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参加者：8 名

朝さろん 90th morning
『ニッポニアニッポン』 阿部 和重

テーマ：〈自由と閉塞感の先へ：ポスト平成の major key〉

発表：2001 年 〔平成 13 年〕
出版：2001 年 〔平成 13 年〕

----“俺を一人にしたことを、この国の連中す
べてに後悔させてやる……”

朝さろん 90th morning 『ニッポニアニッポン』 阿部 和重
2019 年 3 月 10 日(日)＠渋谷 参加者：8 名、芹沢（進行）

朝さろんでは参加者全員で、
１、作品を通り一遍の理解から解放します。できるだけわかった気にならず、どこまでも
“わからない”という感覚をたいせつにしながら、ていねいに自分の考えと向き合うた
めに対話する、協働的な営みです。
２、リラックスして《問い》に向き合いましょう。じっくりと問いへの理解を深め、問い
の前提となっていることがらや本質について、自分の言葉で確認することを第一にして
います。
３、自分と他者との見解の違いが際立つことを歓迎しましょう。お互いの差異を承認し、
その前提に立って共に探究しましょう。

心がまえをご確認ください。

そのため、以下の

a） 話すことよりも、考えることが目的です！だからゆっくりと話しましょう。
b） 言っていることが分からなければ、質問をして理解に努めましょう。質問大歓迎！
c） 聞いているだけもＯＫ、沈黙もＯＫ。だけど、考えることは諦めない。
d） 話している人の話を最後まで聞く！みんなが安心して話せる場を作りましょう。
e） ほかの人を傷つける発言でなければ、どんなことでも自由に話してＯＫ。
f） 意見は大事だけど、同じくらい、質問をすることが大事です。根拠が何か考えましょ
う。
g） 人物と議論の評価を区別しましょう。これを混同すると“人格攻撃”になってしまい
ます。
意見（発言）はあくまで問いを深めるための“目印し”です。
『正論（意見）ってのはあくまでも自分っていう潜水艦の周囲の状況を確かめるために発
信するソナーなんだよ。自分が正しいと感じる、信じる意見をポーンと打って、返ってくる
反響で地形を調べるのだ。ソナーで道が拓けるわけじゃない。』 （舞城王太郎(2009)
「ビッチマグネット」より）

副次的なものとしてこんな態度が身につくかも

このような心がまえで臨むと、
しれません

●自分の考えが変わるということを、体験を通じて受け容れることができる
（自己変容の可能性）
●間違ってもいいんだという体験を、安心安全な場所で得ることができる
（可謬性の獲得）
●他者の気持ちや視点に立って考えを組み立てることができる
（立場の入れ替え、他者への想像的な同一化）
●問いを深める思考力を養うことができる
（探求能力の涵養）
●ひとりではなく集団での対話や議論に協調できる
（共通了解志向型の態度の獲得）
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【当日考えてみたいこと（お題）】※発言は必須ではありません
本書を読み終わって最初に感じたことは何でしたか。率直に、ぜひそれを言語化してみ
てもらいたいと思います。
他人と触れ合っていない“ぼっち”な人間独特の、自分に都合のいい、勝手な言い分だ
と感じられる面が多々あったと思います。けれど、読者の中にはそんな主人公の言い分や
考え方のある部分に、すこし共感を覚えたり、首肯したりする箇所があったかもしれませ
ん。世のレビューの中には「これは自分の分身だと思った」というものもありました。世
間に苛立ち、腹を立てる若者はいつの時代にも存在していますし、それが若者の一面的に
は本質かもしれません。
いまあるいはかつて若者であった読者のわたしたちは、本作で描かれる「ニッポニア・
ニッポン問題の最終解決」のどこがどう解決につながっているのだと感じたでしょうか。
国鳥としてのトキを襲撃し殺すことと、日本という国家へのテロリズムとが象徴的にオ
ーバーラップさせられている本作ですが、これでどう救いが現れるというのでしょうか。
トキはニッポニア・ニッポンですが、作品名はニッポニアニッポンとなっています。こ
の「・」にはどんな意図が込められているでしょうか。
〈自由〉について、あるいは〈閉塞感〉についても、お時間の許す限り存分に話し合っ
て、考えてみたいと思います。

