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Ⅱ A･ギデンズのモダニティ論と自己アイデンティティ論

Ⅰの3で述べたように､Ⅱでは､ギデンズのモダニ

ティ論及び自己アイデンティティ論の全体像を､やや

詳細に概観していく6｡

1 ｢モダニティ｣とは何か

1-1 ｢モダニティ｣なるものの諸水準

ギデンズは､｢『モダニティ mdemib,』とは､非常

に一泊如勺な意味では､封建時代の後のヨーロッパにおい

て打ち立てられ､20世紀にますますそのインパク トが

世界史的なものとなっている､制度と行動様式である｣

(1991:14･15)という｡あるいは､モダニティは､｢制

度レベルで理解されるべきものだが､モダンの諸制度に

よって導入された変化は個人の生活とも､したがって自

己とも直接関わっている｣Gbid.:1)とも述べている｡すな

わち､｢制度｣の在り様､その制度によって規定された

人々の ｢行動様式｣､その行動様式の集積によって成り立

つノーJとの ｢生活｣､その生活の中で形成され持続し変化

していく｢自己｣の在り様一寸目互に結びついたこれら諸

水準のある一定の特徴を帯びたまとまり､ギデンズはそ

れを ｢モダニティ｣と名づけていると読みとることがで

きる｡では､その特徴とはどのようなものなのだろうカ㌔

その点が以下で論じられることになる｡

112 モダニティの全般的特徴 :その非違雛 ､ダイナミ

ズム

モダニティが帯びている全角如勺な特徴としてギデンズ

は､それのダイナミズムの徹底性を､それゆえのモダニ

ティ以前のものに対するそれの徹底した非連続性を挙げ

ている｡すなわち､｢モダンの諸制度 〔制度だけでなく､

上記の行動様式 ･生活 ･自己を加えてもよかろう〕は､

様々な重要な諸点で､プリ･モダンの文化や生活のやり

方と非連続である｡そのようにモダンの時代をそれに先

行する他の日新七から区別する最も顕著な特徴のひとつは､

その極度のダイナミズムである｡モダンの世界は､『暴走

する世界 runawayworld』 7である.すなわち､モダニ

6以下､ギデンズからの引用は､著者名Glddensを省略して示

す｡なお､巻末の参考文献一覧に挙がっているギデンズの諸文

献には､本報告苦の1召論の中で直接引用されていなくても､こ

こでギデンズのモダニティ論･アイデンティティ論を紹介･検

討する際に参照したものも含まれている｡また､所々､長谷川

(2CK)3b)でギデンズの議論をまとめた際の叙述と重なるとこ

ろがあるOまた､Glddens(1991)からの引用の訳文は､私を

含め何人かで2001年から2003年にかけてこの著書の読書会を

行った際のメンバー田仲康博氏(国際基督教大学)･多田治氏(疏

球大学)が作成した訳文を参考にしたりそのまま使用したりし

ている場合がある｡

7 この言葉は､ギデンズがモダニティなるものをどのようにイ

メージすればいいかを表現する際にしばしば用いる言葉である｡

ほぼ同趣旨で､｢ジャガノートjuggemaut｣という言葉も用い
ている｡これらの言葉によってギデンズが喚起しようとするモ

7

ティにおいては､先行する他のシステムに比べて社会の

変化のペニスが早いというだけでなく､それが既成の社

会的rE習practiaや行動様式に対して及i銅 ｢影響の範囲

が広く深さが深い｣(ibid.:16)､と.

1-3 モダニティのダイナミズムをもたらすもの

ギデンズは､そうしたモダニティのダイナミズムをも

たらす ｢源泉｣として､次の3つを挙げている (1990:16-

17=1993:30-31)0

①時間と空間の分離separationoftimeandspace

②社会システムの脱埋め込みdmmbeddingofs∝ial

system
③社会諸関係の再帰的秩序化 と再秩序化 renexive

orderingandreorderingof批ialrelations

以下､この3つそれぞれについてのギデンズの説明を

みていく｡

1-3-1 時間と空間の分離

ギデンズは､｢プリ･モダンという環境se血Igにおい

ては､時間と空間とが場所pla(児の固定性situatedness
を通じて結合していた｣(1991:16)という｡すなわち､

プリ･モダンの日新七には､｢人口の大部分にとって､また

日常生活の通常の活動の大部分にとって､時間と空間と

は場所を通じて本質的に結合していた｣｡つまり､｢いつ｣

ある活動がなされるかということは､その活動が ｢どこ

で｣なされるかということと密接に結合しており､そし

てそうした結合がその活動の実質そのものを大きく規定

していた (cf.ibid.)oそのことは言い換えれば､その活

動が展開する ｢現場 locale｣が特定の ｢場所｣に限定さ

れていた､その活動が展開する ｢空間｣的な広がりが特

定の場所に限られていた､ということである｡また､そ

の活動はある特定の時点に同時になされる各人のふるま

いが関連し合って展開する､ということである｡要する

に人 々の活動 は､対 面的 な相互行為 face-to-fa∝

interactionsとしてなされることがほとんどだった､と

いうことである (cf.1990:18-19=1993:32-33)O

｢時間と空間の分離｣とは､人々の活動の多くが､そ

ダニチイのイメージとは､｢私たち人類が全体として､ある程度

は乗りこなすことはできるが､突然操縦が効かなくなる恐れも

あり､みずからバラバラに解体しかねない､巨大出力ェンジン

を装備して暴走する車｣､それに ｢乗ることは決して､もっぱら

不快で行い甲斐のない経験というわけではない｡多くの場合､

気分を爽快にしてくれるし､前途に対する明るい希望に満ちた

ものである｡しかし､〔.‥‥〕私たちはこの旅の辿る道筋もペー

スもともに決して完全には統御できないだろう｣､｢統合された

機械装置でできた車ではなく､その中でいろいろな相対立する

力が押したり引いたりしている､緊張にみちた車｣

(1990:139=1993:173･174)､といったものである｡



のような ｢そこに居合わせている present｣者同士の対

面的な相互行為としてではなく､｢そこに居合わせない

absent｣者同士の活動としてなされるような状況をもた

らすものである｡それは､ある活動が展開される空間が､

特定の場所から分離されて ｢空白な空間emptyplace｣

-と変化していくことを意味している｡それはまた､そ

の活動が異なる複数の時点になされる複数の人々のふる

まいが協調することによって行われることを､つまり､

その活動が展開される時間もまた､｢空自な時間｣となっ

ていくことを意味している (cf.ibid.:18-19=32-33)｡さ

らに､こうした空間の空白化と時間の空白化とによって､

人々の活動は正確に ｢帯状区分zoning｣された時間 ･空

間に準拠してなされるようになり､そのような形での時

間と空間との再結合rea)mb血 tionが達成されることに

なる (ibid.:16-17=30)8｡

1-3-2 脱埋め込み

ギデンズによれば､｢脱埋め込み｣とは､｢社会関係を､

相互行為のローカルなコンテクス トから 『引き上げ

li血ngout』､時空間の無限の広がりの中でそれらを再構

築すること｣(ibid.:21=35-36)であるという｡それは言

い換えれば､｢『そこに居合わせない他者』一一つまり､

決して出会うことはないが､その人たちの行為が自分た

ちの生活の諸特徴に直接影響を及ぼしていく人々- と

の間で､絶えず相互行為が行われていることを意味して

いる｣(1994a:89=1997:169)｡

そうであるとすれば､脱埋め込みとは結局､時間と空

間との分離と同じ事象- ｢そこに居合わせなし他 者｣と

ともに行われる活動の一般化- を指し示していると考

えられる｡その同じ事象について､後者はその活動が展

開する時空間の様相に､前者はその活動の展開の中で取

り結ばれる社会関係の様相に特に焦点化して表現した言

葉､ということになるだろう｡ギデンズ自身は､両者は

｢対になっている 00叩led｣という言い方をしているが

(1991:2)､むしろより強く､両者は同一事象の異なる

様相というふうに考えた方が､これらについてギデンズ

が論じていることと適合するように思われる｡

ギデンズは､脱埋め込みをもたらすものを ｢脱埋め込

みメカニズムdisembeddingmechanisms｣(1991:20)

