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は じ め に

みなさんこんにちは� GMS学部の芝崎です�

専門は国際関係論� 国際文化論� 国際関係思想

史です� ゼミでは� �GMS国際関係研究入門�

と題して�国際関係の歴史�国際政治学の基礎�

国際社会の諸問題をゼミ生と一緒に勉強してい

ます� そのほかに� �グロ�バル交流論� �グ
ロ�バル市民社会論� という講義で� 日本と世
界の関わり� 世界全体で生じているさまざまな

問題について� 受講生と一緒に考えることにし

ています�

GMS概論では� 世界政治�国際政治とメ

ディアの関係について� 1, 2年生向けの講義を

行っています�昨年は� �マイケル�ム�ア対ソ
クラテス� と題して� グアンタナモ基地をめぐ

る �誤報� 事件を出発点として� メディア�現

実�我�の重層的な間接性を考え� 古代ギリ

シャの哲学者であるソクラテスの �弁論術� と

いう概念と� 21世紀のメディア界の寵児の一人

となったマイケル�ム�アの手法とを �対決�

させることで� メディアの本質とは何か� とい

う点について考察を行いました� その記録は�

本誌 �Journal of Global Media Studies	 の第 2

号に掲載されています1ので� 参考にしてくだ

さい�

さて� 今日の講義は� この �対決� 形式の第
2弾で� �FORTUNE500 vs. 丸山眞男� と題し

て行います� FORTUNE500とは� アメリカの

ビジネス誌 �フォ�チュン	 が毎年発表してい
る� 企業の売上高ランキングのことです� 正確

には� FORTUNE500は� アメリカの企業だけ

を含むランキングで� 世界全体をカバ�してい
るランキングは� 1990年から� FORTUNE

Global 500 という名前で発表されています�

ちなみに� 今年のランキングを見ると� 1位

がウォルマ�ト� 2位がエクソン�モ�ビル� 3

位がロイヤル�ダッチ�シェル� 4位が BP, 5

位がトヨタ� といった順番になっています2� い

わば� FORTUNE (Global) 500 とは� 世界で最

も力を持っている� グロ�バル企業の代名詞な
のです�

一方� 丸山眞男ですが� みなさんのほとんど

が� もうご存じないかもしれません� しかし�

丸山眞男は� 戦後の日本において� もっとも影

響力を持った知識人の一人でしたし� かつての

大学生は 
どこまで分かったかは別にしろ��必

ず一度は読んでいたといわれるほど� 若者に知

的な影響を与えた存在でした� 丸山は 1911年

に生まれ� 東京帝国大学 
今の東京大学� で�

� グロ�バル�メディア�スタディ�ズ学部 専任講師
1 �マイケル�ム�ア対ソクラテス �弁論術	 としての 21世紀のメディア� �Journal of Global Media Studies	
第 2号 
2008年 3月�� (http://www5.plala.or.jp/shibasakia)よりダウンロ�ド可�

2 FORTUNE Global 500 2008 の詳細は� http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/を参照�
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後の東大総長南原繁に師事し� 戦後� 東京大学

の教授として� そして戦後民主主義の知的リ�
ダ�の一人として� 学問のみにとどまらず� 安
保闘争などのさまざまな現実の課題に向き合

い� 思想と行動の両面で活動し続け� 1996年に

亡くなりました�有名な著書としては� �日本の

思想� �岩波新書� 1961年�� �現代政治の思想と

行動� �増補版� 未来社� 1964年� などがあり�

現在は著作集や対談集� 講義録などが数多く出

版されています�

この� 日本の戦後を代表する知識人であった

丸山と� 21世紀の世界を牛耳る存在とも言われ

ているグロ�バル企業とを� いったいどのよう
に関連づけることができるのでしょうか� これ

から� さまざまなメディアを読み解いていくこ

とで� この �対決	 をみなさんの知性と感性を

フルに駆使して� 考えていってほしいと思いま

す�

この授業は� �ニュ�スウォッチ�リ�ディ
ング�メディアウォッチ�まとめ ��対決	��と

いう四つの柱から成り立っています� それぞれ
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のパ�トは� 小テスト形式で行います� 限られ
た時間の中で� 課された課題をどこまでこなし

ていくかが鍵ですので� 読んで�感じて�見

て�聞いて�書く� という� 五感をフルに生か

した能動的な取り組みが必須です� この講義

は� 単なる一方向の �話を聞いてノ�トを取る
だけ� ではなく� 目と手を駆使し� さらに耳を

すませて� 種�の教材を集中して吸収し� それ

に対する自分の意見や感想を短時間でまとめあ

げる� という濃密なトレ�ニングの場です� 気
持ちをしっかり持って� ついてきてください�

最後に一つだけヒントを� 今日の講義のサブ

タイトルは �グロ�バル社会の中の我�の �立

ち位置�� を考える� です� とくにこの �立ち位

置�という言葉が�キ�ワ�ドになってきます�
�立ち位置 (positionality)� は� わかりやすくい

えば� �立場� です� この世界の中で生きる我�

の物の見方や考え方は� ある特定の �立場� に

よって違ってきます� 特に� �この世界とは何

か� �この世界と私とは� どういう関係にある

か� という根源的な問いにかかわる点は� その

人の �立場� によって全く違ったように経験さ

れ� 体感され� 生きられていくものです�

とはいえ� �立場によって見方が違う�という

だけで片付くほど� 世の中は単純ではありませ

ん� むしろ� 立場によって見方が違う� という

のは� 結論であるよりも� 考察の出発点です�

このことを� さまざまなメディアの報道や歴史

を通して� どう考えていったらいいか� ひいて

は� 立場という問題を我�はどうとらえ� どう

生きるべきなのか� ということが� 講義全体を

通したテ�マです�

I セッション 1 ニュ�スウォッチ メディ

アと �立場�	長野聖火リレ�報道をめ
ぐって	

では早速� ニュ�スウォッチから入りましょ
う� まず� 資料�	�を見てください� これは�

長野で開催された北京オリンピックの聖火リ

レ�に関する� ある報道機関のニュ�スサイト
の記事です� これを見て� 内容を簡単にまとめ

て� 感想を書いてください� さらにもう一つ�

作業をやってもらいます� この記事の出典� つ

まりどこのサイトで掲載している記事なのか

を� 考えてみてください� 記事の内容自体が大

きなヒントになっているので� そんなに難しく

ないと思いますので� 推理してみましょう�

�6分経過�

はい� 時間です� では� 解説していきましょ

う�

まず� 記事の出典ですが� これはみなさんの

ほとんどが� �中国のニュ�スサイト� である�
ということに� すぐに気づいたと思います� そ

のとおりで�これらはすべて �チャイナネット�

(http://japanese.china.org.cn/) というニュ�ス
サイトの記事です� チャイナネットは� 中国国

務院新聞弁公室の総合情報ポ�タルサイトで�
10カ国語版をもち�中国の幅広い記事を発信し

ています�

まず�ですが� 4月 25日に行われた長野での

聖火リレ�が �無事� に終了したことを伝える

短い記事です3� 写真は聖火ランナ�ではなく�
中国の国旗を持つ応援団たちであること� �中

国人留学生を含む大勢の人�� が沿道に駆けつ

けていたことが強調されていることがわかりま

す� また� 福原愛選手の前に �男が飛び出す混

乱があったものの� 男はすぐに逮捕された� の

であって� 混乱はあったが� あくまで �無事に

終了した� という結びになっています�

次に�ですが� こちらも中国の国旗がはため

く写真が二葉使われており� �数千人の中国人

留学生が日本各地から集まり��沿道が �歓声と

3 チャイナネット日本語版 �長野聖火リレ�� 無事
に終了� 2008年 4月 28日 http://japanese.china.

org.cn/jp/txt/2008-04/28/content�15026697.htm
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中国の赤い国旗で沸き返っていた� と書かれて

います4� さらに�では� �中日友好� を示すよ

うなプラカ�ドを掲げた中国の応援団の様子を
描いた 3枚の写真を中心に� �5千人を超える在

日華僑�華人および中国人留学生が� 集まった

こと� その �在日華僑�華人および中国人留学

生� は� �終始落ち着いて声援を送り続けた� こ

と� そしてその声援は �異国の地で暮らす中国

人にとって祖国� さらには五輪聖火リレ�への
熱い心を代表したのみならず� 日本および世界

各国の人�へ� 新世代の中国の若者たちが送り

続けたエ�ルを感じさせたに相違ない� と結ん
でいます5�

最後の�では� �感動を呼んだ職員のおじぎ�

をやはり写真付きで紹介しています6� 聖火リ

レ�に �日本に住む多くの中国人が声援に駆け

つけ�多くの感動を残していった�と書き出し�

さらにアジア通信社社長の徐静波氏がブログに

掲載した写真を掲載しています� それは �北京

オリンピック組織委員会の職員が沿道の華人ら

に深�とおじぎをする写真が添えられ� 読者の

感動を呼んでいる� のであって� 徐社長のブロ

グからの引用として �長野での聖火リレ�の

4 チャイナネット日本語版 �長野の聖火リレ�� 応
援団で沸き返る� 2008年 4月 28日 http://japanese.

