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 第５９回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会 

    高橋源一郎 ｢ぼくらの民主主義なんだぜ｣ 朝日新聞出版 

                            ２０１４年９月２６日 

                                  小田輝夫 

 

 先日、｢戦争させない・９条壊すな！総がかり行動｣に出かけた。そこでの（シュプレヒ）

コールに｢民主主義って何だ？｣の問いに｢ここだ｣と応えるフレーズがあったが、小生耳が遠

くなったのか｢俺だ｣と応答していた。｢民主主義って何だ？｣｢俺だ｣。まさに、国会前の集会

への参加は｢俺の民主主義｣であり、国会前の道路を占拠してコールを続ける老若男女一人一

人の｢民主主義｣でもあった。 

 

 高橋源一郎の｢ぼくらの民主主義なんだぜ｣は朝日新聞に 2011･４・28～2015・３・26まで

掲載された｢論壇批評｣の新書版である。48篇からなる｢民主主義｣は多岐にわたる出来事と、

それに対する意見を｢論壇｣としてまとめたものである。多少、切り張り、モザイク模様の感

は否めないが、そこに、おのずと浮かび上がってくるものがある。それは、｢クソッタレな

民主主義｣ではあるが、｢ぼくらの民主主義なんだ｣から、｢諦めずに声を上げ、やはり、守り

育てて行こう｣というメッセージである。 

 

 前半の８篇は｢震災と原発問題｣を中心に論じられている。福島原発の事故が終焉もせず、

検証もされないなか、川内 1号機が営業運転を再開した。アタリの言葉を借りれば、民主主

義国家でなければ、原子力エネルギーを持ってはならず、民主主義国家は１００％の透明性

がなければならず、従ってすべてが霧のなかにある無責任体制の日本は民主主義国家ではな

く、原発そのものを持つことを許されない。 

 

〇ことばもまた｢復興｣されなければならない（2011・4・28） 

・ 2011 年３月 11 日以降、この国のあらゆる場所が｢論壇｣となった。｢震災と原発｣をめぐ

ることばが溢れ、わたしたちすべてが否応なく｢論議｣に参加するように求められ、ある

いは、｢巻き込まれた｣。 

・ ｢震災｣をめぐるいくつかのはっきりした特徴は、この｢震災｣を、｢敗戦｣になぞらえ｢戦後

が終わり災後が始まる｣（御厨貴）とし、｢３.11｣は日本人が忘れていた過去の記憶の封

印をとき、66 年（70 年）前の（第一の）｢敗戦｣に次ぐ（第二の）｢敗戦｣ならば、（第二

の）｢復興｣を目指せばいいだけだとしたが、実際は全く違っている。 

・ 東浩紀（あずまひろき）｢この一連の事件は 66 年前の敗戦とどことなく似ている。しかし

問題はそれが『戦後』に似ているのか『戦中』に似ているのかであり、『戦後』に似てい

れば復興に向かう希望がもてるが、『戦中』に似ていると暗くなる｣ 

・ 私達が向かおうとしているのは（第二の）「戦後」ではなく、（第二の？）「戦中」ではな

いのか。だとするなら、私達が目の前にしている「戦争」とは何だろうか。「復興」の困

難さ、「原発」収拾への険しい道など、霧のように霞んで見えない未来を前にして、立ち
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すくむしかないことが、私達に「戦争」を感じさせるのか。 

・ 「原発」に関する国策ははじめから歪められたものだった。「原発」のような「政治」的

問題は、遠くで誰かが決定するものと思い込み、考えまいとしてきた。だが、そんな問

題こそ、私達自身が責任を持って関与するしかない。一企業がその「身の丈」を超えず

にしてみせる（城南信用金庫の「脱原発宣言」）「新しい公共性」への道を見てみたい。

壊滅した町並みだけではなく、人々を繋ぐ「ことば」もまた「復興」されなければなら

ない。 

 

○ 非正規の思考（2011・5・26） 

・ 震災と原発事故のニュースに接し、加藤典洋（かとうのりひろ）は「これまでに経験した

ことのない、未知の」「自責の気持ちも混じった」「悲哀の感情」を抱いた。 

・ 同じような強い自責に似た思いと感情がわたしにもある。原発問題を心の中では気にか

けていたのに、結局何もしなかった。そのツケはもっと若い誰かに回される。 

・ 加藤は「すべて自分の頭で考える。アマチュアの下手な横好きに似たやり方がいい。い

わゆる正規の思想、専門家のやり方をチェックするには、アマチュアの関心、非正規の

思想態度以外にはない。」 

・ 孫正義、河野太郎も原子力政策を批判。「ずっと先の世代を縛るわけにはいかない。『こ

れから生まれ出る人々』、私達が議論の外に置いてきた、まだ存在せぬ人々をこの問題の

大切な関係者として召還する」。これも「正規の思考」にはない。 

・ 目の前にある危機「原発事故」を「文明論」の中で考える。「原子力技術は一神教的な技

術」であり「文明の大転換」を試みねばならないと中沢新一は述べている。 

 

○ みんなで上を向こう（2011・6・30） 

・ 労働運動は、「みんなで上を向く」ことであったが、「左派」の組合員は排除され、今の

組合は会社との共存を目指す。原発事故の当事者である「電力総連」から、事故のはっ

きりしたメッセージが出てこない。木下武男は「原発事故の原因の一つは労働組合だ。

『労使癒着』によって『チェック機能の完全喪失』が生じた。さらに、労働組合の『労

働者』は『カイシャ』になり、労使の企業主義的統合が新しい『格差』を産み出してい

る。廃棄物処理は被爆が多いので、請負化して欲しいとの要望で、下請け孫受けがその

実体となっている。」 

・ 今野晴貴（こんのはるき）は「現代労働問題の縮図としての原発」の中で、「原発は様々な

『被爆労働』を必要としており、もっとも危険な作業は定期点検中の清掃作業であり、

担当する下請け作業員は『農村や都市スラムから動員される』。彼らの姿は『電力消費地

帯の東京』からはその実体は見えない。」 

・ 開沼博（かいぬまひろし）は『「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか』で、何故

原発が「福島」にあるのかを問うている。「原子力ムラ」は原発と共に生きることを選ん

だ地方の「ムラ」のことで、「成長は中央にとってのものであり、ムラにとってのもので

はなかった。『原発誘致』は『東北のチベット』と自称しながら困窮に悶えるムラの発展
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を叶える『夢』として提示された。一時の繁栄を与えたが、結局は『ムラ』を『原発依

存症』にしただけで、気がついた時にはもう他の選択肢はなかった。」 

・ 鷲田清一（わしだきよかず）は「原発事故は僕たちが『見えない』ものに囲まれていること

を明らかにした。『原子力の世界』の内幕や多くのものが『見えない』ままだし、『見え

ているのに見て来なかった』ものはさらに多いのではないか」と述べている。 

・ ぼくたちひとりでは「見えない」ものを専門家は見せてくれることができるが、それを

「見よう」という強い意志を持つ、ぼくたちのような素人が必要なのだ。宮崎駿や小熊

英二ほかがいうように、忘れられていた「みんなで上（未来）を向こう」という共通の

思いが大切である。 

 

 

○ スローな民主主義にしてくれ（2011・7・28） 

・ フィンランド映画「100000年後の安全」は地下 500メートルの放射性廃棄物の最終処分

場のドキュメンタリー映画で、全編「情報の公開と透明性」を貫いており、フィンラン

ドという国の民主主義のあり方を示している。 

・ ジャック・アタリ（フランスの経済学者、思想家）は「原発は 100％の透明性で全てを公開せ

よ」「民主主義国家でなければ、いかなる国でも原子力エネルギーを使うべきではない。

原子力エネルギーは透明性を必要とし、透明性がなければ民主主義国家ではない。」アタ

リの言葉が正しいなら、日本は民主主義国家ではなく原子力エネルギーを使う権利も能

力も持たないことになる。 

・ 日下公人（くさかきみんど）の「町営原発（株）設立のすすめ」では「情報公開と透明性を

はばみ続ける政府や電力会社に、もはや原子力を託することはできない。震災と原発事

故はこの国の民主主義の重大な欠陥を炙りだした」。それではどうしたらよいのか。 

・ 丸山仁（まるやまひとし）は「ポスト 3・11のキーワード」として「スローライフの政治（学）」

を提唱している。「私達の意見は、熟慮を介して、また他者との真摯な討議を通じて、初

めて確固たるものに成長する。必要なのは『熟議民主主義（スローな民主主義）』である」。

一握りの「原子力ムラ」の住人に委ねず「シビリアン・コントロール」体制を構築する。

政治的立場を超えた「対話」を「スローな民主主義」と呼び、日本原子力学会は「原子

力ムラ」と「反（脱）原発」派との実り豊かな「対話」呼びかけている。この「対話」

が始まる時、ぼくたちはこの国に「スローな民主主義」が生まれる可能性を見られる。 

 

○ 柔らかくっても大丈夫（2011・8・25） 

・ 宮崎駿が「ＮＯ！原発」のプラカードを首から下げて、ひとりでデモしている写真が掲

載されていた。写真の醸しだす「柔らかさ」が面白く、反原発への強い意志が感じられ

る。どんなメッセージでも日常から離れてはいけないのである。 

・ それに比し、民主党の後継首相レースはぜんぜん面白くない。表現はバラバラだけれど、

中身はそっくり。「現実主義」の今ある制度の存続を前提としており、なんの変化もない。

この国で起こったことから、彼らは何も学ばなかったのか。いいたいこと、国民に伝え
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たいメッセージなど何もないのかもしれない。本当に伝えたいことがあったらもっと工

