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〈回心〉の倫理ではなく、〈求め〉の政治を

For the Politics of “Demand”, Not for the Ethics of “Conversion”

金井 淑子*
Yoshiko Kanai

Abstract

 The ethos and the emotion found in the heart of Hanazaki’s (1932～) thought 
and philosophy seem not only to be supported by Buddhistic perspective of the 
world and life, handed down within the spiritual tradition of Japanese culture, but 
also have something to do with animistic view of nature.
 This article was aroused by my “dissent and suspicion” about Hanazaki’s basic 
stance of his thinking which came out clearly in his Identity and the philosophy 
of Coexistence (Hanazaki, 1993). It was the stance he took in his intellectual strife 
with the discrimination and coexistence since 1970s. 
 Hanazaki has been tackling from a critical point of view with the issues of 
anything modern, anything Japonistic and also the sectionalism and dogmatism 
of Marxism, He thus tried to open up a new sphere of thought, ideal and value. 
Whether the ethics of coexistence of people and the people-ness could be the end 
of his lifelong critical thinking about the concept of the modern? I am going to 
discuss as follows.
 The first issue is about his idea of the world of coexistence within which the 
“people” are idealized, universalized and even naturalized, However, whether the 
idea of “people” which means the collective subject of the oppressed could imply 
the reality of the people who suffer from the discrimination in the actual world? 
Although he advocates “to become people” and “the ethics of conversion” would 
not he weaken the very foundation for anti-discrimination rather than he could 
change this complex reality, entangled with competitive various values? 
 Secondly, I am trying to consider Hanazaki’s ethics from a different perspective 
rather than the modern concept of human rights. What underlies his ethics seems 
to be the idea of equality from the Buddhistic view of the world which forms the 
origin of Japanese spirit. It is the world where everyone stands equal before the 
divine “Bosatsu”: that is the idea of “the thought of conviction (Hongaku-shiso).”
 In the third place comes the discussion on “the world of Person” and “I as the 
third Person.”  I wonder if the idea of the first Person of “I as the third Person,” 
which Hanazaki proposes as the foundation of the identity of the coexistence 
and the sympathy among human beings, could allow the existence of “others”. 
Consequently this idea might simply mean the world of self-identity of the subject. 
Therefore my question here turn out to be: whether his world could open its way 
to the second person relationship between I and others, or may it lead us to the 
relationship between I and God as in Christianity in Hanazaki’s sense?
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Ⅰ．はじめに　

いつのまにか　正造は境界を越えていった
苦しみと嘆きの渦巻く現場へと出かけ
その人びとの群れに入った
見る側から見られる側へ越えていった
下層人民の中に入らなければ　真実は学べないと

向こう側は　人も　けものも
鳥も　木も　草も　風も　雨も　雪も　
ひとしなみ対等な　いのちの世界

向こう側に渡った正造に
公共相愛協力　自治の思想
裸体直立の思想
愚の思想
天地に合一する思想が
開けた　　

（「向こう側へ渡る―田中正造」　花崎皋平2012所収）

戦後日本の思想界において特異な存在として哲学思想界にとどまらず社会運動各方面に少な
からぬ影響を与えた花崎皋平の、その思想・哲学の核心にあるエートス・感情を支えているも
のは、日本文化の精神史的伝統に受け継がれてきている仏教的世界観さらにはアニミズム的自
然観が関わっているのではないか。花崎といえば、資本主義近代の経済社会体制批判からさら
に反差別と共生の理念実現に向けて社会運動家としてまた思想研究者として課題に向き合い、
さらに20世紀後半期の社会主義社会の歴史的解体過程に伴走しつつマルクス主義の理論的革新
にも深くかかわってきた人物である。近代的なるもの、日本的なるもの、さらにマルクス主義
の党派性や教条主義化にも批判的に対峙しつつ、それらを超えうる思想・理念・価値の位相を
拓くことに向けて、非妥協的生き方を貫き問い続けてきたはずである。
その花崎の近代批判、近代的理性と主体概念への批判の行き着いたところが、この詩に描か
れる「境地」であるというのか。田中正造の生き方に深く心酔する「向こう側へ渡る」回心で
あり、「ピープル」「ピープルネス」の共生の倫理を説くことだというのか。
本稿が考えたい一つの問題軸はこの点にある。
フェミニズムの場面の差別をめぐる議論で、私が最初に直面したジレンマは、「障害者」解放
運動と「女性」解放運動との間の解放像をめぐる「非和解的対立」ともいうべき問題であった。
フェミニズムが立てる「働く人間としての平等」観が一面で持つ「障害者」への差別性の問題は、
「労働不可能性を前提とする」平等観の思想・倫理を考えるきっかけとなった。さらにフェミニ
ズム内での、マイノリティ問題に直面する。すなわちフェミニズムが他者化・不在化してきた
女性たち、障害者、在日、アイヌ、オキナワ、レズビアンなど、マイノリティ女性諸当事者か
らの厳しい批判の声に促されて、自らのマジョリティであることの無知を自覚させられる場面
があり、幾度かの批判される「痛みの経験」もしてきた。このようなフェミニズムの場面での
経験にかぎっても、差別問題との向き合いにおいては、つねに個別具体的な「他者」の存在や
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顔がある。
「ピープル」の共生倫理の世界は、そうした私の実感からはひどく遠いものとして映らざるを
えない。

Ⅱ．「回心」の人

「近代批判」が「ポストモダン」にではなく、逆に「プレモダン」へさらにそれをも突き抜け下降し、
アニミズム的自然観の世界にまで回帰してしまうのか。もとより日本的文化土壌における近代批
判の議論が、伝統的なるものの回帰に向かうことは珍しいことではない。むしろよく見られるこ
とである。しかし花崎は、古典古代ギリシャ世界から現代までの人文知・哲学への造詣深く、帰
依傾倒したキリスト教やマルクス主義に対しても自らの実存的主体を賭けて知的格闘し、思想的
「回心」を図ってきた人である。なぜに、そのような「理知の人」が、人もけものも風も雨もひ
としなみ対等な世界、主客融合、自他同一の、現実の絶対肯定の世界の是認に至ってしまうのか？
これは花崎の思考世界が、自らの生き直しを賭して北大教員を辞した1972年の「あの回心」からの、
さらなる最後のもう一つの新たな「回心」を遂げていることを意味するのか？
「あの回心」とは、言うまでもない。全国学園紛争も末期の1971年11月23日、「幻の大学の立
ち処　北大本館封鎖解除事件裁判の特別弁護人の座をおりて」の一文をもって、花崎が北大教員
の座を去った時のことである 1。先立つ二年前北大本部封鎖解除闘争で逮捕された4人の学生の裁
判において学生側の特別弁護人に立った花崎が、「造反教員」として学生の側に立つ信念を貫き、
裁判の結審を迎え、出した「大学とは別の世界に生きる」決定的な選択であった。
少年期を軍国主義の中で皇国少年として成長し、戦後、10代の学生時代から詩の創作に手を染
め、キリスト教に帰依・離脱し、マルクス主義の思想にも傾倒、共産党入党・離党というドラス
ティックな生の経緯の中で、多感な青年時代にすでに三度にわたる「回心」的転換点―皇国青
年・キリスト教・共産党員からの離脱―を経ての、四度目の回心である。花崎のその後の人生
を決定的に方向づけることとなった選択であった。
「このときの『回心』を一度たりとも悔いたことはない」。
この言葉はのちのち著書等で繰り返し触れられる。この「回心」の原点を生涯堅持し、その後
の本土の大学からの数度の招聘の誘いをすべて断ったともいう。北海道の地にとどまり、妻と二
人の娘との生活も捨て、文字通り身一つの無主・無縁の生き方に身を転じ、その後一人の女性と
暮らすことになる。市民運動の出会いの中で女性から「アイヌ」の出自を告げられ「そんなこと
なんでもないよ」と返し「何にもわかってない」と激しい怒りを買う。このときの自らの無知ゆ
えの気休めに放った言葉の取り返しのなさを深く悔い、以後、先住民族・アイヌ差別の問題と生
涯をかけて向き合うことを決意する。さらに札幌のリブの女性たちとの運動と生活両面でのつき
合いの中では、己の「男性イデオロギーと家父長制的な生活意識」にも厳しく対峙し、フェミニ
ズムをより深く理解することをこれもまた生涯の課題とする。アイヌに対する、アジアに対する、
「在日」に対する、男としての、日本人としての自らの差別性と向き合い、運動と生活の現場か
ら自己改革と内省的な思惟を貫いてきた稀有な知識人である。絶えざる自己変革の人・回心の人
である。
いま少しプロフィールを加えれば、ベトナム反戦運動、成田空港や伊達火力、泊原発などの

