている。

謝罪については、リンディーとマイケルは、まだそれを正式に要求していない

が、それは、被害者として、政府の方から誠意をもって自発的に謝罪をされたい

という気持ちが強いからである (27)。

また、死亡証明書の件については、リンディーは、それが書面上できることで、

必ずしも税金がかかる手続ではないとしているが、第三回検屍審問の判決の内容

を考慮に入れると、その見解は非現実的であるように思われる。

北部準州政府は、実際に、現在、リンディーとマイケルの要望に応えて、

二〇一一年に第四回の検屍審問を行うことを前向きに検討しているところである。

おわりに

リンディー自身が指摘している (28)ように、この事件が生み出した様々な先例に

よって、オーストラリアは、以前に比べてより公平な社会となっている。オース

トラリア最高裁判所をはじめ、様々な連邦裁判所の裁判官が言い渡した判決や北

部準州議会が陪審による誤審を乗り越えてリンディーを釈放し、補償金を与える

ために制定した法律は、将来誰かが誤って有罪とされた場合に機能するであろう。

ただし、リンディーとマイケルには、教会の援助がなければ、最後まで闘えなかっ

たという事実は残っている。

幸いに、ここ三〇年の間、ＤＮＡ鑑定の技術が著しく進歩しているので、た

とえ今日同様の事件が発生しても告訴までいかないという見解が強い。また、

オーストラリアにおける法医学も大分改善されているようである。本件は、実

際に、現在、各州、オーストラリア首都特別地域 (Australian Capital Territory)、

および北部準州における法医学を調整している国立法医学研究所 (National 

Institute of Forensic Science)およびオーストラリア・ニュージーランド法医学実

験室室長会 (Senior Managers of Australian and New Zealand Forensic Laboratories)

(27) Interview with Lindy Chamberlain-Creighton by Annie Gastin on ABC Local Radio, 
Northern Territory (7 October 2004).

(28) Chamberlain-Creighton (2004), 775.
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を設置する契機となった。

参考文献

ジョン・ミドルトン『報道被害者の法的・倫理的救済論 ― 誤報・虚報へのイギリス・
オーストラリアの対応を中心として』（有斐閣、二〇一〇年）第二章

ジョン・ミドルトン「オーストラリア・ヴィクトリア州における陪審制」(The 
Jury System in Victoria, Australia)、比較法研究五六号（一九九四年一二月）二八
頁～三四頁、二八二頁～二八七頁

（John Middleton 一橋大学法科大学院 教授／豪ヴィクトリア州最高裁判所弁護士）

2010 年 11 月 27 日開催
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私は刑事訴訟法というものを研究しておりまして、そういう意味では、こう

いったチェンバレン事件のような刑事裁判のケースもいろいろ見てまいりまし

た。今回はオーストラリア人であればほとんどの人が知っている著名なケース

ということですが、実は私は存じ上げませんで、非常に勉強させていただきま

してありがとうございました。

ここでのテーマが、裁判員制度ができて、裁判員制度とそれに合わせた形で

社会とか倫理といったことを検証する試みということなので、あまり法律的な

ことをコメントするよりはもう少し広い意味での問題に少しコメントさせてい

ただければと思います。

チェンバレン事件というのは、一番大きなテーマの１つとして出てくるのが

ジョン・ミドルトン氏講演へのコメントジョン・ミドルトン氏講演へのコメント

岡田悦典岡田悦典
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報道と裁判との関係です。ミドルトン先生もその観点からの御研究をされている

ということですが、私もビデオを拝見させていただきまして、具体的な行動とか、

あるいは事件が起きた当初から少し偏った形での報道があったというお話で、そ

ういった問題は裁判員制度とか、あるいは裁判員制度に限らず、職業裁判官によ

る裁判の問題とも関わってくることで、現在においては大変悩ましい問題の１つ

です。法律の問題に限らず、報道のあり方に関する問題とか、もう少し広く社会

のあり方とかそういったことを含めて総合的に考えないといけない問題かなと改

めて思いました。

日本の裁判員裁判とは少し違うんですが、陪審員裁判というのは、ご覧のとお

り、基本的には一般市民の人が 12人います。裁判員の場合には専門の裁判官と

裁判員が一緒になって判断をするという大きな違いがあります。ただ、実際に有

罪無罪の判断をするときの基本的な構造は同じというか、変わりはないかなとい

うことです。特に、陪審員裁判の場合には、報道との関係で陪審員に不当な偏見

が生じないような形でのいろいろな仕組みを考えていて、裁判員ももちろん基本

的にはそういう仕組みを考えているわけですが、陪審員への不公平な情報の伝達

をできるだけ避けるような形で裁判構造を考えていこうということは常々言われ

ています。

そういう意味で、こういう重大な注目されるようなケースがあった場合には、

事実を認定するということについてのいろいろな情報をシャットアウトすること

を考えていくわけですが、いかんせん、現代社会においては陪審員にしろ、裁判

員にしろ社会生活をしているわけですから、新聞とかニュースを全く見ないとい

うことはあり得ないわけです。ですから、ある種フィクションというか、建前的

なところにはなっていますが、基本的にはそういう情報には接しないという前提

の上に現在の裁判員制度は存在しているわけです。

このように過熱した報道をどのように考えていったらいいかということです

が、基本的にはいろいろな方策があります。例えば、裁判の場所を変えるとか、

あるいは報道が過熱している段階で裁判をすると不公平な状況になるので公判の

時期を少し延長させるとか、あとは公判中に不当な報道があると裁判官が判断す

ると、いわゆるニュートライアルといって、もう一度陪審員を選び直して新しい

公判を開くというようなドラスティックなやり方とか、一応そういうことは考え

るわけです。しかし、それはどちらかというと例外的な状況で、さらに今回のチェ

ンバレン事件の場合には、全国に報道されているということなので、場所を変え
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るというのもあまり意味がない。そういう意味では特殊というか、小手先の技

術ではどうにもしようがないケースであるわけです。

ただ、日本ではあまりないんですが、そういう例外的なものについては法廷

侮辱罪をサンクションに不当な報道を抑制するというようなものも、もちろん

あるんですが、それもやはり表現の自由とかいろいろな問題があって、基本的

には報道の自主的なものに委ねられているのが現状です。そういうことで、裁

判と報道というテーマは、大変悩ましい問題です。それは陪審員裁判に限らず、

日本の裁判員制度、あるいは裁判員制度を抜きにした日本の裁判の問題とも関

わってくる同一線上の問題だということで、その辺りをどのようにしたらいい

のかということは、我々もオーストラリアのケースを学びながら考えていくべ

きかなと思います。

もう１点付け加えさせていただきますと、このチェンバレン事件の場合には、

当時有罪評決が出たということで、ミドルトン先生のお話ですと、４：４：４

から全員一致の有罪評決になっていったということです。これは恐らく後から

出てきた情報だろうと思います。評決をする場合、誰がどのように判断をした

かということは表に出ないということで、評決の confi dentiality、秘密性は確保

されるわけです。それから、公判中にメディアが陪審員に接触することを禁止

する。また、陪審員がどういう人かという特定性というか、匿名性が保障される。

基本的にはそういうものがありまして、これは陪審員への不当な介入というか、

干渉がないようにする、きちんとした判断を自らが独立して行うことを保障す

るものとして、大きく３点が制度的に保障されています。日本の裁判の場合も

それは基本的に同じ構造になっています。

ただ、今回のケースは大変プレッシャーがかかってしまったんじゃないかと

いうお話で、そういう問題をどのように考えていったらいいのかということも、

大変難しい問題だろうと思います。基本的にはそういうものを制度として保障

しようとしているわけですが、大変、大きな事件になって注目されてしまうよ

うなケースになると、そういう制度的な保障を超えてしまうというか、それだ

けではどうにもならないパターンがあり得るわけです。日本の社会においても、

そういう問題は当然起きやすいというか、十分に想定できることです。ですから、

そういう問題をどのように考えていったらいいのかということを考えさせられ

るケースだと思います。

あと、犯罪の行動あるいは被害行動のようなものは 1980 年代から比べると日
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本でもここ 10年ぐらいでかなり変わってきたと言われています。日本のメディ

アも少し前までは被害者とかいろいろな名前がどんと出たり、写真が出たり、い

きなり住所がぽんと出たりしたわけですが、最近はそういったことはなくなって

きたと言われています。ただ、これもあくまでも報道側の自主的な振る舞いとい

うか、法で規制しているわけでもないので、場合によっては少したがが外れると

いうことも、当然起こり得るということです。このような問題は、報道倫理とか

という形でよく議論されるんですが、そういうものも、ぜひオーストラリアのこ

のケースから、学んでいかなければなりません。

あくまでも印象ですが、こういった問題を考えることができるのではないかな、

という形で、コメントさせていただきました。

（おかだ・よしのり　南山大学法学部 准教授）

2010 年 11 月 27 日開催



「
経
済
・
経
営
・
倫
理
」
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト



154

「経済・経営・倫理」研究プロジェクト

佐藤と申します。よろしくお願いいたします。今回はこのような機会をいた

だき、ありがとうございます。既に奥田さんから的確な御紹介がありましたが、

昨年５月に『ビジネス倫理の論じ方』( ナカニシヤ出版、2009 年）という本を

経済思想史研究者の仲間たちと一緒につくりました。いろいろな問題意識があっ

たんですが、現代的な企業の社会的責任とか、きょう太子堂さんがお話しにな

る競争と格差をめぐる問題とか、消費者主権をめぐる問題など、現に論じられて

いるさまざまな言説は、実はそれ自体経済をめぐる言説なのではないか。そして、

経済活動をめぐって現に語られている言葉、これから語られようとしている言

葉もやはり経済思想史の研究者が対象としてもいいのではないかというような

統一テーマ：ビジネスの倫理と論理への問いを編み直す統一テーマ：ビジネスの倫理と論理への問いを編み直す
講演１講演１

企業の社会的責任企業の社会的責任
―ビジネス活動の公共的討議―ビジネス活動の公共的討議

佐藤方宣佐藤方宣
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問題意識から、今回のお話に至るような仕事をさせていただきました。あまり

大ざっぱな話し方をしていてもしょうがないので、本日は、私のほうからは「企

業の社会的責任――ビジネス活動の公共的討議」と題して、企業活動をめぐっ

て現にどういう言説が展開されているのか、そしてこれからどう論じていけば

いいのか、どう適切に論じられていくべきなのかという話をしたいと思います。

パソコンスライドもお手元のレジュメもほぼ同様の内容となっていますので、

お手元のほうを見ていただければよろしいかと思います。まず、本日の話の概

要ですが、３部構成となっています。第１に「企業に社会的責任を問うとは？」。

こちらに関しては、レジュメにも書きましたように、我々の経済社会における大

企業の存在の重要性を確認した上で、その企業の社会的な責任を問う。この問責

の困難というものをまずは確認したいと思います。第２節は「問いの立て方をめ

ぐる問題」としておきましたが、まずは近年の日本の、ここ７～８年ぐらいの論

点を振り返った上で、あえてこの問題を 20世紀初頭の 1920 ～ 1930 年代のア

メリカの論議を振り返るなかでもう一度考え直すことができるのではないかとい

うようなことをお話ししようと思います。第３節では、そういった検討を踏まえ

た上で「企業の適切な位置づけをめぐる諸問題」ということで、ビジネス倫理の

話のなかでは少し奇異な印象を持たれるかもしれませんが、公共的な討議の必要

性、そして、公共的な討議をしていくときに、既に示されている見解のなかで、

どのようなものがいま現在我々の手がかりにしうるのかといったようなお話をさ

せていただこうと思います。では、順番に始めさせていただきます。

１．企業に社会的責任を問うとは？

企業という存在は我々の経済社会全体にとって非常に重要な役割を果たして

います。我々が日々消費する財・サービスの供給主体としての重要性はもちろん

ですが、例えば、企業が源泉徴収という形で納税ないし徴税という、本来であ

れば公共部門がやるべき仕事の一端を担うというような形で、社会的な存在と

して欠かせないものになっている。近年、公共部門業務の民営化や商品化が世界

規模に進みつつあるということも、しばしば報道されているところです。卑近

な例でいえば、渋谷駅近くの宮下公園を今度ナイキが管理するという報道がな

され、論議になっているところです。そのほか刑務所業務の民営化とか軍事サー

ビスの民営化の進展、あるいはこちらもいま非常に問題になっているところで

すが、水道事業の民営化、従来であれば我々が公的なセクターに求めてきたよ



156

「経済・経営・倫理」研究プロジェクト

うな役割が、企業にとってかわられている。こういったなかで、改めて企業とい

う存在が社会にとってどういう意味を持つのか。これは非常に大きな問題として

前面に出てきています。

そういった企業という主体も含めた上で、我々は自由な社会というものを運営

していく必要があるわけです。ここで１つ問題になるのは、いわゆるプライベー

トな私企業に “リベラルである ”というものが求められるのか。この問題設定は、

単に市場の圧力とか淘汰を通じてそういう企業のみが生き残っていきますねとい

う事実問題として企業がどうなっていくかということとは別に、規範的な問題と

して企業に対して我々の住む社会がリベラルなものであることに貢献してくれと

要求ができるかどうか。こういう問題が１つあるのではないかと思います。

例えば、雇用の問題に関して。あくまでもプライベートな団体である企業（法

人企業ないし株式会社）に対して、雇用安定の責任を求めうるのか。以前であれ

ば、大学生活に影響のない形で就職活動をしてくださいという民間協定があった

わけですが、そのようなものがまさに社会的責任として我々は企業に要請できる

のだろうかというのも１つ問題になるのではないかと思います。逆の言い方をす

れば、例えば雇用を流動化して正社員をどんどん非正規化していくとか、あるい

は、縁故採用や学歴選抜というようなもの、これはいま現在では我々は何かして

はいけないものと考えるわけですが、言い方が変ですが、たかがプライベートな

存在である団体に対して本当にこんなものを求めてもいいのか。

近所の八百屋さんや魚屋さんが親戚の女の子か何かを店員さんに採用する。親戚

のよく知っている人だから採用するというようなことがあったときに、恐らく我々

はそれをとらえて批判することはないわけです。しかし、例えば社長の甥っ子さん

だからとか、部長の娘さんだからということでトヨタやソニーといった大企業が同

じことをやったら、明らかにちょっとおかしいんじゃないかと考えてしまう。我々

は、とりわけ巨大な法人企業に対しては、それが私的な団体ないしは純粋にプライ

ベートな組織体とはみなしていないからこそ、何かそこにリベラルな雇用のあり方

みたいなものを求めていくのではないかということも言えるかと思います。

あるいは、環境問題に関してもそうです。最近ゼロ・エミッションということ

をしきりに言いますが、なぜ環境問題に関して、つまり製造プロセスで廃棄物を

出さないとか、炭酸ガスの排出がプラスマイナスで０である必要があるのか。廃

棄コストに関してはちゃんと商品価格に転嫁しますよというような話でもいいん

じゃないか、というような問題もあると思います。
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福祉の問題に関しても、例えば企業は福祉の供給主体であるべきなのか。ある

いは、福祉のコストの負担の主、担い手になる必要があるのかという問題もある

わけです。これに関しては、有名な経済学者である橘木俊詔さんは『企業福祉の

終焉』（中公新書、2005 年）という本で、企業が福祉主体になることが実は個

人を企業に縛りつけることで、言ってみればリベラルな社会の方式にとっては好

ましくないのではないかと主張しています。

次に、文化に関わる側面として、顧客の選別の問題です。ある特定のタイプの

顧客のみにサービスをする、ないしはそういった人にだけ財・サービスを供給す

る主体を認めるのか。

いま雇用、環境、福祉、文化と４つほど領域を挙げましたが、これらの問題に

関しても、我々は、企業というものがプライベートなものであることはもちろん

わかっているはずだけれども、同時にどこかでそこにパブリックな役割というか、

リベラルな社会の構築にとって何か貢献してくれる存在であるべきではないかと

いうようにも思っている。我々が企業の社会的責任という問題を考えるときに非

常にアンビバレントな感情にとらわれてくる問題のありかは、この辺にあるので

はないかと思われます。

次のところは簡単に御紹介のみということにさせていただきます。文献表にも

ありますが、ロバート・ライシュ、この方は『ザ・ワーク・オブ・ネーションズ』

とか、非常に有名なベストセラーを書いている公共政策の専門家です。彼が最近

ある雑誌論文で、アメリカにおいても政府と企業の連携のあり方が変わりつつあ

るという主張を展開していました。エンロンとかさまざまな法人企業が不祥事を

起こしているなかで、アメリカにおいて、企業に対する、とりわけ大企業に対す

る不信感が非常に大きくなっている。そこで、政府主導へのシフトが進みつつあ

るんだと。ただし、そのときに昔ながらの政府規制を増やしましょうといったよ

うなシフトではなく、むしろ規制自体を減らす。企業が利益を求めるときに自然

に社会的ニーズに答えるような方向に向かうインセンティブを政府の側が方向づ

けをしてあげる。そういった方向に進みつつある。つまり、個別の企業というの

は私的な団体であるにもかかわらず、その活動を公的な利益、公共の利益に資す

るような形に導いていこうじゃないかという動きがアメリカなどにも見られると

いうような話です。

つまり、企業というものはあくまでも利益追求のための私的団体であるという

ことがわかっていながらも、それを単にプライベートなものと考えているので
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はなく、何かそこにパブリックな役割、公共の利益に資する存在であってほしい

という見解、我々はその両方を持っているということを確認したかったわけです。

その上で、では企業に社会的責任、公的責任を求めていこうという話にストレー

トになるかというと、実は企業の社会的責任というものに関しては、伝統的に否

定する声が非常に強い。企業とか経営者はあくまでも株主利益を最大化するため

に行動するものであって、そこに倫理や道徳を求めるのは見当違いの話だと。こ

の主張に対してはレジュメで左右両派と書きましたが、左右という意味は、現在

の市場経済のあり方や現在の企業社会のあり方に対して批判的な側からも肯定的

な側からも企業の社会的責任を否定的にとらえる見解があるというような話です。

まず一方の代表者、これは非常に有名な人物ですが、20世紀のアメリカを代

表する経済学者ミルトン・フリードマンです。引用資料Ⅰにも書きましたように、

フリードマンは、企業や経営者の責任とは、あくまでも「法律や倫理的慣習で具

体化されている社会の基本的ルール」を守った上で、雇い主（株主）の利益を最

大化すること、それのみだと主張します（＝「フリードマン定理」）。つまりそれ

以外に、例えば社会に対する責任や大衆に対する責任、地域に対する責任といっ

たものは経営者、あるいは法人の責任ではないのだというわけです。非常に強い

表現ですが、「社会的責任の要求は自由を破壊する」というわけです。

この言葉の意味は、もし大企業の経営者に責任を委ねるのであれば、彼らが責

任を行使するためには当然非常に大きな権限を与えなければならなくなる。しか

し、そんなことでいいのかというわけです。御存じのように、フリードマンは市

場メカニズムのあり方を非常に肯定的にとらえています。政府が国民の活動にい

ろいろ手や口を出したりするよりも、市場メカニズム、競争のメカニズムに任せ

ておいたほうが結果的にはうまくいくんだという立場で、言ってみれば、市場を

中心とした経済社会に対しては肯定的な立場です。そういった立場のフリードマ

ンからすれば、企業に社会的責任を要求するのは市場メカニズムの円滑運営を疎

外してしまう要因になるというような主張になります。

他方、アンドレ・コント＝スポンヴィル、この方はフランスの哲学者で、幾つ

か邦訳も出ている方ですが、彼は、現在の企業文化のあり方や企業社会ないしは

経済社会のあり方に対しては極めて批判的です。いまの経済社会に非常に大きな

問題があると考えている。にもかかわらず、その問題の解決のために企業に社会

的責任を求めるのは見当違いだという主張です。これも引用は省略しますが、ビ

ジネス倫理や企業倫理などというのは形容矛盾だと。彼の場合は、ビジネスや経
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済の秩序とモラルや道徳の秩序は全然別のもので、それを混同することは双方に

とって害があると。

日本でも同様ということになると思いますが、フランスでもしきりに企業の社

会的責任、いわゆるＣＳＲというものがしばしば語られます。例えば、企業の活

動がホームレスの救済に非常に役立っているとか、企業の活動が環境の改善にと

ても役立っているということが語られる。しかしながら、コント＝スポンヴィル

に言わせれば、企業にとってそうしたほうが、つまりＣＳＲに十分配慮していま

すよと言ったほうが、長期的な利益の観点からいって望ましい結果をもたらすか

ら、企業倫理がそんなに花盛りなんだというわけです。しかし、これはまさに倫

理や道徳を長期的利益と同一視することになってしまい、実はそこで重要なのは

長期的利益だけです。企業はなぜＣＳＲに配慮するかといえば、そっちのほうが

長期的な利益を最大化するから。というわけで、そこでは倫理や道徳という言葉

は実は価値のないものになってしまっている。つまり、添え物になってしまって

いる。それはコント＝スポンヴィルなどが重視している倫理や道徳にとって悪い

影響をもたらす。社会的な問題でも経済的な問題は政治的なシステムを通じて改

善すべきことなのであって、それはＣＳＲとか企業の責任で解決できる問題では

ないんだというわけです。つまり、コント＝スポンヴィルは、現在の経済社会の

あり方とか市場経済のあり方に対しては否定的な見解を持っているにもかかわら

ず、それを企業の社会的責任という観点から解決しようとする動きに対しては否

定するということになっているわけです。

以上の２つについては『ビジネス倫理の論じ方』（ナカニシヤ出版、2009 年）

という本でも触れた点ですが、補足として企業の社会的責任を求める声に対する

批判的な立場の人として、さきほども名前を挙げたロバート・ライシュという人

物を挙げておきます。彼はクリントン政権のアドバイザーにもなっていて、アメ

リカの政権の中枢にいた人物ですが、自身の本のなかで、企業を “ 人として ” 扱

わないことを提唱します。法人格を重視することはよくない、むしろ法人の政治

的な影響力は弱めるべきなんだというわけです。

この方はさきほどのコント＝スポンヴィルに近い考えになるわけですが、本来

的に必要な政治的な改革、経済的な改革は民主的なプロセスを通じて行うべきで

あり、それを一私的団体である企業に任せておいてはいけない。そのためにはむ

しろ法人税も廃止したほうがいい。つまり、法人税というのは、一見すると法人

格のある企業に課税しているように見えるけれども、あれは回り回って消費者が、
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まさに個人が負担しているだけである。だから、むしろ法人税なんか廃止にして、

すべて個人に課税する。つまり、責任と権限はすべて個人に帰属させるほうが望

ましい市民社会をつくり上げることができるんだという主張をしています。

もちろんさきほどの、企業の社会的責任に対しては非常に否定的な立場のフ

リードマンの見解を前提にしたとしても、彼自身は制約条件として「社会の基本

的ルール」は守った上で株主利益の最大化ということを言っているわけですから、

「社会の基本的ルール」を変えれば当然企業側に消極的な対応を求めることはで

きるわけです。ただ、問題はそれだけでいいのかということです。

つまり、企業はとにかく株主利益を最大化する。その企業が活動するフィール

ドのルールを市民の側が決める。そのルールの枠のなかで勝手に株主利益の最大

化を行っているからそれでいいじゃないかということで話は終わりそうですが、

本当にそれでいいのか。さきほど幾つかの領域に関して述べましたが、我々は、

とりわけ巨大企業に対して、そういうある一定の、法律を守っているでしょうと

いう枠のなかで株主利益の最大化をするだけの存在として企業をとらえているだ

ろうか、ないしは企業にそういったことだけを求めているかということが１つ問

題として残ってしまうと思うわけです。

そこで、企業の社会的責任をめぐる論理に関して、現にどういうことが論じら

れてきたのかということを見るなかで、社会的責任をどう考えていったらいいの

かという問いの立て方を考えてみようというのが次のところになります。

Ⅱ．問いの立て方をめぐる問題

こちらは、奥田さんが懇話会のパンフレットでも書いてくださいましたが、近

年、日本ではＣＳＲ、ビジネス倫理というものについては非常に活発化してい

る。出版物も非常に多いですし、各企業では担当の部局を設けたり、ＣＳＲ白書

などというものも各企業のホームページではしきりに喧伝されています。そこで

責任の中身として何が求められているかということを立ち入って見てみようとす

ると、実はこれが非常に曖昧です。例えば、専門家の見解と、消費者が企業に何

を求めるか、あるいは企業がＣＳＲとして何を考えているのか、これを具体的に

見てみると、求めているものがかなり違う。つまり、ＣＳＲ、ＣＳＲと盛んに語

られはしますが、ＣＳＲの中身は何ですかと言ったときに、立場によって求める

ものは違う。

純粋に学問的なビジネスエシックスの領域だけでなく、広く論壇的なところも
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見据えた上で、この問題に関してこれまでどのように論じられてきたのか。この

問題をもう７、８年前の話ですが、ライブドアの一連の事件と同じ時期の「会社

はだれのものか」という問題をめぐる論議を振り返るなかで見てみたいと思いま

す。株式会社の社会的責任をめぐる近年の論争のなかでは、企業は社会的責任、

公共的な責任を果たさなければいけないという立場だったり、いやいや企業はあ

くまでもプライベートな株主利益を追及するための組織ですという立場だったり

と、“ 結論・主張の対立 ” があるわけですが、それとは独立に、“ 問いの立て方

の対立 ”が見えてきます。あえて子どもっぽい表現でまとめてみたんですが、一

方の立場は企業の本質を問う「そもそも論」、もう一方は企業のこれからを問う、

規範的な「どうする論」、この２つの立場があるということが見えてきました。

具体的に確認します。

まず「そもそも論」の立場の一番目。東大の非常に有名な経済学者ですが、岩

井克人の『会社はこれからどうなるか』。平凡社から 2003 年に出て、最近平凡

社ライブラリーにも入って非常に広く受け入れられている本ですが、彼は、法人

企業というのは、株主の持っている「モノ」としての側面と、しかしながら企業

の財産を所有する、ないしは企業の契約の主体になるという意味での「ヒト」と

しての側面という、二階建ての存在として法人格をとらえるべきだという企業理

解を示した上で、一面的な株主主権の、つまり企業は株主が出資して持っている

物のようなものだと。だから、株主の利益を最大化するのは当然のことではない

かという立場に対して批判を加えたわけです。

そこで重要なキーワードになったのは、経営者というのは単に「契約」で仕事

をするだけでなく、「信認」された存在なんだと。「信認」というのは、弁護士な

どの法律関係者や医療従事者に関してよく言われることです。例えばお医者さん

は、風邪っぽいのでちょっとみてくれますかと患者さんが来たときに診断して、

例えば肺炎が発見された。そのときに、風邪かどうかと聞かれたので、風邪じゃ

ありませんでしたよと答えてお金をもらって終わりかというとそんなことはあり

ません。ほかの商売における契約関係とは全然違う。経済学的な用語を使えば、

圧倒的な情報の非対称性があるわけです。医療や法律関係者は、一般の消費者が

持っていない専門的な知識を持っている。だからこそ、一般消費者の利益になる

ような形で積極的にある契約関係以上にコミットしなければいけない。そういう

意味では、まさに企業を運営する経営者は「信認」された存在であるがゆえに、

社会的な責任を持っているというような主張を展開しましました。つまり、岩井
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さんは、会社ないしは法人とはそもそもこういうものなので責任もあるんですよ

と。企業とはそもそもどんなものかというのを論じるとおのずとその役割も見え

てくるという主張を展開しました。

「そもそも論」の２番目の代表的な人物としては、こちらも有名な経済学者で

すが、岩田規久男さんの見解があります。『そもそも株式会社とは』（ちくま新書、

2007 年）という本のなかに展開したものですが、岩田さんもまさに同じような

問いの立て方をするわけです。そもそも株式会社とはどんなものか考えてみよう。

そうすると、これは営利追求の組織ですよと。だから、本来的に社会的な責任な

んてものを持っているものではないと主張するわけです。そこから岩田さんは株

主主権を肯定するわけです。しかしながら、株主主権論の立場だからといって、

企業が長期的に活動していくためには、株主のことだけを考えればいいなんてい

うことはなくて、当然、経営者は従業員や消費者のことも考えなければいけない

ことになる、というような主張をするわけです。

つまり、何が言いたいかというと、「そもそも論」の最初の岩井さんは、そも

そも企業、法人とはどんなものかという問いを立てた結果として、企業には社会

的責任はあるという結論を導き出したわけです。それに対して、岩田規久男さん

は、そもそも株式会社とは何かという問いの立て方をした上で、これは利益追求

の団体だから社会的責任はないですよという結論を導き出したわけです。つまり、

問いの立て方は同じだけれども、結論は正反対です。

問いの立て方のもう１つ「どうする論」の立場の代表としては、株式会社論の

論客として非常に有名な方ですが、奥村宏さんの見解があります。彼は株主主権

論に対しても、あるいは昨今の安直な社会的責任論に対してもかなり疑問を提示

するわけですが、その上で、企業とは「そもそも」どんなものかみたいな問いを

立ててもしょうがない。これから我々は企業をどういうものにしていきたいのか

ということが重要なんだという論を立てています。どちらかといえば、社会的責

任論に肯定的な立場ということになります。

同じ「どうする論」の立場の２番目としてドナルド・ドーアさん。この方も非

常に有名なイギリスの産業社会学者ですが、彼が『誰のための会社にするか』（岩

波新書、2006 年）という本で言うには、会社とはそもそも何かという問いの立

て方は誤りだと。そして、現状の日本の企業のあり方は次第に株主優先の道を歩

み始めている。彼はこれを「静かなる株主革命」と呼ぶわけですが、だからこそ

現在、日本でも会社法改正の必要性があるというような主張をしています。
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このような形で結論だけを見れば、ドーアさんと奥村さん、そして岩井さんは