【阿部 和重（あべ・かずしげ）】
（1968 年 9 月 23 日 - ）は、山形県東根市神町出身の小説家、映画評論家。
1968 年、山形県東根市に生まれる。実家はパン屋。斜向かいに映画館があり、小学生
の頃、夏休みや冬休みに映画館のなかで一日中遊んでいたという。山形県立楯岡高等学校
を 2 年生の時に中退し上京、映画監督を目指して日本映画学校に入学する。1990 年に卒
業し、演出助手として勤めたあと、フリーターを経て執筆活動を開始する。
1994 年に「アメリカの夜」で群像新人文学賞を受賞しデビュー。1997 年の『インディ
ヴィジュアル・プロジェクション』で注目をあつめる。テロリズム、インターネット、ロ
リコンといった現代的なトピックを散りばめつつ、物語の形式性をつよく意識した作品を
多数発表している。2004 年に『シンセミア』で伊藤整文学賞および毎日出版文化賞を、
2005 年に「グランド・フィナーレ」で芥川賞をそれぞれ受賞。『シンセミア』をはじめ、
いくつかの作品には「神町」を中心とする設定上の繫がりがあり、インタビューなどでは
《神町サーガ》の構想を語っている。
妻は作家の川上未映子。2011 年 10 月に婚姻届を提出、史上初の芥川賞作家同士の結婚
として注目を集めた。阿部は 2008 年 8 月、川上は 2010 年 10 月にそれぞれ別の配偶者と
離婚しており、ともに再婚である。2008 年 10 月に東京都内で行われた文芸誌〈早稲田文
学〉のシンポジウムで知り合い、2011 年 1 月から交際していた。

【本】ニッポニアニッポン
初 出：『新潮』2001 年 6 月号
初 刊：2001 年 8 月、新潮社、文 庫：2004 年 7 月、新潮文庫

IP/NN 阿部和重傑作集 (講談社文庫) （2011 年 7 月 15 日講談社文庫）
・インディヴィジュアル・プロジェクション
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・ニッポニアニッポン

【ストーリー】
17 歳の鴇谷（とうや）春生は、自らの名に「鴇（とき）」の文字があることからトキ
へのシンパシーを感じている引きこもり少年。日本産のトキの絶滅が決定的であるにもか
かわらず、中国産のトキによる保護増殖計画に嬉々とする「欺瞞」に違和感を抱いていた
春生は、故郷を追われたことをきっかけに「トキの解放」を夢想しはじめる。その選択肢
は「飼育、解放、密殺」のいずれか。「ニッポニア・ニッポン問題の最終解決」という自
らが描いたシナリオを手に、スタンガン、手錠、催涙スプレーで武装した春生は、やがて
佐渡トキ保護センターを目指す…。
＊
「俺を一人にしたことを、この国の連中すべてに後悔させてやる」と決意する春生は、
拠るべき場所もなく孤独にさいなまれながら生きる現代人の「いらだち」を増幅させた人
物。現実と虚構との境界が崩れてしまった若者だ。本書がきわめてスリリングなのは、そ
の虚構への扉が読み手にも開かれている点だ。春生が情報収集するサイトは、ほとんどが
現実に存在する。「虚構」の象徴とされるインターネットが、本書では読み手と春生をリ
アルにつなぐ重要な接点となっている。読み手をたえず挑発し、いつしか作品世界へと巻
き込んでしまう快作だ。（中島正敏）

