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主体形成における＜われ－われわれ＞関係 Part II
＜われわれのわれ＞と＜われのわれわれ＞：二重の存在表明
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The relationship between <I and We> in the formation of <Subject> Part II
＜I of We＞ and ＜We of I＞: Double existence expression
by
Shinobu MASHIMO＊
Abstract
This essay constitutes the second part of The relationship between <I and We> in the formation of <Subject>. Since today we
suffer the <absence> of Subjectivity, we are forced to acknowledge this absence in order to <re->construct a new signification of the
Subject. In the first part of this essay, having verified the relationship between <I and We>, we reconstitute it as the relationship
<among-Us>, including <I> and coexisting with <others>. We are calling this the relationship <I of We>. However, it’s not enough to
understand the formation of <Subject>, because of a lapse of the dynamic side in the formation of <Subject>. Then, we look back
upon our serious Japanese experience through the student movements of the 1960’s, where we Japanese expected to create a new
Japanese Identity, trying to reconstruct a new <We>. Known by its collapse, the failure of these movements settled us in one-way
traffic, toward the consciousness of <only I exist>, without any necessity for <We>, or <among-Us>. Therefore, we are here without
any <We>! Being faced with this tragic situation, we are required to make the formation of <Subject> clearer, by analyzing and
developing the reverse side of the relationship between <I and We>, expressed as <We of I>, so that the meaning of Jean-Luc
Nancy’s <Existence>, expressed by <Being-together>, will be asked in the Chiasma relation such as <I of We> and <We of I>.
Keywords: Absence of Subject, Collapse of We, Being-together, <I of We>, <We of I>

1.

はじめに

す世界であるが，閉じた世界の観を呈する。そこで，本
論では，両者の関係を二重に理解することで，絡み合う

私たちは，前回の試論『主体形成における＜われ－わ

両者の関係をより明確化したいと考えている。それが，

れわれ＞関係』において，ジャン＝リュック・ナンシー

＜われわれのわれ＞と＜われのわれわれ＞という二つの

の「共－に－ある être-en-commun」を基底に据えた「共

存在表明となるのだが，前者には，＜われ＞の自己形成

同（体）的」思索に辿り着いた。そこでは，個体化とそ

に果たす＜所与としてのわれわれ＞の役割が，後者には，

の相互関係が築き上げる世界とは別な，一人称の単数

＜われ＞の自己形成に伴う＜新たなわれわれ＞の（再）

（＜われ＞）と複数（＜われわれ＞）の関係を軸に，
「共

構築が託されている 3)。その意味で，二つの表明に現れ

に avec」「複数に en plusieurs」「一緒に ensemble」「共同

る＜われわれ＞は，出自を共有しながらも，＜われ＞を

に en commun」という副詞的関係だけで結びつく世界が

介して／鏡にして，互いに自らを，手本とするか，ある

展開される 1) 。＜何と何＞や＜誰と誰＞という個体の実

いは反面教師とするかは別にして，投影し合う＜ずれ

詞的関係は捨て去られ，＜われ＞も個体としてではなく，

た＞関係を形成する。私たちは，ここにこそ，主体形成

＜われわれ＞における「諸特異性のひとつの交差であり，

の／という問題群は収斂すると考えている 4)。

それらの同時性の――不連続で過渡的な――離散的な露
呈 exposer」とされる 2)。

しかし，何よりも，スティグレールを代表とする現代
の思想家たちが各々の立場から，この＜われわれ＞自体

この「共－に－ある」は，＜われ＞と＜われわれ＞に

が危機に瀕している，と指摘する現状を直視しなければ

よる主体形成が，重層的な相互補完関係によって織りな

ならない 5)。ナンシーも同様に，現代は＜われわれ＞が，

*

東海大学福岡短期大学

ISSN 0386-8664
-9-

真下

仁

にいくつかの象徴的な事件を経て 73 年の石油ショッ

その「喪失」，そして「不在」によって刻印されている，
。呼応する声は，哲学の枠を超え，社会学，

クをダメ押しとする形で，
［＜大人＞／＜若者＞］とい

社会心理学等々，そして精神医学の研究者へと広がる。

う相補的な共通コードが崩壊し，
「連帯する内部」が消

と指摘する

6)

