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第 1章 序論：ナショナリズム「論」への着目 

1－1 研究背景と問題意識 

本論文の目的は、従来のナショナリズム論の視点を再考し、そして情報社会におけるコミ

ュニケーション理解の変容を指摘し、ナショナリズムを自己再生産的なコミュニケーショ

ンと見なす可能性を論じることにある。 

ナショナリズム論の現在に至るまでの経緯を概観しよう。「ネーション」と「ナショナリ

ズム」の概念は、時には国民共同体、及びその独自性や原初性をめぐる主張を表すものとし

て用いられる。しかしその用語自体は一般的に、近代に生まれたものとして認識されている。

ナショナリズムに関しては、膨大な量の先行研究が蓄積されてきたが、ナショナリズム研究

自体の歴史は古くない。ナショナリズムをめぐる研究は近代から盛んになってきた。初期の

代表的なナショナリズム論として、19世紀におけるフィヒテの『ドイツ国民に告ぐ』（1807）

と、ルナンの『国民とは何か』（1882）という二つの講演がしばしば挙げられている。その

後、20 世紀において、二つの世界大戦に伴う国民国家体制の強化とともに、ナショナリズ

ムをめぐる多様な議論が行われてきた。国民国家体制が盤石になった現在、ナショナリズム

論は一つの独自的な研究分野となったと言える一方、ナショナリズムに関する主流の理論

体系はいまだに形成されていない。その中で、一般的に認められている代表的なナショナリ

ズム論者として、アーネスト・ゲルナー、ベネディクト・アンダーソン、アントニー・D・

スミスらを挙げることができるが、彼らはそれぞれ異なる立場に立ち、相互に批判的な視座

を採っている。ところが彼らのナショナリズム論は立場が違うにもかかわらず、近代ナショ

ナリズムの形成・起源の問題について強い関心を示すことには共通する。グローバリズムの

時代に入ると、ナショナリズム論の研究テーマの中心は、近代ナショナリズムの形成・起源

から、ナショナリズムの再生産の問題に移行していく。グローバル化とともに、世界の国民

国家の相互依存度が増す一方、ナショナリズムは減退するどころか、しばしば排他的でラデ

ィカルな形で現れてくる。こうした背景において、ナショナリズムの再生産に関する問題は

現代のナショナリズム論の重要な課題となる。 

ナショナリズムの概念は多様に定義されている。代表的な定義として、例えば、ゲルナー

は、「ナショナリズムとは、第一義的には、政治的な単位と民族的な単位とが一致しなけれ

ばならないと主張する一つの政治的原理である」、と述べた（ゲルナー2000：1）。アンダー

ソンは、ネーションが「イメージとして心に描かれた想像の政治共同体」であると主張し、

ナショナリズムをこのような共同体を作り上げる想像力とする（アンダーソン 1983：5-6）。



7 

 

スミスはネーションを「歴史的な領土、共同の神話、歴史的な記憶、共通の文化を共有する、

同一の経済システムに共存する、すべての集団の構成員に適用できる一般的な法律、権利と

義務を有する、一つの命名された人口の総体」1として定義する（Smith 1991: 14）。 

彼らの定義に相違はあるものの、次のことには共通している。それは彼らが、ナショナリ

ズムを政治的原理、想像力、集団意識などのような、主体に帰属するコミュニケーション的

なものとして認識していることである。このような認識は、主体―客体の図式を前提として

いる。本論文の主体の概念は、行為する実体的なものとして取り扱う2。さらに本論文での

実体の概念とは、真に実在するものとして、自分自身で自分自身を充足させることができ、

自分自身の存在だけによって自己の実在の根拠が与えられるものを指す3。実体は（人間の）

認識に先立って存在するものでもあるがゆえ、先験的な性格をも有する。 

こうしたナショナリズム概念において、主体の役割を担うのは個人のみではない。ナショ

ナリズムが共同体の価値や利益などを主張するイデオロギーであるのならば、ネーション

はそのようなイデオロギーの帰属先として、具象化され、主体化されることがある。例えば

アンダーソンによれば、ネーションという水平的で均質的な、想像された共同体において、

個人が原子化されたという。ここでの想像とは主体に依拠する行為として捉えられうる。想

像の過程を通じて、ネーションは統一的な言語、歴史、領土、人口などの概念の帰属する場

所として想像されている。この場合、ネーションは個人に帰属するものではなく、個人の帰

属先に化していく。この帰属関係の転換によって、主体性は個人からネーションへと譲渡さ

れていくと言えるであろう。ネーションを「母親」として愛着するような表現はその主体性

 
1 原文英語、和訳引用者。原文は次である。 ‘A nation can therefore be defined as a 

named human population sharing an historic territory, common myths and historical 

memories, a mass, public culture, a common economy and common legal rights and 

duties for all members’. 
2 ルーマンは従来の主体の概念に内包される実体性を指摘し、特に近代社会に入ってか

ら、主体が「人間・個体・人格に対する代替表現」になっていくと述べた（DGDG：

1165-1166）。 
3 本論文が取り扱う「実体」の概念について、大黒（2006）よりの議論も参照になれる。

大黒はジャック・デリダのメディア思想を論じる際、デリダの文脈から「現前」の概念を

抽出し、以下のように述べている。「『現前』（présence）とはもうそれ以上遡って根拠を

探り糺す必要のない明証性と確実性と実在性そして自己充足性とを備えた『存在』『顕

現』である。それ以上遡ることができない以上、それはまた爾余の存在者の明証性・確実

性・実在性の根拠・『起源』でもある。こうした『現前』『起源』は、様々な形をとり得

る。経験的な対人関係においては、それは『本心』や『意図』であるし、宗教的な場面で

は『神』や『真理』である。また哲学的なコンテクストでは、それは『本質』『存在』『実

体』などとなる」（大黒 2006：127）。大黒の議論は本論文における実体の概念の中核――

最終の根拠としての、自己充足的で先験的な性格――をよく表した。 
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の譲渡を示している。 

このようなナショナリズム論においては、ナショナリズムの主体を担うのが人間にせよ

ネーションにせよ、主体―客体の図式を前提としつつナショナリズム及びネーションを観

察するのが一般的である。その結果、次のアプローチはごく自然に用いられるようになる。

つまりナショナリズムやネーションの形成を説明する際、原初的／近代的な諸要素4による

主体への影響に着目することである。ナショナリズムやネーションは常に歴史的脈絡の中

で対象化され、そして国民国家体制が一般的になった現在、ナショナリズムの再生産をめぐ

る課題はますます注目を集めている。 

このようなナショナリズム論によって、ナショナリズムは主体に帰属するコミュニケー

ション的なものとされるのは一般的である。しかし、現代の情報通信技術（ICT）の発達と

普及に伴う情報社会において、コミュニケーション理解が変容してきた。大黒（2016）は、

インターネット技術の発達によって、メディアによる認識の枠組み（メディアのパラダイム）

が変容していくと論じ、そして認識の枠組みの変容とともに、情報社会では、コミュニケー

ションがもはや主体に帰属するものではなくなり、主体―客体の図式よりメタレベルまで

に後退し、自己再生産的なものになってきた、ということを指摘した。こうした背景におい

て、主体―客体の図式に基づくナショナリズム論の有効性についてわれわれは評価するも

のの、ナショナリズムが自己再生産的なコミュニケーションとして捉える可能性について

も検討する価値がある。 

このようなナショナリズムの捉え方は様々な問題に新たな視座を与えることができる。

例えば、従来のナショナリズム論の場合、グローバリズムとナショナリズムは相反するベク

トルを持つと言われている。ところが、グローバル化とともに、ナショナリズムはしばしば

ラディカルな形で現れてくるという事実もしばしば指摘されている（姜 2005：124-125）。

EUはグローバリズムによる成果の一つとして認められている。ヨーロッパの政治、経済に

おいて、EUはその功績が評価されるものの、イギリスの EU離脱、難民問題などのような

反グローバリズムの傾向は近年顕著になってきた。2019 年の年末から始まったコロナウイ

ルスの問題も、その解決のために各国の世界範囲的な協力が要請されているが、実際、それ

に伴って排他的な現象も多発している。それらの排他的な現象が見られる場所の一つは、グ

 
4 例えば、フィヒテ、スミスらは言語、人種、伝統、血縁、エスニック集団などの原初的

な要素の作用を強調している。それに対して、ゲルナー、アンダーソンらは、産業社会、

近代複製技術などの近代的な要素による作用に着目している。 
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ローバリズムを推進する主役としてのインターネットそのものである。SNS（ソーシャル・

ネットワーキング・サービス）技術は国境を越えるコミュニケーションを容易にし、グロー

バル化の大きな推進力となっている。しかし一方、自国の価値を主張する言説、あるいは他

国の価値を否定する言説も SNS上によく見られる。それらはまた多様なナショナリズム現

象を引き起こしていく。現代においてナショナリズムが終焉を迎えていくとしばしば指摘

されているが、実はそうではない。ナショナリズムの超克の傾向は未だに見られていないと

言える。われわれは従来のナショナリズム論の有効性を認めつつ5、情報社会におけるコミ

ュニケーション理解の変容とともに、その限界が顕著になってきているということを否定

することもできないであろう。ナショナリズムを自己再生産的なコミュニケーションとし

て捉えることが可能であるのならば、ナショナリズム限界説に対して、新たな方法論を示す

ことも期待できる。 

従来のナショナリズム論には理論的な不足、あるいは考察の不徹底さなどがあることを

意味するわけではない。本論文は従来のナショナリズム論を批判するものでもない。そうで

はなく、むしろ、ナショナリズムの限界は、従来のナショナリズム論の方法論＝視点による

必然だと考えられる。この限界が顕れたのは、われわれの視点のパースペクティブな転換に

よるものである。それゆえ上述の背景の下に、われわれの視点のパースペクティブの転換に

応じる新たなナショナリズム研究の方法論を探り、それによって、従来のナショナリズム論

を再検討する、ということは必要であろう。 

 

1－2 主な概念・定義 

本論文は、視点の転換によるナショナリズムの再記述を目指す。そのために、主体－客体

の図式を前提とするナショナリズムの捉え方、及びコミュニケーションのメタレベルから

 
5 例えば次の二つの議論から従来のナショナリズム論のグローバリズムによるナショナリ

ズムの勃興への関心を見出すことができる。スミス（1991）はグローバル化に伴う越境す

る市場がナショナリズムの強化を促していくということを示唆している（Smith 1991：

156-157）。また、アンダーソン（2005）は「遠距離ナショナリズム」の概念で、グローバ

リズムとナショナリズムのつながりを考察した（アンダーソン 2005：98-127）。しかしそ

れらの考察は、グローバリズムとナショナリズムを対立するものとすることを前提として

いる。つまりそれらの考察の前提にせよ結論にせよ、いずれもグローバリズムとナショナ

リズムという「二項対立図式」から脱出していない。その結果、グローバリズムの問題は

ナショナリズムの理論枠組みの中に入ることはない。それらの考察はグローバリズムとナ

ショナリズムの関連性を説明できるものの、従来のナショナリズム論の限界をも示したと

言えるであろう。 
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のナショナリズムの捉え方を規定しておかなければならない。そこで、実体論的な
．．．．．

ナショナ
．．．．

リズム
．．．

論
．
とコミュニケーション的な
．．．．．．．．．．．

ナショナリズム
．．．．．．．

論
．
という二つの概念を導入し、主体－

客体の図式を前提とするナショナリズム論の方法論と、本論文で提起する方法論を説明す

る。 

まず従来のナショナリズム論について考えよう。従来のナショナリズム論においては、主

体―客体の図式を前提としつつ、技術的・歴史的な条件――例えば近代複製技術、資本主義・

植民地主義の発展など――の主体への影響や作用に着目することでナショナリズムの形

成・再生産を考察することは一般的である。ここでの技術的・歴史的な条件は認識に先立っ

て存在する性格を有する。言い換えれば、技術的・歴史的な条件はある種の認識としてのナ

ショナリズムの形成の原因となる。本論文は、こうしたナショナリズム論を実体論的な
．．．．．

ナシ
．．

ョナリズム
．．．．．

論
．
と呼ぶ。本論文で取り扱う実体とは、認識より先に存在するものを指す。それ

が先に存在するからこそ、後に主体によって認識されうる。本論文での実体の概念は、特定

の場所と時間を占める、物理的な形を有するものに限らず、特定の起源に由来する血縁、伝

統、制度、言語なども含む広義的なものをも指す。 

実体論的なナショナリズム論の場合、ナショナリズムは一般的に以下のように捉えられ

ている。第一に、ナショナリズムは主体に帰属するものとされている。その結果、実体的な

ものの主体への影響、及びその影響の歴史的な変容は必然的に問題視されるようになる。第

二に、ナショナリズムやネーションは常に歴史的な脈絡の中で捉えられている。この二点に

よって、実体論的なナショナリズム論はナショナリズムの起源や発展、及びネーションの独

自性についての実践的な考察に対し有効性を持つ。 

ナショナリズムが主体に帰属するものとされるがゆえに、実体論的なナショナリズム論

は常にコミュニケーションの概念につながっている。実体論的なナショナリズム論の一つ

の成果は、ナショナリズムをコミュニケーションの視座から理解する可能性を示したこと

である。特にアンダーソンのナショナリズム論は、想像の共同体という概念を提起すること

で、こうしたナショナリズム理解に一般的な準拠枠を与えた。彼によれば、ナショナリズム

は一つの水平的で均質的なコミュニケーション空間をもたらし、そしてこのコミュニケ―

ション空間は人びとの生に意味を付与する一つの世界理解の枠組みとなっているという。

こうしたナショナリズムによるコミュニケーション空間は人びとの想像力に依拠するもの

だとされている。 

この意味で、実体論的なナショナリズム論の場合では、コミュニケーションは常に主体に



11 

 

帰属するものとして捉えられている。だが一方、今日の情報社会において、コミュニケーシ

ョン及び主体の概念をめぐる理解が変容している。こうした背景において、実体論的なナシ

ョナリズム論の限界はますます顕在化していく。この段階では、メタレベルでの自己再生産

的なコミュニケーションの視点のもとに、ナショナリズムを如何に把握すべきなのか、とい

う課題が現れてくる。 

この課題に取り込むために、自己再生産的なコミュニケーションをめぐる理論的な枠組

みが必要である。この理論的な枠組みをもっとも洗練された形で示してきたのは、ニクラ

ス・ルーマンの社会システム理論である。ルーマンは社会システム理論によって知られてい

る社会学者である。ルーマンは自分の理論体系を築き上げるために数多くの著作を著わし

た。その中に、特に著書『社会の社会』（以下 DGDG）6は、彼の社会システム理論の全体像

を俯瞰できる代表作だと言える。本論文において DGDG を主として彼の理論を援用する。

彼のコミュニケーション理解を簡単に見ておこう。 

ルーマンはラディカルな社会構築主義の立場を取っている（DGDG：22）。この立場によ

れば、コミュニケーションがその外部の帰属先としての主体を要請しないものとされてい

る。この立場は、世界理解の形成にとって、実体的なものよりコミュニケーションの方が決

定的であることを意味する。つまり、コミュニケーションが先にあって、「実体的なもの」

はコミュニケーションの中にこそ認識されえる。ルーマンの立場では、コミュニケーション

はその外部にある何らかの主体に帰属するわけではなく、自己言及をすることで、自分で自

分自身の構成要素を再生産していく。ルーマンによれば、主体は「認識と行為の基礎として

の自己言及そのもの」7として理解すべきだという（DGDG：1166）。つまり、あえてコミュ

ニケーションの主体は何かというと、それはコミュニケーションそのもの自体に他ならな

い、と理解しても差し支えない。 

また、コミュニケーションにおいて「主体」を言及する場合、それはコミュニケーション

 
6 以下、『社会の社会』は DGDGと表記する。この本よりの引用を、DGDGと邦訳

（2009）のページ数の形で示す。 
7 ルーマンによれば、主体の自己言及が「連続的な実践を通して、自身が区別を行うとい

う事態を自分自身で生み出していく」こととして理解されうるという（DGDG：1176）。 
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の中に構築されたものに他ならない8。それに対して、客体9の概念は主体と同様に、もはや