【作品テーマについて】
１、阿部和重の出身地である山形県東根市神町を舞台に、ひとりの引きこもり少年が日本
の将来を憂え、日本を救うために、新潟県佐渡島にある佐渡トキ保護センターにいるト
キの「救出」を目論むまでを描いた作品。新潮文庫版の解説で精神科医の斎藤環は、阿
部自身のインタビューを引きながら、本作が「三島由紀夫の『金閣寺』と大江健三郎の
『セヴンティーン』の融合」を企てたものであると指摘している。
２、鴇谷春生は自分の名前に「鴇」の一字があることから、日本の特別天然記念物であり、
絶滅危惧種であるトキ（学名：Nipponia nippon）にシンパシーを寄せ、またその「絶
滅危惧種」＝守るべきもののイメージを、自身が思いを寄せるかつての同級生・本木桜
にも投影する。だがやがて「トキ＝本木桜」に危機が訪れていると感じ始めた春生は、
「トキ＝本木桜」の救出のために「ニッポニアニッポン問題の最終解決」という計画を
立て、その実行のために、2001 年 10 月 14 日、新潟県佐渡にある佐渡トキ保護センタ
ーへと旅立つ。二重写しの象徴行為として行われる本作テロはなにを射程としているの
か。
３、第 125 回芥川賞（候補作品）選評より
宮本輝：「他の候補作よりも高い点をつけたが、強くは推せなかった。阿部氏は、いつも、
いまの時代に話題となる素材を組み合わせて小説を作ってしまう。うまい下手は
別にして、そういう作り方に、なにかしら「あてこみ」のようなものを感じる」
池澤夏樹：「おもしろかった。」「ぼくはこの話に乗った。作者と共に主人公の動きを追
うことができた。共感した。」「今回この作品を評価したのはほとんどぼく一人
だった。技術的な問題点が多数指摘されたが、共感できないとどうしても欠点探
しに走る。」
黒井千次：「意図はわかってもそれが力となって押し寄せて来ない。主人公の反抗に理由
が与えられ過ぎているのではあるまいか。」
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【テーマ】 〈自由と閉塞感の先へ：ポスト平成の major key〉
自由なようでいて、不自由。自由だからこそ、孤独。昭和の高度成長とは好対照の、先
の見えない時代。そういう”時代のカーブ（退潮曲線）”に入ったのが明確になったのが
平成の３０年間だったかもしれません。
ではこの先は？ なにが、どうなるんだろう？
“物語”を味わいながら、“社会”についても歴史的に考えてみたり、“愛”や“家族”
というテーマをどんどん深堀りしてみたり、物語の続きを独自に“創造”してみたり。複
数のおもしろさを存分に味わえるのが文学であり、文学読書会のよい点かもしれません。
さろんという場を介して、多方向に開かれた（非限定的な）「探究」に接することで、
「定期的にもっと思考を深める機会があればいいなあ」と思ってもらえるような場にした
いと考えています。
大学やカルチャーセンターのような講義型の“学び”から、むしろサークル的な集まり
による“学びあい”に、思考や興味を持続的に深めていく key があるような気もします。
“する”哲学。“対話する”文学。“考える”と戯れる。
そういう現場から、ポスト平成についてじっくり、ゆっくり、作品を読み継ぎながら、
なんとなくのイメージを形作っていけたらいいなとおもっています。
ポスト＝Post。この Post の一語に秘められた、殺戮と延命の両機能。
ポストという接頭辞は、その対象となるものを全面的に否定するとともに、それを曖昧
に生きのびさせてしまうものだからです。（蓮實 重彦）

●ポスト平成と 2020～潮流を読む～
総務省統計局の調査結果によると、日本の人口は 2005 年に戦後初の減少となった後は
再び増加し、2007～2010 年の間は 1 億 2800 万人前後とほぼ横ばいで推移。しかし、2011
年には 26 万人の減少となり、その後の月別の人口も相当程度の減少が続いている。人口
減少は 2011 年から既に始まっているとみることができる。
このまま人口減少が続くとすると、2030 年の 1 億 1662 万人を経て、2048 年には 1 億人
を割って 9913 万人となり、2060 年には 8674 万人、100 年後の 2110 年には 4286 万人にな
るものと推計（内閣府）される。つまり、100 年後には現在の 3 分の 1 程度まで人口が減
少してしまうことになる。
生産年齢人口（15 歳～64 歳）についても、1995 年には 8000 万人を超えていたが、そ
こをピークに減少している。2015 年における生産年齢人口は 7629 万人だった。このまま
生産年齢人口の減少が続くとすると、2030 年には 6875 万人、2060 年には 4793 万人にま
で減少すると推計（総務省）される。
経営の 4 要素である「ヒト、モノ、カネ、情報」のうち「ヒト」がこのままでは確実に
減っていくという事実であり、今までの働き方では、社会を維持することさえ不可能にな
っていくことは目に見えているわけだ。
このように生産年齢人口が減っていく、つまり労働力の不足を解消するためには、「働
き手を増やす」「出生率を上げる」「生産性を上げる」の 3 つを確実にクリアする必要が
ある。
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●平成文学史(？)
私の頭の中で明治文学史は描ける。大正文学史も描ける。昭和文学史も……と言いたい
所だが、描けるのは昭和五十五年（一九八〇年）まで。それ以降となると混沌としてくる。
まして平成文学史は。
平成のすべてを私は同時代体験し、文筆業を始めて、まして最初の頃の肩書きは「文芸
評論家」であったりしたのに。平成文学史をうまくつかみきれない。
一九八〇年以降とはポストモダンの時代だ。つまり価値相対化の時代。基本となる軸が
消失してしまった時代。平成がもう終わりつつあるのに、平成文学史は見当らない――。
（浦田 憲治）