1 花崎皋平『力と理性』現代評論社、1972所収（花崎2009、巻末資料再掲）
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地域住民運動、アイヌ民族の復権運動への支援連帯運動に参加し、その間に国内外の民衆運動、
アジア・農民・先住民・沖縄・水俣・足尾鉱山・ハンセン病患者の現場を歩く。「敗北の運動の
闘いは地面に染み込む」、その民衆の闘いの場所に立ち、民衆の闘いの記憶の声に耳を傾け、思
索を続ける中から執筆・翻訳活動を続け、貴重な「社会運動私史」も残している。1990年代後
半期からは、ピープルズ・プラン21世紀・国際民衆行事で世界先住民会議や「ピープルズ・プ
ラン研究所」の立ち上げと共同代表としての活動を札幌に生活の拠点を置きつつ展開する。そ
の中からアイヌとミナマタを結ぶ視座の中で、「共生」の倫理性・普遍的理念を担保する「ピー
プル」「ピープルネス」の概念が掴まれることとなる。大地に足をつけ生活に根ざし『生きる場
の哲学』（花崎1981）そのものを実践してきたと言ってよい。
花崎皋平こそまさに、田中正造その人の生き方に同一化し、「向こう側に渡った人」であっ
た、といってよいのかもしれない 2。上記詩以外にも詩集には音楽や絵画など芸術文化への深い教
養造詣に裏打ちされた抒情性豊かな感情世界が描かれ、風や土、海や空、自然の生きとし生け
るものに同一化する著者のまなざしが浮かび出る。この花崎のポエティクな表現世界には、著
書・論文など多数の書かれたビブリオグラフィーを超えるポリフォニックな声、花崎皋平の〈生〉
の世界の広がりがあり、思考世界の真髄を垣間見ることができる。花崎を評する・論ずるにあたっ
ては、この詩的表現世界まで含めたナラティヴが、花崎の一つの〈生〉である、あるいは〈生〉
がそのまま花崎のビオ＝グラフィ（伝記的評伝）である、とする視点からのアプローチが必要
なのではないだろうか。いやそうでないと花崎の差別論・共生論のコアにある思考・思想の特
徴を取り落とすことになるのではないか 3。本稿は、花崎その人を「回心」の人、常に自己への内
省的思考を通して普遍的なるものを求め、そこから共生の「倫理」を説く人と位置づけ、しか
し花崎のそうした思考が、差別論を論ずる上での花崎の「躓き」となってはいまいか、という
ことについて考えたい。

Ⅲ．「共生の思想的地平」への〈違和〉

花崎のビオ＝グラフィ（伝記的評伝）を前にして、私の気持ちは複雑で、敬愛と違和のアンビ
バレントな感情を伴わずには対することが難しい。干支で一回り余の年の差の私は、花崎が大
学人を降り北大を去ったちょうど同時期に、26歳で地方の小さな新設短大に職を得ている。キ
リスト教・マルクス主義への接近、卒論・修論で初期マルクス、ヘーゲルをとりあげ、また哲学・
倫理学から出発し女性学・フェミニズム・ジェンダー研究との二つの領域を架橋する問題意識
の中で、近代的主体像・人間観批判の主題と向き合ってきた。その思想的課題の重なりにおいて、
私にとって花崎は思想・理論上の問題意識形成期の一つの重要な参照軸であった。けっしてよ
き読み手であったとは言えないのだが、その生き方・発言ともに無関心でおれない存在であっ
たのだ。

2 「かもしれない」の留保的な物言いに、本論稿の課題を担保しておきたい。「向こう側に渡る」とは、
思想上あるいは運動上そもそもどのような立ち位置に自らをおくことを意味するのか、そのことを花
崎皋平その人を参照軸として問いたいという思いがあるからだ。

3 「生は一つのナラティヴである」の表現は、自己が物語・物語りであることの含意を突き詰めていくと、
この「生そのものがナラティヴである」ことに行き着くことの含意で使っている。ジュリア・クリス
テヴァが描いた『女性の天才シリーズ』の「H .アーレント」の巻の訳者・松葉祥一が、『H.アーレント 
〈生〉は一つのナラティヴである』と原題にはない副題を付したその問題意識に訳者あとがきで記して
いることに共感をもったところからの意想である。
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だが『アイデンティティと共生の哲学』（花崎1993）で、70年代以降の差別と共生をめぐる花
崎の知的格闘の集大成として提示された思想的地平が輪郭を現してきたとき、ざわつき感を覚え
ずにはおれなかったのである。著書の最終章で、21世紀を作り出す希望の原理として「ピープル」
「ピープルネス」の言葉が概念化され、人が「ピープルであること」から「ピープルになること」
への転生の倫理が説かれるに至って、花崎哲学が行きついているこの思想的地点に強く〈違和〉
を感じ始めたのである。
とは言え当時の私にはまだその違和のよってきたる問題の所在が見えていたわけではなく、な
にか得体のしれないものがぬっと顔を出してきたという感覚的なものだった。それでも一つ言え
ることは、この著書そのものが70年代以降の差別論のけっこう厳しい論争も通った一つの思想
的地平であるはずなのに、その痕跡が見えてこないのはなぜか、という思いであった。論争過程
では、花崎自身にも向けられた厳しい批判もあり、それらのいくつかの論点・論題には当然応答
があってしかるべきなのにそれが果たされていない。文中では批判者にも言及しさまざまな論者
を登場させてはいるのだが、多くが花崎の自説のコンテクストに呼び込むための論及にとどまる
もので、浩瀚な文献の渉猟が自身の論の構成に恣意的にいささか羅列的に傍証とされているとい
う印象を残し、論争の中にあった、差別論の議論のより深く積極的に推し進めるための論点とす
べき問題は反映されていないという思いであった。
顧みれば、「1968年5月革命」のあの政治の季節の熱風が去った世界の70年以降、差別と共生

をめぐる花崎の一つの思想的地平に結実するに至るまでの20年間には、様々な社会運動の動き
があった。全共闘運動・新左翼運動内の激しい内ゲバ的抗争を経験した運動の総括をめぐる議論
もあった。反戦・平和、反核運動、反公害の地域運動、環境保護・エコロジー運動など「新しい
社会運動」の登場もあった。差別問題では、女性・アイヌ・沖縄・障害者・被差別部落・「在日」
等、被差別運動側の「差別・抑圧からの解放と自立」のための反差別諸運動が登場し、運動内部
でまた諸運動主体間で、それぞれの要求とアイデンティティをめぐる対立・抗争があり、さらに
運動の支援・被支援関係に働く権力関係の問題まで含んで、それらの対立・抗争を超えうる「共
生」の論理と倫理への新たな思想的・理論的地平が模索されていた時期であった。
差別論での私自身の関心に即しても、70年代のウーマン・リブの「女であること」のアイデン
ティティと差別を問う問題意識に軸をおきつつ、80年代のフェミニズム論争の場に巻き込まれる
こととなる。障害者・部落・「在日」・レズビアン（セクシュアル・マイノリティ）等の問題へと、
フェミニズムの場面での性差別の議論も、もはや「女という同一性」に依拠しては語れなくなっ
ている状況にあった。人権の普遍性の名のもとに女性の権利・人権の主張を掲げた当のフェミニ
ズムが、他者化・不在化してきた女性の存在、フェミニズム内のマイノリティ女性問題について、
フェミニズムはマイノリティ当事者から鋭く突き付けられていたからである。
フェミニズムの場面だけでない。70年代の人権論の地平、また反差別への運動が、「当事者運動・

研究」として登場するにはまだ至ってなかったものの、個々の運動の現場や支援者たちの周辺で
は運動のプライオリティをめぐって抗争的な議論が起こっていた時期である。知る限りでも、社
会体制全体の転覆（革命）を目指すか、個々の反差別運動を闘うか、あらゆる差別・抑圧の根源
である川上の鬼を退治することが先決課題か、川下に流されてくる現に今にも溺れそうな者を救
うことを優先するかの、体制変革か反差別運動か、運動のプライオリティをめぐる議論もあった。
差別問題の個別具体の諸相に及べば問題は複雑に交錯し、諸当事者のニーズの錯綜する差別の
現実を前にして、花崎の民衆へと視線を下降させていくのとはベクトルが違う、視ている現実が
違う、そういう印象からの花崎への違和感であった。
そこで出会うこととなった、「ピープル」「ピープルネス」である。
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この花崎の「ピープル」をどう受け止めるか？　人が「ピープルであること」から「ピープル
になること」への転生・回心を支える倫理的基盤はどこにあるのか？
本稿では、私の中にくすぶっている花崎に対するこの「疑念・違和」について以下の三点の問
題に焦点化して考えたい。
まず一つは、前掲した詩に描かれる回心・悟りの境地が思想の言葉として概念化された「ピー
プル」「ピープルネス」、「ピープルであること」から「ピープルになること」の批判的吟味を行
うという課題にある。
二つに、ピープルに託された「回心の倫理」は、日本的精神の源流にある仏教的世界観の平等
観、菩薩の前では人は皆平等とする「本覚思想」の系譜とも通底しているのではないかというこ
と、近代的人権思想とは系譜を異にする平等観から共生の倫理を検討することである。
三つに、上記の「ピープル」という被抑圧者の集合主体観念に深くかかわって花崎が出してく
る「人称世界」の議論、「三人称の私」の問題を取り上げたい。個人を超えた人間の共感・共生
のアイデンティティの基盤として立てる「三人称の私」と言う一人称には、「他者」の存在はあ
るのか、結局のところ主観内部の自己同一に帰結する世界であり、したがって二人称の自他関係
には拓かれていかないのではないか、という疑問について考えたい。
ここであえて付言すれば、本稿がなそうとしている、花崎の共生観の思想的原理となっている
諸概念への（批判的）検討を試みようとすることは、じつは私自身への自己言及的な問いを迫っ
てくる問題でもある。そのような自覚からの取組みだということにある。
後述するように（Ⅶ以下）、フェミニズム・倫理学両領域を架橋する私自身の近年の問題意識
の中では、近代的主体や自我の倫理に対する対抗視点を問う「近代」批判が、「女

わ

／
た

母
し

」の一人
称主体と身体性の概念提起をするところに行きついている。（金井2011、金井2013）つまり、私
も花崎も近代的人間観や自然観の価値の地平に対する対抗視座を問いながら、花崎の近代批判は
「ピープル」の具体的普遍化と「自然」に、私のそれは「女

