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　組織成員が組織に所属することに何かしらの「苦しさ」を感じていても、当該組織からの逃走が困難

なことがある。たとえば、過労死・過労自殺者はなぜ死に至るまで過重に働くのか、なぜ当該の組織か

ら逃げないのか。そこには、組織成員の組織からの逃走を困難にする組織的諸力が働いているのではな

いだろうか。本研究の目的は、組織成員の組織からの逃走がいかに困難となるのかを組織と成員の関係

から、わけても組織成員の観点に定位しながら理論的に説明することである。ここで、組織成員の観点

に定位するのは、「苦しい」「逃げることが難しい」と実際に感じているのは他でもなく組織成員当人で

あり、よって成員自身の観点から逃走の困難性を探ることは一つの視角として意義があると考えるため

である。

　組織成員の観点というとき、意図しているのは、逃走を行為（action）として捉えることである。そ

のための導きの糸が、A. シュッツの行為理論、なかでも「投企（project, Entwurf）」、「企図（purpose, 

Vorsatz）」（Schutz 1936, 1937＝2013）、そして「フィアット（fiat）」（Schutz 1962＝1983）という概念

である。簡潔にいえば、投企とは、既に完遂された行為（act）が未来完了時制の形で想像されたもの

であり、企図とは、かかる投企に実現の意志が宿ったものである。そして、投企が企図に至るためには、

特定の投企に注意の緊張を維持する努力、「フィアット」が必要になる。

　これらの概念から示唆されるのは、行為としての逃走は、単に想像された選択肢としての逃走と、実

現性を帯びた逃走とに分けて考究されねばならないことである。そのため、逃走の困難性というときに

も、逃走が選択肢として生じるのが困難な場合と、選択肢として生じても「フィアット」が維持できず

に実現が困難な場合とに、分析的に分ける必要がある。そうすることで、この二つの場合のそれぞれに

おいて逃走を困難にする組織的諸力に光をあてることができる。

　まず、逃走の投企、すなわち選択肢の生起はいかなる場合に困難となるのか。この問いを究明するた

めには、選択肢が生起する際の前提となる成員の認識枠組のレヴェルから議論をはじめねばならない。

そこで、本研究は、解釈主義的組織シンボリズム論に立脚した。その立場の中核とは、組織成員間で間

主観的に共有された意味の体系という意味での組織文化である。組織文化のなかでは、組織成員は、組

織人としての人格にある。そして、この人格にある成員は、組織のレリヴァンス、組織成員間で共有が

自明視された認識枠組に基づいて行為を投企しなおかつ実現している。諸成員は、かような組織のレリ

ヴァンスに基づき互いの行為の意味の不一致になんら疑念を抱くことなく、互いを「理解」できている

と想定している。また、組織文化や組織のレリヴァンスとは、組織人の人格にある諸成員にとって通常

意識されず、自明視されている。

　このような組織文化に組織成員が深く埋め込まれている、強い組織文化が成立している場合がある。

そのとき、成員は、組織文化に自発的かつ全人的に関与しており、自身の自我と組織人としての人格の

境界が曖昧になっている。この状態にある成員は、組織目的へ動員させられるのではなく、自発的かつ

組織からの逃走の困難性
── A. シュッツの組織論的展開 ──
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全人的に組織に貢献する。ここでは、組織のレリヴァンスが支配的であるという理由で、成員はそもそ

