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口大震災復興特集/特別論考:価値転換口

人間の時代から、自然と人間の時代へ

Departure from the Era of Human， Toward the Era of Nature and Human 

内 山節 *

Takashi UCHIYAMA 

1 自然と人間の社会

東日本大震災は，私たちに深いところで価値意識の転

換をうながした。そのひとつは近代以降の「人間の時代J

の限界を，もはや疑う余地がないほどに明らかにしたこ

とだ、った。近代以降は人聞が自然を自己の支配下，コン

トロール下に置こうとしすべてのものを人間が征服し

ようとした時代である。いつか完全な人間の時代が来る

ことを夢見て，人間たちは科学を発展させ，科学の時代

に対応した政治，社会体制を築いてきたといってもよい。

しかし東日本大震災は，二重の意味でそれが人間の倣

慢さに過ぎないことを教えた。第一に地震，津波という

人間には制御できないものとともに私たちは生きている

ことを認めざるを得なかったという点において，第二に，

人間の時代が生みだした原子力発電所の事故と放射能の

暴走が，これまでの歴史の方向性の限界をさらけ出した

という点において，である。この出来事は，自然と共存

する知恵こそが大事で、あり，私たちの「世界」は自然と

人間の世界であることをあらためて教えた。とともに原

子力被害とは何かということも，明白なかたちで私たち

に突きつけられたといってもかった。

原子力発電所の事故による被害は，放射線による人間

の健康被害だけに終わるものではなかった。もちろんこ

の被害も決して軽視してはならないだろう。なぜなら放

射線による健康被害は，その外周部に「よくわからないj

という不安な領域を広範囲にっくりだすからである。わ

ずかな被爆なら，もしかするとほとんど問題はないのか

もしれない。しかしもしかすると将来甚大な影響が出

てくるのかもしれない。しかも放射線による影響は，個

人差が大きいこともわかっている。要するに高濃度汚染

地域の外周部で起きている出来事は，判断ができないの

である。この「判断できない」という現実と私たちは否

応なく「共存Jするしかなくなった。

もしも「判断できないJという対象が自然であるなら，

過去から学びなおせばいくつもの「共存」のためのヒン

トが残されているであろう。なぜなら人間たちは，人類

の誕生以降一貫して「よく判らない」自然と付き合いつ

づけてきたからである。その歴史がいろいろな教訓を残

している。ところが放射能の問題は，共存のための能力

が，知恵としても，身体的にも形成されていない。だか

ら放射性物質が降り注いでも，私たちはその危険性を身

体的に察知することすらできない。それは人間と人工的

につくられた放射能との関係の歴史的時間量の少なさか

ら発生している問題なのだけれど，そのことが「判らな

いJという問題を，たえず惹起させるのである。

私たちがみておかなければいけないものは，この現実

に隠されている不条理である。それは人聞がっくりだし

たものであるにもかかわらず，人間にはその危険性を知

恵や身体のなかでとらえることができないという不条理

でもあるが，それは放射能問題を明白にするために必要

な時間量と人間の生存の時間量の聞に生じている不条理

でもある。しかもこの問題は，放射性廃棄物を管理する

ために必要な時間量を，人間は管理できないというとい

うかたちでも現れてくる。

人間の生物としての時間世界と原子力という人聞がっ

くりだしたものの時間世界との問に，調整不可能な不条

理が発生してしまったのである。

東日本大震災が私たちに突きつけたものは，この世界

は自然と人間の世界であり，この定理を社会化するには

どうすればよいのかをどこまで深く私たちは考察できる

のか，という課題でもあった。

2 人間的存在と歴史，コミュニティ

これらの問題が，生物としての人間にもたらされてい

る危機であるとするなら，原発事故が示したもうひとつ

の課題は社会的動物としての人間とは何かという問題で

もあった。あらためていうまでもなく，原発事故は多く

の人たちをそれまで住んでいた地域から避難させた。も

ちろん津波の被災者も仮設住宅などへの移動を余儀なく
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された人たちはいっぱいいたが，原発事故ではたとえば

飯舘村をみれば，風景としては人間の営みが消えたとい

うことを除けば，原発事故の前ときして変わっているわ

けではない。暮らせる景色があるのに，避難するしかな

いのである。そのことが津波被害地域以上の不条理感を

高める。そしてこの現実は，人間の存在とは何かという

問題を，あらためて私たちに考えさせることになった。

それは人間の生きる「世界Jとは何かということであ

る。すでにレヴイ=ストロースが語っていたように(た

とえば『遠近の回想l増補版，みすず書房. 2008年). 