実体的なものとして理解することができなくなり、そのかわりに、客体もある種の「言及」

として、構築主義的な性格を帯びる。客体はコミュニケーションの外部に先験的に存在する

何らかの実体的なものではなく、言及として、コミュニケーションの構成の一部であり、コ

ミュニケーションの継続の条件として機能するとされる。 

ルーマンによるコミュニケーション及び主体の概念は、情報社会におけるコミュニケー

ション理解のもとに、ナショナリズムを如何に考えるべきかについて有効な手がかりを与

えた。ここでは、ルーマンの理論を参照とし、実体論的なナショナリズム論と対照する形で、

次のナショナリズムの捉え方を提起しておく。すなわち、ナショナリズムを、自己再生産的

なコミュニケーションとして把握する。本論文では、このナショナリズムの捉え方をコミュ
．．．

ニケーション的な
．．．．．．．．

ナショナリズム
．．．．．．．

論
．
と呼ぶ。 

以上のように、本論文の視点は従来のナショナリズム論の外部に置かれている。そのため

コミュニケーション的な視点から、ナショナリズムの概念に改めて（暫定的な）定義を与え

ねばならない。本論文はナショナリズムの概念を次のように表す。ナショナリズムとは、国
．

民国家の価値の
．．．．．．．

正統
．．

性を要請することをめぐる
．．．．．．．．．．．．

自己再
．．．

生産的
．．．

な
．
コミュニケーション
．．．．．．．．．

を指す。 

本論文では、コミュニケーションを一つの概念として提起する場合、それは一般的にルー

マン的な意味でのコミュニケーションの概念を指す。ルーマンとは異なるコミュニケーシ

ョンの概念を用いる場合、両者の違いを説明した上で、議論を進めていく。また、本論文は

コミュニケーション
．．．．．．．．．

と、コミュニケーションの様式
．．．．．．．．．．．．

という二つの用語を分けて使う。前者は

その外部にある主体を要請しないコミュニケーションを表す概念である。それに対して、後

 
8 ルーマンは従来の主体の概念を完全に廃棄するわけではない。彼は次のように述べてい

る。「われわれから見れば主体性というこの歴史的なゼマンティクはもはや何も述べてい

ない云々ということにはならない。少なくともそれによってある事柄に、すなわち主体の

内部における主体と客体の差異に、反省が加えられてはいる」（DGDG：1165）。また、

「主体哲学の成果を無視してしまう必要はない。しかしその成果は一種の暗礁であり、全

体社会の理論という船がそこで座礁するようなことがあってはならないと考えることはで

きるのである」（DGDG：1166）。すなわち従来の主体の概念とルーマンの主張の間にはあ

る種の連続性があると言える。この連続性は異なる観察の水準の連続性として理解でき

る。つまり従来の主体の概念は主体―客体の図式をもたらすという意味で、観察の理論の

中に、より高い観察の水準（二次的観察）によって観察されている。 
9 客体についてルーマンは次のように述べる。「システム〔＝コミュニケーション〕にとっ

ての《客体》とは常に、言及なのである。つまり客体とは、外界において与えられている

事物ではなく、システムのオートポイエーシス〔＝自己再生産〕の構造上の単位（＝統一

性）なのである。そしてその客体が、コミュニケーションを継続していくための条件とな

る」（DGDG：99－100、〔〕内引用者）。 
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者はその外部にある主体に帰属する＝主体性を要請するコミュニケーションを指す。この

説明に基づいてはさらに、ナショナリズムを自己観察・自己再生産的な意味でのコミュニケ

ーションとして論じる際、それをコミュニケーションとしての
．．．．．．．．．．．．．

ナショナリズム
．．．．．．．

という用語

で表す。それに対して、ナショナリズムを、主体性を要請するコミュニケーション＝コミュ

ニケーションの様式として、すなわち人びとの世界理解の枠組みとして捉える際、それをコ
．

ミュニケーションの様式としての
．．．．．．．．．．．．．．．

ナショナリズム
．．．．．．．

という用語で示す。 

 

1－3 研究方法と論文構成 

本論文は理論研究を主とし、文献整理や分析を中心として考察を進めていく。まず、従来

のナショナリズム論を概観し、その有効性と意義を示した上で、情報社会において新しいナ

ショナリズム理解の必要性と可能性を論じる。次に、アンダーソンのナショナリズム論にお

けるコミュニケーションの様式としてのナショナリズムの可能性を、マーシャル・マクルー

ハンのメディア論を援用し再考する。このナショナリズムの捉え方を前提とし、さらに、ル

ーマンのコミュニケーション概念をめぐる理論枠組みを参照系として導入する。この作業

によって、ナショナリズムを自己再生産的なコミュニケーションとして捉えることができ

る可能性について言及する。最後に大澤（2007）によるナショナリズムをめぐる議論を援

用しながら、コミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的なナショナリズム論と

の関係性を解き明かし、実体論的なナショナリズム論の意義を再解釈する。 

上述の流れに従って、本論文は以下のように構成される。 

第 2章において、ウムット・オズキリムリ（2017）、マイケル・ビリッグ（1995）、及び

津田（2016）の考察を参照することで、従来のナショナリズム論を概観し、実体論的なナシ

ョナリズム論の輪郭をより一層明確にする。さらに、大黒（2016）の議論を援用し、情報社

会におけるコミュニケーション理解の変容を明らかにし、新たな視点によるナショナリズ

ムの捉え方が要請されていることを提起する。この議論に基づいて、ナショナリズムをコミ

ュニケーションとして捉えるための四つの軸――アンダーソンのナショナリズム論、マク

ルーハンのメディア論、ルーマンによるコミュニケーションの概念をめぐる理論、及び大澤

によるナショナリズムの両義性をめぐる考察――を紹介する。 

第 3 章では、アンダーソンのナショナリズム論に示されたコミュニケーションの様式と

してのナショナリズムの可能性について考察する。アンダーソンのナショナリズム論は実

体論的な視点を有するものの、ナショナリズムをコミュニケーションの様式として捉える
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ための基準を与えたと言える。彼のナショナリズムの捉え方は、ナショナリズムを自己言及

的なコミュニケーションとして把握するための前提となる。本章では、まずアンダーソンに

よる想像の共同体の概念から、ナショナリズムをコミュニケーションの様式として捉える

可能性を論じる。次に、想像の共同体の概念における近代性と宿命性の相互作用10を論じる

ことで、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの形成過程を明らかにし、そこ

に内包されるナショナリズムの自己言及的な性格を示す。 

第 4 章では、マクルーハンのメディア論における「技術」と「身体」の相互作用を考察

し、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムをめぐる理解の仕方をより一般化

することで、コミュニケーション的なナショナリズム論にさらに接近していく。本論文はマ

クルーハンのメディア論における「技術」と「身体」の相互作用を、近代性と宿命性の相互

作用と並行する形で論じる。「技術」と「身体」の相互作用をめぐる考察は、アンダーソン

による近代性と宿命性の相互作用の通時性及び妥当性を補強し、コミュニケーションの様

式としてのナショナリズムをめぐる理解をさらに深化させることができる。 

アンダーソンのマクルーハンを再考することで、コミュニケーションの様式としてのナ

ショナリズムの形成と再生産の機制を解明すること、またこの機制によるナショナリズム

の自己言及的な性格を明らかにすることができる。次の作業は、われわれの視点を後退させ、

メタレベルから、このナショナリズム理解を捉え直すことである。そのための理論的な枠組

みを与えたのはルーマンのコミュニケーションと観察の理論である。第 5 章において、ル

ーマンの社会システム理論を概観する上で、彼のコミュニケーション理解をめぐる諸概念

を導入する。ルーマンの理論を参照することで、ナショナリズム研究の新たな可能性を提示

し、さらにナショナリズムのオートポイエーシス11のメカニズムを明らかにする。 

以上の一連の考察を通じて、コミュニケーション的なナショナリズム論の輪郭を描写す

ることが可能である。第 6 章では、コミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的

なナショナリズム論の関係性を論じる上、実体論的なナショナリズム論の意義を再解釈す

る。さらに、大澤（2007）によるナショナリズムにおける普遍主義と特殊主義をめぐる議論

を援用することで、コミュニケーション的なナショナリズム論の妥当性を検証する。 

 
10 本論文では「相互作用」の概念を使って、二つのものが互に対立するにもかかわらず、

相互に影響し合う共働関係を示す。 
11 ルーマンはオートポイエーシスという用語で自己再生産の概念を示す。本論文はオート

ポイエーシス（オートポイエティック）を、自己再生産（自己再生産的）の概念と共通す

る用語として使う。 
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最終章である第 7 章においては、コミュニケーションとしてのナショナリズムの可能性

について本論文の結論をまとめ、そして、情報社会におけるグローバリズムとナショナリズ

ムの捉え方、及びナショナリズム理解の刷新の可能性、という二つの側面における本論文の

意義を示す。  
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第 2 章 先行研究――実体論的なナショナリズム論の限界及び新たなナショナリズムの

捉え方の要請 

2－1 従来のナショナリズム論概観 

2－1－1 初期ナショナリズム論 

初期の代表的なナショナリズム論は、フィヒテによる『ドイツ国民に告ぐ』（1807－1808）

及びルナンの『国民とは何か』（1882）、という二つの講演が挙げられる。この二つの講演

は、ナショナリズム理解に関する二つの典型的なタイプを描き出したと言える。 

フィヒテは 1807年から 1808年の間に、ベルリン学士院講堂において『ドイツ国民に告

ぐ』と題する講演を行った。当時のドイツはナポレオンの支配下におかれている。この講演

の目的は、ドイツの国民精神を喚起することでドイツ民族の独立を訴えること、さらに、フ

ランス文化に対するドイツの国民文化の優越性を強調し、階級を超える、ドイツ国民全般に

適用できる教育制度の設立を主張することにある（佐藤 2002：17-18）。この目的を達成す

るために、ドイツ国民の排他性が必然的に要請されるようになった。その結果、フィヒテに

よるナショナリズム論の場合、ネーションの排他性・独自性が強調されている。フィヒテは

エスニック集団、言語、習慣などを、ドイツ民族を他の民族（ネーション）から区別するた

めの基準としている。 

それに対して、ルナンの 1882年の講演『国民とは何か』は、別のナショナリズム理解の

可能性を示した。この講演の背景は、1870 年から 1871 年までの普仏戦争である。この戦

争によって、フランスの領土の一部であったアルザス＝ロレーヌ地方がプロイセン王国に

割譲された。ルナンの講演には、アルザス＝ロレーヌ地方のフランスへの帰還を促すという

目的が含まれている（西谷 2002：24）。アルザス＝ロレーヌ地方の大部分の住民に日常的に

使われている言語は当地の方言であり、ドイツ語圏に属する（坂井 1995：71）。それゆえこ

の場合では、同一言語によって国民精神が根拠づけられると主張する、フィヒテによるナシ

ョナリズム観は、もはや有効とは言えず、フィヒテに代わるものとしてルナンのナショナリ

ズム理解が登場してきた。フィヒテに対して、ルナンはネーションを連帯の形成に関する精

神的原理として捉えている。ルナンによれば、精神的原理としてのネーションの形成に対し

て、その「本質的因子」は「忘却、歴史的誤謬」だとされている（ルナン 1997：47）。この

場合、ネーションは政治的に構成されたものとされている。また、彼は「国民の存在は（中

略）日々の人民投票」だと述べている（ルナン 1997：62、（）内引用者）。ルナンの主張で

は、ネーションは精神的な連帯として認識されている。それはもはや排他的ではなく、むし
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ろ精神的原理としての開放性を示している。この点はネーションの排他性・独自性を強調す

るフィヒテのナショナリズム論との主要な違いである。 

フィヒテとルナンは二つのタイプのナショナリズム理解を示した。この二つのナショナ

リズム理解はしばしば比較する形で、「古典的〈国民〉概念の二つのタイプを代表するもの」

として言及されている（西谷 2002：24）。一方、この二つのナショナリズム理解には一つの

共通するところがある。両者とも主体―客体の図式を前提とする実体論的な視点を有する。

フィヒテはある集団をネーションとして認める基準を、言語、人種、エスニック集団のよう

な実体的な要素から見出していく。それに対して、ルナンはネーションを主体に帰属する精

神的な原理として認識している。彼は国民を「日々の人民投票」として喩えている。「投票」

という行為自体は、何らかの意志的な主体に依拠しなければならない。「投票」という用語

はメタファーとして使われているにもかかわらず、このメタファーは、ナショナリズムの外

部には帰属先としての主体があることを示している。 

フィヒテとルナンが示した二つのナショナリズム理解を、実体論的なナショナリズム論

の文脈に従って説明すると次のようになる。フィヒテが示したのは、ネーションを同じ言語

を使う集団、同じ人種によって構成された集団、エスニック集団などのような実体的なもの

として理解する方向性である。それに対して、ルナンが示したのは、ネーションを主体に帰

属する精神的原理として認識する方向性である。 

 

2－1－2 従来のナショナリズム論概観 

近代ナショナリズムに関する考察は多様な側面に着目しているが、フィヒテとルナンに

示された、実体論的なナショナリズム論の二つの方向性に沿って行われることは一般的で

ある。この点は、オズキリムリ（2017）の考察から見出すことができる。オズキリムリは、

従来の主なナショナリズムに関する理論的研究を並べて概観した上で、それらのナショナ

リズム理論をめぐる批判などをも整理した。彼は従来のナショナリズム論を主に、原初主義

（Primordialism）、近代主義（Modernism）、エスノ象徴主義（Ethno-symbolism）という

三つのカテゴリで整理した。 

 

①原初主義 

原初主義は、ネーションが太古の時代からすでに存在することを主張し、そしてナショナ

リティ――個人がネーションに帰属する性質――が人間の自然的な性質であることを強調
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する（Özkırımlı 2017：51）。原初主義の主張は、ネーションがそれをめぐる認識より先に

存在することを示している。この立場では、ネーションをある種の実体として見なすことが

可能である。 

オズキリムリはエリー・ケドゥーリ（Elie Kedourie）の『アジアとアフリカのナショナ

リズム』（Nationalism in Asia and Africa 1971）を参照することで次のことを指摘した。

アジアとアフリカの近代ナショナリズム運動において、ネーションの起源、歴史、文化の優

越性と正統性、英雄に関する物語などは民族主義者の議論の主題となる。それらの主題は、

ネーションの固有的で不変的な性格の根拠となる（Özkırımlı 2017：53-54）。 

また、オズキリムリはピア・バン・デン・ベルヘ（Pierre van den Berghe）を挙げてい

る。彼はネーションの原初性を社会生物学的（sociobiological）な視点によって示した。彼

によれば、社会生物学的な見解からすると、エスニック集団やネーションのような集団は基

本的に、共通の血縁関係によって定義され、そして族内婚制度によって維持されているとい

う（Özkırımlı 2017：55）。この立場では、ネーションは血縁関係に根拠づけられ、原初的

なものとして認識されている。 

オズキリムリはさらにエドワード・シルズ（Edward Shils）とクリフォード・ギアーツ

（Clifford Geertz）の主張を挙げている。彼らは「原初的（primordial）」という用語で家

庭関係、血縁関係、及び宗教や言語の共同体に基づく社会的関係の特性を表している

（Özkırımlı 2017：51）。ところが、オズキリムリは次のことをも指摘している。シルズと

ギアーツの場合、こうした原初性は原初的に与えられたものではなく、むしろ関与者に想定

されたものとして理解しなければならない（Özkırımlı 2017：57-60）。この意味で、シルズ

とギアーツの主張は原初主義的なものである一方、社会構築主義的な性格をも有する。そし

て原初性を想定する関与者は、ナショナリズムの帰属先である主体として認識されても良

いであろう。 

最後に、オズキリムリはエイドリアン・ヘイスティングス（Adrian Hastings）を引き合

いに出す。ヘイスティングスは、ネーションをエスニシティ――共通の文化と言語を持つ共

同体――から由来するものとしている（Özkırımlı 2017：60-61）。彼の主張もネーションの

実体としての性格を示すものである。それは、共通の文化と言語に依拠する共同体であるエ

スニシティから見出すことができる。 

原初主義をめぐって様々な批判がある。オズキリムリは次のように述べた。戦争、政治的

決定、及び多様な緊急事態によって、ネーションの範囲、及びそれが規定する内容に変化が
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生じていく。このような状況下では、原初主義のアプローチの説得力は脆弱化する

（Özkırımlı 2017：63-64）。また、ネーションとなった集団もありネーションとならなかっ

た集団もある、という現象はなぜなのか。このような問題について、原初主義は有効な解釈

を与えることができない。というのは、このような問題について原初主義のアプローチは、

原初的な要素によるつながりの強さの違いによってしか説明できないからである

（Özkırımlı 2017：64-66）。そして、ネーションの原初性がいくら強調されても、国民国家

制度が近代に入ってから普及してきたという事実は否定し難い（Özkırımlı 2017：66-68）。 

 

②近代主義 

近代主義とは、ネーションとナショナリズムを資本主義、産業化などのような近代化過程

による結果とするアプローチである（Özkırımlı 2017：81）。近代主義のアプローチは原初

主義に対する「反応（reaction）」として現れてきたとオズキリムリは述べた（Özkırımlı 

2017：81）。オズキリムリは、経済の変容、政治の変容、社会と文化の変容という三つの方

面から近代主義的なナショナリズム論を整理する。 

経済の変容に着目する論者として、オズキリムリはトム・ネアン（Tom Nairn）を挙げて

いる。ネアンによれば近代ナショナリズムの形成は資本主義の不均等な発展に帰結する。資

本主義経済システムの形成とともに、先進国と後進国が出現する。後進国のエリートたちは

自国の発展のために、自国の成員を動員しなければならない。その結果、共同体のアイデン

ティティの構築が要請されるようになる。それがナショナリズムの起源だとされている

（Özkırımlı 2017：84-85）。ネアンの主張についてオズキリムリは次のように指摘する。ネ

アンに対しては、「自国の発展を自分で求めていく」ということこそナショナリズムの本質

だという（Özkırımlı 2017：84）。 

また、オズキリムリはマイケル・ヘクター（Michael Hechter）の議論をも援用する。オ

ズキリムリは、ヘクターが定量的データと多変量統計分析の手法で考察を行い、そして彼の

ナショナリズム論の中核的な概念が内部植民地主義（internal colonialism）だと指摘する

（Özkırımlı 2017：86-87）。ヘクターは内部植民地主義の概念で、近代ナショナリズムの形

成を解釈する。すなわち、一つの集団（国家）の内部における経済の不均等な発展によって、

先進集団と後進集団が形成され、そしてこの差別化によって「文化的分業（cultural division 

of labour）」が出現する。また「文化的分業」によって、新しい集団のアイデンティティの

形成に可能性を与えていく。例えば後進集団は独立を求める傾向があり、このような事態が
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契機となり、ナショナリズムは萌芽する（Özkırımlı 2017：89）。 

次に、政治の変容に基づいてナショナリズムを考察する論者について、ジョン・ブルイリ

ー（John Breuilly）、ポール・ブラス（Paul R. Brass）、エリック・ホブズボーム（Eric J. 