china.org.cn/jp/txt/2008-04/28/content�15026679.

htm
5 チャイナネット日本語版 �長野聖火リレ�� 中日
友好を願う多くの声援� 2008年 4月 29日 http://

japanese.china.org.cn/jp/txt/2008-04/29/content�

15034787.htm
6 チャイナネット日本語版 �長野聖火リレ�� 感動
を呼んだ職員のおじぎ� 2008年 4月 29日 http://

japanese.china.org.cn/jp/txt/2008-04/29/content�

15036357.htm

スライド 7

スライド 8

スライド 9

スライド 6

Journal of Global Media Studies Vol. 3

� 44 �



日� 突然大雨が降り出した� 何も準備をしてこ

なかった中国人留学生は� 雨の中でも自分の場

所を動かず� 祖国からの聖火の到来を待った�

雨水が学生たちの髪をぬらし� 上着をぬらし

た� 北京五輪組織委員会の職員はこの風景を目

にすると� 窓から身を乗り出して� 雨のなかに

立つ在日中国人らに深�とおじぎをした� その

場にいたすべての中国人が感動した� というこ

とになっています�

この���の記事を見ると� 長野の聖火リ

レ�は� 日本で他のメディアを通して見聞した
長野の聖火リレ�とは� かなり印象の異なるイ
ベントとして� 描写され� 報道されていること

が明白にわかると思います� これらの記事で�

あくまで中心に置かれているのは� 長野でも日

本でもなく� 聖火リレ�に対して中国の人�が

いかに熱心に集まり�応援し�感動を呼んだか�

そしてリレ�が無事に終わったか� ということ
なのです�

さて� ではここに �書いていないこと� とは

何だったのか� いくつかあげることができます

が� ここでは� �に出てきた �男が飛び出す混

乱� の �男� が誰だったか� なぜその �男� は

飛び出したのか� ということが書いていない�

という点をとりあげてみましょう�

参考資料にあげたMSN 産経の記事�� �を

ご覧ください� その男とは� 台湾で古物商を営

むチベット人� タシィ�ツゥリンさんでした�

�では� ツゥリンさんが飛び出し� 取り押さえ

られている様子を鮮明に伝える写真を載せてい

ます7� 彼は� 両親が亡命したインドで生まれた

のですが� 子供の頃から� 父親の壮絶な体験を

聴いていました� 彼の父親は� 1959年のチベッ

ト紛争の際に中国の公安に拘束され� 死刑を宣

告されたところを危機一髪で脱出� ツゥリンさ

んの兄をつれて家族 3人でヒマラヤ山脈を越え

たそうです� �オリンピックに反対するつもり

はなく� 非暴力的な手段でチベットの惨状を訴

えたかった� というのがツゥリンさんの主張で

スライド 10

スライド 11

スライド 12

7 MSN 産経 �	フリ�チベット
 の叫び届かず 亡
命 2世泣きながら乱入 聖火リレ�� 2008年 4

月 26日 http://sankei. jp.msn.com/sports/other/

080426/oth0804261339026-n1.htm
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した�

つづいて�によると� 威力業務妨害で逮捕さ

れた約 20日後にツゥリンさんは解放され� 記

者会見を行いました� 改めて自分の意図を説明

し� 日本人からも励ましのことばを受け取った

こと�四川大地震について� �生死をさまよって

いる人を助けることのほうが五輪より重要だと

思う� ただチベットに害を与えるのは中国政府

であり� 中国の人�には同じ人間として幸せに

なって欲しい� といったこと� などをコメント

しています8�

皆さんご承知のように� 北京オリンピックの

聖火リレ�に対しては� 各地でたくさんの中国
の人�が参加し応援したと同時に� 人権侵害を

訴え� 民族自決を要求する� チベットや東トル

キスタンの人�� また彼らの趣旨に賛同する市

民運動やNGO などの活動家や一般市民も� そ

れぞれの要求をアピ�ルしようとしてさまざま
な行動を起こしました� 出発地点であるギリ

シャをはじめ� パリやロンドンでの厳戒態勢と

騒動ぶり� 各地で起きたル�ト変更や一般市民
不在のリレ�ぶりなどが� 世界中でさまざまな
賛否両論を巻き起こしたのでした�

日本でも� 善光寺がスタ�ト地点となること
を辞退する� ということがありました� ここで

はこれ以上立ち入りませんが� 聖火リレ�とは
そもそもどのようであるべきなのか� オリン

ピックと政治� ナショナリズムや民族問題との

関係について� 改めて考えさせられる大きな事

件として� 今後も分析� 考察していかなければ

ならないでしょう�

さて� 今回のメディアウォッチで聖火リレ�
を取り上げたのは� �中国のメディアは偏って

いる� とか� �チベットの人�はかわいそうだ�

ということを結論としてみなさんに押しつけた

いからではありません� ここで皆さんに考えて

ほしいのは �立場� ということです�

この聖火リレ�と� 聖火リレ�をめぐる報道
に関与しているのは� どのような人�でしょう

か� まず� (1) 中国共産党政権の中枢にいる

人�にとっては� この聖火リレ�はどのように
見えているでしょうか� やはり� 彼らにとって

は� 北京オリンピックはどうしても成功させな

ければならないものですし� その先触れとして

世界中を回る聖火リレ�は� どうしても成功さ
せなければならないものです� したがって� も

しみなさんがこの立場であれば� 他の立場から

見て偏って見えたとしても� こうした形で報道

することには� おそらくほとんど躊躇がないと

思われるのです�

さらに� ツゥリンさんのことを �男� として

以上に報道しないのには� 多数の少数民族を抱

え� さらに格差の問題も抱えている現在の中国

が� 一歩間違えれば民族独立運動や民主化運動

が全国に飛び火し� 政権を揺るがしかねない危

険性を抱えているからではないか� という推測

も可能です� これもまた� もし自分が (1) の立

場であれば� このような選択肢以外は� 選ぶこ

とが困難ではないかと思うのです�

次に� (2) 中国国旗を掲げ� �愛国心� や国家

に対する忠誠を表明し� 熱狂的に応援している

8 MSN産経 �長野の聖火リレ�で逮捕されたタ
シィさん� 釈放され会見� 2008年 5月 17日 http:

/ / sankei. jp. msn. com / world / china / 080517 / chn

0805170046000-n1.htm
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一般の中国の人�にとっては� 聖火リレ�は国
家の威信のかかった一大イベントであるオリン

ピックを応援するまたとない機会であるわけで

す� 彼らは� かつての東京オリンピックでの日

本人や� ソウルオリンピックでの韓国人がそう

であったように� 自国で五輪を開催できること

を誇らしげに思っていることでしょう� もし�

自分が (2) の立場であれば� 大多数の周囲の

人�がこのような形で参加していく中で� 参加

しなかったり� あるいはそれに対して疑問や反

感を表明する言動を取ることは� きわめて難し

いということに気づくことでしょう�

一方� (3) ツゥリン氏をはじめとする� チ

ベットでの人権抑圧を訴え� より完全な自治や

独立を求めるチベット人たちにとっては� この

聖火リレ�はどのようなものであったでしょう
か� 2008年 3月に発生した大規模な暴動以降�

チベット情勢は緊迫し� 多数の死傷者や逮捕者

が出ているという報道を� みなさんも何らかの

形で目にしたと思います� こうした状況の中

で� 平和の祭典であるオリンピックのイベント

に対して� 何の抗議行動も起こさずに看過する

ことは� 少なからぬチベット人たち �および東

トルキスタンなどの少数民族の人�� にとっ

て� できない相談だったに違いありません�

みなさんも� もし自分や自分の両親が弾圧を

受けて命からがら亡命してきた経験があり� 祖

国から遠く離れて暮らしていかざるをえない人

生を生きてきたとしたら� ツゥリンさんと同じ

行動を取るかどうかは別にしても� 彼の心情を

理解できないはずはありません�

これに加えて� (4) 人権や自由を守るべく�

己の信念に基いて世界中で聖火リレ�で政治的
アピ�ルを行った人�� (5) こうした報道や記

事さえも見聞きせず� また見聞きしたとしても

何のことだかわかろうとするつもりも� 理解す

るつもりもほとんどない人�など� さまざまな

立場が考えられます�

(4) の人�にとっては� 今回の聖火リレ�で
抗議行動を起こさないことは� 中国の少数民族

に対する中国政府のふるまいを正当化すること

になってしまう� といったふうに見えているこ

とでしょう�

そして� 幸か不幸か最も多いと思われるの

は� (5) の人�なのかもしれません� もともと

新聞もテレビやネットのニュ�スも見ないし�
もし見たとしても自分とは関係ないのでどうで

もいいし� どっちでもいいし��どちらにせよ

どうってことはないし� どっちでもいい� なん

かいろんなことがあるみたいだけれど� 日本は

平和だなあ� というようにやりすごしていく

人��

しかし� 少なくとも大学で学ぶチャンスを得

ているみなさんは� (5) にとどまっていて良い

はずはありません� そこで� (6) こうした報道

や記事を� とりあえず自分自身の問題としてで

はないような位置から見聞きし� 理解しようと

している我�� という立場がでてきます�

(6) の視点を持てれば� 自分はどう考えるべ

きか� どう行動するべきかという判断を下す前

に� この事件や報道の意味を考え� 理解しよう

として� ある程度客観的に全体を把握する努力

をすることができるでしょう� そこで� どう考

え� どう判断を下すかによって� もしかすると

何らかの言動を起こすかもしれませんし� ある

いは何もしないかもしれないわけです� みなさ

んは� (5) から (6) へ� そしてより的確な (6)

