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１．共同体主義 

 (1) 共同体復古主義と参加型コミュニティ主義 
「会社や地域共同体」が「「共存共栄」「平等分配」「互助精神」「助け合い」「お互いさ

ま」などという言葉で表現できる形で人々を支えて」いた「古き良き日本」（鴻上尚史著

『「空気」と「世間」』P.204）、例えば、「おじさん、おばさんが近所の子をわけへだてな

く、叱ったり、何かを教えたり、または子どもたちはガキ大将を中心に路地で元気に遊

んだり、大人同士の付き合いも、気軽に縁側で茶のみ話ができたり、ちょっと道を外れ

そうな若者も、とりあえず近所のみんなで支えあったり、なんていう、例えばフーテン

の寅さんのような感じ、または三丁目の夕日的な、昭和 30 年代の下町的な、そんな地域

共同体のイメージ」（永山彦三郎著『現場から見た教育改革』P.154）を理想化して、共同

体の復活によって「家族的で暖かい人間関係」にあふれた秩序ある社会を作り出そうと

主張する人たちがいる。本稿では、このような思想を「共同体復古主義」と呼び、思想

の持ち主を「共同体復古主義者」と呼ぶことにする。 
  他方、伝統的な共同体が構成員の個性を抑圧し、自由を奪ってきたことを批判し、価

値観を異にする者同士が、互いの価値観を尊重し合いながらも、心を通い合わせ、相互

信頼の絆を結ぶというコミュニティ（以後、「参加型コミュニティ」と呼ぶ）を作り出し、

それらが共存することによって、多元的な市民社会を形成することが必要だと主張する

人たちもいる。本稿では、このような思想を「参加型コミュニティ主義」と呼び、思想

の持ち主を「参加型コミュニティ主義者」と呼ぶことにする。 
  私は、「共同体復古主義」も「参加型コミュニティ主義」も共同体主義

（communitarianism）の一種であり、「共同体（コミュニティ）の中で人々が助け合っ

て生きていくことが善き生き方である」と考え、「共同体（コミュニティ）が善きもので

あると認める「共通善」（common good）の実現を個人の自由よりも優先する」と考える

という点では同じものであると考える。「共同体復古主義」と「参加型コミュニティ主義」

の違いは、「共同体復古主義」では、「共通善」は共同体の伝統によって既に与えられて

いると考えるのに対して、「参加型コミュニティ主義」では、「共通善」は「参加型コミ

ュニティ」に属する人々の話し合いと合意によって作り出していくものであると考える

という点にある。 
  「共同体復古主義者」や「参加型コミュニティ主義者」の多くは、自分たちの考えの

宗教性（あるいは、イデオロギー性）を自覚しておらず、「これは常識だ」「そんなこと

は当たり前だ」というように思い込んで、自分たちの考えを理論的に体系化し、反省的

に検討することを怠っている。彼・彼女らは共同体主義を信仰しているのである。後述

するように、共同体主義は私が「共同体教」と呼ぶ宗教である。彼・彼女らは、深い考
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えもなしに夢物語を語り、その夢物語を正当化してくれそうなイデオロギー、例えば、

ソーシャル・キャピタル論、「新しい公共論」、熟議民主主義論などを無批判に利用して

いる。 
 
 (2) 共同体主義の誘惑 

山田昌弘氏は『新平等社会』で、次のように述べている。 
 

ニューエコノミーは、……労働者を二極化させる。……専門的中核労働者は、創造

力……、想像力……、情報スキル……、美的センス……が必要な仕事に就き、高い生

産性を発揮する。……一方で、定型的作業労働者は、スキルアップが必要でない仕事

……、マニュアル通りに働けばよい仕事……に就き、生産性の大きな上昇は期待でき

ない。（P.98） 
スキルアップの必要のない職は、いくらでも代わりがいる職でもある。自分という

存在は、単に労働力に還元され、自分が必要とされるという実感がわくことはない。 
つまり、会社や市場から「個人として」、必要とされる人と必要とされない人に分けら

れる。（P.102） 
最近、ソシアル・キャピタル（社会関係資本）への注目が集まっている。ロバート・

パットナムらは、職場、親族、宗教組織、趣味のサークルなど、人々がもっている人

間関係が、社会生活にとって不可欠であると主張している。私なりに……解釈すれば、

社会関係資本とは、自分の努力をきちんと評価してくれる関係性とも言える。……努

力してその集団の中で評価されることが「希望」をもたらすのだ。（P.177-178） 
1990 年代後半、経済社会構造の大きな転換が起こった……物を作って売るという工

業が主要な産業であった時代から、情報やサービス、知識、文化などを売ることが経

済の主流になる時代への変化である。……ニューエコノミーでは、物作り主体のオー

ルドエコノミーとは違って、商品やシステムのコピーが容易である。そこで生じるの

が、コピーのもとを作る人と、コピーをする人＋コピーを配る人への分化、マニュア

ルを作る人と、マニュアル通りに働く人への分化なのである。それは、将来が約束さ

れた中核的、専門的労働者と熟練が不要な使い捨て単純労働者へ、職業を分化させる。

（P.245-246） 

 

また、稲葉陽二氏は『ソーシャル・キャピタル入門』（P.186）で、次のように述べて

いる。 

 

国際競争のもと、すべての業態で効率化が求められ、仕事が細分化し、誰でもでき

るようにマニュアル化していき、正社員がアルバイトや派遣などの非正規社員に置き

換わり、今日初めて出会った者同士でも仕事ができる。それに伴って、人は、人と人
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との関係があって初めて存在できる「人間」から「ヒト」というモノになっていった。 

 

「ニューエコノミー」「国際競争」のもとでは、「マニュアル通りに働く人」「熟練

が不要な使い捨て単純労働者」「アルバイトや派遣」は、「いくらでも代わり」がおり

「会社や市場から「個人として」……必要とされない人」「「ヒト」というモノ」であ

り、彼・彼女らは、見知らぬ「ヒト」の中で「人と人との関係」を結ぶことなく、働か

される。そのため、彼・彼女らは、自分を「個人として」必要としてくれる人々と「人

と人との関係」を結ぶことを求めるようになる。また、「専門的中核労働者」の中には、

自分もいつかは競争に敗れ、「会社や市場から「個人として」……必要とされない人」

に転落してしまうのではないかという不安におびえている人がいる。このような人々に

「共同体復古主義者」は、次のような誘惑の言葉をかけてくる。 

 

あなた方を苦しめているのは、「他人行儀で冷たい人間関係」に支配されたグロー

バル経済であり、市場経済で自己の欲望を満たすことだけを目的に行動している利己

主義者たちです。人々が「お互い様だから」と譲り合い、助け合って生きてきた「古

き良き日本」の精神を取り戻し、「家族的で暖かい人間関係」に溢れた共同体を再建

しましょう。家族的な共同体では、全ての人々がお互いに尊重し合って、絆を結び、

安心して暮らすことができます。 

 

ジグムント・バウマンは『コミュニティ』（P.8-10）で、次のように述べている。 
 

 コミュニティは「温かい」場所であり、居心地がよく、快適な場所である。……コ

ミュニティでは、互いの善意を期待できる。……人柄や言動が信頼でき、友好的で、

自分に好意を寄せてくれる人々の間で暮らすことを願わない人がいるであろうか。わ

たしたちは、無情な時代、競い合って人に一歩でも差をつけようとする時代、周囲の

人々が手の内を見せたり、わたしたちを喜んで助けてくれたりするとは思えない時代、

たとえ助けを求めても「他人に頼るな」という忠告が返ってくるのが関の山の時代…

…に、たまたま行き合わせている。そんなわたしたちに「コミュニティ」という言葉

は、とりわけ甘く響く。……「コミュニティ」は、今日では失われた楽園の異名であ

るが、……失われた楽園……は明らかに、わたしたちが目下住んでいる楽園でもない

し、経験上知っている楽園でもない。……これは……想像のコミュニティなのである。 
 
「古き良き日本」は過去に実際に存在した日本ではなく、「失われた楽園」「コミュニ

ティ」は過去に実際に存在した楽園・コミュニティではない。復古主義者が、過去の日

本や過去のコミュニティから、自分たちの主張にとって都合の良いものだけを抽出して

美化し、都合の悪いものは無視することによって作り上げた（捏造した）「過去の黄金時
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代」のイメージである。都合の悪いものを無視する方法として良く用いられるのは、都

合の悪いことが起こったのは、非道徳的な人間や神の教えに背いた人間がいたからだと

いう説明である。そして、全ての人々が道徳的になったり、神の教えを守るようになっ

たりすれば、「過去の黄金時代」が復活すると説く。「過去の黄金時代」のイメージには

現実の過去が一部含まれているので、実現可能性についての論証抜きに、人々に「過去

の黄金時代」が復活可能であるかのような幻想を与えることができる。この方法は抽象

的・論理的・実証的に物事を考えることが苦手な人に対して有効であり、この方法によ

って人々を騙すのが（自分も騙されているのであるが）、復古主義者の常套手段である。

中村圭志氏は『信じない人のための＜宗教＞講義』（P.157）で、次のように述べている。 
 
抽象論を重ねるだけで社会の具体的未来像が絞り込めることは希です。未来を描く

ためには、そのたたき台となるような、具体的なイメージが必要となります。同じ共

同体に属するメンバーのあいだで、一つの具体的イメージを共有するには、みなが知

っている過去の物語をつむぎ合わせて、本来あったはずの「共同体の過去」のイメー

ジを構築するのがもっともたやすい手段です。宗教家は、しばしば理想的過去のイメ

ージを夢見ます。そして、……現代という時代の要請に基づいて過去の歴史を再構成

――あるいは捏造？――します。アメリカ合衆国のキリスト教ファンダメンタリスト

は古きよき 50 年代の地方小都市を夢見ると言います 
 
「共同体復古主義者」には、共同体は構成員に安全・安心を提供するというプラス面

だけを強調し、伝統的な共同体では、特定の生き方が「善き生き方」であるとして構成

員に強要されることによって、個人の自由が奪われ、弱者は共同体内で隷属的な立場に

置かれていたという事実を無視する傾向がある。「昭和 30 年代の下町的な、そんな地域

共同体のイメージ」は、見方によっては、「頭が固いおじさんとおばさんが、古くさいこ

とを口やかましく言ってきて、ガキ大将が腕力で子どもたちを支配して威張り散らし、

近所の人が家庭内のことに余計な口出しをしてきて、新しい生き方をしようとする若者

を寄ってたかって妨害する地域共同体」ということになる。鴻上尚史氏は『「空気」と「世

間」』（P.190-191）で、次のように述べている。なお、鴻上尚史氏が言う「世間原理主義

者」は、私が言う「共同体復古主義者」に似た人たちのことである。 
 
「世間原理主義者」の人たちが夢見る「ひとつの家族だった日本」「古き良き和の

日本」は、抑圧的な「世間」が、たくさんの人々を傷つけた時代でもありました。歳

や家柄が違い過ぎるからと結婚を反対されて心中したり、村ぐるみの選挙違反をたっ

た一人で告発して村八分の結果追い出されたり、兵役検査に落ちて御国のために働け

ない余計者だと後ろ指差された男が自殺してもしかたがないと言われたり、髪の色や

服装が違うだけで軽蔑的な噂話の標的にされたりする「差別的で排他的」な世界でし
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た。伝統的な「世間」は、「多様性の容認」ではなく「同一性の強制」を激しく求め

るのです。 

 
「ニューエコノミー」のもとで「マニュアル通りに働く人」は、「マニュアル」という

人為的で記号化（明文化等）され明瞭なものに縛られて自由を失い、ロボット化される

が、共同体の構成員は、「慣習」という伝統的で記号化されていないものや、「その場の

空気」という記号化されず不明瞭なものに縛られて自由を失い、ロボット化される。ロ

ボット化されるという点ではどちらも同じなのだが、「共同体復古主義者」は、伝統は無

条件に善いものであり、「その場の空気」にしたがうことによって共同体内の「和」を保

つことは善いことなので、共同体内でロボット化されることは善いことだと考えている

ようである。 
伝統的な共同体が個人の自由を奪い、個性を抑圧してきたことに批判的な人には、「参

加型コミュティ主義者」が、次のような誘惑の言葉をかけてくる。 
 
価値観を異にする者同士でも、理性的に考えて、徹底的に話し合えば、必ず、分か

り合え、心を通い合わせることができます。したがって、多様な生き方をする人々が、

各自の生き方を尊重しながらも、互いに支え合うコミュニティを作ることができるは

ずです。このコミュニティでは、人々は、安心と自由を両方とも手にすることができ

ます。また、このコミュニティが、直接民主制によって運営され、公共領域の一部を

担い、行政の政策決定過程に参加することによって、民主主義が深化します。 
 

  「15.熟議民主主義」で述べるように、話し合えば分かり合えるというは、ナイーブな

楽観論に過ぎない。「参加型コミュニティ」は実現不可能なユートピアに過ぎない。無理

に「参加型コミュニティ」を作ろうとすると、それは共同体と変わらないものになって

しまう。 
 

 (3) 教育関係者の心を支配する共同体主義 
教育関係者には、その自覚なしに「共同体復古主義」や「参加型コミュニティ主義」を

信奉している人が多い。柳治男氏は『＜学級＞の歴史学』（P.21-23）で、次のように述べ

ている。 
 
学校では、教師と生徒の関係が、単に職務遂行上の限定的関係を超え、日常生活の多

様な場面で、多彩な内容を含んで展開する、包括的性格を備えており、……仲間作りや

集団作りというように、児童・生徒相互の人間関係が、もっとも重要な課題とされる場

合が多い。……清掃活動や給食……誕生会、お楽しみ会、クラス対抗競技など、さまざ

まな活動が「学級」に抱え込まれる。これらの活動が重層的に組み合わされて、「学級」
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を一つの自己完結的な生活の場としている。……教師と生徒の濃密な人間関係を作り上

げる「学級」とは、……家族共同体とも非常に似通ってくる。…… 
「学級」が共同体的性格を強く持っているということはさらに、このような性格を強

化するための……教育言説が存在するという特徴に連なってくる。それは、……二つの

言説に大別することができる。一つには「学級共同体言説」であり、他の一つは「教師・

生徒一体性言説」である。 
「学級共同体言説」とは、「学級は一つの共同体であるべきだ」という……言説であ

る。……共同体言説は、「支え合い」、「仲間」、「なかよし」、「励まし」、「思い出作り」

等の暖かいイメージを……生み出し、児童・生徒の集団への帰属意識を高めようと試み

てきた。……教師も生徒も生活を共有し、同じ活動をし、価値観をも共にすべきとする

理念が強調されている。…… 
「学級共同体言説」は、教師と生徒との社会的距離をできるだけ縮めようとする「教

師・生徒一体性言説」と共に語られる。……教師と生徒の距離がなくなり、緊密な関係

が生まれ、親子関係や兄弟関係にも匹敵するような親密さを実現することが、教師論と

して展開され、また、そのようなメッセージを伝達する「学園ドラマ」や「教師物」が、

テレビや映画で次々と放送される。 
 

「学級共同体言説」を信じる教育関係者は、「皆が仲良くして助け合う学級が理想の学

級だ」と言うが、「なぜ仲良くしなければならないのか」、「なぜ助け合わなければならな

いのか」、その理由を説明しようとはしない。彼・彼女らは、そのことが当たり前のこと

であると信じ込んでいる。そして、「皆が仲良くして助け合う」範囲を児童・生徒、教員

から、家族、地域住民、国民へと拡げていけば、理想の社会が実現できると考えている。

その手始めが、学校、家庭、地域社会の連携協力である。文部省中央教育審議会の『21
世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第一次答申）』（1996 年 7 月 19 日）は、

次のように述べている。 
 

核家族化や少子化の進行、父親の単身赴任や仕事中心のライフ・スタイルに伴う家

庭での存在感の希薄化、女性の社会進出にもかかわらず遅れている家庭と職業生活を

両立する条件の整備、家庭教育に対する親の自覚の不足、親の過保護や放任などから、

その教育力は低下する傾向にあると考えられる。…… 
地域社会については、都市化の進行、過疎化の進行や地域社会の連帯感の希薄化な

どから、地縁的な地域社会の教育力は低下する傾向にあると考えられる。…… 
学校・家庭・地域社会での教育が十分に連携し、相互補完しつつ、一体となって営

まれることが重要だ……教育は、……単に学校だけで行われるものではない。家庭や

地域社会が、教育の場として十分な機能を発揮することなしに、子供の健やかな成長

はあり得ない。［生きる力］は、学校において組織的、計画的に学習しつつ、家庭や地

 9 



域社会において、親子の触れ合い、友達との遊び、地域の人々との交流などの様々な

活動を通じて根づいていくものであり、学校・家庭・地域社会の連携とこれらにおけ

る教育がバランスよく行われる中で豊かに育っていくものである。 
 

  この答申は、子どもの教育は学校だけでなく家庭や地域社会でも行われるものだから、

特に、「生きる力」は家庭や地域社会での活動を通じて根づいていくものだから、学校・

家庭・地域社会が連携し一体となって子どもの教育を行う必要があるという論理を展開

しているが、この論理には飛躍がある。なぜ、学校、家庭、地域社会がばらばらに子ど

もを教育してはいけないのか、その理由を説明していないからである。この答申は、家

庭や地域社会の教育力が不足しているならば、家庭や地域社会がそれぞれ独自に教育力

を強化すれば良いのではないかという批判に答えることができていない。そもそも、後

述するように、家庭や地域社会の教育力が低下しているという認識は誤っているのであ

るが。 

  この答申を書いた人たちや、この答申を読んで疑問を抱かない人たちは、「皆が仲良く

して助け合う」ことは良いことだから、学校、家庭、地域社会が「仲良くして助け合う」

ことは良いことだと無邪気に信じているのであろう。彼・彼女らは、その自覚なく、共

同体主義によって心を支配されている。 

  

２．共同体と結社 

 (1) 共同体と結社の違い 

集団・組織は共同体（community）と結社（association）に大別されることが多いが、

共同体と結社の区別は混乱しており、論者によって異なった意味で用いられているので、

本稿では、以下に示す区別によることにする。 

 

   第一に、機能が異なる。共同体は構成員の生活全般を覆い尽くす機能を果たそうと

して、構成員に共同体への全面的・一元的・排他的な帰属を求めるという包括的な志

向を持つのに対して、結社は特定の限定された機能を果たそうとして、構成員にその

機能の達成に必要な義務を果たすことだけを求めるという限定的な志向を持つ。 

   第二に、構成員の集団・組織に対する意識が異なる。共同体では「個人は共同体の

ために存在する」と考えられ、結社では「結社は個人のために存在する」と考えられ

る。共同体は半永久的な命を持った生命体のようなものであり、構成員はその生命体

を構成する細胞のようなものであるとみなされ、構成員は共同体が永続できるように

力を尽くすべきであるとされるのである。 

第三に、構成員の結合を支える意識が異なる。共同体では、共同体への生活全般の

依存が、共同体あるいは共同体の仲間によって自分は支えられているという意識（一

体感）を生み出し、さらには、共同体を離れては生きていくことができないという恐
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怖心に転化することによって、結合が維持されている。結社では、結社に属して特定

の義務を果たすことによって、結社から利益（経済的利益だけではなく、精神的利益

なども含む）を得たい、あるいは、自分の生命・財産等を守りたいという欲望によっ

て、結合が維持されている。 

第四に、構成員の人間関係に対する理想が異なる。共同体では、互酬性（互恵性）

を表に出すことを嫌い、血縁的・疑似血縁的な一体感に基づく「家族的で暖かい人間

関係」を理想とし、結社では、互酬性を表に出した「他人行儀で冷たい人間関係」を

理想とする。 

第五に、構成員の規律手段に対する意識が異なる。共同体では、構成員の規律手段

を明確化することを嫌い、不文律で律しようとするが、結社では、構成員の規律手段

を規則、契約、手続きなどとして明確化することを好む。 

第六に、自分たちの集団・組織と他の集団・組織との関係に対して抱く意識が異な

る。共同体では、自分たちが属する「内
な い

集団」（あるいは、その構成員）をポジティブ

に評価し、自分たちが属さない「外
が い

集団」（あるいは、その構成員）をネガティブに評

価することによって、「内集団」の構成員をひいきにし、「外集団」の構成員を差別す

るという「内集団ひいき」に対して肯定的な評価を行うが、結社では、「内集団ひいき」

に対して否定的な評価を行う。また、「内集団ひいき」によって、自分たちの共同体を

他の共同体から差別化しようとして、共同体独自の風俗・言語等を持とうとする。な

お、「内集団ひいき」は、共同体間の利害対立を尖鋭化さえ、「外集団」に対する敵意

を生み出すことがある。 

 

共同体と結社の構成員は、個人の場合もあれば、共同体・結社の場合もある。 

共同体と結社には、構成員が平等なものと、構成員間に身分差（階層差）があるもの

がある。本稿では、構成員が平等な共同体を「平等的共同体」、構成員が平等な結社を「平

等的結社」、構成員間に身分差がある共同体を「階層的共同体」、構成員間に身分差があ

る結社を「階層的結社」と呼ぶことにする。 

 

(2) 共同体のワン・セット主義と結社のネットワーク志向 

 中根千枝氏は『タテ社会の人間関係』で、次のように述べている。 

 

  日本人による「ウチ」の認識概念は、「ヨソ者」なしに「ウチの者」だけで何でもや

っていける、というきわめて自己中心的な、自己完結的な見方にたっている （P.49） 

  分業（ここでは社会的分業を意味する）とは、いうまでもなくＡ集団がａ製品を、

Ｂ集団がｂ製品をと、おのおの一定の専門とするものをお互いに社会に供給し、これ

ら集団間の相互交換によって、全体が運営されていくという構造をもつものである。

この分業の志向が強いと、それぞれが一定の役割をもつ集団がお互いに緊密な相互依
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存の関係にたち、社会全体が集団間を結ぶ複雑なネットワークの累積によって、一つ

の大きな有機体として社会学的に統合されることになる。……ところが、日本的現象

は、Ａ社でもａ・ｂの製品を、Ｂ社でも同じようにａ・ｂの製品を製造する……前者

のように分業の志向が強い場合には、Ａ・Ｂはお互いになくてはならぬ相互依存関係

にありうるのに、後者の場合には、反対に、お互いに敵・邪魔者となるのであって、

Ａ・Ｂはそれぞれ孤立の方向をとる。この日本的現象は、日本社会のあらゆる分野に

みられる。……さまざまな産業分野をもっていたかつての財閥の構成など、この日本

的現象をまことによく実現したものであった。また、財閥が解体したとはいえ……特

定の異なる企業となかば独占的（単一的）な関係を結ぶことによって、かつての財閥

の構成を反映している。このようにして、その一群、一群が明確な集団を形成し、極

端にいえば自己完結的なワン・セットを構成しているのがつねである。他の集団を必

要とせず何もかも自分のところでできるわけで、構造的に、まさに分業精神に反する

社会経済構成ということができる。……総合大学と称する教育機関の増大なども、こ

のワン・セット主義をよくあらわすものであろう。（P.107-109） 

 

  「ワン・セット主義」は「日本的現象」ではなく、共同体の特徴である。狩猟採取社

会における共同体（「バンド」と呼ばれている）、農業社会における村落は、自給自足の

共同体であり、まさに「ワン・セット主義」であった。「ワン・セット主義」が「日本的

現象」であるかのように見えるのは、工業社会・情報社会になっても、日本の集団・組

織の主流が結社にはならずに、共同体のままであり続けているからである。 

  日本の学校は、共同体のままであり続け、「ワン・セット主義」に囚われている。大学

の多くは、総合大学となり、大学院を持ち、教員を自給する（自分の大学・大学院出身

者を教員とする）ことを目指し、小・中・高等学校は、生徒指導・生活指導、給食・食

育、健康診断・衛生指導、部活動、遠足・修学旅行、学芸会・文化祭、運動会・体育祭

などを行い、児童・生徒の生活全般を覆い尽くそうしている。 

  「ワン・セット主義」をとる集団・組織は、他の集団・組織と連携して何かをする必

要があまりない（必要性を感じないと言った方が正確かもしれない。必要性があっても、

その必要性に気づかないことが多いのである）ので、孤立し閉鎖的になる。他の集団・

組織と連携して何かをする機会が乏しいと、その集団・組織の構成員は、自分たちの集

団・組織を中心とした狭い範囲の社会（これが「世間」である。「第 13回 日本の特殊性

と教育 2.イエとムラ」参照）しか知らず、その狭い範囲の社会の常識が日本すべての常

識であると勘違いすることになる。 

学校や教員に対して、「学校は閉鎖的であり、教員は学校という狭い世界しかしらない

世間知らずである」という批判がなされることが多いが、この批判は、共同体的な集団・

組織とその構成員すべてに当てはまる批判である。批判している方も「狭い世界しか知

らない世間知らず」である。「世間知らず」とは、自分が属している世間のことは知って
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いるが、他の世間のことは知らない人のこと、つまり、「他の世間知らず」であり、日本

人のほとんどが「他の世間知らず」である。異なった「世間」に属する「世間知らず」

同士が、「おまえは世間知らずだ」と罵りあっているというのが、今の日本の姿である。 

  「(1)共同体と結社の違い」で述べたように、共同体の構成員は「内集団ひいき」をす

るが、この「内集団ひいき」も集団・組織間の連携の阻害要因になる。「自分たちよりも

劣った集団・組織と連携しても何のメリットもない。自分たちのやり方の方が優れてい

るのだから、相手は自分たちのやり方に合わせるべきだ」などと考えてしまい、連携を

拒否したり、連携での主導権争いをしてしまったりするのである。 

  おそらく、共通の敵に攻撃されたり、自然災害に襲われたりというような非常時以外

には、異質な共同体同士が対等の立場で連携するというのは不可能なことなのだろう。

私は、共同体が結びつく方法は、後ほど述べる「同質的共同体連合」（部族、ムラ）か、

「階層的共同体連合」（身分制）しかないと考える。 

  他方、結社は特定の限定された機能を果たそうとするので、その存続のためには、他

の結社や共同体と連携することが必要である。その結果、集団・組織の主流が結社であ

る社会では、「それぞれが一定の役割をもつ集団がお互いに緊密な相互依存の関係にたち、

社会全体が集団間を結ぶ複雑なネットワークの累積によって、一つの大きな有機体とし

て社会学的に統合される」ことになる。 

 

３．集団・組織の結合を支えているもの 

 (1) 同調 

私は、集団・組織での人々の結合を支えているものは、構成員間の同調、血縁・婚姻

関係（あるいは、擬似的な血縁関係）、互酬性（互恵性）であり、共同体では、これらに

加え、人類の精神的幼児化と共同体を神と崇める信仰（「共同体教」と呼ぶことにする）

が大きな役割を果たしていると考えている。これらについて順次説明していく。 

フランス・ドゥ・ヴァールは『共感の時代へ』で、次のように述べている。 

 

ニシンなどが群れを成して泳ぎ、サメやイルカが近づいてくると、身を寄せ合って

たちまち密度を高める……群れを作る魚は、……お互いの間に一定の間隔を置き、同

じぐらいの大きさの仲間を見つけ出し、泳ぐスピードと方向を完璧に一致させる。…

…ムクドリのような鳥が密集した群れを作って飛び回り、近づいてくるタカから一瞬

のうちに身をかわす。生物学者の用語に「利己的な群れ」というものがある。それぞ

れの個体が自らの安全のために、膨大な数の他の個体の間に隠れる現象だ。……危険

が迫っているときには、反目し合うライバルどうしでさえ、手を組もうとする。繁殖

期には縄張りを巡って、相手が死ぬまで戦う鳥たちも、渡りの間には同じ群れで過ご

すことがある。……安全こそが、社会生活の第一にして最大の理由だ。……一般に、

弱い種ほど大きな集団を作る。……イヌ科の動物のように助け合って狩りをする動物
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や、ヌーのように餌食にされるほうの動物はみな、連携して行動する必要がある。彼

らはたいていボスに従い、多数派に追随する。森を出て開けた危険な環境に進出した

とき、人間の祖先は捕食される側に回り、他の多くの動物のものに優る集団本能を発

達させた。私たちは体の動きを合わせるのに秀でていて、そこから喜びさえ得る。

（P.35-38） 

同調性……の生存上の価値は容易に見て取れる。もしあなたが鳥で、群れの一羽が

急に飛び立ったとしよう。何が起きたのか、のんびり考えている暇などない。あなた

もいっしょに飛び立つ。そうしなければ、誰かのランチにされてしまう。……仲間が

餌を食べていたら、私もそうしたほうがいい。いったん彼らが動きだせば、私が食べ

物を探し回る機会は失われてしまうから。群れ全体と足並みを合わせない者は損をす

る。（P.75-76） 

 
動物が作る集団（群れ）の原初的な形態は「利己的な群れ」であり、集団の仲間同士

で模倣し合うことによって、同調して行動し、捕食者等の危険から身を守るというよう

なものであったと思われる。そして、危険回避のための同調行動が、食糧獲得のための

同調行動、共同作業のための同調行動へと進化していったのであろう。同調行動が危機

回避のために始まったことから、状況が危機的になるほど、同調が強く働く。シャンカ

ール・ヴェダンタムは『隠れた脳』（P.164～169）で、次のように述べている。 

 

   ベニンゴ・アギレー……は、1993 年にテロリストが地下二階の駐車場で車を爆発さ

せたとき世界貿易センタービルにいた人々にアンケート調査を送った。その爆発によ

って……館内放送システムが機能しなくなり……数分のうちに、煙は何十階も上にま

で広がった。……調べようとしたのは、中にいた人々が逃げるのにどのくらい時間が

かかったのか、そして脱出するときどんな要素が影響したのかということだ。……実

際の行動を左右したのは、その人が属していた集団の大きさだった。大きな集団ほど、

脱出するのに時間がかかった。……思いがけぬ災害にあったとき、人は無意識に周囲

の人たちとの合意を求める。集団は共通の物語、つまり何が起こっているのか誰もが

理解できる説明を、つくりあげようとするのだ。その集団が大きいほど、同意に達す

るまで時間がかかる。…… 

災害にあった人の最初の反応は、訓練を思い出すことでも、理性的な判断を下すこ

とでもない。決断を集団に委ねてしまうことなのだ。……たとえ同僚が誤った方に向

かっているとわかっていても、互いの行動を真似し合い、たとえ逆効果になったとし

ても、互いに助け合うのだ。…… 

自己保存のための本能は、……単純である。警報が鳴ると不安が引き起こされ、集

団を頼るよう隠れた脳が指令する。それは私たちの祖先の時代から、集団でいたほう

が危険にさらされる可能性が低く、安心と安全が手に入りやすかったからだ。しかし
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今の時代、集団でいる安心感を優先すると、個人が危険にさらされるケースが以前よ

り増えた。それは現代の危険があまりにも複雑で、いったい何が起こっているのか、

誰にもわからない場合が多いからだ。…… 

   集団が大きいほど、さまざまな経験や知識を持つ人がいるため、よりよい結論が出

せるような気がする。しかし、人は危機に陥ると、その多様な見識やアイデアを集団

に提供しようとはしなくなる。集団は個人に同調することを強制する。 

 

人類が狩猟採取生活を送っていた時代に多かった危険は、野獣や他集団に襲われるこ

とや自然災害であったはずである。野獣や他集団に襲われた場合の対処方法は集団内で

定型化しており、また、野獣や他集団を撃退するには皆で一斉に反撃するという方法が

有効であったと思われるので、危機的状況下において集団全員が同調して行動するとい

う戦略は生存に適したものであった。その結果、人類は、危機的状況下においては集団

全員で同調して行動する本能を身につけたと思われる。しかし、文明の発達により、未

経験なため、あるいは、複雑なため対処困難な危険が増えてきて、集団全員で同調して

行動することが良い結果をもたらすとは限らなくなってきたのである。特に、集団の規

模が大きいほど、対処方法の合意に時間がかかり、手遅れになってしまうことが増えて

きたのである。ところが、このような新しい状況に応じて遺伝子が変化する（進化する）

には未だ十分な時間が経過していないため、人類は、現代生活には不適合な本能を持ち

続けているのである。 

私は、同調は、①「模倣による同調」：相互に模倣し合って同じことをする同調、②「共

感による同調」：他者の感情を模倣することによる同調、③「相互補完による同調」：一

つの作業を分担して共同で行う場合（例えば、餅つきで餅をつく動作と餅を返す動作を

分担するなど）のように相互補完的な同調、の三種類に分けられると考えている。 

 

 (2) 模倣による同調 

哺乳類や鳥類のように、感情を持つ動物は、集団（群れ）の仲間に同調して行動する

ことを好ましく感じる心や、自分の行動を模倣してくれる仲間に好意を抱く心を持って

いる。このような感情が「模倣による同調」を促進するのである。フランス・ドゥ・ヴ

ァールは『共感の時代へ』で、次のように述べている。 

 

動きの連携は、絆を反映すると同時に強める。たとえば、いっしょに荷車を引く二

頭の馬は、……初めのうちは押し合いへし合いし、好き勝手な方向に引っ張り、それ

ぞれが自分のリズムを貫く。だが、何年もいっしょに働いていると、やがて二頭が一

頭のように振る舞い、……少しでも引き離されるのを嫌がる。（P.77） 

母親と子供は、同じリズムに合わせて、それぞれ、あるいは相手と手を打ち合わせ

る遊びをする。これは同調のゲームだ。そして、恋人たちは、初めて会ったとき、何
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をするだろうか？ 並んで長い距離を散歩し、いっしょに食べ、いっしょに笑い、い

っしょに踊る。同調すると絆を結ぶ効果がある。……幼い子供の動きを模倣する……

と、子供とは無関係に同じ子供のような行動を見せるときよりも多くの微笑みと注意

を引き出す。人間はロマンティックな状況では、自分が身をそらしたときにやはり身

をそらし、自分が脚をくんだときやはり脚を組み、自分がグラスを手に取ったときに

やはりグラスを手に取る相手に好印象を受ける。……人間は自分の模倣者が大好きな

のだ。（P.92～93） 
 
また、マイケル・S・ガザニガは『人間らしさとは何か？』（P.235）で、次のように述

べている。 
 
リック・ファン・バーレンらは、物真似をされた人はされなかった人に比べて、自

分を真似た相手に対してだけでなく、その場にいるほかの人たちに対しても、配慮が

行き届き、寛大であることを示した。このようにあなたが誰かを真似ると、その相手

は共感や好意、スムーズな相互作用を育み、あなたに対してだけでなくあなたの周囲

の人に対してもポジティブに振る舞う可能性が高い。この、向社会的行動の強化を通

じて人々を結びつける力は、集団を一つにまとめ、数の多さからくる安全を促進する

社会的な接着剤として働くことで、適応上の価値を持つのかもしれない。 
 
ある人が「自分を真似た相手に対してだけでなく、その場にいるほかの人たちに対し

ても、配慮が行き届き、寛大であることを示」せば、「ほかの人たち」は、その人に対し

て好意を抱くようになる可能性が高く、好意を抱くようになると、その人に同調するよ

うになる。そのようにして、同調の輪が広がることによって、集団が形成されるのであ

る。 
模倣には、「ミラーニューロン」が大きな役割を果たしている。ミラーニューロンは、

サルの脳で発見された神経細胞で、サルが対象物へ働きかける動作（例えば、食べ物を

手でつかんで口に運ぶという動作）を行った時にも、他のサルが同様の動作を行うのを

見た時にも発火する（活性化する）。明確には実証されていないが、人間もミラーニュー

ロン（あるいは、ミラーニューロンと同様の機能を果たすシステム）を持っているとの

ではないかと言われている（間接的な証拠しかない）。他者の動作を見た時に、自分がそ

の動作を行った時のようにミラーニューロンが発火するということは、他者の動作を見

ただけで、それと同様の動作を自分が行っているかのように脳内でシミュレートできる

ということであり、そのシミュレーションの結果を実際の動作に移せば、他者の動作を

模倣したことになる。 
話を進める前に、模倣の定義を明確にしておく必要がある。ジャコモ・リゾラッティ

とコラド・シニガリアは『ミラーニューロン』（P.160）で、次のように述べている。 
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模倣とは何かを厳密に定義しておくべきだろう。……この言葉は長い間に多様な研

究分野……で、さまざまな、ときに対照的な意味を獲得してきた。単純化しすぎる危

険を承知の上で、……定義を二つに絞ることにする。一つ目は……個体が自分の運動

レパートリーにすでに属する行為を他者が実行するのを見て、それを再現する能力と

いうものだ。二つ目は……個体が観察によって新しい行為のパターンを学習し、以後

それを細部に至るまで再現できるようになるプロセスとして、模倣を捉えている。 
 
本稿では、「個体が自分の運動レパートリーにすでに属する行為を他者が実行するのを

見て、それを再現する」模倣を「定型模倣」と呼び、「個体が観察によって新しい行為の

パターンを学習し、以後それを細部に至るまで再現できるようになる」模倣を「非定型

模倣」と呼ぶことにする。 
マイケル・S・ガザニガは『人間らしさとは何か？』で、次のように述べている。 
 
多くの研究によって、生後 42 分～3 日の新生児が、他者の表情を正確に模倣できる

ことがわかった。……赤ん坊が生まれて一時間足らずの時点で脳が行っていることに

は驚くしかない。舌を突き出した顔があるのを見て取り、自分にも意のままになる舌

と顔があるのがなぜわかっていて、その行動を模倣することに決め、体の部位の長い

リストから舌を見つけ出し、少しばかり試してみてから、突き出すようにと命令を下

す――そして舌が突き出る。……第一、なぜわざわざ模倣するのだろうか。明らかに、

これは……学習したものでもなければ誰かに教わったものものでもない。模倣する能

力は生得のものに違いない。（P.231～232） 
サルのミラーニューロンと人間の持つミラー・システムには、明確な違いがある。

サルのミラーニューロンは、たとえば手がアイスクリームコーンをつかんで口に運ぶ

というような、目的指向の行動を見たときにだけ発火する。……ところが人間の場合

は、たとえ目的がなくてもミラー・システムは発火する。空中ででたらめに手を振っ

ているのを目にしたときにも、システムは活性化する。サルは……非常に限られた模

倣しかできないのはこのせいかもしれない。……私たちは……ダンスのレッスンを受

けて、インストラクターがサンバを踊りながらフロアを横切れば、それを真似ること

ができる。サルは、私たちが部屋を反対側まで移動したということだけ理解し、腰を

くねらせる必要があったことはわからないだろう。（P.257） 
 
また、サンドラ・ブレイクスリーとマシュー・ブレイクスリーは『脳の中の身体地図』

で、次のように述べている。 
 
あなたの運動を形成するのは運動プリミティブだ。これが組み合わされて単純な動
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作になり、さらに、その動作が組み合わされて目標志向の動作のシーケンスとなり、

というように構築されていく。（P.101） 
野生の状態でサルがまねし合うのは、単純な把持や、つつく、つまむ、持ち上げる、

引くといった身振りなどの、霊長類の基本的な動作のレパートリーだけである。しか

し、類人猿と人間の場合は、これらの基本動作を、長く複雑な自由裁量による動作シ

ーケンスの構成要素として役立てることができる （P.278-279） 
 
人間の赤ん坊やサルが行っている模倣は「定型模倣」であり、遺伝的に定まったいく

つかの種類の定型的な目的指向の（特定の目的を達成するための）動作シーケンス（単

純な動作パターンを順番に組み合わせたもの）を他者が行っているのを見たり、聞いた

りして知ると、それをきっかけにして、同種の定型的な動作シーケンスを行うというも

のなのだろう。ただし、動作のスピード・リズム、動作が向かう方向、力のかけ方など

は可変的で、スピード・リズム、方向、力のかけ方などを同調させるには、何回かの試

行錯誤が必要なのだろう。例えば、「いっしょに荷車を引く二頭の馬」が「走る」という

定型的な動作シーケンスのスピード・リズムと方向を同調させるには、「押し合いへし合

い」という試行錯誤が必要なのだろう。 
ダンスのレッスンを受けてダンスを踊ることができるようになるのは「非定型模倣」

である。ダンスの動作シーケンスは遺伝的には定まっていないはずである。遺伝的に定

まっているならば、誰でも練習なしにダンスを踊れるはずだが、そのようなことはない。

おそらく、遺伝的に定まった動作シーケンスや既存で既知の非定型の（誰かが以前に創

作したものであり、知っている）動作シーケンスを組み合わせたり、それらの動作シー

ケンスを単純な動作パターンにまで分解して、それらの動作パターンを並び替え、組み

直したりすることによって、遺伝的には定まっていない非定型的な動作シーケンス（「長

く複雑な自由裁量による動作シーケンス」）を作り上げているのだろう。これは、遺伝的

に定まった動作シーケンス、動作パターンをその本来の目的から分離して、別の目的達

成のための手段として流用し、それらを組み合わせることによって、新たな目的のため

の動作シーケンスに仕立て上げるということであり、人間が持つ創造性の一つのあり方

なのだと思う。 
ジャコモ・リゾラッティとコラド・シニガリアは『ミラーニューロン』（P.165）で、次

のように述べている。 
 
マルコ・イアコボーニらによって行われた……実験……から、ミラーニューロンシ

ステムが、観察者の運動レパートリーの中にすでにある行為の模倣に関与しているこ

とがわかり、観察した行動がただちに運動に変換されることが示唆される。 
観察者の運動レパートリーに中にある行為の単なる反復ではなく、新しい行動パタ

ーンの学習を求められた場合……の模倣の基盤となるメカニズムを説明するために、
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……リチャード・バーンが発表した……モデルによれば、模倣による学習は二つの別

個のプロセスの統合によって生まれるという。観察者はまず、模倣する行為を個々の

要素に分ける。別の言い方をすれば、観察した動きの一連の流れを自分の運動レパー

トリーに属する行為の連続へと変換する。次に、このコードされた運動行為を、実演

者の行為を再現するような順に配列する。 
 
遺伝的には定まっていない非定型な動作シーケンスを模倣するには、それがある目的

を持った一つの固まり（単純な動作パターンの集まり）であることを理解し、その全体

を詳細に観察し、それが、どのような定型的な動作パターンの組み合わせから成り立っ

ているのかを見極めて、それを再現し、個々の定型的な動作パターンのスピード、リズ

ム、動作が向かう方向、力のかけ方などを同調させる必要がある。ダンスを模倣しよう

とすると、ダンスを踊っているのを何回も見て、練習を繰り返す必要があるのは、その

ためである。おそらく、遺伝的には定まっていない非定型な動作シーケンスを模倣でき

る能力を持っているのは、人間、類人猿など一部の動物だけであり、そのような動物だ

けが文化を持つことができるのであろう。なお、「非定型模倣」が不正確になされた場合、

その多くは価値の乏しいもの（例えば、下手なダンス）であるが、まれに、大きな価値

を持った、新たな動作シーケンスの創造（例えば、新たなダンスの創作）になることが

ある。この不正確な「非定型模倣」も人間が持つ創造性の一つのあり方なのだと思う。 
  
 (3) 模倣による慣習の形成 

模倣には無意識のうちに（非意識過程下で）自動的になされるものが多い。アップ・

ダイクステルハウス、T. L. チャートランド、H. アーツは、ジョン・バージ編『無意識

と社会心理学』（P.52）で、次のように述べている。 

 

 自動的な模倣……が生存に重要な役割を果たすことは明らかだ。同族他者の行動は、

捕食者、捕食対象、交配対象の存在など、現在の環境について多くの重要な情報を伝

える。熊から逃げる仲間を見たら、意識的にあれこれ考えるのではなく、即座に走り

始めるべきだろう。……緊急状況下では、なぜ仲間が走っているのかじっくり考えて

いる余裕はない。自動的な模倣傾向を持つ者だけが、自然淘汰に耐えてきたのだ。自

動的な模倣傾向は人間以外の動物にも観察されることから、この傾向が先祖から継承

された進化の遺産であることがわかる。 

 

無意識のうちに自動的になされる模倣が集団・組織内で繰り返されると、集団・組織

の構成員の行動パターンは共通化される。これが慣習の起源の一つである。集団・組織

に属している期間が長いほど、行動パターンの共通化が徹底されるので、日本の伝統的

な村落、企業、官公庁では、その構成員の行動バターンが非常に似たものになり、クロ
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ーン人間の集まりのようになってしまう。 
無意識のうちになされる模倣がどのような行動パターンを導くかは、その時々の偶然

的要素に左右される面が大きい（経路依存的である）ので、構成員の出入りの少ない集

団・組織は、他の集団・組織の慣習とは著しく異なっていて他の集団・組織の構成員に

は理解不可能な慣習を持つようになることがある。しかも、その集団・組織の構成員は、

自分たちが何のためにそのような慣習を持っているのかを、まともに説明できないこと

が多い。無意識のうちに作ってしまい、無反省に墨守している慣習の存在理由など分か

るはずがないので、適当な説明をでっち上げるしかないのである。このようなことが、

集団・組織間の人の移動の障害となり、日本の集団・組織の閉鎖性の一因になっている。

鴻上尚史氏は『「空気」と「世間」』（P.73-74）で、次のように述べている。 
 
田舎に行けば行くほど、つまりは伝統的な「世間」が強力になればなるほど、守ら

なければいけない手順、踏み込んでいけない場所、などが増えていく……それがどん

なに非生産的で不合理だと思っても、「昔からそういうやり方をしている」という一言

で、その「しきたり」や「伝統」や「迷信」は守られるのです。……田舎以外でも、

メンバーが固定していて、閉じた集団になればなるほど、同じことが起こります。論

理的な根拠のない、外の人からは不必要と思われる仕事の手順が増えたりするのです。

そうすることで、「世間」は仲間と仲間でない人間を分けているのです。 
 

(4) 共感による同調 
フランス・ドゥ・ヴァールは『共感の時代へ』で、次のように述べている。 

 

共感や思いやりは、他者が走れば自分も走り、他者が笑えば自分も笑い、他者が泣

き叫べば自分も泣き叫び、他者があくびをすれば自分もあくびをするといった、身体

的同調とともに、じつに単純なかたちで始まった。（P.74） 

 オエルフ・ディンベルグ……は被験者の顔に小さな電極を貼り付け、ごくわずかな

筋肉の動きも検知できるようにしておいて、怒った顔や嬉しそうな顔の写真をコンピ

ューターの画面に映し出した。人間は、怒った顔を見ると顔をしかめ、嬉しそうな顔

を見ると口の両脇を引き上げる。……意識的に知覚できないほど短い間だけ画面に写

真を映し出しても、同じ結果が得られた……画面上の表情は、私たちの顔の筋肉を動

かすだけでなく、情動も引き起こす。画面を見たあとの報告では、嬉しそうな顔を見

せられた被験者は、怒った顔を見せられた被験者よりも気分が良かった。どちらのグ

ループも、自分が何を目にしたが、まったく知らなかったにもかかわらず、だ。（P.98-99） 
 

このオエルフ・ディンベルグ（Ulf Dimberg）の実験に関して、マルコ・イアコボーニ

は『ミラーニューロンの発見』（P.143）で、次のように述べている。 
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   その仕組みは、こんなふうではないかと推察できる。まず、ミラーニューロンが当

人に考えさせる間もなく自動的に他人の表情のシミュレーション……を行わせる。…

…これと同時に、ミラーニューロンは大脳辺縁系に位置する感情中枢に信号を送る。

この……信号によって誘発された大脳辺縁系の神経活動が、観察された表情と関わり

のある感情を私たちに感じさせる。……これらの感情を自分の内側で覚えたあとで、

初めて私たちはそれを明白に認識できる。 
 

動作の模倣だけでなく、表情の模倣でもミラーニューロンが働いており、表情の模倣

によって、感情の同調である共感が生じるということである。ただし、人間は、共感し

た場合でも、表情の模倣を抑えることができる能力を持っている。ニコラス・ハンフリ

ーは『内なる目』（P.114-118）で、次のように述べている。 
 
   誰かが悲嘆にくれているのを見て、両の目から涙がこぼれそうになる。……私たち

はいまだに誰でも、時々そういうことが起こるが、そういう感情移入的な反応が最も

明白かつ顕著なのは、幼い子供のときである。……姉さんが哀しげな様子でやってき

た。二歳の……子はそれを見た。顔付きが変わった。この子もまた哀しげな様子にな

り、そして泣きはじめた。……何年間かの実践の後、私たちは、……模倣的な動きを

介することなしに適切な概念を呼び出すことができるようになる。……子供にとって、

感情移入は、心理学的な理解……への第一歩を踏み出すのを助ける一種の歩行器であ

るが、大人になるともはや必要としない支えなのである。 
 
  おそらく、ミラーニューロンが他人の表情のシミュレーションを行うと、感情中枢に

信号が送られると同時に、表情筋にも信号が送られ、表情の模倣が行われるが、人間は、

表情筋への信号の送出をカットすることによって、表情の模倣を行わない能力を持って

おり、子どもの頃は、その能力が未発達なために、感情移入が抑えられないのであろう。

これは、動作の模倣においても同じであり、ミラーニューロンが他人の動作のシミュレ

ーションを行うと、骨格筋にも信号が送られ、動作の模倣が行われるが、人間は、骨格

筋への信号の送出をカットすることによって、動作の模倣を行わない能力を持っている

のであろう。 
  模倣と共感は、他者全てに対して生じるものではなく、家族、自分が属する共同体の

仲間、好意を抱いている相手などに対して生じるものであり、他の共同体の構成員、敵

意を抱いている相手、競争相手などに対しては生じない（ただし、女性は多少の共感を

示す）。フランス・ドゥ・ヴァールは『共感の時代へ』で、次のように述べている。 
 
   他者に対する男性の感受性は条件付きのもので、おもに身内や友人によって引き起
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こされるという可能性がある。このような内輪の人間ではない者、とりわけライバル

のように振る舞う者には、……共感のスイッチはオフのままになる。……タニア・シ

ンガーは、他者が苦しんでいるのが見える状況で男女の脳をスキャンした。……他者

の手に軽い電気ショックが与えられるのを被験者が目にすると、彼らの脳の痛みにか

かわる領域が活性化した。まるで自分が痛みを感じたかのようだった。だが、それは

衝撃を受けるのが好感の持てる人で、彼らが事前に和やかにゲームをした相手に限ら

れた。相手がそのゲームで不正なプレイをしたときには、結果はがらっと変わった。

……相手が痛みを感じるところを見ても、あまり影響を受けなかった。それでも女性

は多少は共感を示したが、男性には共感はまったく残っていなかった。それどころか、

……脳の快楽中枢が活性化した。（P.305-306） 
   孟子の語った話には、宮殿の前を牛が引かれていくのを王が見るというものがある。

王が、その牛をどうするのかと問うと、殺してその血を儀式に使うために連れていく

ところだという。王は、牛のおびえた様子を見るに忍びなかった。……王は牛を助け

るように命じた。だが、儀式を取りやめにはしたくなかったので、代わりにヒツジを

使ってはどうかと言い添えた。……私たちは目に入らないものよりは直接目にするも

のを気にかける。耳にしたり、読んだり、考えたりした相手を思いやることもたしか

にできるが、想像だけに基づく気遣いは力強さや切迫感に欠ける。……孟子の言葉を

読むと、共感が……身体的つながりにどれだけ頼っているかを、否応なく考えさせら

れる。身体的なつながりを思えば、部外者に共感するのが難しい理由もわかる。共感

は、近さや類似性や馴染み深さの上に成り立っており、それは共感が内輪の協力を促

すために進化したことを考えれば、完全に筋が通っている。（P.309-310） 
 

共感は表情の模倣などの身体的模倣に基づいて生じ、身体的模倣は相手を見たり、そ

の声を聞いたりすることに基づいて生じるので、共感が本格的に生じるためには、相手

が苦しんだり、喜んだり姿を見たり、苦しんだり、喜んだりする声を聞いたりする必要

がある。抽象的な話を聞いただけで共感するためには、相手の状況を想像するという意

識的な努力が必要であり、想像だけに基づく共感には「力強さや切迫感に欠ける」。した

がって、模倣や共感を結束維持の基本的な手段としている集団・組織では、構成員間の

直接接触が重要となる。中根千枝氏は『タテ社会の人間関係』で、次のように述べてい

る。 
 
友人・知人・親類といった人たちの間でも、……長い間接触をしないで突然会った

りすると、どうもチグハグな気持ちができてしまって、かつての親交関係になかなか

はいることができなかったりする。……日本人の場合、同じ集団に属していてさえも、

物理的に遠隔の場にたつということはマイナスを招くことが多い。今まで東京に仕事

の場をもっていた者にとって、東京を離れるということは、……仲間から社会的に遠
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くなるという悲哀をもつものである。「去る者は日々に疎し」とは、まったく日本的な

人間関係を象徴しており……社会生活をする個人にとって頼りになる者は、……日々

実際に接触している人々である。あらゆる職業を通じて、外国にいる日本人の頼りな

さ、寂しさ、いらだたしさなどは、ちょっと他に類がないほどである。「忘れられてし

まうのではないか」……などと、異国において流刑者のごときやるせなさを味わう。

（P.59-60） 
日本社会では個人の生活が、集団から地理的に離れて、毎日顔をみせることができ

ないような状態におかれると、……集団から疎外される結果を招きやすい （P.62-63） 
 
  構成員間の直接接触が重要となると、集団・組織に長期間いた人の方が有利になり、

集団・組織への加入年次による年功序列になる。年功序列といっても、地方や海外に支

社・支店を持っている企業などでは、本社・本店の構成員と支社・支店の構成員との直

接接触が乏しくなるので、支社・支店にいた期間が長い人が不利になる。この結果、本

社・本店に長くいて現場をよく知らない人が昇進して権力を握り、現場の実情を無視し

た指示を乱発するようになり、その企業は無能化する。また、集団・組織への加入年次

による年功序列になった集団・組織では、他の集団・組織に移ることが不利になるので、

閉鎖的になり、自分が属する集団・組織のことしか知らない視野の狭い人間が権力を握

ってしまう。日本の集団・組織がグローバル化にうまく対応できないのは、日本の集団・

組織が共同体的で、同調・模倣や共感を結束維持の基本的な手段としているからである

と、私は考える。 
 
(5) 相互補完による同調 
  模倣や共感だけでは、皆で同じ行動をとったり、感情を共有したりできるが、相互補

完的に異なる行動をとることによって共同作業を行ったり、相手が何を必要としている

のかを推測して支援したりするということはできない。例えば、一緒に餅をつくだけ、

あるいは、一緒に餅を返すだけというのでは餅はできないし、赤ん坊が泣いているのを

見て、母親が共感して一緒に泣いていたりしては、子育てはできない。餅のつき手と返

し手は、お互いの立場に立つことによって（相手の視点を取得して）、相手がこれから何

をするか（例えば、どのタイミングで餅をついてくるか）を予測し、その予測に応じた

行動をとる（例えば、あるタイミングで餅を返す）必要があり、母親は赤ん坊の立場に

立つことによって（赤ん坊の視点を取得して）、赤ん坊が泣いている原因を推測し、お乳

をあげたり、おむつを替えたりする必要がある。 
  他者の視点取得は高度な能力であり、ほとんどの動物はその能力を持っていない。フ

ランス・ドゥ・ヴァールは『共感の時代へ』（P.200-201）で、次のように述べている。 
 
   ボツワナのオカヴァンゴ・デルタでヒヒを観察する研究者たちが、川を前にして渡
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るのを怖がる子供のヒヒに対して、知らぬふりをする大人のヒヒの「腹立たしい」事

例を報告している。水際でパニックになって立ちすくむ幼いヒヒが捕食者に殺される

危険にさらされていても、母親が助けに戻すことはまずない。……ただし、ヒヒの母

親が冷淡そのものというわけでなはい。 
 
    彼女は子供の動揺した叫び声を、心から気遣っているように見える。しかしその

動揺の原因を理解できないようだ。彼女の振る舞いを見ていると、自分が川を渡

れるなら、誰でも同じように川を渡れると思い込んでいるかのようだ。それ以外

の見方はできないらしい。 
 
   ……こうしたことから、サルには情動の伝染はあるものの、視点取得が欠けている

のがわかる。 
 
  ヒヒの母親は子供に共感することによって、子供が抱いている感情を認知できるが、

子供の立場に立って考えることができないので、その感情をもたらした原因を推測する

ことができないのである。 
私は、人間は他者についてのモデル（「他者モデル」と呼ぶことにする）を心の中に作

り出し、そのモデルを用いてシミュレーションを行うことによって、相手が何をしよう

としているのか、何を必要としているのかなどを推測していると考える。 
「他者モデル」を正確なものにするためには、暫定的な「他者モデル」に基づいて他

者の心を推測し、その推測に基づいて他者に働きかけてみて、うまくいった場合には「他

者モデル」は正確であると判断し、うまくいかなかった場合には、「他者モデル」は不正

確であると判断し、「他者モデル」を修正してみて、修正した「他者モデル」基づいて他

者に働きかけて様子をみるという試行錯誤の繰り返しが必要なので、子どもの時から付

き合っている伝統的な共同体の構成員は、相互にかなり正確な「他者モデル」を持って

いるが、付き合いの乏しい他の共同体の構成員に対しては、「他者モデル」を持っていな

いか、「他者モデル」を持っていても不正確なものになる。 
「他者モデル」を持っていない相手と何らかの関わりを持たなければならない場合、

①相手を自分と同じような人間だとみなしてしまう、つまり、「自己モデル」を「他者モ

デル」の代わりに用いるか、②相手を性別、年齢などでカテゴリーに分けて、「若い男性

とは一般にこういうものだ」というようなステレオタイプを「他者モデル」の代わりに

用いるか、③言葉を尽くして話し合い、相手の考えを理解しようとするか、のいずれか

を行う必要がある。言葉を尽くして話し合うには大変な労力が必要なので、多くの人は

安易な道（認知コストの節約）を選び、「自己モデル」やステレオタイプを「他者モデル」

の代わりに用いてしまう。その結果、行き違いが生じてしまい、その行き違いの責任を

相手に押しつけて、相手をマイナスに評価してしまう。私は、このことが、自分たちが
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属する「内
な い

集団」（あるいは、その構成員）をポジティブに評価し、自分たちが属さない

「外
が い

集団」（あるいは、その構成員）をネガティブに評価することによって、「内集団」

の構成員をひいきにし、「外集団」の構成員を差別するという「内集団ひいき」の原因の

一つになっていると考える。 
「他者モデル」を作ったり、利用したりする労力を節約するのに一番良い方法は、気

心の知れた（既に「他者モデル」を作り終えた）共同体内の仲間とだけ付き合い、共同

体外の人間とは付き合わないことであり、その結果、共同体は閉鎖的になる。長い間付

き合っている人同士は、同調・模倣・共感の繰り返しの結果、考えや行動が類似してく

るので、「自己モデル」と「他者モデル」の類似性が高くなり、「自己モデル」を「他者

モデル」の代わりに用いても、あまり問題にならないという面もある。 
新たに集団・組織を作る場合に、「他者モデル」を作ったり、利用したりする労力を節

約するのに一番良い方法は、類似性の高い人だけで集団・組織を作ることである。類似

性の高い人は、同じように考え、同じように行動することが多いので、「自己モデル」を

「他者モデル」の代わりに用いても、行き違いが生じることは少ないからである。類は

友を呼ぶのである。 
 
(6) 同調による一体感 

  ポール・ブルームは『喜びはどれほど深い？』（P.154-155）で、次のように述べてい

る。 

 

   他の人々と同調して身体を動かすと、その人々に対する好意や一体感が強まり、寛

大にもなることを示す証拠がある。……共に歌い踊る人に私たちが強い親しみを感じ

るようになるのはなぜか？ 実のところ、よく分かっていない。……私としては、認

知システムに狂いが生じるためではないかと思っている。他人と一緒に踊る時は、他

人の動きが私の動きと重なる。つまり、私が自分の身体を動かそうと思ったとおりに

他人が身体を動かすため、私の認知システムが混乱し、自分の身体の境界を拡大して

他人を取り込んでしまうのである。 

 

「認知システム」の「混乱」とはどのようなものなのだろうか。藤井直敬氏は『ソー

シャルブレインズ入門』で、次のように述べている。 

 

   仮想空間を使った実験があります。……被験者にヘッドマウントディスプレイをか

ぶって仮想空間の中に入ってもらいます。仮想空間の中では、……伊勢エビのような

変な生き物になっています。……お腹から本来はないはずの腕が数本生えています。

……仮想空間の中で獲得した新しい腕、腹腕は本来の身体のどこかを動かすと、それ

に応じて動くようになっています。被験者は、……しばらくすると、その腹腕を自在
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に操るコツをつかんで、その変な生き物を自在に歩き回らせることができるようにな

ります。……変な生き物は、……仮想的なオブジェクトにすぎません。しかし、その

オブジェクトが自分の行動とリンクして、それを自在に操ることができるようになる

と、自分自身の身体イメージがそこに投射されて、新しい身体イメージが脳内に構築

されます。……わたしたちの普段の生活で実感することですが、道具の使用に習熟す

ると、道具を自分の身体の一部のように感じるものです。……もし、他者というもの

を、その延長上にあると考えるならば、そして他者の身体が自分の意思で自在に動く

としたら、わたしたちはそれを自己の一部として認識することでしょう。（P.100-102） 

   頭頂葉という場所は、自分の視覚や体性感覚などの自分自身の身体イメージが統合

的に表現されていると言われており、……身体イメージを簡単に想像してもらうとす

ると、自分の身体の状態を、ペプシマンのようなイメージで脳の中に表現していると

考えてもらうとよいでしょう。この部位の神経細胞は、入來篤志氏らの研究によって、

道具を使うことでその身体イメージが拡張することが知られています。……つまり、

道具を使っているときにはペプシマンの手がグニョーンと道具にそって伸び、道具を

使い終わるともとに戻るというような様子を想像していただければけっこうです。…

…僕たちは、サルが社会的につながっているときと、つながっていないときの身体イ

メージに変化が見られるかどうかを……調べてみることにしました、……二頭の距離

を近づけて、両者の間に競合関係を作ってやると、……それまで自分自身の右腕の運

動にしか反応しなかった左頭頂葉の神経細胞が、……相手の腕の動きにも反応するよ

うになったのです。……この研究結果の面白いところは、頭頂葉が、他者をまるで自

分の身体の一部のように反応しているという点です。（P.111-115） 

 

  「他人と一緒に踊る時は、他人の動きが私の動きと重なる。つまり、私が自分の身体

を動かそうと思ったとおりに他人が身体を動かす」ので、「他者の身体が自分の意思で自

在に動」いるかのような錯覚を覚え、「自分自身の身体イメージが」他者に「投射されて、

新しい身体イメージが脳内に構築され」て、他者を「自己の一部として」誤認識してし

まうようになる。そのため、「他の人々と同調して身体を動かすと」、他の人々と一体に

なったという幻想が生まれるのである。 

  後述するように、単調な踊りを長時間繰り返すなどすると、脳内麻薬様物質であるエ

ンドルフィンが分泌されるが、このエンドルフィンの働きにより、他の人々と一体にな

ったという幻覚を見ている可能性もある。 

  いずれによせ、集団でリズムを合わせて歌い踊ることには、一体感という幻想を生み

出すことによって、集団の結束力を高め、「集団にはその構成員から独立した生命があり、

自分たちはその一部だ」という幻想を生じさせる働きがあることは確かである。 

  人間には、同調するもの同士はその本質を同じくする、逆に言うと、本質を同じくす

るもの同士は同調すると考える傾向があるようである。例えば、女性の月経周期は月の
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満ち欠けと同調するため、女性は月にたとえられることが多い。このような発想が、共

同体内で同調して行動する者同士はその本質を同じくするという考えを生みだし、後述

するような共同体の構成員は「霊魂が集まって一体化したもの」（本質＝神）からその霊

魂の一部を分け与えられることによって生まれ、死後、分け与えられた霊魂は「霊魂が

集まって一体化したものへと帰って行くという信仰へとつながっていったのではないだ

ろうか。 

 

 (7) 同調から言語へ 
  一般には、コミュニケーションは、言語、身振り、映像などを用いて、知識、意志、

感情などの精神内容を伝達しあうことであると考えられているが、私は、コミュニケー

ションの本来の姿は、同調（模倣、共感、相互補完）によって、相手に何らかの行動を

とらせたり、相手から何らかの行動をとらせられたりすることであると考える。相手に

自分の行動 A を模倣させることは、相手に行動 A をとらせることであり、相手の行動 B
を模倣することは、相手から行動 B をとらせられることである。赤ちゃんは泣いて母親

を共感させることにより、お乳を飲ませてもらったり、おむつを替えてもらったりする。 
元々、言語は、共同体内の他者を同調させて動かすための行動の代用品だったのでは

ないだろうか。神への祈りや「ある言葉を唱えることによって、その言葉の内容が実現

する」という 言霊
ことだま

信仰（「第 1 回 はじめに 4.机上の空論とタブーの排除」参照）は、そ

の名残であろう。この世の全てのものには霊魂があり、その霊魂の集合体が神であると

いう信仰（「4.共同体の結合を支えているもの (6)霊魂の存在という妄想」参照）を前提

にすると、「言葉を唱えることによって人を動かすことができるのは、言葉には人の霊魂

に働きかける霊力があるからだ。言葉に人の霊魂に働きかける霊力があるならば、言葉

の霊力によって、いろいろなものの霊魂や霊魂の集合体である神に働きかけ、言葉の内

容を実現できるはずだ」と思えてしまうのである。 
マルコ・イアコボーニは『ミラーニューロンの発見』で、次のように述べている。 

 
   私たちは話をするとき、行動や身体部分を絡めた表現をよく使う。致命的行為や災

いの種を意味するのに「死の接吻
キス・オブ・デス

」という言葉を用い、新しい年の始まりを「一年を

蹴り出す
キ ッ ク オ フ

」と表現し、意味を理解することを「つかみとる
グ ラ ス プ

」と言い、助けてほしいと

きには「手を貸して
ギブ・ミー・ア・ハンド

」と言う。……こうした表現を言ったり聞いたり読んだりすると

きとき、私たちはそれらの身体部分を使って行う行動に関わりのある脳内の運動領域

を活性化させている。「死の接吻」という表現を読んだり言ったりすれば、あなたは本

当に誰かにキスをするときに活性化される脳内の運動細胞が、やはり活性化されるの

である……このような身体動作と言語素材の相互作用を詳細に調べてきたのが、アー

ト・グレンバーグを中心とした……グループである。……エレノア・オクスらによる

……研究……で明白に示されているように、新しい仮説を理解しようとしている科学
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者でさえ、抽象的な現象を身体的な表現に置き換えて説明している。たとえば物質の

温度変化による磁性状態の推移を説明しようとして、その研究室長は、手を下げる身

ぶりをしながらこう言った。「私の温度が下がったとき、私はこの磁区状態にあるわけ

です」。……リサ・アジズ＝ザデは、……被験者に手の行動と口の行動を描写した文章

――「バナナをつかむ」や「モモをかじる」――を読ませ、そのときの被験者の脳活

動を測定した。そのあとで、今度は手を使っての行動……と口を使っての行動……を

写したビデオ映像を見せた。結果、被験者はそれらの文章を読むときも、映像を見る

ときも、手の動きと口の動きをそれぞれ制御することで知られている特定の脳領域を

活性化させていた。それらの領域は、手の動きと口の動きに対応する人間のミラーニ

ューロン領域だった……この実験結果を見るかぎり、私たちはミラーニューロンの助

けを借りて、……文章で読んだ行動を頭の中でシミュレートすることにより、読んだ

内容を理解しているように思われる。私たちが小説を読むときも、私たちのミラーニ

ューロンが小説に描かれている行動をシミュレートして、あたかも私たち自身がその

行動をしているかのように感じさせるのではないか。（P.120～122） 
アルヴィン・リーバーマンら……は発話の音声知覚に関する一つの仮説を提出した。

発話音は音として理解されるというよりも、むしろ「調音ジェスチャー」として理解

される……この「音声知覚の運動指令説」が言っていることは要するに、私たちの脳

は話をしている自分自身をシミュレートする（！）ことによって他人の発する音声を

知覚している、ということである。……スティーヴン・ウィルソンが……被験者が一

連の音節を声に出して言っているときと、イヤホンで別の人間が同じ音節を言ってい

るのを聞いているときの、被験者の脳の活性化を調べた……その結果、調査されたす

べての被験者で、自分が発声しているときに活性化される運動性言語野が、他人の発

声を聞いているときにも活性化していた。……運動性言語野が他人の発声を聞いてい

るあいだも、まるで自分が話しているかのように活性化することを明らかに示してい

る。（P.132～134） 
 
  このマルコ・イアコボーニの見解を発展させて考えると、人間は、言葉を口にする行

動とその言葉が示す身体行動（感情表出や身振りを含む）を結びつける（連合させる）

ことによって、言葉の意味を理解しているということになる。私は、身体行動だけでは

なく、言葉を口にするという行動とその言葉が示す感覚・感情も結びついていると考え

る。そして、他者の言葉を聞いたり、読んだりした時には、その言葉を口にする行動を

脳内でシミュレートすることによって、その言葉を口にする行動と結びつけられている

身体行動、感覚、感情を想起し、その身体行動、感覚、感情を脳内でシミュレートする

ことによって、その言葉の意味を理解しているということになる。このような方法では、

身体行動、感覚、感情に直接結びつかない抽象的な言葉の意味は理解できないのではな

いかという批判があると思うが、抽象的な言葉の場合には、その言葉が示す概念に類似
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した身体行動、感覚、感情を比喩的に用いる（類似した身体行動・感覚を変形して、現

実には存在しない身体行動・感覚・感情もどきを作り出して、それを脳内でシミュレー

トする）ことによって、その言葉の意味を理解しているのではないだろうか。 
  したがって、言葉を口にする行動とその言葉が示す身体行動・感覚・感情との結びつ

き（以下では、「言語・行動連合」と呼ぶことにする）が二者の間で共通していないと、

言葉は通じないことになる。言葉を口にする行動とその言葉が示す身体行動・感覚・感

情との結びつきは、他者と言葉を用いたコミュニケーションによって学習される。具体

的には、次のような過程をとる。 
  他者の言葉を聞き、自分が持っている「言語・行動連合」に基づいて、その言葉の意

味を解釈して、他者に言葉や行動を返して、他者の反応を見る。他者の言葉が自分の「言

語・行動連合」のリストにない場合（未知の言葉の場合）には、自分の「言語・行動連

合」のリストから類似の言葉を探し出し、その類似の言葉を利用して、その言葉と身体

行動・感覚・感情との結び付きを推測して（言葉の意味を類推して）、他者に言葉や行動

を返して、他者の反応を見る。他者の反応が想定と異なったものであれば、その言葉の

意味に関して他者と異なった解釈をしていると判断し、他者に返す言葉や行動を変更し

て、他者の反応を見るという試行錯誤を繰り返す。他者の反応が想定に近いものになれ

ば、その言葉の意味に関して他者とほぼ同様の解釈をするようになったと判断し、その

言葉を自分の「言語・行動連合」のリストに加えたり、自分の「言語・行動連合」を修

正したりする。言葉を用いたコミュニケーションにおいては他者も同様のことをしてい

るので、コミュニケーションにより、両者の「言語・行動連合」の類似性が高まり、話

が通じるようになる。 
  したがって、話が通じるようになるためには、頻繁なコミュニケーションが必要であ

り、コミュニケーションの豊富な共同体の構成員同士では話が通じやすいが、コミュニ

ケーションが乏しい他の共同体との間では話が通じにくいことになる。同じ言葉でも、

共同体により微妙に異なった意味で用いていて、それが誤解の種になり、共同体間に不

信が生まれるのである。 
  なお、本を読むなど、文字を用いた一方向のコミュニケーションでは、他者に言葉や

行動を返して、他者の反応を見るということができないので、言葉の意味の理解が困難

になる。辞書を引いて言葉の意味を調べても、辞書の解説も文字を用いた一方向のコミ

ュニケーションなので、理解が困難である。そもそも、本の筆者が辞書に書かれている

意味通りには言葉を用いてない可能性もある。結局、同じ言葉が出てくる箇所の文脈を

比較することによって、言葉の意味を推測するしかないのだが、これは、相当に困難な

作業である。このような文字を用いた一方向のコミュニケーションにおける言葉の意味

の理解の困難性が、独学を困難にし、教師にその存在価値を与えている。ただし、日常

的に読書を頻繁にすることによって、本に書かれた言葉の意味の解釈に慣れ、この困難

な作業を簡単にやってのけるだけの知能があれば、教師に頼る必要はない。彼・彼女は
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頻繁な読書によって「文字の共同体」の一員になっているのである。 
 
(8) 血縁関係、疑似血縁認識 

  リチャード・ドーキンスが『利己的な遺伝子』で指摘しているように、自分の複製を

効率よく作り出すことができる遺伝子は、その数を増やしていき、自分の複製を効率よ

く作り出すことができない遺伝子は、その数を減らしていく。遺伝子の複製を効率よく

作り出すということを、生物の立場から見れば、自分または自分の血縁者の生存率・繁

殖率が高い（長生きして、子どもをたくさん作る）ということなので、生物は、自分ま

たは自分の血縁者の生存率・繁殖率を高めることにつながる行動をとる確率を高めるよ

うに進化する。血縁者は共通の祖先に由来する遺伝子を共有している（親子の間や兄弟

姉妹の間では、遺伝子の２分の１を共有している）ので、血縁者の生存率・繁殖率を高

めることは自分が持っている遺伝子の複製を増やすことと同じになるのである。血縁者

の生存率・繁殖率を高めるためには、血縁者同士で助け合う必要がある。そのため、動

物は血縁者同士で助け合うように進化してきた。 

したがって、血縁関係の無い者の間でも、親子の関係、兄弟姉妹の関係などの血縁関

係があると錯覚させることができれば、助け合わせることができる。人間は幼い頃から

一緒に育った異性には、血縁関係がない場合（養子や連れ子など）でも、性的魅力を感

じないことから、人間は熟知性によって、血縁関係があるかどうかを判断していると考

えられている。小さな集団で子どもの頃から一緒に暮らすと、血縁関係にない者の間に

も血縁認識が生まれるということである。例えば、イスラエルのキブツでは、血縁関係

のない子どもと一緒に育てられるので、同じキブツ出身者同士が結婚することはめった

にないが、彼・彼女らは兄弟姉妹のような絆で結ばれている。本稿では、血縁関係にな

い者の間に生まれる血縁認識を「疑似血縁認識」と呼ぶことにする。 

集団の規模が大きくなるほど、また、一緒に過ごした期間が短くなるほど、熟知性は

薄くなるので、「疑似血縁認識」を持ちにくくなってくる。そのため、何らかの工夫が必

要になってくる。共同体の構成員は共通の祖先を持つと考え、その祖先を崇拝する「祖

先崇拝（祖霊信仰）」が昔からある方法である。宗教は、「母なる神」や「父なる神」を

信仰させることによって、信者間に、「自分たちはみな神の子である」というような「疑

似血縁認識」を持たせ、共同体として結束させるという機能を持っている。「唯一の神」

を信仰するキリスト教やイスラム教は、血縁的・地縁的な共同体の枠を超えて、多数の

人々を「宗教共同体」として結束させようとしたものであると言える。キリスト教では

「汝らは皆兄弟姉妹だ」（マタイによる福音書）と教えられ、イスラム教では「信仰する

者たちは兄弟姉妹なのである」（クルアーン）と教えられている。 

16 世紀以降、ヨーロッパでは、nation・領土・主権を備えた近代主権国家を単位とす

る政治秩序である「国民国家システム（主権国家システム）」が徐々に形成されてきたが、

その根幹は、「nation（民族、国民）という虚構」による統合である。nationによる統合
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には、二つのパターンがあり、一つ目は、領土内にたまたま住む人々に、人工的に作ら

れた「共通の歴史」、「共通の伝統文化」、「共通の言語」なるもの（あるいは、支配的共

同体の歴史、文化、言語）を公教育などによって習得させ、「私たちは○○人である」と

いう虚構を信じ込ませるというパターン、二つ目は、歴史、文化、言語、人種的特徴な

どが類似している人々を領土内に囲い込み、そうでない人々を領土外に追放するという

パターンである。この「nation という虚構」は、血のつながりを強調するものであり、

「疑似血縁認識」の一種と言える。 

明治維新後の日本では、「日本人という虚構」を日本の領土内に住む人々に信じ込ませ

るために、「日本は皇室を宗家（本家のこと）とする一大家族であり、天皇は宗家の家長

であり、臣民は宗家の分家である」、あるいは、「天皇は家長であり、臣民は天皇の赤子

である」という「家族国家観」が利用された。 

 

 (9) 互酬性（互恵性） 

互酬性（互恵性、reciprocity）とは、相手との関係が持続する状況において、相手から

受けた利益に対して、自分も同程度の利益を返す（贈与に対して返礼する）という規範

であり、人類に普遍的に見られると説明されることが多い。相手が困っている時に助け

た場合、相手が受ける利益は、自分が失う利益よりも大きくなる。例えば、同じ量の食

糧でも、飢えた人にとっての価値は、食糧を豊富に持っている人にとっての価値よりも

大きくなる。将来、自分が困った時に、助けた相手が返礼として助けてくれれば、失っ

た利益以上の利益が返ってくる。困った時にお互いに助け合えば、長期的には、双方と

もに利益を得ることになるので、互酬性は、生物の生存率・繁殖率を高める。ただし、

互酬性を維持するためには、相手と長期的な関係を持つ必要がある。したがって、群れ

を作って生きる動物は互酬性を持つように進化するはずである。互酬性は人間が作り出

した規範ではなく、群れで生きる動物が持っている本能である。ロバート・トリヴァー

スは『生物の社会進化』（P.433～485）で、チスイコウモリ、ヒヒ、チンパンジー、イル

カ、クジラも「互恵的利他行動」をすることを示している。 
互酬性は贈与交換（社会的交換）の反復が作り出す規範であるとされることが多いが、

私は、互酬性は人間の本能であり、贈与交換（社会的交換）、互酬性による支配関係、契

約関係という三つの形で現れると考えている。 
 
 (10) 贈与交換と契約関係 

贈与交換とは、贈与と返礼を相互に繰り返すことである。中元・歳暮のような贈答や、

隣近所で味噌・醤油・米の貸し借りをするというような行為が贈与交換である。贈与・

返礼は物の贈与・返礼だけなく、何かをしてあげること、何かを教えてあげることなど

も贈与・返礼である。要するに、相手にとって利益になることをしてあげるのが贈与・

返礼である。 
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贈与交換は、当初は、共同体間で行われ、共同体同士を信頼の輪で結びつける機能（信