Hobsbawm）らを挙げる。ブルイリーはナショナリズムを政治的な枠組みとして認識する。

近代化とともに、「機能的分業（‘functional’ division of labour）」が現れる。国家機構は公

共的権力の分業の結果となり、それに対して個人は私的個人となっていく。その結果、ナシ

ョナリズムは個人の利益と国家の利益を結びつける政治的枠組みとして登場する

（Özkırımlı 2017：95）。ブルイリーについてオズキリムリは次のように指摘する。ブルイ

リーはナショナリズムに関する一般的な理論について懐疑的な態度を取っている。という

のは、彼は、このような一般的な理論はすべての状況を説明できず、歴史的な文脈から離脱

していると考えるからである。それゆえ、ナショナリズムに関する類型学を確立し、歴史的

な比較という手法でそれぞれの類型を考察することが必要だ、とブルイリーは主張する

（Özkırımlı 2017：93）。 

ブラスとホブズボームがナショナリズムを政治的な目的の達成のために利用されるもの

として位置づけている、とオズキリムリは示唆する。ブラスは道具主義の立場から、エスニ

シティとナショナリティの道具としての性格を強調する（Özkırımlı 2017：97）。ブラスに

よれば、エスニシティとナショナリティはエリートたちによって用いられ、大衆の支持を得

るための手段となるという（Özkırımlı 2017：97）。ホブズボームの主張にも同様の視点が

見られる。ホブズボームは、ナショナリズムをある種の「創り出された伝統」として認識す

る（ホブズボーム 1992：25-26）。この場合、ナショナリズムやネーションは過去との連続

性を有する「伝統」として創られ、近代化に伴う歴史的な変容に対応するためのある種の道

具・手段として利用されるものである（Özkırımlı 2017：103）。 

社会と文化の変容から出発する論者について、オズキリムリはアーネスト・ゲルナー、ベ

ネディクト・アンダーソン、ミロスラフ・フロフ（Miroslav Hroch）を挙げている。ゲルナ

ーはナショナリズムを一つの「政治的原理」として定義する（ゲルナー2000：1）。そしてナ

ショナリズムは、近代産業社会の形成とともに生み出された大規模な高文化を保障するた

めに要請されてきたと指摘する。高文化とは、普遍的な読み書きの能力と高水準の技術によ

って支えられる文化を指す（ゲルナー2000：59）。ゲルナーは社会の歴史的な変動過程にお

いてナショナリズムを捉えている。オズキリムリはゲルナーのナショナリズム論について

次のように評価する。「ゲルナーの理論は、デュルケムとウェーバーに起源をもつ長年の社
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会学的伝統の文脈の中でよりよく理解することができる。この社会学的伝統の基本的な特

徴は、伝統社会と現代社会の違いである」12（Özkırımlı 2017：107）。この指摘は、ゲルナ

ーのナショナリズム論には伝統社会と現代社会に関する歴史的な考察が含まれている、と

いうことを示すものである。 

アンダーソンは著書『想像の共同体』（以下 IC）13において独自のナショナリズム論を展

開していく。アンダーソンのナショナリズム論については次章において詳述するが、ここで

は概略的に説明しておこう。アンダーソンはネーションを近代において現れてきた、想像さ

れた共同体として取り扱っている。彼はネーションを近代複製技術の発達とともに生まれ

てきた想像の共同体とし、さらにネーションの形成を促すナショナリティとナショナリズ

ムを「特殊な文化的人造物」としている（IC：21-22）。また、このようなナショナリティと

ナショナリズムは「モジュール」14として、他の地域や国によって模倣されていくと論じて

いる（IC：22）。アンダーソンはこの過程を「海賊行為」と呼んでいる（IC：136）。オズキ

リムリはアンダーソンを近代主義論者として捉えている。IC について、オズキリムリは次

のように評価する。「ICはその出版の時に、唯一の、非ヨーロッパ中心的な視点から書かれ

た比較研究である」15（Özkırımlı 2017：122）。この指摘はアンダーソンのナショナリズム

論の地域・歴史に関する比較研究としての性格を示している。 

近代主義論者として最後に挙げられるのはフロフである。フロフはヨーロッパの歴史を

 
12 原文英語、和訳引用者。原文は次である。‘Gellner’s theory can be better understood 

within the context of a long-standing sociological tradition whose origins go back to 

Durkheim and Weber. The cardinal feature of this tradition is a distinction between 

traditional and modern societies’. 
13 以下、『想像の共同体』は ICと表記する。この本よりの引用を、ICと邦訳の定本版

（2007）のページ数の形で示す。 
14「特殊な文化的人造物」及び「モジュール」の概念はアンダーソンのナショナリズム論

の中核にある。アンダーソンは以下のように述べている。「わたしの理論的出発点は、ナ

ショナリティ、あるいはこの言葉が多義的であることからすれば、国民を構成するという

ことと言ってもよいが、それが、ナショナリズム〔国民主義〕と共に、特殊な文化的人造

物であるということにある。（中略）ナショナリティ、ナショナリズムといった人造物

は、個々別々の歴史的諸力が複雑に『交叉』するなかで、十八世紀末にいたっておのずと

蒸溜されて創り出され、しかし、ひとたび創り出されると、『モジュール〔規格化され独

自の機能をもつ交換可能な構成要素〕』となって、多かれ少なかれ自覚的に、きわめて多

様な社会的土壌に移植できるようになり、こうして、これまたきわめて多様な、政治的、

イデオロギー的パターンと合体し、またこれに合体されていったのだと」（IC：21-22、

（）内引用者）。 
15 原文英語、和訳引用者。原文は次である。‘Imagined Communities was at the time of 

its publication the only comparative study of nationalism written from a non-European 

perspective’. 
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めぐる経験的考察に基づいて独自のナショナリズム論を提起した。フロフによれば、ネーシ

ョンの形成には、現地の言語に基づく民族文化、完成度が高い社会構造、政治的平等と自治

の実現という三つの条件が不可欠だという（Özkırımlı 2017：124-125）。オズキリムリは、

「フロフは、比較の枠組みの中で、定量的な社会史的分析手法でナショナリスト運動を考察

した最初の学者である」16 と評価する（Özkırımlı 2017：122）。フロフのナショナリズム

論は、社会と文化の歴史の移行の中にナショナリズムを考察するという点で、ゲルナーとア

ンダーソンの研究と共通しているといえる。 

もちろん、近代主義のナショナリズム論をめぐって多様な批判もある。オズキリムリが指

摘したように、経済、社会、及び文化の変容に関する考察において、その結論と一致しない

歴史的な事実がよく見られる（Özkırımlı 2017：130, 138-139）。また、政治の変容に関す

る考察の場合、ナショナリズムから情熱や感情が如何に生まれてきたのかという問題に対

して、近代主義は無力である（Özkırımlı 2017：136）。それらの批判に対応する形で登場し

てきたのが、エスノ象徴主義である（Özkırımlı 2017：154）。 

 

③エスノ象徴主義 

原初主義と近代主義をあえて二つの極として理解すれば、エスノ象徴主義のアプローチ

が両者の中間に位置づけられると言える。エスノ象徴主義は、国民国家制度が近代に入って

から普及してきたという事実を認めると同時に、ネーションとナショナリズムの形成に関

わる神話、エスノシンボル、価値、伝統などの要素の作用をも重視する（Özkırımlı 2017：

154-155）。エスノ象徴主義の代表的な論者として、ジョン・アームストロング（John A. 

Armstrong）とアントニー・D・スミスが挙げられている。オズキリムリは特にスミスを、

エスノ象徴主義の「創設者（founding father）」として評価している（Özkırımlı 2017：154）。

オズキリムリはスミスの議論を踏まえ、エスノ象徴主義を次のように説明する。エスノ象徴

主義は、エスニシティとナショナリズムの形成過程における神話、シンボル、記憶、価値、

伝統などのエスニック集団による諸要素＝エスノシンボルの作用を主張する（Özkırımlı 

2017：154）。この主張によれば、ネーションは近代において構築された現象であるものの、

その過程においてエスノシンボルは重要な役割を果たしているがゆえに、完全にネーショ

 
16 原文英語、和訳引用者。原文は次である。‘Hroch was the first scholar to undertake a 

quantitative social-historical analysis of nationalist movements in a comparative 

framework’. 
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ン以前の共同体と断絶しているわけではない。この意味で、エスノ象徴主義はネーションの

社会構築主義的な性格を肯定的に捉える一方、同時に、エスノシンボルの原初性を保障する、

ネーション以前のエスニック集団の実体性を認めてもいる。 

アームストロングはエスニック集団を求める意識の持続性、歴史性に着目する。彼はネー

ションをエスニック集団の延長として、言い換えればエスニック集団の形成の一段階とし

て見なしている。彼は主体の思想に帰属するエスニック集団の境界の形成機制に注目して

いる。彼はエスニック集団におけるアイデンティティの形成を、比較を通じて他の集団を排

除する、ということによる結果として考える（Özkırımlı 2017：156-157）。アームストロン

グはナショナリズムに関する社会構築主義的な考え方を肯定的に捉えている一方、その「創

造」の過程におけるエスノシンボルの作用――言い換えれば、ネーション以前のエスニック

集団との連続性――をも強調している（Özkırımlı 2017：158）。この連続性は、ネーション

の、歴史的な過程において形成・変容する実体的な集団としての性格を意味すると考えられ

る。 

スミスは同様にネーションの形成に及ぼすエスニック集団の影響に着目している。スミ

スはネーションを近代的な現象として認める一方、それはエスニック集団による原初的な

諸要素にもつながっていると主張する。本論文の冒頭で述べたように、彼によるネーション

の定義の中に、「歴史的な領土」、「共同の神話」、「歴史的な記憶」、「共通の文化」などの要

素が強調され、さらにネーションの本質が「人口の総体」とされている（Smith 1991: 14）。

この定義は、（エスノシンボルに関する）歴史的な過程において、ネーションを（人口の総

体としての）実体的なものとして捉えている。 

 

原初主義、近代主義、エスノ象徴主義は異なるアプローチであるものの、実体論的な視点

からナショナリズムを捉えることは一般的である。これらのアプローチの場合、ナショナリ

ズムは常に主体に帰属するものとして、あるいは歴史的変遷の中で、捉えられている。こう

した方法論はナショナリズムの変容の問題と結びついている。ナショナリズムの変容の問

題は現代のナショナリズム論の一つの重要な課題となっている、という事態をオズキリム

リも指摘した（Özkırımlı 2017：183）。現代のナショナリズム論についてオズキリムリは次

のように論じている。20 世紀後半から、人権、人種差別、ジェンダーなどをめぐる問題に

関する社会運動が勃興してきた。それらの社会運動によって、従来のナショナリズム論によ

るネーションの均質性が批判されていく。こうした背景において、新しい視点をもたらす
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様々なナショナリズム論が生まれてきた。ナショナリズムの再生産をめぐる議論はその一

つである（Özkırımlı 2017：182-183）。 

 

2－1－3 日常のナショナリズム再生産 

社会心理学者であるビリッグはナショナリズムの日常的な再生産について議論を行った。

過去のナショナリズム論についてビリッグ（1995）は次のことを示した。主流のナショナ

リズム論は常に政治的な中心から遠ざかる「周辺地域（periphery）」に着目し、そこに発生

する既存の国家制度に反対し、新たな国民国家の成立を求める運動の中にナショナリズム

を位置づける。その結果、ナショナリズムは既存の政治体制から遊離するものとして否定的

に評価され、それに対して西洋社会の既存の国民国家におけるナショナリズムが見逃され

る危険性がある（Billig 1995：5）。この状況において、ビリッグはナショナリズムを既存の

国民国家において日常的に再生産されるものとし、「日常のナショナリズム（banal 

nationalism）」という概念を導入し、社会心理学の視点で、西洋社会における国民国家（特

にアメリカ）のナショナリズムの日常的な再生産を考察した（Özkırımlı 2017：185, Billig 

1995：5-6）。 

ビリッグはナショナリズムを「国民国家から構成される世界を自然な世界であるように

見せかけるイデオロギー」17と定義する（Billig 1995：37）。この概念は、ナショナリズム

を一つのイデオロギーとして見なしている。ここでのイデオロギーとは単なる政府や政党

が訴えている方針や主張などのようなものではない。それはより広義的な概念であり、人び

との日常的で根本的な思考の方式や観念を指す。ビリッグは日常のナショナリズムを「振り

回されない国旗（the unwaved national flag）」として喩える（Billig 1995：42-43）。日常

のナショナリズムは、政府ビルの屋根、店の看板、雑誌のカバーに現れてきた国旗に対する

感情のようなものである。日常生活で目にする国旗は存在感が薄く、人びとに気付かれてい

ないが、消えた途端に、すぐ気づかれるようになるものである（Billig 1995：40-41）。ビリ

ッグはこのような日常のナショナリズムの再生産を問題視する。日常のナショナリズムの

再生産は、人びとが無意識に使用する日常的な言説によって促されている、と彼は主張する。

日常的な言説は多様に存在し、「振り回されない国旗」はその一つである。また、新聞記事

 
17 原文英語、和訳引用者。原文は次である。 ‘nationalism is the ideology by which the 

world of nations has come to seem the natural world – as if there could not possibly be 

a world without nations’. 
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や政治家の演説などにしばしば使われている「われわれ」（we/us）、「彼ら」（they/them）

などの代名詞もそれに当たる。それらの代名詞は、人びとが無意識のまま、「自分の故郷（‘the’ 

homeland）」（＝ネーション）を「日常的（banally）」に指示する、とビリッグは述べる（Billig 

1995：93-94）。 

このようなナショナリズムを、ビリッグは日常的な慣習（habitus）として捉えている。

日常的な慣習とは、無意識的な状況において――つまり忘却されることで形成された歴史

的な記憶を意味する。日常的な慣習の形成過程にはある種の記憶と忘却の弁証法的な関係

性がある。日常的な慣習についてビリッグは次のように述べる。「『慣習』とは、身近な社会

の性格、慣行、日常慣例を指す。それは、人びとが日常生活を無意識的（あるいは意識的）

に送るために身に付けなければならない『第二の性質』を表す」18（Billig 1995：42）。日

常的な慣習としてのナショナリズムは、人びとの身が付けられる性質として捉えられ、主体

に帰属するコミュニケーションの様式として理解されうる。 

ナショナリズムにおける主体性は、ビリッグの考察の立場から見出すこともできる。ビリ

ッグは社会心理学の視点から出発する。彼の研究において、主体の心理的な状況の変化が問

題視されている。それゆえビリッグの考察は主体―客体の図式を前提としている。この前提

の下で、ビリッグはナショナリズムを世界構築のためのイデオロギーとして捉えている。彼

はナショナリズムによる世界の構築を「歴史的な構築」（historically constructed）として

認識している（Billig 1995：37）。この構築の過程は他でもなく、上述の歴史的な記憶の形

成過程、すなわち記憶と忘却による日常的な慣習の形成過程と一致するのである。 

ビリッグは忘却の概念を提起することで、日常のナショナリズムの「無意識的

（mindlessly）」な性格を強調する（Billig 1995：42）。「無意識的」な性格もまた、主体の

概念を前提としなければ理解できない。「振り回されない国旗」や記事における代名詞の使

用などは、無意識的に出現し、そして無意識的に人びとに読み取れられるにもかかわらず、

結局、「無意識」的に発信する／受け入れる主体がなければならない。これらの「無意識」

的に行われた行為を括弧に入れると、やはり主体に帰属するものとして理解せねばならな

い。それらの言説を「無意識」的に選び出す主体、及びそれらの言説を「無意識」的に受け

入れる主体が要請されている。津田（2016）は指摘する。「『日常のナショナリズム』に関す

 
18 原文英語、和訳引用者。原文は次である。 ‘The “habitus” refers to the dispositions, 

practices and routines of the familiar social world. It describes “the second nature” 

which people must acquire in order to pass mindlessly (and also mindfully) through the 

banal routines of daily life’. 
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るビリッグの主張の更なる問題点としては、それを政治的なイデオロギーや動員と直接的