も逃走投企の必要などなく、よって逃走の投企が困難となっている。

　だが、組織文化から成員が逸脱する余地はある。なぜなら、組織文化はいくら自明視されていても、

あくまで「さらなる気づきが生じるまで」（Schutz 1962＝1983）自明にすぎないためである。かような

「気づき」が生じた場合、当該成員にとって組織文化はもはや自明視され得ず、それ自体が意識化される、

つまり「問題的可能性」（Schutz 1962＝1983）を有したものとして体験される。このとき成員は、もは

や組織のレリヴァンスに基づいていないという意味で組織文化から逸脱している。

　逸脱した組織成員は、当該の組織文化以外の多様な文脈から成る自身の個人史に目を向ける。ここで

の成員は、組織人としての人格とは異なる、行為・意志する自我として個人史を見つめる。そのとき、

成員はかれら独自の認識枠組、個のレリヴァンスに推移していく。成員は、組織の関心ではなく自身の

関心から、たとえば組織に居ることが「苦しい」と感じられるなら、そのような関心から自身の個人史

を見つめる。そうすることで、自身があったところの組織人としての人格を拒否し、当該組織以外での

自身の在り様を希求できる。よって、逃走投企に必要な諸要件とは、①組織文化からの逸脱、②組織人

としての人格の拒否、③外部への人格の希求、となる。

　しかし、逃走の投企が可能になったことが、そのまま逃走の企図に繋がるわけではない。では、いか

なる場合に逃走の投企は企図に至るのが困難となるのか。シュッツによれば、逃走の投企が企図に至る

ためには、注意の緊張を維持する努力、「フィアット」が必要だった。つまり、逃走を企図するためには、

上で示した逃走投企の諸要件に「フィアット」を維持できねばならない。そのため、いかにして逃走の

投企が困難となるのかについては、これら諸要件に「フィアット」を維持できなくさせる組織的諸力を

考える必要がある。

　この組織的諸力は、組織成員間のリアリティの至上性を巡る相剋の渦中で生じる。リアリティの至上

性を巡る相剋とは、組織成員の間でどの体験にリアリティを見出すかを巡った相剋である。一方で、組

織のレリヴァンスにある組織成員にとって、自明視されている組織文化こそがリアルである。他方で、

個のレリヴァンスにある逃走投企者にとって、組織文化とは問題的なものであり、外部の世界こそがリ

アルである。このように、組織成員間でリアリティ付与のベクトルが噛み合わないとき、リアリティの

優劣が問われることになる。

　この優劣に関して、優位にあるのは、組織のレリヴァンスにある成員である。なぜなら、組織文化と

は成員間で間主観的にリアルとされているためである。対して、劣位にあるのは、個のレリヴァンスに

ある逃走投企者である。なぜなら、組織文化への問題経験と外部の世界は、少なくとも組織の内部では

他の成員との共有が困難であり、それゆえリアリティの維持も困難なためである。

　かような状態にあるとき、組織文化を自明視している成員たちが、それを問題視している逃走投企者

の経験を襲い、なおかつ併吞を試みる場合が考えられる。逃走投企者は、この自明性の侵襲に抗して、

自身の問題経験と外部の世界にリアリティを維持できねばならない。それができなければ、逃走投企の

諸要件への「フィアット」は維持困難になり、逃走実現の意志は挫かれてしまう。

　さらに、逃走の実現に失敗した場合、逃走投企者であった成員の「リアリティ定義権」（草柳 1991: 

112）が失われる場合がある。成員は、自身の問題経験と外部世界へのリアリティを捨て去り、再び組

織文化を自明視するのである。その際、成員は、行為・意志する自我から組織人としての人格へと、人

格が強化された形で推移していく。成員は、かつての自身の問題経験それ自体が問題だったのだとみな
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し、組織文化へ再社会化されていく。

　以上をまとめると、逃走困難性は、三段階のモデルとして定式化できる。

　一段階目は、逃走の投企が困難な段階である。ここでは、成員は組織文化を自明視し、それゆえそも

そも逃走投企が必要ないという意味で逃走投企が困難になっている。

　しかし、「気づき」が生じた場合、成員は、組織文化を問題視することがある。加えて、成員が、組

織人としての人格を拒否し、なおかつ外部に新たな人格を希求する場合には、逃走の投企が生じる。だ

が、逃走の投企とはすぐさま企図には至らず、投企が企図に至るのを防ぐ組織的諸力が働くことになる。

　したがって、二段階目とは、逃走の企図が困難な段階であり、ここではリアリティの至上性を巡る相

剋が生じている。この相剋において、組織文化を自明視している成員たちが、それを問題視している逃

走投企者を襲い、なおかつ併吞しようとする場合がある。このとき、逃走投企者としての成員が、問題

経験と外部の世界にリアリティを維持できたならば、逃走投企の諸要件への「フィアット」も維持され

逃走を実現できる。しかし、維持できなければ、「フィアット」が挫かれることになり、かくして逃走

は企図に至らないことになる。

　逃走の企図が挫かれたとき、逃走投企者としての成員が、再び組織文化へ回帰していく場合がある。

これは、第三段階である再社会化の段階である。ここでは、成員は、かつての自身の問題経験それ自体

が問題だったのだとみなし、組織人としての人格へと、それも強化された形で推移していくことになる。

　かくして、この三段階モデルを螺旋階段のように下るにつれ、成員はますます逃走が困難となってい

くのである。
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　本修士論文の目的は，J. ハーバーマスの『公共性の構造転換』において「文芸的公共性」として示唆