頼関係形成機能）を果たすものであった。私は、信頼関係には「相互承認的信頼関係」

と「互恵的信頼関係」との二種類があり、贈与交換の一番大きな役割は「相互承認的信

頼関係」の形成にあると考えている。 
「相互承認的信頼関係」とは、「あなた（がた）は価値ある人間・共同体です」と相互

に承認し合うことである。相手にとって価値あるものを贈与・返礼することは、その相

手の価値を承認していることの証になるので、贈与交換によって、「相互承認的信頼関係」

を作り出すことができる。「相互承認的信頼関係」では、相手にとって価値あるものとは

何かということが問題になる。「自分には不要なものをプレゼントされて、しかも、お金

を使ってお返しまでしなければならないなんて、なんて損なことだ。余計なことをする

なよ。迷惑だ」と思ったことのある人は多いだろう。これでは、相手から「あなたは価

値ある人間です」と承認されているとは思えなくなってしまう。皆が同じような生活を

して、一つの共同体の中で一生を終え、日頃から付き合いのある共同体としか付き合わ

ないというような昔の生活では、自分が属する共同体の仲間や付き合いのある共同体（の

構成員）の価値観・嗜好は分かり易かったので、贈与交換による「相互承認的信頼関係」

の形成は容易であったが、人々が多様な生活をするようになり、価値観・嗜好が多様化

した現在では、贈与交換による「相互承認的信頼関係」の形成は困難である。 
「互恵的信頼関係」とは、相手のことを自分に対して互恵的に振る舞う共同体・人間

であると相互に信じることである。例えば、相手は約束を必ず守る人間であると相互に

信頼することである。贈与交換の維持はこの「互恵的信頼関係」の証になる。贈与する

ことは「相手のことを互酬性にしたがって必ず返礼をする共同体・人間であると信じて

いるということ」を相手に示すことであり、返礼することは「自分たちは互酬性にした

がって必ず返礼する共同体・人間であること」（つまり、義理堅い共同体・人間であるこ

と）を相手に示すことなのである。 
相手と結んだ契約を守ることによって相手と「互恵的信頼関係」を築くことはできる

が、「相互承認的信頼関係」を築くことはできない。このことが、契約関係を冷たい人間

関係だと思わせてしまうのかもしれない。 
贈与交換は、日本の伝統的な村落（ムラ）のような共同体連合（ムラはイエという共

同体の連合体である）内で共同体同士が（ムラではイエ同士が）、また、共同体内で個人

同士が、食糧不足の時に食糧を分け合い皆が飢えないようにしたり、多数の労力を必要

とする作業を行う際に協力し合ったり、だれかが病気になった時に助け合ったりするな

どの「互助的機能」も果たしている。 
私は、贈与交換は、慣習によって贈与と返礼の内容・程度・時期などが厳格に定まっ

ている「儀礼的贈与交換」と、慣習に明確な定めがなく個人の意志に基づいて随時行う

という形をとる「随意的贈与交換」に大別できると考えている。 
日本は、中元・歳暮の習慣など、贈与交換の風習が根強く残っている国であるが、現
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在では、生活水準の向上、社会保障の充実、地域共同体の解体、生活様式の多様化に伴

い、贈与交換の煩わしさを嫌って、できる限り、市場取引で済まそうとする傾向が強く

なってきている。生活水準の向上と社会保障の充実により、隣近所で食料品を交換し合

うなどしなくても、飢えるというようなことがほとんどなくなり、また、地域共同体の

解体に伴って慣習の統一性が崩れ、隣近所でも守っている（正しいと信じている）慣習

が異なるという場合が多くなったり、生活様式が多様化したりして。どのような返礼を

どの程度すれば相手が納得してくれるのかが分からなくなってきているからである。小

坂井敏晶氏は『増補 民族という虚構』（P.196-198）で、次のように述べている。 
 
親切心から何らかの施しを受ける場合には、相手に対して「借り」が生まれ、その

借りを返すまでは精神的な収支不均衡状態が続く。……人間は意味の世界に生きる存

在であり、……贈与行為の価値は、経済法則の支配する市場のように価格という均一

な量で計れない。したがって借りの重さは曖昧なまま限定されず、どれだけの恩返し

をすれば収支が均衡するのかは、お互いの感覚に頼って決めるしかない。このような

人間関係の煩わしさを嫌って、できるだけ初めから金銭の授受ですまし、精神的負債

を背負い込まない傾向が現代社会では強い。引っ越しの手伝いを友人に頼む代わりに、

引っ越し業者を雇ったり、家に交互に招待しあって夕食を共にする代わりに、割り勘

で外食にすることが好まれる。知人に施しをしても、あるいは知人から施しを受けて

も、どうせ周りめぐって戻ってくるのだから、初めから収支均衡を図る方が合理的な

気がする。…… 
強固な信頼がなければ、即時の決済を要求せざるを得ないし、返済を確実に保証す

る契約を結ばなくてはならないだろう。また、勘違いを避けるために最初から詳細な

取り決めをしておく必要もある。しかし、信頼はこれらの用心をすべて無用のものに

してしまう。お互いに信頼していればいるほど、人と人との間に行われる交換の収支

決済は曖昧であってよい。……より正確には、収支均衡がとれない状況を積極的に受

け入れられる状態を信頼関係と呼ぶのである。本来の人間関係における収支勘定は各

瞬間に決済されるものではない。長い時間をとって初めて収支均衡が得られる場合も

あれば、親子関係のように当事者同士の間だけでは収支決済されない場合もある。…

…施しを受けた親に「借り」を直接返す代わりに、自らの子供に施そうと欲し、また

それでよしとするから、世代間のつながりが生まれる。「貸し借り」の関係が小さな輪

の中で完結しないで、決済がどんどん先に持ち越される。こうして外に開かれた関係

群が作り出されてゆく。負債を永久に返し合いながら、人間は相互に結びつけられて

いる。人の絆は精神的負債の別名だと言っても過言ではないだろう。お互いに借りを

作らないという契約的発想が目指す人間関係とは結局、人間無関係に他ならない。も

し権利を明示化できれば、人間の世界に信頼は必要でなくなるだろう。 
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「儀礼的贈与交換」における贈与・返礼の内容・程度・時期は慣習によって厳格に決

まっていて、「お互いの感覚に頼って決め」てはならないものであり、決して「曖昧な」

ものではない。「随意的贈与交換」でも、同一共同体内や日頃から付き合いの共同体同士

では、「この程度の贈与に対しては、この程度の返礼をしておけば良い」というような暗

黙の了解や慣習があり、「お互いの感覚に頼って決め」てはならないものであり、決して

「曖昧な」ものではない。「曖昧」になるのは、あまり付き合いのない相手と「随意的贈

与交換」をする場合である。あまり付き合いのない相手との間には「この程度の贈与に

対しては、この程度の返礼をしておけば良い」というような暗黙の了解がないので、「お

互いの感覚に頼って決めるしかない」ということになる。贈与・返礼の内容・程度・時

期を「お互いの感覚に頼って決める」と、両者の「感覚」が違うと、「返礼が少ない・遅

い。なんて礼儀知らずな奴だ」「いらないもの・つまらないものを贈与・返礼しやがって。

迷惑だ」というようなトラブルが起こる可能性が高くなる。 
一つの共同体の中で一生を終え、日頃から付き合いのある共同体としか付き合わない

というように「内に閉じた関係群」の中で人々が生活してころには、贈与交換に伴うト

ラブルはほとんどなかったが、地域共同体が解体し、人々の生活圏が広がって、今まで

付き合いのなかった人やあまり付き合いのない人とも付き合わなければならなくなって

くるという「外に開かれた関係群」の中で人々が生活するようになると、贈与交換に伴

うトラブルが多発するようになってくる。贈与交換におけるトラブルを避けるには、贈

与・返礼の内容・程度・時期を両者の話し合いで決めるという方法が有効である。つま

り、契約を結ぶのである。 
贈与交換に頼ったままでは、人間関係は日頃から付き合いのある人々の中にだけに閉

じ込められ、「外に開かれた関係群」を作り出すことができない。契約関係が「外に開か

れた関係群」を作り出したのである。 
契約によって「権利を明示化」しても、「人間の世界に信頼は必要」である。「相手は

必ず返礼するだろう」という信頼がなければ贈与交換をできないのと同様に、「相手は必

ず契約を守るだろう」という信頼がなければ契約関係を結べないからである。相手が契

約を守らない場合には、訴訟を起こすなどの法的救済手段があるから、契約関係に信頼

は必要ではないという指摘があるかもしれないが、法的救済手段に要する時間と費用を

考えれば、契約を守りそうにない相手とは契約を結ばない方が得だということになる。

贈与交換における信頼の本質は、「相手は慣習を守るだろう」というものである。契約に

も贈与交換にも、「相手は決まりを守るだろう」という信頼が必要であり、その「決まり」

が明示的な了解で作られたものか、慣習や暗黙の了解で作られたものかという違いと、

その「決まり」を破られた場合の救済・制裁手段に違いがあるに過ぎない。贈与交換に

おいて十分な返礼をしない場合の制裁は、絶交、仲間はずれ、悪評、贈与者の支配に服

することなどである。 
贈与交換では、「収支均衡がとれない状況を積極的に受け入れ」るなどということは、
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家族関係やそれに準じる親密な関係、つまり、血縁関係や擬似的な血縁関係にある者同

士でない限り、許されない。十分な返礼ができないと、相手の言うことを聞くこと、さ

らには、相手の支配に服することによって返礼しろということになってしまう。極端な

場合には相手の奴隷になってしまう。贈与交換が支配する世界では、相手に従属するこ

とを恐れて、人々はなんとしてでも借りを返そうとする。共同体主義者には、贈与交換

のことを人々が助け合う暖かい人間関係であると美化・礼賛する人が多いが、贈与交換

の現実はこのように厳しいものなのである。 
 
４．共同体の結合を支えているもの 

(1) 精神的幼児化 

  人類が共同体を作って生活することには、精神や行動の幼児化が影響しているようで

ある。人類は、チンパンジーとの共通祖先からネオテニー（幼形成熟）によって進化し

たという説がある。ネオテニーとは、幼児のような形態を残したまた性的に成熟するこ

とである。生息環境に変化があると、未成熟の形態の方が成熟後の形態よりも環境に適

応的になることがあり、そのような場合に、成熟の度合いをコントロールする遺伝子に

変異が生じ、ネオテニーによる進化が起こるのである。人類がネオテニーによって進化

したという説に対しては多くの批判があり、確かに、人類の身体面の変化に関してはネ

オテニーでは説明できないことが多いが、精神面・行動面の変化に関してはネオテニー

で説明できることが多い。クライブ・ブロムホールは『幼児化するヒト』で、要約する

と次のような見解を述べている。 

 

   チンパンジーのオスは優位を巡って威嚇や戦闘を繰り返し、メスは自分の子ども以

外とは長期継続的な関係を結ばない傾向がある（子は最長 10年まで母親と一緒にいる）

ので、3～5 頭程度の規模の集団しか形成できない。他方、ボノボは、チンパンジーの

ような攻撃的で反社会的な行動のほとんど全てを失っており、集団の平均規模は 20頭

近くに達している。ボノボの特徴は、社会的緊張を異性・同姓間の性行為や擬似的な

性行為で解決すること、息子が生涯にわたって母親に依存し続けること、集団内では

メスがオスよりも優位に立っていること（チンパンジーではオスが優位に立っている）

である。ボノボの外見と行動はチンパンジーの赤ん坊にそっくりであり、オスは母親

への依存度がきわめて高い未熟な状態からいつまでも脱せないために、成熟しても攻

撃的な行動を発達させず、オスはいつまでもメスに従属的なままになるようである。

幼児的で攻撃性のない行動をいつまでも保持することにより、ボノボは彼らより成熟

している親戚、すなわちチンパンジーよりも、大きく平和な集団で暮らすことができ

るのである。 

鮮新世（約 500 万年前から約 260 万年前までの期間）の地球寒冷化により、東アフ

リカの熱帯雨林は乾燥して平原へと変わっていき、樹上で暮らしていた霊長類は絶滅
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の危機に追い込まれた。樹上生活から地上生活へ転換すると獰猛な捕食者に狙われる

ようになるが、人類は、ボノボのように幼児的な行動をとるように進化することによ

って、大集団での生活を苦にしない幼児的な寛容さと、数の力によって捕食者から身

を守る能力を身につけ、平原での生活に適応した。大胆で騒々しい子ザル大集団がア

フリカの平原に現れて、石や棒で捕食者を攻め立てたのだ。各集団内に攻撃的で反社

会的な個体がいれば、すぐに追放され、単独で困難に立ち向かわされただろう。若い

サルほどコミュニケーション能力が高い。また、未成熟な霊長類の特質は、その知的

好奇心と遊び好きな性質である。人類の幼児化は、その付随的な効果として、コミュ

ニケーション能力や学習能力の保持などの利点をもたらした。 

200～250 年万年前、アフリカは大干ばつに襲われ、女性が自分と子が生きているだ

けの量の食物を調達することが困難になった。女性が男性に子育てを手伝わせる必要

を感じているとき、子の母親への依存以上に利用しやすい結びつきはない。人類の女

性は、母親代わりに自分に依存してくれるだろう幼児的な特徴を見せる男性との配偶

を選択することによって、自分を含めた種全体を、より幼児的なコンディションに導

いていった。息子とともに娘もその父親の幼児的な性質を受け継ぐからである。その

結果、人類は、両方の性が相手の疑似父親、疑似母親として行動しなければならない

と同時に、お互いが相手に親の役割を果たしてもらいたいとも望んでいるという状況

に陥った。 

人類が食物の大半を狩猟や採取で得ていた時代には食糧源を独占することができず、

男性が女性に対して支配権を握ることはきわめて難しかった。しかし牧畜や農耕とい

う生活様式が現れてから、初めて男性が生存の鍵を握れるようになった。メラニー・

クラインによれば、男性人格の主要な特徴は女性に対する依存への恐怖であり、男性

が女性を支配しようとするのは自らの依存のニーズに対処するためである。 

人間は、自由意思を大事にするどころか、機会さえあれば喜んでそれを放棄するよ

うにすら見える。生涯にわたって支配的な「親」を必要とし、誰かを「親」に見立て

て保護を得たいと願うあまり、その引き換えとして子供のような服従を示し、宗教の

十字軍でも国家の軍隊でも喜んで形成してしまう。何十万という人間の仲間を殺して

までも、宗教指導者や国家指導者に可愛がってもらいたいのである。 

 

 (2) 共同体の飼い犬 

クライブ・ブロムホールも示唆しているが、人類の精神的な幼児化には、「自己飼い慣

らし」をして、自分たちを「共同体の飼い犬」に変えることによって成し遂げられたと

いう面がある。マッド・リドレーは『やわらかな遺伝子』（P.51-53）で、次のように述べ

ている。 
 
   ドミトリ・ベリャーエフは、……交配によってなつきやすいキツネを生み出そうと
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考えた。……交配させる集団として、近寄ってきたときに最後まで逃げ出さなかった

キツネたちを選んだ。それを 25 世代繰り返したところ、……非常になつきやすいキツ

ネが得られた。……この新種のキツネは、その行動だけでなく見かけまで犬に似てい

た。……成長のタイミングが変わり、子どもの特徴や習癖（垂れた耳、短い鼻面、小

さな頭蓋、人なつこい振る舞い）が成体まで維持されるようになったのだ。ここから

言えそうなのは、幼い動物はまだ恐怖心や攻撃性を示さず、それらは脳の下部にある

大脳辺縁系が最後に前方へ成長するときに現れるということだ。したがって、進化に

よって動物が人なつこく従順になるときには、脳の成長が未熟なまま止まっている可

能性が高い。……そうした馴化は、ボノボで、200 万年以上前にチンパンジーから分か

れたあとで起きていたらしい。ボノボは、体の大きさのわりに頭が小さいだけでなく、

攻撃性も低く、……子どもの特徴をいくつか大人になるまで保持している。 
 

鮮新世の地球寒冷化の際に、人類の祖先は、鎖につながれて自由を失い、飼い主に隷

属して媚びを売るかわりに、飼い主から餌と小屋を与えられる安全な「飼い犬」として

の生き方か、自由な代わりに、飢えて野垂れ死にするか野獣に食い殺される危険と隣り

合わせの「野良犬」としての生き方かのどちらを選ぶかの選択を迫られ、「共同体の飼い

犬」としての生き方を選んだのである。人類は、「共同体の飼い犬」としての生き方をよ

しとしない人間を殺害したり、共同体から追放したり（多くの場合、死を意味した）す

ることによって、「自己飼い慣らし（自己ペット化）」をしたのかもしれない。 
「共同体の飼い犬」としての生き方を良しとせず、自由な「野良犬」としての生き方

を求める人も少数派ながら残っている。しかし、彼・彼女らは、安全・安心と自由は両

立できないことを分かっていないようである。共同体に属して生きるということは、自

由を捨てることによって、安全を得ることである。ジグムント・バウマンは『コミュニ

ティ』（P.10-13）で、次のように指摘している。 
 
   現実とは異なる、「温かい感じ」に満ちた想像のコミュニティ……と「既存のコミュ

ニティ」と間の差異……後者は、……コミュニティが提供するとされる、ありとあら

ゆる美名の下に……無条件の忠誠を求め、忠誠の不足をことごとく許されざる反逆行

為として扱う。……そこから提供される、あるいは提供を約束される恩恵と引き換え

に、厳格な服従を求められるであろう。安心が欲しいか？ 自由を棄てよ……信頼が

欲しいか？ コミュニティの外部の者はだれも信用するな。相互の理解を欲するか？ 

外国人に話しかけるな。……安全が欲しいか？ よそ者を入れるな。奇妙な行動をと

ったり、おかしな考えをもったりしないようにせよ。……「コミュニティの一員であ

る」という特権には、支払うべき対価がある。……対価は、自由という通貨で支払わ

れる。この通貨は、「自律性」「自己主張の権利」「自然にふるまう権利」など、種々の

表現で呼ぶことができる。……コミュニティを失うことは、安心を失うことを意味す
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る。コミュニティを得ることは……自由を失うことを意味する。安心と自由……の間

で調和が十分に保たれて、軋轢の生じないことはめったにない。……人間である以上、

わたしたちは安心も自由も欠かすことができないが、その二つを同時に、また十分に

満足できるだけ手に入れることもできない。 
 

  人間関係における安心は、他者が自分の予測どおりの行動をしてくれることから生ま

れる。同調・模倣や慣習によって構成員の行動パターンが画一化・共通化された共同体

では、他者の行動を予測することが容易になるので、そこには安心がある。彼・彼女は、

「その場面では、自分ならばそうするだろう」と思うとおりの行動をしてくれるのであ

る。行動パターンが画一化・共通化されれば、言葉にしなくても、相手が何を望んでい

るかを容易に推測できるようになるので、母親が、赤ちゃんが何を必要としているかを

推測して、その必要に応えてあげるという関係に類似した関係である「互いに察し合う

関係」を実現できる。日本人が「互いに察し合う関係」を人間関係の理想とするのは、

日本人が人類の精神的幼児化の先頭を走っているからであろう。 

共同体には、多数派（あるいは、権威者、権力者）への同調を拒んだり、慣習に反し

た行動をしたり、新しいことをしたりする自由がない。新しく変わったものは恐怖の対

象なので、永遠に同じことを繰り返すというのが共同体で理想とされる生活である。こ

のような生活では、人間は「プログラムどおりに動くロボット」に成り下がってしまう。

ロボットに成り下がることを拒んで、他人に同調せず、慣習にしたがわずに自由に生き

る人間の行動は予測困難となるので、その人間は他者に不安を与える存在となり、共同

体から排除される。 

金井良太氏は『脳に刻まれたモラルの起源』で、次のように述べている。 

 

   保守的な人のもつ心理的特徴は数多く同定されている。政治的に保守的な人は、死

への不安、社会の不安定さへの不安、曖昧さへの不寛容、秩序を求める気持ちなども

強く感じているようである。リベラルな人の特徴は、新しい経験に対してオープンで

あること、認知的に複雑な状況を好むこと、不確かさへの寛容などである。……保守

的な人は、排泄物や不衛生なものに対して嫌悪感（disgust）を強く感じるようである。

……日本文化で「穢れ」とされるものを嫌う人間の本能的な感覚は保守的な人のほう

が強いかもしれない。（P.32-33） 

   三歳時点の性格から、20 年後の政治的性向が予測できるという研究結果が発表され

ている。……リベラルな大人になる子どもたちは。三歳のときすでに問題に直面した

ときに乗り越える能力を発揮し、自発的で表現力豊かで、独立心が強いという特徴が

あった。一方、保守的な大人になる子どもたちは、不確かな状況に置かれると居心地

悪く感じ、罪の意識も感じやすく、怖い思いをすると固まってしまうような子どもだ

った。（P.39） 
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保守主義者は典型的な「共同体の飼い犬」（＝共同体主義者）である。保守主義者は臆

病な性格をしているので、ひたすら安全を求め、自分よりも「大きな存在」（神・仏、共

同体、国家、会社、皇帝・王、親分など）に守られていることを望む。「大きな存在」に

守られるめには自由を捨てて、「大きな存在」の命令どおりに行動することをよしとする。

自分の判断で行動して失敗することが恐いのである。自分の判断でした行動の責任を自

分でとることを怖れ、「大きな存在」の命令や伝統的慣習に忠実にしたがって行動するこ

とにより、行動の責任を「大きな存在」や伝統的慣習に押しつけようとするのである。

自分で情報を集め、自分で考え、自分で判断する能力がない、あるいは、自分で判断す

るのは面倒だと感じるために、「大きな存在」や伝統的慣習の言うことを鵜呑みにしてい

るのかもしれないが。要するに、保守主義者は、自由に伴う危険と責任を怖れるがゆえ

に、自由を憎むのである。 

保守主義者にとって、自由を求めて、集団・組織の伝統的な規律に反しているがゆえ

に予測不可能な行動、要するに、革新的で独創的な行動をとるリベラリスト（自由主義

者）や個人主義者（＝野良犬）は、何をするのか予測できない危険な存在であり、恐怖

の対象である。保守主義者にとってリベラリストや個人主義者は 穢
け が

れた存在であり、集

団・組織の「清浄さ」を保つために、排除すべき人間である。 

保守主義者は、他の人々に対して、集団・組織の伝統的な規律にしたがっているがゆ

えに予測容易な行動、要するに、保守的で画一的な行動をとることを求める。保守主義

者は、毎日が同じ事の繰り返しという安定した生活を望み、変化のない社会、つまり、

進歩のない停滞した社会を求めるのである。変化には失敗が付き物であるから、変化す

ることが恐いのである。保守主義者にとっての「清浄な世界」とは、人々が規律正しく

画一的な行動をとる「変化なき世界」であるが、そのような「進歩なき世界」はリベラ

リストや個人主義者にとっての牢獄であり、そこでの生活は退屈で耐えがたいものであ

る。 

保守主義者は学校を「清浄な世界」にしようとして、管理教育を美化し、道徳教育の

強化を主張し、学校を「共同体の飼い犬」養成所にしようとするが、そのような学校は、

リベラリストや個人主義者から見れば、人間をロボット化する工場である。 

 
 (3) オキシトシンとバソプレシンの効果 

ボノボが社会的緊張を異性・同姓間の性行為や擬似的な性行為で解決するのは、性行

為や擬似的な性行為によってオキシトシンやバソプレシンを分泌させるためであろう。

ロビン・ダンパーは『友達の数は何人？』で、次のように述べている。 
 

チューリッヒ大学の経済学者のグループが最近行った実験では、オキシトシンを鼻

からかぐことで、他者を信じて報酬を分けあおうという意欲が高まったという。……
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セックスの最中と終わったあと。脳内ではオキシトシンが大量に分泌され、深い充足

感と愛着を生みだす。ハタネズミは種類によって単婚型と乱婚型に分けられるが、単

婚型のほうがオキシトシン感受性が高い。ラットの巣作りや母性行動、ヒツジの母子

の結びつきなども、背後でオキシトシンが働いている。……オキシトシン感受性の個

人差。たとえば女性は男性よりも感受性が強いし、同じ女性でもばらつきがある。

（P.59-60） 
単婚動物の特徴であるオキシトシン、別名「愛着ホルモン」……がそういう効果を

発揮するのは、メスだけのようだ。オスに働きかけるのは、オキシトシンの仲間であ

るバソプレシンのほうだ。バソプレシンは、単婚種のオスの行動を制御するうえで重

要な役割を果たしている。オスのラットの脳にバソプレシンを注入すると、攻撃性が

やわらいでメスや子どもに対してやさしくなり、身体を密着させたがる。……ヒトの

オスはみんなバソプレシン濃度が高い（つまり単婚）というわけではなく、多婚的な

行動に関して個人差がある （P.104） 
 
  北村英哉氏と大坪庸介氏は『進化と感情から解き明かす社会心理学』（P.123）で、次

のように述べている。なお、「ペア・ボンド」とは夫婦の絆のことである。 

 

   特定の異性にコミットするための感情システム（ロマンティックな愛情）と母子の

密着システムとは、生理学的レベルでは同じメカニズムを共有しているようなのです。

その結果、母子の密着と成人男女のペア・ボンドは、相手と一緒にいたいという気持

ち、相手との身体的接触、分離に対する不安といった心理・行動面での類似点をもっ

ています。また、主にげっ歯類を対象にした研究では、母子の愛着と雌雄のペア・ボ

ンドは共通の神経メカニズムを共有しており、オキシトシンやバソプレッシンという

神経伝達物質の働きに大きく依存していることが明らかになっています。 

 

  オキシトシンとバソプレシンが果たしている機能について分かっていることは少ない

ので、これは仮説に過ぎないが、哺乳類において、オキシトシンは元々、母子密着的な

関係に快感情を覚えさせることにより、母親による乳幼児の世話を促進させる機能を果

たしていたが、人類を含む一部の哺乳類では、男女（雌雄）が密着的な関係を持つ際に

もオキシトシンやバソプレシンが分泌され、快感情を覚えさせるようになり、その結果、

男女が持続的な関係、つまり、夫婦関係を結ぶようになったのではないだろうか。男女

（雌雄）は、性欲だけでは一時的な結びつきしか持てないが、オキシトシンやバソプレ

シンによって持続的な結びつきを持てるようになったのである。そして、ボノボでは、

群れのメンバー同士が性行為や擬似的な性行為を頻繁に行うことによって、オキシトシ

ンやバソプレシンによる持続的な結びつきが群れの規模にまで拡大し、群れのメンバー

間で母子密着的な関係を持つことに快感情を覚えるように進化したのではないだろうか。 
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  オキシトシンやバソプレシンは、子どもの世話をすることに快感情を覚えさせるので、

集団のメンバー同士が母子密着的な関係を持つようになれば、集団内の他者を世話する

ことに快感情を覚えるようになるはずである。つまり、オキシトシンやバソプレシンは

集団内に利他的な行動を生み出すのである。 

人類もボノボのように、性行為や擬似的な性行為で人々が結びつく集団を作れば、皆

が仲良く、助け合う理想の社会が実現できるはずなのだが、人類はボノボのようにはな

らず、性行為に関連する事柄を不浄なものと決めつけ、性行為に関連するタブーを作り、

禁欲的な生活を推奨・強要する宗教や文化まである。その理由に関して、マイケル・S・

ガザニガは『人間らしさとは何か』で、次のように述べている。 

 

   清浄さを保つための情動が嫌悪感だ。……嫌悪感はそもそも、病原体の媒介物（人

間や鳥獣の腐乱死体、腐敗した果物、糞便、寄生体、吐瀉物、病人）に対する防御の

役目を果たしていた。だがハイトはこう指摘する。「しかし、人間社会が拒絶すべきも

のは性的逸脱者や社会的逸脱者など数限りない。コア嫌悪感は拒絶システムとして必

要に先駆けて適応し、他の種類の拒絶にもすんなり使われるようになったのかもしれ

ない」。……研究者が各国の人々に嫌悪を感じるものを挙げてもらったところ、コアの

嫌悪感を別にすれば、それらは大きく三つのカテゴリーに分類できた。最初のカテゴ

リニーに入るのは自分も動物の一種であることを思い出させるものだった。それには、

死、性行為、体の汚れや匂い、涙（これは人間だけのものだ）以外のあらゆる体液、

欠損や奇形や肥満などの身体的逸脱が挙げられる。次のカテゴリーに属すのは……象

徴的な意味合いにおける汚染だった。……被験者は……殺人者……の衣服を身につけ

るのを嫌がった。……最後のカテゴリーに属すのは、背徳的行為だった。……アメリ

カ合衆国人は個人の権利と尊厳を冒されると嫌悪感を覚えるのに対し、日本人は社会

の中での自分の立場を冒されると嫌悪感を覚える。（P.199-200） 

   「汚染されていない体は良い」という考え方のせいで、性行為に関連する特定の慣

行あるいは性行為そのものが汚れた不純なものと見なされるようになった。いったい

どれほど多くの原始宗教が処女を生贄に捧げたことだろう。……イスラム教では凌辱

された女性は不浄と見なされ、たいがいは身内の男性によって「名誉の殺人」の名の

下に殺害される。（P.220-221） 

   

  「自分も動物の一種であることを思い出させるもの」に嫌悪を感じるのは、人間を他

の動物と区別して一段高い立場に置きたいという気持ち、つまり、人類という内集団を

動物という外集団と区別して上位に置きたいという気持ちのためであろう。人間は、あ

たり構わずに性行為をする下等な動物とは違う高尚な生き物であるという意識を持たせ

るために、性行為に関連するタブーを作るのである。また、人類が霊魂の存在という妄

想を抱き、霊魂は貴いもので、肉体は卑しいものであると考えた結果、肉体を強く意識

 41 



させるものである性行為を卑しいものと決めつけるようになったのであろう。肉体的な

つながりは下劣なもので、精神的なつながりは高尚なものであると思えてしまうのであ

る。 

そもそも、バソプレシンの効果には時間的限界がある。デイヴィッド・イーグルマン

は『意識は傍観者である』で、次のように述べている。 

 

   最近、進化心理学者は……人が恋に落ちるとき、情熱と心酔がピークに達するまで

の期間は最大 3 年であることに気づいた。……そのあとは下り坂に入る。この観点か

ら考えると、子どもを育てるのに必要な時間――平均で約 4 年――が過ぎると、私た

ちはセックスのパートナーに対する関心を失うように、あらかじめプログラムされて

いるのだ。……ヘレン・フィッシャーは、私たちはキツネと同じようにプログラムさ

れていると主張している。繁殖期につがいのきずなを結び、子どもを育てるのに十分

な期間だけ一緒にいて、そのあと別れる。フィッシャーはおよそ 60カ国の離婚を調査

して、離婚がいちばん多いのは結婚の約 4 年後であるという、彼女の仮説と一致する

事実を発見した。彼女の考えでは、体内で生成される催淫剤は、自分たちの子どもの

生存可能性を高めるのに十分な期間、男性と女性を離れさせないための効率的なメカ

ニズムにすぎない。 

 

  約 4 年で効果が消えるのは、バソプレシンであり、オキシトシンの効果はもっと長続

きするのではないだろうか。そうでなければ、母子密着関係が 4 年を超えて長続きする

理由を説明できない。妻が夫に対する愛情を失うのは、オキシトシンの効果が、夫より

も子どもに対して強く働くからであろう。子ども優先になって、夫は二の次になるので

ある。ボノボの雄は何らかのメカニズムによりオキシトシンに対する感受性が高くなっ

ていて、性行為や擬似的な性行為による集団の結束を長期間持続できるのかもしれない。

人間の男はオキシトシンに対する感受性が低いので、ボノボのようにはいかない。人間

の女同士の友情関係は、身体的接触を好むことと、お互いに世話し合うような関係を好

むことからみて、オキシトシンに頼っている面が大きいと思われる。 

 

 (4) エンドルフィンの効果 

人類、特に男性は、エンドルフィンを分泌させることによって集団の結束を維持する

という方法を多用しているようである。ロビン・ダンパーは『友達の数は何人？』で、

次のように述べている。 

 

   寄りそう、なでる……親密な触れあい……は、サル……が多くの時間を割く毛づく

ろいと共通点が多い。毛づくろいはノミをとるためと世間では思われているが、実は

そうではない。……仲良しどうしのマッサージというのが真相だ。皮膚を指先で刺激
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すると脳内にエンドルフィンが放出される。エンドルフィンは内因性オピオイドの一

種で、モルヒネやアヘンと化学的な構造がとてもよく似ている。いわば脳が自前でつ

くる鎮痛剤であり、さほど強くはないが慢性的な痛みのときに作用する。……鈍い痛

み － 一般にジョギングなどの習慣的な運動や、精神的なストレスから来る － はエ

ンドルフィンが関与するのだ。…… （P.56-57） 

   共有される笑いには、連帯感を生み出す驚異的な力がある。……マルク・ファン・

ヴェットのチームは、被験者にあらかじめ金を持たせておき、それを別の人に分けさ

せるという実験を行った。ふつうなら赤の他人よりも、自分の友人に多くの金を提供

するのだが、コメディのビデオをいっしょに見て大笑いしたあとは、ちがいがなくな

った。……エンドルフィンの分泌をうながすのにいちばん効果的なのは、笑うことな

のだ。ただしそれは腹の底から涌きあがる大笑いであって、……控えめで礼儀正しい

笑いではない。なぜ、エンドルフィンが放出されるのかというと、大笑いをするとき

は筋肉をたくさん使って胸郭をふくらませるからだろう。……（P.61-62） 

音楽はエンドルフィン放出の引き金にもなっているという。……歌や踊りを通じて

帰属意識や集団意識を呼びおこし、コミュニティの団結を保つという図式は容易に想

像がつく。（P.66） 

脳内にエンドルフィンが行きわたると、いわゆる「ハイ」な状態になる。だから宗

教儀式には、身体にある程度のストレスを強いるものが多いのだ。歌ったり踊ったり、

えんえんと身体を揺らしたり跳びはねたり。……ときには自分をむち打つなどして、

ほんとうに痛めつけることもある。それでも信者たちは幸福感に酔いしれている。…

…集団でいるときにエンドルフィンが分泌されると、効力が倍増する……とりわけ集

団の他の構構成員に対して強い愛着が涌く。それが兄弟愛とか、共同体意識とかいっ

たものだ。……アフリカ南部のクン・サン族は、コミュニティ内の人間関係にほころ

びが生じると、音楽を鳴らし、単調な踊りをひたすら反復してトランス状態をつくり

だす。……頭のなかに目もくらむ閃光が走り、魂が神とひとつになって、精神が肉体

から抜けでて別の（霊的）世界に入るのだ。集団でこうした体験をすれば、善意と愛

がとめどもなくあふれでて、……人びとの結束はさぞや強くなったにちがいない。

（P.215-218） 

マルクスは正しかった。宗教は人民のアヘンという有名な言葉は、エンドルフィン

の働きを考えるとまさに文字どおりの意味になる。……宗教は小さな社会の接着剤と

看破したデュルケームも正しかった。宗教はコミュニティの共通ルールにみんなを従

わせるために発達し、脳内アヘンを分泌させる儀式という手段を活用した。……化学

物質の単純なトリックにすぎないことなのに、深遠で謎に満ちた真理に到達したと思

いこめることで、人間関係もまた簡単には割りきれない奥深いものになる。（P.222） 

 

  日本の伝統的な村落における祭りに、おかしな踊りや劇で大笑いさせたり、一緒に歌
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ったり踊ったり、身体にストレスをかけたり（重い神輿を担いだり、真冬に裸になって

水を掛け合ったりするなど）する行事が多いのは、エンドルフィンを分泌させて村落の

男同士の結束を強めるためであろう。学校や学級で、男の子同士の結束を強めたければ、

村落における祭りの真似をすればよい。ただし、エンドルフィンを分泌させるために身

体にストレスをかけ続けることには健康上の問題がある。行き過ぎると、スポーツ系の

部活動におけるしごきのようなものになってしまい、体を壊してしまう。スポーツにお

いて根性論が横行し、しごきが無くならないのは、厳しい練習によってエンドルフィン

が分泌されるためであろう。女の子同士の結束を強めるには、身体的接触を頻繁にさせ、

オキシトシンの分泌を盛んにすれば良い。同性愛を奨励しているのかという批判を浴び

るかもしれないが。 

 

 (5) 共同体教 

「両方の性が相手の疑似父親、疑似母親として行動しなければならないと同時に、お

互いが相手に親の役割を果たしてもらいたいとも望んでいる」（クライス・ブロムホール

著『幼児化するヒト』P.167）というのは矛盾した状況である。精神的に幼児化した人類

は、ずっと子どものままでいて誰かに甘え続けたいと願っているのに、他人からは親に

なってその人の甘えを満たすことを求められるという精神的葛藤に陥る。また、母子密

着、夫婦密着だけでは、核家族単位に分かれてしまい、共同体単位でまとまることがで

きない。人類は、これらの問題を解決するために、共同体を神格化し、共同体を自分た

ちの共通の親（母なる神や父なる神）とみなし、共同体（という神）に依存して生きる

という方法を用いた。この方法を「共同体教」と呼ぶことにする。「共同体教」はその外

見からは宗教のようには見えず、「共同体教」を信仰している人々に「自分たちは宗教を

信仰し、宗教活動を行っているのだ」という自覚がない。「共同体教」は宗教の原型であ

るアニミズムの一種であり、今も生き続けている信仰なのだが、キリスト教、イスラム

教、仏教のような宗教こそが宗教なのだという偏見に囚われていると、「共同体教」の宗

教性に気付かないのである。 

自分を実際に産んだ親以外にも親がいるというのは矛盾であるが、この矛盾は、子ど

もの肉体を産むのは人間の親であるが、子どもの霊魂を産む（子どもの肉体に霊魂を与

える）のは共同体（という神）であると考えることによって解消された。共同体の本質

は「霊魂が集まって一体化したもの」（これが神の原形である）であり、共同体の構成員

は、「霊魂が集まって一体化したもの」からその霊魂の一部を分け与えられることによっ

て生まれ、死後、分け与えられた霊魂は「霊魂が集まって一体化したもの」へと帰って

行くという信仰である。日本では、このような信仰が近年まで明瞭な形で残されていた。

H・バイロン・エアハートは『日本宗教の世界』で、次のように述べている。 

 

アメリカ合衆国と比較した場合に、日本の家の著しい特徴の一つは、日本の家は先
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祖から、今生きている人々、そしてまだ生まれていない人々までを含んでいるという

ことである。家は本来的に宗教的組織であり、その家の崇拝の対象である先祖と、そ

の家の崇拝の指導者である家長がいる。（P.113） 

子供は生まれると、産土
うぶすな

のカミによって魂あるいは霊を与えられる。産土のカミは

かつては氏神とは別のものであると考えられていたが、今日では同一視されている。

産後一ヵ月で……子供は汚れから解放され、両親によって、氏神の神社へと連れてい

かれる。……伝統的な解釈によれば、赤ん坊が氏神のところへ連れていかれるのは、

その赤ん坊が氏神の子供である（子供になる）ということである。……個々人は氏神

の神社を崇拝し、氏神は彼らに加護を与える。（P.161-162） 

三十三回目の命日で……先祖の霊は、個としての存在を失うと同時に、家の先祖の

カミと一つになると、一般には信じられている。事実、家の祖先神という漠然とした

集団は誕生の責任を負っており、先祖の霊はその家に産まれる赤ん坊という形で生ま

れ代ると考えられている。（P.167-168） 

 

 (6) 霊魂の存在という妄想 
まぜ、人類は霊魂が存在するという妄想を抱くようになったのだろうか。その原因は、

①意識が身体をコントロールしていると感じられること、②人類が自分の体験した出来

事についての記憶（「エピソード記憶」と呼ばれるもの）を持つようになった結果、自己

同一性の意識を持つようになったこと、③未来を予測する能力を持つようになった人類

が、「自分はいずれ死ぬ運命にある」という根源的な恐怖を抱くようになったことにある

と考えている。 
先ず、自分が自分であり続けているという自己同一性の認識がどのようにして生まれ

るのかという問題から考える。人体を構成する物質は日々刻々入れ替わっており、数年

で全て入れ替わってしまって、物質的には同一性を失う。成長・老化に伴って、人体の

形（パターン）は変化し続けているので、パターンの不変性に自己同一性を求めること

はできない。突然変異がない限りという条件つきだが、人体の中で変化しないのは遺伝

子だけである（DNA を物質として見ると変化している。変化していないのは DNA のパ

ターンである）。しかし、遺伝子が自己同一性の意識を生みだしているとは言えない。例

えば、老化で死ぬ前に自分と同じ遺伝子を持ったクローン人間を作っておくということ

を繰り返すと、同一遺伝子が永久に生き続けることになるが、それで自分は永遠の命を

得たと思う人はいないだろう。ところが、人工頭脳を持つ人型ロボット（アンドロイド）

を作って、その人工頭脳に人間の心を移せる技術が開発されたとして、自分が瀕死の重

傷を負った際に、自分の心をその人型ロボットに移したら、自分はその人型ロボットの

中で生き続けているという気がするのではないだろうか。ブルース・M・フードは『スー

パーセンス』（P.205-206）で、次のように述べている。 
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SF 映画『ロボコップ』で、惨殺されたマーフィー巡査は……再生手術を施されて、

強力なサイボーグとして蘇る。脳は生存していたが、記憶を完全に失っていたために、

ロボコップとして生まれかわることになった。……話が進むうちに、サイボーグは記

憶の痕跡を取り戻し、ついにはマーフィー巡査として復活する。こうした人間のアイ

デンティティの物語は、フィクションではなじみ深いテーマである。……SF 映画……

『ブレード・ランナー』に登場する女性レプリカント（訳注：遺伝子工学によって開

発された人造人間）は、少女時代の記憶がある自分を人間だと確信していたが、彼女

を作り出したタイレル社は、実は彼女の少女時代の記憶まででっち上げていた。人間

のアイデンティティの証は、どうも記憶がたくさん詰まった心であるようだ。たいて

の人が火事になったら思い出がいっぱいの家族のアルバムを持って逃げる理由も、そ

こにあるかもしれない。 
これらの例が示唆するのは、この世にひとりしかいない人間という価値を生み出す

ものについて、誰もが確たる見解を持っているということだ。そうした見解を利用し

て、興味深い思考実験を行うことができる。たとえば、ジムが大変な自動車事故に巻

き込まれて、病院で息を引き取ったとする。……ここで、ふたつの異なるシナリオを

考えてみよう。ひとつは、ジムの脳が人間のドナーの身体に移植されるシナリオだ。

……手術中に誤って記憶がすべて消えてしまう。もうひとつは、極めて精巧なサイボ

ーグに移植されるというシナリオで、ジムの元の身体は移植後、荼毘に付される。移

植患者のどちらが……今もジムであるのか？ 
子どもに比べて大人のほうが、記憶さえ無事ならば、脳の行き着く先が人間のドナ

ーの身体であろうとサイボーグであろうと、ジムはジムだと答える可能性が高い。…

…ジムもマーフィー巡査と同じだ。彼は彼自身の心と記憶の産物なのだから、たとえ

人工の身体でも心と記憶を移植できるならば、ジムであることに変わりはないのであ

る。 
 
ロボコップがマーフィー巡査として復活するために取り戻したのは、マーフィー巡査

として過去に経験した出来事についての記憶（「エピソード記憶」と呼ばれるもの）であ

り、生活に必要な知識、学問的知識、言語などにについての記憶（「意味記憶」と呼ばれ

るもの）ではないし、女性レプリカントのでっち上げられた記憶は少女時代のエピソー

ド記憶である。意味記憶ではなく、エピソード記憶、つまり、思い出こそが自己のアイ

デンティティの証である。記憶喪失（全生活史健忘）になった人が自己同一性の認識を

失い、「私は誰？」という疑問を発するのは、過去の思い出を失ったからである。生活に

必要な知識や学校で勉強した知識を全部忘れても、「私は誰？」という疑問は発しない。 
エピソード記憶をつなぎ合わせて作られた「自己の物語」（自伝的記憶）の主人公であ

り続けたとされる「もの」が今もここにいるという認識が自己同一性の認識である。「自

己の物語」の主人公であり続けたとされる「もの」は、心を生み出す根源として妄想さ
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れた「もの」、つまり、霊魂と呼ばれている「もの」である。変わることのない霊魂が心

を使って変わっていく身体をコントロールして「自己の物語」を作ってきたという妄想

が自己同一性の認識を生み出すのである。ブルース・M・フードは『スーパーセンス』

（P.194-217）で、次のように述べている。 
 
私たちは誰でも、自分の精神生活を身体とは別の独立したものとして受け止めてい

る。数十年という月日が流れる中で、肉体的な変化は我が目で確かめることができて

も、自分という人間は変わっていないと感じる。……知識や経験、野心、最も大切な

もの、心配事などが時とともに移ろっても、自己感は不変だ。……自分こそが自分の

心なのである。…… 
日々の体験もまた、心は身体とは別に、身体に先んじて働いていると、絶えず私た

ちにささやきかける。眠りから目覚めるたびに、行動に移る前に何をするかを決めて

いる。思考が身体をコントロールしていると思う。 
自分は身体とは独立して存在していると感じている……生きている複雑な機械を操

作している操縦士の感覚だ。…… 
デカルトがたどりついた解答、二元論によると、身体とは切り離されていながら、

身体を掌握している魂が存在していなければならないことになる。 
私たちは単に、自分が身体と切り離された存在だと信じているわけではない。むし

ろ、ブルームが指摘したように、身体を支配し、占有し、所有していると考えている。

…… 
私たちはどうしても、心を脳と独立して存在しうるかけがえのないアイデンティテ

ィと捉えたくなるのだ。……つながりがなければ、心が物理的な身体と同じ運命をた

どることはない。こう推論するから、身は滅しても心は不滅という可能性にすがれる

のである。…… 
心が身体と別であるなら、物質世界を支配している法則に縛られることもない。遠

く離れた距離を一足飛びに飛び越え、壁をすり抜け、歳もとらずに、未来と過去を行

き来できる。要するに、心に関する勘違いが宗教的、非宗教的な超自然現象信奉の基

盤を築くのだ。…… 
古代ギリシャの哲学者のように、子どもたちもまた、生き物は自らを独自の生き物

ならしめる特別な何かを内に宿していると推測している。生き物とは何かを定義する

本質が存在し、物に生命を与える生気エネルギーが存在し、すべてが力によって結ば

れていると思っている。……東洋の文化では、こうした考え方を表現しようと思えば、

古くからある“気（チ）”（中国語）、“気”（日本語）、“マナ”（ポリネシア語）という

言葉を使えば通じる。 
 
私は、未来を予測する能力を持つようになった人類が、「自分はいずれ死ぬ運命にある」
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という根源的な恐怖を抱くようになり、その恐怖に対処するために、意識が身体をコン

トロールしていると感じられることを利用して、「コントロールするものはコントロール

されるものから独立した存在でなければならない。だから、“意識を生み出すもの”は身

体から独立した存在であるはずだ。“意識をうみだすもの”が身体とは異なるものならば、

身体が死んでも“意識を生み出すもの”は生き続けるはずだ。身体から切り離された純

粋な“意識を生み出すもの”が住む世界があり、人間の意識は死後その世界に行くはず

だ」という妄想を抱くようになったと考える。“意識を生み出すもの”が霊魂であり、純

粋な“意識を生み出すもの”が住む世界が死後の世界である。 
霊魂が意識を通して身体をコントロールしているとするならば、霊魂には身体をコン

トロールするエネルギーのようなもの（気、霊力などと呼ばれているもの）があると考

えるようになっても不思議ではない。 
人間は死ぬと意識を失う。そして、死体は微生物の働きによって腐敗し、形が崩れて

いく。この現象を宗教的に解釈すれば、霊魂は人間の身体の形を保つ霊力をもっており、

人間が死んで霊魂が身体から切り離されると、霊力を失った身体は崩れていくというこ

とになる。また、病気になると身体の動きが鈍くなるので、病気を宗教的に解釈すれば、

霊魂と身体との結びつきが弱まって、霊魂が身体をうまくコントロールできなくなった

状態であるということになる。そして、霊魂と身体との結びつきを弱め、最終的には切

り離してしまう原因が探し求められ、その原因は 穢
け が

れた霊魂（不浄な霊魂）にあるとさ

れる。穢れた霊魂というのは、キリスト教における悪魔、神道における悪霊などである。

伝染病を宗教的に解釈すると、穢れた霊魂に取り憑かれた者に触れたり、近づいたりし

た者も穢れた霊魂に取り憑かれる、つまり、穢れは移るということになる。このような

宗教的解釈により、人間や動物の死や病気に関わる仕事をする人は穢れているという考

えが生まれ、そのような仕事をする人々との接触を避けようとする差別が行われること

がある。 
人間以外のものに対しても同様の解釈がなされると、それらのものにも霊魂があると

いうことになり、自然界のあらゆるものには霊魂があるというアニミズムの信仰が生ま

れる。アニミズムは原始的な宗教であり、現在では信仰している人は少ないと一般には

考えられているが、私は、そのような考えは誤りであり、アニミズムは根強く生き残っ

ており、ほとんどの人が、その自覚なしに信仰していると考える。キリスト教やイスラ

ム教のような一神教を信仰している人でも、アニミズムの呪縛から解放されてはいない。

そして、「共同体教」は、このアニミズムの一種である。 
霊魂や霊力の存在という妄想を作り出したのは、左脳（脳の左半球）にある「解釈装

置」である。マイケル・S・ガザニガは『人間らしさとはなにか？』で、次のように述べ

ている。 
 
脳の中で最も太いニューロンの束を「脳梁」という。脳梁は、脳の前部にある「前
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交連」という、もっと細いニューロンの束とともに二つの脳半球を結ぶ。……脳梁を

切断する外科手術は、ほかに有効な治療法がない重度の難治性 癲
て ん

癇
か ん

患者に対する最後

の治療手段だ。（P.409） 
脳の右半球は体の左半分を、左半球は体の右半分を制御すると教わったかもしれな

い。だが、もちろん事はそう単純ではない。……右手は左半球が制御する。……両眼

の右視野を担当する部分は左半球で処理され、左視野を担当する部分は右半球で処理

される。ところがこの情報は脳が分離されていると、一方の脳半球から他方へは伝わ

らない。左視野だけが右視野とは別個に何かを見ると、右脳しかその視覚情報にアク

セスできない。（P.411） 
何年も前、私たちは左半球について非常に興味深い現象を観察した。……私たちは、

分離脳患者に二枚の絵を見せた。右の視野にはニワトリの足先を見せたので、左半球

はそれだけを見た。左の視野には雪景色を見せたので、右半球はそれだけを見た。そ

の後、患者の正面に全体が見えるようにずらりと並べた絵の中から好きなものを選ぶ

ように言った。……患者は左手でシャベル、右手でニワトリの絵を選んだ。それを選

んだ理由を尋ねると、患者の左半球の言語中枢はこう答えた。「ああ、単純なことです。

ニワトリの爪はニワトリのものだし、ニワトリ小屋を掃除するにはシャベルが必要な

ので」。この場合、左脳は左手の反応を観察し、左手がその絵を選んだ理由を知らずに、

それを説明しなくてはならなかった。だが、「わからない」とは言わない。そのかわり、

左脳が知っている事柄とつじつまが合うような文脈で、その反応を説明する。……私

たちはこの左半球のプロセスを「解釈装置」と名づけた。……左脳の解釈装置は、…

…あらゆるプロセスのつじつまを合わせる。すべての入力情報を、筋の通った一つの

物語にまとめ上げる。たとえ、それが完全に間違っていようとも。（P.415-416） 
解釈装置にはほかにも仕事がある。脳に押し寄せてくるすべての情報のつじつまを

合わせる……ことから始めたこのシステムは、私たちの行動、情動、思考、夢を紡い

で、つながりのある物語を作る仕事もこなしている。解釈装置は私たちの物語を一つ

にまとめる接着剤の役割を果たし、統一のとれた、理性ある、行為の主体たる感覚を

私たちに持たせている。……数限りない事柄について問い、自らの疑問に対して生産

的な答えを見つけられる仕組みがあれば、おのずと「自己」の概念が生まれる。その

装置が問う大きな疑問の一つは間違いなく、「これだけの疑問を、誰が解決しているの

だろう」だからだ。「そうだな……それを“自分
ミ ー

”と呼ぼう」。（P.424） 
 
「私は科学的思考法を身につけているので、霊魂の存在という妄想など抱いていない」

と言う人が多いと思う。しかし、そのような人でも、霊魂の存在という妄想から完全に

解放されていることは少ない。無意識のうちに、霊魂の存在という妄想に影響されるこ

とも多い。ブルース・M・フードは『スーパーセンス』で、次のように述べている。 
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イギリスはグロスター市、クロムウェル・ストリート……フレッドとローズマリー・

ウェスト夫妻が 1970 年代に少女たちをレイプし、残虐の限りを尽くした末に殺害した

現場。（P.8） 
私は……公開講座の折に、……私の持ってきたカーディガンを着てみたい人、と尋

ねる。……怪しげな質問だし、……よれよれのカーディガンなので、受講者たちは…

…疑いのまなざしになる。……手を挙げる受講者は三分の一程度だ。……着ようとい

う人にはご褒美を提供することにする。挙がる手の数が増える。そのタイミングで、

……クロムウェル・ストリートの話を披露する……カーディガンが実はフレッド・ウ

ェストのものだっと聞いてしまうと、たいてい、ほとんどの手が下がり、気恥ずかし

げな笑いがさざ波のように広がる。受講者たちは自分の気持ちの変化がなんだか普通

ではないことに気付いているのである。……無神論者でさえ、フレデリック・ウェス

トのカーディガンに触ると思うと、嫌悪を禁じ得ないのだ。……カーディガンのパフ

ォーマンス……を伝えるニュースは、世界のデジタル・ネットワーク全体にウィルス

のように広まった。……皆、激怒していた。私が痛いところを突いてしまったから。

……罰当たりなまねだったわけだ。……カーディガンに対する嫌悪は、見えざる本質

がこの世を汚染するおそれもあるという、誰もが持っている超自然的な思い込みを映

し出し……ているのではないか。（P.58-61） 
カーディガンのパフォーマンスは、着たくない理由を受講者たちが考える暇もない

うちに無意識の直感が素早く働いたことを、……暴露してみせた。（P.66） 
最近行われたある研究で、成人被験者に人を騙す場面を想像させたところ、後で皆、

手を洗わずにはいられない気持ちになった。この研究者らは、泥汚れや病原菌などの

物理的な物に嫌悪を感じた時に活動する脳領域が、道徳的に嫌悪すべき行為を考えた

時に活性化する脳領域と同じであることを確認している。彼らが言うところの、この

“マクベス効果（訳注：手を洗う行為によって罪を洗い清めたような気がする効果）”

から分かるのは、心の迷いが実在物に劣らない強い影響力を持つことである。ならば、

何かが肉体を汚すかもしれないという考えは、それとの接触を避ける十分な理由にな

るだろう。……カーディガンが引き起こすのが、……精神的な汚れの感覚であるとい

う理由はここにある。……カーディガン……に受講者があのように反応するのは、ほ

とんどの人があのカーディガンに悪が染みついているとみなすからではないか。

（P.72-73） 
 
「フレデリック・ウェストのカーディガン」の問題を宗教的に解釈すると、「フレデリ

ック・ウェストは悪魔に取り憑かれて、その霊魂が穢され犯罪を行った。その穢された

霊魂の一部はカーディガンに乗り移っているので、カーディガンに触れると、自分の霊

魂も穢され、犯罪を行うようになってしまう」ということになる。「悪」という「精神的

な汚れ」を、病原菌という「肉体的な汚れ」と同様なものであると考え、「感染者や感染
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者が身につけていたものに近づくな。触れるな」という原始的な伝染病対策を、「悪」に

対して流用し、「悪人や悪人が身につけていたものに近づくな。触れるな」という原始的

な「伝染悪」対策を実施しているのである。このような流用が行われるのは、病原菌の

多いものを避け健康を守るために、腐敗したものやそのものに接触したものに対して抱

く感情として、人類の祖先が持っていた嫌悪感を、人類が、共同体の秩序を守るために、

共同体の秩序を乱した者やその者に接触したものに対して抱く感情に流用したためであ

ると思われる。そして、腐敗したものやそのものに接触したものに対して無意識のうち

に自動的に嫌悪感が生じるように、共同体の秩序を乱した者やそのものに接触したもの

に対して無意識のうちに自動的に嫌悪感が生じる。腐敗したものやそのものに接触した

ものに対して生じる嫌悪感を意識的な思考（理性）によって抑えることが極めて困難な

ように、共同体の秩序を乱した者やそのものに接触したものに対して生じる嫌悪感を意

識的な思考（理性）によって抑えることは極めて困難である。そのため、「フレデリック・

ウェストのカーディガンを着ても何ともない」と意識的に考えている人でも、フレデリ

ック・ウェストのカーディガンを着ることに伴う嫌悪感を抑えることができないのであ

る。このような心理的過程からすると、人間は無意識のうちに霊魂の存在を信じている

ということになる。 
キリスト教を信じる欧米人には、アニミズムを未開で野蛮な宗教（あるいは、宗教と

は呼べないような野蛮な風習）だと考えている人が多い。そのような人たちに対して、

ブルース・M・フードが「カーディガンのパフォーマンス」で欧米人がアニミズムを信じ

ていることを明らかにしたので、怒りを買ったのである。アニミズムの系譜を引く神道

に慣れ親しんでいる日本人には、「カーディガンのパフォーマンス」は当たり前のことな

のだが。なお、ブルース・M・フードは『スーパーセンス』で、アニミズムという言葉を

使わずに、アニミズムのことを「超自然現象信奉」などと呼んでいる。 
人類が霊魂、幽霊、悪魔の存在という妄想を抱くようになった原因には、幽体離脱や

金縛りにあった体験もあると思われる。池谷裕二氏は『単純な脳、複雑な「私」』（P.173-175）
で、次のように述べている。 

 
脳を直接に電気刺激して活性化させる実験もある。……角回を刺激する。右脳の角

回だ。すると何が起こったか。刺激された人によれば「自分が 2 メートルぐらい浮か

び上がって、天井の下から、自分がベッドに寝ているのが部分的に見える」という。

……幽体離脱だ……専門的には「体外離脱体験」と言う。……脳は幽体離脱を生み出

すための回路を用意している。……幽体離脱というのはそんな珍しい現象じゃない。

人口の 3 割ぐらいは経験すると言われている。ただし、起こったとしても一生に 1 回

程度。 
 
また、サンドラ・ブレイクスリーとマシュー・ブレイクスリーは『脳の中の身体地図』
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（P.189-190）で、次のように述べている。 
 
暗闇の中で身体を押さえつける邪悪な存在を感じて目覚めたことはないだろうか？

……この体験は数千年の昔から報告されており、幽霊や悪魔といった……存在をしっ

かりと人々に信じ込ませていた。あるいは、眠りに落ちるというときに、身体から抜

け出す感覚を体験したことはないだろうか？ どちらも驚くほどよくあることで、睡

眠から覚醒へ、あるいはその逆へと移行する中で脳が覚醒状態を切り換えるときに生

み出され現象である。毎晩、夢を見ている間は、脳幹の抑制回路が働いて、首から下

が完全に麻痺した状態になる（睡眠中の暴力や夢中歩行〔夢遊病〕はこの抑制系の障

害が関係している）。脳が抑制回路を働かせるのは、……夢を行動に移してしまわない

ようにするためだ。ところが、目が醒めてからも麻痺が続いていることがある。する

と……金縛りというのが最もぴったりくる解釈だと考える。 
 
幽体離脱も金縛りも、脳が無意識のうちに（非意識過程下で）行っていることを、意

識が誤って解釈したものである。人間の脳の活動の大部分は無意識のうちに行われてい

て、意識できるものはそのごく一部にしか過ぎない。しかも、意識が脳の無意識の領域

に直接アクセスできず、無意識が生みだした知覚（幻覚）や無意識のうちに行った自分

の行動の知覚を解釈することによって、無意識の領域が何をしようとしたのかを知ると

いう場合させある。この場合には、意識が解釈を間違えるということは十分にあり得る

ことである。 
共同体の一体感も、脳が無意識のうちに行っていることを、意識が誤って解釈したも

のである。他の人々と同調して身体を動かすことや、脳内麻薬様物質であるエンドルフ

ィンに影響されて無意識が生みだした幻覚を、意識が「我々は一体となった」と誤って

解釈するのである。麻薬の働きによって幻覚を見て、それを現実だと錯覚しているのと

同じである。 
 

 (7) 共同体の神格化 
1978 年に発覚したダグラス・グラマン事件（自衛隊の航空機購入に絡んだ汚職事件）

の渦中に、日商岩井の航空機部門担当常務だった島田三敬氏が「会社の生命は永遠です。

その永遠のために、私たちは奉仕すべきです。私たちの勤務はわずか二十年か三十年で

も、会社の生命は永遠です。それを守るために、男として堂々とあるべきです」と書か

れた遺書を残して自殺した（他殺説もある）が、この言葉は「共同体教」の犠牲になっ

た人らしい言葉である。なぜ、彼は「会社の生命は永遠です」という幻想を抱き、「その

永遠のために、私たちは奉仕すべきです」という信念を持つようになったのだろうか。 
小坂井俊晶氏は『増補 民族という虚構』（P.108-109）で、次のように述べている。 
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様々な社会現象は、人間同士の相互関係から生まれてくる。人間がいなくなれば、

……社会現象も同時に消えてなくなる。……人間から遊離して存在する「歴史の意志」

「民族の運命」などという実体があって我々の世界を動かしているわけではない。し

かしそのことは、個人が自由にあるいは意識的に社会現象を操れるという意味ではも

ちろんない。……社会構成員の相互作用が生み出す結果は、生産者自身の意図をしば

しば裏切り驚かせる。ソ連の崩壊やベルリンの壁の消滅をいったい誰が予想し得ただ

ろうか。その瞬間まで当事者でさえ想像できない出来事が次々に起こり、制御できな

い多きな外力に巻き込まれたかのような感覚の中で我々は歴史の変貌を目の当たりに

したのだった。 
社会現象や制度は人間を超越した位相において立ち現れる。人間が生みだした生産

物であるにもかかわらず、社会制度は人間から独立して自律運動する。人間相互の関

係が総合されて客観的な外力として人間に迫る。人間の主体性が失われ、人間が作り

出した宗教・イデオロギー・生産関係などによって人間自身が逆に操られるようにな

る。こうして主体と客体の位置が逆転する。 
 
共同体は人間が作ったものであり、その正体は人々が集まって相互作用しているとい

う関係性に過ぎない。しかし、各構成員が「自由にあるいは意識的に」共同体を操れる

わけではない。権力者であっても他人を自分の思い通りに完全には操れるわけではない

し、構成員の相互関係により思わぬ結果が生じることもある。共同体は「人間が生みだ

した生産物であるにもかかわらず」、構成員「から独立して自律運動する」ように見える

場合があるのである。このような現象を左脳にある「解釈装置」が、「共同体が構成員か

ら独立して自律運動するならば、共同体にも独自の意志があり、その意志を生み出すも

のとしての霊魂があるはずだ」という誤った解釈をしてしまい、共同体を、その構成員

を超越した存在として、神格化してしまう。そして、神格化された共同体の意志なるも

の（もちろん、妄想の産物である）によって、構成員が支配されてしまい、人間が作っ

たものによって人間が支配されてしまう疎外現象が現れる。 
左脳にある「解釈装置」には擬人化や神格化の本能があるようである。擬人化も神格

化も、人間以外のものを人間扱いする（霊魂が存在すると考える）という点では同じで

あるが、ペットや家畜のように操作容易なものは擬人化し、共同体や自然災害のように

操作困難なものは神格化する。 
共同体の神格化には、共同体は無限に生き続ける一つの生命体のようなものであり、

共同体の構成員はその生命体を構成する器官（手、足、目、耳、口など）のようなもの

であると考えるというパターンが多い。対馬路人氏、西山茂氏、島薗進氏、白水寛子氏

は「新宗教における生命主義的救済観」で、次のように指摘している。 
 
新宗教の思想は民衆の漠然とした宗教意識を、体系化されたかたちで表現している
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と考えられる……宇宙・世界そのものをけっして衰減することのない豊穣な産出力に

満ちあふれた一個の生命体……とみる認識が多くの教団に共有されている。……宇宙

全体が一個の生命体とされることから、その一部として存在している万物は本質的に

生命のつながりによって調和的に結びついているという考え方が導かれる……人間も

……他の存在と同様、根源的生命によって産み出され、育まれている存在の一つであ

る。……根源的生命が個体化してあらわれたもの、あるいはその生命力が分与された

存在と考えられている……根源的生命が人間を生んだのは、その自由な生命発現・開

花を願ってのうえのことであった。したがって、そうした生命開花の神意にそうこと

が人間のつとめ、使命であるという考えも生まれる。……宇宙が活力に満ちあふれて

いて全体が調和している状態が善ととらえられているのに対し、……宇宙や万物がい

きいきとした活力や調和を失い、……根源的生命の発現、湧出、開花が疎外されてい

るような事態が悪としてイメージされる 
 
「宇宙」・「世界」を共同体に、「万物」・「人間」を共同体の構成員に、「根源的生命」・

「神」を「不滅の霊魂が集まって一体化したもの」に、「生命力」を霊魂に、それぞれ読

み替えれば、「新宗教の思想」は「共同体教」の教義になる。「新宗教の思想」は、「共同

体教」を世界・宇宙規模にまで拡大したものなのである。 
共同体は一つの生命体のようなものであり、共同体の構成員はその生命体を構成する

器官のようなものであると考えると、共同体の構成員同士は「本質的に……調和的に結

びついているという考え方が導かれ」、共同体「全体が調和している状態が善ととらえら

れ」、「調和を失」うことは「悪としてイメージされる」ようになる。生命体を構成する

器官が調和しているということは健康であるということであり、生命体を構成する器官

が調和を失うということは病気になるということだからである。 
そして、共同体の構成員同士の調和は、共同体の意識である「霊魂が集まって一体化

したもの」（＝神）のコントロールに服することによってもたらされると考えるようにな

る。つまり、共同体という生命体においては、神が意識であり、共同体の構成員はその

意識のコントロール下にある身体の各器官だという妄想を抱くようになるのである。こ

の妄想によって、人々は、自律性を捨てて「共同体の霊魂という虚構」（神という虚構）

の支配に自発的に服し、「共同体の霊魂という虚構」の存続・繁栄のために、自分を犠牲

にしてでも力を尽くすようになるのである。そして、「共同体の霊魂という虚構」の存続・

繁栄のために十分に力を発揮できなかった場合には、そのことを恥であると感じるよう

になる。 
資源獲得と外敵（他の共同体や野獣）からの防衛を共同で行うことによって各人が利

益を得るために共同体という人々の関係性を作ったはずなのに、つまり、個人の利益を

守るために共同体という関係性が存在しているはずなのに、共同体の構成員は共同体と

いう生命体を構成する器官のようなものであるという妄想を抱くようになると、個人は
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共同体の利益を守るために存在している、つまり「共同体には永遠の生命（あるいは霊

魂）があり、その永遠の生命の繁栄のために命がけで尽くすことが、共同体の構成員の

使命である」という転倒した（手段が目的になってしまった）イデオロギーが生まれる

のである。国を守るために命がけで敵国と戦うべきであり、国のために死んだ者は英霊

になるというイデオロギーは、その典型である。自分または自分の血縁者の生存率・繁

殖率を高めることにつながる行動をとるという生物の本性からすれば、家族と一緒にど

こかに隠れたり、中立国へ逃げたりするはずであるが、「共同体教」への信仰のせいで、

そのようなことは恥ずべき行為であると考えるようになる。企業のために過労死するま

で働くのも、同様である。人間は、「共同体教」によって、生物の本性に反する行動をと

るようになったのである。 
なお、「共同体の霊魂という虚構」の命令にしたがって行ったと考える行動は、自分の

意思に基づいた行動ではないということになるので、その行動の結果について自分には

責任はないと思うことになる。責任は頭にあり、手足には責任はないということである。

スタンレー・ミルグラムが『服従の心理』で指摘している「エージェント状態」と同様

の心理状態である（「5.支配と服従の構造 (2)エージェント状態」参照）。無論、「共同体

の霊魂」というのは虚構なので、実際には、「共同体の霊魂の意思」の代弁者とみなされ

ている支配者・権力者の命令にしたがった行動ということになり、行動の結果の責任は

その支配者・権力者にあるということになるはずなのだが、日本では、その支配者・権

力者も自分たちは「共同体の霊魂」という共同体の構成員からは独立した意思を代弁し

ただけで、自分たちにも責任はないと主張することが多い。そうすると、共同体の構成

員の誰にも責任はないということになり、「総無責任体制」になってしまう。石田雄氏は

『日本の政治文化』（P.62-63）で、次のように述べている。 
 

1948 年 12 月、東京裁判について『ニューヨーク・タイムズ』は次のように書いた。

「東条口供書を読むと、中国も朝鮮も台湾も攻撃したことのない罪のない憐れな日本

が、ハル国務長官の強硬通告によって真珠湾を攻撃せざるを得ないハメに追い込まれ

たということになる」と（12 月 30 日『毎日』「余録」）。……日本の政治指導者の考え

方を中心にしてみるならば、あれだけの大戦争を「はじめる」という意識よりは、東

条が弁じているように「国家自衛のために起つということがただ一つ残された途であ
、、、、、、、、、、、

った
、、

」（同前）という意識、すなわち「戦争がはじまった」、あるいは「戦争になった」

という意識が強いのに驚かざるをえない。……「私の個人的意見は反対でありました

が、すべて物事にはなり行き
、、、、

があります。……すなわち前にきまった政策が一旦既成

事実になった以上は、これを変えること甚だ簡単ではありません」という東郷外相の

言葉は、単に彼が少数意見をもっていたからではなく、多かれ少なかれすべての政治

指導者に共通していた（引用は丸山真男『現代政治の思想と行動』増補版、1964 年、

未来社、108 頁、傍点引用者）。 

 55 



 
「第 13 回 日本の特殊性と教育 3.神秘的世界観」で述べるように、日本人（ここでは、

日本で主流の文化に染まっている人という意味で使っている）は昔から「すべてがおの

ずからになりゆくところの世界」（丸山眞男著『忠誠と反逆』P.338）という世界観を持っ

ており、その世界観にしたがうならば、「共同体の霊魂の意思」は、共同体の「なりゆき」

や「いきおい」に反映されているということになる。太平洋戦争時の日本の「政治指導

者」もこのようなイデオロギーを持っており、自分たちの判断で戦争をすると決めて「戦

争を起こした」のではなく、「なりゆき」や「いきおい」にしたがって「戦争になった」

だけで、自分たちはその流れに乗ったに過ぎないと考え、自分たちには戦争責任はない

と主張したのである。彼らは、その「なりゆき」や「いきおい」を作り出すことに自分

たちが荷担したということを忘れてしまっていたようである。 
内藤朝雄氏が言う「中間集団全体主義」、つまり「個人は共同体の側から自己が何者で

あるかを知らされるような仕方で生かされ、共同体に献身する限りにおいて個人の生は

生きるに値するものになる。当然、このような善い生き方は個人に強制すべきである。

個人の自由と共同体の共通善が対立する場合は共同体の共通善を、個人の権利と共同体

のきずなが対立する場合は共同体のきずなを優先すべきである」（内藤朝雄著『いじめの

社会理論』P.21）というイデオロギーは、「共同体教」への信仰が生み出すものでり、「共

同体教」が国家規模に拡大されて「国家教」（後述）になると、全体主義国家が生まれる。 
人類は、身体の健康を守るために、健康を脅かすもの（腐敗した食べ物など）に対し

て嫌悪感を覚えるように進化したと考えられるが、共同体は一つの生命体のようなもの

であるという妄想を抱くと、「共同体の健康」（＝共同体の存続・繁栄）を脅かすと考え

るものに対しても、嫌悪感を覚えるようになる。例えば、共同体の慣習に反した行動や

その場の空気を乱す行動は「共同体の健康」を脅かすと考え、そのような行動をとる者

に対して嫌悪感を抱く人が多い。そして、嫌悪感を抱いた対象を共同体から排除したり、

改悛させたりすることによって、「共同体の健康」を守ろうして、その対象に攻撃を加え

る。 
共同体の構成員全員が一挙に死ねば共同体が無くなることから、共同体はその構成員

を超越した永遠の生命を持つ存在などではないことが分かるはずなのだが、共同体には

永遠の生命があるというような妄想を抱く人が、なぜ大勢いるのだろうか。小坂井俊晶

氏は『増補 民族という虚構』（P.81-86）で、次のように述べている。 
 
次のような情景を思い浮かべよう。……漁師……は木の舟を漕ぎ、毎朝沖に出て何

がしかの魚を捕ってくる。……木の舟なのでだんだん傷んでくる。……ときどき新し

い木材で修理しなければならない。漁師は次第に年をとり……息子に自分の舟を引き

継がせる。息子も同じように毎日漁に出る。舟はさらに悪くなり、修復されていく。

そして孫の代になる……。木の舟は修理の度に部品が替わるから、ある時点まで来る
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とすべての部品が交換され、初めの材料は何もなくなってしまう。そこで疑問がおこ

る。いったい、この船はおじいさんの舟と同じものなのか。 
古代ギリシャから繰り返し論じられてきた神話「テセウスの舟」だ。……アリスト

テレスが提示した解決がある。すなわち、舟を構成する木材という質料は変化しても、

この舟を舟たらしめる、設計図に相当する形相は維持されている。したがって、……

本質的には同じ舟と看做せるというものである。 
しかし、次の状況を考えると、話はそれほど簡単ではないことに気づく。目の前で

瞬時に舟全体を破壊してみよう。そして前の舟と同じ構造になるように、設計図にし

たがって舟を新しい材料で建造したら、どうだろうか。……100 年かけて徐々に材料を

替えようが一瞬で替えようが、すべての材料が新しくなったことには違いがない。し

かし心理的にはまったく違う感じがする。…… 
我々が抱く同一性の感覚がすぐれて心理的な現象だという点を明確にするために、

ホッブズに倣って敷衍しよう。……新しい材料と取り替えてゆく際に、古くなった材

料を捨ててしまわず、保存する。そして舟の初めの材料がすべて新しく交換された後

で、保存してあった元の材料を使って、もう一度設計図通りに組み立ててみよう。そ

うすると、初めの舟 A、新しい材料で徐々に修復した舟 B、そして元の材料を使用して

再度組み立てた舟 C という三つの舟が概念上考えられる。……古びて傷んだ舟 C を目

の当たりにするや否や、それまで舟 A と同一視されていた舟 B が途端に複製の位に格

下げされるとともに、……舟 C が実はおじいさんの本当の舟だったのだという感慨が

現れる。そして同時に、例えば古い板材に残された落書きを見つけるにつけ、おじい

さんといっしょに過ごした楽しい日々の思い出が現実感をもって蘇る。…… 
「日本では毎年およそ 90 万人が死亡し、120 万人ほどの赤ん坊が生まれる。100 年

を待たずして構成員のほとんどが入れ替わり、それから少し経てば「日本人」の構成

要素の総入れ替えが完了する。それにもかかわらず、民族集団がその同一性を保って

いるという感覚を我々が持つのは、構成員が一度にすべて交換されず、ほんの一部ず

つ連続的に置換されるからだ。……一つの状態から他の状態への移行が断続感なく滑

らかに行われるおかげで、日本人と呼ばれる同一性の感覚が保たれる。…… 
部分と全体との間に必然的な関係性が想像される際には、あたかも構成部分から遊

離して全体が存在するかのような錯覚が生まれ、材料が入れ替わっても舟自体の同一

性感覚が維持されやすい。…… 
国家・民族・大学・法人といった共同体が成立・維持される背景には、同一性を生

成するこのからくりが隠されている。 
 
アニミズムの教義からすれば、霊魂がものの同一性を保たせる働きをする。舟の霊魂

がその舟にとどまっている限り、どれだけ部品を交換しても、その舟はその舟であり続

け、「日本人」の霊魂が「日本人」という民族共同体にとどまっている限り、どれだけ人
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が入れ替わっても、「日本人」は「日本人」であり続け、法人の霊魂がその法人にとどま