滅した。
「シラケの時代」の到来だ。代わりに＜われわ
フランスの思想家スティグラー（ママ）は，現代社

れ＞としての自己ではなく，唯一性としての＜私＞が

会を人びとが互いに戦争状態にある「ハイパーインダ

浮上してきた。大文字の「愛とは何か？」
「幸福とは何

ストリアル時代」と把握し，そこでは正義と慎み深さ

か？」ではなく，小文字の「私らしい愛」
「私らしい幸

の感情に基づき相手を無条件に思いやるフィリア，つ

福」が問題になり始めた

10) 。

まり「われわれ」という感情が失われていることを指
摘する。確かにこの批判は的を射たもので，利害的思

宮台真司のサブカルチャーの調査・研究は，＜われわ

惑なしの「われわれ」という共感の感情がないがしろ

れ＞の連帯を求めて，＜われわれは＞と叫び続けた学生

にされていることが，今述べた種々のいじめ（ハラス

運動の時代から，その後の「シラケの時代」，そして「オ

メント）につながる，職場の失感情症的な（アレクシ

タク族」へと変貌する日本社会の姿を一直線に結び付け，

チミック）人間関係の根底をなすと言える。ついでに

「連帯する内部」を持たないが故に，「唯一性としての

言えば，子どものいじめが社会問題になっているが，

＜われ＞」へと孤立し，＜われわれの構築＞が失敗に終

この現象は「われわれ」という感情が希薄になり，競

わった社会として，日本の戦後社会を一括りにする。
私たちが，社会全体を大きく揺さ振り，未曾有の事件

争が激化した大人の社会の縮図であることが大いに考
えられる

7) 。

として衆目を驚かした「あの時代」に，政治・社会問題
の枠を超えて，＜われわれの構築＞の実験場としての地

そして，小熊英二は，この＜われわれ＞の喪失・不在

位を与えることに異論はなかろう。喧しい程に，＜われ

という問題を，「人々が『自由』になり，『われわれ』と

われは＞と叫んだ声は，とうの昔に消え去ったが，彼ら

いう意識が持てなくなって，まとまりがつかない」状態

が直面した問題群は，未だ解決したわけではない。旧い

と考え，
「ポスト工業化社会では，家族や政治もまとまり

＜われわれ＞である戦前の体制や価値観のドラスティッ

を失って不安定になり」，その影響は社会運動全般にわた

クな消滅。新たな＜われわれの構築＞の核となるべき民

って出ていると指摘し，＜われわれの（再）構築＞の可

主主義。それが＜与えられたもの＞という意識。＜あっ

能性を，デュルケームの「社会」やルソーの「一般意思」

たはずの＞＜われわれ＞は喪われ，＜あるべき＞＜われ

「一
との比較のもとに検証する 8) 。その論理の根底には，

われ＞は偽善に覆われ，そこに，変わり身の早い順応と，

般意思」に至る，つまり＜われわれ＞を構築するには，

それに対する「転向」という言葉での非難の応酬が交錯

個人が自分自身の意思を「投げうつ契約」を結ぶことが

した時代。中でも，教育現場の素早い，無反省かつ安易

必要であり，個人の自由を尊重する現代社会の傾向とは

な，と指弾された新たな＜われわれ＞への転換は，民主

両立が難しい，との認識がある。結局，
「個々人が自由で

主義の理念を信じ育った戦後世代が，いつかその＜偽善

平等でありながら，
『われわれ』や『民意』を創るという

性＞に向かい合い，彼らなりの＜本当のわれわれ＞の実

ことはとても困難なことなのかもしれません」となる 9)。

現に向け，闘わなければならない対象とされた。

しかし，この論理は，＜われわれの喪失＞を前提し，

この時代を駆け抜けた若者たちを，小熊は，高度成長

その＜喪われたわれわれ＞を再構築する，と考える点で，

の中，
「戦争，貧困，飢餓」という「近代的不幸」から「ア

既に前もって挫折している。なぜなら，＜われ＞と＜わ

イデンティティの不安，未来への閉塞感，生の実感の欠

れわれ＞を別々な内包と関係を備えた，スタティックな

落，リアリティの希薄など」が象徴する「現代的不幸」

事象的実在と捉え，＜われわれの構築＞を，単線的かつ

へと，
「不幸」の転換を体験した世代と考える。この「現

一面的な関係に還元してしまうからである。それを，
「一

代的不幸」は，そのままスティグレールが語る「生きづ

つの事件」の検証を通して確認しておこう。

らさ（存在‐不幸）mal-être」に呼応する。そして，両者

2.

＜われわれの喪失＞と＜われわれの構築＞

或る時代を，＜われわれの時代＞として共有している，

とも，その原因を「われわれの不在」と考える

11)。

また，小熊だけでなく，多くの関係者が，日本の学生
運動の特色は，
「われわれの闘争」として強く意識されて

と考える人々がいる。日本では，その顕著な例として，

いた，と指摘する。アピールやスローガンの随所に，＜わ

学生運動が挙げられる。そこでは，随所に，＜われわれ

れわれは＞という言葉が，一人称複数の主格で叫ばれ，

の喪失＞が語られ，＜われわれの不在＞への焦燥が噴出

記される。転換の時代に顕著な，＜喪われたわれわれ＞

する。この事件を本試論の導きの糸とするために，挫折

への郷愁というよりも，その＜無いこと＞への焦燥。過

に終わった，その結果から遡行的に俯瞰してみよう。

去の＜われわれ＞への痛恨の怨嗟と後悔。そこから，新
たな＜われわれ＞を構築しようとする決意。勿論，運動

だが，大学紛争の敗北を最初のきっかけとし，さら

全体をこの様に単純化すべきではないが，その使命を各
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小熊も，
「この時代」を総括して，高度成長と大衆消費