を目指すべきです� 性急な結論にとびつかず�

またろくに考えようともしないこともやめて�

(6) で� 理解し考える能力をじっくり養って

いって欲しいと思いますし� この授業はその力

をつけるために行われているのです� そこから

先� 自分が世界の出来事とどう関わり� どうい

う言動をしていくか� というのは� 皆さん次第

ですが� その言動がどれだけ確かで正当なもの

となるかは� (6) の段階での理解や姿勢� 物事
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との向き合い方次第だと思います�

II セッション 2 リ�ディング 人�が物事

に対して取りうる �4つの立場� について
�丸山眞男 �現代における人間と政治� よ

り�

さて� (6) の段階での理解力や判断力を磨い

ていくために� 今度はリ�ディングをやってみ
ましょう�ここでのメインテ�マは� �世の中が
悪い方向に向かっているときに� 人�はどう反

応しうるか� ということになります�

�立場� の問題を考えるとき� 人は� �みんな

それぞれ考え方が違うのだし� 関心も違うのだ

から� どんな立場をどう取ったって別に構わな

いはず� と思いがちです� 確かに� 自らの義務

を果たし� 他者の自由や人権を侵害しない限り

において� 人は自由にものを考え� それに基づ

いた行動をとることができます� しかし� �立

場� の問題が最も先鋭になるのは� 世の中 �国

内社会であれ国際社会であれ� が悪い方向へ向

かってしまっているときに� それを止められる

か� それを良い方向に変えられるか� という局

面です� この際に� 人が取りうる立場にはどの

ような選択肢があり� またある立場と他の立場

の間にはどのような関係があるのか� を考えて

みよう� ということです�

そのための題材としてみなさんのお手元にあ

るのは� 丸山眞男が 1961年に発表した� �現代

における人間と政治� という論文9の一部分で

す� この論文で丸山は� ヒトラ�率いるナチ
ス�ドイツが� プロパガンダと報道統制を用い

つつ� 徐�にドイツ国内の抵抗勢力を弾圧し�

言論の自由を抑圧し� ホロコ�ストに代表され

るような未曾有の非道な行いをなすに至る過程

において� 人�がどういう対応を取り得たの

か� という点を� 当時のドイツ人たちに対する

インタビュ�の記録である� マイヤ� �彼らは

自由だと思っていた	10 に依拠しながら� 論じ

ています�

今回紹介する部分は� �0� �1� �2� �3]に分か

れています11� とくに� �1� �2� �3]は� 人�が

取り得た立場について論じていますので� それ

ぞれがどういう立場なのか� をまとめてみま

9 丸山眞男 �現代における人間と政治� 丸山眞男編
�人間と政治 
人間の研究 IV�	 有斐閣� 1961年�
179�208ペ�ジ 
丸山 �現代政治の思想と行動

増補版�	 未来社� 1964年� 462�492ペ�ジ� �丸
山眞男集	 第 8巻� 128�156�� 本論文では� �現
代政治の思想と行動	 版を用いた�

スライド 14

スライド 15

10 ミルトン�マイヤ�� 田中 浩� 金井和子訳 �彼
らは自由だと思っていた元ナチ党員十人の思想と
行動	 未来社� 1963年 (Milton Mayer, with a

new for word by the author, They Thought They

Were Free; The Germans 1933�45, The University

of Chicago Press, 1955, 66)�
11 丸山前掲論文� 469�472ペ�ジ� 475�476ペ�ジ�

476�478ペ�ジ�
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しょう� では� 始めてください�

�12分経過�

はい� 時間です� では� 解説していきましょ

う�

まず� �0� の部分で丸山は� �グライヒシャル

トゥング (Gleichschaltung)� と呼ばれるナチス

の権力統制下に置かれた人�は� 実際にどのよ

うなことが行われたかを全部は知らないにして

も� 実際に目撃したり� 報道を通して知ってい

たことも多かったはずなのに� 彼らは �黙って

すごした� のであって� ナチ化していく世界の

変化に対して �とめどなく順応した� と述べて

います�

�1� から �3� では� その順応のパタ�ンを�
マイヤ�のインタビュ�に答えた人�の証言を
出発点に� 次�と説明していきます�

まず �1� では� ある言語学者による� 次の五

つの証言が引用されています� ここでの引用

は� すべて� 第 13章 �しかしそれは遅すぎた�

からです� なお� 丸山は� 若干途中を飛ばして

引用しています� その部分を訳書で補うこと

で� 理解をより深めながら� 五つの証言を並べ

てみましょう�

(1�1) 一つ一つの措置はきわめて小さく�

きわめてうまく説明され� 	時折遺憾
の意が

表明されるという次第で� 全体の過程を最
�

初
�

か
�

ら
�

離
�

れ
�

て
�

見ていないかぎりは� �こうした

すべての 	小さな
 措置が原
�

理
�

的
�

に
�

何を意味

するということを理解しないかぎりは� �

人�が見ているものは� ちょうど農夫が自分

の畠で作物がのびて行くのを見ているのと同

じなのです� ある日気がついてみると作物は

頭より高くなっているのです12�

物事が悪い方向に進んでいく際には� 一気に

変わるのではなく �小さな措置� が連続してい

く� そのため� その中にいるときにはかえって
�灯台もと暗し� となって気がつかない� しか

12 同上� 469�470ペ�ジ� 以下� 丸山の引用におけ
る傍点は丸山� 翻訳における傍点は訳者がイタ
リック体を傍点で表記したものであり� 両者は一
致していない� 後に刊行された翻訳では� �この
プロセスのなかにいれば� それに気づくことは絶
対にできません�どうか私の話を信じてくださ
い� 気がつくためには� 高度の政治意識� 政治的
な鋭敏さをもつ必要がありますが� 私たちの大半
は� それを伸ばす機会がなかったのです� それぞ
れのステップはあまりに小さく� とるにたらず�
ときには �遺憾の意� も表されましたから� はじ
めからプロセス全体を離れてみていなければ� ま
た� 事態全体が大体どんなものなのか� �愛国的
なドイツ人� がだれ一人憤慨できないこうしたす
べての �小さな措置� が� 将来何をもたらすかを
理解していなければ� 一日一日と事態が進展して
いるのがわからなかった� それはちょうど� 農夫
に自分の畑のとうもろこしが成長しているのがわ
からないのと同じです� そのうち� そのとうもろ
こしは彼の背丈よりも大きくなります� �田中�
金井訳� 前掲書� 166ペ�ジ下段167ペ�ジ上
段� となっている� 同箇所の原文は� “To live in

this process is absolutely not to be able to notice it

�please try to believe me�unless one has a much

greater degree of political awareness, acuity, than

most of us had ever had occasion to develop.