と名づけ､その脱埋め込みメカニズムには ｢象徴的通標

Sym bolictoken｣と ｢専門家システムexpertsystem｣

という2つのタイプのものがあるとし､これらを合わせ

て ｢抽象システム abstractsystem｣と呼んでいる

(ibid.:18)｡ということはつまり､脱埋め込みメカニズ

ム-抽象システム､と考えてよかろう｡もう少し精確に

言えば､同じ事象に対して､それが社会関係の脱埋め込

みという機能を果たすことに着目した場合には前者の言

葉を､それが媒介する人々の具体的なあり方を捨象する

形で媒介する (次段落参照)ことに着目した場合には後

8ギデンズによれば､時間の空白化が空間の空白化に対して｢因

果的に先行している｣(19t氾:18=1993:32)というo

8

者の言葉を当てているのだとみてよいだろう｡

ギデンズによれば､象徴的通標の典型例は貨幣である

(ibid.)｡貨幣によく表れているように､象徴的通標は､

｢標準価値standardvalueを有する交換exchangeのメ

ディアであり､コンテクス トの多元性を超えて交換可能

なものである｣(ibid.)｡言い換えればそれは､｢どんな場

合であってもそれを手にする個人や集団の特性にかかわ

りなく 『流通』する､相互交換interchangeの媒体｣で

ある (1990:22=1993:36)｡一方､専門家システムとは､

｢私たちが今日暮らしている物質的社会的環境の広大な

領域を組織化している､技術上の teclm ical成果や専門

職 の professional 専 門 知 識 expertise の体 系 ｣

(ibid.:27-42)のことである｡それは､象徴的通標の使

用のされ方とも似て､｢実践者practitioner〔医者 ･エン

ジニア ･法律家等､各々の専門家システムにおいて専門

知識を行使する人々〕とクライアントから独立して妥当

性を有する｣(1991:18)ものとして､すなわちそれに関

わる人々の個別具体性を捨象して使用されることになる｡

あるいは､プリ･モダンの諸社会にも存在した専門家に

おいては､彼/彼女 らが司る専門家知識 expert

knowledgeは明確なコー ド化を拒み奥義的なものとし

て保存されていたのに対して､モダンの専門家システム

における専門家知識の場合､それの獲得のために要する

資源 ･時間 ･エネルギーさえあれば､原則として誰にで

も入手可能なものとして存在している (ibid.:30).すな

わち､専門家システムは､その入手可能性の点でも､入

手しようとする人々の個別具体性を捨象しているのであ

る｡

1-3-3 制度的再帰性

ギデンズは､モダンの社会においては､｢社会的諸実践

が､その諸実践そのものに関して新たに得られた情報に

照らして絶えず吟味され､改善され､その結果それ自体

の特性を本質的に変えていく｣､｢慣習の修正が原則とし

て人間生活のすべての側面に徹底 して及んでいく｣

(1990:38-39=1993:55-56)という｡

一般に人間は､自分の実践あるいは行為9を振り返りそ

の根拠を斎 敬化するなどしており､そのように自分の行

っていることについての何らかの情報を介してそれらの

在り方を変化させていっている｡人間の行為の進行には

必ずと言っていいほど､このような ｢行為の再帰的モニ

9ギデンズにおける｢実践practiα｣あるいは｢社会的実践9Xial

practi(刈 概念と ｢行為achon｣概念との区別は､私には明瞭
であるとは思えないが､彼の複数の著書におけるこの点に関わ

る記述の断片から総合的に判断して､｢行為｣の方がより-一般

性･抽象性が高い概念であり､行為が現実の社会の何らかの時

空間的コンテクストに状況づけられた(sILuated)ものであり､

行為の現実的な存在様態に当たるものが ｢(社会的)実践｣であ

る､と解釈できるのではないかと考えている｡しかし､ギデン

ズにおいてそれ以外にも､｢活動actlVity｣､｢ふるまいact｣､
｢行いconduct｣など類似･関連する諸概念が用いられており､

それらをどのように区別すればいいかは､必ずしもわかりやす

くない｡



タリング｣過程が随伴するが､しかし､その過程が帯び

ている広い意味での ｢再帰性｣と､ここで問題にしよう

としている､モダニティの ｢制度的再帰性institutionai

reflexivity｣(それは､社会諸関係が慣習に委ねた形でで

はなく再帰的に秩序化され秩序化 し直されることが､

｢制度｣化されている状態を指す､と言っていいだろう｡

cf.1991:20 ｢制度｣については後述)とはレベルの異な

るものであることに､ギデンズは注意を促している｡す

なわち､モダニティの制度的再･)尉生は､｢すべての人間の

活動に固有である行為の再帰的モニタリングとは区別さ

れなければならない｡モダニティの再帰性とは､社会的

活動の多くの局面が､また自然との物質的な関係の多く

の局面が､新しい情報あるいは知識に照らして絶えざる

修正を受けることを指している｡こうした情報あるいは

知識は､モダンの諸制度にとって付随的でなく構成的な

ものである｣(ibid.)､と｡

人間の諸実路や社会諸関係が､情報 ･知識にもとづい

て絶えず修正されていくということは､少なくとも一面

では､それらのより望ましい在り方がより確実な根拠に

もとづいて実現されていくということでもある､このよ

うに言っていいだろう｡しかし､ギデンズが強調するの

は制度的再･)耐生のそのような側面だけではなく､彼はむ

しろ､それがこの世界の､その中での人間たちの社会生

活の不確実性を増大させるという側面により注意を向け

ていると言っていい｡すなわち､｢モダニティの再J)副生は､

啓蒙思想の期待を挫くことになる一一-それは啓蒙思想の

所産そのものであるにもかかわらず｡〔‥….〕モダンの

科学や哲学の元々の創女緒 たちは､自分たちは社会的お

よび自然的世界についての確実に根拠づけられた知識を

得るための道を準備していると信じていた｡ しかし､モ

ダニティの再帰性は実際には､自然科学の中心的な領域

においてさえ､知識の確からしさを掘りくず+.科学は､

証拠を帰納的に蓄積していくことによってではなく､懐

疑という方法論的原理にもとづいている｣(ibid.:21)の

である､と｡また､｢〔.…‥〕懐疑が､哲学的な意識に

はもとより日常生活にまで浸透し､現代の社会生活の一

般的な実存的次元を形づくっている｡モダニティはラデ

ィカルな懐疑の原理を制度化し､あらゆる知識が仮説の

形態をとるということが主張される｣(ibid.:3)のである､

と｡

1-3-4 小括

以上1-3-1-1-3-3において､ギデンズがモダニティの

ダイナミズムをもたらす源泉であるとする､それの3つ

の様相について見てきた｡先にも述べたように､最初に

挙げられていた ｢時間と空間の分離｣と2番目の ｢脱埋

め込み｣とは､実質同じことがらを指していると考えら

れる｡つまり､人々が何らかの社会的実践を行う際､そ

れを共に行う他者ととり結ぶ社会諸関係をはじめ､その

実践のコンテクストが､特定の限られた時空間に固定化

されることなく､絶えず拡大し組み換えられていくこと､

である｡そのような実践のコンテストの拡大 ･組み換え

は､そのことについて考察し､知識を得､得られた知識

にもとづいてそのあり方を検討していく営みを促すこと

になる.つまり､｢制度的再･)朝生｣が促進されることにな

る｡逆に実践に対する再帰的なまなざしが強まることに

よって､その実践のコンテクス トを固定化させず絶えず

組み換えていくことにつながる､とも言えるだろう｡す

なわち､時間と空間の分離/脱埋め込みと制度的再帰性

とは､相互に弓鋸ヒし合うノレープをなしているのである｡

ギデンズがモダニティの顕著な特徴としているそのダイ

ナミズム- 速度 ･範域 ･深度の大きい変容- とは､ま

たその帰結であるモダンの社会の ｢暴走する世界｣とし

ての性格とは､モダンの社会における諸実践がこのよう

なループをなして関連し合って存在していることから生

じるものである､と考えてよいだろう｡

ギデンズは､｢私は､脱埋め込みというメタファーを『分

化diaerentiatioⅠ』という概念に意図的に計置している｡

この概念は､日羽斤社会学者たちによって､プリ･モダン

の社会システムをモダンの社会システムと対照する際の

手段として採用されているものである｡分化は､プリ･

モダンの社会において拡散した形で組織化されている活

動様式が､モダニティの到来とともにより専門化され精

密化されていくという､諸機能の漸進的な分離というイ

メージを携えている｡こうした考え方がある妥当性を有

しているのは疑いないが､しかしそれは､モダンの諸制

度の性質とインパクトの本質的な要素､すなわち社会関

係をローカルなコンテクス トから『引き離し』､時空間の

無限の広がりの中でそれを再接合することを捉え損なっ

ている｣(ibid.:17-18)､と述べている｡ここでギデンズ

は､N･ノレ-マンなど社会システム論の､｢(機能)分化｣

をキーワー ドにしてモダニティを把握する立場に対置し

て､｢脱埋め込み｣というメタファーで表現されるような

こと､すなわち前段落でまとめたような実践のコンテク

ストの絶えざる拡大 ･変容こそが､モダニティなるもの

の本質的な特徴であると､モダニティ把握に関する自ら

の立場を表明しているのである｡

なおギデンズはまた､そうした実践のコンテクストの

拡大 ･変容が地球大の規模で進行していくことを､今日

様々な議論の中で取り上げられている ｢グローバル化｣

なるものの根本的な性格であると考えている｡すなわち､

｢グローバル化は､ある場所で生ずる事象 1∝d

happe血1gが､はるか遠く離れたところで生じた事件

によって方向づけられたり､逆に､ある場所で生じた

事件がはるか遠く離れたところで生ずる事象を方向づ

けたりするというかたちで､遠く隔たった場所1∝軸

を相互に結びつけていく､そうした世界規模の社会関

係が強まっていくことと定義づけることができる｣

(1990=1993:64=85)O

｢グローバル化は､たんに経済的現象であるだけでは

ないし､主要に経済的現象であるわけでもない｡それ

はまた､『世界システム』の出現と同一視すべきでもな

いoグローバル化とはほんとうのところは､空間と時
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間の変容をめぐるものなのである.私はグローバル化

を､距離を隔てた行為actionatdis血1ccと定義する｣

(1994C=2(氾2:4=15)

2 モダニティの制度的話次元

1-1で述べたように､ギデンズは､制度､行動様式､

生活､自己の諸水準が相互に連関し合いながらある一定

の特徴を帯びた在り様を成しているもの､それをモダニ

ティと名づけている｡ここでは､モダニティのこれらの

諸水準のうち､制度の水準についてみていく｡

ギデンズは､｢制度 inStitution｣という概念を､空間

的に広く行き渡り､時間的にも持続性のある (つまり､

その時その場にだけ偶有的に発生するのではない､同様

のコンテクストを有する複数の場において､同様のコン

テクストにおいてはある程度反復的に生起する)実践を

指すものとして用いている｡それは言い換えれば､｢標準

化された行動様式｣､すなわち日々 の社会的活動の偶有椎

に充ちたコンテクストの中にあって常態的に再構成され

ている実践のあり方である｡それは､ひとつの ｢社会シ

ステム｣(ギデンズによれば､社会的諸実践の相互連関の

システムのこと)が時間的 ･空間的に構成される上で基

本的な部分を成している｡つまり制度は､社会システム

が空間的にある程度の広がりをみせ､時間的にもある程

度の持続性をもって構成される上で必要不可欠のもので

あり､したがってそのシステムの基本的な部分を成すも

のである (1981:28､1979:96=1989:105)0

ギデンズは､モダニティにおけるそうした制度は､以

下の4つの諸次元によって構成されているとする｡それ

らは､相互に密接に関連し合ってはいるが､しかしその

うちのいずれかに還元することはできない､互いに区別

される次元であることを､ギデンズは強調 している

(1990:55=1993:75)

《モダニティの4つの制度的諸次元》 (1991:15､

1990:55-59=1993:75-79)

①産業主義 :生産過程における物質的力 material

powerと機械との広範な使用を伴う社会関係

②資本主義 :生産品の競争的な市場と労働力の商品化

とを伴う商品生産のシステム｡それは､資本を私有

する人々と資産をもたない賃金労働者との関係を中

心に展開する｡

③監視 :モダンの社会生活の出現と結びついた組織的

権力の大規模な増大の基礎をなすもの｡主体-臣下

である人々subjectpopulationsに対する管理的な

統制を行う制度であり､こうした統制は､｢見える｣

管理という形式をとる場合もあるし､社会的活動を

調整する情報の使用という形式をとる場合もある

④暴力手段の統制 :政治権力の中枢による､領域内の

暴力手段の独占的統制

ギデンズは､モダニティのこれら4つの制度群の背後

に､モダニティのダイナミズムの3つの汲泉を見出すこ

とができ､それら3つの汲泉は､｢モダニティの制度諸次

元によって条件づけられ､またそれら制度諸次元に伴っ

ている｣(199¢=1993:63-83-84)と述べている｡つまり､

I-3-1-1-3-3で見たモダニティのダイナミズムの源泉を

なす3つの様相は､モダニティの4つの制度的諸次元が

編制されていくプロセスの中で発達してきたものであり､

同時に､モダニティのそうした3つの様相が4つの制度

的諸次元各々やその相互関連の在り方を規定してきた､

ということである｡

3 モダニティにおける諸個人

1-1で述べ､また2の冒頭でも確認したが､モダニテ

ィとは､制度､行動様式､生活､自己の諸レベルのある

一定の複合として存立している｡制度の水準については､

2でみてきたので､3ではそれ以外の諸水準について検

討していく｡それは､3のタイ トルにあるように､モダ

ニティを生きる諸個人とはどのような特徴を帯びたもの

なのかを論じる､ということになるだろう｡

3-1 個人の心理組轍の階層モデル

モダニティを生きる諸個人の検討の前に､ギデンズは､

人間存在一般をどのように捉えているかをおさえておき

たい｡

ギデンズは､人間が何らかの行為を行う際､背後で何

者かによって操られて行為しているのでは決してないこ

とを強調する｡つまり､彼ら/彼女らは､日々 の生活の

中で自らの行っていることについて､またその条件や帰

結について多くのことを知っている､｢知識能力

knOwledgeability｣を有する行為主体agentであるのだ､

と｡そのように知識能力を有していることは､行為者が

何かを行うことにとって､単に副次的なものではなく､

そこに構成的に含まれていることがらなのである

(1984:90,281､1987:67=1998二97)0

ギデンズは､そうした行為者の知識は､部分的にのみ､

｢言説的意識 discur sive(力nsCiousness｣のレベルで保

持されている､つまり言葉で説明できるように意識化さ

れているのだ､という｡そして､行為者は知識を､主要

には ｢実践的意識practical00nsciousness｣のレベルで

保持している､つまり知っていることを言葉で説明する

ことはできないが確かにそれを身につけているのである､

と (1981:27､1984:xxiil,22,281).

ギデンズによれば､人間の心理は､以上の言説的意識･

実践的意識に ｢基礎的安心システム basicsecunty

system｣を加えた3層から成る組織を備えている､とい

う｡言説的意識 ･実践的意識とは､前段落の通りのもの

である｡3つ目の基礎的安心システムとは､他者に対す

る信頼の感情を土台として作り上げられる､諸々の不安

のコントロール ･メカニズムのことである｡基礎的安心

システムによって､人間は ｢存在論的安心 ontologiCal

security｣の感覚- 自然および社会的Ltr界がその現れ
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どおりのものであるという確信ないしイ罰寮- を維持す

ることができる｡基礎的安心システムは､言説的および

実路的意識とは異なり無意識のレベルに存しているOギ

デンズは､このように人間の心理を言説的意識 ｡実践的

意識 ･無意識という3層によって成 り立っていると見る

自らの見方を､｢階層モデル strat止cationmodel｣10と名

づけている (1984:41,49-50,375,376､1993=2000:

