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０．はじめに

近代とは何か？　社会学の中心的な主題であるとともに、さまざまな関

連領域においても再三再四問われてきたこの大きな問いは、まともに答え

るにはあまりにもその問い自体が、茫漠とし過ぎているように思える。そ

れはこの問いにおいて「近代」という言葉が何を指し示しているのかが判

然としない、ということでもある。すなわち、この問いにおいては、「近代」

とは産業社会のことなのか、ある時期に独特の思考様式のことなのか、は

たまた時代を画する自己表現の方法なのか等々、といったことが曖昧なま

まに、論者の問題意識だけが先行してしまっているのである。その結果、

個々の論者の恣意的な「近代」解釈のもとで自己の価値観を際立たせるた

めに、「近代」をめぐる問いが探求されるということにもなりかねないこと

になる。

では近代についての問いは対象領域を限定した上で、実証的な観点から

個々の事例に則して答えるべきものなのであろうか？　もちろん、そうし

た努力は必要であるし、そのような試みが近代とは何かという問いかけに

少なからず貢献するということは間違いない。しかし、そうした努力の結
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果、社会のさまざまな領域における複雑な影響関係や、一つの文化全体が

もつ共通のパターンといったものを閑却してしまえば、近代という鬱蒼と

した樹林の中で「木を見て森を見ず」ということにもなりかねない。

そこで、われわれとしては近代の原型、プロトタイプといったものを曲

がりなりにも最初に確保し全体の見通しをえた上で、個別の領域について

見ていくというやり方を選択することにしたい。具体的に言えば、トゥー

ルミンの『近代とは何か』をまず取りあげてその内容を吟味した後で、近

代的な主体／身体の問題をその内容との関連で見ていくことにする。

なお、この論文はこれに続く一連の主体／身体をめぐる考究の序論的な

位置を占めるものである。

１．近代のアジェンダ

スティーヴン・トゥールミンの『近代とは何か』（原題はCosmopolis:The

Hidden Agenda of Modernity）は、科学哲学という専門領域には収まりき

らない、近代の原型（トゥールミンの言葉でいえばアジェンダ）について

の鋭い洞察に溢れた著作である（１）。社会史的な知見も織り込みながら、近

代についての常識的見解を覆しつつ披瀝される、近代の羅針盤ともいえる

科学的思考様式についての考察は、まさに西欧近代の原型を掘り当てる作

業であると考えられる。彼自身の価値観を反映して、かなり戦略的に書か

れてもいるこの書物は、しかしながら、近代の底にあるものを知る上でわ

れわれにとって欠かせない著作になっていると言える。そこでまず、この

本の内容をコンパクトに紹介することから、われわれのここでの議論を始

めることにしよう。

１.－１近代についての常識的見解

西欧近代はいつ頃から始まったのか。まず最初に問われるべきこの問い

は、同時に近代についてのわれわれの解釈を始動させる問いでもある。な

ぜなら前近代と近代との切り分けには、何らかの明白な断絶をそこに見る
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歴史的解釈が介在せねばならないからである。トゥールミンによれば、こ