わ

／
た

母
し

の一人称」と「女
わ

／
た

母
し

の身体性」
に至りついている。そしてここで私が立てる「母」という言葉に必ずついて回るのが、フェミニ
ズムの場面からの「母性本質主義」という批判である。この批判にどう対するかということが、
もっかのところの私に強く迫られている問題としてあるからである。

Ⅳ．ピープルであること／ピープルになること

冒頭のポエティックな表現世界の花崎の自然観・世界観が思想の言葉に概念化され、「ピープ
ルであることからピープルになること」の提案になる発言は次のようなくだりである。ここでも
田中正造が理想化されて語られる。

ピープルであることと、ピープルになることとは、前者が存在についての叙述、後者が価値
についての陳述というふうに区別することができる。存在と価値とは、一つの事柄の違う側
面をなすもので、別々のことではない。（花崎1993、p.263）

精神の次元におけるピープルのモデルとなる最初のものは「自然」である。東アジアの文化
圏には、天地山川に倫理・道徳の範型を認める思想がある。私が親しんだ民衆の思想家では、
田中正造がそうである。
自然を所有し、開発することを進歩であり、道徳的に善であると考える文化から、自然との
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共生を目的とする文化への転換を求めるとすれば、天地山川を生ける自然として、すなわち
客体ではなくて主体＝他者として遇し、そうするにふさわしい礼をはらって接する関わりを
しなければならない。（同、p.300）

「ピープルになる」とは…私と他者とがいつでも加害と受苦との関係になる可能性と必然性、
その歴史的規定性を承知したうえで、しかもその場から「ともに生きる」関係をめざすこと
である。
「ピープルになること」を可能にする、私の自身へのかかわり方とはどのようなものなのか。
それは自己同一性にしがみついて他者が目に入らない自己中心的世界を脱することである。
それを私は「三人称のわたし」を見出すこととして考えてきた。自分の内面 に「三人称の
わたし」の場所をひらくことができれば、「私は私」と言う閉じた世界を破ることができ…「三
人称のわたし」の場をひらくことが、対人関係の非対称性という各人にとっての所与の構造
に橋を架ける主体のあり方になると、私は考えてきた。自分と他者とのあいだにある加害－
被害の関係は、一人一人の人間が壊れやすいものである（バルネラビリティ）点で、根本に
おいて等しいという認識から問いなおされる。また逆に、おのおのが自分のバルネラビリティ
を自覚させられるのは、関係の非対称性において弱者の立場におかれる経験であろう。（同、
p.298）

以下、整理してみたい。
1）ピープルのモデルとなる最初のものは「自然」である。「天地山川を生ける自然として、すな
わち客体ではなくて主体＝他者として遇し、関わらなければならない」。つまり、「天地山川」と
人間を区別、対立させずに、共主体として関わること。
2）自己同一性にしがみついて他者が目に入らない自己中心的世界を脱すること。自分の内面 に
「三人称のわたし」の場所をひらくことができれば、「私は私」と言う閉じた世界を破ることがで
き…対人関係の非対称性という所与の構造に橋を架ける主体のあり方になる。つまり、私と他者
（他の人間）とを区別、対立させずに、共主体「三人称のわたし」という立場に立つこと。
実際には加害／被害の関係にある対人関係を前にして、両者の区別対立を越えて「ピープルに
なる」こと、誰もが「ともに生きる」関係をめざすこと、を主張するもので、現実の加害者側にとっ
てまことに都合のよいことであろうが、ともかくここまでは、「ピープル」は「人間一般」のよ
うである。
しかし、花崎「共生」論はそこで終わってはいない。

3）他者との間の区別対立を越えるのは、どのようにしてか。「自分と他者とのあいだにある加害
－被害関係が、一人一人の人間が壊れやすいものである（バルネラビリティ）点で等しいという
認識から問いなおされる。」「人間は加害・被害の関係が不可避であるが、その故にこそ共苦にお
いてつながり合える」。ということで、「おのおのが自分のバルネラビリティを自覚」しないとい
けないのだが、そのためには、「関係の非対称性において弱者の立場におかれる経験」が必要と
なる。ということは、平たくいえば、被害意識の共有、共苦の意識が核となるのでろうか。マル
クス的にいえば、共苦の階級意識から階級を越えた普遍意識へ、であろうか。
「ピ－プル」とは人類一般か被害者階級か。もとよりこのピープルの概念のルーツとすべき背
景はあり、必ずしも実体のない空疎な概念というわけではない。「今のようでない世の中」を志
向する民衆としてあるその存在が顔の見えているような関係としてあり、その集合的主体の理念
化・普遍化であるといってよい。そのことは、「ピープルという被抑圧者の集合主体観念」とい
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うことばでも表されている。
しかしそういう経緯を理解した上でなお、私自身が関わってきた差別問題の現場、女内部の対
立抗争的な差別の現実からは、強い違和感が残る。「ピープル」が理念化・普遍化されさらにそ
れが自然化され、天地山川、自他一如にまでつながっていくとき、そこで現実の差別や抑圧の個
別の事象にどう向き合えるというのか。人々に「ピープルになる」「回心の倫理」を説くことで、
この現実の価値抗争的な複雑に錯綜する差別の現実を変えることができるというのだろうか。そ
れは反差別の思想的基盤を無化してしまうものではないか。

ここから問題は、今風に言う「被害者」「弱者」の絶対視といった問題にもかかわって、上記
の私の疑問は、以下の菅孝行の発言に重なる。

かの著書（『アイデンティティと共生の哲学』、引用者補）におけるピープルとはいったい何
なのか。実体なのか、到達点なのか、過程なのか、彼岸のイデアなのか。それを不明にして
しまった原因は議論の次元混淆というより、実体としての被差別者・被抑圧者の現実変革力
に対する過剰な信頼にあったのではあるまいか。（菅編1994）［下線引用者］

つまり人権・平等を「人間的なるもの」の尊厳の実現として考えるかぎり「人権尊重」の思
想も、「平等」の理念も差別を排除するものではない。個別の差別を権利づけること抜きの「人
間の尊厳」とか「人権の保障」という思想は、、、限りなく人の下に人を作り出す。人権なん
てなくてもよい例外者を無数に作り出すことを妨げないのである。在日韓国・朝鮮人に人権
なし、部落民に人権なし、障害者に人権なし、、、と。（同）

菅の批判の要点は、花崎の「ピープル像」は実体としての被差別的存在に対する過剰な思い入
れによる虚構でしかない。運動の側の自己実体化、経験の絶対化・普遍化による具体的普遍の抽
出、すなわち、非差別者を理想化するのも差別ではないのか。そう厳しく問うているのだ。菅が
かように厳しい口調で花崎に対するにはいささか事情がある。それは『アイデンティティと共生
の哲学』第6章「反差別の論理と倫理」でもっとも厳しく批判的に論及されているのが菅孝行そ
の人であるからである。菅の前記発言は、その反批判として書かれている 4。
花崎のピープル像の背景にある「受苦的存在」の祖形となっているのは、アイヌ・先住民族で
あり水俣の患者たち被害者である。アイデンティティや共生と言っても、花崎の見ている現実、
聴いている声、問題としていることがらと、菅の以下のような発言が視ている問題とは違う。菅
は「人間の「自由」としての〈差異〉または了解困難性」を次のように語る。

いずれにせよ、ここで重要なのは何を「差異」と呼んだのかを明らかにして置くことであろ
う。そのために、スペイン戦争に従軍した唯一の日本人ジャック白井を主人公ジョニーのモ
デルにしたある戯曲 5の一場面を引用しておく。

4 当時70年代以降の反差別運動の現場で、菅は、障害者、在日、被差別部落問題等、個別具体的差別の
当事者性のかかった運動に深くコミットし、そこから「反差別の思想的地平」の理論化に向けて発言し
ていた。その菅が、1985年の社会主義理論フォーラム「反差別」の分科会で行った報告に対して、花崎
が強く反発し菅批判を行った場面に両者の間の対立は端を発しているようだ。花崎の著は、いわば菅を
仮想敵として人権論の土俵を立て、当時のフェミニズムや政治学等からの多様な発言を論者に取り込ん
で、そこから最終的に「ピープル像」の自論に導いている。

5 福田善之　「れすとらん自由亭」（『れすとらん自由亭・希望』現代企画室、1993所収）
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劇中、ジョニーは戦闘行為に参加するために義勇兵として従軍するが、料理の名人であるた
めに毎日食事づくりに追われている。業を煮やしたジョニーが戦闘への参加を要求し、戦友
たちがやめさせようと説得するがジョニーは納得しない。その時、舞台ではバイセクシュア
ルな感じの俳優が演じたピーターという青年がジョニーを援護する。  

ピーター　トニー、君たちはジョニーに―いや、おれもさ、おれたちはジョニーに、ファシ
ストとは俺たちが戦う、君は俺たちのために飯を作れって言ってるんだ。それをジョニーが
拒否しているのは、彼の内面に理由があるんだ、きっと。
トニー　個人の内面、か。
ピーター　それがもしなかったら、そもそも彼がここへ来た理由がなくなっちまう―そうい
うなにかなんだ。俺たちはそれを尊重しなきゃならない。
マイク　なんだ、そりゃ？
ピーター　わからない。ケニーの言ったように、人種的ななにかかも知れない。もしかする
と。―でも、そのわからないってことを大事にしたいんだ、おれは。
トニー　なぜ？
ピーター　だって、それが「自由」じゃないのか？　