124-125=205-207)0

3-2 存在論的安心

上述の存在論的安心に関するギデンズの議論を､もう

少し詳細に見ておきたい｡

ギデンズによれば､存在論的安心とは､｢現象学的な言

葉で言えば､日常生活における 『自然的態度』が前提と

する 『カッコ入れ』｣(1991:36)によって獲得され維持

される､他者や周囲の環境や自分自身を自明視できる感

覚のことである｡すなわち､｢他の人々が何を行っている

ように見えるか､その人々が何であるように見えるか｣

ということは､｢彼ら/彼女らが実際に何を行っている

か､美際に何であるかと同じである｣(ibid.-･127)と自明

のように受けとめられること､｢『自分は本当に存在する

のだろうか?』『今日の自分は昨日の自分と同じ人間だ

IOギデンズは､｢階層モデル｣という言葉を､人間が何らかの

行為を行う際に作用する､その人間の心理の諸相を示す言葉と

しても用いている｡すなわち､行為の ｢再帰的モニタリング｣
(1-3-3参照)､行為の｢理由づけrationalization｣､行為の｢動

機づけnx)tivation｣の3層をも､この言葉は示している.行為

の再帰的モニタリングとは､人間が何らかの行為を行う際日常

的絶えず行っている､自らの活動の流れを､またその活動がな

される社会的･物理的コンテクストの諸局面をモニターし､そ

の結果にもとづいてその活動のあり方を変更していく営みのこ

とである｡行為の理由づけとは､行為の再帰的モニタリングの

本質的な⊥師をなすものであるが､特に､ある目的を達成する

ためにこの活動がその手段 ･方法としていかに適切であるかに

ついてのモニタリングの局面である｡ギデンズは､人間はお互

いに､他者から問われた時こうした行為の理由をきちんと説明

できるかどうかによって､その人の ｢能力competence｣を評価

し合っているものだと考え､行為の再帰的モニタリングのうち､

理由づけの局面を取り立てて扱っている｡行為の動機づけとは､

何ら力W)｢動機nx)tive｣によって､人間が一定の行為-と駆り

立てられていく局面､と言っていいだろう｡ギデンズによれば､

動機とは､行為を促す推進力である｢欲求Want｣のことであり､

人間のパーソナリティの情緒的要素と直接に結びついていると

いう｡というのは､動機は､存在論的安心を糸尚等しそれが撹乱

された時に生じる不安を解消しようという欲求をその重要な要

素としているからである｡なおギデンズは､行為者の日常的な

個 の々行為は直接には動機づけられてはいないという｡たいて
いの場合動機は､行為者の社会生活の全体的な計画あるいはプ

ログラムのレベルで作用する｡

ギデンズによれは 行為の再帰的モニタリング､及びその中

の行為の理由づけの局面は､棚 及び実践的意識のレベ

ルでなされるものであるのに対して､動機づけはしばしば無意
識のレベルで作勤し､彼ら/彼女らの知識能力によって認知で

きない面がある､という｡この註で述べてきた行為主体の ｢階

層モデル｣と3-1本文の心理組織の ｢階層モデル｣とは､この

点で重なってくる (1984:3-6､1991:631i4)0

ll

ろうか?』『他者は本当に存在するのだろうか?』『自分

の目の前に見ているものは､かりに自分がそれに背を向

けて無視したとしても､引き続きそこに存在しているの

だろうか?』といった､合理的論証によって疑う余地の

ないかたちで答えを示すことはできないある種の問い｣

(1990=1993:92-93=117-118)に対する ｢然り｣の答え

を合理的論証抜きで確信できること､これが存在論的安

心の感覚である｡こうした自明視､確信は､人間が生き

ていく上でどうしても欠カせ ないことであり (1991:37)､

したがってプリ･モダン及びモダンいずれの状況を生き

る人間にとっても､存在論的安心は必要なものである

(199(声1993:92=116)0

人間が存在論的安心の状態でいられる時､その人にと

って､取り巻く環境の一定部分が ｢『平穏無事』な世界｣

として立ち現れることになる｡すなわち､その人の ｢今

現在の活動や未来に向けてのプロジェクトを取り囲んで

いる､実際のあるいはありうるできごとの世界｣､｢そこ

で進行していることの大部分はその人にとっては 『重大

性が薄い』｣(1991:129)､それら活動 ･プロジェクトと

いう"図"に対する "地"をなす世界として立ち現れる｡

そのような世界は､｢ルーティン｣化された世界と言い表

すこともできる｡

ギデンズは､こうした存在論的安心は､人間の心理的

発達の観点から見た場合には､幼少期の経験の中で獲得

した､他者は信頼できるという確信に根ざしたものであ

るという｡そのような確信のことを､ギデンズはE･エ

リクソンに倣って ｢基本的信頼 basictrust｣と呼んでい

る｡それは､養育者が今目の前から居なくなっても必ず

戻ってきてくれるという｢信仰 fhith｣が裏切られること

なく達成されることから発生するものである､という

(ibid.:38)｡

しかし､存在論的安心は､幼少期に養育者との関係の

中で基本的信頼を獲得できてさえいればそれで安泰とい

うものでは決してない｡日常生活が上述のようなルーテ

ィンとして再生産されることも､存在論的安心が維持さ

れる上での不可欠の条件である (1990=1993:98=124)0

ただし､着目しておかなければならないのは､ノレーテイ

ンは ｢決して自動的に遂行されるわけではない｡身体と

言説のコントロールによって､行為者は社会生活を 『続

ける』ことができるように､たえず注意を維持しなけれ

ばならない｣(1991:39)点である｡そのような意味で､

ルーティンを維持することは､世界を自明視できないこ

とによって生じうる ｢恐るべき不安に対する決定的な防

壁となるが､同時にまさにそれ自体が､緊張に満ちた現

象なのである｣(ibid.)｡

3-3 実存的諸問題

3-1及び 3-2で見たように､人間がその社会生活を円

滑に過ごしていけるために､存在論的安心が確保されて

いることはきわめて重要である｡ギデンズによれば､存

在論的に安心であるとは､以下で述べるような ｢実存的

諸問題 existentialproblems｣に対してさしあたり対処



できている状態である､というふうに見ることもできる｡

ギデンズが実存的諸問題と名づけているものは､存在

論的あるいは認識論的にきわめて根源的な問題であり､

一方で哲学的思考が解答すべき問題として定立してきた

ものでもあるが､同時に人間が実際に生きていく上で実

践的に何らかの対処を迫られる問題でもある(ibid.:37)0

ギデンズによれば､｢人間の生活とは何とかそれらに対

する悶牢答』を提出しようとすることであり｣(ibid.:47)､

｢社会的活動のコンテクストの中で 印可とかやっていっ

ているgoon』どの人もそれらに対して『解答している』｣

(ibid.:55)ものだ､という｡

ギデンズが具体的に挙げている実存的諸問題は､以下

の4つである｡(かものやできごとが確かに存在している

と感得できるか否かという問題､②自らが有限であると

いうことを受け入れられるかどうかという問題､③他者

の経験をいかにして理解できるかという問題､④自己ア

イデンティティを獲得できるかどうかという問題､であ

る｡要するに全体として､自己･他者 ･事物をすべて含

めた世界を基本的に安んじて受け入れられるかどうかと

いう問題である (ibid.:48-55)｡言い換えれば､｢情緒的

な､またある程度は認知的な意味での､リアリティの実

存的安定-の信頼｣(ibid.:38)をもてるかどうかという

問題である｡

人間は絶えずこれらの実存的諸問題に直面しているの

であるが､日常生活の中ではそれらがあたかも解決して

いるかのように自明祝して暮らしている｡ただ､その日

明視は本質的にはそうできる確たる根拠がないので､何

かをきっかけにそれらの問題が心の前面に迫り出してく

る場合もある｡その場合､人は事物 ･他者･自己につい

てのリアリティ感覚を喪失し ｢不安 anxiety｣に苛まれ

ることになる｡そういう状態に陥ることなく､世界を基

本的なところで自明視できる状態､それが存在論的安心

の状態である｡つまり､｢存在論的に安心であるとは､根

源的な実存的諸問題に対する 『解答』を--･･所有してい

る｣(ibid.:47)ことなのである｡

3-4 自己アイデンティティ

3-3で見たように､人間にとって一般に､自己アイデ

ンティティを獲得できるかどうかは､彼ら/彼女らの根

源的な実存的諸問題のひとつをなしている｡では､自己

アイデンティティとは何か｡この点についてギデンズが

述べていることは､次のように要約できる｡

(∋自己アイデンティティとは､個人によって再帰的に自

覚化された自己である｡

自己アイデンティティとは､｢一般的な generiC

現象としての自己とは対照的に､再帰的な自覚を前

提としている｡それは､個人が 『自己意識』によっ

て 『それについて』意識しているものである｡換言

すれば､自己アイデンティティは､個人の行為シス

テムの連続性の結果として与えられるだけのもので

はなく､個人の再帰的な活動の中で日常的につくり

上げられ維持されなければならないものである｣

(ibid.:52)0

②自己アイデンティティとは､個人によって自分自身に

ついて､その生活歴 biographyという観点から再帰

的に解釈された ｢物語｣(na汀ahveあるいはstory｡

ギデンズは両者を特に区別してはいないように思わ

れる)である｡

｢自己アイデンティティは､個人が所有する､示差

的な特徴でも諸特徴の集合でさえもない｡自己アイ

デンティティは､ある人によって彼女/彼の生活歴

という観点から再帰的に理解されたものとしての自

己である｣(1991:53)｡個人は日常世界の中で他者

とともに様々な相互行為を行い､そこで ｢生じるで

きごとを絶えず統合し､それらを自己についての進

行する 『物語』の中に仕分けていかなければならな

い｣(ibid.:54)｡そのように持続し､かつ絶えず作り

替えられていく､｢個人が自らについて 『提供する』

生活歴｣(ibid.:54)の ｢物語｣こそが､自己アイデ

ンティティである｡

③自己アイデンティティは､脆弱fragi1eであり､かつ強

靭robustである.

｢自己アイデンティティの感覚は､強靭であると同

時に脆弱である｡脆弱だというのは､個人が再帰的

に心の中で維持している生活歴は､ひとつの『物言剤

にすぎないのであって､彼女の自己発達に関して語

られうる他の多くの潜在的な物語も存在するからで

ある｡強靭だというのは､自己アイデンティティの

感覚は､人が活動するmove社会的環境における主

要な緊弓師 転換transitionを緩和するのに十分な程

度に確実である securelyことが多いからである｣

(ibid.:55)O

こうした自己アイデンティティの獲得の問題が根源的

な実存的諸問題のひとつであるということは､この問題

があらゆる時代の人間に関わりのある問題だということ

を意味している｡この点に関わってギデンズは､｢自己ア

イデンティティの追求は西欧の個人主義に起源をもつモ

ダンの問題である｣､伝統的文化においては ｢個人｣は不

在であった､｢個人性 individuahty｣は重んじられてい

なかったという見方に対して､必ずしもそうは言えない､

｢『個人性』はあらゆる文化において尊重されていたこと

は確かだ｣という自身の見方を対置し､｢『個人』､『自己』､

『自己アイデンティティ』をモダニティに特了知勺なもの

として一般的に語るのではなく､これらをより詳細に分

析してみるべきである｣と述べている (ibld.:75)｡ギデ

ンズはこう述べて､ここまでで見てきた自己アイデンテ

ィティの一般的性質に還元されない､モダンの状況下を

生きる人間たちに特殊な自己アイデンティティの形態が

あることを主張している｡では､それはどのような形態

の自己アイデンティティなのだろうかb

3-5 自己の再帰的プロジェクト
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ギデンズは､モダンの社会の自己アイデンティティの

特有の性格を ｢自己の再帰的プロジェクトtherenexive

projectoftheselfJという言葉を用いて論じている｡で

は､｢自己の再帰的プロジェクト｣とは何か｡まず､その

点を示すギデンズのいくつかの文章を挙げてみよう｡

｢モダニティの再帰性は､自己の中心部まで達してい

るO言い換えると､ポス ト伝統秩序 post-traditional

orderのコンテクス トにおいて､自己は 『再帰的プロ

ジェクト』となっている｣(ibid.:32)0

｢首尾一貫してはいるが絶えず修正される生活歴の物

語biographicalnarrativesを維持することからなる自

己の再帰的プロジェクト 〔..-〕｣(ibid.:5)0

｢モダニティとは､『私はどう生きるか?』という問い

が､どうふるまうか､何を着るか､何を食べるか一･･.･.･.･･-

その他多くのことがら- についての日々の決断

decisionによって回答されなければならない､自己ア

イデンティティの時間的な展開の中で解釈されなけれ

ばならない､そ うい うポス ト伝統秩序である｣

(ibid.:14)0

｢個人の人生における移行は､常に心理的な再構築を

必要としてきた｡伝統的文化においては､それは､通

過儀礼の形でしばしば儀礼化されていた｡ しかし､集

団性のレベルにおいて世代から世代-ものごとが多か

れ少なかれ同じままに伝わったような文化では､アイ

デンティティの変化は､ある個人が青年から成人-と

移っていく時のように､明瞭に区画されていた｡それ

と対照的に､モダニティの環境においては､自己の変

容は､個人の変化と社会の変化とを結びつける再帰的

プロセスの一部として探求され構築されなければなら

ない｣(ibid.:32-33)0

｢ライフスタイルの選択はますます､自己アイデンテ

ィティと日常活動との構築において重要なものとなっ

てきている｡再帰的に組織化されたライフ･プランニ

ングが､〔---〕自己アイデンティティの構造化の中心

的な特徴となっている｣(ibid.:5)｡

｢ライフスタイルとは､伝統文化に対してはあまり適

用可能性のある言葉ではない｡なぜならそれは､複数

の可能な選択肢の中からの選択ということを合意して

おり､『伝承される』というよりも『採用される』もの

だからである｡ライフスタイルはルーティン化された

諸実践であり､衣食の習慣､行為の様式､他者と出会

う際に好まれる環境などといったことに組み込まれた

/I- ティンである｡〔-･.･〕人が日々行う細々とした決

定の各々､たとえば何を着るか､何を食べるか､仕事

でどうふるまうか､晩に誰に会うかといったことは､

そうしたルーティンの形成に寄与している｡そうした

諸選択は (より大きく重大な選択とともに)すべて､

行為の仕方についての選択であるだけでなく､自分が

誰であるかについての選択でもあるのだ｡個人が活動

する環境がポス ト伝統的であればあるほど､ライフス

タイルはいっそう､自己アイデンティティの核心に関

わ り､その形成 ･再形成 に関わるもの となる｣

(ibid.:81)o

これらの引用文が示しているように､ギデンズのいう

自己の再帰的プロジェクトとは､モダンの ｢制度的再帰

性｣が徹底し諸個人の自己の構築の仕方にまで及ぶ､｢ポ

スト伝統秩序｣の社会的条件のもと発生する事象である｡

それは､そうした社会に生きる諸個人が､自己アイデン

ティティという生活歴の物語を､選択の余地ないものと

して ｢伝統｣の指し示すところに従ってではなく､自ら

再帰的に､絶えず修正を加えながら持続させていく営み

のことである｡そのような自己の再帰的プロジェクトは､

より具体的には自分がどういう ｢ライフスタイル｣を選

択し構築するか (- ｢ライフ･プランニング｣)というこ

ととして表れてくるのである｡ ll

3-6 自己の再帰的プロジェクトの諸困難

ギデンズは､以上のような自己の再帰的プロジェクト

を､モダンの社会を生きる人間の生き様についての､価

値評価ぬきの事実 (皆が既にそうやっているというので

はなく､そうした潜在的趨勢を事実として見てとれると

いう意味での事実)であると認識しているだけでなく､

11 大滞 (1996=2004)は､一般に､｢行為および認識における

任意の選択性が､究極的には､個人に帰属させることができる

かのように､その当の個人に対して事態が現象しているとき､

その個人は､<主体性-主観性>を備えている｣とされている､

という(ibid.:120)｡｢主体 (悼)｣｢主観 (悼)｣は､いずれも英

語ではsubjectGvity)であるが､大浮は､｢認識における選択(対

象を区別する操作)｣に重心があるとき｣は後者を､｢行為にお

ける選択に重心があるとき｣には前者を用いる､としている

(ibid_:229).そして､<主体性-主観性>を備えた (特に前

者)個人は､次のような特徴を帯びることになるという

(血id.:120･121)0

① ｢能動主義｣:自らの ｢行動を特定する選択の実現を､自ら

が独占しうると認知しており､したがって外部の環境を自

ら改変しうると認知している程度が十分に大きい｣｡

② ｢個人主義｣:｢選択の目的が個人に準拠している｣､｢すなわ

ち､目的が個人にとってのものとして措定されている｣｡

③ ｢代替不可能なもの｣｢かけがえのないもの｣としての個人

という ｢自己意識｣:｢能動主義的で個人主義的な<主体性

>が､理念的な実現をみているとき､必然的に｣､個人は自

らのことをそのように感じることになる｡

ギデンズのいう自己の再帰的プロジェクトを営みつつ生きる

個人とは､以上のような<主体性-主観性>を備えた個人のこ

とであると考えてもよかろう｡大葦はさらに､<主体性-主観

性>を個人が備えることは､｢近代性mcdemi tyということを､

定義する条件である｣という(血id.:120)Oだとすれば､自己の

再帰的プロジェクトを営みつつ生きる個人､それこそはモダン

の<主体-主観>の在り方である-一大曙の所論に沿った場合

にもこのように言うことができるだろう｡
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価値的にも肯定的に評価している､と思われる｡そのこ

とは､ギデンズが､人々が自己アイデンティティの追求

に専心するようになることを､もっぱら ｢旧来の共同体

的秩序の崩壊が自我に対するナルシシスティックで快楽

主義的な関心を生み出しているという現実の派生的現

象｣であるとか､あるいは ｢社会的操作の諸形態に由来

する｣自我に対する同様の関心であると見る解釈を退け､

それが ｢グローバル化が日常生活に影響を及ぼす状況の

能動的領有positiveappropriadon｣である側面を有して

いると述べている点などに示されている (1990=1993:

122-124=152-154)0

だが､自己の再帰的プロジェクトという人々の営みが

そのように価値的に肯定できるものであるとしても､ギ

デンズは同時に､人間の生が自己の再帰的プロジェクト

として営まれることには多くの困難が孝まれていること

についても詳細に論じている｡以下では､その諸困難と

それをもたらすモダンの社会の諸条件とに関わるギデン

ズの議論を見ていきたい｡

3甘1 選択の過剰負担とリスク

既に述べたように (1甘3､3-5など)､モダンの社会

における制度的再帰性の徹底は､人間たちの社会生活の

不確実性を増大させる｡そのような中､人々は､｢複雑な

選択肢の多様性に直面｣させられ､しかも ｢モダニティ

は基盤をもたないnon-foundational｣ため､選択のため

の拠り所を求めて自らを取り巻く社会状況を参照してみ

ても､｢どの選択肢をとるべきかについてほとんど助け

を提供してくれない｣(1991:80)｡そうした条件の下で

人々は､｢どのように生き､どのように行為するのかを自

分で決める以外に選択の余地がない｣(1994a=1997:75

=141)のである｡自己の再帰的プロジェクトの内実は､

ある面､このような選択の過剰負担を負わざるをえない

ということでもある｡すなわち､

｢自己の再帰的プロジェクトにおいて､自己アイデン

ティティのナラテイヴは本質的に脆弱である｡明確な

アイデンティティを作り上げる作業は､明確な心理的

収穫をもたらすこともあるが､それは明らかに重荷で

もある｡というのは､自己アイデンティティは､日々

の生活の変転する経験という背景に､あるいはモダン

の制度の断片化するfragment趨勢に抗しながら､作

り上げられ､また多かれ少なかれ絶えず再秩序化され

なければならないからである｣(1991:185-186)｡

このように自らが辿るべき筋道を再帰的に選択する生

き方を受け入れることは､その選択に伴う ｢リスク｣を

引き受けることが伴ってこざるをえない｡モダンの社会

において自己の再帰的プロジェクトを行いつつ生きると

は､リスクがあることを前提にして､その程度を査定し

ながら生きることでもある｡

｢リスクをリスクとして受け入れるとは､〔--〕私た

ちの活動のいずれの側面も運命づけられた道を辿らな

いこと､すべては偶有的なできごとに対して開かれて

いることを認めることである｡この意味で､ウ-リッ

ヒ･ペックのようにモダニティを 『リスク社会』とし

て特徴づけることはきわめて正しい.このフレーズは､

モダンの社会生活は､人類が直面しなければならない

新しい形態の危険を導き入れたという事実以上のこと

を示している｡『リスク社会』に生きるということは､

〔--･〕行為の開かれた可能性を計算する態度をもっ

て生きることを意味している｣(ibid.:28)