の近代の始まりについての問いには、西欧人にとって極めて標準的な説明

様式が存在し、それは「ガリレオとデカルトが学問的探求を行った一六三

〇年代に近代が始まる」というものである、とされる。すなわち、「近代は

十七世紀に始まったこと、また、思想と慣行の様式が中世のそれから近代

のそれへと移行したのは、すべての真に知的な探求分野において――物理

学ではガリレオ・ガリレイによって、認識論ではルネ・デカルトによって

――合理的方法が採用されたことによるのであり、彼らの例は、まもなく

政治理論においてトマス・ホッブスによって踏襲されることとなった（２）」

のだという近代解釈が、通説として受け入れられてきたというのである。

トゥールミンによると、こうした通説にはその背後仮説として、ガリレ

オやデカルト、そしてニュートンといった人物は自らの学問体系を純粋な

思索の結果において、虚空からアイディアを浮かび上がらせるように、歴

史的文脈には依存せずに生み出したのだ、という考え方が存在するとされ

る。これは具体的にいえば、一七世紀のヨーロッパが独特の思想を持つの

に十分に繁栄しており平穏で、教会の圧力からも自由であった、という非

現実的な歴史認識という形で現れることになる（３）。しかし、トゥールミン

はこうした通説の仮定を最近の社会史が明らかにした歴史的事実から反駁

し、デカルトの仕事を歴史的出来事の中で再文脈化することによって近代

的思考の特異性を明らかにしようと試みることで、近代の通説ばかりか近

代的世界観の超克をも図ろうとするのである。

１.－２　二重の近代

トゥールミンが行ったように、デカルトの合理主義の哲学はそれ自体、

アンリ四世の暗殺や三〇年戦争によって引き起こされた政治的、社会的、

神学的混乱に対する一つの思想上のリアクションであったということを綿

密に検証することは、科学哲学史においては大きな意味をもつ仕事に違い

ない。しかし、われわれの議論においてもっと重要なのは、ガリレオやデ

カルトといった科学的合理主義者の登場の以前に、モンテーニュやエラス
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ムス、シェークスピアやベーコンといったルネッサンス人文主義者たちが、

それまでとは異なった思想と大きな社会的影響力をもって現れているとい

う歴史的現実に素直に注目すれば、そこにこそ近代のもう一つの可能性が

用意されているのではないか、というトゥールミンの指摘である。つまり、

近代の起源は通常言われているよりも一世紀ほど早く、一六世紀後期の北

ヨーロッパの人文主義にまで遡ることができ、そしてそれは文学的、人文

主義的な潮流として理解できるという独自の説である（４）。この説によれば、

彼ら人文主義者たちは経験というものを重視し、事例のもつ意味を過度に

一般化することを厳に慎みながら、懐疑的に物を見ることによって多様性

や不確実性に開かれた思想を展開したがゆえに、一般性や普遍性を標榜す

る十七世紀の科学的合理主義者とは全く異なったもう一つの「合理性」の

在りかを明らかにしている、とされるのである。

この近代の二つの起源説、あるいは二重の近代という考え方は、近代に

ついての通説が新しい起源にのみ注目し、近代の古い起源を否定して抑圧

する状況が最近まで続いていたことを考えれば、大いに意味があるといえ

る。そしてトゥールミンは、この二重の近代理解に基づいて、リオタール

などのポストモダン論者が批判するのは新しい近代の方であり、古い近代

の思想は現在の状況下においてもなお有効であるばかりか、新しい近代の

考え方に代わって必要とされてもいる、ということを大々的に論じていく

のである（５）。

１.－３　近代の原型

ルネッサンスの人文主義的な近代把握と科学合理主義的な近代理解。こ

うした対比のもとでトゥールミンは科学合理主義的な近代解釈の特殊性を

戦略的に明らかにしようとする。けれども、こうした科学合理主義的な近

代解釈の特殊性は、歴史的に見れば、デカルトやニュートンの主張が時代

の進行とともに批判され、彼らによって基礎づけられた合理的体系が近年

になって初めて他のものに取って代わられ、その言説が無効にされていく

なかで白日の下に晒されてきたのだともいえる。これを別の面から見れば、
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科学合理主義の呪縛はより洗練の度を増しながら（例えば、論理実証主義

