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第一夜 こんばんは 
 
しまおかです 

ぼくは学生時代 19 歳頃にマルクス・レーニン主義の社会主義に目覚めた。当時、マルク

ス・レーニン主義の社会主義は、君たちには信じられないだろうけど、ぼくにとって、は

るかに拡がる開放的な「新世界」だった。 
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自分の生涯は社会主義革命に捧げようと思った。将来必ず権力に弾圧されて、国内逃亡

して地下に潜る（官憲の目を盗んでひっそり移り住む）だろう。ばあいによっては、殺され

るだろう。そのとき頼りになるのは「人民」（この言葉自体一部の外国を除けば死語に近い）

の好意以外にはない。たとえば、友達のうちに泊めてもらった。それだけでも、その親兄

弟に丁寧にお礼を言った。まして朝食をごちそうになったとすると、それに対して、どん

なにまずくても「おいしい」といって、残さず平らげ、手を合わせ、「ごちそうさまでし

た」といい、座布団から降りてまた頭を下げて、「ごちそうさま」といって、できれば食

器を台所にもっていって洗おうとする。そして必ず後日はがきにお礼状を書いた。 

あ、もう一つ、母親から仕込まれたのだけど、他人の家におじゃましたとき、ぼくは特

定の神仏を信じてはいないけど、もしお仏壇が大事そうに置いてあったら、少なくともち

ょっと手を合わせてお参りするということ、これを励行している。現代では、大事そうに

されている絵、写真、人形などを目ざとく見つけて、眺めて、質問をする。 

だから、好意やものを施されたら、必ず礼を言って態度に表す。友人のご家族に対して

振る舞いや言葉づかいではできるだけ丁寧に接する。これを徹底して、先輩の父親から教

え込まれた。その父親は戦前来の共産主義者だった。「人民」に将来匿ってもらったり、

施しものを受けたり、働き口を与えてもらったり、しなければならないからというのだ。

ぼくが人と social な関係に入ったのは、こういう socialism の緊張した革命的な使命感か

らだった。 

こうして、ぼくの社会主義 socialism は礼節から入っていった。その頃はぼくの social

な関係は socialism という目的のための手段に過ぎなかった。（続く） 

  
第二夜 社会主義の原義 
 
 しまおかです 

昨夜、ぼくの社会主義 socialism は礼節から入っていったことを話した。 

  

1987 年にぼくは文部省（当時）派遣の海外勤務に就いた。イギリス中部にあるウォーリ

ック大学の social history 研究所に勤務した。社会史研究所だ。そのときにいろいろ気づ

いた。social という言葉の意味についてだ。学会があると必ず、その後で、social party

がある。あれ？なぜ social という言葉がつくのだろう？そう考えた。日本の学会でも、必

ず「懇親会」というものがある。辞書を引いてみたら、social には社会という言葉よりも

より古い意味で、懇親的、友達的、友愛的、という意味があるのに気づいた。そして social 
history 研究所の中の研究は、ほとんどが、さまざまな socialism の歴史の研究で占めら

れていることに気づいた。これでは socialism history 研究所じゃないかと。 

それまで、「マルクス・レーニン主義」的な社会主義しか知らなかったぼくには、ちょ

っと衝撃だった。「マルクス・レーニン主義」的な社会主義とは、階級闘争の理論で、ブ

ルジョア階級の権力を、プロレタリアが場合によっては、また必要に応じて武力をもって

しても、打倒する。そのために無知なる大衆を強大な前衛党が教育して指導し（「外部注

入」論という）、階級敵であるブルジョア階級と国家に立ち向かわせる。そういうものだ

った。そしてうち立てられた社会主義は、プロレタリアの独裁国家だけども、この独裁は
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一握りの大独占ブルジョアによって掌握されたブルジョア独裁よりも何百倍も民主的であ