｢モダンの社会的条件において､個人はますます自己

アイデンティティを再帰的に作り上げようとするよう

になり､それにつれて彼/彼女は今現在の実践が未来

の結果をつくり出すことをますます自覚するようにな

っていく｡〔･･-･･そうした条件の下では〕リスクの-

あるいはリスクと機会とのバランスの一一査定

assessmentが未来の領域を個人的にコロニー化する

際の核的な要素となるのである｣(ibid.:129)0

しかし､リスク査定は決して完全なものにはなりえな

い (ibid.:4)｡上記のように選択が重荷になるのは､そこ

にこうした不確定なリスクが必ずと言っていいほど随伴

してくるからだと言っていいだろう｡

3-6-2 選択をめぐる階居化 ･不平等

このように､モダンの社会を生きる人々は､選択の結

果に必ずリスクが伴う中で自らの生き方を自ら決定せざ

るをえないわけだが､ギデンズは､そのことこそがこの

社会における人々の階層化の焦点となっていることに注

意を向けなければならない旨を指摘している｡すなわち､

人々に ｢選択の複数性｣が開かれているということは､

｢すべての選択肢がすべての人に開かれているとか､人

びとが実行可能な選択肢の範囲を完全に実現できる状況

下でその全決定を行うとか｣を意味するわけではない

(ibid.:82)｡そうした選択肢のヴァリエーション･その

実行可能性をめぐる差異は､つまり ｢自己実現やェンパ

ワーメントの諸形態-のアクセスにおける差異｣は厳然

と存在し､そのことこそが今日の ｢不平等の根本的な分

割線 lme｣を成していると言える.このことが､モダニ

ティが生み出す ｢差異difference､排除exclusion､周縁

化 marginabation｣の基本的な性格なのであり､この

点を見れば ｢モダンの諸制度は､解放の可能性を約束す

ると同時に､自己の実現どころか抑圧のメカニズムをつ

くり出しもする｣と言わねばならないのである(ibid.:6)0

しかしながら他方で､ギデンズによれば､ライフスタ

イルの選択やライフ･プランニングは､今日人々が行為

を行う際の ｢制度的舞台設定institutionalset血g｣とな

っており､その影響は ｢普遍的｣で､誰に対しても及ぶ

ものとなっている (ibid.:85)｡したがって､今日では ｢最

も非特権的な立場にある人｣ですら､ライフスタイルの

選択やライフ･プランニングを､つまりは自己の再帰的

プロジェクトを行っている｡しかも､他ならぬ ｢ある種

14



の貧困状況においてこそ､伝統の拘束は徹底して解体｣

してしまっており､したがってそのプロジェクトは､そ

うした状況におかれた人々に特に典型的な特徴だと言え

るかもしれない｡とは言え､そのような人々にとっては､

像J奪deprivationにさらされていることによって､自

己アイデンティティの再帰的形成の課題は､ほとんど支

えのない重荷となり､自己豊陵化selfemiClm entより

も絶望の源泉となることもある｣のである (ibid.:85-86)

以上のような点-の注意を払っているのであるから､

ギデンズの議論を､Ⅰの3で見たファーロングのように､

｢後期モダニティの認識論的誤謬-の感典しやすさ｣を

革んでしまっている､とは見なせないだろう｡

3-613 ポスト伝統社会と内的準拠性

以上は､自己の再帰的プロジェクトということに拭い

去りがたく絡みついている困難であると言っていい｡ギ

デンズの議論にしたがうならば､それらの困難は､人々

の生のあり方を自己の再帰的プロジェクトなるものたら

しめているモダニティの性格､特に､これまでの行論の

中Lも何度か登場してきた ｢ポスト伝統秩序｣という性

格によるところが大きい｡

加えて､ギデンズは､自己の再帰的プロジェクトにま

つわるそれ以外の諸困難も指摘している｡それらは､や

はりギデンズの議論にしたがえば､ポスト伝統秩序とと

もに､モダンの社会システムとそこに生きる人々の生活

とが ｢内的準拠性internalreferentiality｣という性格を

帯びているところに由来する｡

3-6-3では､これらポスト伝統秩序､内的準た財生につ

いてのギデンズの議論を見ていきたい｡

3-6-3-1 ポスト伝統秩序

ギデンズは､｢伝統｣について次のように述べている｡

｢伝統は単なる習慣 habitとは異なり､『拘束力のあ

るbmding』規範的normative特徴をもつ｡ここでい

う『規範的』とは､道徳的要素を合意している｡すな

わち､伝統的実践において､行為の拘束性は､物事は

どうなされるべきか､あるいはどうなされぬべきかに

ついての指針pre(記ptを表現している｡行動の伝統は､

それ自身の道徳的な基礎をもっていて､そのことが何

か新しいものを導入しようとする技術的な力に抵抗を

示すのである｣(ibid.:145)

このように､ギデンズによれば､伝統とは､人々がど

うふるまうべきかを､したがってどう生きるべきかを決

定する際の確かな参照点となるものである｡そのような

ものであることによって､伝統は人々の ｢アイデンティ

ティの媒体medium｣(1994a=1997:80=151)となり､

｢アイデンティティの連続性にとって最も重要な､『基

本的T罰Ri)のよりどころ｣(ibid.81=153)となってき7㌔

ギデンズは､モダニティとは､このような伝統の影響

力が次第に弱まりゆく ｢ポスト伝統秩序｣(1991:2)で

あるという｡ただし､それはあくまでも趨勢であり､｢比

較的近年に至るまで､世界の大部分は､依然として半ば

分節化されたsemi-fragmented状態におかれており､そ

こには伝統主義の大きな飛び地が数多く残存してきた｣

(1994a=1997:96=181)と､ギデンズは､モダンの社会

において､旧来の伝統が長らく存続し続けることがむし

ろ-舟如勺であることを指摘している｡

と同時にギデンズは､モダンの社会の発展の初期局面

では､｢伝統の再焦点化が社会秩序を固める上で主要な

役割を果たした｣ことに注意を促している｡この場合の

｢再焦点化｣とは､しばしばプリ･モダンのロ毒針毛から引

き継がれた文化的諸要素に何らかの形で依拠しつつ､

｢ナショナリズム｣等の ｢壮大な伝統grandtradition｣

を ｢創造あるいは再創造｣したり､日常生活により密着

した ｢家族 ･ジェンダー ･セクシュアリティに関わるよ

り実際的なdown-tx)-earth伝統｣を ｢再構築｣したりす

ることを意味している (1994C=2(氾2:5=16).初期モダ

ンの諸制度は､そうした ｢創造された､新たな伝統｣に

依拠していたし (1994a=1997:93=174-175)､その時期

伝統は､｢個人的アイデンティティや集合的アイデンテ

ィティの生成なり再生の面で､とりわけ必要とされてい

た｣(ibid.:95=178)のであった｡そのような意味では､

｢モダンの社会は､ポス ト伝統社会ではなかった｣

(ibid.56=106)とさえ言えるのであるO

しかし､-イ ･モダン化の時代になって､以上のよう

な残存してきた伝統や ｢モダニチイと伝統との提携｣

(ibid.:91=172)にも疑義が差し向けられるようになり､

モダニティが元々有していた ｢ポスト伝統秩序｣という

性格がより本格的に顕在化することになる｡この時期に

なって､諸個人は､前述のように (3-5)､文字通り伝統

に依拠することなく自己の再帰的プロジェクトに取り組

まざるをえなくなるのである｡そして､自己アイデンテ

ィティを絶えず修正しつつ持続させていく際に直面する

数々の選択を自らの規準にしたがって行わなければなら

ず､そのことがしばしば当人にとって過剰な負担となる

わけである｡

3-6-3-2 内的準拠的な社会システム

ギデンズが主張するモダニティの性格としての ｢内的

準拠性｣には､主に､モダンの社会システムのレベルの

それと､その中を生きる諸個人の生のレベルのそれと2

つがあると考えてよいだろう｡ここではまず､社会シス

テムレベルの内的準拠性について考察していく｡

このことについてのギデンズの見解は､次の文章の中

に集約的に表現されていると見ていい｡

｢モダニティに特徴的な運動は､内的準拠的システム

一一秩序それ自身に内在する原理によって規定された

活動の秩序一一♂滴り出の方向に進んでいる｡プリ･モ

ダンの文化では､社会生活の個々の諸領域は､『外部』

の影響 (時には伝統によって当然視される現象として

固定化されたもの､しかし同時に生物学的物理的要因
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も含む)に左右されやすかった｡モダンの諸制度の出

現にともない､それらの影響は､ますます社会的介入

を受けるようになっていった｡だから､たとえば 『逸

脱』という概念の創出は､貧困 ･放浪 ･狂気といった

多種多様な一連の外的諸特性｢-それらはすべて､か

っては存在の自然の枠組みparameterとして､つまり

『神の意思がもたらしたもの』として見なされていた

- を社会化していったのである｡逸脱は､社会的に

構築され､同時にまた隔離の過程によって社会の主要

な活動領域から切り離されていった｡病いや死も､か

っては生物学的なものが社会的なものに及I軒｢影響力

の 『結集点』であったが､次第に社会化され､人々の

目に届かないところに隠されていったのである｣

(1992=1995:174=256-257)

この引用文の後半で取り上げられている ｢逸脱｣をめ

ぐる社会システム (逸脱を取り締まったり矯正したりと

いった社会的諸実践によって成り立つ社会システム)を

例にして述べれば､何をもって逸脱と見､それに対して

どのように対処すべきか等に関して､そのシステム外の

何らかのものが提示する規準を参照してではなく､その

システムそれ自身が設定した規準にもとづいてそれらの

社会的諸実践がなされるようになること､それが､社会

システムが内的準拠性を帯びるという意味である｡ギデ

ンズの別の箇所での言葉によれば､｢社会システムが､著

しく自律化し､自らの構成力によって規定されるように

なること｣(1991:5)､である｡

内的準拠的な社会システムがそこから自律化する対象

としてギデンズが何よりも強調するのは､｢伝統｣である

と見ていい｡そうであるとすれば､社会システムの内的

樹 ヒとは､3-613-1で見たポス ト伝統秩序化と同一の事

態を指していると考えることができる｡むろん､これら

2つの言葉はそれぞれ､同一の事態の異なる側面に焦点

を当てているのではあるが (前者が社会システムの組織

原理の内的準拠化に､後者が社会システムの組織原理と

しての伝統の衰退に)｡そして､やはり3-6-3-1で見たよ

うに､伝統が人々にどうふるまうべきか ･どう生きるべ

きかに関わる道徳的規準を提供してきたとすれば､社会

システムが伝統から自律化することは､人々のふるまい

が道徳的なものから切り離されてしまうことにもつなが

る｡｢この 〔内的準拠化の〕プロセスにとって決定的なの

は､道徳的原理の消失｣なのである (ibid.:145)0

なおギデンズは､ひとつの全体社会の中の様々な領域

-社会諸システムが内的準拠化することによって､全体

社会システムが総体として内的準拠性を帯びることにな

る､ということも想定しているように思われる｡また､

社会諸システムや全体社会システムを内的準拠化するの

は､各システムの社会的諸実践に関わりをもつ脱埋め込

みメカニズム-抽象システムの働きによると考えていい

ように思われる12｡

L2 1-314で､｢脱埋め込みというメタファーを『分化』という
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3-6-3-3 内的準拠的なライフスパン