夫するはずである。 

・ 詩人、和合亮一（わごうりょういち）がツイッター上で、震災を直接歌った詩を発信して

大きな反響を呼び、川上弘美（かわかみひろみ）は自作をリメイクして原発の恐ろしさを

書き、萩尾望都（はぎおもと）しりあがり寿が、やはり震災や原発を、マンガで愚直なほ

どストレートに描いた。共通しているのは完成度が最初から無視されていたことだ。彼

らは「いいたいこと」があった。そのために、「制度」となった詩や小説やマンガとぶつ

からざるを得なかった。そんな風に、ぼくには見えた。それは、おそらく「表現」の分

野だけの問題ではないはずなのだ。 

 

○ 「そのままでいいと思ってんの？」（2011・9・29） 

・ 福島第一原発の固定監視カメラに突然映った「指差し男」。パフォーマンスアートのヴィ

ト・アコンチの模倣だといわれている。「そこのあんた、そのままでいいと思ってんの？

そんな遠くから見てるばかりじゃなにも変わりはしないよ」。 

・ 政治的な（パフォーマンス）アートは時にひどいしっぺ返しをくらう。「言葉狩り」にあ

い、意図的に利用される。単純で図式的なマスメディアは、アートの言葉に対する芸術

家への無意識の嫉妬がある。 

・ 「震災」の後、正しさを求める気持ちが突っ走り、その結果、逆に「正しさ」の範囲を

狭め、息苦しい社会が作られつつあるのかもしれない。どれほど科学技術が進歩しよう

と、これを扱う人間の愚かしさは、今も昔も変わらない。そして、そのことだけは、人

は気付かないのである。「指差し男」がぼくたちに向かって、その「愚かしさ」を指差す

までは・・・。 

 

○ 一つの場所に根を張ること（2011・10・27） 

・ 山口県上関（かみのせき）町の原発建設に 30 年近く反対し続けている祝島の人たちを描

いた映画「祝（ほうり）の島」に、ひとり残されたおじいさんが石を積み上げ美しい棚田

をつくるシーンがでてくる。次の代で田んぼはなくなり、「田んぼも、もとの原野に還っ

ていく」といって微笑む。一人暮らしの孤老しか残っていない島で彼らは何故「戦う」の

か。彼らが何百年も受け継いできた「善きもの」を後の世代に残すためだ。たとえ受け取

るべき若者たちがもう島には戻って来ないことを知っていながら。それは、都会へ去って

いった子供たちへの最後の贈り物であることに気付く。 

・ 「一つの場所に根を張ること」で、その空間にだけは、何かの目的のためではなく、そ

れに参加すること自体が一つの目的であるような運動が生まれる。多くの運動が、美し

い花のように咲き、すぐに死に絶えていくのが情報化時代の現実である。それは、それ

らの運動が土地に根を張っていないからである。 

・ 上野千鶴子『ケアの社会学』によれば、ケアの対象となる「弱者」たちの運命こそ、来

るべき社会が抱える最大の問題であり、「共助」の思想の必要性を訴えている。「市場は

全域的でなく、家族は万全ではなく、国家は限界がある。」「弱者」たちは、ひとりで放
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りだされてしまう。彼らが人間として生きていける社会は、個人を基礎とした全く新し

い共同性の領域だろう。「希望を持ってよい」と思う。震災の中で、人々は支えあい、分

かち合ったのだから。その、共同性の萌芽を、「祝の島」とウォール街での路上（“Ｏｃ

ｃｕｐｙ Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ”デモ）で感じた。他人事ではない。やがて、ぼく

たちもみんな老いて「弱者」になるのだから。 

 

○ 「憤れ!!」（2011・11・24） 

・ 「憤れ！」はステファン・エセル（仏）の、「遺言」のように「若者」たちに語りかける

大ベストセラーのタイトルである。「経済格差や様々な格差に苦悶する若者に対し、どう

せなにも出来ないと諦めてはいけない。ダメにしようとする全てと戦ってください。こ

れからの時代を作るのはあなたたち自身なのですから。」 

・ 「通販生活」は「原発国民投票を」提案。まるで論壇誌の展開である。ロック誌の「SIGHT」

では、江田憲司、古賀茂明、坂本龍一らが訴える。「アメリカ発の音楽であるロックが日

本語を採り入れるのにも時間がかかった。政治や社会に関する議論を、学者や評論家の

書くことばから『ぼくたちの国語』に取り戻してもいいころだ」。議論よりも重要なこと

である。ところで、「憤れ！」もかなりロックだと思う。 

 

○ 「憐れみの海」を目指して（2011・12・22） 

・ 「日本で唯一の農業書専門の本屋」農文協・農業者センターでは、震災・原発・ＴＰＰ

関係の書籍や雑誌ばかりを集めた大きな棚がある。一見、関係なさそうな「震災・原発」

と「ＴＰＰ」が深い関連の下に展示されている。そこで主張されているのは「津波がこ

の国を襲った。それから立ち直る暇もなく、ＴＰＰという名のもう一つの『津波』が、

やって来ようとしている。この二つの『津波』には、共通点がある。どちらも、小さな

もの、多様なもの、ヒューマンな共同体を破壊し、なにもかも一様なものにしてしまう

のだ」。あるいは「震災を奇貨として」「小さい農漁家」に「大規模・効率的な企業的事

業主体に（仕事を）明け渡せ」と迫る、政府・財界のプランを「災害資本主義」そのも

のであると批判している。正しいのだと思う。しかし、都市の人間には、この二つの「津

波」を同じ種類のものだと思える感覚が乏しいのかもしれない。 

・ 東浩紀「一般意志２・０」で、「熟慮への信奉こそが、ことばによるコミュニケーション

を至上のものとする考えこそが、人々を政治から遠ざけた」という。全く新しい「民主

主義」像・「政治」像・「国家」像の提供である（丸山仁の「熟慮民主主義」とは正反対の主張）。

「人間は論理で世界全体を捉えられるほどには賢くない。論理こそが共同体を閉じると

きがある。だからわたしたちは、その外部を捉える別の原理を必要としている。その探

求の果てにわたしたちが辿り着いたのは、熟議が閉じる島宇宙の外部に『憐れみの海』

が拡がり、ネットワークと動物性を介してランダムな共感があちこちで発火している。

そのようなモデルである」理性的な言葉の世界の外側に、たとえば、インターネットの、

より感情的な、より無意識に沿った世界がある。ことばで論議することしか知らない人々

に、そんな世界を見せることによって、言葉の世界の狭さを気づかせること。それが可
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能だろうか。そのような制度を、ぼくたちは実現できるだろうか。 

襲いかかる「津波」に抗するために、ぼくたちは、常識を疑ってかからねばならない

のだ。 

 

○ 民主主義は単なるシステムじゃない（2012・1・26） 

・ 映画「普通に生きる」は、体も動かず、ことばも発することのできない心身障害児（者）

が、親を動かし、成長させる。そしてその親たちが、鈍感な社会を、また成長させてゆ

く。常識とは異なり、弱い者、小さな者もまた、強い者、大きな者を育てることができ

るのだ。ここに、「教育」のもっとも重要な本質、相互性（互いに教え合うこと）を見た。 

・ 映画「教育のチカラ」は「きのくに子どもの村学園」を取材。そこでは、「先生」と「生

徒」との呼び名がなく、大人も子どもも対等のパートナーで、全員で話し合う。このラ

ディカルな民主主義を原理とする学校「戦後初の、自由教育を行なう公教育の場」で、

子どもを教育する場であるだけでなく、人はなによりも民主主義が単なるシステムでは

なく、それによって人が成長していく「教育」システムであることを学ぶ。 

・ ハーバーマスは政治家に、市民の目をみて話すこと、市民と対等であることを要求して

いる。これは、映画に出てくる親たちや学園を作った人びとの視線と同じものである。 

・ ブックレット「デモいこ」は、初めてデモというものに参加した若者達が「選挙以外に

も、自分には影響を及ぼす力があるんだ、と自覚しなきゃいけないと思いました」と述

べている。叫ばれるスローガンの中身ではなく、「街頭を歩く」ことが人を変えることの

重要性を指摘している。（今の国会前での「ＳＥＡＬＤｓ」の活動がその変化を如実にしめしている。

また、「人前に出る」のだから「キレイな格好で」は、最近のデモ参加者のファッションセンスが伺え、

若い美人も多く楽しみでもある） 

ただの「路上」も「学校」になる。どこでも「学び」の場はつくれるのだ。 

 

○ 冷たい世界でぼくたちはもがいている（2012・2・23） 

・ 吉本隆明が親鸞について語っている。何故今親鸞なのか。その理由は、親鸞は飢饉や震

災の多発した時代に生きた人で、その時代の「現実」に提出した回答にある。「眼前に切

実な問題や事件、あるいは社会現象が次々に起こっている場合に、それを〈緊急の課題〉

と考える、あるいはこれは〈永遠の課題〉なのだと考える、どちらの考え方をとっても、

駄目なのではないか」と考えていた。親鸞は、〈緊急の課題〉と見えるものの中に〈永遠

の課題〉を見つけ、また逆に〈永遠の課題〉と信じるものの中に〈緊急の課題〉を発見

した。二者択一ではない。そのどちらを捨てても、ぼくたちは現実を失うのだ。 

・ 鈴木文樹（すずきふみき）「家畜をめぐる断章」で、原発事故避難エリア内に置き去りにさ

れ、餓死した「約二千頭の牛、三万頭の豚、数十万羽の鶏」について思いをめぐらす。

「家畜」は、歴史のどこから来たのか。そして、「人間中心主義（ヒューマニズム）」の

残酷さにたどり着いた。「近代畜産にあっては『飼う』も『屠畜』もなく、畜産物の大量

生産システムが動いているだけだ。動物たちが何かを媒介するということもなく、『暮ら

し』もなく、『農』業もない。単なる動物虐待のシステムであり、名付けることのできな
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い狂気がある。人類はかつてこんな背徳的なことをしたことがあるだろうか」人は、動

物を食わねば生きていけない。だが、そのことと、動物を「ケージ的なるもの」に追い

込むことは、別のはずだ。動物たちを眼前から遠ざける社会では、自然はよそよそしい

他者になり、死者もまた影が薄くなる。そんな冷たい世界で、ぼくたちはもがいている。 

 