自が担うべきと考える，義務感と使命感の共有から，時

社会への適応過程と考え，戦後教育が戦前への反省を踏

代意識の昂揚を強く感じさせる出来事であったことは事
実である

12) 。

まえ，民主主義や平和主義という倫理の共有のもとに培

しかし，未成熟な民主主義に育てられ，個人の権利や

った，戦後的＜われわれ＞の解体過程である，との主張

自由に目覚めた「彼ら」に，その主体性を与えてくれる

に至る。その論理を，私たちの試論の趣旨に沿って纏め

はずの，＜われわれ＞は＜未だ＞なかった。その結果，

ることで，次への橋渡しとしよう

19)。

＜われわれ＞から切り離された＜われ＞は，閉塞感の中
13)。その

１）「彼ら」は，戦後民主教育の中で理念を身に付け，

様な状況で，安田講堂再占拠の目的は，小熊に従うと，

幼少期の人格を形成する：戦後的＜われわれ＞の構築。

次の三点にあるとされる。

２）しかし，
「彼ら」には，高度成長期に青少年時代を

に自己の存在確認，及び生の実感を喪って行く

第一は，自分（＜われ＞）の「存在」を示す「思想の

過ごしたため，戦後教育が構築しようとする＜われわ

表現」を求めて。第二は，
「僕ら自身（＜われ＞）を奪還

れ＞の理念は実感の湧かないものとなっていた。

する」ために，
「われわれ自身が一つの主体となる」とい

３）そこで，
「彼ら」は，戦後教育理念の徹底を，ある

うアイデンティティの確立のため。第三に，そうした「闘

いは先鋭的な革命路線を唱えることで，戦後民主主義

う姿勢を示す」ことで「（われわれ）一人ひとりに選択を

が内包する＜われわれ＞の欺瞞（革新政党や所謂進歩

迫る」ため。そして，結局，ここには，政治的な展望は

的文化人の主張）を暴き，その理念の拘束性から解放

なく，
「現代的不幸」からの脱却だけが主なる関心事であ

されたい，と考えた。

った，との結論に至る

14) 。現場では，関係者が取材に応

４）しかし，
「彼ら」に問われていたのは個としての＜主

じる際に，学生新聞のみならず一般紙の記者にまでも，

体性＞（「では，君はどうするんだ！」）であった。

「自分はどうするのか？」というアイデンティティの問

５）
「彼ら」は，あくまでも同志の結合体である＜われ

いを投げかけ，それに応えない場合には，取材を許可し

われ＞を通しての主体性獲得にこだわり続けた。

なかったというエピソードも添えられている

15)。

６）
「彼ら」を，このリゴリズム及び禁欲主義から解放

しかし，今日，私たちは，連合赤軍による浅間山荘事

したのが，
「戦後日本の歴史を語る上で欠かせないもの

件を象徴的な結末として，個人の主体性希求に基づく

となった」，連合赤軍事件等の同志集団における＜われ

＜われわれの構築＞が，自らの＜われわれ＞の連帯維持

われの構築＞であった。

の必要から，敵対する＜われわれ＞を生み出し，内ゲバ

７）しかし，結局，
「彼ら」は，
「同志殺し」，つまり自

へと収斂して行った経緯を熟知している。そして，全共

爆的な「われわれ崩壊」へと転落した終末を嫌気し，

闘に始まる，学生運動全体を通しての＜われわれの構

「想像の」＜われわれ＞からの解放を，「『われ』の欲

築＞作業は，全面的な挫折のうちに終焉した，と結論付

望に忠実になることを許す」ことで実現した。

けられる。
引き継いだのは，宮台によると，
「あの人だけが分かっ

しかし，私たちは，＜われわれの構築＞を，個人が，

てくれる＜私たち＞」であり，
「＜私たち＞だけが彼らを

自分自身の不安を，＜われわれ＞という仲間と何かを共

分かる」という様に，
「＜私たち＞の主語の複数性が無数

有することで，同志的な肯定感へと転換する作業と考え，

の＜私＞の単数性へと断片化・拡散化」して行く

16)。そ

個人が自由に選択できる現代の先進社会になればなる程，

して，リオタールが語る様に，国家体制や家族関係への

実現が困難になる事態と見做すことには，異を唱えなけ

対抗と変革への強い欲動としての，
「大文字の」＜われわ

ればならない。
「あの時代」は，戦前からの大きなパラダ

れ＞の構築という大きな物語は，70 年代には分解し，小

イム転換に直面することで，特殊な時代意識が形成され

さな物語である「私らしい私」探しへと向かって行く

17)。

た，という結論では終われない。宮台や小熊が主張する

さらには，
「これって私！」と，メディアに乗じて「関係
性から退却する＜私＞」をうまく演じるようにもなる

様に，日本社会に，戦後の試行錯誤を通して，特殊な状

18) 。

況，或る温室的空間の中で，典型的な＜われわれ＞から

その結果，＜われわれ＞は，むしろ＜私＞たちという個

＜われ＞への「主体転換」が起こった，という点は共有

人の集合体として，個人的恣意や時代の要請によって，

し得ても，それが「現代的不幸」の深化でしかない点に

形成されもすれば捨て去られもする付帯的なものとなり，

留意し，否定的な側面の指摘だけに終わらないことが肝

＜われわれの構築＞という作業自体は重要性を失ってし

要となる。
日本の戦後という，まさに特殊的なケースでの＜われ

まった，と考えられている。
結局，＜われ＞にとって，自らを含む組織や体制を象

われの構築＞実験，それ故，その分析・検証を，大変興

徴する＜われわれ＞は，付け替えや脱着が可能で重要度

味深いものであるにしても，＜われ＞と＜われわれ＞関

の低い付随物となる。勿論，大文字としての＜われわれ＞

係のケーススタディとしての現象的解釈に終わらせては

から，小文字としてのそれに至るまで，様々な形や場面

ならない。なぜなら，現在は，さらにアイデンティティ

で，それに直面せざるを得ないとしても，である。
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の危機が深まり，不安は「あの時代」よりも深く浸透し

を含みつつも，最終的に＜われ＞が，内なる＜われわれ＞

ているからである。

に優越している図式であると理解すべきである。
パスカルもヘーゲルも，一方に比重を置くにしても，

また，パラダイム転換は，今日，世界的な規模で直面
せざるを得ない最重要課題である。イスラム国を持ち出

＜われ＞と＜われわれ＞を，その単数性と複数性を，互

すまでもなく，あらゆるところで＜われ＞と＜われわ

いの存在根拠として要請する。しかし，それらを，少々

れ＞の関係が破綻している。そして，大衆消費社会への

異なる関係のもとに思索するモンテーニュは興味深い一

適応のため，小熊が総括として示す＜われ＞の主体的活

例を与えてくれる。彼は，『エセー』の中の一章，「われ

動としての「欲望への忠実化」という現象が，逆に今日

われの行為の移ろいやすさについて」で，次の様に＜わ

の＜われ＞が，主体性を喪失していく契機として顕在化

れわれ＞を主語に自説を展開する。

している。それ故，すべてが，始まりにしか過ぎない。
われわれはだれでも，数多くの断片からできていて，

それが，ハイパーインダストリアルな産業社会に飲み込
まれ，宗教の衣を被った暴力が，搾取と殺戮を加速する

それら全体の形も定まらず，多様なものをなす構造と

現代社会に対する，私たちの実感ではないだろうか。

なっているために，各断片も，瞬間瞬間で，勝手に動

3.