る、と言われた。しかし、独裁国家であることはまちがいがなく、経済も社会も、あるい

は文化も社会主義革命を推進するためのプログラムに従って統制しなければならないとさ

れていた。 

ところが social とは懇親的、友愛的ということで、それに ism をつけたのが socialism

社会主義なのだということになると、話が違ってくる。さまざまな友愛団体、慈善団体、

親睦団体、動物愛護協会や自然保護運動ですら、これらがやはり socialism の範疇に入っ

てくるわけだ。ああ、socialism は色んな違いを乗り越えて、仲良くしていきましょうと

いう主義だ。そのためには、憎悪をかき立てる根源を絶ちきろう、そういうことだ。「マ

ルクス・レーニン主義」（マルクスやレーニン個人はとても人間味ある暖かい人柄だった。

誤解のないように）を「憎悪の哲学」と評した人がいたけど、あながちまちがいではなく

て、どうしても階級敵を作って、これに憎悪を向けさせることが社会主義者の使命だった

ような気がする。かつて、埼玉大学のある経済学部の（元）教授（自称社会主義者）はこ

ういっていた。「おれの授業は、資本主義の矛盾の暴露だ。アジテーション（煽動）だ」

と。当時ぼくの授業も同じようなものだった。 

しかし、social の原義に立ち返ってみると、社会主義 socialism は、平和主義、国際協

調主義、男女平等主義と結びつく理由が、なにも政治的に人気のあるスローガンを戦術的

に掲げる政治的テクニックではないのであって、深い所でつながっているのだ。そう気が

ついたわけだ。socialism とは憎悪を持ちこむのでなくて、憎悪をなくするんだ！ 

そこで、socialize（社会化）ということは一体なんだろう？というと「マルクス・レー

ニン主義」では、ややもすると経済主義的にこの言葉を理解して、分業と協業を進めて生

産規模を大きくして、強大な生産力を築き豊かになること、だった。そうじゃなくて、

socialism の原義に立ち返ると、友好的な関係を広く重層的に築き上げていくことなのだ、

そこに気づいた。 

一人一人が自立していて、自覚的であって、自由ならば、互いに socialize するってこ

とは、それなりのルールがあるってことなんだ。そのルールを自生的に創出していくこと

が、socialism の原点じゃないのか? socialism とは、むしろ association（連帯）のこ

とだ。そんなふうに思って、イギリスから帰国した。（続く） 

  
第三夜 昔、「社会」は危険な言葉 
 
しまおかです 

昨夜書いたぼくのメールに対してさっそくメールのレスがあった。ＴＮからの質問に答

えよう。society の訳語が「社会」となった事情は次のサイトに詳しい。（０３年２月１６

日現在） 

 

http://archive.honya.co.jp/contents/knomura/lec/lec82.html 

  

その中で「福沢諭吉も『交際・人間交際・世人・交（まじわり）・国』などと訳し分けて

いた」というところが面白いと思わないか？明治の初めのころ「東京日々新聞」の福地源
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三郎が「社会（そさいあちぃ）」と訳したのが「社会」の最初といわれているが―あ、「東

京日々新聞」の後身はたしか毎日新聞だと思う―「社」は寄り集まる（たとえば神社を見

よ）ということであり、「会」も個々人が出会うことであるので、出会いの集団、という意

味があるわけ。その後、自由民権運動が敗れて、国権と国家主義の流れが勝っていって、

社会がそれに染め上げられる。しかし、やがて国権主義の支配が確立すると、次に世の中

は国家＝天皇が中心ではなくてはならなくなる。だんだん社会という言葉は、天皇ではな

くて人びとが中心という意味を帯びてきて、ことさらに社会を強調する社会主義は天皇中

心国家と対立することになっていく。しかも、日本のばあい、その社会主義がハナからマ

ルクス主義と結びついて輸入されたので、社会主義だけでなく社会という言葉自体がどこ

となく左翼っぽい意味合いを帯びてくる。笑い話になっているけど、実際に戦時中、「蟻の

社会」という本が発禁になったり、ゴルフの「スウィングの革命」も発禁になったりした

ものだ。 

社会主義が、socialism の原義通り、友愛主義（ちなみに日本最初の社会主義的な労働組

合の全国組織は「友愛会」と称した）と訳されると事情が違ったかも知れないね。しかし、

ほんらい連帯とか友愛を原義とする社会主義も、レーニンの影響を受けて一種の全体主義

に陥っていった。前衛党＝共産党の中央指令の下に下級組織は上級組織に服従して身命を

投げ出さねばならない（やや大げさな言い方だけど、その覚悟を必要としたことは確か）し、

その政権も中央集権的な指令=支配の国家建設を目指していたわけだ。末端組織は「細胞」

とか「支部」とか呼ばれていたが、原則として「細胞」相互のコミュニケーションは上級

組織を通じて行なわれなければならず、「細胞」どうしが直接コミュニケーションを行なう

ことが禁じられていた。社会主義国家主義も独裁的あるいは天皇制的国家主義も、双子の

国家主義だった。あちらではスターリン、こちらではヒトラー・ムッソリーニ・ヒロヒト

を生んだ。 

若き日のぼくが教わった社会主義はこんな社会主義で、個人的には命を投げ出す覚悟が

要求されたし、その影響下のぼくという自己は、中央司令部がどこかで決めて発行した文

書や方針を学習して、それをひたすら普及し、数値目標を達成するために奮闘することで、

初めて実現され得た。とても意外なことと思われるかも知れないけど、その奮闘がけっこ

う実って、社会主義陣営が「高度成長」を遂げたので、とても楽しかった一面もある。し

かし、個人に大きな負荷をかけたこの種の社会主義運動において、ぼくは若い胃がボロボ

ロになって、それをほとんど切除してしまうほどに社会主義に殉じた。（続く） 

 
第四夜 社会科の「公民的資質」 
 
しまおかです 

昨夜、social は友愛と懇親、とほとんど同じ意味であったが、明治以来の国権主義的支

配のもとでは「社会」とは反国権的ニュアンスを持ち始め、それがマルクス主義と結びつ

くことによって、別の意味の国権主義（プロレタリア独裁）と結びつく運命をたどったこ

とをのべた。 
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socialize という言葉は日本語では社会化であるけど、これは人々が自覚的に自律的に