○ 〈東北〉がはじまりの場所になればいい（2012・3・29） 

・ 山内明美（やまうちあけみ）は東北とは何か、東北にとって復興とは何か、について考え

た。打ち砕かれた東北とは、実は、この国の明日の姿そのものだ。だとすれば、東北か

ら新しい社会の仕組みを見出す手立てを見つけるべきなのかもしれない。「〈東北〉が、

はじまりの場所になればいい。」 

・ 「鎮魂と再生」は、深い混乱と絶望の中で、身動きできなくなった被災者の再生へ向か

う声を集めたものである。破壊された世界で、どうやって生きていくのか。「被災地を生

きること」は、決して他人事ではない。 

・ 西條剛央（さいじょうたけお）は「人を助けるすんごい仕組み」で、ボランティア未経験の

著者が日本最大級のボランティアプロジェクトを作り上げる課程を描いている。ツィタ

ーなどの最新のツールを駆使し、支援したい人たちから支援を必要としている人たちへ、

必要なものがただちに届けられる「直行便」のようなシステムである。 

・ エンパワーメントという耳慣れないことばがある。それは、国や公の組織ではなく、個

人やある特定の目的のために自発的に生まれた集団が、公正で公平な世界を実現しよう

として、様々な力を発揮していくことで、「お上」に任せちゃいられない、自分たちの社

会は自分たちで作るさといって、外へとびだしていくことである。ガンジーの非暴力主

義独立運動もキング牧師の公民権運動も、エンパワーメントの一つであった。 

・ 自然によって引き起こされた今回の大震災が、実は、この国が構造的に持っていた欠陥

によって増幅されてしまった。「お上」にはこの問題を解決する能力がない、と疑っても

いた。だとするならば、わたしたち自身が直接「現場」に向かうしかないという思いが、

今芽生えつつあるのではないだろうか。 

・ 湯浅誠は反貧困運動に関わりながら、内閣参与として「お上」にも参加してきた。原理

に固執する社会運動の側からは、そもそも「お上」と共働することが妥協的だと批判さ

れた。辞任するにあたり「いま、信頼感と共感は社会化されず、不信感ばかりが急速に

社会化されている。敵を探して叩くバッシング競争から遠く離れ、許容量を広くとり理

解と共感を広げ、相手に反応して自分を変化させ続けていくしかない」と述べている。 

  民主主義とは、どんなに嫌がっても、主権者から降りられないシステムである。 

 

○ ぼくには「常識」がない（2012・4・26） 

・ 入学式は誰のための式か。教育委員会か、それともそれを指導している人のものなのか。

決して子どもたちのものではない。日の丸に礼、国歌斉唱、まるで入隊式のようである。 

・ 尾木直樹が述べている。「（日本の）みんなが『常識』だと思っていることが、実はそう

じゃないってことだ。世界で大学入試をやっている国はほとんどない。教育費は２から
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３倍払わされている。オランダでは時間割を決定するのは子どもたち自身、宿題もない」。

それでいて学力は変わらないのは「子どもたちの人権」が最優先されているからだ。 

・ 「あなたの国では子どもが悲惨な状態のまま放置されている。その場所は『学校』であ

る。」国連・子どもの権利委員会が子どもを不幸な状態に陥らせていると、日本に勧告し

た。桜井智恵子（さくらいちえこ）は「子どもの人権オンブズパーソン制度」で子どもた

ちが悲鳴のように、この社会の構造を変えて欲しいと訴えているという。「私たちの社会

は、子どもたちが引き継いでくれる。だから、大人は子どもに失礼のないように、思考

停止をしてはいけない。」 

ぼくたちの「常識」には「子どもに失礼のないように」という言葉がない。 

 

○ 標的探しをする人びと（2012・5・31） 

・「『うまくいかない人たち』による『守られている側』への攻撃は、一般社会でも広がって

いる」と安田浩一（やすだこういち）が「在特会」の謎を追いかける渾身のレポート『ネッ

トと愛国』で述べている。大阪での橋下人気も同じ構造であり、何故大阪で、ダンスホー

ルが摘発されているのか。もしかしたらダンスホールは「守られている側」にぞくしてい

るのかもしれない。 

 

○ぼくたちの「家族」はどこに？一から創り出すということ（2012・6・28） 

・ 多くの人たちは、最後は病院で死ぬものだと思っている。「死」は家から隔離されるもの

と思い込んでいる。そんな生き方を少し淋しいと思う。国森康弘の写真集「いのちつぐ

『みとりびと』」には「生ききった家族」を見送る、死者に寄り添う家族たちの明るい笑

いと視線が写っている。 

・ 吉田徹「いかに共同性を創成するか」では、ポピュリズムが世界で跋扈しており、人び

との不満を煽り、時には厳しい宗教的な倫理を訴える。「保革政党の差異性までもが消失

し、人びとの政治情念がより原理主義的な方向に向かうようになった」。誰もが、言葉に

ならない不満を感じているが、既成の政治家たちは、それを代弁する術を知らない。人

びとは自分が無視されていると感じる。自分は「代表されていない」と感じる。ポピュ

リズムは「あなたの声を代弁してあげよう」と訴える。ポピュリズムの最も根源的定義

が「人びとの創造」であるなら、それを批判するよりも、新しい共同性を創造すること、

新しい意味を持った「人びと」を創り出すことが必要である。 

・ 松本哉（まつもとはじめ 高円寺リサイクルショップ「素人の乱」店主）は大規模な脱原発デモを

組織した。外部からやって来た連中が勝手に騒いでいる、という批判に対し「実は店や

地域のつながりで集まってきた人もたくさんいます。ネットだけではなく、直接の人間

関係が非常に大きな力を発揮したように思います」「ひとり住まいの高齢者の方に配達や

買取りに行くとなかなか帰れない」目の前に、忘れられた人がいる。もしかしたら「家

族」からも忘れられた人なのかもしれない。松本はそんな人たちの「家族」になる。か

れらの声を「代弁」し、受け止めるのは、いわゆるポピュリズムの政治家なのか、松本

たちなのか。いま、その戦いが始まっている。 
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なにもかも一から創り出すしかないのだ。言葉も「家族」も政治も。そこにしか、未

来はないのである。 

 

○ 国も憲法も自分で作っちゃおうぜ（2012・7・26） 

・ 坂口恭平「独立国家のつくりかた」で、自分でもっとましな国を作っちゃおうと考えた。

国連への加盟申請。憲法の条文は一つで「困った人を助ける」だけである。 

・ 東浩紀は、「新日本国憲法」を作ってみせた。憲法は長い間「守る」べきものか「改正」

すべきものかのどっちらかだった。他にないのか？あるよ。「ゼロから作る」ことだ。「憲

法」を作るということは、いまの日本とは異なった、「新しい日本」を想像（創造）する

ことだ。流動し変化する世界に対応するために、もっとも必要なのは「新しい世界」の

有り様を想像することのできる「新しいマインド（心、考え方）」ではないのだろうか。 

・ インターネットで話題の「口語訳、日本国憲法」は、ネットの住人たちが様々な意見や

感想を即座に書き込み、それがリアルタイムで内容に反映される。東が民主主義の回生

のシンボルとした人びとの「一般意志」の反映の一つの姿である。 

・ 赤坂真里は「東京プリズン」の中で、大半の日本人が忘れてしまったこと、なかったこ

とにしてきたこと、考えまいとしてきたことに激突する。あの戦争が終わった直後、社

会が解体し、未来が見えなかった時期にこそ「新しい時代」を迎えるための「新しいマ

インド」を作らなければならなかった。そのためには、「古いマインド」を誠実に総括し、

清算しなければならなかった。だが、日本人はそれを怠った。少女が向かうのはその事

実だ。「新しいマインド」を作るために少女は、先行する世代がやり残した宿題をたった

ひとりで解こうとする。でも大丈夫、ひとりじゃないよ。いま、あちらこちらで、同時

に「新しいマインド」を作る試みが始まっている。 

 

○「社会を作る」ことは楽しい（2012・8・30） 

・ 国家と国民は同じ声を持つ必要はないし、そんな義務もない。誰でも「国民」である前

に「人間」なのだ。そして「人間」はみんな違う考えをもっている。同じ考えを持つも

のしか「国民」になれない国は「ロボットの国」だ（自民党はロボット政党のようです）。 

・ 「3・11」以降ぼくたちが生きているのは、欠陥に満ちた社会であったことが、多くの人

たちの共通の認識になりつつある。どんな社会をつくればよいのか。何 10年ぶりかで大

規模なデモがおこなわれている。「デモで社会が変わるのか？」の疑問に対し、柄谷行人

（からたにこうじん）は「デモで社会は変わる、なぜなら、デモをすることで『人がデモす

る社会』に変わるからだ」と答えている。後藤卓巳は「『デモによってもたらされる社会』

は必ずしも幸福な社会とは限らない」「ドイツのナチ党はデモや集会で台頭し、それを日

常化したのが第三帝国である」と述べているが、ぼくたちが目にする「新しいデモ」は

ナチの「独裁と暴力」から限りなく離れることを目指している。五野井郁夫が、「格差社

会の是正」を目指すオキュパイ・ウオールストリート（ＯＷＳ）運動の中で、「リーダー

をつくらず、コンセンサス（合意）方式で議論を行なう『ゼネラル・アセンブリー（総

会）』」に「新しいデモ」の在り方を見出した。「とことん意見を交わし、互いに耳を傾け
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あうような環境」。ここに独裁を拒むもっとも有効な知恵を感じる。「独裁体制から民主