いている。したがって，われわれと，われわれ自身の

＜われ＞と＜われわれ＞の関係構造

あいだには，われわれと他者とのあいだにも等しい差

＜われわれの喪失＞と＜われわれの構築＞の挫折，そ

異が見いだされることになる。≪ひとりの人間の役を

の結果，
「現代的不幸」を生きる私たちは，一度立ち止ま

演じるだけでも，大したことだと思いたまえ≫ 24) 。

り，今まで＜われ＞と＜われわれ＞の関係がどの様に理
最後のセネカの格言，
「ひとりの人間の役を演じるだけ

解されて来たのかを問い直すことから始めよう。

でも」が，＜われわれ＞を多様な＜われ＞の集合体とす
ある著者たちは，自分の著作について話す時，
「私の
本，私の注解，私の物語，等々」という。そういう彼

るかのような，当たり障りのない前提部分を引っくり返
す。しかし，奇妙な論理である。

らは，一戸を構え，いつも「拙宅では」を口にする町

そこで，まず，＜われわれ＞を一人称複数形の意のま

人臭がぷんぷんしている。彼らはむしろ，
「われわれの

まに解釈してみよう。当然＜われわれ＞は，＜われ＞と

本，われわれの注解，われわれの物語，等々」と言う

いう断片の集合体と考えられ，個々の，その時々の自由

ほうがよかろう。というのは，普通の場合，そこには

な活動によって，
「全体の形は定まらず，多様なものをな

彼ら自身のものよりも他人のもののほうが，よけいに

す構造」となる。しかし，その場合，＜われわれ＞とい

はいっているからである

20)。

う不定形な内容に，
「それ自身」を措定することができる
のだろうか。ヘーゲルの，＜われ＞の「即自－対自」関

このパスカルの一節は，＜われ＞と＜われわれ＞の関

係と並行して，＜われわれ＞においても，
「即自＝われわ

係を，＜われわれのわれ＞という存在表明へと導く，典

れ」に対する「対自＝われわれ」という関係を措定でき

型的な例を示している。個別な＜われ＞の形成に，＜わ

るのだろうか。さらに，その関係が「われわれと他者と

れわれ＞が先行，優越し，共同体的・存在論的な根拠を

のあいだ」の差異に等しいということは，
「われわれ自身」

与える，つまり＜われ⊂われわれ＞関係。そこでは，＜わ

から「外に－出る ek-sister」＜われわれ＞という，ハイ

れ＞と＜われわれ＞の関係は，＜単数－複数，個別性－

デガーの「脱－自」的な存在論が先駆けられているのだ

集団性（共同性），部分－全体＞等の関係として，＜われ

ろうか。それらすべての疑問が肯定的に払拭されても，

われ＞に優位な形で展開される。

文末のセネカの格言は，そこまで展開してきた意味の

これと対をなすのが，ヘーゲルの「主人と奴隷の弁証

＜脈絡を外して out of joint＞しまうことになる。すると，

法」に代表される，＜われ⊇われわれ＞関係である。そ

ここでの＜われわれ＞は，所謂一人称複数形の＜われわ

れは，
「われわれ＝奴隷たち」を弁証法的に止揚する「わ

れ＞として理解されるべきではないということになる。

れ＝主人」の絶対的優位性の表明となる。確かに，この

モンテーニュはこの章で，
「人間を」語る際に，主語と

関係は，「主人」も，「奴隷たち」の物を媒介とした労働

して三つの言葉を用いる。まず，語りを導く最も基本的

に支えられているが故に，独立しては存在し得ないと考

な主語としての＜われわれ nous＞，それに＜わたし je＞

えられ，
「＜われ＞が＜われわれ＞であり，＜われわれ＞

の主張が接続し，三番目として，文の構成に不可欠な，

が＜われ＞であるような経験」 21) として，両者の相互承

不特定な＜人＞を示す＜on＞が使われる。最後の＜on＞

認の図式として理解されている

は，主体的な意図や活動とは全く関係なく，フランス語

22)。とは言え，
「純粋な

25) 。ここでは，特に，

洞察」の主体としての＜われ＞は，自己否定を通して，

の構文が要請する表現形式である

つまり＜われわれ＞から／において＜他者＞を＜止－

＜われわれ＞と＜わたし＞の明確に区別された役割を理

揚＞することで，自らの存在証明を行う弁証法的図式か

解することが重要となる。文章全体の展開は＜われわれ

23)。その意味では，相互承認

nous＞によって主導され，モンテーニュ自身の個別で，

らは逃れることはできない
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特殊な体験や主張を展開する際には，＜わたし je＞が用