社会に参画していくことであり、そのための資質を身につけていくことなのだ。学習指導

要領に社会科の目標として「社会生活についての理解を図り、我が国の国土と歴史に対す

る理解と愛情を育て、国際社会に生きる民主的、平和的な国家・社会の形成者として必要

な公民的資質の基礎を養う」 と謳われていることは教育学部の人ならよく知っているよ

ね。この「公民的資質」をめぐって解釈史と論争があるけど、要するに児童生徒に自ら

socialize する基礎的能力を身につけさせようというものとぼくは理解している。あらゆ

る差異と差別を乗り越えて civil capabilities（公民的資質）を身につけさせることが社

会科の目標だと思う。しかし、ぼくはそれでは不十分、というか政治的すぎるのであって、

公民（参政権者）ではなくて、本源的に人間としての関係を形成することができる能力、

これこそが本来の社会化＝社会科の目標であるべきだと思う。言い換えれば、socialize

は humanize（人間化）でなくてはならないと思う。人間化とはどういう意味かはとても難

しいのだけど、若きカール・マルクスは、ヘーゲルの言葉を借用して、人間の本質は「類

的存在」(Gattungswesen＜独＞)であると主張していた。ぼくはこの「類的存在」を、人間

は他者や自然環境との接触を通じて自分は他者を同類と確認して初めて自分自身を知りう

る能力をもつ、と理解しておきたい。平たく言えば、自他の区別をした上で他人のことを

他人としてだけ見てはいられないというおせっかいな性向のことだ。しかし、自他との区

別なき一体感とか合体感とは異なる。（続く） 

 
第五夜 合体快感とケンカ 
  
しまおかです 

昨夜、学習指導要領の社会科の目標が「公民的資質の基礎」を身につけさせるというこ

とであり、児童生徒を socialize する、あるいは、マルクスのぼく流の解釈で、人間とは

「類的存在」であるという意味で、humanize するということだと理解したいということを

話した。 

  

児童生徒は、子どもから思春期前期まで含むとすると、この時期は自と他との一体化と

排斥の両方が顕著に表れる。これはたぶんに自己というものがよく分らないから、他者に

投影して一体化を求めたり、逆に他者を敵と見たりするわけだ。むやみやたらに仲良しに

なったり、いじめをしたりするのがこの時期だ。それは自己の未確立に起因している。自

他との境界条件（正確な意味は明晩話そう）が不明確なのだ。しかし、このような段階は人

間が人間化するためには必要な過程だと思われる。 

酒に酔うと一種の退行現象が起きる。合体快感とケンカだ。むやみやたらに意気投合す

るかと思うと、ほんの些細なことでケンカになる。酒のもつ効用も不効用もこの退行現象

に起因する。誰しも自分がリカちゃん人形になってよその奥様とケンカごっこをして本気

でケンカしたり、ウルトラマンになって地球人類を救うために闘いに明け暮れたりする夢

を見た時期があるだろう（ちょっと例が古いか？＜苦笑＞）？ 

socialize というのは、自己が確立し他者との境界条件が明確になったあとの共生への

欲求を基礎としている。だから、学習指導要領では、「公民的資質」そのものではなくて
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その「基礎」を養うことを目標としているのだ。この自他の境界認識がむずかしい。しか

し、成熟した大人は、どことなく自分らしさと他人らしさを相互に認めあっている。自他

の違いを認め合う。あるいは相互に踏み込めない領域の存在を認識している。そこで初め

て socialize への努力と欲求が目覚めてくる。 

この自他の境界認識は、非常な自己鍛錬によって初めて築き上げられる。その自己鍛錬

をどのようにして不断に行うか。自己鍛錬は明確な課題（目的）意識なしには行い得ない

ことはいうまでもない。その課題意識をいかに形成するか。 

 

第六夜 経済学の境界条件 
 
しまおかです 

 昨夜のメールで、「境界条件」とか「境界認識」という言葉を用いた。今後もこの二つ

の語を用いることがあるので、ここで正確に説明しておきたい。 

 

