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優秀修士論文概要

　本研究は、中国の若者文化に大きな影響を与えている３つの要素──家族制度、文化産業、国家行政

──にとくに注目し、その影響のもとで誕生した中国の若者文化がどのような特質を持っているのかを

検討するものである。さらに、中国の若者文化の事例を通じて、若者文化を論じる社会学的意義を再検

討している。

　中国における若者文化に関する研究は、欧米とくにイギリス・バーミンガム学派のサブカルチャー理

論をほぼ無批判なまま受容・援用しているものが多い。そこには大きな問題点がある。第１に、近年で

は若者文化研究の学説の潮流自体にも大きな変化が見られる。たとえば、比較的最近の欧米や日本の研

究者の諸議論によれば、これまで若者文化の前提にあった対抗性は後景に退き、むしろ消費行動の快楽

や感性の連帯、あるいは自閉的で自己満足的な自由の追求といった特徴が若者文化から看取されるので

ある。第２に、中国においても、近年はグローバル化が急激に進行し、インターネット技術が発達・普

及しているという社会的背景がある。中国の若者文化研究も同様に近年の諸議論を積極的に摂取し、そ

の研究内容も更新されるべきではないかと考えられる。第３に、中国の社会文化的・政治的環境は、欧

米や日本のそれとは大きな懸隔があることは等閑視できない。たとえば、中国の若者が「国家主義」と

「家族主義」に多大な影響を受けているとしばしば指摘されている。また、欧米や日本の若者文化論は

十分に発達した（資本主義的）市場経済や文化産業を前提としているが、中国における文化産業への行

政からの規制は今なお存続しており、完全に自由な文化産業の発展には障壁も多い。この３つの問題に

ついては、第１章から第３章にかけてそれぞれ仔細に検討を行い、現代中国の若者文化を分析するため

の理論的な準備を整える。

　まず、第１章において、欧米と日本における「若者」、「若者文化」や「文化産業」などの諸概念を整

理した。そこでは、消費社会化と情報化が進行する現代社会において、若者文化を論じるための理論的

基礎と社会学的意義を提示するような、次の３つの立場が確認される。まず、「対抗性があるか否か」

を論じるよりも、文化における多元的な「サブ－メイン」のサイクルの伏在を肯定し、「サブのメイン化」

のプロセスにおける未開発の文化資源の動態構造を見ることに社会学的意義があるということ。第２に、

若者文化はその担い手が置かれたそれぞれの歴史的文脈や政治的力学のもとで形成された特有の矛盾や

問題に対処する「方法」であるということ。したがって、若者と彼らの文化に対して影響を及ぼす社会

的力学に目を向け、彼らが問題解決のプロセスにおいて「メイン」の文化をいかにして更新していくの

か、彼らの文化がどのような特徴を呈するのかを解明することが若者文化研究の課題であるということ。

第３に、若者文化と文化産業の関係について、両者が必ずしも対立的ではなく、不可分の密接な関係に

あるということ。

　前章で確認した第２点を受けて、第２章では、中国の若者の人生を実際に規定している最も重要な２

つの要素、「家族主義」と「国家主義」の諸相を明らかにし、またそのもとで影響を受けながら生を営

中国における若者文化の対抗性
── 家族・産業・行政の関係を中心として ──
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む若者たちの情況を検討した。家族構造の「近代化」と「改革開放」政策の浸透にも拘わらず、若者に

