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序論

グローバル化の時代と言われる今日、世界は政治、経済、産業、軍事、

文化など多様な仕方で緊密に結びついており、この傾向は今後も加速す

るにちがいない。そこでは主に経済、産業が世界的に拡大し、政治的関

係が緊密化することで、国家や地域を超えたネットワークが形成され、

それと平行して様々な国際的問題が発生する。こうした潮流は、たんに

世界規模の変動を引き起こすだけではなく、そこに巻き込まれている

各々の社会に少なからぬ影響を与える。そして社会ごとの自律性、安定

性、一体性が動揺し、国家や地域、民族といった単位のまとまりが以前
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ほど意味をなさなくなる。その結果、それぞれの社会の制度、慣習、生

活様式、言語、つまりその社会の文化も、多かれ少なかれ変化せざるを

えない。

本論でも論じるように、この変化は主に二つの対照的な方向で起こる。

一つは統合へ向かう動き、もう一つはその反対の分散へ向かう動きであ

る。前者は何よりもまず、世界を結びつける原動力になっている輸送、

通信技術、産業・経済システムが世界中で共有されていることに基づい

ている。もっとも時おり主張されるように、これによって世界の文化が

全般にわたって均質化する、ということはおそらくないだろう。なるほ

ど社会の物質的・制度的レベルに同一ないし類似した構造が現われ、そ

れが文化全体に反映された結果、各国で多くの共通点が見出されるよう

になっている面は否定できない。また経済的にある程度豊かな国に限ら

れるが、服飾や化粧などのファッション、映画も、多くの国に広がって

いる。けれどもこうした流れが、世界の文化の全面的均質化を引き起こ

すわけではない。というのも、統合へ向かう動きは、文化的差異を少な

くとも部分的には消滅させ、世界で広く共通する文化を生み出すが、ま

さしくそれがその逆の分散、差異化へ向かう力を誘発するからである。

文化は多面的、多層的なものであって、経済や産業など、社会の一部
、、
に

見られる――それがきわめて重要な、見方によっては根幹に関わるもの

であっても――グローバルな統一でもって、議論を文化全体
、、
にまで拡張

することはできない。それは文化理解の貧困さ、一面的な還元主義を露

呈するのみである。

しかし他方で、そうした統一への恐れ、反感、あるいは憧れや興奮と

いったものが存在するのも確かである。これはどのように考えればいい

のか。勘違いから来る過剰反応にすぎないのか。正しい知識を広めるこ

とで是正すべき愚かさの現われなのだろうか。仮にそういう面があった

としても、これは間違いとか悪いといった批判で簡単に片付けられない

ように思われる。そこで問題になっているのは、学問的な見解ではなく、

その社会に特有の心性、何らかの「アイデンティティ」と呼ばれるよう
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なものだからである。それは国なり地域なり、民族なり宗教なり、何ら

かの社会単位の文化的な一体性、連続性の根底にあると考えられる。上

述したようなグローバル化の統合と分散の力学の中で、それぞれの社会、

文化の方向性、その時々の状況への態度を根本で規定するのは、おそら

くこのアイデンティティだろう。それは今日、伝統の保護や復興が叫ば

れたり、ナショナリズムや民族主義が掲げられたりする時にも、大きな

力を発揮している。

このようなコンテクストで問われるアイデンティティを「文化的アイ

デンティティ」と呼んでおこう 1）。この言葉はグローバリゼーションとの

関連で近年よく使われるが、現時点では個別の社会や文化、民族に関す

るアイデンティティの研究が多く、文化的アイデンティティそれ自体を

考察しているものは少ない 2）。一般的にはむしろ、上で述べたような文化

の一体性、連続性を漠然と一括して表現する名称にすぎないように思わ

れる。しかし私の考えでは、伝統やナショナリズムなど近縁の事象、グ

ローバリゼーションの文化的深層を理解する上で、これはそれ自身主題

として論じるべき重要な問題である。そこで本論では、文化的アイデン

ティティをどう理解すべきか、またグローバリゼーションとどのように

関わり、その中でどのように展開しうるのか、その可能性を論じてみた

い。

第1章では、「文化的アイデンティティ」の概念的把握を試みる。まず

§1では、文化的アイデンティティと呼べるようなものが、どのような仕

方で現われ、何に基づいて成り立っているのかを、さしあたり専門的な

概念を使わずに輪郭づける。次に§2では、現象学の概念を使って文化的

アイデンティティを捉え直す。そのさい現象学はフッサールやメルロ＝

ポンティのそれではなく、現代ドイツで「新しい現象学」を標榜してい

るヘルマン・シュミッツの現象学である。ここで必要な概念についての

解説を行ない、その後§3でそれを援用して文化的アイデンティティを定

義する 3）。

第2章では、グローバリゼーションにおける文化的アイデンティティの
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あり方を考察する。まず§1でグローバリゼーションが何であるのか大ま

かに性格づけ、文化的アイデンティティとの接点がどこにあるのか明ら

かにする。そして§2では、近代化をシュミッツ現象学の立場から分析し、

そこから§3でグローバリゼーションを捉え直し、その中で可能な文化的

アイデンティティのあり方について考察する。

第1章　文化的アイデンティティとは何か？

§1 その特性の非概念的輪郭づけ

近年「文化的アイデンティティ」という語はしばしば使われるが、そ

のわりには意味が曖昧である。それはおおむね“国や地域、宗教や民族

などと結びついた伝統や慣習によって支えられた、集団的なまとまりを

持つ心性、およびそこへの帰属感”といったようなものを指していると

考えられる。ではこの言葉が頻繁に使われるようになった理由は何だろ

うか。まず、従来この種の文脈で使われてきたナショナリティ（国民性）

やエスニシティ（民族性）といった語が、否定的なニュアンスを帯びて

いたり、古臭い響きがしたり、意味が限定されすぎていることなどが絡

んでいるだろう。さらにそれ以上に決定的な要因は、おそらく、グロー

バル化に伴って、文化の問題が国家や民族、地域の単位に限定できなく

なり、もっと大きく複雑な広がりを持つようになったことだろう。そこ

でそうした特定の社会単位に拘束されない中立的な言葉として「文化的

アイデンティティ」が使われるようになったと考えられる。

しかし同様のことは、すでに歴史的な経緯からも言える。現在、文化

的アイデンティティ、ないしそれに相当するものは、ほとんどの場合、

特定の国家や地域、ないし民族と結びつけられる。しかしこれはむしろ

近代に特有の現象だと考えられる――とりわけ国家との結びつきは、階

級を超えた共同性、そこに住む人全体に共通する連帯感、利害がなけれ

ば、その国の文化的アイデンティティとして語ることは不可能である 4）。

国民国家成立以前、特に階級社会が一般的だった18世紀までは、むしろ

階級ごとに文化的アイデンティティが成立していたと見るべきだろう。
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その頃までのヨーロッパでは、各国の上層階級は親族や宗教、言語など