の思想を見よ）二〇世紀にいたるまでわれわれをとらえてきた、と言うこ

ともできるかもしれない。すなわち、科学合理主義的な世界観は長らく、

人々の物の見方の原型として科学の領域にとどまらず、政治や社会の内部

においてさえも作用し続けてきたとも考えられるのである。

それでは近代的世界観、あるいは近代の原型とはいかなるものであろう

か。それはデカルトの心身二元論、すなわち人間の思考作用における合理

的自由と、自然の物理現象における因果的必然という二つの領域において、

いわば常識として受け入れられ疑われることなく共有されてきた以下のよ

うな形をとる信念だったのではないか、とトゥールミンは述べている（６）。

自然についての信念

自然は、天地創造の折に掲げられた不変の法則に支配されている。

自然の基本構造は、わずか数千年前に作られたばかりである。

物理的自然の中の物体は、不活性物質で構成されている。

したがって物理的対象および過程は、思考しない。天地創造の折、神

は自然界の物体を結合して、「より高位」のものと「より低位」のものか

ら成る、安定した階層システムを形成した。

社会における「活動」と同じように、自然における「運動」は「より

高位」の生物から「より低位」の生物へと下に向かって流れる。

人間についての信念

人間の「人間らしい」点は、合理的な思考や活動をするその能力である。

合理性と因果律とは、異なった規則に従う。

思考と行動は因果律に従って起こるのではないので、行動は、心理に

ついてのどのような因果的科学によっても説明することはできない。

人間は、自然の中に、物理的システムを確立することができるのと同

様、社会の中に安定したシステムを確立することができる。

したがって人間は、一部分合理的、一部分因果的という、両者の混じ
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り合った生活を送る。

すなわち、理性をもつ被造物としては、人間の生活は知的あるいは精

神的であり、感情をもつ被造物としては、人間の生活は肉体的であり肉

欲的である。

理性の働きが感情によって挫折し、歪められるのはよくある。したがっ

て人間の理性は、信頼し奨励すべきであるが、一方、感情は信用すべき

ではなく抑制すべきである。

引用からも明らかなように、デカルトやニュートンが神を否定すること

なく、むしろ神の存在を前提にした上で、自らの理論構築を行っていたこ

とは明白である。従って、これらの信念は無色透明の合理的な思想という

よりも、特定の価値観にどっぷりと浸かったローカルな社会的信念といっ

た方が相応しいものであると言える。そしてまたそれゆえに、こうした社

会的信念は自然科学の進歩によってそれ自身、掘り崩されてゆくのである。

例えば、進化論による天地創造の神話に対する批判、生理学や量子力学に

よる物質の不活性説の否定、生態学による人間存在の特殊性についての否

認等々によって、この近代の原型を構成する個々の信条項目はその信憑性

を逐一失っていくことになるわけである。

しかしながら、こうした近代の原型はその心身二元論的世界観において

形を変えて現在でも生き延びているともいえる。すなわち、科学的法則の

妥当する物質世界と、人間の精神作用、なかんずく合理的思考によって特

徴づけられる社会的世界の二元論という物の見方がそれである。換言すれ

ば、神をその世界観から放逐したあとに残った唯物論的世界における理性

的人間の特殊性、という現在的な神話がそれなのである。このような考え

方をとれば、この神話を信じている限りにおいて、われわれはいまだ近代

人であると言えることになる。

１.－４基礎づけ主義と社会の惑星モデル

ところで、この近代の原型がもつもう一つの特徴として、基礎づけ主義
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という考え方を挙げることができる。これはまったくの白紙の状態から、