 常用語で「境界領域」という言葉がある。生物学と化学との二つの科学が重なり合う「境

界領域」を生物化学などという。ぼくはしばしば生死の境をさまようことがあったけど、

生死の「境界領域」というものがあるのかどうか、ぼくはまだ知らないし、脳死とか心臓

死とかやかましい議論もあって単なる定義の問題かも知れない。 

経済学は、言語学的には経世済民の略語でおそらく明治時代に造語されたものだろう。

Economy は古代ギリシャ語の oikos（家）と nomos（法則・習慣）との合成語といわれ、「家

政学」とでも訳したらいいようだ。語源がどの程度現代の経済学の境界条件をなしている

かわからない。古来、経済学とは「ものやサービス、情報の生産と消費、分配と交換の法

則と習慣を分析対象とする科学」とされている。狭くは、「市場経済を基礎とした資本主

義経済を対象とした科学」とされている。これが境界条件だ。しかし、いかなる生命も生

産・消費・分配・交換を行なって生きているということになると、経済学とは生物学とか

生態学とはほとんど変わらなくなる。だから、上にのべた教科書的な経済学の境界条件で

は、境界を設定したことにならない。そこで「人間の」とか「社会の」という形容詞をつ

けて境界条件を狭める。しかし、人間とは？とか社会とは？という問はここではおいてお

くとして、そもそもこのような経済学ははたして成り立つものだろうか?というのは人間の

生産・消費・分配・交換のシステムは、それだけで構成されるのだろうか?法や政治はどう

だろう？社会習慣や制度はどうだろう？地域や階層をどうだろう？平均的な気候・天候は

どうだろう？空間的な位置や形状（北半球か南半球か、東西南北のどこか、島国・半島・大

陸のどれかなど）はどうだろう？それらを無視した経済学の境界条件は観念的な抽象にし

か過ぎないし、なんらリアリティがないのではないだろうか？経済学の境界条件としては、

海底 1000 メートルの状態や木星の状態は無視していいかも知れない。これらの境界条件は

必要条件であるものも十分条件であるものもある。経済学の境界条件を決定することを状

態記述（物理学では状態方程式）という。 

 経済学で、モデルを作ってコンピュータでシミュレーションしてみるとき、この境界条

件（拘束条件と呼んでもいい）が厳しく正確に決定されていなければならない。境界条件と

いってもシステム全体の境界条件とそのなかにある個々の要素（エイジェント）のそれぞ
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れの境界条件（個人とは?家計とは?公定歩合とは？財政とは？その中の公共投資とは?などな

ど）も列挙し厳密に規定されなければならない。（続く） 

 

第七夜 経済学と初期条件 
 

しまおかです 

 昨夜は、経済学の境界条件についてのべた。境界条件はじつは与えられた歴史的条件に

よって、かなり変化するものなのだ。そこで今夜はその歴史的条件として初期条件につい

て話をしよう。 

 

 経済モデルのシミュレーションのことをいう場合、忘れてはならないのは、初期条件を

どうするかだ。初期条件とは、モデルのシミュレーションを行なう場合、最初に投入する

数値（初期値）のことだ。問題にするシステムによっては、この初期値いかんでその後の

結果が大きく変化する。よくいわれることでは、地球規模の気候モデルでは、北京で蝶々

が羽ばたけばニューヨークではハリケーンになるというシミュレーション結果もある。昔

よく言われたことであるけど、アメリカ経済がくしゃみをすれば日本経済は大風邪をひく

というように。この初期値は社会理論では、歴史的に与えられており、その差異が後の発

展径路がに大きな差異をもたらすこともある。 

イギリス経済のように、農村の深部からゆっくりと時間をかけて封建制を解体し、王制

を保持しながらゆっくりと地主階級を資本家階級に従属させて出発させた資本主義とアメ

リカ経済のように、まだ氏族社会的な生活を送っていた原住民をほぼ絶滅に追い込んで、

発足させた資本主義と日本のように、封建的な幕藩体制を解体させたが英米露などからの

外圧を受けつつ上から移植する形で発足させた資本主義と歴史的に与えられた初期条件が

まったく異なっている。 

 この初期条件と境界条件の説明で最後に欠かせないのは、固定的（時間独立性）境界条

件ばかりがあるのではなくて、変動（時間依存性）境界条件もあるということだ。前者は、

いったん初期条件を決定してしまえば、すくなくともしばらくは境界条件が変化しないと

いうことで、後者は、時間経過と共に内外の力が働いて初期条件そのものが変動するとい

うとだ。前者は非常に固い秩序システムでエネルギーの流出入が小さい閉鎖系に起こりう

るが、後者は、エネルギーの流出入が大きく、境界条件そのものに想定されていなかった

外力が働いて境界条件が変動してしまうか、内部の個々の要素が相互作用をして共鳴、引

き込み、自己組織化を引きおこして内圧が働いて境界条件が変動してしまったりする。 

 

第八夜 日本の経済学の方法的対立 
 
しまおかです 

 昨夜は、抽象的に、初期条件に依存して境界条件が決定される固定的境界条件とか、境

界条件が次の境界条件の初期条件になる変動的境界条件があることを話した。今夜はそれ

を経済学的に見てみよう。 

 