ある＜われわれ＞から仮託された＜共に－ある－われ＞。

いられている。

両者は，＜別の顔（存在形態）＞として向かい合う。そ
の結果，＜わたし＞と＜われわれ＞は，＜われ＞の様々

わたしは良いものは良いといおう，良いことであり

な顔として，「ひとりの人間」の中に同（雑）居する。

そうならば，それはむしろ善意に解釈しようと，いつ
でも考えてはいるのだが，それでも，人間とは奇妙な

わたしは，わが心に，それを置く向きによって，あ

ものであって，われわれはしばしば，まさしく善なら

るときにはある顔を，あるときには別の顔を与えてい

ざるものによって，善をおこなうように駆りたてられ

る。わたしが自分のことをさまざまに語るのは，自分

たりする

26) 。

のことを異なる向きから見ているからだ。
・・・これら
すべてを，自分の中に少しずつ見いだす。
・・・わたし

われわれの思惑ときたら，方向と目標を持たないた

は自分について，丸ごとひっくるめて，すっきりと単

めに，それていってしまうのだ。
・・・わたしはこれに

純に，かっちりと，なんの混乱も混ぜ物もなしに，ひ

は賛成できない

27)。

とことでいえることなど，ひとつもない。
「わたしは区
別する」こそは，わが論理学における，もっとも普遍

当然，この＜われわれ＞は，文法上，「人間一般」を，

的な項目にほかならない

30)。

あるいは文章の遂行者や責任者を示す「筆者の自称」を
示すもので，取り立てて問題にすべきものではない，と

一般的に，＜一人ひとり＞に刻まれた集団的・共同体

考えることもできよう。しかし，モンテーニュが＜われ

的側面，その類型は，＜われわれ＞に担わせられる。そ

われ nous＞と＜わたし je＞を使い分けることで示そうと

こに，＜われわれのわれ＞という存在表明が生まれる。

する世界はそれでは理解できない。

しかし，それが＜一人ひとり＞の中に生きている以上，

彼は，＜われわれ＞を，
「数多くの断片からできて」い

＜われ＞として分かち持たれる partage ことになる。この

て，
「多様であり，差異でしか」なく，
「統一性や恒常性」

様な＜われ＞と＜われわれ＞の関係は，個体的側面であ

28) 。すると，

る＜われ＞を，その優位性を保ったままに，＜われわれ＞

に欠け，常に「不定で雑多」であると語る

その際の＜われわれ＞は，＜一人ひとり＞の／という「単

が象徴する集団的・共同体的側面を，自らの内に留保す

数」の視点から語られている，と考えなければなるまい。

る関係，＜われ⊃われわれ＞と考えられる。

＜一人ひとり＞だから，「断片」として「勝手に動き」，

この意味では，モンテーニュの『エッセー』は「内省

自らを，＜他＞から異化し続けるものとなるのである。

録」と見做すこともできる。そこでは，＜われ＞は主体

しかし，当然，それは「複数」であるが故の，＜一人

として，「わたし＝区別する Distinguo」役割を演じ，自

ひとり＞である。＜一人ひとり＞は，＜われわれ＞とい

らを終わることなく差異化するとともに，外に向けて展

う複数性においてあるからこそ，相互の異化運動により

開することで，＜われわれ＞という＜自己＝世界＞を構

多様性を創出し続けるのであり，同時に，＜一つ＞に収

築し続ける。まさに，その世界は，＜われのわれわれ＞

斂しえない，「多様なものをなす構造」である＜われわ

という＜われ＞による＜われわれの構築＞の一例となる。

れ＞として，「われわれ（自身）」から常に異化しながら

しかし，この＜われのわれわれ＞という存在表明を，

も＜われわれ＞という「構造」において，あるのである。

＜われわれ＝複数性＞の＜われ＝単数性＞への還元，あ

すると，＜われわれ＞は，＜一人ひとり＞として，一

るいは＜われ＞の自己展開としての＜われわれの構築＞，

方で＜われ＞の＜単数性＞を，他方で多様な刻印を受け

との視点からのみ理解するなら，＜われわれ＞など必要

た＜複数性＞を引き受けることで，
「ひとりの人間の役を

としない，独我論的，あるいは全体主義的世界を出現さ

演じる」，と理解すべきことになる。それは，＜一人ひと

せる危うさを前触れしていると，指摘する人もいよう。

り＞の＜われ＞という単数性に，先行する集団的・共同

ペソアの次の詩は，そんな不安と危うさに曝された内面

体的な，所謂＜われわれ＞が有する意味機能を仮託する

の揺れを吐露していると考えられないだろうか。

ための＜概念＞として使用されているのである

29)。

要するに，モンテーニュは，主語として＜わたし＞と

私の魂は隠れたオーケストラのようだ。自分の中で

＜われわれ＞を使い分けながら，＜われわれ＞という複

どの楽器が激しく演奏しているのかわからない。それ

数性が示す内包を，＜一人ひとり＞の，その＜共に－あ

が弦楽器かハープか，シンバルかドラムか。私は自分

る‐われ je-en-commun＞とも呼びうる，単数形の表象に

自身を交響曲としてしか認識できないのだ

31)。

仮託することで，
「ひとりの人間の役を演じる」ことを可
「自己」の内にある様々な楽器（＝＜われわれ＞）が，

能にしているのである。
ここに，二様の＜われ＞が成立する。まず，彼自身が，

それぞれ（一人ひとりの）の音色と響きを，和音や不協

自己の主張を展開する，特異な＜われ：文中での「わた

和音として鳴り響かせることで生み出す，多様な個性と

し」＞。次に，＜わたし＞とは別な，＜対‐面＞教師で

主張を失い，内部の単なるパーツへと貶められることで，
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さて，デリダのこの「来るべきわれわれ nous-à-venir」