は個人の権利や自由が依然として完全には保障されておらず、家族主義と国家主義の二重の力学に抑制

されている状況があり、それが現代中国の若者文化に特有の色彩を付与していると考えられる。

　第３章は、若者文化と不可分の関係にあり、その基盤ともいえる文化産業に着目し、第１章で確認し

た第３点を中国の文脈に即して検討した。欧米や日本における若者文化論は十分に発達した（資本主義

的）市場経済や文化産業が前提とされているが、中国では文化産業の発達が不十分である上に、行政に

よる文化産業への規制が今なお存続している。雑誌の『人民音楽』（1978-1992）の文献分析を通じて、

音楽ジャンル「通俗音楽」の誕生過程を解明することで、文化産業・若者文化・行政の三者関係を考察

した。1978年以降、外来のポピュラー音楽は中国の大陸で破竹の勢いで拡散していった。その受容過程

では、ポピュラー音楽の別称として「流行音楽」「通俗音楽」などが登場した。行政側は当初ポピュラー

音楽を強烈に批判し、徹底的に放逐しようとしたが、その拡散の潮流を止められずにいた。ポピュラー

音楽の断絶に失敗した行政は、文化産業内の諸機関・諸制度を支配する多大な権力を用いて、ポピュラー

音楽も支配下におさめようとした。まず、行政は元来同じ意味を持つ「通俗音楽」と「流行音楽」に異

なる意味付けを行い、「流行音楽」を「資本主義的な頽廃的文化」として批判しつつ、「通俗音楽」を「健

全的・芸術的・独創的・高尚的であり、人民大衆の感情を表現し、社会主義国家の建設に有意義なもの」

として定着させた。また、「通俗音楽」の発展を支える諸制度・諸機関の設立も並行して行われ、「通俗

音楽」を一つの音楽ジャンルとして制度化させてきた。とはいえ、「流行音楽」は、依然として人々に

広く支持され、消されてしまうことなく現在まで生き永らえてきた。「通俗音楽」の成立には行政の力

が垣間見られるが、その反面、それはポピュラー音楽の徹底的な放逐に失敗した結果としての折衷案と

もいえる。欧米の先行研究では、ある音楽ジャンルの成立は音楽業界や市場内の諸力の相互作用の結果

と見なされているが、中国ではその諸力と行政との対抗関係が特徴的である。

　以上の理論的考察によって、現代中国の若者文化を論じる際に看過できない点──文化における多元

的な「サブ－メイン」のサイクルの伏在と動態、家族主義と国家主義の二重の力学による抑制、若者文

化と文化産業との親和性、およびこの二者と行政との対抗関係──を確認することができた。これらを

踏まえて、第４章と第５章では、中国の「ロック音楽」と「字幕組」の事例を取り上げ、経験的探究を

行った。

　第４章は、1978年の「改革開放」以降に中国では遅れて台頭してきた現代的な若者文化、とくににそ

の代表であるロック音楽に注目した。国家主義と家族主義の強力な影響や、また文化産業に対する政府

の制御といったことを背景に、中国のロック音楽の特徴を検討した。ロックミュージシャンたちは、自

らの感情を表現したり作品を発表したりするために、政府と対立関係にある海外の（資本主義的）文化

産業の力を借りることがあり、彼らがこれを自覚・自認しているか否かに拘わらず、中国の行政との対

抗的関係を成立させてきた。実際の創作の局面において、中国のロックミュージシャンの多くは「社会」

と「自己」の間に明確な境界線を引く傾向にあって、社会的・政治的環境や行政の規制に対して直接的

な批判の矛先を向けることはせず、創作を「自分の内面的な感情を表現する手段」としてみなしている。

しかし中国の若者は従来、自分の内面よりもむしろ国家や社会への関心を持つことが期待されているた

め、「自分の内面的な感情に立ち返ること」はそれ自体において、社会的役割期待に対する一定程度の

対抗性を有しているのではないかと考えられる。さらに、家族関係は中国の若者や彼らの文化に、大き

な影響を与えている。ロック音楽と接触することは、「家族の意向に逆らうこと」や「家族との関係を
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断絶すること」を意味している。