その人にとって重大なものであるがゆえに他者に理解困難ななにか、そこにその人のその人
らしさがあり、それがその人の自由の根拠であり、自由の根拠であるような不可解さこそが
他者との差異というものなのではないか。それは個体相互に識別できるものであるととも
に、文化を異にする人間集団相互にも認知できるものである筈だ。当然その不可解性は、人
間のとる態度如何で相互排斥の原因ともなる。それを受け入れ合うこと、それが差異の権利
の尊重と私がいいたかったことの意味である。あの文章で読者に理解可能と思ったのが甘え
であったのかも知れない。改めて、こう書くことで多少は理解し易くなっただろうか？

「人間」一般という概念を用いるとき、余程精密な注釈でも付けぬ限り、（花崎が、私の人間
主義批判や、人間性一般に依拠した人権論を批判した意図を忖度してくれたときの先に引用
した文章にほぼ尽きているように、）白人主義、合理主義、客観主義、論理主義、生産力主義、
男性中心主義のイデオロギーでとらえられた「人間」が、同一性の地をつくり、その上に「差
異」としての個別が図柄として描き出されるという以外の事態を招き寄せることは極めて困
難なのである。画餅としてのユートピアでなく、一体どんな「人間」像が花崎に描けるのか？
それが可能でなければ、人間というカテゴリー自体に問題はない、という物言いはカマトト
ぶりか、哲学的衒学趣味でしかあるまい。（同）

菅の花崎への最大の批判点は、菅の主張の中核をなす「差異の権利づけとしての反差別論」、「近
代合理主義的思想としての人間中心主義批判」の趣意を花崎は完全に誤読・曲解しているという
認識にある。誤読されたうえで批判されそれを通して「共生の倫理」、「ピープル像」の論理の正
統性が主張されるという、議論のまったくのかみ合わなさへの苛立ちである。
人間は共苦存在において皆同じピープルである。人間存在の加害・被害の関係で自らも加害者
となりうる自覚において回心するところに共生・平等の世界は拓かれる。「気持ちのもちよう」「お
互い様」的な道徳論の次元の議論に「反差別の論理と倫理」が回収されてしまう。ジョニーをめ
ぐるピーターたちの会話の意味するところの問題など理解されようもない。強い危機感のなせる
語気強い反批判である。
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菅の花崎への反論・反批判として書かれたこの文章については、当時の私には両者のあいだの
対立点・争点がつかみとれないもどかしさを残したまま、考えることをエポケーしてきた問題の
一つである。前記したような自らの無知による「批判される痛さ」の経験を通して、共生や反差
別の問題を語ることの難しさにも気づかされてきた中で、菅の20年も前のこの論稿が提起して
いることの意味を理解しうるに至ったというのが正直のところである。
菅のここでの指摘は、当事者運動が大きく前景化して以降、支援・被支援関係に鋭く問われる
こととなる問題―「当事者主権」や「当事者研究」、他者表象における「名づけ」や「名指し」
の暴力、「犠牲者の神話化」「被害者像の押しつけ」といった言葉が関わってくる事柄―にまで
及び、現在の差別論におけるもっともセンシティブな問題がほとんど含まれている。本稿での花
崎との向き合いの中でそれを確認しえたことが私にとっての収穫で、それをもって「ピープル」
に抱いた〈違和〉の一つは氷解した感はある。花崎の「回心の倫理」と日本的精神の源流にある
「本覚思想」に特徴づけられる自然観に論を進めたい。

Ⅴ．日本的精神の源流と本覚思想

花崎哲学・理論の根底にある思想のいのちの平等の考え方は、正造の渡った向こう側の世界の、
「人も　けものも　鳥も　木も　草も　風も　雨も　雪も　ひとしなみ対等な　いのち」とする
世界であるのだが、このようないのち観の背景には、日本古来の精神史的伝統・思想に広く根深
く継承されてきている「本覚思想」に特徴づけられる自然観がある。そのことを本稿の取り組み
を通して知ることとなった 6。「本覚思想」なるものについての私の知識は、ほとんどゼロに近い。
だがその思想内容の、現実の絶対肯定であることや菩薩の前では人は皆平等といった輪郭が見え
てくるにつれ、花崎のアニミズム的世界への共感的思い入れが仏教的世界観ともつながっていく
理由が読み解けそうに思えた。花崎は、著書の各所、民衆のアイテセンテイティやピープルネス
に言及するところで、菩薩の前では人はみんな平等、みんな救済の対象であるとする浄土真宗の
浄土と救済の思想に深くシンパシーを寄せていることを隠さず、さらに哲学的な理論づけのとこ
ろでは西田哲学を引き込んでいる。このアニミズムの自然観と仏教的平等観と西田哲学までのつ
ながるところの論理が、花崎の平等観を（批判的に）読み解く鍵になりそうだという予感の中で
の「本覚思想」との向き合いであった。
他方で、2011年日本社会が遭遇した「3・11東日本大震災」後の状況が本覚的な思想を呼び起

こしていたということもある。この圧倒的な自然の暴力、理不尽な出来事を前にして、災害をど
う受け止めるか、人々が「災禍」を乗り越えて生きる意思をつなぐ精神的な拠りどころとする思
想が切実に求められていた。その震災後の、天災天罰論を始めとする百家争鳴の復興議論の中で、
日本の精神史的伝統のその底流にある無常やあはれの感覚の独特の自然観に関心が向けられ、「草
木成仏の思想」が人々の心を鎮め必ずこの「災厄」は乗り越えられる、それは日本人の精神史的
伝統に引き継がれたDNAなのだとする考えは、人も物も大地も一切合財を失った被災者にとっ
ての精神的よりどころとなったには違いない。（金井編2014）
菩薩の前では人はみんな平等、みんな救済の対象であるとする教え、このような本学思想のルー
ツは、日本仏教史においては天台本学思想に辿りうるとされる。田村芳朗『天台本覚論』によれ
ば、その思想の特徴は、一般的には具体的絶対論ないし絶対肯定の思想と称しうるものであると

6 20年余にもなる差別をめぐる小さな研究会で宗教社会学研究者の門馬幸夫からご教示をいただいたこと
を記しておきたい。
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いう。つまり、具体的な現実の事象そのまま絶対とみなし、また肯定することで、眼前の事々物々
のすがたこそ、永遠の真理の活現のすがたであり、本来の覚醒（本覚）の顕現したものというこ
とである。

天台本覚思想は、煩悩と菩薩、生死と涅槃、あるいは永遠（久遠）と現在（今日）、本質（理）
と現象（事）などの二元分別的な考えを余すところなく突破・超越し、絶対不二の境地をそ
の極みまで追及していったもので、仏教哲理としてはクライマックスのものとすることがで
きよう。、、、事実、天台本覚思想は、天台法華の教理を根幹としつつ、華厳・密教・禅など
の代表的な大乗仏教思想を摂取し、それらを素材として絶対的一元論の哲学を体系づけたの
であって、いわば大乗仏教の集大成とも言うべきものである。（田村1973、p.478）

さらにこの本学の平等思想が、インドの伝統仏教における「存在の平等性の価値」の思想に由
来するものであり、この「存在の平等」観が、近代啓蒙思想に由来する「人権理念の平等」とは
異なることについては、田辺明生の以下の引用に明らかである。

インドの伝統思想における存在の平等性の価値は、現象世界の背後あるいは内奥にあると指
定される存在のレベルにおいて、全てのものは等しく同一であるというものだ。、、、すべて
の存在は等しく、あらゆる人間は救われる可能性を持つということが高らかにうたわれてき
た、こうした思想は、近代啓蒙思想における権利の平等とは異なり、具体的な社会思想レベ
ルにおいて、あるべき関係を直接的に規定するものではない、しかし存在の平等と言う価値
は、人間と人間、また人間と自然との関係において、他者に配慮しその存在を尊重するとい
う、しばしば潜在的であるが決定的に重要な倫理的基盤を、インドの歴史社会のなかで提供
してきたと、私は考える。（田辺2010、p.6）［下線引用者］

インドの思想伝統のなかでの最良の可能性をもつのは、こうした〈多一論〉にもとづく〈存
在の平等性〉の価値ではないかと私は考えている。それは、絶対存在、神あるいは仏は、全
てを超越する者であると同時に、世界に遍満し個々のものに入り込んでいるという考えであ
る。、、、それはまず、如来像思想、つまりすべての人に如来たる可能性、すべての人に仏性
があるとする考え方として、日本に入ってきた、そしてそれは本覚思想、つまりわれわれは
本来清浄な悟りの智慧が備わっているとする考えかたへ発展したのであった。（田辺2012、
p.7）［同］　

この「存在の平等」観が導かれる論理は、まさに花崎が、ピープルを理念化する論理、すなわ
ち「ピープルであること」と「ピープルになること」、この存在（Sein）と当為（Sollen）をつな
ぐ論理と、そっくり重なる論法ではないか。しかもさらにこの本覚的な存在の平等思想が過去の
インド社会に固有のものというのではなく、現在の日本社会の至る所で、以下のような俗流化し
た本覚論として溶け込んでいる。例えば、人が健やかに生きるための仏教道徳倫理として説かれ
るところで。

　花は無心に、天地いっぱいよりさずかったそれぞれの姿で、それぞれの配役を勤めてくれ
る。高さを勤めてくれるもの、蔭にまわって奥ゆきを勤めてくれるもの、下に控えて全体を
しっかりと受け止め、支えてくれるもの、そっと寄りそって固さをやわらげ、欠けるを補っ
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てくれるもの。主役の花だけでは花にならない。名もなき草草の無私の協力あって初めて
一瓶の花が成り立つ。
　どの一枝もどの葉も、一瓶の花の全体を背負って、その持ち場を守っている。配役の場
こそ異なれ、価値においてまったく平等。これを「共に仏子たり、同じく仏事を作す」と
いう。まさに「春色高下なく、花枝自ら短長」であり、「高処は高平、低処は低平」である。
・・・仏事というと葬式・法事のことかと思う。あるいは座禅とか写経とか、特別のこと
をするかと思う。そうではない。スミレがスミレの花を咲かせ、バラがバラの花を咲かせ、
主役の枝、あしらいの枝、剣山の配役、典座の配役と、それぞれの配役をまく直に勤めあ
げることが、仏事であり、成仏道の当体なのである。（青山俊薫師1994）