モダンの社会を生きる諸個人の生の内的準拠性を論じ

る際に､ギデンズは ｢内的準拠的なライフスパン

intemallyreferentiallifespan｣という言葉を用いる｡

この言葉が指している内容は､モダンの社会の諸個人の

生の有り様であり､したがって自己の再帰的プロジェク

トと同じことがらであると考えてよかろう｡それの内的

準拠性という特徴に焦点を当てる際には､特に内的準拠

的なライフスパンという言葉を用いていると言っていい｡

この内的準拠的なライフスパンに関わって､ギデンズ

は次のように述べている｡

｢内的準拠的な社会システムの発達が自己の再帰的プ

ロジェクトの起源にある｡内的準拠的なライフスパン

の創造は､同時並行的な一連の社会変化に決定的に影

響を受けてきた｡それらの社会変化は､ライフスパン

をまわりのできごとから区別され閉じられた軌跡とし

て 『際だたせる』ように作用する｣(ibid.:145-146)0

ここには､上述のように自己の再帰的プロジェクトと内

的準拠的なライフスパンとが同一のことがらを指し示す

言葉である旨が､またそれらが生み出される背景には､

社会システムが変化し内的準拠化していく動向が存在し

ている旨が述べられている｡そして､そのように述べた

上で､ギデンズは､ライフスパンは､次のような点で周

囲のできごとから区別され閉じられ､内的準拠的なもの

となっていくことを論じている｡

①ライフスパンは､諸 ｢世代｣一一諸個人が人生の各段

階において所属し､そこに所属する他の者たちととも

にその段階を集合的に経験し､そして次の世代-と集

合的に移行していく､そのようなものとしての一一一の

継起としての ｢ライフサイクル ｣というものから隔て

られた､そうした集合的な意味合いをもたない時間の

推移として現れる (ibid.:146)0

②ライフスパンは､｢場所｣の ｢外在性 extemality｣

(個々人にとって与件であり､どのような活動を行う

か､どのように生きるかを決定する際の所与の準拠枠

と見なされていること､を示していると思われる)か

ら切り離されるようになる｡すなわち､個人のライフ

概念に意図的に対置｣(1991:17)するギデンズのモダニティ把

握の上での立場を確認した｡しかし､ここで見てきた､モダニ
ティが内的準拠的システムを生み出すという見方それ自体は､

｢(機能)分イhをキーワードにしてモダニティを把握する社会

システム論の見方と特に違いがないように､私には思える｡両
者に違いがあるとすれば､その違いは､ギデンズのモダニティ

論の場合､社会システム論のように機能分化-内的準拠化にモ

ダニティの最も基本的な傾向という位置づけを与えるのではな

く､1-3-4でも見たように脱埋め込みをより基本的と見､それを

もたらす装置 (-脱埋め込みメカニズム)の作用として内的準

拠的システムが地裁されていくと見ている- このような点に

あると､私は今のところは考えている｡



スパンのための外的準拠点として､場所はかつての重

要性をかなり失い､個人がどこに住むか等は､その人

のライフ･プラニングによって決まる選択の問題とな

った (lbid.:146-147)0

③ライフスパンは､他の諸個人や他の集団との既存の粋

に伴う外在性からいっそう自由になる｡プリ･モダン

のコンテクストの中では､親族関係は､諸個人のライ

フスパン全般にわたって､そこで経験するできごとの

道筋を左右する重要な諸事項について決定を下す際の

準拠点であったが､モダンの時代にあっては､親族関

係のそうした外在性は消失し､誰とどのような関係を

もつかは個人のライフ･プラニングにおける決定事項

となった (ibid.:147-148)0

④ライフスパンは､｢儀礼化 された通路 ritualised

passage｣ではなく､ ｢開かれた経験-の入 り口

threshold｣として構成されるようになる｡すなわち､

人生の主要な移行を､儀礼を伴う外在的なものとして

体験するようなあり方が衰退し､そうした移行を個人

が再帰的に対処すべき､アイデンティティ･クライシ

スの局面として僻険するようになる (ibid.:148)0

すなわち､時間の点で (①)､空間の点で (②)､他者と

の関係の点で (主要には③だが､(主:②④にも関わる)､そ

の筋道･局面の点で (④)､それに従っていればいいとい

うような所与の準拠枠が消失した中で､諸個人が何をな

すべきかについて自ら判断を下しながら営んでいく人生

のあり方､それが内的準拠的なライフスパンというもの

だ- このように考えていいだろう｡そこでは､人生の

中でなすべきことの ｢すべてを結びつける唯一の重要な

糸は､人生の郵跡それ自体である｣(ibid.:80)というよ

うな状況に､諸個人はおかれることになる｡そして､そ

の人生の軌跡の中で ｢真正性 authenticity｣を貫くこと

ができるかどうかが､すなわち ｢可能な限り妥当で十全

な自己認識｣をもってそれにもとづいて行為すると同時

に､その行為において｢自分自身に正直でtmeある｣と､

これが ｢真実のtrue自己｣であると自ら感じることがで

きるかどうかが､諸個人にとってその軌跡をプロジェク

トしていく際の最重要の規準となるのである (ibid.:78

-79)0

3-614 経験の隔離

3-6甘2で見たように､社会システムが内的準拠的な社

会システムとして自律化することにとって決定的な点と

してギデンズが重要視するのは､そのシステムの下での

人々の社会的実践が道徳的なものから切り離されてしま

うことである.そのように内的準拠的な社会システムの

下での人々の社会的実践が ｢道徳的原理｣(ibid.:145)を

欠くようになることを､ギデンズは ｢経験の隔離 the

sequestrationofexperience｣と呼び､それがもつ意味

を重く考えている｡

経験の隔離に関わるギデンズの言明をいくつか挙げて

みよう｡

｢モダンの諸制度の全般的な要点は､モダニティのダ

イナミックスによって秩序づけられ､『外在的な規準』

一一一二ヒダニティの社会システムにとっての外在的要因

- から切り離された､行為の環境 settingをつくり

出すことにある｡例外や対抗的な傾向は多数あるが､

日々 の社会生活は､『もとの』自然から切り離されたり.

実存的な問題やディレンマに関係する諸経験から切り

離されてしまったりする｡狂人､犯罪者､重病患者は､

ノーマルな人々から物理的に隔離されている｡〔- -〕

経験の隔離とは､多くの人々にとって､個人のライフ

スパンを道徳的なものや有限性finitudeの広範な問題

に関係づけるようなできごとや状況に直接出会うこと

がまれになり束の間になってしまうことを意味してい

る｣(ibid.:8).

｢制度的隔離の諸過程が､様々な領域に現れている｡

各々の領域においてその過程は､モダニティの抽象シ

ステムによって確立した日々 の生活の規則性から､生

活経験の基礎的次元を､特に道徳的危機を含むそれを

除去する効果をもつ｡『経験の隔離』というタームは､

ふだんの生活のルーティンから､狂気･犯罪･病と死 ･

セクシュアリティ･自然といった現象を隔ててしまう､

相互に結びついた隠蔽の諸過程を示 している｣

(ibid.-･156).

｢経験の隔離は､モダニティの条件下の日々 の生活に

おいて相対的な安全の大きな広がりが確立するための

条件である｡〔･･=-〕経験の隔離がもたらす効果は､主

にはモダンの諸制度の発達の､意図せざる結果である

とみなされるべきである｡その効果とは､人間の生活

の基本的な道徳的 ･実存的な構成要素の一群が抑圧さ

れることである｣(ibid.:166-167)0

｢経験の隔離は､そうしなければ存在論的安心を脅か

すことになる多くの形態の不安を封じ込めるのに役立

つ｡実存的諸問題 ･諸懐疑は､人間が直面するもっと

も基本的な不安のうちのいくつかを提起する｡概して

モダニティの条件の下では､〔人間たちは〕こうした問

題と直接的に向き合うことはない｡それらの問題は､

個人の人格において対処するというよりも､『制度的

に』脇に追いやられる｡〔--･〕こうした状況は､パラ

ドクシカルな意味合いを帯びている｡すなわち､一方

で､通常の状況において個人は､〔そのように制度的に

脇に追いやられなければ人々を〕困難に陥れる問題と

して定立されかねない諸問題から相対的に保護される

ことになるが､他方で､運命的時機が介在したりその

他の個人的危機が生じたりした際には､存在論的安心

の感覚が差し迫った緊張状態におかれがちになるので

ある｣(ibid.:185)0

｢経験の隔離は､生活環境に対するうわべだけの統制

を生み出すにすぎず､絶えざる心理的緊張とむすびつ

きがちである｡というのも､実存的諸問題は､誰の人

生においてもその根本的な諸局面と関わる問題である

からであり､したがって実存的諸問是副こ対する制度的
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抑圧は､決して完全なものにはなりえないからである｡

〔--〕内的準拠的システムの発達に伴い繋留すべき

参照点を喪失することによって､個人では決して十全

に克服することのできない道徳的不安 disquetが生み

出されるのである｣(ibid.)0

すなわち､｢モダンの諸制度｣-1 晩埋め込みメカニズム

-抽象システムの作用によって支えられ拡張する社会シ

ステム一一一の発展は､人々の日々の社会生活の相対的安

全をもたらすことになる｡そのことは､社会生活の中で

それらと直に向き合うことになればその安全を脅かされ

かねない ｢道徳的 ･実存的｣な諸問題 ･ディレンマ13-

の対応を､諸制度の下での実践に委ねることを伴ってい

る.そのことによって､確かに人々の生活の/レーテイン

の安全が保障されることになる｡しかし､人々は､その

人生の中でそれら諸問題 ･ディレンマに直面することか

ら完全に免れることはできない｡ したがって､通常はそ

れら諸問題 ･ディレンマが制度的に隠蔽されているが故

にかえって､人々がいざそれらと関わり合わざるを得な

い場面に立たされると､彼ら/彼女らはむしろ無防備で

脆弱な状態にさらけ出すことになるのであり､また彼ら

/彼女らはそうした場面に立たされることの予期に伴う

不安を常に抱えることになる- これらの引用文からは､

経験の隔離に関わるギデンズのこのような認識を読みと

ることができる｡

3-615 蓋恥心
ギデンズは､自己の再帰的プロジェク トという形で自

分の生をおくるモダンの社会の諸個人にとって､差恥心

13 その具体例として､1つ目の引用文では狂人､犯罪者､重

病患者との関わり合いが挙げられているが､2つ目の引用文に

示されているように､Giddens(1991)の ｢経験の隔離｣をタ

イトルとした章 (第5章)では､｢狂気｣｢犯罪｣｢病と死｣｢セ

クシュアリティ｣｢自然｣からの隔雅という5つが挙げられてい

るoおそらくギデンズは､経験の隔椎の諸タイプを網羅的に列

挙しようとはしているわけではなく､あくまでも例示的に挙げ

ているにすぎないと思われる｡
なお､3-3でも ｢実存的諸問題｣についてのギデンズの議論

を見たが､そこでの実存的諸問題は､人間が一定のレベルの存

在論的安心を達成し､精神的な異常を来すことなくこの世界の

基本的次元を自明なものとして受けとめることができ､その中

でともかくも生存していけるために解決しなければならない問

題､というレベルのことがらであった｡｢経験の隔稚｣と関わる

｢実存的諸問題｣のレベルはそれとは異なり､とりあえずこの

世界の中での生存を確保し得た者たちにとっての､その人生に

おける道徳的な充実藤や不安感と関わってくる根本的な諸問題

である､と考えていいだろう｡また､両者はこのようにそのレ

′勺レを区別することができるが､しかし敢然と隔絶しているわ

けではなく､両者の間に密接な連関があり移行もありうると考

えておくべきだろう｡例えば､3-6-8でみる ｢意味喪失｣は､そ

の箇所でも述べるように､さしあたり経験の隔離と関わる実存

的諸問題から派生してくる状態ではあるが､その深刻化は世界
の自明性の揺らぎという前者のレベルにもつながっていくので

ある｡
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shameという感情は､そうした生のあり方に密接に絡み

ついた､したがって諸個人はどうしてもそこに陥りがち

な､彼ら/彼女らに特徴的で切実な感情である旨を論じ

ている｡その点は例えば､次のような件の中に示されて

いる｡

｢蓋恥の経験- 自分が価値のない存在であり､自分

の人生が空虚で､自分の身体が不的確な装置であると

いう思い- をする恐れが増大することは､モダニテ

ィの内的準拠的システムの拡がりの結果である｡自己

の再帰的プロジェク トは､自律や幸せの実現可能性を

数多くもたらしたが､倫理的内容を欠いた日々のルー

ティンのコンテクス トの中で追求されていかなければ

ならない｣(1992=1995:175-176=259)0

ギデンズは別の箇所では､｢差恥心とは本質的に､個人が

首尾一貫した生活歴を維持するための手段である物語の

適切さについての不安｣(1991:65)であると述べている｡

モダンの社会を生きる諸個人は､自らの生活歴について

の物語としての自己アイデンティティを､自らの規準に

したがって一一一一一一一316-3-3で示した言葉を用いれば､とどの

つまりは ｢真正性｣を唯一の規準としつつ- 自ら構築

し構築し直していくという生をおくることになる｡それ

が自己の再帰的プロジェク トというものであった｡その

際､そのプロジェク トの舞台である社会生活の様々な要

素は､物語の適切さを担保してくれる道徳的 ･倫理的規

準を確かには提供してくれない｡というのも､モダンの

時代において社会生活の諸側面は､3-6-4で見たように

諸個人が道徳的 ･実存的な諸問題と向き合うことを回避

せしめる､内的準拠的な社会システムの下にある諸実践

によって営まれているからである｡ したがって､諸個人

は､自分が思い描き生きようとしている自らの物語が適

切なものなのかについて､不安に苛まれがちになる｡そ

の不安は､彼ら/彼女らの中で､例えば上の引用文の中

にあるような､｢自分が価値のない存在であり､自分の人

生が空虚で､自分の身体が不的確な装置であるという思

い｣というように意識されるのである｡

ギデンズによれば､差恥心は罪意識 guiltyとはその性

格を大きく異にする感情である｡ギデンズは､罪意識と

は｢道徳的侵犯という意味合いを伴っている｣､つまり｢個

人のふるまいの行程においてある種の道御 勺義務を遂行

するのに失敗したりそれができなかったりすることに由

来する不安｣であるという (ibid.153)｡それは､｢社会

的行動が､伝統によって規定されサンクションを与えら

れる場合も含めて､確立された道徳的指針によって管理

されているような社会にもっとも顕著な不安の形態｣で

ある(lbid.)｡したがって､罪意瓢 こ比して却 仁心こそが､

モダンの社会を生きる者たちにとって特徴的な感情であ

る､と言えるのである｡

3-6-6 ナルシシズム

ギデンズは､自己の再帰的プロジェクトにまつわる諸



困難のひとつとして､｢ナルシシズム｣という現象にも言

及している｡ギデンズは､ナルシシズムについての自分

自身の見解を提示するにあたって､ギデンズに先立って

この現象について考察しているR･セネットとC ･ラッ

シュの論の検討を行っている (ibid.:169-179)140

ギデンズによれば､セネットはナルシシズムを､性急

で過剰な ｢自己アイデンティティの探求｣､｢自己-の囚

われ｣として捉えている｡そうした状態に陥るとき､人

は､｢自己と外的世界との問の正当な Valid境界を設定

すること｣ができなくなり､様々な ｢外的なできごとを

自己の必要や欲望と結びつけ､『これは私にとってどの

ような意味があるのか』とのみ問おうとする｣ようにな

る､という｡あるいは､行為が ｢個人の欲望に対して本

来的であり､そのようなものとして他者に対して呈示さ

れうる｣ときにのみ､その行為をよきものとみなすよう

になる､という (ibld.:170)0

また､ギデンズによれば､ラッシュは､モダンの社会

諸制度の圧倒性の下､そこに孝まれているグローバルな

リスクをはじめとして ｢より広い社会的環境を統制する

こユニミできるという希望をあきらめ､人々はもっぱら個

人的なこと-のこだわりへと､すなわち心理的あるいは

身体的な自己改良self-improvement-と退却している｣

と考え､そうした人々の ｢私事化されたprivatised『サ

バイバル戦略』｣-の関心の ｢集中｣状態をナルシシズム

としている｡そして､そうした状態において人々は､｢不

確かな自尊感覚を支えるために､〔他者から〕賞賛と同意

を絶えず吹き込んでもらうこと｣を求めている､という

(ibid.:171･172)0

ギデンズは､ナルシシズムの中身についてのセネット

及びラッシュの以上のような捉え方に対しては､後述の

1つの論点に関すること以外は､その妥当性について特

に論評していない｡ギデンズはむしろ､彼ら2人のナル

シシズム論の前提に､モダンの社会の複雑さ･圧倒性を

前にして､諸個人は無力に翻弄された状態にあるという

見方があるとして､特にこの点について批判的に論評し

ている (ibid.:174-177)｡既に見たように､ギデンズは､

まず一般的な意味で人間たちが社会に対して能動的に介

入していく可能性を有していることを､またモダンの社

会においてはそうした可能性はより増大している側面が

あることを強調する (1-3-3､3-1､3-5参照)0

そのような論評を行った上でギデンズは､ラッシュの

ナルシシズムの捉え方においては､ナルシシズムの ｢主

要な構成要素のうちのひとつ｣であるはずの ｢自己と身

体との関係｣に何 ら言及がされていないと述べる

(ibid.:177)｡ギデンズは､｢食事､被服､顔の見かけ､

その他のファクターを通じて身体に磨きをかけること

cultlVat10nは､現代の社会生活ではライフスタイルに

関わる活動のよく見られる特徴である｣(ibld.)とし､身

体に関わるライフ･プランニングは､自己の再帰的プロ

14 ギデンズが検討対象としているのは､Serulett(1977)､
I.asch(1980,1985)であるO
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ジェク トにおける重要な-局面である旨を強調する