を通じて密接に結びつき、頻繁に交流していたため、文化的にはかなり

統一されていた 5）。同時代の下層階級がどの程度共通の文化を持っていた

かは簡単には言えないが、上層階級と比べれば、かなり似通っていただ

ろうということは想像に難くない。もちろんエリアスが『文明化の過程』

で描いたように、例えばフランスとドイツで、各階層の心性や価値観が

大きく異なるということはあるだろう。だがこれとても、国家単位の区

別に基づくというより、結局は社会構造や階級間の関係、階級ごとの文

化的特性の違いが問題なのであって、エリアスの分析もそこに向けられ

ている 6）。

似たようなことは、歴史的にヨーロッパ以外の地域でも当てはまるだ

ろうし、それどころか現代においてもかなり妥当する。政治や学問や経

済の世界で活躍する人たちは、自分の国や地域の伝統よりも欧米型の思

考や価値観に馴染んでいることが多く、自国の農民や漁民、職人よりも、

他国の同じような身分の人との方が共有点は多いだろう。このことはと

りわけ、20世紀に独立を果たした国家に顕著である。こうした国々のエ

リートたちは、すでに植民地時代から欧米式の教育を受けており、彼ら

の文化的アイデンティティは、自国の民衆とはかなり異なっているはず

である。さらに言えば、こうした階層による違いだけでなく、職業、社

会的身分、世代、性別ごとのアイデンティティというのも存在する。例

えば、学生や若者の気質や文化は国が違っても、同じ国のサラリーマン

や老人のメンタリティよりは類似点が多い可能性が高い。またフェミニ

ズムは、国別の独自性にもかかわらず共通の問題点も多い。したがって、

国境を越えた男性と女性の文化的アイデンティティの差異のほうが、一

つの国としての文化的統一性より顕著になる場合もあるだろう。

では、地域や民族としてのアイデンティティはどうだろうか。これら

は確かに、国家としてのそれに比べれば歴史的に古く、自然発生的だと

言えるかもしれない。しかし少なくとも今日問題になるのは、地域や民

族ごとの差異を維持したり新たに作り出したりする法的・政治的条件に
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よるところが大きく、経済、教育、職業などにおける区別・差別を背景

に形成されてきたものが多い 7）。そしてこうした諸条件は、しばしば国民

国家の形成と密接に結びついており、その内部での差異化、対立、排除

から生じているのである。

このように考えると、文化的アイデンティティを明確に定義すること

は、ほとんど不可能に思えるかもしれない。しかしここで以下のことに

注意する必要がある。私の考えでは、文化的アイデンティティそのもの

が、そもそも国家や地域、民族、職業、身分、世代、性別のような固定

的な枠組から一義的に規定できるようなものではなく、もっと多義的な

ものなのである。それをそうした枠組やその組み合わせから厳密に規定

しようとするのは、かえって実情を歪曲し、安易な還元主義に陥ること

になろう 8）。こうした地理、人種、社会・政治制度に由来する固定的要因

は、文化的アイデンティティを構成する重要な諸契機であろうが、その

土台とは言えない。むしろ基礎になるのは、具体的に生きられている生
、

活様式
、、、

、利害
、、
・問題
、、
、関心のあり方
、、、、、、

である。もちろん実際上は、これが

上述したような枠組の単位で分かれることは多い。だがそれでも、ある

文化的アイデンティティの区分は常に一定しているわけではない。上述

したことから分かるように、集団や個人がそのつど直面する問題や関心

によって変化したり、再編成されたりするのであって、要するに状況依
、、、

存的
、、
なのである。文化的アイデンティティ自身がこのような性質を持つ

以上、従来のような固定的枠組に依拠しない、より柔軟で広い定義が必

要になる。

では、文化的アイデンティティが実際にこのような変わりやすい、茫

洋としたものだとしたら、いかにしてそれを把握すればよいのか。生活

様式や利害、問題、関心が文化的アイデンティティの基礎にあり、状況

依存的であるとすると、その本質的性格を見極めるためには、そうした

ことが際立ってくる場面を手がかりにすべきだろう。すなわち、生活に

密着した場面で、何らかの利害や問題が発生し、そこに強烈な関心が向

けられるような事態から考察するのがよい。ある集団の文化的アイデン
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ティティは、多くの場合、何らかの切実な問題（社会的な困窮や差別）

に直面したり、異文化による何らかの影響を受けたりして激しく動揺し

た時に、前面に出てきて問われることになる。ただしここでは、集団が

どのような種類のものか――国や地域か、民族か、宗教か、労働者など

特定の職業か、女性のような性別によって区別される集団か、老人のよ

うな一つの世代か――は、あらかじめはっきりしていなくてもよい。む

しろその輪郭、外延は、そうした危機的状況に際して初めて明瞭になっ

てくる。文化的アイデンティティが、上述したようにその時々に異なる

形で問題になるのは、その確かな証左である。

ただし、ここで以下のことに注意しておくべきだろう。我々は、文化

的アイデンティティが、危機に曝される以前は原則として安定した特

徴・輪郭を持っていると考えがちである。そしてそれは、成員にとって

きわめて身近で自明なものなので、その意味をあらためて定義したり、

具体的に説明したりする必要がないだけで、そのつどどのような形で顕

在化するにせよ、各々それ自身は、潜在的には
、、、、、

明確な規定を持っている

はずだ、と考えたくなるかもしれない。

この種の考え方は、上述したような社会的枠組から文化的アイデン

ティティを捉えることに由来すると思われる。社会的枠組が一定してい

る限り、文化的アイデンティティも一定しているはずだ、ということだ

ろう。しかしすでに見たように、文化的アイデンティティの基礎はそう

した枠組ではない。したがってこのような考え方は、厳密に見れば、常

に間違っているとは言えないが、根本を誤解している。確かに文化的ア

イデンティティは、かなり安定して持続的であるが、他方で多かれ少な

かれ変化を受け入れるくらいには柔軟性、可塑性を備えている。例えば、

学生や会社員の気質は、連続性、共通性をある程度保ちながら世代とと

もにしばしば変化していくが、このようなことからも文化的アイデン

ティティのそうした特性が読み取れる。その意味では、それは本質上流

動的で曖昧であるが、かといって、不確実で生活上の拠り所にならない

というわけでもないのである。
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ではこのように捉えどころのないものを、どのように概念的に的確に

捉えればいいのか。そのようなことは、矛盾した試みではないのか。こ

こで「新しい現象学」の提唱者、ヘルマン・シュミッツの次の言葉はき

わめて示唆的である――「哲学的・学問的思惟には、世界のうちの一義

性を過大に評価する傾向が、数千年にわたって支配してきた。他方、こ

の上なく重要でありふれた諸現象には多義性、未決定性、曖昧さが、多

くの点から見て解きがたく結びついている。これまでの思惟の傾向を鑑

みるに、こうした従来見過ごされてきたものも、同じように概念的に捉

える時期が来ているように思う。曖昧なものについての厳密な学問とい

うのは、確かにありえないが――それは自己矛盾だろう――、曖昧なも

のの曖昧さについての厳密な学問なら可能だろう」（Sub, IX）。シュミッ

ツの現象学は、感情や身体、雰囲気、印象のように、流動的で捉えがた

い事象に、正面から取り組んでいる。彼自身は「文化的アイデンティ

ティ」をテーマとして扱っているわけではないが、そうした集合的な心

性を論じるための基本概念は、彼の理論の中で提示されている。次の節

ではそれを説明した上で、そこから文化的アイデンティティを捉え直し

ていく。

§2 シュミッツの「共同的状況」の概念

シュミッツ現象学の中でも、漠然として捉えがたい事象を把握するの

にとりわけ有効なのが、「状況（Situation）」という概念であり、これは

文化的アイデンティティの理解にも援用することができる 9）。そこでまず

「状況」が概念から説明しておこう。「状況」というのは、特定の事象領

域を表わすのではなく、きわめて広範な現象の性格
、、
を指す。したがって

それは、非常に多様な現象や経験――人や街の印象、物や人の性格、人

生観、世界観、言語（特に母語）など――を包括する。これらもまた、

文化的アイデンティティと同様、きわめて身近で馴染み深く、我々の生

において基本的なものであるが、漠然としていて、明確に説明すること

は難しい。そのような「状況」を、シュミッツは概念的に次の三つのメ
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ルクマールによって定義している（cf. DuG, 65; III/4, 416）。すなわち