主義へ」。独裁に対抗する最大の力は「非暴力」だと宣言している。（今回の安保法制に対す

る一連の「戦争をさせない・9 条壊すな！総がかり行動実行委員会」の国会前の大規模なデモと集会は、

まさに安倍独裁にたいする国民の結集による「新しいデモ」だと、現場で感じた） 

・ 小熊英二『社会を変えるには』は、「デモする社会」の可能性を深く探った本である。代

議制民主主義は、たかだか数百年前に成立した政治の一形態に過ぎない。「参加者みんな

が生き生きとしていて、思わず参加したくなる『まつりごと』が民主主義の原点。自分

たちが自分個人を超えてものを『代表』していると思う時、それと繋がっていると感じ

る時、ひとは生き生きとします」「動くこと、活動すること、他人とともに『社会を作る』

ことは楽しいことだ」。大田昌国も言っている「楽しさや解放感がある時の、人間の学び

方は、広い、深い、早い」と。 

 

○ 「暴論」なんかじゃない（2012・9・27） 

・ 東浩紀「福島第一原発観光地化計画」は暴論なのか。奇矯に聞こえ、批判を呼ぶことを

承知した上での発言である。それは、「原発事故」（を含む東日本大震災）に関して、一

番避けたい事態は「忘れる」ことであると、よく知っているからの発言である。日本人

は、「忘れる」ことの名人である。このままでは、きっと「フクシマ」も「津波の被害」

も忘れられてしまうので、決して忘れられないものにしようとしたのであり、暴論なん

かじゃない。 

・ いまの政治システムがおかしいのは、みんなわかっている。それなのに何も変わらない

のは、政治家たちに変える気がないからじゃないのか。そこで、「議会の任期は一年」「比

例代表選挙のみ」「内閣などを全部女性に変えてしまう」などを提案（片山杜秀）する。

すべて暴論ではなく、まともに聞こえる。ぼくたち自身の中に、「変化」を拒む何かが存

在しているのではないか。 

 

○ フタバから遠く離れて（2012・10・25） 

・ 双葉町町民の「避難」の記録映画のタイトルである。「難民」は「遠い」世界のできごと

ではなく、ぼくたちの国の中に存在していた。 

・ 井戸川克隆町長は、最初政治家たちに「原発立地」の立場から弱々しくお願いするだけ

だったが、やがてこの国の正体に気づき、変貌していく。こんな事態に陥ったのは、物

事の隠蔽を可能にさせている国民性にあると述べ、「民主主義とは何か」という問いに「任

せられる者と任せる者との信頼関係の下に、隠蔽や偽りがない代務を行なうことを原則

として、任せられる者は、任せた者の意向を勝手にできない約束ができていることが大

切です。『信頼』に大きな権限を与え、代務者に資格基準を求め、品性、品格、正義がな

ければならない。」と答えている。これは、民主主義に関するもっとも深い考察である。 

 

○被害者の度量、加害者の慎み（2012・11・29） 

・ 熊谷博子「むかし原発、いま炭鉱」で、石炭産業や企業が粉塵問題に対策を建てて来な
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かったのと、原発問題とは全く同じ構図であると指摘している。原発問題は「むかし」

から存在していた。 

・ 東郷和彦の「慰安婦問題」では、日韓関係の緊張の最大要因であり、「人道に対する罪」

であり、強制したかどうかは問題にならないとしている。 

・ 朴裕河（パクユハ）「独島（竹島）」問題は、「『過去』をもとにして現在を考えるのではな

く、『未来』に向けて現在を作っていかなければならない。攻撃の応酬を終わらせる鍵を

握っているのは『被害者側』であり、被害者の示すべき度量と加害者の身につけるべき

慎みが出会うとき、はじめて和解が可能になるはずである」と述べている。 

・ 必要なのは「和解」への道筋。そのためには、相手を「理解」しようとする強い思いが

なければならない。 

 

○ 自民党改憲案は最高の「アート」だった（2012・12・20） 

・ 最近、なによりも「現実」であるべき政治が「アート」みたいになってきた。今最高の

「アート」の一つは、自民党が発表した「日本国憲法改正草案」である。「公益及び公の

秩序」と言う言葉が乱発され、「表現の自由」はなくなっている。「公益及び公の秩序を

害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは認めら

れない」。もはや「主権は国民にはない」。どう考えても「アート」に違いない。わざと

反感を買うように表現している。 

・ 雑誌「アスティオン」の「それでも民主主義」では、「民主主義」は「もうライバルが残

っていない」ほど、優れた制度でありながら、いまきわめて危うい状態にある。これ以

上の制度が考えられないのなら、おれたちは「これ」をなんとか使えるものにする努力

をしなければならない。 

 

○ 選ぶのはキミだ決めるのはキミだ考えるのはキミだ（2013・1・31） 

・ ライムスターのアルバム「ダーティーサイエンス」のラップの詞。他の誰でもないんだ

（The choice is  yours）。大切なのは「インテリジェンス」で「対話出来る能力があ

る」ということ。 

・ 池上彰の「いい質問ですね」は「インテリジェンスがありますね」という意味。世の中、

それと正反対の方へ向かっているみたいで「対話」がない、つまり「インテリジェンス」

が存在しない。 

・ 玄侑宗久（げんゆうそうきゅう）「福島の再生なくして、何が『日本再生』か」で、「この国

の再生のために求めるのは、なにも特別なことではない。せめて、『一隅』に出向く誠意

と行動力、そして無駄使いせず、人生がわかる普通の政府が欲しい。それだけである」

と述べている。 

「普通の政府」それは「インテリジェンスのある政府」で、「対話」をする気が無い相手

（安倍首相はその代表）を無理にでも「対話」に誘い込まなきゃならない。池上さんがやっ

ているように。 
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○「壁」にひとりでぶつかってみる（2013・2・28） 

・ 一人一人が目の前で起こっていることを記録する。水俣病や被災地などの記録。いつか

未来の誰かがそれを読む。未来に繋がると信じる「ひとり」がいる。（後藤正文） 

・ この国はすごくヤバイみたいだ。なにかの蓋が開いたみたいに、毎日のように体罰やイ

ジメのニュースが流れる。自分たちを絶対正しいと考え、それに疑いを抱いた「ひとり」

の声をはねつける「壁」がある。目の前の「壁」は高く、分厚い。でも、それを壊すに

は、まず「ひとり」が必要なんだ。 

 

○ 大きな力に立ち向かう（2013・3・28） 

・ 鶴見俊輔は言う「1945年 9月 1日、学校へ向かう先生の足取りは重かった。それまで教

えてきたことの反対を、同じ生徒に教えなければならない。自分が問われる。それは国

に押し付けることでは済まない、自分自身の間違いである。先生も自分と同じ間違える

存在なら、何でも唯々諾々と受け入れることなどできない。生徒たちはそう考えること

が出来たが、それも束の間、すぐに全ては元に戻った。先生は国が公認した『正解』を

教える存在へ、生徒はそれを暗記する存在へ」 

・ 小熊英二は「再稼動反対」というのは、「個別の原発を再稼動するのに反対という狭い意

味ではなく『3・11 以前の日本を再稼動』するのは許せない」という意味だと解釈して

いた。この国はいま、「3・11以前再稼動」への道をまっしぐらに歩みつつある。震災と

原発事故は、この国の中に潜んでいた多くの闇を、ぼくたちの前にさらけ出した。 

・ “原発というのは、最悪の場合には誰かに死んでもらう命令を出さなければならないも

のであり、日本にその仕組みはない”。原発作業員はいう「『収束』などしていない。『収

束』したことにしたい人たちがいるのだ。東電は事故前の体質に戻っている。『もう震災

や原発事故は過去のことだと思っているのでしょうか』」（この文章から 2年半、未だに「収束」

はしていない。そして永遠に） 

・ 志賀理江子（写真家）はいう。「『北釜』に根付いた『地霊』のように、土地の人びとの内

奥の声を響かせる。そのことによって、過去を忘れ、責任や問題から目を逸らし、楽観

的に『未来』を語ろうとする『大きな力』に立ち向かっているように思えた」 

 

○ なんだかおかしい（2013・4・25） 

・ 就職活動「シューカツ」で授業やゼミに出られない。「なんだかおかしいですよね。わた

しは、勉強がしたくて大学に入ったのに」と大きなものに巻き込まれている学生の嘆き

が聞こえる。 

・ 「シューカツ」の中で、彼らは仮面を被ることを強制される。会社（社会）にとって有

益な何かをできる、積極的にしようとしている「何者」か、という仮面。そこに大きな

問題があることを、実はみんな気づいてきた。生活するすべてを「シューカツ」に捧げ

る「全身就活」。失敗した若者は、自分を全否定するに至る。「会社の支配がついにそこ

まで内面化した」（竹信三恵子） 

・ 「正社員」で就職できれば、どこでも飛びつく。ブラック企業が、「若者を使い潰す」。
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「建前と現実の乖離を『やる気』で埋めるという発想」は、かっての日本陸軍の、それ

と同じではないか。その経営理念、現場でもとめられるもの、そこにある社員像こそ「何

者」の典型的な姿である。 

・ 必要なのは、会社（社会）が押し付ける「何者」像ではなく、自分の言葉で作り上げる

「自分」の像なのかもしれない。湯浅誠の「政治を語る新しい作法」にも繋がっている。

「政治への絶望が、政治を語る言葉を貧しくした。だから、一から政治を語る自分の言

葉を作らねばならない」 

 

○ 膝がくっつくほどの距離で（2013・5・30） 

・ 韓流ドラマを流す TV局への「反韓」デモで、その刃をファンの「おばさん」たちに向け、

まるで非国民のように、まるで日本の男を裏切っているかのように罵倒される。憎しみ

を込めて「韓流おばさんは韓国へいけ！」と叩かれる現実。「反韓」感情の底に、根深い

「女性差別」を見つけ「この日本で、女でいることって何なのか？女であることも日本

人であることも全く一緒だ」と北原みのりは述べている。 

・ 慰安婦問題は「基金」の様々な事情によって、「無残に踏み潰されて」しまった。勃興す

るナショナリズム、それぞれの立場の「正義」を言い募ること、それらの狭間で主人公

であるべき「慰安婦」の人たちの「本音」はかき消されてしまった。 

・ 「生活保護」の申請をさらに困難にし、親族の扶養義務を強化している。「生活保護」の

現場を生々しく映す言葉が、今欲しい。 

・ 自民党が言い出している「改憲案」に関し、想田和弘は「学説やいろんな人の意見によ

らず、たった一人自分の言葉をつみあげている」と批判し「日本人は民主主義を捨てた

がっているのか？」にその内容は集約されている。 

・ いま、この国の人たちの中に、身も蓋もない言い方をするならば、「みんなで無知でいよ

うぜ、楽だから」というメッセージが蔓延しつつある。「彼らにとって、政治家のレベル

が低いことは好ましいことであり、むしろそのことを、無意識のレベルで熱望している」 

 