同じで、どちらかというと社会的責任論の立場です。これに対し岩田さんは株主

主権論の立場です。しかしながら、問いの立て方というレベルでいえば、岩井さ

んと岩田さんは同じということになるわけです。こういった言論を見ていくなか

でいろいろ考えをめぐらしてみるわけですが、例えば「そもそも論」は、そもそ

も法人ないし株式会社というものはこういうものとして始まったんだから、本質

的にそういうものなんだから責任はありますよね／ないですよねという話になっ

ているわけです。しかし、そもそも法人格自体は非常に奇妙なもので、あれは人

間じゃないものに人格を認めるという話ですから、あくまでも歴史的に形成され

た制度に過ぎないわけです。現在の問題を論じるときに、そもそもこういうもの

だという立場を立てると、たまたま歴史的に形成されたに過ぎない法人格という

ものを何か絶対化してしまうことになるのではないかという疑問が私などは浮か

んでくるわけです。

あるいは、後者の奥村さんやロナルド・ドーアさんなどの立場に対しては、確

かにそれはそのとおりなんです。つまり、我々はこれから企業というものを自分

たちの社会のなかにどう位置づけるかということを考えなければいけないわけで

す。しかし、その作業をするときには、単にこれからのことだけを考えればいい

のではなく、そもそもどのような経緯で、企業という誰もが利益追求のための団

体だと知っている存在に利益追求以上のことが求められてきたのかという、その

経緯を参照する必要があるのではないかと思うわけです。

「そもそも論」と「どうする論」の２つの論立ての調停こそが、これからの企

業の適切な位置づけ、ないしは企業の責任の適切な割当にとって非常に重要なも

のなのではないかと考えるわけです。ここで、経済思想史というジャンルの人間

がこの問題に貢献できるのではないか。つまり、これまでどう論じられてきたの

か。問いの立て方のレベルであれば、この問題に対して独自の貢献ができるので

はないかと考えた所以ということにもなります。

では、改めて問いの立て方、現にどういう問いが立てられてきたのかというこ

とをごく簡単に見ていきたいと思います。なぜビジネス倫理なるものが問われた

のかをめぐる。「歴史的経緯としてのそもそも論」ということになります。

実はこの企業の社会的責任を求める声というのは、それが非常に高まる時期と

もう一方の極に振れる、ある種の循環をなしているようなところがあります。し

ばしばこの問題が語られるのは 1970 年代のアメリカです。最近のビジネスエ
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シックスとかビジネス倫理をめぐる本などに関しても、ビジネス倫理をめぐる論

議の出自はだいたいアメリカの 1970 年代だと書いてある本が多い。

実は 1920 ～ 1930 年代の時期にもアメリカである種ビジネスエシックスブー

ムみたいなものが登場しました。どんなものかというと、アイスクリーム販売業

から鉄鋼業界までさまざまな業界で、業界団体（trade association）単位で「倫

理綱領」を定める方向が非常に活発化します。また、アカデミックな世界でも、

この時期 Business Ethics とか Ethics of Business という言葉の入ったタイトルの

本が非常にたくさん刊行されています。

当時どんな議論があったのか。そもそも 1920 ～ 1930 年代はどういう時期か

というと、いわゆる「所有と経営の分離」の進展した時代です。それまでであれ

ば小規模な資本を有する資本家が自ら経営を行うという状態だったのが、金融市

場の整備とともに小口の株主から集めた大量の資金を金融市場で調達できるよう

になり、非常に大きな資本の企業が経済社会に登場してくる。これはイギリスよ

りもまさに 20世紀初頭のアメリカで先進的に進んでいった現象ということにな

ります。つまり、専門経営者、自らは資本を提供しない、まさに経営能力ゆえに

雇用される存在というものが登場してくる。そういう意味では現在我々が理解し

ているような巨大な法人企業、ないし大企業のあり方が登場してきた時期という

ことになります。だからこそ、当時の論議はいまでも actuality を持っているの

ではないかと言えると思うのです。

資本が拡大し、企業規模が大きくなるにつれ、大量生産、大量消費が進むなか

で、企業活動の社会的影響力が非常に増大するわけです。一企業が製造する商品

が全国津々浦々に供給されていくわけですから、当然その商品に欠陥があれば、

非常に広範囲に影響が出てしまう。あるいは、雇用する人間も増えるわけですか

ら、その企業の経営が立ち行かなくなってしまったり、コストカットのために首

切りをしたりすれば、社会的影響は非常に大きくなる。そういう意味での企業活

動の社会的影響の増大があります。

これに平行して、運営にあたるビジネスマンの社会的責任が非常にクローズ

アップされるようになってきます。言い換えると、巨大化したビジネス、営利

企業の影響力の大きさゆえに、「専門職としてのビジネス」という認識が当時非

常にさまざまなビジネスエシックス本などのなかで語られるようになっていきま

す。19 世紀の末から 20 世紀の初頭にかけてアメリカでも学部や大学院レベル

でのビジネス専門教育が一般化していきます。つまり、大企業の経営は専門教育
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を受けた専門知識を持った人じゃないとできない、特別な仕事なんだという認識

が一般化するわけです。医療関係者や法律関係者と同じように、普通の人は持っ

ていないような特殊な知識を教育によって身につけて、ほかの人にはできない仕

事をするというような形で、巨大な企業の経営者というものが社会的に認識され

ていくし、また自覚も生まれてくるわけです。つまり、自分たちの責任を認識し

なければいけないというような声が当時非常に高まっていきました。いわば「受

託者」としての経営者、ビジネスマンという認識が広がるわけです。

そこで当然、経営者倫理みたいなことが広く語られるようになるんですが、そ

の後、ストレートに現代に至るまで経営者倫理とかビジネス倫理はどんどん一般

化してきたかというと、そうではなく、それ以降、やはり循環があるわけです。

とりわけ 1960 年前後にはフリードマンやハイエクとか現代でも名前の知られて

いる人物が、社会的責任に対して否定的な見解を述べるようになります。その循

環を経た上で、1970 年代にもう一度大企業の社会的責任論がアメリカで登場す

るわけです。ここから現代に至るビジネスエシックス論というものが、例えばビ

ジネス倫理の専門家やビジネスエシックスの専門学会とか専門雑誌が整備される

というような形で、現在につながっていくような流れになっています。このよう

な歴史的な経緯があります。

ところが、そのような制度化が進んでいくなかで、当初あった経営者の責任と

いうものはどうも後景に引いていってしまったのではないかという印象がありま

す。日本の具体例だけ紹介しておきます。ちょっと細かい話になってしまいます

が、日本のなかでも特に 1970 年代までは経営者の社会的責任が非常に語られて

いました。例えば、1973 年３月に経済同友会が「社会と企業の相互信頼の確立

を求めて」という宣言を発表したり、1973 年５月には日本経団連が「福祉社会

を支える経済とわれわれの責務」という宣言をしますが、それぞれ文面のなかで

「経営者の責任」ということが明示されていました。ところが、バブル崩壊後、

日本でもＣＳＲ論議が現在に至るまで活発ですが、経営者の責任ということをあ

まり言わなくなってきました。例えば、同じ経団連の 2004 年の企業行動憲章の

なかでは「企業の社会的責任」という文言は出てきますが、「経営者の社会的責

任」という文言は出てこない。責任の所在が非常に曖昧になるわけです。経営者

の責任というところから、企業には責任がありますよねという何かふわっとした

イメージに行ってしまったというようなところがあります。

1970 年代の議論も少しだけ振り返っておきたいと思います。ロバート・ハイ
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ルブローナーという、経済学説史家としても非常に有名な方ですが、彼が同時代

のフリードマンの、非常に強力なビジネス倫理批判に対して反批判を試みるわけ

です。大ざっぱにまとめてみますと、まず第１に、実際のビジネスマン（経営者）

は純粋な自己利益だけで動きたがらないのではないか。要するに、事実のレベル

として、実際そうはしようとしないよね、やはり社会的な責任とかを考えますよ

ねというようなことを言っています。

第２に、フリードマンの見解からすれば、社会の側がルールを決め、そのルー

ルに従って企業は自己利益の最大化をそれぞれの制約のなかでやるという話に

なっているけれども、そもそもビジネス活動のルールは本当に企業側と独立に決

められますかと。1970 年代の当時から、例えばさまざまな政府規制とか業界の

ルールを決めるときには必ず業界大手の経営者などが参加するわけです。つまり、

経済社会のルールを決める側にそもそもアクターである大企業の責任者が入って

しまっているのに、そこで社会が決めたルールのなかで利益の最大化をしますな

んて言っても、ルール作成自体を独立にやっていないでしょうというような反批

判を加えています。

または、あくまでも配当を求めていたり、値上がり益を求めるためだけに、ど

うも値上がりしそうだなと思ってその企業の株式を購入した、いわゆる大企業の

小規模の株主と、経営に非常に大きな責任を持つような中小企業の所有者の有す

る権利が同じなのかと。たまさか一時的に株主になっただけの大企業の小口株主

の利益の最大化がその企業の最大目的であるという言い方は本当に妥当するのか

というような反批判を加えていたりします。

こういう批判を加えるということは、彼は企業の社会的責任を肯定的に主張し

ようとしているわけです。どのようにそれを押し進めていけばいいのかというと、

ハイルブローナーが言うには、「企業の政治化」というものが必要なんだと。企

業の政治化というのは奇妙な表現に聞こえると思いますが、企業というものを市

民社会の公共的な議論のなかに開くということが必要なのではないか、具体的に

は、例えば、経営者が投資家に対して企業の活動の結果こんな悪いことが起きて

いますよというようなことを訴えかけるとか、もちろん民主的なプロセスを通じ

て法的な措置をとるとかといったような、さまざまなやり方があるわけです。経

営者や投資家の訴えかけの具体例として、ハイルブローナーはいまでいうフェア

トレードみたいな消費者の購買を通じた影響力の行使ということも言っていたり

します。ここでそのポイントとなるのは、市民が自分たちの行動や情報提供を通
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じて、企業の活動をめぐる公共的な議論にアクセスすることが必要なのではない

かということです。これは 40年前の話ではありますが、企業の社会的責任の問

題を考えるとき、現在でも参照にすべき話なのではないかと考えています。

さて歴史を振り返るなかで、こういった議論が展開されていました、そのなか

には見るべきものもありますよという話になったわけですが、その上で、もう一

度現代に戻ってどうすればいいのかという話が第３部ということになります。

Ⅲ．企業の適切な位置づけをめぐる諸問題

これまでの歴史的議論をまとめてみると、まず企業の社会的な位置づけという

ものの歴史的変化を通じて、責任の内実や帰属先は変化してきた。ということは、

時期によって責任の帰属先や内実は違うわけですから、そもそも論という論の立

て方だと、いったいどこがそもそもなんですかという話になってしまうわけで

す。あるいは、あるべき論を論じるときに、なぜ企業に社会的責任なんかを求め

ることになったのかという歴史的経緯を踏まえずに論じてもしょうがないじゃな

いか、そういう経緯があった上で、改めて現在これからにおいてどう責任を「適

切に」位置づけられればいいのかという形で論を立てるべきなのではないかと思

うわけです。それゆえ、一方の極にある、企業は株主の経済的利益の追求組織な

んだという考え方も、あるいはもう一方の極にある、企業は社会的貢献を目的と

すべきなんだ、公益に資するべきなんだという、両極のどっちもまずいのではな

いか。企業というのはいろいろな目的を立てるわけですが、あくまでも多様な目

的追求のための効率的な組織、それを実現するために効率的に活動できる組織と

いう位置づけにとどめたほうがいいのではないか。

その上で、どのように社会的責任を当てはめていったらいいのか、「適切さ」

の判断基準とは何ですか、どう判断するんですかという話になります。さきほど

の「企業の政治化」のところで語ったように、何が適切かというのは当然だれか

個人に決められることではないし、ましてや特別な知識を持った人だからといっ

て決められることではないので、身も蓋もない言い方をしてしまえば、公共的な

討議によるしかない。つまり、我々はどういう社会で暮らしたいかということを

決めろという話ですから、当然のことながら、公共的討議によるというしかない

話なんですが、１つ言えるのは、その国における歴史的な事情や経緯といった慣

習を越えた部分はやはり漸進的にしか割り当てえないのではないかということは

言えるのではないかと思います。
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その上で、我々は別に手ぶらで何か公共で議論しましょうという話じゃなくて、

現にさまざまな手がかりがあるのではないかということで、現に適切な位置づけ

をめぐって日本ないしはアメリカ等でどういう議論が展開されているか、幾つか

紹介したいと思います。

まず、去年ぐらい随分マスメディアをにぎわして、経産省のプロジェクトなど

もやられている方だと聞いていますが、原丈人さんが「公益資本主義の確立に向

けて」というちょっと大上段に振りかぶったタイトルの論考で示していた見解が

あります。彼は、公益に資するための社会システムということを言うときに、公

益の中身というのは当然のことながら市民が議論して決めるしかないとしていま

す。これは当然のことで民主社会とはだれか偉い人や頭のいい人が決めたりとい

うことにはならないわけですから、みんなで決めるしかないわけです。その上で、

必要最低限としてこんなことが言えるのではないかということで、企業に関して

は「持続可能性」があったほうがいい。短期的な、すぐつぶれてしまうような、

すぐ夜逃げしてしまうような企業では責任の果たしようがないし、安定したサー

ビスの供給もできないので、持続可能性は重要だと。あるいは、「公平性」も重

要である。また「改良改善性」、活動を通じて、旧態依然としたことをするだけじゃ

なくて、改良改善性が保障されていないとまずいだろうという話をしています。

また、政治思想というか、政治哲学系の議論になりますが、ベンジャミン・バー

バーの見解があります。彼は『＜私たち＞の場所――消費社会から市民社会をと

りもどす』（慶應義塾大学出版会、2007 年）という本のなかで、「民間領域の市

民のための企業・市民協定」というものを提唱をしています。市民的な消費の試

みのほか、市民社会を再確立するなかでの企業活動の再定位ということを主張し

ています。そこでもやはり企業とか企業活動というのはあくまでも市民社会を運

営するための手段なんだということが強調されているわけです。

こういった手がかりを踏まえた上で考えてみたいのは、継続性と開放性のアン

ビバレンスみたいなものが１つ問題の困難としてあるのではないかということで

す。リベラルな社会に資するのは、「長期継続的な老舗的企業」なのか、あるいは「多

様な新規起業の容易さ」、だれもがどんどん新規に起業できるというものなのか。

前者を奨励するような政策と、後者を奨励するような政策は恐らく違うと思いま

す。まず、長期の継続性に関していえば、老舗的な、日本では確か 50年、100

年と続いている企業はたくさんあるんだというような話を聞いたことがあります

が、長期に企業が存続しているわけですから、その企業独自の文化も確立できる。
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それゆえ、責任主体としての継続性や安定性を期待しうる。つまり、できて５年の

企業とその地域で40、50年やっている企業であれば、当然、社会の側が地域に対

する責任を果たすことを求めると同時に、長期に継続している老舗的な企業は責任

の主体としては非常に安定性を持っている。では老舗的な企業がどんどんできるよ

うにしましょうといって、新規参入を規制したり、株式の売買に一定の制限をかけ

るみたいなことをすると、今度は逆に新しく起業することが非常に困難になるわけ

です。資本の移動も停滞する。ということは、長期的な企業が責任主体としては望

ましいからといって、それを制度的に保障しようとすると、それが果たしてリベラ

ルな社会と言えるのかというような問題も出てくるかもしれません。

ではもう一方の多様な新規起業を許す枠組み、資本の移動も自由だし、株式の

移動も自由だし、会社を起こすときにほとんど手持ちの資金なんかいらないよと、

きょうから社長さんになれますよというような仕組みがいいんだろうか。確かに、

いわゆる社会的な目的を実現するためにビジネスの枠組みを使うというソーシャ

ル・エンタープライズ（社会的企業）の容易さは生むでしょう。つまり、法人を

つくるときに繁雑な手続きが必要だったり、非常に大きな資本がいるということ

がなければ、何かよい目的を実現しようとしたときに簡単に法人がつくれる。こ

れは確かにいいことだと。しかしながら、簡単につくれるということは簡単につ

ぶせるということでもあって、そうなると社会的責任の主体としての継続性はや

はり 40、50、60 年続いている企業に比べると脆弱かもしれない。また、社会

の側も今日いきなりできましたという法人に、本当に責任を委ねられるのか、な

いしは彼らが公益に資することをやってくれるのかということはあまり信頼を置

けないということもあるかもしれません。ですから、この場合は、社会的企業を

起こした、ないしは現に活動している個人が責任の宛名になるのかなというよう

な気がします。

まとめ的な話になりますが、企業の長期持続性とそれを支えるための制度は、

短期利益追求を排するためには望ましいだろう。つまり、ルールの仕組みとして

長期の利益を求める必要がなければ、企業活動は結果的に社会の公益に資するも

のとなるだろうと。これは確かに単に短期的な利益だけを求めるような企業活動

だけが存在するような経済社会よりは望ましいかもしれません。しかし、長期持

続性を促進する制度やルールというのは、資本移動の低迷など、新規参入とか起

業の困難を生んでしまい、社会的流動性の低下につながってしまうかもしれない。

これは我々が望むようなリベラルな社会とは異なるものなのではないか。そこに
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対しては何かまずいのではないかというわけです。

こういった形で、では実際にどうするかという話を考え出すと、つまり実際に

企業の社会的責任をめぐるルールや制度をどういう方針で立てようとするかとい

うと、非常に難しい問題がたくさんあるわけです。しかしながら、いままで見て

きたように、これからどうするという話をするときにも、やはりその前提として

社会のなかの企業を我々はいったいどういうものとしてとらえてきたのかという

ことは、当然の前提として考えなければいけない。あるいは、社会のなかの企業

の位置づけや責任をどう考えるのかということをやはり歴史的経緯を含めて考え

ていかないと、これからどういう経済社会を我々は望むのかという問題はなかな

か考えられないのではないか。そういう意味では、我々は現代の経済学だったり、

経営学だったり、あるいは応用倫理学系の議論だけでなく、これまで我々が企業

というものをどう認識してきたのか、企業を中心とした経済社会をどう考えてき

たのかという、まさに経済思想史的な観点が現代的な議論に対しても一定の貢献

を出来るのではないかと考えているということになります。

話が行ったり来たりしましたが、私からは以上です。

（さとう・まさのぶ　大東文化大学経済学部 特任講師）

2010 年７月 22 日開催
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ただいま御紹介にあずかりました東洋大学の太子堂と申します。本日はよろし

くお願いいたします。タイトルに「競争と格差：『弱者』のための競争」という

ように、あえて「弱者」とつけましたが、競争と格差の問題、特に格差問題が

ここ数年盛んに問われるようになりました。その中では、競争というのはどうし

ても「勝ち組」と「負け組」を生み出し、強い者が勝って弱い者をむしばんでいく、

そういう制度だと言われがちです。確かにその側面はあると思います。本稿の第

一節は、「「潰しあいとしての競争」を越えて」というタイトルになっていますが、

最初に、競争の持つマイナス面をある程度御紹介した後、それでも競争にいっ

統一テーマ：ビジネスの倫理と論理への問いを編み直す統一テーマ：ビジネスの倫理と論理への問いを編み直す
講演２講演２

競争と格差競争と格差
―「弱者」のための競争―「弱者」のための競争

太子堂正称太子堂正称
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たいどのような積極的な意義があるかということをお話させていただければと

思います。お配りした資料の文字が自分的にも小さ目かなと思いまして大変申

し訳ありませんが、少々お付き合い願えればと思います。基本的には本（佐藤

方宣編『ビジネス倫理の論じ方』ナカニシヤ出版、2009 年）の文章に沿ってお

話ししますが、適宜省略したり補ったりしながら進めさせていただきます。　

それでは、まず、競争のもたらす弊害やデメリットを指摘するところから始

めたいと思います。本にコンビニ・チェーンの例を載せましたので、ちょっと

ご紹介させていただきます。こちらにコンビニ業界の関係者の方がおられたら、

もしかしたら失礼な話かもしれませんが、あえてコンビニ業界の抱える問題点

を指摘させていただきます。

名古屋もそうだと思いますが、東京でも道を歩いていると、例えばセブン -イ

レブンやファミリーマートなど、同じチェーンのコンビニが近い所に２、３軒並

んでいるのをよく目にされると思います。あれはどのような考えでやっているか

というと、ドミナント戦略と呼ばれるものです。例えばある店舗がもともと１軒

だけあって、その店舗が１日に100万円ぐらいの売り上げがあるとします。平均

は 50万円ぐらいですから、１日 100万円だとかなり儲かっている店舗です。そ

うすると、コンビニ・チェーンの本部は、隣や近くにもう１つ店をつくろうとす

るわけです。そのような形で２つ店をつくったら、例えば２つの店舗それぞれが

70万円の売り上げになる。そうすると、当然コンビニ・チェーンとしては２つ

合わせて140万円の売り上げで、単純にいうと、売り上げは４割アップです。そ

れを狙って近くにもう１軒出店するわけです。コンビニ・チェーン全体としては

もちろん大幅に利益アップですが、しかし、もともとあった最初のお店にとって

は当然ながら死活問題です。最初100万円だったのが 70万円に目減りしてしま

うわけです。こういう形の出店攻勢が当たり前のように行われているわけです。

フランチャイズというのは、元来は地域の独占契約権・販売権を含んだ概念だ

と思うのですが、実際にはコンビニ・チェーンにおいて、１キロ四方とか、何キ

ロ四方にはうちの店しかお店を出してはいけないという契約になっているとこ

ろはほとんどありません。要するに、元あったお店が頑張って売り上げを伸ば

していたら、本部が勝手に隣にお店を建ててしまい、自分の店の売り上げが減っ

てしまう。そういう事例が非常に多いわけです。最近そういった事例が問題に

なっていて、裁判にもなっています。元あったお店が、それはちょっと話がお

かしいじゃないかと思って解約しようとしても、例えば 10年といった長期契約
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を結んでいるために、うちのチェーンから出ていくなら違約金を数千万円払えと

言われたり、もともと最初にコンビニ・チェーンに加盟するときにかなり大掛か

りなお金を払っているのでなかなか退出できなかったりするのです。

また、コンビニでは商品としてお弁当をいっぱい仕入れています。特に芸能人な

どと企画タイアップをしてなんとか弁当みたいなものがよくあってたくさん並んで

いますが、売れ残ったものは基本的に全部お店の負担です。仕入れさせた分だけ本

部のほうが売り上げとして儲かって、お店のほうが損失を負担している。そういう

システムになっているなど、様々な問題点があるわけです。そうしたコンビニ業界

のあり方は悪しき競争の例として非常に端的でして、チェーン同士が競争するとい

うよりは、コンビニ・チェーンの中の同じ系列の店同士が潰しあいという形で競争

を行っている。こうした例を私は「潰しあいとしての競争」と名づけたわけです。

コンビニ・チェーン以外にも、最近は、正社員から派遣社員に切り替えてでき

るだけ人件費を切り下げて利益を出そうとか、そういう動きはいっぱい見られま

す。世の中に「潰しあいとしての競争」は確かに目立ってきていて、われわれは

競争に対してどうしてもネガティブなイメージを持ちがちだと思います。しかし、

それでは、競争は、他者を蹴落として、隣の店を蹴落として、いわゆる「勝ち組」

になるためにあるのか、もしくは、それだけでは終わらないなにかしら積極的な

意味があるのだろうか。本日は、後者の積極的な意味というものを最終的にお話

ししたいと思うわけです。

また同時に、格差問題ということが話題になっていますが、率直に言ってしま

えば、格差がまったくない社会はあり得ないと思います。どんな社会でもどうい

う形であれ格差は出てきます。有名なロールズの正義論ももちろん平等論の一つ

ではありますが、むしろ、限定つきの格差肯定論と呼んでも間違いではないと思

います。だとしたら、格差はだめだという話ではなくて、どういう格差だったら

それは社会的に認知されるのかという問い方が大事かと思います。合わせてその

問題についてもお話しできたらと思います。

それでは、まず、経済学者だけではなく、論壇でよく取り上げられる方々の競

争観を取り上げつつ、現代日本における競争と格差の問題を概括してみたいと思

います。まず一般に言われている競争社会のメリットはなにかといえば、ミルト

ン・フリードマンが述べた「選択の自由」ということになるでしょう。われわれ

は自分たちの予算の制約の範囲内で自分たちの好きな物を自由に購入して自由に

行動できる。いろいろな選択肢があふれている。そうした「選択の自由」が一番の
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メリットとして考えられているわけですが、他方、さきほどお話ししたように、ネ

ガティブな側面も様々にあるわけです。その中で、われわれは生活のすべてがいろ

いろな形で競争に侵食されて、経済的な「格差」だけでなく、自分たちの「本質」

や「本来のあり方」みたいなものも、経済競争とか経済原理に侵食されている、む

しばまれている、置き忘れている。そういう感覚を覚えているかもしれません。ひ

どい場合には、「負け組」という自己認識を行って、他人の手というよりもむしろ

自分の手で自分は「負け組」なんだと刻印する。そのような人たちが増えているわ

けです。

ということで、格差はなにが問題かについて、最近の様々な「格差社会」論をざっ

と眺めてみたいと思います。中でも非常に有名なのが、京都大学から同志社大学

に移られた、橘木俊詔先生の議論です。橘木先生の主張は、いわゆる「小さな政府」

を目指した政策によって「競争と公正のトレードオフ」が生じているというもの

です。岩波新書から『格差社会』というそのものずばりのタイトルの本を出して

いらっしゃいますが、競争が進んだ結果、非常にフェアじゃない社会になってし

まっていると指摘され、具体的な再分配政策によってわれわれは公正性を取り戻

さなければいけないという主張をされています。

それに反論しているのが、大阪大学の大竹文雄先生というこちらも有名な経済

学者の方です。その主張を一言でいえば、確かに格差が拡大しているように見え

るけれども、しかし、実はそれは「高齢化社会」が進展しているからなんだとい

うわけです。つまり、60歳かそれぐらいで定年退職して所得が直接入ってこな

い人の割合がどんどん増えているわけです。だから、データとしては格差社会が

進んでいるように見える。しかし、その 60歳で定年した人は退職金をもらって

預貯金もいっぱいあるし、別に貧しくないんだと、だから、数字上格差が進んで

いるように見えるが、実はそんなのは幻想なんだという主張です。これが経済学

者による格差に対する代表的な二つの見解です。

３番目の中央大学の山田昌弘先生は社会学の方ですが、人々の間の信念や希望と

しての「パイプライン・システム」の崩壊ということを指摘していらっしゃいます。

勉強していい高校に入ったら、いい大学に入って、いい会社に入って、奥さんをつ

くって幸せな生活を築いていける、そういう「パイプライン・システム」が今まで

は日本社会において存在していたが、最近は全部崩れてきている。そうした視点か

ら格差問題について語っておられます。ここで重要なのは、確かに経済学的な絶対

的な所得水準や制度の問題も大事ですが、格差の問題をいかに捉えるかという「認
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知の問題」も格差問題において非常に重要ではないかということです。これは後で

格差問題を改めて取り上げるときの私の一つの視角になっています。

次に社会科学者以外の競争観を見てみたいんですが、例えば、競争社会とは基

本的に「卑怯」な社会だという議論があります。代表者は「保守派」に属すると

されるお茶の水女子大学名誉教授の藤原正彦先生で、新潮新書『国家の品格』で

も有名な方です。もともと数学者の方ですが、最近は、格差社会や競争社会、小

泉改革路線を批判するなどの活動をされています。藤原先生の議論を端的に御紹

介します。

「市場原理主義の前提は、まず公平に戦いましょうということである。公平
に戦って勝った者が利益を全部取る。公平に戦った結果だから、ぜんぜん悪
いことはない。勝者が全部取っても構わない。こういう論理で競争社会は成
り立っている。しかし、この論理は自分が主張する「武士道精神」によれば
卑怯なものだ。なぜならば、大きい者、強い者が小さい者、弱い者をやっつ
けるのは卑怯である。日本の伝統に反している。そのように武士道精神は教
えている。しかし、アメリカ由来の市場原理主義はそういうことをまったく
無視してしまっている。勝った者が強いという一本道のような論理で全体を
通してしまっている」

このように批判されるわけです。いわゆる「保守派」の立場からの、競争社会

批判の代表的なものと思われます。

続いて、いわゆる「負け組」と呼ばれる立場から競争を捉える議論もありまして、

３つぐらいご紹介します。最初の赤木智弘さんのものは数年前にたいへん有名に

なりました。この方の経歴には「年収 150 万円のフリーライター」とありますが、

大学を卒業されて少しだけ企業で働かれた後、30代までずっとコンビニエンス

ストアでバイトをしていて、その後フリーライターとして最近活躍されている方

です。この方はちょうど私の世代になりますが、35歳ぐらいですか、「ロストジェ

ネレーション世代」と呼ばれる、バブル崩壊後の不況のときに苦しい就職活動を

した世代に属します。最近よく言われる「ワーキング・プア」の代弁者と呼ばれ

ていて、いまは廃刊になりましたが、朝日新聞の『論座』という雑誌に発表した

「『丸山眞男』をひっぱたきたい 31歳フリーター。希望は、戦争」という非常に

強烈なタイトルの文章が話題になりました。

内容については既に御存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、改めて簡単
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に御紹介させていただきますと、赤木さんはこう主張するわけです。自分たちみ

たいなワーキング・プアなり、ロストジェネレーション世代が苦労しなければい

けないのはなぜか。それはいわゆる団塊の世代を中心とする平和な安定した社会

を志向する保守的な風潮が、逆に自分たちの生活を苦しめているんだというので

す。その主張が本当に正しいかどうかは別問題としまして、赤木さんにとっては、

平和な安定した社会はまさに既得権の世界だと、自分たちより上の世代は高度経

済成長を謳歌して正社員になって、年金がもらえたり、ボーナスがもらえたりと

かいろいろな既得権を享受している。しかし、そんなものは自分たちは何一つも

らえない。そうした閉塞状況を打開するためにはどうしたらいいかというと、「戦

争」が必要だというわけです。

丸山眞男、いわずとしれた非常に有名な日本の学者の代表格ですが、丸山は第

二次世界大戦中、陸軍に徴兵されるわけです。彼は東京帝国大学を出て、大学進

学率が現在と比べ物にならない当時でいえばスーパーエリートです。そのスー

パーエリートの丸山が徴兵された陸軍の場では、陸軍は良くも悪くも平等社会で

すから、エリートであることをまったく考慮されずに、当時の中学にも進んでい

ないような一般の二等兵や下士官、そうした兵士たちと同列に扱われ、当然嫉妬

や羨望の混じったいじめも受けるわけです。それを丸山は非常に辛い経験として

語っているわけですが、赤木さんはそれをむしろ肯定的に捉えるのです。

つまり、スーパーエリートであった丸山が軍隊において自分たちと同じ土俵に

引きずり下ろされたようなことを、現在の社会でも自分は望んでいる。要するに、

既得権を持った層を引きずり下ろしたい。そのためには「戦争」だというわけで

す。「戦争こそが自分たちなにも持たない世代の唯一のチャンスである。」ここで

具体的に「戦争」というのは、「規制緩和」と「労働の流動化」が極限まで進む

ことですが、赤木さんはそれによって既得権を持ったいわゆるホワイトカラーが

自分たちと同じ生活レベルにまで引きずり降ろされることを望むわけです。

似たような議論としては雨宮処凛さんのものがあります。この方の文章も最近

よく論壇などで目にしますが、右翼から左翼に転向したという非常に変わった経

歴の持ち主で、朝日新聞などで「プレカリアートのマリア」と呼ばれている方で

す。この方も著作の中で、「32歳不安定作家。希望は、革命戦争」と、赤木さん

の主張に対して非常に肯定的なサインを表明されています。つまりは、自分も戦

争や天災による社会の「リセット」を望むと、こういう閉塞した状況に対して一

度リセットボタンを押したいというわけで、それによって現状を打破したいとい
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う主張を展開するのです。