交響曲の調和と均整の取れた＜統一性（＝われ）＞の中
に取り込まれてしまうことへの不安。複数性はいつしか

という命題に託された，少々悲観的かつアイロニカルな

単数性の中に，その構成要素として，例えそれが不協和

主張は，＜われわれ＞は結局，虚構による砂上の楼閣と

音を奏でるものだとしても吸収されてしまう。つまり，

してしか構築され得ないと示唆しているかのようである。

＜われわれ喪失＞に向かう不安と危うさがそこにある。

そうなると，私たちが展開する，モンテーニュ的な＜わ

しかし，当然，＜われ＞は，＜われわれ＞なしには成

れ＞も，結局「虚構的」主体としてしか成立し得ないこ

立しない。その例として，アーレントを手始めに，アガ

とになる。果たしてそれがニーチェ自身の意図なのか，

ンベンが「剝き出しの生」の視点から考察を深める，ナ

「それでももう一度」，彼本人に問い掛けてみよう。

チスの収容所において，＜われわれ＞という絆と意欲を
失った結果，＜われ＞をも失い，
「生きる屍」となり果て
た「回教徒」と呼ばれる人間の一団の存在が挙げられる

4.
＜われわれ他なる者たち＞と＜他なるわれ
われ＞

32)。

ニーチェは，＜われわれ＞に独自な意味を付与する。

いかなる場面でも，＜われわれの喪失＞は，人間の尊

それが，「われわれは他なる者たちである Wir sind etwas

厳と自立を喪わせる。常に，＜われ＞が存在するには＜わ

anders」という表明に収斂していると考え，フランスの

れわれ＞が必要であり，逆もまた，真である。モンテー

思想家は＜nous autres＞という訳を付与する。ヴァラン

ニュも，＜自分＞について，
「ひとことでいえることなど，

は，それを「抽象的普遍主義の掲げる＜われわれすべて

ひとつもない」と語る様に，＜われ＞を統合された単一

nous tous＞」と，
「悲惨な misérable‐個人主義の＜私 moi，

の主体と考えているわけではない。むしろ，多様な＜わ

je＞」とのあいだを介在し，特殊と普遍の媒介的役割

れわれ＞が共（依）存する関係，つまり＜われわれのわ

médiété を担うことで，二項対立的思考全般を解消する役

れ＞と＜われのわれわれ＞という二重の関係としてあり

割を担うものと解釈する

ながら，しかし，それを，常に＜単数・現在＞の＜われ＞

autres＞の邦訳は，すべからく「他なるわれわれ」となっ

として担うことでしか，存在し得ないことが示されてい

ている。しかし，この様な，定式化した邦訳に違和感を

ると考えるべきなのである。

覚えるのは私だけではあるまい。当然，これが「われわ

34)。また，この仏語の＜nous

それ故，この関係を独我論と誤解してはならない。＜わ

れは他なる者たちである」という，ニーチェ自身の存在

れわれ＞が＜共に－ある－われ je-en-commun＞へと還元

表明を意味する限り，そのまま迷わず，
「われわれ他なる

されるのは，逆に，＜われわれ＞も，自ら＜われ＞とし

者たち」という訳も，その内包の広がりを配慮するなら，

て／を通して発話し得るという，複数性の復権の宣言で

付け加えるべきである。

あり，＜われわれ＞が，発話主体である＜われ＞を内的

そして，重要なのは，この「われわれ他なる者たち」

に強く動機づける，まさに＜一人ひとり＞の＜われ＞と

と「他なるわれわれ」という二つの解釈の＜あいだ＞に

してあるという事実の確認でもある。つまり，＜われ＞

横たわる存在論的な意味の差異と「転換」を意識化させ

は自由であるどころか，逆に二重に制約されているとい

ることである。そこに，私たちが考える，＜われわれの

う事実の表明であり，決して独我論に陥るものではない。

われ＞と＜われのわれわれ＞の交差点に浮かび上がる

以上を確認した上で，＜われわれの思想家＞と見做さ

＜われ＞，それが結び行く関係が見えてくるのである。

れているニーチェを通して，＜われ＞が，いかにして，

勿論，「転換」は，「価値の転換」も含めてニーチェの

二重に＜われわれ＞を担うことができるのかを考えてみ

思想の核心である。デリダも，ニーチェの＜われ＞と＜わ

よう。デリダは，それを，＜われ＞の願望を軸にした，

れわれ＞との不可思議な主体転換を指摘しているが，そ

過去と未来への＜われわれ＞の「虚構的」投影と考えて

こでは，一足飛びに，＜われ＞が＜われわれ＞に，言説

いるが。

の主語としての責任を担うはずの単数形の＜われ＞が，
複数形の＜われわれ＞へと何の躊躇もなく跳躍する：
「そ

（ニーチェの言う＜われわれ＞は）定義上，また宛
先からして，その論理および文法そのものがおよそあ

れゆえ＜われ＞は強調する，＜われわれ＞は強調する」
35)。

りえそうにないこの文の終末および到着より前には，
ニーチェはある時は｢私｣と言い，またある時は｢われ

それより早くには，まだ到着していない，おのれ自身
に到着していないわれわれという，前のめりの仮定に

われ｣と言う。君たちに語りかける先駆的言説の署名者，

よる以外には。というのも，これらの虚構的問いを差

それはある時には私でありまたある時にはわれわれで

し向けるふりをするこの「私」は，この仮定上の同時

ある

36)。

代性にこのうえなく依存しているわれわれへの帰属に
自在に，一人称の単数と複数を交換させ，交差させる

よって，おのれがあらかじめ包含され規定されている
のを見出すからである

33) 。

ニーチェの世界を，デリダは，メシア的な時間契機にお
いて理解する。つまり，
「来るべき＝将来」の，未だない
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＜われわれ＞の構築を，「前のめりに」に仮定すること。