↓
〔１９８８／昭 63〕 平成① 『キッチン』
・孤独と、非血縁家族の登場（血縁以外の誰かと、非婚姻的に暮らし生活する新鮮な視点）
・主人公と男子のあいだで旧来様の恋愛模様が描かれない（非恋愛的な交流を描く）
・自己決定権の前景化と自由な行使（「雄一」→「えり子さん」への変容（女性化）など）
⇒ 詩的な文章とも相まって、実に新鮮な自由さを感じさせる。他方で、親密圏のみで通用
するような脆さと同居した、頼りない自由。すべてが自己責任ということの裏返しともい
える自己決定権の行使のされ方。閉じた輪の中（非社会化）での自由。
〔１９９３／平 5〕 平成② 『二百回忌』
・家父長制を忌避して家郷と断絶。
・37 歳独身未婚女性、不労という在り方と、フェミニズム（女性の社会・政治・法律上
の権利拡張を主張する考え方。男女同権論。女権拡張論）への接近・親近感。
・平成期初頭の日本に再現前化した家父長制的共同体感覚（≒天皇制）への疑義の表明
・共同体感覚としての家父長制の前にフェミニズムの論理が絡め取られる（≒根付かない）
⇒ “二百回忌”という超現実的な仕掛けを導入することで本作は、〈日常的には見えない
制度、社会の仕組みを暴き、可視化する〉。元号が昭和から平成に変わり、大喪の礼・大
嘗祭など一連の儀式を通して現前化してきた日本の根幹にある「国家（国体）」という巨
大な共同体感覚と、作者自身の違和感とを対峙させた作品。
家郷の家父長制を忌避し、フェミニズムを重視する語り手ですら「なんとなくおもしろ
そうだから」出かけてしまう“二百回忌”とは、家父長制的（≒天皇制）感覚がどれだけ
根深く浸透しているかの暗喩になっている。
血も記憶も言語も思考も、すべてを縛りつける（この国の）呪いのような共同体の力に
対して、著者はこれ以降、徹底抗戦をはじめていく。
〔２００１／平 13〕 平成③ 『ニッポニアニッポン』
・不満や挫折等の鬱屈を抱え個人が、個人的現実を超えてより高次な次元での不満の解消
＝自己実現を目指してしまう心理。
・社会的正義を追及するという行為の正当性と、動機の不純や欺瞞性。巧妙な摩り替え。
・そのような個人が派生的に生まれてくる背景にある“孤独”の問題。
⇒ 学名ニッポニア・ニッポンを持つ国鳥「トキ」の純国産種の絶滅と、保護繁殖の問題に
ひっかけて「国」が孕む欺瞞性、嘘くささ、実態の不明瞭さを問題にする。一方でその欺
瞞性を指弾することで得られる正義の執行者としての快楽が完全性が、個人の鬱屈した
（個別具体的）現実からの乖離にもつながり、問題のすり替えが起きる。書名が「・」を
含まないものになっているのは、あくまで主人公のルサンチマンの物語であることを示す。
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●〈自由〉と〈閉塞感〉について
自由は、「数ある価値のうちのひとつ」だというにとどまらない。二〇世紀の経験がわ
れわれに教えたことは、自由こそが最も重要な価値、他の諸価値の後ろにおいてはならな
い最も重要な価値だということである。それゆえ〈自由な社会〉はどのようにして可能な
のかという問いは、今日の社会科学や社会思想の最も緊急の課題であり、〈自由な社会〉
の構築こそは、政治の究極の目的であろう。
ここでわれわれの現在をふりかるならば、個人に与えられた自由の領域は、着実にｎ悪
大しつつあるようにも思える。無論、障害は数多く残っている。さまざまな法的な禁止に
よる、あるいは法以前の規範による制限がわれわれを束縛してもいる。あるいは、物質
的・経済的な条件によってはばまれてしまう自由も多い。とはいえ、しかし、過去と比べ
たとき、技術的な点でも、規範的な点でも、われわれの自由な選択肢の領域は確かに拡張
しているはずだ。われわれは――少なくとも過去と比べたときには――寛容な社会を生き
ている。
ところが、にもかかわらず、われわれは解放されているようには感じていない。寛容な
社会に向かっているはずなのに、われわれの閉塞感は小さくはならない。それどころか、
逆に閉塞の感覚は強まってさえいる。ということは、自由を可能なものにする条件につい
てのわれわれの思考のどこかに盲点があるのだ。
ところで、自由は、近代社会がもたらした価値観として重要なだけではない。そもそも、
自由であること、自由意志を持つことは、人間の人間たる条件ではないか。少なくとも、
われわれが人間らしさの最高の発露として、自由を見ていることは確かである。だが、こ
こで今度は哲学的な難問に逢着する。人間もまた、他の動物と同様に、それどころか宇宙
の中の他の諸事物と同様に、ひとつの物質的機構である。そうであるとすれば、人間もま
た、因果関係の鎖列から超越しているはずがない。そうであるとすれば、自由とか自由意
志はどこにあるというのだろうか？
一方には、自由な社会やリベラリズムについての社会哲学的・社会理論的な考察の伝統
がある。他方には、この宇宙の中での自由意志の在り処についての形而上学的・存在論的