かつて人間たちは，それぞれが統合された生きる『世界』

をもって暮らしていた。この「世界jのなかでは経済的

な営みと社会的な営みが統合されていたばかりでなく，

文化も信仰な過去も未来なすべてがこの「世界Jの

なかにあった。この「世界」は近代になるとさまざまな

パーツに分解されて，経済は経済，社会は社会，信仰は

信仰というようになっていったが，伝統的な人間の暮ら

しは統合された「世界」とともにあるといってもよい。

原発事故で避難を余儀なくされた人々は，この「世界j

を喪失してしまったのである。危険性が判っていても帰

りたいという思いに駆られる人たちが生まれてくるの

は，人間の「生Jがこの「世界」とともにあったからだ

ろう。現実的な選択としては，私自身は汚染地域では移

住ということを真剣に考えるしかないと思っているが，

帰りたいという思いのなかに人間の存在の本質が書き込

まれているということは，みておく必要があるだろう。

東日本大震災は，人聞はどのような「世界」のなかで

生きているのかをあらためて考えさせた。復興とは，こ

の生きる「世界」の復興でなければならず， とするなら

それは今日の私たちに広く共通する課題でもあった。な

ぜならこの「世界jを喪失しているのが，現代の我々で

もあるからである。

ここから統合された「世界」のなかに社会も経済も，

信仰や文化，過去と未来も一体的に確立する社会観の必

要性が芽生えてくる。ところがそれは，近代的なシステ

ムと適合しないのである。

近代以降の時代は，私たちの存在を巨大なシステムに

よって統合している。経済的は市場経済の原理によって

律せられ，政治・社会は近代国家と市民社会という大き

なシステムに支配されている。その背後には普遍的真理

を主張する科学があり，人間たちは巨大なシステムに管

理された一員になった。ところが震災は，この巨大シス

テムが機能しない現実をつくりだしたばかりでなく，こ

のシステムが被災者たちの生きる「世界」の復興にとっ

ては有効ではないこともまた示したのである。

はっきり述べれば，生きる「世界Jの復興はコミュニ

テイ=共同体レベルでしか達成できない課題である。も

ちろんそれは。外部の人たちを排除するという意味では

ない。コミュニティは外部の人たちとも結びっくことに

よって，その力を生みだしていくものでもある。あるい

は外部の人たちをふくめて形成されるコミュニティもあ

ると考えてもよい。だがその規模は，自分たちの生きる

「世界」のなかにさまざまな要素が結ぼれているという

ことを感じられる大きさなのであり，その単位はそれぞ

れの「世界」を超える広さではないだろう。

東日本大震災は，私たちが生きる「世界」の軸足を，

国家や市場経済，市民社会といった巨大原理から，コミ

ュニテイ=共同体に移さなければならないことを教え

た。

3 ともにある経済への模索

このような状況のなかで，新しい経済のあり方を創造

しようとする動きもひろがりはじめた。まるで疑似戦争

であるかのように勝者と敗者が生みだされていく経済か

ら，結び合う人たちがともに暮らしていけるような経済

をつくろうとする試みが，さまざまなかたちで芽生えて

きた。このような経済活動はソーシャル・ビジネス(社

会的使命を実現するための経済活動)とかエシカル・ビ

ジネス(倫理的な経済活動)と総称されることが多いが，

いま日本でつくりだされようとしている傾向をみると，

経済活動とコミュニテイの創造を一体的にとらえようと

するものが多い。

たとえば伝統的な農村では，農業は農村共同体と深く

結ぼれていた。ここでも農民たちは競争をしていたが，

その競争は自分の技を深める競争であって，他者をたた

き落とす競争ではなかった。誰かが技を深めたからとい

って，他者の労働や暮らしが脅威にさらされることもな

いしその人の技が伝播されていけば他者にとっても有

効だった。農村共同体はそういうこともふくめて展開さ

れていた。

どのような結び合いをし， どのように経済と一体化し

たら，経済活動がコミュニティの創造と結び、っき，とも

に生きる経済が生まれていくのか。そして，この間いも

また被災者だ、けの課題ではなかった。それは今日の日本

の社会に共通する課題である。

3.11以降の現実は，新しい課題を提起したというより，

これまでの時代がもっていた課題を顕在化させたのであ

る。だからこのような課題に対する新しい試みも，けっ

して 3.11以降に生まれたものではなかった。その前か

らさまざまな動きがあり.3.11以降この動きに加速度が