に結びつけてしまっている点を挙げることができる」（津田 2016：103）。日常のナショナリ

ズムは「無意識」的な性格を有するものの、結局「政治的なイデオロギーや動員」の行為に

つながっている。津田の指摘は、「無意識」的な行為の帰属先としての主体を示している。 

ビリッグはナショナリズムの形成を歴史的な過程とし、主体―客体の図式を考察の前提

としている。そのため彼のナショナリズム論は実体論的な視点を有する。彼はナショナリズ

ムを「日常的」なものとすることで、その「忘却」＝「日常的な慣習」という性格を指摘す

る。この視座はナショナリズムの概念を、顕在的な対象から潜在的な世界を理解・認識する

枠組みへと後退させていく。このように、ナショナリズムはもはやコミュニケーションの内

容・対象ではなくなり、コミュニケーションの様式として提示されるようになる。 

 

2－1－4 認識的ナショナリズムの再生産 

ナショナリズムをコミュニケーションの様式として捉える可能性をより明確に提示した

のは津田（2016）である。彼はビリッグの考察の延長線に立ちながら、ナショナリズムの再

生産について考察を行った。彼は「認識的ナショナリズム／理念的ナショナリズム」という

二分法を導入し、それを前提として、ナショナリズムの再生産を議論する。 

津田は認識的ナショナリズムと理念的ナショナリズムという二分法でナショナリズムの

概念を説明する。認識的ナショナリズムは、「見ず知らずの人びとを文化や言語等の共通の

属性を有する『同胞』として想像し、そうした同胞の集合の明確な境界線を有する単一の共

同体と見なす認識の枠組みを意味する」（津田 2016：85）。それに対して、理念的ナショナ

リズムは、「〔認識的ナショナリズム〕を土台としつつ何らかの政治的主張やイデオロギーを

展開する思想や運動を意味する。言い換えるなら、自らが帰属する国民共同体にとっての利

益、すなわち『国益（national interest）』の実現を訴えるあらゆる
．．．．

思想や運動、および国民

共同体の過去・現在・未来を讃える言説を指す」（津田 2016：86、〔〕内引用者）。 

理念的ナショナリズムは、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムに基づく

言説として理解されうる。理念的ナショナリズムは言説として、その帰属先としての主体と

のつながりが自明的である。それに対して、認識的ナショナリズムの概念における主体性に

ついて津田は明確に論じていないが、彼の文脈に従えば、認識的ナショナリズムという理解

は確かに主体性を前提としてこそ成立しえる。 

まず、上述のように、理念的ナショナリズムは認識的ナショナリズムを土台としている。
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理念的ナショナリズムは具体的な思想や運動、あるいは言説の形を取るがゆえに、主体の概

念を前提としなければならない。理念的ナショナリズムは認識的ナショナリズムから出発

するのであれば、認識的ナショナリズムの概念にも主体性が内包されるであろう。津田はこ

の二つの概念を連続するものとしている。「認識的ナショナリズムに比べ、理念的ナショナ

リズムは具体性を増やすために人びとの思想や行動をより深いレベルで規定する」（津田

2016：86）。すなわち、認識的ナショナリズムと理念的ナショナリズムは、（主体性の概念

を要請する／要請しないというように）「質的」に異なるわけではなく、（主体性とのつなが

りが強い／弱いというように）「量的」に異なるのである。こうして津田は、認識的ナショ

ナリズムと理念的ナショナリズムの主体性に関する連続性を示唆した。 

また、津田は認識的ナショナリズムを一つの「認識の枠組み」として理解する。このナシ

ョナリズム理解はアンダーソンによる想像の共同体の概念とは親和的である。「認識の枠組

み」は、世界理解を形成するためのコミュニケーションの枠組みとして考えられる。この意

味で理念的ナショナリズムは言説・思想・行動などに対象化されるのならば、認識的ナショ

ナリズムの概念は、ナショナリズムを、認識の対象より後退する場所に置き、主体に帰属す

る、対象を認識するための枠組みとしている。この理解はビリッグによって提示されたナシ

ョナリズム理解と文脈を共有する。 

具体的には、認識的ナショナリズムは国民の「共感」を通じて主体に帰属する。津田は認

識的ナショナリズムの再生産に関する考察を行った。津田によれば、マスメディアは国民的

な「共感」を喚起することで、国民的連帯の再構築を促すという（津田 2016：206）。津田

の文脈に従えば、国民的連帯は、見知らぬ人びとを、責任を共にする国民として想像する、

という想像力によって築き上げられるものだとされる。そして「共感」は、国民的連帯を促

す想像力の前提として理解されうる。国民的連帯の役割について津田は次のように述べる。 

 

損得を合理的に計算させるのではなく、苦境にある他者の立場に自分自身が置かれた

ならばどのように感じるのかを想像させることで、リスクの共有や富の再分配を促進す

る政策への支持を勝ち取ることが目指されているのである。（津田 2016：206） 

 

津田による国民的連帯と「共感」の概念は、自己と他者の関係性に依拠し、そのため主体

に帰属するものである。国民的連帯と国民の「共感」の形成は、国民国家をめぐる世界理解

の形成過程であり、すなわち認識的ナショナリズムの構築の過程でもある。 



28 

 

 

2－1－5 新しい方法論の要請 

オズキリムリが示唆したように、原初主義、近代主義、エスノ象徴主義はそれぞれ異なる

アプローチであるが、それらの主張はいずれも、歴史的な考察を主な手法とし、そして主体

の概念を考察の前提としている。また、ビリッグと津田によるナショナリズムの再生産をめ

ぐる考察からも同様の手法を見出すことができる。彼らの考察は、ナショナリズムを歴史的

に構築された、主体に帰属する、世界理解の枠組みとしてのコミュニケーションの様式とし

て理解する可能性を示している。以上の考察から、次のようなナショナリズムの捉え方を見

出すことができる。すなわち、ナショナリズムを主体に帰属するコミュニケーションの様式

として見なし、その形成と再生産を実体的なものの歴史的な変容による結果とする、という

ことである。このナショナリズムの捉え方は、ナショナリズムを観察対象の場所から、より

後退する場所へ移動させることになる。その結果、ナショナリズムは世界を理解するために

使用される枠組み＝メディアとなる。ナショナリズムをコミュニケーションの様式とする

この視座を可能にしたのは、ナショナリズム論をメディア論と接合させることによってで

ある。 

ビリッグと津田が示唆したように、このようなナショナリズムの捉え方では、主体あるい

は実体的なものの歴史的な変容に影響を与える要素として、メディア（特に活字メディア、

マスメディア）の作用が重要となっていく。メディアの作用を論及する代表的なナショナリ

ズム論として、アンダーソンのナショナリズム論が挙げられる。アンダーソンは、ネーショ

ンをめぐる想像力の形成における近代複製技術の役割を強調している。活字印刷術に代表

される近代複製技術と資本主義の結合、あるいはアンダーソンの独自の概念・用語で言えば

出版資本主義は、水平的で均質的な想像を可能にしてきた、とアンダーソンは主張する。ア

ンダーソンのナショナリズム論は、マクルーハンのメディア論から示唆を受けたものでも

ある（IC：61, 72-73）。マクルーハンは「技術」と「身体」の関係性を考察することを通じ

て、活字印刷術が近代ナショナリズムの形成に及ぼす影響を示した。この意味で、マクルー

ハンのメディア論には、一つのナショナリズム論をも内包するとも言われている（新倉

2016a：1）。 

こうしたナショナリズムの捉え方を背景として、ここでは大黒（2016）の議論を提起し

たい。大黒はインターネット技術の進歩に伴って、われわれは社会を如何に捉えるべきなの

かについて、哲学的な考察を行ってきた。彼はナショナリズム論者ではないが、メディア技
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術の変容とともにナショナリズムを如何に理解するのかについて、有効な手がかりを示し

ている。 

大黒は、マクルーハンのメディア論が主導的メディアによる「生態系」――メディアのパ

ラダイムによりつつ、その外部のメディアの「メッセージ性」を「洞見」する考察であるこ

とを指摘した（大黒 2016：35）。つまりマクルーハンのメディア論は、一つのメディアのパ

ラダイムにいながら、別のパラダイムを考察する、という観察の仕方を示している（大黒

2016：37）。大黒はこうしたメディアのパラダイムの変容の問題をさらに深化させる。彼は

メディアのパラダイムの変容とともに、コミュニケーションをめぐる理解、主体の位置づけ、

倫理の可能性なども変わっていくと主張する。この主張は、メディア技術の進歩とともに、

ナショナリズム理解の変容の可能性は如何か、というような問題にもつながっている。大黒

はナショナリズムを中心的な課題として捉えていないが、メディアのパラダイムとナショ

ナリズム理解とは連動することを示唆し、次のように述べている。 

 

（情報倫理に関する従来の研究の主な関心に対して）われわれはむしろ、情報社会にお

いてそもそも〈倫理〉は可能か、という原理的な問いをこそ発さなければならないのでは

ないか？なぜなら、従来の「一元的価値の共有による社会統合」という倫理の大原則が、

情報社会における価値相対化の中で根底から済し崩しにされつつあるからである。“グロ

ーバリゼーション”と並行して昂進するナショナリズムと宗教的原理主義の跋扈がその

ことを端無くも示していよう。（大黒 2016：ⅶ-ⅷ、（）内引用者） 

 

この議論は次のことを示した。メディアのパラダイムの変容が、ナショナリズムをめぐる

理解の更新を迫ってくる。メディア技術の進歩とともに、グローバリゼーションをはじめと

する越境の傾向が顕在化する一方、その傾向に反するもの――ナショナリズムの勃興など

――も引き起こされた。この意味で、情報社会において、ナショナリズムをめぐる諸現象を

考える際、メディアのパラダイムの変容を考慮に入れなければならない。大黒は、活字メデ

ィア・パラダイム、マスメディア・パラダイム、ネットワーク・パラダイムを近代において

順番に形成されてきた三つの支配的なパラダイムとしている。マクルーハンのメディア論

において、活字メディアは、内面的で「線形」的な考え方をもたらしたとされている。この

考え方は活字メディア・パラダイムの「法則」として理解されうる（大黒 2016：30）。また、

マスメディア・パラダイムは、「『マスメディア』―『大衆』というヒエラルキカルな円錐構
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造」を示している、と大黒は論じた（大黒 2016：43）。さらに、インターネット技術の進展

に伴って、支配的になったのはネットワーク・パラダイムである。ネットワーク・パラダイ

ムについて大黒は次のように説明する。 

 

現在、「マスメディア」生態系とは全く原理を異にする（ネットワーク・パラダイムと

いう）生態系、すなわち原理上あらゆる情報の受信者が同時に発信者となり、鑑賞者が同

時に制作者となることで、情報の平面的連鎖が無制限に延伸し、特権的な情報発信を無化

してしまうような新しい生態系（中略）が徐々に姿を現しつつある。（大黒 2016：35、（）

内引用者） 

 

マクルーハンのメディア論がマスメディア・パラダイムに依拠するものだと大黒は主張

する（大黒 2016：34）。マスメディア・パラダイムにおいて、「マスメディア」―「大衆」

の円錐構造に基づく送り手―受け手の図式は、コミュニケーションを理解する際に支配的

である。この円錐構造は、マスメディア（支配側）から大衆（被支配側）という、一方向的

な情報の流れを示している。このような「マスメディア・送り手・支配側」と「大衆・受け

手・被支配側」の間に、主体と客体の関係性があることは自明的であろう。 

マスメディア・パラダイムが支配的である時代では、「マスメディアから大衆へ」という

情報の流れは、ナショナリズムの再生産の過程の一部である。この情報の流れの過程は、ナ

ショナリズムにおける主体性を示している。この点はマスメディア・パラダイムの時代のナ

ショナリズム現象を見ればわかる。90年代初頭に勃発した湾岸戦争、2001年で発生したア

メリカ同時多発テロ事件、及びその直後のイラク戦争において、マスメディアはアメリカの

ナショナリズムの高揚に対して支配的な作用（いわゆる「情報操作」）を与えたと言われて

いる（岩渕 2007）。その際、ナショナリズムは（主体に帰属するコミュニケーションとして）

被支配＝被操作の位置づけを占めている。 

それに対して、ネットワーク・パラダイムが支配的である情報社会において、コミュニケ

ーションが主体に帰属するものであるという理解は、もはやできなくなると大黒は主張す

る。情報社会においては、コミュニケーションの帰属先としての主体は要請されなくなり、

コミュニケーションそのもの自体が、主体の役割を果たせるようになる、と大黒は示唆して
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いる19。この事態は言い換えれば、（「主体」の）観察する視点が主体―客体の図式から、当

該図式を観察するメタレベルまで後退することとして理解しても差し支えない。すなわち、

大黒が述べたように、ネットワーク・パラダイムにおいて、参与者は「受信者」であると同

時に「発信者」でもある。さらに、参与者はこのネットワークを介し、「受信者」＝「発信

者」の身分を継続的に確認することで、このネットワークを再構成していく。この場合、参

与者は行為・観察するものであると同時に、その行為・観察はまた（同一のコミュニケーシ

ョンの中に）再帰的に行為・観察の対象となる。このように、ネットワーク・パラダイムに

おけるコミュニケーションは自己言及・自己再生産的なものとなる。それに伴い、主体―客

体の図式自体は、コミュニケーションにおける観察の前提・視点の場所から、観察される対

象まで遠ざかっていく。この場合、「主体が観察する」ことを観察できるメタレベルへと後

退する視点が、顕在化してくる20。ここでのメタレベルでの、より後退する視点の帰属先は、

コミュニケーションそのもの自体に他ならない。というのは、そのメタレベルでの視点は、

コミュニケーションの自己再生産によって保障されるからである。 

このような情報社会におけるコミュニケーションは、ルーマンによるコミュニケーショ

ン概念とは親和的だと大黒は主張する（大黒 2016：118）。ルーマンの理論では、コミュニ

ケーションは、主体性を要請しない、自己観察・自己再生産的なものとされている。ルーマ

ンはインターネットのような新しい形を持つメディアの出現によって、新しい社会構造を

「予感」したがゆえに、上述のようなコミュニケーション理解、及び社会に対する認識につ

 
19 大黒はビッグデータを論じることでこの点を示す。大黒はビッグデータを情報社会にお

けるコミュニケーションの形とした上で、情報社会においては、ビッグデータそのもの自

体が自己言及・自己観察的な主体である、ということを指摘している（大黒 2016：107-

108）。 
20 2010年代の中国の人気娯楽番組「The Rap of China（中国語：中国新説唱）」は、コミ

ュニケーションの自己言及・自己再生産、及び観察者の視点の後退を説明できる好例だと

考えられる。この番組は、選手たちがラップ音楽を演出するという形で試合を行い、勝負

するという形を主とする。この番組はテレビ局によってではなく、動画配信サービス業者

（iQIYI）によって制作されている。視聴者（ネットユーザー）は PC端末のみならず、

スマートホンでも番組を視聴でき、コメントや弾幕を通して意見（ツッコミ）などを出す

ことができる。ユーザーの意見（ツッコミ）は再び次回の番組の内容（例えば選手たちの

発言などを通して）になることもよく見られる。こうして視聴者はまた、番組の内容の一

部にもなる。また、この番組の内容は、選手たちの演出に集中するのみではなく、選手た

ちの日常生活、心理活動、演出ための準備など、いわゆる「舞台裏」にも目を向けてい

る。この形によって、観察の視点は従来の視点よりメタレベルまで後退していく。この視

点によって、番組への観察はまた番組の内容となり、それがさらに観察の対象になる。こ

うした番組の形から、コミュニケーションの自己言及・自己再生産を見出すことができる

であろう。 
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いて考察を行った、と大黒は述べている（大黒 2016：153）。大黒はルーマンによるコミュ