ここに示された思想は、実際、瀬戸内静寂の講話などにもよく見られるじつに分かりやすい、
だからこそ誰にも受け入れられやすい「現実の絶対肯定」の仏教の道徳倫理となって、現代の
日本人の倫理観にも溶けこんできている。通俗仏教道徳論に見えるこの説法の原型は、清沢満
之の『精神講話』の「平等観」の中にある。清沢は、明治初期、真宗大谷僧侶にして哲学者・
宗教学者として36年の短い生涯に多数の著書を残し仏教哲学の普遍的構造を解くことに挑戦し
た人物であるが、その清沢が、まったく同じ論法で「平等」を説いているのだ。（今村編2001）
日本思想研究者の竹内整一は、本覚思想が、「あまりに現実肯定的な緊張感なき〈相即〉の面
だけが強調され批判され、敬遠されて、それ自体の研究が立ち遅れてきたとされる思想である」
一面を指摘し、それゆえ、安易にこの思想概念を振りかざすことは危険であることを指摘した
うえで、そのことを踏まえたうえで少しく立ち止まって考えてみることの意味を以下のように
記す。

「俗化俗流化した本覚論は有害無益だったとしても、それへの批判から、法然、道元、日蓮
などの鎌倉仏教が生まれているのであって、その母体としての本覚的思想風土を排除する
わけにはいかない」のであり、鎌倉新仏教を含めて日本的な思想文芸の「母体」とされる、
そうした「本覚的思想風土」は、それ自体として改めて検討・評価されるべきであろう。
　それは日本的「自然おのずから」を問う不可欠な要点のひとつであると同時にまた、日
本人の無常感覚や「あはれ」という存在感覚のあり方を問う際の大切な要点のひとつでも
ある。（竹内2014、p.20-21）

本覚の思想をどう評価し現在につなぐのか。竹内は、日本的自然や日本人の無常観や「あはれ」
という存在感覚のあり方を問う不可欠の要因として位置づけているのだが、本稿の反差別と共
生の議論の文脈では、本覚思想の「存在の平等観」に着目したい。インド・カースト社会のす
さまじい差別の現実の中から生まれたこの本覚の「存在の平等観」は、近代的人権の平等観や
市民権的自由の限界、すなわち国民国家の外部・例外を作り出す平等観の対抗原理たりうるのか。
もちろん「いのちの平等観」が、アニミズム的世界にまでつながっていく自然観や、「現実の絶
対肯定」の仏教の道徳倫理に与してしまうことには批判的であるべきだが、「差異の権利づけと
しての反差別論」「近代合理主義思想としての人間中心主義批判」の先にある「脱・近代の共生
の思想・価値」を拓いていこうとするところでは、「存在の平等観」の言葉の鍛え直しによって、
「いのちの平等観」と「存在の平等観」を分節する思想的原理を編みだしていくことはできないか。
理想化されたピープル像を理念化し規範化することをもって脱・近代への倫理的価値が描け
ようとは思えない。むしろ現代にも溶けこんでいる過去の思想・伝統への検討・評価の視点が
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問われていることに留意しておきたいのである。実際、現在においても、神道的アニミズム、天
台本覚、浄土思想、禅（西田）の関連や、広く日本思想の底流をなす非人為的自然観や無常諦念
思想は、広く日本思想史にとっての一貫した課題として残っている。本覚思想のもつ「現実の絶
対肯定」の倫理が、俗化俗流化した姿は現在の日本社会にも根深く生きているとしたら、それと
の批判的交渉は不可避とされるであろう。
すなわち新しい倫理的価値は、共同体の中にエートス化された価値の意識化としての規範であ
るから、「反差別への共生の倫理」的価値の地平を拓いていくうえでは、一方で、受苦的存在と
しての人間の具体的な受苦の現実の只中に「声の場」を立て「被差別諸当事者の声の討議の場」
の交渉関係を通って、そこに至る手続きを踏むことは不可避であろう。だが他方では、過去の思
想・伝統への検討・評価を通して脱近代への新たな倫理的価値を切り拓くことも問われていよう。
その時、本覚思想は、「俗流化した本覚思想」から「存在の平等」の価値を掬い上げそれをどう
したら現代的に受け止め直しるかといった問題を立てていくことも考え得る対象としてあるので
はないか。本稿ではこの課題だけの問題提起にとどめるが、花崎の共生世界のいのちの平等とア
ニミズム的自然観さらに仏教との思想的密通への留意とともに、「存在の平等」を近代的人権理
念を通った後の世界にどう練り直しうるのかの「問い」を残すこととしたい。

Ⅵ．「人称世界」の議論、「三人称の私」の問題

上記の「ピープル」という被抑圧者の集合主体観念に深くかかわって花崎が出してくる「人称
世界」の議論、「三人称の私」の問題を取り上げたい。個人を超えた人間の共感・共生のアイデ
ンティティの基盤として花崎が立てる「三人称の私」と言う一人称には、「他者」の存在はある
のか、結局のところ主観内部の自己同一に帰結する世界であり、したがって二人称の自他関係に
は拓かれていかないのではないか、という疑問について考えたい。
ピープルであることからピープルになる、存在から倫理へのヒトの主体化の契機を、個人の宗
教的回心や実存的決断という行為の問題としてではなく、花崎共生論が人称世界の認識の議論に
土俵を立てるべく、その概念として持ち込んでいるのが「三人称の私」である。
「三人称のわたし」を自覚し、「一人称－三人称」構造という二重性において自らをとらえるこ
とで、対人関係のあり方を反省する。「ピープルになる」ことを可能にする、私の自分自身への
かかわり方とは、自己同一性へしがみついて他者が目に入らない自己中心的世界を脱することで、
それが「三人称としてのわたし」を見出すことであり、自分の内面に「三人称のわたし」の場所
をひらくことができれば「私は私」という閉じた世界を破ることができ、対人関係の非対称性と
いう各人にとっての所与の構造に橋をかける主体のあり方が拓けてくるというものだった。
著書の各所で言及されるこの「三人称のわたし」の、例示として言及される「わら人間」の話
やカフカの小説『変身』の主人公グレゴール・ザムザなど、さらにそのときどきに自らの議論に
引き入れている論者に若干の変化はあるものの（花崎の読書歴の開陳でもあるが）、「三人称の私」
はおおむね上記のような説明であることには変わりはない。
ピープル概念に向けられたのと同様に、この「三人称の私」の人称世界論への疑問・批判が多
方面から呈されることになるのだが、ここでは、花崎にとっての盟友ともいうべき武藤一羊が積
年の思いを込めて発したと思われる批評を取りあげたい。これは花崎の『天と地と人と―民衆
思想の実践と思索の往還から』（花崎2012）への走り書きと題された文章でありとくに公刊され
たものではなく、註7に記したある講座の場面で配布された資料である。花崎の最初の「人称世界」
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の「三人称としてのわたし」から、20年を経ての「人称世界」再論（第三部「人称世界」の議論）
への批評である。
人称世界、非人称世界、さらに人称的世界と身体の関係についての議論に発展していること
に関心を示しつつ、しかし武藤は、以前より抱いていたという疑問として、以下の二点の問題
を指摘している。ここに本稿が花崎の人称世界の議論に提起したい問題の一つはほぼ言い尽く
されているという感を抱いたので引用したい。

「人称」をめぐる疑問は二つあります。一つ目は、論じられている人称がすべて単数である
こと、二つ目は二人称が軽視されているように見えることです。まず第一点から見ていくと、
われわれ、きみら、かれら（彼女らを含むものとして使用）は登場しません。複数人称は
花崎世界ではどのようにして登場するのか。それは行論からは分かりません。言うまでも
なく、現実世界では、複数人称は重大な意味を担っています。「われら」と「やつら」です。
複数人称を導入すると人称世界は分裂した世界、葛藤によって引き裂かれた世界として現
われます。開発主義にとって自然は「やつら」に属します。花崎世界では、三人称単数は
開いていく個＝普遍の側に属します。指示対象をもつ三人称は普遍、非人称は超越といっ
ていいでしょう。三人称複数は普遍の側に属することは（定義からしても）ありえません。
　第二点は上記と関係しています。花崎人称論では、三人称はいつまでも三人称のままのよ
うに見えます。しかしそのような固定的三人称の仮定には無理があります。人称は遷移す
るのです。最初に触れたように、三人称としてのわたしは、そう気づいたとたんに二人称
の位置に移っていないでしょうか。自分に向かって「なんてバカな奴だ、お前は」となら
ないでしょうか。そして何より、「やつ」は目の前に現れ、「おまえ」にならないでしょう
か。複数の場合は、「やつら」は、「おまえ」に。世界の分裂はこのような関係を日々再生
産し、グローバル化はそれを途方もない規模に拡大しています。「われら人間」と「やつら
環境」の間にも。それらが解決を要求する途方もない大きさの、そして静寂ではなく喧噪の、
共存ではなくしばしば流血を伴う葛藤の事態を出現させています。そしてそこでの解決を
求めるとすれば、多くの個別の、また集合的な二人称関係を通じるしかないのです。当事
者同士が向かい合うことなしに解決はありえないからです。では何を基準にしてか。何（誰）
を仲立ちとしてか。そこで三人称の地平が求められ、参照されねばならないことは明らか
です。二人称関係は三人称関係を求めるのです。おそらくそのような三人称は、二人称関
係に結ばれた当事者の三人称としてのわれらであるとともに、複数の起源からの遺産を原
料に次第に練り上げられ、多くの二人称関係のなかでの対決に媒介されて次第に形をとり、
共有される非超越的規範であるだろうというのが、世俗人としてのぼくの見通しです。（プ
ロセスとしての民衆連合と民衆憲章）僕としてはこの見通しと「人称的世界」という把握
は親和的であると考えています。［下線引用者］