された，文芸作品についての討議と公共性を関連づける議論を再考し，特定の本を複数人で読む活動で

ある「読書会」の現代的な展開を考察することで，流動化や個人化などによって特徴づけられる「後期

近代」においての「読書がもつ連帯の可能性」について検討することである。

　近年，インターネット利用や SNS の普及と連動するように，「読書会」と呼ばれる，複数人で特定の

本を語り合う活動がおこなわれている。2015年１月に『週刊エコノミスト』で組まれた特集「読書会ブー

ムが来た！」では，「クローズドな知識集積の場だった読書会がよりオープンになり，参加者はその時

に選ばれた一冊の本やテーマによって自由に参加したりしなかったり」できることが，近年「ブーム」

となっている読書会の特徴だと紹介されている（北條 2015: 52）。このような読書会が，本論文におけ

る分析対象である。

　現代日本における読書会の新たな展開に着目する意義は，主に次の二点に要約できる。

　一つめは，現代の読書会を文学社会学における「新たな対象」として位置づけられる点である。読書

は一般的に孤独な行為であると考えられ，文芸作品やその読書の社会的側面について分析を試みる文学

社会学においても，読書行為それ自体は「すぐれて孤独な仕事」（Escarpit 1958＝1959: 142）であると

されてきた。しかし，近年「文学社会学の『新たな対象』」（Sapiro 2014＝2017: 159）として文学フェ

スティヴァルなどが紹介されるように，「きわめて孤独な文化的実践である今日の読書のあり方を考え

てみれば，ちぐはぐなものに見えるかもしれない」と評される，読書にまつわる「集団的な」活動が文

学社会学において新たに分析の対象となっている状況がある（Sapiro 2014＝2017: 159）。したがって，

近年新たな展開をみせている読書会をとりあげることで，現代日本における新たな読書実践の様相を浮

かびあがらせる契機とする。

　二つめは，読書会の分析を通じて，今日における「文芸的公共性」のあり方について考察することが

できる点である。文芸作品について語り合う場である読書会を分析することを通じて，ハーバーマスの

「文芸的公共性」概念を再検討し，「孤独」な行為とされる読書が，読書会という形で「連帯」を形成す

る構図を考察する。したがって，読書会という形で現れる「文芸を介した連帯」を「公共性」という観

点からとらえ，検討していった。現在，大手出版社や論壇誌によって1920‒70年代に成立した読者共同

体である「文芸的公共圏」（吉見 2003: 330）が，「各種の映像メディアや携帯電話，インターネットな

どによる新しいコミュニケーションの環境の形成と，出版市場のグローバル化・多メディア化による読

者市場の構造の変化」に伴い，その姿を変容させている（吉見 2003: 129）。その変化のひとつの現れと

して，現代の読書会を位置づけ考察することによって，「文芸的公共性」の今日的な様相を描出するこ

とができる。

　以上の理由から，本論文では，現代日本において新たな展開をみせる読書会を分析対象とし，「文芸

文芸を介した連帯
── 現代日本における読書会の展開 ──

安　川　和　貴
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を介した連帯」のもつ公共性としての可能性の探求を試みるという立場をとった。とりわけ「文芸を介