ニケーションの自己言及性を参照しながら、ビッグデータ技術を例として、情報社会におけ

るコミュニケーションについて以下のように論じる。 

大黒はビッグデータの特徴を次の三つ挙げている。それらは「規模」、「速度」、「多様性」

である。「規模」とは、ビッグデータの情報量の増大とデータが無際限的に生成することを

指す（大黒 2016：85-86）。「速度」とは、データの更新の速さと、その変容しながら動くと

いう動的な性格を意味する（大黒 2016：87）。そして「多様性」は、何かの目的を実現する

ためにデータを収集するのではなく、データ自体が先に「収集」され、その目的は「事後的」

に「発見」される、ということを指す（大黒 2016：88-89）。特にビッグデータの「多様性」

によって、従来の目的を持つデータの提供者や利用者のような主体が先に存在し、目的を達

成するためにデータを使う、というような主客関係はもはや成立しえなくなる。そのかわり

に、目的はデータに従属するものとなる。上述の「彼ら人間的諸“主体”は『データ』とい

う運動する『主体』を構成する契機に過ぎず、たかだかそのエージェントに過ぎない」（大

黒 2016：108）。データの提供者と利用者は、データの存在という前提の下に、データから

情報を抽出し、それを使って、また新しいデータを生成する。この新しいデータはまたビッ

グデータに回帰する。こうして、ビッグデータ自体は、提供者と利用者を通じて、自己言及

的に、自己再生産を行っていく、と大黒は主張する（大黒 2016：108）。すなわち、ビッグ

データにおけるコミュニケーションにおいて、その「主体」の役割を担うのはビッグデータ

自体に他ならない。 

以上の大黒による情報社会におけるコミュニケーション理解は、観察視点の転換を意味

する。述べたように、この点は、グローバリズムとナショナリズムのような「倫理」の問題

にもつながっている。実体論的なナショナリズム論において、グローバリズムはしばしばナ

ショナリズムと対立するものとして捉えられている。両者の連動性について多様な議論が

あるにもかかわらず、両者の「二項対立」の図式を前提とするという点は否定できない。と

ころが、より後退する観察の視点を獲得することで、両者の「二項対立」の図式は、同一の

コミュニケーションの中に観察・言及されうる可能性を指摘することができる。 

また、観察視点の転換によって、コミュニケーションと主体の概念をめぐる理解も変わる。

情報社会において、ビッグデータに基づくコミュニケーションは一般的な形となっている。

大黒の議論に従えば、コミュニケーションにおける人間の主体性、及び人間の主体性に基づ

く多様な主客関係は、ますます顕在化し、そしてそれに伴って、より後退する、メタレベル
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での視点が形成されていく。この事態は、主体に帰属するコミュニケーションの様式として

のナショナリズムの再考を促すのではなかろうか。 

以上のように、従来の実体論的なナショナリズム論の限界が見極められている。ここでは

実体論的なナショナリズム論と異なる、新たな方法論が要請されるようになる。大黒が示唆

したように、情報社会ではコミュニケーションが自己言及的なものとなり、メタレベルまで

に後退してきた。この背景の下で、ナショナリズムを自己言及的なコミュニケーションとし

て捉える可能性が問われるようになる。この問題を解明する前提として、コミュニケーショ

ンの様式としてのナショナリズムの捉え方を考察しねばならない。というのは、このナショ

ナリズム理解によってはじめて、ナショナリズムがコミュニケーションの様式としての認

識枠組みの場所までに、後退できるからである。このナショナリズム理解に準拠すると、次

の作業は、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムをめぐるわれわれの視点を

メタレベルまでに後退させる方法論の考察である。 

大黒の議論はこの考察のための手がかりを示した。彼の議論をさらに展開すれば次のこ

とが言えるであろう。アンダーソンはマクルーハンと同様に、マスメディア・パラダイムに

依拠しながら、近代複製技術に着目し、世界理解の枠組みについて考察を行った。アンダー

ソンとマクルーハンの研究を結びつけながら再考することは、ナショナリズムを如何にコ

ミュニケーションの様式として捉えるべきなのかを明らかにすることができる。一方、情報

社会において、ネットワーク・パラダイムが支配的であり、マスメディア・パラダイムの力

は弱くなる。この背景において、コミュニケーションと主体をめぐる理解が変容し、主体―

客体の図式が前面に出されるようになる。それゆえ相対的に、当該図式を前提とするコミュ

ニケーションの様式としてのナショナリズムの視点より後退する視点が顕在化していく。

この場合、ルーマンの理論は有効な理論枠組みとなる。アンダーソン、マクルーハン、ルー

マンの考察を接点としてつなげれば、描き出されたのはコミュニケーションとしてのナシ

ョナリズムの捉え方であり、コミュニケーション的なナショナリズム論の枠組みである。 

 

2－2 コミュニケーション的なナショナリズム論構築の可能性――理論構築の四つの軸 

ナショナリズムをコミュニケーションとして捉えることはメタレベルの観察を意味する。

すなわち、ナショナリズムを主体に帰属するコミュニケーションの様式として観察するこ

とを、メタレベルから観察する、ということを意味する。アンダーソン、マクルーハン、ル

ーマンの三人の考察を接合することで、このメタレベルの観察の仕組みを記述することが
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できる。さらに、大澤（2007）は次のことを主張する。ナショナリズムにおいて、普遍主義

と特殊主義という両義性が存在し、ナショナリズムは、この両義性が反転するところにおい

現れてくる。本論文は、大澤の考察を援用することで、コミュニケーション的なナショナリ

ズム論の妥当性を検証し、さらにコミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的な

ナショナリズム論の関係性を検討する。 

以上の四人の考察を本論文の四つの軸としつつ、これからの作業は以下の通りとなる。 

第一に、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムという捉え方を考察する。ア

ンダーソンはコミュニケーションの様式としてのナショナリズムの可能性について全面的

に論じた。アンダーソンの ICを中心とするナショナリズム論を再考することで、コミュニ

ケーションの様式としてのナショナリズムの概念をより一層明確化する。さらに、この概念

の形成の機制を、近代性と宿命性の相互作用を考察することで明らかにしていく。アンダー

ソンを再考することによって、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムに内包

されるナショナリズムの自己言及的な性格を見出すことが可能である。 

第二に、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの形成過程――すなわち近

代性と宿命性の相互作用――を抽象化し、一般化する。この段階において、マクルーハンは

著書『機械の花嫁：産業社会のフォークロア』（以下MB）21、『グーテンベルクの銀河系：

活字人間の形成』（以下 GG）22、『メディア論：人間の拡張の諸相』（以下UM）23をはじめ

とするメディア論を展開している。彼のメディア論のテーマを次のように読み取れること

ができる。すなわち、人間がメディア技術を媒介しながら世界を理解する原理を示すことで

ある。ナショナリズムは、その「世界を理解する原理」の一つである。この意味で彼のメデ

ィア論の中にナショナリズムの形成に関する原理も内包されている。マクルーハンは、世界

理解が「技術」と「身体」の相互作用を通して形成されることを主張する。「技術」と「身

体」の相互作用を再考することで、アンダーソンのナショナリズム論における近代性と宿命

性の相互作用を抽象化・一般化することができ、コミュニケーション的なナショナリズム論

にさらに接近していく。 

 
21 以下、『機械の花嫁：産業社会のフォークロア』はMBと表記する。この本よりの引用

を、MBと邦訳（1991）のページ数の形で示す。 
22 以下、『グーテンベルクの銀河系：活字人間の形成』は GGと表記する。この本よりの

引用を、GGと邦訳（1986）のページ数の形で示す。 
23 以下、『メディア論：人間の拡張の諸相』は UMと表記する。この本よりの引用を、

UMと邦訳（1987）のページ数の形で示す。 
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第三に、上述の議論を踏まえて、視点をメタレベルまでに転換し、ナショナリズムをオー

トポイエティックなコミュニケーションとして観察する仕組みを記述する。これは新しい

ナショナリズム論を提起することではない。ここで必要なのは、アンダーソンとマクルーハ

ンによるコミュニケーションの様式としてのナショナリズムという理解、すなわち「技術」・

近代性と「身体」・宿命性の相互作用を肯定した上で、その相互作用の視点でナショナリズ

ムの生成を観察することを、さらに観察する視点である。これは、「観察することを観察す

る」視点であり、いわゆるメタレベルの視点といっても良い。この部分の作業には、ルーマ

ンのコミュニケーションをめぐる理論は極めて有効だと考えられる。ルーマンはコミュニ

ケーションを、自分自身を構成する要素を、自分自身で生産するもの――つまりオートポイ

エティックなものとして認める。ルーマンの理論を援用することで、上述の主体性を有する

コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの概念を、コミュニケーション的なナ

ショナリズム論の文脈の中に取り入れつつ、再記述する。 

第四に、コミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的なナショナリズム論の関

係性を論じることで、コミュニケーション的なナショナリズム論の自己言及の可能性につ

いて考察する。この二つの方法論は、二つの観察の水準として、一つの差異の中に統一する

と想定できる。この統一性は大澤の議論とは親和的である。大澤による普遍主義と特殊主義

という両義性と、コミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的なナショナリズム

論という二つの方法論とは、一つの対応関係にあると想定できる。この対応関係を解明する

ことで、実体論的なナショナリズム論とコミュニケーション的なナショナリズム論の関係

性を検証することができ、この二つの方法論の対応関係を深化することも可能であろう。  
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第 3章 アンダーソンのナショナリズム論再考 

3－1 アンダーソンのナショナリズム論概観 

アンダーソンはネーションを想像によって形成された共同体として捉え、その形成過程

について歴史的・実証的考察を行った。彼は社会学や文化人類学的な視点に基づき、人間が

如何に世界を理解するかという問題に着目し、ナショナリズム論を進めていく。アンダーソ

ンはナショナリズムを、「共同体に対する想像力」によって生まれた、世界認識の枠組みと

して捉えている。彼の研究は従来の政治イデオロギーとしてのナショナリズムという見方

を刷新したという（津田 2016：4、8）。今日でも、彼のナショナリズム論は分析枠組みとし

ての妥当性がある。なぜなら、現代の情報社会において、共同体を想像するコミュニケーシ

ョン様式が変容し、人びとの世界理解にも多大な影響力を及ぼしているからだ。 

このような「想像の共同体」論は、「想像」というキーワードが示すように、しばしば社

会構築主義的な立場24として言及されている。社会構築主義の立場から考えると、想像とは、

世界認識の構築の方式を指す。構築過程の背後にあるのは、彼の「出版資本主義」という概

念である。この考え方に内包される資本主義や近代複製技術をめぐる議論から、彼は近代主

義者ともいわれている25。アンダーソンの主張について次のことは言える。彼は想像という

行為の帰属先である主体の存在を認識している。こうした前提の下に、実体としての資本主

義制度、近代複製技術（が如何に主体に影響を与えるのか）をめぐる考察を通して、ナショ

ナリズムやネーションを近代的な現象として、近代世界史から抽出し、考察した。この意味

で、アンダーソンのナショナリズム論は実体論的なナショナリズム論の立場を取っている。 

しかし一方、アンダーソン自身の関心は別のところにある。それは「人類学的精神

（anthropological spirit）」に基づく生の可能性をめぐる議論である（IC：24）。彼の主張す

るネーションの想像力は、生と死に意味を付与するという役割を果たす。こうしたネーショ

ンは、形式的には空虚な構築物としての性格を有するが、その内実は人びとの生と死に意味

を与えることである。そのような視点から、彼はナショナリズムの意義を積極的に評価する

 
24 この点について、津田（2016）の議論が参考になる。彼は、「アンダーソンは人口調査

や地図、博物館が国民共同体に対する想像力を喚起するにあたって重要な役割を果たして

いると論じているが、それはまさに国民共同体の存在を所与とする現実像が構築される過

程だと言い換えることができる」（津田 2016：100）と述べ、アンダーソンを社会構築主

義的な立場と言及している。 
25 たとえばスミス（1999）は、「想像の共同体」としてのネーションが「経済的な需要」

のみならず、「心理的な欲求」をも満たすものであるが、出版資本主義を近代的な条件と

して捉えたうえで、アンダーソンを近代主義者として認めている（スミス 1999：12）。 
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のである。 

このことから、アンダーソンのナショナリズム論を、ナショナリズムの発生への問いとい

うよりも、さらに広い文脈や大きな視点に基づいて議論することが必要となる。というのは、

近代における人びとのアイデンティティ、共同体のライフスタイルや生き方などの変容過

程には、資本主義や近代複製技術などの近代的な要素のみならず、生の偶然性と死の必然性、

及び言語の多様性、という宿命的な要素も大きな影響を与えるからである。そこで本章は

「想像の共同体」論における近代性と宿命性の相互作用に注目することで、アンダーソンの

ナショナリズム論をより精確に再考察する。このような議論は単なるアンダーソン理解に

とどまらず、メディアとコミュニケーションが急激に変容する時代における共同体の「想像」

のあり方の新しい可能性についても示唆を与えるだろう。さらにもっと重要なのは、この考

察はコミュニケーションの様式としてのナショナリズムを理解するために必要な作業であ

る。 

本章は次のように進む。まず、アンダーソンのナショナリズム論におけるコミュニケーシ

ョン的な性格を論じ、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの捉え方を明ら

かにする。次に、「想像の共同体」論における近代性と宿命性を抽出し、最後に両者の相互

作用について考察する。 

 

3－2 コミュニケーションの様式としてのナショナリズム 

3－2－1 アンダーソンのナショナリズム論におけるコミュニケーション的な性格 

アンダーソンはナショナリズムをコミュニケーションの様式として捉えている。コミュ

ニケーションの様式とは人びとの世界理解の枠組みを意味するものである。アンダーソン

によれば、ナショナリズムは近代以降の人びとの生と死に関する様々な宿命的な難問に解

答を与えるものであり、つまり生と死についての意味を人びとに付与するものだという

（IC：32-33）。人びとはこのようなナショナリズムを通じてまわりの世界を認識し把握し

ていく。この意味で、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムはその外部の主体

に帰属する。一方それは、人びと（主体）にネーションを均質で水平的なコミュニケーショ

ン空間として想像させていく。このコミュニケーション空間において、ネーションは個性を

持たない、原子化された人びと＝構成員によって構成されている。このような人びと＝構成

員は主体としての資格を持たない。この場合、ナショナリズムは想像の行為の主体に帰属す

るがゆえに、実体論的な性格を有する。ところが、ネーションの構成員が主体としての資格
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を持たない、原子化されたものとして想像されている。そのため、ナショナリズムはネーシ

ョンをめぐる想像として、主体に帰属する言説・思想・運動のレベルより後退し、すべての

構成員の行動を規定する認識枠組みの場所、すなわちメタレベルに到達する。この意味で、

ナショナリズムはコミュニケーションの様式として、コミュニケーション的な性格を持つ。 

こうしたコミュニケーション的な性格は、アンダーソンによるネーションの概念をめぐ

る議論から見出すこともできる。アンダーソンはネーションを次のように定義する。「国民

（ネーション）とはイメージとして心に描かれた想像の政治共同体である」（アンダーソン

2007：24、（）内引用者）。ここでの想像は虚構を意味するわけではない。アンダーソンは、

想像の行為を共同体の成立の基礎として肯定する。この点は、彼によるゲルナーへの指摘か

ら見出すことができるであろう。彼はゲルナーの議論について次のように指摘している。 

 

またゲルナーは、敢然と次のようなめざましい論を展開する。「ナショナリズムは国民

の自意識の覚醒ではない。ナショナリズムは、もともと存在していないところに国民を発

明することだ。」ゲルナーのこの規定は、少々過激ではあっても、実はわたしと同じこと

を言っている。もっとも、この規定の欠点は、彼が、ナショナリズムとは偽りの仮装であ

ると言いたいあまり、「発明」を、「想像」と「創造」にではなく、「捏造」と「欺瞞」に

なぞらえたことにある。そうすることで彼は、国民と並べてそれよりもっと「真実」の共

同体が存在するのだと言おうとする。実際には、しかし、日々顔付き合わせる原初的な村

落より大きいすべての共同体は（そして本当はおそらく、そうした原初的村落ですら）想

像されたものである。共同体は、その真偽によってではなく、それが想像されるスタイル
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

によって区別される。
．．．．．．．．．．

（アンダーソン 2007：24-25、傍点引用者） 

 

ここで、アンダーソンは次のことを主張する。ネーションは想像された共同体として理解

するのは、それを単なる構築物として理解するわけではない。ネーションを単なる構築物と

して理解すると、その背後には何らかの「真実」の共同体が存在することを主張することと

等しい。ところがそれは「真実」の共同体と言われても、対面関係の範囲を越えるものであ

る限りに、当該共同体をめぐる認識の成立に対して想像の行為も不可欠である。結局、（よ

り大きな）共同体を構築するために、想像の行為は不可欠である。（より大きな）共同体を

構築できるのは、その真実性ではなく、その共同体が如何に想像されてきたのかということ

によってである。 
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アンダーソンの主張を踏まえ、想像という行為は単なる構築の行為として理解すべきで