確実な根拠に遡り、そこから正しい知識の体系を構築しようとする態度の

ことである（７）。実際、デカルトの方法的懐疑を経て、ニュートンのユーク

リッド幾何学に基づく宇宙論において完成する古典物理学的な意味での科

学的体系は、この基礎づけ主義の正しさを多くの人々に深いところで実感

させたのである（例えば、カントの哲学を見よ）。そのうえさらに、この

ニュートンの宇宙論は他の領域にまでその基礎づけ主義の触手を伸ばすこ

とになる。例えば、目の前にある社会秩序の基礎をニュートンの宇宙論か

ら演繹するという試みは、トゥールミンによれば「社会の惑星モデル」と

呼ばれ、次のように説明されるものとされている。

社会の惑星モデルは明白にコスモポリス
・ ・ ・ ・ ・ ・

的であった。そのような正当

化なしには、「より上等な種類」の人々による、「下層階級」への階層制

の押しつけは恣意的で利己的であろう。この階層制が自然の構造を反映

する程度に応じて、その権威は自明で、自己正当化的で、表明上合理的

であった。自然は数学的「法則」に従い、そしてそれは、神がそれを維

持したいと思うかぎり、その安定性を確保するという哲学的信念は、社

会生活を営む上で革命的な思想であった。つまり、コスモス
・ ・ ・ ・

とポリス
・ ・ ・

は

両方とも、自己充足的であり、二つが共に「合理性」をもつことで、そ

れらの安定性が保証された（ように思われたのである（８））。（傍点は原著

者による。以下同様）

ニュートンの科学的宇宙論（コスモス）と現実の社会的階層制（ポリス）

が相互に照応しあうというコスモポリスの考え方は、中世の神学的世界観

が説得力を失った後で登場した強力なイデオロギーであるといえる。

トゥールミンの主張が正しければ、このコスモポリスの住人たちは、階層

制をキーワードとして自国の行った植民地化や家族における性差別、そし

て自らが抱く下劣な欲望の抑圧といった形で、この近代イデオロギーを現

実に当てはめていったのである。
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そして、トゥールミンによれば、国民国家のイデオロギーこそ、近代の

原型がもたらしたもっとも明白な近代的構築物であり、コスモポリスの思

想によって生み落とされた近代的現実である、とされるのである。

モダーニティの足場を形成する、自然と人間に関する包括的な思想体

系は、このように科学的であるだけでなく社会的・政治的な装置でもあっ

た。つまりそれは、主権国民国家の政治秩序に神授の
・ ・ ・

正統性を付与する

ものとも考えられたのだ。この意味で、近代科学の世界観は――それが
．．．

実際に存在するようになった時
．．．．．．．．．．．．．．

、――一七〇〇年頃、一般的な支持を得

たのである。そしてそれは、この世界観が、惑星の運動や潮の干満を説

明するのにもっていた威力と同じくらい、国民国家の政治的システムに

対してそれが与えた正統性のおかげであることは明らかである（９）。

状況証拠の積み重ねによって、国民国家イデオロギーの存在を明らかに

しようとするトゥールミンの歴史的議論の詳細は、今ひとつ説得力に欠け

るけれども、近代の原型がイデオロギーとして社会的領域にまで浸透して

いたという事態は、大なり小なり確認できる事柄に違いないように思える。

そしてわれわれにとって関心があるのも、この近代の原型が孕むイデオロ

ギー的側面なのである。

１.－５ネオ・プレモダン論者としてのトゥールミン

繰り返せば、近代の原型は基礎づけ主義に基づくものであった。これは

まったくの白紙の状態において見いだされる確固とした根拠、すなわちい

かなる歴史的文脈にも依存しない明晰判明たる知的基盤を、そのスタート

ラインに置くという試みから成り立っていたのであった。しかし、ジョ

ン・デューイとリチャード・ローティによって行われた批判により、こう

した試み自体の不可能性が明らかにされた、とトゥールミンは考える。そ

してその結果、われわれにできることはただ、「われわれが体験している現

時点、われわれが置かれているこの場所からスタートする」ことであり、
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「われわれが置かれている現在のローカルな状況において、われわれに入手

