
．はじめに

現代社会における共同性の諸問題を歴史的・思想的な観点から検討することが小稿の課題

である。テクノロジーの進歩により、さまざまな交通機関やコミュニケーションの手段が飛

躍的に発達したにもかかわらず、人と人とのつながりが希薄になっていると感じているのは

私たちだけであろうか。いや、人と交わる時間や量に注目するならば、携帯電話やメールを

利用してコミュニケーションは活発になっているといえるかもしれない。にもかかわらず、

私たちは、人と人とのつながり、人とものとの関係を根源的に問い直す必要に駆られてい

る。

小稿では、高知県檮原町で和紙作りを行っているロギール・アウテンボーガルトの話を手

がかりに、日本思想史の文脈で共同性について考察する。檮原町は、宮本常一の 土佐源

氏 の舞台としても有名な場所であり、坂本龍馬が脱藩したルートとしても名高い。従来よ

り、地方自治論や地域政策の観点から檮原町におけるまちづくりについては多くの関心が寄

せられてきた。また、存続が難しい林業経営の立場から 新しい林業 のモデルとして、檮

原は注目を浴びている地域である。だが、ここでは、今まであまり取り上げられてこなかっ

た日本思想史の立場から檮原町の事例を検討し、現代社会における共同性について考察す

る。思想史と具体的な地域共同体の問題は、関係がうすいように思われるかもしれないが、

実のところ、現代社会における共同性の諸問題は、精神史的な背景にまで掘り下げていき、

その問題点を抉り出していく必要があると私は考えている。そして、ある特定の分野から検

討するだけでは不十分であり、つねに他の専門的なアプローチによる成果を取り入れ、学際

的に共同性の問題をとらえなおすことが、喫緊の課題であろう。小稿も、経営倫理学を専攻

する河辺純大阪商業大学准教授との共同研究をもとに作成したものであり、私の担当部分を

独立させてまとめたものである。現在社会において、テクノロジーの発達や消費社会が人と

人・人とものの関係に与えた深刻な影響は、共同性のあり方をも大きく左右する問題であ
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る。さらに、その根底には、近代科学の客観的な認識方法、あらゆる存在を対象化して操作