はない。ここでの想像とは、共同体の真実性＝実体性をめぐる想像である。すなわち、この

ような共同体の真実性は単なる構築されたものとして認識すべきではない。というのは、ネ

ーションの真実性＝実体性は、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの中に

否定されえないからである。 

アンダーソンによるネーションの定義で示された通り、ネーションはある種の政治共同

体である。ネーションの真実性＝実体性は、政治共同体という形でこそ保証されている。ア

ンダーソンによる政治共同体（political community）という用語からは、ネーションのポリ

ス（polis）という側面を強調する意図を見出すことができる。ポリスの語源はギリシア語か

ら由来し、反専制的で、平等的関係にある市民による共同体という意味を指す。政治共同体

という用語は次のことを示している。ネーションは、共同体の成員間の平等を要求するのみ

ならず、市民による共同体である。「市民による共同体」とは市民によって支配される共同

体を指し、市民の上に支配的な権力構造を持たないことを意味する。そのためこうした政治

共同体は、宗教共同体や王国のようなものではない。宗教共同体は神によって支配される権

力関係に基礎づけられている。王国の場合、王（あるいは神）を頂点とするヒエラルキカル

な権力構造がその中核を成す。ネーションは、特定の王や神によって支配されるものではな

く、成員間の均質的で平等的な関係性によって構成されるものである。それゆえ、ネーショ

ン自体は必然的に権力の帰属――つまり主権的なものが形として現れてこなければならな

い。その結果、ネーションには実体的な形（主権国家という形）が要請されるようになる。

アンダーソンは次のように論じる。 

 

国民は主権的なものとして想像される。なぜなら、この国民の概念は、啓蒙主義と革命

が神授のヒエラルキー的王朝秩序の正統性を破壊した時代に生まれたからである。それ

は、普遍宗教のいかに篤信な信者といえども、そうした宗教が現に多元的に並存しており、

それぞれの信仰の存在論的主張とその領域的広がりとのあいだに乖離があるという現実

に直面せざるをえない時代であり、人類史のそういう段階に成熟をみた国民は、自由であ

ることを、そしてかりに「神の下に」であれば、神の下での直接的な自由を、夢見る。こ

の自由を保証し象徴するのが主権国家である。（IC：25-26） 

 

国民の自由は、国民の平等性をめぐる想像の結果として理解されうる。国民の自由は抽象
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的な概念であるものの、それを保証し象徴できるのは、実体的なものである主権国家だとア

ンダーソンは論じる。主権国家は、ネーションをめぐる想像という行為に帰結する一方、ネ

ーションの実体的な現れである。ネーションは想像を通して構築されたものであるものの、

その想像を実現するために、主権国家のような実体的な形が常に要請されている。 

ただし、主権国家は近代国民国家制度の一つであり、ネーションとは同等できない。ネー

ションの真実性＝実体性を保障できるのは、主権国家の背後にある、その根拠としての政治

共同体――ネーション自体に他ならない。述べたように、ネーションの構成員は原子化、均

質化されている。それゆえ、ネーションの真実性＝実体性をその構成員から見出すことがで

きない。それは、その構成員のより上位に位置づけられるネーション自体から見出さねばな

らない。この事態が意味するのは他でもなく、主体性が構成員からネーションへ譲渡される

ことであろう。 

そのため、ネーションが自分自身の真実性＝実体性を保障する、ということは、コミュニ

ケーションの様式としてのナショナリズムの中にしか実現されえない。コミュニケーショ

ンの様式としてのナショナリズムは、実体論的な視点からすると、想像力として主体に帰属

するが、それはネーションの真実性＝実体性を保障するものとして、認識枠組みであるコミ

ュニケーションの様式として捉えねばならない。 

 

3－2－2 コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの捉え方 

アンダーソンの議論に基づいて、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムを

次の三点から捉える。 

第一に、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムは、相互予期の形を取ってい

ること。コミュニケーションの様式は相互予期的な想像力を指す（アンダーソン2007：84）。

アンダーソンの文脈に従えば、相互予期的な想像力は次のことを指す。自己は、「他の成員

たちの存在、及び他の成員たちとのコミュニケーションが可能であること」について予期で

きる。そして一方、自己は、「他の成員たちが、自己とのコミュニケーションが可能である

ことを予期している」という他の成員たちの予期をも予期する。こうした相互予期的な想像

力によって、共同体の構成員は相互にコミュニケーションの可能性について予期できるよ

うになる。共同体の構成員についての相互予期のみならず、共同体の外部の他者集団である

共同体（＝ネーション）についての相互予期もある。この場合、自己は、「自己が他者との

コミュニケーションができないこと」を予期すると同時に、「他者は自己とコミュニケーシ
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ョンできないということを予期する」ということをも予期している。こうした相互予期的な

想像力によって構成されたコミュニケーションの様式はナショナリズムである。 

第二に、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムによって、ネーションの構成

員は均質化・原子化されている個性なきものとして想像されていること。アンダーソンはネ

ーションを想像された均質的な共同体としている。ネーションの均質性は、単に「ネーショ

ンが均質的なものである」ことを想像することで生み出されたわけではない。ネーションの

均質性はナショナリズムの相互予期の形から由来するものでもある。上述のように、コミュ

ニケーションの様式としてのナショナリズムは相互予期的な想像力によって構成されてき

た。一方、ネーションは面識関係に基づく共同体の範囲をはるかに越えている。この場合で

は、ほとんど対面したことのない構成員たちをめぐる相互予期は、構成員の人びとを高度に

抽象化することでのみ実現されうる。このように、コミュニケーションの様式としてのナシ

ョナリズムにおいて、ネーションの構成員の均質化・原子化は必然的に要請されている。ネ

ーションの構成員の均質化・原子化によってこそ、一つの統一的な、構成員全体の行動を規

定できる普遍的な規範が成立されうる。 

第三に、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの場合、主体性は個人からネ

ーションへと譲渡すること。述べてきたように、ネーションは主権的なものとして想像され

ている。それは主体性がネーションへ譲渡されることとして理解されうる。この主体性は、

ネーションを「母親」として喩えることから見出すことができる。ただし、ネーションに譲

渡された主体性の概念は個人における主体性の概念とは同等できない。というのは、ネーシ

ョンの主体性は、主体ー客体の図式に基づくものではないからである。ネーションには神や

王のような権力構造の中心がないため、主権が構成員たちに均等に分割されるということ

は、必然的に要請され、想像されている（アンダーソン 2007：25-26）。こうして、ネーシ

ョンの構成員たちは平等的で均質的な主権の現れとして想像されるようになる。ところが、

その構成員は原子化され、個性が奪われたがゆえに、結局主体として働くことができない。

それゆえ、あえて主権を保障する主体があるとするのならば、それに当たるのはネーション

に他ならない。ただしネーションの主体性は主体―客体の図式を前提とするものではなく、

自己言及的な主体を意味する。あえてその客体の場所に位置されるものが何かと言うと、そ

れは他でもなく、ネーションそのものである。というのは、ネーションは自分自身の真実性

＝実体性を保障することで、主体として働いているからである。アンダーソンが論じた「人

口調査」、「地図」、「博物館」という近代国民国家の三つの制度からネーションの主体性を説
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明できる（アンダーソン 2007：274-275）。この三つの制度はネーションによって保障され

る一方、ネーションの正統性を構築するものでもあろう。 

この点について大澤も有効な示唆を示した。大澤は共同体における規範的な統一性を代

表する超越的審級を第三者の審級と呼ぶ。そしてネーションは超越的なものとして、第三者

の審級の形を取っている（大澤 2007：339）。第三者の審級の実在化（制度化）について、

大澤は次のように論じる。 

 

〔第三者の審級がもたらすのは〕要するに、感情が複製され、他者たちへと伝染するの

である。このような伝染を通じて、諸身体は、一個の間身体的な連鎖の内に編み込まれる

ことになるだろう。間身体的連鎖の内に巻き込まれる他者の実在性が十分に高い強度で

感受され、複製された志向作用＝感情の感受性（選択的性能）が十分に鋭敏なものであれ

ば、間身体的連鎖に対してその内部の個別の身体が相対化され、各個別の身体の立場から

捉えれば、連鎖自身が、固有の実在のように感覚されるに至るだろう。このとき、間身体

的連鎖という全体が、それに内属する諸身体から独立して存在しうるかのように錯覚さ

れ、半ば抽象的な身体へと変換されてしまうのである。しかし、こうして擬制された身体

は、間身体的な連鎖に内属する諸身体が担う志向作用のあるべき様態を――つまり規範

的な弁別を――代表する超越的な実在として、連鎖に内属していた諸身体からは受容さ

れることになる。これが、第三者の審級の最も原初的な様態である。（大澤 2007：360、

〔〕内筆者） 

 

大澤によれば、第三者の審級は、感情の複製と伝染を通じて、共同体の成員たちを一つの

間身体的連鎖の内に巻き込んでいく。この際、個々の身体は、連鎖に巻き込まれた他者の実

在性を感じることで、間身体的連鎖、すなわち第三者の審級を、個々の身体から独立するも

のとして認識していく。そのためネーションは第三者の審級として諸身体から独立して存

在するものとして、さらに「半ば抽象的な身体へと変換され」ることで、主体として現れる

ことが可能である。ところがそれはあくまでも「擬制された身体」であり、行為の帰属であ

る主体として機能できない。こうした第三者の審級の概念を、アンダーソンによる想像の共

同体の概念に適用すれば、次のことが言える。想像されたものであるネーションは、共同体

の構成員たちの想像によって、一つの「間身体的連鎖」となる。この「間身体の連鎖」は「超

越的な実在」として再びネーションの構成員に受容されていく。構成員に受容されることは
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再び、ネーションをめぐる想像を促す。ネーションはこの過程を通じて、自己言及的な主体

として、それ自体の実在性を保障する。 

以上のように、アンダーソンの文脈に従えば、コミュニケーションの様式としてのナショ

ナリズムは、相互予期的な想像という行為によって形成されたものであるがゆえに、主体に

帰属するものとして取り扱われている。しかし一方、そこからネーションの自己言及の可能

性を見出すこともできる。この意味で、コミュニケーションの様式としてのナショナリズム

の概念は、実体論的な視点を前提とすると同時に、コミュニケーション的な性格をも示して

いる。 

コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの概念を解明することは、本論文の

考察の土台を築く作業である。だがこの段階では、コミュニケーションとしてのナショナリ

ズムの概念の全体像を提示するまでには至っていない。コミュニケーションとしてのナシ

ョナリズムの概念にさらにアプローチすることには、われわれの視点を根本的に転換させ

る作業が必要である。そのために、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの形

成のプロセスを解明することは有効である。アンダーソンによれば、コミュニケーションの

様式としてのナショナリズムの形成過程において、出版資本主義や近代複製技術などの近

代的な要素と、生の偶然性と死の必然性、及び言語の多様性、という宿命的な要素との相互

作用は不可欠だという。こうした近代性と宿命性の相互作用は、コミュニケーションとして

のナショナリズムの存立を可能にした。アンダーソンのナショナリズム論における近代性

と宿命性の相互作用を考察することで、コミュニケーションとしてのナショナリズムの可

能性が一層明らかになる。 

 

3－3 「想像の共同体」論における近代性と宿命性 

3－3－1 近代性 

近代化（modernization）の概念は多層的な意味を持つ。富永（1987）は二つの並列する

近代化の概念を提示する。一つは、近代化を一つの「総括概念」として捉えることである。

この概念は「近代的」という意味を中心とし、近代における社会、文化、技術、経済など多

様な側面の変容を含む。もう一つは、近代化を一つの「部分概念」として捉えることである。

この概念は主に社会的、文化的な側面の変容を中心にする（富永 1987：16）。本論文におけ

る近代化の概念は、前者の「総括概念」を用いることとする。 

三溝（1993）は『新社会学辞典』の「近代化」の項目において、近代化は単一の指標では
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なく、一つの「複合的な概念」であると説明している。この理解は富永（1987）による「総

括概念」と親和的であるが、いくつかの他の要素も含まれている。ICと親和性が高いのは、

「社会形態ないしは人間関係のあり方」と「産業化」という二つの近代化の含意である（三

溝 1993：319）。前者は、個人が自律という前提のもとに、自発的に関係を結成する、とい

う社会的つながりを、近代的現象として捉えることができるという。そして後者は、近代化

の経済的な側面である。 

この二つの要素は近代化における社会的含意と経済的含意として捉えることができる。

それは「想像の共同体」論における近代的な性格にも通じている。「想像の共同体」論にお

ける近代性を「ネーションを近代的現象として扱うこと」26とすると、二つの含意に対応す

る形で次の二点を指摘することができる。①近代における新しい世界理解の様式（modes of 

apprehending the world）と②資本主義・近代複製技術である（IC：47, 82）。前者は、近

代における共同体の想像の様式にかかわる社会的含意を持つ。後者は、近代化における経済

原理と技術的成果として、経済的含意を有する。 

まず、近代における新しい世界理解の様式について、アンダーソンは「文化システム」

（IC：35）という概念を分析することで解明する。「文化システム」とは、共同体の想像力

と時間観念に依拠し、人びとにアイデンティティを与えることで生と死に意味を付与する

役割を果たす。彼はネーションを「宗教共同体」と「王国」と並んで、「文化システム」と

して認識すべきだと主張する（IC：34-35）。 

中世後期までに「宗教共同体」と「王国」が支配的な「文化システム」として存在した。

旧来の世界理解の様式は、この二つの「文化システム」にもたらされた言語と王権の垂直的

で階層的な権力構造によって維持されている。ところが近代の世界探査、聖なる言語（ラテ

ン語）の格下げ、そして神聖君主の正統性の衰退という三つの近代的条件とともに、この世

界理解の様式は中心的地位から退場していく（IC：39, 42, 45）。 

そのかわりに、新しい世界理解の様式が芽生えた。近代の小説と新聞の基本構造から新し

い時間観念が見出され、この新しい世界理解の様式を受容する装置となっていく。彼は「横

断的で、時間軸と交叉し、（中略）時間的偶然によって特徴付けられ、時計と暦によって計

られる」という新しい時間観念を、ベンヤミンの言葉を借用して、「均質で空虚な時間」と

呼ぶ。「均質で空虚な時間」は、旧来の、未来に成就される「即時的現在における過去と未

 
26 アンダーソンは、「近代的現象」と「古い存在」という二つの側面をネーションの一つ

の「パラドックス」として指摘する（IC：22）。 
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来の同時性」という垂直的な「メシア的時間」と対置される（IC：49-50）。「メシア的時間」

は旧来の「文化システム」の時間的な表象である。それに対し、「均質で空虚な時間」は垂

直な時間軸（通時性）を横断する水平的な平面（同時性）を持ち、新しい「文化システム」

の基礎――「均質で空虚な時間のなかを暦に従って移動していく」共同体の観念――の形成

を促す。こうした新しい時間観念と新しい共同体様式は、新しい世界理解の様式を構成して

いく。 

次に、資本主義・近代複製技術は、彼の提起した「出版資本主義」の概念から見出される。

「出版資本主義」は近代における新しい共同体の想像を促進する条件だとされる（IC：63）。

そして、資本主義と近代複製技術は、「出版資本主義」の重要な構成要素である。資本主義

は近代化の経済的規範であり、資本主義の市場原理は利益と市場の拡大を求める。さらに、

近代複製技術は効率化の追求のためのコミュニケーション技術の革新の成果として、出版

物の大量生産／複製を可能にする。その結果、書籍出版は「初期の資本主義的企業のひとつ」

（IC：76）として出版市場を拡大していく。そして商品である出版物――本（小説）、新聞

を消費することが、共同体を想像するという行為を可能にしていく。 

以上のように、ネーションの形成に関する世界認識と技術的手段から近代性を抽出する

ことができる。アンダーソンのナショナリズム論を分析する場合、この二つの点に焦点が当

てられている。だが重要なことは、彼の生をめぐる関心である。次に彼の主張する宿命性に

ついて議論を進める必要がある。 

 

3－3－2 宿命性 

アンダーソンが論じる「文化システム」の概念は生への意味付与の問題につながっている。

この問題は、資本主義及び科学技術などでは完全に克服できない。こうした不可避的で超越

的な特徴は、宿命性と呼ばれ、世界理解の様式の深層に横たわっている。この宿命性は以下

の二つの事象を通じて現れてくる。 

第一に、人間が避けては通れない生と死の宿命性がある。旧来の宗教や王国は人間の生と

死をめぐる様々な体験に解釈を与えることで、生と死に意味を付与してきた27。だが近代に

おいて、宗教や王国が衰退し、「文化システム」の断絶が生じた。この断絶させられた場所

 
27 マクガイア（2008）は、宗教が人間の体験に意味を与える能力を持つと指摘する。ま

た、彼は「意味」という用語を「何らかのより大きな準拠枠の視点からの状況と出来事に

対する解釈」であると説明する（マクガイア 2008：53）。 
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では、生と死の宿命性に意味付与を与えることはない。このような背景から生まれた新たな