３番目が城繁幸さん。この方は富士通にいらした方で、やはり上のお２人や私

などとも同じ世代の方です。富士通という企業は、御承知のように 10年ぐらい

前に成果主義を大々的に取り入れました。では成果主義を取り入れて富士通の業

績が大幅に伸びたかというと、むしろ逆で、会社の内部が非常に混乱して業績が

低迷したわけです。城さんに言わせれば、彼はまさに当時勤めていたわけですが、

成果主義という名の改革が実は日本型序列主義にすり替わったにすぎなかったと

いうのです。その上で、城さんは年功序列を否定し、もっと自分たちみたいな若

い世代に有利な雇用条件をつくるべきだということで、社会全体、日本型経営や

正社員の手厚い保護を一度「ガラガラポン」と壊すべきだと主張されるわけです。

雨宮さんは、いわゆる一般的な労働市場の「ガラガラポン」、つまり労働の流

動化には直接賛成ではありませんが、１番の赤木さんと３番の城さんの議論は

非常によく似ています。ですが、赤木さんは「年収 150 万円のフリーライター」

ですし、城さんは東大を出て大企業に勤めていたエリートで、にもかかわらずそ

の議論が接近しているという面白い現象があるわけです。

赤木さんたち非正規労働者たちの持つ正規労働者の既得権に対しての反感が、

自分たちの生活を苦しめていると言える「日雇い派遣」や「アルバイト派遣」そ

のものに対して向かうのではなく、ラディカルな規制緩和論者、労働の流動化論

者である国際基督教大学の八代尚宏先生が主張されるような「全面的な労働市場

の流動化」へと接近しているという現象は非常に興味深いです。なぜなら、これ

は一般的には「勝ち組」の論理として語られていることです。「勝ち組」の人間

が自分たちの才能を生かすためにどんどん流動化を進めて、能力がある人間はよ

り高い報酬をもらえるようにすべきだとか、そうした議論に「負け組」の代表を

辞任する赤木さんの議論も接近しているわけです。

労働市場の流動化の進展を促す主張それ自体は、バリエーションの幅はありま

すが、おおよその経済学者の共通認識となっていると言ってよいでしょう。ただ、

１つだけここで留保をつけておくとすれば、経済理論的には正しくても、急激な

労働の流動化のリスクに無関心であることは現実の雇用や消費の問題を考える上

では危険をもたらすことには注意を払う必要があるでしょう。

続いて、個人主義と経済原理の奇妙なねじれについてお話しますが、ここでは

さらに非常に興味深い奇妙な現象を指摘することができます。つまり、上記の議

論では、個人主義と経済原理、もしくは競争原理がもはや分離しているわけです
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が、これまではその２つがワンセット、不可分なものとして語られてきたわけで

す。冒頭のフリードマンの議論などがその典型です。しかし、赤木さんや城さん

たちが主張するのは、結局、個人の自助努力を目指すことには、それによって自

分たちの行動を改善することには、もはや限界があるということです。だからこ

そ、自分たちの運命を「戦争」や「リセット」や「ガラガラポン」に求める態度

が非常に特徴的なわけです。

これは確かに私自身も同世代としてわからないことはないし、そういうことを

まったく考えたりしないわけではありません。例えば、東京大学の社会学の本田

由紀先生がおっしゃられている「自己実現系ワーカホリック」という言葉があり

ます。ワーカホリックというのは仕事中毒ということですが、自分の人生のため

に頑張って仕事をやっているぞと見せかけて、実はそれは人から押し付けられて

いるだけだと、サービス残業をして自分はそこで一生懸命頑張っている、充実し

ていると感じていても、実はそう思い込んでいるだけではないか、制度にそのよ

うに思わされているだけじゃないかと本田先生は批判するわけです。そういった

形でのサービス残業の「自律化」に対する批判は私もまったく同感です。ただ、

同時に指摘しておかなければいけないのは、やはり健全な意味での自助努力の精

神、つまり「自ら目標を育み努力する」というテーゼが社会から失われていくこ

とは非常にまずいのではないかということです。

赤木さんたちの議論については、そういう意味で実は私もある程度共感を抱く部

分もあるのですが、しかし疑問が２つあります。１つ目は、現在の社会でなにかを

獲得できない人たちが、より過酷な「戦争状態」においてはたして生きていけるの

かという疑問です。２つ目は、現実の社会への不満から、急激に理想社会を求める

あまり、「ディストピア（逆ユートピア）」、ファシズム体制なり、官僚制的な社会

主義国家なり、収容所列島、そういう体制に行き着くことへの危険性は、実は20

世紀の中にいっぱいあったわけです。その現実をいま一度思い起こすべきではない

か。いまの社会に求められているのは、われわれがせっかく歴史的な経緯を経て獲

得した自由や人権という理念、もちろんこれらは日本社会において様々な問題を抱

えていると思いますが、しかし、そうした理念を放棄するのではなく、競争社会に

おいて「潰しあい」ではない別の理念を発見することではないでしょうか。

ではそれはなにかということをお話しする前に、格差問題に対する特徴的な見

解をもう一つ見ておきたいと思います。有名な上智大学名誉教授の渡部昇一先生、

この方も藤原先生と同じ「保守派」と呼ばれる立場に属しますが、しかし反対に



179

競争と格差

格差を積極的に肯定されています。その主張を手短に紹介しますと、格差の存在

が経済成長に不可欠なことを指摘した上で、相続税の撤廃や所得税の大幅引き下

げが必要だということです。こうした金持ち優遇の税制を導入し、それによって

経済のさらなる発展を目指すべきだというわけです。現代における過度の平等主

義は大衆社会における「嫉妬心」の産物に過ぎず、むしろ格差の存在は経済成長

に不可欠であり、それを促進するためには金持ち優遇税制を積極的に取り入れる

ことで、階層の分化を図るべきだとまで主張するわけです。

この主張はかなり極端ではありますが、それでも、ある程度格差があったほう

が実は経済発展につながるという、「富者の社会的効用」を強調している点自体

は実は間違いではないと思います。しかし、いま御紹介したような、生まれなが

らの格差を意図的につくり出そうという方策には、私はまったく同意できないし、

これも一種の「ディストピア」、もしくは「一種の身分制社会」を求める議論で

はないかと考えます。この議論においては、初期条件として下位の層に生まれた

者は、なぜそうした境遇に甘んじなければいけないのかをまったく了解すること

ができません。自分も努力次第で「金持ち」になれるという期待や方策が与えら

れないままに、全体の繁栄という視点からのみ格差が肯定されるのであれば、こ

れはまさに「ディストピア」であり、「身分制社会」にほかなりません。ですから、

競争を否定するのではなく、同時により理念的な競争の意義はなにかということ

を考えていきたいと思うわけです。

それでは、競争の持つ積極的意義について論じる前段階として、「競争は「強

者」のためのものか」という問題について論じてみたいと思います。さきほど御

紹介したような、特に藤原先生に代表されるようないわゆる「保守的」な議論と

いうか、保守的という言葉を批判的文脈のみで使うのは実は好むところではない

のですが、いずれにせよ、こうした議論、つまり競争社会の進展が自分たちの共

同体や伝統などの価値観をすべて破壊してしまう、むしばんでしまうという観点

は、彼に限らず、確かにわれわれの心の中のどこかにあると思います。

実はこれはいまに始まったことではなく、特に産業革命勃興当時のイギリスで

非常に幅広く論じられた問題でした。経済思想の分野で「富と徳」問題と言われ

るものです。1707 年にイングランドとスコットランドが合併し、それまで別々

だった国が１つの国になったことで、経済的に劣っているスコットランドが優位

なイングランドに飲み込まれるという事態になりました。そこで問題になったの

は、スコットランドにはウィスキーやキルトスカートなど現在でも独自の様々な
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伝統がありますが、そうしたスコットランド独自の言語や文化、風習が経済発展

とともに失われてしまうのではないか、そういう懸念が幅広く起こったのです。

実は、アダム・スミスの有名な『国富論』という書物も、この「富と徳」という

問題を考える上で出てきた書物です。

この「富と徳」問題に対して否定的な、つまり経済の発展がスコットランド独

自の伝統や文化をむしばんでしまうという議論の代表者はフレッチャーという人

で、彼の批判は、人間は共同体の成員としての義務を果たすことで初めて市民で

あるという古典的共和主義（republicanism）に基づいています。このように経済

の発展を批判的にとらえる議論としては、他にも有名なアメリカの経済思想家で

あるヴェブレンが挙げられるでしょう。彼の議論の中心は、「営利企業（business）」

が競争社会において伝統的なものづくりの精神といったものをどんどん破壊して

いくのだという指摘です。サッカーのクラブチームでも、野球のチームでもいい

んですが、例えば、それまで独自のスタイルや伝統があったサッカーチームがビ

ジネスの対象になって、どこかのお金持ちが買収する。そうすると、それまで

あったサッカーチームなり野球チームのよき伝統が一掃されてしまうことがある

わけです。日本のプロ野球でもオリックス・ブレーブスでしたか、あれなども昔

の阪急ブレーブスの伝統というものが良くも悪くも消えてしまったと思います。

ちょっと卑近な例ですが、単純化すればそういうことにもなりましょうか。

ヴェブレンはそういう現象を「営利企業による「産業」の侵食」と表現します。「営

利企業」というのは利益追求のみを原動力とする組織です。他方、「産業（industry）」

とは良きものをつくろうとするものづくりの精神にあふれた企業ですが、結局は、

「営利企業」が「産業」の持つ精神を破壊してしまうと指摘するのです。彼のそ

ういう問題意識は、私も確かになるほどと共感するところが大きいんですが、ヴェ

ブレンは、自分の思想をある意味体現するが如く、隠者となって山にこもって山

荘で孤独な晩年を過ごしたわけです。確かに現代社会、資本主義社会は汚い側面

がいっぱいあって、彼のようにそこから降りられたら幸せになるのかもしれませ

ん。しかし、それはやはり彼のような強い意志や精神を持った人間だけができる

ことで、われわれが実際に「制度」から完全に「降りる」ことは不可能だと思い

ます。それでは、競争から「降り」ないで、その上でどのような積極的な意義を

見出すべきなのかということをここでお話ししたいわけです。

さきほどのフレッチャーのような、経済の発展（ある程度は認められますが）

が人間性や伝統、文化をどんどんだめにしていくのではないかという議論に対し
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て、アダム・スミスの先駆者である、マンデヴィルが次のような反論を行います。

マンデヴィルの『蜂の寓話』という本は非常に有名で、全部読むとかなり長いん

ですが、その内容を端的に紹介すると、次のとおりです。確かにいわゆる「道徳的」

な論者が批判するように、人間の虚栄心や「高慢」は悪徳だと言えるかもしれま

せん。しかし、悪徳なんだけれども、そうした悪徳が富者に奢侈として大規模な

消費を行わせる。大規模な奢侈品をつくるためにいろいろな経済活動、いろいろ

な経済工程が存在し、そこにいろいろな人間が雇われる。それによって大多数の

貧民にも職が与えられて、消費社会、経済社会がどんどん発展していく。だから、

悪徳は実は公益につながるし、それ自体を批判してはいけないとマンデヴィルは

主張するわけです。つまり、個人的な動機を追及する「利己心」こそが社会を発

展させるというわけです。これは現代の経済学的な発想の原点に立っているわけ

です。言い方を変えるならば、限定された利他心しか持てず、「利己心」に基づ

いたインセンティブが働かないと行動できない、一つには、それを「弱者」と私

は呼んでいるわけですが、そうしたわれわれ一般人の存在がマンデヴィルによっ

て初めて承認されたと言うことができるかもしれません。

しかし同時に、マンデヴィルは「低賃金の経済論」というものを唱えます。当

時は重商主義体制と呼ばれてフランスやイギリスが経済力を高め、同時に軍事力

を高めて、互いに植民地確保競争、経済戦争を行っている時代です。その中で、

富国強兵を達成するために、マンデヴィルたちは「低賃金の経済論」を唱えるわ

けです。つまり、国を強くするためには輸出を増やして輸入をできるだけ減らす

ことが大事だと、そうすれば貿易の差額で国がどんどん豊かになる。それでは輸

出をできるだけ増やして輸入をできるだけ減らすためにはどうしたらいいかとい

うと、まず輸出を増やして経済競争に勝つためにはぎりぎりまでコストカットを

行って労働者の賃金を下げる必要がある。同時に、労働者の賃金を下げると、彼

らは外国から入ってくる奢侈品、ぜいたく品を買わない。だから、輸入も少なく

なる。その結果、貿易差額が黒字になって国が豊かになるのだと主張するわけです。

これは 200 年、300 年前の議論ですが、現代の日本の格差社会の状況をある

意味表しているところもあると思います。実際にそのような形でコストカットを

進めることによって経営の改善につながった企業もいっぱいありますし、リーマ

ンショック以前の好景気と呼ばれた時期でも、労働分配率、つまり労働者の取り

分はマイナスになっていまして、それが好景気を身近に感じられなかった大きな

原因です。重商主義というのは、必ずしも克服されつくした昔の話ではないわけ
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です。そういう意味では、マンデヴィルの議論は、一面ではわれわれにとって福

音とも言える存在ですが、一方ではまだ不充分と言えるでしょう。

そこで次に御紹介するのが、マンデヴィルの「利己心」という概念を引き継ぎつ

つ「高賃金の経済論」を唱えた、つまり労働者には高い賃金を払ったほうがいいん

だ、それが経済を発展させるんだという、ヒュームやアダム・スミスの主張です。

ヒュームとアダム・スミス、両方ともビッグネームですが、ここでは「高賃金

の経済論」を中心に、手短に御紹介させていただきたいと思います。彼らは２人

とも基本的に競争と格差の存在を否定しません。むしろ先程の渡部先生のように、

格差の存在は必要なことであると主張します。しかしでは、なぜ必要なのかとい

うと、それは下層階級の福利を増大させるためにあるんだというわけです。ここ

が決定的に重要な点です。例えば、アダム・スミスの『国富論』からの引用ですが、

ちょっと読ませていただきます。「豊かな労働の報酬が（人口の）増殖を刺激す

るように、同じく庶民の勤勉をも増進させる」。つまり、豊かな労働賃金を払う

ことによって、単にそれは労働者の生産意欲を高めるだけでなく、勤勉になると

いうわけです。「労働の賃金は勤勉の刺激剤であって、勤勉というものは他の人

間のすべての資質と同じように、それが受ける刺激に比例して向上する。」つまり、

賃金を高くすれば、それまで貴族しか使えなかった奢侈品が労働者にも買えるわ

けです。それを目指して、みんな必死に頑張る。そのような形で「自分の境遇を

改善し、自分の晩年が安楽と豊富のうちに過ごせるだろうという期待、希望を持

たせることが非常に大事であるし、それさえあれば、それは労働者を活気づけて、

その力を最大限に発揮させる。」つまり、そうした「期待」が生産の効率性も上

昇させるということです。またそれだけではなく、そうした洗練の過程は端に物

質的なものにとどまらず、人々を「勤勉（industry）」にし、学問や文化にまで

波及するというのです。時代は異なりますが、先程のヴェブレンと同じく、ヒュー

ムとスミスも industry という言葉を非常に肯定的に使用していることに注意し

ていただければと思います。

続いて、非常に有名な一節ですが、「どんな社会も、その成員の圧倒的大部分

が貧しくみじめであるとき、その社会が隆盛で幸福であろうはずはけっしてない」

と彼は述べて、自分がなぜ『国富論』において自由貿易、自由経済を主張するか、

それは下層民衆の一般的な経済状態を上昇させるためにほかならないと主張する

わけです。ここに、ともにスコットランド人であったヒュームが経済の発展を積

極的に評価し、スミスが『国富論』を著した意図が端的に示されています。
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次は格差についての彼らの議論を見てみますが、平等主義批判として、ヒューム

の非常に有名な文章があります。当時、徹底的な平等を求める、いまでいう社会主

義運動、共産主義運動の走りみたいな、水平派と呼ばれる集団があって、ある程度

政治的な力を持っていたわけですが、それに対してヒュームは次のような文章で批

判しています。「これら（水平派たち）が主張するような完全な平等の観念は、い

かにもっともらしく見えようとも本質的には実行不可能であり、もしも不可能でな

いにしても、人間社会にとって非常に有害である。なぜなら、財産をいかに平等に

したとしても、人々の技術、管理そして勤勉の程度の相違は、たちまちその平等を

打ち砕いてしまう。あるいはまた、もし諸君がこれらの美徳（技術、管理、勤勉）

を抑制するならば、諸君は、社会を最も極端な窮乏に陥れる。その上すべての不平

等を、その出始めにおいて警戒するためには、最も厳格な取り調べが必要であり、

それを罰し、矯正するためには最も峻厳な司法権が必要である。しかしながらそれ

ほどに大きな権威は、やがて圧制に堕落してしまい、きわめて不公平に行使される

に相違ない」。もちろん時代は違いますが、さきほどもちょっと申しましたように、

われわれが目にしてきましたが、20世紀の全体主義の悲惨さを連想させるものと

言ってよいでしょう。

このようにヒュームやスミスたちはある程度の格差を容認したわけですが、そ

れはなぜかというと、幾多の段階を経て、個人ひとりひとりにその利益が還元

されるという経済的な過程（トリクルダウン）を重視したためであって、それ

がなにより下位層の利益になるという観点から自由な経済活動を主張したわけで

す。やや極端な主張かもしれませんが興味深いものとして、こういう観点から出

発してなんとスミスの議論を一種の福祉国家の先駆者と捉えるフライシェイカー

（Fleishaker）の研究なども登場しています。いずれにしても、格差の存在はあ

くまでもその他の手段というわけです。

それでは次は＜競争とは相手を蹴落とすことか？＞ということで、スミスの競

争観についてもう少し考えてみたいと思います。競争という言葉は確かに相手を

蹴落とすとか、勝ち組になるというような語感を持っているわけですが、スミス

は『道徳感情論』という有名な本の中で、emulation（真似をすること）として

の競争の意味を強調しております。ちなみに、英語で「競争」を著す言葉はいく

つかありますが、『国富論』において主として使われているのは、competitionで

して、これももとは「ともに（com）励む (pete)」という意味です。

それでは emulationに関しまして引用４をご覧いただきたいと思います。さき
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ほども申しましたように、当時フランスとイングランドが重商主義的な経済競争を

行っているわけです。それを指してスミスはこう述べます。「フランスとイングラ

ンドは、それぞれ、他方の陸海軍力の増大を恐れる理由を、なにかしら持っている

だろう。しかし、それらのいずれにとっても、他方の内部的幸福と繁栄すなわち、

その土地の耕作、その製造業の発展、その商業の増大、その港と碇泊所の安全性と

数、すべての自由学芸および科学におけるその熟達に対する嫉妬は……」。フラン

スの国民なり、イングランドの国民は、相手の国が幸福に繁栄しているとジェラシー

（嫉妬）を覚えるというわけです。これは現代でも同じで、中国脅威論といった形

で中国が台頭してくると日本人は危機感を覚えるし、おそらくは相手も同じなわけ

です。でも、そうした嫉妬は「フランスなりイングランドのような大国民の尊厳に

ふさわしくない」とスミスは指摘するのです。「他国の繁栄、改良は、われわれが

生活している地球全体、世界の本当の改良である。お互いに経済活動によって人類

は便益を受け、人間本性は高貴にされる。そのような諸改良において、各国民は自

ら卓越するように努力するべきであるだけではなく、人類への愛から、その隣人た

ちの卓越を妨害するどころか、促進するように、努力すべきである。これは国民的

競争（National emulation）の適切な対象であって、競争は国民的偏見あるいは嫉妬

の対象ではない」と主張します。ヒュームも “Jealousy of Trade（貿易の嫉妬）”とい

う短い文章の中で似たようなことを述べています。

この引用について、中央大学の井上義朗先生が次のようなスミスの経済論、競

争論の意義を強調されているので、併せて御紹介したいと思います。「競争のメ

リットが、優れた競争相手を目指しての自己鍛錬にあるとすれば、競争相手には

いつも、いくらか自分より高めの位置にいてもらわねばならない。そうであって

始めて、それは自分の目指すべき目標になり、自己を高める契機にもなる。ゆえ

に、競争相手がもし脱落しそうに陥ったら、相手を自分より高めの位置に押し上

げるべく助力せよ、とスミスは説いている。」実際に相手を押し上げることはで

きるかどうかという具体的な問題はあると思いますが、少なくともここで語られ

ているのは、競争というのは削りあいや潰しあいではなく、お互いが繁栄するた

めの一つの大事な手段だということです。こうした形で、互いの優れた部分を真

似ながら、自己を高めていくという意味での「卓越」と他者への「共感」の重要

性がスミスの競争論において語られているわけです。

また、そちらにおられる関西大学の中澤信彦先生が『経済思想の論じ方』の第

３章でスミスの「フェア・プレイ」について詳しく論じられていますので、改め
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て紹介させていただきます。これは『道徳感情論』における文章ですが、「フェ

ア・プレイ」の精神についてスミスはこう述べています。「富と名誉と出世を目

指す競争において、彼は自分のすべての競争者を追い抜くために、できる限り力

走していいし、あらゆる神経、あらゆる筋肉を緊張させていい。しかし、彼がも

し、彼ら（競争者）のうちの誰かをおしのけるか、投げ倒すかするならば、観察

者たちの寛容は完全に終了する」。つまり、ゲームを見ている人々全体、社会全

体の観察者としての目線は、フェア・プレイを侵犯した人間に対して完全にマイ

ナスに働くということです。まったく評価に値しない行動であり、それはフェア・

プレイの侵犯であって、彼ら（観察者）が決して許しえないことなのです。

現在の日本の社会を振り返ってみると、規制緩和による市場の効率化によるマ

イナスの影響として、勝ち組になるためにはなにをやっても許されるという風潮

がともすれば存在すると思います。現実に、業界ナンバーワンになるためには違

法行為が許されるとまでうそぶく企業の社長もいるわけです。競争社会はこうい

う議論、言説を許容するためにあるのかというと、それは断じて違います。いま

ご覧いただいたように、競争は下層民の利益や雇用、さらには「勤勉」といった

徳、そういう倫理や他者への「共感」「フェア・プレイ」といった精神と不可分

なものだとスミスは語っていたわけです。

それでは、次の「格差と自己意識」の話に移らせていただきます。格差の問題

について、まず指摘しておくならば、例えば、アメリカで書かれたシプラーの『ワー

キング・プア―アメリカの下層社会』という本があります、ワーキング・プアと

いう現象は日本だけでなくてアメリカでも同じようなことが問題になっているわ

けですが、シプラーはアメリカの格差問題を指して、次のように述べています。

「アメリカの貧困者たちは、香港や 16世紀の社会ならば貧しい人たちではない。

彼らは今ここで、いまここアメリカにおいて貧しいのだ。・・・アメリカの貧困

者たちは、アメリカのほかの人々たちが享受しているものから見て、貧困化され

ており、社会が意志さえあれば提供できるものから見て貧困化させられている。」

つまり、アメリカの貧困者たちは、御飯が食べられないとか、飢え死にしそうとか、

そういう絶対的な貧困の意味ではなく、相対的な貧困、御飯は食べていけるかも

しれないが、ほかの人が享受しているもの、誰かが車を持っているとか、携帯電

話を持っているとか、いろいろななにか奢侈品を持っているけれども、しかし自

分は持てない。そういう意味で「貧困」に陥っているというわけです。

もちろんアメリカでも実際に飢え死にする人はいるし、日本でもいます。ただ、
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シプラーが指摘するように、先進国の貧困問題は、食べて生きていけるか生きて

いけないかという問題そのものよりも、むしろいま言ったような認知の問題が重

要だというわけです。赤木さんや雨宮さんたちの議論もそうですが、実際に生き

ていけるかどうかということよりも、他の人たちが享受しているものを自分たち

は獲得できない、そういう感覚が格差問題の根底にあると考えられます。

つまり、格差社会のなにが一番問題かというと、自分たちは「負け組」である

という自己認識が実際の消費行動や目的追求に対してマイナスの影響を与えてし

まっていることです。格差の問題はそのように認知の問題であって、自己意識と

深く関係する問題なのです。

そのように他者と自分を見比べて劣等感を感じて、自分を「負け組」だと認識

する。その端的な例として、恋愛もしくは性愛の問題ということが経済思想的に

も言えるかと思います。痛ましいことですが、昨年、秋葉原で通り魔殺人事件が

ありました。その犯人は、自分は派遣社員かなにかですごく辛い暮らしをしてい

て、その結果、異性と上手に関係を結ぶこともできない。裁判でもそういった話

が語られていましたが、今の文脈に引き寄せて言いますと、自己に対する社会的

認知の問題ということでして、そうしたマイナスの社会的な認知があのような非

常に悲惨な事件の一因になっているわけです。一般的に言っても、そういう恋愛

（性愛）の場は自己同一性の根本にあって、自己意識をなにより投影する場であ

るがゆえに、場合によっては危機的な状況も引き起こされるわけです。さきほど

ご紹介した橘木先生も、そうした問題に関連して『女女格差』という形で、女性

における経済格差と恋愛（性愛）の格差の関係について、非常に微妙な問題では

ありますが、関心を広げてられております。

評論家の小谷野敦さんはまさしくこうした問題を「ロマンティック・ラブ・イ

デオロギー」であると批判しています。手短に説明するならば、われわれは現代

社会において、テレビや小説、漫画や映画などいろいろなメディアによって「恋

愛は誰にでもできる、できないものは落伍者」と刷り込まれている、「洗脳」さ

れているということです。実際に、35 歳を過ぎて異性と関係を結べないとか、

40歳を過ぎても結婚できないとか、そういう人たちが集まっているインターネッ

ト掲示板などもありまして、そこでは露悪的に語られている部分ももちろんある

のですが、一方では、さきほどのような殺人事件にまでつながりかねないような

自己同一性の危機が率直に表明されていて、小谷野さんの主張は、そういう「洗

脳」から自分を解き放つことが大事だというわけです。こうした思考をイデオロ
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ギーなのだと相対化し、それから「降りる」ことが不必要な悩みから解放される

手段だと説くわけです。

経済思想の分野では、先程のヴェブレンもそうした経済社会と異性間の性愛と

いう問題を「男性による女性の所有」の誇示という形で語っています。ヴェブレ

ンによれば、未開社会において、男性が戦利品という形で女性を「所有」して自

分の力を誇示したように、近代社会においても経済的な力によって男性が女性を

「所有」誇示する社会なんだというわけです。こうした形でヴェブレンはシニカ

ルに近代社会を考察するわけです。小谷野さんの話で紹介したような、イデオロ

ギーや思考習慣のことをヴェブレンは「制度」と呼ぶのですが、そのように思考

習慣を「制度」であると相対化することが、ヴェブレンの目的であったわけです。

それはたいへん重要なのですが、理論分析ではなく実践的な方策としては、先程

も申しあげたように、そのように相対化して全面的に「降りる」ことははたして

本当に可能なのか、という疑問が湧いてきます。ひとたびメディアによって消費

物質の魅力なり「恋愛教」なり、それを刷り込まれてしまった者は、頭の一方で

それをイデオロギーや「制度」であると理解できても、その「制度」からはたし

て降りられるのかという問題が現実には存在するでしょう。

しかし、それでも、われわれが小谷野さん、あるいはヴェブレンの指摘から読

み取るべき示唆は２つあるでしょう。１つ目は、「一元化された価値を絶対化し

てはいけない」ということです。格差問題の根本は、一つの価値観に囚われ、そ

の基準に自らを押し込めようとすることにあります。自分は年収 150 万円のフ

リーターだと、だから、社会が憎いとか、もしくは、何かこういうものを手に入

れなければ一人前ではないとか、そうしたイデオロギーに自分が自分ではまり込

んでいく、そういう葛藤はやはり相対化すべきだということです。２番目としま

しては、競争それ自体から「降りる」ことは不可能でも、一つの競争から「降り

る」ことは可能ではないか、言い方を変えると、競争とはきわめて多様なもので

あって、一つの競争で負けたとしても、別の競争に移ることができるのではない

かということです。

より経済思想的な議論、その中でも自由主義経済学の代表者であるフリードリ

ヒ・ハイエクの議論を援用しながら、この問題についてもう少し突っ込んで考え

てみたいと思います。よく議論されるのは、「競争が価値の一元化をもたらす」、

特に業績など一つの価値観で人々が階層化される「成果主義」にわれわれは支配

されてしまっているのではないかということです。さきほど「潰しあいの競争」
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のところでも述べましたが、こういう形での競争批判は非常に根強いものがある