可能にする知の在り方が、人や事物の唯一性を奪いとり、すべてを一元的な存在に矮小化

し、代替可能な存在に貶めてしまったことに対する危機的な状況がある ）。小稿では、人と

もの との関係を具体的な問題を手がかりに問い直し、さまざまな分野の成果をできる限

り取り入れながら、新しい 公共空間 の可能性を検討していきたい。

生成する共同性

檮原町の事例

現代社会における共同性の諸問題を考えるうえで、 世紀初頭の思想家が展開した哲学は

重要な示唆をいくつも孕んでおり、表層的な出来事の根底にある問題を照射する。小稿で

は、清水幾太郎を中心にハンナ アーレントや三宅雪嶺、中井正一といった思想家の共同性

や公共性についての考察に学びながら、現代社会における共同性の問題を検討したい。ひと

まず、舞台を現代に移し、具体的な事例を取り上げるなかで、共同性の孕む諸問題を検討し

ていきたい。高知県檮原町で和紙づくりに専念するロギールの話を手がかりに共同性につい

て問い直し、さらに、 作ること や人とものとの関係を軸に思想史的にその営みを考察す

ることで、現代社会における共同性のあり方を再考する。

高知県檮原町は四万十川源流の町としても有名であり、四国の山間で活力あるまちづくり

をしていることで知られている。たとえば、大江正章 地域の力─食・農・まちづくり で

も、檮原町は 林業経営と環境保全を融合させた森づくり を目指す新しい林業の現場とし

て紹介されている。また、積極的にさまざまなアイデアを出す町民と、それをバックアップ

する行政の具体的な事例として檮原は描かれている ）。私が檮原に興味を持ち、ヒアリング

を行おうと思ったのも、檮原高等学校の助村栄教諭から町民と行政が協働で、まちを活性化

させようとさまざまなことに挑戦している様子を伺ったからである ）。巨大な風車を利用し

た風力発電、棚田のオーナー制度、農家民宿、そして助村自身が深くかかわっている韓国学

生との交流を中心にした 地域大学 のことなど。今まで宮本の 忘れられた日本人 や

民俗学の旅 などで、名前だけ聞いたことのある町が、急に身近に感じられた。土佐と伊

予との境目にあり、交通の便もいいとはいえない地域だが、町の外から来たものに対しても

寛容であり、決して閉鎖的ではない町である。
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）近代的な知の問題、機械化の問題を考えるうえで、河辺純准教授より有益な示唆をいただいた。この研
究は河辺との共同研究であり、河辺が経営倫理学の立場から共同性・公共性について考察し、長妻が日本
思想史の観点から共同性について検討した。小稿は長妻の担当した日本思想史からの共同性についての考
察をまとめたものである。河辺が担当した経営倫理学からのアプローチについては、河辺が稿を改めて発
表する予定である。あわせて参考にしてくだされば幸いである。
）大江正章 地域の力 食・農・まちづくり 岩波書店、 年、第六章、 頁。
） 年夏、檮原高校の助村栄教諭の案内で、大崎光雄氏、ロギール氏にインタビューした。檮原での調
査に協力してくださり、貴重なお話を聞かせてくださった大崎氏とロギール氏に心から感謝を述べたい。
また、このような出会いを作ってくださり、檮原で充実した勉強の機会を与えてくださった助村氏に深く
感謝したい。短い滞在であったが、 かみこや に宿泊したとき、助村氏の提案で前庭に食卓をもちだ
し、檮原の豊かな森のなかで月を眺めながらロギール氏とも夕食を共にした。静かで味わい深い時間は、
決して時計で測ることのできない重みをもった時間であったと記憶している。