ではあるが，自らの出自である共通の＜われわれの思

それが，もし，過去と未来の＜われわれ＞を「虚構」す

想＞を受肉しているが故に，確信をもって，＜われわれ

るものだとするなら，この現在を生きる＜われ＞が，主

＝世界＞に，一人，＜われ＞として対峙する。この様な，

体として二重に責任を担わねばならない，と。

＜われ＞は，一人ひとり「自由なる精神」，「精神の命知
らず者」 39) として，「われ＝区別する」という個々の判

私は私に責任を負わなくてはならない，あるいは私

断に従い，＜われわれ＞に向かい合うことで，＜われわ

の前で応答しなくてはならない，われわれに責任を負

れ＞に対して「他なる（を共有する）者たち」という，

い，われわれの前で応答することによって。将来のわ

複数形において，自己の存在確認を行う：下線②に対応。

れわれのために，その前に現前するわれわれに，責任

次に，自らの出自である，目の前の＜われわれ＞と

を負わなくてはならない

37)。

の対峙を意識することで，＜一人ひとり＞の「われわれ
（とは）他なる者たち」は，共に「他なる者」であると

この＜私＝われ＞は，モンテーニュを通して，私たち

いう意識の共有によって，目の前の＜われわれ＞に対す

が，＜われわれのわれ＞と＜われのわれわれ＞の交差点

る，
「他なるわれわれ」へと転換する。そこに，新たに自

に想定した＜われ＞と符合する。勿論，私たちは，決し

己（＜われ＞）の使命への自覚が生まれ，古い価値を代

て「虚構であっても」とは言わないが。肝心な点は，＜わ

表する＜われわれ＞との対峙を通して，＜一人ひとり＞

れ＞と＜われわれ＞の自在な交（転）換が，なぜ，どの

が，新たな価値を担うべき＜（他なる）われわれ＞とし

様に起こるかである。私たちは，その根拠を，＜nous

て自らを確認することになる。ここに，＜われわれの構

autres＞の二様の解釈に求められると考えている。そこで，

築＞は完了する：下線③に対応。

両者，
「われわれ他なる者たち」と「他なるわれわれ」と

並行して，この転換の過程において，＜われ＞は，そ

の＜あいだ＞にどのような転換が起こるのかを見てみよ

A ），こ
の出自において自らを承認するとともに（破線 ○

う。それには，
『道徳の系譜』の序言二が，格好の例を与

の「他なるわれわれ」の／という確信を通して，自らの

えてくれるが，それはまた，＜われわれの構築＞という

B ）。
存在証明を高らかに行うのである（破線 ○
この様に，ニーチェの＜nous autres＞という表現には，

作業を明らかにしてくれる。

「われわれ他なる者たち」と「他なるわれわれ」の二重
（① われわれの道徳的先入見の由来に関する私の

の解釈が含意する，＜われ＞が＜われわれのわれ＞から

思想が私の精神にやってきた 。私の思想は）互いに

＜われのわれわれ＞へと転換する過程，と同時に，＜わ

入り組みあい絡みあって成長してきたということ，

れ＞が自らの使命を確信・受肉する過程が表明されてい

これが私の心の内に次のような悦ばしい確信を強め

る。まさに，＜われ＞は，二つの＜われわれ＞を担い，

てくれるのだ 。すなわち， ○
A これらの思想は私の

二つの＜われわれ＞は，＜われ＞において出会う。いず

内に最初から個々別々に，勝手に，ばらばらに生ま

れにしても，二つの異なる＜われわれ＞が，＜われ＞を

れたのではなくて，② 一つの共通の根底から，
（・・・）

介して／の内に向かい合う，まさに＜われわれ＞の前線

一つの認識の根本意志から，生まれたに違いないと

front として／において＜われ＞が受肉する

E

A

U

いう確信である。
（・・・）われわれは，いかなるこ

5.

とにおいても個々ばらばらであるという権利をもた

40)。

＜一つのわれわれ＞という世界

ない 。すなわち ○
B われわれは，個々ばらばらに誤

ニーチェの＜nous autres＞が露呈させた，＜われわれ

ることも，個々ばらばらに真理をつかむこともでき

のわれ＞と＜われのわれわれ＞の交差点。ここは，ナン

ない。（・・・）③ われわれの思想・われわれの価

シーの＜共－に－ある être-en-commun＞が展開する，外

U

A

E

A

U

値・われわれの＜然り＞と＜否＞および＜もし＞と

部も，絶対的な他者も存在しない世界でもある。この世

＜かどうか＞がわれわれの内から生じてくる

界で，私たちが出会うのは，＜われわれ＞の＜あいだに

UP37F

38)。
P

／として＞である。ただ，その＜われわれ＞は，一面的
要するに，まず，＜われわれ＞が生きているこの世界

な顔を持つ＜われわれ＞ではなく，＜われ＞を起点に，

において，＜われわれ＞＜一人ひとり＞に「私の思想」

互いに向かい合う関係にある，別の顔を持つ＜われわ

が到来する。それは，目の前の＜われわれ＞という社会

れ＞なのである。それ故，いずれの＜われわれ＞も独立

的・共同体的集団が具現する＜われわれの思想＞とは，

した閉じた世界としての完結性を持つのではなく，＜わ

＜異なる＞思想であったとしても，それは＜ばらばら＞

れ＞を通して，別の＜われわれ＞と常に対峙している。

で意味のないものではなく，十分に価値があると確信で

さて，この様な世界を前に，その＜あいだ＞に起こり

きる。そこで，＜われ＞は自らを，
「われわれ（とは）他

得ることを理解するために，私たちは，デカルトの「我

なる者」として自覚する：下線①に対応。

在り」に対して，
「我々在り」の世界を展開する，ランシ

その際，＜われ＞は＜一人ひとり＞，＜異なる＞もの

エールの「政治的主体化」の世界に登場を願おう。
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われわれは，主体化ということで，ある審級の一連