(ibid.:178)｡そのようにそれ自体としてはノーマルな身

体-の関心が､｢基礎的イ諸 の獲得｣がうまくいかず､そ

の結果として慢性的に｢空虚さと絶望の感覚｣を抱き｢セ

ルフ･エスティ-ムの維持のために他者に対して神経過

敏なほどに依存｣している者においてある種の過剰さを

帯びて表れること､すなわち彼ら/彼女らが ｢生活上の

危険hazardを統制する手段として､身体的な魅力､場合

によっては人格的な魅力に磨きをかけることに依拠しよ

うとしがち｣になること､これがナルシシズムであると､

ギデンズは捉える (ibid.)｡要するに､諸個人各自が自己

アイデンティティを再帰的に構築していかざるをえない

モダンの社会において､そのことを相対的にスムーズに

進めていく上での一条件である基礎的信頼をうまく獲得

することができなかった者が､自己についての ｢壮大さ

と無価値さとの感情を交代｣させつつ､特に身体という

側面に依拠して ｢脆弱な自己アイデンティティ｣を何と

か構築･維持していこうとすること (ibid.)､これがナル

シシズムであると､ギデンズは考えるのである｡

3-6-7 4つのディレンマ

ギデンズは､後期モダニティの世界において ｢世界を

生きる｣際には､人々は ｢自己のレベルにおける緊張や

困難｣を伴うものであり､それらは ｢一貫した自己アイ

デンティティの物語を保つために解かれなければならな

いディレンマとして理解することによってもっとも容易

に分析することができる｣と述べ (1991:188)､具体的

に以下の4つの ｢自己のディレンマ｣を挙げている

(ibld.:189-201)

①統一uniacation versus 断片化 fragmentation

後期モダンの社会を生きる人々は､多様なコンテク

ストにおけるできごとを､実際に､あるいは ｢媒介さ

れた経験mediatedexperien(刈 15として経験するOそ

のことは､彼ら/彼女らの自己アイデンティティの分

裂をもたらすこともあるが､しかしそれらの多様性に

富んだ経験が､異なる環境の要素を統一的に組み込ん

だ明確な自己アイデンティティの創造を促すこともあ

りうる｡

②無力さpowerlessness versus 領有apprDpriation

社会生活の時空間的コンテクス トが拡大し､圧倒的

な力を有する抽象システムによってその生活が規定さ

れるようになることで､人々は無力感に襲われること

になるが､しかし他方でそれらの事態は､人々のライ

フスタイル上の選択肢を多様なものにし､それらを活

かす機会を彼ら/彼女らが領有する可能性ももたらす｡

15 文字や電子メディアなど､何らカのメディアを介してなさ
れる経験 (テレビを見て実際には行ったことのない場所でので
きごとを知る､などの経験を含む)のことを､ギデンズはこの
ように呼び､モダン､特に後期モダンの時代における自己の再
帰的プロジェクトにとってのその重要性を強調している

(1991:4-5､など)｡



③権威authority versus 不確かさun ce血 lty
後期モダンの状況においては社会生活の多くの領域

で決定的な権威がなくなり､領域ごとに複数の権威が

並立するのが普通の状態になる｡そのような中諸個人

は､社会生活における意思決定に際して､何が望まし

いことなのかに関する不確かさに耐えつつ､特定の権

威にコミットメントをするという舵取りを行いながら､

その自己の再帰的プロジェクトを押し進めていかなけ

ればならない｡

④個人化された personalised経験 versus 商品化さ

れた00mmodiGed経験

モダニティは､自己の再帰的プロジェクトを切り開

くが､それは商品資本主義commoditycapitalismの

標準化効果の強い影響の下においてである｡そのよう

な条件下では､このプロジェクトは､ほしいものを所

有することと人工的に枠づけられた生活様式の追求の

プロジェクト-と変えられる｡自己の再帰的プロジェ

クトそのものが､商品化されてしまう場合もありうる｡

自己の再帰的プロジェクトは､必然的にこうした商品

化の影響との闘いとして営まれなければならない｡

ギデンズは､以上の4つの自己のディレンマ各々につ

いて論じた上で､｢自己の再帰的プロジェクトというコ

ンテクストにおいてこれらのディレンマと遭遇するとい

うのは､内的準拠的システムの普及を背景にして生じる

ことである｣と述べている (ibid.201)｡つまり､モダン

の内的準拠的な社会システムは､その下に組み込まれつ

つ生きる人々の自己の再帰的プロジェクトにとって､そ

れの促進/阻害の両義的な作用をもたらすものであると

いうギデンズの認識が､自己のディレンマについての論

述を通じてうかがえる､と見ていいだろう｡しかしその

両義性は､自己の再帰的プロジェクトの促進と阻害との

作用の可能性が同程度にありうるという意味での両義性

と見なされているわけでは必ずしもない｡ギデンズは､

上の引用文につづけて､｢自己の再帰的プロジェクトは､

人間の実存が提起するもっとも根本的な問題-の個人と

しての投企を制限する環境の下で取り組まれなければな

らないということである｡したがって､自己の再帰的プ

ロジェクトは､技術的には十分である00mpetentが道徳

的にはmorally貧弱な社会環境の中で再帰的に達成され

なければならない｡〔したがって､このプロジェクトにお

ける〕きわめて徹底したライフ･プランニングの過程の

基盤にあるのは､個人の意味喪失という立ちはだかる脅

威ということになる｣(ibid.201)と述べている｡つまり､

内的準拠的な社会システムとしてあるモダンの社会は､

それ自体がその発生要因のひとつである自己の再帰的プ

ロジェクトを諸個人が遂行していくことにとって､必ず

しもよき環境封是供しているわけではない｡そのことが､

次に述べる ｢意味喪失｣という現象の発生に集約されて

表れると､ギデンズは論じているのである｡

3-618 意味喪失

｢意味喪失meaninglessness｣ということについての

ギデンズの見方は､次の件にまとまって表現されている｡

｢個人の意味喪失 生に何かを捧げるべき価値がな

いという感･｢昇一-1ま､後期モダニティの環境における

根本的な心艶上の問題である｡私たちはこの現象を､

日々 の生活において生じつつも答えが出ないような道

徳的問題の抑圧という観点から理解すべきである｡

『実存的孤立isolation』とは､個人が他者から隔絶さ

れることというよりもむしろ､充実し満足のいく実存

を生きるのに必要な道徳的資源からの隔絶なのである｡

自己の再帰的プロジェクトは､実現actualizatlOnや掌

握 masteryのプログラムを生み出しはするOしかし､

そうした可能性は主には､モダニティの統制システム

が自己にまで拡張されたということだと理解されるも

のであるかぎりにおいて､その可能性は道徳的意味が

欠落したものである｡『真正性』が卓越した価値となり

自己実現の枠組にもなっているが､それは道徳的には

成長を妨げられた過程amorallystuntedpr(xRSSと

なっている (1991:9)0

つまり､モダンの日新七の諸個人の生き方である自己の再

帰的プロジェクトが､3-6-4で見た経験の隔離という条

件のもと営まれることによって､その規準である ｢真正

性｣が道徳的内実を伴わない空虚なものとなり､その結

果そのプロジェクトを進める諸個人は､上の引用文にあ

るような意味での ｢実存的孤立｣の状況に陥り､引用文

にあるように ｢生に何かを捧げるべき価値がないという

感情｣を抱くようになる､これが ｢意味喪失｣という現

象である｡それは確かにギデンズが言うとおり､｢後期モ

ダニティの環境における根本的な心理上の問題｣と見る

べきものであろう｡

述べてきたことと実質的には同じことを繰り返すが､

意味喪失は､諸個人の自己の再帰的プロジェクトを構成

する各人の活動が､内的準拠的な社会システムの下での

諸実践の枠内に限定されてしまいがち一一一その枠内で要

求される諸事項をうまくこなしていくことを､上の引用

文では ｢実現｣｢掌握｣という言葉で表現している- で

あることによって生じていると見ることもできる｡ただ

し､意味喪失の ｢脅威｣は､ふだんは､内的準拠 勺な社

会システムの下での ｢ノし一一ティン化された活動が基本的

信頼とともに存在論的安心を維持していることによっ

て｣､むしろ ｢追いやられて｣いて､諸個人の意識の中に

浮上してくることが食い止められている (ibid.201)｡し

かし､いつ表面化してもおかしくない意味喪失の感覚が

諸個人のうちに潜在的にではあっても蓄積されていく状

況を､当の内的準拠的な社会システムは生み出している｡

したがって､諸個人が意味喪失の脅威から根本的に逃れ

うるためには､彼ら/彼女らの自己の再帰的プロジェク

トが､内的準拠的な社会システムの枠を超えて道徳的 ･

実存的諸問題と正面から向かい合うものにならなければ

ならない｡そして､そうなりゆく傾向が､モダニティが

20



徹底する社会的趨勢の中で見えつつあることを､ギデン

ズは指摘しているのである (ibid.202).