共同性の再生に関する一考察（長妻）

檮原町役場産業振興課長の大崎光雄は、棚田オーナー制度の発案者でもあり、町の人々の

新しい挑戦を応援するのが行政の役割であると語る。自らがいくつもユニークな事業を試み

ながらも、行政が提案した事業が中心になるのではなく、民間が主導で行う事業を行政が支

えることが肝要であると力説する。 平成の大合併 が推進され、多くの市町村が合併して

新しい町が誕生した。檮原町は市町村合併を行わないという選択をした。興味深いのは、そ

の選択をした理由である。大崎によれば、檮原では、官と民が対等の立場で自由闊達に議論

をして、さまざまな企画を実現している。他者を尊重して、異質的な意見にも興味を持って

耳を傾ける習慣が檮原にはある。古くから培われた精神風土を大切にしたいという思いが、

檮原へのこだわりを強くし、他の市町村との合併をためらわせたということである。

このように檮原出身者以外にも開かれ、行政も新しい民間の挑戦を支援しようとする環境

のなかで、ロギールの かみこや は産声をあげた ）。大江も、ロギールと妻の千賀子のこ

とを 自然を活かす、森で愉しむ という題で紹介している。すでに、多くの人々が言及し

ているロギールの活動を地域政策や地方自治の観点からではなく、紙作りの背後にある 共

同体の問題 に焦点をあて、思想史の視点から考察する。以下はロギールの話をもとにまと

めたものである。

オランダ出身のロギールは、ある博覧会で サイズの一枚の和紙に出会ったという。雑

誌 とさのかぜ でロギールの活動が取り上げられ、そこで彼が 私にはその紙の中に自然

の世界があるように見えました と語っているように、和紙のもつ不思議な美しさが日本ま

でオランダの青年を誘うことになる ）。和紙に魅せられたロギールは高知をたずね、和紙の

ふるさとを歩きまわり、はじめは伊野町に住む。やがて、伊野を離れ、四万十川源流の高知

県檮原町に居を定めるようになる。和紙作りには水と森が大切だが、檮原の水は清らかで、

何よりも豊かな森が存在していた。それに、外国から来たロギールにとって、草掃除や墓掘

りなど、慣習上のルールとして住民が守らなければならない行事への参加をすれば、檮原は

自由だったという。

ロギールは、檮原で楮や三俣といった和紙の原料を植林しようとする。戦後、杉などの針

葉樹の植林が進められ、和紙作りを育んできた樹木の種類が一変してしまったからである。

豊かな森をつくっていたのは多種多様な樹木であり、一本一本の樹が長い年月をかけて生成

してきたものである。多様な 個性 が有機的につながり、全体としての森を形成してい

る。しかし、ロギールが来たときには、同じように見える森でも針葉樹中心の森になり、楮

や三俣は影をひそめてしまっていた。多様性を喪失した森をつくりかえようと、ロギール

は、懸命に楮や三俣を植えるのだが、土に合わず、十分に育たなかった。そんなとき、手を

貸してくれたのが高齢者の方々であった。とくに、七 歳以上の人々の脳裏には楮や三俣が

生えていた檮原の森の姿が残っており、子供のころに木が生えていた場所を思い出し、そこ

に楮や三俣を植えるように示唆してくれたのである。すると、土に適合した樹木は立派に

）同上書、 頁。
） 和紙づくりは畑からはじまる とさのかぜ 号、畑の号。ロギール氏の活動が詳細に調べられてお
り、記者によるコメントも参考になる。高知県文化環境部文化・国際課の方からは とさのかぜ をお送
りいただいた。記して感謝したい。小稿では、 年夏、ロギール氏にインタビューした時の記録をもと
に、ロギール氏の和紙づくりについて紹介した。



育っていき、ゆっくりではあるが昔の森が再現されつつあるという。紙を作るためには、水

や材料だけではなく、空間そのものを見つめなおす必要がある ）。一見、関係のないように

見える田や広葉樹も含めて昔の空間を少しずつ取り戻していくことが大切であった。そし

て、それがロギールの紙作りの哲学であった。

ロギールは、紙を通して、水や土、それにその地の宗教や文化を知ることができると話

す。紙を通じて環境を知り、空間を知るのである。空間を取り戻すために必要だったのは、

七 歳以上の方々の記憶であり、六 年前に効率性を求めた針葉樹の植林によってかえられ

た森の姿を民間の手でゆっくりと取り戻しているのだと語る。私はロギールの話を聞きなが

ら、時間に注目して森を考察した哲学者・内山節の言葉を思い出した。内山は 山里の生活

のなかにあった森が、商品の生産過程としての森に変わったとき、森の時間は大きな変容を

とげた という ）。一人の人間よりも長い時間のサイクルで育成される樹木。そこに込めら

れた時間とゆっくりと育った木は決して貨幣価値に置き換えられるものではない。だが、森

の時間に効率の観念が入り込み、独自の時間を失った樹木は単なる材木になり、貨幣価値に

換算されるようになる。もはや、すべてのものを効率で包み込み、数字で置き換えようとす

る強大な力は、檮原の森をも飲み込んでしまいつつあった。この流れに抗して、森の時間を

取り戻し、森の記憶を継承していくこと、それがロギールの課題でもあったといえよう。世

代を超えて記憶を伝えていくためには、高齢者の方と小学生が一緒になって三俣を育て、自

分たちで紙を作ることが大切であるという。単に一時的な体験学習として行うのではなく、

空間や樹木が大切なことを紙作りとともに体験させ、その体験を通して取り戻した伝統的な

空間を次の世代に伝承することが重要であるからだ。しかし、ロギールは、どこまで体験が

伝承され、この空間が維持されるのか疑問に思うときがあると語る。現在の高齢者だけが元

の空間を直接に体験したのであり、はたして次の世代にその記憶が継承されていくのであろ

うか。

私がロギールの話のなかでとくにひかれたのは、記憶を頼りに空間を再生し、体験を通し

て空間に対する記憶を継承しようとする試みについてである。 作ること を根源的に問い

直そうとする伊藤徹は柳宗悦を論じながら、 道具 に込められた時間について言及してい

る。さらに、 作る ということが人間の観念のなかにあるイデーを具現化する行為に限定さ

れるのではなく、作ることの受動性についても言及している ）。ロギールの和紙作りにも、多

くの存在に耳を傾けるという行為が重要な役割を占めているように思われる。空間は人為的

に作られるものではなく、 聞く と行為がなければ成り立たない。観念の世界で構想され

た計画をもとに、独りよがりで空間を再生しようとしても不可能であり、高齢者の方の声に

真摯に耳を傾ける必要がある。さらに、人間の力では制御できない、記憶のなかに蓄積され

た自然の声を静かに聞かなければ、空間は再生されない。また、現実に森を再生するときに

は、眼前の樹木や土の声を聞かなければならないだろう。能動的であると同時に受動的に諸

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）前掲 和紙づくりは畑からはじまる を参照。
）内山節 時間についての十二章 岩波書店、 年、 頁。
）伊藤徹 作ることの哲学 科学技術時代のポイエーシス 世界思想社、 年。同 柳宗悦 手として
の人間 平凡社、 年。この二冊からロギールの和紙作りから共同性について考える基礎的な問題意識
を学んだ。