Each step was so small, so inconsequential, so well

explained or, on occasion, �regretted,� that, unless

one were detached from the whole process from

the beginning, unless one understood what the

whole thing was in principle, what all these �little
measures� that no �patriotic German� could

resent must some day lead to, one no more saw it

developing from day to day than a farmer in his

field sees the corn growing. One day it is over his

head” (Mayer, op. cit., p. 168) となっている�

スライド 16
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し� 気がついたときにはすでに� 取り返しがつ

かなくなっている� というわけです�

このあと� (1�2) までの箇所を丸山は割愛し

ていますが� 実は� (2�1, 2) で引用している箇

所に該当する� 次のような記述が� 本文では存

在します�

平凡な人たちのなかにいて� 教育程度は高

くても平凡な人たちのなかにいて� どうすれ

ばこれがさけられるでしょう� 率直に申し

て� 私にはわかりませんでした� いまだって

わかりません� すべてが起こってしまってか

ら� �発端に抵抗せよ� と �終末を考慮せよ�

というあの有名な一対の格言を私は何度も考

えてきました� でも� 発端に抵抗するために

は� それが発端だとわかるためには� 終末が

見越せなければならないのです� はっきり

と� しかも確実に終末が見越せなければなら

ないのです� だとすれば� 平凡な人たちに�

いや非凡な人たちにだって� どうしてそれが

見越せるでしょうか� 事態がそれほどにまで

進展しないうちに� 事態は変わったかもし
�

れ
�

な
�

い
�

� 実際は変わらなかったけれど� 変わっ

たかもしれない� だれもがこのかもし
�

れ
�

な
�

い
�

に期待します�

もとナチ党員のあなたの友人の �庶民た

ち� は� 原則的には� 反ナチではなかった�

私のような人間は� よく承知していた �とい

うのもおこがましいことですが� というより

も� よく感じていたから余計� 彼らより罪が

重い�ニ�メラ�牧師は� �御自分については
あまりにも謙虚に� 何千何万という私のよう

な人間を代弁して� こう語られました� ナチ

党が共産党を攻撃したとき� 私は自分が多少

不安だったが� 共産主義者でなかったから何

もしなかった� ついでナチ党は社会主義者を

攻撃した� 私は前よりも不安だったが� 社会

主義者ではなかったから何もしなかった� つ

いで学校が� 新聞が� ユダヤ人等�が攻撃さ

れた� 私はずっと不安だったが� まだ何もし

なかった� ナチ党はついに教会を攻撃した�

私は牧師だったから行動した��しかし� そ

れは遅すぎた� と13�

この直後から� (1�2) の証言が続きます�

(1�2) どうか私を信じてください� これは

本当の話なのです� 何処に向って� どうして

動いていくのか見きわめられないのです� 一

つ一つの措置� 一つ一つの事件はたしかにそ

の前の行為や事件よりも悪くなっている� し

かしそれはほ
�

ん
�

の
�

ち
�

ょ
�

っ
�

と
�

悪くなっただけな

のです� そこで次の機会を待つと言うことに

なる� 何か大きなショッキングな出来事がお

こるだろう� そうしたら� 他の人�も自分と

一緒になって何とかして抵抗するだろうとい

うわけです14�

ここも� (1�1) との関連で� わかりやすいと

思います� 決定的な事件が起きないかぎり� 小

さな措置が連続しているだけであるかぎり� 人

は事態を静観してしまい� 結果として事態の悪

13 マイヤ�� 前掲書� 167ペ�ジ上段から下段�
14 丸山前掲論文� 470ペ�ジ� 後の翻訳では 	ご存
じのように� 事態がどこに行きつくのか� あるい
はどう動いてゆくのか� 正確にはわかりません�
正直なところ� それが真相です� 行為や事件は�
どれもがその前の行為や事件より悪化しますが�
しかし� ほんのすこし悪化するにすぎません� あ
なたはつぎの機会を待ち� つぎのつぎの機会を待
ちます� ショッキングな事件が起きたなら� 他の
人たちも自分と一緒になって� ともかくも抵抗に
は参加するだろうと考えて� 大事件を待ちます�

�167ペ�ジ下段�168ペ�ジ上段� 同箇所の原文
は� “one doesn’t see exactly where or how to

move. Believe me, this is true. Each act, each

occasion, is worse that the last, but only a little

worse. You wait for the next and the next. You

wait for one great shocking occasion, thinking that

others, when such a shock comes, will join with

you in resisting somehow.� (p. 169) となってい
る�
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化を止めることができなくなる� というので

す� 現在の問題で言えば� いじめ� 差別や地球

温暖化問題などにも� この指摘はあてはまると

思います�

丸山は飛ばしていますが� マイヤ�本では�
このすぐ後には�

一人では行動したくない� 意見もいいたく

ない� �わざわざ騒ぎを起こす�のはごめんだ

と考えるのです� なぜかといえば� そういう

ことに慣れてはいないからです� しかも� そ

うさせずにおくのは恐怖� 孤立の恐怖だけで

はありません� 真の確信がないからでもあり

ます� 確信がないというのは� きわめて重要

な要素です� 時間の経過とともに� この気持

ちは小さくなるどころか� どんどん大きくな

ります� 町でも一般社会でも� 外の世界では
�だれもかれも�くったくがありません�抗議

はきこえてこないし� 抗議が目にとまるわけ

でもない� フランスやイタリアでは� 壁や塀

に反政府のスロ�ガンがあったでしょう� で
もドイツでは� 多分大都市以外のところで

は� そんなこともありませんでした15�

という箇所があり� さらに� (1�3) へと続き

ます�いかかでしょう�こうした箇所を読むと�

ナチスのような権力の台頭といった大きな事態

だけはなく� みなさんの身近に起きている �よ

くないこと� に対して� みなさんはこういう気

持ちを多かれ少なかれ味わったことがあるので

はないでしょうか� 人間が� 自分が正しいと思

うこと� 正すべきことに対してなかなか立ち上

がれなくなってしまう状況� というふうに考え

てみると� こうした経験は決して� 他人事とは

いえないのではないでしょうか�

この箇所では� ほんとうに事態が悪くなって

いて� ここで立ち上がらないといけないのだ�

という確信が持てないことが� �立ち上がった

ときに孤立する� 恐怖以上に� 人の行動を止め

てしまう� という点に注目しておきたいと思い

ます�

(1�3) 戸外へ出ても�街でも�人�の集まり

でもみんな幸福そうに見える� 何の抗議もき

こえないし� 何も見えない� 		大学で� お

そらく自分と同じような感じをもっていると

思われる同僚たちに内�に話してみます� と

ころが彼らは何というでしょう� 
それほど

ひどい世の中じゃないよ� あるいは 
君は

おどかし屋
ア ラ � ミ ス ト

だ� というんです� そうです� た

しかにおどかし屋なんです� 何故って� これ

これのことは必ずやこれこれの結果を招来す

るといったって� 証明することは出来ないん

です� なるほどこれらはもののは
�

じ
�

ま
�

り
�

で

す� けれども終
�

り
�

が分らないのに� どうして

確実に知っているといえますか16�

次に何が起こるかを確実に証明できない限

15 マイヤ�� 前掲書� 168ペ�ジ上段�

16 丸山� 前掲論文� 470頁� 後年の訳書の該当箇所
は� 1�2の直後� 改行して次のようになってい
る� �大学社会という自分自身の社会のなかで�
自分の同僚に個人的に話してみます� 同じ考えを
抱いている人もなかにはいるからです� でも� 彼
らは何というでしょうか� �そんなにひどくはな
いさ�� �きみは夢をみているんだよ�� �人騒がせ
なやつだな� といいます� あなたは人騒がせなや
つです� こ

�

れ
�

は必ずこ
�

れ
�

につながるといっても�
その証明はあなたにはできません� 事実はこうい
うふうに始まるのです� でも� 当人に終末がわか
らなければ� どうして確信できますか� 推論すら
できないでしょう�� �168ペ�ジ上段下段��
In the university community, in your own

community, you speak privately to your col-

leagues, some of whom certainly feel as you do;

but what do they say ? They say, ‘It’s not so bad’

or ‘You’ re seeing things’ or ‘You’ re an alarmist.

And you are an alarmist. You are saying that this

must lead to this, and you can’ tprove it. These

are the beginnings, yes; but how do you know for

sure when you dont’ know the end, and how do

you know, or even surmise, the end ?” (p. 169).
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り� �おどかし屋� 扱いされてしまう� という点