な考察の伝統がある。両者はともに、それぞれ豊かな知を蓄積してはきたが、互いに交わ
ることはなかった。
これら二本の伝統を交叉させてみたらどうだろうか。そうすれば、現代社会においてわ
れわれを不可解にも悩ませている、先ほど述べた問題、すなわち、どんどんその領域を拡
大させているはずの自由がどこへともなく蒸発してしまい、枯渇しているように感じられ
るのはなぜなのかという問題も、解けるのではないか。というのも、自由についての社会
的・外的な障害を一つずつ取り除いていくことは、結局、自由をその純粋性において露呈
させることを意味するからだ。剥き出しの自由が露呈しているはずなのに、なお、自由が
実現していないのはなぜなのか。このとき、自由についての社会的考察は、自由そのもの
の構成や所在についての――伝統的には形而上学が担当してきた――考察に接続されなく
てはならないだろう。
（略）考察は、自由とは何か、自由と因果関係とはどう関係しているのかについての探
究から始まる（第Ⅰ部）。それは、同時に、時間の本性についての探究でもある。因果関
係は時間という問題に直結しているからである。時間論は、哲学の歴史の中で最もしぶと
い難問だが、しかし、他方で、われわれの生とは無縁の、あまりに抽象的で思弁的な問題
だと思われるかもしれない。だが、本書の考察は、このきわめて思弁的な問題が、今日に
おいては、アクチュアルな社会的課題でもあることを示すことになるだろう。
したがって、この考察は、ただちに、自由についての社会学的な探究へと接木される。
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現代社会において、自由の領域が拡大しつつあるまさにそのときに、閉塞感がますます高
まっているのはなぜなのか、つまり自由に関して「増えれば増えるほど減る」といった逆
説が生じているのはなぜなのか、が考察されることにある（第Ⅱ部）。ここでは、「積極
的自由／消極的自由」のよく知られた区別の再考から始まって、「蓋然性の直知」という
現象についての考察を媒介にして、やがて、自由についての困難な源泉として資本主義を
見出すことになるだろう。
ついで、考察は、現代社会における「記憶」の困難という問題へと導かれていく（第
Ⅲ部）。「記憶」の困難は、社会的には、歴史の修正や見直しといった問題として、個人
のレベルでは、多重人格に代表される解離性障害として、そして両レベルが接触する領域
では、証言の不可能性の問題として、たとえば現れる。自由と記憶とは、同じ原因によっ
て困難に見舞われている。ここでわれわれは、人格の同一性についての独特な思考実験を
試みることになるだろう。やがて、探究は、フロイトが「死の欲動」と呼んだ現象に到達
する。死の欲動とは、反復強迫の問題、つまり（個人の）歴史の困難にかかわる問題だか
らである。
以上を通じて、現代社会において、自由がいかに本質的な困難の内にあるかが、明らか
にされるはずだ。こうした困難を十分に理解した上で、自由をあらためて救済すること、
それが、次の課題となる（第Ⅳ部）。ここで、自由をまさに自由たらしめている要因を、
その原点にまで遡ることで、〈自由〉の新しい概念化の方法が提案される。そのもう一つ
の概念化の下で、〈自由〉は蘇生する可能性が示される。
ここで見出されるのは、〈自由〉ということの本性としての社会性である。一般には、
個人の自由にとっては、他者は制限要因であると考えられている。たとえば、「他者に危
害を加えない限り何をしてもよい」という、自由主義についての有名な原則が与えられる
とき、他者がいなければ、より一層自由だということが暗に含意されている。無論、他者
は、自由を阻害してばかりいるわけではない。それどころか、他者との協力によって、実
質的になしうることの領域は拡大するのだから、他者はときに自由の促進要因でもある。
しかし、この意味での他者の存在は、自由にとって、あくまで付随的である。つまり、他
者がいなくても、自由ということそのものは、何かを選択することの自由は、十分に成り
立つと考えられている。それに対して、われわれの考察が最終的に示すことは、他者の存
在は、〈自由〉の本来的な構成要因であるということ、他者がいなければ、〈自由〉とい
うことそのものが成り立たず、没概念化してしまうということである。ヴィトゲンシュタ
インは、言語は本性として社会的であり、私的言語ということは自己矛盾的だということ
を厳密な考察によって論証しているが、同じことは、〈自由〉についても成り立つ。この
最終地点において、自由や自由主義についての社会哲学的考察と自由意志に関する形而上
学的考察とが、最終的に融合することになるはずだ。〈自由〉が、その本来性において社
会的であるとするならば、それは、直ちに、他者との共存という問題へと、つまり〈公共
性〉という問題へと展開されるだろう。
（大澤真幸（2008）『〈自由〉の条件』（講談社）“まえがき”より）