共同性の再生に関する一考察（長妻）

感覚を研ぎ澄ませて多くのことを吸収しなければ、空間は再生されない。それに何よりも

個々の樹木がゆっくりと時間を蓄え、それ自体生成していかなければ、森は甦らない。否応

なく人は待たなければならないのである。空間を再生するというと、人為的な操作のように

考えられるが、ロギールの営みには、土や樹と対話しようとする姿勢が見られる。ものを作

るというのは、受動的に耳を傾けるという所作を前提にした能動的な営みであるといえよ

う。美学者である中井正一は うつす という行為を検討して、それが能動的であると同時

に受動的であると述べている。自然に働きかけるとともに自然からの働きかけがなければ

うつす という行為は成立しないのである。

人間と人間のつながりだけではなく、人間も自然の有機的な意味連関の中に生きる存在で

ある。空間は 広さ や 奥行き によって数量的に表すことができるものではなく、空間

は決して別の空間と取り替えることのできない唯一のものである。土も木々も水も、それぞ

れ唯一のものであり、常に生成している。それぞれがゆっくりと時間を経て、固有の歴史を

持ち、現在もなお、その歴史を積み上げて生成している。そして、個別のものが個別であり

ながら、全体として空間を形作っている。竹田純郎は、土田杏村を論じるなかで、 個々の

ものは孤立して独自にあるのではなくて、互いに依存しあう関係にあってはじめて、それぞ

れの固有性を現わすということが明らかになろう。さらに、このような相互依存関係は、互

いが扶助しあう関係を含むことになる と述べている ）。 華厳の哲理 の影響を受けた土

田の議論に注目しながら、均質的で同質性を強要する近代化過程とは異なるもうひとつの近

代の在り方を竹田は模索している ）。すべてを数量的に比較しうる要素に還元したり、

個々別々の存在を同列に扱い、優劣をつけて判断する思考方法ではなく、あらゆるものをそ

れ自体として尊重する。個々別々のものが固有性を大切にしながら、他のものと 相互依存

関係 をもつ。あらゆるものが相互連関のなかで生成しており、全体的な空間も固定的・実

体的ではなく、常に変化し、生成している。

ロギールが和紙のなかに見、檮原町で触れようとしたのは、そのような空間であったとい

えるだろう。伝統的な空間は決して実体化されることなく、常に生成している。その躍動す

る空間を大切にし、その力を借りながら紙作りに専心する。手で漉く和紙は人間が作るもの

でありながら、人間には支配することができない。たった一枚の和紙の背後には、人間の知

が及ばない、四万十川源流の豊かな森が生成する有機体的な空間が存在していた。ロギール

が出会った和紙は、一般的な文具としての紙の機能に収斂されるものでも、他の和紙と交換

可能なものでもない。ましてや貨幣的な価値に換算することができるものでもなかっただろ

う ）。次章では、清水幾太郎の思想を手がかりに、ロギールの営みについて考察したい。

なぜならば、清水は 世紀初頭の西洋思想の影響を受けながら、独自の思索を展開するとと

もに、 機械化 の背後にある問題にいち早く着目した知識人であるからだ。もちろん、清

水に対しては福田恒存をはじめとする左右両派からの厳しい批判がある。多くの批判がある

にもかかわらず、同時代の思想家のエッセンスを的を射たかたちで紹介していることも事実

）竹田純郎 モダンという時代 法政大学出版局、 年、 頁。
）同上。
）伊藤、前掲 作ることの哲学 科学技術時代のポイエーシス 。 道具 についての考察は同書から大き
な影響を受けた。