できる思想と、そしてそれらの思想によって「解釈」した経験の証拠を、

弁別的かつ批判的に利用すること（10）」だけであるにすぎなくなった、と彼

は述べるのである。トゥールミンに従えば、自らの経験を批判的に利用し

ながら、ローカルで伝統的な思想を新たに解釈し直しより良く改良するこ

とが、われわれの時代における新たな知的課題になったのである。

アインシュタインの相対性理論の登場により、ニュートンの科学的宇宙

論もまた、その基礎づけ主義的意味を失い、近代の原型はその足下をすく

われる結果にいたった。そして、トゥールミンはこうした事態を、近代の

もう一つの起源である、ルネッサンス的人文主義への回帰としてとらえる

のである。

一九六〇年代以来、哲学と科学は共に、デカルト以前
・ ・

の最後の世代の

知的態度に戻った。自然科学においては、他のすべての分野に対する物

理帝国主義の支配は終わりを告げた。すなわち、生態学者や文化人類学

者は今や、天文学者や物理学者を正視することができるのだ。哲学にお

いては、デカルトの形式主義的願望――人間の経験に対するルネサンス

人文主義者の具体的な信頼を、論理的確実性という抽象的要求で置き換

えることによって、彼らの懐疑論を論駁したい――のせいで、今日では、

哲学の企てが行き詰まったのだと考えられている。すなわち、科学的に

も哲学的にも、われわれは、合理主義のもっぱら理論的なアジェンダか

ら解き放たれ、約三〇〇年前デカルトのクーデターによって脇へ押しや

られた、実際的諸問題を再び取り上げることができるのである（11）。

科学合理主義的な近代把握から経験を重視する人文主義的な近代解釈へ

の再帰。あるいは、プラトン的世界観からアリストテレス的価値観への新

たなる移行。この事態をどのように呼ぼうとも、はっきりしているのは近

代はもう一つの起源へと新たなる回帰を遂げた、ということである。

こうしてトゥールミンは、通常は近代以前の思潮ととらえられるルネッ
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サンス的人文主義を近代の第一の潮流ととらえ直し、現在、その潮流への

知的回帰が進んでいると唱えることで、いわばネオ・プレモダン論者とし

て自らの論陣を張るのである。われわれとしては、こうしたトゥールミン

の立場がある種の価値観に基づいていることを指摘するだけにとどめ、こ

こでは科学合理主義的な近代把握の枠組みが大きく崩れ去ったことだけを

トゥールミンとともに確認しておくことにしたい。

１.－６　近代のイデオロギー

デカルト、ニュートン的な近代の原型は崩れ去った。しかし、これに

よってトゥールミンが主張するような、経験主義的な実践知への全面的な

回帰が成立するとは考えにくい。近代の原型がもっていた社会に対するイ

デオロギー的側面は形を変えて生き延びていくように思えるからである。

例えば、社会的階層を容認する社会ダーウィニズムの考え方、人間の生理

学的な次元と思考作用の次元を切り離してとらえようとする科学的態度、

経済活動の外部＝環境問題を切り捨てた利益追求をよしとする経済合理性

第一の思想等々は、近代の原型が生み出した無数の社会的イデオロギーの

一部をなすものであると考えられる。そして先に触れたように、こうした

社会的イデオロギーの底にはデカルト的心身二元論に基づく世界観がいま

だに存在しているように思えるのである。

一方で、もはや神を持ち出すことなしに、それ自らがもつ法則性によっ

て説明される物質の世界。他方で、唯物論的な説明によっては決してとら

えることのできない、独自の性質をもつ人間の思考的世界。そして、この

二元論的世界観によっては解明することができないにもかかわらず、実際

には存在する、二元的世界の全体的な絡み合いという社会的現実。またこ

の間隙をぬって、頭をもたげる近代に特有の社会的イデオロギー。こうし

た見取り図に従えば、社会的イデオロギーが経験的世界をその時々におい

て説明する実践的な図式である限りにおいて（しかしイデオロギーとはそ

もそもそういうものではないだろうか）、こうしたイデオロギーが、トゥー

ルミンの楽観的な見通しに反して、人文主義的な知として機能してしまう
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ことも大いにありうるのではないだろうか。