①外部に対しては閉じており、一つのまとまった全体として際立ってく

る。

②内部は多かれ少なかれ漠然としており、明瞭には分節化できない、術

語的に言えば「カオス的に多様な（chaotisch-mannigfaltig）」状態にあ

る。

③「有意義性の広がり（Hof der Bedeutsamkeit）」、すなわち豊かな意味

をたたえたものとして経験される。

「カオス的多様性」とは、諸要素の間の「同一性と差異性が未決定で

あること」、別の言い方をすれば、そこに含まれるものが個別的なものと

して互いに区別されていない状態を指す。同一性と差異性が完全に未決

定な状態もあれば、部分的に未決定な場合もある。個別性は主として言

語による「明示化（Explikation）」を通じて成立し、その背景をなすのが

「状況」だと言える。この明示化以前には、個別的なものがそれ自体です

でにそうだったとは言えず、カオス的多様性を含んだ状態こそが、その

時点でのありのままの状態である。

またどれほど明示化が行なわれても、それによって「状況」が汲み尽

くされるわけではなく、そこには依然として様々なものが、多かれ少な

かれ個別化されないまま茫洋とした状態で潜んでいる。したがって我々

が経験するものは原則として、部分的にせよ、常にカオス的に多様な性

格を帯びていると言える。内部が漠然としている、カオス的に多様であ

るというのは、こうした構成要素の未規定性を意味している。しかし内

部が漠然としているからといって、全体として漠然としているとか、

まったく無限定で混沌としているわけではない。異なる「状況」の間の

違いは、言葉で厳密に規定できなくても、一つのまとまったものとして

明瞭に認知される。例えば、ある人の印象と別の人の印象、ある言語と

別の言語――日本語と英語――は、いずれも「状況」であるが、印象ど

うし、言語どうしははっきり区別できる。一つ目のメルクマールである

「全体性」は、まさにこのようなことを言っているのである。

文化的アイデンティティとグローバリゼーション

－ 129－



「状況」のさらなる特性は、反対概念である「複合体（Konstellation）」

と対比するとはっきりする。複合体は個別的要素が組み合わさって一つ

の全体を形成している。ここで重要なのは、この全体が部分のたんなる

総和かそれ以上の全体性を備えているか、という従来重視されてきた違

いではない。それは「状況」との対比では何ら本質的ではない。そもそ

も「状況」では、内部が多かれ少なかれカオス的に多様で、すべてが個

別的にはなっていないので、部分を全部合計するということが意味をな

さないからである。むしろ重要なのは、「矛盾に対する寛容さ」と呼ばれ

る性質である。すなわち、「状況」は内部が多かれ少なかれカオス的に多

様、すなわち個別的要素の同一性と差異性が多かれ少なかれ未決定であ

るため、そもそも何と何が一致し、何と何が相反するか、あらかじめ一

義的に確定することができない。したがって部分的に矛盾が含まれてい

ても、全体としての統一性は損なわれないのである。それに対して複合

体は、個別的な要素から成っているために、内部に矛盾があると、それ

がすぐに顕在化し、全体のまとまりを失いやすい（cf. AHG, 29; III/4, 419;

DuG, 77; NGE, 71）。

上述した事例と定義から分かるように、「状況」には様々な種類があり、

その中には安定して持続的なものもあれば、不安定で変化しやすいもの

もある。また個々の人に関わるものもあれば、集団に関わるものもある。

かくして「状況」はさらに下位分類される。その中でもここで重要なの

は「共同的状況（gemeinsame Situation）」で、とりわけ安定して持続的

なタイプである 10）。より具体的に言えば、それは成文化されていない規

範のシステム、行動パターン、価値観や様々なグループ（家族、友人、

敵、職業、故郷、世代、国家など）の“精神”を指す。これらはシュ

ミッツが「内属的（implantierend）共同状況」と呼ぶものである。それ

は、そこから簡単には距離を取ったり離脱したりできないくらい深く根

ざしている共同的状況である。これと対照的なのが、「外括的

（includierend）共同状況」である。これは、我々が人生において何らか

の機会に参加、関与したもので、そこから距離を取ったり抜け出したり
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するのは比較的簡単であり、それを構成する規則を別のグループに置き

移して類似の集団を作ることがしやすい（例えば、会社、クラブ、外国

の社会など）（cf. AHG, 24; DuG, 422; SG, 271）。

いずれのタイプにせよ、共同的状況は「状況」の一種であり、カオス

的に多様な全体性であって、したがって内部は個別性が明確ではない。

すなわち、そこで生きる人々は、他の人たちと根底において様々なもの

を共有し、言わば相互に浸透しあっており、社会全体は明確に分節化さ

れない秩序によってまとまりを保つ。また個人（正確には個人的状況）

は様々な共同的状況に身を置いており、この共同的状況は相互に入れ子

状になっていたり、部分的に重なり合ったりしている。例えば一人の人

間でも、家族、学校、会社、地域、国など、様々な共同的状況のうちに

同時に根ざしながら生きている。こうした共同的状況の概念は、従来の

類似した概念とどのように違い、いかなる特徴を持っているのか 11）。

シュミッツは、いわゆる社会有機体論と比較して、共同体を「状況」

の一種として捉えることの利点を説明している（cf. AHG, 28－31）。社会

を説明するモデルとして、しばしば「有機体」が用いられるが、シュ

ミッツによれば、これは内部構造が固定的で、個々の要素が全体として

調和していることに支えられている。そして相互に作用しうるのは近接

した部分どうしだけで、それが全体にわたって調和していることで初め

て有機体が安定する。しかしそれは逆に言うと、部分の撹乱が全体に大

きな影響を与える、ということでもある。体の一部にできた疾患が、全

体を死に至らしめることもあるように。したがってこのモデルでは、そ

の社会で生きる個人や集団が、原則的には、衝突や対立をせずに協調し

ていなければならない。

ところが実際の社会では、衝突や対立は多少なりともあるのが普通で

あり、それですぐに社会が危機に陥るわけではない。しかも社会を改善

するには、むしろその方が好都合であり、その意味で言えば、ある程度

の衝突や対立は健全さの証とさえ言える。したがって有機体をモデルと

する社会の概念は、何よりも実情に合っていない。もしこのような矛
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盾・対立を含まない完全に調和した社会は――一見ユートピアのように