であろう。

人と もの の関係─清水幾太郎の議論を手がかりに

清水の 主観性の客観的考察 （ 年）は、環境と人間主体の問題を考察する手がかり

をわかりやすく提示している。要約すると以下のとおりである。かつては 事物 に神秘性

が宿り、それ自体として価値を含み、人間も 事物 が持つ価値を尊重し、有機的な意味連

関の中で暮らしていた。したがって、自然は人間が人為的に操作する対象ではなく、人間も

自然の中にいる存在であり、 事物 の価値（ 形而上学的本質 ）を前提として行動してい

た。山や木でも、代替可能なものではなく、それ自体として意味を持っていたと清水は指摘

する ）。確かに、現在、私が住んでいる奈良にある、大神神社もご神体が三輪山であり、

山の木々もご神木という特別な存在である。また、熊野古道を散策して熊野本宮大社に行っ

たことがあるが、そこでいただいた冊子に、森や木や自然のすべてに神々が宿っているとい

う旨のことが書かれていたのを記憶している。筆者は、熊野本宮から新宮に行く途中にある

桑の木滝に立ち寄ったことがある。とくに、この滝を目指していたわけではなく、気まぐれ

に寄り道をしたのだが、少しわかりにくい森の小道を歩きながらようやく滝にたどり着いた

とき、不思議な空間のなかにタイムスリップしたような気分になり、今まで体験したことの

ないような時間を感じた。それは言葉にはならない、ゆっくりとして自然のリズムの中に溶

け込んでしまいそうな体験であったように記憶している。このような山をはじめとする神秘

性を帯びた自然は、日本全国に存在していたに違いない ）。

では、なぜ、このような 事物 の神秘性や唯一性が失われてしまったのであろうか。清

水は次のように説明する。近代になり、交通機関が発達してくると、人間は行動の自由を獲

得する。そこの土地に住む者には特別の 事物 が、ほかの地域からやってきた者には特別

なものではなくなる。もちろん、今までから人の往来はあったのだが、科学技術が進んだ近

代社会では、速度と規模が圧倒的であり、自然に過重な負荷をかけるだけでなく、人間もそ

の速度の本質を理解しきれていないのかもしれない。交通が頻繁になるごとに、 事物 か

ら神秘性ははく奪され、特別な価値が取り除かれる。それは伝統的な価値意識から解放され

ることであるが、他方、人間が自然環境によって拘束されているという感覚を失い、まわり

の 事物 に宿っている何かを感じる力を失うことであった。かつて神が宿っていた山は単

なる土くれに、神聖なる樹木は材木になる。人間の力を越えて存在し、人間を制約していた

事物 が、 人間の統制 の対象となる。それ自体として目的を有していた 事物 が単

なる材料となり、一つの手段となる。 事物 は唯一性をはく奪され、機能が同じであれば

交換可能なものとなる。清水は、もちろん、人間も唯一性を剥奪され、科学の対象として数

量化され、交換可能な存在になるという。だが、人間だけは特別であるという意識が 主体

性 へ固執する態度になると主張する ）。

しかし、その人間も、消費社会と近代的な科学技術による極度に効率的な組織のなかで合
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）清水幾太郎 主観性の客観的考察 哲学 年 月。
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性がアレックス・カー 犬と鬼 知られざる日本の肖像 （講談社、 年）で描かれている。
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理的に行動するように管理され、人間を特別視するよりどころであるはずの 主体性 は空