こうした考え方に従えば、明らかにされるべきは、近代の原型が生み出

した社会的イデオロギーの数々を具体的に調べ上げ、それが何を正当化し

て何を不当に抑圧しているのか、それがどんなことに焦点を当てそのこと

によって何を見えなくしているのか、といったことを事例に沿って見てい

くことであるように思える。そして、このいささか凡庸とも思える結論は、

再びわれわれを近代についての大きな問いの前に立たせることになる。す

なわち、近代のイデオロギーとは何かという問いがそれである。

２．主体／身体問題と近代イデオロギー

トゥールミンが示した「近代の原型」の底には、心身二元論的な世界観

が存在し、それは今でもイデオロギーとして社会的に機能している。こう

したわれわれの見方を敷衍していくためには、具体的に社会的イデオロ

ギーの内実を考察していく必要があろう。そこでまず、こうした世界観の

核心ともいうべき心身二元論の考え方を取り上げ、そのイデオロギー的側

面について見ていくことにしたい。

２.－１　近代的な主体／身体

心と物、精神と身体を分けて考えるのは、極めて近代的な思考法である

と言える。そしてこうした二分法に基づく二元論は、こころとからだがど

のような関係にあるのかという心身問題をさまざまなレベルで発生させ、

結局はそれらを解決困難な難問として意図的に排除することになってしま

うのである。こうした視点から見ると、人間の身体がまさに近代イデオロ

ギーの盲点ともいうべき位置を占めることになるため、われわれは考察の

出発点としてこうした身体に注目することから始めることにする。

２.－１－１近代的主体

デカルトによれば、近代的主体とは合理的な思考作用を営む主体である
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とされる一方で、身体に由来するような情欲は理性によってコントロー

ル＝抑圧されねばならないとされていた。こうした考え方において、身体

という属性は近代的主体の内から否定的対象として排除される一方で、合

理性の重視によって、純粋な思考作用から成る主体というイメージがわれ

われに定着することが助けられたのだと考えられる。

しかし、この思考作用から成る主体という考え方は、哲学的には他者を

いかにして理解するかをめぐる他者問題という難問を引き起こし、日常的

には非合理的感覚や非論理的思考を抑圧すべきもの、あるいは錯覚として

排除して、われわれの経験世界を極めて狭いものにしてきたと言える。前

近代的世界においては他者理解が問題になることはなかったし、多様な身

体感覚が生の意味を司るものとして重要視されていたことを考えれば、こ

うした主体概念が極めて近代的なものであることが、自ずから浮かび上

がってくるはずである。考えてみれば、そもそも人間の経験の何が重要で

何が無意味であるのかを決める絶対的基準などは存在しないがゆえに、そ

のための文化的、歴史的な選別が必要になってくるのであり、まさに主体

をめぐる近代的言説がこのイデオロギーとしての役割を担ってきたと見な

すこともできるわけである。

さて、近代的主体のイデオロギーは、先に触れたことからも分かるよう

に、大きく言って二つの難点を抱えている。それは、

① 理論構築上の難点。ハーバーマスなどが繰り返し指摘しているよう

に、意識哲学の伝統からわれわれの生きている共同主観的な現実を導

き出すのは不可能であり、間柄としての人間を論じることのできない

偏った理論が生み出されてしまうということ。

② 経験対象の過小さという難点。人間の経験の多くは非合理的なもの、

すなわち情欲や幻想、非合理的な体験（例えば、宗教的体験など）に

満ち満ちている。こうした体験を非合理的なものとして削り取り、表

層に残った合理的思考のみを正規のものとして認める態度は、人間の
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全体性を大きく損ねる見方しかもたらさないこと。