思われるかもしれないが――、実現しようとすると、おそらくきわめて

厳格な管理が必要になり、その中の個人や集団の自由は最小限に抑えこ

まれるだろう。

他方、社会を「共同的状況」として捉えると、まったく異なった様相

が現われる。そもそも「状況」は内部の個別性が曖昧なので、部分の調

和ということは全体の安定にとって必要不可欠ではない。そして上述し

た「矛盾に対する寛容さ」ゆえに、内部に相反する要素が含まれていて

も、全体のまとまりはそれを許容する。そこでは個人や集団が社会に緩

やかに包摂されており、自らの活動の余地、自由をそれなりに持ち、あ

る程度対立・衝突しながらも、全体としては安定した社会を維持しうる。

また、潜在的な対立・矛盾を明示的に取り出すことによって、部分たる

個人が状況全体
、、
と――複合体のように近接した部分とだけではなく――

直接対決し、場合によってはかなりの影響を与え、それを転換、変革す

ることができるのである（cf. AHG, 29f.）。

以上のような共同的状況一般の性質を踏まえた上で、内属的共同状況

の特性を述べておこう。内属的共同状況は、生がより安定するような基

礎を与え、成員に根本的な連帯感と帰属感を与える。それは、外部から

見れば、その社会に住んでいる人が硬直した観念や因習にとらわれてお

り、きわめて制限された自由しか持っていないように思われることもあ

る。とりわけその社会が非常に保守的な場合はそうだろう。確かに内属

的共同状況は、多かれ少なかれ自由を制限する。しかし他方でそれは規

範や義務を与えるだけでなく、成員の判断や決断を導き、願望や意欲も

各人の内奥から方向づける（cf. AHG, 382）。そうしてメンバーが自発的

に行動できるようにし、その社会の内部で行動するためのイニシアティ

ヴを個々人に与えるのである。その意味で、内属的状況による方向づけ

や制約は、その中で生きる個々の人をむしろ自由にする（cf. AHG, 387）。

しかもそこでは、たんに社会の規範に従ったり、既存のものを受け入れ

て繰り返すだけでなく、それに抵抗したり、新たなものを作り出したり
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することも可能である。したがって共同的状況に導かれることは、たん

なる従属ではなく、もっと積極的で生産的なものである。逆にシュミッ

ツによれば、自由は、もし生の基盤となる共同的状況が欠けていれば、

たんなる恣意、気まぐれに堕してしまう（cf. AHG, 229f.）。

シュミッツの共同的状況の概念からは、人間の社会が以上のように捉

えられる。その利点は、社会が持つ、漠然としながらも確固としてある

まとまり、柔軟で変化を許容しつつも維持される安定性というアンビバ

レントな性格を矛盾なく理解させてくれる点だろう。そしてこのことは、

文化的アイデンティティの把握にとっても助けになる。

§3 現象学的解釈

この章の§1で考察してきたような特性を持つ「文化的アイデンティ

ティ」は、概念的には「内属的共同状況」から捉え直すことができる。

それは、各々が一つの内属的共同状況であるとも言えるだろうし、ある

いは、何らかの大きな内属的共同状況のうちに含まれ、時に応じて際

立ってくる部分的な共同状況と言ってもいい。ではこのような概念規定

によって、どのようなことが明らかになるだろうか。

とりわけ長所だと思われるのは、最初に論じたその状況依存的性格と、

複数のアイデンティティの衝突・葛藤をよりよく理解できることにある

――個々人は様々な仕方で重なり合ういくつもの共同的状況に属してお

り、ある時いずれが問題になるのかはそのつど変わる。また状況は内部

が多かれ少なかれカオス的に多様であるため、その内実はあらかじめ確

定できず、その時何が問題になるかで、明示化して取り出されてくるも

のが変わってくる。いずれにせよ、そのつど際立ってくる共同的状況や

明示化される個別的な事態が、相互に矛盾・対立することもあるが、そ

れを包括する全体的状況は、そうした矛盾・対立を――解消するわけで

はなく――共存させつつ、それ自身は安定性を保つことができる。

例えば、ある同一の人、例えば、日本の女性がある時、外国にいたり

外国人と接したりして日本人としてのアイデンティティが問題になると
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ころでは、日本の慣習を守ったり是としながら、別の時、仕事や結婚、

子育てなどの場面で女性としてのアイデンティティが問われるさいには、

日本の慣習に抵抗したり否定することもあるだろう。そのような場合に、

彼女の態度を一貫性がないとかいい加減だと言って批判したり不思議

がったりするのは、社会生活の中では当たり前のことかもしれない。ま

たそこから彼女や周りの環境が変わっていったり、変えるべく努力した

りするのも、意義深いことであろう。しかしもし、彼女の態度が完全に

一貫したものにできるとか、それが本来のあり方だと考えるなら、事の

本質を誤認している。そもそも一人の人がいついかなる場合も、相互に

一切矛盾しないで生きるということは、ほとんど不可能であるし、仮に

そのような人がいたとしても、あくまで例外であろう。「人間は矛盾した

ものなのだ」と言われることがあるが、この言葉は、人間の愚かさや弱

さを表現しているというより、人間の生のあり方、その「状況」として

の性格を的確に捉えている。しかもこの矛盾は実際、多くの場合決して

破壊的なものではない。少なくともその集団、社会の中でそれなりに順

応している限り、その人の生きている個人的・共同的状況は、矛盾を孕

みながらもかなりの安定して持続している。それどころか、そこで生ま

れる葛藤によって、自らを発展させ、更新していくこともしばしばある。

もし矛盾も対立も含まなかったら、個人の生や社会、それを支える文化

的アイデンティティは、変化を許容しない硬直したものになり、かえっ

てその生命を失うだろう。

次に、ある社会ないし集団で生まれ育った人は、一定の行動規範を身

につけており、これはその人が属する集団の文化的アイデンティティに

とっても本質的であるが、この点でも共同的状況の概念は多くの示唆を

与えてくれる。そもそもある社会や集団で共有され、成員に一体感、帰

属感を与える規範は、すべて明文化されているわけではなく、多かれ少

なかれカオス的に多様である。したがって規範全体が首尾一貫していな

くても、あまり問題を引き起こさないし、それどころか明示化しにくい

様々な条件に支えられて、実際には矛盾しているとは言いがたいことも
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多い。