洞化する。人間も機能に存在が収斂され、組織が要求する 人間像 に合わせなければなら

なくなり、多様性を喪失した同質的な社会が到来する。経営組織において人間が画一化さ

れ、交換可能な存在におとしめられることを、本研究の共同研究者である河辺は経営倫理学

の視点から危惧していた。経営組織だけではなく、人間を含めたあらゆる存在が機能に還元

され、計量可能なものにされ、組織にとって代替可能な存在になる。この多様性の喪失が、

現代社会のさまざまな組織を効率的にする一方で、人間が自分で考える力を失う一因であ

り、組織から創造力を枯渇させる。長期的な視点で組織の問題を考えるとき、多様性こそが

創造的でユニークな考えを育み、そのなかで生成されてきた個性が、多様性を推し進め、有

機的で豊穣な共同性を生成するのではないだろうか。歴史的な他者と対話し、異質的な価値

意識とふれ合うことで、創造的な共同性が可能になる。藤田省三が 磨滅 という言葉で指

摘したように、異質な価値の 不快さ を取り除いていくと、表面的には摩擦は起こらない

が、本質的な部分で人々は磨滅していく ）。人々に磨滅を強い、多様性を失った社会は、一

元的な価値が支配するようになり、一時的には効率よく動くように見えるかもしれないが、

新しいものを生み出すことができず、やがては活力を失う。

また、別のところで論じたことがあるが、清水は 現代思想 で、機械化のもたらす問題

点を鋭く指摘していた。それ自体として目的を有している有機体から機械は、機能だけを模

倣する。たとえば、鳥は人間の都合など関係なく飛び交い、機能や効率とは無縁の世界で遊

ぶ。鳥から 飛ぶ という機能を模倣した飛行機は、機能こそが存在理由であり、それ自体

としては目的を持たない。いや、目的という堅苦しい言葉ではなく、飛行機自体が何の目的

もなく、自由に飛び交うことはない。たとえレジャーという目的であっても、その目的に縛

られ、基本的には代替可能な製品である。あらゆるものを機能に収斂する機械化時代は人間

も取り込んでしまい、思考力や唯一性を奪ってしまう ）。機械化が及ぼす深刻な影響を 専

門化 の問題と関連させたのは、中井正一であった。機械化自体は危険性とともに人間生活

にとって新たな可能性を開くと、中井は語る。だが、機械化の時代がもたらした精神の専門

分化は、専門領域にはくわしいが人間全体のことを考えることができない知識人を大量に生

み出す。個別なものを考察することを通して、本質的な事柄を抉り出したり、社会全体のこ

とを照射するのではない。全体や本質に対する洞察を全く欠いた、個別なことしか関心を示

さない、部分しか見ない専門家になってしまうのである ）。佐伯啓思も分業が及ぼした影響

を厳しく批判する。アダム・スミスに言及しながら、分業が仕事を均一的な時間によって計

量することのできる単純な作業に解体してしまい、人々の視野を狭く限定されたものにした

という。それは 工場の単純労働 に当てはまるだけではなく、 専門化 という分業にこ

）藤田省三 全体主義の時代経験 みすず書房、 年、 頁。ここで 磨滅感 について言及さ
れている。経営組織の問題点については河辺から有益な示唆を受けた。
）清水 現代思想 上 岩波書店、 年、 頁。長妻 運動としての 模倣 中井正一の挑戦
（伊藤徹編 作ることの日本近代 所収、世界思想社、近刊）で清水の機械論について言及しており、小
稿では、それを参考にしてまとめた。
）中井正一 美と集団の論理 中央公論社、 年。 頁以下の 思想的危機に於ける芸術並びにその
動向 で 専門化 と 機械化 の問題が論じられている。長妻 公共性のエートス 世界思想社、
年所収の 中井正一における 抵抗 の問題 を参照。