と思います。しかし、私がここで主張したいのは、そもそも市場での評価とはあ

くまでも一面的なもの、金銭的な評価に過ぎないはずであり、その他の価値と実

は無関係のはずだということです。所得を年間１億円稼いでいようが、その人の

人格とはまったく関係ないですし、その他の価値とは無関係のはずですが、それ

がいつしか一つのイデオロギーに統合されてしまうことが問題なのだと思います。

一般に新自由主義の代表者、自由経済の代表者と呼ばれるフリードリヒ・ハイ

エクは、そうした「格付け」とか「成果主義」という形で競争社会を語ったり擁

護したりすることに対して非常に厳しい批判を展開しています。彼は「成果主義」

によって一元的に格付けされた社会は自由とは異なると述べていまして、具体的

には２つの論点からなっています。１つ目は、仮になんらかの競争の結果や成績

を評価して、その人の「功績」や「価値」「本質」などが 100％格付けできる社

会になったとしたら、それは 100％正しいがゆえに、下位層に底知れぬ絶望感

を感じさせる、ということです。例えば、私がなにかの格付けのチェックを受けて、

全人格評価を受け、お前の総合的な偏差値は 40だと言われたとしたら、確かに

それは正しいのかもしれない。しかし、それが絶対的に正しいのだとしたら、「あ

あ自分は徹頭徹尾、偏差値 40という場所にいるのだ、上の人間とは明らかに違

うのだ」という形で人間がまさに格付けされてしまう、自由とは反対のヒエラル

ヒー社会だというわけです。

２番目としては、そうした「功績」「価値」「本質」といったものを 100％正

しく評価することなど実際には不可能だということです。そもそも市場における

成果とは、努力の要素もあるし、生来の能力の要素もあるし、かなりの部分「運」

に依存する要素もあるわけです。そのようないろいろな要素が複合したもので

あって、それを切り離して評価することは不可能です。全面的な格付けによるヒ

エラルヒーとは幻想に過ぎず実際には不可能にもかかわらず、「成果主義」といっ

た形で、あたかも評価が可能だと信じて社会の設計を行うことは、理性の濫用で

あり、社会を大きな混乱に導いてしまうとハイエクは批判するわけです。言い方

を変えると、格差社会の問題の根底には、計量不可能であるものをあたかも可能

であるとみなすイデオロギーが存在しており、それはハイエクが目指した競争社

会の姿ではないのです。

ハイエクは続けて次のようなことを言います。競争とはなんのためにあるのか、

それは「勝ち組」と「負け組」を生み出すためのものではないというのです。彼
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は競争の持つ意味について次のように述べています。「第一に競争とは、その結

果が予測し得ないものであり、何者かが熟慮の上で意図した、あるいは意図し得

たものとは全体において異なるからこそ、またその限りにおいてのみ価値がある。

さらに、一般に競争が有益な効果を持つためには、ある特定の期待や思惑が外れ

たり裏切られたりすることが必要である。」

いまのことを私なりに解釈すると、競争とはその都度、期待や思惑が外れたり

裏切られたりするものであり、かつ、幾度となく、また種類を変えて、何回も繰

り返されるものですが、それは同時に、次のステップへの道標になっているわけ

です。卑近な例ですが、受験勉強かなにか、われわれがいままで参加した競争を

例にとってみましょう。なんらかの１回の競争で下位に甘んじることもよくある

ことです。しかし、次のトライアルのためにわれわれはその経験や知識を生かし

て準備することができるわけですし、上位になったとしても同じ位置に留まるこ

とができる保障はありません。そうなったとしてもそれは単にその競争において

のみであるわけです。一方、われわれはある競争において自分自身の適性がどう

しても見出せない場合、そこを「降りて」別の競争へと移ることができるわけで

す。私自身も子どものころからサッカー選手や野球選手になる競争からはとうに

「降りて」きた、「降り」ざるをえなかったわけです。

また「勝ち組」という言葉ですが、その言葉自体、非常に貧困な概念ではないでしょ

うか。なぜなら、競争が本当に「勝ち組」を目指すものだけであるとすれば、そも

そも「勝ち組」とはいったいなにを指しているのかまったく不明確です。出世競争

なり受験競争にしろ、例えば出世競争を例にとると、東大を出て官僚になるとしま

しょう。その場合、公務員試験という競争があって、それをくぐり抜けても事務次

官という最終的なポストに行くまでは数多くの競争があって、そこにたどり着くの

は同年代でたった１人だけです。民間企業も事情はだいたい同じだと思います。結

局のところ、競争が単に勝つことだけを目的にしているのであれば、負けていない

者はこの世にほとんど存在しません。にもかかわらず、競争の意味が勝つことに限

定されるのであれば、それは極めて貧困な概念ではないかと思います。

続けてまたハイエクからの引用ですが、彼は競争の最大の意義について、次の

ように述べています。「競争とは本質的に意見の形成の過程である。人々が、様々

な可能性や機会について現に知っているだけのことを知るようになるのは、競争

のおかげである。」言い方を変えると、「競争を通じなければ、匿名の個人が交差

する互いに顔の見えない「大きな社会」ではわれわれは自分が何者であるかもわ
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からない」ということになりましょう。そのように「降りて」いく中で自分のあ

り方を再発見していくための競争、ハイエクはそれを「発見的手続きとしての競

争」と呼んでいます。身分や生き方が社会によって規定されていた封建社会と異

なり、現代社会においては、われわれは幾多の競争を「降りて」いく中で自分自

身のあり方を見出していく、それが競争の最大の目的だということです。

さて、まとめになりますが、これまでの議論の中で、ヒュームやスミスの経済

論はいわゆる「弱者」である貧困層の境遇の改善が一つの大きな目的であるとお

話ししてきました。小浜逸郎さんの『「弱者」とは誰か』というタイトルの有名

な新書がありますが、ここでもう少し、「弱者」とは何を指すのかという問題に

ついてお話ししたいと思います。「弱者」とは失業者を指すのか、平均所得以下

の者なのか、先程も出てきたような未婚者や異性関係に恵まれない人なのか、い

ろいろな基準があると思います。

例えば、お役所が出している統計で次のようなデータがあります。厚生労働省

のデータでは日本の平均世帯収入は 580 万円ぐらいということです。国税庁の

調査では、労働者１人あたりの平均年収は 473 万円であり、つまりはお父さん

が 473 万円稼いできて、奥さんが税金の控除額に達しない程度にパートで 100

万円ぐらい稼ぐ。実際にちょうどその２つを足したぐらいの平均世帯収入になっ

ているわけです。私と同世代の 35歳ぐらいの平均世帯収入は、これはＮＨＫの

調査によると100万円単位のアンケートですが、400万円程度の人数が１番多い

とされています。そうすると、大雑把な言い方ではありますが、少なくとも400

万円以下の世帯収入だと平均以下になるということになりましょうか。また別の

見方をすると、「弱者」とは貧困線以下の者であるという考え方もできるでしょう。

要するに、この線を下回ると飢え死にしてしまう、生命の危険性にかかわる水準

以下の収入ということですが、これはＯＥＣＤの調査がありまして、日本で貧困

線に該当するのは一人当たり年収150万円以下の水準だと言われています。

こうした実際の統計上の収入のデータは重要です。ただ、こうした基準ととも

に「弱者」とはだれかを考える上でより重要なのは、社会的包摂がされているか、

されていないか、つまり、より平たくいうと、お互いに助け合える親密なコミュ

ニティに属せているか、属せていないかということだと思います。ここで社会的

包摂の手段としての競争の意義をあらためて強調したいと思います。もちろん社

会的包摂のために政治的プロセス、社会的プロセスが求められるのは当然ですが、

その一つとして、やはり競争の意義があるのではないかと思います。つまり、現
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代社会においては、人々が所属する組織は、企業や家族といった単一のものに限

らず複数存在し、そのなかでわれわれは異なった役割やあり方を見せます。われ

われが多くの競争を通じて「降りて」いくなかで見出すものは、実際には、そう

した様々な小さな共同体や組織ということになりましょうが、それには適正規模

が存在しますし、人々が必要とする組織の種類や中身もまた異なります。競争と

は、そうした無数の組織をつなぐものであり、それを通じてわれわれは自分自身

の求める組織の組み合わせを発見していくのです。

その意味で繰り返しになりますが、競争とは、たった一つの基準において競わ

れるものではありません。先述の雨宮さんの言葉を借りるならば、それは一回限

りのものではなく絶えざる「リセット」の繰り返しなのです。それは、自分が何

に向いているか、どんな適性があるか、いま何を競っているのか、それ自体を発

見していく過程なのです。そして、その人の「本質」や「本来のあり方」といっ

たものも、無数の競争の中の数多くの価値観や評価軸の中で重層的・多面的に織

りなされるものであり、時間の経過とともに絶えず姿を変えていくものでしょう。

それでは、最後になりますが、三つの追加的な論点を挙げて話を締めくくりた

いと思います。１番目は、やや古臭いかもしれませんが、ウェーバーの「脱魔術

化」という概念です。新しく社会的包摂を行うとして、その一方で脱出の問題と

いうものは実は意義を失っていないのではないか。かつて東京大学の井上達夫先

生も主張されていましたが、例えば、「過労死」や「自己実現系ワーカホリック」、

女性であれば専業主婦としての生き方のみを強制してくる日本的因習や封建的

共同体・家族制度から脱出して、その上で共同体を新しく形成する個人を養成

するという市民社会論的な問題関心は、まだ役割を失っていないのではないか

ということです。

私が東洋大学で授業をしているときのことですが、二部（夜間部）の授業が終

わった後に学生が来て「いろいろな問題はもちろんあるけれども、自分はいまだ

経済的自由主義を信頼している。自分は「脱魔術化」を求めているんだ」と話し

かけてきたのです。その学生はいつも私の授業を一番前で聴いているんですが、

実は 40過ぎぐらいの方です。授業後に意見や感想を書いてもらうと、ほかの学

生とぜんぜん違って非常に卓越した意見を書いてくれます。そこで、あなたは普

段なにをされているんですかと聞いたら、鰻屋の職人ですと言うんです。昼は鰻

を焼いていて、夜はうちの大学に通ってこられているのです。いままでは正社員

として職人をやられていたらしいのですが、大学に行きたいから非常勤の職人に
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なられたそうです。職人さんの世界というのはやはり厳しいらしくて、親方がか

わいがってはくれるらしいのですが、その方が 30歳を過ぎて定時制の高校へ行

きたいとか、今のように大学に行きたいと言うと、そんな時間あったら一緒に酒

を飲もうぜと誘ってきたり、露骨に嫌な顔をするというわけです。もちろん悪い

人ではないのですが、その方に言わせると前近代的な社会だと言うのです。その

中で、同僚に笑われながら、ハイデガーやアレントを読んでいるんだけれど、自

分はウェーバーの「脱魔術化」なり近代主義には、やはり一つの解放として魅力

を感じると語っていました。

２番目として、「経済学的発想」の重要性ということで、これは立命館大学の

松尾匡先生が非常に明確にまとめられています。一般の経済思想の流れの中でも、

経済学的な発想と反経済学的な発想の２つのタイプがあるというのですが、では、

経済学的な発想とはなにかというと、３つの特徴がありまして、ちなみに反経済

学的発想はその逆になります。ａ）経済は人間の意図を離れて自律的に働くもの

であり、それを力で左右しようとすると正反対の結果になりかねない。ｂ）経済

取引は当事者それぞれが得をする、つまり、ゼロサムゲームではないということ。

これはまさにさきほどのヒューム、スミス、ハイエクの議論です。ｃ）他者との

優劣ではなく、自分がどのぐらい良いかが大事である。こうした考え方は現在だ

からこそやはり重要ではないでしょうか。

「清貧の思想」というものも様々で、倫理的、宗教的に高邁な意義を持つもの

もありますから、それらをみな一緒くたにするつもりはありませんが、少なくと

も俗流「清貧の思想」、つまりいまは不況だからぜいたくしないで頑張りましょう、

我慢しましょうといたぐいの議論は、結局、一般の貧しい労働者の生活を単に我

慢させるためのイデオロギーにしかなりえない危険性があると思うのです。それ

よりは「経済学的発想」の重要性が改めて重視されるべきではないか。

経済学というのは世俗的な学問ですし、一般社会において「経済学的発想」

は実は必ずしもそれほど地位が高くないことに私は経済学史家としてジレンマ

を感じています。つまり、一方では、われわれ経済学の世界では理論経済学が

非常に優位を占めていて、われわれのような経済思想史はあと 10 年、20 年し

たらもういらないんじゃないかとよく言われます。それに対しては危機感を感

じる一方で、今の政策立案過程を見ても無駄な公共事業だとか、一般社会にお

いて費用便益分析や、インセンティブの重視や、そういう思考が充分に浸透し

ていないことも事実だと思います。また一方で、先程もお話ししましたが、費
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用便益やインセンティブだけが一元的イデオロギーとして君臨する社会は問題

ですし、そもそも例えば、高所得者からどのくらいの割合で税金を取ってどの

くらい低所得者に再分配するか、その基準は直接には狭義の経済学からは導出

できませんから、その意味で経済においても哲学や思想の果たす役割は必ず存

在するわけです。そうした問題関心の狭間にわれわれ経済思想史家の意義があ

ると思いますし、一定の留保をつけた上で、上記の「経済学的発想」には一つ

の意義があるのではないかと思います。

３番目として、競争の基礎的条件としての「ナショナル・ミニマム」というこ

とで、一般には、福祉国家論者対新自由主義者という対立が一般に語られるわけ

です。福祉国家論者としては例えばウェッブ夫妻を例にとりましょう。この二人

は「国民最低限保障（ナショナル・ミニマム）」という概念を初めて展開した人です。

他にも、ベヴァリッジが挙げられますが、彼が第二次世界大戦中に唱えた福祉国

家の青写真、「ベヴァリッジ報告」という有名なレポートがあります。それがイ

ギリスや日本も含めた西側先進国の大戦後の年金制度や社会保障制度の一つの青

写真となりました。有名なケインズも自分では福祉政策の具体案についてはほと

んど語っていませんが、ベヴァリッジのプランに賛意を表明します。両者は、ケ

インズの完全雇用政策によって失業を極力減らした上で、そこからあぶれた人を

ベヴァリッジの社会保障制度、セーフティ・ネットで救うべきという議論をする

わけです。また、経済学以外では、ロールズの議論なども福祉国家論との関連で

よく取り上げられます。

それに対して、新自由主義とは「勝ち組」と「負け組」を生み出して、「負け

組」は「勝ち組」に従属することを正当化する議論だと一般的には言われたりし

ます。実はそうした論壇などでレベルで言われている話と、経済学でいう新自由

主義はかなりずれがあります。アダム・スミスやハイエク、ミルトン・フリード

マンなどが一般的に新自由主義者と呼ばれてます。その中で、彼らは経済学的発

想、つまりさきほどのｂ）ですが、経済取引によって当事者はそれぞれ得をする

んだという観念を非常に強く打ち出していますし、同時に、実は三者とも競争の

基礎的条件としての政府の役割を大幅に認めています。さきほど申し上げたよう

な、スミスの経済成長による国民の福利の増大や、フェア・プレイのためには政

府によるルール整備が必ず必要です。ハイエクやフリードマンもルールを重んじ

ますが、少なくとも、ルール主義だから政府は小さくていいんだというのは単純

な議論で、ルールを整備し徹底させるだけでも、実はそれなりの規模の政府が必
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要になります。また、スミスもハイエクもフリードマンも義務教育は必要だと主

張します。スミスは直接に社会保障政策を説くことはなかったのですが、それで

も、先ほど述べたように、福祉国家論の先駆者という解釈もできますし、何より、

ハイエクやフリードマンはナショナル・ミニマムとしての負の所得税（ベーシッ

ク・インカムの一種）による最低生活保証の必要性を重視し、それを市場という

ゲームの最低条件として競争社会は運営されるべきだという主張をしています。

そのように考えた場合、福祉国家論者ｖｓ福祉に反対するハイエクないしフ

リードマンの新自由主義者という対立図式はもはや意味を失っているのではない

かいうことです。もちろん、その上で、市場の効率性をどこまで重視するかとか、

実際にどの程度の給付をどのような方法で行うかについては議論が分かれますし

重要なのですが、少なくとも、福祉を認めるか認めないかということ自体はもは

や対立点ではないわけです。その辺りにつきましては最近書いた論文がありまし

て、もうじき公刊される予定なので、その時にはお目をお通しいただけたら非常

に光栄です。

時間をオーバーしてしまいましたが、私からは以上とさせていただきます。ご

静聴ありがとうございました。

（たいしどう・まさのり　東洋大学経済学部 准教授）

2010 年７月 22 日開催
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今日は、お集まりいただき、ありがとうございました。今日は哲学の話なので、

かなり複雑で、少しついていくのが大変な部分もあるかと思うのですけれども、

その場合は、1時間私が話した後に質問の時間がありますので、そのときに聞い

ていただければありがたいです。

今日のお題は、「善悪を知ることはできるだろうか？」、道徳的知識というもの

を得ることができるだろうかという問いです。特に、道徳的直観というのを使っ

て、道徳判断がただしいか否かを知ることができるか、という問題について話

をします。もっと哲学的に言うと、こんな話（図１参照）をするのですが、これは、

善悪を知ることはできるだろうか？善悪を知ることはできるだろうか？
　　―道徳的直観の哲学的・経験的検討―道徳的直観の哲学的・経験的検討

鈴木 真鈴木 真
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哲学に興味がある人は、あんまり聞いてくれなくてもだいたいわかるのではない

かと思います。

図 1
この講演の目的

1. 道徳的知識への三つのアプローチを検討することを通じて、（「である」
から「べき」が導かれる場合もあるが）大抵の場合、道徳的知識を得る
には道徳に関する直観に頼らないと難しい、と論じる

2. 直観が道徳的知識には不可欠だという立場は、「道徳的直観主義」と呼ば
れ、批判されてきた
• 道徳（的性質）と道徳的知識を経験や科学から切り離された、不可思
議なものにしてしまうとか、
• 実際には「直観」という名の下に偏見を尊重しているだけだとか、批
判されてきた (e.g. Strawson 1949)

直観を重視しつつ、このような批判をかわせるような立場が可能である
ことを示す

3. 直観の定式化を与え、どのような直観が証拠としてより信用できるのか
を検討する

まず、道徳的知識、ただしい道徳を知るためのアプローチが三つあるという話

をして、そのうち二つは（直観に訴えるという三番目のやり方をまったくとりい

れないとしたら）うまくいかないだろうと論じます。最後の一つ、それは直観に

訴えるものなのですけれども、それはうまくいくかもしれない、という話をします。

しかし、道徳的判断がただしいということを知るには直観がいるのだ、という

立場にはいろいろ批判があります。直観というのは、実は、良い名前を付けた偏

見なのではないかとか、そういった批判があるのです。そのような批判をかわし

ながら、なんとか直観に訴えても、道徳的知識を得ることができるというのを、

科学的にちゃんとした、怪しくない仕方で議論することができるだろうか、とい

う話をします。

ここまで、直観とは何なのということは、まだ何も話していないですね。だか

ら、私としては、直観というのは何なのという話をして、それで何で直観が証拠

となり得るのか、それから――直観にもいろいろあるので――直観のうちどれが
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信用できるのだろうか、という話をしなくてはいけないのです。

いままでは、大変抽象的な話だったので、もう少し具体的なところから見ましょ

う。道徳的に議論する事柄はいろいろあります。ここにいる奥田太郎さんなんか

は、禁煙をするべきか、しないべきか、その辺うるさい人なのですけれども、現

在喫煙に関してはいろいろ考え方があると思うのです。まず、このまま分煙、今、

分煙体制でいっていますから――ジャスコへ行っても、喫煙者の吸っていいとこ

ろは隔離されていますね――このまま分煙でいきましょう、という人がいます。

それから別の人がいて、ここでは改革派と呼んでいるのですけど、その人は、た

ばこなんて百害あって一利なしだから、みんなやめよう、たばこを売るのも禁止、

買うのも禁止という、麻薬みたいに扱おうというふうな考え方もあるかもしれま

せん。それから逆に、昔みたいに、たばこはいつ、どこでも吸ったっていいでは

ないか、みんなうるさすぎるのだと言って、昔の完全自由化政策に回帰したらい

いのではないかという復古派がいるかもしれません。こういうのが道徳的論争の

例なのです。

ここでの問題の一つは、このうちどの意見が道徳的にただしいのだろうね、と

いう問いです。これは重要なのですけれども、今日の問題ではありません。今日

の問題は、こういう道徳的な問題の答えをどうやったら知ることができるのだろ

うね、という、方法論の問題です。こちらのほうがわかれば、多分先の問題の答

えもわかりそうですから、こちらの問題も大事なわけです。

道徳的知識を持つことはできるのでしょうか？この問題を理解するために、ま

ず道徳とは何だろうとか、道徳的知識というのは何だろうという話をしなくては

いけません。道徳というのは、倫理と言ってもいいのですけど、一定の価値と規

範にかかわります。価値というのはだいたいイメージがあるかもしれませんけど、

規範というのは、何かを指図したり、薦めたり、禁じたり、許したりするような

基準のことです。法律などは、規範の一つなのですけれども、道徳は法律などと

は区別されています。

道徳というのは、次のような言葉で語られるのです。正しいとか、正しくない

とか、不正だとか。それから善・悪。誰かが徳があるとか、徳がないとか、悪徳

を持った奴だとか。それから、責任が誰かにあるとか、非難に値する、何か悪い

ことをしたり、非難にあったりするとか、何か過失をおかしたであるとか、何か

いいことをやったので褒美を受けるべきだとか、悪いことをやったので罪を受

けるべきだという、功罪の話。それから、正義とか、フェアネスとか、公平性
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とかいう話があります。サンデルが正義について話をしましょうとか言ってい

る、その正義です。それからさっき出てきました、義務とか責務とか、それから

entitlement という、いろいろ訳されているのですが、ここでは請求資格と訳し

たようなもの、それから権利です。こういうもので語られるようなものが道徳で

す。こうした言葉に対応する性質を、この講演では「道徳的性質」と呼ぶことに

します。これらは道徳についての言葉だから、これに対応する性質があれば、そ

れを道徳的性質と呼ぶことにしよう、ということです。

道徳的知識というのは何でしょう、という二つ目の話なのですけれども、この

講演では道徳的知識は、ただしい道徳の諸部分を受け入れることを意味します。

例えば、無実の人を殺すことは不正だとしましょう。つまり、無実の人を殺すこ

とというのは不正だという基準が、ただしい道徳の一部だとしましょう。そうす

ると、無実の人を殺すことが不正だという見解をとる、そういう考えを採用する

ことが、一つの道徳的知識になります。ちなみに、哲学をやっている人はわかる

と思うのですけど、これはすごく広い定義です。知識というと、普通の場合は、

ただしいことを知っているというだけではなくて、ただしいことを偶然的ではな

い仕方で知っているという含意があると哲学者は考えがちなのですけれど、ここ

では、そういう込み入った話はしないようにします。

道徳についてただしいことがわかると言ったときに、そんなことは無理だよと

いう疑いが、二種類あるのです。一つ目の疑いというのは、正しい道徳なんて存

在しないのではないか、という根本的な疑いです。お化けなどは存在しないわけ

ですけれども、お化けについて言われていることを知ることはできるのだけど、

お化けそのものはいないのだから、それについて、実物について知ることはでき

ません。同じように、ただしい道徳なんかはないのだから、そんなものを知るこ

とはできないのではないか、のというのが一つの疑いです。

もう一の疑いは、ただしい道徳があるというのは認めよう、喫煙していいか、

いけないかとか、分煙したらいいか、それとも分煙ではなくて全面禁煙にすべき

かというのに関しては、ただしい答えはあるのだと認めよう。だけど、どうやっ

たらただしい道徳とわかるのか、喫煙を自由にしていいのか、分煙するのがいい

のか、それとも全面禁煙するのがいいのか、どれがただしいのかどうやったらわ

かるっていうのだ。倫理学が科学、自然科学とかだったら実験とか調査をやれば、

どれがただしいかわかる気がするのだけれど、道徳はそういうふうに実験などを

やってわかるように思えないぞ、という疑いです。
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私の今回の話は、こちらに関わるのですが、まず一番目の疑いについても、皆

さん、そんなただしい道徳なんてあるの？と思っている人もいらっしゃると思う

ので、棚上げにするために軽くふれておきます。

まず、ただしい道徳が存在しないという議論をする人はいるのですけれども、

そういう場合、どういうことをするかというと、道徳というのが、持っているは

ずだと思われている性質というのをあわせて持つようなものは存在しないという

ことを示そうとするのです（e. g. Mackie 1977; Joyce 2001）。具体的に言うと、

道徳というのは、客観的で、同時に非相対的――つまり中国や日本で道徳は違わ

ないとか。それからスライドに動機の内在と書いてありますけど、道徳的にただ

しいことを知ったら、それをするように動機付けられるとか。それから、道徳は

合理的だという条件である。たとえば、殺人してはいけないということが道徳的

にただしかったら、殺人しないということは合理的なのだよというわけです。そ

れから、優先性、つまり、道徳というのは、他の何よりも優先するのだ、芸術や、

私利私欲など、そんなものはさておいて、道徳が一番大事なのです、という条件。（た

だしい）道徳があるとすればこうした条件すべてを満たすはずだ、というのです。

こうした条件を全部持つようなものというのは存在しない、という議論が、た

だしい道徳なんて存在しないという議論の典型的パターンです。こういう、合理

性や客観性などを全部持っているような道徳というものがあるかという話は、私

はこの講演では議論しません。なぜかというと、私はこうした合理性や客観性、

非相対性などを全部持っているものがなかったとしても、それをそこそこたくさ

ん満たすようなものがこの世にあれば、それを広い意味での道徳と呼んでもいい

だろうと思うからです。そのような、結構きつい要求すべてを満たすようなもの

はないかもしれないのですけど、それに近いものがあったら、広い意味での道徳

と呼んでもいいでしょう。この講演では、この広い意味でのただしい道徳という

のを知る方法があるかどうかを考えてみよう、ということです。

では、2番目の問題、ただしい道徳があるとしたら、それはどうやったらわか

るのだろうという問題です。大まかに言って、三つの可能性があります。一つ目は、

自然主義的アプローチで、道徳とは関係のない知識や事実だけから、論理的推論

を使って道徳的知識を導くというアプローチです。整合主義的アプローチという

のは、自分が持つ、いろいろな道徳についての考え方がありますが、それと、自

分の他の知識も含めていろいろなものをうまくかみ合うような形にすれば、道徳

的知識が得られるとするアプローチです。最後に、私が結局これしかないなと結
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論するものですが、直観基盤的アプローチという――私が名付けましたが――何

が道徳的にただしいかを推論などは使わないで、パッとみてとるというアプロー

チです。前者二つのアプローチにもみるところがあるのですけれども、結局大枠

はこれでいくしかないと考えています。聞いていてすぐ感じると思うのですけど、

第三のアプローチは少し怪しそうです。そこで、私はそれが何で怪しくないのか

を説明しなくてはいけないわけです。この講演の後半でその話をします。

さて、まず、自然主義的アプローチ、つまり道徳ではないものから道徳の結論

を出そうというアプローチです。このアプローチを取った場合の問題は、ただし

い非 - 道徳言明、道徳についての言明ではないものから、道徳言明、つまり道徳

についての言明を論理的に導くことができるかどうか、ということになります。

「「である」から「べき」が導けるか」、という問題と基本的にはだいたい同じだ

と考えてくださって結構です。この奥田太郎さんが勉強しているヒュームとい

う人は、できませんよと言ったので有名になったのですけれども（Hume 1739, 

Book3, Part 1, Section 1）、今日私は、少しぐらいはできるよ、という話をします。

なので、私がただしければ、原理的には可能な場合があるのですが、それでもや

はりあまり大した道徳的結論はでてこないよ、ということになります。

よく言われていることとは違って、道徳言明を非 - 道徳言明から、非 - 評価言

明から演繹論理――ここでは、100％確かな論理というふうにここでは考えてく

ださっていいのですけど――で導くことは、原理的には可能な場合があるのです。

このような感じです。あらゆる日本人は人間である。ここから論理的に、あらゆ

る日本人は人間がなすべきことをなすべきである。直観的にこれをただしいとわ

かってくれなかったら、少し難しいのですが…古典述語論理をわかっている人は、

この前提から、この道徳的結論が導けるというのがわかると思うのです。古典述

語論理という、ほとんど誰でも認める論理だけしか使わずに、これが導けるので

す。そして、あらゆる日本人は人間であるというのは、道徳の言葉が入っていま

せんから、道徳言明ではないです。ですけど、あらゆる日本人は人間のなすべき

ことをなすべきであるというのは、「べきである」と道徳語が入っていますから

道徳言明です。だから、この非 - 道徳言明から道徳言明を導けてしまうのです。

ずっと「である」から「べき」は導けないと言っている人がいっぱいいるのです

けど、Prior という人は、もう 1960 年の段階で、こういうことができてしまい

ますよということを言っていたのです。ちなみに、このことについて、倫理学者

はあまり注目してこなかったのですが、これは何か変だという気が私にはします。
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他にも非 - 道徳言明から道徳言明を導く方法はあって、「「べし」は「できる」

を含意する」、「できないことはすべきだとはいえない」というようなものに相当

する公理とか定理とかを含むような義務論理―そういうのは結構あるのですけど

―では、以下のような議論も演繹的に妥当になります。鈴木真は（定職が無くて

金が無いので）100 万円を貧困家庭に寄付することはできません。そうすると、

できないことはすべきだとはいえませんので、結論として、鈴木真は 100 万円

を貧困家庭に寄付するべきだということない。この前提も何かができないよとい

う、事実に関することなのですけれども、こちらの結論は、すべきだということ

はありませんねという道徳の話なので、非 - 道徳言明から非 - 道徳言明が導けて

しまうということになるのです。

こういうふうに、自然主義的アプローチにも一理あって、「である」から「べ

き」は導けます。ですけど、こういう推論が使える場面は限られているわけです。

それで限られている場面以外だと、道徳的結論を出すためには、道徳とそれ以外

を結ぶ原理――架橋原理というのですけれども――というのが論証には要るわけ

です。架橋原理とは何かと思うかもしれないので、例をあげます。まずこの議論

を見てください。前提は、「科学技術がないと後世の人々の暮らしは惨めになる」

です。結論は、「現代の人間は科学技術を後世に伝える義務がある」です。この

前提だけから論理だけで結論は導けないのです。演繹論理、100％確かな論理で

導くためには、「現代の人々は後世の人々の暮らしを惨めにしない義務がある」

というような架橋原理を、前提に付け加えないといけない。「科学技術がないと

後世の人々の暮らしは惨めになる」、プラス「現代の人間は後世の人々の暮らし

を惨めにしない義務がある」。だから結論として、「現代の人間は科学技術を後世

に伝える義務がある」。こうすると演繹的に導けるのですが、ここでは架橋原理

がいるのです。この架橋原理は、（現代の人間は後世の人々の暮らしを惨めにし

ない）義務があるという話ですから、あれ、道徳の話ですね。もう少し弱い架橋

原理を使って、帰納論理、100％の確率ではない論理で結論を導くこともできる

わけですが、ここではその話は省略します。

とりあえず、このような、道徳とその事実を架橋する、ブリッジするようなも

のがないと、前提から結論に行けないということです。もう少しわかりやすいスッ

キリした例としては、こんな感じの例があります。非 - 道徳的判断、「この行為

は殺人だ」から特定の道徳的判断に行きたい。つまり「この行為は不正だ」と言

いたい。「殺人だ」、「不正だ」と行きたい。でも、論理的にはそう行けない。「殺
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人はすべて不正だ」という架橋原理があると論理的にこちらに行ける。けれども、