っている限り、どれだけ構成員が入れ替わっても、その法人はその法人であり続けると

考えるのである。そして、「前の舟と同じ構造になるように、設計図にしたがって舟を新

しい材料で建造」しても、その舟の霊魂は前の舟の霊魂とは異なっているので、同一性

はないと考える。 
それでは、霊魂があるものにとどまっているという妄想はどのようにして生まれるの

であろうか。「古い板材に残された落書きを見つけるにつけ、おじいさんといっしょに過

ごした楽しい日々の思い出が現実感をもって蘇る」という言葉にその答えがある。「おじ

いさんの舟」に関係する出来事についての記憶を時系列にしたがって並べて作り上げた

「おじいさんの舟の物語」の中で、「おじいさんの舟」が一貫して物語の主人公であり続

けていることが、「おじいさんの舟」は同一のものであり続けているという認識を生み出

すのである。 
共同体にも独自の意志があり、その意志を生み出すものとしての霊魂があるはずだと

いう誤った解釈をしてしまい、共同体を、その構成員を超越した存在として、神格化し

てしまうと、各構成員の物語から独立した「共同体の物語」があるはずだということに

なり、「共同体の霊魂」が一貫して「共同体の物語」の主人公であり続けているから、構

成員が変わっても共同体は同一のものであり続けているという幻想を抱いてしまう。「共

同体の物語」は、共同体の過去の構成員が、構成員間の関係の産物として生まれた結果

を共同体そのものの行為の結果であるかのように述べたものを伝承し、編纂することに

よって作られた神話的な歴史である。 
 
 (8) 集団的行事と「異質な他者」の創造 

共同体は一つの生命体のようなものであるという妄想を抱いても、共同体には生命体

のような外形がなく、その姿を直接には目にすることができないので、その妄想は揺ら

ぎやすい。そのため、共同体そのものが動いているかのような外形を整えて、共同体は

一つの生命体のようなものであるという妄想を後押しすることが必要となる。そのため

の手段は、共同体の物語（神話・歴史）、集団的行事、「異質な他者」の創造と差別、そ

してシンボル（象徴）とされる物である。これらの手段は、神の存在という妄想を強化

するための手段である神話・聖典、宗教儀式、異教徒への差別、神像・聖像（神仏や聖

人をかたどって作ったとされる像で、礼拝の対象になるもの。神像・聖像を礼拝するこ

とを禁じる宗教では偶像と呼ばれている）や神殿と同様のものである。神も、生命体の

ような外形がなく、その姿を直接には目にすることができないからである。 
集団的行事の原型は、狩猟採取民の共同体が行っていた、集団で長時間、太鼓などの

リズムに合わせて、歌い、踊り続けたり、幻覚を起こす薬草を用いたりして、トランス

状態になるというものである。日本の民俗学に言うところの「ハレ」であり、日本の伝

統的な村落で行われていた祭りはその系譜を引くものである。集団的行事の熱狂の中で、
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共同体の構成員は「我々は一体だ」という幻覚を見るのであるが、平等な社会から階層

的な社会に変わるにつれ、民衆が行う熱狂的な集団的行事は儀礼化（形式化）によって

無害化されたり、抑圧されたりして、支配者や聖職者の威厳（聖性）を示すことを目的

とする厳粛な集団的儀式が主流を占めるようになっていった。それは、日頃の鬱積した

不満を爆発させた民衆が集団的熱狂に駆られて暴徒化し支配者や聖職者を攻撃するよう

になることを恐れたからである。安丸良夫氏は『日本の近代化と民衆思想』（P.384-399）
で、次のように述べている。なお、「オージー」とは“orgy”のことであり、飲めや歌え

の乱痴気騒ぎという意味である。 
 
打ちこわし型の蜂起は、例外なくしたたかな飲酒をともなっていた。そして、した

たかな飲酒は、人々を日常的な生き方から解放させた。……打ちこわしは、下意識的

な衝動と願望との解放という……性質のために、伝統的な祭りとそれにともなう集団

的飲酒のオージーに近似した性格をもつことになった。 
オージー的な祭りのなかには、暴れ祭や悪口祭のようなものがふくまれていた……

中世ヨーロッパにおいて、権力者への自由な罵倒をおこなう祝祭だったという「狂気

の祭典」……を想起させる。……祭礼のみこし……は、……神威を媒介とした集団的

熱狂の形態をとって、共同体の日常性においては不可能なような大衆的批判をおこな

うものであって、日頃から憎まれていた家や強欲な家が被害をうけた…… 
オージー的な祭りは、前近代社会において広汎に存在するものであったこと、そこ

では、日常の生活者としての自己が放擲されて、人々は熱狂する集団と融合して日常

の社会制度や規範の外へでてしまうこと、そのさいに、日常的には抑圧させられ屈折

させられていた欲求や感性が爆発的に表現されて、それが世なおし的な意味をもはら

みうること、そうして、いったんそうした集団的熱狂がはじまると、誰もそれにさか

らえないことなどは、興味ぶかい事実である。……また、それがしばしば共同体の祭

りとして既存の社会制度のなかにとりこまれて、社会的には無害なものに転化させら

れていたのである。後者の意味では、オージー的なものは、鬱屈した欲望や憤りのう

さばらしないしカタルシスであり、その意味では社会体制を維持してゆくための安全

弁であったろう。…… 
百姓一揆も世直し的な踊りや共同体の祭りも、この世界の共同性の非日常的なとり

もどしであり、そのなかには、共同性に敵対的なものの膺懲という意味がこめられて

いた。しかし、一揆は、この世界の敵対性を人々に開示するてんで、祭り的オージー

的諸形態とは異なっており、そのゆえに支配秩序の側からはけっして容認されえない

ものだった。 
 
  集団的行事の熱狂の中で、人々は狩猟採取民の心を取り戻し、平等主義と民主主義を

侵害していたり、共同体の和を乱したりしている（同調行動をとらない）と思える者に、
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「これは神意である」として攻撃を加え、そのことによって、共同体の一体性を確認す

るのである。江戸時代においては、その攻撃対象が「農民の共同体」である村落内に止

まっている間は、封建秩序にとっての脅威ではない「祭り」として許容されたが、「武士

の共同体」や「町人の共同体」に攻撃が及ぶようになると、封建秩序を破壊しようとす

る「百姓一揆」として弾圧の対象になったのである。 
  集団的行事の無害化は現代の方が徹底している。スポーツの試合でひいきのチームを

みんなで応援することで一体感を得たり、ロックやアイドルのコンサートやクラブ（デ

ィスコ）などで一緒に踊ることで一体感を得たり、仕事帰りに酒を飲んで上司の悪口を

言い合うことによって一体感を得たりしている。基本的に無害（サッカーでのフーリガ

ンのように有害化する場合もあるが）な代わりに、その場限りの一体感であるが、それ

で満足している人は多い。 
 
 (9) 魔女狩り的いじめ 
  集団的行事の無害化に失敗している領域もある。学校である。日本の学校でのいじめ

には、共同体の和を乱したりしていると思える者に、「これは神意である」として攻撃を

加え、そのことによって、共同体の一体性を確認するというタイプのものが多い。内藤

朝雄氏は、宮台真司・藤井誠二・内藤朝雄著『学校が自由になる日』（P.205-207）で、次

のように述べている。 
 
   戦前の日本で、太古の日本原住民が生きていたとされる原始的な神道は、全体主義

勢力が個人主義を排斥するのに都合よいしかたでエセ哲学的に解釈されました。この

新しく創作された「伝統」としての原始神道を＜神道＞と呼び、その論理形式を参照

してみましょう。 
   ＜神道＞によれば日本原住民は、その場その場のお祭り騒ぎのノリで団結する、感

情融合的な共同体を生きていました。そして規範の準拠点を、カミのままに（唯神）

ということにおいていました。カミとは、共同生活の局面局面で感じられる雰囲気の

メリハリ（ノリ）を、そのまま人を超えた畏怖の対象として焦点化したものです。…

… 
   モーセの十戒の場合、規範の準拠点は、その時その時のみんなのこころの動きを超

えた普遍的な水準にあります。このような秩序において、付和雷同は「わるい」こと

です。 
   それに対して＜神道＞では、……ノリへの付和雷同は「よい」ことです。というよ

りも、その場その場のノリへの付和雷同こそが人倫のかなめであり、人と人の間を生

きる人間の 証
あかし

です。付和雷同しない者は、くらく汚い穢れ（＝ノリ涸れ）た、非人間

的な存在です。…… 
これと同じように、中学生たちの小社会では、仲間集団のノリや「みんなの気持ち」
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の盛り上がりそのまま規範の準拠点になっています。……彼らの小社会では、ノリな

がらであれば何をやっても許されるが、「みんなから浮いて」いれば何をやっても許さ

れません。…… 
いじめで人が死んだときですら、加害グループは「どうしていじめたのか」と尋ね

られて、「おもしろかったから」とか「遊んでた」といったふうに答えることがありま

す。……ここで「遊んだだけだよ」というときの遊びは、……「自分たちなり」のノ

リの秩序に従いながらノリを生み出す、きわめて重要な祭政一致の営為（カミ事）で

もあります。「みんな」の遊びに逆らうことは強烈なタブーであり、遊びであればすべ

てが許されます。 
 
  内藤朝雄氏は「原始的な神道は、全体主義勢力が個人主義を排斥するのに都合よいし

かたでエセ哲学的に解釈され」た主張しているが、この主張は間違っている。神道は曖

昧模糊とした宗教であり、神道とは何かということについては議論があるが、神道を日

本古来の民俗信仰と捉えるならば、神道は元々、「エセ哲学的に解釈され」たようなもの

であった。日本古来の民俗信仰に関しては、「第 13 回 日本の特殊性と教育」で詳しく説

明するが、その信仰の根幹は、丸山眞男氏が「歴史意識の「古層」」（『忠誠と反逆』所収）

で指摘しているように、世界を「すべてがおのずからになりゆくところの世界」、「つぎ

つぎになりゆくいきほひ」によって変化し続ける世界と捉えていることにある。日本古

来の民俗信仰においては、過去からの物事の「なりゆき」（しきたり、前例等）は自然な

流れであるという意味において、正しいことであり、現在の「いきおい」（時勢、場の空

気、ノリ等）は自然な流れであるから、その流れに乗ることは正しいことであると考え

る。世界の「つぎつぎになりゆくいきほひ」は絶対的なもの（つまり、神の意思）であ

り、それに対して批判を行ったり、逆らったりした者は、共同体の調和を乱す穢れた存

在として、共同体から排除される。共同体の調和を乱す者は人々を苦しめる「悪人」だ

から、その「悪人」さえ排除すれば、全てがうまくいくと単純素朴に考えてしまうので

ある。 
  学校での子ども集団には過去からの積み重ねがないので、過去からの物事の「なりゆ

き」は行動指針としてほとんど機能せず、現在の「いきおい」に乗ることだけが行動指

針になってしまう。その結果、「ノリながらであれば何をやっても許される」ようになっ

てしまい、いじめに歯止めがかからないのである。他方、伝統的な共同体における子ど

も集団は、異年齢の子どもによって構成された集団なので、伝統の継承があり、しきた

りが現在の「いきおい」に枠をはめて、「いきおい」の暴走を防いでいる。伝統的な共同

体における子ども集団にもいじめはあるが、しきたりがいじめに枠をはめているので、

いじめは過激化しない。しきたりは因習として人々の自由を奪うと同時に、人々が「い

きおい」のままに暴走することも防いでいるのである。 
  学校での子ども集団の「遊び」は、日本の伝統的な村落における祭りに相当する集団
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的行事、つまり、「祭政一致の営為（カミ事）」であるが、しきたりに縛られて儀式化し

た祭りと異なり型がなく、熱狂に駆られて暴走する危険が大きい。また、子ども集団の

「遊び」は祭りと異なり、「異質な他者」の創造とその「異質な他者」への差別を行事の

中心テーマとすること多いという特徴がある。 
  共同体が一体であるという幻想は共同体の構成員の同質性という虚構によって支えら

れているが、同質性の虚構は、自分たちとは「異質な他者」を措定し、その「異質な他

者」を蔑視することによって支えられている。「我々は奴らのような下賤な連中とは異な

る高貴な人間である」という意識である。「異質な他者」の候補となるのは、他の共同体

の構成員である場合が多いのだが、他の共同体の構成員を「異質な他者」として蔑視す

ることはその共同体と敵対関係になることを意味するので、避けなければならないこと

がある。例えば、現代の国際社会では国家間の戦争はできる限り避けなければならない

し、「みんな仲良く」をモットーとする学校では、他の子ども集団や教員集団と表だって

敵対することは禁じられている。このような場合、共同体の内部に「異質な他者」を作

り出し、その「異質な他者」を共同して差別することで、自分たちの一体性を確認する

ということが行われる。そして、共同体に混乱が生じ、結束が乱れた時に、その原因を

「異質な他者」に押し付け、その「異質な他者」を「悪人」として共同で攻撃し、その

熱狂的同調によって、共同体内の和を回復しようとする。宗教的に解釈すれば、「異質な

他者」を支配している霊魂（悪魔や悪霊）の魔力（霊力）によって共同体が穢された時、

「異質な他者」を「いけにえ」として「共同体の霊魂＝神」に捧げることで、「共同体の

霊魂＝神」が持つ霊力を回復し、共同体を浄化しよう（清めよう）とするということで

ある。このようなメカニズムが典型的に見られたのが、魔女狩りである。間庭充幸氏は

『日本的集団の社会学』（P.48-50）で、次のように述べている。 
 
   集団の周辺に排斥された異端者に向かって集団の全エントロピー（蓄積された抑圧

といってもよい）が投入され、異端者が実質以上の“悪人”として表象されるとき―

―逆に、それに反比例して集団の浄化がはかられる――その異端者を「いけにえ」と

いう。いけにえは、これまで潜在化していたメンバーの悪を一身に投影され、またメ

ンバー間の葛藤を収拾する格好のはけ口となる。 
ジラールによれば、いけにえの発生－終熄過程には四段階がある。①共同体内の伝

統的価値が乱れてアノミー化し、個々人の敵対関係が強まる。②特定の表徴をもった

少数者がその原因としてやり玉にあげられる。③これに対して、集団暴力が行使され

る。④その結果、共同体は浄化し平常に回復する。この原理は古今東西同じだという。

…… 
   J・ミシュレによれば、魔女をつくり出す重要な要因として、女たちの嫉妬、男たち

の貪欲などがあり、「あれは魔女だ」という言葉が発せられるだけで、誰でも憎悪の対

象となり殺された。魔女は多くは女性（文字通り女ばかりではなかった）、一人暮らし、
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風変わり、毒舌家、怒りっぽい、赤目の人、斜視、アバタ肌の人などがなりやすかっ

た。…… 
   いけにえは……歴史の流れに則していえば、中世キリスト教世界での“魔女”、ナチ

ズムにおける“ユダヤ人”、米マッカーシズムの中の“アカ（狩り）”、天皇制下の“国

賊”、また今日の偏差値社会の“落ちこぼれ”などである。…… 
   今日の学校管理社会の中での“落ちこぼれ”（異端）が“いじめられっ子”（いけに

え）になり、さらにそれがもとで自殺する、あるいは逆にいじめる友人を殺してしま

う…… 
   日本の場合におけるいけにえ（異端も含めて）の作られ方について簡単に触れてお

こう。……同質的なものの包摂に向けて常に強い競争が働いている……そしてその競

争に負けたもの、あるいは競争から下りたもの、さらに競争の資格をもたないものが

いけにえ化されやすい。このことはいいかえれば、集団への同調（集団がもつ価値へ

の同質化）が競争的に行われることを意味する。 
 
  都市部にある学校では、それまでほとんど面識のなかった子どもたちが学校に集めら

れる。子どもたちは、学級内で一人孤独にいることをおそれ、新年度開始早々から早く

友だちを作らなければならないと焦って、まだ相手のことがよく分からない段階で仲間

集団を作ってしまう。子どもたちが仲間集団作りを焦る背景には、教師をはじめとする

大人たちが、「みんなと仲良くすべきだ。一人でいるのは良くない。コミュニケーション

能力が最も重要だ」という価値観を子どもたちにすり込むことと、子どもたちが持って

いる子ども集団への依存本能があると思われる。焦って作られた仲間集団は不安定にな

りがちであり、頻繁に「いけにえ」を作り出して攻撃する集団的行事を開催して結束を

確認しなければならなくなる。この集団行事が子どもたちの言うところの「遊び」であ

り、大人たちの言うところのいじめである。このいじめは魔女狩りと同じ性格のもので

あるから、誰に対してでも難癖をつけて魔女にできるように、誰に対してでも難癖をつ

けていじめの対象にできる。 
  頻繁に「いけにえ」を作り出して攻撃する集団的行事を開催している共同体の構成員

は、いつ自分が「いけにえ」にされてもおかしくないという恐怖に囚われる。「いけにえ」

にされないためには、共同体（の神）に対する忠誠を示さなければならないと焦って、

忠誠競争が行われる。忠誠競争の形は共同体の性質によって異なり、母性的な共同体で

は共同体の構成員の行動に過剰に同調しようとする競争が行われ、父性的な共同体では

神が定めたとされる戒律や共同体が定めた規則を厳格に守ろうとする競争が行われる。

そして、母性的な共同体では、少しでも同調しなかった者は強い非難を浴びて「いけに

え」候補とされ、父性的な共同体では、少しでも戒律・規則を破った者は強い非難を浴

びて「いけにえ」候補とされる。共同体に対する忠誠を示す最高の機会は、「いけにえ」

を作り出して攻撃する集団的行事なので、共同体の構成員は競って「いけにえ」に対す
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る攻撃を加える。日本の共同体のほとんどは母性的な共同体であり、子ども集団も同様

なので、学校で焦って作られた仲間集団内では、同調競争が行われ、「いけにえ」を競っ

ていじめることになる。 
  「いけにえ」を作り出す集団的行事は、その行事を開催している共同体にとっては「い

けにえ」を「共同体の霊魂＝神」に捧げるハレの（あるいは、神聖な）行事であり、そ

の行事を妨害することは神を冒涜することになるので、その行事を妨害しようとする者

に対しては強い嫌悪感を覚える。共同体の外部の人間から見て人権を無視した異様な行

事であっても、共同体の内部の人間から見ればハレの（あるいは、神聖な）行事なので

ある。つまり、子どもたちの行ういじめは、大人たちから見て人権を無視した異様なも

のに見えても、子どもたちから見ればハレの（あるいは、神聖な）行事なのであり、い

じめを非難し、止めようとする大人たちに対して強い嫌悪感を覚えるのである。内藤朝

雄氏は、宮台真司・藤井誠二・内藤朝雄著『学校が自由になる日』（P.204）で、次のよう

に述べている。 
 
   「いじめ」をしているある女子中学生は教員に抗議する。「いじめは良くないと思う

が…やっている人だけが悪いんじゃないと思う。やる人もそれなりの理由があるから

一方的に怒るのは悪いと思う。その理由が先生から見てとてもしょうもないものでも、

わたしたちにとってはとても重要なことだってあるんだから先生たちの考えだけで解

決しないでほしい」。…… 
   中学生たちが「自分たちなり」の秩序を、「わたしたちにとってはとても重要なこと」

として生きているのが見て取れます。……「自分たちなり」の秩序に介入して「わる

い」理念を押しつけてくる大人たちに対して、彼らは本気で怒り、憎しみをもって立

ち向かいます。 
 
  なお、ここで論じた「魔女狩り的いじめ」は、いじめの中の一つのタイプであり、他

のタイプのいじめもある。私は、様々なタイプのいじめを十把一絡げにして論じること

は間違っていると考えている。 
 

 (10) 国家教 

ニコラス・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.299-300）で、次のように述べてい

る。 

 

アメリカ合衆国には事実上、単一の宗教が広まっていて、人々を団結させていると

考える論者がいる。その宗教には教会も聖職もなく、信者と称する者もいない。けれ

どもアメリカ合衆国人の日常生活にすっかり溶けこんでいるので、誰も改めて考える

ことはない。……ロバート・ベラー……はそれを「アメリカ合衆国市民宗教」と名づ
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けた。この宗教のいちばん重要な儀式は大統領の就任式だ。聖典にはケネディの就任

演説やリンカーンのゲティスバーグ演説など、特定の大統領の演説が含まれる。毎年

恒例の儀式は戦没者追悼記念日や感謝祭など。……学校の子どもが暗唱する忠誠の誓

いでは、アメリカ合衆国が「神のもとにある一つの国」と描写されている。アメリカ

合衆国市民宗教の最高指導者は大統領だ。……アメリカ合衆国市民宗教には、ほかの

宗教と同じく、くり返し登場するテーマがある――アメリカ合衆国は神の特別な恩恵

を受けている、正しいおこないするかぎりそれが与えつづけられる、というものだ。

……“どんな国にもある種の信仰、国を信じる気持ち、市民宗教は存在する。……”

と……ロバート・ファウラーらは言う。 

 

アメリカ合衆国のほとんどの学校では、毎朝、「国旗に対する忠誠の誓い」（pledge of 

allegiance to the flag of the United States）をという名の「アメリカ合衆国合衆国

教」への信仰告白の強制が行われている。「国旗に対する忠誠の誓い」というのは、アメ

リカ合衆国の国旗に向かって直立し、右手を胸に当てて、“I pledge allegiance to the 

flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one 

Nation under God indivisible, with liberty and justice for all.”という文言を唱

えるという儀式である。この文言の意味は「私はアメリカ合衆国合衆国の国旗と、すべ

ての人が自由と平等を享受でき、神の下に一つであり分割することのできない国家であ

る共和国に、忠誠を誓います」というようなものである。この「国旗に対する忠誠の誓

い」の文言と作法はアメリカ合衆国の連邦議会が制定した国旗法に定められたものであ

るが、「国旗に対する忠誠の誓い」を学校で行うことに関しては、国旗法には定めがなく、

各州の法令や各学区の教育委員会の決定に基づいている。学校での「国旗に対する忠誠

の誓い」は強制的、あるいは、半強制的なものであり、拒否した場合には退学処分とな

る州や学区もある。 

学校での「国旗に対する忠誠の誓い」に対しては、良心の自由や思想・信条の自由を

侵害している、あるいは、政教分離に反し、信教の自由を侵害しているので、アメリカ

合衆国の憲法に違反するという批判がある。信教の自由を侵害するというのは、「国旗に

対する忠誠の誓い」は国旗という偶像を崇拝する宗教儀式であり、偶像崇拝を禁じるキ

リスト教等の教義に反する行為を強制されることになるという主張である。いくつかの

裁判が行われてきたが、判決には違憲としたものも、合憲としたものもあり、決着はつ

いていない。 

私は、多くの国で、国家を共同体化したい、つまり、神格化したいと考えている人た

ちが、「国家や民族の物語・歴史・神話」を捏造し、神像・聖像の代わりに国旗を、聖歌

の代わりに国歌を用いて宗教儀式を行い、愛国心の表明という信仰告白を国民に強要し、

あるいは、強要しようとしていると考える。これを「国家教」と呼ぶことにする。ロバ

ート・ベラーが指摘した「アメリカ合衆国市民宗教」は「国家教」の典型である。「国家
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教」は「共同体教」の一種であるが、「共同体教」と同様に、その外見からは宗教のよう

には見えず、「国家教」を信仰している人々には「自分たちは宗教を信仰し、宗教活動を

行っているのだ」という自覚がない。政教分離など虚構に過ぎず、近代国家は宗教団体

そのものなのに、人々はそのことに気づかないのである。 

旗を神の象徴として拝むことには、古代ローマ軍という前例がある。「ローマ軍……の

軍旗は実は「神」であって、戦闘が終わると彼らは軍旗の前に犠牲を捧げて祭祀を行っ

た」（山本七平著『日本人と組織』P.32）。国旗掲揚・国歌斉唱は「国家教」の宗教儀式

なのである。物理的に考えれば、国旗はインクのついた布、国歌は空気の振動という単

なる状態（あるいは情報）に過ぎない。そんなものに敬意を表するというのは、宗教儀

式でなければ、理解に苦しむ行為である。 

保守的・右翼的な思想を持った人たちが国旗掲揚・国歌斉唱を妨害する行為に対して

激しい怒りを露わにするのは、彼・彼女らにとって国旗掲揚・国家斉唱は「日本国教」（あ

るいは、「天皇教」）の神聖な宗教儀式であり、それを妨害するということは「日本国と

いう神」（あるいは、神格化された天皇）を冒涜することだからである。「日本国という

神」（あるいは、神格化された天皇）を冒涜する行為は「異教徒＝非国民」の行いである

と考えるから、「国旗・国歌を否定するような人間は日本人とは言えないから、日本から

出て行け」などというような暴言を吐くのである。保守的・右翼的な思想を持った人々

は「日本国教」（あるいは、「天皇教」）の熱狂的な信者なのである。なお、「天皇教」に

ついては、「6.集団・組織の歴史 (15)近代国家化しなかった「日本ムラ」」で説明する。 

日本では、「国家教」の布教はうまくいっていない。日本では、自分が属する共同体を

神と崇め、その共同体の利益を第一に考える「共同体教」への信仰が強すぎて、日本と

いう国全体を一つの共同体（＝神）であるとみなし、国全体の利益を第一に考えること

などできないからである。日本は国家という唯一の神を信仰する一神教の世界ではなく、

様々な共同体という神々を信仰する多神教の世界なのである。このような状況を日本と

いう国全体を一つの共同体にしたいと考える「日本国教」信者から見れば、日本は利己

主義者ならぬ「利共同体主義者」の集まりであり、国家としてのまとまりに欠けている

ということになる。 

「日本国教」信者は、先ずは形からという発想で国民に国旗掲揚・国歌斉唱の儀式を

強制しようとし、鉄は熱いうちに鍛えよという発想で愛国心教育を強化しようとしてい

る。私は、これらの方法は国旗・国歌に対する敵意と排外主義を生み出すだけであると

考える。強制は、強制されたものや強制する人々に対する反感を生み出し、敵意を強め

る。国旗掲揚・国歌斉唱に反対する人々に国旗掲揚・国歌斉唱を強制するということは、

国旗・国歌に対する敵意と国旗掲揚・国歌斉唱を強制する人々に対する敵意を強め、反

対闘争への意欲を高めるということなのである。子どもたちに愛国心教育を最も効果的

に行う方法は、「内集団ひいき」の本能に頼る方法である。他の国に比べて日本には優れ

た点が多々ある、あるいは、日本に比べて他の国には劣った点が多々あるという虚実な
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いまぜの話を信じ込ませて、他の国を貶めることによって、日本に生まれて良かったと

思い込ませるという方法である。日本人は神に選ばれた民族であり、日本には文明のリ

ーダーとして世界を導く責務があるという選民思想、あるいは、日本は世界の中心であ

り、日本の文化には世界最高の価値があるという「中華思想の日本版」を吹き込めば、

さらに効果が上がる。しかし、このような方法をとると、他の国の人たちに対して低い

評価を行うようになり、敵意さえ抱くようになってしまい、排外主義へとつながってい

く。「日本は良い国だが、他の国も良い国だ。みんな仲良くしよう」というような教育で

は、「日本国教」信者が期待するような愛国心、つまり、国のために命をかけるというよ

うな愛国心を持たせることはできない。 

私は、日の丸・君が代を巡る問題の本質は、日本という国を神格化したい人々と神格

化したくない人々との闘いであると考える。日の丸・君が代の歴史的経緯は本質問題で

はなく、日本の国旗・国歌を日の丸・君が代以外のものに変えても、争いは続くであろ

う。国旗掲揚・国歌斉唱の強制に反対するということは、「日本国教」への信仰強制に反

対するということ、さらには、国家を「神格化された共同体」にすることに反対し、国

家は結社であるべきだと主張しているということなのである。 

   

５．支配と服従の構造 

 (1) 多数派への同調と権威への依存 
集団・組織内における同調には、多数の人々に同調する場合（多数派への同調）と、

自分より優れた能力を持っている人に同調する場合（権威への依存）の二つがある。ど

ちらの同調が主流になるかは、その集団・組織が置かれている状況によって変化する。

自分たちを滅ぼそうとする強力な外敵のいない閉鎖的な社会は、仲間同士で助け合い平

和を保つことが重要なので、「多数派への同調」が主流となり、自分たちを滅ぼそうとす

る強力な外敵に脅かされている開放的な社会は、敵との戦いに勝ち、生き残ることが重

要なので、「権威への依存」が主流となるのではないだろうか。 

人類が狩猟採取生活を送っていた時代には、狩猟、採取、育児、戦闘などがうまい人の

行動パターンを観察して模倣することが狩猟、採取、育児、戦闘などに上達する、さらに

は生き残りのための最上の戦略であったので、人類は何らかの作業がうまくできる人の行

動パターンを観察して模倣することに喜びを感じる本能を身につけたと思われる。人間に

は、自分が得意な分野で優れた能力を持っていると思う人にあこがれ、尊敬し、その人（の

能力）に一歩でも近づきたいと望み、その人の行動を模倣する傾向がある。そして、多く

の人々からあこがれと模倣の対象とされる人は権威を帯びるようになる。 
権威者の行動を見て模倣するだけでなく、権威者の言葉を聴くことによって、さらには、

権威者の言葉を記録したものを読むことによって模倣する場合もある。例えば、宗教の開

祖が生きている間は、信者はその開祖の行動を見て模倣し、その言葉にしたがうが、開祖

が死んだ後は、開祖の言動が経典化され、信者は経典に書かれていることにしたがうよう
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になる。 
他者の行動を模倣したり、他者の言葉どおりの行動をしたりする場合、自分の考えで取

捨選択が行われていれば、それは学習だが、無批判に受け入れてしまうと、それは、その

他者に対する服従となる。誰かを権威者と認め、その権威者から学ぼうとして、その権威

者の言動を無批判に受け入れることは、その権威者によって支配されることなのだという

ことが分かっていない人が多い。権威者によって支配されている人は、自分が支配されて

いるのだとは夢にも思わず、権威者が自分たちのために示してくれる「善きこと」を行っ

ているのであり、権威者の世話になっているのだと思っている。さらに、権威者は自分た

ちに「善きこと」を示してくれることによって、自分たちを「善き道」へと導いてくれる

という贈与をしてくれているのだから、互酬性にしたがって、権威者に対して服従という

返礼をする義務があるとまで思ってしまう。 
ガブリエル・タルドは『模倣の法則』（P.279-281）で次のように指摘している。なお、

『模倣の法則』の原書（第 2 版）は 1895 年に出版されているため、書かれている内容が

古いことに注意する必要がある。 
 
私が服従を模倣の一種として考えてきたことを意外に思う人もいるかもしれない。し

かし、両者が同じものとみなされるのは必然であり、その根拠を説明することも容易で

ある。……ある人が別の人を模倣するとき、あるいは、ある国のある階級が別の階級の

衣服、調度品、娯楽をモデルにして衣服をそろえ、家具を集め、余暇を過ごすようにな

るとき、前者はすでに後者の欲求や感情を借用している。というのも、それら衣服や娯

楽は、後者の欲求や感情の外的表現だからである。このように模倣する側は模倣される

側から意欲を借用することができるだけでなく、そうせざるをえないのである。つまり、

模倣する者は模倣される者の意思にしたがって欲求するのである。……力があって権威

主義的な人は弱い人々にたいして抗しがたい権力を振るう。強者のほうは弱者のもたな

いもの、すなわちひとつの方向性を彼らに示すのである。彼にしたがうことは義務では

ないが、必要とされる。……服従は信仰と姉妹関係にあるのである。人々が何かに服従

することと何かを信じることは同じ理由にもとづいている。そして人々の信仰がひとり

の伝道師の信仰の放射であるのと同じように、人々の活動は指導者の意思の伝播にほか

ならない。彼らが望むもの、それは指導者が望んでいる（あるいは望んだ）ものである。

そして彼らが信じるもの、それは指導者が信じている（あるいは信じた）ものである。

だからこそ、指導者が話したり実践したりすることを、今度は人々のほうが自分から話

したり実践したりするようになる（あるいはそうしようとする）のである。実際、もっ

とも模倣の対象になりやすい人々あるいは階級とは、人々がもっとも服従する相手であ

る。大衆は、王や宮廷、上流階級の支配を受け入れるに従い、つねに彼らを真似するよ

うになる。……家族においては……模倣が服従や軽信と緊密に結びついていることをは

っきりと見てとれる。父親は、とくにはじのうちは、子供にとって無謬の神託であり、
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最高の王である。つまり、父親は子供にとっての至上のモデルなのである。 
 

人類が狩猟採取生活を送っていた時代の狩猟、採取、育児、戦闘では、誰がその分野

で優れた能力を持っているかということは誰の目にも明らかなことであったろうが、人

間が行う活動が複雑化し、専門化した社会では、自分の専門以外の分野では、誰がその

分野で優れた能力を持っているかということは判断困難になってくる。そうすると、そ

の分野の専門家たちがその人は優れていると言っているからとか、マスコミでその人は

優れていると言われているからとか、自分の周りの人たちが皆、その人は優れていると

言っているからというような理由、つまり、「多数派、あるいは、多数派を装うものへの

同調」によって、ある人が優れているかどうかを判断するか、あるいは、その人に権威

者らしい外見（風貌、言葉遣い、所作、服装、学歴、所属組織、血統、その人の家・事

務所・営業所など）があるかどうかによって判断するようになる。その結果、権威は、

その人の本当の能力ではなく、「多数派（を装うもの）への同調」によって生まれるよう

にになってきて、「権威への依存」と「多数派への同調」は区別困難になってくる。「権

威は皆が権威と認めるから権威なのである」という状況である。こうなってくると、本

当は無能な人間が、有能な振りをして人々を騙し、権威者となる場合が出てくる。 
  人々が「多数派への同調」や「権威への依存」を行うのは、「認知コスト」を節約する

ためでもある。「認知コスト」というのは、藤井直敬氏が『ソーシャルブレインズ入門』

で用いている言葉であり、「脳内の認知操作に必要とされるエネルギー」（P.48）のこと

である。人間の脳は、体重の約２％しかないのに、人間が必要とするエネルギーの約 20％

も使っているというように、大量のエネルギーを使う器官であり、「常にギリギリのエネ

ルギー供給しか受けていないので、……コストの増大を嫌」（P.129）い、「認知コストを

できるだけかけることなく、自分にとっての最適な社会環境を維持」（P.129）しようと

する。行動を選択する必要がある場面に遭遇した時に、自分で情報を集めて自分の頭で

考えて行動を選択するという「認知コスト」を払う代わりに、「多数派への同調」や「権

威への依存」で行動を選択すれば、「認知コスト」を節約できる。なお、「多数派への同

調」によって誰を権威者として扱うかを決めている場合には、自分で情報を集めて自分

の頭で考えて誰が優れているかという判断をするという「認知コスト」すら節約してい

ることになる。 

  「多数派への同調」や「権威への依存」を行うのには、責任逃れという面もある。自

分の判断で何かして失敗した場合に責任を問われたり、自責の念にかられたりするのを

恐れて、失敗の責任は多数派や権威者にあるのであって自分にはないと弁解できるよう

に、多数派や権威者の言うとおりのことをするのである。 

自分の下手な考えよりも、多数派や権威者の考えの方が優れている場合もあるだろう

が、多数派が間違っていて、集団・組織が滅亡への道を突き進む場合もあるし、権威者

に利用され、搾取されたり、残虐なことをしてしまったりする場合もある。 
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物事の真偽や是非善悪について自分で考えることを止め、多数派や権威者の言うこと

に無批判に従うということは、多数派や権威者をたいした理由もなく信じているという

こと、つまり、信仰している（悪く言えば、妄信している）ということであり、その時、

多数派（多数派が作り出す「その場の空気」と言った方が良いのかもしれない）や権威

者は聖性を帯びる。宗教らしさ、神らしさを持ったものだけが、宗教や神なのではない。

人々から「自発的服従＝信仰」を引き出す「権威＝聖性」を持つ「もの」（人、共同体、

イデオロギーなど）に「権威＝聖性」を与えたと想定される「もの」（霊魂、伝統、理性

など）が「神」（＝究極的根拠）なのである。宗教らしさ、神らしさを持たないものへの

信仰（理性への信仰、道徳の普遍性への信仰、共同体・国家への信仰など）には、信仰

している人々が「これは宗教である。信仰の問題である」という自覚を持たないために、

自分たちが信仰しているものこそが「真理である」、あるいは、「普遍的なものである」

と勘違いして、「真理」や「普遍性」の名の下に、「思想・良心の自由＝信仰の自由」を

平然と踏みにじる危険性がある。 

 

 (2) エージェント状態 

「権威への依存」の危険性を示す有名な実験（通称「アイヒマン実験」）がある。1961

年にスタンレー・ミルグラムによってアメリカ合衆国のイェール大学で行われた実験で

あるが、この実験では、記憶と学習に関する科学実験を行うという名目で、20～50 歳の

人が新聞広告とダイレクトメールで集められ、参加者は 2 人 1 組になり、くじ引きで先

生役または学習者に割り振られたが、実は、そのうちの 1人は雇われた「役者」（この役

のために訓練を受けた 47歳・男性・アイルランド系アメリカ人の会計士で、ほとんどの

観察者は彼が温厚で人好きのする人物だと考えた）で、その人が常に学習者になるよう

に細工されていた。先生役は、別室で電気椅子に縛り付けられた学習者に単語の対を記

憶させ、四択のスイッチを押して答えるテストを出題し、学習者が間違えた場合には電

気ショックによる罰を与え、しかも、学習者が誤答するたびに、電圧を一段階ずつ上げ

るよう（15ボルトから 450 ボルトまで 30段階になっている）に指示された。実は、電気

ショックは与えられなかったのだが、学習者は、75 ボルトでうめき、120 ボルトで「電

撃が苦痛になってきた」と叫び、150ボルトで「出してくれ。もうこの実験には参加しな

い」と叫び、180 ボルトで「痛くて死にそうだ」と叫び、270ボルトで苦悶の絶叫をあげ、

300 ボルトで「もう答えないぞ」と絶望的に叫び、315ボルトで激しい絶叫の後「実験へ

の参加はやめた」と再び断言し、330ボルト超えると何も言わなくなり、四択のスイッチ

も押さないという芝居をした。先生役の中には途中で実験の中止を申し出たものがいた

が、実験者（灰色の実験着を着た 31歳の生物学教師が演じ、実験の間ずっと、彼の態度

は無感情で、堅苦しい外見をしていた）は「続けてもらわないと実験が成り立ちません」

「ほかに選択の余地はないんです。絶対に続けてください」「電撃は苦痛ではありますが、

永続的な肉体への損傷はありません」「学習者が嫌だろうとなんだろうと、単語の対をき
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ちんと学習するまで続けなくてはだめです」などと応答した。実験は、先生役と学習者

の距離によって４つのタイプに分けられ、実験１は、学習者が別室に入れられ、先生役

からは見えず、声も聞こえず、学習者からの回答だけが信号箱で点灯するという状況下

（ただし、300ボルトに達すと、まるで学習者が抗議で壁を叩いているかのようにドンド

ン鳴る）で行われ、実験２では、学習者の声が別室から聞こえるようにし、実験３では、

先生役と学習者を同じ部屋に入れ、実験４では、学習者の手が電撃プレートに置かれて

いる時だけ電撃を受けるようにし、150ボルトを超えると学習者が手をプレートに置くこ

とを拒否するようになるので、先生役は学習者の手を無理矢理プレートに押しつけるよ

うに命令された。最後の 450 ボルトまで電圧をあげたのは、実験１では 40 人中 26 人、

実験２では 40 人中 25 人、実験３では 40 人中 16 人、実験４では 40 人中 12 人で、平均

最大電撃レベルは、実験１では 27.00、実験２では 24.53、実験３では 20.80、実験４で

は 17.88 であった。なお、電撃レベル 27 は 405 ボルト、レベル 25 は 375 ボルト、レベ

ル 21は 315 ボルト、レベル 18は 270ボルトである。 

スタンレー・ミルグラムは『服従の心理』で、この実験結果を解釈して、要約すると

次のような指摘をしている。 

 

ヒエラルキー（階層的なピラミッド型組織）的に組織化された集団を形成する生物

は、「物理環境のもたらす危険や、競合生物種からの脅威、内部からの潜在的な分裂に

対応するにあたり」（P.189-190）、すさまじい優位性を持つ。例えば、規律正しい軍隊

は烏合の衆よりも高い戦闘能力を持つ。ヒエラルキー的な集団では、構成員それぞれ

の地位をはっきり決め、すべての構成員が自分に与えられた地位を受け入れたら、内

部の調和が確保されるので、服従能力は、ヒエラルキー的な集団形成の前提となるも

のである。したがって、服従能力は進化の過程で、生命体に組み込まれていった。人

間は服従の潜在能力を持って生まれてきて、それが社会からの影響と相互作用して、

服従的な人間を作り出す。 

人間は、ヒエラルキー構造の中に入ると、自律モードからシステムモードへと移行

し、「もはや自分が独自の目的にしたがって行動しているとは考えず、他人の願望を実

行するエージェント（代理人）として考えるように」（P.203）なり、そのような「エ

ージェント状態」になると、自分は「地位の高い人物の統御に自分を委ねるような社

会状態」にあると定義し」（P.204）、「その人は最早自分の行動に責任があるとは考え

なくなり、他人の願望を実行する道具にすぎないと己を定義するようになる」（P.204）。 

「被験者は、権威構造のただなかで育ってきた。生まれた直後から、かれは親の規

制下に置かれ、大人の権威に対する敬意が教え込まれた。……親が子供に道徳的な指

図に従えと指示するとき、実はかれは二つのことをやっている。まずは、したがうべ

き具体的な倫理内容を示している、次にかれは子供に権威からの指図は権威からの指

図だからというだけで従え、と指示している。……各種具体的な指示において、唯一
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一貫した要素は、この服従要求だけであり、したがって他の個別の道徳的な内容に比

べて、服従命令のほうがきわめて優勢な強さを獲得しがちとなる」（P.206-207）。 

学校で「子供は、個別の具体的なカリキュラムを教わるだけでなく、組織の枠組み

内でどう機能すべきかを学ぶ。かれの行動は、かなりの部分は教師たちに規制される

が、その教師たちがこんどは校長のもたらす規律や要件に服従していることも子供は

感じ取れる。権威が傲慢さをだまって見逃したりはせず、厳しく逆襲するということ

も学び、権威に対する唯一の適切かつ居心地のいい対応は従うことである、というの

も観察する。……仕事では、……上司と調和して機能するためには、根底に服従の姿

勢がないといけないことを学ぶ」（P.207）。 

「権威との体験を通じて一貫して、人は報酬構造と直面することになる。そこでは

権威の遵守がおおむね報われて、従わないとたいがいは罰を受けることになる。……

従順さに対する報酬はいろいろな形をとるが、中でもいちばん巧妙なのは、ヒエラル

キーの中で一段引き上げてもらえるというものだ。これはその人物にやる気を出させ

ると同時に、ヒエラルキー構造を永続化させる」（P.208）。 

「エージェント状態への移行の結果として最も大きいのは、その人は自分を導く権

威に対しては責任を感じるのに、権威が命じる行動の中身については責任を感じない

ということだ。……忠誠心、責務、規律などはすべて……人が権威に対する義務をど

れだけ果たしたかを示す。……権威の命令で何か凶暴なことを行った個人に対する最

もありがちな擁護は、そいつは単に自分の責務を果たしただけなんだ、というものだ。

……実験の被験者たちはしばしばこう述べた、「わたしの判断に任されていたんなら、

わたしだって学習者に電撃を加えたりはしなかった」と」（P.219-220）。 

「攻撃性ではない。……この実験では……何かはるかに危険なものがあらわになっ

ている。人は自分の独特な人格を、もっと大きな制度構造の中に埋め込むにつれて、

自分の人間性を放棄できるし、また必ず放棄してしまう、ということだ。これは自然

がわれわれの中に設計した致命的な欠陥であり、このため長期的にはわれわれは、生

き残れる可能性はごくわずかしかない。忠誠、規律、自己犠牲といった、個人として

大きく称揚される価値こそがまさに戦争という破壊的な制度上のエンジンを作り出し、

人々を権威の悪意あるシステムに縛りつけるというのは、何とも皮肉なことである」。

（P.276） 

 

  「服従能力は進化の過程で、生命体に組み込まれていった」というのは言い過ぎであ

ろう。群れをなさずに生きる生命体も多いし、順位制をとる群れの中でも順位を巡って

激しい「闘い」がある。順位制とは、群れを作って生活する同種の動物の間に、餌、配

偶相手等の獲得に関して、優位な立場にいるものと劣位な立場にいるものがあるという

制度である。群れの中の順位は、「闘い」の勝敗によって決まるが、再度、闘って順位を

変えようとすることも多い。順位制での上下は肉体的な力によって決まるものであり、
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人類が行っているような権威に対する服従ではない。私は、権威への服従は「3.共同体

の結合を支えているもの (1)精神的幼児化」で述べた精神的幼児化の結果、起こるもの

であり、したがって、権威に服従するのは人間と家畜だけであると考える。 

精神的な暴力を用いて人間の主体性を破壊することによって、その人間を恒久的な「エ

ージェント状態」に陥らせ、支配する方法がある。この方法は、軍隊の大部分、一部の

企業、一部の運動部・体育会などで用いられている。ニコラス・ハンフリーは『内なる

目』（P.184-192）で、次のように述べている。 
 
アメリカの軍隊、および世界の他のあらゆる軍隊で実践されている基本的な訓練は、

「私」の感覚を意図的に弱体化させるよう目論まれている。……ピーター・ボルンは、

ヴェトナムへ従軍させるための新規兵を訓練する……手順について述べている。 
 

訓練の初めの２、３週間は、兵士を個人として特徴づけるのに役立つあらゆるも

のを肉体と言葉で罵倒し、恥辱を与え、たえず無視し、疑うことをもって特色と

する。頭は短く刈られ、個人的に思考する能力は冷笑され、日々のあらゆる瞬間

は細かくプログラムされ、スケジュール化される。 
 
そのような訓練の効果……は、兵士を情緒的に死んだ状態にすることである。彼自身

の自我は組織的に破壊される。彼はもはや、自らの感情を信頼せず、おそらくは信じ

ることすらしない。そこから先の彼は、……自己基準点をもてなくなるのだ。 
 

   上官および軍隊への尊敬の身振りは、新兵の卑屈で汚名に満ちた役割をたえず強

化しながら認識させる方法として強制的かつ継続的に必要とされる。……基本訓

練で教え込まれた服従は、他人の意見をあてにし受け入れる依存性へと効果的に

導く。自分自身の幸福および自らの行為の結果に対する責任は放棄され、つねに

上官の手に委ねられている。 
 
かくして、服従は兵士から自己批判を免除する。彼はもはや「彼の」行為について思

い悩まない。なぜなら彼の行為は「彼らのもの」となるからである。…… 
次に掲げるのは、……インタビューされた公式の記録である。この人物は、合衆国

海軍特別部隊の一員、スティーヴである。 
 

私はヴェトナムで行動に移るとき、心をよぎった唯一の思いは、まさに計画され

たとおりのこと、つまり共産主義者を殺すことだった。そして私は機械、きわめ

て効率的な機械になった。 
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  軍隊における訓練のねらいは、兵士から自分の頭で考えて行動し、その行動の結果に

責任を負うという主体性を奪い、兵士を何も考えずに上官の命令どおりに行動し、その

行動の結果に何らの責任も感じない「完璧なエージェント」、つまり、「プログラムどお

りに動くロボット」に変えることにある。兵士から自分の頭で考えて行動する能力を奪

うために、「個人的に思考する能力は冷笑され、日々のあらゆる瞬間は細かくプログラム

され、スケジュール化される」という精神的な暴力を用いるのである。戦争とは要する

に人殺しと物の破壊であるから、自分の行動の結果にいちいち責任を感じていたら、戦

闘行為ができなくなってしまう。「プログラムどおりに動くロボット」の行動の結果に責

任を負うのはプログラムを作った人間であり、ロボットではないということである。 

「エージェント状態」は、「4.共同体の結合を支えているもの (7)共同体の神格化」で

述べた「総無責任体制」に似た状態であるが、「エージェント状態」では、「エージェン

ト状態」になった人の行為の責任は、その行為を命じた権威者にあるということなるが、

「総無責任体制」では、共同体の構成員全員が自分は共同体のエージェントであると考

えて「エージョント状態」になってしまい、誰にもその行為の責任はないということに

なってしまう。例えば、ナチス・ドイツが行ったユダヤ人虐殺に一番大きな責任を負う

べき者は最高権力者であるアドルフ・ヒトラーであるということははっきりしているが、

もし、日本で同じようなことが行われた場合には、政府要人でさえ、「あの時の空気では、

ああせざるをえなかった」、「私はみんなの勢いに乗っただけです」、「私の個人的意見は

反対でありましたが、すべて物事にはなり行きがあります。すなわち前にきまった政策

が一旦既成事実になった以上は、これを変えること甚だ簡単ではありません」と弁解し

て、「空気」・「勢い」・「なり行き」という名の「共同体の霊魂という虚構の意志」に責任

を転嫁しようとする。 

日本的な共同体では、「共同体の霊魂という虚構」が唯一の権威の源泉であり、共同体

の構成員の中には、個人の力で権威を持つ者はいない。「共同体の霊魂という虚構」を象

徴するものとして権威を持つ人間がいる場合もあるが、その権威は「共同体の霊魂とい

う虚構」に由来し、「共同体の霊魂という虚構の意志」、つまり、共同体の「空気」・「勢

い」・「なり行き」を代弁する存在に過ぎず、共同体の行為について責任を負うことはな

いと考えられている。そのような象徴的権威を持つ人間の典型例が天皇である。小坂井

敏晶氏は『増補 民族という虚構』（P.75-76）で、次のように述べている。 

 

   丸山眞男が指摘するように、戦前において天皇は、ヨーロッパ絶対君主のように秩

序を作為する自由な政治主体としては表象されず、万世一系の皇統を承け、皇祖皇宗

の遺訓によって統治する継承者として現れた。そして、国体の源泉・根拠としての天

皇に依拠する形で成立する共同体は、現に統治している天皇個人を超越して過去から

ずっととぎれることなく連続している、という同一性虚構が機能した。 

この論理がさらにもう一歩進むと、各歴代天皇は、「天皇霊」なる未来永劫に存続す
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る唯一の本質が宿るための単なる質料にすぎないという折口信夫の理論に至る。天皇

霊は、生まれたときから天皇に備わるのでなく、大嘗祭の呪術的儀礼を通して天皇の

身体に付着する外来魂だと解釈された。折口理論において、……天皇の正当性は、天

皇家の血縁連続性にではなく、天皇霊の一貫性・不変性に求められる。 

 

私は、戦前・戦中の日本で言われた「国体」や折口信夫氏が言う「天皇霊」の正体は

「日本国の霊魂という虚構」であり、この「日本国の霊魂という虚構」が日本における

全ての権威の源泉であり、天皇には、個人としての天皇に発する権威があるのではなく、

「日本国の霊魂という虚構」を象徴するという立場において権威があるに過ぎないと考

える。これが天皇制イデオロギーの本質である。そして、天皇制イデオロギーと同様の

イデオロギーが日本的な共同体では働いている。例えば、共同体的な会社の社長には、

個人としての社長に発する権威があるのではなく、「会社の霊魂という虚構」を象徴する

という立場において権威があるのであり、会社が何か不祥事を起こした際に、トカゲの

しっぽ切りのようなことを行い、社長に責任を及ぶことを避けようとするのは、社長個

人を守るためではなく、社長に責任が及ぶことによって、「会社の霊魂という虚構」に傷

がつくことを怖れるからである。第二次世界大戦の敗戦時に日本政府要人がこだわった

「国体護持」とは「日本国の霊魂という虚構」が傷つかないようにするということであ

り、そのためには、昭和天皇が戦争責任を問われることを避ける必要があり、トカゲの

しっぽ切りのようなことを行ったのである。 

   
 (3) 互酬性による支配と準拠枠設定 

共同体内で機会の平等が保障され、同じ資源（同じ狩猟道具、同一面積の田畑、同一

頭数の家畜など）を持ってスタートしても、各個人の能力に差があれば、獲得できるも

のには差が生じ、時の経過とともに貧富の格差が拡大していき、結果は不平等となる。

能力の低い者は困窮し、成功者の情け（＝贈与）にすがって生きていくしかなくなるか

もしれない。そうなると、返礼にあてる財貨を持たない貧しい人は服従以外の方法では

返礼ができないため、成功者に支配されてしまう。逆の立場から言うと、相手に恩を着

せ、報恩の心を持たせることによって、相手を支配するのである。互酬性（互恵性）は、

同等の資源・能力を持つ者の間では、「互助的機能」をうまく果たすが、持てる資源・能

力に格差がある者の間では、「互助的機能」をうまく果たせずに、「互酬性による支配」

を生み出してしまう。きだみのる氏が『にっぽん部落』（P.166）に載せている「おらあ

村長さんのいうことを聞く義理はねえんだわ。何の世話にもなってねえもの」という村

落の住民の言葉は「互酬性による支配」の本質を良く表している。 

「互酬性による支配」が最も明瞭な形で現れているのは封建制度である。封建制度は中

世ヨーロッパと平安時代後半から安土桃山時代までの日本に見られる（私は江戸時代の幕

藩体制は「イエシステム」が混入して形骸化した封建制度であると考えている）。中国に
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も封建制度があったという指摘もあると思うが、中国の封建制度は血縁原理に基づく本家

と分家の関係による組織化（宗族制度）であり、封建制度とは言えないと考える。ヨーロ

ッパと日本の封建制度は、血縁原理によらない組織化を志向するところに特色がある（と

は言っても、血縁原理に頼っていた面もある）。封建制度では、主君（日本では、「武士団」

の棟梁）が諸侯（日本では、「武士団」）の領地の安全を保障する（主君が諸侯に領地の支

配権を与えるという形式をとる場合が多い）代わりに、諸侯は主君に軍役等を提供する。 
軍役の内容は、ヨーロッパでは日数等で、日本では動員人数等で大枠を定めていたが、

どのような戦争になるかは事前には分からないので、軍役の内容には不明確な面が残る。

戦闘の際、主君（棟梁）の指揮権に服するし、最悪の場合、敵に殺されることもある。領

地の安全の保障はもっと不明確である。敵の戦闘能力や主君（棟梁）と諸侯（武士団）の

戦闘能力に左右される。そのため、相互の信頼関係や慣行・慣習による支えがなければ維

持できないシステムである。 
忠誠心も必要であるという指摘もあると思うが、封建制度における忠誠心の正体は、互

酬性を維持する関係、つまり、信頼関係に過ぎない。主君の「領地の安全の保障」という

贈与に対して、服従という返礼を返しているに過ぎないのである。したがって、主君に「領

地の安全の保障」をする能力がないと分かると、忠誠心はなくなる。実際、主君と諸侯の

関係は不安定であり、何人もの主君の下を渡り歩く諸侯も多かった。本物の忠誠心はカリ

スマ的な権威を持った人に対してしか生まれない。互酬性に基づく服従という返礼も忠誠

心であるかのように見せかければ、返礼が大きく見えるので、忠誠心がある振りをし、主

君を権威ある者であるかのように祭り上げていただけである。日本の組織によく見られる

現象と同じものである。 
なお、封建制度下における主君（棟梁）や諸侯（武士団）は、個人ではなく共同体であ

る。 
身分制社会を市民革命によって倒して、平等な近代社会が生まれたという風に言われて

いるが、私は、それは真っ赤な嘘であると考えている。市民革命が行ったことは、共同体

を破壊して、個人を共同体から独立させることによって、個人を共同体に付随する身分か

ら解放した（一般的な言い方をすれば、身分の世襲制を廃した）ことである。共同体から

独立した個人は、企業と「雇用契約」という名の封建関係を結ぶことによって、新たな封

建制社会が生まれた。「雇用契約」は、この封建関係を、対等な者同士が契約を結んで労

働力を取引するという水平な関係（市場取引）に偽装することによって、平等な社会が実

現したかのような錯覚を与える役目を担っている。資本主義社会は、偽装された封建制社

会なのであり、真に平等な社会を実現するためには、「雇用契約」に基づく企業という組

織の在り方（階層的結社）を否定し、「平等的結社」を組織の模範的な在り方とする必要

がある。 
私は「雇用契約」は契約ではなく、私が「準拠枠設定」と呼ぶ特殊な互酬性であると

考えている。G.M.ホジソンは『経済学とユートピア』（P.214-216）で次のように指摘し
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ている。 
 
生産過程は、予測できないこともある人間という行為者をともなっている。さらに、

生産過程は外的世界からの不確かな衝撃や混乱を受けやすい。……労働過程が複雑であ

り、また、主要な成果をあらかじめ予測することができないので、契約の条件を省略せ

ずにすべて書き出すことなど実際には不可能である。……雇用契約は一般に、完全また

は厳格な法律上の明細化より、むしろ信頼とか「ギブ・アンド・テイク」を当てにして

いる……強い社会的相互作用をともなっており、文化的およびその他の非契約的規範に

著しく依存している。……雇用主との論争で労働組合員が用いることのできるもっとも

攻撃的な手段の一つは、「規則どおりに労働すること〔順法闘争〕である。……杓子定

規なやり方で契約を実行し、……明文化されていない協力と善意から織りなされる文化

的規範を破壊することである。……同様に、もっとも危険で潜在的に反生産的な経営戦

略の一つは、雇用契約の詳細をすべて逐一文章で明確に表現しようとすることである。

このようなやり方は一般に失敗するが、それはある程度までは、そうした措置によって

言葉で表現し統制しようと試みる現象があまりにも複雑で予測しがたいからである。そ

のようなやり方はさらに、信頼と協力の基礎を掘り崩し、企業内に懲罰と怠惰が蔓延す

る対立的環境を作り出すことになる。……シュンペーターは、資本主義がそれ以前の封

建時代から継承した忠誠や信頼といった規範に依存していることを強調した。……雇用

主は、雇用契約を通じて、労働の様式や仕方を統制する権力を手に入れる。 
 
詳細で具体的な業務マニュアルがある職種以外では、「雇用契約」に業務の内容を全て

書き込むことは現実的には不可能であり、また、状況の変化に対応する必要もあるので、

「雇用契約」には業務・処遇の大枠だけが記載され、業務・処遇の詳細はその都度決め

るという形をとらざるをえない。業務・処遇の詳細はその都度決めると言っても、雇っ

た人の方が雇われた人よりも経済的に優位な立場にいることが多いので、雇った人（あ

るいは、雇った人の代理者）が裁量的判断に基づいて決定し、雇われた人はそれに従う

という一方的な関係、言い換えれば、雇われた人が雇った人に服従するという関係にな

ることが多い。「雇用契約」が対等の二者の間で結ばれる本物の契約ならば、業務・処遇

の詳細はその都度、雇った人と雇われた人が対等の立場で話し合い、合意するというこ

とになるはずである。「雇用契約」のように、他者に一方的に服従することを約するもの

は、契約とは言いがたい。「契約とは元来は、対等の二者の間で結ばれるもので、組織の

上下関係を律する概念ではなかった」（山本七平著『日本人と組織』P.25）のである。 
学校への在学契約も、契約ではなく「準拠枠設定」である。契約であるとすると、校

則の制定権、懲戒権、単位認定権等の学校・教師による児童・生徒・学生に対する一方

的支配の法的根拠がうまく説明できず、部分社会論などの無理のある理論を用いなけれ

ばならなくなる。学校は、児童・生徒・学生が学校・教師に服従する封建社会なのであ
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る。 
 
 (4) 互酬性による支配関係が発生することを防ぐ工夫 

嶋田義仁氏は『異次元交換の政治人類学』で、次のように述べている。 

 

折口信夫によれば、古代日本においては、言葉の献上が服従と同義であったいう。

諸国の人々が毎年天皇に「国風歌
クニブリウタ

」を献上し、正月には諸家の代表が天皇の前に出て

「寿
ヨ ゴ

詞
ト

」を奏上し、東人は 東歌
アヅマウタ

を献上する。それは「魂」を献上する服従の形式…

…であった……わたし流に折口説を単純化して解釈するならば、「王様バンザイ」「天

皇陛下バンザイ」ということはあっても、支配者である「王様」や「天皇」が、その

家臣や被支配者に向かって「バンザイ」をすることはありえない、ということであり、

「バンザイ」を受ける者が支配者だ、ということになる。（P.284-286） 

人間は財貨を誉め言葉やお世辞と交換することにあまりちゅうちょしないし、その

時こそ優越感を味わうのではないだろうか。……権力の本質は、……非物質的、非経

済的な諸価値を、……財貨などを与えることによって、獲得することにあるのではな

いだろうか。……モースの『贈与論』が、次のように述べて、訴えようとしたのも、

このような権力論であった、と考える。……「……酋長と配下との間……には、……

贈り物によって、身分階層制が設けられる。与えるということはかれらの優越性を示

すことであり、……主人であることを示すことである。貰ってなんらのお返しをしな

いとか、あるいはより多くのお返しをしないということは従属することであり、家来

や召使いになること、……より低い地位……に落ちることである」。「面子」や「名誉」

「威信」、あるいは「霊力」といった、非物質的価値の獲得に権力の本質がある 

（P.288-289） 

人間社会は根源的な不平等を前提として存在している……なぜなら人間には、狩り

の上手な者もいればへたくそもいる。……成人でも狩りで怪我して片手が不自由にな

ったのもいる。……女子供もいれば、老人もいる。人間が集団生活を営むということ

は、能力に違いのあるこうした様々な人間が一緒に生活するということである。……

等価交換に執着していたなら、こうした根源的な不平等は解決され得ない。等価交換

だけの世界なら、赤子や妊娠中出産直後の母親は何も得られず餓死するしかない。人

間社会はしかしこうした弱者に新しい可能性をみいだし、贈与を通じて、その生活を

保証するところから始まっているように見えるのである。（P.325-326） 

譲渡によって富の不平等は解消される。その日獲物を獲れなかった構成員も食べ物

にありつける。生産能力のない子供や、その力を失った老人も、食べ物にありつける。

そこには思いやりがある。しかしそれと同時に、精神の不平等が生じており、それが

政治的支配の基盤をなす……思いやりというのは与える側の心であり、与えられた側

には、精神的服従の心が生ずると考えるからである。それは感謝といっても同じであ
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る。それゆえに、この譲渡は、正確には無償の譲渡ではなく、不平等関係をともなう

異次元交換だと私は理解する。（P.329） 

 

「ありがとう」という感謝の言葉が持つ危険性に気づいている人は少ないのではない

だろうか。「ありがとう」とは、「有る」ことが「難い」ということ、つまり、滅多にな

い貴重なものであるという賞賛の言葉である。贈与を賞賛するということは、贈与した

相手を賞賛するということになり、その相手が自分よりも上位であると認めたことにな

る。時代劇で殿様から刀などを下賜された家来が「有難き幸せに存じます」と言う場面

が出てくることがあるが、これは正にそういう意味である。他方、日本人が好んで使う

「すみません」という言葉は、心が澄まない、つまり、気が晴れないという意味であり、

贈与した相手に「すみません」と言うのは、まだ返礼していないので気が晴れないとい

うことになる。この場合には、贈与に対する返礼を予定しているので、贈与した相手を

自分よりも上位であると認めたことにはならず、平等性が維持される。つまり、平等な

人間関係を維持するためには、「ありがとう」という言葉を使ってはならず、「すみませ

ん」という言葉を使い、必ず返礼すべきなのである。 

丹野正氏は「シェアリング、贈与、交換 ― 共同体、親交関係、社会」で、現在も狩

猟採取生活を送っている集団の行動様式について、次のように述べている。 
 
私は彼らから物をもらいサービスを提供されるたびに、いつもつい「ありがとう」

と言ってしまった。……私が毎日何回もメルシーと言うのを見かねたアカの年長者が、

次のように私に注意した。われわれは互いにメルシーと言うか。言わない。われわれ

はおまえにメルシーと言うか。言わない。おまえはわれわれが物をあげるそのたびに

メルシーと言う。言うな。われわれはおまえからもらって当然であり、だからメルシ

ーと言わない。おまえもわれわれからもらって当然なのだ。だからメルシーと言うな。

黙って受け取ればいいのだ。…… 
狩猟に出かけていた男たちが獲物を持ち帰ったとき……その肉は、解体ののち何人

にも分けられる。……その際彼らは、「これは私の肉であって、わたしがあなたにあげ

るのだ」というような表現をけっして口にしないし、そうした態度やそぶりをとらな

い。受け取る人もありがとうとはいわず、感謝のそぶりも見せない。 
 
この行動様式は、感謝の言葉を口にすることを禁じることによって、資源獲得能力に

劣る者が、集団内において劣位な立場に立たされたり、精神的に苦しんだりすることを

防ぎ、集団内の平等性を維持するために存在していると、私は考える。感謝の心を持つ

ことの重要性を強調する道徳家ならば、狩猟採取民は感謝の心を持たない野蛮人だと考

えるかもしれないが、狩猟採取民は、感謝の心が報恩の心に転化し、報恩の心が服従の

心に転化すること（「あなたから返しきれない恩を受けたので、あなたのためなら何でも
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します。どのような命令にも従います」と考えるなど）に気づいていたという点におい

て、現代の道徳家よりも知恵者である。 
狩猟採取民の共同体と同じように、日本の家族内でも感謝の言葉を口にすることが少

ない。土井健郎氏は『「甘え」の構造』（P.136-142）で、次のように述べている。 
 
漱石の作品の中から、特に「坊ちゃん」の場合を取り上げて論じてみよう。坊ちゃ

んは……の赤シャツの 中傷
ちゅうしょう

にかどわかされると、最初信頼していた山嵐を簡単に疑

ってしまい、以前氷水を 奢
お ご

られた時の代金一銭五厘を無理矢理山嵐に返さずにはおれ

なくなる。……彼のいうところを聞いてみよう。「……裏表のある奴から、氷水でも奢

ってもらっちゃ、おれの顔にかかわる。……詐欺師
さ ぎ し

の恩になっては、死ぬまで心持が

よくない。あした学校へ行ったら、一銭五厘返しておこう。おれは清から三円借りて

いる。その三円は五年たった今日までまだ返さない。返せないんじゃない、返さない

んだ。清は今に帰すだろうなどと、かりそめにもおれの 懐中
かいちゅう

をあてにしてはいない。

おれも今に返そうなどと他人がましい義理立てはしないつもりだ。こっちがこんな心

配をすればするほど清の心を疑るようなもので、清の美しい心にけちをつけると同じ

ことになる。返さないのは清を踏みつけるのじゃない、清をおれの 片
か た

破
わ

と思うからだ。

……」…… 

同じような状況で坊ちゃんと似た心境に逐
お

いやられる日本人は意外と多いのではな

かろうか。彼らはひとから好意を受けると、恐縮する。……このことは相手との関係

がよい限り問題ないが、いったん関係にひびが入ると、途端にそれが堪えられない負

担と変る。彼はこのままでは自分の自由が侵害されると感じ、何等かの方法で負債を

返さずにはおれなくなる。…… 
彼はおそらく彼女に一度も口に出して感謝したことはなかったのではなかろうか。

彼女を彼の「片破れ」と思う彼にとって、そうすることはあまりに他人行儀なことだ

ったからである。……両者は一体関係にあり、であればこそ一方が他方に頭を下げて

礼をいうなどということがあり得ないのである。この心理は実は日本人すべてに通ず

る気持ではあるまいか。日本人は……関係が親しい者の間ほど、例えば夫婦とか親子

の間など、日常ほとんど感謝の言葉を口にすることがない。……遠慮のある他人の好

意に対しては負い目を感じ、一体感を持てる身内の好意に対しては平気でおられると

いう日本人の習性はわれわれにとって至極当然のことに思われる 
 

互酬性は相互に独立した主体間の関係であるから、両者が融合し一体化した場合には

互酬性は生じ得ないことになる。真に一体化した共同体ならば、自他の区別がないのだ

から、他人のものは自分のものでもあり、自分のものは他人のものでもあることになり

（共産主義者が理想とする状況である）、他人からものをもらっても、それは当然のこと

であり、感謝の言葉など口にする必要はないということになるはずである。家族の一体
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性を好む日本人が感謝の言葉を口にすることが少ないのは、そのためである。 

狩猟採取民の共同体にも所有権に類似した観念があるように、現実には真に一体化し

た共同体など、どこにも存在せず、理念・理想に過ぎないのであるが、感謝の言葉を口

にして互酬性を露わにすることを禁じることによって、共同体の一体性を感じようとし

ているのである。家族の一体性を好む保守主義者が、家族の間でも感謝の言葉を口にす

べきだと主張していることがあるが、彼・彼女らは、感謝の言葉を口にすることが家族

の一体感を損なうことであるということが分かっていないようである。保守主義者は、

家族内で感謝の言葉を口にさせることによって、家族内の平等性を壊し、家族内に支配

－被支配の関係を持ち込みたいのかもしれないが。「共同体復古主義者」の主張する共同

体の一体性は、下位の者が上位の者の言いなりになることによって自分をなくし、上位

の者の手足（道具）になってしまうという権力構造を隠蔽するための偽物の一体性に過

ぎないのではないだろうか。 

狩猟採取したものを平等に分配する共同体では、狩猟や採取の上手な人が「他人のた

めに働くことがばからしくなってきた。もうやってられない」と思って手を抜いて、共

同体の食料獲得能力が低下して、みんな飢えてしまうはずであるが、現実にはそうなら

なかった。その理由は、①共同体の構成員同士は血縁関係にあったり、「疑似血縁認識」

を持っていたりしていたことと、②人間は狩猟採取や狩猟採取に類似する活動（スポー

ツ、買い物など）を楽しいと感じる本能を持っていること、の２つである。 

進化心理学は、人間の心の基本的なあり方は、人類が狩猟採取生活を送っていた時代

に形成されたものであり、人類が農耕牧畜を始めてから、人間の生活環境は大きく変化

したが、この変化に適した進化をするのに要する時間はまだ経過していないので、現在

も、人類は狩猟採取生活に適した心を持ったまま生きていると指摘している。狩猟採取

生活に適した心を持っているということは、ほとんどの男性は狩猟をすることを好み、

ほとんどの女性は採取（自生している果実、芋、草などの採取）をすることを好むとい

うことなので、仕事と遊びの区別がなく、狩猟採取を行うことが楽しいから狩猟採取を

行うという状況にあったと思われる。楽しんで狩猟採取を行っているのであれば、狩猟

採取で得た物を他の人に贈与しなければならなくなっても、狩猟採取を止めることはな

い。釣り好き人は、キャッチ・アンド・リリース（釣った魚を生きたまま元いた場所に

戻すこと）が義務付けられても、釣りを止めないのと同じことである。また、狩猟採取

では、短時間の活動で必要な食糧を確保することができるので、多少気まぐれに狩猟採

取しても大丈夫という面も大きい。 

ところが、農耕牧畜を始めると、そうはいかなくなってくる。農耕牧畜は人間の本性

に反する活動であり、農耕牧畜を楽しいと感じる人は少ない。このようなことを書くと、

家庭菜園を趣味にしている人がいるように、農耕牧畜を楽しいと感じ、娯楽として行う

人も多いのではないかという批判があると思うが、そのような批判をする人は、農業機

械、化学肥料、農薬等が整っている現代とそのようなものが全くなかった時代とでは、
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労働の質・量が全く異なるということを忘れている。また、農耕牧畜では、食糧確保に

は長時間の計画的な労働が必要とされるので、気まぐれに働くというわけにはいかなく

なる。 

苦労して得た物をただで他人にくれてやるなどということは我慢のならないことであ

ろう。共同体は一体であるから、自分のものは他人のものでもあるなどというイデオロ

ギーを許せなくなってくるので、共同体内で農耕牧畜で得たものを平等に分配すると、

勤勉な者が「もうやってらんねえ」と思って手を抜いて、共同体の食料獲得能力が低下

して、みんな飢えてしまう。 

人類は、農耕牧畜が始まってからも、共同体の構成員間の平等を維持しようとして、

いろいろな工夫を行ったが、結局、貧富の差の拡大を止めることはできなかった。中根

千枝氏は『適応の条件』（P.163-164）で、次のように述べている。 

 

   私の調査したインド・アッサム州のガロ族は、きわめて民主的な社会組織をもって

いる。彼らは焼畑耕作に従事しているが、毎年、各家の耕地は、その人数に比例して

分配される。したがって、同じ労働投下をすれば、だれもが同じような割合でその収

穫をもつことができるはずである。しかし、なかには、なまけ者もいるし、働き者も

いる。また、作物の種類の選択や何をいつうえるかは、……その年の天候を想定して、

各人で決める……予測のよしあし、運のよしあし、などで結果は必ずしも同じではな

い。……十数年もたつと、非常に豊かな家が出て来たりする。……それが彼らの水準

から見て極度に達すると、その家を祝福し、その家長に勲章（銀の腕輪）を贈ろうと

いうことになる。日をえらんで、その儀式が行われるのであるが、その後がたいへん

である。全村の人々ばかりでなく、……あちらこちらの村から祝いに集まる人々のた

めに、酒と食事の饗応をするのである。……穀倉がカラになるまでというのであるか

ら徹底している。このために、その家長は輝かしい勲章ととりかえに、富をすべて失

い一文なしになってしまう。ここに「もてる者」をそのままに許さない社会のメカニ

ズムがある。この種の例は……多くの未開社会の報告にみられるところである。また、

これほど徹底していなくても、社会の上層にある者、水準をぬいている者が、巨大な

出費をしなければならないような（もしそうしなければ、そのステータスを保つこと

はむずかしい）しくみになっている社会は枚挙にいとまがない。 

 

贈与交換では、どの程度の返礼をすれば良いのかということが共同体の慣習によって

定まることなので、市場取引的な観点から見れば極めてアンバランスな交換である腕輪

と饗応の交換がまかり通ってしまうのである。自分が生まれた共同体の中しか知らずに

一生を終えるのであれば、このような慣習を不合理なものだと感じることはないだろう

が、異なる慣習を持った他の共同体と接触を持つようになると、慣習同士を比較するこ

とによって、自分が生まれた共同体の慣習に不合理を感じる可能性が生まれる。また、
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共同体間で商品取引が行われるようになると、等価性をシビアに考えるようになってく

る。つまり、人々の生活圏が広まるにつれて、不平等の拡大を防止する手段をとること

が難しくなり、共同体内の貧富の差が拡大していくのである。 
人々の生活圏が広まった後も、キリスト教、イスラム教などの宗教は、返礼に関する

解釈を工夫することによって、不平等の拡大を防止しようとしている。伊藤幹治氏は「贈

与と交換の今日的課題」（井上俊ほか編『贈与と市場の社会学』所収、P.4-5）で、次のよ

うに述べている。なお、「阿部、1982」とは、阿部謹也著「ヨーロッパ・原点への旅――

時間・空間・モノ」（『社会史研究』第 1 号所収）のことである。 
 
ヨーロッパ社会では、阿部謹也によると、中世以降、教会に財を寄進することが善

行とみなされ、この善行によって罪があがなわれ、神の祝福や恩恵を受けることがで

きると考えられるようになった。そして、教会への贈与に対するお返しが、彼岸にお

ける救いという形を取るようになり、その結果、ヨーロッパ社会に現世的な無償の贈

与が成立したという（阿部、1982、56 頁）。一方から他方への無償の贈与が、彼岸に

おける救いを媒介にした神と人との間接的互酬性によって定着したということである

が、教会への寄進のほかに、貧者に対する贈与もまた、来世での救いが期待される行

為と考えられていた。 
 

また、嶋田義仁氏は『異次元交換の政治人類学』（P.272-273）で、次のように述べてい

る。 
 
イスラーム世界の場合、貧乏人や子供、病人、イスラーム教師、旅人に「喜捨」（サ

ダカ）を施すことが、イスラーム教徒の義務であり、徳であると見なされている。…

…イスラーム世界には、「喜捨」する義務が一方にあり、他方には物乞いする権利があ

る。もちろん……誰もが無分別に物乞いするわけではない。その権利の実際の行使者

は、子供と病人に限られているのが、実情だ。宗教的裏付けを得たイスラーム世界の

物乞いは、……堂々としている。ものをもっている人がもっていない人に施しをする

のは当然であり、施しをする人は天国での報いを受ける。施しをするのは施しを受け

る人のためというよりは、施しをする人のためではないか、施しをする人は喜びをも

ってしかるべきである。それにこうして今施しをするならば、おまえが困っている時

には、皆が助けてくれるではないか。……コーラン学校のイスラーム教師から、子供

はそう教えられているのである。 
 
キリスト教やイスラム教では、弱者への慈善活動や喜捨を、弱者への贈与ではなく、

善行という形での神に対する贈与と考え、神からの恩寵（来世での幸せなど）が返礼で

あると考えること、つまり、弱者との贈与交換を、神との贈与交換であるとみなしてし
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まうことによって、互酬性が支配－被支配の関係を生み出すことを防ごうとしているの

であるが、現実にはあまりうまくいっておらず、キリスト教やイスラム教を信じる社会

でも互酬性が支配－被支配の関係を生み出している。例えば、前述したように、中世ヨ

ーロッパの封建制度や現代の企業の組織原理は互酬性が支配－被支配の関係を生み出す

ことを利用したものである。宗教でも人間が持つ互酬性の本能には勝てないのである。 
私は、宗教には自然または祖先との贈与交換という面があると考えている。「第 8 回 能

力の個人差 7.知能検査で測られる「知能」の正体」で述べたように、人間には、人間以

外のものを擬人化して考える傾向がある。人間は自然から様々なものを得て生活してい

るが、これを擬人化して考えると、人間は自然から贈与を受けて生きていることになる

ので、互酬性にしたがえば、人間は自然に返礼しなければならないことになる。また、

人間は親によって育てられ、祖先が作った物、技術、制度等を利用して生活しているの

で、互酬性にしたがえば、人間は親や祖先に返礼しなければならないことになる。そし

て、自然災害、病気などは、人間が返礼を怠ったことに対する自然や祖先の怒りである

と感じられる。そこで、自然災害が起こった時や病気になった時には、自然や祖先に返

礼し、自然や祖先の怒りを静めようとする。自然や祖先を神、自然や祖先への返礼を供

物とすれば、これは宗教儀式である。昔は、生け贄を殺したり、食物を焼いたり、川へ

流したりすることなどが、神に供物を捧げることであると考えられていた（人間が支配

していたものを破壊して、二度と人間が支配できないようにすることによって、そのも

のを自然に返すという発想）が、これは、資源の浪費であるとともに、人間を生け贄に

する場合は非人道的な行為でもある。キリスト教やイスラム教は、慈善や喜捨などの善

行を神への供物とすることによって、資源の浪費や非人道的な行為を止めさせるととも

に、弱者救済をはかるという一石二鳥をねらったのである（教会への寄進を善行という

形での神への供物とみなすことによって、教会の収入を確保したという面もある）。 
他人に親切にしておけば、めぐりめぐって、いつか必ず、どこからか良い報いが来る

ということを意味する「情けは人のためならず」ということわざがあり、このことわざ

には、返礼は、贈与した相手からではなく、その人以外の人や超自然的存在（仏や神な

ど）から来ると思わせることによって、返礼を期待しない純粋贈与を促進する機能があ

る。このことわざは、仏教における因果応報のイデオロギーから派生したものであり、

人々が村落などの狭い共同体の中で一生を終えていた時代の生活実感にマッチしていた

ものであったと考えられるが、仏教に対する信仰が薄れ、かつ、人々が広い社会で生き

るようになった現代には通用しないであろう。なお、このことわざは、後述する間接互

酬性を示していると考えることもできる。 
なお、宗教団体が慈善活動を行う動機には、超自然的存在（神、仏など）との贈与交

換をするという動機だけではなく、慈善活動を行った相手が信者になってくれるかもし

れないという期待や宗教団体に対するイメージを高めるという目的（後述する間接互酬

性）もある。慈善活動を受けた人が、その宗教団体に対して良いイメージを抱くように
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なり、自分が受けた恩義を返すために自分にできることは信者になることだけあると思