は� まさにナチスの台頭に限らない問題であっ

たでしょう� 一般的に考えてみれば� 確かに�

未来を予測することはできても� 確実にそれが

起こることを証明することはきわめて困難で

す� 近年の地震の予測を思い出してみてもそう

ですし� より深刻な事件でいえば� オウム真理

教のサリンテロや 9.11を考えてみても� 同様

のことはいえるのではないでしょうか� なお�

ここから (1�4) の間には� 次のような指摘があ

りますので� これも� 補っておきましょう�

あなたは� 一方ではあなたの敵� 法律� 体

制� 党からおどしをかけられ� 他方では� 自

分の同僚から悲観的だ� 神経質だとあしらわ

れる� まわりには� あなたの近しい友人がの

こります� もちろん� いつもあなたとおなじ

ように考えてきた人びとです�

でも� 友人は前より少なくなります� だん

だんいなくなったり� 仕事に沈潜したりする

者がでてきます� 会合や集会で会う人たち

は� もう前ほど多くはありません� 気のおけ

ないグル�プは小さくなります� 小組織への
出席は減り� 小組織そのものが縮小します�

いまでは� いちばん古い友人たちの小さな集

まりのなかでも� あなたは自分が独り言を

いっていると感じ� 自分が現実から孤立して

いると感じるのです� こうしたことは� あな

たの確信をますます弱め� あなたをますます

動けなくします� �どう動くのか� 何かしよ

うとすれば� そのきっかけをつ
�

く
�

ら
�

なければ

ならない� そのときあなたはまぎれもないト

ラブルメ�カ�になる��その間にそれがま
すますはっきりしてきます� そこで� あなた

は待つことになります17�

この箇所でもまた� 確信のなさ� と� 孤立が

負の相乗効果を引き起こし� 何かしらを感じて

いても� ますます動けなくなっていくという

悪循環が説得的に描かれています� このあと�

(1�4) が続きます�

(1�4) けれども� 何十人� 何百人� 何千人と

いう人が自分と一緒に立ち上がるというよう

なショッキングな事件は決して来ない� まさ

にそこが難点なんです� もしナチ全体の体制

の最後の最悪の行為が� 一番はじめの� 一番

小さな行為のす
�

ぐ
�

あ
�

と
�

に
�

続いたとしなたらば

��そうだ� そのときこそは何百万という人

が我慢のならぬほどショックを受けたにちが

いない� 33年に� ユダヤ人以
�

外
�

の店先に �ド

イツの商店� という掲示がはられた直後に�

43年のユダヤ人にたいするガス殺人が続い

たとしたならば��� しかしもちろん� 事態

はこんなふうな起こり方はしないのです18�

このあと� (1�5) の前までは� 下記のような

証言が続いていますので� これも補ってみま

しょう�

そのあいだに何百もの小さな段階がありま

す� なかにはそれと感じられないものもあり

ます� そしてどの段階も� つぎの段階で

ショックを受けないような準備をしているの

です� 第三段階は第二段階よりそんなに悪く

17 マイヤ�� 前掲書� 168ペ�ジ下段から 169ペ�
ジ上段�

18 丸山� 前掲論文� 470ペ�ジ� 訳書の該当箇所は�
�ところが� 何十人� 何百人� 何千人の人たちが�
あなたと一緒に行動するというショッキングな大
事件は絶対に起きません� そ

�

れ
�

が問題です� 最初
の一番行為のすぐ後で体制全体の最終的な最悪の
行動が起きていれば���ドイツ人の店� という
ステッカ�が� 非ユダヤ人経営の店にはられた直
後に� 43年のユダヤ人のガス室殺人がおこなわ
れていれば��何千人� 何百万人の人たちは大き
なショックを受けたでしょう� でも� 現実はもち
ろん� そうではありませんでした� 	169ペ�ジ
上段
�
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ないのです� あなたが第二段階で抵抗しなけ

れば� なぜ第三段階で抵抗しなければならな

いでしょうか� こうして� 事態は第四段階に

進みます�

そしてある日� おそまきながら自分の原理

に気がつくと� あなたはそれらの原理によっ

てうちのめされるのです� 自己欺瞞はすでに

大きすぎる重荷になっています� それはささ

いな事件をきっかけに� 私の場合は赤児同然

の私の息子が �ユダヤ人の豚野郎� といった

ことでしたが� 突然音をたててくずれ� すべ

てが変貌したことに� 目の前で完全に変貌し

てしまったことに� あなたは気づくのです19�

ここを読むことで� さらに丸山の意図が明確

に了解できると思います� 無数の小段階の連綿

とした進行の中で� �なにかがおかしい�と思い

ながらも行動に出るきっかけを失っていく

人�� 確かに� そこで立ち上がるのは一種の
�賭け�でしかなく�それはどの時代のどの人に

とっても同様なのでしょう� しかし立ち上がっ

たときには� いわば預言者のごとく� 孤立や無

視や反撥を引き受けざるをえないという帰結

が� 少なくとも当座は待っているものなので

す�

何かが変わりつつあるが� その意味がわから

ない� それが悪い方向に世の中を変えていって

いる� という予感や予測ができても� それが納

得のいくように証明ができないかぎり� 自分に

も確信が持てず� 周りの良識ある人�でさえも
�待つ� 選択肢をとってしまう� しかし� その結

果ずるずると次の �小段階� へと突き進んでい

き� それが積もり積もって� 取り返しのつかな

い決定的な状況 �この言語学者の場合だと� 息

子がユダヤ人を差別する言葉を平気で口にする

ようになってしまったという瞬間	 まで� その

決定的な変化に気づかない� というのです�

さきほど� この丸山の議論はグライヒシャル

トゥングのような巨大な権力機構の問題だけで

なく� もっと身近な日常レベルでみなさんが多

かれ少なかれ経験していることにも通じる� と

指摘しました� ここで子供の話が出てきました

が� たとえば子育て� クラブをサ
クルの先
輩�後輩の関係� あるいは先生自身で考えれば

学生の指導� という点にも� ここでの例は教訓

を与えてくれると思うのです�

さて� その直後から� (1�5) になります�

(1�5) 気がついてみると� 自分の住んでい

る世界は� �自分の国と自分の国民は�かつ

て自分が生まれた世界とは似ても似つかぬも

のとなっている� いろいろな形はそっくりそ

のままあるんです�家�も�店も�仕事も�食

事の時間も�訪問客も�音楽会も�映画も�休

日も��� けれども� 精
�

神
�

はすっかり変わっ

ている� にもかかわらず精神をかたちと同視

する誤りを生涯ずっと続けてきているから�

それは気付かない� いまや自分の住んでいる

のは憎悪と恐怖の世界だ� しかも憎悪し恐怖

する国民は� 自分では憎悪し恐怖しているこ

とさえ知らないのです� 誰
�

も
�

彼
�

も
�

が
�

変
�

わ
�

っ
�

て
�

い
�

く
�

場
�

合
�

に
�

は
�

誰
�

も
�

変
�

わ
�

っ
�

て
�

い
�

な
�

い
�

の
�

で
�

す
�

20�

19 マイヤ
� 前掲書� 169ペ
ジ下段�

20 丸山� 前掲論文� 470頁� 訳書では� �あなたが
今すんでいる世界� あなたの国やあなたの国民
は� あなたが生まれた世界とはまったくちがって
いるのに� それは外形になに一つかわりがあるわ
けではなく� すべてがそっくりそのまま� 安心感
を与えてくれる外形をたもっているのです� 家
も� 店も� 仕事も� 食事の時間も� 来客も� 音楽
会も� 映画も� 休日も� なに一つかわりはありま
せん� でも� 精神はかわってしまいました� これ
まであなたは� 外形を清新と同一視する過ちを犯
してきましたから� 精神には気づかなかったので
す� いまあなたは� 憎悪と恐怖の世界に住んでい
ます� 憎悪し恐怖する人びとは� それさえ自分で
は気がつきません� みんながかわれば� かわらな
い人間はひとりもいないことになります� �169

ペ
ジ下段から 170ペ
ジ上段	�
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�誰も彼も変わっていく場合には誰も変わっ

ていないのです (when everyone is transformed,

no one is transformed)� という最後の言葉が�

この (1�1) から (1�5) を一言で要約しており�

決定的な結論となっていると思います� 内心で

は体制に疑問を持ちながら� �順応�していった

人びとの心理は� このようなプロセスだったの

です�

つづいて (2�1) と (2�2) では� すでに紹介し

たように� 最初は言語学者たちと同じように何

もせずに� 段階が深まっていくのを見ていた

が� 自分が攻撃される番になって� 立ち上がっ

たという� ニ�メラ�のケ�スです�

(2�2) ナチが共産主義者を襲ったとき� 自

分はやや不安になった� けれども結局自分は

共産主義者でなかったので何もしなかった�

それからナチは社会主義者を攻撃した� 自分

の不安はやや増大した� けれども依然として

自分は社会主義者ではなかった� そこでやは

り何もしなかった�それから学校が�新聞が�

ユダヤ人が� というふうに次�と攻撃の手が

加わり� そのたびに自分の不安は増したが�

なお何事も行わなかった� さてそれからナチ

は教会を攻撃した� そ
�

う
�

し
�

て
�

自
�

分
�

は
�

ま
�

さ
�

に
�

教
�

会
�

の
�

人
�

間
�

で
�

あ
�

っ
�

た
�

� そこで自分は何事かをし

た� しかし� そのときにはすでに手遅れで

あった21�

これはまさに (1�2) で言われ� 先ほど補った

ような� �段階の無限進行�を挙手傍観する姿勢

を描いていると同時に� 人はいつ抵抗するか�

という点を説明しています� つまり� ナチスド

イツの経験では� 人は� 自分が直接的な攻撃を

受けないかぎり� たいていの場合は黙って何も

しないが� 自分の身が危うくなってはじめて�

立ち上がる� しかし� 自分の身が危うくなって

からでは� すでに手遅れになってしまってい

た� ということになります�

そこから� (2�2) で丸山がまとめているよう

に� �端緒に抵抗せよ (Principiis obsta)� �物事

の始まりや� わずかな兆しの時点で抵抗しない

と間に合わない	� �結末を考えよ (Finem res-

pice)� �ほんのわずかな出来事であっても� そ

の先に� その終末に何が待っているかを考えな

ければならない	� という原則が導き出される

のです� しかし� 丸山が述べているとおり� 大

多数の� 順応する人�にとって� この二つの原

則に忠実に生きることは� きわめて難しいので

す� これは� 現在のグロ�バル社会を生きる
我�にとっても� 同様に� きわめて困難だと思

います�

なお� �端緒に抵抗せよ�� �結末を考えよ�

は� 裏返せば� 支配者� 権力者の側の鉄則なの

です� つまり� �端緒� の時点でいかに一般庶民

に抵
�

抗
�

さ
�

せ
�

な
�

い
�

か� また� さまざまな娯楽を与

えたり日�の仕事や生活を忙がしくさせること

で� いかに �結果� を考
�

え
�

さ
�

せ
�

な
�

い
�

ようにする

かが� �グライヒシャルトゥング�の成否を決め

る死活的なポイントなのです�

今まで何度か出てきたように� こうしたこと

が見通せて� 行動できるのは� はじめから内側

にいる人�ではなく� はじめから外側に身を置

スライド 17

21 丸山� 前掲論文� 475�476ペ�ジ�
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いている人�のほうである� という指摘があり