3-6-9 噂癖

ここまで述べてきた自己の再帰的プロジェクトにまつ

わる諸困難は､通常は､人々が内的準胞的社会システム

に組み込まれたノし-･･ティンに従ってその生活を営んでい

ることによって､彼ら/彼女らの意識の表面に迫り出し

まさに困難として体験されることが回避されていると言

っていい｡すぐ上の3-6-8で見たように意味喪失感覚の

顕在化がノレーテインに沿った実践を反復することによっ

て押しとどめられているように､である｡しかし､ルー

ティンの反復は､それ-の過剰な執着という､別のタイ

プの病理を生むこともある｡それが､ここで取り上げる

｢噂藤addicLion｣である｡

ギデンズによれば､｢社会生活は､すべて相当程度ノレー

テイン化されているものだ｣(1992=1995:71=108)とい

う｡つまりギデンズは､生活におけるノし一一ティン化その

ものは､特に否定的に見ているわけではない｡それどこ

ろかギデンズは､3-2で見たようにノレーテインは存在論

的安心にとって不可欠な基盤のひとつをなしていると､

むしろその必要性 ･重要性を強調している｡

そのような前提の上でギデンズは､｢しかし､そうした

ノレーテインは-様なものではない｣(ibid.)として､C･
ネッケン (Nakken1988)の論を引いてルーティンを次

の4類型に分類している (ibld.:71-72=108-110)0

①様式pattern :毎日の生活を秩序づけるのに役立つが､

必要であれば手直ししていくことが可能なルーティ

ン｡

②習慣 habit:様式よりももっと心理的な拘束力がある

かたちの反復的行動で､それを改めたり止めたりする

ためには､意志による特別な努力が必要になるもの｡

③衝動強迫Q)mpulsIOn:その人にとって自分の意志の力

だけで止めるのが非常に難しいとか不可能であると

感じられるような行動形態っその行動を実際にとるこ

とは､精神的緊張の解放をもたらす｡手を何度も何度

も洗うなど､通常､ステレオタイプ化された個人的儀

式のかたちをとる｡

④噂癖 addictlOn:衝動強迫的であるが､ささやかな

minor儀式ではなく､その人の生活に広範囲に及ぶ影

響をもたらす｡住ト③の様相を伴っており､衝動弓鎚

的に没頭する様式化された習慣と定義できる｡それを

中止しようとすると手に負えない不安感が生じる｡不

安感を和らげることで､その人に心の安らぎをもたら

すが､それはつねに多少とも一時的なものであるO

ここで取り上げようとしている ｢噂癖｣とは､上の④の

言故国こあるように､当人にとってやむにやまれない衝動

を伴って特定の実践が反復的に遂行され､そのことを軸

にしてその人の社会生活全般があるルーティン化された

あり方で編成される一一そ のような効果をもたらす実践

である､と考えていいだろう｡

ギデンズはこうした噂癖を､単にその当人のごく個人

的な原因から生じた､病理的にノレーテイン化された実践

であるとは見ない｡このことに関連する､やや長い-逮

なりの文章を引用しよう｡

｢ポスト伝統秩序において､個人が人格的自律を存在

論的安心の感覚と結びつけるためには､その人の自己

についての物語は､事実上絶えず書き直されなければ

ならないし､その人のライフスタイルの実践がその自

己についての物語に沿うものでなければならない｡と

はいえ､自己実現の過程は､ほとんどの場合､部分的

で限定されている｡したがって､噂癖が潜在的に非常

に広範囲に及んでいることは､意外でもない｡ひとた

び制度的再帰性が毎日の社会生活のほぼすべての領域

に及んでしまえば､ほとんどどの様式や習慣も噂癖に

なる可能性がある｡噂癖という額念は､伝統文化では

ほとんど意味をなさなかった｡なぜなら､伝統文化で

は､昨日したことを今日もおこなうのが普通であった

からであるO伝統の連続性があり､ある社会生活の様

式が､長い間にわたって定着していて､正しく当を得

ていると是認されてきたものを踏襲していた時には､

そうした様式を噂癖と称することはほとんどできなか

ったし､また､そうした様式は､自己の特種な特徴に

ついて何も示していなかった勺人びとは､選り好みを

することはできなかったが､同時にまた自分たちの行

為や習慣のなかに自分自身を見出す義務もなかったの

である｡

だから､噂癖は､自己の再帰的プロジェクトが後期

モダンの中央舞台に進んできたことを示す負の指標と

なっている｡噂癖は､自己の再帰的プロジェクトの中

におそらく非常に重大な帰結をもたらすかたちで侵入

するが､しかし自己の再帰的プロジェクトのために利

用されるのを拒否する行動様式である｡噂癖は､未来

をコロニー化できないことであり､諸個人が時々に再

帰的に対処していかなければならない主要な関心事の

ひとつを妨害するものである｣(1992=1995:75-76=

114-115)0

要するに､今日諸個人は､伝統に依拠し定められた生き

方を安んじて受容することがもはやできず､自らの生き

方を自らで選択し決定していかなければならない､つま

り再帰的プロジェクトとして自己の構築 ･再構築をし続

けていかなければならないのだが､すべての諸個人がそ

れを十全に果たすことができるわけではなく､その困難

や不全感から生じる心理的負荷を回避ないし拒否するた

めのやり方が､噂癖となって現れる- このように見て

いいだろう｡このようにギデンズは､噂癖というルーテ

ィンの類型の広まりを､モダニティに､それを背景にし

て登場してきた自己の再帰的プロジェクトに特有な現象

と見ているのである｡
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3-7 親密性の変容16

明確に概念定義がされてはいないのだが､おそらくギ

デンズは､家族関係､性愛関係､友人関係といった.､ご

く身近な者たち同士の間の関係性のことを ｢親密性

intimacy｣と呼んでいる､と考えてよいだろう｡そうし

た諸関係は､人間社会に普遍的に存在してきたといって

いい｡しかしプリ･モダンの社会では､例えば夫婦関係

にしても友人関係にしても､それらは､生活上必要な何

らかの協同関係と結びついた､同志的な､制度的な関係

という面が強かった (1991.:89-90,1990=1993:118=

147･148)｡純粋に個人的な親愛感情にもとづく結びつき

ということであれば､親密性の領域においてさえ､少な

くともそれが広く社会の中に行き渡り始めるのは､モダ

ン以降のことであった｡

そのような純粋に個人的な親愛感情にもとづく結びつ

きの こ とを､ギデ ンズは ｢純粋 な関係 性 pu代

relahonship｣と呼ぶ｡それは､関係を結ぶというその

こと自体が目的であり､互いに相手との結びつきそのも

のが十分な満足を生み出していると見なせる限りでその

関係を続けていこうとする､そ うした関係性であり

(1992=1995:58⇒)0)､対等な人間同士の人格的な交流

である (ibid.:2=12)｡家族関係の場合生活上の協同関係

といった側面を完全に消失させることはないから､それ

が文字通り純粋な関係性としてのみ成 り立つということ

はむずかしいだろう｡そうした場合が典型であるように､

たとえ親密性領域の関係であっても､純粋な関係性に完

全に特化した関係はまれである｡ただし今日､人々の生

にとって､あるいは社会にとって､純粋な関係性の意味

が増していく趨勢を見てとることはできるように思う｡

ギデンズはそうした趨勢のことを ｢親密性の変容 血e

transformat10nOflntimacy｣と呼び､それがモダンの社

会の重要な一側面であると論じている｡

3-5で見たように､モダンの人々の生は､ライフスタ

イルの選択 ･構築のプロセスとしての自己の再帰的プロ

ジェクトとしてあるOそうしたライフスタイルの選択 ･

構築において選択の対象となる要素は非常に広範にわた

っており､そのひとつに､"誰とどのような関係をとり結

ぶが'ということがある｡自分が所属する共同体によっ

て人との関係の結び方がほぼ定められていた日割七と異な

って､このこともまた､個人の選択の対象となるのであ

る｡上述のように関係を結ぶというそのこと自体が目的

である純粋な関係性がモダンの社会においてその意味を

増大させていくのは (すなわち､親密性の変容が進展し

ていくのは)､こうした事情によるのである｡

ただし､"誰とどのような関係をとりむすぶが'は､し

ばしばライフスタイルの諸々の選択事項のうちの単なる

ひとつという以上の意味を帯びていることに注意してお

かなければならない｡それは次のようなことだ｡

16この箇所の叙述は､長谷川 (2004)においてこの点について

論じた部分と多くが重なっている｡
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3-4で見たように､自己アイデンティティという物語

は本質的に脆弱な性質のものである｡そうした脆弱な物

語の構築 ･維持は､決して容易ではない｡そこで他者に

よるその物語の支えが必要になってくる｡プリ･モダン

の日毒針毛においては､この支えは伝統に依拠した安定的な

共同関係によって担保されていた｡ しかし､そうした共

同関係の崩壊が進才子㌻るモダンの社会にあっては､純粋

な関係性こそが､その支えの役割を担う最大の要となる

傾向がある｡すなわち､外的な支えをもたない純粋な関

係性においては､お互いに ｢相手に心を開くこと｣を通

じて相互の間のイ譲 を形成 していくことなしに､関係を

構築し維持していくことはできない (1990=1993:119-

121=148-151)が､このプロセスの中で､自分が思い描

いている自己アイデンティティの物語が相手に対して語

られ､それが相手に理解され支えられる可能性があるの

である｡そういう意味で､｢純粋な関係性は､自己の再帰

的プロジェク トを打ち立てる上で鍵的な環境である｣

(1991:186)といえる｡しかし同時に､純粋な関係性は､

自己の意思によって取り結ばれる関係性である以上､意

思によって終わらせることも可能な関係性である｡お互

いにとっての十分な心理的報酬を生み出しているかぎり

で維持される関係性である｡そういう点では､常に緊張

に満ちた関係性であるともいえる (ibid.:187)｡純粋な関

係性のこれら両面的な性格が､その関係性に対する当事

者たちのコミットを強め､それに対する彼らのこだわり

を生んでいるといってよいだろう｡

純粋な関係性は､｢関係性それ自体の外部にある基準

一一一一一血縁､社会的義務､伝統的責務といった諸基準-

には根ざしえない｣ような互いの間のイ言桁によって構築

され維持される関係性である｡ したがって､それによっ

て成り立つ親密性の社会システムは､ひとつの内的準拠

的な社会システムであると言える (ibid.:6)｡しかしこの

内的準拠的システムは､その下で行われる社会的な諸実

践の道徳的 ･実存的意味合いが剥奪されるどころか､上

述のように一般にモダンの社会の人々の自己アイデンテ

ィティの構築 ･維持において重要な位置を占めているこ

ともあり､人々はここに過剰な思い入れをする傾向があ

る｡したがってギデンズの言葉で言えば､｢経験の隔離と

いった状況の中では､純粋な関係性という新たに構築さ

れつつある領域が､個人の生活の発展にとって精神的な

報酬を得られる環境 m山euを生み出す経験領域として､

過剰な負担を背負うことになる｣(ibld.:169)､といった

事態がむしろ生じがちなのである｡

おそらくモダンの社会において純粋な関係性は多くの

人々にそのように強い思い入れをもってコミットするも

のと見なされている故であろう､純粋な関係性へとなり

ゆく潜在可能性をもった親密な関係性は､逆にしばしば

噂癖的な性格を帯びた関係性にも陥りやれ ､｡ギデンズ

は､そうした関係性における噂癖について､特にGiddens

(1992=1995)において詳細に議論をしている｡



4 ライフ･ポリティクス

3-6-8の末部で角如′したように､モダンの社会を生きる

者たちの自己の再帰的プロジェクトは､それを徹底させ

ていけば､既存の内的準拠的な社会システムの枠に依拠

した内的準拠的なライフスパンであることを超えて道徳

的 ･実存的諸問題と正面から向かい合うものにならなけ

ればならない｡そうした､｢抑圧されたものの回帰 血e

retumoftherepressed｣(1991:202)-の協同的な取り

組み､そのようなものをギデンズは ｢ライフ ･ポリティ

ックスlifepolitics｣として位置づけている- こう見て

いいだろう｡ライフ ･ポリティクスについてのギデンズ

の次の言及も､そうした趣旨のことを述べていると解釈

していいだろう｡

｢ライフ･ポリティカルな諸論点は､モダニティの内

的至料地的システムに対してクエスチョン ･マークを突

きつける｡ライフ･ポリティカルなアジェンダは､〔も

ともとは〕モダンの制度による解放のインパクトによ

ノ′⊂生み出されたものであるが､純粋に内的な基準に

よってのみ支配された意思決定の限界を暴露する｡と

いうのは､ライフ ･ポリティックスは､モダニティの

核となる諸制度によって抑圧されていた道徳的 ･実存

的問題をもう一度卓越した位置に置き戻そうとするか

らである｡〔- -〕ライフ ･ポリティカルな諸論点は､

私たちは解放された社会環境の中いかに生きるべきか

という問題に焦点を当てるのであるから､それらは道

徳的 ･実存的タイプの問題 ･問いを前面に押し出さざ

るをえない｡ライフ ･ポリティカルな諸論点は､制度

的に抑圧されてきたものの回帰のための中心的なアジ

ェンダを提供するQそれらは､社会生活を再道徳化す

ることを求め､モダニチイの制度が組織的に解体して

きた諸問題に対する感受性を再生することを要求す

る｣(ibid.:223･224)0

つまり､ライフ ･ポリティックスとは､道徳的 ･実存

的問題のレベルを中心に私たちは｢いかに生きるべきか｣

という問題について､人々が様々なやり方で交渉し合う

アリーナのことであり､その交渉を通じて､様々なライ

フスタイルが提案され採用されていくプロセスのことで

あり､またそれらのうち一定の合意を見たものについて

制度的レベルに反映させていくプロセスのこと- この

ように言っていいと思う｡

また､3-6で見た自己の再帰的プロジェクトの諸困難

の克服の展望を､ギデンズは､少なくともGiddens(1991)

の段階では､そのプロジェクトが ｢ライフ ･ポリティッ

クスlifepohtics｣として営まれることに見出そうとして

いる､このように見てもいいだろう｡

ギデンズは､こうしたライフ ･ポリティクスを､彼が

｢解放のポリティクス emancIPatOryPOlltics｣と呼ぶ

ものと対照させる｡ギデンズによれば､解放のポリティ

クスとは､｢個人や集団を､彼ら/彼女らのライフ･チャ

ンスに対して負の影響を及ぼす束縛から解放することに

何よりも関心を向ける展望の総称 genericoutl∞k｣
(ibid.:210)であり､人々の社会生活を過去の足カせ か

ら解放することと､ある個人や集団が他者によって不当

に支配されている状態一一一一搾取､不平等､抑圧- を打

破しようとすることという2要素から成 り立っており､

正義､平等､参加 (それぞれ上の搾取､不平等､抑圧と

対応している)をその規範 imperativeとし､さらにま

とめて言えば､｢自律｣の原理を駆動原理としているもの

である (ibid.:211-213,215).
道徳的 ･実存的問題と取り組むライフ ･ポリティクス

の今日的な重要性については､私もギデンズに賛成でき

る｡ただ､ギデンズが解放のポリティクスの課題として

いる､搾取､不平等､抑圧等の､人による人の支配をい

かに克服し､自由や安心に満ちた人と人との共同のあり

方をいかに作り出していくかもまた､今日のライフ ･ポ

リティカルな重要課題なのではないだろうかも このこと

に関わる論点も含め､5ではギデンズの見解に対する私

の受けとめや疑義などを述べてみたい｡

5 考察

3-6の冒頭でも述べたように､ギデンズは､3-5で見た

ような ｢自己の再帰的プロジェクト｣を､モダンの社会

を､特に後期モダンの社会を生きる人間の生のあり方の

趨勢に関する事実認識としてだけでなく､価値的にも肯

定的に評価できるものとして示している｡私もまた､自

己の再帰的プロジェク トを価値的に肯定する｡その点を

含めて､3及び4にまとめたギデンズのモダニティ論 ･

自己アイデンティティ論に対する現時点での私の受けと

めや､それらに導かれて考えていることを､や倒析片的

になるが､以下で記していきたい｡

(1)内的外的様々な事情から､人間はそう簡単に自分の思

うとおりの人生を送れるものではない｡ゆえに､人生

につきもののいろいろな過ち ･失敗をその人個人だけ

の責任に帰するのは酷である｡けれど､だからといっ

て内外､大小､様々な状況にただ流されて生きる17の

も悔しい｡そうやって流されて生きているあいだにそ

の人が引き起こしたことに対して､状況がそうせしめ

たのだと言い訳してその人が責任を負わなくていいは

ずがない｡いつでもうまくいくものではないが､人間

が自分の人生の歩み方を自ら選択し､それが実現する

ように(いったん選択し決定したことの変更も含めて)

様々な努力をしていく､そのように生きていった方が

いいだろう｡こういう､粁余曲折 ･試行錯誤を伴うこ

とを当然の前提とした上で､自分の人生 ･自分のアイ

デンティティを､当人自身が選択しコントロールして

17GlddenS(1994C=2(氾2)は､そのような生き方の今日的なヴァ

ージョンのことを､｢新しい中世主義newmedieva上sm｣と表

現している (lbld.:10=22)0
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いこうとする営みのことを､ギデンズは自己の再帰的

プロジェクトと言っているのだと､私は理解する｡そ

して､そうした自己の再帰的プロジェクトは､モダン

の社会を生きる人間たちが行っていることに関する事

実であると同時に､価値的にも肯定的に評価できるも

のだと､ギデンズは考えていると言っていいだろう｡

(2)また､ギデンズが自己アイデンティティの獲得を､人

間がその社会生活の中で実践的に解答しなければなら

ない ･現に解答している実存的諸問題のひとつに挙げ

ていたように､人間は自己アイデンティティという生

活歴についての物語にどうしてもこだわってしまうも

のであるoそして後期モダンの日毒針毛にあって､どんな

物語も何ら必然的な根拠があるわけではないことがま

すます顕わになる中で､とどのつまり自己準拠的な｢真

正性｣ぐらいにしか頼れなくなっていくという趨勢が

あると言っていいだろう｡その真正性の内実がライ

フ･ポリティカルな活動-のコミットメントによって

検討されるにしても､最終的には自分自身がそれを信

じるかどうかだっ要するに､この日新七を生きる人間は､

自己の再帰的プロジェクトとして自分の生を営んでい

くしかないということになる｡

(3)自己の再帰的プロジェクトについて､それを各人が文

字通り自分一人だけで遂行できるものではないことに

留意しておく必要がある｡いろいろなレベルでの他者

からの支えが必要である｡｢プロジェクト｣というよう

な､今おかれている状況に完全に埋没することなくそ

こから何ほどかの尉牌 をしてみようとするスタンスは､

逆説的だが､今おかれている状況 (のある部分)が一

定の ｢安心｣感覚を保証してくれるものであってはじ

めて取れるものだ｡そしてそのような状況は何よりも､

その人と他者との関係の在り様が柱となって形づくら

れるものである｡さらに､そうやって開始したプロジ

ェクトの諸局面を､承認してくれる･関心をもってく

れる等々の形で他者が支えてくれることが必要だとも

ちろん､そのプロジェクトの中心的な目標自体が他者

との関係の構築 ･維持である場合もあるだろう｡こう

した他者との関係は､小さな子どもの頃は別だろうが､

自分自身は何もせず他者が与えてくれることを期待し

ていていいようなものではない｡自ら積極的に他者と

関ろうとし､そうする中で培われてくる互いのあいだ

の信頼 18を媒介にして築かれていくものである｡だが､

18Glddens(1994=1997)は､そのような性質の信頼のことをr能

動的イ諏 activetrust｣と呼んでいるGbid.:186･187=339･340)0
この箇所でのギデンズに記述によれば､能動的信頼とは､｢親密

な人格的きずなにはじまり､全地球規模の相互行為システムに

まで及ぶコンテクストにおいて､今日､新たなかたちの社会的

連帯の原点をなす｣ものである｡また､｢個人生活に現在生じて
いる奥深い変容の中で､能動的†補 は､必然的に他者の統合性

に向けられるようになる｡そうした統合性とは､その人の占め

る特定の社会的地位が担う義務をもとに当然視することができ
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この点についても､(1)に述べたのと同じように､それ