例えば、「歩いたり、立ったりしたまま物を食べるのはよくない」とい

う規範について考えてみよう。これは特にコンテクストを考えなければ、

一般に妥当する規範に見えるだろう。しかし現実には、この規範は常に

妥当するわけではない。海辺で休暇を楽しんでいる時、ピクニックの時、

お祭りの時などに、持ってきた弁当やそこで売っているものを食べなが

ら歩いても、それは十分許容されるだろう。場合によってはその方が望

ましいことさえあるだろう。しかし同じことを街の中ですれば、顰蹙を

買うにちがいない。家の中でも、おやつ程度なら立ったまま食べてもい

いかもしれないが、夕食ではまず許されない。これは矛盾していると言

えばしているが、あらゆる場合にこの規範を一貫して守ったり、守らせ

たりしようとすれば――そのような人はほとんどいないだろうが――、

その人は堅苦しく融通のきかない人間だと思われるだろう。しかしその

一方で、この規範はまったく場当たり的に守られたり破られたりするの

ではない。その社会に属する人なら、実際にそれを守るかどうか、どの

程度拘束力があると見なすかは別として、いつこの規範に従うべきか、

かなり的確に判断することができる。

これは先に言語が「状況」の一種であることを思い起こせば、より

はっきりする。母語の場合、我々は規則をほとんど説明できなくても、

きわめて正確にその言葉を使うことができる。よく言われるように、日

本語の「が」と「は」の使い方は、文法的に遺漏なく、誰でも運用でき

るように説明するのはおそらく無理だろうし、外国人が誤りなく使うの

は至難の業だろう。しかし日本人なら誰でも、この2つの助詞を間違いな

く使いこなせるし、外国人が間違えばすぐ気づくものである。共同的状

況の規範もこれと似た性格を持っており、同様のことは文化的アイデン

ティティにも当てはまる――日本人が日本語に母語として馴染み、その

規則に自ずと従うことで、日本語を自在に使えるように、ある社会や集

団の文化的アイデンティティを規定する行動規範は、全体としては漠然

としながらも、その成員には馴染み深いものである。その結果、めまぐ
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るしく変わる状況に応じてどう行動するか的確に判断し、自由と自発性

を発揮する――時にその規範を破ることも含めて――能力が与えられる。

逆にそれが欠如していると、人間はむしろ適切に行動することができな

くなる。たえず無数のことを配慮して神経をすり減らすか、意に反して

頻繁に誤りを犯して躓くか、部外者として寛大に扱ってもらうか、さも

なければ変人として生きることに甘んじなければならない。それはもは

やその人にとって内属的な共同状況ではないし、文化的アイデンティ

ティを共有しているとは言えないだろう。その社会、集団に帰属してい

る限り、その人はそうした規範を――通常は長い時間をかけて――身に

つけているのであり、それがその共同体の文化的アイデンティティの基

盤を形成していると言える。

この章を終えるにあたり、「伝統」と「ナショナリズム」といった、文

化的アイデンティティと類似、もしくは関連の深いものと対比し、文化

的アイデンティティの特徴を明確にしておこう。

まず伝統との違いだが、これは高度に構築され、意識的に発展させら

れたものであることが多く、このことは特に芸術や儀式に当てはまる。

その意味で文化的アイデンティティとは異なる。さらに、伝統は通常何

か特定のものを指すが、文化的アイデンティティはもっと一般的であっ

て、後者は前者を包括し、より広い範囲のことを指すと言っていいだろ

う。

また伝統も文化的アイデンティティも保存したり、破壊したり、変化

させたりできるが、エリック・ホブズボウムが言うように、伝統は創出

（捏造）することもできる 12）。それに対して、内属的共同状況としての文

化的アイデンティティは、そのカオス的多様性ゆえに、それほど意図的

に作り上げることはできないだろう。確かに伝統が文化的アイデンティ

ティの拠り所になることは多い。それは、集団や社会が過去との連続性

の上にアイデンティティを求める傾向にあり、そうすることが成員に

とって分かりやすいからである 13）。

帝京国際文化　第 17 号

－ 136－



しかし文化的アイデンティティと伝統との結びつきは、必然的なもの

ではない。伝統は原則的に過去の結びつき――それが捏造されたもので

あっても――の上に成り立つが、文化的アイデンティティは必ずしもそ

うではない。受け継がれてきた伝統へ抵抗することが、文化的アイデン

ティティを形成することもありうる。例えば、ある世代の文化的アイデ

ンティティは、前の世代から受け継がれてきたものという意味での伝統

とは対立することもある。このように文化的アイデンティティと伝統は、

重なる部分もあるが、本質的には異なるものだと言える。

次にナショナリズム（あるいは地域、民族、宗教単位でそれに相当す

るもの）との区別であるが、「イズム」という語は一般にかなりはっきり

した主義主張、立場を表わし、しばしば硬直化した偏狭さのニュアンス

を伴う。文化的アイデンティティをイデオロギー的なものに結びつけて

捉える場合もあるが、これらはむしろ特定の意図――たいていの場合は

政治的な意図――をもって作為的に生み出されたもので、文化的アイデ

ンティティが偏向した形で具体化したものだと言える。とりわけその行

動規範の点で、ナショナリズムと文化的アイデンティティは異なる。と

いうのも、前者の規範はかなり拘束力、強制力が強く、成員に自発的な

行動を促して自由を与えるというより、それを制限することが多いと考

えられるからである。

第2章　グローバル時代の文化的アイデンティティの可能性

§1 グローバリゼーションと文化的アイデンティティの接点

グローバリゼーションの定義に関する議論は、それ自身かなり入り組

んでおり、それを近代化のたんなる延長と位置づけ、新たな概念として

は拒否する懐疑論者もいる。私が見る限り、グローバリゼーションは近

代化を多くの点で引き継いでいるのは疑いの余地がない。新しい現象に

見えるものでも、規模や程度を度外視すれば、類似の出来事は近代に限

らず、有史以来、大帝国の形成や世界宗教の形成過程でも見出せる。し

かしだからといって、現代に何も新しいものがないわけではなく、規模

文化的アイデンティティとグローバリゼーション

－ 137－



や程度が劇的に変わり、様々な契機が複雑に絡み合うことで、全体とし
、、、、

て見れば
、、、、

、新しい側面があるのは否めないだろう 14）。

しかし本論では、グローバリゼーションがどのような意味で新しいの

か、ということは重要ではない。むしろ、その言葉で指示されている諸

現象が、文化的アイデンティティとどのように関連しているのかに焦点

を絞って考察を進めたい。その点では、ジョン・トムリンソンの「複合

的結合性（complex connectivity）」という表現は、グローバリゼーション

を捉える出発点としては穏当で適切であろう。これは、「近代の社会生活

を特徴づける相互結合と相互依存性のネットワークの急速な発展と果て

しない稠密化」15）ということを表わしている。ここで問題は、これがどの

ような仕方で引き起こされているか、そしてそれが文化の問題――均一

性と多様性――とどのように関連しているか、である。

近代における社会の相互結合と相互依存の発展は、国境や地域、階層

を超えて人や文物、情報が行き来する可能性を広げたが、こうしたプロ

セスを社会学者たちは「脱埋め込み（disembedding）」（ギデンズ）や

「脱領土化（deterritorialization）」（アパデュライ、カンクリーニ、トムリ

ンソンなど）といったキーワードで捉えている。それぞれニュアンスは

若干違うが、おおむね社会関係を地域的な限定から切り離し、地球規模

の連関のうちに置き移すことを意味する 16）。ここで重要なのは、このよ

うなグローバルな連関に、多くの場合基準となる何らかのスタンダード

があって、各々のローカルなものをそこに統合していく力が働く、とい

うことである。ただしこれは必ずしも強制的なものではないし、そこに

組み込まれている程度も様々であり、決して一元的なものではない。確

かにスタンダードへの統合は、共通な価値観や目標、問題意識を生み出

し（環境問題、人権問題など）、経済や産業、技術、商品の面で多くのも

のが共有される。しかしそれは、トムリンソンが指摘するように、主に

先進国の、それも一部の人に当てはまるにすぎず、どの要素をとっても

文化全体を覆うほどのものではない 17）。したがって経済・産業の面から

均一なグローバル文化の誕生を主張する論者 18）は、すでによく指摘され
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るように、文化や人間を物質的なものに限定して捉えるという狭隘な還