ます� では� 外側の人�にはどう見えているの

か� またその人�の気づきや声は� 内側にどの

ように響きうるのか� という点を考えてみる必

要があります�

この点に関しては� 丸山は �3� で� 次のよう

に述べています� はじめから外側に置かれてい

る �同じ世界の中の異端者� にとっては� 同じ

世界は �いたるところ憎悪と恐怖に満ち� 猜疑

と不信の嵐がふきすさぶ荒涼とした世界� で

あって� 例の �小さな措置� は� �巨大な波紋と

なってひろがり� ひとりひとりの全神経はある

出来事� ある見聞� ある噂によって� そのたび

ごとに電流のような衝撃を受ける� ことになり

ます�

日�の生活は緊張と不安のたえまない連続

であり� 隣人はいつなんどき密告者になり�

友人は告発者となり� 同志は裏切り者に転ず

るかも計り難い� ぎらつくような真昼の光の

中で一寸先の視界も見失われるかと思えば�

その反面どのような密室の壁を通してでも不

気味に光る目が自分の行動を� いや微細な心

の動きまでも凝視しているかのようである�

これが自主的にであると� 他動的にであると

を問わず� 自らを権力から狙われる立場にお

いた人�に多少とも共通するイメ�ジであ
り� そして� ナチス�ドイツについて私たち

に常識化しているのはむしろこのほうのイ

メ�ジに近い22�

丸山は� �たとえばツゥリンさんのような	被

害者や抵抗者の �真実のイメ�ジ� とはまさに
このような外側に置かれた人�のイメ�ジであ
り� �はじめからの正統の世界� と �はじめから

の異端の世界� との間の断絶は� 権力による異

端の封じ込めと内側の人間の境界からの移動に

よって� 決定的なものになっていく� と分析し

ています� このようにして� �立場� の違いに

よって� 全く異なるイメ�ジが形成されてい
く� というわけです�

ここで� 丸山がメイヤ�を通して描き出した
さまざまな真実のイメ�ジをもたらす立場を�
4つに整理しておきましょう�

�内側におり� 熱狂的に同調する� 正統の世

界の人�

�内側にいるが� 消極的に追随する� 正統の

世界の人�

�内側にいたが� ある時点で外側に追放さ

れ� 正統から異端となった人�

�はじめから外側におかれた異端者

おおよそ� 物事がある方向に進んでいくとき

には� この 4つの立場のどれかに� 人�はおか

れることになります� メイヤ�の例であれば�
�はナチスの中枢にいる人�や� 親衛隊などナ

チの尖兵となって働いた人�であり� �は例の

言語学者のように� 内心不信感を抱きながら

も� �確信� を持てず� �おどかし屋� とみなさ

れるのを恐れ� ついていった人�であり� �は

ニ�メラ�のように� 自分が攻撃されて初めて
抵抗した人�であり� �はユダヤ人をはじめ�

当初からナチス�ドイツの標的となった人��

ということになるわけです�22 同上� 476�477ペ�ジ�

スライド 18
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この 4つの立場は� 現在の我�が世界の問

題� 日本の問題など� さまざまなことを考える

ときにも� 自分が取りうる立場� とっている立

場� あるいはとるべき立場は何か� ということ

を自分なりに理解する上で� また他者がどうい

う立場をとっているかを理解する上で� あては

めて考えてみることのできる� 有益な考え方だ

と思います23�

たとえばファッションや流行といった身近な

問題でもいいですし� 選挙や歴史認識の問題と

いった国家のあり方に関わる問題でもいいです

し� 貧困や格差などのグロ�バルな問題でもよ
いでしょう� 自分自身� あるいは国家や政府と

いったさまざまな主体が� ある問題に対してど

のような立場を取っているのか� それはなぜか

を� みなさんで考えてみて下さい�

III メディアウォッチ �ザ�コ�ポレ�ショ
ン� にみる� グロ�バルな権力としてのグ
ロ�バル企業

さて� これまではナチス�ドイツという� 国

家権力と我�の関係に即して� 4つの立場とい

うものを考えてきました� ここで� 今度はメ

ディアウォッチを通して� 21世紀の現在におい

て� グロ�バルな問題を考える際に� この 4つ

の立場をどのようにとらえたらよいか� を考察

していきましょう�

題材として取り上げるのは� 2004年に発表さ

れた映画 �ザ�コ�ポレ�ション�です24�監督

はマ�ク�アクバ�とジェニファ��アボッ

ト� 2時間 30分近い大作ですが25� 今回はその

うち後半部分のあるセクションをもとに� 考え

てみましょう� では� メモをとりながら� �4つ

の立場	 を念頭に置いて� 思ったこと� 感じた

こと� 考えたことを自由に書いてください�

では� 解説に移りましょう� まず� 最初に出

てきたのは� ボリビア第三の都市であるコチャ

バンバで� 世界銀行の融資を受けるために� 水

道の民営化が決定された� というエピソ�ドで
す� 政府は� アメリカの水道会社であるベクテ

ル社に経営を任せ� 貧しい人びとに雨水を集め

ることを禁止し� さらに収入の 4分の 1を水道

代として徴収するという決定を下しました� こ

れに対して� コチャバンバの人�は立ち上が

23 ちなみに� 文化大革命の頃� 中国の民衆の間で
は� �真ん中に位置せよ	 という言葉が語られた
という� つまり� 運動に熱狂して同調していれ
ば� その運動が終わったときに粛清される� かと
いって運動に反撥しては� その運動によって粛清
される� したがって� ここでいう�の立場にな
り� 先頭に立たずかといって�や�とならないよ
うにするのが最善である� というような選択が望
ましい� という意味だったようである�

24 映画公式サイト http://www.uplink.co.jp/corpora-

tion/

スライド 19

スライド 20

25 原作本は�ジョエル�ベイカン�酒井泰介訳 �ザ�
コ�ポレ�ション� 早川書房� 2004年�
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り� デモ行進を行うなどして政府と対立� 多く

の死傷者が出た� という話です�

続いて� 政府が一般庶民の生活を犠牲にして

企業の利益を優先する例として� ナチス�ドイ

ツと企業の密接な関係があったことを� コカ

コ�ラの代用品として開発されたという� ファ
ンタ�オレンジの話や� IBMのパンチ�カ�
ドとホロコ�ストの関係などの実例を通して描
き出していきます26�さらに�近年では�独裁政

権などとも平気で取引を行う企業もあること�

などを取り上げています� これらの例は� 企業

が利益や事故の生き残りを優先して� 国家権力

にいわば妥協していく� という実例として� こ

の映画では紹介しているのです�

しかし� 今ではむしろ力関係は逆転してい

る� というのがこの映画の見解です� グロ�バ
ル化が進展したことによって� 国家が企業を統

制したり� 企業が国家にすり寄ったりする必要

はなく� むしろ企業が国家の運営に関与してい

く� という状況になっている� とこの映画は主

張します�

では� グロ�バリゼ�ションの進展による�
政府とグロ�バル企業の関係に対して� 声を上
げる人�はいないのでしょうか� 実際には�

1999年のシアトルでのWTO閣僚会議が象徴

するように� 自由化�民営化の進展に対して�

NGOなどさまざまな活動家たちが� 会場を取

り囲み� デモを行い� シュプレヒコ�ルをあげ
て抗議を行い� ときには警官隊と衝突する� と

いうことが� 頻繁に起きています� 今年 7月の

洞爺湖サミットでも� こうした抗議は行われま

した�

映画では� 米州サミットでの会議を取り囲む

人�の姿が映し出されます� 彼らは� “Bow

Your Heads: The Corporations Will Now Lead

Us to Prayer,” “Everything in the Store is for

Sale” などといったプラカ�ドを持ち� バ�
コ�ドを模したマスクをつけたりしています�
そして� 注目すべき発言がその後に続きます�

その様子を会議場である高層ビルの窓から見て

いた� カナダ� ビジネス評議会のロバ�ト�
キ�ズは� �私は内側にいて�彼らは外側の人た
ちだ (I’m in inside and this is all outside�

that’s the way it is.)� というのです�

もちろん� アクバ�たちの意図は明快で� グ
ロ�バル企業の力が強大になりすぎ� それが大
きな害悪を社会にもたらしているのであり� そ

れを変えなければならない� というのが彼らの

主張です� そして� その主張に沿ったような演

出が� 映画の随所に見られます� その主張だけ

を見ていては� グロ�バル企業の活動を的確に
とらえきれた� とはいえない部分もあると思い

ます� とはいえ� それとは逆に� 企業の自己宣

伝や自己 PRだけを見ていれば� この映画が告

発しているような� さまざまな事実に目を向け

ようとする機会は失われてしまうことでしょ

う� そう� ここにも �立場� の問題が出てくる

のです�

さて� �4つの立場� で考えてみたときに� こ

れらの映像はどう分析できるでしょう� 最初の

コチャバンバの事例は� 基本的には� 内側にお

かれていたはずの人�が� ある日� 水道の民営

26 エドウィン�ブラック� 小川京子訳� 宇京頼三監
修 �IBMとホロコ�スト ナチスと手を組んだ
大企業	 柏書房� 2001年�
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化に伴う理不尽な負担や活動の規制が開始され