が必ずうまくいくとは限らない｡自分はある他者に対

して積極的に関わりをもとうとするのに､その他者は

いっこうにこちらに関心を示してくれない場合もある｡

いったんでき上がったかに見える信頼が､ちょっとし

たことをきっかけに脆くも崩れてしまうこともある｡

それらの事情ゆえ､信頼づくり･関係づくりは容易な

ことではないが､だからといってそれをやめてしまう

よりは､やってみたほうがいい｡ここでもまた粁余曲

折 ･試千滴 誤を伴うことを当然の前提とした上で､他

者との関係をあきらめずに築いていこうとするスタン

スを､ギデンズは肯定的に評価していると考えられる｡

(4)自己の再帰的プロジェク トの内実やその発生の社会

的背景を(1)(2)のようにおさえ､また(3)も込みで考え

るならば､私もまた､モダンの社会､特に後期モダン

の社会に生きる人々の生の有り様が自己の再帰的プロ

ジェクトと成りゆく趨勢を肯定的に評価できる｡むろ

んそこには､3-6で見たような様々な困難が革まれて

いるのだが､その困難は4で見たライフ･ポリティッ

クス-と人々が関わっていく中で､言い換えればむし

ろ上の趨勢そのものを徹底する中で克服が可能なもの

であると考える｡

(5)ただし､例えばGiddens(1994C=2002)の中では､"自

己の在り様を肯定的に受けとめられるかどうかは気の

もちよう次第である"とか､"何でも果敢に挑戦してみ

ようとすることはいいことだ'とかいうふうに､心理

主義的な見方､起業家精神肯定の見方をしているかの

ような言い回しも見受けられる19｡したがって､自己

の再帰的プロジェクトと関わるギデンズの議論には､

ないものである｡信楯は勝ち取り､積極的に維持していかなけ
ればならない｡そして､今やこのことは､通常､語りによる相
互の感情的自己開示過程を前提としている｡他者に 『心を開く

こと』は､変わらないきずなを生みだすための条件なのである｣｡
そういうのとは異なる性質の信頼としては､例えば学校という
制度における鰯市だからその教師の言うことを正しいと信じる
といった､制度に支えられたイ諸 などが考えられる0

19前者は例えば､幸福は､モダンの生活条件の下では､｢能動

的に追求することがら｣であり､"外部の出来事ではなく､むし
ろ私たちがその外部の出来事をどのように解釈するかによって
決まる"ものであり､"あらかじめ心の準備をととのえ､自ら育

んでいかなければならない状況である''､といった件 (1994C=

2002:180･181=229)｡なお､""内はギデンズによる

Csikzentmihalyi(1992=1996)からの引札 後者は例えば､次の
ような r自己目的的自己theautotellCSelfJを肯定的に描いて
いる件:｢自尊心から生ずる内面獅酎言をともなう自己であり､

また基醐 言頬に由来する存在論的安心によって社会的差異を

積極的に正しく認識できる自己｣｡｢潜在的脅威をやり甲斐のあ
る挑戦課題に変えることができる人､混沌とした状態を首尾一

貫した経験の流れに変えることができる人｣｡リスクに対して､
たぶん ｢誰か他の人がその問題の面倒を見てくれる｣と想定し

たりはせず､｢自己実現を生みだす積極的な杉牌読緊題として､立

ち向かっていく｣人(1994C=2002:=243)O



｢自律した強い個人｣や ｢自己選択 ･自己責任｣原理

を宵定する､昨今の新自由主義的潮流に属する諸言説

のうちのひとつとして読み取られ､そうした言説潮流

をいっそう強める一助になる危険性も早まれている｡

それはもちろん､ギデンズの使 う言葉や議論の展開の

仕方の中にそう読み取られてもやむをえない弱点があ

るからだろう200 3-6-2で､Ⅰの3で見たファーロング

の｢後期モダニティの認識論的誤謬-の感染しやすさ｣

を27,-んでしまっているというギデンズ評価は当たらな

いという趣旨のことを述べ､底本的にはそう考えてい

るが､上の弱点は､ファーロングのような評価を招き

かねない要因であるとも思う｡私としては､前述のよ

うに山己の再帰的プロジェクトの趨勢それ自体は肯定

的に受けとめたいという気持ちがあるので､どういう

言葉を用いどういう論の組み立て方で表現すれば､自

己の再帰的プロジェクトの趨勢それ自体は肯定しつつ

この弱点を克服できるのかを､今後も考えていきたい

と思う｡

(6)さらに考えていきたいこととして｡(2)で述べたような､

確たる自己アイデンティティの物語を描きづらい後期

モダン社会の時代状況は､かえって特定のアイデンテ

ィティ-の強烈な執着､他のアイデンティティをもつ

者への朋徐の意志を顕在化させる場合もある｡この点

に関わると思われるが､ギデンズはライフ･ポリティ

クスについて論じる行論の中で､次のように述べてい

る｡

｢ライフ･ポリティックスの出現は､モダニティの

内的確報的勺システムの拡大の矛盾的性格と組になっ

て､後期モダニティにおいて自己の再帰的プロジェ

クトが中心的な位置を占めるようになってきたこと

の結果である｡自由に選択されたライフスタイルを

採用する能力は､ポス ト伝統秩序によってもたらさ

れた根本的な恩恵だが､それは多くの道徳的ディレ

ンマに対して緊張関係に入ることになる｡それらの

ディレンマに対処することがいかにむずかしいかを､

さらにはそれらを広範なコンセンサスが得られるよ

うに定式化することさえも容易ではないことを､私

20私は､そうしたギデンズの弱点は､より近年の著作の中でい

っそう強化されているように思う｡例えば ｢人生をおもしろく
するためにも､また冒険的にするためにも､リスク-の自発的

挑戦は欠カせない｡この点は､賭けごとに興じたり､高速で車
を赦 したり､性的冒険をしたり､公園のジェットコースター
に熱狂したりする人を連想してもらえれば､おわかりいただけ

るはずである｡その上､リスク-の朝陳気を回避してばかりいる
のでは､今日の経済社会で大金持ちになることはまず望めない

のであう｡モダンの産業社会がはじまってまもなく､人びとは､

リスクには正と負の両面があることに気づいた｡変化にさらさ
れ､神や伝統､自然の気まぐれなどに未来をゆだねるのではな

く､みずから未来を切り開こうとする社会の原動力こそがリス
クなのである｣ (1999=2001:=41･42=53･54)という件などに､

私はギデンズのそのような傾向を感じてしまう｡

25

たちは誰も過小評価すべきでない｡私たちはいかに

して､偏見に陥ることなく社会生活を再道徳化する

ことができるだろうか? 実存的諸問題が再帰して

くればくるほど道徳的な不一致が増大している様子

を､私たちは目にしている｡このことをいかに調停

することできるか? 超歴史的な倫理的原理がない

とするならば､人類は暴力なしで 『実理の信奉者た

ち』の衝突に対処していくことができるのだろう

か? こうした問題に応えていくためには､ライ

フ･ポリティカルな試みの追求に加えて解放のポリ

ティックスの大規模なmaJOr再構成も必要になって

くる とい うのは､間違 いない こ とだろ う｣

(1991:230-231)0

4で､ライフ･ポリティクスとは､道徳 的 ･実存的問

題を中心に ｢いかに生きるべきか｣という問題につい

て､人々が交渉し合うアリーナであると述べた｡しか

し､不確実性の中を何とか自己の再帰的プロジェクト

にコミットする者たち同士が､こうした交渉の場につ

くこと､またその交渉を平和的に遂行すること､これ

らの保証は必然的ではない｡ギデンズの上記の引用に

示された認識には大いに賛成できる｡そうだとすれば､

ライフ･ポリティカルな問題との取り組みは､そのか

なりのエネルギーを､人々がその問題に対して能動的

に対等な資格をもって平和的にコミットできるアリー

ナづくりに割かなければいけない､と考えるべきなの

かもしれない｡

(7)そうした､誰もが､各々自由に､お互い足を引っ張り

合うことなく､各自のプロジェクト-自己アイデンテ

ィティ構築-自己についての物言酎袴築をやっていられ

るという状況をいかにつくり出すかという課題に関し

て､もう少し｡①どんな自己アイデンティティでもさ

したる根拠があるわけではないのだから､自分がある

プロジェクトを選択したのは､自分ではコントロール

Lがたい事情に導かれてのことであるにせよ､それで

も偶有的なcontingent(-他の可能性もあり得る)こ

とであることを認め特定のプロジェクトに過剰にこだ

わりすぎないようにする (つまり､｢再帰性｣を自己ア

イデンティティの構築の方向でだけ働カせ るのではな

く､それの反省 ･相対化の方向で働カせ る)0②自分の

ものも含めて様々なプロジェクトの偶有性を認識し､

ある特定のプロジェクトを行う者のみが有利な条件を

与えられたり､逆に不利な条件下におかれたりしてい

ないかどうかに敏感になる (つまり､｢再･J利生｣を社会

における諸アイデンティティの既存の布置関係の反

省 ･相対化の方向で働カせ る)- こういうことが､

自己の再帰的プロジェクトの追求において大切である

と､私は思う｡

(8)述べてきたことの中で特に(3)(6)(7)と関わり､また4

の末部で触れた点でもあるが､搾取､不平等､抑圧等､



人と人との様々な支配一被支配の関係を問題化し克服

していくことも､後期モダンの社会における重要なラ

イフ･ポリティカルな課題のひとつとして明確に位置

づけるべきではないだろうかもギデンズは､4で見た

ようにこのことを解放のポリティックスの課題として

位置づけているが､その解放のポリティックスについ

て､モダニティの内的準拠由勺システムを枠内における

ポリティックスであり､｢権力とその発生局面におい

て対崎することはできない｣､｢経験の隔離が引き起こ

す問題のほとんどを考慮に入れていない｣と性格づけ

ている (1992=1995:197=288-289)｡しかし私は､人

と人との共同関係の構築は道徳的 ･実存的問題のひと

つであり､モダンの社会においてはしばしばこの問題

の処理が内的準拠的な社会システムに委ねられてしま

っていた一一その結果として､人と人との関係のあり

方が内的準鮎 勺システムの論理によって枠づけられて

きた｡解放のポリティックスが､ギデンズが上で述べ

ていたような性格のものであったとすれば､それもま

た内的準拠的システムによって人と人との関係が枠づ

けられていることのひとつの表れである-.一･一一のであり､

そうした状況を乗り越えていくことは､ライフ･ポリ

ティックスの重要な-課題である､と考える｡

3-6-2でも見たように､ギデンズは決して､人と人

との間の支配一被支配の関係の存在を否認したりその

克服の課題を軽視したりしているわけではない｡自己

の再帰的プロジェクトを遂行する上での諸資源の格差

が､この問題におけるモダンの日朝七の固有な特徴であ

ることを指摘している点も､やはり3-6-2でも見たと

おりである｡したがって､そうした固有な特徴を帯び

て表れるこの間題との対1時を､今日の焦眉のライフ･

ポリティカルな課題のひとつとして､より明確に位置

づけるべきであるというのが､私がギデンズの議論に

対して付け加えたい点である｡

(9)先に(2)で触れた自己の再帰的プロジェクトにおける

｢真正性｣とは要するに､｢ほんとうの自分｣という場

合の ｢ほんとうさ｣のことであり､それを基軸に展開

する自己の再帰的プロジェクトとは要するに､ほんと

うの自分を求める ｢自分探し｣のことなのだろう｡(6)
で述べたように､特定の自己アイデンティティに執着

してしまうことによる問題もあるが､ほんとうの自分

を求めて､当て所もなく自分探しを続けることのしん

どさの問題も､もう一方である｡ただ､どんなほんと

うの自分も偶有的な物語にすぎないのだが､そういう

ものがあると考えそれを手に入れようと自分探しをす

るプロセスの中で､そうでなければありえなかった多

様な体験をする､そのことが意味をもつということは

あるだろうと思う2■｡そういうことが可能になるため

にも､どんなプロジェクトも偶有的であることの認識

をもつことで､あまりに切羽詰まった感じでなく自分

21浅野 (2002)､49頁､参照⊃
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探しが行える､という状況が作り上げられればいいと

考える｡

(10)Ⅰの2で角財Lたように､ペックは次のような事態を

｢個人化｣と名づけている｡すなわち､人々が､旧来

の階級関係や家族関係や近隣関係などから切断され､

自分の ｢人生設計と生き方｣を自分自身で背負うこと

を迫られるようになる｡その際彼ら/彼女らは､労働

市場､教育､消費､社会保障等の制度に依存し､それ

らの場での規範に従うことを強いられるようになる｡

そのような ｢生活情況の制度化と標準化｣の中彼ら/

彼女らは､人生の才司量の中で突き当たる諸々の困難を､

個人が自ら決定した結果として生じた｢個人的な失敗｣

として引き受けることを余儀なくされるようになる-

1そうした事態を.ギデンズのいう内的準拠的な社会

システムとは､労働市場､教育､消費､社会保障等の

制度群の働きによって ｢制度化と標準化｣がなされた

社会生活の諸領域や､それらによって構成される全体

社会システム- この ｢制度化と標準化｣がもたらす

諸規準がそれ自体で自律的な規範となっている社会生

活諸領域や全体社会システム- であり､同じくギデ

ンズのいう ｢内的準拠的なライフスパン｣とは､そう

した ｢制度化と標準化｣に従う ｢人生設計と生き方｣

のことである､このように考えて差し支えあるまい｡

そう考えることができるとして､日本の今日の状況

下では､①従来の内的準拠的な社会システムおよびそ

れを支える諸制度の機能不全の顕在化が進行している､

②それに伴って､従来型の内的準拠的なライフスパン

の揺らぎが生じ深化している､③新たな(｢新自由主義｣

的な性格のものと言っていい)内的準拠的な社会シス

テムおよびそれを支える諸制度の再構築が急速に展開

し､それに伴いそれらに準拠した新たな内的準拠的な

ライフスパンとしての生き方の再編も展開している､

④従来型の内的準拠的なライフスパンとも新たなそれ

とも異なる､内的準拠的なライフスパンと性格づける

ことも適切ではないような (道御 勺･実存的諸問題-

のコミットがなされるゆえに)生き方の模索もされ始

めている- このように言えるだろうか?