うようになるということは十分にあり得ることである。信者になるということは、信仰

を広めたいと願っている宗教団体にとっては最高の返礼である。 
 

(5) 互酬性幻想 
安丸良夫氏は江戸時代の幕藩体制に関して、『日本の近代化と民衆思想』（P.435～436）

で次のように述べている。 
 
幕藩制社会は、夷狄・異端……・自然災厄・盗賊……などを＜他者＞として措定し、

強力的に排除する体制として構築されており、……強大な権力の基盤には、民衆の＜

他者＞にたいするひそかな恐怖があったと考えねばならないであろう。……個々の民

衆はもとより、……村共同体も、そうした＜他者＞を排除する役割を自立的に担うこ

とができず、＜他者＞の措定と排除とを幕藩権力にゆだねているのである。民衆のこ

の＜他者＞への恐怖→権力への恩頼には、もちろん、現実的な根拠もあったろう。戦

乱の中世では、いつ家が焼かれ、家財が掠奪され、女たちが凌辱され、稔った稲が敵

軍の手で刈りとられるかわからないし、領主による収奪も恣意的なものであったのに

たいし、平和を確保し小農維持政策をすすめる幕藩権力は、はるかに恩頼に値するも

のに見えたはずだからである。しかし、民衆のひそかな恐怖の大部分は、幻想上のも

のだったろう。というのは、民衆が経験的具体的に知っているのは、空間的には、村

共同体とその集りとしての地域社会を出でず、時間的には、せいぜい二、三世代以前

からのことにすぎないのに、この経験の外には、きわめて厖大なえたいのしれない不

可視不可触の世界があり、そうした経験知の外の世界は、可能的にはたえず恐怖の対

象であったと思われるからである。村共同体とその住民は、彼らの世界の弱小性と狭

隘性のゆえに、意識の底に＜他者＞にたいするひそかな恐怖をひめており、そのゆえ

に、強大な権力に恩頼しようとするのである。 
 
  幕府・藩の力が衰えた後も、幕藩体制は、①自分たちは敵（自分たちを脅かすもの）

に取り囲まれている、②自分たちには敵を撃退する力がない、③幕府・藩には敵を撃退

できる力がある、④幕府・藩は敵から自分たちを守ってくれる、だから、⑤幕府・藩の

支配に服し年貢を納めるという「奉公」（＝贈与）をすることによって、自分たちを守っ

てもらうという「御恩」（＝返礼）を受けるしか、自分たちが生きのびる術はない、とい

う幻想によって支えられいたのである。幕末期に欧米諸国に対する幕府・藩の無力さが

明らかになって、人々がこのような幻想を捨て去ることによって、幕藩体制は崩壊した。

このような互酬性があるという幻想を「互酬性幻想」と呼ぶことにし、①自分は脅威に

さらされているという意識を「被脅威意識」と、それが幻想である場合には「被脅威幻

想」と、②自分には力がないという意識を「弱者意識」と、それが幻想である場合には
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「弱者幻想」と、③相手には力があると判断することを「権威認定」と、それが幻想で

ある場合には「権威幻想」と、④相手が自分を守ってくれているという意識を「依存意

識」と、それが幻想である場合には「依存幻想」と呼ぶことにする。 
「互酬性幻想」による支配関係は、信者の神への隷属、共同体の構成員の共同体への

隷属、子の親への隷属、女性の男性への隷属、そして、生徒の学校への隷属などにも見

られる。例えば、男性に支配される女性は、自分は弱いので男性から守ってもらわなく

ては生きていけないという幻想を抱くことによって、男性に隷属してしまうのである。

無論、現在の社会・経済制度の在り方が女性を弱い立場に追い込んでいるという面があ

る。制度的に誰かを弱い立場に追い込むことによって、その誰かを支配するという方法

の典型が女性差別である。 
共同体主義者は「弱者意識・幻想」を持つがゆえに、共同体から守ってもらおうとし

て、共同体に隷属してしまう。共同体主義者は自分に自信がなく、一人では何もできな

いと思うから、群れようとするのである。共同体主義者には他人に対して偉そうな態度

をとる人がいるが、それは自分が属する共同体の力をバックにしているからであり、共

同体を離れ一人になってしまうと、臆病者へと豹変することが多い。 
要するに、誰かに守ってもらおうをすると、その誰かによって支配されてしまうので

ある。依存が支配を生み出すのである。他者の支配から免れ、自由になるためには、「弱

者意識・幻想」と「依存意識・幻想」を捨てて、「飢えて死ぬことになったり、犯罪者に

殺されることになったりするかもしれないが、それでも、他人に頼らず、自分のことは

自分で始末し、自分の身は自分で守る」という厳しい覚悟が必要である。これは国家間

の関係でも同じである。日米安全保障体制によって、アメリカ合衆国に日本を守っても

らおうとするから、アメリカ合衆国に従属してしまうのである。日本が真に独立するた

めには、自分の国は自分で守るという覚悟が必要である。 
 
 (6) 弱者意識・幻想による支配 

他者に「弱者意識・幻想」を持たせることによって支配する最もポピュラーな方法は、

飴と鞭に頼る方法である。 
鞭に頼る方法には、奴隷制度や体罰のように暴力を用いて他者に肉体的な「弱者意識・

幻想」を持たせる方法があるが、この方法には致命的な欠点がある。ランドル・コリン

ズは『脱常識の社会学』（P.107-110）で、次のように述べている。 
 
強制された労働者は、反逆あるいは逃亡しえないとしても、ある程度内面的に逃避

する傾向がある。彼らは、無感動になり、言われていることのうわべだけをのろのろ

とやり、まったくの最低限以上のものは何も生産しない。……人びとがもっと精を出

して、手際よく働かなければ、見張り役が彼らを罰し、打ちたたいて服従されればよ

いではないか、という人もいるかもしれない。……だが、この戦術は、いくらか自滅
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的である。囚人を打ちたたけば打ちたたくほど、彼らは弱り、働けなくなる。……た

びたび打ちたたかれる囚人は肉体的に弱るだけでなく、精神的に愚鈍になる。……暴

力が誘因として最大の効果をもつのは、それが実際にはあまり用いられないときであ

る。……罰中心の体制がひとたび制裁を常用せざるをえなくなると、その生産高は、

坂道をころげ落ちるように低下しはじめる。…… 
自分の子どもをお菓子で統制しようとすれば、……子どもたちは、報酬がもらえな

ければ、何もしようとしなくなる。……お尻をたたくことで子どもを統制しようとす

るなら、……しばらくすると、罰は、ほとんど完全に効果のないものになる。……強

制は、人が積極的に何かをするよう動機づけるよりは、人に何かをさせないようにす

る方向に効果を発揮する。子どものお尻をたたいて、学校でよりよい成績をとらせる

ことはできない……最後に得られる成果と言えば、何を言ってもききわけのない、い

つも腹を立てている子どもである。…… 
人を強制すると、その人は愚鈍に見えるようになる。……反逆も逃亡もまったく不

可能だとすれば、囚人たちはついには自分から何かをしようとする気持ちを失いはじ

める。他人のために無意味は仕事をするよう強制された囚人たちは、できるかぎりう

わべだけで言われたことをする。できるかぎり殻の中に閉じこもる。外から見れば、

それは愚鈍さのように見える。 
 
鞭で叩かれた人間は鞭で叩いた人間を同じ共同体に属する仲間だと考えられなくなる。

人を鞭で叩くということは、その人の価値を承認しないということだからである。自分

が属しない共同体のために働くことに意義を見いだすことはできないので、なるべく働

かないようにするために、愚鈍の振りをする。 
鞭で叩いて他者を従わせようとすることの無意味さを理解できていない人たちが日本

には未だにいる。それは体罰肯定論者と懲戒処分で教師を脅して国歌斉唱を強制しよう

とする人たちである。「子どものお尻をたたいて、学校でよりよい成績をとらせることは

できない」ように、「教師を懲戒処分で脅しても、国歌に対する敬意や愛国心を持たせる

ことなどできない」ばかりか、逆に、君が代を憎む気持ち、さらには、日本を憎む気持

ちを育むだけである。完全に逆効果である。 
国民を国家へ隷属させるために最も有効な手段は、国民をむち打ったり、国家に反抗

する者を厳しく罰っしたりして、力によって支配することではなく、国民から、自分の

力で自立して生活しようとする意欲を奪い、国家へ依存させることによって、「弱者意

識・幻想」を持たせるという方法である。そして、国民を国家で依存させるために有効

な手段は、国家が国民の面倒を全て見てあげることによって、国民を精神的に幼児化さ

せ、国民を「国家の赤子」あるいは「国家の飼い犬」へと変えることである。クライブ・

ブロムホールは『幼児化するヒト』（P.278-280）で、次のように述べている。 
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社会が裕福になればなるほど構成員がいつまでも幼稚であるような気がするのも当

然かと思われる。言い方を換えれば、国家が国民の生活のあらゆる側面に責任を負え

ば負うほど、国民それぞれが成熟した特徴を発達させなくてもよくなるのである。非

常に幼い年齢から必要なもの――食物、家、健康、娯楽――をすべて与えられている

ならば、成熟した行動、競争的な行動、自分本位の攻撃的な行動は発達させる必要が

ない。子どもらしく従順にしていることで褒美をもらえるのなら、そうした行動は褒

美が続くかぎり変わらないに違いない。……幼児化は……反社会的な成熟した行動を

互いに向けたら快適な措置を差し止めると脅すことによっても強化される。……そし

てさらに望ましいのは、「外部」からの絶え間ない脅威と、支援が止められたときの恐

ろしい結果をつねに思い出させるものをすべて利用することである。……幸福と安全

のあらゆる側面を政府に過度に依存する社会……過保護国家をつくったら、結果は「幼

稚園的精神構造」だ。……幼い段階で甘やかされて育った子犬は「永遠の子犬症候群」

にかかりやすい、飼い主に過剰に依存するようになった結果、異常事態にきわめて弱

く、過食症から関心を引くための麻痺症まで、さまざまな種類のノイローゼを発症す

る。 
 
後述するように、人類は、精神的に幼児化することによって共同体に依存するという

生き方を選んできた結果、共同体に隷属してきた。その生き方を国家規模に拡大し、国

家に依存するという生き方を国民に選ばせれば、国民は国家に隷属する。そのための手

段として昔から用いられてきたのは宗教であり、現在では、社会福祉、警察・消防、そ

して、学校教育などが用いられている。宗教は「全知全能の神の前では人間は無力なの

で、神にすがって生きるしかない」という妄想を信じ込ませ、王や聖職者が捏造した「神

の言葉」に従えと言って人々をだまし、支配してきた。 
国民が国家に隷属することを望む保守主義者や右翼の中に、社会福祉の削減を主張す

る人がいるというのは不思議である。新自由主義者の口車に乗って、社会福祉を削減す

ると、国民は、国家は依存に値しない存在であると考えるようになって、国家に反抗す

るようになる。古代ローマ帝国は「パンとサーカス」によってローマ市民を家畜化して

支配したが、この方法は今でも通用する。 
アメリカ合衆国で、全米ライフル協会（National Rifle Association）が、「人を殺すの

は人であって銃ではない」をスローガンに、銃規制は自衛の権利を国民から奪うもので

あるとして、銃規制の動きに反対していることに関して、銃を使った犯罪の横行を許す

野蛮な主張であると感じている日本人は多いと思う。しかし、私は、全米ライフル協会

の主張はそれなりに筋が通っていると考える。銃刀類の所持を禁止することによって、

国民の自衛力は弱まり、警察に依存しなければ、犯罪等の脅威から身を守れないことに

なる。つまり、銃刀類の所持を禁止することによって国民を弱体化させ、国民に「弱者

意識」「弱者幻想」を持たせることによって、国民を国家に依存させ、国民を支配してい
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るのである。国民が「武装して自衛する権利」を持てば、国民の国家への依存が弱まり、

国家からの自由は増大する。ただし、銃を使った自殺や犯罪は増加するだろう。自殺し

たいと思う人は身近に自殺の手段があると、それに頼る傾向があり、誰かを殺したいと

思う人は身近に殺人の手段があると、それに頼る傾向があり、また、自分の手で首を絞

めて人を殺すよりも、銃で人を殺すのことの方が心理的抵抗が少ない。「人を殺すのは人

であって銃ではないが、銃は人を殺すことを容易にさせる」のである。要するに、「国家

からの自由は増大するが、死傷者が増える」という状況と、「自由の一部を失うが、死傷

者が減る」という状況のどちらかが良いかという問題である。ジグムント・バウマンが

『コミュニティ 安全と自由の戦場』で指摘しているように、安全と自由は両立できな

いのである。 
 
学校教育も国民を弱体化させ、国民に「弱者意識」「弱者幻想」を持たせることによっ

て、国民を国家に依存させ、国民を支配する手段になっているが、このことを理解して

もらうためには、共同体における「承認欲求」の問題について説明しておく必要がある

ので、後述する。 

 
(7) 承認欲求 
共同体に対する自発的服従は、共同体に対する依存心によっても生まれる。人類が狩

猟採取生活を送っていた時代には、自分が生まれついた共同体が生存の唯一の拠り所で

あり、共同体を離れること（婚姻のために他の共同体に移る場合を除く）は、野獣の餌

食になったり、飢えたりして死ぬことを意味した。また、「9.伝統的な共同体における教

育」で述べるように、共同体内で生活するために必要な行動様式や技能は、共同体内の

子ども集団の仲間から学んでいたので、子ども集団から追放されることは、生存のため

に必要な技能を身につけられなくなることを意味した。これは、乳幼児が母親から引き

離されると生きていけなくなるのと同じことである。そのため、人類が、精神的幼児化

によって抱くようになった依存的な愛着心を「母なる共同体」に対して向け、「母なる共

同体」から引き離れされることに分離不安を抱くようになったとしても不思議ではない。 
共同体に全面的に依存して生きるということは、自分の運命は共同体の運命とともに

あるということになる。例えば、共同体間の戦争に敗れると、共同体の全員が殺された

り、奴隷にされたり、略奪・陵辱されたりして、共同体の全員が運命をともにしていた。

共同体への依存的な愛着心は、運命共同体意識でもある。 
母親に対する依存的な愛着心が満たされるためには、母親から保護に値する存在とし

て認められていることが必要である。自分が母親から保護に値する存在として認められ

ているか否かについて不安がある時には、母親からの承認を得たいという欲求が生まれ、

母親の期待に応える行動をとって、母親から承認の態度や言葉を得て安心しようとする。

このように自分のことを保護に値する存在として認められたいという欲求のことを、心
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理学の用語を借用して、「承認欲求」と呼ぶことにする。母親の期待に応える行動をとる

ということは、母親の要求に従い、母親の行動様式・価値観を受け入れること、つまり、

母親の支配に自発的に服するということである。このようなことを書くと、「母親には、

自分の子どもを支配し、服従さようという気持ちなどない。世間（あるいは、社会）の

常識とされている行動様式・価値観を身につけさせようとして、子どもをしつけている

だけだ」というような批判があると思うが、「世間の常識とされている行動様式・価値観」

を身につけるということは、「世間の常識」なるものの支配に服するということであり、

その支配に母親が荷担していることになる。また、「世間の常識」があいまいな場合には、

何が「世間の常識」かということについて、母親の判断が介在していることになり、母

親も「世間の常識」による支配の一翼を担っていることになる。 
依存的な愛着心が共同体に向けられる時には、共同体から「自分は価値ある存在であ

る」という承認を得たいという欲求が生まれることになるが、共同体そのものが承認の

態度や言葉を示すことはありえないので、共同体の構成員が信仰する神から「自分は価

値ある存在である」という承認を得たいという欲求が生まれることになるが、神は人間

の妄想の産物であり、神が承認の態度や言葉を示すことはありえないので、「神の言葉を

聴いた」、「神の恵みを受けた」、「神の赦しを受けた」というような妄想を抱くことによ

って安心することになる。狩猟採取民の共同体では、集団で長時間、太鼓などのリズム

に合わせて、歌い、踊り続けたり、幻覚を起こす薬草を用いたりして、トランス状態に

なり、神と一体化したり（神が自分にのりうつったり）、霊魂が肉体を抜け出て神が住む

世界に行き、神と交流したという妄想を抱いていたが、階層的な共同体や共同体連合が

形成されてくると、階層秩序を正当化するために、王・首長や聖職者のみが神の言葉を

聴き、神の言葉の意味を解釈できるとされるようになってきた。王・首長や聖職者は、

神の言葉なるものを捏造し、その言葉に従えば、神の承認が得られると民衆を騙すこと

によって、支配したのである。ニコラス・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.140）で、

次のように述べている。 
 
複雑な定住社会……は支配者と被支配者に分かれ、階層が生まれた。しかし、新し

い支配者はどうやってみずからを正当化し、古くからの平等主義を捨てるように人々

を説得したのだろう。解決策の中心となったのは、……宗教だった。聖職が確立され、

聖職者が儀礼を取りしきり、人々は彼らを介してしか神と交信できなくなった。宗教

的舞踏も徐々に抑圧されていった。定住で生まれた新しい社会や古代国家は、……統

治手段として宗教に依存していた。……古代国家の多くの指導者は、自分は神から指

名された、または少なくとも神の承認を得て統治している、と主張した。彼らの中に

は最高位の聖職者を兼ねる者もいた。 
 
狩猟採取民の共同体では、誰でも神の言葉を直接に聴くことができると信じているこ
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とが、構成員間の平等を保障していたが、階層的な共同体や共同体連合では、神の言葉

を直接に聴くことができると称する者が、神の権威を利用して、神の言葉を直接には聴

くことができないとされる者を支配するという身分制が現れた。「虎の威を借る狐」なら

ぬ「神の威を借る支配者」が現れたのである。このような身分制を「神聖身分制」と呼

ぶことにする。 
なお、側頭葉てんかんを患った場合には、神の声を聴いたという妄想を抱くことがあ

る。デイヴィッド・イーグルマンは『意識は傍観者である』（P.275）で、次ぎように述べ

ている。 
 
てんかんの発作が側頭葉の特定のスイートスポットに集中している場合、本人は運

動発作を起こさないが、その代わりにもっと微妙な発作を経験する。……認識発作の

ようなもので、特徴的なのは人格の変化、異常な信仰心（宗教への執着と宗教は必然

という感覚）、ハイパーグラフィア（あるテーマについて、たいていは宗教について、

大量に書く）、外界の存在についての錯覚、そしてしばしば神の声を聞くことである。

歴史上の預言者、殉教者、そして指導者の一部は、側頭葉てんかんを患っていたよう

である。 
 
側頭葉てんかんを患った人が、神の声を聴いたという妄想を抱いて、その声を書き記

した教典を作り、「異常な信仰心」をもって布教し、偉大な宗教の開祖と呼ばれるように

なったということは十分にありうることである。 
共同体を神格化しない場合は、共同体の構成員からの承認の態度や言葉によって安心

することになる。共同体に対する「承認欲求」は、共同体の構成員に対する「承認欲求」

に転化するのである。自分が共同体の構成員から保護に値する存在として認められてい

るか否かについて不安がある時、共同体の構成員の期待に応える行動をとって、共同体

の構成員から承認の態度や言葉を得て安心しようとする。共同体の構成員の期待に応え

る行動をとるためには、共同体の慣習に従ったり、共同体の構成員に同調したり（場の

空気を読んだり）して、行動する必要がある。共同体の構成員に対する「承認欲求」が、

共同体の慣習への自発的服従や共同体の構成員への自発的同調を生み出すのである。 
依存対象（親、神、共同体の構成員など）の期待に応えることができなかったり、依

存対象からの指示に反する行動をとったりすると、依存対象から嫌われ、自己の生存が

脅かされるので、人類は、期待に応えることができなった場合には恥辱感が、指示に反

する行動をとった場合には罪悪感が、それぞれ生じるように進化したと思われる（神は

妄想の産物に過ぎないから、神の期待に応えられなかったり、指示に反する行動をとっ

ても、神から嫌われるというようなことはありえないが、神の存在を信じている人から

は嫌われるので、自己の生存が脅かされる）。人間は、恥辱感によって、親・神・共同体

の利益のために行動し（現実には神の利益など存在しないが、神の利益になると妄信し
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ている行動をとる）、罪悪感によって、親の言い付け、神が定めたとされる戒律、共同体

の慣習などを守ったり、その場の空気を乱す行動をとることを控えたりするのである。 
 
 (8) 承認欲求の自己目的化による自己破壊 
  シャンカール・ヴェダンタムは『隠れた脳』（P.188-204）で、次のように述べている。

なお、「隠れた脳」とは「気づかないうちに私たちの行動を操るさまざま力……無意識の

バイアス」（P.11）のことである。 

 

   なぜふつうの人が……生存可能性がほとんどゼロの戦闘任務に進んで志願するのか

……そのような行動は愛国心の名で語られるが、人間は国王や神や国のためになど命

をかけない……たしかに兵士たちはそう言うかもしれないが、実際のところ、彼らが

命を投げ出すのは、塹壕の中で隣にいる仲間たちのためだ。アリエル・メラリから聞

いたところによると、第二次世界大戦末期、日本海軍中将の大西瀧次郎が初めて特攻

隊の志願者を募ったとき、彼は戦闘機の操縦士を並ばせてこう言ったという。「今や日

本を救うには、我々がこの身を犠牲にするしかない。しかしこれが無謀な命令である

ことはわかっている。だからこの作戦への参加を望まない者は、一歩前に出よ」「当然

ですが、前に出る者はいませんでした。これは集団の圧力です。隣に立っているのは、

ともに戦っている仲間たちです。人はまわりの人の意見をとても重要視します、彼ら

から臆病者と呼ばれたくはないでしょう」 小集団の力学は、何が正常な行動で何が

そうでないかについて、人間の信念をひっくり返す力がある。（P.188-189） 

   毎日の生活の中で、私たちはいくつもの違う方向に引っ張られている。矛盾する責

任、衝突する意見、そして言葉の違う文化は生活のストレスにもなるが、単眼的な思

考にならずにすむという面もある。自爆攻撃実行者のトンネルに入り込むと……外の

世界から引っ張られることがなくなってしまう。中にいる人間にとっては、トンネル

が世界のすべてとなる。……自爆攻撃犯を異常な狂信者と考えるのは、私たちの正常

の基準を彼らの行動に当てはめているためだ。しかしトンネルの中の世界はひっくり

返っている。私たちの基準は通用しない。（P.201-202） 

   アリエル・メラリは、自爆テロを行うグループが自爆犯の記念碑を建てたり、その

家族をたたえたりとといった、わかりやすく、手の込んだ儀式を行い、“後戻りできな

い心理的な 要
かなめ

”を設定していると気づいた。……隠れた脳は周囲からの承認と、行動

の意義を求める。そして小さな集団には、そのような承認と意義を与える力がある。

それは企業のエリート幹部、若い海兵隊員、テロリスト組織、そして理想に燃える人々

を危険なところに送る伝道師などに共通している。意識的なレベルでは、勇敢な兵士

も、理想主義の伝道師も、行動の動機について愛国心、奉仕、信仰などをあげるかも

しれない。しかし無意識のレベルでは、彼らはみな同じものに突き動かされているの

だ。自分より大きいものの一部になりたい、自分が特別な存在だと思いたい、その存
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続と安定が自分の命より大切な集団の一部になりたいという衝動だ。（P.202-204） 

 
  共同体の構成員に対する「承認欲求」は、元々は自己の生存を確かなものにするとい

う目的のための手段であったのに、手段が自己目的化して、本来の目的との結び付きを

失ってしまい、「承認欲求」を満たすために、自己の生存を確かなものにするという本来

の目的を放棄して死ぬという矛盾した行動をとってしまうのである。死後、その「英雄

的行動」が共同体内で賞賛されることによって、子孫が利益を得て、自分の遺伝子の一

部の存続が確かなものになるというメリットがなくもないが、そのために死ぬほどの価

値があるとは思えない。死後、自分の霊魂が共同体の霊魂と一体化することによって、「自

分より大きいものの一部」「その存続と安定が自分の命より大切な集団の一部」、つまり、

神の一部になれるという妄想が、「承認欲求」を満たすために死ぬという矛盾した行動を

後押しするのだろう。 

  「承認欲求」の自己目的化は、学校におけるいじめの被害者にも見られる。内藤朝雄

氏は『いじめの社会理論』で、次のように述べている。 

 

   南日本のある中学校に、クラスメイトから「（勉強の）ベンちゃん」と呼ばれる勉強

熱心な女生徒がいた。彼女は「友だち」のノリから浮き上がり、周囲からギスギスし

ら圧迫を受けていた。彼女は……「協調性のない自分ではだめだ」「みんなとなかよく

交われるような自分になりたい」とまじめに悩んだ。そしてこの悩みにつけ込んだ「学

校の友だち」は、悪意をこめて彼女を壊そうとした。つまり「友だち」は、彼女に売

春をさせた。彼女は「みんなと仲良くできない。まじめなかたい自分を壊す」ために

売春をし、妊娠し中絶した。…… 

   個人の自由を憎む右翼や左翼の共同体主義者たちは、自由がいきすぎて共同体とそ

の規範意識が解体し、その結果若い人たちの売春（援助交際）が流行ると主張する…

…しかしミドルティーンにかぎっていえば、……学校で身についたピア・プレッシャ

ーに屈従する習性にひきずられて売春（援助交際）する人の方が多いと思われる。そ

の意味では学校共同体主義こそが売春の温床であるともいえる。 

 

  「（勉強の）ベンちゃん」は、「学校の友だち」からの「承認」を得ようとして、「自分

を壊」してしまったのである。売春を是とする「学校の友だち」の共同体は、特攻や自

爆テロを是とする共同体と同様に、社会の多数派の価値観からすれば異常な価値観に支

配された共同体である。しかし、その共同体の中に入り込んでしまい、外の世界が見え

なくなると、その異常な価値観が正しいもののように思えてしまい、その異常な価値観

に従ってしまう。「学校での仲間集団というトンネルに入り込むと……外の世界から引っ

張られることがなくなってしまう。中にいる人間にとっては、トンネルが世界のすべて

となる。……売春を要求する友だちを人でなしだと考えるのは、私たちの正常の基準を
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彼女らの行動に当てはめているためだ。しかしトンネルの中の世界はひっくり返ってい

る。私たちの基準は通用しない」。 

  「（勉強の）ベンちゃん」が複数の組織・集団に所属し、「矛盾する責任、衝突する意

見、そして言葉の違う文化」にさらされていれば、「単眼的な思考にならずにす」み、売

春を要求してくる「友だち」の異常性に気付き、その仲間集団から脱出し、他の集団で

「承認欲求」を満たそうとして、売春という自己破壊を免れたであろう。 

学級・学校が児童・生徒の生活全ての面倒をみることを志し、皆が仲良く助け合う学

級・学校こそが理想の学級・学校だと考える学級共同体主義（あるいは、学校共同体主

義）が、子どもたちを暗い「トンネル」に閉じ込め、社会の多数派の価値観からすれば

異常な価値観を繁殖させ、いじめの横行を許しているのである。学級・学校の機能を大

幅に縮小し、子どもたちが複数の組織・集団に所属して、学び、遊ぶようにすれば、子

どもたちが多様な価値観に触れることができるようになり、多様な価値観を許容する心

を身につけることによって、いじめを減らすことができる。 

 

(9) 自主規制権力 
柳治男氏は『＜学級＞の歴史学』で、次のように述べている。 
 
時間割というわれわれにはありふれた紙切れが示すことは、教科の好き嫌いや、優

先順位などに関する自己決定権を児童・生徒に認めていたのでは、学校の一斉授業は

成立しないということである。児童・生徒を無力化し、彼らから学習過程に関する自

己決定権を剥奪することによって、ようやく「学級」による教授活動は成立しうる。

……生徒を無力化させる方法としてもっとも単純で野蛮な方法は、体罰である。だが

体罰はさらなる抵抗を生む。また人権意識の高まりとともに、社会的承認を得られな

くなっていく。……学校は、個々の生徒が日常的に社会と接触する際、自己のアイデ

ンティティを確認するに必要なものを奪い取ったり、着用を制限したりする。例えば

学校は、所持品検査、身体検査、あるいは制服や身なりについての校則の制定という

手続きを行う。さらに、就学前あるいは就学後の調査を通じて、教師は児童・生徒の

成育歴、生活環境等の資料を得ることにより、生徒の生活を丸裸にすることができる。

……教室は、フーコーが『監獄の誕生』で述べた、「一望監視装置（パノプチコン）」

さながらに、教師によって個々の生徒の行動が一度に監視される場である……生徒は

自分の秘密を持つことが制限され、多様な方法で教師の情報として蓄積されていく。

逆に生徒の側が教師に関する情報を得る機会は、ほとんどない。……かくして、自己

の生活の細部まで知り尽くされ、秘密を持つことができなかったり、自分のペースで

生活をすることが承認されなかったりした場合、人間は次第に無力化されていく他は

ない。（P.179-181） 
自分で選んだり決定したりすることができないことは、逆に見れば、指示どおりに
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しか動かないことを意味する。「指示待ち人間」という、消極的な行動しかとりえない

若者の増加は、このような学級制に埋没した生活と深くかかわっているのであろう。

自分の意思で選択し、自分の意思で決定することを止めてしまい、完全に他人が定め

たレールの上に乗っただけの生活を長年継続してきた若者に、積極的な行動を求める

のがそもそも無理であろう。（P.189） 
 
「指示待ち人間」は、「自分の意思で選択し、自分の意思で決定すること」ができない

「弱者」であり、「指示」という支配を自分から進んで受け入れる人間、つまり、奴隷根

性を持った人間である。これほど支配しやすい人間はいない。企業経営者・管理職の中

には、今の若者は「指示待ち人間」ばかりで、使い物にならないという人がいるが、彼・

彼女らは、「指示を待たずに、自分の意思で選択し、自分の意思で決定する人間」、つま

り、彼・彼女らが言うところの「自分勝手な人間」を望んでいるわけではないだろう。

企業経営者・管理職が望んでいるのでは、言葉にして指示されなくても、企業経営者・

管理職の意図を察知して、その意図通りに先回りして行動してくれる人間、つまり、彼・

彼女らがいうところの「気が利く人間」である。言葉にしなくても分かり合えるという

関係を理想の人間関係だとする日本人の古い考え方による理想の人間像である。そのよ

うな「気が利く人間」、私から言わせれば「上級の社畜」になるためには、同じ企業に何

年、何十年と勤め、同じ人間と長年にわたってつきあうことによって相互理解を深める

ことが必要であり、新入社員が直ぐになれるわけがない。学校では、「上級の社蓄」にな

るための方法は教えているので、「指示待ち人間」の多くは何年かすれば、「上級の社蓄」

へと変貌を遂げる。恒吉僚子氏は『人間形成の日米比較』で、次のように述べている。 
 
日本の小学校は……児童が「自発的」に集団に同調することが奨励され、自発的同

調を促すと思われる指導が好まれている。たとえば、掃除などでも、全員が協力して

掃除した結果、教室がきれいになり、勉強がしやすくなったと児童が感じて、「自発的

に」協力したくなるように配慮すべきだというようなことが言われる。「学習指導要領」

（平成元年）によれば、「教師の適切な指導の下に、児童の自発的、自治的な活動が展

開されるようにすること」が目指されている。組織的に設定された集団目標は、朝会

や各種の掲示などによって……繰り返し学校成員に示され、目標を児童に内面化させ

ようと多大な努力が払われている。そして、児童がそれらの目標を自分の価値として

身につけ、自発的にそれに従い、集団目標の番人として自分の友人たちを支持したり

規制したりすることが、価値としても、小集団を使った制度を通じても、奨励されて

いる。（P.76-77） 
日本の児童は、放任された状態で自然に集団行動を営んでいるわけではない。特定

の目的や手順を伴った集団活動が制度化され、学級による話し合いが設定され、反省

会が組まれ……というように、構造的に、児童の行動は方向づけられているのである。
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（P.80） 
「運動会、みんなで力をあわせてがんばろう」……スローガンの提案者が児童であ

るにもかかわらず、教師が提案したとしてもおかしくないような内容があるのはどう

してであろうか。……児童が提案する意見であるから、理論的には、……大人から見

て常識外れの提案が出てきてもよいはずである。児童たちが、「運動会は皆でさぼる日」、

などという合意に達してもよさそうなものである。しかし、実際は、教師の誘導のも

とで、児童が教師の意をくみ、大人が納得するような意見にまとめるのである。幼い

子供相手に日本のこのような試みが機能するのは、大人の誘導のもとに、児童が教師

の考えていることをくみ、クラスの意見、班の意見……、と気遣いながら、大人でも

納得できるような提案を行う訓練がされていることによると思われる。（P.122-123） 
 
日本の小学校では、子犬が飼い主の顔色をうかがって行動するように、児童の多くが、

教師から認められ気に入られることを目的に、教師の意図を察知して、その意図通りに

先回りして行動してくれるのである（近年、そうではない児童が増えてきているが）。児

童の多くは教師に対する「承認欲求」によって自己家畜化している。しかも、教師の意

図を無視して行動する児童に対しては、教師自らが手を下さなくても、学校・教師に従

順な児童がいじめという形で制裁を加えてくれる。例えば、「運動会は皆でさぼる日」を

スローガンにしようと頑なに主張し続けた児童は、話し合いの場で、非難の集中砲火を

浴びるか、完全に無視されるかして、仲間はずれにされるだろう。また、教室の掃除に

「自発的に」参加しないと、「一人だけさぼってずるい」というような非難を浴び、仲間

はずれにされるだろう。このように、被支配者が支配者の意図をくんで自主規制し、そ

の自主規制を破る者に対しては被支配者が制裁を加えるという権力の在り方を「自主規

制権力」と呼ぶことにする。この「自主規制権力」は日中戦争・太平洋戦争当時の日本

では露骨な形をとった。内藤朝雄氏は『いじめの社会理論』（P.14-17）で、次のように述

べている。 
 
全体主義社会では、中間集団が個人に対して過度な自治と参加を要求する。……た

とえば戦前の天皇教国家主義を考える場合、次の二つの側面の両方を視野に入れなけ

ればならない。 
①全体主義国家による人々への圧制的支配の側面。 
②自治と共同を煽り立てる制度・政策的な環境条件のもとで、民衆が、「われわれ」

の共同性あるいは共通善から離れているように思われる（あるいはそういうものと

してターゲットにされた）隣人をつるしあげ、ひどい場合には血祭りにあげる側面。

…… 
……戦時中に近隣関係が組織化され、さまざまなイベントとともに「公」に献身す

る共同体的様式が強制されたとき、いままで潜在化していた妬みや悪意が解き放たれ
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た。…… 
ある 61 歳の女性は、隣組の防空演習や行事でいじめられていた母がストレス死した

体験を、新聞に投稿している（『朝日新聞』1991 年 12 月 2 日）。…… 
 

父が英字新聞を読んでいたり、娘二人がミッション系の私立女学校に通っている

ことが、かっこうの口実にされたのでしょう。子供を産んだばかりの母なのに、水

をいれたバケツを持ってはしごを登らされ、町内のおじさんに怒鳴られながら、何

度も何度も屋根に水をかけていました。もともと心臓が弱かった母は、その秋、…

…亡くなりました。（中略）防空演習で普通のおじさんが、急にいばりだしたり、在

郷軍人が突然、権力をふるいだし、母が理由もなく怒鳴られているのを見て、非常

に不愉快でした。…… 
 
……上記事例が示唆するように、全体主義のさまざまな側面のうち、次の二つの側

面を両方視野に入れる必要がある。 
①空襲やアウシュビッツや特高（特別高等警察）のように国家が個人を直接圧殺す

る側面。 
②「われわれ」の「パブリック」への強制的な献身要求、そしてこの献身を自己の

アイデンティティとして共に生きる「こころ」の強制、さらに「パブリック」を離

れたプライベートな自由や幸福追求への憎悪、といったものが草の根的に沸騰する

共同体的専制の側面。 
 
「アウシュビッツや特高（特別高等警察）のように国家が個人を直接圧殺する」国家

は分かりやすい全体主義国家であり、そのような国家を人権無視の国家であるとして非

難することは容易である。同様に、児童・生徒の自由を一切認めず、学校・教師に反抗

する者には容赦なく体罰を加える学校は分かりやすい全体主義の学校であり、そのよう

な学校を人権無視の学校であると非難することは容易である。しかし、日中戦争・太平

洋戦争当時の隣組のように、隣組の普通の「おじさん」が国家から認められ、気に入ら

れることを目的に、国家の意向をくんで「自発的に」、国家の意向に沿わないと思われる

人間に弾圧を加える場合はどうであろうか。日中戦争・太平洋戦争の時には、国家が特

高、憲兵などを使って直接に国民に弾圧を加えたので分かりにくくなっているが、特高

や憲兵のようなものがおらず、国家が直接には手を下すことはなかったとしたら、どう

であろうか。このような場合、隣組や「おじさん」が全体主義的で人権を無視している

という非難を浴びることはあっても、国家が全体主義的で人権を無視しているというこ

とには気づきにくいであろう。隣組や「おじさん」は、隣組の和を乱す不埒な人間に対

して制裁（＝いじめ）を加えているだけで、人権無視などではないと考える人も多いだ

ろう。「おじさん」と同じように、国家から認められ、気に入られたいと思っている人な
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らば、そのように考えて、「おじさん」が行っているいじめ（＝弾圧）に荷担するであろ

う。このような隣組が全国どこにでもあれば、国民は国家の意向に従順に生活せざるを

えなくなり、その国家は、直接には国民に手を下すことなく、全体主義国家に近い状態

を実現でき、しかも、外国から人権無視が横行していると非難されることがあっても、

国民は「自主的」「自発的」にそうしているだけだと弁解できる。「自主規制権力」をう

まく利用すれば、全体主義社会に近い社会を作れるのである。 
そして、日本では集団・組織の多くがこの「自主規制権力」によって全体主義社会に

近い状態になっている。学校もそうである。日本の学校・教師は、児童・生徒の「自主

性」「自発性」を尊重しているというきれい事を並べ立てながら、その「自主性」「自発

性」を「承認欲求」によってうまくコントロールして、学校・学級を全体主義社会にし

ようとしている。実は、「自主規制権力」を利用して全体主義社会を作るという方法は、

人類が昔から共同体や宗教で使っていた方法であり、むち打つことによって人を従わせ

るという野蛮な方法が一時流行したために廃れていた方法である。人をむち打つという

ようなあからさまな権力支配は被支配者の反抗を招きやすく、しかも、被支配者から労

働意欲を奪うため生産力が低下して、長続きしないが、「自主規制権力」を利用した支配

は、被支配者が「自主的」「自発的」にそうしているのだという錯覚を抱いてくれるので、

長続きする。ただし、「自主規制権力」を利用した支配には致命的弱点がある。それは、

「自主規制権力」を利用した支配は、支配者に対して「承認欲求」を抱かない者に対し

ては通用しないということである。「自主規制権力」を利用した支配体制を打倒するには、

人々が支配者に対して抱く「承認欲求」を揺るがせば良い。 
学校・教師が「自主規制権力」を利用した支配を貫徹するためには、なんとしてでも、

児童・生徒からの「承認欲求」を得なければならない。児童・生徒からの承認欲求を支

えているものは主として、「学校へ行かないと学力がつかないという神話」、「学力が向上

すると、高い学歴・学校歴が得られるという事実（学力に基づく選抜）」（逆に言うと、

学力が向上しないと、高い学歴・学校歴が得られないという事実）、「高い学歴・学校歴

を得ると、高所得になったり、高所得の人と結婚したりする確率が高まるという事実（学

歴社会）」（逆に言うと、高い学歴・学校歴が得られないと、低所得になったり、低所得

の人と結婚したりする確率が高くなるという事実）の三点セットに基づいた「学校でま

じめに授業を受ける→学力が向上する→高い学歴・学校歴を獲得できる→高所得になっ

たり、高所得の人と結婚したりする」「学校でまじめに授業を受けない→学力が向上しな

い→高い学歴・学校歴を獲得できない→低所得になったり、低所得の人と結婚したりす

る」（被脅威意識）という経路が存在しているという確信であり、それを補強するのが、

「教師から嫌われると、内申書（調査書）に悪いことを書かれて、高校・大学入試に悪

影響が出る」という信仰（事実の場合もあるが、事実でない場合もある）である。 
「学校へ行かないと学力がつかないという神話」は、「独学では学ぶことができず、学

力がつかない」という「弱者意識・幻想」、「学校・教師には児童・生徒の学力を向上さ
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せる能力がある」という「権威認定・幻想」、「学校・教師に頼るしか、学力を向上させ

る方法がない」という「依存意識・幻想」によって支えられている。 
  「学校へ行っても学力が向上しないという現実」を突きつけられた児童・生徒（いわ

ゆる「落ちこぼれ」）は、「学校でまじめに授業を受ける→学力が向上する」という経路

が存在しているとは信じられず、「学校・教師には児童・生徒の学力を向上させる能力が

ある」という「権威認定・幻想」を持つことがないので、学校・教師に対して「承認欲

求」を抱くことはない。彼・彼女らにとって学校は、「学校に行って理解不可能な授業を

聞くふりをするという強制労働」を何の報酬（授業を受けたことによって得られる利益）

もなしに無理強いする強制収容所であり、教師は看守なので、彼・彼女らが学校・教師

に反抗するのは当然の結果である。学力が最低レベルの教育困難校（いわゆる底辺校）

の秩序は「自主規制権力」によっては維持できない。強制収容所が囚人をむち打って秩

序を維持するように、教育困難校の教員が体罰という野蛮な手段に頼ろうとするのもや

むを得ない面がある。他に秩序を維持する手段はないのだから。出席停止処分にしたら、

生徒が学校へ行かなくても良くなったと喜ぶだけである。出席停止処分を乱発したら、

学校に来る生徒がほとんどいなってしまう。全員に同一内容を教育すべきだという形式

的平等主義を捨てて、教育困難校の教育内容をいわゆる「落ちこぼれ」が理解でき興味

を覚えるものに変えるしか方法がない。 
いわゆる「落ちこぼれ」が学校に通っているのは、「せめて高校だけは出てくれ」と親

に泣きつかれるか、「ぶらぶらしていなで学校へ行け」と親に怒鳴りつけられているから

である。親に対する「承認欲求」だけが、彼・彼女を学校へと向かわせているのである。

彼・彼女らは「社会に出ると学歴・学校歴は関係ない。実力の世界だ」という実力社会

神話にすがって学校以外のことに価値を見いだすか、自分たちを「落ちこぼれ」扱いす

る学校や低学歴者を差別する社会に対して戦いを挑むか、「親が高所得・高学歴だと子ど

もも高所得・高学歴になる確率が高いが、親が低所得・低学歴だと子どもも低所得・低

学歴になる確率が高い」という「格差の継承」論を信じて、低所得・低学歴の親の元に

生まれた運命を呪って人生をあきらめるしかない。 
  「学校へ行って学力が向上している」児童・生徒でも、「学力向上のためには、学校よ

りも塾・予備校などの方が適しているのではないかという疑惑」や「公立学校には無能

でやる気のない教員が多いのではないかという疑惑」を抱くと、自分の学力向上は塾に

通ったことの成果だなどと考えるようになって、学校・教師に対して「承認欲求」を抱

くことが困難になってくる。 
  そもそも、「学校へ行かないと学力がつかない」、言い換えれば、「学校へ行かないと学

ぶことができない」というのは学校教育関係者が作り出した神話であり、幻想である。

子ども時代に勉強がよくできたという人だったら、「教科書や参考書を読むだけで内容を

理解できるので、教師の授業など聞く必要はない」、さらには、「分かりきったことをく

どくどと、しかも下手くそに説明する授業など時間の無駄だ」と考えたことがあるので
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はないだろうか。そのように考えると、「独学では学ぶことができず、学力がつかない」

という「弱者意識・幻想」を持つことはなく、教師や学校は不要である、さらには、教

師や学校は「自由で自主的な学び」を奪う悪者であると思うようになる。 
 
 (10) 罪人幻想 

「承認欲求」は依存対象への自発的服従を生み出すのであるが、自分が依存対象から

承認されているか否かについての不安が強いほど、依存対象の期待に応えなければなら

ないという気持ちが強くなり、依存対象への服従の程度が強くなる。クライブ・ブロム

ホールは『幼児化するヒト』（P.277）で、次のように述べている。 
 
セオドア・リーク……は 50 年以上前、人は極端な優しさと極端な残酷さで自分を支

配する相手に強く依存するようになることに気づいた……1955 年にイヌを使って行わ

れた画期的な実験が、この現象を……例証している。実験では、三組の子犬がまった

く異なる条件のもとで育てられた。一組目の子犬はつねに愛情と優しさを与えられた。

二組目の子犬は、科学者に近寄ってこようとするたびに罰を与えられた。そして三組

目の子犬は、まったく一貫性がなく育てられた。ときには抱かれたり撫でられたりす

るが、ときには理由もなく罰を与えられたのである。……三組の子犬のうち、最も愛

想がよく、最も依存的で、最も従順なのは三組目の子犬……だった。 
 

  また、樫村愛子氏は「いじめの心理学化と集団における暴力（退行）の精神分析」で、

次のように述べている。なお、「ハーマン（1992）」とは、J. L. Herman 著“Trauma and 
Recovery”のことである。 

 
   「自分が悪い子だから」「ダメな子だから」虐待されいじめられていると思う子ども

は多く、それはハーマン（1992）が指摘するように、自分が悪いから虐待されると思

えば、努力してよい子になりさえすれば虐待されなくなるという希望をもてるからか

もしれない。そして、虐待を受けた子どもの心理療法では、自分自身のイメージを、「『間

違った』『醜い』『悪い』といった烙印を押されたものと同一化し」、「悪人や罪人、流

人（泥棒、やくざ、乞食）等、集団において忌み嫌われ排除される存在に自ら同一化

する」傾向がある。……あるいじめの被害者は「仲間に入れてもらうためなら、どん

なことでもした。本当に居場所がなかったから。でも結局無駄だった」と述べた。 
 
  依存対象から虐待されたり、いじめられたりしても、依存対象から離れたり、嫌われ

たりしたら、自分は生きていけなくなると思い込んでしまって（「弱者意識・幻想」と「依

存意識・幻想」）、依存対象から逃れたり、自立して戦ったりする意欲をなくしてしまい、

何をされても依存対象にすがりつくことによって自分の命を守ろうとしているのであろ
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う。そして、依存対象から虐待されたり、いじめられたりしているにもかかわらず、依

存対象に気に入られようと行動しているという状況から生じる不快感情を低減するため

に、「「自分が悪い子だから」「ダメな子だから」虐待されいじめられている」と思い込む

こと、つまり、自分は罪を背負っているという幻想（このような幻想を「罪人幻想」と

呼ぶことにする）を作り出すことによって、暴力的な依存対象に対して従順な行動をと

っているというマゾヒズム的な態度を正当化しているのである（認知的不協和の一種）。

また、「努力してよい子になりさえすれば虐待されなくなるちいう希望」、つまり、「暴力

に耐えて服従する」という贈与をすれば「良い子だという承認」という返礼が得られる

だろうという「互酬性幻想」を抱くことよって、暴力的な依存対象に忍従するのである。

さらに、暴力的な依存対象に愛情という贈与をすれば、愛情という返礼をしてくれるだ

ろうという「互酬性幻想」さえ抱くことさえある。田嶌誠一氏は「いじめ・暴力問題が

私たちにつきつけているもの」で、次のように述べている。 
 
   抗うことができない暴力の中では、被害者の中には、加害者に親愛の情や愛着を示

すこともある。たとえば、虐待された子が、虐待した親を切ないほど慕ったり、親か

ら離されることにしばしば激しい抵抗を示すことがある。 
 

なお、依存対象から全く優しくされることがなければ、「努力してよい子になりさえす

れば虐待されなくなる」という「互酬性幻想」を持つことができないので、依存対象か

ら逃れたり、「弱者幻想」と「被保護幻想」を捨てて依存対象から自立し、「罪人幻想」

から目覚めて依存対象と闘ったりしようとするはずである。 
  相手に「罪人幻想」を持たせることによって自分の加害行為を正当化し、服従すれば

加害行為を止めてもらえるという「互酬性幻想」を相手に抱かせることによって、相手

を奴隷化して支配するというこの方法は残虐な方法であるが、この方法を積極的に利用

している分野が二つある。宗教と学校である。 
  古代イスラエル人は、紀元前 10 世紀頃にパレスチナの地にヤハウェという名の神への

信仰（ユダヤ教の原型）を国教とする国家を作り、しばらくの間は繁栄していたが、や

がて、周辺の大国に攻撃され、支配下に置かれたり、奴隷化されたりするようになった。

これは、自分たちが信仰する神であるヤハウェが自分たちを守ってくれなかったという

状況であるが、そのような悲惨な状況に陥っても、古代イスラエル人は「「なんでヤハウ

ェは自分たちを守ってくれなかったのか？」と恨むのではなく、「きっとわたしに至らな

いところがあったから、ヤハウェが戒めたんじゃ。では、わしらの至らないところとは

どんなところだろう」と健気に考え」（中村圭志著『信じない人のための＜宗教＞講義』

P.32）、ヤハウェへの信仰を捨てるどころか、ヤハウェへの信仰をますます強めていった。

この古代イスラエル人の行動原理は、「自分が悪いから虐待される」と思い込み（罪人幻

想）、「努力してよい子になりさえすれば虐待されなくなるという希望」（互酬性幻想）を
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持っている子どもと同じである。 
全知全能の神を信仰する宗教には根本的な問題がある。それは、「全知全能の神を信仰

し、その神が定めたとされる戒律を守って暮らしているのに、なぜ、自分は苦しい目に

遭うのか。なぜ、全知全能の神が救ってくれないのか」という疑問に答えることが難し

いという点である。「それは、お前の信仰心が足りないからだ。もっと厳格に戒律を守れ」

と答えていてもきりがない。「お前が苦しい目に遭うのはお前の信仰心が足りないからだ、

信仰心を形で示せ」と言って、お金を巻き上げ続ける悪徳宗教もあるが。そこで編み出

されたのが、「全ての生き物には前世がある。お前が苦しい目に遭っているのは、お前が

前世で犯した罪の報いなのだ」という輪廻思想や、「人間は生まれながらにして罪を背負

っている。お前が苦しい目に遭っているのは、その原罪を贖い、魂を浄化させるために、

神様がお与えになった試練なのだ」という原罪思想である。 
私は、キリスト教における原罪思想（注：教派により原罪に対する考え方が異なる）

には、信者に「罪人幻想」を吹き込んで、「罪深き人間である自分は神から承認されてい

るのだろうか？」という不安を抱かせることによって、神への服従を強化しようとする

ねらいがあると考えている。 
   
(11) 牧人権力 

「被脅威意識・幻想」、「弱者意識・幻想」、「権威認定・幻想」、「依存意識・幻想」、「互

酬性幻想」の五点セットによる支配に「罪人幻想」を加えることによって、支配を強化

するという方法がある。「牧人権力（司牧者権力）」がその代表例である。ミシェル・フ

ーコーは『全体的なものと個的なもの』（P.14-41）で、次のように述べている。 

 

個人と対象としながらしかもその個人を継続的、恒常的に支配するための政治技術

……個別化を行うものとしての権力はこれを牧人権力と呼ぼうと思っています。…… 

神聖者、王あるいは首長は羊の群れを従えた羊飼いである、とする考え方……エジ

プトのファラオは……即位の日に……羊飼いの杖を受け取っていました。また、バビ

ロンの君主は……「人々の羊飼い」なる称号を受ける権利をもっていました。一方、

神自身もまた人々を飼い場へとみちびき食べ物の確保に心をくだく羊飼いでありまし

た。…… 

キリスト教の考えでは、牧人は、……羊たちのすべての行動について、羊たちが行

う可能性のあるすべての善と悪について、羊たちの身におこるすべてのことがらにつ

いても心を配らなければならないのです。……羊の罪は、……羊飼いの責任に帰せら

れています。……牧人は、自らの群れが救いの道に至るのに手を貸すことを通して、

自分自身の救いをも見いだすことになります。…… 

ギリシア人の場合、……ある特定の誰か（医者、雄弁家、あるいは教育者）の意志

に従うことがあったとしても、……それはある特定の厳密に設定された目的の枠内で
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のこと、たとえば病を治したり、能力を獲得したり、最良の選択を行ったりするため

なのでした。キリスト教においては、牧人との絆は、個別的な絆、個人的服従の絆で

す。牧人がその意志を遂行できるのは、それが法に適っているからというわけではな

く、もっぱら、牧人の意志とはもともとそういうもの――すなわち遂行されるべきだ

から遂行されるのだという前提にもとづいたものだったからです。……従属は徳なの

です。……ギリシア人にとって従属とはある目的に至る一時的な手段にすぎなかった

のですが、ここでは逆にそれ自体が目的となっているということなのです。 

羊飼いは群れの各構成員の物質的欲求について知っていなければならないし、必要

があれば、それを満たしてやらねばなりません。また、群れの中で何が起こり、群れ

の各構成員が何をしているか、公の罪を含めて知っていなければならないのです。そ

れから最後に……各構成員の魂の中で起こっていることを知り、隠された罪を知りあ

て、聖性への道にきちんと進んでいるか知らなければならない…… 

こうした個別化された知識を確保するために、キリスト教は、……良心の究明と良

心の指導……を採用しました。……羊はある危険な状況を首尾よく越える必要がある

時だけおとなしく導かれていくわけではありませんでした。羊は四六時中導きを受け

ることになっていたのです。……もしそこから逃れようなどと試みたときには、必ず

や道に迷ってしまう運命にありました。……良心の究明の……目的は、自己の認識を

深めることなどではなく、良心の指導者に自己の全部を見せられるようにすること、

魂の奥底まで開いて見せられるようにすることなのでした。…… 

良心の究明、告白、指導あるいは従属といったこれらすべてのキリスト教の技術は、

ひとつの目的をもっていました。個人が現世において自己の「抑制」にむけて努力す

るよう導くことが、それです。抑制とは……現世と自己の放棄のことです。……別の

世界での生に道を与えるとされる死のことです。 

 

  「あなたは、罪を背負って生まれているので（罪人幻想）、このままでは地獄に落ちて

しまう（被脅威幻想）。あなたは、その罪をあがなうために何をすれば良いのか分からな

い「迷える子羊」（弱者幻想）なので、全知全能の神やその神の意志を代弁する（権威幻

想）聖職者・王・指導者という羊飼いに助けを求めるほかに救われる道はない（依存幻

想）。神や聖職者・王・指導者はあなたを救うために貴い教えを下さっている。だから、

神や聖職者・王・指導者の教えに従いなさい（互酬性幻想）」と民衆を騙して、聖職者・

王・指導者が民衆を支配するというのが、「牧人権力」のからくりである。 

羊飼い（牧人、司牧者）を教師とし、羊を生徒とすれば、教師と生徒との理想の関係

として語られることの多いものが（そのような関係が批判される場合も多いが）、キリス

ト教における神・聖職者と信者との関係に類似していることに気づくであろう。「教師は、

生徒たちのすべての行動について、生徒たちが行う可能性のあるすべての善と悪につい

て、生徒たちの身におこるすべてのことがらについても心を配らなければならないので
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す。生徒の罪は、教師の責任に帰せられています」（生徒が事件を起こした時の世間・マ

スコミ等の論調）、「教師との絆は、個別的な絆、個人的服従の絆です」、学校では「従属

は徳なのです」（保守的・右翼的な人々の意見）、教師は「生徒の心の中で起こっている

ことを知り、問題行動の原因を知りあて、人格の完成への道にきちんと進んでいるか知

らなければならない」（生徒の心を理解することが必要だというイデオロギー）、「教師に

自己の全部を見せられるようにすること、心の奥底まで開いて見せられるようにするこ

と」（裸の付き合いを理想の人間関係と考える共同体主義者の意見）、道徳教育から「逃

れようなどと試みたときには、必ずや道に迷ってしまう」（保守的・右翼的な人々の意見）、

「学校教育の技術は、ひとつの目的をもっています。生徒が学校において自己の「抑制」

にむけて努力するよう導くことが、それです。抑制とは自己主張の放棄のことです。社

会に出てから立派な大人として生きる道を与えるとされる「個性の死」のことです」（共

同体主義者が理想とする学校の姿）など。 

 

 (12) 報恩権力 

  柳治男氏は『＜学級＞の歴史学』で、次のように述べている。 
 
   フーコーが『監獄の誕生』で展開した規律権力……『全体的なものと個的なもの』

において……「司牧者権力」（翻訳では牧人権力）……二つの権力は、補完しあいなが

ら現代の学校の権力関係を支えている。このような学校組織を、I・ハンターは「司牧

型官僚制組織（pastoral bureaucracy）」と呼び、その特性を描き出した。……子ども

の動きをつぶさに観察し、彼らの中に悪の芽を見いだす教師は、罪を背負い、卑小で

無力な人間を救済するという新たな役割を備えることとなった。……教師・生徒関係

は……司牧関係という宗教的信念によって秩序化可能となる。……成績が上がらない

のは「私にいつも怠け心がある」とか「私は努力が足りない」という罪の意識が生徒

の中に芽生えれば、ことは円滑に進む。さらに、生徒の中に喜んで支配に従う被虐的

な自己否定の感情が喚起され、「怠け心に打ち勝つ自分」や「努力する自分」という、

抑制的自己イメージに酔うことによって、生徒は学校秩序の中に組み込まれていくの

である。被虐愛の精神が醸成されれば、教師のさまざまな命令は、そのような弱い自

己を立ち直らせる正当な権力となる。逆に教師には、生徒を服従せしめることを正当

化する加虐愛の感情を呼び起こさねばならない。迷える生徒たちに、進むべき道を示

すことのできる牧人として、自己の位置を認知すれば、あとは円滑に進む。「自己の行

為は生徒の救済のためにある」という自負心は、教師をして積極的な教授活動の担い

手へと向けていく。（P.125-128） 
   学校秩序が安定するには、原罪意識を梃子にして、「自分は教師に導かれ、教わらな

ければならない未熟で怠惰な存在である」という自己確信を、生徒に持たせねばなら

ない。……原罪意識と自己抑制の文化そのものが存在しないわが国で、罪の意識を醸
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成するには、ひと工夫が必要であった。それは、他の生徒には内緒で個別的な教師・

生徒関係を作り上げ、教師の期待に背く自分を負い目に感じるように仕向けることで

あった。「先生は自分の将来のことをこんなに心配してくれているのに、私が怠けたの

では申し訳ない」……という負い目に基づく罪の意識を生徒の中に生み出すことが、

教師にとってはもっとも必要だったのである。……しかしながら、……豊かな社会へ

と転じるにしたがい、「我が師」に負い目を感じるようなコード解読能力は、次第に弱

体化した。ひたすら快楽主義の道を模索し、励ましの言葉や説教を「余計なお世話」

としか受け止めることのできない子どもや若者には、負い目形成による秩序確保とい

う方策は通用しない。……自己否定ではなく、自己肯定こそ、豊かな社会の若者の日

常意識である。こうして学校秩序を維持しようとする教師の権威も低下していく。高

度成長期以降、わが国の学校が激しい秩序問題に遭遇しなければならなかったのは、

このような日本的司牧関係の解体作用が進行した結果に他ならなかった。（P.182-187） 
 

  また、恒吉僚子氏は『人間形成の日米比較』（P.23-29）で、次のように述べている。 

 

   私が家で慣れていた叱られ方は、子供の感情や罪悪感に訴え、人の気持ちになるこ

とを促し、改心させたり、行動を変えさせたりしようとするものである。……これを

かりに「感情型」の叱責法としておこう。…… 

R・ヘス他の日米母子比較調査では、日本の母親は子供の感情に訴えがちであり（感

情型）、アメリカの母親は自分の権威を強調しがち（権威型）であることが示唆された。 

   子供の感情に訴える日本的説得法のうち、特に注目されてきたのは、G・ディヴォス

などが示したように、子供の罪悪感に訴えるものでろう。これは、元来、『日本人と母』

で山村賢明が示したような、自分を苦労して育てた、美化された日本人の母親像に対

する、特別な感謝の念を伴ったものであると思われる。だが、このような罪悪感に訴

える方法は、親子関係を超えて、他の人間関係にも見られる。…… 

   こうした働きかけ方の特徴は、感情に訴えかけられた側からすると、罪の意識など

にかられながら、自分から同調することにある。他方、相手の感情に訴える側からす

ると、直接言わなくても、相手が意に沿うような行動をとることが期待されるため、

意図的か否かは別として、相手の行動を間接的に影響できる点にあると言えよう。そ

して、……私は、このような間接的誘導が日本の学校では制度化され、日本的な集団

管理体制のもとに、直接干渉を控えながらも教師が教室を統制できる状況をつくり出

していると考えている。…… 

   「親」や「教師」などの地位に伴う権威によって相手を同調させるという「権威型」

の方法は、それぞれの個人が対立的であり、一方が他方のボスになるという対決モデ

ルにのっとっていると思われる。反面、自分を相手の立場に置いて行動することを促

す「感情型」は、自他の一体感を土台にしている。…… 
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   ここで注意すべきは、実際はどちらの場合も、度合いの差こそあれ、立場が強い親、

教師、あるいは上司などの意志が通る可能性が高いことである。 

 

欧米における子ども観は、子どもの本性は悪であると考える性悪説に立っている。山

本雅男氏は『ヨーロッパ「近代」の終焉』で次のように指摘している。 

 

イギリスには、“Children should be seen, but not heard.”という諺がある。「子

供は見る者であって、その言葉に耳をかすものではない」という意味だ。ここには、

彼らの子供に対する考え方が端的に表れている。つまり、子供は未熟なものというだ

けでなく、不完全なもの、足らざるものという意識である。……大人のもつような理

性をいまだもっていないものと考えるのであろう。だからこそ、大人の理性を育むた

めにも、子供を教化、訓育して理性化する教育が必要だと考えるわけだ。……動物の

飼育と子供の教育には共通したところがある。どちらも、対象とする動物や子供に対

して、根底のところで人間として認知していない。あるいは、より価値の低いものと

見なしているところである。（P.135-138） 

子供のもつ本質は、大人の秩序性から自由なところにあり、それ自体が反秩序的な

ものとして存在するのだ。たとえば、幼児が食事をするとき、口の周りや衣服を汚し

ながら食事するが、これを汚いといって見とがめるのは大人の感覚であって、子供は

汚いという意識をもっていない。汚いという感覚は、排除の論理に立った、すぐれて

大人の感覚なのである。……「近代」の制度的な教育は、子供から反秩序的な本質を

奪うことを到達目標にし、子供の側も秩序のなかに自分の位置を見出すことに腐心し

てきたのではなかったか。（P.140-141） 

 

  欧米人は、子どもは「不完全なもの、足らざるもの」であるという「弱者幻想」と、「子

供のもつ本質は……反秩序的なもの」という「罪人幻想」（子どもは原罪を背負っている

という幻想）を抱くことにより、子どもに対して「牧人権力」を行使して、子どもの教

育を「動物の飼育」のように行うことを正当化しているのである。 

これに対して、日本では子どもの本性は善であるという性善説が支配的で、「子どもは

原罪を背負っている」などという「罪人幻想」を抱くことは困難なので、「牧人権力」を

行使できない。そのため、日本の教師は「他の生徒には内緒で個別的な教師・生徒関係

を作り上げ」ることによって、「先生は自分の将来のことをこんなに心配してくれている、

私が怠けたのでは申し訳ない」という幻想、すなわち、「教師からの特別の配慮という贈

与があったのに、自分はそれに対して十分な返礼ができていない」という「互酬性幻想」

に基づく「自責の念」と「返礼への強い願望」を作り出すことによって、児童・生徒を

支配し、学校秩序を維持しようとしたのである。このような権力のあり方は「牧人権力」

とは異なるものなので、「報恩権力」と呼ぶことにする。 
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「報恩権力」を最も効果的に用いたのは戦国時代の武士団であろう。菅野覚明氏は『武

士道の逆襲』（P.132-142）で、次のように述べている。 

 

主君の身代わりとなって討死する。絶望的な敗軍の中で、逃げずに踏みとどまって

死ぬ。あるいは、落城と決まった籠城戦を、降伏せずに戦い抜いて全滅する。……こ

うしたことができるのは、……譜代の者以外にはないと忠教はいう…… 

主君が命じるのは、あくまでも戦うことであって、死ぬことではない。確かに、戦

闘は、常に死の危険を伴っている。だからといって、戦えば必ず死ぬというわけでは

ないのだ。……武士たちだって、死ぬために走り回っているわけではない。彼らはあ

くまで、戦って手柄を立て、生還して名利を得ることをめざして武器を振るっている

のである。…… 

譜代衆が、通常の意味では対価を超えた無償の死を死ぬ理由は、主君の慈悲と情け

を知っているということであった。…… 

通常、主君が主君として家臣に与えるものは、働きに相応した知行や金銀である。

……それ以外のものを与え下す理由は、基本的にないのだ。だが、主君はときに、与

える理由のない者に対して、あるいは与える必要がないのに、何物かを与える場合が

ある。この、……通常の部分を超えた贈与のことを、『三河物語』は、「慈悲」という

言葉であらわしている。…… 

「重罪の御 咎
と が

」を受けて、本人はおろか妻子までもが死罪になって当然のようなケ

ースにおいて、親氏は、妻子のみならず本人の「一命」を許し、以前同様に召し抱え

つづけたという。……「是にすぎたる御慈悲、何かは御座候はんや」と、家来たちは

語り合う。…… 

主君から、思いがけず通常以上の何かが与えられたとき、家来たちは日常の務めの

範囲内でそれに応えるすべを持たない。……そこで、家来たちは、……「身を捨て御

奉公」申し上げる覚悟へと駆り立てられていくのだ。…… 

「情」は、たとえばこんな風にあらわれる。 

 

七代清兼が、食事を召し上がっていた時のこと。突然、清兼は自分用の汁椀の中

身を空けて、一同にこれで酒を飲めといって差し出した。皆の者が畏れ入っている

と……清兼はこう言った。「なぜ飲まぬのだ。たまたま生まれ合わせてある者は主と

なり、ある者は家来となっただけのことではないか。……」……帰路、家来たちは

語り合った。この「御定器の御酒盃」と殿の「御 詞
ことば

」を思うに、たとえ宝物を山の

ように賜ったとしても、「この御情には替へ難し」。…… 

 

実は、慈悲といい情けというものは、清兼が家来たちよりも圧倒的に強いというそ

のことにおいて、はじめてあらわれてくるものなのだ。 
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  「(3)互酬性による支配と準拠枠設定」で述べたように、封建制度は互酬性による支配

関係であり、主君は家臣に対して「働きに相応した知行や金銀」を与えれば良いだけで

あり、家臣は与えられた「知行に金銀」に「相応した」「働き」をするだけで良い。死罪

になるところを許してもらったという場合は別にして、互酬性に従えば「身を捨て御奉

公」する必要などどこにもない。家臣が「主君から、思いがけず通常以上の何かが与え

られたとき」に、その価値を過剰に評価して、「日常の務めの範囲内でそれに応えるすべ

を持たない」という幻想を抱き、その幻想によって、命を捨ててまで主君のために働こ

うとするのである。主君からの贈与の価値を過剰に評価するのは、その主君が「家来た

ちよりも圧倒的に強い」と家来たちが思っているからである。「(1)多数派への同調と権

威への依存」で述べたように、人間には、自分が得意な分野で優れた能力を持っている

人にあこがれ、尊敬し、その人（の能力）に一歩でも近づきたいと望み、その人の行動

を模倣する傾向がある。そして、多くの人々から模倣の対象とされる人は権威を帯びる

ようになる。戦国時代の武士の価値観では強さ（戦闘力）こそが全てである。松平家の

七代清兼は「家来たちよりも圧倒的に強い」から、家来たちからあこがられ、尊敬され

ることによって、権威を帯びたのであり、自分たちがあこがれる権威者から贈与された

ものであるから、家来たちはそのものの価値を過剰に評価したのである。 

  「4.共同体の結合を支えるもの (6)霊魂の存在という妄想」で、殺人犯が着ていたカ

ーディガンを着ると悪が伝染するような気がするので、そのカーディガンを着ることを

嫌がるという話をしたが、これと逆の場合もある。有能な人が着ていたカーディガンを

着るとその有能さが自分に伝染するような気がするので、そのカーディガンを着たがる

のである。松平清兼が使っている汁椀で酒を飲めることに家来が感動したのは、その汁

椀に口を触れることによって、松平清兼の強さが自分に伝染するような気がしたからで

ある。ポール・ブルームは『喜びはどれほど深い』（P.126-131）で、次のように述べて

いる。 

 

   有名人との接触が物の価値を高めることは、インターネットのオークション・サイ

ト、eBay をほんの数分も眺めていれば分かる。……重要人物が常日頃愛用していたこ

とも、少なからぬ付加価値となる。たとえば、1996 年のオークションでは、大統領ジ

ョン・F・ケネディのゴルフ・クラブが 77 万 2500 ドル、ケネディ家にあった巻尺が 4

万 8875 ドルで落札された。バラク・オバマの食べかけの朝食（食品の販売は不可とい

うことでサイトから取り下げられるまでに、1 万ドルを超える高値がついていた）や、

ブリトニー・スピアーズが噛んで捨てた風船ガムもオークションにかけられている。

…… 

人類学者ジェームズ・フレイザーが著書『金枝篇』（筑摩書房）でいくつかの普遍的

信念について述べているが、そのひとつに“感染呪術”がある。「一度結合した状態に
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あったもの同士は、……未来永劫、結びつきを失うことはない」。……物理的な接触に

よって、物に人の本質が宿るのだ。……その人の一面を実際に取り込んで保持するの

である。……有名人が身につけた衣類をオークションに出品すれば必ず売れる理由は

ここにある。…… 

イェール大学の同僚ジョージ・ニューマン、心理学者ギル・ディーゼントルックの

二人とともに一連の実験を行い、……この肯定的感染説を検証してみた。被験者にま

ず、尊敬している存命中の有名人を挙げてもらった……。そして、その人物が所有し

使用していた特定の物、たとえばセーターを手に入れるのに、いくらなら出すかを尋

ねてみた。……一部の被験者には、セーターを入手しても、転売したり、所有してい

ることを他人に話したりしてはいけないと条件をつけたところ、付け値が幾分下がっ

た。してみると、セーターを欲しがる理由のひとつは、転売益ないしは自慢する権利

にあるということだ。残りの被験者には、セーターが手元に届く前に徹底的に殺菌消

毒されると話した。……払ってもいいと言う金額が 3 分の 1 近くも下がった……別の

実験では、売り物は有名人がプレゼントにもらったもので、実は一度も着用したこと

がないと話した。これも、セーターの魅力を薄れさせるに十分で、被験者たちは財布

の紐を締めてしまった。……私たちの実験では、当のセーターを着ることにどれほど

喜びを感じるものかも尋ねてみた。結果、購入したことを公言できなかったり、転売

できなくても、セーターを着たい気持ちに変わりはないと分かった。ところが、殺菌

消毒した、一度も手を通したことがないと分かると、予想どおり、着る気も失せてし

まった。 

 
  自分は「感染呪術」のような非科学的なものは信じていないという人が多いと思うが、

そのような人でも、無意識のうちに「感染呪術」を信じているかのような言動をとって

しまうことが多い。例えば、2013 年 9 月に、岐阜県の小学校と中学校で給食に出された

パンにハエが混入していたのに、ハエが付着した部分を取り除いて食べるように指導し

ていたことが分かり、その指導の適否が問題になったが、その指導に異を唱えた人の中

には無意識のうちに「感染呪術」を信じている人もいたのではないだろうか。ハエ、ゴ

キブリなどが食品の一部に触れたぐらいで、その食品全部が汚染されることなどないの

で、その食品の全部を食べたくなくなるというのは非科学的なことである。「ハエ、ゴキ

ブリは穢れた生き物だから、ハエ、ゴキブリが触れた食品も穢れる、その穢れた食品を

食べると自分も穢れる」というような「感染呪術」を無意識のうちに信じているから、

その食品の全部を食べたくなくなるのである。自分が可愛がっているペットが食品に触

れた場合には、その食品の全部を食べたくなくなるというようなことはないだろう。 
  相手に自分には権威があると思わせることによって、その相手と不等価交換をし、そ

の相手から搾取することができ、しかも、その搾取を美談に見せかけることができる。

松平清兼は自分が使っている汁椀で酒を飲むことを家来に勧めるだけで、家来の命を搾
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取し、しかも、それを美談にできたのである。支配者にとって、これほどおいしい話は

ない。 
  内田樹氏は『日本辺境論』（P.142-149）で、次のように述べている。なお、「池谷裕二

さんがわかりやすい例」は、池谷裕二著『単純な脳、複雑な「私」』P.59-61 に書かれて

いる。 
 

   張良……は……黄石公
こうせきこう

という老人に出会い、太公望の兵法を教授してもらうことに

なります。ところが、老人は何も教えてくれない。ある日、路上で出会うと、馬上の

黄石公が左足に履いていた 沓
く つ

を落とす。「いかに張良、あの沓取って 履
は

かせよ」と言

われて張良はしぶしぶ沓を拾って履かせる。また別の日に路上で出会う。今度は両足

の沓をばらばらと落とす。「取って履かせよ」と言われて、張良またもむっとするので

すが、沓を拾って履かせた瞬間に「心解けて」兵法奥義を会得する…… 
弟子が師に向かって「先生、毎日便所掃除とか廊下の拭き掃除とかばかり飽きちゃ

いましたよ。いつになったらぼくに極意を教えてくれんですか。……」というような

督促をすることは許されません……というのは、師弟関係を起動させるために、師は

できる限り弟子から見て無意味と思える仕事をさせるに決まっているからです。それ

がいちばん効率的だから。……伝統的な師弟論はそう考えます。…… 
池谷裕二さんがわかりやすい例を挙げているので、それをご紹介しましょう。もし

好きな人がいて、その人を振り向かせようと思ったら、……「仕事を手伝ってあげる」

のではなく、「仕事を手伝わせる」。 
   「なぜかというと、仕事を手伝わされた相手は、こんな思考をたどります。……『ど

うして自分は手伝っているんだろう』……『そもそも嫌いな人になんか手を貸すはず

がない』『やはり自分はこの人が好きなのか』……そう思い至って、次第に手伝ってあ

げている相手を好きになっていくのです。これは無意識の心の作用です。一般に、自

分が取った態度が感情と矛盾するとき、起こってしまった行動自体はもう否定できな

い事実ですから、心の状態を変化させることでつじつまを合わせて、行動と感情が背

反した不安定な状態を安定させようとします。」 
   師弟関係においてもこれと同じ「つじつま合わせ」が行われます。師は何も教えな

い。少なくとも弟子の目に「意味がある」と思うことは何も教えない。……しかし、

師は澄まして「これが修業である」と言い張る。弟子は困惑します。困惑のあげくに、

「先生が私に無意味なことばかりさせるはずがない。ということは、私は意味のある

ことをしているのだ。つまり、先生はあまりに偉大なので、そのふるまいが深遠すぎ

て、私には『意味』として察知されないだけである」というかなり無理のある推論に

しがみつくようになります。……おのれの無知と愚鈍を論拠にして、おのれを超える

人間的境位の適法性を基礎づける。それが師弟関係において追い詰められた弟子が最

後に採用する逆説的なソリューションなのです。…… 
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   張良の逸話の奥深いところは、黄石公が張良に兵法極意を伝える気なんかまるでな

く、たまたま沓を落としていた場合でも……張良は極意を会得できたという点にあり

ます。メッセージのコンテンツが「ゼロ」でも、「これはメッセージだ」という受信者

側の読み込みさえあれば、学びは起動する。…… 
   仮に師がまったく無内容で、無知で、不道徳な人物であっても、その人を「師」と

思い定めて、衷心
ちゅうしん

から仕えれば、自学自習のメカニズムは発動する。 
 
  私ならば、「毎日便所掃除とか廊下の拭き掃除とかばかり」させられると、「師匠は謝

礼に応じて教える義務を果たさないどころか、弟子にただ働きをすることまで要求する、

つまり、互酬性を守ろうとしない不誠実な人間である。この師匠は人にものを教える能

力と意欲を持っていないようだ」と考え、つまり、「互酬性幻想」と「権威幻想」を捨て、

その師匠に「お前は詐欺師だ。金を返せ」と吐き捨てるように言って立ち去り、その師

匠の悪口を言いふらす。ところが、「伝統的な師弟論」では、「詐欺師」が「偉大な師匠」

であるということになるらしい。 
  「詐欺師」が「偉大な師匠」に思えてしまうからくりは、この師匠は偉大だという評

判に自分が騙されたということに気づかないために（あるいは、騙されたと思いたくな

いために）、この師匠は偉大だという信念と師匠が無意味と思えることを自分にさせてい

るという事実との矛盾に悩むことになり、私は「無知」で「愚鈍」なので「便所掃除と

か廊下の拭き掃除」が持つ教育上の「深遠」な「意味」が理解できないのだと「つじつ

ま合わせ」をすることによって、この師匠は偉大だという信念を維持して、心の安定を

得ようとするところにある（認知的不協和の一種）。自分は無知であるという「弱者幻想」

と師匠は偉大であるという「権威幻想」を膨らませることによって、この師匠は偉大で

あるという信念を維持し、「便所掃除とか廊下の拭き掃除」は師匠からの価値ある贈与で

あると妄想して、「互酬性幻想」を抱いているのである。自分の信念に合致するものだけ

を認知し、合致しないものを無視する心理的偏向である「確証バイアス（信念維持のバ

イアス）」によって、師匠の詐欺師ぶりが見えなくなってしまっているという面もある。

弟子に「つじつま合わせ」の妄想を抱かせることができれば、弟子を雑用でこき使い続

け、それを美談にすることができる。師匠にとって、これはおいしい話である。 
  しかも、師匠が何も教えなくても、弟子は沓を落として拾わせるというような師匠の

無意味な行為に勝手に意味を見いだして、自分の力で学んでくれて、それを「師匠のお

かげだ。師匠には返しきれない恩がある」と勘違いしてくれるのである。これほどおい

しい話は他にない。張良は黄石公から「太公望の兵法」を学んだのではなく、自分の力

で兵法を考え出して、その兵法が「太公望の兵法」であると思い込んだのである。私が

張良の立場にいたら、「お前なんかに教えてもらわなくても、自分で兵法を考え出すこと

ができる」と言い返して、自分で兵法を考え出し、その兵法を「福田の兵法」と名づけ、

その兵法をもって黄石公に戦いを挑む。 
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中世ヨーロッパにも、この「伝統的な師弟論」に似たイデオロギーがあったようであ