　第５章は、映像コンテンツ産業にも目を向け、そこで文化市場の再構築や文化的自由の支えという重

要な役割を果たしている「字幕組」の事例を考察した。「字幕組」のメンバー６人へのインタビュー調

査を通じて、以下のようなことが明らかになった。まず、メンバーが「字幕組」の活動を、家族や社会

に期待された「理想的な道」からは一歩離れた、自由を追求する場として認識しているという点が確認

された。また、彼らは常に視聴者の立場から状況を考慮し、そして政府による文化の規制に対抗する態

度を示し、自分たちの活動によって損害を被った海外の制作会社などに対して罪悪感や親近感を語ると

いう点が特徴的であった。ここでは、前章で得た「中国の若者文化は文化産業との一種の親和的関係を

自発的に成立させ、家族や行政に対抗するようになった」という結論の妥当性を再度確認することがで

きた。

　以上をふまえて、若者文化を論じる社会学的意義を再検討してみよう。1978年以降の「改革開放」政

策による規制緩和とそれに伴う経済成長や、また近年のグローバル化や通信ネットワークの整備などを

背景として、中国ではさまざまな社会的変容が起きる契機が多々伏在している。伝統的な文化・意識や

行政による規制・支配がまだ強力であるのが現状ではあるが、若者たちを含めた人びとは自ら文化的資

源を動員して自分の問題を解決し社会を変えていくような力を徐々に獲得してきた。ロックミュージ

シャンや「字幕組」メンバーの多くは、自身の実践がとりわけ対抗性を孕んでいるという明白な意識を

有してはおらず、それらの実践は「消費行動における快楽や感性の連帯」あるいは「自閉的・自己満足

的な『自由』の追求」といったごく近年の若者文化の特徴に近しいものがあるといえよう。しかしなが

ら実際に、彼らはロック音楽あるいは「字幕組」の実践を通じて、社会や家族からの期待から逸脱し、

その抑圧から自己を解放し、また行政の支配・規制に対抗する力を作り、さらには「メイン」の文化の

変化に影響を与えることができたのである。

　以上の分析によって、本研究は中国の若者文化の特質を描き出し、また現代の若者文化を論じる社会

学的意義を再検討することができた。
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はじめに

　本修士論文の目的は、八ッ場ダム建設事業が地域にもたらした社会的過程を、地域住民とその他諸ア

クターとの関係から捉えることにある。これまでの研究で公共事業などの地域問題は、政策と地元地域

との間に生じる対立構図や、地元住民による反対運動から捉えられた。つまり、従来の研究視角では地

元から起こる政策への対抗に、人々の主体性が見出しうるとされたのである。

　しかし、研究者や一般市民の関心が公共工事に対抗的な活動へと集中していくことで、地元地域から

の運動が本来もつ多様な可能性が見落とされ、地元住民が選択した方向性とずれていく──あるいは、

ねじれていくという事態が生じる。群馬県長野原町ですすむ八ッ場ダムの建設（2019年度完成予定）を

事例にみれば、たしかに1950年代から90年代にかけて建設計画に対する反対運動が地元で行われたが、

2009年の政権交代に伴う建設中止発表の際には地元地域はダムの早期完成を要求した。地域社会を捉え

るはずの社会学的な研究は、ダム建設の推進をも含む地域の活動を十分に捉えているとは言い難い。

　さらにいえば、ダム建設に否定的なまなざしが地域外から押し付けられたことによって、地元住民自

らがダムについて考え、語る機会が奪われたことも調査を通して明らかになった。そのようなある価値

判断が特定の地域に押し付けられ、住民が黙してしまうところに、今日的な社会問題の局面が存すると

いえよう。ここで明らかにしたいのは、地元住民が巨大事業だけでなく、研究者や市民運動の声によっ

ても翻弄され、追いやられていく過程、そしてそこから批判的態度を通して主体化していく過程である。

　そこでまずは戦後日本におけるダム開発研究についてその研究史を捉えるとともに、地元にとって外

部のアクターである研究者の営みとしてそれらを振り返ってみたい。

１．ダム開発研究の展開

　戦後日本のダム開発研究は、全国的な総合開発政策の隆盛とともに、1950年代に本格化する。当時の

農村社会学において行われた調査研究は、ダム開発による土地の剥奪や農民の賃労働化、ダム建設を前

にして農村内の階層構造に拘束される村落運営など農村社会構造とダム開発の相互関係から生じる諸問

題を指摘した。これらの研究にとってダム開発は農村問題を規定するひとつの外在的要件であった。