これがないと結論に論理的には行けませんという、こういう論理的に必要となる

ような原理が架橋原理です。この「すべての殺人は不正だ」とか、「現代の人間

は後世の人々の暮らしを惨めにしない義務がある」とか、「現代の人間は後世の

人々の自由と安全が守られるようにする義務がある」といった原理です。多くの

場合、非 - 道徳言明、道徳ではないことについての言明からは、架橋原理なしに

道徳言明を論理的には導くことはできません。架橋原理は、道徳の言葉を含んだ、

道徳言明で表されるものです。そこで、多くの場合には、真なる非 - 道徳言明だ

けから道徳的結論を導くことで、ただしい道徳を知ることは難しい、というよう

にみえるわけです。

でもここで頑張って、架橋原理を道徳に関する前提に頼らずに導いてやろうと

いう人がいるわけです。二つの可能性があります。一つ目は、その架橋原理、例

えば、「誰のものであれ幸福は善で、不幸は悪だ」、とか「親切な人は困っている

人がいれば助ける」とかというのを、言葉の意味だけで確立することはできない

だろうかというものです（e.g. Foot 1959）。「善」とか「悪」とかの意味だけで、

たとえば「誰のものであれ幸福は善で、不幸は悪だ」と言えるだろうというわけ

です。もう一つのアプローチは、道徳と非道徳というのもの間の相関関係、因果

関係でもいいですし、依存関係、全体関係でもいいのですけど、一方があったら

片方もあるよ、両方だいたい普通は同時に存在するよという、そういう関係を経

験的に科学などを使って確立するというものです（e.g. Railton 1986）。例えば、

こんなことを考えてください。残虐さは、人々に嫌われて、世論や法によって抑

圧される。こういうのは、どうですか？社会を科学で調べてみたら、こういう一

般的な言明というのは確立できると思いませんか、というわけです。こうして、

架橋原理を意味のみによって確立するパターンと、経験的に確立するパターン、

二通りあります。両方とも道徳的な前提がいらない場合もあるようにみえます。

ですが、この二つのアプローチそれぞれに批判があるのです。たとえば、前者

に対する「開かれた問論法」という G. E. Moore の議論などが有名です（Moore 

1902）。でも、ここではその話には入りません。私が、ここで言っておきたいこ

とは、自然主義的アプローチだと直観に頼らずにすみそうな気がしたのですけれ

ども、この二つの最終的なアプローチで言う、意味への訴えとか、経験的に道徳

的な架橋原理の確立とかということをやろうとすると、結局、直観への訴えが必

須なのではないかということです。結論として私が言いたいのは、直観に訴えな
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いと道徳的知識が普通は得られませんよということなので、直観がいるのですよ

ということが言えればいいわけです。

まず前者の場合ですが、道徳語を含む文、特に架橋原理を意味のみで確立した

いわけです。たとえば、「幸福は善だ」というのを、幸福とか善の意味だけで確

立したいのです。ではどうやって、こうした言明が意味だけでただしいとわかる

のでしょう？それは、幸福とか善であるという語の意味に関する直観、もしくは

その意味がどうやって決まるかについての直観に頼るしかない。意味からして幸

福は善なのだと、とみてとるとかいうことができなかったら、どうやってそのこ

とが判定できるのでしょう？

それから、後者の場合ですが、さっきの「残虐さは忌避され、世論や法によっ

て抑圧される」という例で考えてみましょう。これは道徳言明が経験的に立証さ

れているようにみえるけれども、でも残虐さは本当に道徳的な性質なのかという

ことは疑うことはできます。残虐さはもちろん道徳的性質だろう、と思う方は、

そういうふうに言う根拠は何か考えてみてください。そうやって考えていくと、

残虐さが道徳的性質だというのは、直観によらないとわからないのではないで

しょうか。「残虐さ」の意味によってそれは道徳的性質だとみてとるか、意味と

は関係なく残虐さは道徳的性質だとみてとるか（この場合には、厳密な意味にお

ける自然主義的アプローチを放棄することになりますが）、どちらにせよ直観が

いるようにみえます。直観が自然主義的アプローチをとろうとしても多くの場合

にはいるということになってしまうわけです。

では、二番目の、整合主義的アプローチだったらどうでしょうか。先ほども言

いましたように、整合主義的アプローチでは、様々な道徳判断と非 - 道徳判断が

よくかみ合って一つの体系を成しているとき、そのグループに属する各判断がた

だしいとみなされるのです。この、よくかみ合っているとか整合性とかいうの

は、論理的で、確率的で、説明的な関係とみなされるのですが、この話を本格的

にしだすと長いです。要点だけ言いますと、ある判断から別の判断が論理的に導

かれるとか、ある判断が別のものを説明するとか、ある判断がただしければ別の

判断が確率論的にもっと確からしいといった関係に、グループに属する判断同士

が立っているほどかみ合い、整合性が高いということになります。

ここで私が言いたいのは、整合性を評価する際にも直観がいるということです。

なぜかというと、整合性を判断するときに、例を使いますが、この「（報告者で

ある）鈴木を殺すことは彼にとって悪い―彼のためにならない―」という判断を
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私が抱いていたとします。また、もう二つ私は判断を持っていて、それは「鈴木

真は死にたくないと思っている」と、「鈴木は 38歳だ」としましょう。この二

つの判断の両方とも真なのです。ここで、鈴木が死にたくないと思っているとい

うのは、「鈴木を殺すことは彼にとって悪い」ということを説明するようにみえ

ます。これに対して、「鈴木は 38歳だ」という言明は、「鈴木を殺すことは、鈴

木にとって悪い」ということを説明しないようにみえます。別に38歳であろうが、

36歳であろうが、15歳であろうが、殺されることは鈴木にとって悪いようにみ

えます。でも、何で前者、「鈴木真は死にたくないと思っている」ということだ

けが、「鈴木真を殺すことは彼にとって悪い」ということの説明あるいは理由に

なって、何で後者はならないのか。どうすれば、片方が説明になって、片方が説

明にならないとわかるのか、と聞かれると多分理由は言えない。やはり直観に最

終的には訴えるしかないようにおもえます。

もう一つ、整合性の評価にはやはり直観がいるのではないかという理由は、道

徳的判断の整合性というのは、ある程度普遍化可能性条件というものによって

いると思われるからです。普遍化可能性条件というのは、倫理的に同じ状況で

は、誰に対しても何についても同じ評価を下すべきだというものです（cf. Hare 

1952）。どういうことかというと、例えば、私が奥田さんに、「お前は借りたも

のは返す義務がある」と言っておきながら、私が奥田さんから金を借りて、奥田

さんから「金を返せ」と言われたときには、「俺には、お前に返す義務なんてな

いね」というふうに言ったら、これはなんか不整合な気がします。でも、実際には、

この二つの判断は、論理的には矛盾していない。ですが、奥田さんは借りたもの

は返す義務があるという判断と、鈴木は借りたものは返す義務はない、という判

断の組み合わせは、普遍化可能性、同じ状況では同じ判断を下すべきだという条

件には適っていないわけです。この普遍化可能性を満たさないので、この二つの

判断が不整合だという診断に至るのです。このように、普遍化可能性条件は、道

徳的判断の整合性を部分的に構成しているわけです。ですが、この普遍化可能性

条件をよくみてほしいのですけれども、これ、倫理的に同じ状況では同じ評価を

下すべきだと言っているわけです。倫理的に同じ状況とはどんな状況ですかね？

違った状況だって言えそうなときってあるのではないですか。例えば、通り魔殺

人事件のことを考えてみましょう。通り魔がやってきて、いきなりみんなを殺し

だしたら、それは不正でしょう。ですが、例えば、そこにいた人が、通り魔から

自分を守るために、自己防衛するために、その通り魔を刺してそれで通り魔が死
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んでしまったら、自己防衛の結果としての通り魔への殺人ということになります

が、これはもしかしたら許されたかもしれないですね。だから、通り魔の殺人と、

通り魔を自己防衛のために殺すという殺人は倫理的に違っている。だから、普遍

化可能性を考慮しても、倫理的に状況が違うのだから、前者は不正でも自己防衛

の殺人は許されるという判断は整合的なようにみえます。しかしこの場合、倫理

的には違うのだというのは、どうやったら適切に判定することができるのでしょ

う？また先の貸し借りの事例では、奥田さんが鈴木に金を返すのも、鈴木が奥田

さんに金を返すのも倫理的に同じ状況なんだと判定したわけですが、状況は同じ

なのだというのは、どうやったら適切に判定することができるのでしょう？結局、

倫理的に違うとか同じというのは、直観によらないとできないのではないでしょ

うか。

とすると、整合性を判断するには直観がいるのですが、整合主義的アプローチ

というのは、それ自体としてはうまくいくかもしれないので、少しそのもっとも

らしさを検討してみましょう。整合主義的アプローチの問題は結構たくさん出て

いるのです（Cf. Bonjour and Sosa 2003, Part 1）。ここでは、典型的なものだけ

をあげておきます。一つ目は、同じぐらい整合的だけど、相互に矛盾する道徳的

判断を含むような集合が複数存在しうるようにみえる、ということです。例えば、

①「胎児は人格だ」②「中絶は殺人だ」③「中絶は不正だ」といった判断の集合

Aがあるとします。また、① ’「胎児は人格でない」② ’「中絶は殺人ではない」③ ’

「中絶は不正ではない」といった判断の集合 Bがあるとします。どちらが、よく

かみ合っていると思いますか？両方、多分同じようにかみ合っている。ですが、

よく見て欲しいのですけど、この①と① ’、それから②と② ’、③と③ ’ というペ

アは全部互いに矛盾しているのです。例えば、③「中絶は不正だ」と③ ’「中絶

は不正ではない」は矛盾していますね。Aと Bの集合両方とも同じぐらい整合的

なのですけれども、でも矛盾している判断を含んでいる。ということは、この整

合主義だけでいったら、矛盾する言明が両方ともただしいことになってしまうで

しょう。それはやはりおかしい。たとえば、中絶は不正であって、不正ではない

というのはありえない話ですから。

それから、もう一つ、整合主義的アプローチの問題というのは、整合性が高け

れば、その集合に属する判断がただしいという確率が高い、という保証はなさそ

うだ、ということです。例えば、倫理的利己主義は、「誰であれ自分の利益を最

大限増やすことが、その人の唯一の義務だ」という立場です。他の人の利益など
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は知ったことではない、自分の利益だけ増やせ、という理論ですね。それに、例

えば、いくつかそれに加えて、それに整合的な見解、「自分の利益を増やすため

なら、他人はどのようにあつかってもよい」とかいうのを付け加えて、整合的な

見解の集合を作ることができます。非常に整合的な集合にできます。ですが、も

しそのような整合的な判断の集合を持った人がいたとしても、やはり倫理的利己

主義、自分のことだけ考えていればいいですというのは、やはり倫理の立場とし

てはおかしいでしょう。このように、整合性が高ければ、その中に含まれている

判断がただしいということには自動的にはならないようにみえます。

ここまでの議論で、どういうことになるのでしょうか。整合主義的アプローチ

では道徳的知識を得られる保証はないようにみえます。また、そもそもが整合性

の評価に直観が要るようにみえます。先ほど論じたように、自然主義的アプロー

チでも、架橋原理がただしいのを知るのに直観が要るわけです。そうすると、結

局、直観でどれだけ判断のただしさがわかるかどうかが焦点になるわけですね。

ではいよいよ、3番目のアプローチ、直観基盤的アプローチに移りましょう。

この場合、直観に訴えて、道徳的判断・架橋原理のただしさを示そうとします。

まずこのアプローチで、直観がどういう役割を担うとみなされているかを、知覚・

観察の役割との類比で説明します。先ほど論じたように、整合性アプローチの問

題というのは、整合性だけでは判断がただしいのか、ただしくないのかというの

を知るのに十分でないという場合があるということでした。普通の判断について

この問題に対処しようとする場合、たとえば、ここに机があるといった判断につ

いては、それは知覚や観察（に基づく判断）に訴えるわけです。たとえば、ここ

に机が見えるという観察をしたならば、つまり本当に机が見えるのだったら、こ

こに机があるのだと言っていいだろうと論じます。「ここにこの机が見える」と

いう知覚（に基づく判断）に、根本的に信用できるもの、証拠としての地位を与

えるのです。ですが、道徳的判断の場合には、つまり、この行為は不正だといっ

た判断ですが、これは、机が見えるといったような普通の知覚や観察によっては

支持されないようにみえるのです。そういう判断については、普通の知覚・観察

が証拠にならないようにみえるのです。そこで直観基盤的アプローチでは、「道

徳的直観」と呼ばれるような、知覚が普通の事物についての判断に対してするの

と同じような支持を道徳判断に与えるような洞察というのがあるのではないか、

というふうに考えるのです。

ここで、道徳理論・架橋原理の検証・反証に直観がどう使われるのかというこ
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とについての、大まかなモデルをみてみましょう（図２）。まず、ただしいか間

違っているかを調べたい、（架橋）原理や道徳理論、たとえば人は絶対に殺して

はいけないとか、功利主義――関係者全員の幸福の総和を最大限増やす選択肢を

採用すべきだ――があるとします。そうすると、ある事例に当てはめてみて、そ

れがただしい回答を出すかどうかをみてみるわけです。当てはめたい個別事例に

ついての事実の知識と社会についての背景知識をもとに、こうした原理から回答

を論理的に導きだしてみます。つまり、この事例においては、何がただしいのだ

ろう、何が善いのだろうということについての回答となる判断を導きます。その

判断を、その事例に関する直観、このときの行為が正しいとか、正しくないとか

いう直観とつき合わせて、この直観と合致しているかどうかをチェックします。

ある説から導いた判断が当該の個別事例に関する直観と合致していれば、この説

はただしかったという証拠になる。逆に、合致しなければ、この説は間違ってい

たという証拠になる。これが、基本的な考え方です。道徳理論（道徳の原理）を

科学理論（自然法則）に置き換えてみるとわかるのですが、道徳理論に対して直

観は科学理論に対して知覚が果たすのとほぼ同じ役割を担わされています。少し

図２



209

善悪を知ることはできるだろうか？

違うのは、ここです。実は、直観というのは、個別事例に関するものだけでなく、

道徳の原理とか、道徳の一般的な目的そのものについてのものもあるとみなされ

ています。たとえば、みんなを幸せにすることがただしいかどうかというのに関

しても直観があるわけで、それを道徳理論と直接つき合わせるテストというのも

行われるわけです。ですから、個別的事例に関する直観は知覚の役割だけ果たす

のですが、それ以外の直観もあって、それらは別の仕方で道徳の原理についての

賛成・反対の証拠となるとみなされているわけです。

この直観基盤的アプローチをとる場合には、二つ重要な問いに直面します。一

つ目は直観とは何だろうか、という問い、二つ目は、直観というのは、道徳原理

とか判断とか原理を知るのに本当に使えるのだろうか、という問いです。まず、

直観とは何かという話をします。

直観の定義というのはいろいろあるのです。哲学・倫理学でも他の分野でも直

観という言葉は色々な仕方で使われていますので、ここでは広く、包括的に定義

します。そこで、私は二つの条件だけを課します。まず一つは、ある判断を下す

傾向の現れとしての心的態度であるという条件です。何を言っているのかよくわ

からないと思いますから後で説明します。二つ目は、その心的態度を持っている

ことの原因は、意識の上ではマークされていない、という条件です。つまり、そ

の心的態度を持ったときに、その原因は持っている人にぱっとはわからないとい

うことです（Lynch 2006 や心理学者Wilson 2002 の直観の性格づけに近いで

す）。こういうふうな二つの条件を両方満たすような心的態度が直観なのですが、

そのうちで、その道徳的内容、たとえばパクリはいけない、というような内容を

持つようなものが、道徳に関する直観です。

まず説明しなくてはいけないのは、ある判断を下す傾向の現れとしての心的態

度というのは何かということですね。普通は、直観は、賛成・反対の判断そのも

のとして現れます。例えば、車で人をひくことは不正だという判断は、もし意識

的に何かもっと一般的な原理から導き出すのではなかったら、これは直観であ

る場合が多いのです。ですが、時には直観が判断に至らないこともある。例え

ば、マイケル・サンデルを含め多くの倫理学者が使っている例ですけど、列車で

5人をひくのをさけるためには、1人をひくことになる路線に切り替えなければ

ならないとしましょう。この場合、私に関して言えば、その路線を切り替えて 1

人を殺すというのは不正だ、というような感じ――いわゆる直観――を持ちます。

ですが、でも 5人をひくのをさけるためには、やはり 1人犠牲になってもらわ
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なくてはいけないよね、と最終的に判断して、直観は 1人殺してはいけないと

告げているのだけれど、やはりしょうがない、1人が犠牲になってもらおうと、

この路線を変えるのはただしいと最終的には判断するかもしれない。ですから直

観は、1人を犠牲にしたらいけないと告げているのですけど、最終的な判断は、

そうではなくて、やはり 5人を救うために 1人死んでもらうことになる行為は

正しい、というようになるかもしれない。ですから、直観は必ずしも判断には至

らないのですけれど、判断（この場合、1人を犠牲にしてはいけないという判断）

に向かうような心的態度があって、これも直観と呼ばれています。ですから、直

観とは、判断か、それとも判断に向かうような心的態度だと言えます。

二番目の条件は、直観というのは、その源がそれを持った当事者にはよくわか

らないということです。直観以外の、結構多くの心的状態の場合には、源、ソー

スというのは、意識上でわかるようにマークされているのです。たとえば、意識

的な推論の場合には、それが推論の結果だということがわかります。知覚の場合

は、これを見て、ここに何かがあるよなという場合は、これを見ているから起こっ

ているのだということがわかります。記憶の場合も、たとえば、私は昨日マグロ

弁当を作ったということを今思い出すわけですが、それは昨日起こったことだと

いうことが意識上でわかりますから、記憶が呼び起こされているのだということ

がわかります。ですが直観の場合、例えば、5人のために 1人を犠牲にしたらい

けないというのは、何でそのような感じがするのだろうというのは意識上では明

らかではなく、当事者にはソースがよくわからないわけです。このソースの不透

明性が直観の特徴の一つです。

では、二つ目に、直観というのは、道徳原理とか判断とか原理を知るのに本当

に使えるのだろうか、という問いについて考えてみましょう。これには、今話し

た、（道徳に関する）直観の源はなんだろうということが関わってきます。そこで、

道徳判断に関する直観の源についてはどういうふうな説があるのだろうかと考え

ると、これはいろいろ相互に非排他的なのですけど、言葉を運用する能力である

とか、教育や環境で植えつけられた先入見とか偏見みたいなものとか、道徳理論

があって、そこから（意識的に推論はしていないのですけれども）無意識的な推

論をしているのではないかとか、理性とか反省能力というのがあって――かなり

ミステリアスな話ですが―それでわかるのではないのとか、実は知覚なのだ、実

は道徳感覚という器官があってそれでわかるのですとか、情動であるとか、想像

力とかいう可能性も示唆されたことがありました。こういういろいろな説があり



211

善悪を知ることはできるだろうか？

ます。哲学者は、この点についてああでもないこうでもないと議論してきたので

す。科学的研究なしに直観というのがどういう（源から出ている）ものかとか、

直観が信用できるできないできないという話をしたりしてきました。今でもそう

いうことをやっていますが、実際には科学的研究でやらないと多分どういう源か

ら直観が出ているかというのはわからないでしょう。先ほど述べたように、それ

は当事者の意識の上ではわからないからです。そして、源がわからないと、直観

に証拠として信用性があるかどうか、道徳的知識を得るのに使えるかどうかはわ

かりませんから、結局科学的研究なしに直観が何か証拠として使われるかどうか

もわからないでしょう。

私の道徳に関する直観の源に対する仮説はこうです。道徳に関する直観は、い

ろいろな源から生じているのです。例えば、社会とか文化とか家庭とか宗教によっ

て、人々の直観というのが異なる問題では、直観が教育や環境で植えつけられた

先入見、偏見というふうに表現する人もいますけど、そうしたものに由来する場

合が多そうです。各家庭や社会で教えていることが違いますから、違う家庭や社

会から育っている人は違った直観をもつことがあるわけです。ですが、先ほども

言った、「べき」や「できる」を含意するとか、普遍化可能性原理とか、「無実の

人を楽しみのためだけに虐待することは不正だ」のような判断は、多分言葉の意

味の上でそれがただしいというふうにわかるようなものであるかもしれないと思

います。それから倫理学者、私と奥田さんでも直観が全然違うのですけど、その

場合には多分、奥田さんが持っている道徳理論、私が持っている道徳理論という

のから多分無意識的に影響を受けているのではないかなと思うのです。

ここで科学的研究に入るのですが、個別事例における行為の正しさとか、非難

に値する度合に関わる道徳判断について実験が行われています。実験をやると、

情動に関わる脳部位の活動が道徳判断をするときに盛んになることが示されてい

ます（e.g. Greene 2008）。しかも、その脳部位に損傷があると、道徳判断の内

容が普通の人と違ってくることが示されています（e.g. Koenings et al. 2007）。

そのうえ、その行為の正しさや、非難に値する度合を判断してもらう前かその途

中に、一定の情動を脇から引き起こしてあげると、それが結果として出てくる判

断に影響を及ぼすことが示されています。つまり、普通に出している道徳判断と

違うものが、情動を別のソースから植え込まれると影響を受けて出てしまうの

です（e.g. Haidt 2001; Schnall 2008; Wheatley and Haidt 2005; Valdesolo and 

DeSteno 2006）。ですから、情動が直観の働きをして、つまり、判断を導き出す
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働きをしている個別事例があることが示唆されています。

この実験にはいくつか限界があります。まず、行為の正しさ、非難に値する度

合以外の道徳的性質に関わる直観に関しては、まだ調べられていません。それか

ら、実験されているのは、個別事例に関する直観と言われるものだけです。つまり、

ある特定の事例を出して、それに関してどう思いますかという質問に対する回答

としての判断を調べているわけです。「人々を助けることはいつでも正しいです」

とか、「道徳というのは人々の幸福をフェアに向上させることにあります」とか

いった、もっと一般的な原理や理論に関する直観に関しては何も調べていません。

もう一つ言っておかなければいけないのは、こうした実験は、架空の事例につい

てのもの、つまり、思考実験です。実際に何か道徳的な問題がある事例を起こす

わけにはいかないのです。5人も線路に縛りつけておいて、もう 1人縛りつけて

おいて、5人ひきたくなかったら、1人ひけかなければいけないという、そうい

う現実の状況に被験者を直面させるわけにはいかないわけです。ですから、そう

いうことを紙に書いて、そういう状況があるのだとしましょう、ではどうすべき

ですかという判断を調べることになっています。ですから、この実験は架空の事

例について、一定の記述を与えて、それに対する判断をみているわけです。です

から、現実の問題状況に直面した時に、同じプロセス、情動によって道徳判断が

引き起こされるかどうかは、この実験だけからは確証できないわけです。

そこで、これから科学的に調べるべきことは、正・不正とか非難に値する度合

以外に関わる直観の過程を調べなくてはいけません。それから、道徳原理とか道

徳の目的に関する直観を生み出す事物と過程について調べなくてはいけません。

また、現実に関する直観と、その現実を記述したものに関する直観と、これを比

べないといけません。それに加えて、現実に対する直観と、それと似た事例なの

ですけどフィクションであるものに対する直観というのも、比較しなくてはいけ

ない。特に問題なのは、この現実に関する直観と、この記述したもの、それからフィ

クションに関する直観というのが、同じプロセスで生み出されて、同じような結

果、同じような判断に至るかどうかです。なぜこれが問題かというと、もしこの

前提が成り立たなかったら、現実に対する反応ではないような、現実を記述・描

写したものに対する直観やフィクションを記述・描写したものを使って、我々の

直観のメカニズム一般についての結論を導いたり、それらの場合に出てきた直観

を証拠として採用したりするのが、怪しいのではないかということになりかねな

いからです。現実に関する直観、人が死にそうになっている現実の状況があった
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ときに、助けなくてはいけないという直観を持った場合、それは現実に対する直

観ですから、知覚のようなものと考えることもできます。こうした直観は、現実

に対する反応という意味で知覚のようなものだから信用できそうですね。しかし、

ただの記述、フィクション（実際起こっていないこと）に関する反応である直観

をなぜ信用できるのでしょうか。もし、架空の事例や記述されたものに対する直

観も、現実に対する直観と同じプロセスで同じ結果が出てくるのであれば、それ

を現実に対する直観の代理、プロキシとして使うことができるでしょうけれども、

そうでなかったら、なぜ架空の事例に対する直観を信用しなくてはいけないのだ

ろう、という問題が出てしまうわけです。ですから、記述したもの、それからフィ

クションに関する直観が、同じプロセスで生み出されて、同じような結果、同じ

ような判断に至るかどうか、というところが、問題になってくるわけです。科学

者の方には、この点を今後調べていただきたいと思います。

さて、直観は信用できるのかという話に移ってきました。私が主張しましたよ

うに、直観に対する源が多様だと、源の信頼度に応じて各直観の証拠としての信

用度が違うのだろうというのが、だいたい予測されます。しかも、源の違いに応

じて、各直観が信用できる場合と信用できない場合も多分違うでしょう。しかし、

残念ながら、直観の信用度について今言えることは限られているのです。その理

由は他にもあります。行為の正しさとか、善・悪とかいった道徳的性質というのが、

どういうものなのかという問いに確たる答えが出ていないことがあります。道徳

的性質は水みたいなものなのか、数学の数みたいなものなのか、それとも色みた

いなものなのかなどという論点で、哲学者はいつでももめているのです。道徳的

性質がどういうものかわかれば、どうやったらそれについて知ることができるの

か、もっと具体的にはどんなタイプのどんな場面における直観が信用できるのか、

目星がつきそうですが、その点について現実には議論が尽きないのです。それか

ら、直観の源についての研究は、正しさと非難に値する度合いについての直観に

関しては始まったが、他に対してはやってないと言いましたよね。直観の源につ

いての科学的研究はまだ始まったばかりなので、どんな源から道徳的直観が発生

しているのか、どの源が信頼できるのかということについては、まだまだわから

ないところが多いわけです。しかし、抽象的なレベルで言えそうなことはあるの

で、それを今日は述べたいと思います。

直観の信用度を評価するためのストラテジーについて考えてみましょう。まず、

ある対象の道徳的性質というのは、その対象の非 - 道徳的性質に依存するわけで
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す（e.g. Moore 1959）。例えば、私があなたのうちの誰かをボコッと殴るとしま

す。これは不正だという、そういう性質を持つわけですが、何で不正なのでしょ

うか。それは、この殴ることというのが、殴られた人を傷つけ苦しめるという、

それ自体としては非 - 道徳的な性質を持つからです。少なくとも一般的には、殴

るというのは、苦しめるからいけないわけです。ですから、苦しめるというのが

理由で、不正だということになります。ですから、道徳的性質、例えば、行為の

正しさとか、正しくなさというのは、人を傷つけてしまったとか苦しめてしまっ

たとか、そういう性質に依存するわけです。そうすると、証拠として信用できる

直観というのは、直観の対象となる事物、上の例でいくと、今の状況で私が殴る

ことの非 - 道徳的性質に依存するようなものです。同時に、対象の性質を正確に

認知するのを妨げるような要因が直観に影響するのだったら、それは直観の信用

度を下げるはずです。ですから、事物を知って、その事物によって影響されて直

観が得られるのだったらいいのですけど、評価しているものではなくて、他のも

のに影響されるようでしたら信用できないでしょう。具体時に言うと、直観はそ

の対象の正確な認識に基づいていなくては信用できません。人の気分とか願望と

か体調とか単なる性別とかに左右されているなら、信用できません。それから仲

間の集団の圧力の問題があります。ピアプレッシャーとか、他人の期待とか、政

治権力とかによって左右される直観は信用できないでしょう。もともと持ってい

る怪しい道徳理論や先入見に依存しているような直観というのもやはり信用度が

落ちそうです。評価している事物によって生み出される直観は信頼できるかもし

れませんが、他の外的影響によって左右されるような直観は信用できない傾向が

あるということです。

二つ目のストラテジーの話に移ります。ここで問題になっている直観というの

は、道徳に関する直観です。例えば、やっている仕事は同じなのに待遇が違うの

はアンフェアだとかいう直観です。こういう道徳に関する直観は、道徳的概念、

たとえばアンフェアという概念などを把握している人のものでないと、信用でき

ないでしょう。例えば、Nucci という人は、心理学者なのですけど、発達心理学

のサーベイをしていまして、それによると幼い子供というのは自分が欲しいもの

を得られないといつでも「アンフェア」だというふうに言うらしいのです（Nucci 

2001）。こういう子供のアンフェアに関する直観というのは、多くの場合信用で

きないでしょう。それから、道徳的行為者となるのに必要であるような認知的能

力があるはずです。そういう能力がない存在、例えば、動物とか、子供とか、重
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度の認知症患者などよりも、多くの場合において、普通の大人のほうが信用でき