 8 

日本のマルクス主義経済学のうち「講座派」経済学は、ほぼ時間独立性経済学の方法を

採用していたといえる。明治のある時期に確立した資本主義の構造が太平洋戦争までほぼ

不変に維持されるし、戦後も日本資本主義は農地改革などで大きく境界条件を変化させた

とはいえ、再建された構造が 1970 年代まで続く、などといった考え方を「講座派」はする。

これに対して「労農派」は、時間依存性経済学だったと思われる。資本主義は発展し変形

していくと主張したのだが、しかし、「労農派」は日本資本主義の独自性は時間の経過と

共に西欧資本主義からモデル化された「純粋資本主義」に近づいていくという認識をもっ

ていた（しまおか執筆「日本資本主義論争」＜青林書院新社版『経済学辞典』＞参照）。境界

条件が時間独立性か時間依存性かは、境界条件が閉鎖系か開放系か部分開放系部分閉鎖系

（大概の場合がこれに当てはまるが）かに関わっていると思う。いずれにしても、純粋時間

独立性は存在せず、純粋時間依存性も存在しないのであって、どの経済の境界条件も初期

条件によって、多様な定形（構造）を維持しつつたえず多様な定形（構造）を新たに生み

出していくということだけは、確実だ。 

封建的な基盤を根強く遺した寄生地主制を基盤とした戦前の日本資本主義はたしかに、

閉鎖系（対外独立性）のもとで、時間独立性境界条件を維持し、「講座派」のいう「軍事

的半封建的」資本主義構造が維持されたと思われる。かといって、「講座派」は、静態論

的な考え方をしたかというとそうでもない。「講座派」はこの「軍事的半封建的」構造が

維持され続けるけれども、その本質が極端に増幅して、自己破滅的な 15 年戦争へと突入し

ていったと見る点では、動態論的でもあったわけだ。これは後にものべる「定向的進化」

という考え方に似通っている。 

戦後、占領軍の圧力のもとで農地改革によって寄生地主制の解体から出発した戦後日本

資本主義は、対米依存構造と独特の「二重構造」という時間独立性境界条件を根強く残し

ながらも、不断に自らの構造を変化させずにはいられない開放系の時間依存性境界条件の

中にあるといえるだろう。かといって、その行き着く先は、アメリカ型の市場モデルに、

つまり単一の収束点ではない。実はその収束点は見えないのだ。 

今から見れば、「講座派」経済学も「労農派」経済学もともにまちがっていた。初期条

件と境界条件との区別は絶対的なものではなく、構造と変化との区別も絶対的なものでは

ない。（続く） 

 

第九夜 自己鍛錬と宮本武蔵 
 
しまおかです 

 昨夜は、初期条件と境界条件の定義をやや専門的に書いた。とくに多様な方向性をもっ

た時間依存性境界条件が重要だということを強調した。 

 

ＭＦくんから丁寧なメールをもらった。ありがとう。 

その中に、前回のぼくのメールにあった自己鍛錬ってなんですか？という質問があった。

宮本武蔵の「五輪書」や柳生宗矩の「兵法家伝書」によれば、鍛錬の鍛は千回、錬は万回

だそうだ。これはドリルといってくり返しによる鍛錬で、身体で条件反射的に覚え込む鍛

錬のことをいう。武蔵はそれを重視しながらも、「智略」を用いることを最大限重視して
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いる。彼の場合目的がはっきりしていて、相手を殺すことなので、この「智略」はその場

その場の判断で、場所が広いか狭いか、位置取り（光を背にし、高いところを選ぶ）、気合

いをどう測るか、宗矩の「病気」（一つのことにこだわる）をなくし、得物はなんでも用い

る、身体は手足だろうが頭だろうが何でも使う、相手の心理を読む、こういうことを瞬間

的に判断して、必殺の剣（得物）を振るう。武蔵の「智略」とは場所の認識方法ではない

かと思う。この「智略」は鍛錬できるかそれとも先天的なものなのかは分からないが、彼

は絵や文をよくしている。とくに絵は天才的な才能があるそうだ。ぼくも武蔵の百舌鳥の

絵をみて驚いた。「智略」の鍛錬は、文武百般に及ぶものだろうと思う。目的を明確にし、

「智略」の意味を知り、あらゆる無限定の状況変化を読むことが出来れば、自ずから自分

自身を自由に振る舞える自己一流の境地に到達することができる。武蔵は好んで「よくよ

く鍛錬すべきである」という言葉を使った。ただ武蔵は言葉による伝授は不可能だという

こともよく知っていた。だから「五輪書」には「口伝による」といって記述を放棄してい

るところがいくつもあって、これはあながち「秘伝」としてもったいぶって内緒にしよう

とするものではないだろう。 

宗矩もしばしば言葉による説明を放棄しているが、それはいくらか「免許皆伝」のため

の秘匿の意図があったかもしれない。かれは武蔵のように絵などに通じていなくて、むし

ろ沢庵和尚の禅の境地を説く。つまり「無」「空」の境地だ。己を「無」にすることがで

きたときに初めて、無限定の変化に対応できる「自然」の動きや「自己一流」の動きが可

能になると強調する。ではそこまでにどのように到達するかは「兵法家伝書」にはあまり

明確ではない。それは言葉にはならないようだ。 

免疫システムにおける自己（大脳システムにおける自己ではなくて）の形成は、胸腺で自

己認識のための訓練と淘汰が行なわれて、自己認識に失敗した膨大な数の免役細胞（Ｔ細

胞）が殺されるそうだ。この自己認識ができてこそ、非自己の侵入が認識できこれを攻撃

したり受容したりすることができるのだ。 

これでは回答になっていないかも知れないけど（笑）、話を進めていくうちに、そのこ

とを明らかにしていきたい。（続く） 

 