○ぼくらはみんな「泡沫」だ（2013・6・27） 

・ ドキュメンタリー映画「立候補」はいわゆる「泡沫候補」をあつかったものであるが、

有力政治家の橋下徹や安倍晋三よりずっとましに見えた。マック赤坂がいう「『泡沫』候

補なんて選挙にはいない！みんながそれぞれ確かな信念と政策を持って、命がけで立候

補している」 

・ 宇都宮健児は「制度として、市民自らが政治に参加しようにも、参加できない仕組みが

構造化されている」と言う。たとえば、世界一高い供託金であり、既成政党は多額の政

党交付金を受ける。 

・ 「政治家の言葉はよそよそしく聞こえる。政治家との道が全く閉ざされている。この断

絶は、はなはだしく、ある種の政治家の文章がたえずぼくらの頭上におっかぶせる暗さ、

重苦しさである。『どうしてこのような、悲しむべき断絶が、人間と人間のあいだに起こ

りうるのであろうか。そして、まだまだこのような断絶から、ぼくらはしばらく解放さ
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れそうにない』諦めに似た不透明な霧のようなものがぼくらを包んでいる。」そして、棄

権票は不気味に増えている。 

・ 「全日本おばちゃん党」はいう。「力が弱いもん、声が小さいもん、が大切にされる社会

がええねん」。なだいなだの「老人党」はいう。「生きている間は社会に責任があると思

っている」 

 

○ 悲しみを受け継ぐ旅へ（2013・7・25） 

・ 宮崎駿の「風立ちぬ」は戦闘機零戦の設計者をモデルにした映画である。美と技術の結

晶である零戦は、世界とこの国を焼き尽くした。だが、それは戦後復興を支える技術の

基礎にもなった。戦争の被害者は同時に加害者でもあった。善きものと悪しきものを区

別することはできないのである。そのことはいまも変わらない。そのことを知ってなお

前向きに生きていくこと。そう告げている。 

・ 伊吹文明は安倍首相への注文として「歴史を学んでいただきたい。戦争の実体験のない

総理大臣ですから。一部の『専門家』などの主張に影響されない発言、歴史の素養に裏

付けられた発言が大政治家には大切だと思います。」「歴史」を何故学ばなければならな

いのか。それは、ぼくたちが不完全な「善きものと悪しきもの」が混ざり合った人間だ

からだ。そして、そのことをぼくたちがしょっちゅう忘れてしまうからだ。 

・ 戦争や災害といった人類の負の足跡をたどりつつ、死者に悼みを捧げると共に、地域の

悲しみを共有しようとする観光の新しい考え方に「ダークツーリズム」がある。チェル

ノブイリ、沖縄戦跡、広島原爆ドームなどを訪れるツアーである。「チェルノブイリツア

ーは、そこを訪れた人に、正しい情報を与えるということに加え、参加者に対して哲学

的で、エモーショナルな問いかけがあるということだ」と津田大介は述べている。 

・ 「原子力発電」は、夢の技術であると同時に、悪夢を呼び覚ます技術でもあった。その

ことに気づいたとき、ぼくたちは「零戦」も同じ存在であることを思い出す。だとする

なら、「風立ちぬ」もまた、それを観るものに「哲学的で、エモーショナルな問いかけ」

を行なう、時を超えた「ダークツーリズム」ではないだろうか。「忘れない」という言葉

だけでは、風化を押しとどめることはできないことを、みんなよく知っている。 

 

○戦争を知らない世代こそが希望なのだ（2013・8・29）    

・ 古市憲寿（ふるいちのりとし）は、世界中の戦争博物館を訪ね歩き「誰も戦争を教えてく

れなかった」を書いた。「その国が戦争をどのように考え、それをどう記憶しているの

かを知ることができる」場所である。日本はどうなっているのか。日本人の戦争に関す

る記憶をたどり、ついに「戦争を知らなくていい」という結論にたどりつく。「ぼくた

ちは戦争を知らない。そこから始めていくしかない。戦争を知らずに平和な場所で生き

てきた。そのことをまず、気負わずに肯定してあげればいい」 

・ 「モモクロ」に「あの戦争」に関する質問をする。彼女たちはうまく答えられない。で

も「戦争は嫌だ」という。「モモクロ」は、論壇誌に書いている人たちが持っているよう

な常識は持たない。けれど、彼女たちの「無知」にこそ、希望があるのだと、古市は考
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える。 

・ 「戦後」という時代は、「戦争の体験」を持った人たちが作り出した。だとするなら、そ

の後に来るのは、受け売りの「戦争の体験」ではなく、自分のかけがえのない、「平和の

体験」を持つ人たちが作る時代であるべきだ、という考え方に共鳴する。 

 

○甘えているわけではない（2013・9・26） 

・ 曽野綾子の「出産したら女性は会社をお辞めなさい」は、単に働く女性へのバッシング

ではなく、上野千鶴子が指摘したように「セクハラ、パワハラ、マタハラと職場にタブ

ーが増えて、男が好き勝手できなくなっちゃった。そんなの俺たちイヤだよ」という、

潜在する男性の考えを代弁している。ヘイトスピーチと同じ本質である。 

・ 上野は「生活保護不正受給バッシングとまったく同じ」と言い、高橋秀美は「どんな制

度でも悪用したり、甘える人はいるものです。だからといって制度自体が悪いわけでは

ありません。少数の違反者を取り出し、まるで、全員に問題があるかのごとく装ってな

される」と言っている。ヘイトスピーチやバッシングを行なう当事者の多くが、じつは

社会的弱者に分類される。妬ましいのだ。彼等の気持ちは理解できないこともないが、

曽野のような恵まれた立場の人が、後輩である若い、働く母親たちを後ろから撃つよう

なまねをすることは、理解できない。 

・ 「普通」ではない生き方を選んだ「非婚の母」は、社会から排除されていく。結婚を目

指す女性の不幸は、男性の不幸であり、社会全体の不幸である。 

 

○ あるひとりの女性のことば（2013・10・31） 

・ 美智子皇后のお言葉「読書は人生の全てが、決して単純でないことを教えてくれました。

私たちは、複雑さに耐えて生きていかなければならないということ。人と人との関係に

おいても。国と国との関係においても」「今年は憲法をめぐり、例年に増して盛んな論議

が取り交わされていたように感じます」とした後、「五日市憲法草案」について「近代日

本の黎明期に生きた人々の政治参加への強い意欲や、自国の未来にかけた熱い願いに触

れ、深い感銘を覚えた」と書かれたあと「長い鎖国を経た 19世紀末の日本で、市井の人々

の間に既に育っていた民権意識」と続くくだりで、わたしはことばにならない思いを感

じた。 

・ 「論壇」は政治や社会について考え、語り、時に批評し合うところだ。なのに、そこで

使われることばが、自分たちとは無関係であるように感じる。自分たちとは「遠い」と

ころで、話されているように感じる。皇后のことばを読み、それから、そこでとりあげ

られた人々のことばは、「社会の問題」を「自分の問題」とした考え、そして、それを「自

分のことば」で伝えることができる人々たちだった。そして、そのようなことばだけが、

遠くまで届くのである。 

 

○「考えないこと」こそが罪（2013・11.28） 

・ 田中康夫は「なんとなく、クリスタル」の中で、「将来人口の漸減化」「高齢化した社会」
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の到来を不気味に予言している。いまや、差し迫った現実は想像よりも、ずっと恐ろし

い。 

・ 増田寛也は中公の「壊死する地方都市」で「地方が消滅する時代がやってくる。地方か

ら若者が流失し、残された高齢者たちの絶対数もまた減り、地方経済はさらに苦しくな

る。若者は大都市へ流入するが、都市に若者たちを受け入れる能力はもうなく、「使い捨

て」られる若者たちには、子どもを生み育てる余裕がない。結果的に国全体の人口をひ

たすら減少させていく。『人口のブラックホール現象』だ」と言っている。 

・ 100年後、この国の人口は３分の１となり、高齢人口は 40％を超える。藻谷浩介（もたに

こうす）は地方に「去る」若者にかすかな希望を託す。「子どもたちが帰ってこられるむ

ら」作り。いま、置き去りにされた地方から、若者たちに差し出される手がある。 

・ 「在特会」の「朝鮮人は死ね」といったヘイトスピーチの主張にハンナ・アーレント（第

57回読書会「今こそアーレントを読み直す」参照）がアイヒマンについて持った「凡庸な悪」（「イ

ェルサレムのアイヒマン」参照）を見出す。深みの無い「凡庸の悪」であるからこそ底無しに

広がってゆく可能性がある。彼らは特殊なのではない。私たちの社会の中に、彼らの考

えに同調する素地がある。その「凡庸の悪」に染まり、世界を滅ぼそうとしているのは

「在特会」とその支持者だけだろうか。ハンナ・アーレントはアイヒマンの罪は、「考え

ない」ことであると言っている。なにも「考えない」ことが罪になるのである。原子力

発電の意味、高齢化や人口減少について考えていただろうか。日々の暮らしに目を奪わ

れ、それがどんな未来に繋がるのかを「考えない」でいたのではないだろうか。だとす

るなら、私たちもまた、「凡庸な悪」の担い手の一人なのかもしれない。 

 