した連帯」を分析する際の手がかりとしたのが，孤独／連帯，虚構／現実という一見すると相反するよ

うな二重性がいかにして結びつくのかという問いである。つまり，「文芸作品の読書は孤独におこなわ

れるにもかかわらず，また現実とは異なる虚構の世界を経験するものにもかかわらず，『読書会』とい

う形で現実における連帯をつくりだすのはなぜか」という問いを軸に，本論文の議論は展開していく。

　第１章では，現在おこなわれている新たな読書会の様相について紹介した。そして，Z. バウマンに

よる「流体的近代」の時代診断と「現代の読書会」の関連について考察することで，J. ハーバーマスの

提起した「文芸的公共性」を現代的な視点から再検討する必要があることを確認し，本稿における問い

を明示した。第２章では，読書の社会的な側面に着目した先行研究を整理し，「読書の孤独」がどのよ

うに捉えられてきたかを概観した。つづく第３章では。現代の読書会の展開過程を先行研究や資料の検

討を通して描出し，「読書による連帯」の様相と変遷を確認した。第４章では，第２・３章で得た「読

書の孤独」と「読書による連帯」についての知見を分析する視座を確保するため，A. シュッツの現象

学的社会学における「多元的現実論」と文芸形式に関する諸研究を整理し，理論的な分析をふまえ，読

書会にみられる「文芸を介した連帯」の内実を明らかにした。

　シュッツの多元的現実論と草稿「文芸形式の意味構造」をもとに，「現実」と「フィクション」の関

係を考察した吉野（1996）は，この点について，日常生活世界と「小説の世界」におけるコミュニケー

ションのあり方の違いに着目し，整理している。吉野によると，日常生活世界でのコミュニケーション

は「他者の理解と反応に賭けられているものであり，インタラクティヴに文脈が決定されていくもの」

であるとされる（吉野 1996: 124）。このように「日常生活世界のコミュニケーション」においては，他

者からの反応や言語以外の要素によって，解釈はある程度限定されていくこととなる。しかし，対照的

に，小説の読書などの「文学的コミュニケーション」では，「無限の解釈の可能性」がその特徴として

立ち現れる。つまり，言語以外のコミュニケーションの要素である，表情，声色，身振り，状況や文脈

が欠如しており，他者の反応と理解によってインタラクティヴに意味が定まっていくということが「文

学的コミュニケーション」では起こりえない。したがって，「小説」においては，それを生み出した作

者により物語の筋道は決定されているものの，それに対する「再解釈」は多種多様な読解に開かれてい

るということになる。

　それでは，読書会におけるコミュニケーションはいかなるものとなるのであろうか。読書会は「読書」，

つまり「文学的コミュニケーション」を経たのちに対面的な状況で感想や意見を交換する活動である。

そのため，読書会はここまで整理してきた「日常生活世界」と「文学」におけるコミュニケーションの

形態の相違がもっとも際立つ場となる。「文学的コミュニケーション」においては，読者の作品の解釈が，

作者の意図したものと同じであると考えられた。そして，作品の解釈は個人によりさまざまであり，読

者にとっては唯一の解釈として現れるものも，観察の次元においては「無限の解釈の可能性」が存在す

ることになる。これに対して，「読書会」では他者による作品解釈と直面することになる。ひとりでお

こなう読書では小説についての自身の解釈は誰にも修正されることはなかったが，読書会ではそれとは

異なる解釈が多数存在することを知ることになる。そしてこの時にはじめて，観察の次元において現れ

ていた「無限の解釈の可能性」について読者が経験的に理解することになる。

　小説に「無限の解釈」が存在することへの気づきは，今まで主観に一元的に回収されていた小説の世

界を，読み尽くせぬ対象として際立たせる。このような他者との読解の相違によって立ち上がる本にお
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ける未知な領域への感受性は，主体にとって読解の「対象」であったはずの小説の世界に，ある種の自

律性を認めることになる。つまり，読書会において「読むわたし」と「読まれる本」という主客の関係

は転倒することになる。小説が「主体」として立ち現われることとなる，「未知」を特徴としたこの立

脚点，これを〈謎〉と呼ぶこととする。

　まとめると，孤独な読書経験のもつ他者との「共有しえなさ」が〈謎〉を生み出すことによって，読

書会の求心力となる。そして同時に，〈謎〉を生み出すこの過程が，他者性への気づきをもたらす契機

となると考えられる。つまり，読書会においては，孤独であるということが，その連帯の成立条件なの

である。したがって，「文芸作品の読書は孤独におこなわれるにもかかわらず，また現実とは異なる虚

構の世界を経験するものにもかかわらず，『読書会』という形で現実における連帯をつくりだすのはな

ぜか」という問いに対しては，「孤独であるのに連帯するのではなく，孤独であるからこそ連帯する」

ということが本稿における答えになる。
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