　ダム開発が地元住民から土地を剥奪するという問題意識はその後の研究に引き継がれ、1970年代にか

けて土地を奪われ生活が破壊されることに抵抗する地元住民からのダム建設反対運動に関心が集まる。

特に「蜂の巣城闘争」と呼ばれる強固な住民運動が耳目を集めるなかで、研究者は土着的な生活者から

生活基盤を剥奪する点においてダム開発を問題視し、個々の地域住民の生活上の困難という側面からダ

ム問題を把握しようとしたのである。

　しかし1980年代以降、地域からの反対運動が収束すると、ダム建設と地域社会への関心は退潮してい

八ッ場ダム建設地域における住民運動と生活再建の研究

中　村　裕　太



62

く。再びダム建設に対する研究者の関心が高まるのは2000年代以降の環境社会学においてである。この

間、一部の研究者や市民運動家によって、「なぜダムを造ってはいけないか」についての論理が準備さ

れ研究者の足場を固めていたことは見逃せない。そして環境社会学はその判断の上に「そこに住まない」

下流域の都市住民による反対運動を記述する。環境社会学はかつての反対運動への関心を引き継いでい

るようにもみえるが、ここにいたってダム開発研究はダム開発への対抗にコミットメントする営みとな

り、記述の対象も沈黙する地元住民から活発化する都市部の市民運動へと移しているのである。

２．地元住民のダム建設反対運動と早期完成要求

　では特定の地域のなかで、ダム建設に対する態度はどのように変化し、どのような地域の活動が展開

していたのか。以下では八ッ場ダム建設地域について歴史的にみていく。

　八ッ場ダム建設地域では地元住民が1952年の建設計画通告から、1990年代前半にいたるまで反対運動

を展開したのであるが、しかし地元住民の活動を悉にみると、ダム建設に対する「反対」の価値判断が

常に前提とされていたわけではないことがわかる。

　例えば、八ッ場ダム建設計画は一度立ち消えになったように思われたが、1965年に地元に再度通告さ

れた際に、地元住民の間では、建設事業に対して採るべき戦術について認識が分かれ、〈ダム建設絶対

反対〉の態度維持を主張するグループと、〈ダム補償の研究〉を進め政府からより有利な条件を引き出

そうとするグループが形成された。なかでも〈絶対反対〉を主張するいわゆる「反対派」は、ダム建設

の非合理性を根拠づける政治的・科学的用語や、それらを用いたレトリックを準備した。そして地域内

外に向け自らの活動の正当性を主張し続けることで、住民との合意のうえで事業を進めようとする政府

の活動を阻止していたのである。建設事業に対して地元住民はなんらかの対応をとらざるをえない状況

のなかで、選びうる戦術との関連でカテゴリーやレトリックを準備し、「反対」の主張を形成すること

それ自体によって今・ここでの建設阻止を達成していたのである。

　地元住民はダム建設に反対する理由のひとつとして、ダム建設後の地元住民の生活再建の困難さを挙

示していた。それに対し1980年に群馬県が、従来のダム建設には異例の手厚い生活再建策を提示し、地

元住民は県や政府との交渉を進めることとなった。しかし、この手厚い生活再建策がその後、「意図せ

ざる結果」として事業の長期化を招いたという側面も持っている。

　八ッ場ダム建設に際する生活再建では「現地再建方式」と呼ばれる、従来の生活空間よりも高い位置

にある急斜面を大きく造成し、そこに集落をまるごと移設する計画が手厚い生活再建費用を用いて実施

された。しかし造成工事の過程が複雑化したことや従来の生活空間に近接した場所で大規模に工事を進

めるのは困難であったこと、また造成地の区画割やその分配について地元住民との合意形成に長い時間

がかかったことなどから、再建事業は長期化した。事業が長引くなかで地元住民の間には生活について

の危機感が高まり、実際に移転が完了してみれば代替地の造成を待たずに地域外に移転した住民も多く、

水没地域の人口は大幅に減少していた。水没域内にあった温泉街も代替地に再建されたが、かつての面

影は失われていた。

　長期の事業の間に地域内の世代交代も進んでおり、地元からは早期の移転と積極的な地域振興策の実

施を望む声が高まった。特に2009年の中止が発表・撤回され、各世帯の移転も完了しダム本体工事が本

格化する2013年以降、ダム完成後を見据えた地域づくりの活動が行われている。温泉街を中心としたダ

ム周辺の地域の賑わいは、観光業などを営む各世帯の経営に直結する。ダムの完成を前提としてそこに
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地域・世帯の将来が賭けられているために、地元住民はダムの早期完成を要求するのである。