る直観を持つでしょう。この、道徳的行為者になるために必要な認知的能力はど

ういうものかというのに関しては、それを特定するのにもう少し科学的研究と哲

学的研究がいるのですけど、だいたい以上のような大まかなことは言えるでしょ

う。したがって、例えば、一つの条件としては、一定の概念と認知の能力を備え

ている人のものでないと、直観は信用できないという結論が示唆されます。

本当はもう少し詳しいことを言いたいのですが、時間がないので次の、三番目

のストラテジーの話に移りましょう。先ほども言いましたけれども、適切な道徳

判断というのは、普遍化可能性条件に従います。そこで、普遍化可能性条件に適

わないような判断を生み出す直観は信用できないわけです。道徳的普遍化可能性

の一つの含意は、自分や自分の身内を特別扱いしてはいけないということでして、

それに適わないような判断を出すシステムは信用できません。つまり、自己利益、

自己合理化、身内びいき・偏愛、逆に自己嫌悪といった気持ちやプロセスは、自

分やその身内を例外とするような道徳的判断を生み出す傾向があるから信用でき

ないわけです。というわけで、自分とその仲間を特別視するようなプロセスによっ

ては直観が左右されていない、ということが信用できる直観の条件の一つです。

それから 4番目のストラテジーですが、先ほど整合性だけでは道徳的知識を

得るには十分ではないという話をしました。しかし、多くのただしい判断をもと

もと持っている場合は、そこから整合性を高めていくことで、さらに多くのただ

しい判断にたどり着くという確率が高いわけです。そうすると、やはり道徳判断

を生み出す直観についても整合性の条件を課すことが望ましいと思われます。具

体的には、自分の直観相互の整合性と、自分と他人と同一の対象に対する直観の

整合性というのを求められます。

もう少し正確に言うと、自分が今持っている直観は、自分の他の直観や非 - 道

徳判断と整合的であって、しかも「ただしい道徳が同じ人々のうちで」大多数の

人の同じ対象に対する直観や非 - 道徳判断とも整合的であることが求められるは

ずです。「ただしい道徳が同じ人々のうちで」という条件について一言述べてお

きます。相対主義が正しい可能性をこの講演では排除しておきませんでした。つ

まり、奥田さんと私にとってただしい道徳は違うかもしれないという可能性を排

除していなかったのです。ですから、もしかしたら奥田さんの直観は、奥田さん

にとっては証拠として重要なのですけれども、私にとっては重要ではないかもし

れないという可能性を捨てきれないわけです。その相対主義を否定しない限り、
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人々全員の直観が私にとって重要だという話にはならないので、ここでは「ただ

しい道徳が同じ人々のうちで」大多数の人の直観と整合的であるということだけ

を要求しています。相対主義が間違っているという議論ができれば、この限定を

取り除くことができますが、相対主義の是非についてはここでは論じません。

この整合性の話は抽象的過ぎてよくわからなかったかもしれませんので、話を

具体的にしてみましょう。先ほども言及しましたが、5人を救うためには 1人を

犠牲にすることがさけられないという筋立ての架空の事例群が倫理学の議論では

よく使われています。この事例群に対する人々の直観が、主人公――評価してい

る人の化身――が 1人の人を犠牲にする際に物理的に接触する必要があるかど

うかによって左右されるということがわかってきました (Cushman et al. 2006)。

つまり、主人公が犠牲者を接触して突き落としたりしないと 5人が救えないと

いうケースでは、そのようなことはしてはいけないという判断をする確率が高く

なる。逆に、1人犠牲にするのは変わらないのですけれども、例えば、遠くでス

イッチを入れてその人を突き落とす場合、つまり、自分は触らないでよくて、ス

イッチだけひねればよいとか、遠くから棒で押せばよいというケースでは、それ

はやっていいのだという判断をする傾向が強まる。ですが、これは変な気がしま

せんか？実際そういうふうな判断をしてしまった人に、この調査結果をみせたら

どうでしょう。つまり、あなたの道徳的判断によると、あなた自身が触らなくて

はいけなかったときは駄目だけれど、触らなくてよくてスイッチをヒュッとひね

るとか、棒で突くとか、そういうときはいいということなのですが、どう思いま

すかと聞いたら、犠牲者に接触するか接触しないかというのは、やはり道徳、行

為の正しさには関係ないと思うと言う人は結構いるのではないかと思うのです。

そうすると、先ほどした判断、つまり突き落とすときは駄目で、スイッチとか棒

でやるときはいいよという判断と、今出した直観、物理的接触があるかないかと

いうのは道徳には関係ないという判断、その二つの整合性が問題になるわけです。

このように、非整合的な直観群というのは、最初からその構成要素すべてがただ

しいというふうにみなすわけにはいかないのです。非整合的な直観のうち、どれ

かが間違っているのではないか、というもっともな疑いがあるわけです。

いくつか、直観の証拠としての信用性の条件について述べてきました。ここで

注意書きなのですけれど、こうした条件は、信用できる直観とそうでない直観と

いうのを両極に区別するものではないのです。今までの多くの哲学者は、信用で

きる直観とそうではないものというのは、白黒つけられるかのように書いてきま
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した（Sidgwick 1907, Brandt 1959, Rawls 1951 など）。しかし、実のところ直

観の信用度、直観の証拠としての信用度は程度問題だと思います。例えば、幼い

子供というのは、概念と認知の能力の条件を満たさない場合が多いわけですが、

時には子供にハッとさせられることってありますよね。私にもし子供がいて、今

日お前を遊園地に連れて行くよとか言っておきながら、実際に連れて行かなかっ

たときに、子供に「お父さん、ずるい」とか「ひどいよ」とか言われるかもしれ

ません。その道徳的直観は多分ただしいだろうなと思います。このように、そう

いう幼い子供の直観であったとしても信用できるときがあります。直観の証拠と

しての信用というのは程度問題です。それから、こうした条件はまだ曖昧でして、

しかも、いくつも条件を出しましたけど、そのうちのどの条件がどれだけ大事か

ということも、まだ不明なわけです。この点は、道徳的直観の源の科学的研究と、

道徳的性質の特性に関する哲学的研究によって、解明していく必要があります。

ではまとめです。今日言ったことは、大抵の道徳的知識には道徳に関する直観

が要るということです。直観の源は意識には不透明です。道徳に関する直観の源

はおそらく様々です。個別的事例における行為の正しさや非難に値する度合に関

する直観の多くは、情動（の結果）ではないかという科学的仮説には、ある程度

実証的根拠があります。今日は触れられませんでしたが、個別事例における直観

は情動（の結果）であったとしても、証拠として使えないわけではないのですけ

ど、取り扱いには一定の注意が必要です。この点については、質問していただけ

ればお話しします。それから、行為の正しさや非難に値する度合い以外の道徳的

性質に関しては直観を調べていないし、道徳原理などについての直観に関しても

まだ調べていませんし、現実に関する直観と記述された架空の事例に関する直観

を比べて、どちらも同じようなプロセスで、同じように生み出されて、同じよう

な結果に至るのかということも調べていませんから、これらの点は科学者の方々

に調べてほしいところです。先ほども言いましたように、直観の信用度は程度問

題でして、また源の違いに応じて、各直観の証拠としての信用度とか、それを左

右する条件も異なるはずです。もっと具体的なことを本当は言いたいのですけど、

今はまだ言えないのは、直観の源に関する科学的な研究も、直観の対象である道

徳的性質がどんなものであるかについての哲学的研究も、まだそれほど進展して

いないからというところが大きいです。だから、そうした研究が進展していけば、

もう少し言えることが多くなってくるのではないかというのが、私の希望です。

哲学的研究と科学的研究がさらに進むことによって、直観と道徳判断のうちで、
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どれが信用できるか、それはどうやって決まるのか、もっと具体的に言えるよう

になるかもしれないのです。そうすると、何が道徳的にただしいのか、もっと確

信を持って言えるようになるかもしれないわけです。たとえば、最初の喫煙の事

例にもどってみましょう。分煙、全面禁煙、全面自由喫煙という三つの選択肢が

あって、異なる人々がそれぞれを支持する相対立する三つの直観をもっていると

しましょう。この直観のうちどれがより信用できるのかを判定できるようになれ

ば、三つの選択肢のうちどれがもっともらしいのかを言えるようになるかもしれ

ません。このように、科学的研究と哲学的研究の進展により、道徳的知識を確実

に持っていると言える場合が増えてくることが私の期待です。この講演では道徳

的知識をこうしたら絶対持てますということは言いませんでしたが、科学的研究

と哲学的研究の協働を通じて、道徳的知識をより確実に得る道が開けるかもしれ

ないという話をしました。
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ただいまご紹介にあずかりました人文情報学研究所の永崎と申します。よろ

しくお願いします。皆様、お忙しい中、こういったテーマでお集まりいただき

まして大変ありがたく思っております。今日は「Digital Humanities のこれまで」

ということで、私のほうから、まず、Digital Humanities と呼ばれる動向が最近

ヨーロッパを中心に非常に広まりつつありまして、日本でもこれに呼応した動

きが起こりつつあります。そういったものがどこから来て、今どのような状態

にあるのかというところまで私のほうからざっと概要を申し上げまして、その

後、田畑先生から、中でもカナダの先進的な事例、実はカナダが大きな Digital 

Humanities の先進的な動きの一翼を担っておりまして、そのカナダの先端事例

統一テーマ：デジタル技術がみせる人文学の未来統一テーマ：デジタル技術がみせる人文学の未来
―Digital Humanities の現在――Digital Humanities の現在―

講演１

Digital Humanities のこれまでDigital Humanities のこれまで

永崎研宣永崎研宣
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ということでお話いただきまして、その後、中村先生はリテラシー研究を中心に

やっておいでで、そういった観点から、そもそもDigital Humanities というのは

メディアが紙からデジタルに移行すること、それによって、人文学にどういった

ことが生じてくるのかというところを半ば実践的かつ理論的に研究していく一つ

の流れになっているわけですが、そういった事柄について、リテラシー研究の立

場からいろいろコメントをいただくということになろうかと思います。

ということで、まず私のほうからは、「Digital Humanities のこれまで」という

ことでお話させていただきたいと思います。まず、「Digital Humanities のこれま

で」ということで、Humanities、つまり人文学が今どういう状況にあるのかと

いうことを簡単にざっとまとめます。ここでは特にデジタルメディアとの関連と

いうことから見ておりますので、もちろん人文学のすべてをここで語っていると

いうわけではございませんが、デジタルメディアと接した部分に関しまして、ど

ういう状況にあるのかということを少し簡単にまとめております。

まず上からごらんいただきますと、デジタルメディアの普及による紙メディア

の相対的な役割低下と、デジタルメディアの活用への社会的要請、この 2点が

人文学におけるデジタルメディアといった場合に大きなポイントになってきてお

ります。例えば、紙媒体の場合には、こういう感じで人文学の情報を世間に広め

ていくにあたってのルートがある程度決まっています。このように、著者が書い

て、それがどのように流れていって、最終的に読者のところに届くかという一連

の流れが確立されている。しかも保管に関しましても、1冊国会図書館に送れば

大丈夫という形になっている。では、そのための費用がどうなのかと言えば、読

者から書店経由で、取り次ぎ経由で、印刷会社から出版社を通って、著者のとこ

ろにも行きますし、そのプロセスでは、出版社の、これらの各関係者が、それぞ

れ何らかのこれで生計を立てていけると、そういう産業の構造がちゃんとできて

いるわけです。かつ、税金のほうも、国会図書館に税金が投入されて、これを保

管するための仕事をします。さらに税金から、文部科学省とか厚生労働省とか経

済産業省、そういったところから研究者のほうにお金が行きます。あるいはまた、

もっと別な形もいろいろありますが、人文学研究の場合は基本的には、文部科学

省、あるいは学術振興会のほうからという形になります。

いずれにしましても、こういうのがもうある程度確立しているわけです。とこ

ろが、デジタルメディアで、といった場合は、まずここら辺のところで、それぞ

れの関係者たちがなんとなく暗黙のうちに積み上げてきたルールや手法といった
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ものを一度明らかにしていかなければいけない。そういうプロセスが必要になっ

てきておりまして、その上で、今度その人文学研究者という、今特に要請されてい

るのは、ここら辺までやらなくてはいけないのではないのかと。今まで編集は出版

社、あるいは印刷屋さんに任せてしまっていた。例えば、学術雑誌を出すといった

場合、その学術雑誌を出してくれる印刷屋さん、出版社に全部お願いして、こちら

は原稿だけを渡す。これは本を出す場合でも同様です。ところが、デジタルの場合

は、原稿を渡すだけではなくて、例えば典型的には、ワードで出してくださいと言

われると、ではレイアウトをどうしようかとか、もちろん組版を印刷屋さんがやっ

てくれればいいのですが、組版についても、もう少し研究者のほうでアクセスでき

るようになってきている。そうすると、それどうするのですか、と。どこまで責任

を持っていくのかと考えると、ここら辺まで来てしまう可能性がある。

一方で、情報技術が、これまた難しいところなのですが、情報技術がそこら辺

をカバーすることに。そうすると、この産業構造をどのようにすればよいのか。

今まできちんと流れができていたのですが、それをガバッと情報技術によってカ

バーしてしまうとするとどうなるか。もちろん大手企業が、今ここのところを

やってしまおうと色々なビジネスモデルをつくりながら試行錯誤しているところ

です。そのような状況で、一方で、では人文科学研究者には何ができるのか、と

いうのが、その一つのDigital Humanities、あるいはデジタル人文学の重要なテー

マになってくるわけです。

それから、人文学の対象領域の拡大と学際化、ここら辺は南山大学の方々です

とどうなのでしょう。結構実感するところはあるのでしょうか。例えば、私は、

前職は小さな田舎の公立大学だったのですが、そういうところですと、人文学が

必要なのだというだけでは通用しませんでしたので、それがどうやって世間に役

立つか、役立てるためにはどうしたらいいのか。とにかく、学際化とか、あるい

は対象領域を拡大してみたり、あるいは国際文化といった枠組みをつくってみた

り、いろいろやっていました。そのような形で、人文学が社会的意義を見いだし

ていこう、あるいは、打ち出していこう、という動きというのは、見方を変えれ

ば、人文学、特にトラディショナルな人文学の方の立場に戻ってみると、専門性

が変容していたり、あるいは人文学としては縮小化しているというような、見方

がされることもあろうかと思います。

ではもう少しデジタルメディアの普及ということで見ていきますと、先ほどは

産業構造のお話を雑駁に申し上げましたが、我々は、人文学研究をする中でも、
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デジタルメディアを普通に使うようになってきた。例えば、ここで懇話会をやり

ますが、その懇話会の話は、後でテープ起こしをされてネットで公開される。デ

ジタルメディアを普通に使うようになってきているわけです。そうすることで、

例えばこの会に参加しなかった人でも、どんな話をしたのか、Digital Humanities

とはどういうものか、そういったことを知ることができるようになる。そういう

意味でもデジタルメディアを使う、今までそうでなかったころとの大きな違いと

いうのはありまして、そういうところが、一つの大きな変化の部分です。

さらに、もう少しこのデジタルメディアの普及によって変わってくるところ、

先ほど産業構造の図で見ていただいた、人文学研究者のやることが増える可能性、

というところを、また見てみたいのですが、これを一言でまとめますと、記述、

あるいは表現の可能性の拡大というふうにまとめることができます。まず、より

高度な、あるいは適切な対応方法の追求。例えば、その読者に合わせて簡易な表

示をしたり、研究者だったら細かい表示をしたり、そういったこともデジタルメ

ディアを使えば、比較的簡単にできる。たとえば、研究者に対しては細かい情報

を出し、一般の人に対しては簡単な情報を出す、という形で情報の出し方を変え

るといったことがまず可能になるわけです。それからさらに、例えば、グラフで

色々な情報の分析結果を表示したり、あるいは 3Dで表示してみたり、そういっ

たような、いわゆるビジュアライゼーション、あるいは視覚化と言われる、今ま

で抽象的に考えてきたものを、もうちょっと具体的に図で表示できないのかとい

うのが、先に申し上げた表現の可能性の拡大の一つのポイントで、例えば、これ

はある英語の文献の中で出てくる言葉がどのような関係を持っているかというこ

とを、表示してみたグラフです。ちょっと薄くてよく見えないかもしれませんが、

この線の太さとか、あるいは長さなどで、それぞれの言葉の関係が表示されるよ

うになっていて、ここに書いてある element、それから rendition、contains、そ

れから declarations、といったところに注目してください。こういったものが、

ここで解析している文章の中では Element という言葉と関係が深いということ

がグラフによって視覚化されています。

こういうのを見ると少し大変だと思われる人もいるかもしれませんが、これ

は、ランカスター大学のプロジェクトで開発されているソフトウエアです。この

ソフトウエアがすごいのは、とにかく電子テキストがあれば、それを少しかける

だけで、すぐにこういう表示をしてくれると、そういうソフトウエアです。ここ

では英語の文献が用いられているのですが、おそらく英語でなくてもできると思
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います。このソフトは、ランカスター大学で開発されたものですが、こういった、

テキストの中の色々な用語の関係を視覚化してくれるソフトウエアは、世界中の

色々なところで開発されています。そういったところで表現の拡大の可能性とか

いうところが、人文学にとっても、手の届くところに来ているということが今の

状況として言えると思います。

それから次に、拡大する対象領域という話に移りたいのですが、これも皆さん、

ご存じの通り、まず何と言ってもWeb における莫大な情報量ということがあり

ます。人文学は基本的には人間文化について研究するというのが基本ですので、

もちろん手法としてはトラディショナルな哲学、史学、文学、さらに、人類学だっ

たり、あるいは、社会学だったり心理学だったりと、色々な分野があり、色々な

手法が出てきておりますが、基本的には文献を相手にするか、あるいはフィール

ドで調査してきた情報を相手にするか、といったものだったわけです。ある種、

代表性を持っていることになっている資料を扱うというのが基本だったと言って

もよかったと思われるわけですが、ところがワールドワイドウェブの場合、特に

代表性とか何ら関係なく、とにかく大量の情報がどんどん流れてくる。しかもデ

ジタルデータですので、集めて手元で何かするということが可能性としてはもう

開かれてしまっているわけです。

このWeb にある大量の情報の中から何か言うことはできるのか、それが人間

の活動だとしたら、人文学の対象にしなくていいのかとか、いろいろ人文学を研

究している人なら誰しも一度はこの葛藤にさいなまれたことがあるのではないか

と思いますが、これをとにかく何とかしようという方向性が一つあります。それ

からもう一つ、たくさんあるだけではなくて、利用者が同時に情報発信もできる

ようになっています。例えば、ネット上のQ&Aサイトなどがあります。Yahoo

知恵袋とか OKWave とか、そういったものにどんどん人が書き込んでいくと、

コンピュータを使って解析することも可能なテキスト、しかも割と人間の生の、

人間が作ったテキスト、そういったものがどんどん増えてきて、そういったもの

をどうやって研究対象にするのか、これも重要なテーマになってきています。

さらにもう一つは大規模コーパスの登場です。やはりデジタルメディアの登場

によって大規模コーパスが実現しています。コーパスをすごく簡単に申し上げま

すと、とにかく文例をたくさん集めたものということですが、410 ミリオン以

上の言葉を集めた、こちらアメリカ合衆国でのコーパスです。それからもう一つ、

ブリティッシュ・ナショナル・コーパス、こういったものも出てきているわけで
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す。これらを対象として、人間が目で確認して研究するというのは、ほとんど不

可能です。そうすると、これを分析・解析するためにどうしましょうか、という

ことになります。

前振りが長くなってしまったのですが、ようするに、データがコンピュータで

解析可能な状況というところで、例えば言語学者、あるいは文学研究者、そういっ

た立場から、データをどのようにしてうまく扱って、何らかの研究成果を出して

いくかというところで、データサイエンスという側面が出てきていると。これも

またデジタルメディアの登場によって、非常に着目されざるを得なかった部分で

す。さらに、ここまではテキストデータの話、とにかく文字の話だったわけです

が、デジタルの場合、テキストだけではなくて、もっと色々なものを扱えますよ、

という話が出てくるわけです。そうすると、当然のことながら、人文学の研究対

象としては、いろいろ考えなければいけないことが出てきて、先にここのことだ

け申し上げますと、画像、動画、動作情報、音声、その他いろいろな情報が一応

扱えますよ、ということで提示されるようになってきているわけです。

そうすると、例えば、これは先週ぐらいに公開されたのですが、e国宝、国立

博物館所蔵のものすごい高精細な画像のデジタルアーカイブです。色々な所蔵物

があって非常にきれいに見ることができるようになっています。それから、ある

いは動画なども、今までは、うまく扱えないので研究対象にできなかったという

部分があったかもしれません。一部に、例えば、テレビ番組、CM、そういった

動画の情報を研究している人たちもいましたが、映画ですと、特に研究対象とし

てよく用いられていましたが、こういったものも、実際に、これを対象にしてい

ます、ということを提示しながら議論することが可能になりつつある。例えば、

これは桃屋の CMを、動画を集めて時系列に並べたもの。これは川崎市立図書館

と慶応大学が共同で作ったWeb サイト、デジタルアーカイブなのですが、こう

いったものを通じて、「食卓に映し出された “ 昭和 ” と日本の生活文化」と、こ

ういったものも可能になるわけです。そうすると、これを研究対象として検証可

能な形できちんと議論するにはどうしたらいいかということも、どうしても検討

せざるを得なくなってくる。こういったところもまた、デジタルメディアの登場、

あるいはそれに伴う対象領域の拡大によって、突きつけられつつある部分です。

一方で、ではそれが何もかも最近議論されるようになったことなのかというと、

全然そのようなことはなくて、実は割と以前から構想段階としては色々なことが

言われてきていたわけです。例えば、デジタル化情報による人文学資料の効率的
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利用、これが最近始まったのでは決してなくて 1949 年にはロベルト・ブサとい

う神父が IBMのコンピュータを使って、トマス・アクィナスのデジタル語彙集

を作れないかというプロジェクトを始めて、もちろんすぐにできたわけではない

のですが、構想段階では既にそういったものがあったそうです。あるいは、今では、

世界中を接続しうるネットワークというのがあって、それによって色々なことが

可能になっているわけです。それがまさにインターネットなのですが、インター

ネットも 1960 年代にはもうパケット通信研究として始まっていて、そういった

ものが今につながっているわけです。

ネットによる電子図書館、あるいは情報ネットワーク、そういった発想につい

ては、もちろんこれも以前から色々な議論があるわけですが、コンピュータを使っ

て具体的に作ってみようということについては、1960 年頃、テッド・ネルソン

という人がザナドゥ構想というのを発表しまして、この段階で実は既にネット

ワーク上にデジタル図書館を作って、例えば、著作権に関する処理なんかもでき

るようにしましょう、ということも既に議論が始まっているわけです。もちろん、

1960 年代にそういう構想を始めても、全然現実化しませんので、構想が始まっ

た当時は非常に大変だったようですが、我々が現在使っているWebの登場によっ

て、このザナドゥ構想が脚光を浴びるようになったというふうになっています。

先ほどから出ている、色々なデジタルデータに対して、うまく扱うために意味

づけをしなくてはいけないというところも、1980 年代ぐらいから人工知能研究

によって知識表現についての研究が始まって、そういったところから来ているそ

うです。そういった色々なものが、もう今は 2011 年ですが、2011 年になると

実際に具体的に現実そのものとして我々の前に立ちはだかっているわけです。一

方、人文学のほうから、デジタル化への取り組みが組織的にはどのように展開さ

れてきたのか、というところも少し見ていきたいと思いますが、特に大きなとこ

ろでは、1973 年のヨーロッパで、ALLC という学会が設立されております。ロ

ンドンのキングス・カレッジ・ロンドンで始まったそうです。それから 1978 年

には、アメリカでも ACH、Association for Computers and the Humanities とい

う学会が始まっております。それから 1989 年には日本で情報処理学会の研究会

として、人文科学とコンピュータ研究会というのが始まっております。こちらも

Web サイトに載っております。

こういった形で、人文学にコンピュータを応用する、そのデジタル化につ

いて考え、研究して、実践していく、そういう流れが 70 年代にはすでにあっ
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たわけです。ただ、それが Digital Humanities、例えば、ネットで「Digital 

Humanities」と検索すると非常にたくさん出てきまして、色々なところで

Digital Humanities が注目されるようになっていますが、ではそれはどこから

出てきたのかというと、2000 年代に入ってから注目されるようになってきた

ようです。それまでは、例えば、ALLC、ACH など、先ほど申し上げた 70 年代

から始まっている学会がありましたが、それらが中心になって、連携組織とし

て、Alliance of Digital Humanities Organizations というものを立ち上げた。そ

のような感じで、それまで人文学のデジタル化に取り組んでいた人たちが少し名

前を変えて、それまで、例えば、Humanities Computing や Computers and the 

Humanities とか、あるいは、Literary and Linguistic Computing とか言ってきた

人たちが少し名前を変えてDigital Humanities という名称を用い始めたという面

もあります。もちろん名前を変えるにあたって、研究の枠組みそのものも広げて

いく、あるいは変えていく、といったことがあったわけですが、そのような流れ

のなかで、この連携組織 ADHOが 2004 年につくられました。またその代表的

入門書、『A Companion to Digital Humanities』という本が、2004 年に出版され

ました。こういう感じの本です。この本は今ネットで、無料で読めますので、興

味がある方はぜひ読んでいただけたらと思います。さらに 2006 年には、パリで

Digital Humanities 国際会議が、第 1回の会議が開かれました。このような感じ

で、ソルボンヌ大学の立派なホールで、こういう壁画の下でパワーポイントのス

クリーンを出して議論をすると。このような感じの学会が開かれておりました。

今までの話と少し重複してくる部分もありますが、Digital Humanities とは何

かということを改めて見ていきたいと思います。ここはおさらいです。これまで

の流れを受けた人文学デジタル化の潮流の再編というのが基本です。主には 70

年代から展開されていた、人文学デジタル化の研究に対して新しい名前をつける。

さらに、新しい名前を付けるとともに、それまではあまり注目されていなかった

対象領域の拡大した部分についても一つの流れとして統合していくと。そういう

意味での潮流の再編ということになります。

さらに少し人文学の内容のほうに入っていきますと、依拠するメディアの移行

を契機とする人文学の方法論的再考という言い方をすると、非常に抽象的なので

すが、ようするに、どうやってデジタル化をするのか、それはなぜそのように

デジタル化するのか、この 2点についてデジタル化していくにあたって考える。

考えると、どうしてもこの明示化せざるを得なくなる部分があるわけです。この
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ような、どうやって、とか、なぜ、などを明示化するということが、今までだっ

たら黙っていてもわかるよね、という部分、あるいは、黙っていても弟子はちゃ

んとわかるべきだという部分をきちんと明示化していかなくてはいけない、そう

いう要請が生じてきているわけです。そこでは、徒弟制度からの脱却と、それゆ

えの困難さ、そういう面もあるようです。

それから、あともう一つ、Digital Humanities の特徴としましては、先ほど申

し上げたような方法論的な考察を深めていくと同時に、その議論を学際的、ある

いは国際的に展開していくことが可能になる、あるいはそのようにされつつある

というところがあります。それはつまり、研究手法を明示化する。明示化するこ

とを通じて、デジタル化ルールの共通化への議論と実践、こういったことが、徐々

に行われつつある。すでにヨーロッパではかなり広く行われているのですが、日

本、あるいは東アジア、東南アジアでは、最近参加し始めたという感じになって

おります。あるいは、多言語、他文化資料のデジタル化におけるデータルール、

ツール、そういったものの国際的共有化への議論と実践、そういったことも展開

されつつある。さらに、実はもう既にヨーロッパですと、知る限りでは、イギリス、

そしてカナダとアメリカ合衆国のほうではDigital Humanities の修士号、あるい

は博士号というのが出されるようになっているという状況のようです。つまり、

こういったことを議論すること自体が研究の対象であり、研究の成果になり得る

という状況になっているようです。具体的にどのように学際的、国際的に展開

されているかと申しますと、まず先ほど少し見ていただいた、ADHO、Alliance 

of Digital Humanities Organizations を通じた学会間の連携については、今のと

ころは、ヨーロッパと、それからアメリカとカナダの学会が参加して連携してい

ます。これに色々な学会が入っていくというような話もあるようです。それから

大きなところではアメリカのNEH、National Endowment for the Humanities で、

Offi  ce of Digital Humanities というのを設置して、大規模な財政支援をしていま

す。少し今、円高ですので日本円に直してしまうと微妙な感じですが、だいたい

500 万ドル近い予算をDigital Humanities だけに対して割り当ててているという

状況です。

一方、ヨーロッパのほうでも、こちらは予算規模までは確認できていない

のですが、関係者と話をしていると結構お金がありそうな雰囲気なのですが、

DARIAH です。こちらは EUのほうから主に支援を得ているようですが、Digital 

Humanities にかかわるインフラストラクチャーをつくるための支援組織という
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ことで、色々な展開をしているようです。それ以外にも、例えば、DFG、これ

はドイツの学術振興会みたいなものなのですが、これと NEH が米独 2国間で

Digitial Humanities をやるときに支援しますよと、そういう支援プロジェクト

が始まっています。あるいは、世界中のDigital Humanities 関連機関を集約する

DH centerNet というのが、これはアメリカ合衆国から始まったのですが、これ

も今、世界中に展開しております。

 あるいは、人文学資料をデジタル化するルールを策定する TEI コンソーシア

ムというのも 1987 年より始まっています。こちらは欧米が中心になっているの

ですが、これがまた一つ非常に興味深いものですので、ざっと見ていきたいと

思います。まずこの TEI コンソーシアムなのですが、先ほど申し上げた ALLC と

ACHが中心になって開始したものです。もちろんWeb サイトもあって、非常に

たくさんの情報が蓄積されています。TEI コンソーシアムでは、人文学資料のデ

ジタル化のためのガイドラインを策定しています。現在は XMLのサブセットと

いう位置づけです。XMLというのは、テキストデータに対して構造情報を付与

するための国際的なルールです。そのルールに従ってルールが作られているとい

うことです。このルールは、内容は多岐にわたっておりまして、著者名、地名、

異読情報などの、いわゆるテキストデータを扱う場合の、あるいは写本なども今

取り組まれているわけですが、そういったものを扱うための色々なルールをつ

くっているわけです。もう既にこのような分厚いルールブックになっているので

すが、それでも確定版ではなく、議論に基づいて修正・追加を続けているという

状況です。

例えば、そのガイドラインの応用の例ということで、実はそろそろ時間です

ので、少しだけとしておきますが、例えば、メリーランド大学で Versioning 

Machine というのを作って公開しております。ここでは、今申し上げた TEI コ

ンソーシアムが作っているガイドラインに従って文章を書くといいことがありま

す、という話を少し申し上げたいのですが、これは実際に人間が目にすることは

ないのですが、コンピュータの裏側でこういうルールを、まずこういうふうに書

きなさいというようなルールが作られております。どうなっているのかという

と、まずこの <app> というのが、クリティカル・アパレイタスの開始の符号です。

それから、ここから読みが始まって、この読みは、ダブリンという、この場合、

写本なのですが、写本の名前で、一方、ここから異読で、オックスフォード写本

です。さらに本文がここのところにあります。さらにクリティカルノートがここ
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にあります。このような感じで、これは少し古い英語の文献学のためのルールに