二〇世紀は、冷戦の時代だった。その冷戦を、最後まで冷戦のまま――つまり一度も本
格的な熱戦に転ずることなく――終わらせた究極の原因は、煎じ詰めれば、〈自由な社
会〉の魅力ということに尽きる。それゆえ、二〇世紀の教訓は、ひとつの社会を構想する
にあたって、（平等な）〈自由〉ということを上回る価値や理念をかかげるべきではない、
ということである。
こうして二一世紀のわれわれは、自由を、人類の歴史の中で最高に自由な社会を――資
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本主義という形態で――引き継ぐことになった。が、しっかりと手に入れたはずの自由は、
なぜか、手応えがない。われわれは、自由なはずなのに、むしろ、閉塞感の方を感じてい
る。
この「自由の存在の希薄さ」は、単なる、主観的な印象の問題ではない。この希薄さの
感覚を裏打ちするような、理論上の事実がある。それは、こういうことだ。自由をめぐる
近代の政治思想とは独立に、自由や自由意志はどこにあるのかをめぐる、古代以来の形而
上学的な探究の蓄積がある。われわれは、普段、自分にも、他人にも、自由（意志）があ
ることを前提にして生きている。しかし、あらためて、自由の在り処を見定めようとする
と、世界の中のどこにも、自由なるもののための場所がないように感じられてくる。その
感覚は、今日、とりわけ強くなっている。というのも、今日の自然科学は、とりわけ脳科
学や神経科学は、自由などというものは幻想でしかない、ということを、ほとんど脅迫の
ようにわれわれに告げてくるからである。とすれば、手に入れたはずの「自由」が無に近
いものに感じられるのは当然のことだ、ということになろう。
本書で私は、これまでまったく独立していた、自由や自由意志の所在をめぐる形而上学
的考察の伝統と自由に関する近代の政治思想とを、一本の線でつなごうと試みている。そ
うすることで〈自由〉を救い出すことができる。私としては、そのことを証明したつもり
だ。それは、〈自由〉という概念を、あらためて鍛え直し、（再）創造する作業でもあっ
た。
概念の（再）創造は、補助線の発見に喩えることができる。図形に一本の補助線を入れ
ると、われわれは、それまで見えていなかった「関係」に気づく。その「関係」は、補助
線が導入される前から存在していたはずなのに、補助線が引かれるまではまったく見出さ
れていなかった。
〈自由〉の概念の鋳直しを通じて、私は、やはり、これまでまったく見られていなかっ
た「関係」を示したつもりである。何と何の関係か？ 〈自由〉を哲学的に救出すること
が、そのまま、政治的・実践的な含意をもっているということ、これがその「関係」であ
る。〈自由〉をめぐる、高度に抽象的な哲学は、そのまま、〈自由な社会〉に向けた構想
に対する示唆を伴っているのだ。私としては、本書を通じてそれを示し得たと思っている
のだが、それが成功しているかの判断は、読者に委ねるほかない。
（大澤真幸（2018）『〈自由〉の条件』（講談文芸文庫）“文芸文庫版あとがき”より）