る。ミシェル・フーコーは『全体的なものと個的なもの』（P.37）で、「カシウスの『共住

修道制度』の中には、修道僧が上司の最もナンセンスな命令を実行することによって自

らの救いを見いだすといった教化的な逸話が多数見受けられます」と指摘している。 
  日本の昔の学校では、「仮に師がまったく無内容で、無知で、不道徳な人物であっても、

その人を「師」と思い定めて、衷心(ちゅうしん)から仕えれば、自学自習のメカニズムは

発動する」というイデオロギーは、「教師は、教師であることによって無条件に偉いのだ

から、尊敬せよ」という明示的なイデオロギーと「学校にいる間に学んだことは全て、

教師がいたおかげで学べたことなのだから、教師に感謝しろ」（言い換えれば、自学自習

したことも教師がいたおかげで学べたことなのだから教師に恩を感じろ、ということ）

という暗黙的なイデオロギーにその形を変え、生き続けていた。このイデオロギーは、「仰

げば尊し我が師の恩……互いに睦し日ごろの恩 別るる後にもやよ忘るるな」という『仰

げば尊し』の歌詞に典型的に表現され、昔の教師が持っていた「報恩権力」を支えてい

た。 
 
 (13) 母性的支配 

内田樹氏は『下流志向』（P.213-215）で、次のように述べている。 
 
   木下恵介の『二十四の瞳』という映画があって、子どものころ見て大泣きして、「先

生ってすばらしいものだな」と感動して、……その映画を最近もう一度見直す機会が

あって、これはびっくりしました。……大石先生という人がひどい先生なのです。女

学校を出たばかりの若い先生で、教師としてはまったく無能で、教科書ぐらいは教え

ることはできるのですが、子どもに相談されてもろくに受け答えもできない。昭和の

初めのことですから、音楽学校に行きたいという生徒がいて、その子と一緒にお母さ

んにお願いに行くのですが、お母さんが「駄目です」と言ったら、子どもに「やっぱ

り、駄目だって」って言うだけ、でおしまい。貧しい家の子どもがどこかに奉公に出

されると言っても、「かわいそう」と言って、ただ泣くだけなのです。……それが理想

の先生のように描かれている。…… 
   でも、重要なのは、この「全然教師としての責任を果たせない先生」が戦前の日本

ではちゃんと教育者として機能していたという事実の方です。今だったら大学二年生

くらいの、まことに頼りない女の子に向かって、子どもたちは全身を委ねるようにぶ

つかってくる。それを大石先生は必死で受け止めようとする。受け止められないんで

すけれど、とにかく受け止めようとはする。それだけで教育はきちんと機能していた。 
  昔は先生が立派だったということを言う人がいますけれど、僕はそれは違うんじゃな

いかと思うんです。大石先生なんか、今の小学校に連れてきたら、たぶんあっという

間に学級崩壊してしまうほどに指導力のない先生です。でも、そんなか弱い女の子が
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理想の教師たりえた。そういう師弟関係の力学がちゃんと昭和のはじめまでは機能し

ていた。個人の力量の問題じゃなくて、制度としてきちんと機能していた。 
 
  大石先生は、子どもからの相談に応える能力はなかったが、①子どもに共感して、子

どもととに悩み、苦しみ、泣いた。また、②大石先生には子どもの思いを受け止める能

力はなかったが、必死で受け止めようと努力した。さらに、③昭和初期の農・漁村にお

いては、学力の高低は大きな問題ではなかったので、大石先生に子どもの学力を向上さ

せる能力がなくても、問題にはならなかった。この三つのことによって、「無能な教師」

が「理想の教師」のように思えたのであると、私は考える。これは、「制度」や「師弟関

係の力学」の問題ではなく、「個人の力量」、「マコト主義」というイデオロギー、社会的

背景の問題である。 
  「教師は、教師であることによって無条件に偉いのだから、尊敬せよ」というイデオ

ロギーがあっても、「今だったら大学二年生くらいの、まことに頼りない女の子」に権威

があると思うことなど無理である。したがって、権威によって子どもたちを服従させる

ことはできない。その代わりに、大石先生は、子どもに共感して、「子どもとともに悩み、

苦しみ、泣いてあげたという恩」を売ることで、子どもから「理想の教師だ」という承

認と「先生の言うことを聞く」という服従を返礼として買ったのである。 
「音楽学校に行きたいという生徒がいて、その子と一緒にお母さんにお願いに行くの

ですが、お母さんが「駄目です」と言ったら、子どもに「やっぱり、駄目だって」って

言うだけ、でおしまい。貧しい家の子どもがどこかに奉公に出されると言っても、「かわ

いそう」と言って、ただ泣くだけ」という行動は、部外者の立場から見れば無価値なも

のであるということになるが、当の子どもの立場から見れば精神的に価値の高いもので

ある。音楽学校に行かせてもらえない子どもや奉公に出される子どもは親からの承認を

得られていないと思い込んで、親に対する「承認欲求」が満たされず、精神的に苦しい

状況にある。大石先生はそのような子どもに共感することによって、「あなたの願いは正

しい」「あなたは価値ある存在です」という承認のメッセージを送っているのであり、そ

の承認のメッセージは、そのような子どもにとって価値の高い贈与なのである。その子

どもは承認という価値の高い贈与を受けて、大石先生に、「先生は理想の教師だ」だとい

う承認と、「先生の言うことを聞く」という服従を返礼として返しているのである。 
誰かから悩み事の相談を受けた場合の「適切な？」対応は、相手の言うことに「うん、

そのとおりだね」「その気持ち、分かる」などとひたすら同意し続けることである（女性

同士の付き合いでは、よく見られる光景である）。そうすると、相手は自分の価値を承認

してくれたと思い込んでくれて、好意を抱いてもらえる。相手に真剣にアドバイスしよ

うと思って、相手のいけないところなどを指摘したりすると、自分の価値を否定された

と誤解され、反感を抱かれてしまう（女性に嫌われる男性がよくとる行動である）。確証

バイアス（信念維持のバイアス）が、自分の信念に反するアドバイスを聞くことを妨げ
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るからである。児童・生徒の悩み事に対して同意し続けるしか能のない無能教師は児童・

生徒から好かれ、児童・生徒の悩み事に対して適切なアドバイスができる有能な教師は

児童・生徒から嫌われるという不条理なことが起こるのである。なお、私は、児童・生

徒に真剣なアドバイスをするなと言っているのではない。児童・生徒に嫌われることを

覚悟の上で、真剣なアドバイスをするのは立派なことだと思う。ただし、確証バイアス

を乗り越えて、真剣なアドバイスの価値を理解してくれる児童・生徒は少ないだろう。 
「(8)承認欲求の自己目的化による自己破壊」で述べたように、共同体の仲間からの承

認を得るために、自爆攻撃や売春までしたりする人がいる。共同体に依存して生きるこ

とを願う共同体主義者にとって、共同体の仲間からの承認はそれほどの価値があるので

ある。「随意的贈与交換」における贈与・返礼の価値は、贈与・返礼に使われた物の量、

市場価値や使われた労力で決まるのではなく、贈与・返礼に「あなたの価値を承認しま

す」というメッセージをどれだけ込められるかによって決まる。例えば、飢えて死にそ

うになっている時に、傲慢な金持ちが「ほら食えよ。クズ」と言って放り投げてきた食

べ物よりも、自分も苦しい生活をしている人が「少なくて申し訳ないんですが」と言っ

て手渡してくれた食べ物の方が価値が高いということである。 
「マコト主義」については、「第 13 回 日本の特殊性と教育」で詳しく説明するので、

ここでは、次の二つの文献を引用するに止める。 
金山宣夫氏は『国際感覚と日本人』で、日本人は「マコト主義」を信仰していると指

摘し、次のように述べている。 
 
マコトとは……人生や人間関係に対する誠実であり、役割に最善を尽くしてあたる

ということである。……一つの同じ利益を他人に提供するにしても、それを非互酬的

に、つまり返礼を期待せず、また反復的に提供すると信じられるに足る形をとる。そ

れによって、他人から承認、共感、尊敬を得ることができる……（P.24） 
動機において純粋で疑念を伴わず、いかなる困難や妨害があってもひたすら努力を

重ねるという心情である。（P.37） 
 
また、相良亨氏は『日本人の心』（P.97-98）で、次のように述べている。 
 
誠を重視する発想は、前に置かれた事、前にいる人に対して純粋で精一杯であるこ

とを求めるものである。……日本人は勤勉であるという。……勤勉には、おかれた状

況に純粋に精一杯かかわることをよしとする誠実のモラルが働いているのではあるま

いか。 
 
大石先生は「子どもとともに悩み、苦しみ、泣いてあげたという恩」を売ることによ

って、子どもから「理想の教師だ」という承認と「先生の言うことを聞く」という服従
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を返礼として買おうなどとは、つゆほどにも思っていなかったはずである。そのような

「下劣な」ことを考えなかったおかげで、「一つの同じ利益を他人に提供するにしても、

それを非互酬的に、つまり返礼を期待せず、また反復的に提供すると信じられるに足る

形」を自然にとることができ、子どもたちに「誠」の心を示すことができたのである。 
大石先生は、子どもたちが「全身を委ねるようにぶつかってくる」のに対して、「必死

で受け止めようと」した。これは、「前に置かれた事、前にいる人に対して純粋で精一杯

であること」を示すものである。 
つまり、大石先生は、「マコト主義」信仰者が理想とする行動をとっていたために、「マ

コト主義」を信仰する子どもたちから「理想の教師」とみなされ、「マコト主義」を信仰

す「共同体復古主義者」を感動させるのである。しかし、現在の日本では、子どもたち

に「マコト主義」は通用せず、内田樹氏が指摘しているように、大石先生のようなこと

をしていると、学級崩壊を招いてしまう。阿部好策氏は、柴田義松編『新・教育原理』「第

4 章 なぜ学習指導の転換が必要か」（P.79）で、次のように指摘している。 
 
教育的関係論には……検討事項がある。それはドラマや「まなざし」で強調される、

教師と子どもの情熱的な呼応関係である。指導技術も大切だが、これまでの教育はそ

れ以上に、教師の使命感、愛、真心が子どもの信頼感や向上意欲を呼び出すと考える

「愛と信頼の関係」を基調とした。このため、多くの教師が「熱心にがんばれば、い

つか子どもはわかってくれる」と教育的情熱を燃やしてきた。しかし、子どもはいま、

体罰教師はもとより、わかる授業に熱心でもシツコイ教師やツカレル教師にはソッポ

を向く。自作プリントで良い授業をしようとしても「プリントが 2 枚足りない！」と

いうだけで授業崩壊が起きたケースさえある。 
 
「愛と信頼の関係」は「マコト主義」の一種である。教師が「使命感、愛、真心」と

いう「誠」を尽くせば、子どもたちが「信頼感や向上意欲」という「誠」を返してくれ

ると信じていたのである。しかし、子どもたちは、「マコト主義」から、自分の感情に素

直に生きるべきだという「マゴコロ主義」へと、その信仰を変えつつあり、「誠」を押し

売りしてくる「シツコイ教師やツカレル教師」に「ソッポを向」き始めている。「マゴコ

ロ主義」に従えば、自分に不快感を与えてくる「シツコイ教師やツカレル教師」を相手

にする必要はないのである。なお、「マゴコロ主義」についても、「第 13 回 日本の特殊

性と教育」で詳しく説明する。 
『二十四の瞳』は、「相互承認的信頼関係」――共同体主義者が言うところの「絆」―

―の形成と「誠」に徹した教師の物語であり、だからこそ、「絆」と「誠」が大好きな日

本の「共同体復古主義者」は感動するのである。そして、「共同体復古主義者」は、この

「絆作り」に支配関係の形成が隠されていることに気づかないのである。大石先生本人

も気づいていないのであるが。『二十四の瞳』を見て、「ひどい先生」が「理想の先生の
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ように描かれている」と思ったとしたら、それは、あなたが個人主義者か、研究対象に

感情移入しないで分析できる研究者の資質を持った人だからである。 
大石先生の行動は、昔の日本における理想の母親像に似ている。山竹伸二氏は『「認め

られたい」の正体』（P.89）で、次のように述べている。 
 
乳児にとって、母親は自分の不快感をすべて排除し、常に欲求を満たそうとしてく

れる存在だ。授乳によって空腹を満たし、オムツを替え、優しくなでてくれる。その

ため乳児期から幼児期にかけての子どもは、自分は存在するだけでよろこばれている、

無条件に受け入れられ、愛されている、と感じるようになる。……子どもは……自己

に対する「無条件の承認」を実感する。 
 
  大石先生は、子どもたちの「不快感をすべて排除し、常に欲求を満た」すことには失

敗しているが、そうしようとする姿勢を示すことで、子どもたちに「無条件の承認を実

感」させている。 
  大石先生が行ったような見せかけだけの「無条件の承認」ではなく、他者を本当に無

条件に承認しようとすると、その他者と価値観が 100 パーセント一致している必要があ

る。しかし、「価値観が百パーセント共有できるのだとしたら、それはもはや他者ではあ

りません。自分そのものか、自分の＜分身＞か何かです。思っていることや感じている

ことが百パーセントぴったり一致していると思って向き合っているのは、相手ではなく

自分の作った幻想にすぎないのかもしれません」（菅野仁著『友だち幻想』P.128）。 
日本の共同体的な組織では、価値観が 100 パーセント一致しているという幻想は、組

織内での立場の弱い者が立場の強い者の価値観に自主的に合わせて行動するという自主

規制によって作られることが多い。「下位にたつ者が上位にたつ者に対して譲歩するのが

当然という権力構造の助けを借りることによって、相互のアジャストメントをスムーズ

に行わせる」（中根千枝著『適応の条件』P.140）のである。そうすると、組織内での立場

が強い者は、自分の価値観を立場の弱い者に強制する権力を持つことになるのかと言う

とそうではない。組織内で昇進していくシステムでは、立場が強い者も昔は立場が弱い

者であったので、立場が強かった者の価値観に自主的に合わせて行動していたのであり、

その結果、彼・彼女が持っているように組織の構成員に対して見せかけている価値観

（彼・彼女の組織内での行動原理）は本当の自分の価値観ではなく、昔、立場が強かっ

た者の価値観の受け売りであるということになる。組織内での立場が変わっても、組織

内での行動原理を変えることは困難なので、本当の自分の価値観を表に出すことはでき

ないのである。その行動原理に従うことによって昇進させてもらったのだから。このよ

うなことが代々続くと、組織の構成員の行動原理は一つの価値観（組織の創始者が持っ

ていた価値観である場合が多い）に基づくものに共通化され、組織の構成員は価値観を

100 パーセント共有しているから、組織は一体であるという幻想が生まれることになる。
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「その場の空気を読んで行動する」という日本的風習、つまり、過剰な同調行動がこの

幻想を補強する。このような組織では、構成員のほとんどが自分の価値観とは異なる行

動を強制されているという被害者意識を持つことになる。河合隼雄氏は『母性社会日本

の病理』（P.28）で、次のように述べている。 
 
タテ社会においては、下位のものは上位のものの意見に従わなければならない。し

かも、それは下位の構成員の個人的欲求や、合理的判断を抑える形でなされるので、

下位のものはそれを権力者による抑圧と取りがちである。ところが、上位のものは場

全体の平衡状態の維持という責任上、そのような決定を下していることが多く、彼自

身でさえ自分の欲求を抑えねばならぬことが多いのである。 
このためまことに奇妙なことであるが、日本では全員が被害者意識に苦しむことに

なる。下位のものは上位のものの権力による被害を嘆き、上位のものは、下位の若者

たちの自己中心性を嘆き、ともに被害者意識を強くするが、実のところは、日本では

すべてのものが場の力の被害者なのである。 
この非個性的な場が加害者であることに気がつかず、お互いが誰かを加害者に見立

てようと押しつけあいを演じているのが現状であると言えよう。 
 

  「場」とは、母性的な共同体のことであり、「場の力」とは、上述した組織の構成員の

行動原理を一つの価値観に基づくものに共通化するシステムが生み出す力である。「母性

の原理は「包含する」機能によって示される。……母性原理はその肯定的な面において

は、生み育てるものであり、否定的には、呑み込み、しがみつきして、死に至らしめる

面をもっている」（河合隼雄著『母性社会日本の病理』P.19-20）ように、このシステムは

組織の構成員を暖かく包み込んで育てるが（最近は構成員に冷たく、新人を育てようと

もしない組織が増えてきているが）、組織の構成員を家族的な一体感の中に呑み込むこと

によって無能化させ、組織もろとも死に至らしめる。 
日本の共同体的な組織では、組織の方針に疑問を持っている構成員が多いように思わ

れる。彼・彼女らは、「私の個人的な考えではこういうことはしたくないのですが、組織

の方針ですので」と言って、自分の意に沿わないことをする。私が彼・彼女らに「あな

たの考えの方が正しいのだがら、その考えを断固として主張し、その考えに従って行動

すべきだ」と言うと、彼・彼女らは「そんなことをすると組織人として失格だ」と答え

るか、押し黙る。日本の共同体的な組織は、組織の構成員のほとんどがおかしいと思っ

ていることが、組織の方針として実施されて、失敗し、その失敗を失敗と認めて反省し

ようとはせず、誰もその失敗の責任を取ろうとはしないという不思議な組織である。日

本の共同体的な組織では、改革と称するものが頻繁に行われるが、組織を伝統的に支配

している根本的な行動原理には手をつけることができないために、ほとんど効果のない

小手先だけの改革を繰り返し、改革のための作業で無駄に忙しくなっただけということ
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を飽きもせずに繰り返している。日本の共同体的な組織は馬鹿な優等生が支配する組織

であり、馬鹿な優等生が馬鹿な改革を繰り返して、無駄な仕事を作り出し、構成員を心

の病や過労死へと追い込んでいる。太田肇氏は『選別主義を超えて』（P.204）で、次のよ

うに述べている。 
 
私たちは、決められた枠のなかで物事を考える習慣がある。とくに「優等生」とい

われる人たちほど、その傾向が強い。おそらく、長年の受験勉強や模範的社員として

の振る舞いをとおして、与えられた条件の中で最適解を探る思考パターンが身につい

たのだろう。大企業や役所の幹部候補生を対象にしたセミナーなどで、私が強く感じ

るのは、彼らが決して既存の枠組みを疑わないことである。そして、その枠組みがう

まく機能しなくなったときには、枠組みを取り払うのではなく、より細かな枠組みを

用意しようとする。こうした思考方式によって、パーキンソンの法則どおり制度はま

すます複雑になっていくのである。 
 
私は、このような日本的な組織の在り方が日中戦争・太平洋戦争という惨劇を招き、

今また、日本を衰退への道にと歩ませていると考える。日本を衰退への道から救い出し

たければ、組織内で自分の考えを断固として主張し、その考えに従って行動すべきであ

る。皆がそういうことをすると、組織の秩序は崩壊し、組織がつぶれてしまうという意

見があると思うが、私は、日本を衰退に導いた組織などつぶれてしまった方が日本のた

めになると考える。日本的な組織の在り方を叩きつぶさない限り、日本は救われない。 
日本的な組織の在り方を叩きつぶすためには、日本人が精神的に大人になって、共同

体への依存から脱し、個人主義者になる必要がある。「第 12 回 暗黒の情報社会と教育」

で述べるように、これからの社会は、創造性が非常に重要になる社会であるが、協調性

の名の下に過剰な同調行動を強要する日本的な組織の中にいると、創造性は枯れ果てて

しまう。 
クライブ・ブロムホールは『幼児化するヒト』（P.270）で、幼児化された人類の中でも

モンゴロイドは最も極端に幼児化された人種であると指摘しているが、精神的幼児化と

いう面では、その指摘は正しいと思う。モンゴロイドの中でも、日本人が精神的に最も

幼児化しているのではないだろうか。精神的に極端に幼児化され、マザー・コンプレッ

クスならぬ「コミュニティ・コンプレックス」となった「共同体復古主義者」は、母親

の代わりに自分に「無条件の承認」を与えてくれる存在を求め、それは「古き良き日本

の共同体」であると信じようとしているのだと、私は考える。土井健郎氏は『「甘え」の

構造』（P.88-92）で、次のように述べている。 
 
   私はたまたま治療していたある患者の言葉にヒントを得て、それ以来、従来漠然と

日本精神とか 大和魂
やまとだましい

といわれたり、あるいはもっと具体的に 尊皇
そんのう

思想とか天皇制の
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イデオロギーといわれているものが、実は甘えのイデオロギーとして解し得ることに、

確信を持つに至ったのである。 
   ……彼は……ある日次のようにのべた。「人間、子どもの時は親にたよっていて、大

人になれば自分にたよって生きるようになる。……僕はその途中で 躓
つまづ

いたと思うので

す。たよりたいと思うけれど、誰もたよらしくてくれない。……母親に代わる人がい

ればよいと思っていました。何でも打ち明けることができて、僕を泳がしてくれる人。

……」……「自分を 輔弼
ほ ひ つ

してくれる人がほしい。対外的には僕が責任を持つのですが、 

しかし実際には僕に助言と承認を与えてくれる人です。」……彼はかつては天皇につい

てだけ使われた 輔弼
ほ ひ つ

という言葉を自分にあてはめることによって、自分の内的欲求を

表現するとともに、同時に天皇の地位の心理的意味についても解明しているというこ

とができる…… 

   天皇は、諸事万般……周囲の者が責任を以て 万遺漏
ば ん い ろ う

なきよう取りしきることを期待

できる身分である。したがって天皇はある意味では周囲に全く依存しているが、しか

し身分上は周囲の者こそが天皇に従属している。依存度からすれば天皇はまさに赤ん

坊と同じ状態にありながら、身分からすれば日本最高であるということは、日本にお

いて幼児的依存が尊重されていることを示す証拠とはいえないであろうか。天皇に限

らず日本の社会ですべて上に立つ者は、周囲からいわば盛り立てられなければならな

いという事実が存するが、これも同じような原則を暗示するものである。…… 

   ともすれば閉鎖的なサークルに分割し易い日本の社会では、天皇の 赤子
せ き し

ということ

以外に万人を包摂
ほうせつ

するために適切で効果的な理念は存しなかった考えられるのである。 
   これを要するに、日本人は甘えを理想化し、甘えの支配する世界を以て真に人間的

な世界と考えたのであり、それを制度化したものこそ天皇制であったということがで

きる。したがってまた明治以降やかましくなった国体 護持
ご じ

の論議は……以上のべたご

とき日本人の世界観を、外からの圧力に抗して保全したいという意図によって裏打ち

されていたと見なければなるまい。さらに先の大東亜戦争は、まさにかかる世界観を

国外にまで及ぼそうという大義名分によって戦われたのである。 
 
  私は、「共同体復古主義」を一言で表すと「私も天皇のような立場に立ちたい」という

思想であり、個人主義を一言で表すと「私は天皇のような立場などには立ちたくない」

という思想であると考える。「天皇のような立場に立ちたい」というのは、「天皇になり

たい」ということではなく、「諸事万般……周囲の者が責任を以て万遺漏なきよう取りし

きることを期待できる身分……周囲に全く依存しているが、しかし身分上は周囲の者こ

そが……従属している。……まさに赤ん坊と同じ状態」にある立場に立ちたいというこ

とである。「乳児にとって、母親は自分の不快感をすべて排除し、常に欲求を満たそうと

してくれる存在」（山竹伸二著『「認められたい」の正体』（P.89））なので、赤ん坊は母親

が「責任を以て万遺漏なきよう取りしきることを期待できる身分」にあるということが
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できる。母親が赤ん坊の欲求を満たそうと行動している姿は、見方によって、母親が赤

ん坊に従属しているとも言える。 
  「天皇のような立場」に立つためには、「責任を以て万遺漏なきよう取りしきってくれ

る周囲の者」が必要なので、全員が天皇のような立場に立つことはできないように思え

るが、近代化前の社会では、全員が天皇のような立場に立つ方法があった。それは、自

分が属すると共同体の伝統記慣習と互酬性に基づく相互扶助を「責任を以て万遺漏なき

よう取りしきってくれる周囲の者」にするという方法である。閉ざされた共同体の中で

皆が変化のない生活を送っているという状態では、その共同体の昔からの慣習に従って

生きていれば、共同体内ではほとんど何の問題を起こらず、万遺漏ないということにな

る（実際には、自然災害、伝染病、他の共同体からの攻撃などの問題があったが）。共同

体の慣習が「責任を以て万遺漏なきよう取りしきってくれる」のである。互酬性に基づ

く相互扶助では、「天皇のような立場」と「責任を以て万遺漏なきよう取りしきってくれ

る周囲の者の立場」に交互に立たなければならないという問題があるが、相互扶助にお

いて「責任を以て万遺漏なきよう取りしきる方法」は慣習によって決まっているので、

自分の頭を使う必要はない。要するに、昔の共同体の構成員は、自分で情報を集め、そ

の情報に基づいて自分で考えて判断し、その判断に基づいて行動し、その行動の結果に

責任を持つという「大人の生き方」をする必要がなく、自分では情報を集めず、自分で

は考えず、自分では判断せずに、共同体の慣習に基づいて行動し、その行動の結果には

責任を負わないという「幼児の生き方」をすることができたのである。つまり、昔の共

同体――「共同体復古主義」がいうところの「古き良き日本の共同体」――は幼稚園や

保育所のようなものであり、「共同体復古主義」の願いは、幼稚園・保育所という「甘え

の支配する世界」の中で幼児のように生きることである。 
「幼稚園化した共同体」にとっての最大の脅威は、慣習を異にする共同体である。慣

習を異にする共同体やその共同体の構成員と付き合う際には、何も考えずに自分が属す

る共同体の慣習に基づいて行動するという「幼児の生き方」を貫くことができず、自分

で情報を集め（相手の共同体の慣習を調べるなど）、その情報に基づいて自分で考えて判

断し、その判断に基づいて行動し、その行動の結果に責任を持つという「大人の生き方」

をすることを迫られるからである。「大人の生き方」を迫られることから逃れるためには、

共同体を閉ざして他の共同体と付き合うことを止めるか、自分たちの共同体の慣習を他

の共同体に押しつけることによって、慣習を共通化するしかない。江戸時代の日本は前

者の方針をとって日本を海外に対して閉ざしたばかりでなく、藩毎や身分毎に閉ざされ

た社会であった。明治、大正、敗戦までの昭和時代の日本は後者の方針をとり、天皇の

権威を利用することによって、江戸時代の武家の慣習（イエ社会の慣習）を「醇風
じゅんぷう

美俗
び ぞ く

」

（人情に厚く美しい風習）であると決めつけて、修身教育などによって、その慣習を日

本国民全員に押しつけようとしたばかりが、植民地支配した国々の人々にまで押しつけ

ようとした。日中戦争・太平洋戦争期に海外侵略を正当化するために日本が用いたスロ
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ーガンである「八紘
はっこう

一宇
い ち う

」は世界を一つの家にするという意味であるが、その真の意味

は世界を一つの幼稚園にするということであると、私は考える。世界中の人々が、精神

的に幼児化して、唯一の「幼稚園化した共同体」に依存するようになり、その「幼稚園

化した共同体」の唯一の「醇風美俗」に従って行動することによって、みんなで仲良く

暮らしていける世界、それが、戦前の日本の支配層が理想とした世界であり、現在の「共

同体復古主義者」が理想とする世界である。そして、「幼稚園化した共同体」は、「皆が

仲良くして助け合う学級が理想の学級だ」と考える教育関係者が理想とする世界でもあ

る。なお、みんなで仲良く暮らしていける世界というのは理念の問題であって、現実に

は植民地支配した国々の人々を弾圧し、搾取した。そもそも、「幼稚園化した共同体」は、

そこでの支配的な慣習になじめない者や、自分の頭で物事を考えて主体的に行動しよう

とする者にとっては抑圧的なものである。 
「諸事万般……周囲の者が責任を以て万遺漏なきよう取りしきることを期待できる身

分」というのは、周囲の者が取りしきってくれているとおりに行動することに疑問を抱

かなければ、気楽な身分であるが、周囲の者が取りしきってくれているとおりに行動す

ることに疑問を抱くようになると、主体的に行動する自由を奪われた身分であることに

気づく。周囲の者は、天皇に従属しているというポーズをとり、天皇を奉るが、実は、

自分たちが取りしきったとおりに天皇を動かすという点において、天皇を支配している

のである。このような支配方法を「母性的支配」と呼ぶことにする。母親は、子どもの

面倒を見ることによって子どもに奉仕しているというポーズをとるが、実は、子どもの

面倒を見る過程で子どもの行動を自分が望む型にはめ込むことによって、子どもを支配

しているのである。「幼稚園化した共同体」＝「母性的な共同体」は、共同体の構成員を

暖かく包み込み世話するというポーズをとるが、実は、構成員の行動を慣習という型に

はめ込むことによって、構成員を支配しているのである。誰かに依存する、誰かに世話

されるということは、その人に支配されるということなのである。本当の意味で自由に

生きたければ、「あるがままのむきだしの自己や他者を見つづけ」「自分と他人は異なっ

ているということの深さは、何によっても埋めがたい」（菅野覚明著『武士道の逆襲』

P.227・226）ということを理解し、「他人によらず、たよらず、自らによってのみ立ち、

行動する」「他人がいかに評価するとしても、自らは自らの生き方を信じて死ぬ。しかし、

他者の存在を認める」（相良亨著『日本人の心』P.58・64）という厳しい覚悟が必要であ

る。「(7)承認欲求」で述べたように、誰かから自分の価値を承認されたいという欲求を持

つと、その人によって支配されてしまうので、本当の意味で自由になるためには「承認

欲求」を捨て去らなければならないのである。このような厳しい生き方が「大人の生き

方」である。 
主体的に行動する自由を求める個人主義者には他人から言われたとおりに行動するこ

とに反発する傾向があるので、自分は、周囲の者、母親、母性的な共同体によって世話

されることによって支配されているのだということに気づく。だから、個人主義者は「私
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は天皇のような立場などには立ちたくない」と思い、誰にも依存しない自立した生き方

を望むのである。 
 
６．集団・組織の歴史 

(1) バンド － 原共同体 

  人類が最初に作った集団は、狩猟採取生活を送っていた時代の「バンド（band）」（ホ

ルド（horde）とも呼ばれる）と呼ばれる小集団である。「バンド」は血縁・姻戚関係を

基盤にして作られた小規模（百数十人以下）の集団で、「バンド」の構成員は互いに顔見

知りであった。「バンド」の構成員は基本的に平等であり、「バンド」の運営方針は年長

者が主導する話し合いによって決められていた。「バンド」の構成員は、共同して、狩猟

採取活動を行い、その成果物を平等に分配することによって、「バンド」内で閉鎖的に自

給自足の生活を送り、また、共同して、野獣や他の「バンド」の襲撃などから身を守っ

ていた。「バンド」同士の関係についてはよく分からないが、姻戚関係を結んでいる「バ

ンド」以外の「バンド」の構構成員に対しては、恐怖に基づく敵意を抱いていたと思わ

れる。間庭充幸氏は『日本的集団の社会学』（P.198）で、「日本の社会は、自分の所属集

団の運命にしか関心をもたない――他の集団とのコミュニケーションを拒否する――人

びとからなる閉鎖的集団の集合体の感がある」と指摘しているが、「バンド」同士の関係

もそのようなものだったのだろう。 

  「バンド」のように、①血縁・姻戚関係を基盤にしていること、②構成員同士が顔見

知りであり、対面的コミュニケーションが行われていること、③階層的な組織構造を持

たず、構成員は平等で、民主的な話し合いにより物事が決定されていること、④生産・

消費・防衛を共同して行い、閉鎖的に自給自足の生活を送っていること、⑤その結果、

構成員の生活が共同体内で完結し、共同体へ全面的に依存していること、という要件を

満たす共同体を、「原共同体」と呼ぶことにする。 

私は、人類は「原共同体」の中で長年生きてきたために、人間には「原共同体」の中

で生きたいと願う本能があると考える。この本能は、①共同体の構成員は平等であるべ

きだという平等主義、②共同体は民主的に運営されるべきだという民主主義、③共同体

への依存的な愛着心（運命共同体意識）、④共同体の他者から承認されたいと願う欲求（承

認欲求）に分けられる。フランス・ドゥ・ヴァールは『共感の時代へ 動物行動学が教

えてくれること』で、次のように指摘している。 
 
現代の平等主義者には、狩猟採取民から農耕民までさまざまな人がいるが、やはり

同じ傾向がある。分かち合いを重視し、富や権力の有無による差別を抑え込む。支配

者気取りの者が自分は周囲の人に命令できるのだと思い込んでいれば、その考えがど

れほど滑稽かあからさまに指摘される。……部族社会がいかに階級差をならすのかに

関心を寄せる……クリストファー・ベームは、リーダーが威張り散らしたり、自己権
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力を拡大したり、富の再配分を怠ったり、部外者を自分の都合良く利用したりすれば、

尊敬や支持をたちまち失うことを発見した。……私たちの祖先が小規模な社会で暮ら

していた頃は、社会的階級は流行らなかったかもしれないものの、農業開始以後、人

間が定住して富を蓄積するようになると……復活した。だが、こうした縦の序列を覆

そうとする傾向は私たちの中に相変わらず残っている。人間は生まれながらにして革

命家なのだ。（P.228） 
狩猟採取生活者の平等主義は、その長い歴史を物語っている。……公平さの歴史は

古いが、それを、フランス啓蒙思想の頃の賢人たちが考案した、近代を起源とする高

貴な行動規範と見なす人たちからは、正しく理解されていない、……民主主義はギリ

シア人の発明であると言うようなものだ。文字を持たない多くの部族の長老たちは、

何か重要な決定を下すときには、あらかじめ何時間も、ときには何日も、部族全員の

意見を聴く。彼らは民主的ではないのだろうか？ （P.261） 
 

  農耕・牧畜を開始してから、近代化・産業化するまでの間、人類は身分制・君主制に

よる社会を作ってきたのだから、人間には平等主義、民主主義の本能があるという主張

は馬鹿げているという批判があると思うが、この批判に対する反論は「(9)階層的共同体

結社 － 身分制」で行う。 

平等主義、民主主義の本能は「妬み」の感情によって支えられている。ディラン・エ

ヴァンズは『一冊でわかる 感情』（P.60-61）で、次のように述べている。 
 
   妬みは、私たちの公正感において、そして、より公平な社会を築くことに私たちを

動機づけることにおいて、決定的に重要であるかも知れない……「妬みは民主主義の

礎である」とバートランド・ラッセルは書いている。妬みは、まさにそうした機能を

果たすべく進化してきたと考えるのは理に適っている。私たちの祖先が狩猟採取民と

して小さな群れをなして生活していた、人間の進化の道筋の大部分において、それは、

行き過ぎた不平等を防ぐことにおいてきわめて大切な役割を果たしてきたのである。 
 
 私には、不平等な社会、非民主主義的な社会を肯定する人間ほど、妬みを非道徳的な

感情であると決めつけ、妬みを抱かないようにすべきであると主張する傾向があるよう

に思える。それは、自分が財力、権力等において優位な立場にいることを正当化するた

めであろう。「私に対して妬み抱くな」と言っているのである。 

 
(2) 農業の開始による年長者の優位の確立 

  人類が農業を始めてから、共同体内では年長者が優位な立場に立つようになった。山

内昶氏は「親族から王へ」で、次のように述べている。 
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   遅延収益システムでは、各生産細胞が収穫した農産物を一旦村落の倉庫にプールし、

必要に応じて管理者である長老の手によって再分配……される仕組みの長老制……が

発生しやすい。耕地、種子、農耕技術や知識は先祖が……励んできた過去労働の蓄積

の賜物であり、この先行世代からの恩恵的贈与に対して年少者は負い目を負い、その

負債を相互性に基づいて返済しなければならないからである。年長者は逆にこの債権

を梃子として土地の区割りを決定したり、若年労働力をコントロールしたり、プール

された一部の備蓄を諸々の名目で私的に流用して残余を再分配する権利を保有するこ

とになる。……後行者が現に生き暮らしてゆけるのも先行者が与えてくれた贈与のお

陰だから、この返済しきれない負債のために若年層は長老層に頭が上がらず、不満が

あっても口にしてはならず、従順にその統制に服さなければならない。……しかし…

…年長者と年少者は階級区分ではなく、単なる年齢によるランク区分にすぎず、従っ

て年少者も……順送りに年長者になるのだから、剰余労働の収奪でも搾取でもなかっ

た。それどころか、進上された共同寄託物を私的に横領し、再分配の水路を介して気

前よく下方に逆流させない利己的な長老は、誰も自分の言葉に耳を傾けてくれず、人々

の信頼と支持を失ない、時には「皆が平等であるべきだ」という理由から殺されるこ

とさえあった。 

 

  人類が狩猟採取生活をおくっていた時代の生産・消費形態は、狩ってきた動物や採取

した植物を直ぐに食べるというような「即時収益システム」であったが、農業が始まる

と、田畑を作り、そこで農作物を長い時間をかけて育てることによってストックした食

糧を計画的に食べていくというような「遅延収益システム」に変わった。「遅延収益シス

テム」では、共同体の先人・年長者が開墾しれくれた畑に、先人・年長者がとっておい

てくれた種子をまき、先人・年長者が作ってくれた道具を使って、先人・年長者から学

んだ技術を用いて育てるというように、若年者は先人・年長者から様々な贈与を受けて

生活している。互酬性（互恵性）にしたがえば、若年者は先人・年長者に対して返礼し

なければならないことになり、その返礼として、祖先崇拝と年長者への服従が行われる

ようになり、農業を営む共同体内では年長者が優位となる。 
  日本では、このような農業共同体内での年長者優位の意識は、「能力平等観」・「努力主

義」（「第 8 回 能力の個人差 2. 能力平等観と努力主義」参照）と結びついて、「イエ（家）」

への所属期間が長いほど、「イエ」の存続への貢献量が大きくなるので、所属期間が長い

者ほど優遇されるべきであるという年功序列のイデオロギーとして現れている。日本の

企業や学校の運動部・体育会において、年功序列や先輩・後輩関係が強固なのは、日本

の企業や運動部・体育会が「イエ」的な共同体だからである。成果主義は一時点だけで

の集団・組織への貢献量を見るが、年功序列は集団・組織への累積的な貢献量とその累

積的な貢献から若手が受けている利益を見ようとするのである。 
  年功序列には、集団・組織内での知識・技能の伝達をスムーズにさせる働きがある。
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平山朝治氏は『イエ社会と個人主義』（P.209）で、次のように述べている。 
 
   年功序列の下ではある程度年齢の離れた後輩が先輩を追い越して出世することはな

いため、先輩は自分の知識・技能を後輩に教えてその能力の向上を助けても、自分の

不利益とはならず、むしろ有能な後輩に恩を着せ、自分の戦力として活用できるよう

になるので、知識・技能の先輩から後輩への継承がスムーズに行われるようになる。

逆に年功序列を全く無視した能力主義の人事を行うと、有能な後輩は自分のライバル

となるので、知識・技能を後輩に盗まれないように先輩は警戒を怠らなくなってしま

う。年功序列は、企業内 OJT による知識・技能の教授の師弟関係を、昇進において弟

子が師に追いつき、追い越すことがないことを保証することによって円滑化するため

の制度である。 
 

  年功序列が、集団・組織内での知識・技能の伝達をスムーズにさせる働きをするのは、

業務に必要な知識・技能が明文化・理論体系化されておらず、暗黙知（ある活動を行う

際に脳内で働いているが明示的に意識化されていない手続き的知識、潜在記憶）として、

従業員の頭の中にだけある（あるいは、体に染みついている）ため、知識・技能を習得

するためには、後輩が先輩の弟子になって、先輩の仕事の仕方を見て、まねをする以外

に方法がない場合である。業務に必要な知識・技能が完全に明文化・理論体系化される

と、業務マニュアル等を読むことによって知識・技能を習得できるようになるので、先

輩の弟子になって知識・技能を習得する必要がなくなり、年功序列が知識・技能の伝達

をスムーズにさせる働きは失われる。ただし、業務に必要な知識・技能が完全に明文化・

理論体系化することや、誰が読んでも理解できる業務マニュアルを作ることは極めて困

難なことなので、業務マニュアル等にあいまいな部分や理解困難な部分が残っている限

り、先輩の後輩に対する優位は失われない。 

  学校で教えられる知識・技能は明文化・理論体系化されてはいるが、完全とは言いが

たいものであり、また、誰が読んでも分かるような教科書・参考書等はどこにも存在し

ない。この不完全さが、教師の生徒に対する優位性を生みだしている。教科書・参考書

等を読むだけでは理解できないから、教師に頼らざるを得なくなり、教師が権威を持つ

のである。したがって、教科書・参考書等を読むだけで理解できる能力を持った生徒に

とっては、教師は権威なき者どころか、不要な存在である。 

 

 (3) 「眼の効用」と祖先崇拝 

進化心理学は、人間の心の基本的なあり方は、人類が狩猟採取生活を送っていた時代

に形成されたものであり、人類が農耕牧畜を始めてから、人間の生活環境は大きく変化

したが、この変化に適した進化をするのに要する時間はまだ経過していないので、現在

も、人類は狩猟採取生活に適した心を持ったまま生きていると指摘している。狩猟採取
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生活に適した心を持っているということは、ほとんどの男性は狩猟をすることを好み、

ほとんどの女性は採取（自生している果実、芋、草などの採取）をすることを好むとい

うことなので、人類が狩猟生活を送っていた時代には、狩猟採取という労働を強制する

手段は必要とされなかった。労働というような概念はなく、仕事と遊びの区別がなかっ

たと言った方が正確かもしれない。また、狩猟採取では、短時間の労働で必要な食糧を

確保することができる。これに対して、農耕牧畜は人間の本性に反する労働であり、好

んで農耕牧畜をしようとする人は少なく、仕事をさぼろうとする人が出てくる。また、

食糧確保には長時間の計画的な労働が必要とされる。そのため、農耕牧畜生活では、労

働を強制する手段が必要になってくる。このようなことを書くと、家庭菜園を趣味にし

ている人がいるように、農耕牧畜を楽しいと感じ、強制されなくても、する人も多いの

ではないかという批判があると思うが、そのような批判をする人は、農業機械、化学肥

料、農薬等が整っている現代とそのようなものが全くなかった時代とでは、労働の質・

量が全く異なるということを忘れている。 
農耕牧畜が始まった時に、労働を強制する手段として利用されたのは、祖先崇拝であ

る。ニコラス・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.145-146）で、次のように述べてい

る。 
 
最初の定住社会であるパレスチナのナトゥフ文化は１万 5000 年前に始まり、……1

万年前までに、……異様な死者崇拝が発生していた。死者から頭部を切り離し、体の

方は埋葬して、頭は家に保存しているのだ。切り離した頭部に石膏を塗り、貝殻を目

として埋め込み、新しい顔を作っていた。……この祖先崇拝は、人々（全ての子孫）

を社会の利益のために共同で働かせることを目的としていたのだろう。このころは農

業が始まったばかりで、農業には狩猟採取とはまったく異なる共同作業が必要だった。 
 
「異様な死者崇拝」は「眼の効用」を利用している。金井良太氏は『脳に刻まれたモ

ラルの起源』（P.78-79）で、次のように述べている。 
 
人間の脳は、眼や顔といった社会的な視覚刺激に敏感にできている。そのため、本

物の他人の目が存在しないにもかかわらず、個人に他人の評判を気にするような行動

を促すことができる。……ベイトソン博士たちの行なった実験は、眼の写真を壁に貼

っておくだけで、実際に人間を正直者にすることができることを示した。この実験の

行われたニューキャッスル大学では、コーヒーや紅茶を飲んだら自主的に「正直箱」

という箱に指定された金額を寄付する制度になっていた。実験者がこっそり、コーヒ

ーや紅茶の台の前に「眼の絵」が描いてあるポスターと「花の絵」のポスターを毎週

貼り替えて、それぞれの週ごとに自主的に払ったお金の量を調査した。……この実験

では、眼の写真が貼られていた週では、より多くの正直箱への寄付が行われていると
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いうことがわかった。……もちろん、眼の写真が貼られていたからといって、本当に

誰かに見られているわけではないということは、わかっているはずである。それにも

かかわらず、眼という視覚刺激を与えられることで、他人の眼というものを感じ取っ

て、無意識のうちに行動に影響が出てしまうのである。 
 
この実験結果からすると、学校で児童・生徒に校則を守らせるには、教員や親などの

顔写真をあちこちに貼っておくと良いということになる。いじめも減らせるかもしれな

い。ただし、教員や親が児童・生徒から馬鹿にされている場合には効果はないだろう。「こ

の学校で昔いじめられて自殺した子どもがいて、その子どもの幽霊がいじめっ子に取り

憑いて復讐しようとする」という話をでっち上げ、その子どもの「慰霊祭と称するもの」

を毎年開催して、「いじめっ子の中には事故で大けがした人や難病におかされた人が何人

もいる」というようなでたらめな話をした方が効果があるかもしれない。「そんなバカな」

と言っているような子どもでも、無意識のうちにその話に影響されて、誰かをいじめよ

うとすると何となく気持ちが悪くなって、いじめを思い止まるようになる。昔から日本

では、そのような嘘八百で子どもに言うことを聞かせたきたのである。 
「眼の効用」は「祖先や幽霊の眼」（があると信じること）であっても働く。ブルース・

M・フードは『スーパーセンス』（P.342-343）で、次のように述べている。 
 
こんな例がある。コンピュータを使った試験を受けていた学生たちは、その気にな

ればカンニングできることに気付いた。コンピュータが“誤って”時々正解を表示す

るのだ。実は、……実験者たちが、そうなるようにわざとプログラムしておいたので

ある。一部の学生たちに暗示を与えるため、アシスタントが何気なく、この試験場に

は以前ここで死んだ学生が取り憑いているそうだという話をした。結果、幽霊話を聞

かされた学生のほうがカンニングは少なかった。……罪の意識の一部は、ルールを破

ったことがばれたら社会から非難されることになると信じる気持ちから生まれる。死

んだ学生が試験場に取り憑いているかもしれないと信じた学生たちは、幽霊相手だろ

うとばれるのが怖くてカンニングを手控えたのだ。…… 
幽霊や霊魂を信じるようになるのは、見られていると思うと正しいことをするよう

に設計されたメカニズムではないかと、……ジェシー・ベーリングは考えている。…

…他人に見られているという意識によって容易に罪悪感がかき立てられるとすれば、

皆、集団に利すべく行動するようになる可能性が高い。幽霊話を聞かされた学生たち

がカンニングを控えたのと同じ理屈で、ご先祖様に見られていると思うと、社会のル

ールや規範によくしたがうようになる。集団にとって都合のよい人間であろうとする

こうした考え方が、世代から世代へ受け継がれていくのだろう。 
 
「異様な死者崇拝」に類したものが、古代社会では広く行われていた可能性がある。
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例えば、仏壇に置かれる位牌の起源は死者の頭蓋骨である。中村圭志氏は『信じない人

のための＜宗教＞講義』で、次のように述べている。 
 
位牌の起源を調べてみると、……死んだ人の頭蓋骨を遺族がかぶって憑依しながら

お祀りする。この頭蓋骨が仮面を経て木片となった（ここまでは古代中国の話）。この

板が日本化したのが位牌なんだそうです。 
 
昔の日本では、仏壇の前で親が子どもに説教するということが行われていたが、この

意味するところは、「ご先祖様の霊魂が宿った頭蓋骨がお前のことを監視しているぞ。ま

じめにやれ」ということなのである。木片ではなく、本物の頭蓋骨を置いておいた方が、

さらには、頭蓋骨をかぶって説教した方が効果があるだろう。 
「眼の効用」は赤の他人の眼であっても働くが、「承認欲求」の対象の眼であれば、よ

り強く働く。特に日本人には、「旅の恥はかき捨て」ということわざが示しているように、

共同体の仲間の眼は非常に気にするが、赤の他人の眼はほとんど気にしない傾向がある。 
「祖先の眼」が非常に気になるのは、①祖先の霊魂が自分たちを守ってくれていると

いう信仰から祖先が依存対象になり、祖先に対する「承認欲求」が生じることと、②農

耕地や農耕技術は祖先が与えたくれたものだから、祖先に返礼しなければならないとい

う互酬性（互恵性）があると考えるからである。例えば、祖先が開墾してくれた農耕地

をまじめに働いて守っていくことが祖先に対する返礼になるので、怠けているところを

祖先に見られると強い恥辱感や罪悪感を抱くのである。 
死者の頭部や頭蓋骨を「監視の眼」として飾っておくことによって、「ご先祖様にいつ

も監視されている。集団の慣習に反したことをすると、ご先祖様に恥ずかしい」と思わ

せる段階から、目に見えない「監視の眼」の存在、つまり、霊魂による監視の存在を信

じさせることができるようになると、権威者・監視者である「父なる神」への信仰が生

まれる。「父なる神」は、世界の全てを見通す力を持つとされ、「神様にいつも監視され

ている。神様が定めた戒律に反したことをすると、神様に罰せられる」と思うようにな

る。さらに、「監視の眼」が内面化されると、フロイトの精神分析学に言うところの超自

我、あるいは、道徳意識になり、「自分の心の眼」で自分の行動を監視するようになる。 
 

(4) 戦争の激化による男性優位の確立 
  先述したように、クライブ・ブロムホールは、牧畜や農耕によって男性が生存の鍵を

握れるようになったことが男性優位を生みだしたと指摘しているが、それは間違いであ

る。ランドル・コリンズは『脱常識の社会学』（P.74-75）で次のように述べている。 
 
原始的な農耕（または栽培）を行う部族社会……では、女性の役割がたいへん重要

である場合が多い。これらの部族の多くは、（子どもが名前と財産を母方から継承する）
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母系制、あるいは（夫が少なくともある期間、妻の家で妻の家族とともに暮らす）妻

方居住制をとる。女性はまた、経済において中心的な役割を果たす。織物や陶器づく

りのような手仕事だけでなく、農作業の大半も女性が行なう。こうして、富の大部分

が女性によって生産される。……女性は宗教儀式においても重要な役割を演じる。…

…とはいえ男性も、これらの社会において必ずしも従属的な地位にあるわけではなく、

とりわけ政治と戦争において重要な役割を演じている。 
 
男性優位を生み出したのは、共同体間・部族間・国家間での戦争の激化である。男性

の方が女性よりも戦闘力が高く、戦争の際に女性は男性に守ってもらう必要があったか

ら、男性優位となったのである。ニコライ・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.278-279）
で、次のように述べている。 

 
ボウルズは、激しい戦闘の時代は、気候変動が大きかった更新世の氷河期の終わり

ごろに始まったと推測する。2 万年前から 1 万 5000 年前まで続いた最終氷期最盛期の

あいだ、氷河がヨーロッパと東アジアを覆い、人の住める土地が少なくなったので、

人類の集団は互いに生存をかけて戦ったのだろう。 
   

人類が、狩猟採取生活を送っていた時代から、戦争を頻繁に行っていたのかどうかと

いう問題については、見解が分かれている。狩猟採取民は、その日にとってきたものを

その日のうちに食べるという生活をしており、財産をほとんど持っていないので、他集

団を襲っても奪うべきものがほとんどない。狩猟採取のための縄張りを奪い合うという

事態が考えられなくもないが、そのような事態が生じるのは、気候の悪化などにより、

食糧を豊富に得られる場所が限定された場合だけであろう。「最終氷期最盛期」にそのよ

うな事態が起こって、「人類の集団は互いに生存をかけて戦」うようになり、一時的に男

性優位となったのである。 
狩猟採取民は一カ所に定住せず、移動することが多いで、他の集団の縄張りを奪うこ

とを考える前に、他の集団と競合しない場所に移動することを考えたはずである。人類

はアフリカで誕生した後、世界各地へとその生息域を拡げていったが、それは、人口の

増大によって、集団が分裂し、新しくできた集団が、既存の集団と縄張りが競合しない

場所へと移動していったことによると考えられる。人類が、他集団を襲って奪う価値の

ある財産（農地、灌漑設備、穀物、家畜など）を持つようになったのは、農耕・牧畜を

始めてからである。 
農耕・牧畜を開始して、しばらくの間は、食糧生産力の増大によって食糧資源を奪い

合う戦争の必要性が低下したことと、女性の経済力が強くなったことによって、男性優

位が弱まったが、その後の人口増加によって、再び食糧不足が起こり、農地、家畜など

を奪い合う戦争が頻繁に起こるようになって、男性優位が復活したと考えられる。 
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要するに、「戦って手に入れるべき何かがあり、戦う以外に手だてがないときにしか、

戦争はあまり起きない。ほかに選択肢がないのでなければ、戦いを頻繁にしたり長く続

けたりして資源を浪費するのは、進化論的に筋が通らないのである」（スペンサー・ウェ

ルズ著『パンドラの種』P.154）。 
人類が、狩猟採取生活を送っていた時代から、戦争を頻繁に行っていたならば、人間

（特に男性）は、戦争で人を殺すことに喜びを感じるような本能を身につけていたはず

であるが、そのような本能を持っているのは、一部の精神病質者（サイコパス）だけで

ある。フランス・ドゥ・ヴァールは『共感の時代へ 動物行動学が教えてくれること』

で、次のように述べている。 
 
精神病質者は、……他者が何を望み、何を必要としているかや、彼らの弱点が何か

は理解できるが、自分の行動が彼らにどんな影響を与えるかはまったく気にしない。

……正常な子供が弟や妹を泣かせたら、相手の苦しみや悲しみに気を揉む。これは結

果的に嫌悪の条件付けとなり、子供は他者を苦しめたり叩いたりしてはいけないこと

を学ぶ。……これとは対照的に、幼い精神病質者はこの感受性なしで人生のスタート

を切る。……精神病質者が学べることと言えば、他者を痛めつければ利益が生じると

いうことぐらいのようだ。……やがて、どんな痛みを引き起こすかなど微塵も気にか

けることなく他者を操ったり脅したりする行動に行き着く。……権力を手にすると（実

際、権謀術数に長けているから、しばしば権力を手にする）、真理や道徳を蔑んでいる

ので、他者を操り、自分の邪悪な計画を実行させることができる。（P.297-298） 

参考になったのが、……デイブ・グロスマン中佐の『戦争における「人殺し」の心

理学』だ。……彼のデータはじつに意外なことを教えてくれる。……第二次大戦中、

アメリカ合衆国軍兵士の五人に一人しか実際に敵に向けて発砲していない。……ヴェ

トナム戦争中、敵を一人殺すのにアメリカ合衆国軍兵士は五万発以上の銃弾を撃って

いた計算になるという。……ニューギニアの……の部族の男たちは……戦争に行くと

きには矢から矢羽根を取り去り、真っ直ぐ飛ばなくする。……もちろん、敵も同じよ

うにしただろうことを知っている。……戦争は的をはずす集団的な陰謀であり、無能

を装う計略であり、ほんとうに敵対的な衝突をする代わりにポーズをとるだけのゲー

ムであることが多い。……男性のごく一部（１、２パーセントだろうか）が戦争中の

殺人の大半を行なう。彼らは、先述の、他者の苦しみを感じない人間のカテゴリーに

入るのかもしれない。ほとんどの兵士は強烈な嫌悪感を覚えると言っている。敵兵の

死体を見ると嘔吐し、その記憶にいつまでもつきまとわれることになる。……南北戦

争の北軍の将軍……ウィリアム・シャーマンは戦争について何一つ良いことを言って

いない。 

 

……血を、復讐を、破壊を、と声高に求めるのは、銃を撃ったことも、傷ついた
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者たちの悲鳴やうめきを聞いたこともない者だけだ。…… （P.306-309） 
 
気候変動や人口増加によって食糧等の資源不足に陥ってから、人類は頻繁に戦争をす

るようになったために、精神病質者が必要とされるようになり、時には、英雄視され、

権力を握るようになったのであろう。そして、権力を握った精神病質者や自らは手を下

さない支配者が人々をだまし、他の集団を「人間とは言えないケダモノの集まりだ」と

思わせることによって、狩猟本能をかき立て、戦争をさせたのであろう。精神に異常の

ない普通の人間は、自分が属する共同体の仲間を殺すことには本能的に強い嫌悪感を覚

えるが、共同体外の人間を殺す場合には嫌悪感が弱まるので、戦争で敵を殺すことに伴

う嫌悪感はあまり強いものではないのだが、それでも、相手をケダモノだと思わなけれ

ば、そう簡単には人を殺せない。私は、他集団の構成員をケダモノだと考えるイデオロ

ギーが戦争を促進するとももに、奴隷制を生み出したと考える。 
デイヴィッド・イーグルマンは『意識は傍観者である』（P.152-156）で、次のように述

べている。 
 
哲学者がトロッコのジレンマと呼ぶもの……トロッコが制御不能になって線路を突

っ走っている。線路の先では五人の作業員が作業をしていて、このままでは全員がト

ロッコにひき殺されてしまうことに……あなたは……気づく。……自分のそばに操作

できるスイッチがあることにも気づく。そのスイッチを入れればトロッコは別の線路

に方向転換し、その場合はひき殺される作業員は一人だけだ。あなたはどうする……？ 

たいていの人がそうするように、あなたはためらうことなくスイッチを切り替えるだ

ろう。五人が死ぬより一人が死ぬほうがずっとまし、でしょう？…… 
トロッコが線路を突っ走っていて、同じ五人の作業員が危険にさらされている――

が、今回あなたは線路の上にかかっている歩道橋の上で見ている。そして、歩道橋の

上に立っている肥満体の男性を見つけ、彼を橋から突き落とせば、その巨体で電車を

止め、五人の作業員を救うことができることに気づく。あなたは彼を突き落とすだろ

うか？ たいていの人がそう反応するのだが、あなたはなんの罪もない人を殺すとい

うこの提案に憤るだろう。……この選択と先ほどの選択はなにが違うのか？ 一人の

命と引き換えに五人の命を救う……計算結果は同じではないか？…… 
ジョシュア・グリーンとジョナサン・コーエン……の解釈によると、二つのシナリ

オのちがいは、実際に誰かに触れる――つまり、彼と近い距離で相互作用する――こ

とがはらむ感情的要素にある。……トロッコ問題を考えるときの脳画像で、次のよう

なことが明らかになっている。歩道橋シナリオでは、運動の計画と感情に関する領域

が活性化する。一方の線路スイッチシナリオでは、理性的思考に関する側部の領域だ

けが活性化する。…… 
私たちの進化の初期には、手や足、または棒で届く距離よりも遠くにいる他人と相
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互作用する現実的な方法はなかった。……私たちの感情的反応にそれが表われる。し

かし現代では状況が変わった。将軍ばかりか兵士でさえも、自分が殺す人々から遠く

離れたところにいるのがふつうだ。……いまやボタンに触るだけで、……ミサイルを

発射できる。……相手に接近することがなくなり、感情の影響もなくなった。戦争行

為のこの匿名性が、戦争を不安なほど容易にする。 
 

  人を殺すことを思い止ませるものは、「理性的思考」、つまり、人を殺すことが損か得

かという計算ではなく、嫌悪感という感情である。この嫌悪感は、殺す相手との距離が

遠くなるにつれて弱まる。自分の手で首をしめて殺すことよりも、弓矢で殺すことの方

が、機関銃で殺することの方が、さらには、ミサイルを撃ち込んで住人を殺すことの方

が嫌悪感が弱くなり、人を殺すことが容易になる。殺す相手との距離が遠いという点で

は、戦争を行うことを決めた支配者・権力者も同じである。彼・彼女らは、直接、自分

が手を下すことがないので、人を殺すことに伴う嫌悪感が弱まり、戦争をすることが損

か得かという「理性的思考」を行って、戦争を行うことを決め、人を殺せという命令を

出せるのである。支配者・権力者が精神病質者でないならば、「銃を撃ったことも、傷つ

いた者たちの悲鳴やうめきを聞いたこともない」から、戦争を行うことを決められるの

である。 
 
 (5) 母性の宗教から父性の宗教へ  

共同体・部族間の戦争と激化は、「母なるものの宗教」から「父なるものの宗教」へと

いう宗教の変容と、それに伴う「母性社会」から「父性社会」への変化をもたらした。河

合隼雄氏は『母性社会日本の病理』で次のように述べている。 
 
母性の原理は「包含する」機能によって示される。それはすべてのものを良きにつけ

悪しきにつけ包みこんでしまい、そこではすべてのものが絶対的な平等性をもつ。「わ

が子であるかぎり」すべて平等に可愛いのであり、それは子供の個性や能力とは関係の

ないことである。しかしながら、母親は子どもが勝手に母の膝下を離れることを許さな

い。それは子どもの危険を守るためでもあるし、母－子一体という根本原理の破壊を許

さぬためといってもよい。……父性原理は「切断する」機能にその特性を示す。それは

すべてのものを切断し分割する。主体と客体、善と悪、上と下などに分類し、……子ど

ももその能力や個性に応じて類別する。極端な表現をすれば、母性が「わが子はすべて

よい子」という標語によって、すべての子を育てようとするのに対して、父性は「よい

子だけがわが子」という規範によって、子どもを鍛えようとするのである。父性原理は

このようにして強いものをつくりあげてゆく建設的な面と、また逆に切断の力が強すぎ

て破壊に至る面と、両面をそなえている。（P.19-21） 
仏教や道教などが母性の宗教であるのに対して、キリスト教やユダヤ教は父性の宗教
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であるといわれる。母なるものの宗教は、母と子の一体性をその根本においている。そ

こでは、すべてがひとつとなって、主体も客体も、人間も自然も、善と悪とさえも区別

がなく、すべて救われるのである。……これに対して父なるものの宗教は、父なる神の

規範に従うか従わないかが決定的なこととなる。父との契約を守る選民のみが救済の対

象となるのである。そこでは、神と人、善と悪などが判然と区別される。（P.66） 
 

誰でも神の言葉を直接に聴くことができると信じている者にとって、神は、身近にい

て自分たちを包み込み、守ってくれる存在であるが、神の言葉を直接には聴くことがで

きないとされた者にとって、神は、自分たちから「切断された」高い場所（聖なるとこ

ろ）にいて、戒律を定め、人々が戒律を守っているか否かを監視し、戒律を守る者のみ

を救済する存在である。「母なる神」は「ありのままの自分」を受け入れ、世話し守って

くれる保護者であるが、「父なる神」は「あるべき人間像」を示し、そのような人間にな

ることができた者のみを救ってくれる権威的指導者である。「父性の宗教」は、神と人間

とを切り離し、「聖なるもの」（＝高貴なもの）と「俗なるもの」（＝卑賤なもの）という

上下の区別を作り出す。神の言葉を直接に聴くことができると称する者や神に選ばれた

と称する者は、神の聖性を借りることによって、聖なるものとなり、権威を帯び、俗な

るものである民衆を支配する。 
他方、「母性の宗教」は、神と人間を一体化しようとするので、聖俗という上下の区別

はなされない。その結果、権威は否定され、平等主義が支配する。「母性の宗教」におい

ては、神との一体感を得ようとする儀式の時間である「ハレ」（＝非日常）と日常生活の

時間である「ケ」（＝日常）の区別が行われている。「父性の宗教」は神の言葉を直接に

聞くことができる（と称する）聖なる人間（聖職者や王など）と聞くことができない（と

される）俗なる人間を区別するが、「母性の宗教」はそのような区別を行わず、全ての人

間が神と一体化した（という妄想を抱く）「ハレ」の時間と神と離れた「ケ」の時間を生

きることになる。「母性の宗教」には聖職者はいないのである。 
なお、河合隼雄氏は仏教を「母性の宗教」としているが、それは間違っている。仏教

は本来、修行者のみが悟りを開いて「ブッダ（仏）」になり、苦の連鎖から救われるとす

る「父性の宗教」であり、大衆の救済を志向する大乗仏教の誕生によって母性的な要素

が付加され、大乗仏教の日本化――例えば、罪深き者でも、「南無阿弥陀仏」（私は阿弥

陀仏を信仰しますという意味）と念仏を唱えれば、阿弥陀仏が救ってくれるという法然

の教え――によって母性的な要素が強まったに過ぎない。真に「母性の宗教」は、狩猟

採取民が信じていた宗教だけである。日本の伝統的な村落における民俗信仰は「母性の

宗教」にかなり近いものである。 
狩猟採取民は、「神格化された共同体」以外の神の存在も信じていた。「第 8 回 能力の

個人差 7.知能検査で測られる「知能」の正体」で述べたように、人間には、人間以外の

ものを擬人化して考える傾向があるので、動物、植物、山、川、雨、風なども、人間と
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同じように霊魂を持っており、それぞれの「霊魂が集まって一体化したもの」があると

信じるようになった。アニミズムである。私は、アニミズムにおいては、「神格化された

共同体」とそれ以外の「霊魂が集まって一体化したもの」とは明確に区別されて扱われ

ていたと考える。「神格化された共同体」は自分たちを守ってくれる存在であるが、それ

以外の「霊魂が集まって一体化したもの」は互酬性（互恵性）に基づく取引の対象であ

る。人間は動物、植物、山、川、雨、風などの自然から様々なものを得て生活している

が、これらを擬人化して考えると、人間は「自然という共同体」から贈与を受けて生き

ていることになるので、互酬性にしたがえば、人間は「自然という共同体」に返礼しな

ければならないことになる。そして、自然災害や病気は、人間が返礼を怠ったことに対

する「自然という神」の怒りであると感じられる。そこで、自然災害や病気が起こった

時には、「自然という共同体」に返礼し、「自然という神」の怒りを静めようとする。昔

は、生け贄を殺したり、食物を焼いたり、川へ流したりすることなどが、「自然という共

同体」に返礼することであると考えられていた。自分たちの共同体が支配していたもの

を破壊するなどして、二度と自分たちが支配できないようにすることによって、そのも

のを自然に返すという発想である。 
 

(6) 階層的共同体 

身分制社会における共同体の中には、武家、商家、東北日本に多かった同族結合（地

主である本家と小作である血縁・非血縁の分家間の主従的な結合）の村落のように、共

同体の構成員が平等ではなく、非民主的な方法で運営されていたものもある。このよう

な共同体を「階層的共同体」と呼ぶことにする。「階層的共同体」内で、構成員が不平等

になるのは、互酬性（互恵性）と権威への依存の結果である。 

  大規模な戦争や土木・建築工事を実施しようとすると、分業を行う必要が出てくる。

分業化するには、作業を分割して、それぞれの分担を決め、個別作業間の調整を行うこ

とが必要である。作業内容が固定的で、かつ、時間的な余裕があれば、分割・分担・調

整を話し合いによって決めることもできるが、短時間で作業内容を変更する必要がある

場合には、分割・分担・調整を話し合いによって決めていては手遅れになってしまうの

で、誰かが指揮・監督者となって、分割・分担・調整を決めることが必要になってくる。

短時間で作業内容を変更する必要がある場合の典型は戦争であり、戦争では、指揮・監

督者の能力が極めて重要である。そのため、戦争を頻繁に行う共同体の構成員は、指揮・

監督する者と指揮・監督される者にわかれ、「階層的共同体」になる。 

  日本の「イエ（家）」は「階層的共同体」の一種である。イエの典型は武士団（武家）

である。武士団は一族郎党とも呼ばれ、武士の一族と従者からなる。従者も武士の「イ

エ」の擬似的な一族とされ、日常的に接触し、ともに戦い、苦楽をともにすることによ

って、血縁関係を超える心情的一体感を得ていた。中世・近世の商家も「イエ」であり、

子飼いの奉公人を家族の一員同様に扱っていた。現代の日本の企業、官公庁などの組織
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は、疑似血縁認識の代わりに運命共同体意識を用いて結合している「イエ」である。こ

のような「イエ」のあり方を「イエシステム」と呼ぶことにする（「第 13回 日本の特殊

性と教育 2.イエとムラ」参照）。 

 

 (7) 霊力の継承という妄想 
  「(1)バンド － 原共同体」で述べたように、「原共同体」は平等主義的、民主主義的で

あるが、平等主義と民主主義を徹底しようとすると、能力の格差や支配－被支配関係や

否定しなければならなくなる。ニコライ・ウェイドは『宗教を生み出す本能』で、次の

ように述べている。 
 
   人類学者による現在の狩猟採取社会の研究から判断して、その社会はきわめて平等

主義的だったはずだ。狩猟採取民は指導者や首長を持たず、命令は誰も出したがらな

いし、受けたがらない。……ときおり強い個人が出てきて、集団を支配しようとする。

しかし決まって抵抗勢力が現れ、集団の他のメンバーが彼らを嘲笑ったり、その命令

を無視したりする。もし、強者が支配を維持しようとすれば、敬遠されるか、集団か

ら追放されることさえある。あまりにも威圧的であれば殺される。……狩猟採取民社

会においてつねに脅威となるのは、優秀な狩人である。その功績によって集団を支配

しようとするからだ。そのため狩猟採取民は、すべての肉は分配されなければならな

いというルールを設ける。自慢や出し惜しみは社会的にまちがった行為であり、ただ

ちに非難される。……未開農耕民も、社会の調和を乱す者の殺害に踏みきる。……ニ

ューギニアの中央で焼畑農業をおこなうツェンバガ族で、近所より明らかにすぐれた

豚や畑を持つ者は、敵に密告されることがある。次の戦闘が起きたときに、敵に呪術

で殺してもらうのだ。（P.54） 
   小さな社会で……何かの技術に秀でることさえ、妬みの原因になりうるし、妖術師

と見なされて処刑されるかもしれない。（P.64） 
 
  また、間庭充幸氏は『日本的集団の社会学』で、日本の昔の村落に関して、次のよう

に述べている。なお、孫引きしている文章は、『柳田国男集』第 1 巻 P.196-197 からのも

のである。 
 
狂気自体が平均からのズレを示すと見れば、この中に肯定的な評価の逸脱を考えて

も決して不思議ではない。「さかしいとか賢こいとかいう古い時代の日本語には、普通

の児のように無邪気でなく、何らかやや宗教的ともいうべき傾向を持っていることを、

包含していたのではないかとも考える。物狂いという語などとも、時代によってはそ

の意味はこれとほぼ同じではなかったかと思う」。……賢すぎたり、利口すぎる人間も

また共同体の調和を破る異質な障害者であった点は興味深い。 
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命令を出す指導者の存在を否定し、「優秀な狩人」（彼らは優秀な戦士になる資質を持

っている）や「賢すぎたり、利口すぎる人間」の価値を否定する（能力主義を否定する

ということである）共同体・部族は、敵への憎悪と恐怖心に突き動かされて無我夢中で

敵に向かって一斉に突撃し、でたらめに戦うといような戦闘方法しかとることができず、

賢明な参謀が冷静に戦況を分析して、作戦を練り、適材適所で各自の役割を決めて、有

能な指揮官の統率の下に組織的に行動する共同体・部族には勝てない。戦争に勝つため

には、命令を出す指導者の存在を肯定し、優秀な戦士や作戦を練る参謀の価値を肯定す

る価値観を共同体・部族に注入する必要があるのであり、そのために役立ったのが、父

性的な宗教である。 
母性的な共同体における平等主義を乗り越えるために、父性的な宗教では、共同体内

での各自の役割は「共同体を超越した権威である神」が定めた「天職」であり、共同体

内で人より抜きん出た能力は「共同体を超越した権威である神」から与えられた「天賦

の才」であるというイデオロギーが用いられた。共同体内で他者を支配する権力や、人

より抜きん出た能力は聖性を帯びた霊力とされることによって、その存在を許されるよ

うになったのである。 
霊力を生み出す霊魂が血のつながりによって受け継がれるという妄想を抱くようにな

ると、「天職」の世襲制度が生まれ、それは、身分の世襲制度ともなる。霊力が血のつな

がりによって受け継がれるという妄想が生まれたのは、人間の能力は親からの遺伝と家

庭環境に強く影響されるからであろう。なお、霊力は血のつながり以外の要因によって

受け継がれるというイデオロギーが生まれることもあり、その場合には「天職」は世襲

ではなくなる。 
古代の日本においては、霊力は血のつながり以外の要因、例えば、儀礼による霊魂・

霊力の継承によって受け継がれるというイデオロギーの方が優勢であった。平山朝治氏

は『イエ社会と個人主義』（P.50-52）で、次のように述べている。なお、孫引きしている

文章は、義江明子著「古系譜にみる『オヤ－コ』観と祖先祭祀――『家』の非血縁原理

の原型を求めて」（国立歴史民族博物館研究報告第 41 集）からのものである。 
 
日本においてはオヤ－コ関係は本来、血縁にとらわれないものであった。 
「古代には『祖の子』（Oya no Ko）という非血縁の『オヤ－コ』（Oya-Ko）観念が

広く存在し、血縁の親子関係はそれと区別して敢えて『生の子』（Umi no Ko）といわ

れた。……氏は、本来、『祖の子』の観念を骨格とする非出自集団である。『祖の子』

の『祖』（Oya）は集団の統合の象徴である英雄的首長（始祖）、『子』（Ko）は構成員

（氏人）を意味し、代々の首長（氏上）は血縁関係と関わりなく前首長の『子』とみ

なされ、儀礼を通じて霊力（集団を統合する力）を始祖と一体化した前首長から更新

＝継承した。……」。…… 
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地域小国家たるクニの王ともいえる大首長の地位は、四～五世紀においては、クニ

内の各地の首長の間を移動しており、血縁による世襲制はいまだ見られなかった……

が、六世紀以降になると……父系母系の双方の幅広い傍系を許容するかたちではある

が、大首長継承の血縁原理が芽生え、大和王権の血縁継承も継体～欽明朝以降、確立

される。 
 
  なお、神から与えられた霊力という妄想を表向きには否定した現代社会では、共同体

における平等主義を乗り越え、能力差による処遇の格差の存在を認めさせるために、日

本では能力平等観と努力主義という信仰が用いられ、アメリカ合衆国では機会の平等と

いう神話が用いられている。 
 
 (8) 通過儀礼による戦士の育成 

精神的に幼児化し、母親や妻に世話されることを望む男性は戦闘に不向きである。男

の子を母親への依存から脱しさせ、戦士に変えるために、伝統的な社会ではイニシエー

ション（通過儀礼）が用いられた。ジュディス・リッチ・ハリス『子育ての大誤解』（P.334）

で、次のように述べている。 

 

   部族社会における男性の成人儀礼には共通点が多い。数人の男の子たちが集団とし

て成人社会に迎え入れられること。彼らは一時的に社会から隔離されること。そのた

めに彼らは厳しい修行期間を過ごすのだが、通常はそこで奥義が伝授され、多大な恐

怖と苦痛を味わう……イレネウス・アイブル＝アイベスフェルトは、なぜ部族社会に

おける男性の成人儀礼がこれほどまでに苛酷なのかと問う。男の子は「自分を新たな

次元で集団の一員としてみなすことができるようになるために、家族から解放されな

ければならず、家族への忠誠心をしのぐ集団への忠誠心を養わなければならない」か

らだと彼は言う。 

 

  河合隼雄氏は『母性社会日本の病理』で、次のように述べている。 

 

   少年たちはイニシエーションの苦行に耐え、その社会の伝承についての口頭教育を

受けることによって、その宗教的・社会的地位が決定的に変更され、成人の世界には

いる。伝承社会の人間にとっては、すべては神の時代に起こり、その聖なる世界への

加入を許されることによって、はっきりと成人になるのである。（P.40-41） 

   未開人の行うイニシエーションの儀式において、象徴的な死と再生の過程が認めら

れることは宗教学者の指摘するところである。（P.112） 

 

  ニコライ・ウェイドは『宗教を生み出す本能』（P.278-279）で、次のように述べてい
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る。 

 

   リチャード・ソーシスらは、男性の通過儀礼の比較文化調査をおこない、割礼、抜

歯、刺青、瘢痕装飾、ピアシングなど 19種類の儀式の有無を調べた。その調査による

と、頻繁に戦争をする部族ほど痛々しい通過儀礼をおこなっていた。……ソーシスら

は、“恐怖をあおる痛々しい儀式をつうじて宗教的なシンボルが心の奥深くに刻みこま

れる。これがのちに、同じ経験を分かち合った者同士を強く結びつける”と示唆する。

……男たちが戦士になるには、いくつかの重要な行動様式を身につけなければならな

い。訓練をつうじて固く団結し、敵に対する恐怖心を乗り越え、勝利は可能であり、

武勇は報われ、正義は自分たちの側にあり、命を犠牲にすることも必要だと信じなけ

ればならない。……ドミニク・ジョンソンは、宗教はこれらすべての問題に答えを与

えると指摘する。通過儀礼が集団の団結力を培い、部族の神に対する信仰が勝利を確

信させ、信仰にもとづく道徳性が自分たちは善で敵は悪であることを定義する。さら

に宗教は、洗浄で命を落とす者に魅力的な報酬を、戦いを放棄する者に罰を約束する。 

 