なっているわけですが、そういったものをいろいろルールに従って書くと、こち

らダブリンの写本に基づく本、こちらはオックスフォードの写本に基づく本で、

さらにここにクリティカルノートがこのように表示されると。このような感じで

ルールに従って書くことで、パッと表示できるような、そういうアプリケーショ

ン、ソフトウエアというのがこの Versioning Machine としてフリーで公開され

ています。このような感じで、とにかくルールに従って書くことで、あるいは記

述することで、色々なところで作られているソフトウエアなどを使って、より便

利に処理して取り扱うことができるようになる、そういうことを申し上げたかっ

たわけです。

それから、そろそろ終わりの時間ですので、さっと行ってしまいますが、日本

でのDigital Humanities の展開、これにつきましては、科研費の細目表で、人文

社会情報学というのがありまして、主にはここで展開されております。ここから

判断する限りでは、一応、それなりに、日本でも認知されているというふうにみ

てもいいように思います。と申しますのは、人文学デジタル化に関すると思わ

れる科研費補助金の合計額は、2010 年度だけで 7億円以上です。人文学全体で

は 73億円なのですが、その内、人文学のためにデータベースをつくりますとか、

何か人文学の資料を解析しますといったような研究テーマだけで 7億円以上あ

るという、結構驚くべき数字なのです。こうした研究の発表の場としては、先

ほど申し上げた人文科学とコンピュータ研究会というのが年に 4回研究会、年 1

回シンポジウムということで開催されてきております。その他、各分野ごとにデ

ジタル化に関する学協会がつくられてきておりまして、こちらは策定中の資料な

のですが、このような感じで、皆さんも、ご縁がおありの学会があるかもしれま

せんが、色々なところで展開されております。

それから、日本は実は海外の動向とあまりうまく接点を持ってこなかったとい

う歴史がありまして、やはり日本語の扱いが難しい、ここに尽きるのですが、日

本語処理が難しく、かつ特に漢字の外字問題とか、そういったところでいつまで

も延々と時間を食っているので、もう少し統合的なデータを作りましょうという、

ところまで話が広がらないという面が若干ありまして、そういったところで日本

と海外の動向が少しギャップがあります。そのギャップをなんとかしなくてはい

けないという話になっております。また、Digital Humanities に関する教育研究

組織にはすでに色々なものが実はあります。最後に、若干宣伝めいてしまって申
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し訳ないのですが、3月 28、29 日に、大阪大学で人文情報学推進協議会の設立

記念の国際シンポジウムを開催します。OSDH2011 で検索していただきますと

情報が出てきますが、国内外のDHの動向の連携を推進するための組織、流行の

言葉で申し上げてしまいすと、いわゆるガラパゴス化と言われる状況が実は日本

の人文学のデジタル化においては顕著に起こっておりまして、もちろんそれは悪

いことばかりではなくて、むしろいい面も大きいのですが、そこをなんとかもう

少しうまく中和していくような動きを作っていくべく、こういった協議会を設立

するという運びになっておりまして、ご関心のおありの方はご参加いただけたら

と思っております。

（ながさき・きよのり　（財）人文情報学研究所 主席研究員／所長）

2011 年 1月 29 日開催
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1. はじめに
Digital Humanities の概略については永崎先生よりお話いただきましたので、

私はDigital Humanities を構成している中核領域の一つ、電子テクスト分析研究

について述べたいと思います。電子テクスト分析研究は、計量的な物差しを使っ

てテクストの言語的特徴を特定し、テクストの形式や内容の類型化、著者の推定・

判別、文体の記述などを行う分野であり、Digital Humanities の中でも比較的古

い歴史を有しています。ここでは電子テクスト分析研究を支援するインフラス

トラクチャ構築の事例として、特にカナダにおける先進的な取り組みを中心に

統一テーマ　デジタル技術がみせる人文学の未来統一テーマ　デジタル技術がみせる人文学の未来
―Digital Humanities の現在――Digital Humanities の現在―

講演２

カナダにおけるDigital HumanitiesカナダにおけるDigital Humanities
―TAPoR の紹介を軸に―TAPoR の紹介を軸に

田畑智司田畑智司
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紹介したいと思います。同時に、時間の許す範囲でデモンストレーションを交え

た説明にしたいと思います。

永崎先生のスライドにも示されていましたが、Digital Humanities 関連学協会

の傘組織として ADHO（Alliance of Digital Humanities Organizations）がありま

す。ADHOは三つの学協会で構成されています。そのうち最も古いのは、ヨー

ロッパに基盤を置く ALLC（Association for Literary and Linguistic Computing）

です。次いで、北米に基盤を置く ACH（Association for Computers and the 

Humanities）。そして、三つ目の団体がカナダに基盤を置く学協会 SDH-SEMI

（Society for Digital Humanities/Société pour l’étude des médias interactifs）で

す。SDH-SEMI は、もともとは Consortium for Computers in the Humanities/

Consortium pour ordinateurs en sciences humaines（COCH/COSH）と呼ばれて

いた組織です。Digital Humanities という表現は 21 世紀に入って以降、戦略的

に使われるようになった用語です。かつてはHumanities Computing（あるいは

Computing in the Humanities）という用語が使用されていました。Humanities 

Computing から Digital Humanities への用語の戦略的転換に呼応して、COCH/

COSH も SDH-SEMI と名称を変えました。興味深いことに、最初の二つの学協会、

ALLC と ACHは、それぞれヨーロッパと北米を基盤に非常に大きなメンバーシッ

プを持っているわけですが、三番目に組織された SDH-SEMI は基本的にはカナダ

国内の学協会です。国の人口を考慮すると、カナダの国内組織が第三の組織とし

てこの ADHOに加盟していることは、いかにカナダにおける Digital Humanities

への取り組みが積極的に、精力的に進められてきたかということの一つの裏付け

となる事実ではないでしょうか。

スクリーンに表示しているのは、SDH-SEMI のWeb サイトです。カナダでは

オフィシャルな表記に関しては、原則として英語とフランス語併記になっていま

すので、この SDH-SEMI のWeb サイトも英語名とフランス語名の併記です。次

のスライドをご覧下さい。SDH-SEMI の設立目的を記載しています。これは、会

長のレイ・シーメンズ（Ray Siemens：ビクトリア大学教授（英文学））による

Web サイト記載の挨拶文の抜粋です。それによると、SDH-SEMI はその設立目

的として、Digital ツール、つまりコンピュータを活用した人文学研究・教育、

人文学資料アーカイヴの構築などの奨励と支援、Digital Humanities にたずさわ

る人文学研究者・学生のためのパブリケーションや研究発表の場、さらには共同

研究の機会を提供することを謳っています。加えて、さまざまな研究機関ならび
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に国際的な研究拠点を支援していくこと。さらに、政治的な観点からは、研究資

金（例えば、日本でいうところの科学研究費補助金など）の獲得のためのアドバ

イザリーボードとしての役割、Digital Humanities の推進支援のために国や関係

官庁に対してロビー活動を行うことなどが SDH/SEMI のミッションとして明記

されています。

カナダで SDH-SEMI のような組織がつくられるに至った理由の一つとして、カ

ナダにおける人文学研究の実証主義的な伝統を挙げることができるのではないか

と思います。カナダの人文学の様々な面について、実証主義的なアプローチの伝

統を指摘することが可能かもしれませんが、ここでは、私が関与する言語研究に

話を限定します。20世紀の言語研究史を振り返ると、アメリカでは、1950年代

後半の、ノーム・チョムスキー（Noam Chomsky）にはじまる理論言語学の台頭

によって、1960年代、70年代は圧倒的に理論志向が強まった時代です。カナダ

でも、もちろんチョムスキーの生成文法理論の影響は色濃くありますが、その一

方で、実証主義的アプローチ、実証主義的な言語研究の伝統が根強く守られてい

たことがDigital Humanities の普及・発展の源流になっているのではないかと考

えられます。カナダで実践された実証主義的言語研究の重要な事例として、電子

コーパス Toronto Corpus of Old English の編纂を挙げることができるでしょう。

これは、古英語（西暦 1100年頃までの英語）で書かれた文献をサンプリングし

た電子テクストデータベースです。このコーパスでは、約 2000点の古英語文献

が電子化されており、古英語研究の一次資料として重要な役割を担っています。

トロント・コーパス編纂の当初の目的は、The Dictionary of Old English とい

う古英語の辞書を編纂のための基礎資料の作成です。このコーパス構築プロジェ

クトの副産物として、古英語コンコーダンスが生まれました。コンコーダンスと

は、KWIC (Key Word In Context) と呼ばれる形式で特定のキーワードを中心に

前後の文脈を一覧表示する用語索引のようなものです。1980年代にはトロント・

コーパスをもとに古英語の KWIC コンコーダンスが相次いで出版されています。

歴史的な歴史言語学の分野で重宝される電子テクストデータベースに、ヘルシン

キ・コーパスがあります。フィンランドのヘルシンキ大学を中心に編纂されたコー

パスですが、ヘルシンキ・コーパスの構成要素のうち、古英語の部分は、トロン

ト・コーパスの一部が使われています。

先に述べた、The Dictionary of Old English という、このプロジェクトのWeb

サイトをスクリーンに投影しています。The Dictionary of Old English は紙媒体
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の辞書ではなくて、完成形は電子媒体の辞書としてWWWで公開されているほ

か、CD-ROM形式でも利用できます。このように，電子コーパスの構築、コー

パスに基づく言語使用の分析、そして、その知見を活用した電子媒体での辞書編

纂に至る実証主義的アプローチは、カナダにおけるDigital Humanities 興隆の太

い源流にもなっているのではないでしょうか。

実証主義の伝統は、典型的には電子コーパスの構築プロジェクトに反映され

ていますが、それ以外にも，電子テクスト分析、あるいは Textual analysis の実

践姿勢にその傾向が認められます。一例として、トロントで開発された言語分

析ソフトウェア TACT（Text Analytic Computer Tools）を挙げることができま

す。TACT の開発はトロント大学と IBMとの産学連携プロジェクトによって行な

われました。TACT はコーパス言語学の研究者や、古くからコンピュータを使っ

たテクスト研究に従事してきた人には、懐かしい名前かも知れません。TACT は

1980 年代からグラフィカル・ユーザー・インターフェース（GUI）が台頭して

くるまでの間、非常にポピュラーな言語処理プログラムでした。当時は、テクス

ト分析と言えば TACT と言われるほど、テクスト分析の代名詞的ツールだったわ

けです。しかし、TACT の動作環境はMS-DOS であるため、恐らく今ではほとん

どと利用されなく（利用できなく）なってしまいました。

そこで TACT に取って代わる新たなツール、21 世紀のコンピューティング環

境に相応しいツールを開発しようという機運が生まれ、TAPoR の開発プロジェ

クトが始まりました。SDH-SEMI の Web サイトの中心部にレイアウトされて

いる【Activities】というタブをクリックすると、プルダウンメニューが現れま

す。そのメニューを下にスクロールすると【Projects】というサブメニューが

表示されます。そこには三つのプロジェクトが紹介されています。その一つが、

TAPoR というプロジェクトです。他の二つは、Synergies と Implementing New 

Knowledge Environments というプロジェクトです。TAPoR というのは、Text 

Analysis POrtal for Research の略字語です。ポータルサイトである TAPoR はカ

ナダのいくつかの大学にミラーサイトが置かれています。次のスライドに示すの

はウェブブラウザー Safari で表示した TAPoR のWeb 画面です。

TAPoR のWeb サイトには大小様々なプロジェクトの紹介や、当該のWeb サ

イトへのリンクが張られています。その一つ、TADA（Text Analysis Developers 

Alliance）はテクスト分析アプリケーション開発者の連合です。TADA は一つの

組織というよりも、アプリケーションの開発者たちが情報や知見、技術を交換す
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るための、自由なネットワークだと理解してよいと思います。

以下では TADA に加盟する開発者たちが作成したツールのうち、TAPoRware

を紹介します。TAPoRware (http://taporware.ualberta.ca/ taporware/textTools/)

は Alberta 大学の Geoff rey Rockwell および、Lian Yan 他 TAPoR プロジェクト

のメンバーによって開発された多機能型テクスト分析Web インターフェイスで

す (1)。現在のバージョンは第二世代の TAPoRware 2.0 が稼働しています。

最近では、ワードプロセッサ・ソフトやテクスト・エディタでも、総語数や平

均文長などの情報を表示できるほか、（正規表現 (2) を用いた）語句の検索や、文

中の検索語句を色付けハイライトする機能などを備えているものもあります。し

かし、それらの多くは、もともと、大規模な文書を検索したり、検索結果を効果

的に並べ替えたり、視覚化してテクストのより深い理解を助けるツールとして

デザインされているわけではありません。そのため、本格的なテクスト分析に

は不向きです。他方、まさにそのような用途のために開発された言語処理ソフ

トウェアも各種存在します。WordSmith Tools(3)、AntConc(4)、KWIC Concordance 

for Windows(5)、CasualConc(6) などはその代表例であり、語彙頻度表、KWIC 

（KeyWord-In-Context）コンコーダンス生成から、コロケーション・ n-gram(7)検索、

キーワード分析 (8) など、さまざまな優れた機能を搭載しているものがあり、これ

らを活用すれば高度なテクスト分析も可能になります。

しかし、これらのテクスト分析のツールの難点を敢えて言うならば、それは

特定の OS（Operating System）でしか動作しない仕様になっていることでしょ

(1) 教育機関に所属する学生・教職員の場合、TAPoRware をダウンロードして自分の
コンピュータにインストールすることも可能です。システム要件など詳細について
はウェブサイトを参照して下さい (http://taporware.mcmaster.ca/~taporware/download/
newversion.html)。

(2) 文字列検索のためのパターン表現式を指します。アルファベットや数字に加えてメ
タ文字と呼ばれる記号を組み合わせることで複雑な条件を付けた検索を行うことが
できます。

(3) Mike Scott 製作。http://www.lexically.net/wordsmith/ Windows用。
(4) Lawrence Anthony 製 作。 http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html Windows、
Linux、Mac OS X 版が有ります。

(5) 開発者 塚本聡 http://www.chs.nihon-u.ac.jp/eng_dpt/tukamoto/kwic.html
(6) 今尾康裕開発、Mac OSX 用コンコーダンサー http://sites.google.com/site/casualconc/
(7) n 個の単語の連鎖。
(8) コーパス言語学用語としての「キーワード」は、たとえばコーパス A とコーパス B
での頻度差に「統計学的有意性 (statistical significance)」が認められる語のことを指
します。キーワードはさらに、過多使用 (overuse) vs. 過少使用 (underuse) のキーワー
ドに二分されます。
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う (9)。

TAPoRware はこうしたOS による制約を受けないWeb インターフェイスのプ

ログラムとしてデザインされています。OS に依存しないため、コンピュータに

Web ブラウザさえインストールしてあれば使用可能な点は TAPoRware の大きな

利点です。

2.  TAPoRware の使用方法
上記のURL をたどるか、または Google 検索を行い、結果のリンクをクリック

すると TAPoRware 2.0（Plain Text Tools）の初期画面（図 1）が表示されます。

 

2.1 Plain Text Tools

TAPoRware のスタート画面の左端に

は各種ツールへのリンクが用意されて

います。これらを大きく分類すると、 

HTML、XML、Plain Text と いう 3 つ

のタイプのテクストに対応したツール

集と、Other tools、そしてテスト運用

中のBeta toolsの合計5つのカテゴリー

からなっています。このうち HTML 

Tools は HTML（HyperText Markup 

Language）という言語で構造化された

文書、つまり、インターネット上のウェ

ブページの分析に最適化されています。

XML Tools は拡張型マークアップ言語

（eXtensible Markup Language: XML）

で構造化された文書の分析に最適化さ

れています。他方、Plain Text はそのよ

(9) AntConc は複数の OS 版が用意されている数少ないソフトウェアですが、Linux 版、
Mac OS X 版の動作速度、操作性は Windows 版に比べ格段に劣るため、残念なが
ら、現時点では快適な使用感にはほど遠いと言わざるを得ません。もっとも、Intel
社製のプロセッサを搭載した最近の Mac OS X 搭載のコンピュータでは、Boot Camp
という Windows 起動用パーティションや、Parallels Desktop for Mac、VMware 
Fusion などの仮想環境においてWindows を動作させることも可能です。

図 1 TAPoRware (Plain Text Tools) の
　　　 スタート画面
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うな構造化を施していない、換言すれば、コンピュータ（にインストールされて

いるワードプロセッサ・ソフトやテクスト・エディタ）で作成されたごく一般的

な文書（電子テクスト）を分析対象とするツール集です。構造化文書を対象とす

るHTML Tools、XML Tools にあって Plain Text Tools にはない機能もごく少数

ありますが、テクスト分析のための主要なツールは共通しています。したがって、

以下では英語研究という観点からもっとも利便性が高いと考えられる Plain Text 

Tools に限定して解説を進めます。

TAPoRware（Plain Text Tools）のページ （図 1）の中央には、小さなサムネイ

ル・ピクチャとともに、Plain Text Analysis Tools を構成する 11 種のツールの

簡単な紹介があります。

2.2 分析データ：歴代米国大統領就任演説

ここでは、歴代米国大統領の就任演説を題材にしてツールの紹介を行います。

米国大統領の就任演説（Inaugural address）は、大統領選挙を経て選任された（新）

大統領が、4年間の任期開始に当たって夢や希望、抱負、国家の課題などを明言

する場であり、今日では米国民のみならず世界中が注目するイベントの一つと

なっています。1789 年の George Washington から 2009 年の Barack Obama に

至る歴代大統領就任演説集は 220 年間をカバーしており、これを一つの通時的

言語資料と見立てることも可能でしょう。就任演説の英語は明快で格調高いスタ

イルで綴られたものが多く、それぞれ時代の英語の粋を投影したものであると言

えるでしょう。他方、各々が異なった基調や形式をもつほか、そのトピックには

政治・経済・社会・文化など様々な面に関する当時の国内・国際情勢や有権者が

支持するイデオロギーが反映されており、Critical Discourse Analysis（CDA：批

判的談話分析）の研究対象としても興味深い言語資料だと考えられます。

歴代大統領就任演説のテクストは全てインターネット上に公開されているので

誰でも簡単に入手し、分析を始めることができます。そこで、Bartleby.comのペー

ジにリンクされている U. S. Inaugurals(10)（http://www.bartleby.com/124/）か

らダウンロードした 56点の演説を一つのファイルにまとめたもの（仮に APIA-

raw.txt というファイル名とします）を TAPoRware の題材にします。

(10) Inaugural Addresses of the Presidents of the United States. Washington, D.C.: U.S. G.P.O.: 
for sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O., 1989を電子化し，さらに Bill Clinton, George 
W. Bush, Barack Obamaの演説を加えた Bartleby.comオンライン版に拠っています。 
(URL http://www.bartleby.com/124/index.html [Last accessed: 17 January 2011])
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2.3 List Words: 語彙頻度リスト作成

テクスト分析のアプローチはまず語彙頻度リストの作成から始まります。語彙

頻度リストにはその文書のトピックや aboutness (Scott, 2001: 48) が如実に反映

されるからです。List words ツールへ移動するには、図 1 の左端（またはページ

中央やや上）にある List Words をクリックします。図 2 の画面が現れます。

各ツール共通の手順として、まず分析対象のファイル（Source text）の読み

込みを行います。ファイルを指定（入力）する方法は 2 種類用意されています。

図 2 List words 語彙頻度リスト作成画面
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一つ目は、 URL（Web Address）をタイプもしくはペーストしてWeb 文書を指

定する方法。二つ目は、自分のコンピュータにあるファイル（Local File）をアッ

プロードする方法です。一番上の » Source text 欄で Local text file のチェックボ

タンをオンにした後、Choose File ボタンをクリックし、用意しておいた就任演

説ファイル（APIA-raw.txt）を指定します。

» Words limited to の欄では作成する語彙頻度リストのタイプを指定できま

す。1）(All words) を対象とするか、2）特定のパターンに適合する単語（Words 

matching pattern: ［任意の文字列・パターンを指定可］）を対象とするか、3）指

定の単語（一覧）にあるものだけを対象に含めるか（Words in the list below）、

それとも、 4）指定の単語を除外するか（Words not in the list below）選択がで

きます。さらに 3）と 4）の場合、 a）含める、あるいは、除外する単語を Word 

list typed in:の欄にタイプする方法、 b）単語一覧をファイルとして読み込む方法、

そして c） modified Glasgow Stop Words(11) という数字、記号や機能語からなる単

語一覧を指定する場合の 3 つのオプションがあります。ユーザーが特に指定し

ない場合（by default）、4b）すなわち数字、記号や機能語を除いた語彙頻度リ

ストが作成されます。

» Results 欄では、語彙頻度リストの並びを指定します。何も指定しない場合、

頻度順に並べた（Sort: By frequency）単語リストが別ページ（HTML）に表示

され、上位 5 単語については出現分布グラフが小さく表示されます。ここでい

う出現分布は、ファイルを均等に 20 分割したセグメントにおける分布です。並

び替えは頻度順の他、アルファベット順（alphabetical）、ファイル内での出現順

（By order of appearance）、逆アルファベット順（By reversed alphabetic order）

が選べます。なお、Apply inflectional stemmer にチェックを入れると、レマ化

（見出し語化処理）が行なわれ、take、takes、took、taken、takingの各語形の生起、

頻度は、見出し語である TAKE に集約されます。表示はHTML の他、XML形式

やタブ区切り（Tab-delimited text）形式などに変更可能です。分布図は最大上

位 50 単語まで適用可能です。必要なオプションを指定した後、Submit ボタン

をクリックすれば、語彙頻度リストが生成されます（図 3）。

 

図 3 の一番上、Summary には、テクストの総語数（132,234 語）、異語数（8,970

タイプ）、数字・記号・機能語などの除外項目（modified Glasgow Stop Words）

(11) modified Glasgow Stop Words の文字をクリックすると，その内容が表示されます。
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以外の内容語の総数（56,427）が示されています。紙面の制約上、図 3 には上

位 28 項目しか含めていませんが、government、people、states、world、country、

nation、peaceなど就任演説の主題と密接に関わる語が上位に位置していること

図 3 生成された語彙頻度リスト（一部）
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がわかります。また、出現分布図からは各単語の生起のしかたが（当たり前のこ

とながら）一様ではないことが見て取れます。たとえば、高頻度の内容語の中

でも governmentのように全時代に渡ってあまり偏り無く生起している語もあれ

ば、 [S]tates、public、constitution等のように前半期 (12) には頻出している一方、後

半期にはあまり生起しなくなっている語もあります。他方、world、new、time、

freedomそして特に、[A]mericaなどは現在へ向かうにつれて生起度が高くなって

いる事実が示されており、演説のテーマの移り変わりを示唆しているようです。

ただし、語彙頻度リストだけでは各々の語がどのような文脈で、どのような

意味合いで使用されているか判断することはできません。たとえば、頻度 10位

の newはいったい何が newなのかは不明です。そこで、newをクリックすると、

newを中心に左右に前後の文脈を配置した KWIC（Key Word In Conext）コンコー

ダンスが表示され，全用例を吟味することができるようになります。

2.4 Concordance: KWIC コンコーダンス作成

KWIC コンコーダンスは、語彙頻度リストで目をつけた語の用法を観察するの

に最適のツールです。語彙頻度リストに表示されている単語をクリックすること

によって、KWIC コンコーダンスを表示することもできますが、Concordance ツー

ルを使用すれば、より細かなオプション設定が可能になります（図 4）。

 » Source text については前節で述べましたので以下全て省略します。

» What to find欄に検索対象の語をタイプします。ここでは newを検索します。

(12) おおむね 18 ～ 19 世紀末に相当。

図 4 Concordance ツールの設定
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右側の Get Synonyms ボタンをクリックすると、 newの類義語・関連語の候補と

し て fresh、novel、raw、unexampled、newfangled、New、Modern、young、newly、

freshly、fresh、recentlyが提示されます。これらをコピーしてWord/Pattern: 欄に

ペーストすれば、類義・関連語のコンコーダンスを併せて作成することができて

便利です。

» Context of concordance 欄では、文脈の単位を語（Words）、行（Lines）、文 

（Sentences）、パラグラフ（Paragraph）のいずれかから選択できます。デフォ

ルトでは語が単位とされます。Context length はデフォルトでは 5になっていま

すが、任意の数字に変更可能です。数字を大きくすればより広い文脈で用法が観

察できます。図 4および 5は Context length を 8語に設定しています。

» Results 欄では出力形式を指定します。List Words と同じく HTML がデ

フォルトですが、XML 形式、タブ区切り形式も選択できます。HTML の場合、

Display words before and after the pattern (HTML only) にチェックマークを入

れると、KWIC コンコーダンスの最後に、検索語の前（左側）または後（右側）

に生起する語をそれぞれ集計した共起語のリスト（頻度順）が表示されます。た

とえば、newの場合、人称代名詞 weが左側に 21回、右側に 18回（5語以内の

スパンに）生起するという統計が得られます。頻度の点から共起のパターンを探

るのに利用できるでしょう（図 5 では省略）。

図 5 KWIC Concordance: new の一部
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2.5 Co-occurrence ツールによる共起関係の可視化

Co-occurrence ツールは、上述の newと weがどのように共起（co-occur）し

ているのかを知りたい時に有用です。 » Source text を指定した後、図 6 のよう

に対象語 (Primary pattern) に newを、共起語（Co-pattern）に weを入力し、そ

れ以外の項目はデフォルトのまま Submit ボタンをクリックすると、newと we

の共起パターンが提示されます（図 7）。Co-occurrence ツールによって生成さ

れたコンコーダンスを読むと、世界の新地平や新秩序の到来、新しい時代への取

り組み、新たな雇用創出の必要性、そして（世界のリーダとしての米国の）新た

図 6 Co-occurrence ツールの設定

図 7 Co-occurrence パターン
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な責任、他国との新たな協調関係等の命題を、newと weを巧みに組み合わせる

ことによって、大統領が聴衆（国民）と【共有している】重要課題として論じる、

というストラテジーの一端が浮かび上がってきます。

 

2.6 Collocation ツール：コロケーションの集約

Collocation ツールは検索語のコロケーションを集約するのに役立ちます。歴

代米国大統領就任演説で 3番目に頻度の高い内容語 greatはどのような語とコロ

ケーションを形成しているでしょうか？コンコーダンスを作成してコロケーショ

ンを精査する一方、共起語の頻度集計を行うことにより、コロケーションのパター

ンを集約して解釈することも可能でしょう。図 8 のように、Context length を 1

に設定して検索を実行した結果が図 9です。就任演説で greatが修飾する名詞が

集約されています。時間の制約上ここでは割愛しますが、このリストを異なる言

語資料から作成した greatの共起語リストと比較すれば，米国大統領就任演説に

おける greatのコロケーションの特徴が顕在化するのではないかと思われます。

2.7 Comparator ツール：二つの文書を比較する

前節の最後に触れましたが、あるテクストの文体的特徴を特定するためには、

別のテクストや何らかの基準と比較を行うことが必要です。「文体」や「特徴」

という概念は相対的なものであり、比較を前提とするからです。とはいえ、比較

というのは、実はそう簡単なことではありません。厳密な科学的実験では、結果

を検証するための比較対象を設定した実験（対照実験、コントロール実験）が行

なわれます。この場合、本試験と対照実験は目的とする条件以外は同じ条件下で

行う必要があります。目的とする条件以外の要因によって結果が影響されてはな

図 8 Collocation ツールの設定
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らないからです。一方、言語研究の場合は、自然科学や工学系の実験ほど厳密に

同一条件下でのデータを収集することはほぼ不可能ですが、可能な限り比較の条

件を満たすべく、よく考慮した標本の収集・集積が不可欠です。

ここでは、話を簡単にするために、同一の使用域（ジャンル）の英文テクスト、

歴代米国大統領就任演説の新旧を比較します。まず初代大統領のWashington 

（1789）から Adams（1825）までの 10 点を一つのファイルにまとめます。も

う一つは Nixon の二期目の演説（1973）から Obama（2009）までの 10 点を

まとめたファイルです。このように新旧の演説ファイル 2点（10_earliest.txt vs. 