第十夜 自己参照と「場所」、「場」 
 

しまおかです 

昨夜は、自己が、外部の無限定の可変性に対していつでも対応して、生き抜くには、鍛

錬によって、「自己一流」（武蔵の「二天一流」）、自由自在な「無」「空」の境地を獲

得することが必要であることをのべた。 

 

 南米チリの生物学者、マルトラーナとヴァレラが生命を定義するときにオートポイエーシ

スという言葉を使った。彼らは次の 4 つの条件を満たしたものが生命だといっている。１）

自分が自分自身を決定すること（自律性）、２）自分が存在すること（個体性）、３）自分

が自分で他者と異なることを認識すること（境界条件の自己決定性）、４）自分が閉じてい

るシステムだが開いているシステムであること（入出力の不在性）。要するに、無限の可変

性に対して自分らしさを保持しつつ、適応し、自己変革ができる性質をもったものを生命
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というわけだ。この４つの特性をもつ個体は相互関係においてシステムを構成しシステム

が個体を構成する、という個と全体とのループを形成する。これをオートポイエーシスと

いっている。「自己創出性」と訳されることがある。自分を創出するという意味ではなく

て自分で自分を創出するということだ。自分らしさを形成するといえるかもしれない。 

しかし、清水博という生物学者はそれでは満足せず、自他がシステムを構成しシステム

なしに自他があり得ないことは当然だけど、自他がシステムを構成するときに、その前提

に「場所」がなければ構成しようがないと主張する。システムだけ「場所」と切り離して

は存在しない。その場所を生物は自己のうちに取り込んで「場」を構成する。それは生物

固有の特性を自己参照して、外界としての場所とフューズすることで、自己の内部状態で

ある「場」を構成するのだ。 

これは考えてみると、当たり前であって、比較的わかりやすい境界条件を持つ家族とい

うシステムを考えよう。家族は外部から物質（エネルギーを含む）と情報を得て外部に物

質と情報を産出しつつ時々刻々変化しているわけだけど、家庭という「場所」なしにはそ

れができない。家庭は家屋を意味しない。家屋も「場所」の物理的要素だけど自分自身の

存在も含めて家族全構成員が家庭という「場所」を構成する。しかも清水博は「場所」と

「場」を区別する。清水の定義では「場」は「場所」の主観的な認識のことを意味する。

家族一人一人が「場所」の認識が異なる。３人のきょうだい
．．．．．

がいたとする。初期条件とし

て、次男で真ん中の子は妹や兄、両親の自分への期待などなどが、長男とまったく異なる

ことがある。次男は兄・妹によって上からも下からもプレッシャーがかけられ、もしかし

て両親から厄介者扱いされるかもしれない。ここに犬でも飼っていれば犬は集団の上下関

係に敏感だから、この次男は犬にまでバカにされるという情けない境遇に陥るかも知れな

い。長男は両親の愛情を一身に受けて、自分の部屋が与えられ、お金がふんだんに費やさ

れるかも知れない。末っ子はまた別の意味で両親に溺愛されるかも知れない。真ん中の次

男は家庭という「場所」は長男や末っ子とまったく異なるわけだ。だから、同じ「場所」

でも個人によって「場」が異なる。次男は、家庭という「場所」のなかで自分の内部状態

としての「場」を創りだすためには、たえず自分を参照しなければ家庭の中で適応できな

い。こうして次男も自らをその一員として家族システムが作り上げられるのだ。（続く） 

 

第十一夜 自由自在のための社会化（社会化のための自由自在） 
 
しまおかです 

昨夜は、生命は「場所」のなかで一つのシステムを構成し、個体は「場所」を、絶えず

自己参照しながら、「場」として認識して自らシステムを構成しつつシステムに構成され

る自己創出的な存在であることをのべた。 

  

「類的存在」である人間に話をもどそう。人間をとりまく「場所」には初期条件が歴史

的に与えられている。そして「場所」は特定された境界条件をもっていて、一定の運動を

している。再び、個人がこの世に生れて家庭もしくは家族の中で生育して、やがて独立し

ていく過程を想像してみよう。「場所」を「場」として心象するときに、「場所」と「場」
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とが同調したりぎくしゃくしたりして、その間にたえず乖離と調整がくりかえされる。そ

れが適応過程といわれるのだが、そのなかから自己の存在意義（意味）が問われ、目的が

育っていく。目的に照らして自己と「場所」との関係で多様・多義的な意味空間というも

のが生じ、意味空間はまた目的を規定する。目的はまた再び意味空間を再定義するという

目的―意味のループが形成される。無限定に多様・多義的な意味空間が目的のもとに限定

的な多義空間へと変換される中で、自己が鍛錬されて抽出されていく。絶えず、自己は何

者で、どこにいて、どこに向かっているのかどこにいるのかを参照する。やがて「場所」

の初期条件と拘束条件（境界条件）とを乗り越えて、自分で「場所」を選ぶか「場所」を

創造して、システムに連動させるようになる。そうするとシステム全体が変化する。  

Socialize（社会化）ということは次のようなことだ。すなわち、１）「場所」と「場」、

システムと自己、他者と自己、限定化された多様・多義的な意味空間と自己参照の灼熱の

溶鉱炉のなかで自己を溶解し、錬成して純化し、特化していくこと、２）この溶解と純化、

特化を通じてそのどん詰まりで、「場所」の中の自分の存在意義＝意味を発見し、普遍的

な関係能力、つまり転変きわまりない環境の変化に適応し、自己一流を生み出し、自由自

在性を獲得し、social な関係＝新たなシステムを生み出さないではいられなくなる、こと

だ。卒業とか結婚、出産がそれに当てはまる。（続く） 

 