長い引用に及んだのは、ここにはⅣ節で菅孝行が花崎に投げかけた強い反論・疑問に対する
応答が、花崎に替わり武藤によって応えられているのではないかと考えたからである。すなわち、
自分の見ている世界の非抑圧者の像から普遍的抽象的主体を導き、現実の絶対肯定に陥る花崎
の「ピープル」の世界に運動論からの批判を立てた菅に対して、武藤もまた、運動論からの「人
称世界論」への批判として、運動の世界の人称構造の変化のダイナミズムを花崎人称論ではと
らえられないと批判しているのである。そして「世俗人としてのぼく」の自己注釈には、盟友・
花崎への最大級の配慮としかしあえて苦言を呈しておかねばという思いが込められているよう
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にも思えたのである 7。

さてここからは花崎の「人称世界」の議論に対する私自身の批評コメントとなる。二点に亘る。
その一点目は、花崎のこの議論は、武藤の文章の最後部分に傍点を付したところの文脈に位置付
けるには、そもそも無理があるということにかかわっている。花崎の人称世界論では、三人称が
二人称に、三人称が二人称関係に結ばれた当事者の「三人称としてのわれら」であるような、す
なわち弁証的な関係ともいうべき媒介による人称関係の世界のダイナミズムとは別の論理に立っ
ている。人称関係はもともと一人称世界内のできごととしてスタティックな構造をとっており、
一人称内で自己完結する自他関係の議論ではないかという問題である。
哲学の文脈では、キルケゴールの宗教的実存論の主体性論、「自己とは自己の自己への関係性
としての自己」とする定義が思い起こされる。主体の構造の中での自他関係の議論である。この
限りにおいては、人称世界論の舞台にとくに据えずとも、自己との関係性における自己の実存的
決断（回心）において、ダメなやつである自分から自分を切り離して真の自己が立ち現れるとい
う話であろうと考えるからである。花崎哲学の行為的な基盤となっている「回心の倫理」の自己
超越的な導出は、まさにキルケゴールの宗教的実存の主体化の論理と親和性をもっている。
もとより、キルケゴールの立論そのものは、神を他者とする「二人称論」というべきものである。
そのことを踏まえれば、「主体の構造の中では自他関係は成立しえない」と評するよりは、花崎
の生き方の主題としてのキリスト教の問題が関わってくると見るべきではないかということだろ
う。教団キリスト教からは離れ回心しても、一神教なきキリスト教、イエスなきキリスト教、人
格紳なきキリスト教への問いは、一貫して花崎の生き方を捉えていた問題である。『力と理性』（花
崎1973）以来の、近代的理性主体の明晰な自我が崩壊した後の、主体を支える精神的よりどこ
ろへの問い、「一本の大木の前で自分の存在を小さく感じる」そのような感覚、ここに花崎哲学
が西田哲学とつながっていく「絶対者と逆説する」という言葉に象徴される「回心」への、もう
一つの生き方の探求へと花崎を駆動する思考の核があるのではないか。
その一方で、花崎の世界は、基本的に、私と友だちの関係で、友だち以上の人である「対関係・
対幻想」の世界と、友だちと、私との三点構造で人間関係が成り立っている。その友だち世界に
は、たとえ見知らぬ理解できない人も私の寛容な心は迎え入れることができる。無理に自分の解
釈図式に取り込んで解釈の暴力を発動せず、「理解の方法的エポケー」で相手の席を設け歓待する。
こうして友だち世界は広がる。やがてその世界では、虫や鳥に広がり、さらに慣れ親しんだ立木
も話しかける友だちとなる。そういう世界に三人称は生まれない。したがってそこでの二人称関
係は三人称関係に媒介されることはない世界で、葛藤や対立に媒介されて共有される「非超越的
規範」でつながり合う共同性を導くこともない。そもそも「友だちと私」という関係性は一・二

7 上記のこととかかわってここで一つのエピソードに触れたい。じつは本稿原稿依頼を受けるきっかけと
もなった場面のことである。2014－2015年にかけて都内で「花崎皋平が〈花崎皋平〉を語る」と題し
た6回の連続講座があった。二カ月に一度、花崎が上京し、20～ 30名の初期からの花崎ファン・花崎
フォローワーが囲んで表題のテーマで話を聞くという構図となった。当然ながら、参加者は、花崎皋平
が〈花崎皋平〉を語る、すなわち花崎が80年余の自らの思想の歩みを21世紀の地点でスーパーバイズし、
これまでの菅や武藤たち諸論者からの批判に対する応答責任を果たすことも含めて、花崎が〈花崎皋平〉
を批評する話を聴くことを期待していた。そこから21世紀へのこの状況に何を語るかということへの
関心であったはずだ。しかしあの講座の企画趣意は何だったのか。花崎皋平の運動の軌跡のアーカイブ
づくりのための、『風の吹きわける道を歩いて―現代社会運動私史』の続編のための講座だったのだ
ろうか。それならそれで「あの時はこうだった、ああだった」の回顧話も事実関係の確認も意味なしと
はしないが、しかし期待がはずれた無念さから企画側にも花崎にもつい批判的発言を口走り、その自ら
の吐いた言葉の責任をこのような形で取ることになったものである。先に引いた武藤の文章も講座の中
で配布された資料であるので、読者には目には触れにくいかと、長文の引用となった。
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人称関係でもないのかもしれない。自分の前に二人称として立ち現れてくる他者の不在な友だ
ち関係からは、「三人称としての自己」に出会い回路もないというべきなのかもしれない。花崎
共生ワールドの他者不在、複数人称の不在の問題がここに浮かび出ているのではないか。
第二点目の問題は、以上の「人称世界」の議論、「三人称の私」の問題を見たうえで、二つに、
本稿が触れたいのは、花崎がそれを「人称世界」の議論として立てようとした問題意識を、現
在の人文学や社会科学さらに臨床科学の場面に新たに起こっている理論動向に接続するところ、
ナラティヴ・プラクティス、ナラティヴ理論につなぐ関心についてである。
詳述の紙幅はもはやないが、少しだけ具体的なことでいえば、ナラティヴ理論では、物語化
することで自己の中に二人称としての自己を呼び出すダイアローグが主題となる。これは、花
崎の「三人称の私」の議論に非常によく符牒する考え方だということである。この場合、ナラティ
ヴ・アプローチでは、ダメな無力なオレや、カラッポな藁人形のようなボク、周囲と上手くい
かず問題ばかり起こすヤツのことを、自分の中の他者のように語る・物語化するが、それを三
人称化して自分の外部におくことで真の自分を助け出そうというのではない。そういう自分と
どう付き合うか、向き合い方を問うという手法をとる。自分の抱えた厄介な問題をどうケアす
るか、その「弱さ」を認め弱さにおいて同様の問題を抱えた者同士が他者として出会っていく。
ナラティヴ・アプローチはそういうつながりを作っていくうえで有効な方法とされ臨床場面で
も取り入れられているのである。現在、アルコール依存症など各種アディクション問題の症状
を抱える当事者グループでも、それぞれの自分の中の弱さやダメな部分を語ることにより、問
題を外在化し、回復を図る取り組みの中でも関心を持たれ実践されている方法でもある。（金井
2012）
このナラティヴ・プラクティスは、哲学の中の主客二元論の認識論を書き換える可能性にも繋
がっているのではないか。そのことが、哲学の世界からの関心を呼んでいるのである。こうし
た現在起こっている臨床知の世界の動きに花崎の「人称世界」論が接続されたなら、また別の
可能性が拓かれるかもしれないという予感が私にもある。というのも、臨床現場の上記のよう
なアディクション問題を抱える当事者同士のグループ・ミーティングの場面では、会話的コミュ
ニケーションのナラティヴ共同体の関係性において、どこかで主体内部のスピリチュアルな自
己覚醒や回心の決定的な契機が不可欠とされることに気づかれていて、それがなければ、ナラ
ティヴ共同体もかぎりなく内側に共依存的関係に閉じてしまう。覚醒や回心の主体内部に起こ
る、それを促すものがなんなのかという関心からの問題である。
花崎の人称世界の議論から惹起されたナラティヴ理論への接続という問題意識で言いたかっ
たことは、以上のようなことである。そういう視点を持ち込まなければ、花崎の知的格闘は、
自他関係の閉域から抜け出ることは難しいのではないか、そういう視点を持ち込めば、花崎皋
平の「ナラティヴは一つの〈生〉である」世界から聴き取るべき声と出会い、そのナラティヴ
の世界の独我論的モノローグの世界を拓く一つの回路も作れるのではないかという思いもある。