●接続して読んでみよう！
☞ 梶谷真司(2018）『考えるとはどういうことか 0 歳から 100 歳までの哲学入門』
ダメ。人と自由に問い、語り合うことで、
考えは広く深くなる。その積み重ねが、
息苦しい世間の常識、思い込みや不安・
恐怖から、あなたを解放する―対話を通
して哲学的思考を体験する試みとして、
いま注目の「哲学対話」。その実践から
分かった、難しい知識の羅列ではない、
考えることそのものとしての哲学とは?
生きているかぎり、いつでも誰にでも必
要な、まったく新しい哲学の誕生。

「考えることは大事」と言われるが、
「考える方法」は誰も教えてくれない。
ひとり頭の中だけでモヤモヤしていても
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☞ 村上龍（2000）『共生虫』
ばれた存在であることを自覚した彼は、
生贄を求めて外の世界に飛び出してゆく
のだが…!?
「……絶滅をプログラミングされた種
は、共生虫の終宿主となる。ある種が自
ら絶滅をプログラミングするということ
は、生態系の次の段階を準備するという
ことでもある。例えば恐竜の絶滅は次の
生命環境のために、つまり次代の全生物
の共生のために不可欠だった。共生虫は、
自ら絶滅をプログラミングした人類の、
新しい希望とも言える。共生虫を体内に
飼っている選ばれた人間は、殺人・殺戮
と自殺の権利を神から委ねられているの
である」

1 人の引きこもりの青年が体内に共生
虫を飼っている。体内に謎の「虫」を宿
した、引きこもり青年ウエハラ。彼はネ
ットを通じ、インターバイオと名乗るグ
ループから、その虫が殺戮と種の絶滅を
司る「共生虫」であると教えられる。選

2019 年１月～３月シーズン 第Ⅰ部 平成前期：ポスト平成の major key
テーマ 〈自由と閉塞感の先へ〉
▼#88 （１）1/13(日) 『キッチン』〔1988/昭 63〕
吉本 ばなな
▼#89 （２）2/10(日) 「二百回忌」〔1993/平 5〕
笙野 頼子
▼#90 （３）3/10(日) 「ニッポニアニッポン」〔2001/平 13〕 阿部 和重

2019 年４月～６月新シーズン 第Ⅱ部 平成後期：ポスト平成の major key
テーマ：〈自由と閉塞感の先〉と〈多様性と公正的正義の後〉
▼#91 （１）4/14(日)
▼#92 （２）5/12(日)
▼#93 （３）6/9(日)