そ、適切な言葉であった。オルテガが 専門家 を 文明の野蛮人 と称したことを引きな

がら、佐伯は全体に対する視点も意識も欠いた状態で、人々が自分でものを考え行動する力

を失っていると指摘する ）。このような問題の根底にはあらゆるものを対象化して認識する

知 の問題が存在しているのではないか。

清水が 倫理学ノート でヴィーコについて言及し、近代批判を展開しているのも注目す

べきであろう。デカルトに象徴される近代的な知の特徴として、理性のある一人の人間が

常識 にとらわれることなく、推論によって真理にたどりつくことをあげている。 常

識 は真理に至る道を妨害するものであり、 蓋然的なもの を徹底的に疑うことのうち

に、真理にたどりつく合理的な思考が存在していた。これに対して、現実世界に生きている

人間は 蓋然性 に基づいて生活している。 蓋然的なもの は真理ではないが、人々の生

活を安定させる秩序として機能する。共同生活のなかで生成されてきた 常識 という 真

理と虚偽の中間 に位置するものを尊重して行動する。人々の生活を支えているのは 生活

世界 であり、それは科学的な知によって対象化できるものでも、客観的に認識できるもの

でもない。真理か否かはわからないが、多くの人から支持されており、自明的な空間を維持

するための 常識 が重要であった。逆に、清水は、あらゆる事物を客観的に認識できる対

象に矮小化し、科学的な認識からすり抜けていく何かを隠蔽してしまう、そのような知の在

り方に批判の目を向けている。もちろん、清水は科学や近代的な知そのものを否定している

わけではない。だが、 記憶 は 歴史 を生み、 想像力 は 詩 をつくるとベーコンを

引用して清水が語っているように、 歴史 や 詩 を軽視する知の在り方は、人間や も

の から何か大切なものを奪い取ってはいないだろうか ）。

何もかもが使い捨てになり、すべてが消費の対象になる精神的背後には、分業だけでなく

あらゆる領域で進行する専門化やテクノロジーやコミュニケーション手段の進歩を軸にした

機械化の問題があり、さらに、その根底にはあらゆるものを客観化し科学的に認識できる対

象にしてしまう知の問題が存在していた。 世紀前半から西洋思想の影響を受け、先端的な

社会問題を扱ってきた清水幾太郎の議論にも、相通ずる問題意識を見出すことができる。

消費社会が、本来であれば時とともに生成して独特の雰囲気を醸し出すはずの耐久財をも

消費財にしてしまう。この もの が生成する過程で、他者とのかかわりや異質な価値意識

が非常に大切な役割を果たすのではないだろうか。概して、何かが思い出に残るとき、平板

で均質的な時間とは異なる非日常的な時間がそこに刻み込まれている場合が多い。台風の

中、不快さを耐え忍んで縦走した山々、順調に行かずに苦心した人間関係など、困難で予想

もしなかったことを経験した場合の方が成功した時の喜びは大きいのではないだろうか ）。その

とき、自分がともに苦心した登山用具や思い出の品々はどれも代替不可能な もの であろ

う。それは、決して機能に還元されるのでもなく、何かがそこに刻み込まれ、ゆっくりとそ

れぞれ もの として生成するのである。伊藤洋典はハイデガーの靴の例を引用しながら、

一足の履き古された靴は、けっして他の靴と交換できるようなものではない。そこにはこ
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）佐伯啓思 アメリカニズム の終焉 ブリタニカ、 年、 頁。
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この事物に刻み込まれる歴史性をもった諸関係がある と述べている ）。そして、アーレン

トと 公共空間 について考察を展開する。耐久財とは、常に歴史が刻まれていき、緩やか

に生成していくものであろう。したがって、消費財は生成する前に使い捨てられるのであ

り、そこに思い出が刻み込まれることはなく、機能だけが求められる代替可能なものであ

る。周知のようにアーレントは、耐久財を作ることと消費財を作ることの間に明確な線を引

き、 仕事 と 労働 に区別した。アーレントは、耐久財が公共空間を形成するのに不可

欠であることを力説する ）。伊藤洋典は、アーレントを引きながら 物は耐久性によって記

憶の場ともなり、その安定性が人間のアイデンティティを保証するというのである と記

す。 行為の指針となるような記憶の集積 としての 文化 を支えているのは、 物 であ

り、われわれの公共空間を構成する ）。逆に、 物 から耐久性が奪い取られ、人類の記憶

だけではなく、歴史のなかで生成してきた、そして現在も生成している 物 の固有性が喪

失してしまうならば、公共空間は何をよりどころに存在するのであろうか。

ロギールの事例を取り上げたのは、事物が歴史的に形成され、人間が形成したものであり

ながら、人間の作為を超え、緩やかな時間のなかで生成していく 物 と 空間 について

考える契機になるからである。空間は人によって作られる部分もあるが、人は空間の事物の

声に耳を傾け、そこに刻みこまれた歴史を大切にしながら、空間とともに生きていく。人間

や もの を 磨滅 させるような現代社会の共同性とは異なる次元の共同性がそこに開か

れているのではないか。

．おわりに

私が研究している三宅雪嶺は、有機体的な共同性観を基盤にして、人と人、人とものの関

係を考察している。高度な有機体は内部に多種多様な要素を含んでいる。人間社会は、きわ

めて進んだ有機体であり、そこには数多くの異質的な個性がひしめき合って存在している。

多様な個性がそれぞれの可能性を最大限に伸ばし、競合して刺激しあう。それが有機体的な

共同体の長所であり、各要素が能力を発揮することで、有機体的な組織全体が発展する。逆

に、異質的な要素を排除する同質的な共同体や組織は活力を失い、発展しない。雪嶺哲学で

は、人間も もの もあらゆる存在が、それ自体として重要であり、それぞれが天あら与え

られた可能性を発現することで 真善美 に近づくのである。したがって、異質的な価値意

）岩岡中正・伊藤洋典編 地域公共圏 の政治学 ナカニシヤ出版、 年、 頁。伊藤洋典はハイ
デッガーの靴の例を引用しながら、 もの について考察している。小稿でも、岩岡・伊藤の提唱する
地域公共圏 のという発想から得た示唆は多大である。また、岩岡 ロマン主義から石牟礼道子へ 木