元主義に陥っている 19）。それに文化の伝播・受容というのは、一方的・

受動的なものではない。各地で土着化する過程で外来のものも変容を受

け、新たな文化を創造するし、再び外に向かって発信することも稀では

ない。

そもそもグローバリゼーションがもたらす共通項、統一性は、人間の

生活や文化にとっての形式、器であって、その内実まですべて規定する

わけではない。それは従来あったものを大きく変えはしても、その基準

を受け入れたすべての文化を均一にするわけではない。例えば、民主主

義と資本主義、基本的な社会システムやテクノロジーなど、きわめて多

くのものを共有している先進国だけ取ってみても、それらの国が文化的

に同じになってしまったとは、まったく言えない。むしろその時代ごと

に、新たな差異を生み続けていると言った方がいいだろう。したがって、

グローバリゼーションのプロセスには、「地域化（regionalization）」（ヘ

ルド）、「再領土化（reterritorialization）」（カンクリーニ、トムリンソン）、

「グローカリゼーション（glocalization）」（ロバートソン）といった反対

の動きが伴う、と見るべきである。グローバリゼーションは、文化の均

質化に帰結するのではなく、むしろ、それぞれの社会に特徴的な仕方で

様々な変化と雑種化を引き起こし、それが文化的な多様性を生み出す 20）。

したがってグローバル化は、地球規模で展開する統合のプロセスである

と同時に、新たな差異化、再編成のプロセスでもあり、決して均一化と

は言えない。

さて、以上の考察は、グローバリゼーションを言わば個々の文化の外

側から、それこそグローバルな視点から俯瞰したにすぎない。しかし文

化的アイデンティティとの関連で言えば、グローバリゼーションを文化

の内側から、言わばローカルに見る視点が必要になる。なぜなら文化的

アイデンティティとは常にある集団、ある社会のそれであって、当事者

にとってのみ十全な意味を持つからである。したがってトムリンソンが

グローバリゼーションの現象学的レベルとして、「より親密で、より圧縮
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された、より日常的な手段の一部としての世界の、ありふれた意識的な

様相」21）を指摘し、「ローカル性の内部で進行
、、、、、、、、、、、

していると感じられる活動

や経験の変容」（強調原文）からグローバリゼーションを捉えることが必

要だとしているのは、きわめて当を得ている 22）。

ただし文化的アイデンティティをグローバルとローカルという対概念

で捉えるのは必ずしも正しくない。上述したように文化とは、結局は地

域や階層のような固定した社会的枠組ではなく、生活様式、関心、問題

に支えられている。実際、ユダヤ人やジプシーのように、特定の地域や

領土に根ざすことなく独自の文化を守り続けたり、文化的アイデンティ

ティの危機に直面する人たちもいる。したがってここでは、文字通り

ローカルなものに焦点を当てるのではなく、何よりもそうした身近な具

体的な生活の場面にそくして、グローバリゼーションの文化的アイデン

ティティへの影響を見ていかねばならない。

世界各地の文化的アイデンティティは、近代化によって危機に曝され、

侵食されてきており、このプロセスはグローバル化によって加速し、拡

大している、としばしば主張される。しかし上で述べたように、グロー

バリゼーションによって文化は決して均一化するわけではなく、新たな

差異化を伴って進行する。したがって文化の多様性はそのままではない

にせよ、何らかの形で維持されるはずである。

ただし、文化の差異や多様性が保たれるかどうかと、文化的アイデン

ティティが維持されるかどうかは、基本的には別問題であることに注意

しなければならない。ある文化が別の文化に同化し、均一化されたとし

ても、そこに生きる人々がその新しい文化に安定した生の方向づけ、帰

属感を見出すことができれば、それは文化的アイデンティティが形を変

えながらも維持されている証であろう。とりわけ社会的に抑圧・排除さ

れていた立場の人たちが、自分たちの活動の場を獲得した時には、比較

的容易に新たなアイデンティティを獲得するだろう。例えば、戦後日本

の民主化や女性の社会進出は、それを如実に示していると考えられる。

もちろんその過程で文化的アイデンティティの動揺は、社会的立場に
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よって様々で、特にもともとその社会で確固たる地位を持っていた人々

や階層がそれを失った場合、そのアイデンティティの危機はより深刻で

あろう。したがって、すでに述べたように、文化的アイデンティティは

身分や階層、性別によっても異なるので、ここで一律に「日本人として

のアイデンティティ」を語ることは、イデオロギー以上の意味はあまり

ない。

では文化的アイデンティティは、ただ変容したり、古いものが新しい

ものに取って代わったりするだけで、危機は常に一過性のもので結局は

克服され、再び確立されるのか。この問題に答えるのは、それほど簡単

ではない。文化的アイデンティティが維持されているかどうかは、生き

ていく上での方向性の安定度という、その中に生きる人の実感に関わる

ものだけに、一般論として明確なことは言いにくいからである。そこで

まず、シュミッツが共同的状況の観点から、近代化をどのように見てい

るかを参考にしよう。

§2 シュミッツの概念から見た近代化

一般に都市化、国民国家の成立、資本主義化、民主主義化、産業化な

ど、近代における様々な社会構造の変化により、伝統的な共同体が解体

され、人間どうしの結びつきは流動的で不安定なものになったと言われ

る。シュミッツは、こうした近代化のプロセスを自らの概念を使って捉

え直すが、そこには異なる二つの側面があると考えられる。一つは内属

的共同状況が解体される過程、もう一つは社会が複合体として再編成さ

れる過程である（cf. AHG, 55－64）。前者は要するに、その時まで受け継

がれてきた共同性の破壊であるが、これは特に近代に限らず、時代の転

換期、社会の変動期にはよく見られることだろう。シュミッツが捉える

近代化の特徴はむしろ、前者と後者が結びついて進行していくと捉えて

いる点（cf. AHG, 239, 241）、および「状況」と「複合体」の概念による

共同性の性格の対比である。

内属的共同状況としての社会と複合体としての社会は、個人と社会の
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関係の点で大きく異なる。上述したように共同的状況では、個々の成員