『八日目の蝉』〔2007/平 19〕 角田 光代（中公文庫）
『淵の王』〔2015/平 28〕
舞城 王太郎（新潮文庫）
『リリース』〔2016/平 29〕
古谷田 奈月（光文社文庫）
【原則、毎月第２日曜の AM に開催】
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同時代年表：
1996 ～ 2001 金融ビッグバン - 大規模な金融改革。3 原則(Free・Fair・Global)
平成 9 年 - 1997 年
1997 ASEAN+3(アセアンプラススリー)が設立する
1997-04 消費税が 5％となる
1997-05 アイヌ文化振興法 - アイヌの文化に関する法律
1997-07 臓器移植法 - 臓器移植に関する法律
香港返還 - イギリスが中国に香港を返還する
1997-09 新しい日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)に合意する
1997-11 北海道拓殖銀行が破綻する、山一證券が破綻する
1997-12 介護保険法 - 介護保険に関する法律
京都議定書 - 地球温暖化防止条約による議定書
平成 10 年 - 1998 年
1998 PHS の加入数が約 700 万人となる(以降、携帯へ移行して減少)
NTT が ISDN サービスを開始する(世界初)
iMac が発売される
1998-02 長野オリンピックが開催される
1998-06 金融監督庁が設置される
1998-07 小渕恵三内閣(自由民主党)が誕生する
1998-10 債権管理回収業に関する特別措置法 - 不良債権に関する法律
1998-12 特定非営利活動促進法(NPO 法) - 非営利の社会貢献活動
平成 11 年 - 1999 年
1999 道路交通法の改正 - 運転中の携帯電話の使用が禁止となる
携帯電話の加入数が 5000 万人を超える(普及率 40.4%)
ADSL(ブロードバンド)が開始される
1999 ～ 2000 IT バブル - IT 関連企業に投資。その後、過剰投資で崩壊
1999-05 行政機関情報公開法の公布 - 行政機関の情報公開
周辺事態法の公布 - 周辺事態において自衛隊が活動可能となる
1999-08 国旗国歌法 - 国旗：日章旗 国歌：君が代
通信傍受法 - 犯罪捜査での通信傍受に関する法律
1999-09 東海村 JCO 臨界事故 - ずさんな管理体制による原発事故
1999-12 ポルトガルがマカオを中国に返還する
平成 12 年 - 2000 年
2000-04 森喜朗内閣(自由民主党)が誕生する
2000-05 ストーカー規制法 - ストーカーに関する法律
2000-06 伊豆諸島の三宅島が噴火する
2000-07 第 26 回主要国首脳会議(沖縄サミット)が開催される(G8+EU)
平成 13 年 - 2001 年
2001 第三世代携帯電話(3G)が登場する
ISDN が 1000 万件を超える(以降、IP 電話、ブロードバンドで減少)
FTTH(ブロードバンド)が開始される
iPod が発売される
2001-01 中央省庁再編 - 1 府 22 省庁が 1 府 12 省庁となる
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中央省庁 1 府 12 省庁+復興庁
2001-03 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が開園する
2001-04 小泉純一郎内閣(自由民主党)が誕生する
2001-09 アメリカ同時多発テロ事件 - 航空機テロ。死者約 3000 人
2001-10 ～ アフガニスタン紛争 - ウサーマ・ビン・ラーディンの殺害
2001-11 ～ BRICs(ﾌﾞﾘｯｸｽ) 中長期的に著しい経済発展が期待される国々を指す言葉。
(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ共和国)
2001-12 愛子内親王が誕生する
平成 14 年 - 2002 年
2002 パソコンの普及率が 70％を越える(世帯での割合)
ソニーなどの各社が Blu-ray Disc を発表する
東芝などの各社が HD-DVD を発表する(2008 年に東芝は撤退)
モスクワ条約 - アメリカとロシアによる軍縮条約
2002-04 塩の販売が自由化される
学校週 5 日制が導入される
2002-05 ～ 06 2002 FIFA ワールドカップ - 日韓開催。韓国の審判等買収疑惑
2002-06 道路交通法の改正
飲酒運転の罰則が強化される。
※現在は最低でも免許停止となる。
最高は免許取り消し + 欠格期間(免許を取得できない期間)が 3 年になる。
2002-09 日朝首脳会談 - 日本人拉致問題
平成 15 年 - 2003 年
2003 ADSL の加入契約が 1000 万件を超える
2003 ～ 2011 イラク戦争 - イラクとアメリカ率いる多国籍軍の争い。多国籍の勝利
2003 ～ 2009 自衛隊イラク派遣 - 自衛隊のイラクへの派遣
2003-09 小沢一郎らの自由党が民主党へ合流する
平成 16 年 - 2004 年
2004-04 イラク日本人人質事件 - 日本人を人質として自衛隊の撤退を要求
帝都高速度交通営団(営団地下鉄)が民営化で東京メトロとなる
消費税の内税表示を義務化する
2004-05 日朝首脳会談 - 日本人拉致被害者が帰国。対価として食糧支援等
2004-10 新潟県中越地震 - M6.8。死者 68 人
2004-12 中国のレノボが IBM のパソコン事業を統合
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MEMO：
Q1：2001 年頃ってどんな時代？

Q2：本作の感想と点数は？
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Q3：本作を通じて考えてみたい問いは？

以上
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