　しかし地域振興に向けた取り組みを地元住民が進めているとはいえ、実際に世代交代後の地元住民に

聞き取りを行ってみれば、確固とした底流としてのダム反対意識も窺える。そのような反対意識から離

脱し、自らの世帯の生活や経営、地域の将来についてダム建設を前提とした合理的な発言を多くできる

のは、相対的に有利な経済的条件や社会的地位をもつ社会層に限られる。ダムは今でも多くの地元住民

の意識に深く陰翳を落としており、調査者を含む外部の人々に対する地域やダムについての語り方・ふ

るまいを今でも強く規定しているのである。

３．地元住民の批判的主体化

　2000年代以降、都市部で活発化しつつあったダム建設に対抗する市民運動の文脈にとって、それに逆

行するようにダムの早期完成を要求しはじめた地元住民の存在は、自らの首尾一貫した論理を構築する

うえで処理しなければならない「異物」として現れたであろう。市民運動にとっては、地元住民の生活

再建の要求を尊重しつつも、適切な処理を施してダム建設の中止を正当化する必要があった。

　この市民と地元の対立構造は地元住民に鮮明な経験を残している。2009年の政権交代に伴う建設中止

の発表に抗し、早期完成を主張したことで、全国から多くの非難が寄せられたのである。以降、地元地

域内でダム建設に関する発言が控えられるようになった。地元住民のふるまいが地域外からの非難を呼

び、事業のさらなる長期化と生活の不安定化が懸念されたためである。地元住民は自らの生活の賭され

たダムについて語ることができなくなっていた。

　しかし2013年以降の地域振興の取り組みの中で、巨大ダム建設工事に多くの観光客が集まり、温泉街

にも旧知の客が再び通い始めるなど、ダム建設地域を取り巻く風向きが徐々に変わってきた。そして

2019年４月、湛水前のダム湖橋梁で「日本一高いバンジージャンプ」が実施された。底流としてのダム

反対意識を抱きつつ、限られたケイパビリティのなかで戦略的に全国的な知名度を生かし、それまでの

ネガティブなイメージを反転させ、地元住民がダムについて「明るく」発信することを始めたのである。

　今後、筆者も含め研究者は地元地域の住民の価値判断とのねじれを乗り越えた研究の地平を模索する

必要があろう。ダム建設地域に突如として「明るい」話題が生まれてきたことを、不謹慎な事態とする

のではなく、その背後にある研究者や市民と地元住民との間のケイパビリティの差を考慮すべきである。

そのうえで、地域外部に対する批判的な態度を選び取るときにこそ現れる地域住民の主体化の局面を捉

え、対話を続けていく必要がある。
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　本稿の目的は、道徳をめぐる諸現象を社会学における探究のトピックとして主題化することを遠望し