伝統的な社会における成人儀礼は、男女間で顕著な差がある。男性の成人儀礼は集団

で行い、肉体的な苦痛を伴う試練を与えることが多いが、女性の成人儀礼は個別に行い、

肉体的な苦痛を与えないことが多い（女子割礼などの例外もある）。集団で肉体的な苦痛

を味わうことには、エンドルフィンの分泌によって団結力を培うという機能があるが、

それ以上に、男性は肉体的な苦痛を伴う試練を乗り越えたが、女性はそのような試練を

乗り越えていないという差をつけることによって、男性が優位に立とうとする狙いがあ

るものと思われる。さらに、成人儀礼を「象徴的な死と再生の過程」とすることによっ

て、母親に依存する古い生は終わり、「神格化された共同体」あるいは部族の神に依存す

る新たな生が始まったのだという意識を持たせ、母親への従属（それは女性への従属へ

とつながる）から独立させようという目的があったものと思われる。精神的に幼児化し

た男性が母親への依存を脱するには、母親の代わりになる依存の対象が必要であり、そ

の依存の対象として利用されたのが「神格化された共同体」や部族の神なのである。成

人儀礼によって、男性は、「神格化された共同体」や部族の神の息子となり、聖なる兄弟

として団結し、「神格化された共同体や部族」の存続のために命がけで戦うようになる。 
日本の軍事力を強化したいと願う人たちが、自衛隊への体験入隊のような軍事教練的

な通過儀礼の復活を主張し、日本の非軍事化を願う人たちがそれに反対するのは、通過

儀礼が果たしてきた役割からすると当然のことである。 
 
 (9) 戦争のための集団規模の拡大 

共同体・部族間の戦争の激化は、集団規模の拡大を招く。武器が未発達な時代では、

数こそ力だったからである。リチャード・D・アレグザンダーは『ダーウィニズムと人間
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の諸問題』で、要約すると次のような主張をしている。 

 

   集団生活には、配偶者や食糧資源などの獲得をめぐる競争が激化し、病気や寄生生

物が蔓延しやすくなるなどの損失をともなう。それにもかかわらず、動物が集団生活

を送っている場合には、集団で生活する個体のほうがそうでない個体よりも多く繁殖

できるからに違いない。人類初期の集団は大型獣の狩猟者だったとされているが、そ

れより前の祖先たちは、自分たちが狩る側よりはむしろ狩られる側であったがゆえに

集団生活をしていたに違いない。しかし、そのような理由だけでは、集団規模が拡大

しつづけ、何億人からなる国家にいたった原因を説明できない。一致団結して獲物を

しとめることで個々人が利益を得られるような集団は、その規模の上限がかなり小さ

なものであり、また、武器や共同戦略が改良されるにつれて、集団生活につきまとう

損失回避のために集団規模は縮小したはずだからである。人類の歴史は、近接する集

団同士の戦いの繰り返しなので、集団間で力の均衡をはかろうとしたことが、集団規

模の拡大を招いたのではないだろうか。 

 

人類が集団を作って生活していたのは、資源獲得における協働と外敵（野獣と他の人

間集団）からの防衛のためであり、集団の規模が大きいほど、戦争では有利になるので、

近接する集団の規模をしのごうとして、同盟や併呑を繰り返し、ついに、数千万人、数

億人規模の国家に至った、つまり、近接する集団間で力の均衡をはかろうしたことが集

団規模の拡大を招いたという学説である。 
なお、国家による言語・取引制度・貨幣・度量衡等の統一は市場経済の発展に役立っ

たが、市場経済の発展が集団規模の拡大の原因であるとは言えないであろう。市場経済

の発展にとって必要なことは、言語・取引制度・貨幣・度量衡等が統一されていること

であり、市場が一つの国家によって支配されていることでない。現代のグローバル経済

のように、市場が複数の国家によって支配されていても、取引制度・度量衡等が統一さ

れ、国際的に通用する言語と基軸通貨が存在すれば、市場経済は発展できる。 
したがって、世界が平和になれば、国家は解体に向かい、資源獲得における協働と外

敵からの防衛の必要性がなくなれば、集団は解体に向かうはずである。国家を維持する

ためには、外敵の存在を喧伝することによって運命共同体意識を持たせ続ける必要があ

る。この運命共同体意識が愛国心の正体である。ただし、前述したように、人間には共

同体に依存する本能があると考えられるので、集団の解体には限界があるはずであり、

最小規模の共同体は存続し続けるであろう。 
 

(10) 同質的共同体連合 

集団規模を拡大すると、どのようにして集団としてのまとまりを保つかという問題が

出てくる。ロビン・ダンパーは『友達の数は何人？ ダンパー数とつながりの進化心理

 139 



学』（P.22-25）で、次のように指摘している。 

 

 人間の「自然な」集団サイズを知るには、……狩猟と採取で生活する集団に着目す

るのがよさそうだ。狩猟・採取社会はさまざまなレベルで複雑に機能する。食べ物を

集めるために泊まりがけで移動するときは、30～50人程度の小さな集団が形成される。

この集団は不安定で、途中で人の出入りもある。反対にいちばん大きい集団は部族…

…部族とはすなわち同じ言葉を使う言語集団でもある……部族の規模は、……500～

2500人といったところ。……そのあいだに第三の集団がある。……第三の集団は「氏族
ク ラ ン

」というくくりになって、……儀式のときに重要な役割を果たすこともあれば、狩猟

場や水源を共有する集団として扱われることもある。……人口調査が行われた約 20の

部族社会では、氏族や村といった集団の平均人数は 153 人であることがわかった。…

… 

ビジネス組織論では 1950年代からよく言われてきたことだが、組織の規模が 150人

ぐらいまでなら、ひとりひとりの顔がきちんとわかるレベルで仕事が回る。それ以上

になったら、序列構造を導入しないと仕事の効率は落ちる。…… 

ビル・ゴアは、世界で最も成功した経営者のひとりだ。……生産量を増やすとき、

彼は既存の製造設備を拡大するのではなく、工場を新設する道を選んだ。どれも従業

員 150 人程度の工場だ。……工場の規模をそこまで抑えることで、組織内に序列関係

を導入したり、管理部門をつくったりする手間を省いているのだ。個人どうしの関係

が中心になるため、おたがいへの義務感が生まれ、従業員同士は競いあうのではなく

協力するようになる。…… 

フッター派や……アーミッシュというと、厳しい宗教戒律にもとづいた独自の共同

体を形成し、農業に従事している人々だ。彼らの共同体の構構成員は平均 110 人、人

数が 150 人を超えると、共同体を二つに分けてしまう。構構成員同士の社会的圧力だ

けでは、行動をコントロールできないからというのがその理由だ。共同体をまとめて

いるのは仲間に対する義務感と相互依存だが、150人より大きい集団ではそれが効力を

失ってしまう。しかし彼らは序列をつけたり、政治力を発揮したりすることをよしと

せず、むしろ共同体を分割する道を選ぶのだ。 

 

皆が顔見知りであり、階層的な組織構造を持たず、構成員は平等で、民主的な話し合

いにより物事が決定される「原共同体」では、約 150 人がその規模の限界になるという

ことである。 
集団規模拡大の方法として最初に用いられたのは、共同体が連合して部族を作るとい

う方法である。部族は、共通の祖先を持っていると信じ、共通の言語を話し、同じ神を

祭る共通の儀式・祭礼を行う連合体である。おそらく、近隣に住み、姻戚関係にあった

共同体同士が、共通の祖先を持っているという信仰に基づいて集まり、言語や儀式・祭
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礼を共通化して、部族内の同質性を高めることによって、一つの共同体としてまとまっ

ているかのように擬制し、「内集団ひいき」による共同体間の敵対関係の発生を防いだの

であろう。このような共同体の連合体を「同質的共同体連合」と呼ぶことにする。 
西南日本に多かった講組結合（ほぼ同等のイエの連合）の村落は、「同質的共同体連合」

の一種である。村落は、同一地域で同じような生活をしているという点で同質な「イエ

（家）」が連合してできたものであり、各「イエ」は原則的に平等で、「イエ」同士の話

し合いによって運営され、産土
うぶすな

神
が み

（その土地に生まれた人を守護する神）、鎮守
ちんじゅ

（その

土地を守護する神）、氏神
うじがみ

（元々は氏族の祖先を神として祭ったものであるが、中世以降、

氏神の周辺に住む人々を守護する神に変わり、鎮守・産土神と同一視されるようになっ

た）などの村落共通の神を祭る儀式・行事を共同で行うことなどによって、村落が一つ

の共同体であるかのように擬製して、結合を維持している。村落は共同体であるとされ

ることが多いが、私は、村落は、共同体を擬制した共同体連合に過ぎないと考えている。

このような村落のあり方を「ムラシステム」と呼ぶことにする（「第 13 回 日本の特殊性

と教育 2.イエとムラ」参照）。 
「同質的共同体連合」においては、共同体同士の平等性の維持が致命的に重要である。

例えば、「同質的共同体連合」の代表者・世話役的存在が、自分の所属する共同体が有利

になるようなことをすると、「内集団ひいき」に対する疑念が生まれ、「同質的共同体連

合」は分裂してしまう。 
   

 (11) 階層的共同体連合 
国民国家化前の国家は、現代のような個人を構成単位とした組織ではなく、複数の共

同体が結びついた連合体であった。共同体同士が戦い、負けた共同体が勝った共同体の

支配に服し貢納の義務を負う、あるいは、弱小な共同体が強大な共同体の傘下に入って

貢納の義務を負うことにより身を守る、というようなことを繰り返して、共同体が階層

的に組織化されることによって、国家が形成されたのである。 
そして、自分の属する共同体が階層的な構造のどこに位置するのかということによっ

て、自分の身分が定まっていた。身分は本来は共同体に与えられるものであり、共同体

内で個人に与えられることがある身分は役職的なものである。このように階層的に共同

体が組織化された連合体を「階層的共同体連合」と呼ぶことにする。 
「階層的共同体連合」において、共同体間の関係を律するのは互酬性（互恵性）である。

「おまえたちの共同体を攻撃したり、皆殺しにしたりしないという贈与をするから、貢ぎ

物や軍役・労役の提供という返礼をしろ」、あるいは、「おまえたちの共同体が敵から攻撃

されないように守ってやるという贈与をするから、貢ぎ物や軍役・労役の提供という返礼

をしろ」ということになり、これらが固定化して、共同体間に上下の身分差が生まれたの

である。 
共同体間の互酬性を隠蔽し、共同体間の上下の身分差を正当化するために、「神の権威」
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が利用された。ランドル・コリンズは『脱常識の社会学』（P.76）で、次のように述べて

いる。 
 

国々が互いに他国を攻略しあうようなときには、被征服国の神々はしばしばやおよ

ろずの神々のなかにくみ入れられ、征服国を代表する神に従属する低次の宗教勢力と

なる。征服国の神々は通例、……天上の王者中の王者として表象される。 
 
現世の階層性は神々の階層性の反映であるというイデオロギーである。日本の古代朝

廷もこのようなイデオロギーを利用して、支配の正当化を行った。天皇の氏神（祖先神）

である天照大神（アマテラスオオミカミ）を頂点とし、天皇にしたがう各氏族（ウジ）

の氏神をその下に位置させる「神々の階層秩序」を正当化する神話を捏造することによ

って、氏族間の上下の身分差を正当化したのである。中村圭志氏は『信じない人のため

の＜宗教＞講義』（P.159-160）で、次のように述べている。 
 
古事記は日本列島において語られていた太古の神話をそのままに書き写したもので

はありません。古事記が編纂されたのは八世紀初頭であり、……天皇を中心とする政

治制度が確立したのですが、なんで天皇家がそんなに偉いのかを念入りに描いた官製

の大河ドラマを制作する必要があった。……高天原という日本版オリュンポスの頂の

ようなところから、太陽神アマテラスの系譜の半神半人の一族が地上に降りてきて、

日本列島のリーダーを名乗った。スサノヲ（アマテラスの弟）の系譜には大国主とい

うローカルな神がいて、これが天孫ファミリーに国土を譲った―― 出雲の大国主が

大和の政権に国譲りをしたのは、地方が中央に服属した、ということのヴィジュアル

な表現なのでしょう。……「神道」を制度的なピラミッドだとイメージしますと、て

っぺんに来るのは天照大神ないし天皇であり、底辺部分は村々の神事や個々の家の屋

敷神様の信仰を経てもろもろの民俗的伝統へと溶け込んでいます。ピラミッドを建設

したのは古代朝廷です。古代朝廷は「仏教」という救済理論と「律令制」という統治

機構と「記紀神話」という権威のロジックを導入し、日本列島に「秩序」と「構造」

をもたらしました。 
 
支配される側の共同体は、支配する側の共同体が捏造した「神々の階層秩序」を、な

ぜ受け入れるのだろうか。支配される側の共同体は自分たちが支配する側の共同体にか

なわず、敗北したのだという事実を認めたくないために、自分たちは「神々の階層秩序」

にしたがっているのだと思いこむことで、自分をごまかそうとする。支配する側の共同

体に服従し、搾取されているという屈辱感を和らげるためには、支配する側の共同体に

有利な「神々の階層秩序」は自然なものであると、無理にでも思い込む必要がある。精

神分析学の用語を用いると、防衛機制として合理化するということである。また、支配
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する側の共同体は、支配される側の共同体から搾取しているのだという負い目から免れ

るために、自分たちに有利な「神々の階層秩序」は自然なものであると、無理にでも思

い込む必要がある。 
キリスト教やイスラム教のような一神教の場合には、「神々の階層秩序」などありえな

いのではないかという指摘があると思うが、一神教の場合には、「唯一の神」が共同体間

の階層秩序を定めたのであるというイデオロギーが用いられる。 
「神の権威」に頼って共同体間の互酬性を隠蔽するようなことはせずに、「御恩と奉公」

というように明瞭な形で示す場合もあった。封建制度（feudalism）である（「5.支配と服

従の構造 (3)互酬性による支配と準拠枠設定」参照）。西欧と日本に封建制度が生まれた

のは、西欧や日本では、新興勢力が、ローマ教皇（ローマ教会）や天皇という「神の権

威」を打ち倒して、自ら「神の権威」を握るというようなことをせずに、ローマ教皇や

天皇という権威を温存したまま、それらに対抗して、自らの支配権を確立し、権威を得

ようとする道を選んだからであると考える。ローマ教皇や天皇という権威を温存した状

態で「神の権威」を積極的に利用すると、ローマ教皇や天皇という権威に取り込まれて

しまい、それらの風下に立たされてしまう危険があるのである。封建制度は、政治の「神

の権威」からの独立、つまり、政教分離のための手段でもあったのであり、また、「神の

権威」から独立した世俗組織を作るための手段でもあったのである。ただし、日本の封

建制度では天皇による征夷大将軍への任命という形で天皇の権威が利用されており、「神

の権威」からの独立は不完全なものであった。 
山本七平氏は『日本人と組織』（P.74-75）で、次のように述べている。 
 
幕末……の日本の組織なるものを、最も正確に理解していたのは、アーネスト・サ

トウであろう。……彼は、……西欧の中央政府と徳川幕府が、基本的には全くの異質

の存在であることを、正確にみていた……日本と条約を結ぼうとすれば、その相手は

徳川幕府しかない。では、その幕府と条約を結べば、その条約は全日本を拘束するの

か？ そうではない……その効力は幕府の領土、すなわち天領にしか及ばないのが原

則である。……幕府と友好的な藩は、それを受け入れるかもしれないが、幕府は原則

として、他藩の領内に干渉できず、日本人、外国人を問わず、その人間がその領内に

入ることを許可する権限は領主のみがもつ権限であって、大藩を調査しようと思えば、

幕府とてスパイを潜入させねばならない。まして、その領内での居住・営業・出入港

等の許可権は、すべて領主が握っており、幕府はこれをいかんともしがたいからであ

る。そして徳川家も原則的には一諸侯であり、建前では他の諸侯と同格であって、単

に「武家の棟梁」にすぎず、幕府も果たして中央政府なのか、徳川藩の政府なのか、

その性格が明確ではない。では、これら諸侯の上にあるもの……だれかと問われれば

天皇家しかない。天皇家は将軍を任命し、また諸侯のさまざまな「役」や「位階」も、

幕府の奏請で天皇家から任命される。では、この天皇家が日本の中央政府なのか。実
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はそうではない。天皇家は権威をもっているが、何の権力ももっていない。……日本

国の中央政府はどこにあるのか――いや、そういうものは存在していないのだ、とサ

トウは記している。 
 
日本は、朝廷と諸侯（諸藩）という「階層的共同体連合」の「階層的共同体連合」で

あり、諸侯は、武士団という「階層的共同体」、村落という「同質的共同体連合」などの

「階層的共同体連合」であった。身分制社会においては、階層的な秩序の中で最高位に

位置する共同体は、絶対的な権力を持っていたわけではなく、他の共同体に対し、貢納・

軍役等の義務を課し、限定的な介入を行う程度の権力しか持っていなかった。下位の共

同体は上位の共同体に対して貢納・軍役等の義務を負っていたが、個々の共同体はかな

りの程度、自治的に運営されており、上位の共同体が下位の共同体の運営に介入するこ

とは少なかったのである。最高位に位置する共同体がどの程度の権力を持っているかは

国によって異なり、日本は、最高位に位置する共同体の権力が弱く、また、天皇家とい

う権威と幕府という権力が分かれていたという点で特殊ではあるが、それは程度問題で

あり、身分制社会における国はどこでも、欧米の国民国家における中央政府のようなも

のは存在しなかった。 
 
 (12) 中流幻想による身分差の隠蔽 

阿部謹也氏は『西洋中世における個人（人格）の成立に関する予備的考察』（P.21）で、

次のように述べている。 
 
ヨーロッパ中世社会は……封建体制によっても担われていたのであって、そこでは

各々の人間は仲間集団を作り、仲間団体の法にのみ服することになっていた。貴族、

騎士、市民、農民、手工業者のそれぞれはその身分の中では多少の上下はあれ原則と

して対等な仲間として位置づけられていたのである。そこでは支配と服従も双務契約

関係として捉えられ、君主と家臣の関係も忠誠という絆で結ばれているだけでなく、

君主も家臣と結んだ契約に拘束されていたのである。 
 
封建時代の日本もヨーロッパ中世社会とほぼ同様の状況にあった。村落（ムラ）は領

主に年貢を納める義務を負っていたが、領主が村落の運営に対して口出しすることは少

なかった。村落は、各家の代表者の話し合いによって自治的に運営されていた。村落内

ではある程度、民主的なのである（東北日本に多かった同族結合の村落を除く）。 
身分制社会においては、人々は自分が生まれた共同体や、身分的に近い共同体の構成

員とだけ付き合って一生を終えるのであり、身分的に離れた共同体は自分とは無縁の世

界であった。つまり、身分制社会においても、人々は比較的平等な世界の中で生きてい

るのである。中根千枝氏は『タテ社会の力学』（P.146-148）で、次のように述べている。 
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「余暇開発センター」……で出している月刊誌『ロアジール』（1977 年 11 月号）に

「中流意識」としておもしろい記事がのっている。 
 
 経済企画庁が「国民生活白書」で、日本人の 9 割が中流意識をもっていると発表

したとき、マスコミは一様に“ナンセンス！”とたたいた。…… 
 余暇開発センターのある調査員が、次のような報告をしている。 

 麻布 笄
こうがい

町のお屋敷街で、“あなたの家は、社会階層のどのランクだと考えます

か？”と質問してまわった。 
 返ってくる答えのほとんどが“中流の中”。 
 “それでは、上流階級とは、どのへんだと思いますか？”とたずねると、“元華族

のような人たちでしょうね”ということだった。 
 次に、麻布の商店街の住民に同じ質問をした。 
 “自分たちは、中の中。上流階級は、笄町のお屋敷に住んでいるような人たち”

という答えである。 
 次に、いわゆる下町の江東区に行き、やはり同じことをたずねた。 
 “私たちは、中の中。上流は、港区に住んでいる人”ということだった。 
 このように、相対的な中流意識をパーセンテージで現したときに、日本人の 90 パ

ーセントが中流だとするのは、無意味なことだ。…… 

 

この「中流意識」こそ……日本の社会構造をよく反映している。実はこの自己中心

的な相対的・社会学的認識というものは、今日の日本だけでなく、……身分制のあっ

たころにも、基本的には存在したものと思われる。江戸時代の武士たちがいかに相対

的な家格の順位にこだわったかはよく知られているところであるし、同様に、農民の

あいだでも、村内における家の格付けは最も関心のあるものであった。彼らの生活意

識としては、武士と農民などということより、同類の中の違いの方が、はるかに重要

な関心事であったといえよう。第一、両者の社会的接触の場などというのはなきに等

しかったのであるから。 
 
また、栗田哲也氏は『なぜ「教育が主戦場」となったのか』（P.236-237）で、次のよう

に述べている。 
 
実は貧乏人と中流と上層では、昔は生活意識から、文化から、お金の消費額に至る

まで何から何まで差があった。しかし、その事実は《同じような階層の人にしか視線

をあてないこと》によって封印されていた。…… 
日本では《昔（一億総中流といわれたころ）は厳然とした階層があり階層社会だっ
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た》。しかし、人々は同じような階層の人とのみ社会をつくっていたために、差異が目

立たなかった。だからみな一億総中流という幻影を抱いていた。しかるに、現在の日

本は《階層が壊れ、むしろ階層的には平等になった》。ところがいまや階層が壊れる過

程で、階層同士が交じり合った。そのために、身の回りを見回すと、生活レベルは昔

よりもはるかに均質でなく見えてしまう。そこで《おやまあ、一億総中流時代は終わ

っちゃったのかね》ということになったのではないだろうか。 
 
中根千枝氏は「「中流意識」こそ……日本の社会構造をよく反映している」と指摘して

いるが、私は「中流意識」は身分制社会一般の社会構造を反映したものであり、日本人

が長い間「中流意識」を持っていたのは、日本が、長い間「イエ」と「ムラ」の「階層

的共同体結社」という身分制社会的な構造を残してきたからであると考える。日本人は、

自分たちが暮らす「イエ」（企業、学校など）・「ムラ」（村落、商店街など）と隣接する

（身分的に近い）「イエ」・「ムラ」という狭い世界（世間）しか見ずに、それが全てだと

思い込み、「イエ」・「ムラ」内や隣接する「イエ」・「ムラ」間での小さな格差だけにこだ

わることによって、日本全体では「イエ」・「ムラ」間の大きな格差（身分差）があると

いうということに気づかずに、「中流意識」という幻想を抱いていたのである。近年、日

本人の「中流意識」が崩れつつあるが、それは、身分制社会的な構造が崩れ、日本全体

が一つの「ムラ」（同質的共同体連合）になり、さらに、「日本ムラ」を構成する共同体

（イエなど）が崩れつつあり、身分的に離れていて今まで無縁の世界だった共同体の構

成員と自分とを比較するようになってきたからである。 
私は、「中流意識」という幻想による共同体間の身分差の隠蔽と、共同体の自治的・民

主的な運営によって、人間の本能である平等主義と民主主義に反する身分制社会が維持

できていたと考える。 
  

 (13) 地域共同体、地域共同体連合 

人類が農耕を始めると、生産活動が土地に縛られるようになり、共同体は地域性を帯

び、地域共同体（地域コミュニティ）になった。日本における地域共同体の代表例は、

伝統的な農村地域で地縁によって家が集まった村落（部落）であるとされることが多い

が、「(10)同質的共同体連合」で述べたように、私は、村落は共同体ではなく、家という

共同体の連合体に過ぎないと考えている。したがって、村落のことを地域共同体と呼ぶ

のは間違っている。地域共同体連合と呼ぶべきである。村落は、かつては血縁者の共同

体であったが、次第に血縁性が薄れ、家という血縁的な共同体が地縁的に結びつく「同

質的共同体連合」へと変わっていったのである。 
  鳥越皓之氏は『家と村の社会学』（P.85）で、次のように述べている。 
 

村落において人びとがすこしでも安定した生活を送ろうとすれば、家々がなんらか
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のかたちで結びつく必要があった。一個の家単独では処理できない問題が日常の生活

においても多々あったからである。……田植・収穫などの作業や、用水の維持・管理、

葬式の手伝い、信仰的な講の維持、屋根ふき、道ぶしんなど。 
 
  地縁的な共同体となった村落において家々が連合したのは、連合しなければ生産・消

費活動を維持できず、また、外敵（盗賊など）からの防衛ができなかったからである。

村落の本質は、生産・消費活動と安全確保を協力して行うということであり、地縁によ

る結びつきは付随的なものに過ぎない。農業が土地に縛られた産業であり、また、防衛

には一定の地域を守るという面があるため、近くに住む者同士が協力し合うことが必要

があり、そのための共同体を作ったのであり、近くに住んでいるからという理由だけで

共同体を作ったのではない。 
  きだみのる氏は、戦前から戦後にかけて住んでいた東京都の(旧)恩方村（(現)八王子市）

にあった村落の住民から聞いた次のような言葉を、『にっぽん部落』（P.98）に載せている。 
 
   狭い土地に縛りつけられ、どこにも行けずに代々この土地で暮らして、お互いに他

人をひんむき他人を凌ごうと油断なくやって来たんだ。他人の不仕合わせには赤飯を

炊き、他人の仕合わせは呪いながらな。先祖からの代々のうらみや怒りが部落に深け

え根を張り合っているのも無理はねえやな。 
 
  私は、この言葉は村落の本質を良く表していると思う。「土地に縛りつけられ、どこに

も行け」ないから、隣近所の人たちと協力し合う以外に生きる道がない。そのためには、

「先祖からの代々のうらみや怒り」という本音を隠し、隣近所の人たちと仲の良い振り

をしなければならなかったのである。村落の中の家同士は、「お互いに他人をひんむき他

人を凌ごうと油断なく」やるというような競争と、「他人の不仕合わせには赤飯を炊き、

他人の仕合わせは呪」うというような敵視の関係にあったのであり、村落は「共同体復

古主義者」が理想とする「人々が絆で結ばれて一体化した共同体」などではない。昔の

日本人には郷土愛があったというのは、「共同体復古主義者」が抱いている美しい幻想に

過ぎない。協力し合わなければ農業生産を維持できないという経済的利害関係、外敵に

脅かされているという「被脅威意識・幻想」と村落の住人が共同で祭っていた氏神・産

土神・鎮守への信仰心が村落の分裂を防ぎ、表面的な仲の良さを演出していたに過ぎな

いのである。氏神・産土神・鎮守は村落が一つの共同体であるという虚構の象徴（村民

統合の象徴）の役割を果たし、氏神・産土神・鎮守を祭る行事は村落の住民に一体感を

持たせる役割を果たしていた。したがって、協力し合わなければ農業生産を維持できな

いという経済的利害関係がなくなり、「被脅威意識・幻想」もなくなり、氏神・産土神・

鎮守に対する信仰心が薄れれば、村落は分裂し崩壊するはずである。戦後の日本で、村

落が解体していったというのが、その証拠である（「(16)地域共同体・地域共同体連合の
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解体」参照）。 
R．M．マッキーバー（R. M. MacIver）は、“community”（共同体）の要件として、地

域性（Locality）と共同意識（Community Consciousness）の二つの要件を掲げ、G．A．

ヒラリー（G. A. Hillery）は、地域（Area）、構構成員のきずな（Common Ties）、ふれ

あい（Social Interaction）の三つの要件を掲げたが、このように地域性を重視する社会

学者の考え方は間違っている。共同体が地域性を持つのは、土地に縛られた産業を持っ

ている場合か、国家による治安維持が不十分な場合だけである。 

 

 (14) 近代国家 

ジグムント・バウマンは『コミュニティ 安全と自由の戦場』で、次のように述べて

いる。 
 
   近代的な国家建設……は、「一国家一国民 one state, one nation」の原則を追求する

ことであり、最終的には、……民族的な多様性の否定を意味した。文化的に統一され

た、同質的な「国民国家」という見地からすれば、……言語あるいは慣習の差異が認

められることは、過去の遺物が十分に廃れていないという事態にすぎなかった。……

国民性を共有することは、国家の政治的統一を正当化するのに重要な役割を果たしう

るものであったし、共通のルーツや気質を引き合いにだすことは、イデオロギー動員

の――愛国的な忠誠や服従を生み出すための――重要な道具となりうるものであった。

このような原理は、多彩な言語（いまや地域や部族の方言と定義し直され、一つの標

準的な国語がそれに取って代わるべきものとされる）、伝統や習慣（いまや偏狭性と定

義し直され、一つの標準的な歴史的物語や標準的な記念行事のカレンダーがそれに取

って代わるべきだとされる）から構成される現実と衝突した。「地域的」や「部族的」

であることは、後進的であることを意味した。啓蒙は進歩を意味し、進歩は、モザイ

クのような生活様式を、ともに等しく、より高い水準に引き上げることを意味した。

（P.125-126） 
近代的革命の企て……とは、国家と国民の創造、つまりは、モザイク状のローカル・

コミュニティを、新たにしっかりと統合された国民国家というシステム、「想像上の社

会」というシステムによって置き換えることをさす。……近代国家建設の本質は、小

教区、近隣のコミュニティ、あるいは職人の 組合
ギ ル ド

へと向けられていた昔ながらの忠誠

を、国民や国法といった抽象的でよそよそしい全体性に対する、新たな市民式の忠誠

によって置き換えることにあった。この新しい忠誠は、古い、時代遅れの忠誠とは異

なり、人々が自発的かつ事務的にそれに従う自己再生産的メカニズムをあてにするこ

とができなかった。新たな忠誠は、慎重にデザインされ、体系的な大衆教育の過程で

入念に教え込まれる必要があった。近代的秩序の建設や保守点検には、管理者や教育

者が必要とされたのである。（P.173-174） 
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欧米では、固有の言語・文化・慣習を持っていた共同体を破壊することによって、そ

れまでは共同体の連合体（階層的共同体連合）に過ぎなかった国家を単一の言語・文化・

慣習を持つ単一の共同体にしようとしたのである。これが近代国家化である。既存の共

同体の破壊を正当化するために、それが持つ言語・文化・慣習は無知蒙昧で遅れたもの

であり、国家を文明化し、進歩するためには、捨て去るべき遺物であると決めつけられ

た。そして、国民全員に単一の言語・文化・慣習を押しつけるために公教育が利用され

た。 
近代国家は、「原共同体」の要件のうち、「血縁・姻戚関係を基盤にしていること」、「構

成員同士が顔見知りであり、対面的コミュニケーションが行われていること」、「階層的

な組織構造を持たず、構成員は平等で、民主的な話し合いにより物事が決定されている

こと」、「生産・消費を共同して行うこと」を欠いている。そのため、国民に国家は共同

体であると思わせるには、これらの要件を代替する手段が必要となる。代替手段として

用いられたのが、公教育・マスコミ等による擬似的な共通体験（学校で同じような経験

をした、マスコミを通じて同じことを知っているなど）、法の下の平等、間接民主制（代

表民主制）、社会福祉である。国民国家では、民族という虚構による「疑似血縁認識」も

用いられている。 

 

 (15) 近代国家化しなかった「日本ムラ」 

明治政府は、日本を近代国家化しなかった。できなかったと言った方が正確かもしれな

い。明治政府は、「家族国家観」（「3.集団・組織の結合を支えているもの (8) 血縁関係、

疑似血縁認識」参照）を唱え、日本の共同体を全て「イエシステム」化し、天皇家を宗家

（本家）、他の共同体を分家とする上下関係を打ち立てることによって、とりあえず日本

を統合するとともに、修身等の教育、神話化された日本人の歴史の編纂（捏造）と教育、

日本語という標準語の整備と教育などによって、共同体間の慣習・文化・言語の相異を減

らし、最終的には日本全体を一つの「幼稚園化された共同体」（「5.支配と服従の構造 (13)
母性的支配」参照）にすることを目指したようだが、現実に行ったことは、後述するよう

に、富国強兵を唱え、天皇を神格化することによって、日本を一つの「ムラ」（村落）と

して統合したことである。 
共同体を全て「イエシステム」化するという目標がほぼ達成できたのは、戦後の高度成

長期である。高度成長期前の日本では、およそ半数の人口が村落という「ムラシステム」

に支配された共同体連合で生活し、残り半数の人口が「イエシステム」に支配された共同

体である企業や官公庁組織で働くという状態にあり、「ムラシステム」に属する人々と「イ

エシステム」に属する人々とでは異なった文化と慣習を持っていた。ところが、高度成長

期になると、農林水産業に従事する人口が急速に減少し、企業で働くサラリーマンと専業

夫婦とその子どもからなる核家族という生活スタイルが多数を占めるようになり、また、
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テレビなどのマスコミを通じて、その生活スタイルが標準的なものであると考えられるよ

うになり、農村においても都会のサラリーマンの生活スタイルを真似るようになってきた。

その結果、高度成長期に、日本人の慣習・文化・言語がかなりの程度、同質化された。 
欧米のような近代国家を作るためには、伝統的な共同体を破壊して、伝統的な共同体か

ら個人を独立させ、その個人を国という一つの共同体にまとめることによって、それまで

個々の共同体に向かっていた依存的な愛着心を国家へと向けさせる必要がある。人類は、

その進化の過程において、「バンド」という一つの共同体だけに属して一生を終えるとい

う生活を長い間送ってきたために、一つの共同体にだけしか愛着心を持てないようになっ

ているからである。日本は一つの共同体にはならず、比較的同質な共同体が連合する「ム

ラ」になってしまったので、日本人には、自分が属する共同体を愛する気持ち（愛社精神

など）を持つが、日本を愛する愛国心は持たないという傾向が強い。愛社精神と愛国心は

両立しえないのである。日本人には自分が属する「ムラ」を愛する郷土愛があるから、日

本が一つの「ムラ」になったのならば、郷土愛が「日本というムラ」に向けられることに

よって愛国心に変わるのではないかという指摘があると思うが、「(13)地域共同体、地域

共同体連合」で述べたように、私は昔の日本人には自分が属する「ムラ」を愛する気持ち

などなかったと考えている。建前上は「自分のムラが好きだ」などと言っていただろうが、

本音では「ムラ」に縛り付けられて生きていかなければならないことを嫌がっていたので

ある。「ムラ」から都会へと出た後に過去の生活を美化して、「「ムラ」では人々が強い絆

で結ばれて助け合い、貧しいながらも楽しい生活を送っていた。皆が「ムラ」を愛してい

たという」などというような嘘八百を並べて立てているのを真に受けてはいけない。 
日本人に愛国心がないのならば、日本はどのようにして一つの国としてまとまってきた

のかという問題がある。私は、日本を一つにまとめてきた仕組みは、日本の伝統的な村落

を一つにまとめていた仕組みと同じであると考える。「(13)地域共同体、地域共同体連合」

で述べたように、村落を一つにまとめていたものは、協力し合わなければ農業生産を維持

できないという経済的利害関係、外敵に脅かされているという「被脅威意識・幻想」と村

民統合の象徴である氏神・産土神・鎮守への信仰心であるが、日本を一つにまとめていた

ものは、国民一緒に豊かになろうという経済的利害関係、外国に脅かされているという「被

脅威意識・幻想」と国民統合の象徴である天皇への信仰心（「天皇教」と呼ぶことにする）

である。明治政府が富国強兵をスローガンとし、天皇を神格化したということは、村落を

一つにまとめていた仕組みを、日本を一つにまとめるための仕組みとして利用したという

ことなのである。万世一系の天皇というイデオロギーは、日本は昔から天皇によって統合

された一つの国であり、これからもそうあり続けるという虚構の象徴なのである。第二次

世界大戦後、強兵と天皇の神格化が否定され、富国だけが日本を一つにまとめるための仕

組みとして残った。戦後の日本では、経済至上主義による経済成長が日本を一つにまとめ

てきたのである。したがって、経済成長が止まれば、日本は分裂し、解体に向かうことに

なるはずである。貧しくなっていく日本では、人々が自分の既得権益だけは守ろうとして、
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醜い争いをするのである。 
右翼・保守主義者は、この日本解体の危機を日本人の絆や連帯感が薄れモラルが低下し

たというような形で感じ取って、右翼・保守主義者の中でも、「共同体復古主義者」は、

日本は外国に脅かされているという「被脅威意識・幻想」を煽り、愛国心という名目で「天

皇教」を復活させることによって、「日本ムラ」の統合を強化しようとし、国家主義者・

国粋主義者は、欧米諸国のように、日本という国を一つの「神格化された共同体」にしよ

うとしている（「4.共同体の結合を支えているもの (10)国家教」参照）のだと、私は考え

る。国家主義者・国粋主義者の言う愛国心は欧米諸国における愛国心と同様のもの、つま

り、「国家教」信仰であるが、「共同体復古主義者」の言う愛国心は神格化された天皇に対

する信仰心であると、私は思う。なお、「10.「秩序と停滞」か「無秩序と進歩」の選択」

で述べるように、日本人のモラルが低下したというのは真っ赤な嘘である。 
 
 (16) 地域共同体・地域共同体連合の解体 

工業は農業に比べると土地に縛られることが少ないが、交通・通信手段が未発達な時

代には、労働者・原材料・商品等の移動に要する時間・費用の制約から、土地に縛られ

ることがあった。しかし、交通・通信手段が発達するにつれて、工業は、土地からどん

どん自由になってゆき、地域、そして、国家の枠を越えて、グローバル化してきた。 
産業化は、近くに住む者同士で、消費生活において協力する必要性も乏しくさせる。

生活に必要な物資は、企業が作り、流通させるので、お金さえあれば、生活に必要なも

のはほとんど買うことができるので、近所で物の貸し借りや物々交換をするというよう

なことが必要なくなるからである。また、サービス業を担う企業が発達してくると、子

育て、介護、冠婚葬祭などにおいて、隣近所同士で協力し合う必要性が乏しくなってく

る。 
また、近代国家（地方自治体を含む）は、警察、消防、社会保障、学校、上下水道、

道路、港湾などを整備して、従来は地域共同体・地域共同体連合が担っていた住民の安

全確保、教育、インフラ整備の役割を肩代わりするようになってきた。 
生産のためにも、消費のためにも、安全確保のためにも、インフラ整備のためにも、

近くに住む者同士で協力し合う必要性が乏しくなれば、近くに住む者同士で共同体や共

同体連合を作って、その共同体や共同体連合に依存する必要性は乏しくなり、地域共同

体や地域共同体連合は解体に向かう。共同の必要性がほとんど無いのに、近くに住んで

いるという理由だけで共同体や共同体連合を作って、その共同体・共同体連合による規

制によって自由を奪われことを不愉快に感じる人がいるからである。鴻上尚史氏は『「空

気」と「世間」』（P.154）で、次のように指摘している。 
 
経済的な共通項、つまりはっきりとした利害関係がなくなれば、集団として動く意

味はありません。そして、地域共同体……はゆるやかに崩れ始めたのです。……町内
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会や地区会の人たちが、「集まりが悪い」とか「地区意識が薄い」と嘆いても、それは

しようがないことで、……なんの利害もなく、また将来の利害も予測できない地域の

人たちに対して、身内意識を持てというのは無理というものです。もちろん、共同で

不審者に対する防犯にあたるとか、地域の将来を考える、というのは、立派な利害関

係なのですが、いまひとつ、緊急性が薄く、集まる動機、心をひとつに合わせる動機

になりにくいのです。 
 
日本において、地域共同体連合の解体が進んだのは高度成長期である。農村からの都

市への青少年の流出（本人から見れば、遅れた農村からの脱出）や挙家離村が相次ぎ、

また、農業が機械化されて、田植え・収穫などにおいて協力し合う必要性が乏しくなり、

兼業化によって村落の行事への参加が困難になって、村落内の家同士の結び付きが希薄

化した。この時、農村から都市への青少年の脱出を手助けすることによって、村落の解

体を速めたのが学校である（「11.学校と地域共同体の関係の変化 (2)地域共同体から頼り

にされる学校」参照）。 
産業化と近代国家化によって、地域共同体・地域共同体連合は、消費活動と子どもの

養育を担う核家族、生産・流通活動を担う企業、安全確保・教育・インフラ整備を担う

国家・地方自治体、残余の部分を担う集団・組織（町内会、子ども集団、NPO など）と

いう４つの集団・組織に分割され、人びとの生活領域が、家庭領域、経済領域、政治領

域、社会領域の４つに分かれたと理解することができる。 
 
 (17) 資本主義による共同体の解体 

産業化は、共同体から地域性を奪い、地域共同体を解体させるものであるが、必ずし

も、共同体そのものの必要性を奪うものではなく、地域共同体以外の共同体は存続可能

である。共同体でも工業製品を製造し、取引することができる。現に、バブル崩壊前ま

で、日本の企業は、「イエシステム」に支配され（「第 13 回 日本の特殊性と教育 2.イエ

とムラ」参照）、共同体としての性質を強く持っていた。 
市場経済が共同体を破壊すると主張する人がいるが、そのような考え方は短絡的過ぎ

る。市場経済は、商品の取引において共同体の原理の介入を拒み、契約に基づく等価交

換を要求するが、商品の生産・消費において共同体の原理が介入することを拒むもので

はない。例えば、同一商品を、親戚や友人には、日頃お世話になっているからと言って、

安く売りながら、赤の他人には高く売ったり、赤の他人には欠陥品を掴ませたりすると

いうようなことは市場経済を傷つける行為であるが、家族で共同して商品を生産したり、

消費したりしても市場経済は傷つかない。 
市場経済が共同体を破壊するようになったのは、欧米が資本主義を採用して、「雇用契

約」という名の「準拠枠設定」によって「階層的結社」である企業を作り、企業が商品

の生産を行うようになったからである。カール・マルクスは、資本主義の本質を労働力

 152 



の商品化であるとしたが、それは間違っている。労働者が企業と封建的な身分関係を結

ぶことを、労働力の売買であるかのように偽装することが資本主義の本質である（「5.支
配と服従の構造 (3)互酬性による支配と準拠枠設定」参照）。市場経済ではなく、資本主

義が共同体を破壊したのである。 
日本は、欧米のように共同体を破壊し、「階層的結社」を作ることによって、産業化し

たのではなく、地域共同体を破壊し、「イエシステム」の血縁性を薄める（「第 13 回 日
本の特殊性と教育 2.イエとムラ」参照）ことによって、産業化した。 
バブル崩壊前の日本は、資本主義によらない市場経済体制をとり、「イエシステム」に

支配された共同体的な日本企業が、「階層的結社」である欧米企業と、市場経済で優劣を

競い合っていたが、バブル崩壊後、「イエシステム」の「階層的結社」に対する劣勢が明

らかになり、欧米をまねて、成果主義を導入し、リストラ名目の解雇を行うようになって

から、日本企業の共同体的性質は弱まりつつある。 
 
 (18) 生活のための共同体から承認欲求充足のための共同体へ 

菅野仁氏は『友だち幻想』（P.55-57）で、次のように述べている。 
 
今私たちが目の当たりにしている同調圧力は、現代における新たな共同性への圧力

（これをネオ共同性と呼んでみましょう）なのではないかと私は考えています。……

かつてのムラ的な伝統的共同性の根拠は、生命維持の相互性でした。貧しい生産力を

基盤とした昔の庶民の生活においては、お互い支えあって共同的なあり方をしていな

ければ生活が成り立たなかったのです。……同調圧力が強い半面、お互いに生活を支

えあい助け合うという相互扶助の側面も大きかったのです。しかし現代におけるネオ

共同性に根拠のあるのは、「不安」の相互性です。多くの情報や多様な社会的価値観の

前で、お互い自分自身の思考、価値観を立てることはできず、不安が増大している。

その結果、とにかく「群れる」ことでなんとかそうした不安から逃れよう、といった

無意識的な行動が新たな同調圧力を生んでいるのではないかと考えられるのです。 
 
  私は、「ネオ共同性」は「ネオ」ではなく、その元祖はキリスト教、イスラム教、仏教

などの世界宗教が作り出した宗教共同体であり、昔からあったものであると考える。共

同体の枠を越える宗教である世界宗教は、共同体ごとに異なっていた神々を表面的には

抹殺することにより、それまで「神格化された共同体」のみに向けられていた依存的な

愛着心を「唯一の神」（仏教の場合は、仏）へも向けさせ、同じ「唯一の神」を信じる信

者たちという「想像上の共同体」を作り出し、「「唯一の神」があなたに生き方を示し、

あなたを支えている。「唯一の神」や世界中にいる信者仲間があなたを認め、評価してい

る」という幻想を生みだすことによって、依存的な愛着心と「承認欲求」を一部満足さ

せている。一部しか満足させることができないのは、「唯一の神」や世界中にいる信者仲
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間はあまりにも遠い存在（抽象的な存在）で、直接ふれあうことができないからである。

そのため、表面的には消された「神格化された共同体」への信仰が潜在的には残り、共

同体の構成員からの承認・評価も求めることになる。 

世界宗教への信仰が弱まってくると、「唯一の神」と信者仲間への依存的な愛着心は、

思想・イデオロギーと同じ思想・イデオロギーを信じる同士への依存的な愛着心へと変

わるが、思想・イデオロギーは「唯一の神」よりも抽象的な存在なので、依存的な愛着

心と「承認欲求」を満足させる力は弱い。欧米では、企業などの組織の多くは、「家族的

で暖かい共同体」ではなく「他人行儀で冷たい結社」であり、地域共同体はほとんど崩

壊している。個人主義的な生活に不向きな人々は、十分には満たされない「承認欲求」

を抱えて苦しみ、共同体主義や小規模の宗教団体などに救いを求めようとする。 

これに対し、日本では、世界宗教が共同体ごとに異なっていた神々を抹殺するような

ことはなく 産土神
うぶすながみ

、鎮守
ちんじゅ

、氏神
うじがみ

などとして残り、依存的な愛着心の対象となり続けて

いた。その後、氏神信仰のような宗教的な形式をとった「共同体教」への信仰が弱まっ

てくると、「会社の生命は永遠です。その永遠のために、私たちは奉仕すべきです」（島

田三敬氏の遺書の言葉、「4.共同体の結合を支えているもの (7)共同体の神格化」参照）

という会社主義のように表面上は宗教性をなくした「共同体教」への信仰へと変わって

いった。そして、共同体が崩れてくると、「共同体教」への信仰は、一時的に生じる「幻

想の共同体」への信仰、つまり、その場その場での「空気」への同調へと変わっていっ

た。一時的な同調の中に、「人々が絆によって結ばれている」という幻想を見て、相互に

承認し合っているという妄想を抱くのである。例えば、野球やサッカーの試合でひいき

のチームを肩を組んで応援している時に生じる連帯感は一時的な幻に過ぎない。一緒に

肩を組んでいた人がその後なんらかの困難に直面した時にその人を親身になって助ける

などということがあるだろうか。本物の絆があれば必ず助けるはずである。 

鴻上尚史は『「空気」と「世間」』で、次のように述べている。 

 

「世間原理主義者」……は、「古き良き日本」に帰ろうと、伝統的な日本の素晴らし

さや日本人が失ってしまったかけがえのない「世間」を語り続けます。そして、反日

的な言動を見つければ大挙して押し寄せ、道徳心と正義感に燃えて、ブログを炎上さ

せます。……彼らは、伝統的な「世間」の良さを語るだけでは、精神的な満足は得ら

れないのです。伝統的な「世間」を感じるためには、他者を攻撃する必要があるので

す。なぜなら、「世間原理主義者」がネット上で作り上げている「世間」は、実体を持

った「世間」ではないからです。……自分を支えて欲しいと意識と作り上げられた「世

間」なのです。村落共同体の構成員が生き延びるために、経済的な要請で自然に生ま

れた「世間」とは違うのです。意識的に作られた「世間」では、常に自分がその「世

間」に属していると確認しなければなりません。……「世間」に所属していることを

証明する一番確実な方法は、その「世間」を否定するようなことを言っている人を攻

 154 



撃することです。（P.203-205） 

電車に乗っていると、女子高生の集団が乗り込んできます。彼女たちは、楽しそう

に会話します。やがて、駅で一人二人と降りていきます。僕は、手を振って降りてい

った女子高生の顔を窓越しに見ます。彼女たちは、ホームを歩き始めると、笑顔が瞬

間的に消えます。本当に会話が楽しかったのなら、笑顔はゆるやかに消えるはずです。

……二人になり、一人がホームに降り、電車が発車した瞬間、車内に残った女子高生

の笑顔は、一瞬で真顔になります。それは、彼女が本当には笑っていなかったという

証拠です。嫌な接待の後、相手がタクシーに乗って走り去った瞬間、一瞬で笑顔が消

えることと同じです。本当に楽しいデートの時は、笑顔はゆっくりと消え、甘い切な

さが残ります。けれど、それでも、一人よりは安心するからこそ、女子高生は集うの

です。ずっと一人よりは、無理して笑い、仮面の微笑みを身につけた方が、生きやす

いと多くの日本人は思っているはずです。（P.209-210） 

 

鴻上尚史氏が言う「世間原理主義者」は私が言う「共同体復古主義者」に似た人たち

のことであり、「世間」は共同体とほぼ同じものである。ここで、鴻上尚史氏が問題にし

ているのは「世間原理主義者」の中でもネット右翼と呼ばれている人々であるが、ネッ

ト右翼の多くは右翼団体のような現実の共同体に属さず、インターネット上の掲示板な

どを活動の拠点にしている。彼・彼女らは、彼・彼女らが反日的であると考える書き込

みなどに対して集団的・集中的に攻撃することを常としているが、彼・彼女らの主張は

教条的・画一的で単純なものであり、皆がほぼ同じことを言っている。つまり、彼・彼

女らはインターネット上で同調して同じ主張をすることによって、インターネット上に

「幻想の共同体」を作り出し、相互承認し合っているのである。「(9)魔女狩り的いじめ」

で述べたように、共同体が一体であるという幻想は共同体の構成員の同質性という虚構

によって支えられており、その虚構は、自分たちとは「異質な他者」を措定し、その「異

質な他者」を蔑視することによって支えられている。ネット右翼の共同体は現実のもの

ではないため、自分たちの共同体が一体であるという幻想に浸るには、その虚構を強化

せねばならず、そのため「異質な他者」への蔑視・攻撃が過激なものになる。「我々は奴

らのような下賤な連中とは異なる高貴な人間である」という具合である。 

女子高生の「一見仲良しグループ」は、表立っては「異質な他者」を措定し、その「異

質な他者」を蔑視するというようなことはやっていない。陰に隠れてやっているのかも

しれないが。「一見仲良しグループ」は、「仮面の微笑み」を浮かべながら当たり障りの

ない会話を交わすという、実質を伴わない形だけの同調をすることによって、「幻想の共

同体」を作り出し、見せかけだけの相互承認をし合っている。彼女たちに本物の絆があ

るならば、グループの一人が酷いいじめに遭った時には、身を挺してでもその子を守ろ

うするはずであるが、そのようなことはせずに見捨てるだろう。 

「皆が仲良くして助け合う学校・学級が理想の学校・学級だ」と考えている教育関係
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者がその理想に近づけたとしても、そこに生まれる「理想の学校・学級」は「一見仲良

しグループ」のような砂上の楼閣である。 

 
７．個人主義 

 (1) 二尊主義による個の目覚め 

運命共同体意識に支配された共同体はその構成員に一元的・排他的な帰属を求める。

一人の人間が二つ以上の共同体と運命を共にするならば、それらの共同体間に争いが起

こった場合に、彼・彼女はどちらにつけば良いのか分からなくなるからである。山本七

平氏は『日本人と組織』で、次のように述べている。なお、「白石」とは、新井白石のこ

とである。 

 

   白石がキリシタンを排撃せねばならぬとした最も大きな理由は、彼の言葉を借りて

表現すれば、その「二尊」主義にあった。……彼は中国を例にとり、……皇帝は天を

祀り、諸侯は皇帝を天として祀り、臣下は諸侯を天として祀り、子は父を天として祀

る、これによって秩序が成り立っているのであるから、もし個人が、この秩序を飛び

越えて天を祀れば、その個人には「二尊」ができる。こうなったら、秩序は成り立た

ない。……この白石の考え方は、おそらく現在のわれわれの考え方である。もちろん

社会が組織化され、家族が核家族化した現代では、その表れ方は違ってくる。いわば

組織が「天」になるわけで、この「天」を核家族の全員が心情的に祀っているという

形になり、したがって企業神・組織神が存在するわけである。組織は、この組織……

を「天」とする以外に許さず、その組織内の個が「二尊」をもつことを許容しない。

……その組織とは別に、自分は他の「天」に……直結していない方が、その人間は精

神的に安定するわけである。ヨーロッパ人がしばしば日本の行き方を理解できないと

するのはこの点である。といのは、彼らにとって、個人として何らかの「天」――そ

れは必ずしも、彼の伝統的な宗教である必要なない――に直結する形で、その個人主

義が維持されているわけであり、これがなくなれば、人間が文字通りに「組織の細胞」

になると考え、そうなれば、それは人間であることの喪失につながると考えるからで

ある。（P.163-165） 

   「二尊主義」は、二つの「尊」の間の矛盾を生きることであり、……この矛盾にお

いてはじめて「個」の確立があり得、この「個」の確立によって……進歩が可能だ 

（P.170） 

 

  山本七平氏は、組織への一元的な帰属を求めるのは日本的な特徴であるとしているが、

私は、日本的な特徴ではなく、共同体に共通する性質であると考える。共同体に依存す

る生き方をしながら「二尊主義」になった西欧人の方が特殊なのである。 

「6.集団・組織の歴史 (18)生活のための共同体から承認欲求充足のための共同体へ」

 156 



で述べたように、共同体の枠を越える宗教である世界宗教は、共同体ごとに異なってい

た神々を表面的には抹殺することにより、それまで「神格化された共同体」のみに向け

られていた依存的な愛着心を「唯一の神」へも向けさせ、同じ「唯一の神」を信じる信

者たちという「想像上の共同体」である宗教共同体を作り出すので、信者は宗教共同体

と現実の共同体（自分が属する村落など）の二つの共同体に属することになる。この場

合、宗教共同体が圧倒的な力を持ち、宗教共同体が現実の共同を飲み込んでしまう聖俗

一致的な体制になるか、現実の共同体が実質的な支配力を維持し、宗教共同体は戒律等

によって現実の共同体の慣習を変化させるという間接的な影響力を持つに過ぎない（聖

職者は自分たちからは遠い存在である）か、のどちらかになることが多かった。 

しかし、中世の西ヨーロッパでは、「俗界の長たる王権と聖界の頂点である法皇庁とは、

ふたつの中心をもついわば楕円形の権力構造を形作って」（山本雅男著『ヨーロッパ「近

代」の終焉』P.37）おり、宗教共同体と現実の共同体の力が拮抗していた。村落・都市

の中心部には教会が建ち、直接目に見える形で権力を行使していた。その結果、西欧人

は、宗教共同体と現実の共同体の矛盾（両者が矛盾したことを要求してくるなど）の中

で生きることを余儀なくされ、共同体から独立した自分（個人）に目覚めていったので

ある。 

 

 (2) 理性信仰による個人主義 

山本雅男氏は『ヨーロッパ「近代」の終焉』で、次のように述べている。 
 
プロテスタントの主張……のなかに、……宗教改革の「近代」性を読みとることがで

きる。……“聖書のみ、恩寵のみ、信仰のみ”という三点にまとめて考えてみよう。第

一の“聖書のみ”は聖書至上主義とも言われるもので、ようするに、いかに生きるか、

いかに神によって救われるかは、聖書によってのみ伝えられるというものである。……

つぎの“恩寵のみ”という主張……にはふたつの側面がある。ひとつは、信仰の主体を

個人においた点である。信仰というのは、世俗の権威である教会にしたがうことではな

く、各個人が神と直接に向かい合うところにこそ福音はもたらされるというのである。

これは、じつに近代的個人主義の色彩の濃い主張だと言わなくてはならない。信仰の仲

立ちとしての組織を否定したとき、そのいっさいを引き受ける主体は個人でしかないか

らだ。もうひとつは、神への絶対服従という問題である。つまり、神の恩寵に縋るかぎ

りにおいてのみ救いへの道が開かれるのであって、人間の側には判断の余地はまったく

ないというのである。……プロテスタント的人間観が、その出発点において、信仰にお

ける個人の重要性を確認するとともに、神という超越的なものの絶対性・必然性の前で

は人間はまったく無力であることを刻印したことのほうが問題である。これは、その後

の「近代」的人間像とは矛盾する考え方のように見えるが、じつはヨーロッパ「近代」

型人間像の隠れた姿なのである。超越的なものというのは、何も神にかぎらないもので
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あるから。……最後の“信仰のみ”……は、文字通りただただ信仰あるのみという……

意味のほかに、神の前では信仰ゆえに何人も等しく責任をもつという万人司祭主義の考

えを示したものである。（P.47-50） 
キリスト教の神は……形而上的なものとして想像された神でもあった……近代以後

になっても……命脈を保ち続けたのは、キリスト教精神の深層において近代合理主義

と容易に結びつく要素があったからだ。それは、普遍性ないし絶対性への深い信頼と

自信である。デカルトにしろ、……ニュートンにしろ、……みな普遍的・絶対的な理

性を追求しながらその彼方には神を予想していた。「近代」は、……神を必要としない

人間の時代と考えられているが、じつはそうではない。神に理性がとって変わったに

すぎなかったのだ。（P.176） 
近代的理性は、それまで精神に加えられてきた……重圧、すなわち社会の因習や伝

統、習慣といったものから自由になるために、それらをことごとく断ち切った……合

理主義とは自由の代名詞であり、不合理とは束縛や従属を意味した。……過去の知恵

を断ち切り、未来へと勇躍する精神にとって拠るべき縁は何か。それがまさに「方法」

なのである。合理主義精神と方法的思考は、じつに密接な関係にあるのだ。習慣や伝

統が教える知識は、特殊・個別的なものを多く含んでおり、……普遍的妥当性に欠け

る。これでは、まことに不確実であり、依拠するに足るものではないと考えられたの

である。どのような問題を出されても解けるような「方法」をしっかりと身につけて

いれば、いつどこにあっても困らないというわけだ。……「方法」は、時間・場所そ

して人間の個性を選ばない……それは、方程式を解く方法を覚えておけば、どのよう

に複雑な数式であっても、一行一行着実に処理していくことによって、最後には正答

を得ることができるという数学の思考法に似ている。……近代合理主義がとらえた精

神とは、じつは「方法」を実行していく能力のことにすぎない……デカルトは、精神

を真理へと導くひとつの「方法」を提示している。……第一に、明晰判明なものだけ

を真として受け入れること。第二、問題の分析を十分に行うこと。第三に、分析に達

した単純な真理から順序を追って複雑なものいたること。第四に、問題にしようとし

てしなかった点。つまり、見落とした点がないか調べること。……この四つの規則は、

その名も文字通り『方法叙説』という本のなかに登場する。この本の原題は『かれ（デ

カルト自身のこと）の理性を正しく導き、諸学における真理を探究するための方法に

ついての話、ならびにこの方法の試みである、光学、気象学及び幾何学』という長い

ものだ……精神を方法化することによって、一部の特別な才能をもったものや卓抜な

異能の持ち主だけに許されていた真理感得の秘儀を、「良識を分け与えられたすべての

人」（『方法叙説』）に開放したのである。正しい「方法」にしたがえば、だれでもが確

実な知識、真理に到達しうると宣言したということだ。（P.205-208） 
 

宗教改革は、神の意思を伝えるものとしての教会の権威を否定し、各個人が神と直接
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向かい合うことによって神の意思を知るべきだとした。この考えは、聖書の文言を絶対

視する原理主義と理性を用いて神の意思を知るべきだとする啓蒙主義の二つの流れを生

みだした。原理主義は、人間の心と行動を聖書によって支配することによって個性を奪

い、聖書を「一尊」とする宗教共同体を作り出した。 

これに対して、啓蒙主義は、人間の心を理性化することによって個性を奪い、理性を

「一尊」とする共同体を作り出そうとしたが、失敗した。啓蒙主義者が主張するような

理性が本当に存在するならば、誰もが理性という「正しい思考方法」にしたがって同じ

ように（正しく）考えて、同じ結論（最適な結論）に達し、その結論にしたがって同じ

行動（最適な行動）をとるはずである。その結果生まれるのは、理性を持つが個性を持

たないクローン人間が集まる「ユートピア」、争いがなく、おのずから調和が訪れる世界

である。しかし、そのような「ユートピア」はどこにもない。啓蒙主義者は、それは、

理性を持たない人が多いから、あるいは、人類が未だ完全な理性を発見できておらず、

不完全な理性を用いているからだと主張するかもしれないが、私は、理性は啓蒙主義者

が作り出した幻想に過ぎないと考える。啓蒙主義者は、人間の神経機構の機能上の限界

を無視して、①人間は外界を正しく認識できると過信し、②確実な知識、真理に到達す

るための唯一の正しい思考方法があり、③その思考方法を用いれば、どのような問題を

出されても唯一の正解を導けるというという妄想にとりつかれている。「第 8 回 能力の

個人差 7.知能検査で測られる「知能」の正体」で述べたように、理性の正体は「分析的

シミュレーション」であり、「分析的シミュレーション」は単純な世界の分析には有効だ

が、複雑な世界の分析には非力である。また、「分析的シミュレーション」では、新しい

ものを創造することができない。 

人間は理性を持っているという「理性信仰」が西欧における個人主義を支えていると

私は考える。自分で理性を用いて考えた結果や理性を持っていると信じられる人が考え

出したイデオロギー（自分が信奉するイデオロギー）が共同体の他の構成員の意見と異

なった場合、それは、共同体の他の構成員が理性を持たない「野蛮人」だからであり、

彼・彼女らを啓蒙する必要があると考えることによって、共同体の構成員と対立するこ

とが正義であると感じるようになる。理性を持つ人々の共同体、同じイデオロギーを信

奉する人々の共同体というような「想像上の共同体」を作り出し、この「想像上の共同

体」の仲間から自分は認められ、評価されていると信じることができれば、現実の共同

体の構成員からの承認・評価がなくても、「承認欲求」は満たされる。この結果、共同体

内での対立や孤立に耐えることができるようになり、彼・彼女は個人主義者となること

ができるのである。 

私は、「理性信仰」やイデオロギーへの信仰に支えられた個人主義者は、「飼い主」が

共同体から理性・イデオロギーに変わったに過ぎず、依然として「飼い犬」のままであ

ると考える。彼・彼女らは理性・イデオロギーの奴隷であり、彼・彼女らに自由はない。

彼・彼女らは、理性・イデオロギーによって心を縛られ、理性・イデオロギーによって
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結ばれた「想像上の共同体」に依存していることを忘れ、自分たちは自由で自立してい

るという幻想の中で生きている。 

 

 (3) 生まれながらの個人主義者 

  池谷裕二氏は『単純な脳、複雑な「私」』（P.310-315）で、要約すると次のようなこと

を述べている。 

 

   アリはエサを見つけて巣に運び帰る道筋にフェロモンを落としていく。フェロモン

は他のアリを引き寄せる誘因物質なので、エサの在りかに向かってアリの行列ができ

る。しかし、たまに「ひねくれアリ」がいて、フェロモンのまかれたコースを歩かず

に、ふらふらと別のルートをとってしまう。全員が頑張る働きアリであった方が成果

が上がるはずなのに、アリの社会は、言うことの聞かないヤツを必ず残しておく。進

化の過程で排除されずに生き残る。それは、「ひねくれアリ」が近道を偶然に発見する

かもしれないからだ。フェロモンは揮発性なので、時間がかかる遠回りの道に落とさ

れたフェロモンは薄まってゆくが、時間がかからない近道に落とされたフェロモンは

濃いままである。この結果、他のアリも近道を通るようになり、エサの運搬が効率化

される。 

 

  集団・組織の構成員全員が同調して、一丸となってがんばって仕事をした方が効率的

なように思える――日本人にはそう信じている人が多い――が、そうではない場合も多

い。慣習的な方法が効率的あるとは限らないし、誰かがやり始めて手本となった方法が

効率的とは限らない。他者への同調を拒む「ひねくれた人間」がいないと、そのような

非効率から脱することができない。同調を拒む「ひねくれた人間」が、他の人とは違う

方法をとっては失敗するということを繰り返して行くうちに、新しい効率的な方法を偶

然に発見する。「ひねくれた人間」の中から「創造的革新者」が生まれる。宮原諄二氏は

一橋大学イノベーション研究センター編『イノベーション・マネジメント入門』「第 8 章 
創造的技術者の論理とパーソナリティ」（P.228-230）で、次のように述べている。 

 
創造的技術者は……主流からはずれた一人、はずれようとした一人であったであろ

う。彼は常識の不備を直感的に見抜く。多くの場合、それは主流にいる人たちにとっ

て考えてもみなかったことであったり、あるいは本来そうしたくても常識的にはでき

ないと思われていたことであったろう。…… 
DNA の二重らせんモデルの発見者の一人、フランシス・クリックを例にしよう。ク

リックは……第二次世界大戦中はイギリス海軍に属し、レーダーや磁気機雷の開発な

どで画期的な成果を上げた。しかし戦争が終わると、彼とそのまま仕事を続けるのを

好まない同僚もでてきた。組織から排除される力学が彼には作用していたのである。
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キャベンディシュ研究所に移ってきた彼に対して、……彼の上司ブラッグ卿……はい

つもいらいらしていた。ブラッグ卿にいわせれば、クリックはボートを揺さぶること

ばかりしている。彼の頭にあるクリックはもう 35 年ものべつまくなしにしゃべり続け

ているのに、根本的に大切なことは何ひとつしたことがない人間なのだという評価が

下されていた……DNA 二重らせんモデルを発表（1953）する直前のことである。…… 
 “創造的”な人はしばしば“非常識”と思われており、“常識的”な環境の中に生

息しにくい 

 

  「ひねくれた人間」は、集団・組織内での同調を拒む「非常識な」人間であり、新し

い効率的な方法を偶然に発見し、それが認められるまでは、非生産的な「穀潰し」であ

る。失敗の連続だけで、新しい効率的な方法を発見できないまま終わったり、新しい効

率的な方法を発見しても誰にも認められないまま終わったりして、「穀潰し」のままで一

生を終える「ひねくれた人間」も多い。日常的には、「ひねくれた人間」は、集団・組織

にとって無駄で邪魔な存在である。しかし、「ひねくれた人間」がいない集団・組織は革

新能力を失って硬直化し、進歩なき停滞に陥り、環境の変化に対応できずに、滅亡への

道を歩む。 

  おそらく、「ひねくれた人間」が少数ではあるが一定割合で生まれてくるように、人類

は遺伝的にプログラミングされているのであろう。「ひねくれた人間」が新しい道を切り

開き、「普通の人間」がその後に続く、言い換えれば、「生まれながらの個人主義者」（＝

野良犬）が創造し、「生まれながらの共同体主義者」（＝共同体の飼い犬）がそれを模倣

するという方法で、人類は文明を築いてきたのである。 

  少数派である「生まれながらの個人主義者」は不幸な星の下に生まれてきたと言える。

「生まれながらの個人主義者」は、多数派である「生まれながらの共同体主義者」から

「身勝手」「わがまま」「協調性ゼロ」「空気を読めない人間」「気まぐれ」「穀潰し」など

と罵られ、迫害され続ける人生を歩まなければならない。「生まれながらの個人主義者」

の中のごく一部が「生まれながらの共同体主義者」にも認められる「発明」「発見」をし

て賞賛されるだけである。創造的であるということは不幸なことなのである。 

 

８．構成主義的な学習理論 

  以後の説明に必要になるので、ここで、私独自の学習理論について、その概略を説明

することにする（詳しい説明を別途行う予定）。この学習理論は、構成主義に基づくもの

である。 

構成主義は、社会学、教育学、科学論などで用いられているパラダイムであるが、学

問分野、論者によって異なった意味で使われており、混乱している。私の理解にしたが

って説明すると、人間の認知活動は心の中に「世界についてのモデル」を作り出す過程

であり、人間に認知できない世界の事実は、人間がそれについて知り、語ることができ
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ないという意味において、存在しない（物理的に存在しないと言っているのではない）

という考え方である。人間が見ていると思っている世界は、現実の世界ではなく、人間

が心の中に作り出した世界のイメージ（世界についてのモデル）に過ぎないから、人間

が世界について持っている知識は、世界の事実（客観的事実）に関する知識ではなく、「世

界についてのモデル」に関する知識に過ぎないということである。 
人間がどのようにして心の中に「世界についてのモデル」を作り出すか（世界につい

ての知識を構成するか）ということについては、大別して、二つの見解が対立している。

知識は個人の経験により主観的に構成されると考えるか、知識は特定の社会・共同体・

文化に属する人々の相互作用によって間主観的に構成されると考えるかという対立であ

る。前者の見解は心理的構成主義などと呼ばれ、後者の見解は社会構成主義（社会的構

築主義）などと呼ばれている。 
構成主義は実証主義に対する批判として生まれたものである。実証主義では、人間は

世界の客観的な事実を観察、実験、論理等により正確に認識することができると考える。

学者の多くは、自分たちの理論は仮説に過ぎず、真理ではないことをわきまえてはいる

が、いつかは真理に到達できると考えているという点において、実証主義者である。ほ

とんどの学問分野は実証主義に基づいており、その結果、教育は基本的に実証主義に基

づいて行われている。しかも、学問的理論が仮説に過ぎないことを無視する傾向がある。

真理であるとされた学問的知識を、教師から学習者へ体系的に伝達することが教育であ

り、学問的知識を無批判に記憶することが学習であると考えられることが多いのである。 
これに対して、心理的構成主義に基づく学習理論では、学習は、学習者が既に持って

いる「世界についてのモデル」（J.ピアジェはシェマと呼んでいる）を通して、自分を取

り巻く世界の事物を観察したり、事物に働きかけたりする中で、「世界についてのモデル」

を再構成していく過程であり、教師の役割は、学習者自身が行う「世界についてのモデ

ル」の再構成を支援することであると考える。社会構成主義に基づく学習理論は、「学習

活動はほかの学習者と切り離され孤立した形でおこなうのではなく、常にほかの学習者

との関わり合いのなかでおこなわなければならない。この社会的な関わりあいが、学習

共同体に属しているという一体感を産み出し、知識と知識のおかれている社会的文脈で

学習を理解し、共同体の相互作用によって間主観的……に知識を構築することができる

のである」（久保田賢一著『構成主義パラダイムと学習環境デザイン』P.29）と主張する。 
  教育関係者には社会構成主義に基づく学習理論を支持する人が多く、構成主義と言え

ば社会構成主義のことであると考える傾向があるが、私独自の学習理論は心理的構成主

義に基づいたものである。 

デイヴィッド・イーグルマンは『意識は傍観者である』で、次のように述べている。 
 
従来教えられている知覚の考え方によると、感覚中枢からのデータは脳に流れ込み、

感覚の階層をはい上がっていって、自分を見させる、聞かせる、におわせる、味わわ
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せる、感じさせる――つまり「知覚」させる。しかしデータをもっと詳しく検討する

と、この考えは正しくないことがわかる。脳は大部分が閉鎖的なシステムであり、内

部で生じた活動を勝手に実行すると考えるのが正しい。……内部データは、外部の感

覚データによって生成されるのではなく、単に調整されるに過ぎない……1911 年……

トマス・グラハム・ブラウン……はネコの脚の感覚神経を切断しても、そのネコがな

んの問題もなくトレッドミルの上を歩けることを実証した。つまり、歩くためのプロ

グラムは脊髄の内部で生成されていて、脚からの感覚フィードバックはそのプログラ

ムを調整するのに――たとえば、ネコがすべりやすい面に足を踏み入れて、転ばない

ようにする必要がある場合に――使われるだけということなのだ。……眠っていると

きの視覚（夢）は現実世界の何ものとも結びついてない知覚であり、目覚めていると

きの知覚は目の前にあるものともう少しかかわりのある夢のようなものだ。……正常

な知覚と言われるものも、実際には幻覚と変わらない。外部入力によって固定されて

いるだけである。幻覚は縛られていない視覚にすぎない。（P.65-67） 
フライのボールを捕ろうとすることについて考えよう。もしあなたが単なる流れ作

業装置だったら、ボールを捕ることはできないだろう。光が網膜に当たってから運動

命令を実行できるまでに、数百分の一ミリ秒の遅れが生じる。あなたの手はつねに、

ボールがあった場所に伸びることになる。私たちが野球ボールをキャッチできるのは、

……物理過程の内部モデルがあるからだ。この内部モデルが、……ボールがいつどこ

で着地するかについての予測を立てる。……特定の条件下で何らかの行動をすると、

脳は何が起こるかを内部でシミュレーションする。内部モデルは運動行為……に一役

買うだけでなく、意識的な知覚の基礎にもなる。……私たちが何を見るかは予想に影

響される……ドナルド・マッケイ……は 1956 年、視覚野は基本的に世界のモデルを生

成するためのマシンだという説を提案している。……一次視覚野は、網膜からどんな

データが入ってくるかを予測するための内部モデルを構築するのだという……一次視

覚野は視床に予測を送り、視床は目から入ってくるものとすでに予想されているもの

の差異を報告する。視床は視覚野にその差異情報――つまり、予測されなかった部分

――だけを送る。この予測されなかった情報が内部モデルを修正するので、将来的に

はミスマッチが少なくなる。このように、脳は自分のまちがいに注意を払うことによ

って、世界のモデルを精緻なものにしていく。（P.69-71） 
信号が脳のなかを移動する速度はかなり遅く、導線伝いに信号を運ぶ電子より何百

万倍もゆっくりなので、……あなたの知覚する世界はつねに現実世界に遅れをとって

いる。……私たちは「外に」あるものをほとんど自覚していない。脳が時間と資源を

節約する憶測を立てて、必要な場合にだけ世界を見るようにしている。……自分が知

覚する外界のものは、自分にはアクセス権のない脳の部分によってつくられている 

（P.74-77） 
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これは仮説に過ぎないが、私は、ある程度複雑な神経系を持つ動物は、心の中に自分

を取り巻く世界についてのモデル（「環世界モデル」と呼ぶことにする）と自分の身体に

ついてのモデル（「自己モデル」と呼ぶことにする）を持っていると考えている。「3.集団・

組織の結合を支えているもの (5)相互補完による同調」で述べた「他者モデル」は「環世

界モデル」の一部である。私たちが見聞きしている（知覚している）と思っている世界

と身体は、現実の世界と身体そのものではなく、「環世界モデル」・「自己モデル」であり、

現実の世界と身体の動き・変化を見聞きしているように思えるのは、神経系が「環世界

モデル」・「自己モデル」のなかに動き・変化があるというイメージ（「環世界イメージ」、

「自己イメージ」と呼ぶことにする）を作り出し、そのイメージを意識しているからで

ある。「環世界モデル」・「自己モデル」と「環世界イメージ」・「自己イメージ」との関係

を比喩的に言うと、「環世界モデル」・「自己モデル」は世界のミニチュアセットであり、

「環世界イメージ」・「自己イメージ」はそのミニチュアセットの中でいろいろなものが

動き回っている様子である。私たちは、世界のミニチュアセットを見て、世界を見てい

ると思い込んでいるのである。 
「環世界イメージ」・「自己イメージ」は、感覚器官が現実の世界と身体から受けた刺

激を神経系が解釈して作り出したものでなく、神経系が直近の未来を予測して作り出し

たイメージである。神経系がこのような作業を行っているということは意識に上ってこ

ないので、そのことに気づいていないだけである。人間が意識できることは、神経系が

行っていることの一部に過ぎない。感覚器官が現実の世界と身体から受けた刺激を神経

系が解釈してイメージを作り出し、そのイメージを意識しているとすると、それは膨大

な作業量になり、かなりの時間（神経伝達・情報処理にかかる時間）を要するので、人

間は、直近の過去しか見ることができなくなってしまう。直近の過去しか見ることがで

きないのでは、野球のボールをキャッチすることも、打つこともできないというように、

速い動き・変化のある世界にうまく対処できない。 
人間は、「環世界モデル」・「自己モデル」に基づいて、直近の未来の状態の予測を無意

識のうちに（非意識過程下で）行う（何か行動を起こそうとする場合には、その行動も

予測に反映させる）ことによって、直近の未来の「環世界イメージ」・「自己イメージ」

を作り出して、そのイメージの一部を意識する（つまり、世界の現実ではなく、世界は

こうなるという予測の一部を見ているのである）とともに、直近の未来に生じるだろう

感覚を無意識のうちに予測し、その予測された感覚と現実に生じた感覚との比較を無意

識のうちに行っており、差異（予測の間違い）があると、それは、現実の世界や身体に

動きや変化があるとういうことであるとみなし、無意識のうちに予測の修正を行う。こ

の予測の修正にはある程度の時間がかかるので、修正されるまでの間は、世界の変化や

動きは「環世界イメージ」・「自己イメージ」に反映されないが、修正された「環世界イ

メージ」・「自己イメージ」は、現実の世界や身体の動き・変化を織り込んだ直近の未来

のイメージである。例えば、予測に反して自分に向かって飛んでくるボールがあること
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を知覚すると、ボールの動きを予測して、直近の未来のボールの位置をイメージとして