Ⅶ．脱・近代的価値への「いのちの視座」　思想的磁場の重なりとずれ

花崎その人を「回心」の人、常に自己への内省的思考を通して普遍的なるものを求め、そこ
から共生の「倫理」を説く人と位置づけ、しかしそうした思考が、差別論を論ずる上での、花
崎の「躓き」となってはいまいかいうところからスタートした。そこから浮き彫りになったのは、
花崎の「共生の倫理」vs.菅の「反差別の倫理」の問題構図であった。さらにまた、両者の「共生」
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「平等」への考え方の対立を以下のように確認することともなった。
花崎哲学ワールドの「共生論の世界」は、「近代的人権思想、ピープル普遍主体像、アニミズ
ム的自然観、本覚的平等思想に特徴づけられる〈いのちの対等〉の思想の共生の倫理を見る」と
ころにある。菅の「反差別の倫理」は、「近代的人権・ヒューマニズム批判、反差別運動諸主体
の抗争的ネゴシエーションの場からの、非規範的共生の価値の導出」を志向する。このような対
立構図を取り出したのであった。
本稿が花崎共生論を評するにあたって立てた三つの概念―「ピープルネス」の規範性、「い
のち」の平等観、「三人称としてのわたし」の人称論―を検討してきて、そこから明らかになっ
てきたのは、花崎の思考を特徴づける次のような側面であった。すなわち、実体としての被差別
者・被抑圧者の現実変革力に対する過剰な思い入れともいうべき傾向であり、その自然観のアニ
ミズム的世界観や「本覚思想」にも通底する自然観であり、さらに「三人称としてのわたし」の
人称論の「他者不在」のスタティックな構造であった。
花崎共生論に対して抱いた〈違和〉の所在をこのような三つの問題において描き出したたのだ
が、しかし、まだそれらが花崎の思考と生き方の探求を特徴づけている「回心の人」の実存的基
盤のところにある思想の核ともいうべき問題を捉えきれていないのではないか、という思いは残
している。おそらくはそれは、花崎哲学の西田哲学とつながっていくところの問題、すなわち「絶
対者と逆説する」という言葉に象徴される「回心」の主題とも無関係ではないのではないか。花
崎の生き方の探求の根底にあるキリスト教の問題、大いなるもの・絶対や救済への志向性の問題
と関係してくることであろうことの予感を抱いているのだが、もはや踏み込む紙幅はない。8

求道者の姿にも重なる回心の人の生き方に敬意を表しつつも、共生の論理と倫理、共生へのモ
ラルが説かれることについての違和は残ることについて改めて確認しなければならない。「反差
別への論理と政治」の視点を欠いた「共生の倫理」は、現実世界の差別や抑圧をめぐる問題状況
の対立抗争に満ちた現実世界の、そこにある多様な声やニーズ、「求め」を時に封殺してしまう
ことにもつながりかねないからだ。そのことへの危惧が、本稿をして、花崎共生論への〈違和〉
の問題と向き合わせこととなった最大の問題であることは確認しえたかと思う。

最後に、以下限られた紙幅で論及しておきたいことは、脱・近代への共生の思想原理を問う視
座において私と花崎の思想的関心はかなり重なっているという問題についてである。とくに「い
のち」や「女の身体性」、「産」や「育」が視界に入ってくるところでの、田中美津のウーマンリ
ブや森崎和江の「女の思想」に寄せる関心と問題意識にそれは顕著である。かなり重なり合う思

8 本稿では、アニミズム的世界観と本覚的思想との自然観の二つを取り出しているが、しかし花崎の中で
は、これら二つは別のルーツ、すなわち前者は、アイヌ先住民族のさらに水俣の人々の土着のアニミズ
ムに対する畏敬の念に起因するが、後者については日本精神の源流としての本覚思想の仏教的起源とい
うよりは、花崎の中にある生き方の探求における宗教的あり方が関わっているのではないかということ
も浮かび出てきた。花崎のアニミズム的世界の自然観と本覚的思想に特徴づけられた自然観は、そのま
まつながっていくかに見える（本稿もそう論じた）が、どうもそうではなくて、花崎の思考の中での本
覚思想の道元や親鸞へのそして西田哲学との結びつきを媒介するものは、宗教的主体性の意識が関わっ
ている。

 　つまりアニミズム的世界観と本覚的思想との自然観の二つは、そのまま重なりあうものではない。そ
のことに留意しないと、花崎の思想世界にあるコアな問題を取り落とすことになるかもしれない。そう
考えるに至ったのは、前節での「三人称のわたし」の問題の根底にあるものが、むしろ花崎の生き方の
探求にあるキリスト教の問題（大いなるもの・絶対や救済への志向性）が深く関わっていると考える方
が、理解しやすいと気づかされたことによるものである。この自らの主体・存在を支える精神的よりど
ころへの問いは、先に、花崎哲学の西田哲学とつながっていく「絶対者と逆説する」という言葉に象徴
される「回心」への、もう一つの生き方の探求へと花崎を駆動する思考の核として指摘した問題につな
がっていくのではないかということである。
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想的磁場にあって、私と花崎とが共生への倫理的視点として何を導き出しているか、その思想
的磁場の重なりとずれ（距離）について言及しておきたい。
私もまた倫理学研究という場に身を置く立場上からの思考のさがというか癖・体質として、
個別・特殊の事象よりは「普遍的なるもの」への価値志向が強い。「共生への価値」の理念づけ
や普遍的価値の志向において、私自身が主要に関わってきたフェミニズムやウーマリブの運動
と思想に深く思い入れをし、そこから得たものすなわち「女性」に被差別者・被抑圧者の普遍
的主体像を重ね解放への現実変革力を期待するという傾向が私にもないわけではない。したがっ
て花崎の「ピープル主体像」に対して呈した違和・批判は、「〈女

わ

／
た

母
し

〉の一人称・身体性」を
立てての「反差別」「共生」論に、そのまま自己参照的に問い返されてくる問題でもあるのである。
おそらくはここにおいてこそ、本稿が花崎皋平を参照軸として、私自身のフェミニズム・倫
理学の現在的な地点にある問題意識、確認しようとしたことの意味が明らかになるであろう。
すなわち、私の「〈女

わ

／
た

母
し

〉の一人称・身体性」を立てて問おうとしていることと、花崎がピー
プルネスと「三人称としての一人称」をもって脱・近代への変革の主体像を提示することとの、
両者の見ている課題・問いの先にある社会の解放イメージやその主体像の違いを明らかにする
ことにつながるのではないかと考えるからである。
ビブリオグラフィに明らかなように、花崎にとっても、リブとの出会いは「己の男性イデオ
ロギーと家父長制的意識」との厳しい対峙という課題を突き付けられた決定的なともいうべき
回心のひとつの契機となっている。もとより私にとってのリブがフェミニズムの原点であるこ
とは論を待たない。そしてまた両者が、森崎和江の「女の思想」からのインスパイアによって「い
のちの視座」を論じている。こうした重なりを意識しつつも、そして花崎のリブに対する深い
思い入れをむげに否定はできないと思いつつも、やはり疑問・違和を呈さざるをえない。花崎
にとってのリブとは、「女の思想」とはなんだったのか、フェミニズムから何を受け止めたのか、
以下、私と花崎それぞれが田中や森崎に何を見て、脱近代への「いのちへの視座」に何を引き
出しているかに焦点化して、本稿が「〈回心の倫理〉ではなく〈求めの政治を〉」の主題に託し
た問題意識につなぎたい。

Ⅷ．ウーマンリブ／フェミニズムからの共生論　「〈女
わ

／
た

母
し

〉の一人称・身体性」
から

花崎のいのちへのまなざしには、一方に、風土、自然に溶け込んでいくいのち観と、他方に、
しかしそれとはまた別の文脈での、フェミニズムやリブ運動への思い入れを背景とするいのち
観がある。リブの女たちを友として女たちのエロスの世界を賛歌し、いのちの継承にかかわる
女たちの世界の産の営みへの深い畏敬・畏怖の感情に根差すいのちへのまなざしである。他方で、
森崎和江の「おんなの思想」石牟礼道子の「苦界浄土」の世界、九州・水俣を舞台とする土着
のリブともいうべき、女の身体性を介した土着のアニミズム的なものにもつながっていくいの
ちへのまなざしがある。森崎たちの表現世界への花崎の深い傾倒があり、私自身も強くインス
パイアされるものを受けとめている 9。

9 九州・水俣を舞台に近代批判への深い視座を問うてきた石牟礼道子や森崎和江たち女性の表現者・思
想家たちがアニミズム的世界の人類史の行き行き着きそこで本覚思想とも出会い、そこに「ナショナ
リズムに回収されない土着の精神性」の意味を見ようとしていることは、留意すべきことであるかも
しれない。石牟礼と鶴見和子の『対話まんだら、言葉果つるところ』でも、二人の対話は、民間信仰
としての自然宗教・アニミズムのその基底に、人間と自然がともに生きあっている、その姿そのもの
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ところで田中美津については、彼女の言葉に「わかってもらおうと思うは乞食の心」があるが、
これを関係の非対称性を見事についた一言だと評し、花崎は「子殺しの女」に向ける田中美津の
まなざしと表現に向き合わされて、自分も「女殺し」「子殺し」の男だというところへ追い詰め
られる思いがしたことを吐露している。（花崎1993.192）田中美津こそ「自己否定が持つ観念性
をふりほどいて、生の痛みの場所から考えるというリブの思想を、新しいパラダイムを拓いたも
のとして位置づけ」うる女性思想家として最大級の賛辞を惜しまない。
さらに李静和の『つぶやきの政治思想―求められるまなざし・かなしみへの、そして秘めら