つき始めたといってもよい。自然とともにある社会のあ

り方も，ともに生きる社会やともに生きる経済もすでに
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私たちの課題として存在していて， 3.11以降はこの方向

性がいっそう強く認識されはじめたのである。

このようなかたちで展開しているのが今日の動きであ

る以上，いま広がっているのは復興だけを課題としたも

のではなく，復興とともにこの社会を変革していこうと

する動きであるといってもよい。そしてこのような動き

がひろがりはじめたがゆえに，元のままでいたい人々も

またひとつの「抵抗勢力Jとして集合しはじめた。これ

まで自分たちが生きてきた時代を否定されたくない人た

ちが，集合した保守として登場してきたのである。より

よき社会のためには経済発展と企業の成長が必要であ

り，経済発展をとおして強い国家をつくっていかなけれ

ばならない。社会的弱者になりたくなかったら上を目指

して頑張れ。そういう価値観の下で生きてきた人々にと

っては，コミュニティをつくろうとする動きの広がりや，

ともに生きる経済を創造しようとする試みの拡大は，自

分たちの価値観を否定されたような「不快さ」を感じる

のである。だからここに集合した保守が形成され，それ

がいまの政権の高い支持率となって現れている。

それは原発問題への態度にもみることができる。もは

や原発が安全だとは誰もいえなくなった。それが安いエ

ネルギーではないことも誰もが知っている。しかし原発

の安全性問題やコストの高さも，さらには福島の現実も

無視したいのである。なぜならそれを認めた瞬間に自分

たちが築いてきた世界にひびが入り，自分たちの価値観

が否定されていくかもしれないことに耐えられないから

である。

4 新しい価値観と対立

3.11以降の日本は新しい価値観に基づく動きと，その

動きを無視することによって自分たちが慣れ親しんでき

た価値観を維持しようとする人たちの集合体の成立とい

う，対立の時代を生みだした。そ札は社会が変化してい

くときの避けられないプロセスである。むしろこのよう

な対立がはっきりしてきたことのなかに，変革の可能性

は秘められているといってもよい。

その結果現実の社会をみると，あたかも 3.11の問題

は風化したかのごとく状況と，新たな価値観に基づいて

着実に活動を続けていく人々との調和できない現実が広

がっている。正確に述べれば前者の人たちにとっても，

3.11は風化してしまったわけで、はない。それが自分たち

の慣れ親しんできた価値観を否定する可能性を感じてい

るがゆえに， 3.11は何ものでもなかったのだと思いたい

のである。ここから発生してきたのは静かな無視であり，

結果としては積極的に以前の状態を維持しようとする人

たちと一体になって，集合された保守を形成しているの

である。 3.11以降の新しい価値観の深化はこのことをふ

くめて展開しているのだということを，私たちは理解し

ておかなければならないだろう。

またそうであるなら，新しい価値観の展開を東日本大

震災との関係だけでとらえることも十分ではない。一見

すると 3.11とは関係がないかのごとく展開されている

さまざまな「ソーシャル・ビジネス」の動きや，コミュ

ニテイの創造を目指す動き，さらには科学に支配されて

きた時代への'懐疑が生みだ、した「スピリチュアルブーム」

をもふくめて，あるいは企業に勤めることに倦怠感を覚

える価値観をもふくめて，実に多様なかたちでこれまで

の価値観の溶解がすすみ そのすべてが3.11以降の課

題とどこかで結びついているのである。

いま私たちが暮らしているのは，このような現実の社

会である。

Summary: In the era of transition， the collision becomes apparent between the cluster of people who insist to comply to the old values 

and the people who look into co-creating new values. The au出orenvisages the stat巴ofsociety after吐le3.l1 East Japan Earthquake 

from也isperspective. 
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