「文化システム」としてのネーションは、生と死をめぐる体験に解釈を与え、それを有意味

なものにし、生と死の連続性を人びとに感じさせる「国民的想像力」28を生む。 

この点についてアンダーソンは以下のように論ずる。人生は偶然に満ちているが、結局、

必然的に死を迎える。「偶然と必然の組み合わせに満ちている」人間の生は、「病い、不具、

悲しみ、老い、死といった人間の苦しみの圧倒的重荷」を負わざるをえない。従来の宗教は

そういう状況に応答してきたが、「啓蒙主義」や「合理主義」などの近代的思想の流行りと

ともに、「宗教的思考様式」の支配的な力が減衰していく一方、「進化論的／進歩主義的思考

様式」は生と死の宿命性に「沈黙でしか答えない」ことになる（IC：33-34）。人間が直面し

なければならない超越的で不可避的なアポリア――生と死の宿命性は、世界理解の様式の

転化の過程における根本的な背景として、共同体の想像力の変化を促していく。 

第二に、言語の多様性という宿命性29がある。アンダーソンは次のように述べる。 

 

積極的な意味で、この新しい共同体の想像を可能にしたのは、生産システムと生産関係

（資本主義）、コミュニケーション技術（印刷・出版）、そして人間の言語的多様性という

宿命性のあいだの、なかば偶然の、しかし、爆発的な相互作用であった。 

ここで、宿命性の要素は、決定的に重要である。というのは、資本主義にいかなる超人

的偉業が可能であるにせよ、死と言語は、資本主義の征服しえぬ二つの強力な敵だからで

ある。特定の言語は、死滅することもあれば、一掃されることもある。しかし、人類の言
．．．．

語的統一
．．．．

はこれまでもできなかったし、これからもありえない。（IC：82-83、傍点引用

者） 

 

ここでアンダーソンは、資本主義・近代複製技術と言語の多様性との間の「相互作用」を

強調している。資本主義・近代複製技術は地域方言の差異を排して、言語を一元化する推進

力を持つが、言語の多様性によって、「人類の言語的統一」が不可能である。こうした資本

主義に「征服」されえないという一面は、言語の多様性の宿命的な性格を露わにする。 

 
28 アンダーソンは、このような「国民的想像力」が「無名戦士の墓と碑」という場所で強

く現れてくると指摘する（IC：32）。 
29 注目に値するのは、アンダーソンが、言語の多様性という宿命性をイデオロギー的な意

味ではなく、「手の施しようのない言語的多様性という一般的条件」（IC：83）、つまり生

にかかわる客観的な現象として考察していることである。 
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さらに彼の言語の原初性をめぐる議論は、言語の多様性の宿命的な性格を一層明らかに

する。「いかなる言語であれ、ひとはだれも、言語がいつ生まれたのか、その誕生日を知る

ことはできない。それぞれの言語は、地平なき過去からぼうっと浮き出てくる。（中略）言

語ほど、我々と死者を感情的に結びつけるものはない」（IC：238）。つまり言語は、過去へ

無限に遡る超越的な性格を有する。しかしながら、このことは同一言語に限ったことである。

異なる言語間では、この超越性は理論的に不可能である。 

そして、アンダーソンは人間の生の限界について次のように説明する。「言語は排斥の手

段ではない。原則として、誰でも、どの言語でも学ぶことができる。それどころか、言語は

本質的に包摂的であり、誰もすべての
．．．．

言語を学ぶほど長生きすることはできないという、あ

のバベルの宿命だけによって制約されている」（IC：211）。つまり、現実的に「人が他者の

言語に入っていくことを制限するのは、（中略）人生には限りがあるからである」（IC：243）。 

それゆえ、多様な言語の統一が理論的にも、現実的にも不可能なのである。言語の多様性

は、人間の力では克服されえない超越性を持ち、不可避的なものであるために、その宿命性

は自明なのである。 

 

3－4 近代性と宿命性の展開 

3－4－1 近代性と宿命性の妥当性について――三つのアプローチの接合による可能性 

近代性と宿命性は「想像の共同体」論に内包される不可欠な要素として考えられる。この

点については、原（2014）によるナショナリティ生成の分析枠組みに関する研究を援用し、

明らかにする。彼の分析枠組みから近代性と宿命性の輪郭が現れてくる。 

原はナショナリティの生成について、原初主義、近代主義、そして社会構成主義（＝社会

構築主義）30という三つの主要なアプローチがあると指摘する31。原初主義では、ネーショ

 
30 原（2014）は「社会構成主義」という用語を用いる。「社会構成」とは、ネーションや

ナショナリティがナショナリズム言説に構成されることを指す（原 2014：192）。一方、

津田（2016）は「社会構築主義」という用語で、権力制度（人口調査、地図、博物館）が

国民共同体を一種の現実として構築する、とアンダーソンの議論を説明する（津田 2016：

100）。ここで、「言説／制度」を通して「国民意識／共同体」を築き上げる、という意味

を表す場合、「社会構成主義」と「社会構築主義」を同義的に捉えられる。それゆえ、本

論文では「社会構成主義」と「社会構築主義」という二つの言葉を同義的に捉え、区別せ

ずに用いる。後文で、「社会構築主義」で統一する。 
31 原（2014）による原初主義のアプローチは、オズキリムリ的な原初主義として理解され

ても良いが、近代主義のアプローチはオズキリムリによる近代主義のカテゴリとは異な

る。原の場合では、オズキリムリによる近代主義のナショナリズム論は、近代主義と社会
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ンは太古から所与された存在であり、ナショナリティは言語や伝統などの原初的要素との

つながりから生じるとする。近代主義では、ナショナリズムの形成を主に思想、経済、政治

の近代化によってもたらされるものとし、近代化とともにナショナリティの生成が促され

ると主張する。そして社会構築主義では、ネーションやナショナリティを言説によって構築

されたものとして考える。 

原によれば、重要なことは、ナショナリティの生成がこの三つアプローチの接合／相互補

完によって実現されていることだという。まず原初主義の場合、人間が生まれ落ちた世界の

言語、文化、慣習などの原初的要素を理解するためには、間主観的な解釈が不可欠である。

一方、なぜネーションが近代に登場するのかを明らかにするために、不可避的に近代主義の

観点が必要となる。つまり、原初主義は社会構築主義と近代主義に補完されていることにな

る。また近代主義の場合、ナショナリズムの形成は人びとの間主観的な解釈の上に成り立つ

ものであるが、ナショナリティの独自性を主張する際に、原初的要素の影響も無視できない。

したがって近代主義は原初主義と社会構築主義に補完されていることになる。最後に社会

構築主義の場合、ナショナリズムを一種の言説として捉えるが、どのような理由で特定の時

期や地域で独自性をもって誕生したのかを説明できない。すなわち社会構築主義は原初主

義と近代主義に補完されている（原 2014：189-194）。 

三つのアプローチの相互補完的な関係性に基づいて、原は次のような枠組みを提示する。

それは、社会構築主義を主要なアプローチと位置づけ、原初主義的アプローチと近代主義的

アプローチを「適宜接合する」枠組みである（原 2014：194）。この枠組みにおいて、原初

主義は言語、儀礼、習慣などの歴史的な文脈で、ナショナリズム言説32に独自性を付与する。

近代主義は産業化、近代国家制度などの社会的な文脈の変容で、特定のナショナリズム言説

の出現の時期と場所の独自性を解釈する（原 2014：199-201）。つまりこの枠組みは、社会

構築主義アプローチに原初主義と近代主義という二つのアプローチが同時に内包されてい

 

構築主義という二つのアプローチに分けている。たとえば原は、ネーションの所与性と原

初性を強調するギアーツ、シルズ、グロスビーらを原初主義の代表的な論者として挙げ

る。近代主義の論者については、近代化の結果としての産業化、格差的社会、近代的国家

制度を論じたゲルナー、ネアン、ブルイリーとヘクターらを挙げる。そしてアンダーソン

を典型的な社会構築主義の論者として提起したが、他には、バーバ、ビリッグらをも挙げ

る（原 2014：189, 190, 193）。 
32 原は、ナショナリズム言説を「『○○人』を想起させる言説」として説明し、それが

「メタファー、ナラティヴ、レトリック」という形で、様々な「対話的プロセス」を通し

てナショナリティを構築する、と論ずる（原 2014：195-198）。 
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る、という合体の構造
．．．．．

を提示している。 

さらに原によれば、アンダーソンの議論は、新聞や小説における言説を通して共同体を想

像するという意味で、典型的な社会構築主義だという。そうであれば、原のいう合体の構造

は「想像の共同体」論における宿命性と近代性を暗示しているといえる。このことは以下の

二点から説明することができる。 

第一に、原初主義のアプローチは「想像の共同体」論における宿命性を内包する。言語、

伝統などの原初的要素は、人間が選択することができないものであり、近代的規範及び技術

などで克服できない特性を持つ。この点から考えれば、原初主義自体には人びとの生と死の

宿命性、そして言語に含まれる宿命性が内包されているといえるであろう。 

第二に、近代主義アプローチと、「想像の共同体」論における近代性とは、近代化という

前提を共有している。新しい共同体の様式と時間観念は、「啓蒙主義」や「合理主義」（IC：

34）の時代の産物であるゆえ、近代化における社会思想的な側面を持つ。つまり近代主義に

よる思想の近代化は新しい世界理解の様式の背景となっていく。さらに、資本主義・近代複

製技術は、近代化における経済的な成果として考えられ、近代主義アプローチにも通じてい

る。 

以上のように、「想像の共同体」論に内包される宿命性と近代性の視座は、原の論じる社

会構築主義を中心とする三つのアプローチの接合枠組みと親和的である33。原初主義と近代

主義との（社会構築主義の範囲における）相互補完の関係を議論した原の研究に準拠するこ

とで、「想像の共同体」論における近代性と宿命性を説明することができた。しかしながら、

近代性と宿命性の相互作用を明らかにするためには、更なる議論が必要である。そこで、新

倉（2016）の中間性の理論を取り上げる。 

 

 
33 ここで津田（2016）の指摘を再び取り上げたい。「認識的ナショナリズムとは、見ず知

らずの人びとを文化や言語等の共通の属性を有する『同胞』として想像し、そうした同胞

の集合を明確な境界線を有する単一の共同体と見なす認識の枠組みを意味する」（津田

2016：85）。彼は「想像の共同体」を「認識的ナショナリズム」として捉える。この考え

方にも、「想像の共同体」論における近代性と宿命性を見出すことができる。認識的ナシ

ョナリズムの概念において、共同体の属性は（宿命的な）文化と言語によって決まる。た

だし同時に、想像行為自体が「自己と同時並行的に活動する無数の同胞を想像させる時空

間意識の獲得」ではじめて実現される（津田 2016：85）。このような認識的ナショナリズ

ムには、文化や言語という宿命性の側面と、「自己と同時並行的」すなわち水平的で均質

的な「時空間意識」という近代性の側面との関連性が暗示されている。 
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3－4－2 近代性と宿命性の間にある

ネーション――中間性理論の構図に基づ

いて 

新倉（2016）は、「想像の共同体」論の

核心は、ナショナリズムを近代固有の文

化として考察することだと指摘する（新

倉 2016：44）。そこで、彼は中間性の理

論を提示する。この理論は、本論文にと

って近代性と宿命性の相互作用を分析す

るための有効なフレームを提供できる。 

まず、彼のアンダーソン理解から見て

おくと、以下の三点に要約できる。①ア

ンダーソンはナショナリズムを世界理解

の様式だと解釈する。②この意味でのネ

ーションはユートピア的な性格を有す

る。③アンダーソンはこうしたネーションから善性／価値34を見出し、ナショナリズムを擁

護する姿勢をとる（新倉 2016：46-47, 50）。 

新倉は中間性の理論を用いて、アンダーソンのナショナリズム論を説明する（図 1）35。

新倉はネーションを中間のものとして考えている。というのは、ネーションはユートピア的

な性格があるゆえに、未完のままでありつづけるからである。アンダーソンの出版語をめぐ

る議論から、ネーションは普遍（ラテン語）と特殊（俗語）の間に成立する。そしてネーシ

ョンは、近代の「均質で空虚な時間」の中を動いていくゆえ、過去と未来の間に存在するも

 
34 アンダーソン（2003）は、ナショナリズムにユートピア的な性格が内包される可能性を

認め、またそこにこそ、ナショナリズムの価値が見出されうると述べる。「私の古典的ナ

ショナリズムへの擁護がユートピア的だと言うことはおそらく正しい。だが、このナショ

ナリズムが価値なしとすることには同意できない。このユートピア主義が、つまり『虹を

超えて』限りなく遠ざかる地平線のユートピアがまさに、ナショナリズムを価値あるもの

とすると私は考える」（Anderson 2003: 240、新倉 2016：50）。この点について新倉は、

ユートピア的な性格がもたらしたのは、到達できない対象へ接近しようとする実践の反復

であり、その中に価値が見出される、とも説明する（新倉 2016：50）。 
35 図 1に示される用語「もはや、ない」と「いまだ、ない」、そして「第一の故郷」と

「第二の故郷」に関しては、新倉による「文化」と「ミドルクラスの経験」をめぐる議論

を参照のこと（新倉 2016：55-56）。 

図 1：ネーションの位置（新倉 2016：50より

引用） 
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のでもある（新倉 2016：50-51）。 

さらに彼は、ネーションの中間性が個人のレベルにおいて、様々な局面で経験されている

と指摘する。たとえば植民地の場合、近代化を先取りするエリートたちは、伝統の故郷から

「疎外」される。同時に、彼らの「教育的巡礼と行政的巡礼」（IC：218）が植民地の範囲ま

でに限定されるため、それより先の帝国の首都への「巡礼」36は阻まれるゆえに、帝国から

も「疎外」される。新倉はこのような個人の経験を「二重の疎外」と呼ぶ（新倉 2016：52-

54）。このように、個人の生も、ネーションの中間的な構造的特徴とつながっていく。 

この中間性の理論枠組みによって、近代性と宿命性も説明できる。「特殊と普遍の間」の

図では、資本主義・近代複製技術によって出版語は俗語の特殊性を克服して、（ラテン語の

ような）普遍的地位を求めるものの、言語の多様性（による独自性や個別性）によってそこ

には到達できない。次の「過去と未来の間」の図では、この時間軸は、新しい世界理解の様

式の時間観念を表していると同時に、生と死の宿命的な連鎖関係を解釈することもできる。

ネーションは、近代的なものに至ろうとしながら宿命的なものからも制限されているので

あり、近代的な形式で宿命的なものを解釈するものである。すなわち、新倉の中間性理論か

ら、ネーションは「近代的要素と宿命的要素の中間にあるもの」として成立し、そこには近

代性と宿命性が含まれる、という結論に至る。 

ただし、新倉の理論は近代性と宿命性について言及しているが、両者の相互作用を説明す

るものではない。そこでアンダーソンのナショナリズム論における相互作用を考察するた

めに、ネーションを近代性と宿命性の「中間」に位置づけながら、複眼的視点で再考する必

要がある。 

 

3－5 近代性と宿命性の相互作用 

3－5－1 相互作用のプロセスについて 

「想像の共同体」論における近代性と宿命性との相互作用は次の二つの側面から見出さ

れる。一つは新しい世界理解の様式という近代性と、生と死の宿命性との相互作用であり、

 
36 ICによれば、帝国と植民地の位置関係は、「中核―周辺」という構図で示すことができ

る（IC：218）。こうした位置関係を前提に、植民地の視点から見れば、帝国が「聖なるも

の」として現れる。さらにアンダーソンは（ネーションと宗教を大規模な文化システムと

して認識したうえで）ネーションを「宗教に取って代わったもの」として考えている

（IC：34-35）。この意味で、教育的あるいは行政的な理由により植民地から帝国へ赴くこ

とを、アンダーソンは「巡礼（聖なるものへの移動）」と宗教的に喩えている。 
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もう一つは資本主義・近代複製技術という近代性と、言語の多様性という宿命性との相互作

用である。アンダーソンは ICにおいて、後者の「相互作用（interaction）」を指摘するが、

この相互作用は前者においても生じていると筆者は考える（IC：82）。そこで、後者の近代

性と宿命性の相互作用を次のような一般化したプロセスとして提示する。①近代性から宿

命性への作用が生じる。②宿命性から近代性への反作用が生じる。③その結果として、ネー

ションをめぐる想像が生まれる。 

ここで重要なのは「作用、反作用、結果」というプロセスである。彼は近代化と連動する

生の様式の変容に注目するゆえ、近代性の作用を独立変数として最初に観察し、次に宿命性

の反作用を従属変数として観察している。 

 