の二点である。この二つの点を考慮に入れれば、近代的主体のイデオロ

ギーを超克する道は、他者体験に開かれ多様な身体感覚を肯定するような

主体／身体論を構築していくことにある、と推論することができる。

２.－１－２　生理学的身体

近代的主体の対応物として、外部から客観的に観察できる不特定多数の

人間身体を、科学的な研究対象として解剖学的・生理学的に説明する試み

に伴って生み出される、いわば生理学的身体というものが存在する。そし

て、人間のからだを対象とした科学的研究と呼ばれるものは、こうした身

体をその唯一の研究対象として肯定する立場に立っているのである。その

結果、いわば唯物論的一元論から人間の感情や思考などのこころの働きも、

脳の神経生理学的研究により明らかにされるのだ、といった考え方が生じ

ることになるわけである。

しかし、脳のある状態を「原因」とし、思考や感情の生起を「結果」と

して説明するやり方は厳密に言えば交差因果に陥るため、論理的には成立

しないものであるといえる（12）。大森荘蔵風に言えば、科学的説明とはわれ

われの日常的体験に関する「重ね描き」に過ぎないものなのである（13）。も

ちろん、こうした主張によって生理学的身体についての研究が無意味であ

るなどと述べたいのではない。そうではなく、人間の生理学的メカニズム

を解明する意義は十二分に認めた上で、それでもわれわれの主体的経験が

それにより説明され尽くされることはないということ、換言すればわれわ

れの主体的体験の次元が固有なものとして確保されることを確認しておき

たいのである。

生理学的身体についてのわれわれの考えを、もう一度以下に約言してお

こう。生理学的身体の状態によって、主体的体験の内容が一義的に決定さ

れるわけではない。それは主体的体験がそれ自体の次元において、生理的

身体から見ればつねに未知なるものを含んでいるからである。それゆえ、

生理的身体の科学的解明によって主体的体験が十全に説明されるというこ
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とは不可能であり、主体的体験の領野を独自に解明していく必要が存在す

ると言えることになる。われわれとしては、主体／身体をめぐる主体的体

験の余地が論理的にも認められ、生理学的身体についての言説によって、

そうした主体的体験を解明する意義を否定されることはないということだ

けをここで強調しておきたい。

２.－２　新たな主体／身体モデルの構築

主体／身体をめぐる近代のイデオロギーに毒されていない、新たな主

体／身体モデルを構築すること。以上の考察から、われわれがなすべきこ

とを一言でまとめればこのようになる。こうした主体／身体のモデルが

あって初めて、心身二元論的な近代的イデオロギーのはらむ偏頗な姿を明

らかにできるとともに、近代的思考の下で脇に追いやられた、さまざまな

体験領域をもカバーすることができる説明モデルを、手に入れることがで

きるからである。

しかし、ではどのような主体／身体のモデルを考えていけば良いのであ

ろうか。ここでいきなりその全体像を示すのは無理だとしても、方向性ぐ

らいは明らかにしておきたい。そこで一つの手がかりとして、湯浅泰雄に

よる身体論の枠組みをここで取り上げることにしよう。湯浅によれば、身

体論には三つの視点が必要であるとされる。

身体について考える場合、われわれは次の三つの視点を区別すること

ができる。人とは〈私〉であるとともに〈あなた〉である。そしてまた、

〈彼〉であり、〈彼女〉である。したがってここには、一人称としての

「自分の身体」という視点、二人称的に表現される〈我〉と〈汝〉の間柄

で見出されるお互いの身体の関係（間―身体関係）、そして三人称的ない

し非人称的に観察することができる不特定多数の人々の身体という視点

である（14）。

湯浅はこの一人称的身体、つまりわれわれが日常的に体感している身体
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のことを主体的身体と呼び、三人称的身体、すなわちわれわれが先に生理

的身体と名づけた、科学的解明の対象となる身体のことを客観的身体と呼

んでいる。そして主体的身体は無意識を含めた内的なこころの世界からな

るものであり、客観的身体はあまたある物質と同じように科学的観察の対

象となる外的なものの一部である、と述べている（15）。そして彼は人間の身

体はこの内と外が交わる特異点をなすと考えるのである。

翻って社会学の主体／身体モデルについて考えてみると、近代的主体を

前提として議論を始めたり、そこから間―主体的社会のモデル作りに汲々

としたりするばかりで、人間のもつ体験の多様性を示している主体的身体

についての考察が等閑視される傾向が、自分を含めて数多く見られるよう

に思う（16）。それゆえ、主体的身体の多様なあり方を見ていくなかで、近代

的主体／身体モデルを解体しつつ、そこから間―主体／身体的に生じる新

たな社会像を見ていく必要があるように思われるのである。

こうした試みを行うために、まずは主体的身体から近代の主体／身体論

を見直す作業を次の論文において進めていくことにしたい。
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