意識するが、その作業にはある程度の時間がかかるので、意識する前にボールが自分に

ぶつかることがある。なお、人間の神経系には、過去に経験したことがある危険に対処

するための短縮ルートがあり、ボールを意識する前に短時間で、ボールを避けることが

できる。 
予測された感覚と現実に生じた感覚との比較を行い、差異があると、予測の修正を行

うという方法は、感覚器官が現実の世界と身体から受けた刺激を神経系が解釈してイメ

ージを作り出すという方法に比べると、大幅に作業量を減らして、「認知コスト」を節約

できる。その都度、一から新しいイメージを作り出すのではなく、イメージの変化分だ

けを修正して、変化のない部分はそのまま流用することができるからである。この方法

は、DVD やデジタル放送で利用されている動画圧縮技術において、前後のフレーム（画

像）を比較して、その差分（画像の変化分）を抽出して、差分のみをデータとして記録

することによって、記録データ量を減らすという方法に似ている。 
ビクター・S・ジョンストンは『人はなぜ感じるのか？』で、次のように述べている。 
 
赤さという経験は、特定の周波数を持った電磁波が網膜に当たったときに引き起こ

されるかもしれないが、赤さそのものは外界には存在しない……それは、神経細胞同

士の配列と相互作用の結果として出現するもの、つまり創発的性質である。（P.20） 
もしも、腐った卵が嫌な匂いを発し、組織が傷つくと痛みが感じられ、砂糖は甘い

のだとすると、それは硫化水素ガスが嫌な匂いを持っているからではなく、皮膚に針

が刺さったとき、そこから痛みが解き放たれるからではなく、砂糖分子の属性が甘い

からなのではない。そうではなくて、人間の脳が、遺伝子の存続にとって有利であっ

たり不利であったりするこの世の出来事について、一般的な快感情や不快感情を形成

できるような神経組織を進化させてきたからなのだ。（P.26） 
「赤」と「緑」との間の物理的差異と言えば、1 メートルの 1500 億分の 1 というわ

ずかな波長の違いでしかない……これとは対照的に……ラジオ局からシグナル（AM）

……は赤外線の 100 億倍も波長が長いが、このどちらも感じられないし、その区別も

つかない。私たちの感覚と主観的な経験とは、「そこにある」エネルギーや物質を非線

形的にとらえるように進化してきたらしい。ある特定のエネルギーや物質の構成は鮮

明な主観的経験を引き起こすのに、他の物はまったく無視されている。（P.29） 
意識的な経験は生き物の組織の性質であり、……自然淘汰によって……形成され、

改良されてきた……しかし、自然淘汰は、こういった経験が……外の世界を正確に反

映しているかどうかは配慮しない。生物学的に役に立つかどうかだけが大切なのだ。

そのような性質を持っている個体と持っていない個体とを比べると、持っている個体

の生存と繁殖が相対的に有利になる度合いが自然淘汰である。……淘汰は常に働いて

おり、機能的に有効であるときには常に区別を強化し、あまり重要でないときにはそ
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れを無視するように心の性質を作り上げるよう、要求してきた。その結果、生き物は、

「そこ」にある外界について、ゆがんではいるが機能的に有効な概念を持つように進

化してきた。……私たちは、きれいな空気の匂いを感じないし、純水の味も感じない。

また、……電磁波のスペクトラムのすべてを見ることもない。ある特定の周波数のエ

ネルギーにのみ反応するように受容器が調節されているので、……小さくても生物的

に重要な範囲の強度と周波数とを正確に区別し、感覚の限度に近い極端な領域では、

それを最小化したり無視したりする。私たちが……検知するものは、……意識的経験

を生み出すが、それらは、「そこ」にあるものとは大いに異なるゆがんだものである。

意識は、生物的に意味のある物理的（及び社会的）世界の性質を増幅している。ゆが

められ、増幅された世界像は、強力な幻想である （P.35-37） 
 
「環世界モデル」・「自己モデル」は、現実の世界や身体の状況を忠実に反映したもの

ではない。現実の世界には、色も、音も、匂いも、味も存在しない。現実の世界に存在

するのは、電磁波、空気の圧力変化の波、気体・揮発性物質、水に溶けた物質である。

色、音、匂い、味は、特定の周波数の電磁波、特定の周波数の圧力変化、特定の気体・

揮発性物質、水に溶けた特定の物質の存在の知覚に対応するものとして、動物の神経系

が創作したイメージである。このようなイメージは、クオリア（感覚質）と呼ばれてい

る。色、音、匂い、味は神経系が作り出したイメージであるから、動物の種類が異なれ

ば、同一周波数の電磁波、同一周波数の圧力変化、同一の物質に対して、異なった色、

音、匂い、味のイメージを持つはずである。例えば、コウモリは口から間欠的に超音波

を発し、その超音波が周囲のものにぶつかって返ってくる反響音によって周囲の状態を

知覚しているので、コウモリが抱く音のイメージは、人間が抱く音のイメージとは異な

っていて、人間の視覚のイメージに近いものではないだろうか。なお、コウモリには人

間が持っているような意識があるかどうかは分からないので、コウモリが音のイメージ

を意識しているかどうかは分からない。 
感覚器官や神経系の能力の限界によって、「環世界モデル」・「自己モデル」には、現実

の世界や身体の状況の一部しかモデル化できていない。例えば、「きれいな空気の匂いを

感じないし、純水の味も感じない。また、……電磁波のスペクトラムのすべてを見るこ

ともない」動物の「環世界モデル」には、空気分子の匂い、水分子の味、可視光線以外

の電磁波は存在しない。ある動物が持つ「環世界モデル」・「自己モデル」に存在しない

ものは、その動物にとっては、存在しないも同然のものである。ただし、人間だけは例

外で、感覚器官が感じることができないものでも、各種観測・測定機器を使えば、観測・

測定できる場合があるので、「環世界モデル」・「自己モデル」に存在しないものでも、認

知できる場合がある。 
西垣通氏は『こころの情報学』で、次のように述べている。 
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マトゥラーナはカエルの視覚神経系の研究をしていて、外界の光の刺激と神経系の

興奮の様子とが直接対応しないことに気づきました。ハエのつくる光のなかの暗点に

対してたしかに視神経細胞は影響を受け、興奮し、ハエに食いつくという行動が起き

るのですが、その興奮の仕方は光の刺激そのものではなく、むしろ神経系というネッ

トワーク全体の構造から決定されるのです。そしてさらに、この構造自体が、神経細

胞の興奮、ハエに食いつく行動といった一連の経験によって少しずつ変化していきま

す。……すなわち、マトゥラーナによれば、神経系とは相互に作用し合う神経細胞の

「閉じたネットワーク」なのです。このネットワークは自分自身の構造にしたがって、

自己回帰的・自己言及的に、みずからの構造をつくり続けます。こういうシステムは

“オートポイエーシス・システム”と名づけられました。……オートポイエーシス理

論の観点からすれば、＜リアル＞と＜ヴァーチャル＞の区別は存在しなくなります。

……心は外部世界の客観的実在を直接写す記号表象システムではなく、自分自身を創

りだし続ける閉鎖システムです。……知覚神経系がオートポイエーシス・システムで

ある以上、あらゆる知覚は一種の錯覚に等しいということになります。ただし、普通

に妄想とか錯覚と言われるものは、それによって起こされる行動が、当の生物の生存

にとって「不適切」だからなのです。たとえば、光のなかで漂っているゴミとハエの

区別がつかないカエルは、やがて餓死してしまうでしょう。……＜リアリティ＞とは、

行動の適合性から、さらには世界の「抵抗感」または「操作不能生」という観点から

説明することができます。（P.75-79） 
観察者の認知システムは原理的にヴァーチャルであり、現実と幻想の峻別は困難と

しても、観察者の行動は環境の物理的な性質から……「抵抗」ないし「拘束」を受け

ます。カエルがハエのかわりにゴミに飛びついても栄養にならないことが抵抗・拘束

であり、ヒトが水の上を歩こうとしても沈んでしまうことも抵抗・拘束です。（P.158） 
 
動物が持つ「環世界モデル」・「自己モデル」は、「ゆがめられ、増幅された世界像」「強

力な幻想」であるが、その動物の生存・繁殖の役に立つものである。「幻想」に過ぎなく

ても、その「幻想」に基づいて動物が行動することによって、その動物が生存率・繁殖

率を高めることができれば、「幻想」を持つことは進化において適応的である。生きのび

て、子どもを作るための役に立つ「幻想」を持った種は繁栄できるということである。

逆に、生きのびて、子どもを作るための役に立たない「幻想」を持った種は絶滅へと向

かっていく。例えば、水の上を歩くことができるという「環世界モデル」・「自己モデル」

を持った「人間」や、ゴミとハエとの区別がない「環世界モデル」・「自己モデル」を持

った「カエル」は、生きのびて、子どもつくることができないので、絶滅するだろう。

このような現実世界からの「抵抗」・「拘束」によって生じる自然淘汰の結果、動物が持

つ「環世界モデル」・「自己モデル」は、その動物の生存・繁殖の役に立つという面では、

「リアリティ」を帯びたものになっていく（ただし、その動物の生存・繁殖に無関係な

 167 



面では、「リアリティ」のない「妄想」のままである）。これは、「自然淘汰による学習」

とでも呼ぶべきものである。人類は、「自然淘汰による学習」という、祖先の尊い犠牲の

積み重ねの上に、「リアリティ」の高い「環世界モデル」・「自己モデル」を生得的に持つ

ようになったのである。 
哺乳類・鳥類などの動物は、生得的に持つ「環世界モデル」・「自己モデル」は大枠を

定めるものに止め（構成要素を抽象的なものにし）、試行錯誤、共感・模倣、知識の伝達

（人間のみ）などの学習によって「環世界モデル」・「自己モデル」を精緻化していく（構

成要素を具体化していく）という方法をとっている。このような方法をとると、環境の

変化に応じて、「環世界モデル」・「自己モデル」の形を変えることができるので、生得的

に固定された「環世界モデル」・「自己モデル」を持つ方法に比べて、環境の変化への適

応能力が高まる。「環世界モデル」・「自己モデル」の抽象度の高さは動物の種類によって

異なり、人間が持つ「環世界モデル」・「自己モデル」は、最も抽象度が高いものであり、

また、カバーする範囲が大きなものなので、学習による精緻化に頼る割合が非常に大き

い。 
哺乳類・鳥類などの動物は、直近の未来に生じるだろう感覚の予測と現実に生じた感

覚との比較によって差異（予測の間違い）を検出すると、それを「環世界イメージ」・「自

己イメージ」に反映させるだけでなく、その「差異」が持つ意味を検討することによっ

て、「環世界モデル」・「自己モデル」を精緻化することができる。この精緻化能力は、感

覚器官の能力と「環世界モデル」・「自己モデル」のあり方によって制約されている。「差

異」を検出できなければ、また、その「差異」が「環世界モデル」・「自己モデル」の枠

内に収まるものでなければ、「環世界モデル」・「自己モデル」を精緻化することはできな

いのである。サンドラ・ブレイクスリーとマシュー・ブレイクスリーは『脳の中の身体

地図』（P.294）で、次のように述べている。 
 
カエルの視覚は……小さな黒い点のような物体が生み出す虫のような動きに焦点を

合わせる。そのような刺激を“見る”と、標的を定めた舌の攻撃反射が誘発される。

カエルが餌を視覚により確認する手段はこれだけと言ってよい。だから、カエルをテ

ラリウム（訳注：飼育するガラスなどの容器）に入れて、周りに死んだ虫をたくさん

糸で吊しておくと、餓死してしまう。大脳皮質と無縁なカエルの視覚には、獲物が備

えている脚や羽根といった個々の特徴を認識する能力がないからである。 
 
また、S.マルチネス＝コンデと S.L.マクニックは「眼球運動の不思議 目の動きから

心が見える」で、つぎのように述べている。 
 
カエルには静止しているどんな物体も見えず、壁にじっと止まっているハエが見え

ない。しかし、ハエが飛び立つやいなや、カエルはすぐに気付き、あっという間に舌
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で捕まえてしまう。カエルに静止した物が見えないのは、……変化しない刺激に神経

が慣れてしまい、視覚系のニューロンが出力を調整してその入力に対する反応をやめ

てしまうためだ。……変化しない刺激に慣れてしまうのは人間のニューロンでも同じ

だが、……人間は目を動かすことで網膜に映る像の動きを自ら作り出している……つ

まりある物を注視している間に目が動けば、目で捉えているシーン全体が網膜の上を

移動するため、ニューロンの活動が呼び起こされて同じ刺激に慣れるのを防ぐことが

できる。このようにして、静止している物体の視覚が消え去るのを防いでいるのだ。 
 
カエルには、動くものは見えるが、静止しているものは見えないので、「死んだ虫」が

見えない。そのため、「周りに死んだ虫がたくさん糸で吊されている」という「差異」を

検出できない。糸で吊された「死んだ虫」を揺らして動かすと、多分、カエルは「死ん

だ虫」が見えるようになって、「死んだ虫が揺れて動いている」という「差異」を検出で

きるようになると思うが、その「差異」は、カエルの「環世界モデル」・「自己モデル」

における「餌」の枠内に入らないので、カエルは「糸で吊され揺れて動いている虫」を

「餌」に追加するという「環世界モデル」・「自己モデル」の精緻化（＝学習）を行うこ

とはできない。カエルの「環世界モデル」・「自己モデル」において、「餌」は「虫のよう

に動く黒い点のような物体」であり、その範疇には「揺れて動く黒い点のような物体」

は含まれないので、カエルにとって「糸で吊され揺れて動いている虫」は得体の知れな

いものなのである。 
動物が持つ「環世界モデル」・「自己モデル」にないものは、その動物にとっては、「存

在しないもの」である。「存在しないもの」については、学ぶことも、行動選択のための

判断材料にすることもできないので、動物は、「環世界モデル」・「自己モデル」によって、

何を学び、どのように行動を選択するのかを制約されていることになる。人間も同様で

ある。 
カエルの「環世界モデル」・「自己モデル」に「死んだ虫」を「餌」として追加するに

は、遺伝子の突然変異を待つしかない。カエルがどのように進化すれば、「死んだ虫」も

餌にするようになるかを考えてみる。カエルも人間のように目を動かしてものを見るよ

うになれば、静止しているものを見ることができるようになり、「餌」は「硬い殻（外骨

格）に覆われ、羽根（翅）があって、脚が 6 本ある小さな物体」であるというように「環

世界モデル」を変更すれば、生死や色の違いを問わずに、虫一般を「餌」にできるにな

る。ただし、生死や色の違いを問わずに、虫一般を「餌」にすると、腐敗した虫や毒の

ある虫を食べてしまう危険が生じてしまう。このような危険を避けるには、虫の匂いを

嗅いで、臭い匂い（腐敗臭）に不快を感じることによって、避けたり、虫を味見して、

苦み（毒物のような味）に不快を感じることによって、吐き出したり、食べた後に体の

調子が悪くなって不快を感じた虫（正確に言うと、「環世界モデル」における虫のイメー

ジ）を不快感情と結びつけて（連合して）記憶し、二度と食べないようし、食べても何
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ともなかった虫を快感情と結びつけて記憶し、その虫を好んで食べるようにすれば良い。

このようにして、「食べても安全な虫リスト」と「食べると危険な虫リスト」を「環世界

モデル」に付け加えるのである。このような学習過程は、行動主義に基づく学習理論で

は、連合学習（条件づけ）と呼ばれているものであるが、連合学習に関する理論には、

学習過程において感情が果たしている役割を無視しているという欠陥がある。そこで、

このような学習過程を「感情システムによる学習」と呼ぶことにする。連合学習は、こ

の「感情システムによる学習」の一部である。 
「感情システムによる学習」は危険を伴う。例えば、毒のある虫を食べて、死んでし

まったら、その虫を食べてはいけないということを学習できない。試行錯誤は危険と隣

り合わせなのである。しかし、仲間が毒のある虫を食べて、死んだり、苦しんだりして

いる様子を見て、その虫を食べてはいけないということを学習できれば、自分は安全に

学習できる。ディラン・エヴァンズは『一冊でわかる 感情』（P.34-35）で、次のように

述べている。 
 
好みは人それぞれ異なるものの、喜びや悲痛の根本的な原因は、私たちすべてに共

通しており、そして、それゆえに、私たちは他者の経験からも学ぶことができるので

ある。同じことが恐れや嫌悪といった他の基本情動にも当てはまる。自分の親がある

川の中に入るのを恐れている様を目にした子どもは、自ら実際に試してみる必要なく、

その川が危険であることを推察することができる。同様に、自分の親が特定の食物を

嫌悪する様子を見た子どもは、そのぞっとするようなものを実際に毒味しなくともす

む。……情動の外的表出は、他者に情報を付与し、他者が私たちの経験から学習する

ことを可能ならしめるのである。同様の現象は、多くの霊長類を始めとする他の社会

的な生物種においても生じる。ある実験では、実験室で育てられたアカゲザルは、初

めてヘビを見たときに、それを恐れなかった。しかし、映像で、別のサルがヘビを恐

れる様を見た後は、彼らもまたヘビに恐れの反応を示すようになったのである。しか

しながら、こうしたたぐいの、経験を通した学習には限界がある。花やウサギに怯え

ている他のサルの映像を見せられても、実験室で育てられたサルは、そのような無害

なものには恐れの反応を示さなかったのである。情動的学習は、環境からの入力と、

あるものよりも別の特定のものを選択的に学習しようとする生得的傾性との組み合わ

せからなるものである。 
 

  これは行動主義に基づく学習理論で、代理的条件づけ、あるいは、観察学習と呼ばれ

ている学習である。行動主義に基づく学習理論では、他者が条件づけされているのを見

ると、自分も同じ条件づけをされてしまうことがあるというように考えているようだが、

どのような場合に、どのような仕組みで、そのようなことが起こるのかを説明していな

い。「自分の親がある川の中に入るのを恐れている様を目にした子ども」が、「その川が
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危険であることを推察することができる」ようになるためには、親の行動の意味と親が

抱いた感情を推察できなければならない。親の行動の意味を推察できるのは、親の行動

を見た時に、自分がその行動をとった時のようにミラーニューロンが発火することによ

り、親の行動を見ただけで、それと同様の行動を自分がとっているかのように脳内でシ

ミュレートできるからである（「3.集団・組織の結合を支えているもの (2)模倣による同

調」参照）。親が抱いた感情を推察できるのは、ミラーニューロンの働きにより、親の表

情等を見ただけで、自分がその表情等をしているかのように脳内でシミュレートし、そ

の表情等と結びついている感情を自分も抱くことができる、つまり、共感できるからで

ある（「3.集団・組織の結合を支えているもの (4)共感による同調」参照）。このように観

察による学習では、模倣と共感が大きな役割を果たしているので、「模倣・共感システム

による学習」と呼ぶことにする。 
  人間は、「自分の親がある川の中に入るのを恐れている様」を実際に目にしなくても、

話に聞くだけで、川の中に入るのが恐いことだということを学習することができる。こ

れを「言語システムによる学習」と呼ぶことにする。「言語システムによる学習」を行う

ためには、両者の間で「言語・行動連合」（「3.集団・組織の結合を支えているもの (7)同
調から言語へ」参照）が類似していることが必要である。例えば、「川の中に入って恐か

った」という話をしても、「川」と言う言葉で大河を思い浮かべる人と小川を思い浮かべ

る人との間ではうまく話が通じない。したがって、「言語システムによる学習」は、日頃

から言葉によるコミュニケーションが豊かな者の間ではうまくいくが、言葉によるコミ

ュニケーションが乏しい者の間ではうまくいかないことになる。なお、「3.集団・組織の

結合を支えているもの (7)同調から言語へ」で述べたように、文字を用いた「言語システ

ムによる学習」では、読書量の多寡と知能の高低が決め手になる。 
「感情システムによる学習」の本質は試行錯誤であり、「模倣・共感システムによる学

習」と「言語システムによる学習」の本質はシミュレーションによる試行錯誤である。

他者に言葉で知識を伝えたり、手本を示して技術を伝えたりすることができるとい常識

的見解は間違っている。他者の言葉や手本は、現実の試行錯誤やシミュレーションによ

る試行錯誤の範囲を狭め、現実の試行錯誤やシミュレーションによる試行錯誤に要する

と労力と時間を節約するという機能しか持っていない。知識や技術を学ぶということは、

他者の言葉や行動をヒントにして、現実の試行錯誤やシミュレーションによる試行錯誤

を行うことによって、知識や技術を自ら作り出すことである。 

人間は、試行錯誤によって自ら学ばなければ学ぶことができないのである。教師はこ

の学習者の主体的な学びを補助できるに過ぎない。試行錯誤に失敗は付き物であるから、

失敗しなければ学ぶことはできない。失敗を恐れて試行錯誤することを止めてしまって

は何も学ぶことができない。子どもの失敗を責めるような親は最低の親であり、生徒の

失敗を責めるような教師は最低の教師である。 

「模倣・共感システムによる学習」と「言語システムによる学習」は、学ぶ者とヒン
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トを与える者（一般的な用語で言えば、教える者）が持っている「環世界モデル」・「自

己モデル」が似ている方が容易になる。他者の行動や言葉は、その他者が持っている「環

世界モデル」・「自己モデル」に即して解釈しなければ、その本当の意味が分からないの

で、「環世界モデル」・「自己モデル」がかけ離れている者の行動や言葉の意味を理解する

ことは困難なのである。例えば、何らかの技能の熟練者がすることを見て真似るよりも、

自分よりも少し上の技能を持った人がすることを見て真似る方が容易である。また、技

能が自分よりも大幅に低い者が失敗している原因は理解困難であるが、技能が自分より

も少しだけ低い者が失敗している原因は理解しやすい。自分も同じような原因で失敗す

るからである。ジーン・レイヴとエティエンヌ・ウェンガーは『状況に埋め込まれた学

習 正統的周辺参加』（P.74-75）で、次のように指摘している。 
 
徒弟が他の徒弟との関係で多くを学ぶというのは、徒弟制には典型的であるように

見受けられる。仲間同士や仲間に近い関係同士で知識の伝え合いが可能な場合には、

それはとびぬけて迅速で効果的だという点についての逸話的な証拠はある 
 

９．伝統的な共同体・共同体連合における教育 

 (1) 子育て 
  ジュディス・リッチ・ハリスは『子育ての大誤解』（P.121-126）で、次のように述べて

いる。 
 
   私は人類学の資料を多く読んできたが、そこで伝統的な部族社会もしくは村落社会

における子ども時代に関して、私の得た印象を紹介させていただこう。……日中は母

親がおんぶしたり腰にぶら下げたりして連れて歩き、夜は母親と一緒に寝る。……新

たな赤ちゃんが生まれる頃には……上の子は母親の腕の中から永久に追放され……る。

……二歳半から三歳の子が母親の腕の中から追放されると、たいていは年上のきょう

だいがその子の面倒を見ることになる。……兄や姉は自分が近所の子どもと遊ぶとき

には弟や妹を引き連れていく。……母親の腕を独占できていた期間は……身体的な面

でも十分世話されていたが、その間に教えられたことは皆無に等しかった。伝統的な

社会で生きる親は、赤ちゃんに……言われたことを理解する力があるとは考えないの

だ。そのため、親は子どもに話しかけようともしないし、しゃべり方を教えようとも

しない。……ドイツの動物行動学者イレネウス・アイブル＝アイベスフェルトは次の

ように語っている。 
 
    三歳児になると遊びの輪に仲間入りするようになり、このような遊びの輪の中で

こそ子どもは真の意味で育てられる。年長の子が遊びのルールを説明し、他人の物

を取り上げたり攻撃的になったりするようなルールを守れない子には注意をうなが
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す。……子ども同士で遊ぶことで、何が他人を怒らせ、どのルールに従うべきかを

学習していく。これは人人が小さな集団を形成して生活する文化のほとんどに共通

する現象である。 
 
   とりわけ男の子は、仲間と過ごしてばかりで、家庭で過ごす時間はごく少ない。…

…伝統的な社会の親は……子どもを褒めることなどめったにない。子どもが間違った

行動をとれば、親はその子どもを叩く……か、からかうか、おばけや「怖いおじさん」

や怖い動物が来るよと脅したりする。……私たちの社会の子どもたちは、何をどのよ

うに行うべきなのか、自分の行動のどこが間違っているのかに関する説教を延々と聞

かされる。言葉による説明も、言葉によるフィードバックも文字のない社会ではめっ

たに見られない。 
 
  広田照幸氏は『日本人のしつけは衰退したのか』（P.26-32）で、次のように述べている。 
 
   村で共通したルールが、しつけの基準となっていた。……子供組・若者組のような

同年齢集団や親戚・隣人など周囲の人を含めた大きなネットワークが、全体として、

しつけや人間形成の機能を果たしていた。子供のしつけは親の責任だ、という観念も

かつての村では希薄であった。……耕地や生計の途が限られていた現実においては、

子供の問題よりもむしろ労働－生産の問題こそが人々の中心的な関心事であった。…

…乳幼児の世話は一人前の労働能力を持たない老人や年長児にまかせてしまうほどの

「つまらない仕事」でしかなかった。……徳岡秀雄の指摘は興味深い（徳岡「庶民家

族におけるしつけ」）。庶民家族においては、「基本的生活習慣の形成」や「行儀作法」

は、きびしくしつけられることはなかったものの、「労働のしつけ」はきびしくなされ

たというのである。……家業の技能伝達だけは、家の存続にストレートにかかわる課

題であったために、子供に対してきびしくなされていた……食事のときに手を洗わな

くても別に親は何も言わなかったが、仕事の後で鍬を洗っておかないとひどく叱られ

た、といった具合である……。 
 
  伝統的な共同体・共同体連合では、親が子どもに対して行ったことは、乳児期の世話

（日本では、祖母や姉・兄に押し付けられることが多かった）と家業の技能継承だけで、

共同体・共同体連合での生活に必要な行動様式や技能の大半は、子ども集団（仲間集団）

の仲間から学んでいたのである。 
広田照幸氏は、「子供組・若者組のような同年齢集団や親戚・隣人など周囲の人を含め

た大きなネットワークが、全体として、しつけや人間形成の機能を果たしていた」と述

べているが、親戚・隣人などの大人たちも親と同様に「子供の問題よりもむしろ労働－

生産の問題こそが人々の中心的な関心事であった」はずであり、他人の子どもの人間形
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成に計画的に関わり合っている余裕などないはずである。親戚・隣人などの大人たちは、

親と同様に、場当たり的に子どもを叱っていただけではないだろうか。ただし、伝統的

な共同体では「共通したルール」があったので、どの大人もその「共通したルール」に

則って子どもを叱っていたという意味では、子どものしつけに一貫性があったと思われ

る。 
つまり、伝統的な地域共同体・地域共同体連合では、「地域社会の教育力」はほとんど

無く、「家庭の教育力」は家業の技能継承に必要なものに限られ、地域共同体・地域共同

体連合内の教育で中心を占めていたのは、「子ども集団の教育力」だったのである。 
 

(2) 子ども集団における学習 

  人類が「バンド」を形成し狩猟採取生活を送っていた時代には、「バンド」内の子ども

たちは男女別に集団を形成し（ただし、人数が少ない「バンド」では男女別に分かれな

い）、それらの子ども集団は年齢に幅がある子どもたちによって構成されており、「年長

の子どもたちが年少の子どもたちの面倒を引き受け、年少の子どもたちは年長の子ども

たちを観察することで適切な行動を学習」（ジュディス・リッチ・ハリス著『子育ての大

誤解』P.224）していた（「第 8 回 能力の個人差 14.集団社会化」参照）。 
  このような子ども集団における学習システムは、伝統的な共同体・共同体連合に共通

するものである。日本の伝統的な村落では、青少年は、子供組、若者組、娘組に属する

ことによって、村落での生活に必要な「しきたり」と技能を学んでいた。佐藤守氏は「年

齢階梯制について －若者組を中心に－」で、次のように述べている。 
 
   若者組の内部組織も……年齢的な序列によって、それぞれの役割分担が決められて

いた。……若者組は村落内の各種の労働、消防、夜警、警察、葬式などの役割を分担

し、さらに入り会い林野や地先漁場の管理統制、氏神祭典行事の下請け、盆踊りなど

を通じて、村落内における伝統的な行動様式の総体としての文化を受け継いでいくも

のであった……そこでは、……村八分や制裁をとおして、村の掟や仕来たりに対する

恭順や絶対的な服従が求められ、伝統的な行動様式の枠内でのみ、若者たちの自由が

許されていたにすぎない……伝統的な行動様式に従って行動することは、その村落に

おいて生きていくための唯一の方法であったといえよう。……若者組の組織や秩序は、

家族共同体の延長、ないし、その擬制化された形態をとっている…… 
   生涯の最初の発達段階は子供組として……組織された。伝統的に子供は数え年七歳

から十五歳ごろの年齢の者と考えられていた。子供組の主たる機能は、ムラの祭祀行

事のある部分を主宰したり、独自の立場から参加したりすることにある。……彼らの

独自の世界は遊びであって、その遊びの内容はムラびとの世界からの模倣によって獲

得したものである。つまり、……ムラの生活伝承を遊戯化して受け継いだのが子供組

の行事である。それ故、子供組の組織の多くは、若者組や中老組の組織や祭祀形式の
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模倣となり反映となる。そして、子供組はムラの共同生活に必要な訓練を受ける最初

の教育機関であった。 
第二の発達段階は若者組として組織され、そこで一人前のムラびとの資格を得るた

めに正式な陶冶を受けることになる。若者組の年齢の範囲は凡そ十五歳から二十五歳

前後までにわたっていて、その内部組織は年序別に細分化され、漸進的に村落体制の

中に組みこまれていく。 
 
  伝統的な共同体・共同体連合では、生活に必要な慣習と技能は記号化（明文化、理論

体系化）されておらず、慣習と技能の学習のほとんどは、言葉を用いた教育によってで

はなく、他者の行動を観察し、その行動を自分なりに解釈し、その解釈に基づいて試行

錯誤してみるという「模倣・共感システムによる学習」と「感情システムによる学習」（「8.
構成主義的な学習理論」参照）の複合によって行われている。一般的な言い方をすれば、

「見よう見まね」（観察と模倣）によって学習しているということである。 
伝統的な共同体・共同体連合において、子どもが大人からではなく、子ども集団の仲

間から学ぶのは、その方が容易だからではないだろうか。子ども集団での遊びは、その

共同体で大人たちが行っていることを、子どもたちが生得的に持っている「環世界モデ

ル」・「自己モデル」（「8.構成主義的な学習理論」参照）に近い形に変形したものである（一

般的な言い方をすれば、簡略化・遊戯化したものである）。そして、年齢に幅がある子ど

も集団の中で、年長者の遊び方を観察して、また、年長者から遊び方の指導を受けて、

試行錯誤を繰り返すことによって、次第に、子どもたちが持っている「環世界モデル」・

「自己モデル」が大人たちが持っている「環世界モデル」・「自己モデル」に近づいてい

くのである。 
ただし、遊びを通じて学べるのは、人類が狩猟採取生活を送っていた時代に必要だっ

た技術に類似する技術、つまり、共同体内の人間関係を処理する技術と狩猟・採取・育

児・調理・戦闘・道具作り・衣服作りの技術に類似する技術だけである。例えば、取っ

組み合い・追いかけっこ・スポーツなどで人間関係・狩猟・戦闘に類似する技術を学び、

ままごと・人形遊び・ペット飼育などで人間関係・育児・調理の技術を学び、買い物ご

っこ・花摘み・昆虫採取などで採取に類似する技術を学び、積み木・プラモデルなどで

道具作りの技術を学び、おしゃれ遊びで人間関係・衣服作りの技術を学んでいる。また、

テレビゲーム、アニメ、漫画は、これらのものをテーマにしたものが多い。D.F.ビョーク

ランドと A.D.ペレグリーニは『進化発達心理学』で、次のように述べている。 
 

   私たちが種として文明の影響を受けて生活してきたのは、わずか 1 万～1 万 2000 年

にすぎず、自然淘汰が私たちの心に実質的な影響を与えるほど長くはない。そうする

と、私たちの現在の遺伝子構造は、過去の狩猟採集生活に適応するようにできている

可能性が高く、今日の私たちに適応しているかどうかは分からない。……現代のヒト
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の心が、遊牧しつつ狩猟採取生活をおくっていた小集団が直面した問題を解決するよ

うに進化してきたことを考えると、……学校で子どもに教えることの多くは、私たち

の祖先が直面したことのない課題を教えるという意味で「不自然」である。たとえば、

ヒトはおそらく何万年もの間言語を用いてきたが、読むことはほんの数千年しかさか

のぼることのできないスキルであり、ようやく今世紀に、地球上に暮らす大多数の人

が読み書きできるようになったところなのである。……デイヴィッド・ギアリーは、

進化する上で選択された認知能力、たとえば言語などを「生物学的一次的能力」と呼

び、この一次能力にもとづいているものの、主に文化によって創り出された能力、た

とえば読みなどを「生物学的二次的能力」と呼んだ。（P.27） 
   生物学的二次能力は……生物学的一次能力をその進化の基盤となった能力とは別の

目的で用いることによって生じたものである。……生物学的一次的能力については、

子どもたちは自発的に練習をし（周りにある物に名前をつける、少量のものを数える

など）、その習得速度や最終到達レベルに個人差が認められる場合もあるが（たとえば、

言語障害により達成が障害される）、ほとんどの子どもは大人に教えられなくとも「エ

キスパート」のレベルに到達する。それに対し、生物学的二次的能力の獲得速度と最

終到達レベルには、非常に大きな個人差が存在する。文字の読解や計算などの生物学

的二次的能力の練習は、説得されたり、強要されたりしなければ取り組まない子ども

も多い。（P.133-134） 
 
  「生物学的一次能力」は、人類が狩猟採取生活を送っていた時代に必要だった技能で

ある。「生物学的一次能力」については、子どもは自発的に学ぶので、子ども集団内での

遊びで自然に身につけることができていた。人類が農耕牧畜を始めてから、狩猟採取生

活に必要な技能以外の技能である「生物学的二次能力」も身につけることが必要になっ

てきたが、「生物学的二次能力」については、自発的に学ぼうとする子どもは少ない。そ

のため、子ども集団内での遊びで自然に身につけることはできず、別の方法で子どもに

教える必要が出てくる。近代化・産業化前の社会では、親が子どもに家業に必要な「生

物学的二次能力」を教えるという形をとるのが基本であり、やや高度な技能は徒弟修行

で学んでいた。親が子どもに教える方法や徒弟修行の方法は「模倣・共感システムによ

る学習」と「感情システムによる学習」の複合であり、子ども集団内での学習方法と同

じである。 
  「生物学的二次能力は……生物学的一次能力をその進化の基盤となった能力とは別の

目的で用いることによって生じた」というのは、育児と狩猟の技能を応用して、家畜を

育てる技能を身につけるというようなことであるが、読み書きの技能を身につけるため

には、かなりの飛躍が必要である。メアリアン・ウルフは『プルーストとイカ 読書は

脳をどのように変えるのか？』で、人間の脳は、先天的には、文字を読み書きできるよ

うにはなっていないので、読み書きを学ぶことによって、本来は、読み書きのためのも
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のではなかった脳領域・神経回路を、読み書きための脳領域・神経回路に作り変える必

要があると指摘している。そのため、読み書きを学ぶことはかなり困難なことであり、

子ども集団内の学習で読み書きを学ぶことは不可能に近いことである。読み書きを教え

るためには、専門の教育機関などが必要になってくる。 
   
 (3) 子ども集団の教育力の低下 

日本では、学校教育が始まってからも、高度成長期までは、地域の異年齢の子どもた

ちによって構成される子ども集団が存続して、学校の学級で同年齢の子どもたちによっ

て構成される子ども集団と共存していた。この時期の子どもたちは、地域の異年齢の子

ども集団での教育と学校での教育を並行して受けており、地域の異年齢の子ども集団で

の教育を地域社会の教育と呼ぶならば、「地域社会の教育力」が高かった時期である。ま

た、高度成長期までの日本では、子ども集団の中で身につけた「生物学的一次能力」が

重要となる仕事（農林水産業、職人など）も多く、学校での勉強が苦手な子どもにとっ

ての子ども集団は、学校では満たされない「承認欲求」が満たされる場であった。 
高度成長期に、地域の異年齢の子ども集団が激減したが、その原因として、都市化と

自動車の増加による遊び場の減少、兄弟数の減少、塾・稽古事による子どもの多忙化、

遊びの種類が増えて異年齢の子どもでは趣味が合わなくなってしまったことなどが指摘

されている。 
地域の異年齢の子ども集団が消失すると、子どもたちは、学校の学級で同年齢の子ど

もたちによって構成される子ども集団にだけ属するようになる。同年齢の子ども集団で

は、年少の子どもが年長の子どもの行動を観察し模倣することによって学習（観察試行

学習）するということができなくなり、「子ども集団の教育力」が低下する。しかし、「子

ども集団の教育力」は完全に失われたわけではなく、子どもたちは、行動様式を、同年

齢の子ども集団内で、多数派の行動を模倣することによって、身につけている（「第 8 回 
能力の個人差 14.集団社会化」参照）。 
人々が一つの地域共同体・地域共同体連合の中で一生を終えていた時代には、地域の

大人たちの行動様式は共通しており、子ども集団はその大人たちの行動様式を子ども向

けにアレンジしたものを自分たちの行動様式としていたので、子ども集団の行動様式は

地域のどの大人から見ても好ましいものであった。しかし、地域共同体・地域共同体連

合が崩れて、一つの地域内に、異なった行動様式を持つ複数の共同体（企業など）や共

同体連合に属する人々が住むようになると、大人たちの行動様式は多様化する。子ども

集団は、多様化した大人たちの行動様式のいずれかをアレンジして自分たちの行動様式

とするので、大人から見れば、自分が好ましくないと考える行動様式を採用している子

ども集団が多数存在していることになり、子どもたちのモラルが低下したように思える。

また、子ども集団は、多様な行動様式ごとに分裂し、少人数化する。なお、異なる共同

体・共同体連合に属する大人同士でも、モラルが低下したように見え、モラルが低下し
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ていると嘆くことになる。 
 

10．「秩序と停滞」か「無秩序と進歩」の選択 

 (1) モラルの低下という神話 
文部省中央教育審議会『「新しい時代を拓く心を育てるために」－次世代を育てる心を

失う危機－ 「幼児期からの心の教育の在り方について」答申』は、「子どもたちの規範

意識の低下が顕著になっている。……この問題の背景には、大人社会のモラル全体の低

下という状況がある」「社会全体のモラルの低下を問い直そう」と述べているが、この事

実認識は間違っている。 
社会全体のモラルが低下しているという認識の背景には、日本の治安が悪化している

という神話がある。浜井浩一氏は「日本の治安悪化神話はいかに作られたか」で、「治安

悪化を示す警察統計の指標は、警察における事件処理方針の変更等による人為的なもの

であり、人口動態統計等を参照すると、暴力によって死亡するリスクは年々減少しつつ

ある……つまり、治安悪化神話は、……客観的な事実に基づいていない」と述べ、「マス

コミによる凶悪犯罪の過剰報道、それによって作られたモラル・パニック」が「治安悪

化神話」を生みだしたと指摘している。また、広田照幸氏は『教育には何ができないか 

教育神話の解体と再生の試み』（P.175）で、「戦後の数十年間の犯罪・飛行統計をきちん

と調べてみると、意外なことに他の先進諸国の傾向とは異なり、最近の青少年は昔に比

べてはるかにおとなしくなっている」と指摘している。 
「社会全体のモラルの低下」という「神話」を生みだした原因には、「治安悪化神話」

に加えて、「9.伝統的な共同体・共同体連合における教育 (3)子ども集団の教育力の低下」

で述べたように、一つの地域共同体連合の中で一生を終えるという時代が終わり、一つ

の地域内に異なった行動様式を持つ複数の共同体に属する人々が住むようになったり、

今までよりも広い世界の人々と付き合うようになったりして、異なった行動様式を持つ

人を目にする機会が増えてきたということもあると考える。 
広田照幸氏は『教育論議の作法 教育の日常を懐疑的に読み解く』（P.180-181）で、次

のように指摘している。 
 
マナーや道徳の喪失を心配する人がいるのは、分からなくはありません。価値の多

元化や社会の個人化が進み、他人の行動の仕方を「共通の基準」という枠組みで理解

したり予測したりすることがなかなか難しくなってきているからです。だから「ほか

の人も自分と同じように考え、同じように行動するはずだ」と考える人は、そうでな

い人を目にして不安に思ったり、不満を感じたりするのです。でも、そういう人たち

は「マナーとか道徳といったものにはどこにも絶対的な基準はない」という、この当

たり前のことを忘れてしまっています。自分が若いころに「オヤジとは価値観が違

う！」などと叫んでいたことも忘れ、みんな思い思いに自分の実感や基準を絶対化し
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て「最近の若い者はマナーがなっていない」と叫んでいるわけです。 
 
  「第 13 回 日本の特殊性と教育」で詳述するが、日本人（ここでは、日本で主流の文

化に染まっている人という意味で使っている）には「特定状況下では全ての人が同じよ

うに考え、同じように行動するはずだから、他人は自分と同じように考え、同じように

行動するはずだ」と考える「個性否定型人間観」に支配された人が多い。人々が一つの

地域共同体の中で一生を終えるという時代には、「個性否定型人間観」は現実に即したも

のであった。同じ風土の下で同じような生活をし、同じ人とばかり付き合っていれば、

自然に同じように考え、同じように行動するようになる。一つの地域共同体の中で一生

を終えるという時代が終わり、多様な行動様式を持った人々が互いの行動様式を尊重し

合いながら共存しなければならないようになってきているのに、時代遅れの「個性否定

型人間観」を捨てることができない人たちが「日本には、規範意識のない奴が多くなっ

た。奴らが何を考えているのか理解できない。薄気味悪い。学校や家庭での教育がなっ

てないからだ」と言っているのである。その人たちも行動様式を異にする他人から見れ

ば、「規範意識がなく、何を考えているか分からない奴」なのだが、そのことを自覚して

はいないようである。 
 
 (2) 共同体復古主義から全体主義へ 

「共同体復古主義者」は、伝統的な共同体・共同体連合のように、人々が共通のモラ

ルに支配されて、整然とした秩序ある行動をとる社会が望ましいと考えて、日本人全員

に特定の価値観と行動様式を押し付けたいようである。そのようなことをすると、必ず

反発・反対が出て、収拾がつかない争いが起こるであろう。そこには、「①自分の好みの

生のスタイルを共通善の玉座にすえるための陰惨な殲滅戦。②主流派になれなかった場

合には、自分の目からは醜悪としか思えない共通善への屈従……を生きなければならな

い苦しみ」（内藤朝雄著『いじめの社会理論』P.264）がある。ほとんどの人が同意できる

価値観と行動様式は、「人を殺すな」「人に暴力をふるうな」「人の物を盗むな」など限ら

れた事柄しかない（それでも、反対する少数者はいるであろう）。特定の価値観と行動様

式を日本人全員に押し付けたければ、強大な権力が思想統制を行う全体主義国家を作る

しかない。全体主義国家には安全・安心はあるが、自由はない。 
伝統的な共同体・共同体連合は、「個人は共同体の側から自己が何者であるかを知らさ

れるような仕方で生かされ、共同体に献身する限りにおいて個人の生は生きるに値する

ものになる。当然、このような善い生き方は個人に強制すべきである。個人の自由と共

同体の共通善が対立する場合は共同体の共通善を、個人の権利と共同体のきずなが対立

する場合は共同体のきずなを優先すべきである」（内藤朝雄著『いじめの社会理論』P.21）
という「中間集団全体主義」によって支配されており、それを国家規模に拡大すれば、

全体主義国家になってしまうのだが、「共同体復古主義者」はそのことが分かっていない
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ようである。 
島薗進氏は『救いと徳 新宗教信仰者の生活と思想』（P.41-43）で、次のように述べて

いる。 
 
   近代日本人の道徳意識は、「和合倫理」という語で概括できると考える。すなわち、

「和」「和合」「調和」に最大の価値を置く道徳意識である。この道徳意識は、他者と

の利害や思想の対立が基本的には克服できるはずだという楽観を背景にしている。各

人が誠意・善意（「誠」）を持つことにより、またそれぞれがその時その場の状況と関

係に応じた態度を取ることにより、対立を超えた調和と一致の状態が必ず実現すると

考えるのである。調和と一致は……集団とその中の関係の動向に随順することで実現

する。しかし、当事者にとってはそれは機会主義的な状況追随とは自覚されず、人間

を超えた「自然」の流れへの一体化と感じられている。…… 
   実際に家族や自分の所属する身近な小集団や縁故関係の範囲で調和を実現しえたと

いう経験が積み重なって、和の理想は生活信条や道徳的信念に近づいていく。身近な

関係の範囲での和の実現の経験をモデルとして、もっと広い関係にも及ぼしていこう

とする。地域共同体も会社などの組織も国家も国際関係も、また文化的な背景の異な

る他者との間でも同じやり方で調和を実現できると考えるようになる。そして、この

試みが挫折する場合、それは他者の側の和の努力の欠如や誠意の欠如に帰せられるこ

とになる。…… 
   集団……の調和が重んじられるのだから、個人の独自の意志や欲望はある程度、犠

牲にされねばならない。しかし、それは自己犠牲と意識されない。集団全体の利益に

なることが「自然に」自己の利益にもなると感じられるので、集団と個人の対立とは

自覚されにくい。……集団の秩序は超越的な規範や理念に基づく戒律や規則によって

ではなく、和を求める人々の「誠」の力で「自然に」実現できると考える。集団の和

から排除される人達は、この「誠」によるアプローチを最後まで頑なに拒み続ける変

人、あるいは、主義主張に凝り固まった特殊な人種と受け取られる。 
 

「共同体復古主義者」は、この「和合倫理」を信仰して、「共同体の共通善・共通利益」

は必ず「個人にとっての善・利益」にもなると素朴に信じているだけであり（「第 13 回 日
本の特殊性と教育 4.マコト主義とマゴコロ主義」参照）、自分たちが全体主義者に等しい

存在であるとは夢にも思っていないであろう。彼・彼女らは、個人の自由と共同体の共

通善が対立するのは、「和」を求めようとしない不誠実な人間の存在、言い換えれば、そ

の場の「空気」（雰囲気、なりゆき、いきおいなど）を読んで周りに同調することを拒み、

自律的に行動しようとする個人主義者（彼・彼女らは利己主義者であると考える）の存

在が原因なのだから、そのような人でなしは、「和」を求める誠実な人々の集まりである

共同体・共同体連合から排除されてしかるべきであると考えているようである。彼・彼
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女らにとっては、自由を求めて、共同体・共同体連合の「和」を乱す自由主義者は獣の

如き存在なので、子どもをそのような獣にしないために、「和を以て貴しとなす」、要す

るに、「周りの空気を読んで、行動しろ」「長いものには巻かれろ」としつけて、「共同体

の飼い犬」にしようとするのである。 
 
 (3) 価値絶対主義と価値相対主義 

「普遍的な価値」があるという「価値絶対主義」に対する信仰には根強いものがある。

文部省中央教育審議会の『21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第一次答

申）』（1996 年 7 月 19 日）は次のように、「時代を超えて変わらない価値のあるもの」が

あると述べているが、これは「価値絶対主義」に基づくものである。 
 
 教育においては、どんなに社会が変化しようとも、「時代を超えて変わらない価値の

あるもの」（不易）がある。豊かな人間性、正義感や公正さを重んじる心、自らを律し

つつ、他人と協調し、他人を思いやる心、人権を尊重する心、自然を愛する心など、

こうしたものを子供たちに培うことは、いつの時代、どこの国の教育においても大切

にされなければならないことである。また、それぞれの国の教育において、子供たち

にその国の言語、その国の歴史や伝統、文化などを学ばせ、これらを大切にする心を

はぐくむことも、また時代を超えて大切にされなければならない。 
 
この答申に対しては、「普遍的な価値」などないという「価値相対主義」の立場からは、

次のような疑問が起こるであろう。「正義感や公正さを重んじる心」というが、そのよう

な心を持って、汚い「世間」を生き抜いていけると思っているのか。そもそも、何が「正

義」で、何が「公正」であるかに関して、全ての人が同意できる基準などない。異なる

「正義」同士が争ってきたのが、人類の歴史である。勝者が「正義」を自称し、敗者が

「悪」と決めつけられてきた。「他人と協調」という名目で「組織の奴隷」「社畜」とな

ることを容認するのか。「人権を尊重する心」というが、「人権」を尊重することが正し

いと考えられるようになったのは近代化以後のたかだか数世紀のことに過ぎないではな

いか。そもそも、何が「人権」であるかに関して争いがある。「自然を愛する心」という

が、風水害、地震、火山噴火などによって人々の命を奪う自然を愛せと言うのか。「その

国の歴史や伝統、文化……を大切にする心」というが、「その国の歴史や伝統、文化」が

全て価値あるものと言えるのか、捨て去るべき「伝統、文化」もあるのではないか。何

を大切にし、何を捨て去るべきかに関して争いが起こる。 
「価値絶対主義」には、「普遍的だと自称する価値観」に基づいて、それとは異なる価

値観を持つ者に、「普遍的な価値の実現」の名の下に迫害を加える危険性があり、実際、

そのような迫害を加えてきたのが人類の歴史である。教育は、たびたび、そのような迫

害のための手段とされてきた。 
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しかし、価値観を、その基本的な部分（「人を殺してはならない」、「他人の物を盗んで

はならない」など）では、共有しないと、人々が殺し合い、盗み合う社会になってしま

い、共存して生きていくことができないことも事実である。そこで、個人の自由をでき

る限り保障しつつも、共存して生きていくために、価値観の共有を必要最小限に止めよ

うとするのが、自由主義（リベラリズム、liberalism）である。価値観の共有は必要悪な

のである。これに対して、全体主義（totalitarianism）は、価値観を共有することが「善」

であるとして、最大限の共有を求める。「共同体復古主義」も、集団内における価値観の

共有を「善」であるとする点において、全体主義に近い存在である。 
価値観の共有を必要最小限に抑えた場合の人間関係は、規範や契約のみにしたがう「他

人行儀で冷たい人間関係」になり、そこには、相手は規範や契約にしたがうであろうと

いう最低限の信頼関係しかなく、両者の間に絆は存在しない。他方、価値観の共有を最

大限にした場合の人間関係は、情緒的一体感に支配された「家族的で暖かい人間関係」

になって個性を失い、両者は絆で結ばれ、束縛し合い、自由を失う。自由な行動は絆を

壊す利己主義的な行動であるとして非難の対象とされるのである。絆とは人を縛り付け

る 軛
くびき

の別名である。 
「自由な社会では……肯定的に受けとめることができない別のタイプの生を生きる人

たちが存在しているのを、いつも目にして生きることになる。……このことだけは我慢

しなければならない」（内藤朝雄著『いじめの社会理論』P.264）。髪の毛を何色に染めて

いようと、ズボンをずり下げて履いて下着が見えていようと（腰パン）、電車の中で抱き

合ったり、化粧したりしていていようと、自分に危害が及ぶわけではないから、どうで

も良いことだと割り切ることが必要である。 
 

(4) 価値観の源泉 
 人間が持つ価値観・道徳意識がどのようにして生まれてきたのかという問題は難問で

あり、私は納得できる説明に出会ったことがない。この問題については以前から考えて

いるが、まだ考えがまとまっていないので、ここでは、試論を概略的に述べるにとどめ

る。なお、この試論では、内藤淳著『自然主義の人権論』、ビクター・S・ジョンストン

著『人はなぜ感じるのか？』、金井良太著『脳に刻まれたモラルの起源』、マイケル・S・
ガザニガ著『人間らしさとは何か？』、広井良典著『コミュニティを問いなおす』、山内

昶氏著『経済人類学の対位法』などを参考にしている。 
「3.集団・組織の結合を支えているもの (8)血縁関係、疑似血縁認識」で述べたように、

生物は、自分または自分の血縁者の生存率・繁殖率を高めることにつながる行動をとる

確率を高めるように進化してきている。その結果、哺乳類・鳥類などでは、生存率・繁

殖率を高める状態が快を伴う感情（快感情）を生じさせ、生存率・繁殖率を低下させる

状態が不快を伴う感情（不快感情）を生じさせることによって、生存率・繁殖率を高め

ることにつながる行動をとるようになっている。ビクター・S・ジョンストンは『人はな
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ぜ感じるのか？』（P.26）で、次のように指摘している。 
 
   腐った卵が嫌な匂いを発し、組織が傷つくと痛みが感じられ、砂糖は甘いのだとす

ると、それは硫化水素ガスが嫌な匂いを持っているからではなく、皮膚に針が刺さっ

たとき、そこから痛みが解き放たれるからではなく、砂糖分子の属性が甘いからなの

ではない。そうではなくて、人間の脳が、遺伝子の存続にとって有利であったり不利

であったりするこの世の出来事について、一般的な快感情や不快感情を形成できるよ

うな神経組織を進化させてきたからなのだ。つまり、このような主観的な要素嗜好感

情を進化させた生き物のみが、次の世代に遺伝子を伝えることができたのである。個々

の生物は、嫌な匂いと細菌汚染との関係や、組織の損傷と感染症との関係、甘い味と

ATP（体のエネルギーを作り出す分子）生産との関係を理解している必要はない。自

然淘汰が……感情と遺伝子の存続との間の関連性を作り上げてしまっている。 
 
単独で生きる動物では、どのような行動が生存率・繁殖率を高めるかは単純であるが、

人間のように資源獲得における協働と外敵からの防衛のために集団生活を送る動物の場

合には、どのような行動が生存率・繁殖率を高めるかは複雑になってくる。例えば、単

独で生きる動物では、同種の動物を殺して食べてしまったり、同種の動物が獲ってきた

餌を奪ったり、同種の動物を攻撃して縄張りを奪ったりすることは、その動物の生存率・

繁殖率を高めることにつながるが、集団生活を送る動物の場合には、そのようなことを

していると、集団内で争いが起こって自滅してしまい、生存率・繁殖率を低下させてし

まう。そのため、集団生活を送る動物は、血縁者同士で助け合うことや集団の構成員間

で互酬性（互恵性）を維持することに快感情を覚え、血縁者を助けない者や互酬性を守

らない者に対して怒りのような不快感情を抱くことによって、血縁者や集団の仲間同士

で助け合うように進化してきている。 
人類はその進化の過程で、長い間、「バンド」を作って狩猟採取生活を送ってきたので、

そのような生活を維持するのに適したことに快感情を覚え、適さないことに不快感情を

覚えるようになっている。その結果、「バンド」が位置する自然環境の制約に適応するた

めの慣習的な拘束が多少はあったが、基本的には、感情の赴くままに生活していても問

題が生じなかった。この時代には善悪の観念などないのだが、あえて、善悪の観念を使

って、この時代の行動様式を説明すると、本能的に快感情を覚える行動が善であり、不

快感情を覚える行動が悪だということになる。何に本能的に快感情を覚え、何に不快感

情を覚えるかは遺伝的に決まっており、一部例外的な人もいる（遺伝には例外が付き物

である）が、全人類にほぼ共通なので、この時代は「普遍的な価値原理」に支配されて

いたと言うことができる。厳密に言えば、この時代には「価値原理」などという観念は

ないのだが。本能的に快感情を覚える行動が善であり、不快感情を覚える行動が悪だと

いう原則は、その一部（共同体の仲間を殺すこと、血縁者を見捨てること、互酬性を守
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らないこと、近親相姦などに不快感情を抱き、悪だと考えること）が宗教的な価値原理、

世俗的な道徳、法律などに取り込まれて、今でも生き続けており、そのことが「価値絶

対主義」という妄信を生みだしている。 
しかし、人類が農耕・牧畜を始め、さらに、産業化した生活を送るようになってくる

と、狩猟採取生活を送っていた時代の行動様式では、農耕・牧畜生活、産業生活を維持

できなくなってきた。 
山内昶氏は、『経済人類学の対位法』（P.21-109）で、今も狩猟採取や原始的な焼畑農耕

で生活している部族の労働に関する調査研究を総括して、平均労働時間は 1 日に 4 時間

弱で、気まぐれに働き、仕事中も頻繁に休息をとり、おしゃべりや睡眠をしていると指

摘している。また、山内昶氏によると、J. Woodburn と T. Ingold は“African 
Hunter-Gatherer Social Organization”(1988)で、狩猟採取経済は即時収益システム（労

働の成果を直ぐに得ることができること）、つまり、狩ってきた動物や採取した植物を数

日の間に食べ尽くしてしまうという、その日暮らしの生活を送っていたので、未来への

計画性はなく、いま現在を生きている（物欲がなく、だらしない）、人類が計画性を持つ

ようになったのは農業という遅延収益システム（労働の成果を得るのに時間がかかるこ

と、例えば、農業では作付けから収穫まで時間がかかる、そのため、計画的な労働と食

糧の蓄積が必要）が始まってからである指摘しているとのことである。 
遺伝的に、人類の心は、気まぐれに働き、未来への計画性がないようになっているの

に、農耕・牧畜が始まると、ある程度、計画的に働くことが必要になり、産業化すると、

規則正しく、計画性を持って働くこと必要になってきて、感情の赴くままでは生活でき

なくなり、自然な感情の発露を抑えるための仕組が必要とされるようになってきたので

ある。本能的に快感情を覚える行動が善であり、不快感情を覚える行動が悪だという原

則ではやっていけなくなり、その原則を修正する「価値原理」が必要とされるようにな

ってきたということである。 
人々が、一つの共同体内に閉じこもって生活していた時代には、その共同体での生活

を維持するために必要な行動様式が伝統的に定まっており、その共同体の構成員は、そ

れ以外の行動様式を知らなかったので、伝統的な行動様式どおりの生活をしていた。彼・

彼女らは、「……すべき」だという規範があるから「……している」のではなく、「皆が

……している」通りのことをすると共同体の仲間からの承認が得られると期待して「…

…している」のである。「皆が……している」通りのことをすることに不快感情を覚えた

としても、「皆が……している」通りのことをしないと共同体の仲間からの承認が得られ

なくなってしまい、村八分にされることを怖れ、自然な感情の発露を抑えているのであ

る。子ども集団は大人たちの行動様式を子ども向けにアレンジして、自分たちの行動様

式にするので、共同体内で特定の行動様式が代々引き継がれることになり、慣習化する。

慣習は「……すべきだ」という規範を示すものではなく、「皆が昔から……している」と

いう事実を示すものであり、「皆が昔から……している」通りのことをすれば、共同体の
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仲間からの承認が得られるはずだということを保証しているものである。善悪の観念を

使って、このような共同体の行動様式を説明すると、共同体の仲間に同調することが善

であり、同調しないことが悪だということになる。このような共同体の行動様式を未だ

に維持している国がある。それは日本である（「第 13 回 日本の特殊性と教育」参照）。 
異なる共同体の構成員が頻繁に接触するようになると、共同体間の行動様式の違いが

目につき、自分たちとは異なる生き方があることに気づくようになり、また、慣習の違

いによる紛争が発生するようになってくる。この紛争を武力によってではなく、平和的

に解決するためには、共同体の枠を越えた普遍的な原理が必要になってくる。広井良典

氏は『コミュニティを問いなおす』（P.255-260）で、儒教は「“多民族国家”ということ

を本質とする中国」において「複数の民族や共同体が、武力による解決ではなく、「言語」

や規範を通じて共存するための「作法」として生成した思想」であり、キリスト教、仏

教なども同様の役割を果たすために「「普遍的な価値原理」を志向する思想」であると指

摘している。異なる共同体がつながるためには、特定の共同体の行動様式を武力で他の

共同体に押しつけるか、神、仏、天などの超越的存在の権威を借りて「普遍的な価値原

理」という妄想を信仰させる必要があったのである。現代では、巨大多国籍企業がグロ

ーバリズムという名の宗教を利用して、グローバルスタンダードという名の「普遍的な

価値原理」を世界中の人々に押しつけようとしている。 
自分たちの共同体の行動様式を武力で他の共同体に押しつけるという方法は、その共

同体に服従を意識させ、反抗を招くという点で下策である。それに対して、超越的存在

の権威を借りて、自分たちの共同体の行動様式（あるいは、それに修正を加えた行動様

式）が「普遍的な価値原理」なのだという妄想を信仰させるという方法は、行動様式の

自発的な受け入れが期待できるという点において上策である。「5.支配と服従の構造   

(1)多数派への同調と権威への依存」で述べたように、人間には権威に依存する本能があ

るため、「普遍的な価値原理」にしたがっている人々は、自分たちがそれによって支配さ

れているのだとは夢にも思わず、絶対的権威を持った超越的存在が自分たちのために示

してくれている「善き生き方」を行っているのだと思い込んでいる。このような状態に

なった時に、「普遍的な価値原理」「善き生き方」が内面化され、道徳意識となる。つま

り、「普遍的な価値」があるという「価値絶対主義」は、宗教への信仰が作り出した妄信

なのである。 
人々が「普遍的な価値」があるという「価値絶対主義」を信仰すると、その社会に秩

序が訪れ、その「普遍的な価値原理」がその社会の産業・生活等に適合的なものである

間は、その社会は発展し続ける。しかし、発展がある段階に達すると、その「普遍的な

価値原理」がその社会の産業・生活等に不適合なものとなってしまい、発展が止まり、

その社会は衰退へと向かうようになる。その社会の人々が衰退を止めようとしても、そ

の「普遍的な価値原理」への信仰に妨げられて、「普遍的な価値原理」が衰退の原因なの

だということに思いが至らず、さらには、「普遍的な価値原理」が衰退の原因なのだとい
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うことを指摘する人を弾圧して、抜本的対策がとれなくなってしまうのである。 
 
(5) 無秩序から生まれる創造性 

  「普遍的な価値原理」に囚われて衰退に向かっている社会が復活するためには、その

「普遍的な価値原理」を捨て去り、新たな「価値原理」を模索しなければならない。そ

の時、その社会の秩序は崩れ、混乱が訪れる。しかし、この混乱の時代こそが、創造性

の開花の時代であり、新たな発展のための土台が作られる時期である。M. K. Raina は

‘Cross-Cltural Differences’（S. R. Pritzker & M. A. Runco ed.“Encyclopedia of 
CREATIVITY, Vol.1”所収）で、「創造性の開花の時期についての歴史的な研究によれば、

ある国が政治的に分裂している時期が、最も創造的な時期である。政治的に統合され、

平穏で、伝統的で、均質で、安定している時代よりも、多様なイデオロギーがある動乱

の時代の方が、創造性は発揮されやすい」ということを指摘している。 
生物の進化が遺伝子の突然変異という無秩序から生まれ、人間の自由意志が脳神経活

動のゆらぎという無秩序から生まれてくるように、創造性は、異なる世界観・価値観の

ぶつかり合いという無秩序の中から生まれてくるものであり、人々の世界観・価値観が

共通化して秩序が生まれると、創造性が枯渇してしまうのである。 
 
11．学校と地域共同体・地域共同体連合の関係の変化 

 (1) 地域共同体・地域共同体連合と対立する学校 
  「6.集団・組織の歴史 (14)近代国家、(17)資本主義による共同体の解体」で述べたよう

に、欧米での国民国家化・産業化は、伝統的な共同体を破壊することによって行われた。

そして、共同体の破壊作業における精神面を担ったのが学校教育である。学校教育では、

その学校が立地する地域共同体・地域共同体連合の固有の言語・文化・慣習・技能を打

破すべき因習とみなし、全国的に統一された言語・文化・行動様式・知識を教えること

によって、自分が生まれた地域共同体・地域共同体連合から離れても生きていける人間

である「近代的個人」を育成した。 
「第 4 回 教育の経済効果（その２）」で述べたように、公教育における学校は、①「声

の文化」の「人間の生活世界に密着した」「状況依存的であって、抽象的ではない」認識

と思考（具体的思考）を「文字の文化」の「外界を記号によって抽象化した理論モデル

を用いた」「状況依存的ではない、形式論理的な」認識と思考（抽象的思考）に改造する

こと、②工場や官僚制的組織における労働に必要な時間厳守、機械的なリズムで働くこ

と、命令に対する従順さ、規律正しさなどの行動様式を身につけさせること、③産業化・

民主化された社会で生産・消費し、政治的判断をするために必要な情報を伝達する能力、

伝達された情報を理解する能力を育成すること、④「共通の言語」、「共通の文化」、「共

通の歴史」なるものを習得させ、「私たちは○○人である」という虚構を信じ込ませるこ

とによって、産業化・国民国家化に奉仕したのである。これらのことは、伝統的な共同
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体の構成員の思考様式である「具体的思考」、行動様式である「時間にルーズであること」

「自然なリズムで働くこと」「自律的に働くこと」、学習方法である「観察と模倣による

学習」（見よう見まね）、地域固有の伝統文化などに反するものであった。 
地域共同体・地域共同体連合から見れば、学校は、子どもたちに仕事や生活の役に立

たないことを教える場であり、また、子どもという労働力を地域共同体から奪うもので

もあったので、産業化初期においては、学校と地域共同体・地位共同体連合は、子ども

の教育に関して対立関係にあった。 
  「6.集団・組織の歴史 (17)資本主義による共同体の解体」で述べたように、日本は、

欧米のように共同体を破壊することによって産業化したのではなく、共同体の「イエシ

ステム」化によって産業化したので、公教育のあり方は欧米とは異なったものとなり、

学校が共同体的な性質を強く持つようになった。 
日本の学校の「授業で展開されている内容はまったく西欧近代的だが、生活・規律・

秩序といった学校の身体性は西欧近代的なものではない」「ジャパンローカルの教師たち

は頭は西欧近代的で、身体性は日本土着的である」（諏訪哲二著『プロ教師の見た教育改

革』P.170-171）というような状況が生まれたのである。教科の内容は、産業化に必要な

知識の教育が中心であり、西欧近代的なものが多いのに、生活指導、学校行事、部活動

等は、「日本土着的」なものなのである。ただし、「日本土着的」と言っても、それは、「イ

エシステム」的なものであり、「ムラシステム」的なものではないので、「ムラシステム」

に支配された地域共同体連合から見れば、「日本土着的」なものではない。 
 
 (2) 地域共同体連合から頼りにされる学校 

産業化が進行してくると、農業は低所得で割に合わない仕事になってくる。その時、

学校は、「遅れた」地域共同体連合からの脱出装置となり、学校は地域共同体連合（特に

子ども）から頼りにされる存在へと変貌する。日本で、このような変化が起こったのは、

経済の高度成長期である。広田照幸氏は『日本人のしつけは衰退したのか』（P.108-110）
で、次のように指摘している。 

 
   農村部の学校は、50 年代後半から 70 年代初頭までの高度成長期に、かつてないほど

地域の人々から頼りにされる存在になった。……学校は子供の将来の進路を具体的に

保証してくれる装置になった。……貧しく停滞した旧来の生き方とは別の可能性が、

進学によって開けてくる……受験勉強はたとえ苦しくとも、明るく希望に満ちあふれ

たものであった。……切実な進学の思いをもった、地方の子供たちにとって、学校は

ほとんど唯一頼りにできる存在であった。……学校での集団生活の訓練や言葉づか

い・礼儀作法の習得なども、それまでになく重要な意味を持つことになった。村で通

用してきたルールとは異なる、都会での仕事の上での振るまい方や、組織内で規則に

従って行動することの訓練など、就職先での集団生活に適応できるようなパーソナリ
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ティや礼儀作法が子供たちに必要になってきた。それは、それまで狭い世界で黙々と

土に向かい合ってきた親たちにはなかなか教えられないものであった。……解体しつ

つある地域共同体、急激な社会変化にとまどう「遅れた」家族、親世代とは異なる生

き方を余儀なくされる子供たち……新しい社会の中でうまくやっていく機会と知識や

技術とを子供たちに提供することで、学校は親からも子供からも信頼と支持を得るこ

とができた。いわば＜学校の黄金期＞であった。 
 
  ＜学校の黄金期＞は、欧米のように、学校が地域共同体・地域共同体連合の破壊装置

になった時期である。しかし、それは、欧米のように「近代的個人」を育成することに

よってではなく、「ムラシステム」に適合的な人間を「イエシステム」に適合的な人間に

作り替えることによって行われた。そのためには、「ムラシステム」に適合的な教育を行

っていた子ども集団や家庭から教育力を奪って、学校が教育機能を独占する必要があっ

た。その結果、「子供たちの生活において、時間的にも心理的にも学校の占める比重が家

庭や地域社会に比して高く」「日常の生活におけるしつけ、学校外での巡回補導指導など、

本来家庭や地域社会で担うべきであり、むしろ家庭や地域社会で担った方がよりよい効

果が得られるものを学校が担っている現状」（文部省中央教育審議会『21 世紀を展望した

我が国の教育の在り方について（第一次答申）』）が生まれた。 
 
 (3) 社会の変化について行けない学校 

高度成長によって地域共同体連合が崩壊し、バブル崩壊後に日本企業の「イエシステ

ム」的性質が弱まってくると、日本の学校の「イエシステム」的な性格を後進的なもの

と考える人が増えてきて、外部からの批判にさらされるようになってきた。広田照幸氏

は『日本人のしつけは衰退したのか』で、次のように指摘している。 
 
経済の未曾有の高度成長を経て、……学校は「社会の進歩・改善」という物語とは

切り離された存在になってしまった……かつて「旧慣の克服」という進歩的意味を含

んでいた生活指導や集団訓練は、単に生徒たちを集団としてコントロールするための

保守的な意味のものになった。しかも、気がついてみると学校の生活指導や集団訓練

は、時代から半歩ぐらい遅れた存在になっていた。……学校が旧態依然たる「集団的

行動」を生徒に強制しているうちに、社会の側では……仕事の個人化や個別化が進ん

でしまった。集団の中で他人の命令に従って画一的に行動できることよりも、明確な

個性と自主的な判断力を持つほうが、社会の中でのサバイバルに有利な状況が生まれ

てきていたのである。時代を先読みする敏感な親たちの目には、旧来の学校の生活指

導は、不要で抑圧的なものと映ることになる。（P.119-120） 
しつけや集団訓練を学校がおこなうことに関しては、子どもに自由を与えようとす

る親と、規律の中におこうとする親との間で、賛否は明確に対立している。70 年代後
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半ごろから表面化してきたのは、自由や自主性を重んじるしつけ観に立ち、親こそが

子供の教育の責任者であるという意識を持った親たちによる、「教師はわが子に余計な

ことをするな」という声である。体罰や変な校則で子供を縛りつけることへの抗議は

もちろんのこと、中には、集団訓練や礼儀作法の教え込みなども不要視する親さえも

登場してきた。……その一方で、きびしい校則を作ってもっと生徒を取り締まれとか、

逸脱傾向の生徒たちを体罰をしてでも静かにさせろといった要求を学校に突きつける

親たちも、存在している。世論調査で多数派を占めるのは、実はこうした親たちであ

る。彼らは、わが子が非行グループに巻き込まれたり、一部の生徒たちのせいでわが

子が受験勉強に集中できなくなることを危惧している。……親たちの多様で矛盾した

要求に直面して、学校側がどうしていいかわからず困惑する状況がしばしばみられる

時代になっているといえる。（P.131-133） 
 
  自由主義・個人主義的な思想を持っている親は「教師はわが子に余計なことをするな」

と要求し、「共同体復古主義」的な思想を持っている親は「きびしい校則を作ってもっと

生徒を取り締まれ」と要求する。自由主義者・個人主義者から見れば、「共同体復古主義

者」は自由と個性を抑圧する全体主義者であり、「共同体復古主義者」から見れば、自由

主義者・個人主義者は権利ばかり主張して義務を果たそうとしない利己主義者である。

両者ともに、相手がなぜそのような思想を持っているのか理解できず、和睦することは

あり得ないだろう。 
「親たちの多様で矛盾した要求に直面」した時に学校が取り得る方法は大別して二つ

ある。一つ目は、しつけに関して異なった立場に立つ複数の学校を作り、どの学校に進

学するかを親や本人に選ばせる方法である。二つ目は、しつけは学校の役目ではない、

家族や地域社会の役目であると主張して、放り投げる方法である。いずれの方法も学校

の現状を変える方法であり、現状を変えることを正当化する理屈が必要になる。 
一つ目の方法は、画一的な教育を望む人々が反対するだろう。また、人口が少ない地

域では実現困難である。 
二つ目の方法は、自由主義者・個人主義者には歓迎されるだろうが、「共同体復古主義

者」からは無責任の極まりだという非難を浴びるだろう。この非難から免れるためには、

しつけは、本来、家庭や地域社会が担うべき役割なのに、家庭や地域社会の教育力が低

下したために学校が担わざるを得ない状況になっているという「神話」を作りだし、家

庭や地域社会の教育力を向上させることによって、しつけの担当を学校から家族や地域

社会に移していこうと主張するという方法がある。文部省中央教育審議会の『21 世紀を

展望した我が国の教育の在り方について（第一次答申）』（1996 年 7 月 19 日）は、次の

ように述べている。 
 
教育は、言うまでもなく、単に学校だけで行われるものではない。家庭や地域社会
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が、教育の場として十分な機能を発揮することなしに、子供の健やかな成長はあり得

ない。…… 
無責任な放任や過保護・過干渉が見られたり、モラルの低下が生じているなど、家

庭の教育力の低下が指摘されている。……基本的な生活習慣・生活能力、豊かな情操、

他人に対する思いやり、善悪の判断などの基本的倫理観、社会的なマナー、自制心や

自立心など［生きる力］の基礎的な資質や能力は、家庭教育においてこそ培われるも

のとの認識に立ち、親がその責任を十分発揮することを望みたい。…… 
都市化や過疎化の進行、地域における人間関係の希薄化、モラルの低下などから、

地域社会の教育力は低下していると言われている。……何より大切なことは、……地

域の大人たちが手を携えて、子供たちを育てていく環境を醸成することであると考え

る。…… 
日常の生活におけるしつけ、学校外での巡回補導指導など、本来家庭や地域社会で

担うべきであり、むしろ家庭や地域社会で担った方がよりよい効果が得られるものを

学校が担っている現状がある……家庭や地域社会での条件整備の状況も勘案しつつ、

家庭や地域社会が積極的に役割を担っていくことを促していくことが必要である。 
 
  「地域共同体？」の再建と「伝統的な家族？」の復活を願う「共同体復古主義者」に

とって、地域社会と家庭の教育力の強化という提案は魅力的である。彼・彼女らは、子

どもたちの教育のために、「地域の大人たちが手を携え」ることが、「地域共同体？」の

再建の第一歩となると考えるのである。 
 
12．子どもは大人の言うことを聞くのか 

  地域の大人たちが手を携えて地域の子どもたちを教育すると言っても、そもそも、子

どもたちが大人たちの言うことを聞くのかという疑問がある。 
ジュディス・リッチ・ハリスは『子育ての大誤解』で、次のように指摘している。 

 
   集団社会化説――子どもたちは自分自身を仲間たちで形成される集団の一員とみな

し、自らの行動をその集団の規範に合わせて調整する、さらにその集団は自らの集団

を別の集団と対比させた上で、その別の集団とは異なる規範を採用する （P.328） 
進化の過程で私たちは幼い子どもを愛する二つの理由が与えられた。彼らが私たち

の遺伝子を運んでくれるから、そして彼らは小さくてかわいいからだ。ティーンエイ

ジャーを愛する理由は、遺伝子を運んでくれる、その一つだけだ。大人並みの大きさ

になり、……思春期の子どもたちを見ても、育ててあげたいという本能はもはや呼び

覚まされない。彼らにとっても私たちはさほど必要ではなくなる。少なくとも彼らが

過ごす環境においては、親なしでやっていけるのだ。子どもと大人という年齢集団し

かない場合、両集団間の敵対心は一方が依存し、他方がいたわり慈しむことで消沈す
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る。ところが、ティーンエイジャーが独自の集団をもつと、……大人とティーンエイ

ジャーの間に敵対心が萌芽しうる。（P.337） 
大人が思春期の子どもに及ぼすことができる力は限られている。ティーンエイジャ

ーたちは独自の文化を構築するが、それは仲間集団ごとに異なる。彼らが大人文化の

どの部分を取り入れどの部分を放棄するのか、そして新しく独自に考案するものがど

ういうものであるか、私たちには予測もつかなければ、それを決めることもできない。

とはいえ私たちは無力ではない。大人たちは彼らの文化にとっての主要情報源――メ

ディア――を管理する立場にある。（P.349-350） 
 
  子どもがまだ幼い頃は、子ども集団（仲間集団）は、大人集団や教師集団に依存し、

その保護を受けていなければ、生きることができず、大人には、幼い子どもを可愛いと

思い、保護しようとする本能があるので、子ども集団と大人集団・教師集団の利害関係

は一致し、「内集団ひいき」（「2.共同体と結社 (1) 共同体と結社の違い」参照）によって、

子ども集団と大人集団・教師集団が敵対関係に入ることはない。また、そこには、大人

による保護という贈与に対して、大人への服従（言い付けを守る）という返礼を返すと

いう互酬性（互恵性）の関係がある。ただし、子どもには置かれた状況に応じて行動様

式を使い分ける傾向があるので（大人も同様であるが）、家庭内では親の言い付けを守る

が、家庭外では無視し、学校内では教師の言い付けを守るが、学校外では無視するとい

う場合がある。 
思春期を迎えた子どもは、大人による保護をあまり必要としなくなって、自立心が芽

生え、また、大人たちは、思春期を迎えた子どもを小さくて可愛いものと思えなくなっ

てきて、ティーンエイジャー集団と大人集団・教師集団が敵対関係に入る可能性が高く

なってくる。ティーンエイジャー集団は自らの自律性を示すために、大人集団・教師集

団に反抗するようになり、自分たちが作った規範や慣行にしがたい、大人や教師が作っ

た規範や慣行を無視するようになってくるのである。 
このような状態に陥ったティーンエイジャー集団に大人や教師が作った規範や慣行を

守らせようとする場合に、規範や慣行を遵守した場合には報酬を与え、違反した場合には

罰則を与え、報酬への欲望と罰則への恐怖によってしたがわせるという、飴と鞭に頼る方

法があるが、それでは、表面的な服従を得ることしかできず、大人や教師が見ていないと

ころでの反抗を強化するだけである。大人や教師が子どもにとっての権威者となり、ティ

ーンエイジャーを心服させるのが良策であるが、これは容易なことではない。永山彦三郎

氏は『現場から見た教育改革』（P.161-162）で次のように指摘している。 
 

学校でやんちゃをやっているような子だって、本当にサーフィンが好きになって、

そのおもしろさに気がつけば、自然とその道でがんばっている大人たちを尊敬するこ

とになる。その大人たちのいうことにはきちんと耳を傾けることになる。……ある分
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野において功績をあげた者に対する尊敬、という意味において、今の子どもたちはそ