れたものへの』（李 1998）の表現世界を評しては、ここでも、田中美津の先の言葉のもつその思
想的ラディカルさに深く呼応する「生の痛みからつむぎ出された思想」が李静和の中にあること
に出会って強く感動したことを語っている。まさに李の「ひとりの女の物語」の語りも、「徹底
した一人称の営みだ」と評しているのである。（花崎2002.77）
だが上記のような田中や李に向けた賛辞が以下のような花崎の言葉に繋がっていくとき、田中
美津のリブや李のつぶやきの政治・求めの政治の言葉をどの深さを受け止めているのかに、疑念
を呈したい思いがもたげるのである。
「おんなが　子どもを育てること　そこに　世界がはらまれる　献身の豊穣」（花崎2015）。
「友の自宅出産を介助したことがあった　あたらしいいのちの誕生は　祝祭　美　創造　後産
の胎盤は　暁天に星座が浮かぶ宇宙さながら　人が生まれることの　神秘があった」（同、下線
引用者）
詩集の中の花崎の言葉であるが、生きとし生けるものすべてを平等とする「存在の平等」、い
のちの世代的継承、産と育に関わる母性の神聖視が呈される。これらのことばの端々から垣間見
える母・女の身体性への崇拝視にもいささか違和感がないわけではない。下線を付した箇所には、
「いのちへの関わりの女と男の間にある決定的な非対称性」を見た思いがある 10。
そもそも田中美津の「わかってもらおうと思うは乞食の心」の言は、男性である花崎に「妻に
中絶させたこと」への懺悔の告解などを求めているものではない。なによりも女たちに向けて、
おんなたちがつながり合うために、女たちの中に走るさまざまな分断・対立を越えて―女たち
を分断する民族や国家、セクシュアリティ、「過去の被害」による分断―「出会い直す」こと
に向けて発せられたことばである。女性自身の主体内部の自己との向き合い、女としての自らの
「痛みの感覚」の回復に向けた呼びかけであり、「エロスの回復」であり、それらを通しての「自
己肯定」であった。女の身体に記憶された「痛み」を通してつながり合う回路を求めて発せられ
たもの、そのような女たちにとって、そもそも女にとっての「産」の経験と意味、いのちの育み

があって、そしてその中に、仏教の南無阿弥陀仏を受け入れる、そして同じようにキリシタンを受け入
れてきた土壌があるのだと、人間の精神の奥底に刷り込まれた風土、風景、身体の居場所に関わる親密
圏があるのだと、意気投合のたいへんな盛り上がりであったことが印象深く残っている。「女／母」の
一人称・身体性から反差別へのフェミニズムの要求を手放さずに、しかしフェミニズムが志向する反差
別の思想的境位には、森崎たちのまなざしが捉えようとしている「風土、風景、身体の居場所に関わる
親密圏」や「ナショナリズムに回収されない土着の精神性」の意味を問い、そうした共生やスピリチュ
アリティを要請する余地を残しておく必要があるのかもしれない。

10 拙著（金井201.297-8）で、いまも奥アマゾンで一万年にわたって独自の文化と風習を守り続ける人びと、
ヤノマミ族のなかにあるという、産んだ子を精霊のまま手に送るか、人間として抱きとるか、すべて母
親である女が決めるという風習があることに触れ次のように記した。避妊の知識もなく共同体の維持存
続ギリギリのところで取られてきたさまざまないのちを間引く手法は、時代や社会が違っても、女たち
の身体の経験には刻印されているであろう。女の身体のこの究極の自己決定は、「女のうらみ」の感情の、
女たちの深層の集合意識に引き継がれているであろう。それに一切の口出しをせず見てきた男たちの内
側には、この女の身体の自己決定に対するすさまじい恐れの感覚が潜在しているかもしれない。男たち
のその潜在意識が、男たちを暴力に駆り立て、それが男の女に対するミソジニーの感覚にもつながって
いるかもしれない、と。
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にかかわる問題は、無条件に賛美や神聖視の対象としては語りえない。いのちを語ることにおい
て「おんなの経験」の原点に立つとき、「いのちを観賞する」花崎の目線と、「いのちを生きる」
おんなの身体性との、いのちへの関わりは、決定的に非対称的であるだろう。このことを考え抜
くところに、おそらくはひとつ、脱近代への視点の模索における私と花崎との重なりとその距離
に関わる問題を解く鍵がありそうに思える。
わたし自身が田中や森崎たちの表現世界に深く揺さぶられて、しかしそれを自分自身の中で自
分の言葉にしえないもどかしさに呻吟する中で、花崎が彼女たちの世界に共鳴し、男としての自
らの回心への決意を表明されたりすることに、あなたに評価してもらったり、あなたに謝っても
らうといったそういうことではないのだ、これは「女の身体性」「女の経験世界」のそれぞれの
痛みの中から自らを救いだす、語りであり、求めであり、政治の言葉であるのだ。この花崎と私
との間の、田中美津や森崎さらに李に向けるまなざしの重なりの、しかしそこにある距離、私の
側の違和感の拠ってきたる問題がここにある。

人称世界の議論に関わって、本質主義批判を招くことを承知の上で、女の身体性と一人称問題、
女の身体が経験する「他者を呼び込む身体」の側面について、概念化した「女

わ

／
た

母
し

」の一人称に
触れよう。
そもそもこの「女

わ

／
た

母
し

」という一人称主体こそ、私が森崎から受け止めた脱・近代への深いま
なざしであった。森崎が、「女の一人称を不在化させてきた近代への問い」の中で、日本語の表
現において女の一人称を語る言葉の不在に気づき、「胎児を内在化させた（わたし）へ」思考を
深め、そこから「〈いのち〉の根への考察を欠いている」近代という問題意識を重ねている。そ
うした文脈を踏まえて立てた「女

わ

／
た

母
し

」である。
したがって英語で〈私（おんな）〉のニュアンスを踏まえた表現はA Woman（Me）であり、こ
のA Woman（Me）は、性の社会的構築性の含意を担保するジェンダーカテゴリーとしてのMan/

Womanには納まりきらないのではないか。このような問題意識から一歩踏み込んで、ウーマン・
リブの立てた〈女

わたし

〉の一人称に、あえて「母の経験」「母の身体」への問いをフェミニズムの女
の一人称として担保しておきたいために、「〈女

わ

／
た

母
し

〉の一人称・身体性」を提案するに及んだの
であった。
この〈女／母（わたし）〉の一人称を英語で表記すれば、A Woman/Mother（Me）sとするか、
あるいは森崎のいう「胎児を宿した女／母の一人称」の含意で言えば、A Woman/Mother（Me）
in the first Person internalizing the Otherとなろうか。「近代」への対抗視座をどこに求めるかと
いう問題意識からの「女／母（わたし）」と言う一人称には、このような問題意識が託されている。
「女

わ

／
た

母
し

」の一人称主体・身体性のテーマは、花崎の「三人称としての私」の人称世界の議論が陥っ
ているモノローグ的世界への対抗視座となりうるのではないか。少なくとも「女

わ

／
た

母
し

」の一人称
主体・身体性からの倫理への眼差し・問いは、女の身体の経験を通った言葉、求めの政治・つぶ
やきの政治、記憶の政治につながっていくものであろう。まさにそこからのそこでの諸当事者の
声からの倫理の立ち上げであろうからだ。「〈回心〉の倫理ではなく、〈痛み〉の政治を」の本稿テー
マに託した含意である。
私にとっての共生論の現場はフェミニズムであるが、この世界では、もはや「女として同じ」
ではつながれないまさに多声的な世界である。それは女性内部のマジョリティとされる側の「女
であること」の経験の現在的な「痛み」、それは、ポスト・コロニアル思想家、スピヴックの言
葉で言えば、現在のグローバリションの下での「女性身体再領土化」ともいうべき問題への気づ
きの深さにおいて、その「想像力の連帯」によって成り立つ「女の連帯」というべきであろうか
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らだ。「痛みの政治を」ということはそういうことである。

Ⅷ．おわりに　　回心の倫理ではなく、痛みの倫理を　

〈回心〉の人の説く倫理世界は他者を不在化させる。〈求め〉の政治を通って、他者が抗争的に
出会うポリォニックな声の場、イマジネーションの共同体を呼び起こすには何が問われているの
か。共生を倫理という言葉で性急に説くその手前に踏みとどまって、反差別のラディカリズムが、
「相互了解の夢想」のかわりに、「了解不可能性への躓き方」の知恵を掘り起こしていく「場」を
つくるために、「つぶやきの政治・求めの政治」を問い続けることが問われている。忘却の暴力
に抗して「私たちの歴史」という塀域の外への回路に拓かれる出会いのための「声の場」を、ト
ラウマ化された記憶の奥に降り立ち、死者の声を聴き、あなたを忘れないために。
求めの政治・痛みの倫理の言葉は、李静和の「求めの政治」から強く触発されたものである。
李静和たちのアートという実践による、「アジア・政治・アート」というプロジェクトの、アー
トを介した不意なる遭遇において、アジアという地域を領土的観念とは異なる共生の場として新
たに思考し、そして、政治を敵対性代表制といった制度的観念とは異なる間身体的な作用として
感覚するという可能性を拓こうとする試みに関心を向けたい。過去の戦争による「被害の分断」
を越えてアジアの女性たちが出会い直すために。次の言葉を引いておえたい。　　

大切なのは、これまで出会うことのなかった人たちとその人たちによって生きられた時間を、
今に呼び返し、その時間を私たちがともに生き直そうとする困難を共に迎えることである。
そのとき求められているのは、無防備なままに身体の共振にみずからを委ね、私たちが「私
たち」というカテゴリー化の働きにおいて遠ざけ傷つけているかもしれぬ人たちとの共生を
模索する「求めの政治学」（李静和）にほかならない。むろんその求めが容易なことではな
いことは確かだが、しかし、求めにおいてこそ、音と言葉が真に生きられるものとして具現
化し、同時に身体そのものにありうべき変容を促していくはずである。（李編2009、p.28）
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