○ ＤＶ国家に生まれて（2013・12・19） 

・ 秘密の内容や罰則適用について拡大解釈が危惧されている「特定秘密保護法案」が成立

した。佐藤優は「特定秘密に該当する情報は国民のものではなく官僚のものになる」と

警告している。 

・ 様々な社会的「弱者」がバッシングを受けている。「従軍慰安婦は戦争につきもの」とい

う政治家（橋下徹）。「子どもが生まれたら会社を辞めろ」という女性評論家（曽野綾子）。

新しい政権（安倍）が強固な政策を次々と打ち出し、対話ではなく力でその政策の実現

を図ろうとしている。同時に、力とはおよそ正反対の「愛（国心）」という言葉を叫ぶ不

思議さ。この国の政治が、パートナーに暴力を振るう、いわゆる DVの加害者に酷似しつ

つあるように思える。彼らはパートナーを「力」で支配し、経済的自立を邪魔し、それ

にもかかわらず、自らを「愛する」よう命令するのである。（サディスティックでマゾな「変

態国家」の様相です） 

・ 「特定秘密法」は、通常の日本語では意味が判らない。ほとんどの日本人に意味がとれ

ないことばで書かれた「重要」法案とは何なのだ。「ツワネ原則」（国家安全保障と情報への

権利に関する国際原則）は、「公権力が保持する情報」にアクセスする権利があることを、

民主主義社会の根幹にしている。知る権利の価値を軽んじる「特定秘密法」とは鋭く対

立する。この「原則」でもっとも感銘を受けたのは、ことばを理解することのだれにで
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も「わかる」ことである。「ツワネ原則」（の文章）は読むものすべての心を明るく、励

ます。 

 

○ ぼくたちはみんな忘れてしまうね（2014・1・30） 

・ 大島渚のドキュメンタリー「忘れられた皇軍」が半世紀ぶりにＮＴＶで放映された。そ

こに登場するのは「元日本軍在日韓国人傷痍軍人会」の 12人で、戦後、軍人としての恩

給は支給されなかった。「あなたたちは韓国人だから韓国政府に陳情せよ」と。「眼なし、

手足なし、職なし、補償なし」の旗を掲げ街頭で募金をつのったが、日本人は冷ややか

だった。彼らがもし戦死していれば、靖国に「英霊」として祀られただろうが、生き残

った者には一銭も払われない。「日本人たちよ、私たちよ、これでいいのだろうか」と最

後にナレーションは叫ぶ。この半世紀に答えはでたか。問題はすべて「解決済」なのか。 

・ 「ニューズウィーク日本版」の「劇場化する靖国問題」で「今の日本には『２つの靖国』

が存在していると書いている。」それは、「中国と韓国がむき出しの感情をぶつけ、結果

的に外交の道具と化した『ヤスクニ』そして、外国からの批判に惑わされ、日本人自身

が見失ってしまった慰霊の場としての靖国」だ。 

・ 日本遺族会会長尾辻秀久参議院議員は「苦いおもいをかみしめ」ながら、この混乱は、

日本人が自らの過去と向かい合ってこなかったツケだ、という。合祀された A 級戦犯た

ちの問題がいつまでもくすぶり続けるのは、日本人自身の手でかれらの責任を問わなか

ったからではないのか、と。 

・ 「週刊現代」は、「嫌中」「憎韓」「反日」にふれ、なんでお互いそんなにムキになるのか？

「憎しみの連鎖」が続く現状を「常軌を逸している」とし、日本人の根底にある「差別

意識」に触れる。「憎しみ」の言葉は、問題を解決できない社会が、その失敗を隠すため

の必須の品なのだ。 

・ 父親の２人の兄（伯父たち）は、アッツ島とルソン島で「玉砕」（上の伯父は実際には、旧ソ

連「カザフ共和国」の収容所で戦病死している。ルソン島で亡くなった伯父に関しては、2015・7・22 付

けの朝日「高橋源一郎さん『慰霊の旅』」に詳細が掲載されている）。伯父の霊は靖国にはない。「彼」

がいる場所があるとしたら、祖母や父の記憶の中ではなかったか。「公」が指定する場所

ではなく、社会の喧騒から遠く離れた、個人のかけがえのない記憶こそ、死者を追悼で

きる唯一の場所ではないかと考える。 

 

○新しい「物語」はまだ（2014・2・27） 

・ 私たちは沢山の「物語」に囲まれていきている。そのこと自体は、良いことでも悪いこ

とでもない。「良き物語」と「悪しき物語」が、あるいは人を助ける「物語」と人を傷つ

ける「物語」があるだけだ。 

・ 都知事選は、「脱原発派」もしくは「リベラル」と呼ばれる 2 候補が敗れ、「極右」候補

が大きく得票を伸ばした。特に若者層の得票が多かった。衝撃を受けた人も多かった。

宇野常寛は「リベラル勢力は、自分たちの言葉が届かない若い層が、これだけいること

を軽視してはいけない。リベラル勢力は数十年前から更新されない言葉で教条的かつ精
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神論的な憲法９条擁護論を繰り返すだけで、現実に存在する国民の不安に対応しようと

しな」かったのだ、と。宇野は都知事選では、ネットを中心に活躍している IT 企業家、

家入一真（いえいりかづま）を支持した（家入の得票は 88,936 票で 16 人中 5 位。供託金はクラウド

ファンディングで 700 万以上集める）。誰かが決めた政策に「○か×か」で答えるのではなく

「政策そのものをみんなで考える」ことに共鳴したからだ。だが、選挙活動を手伝いな

がら違和感をもつ。候補はともかく、「風紀委員のような」「周囲の人たち」が「人間の

心を動かすのは『ロジック（正しさ）』ではなく『エモーション（楽しさ）』であること

を知らないと感じたから。 

・ 不気味に広がる、他者を排撃する「物語」。それに対抗すべき新しい「物語」は、自らの

中になお残る古い「物語」と、決別し得ていないのである。 

 

○新しい幸福の形はどこにあるのか（2014・3・27） 

・ 「週刊東洋経済」（2014・2・15 日号）の特集「高齢ニッポンを考える」は、私たちの社会

の「今」を恐ろしく鮮明に描いている。もうすでに「単身世帯」が最多で標準世帯とな

り、2030 年には「中高年男性の４人に 1 人が一人暮らし」。その果てに待っているのが

「認知症」。10 年後はその数 1,000 万人を超える。難問がからみ、加速度的に「超高齢

化社会」へ突き進んでいて、政府の施策はその後を追うのが精一杯である。 

・ 聳え立つ難題とどう立ち向かうかが焦点である。「認知症ケア」では、見つめ、触れ、語

りかけ、「同じ人間の仲間である」と感じさせることで、「認知症」の進行を遅らせるこ

とが可能とのこと。それは、「高齢化」の中で、社会が見つけた新しい形の「つながり」

なのかもしれない。 

・ 都築響一の「独居老人スタイル」では、「ひとりで生きる」老人たちの中で、自分の好き

なこと、趣味を行なっている老人たちは、経済的には恵まれてはいないが、その暮らし

は、不思議な幸福感に満ちている。「年齢だけちょっと多めの元気な若者」が最後に手に

入れたのは「自由」だったのかもしれない。では、ほんものの「若者」たちは、何を手

にすることができるのか。「人間関係も社会的地位」もなく、失うものが何もないから、

罪を犯すことに心理的な抵抗のない「無敵な人」が増えている。 

・ 「孤独」は人をより「自由」にすることができる。けれども、同時にそれは、人を底知

れぬ不安に突き落とすことができる。未来社会で、私たちはみんな「ひとり」になって

いくのかもしれない。そこで、私たちは、どんな新しい「幸福」の形を見つけることが

できるのか。 

 

○わたしたちは自ら望んで「駒」になろうとしているのかもしれない（2014・4・24） 

・ 大学生のバイトが増大している。仕送り額がこの 16 年間（2012 年）で３割減。奨学金は

今や有利子の学生ローン化している。 

・ 「ブラック化する教育」（現代思想）で大内裕和は「一定の学校を卒業すれば就職できて、

一定の生活ができるという関係そのものが崩れた。学力低下、学習意欲や規範意識の低

下という形で噴出してきた現象は、教育問題というより労働問題だった」と述べている。
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大学を出ることは、もうなにも保証しないし、そもそも、そこまでたどり着く可能性を

最初から奪われた者がいる。それが若い人の現状である。新自由主義の下に、あらゆる

ものが市場にさらされるようになった。学生たちは、取替えの利く「駒」の予備軍とな

ってしまった。 

・ アメリカでは教育の市場化によって公教育が崩壊してしまった。「豊かなビジネスの土

壌」になってしまった学校の新しいモデルが「チャータースクール」である。無許可の

インストラクターが一度に 130人の生徒をモニターすることによって、1年間で約 50万

ドル節約。経済的合理性を、すべての行動の基準と考える新自由主義の原理は、私たち

の「心の奥底」まで浸透している。 

  私たちは、自ら望んで「駒」になろうとしつつあるのかもしれない。私たちは、立ち向

かわなければならないのだ。まず、私たち自身の内側と。 

 