たことによって� 外側に置かれるようになって

しまった� という� �のケ�スだということが
できるでしょう� ただし� こうして立ち上がっ

た人�はもともと� 一日 2ドル程度の低収入で

暮らす貧しい人�がほとんどです� その意味で

は� コチャバンバ人�はそもそも� �の立場で

あり� すでに� 無限の小段階の進行を止めるこ

とができない状態にあり� さらなる �小さな措

置� によってさらに追い込まれた結果� 堪忍袋

の緒が切れて立ち上がった� という解釈も妥当

だと思います�

次に続く一連の事例は� 権力の集中と統制の

強化� という丸山の分析に� さらに利益の集中

と収奪の強化� という経済的な �グライヒシャ

ルトゥング� が踵を並べて進行しているのが�

21世紀の世界である�というふうな帰結を引き

出すことができそうです� さらに� 政治による

経済のコントロ�ルが経済による政治のコント
ロ�ルへと逆転しつつある� という構造の変化
によって� 経済的なグライヒシャルトゥングに

基づく政治的なグライヒシャルトゥングの進

行� という方向へと� 世界が変化しつつある可

能性をも示しているといえるでしょう�

そして� ロバ�ト�キ�ズが思わず漏らした
�私は内側だが�彼らは外側だ�という言葉はま

さに� あの 4つの立場の問題を象徴的に示して

います� そこには� �内側にさえいれば�� 多少

の不満があっても� あの言語学者のように順応

していけば� そんなにひどいことは起きないだ

ろう� という �自分さえよければ� 他の立場の

人はどうでもよい� という感覚があると思いま

す�

かといって� ではキ�ズ氏が� 美辞麗句であ
ふれたあの会議場で� �抗議をしている人�の

声を取り入れるべきだ� そうしないととんでも

ないことになる� と言ったとすれば� 間違いな

く� �おどかし屋� 扱いされることでしょう� 下

手をすれば� そうした言動を起こしたことで�

自分が外側に追いやられるかもしれない� とい

う危険を冒すことになるわけです� それくら

い� 内側で疑問を持っていても何もできない状

況に陥ると� 外側と手を結ぶのは難しいので

す� まさに� 丸山のいうような �正統への集中�

と �異端への集中� という二極分解と� 両者の

分断はグロ�バルな規模で進展しているので
す�

IV FORTUNE500 vs. 丸山眞男

では最後に� 以上のことをとおして� 次の点

について� みなさんなりの考えを書いてみてく

ださい�

(1) �メディアを通して世界の出来事を知

る�ということには�どのようなことに注意し�

どのようなことを意識しなければならないか�

�立場� という点から考えなさい�

(2) 世界をよりよい方向に変えるためには�

今の自分自身に�できないことはなにか� �で

きることはなにか� �将来の自分にできること

は何か��そのためには今�何をしたらよいか�

はい� 時間です� では� 解説していきましょ

う�

みなさんのコメントをみると� 実にいろんな

意見が出てきました� グロ�バル企業のあり方
に横暴さを感じた人もいれば� �私は自分が内
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側にさえいればいいと思っていたが� 内側と外

側の間に立つべきだと思った� という人もいま

した�

先生のほうから言いうることとして� 第一に

は� 世界と自分の関わりを考える� というとき

に� �自分から見てそれがどう見えるか�という

ことだけを考えていてはだめである� というこ

とがあります� もちろん� 自分の視点� という

のはとても大事です� その前提として� 新聞記

事であろうと� 論文であろうと� 音楽や映像で

あろうと� そこから読み取り� 理解し� 見て�

聴いて� 感じ取り� わからないことは調べ� 家

族や友達や先生と議論し� �自分なりの意見�を

まとめる� という力を身につけることは� 死活

的に大事です� しかし� �自分から見た視点� と

いうだけであれば� それは �オレ様ル�ル� を
押しつける� �自己中�� 独りよがりになってし

まいますし� 物事を一面からしか見れなくなっ

てしまいます�

大事なのは� 上記の四つの立場をよく踏まえ

ることです� 聖火リレ�の例でわかるとおり�
ある一つの出来事であっても� それに対する関

わり方によって� 全く異なった出来事として�

理解され� 経験されますし� それに対する行動

も� 全く違ったことになっていくのです� そも

そも� �自分なりの意見� というのは� 自分以外

の他者が同じことについてどう考えているかを

全く無視したものであれば� それは �自分なり

の意見� ではなく� 無知や偏見に基づいた独り

よがりなわがままでしかありません�

もし� �自分なりの意見�を本当に持ちたけれ

ば� ある問題や出来事に対して� 他の人がどの

ように見ているか� 感じているか� 考えている

かをできるかぎり知る必要があります� その上

で� さまざまな立場の人がさまざまに考えてい

ることを十二分に理解した上で� そうした他者

の考えを踏まえた上で� 自分がどう考えるかを

明らかにする� という条件を満たして初めて�

本当の意味での �自分の意見� が生まれてくる

のです�

したがって� 自分の意見を持つためには� あ

る出来事に関して� たとえば賛成派�反対派の

双方がどう見ているか� 支配者の視点�民衆の

視点からはどう見えているか� 男性�女性の視

点から� 豊かな人�貧しい人� 先進国�途上国

などなど��さまざまな視点を自分の中に持

ち� それらをいったん受け入れ� それぞれの立

場からの世界の見え方をそれぞれの立場に立っ

て理解することが� 必須の条件となるのです�

第二に� これは丸山眞男の結論でもあるので

すが� こうしたことを学ぶ機会を持っている

我�は� 単に �内側� にさえいればいいのでも

ないし� �外側� から �内側� を攻撃し� 告発し

続ければいいというのでもなく� 内側と外側の

境界線に立って� 両方の論理や意識� 心理を考

え� 双方を橋渡ししていくべきである� という

ことです� このことを丸山は� 次のように言っ

ています�

境界に住むことの意味は� 内側の住人と
�実感� を頒ち合いながら� しかも普段に
�外�との交通を保ち�内側のイメ�ジの自己
累積による固定化をたえず積極的につきくず

すことにある� 中心部と辺境地域の問題の現

代的な普遍性を強調することは� 思想や信条

にたいする無差別的な懐疑論のすすめでは

けっしてない� もし懐疑というならば� それ

は現代における政治的判断を� 当面する事柄

にたいする私たちの日�の新たな選択と決断

の問題とするかわりに� イデオロギ�の �大

義名分� や自我の �常識� にあらかじめ一括

してゆだねるような懶惰な思考にたいする懐

疑である� もし信条というならば� それは
�あらゆる体制� あらゆる組織は辺境から中

心部への� 反対通信によるフィ�ドバックが
なければ腐敗する� という信条である� そう
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して私たちの住む世界が質的にも規模として