ういうことに、けっこう無条件で感服する。……教員と生徒の関係がギクシャクしは

じめたのは、この部分の欠落が大きい。簡単にいってしまえば、生徒は教員という肩

書きだけでは尊敬しなくなったのだ。……教員が生徒に尊敬されることはある。しか

しその主導権は……生徒の心のうちにある。その生徒がその教員のなかに尊敬に値す

る何かを見つけた時、はじめて、その教員はその生徒にとっての師となり、リスペク

トの対象となる。 
   
  「5.支配と服従の構造 (1)多数派への同調と権威への依存」で述べたように、狩猟採取

生活を送っていた時代に、人類は何らかの作業がうまくできる人の行動パターンを観察

して模倣することに喜びを感じる本能を身につけたと思われる。人間には、自分が得意

で好きな分野で優れた能力を持っている人にあこがれ、尊敬し、その人（の能力）に一

歩でも近づきたいと望み、その人の行動を模倣する傾向がある。そして、多くの人々か

ら模倣の対象とされる人は権威を帯び、皆がその人の言葉にしたがうようになる。 
「第 8 回 能力の個人差 13.才能の差異を増幅する本能」で述べたように、人類は、進

化の過程で、長い間、狩猟採集生活を送ってきたので、この「得意で好きなこと」の分

布は、狩猟採取生活に適したものとなっており、共同体内の人間関係を処理する技術（コ

ミュニケーション力）、スポーツ（狩猟や戦争の代わり）、買い物（採取の代わり）、子育

て、料理、芸術等を「得意で好きなこと」にする人が多いが、学校での勉強を「得意で

好きなこと」にする人は少ない。人類が狩猟採取生活を送っていた時代には学校での勉

強を必要としなかったからである。この結果、学校の教師を自分より勉強の面で優れた

権威者と認め、心服する子どもは数少ないということになる。さらに、塾や予備校の講

師の方が学校の教師よりも勉強の面で優れた権威者であると考えたり、教科書や参考書

を権威であると考えたりする子どももいる。要するに、学校の教師よりも、塾や予備校

の講師の方が教え方がうまいと考えたり、学校の授業を受けなくても、教科書や参考書

を読むだけで理解できるので、教師の説明を聞くのは時間の無駄だと考えたりするとい

うことである。このような状況下では、親や教師がティーンエイジャーを心服させ、言

うことを聞かせることは困難であり、ましてや、近所のおじさん、おばさんがティーン

エイジャーを心服させ、言うことを聞かせることなどほとんど不可能である。 
ただし、「9.伝統的な共同体・共同体連合における教育」で述べたように、子ども集団・

ティーンエイジャー集団は、その行動様式を大人社会から取り入れているので、伝統的

な共同体・共同体連合や全体主義社会のように、大人の行動様式がすべて一致していれ

ば、子ども集団・ティーンエイジャー集団の行動様式は、子ども・ティーンエイジャー

であるという生物的な特性を反映したもの以外は、大人たちの行動様式と一致するだろ

う。大人たちの生き方が一つしかない場合には、子ども・ティーンエイジャーたちは、

それ以外の生き方があることに気づかないからである。 
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  したがって、地域社会の教育力を強化するためには、日本を全体主義社会にする必要

がある。「共同体復古主義者」には、その自覚なしに、日本を全体主義社会にしたいと望

んでいる人が多いように私には思える。 
 
13．学校・家庭・地域社会が連携する必要があるのか 

 (1) 理論と現実を結びつける 
文部省中央教育審議会の『21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第一次

答申）』（1996 年 7 月 19 日）などでは、家庭と地域社会の教育力を強化しなければなら

ない理由については一応の説明があるのに、学校・家庭・地域社会が連携しなければな

らない理由については明確な説明がない。「［生きる力］は、学校において組織的、計画

的に学習しつつ、家庭や地域社会において、親子の触れ合い、友達との遊び、地域の人々

との交流などの様々な活動を通じて根づいていくものであり、学校・家庭・地域社会の

連携とこれらにおける教育がバランスよく行われる中で豊かに育っていくものである」

「［生きる力］をはぐくんでいくためには、学校で組織的・計画的に学習する一方、地域

社会の中で大人や様々な年齢の友人と交流し、様々な生活体験、社会体験、自然体験を

豊富に積み重ねることが大切である」と述べられている程度である。 
これらの文章から推察すると、学校における理論的学習（理論的知識）と家庭・地域

社会における体験的学習（実践的知識）が相互作用的に結びつく、つまり、学校で学ん

だ理論的知識に関係する事柄を家庭・地域社会で体験することによって理論的知識を現

実に適用する方法を学ぶことと、家庭・地域社会で体験した事柄を学校で理論的に考え、

理解することによって、「生きる力」が身につくので、学校と家庭・地域社会が連携する

ことによって、学校における理論的学習と家庭・地域社会における体験的学習の調整を

図る必要があるということかもしれない。笹井宏益氏は「学校・家庭・地域の連携協力

の基本原理にかかる考察」（日本社会教育学会編『学校・家庭・地域の連携と社会教育』

所収、P.12）で、次のように指摘している。 
 
もともと学校教育は、……体系的・理論的に知識や技術等を伝えることを主眼とす

る教育のやり方であって、そこで使われるリソースは基本的に模擬的（レプリカ）で

あり、そこでのガバナンスは学校を単位として計画的かつ自己完結的に行われてきた。

いいかえれば、学校教育においては、ホンモノを利用して子どもたちを指導したり、

異質な価値を導入しながら特定のメッセージを伝えたりすることは、伝統的・一般的

には行われてきておらず、もしそれを行おうとする場合には、外部のリソースを活用

したり、生活の本拠地である地域との関係を強化したりする必要があった。 
 
学校で教える知識は、現実の世界を抽象化した理論モデルであり、現実とのつながり

が見えにくくなっているものが多い。そのため、学校で学ぶ知識は実際の生活には役に
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立たないという世間からの批判を浴び、学校で学ぶことに意義を見いだせない子どもが

多数いる。そこで、地域社会での体験学習により、理論的知識と現実とのつながりが見

えるようになれば、そのような批判が減り、学校で学ぶことに意義を見いだす子どもが

増えるはずだということだと思うが、そう簡単には事は進まないだろう。地域社会で体

験できることには限りがある。また、理論的知識と現実との間に十分なつながりをつけ

ようとすると、体験のために多くの時間を割かねばならなくなり、学校で教えることが

できる知識の量が減ってしまい、学力が低下してしまったではないかという批判を浴び

ることになるだろう。 
 
 (2) ばらばらの方が良いのでは 

柳治男氏は「地域社会と学校の論理的媒介としての教育の分業化」で、次のように指

摘している。 
 
各集団間において子どもへの接触の仕方をめぐる対立が存在し、社会的規範が異な

り、分担能力が不安定であるとき、それらの諸混乱を調整せねばならぬのは他でもな

い、子ども自身である。社会的判断力の弱さ故にその能力を伸ばすべく教育を受けね

ばならない子どもが、各集団による教育活動を判断し、整理し、なおかつ統一しなけ

ればならない。……個々の教育集団、機関が可能な限り相互に緊密なる連携を保ち、

且つ集団間の役割配分に共通の確認が存在する場合……子どもにとって大人による働

きかけはハーモニーを保ち、分裂的危機は最小限に留められる。しかし……個々の教

育集団が相互の連絡なしに、そしてまた共通の価値意識を持たぬままに、無秩序に教

育活動を展開する場合……種々雑多な不協和音の連続が、子どもの発達に危機的状態

をもたらすことは言うまでもない。 
 
おそらく、学校・家庭・地域社会の連携の必要性を唱えている論者は、このような考

えは自明の真理であり、説明するまでもないことだと思っているのだろうが、学校、家

庭、地域社会のそれぞれが異なった価値観の下に、異なった方針で子どもに教育を行う

ことが本当に「子どもの発達に危機的状態をもたらす」のだろうか。子どもは、「ある状

況で学習した考え方や情報が、必ずしも別の状況で使えるとは限らない」（ジュディス・

リッチ・ハリス著『子育ての大誤解』P.92）ということを理解しているので、学校、家庭、

地域社会のそれぞれが異なった価値観の下に、異なった方針で子どもに教育を行っても、

普通の子どもは、学校、家庭、地域社会で異なった行動様式をとることによって、分裂

した状況に対応することができる。例えば、移民の子どもは、学校と家庭（あるいは、

マイノリティーが作るコミュニティ）で異なる文化の下に、異なった方針による教育を

受けることになる場合が多いが、彼・彼女は、状況に応じて 2 つの文化を使い分けたり、

2 つの文化を融合したりする。子どもの心は大人が思っている以上に柔軟である。 
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広田照幸氏は『教育には何ができないか』で、次のように指摘している。 
 
「地域ぐるみの子育て」や「学校と地域の一致・協力」といった前提からの議論が

なされるかぎり、異論や少数の異端者は排除されていくことになる。……「協力」や

「連携」などでの美名での、価値的同質化の圧力が働いてしまいがちである。……日

本の現状を見るかぎり、もっと個の自立性や、価値観の多様性や少々の無秩序さを、

許容する寛容さが必要なように思われる。未来の社会には多様な選択肢が待っている。

誰もが後ろ向きの保守的道徳家や、集団の和を至上の価値にする集団主義者のような

スタンスで教育を論じたら、未来の選択肢が、いびつなものになってしまう。……多

くの人は、意見の対立や、価値観の違いが存在することは、好ましくないように考え

ているが、私にいわせると、むしろ逆である。多様に対立する意見や価値観が存在し、

それらが最終的な一致には到達しないものの、理性的な判断の総和によって妥協と決

定が成り立つのが、価値の多元性を容認する健全な市民社会の姿であろう。目標を共

有した姿や、調和的な分業を描く「連携論」などは、価値や見解の対立を前提にした、

リベラルな民主主義の理念とは、ずいぶんかけ離れたものになっている （P.18-19） 
1998（平成 8）年の中教審答申でも、「地域の大人たちが率先してあいさつ運動、環

境浄化活動、交通安全活動、防災活動などの地域ぐるみの啓発活動に取り組むことを

大いに推奨したい」と述べられている。こうした、「地域ぐるみ」という発想は、価値

観の多様性を保障する「家庭の自律性」や「市民的自由」を原理的に掘り崩すものと

なりかねない……「連携」のない状態をプラスに評価してもよいのかもしれない。…

…学校と家庭と地域社会とが、同じ価値観を共有して子どもを処遇していこうとする

と、その価値観になじめない子どもには、ものすごく息苦しい社会になってしまう。

……学校がイヤな子どもには家庭が、家庭がイヤな子どもには学校が、安心できる居

場所になることをめざした方がよい……学校でも家庭でもつらい思いをしている子ど

もには、選べる居場所（＝避難場所）を地域の中に用意しておくのがよい （P.122-124）。 
 
これからの社会は創造性が最も大切になる社会である（「第 12 回 暗黒の情報社会と教

育」参照）。創造性は、多様な考え方のぶつかり合いや、異端的な考え方の中から生まれ

てくるものであり、創造的な人間は、多様な考え方や、異端的な考え方を受け入れるこ

とができる人間である。学校、家庭、地域社会のそれぞれが異なった世界観・価値観の

下に、異なった方針で子どもに教育を行えば、そのような創造的な人間を育成すること

ができる可能性がある。「地域社会の各関係者（例えば、学校、家庭、社会教育団体、地

域社会において活動する企業、NPO 等）が、子どもたちの「生きる力」等をその地域で

具体的にどのように育成するのか、そのために地域社会でどのように仕組みをつくって

その教育力を向上させていくのか等について、当該地域社会におけるニーズを踏まえ課

題の認識や目標を共有化する」「緊密に連携・協力して地域社会が一体となって地域の教
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育課題に取り組む」（文部科学省中央教育審議会『新しい時代を切り拓く生涯学習の振興

方策について ～知の循環型社会の構築を目指して～（答申）』）ことは、多様性と異端

を排除し、子どもたちから自由な思考と創造性を奪うものである。 
「共同体復古主義者」は、「学校・家庭・地域社会の三者が、……連携・協力して子ど

もの教育に責任を持ち、適切に役割分担する」「教育共同体」（文部科学省中央教育審議

会『新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について（中間報

告）』）が、「地域でどのような子どもを育てるのか、何を実現していくのかという目標（「子

ども像」）を共有」（文部科学省「学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会

議」『子どもの豊かな学びを創造し、地域の絆をつなぐ ～地域とともにある学校づくり

の推進方策～』）して、その共有した「子ども像」に合致した子どもに仕立て上げること

を夢見ているのかもしれない。 
「共同体復古主義者」が夢見る「教育共同体」では、学校、家庭、地域社会が同一の

世界観・価値観を共有して、それを子どもたちに共同して押し付けることによって、子

どもたちに特定の生き方を強要し、多様な生き方を選ぶ自由を奪う危険性がある。これ

は、「思想・良心を形成する自由」（西原博史著『良心の自由と子どもたち』P.108～119
参照）を侵害する思想統制の一種である。ただし、マスコミ、インターネットなどを通

じて、「教育共同体」外から、異なる世界観・価値観が流入して来て、子どもたちがそれ

らに影響されることを防ぐことは困難なので、完全な思想統制は実現できない。有害情

報を子どもたちから遠ざけるという名目で、マスコミ、インターネットなどに対する規

制が行われ、「教育共同体」が国家レベルにまで拡大した時、そこに生まれるのは、全体

主義国家であり、進歩なき停滞の時代である。 
 
 (3) そもそも連携できるのか 
  森田誠氏と野平慎二氏は「学校・家庭・地域社会の連携に関する考察」で、次のよう

に指摘している。 
 
   連携論議の前提となっているのは、学校が正しく情報を開示し、説明責任を果たす

ならば、家庭と連携が図れるし、地域社会もいわば「一枚岩」となって学校をサポー

トしてくれるという、ある種の楽観論である。ところが、現実には、学校教育に対す

る、あるいは子どもの教育の対する親の関心には、かなりの濃淡の差や方向性の差が

ある。また、地域住民どうしの共同性や連帯の意識は必ずしも高くないし、また地域

社会の一員としての自覚ないしは地域社会への帰属意識も十分に高いとは言えない。

そしてそのような地域社会における学校に対する理解も、残念ながら深くはない。…

…優れた連携の実践事例は、そのほとんどが、学校の意向と保護者や地域社会の意向

とが一致した希有な事例であると考えられ、必ずしも一般化できるものではないとい

えよう。……規制緩和（通学区域の自由化）によって学校を自由に選択できるように

 196 



なると、家庭は地域社会から切り離され、地域はいわば解体し、学校と地域社会との

連携はむしろ困難になる。 
 
  「学校・家庭・地域社会の連携論」は、地域の住民が地域共同体や地域コミュニティ

としてまとまっていて、その地域の子どもたちがみな同一の学校に通っているという、

現実にはほとんどない状態を前提にして、学校・家庭・地域社会の意見が一致し「一枚

岩」になると、何の根拠もなしに決めつけている。学校・家庭・地域社会が連携への努

力を積み重ねているうちに、地域の住民が一つにまとまり、地域共同体や地域コミュニ

ティが再建されると考えているのかもしれないが、そのように事が運ぶ可能性はほとん

どない。自分の子どもがその学校に通っていなければ、学校・家庭・地域社会の連携に

関心を示すことはまずないし、自分の子どもがその学校に通っていても、連携に反対し

たり、無関心で協力しない人も多いだろう。その結果、地域の一部の人たちだけが、「学

校・家庭・地域社会の連携事業」に参加し、その事業によって、地域の人々が一つにま

とまったという自己満足を抱き、そのままとまりが拡大していくという、ほとんどあり

得ないことを夢見るという現状が生まれている。 
  他の集団・組織と連携したいという真摯な動機が生まれるのは、自分たちの集団・組

織に「何か足りないもの」があり、それを他の集団・組織に補ってもらう必要があると

考えている場合である。学校、家庭、地域社会のそれぞれが、自分たちには「何か足り

ないもの」があり、それを学校、家庭、地域社会のいずれかに補ってもらう必要がある

と考えているならば、学校・家庭・地域社会の連携などというようなスローガンを掲げ

なくても、学校、家庭、地域社会は自発的に連携しようとするはずである。学校、家庭、

地域社会が自発的に連携しようとしないのは、学校と家庭が「自分たちは自己完結的で

自律的な共同体でありたい」と願い（「2.共同体と結社 (2)共同体のワン・セット主義と

結社のネットワーク志向」参照）、「外部からの干渉を排除するためには、何か足りない

ものがあっても自分たちで何とかすべきだ」と考えており、地域社会には組織的まとま

りがないからである。共同体同士は、連携しなければ生きていけないという状況に追い

込まれない限りは、連携しようとはしないものである。例えば、日本の伝統的な村落（ム

ラ）において「イエ」という共同体同士が連携していたのは、連携しなければ（他のイ

エに手伝ってもらわなければ）農業ができなかったからであり、農業の機械化等によっ

て、「イエ」単独でも（他のイエに手伝ってもらわなくても）農業ができるようになって

くると、「ムラ」としてのまとまりは崩れてきた（「6.集団・組織の歴史 (16)地域共同体・

地域共同体連合の解体」参照）。 
 
14．「新しい公共」と新自由主義 

  「新しい公共」は、2009 年に民主党の鳩山政権が使い始めて有名になった言葉である

が、この言葉が意味する思想はそれ以前からあり、例えば、イギリス労働党のブレア政
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権での「第三の道」も「新しい公共」の一種である。「新しい公共」やそれに類似する言

葉も以前から使われており、菅原敏夫氏は「「新しい公共」の政策課題 －「新しい公共」

の原理と民主党の政策－」で、「新しい公共という言葉の使用例は、遡れる範囲では（記

憶でも）、1990 年 2 月 8 日に開催された第 3 回「地方新時代・全国市町村シンポジウム」

のテーマ、「新しい公共の創造を目指す－市民と行政の接点を探る」であったと思われる。

……90 年代半ばになると、阪神・淡路大震災をきっかけに、ボランティア活動、NPO が

注目される。それらにかかわって、新しい公共や新しい公共性、公共性の空間といった

表現がなされるようになる」と述べている。 
教育関係でも、「新しい公共」という言葉は以前から使われており、例えば、文部科学

省中央教育審議会の『新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方

について』（2003 年 3 月 20 日）では、これからの教育の目標の一つとして「新しい「公

共」を創造し、21 世紀の国家・社会の形成に主体的に参画する日本人の育成」を掲げ、

「個人の主体的な意思により、自分の能力や時間を他人や地域、社会のために役立てよ

うとする自発的な活動への参加意識を高めつつ、自らが国づくり、社会づくりの主体で

あるという自覚と行動力、社会正義を行うために必要な勇気、「公共」の精神、社会規範

を尊重する意識や態度などを育成していく必要がある」と指摘している。 
「新しい公共」とは何かということに関して、「新しい公共」円卓会議の『「新しい公

共」宣言』には、次のように書かれている。 
 
   人々の支え合いと活気のある社会。それをつくることに向けたさまざまな当事者の

自発的な協働の場が「新しい公共」である。……これは、古くからの日本の地域や民

間の中にあったが、今や失われつつある「公共」を現代にふさわしい形で再編集し、

人や地域の絆を作り直すことにほかならない。……少子高齢化が進み、成熟期に入っ

た日本社会では、これまでのように、政府がカネとモノをどんどんつぎ込むことで社

会問題を解決することはできない……これから、「新しい公共」によって「支え合いと

活気のある」社会が出現すれば、ソーシャルキャピタルの高い、つまり、相互信頼が

高く社会コストの低い、住民の幸せ度が高いコミュニティが形成されるであろう。さ

らに、つながりの中で新しい発想による社会のイノベーションが起こり、「新しい成長」

が可能となるであろう。日本には古くから、結・講・座など、さまざまな形で「支え

合いと活気のある社会」を作るための知恵と技術があった。「公共」は「官」だけが担

うものではなかった。各地に藩校が置かれていた一方、全国に一万五千校あったとい

われる寺子屋という……民の教育システムがあったなど、多様な主体がそれぞれの役

割を果たし、協働して「公共」を支え、いい社会を作ってきた。……しかし、明治以

降の近代国民国家の形成過程で「公共」＝「官」という意識が強まり、中央政府に決

定権や財源などの資源が集中した。……地域は、……自らが公共の主体であるという

当事者意識を失いがちだ。……グローバリゼーションの進展にともなって、学力も人
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生の成功もすべてその人次第、自己責任だとみなす風潮が蔓延しつつある。一人ひと

りが孤立し、国民も自分のこと、身近なことを中心に考え、社会全体に対しての役割

を果たすという気概が希薄になってきている。日本では「公共」が地域の中、民の中

にあったことを思い出し、それぞれが当事者として、自立心をもってすべきことをし

つつ、周りの人々と協働することで絆を作り直すという機運を高めたい。……「新し

い公共」……では、「国民、市民団体や地域組織」、「企業やその他の事業体」、「政府」

等が、一定のルールとそれぞれの役割をもって当事者として参加し、協働する。……

人間の中にもともと存在する、人の役に立つこと、人に感謝されることが自分の歓び

になるという気持ちと、そうした気持ちに基づいて行動する力。それを持っている人

間は、公共性の動物だといえるかもしれない。「新しい公共」では、国民は「お上」に

依存しない自立性をもった存在であるが、それと同時に人と支え合い、感謝し合うこ

とで歓びを感じる。 
 
  19 世紀末に始まる福祉国家化・社会国家化の流れは、国家が担う仕事を増加させ、財

政規模を拡大させたが、先進国で 1970 年代（日本では、1990 年代）に経済の低成長が

常態化するようになってくると、財政赤字が累積化するようになり、福祉国家・社会国

家の維持が困難になってきた。また、経済のグローバル化の進展により、国際的な経済

競争が激化し、社会保障は経済の競争力を削ぐものであるという考えが広がってきた。

このような流れの中で、市場原理の貫徹、規制緩和、社会福祉の削減、個人の自立など

を主張し、低福祉・低負担・自己責任を旨とする「小さな政府」を目指す新自由主義（ネ

オリベラリズム、neoliberalism）が台頭してきた。新自由主義は、福祉国家化による政

治領域の拡大を批判し、政治領域を縮小して、縮小した部分を経済領域と家庭領域に委

ねようする思想といえる。 
  経済領域は個人や家族が持つ資源（財力など）と能力が物を言う世界なので、新自由

主義の下では、資源や能力の乏しい弱者の生活は困難となってしまう。しかし、国家に

よる弱者への支援を維持・拡大すると、財政規模が拡大して、企業の税負担が大きくな

り、税負担が商品価格に転嫁され、グローバル化した経済における価格競争力が低下し

て、売り上げが落ち、不景気となり、弱者への支援に必要な財源が確保できなくなって

しまい、結局、弱者への支援を削減せざるをえない羽目に陥ってしまう。このジレンマ

を解決する手段として提案されたのが、「新しい公共論」である。 
  「新しい公共論」は、国や地方自治体が公共的な責務から逃れることを正当化するた

めに、市民が公共の直接の担い手となるという主体的・参加型の民主主義を実現するこ

とによって、中央政府・地方自治体が一元的に統治する体制から、「参加型コミュニティ」

（「1.共同体主義 (1)共同体復古主義と参加型コミュニティ主義」参照）、地方自治体、中

央政府などの多元的な主体が共同統治する体制への移行するのだという、もっともらし

い理屈を作り上げている。例えば、地方分権推進委員会の最終報告『分権型社会の創造：

 199 



その道筋』は、次のように述べている。 
 
   国と地方公共団体の財政の危機的状況はその深刻さの度合いを深めてきている。…

…行政サービスの取捨選択の方途を地域住民に問いかけ、その判断に基づいて、歳出

の徹底した削減を図るという地道な努力の積み重ねが必要である。……地方自治とは、

元来、自分たちの地域を自分たちで治めることである。……自己決定・自己責任の原

理に基づく分権型社会を創造していくためには、住民みずからの公共心の覚醒が求め

られる……公共サービスの提供をあげて地方公共団体による行政サービスに依存する

姿勢を改め、コミュニティで担い得るものはコミュニティが、NPO で担い得るものは

NPO が担い、地方公共団体の関係者と住民が協働して本来の「公共社会」を創造して

ほしい 
 
  この論理構成を教育分野に当てはめてみると、「教育サービスの取捨選択の方途を家

庭・地域住民に問いかけ、その判断に基づいて、学校をスリム化していくことが必要で

ある。子どもの教育は、本来、家庭や地域社会が担うべきものである。自己決定・自己

責任の原理に基づく教育を実現していくためには、子どもの教育に対する家庭・地域社

会の責任を自覚することが求められる。教育サービスの提供をあげて学校に依存する姿

勢を改め、家庭が担い得るものは家庭が、地域社会が担い得るものは地域社会が担い、

学校と家庭・地域社会が連携して本来の教育を実現してほしい」という風になるだろう。

「学校・家庭・地域社会の連携」は、「学校のスリム化」が第一の目的であり、「学校の

スリム化」による教育力の低下を防ぐための手段として、「学校・家庭・地域社会の連携」

という名目で、家庭と地域社会の教育力の強化を提言しているのではないかという疑い

を抱かざるを得ない。 
なお、「新しい公共論」には、少子高齢化によって高齢者福祉のための財源確保が困難

になってきていること、また、地域共同体の解体や核家族化によって、要介護者を抱え

た家庭や一人暮らしの老人の暮らしに困難が生じるようになってきたり、孤独感に悩ま

されるようになってきたりしていることへの対応を「新しい公共」に期待しているとい

う面もある。 
  新自由主義が個人あるいは家族に自立・自己責任を求めるのに対して、「新しい公共」

論は「参加型コミュニティ」に自立・自己責任を求める。弱者は個人・家族単位では自

立困難だが、集団単位で支え合えば自立可能になるという発想である。「新しい公共」論

は、政治領域の縮小を社会領域の拡大によって補おうする思想と言える。「新しい公共」

論が目指す社会体制は、人々が共同体内で助け合って生きていた近代国民国家形成前の

社会体制（「古い公共」と呼ぶことにする）に似たものである。 
「新しい公共」と「古い公共」の違いはどこにあるのかと言うと、「古い公共」では、

自分を支えてくれる集団は、生まれによって所属が定められ、生活全般を覆い尽くす機
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能を果たす地域共同体であったのに対し、「新しい公共」では、自分を支えてくれる集団

は、ボランタリー・アソシエーション（Voluntary Associations）や新しく作られた地域

コミュニティなどの「参加型コミュニティ」であるという点である。ボランタリー・ア

ソシエーションとは、限定的な目的を果たすために市民が自発的に作った結社であり、

NPO などの組織形態をとるものである。新しく作られた地域コミュニティとは、伝統的

な地域共同体が解体した地域において、まちづくり運動などによって新たに作られた地

域コミュニティのことである。この新しい地域コミュニティは、伝統的な地域共同体と

比べて、どこが違うのかは明確ではないが、伝統的な地域共同体は閉鎖的で構成員の個

性を抑圧するものであるが、新しい地域コミュニティは開放的で構成員の個性を尊重す

るものであるとする人が多いようである。 
「新しい公共」のあり方として、①目的が異なる複数のボランタリー・アソシエーシ

ョンが地域で活動することによって、地域住民の様々な需要を満たすという体制、②地

域コミュニティが地域住民の需要を包括的に満たすという体制、③地域コミュニティが

地域住民の基礎的な需要を満たし、付加的な需要についてはボランタリー・アソシエー

ションが担当するという体制の３つが考えられ、どの体制をとるかによって、「新しい公

共」の姿は相当異なったものになると思うのだが、「新しい公共」論者がどの体制を望ん

でいるのかはっきりしない。どの体制をとるかは、各地域が自主的に選べば良いという

趣旨かもしれないが。 
そもそも、「新しい公共」円卓会議の『「新しい公共」宣言』を読めば分かるように、「新

しい公共論」の主張には文学的表現が多く厳密性に欠け、はっきり言わせていただくと、

理論的な詰めが甘いと思う。また、「新しい公共論」の主張は、論者によって相当程度の

違いがある。そのため、本稿で述べている「新しい公共論」は、あくまでも私が解釈し

た「新しい公共論」であり、私の解釈は間違っているという人がいるかもしれない。 
 
15．熟議民主主義 

  「新しい公共」には、①地域コミュニティにおいて個性を異にする者同士が連帯でき

るのか、②ボランタリー・アソシエーション同士や地域コミュニティとボランタリー・

アソシエーションの間で上手く連携をとれるのか、という問題がある。 
「新しい公共」論者は、個性を異にする、つまり、世界観・価値観を異にする者同士

でも、「徹底的に話し合えば、分かり合え、心を通い合わせることができる」とナイーブ

に信じ、「熟議民主主義」（deliberative democracy）の実現を夢見ているようである。 
熟議民主主義の基本的理念は、「その決定によって影響を受けるすべての人が、熟議へ

の参加者として同意できる結果だけが、民主的に正当である……このとき、熟議への参

加者は、自らの主張を、他者が理性的に受け入れることができるような理由に基づいて、

提案しなければならない。しかも参加者は、自らの意見を変容させる態度で挑み、熟議

を通じて共通の理解を形成していく」（山田陽著「熟議民主主義と「公共圏」」）というも
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のである。 
この熟議民主主義の背後には、全ての人は理性を持っているので、人々が理性的に考

えて、理性的に話し合えば、必ず、合意に達することができる、言い換えれば、人間の

理性は、必ず、唯一の正解・真理を導き出すという、理性に対する信仰がある。「第 8 回 
能力の個人差 7.知能検査で測られる「知能」の正体」で述べたように、近代啓蒙主義は、

①人間は外界を正しく認識できると過信し、②確実な知識、真理に到達するための唯一

の正しい思考方法があり、③その思考方法を用いれば、どのような問題を出されても唯

一の正解を導けるという妄信にとりつかれている。近代啓蒙主義は、人間の認知システ

ム上の限界と「正しい思考方法」がなぜ「正しい」と言えるのかという根本問題とを無

視している。 
「8.構成主義的な学習理論」で述べたように、人間は、心の中に世界についてのモデル

を持っており、私たちが見聞きしていると思っている世界は、現実の世界ではなく、こ

の「環世界モデル」である。「環世界モデル」は、現実の世界を忠実に反映したものでは

なく、人間が抱いている幻想に過ぎない。人間が人間である以上、永遠に外界を正しく

認識することはできない。 
池谷裕二氏は『単純な脳、複雑な「私」』（P.113-114）で、次のように述べている。 
 
縦ジマしかない部屋で育てられると、ネコは縦ジマしか見えなくなっちゃう。大脳

の神経細胞（ニューロン）を調べると、ふつうならば、……いろいろな線分方向に反

応するニューロンが見つかる。でも、縦ジマの箱の中で育てると、縦ジマに反応する

ニューロンだらけになってしまう。同じように、横ジマの箱で育てると、横ジマしか

見えないネコもできる。さて、縦ジマしか見えないネコの足元につっかえ棒を置いて

おくと、このネコは横方向の線は見えないから、つまづいてコケちゃう。一方、横ジ

マのネコは、ピョンと跳び越えて、この障害物を避ける。見えるからね。……それぞ

れのネコにとって自分の見えているもの、つまり脳が反応する世界が、世界のすべて

だよね。だから、縦しか見えないネコには横が、横しか見えないネコには縦が、視覚

世界としては存在しないわけだ。……人への「気遣い」って、まさにそんな感じだよ

ね。ある人は気づくけど、ある人は気づかない。気づく人から見れば「なんでそんな

に気が回らないの！」って憤慨するけど、でも、気づかない人にとっては「それが存

在しない」世界に生きているわけだから、自分が「どれほど気がつかないか」という

ことすら気づけないわけだ。 
 
「環世界モデル」が異なると、同じ現実を見ても、異なった現実に見えてしまう。あ

なたと私では、見ている世界（の幻影）が異なるのである。「環世界モデル」が異なる者

の間では、同じ現実を見ても、違うように見えている（世界についての異なった幻想を

抱いている）わけだから、話がかみ合わない。「環世界モデル」が異なれば、現実の見え
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方が違うということを理解している人は少ないので、話が噛み合わない原因が分からず、

お互いに「おまえは現実が見えていない」と罵り合うだけになってしまう。 
「正しい思考方法」が正しいことを立証することは不可能である。「正しい思考方法」

を「正しい思考方法」で立証するというような循環論法に陥ってしまう。ある人が特定

の思考方法を「正しい思考方法」であると信じているということは、その人の「環世界

モデル」を用いて外界についての「幻想」を作り出し、その「幻想」の中で特定の思考

方法を用いて考えて、「答え」を見つけ出し、その「答え」を現実に適用した結果を「環

世界モデル」を用いて解釈して、上手くいったと判断したという経験を積み重ねてきた

ということに過ぎない。そのため、「環世界モデル」が異なると、その人が信じる「正し

い思考方法」が異なることになり、「おまえは理性的な思考ができない馬鹿だ」と罵り合

うだけになってしまう。 
つまり、「環世界モデル」と思考方法が異なる者の間では、話がかみ合わず、「熟議」

などできないのである。ただし、「環世界モデル」と思考方法の大枠は遺伝的に定まって

おり、ヒト種に属する生物としての共通性があり、また、文化や教育の影響を受けるの

で、同一文化の下に育ち、同一の教育を受けてきた者の間では、共通部分が多くなり、

かなりの程度、話が通じるようになる。しかし、共通しない部分に関しては、話がかみ

合わず、罵り合うだけになってしまう。 
さらに、熟議民主主義の実現には、価値観の違いという障壁が立ちはだかる。「10.「秩

序と停滞」か「無秩序と進歩」かという選択 (4)価値観の源泉」で述べたように、価値観

は信仰の問題なので、「自らの主張を、他者が理性的に受け入れることができるような理

由に基づいて、提案」することなどできず、価値観の違いによる対立を「熟議」によっ

て解決することなどできないのである。 
結局、熟議民主主義は、「環世界モデル」、思考方法、価値観が基本的な部分で共通し

ている者の間でしか機能できないのである。「環世界モデル」、思考方法、価値観の基本

的な部分が共通していれば、基本的な部分まで遡ることによって、お互いの言い分を理

解することができ、相違点が生じた理由を分かり合える。しかし、「環世界モデル」、思

考方法、価値観の基本的な部分が異なっていると、相手が何を言っているのかさえ、理

解できない。ヒト種としての生物的共通性にまで遡っていけば、理解し合うことができ

るかもしれないが、そこまで徹底的に考え抜き話し合うことは、普通の人間には不可能

であろう。 
「参加型コミュニティ」は、「環世界モデル」、思考方法、価値観が基本的な部分にお

いて共通する人間の間においてしか機能できないので、共同体と大差ないものになって

しまう。「参加型コミュニティ主義者」が尊重すると言っている自由と個性は、特定範囲

内に限定された自由と個性（檻の中の自由）にしか過ぎない。 
 
16．人々が支え合う社会を作る方法 
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 (1) 互酬性の弊害 
「新しい公共」や「古い公共」が機能するためには、人々が助け合い、支え合う必要

があるが、「参加型コミュニティ主義者」や「共同体復古主義者」は、互酬性（互恵性）

の規範に期待を寄せ、「お互い様の心を育てて、絆を作る」などと言って、互酬性の規範

を教育する必要性を主張する人がいる。しかし、「3.集団・組織の結合を支えているもの 
(9)互酬性（互恵性）」で述べたように、ほとんどの人には生まれつき互恵的に行動する本

能が備わっているので、わざわざ教育する必要はない。そもそも、互酬性は、強者から

弱者への支援を妨げるものであり、人々が支え合う社会を実現するためには、互酬性の

発動を抑える必要がある。 
「5.支配と服従の構造 (2)互酬性による支配と準拠枠設定」で述べたように、互酬性

は、同等の資源・能力を持つ者の間では、互助的機能をうまく果たすが、持てる資源・

能力に格差がある者の間では、互助的機能をうまく果たせずに、一方向の依存・従属、

支配－被支配の関係を生み出してしまう。弱者は強者の慈悲にすがってしか生きていく

ことができず、弱者は強者に隷属するのである。 
共同体内において互酬性を維持するためには、返礼をしない相手には報復を加えると

いう戦略が有効なので、人間には返礼をしない相手に対して怒りを感じる本能がある。

特に、日本では、贈与を受けたことに対して十分な返礼ができないと、その人は「ケガ

レル」という昔ながらの考え方があり、そのため、他人からの支援を受けてばかりいる

弱者は「ケガレタ」人間であると見なされ、差別と排除の対象とされる傾向がある（「第

13 回 日本の特殊性と教育 3.神秘的世界観 (4)ケガレと互酬性」参照）。 
弱者への支援を共同体内での人々の助け合いに頼ると悲惨な事態を招くことは、広田

照幸氏が『日本人のしつけは衰退したのか』（P.36）で紹介している次のような実例が示

している。 
 
私生児として生まれ、五歳で子守奉公に出され、雇われ先で酷使・虐待され、結局

芸者になった増田小夜……は、みんなの残したご飯を食べ（残らなければひもじさを

我慢した）、物置の隅に眠り、子供にも大人にもいじめられ、冬の寒い中でもはだしで

子守をさせられた。……十二歳のときに奉公先から芸者屋へ売り飛ばされたという。 
 
返礼するための資源も能力も持たなかった増田小夜氏は、互酬性の支配下においては、

「子守奉公」という名の奴隷になるという返礼をすることによってしか生きる道がなく、

「ケガレタ」子どもとして、共同体の他の構成員からいじめられたということである。

日本の伝統的な共同体は、弱者に対する差別と排除の構造を内包している。 
このような互酬性が持つ弊害の発生を防ぎ、人々が助け合い、支え合う社会を実現す

るための方法として私が思いつくのは、①「何が返礼と言えるか」に関する解釈を変え

る、②間接互酬性を利用する、③自分の考えや行動に関して一貫性を保ちたいという人
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間心理を利用する、④支援対象に対する共感を利用する、⑤血縁関係にあると錯覚させ

る、⑥「自分の得意なことが好きになり、見返りを期待しないで、その好きなことをす

る本能」を利用する、⑦感謝の言葉を禁じる、⑧教育などによって、純粋贈与が喜びと

なる心（無償奉仕の精神）を持たせるという８つの方法である。 
 
 (2) 返礼に関する解釈を変える 

一つ目の方法で実際に用いられているのは、超自然的存在（神、仏など）との贈与交

換という信仰、ボランティアは自己実現だというイデオロギー、ボランティア活動をす

ると大学の単位が取れる、進学・就職などで有利になるという制度である。 
超自然的存在（神、仏など）との贈与交換という信仰に頼る方法については、「5.支配

と服従の構造 (3)互酬性による支配関係が発生することを防ぐ工夫」で述べた。 
ボランティアは自己実現だというイデオロギーを利用するというのは、例えば、「ボラ

ンティア活動を通じて未知の世界を体験し、そこで新たなことを学び、自分は成長した。

それが返礼だ」「ボランティア活動をする中で友人ができた。それが返礼だ」などと考え

る方法である。橋本鉱市氏と石井美和氏は「ボランティアと自己実現の社会学 －その

接合にみる言説・政策・理論・個人－」で、次のように指摘している。 
 
現在では「ボランティア」は他者や社会のためではなく自分の「自己実現」ために

行うものという言説が主流となっている。……「自己実現」としてのボランティア言

説は、ボランティア普及のためのロジックになっている……ボランティア自身にとっ

ての学びや経験の場としてボランティアをとらえ、対象者にとっての利益や社会貢献

よりも、学びに伴う「楽しさ」や「充実感」を強調するボランティア言説を総称して

「自己実現としてボランティア言説」ととらえることができるだろう。 
 
  ボランティア活動をすると大学の単位が取れる、進学・就職などで有利になるという

制度は、そのような利益を得る目的でボランティアをした場合に、それがボランティア

に値するか疑問である。そもそも、行動の一貫性を求める人間心理（「(4)一貫性を求める

人間心理を利用する」参照）からして、そのような利益を得る目的でボランティアをし

た人は、そのような利益を得られなければ、ボランティアをしなくなるであろう。 
 
 (3) 間接互恵性を利用する 

二つ目の方法は間接互恵性（間接的互酬性、indirect reciprocity）を利用する方法であ

る。 
贈与交換では、贈与をしてから返礼を受けるまで時間がかかるので、誰かに贈与する

際には、その相手が十分な返礼をしてくる相手であるかどうか、つまり、信頼に値する

人間であるかどうかが問題になる。十分な返礼をしてくれいない相手に贈与しても無駄
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になるので、周囲の人々の信頼を失ってしまうと（周囲の人からけちだと思われると）、

誰もその人と贈与交換しようとは思わなくってしまう。逆に、彼・彼女は十分な返礼を

必ずしてくれる人だ（彼・彼女は気前がいい人だ）という周囲の人々の信頼を得ること

ができれば、彼・彼女は贈与交換の相手として好まれることになる。人類が狩猟採取生

活を送っていた時代には、周囲の人々と贈与交換することが生存率・繁殖率を高めるこ

とにつながったので、人類は、他人から「気前がいい人だ」と思われるような行動をと

るように進化したと考えられる。他人から「気前がいい人だ」と思われる方法としては、

贈与を受けるたびに十分な返礼を繰り返すという方法があるが、この方法では周囲の信

頼を得るまで時間がかかる。そこで、積極的な宣伝活動として、相手からの返礼が期待

できない場合でも、あえて贈与することによって、「彼・彼女はなんて気前がいい人だ」

と思わせる方法がある。これは、周囲の人々の信頼を得ることを返礼と考えた贈与と言

える。このような互酬性（互恵性）は、間接互恵性と呼ばれている。 
間接互恵性は、相手からの直接的な返礼を期待しないものなので、人間以外のものに

対して、贈与が行われることがある。動物愛護活動や自然保護活動には間接互酬性が働

いている場合があるということである。 
間接互恵性では直接的な返礼がないので、気前よくしすぎると、自分の生存率・繁殖

率を下げてしまう。例えば、寄付もほどほどにしないと、自分の生活が苦しくなってし

まう。間接互恵性では、できる限り少ない贈与で、できる限り効果的な宣伝を行うこと

が必要なので、間接互恵性に過剰な期待を寄せることはできない。 
企業の社会貢献活動は間接互恵性目当ての宣伝活動である場合がほとんどであろう。

そもそも、宣伝活動の域を超える社会貢献活動は、株主や従業員の利益を害する行為で

ある。 
 
 (4) 一貫性を求める人間心理を利用する 
  三つ目の方法は、自分の考えや行動に関して一貫性を保ちたいという人間心理を利用

する方法である。そのような心的傾向がある理由はよく分かっていないが、一貫性を保

つことが、周囲の人々の信頼を得ることにつながるからではないかなどと言われている。 
  一度でも無償奉仕活動の依頼に応じると、２回目以降の無償奉仕活動の依頼を断りに

くくなる。２回目以降の依頼を断ると、行動に一貫性がなくなり、自分は利他的な人間

であるという信念にも反することになるからである。そこで、「フット・イン・ザ・ドア・

テクニック」と呼ばれるセールスの手法を利用して、無償奉仕活動に誘い込むことがで

きる。最初は、断りにくい些細な無償奉仕活動の依頼から始めて、次第に、依頼内容を

大きくしていくのである。そうすると、相手は、無償奉仕活動という泥沼にはまり込み、

抜け出せなくなってしまう。無償奉仕活動に対して泥沼という言葉を使うのはけしから

んと言う人もいると思うが、無償奉仕活動も一定の限度を超えると、自分や家族の生活

を犠牲にすることになるので、泥沼と言えると私は考えている。 
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  なお、この方法は、他人の心をコントロールして無償奉仕活動をさせる方法なので、

好ましいものではないと私は思う。 
 
 (5) 支援対象に対する共感を利用する 
  四つ目の方法は、支援対象に対する共感を利用する方法である。 

「3.集団・組織の結合を支えているもの (4)共感による同調」で述べたように、共感は、

他者全てに対して生じるものではなく、家族、自分が属する共同体の仲間、好意を抱い

ている相手などに対して生じるものであり、他の共同体の構成員、敵意を抱いている相

手、競争相手などに対しては生じない（ただし、女性は多少の共感を示す）。また、共感

は表情の模倣などの身体的模倣に基づいて生じ、身体的模倣は相手を見たり、その声を

聞いたりすることに基づいて生じるので、共感が本格的に生じるためには、相手が苦し

んだり、喜んだり姿を見たり、苦しんだり、喜んだりする声を聞いたりする必要がある。

抽象的な話を聞いただけで共感するためには、相手の状況を想像するという意識的な努

力が必要であり、想像だけに基づく共感には力強さや切迫感に欠ける。 
マイケル・S・ガザニガは『人間らしさとは何か？』で、次のように述べている。 
 
 人間の脳には、苦痛を観察するときにも経験するときにも反応する領域がある。…

…しかし感覚的な痛みの知覚（「ああ、痛い！」）と、情動的な苦痛の知覚、たとえば

痛みの予感とそこから生まれる不安（「きっと痛いだろうことはわかっている。もう、

さっさと終わればいいのに。ああ、いったいいつ痛みがやってくるんだろう」）とは別

のようだ。脳スキャンによると、苦痛の観察者と受け手の両方で、苦痛の情動的な知

覚によって活性化する脳の部位に活動が見られた……が、感覚的な経験によって活性

化する領域での活動は、受け手のほうにしか見られなかった。これは良いことだ。大

腿骨を折って固定してもらっているときに、手当てをする医療補助者自身にも麻酔が

必要になるなどご免だろう。……彼には脚の痛みを理解してほしいが、自分も動けな

くなるほど痛みを感じてほしいわけではない。 （P.244） 
 人は自分が知っていたり信じていたりすることを、他者も知っていたり信じていた

りすると考えがちだし、他者の知識を買いかぶる傾向もある。……他者に対する私た

ちの初期設定モードは、自分特有の視点に偏っているようだ。……もし、空腹、疲労、

喉の乾きといって身体的欲求を伴う状況で他者がどう感じるか訊かれたら、あなたは

おもに、自分が同じ状況でどう感じるかという推測に基づいて予想する。……この自

己本位の認識は……社会的判断の誤りを招きかねない。（P.273） 
 
要するに、共感によって、相手が抱いている感情（苦しみなど）を推測できるが、そ

の感情の原因となった感覚（痛みなど）を自分が感じることはなく、相手のことを良く

知らない場合の共感は「自分が同じ状況でどう感じるかという推測に基づいて」いるの
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で、自分とは立場が異なる人や自分が未経験の事態に置かれている人に対して共感する

ことは困難であり、また、誤解が生じることがある、ということである。「3.集団・組織

の結合を支えているもの (5)相互補完による同調」で述べたように、相手に関する「他者

モデル」を持っていない場合には、相手を自分と同じような人間だとみなしてしまう、

つまり、「自己モデル」を「他者モデル」の代わりに用いるか、相手を性別、年齢などで

カテゴリーに分けて、「若い男性とは一般にこういうものだ」というようなステレオタイ

プを「他者モデル」の代わりに用いてしまい、相手が抱いている感情の推測を誤ってし

まうのである。 
  以上に述べたことから、共感が支援につながるためには、支援の相手が苦しんでいる

状況を目にし、その相手を自分たちの仲間であると認識することが必要であり、さらに、

適切な支援が行われるためには、自分が経験したことのある状況と同様の状況、あるい

は、自分の経験から類推できる状況に相手がいることが必要である。共感による支援の

輪を拡げるためには、仲間意識を拡げるとともに、様々な事柄を経験させることが必要

である。また、支援の相手が目の前にいない時には、その相手が苦しんでいる状況をで

きる限りリアルに映像メディア等を通じて伝えることが必要である。抽象的な話を聞い

ただけでは共感はわきにくい。 
ただし、仲間意識を拡げることには限界がある。ビクター・S・ジョンストンは『人は

なぜ感じるのか？』（P.262～263）で、次のように述べている。 
 
   人間は、大集団の中にいる個人を赤の他人だと見なすが、小さな集団ほど親しい友

人や親戚からなるグループだと思うものだ。……集団のサイズが120人以下になると、

ヒトは集団外の論理から集団内の論理に切り替えるようである。 
 

なお、「私たちの脳は、動物の心理も私たちの心理と同じだと考えるように配線されて

いる。……とくに人間にとてもよく似ている動物は自分たちと同じ考え方をすると思っ

ている」（マイケル・S・ガザニガ著『人間らしさとは何か？』P.371）ので、動物を自分

たちの仲間だとみなすと、動物が苦しんでいるので見て共感し、助けようとすることも

ある。ただし、動物を自分たちの敵だとみなすと共感は起こらず、残虐なことを平気で

する。例えば、野良猫や鳩には共感し、餌をあげる人がいるが、ゴキブリやハエには共

感が起こらず、平気で叩きつぶす。ゴキブリやハエは病原体（細菌、ウィルス、寄生虫

など）を運搬し撒き散らす害虫だから叩きつぶすのだと言うのかもしれないが、野良猫

や鳩だって病原体を運搬し撒き散らしている。これは、外見に基づく「動物種差別」で

ある。 
 
 (6) 血縁関係があると錯覚させる 

五つ目の方法は、血縁関係の無い者の間に、親子の関係、兄弟姉妹の関係などの血縁
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関係があると錯覚させ、疑似血縁認識を持たせるという方法である。 
「3.集団・組織の結合を支えているもの (8)血縁関係、疑似血縁認識」で述べたように、

動物は血縁者同士で助け合うように進化してきている。親子や兄弟姉妹のように血縁関

係が強い場合には、喜んで純粋贈与を行う場合もある。 
したがって、血縁関係の無い者の間でも、親子の関係、兄弟姉妹の関係などの血縁関

係があると錯覚させることができれば、これらの者の間で純粋贈与を行わせることがで

きる。共同体は一つの家族であると考えるのが「イエシステム」であり、国家は一つの

大家族であると考えるのが家族国家観である（「第 13 回 日本の特殊性と教育 2.イエとム

ラ」参照）。この方法は、「共同体復古主義者」が好む方法である。 
  「3.集団・組織の結合を支えているもの (8)血縁関係、疑似血縁認識」で述べたように、

人間は熟知性によって、血縁関係があるかどうかを判断していると考えられている。小

さな集団で子どもの頃から一緒に暮らすと、血縁関係が無い者の間にも疑似血縁認識が

生まれるということである。人類が狩猟採取生活を送っていた時代の「バンド」もその

ような集団だったので、構成員間の純粋贈与が可能だったのである（バンドの構成員は

ほとんど親戚であるが、純粋贈与を行わせるためには、親戚というだけでは不十分で、

兄弟姉妹のような強い血縁関係が必要である）。集団の規模が大きくなるほど、一緒に過

ごした期間が短くなるほど、疑似血縁認識は脆いものになる。疑似血縁認識を持たせる

ことによって純粋贈与を行う心を持たせるという方法には限界があるのである。「共同体

復古主義者」の一部が理想とする「人々が家族同然の絆で結ばれて、支え合って生きて

いく、暖かい国家共同体」は、人間の本性に反しているために、実現不可能な夢想に過

ぎない。 
  疑似血縁認識を持たせようとして、「日本という国は一つの大きな家族です。私たちは

みな親子であり、兄弟姉妹です。だから、みんな仲良くして、助け合いましょう」とい

うような教育を行っても無駄である。生理的に嫌悪感を覚える相手と仲良くできるはず

がない。会ったこともない人のことを兄弟姉妹だと思えるはずがない。愛情や友情は自

然に生まれてくるものであり、教育によって作り出すことはできないし、ましてや強制

して生まれるものではない。 
 
 (7) 見返りを期待しないで、好きなことをする本能を利用する 

六つ目の方法は、人が趣味的に行っていることの成果の分け前にあずかろうとする方

法である。例えば、リーナス・トーバルズ（Linus Torvalds）が彼の協力者とともに Linux
という OS（コンピュータを作動させるための基本的なソフトウェア）を開発して、オー

プンソース（コンピュータソフトのソースコードを公開して、誰でも使用でき、誰でも

改良できるようにすること）として無償で公開・配布していることは有名であるが、彼

らは、リーナス・トーバルズの著作の題名にあるように、『それがぼくには楽しかったか

ら』という理由だけで、このような行動をとったと思われる。オープンソース運動を行
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っている人たちは、お金を稼ぐために好きでもない仕事をするよりも、自分の好きな分

野で、何かを創り出したいという情熱に駆られ、周りの人の評価を励みにして仕事をし

た時に、人間は最大の能力を発揮できるという信念を持っているようである。自分の好

きなことをしている時、仕事は楽しいものとなり、娯楽と区別できなくなる。 
「第 8 回 能力の個人差 13.才能の差異を増幅する本能」で述べたように、人間には、

「自分の得意なことが好きになり、見返りを期待しないで、その好きなことをする本能」

があると思われる。この本能を上手く利用すれば、見返りを期待しない「純粋贈与」を

行わせることができるが、「得意で好きなこと」の分布が狩猟採取生活に適したもの、つ

まり、狩猟活動（現代では、スポーツなどが代用になっている）や採取活動（現代では、

買い物などが代用になっている）に偏ったものであり、現代の産業社会には適しないと

いう問題がある。釣り好きの人が釣ってきた魚を分けてもらって食べ、買い物依存症の

人が買ってしまった不要な服を分けてもらって着るという程度では、生活を維持できな

いのである。また、「得意」といっても、それは主観的な認識の問題であるから、下手な

ピアノ演奏を聴かされる、まずいクッキーを食べさせられるというようなありがた迷惑

になる場合もある。 
ただし、コンピュータソフトのような情報財では、その複製に要する費用が極めて小

さい（インターネットなどを通じて容易に無償配布できる）ので、コンピュータソフト

を作ることが「得意で好きな人」が少人数しかいなくても、世界的な需要を満たすこと

ができる。 
 
 (8) 感謝の言葉を禁じる 

純粋贈与による弱者支援が実現できたとしても、支援を受ける弱者は、「ありがとう」

などの感謝の言葉を述べ続けなければならないが、誰からも感謝の言葉を受けることが

ないという、「承認欲求」が満たされない精神的に苦しい立場に置かれてしまうという問

題がある。また、感謝の心が報恩の心に転化し、さらに、報恩の心が服従の心に転化し

て、「あなたからは返しきれない恩を受けたので、あなたのためなら何でもします。どの

ような命令にも従います」という具合に、支配と服従の関係が発生する怖れもある。 
「5.支配と服従の構造 (3)互酬性による支配関係が発生することを防ぐ工夫」で述べた

ように、狩猟採取民の共同体の中には、感謝の言葉を口にすることを禁じることによっ

て、資源獲得能力に劣る者が、集団内において劣位な立場に立たされたり、精神的に苦

しんだりすることを防いでいるところがある。。 
 
(9) 教育などによって無償奉仕の精神を持たせる 

無償奉仕の精神を持たせるという八つ目の方法は、「共同体復古主義者」が好んで口に

する方法である。この方法をストレートに行おうとすると、人々が特定の心を持つよう

に教育するということになり、憲法第 19 条が保障する「思想・良心の自由」に反するの
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ではないかという問題がある。西原博史氏は『良心の自由と子どもたち』（P.108-112）で、

次のように指摘している。 
 
日本の議論では、学校教育の中で特定の意識を子どもに押しつけることが憲法 19 条

に抵触するかどうかについて……共通認識があるわけではない。……学校教育の中で

特定の考え方が押しつけられた時、子どもや親がどこまで思想・良心の自由に訴えて

防御できるかを問う。ところが、この問題の立て方自身が不適当だという批判がある。

＜思想・良心の自由は、ある程度成熟して自分なりの信条が固まった段階で初めて口

にすることができる。それに対してまだ未成熟で、自分なりの考え方が固まってもい

ない段階では、大人たちからさまざまなものを学ぶことこそ必要なのであって、思想・

良心の自由に基づいて学校側の提供する教育内容を退けられるような立場にはない＞

という批判である。……いくら良心の自由が保障されていても、国家が「正しい」良

心内容の判定を独占できるところでは、その保障に何の意味もない。そして、国家が

正しさの判定を独占するのは、国家が人格形成の過程で「正しい」良心内容に向けた

教育を押しつける場合である。つまり、発達期に自由に自分なりの内容を持った良心

を形成できるかどうかが、良心の自由がその名に値する形で存在するかどうかの試金

石となる。これは、思想の自由に関してもあてはまる。 
 
国家が特定の思想・良心を押しつける教育を行い、それが成功した場合（後述するよ

うに、完全な洗脳・マインド・コントロールなど不可能なので、実際には失敗すると思

うが）、その国家では、全ての国民が同一の思想・良心を持つようになる。そのような国

家に思想・良心の自由があると言えるだろうかということである。 
特定の価値観の押し付けではなく、子どもが「主体的」に道徳心（内心的価値）を形

成することを支援する道徳教育を行っているだけだから、「思想・良心の自由」は侵害し

ていないという主張もありうる。子どもたちの「主体的」な道徳心の形成を適切に支援

すると、子どもたちは自発的に無償奉仕の精神を身につけるようになるというような理

屈になるであろう。しかし、価値中立的な支援などあり得ないし、また、子どもたちが

主体的に人格を形成すると、無償奉仕の精神を身につけない。無償奉仕は、人間の本性

である互酬性に反するからである。 
無償奉仕の精神を身につけさせる方法で最も人気があるのは、「ボランティア活動を一

度経験すれば、ボランティアの意義とボランティア活動の喜びが分かるから、とにかく

ボランティア活動を体験させましょう」という方法であり、「参加型コミュニティ主義者」

にはボランティアの推進を主張し、「共同体復古主義者」にはボランティアの義務化を主

張する人が多い。文部科学省中央教育審議会の『青少年の奉仕活動・体験活動の推進方

策等について（答申）』は、次のように述べている。 
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今日、いじめ、暴力行為、ひきこもり、凶悪犯罪の増加など青少年をめぐり様々な

問題が発生し、深刻な社会的問題となっている。こうした問題の背景には、様々な要

因が考えられるが、思いやりの心や社会性など豊かな人間性が青少年にはぐくまれて

いない現実とともに、他者を省みない自己中心的な大人の意識や生き方、さらには様々

な社会的課題に対し行政だけでは適切に対処できないという状況等が深くかかわって

いる。……「奉仕活動・体験活動」は、人、社会、自然とかかわる直接的な体験を通

じて、青少年の望ましい人格形成に寄与する。大人にとっても、家族や周囲の人々、

地域や社会のために何かをすることで喜びを感じるという人間としてごく自然な暖か

い感情を湧き起こし、個人が生涯にわたって、「より良く生き、より良い社会を作る」

ための鍵となる。国民一人一人が「奉仕活動・体験活動」を日常生活の中で身近なも

のととらえ、相互に支え合う意識を共有し活動を重ねていくことができるような環境

を、皆で協力して作り上げていくことが不可欠であると考える。 
 
この中央教育審議会の答申では、関係者の主観的認識に基づいて、青少年には思いや

りの心が欠けており、大人は自己中心的なので、暴力行為の増加などの問題が発生して

いると決めつけ、ボランティア活動を推進すれば、相互に支え合う意識が生まれ、問題

が解決すると決めつけているが、このようなイデオロギーは、ボランティア活動を体験

することを義務化すべきであるという主張へとつながる。『教育改革国民会議報告 －教

育を変える１７の提案－』は、次のように提案している。 
 
◎奉仕活動を全員が行うようにする  
 ……これからは、与えられ、与えることの双方が、個人と社会の中で温かい潮流を

つくることが望まれる。……思いやりの心を育てるためにも奉仕学習を進めることが

必要である。 
提言 
（１）小・中学校では２週間、高校では１か月間、共同生活などによる奉仕活動を行

う。…… 
（３）将来的には、満１８歳後の青年が一定期間、環境の保全や農作業、高齢者介護

など様々な分野において奉仕活動を行うことを検討する。 
 
ボランティア活動を体験することを義務化すると、「強制されたボランティア」という

自己矛盾に陥り、ボランティアとは言えない強制労働になってしまうという批判がある

のだが、「ボランティア体験義務化論者」は批判を意に介さないようである。 
そもそも、「(4)一貫性を求める人間心理を利用する」で述べた一貫性を保ちたいと望む

人間心理からすると、一度、強制されてボランティア活動をした人は、２回目以降も強

制されなければボランティア活動をしなくなる可能性がある。自発的にボランティア活
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動をすると、一貫性に反することになってしまうからである。また、強制は、強制され

たものに対する憎しみを生み出す可能性がある。 
学校において子どもたちに奉仕の精神を持たせようとする教育が行われ、しかも、そ

の学習成果が評価された場合の弊害を考えてみる。学校で老人介護の奉仕活動が行われ、

老人の下の世話をする際に、嫌悪の感情をあらわにした子どもがいたとしよう。その子

どもは、奉仕の精神を持たないとして最低評価をつけられ、「私は奉仕活動を嫌だと思う

「悪い心」を持っています。奉仕活動を楽しいことだと思う「善い心」を持てるように

自分を高めたいと思います」というような反省文を書かされるかもしれない。老人の下

の世話をすることが喜びであると思う心を持つことは人間の本性に反することであるか

ら、子どもたちは、教科化された「道徳」で良い成績を取るためには、老人介護の際に

楽しいふりをしなければならないことになる。この時、子どもたちは、心の自由を奪わ

れた「感情奴隷」（内藤朝雄氏が『いじめの社会理論』で用いている言葉）になる。「感

情奴隷」にされた子どもたちは学校教育に恨みを抱くようになり、その恨みが奉仕活動

に対する憎しみを生み出すだろう。皮肉なことに、子どもたちに奉仕の精神を持たせよ

うとする教育が、奉仕活動に対する憎しみを生み出してしまうのである。 
 
 (10) 教育によって人間の本性を変えることはできない 

教育やしつけによって子どもに無償奉仕の精神を持たせたりするなど、子どもの心を

変えることができると信じている人たち（「精神改造論者」と呼ぶことにする）は、人間

の心は生まれたときには何も書かかれていない「タブラ・ラサ（tabula rasa）」（空白の

石版）のようなものであり、生まれた後の経験によって心が形成されるのだから、人間

の心をいかにようにも変えることができるとする環境決定論を信じているのであろう。

しかし、進化心理学が指摘するように、人間の心は生まれたときには何も書かかれてい

ない「タブラ・ラサ」などではなく、人間の心は遺伝的に特定の方向に向かって発達す

るようにできている（それが個性である）ので、人間の本性に反する心を教育やしつけ

によって持たせることはできない。洗脳やマインド・コントロールが成功するのは、そ

れらが対象者の本性に合致する場合だけであり、本性に反する場合には失敗する。 
  「精神改造論者」は、子どもたちの心を変えることによって、「善い国」（「精神改造論

者」の価値観による「善い国」であって、他の人にとっての「善い国」であるかどうか

は分からない）を作ろうと考えて、学校教育によって子どもたちに奉仕の精神などの「善

い心」（「精神改造論者」の価値観による「善い心」であって、他の人にとっての「善い

心」であるかどうかは分からない）を持たせようとするだろう。日本では既に行われて

いる。しかし、それは、人間の本性に反することなので、必ず失敗する。学校教育で失

敗すると、「精神改造論者」は、学校教育だけでは子どもたちが育つ環境を十分にはコン

トロールできなかったことが原因だと考えて、学校と家庭・地域社会が連携して、子ど

もたちに「善い心」を持たせる教育としつけを行おうとするだろう。日本では既に試み
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られている。しかし、これも、人間の本性に反することなので、必ず失敗する。そうす

ると、「精神改造論者」は、マスコミの悪影響があるからだなどと主張し始めて、マスコ

ミに統制を加えろと主張し始めるだろう。その結果、例えば、テレビをつけると、奉仕

の精神を称揚する道徳的な物語ばかり見させられるというようなことになる。ここまで

来ると独裁国家での思想統制と変わらなくなってしまうと思うのだが、「精神改造論者」

は、誰もが善いと考える「善い心」を持たせようとしているのであり、独裁者のように

独善的な考えで「善い心」と称するものを持たせようとしているのではないと主張する

だろう。しかし、誰もが善いと考える「善い心」などと言うものがあるのだろうか。「精

神改造論者」の独善に過ぎないのではないか。 
人間の本性に反する心を強制しようとする政策は必ず失敗する。このことは、社会主

義・共産主義を自称していた国家社会主義の国家であった旧ソビエト連邦などの失敗を

見れば、明らかである。国家社会主義国家の指導者たちは、人間の心を自由に作り替え

ることができるという妄想にとりつかれていたようである。マット・リドレーは『やわ

らかな遺伝子』（P.242）で、次のように述べている。 
 
レーニンは、人間の本性は訓練で新しいシステムに合わせられるという前提が、共

産主義の成功の鍵を握っていることに気づいていたにちがいない。「人間は矯正でき

る」と彼は言った。「人間は、われわれが望むとおりのものにできるのだ」トロツキー

も同じことを言った。「『改良型』の新しい人間を作ること――それがこれからの共産

主義の任務だ」 
 

  道徳教育の強化によって社会問題は解決できると主張する「精神改造論者」は、「『改

良型』の新しい人間を作ること――それがこれからの道徳教育の任務だ」という妄想に

とりつかれているのだろう。社会問題を解決するためには、人間の本性をうまく利用し

たシステムを作ることが必要である。市場経済は利己主義と互酬性という人間の本性を

うまく利用したから成功し、国家社会主義は利他主義と純粋贈与という人間の本性に反

することを強制しようとしたから失敗したのである。 
 
 (11) 非常時規範 
  東日本大震災の際に示された人々の助け合い、支え合いに、人々を結びつける絆を見

て、そのような絆を強化すれば、人々が支え合って生きる社会を日本に実現できると考

えている人が多い。例えば、稲葉陽二氏は『ソーシャル・キャピタル入門』（P.1～3）で、

次のように述べている。 
 
   2011 年 3 月 31 日の東日本大震災は、あまりの惨事に言葉もないが、唯一の救いは

震災後、日本中が労りと優しさに包まれたことであろう。……見ず知らずの人への「信
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頼」、自分ばかりが得をしようと思わず、「お互い様だから」と譲り合う互酬性の規範、

そして人々の間の絆が見事に示された。……大災害の中で世界中の人々を感動させた

日本人の協調的な行動、その背後にある「信頼」「お互い様の規範」「ネットワーク（絆）」

こそが、……社会関係資本である。 
 
  しかし、東日本大震災の際に示された人々の助け合い、支え合いは「非常時規範」の

なせるわざであり、日本社会に特有のものではなく、また、平時に同様の助け合い、支

え合いが行われると期待することはできない。広瀬弘忠氏は『人はなぜ逃げおくれるの

か』で、次のように述べている。 
 
   一瞬の間といってもよいほどの短い期間、……過酷な災禍を生きのびた人びとの間

に、ホッと安堵する気分と、一瞬の至福感にも似たよろこびの感情が涌き上がること

がある。この段階を多幸症段階と呼んだり、災害後のユートピアと呼んだりする。…

…災害は私たちの身近な環境を激しく変えてしまう。心身に傷を負ったり、家財をう

しなったりするこの変化に、適応して生きていかなければならない。災害時には、そ

れまであたりまえであった規範が背後にしりぞき、自然発生的に芽生えてくる非常時

規範と呼ばれる新しい社会的なルールがとってかわる……この新しいルールの特徴は、

個人の勝手な自由を抑えて平等化をはかる、ということである。災害を経験した人び

との間に、束の間ではあるが、運命共同体の意識が涌き上がってくる。このような親

密な感情を互いに共有することで、相互に助けあう行動が強く触発されるのである。

それまでは弱肉強食で、強いものが弱いものをきびしく支配する社会でも、この非常

時規範のもとでは、災害の被害を受けることの少なかったものが、大きな被害を受け

たものを助け、強壮なものが弱者に庇護の手を差しのべる愛他行動が誘起されるので

ある。……この非常時規範は、……災害後のユートピア段階を契機に誕生する社会規

範で、被災者の間に災害を生きのびた強烈な喜びがあり、運命共同体意識がある限り

において保持される比較的に短命な規範である。長くても１～２週間程度しかつづか

ない。そして、そのあとは、急速に日常の社会規範がこれにとってかわるのである。（P.41
～47） 

   災害の渦中でも、被災者の間に運命共同体意識があって、自分の身を危険にさらし

てほかの被災者の救援活動に参加する人びとはめずらしくない。……災害や事故など

の非常事態に直面して、目の前に、生命の危機にさらされている人がいて、その人を

救うことができるのは、自分以外にないという場合には、非常時規範が働く。とっさ

に自分の身の危険を冒しても、他者を助けようという衝動が生まれる。……この行動

形態は、私たち自身の認知・行動システムに内在し、プログラム化されていて、自分

自身は災害や事故に巻きこまれていなくても、それを間近で見て、自分以外に救える

人がいないような場合には、緊急作動して、「汝、この人を救うべし」と命じる。（P.178
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～180） 
 
  災害の渦中や災害の発生後しばらくの間は、同じ災害に遭った人々の間に運命共同体

意識が芽生え、一時的な共同体が生まれ、相互に助け合うのである。非常時にはそのよ

うな行動をとることによって生存率が高まるので、人類はそのような行動を本能的にと

るように進化したと考えられる。この本能は非常事態への対応のためのものなので、平

時には機能しない。 
  災害の発生後に人々が生き残りをかけて争い、暴動・掠奪などが起こる国・地域があ

るので、非常時に一時的な共同体を作り助け合う本能などないのではないかという反論

があると思うが、そのような国・地域では、災害発生前から人々の間に憎悪の感情や不

信感があり、それらの感情が運命共同体意識の発生を妨げるとともに、日頃からの恨み

を晴らす絶好の機会が到来したという思いを生み出すのである。 
 
17．善意強制社会、友情強制学級 

  「16.人々が支え合う社会を実現する方法」で述べた方法はすべて何らかの限界を持っ

ており、弱者が必要とする福祉サービスを全て純粋贈与（無償奉仕）でまかなうことな

ど不可能である。また、ボランティア活動をする人によってサービスの質・量が異なり、

公平性を維持することが難しくなる。全ての人が同等の資源と能力を持つ平等な社会を

前提としない限り、「新しい公共」や「古い公共」の前には互酬性（互恵性）という巨大

な壁が立ちはだかり、福祉国家の肩代わりをさせることなどできないのである。人々の

持てる資源を平等にすることは制度的に可能だが、能力を平等にすることは今のところ

不可能である。「第 8 回 能力の個人差」で述べたように、個人の能力には遺伝が大きく

影響しているので、教育や家庭環境の改善によって能力を平等化することは不可能なの

である。人々の持てる資源と能力に格差がある状態のままで、「新しい公共」や「古い公

共」を人々の自発的な意志に任せて実施すると、互酬性の働きにより、弱者を隷属的な

立場に追いやったり、大きな不平等を是認してしまったりすることにつながってしまう。

「新しい公共」や「古い公共」は、福祉国家の目が行き届かない事柄を補完する程度に

とどめておく方が無難である。 
  「新しい公共」や「古い公共」が理想とする社会を無理に実現しようとすると、その

社会は、人々に「善意」（無償奉仕の精神、全ての人を愛する心など）を持つことを強制

し、しかも、その「善意」のあり方を一つの型にはめこもうとする「善意強制社会」に

なってしまう。「善意」を持つことを強制しなければ、誰からも「善意」を受けることが

できない人間は生きていくことができず、「善意」のあり方を一つの型にはめこまなけれ

ば、公平性を維持できないからである。「善意」を持つことを強制しなくても、奉仕活動

をすることを強制するだけで良いのではないかという意見もあるかと思うが、嫌々なが

らする奉仕活動では、人の見ていない所で手抜きが行われ、また、奉仕対象者に対する
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陰湿ないじめが横行する。嫌な相手の存在が自分を苦しめている原因であるという思い

を抱いてしまい（お前さえいなければ、こんな嫌な思いをしなくてもすむのにと考えて

しまい）、嫌な相手に復讐し、排除しようとするからである。 
  「善意強制社会」では、奉仕活動の際に少しでも嫌な表情を見せると、その人は「善

意」を持たない悪人とされ、心を矯正するための施設に収容され、再教育を受けること

になるだろう。奉仕活動の対象者も、他人の「善意」を引き出せるような「感謝の心」

を持つことを強制される。「感謝の心」が足りないと判断されると、その人は「感謝の心」

を持たない悪人とされ、心を矯正するための施設に収容され、再教育を受けることにな

るだろう。 
  「善意強制社会」は、表面的には、全ての人が「善意」と「感謝の心」を持ち、支え

合って生きている理想郷であるが、現実には、「善意」があるふりと「感謝の心」がある

ふりをすることを強制され、心の自由を失った「感情奴隷」が住む反理想郷である。 
このような反理想郷を作ることを目指している共同体が日本にはある。小・中・高等

学校である。教師たちは、「「子どもたちというのはみんな良い子たちだから、教師がサ

ポートさえすれば、みんな一緒に仲良くできるはず」……「……みんなで一つになって」

とか、「人格教育に力を入れて、心豊かな子どもたちを育てたい」「みんなで心を通い合

わせるような、そんな豊かなクラスを作っていきたいと思っているんです」と熱く語」（菅

野仁著『友だち幻想』P.66）るが、これは、「友情強制学級化宣言」である。全ての子ど

もが「友情」を持って仲良くする学級などあり得ない。「友情強制学級」では、好きでも

ない人に対しても、友情があるふりをすることを強制されるが、好きでもない人と友情

があるふりをするというのは、自然な感情を強引に抑えつける行為であり、その人に対

する怒りを生じさせ、いじめを誘発する。「お前さえいなければ、こんな嫌な思いをしな

くてもすむのに」ということである（「第 13 回 日本の特殊性と教育 7.解体する学級 8.
いじめ」参照）。 
清水真木氏は『友情を疑う』で、次のように指摘している。 
 
自分と他人とのあいだの境界をすべて取り払うような、いわば「裸の」付き合いを、

ごく少数の人間のあいだにとどめることなく、これを不特定多数の人間に対し理想と

して強要し、社会を「透明」なものに作り変えようとする試みが生まれると、他人と

異なる発言や行動を一切認めない全体主義の社会が誕生する。（P.140） 
ルソーに従うかぎり、……友情とは、……憐れみ合い、慰め合い、助け合うことに

求めなければならない。そして、このような付き合いが可能になるためには、友人た

ちは同じ意見や利害を共有していなければならない……自分の恥かしさや惨めさを友

人に晒すとともに、友人とのあいだの距離をすべて取り払い、あらゆる遠慮をかなぐ

り捨てて友人の生活や心の中に大胆に土足で踏み込んでいかなければならない。……

友人たちが一つに溶け合ってしまうこのような関係は「透明」であり、この「透明」
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な関係こそ……ルソーにとって理想的な対人関係であったことになる。……「透明」

な社会は、……全体主義に 逢着
ほうちゃく

することを避けることができない……このことは、二

十世紀に社会主義者たちのあいだで繰り返された権力闘争において、「同志」という言

葉がつねにキーワードとして姿を現すことからも確認することができる。……「同志」

たちは社会が「透明」なものになることを要求し、それぞれが正義の旗を掲げて政敵

を抹殺しようとしたのであった。（P.162-163） 
他人の善意や好意に頼らなければ生きていくことができない社会とは悪しき社会で

あり、したがって、……誰もが「友人」であり、誰もがたがいに直接助け合うような

「透明」な社会とは悪夢のような社会である……私たちにとって大切なことは、……

構構成員の善意をあてにしなければ成立しないような 鬱陶
うっとう

しい社会、友人の有無が生

活の質を左右するような親しさの牢獄にしてはならないという決意を持つことである。

善意をあてにせざるをえないような親しい知り合いなど一人も持たず、しかも、幸せ

な生活を享受することができる社会こそ、人間らしい社会……である。そして……そ

れは、本当の意味での友人が居場所を与えられた社会でもあるに違いない。（P.187） 
 
また、齋藤純一氏は『公共性』（P.67）で、次のように指摘している。 
 
国家が媒介する非人称の連帯のメリットはまず、人称的な関係（世話する者と世話

される者）につきまとう依存・従属の関係が廃棄されるという点にある。「国家の世話

になる」人びとは、特定の誰かの世話になっているわけではないがゆえに、（少なくと

も権利上は）誰かへの遠慮ゆえに声を呑み込む必要はない。……さらに、この非人称

の連帯、自発的な連帯ではなく強制的な連帯であるというメリットももっている。あ

る人がどれほどの嫌われ者であろうと、また「世間」から見てどれほど「異常」な振

舞いをしていようと、その人は生きるための資源を権利として請求することができる。

この強制的連帯は、自発的なネットワーキングが排除する人びとをもカヴァーするこ

とができる。 
 
  互酬性や善意に基づく人格的（人称的）な関係には、個別事情に対応できるというメ

リットはあるが、「個人的な同情・恩恵・恩寵・感謝の念」という恣意性がつきまとうと

いうデメリットがある。市場経済が、互酬性を経済的交換（商品の売買）として非人格

化（非人称化）することによって、ものの交換に個人的恣意性が介在する余地を排除し

ようとし、福祉国家が、「愛や憎しみおよび一切の純個人的な感情的要素、一般に計算不

能なあらゆる非合理的な感情的要素を、職務の処理から排除」した「人による偏頗のな

い・したがって厳に「没主観的」」（マックス・ウェーバー著『支配の社会学Ⅰ』P.93-94）
で非人格的な官僚制による再分配を受ける権利を人権として保証することによって、弱

者への支援に個人的恣意性や「依存・従属の関係」が介在する余地を排除しようとした
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ことの意義は大きい。個人的恣意性を排除した非人格的な支援は、個別事情を考慮しな

い画一的な支援であり、「他人行儀で冷たい人間関係」かもしれないが、互酬性や善意に

基づく人格的な関係が「家族的で温かい人間関係」から「憎しみに溢れた敵対関係」に

転化した場合に比べれば、優っている。愛憎の感情を持った人間を相手にするよりも、「感

情のないロボット」を相手にする方が気楽ということもある。また、「感情のないロボッ

ト」は互酬性を意識せず、支援対象に返礼や感謝の言葉を求めることがないので、支援

を受ける人が負い目を感じることが少なくなる。 
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