○ぼくらの民主主義なんだぜ（2014・5・29） 

・ 台湾立法院は 3月 18日数百の学生により占拠された。ＮＨＫＢＳ１「議会占拠 24日間

の記録」によると「撤退するかどうかについて幹部だけで決めるのは納得できない」と

の意見に対し、リーダーは丸 1日かけて、占拠に参加した学生たちの意見を個別に聞き、

撤退を決めた。「撤退の方針は個人的には受け入れ難いです。でも、ぼくの意見を聞いて

くれたことを、感謝します。ありがとう。」この小さなエピソードの中に、民主主義の本

質が浮かび上がっている。 

・ 民主主義は「民意」によって、なにかを決定するシステムだ。だが、民意はどうやって

計ればいいのか。結局のところ、「多数派」がすべてを決定し、「少数派」は従うしかな

いのだろうか。民主主義とは、意見が通らなかった少数派が、それでも「ありがとう」

ということの出来るシステムだ。 

・ フィンランド政府は、原発からの廃棄物処理施設を描いた映画（100,000年後の安全（レ

ジュメ 2P「スローな民主主義にしてくれ」参照））で、「すべて」を見せることを政府がためら

わなかった。これに対し国民は「あなたたちの考え方には反対だけど、情報の公開をた

めらわず、誠実に対応してくれてありがとう」と応答した。そこに存在していたものが

「民主主義」だとすれば、我国には、まだ「民主主義」は存在していない。 

・ 政治（に参加すること）は、苦しみばかりでつまらぬものだ、という「常識」がある。

私たちの中で「民主主義」は一つの固定した「常識」になっていないだろうか。ルソー

の「社会契約論」では、「一般意志」（民意）は、意見の違いが多ければ多いほど、その

真の姿を現すことができるのである。そこに垣間見える民主主義の姿は、私たちの「常

識」とは異なっている。 

・ もしかしたら、私たちは「正しい」民主主義を一度も持ったことなどないのかもしれな

い。「民主主義」とは、ハーバーマス（ドイツの哲学者・政治学者）の言葉を用いるなら、一

度も完成したことのない「未完のプロジェクト」なのだろうか。 

 

○「アナ雪」と天皇制（2014・6.26） 
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・ 中森明夫の「皇太子妃が『ありのまま』生きられないような場所に、未来があると思え

ない。」の論考に対し中央公論はどういうわけか掲載を拒否した。（中公は以前から読売資本

の雑誌である） 

・ 上野千鶴子は、憲法を一から選びなおす「選憲」の立場から、象徴天皇がある限り「日

本は本当の国家とはいえ」ない。「人の一生を『籠の鳥』にするような、人権を無視した

非人間的な制度の犠牲には誰にもなってもらいたくない」 

・ 赤坂真里は敬宮愛子（としのみやあいこないしんのう）様が、従兄弟に男児（かくべからざる

存在）が誕生したとたん、女だからダメだと言われることに対し「この素朴さには根拠

がないけれど、素朴で根拠のない信念こそは強固なのだ」と述べている。 

・ 上野も赤坂も同じ視線である。制度に内在している非人間的なものへの強い憤りと、さ

さやかな「声」を聞こうとする熱意である。「弱い」個人の内側に耳を傾ける。男性優位

のこの社会で、彼女たちが弱者の側に立たされていたからに他ならない。誰かの自由を

犠牲にして、自分たちが自由になることはできない。 

・ 原武史は「皇后考」で「今の『天皇制』は、近代に生まれた、たかだか百数十年の歴史

しかない。そもそもは『女性優位』で、皇后は天皇より上位の存在になることが出来る」

と言っている。 

「皇室典範」の思想は、「男性優位」社会の思想の下に人工的に作られたもの。人工的に

作られたものはどのような制度でも変えられる。 

・ 堀江貴文は、皇室への敬意がたりない、皇太子を何だと考えているのかの質問に「人間」

と簡単に答えた。いいこというね、ホリエモン。 

 

○ 現実はもっと複雑で豊かだ（2014・7・31） 

・ ロシアがクリミアを併合したいま、ウクライナの作家の立場は厳しい。リュドミラ・ウ

リツカヤは「当面は戦争が続きます。ウクライナで起こったような自動小銃と装甲車に

よる戦争ではありません。戦争は秘かに続けられます」と書いた。「私たちは既に『見え

ない戦争』に巻き込まれている。格差・貧困・環境、様々な理由で人々は倒れてゆく。

それもまた『戦争』だ」。かれらを倒した「見えない銃弾」をはなった者がどこかにいる

のである。 

・ ピケティの「21世紀の資本論」が世界中で話題である。現代の社会の核心をつく問題提

起をおこない、富める者はますます富み、そうでない者との格差は開き続けるだろうと

書いた。赤木昭夫は、ピケティで注目すべきなのは、多くの学問が専門という名の下に

その内部に閉じこもろうとしている中で、「広大なテーマへ」野心的に取り組もうとした

ことだ、としている。人々が攻撃的になるのは、視野を狭くしているからだ。世界を、

広く、深く、複雑なものとして見ることを忘れないようにしたい。いま強くそう思う。 

 

○ 想像する、遠く及ばなくとも（2014・8・28） 

・慰安婦問題で、秦郁彦（はたいくひこ）は「慰安婦と戦場の性」の中で「慰安婦たちの言葉

を裏付ける証言をするものなどおらず、彼女たちの言葉は信ずるに足りない」と言ってい
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る。ほんとうにそうなのだろうか。多くの小説家（田村泰次郎、古山高麗雄（ふるやまこま

お）等）が、同じ人間として生きる慰安婦たちの過酷で、鮮やかな姿を書き残している。

「彼女は、生きているとしたら、どんなことを考えているのだろうか。彼女たちの被害を

償えと叫ぶ正義の団体にたいしては、どのように思っているのだろうか。そんな、わかり

ようも無いことを、時に、ふと想像してみる。そして、そのたびに、とても想像の及ばぬ

ことだと、思うのである。」 

・ 戦後 70 年近くたち、「先の戦争」の経験者たちの大半が退場して、いま、論議するのは

経験無き者ばかりである。慰安婦は「資料」の中では単なる数に過ぎないが、一人一人

がまったく異なった運命を持った個人である。「当事者」が「そこ」にはいたのだ。その

当事者のことが、もっとも近くにいて、感受性を持った人間にとってすら、「想像の及ば

ぬこと」だとしたら、そこから遠く離れた私たちは、もっと謙虚になるべきではないだ

ろうか。性急に結論を出す前に、わたしは目を閉じ、静かに、遥か遠く、ことばを持て

なかった人々の内奥のことばを想像してみたいと思うのである。それが仮に不可能なこ

とだとしても。 

 

○〈個人的な意見〉「愛国」の「作法」について（2014・9・25） 

・ 朝日の大きな二つの誤報（慰安婦問題及び吉田調書）に関し擁護のしようもないが、ひど過

ぎる罵詈雑言の嵐。そして、「反日」や「売国」といった言葉が頻出する。気がつけば、

おれたちの国では、その「語法」が「憎しみ」と軽侮に満ち、相手を一方的に叩きのめ

す「語法」として広がっている。 

・ 2001・９・11のニューヨークでの同時多発テロの際、アメリカ人作家スーザン・ソンタ

グは「まず、共に悲しもう。だが、みんなで一緒に愚か者になる必要はない。テロの実

行者たちを『臆病者』と批判するが、その言葉は彼らにではなく、報復の恐れの無い距

離・高度から殺戮をおこなってきた者（我等の軍隊）の方がふさわしい。欺瞞や妄言で

は何も解決しない。現実を隠蔽する物言いは、成熟した民主国家の名を汚すものだ。」と

発言したが、「団結」を乱すものとして、全米で憤激を巻き起こした。「売国奴」と見な

され、殺人予告されるまでに至ったが、それでも発言を続けた。 

・ 彼女は殺されても仕方ないと思っていたのかもしれない。愛する祖国が、憎悪にかられ

て、暴走するのを止めるために、「正気」に戻るよう促すためには、それしか方法がなか

ったのかもしれない。実際アメリカは「イラクには大量破壊兵器がある」という情報を

捏造し、戦争を開始した。ソンタグのような人間こそが、最高の愛国者だと思う。おれ

には無理だ。そんな勇気はない。 

・ ソンタグは言っている。「ときとして、真実を語っても正義の増大にはつながらないし、

正義の増大が真実の相当部分を押さえ込む結果になるかもしれない。私自身の見解は、

もし真実と正義のどちらかを選ばざるをえないとしたら――もちろん、片方だけを選ぶ

のは本意ではないが――真実を選ぶ」。この言葉を朝日新聞に贈りたい。「誤報」問題が

起こったのは、自分たちの「正義」を絶対視してしまったからであるように思える。人

は間違える。組織や社会も間違える。国もまた間違える。それがすべての出発点である
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ように思える。 

・ 自称「愛国者」たちは、「愛国」がわかっていないのではない。「愛」が何なのかわかっ

ていないのだと、おれは思う。こんなことをいっているとおれも、間違いなく「反日」

と認定されてしまうな。いやになっちゃうぜ。 

 

○支配と服従が横行する国で（2014・10・30） 

・「外国人技能実習制度」は、実際には「技能」の「研修」などないに等しく、外国人を単

に「安価な労働」として取り扱われている。恋愛や妊娠・携帯は禁止の契約。破ると強制

帰国。そこでは転職（職場移動）の自由がなく、強制帰国の例があとを絶たない。正常な

労使関係が存在せず、支配・服従の関係が横行する制度がまかり通っている。米国の基準

であれば人身売買にあたる。 

・ 外国人だから、自由も人権も奪われていても気にならない、という社会では、自由や人

権も空語でしかない。石橋湛山は、「他国のことを知らない国民は結局、自分たちのこと

も知らない。わが国民がいかに支那を知らざるかは、排日読本に対する我国民の認識不

足によってみてもわかる。と同時に、これはまた、我が国民がわれ自らを識らざる証拠

とすることもできる。」と述べる。 

 