第十二夜 ヒトとネオテニー戦略 
 

しまおかです 

 前夜は、「類的存在」である人間は、自己参照のなかで、自己と他者、自己と場所、自

己と自己の中の他者である自己とを溶解し、分離、抽出して、自分自身つまり目的と意味

を鍛え上げ、意味的に新たな場所を選択・創出して、新たなシステムを構築する関係能力

を獲得する過程を歩む存在であることをのべた。 

 

「類的存在」である人間が「類的存在」を目的とする自己目的
．．．．

的存在なのだ。このこと

は、一種の無限軌道を歩み続けるよう先験的に与えられた宿命的な存在だ。楽天家マルク

スはそのことには触れなかったのだが。その自己目的
．．．．

性から二つの重要な傾向を人間が帯

びるに至る。 

１）人間はネオテニー戦略によって生存し続けうる。ネオテニーとは「幼形成熟」と訳さ

れる。ある生物は、幼い姿のまま生殖能力をもつにいたるということだ。ウーパール
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ーパーはメキシコ山椒魚のネオテニーといわれている。ヒトも霊長類のネオテニーだ。

いつまでも大人になれない。  

言い換えれば成熟しない。身体的に成熟が他の動物と比べて極端に遅い。その上、精

神的ボケてしまうまで、いやボケても成熟が完了することはない。いくつになっても

好奇心の塊のような面をもつ。歳を取ると記憶力というある種の身体的な能力は衰え

るが、それでも旺盛な好奇心で、記憶力の衰えが新たな意味を発見する契機にさえな

る。つまり忘却も創造ために必要な精神的機能なのだ。やや開き直りの気味がある

が・・・ 

そうやってヒトは大放散を遂げた。 

（上のウーパールーパーの写真は群馬県利根郡利根村立根利小学校

http://www4.ocn.ne.jp/~neri/index.htm―2003 年 2月 5 日現在、子供たちが飼っている

もの）（続く） 

 

 

第十三夜 文化的定向進化 
 

しまおかです 

 昨夜はヒトのネオテニー戦略についてのべた。ネオテニー戦略を採って人間は生き延び

てきて大発展（進化論的には「大放散」という）をとげたことをのべた。今夜はその大放

散の帰結を書こう。 

 

２）生物進化における定向進化（進化の定向性）というものがあると、日本の特異な進化

学者今西錦司がいった。そもそもネズミみたいな動物に手足に膜（翼）がだんだんで

きてやがてコウモリとなって飛べるようになったなどということはナンセンスで、ネ

ズミとコウモリの中間の動物は飛べるのか飛べないのかよくわからないのだから、こ

の動物は生存可能か？あれはいきなり膜（翼）ができたんだ、というのが今西錦司の

主張だ。サーベルタイガー（200 万年～1 万年前。ネコ科。ライオンほどの大きさで牙が

24ｃｍほどにも長くなった。絶滅種）やキリンの首、ウマの脚などがそれだ。ヒトも、

ネオテニー戦略を採ることによって、知能の定向進化をとげた。 
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（このサーベルタイガーの想像図は

http://eco.goo.ne.jp/wnn-z/files/theater/s-tiger.html―2003 年 2月 5 日より） 

それに類したことを人間は文化的に何回も繰り返してきている。人間の非遺伝的な進

化も、時には一種の定向発展をとげることがある。古代エジプトのピラミッド、古代

マヤ遺跡のピラミッド神殿、ナスカの巨大地上絵（近年 NASAの資源探査衛星が 900キ

ロ上空からの写真で初めて発見されたもの。三角形の頭をもった巨大な矢印。全長 50キ

ロメートル。辺の幅が 200メートル。真南に向いている）、 

 

（http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=510

3 から―2003 年 2 月 5 日現在） 

 

日本の古墳文化、南太平洋のイースター島にあるモアイ像の巨石文化、大航海時代の

航海熱、資本主義時代の産業熱、生態系をすっかり変えて既存の生物種のほとんどが

絶滅してしまうであろう核開発、そしてクローン人間の「生産」にまで行き着いた遺

伝子工学。いったん始まった熱狂が自己を破滅させずにはいられないほどにまで「発

展」する傾向のことを定向進化といっている。このような非遺伝的定向進化した古代

の種族は絶滅した。この定向進化は遺伝子的な進化ではないので、文化遺伝子の存在

を仮定して「ミーム」（文化遺伝子）ということもある。（続く） 
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第十四夜 「草莽崛起」から見る「新世界」 
 