も単一でなく多層的である以上� こうした懐

疑と信条はさまざまのレヴェルで適用される

し� 適用されねばならない27�

丸山はこの仕事を� ��知性� をもってそれ
�内側を通じて内側を越える展望をめざすこと

に奉仕すること� にほかならない� と考えてい

ます� というのも� �知性の機能とは� つまると

ころ他者をあくまで他者としながら� しかも他

者をその他在において理解することをおいては

ありえないから� です�

現実には� この世界には無数の境界線がある

だけでなく� 一人の人間の中にも無数の境界線

が飛び交っています� それらの境界線の関係を

見極めていくことはとても難しいことですが�

意識的にであれ無意識的にであれ� 実は� 人間

はそれらの境界線を念頭に置いて� 自分が何の
�内側� なのか� 何の �外側� なのかを敏感に感

じ取りながら� 起きてから寝るまで� 自分が周

りの中でどういう位置にあるか� どういうふう

に見られているか� どういうふうな言動をする

とどういうふうに受け取られてしまうか� を鋭

く意識しているものなのです� そして� ついつ

い自分は �内側� にいようとしたり� そう思わ

せようとしたり� なんとかして �外側� に見ら

れないようにしたい� と思いがちなのです�

そうした自分自身� そして自分と同じように

境界線の網の目を生きている人�のあり方� そ

うした境界線で構成されている大小さまざまな

集団や社会のあり方を見きわめていくことが�

何よりも大切なのです�

最後に� 丸山の指摘からさらに進んで� 第三

のことをつけくわえたいと思います� それは�

境界線を生きる生き方が最終的に何をめざすべ

きか� ということです� もちろん� マイノリ

ティに対する人権抑圧やジェノサイドなどの事

例を思い起こせばわかるように� �外側�に置か

れている人�を �内側� と共存できるようにし

たり� また� 民族紛争がそうであるように� お

互いを �外側� に置こうとしている人びとを和

解させ共生の道を見いだそうとすることは� と

ても大切です� しかし� ただ単に �外側� の論

理を全面に受け入れることで解決しようとすれ

ば� それは �外側� と �内側� が裏返っただけ

になってしまうでしょう�

そもそも� �外側� と �内側� の問題を完全に

解決することが可能かどうか� また必要かどう

か� という点に関しては� たとえば宗教間や民

族間対立� そしてカシミ�ル問題やパレスチナ
問題� あるいは北方領土などの領土問題のよう

に� どちらかに排他的に帰属したり� 従属した

りすることを最終的な解決策としてとらえがち

な問題などを考えてみれば� それがきわめて困

難であることがわかるでしょう�

もしかすると� �外側� と �内側� を新たな
�内側� の中で共存させることで� 従来の �内

側� と �外側� の対立を相対化するしかないの

かもしれません� しかし� EU憲法の批准の問

題や� NAFTAや ASEANなどの地域統合が示

すように� 新たな �内側� を作ってもその中の

対立が相対化しきれるかどうかはわかりません

し� EUとトルコの関係が象徴するように� 新

たな �内側� はその外に常に新たな �外側� を

伴ってしまいかねない� のです�

極端な話ですが� もし地球全体が一つの世界

政府のもとで統合されても� こんどは地球外の

存在 	宇宙人とは言いませんが� たとえばほか

の惑星や人工衛星に人間が住むようになれば�

そうした人�でもよいでしょう
 と地球� とい

う� 新たな �内側� と �外側� ができるかもし

れません�

それはさておき� あくまで理想主義的な考え

方かもしれないのですが� ともかく� 境界線に27 丸山� 前掲論文� 491ペ�ジ�
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立ってさまざまな立場の人�の感じ方や考え方

を理解し� 双方を橋渡しすることの究極的な目

標は� �4つの立場� すべての人�にとっての最

善�あるいは 4つに限らず�この世に存在する�

多様な立場から世界を見� 世界に関わっている

すべての人�にとっての最善を目指すことでな

ければならない� というのが先生の考えです�

これは簡単なことではありませんが� やはり学

問をしたり勉強をしたりすることの終局的な目

標は� �すべての人�にとっての最善を構想し�

実現すること� でなければならないと考えま

す�

お わ り に

以上� 2008年の長野聖火リレ�をめぐる報
道� 1961年の丸山眞男の論文 �現代における人

間と政治�� 2004年の映画 �ザ�コ�ポレ�
ション	 をとおして� 世界と自分の関わり� さ

まざまなメディアを通した自分の世界の見方と

�4つの立場� の問題� 政府権力に加えて経済的
�グライヒシャルトゥング� 的状況が進展する

中でのグロ�バル企業のあり方� について考え
てきました�

みなさんは今回の経験を通して� どのような

ことを感じ�考えたでしょう�ここで見聞きし�

考え� 書いたことを出発点にして� 自分の世界

の見方はどうあるべきか� 自分と世界の関わり

方はどうあるべきか� ということを� これから

もさまざまなメディアや講義やゼミを通して�

意識して生活していってほしいと思います�

最後に� 余談めいたことをお話ししましょ

う� それは� �丸山眞男とメディアウォッチ� と

でも表現できるようなことです�

実は� みなさんがいろいろな映像や音楽をも

とに� �世界と自分の関わり�に対するイメ�ジ
をつかんでいくように� 丸山眞男もまた� この
�現代における人間と政治�を�映像を通して着

想しているのです�

�現代における人間と政治�は�次のように始

まっています�

チャップリンの映画 �独裁者	 のなかで�

“What time is it ?” というセリフが出てくる
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場面が二度あった� 最初はシュルツという負

傷した士官が砲兵のチャップリンに助けられ

て飛行機で脱出する途中でこうたずねる� こ

のとき飛行機は逆さに飛んでいるのだが� 二

人とも雲海の中にいてそのことがわからな

い� チャップリンが懐中から時計を出すと忽

ち� 時計は鎖からニョッキリと眼の前に聳え

立って彼をおどろかす� 二度目は� ゲット�
�ユダヤ人街�で乱暴をはたらいた揚句�アン

ナにフライパンでのされた突撃隊員の一人が

意識をとりもどして立ち上がって� 真っ先に

いう言葉がやはりこれである28�

ここから丸山は� �独裁者�� そして �モダ

ン�タイムス�� �ゴ�ルド�ラッシュ� などを
ふりかえりつつ� チャップリンは� 	現代
 とは
	逆さの時代
� すなわち 	常態と顛倒した出来

事があちこちに見られるとか� 人�の認識や評

価が時折狂いだすとかというような個別的な事

象をこえて� 人間と社会の関係そのものが根本

的に倒錯している時代� その意味で倒錯が社会

関係の中にいわば構造化されているような時

代29
 であるという主張を行っているのではな

いか� と分析してみせるのです�

こうした 	逆さの時代
 においては� 人�は

自由な選択を奪われているばかりか� 	いまや

商品の購買から指導者の選出まで� �自由な

選択� それ事態が宣伝と広告によって造出され

る
30 のであり� 	価値の生産
 ではなく 	価値

の演出
 である 	プロデュ�ス
 に� 人�は動
員されている�そして決定的なのは� 	逆さの世

界
 においては� 人�は自分が 	逆さの世界


に住んでいる� という意識を持たないことであ

る� そのため 	倒錯した世界に知性と感性を封

じ込められ� 逆さのイメ�ジが日常化した人間

にとっては� 正常なイメ�ジがかえって倒錯と
映る� ここでは非常識が常識として通用し� 正

気は反対に狂気として扱われる
31 ことになっ

ていく� こうした分析から� 丸山は講義で扱っ

た 	グライヒシャルトゥング
 を論じていくこ

とになるのです�

もちろん� 丸山眞男は映画だけを見て� イ

メ�ジだけでものを語っているわけではありま
せん� 戦前の東京帝国大学で研究に従事してい

た� 世間的に見れば超エリ�トとしての該博な
知識や知的研鑽がその根底にあるからこそ�

チャップリンの映画からこうした作品を説き起

こしていくという手法が可能であったのです�

とはいえ� 今の我�もまた� 数多くのメディア

を通して�この世界に対するイメ�ジ� 	世界の
見方� 考え方
 を形作っていると思いますし�

古今の映画やドキュメンタリ�などに容易にア
クセスできる環境は� 丸山の時代の比ではあり

ません� 我�もまた� そうしたイメ�ジから�
学問をつくっていくことができるのです�

最近の学生は� 携帯やネット等で情報を集

め� やりとりしている割には� 本を読まなく

なったとよく言われます� しかしその一方で�

さまざまなメディアにアクセスできるという点

は� 過去と比べればアドバンテ�ジであると考
えることもできます� 丸山のような古典をしっ

かり読んでいくことも大切ですが� 現在のよう

なメディア環境を有効に活用し� そうしたメ

ディア体験を通して自分自身の中に� あるいは

さまざまな他者の中で形成されている世界の見

方やそれぞれの立場を理解し� 解釈し� 分析し

ていく仕事は� 我�の世代にゆだねられている

のです� 今回の授業が� そうした仕事のヒント

に若干でもなることができたら� 望外の喜びで

す�

28 丸山� 前掲論文� 462ペ�ジ�
29 同上� 463ペ�ジ�
30 同上� 464ペ�ジ� 31 同上� 464ペ�ジ�
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あ と が き

この講義ノ�トは� 2008年 5月 24日に行っ

た� �グロ�バル�メディア�スタディ�ズ概
論� での講義をもとに� 加除訂正を施したもの

です� GMS学部の講義の一端として� 参考に

していただければ幸いです� なお� 本講義はあ

くまで本学部で行われている多様な講義の一例

であることをお断りしておきます�

GMSの学生の皆さん� GMS学部での勉強を

考えている高校生� 受験生� 大学生� 社会人の

皆さんの� 何らかの参考や示唆になるところが

あれば� うれしく思います� 至らない点も多�

あるかと思いますが� 皆さんからのご指導ご叱

正を賜れば幸いです�
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