は根底においてそこに深く根ざしており、最初から他の人たちと多くを

共有している。このように成員どうしの個別性が多かれ少なかれ曖昧で、

言わば相互浸透のうちで生きているので、社会全体は明確に分節化され

ないカオス的に多様な秩序によってまとまりを保つ。そして各人はそこ

からその社会で生きていく規範と義務を与えられ、判断や意欲も自ずと

方向づけられる。それに対して複合体的社会は、独立して他に依存しな

い個人を基礎として、その上で個人どうしが関連づけられる。したがっ

て社会は原則として個体の集合として、個別的な規則の集積によって秩

序づけられる。そこには自分の決断や意欲をあらかじめ方向づける根本

的な共同性が欠けているので、各人は自立した個人として、より多くの

決断を自ら下し、自分のやるべきこと、やりたいことは自分で見出さな

ければならない（cf. AHG, 381－385）。

周知のようにこうした複合体的社会は、まさにヨーロッパ近代の啓蒙

主義と合理主義が目指した社会のあり方である。しかしそうだとすれば、

近代化を進歩と見る限り、これは近代人のあり方として当然であり、む

しろ誇るべきことではないのか。しかし、近代化がいろいろな意味で進

歩であることは認めるとしても、シュミッツによれば、この目標じたい

が間違っており、挫折する運命にある。それは、人間とその共同性につ

いて根本的な誤解に基づいている。このように自立的な個人、自己完結

した閉鎖的な内面として人間を捉える伝統は、デモクリトス－プラトン

にまで遡り、中世のキリスト教の懺悔、ルターやカルヴァンの宗教改革

を経て、近代の啓蒙主義において共同体思想として具体化される。した

がってシュミッツからすると、近代とは、共同性の観点から見る限り、

ヨーロッパの歴史に古代ギリシア以来潜在していた傾向が全面的に顕在

化する時代だ、ということになろう。実際、ホッブズやルソーが想定す

る自然状態において、人間は第一次的には共同的な基礎を持っておらず、

元来自己中心的か、自主独立的な存在として描かれる。そのため社会を

作ってともに暮らそうとすれば、相互不信から闘争するか、我欲ゆえに
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敵対するしかない。「社会契約」という近代国家の基本理念も、実はこう

した人間観に基づいている 23）。

しかし実際には、このような自然状態はありえないし、自己完結した

自閉的な自己というのも、理論上の構築物にすぎない。人間の社会とい

うのは、多かれ少なかれシュミッツの言う共同的状況のような性質を

持っていると言えるだろう。にもかかわらず、啓蒙主義が実際の社会を

形成する理念として展開すると、内属的な共同状況の解体を推し進め、

孤立した個人の集合体へ向かって社会を変えていく。確かにそれは一方

で、個人の自由や権利を拡大し、社会を意図的に改革しやすいものにし

たと言えるだろう。だが内属的状況が解体すると、個人が解放されて自

立性が増す。そこでは人間どうしの関係が自由になる一方で希薄になり、

共同的なものから導きを得られなくなるため、個々人は社会の中で生を

方向づけにくくなり、拠り所を失って不安定になりやすい 24）。それに自

分で様々な判断材料、立場、アイデアを探し求めると、その間に挟まれ

て逆に身動きが取れなくなり、かえって不自由になることもあろう。し

かも自分独自の判断になればなるほど、周囲との齟齬や断絶が大きくな

り、孤独になる。それに耐えられる人なら、こうした状態でも充実した

人生を送ることができるが、大多数の人間にとっては過大な要求となる

（cf. AHG, 380, 384f.）。このように自立した個人の自己決定に基づいて社

会を形成するのは、たとえそれがきわめて理想的なことに思えたとして

も、実は多くの人にとって過酷な社会なのである。

むろんこのような社会は、どれほど努力しても、実際に完全な形で実

現することはないだろう。しかしこれは近代の理念として現実の歴史を

導き、現実の社会も内属的共同状況から複合体に向かって変化してきた

と言っていいだろう。こうした時代状況に応答し、内属的状況を取り戻

そうという動きが、反啓蒙主義であったとシュミッツは見ている 25）。し

たがって反啓蒙主義は、決して保守主義的な先祖返りではなく、近代化

の一つの帰結だと言えよう。つまりそれは、啓蒙主義による内属的共同

状況の意義の誤認、その積極的な解体の結果なのである。そうした流れ
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の中で文化的アイデンティティは、偏狭なナショナリズムと結びついた

イデオロギーとして、共同的状況に代わって社会の紐帯となり、国民国

家の統一に利用されたのではないだろうか。しかしそれは、第1章で述べ

たことから考えれば、文化的アイデンティティ本来の姿ではないのであ

る。ではこのような現代において、文化的アイデンティティはいかなる

仕方で可能なのだろうか。

§3 現代における文化的アイデンティティの可能性

もし内属的な共同状況が文化的アイデンティティだとすると、確かに

近代化によって危機に曝されていると見ていいだろう。そしてグローバ

リゼーションが不可逆なプロセスなら、内属的共同状況の破壊も止めら

れないように思われるかもしれない。だとすれば、それを回復するなど、

時代錯誤のように聞こえるだろう。様々な伝統が失われるのに伴って、

内属的共同状況の少なくとも一部が消滅し、二度と復興できなくなって

いるのは事実だろう。このような時代状況の中で、文化的アイデンティ

ティを回復し、さらに発展させることは可能なのか。以前あったものを

回復できないとすれば、それはどのような形を取りうるだろうか。グ

ローバル時代にふさわしい文化的アイデンティティとは、どのようなも

のなのか。

私は二つの可能性があると考えている。一つは伝統の利用である。ホ

ブズボウムが指摘しているように、我々が「伝統」と呼んでいるものの

かなりの部分が、近代の“発明”である。伝統はしばしば生み出される

ものであって、そのさい過去へ回帰するのは、近代化の産物である 26）。

そして先に述べたように、創出されたものであれ何であれ、伝統は文化

的アイデンティティを形成するための拠り所、核になりうる。ただしそ

のためには、その伝統が内属的な共同状況たりうるだけ生活に密着して

いるか、生活全般に影響を及ぼしうるものでなければならないだろう。

例えば、伝統芸術の保存などは、それに携わる人以外にとっては、直接

文化的アイデンティティの形成や維持に結びつくものではないだろう。
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もう一つの可能性は、外括的な共同状況から文化的アイデンティティ

を発展させる、というものである。そもそも内属的共同状況の解体と複

合体的社会への移行、というシュミッツの近代化の図式は、いささかお

おざっぱすぎるように思われる。むしろ、シュミッツの概念で言えば、

外括的共同状況の意義をもう少し評価すべきだろう。確かにこれは、人

生の一時期に何らかのきっかけで帰属するようになった、しかも生活の

一部をなす共同状況であり、人生全体を安定して支えられるものではな

いだろう。しかし、人や物の移動や交流、社会の変動がますます激化す

る現代では、内属的共同状況をそのまま維持するのはもちろんのこと、

新たに編成しなおすことも難しいのではないか。従来存在していた社会

的な結びつきが失われれば、共同状況の内属的な性格は弱まらざるをえ

ない。その代わり、その時々の目的や情勢に応じて生活に必要とされる

共同的状況のタイプである外括的共同状況の比重が高くなっているのも、

近代化の流れとして認めるべきだろう。

確かに外括的状況からは距離を取ったり抜け出したりするのが比較的

容易なので、人々はその意味では自由度が高くなるが、他方で安定感や

連帯感は弱くなる。その点では複合体としての社会に近いものがある。

それでもこれは共同的状況として、全体的なまとまり、矛盾に対する寛

容さを備え、その中で生きる人にある程度の指針を与えると同時に、自

由な活動の余地を与える規範や義務を与える。のみならず、我々の判断

や決断を導き、願望や意欲も各人の内奥から方向づけることは、内属的

共同状況ほどではないにせよ、可能であろう。それに、外括的状況と内

属的状況は明確に区別できず、中間的な形態もありうる。外括的状況と

いえども、それが生活の中で大きな重心を持ち、持続的なものになれば、

かなりの支えになり、そこで人々と密接で安定した共同性を築き、そこ

から様々な指針を得ることができるにちがいにない。

そうした重心には、第一の可能性として提起した伝統を置くこともで

きようが、それ以外にも様々な選択肢が考えられる。先に述べたように、

文化的アイデンティティの基礎になるのは、生活様式、生活上身近な関
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心や問題である。伝統はその本性から言って地域的に限定されているの