しまおかです 

 現代の日本経済は、優れて開放系（物質＜含エネルギー＞も情報も大量に自由に流出入す

る系）の中で、全システムも部分システムも非常に激しい変動に曝されている。もちろん

経済だけの話ではなくて、日本社会の全領域で起きていることでもある。教育についても、

倫理的価値体系についてもまた例外ではない。おそらく「小泉構造改革」は小泉首相が上

から大号令をかけなくても、すべての要素が自ずからいっせいに変化しているのだろう。

前出の今西錦司という進化論者が、「進化は進化する時期が来れば進化する」といったが、

この言葉は同義語反復で意味がないようだが、じつは意味深い。今がそのときに他ならな

いようにおもう。 

吉田松陰の刑死直前の言葉で「草莽崛起
そうもうくっき

」（すべての草よ、萌えあがれ）という言葉があ

る。この言葉は松陰刑死の 1859年 4月 7 日付の北山安世に宛てた手紙の中に見られる。刑

死は 10 月だ。この「草莽崛起」が 1868 年の明治維新改革を経て自由民権運動に結実して

いく（第１の「草莽崛起」）。1945 年以降の「戦後改革」（労働改革、財閥解体、農地改革）

を経て労農運動の大躍進に結実していく（第２の「草莽崛起」）。いつから始まったのか確

定できないが、たぶんベトナム反戦運動が最高潮に達した 1968 年以降の「草の根」「網の

目」「ネットワーク」革命運動の開始が、マイクロ・エレクトロニクス（ME）革命を引き

おこし、インターネット革命とあらゆる面での科学革命と思想革命を引き起こしていく。

そうして 20 世紀社会主義をも陳腐化し崩壊させていくこの眼前のプロセス（第３の「草莽崛

起」）。第 1、第 2 の「草莽崛起」は、それぞれ天皇制国権主義、「イエロー・ヤンキー」

的「エコノミック・アニマル」に絡め取られていく。しかし、この第１、第２の「草莽崛

起」の時代は、この「草莽」からの熱い学習熱に支えられていたし、根本的な教育改革を

伴っていたと伝えられる。さて、第 3 の「草莽崛起」はどうだろうか？熱い学習熱と根本

的な教育改革はあるのだろうか？そしてこれを絡め取るものがあるのだろうか？ 

ぼくはかつてこの「卒論・修論文集」に「考える葦を考える」という一文を書いた。そ

こで、「考える葦」の葦は弱いものの代名詞という俗説を否定する理論を展開した。聖書

においても、日本神話の「古事記」においても葦は、征服者たちにとって、根強くどうし

ようもなくはびこるしたたかな不屈不倒の異教徒「人民」のようなものとして描かれてい

ることを挙げた。人間は考える葦であると書いたパスカル（「パンセ」において）も、考

えることを止めようにも止められない人間の性
さが

として「考える」習性を描いている。総合

的に見て、「考える葦」である人間は、考え続けることによってはびこるようになったと

いうように、「パンセ」は読めると主張したのだ。 

「万葉集」の巻の七に「葦の根の ねもころ思ひて 結びてし 玉の緒
を

といはば、人
ひと

解
と

か

めやも」（一三二四）という歌があって、“葦の根は複雑に絡み合っていて引き離すことが

難しい。それと同じように私たちの仲も命をかけて絡み合っているといえば、だれが引き
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離そうとするだろうか？”という意味があるようだ。葦は強いのはこの人の目に触れない

根の部分で互いに絡み合っている、その強さに起因している。 

 ぼくは「草莽崛起」という吉田松陰の言葉からこのような「葦」を連想してしまう。「草

莽崛起」の経済原論とは、一本一本の個体は自立していても、「根の国」（記紀に現れる

国で、暗く汚い死者の国と描かれる反面、明るく命豊かな力強い国とも記述される）では、し

たたかに絡み合い豊かに命をはぐくんでいる、そこに焦点を当てようという経済原論だ。

自立しつつ「根っと輪ーく」する経済学。これがぼくは君たちに伝授したかった経済学に

ほかならない。 

君たちの幾人かが卒業するこの春の佳き日に、「すべての草よ、萌え上がれ」の経済原

論を贈れることを幸せに思う。 

コロンブスは「新世界」を日本とかアジアの「旧世界」と思いこんだまま死んでしまっ

た。マゼランは世界一周することによって地球は球体であることを実証した。その結果大

航海時代を切り開き、地球が世界貿易の投機の対象として「黄金色に輝く球体」に見えた。

しかし、この「黄金色に輝く球体」は薄汚れた有限の球体に見え始めている。さてこれか

らの「新世界」は何色に輝くのだろうか。 

 

おやすみなさい。 

 

（下の写真は吉田松陰の松下村塾だ。こんな小さな家に 200人の門弟が集まったという。2003

年 3 月。大阪の友人から送られたもの） 

 
 

時に 2003年 3 月6 日これを記す。 