鐸社、 年の第 部 石牟礼道子のロマン主義 文明論と共同性論 は、現代社会における共同性の問
題を再考する重要な手がかりとなる。とくに、自然との有機的な連関を欠いた近代的な知のあり方を根源
から批判しようとする岩岡の議論は参考になった。また、近代日本の風景について考えるとき、木岡伸夫
風景の論理 沈黙から語りへ （世界思想社、 年）が参考になる。
） （志水速
雄訳 人間の条件 中央公論社、 年、 頁。）
）前掲 地域公共圏 の政治学 頁。現代日本における共同性の問題を考えるとき、菊池理夫 現
代のコミュニタリアニズムと 第三の道 （風行社、 年）の第四章 日本における共同体主義とその
実践 が参考になる。



識を排除することで安定を求めるのではなく、異質な意見を包摂することこそが活力ある有

機体的な共同体には重要であった。多様な個性が共同体を発展させ、共同体の発展が個性の

可能性を引き出すのである。そのためにも、人間も もの も代替可能な存在ではなく、そ

れぞれの時間と歴史を刻み込んだ唯一のものであることが望まれたのである。清水が コ

ピー時代 と名付けたように、大量生産の商品や複製芸術が横行する現代社会では、画一化

が進み、唯一性は風前の灯火ともいえる状態であるかもしれない。

雪嶺は、発展する共同体をつくりだす教育について次のように述べている。教育には、専

門的な学術教育と職業教育があり、どちらも重要である。しかし、学術教育が専門的な知識

を伝達することに汲々とするのではなく、自分で考える能力を養わなければならない。ま

た、職業教育も実践で役立つ人材を育成するとともに、独創力のある人物を養成する必要が

ある。そのためには、学術教育と職業教育の両分野において 力行教育 が行われるべきで

あると主張する。この 力行教育 というのが、敢為の精神の養成や判断力の要請であるこ

とは言を俟たない。雪嶺は 力行教育 について説明するなかで、 人をして人に従はしめ

ず、既設事業に隷属せしめず、これ自らの運命を開拓せしむるを意味す と述べている ）。福沢

諭吉の言葉を借りるならば 独立自尊 の精神を涵養することが何よりも重要であったとい

えよう。標準的なモデルを設定して、多様な個性をそのモデルに適合するようにするのでは

なく、多様な個性の魅力を発見して、その人自身の能力を伸長する。雪嶺のいう 力行教

育 とは、共通の尺度で人びとを計り、常に比較して順位を付けるのではなく、潜在的なそ

の人の可能性を引き出し、伸ばすことに主眼がある。自分の可能性を開花させるために、

敢為の精神 をもって新しいことに挑戦できる自由な環境を整備することが雪嶺の期待し

たことであったといえるだろう。だが、個性はあくまでも有機体的な共同性を前提とした個

性であり、個性と有機体的な共同性が相互に連関しており、多種多様な個性が十全に発揮さ

れると、有機体全体が発展する。有機体の発展が多種多様な個性を育成する ）。

雪嶺の有機体観が共同性と個性の連関に与える示唆は重要である。ロギールの試みや清水

の著作を通して考察してきた共同性は、雪嶺の有機体的な共同性観から学んだところが多

い。個性を活かすような共同性、多種多様な個性の伸長をもとに発展する共同性を模索する

ためにも、近代日本の知識人が残した思想的な著作は重要である。実際に現代社会における

共同体のあり方を調査し、問題点を探るとともに、故きを温ねることを忘れてはならないだ

ろう。

追記

小稿は平成 年度大阪商業大学研究奨励助成費を受けて行った研究成果の一部である。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）三宅雪嶺 想痕 至誠堂、 年、 頁。
）長妻 多様性がつむぎだす個性─三宅雪嶺の思想 （ 子規博だより 年 月）を参照。