に対し、グローバル時代の今日では、様々な地域、国、文化で共通する

生活様式、問題、関心はたくさんある。しかも、今日のグローバリゼー

ションは、近代化の類似したプロセスと比べると、世界の国々相互の結

びつきが、その作用の規模、密度、速度の点で、各段に大きくなってい

る。それによって、一方では文化的アイデンティティの解体が激化して

いる面はあろうが、近代化のようにただ壊していくだけでなく、グロー

バルなネットワークによって、同じ関心、問題を共有する者どうしを結

びつける力も強くなっている。その結果、今日の世界では、他人と協力

して何かをするのに、近所に住んでいたり頻繁に会ったりする必要はな

い。離れた場所にいる人どうしが、緊密に連繋することが可能である。

今日では、遠くに離れた人が似たような問題――環境、差別、教育、労

働、宗教、健康と病、心身障害など――を共有していることが多い。あ

るいは今までも、多くの社会がある程度は似た問題を抱えていただろう

が、当事者たちがお互いに連繋することは不可能か、きわめて難しかっ

た。それが現在では、環境問題に典型的に見られるように、同じ問題が

一つの地域を越えて広がっており、しばしば地球規模になっている。と

りわけ輸送技術と通信技術が高度に発達したおかげで、現在ではそうし

た人々が連絡を取って協力し合うのは、さほど難しくはなくなっている。

これによって形成される共同的状況は、まずは外括的なものだろうが、

内属的なものへ発展していく可能性を秘めている。NGOやNPOの活動は、

そうした共同作業の好例であろう。こうしたところから発展してくる超

地域的な文化的アイデンティティは、グローバル時代にふさわしい形態

だろう。それはたんに原理的な可能性としてふさわしいだけでなく、イ

デオロギー色の強いナショナリズムとは違って、我々に国家や地域を越

えて協力し、文化の多様性と相互交流の間のバランスを取ることを可能

にするにちがいない。その意味で、今後あるべき文化的アイデンティ

ティの形と言えるのではないだろうか。
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注

1）文化的アイデンティティは個人レベルでも集団レベルでも問題になるが、本

論では集団的なものに焦点を当てる。

2）文化的アイデンティティ自体を主題的に扱った数少ない研究の中で、スチュ

アート･ホールの論考は、おそらく社会学で最も影響力のあるものの一つだ

ろう（cf. S. Hall, The Question of Cultural Identity, in: Modernity and its

Futures, 273－316）。彼は主に個人的なアイデンティティについて、近代の

主体概念との関連で論じている。そしてその変遷を、確固たる中心を持った

独立自存する「啓蒙主義的主体」→社会との関連で自己を形成する「社会学

的主体」→脱中心化した流動的な「ポストモダン的主体」という流れとして

見る。しかしこれは観念的なレベルの話、物事の見方であって、現実の人間

のあり方やその変化をそのまま――それも社会に生きるあらゆる階層の人々

のあり方を――映し出しているわけではない。そもそも独立自存する自己完
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結した主体というのは、あくまで理念であって、社会や個人のあり方を方向

づけてはいても、実際にそれを体現している人は存在しない。したがってそ

うした近代的主体を基礎にして、そこから現代への変化を考察しても、観念

的な図式に現実を強引に当てはめるだけで、文化的アイデンティティをそれ

自身に即して論じることにはつながらないだろう。邦訳では彼が編集した

『カルチュラル・アイデンティティの諸問題』があるが、そこで彼が論述す

る時のスタンスも基本的には同じである。

3）シュミッツの著作からの引用、参照は、末尾の略号と頁数によって記す。

4）Cf. D. Held他, Global Transformations. Politics, Economics and Culture, 336f.

5）Cf. D. Held他, ibid., 334, 340.

6）エリアス『文明化の過程・上』、68－136頁を参照。

7）コーエン＆ケネディ『グローバル・ソシオロジー　II』、191頁以下を参照。

8）先に挙げたホールの論考でも、基本的には国家や民族や宗教などの枠組から

文化的アイデンティティを捉え、その上でアイデンティティの解体、脱中心

化、多元化を主張している（cf. S. Hall, ibid., 291－314）。

9）「状況」という語は、普通の文脈でもよく使われる語なので、術語として

シュミッツの意味で用いる場合は、常に括弧つきで記す。ただし「共同的状

況」のように修飾句がつく場合は、術語であることが分かりやすいので、こ

の限りではない。「状況」概念についての詳しい説明は、拙著『シュミッツ

現象学の根本問題』京都大学出版会2002年、215－223頁を参照。
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（景色や人物の印象、会話やパーティ、スポーツの試合の場面）、個々の人に

関わるものは「個人的（persönlich）状況」、集団に関わるのは「共同的

（gemeinsam）状況」と言われる。他にも様々な分類があるが、本稿で問題

になるのは、共同的で静態的な状況である。ただし本論の中ではこの「静態

的」という特徴づけは簡略化のため省略する。状況の諸タイプについては拙

著『シュミッツ現象学の根本問題』、220頁以下を参照。

11）内属的共同状況と外括的共同状況は、テンニースやヴェーバー以来の社会学
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的概念であるゲマインシャフトとゲゼルシャフトという対概念を彷彿とさせ

る。またシュミッツ自身『哲学体系』の中で、共同体のタイプとして、

GemeinschaftとGesellschaftとVereinの3つを区別している（cf. V, 120－

148; DuG, 420－424）。しかし社会学の概念では、ゲマインシャフトを有機

的組織、ゲゼルシャフトを機械的組織としているのに対し、シュミッツでは

GemeinschaftもGesellschaftも共同的状況の一種であり、これは本論で述べ

るように有機的な構造体ではなく、カオス的に多様なものである（cf. V,

135, 141）。シュミッツにおいてこの2つはそれぞれ内属的共同状況と外括的

共同状況に相当し、Vereinは複合体（Konstellation）としての集団にあたる

（cf. SG, 271）。したがって社会学で言うGesellschaftはシュミッツのVerein

に近く、シュミッツのGesellschaftは社会学のゲゼルシャフトとゲマイン

シャフトの言わば中間形態である（cf. DuG, 420）。またシュミッツの分類は、
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のではない。共同的状況のタイプの定義から明らかなように、一定の期間に

おいてある個人が自分の属する集団とどのような関係を持っているか、とり

わけどれくらい深くそこに帰属しているかということから規定される。した

がって一つの集団がある人にとってはGemeinschaftであっても、他の人に

とってはGesellschaftであったりVereinであったりする。例えば家族は、子

供にとってGemeinschaftであっても、親にとってはGesellschaft、お手伝い

の人にとってはVerein、という具合に（cf. DuG, 421; SG, 271）。
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