仁

する

44)。つまり，＜一つのわれわれ＞の構築に向けて，

の行為と，一連の言語能力による産出を意味すること

他者や外部でも，それがある限り，利用し，取り込む：
「政

にしよう。これらは，これまでに与えられてきた経験

治的共同体とは，共通の本質や共通のものの本質の実現

野では見分けることができず，したがってそれを見分

ではない。それは，共通のものとして与えられていない

けることは経験野を再配置することと歩みをともにす

ものを共有化する」 45) 。しかし，「共有化」とは「統合

ることになるだろう。形式的には，デカルトの我在り

化」ではない，同時に「中断や亀裂」として差異を承認

（ego sum），我実在セリ（ego existo）は，新たな経験

する。

野の産出をもたらす一連の操作と不可分の，こうした
相互存在（interesse）とは，実存，存在，あるいは

主体の原型である。すべての政治的主体は，次のよう
な形式をとる。政治的主体化は，我々アリ（nos sumus），

「存在するとは別様であるもの」を，その原初性にお

我々実在セリ（nos exstimus）である。このことが意味

いてとらえ直すことで与えられるような共同体の意

するのは，政治的主体化によって実在する主体が，こ

味ではない。政治的な相互存在の inter は，中断（inter-

の操作全体と経験野との一致以上でも以下でもないと

ruption）や隔たり（intervalle）の inter である。政治的

いうことである。政治的主体化は，ポリス的な共同体

共同体は，一時的で局所的な中断と亀裂の共同体であ

構成の中では与えられてこなかった多様なものを産出

り，この中断と亀裂によって，平等の論理はポリス的

する

41)。

共同体を共同体から切り離すことになる

46)。

「我々アリ，我々実在セリ」への主体転換を実践する

国家，民族，宗教等が形成する多様な「共同体」も，

世界では，主体は，すべからく共同体的な＜われわれ＞

それらが，＜一つのわれわれ＞の論理に従うなら，
「局所

という複数形の刻印が押されている。そこで，ランシエ

的な中断と亀裂」として，多様なままに承認される。そ

ールが執行するのは，まず「ポリス的」という言葉に代

「中断と亀裂」が生み出す「隔たり」によって
れぞれが，

表される＜われわれ＞，つまり「集団への参加と同意，

／を介して向かい合う。つまり，「隔たり＝ずれ」，例え

権力の組織化，地位と職業の分配，この分配の正当化の

ば「人間の人間自身とのずれ」 47) ，が出現することで，

システムが働くプロセスの全体」 42) としての＜われわ

すべてが，例外なく，対立ではなく，＜向かい合い＞の

れ＞の解体である。彼の「政治的主体化」は，民族，国

関係に置かれている。まさに，それこそが，私たちが，

家，宗教等の枠組みに守られ，排除と不平等，そして「分

現代のグローバル化された，ハイパーインダストリアル

配のシステム」によって成立し，維持されてきた，従来

な世界において自覚すべき現実なのである。

の＜われわれ＞の限界を浮かび上がらせ，それを「ポリ

結局，私たちの，＜われ＞と＜われわれ＞の主体形成

ス的」政治と断罪し，解体する作業を通して，今までの

を＜われわれのわれ＞と＜われのわれわれ＞との交差点

「分け前なき者」たちにも「分け前」を与える「政治」

に問い掛けるという試みは，すべてが＜向かい合う＞，

を実現することを目指している

43)。

この世界の具現化・存在論化に至る結果となった。そこ

その結果は明白である。そこには，その存在さえも承

は，＜われわれ＞から＜われわれ＞への中継と接続の場

認されて来なかった，
「分け前なき者」たちを取り込んだ，

として，二つの＜われわれ＞が，＜われ＞によって向か

新たな＜われわれ＞が出現する。つまり，例外なき，＜一

い合わされ，そこで，モンテーニュやニーチェが覚醒へ

つのわれわれ＞の世界が誕生する。

と導いた＜われ＞が受肉する場である。デリダによれば，

要するに，
「我々アリ」の世界は，真理や平等などの理
念を理想として掲げながら，それを排除の原理として利

過去と未来の＜われわれ＞に対する＜われ＞の二重の責
任と受難が出現する場でもある。

用してきた，欺瞞に満ちた＜われわれ＞を一刀両断のも

この「共有／分離 partage」の空間である＜一つのわれ

とに切り裂き，その返す刀で，そこに，それら全部を一

われ＞という場は，また，＜われわれ＞を担った＜われ＞

纏めにして，＜一つのわれわれ＞として，多様なままに

が，他の＜われ＞と，＜われわれ＞を互いに担い合うこ

承認しようとする世界を出現させるのである。

とで，「顔と顔」として＜向かい合う＞前線 front ともな

この＜一つのわれわれ＞を標榜する世界は，非常に政

る。それ故，ナンシーの「面と－向かう af-fronté」関係
48)，レビナス的な「他者に応える

治的かつ現実的である。
「分け前なき者の分け前」の実現

が支配する世界であり

には，戦争や革命的行為を必要としない。目の前の，既

répondre à」という，他者への「無限な責任」を背負う＜わ

成の「事実」の具現化で済む。というのも，私たちに既

れ＞の世界とは異なる。この「面と向かい合う affronte-

に「武器」は用意されていると考えるのである。人権宣

ment 」世界は，＜われわれ＞が，共通の＜一つの＞空間

言が好個の例であるが，そこには「分け前なき者の分け

としてあるが故に，＜他者＞も，既にそこに，＜われわ

前」が条文化されている。それを，現実を隠すための「見

れ＞において／として存在しているという暗黙の了解か

せかけ」と拒否するのではなく，逆手にとって，条文を

ら出発する。

条文のままに，
「分け前なき者の分け前」を／として実現
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それ故に，そこでの「面と－向かう」関係は，リオタ
ールが語る，「当事者双方の議論に 等しく適用されうる
判断規則が存在しない 」ために，「公平な決着をつける
註・引用文献
1) 真下仁，
『東海大学短期大学部紀要第 48 号』2015， pp.19~26
2) ジャン＝リュック・ナンシー，
『複数にして単数の存在』，加

ことができないような争いが両者間に起こる」，血腥い
「抗争 différend 」が支配する世界とは違う

49)。まさし

く，＜一つのわれわれ＞という世界と時代を受肉した，
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世界として理解しなければならない
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き－違い＝分り－合えない més-entente」ことから「不和」
が出現する
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最後に
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