ながら、そのための理論枠組みを検討することにある。とりわけ、人々によって日常的に生きられてい

る道徳について、その様相を十全に把握するための視角をN. ルーマンとT. ルックマンの道徳論を手が

かりに検討する。

　道徳社会学の課題を「日々の生活の道徳」をめぐる経験的な探究として措定するのであれば、社会学

者は日常的な道徳観に基づいて素朴に議論を開始するわけにはいかない。例えば、いじめ問題を「道徳」

の教科化によって乗り越えようとする発想は、道徳を社会と個人との調和を導くものであるとする前提

の上に成り立っている。児童・生徒は道徳を身に着けることによって適切な社会成員となり得るという

想定のうちに、個々の人格にとっての「よい」在り方と社会の「よい」在り方との相互補完的な関係を

見て取ることは容易である。しかしながら、かかる補完的な関係は成り立たない場合もある。例えば、

現勢的な規範を敢えて破ることによって「よい」生き方を模索する場合もあり得る。「日々の生活の道

徳」の主題化という目標に照らせば、少なくともここに示したような調和と不調和をともに視野に収め

得る概念として道徳を捉えなければならない。

　よって、経験的な議論に適用可能な、内容
4 4

的に空虚である形式
4 4

的な道徳概念の彫琢が要請される。そ

の作業のためには、道徳をめぐる現象として何をどのように取り扱うのか、その境界を確定する理論的

視角について検討する必要がある。本稿はこのような問題意識のもとで、ルーマンによる社会システム

理論に基づく道徳論と、T. ルックマンによる現象学的な「プロト社会学」に基づく道徳論を手がかりに、

人々によって生きられている道徳の在り様を捉えるための一視角を提起するものである。一方で両者に

は、道徳を「コミュニケーション」という現象に結び付けて論じている共通点がある。他方で、両者の

相違点は、道徳と道徳的コミュニケーションとをそれぞれ独自の「社会的なるもの」の概念──ルーマ

ンは彼独自の「コミュニケーション」概念、ルックマンはA. シュッツから引き継いだ「相互主観性」

概念──に関係づけている点にある。この相違点が「道徳的コミュニケーション」の概念、およびその

概念に関わる「尊敬Achtung」概念の把握においていかなる相違として帰結しているのか、そしてそ

の帰結を踏まえた場合にいかなる議論が展開され得るのか、これらの点を明らかにする。

　ルーマンは道徳的コミュニケーションを、人格全体の「尊敬Achtung／軽蔑Mißachtung」を「よ

い／わるい」という区別を用いて表明する特殊なコミュニケーションとして捉えている。ここでの「尊

敬」とは、相手が「社会的共同生活の必要条件」に従っていることに対する承認・評価のことである。

何が承認・評価に値するのかを規定する条件は通常化・一般化されるため、道徳的コミュニケーション

の関与者は常に同一の尊敬条件のもとに配置されることになる。例えば、或る政党を「わるい」ものと

して（あるいはその党首を「軽蔑」すべきものとして）話題にする場合、その話題提供者は自らが従っ

ている尊敬条件を他者に対して提示し、その提示によって自らと他者のパースペクティブの異同を確認

道徳とコミュニケーション
── N. ルーマンとT. ルックマンの議論を手がかりに ──

三津田　　　悠
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している。ルーマンの議論において道徳とは、通常化・一般化された尊敬条件の総体であり、その条件

の伝達に関わるコミュニケーションが道徳的コミュニケーションとして把握されているのである。

　しかし、道徳をコミュニケーションにおける尊敬／軽蔑の表明
4 4

の問題に制限して把握するルーマンの

議論は、経験的に「日々の生活の道徳」を捉えようとする場合に考慮しなければならない以下の２点を

曖昧なまま残している。第１に、ルーマン自身が述べているように「道徳的な観点からすれば、非問題

的な行動は褒められも非難されもしない」。よって「社会的共同生活の必要条件」の履行に対する「尊敬」

は、少なくとも承認・称賛のかたちではコミュニケートされるものではない。第２に、義務を超えた行

ないに対する「尊敬」（「高‐尊敬」）は、一般化され得ないが故に
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