○ 記憶の主人になるために（2014・11・27） 

・ 朴裕河（パクユハ）の「帝国の慰安婦」は峻厳さに満ちた孤独な本である。「朝鮮人慰安婦」

問題は、日韓の間に深刻な修復不可能と思えるほどの亀裂を生み出した。「朝鮮人慰安婦」

たちの戦場に連れ出した「責任」と「罪」の主体は、帝国日本であるとしながら、同時

に、実際に彼女たちを連れ出した朝鮮人同胞の業者と、そのことを許した「女子の人生

を支配下に置く家父長制」を厳しく批判する。「謝罪」すべきなのは、帝国日本だけでは

ない。「韓国（および北朝鮮）の中にも慰安婦たちに『謝罪』すべき人たちはいる」その

ことは忘れ去られてしまった。 

・ 植民地に生きる者は、時には本国民よりも熱く、その宗主国に愛と忠誠と協力を誓った。

それが真意でなかったとしても、そのことは、忘れるべき「記憶」だった。彼女たちの

真実の声は日本と韓国、どちらの公的な「記憶」にとっても不都合な存在だった。慰安

婦たちは、いまは自分自身の「記憶」の主人であることを拒まれている。自らの記憶の

権利を奪われ、他者の望む記憶だけを持たされれば、従属を強いることになる。 

・ 木村幹は「日韓歴史認識問題とは何か」で「なぜ歴史認識をめぐって、不毛とも思える

激しい争いが繰り広げられるのか。何故突然問題として浮上するのか。それは『過去』

というものが決して終わったものでなく、その『過去』と向き合う、その時代を生きる

『現代』の問題だからだ。過去の侵略行為を支えた偏見も現在に生き続けており、それ

を排除するために積極的な行動にでないかぎり、現在の世代の心のなかにしっかりと居

座り続ける」と述べている。 

・ 遥か昔に植民地支配と戦争は終わった。だが、それはほんとうに、遠い「過去」の話し

だろうか。違う。戦争を招いた、偏見や頑迷さが、いまもわたしたちの中で生きている
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のなら、その「過去」もまた生きているのである。 

 

○ クソ民主主義にバカの一票（2014・12.25） 

・ 総選挙、与党３分の２超え。「選べない」「選びたい人も党もない」の声多数。投票率５

２％。ほぼ半数が棄権。その声にならない呻きを、聞き取る政治家はいるのだろうか。 

・ 千木良悠子（ちぎらゆうこ、作家・女優）は「黙って行く」派。年長者たちはなぜ「いいか

ら黙って行け」といったのかを考えた。「『民主主義』というものには形も色も味もない。

現行の制度に問題は山積みなのかもしれないが、それは、過去に同じ地に生きた人々が、

命を懸けて勝ち取ったかけがえのない遺産であるらしい」 

・ 森達也（映画監督）はもう行かない派。「選挙前から与党の勝ちと結果はわかっている。メ

ディアは権力を監視する機能を放棄しかけているし、ほぼ現政権の広報機関だ」どうし

ようもない。「だからもう投票には行かなくてもいい。落ちるなら徹底して落ちたほうが

いい。敗戦にしても、原発事故にしても、この国は絶望が足りない。何度も同じことを

繰り返している。だから、もっと絶望するために、史上最低の投票率で（それは要する

に現状肯定の意思なのだから）一党独裁を完成させて欲しい。その主体は現政権ではな

い。この国の有権者だ」 

・ しりあがり寿は「行く」派。ひどく困惑している。選べないし、選ぶ材料がない。必死

の思いで投票先を決める。「とにもかくにもなんだかなーの選挙のクソッタレな民主主義

だけど、ほかにない以上こいつをなんとかしていかなきゃいけない。スキマだらけでバ

ラバラのこの国が、全員参加のダイナミックで密なネットワークで皆が納得する意思決

定の仕組みを作り上げたい。一体どうしたらいいのか。今はわからない、全然わからな

い。ごめんなさい。『民主主義を諦めていないぞ』ってことだけで投票に行く。投票先は

民主主義だ。クソ民主主義にバカの一票！」 

・ 投票したい先は、現実の何かではなく、もっと先にある理想の何か。だが実際には、し

かたなく、現実の政党か人で我慢する。それには限界がある。政治家たちには気づいて

ほしい。さもなければ、有権者たちは、さらに先に進むだろう。 

・ 田中康夫は言う。「お金などにはとても換算できない、人間として生きて行くことの確か

さを実感し合える営みなのだと思う。恋愛もヴォランティアも。そして、僕が足を踏み

入れていた行政や政治も本来は」 

 

○ そこはつねに、それ以上のことがある（2015・1.29） 

・ 「イスラム国」で 2人の日本人が人質となる。（1・20拘束写真公開、1・24湯川榛名氏殺害、1・

31後藤健二氏殺害） 

・ スーザン・ソンタグは言っている「意見というものの困った点は、私たちはそれに固着

しがちだという点である。何ごとであれ、そこにはつねに、それ以上のことがある。ど

んな出来事でも、他にも出来事がある」。目に見えるそれ、とりあえずの知識で知ってい

るそれ。それ以上のことがそこにはある。そのことを覚えておきたい。なにか「意見」

があるとしても。 



 24 

 

○ 「怪物」は日常の中にいる（2015・2・26） 

・ 「人質問題」の湯川遥名（ゆかわはるな）さんは実は、「ふつうの人」だったように思える。

そのことが、わたしには、とても悲しかった。後藤健二（ごとうけんじ）さんの本は、あ

えて「少年・少女」に向けて語った。なぜだろうか。後藤さんが見つけて来る物語に、

聞く耳を持たないおとなたちに絶望していたからなのだろうか。カメラマンの亀山亮は、

日本のメディアの多くが危険な紛争地帯に自社スタッフを送ることに消極的になったと

し「日本のメディアはヒステリックな自己責任論で個人へのバッシングを繰り返した。

日本のメディアはなんの保障もせずにフリーランスをイラクに行かせ、問題が起きると

即切り捨てる。その手口は、やくざな手配師と日雇い労働者の関係そのままだった」と

書いた。 

・ 「イスラム国」を「狂信的テロ集団」と呼び、「非人間的」と糾弾する声が多い。ほんと

うに彼らは、想像を超えた「怪物」なのか。田原牧（たはらまき 東京新聞特別報道記者）は違

う、という。「彼らは決して怪物ではなく、私たちのはらんでいる病巣の表出ではないか」

「彼らをまったくの異物と見なす視点には、自らの社会が陥った“狂気”の歴史に対す

る無自覚が透けている」「彼らがサディストならば、ましだ。しかし、そうではない。人

としての共感を唾棄し、教義の断片を無慈悲に現実に貼り付ける『コペピ』。この乾いた

ゲーム感覚ともいえるバーチャル性が彼らの真髄だ。この感覚は宗教より、現代社会の

病的な一面に根ざす」。だとするなら、私たちは、この「他者への共感」を一切排除する

心性をよく知っているはずだ。「怪物」は遠くにではなく、私たちの近くに、いま日常的

に存在している（いま日本には厚顔無恥でサディスティックな独裁政権が存在している）。 

・ 反知性主義（「現代思想」）で酒井隆史は「ネット上にあふれる排外主義、レイシズム（人

種差別主義）、あらゆる差別の攻撃的言語」について、そこにあるのは「反知性主義」とい

うより一種の知性主義であり、自らが「非知性」と断じるものへの強い嫌悪である、と

した。自分と異なった考え方を持つものは「知性」を欠いた愚か者にすぎず、それ故、

いくら攻撃してもかまわない、という空気が広がる中で、日 「々怪物」は成長し続ける。 

 

○知らないからはじまる（2015・3・26） 

・ 俳優、菅原文太の特徴は、対話に際して、まず「知らない」と宣言することだ。不勉強

な人間ではなく、常に、真剣勝負で問題意識を持って読書していたようである。 

・ 内田樹（うちだたつる）は『日本の反知性主義』で書いている。「バルト（ロラン・バルト 20

世紀のフランスの思想家）によれば、無知とは知識の欠如ではなく、知識に飽和されている

せいで未知のものを受け容れることができなくなった状態を言う」。逆にいうなら、「知

性」とは、未知のものを受け入れることが可能である状態のことだ。菅原のように、で

ある。 

・ 森本あんりは、「反知性主義には・・単なる知性への反対というだけでなく、もう少し積

極的な意味を含んでいる・・知性そのものでなくそれに付随する『何か』への反対で、

社会の不健全さよりもむしろ健全さを示す指標だったのである」そして、森本は「知性
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と権力の固定的な結びつき」や「知的な特権階級が存在すること」に対する反感が、本

来の「反知性主義」が意味するものだとした。 

 

○ 「民主主義」を探して――あとがき 

・ 「論壇時評」を引き受けた。ぼくが生きている、この国、この時代のことが知りたい、

知って、それを誰かに伝えたいと思った。社会や政治について語る言葉を、実は、誰も

持っていないのではないだろうか、と思うようになった。 

・ 「民主主義」は、たくさんの、異なった意見や感覚や習慣を持った人たちが、一つの場

所で一緒にやっていくためのシステムのことだ。だから、ものすごく小さな場所から、

ものすごく大きな場所（世界全体）まで、それぞれに違った「民主主義」があるはずだ。

ぼくたちは一人で生きていくことはできないが、他人と生ることはとても難しい。だか

ら、「民主主義」はいつも困難でいつも危険と隣り合わせなものだ。誰でも使える。誰に

でもわかる「民主主義」なんてものは存在しない。ぼくたちは、ぼくたちの「民主主義」

を自分で作らなきゃならない。 

・ いろんな場所で、色々な人たちが色々なやり方で「民主主義」を実現している。ぼくた

ちは、一人で何種類もの「民主主義」に参加している。政治家たちやジャーナリズムが

いう「民主主義」はその中の１つに過ぎない。そして、その実現の仕方は、無数にある。

一人一人の「ぼくらの民主主義」が。 

                                          

完 

その後の「論壇時評」 

・ 4月 30日 ことばを贈る 根本から考えるために（自主卒業式） 

・ 5 月 28 日 「周縁」からの提起 新しいやり方、きっとある（自民党の‘改憲マンガ’ほの

ぼの一家） 

・ 6月 25日 憲法と民主主義 独学で見えてきたこと（社会や政治、独学、知識薄っぺら） 

・ 7月 30日 記録する「狂気」とみなされる怖さ（大岡昇平「野火」、映画ほか） 

・ 8月 27日 「外注」した政治 戦後 70年、いま取り戻す（「慰霊」を国家に外注してしまった） 

＊この「論壇時評」に、最大の争点であった「集団的自衛権」「安保法制」「9条問題」がほ

とんど取り上げられなかったことは、残念というより他にない。 