10_latest.txt）を作成し比較してみます。いずれも同じ使用域の英文ですが、両

者を区別するのは約 150 年の時間です。もっとも、この 150 年間で米国の人口

は爆発的に増加しましたし、識字率、教育水準も大きく変わっています。さらに

図 9 Collocation ツールによる共起語リスト作成：great の場合
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は、ラジオ、テレビ、インターネットと新たなメディアが台頭しては次のものに

取って代わられるという大きな社会文化的な変動も起こっていますし、国際関係、

国際政治の変遷などにおいても複雑、多様な変化が生じています。こうした諸事

情を考慮した上で比較結果を考察することが重要になります。

図 10 Comparator ツールの設定
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図10はComparatorツールを使って比較分析を行う際のオプション設定です。 

» Source text に 10_earliest.txt を、 » Second source text に 10_latest.txt を指定し

ました。» Words to compare 欄では全単語を比較対象に含めました。» Results

欄はそのままで変更を加えません。比較結果は Sort by: Word count for text 1 す

なわち 10_earliest.txt の頻度順で出力されます。

表 1 には、比較する二つのファイルの基本情報が表示されています。総語数、

異語数には大きな差はありません。テクスト中一回しか生起しない語（Words 

that occur once/Hapax legomena）も大差無しというところですが、最頻語 

（Highest word frequency）の値が大きく異なっているのが注意を引きます。

1,708 （1,000 語あたりの相対頻度 81.5: i.e. 81.5‰）対 1,058 回（52.3‰）。図

11 に表示されている通り、最頻語は theです。同一使用域のテクストでありな

がら、定冠詞 theの頻度にこれほど大きな差異があるのはどういうことでしょう

か？その答えの一部は、2番目に頻度の高い ofが示唆しています。Text 1（10_

earliest.txt）における ofの頻度は 1167（55.7‰）であるのに対し、Text 2（10_

latest.txt）では 746 回（36.8‰）です。定冠詞 theと前置詞 ofが共に高い相対

頻度を示すテクストは、the X of Yタイプの「長めの名詞句」や of theに導かれ

る後置修飾の生起率が高く、情報密度（information density）、形式性（formality）

が高い傾向を示します (13)。主要な前置詞（to、in、by、with）いずれも Text 1 に

おける相対頻度が高く、この解釈をサポートするものです。もう一点、注目に値

するのは whichの頻度差です。Text 1 では 268 回（12.8‰）も生起しているの

に対し、Text 2 ではわずか 51 回（2.5‰）しか生起していません。この現象に

注目した拙論（田畑、2010）では「時代を経るに従い whichに導かれる関係詞

(13) 田畑 (2010: 156‒7)，注 7 参照。

表 1 Basic information for the two texts
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節を埋め込んだ文構造が減少している」要因として次のような説明をしています。

Washington の最初の就任演説では［最初の］一段落中に 7回もの whichが
用いられており、うち 4例は pied-piping 構文となっている。当時の演説の
聴衆は主に政治家や政府の役人、報道関係者などで、その多くはラテン語
の素養をもち、掉尾文を苦にしない教養人 (14) であったが、ラジオやテレビ
など巨大メディアの普及により聴衆の構成や規模は大きく変貌した。さら
に 1990 年代後半からのインターネットの普及は就任演説の聴衆をグローバ
ルにしたといえる。一方、Washington が最初の就任演説を行った時点では 
400 万人未満であった米国の人口は、積極的な移民政策も後押しして爆発的

(14) King’s College London にて 2009 年 9 月 24 日に開催された BA-JSPS 二国間共同
研究セミナーでこの現象を取り上げた際、Willard McCarty (King’s College) からこの
コメントを受けました。

図 11 新旧の演説共に生起する語（10_earliest.txt の頻度順）
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な増加を示し、1910 年代に 1億人、1950 年頃に 1億 5 千万人、1960 年
代後半に 2億人を突破し、ついに 2006 年には 3億人に達したと報道され
ている (15)。さらに、2007 年にはマイノリティ（非白人系）が 1億人に達し
たとの報道が同局より出されるなど (16)、国民・有権者の多様化が進んでいる。
聴き手の短期記憶に負荷のかかる埋め込み構文の使用が大きく減少している
ことを示す数字には、シンプルな統語構造で明快なメッセージを送ることが
重視されるようになった米国の姿が反映されているという解釈ができるので
はないだろうか。（田畑、2010: 151‒2）

図 11 は頻度比較を行った結果のごく一部に過ぎませんが、それでも注意深く

観察すると、先ほど取り上げた weも相対頻度の差が大きい項目であることが示

されています。Comparator ツールは二つのテクスト（コーパス）に共通の項目 

（Common words）と併せ、表 2、3のように一方のテクストにのみ生起する語

のリストも出力してくれます。Common words で頻度差のある語彙項目ととも

に精査すれば、米国の建国後数十年の大統領演説と、現代の大統領演説における

主題、文体・修辞の違いを反映する項目が数多く見つかると思います。

3.  おわりに　
最後に、TAPoRware に代表されるデジタルツールの特質について三点指摘し

(15) US Census Bureau（米国国勢調査局）の資料による (http://www.census.gov/
popest/estimates.html)。

(16 )  h t tp : / /www. census . gov/Pre s s -Re l ea se /www/re l ea se s /a r ch i ve s /
population/010048.html を参照。

表 2 Words in text 1 only：最初期の演説 10 点にのみ生起する語
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たいと思います。まず第一に、デジタルツールの出力は決して人間の分析に取っ

て代わるのではありません。デジタルツールは、結局のところ、分析者のコマン

ド（命令）通りの仕事しかしないわけです。換言すれば、分析の視点や手順が誤っ

ていれば、誤った結果しかもたらさないものです。ユーザーのコマンドに対して

は、非常に忠実ですが、不適切な分析命令に対してはそのまま不適切な出力を忠

実に返します。デジタルツールを活用しようが活用しまいが、正しい分析を行

うには、基本的に対象とするテクストに対する十分な知識と sensitive な読みに

裏打ちされた理解が不可欠です。さらに言えば、データ分析結果の解釈は常に分

析者の洞察力に依拠します。解析結果を適切に解釈するには、言語学的知識、社

会文化的知識、そしてテクストの読みの経験を有機的に組み合わせること、いわ

ば人文知の連係プレーが不可欠であることを繰り返し強調しておかねばなりませ

ん。視覚化技術がどれほど進もうとも、分析者の洞察を伴わなければ、解析結果

から得られるものは何もないわけですから。

こうした注意点をふまえた上で、その長所を最大に生かすことができれば、デ

ジタルツールは、巨大なデータの山から有益な情報を掘り起こすのを大いに支援

してくれます。とりわけ、昨今の可視化技術のめざましい発展は、これからの

Digital Humanities の進展を支える重要な技術的な基盤の一つとなるでしょう。

二点目。こういったデジタルツールの使用には、分析者の思惑に関係なく現実

を写し出すという利点もあります。人間の目は往々にして、思い込みや偏見によっ

て、事実の一面しかとらえていません。都合の悪いデータというのは、（場合によっ

ては無意識のうちに見過ごされ）自分の目に入らないことも往々にしてあるかも

表 3 Words in text 2 only：最近の演説 10 点にのみ生起する語
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しれません。しかし、デジタルツールは、都合の悪い現実をも否応なく提示しま

す。時には自分の唱える仮説や理論の反例が否応なく提示されるかもしれません。

結果として、ユーザーは仮説や理論の修正や棄却を余儀なくされれこともあるだ

ろうと思います。

三点目は、デジタル技術がもたらす「読み」の変革とでもいうべきものです。

人文学と「テクストの読み」は不可分の関係にあると言ってよいでしょう。デジ

タル時代以前の「テクストの読み」は、一般的には、テクストの構成順序に沿っ

て、テクストの起点から終点へ向けて順を追って進んでいくものでした。典型的

な例は小説など物語の読解です。たとえば、未読の小説を読む際、読者は物語と

いうテクストの冒頭から読み始めて、岩清水が渓谷を下り、平野部を流れる河川

となって海へ注ぐように、結末へ向かって読み進める。つまり、テクストの進行

に沿った読みを行います。もちろん、既読の小説を再読する場合や、辞書を引く

行為や、研究論文や研究書などの情報散文を読む場合などは一見これに当てはま

らないように思えます。情報散文の読者は、見出しや巻末のインデックス、索引

を頼りに、必要とする情報が含まれる特定の箇所のみを読み、他の箇所には一瞥

もしないことも少なくありません。しかし、このように局所的な読みを行う場合

であっても、読み手は、章、節、条、項など規模は異なれど、一単位（ひとまと

まり）のテクストの起点から終点へ向けて読み進みます。読みの単位はサイズに

関係なくテクストなのです。

これに対し、デジタルテクノロジーは全く異質な読みをもたらしました。た

とえば、ハイパーテクストはハイパーリンクによって、テクストを他のテクス

トと関連付けます。ハイパーテクストは一まとまりのテクストではなく、複数

のテクストどうしが複雑に、クモの巣状に結びついているため、テクストの垣

根は事実上存在しません。読者が望めば、他のテクストへの瞬時の移動が可能

です。TAPoRware を始めとする分析ツールは、文字や語、句、関連概念などを

キーに（往々にして複数の）テクストを縦横無尽に移動する読みを可能します。

もはや、読みの最小単位はテクストではなく、よりミクロな構成要素になった

と言えます。分析者はテクストをテクストとして読むのではなく、テクストを

文字・音節・語句などの形態素や、意味素に還元して「読む」のです。スタン

フォード大学のMatthew Jocker の言葉を借りると、従来行なわれてきた読みを 

“consumptive reading” とするならば、デジタルツールがもたらした新たな読みは 

“non-consumptive reading” とでも呼ぶべき性質を備えたものです。このように、
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新たな次元の読みを可能にしたことは、Digital Humanities が人文学に与えた大

きな変革、新たな可能性ではないでしょうか。ご静聴ありがとうございました。
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専門分野は、資料にあります通り、もっぱら開発研究、それから少し難しげ

ですが、認知的人工物研究、ひらたくいえば、読み書きの道具の研究です。と

はいっても、主にローテクの紙文書を発展途上国を中心にフィールドワークす

るということをやっておりまして、工学的、理数的なことをやっているわけで

はありません。今回こういう場に来たきっかけは、永崎さんたちが進めておら

れるDigital Humanities の活動に関して、関心があったら一緒にやりませんかと

声をかけていただきまして、発展途上国においても ICT、IT では当然重要なも

ので、しかも研究面でも重要であるので、これは非常にありがたい機会だと思っ

ていろいろ勉強を始めているところです。

統一テーマ：デジタル技術がみせる人文学の未来統一テーマ：デジタル技術がみせる人文学の未来
―Digital Humanities の現在――Digital Humanities の現在―

永崎・田畑両氏講演へのコメント永崎・田畑両氏講演へのコメント

中村雄祐中村雄祐
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ですので、今日のテーマと対比的に見ますと、まず digital の専門家では全く

ない。むしろ末端のエンドユーザーです。それから、所属先は東京大学文学部と

いう、まさに人文学の牙城みたいなところです。哲学にせよ、歴史学にせよ、文

学にせよ、そういうところの研究では基本的に文書をすごく大事にします。徹

底的に読むというのがそこでの大事なアプローチです。データを徹底的に見る

といえば、私もフィールドで得られるデータを分析するという意味では共通し

ているのですが、特定のテクストを徹底的に読むということはそれほど重視し

ていません。なので、由緒正しい人文学者でもありません。ちょうど Digital と

Humanities の両者に対してちょうど中間的な位置にいると思っています。むし

ろ、こういう現象を当事者としてフィールドワークを通じて学んで考えていくと

いう姿勢で臨んでいます。当事者として関わるという意味では、開発研究をやる

際とほぼ同じアプローチです。

さて、今日のコメントですが、お二人からお話はかねがね聞いているのですが、

こういう形で公共の場で聞くとより勉強になるところがありまして、2、3、コ

メントを申し上げます。

まず、後半の田畑先生の発表は英語が題材でしたけど、実は最近私が関わって

いる調査プロジェクトの研究対象が南米の植民地時代の膨大な行政文書です。一

つ一つ読んでいったら一生かかっても終わりません。歴史文書の調査という意味

で人文学的なところがありますが、大量データ処理という面も強く、そういうも

のにどうやってアプローチしようかと考えている時に田畑さんの発表は非常に参

考になります。さっきもこれはスペイン語でもできるのですかと訊いていたので

すけど、何らかの形で私も同じようなことを調査仲間とやるのだろうなと思って

おります。しかしながら、一般に人文学は今日みたいな話題に対してある意味非

常に保守的、一番最後に渋々ついていきそうなところがあります。そういうわけ

で、Digital と Humanities の間のハイフンというのは、人文学側からはまだまだ

かなり距離があって、それがこれからどうなっていくのだろうかという問いは、

自分の研究にとっても非常に重要だと思っています。

今日のコメントも最後はそういう話にもなると思うのですが、その前に、今の

お話を伺っていて、いろいろ思ったことがあります。一つは、英語、特に現代英

語などのいわゆる born digital なものも含めた、大量データの存在という前提で

す。もちろん、自分の関心次第で「ここしか関心がありません」と狭く限定する

ことは可能ですが、それでも、本来は膨大な量のデータがあるのだという事実に
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対して何らかの覚悟をしなくてはいけないということがあると思います。南米の

植民地期の行政文書に取り組む場合も同じような覚悟が必要になるのですが、た

だし、同僚たちを見ておりますと、それほど資料がないテーマを扱っている人文

学者も結構います。そういう分野は、これまでコンピュータで処理しにくかった

り、ツールを開発するほどの規模でもなかったりしたわけですが、digital 技術

が安価で使いやすくなったとしても、そういう人たちにとっては「手でやってい

たのを単に digital でやるようになっただけで何も違いはないです」ということ

になるかもしれません。そういう場合、digital 技術を導入しても研究面ではほ

とんど変わりがない、ということになるのかもしれません。

ただ実際には、その間にいろんなケースがあるはずです。たとえば、田畑先生が

今日デモンストレーションしてくださったのは、基本的にいわゆる足し算、引き算

の計算です。ところが、別の文脈ではやられていると思うのですが、掛け算的な世

界というのもあります。足し算、引き算まではまだ人間の直感を機械にある程度分

業させるという感じですけれど、掛け算の計算量は爆発的に増えていきますから、

普通の人間にとっては、これはもう最初の段階から計算機に頼らなくてはなりませ

ん。その意味では、それほど大量のデータはない分野でも、掛け算的な分析が効い

てくる局面があると思います。その一つの例は、永崎さんが実際に共同作業をやっ

てらっしゃる仏教学みたいな、古い文献の系統分析だろうと思います。本文校定を

して、いつの時代のどの文書が誰にコピーされてどのように継承されていったのか、

と樹形図を書くような世界。こういう分析になると、可能性が組み合わせで爆発的

に増えていくはずです。つまり、量がそれほどない資料でも、テクスト同士がお互

いどういう系譜関係にあるかとか、仮想的に祖先の文書を特定するとか、計算に頼

らざるを得ない局面があると思います。となると、アプローチはDNAの塩基配列

の計算など、いわゆる「サイエンス」の方法とだんだん近くなってくるわけで、そ

の意味ではDigital と Humanities の関係には、まだまだいろいろ深い問題が隠れて

いるのだろうなと思います。ある程度デジタル化されるデータであれば、ある意味

もう理系も文系も関係なくコンピュータで計算できるわけですが、それに対して人

間がどういう判断をするのか、という課題です。

もう一つ、今日のお話で重要かなと思っているのは、Humanities Computing

から Digital Humanities に名称を変えたことの意味です。戦略的には正しいと思

いますが、Digital と言うことによってよりわかりにくくなっているかもしれない。

あえて言うと、Humanities Computing と言い続けていた方がやってることがはっ
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きりしていて、わかりやすい世界だったのかもしれない。もちろん、そのわかり

やすさというのは端から見てというだけで、当事者にとっては日々の作業は大変

だろうと思いますが、それはともかく、名称が変わることによって何を引き受け

なくてはいけなくなるのかということは考えておく必要があると思います。

まず、今回のこのコメント用の勉強にOxford English Dictionary で ”digital” と

いう単語にどんなエントリーがあるかを見てみました。形容詞の項目をざっと挙

げていくと、最初は指、次に、数えると 10未満の整数、その次にいわゆる離散

的なデータ、要するに 0、1など analogue ではないという意味ですね。その次に、

まさに計算機、その後、今度は digital sound、digital image、その後、Internet

が出てきて、最後に virtual reality というのが出てきます。digital と言った時、

指のことが頭に浮かぶ人は少ないかもしれませんが、計算機から digital sound、

digital image、さらには virtual reality を思い浮かべる人まで、結構幅があります。

それに対して、人文学においてはいったい何をやってきたかというと、基本的

に文字にすることを中心にやってきています。それでは、文字と digital の関係

はどうなるのか。先ほど永崎さんが、digital 化というのは 1945 年ぐらいから始

まっているという話をされました。技術面ではその通りとも思いますが、考え方

自体に着目したら、言語音を文字という離散的な視覚記号で表現し始めた時から

既に digital 化という方向性は宿命的にあったと思います。特に、子音と母音を

分けて表記するアルファベットは東洋の文字よりも digital 化と相性がいい。例

えば、中世の文書でアルファベット順にソートしたインデックスが始まったとき、

それはある意味とても Digital Humanities 的な動きと思います。古い時代にも、

もしこんな道具、機械があったらいいなと思いながら、一生懸命、手作業でやっ

ていた人はいたのでしょう。漢字の場合は、表音性と表意性を兼ね備えたところ

があるので、なかなか計算機に乗りにくいようですが、それでも離散的な視覚記

号単位で処理しているという点ではこちらも digital 化に向かう流れは宿命的と

いう気がします。その意味では、実は人文学は最初からDigital Humanities と相

性がいいと言ってもいいかもしれない。

その線で考えると、digital の意味として digital sound, digital image が入って

いることを人文学としてはどう捉えたらいいのだろう、と思います。音楽や美術

を実際に作る活動というのはやはり音大とか美大とかで追求するもので、文学部

で音楽や美術を研究する場合、やはりそれらを文字にする作業に集中することに

なると思います。文字に変換してそのテクストの質の高さを競うという活動で
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す。digital なものを扱うとはいっても、音や図像を直接に扱うというわけではな

い。ですので、Digital Humanities というときに、digital という言葉の意味の広

がりをHumanities としてどう引き受けるのか、という問題は重要だと思います。

それから、もう言うまでもないですけれども、digital culture という場合、人文

学がサブカルチャーをどう扱うのかという問題も出てきます。こういう問いは、

Humanities Computing という呼称の守備範囲ではあまり顕在化していなかった

課題ではないか、と思います。

それから、digital と analogue の議論をするときに難しいのは、機械か人間か

という大雑把な二分法では捉え切れないということです。計算がどんどん早く

効率的で安くなっていけば、連続的なものもとりあえず細かく切ってしまえば

digital で近似できるようになります。その場合、人間の側が料理でも音楽でも

スポーツでもいいのですけど、身体感覚の解像度をもっと上げていかないと、ぼ

おっとしているとコンピュータに取ってかわられてしまうよということになりか

ねません。コンピュータの発展には便利になるという面だけではなく、「使う側

の人間はどこまで切磋琢磨しなくてはいけないのか」という厳しい課題も伴って

いると思います。

このように、digital とか computing の意味を考えていて興味深いのは、先ほど

永崎さんが報告の際に、人文学と言ったり、人文科学と言ったりしていたことで

す。おそらく意図的に揺らしておられたと思うのですけれど、聞いているうちに、

Digital Humanities の一番まっとうな訳は「人文科学」ではないかなと思いました。

「人文情報学」という風に「情報」まで守備範囲を狭めてしまうと、上に述べた

ような digital 化が持ついろんな問題を切り捨ててしまう感じもあります。英語で

はHuman Science、フランス語でも sciences humaines という言葉がありますが、

日本語としては「人文科学」というのが一番ストレートでよさそうだなと思いま

す。科学と言っても理学、工学、農学、医学など互いにずいぶん違うようですし、

一緒くたにはできないのですけれども、Digital Humanities も離散的なデータを

使うという意味で科学のほうにも片足突っ込んでいるなという気がします。これ

まで人文的なデータの digital 化が難しかったゆえもあって「人文学」と「人文科

学」はまあ似たようなものという曖昧な使い分けで済んでいましたが、技術の進

展によってこれから両者の違いが先鋭化してくるかもしれません。

最後になりますが、延々とこういう話をしてくると、結局、人文学はこれから大

変だなという印象が残ります。実際、大変だと思います。田畑さんが報告の最後に
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強調されたように、最終的な判断は人間が担うという点はこれまでとかわらないの

ですが、それにしても、総作業量のうちでコンピュータが担う部分がとても大きく

なっており、積極的にコンピュータと向かい合う姿勢を持たないと、人間が担う部

分は質量ともにとても小さくなってしまいます。人文学に限った話ではなく、ビジ

ネスでも行政でもおこっていますが、それが21世紀の現実だと思います。

ただ他方で、田畑さんの報告でへーと思ったのは、MS-DOS でやったシステム

が今は使えなくなっているのですよという話です。コンピュータの世界はいわゆ

るドッグイヤーでどんどん技術革新が進むので、人の側に注目してみると、現在

第一線にいる人々もある段階でついていけなくなって挫折するわけです。完全に

引退する前に、新しい技術についていけなくなったり、若い世代と話があわなく

なったり、いろいろ苦労する局面が出てくると思います。すると、digital 環境

を担う専門家たちの栄光、奮闘、苦悩、挫折などなど、いろんな悲喜こもごもの

跡がネット上とか研究室とかに残るわけです。そういう事柄に関しては、いった

い何が起こってきたのかを分析する歴史研究がすごく重要です。また、そういう

状況で人々が残す言葉をきちんと救い取る技量に関しては、文学者の右に出る者

はいないでしょう。さらに、そのような状況を徹底的に考える作業、これは哲学

の独壇場と思います。これに関しては、ちょうど次の懇話会、2月 17 日の回の

チラシをいただいておりまして、「善悪を知ることはできるだろうか？――道徳

的直観の哲学的・経験的検討――」、非常に重要なテーマで、もし近場であれば

ぜひ一市民として勉強したいなと思ったぐらいです。ちらしの最後の方にはやは

り「科学的知見」と書いてあります。Digital Humanities においても、コンピュー

タシミュレーションではこういう結果が出たけど、どう解釈したらいいのだろう

か、といった難問が出てくると思います。いずれにしても、どんどん進むテクノ

ロジーに我々は遅かれ早かれ置いていかれる運命にある訳で、結局、人文学、つ

まり哲学、文学、歴史学、いわゆる「哲史文」ですが、これらでないと扱えない

部分というのは永遠に残ります。そういう方向から考えてみても、これから先、「人

文科学」と「人文学」の違いは大きくなるのではないか、そんな印象を持ちまし

た。以上です。

（なかむら・ゆうすけ　東京大学大学院人文社会系研究科 准教授）

2011 年 1月 29 日開催
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ミニマムの構想」『立命館国際地域研究』第 31号、2010年、37-53頁。"Reconciling 
the Universal and the Territorial: The Concept and the Practice of Human Security", 
Interdisciplinary Information Sciences, 13-1, 2007, pp. 139-150.

千知岩正継（ちぢいわ・まさつぐ）
九州大学大学院比較社会文化学府 単位取得退学。九州大学高等教育開発推進センター 
特任助手（学術研究員）を経て、現在、北九州市立大学非常勤講師。専門領域：国
際関係論、国際機構論。「『保護する責任』の意義と課題̶正当性と権威の概念を手
がかりに̶」『社会と倫理』第 22号、2008年。 「グローバル社会における国連の秩
序構築̶安保理の権威と正当性の問題を中心に̶」松井康浩［編］『グローバル秩序
という視点̶規範・歴史・地域̶』法律文化社、2010年。

大庭弘継（おおば・ひろつぐ）
九州大学大学院比較社会文化学府単位取得退学。現在、南山大学社会倫理研究所研
究員。専門領域：国際政治学、国際安全保障、グローバル倫理研究。「ルワンダ・ジェ
ノサイドにおける責任のアポリア － PKO指揮官の責任と「国際社会の責任」の課題」
『政治研究』第 56号、九州大学政治研究会、2009年。「グローバル秩序の挑戦／グロー
バル秩序への挑戦̶「保護する責任」規範と現場における実践」松井康浩編『グロー
バル秩序という視点̶規範・歴史・地域̶』法律文化社、2010年。 
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北村厚（きたむら・あつし）
九州大学法学府博士後期課程単位取得退学。博士（法学）。九州大学大学院法学研究
院講師を経て、現在、九州大学大学院法学研究院 協力研究員。専門領域：ドイツ政
治・外交史、ヨーロッパ統合史。『政治史への問い／政治史からの問い』法律文化社、
2009年（熊野直樹、柴尾健一、山田良介、中島琢磨、金哲との共著）。「1931年の独
墺関税同盟計画̶『パン ･ヨーロッパ』と『アンシュルス』の間で̶」『政治研究』
第 50号、2003年、101-132頁 。

佐藤史郎（さとう・しろう）
立命館大学大学院国際関係研究科博士後期課程修了。博士（国際関係学）。立命館大
学国際関係学部助手、龍谷大学アフラシア平和開発研究センター博士研究員を経て、
現在、京都大学 東南アジア研究所 特定研究員。専門領域：国際政治学、安全保障論。
「NPTの不平等性と『非核兵器国に対する安全の保証』の論理」、『平和研究』第 35
号、2010年、109-127頁。 「主権国家システムと暴力の管理̶国際安全保障概念を中
心に̶」、長崎暢子・清水耕介（編）『紛争解決̶暴力と非暴力̶』ミネルヴァ書房、
2010年、48-76頁。

竹峰誠一郎（たけみね・せいいちろう）
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科博士後期課程修了。現在、三重大学 研究員。
日本平和学会 分科会「グローバル・ヒバクシャ」を創設、共同代表。第五福竜丸平
和協会・専門委員、「原爆の図」丸木美術館・評議員。専門領域：平和学、社会学（環
境社会学、地域社会学）、地域研究、環境研究。「過小評価されていたマーシャル諸
島の核被害―アイルック住民の証言と米公文書の両面から迫る」『日本オーラル・
ヒストリー研究』第 5号、2009年、153-175頁 。高橋博子・竹峰誠一郎＝責任編集『＜
市民講座＞　いまに問う　ヒバクシャと戦後補償』凱風社、2006年。

中原聖乃（なかはら・さとえ）
神戸大学大学院総合人間科学研究科博士後期課程修了。博士（学術）。現在、中京大
学社会科学研究所 特任研究員。専門領域：文化人類学、平和学。「『国家安全保障』
と人間の安全̶核実験による被曝に関する人類学的考察を中心として」『平和研究』
第 29号、143-163頁。中原聖乃・竹峰誠一郎著『マーシャル諸島ハンドブック̶小
さな島国の文化・歴史・政治』凱風社、2007年。
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John Middleton（ジョン・ミドルトン）

一橋大学法科大学院教授（英米法担当）、オーストラリア・ヴィクトリア州最高裁判
所弁護士（バリスタ及びソリシタ）。一橋大学博士（法学）。 総務省情報通信政策研
究所特別上級研究員、モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 (EMA)理事などとし
て活躍中。専門領域：比較メディア法。『報道被害者の法的・倫理的救済論̶誤報・
虚報へのイギリス・オーストラリアの対応を中心として』有斐閣、2010年。

岡田悦典（おかだ・よしのり）
一橋大学大学院博士後期課程修了。博士（法学）。現在、南山大学法学部准教授。専
門領域：刑事訴訟法。『被疑者弁護権の研究』日本評論社、2001年。

佐藤方宣（さとう・まさのぶ）
慶應義塾大学大学院経済学研究科 後期博士課程単位取得退学。現在、大東文化大学
経済学部 特任講師。専門領域：経済思想／社会思想（大戦間期のアメリカ経済学の
展開、ビジネス／経済倫理をめぐる現代的論議など）。「1920年代アメリカの "ビジ
ネス・エシックス "̶『倫理コード』をめぐる動向とその同時代評価」『経済学史研究』
(旧経済学史学会年報 )第 46巻 2号、2005年、92-107頁。編著『ビジネス倫理の論
じ方　How does ethics matter to business?』ナカニシヤ出版、2009年。

太子堂正称（たいしどう・まさのり）
京都大学大学院経済学研究科博士課程修了（経済学博士）。現在、東洋大学経済学部 
准教授。専門領域：経済哲学、経済思想、社会思想史。「抽象の第一義性と内在的批判̶
ハイエクにおける規範の「発見」をめぐって」『調査と研究（経済論叢別冊）』2006年。「競
争と格差̶何のために競うのか」佐藤方宣編『ビジネス倫理の論じ方』、ナカニシヤ
出版、2009年。

鈴木真（すずき・まこと）
オハイオ州立大学 PhDコース修了（哲学） 。南山大学社会倫理研究所研究員、ケ
ンブリッジ大学客員研究者などを経て、現在、南山大学・名古屋大学非常勤講師。
専門領域：倫理学、心理学の哲学、近現代西洋哲学史。"Blackburn's Supervenience 
Argument against Moral Realism", pp. 331-341, Patricia Hanna (eds) An Anthology of 
Philosophical Studies Volume 3, Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece, 
2009.「道徳判断動機内在説の批判」『中部哲学会年報』第 41号、85-100頁、中部哲
学会、2009年。
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永崎研宣（ながさき・きよのり）
筑波大学大学院博士課程哲学・思想研究科単位取得退学。東京外国語大学アジア・
アフリカ言語文化研究所 COE研究員、山口県立大学准教授を経て、現在、 （財）人
文情報学研究所 主席研究員 /所長。専門領域：仏教学におけるデジタル化、Digital 
Humanities。永崎研宣『文科系のための情報発信リテラシー』東京電機大学出版局、
2004 年。Kiyonori Nagasaki, "A Collaboration System for the Philology of the Buddhist 
Study", Digital Humanities 2008, pp. 262-263. 

田畑智司（たばた・ともじ）
熊本大学大学院文学研究科修士課程修了。国立有明工業高専助手・同講師などを経て、
現在、大阪大学大学院言語文化研究科 准教授。専門領域：Digital Humanities (コーパ
ス文体論・文体統計学 )。Hori, M., T. Tabata, and S. Kumamoto (eds.), Stylistic Studies of 
Literature: In Honour of Professor. Hiroyuki Ito, Bern: Peter Lang AG, 2009. 田畑 智司「第 
6 部 第 2 章 コーパス言語学―データは何を語るか―」 木村 健治・金崎 春幸 (編 ) 『言
語文化学への招待』大阪大学出版会、2008年、235-249頁。

中村雄祐（なかむら・ゆうすけ）
東京大学大学院総合文化研究科博士課程専攻、中途退学。現在、東京大学大学院
人文社会系研究科 准教授。 学術博士（東京大学大学院総合文化研究科）。専門領
域：開発研究、認知的人工物研究。『生きるための読み書き―発展途上国のリテラ
シー問題』みすず書房、2009年。Akira Saito et Yusuke Nakamura (sous la direction de), 
Les outils de la pensée: Etude historique et comparative des « textes », Paris: Editions de la 
Maison des sciences de l’homme, 2010.
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中野涼子　　「国際関係論と帝国論―矢内原忠雄の思想と現代」
池田丈佑　　「庇護から保護へ―他者救援をめぐる倫理観の転換と国際社会の変容」
千知岩正継　「保護する責任を司る「正当な権威」の条件―国連安保理VS「民主主義諸

国の協調」」  　　　 
大庭弘継　　「保護する責任は倫理的か？―スレブレニツァでの意思決定を巡る「正し

さ」の揺らぎ」
北村　厚　　「「パン・ヨーロッパ」論における非ヨーロッパ―「ヨーロッパ」地域の近

代を問い直す」
佐藤史郎　　「核兵器の使用と倫理―ヒロシマとナガサキのリアリズム」
竹峰誠一郎　「視えない核被害―可視化するアプローチを求めて」 
中原聖乃　　「ロンゲラップ環礁再定住計画の問題と展望」
ジョン・ミドルトン　「オーストラリアにおける陪審制とアザリア・チェンバレン事件」
岡田悦典　　「ジョン・ミドルトン氏講演へのコメント」
佐藤方宣　　「企業の社会的責任―ビジネス活動の公共的討議」
太子堂正称　「競争と格差―「弱者」のための競争」
鈴木　真　　「善悪を知ることはできるだろうか？―道徳的直観の哲学的・経験的検討」
永崎研宣　　「Digital Humanities のこれまで」
田畑智司　　「カナダにおけるDigital Humanities―TAPoRの紹介を軸に」
中村雄祐　　「永崎・田畑両氏講演へのコメント」