称賛としてコミュニケートされるも

のである。つまり、前者の「社会的共同生活の必要条件」の履行に対する「尊敬」と、後者の「高‐尊

敬」とは質を異にしており、両者はコミュニケーションにおける立ち現われ方が異なるのである。よっ

て、道徳的コミュニケーションに関する諸現象について経験的に論じるためには、この２つの「尊敬」

を精確に分節化しておく必要がある。

　他方、ルックマンは、道徳的コミュニケーションという１つの概念によって２つの事柄を把握してい

る。ルックマンは一方で──ルーマンの議論に言及しながら──人格への尊敬／軽蔑、ないし善き生に

関する観念への言及が含まれるコミュニケーションを狭義の道徳的コミュニケーションとして把握して

いる。他方で、あらゆるコミュニケーションは広い意味での道徳的コミュニケーションであるとも述べ

ている。というのも、すべてのコミュニケーションは何らかの「義務」に従っているとみなし得るから

である。ルックマンは、狭義の道徳的コミュニケーションを広義の道徳的コミュニケーションの特殊事

例として位置づけるのみならず、両者においては水準を異にする尊敬Achtung がそれぞれ成立してい

るという点を強調している。

　この議論は、ルックマンが道徳を「価値」と「義務」という２つの事柄を結び付けて捉えている点に

由来している。彼の議論において道徳とは、自我の行為選択基準であると同時に他者の行為を評価する

際の基準としてもはたらくような、他者との相互行為を通して構成される「価値」である。ただし、そ

の構成過程において、その価値基準のなかには他者に対する規範的期待としての「義務」が織り込まれ

る。或る特定の類型的な相互行為の反復を通して、他者もまた自分と同様の行為選択基準に従っている

ことが相互主観的に──「視界の相互性の一般定立」によって──自明視されることになる。こうした

過程を経ながら、共同生活の背景
4 4

規則としての「義務」が構成され、維持されるのである。この際、互

いにこの義務に従っていることが（「さらなる気づきが生じるまで」）自明視されている限りで、互いに

対する注視
4 4

Achtung が成り立っている。そして、コミュニケーション的に明示される尊敬Achtung は、

まさしくこの注視によって成り立っているのである。

　ルーマンとルックマン両者の議論を比較すれば、以下の類似点と相違点が明らかになる。類似点とし

ては、両者ともに道徳的コミュニケーションの問題として、コミュニケーション的に表現され得る人格

に対する「尊敬」を扱っている点が挙げられる。加えて、ルーマンが「社会的共同生活の必要条件」と

して、ルックマンが「共同生活の背景規則」として把握していた事柄は、両者ともに道徳の一側面とし

ての「義務」に対応している。他方で相違点は、ルーマンがコミュニケーションの次元に議論を制限し

ていたのに対し、ルックマンは意識の次元にも言及している点にある。また、ルーマンとは異なり、ルッ

クマンは「価値」概念の導入によって道徳を捉えている。さらに、この２つの相違点に関連して、両者

の「尊敬」概念の把握の仕方も異なっている。
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　この比較を手がかりに、主観的意識の次元に着目しながら「義務」と「価値」との区別と関係づけに

基づいて「よい／わるい」という区別と「尊敬／軽蔑」との関係について整理し直せば、以下の２点が

明らかになる。第１に、義務の不履行に対する「軽蔑」がコミュニケートされることはあっても、義務

の履行に対する「尊敬」はコミュニケートされ得ない。というのも、その履行の把握は「注視」にとど

まっているが故に「よい」ものとしては際立たないからである。そして、その義務は、自我あるいは他

者の不履行（「逸脱」）によってはじめて可視化されるものである。第２に、超義務的な行為に対する「高

‐尊敬」は、その行為が義務からの「逸脱」であるが故に認知され得、よって高評価づけがコミュニケー

トされる。そして、超義務的な行為の不履行は「わるい」ものとしては把握され得ず、従って「軽蔑」

のコミュニケートを誘発しないのである。要するに道徳は、二元的に把握可能な「義務」と二元的には

把握不可能な「価値」とが結びついて成立しているのであり、従って理論的には、それぞれの領域に対

応して「尊敬」に関しても２つの水準（注視と高‐尊敬）を想定しなければならないのである。

　以上の議論は、１つの区別のみを想定したルーマン流の二元化によっては把握し得ないような、道徳

が備えている多層性と道徳に関わる肯定／否定の非対称性とを示唆している。この点から「道徳のコ

ミュニケーション的構築」という位相が、意識とコミュニケーションの相互規定関係を視野に入れた新

たな問題圏として開示される。例えば、本稿の議論は、児童・生徒の主観的「価値」を尊敬条件の提示

を介して操作するという「道徳教育」の企てに関して、その可能性と不可能性を理論的・経験的に問う

際の一視角となり得る。加えてこの視角は、道徳教育において「高‐尊敬」のコミュニケートを通した

或る特定の「価値」へのコミットメントへの誘導と「軽蔑」の直接的・間接的表明による「義務」の構

築とはいかにして組み合わせられ、いかなる素材・語彙を用いてコミュニケートされてきたのか／され

ているのかを経験的に問う際の手がかりとなり得るものである。