3－5－2 神に見捨てられた世界へ――「新しい世界理解の様式」と「生と死の宿命性」と

の相互作用 

「想像の共同体」論のネーションは、人びとに生の意味を付与するという役割を果たす。

ネーションによる生の意味付与は、新しい世界理解の様式と生と死の宿命性との間の相互

作用で可能となる。 

宗教や王国の共同体による生への意味付与は、「メシア的時間」の垂直的な同時性に依存

する。すなわち、この時間観念の支配のもとに、宗教（キリスト教）による救済の意味が受

け入れられるのである。さらにこの時間観念に依存する権力は、垂直的な構造として現れ、

その頂点にいる「神」に担保されている。このような権力の構造は、神聖君主に対して正統

性の居場所を提供する。宗教や王国に付与された意味によって、生と死の宿命性は解釈され、

人びとに受け入れられる。このような「解釈」によって、生と死の宿命性が、意味のあるも

のへと転換する。 

「メシア的時間」は近代化とともに、人びとを支配することが難しくなると同時に、宗教

や王国による生への意味付与も危ういものとなる。この時点で、「神」からの救済――宗教

や王国に付与された意味は、もはや生と死の宿命性を転換するものとして期待できなくな

る。その代わりに登場してきたのは「均質で空虚な時間」と、水平的で均質的な共同体37を

 
37 大澤（2007）は、絶対王政のもとでの「臣下」の均質性を、国民の均質性の「前史」と

し、そして均質な臣下の形成によって、人間と文書のそれぞれに関する互換性がもたらさ

れたと述べた（大澤 2007：208）。この互換性は、水平的で均質的なコミュニケーション

空間の最初の形態だと考えられる。 
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想像する潜在力である。こうした想像の潜在力――「新しい共同体の想像力」と呼ぼう――

は「均質で空虚な時間」の中に孕まれている。ただし初期の段階では、この想像力は潜在的

な力であり、（宗教や王国のような）意味付与の様式として定着していないため、「近代にお

ける生の意味の喪失」が生まれてくる。というのは、生と死の宿命性は、意味付与をされな

い状態のまま、「均質で空虚な時間」の中で漂流しつづけることになり、この状態は一種の

不安38を孕むからである。これにより、近代の人びとにとって、「むき出しの生」が現れてく

る。というのは、人間の生の体験に意味を付与するという宗教の機能が期待できなくなり、

人間の生に解釈を与える精神的拠り所が何もない状態となるからである。ここで、生と死の

宿命性が意識化され、意味が喪失された形で現れてくる。「均質で空虚な時間」という新し

い世界理解の様式は、旧来の「メシア的な時間」を無力化し、生と死の宿命性を、そこにあ

る不安を引き起こすことで近代の人びとに可視化する作用
．．

をもたらす。 

次に反作用
．．．

のプロセスが発生する。以上のような生と死の宿命性が新しい世界理解の様

式によって可視化されたことは、「人間の苦しみの圧倒的重荷」に対し近代的思想では十分

ではないこと、すなわち「近代性がこれらの事態に対応できないということ」を暴いていく

（IC：33）。この反作用のプロセスによって、近代的思想の無力さが現れてくる。逆に言え

ば、この反作用が発生するまでは、近代的思想の無力さが隠蔽され、不可視でありつづけて

いたことになる。 

その結果
．．

、「そこで要請されたのは、運命性を連続性へ、偶然を有意味なものへと、世俗

的に変換することであった」（IC：34）。ここで社会的に要請されるのは、新しい世界理解の

様式に適する「『水平・世俗的、時間・横断的』タイプの共同体」（IC：76）であり、生と死

の宿命性をめぐる新しい解釈でもある。この解釈によって、新しい共同体の様式は人びとに

生の意味を付与する。典型的な新しい共同体の様式として、「植民地国家からの系譜」を持

つ「人口調査、地図、博物館」という「権力の三つの制度」が挙げられる（IC：274）。この

三つの制度はネーションの新しい想像の様式としての特徴を次のように表現している。す

なわちこれらの国家的制度から、ネーションを「複製可能」な「シリーズ」として、かつ過

去へ遡ることができる「歴史的時間」を持つものとして認識することが可能となる（IC：

 
38 アンダーソンは以下のように「不安」を描き出す。「宗教信仰は退潮しても、その信仰

がそれまで幾分なりとも鎮めてきた苦しみは消えはしなかった。楽園の崩壊、これほど宿

命を偶然と感じさせるものはない。救済の不条理、これほど別の形の連続性を必要とさせ

るものはない」（IC：34）。 
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301）。 

新しい世界理解の様式と、生と死の宿命性との相互作用で、「文化システム」が断絶し、

そこからネーションの場所が生じる。ただしそれだけでは、ネーションの様式が決定されな

い。というのは、ネーションは同一言語で相互予期的に想像される共同体であるからだ。そ

れをもたらすのは、資本主義・近代複製技術と言語の多様性との相互作用である。 

 

3－5－3 新しい想像の空間の胎動――「資本主義・近代複製技術」と「言語の多様性」と

の相互作用 

資本主義は、利益の追求を基本的な欲望とし、市場拡大の原理をもたらす。そして近代複

製技術は、新聞と書籍の大量複製／生産を可能にした。この二つの条件のもとに、出版物の

ラテン語市場が飽和すると、俗語・口語の市場が求められるようになる（IC：77）。これは、

出版物の市場の拡大の過程であり、資本主義・近代複製技術が言語の多様性を一元化しよう

とする作用
．．

のプロセスでもある。その結果、一元化された言語を使う「読書公衆」が創出さ

れた。「読書公衆」の形成によって、異なる言語を使う集団間の「相互了解の不可能性」は

可視化され、新しい共同体の想像を可能にする（IC：82-83）。つまり、資本主義・近代複製

技術は、言語の多様性を一元化することで、そこに孕まれる「相互了解の不可能性」を可視

化するように働いた。 

しかしながら市場原理によって、出版市場は拡大しつづけるが、ある一定のところまでた

どりつくと歯止めがかけられる。というのは、出版語の、物理的な範囲はもちろんのこと、

想像上の範囲は、結局、言語の多様性に制限されることになるからだ。言語の多様性は、資

本主義・近代複製技術からの作用に対し、相互了解の範囲に制限をかけていく、という反作

用をもたらす。すなわち、言語の多様性の可視化は反作用
．．．

として、出版市場（資本主義・近

代複製技術の拡張）を限定する。 

こうした作用と反作用のプロセスを経て、「出版資本主義」は出版語という形で現れる。

アンダーソンによれば、出版語は、以下のように国民意識の基礎をもたらしたという。 

第一に、出版語は一つの「交換とコミュニケーションの統一的な場」を作り出した。この

場において、特定の言語を使う人びとが互いに国民として想像する。この想像の様式に関し

て彼はこう述べている。「かれらは、かれらのこの特定の言語の場には、数十万、いや数百

万もの人々がいること、そしてまた、これらの
．．．．

数十万、数百万の人々だけ
．．

がこの場に所属す

るのだということをしだいに意識するようになっていった」（IC：84）。すなわち、こうした
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想像の行為は「相手＝同胞の存在」を想像するのみならず、「相手＝同胞が逆に自分のこと

を同胞として想像すること」をも想像している、という双方向的で、入れ子構造の相互予期

の行為である。こうした相互的な想像が、ネーションの基本的な想像の様式を構成すること

になる。第二に、「永続的形態」を持つ印刷物によって、出版語は言語に時間的かつ空間的

な固定性を与えた。理論的には、こうした出版語は無限に複製することが可能であり、さら

に印刷物の形態で時間的・空間的な拡張が可能となる。その結果、同一の言語による時間的・

空間的均質化が進行していく。第三に、出版語の固定化によって、出版語と方言の上下関係

が生じるようになる。出版語は、（同じ言語を使う）共同体の共同の言語として正統性が認

められる。それに対し方言は従属的な地位に甘んじることになる（IC：84-85）。 

資本主義・近代複製技術という近代性と言語の多様性という宿命性との間の相互作用の

結果
．．

として、①相互予期的な想像、②言語の時間的・空間的定着と複製、③正統的出版語と

従属的方言という三つの特徴を持つネーションの想像の様式とその形成過程が明らかにな

った。このプロセスはモデルとして、近代の様々な地域で繰り返されていく。 

 

3－5－4 二重の相互作用とネーション 

以上の考察を踏まえて、近代性と宿命性の二重の相互作用とネーションの形成との関連

をまとめると次のようになる。 

まず、新しい世界理解の様式と、生と死の宿命性との相互作用は、新しい共同体の様式の

形成を促す。それは新しい世界理解の様式に適する一方、生と死の宿命性に解釈を与えるこ

とで生の意味を人びとに付与する。この相互作用は、生の意味付与の問題と正面から向き合

わざるをえないがゆえに、ネーションの想像のための認識論的な条件39となる。次に、資本

主義・近代複製技術という近代性と、言語の多様性という宿命性の相互作用は、「出版資本

主義」をもたらし、その結果として、出版語が国民意識の基礎を築くことになる。この相互

作用は、ネーションの想像の（そのあとモデル化され、模倣される）基本的な様式を作り出

 

39 IC中訳（呉叡人、訳（2011）《想象的共同体——民族主义的起源与散布（增订版）》上海

人民出版社）の訳者まえがきに、本節で論じた近代性と宿命性の二重の相互作用について

も言及されている。呉（2011）は、「過去の認識論的断絶（『文化システム』の断絶）」と

「資本主義、印刷技術、言語の多様性という三者の相互作用」を、「認識論的な条件」と

「社会構造的な条件」として論じ、「（これらの）認識論的な条件と社会構造的な条件はそ

ろってはじめて、国民共同体の様式が醸成され、さらに現代のネーションの舞台が用意さ

れた」と述べる（呉 2011：8-9、原文中国語、和訳引用者、（）内引用者）。 
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すため、ネーションの想像のための社会

構造的な条件となっていく。 

近代性と宿命性の相互作用のプロセス

――作用、反作用、結果――を、次のよ

うに概念化することができる（図 2）。拡

張のベクトルを持つ近代性（M）は、最

初の段階で、それを囲む宿命性（F）の閾

値へ接近しつづけている40。閾値に達す

ると、近代性と宿命性の相互作用のプロ

セスが発生する（F と M の接触の実線

部）。 

最初に発生するのは近代性から宿命性

への作用
．．

（M/A）である。この段階で、

近代性は宿命性を「近代の喪失と不安」

及び「相互了解の不可能性」として可視

化していく。可視化された宿命性は、次

に反作用
．．．

（F/R）を生み出す。宿命性は、「近代性が生と死の宿命性に対応できないこと」と

「言語の明確な範囲」という制限を顕在化することで、近代性の限界をも可視化していく。

その結果
．．

、近代性と宿命性の相互作用は一つの可視的／制限的な場所を生み出すことにな

る。ここにおいてネーション（N）は観察されうる。このようなネーションはモデルとなり、

いわゆる「海賊行為」（IC：136）によって、様々な地域において模倣される（N1、N2、N3

…）。「海賊行為」は、異なる地域におけるそれぞれのネーションの形成のより大きな文脈―

―世界範囲――における近代性と宿命性の相互作用の結果として捉えることができる。 

まとめとして、以下の結論が得られる。アンダーソンが議論するネーションの形成におい

て、近代性と宿命性はいずれも不可欠である。両者は並列的な要素ではなく、その相互作用

 
40 近代性が最初に宿命性の閾値へ接近しつづけていくと想定することは可能である。とい

うのは、特に新しい世界理解と時間観念と旧来のものの「交代」は、近代化のプロセスの

視点から考えても、決して一つの爆発的な過程ではないからである。この段階について、

アンダーソンは次のように指摘する。近代的な科学（近代複製技術、産業革命など）の発

展は新しい同時性の観念をもたらしたが、それが徐々に成立してきた過程であり、そして

まだ十分に研究されていないという（IC：49）。 

図 2：近代性と宿命性の相互作用 
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のプロセスを看過すると、ネーションに内包されるダイナミズムを捉えられなくなり、「想

像の共同体」としてのネーションを読み解くことが困難となるであろう。 

 

3－5－5 アンダーソンにおけるネーションとナショナリズムの概念 

アンダーソンは、ネーションが意味付与の役割を果たすこと、すなわちネーションのもた

らす価値の生成を評価している。この点において彼はネーションへの志向性、つまりナショ

ナリズムを擁護する。しかし、アンダーソンのナショナリズム擁護の主張はしばしば、イデ

オロギーとしてのナショナリズムを擁護することと誤解されてしまう。それゆえ、彼のナシ

ョナリズム擁護をより掘り下げて理解するために、前述した相互作用の議論に基づく次の

二つの視点が必要である。 

第一に、ネーションのユートピア的な性格、すなわち「価値41を継続的に生成するもの」

に関する理解が必要である。この問題は、二重の相互作用の視座からはじめて、動的かつ可

視的に捉えることが可能となる。前述のように、近代性と宿命性の二重の相互作用を考察す

ることで、ネーションによる生の意味付与を解明した。この意味でネーションは一つの希望

や理想となり、その中に価値が見出されることが可能である。さらに、アンダーソンはネー

ションを未完である「共通のプロジェクト」42として捉える。彼は人間の大量移動とコミュ

ニケーションの変容を、現代のナショナリズム問題の背景として指摘する（アンダーソン

2005：42）。そして東南アジア研究、ポストコロニアル理論研究学者の Cheah（2003）は、

資本の一つの形態としての「エントロピー（entropy）」の概念でこうした背景を一般化する。

Cheah は、こうした背景に一種の「静止できないエネルギー（incessant movement and 

restless energy）」が内包され、「エントロピー」の形で、ナショナリズムという文法（すな

わちナショナリズムの形成様式）の基盤を提供すると同時に、それに不安定な状態／性格を

も付与すると述べる（Cheah 2003：4-5）。この「エントロピー」の概念は資本の「静止で

きない」かつ拡大しつづける動的な性格を有し、本章における近代性（資本主義）と親和的

 
41 たとえば彼はこうした価値を「ゲマインシャフトの美」と呼び、「無私無欲の後光」と

いう価値を有する（IC：236）。さらに『比較の亡霊』でも、彼は「ネーションの善性」を

一つの超越的な価値として論ずる（アンダーソン 2005：569-582）。 
42 「共通のプロジェクト」について、アンダーソン（2016）は以下のように提起する。

「ナショナリズムとは、古の歴史から引き継いだ何かではなくて、むしろ現在と未来のた

めの『共通のプロジェクト』である」（アンダーソン 2016：27）。さらに、「ナショナリズ

ムが現在と未来に向けての共通のプロジェクトであるとするならば、最終的にナショナリ

ズムが達成されることはありえない」（アンダーソン 2016：28）。 
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である。そしてこの「エントロピー」によって、近代性の作用は、宿命性の反作用より常に

先行するようになる。それゆえ、この「エントロピー」に内包される「静止できないエネル

ギー」を、近代性と宿命性の相互作用を通じてもたらされるネーションの「未完のプロジェ

クト」の要因として考えられる。言い換えれば、ネーションの「未完のプロジェクト」は近

代性の作用が常に先行することによってこそ成立できる。さらにこの未完であることによ

って、宿命性が近代性の限界を露わにし、そのことがネーションに一つのユートピア的な場

所を提供する。そこは現在の生から常に遠ざかり、如何に接近しようとしても、決してたど

りつくことはない。このように、二重の相互作用によって、ネーションは一つの「後退しつ

づける地平」を提供する一方、そこから価値が不断に生成される。 

第二に、ネーションの様式に関する理解が重要である。この点を理解するためにも、相互

作用の視座は有効である。すでに論じたように、二重の相互作用は水平的・均質的で、かつ

相互予期的な共同体の様式の生成を促す。パットナム（2001）は、ネーションを直接的な対

象にしているわけではないが、次のように指摘する。「社会資本」としての「信頼、規範、

ネットワーク」によって、コミュニケーション的と生産的な意味での「社会の効率性」が高

められる。特に面識関係を越える「社会的ネットワーク」が、相互信頼の拡散の基盤となっ

ているという（パットナム 2001：206-207, 209）。この意味で、水平的・均質的で相互予期

的な共同体の様式としてのネーションは、面識関係を越える「社会的ネットワーク」の構築

に、さらにそれに基づく相互信頼の維持に、積極的な意味を持つ。こうしたネーションの共

同体様式は「社会の効率性」の向上や社会の発展に寄与できるゆえ、近代社会において中心

的な共同体様式となることが可能である。 

以上のように、ネーションのユートピア的な性格によって生成された共通の価値は、近代

における中心的な共同体様式――水平的・均質的で相互予期的な想像の様式――を通じて、

人びとに受け入れられていく。このようなネーションでは、近代（及び未来）の希望や理想

を示す「価値としての倫理性」、そして人びとのつながり方を規定する「共同体としての倫

理性」が生ずる。アンダーソンは、近代世界史から抽出したこのネーションを、世界の変容

にかかわる一つの段階として、擁護するのである。 

 

3－6 近代性と宿命性の相互作用によるコミュニケーションの様式としてのナショナリ

ズム 

「想像の共同体」としてのネーションは、生の意味付与を担保することで、近代化によっ
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て急激に喪失感に襲われてきた人びとを救い出す。この「救済」の意味で、アンダーソンは

ナショナリズムを擁護する。言い換えれば、彼が擁護するのは、近代における人びとの、世

界に対する認識や価値生成のメカニズムである。このメカニズムは、近代性と宿命性の相互

作用によってのみ、精確に描写することができる。 

この相互作用の視座は、「想像の共同体」論をめぐる批判的な議論に、新しい見方をもた

らす。たとえば、アンダーソンが提示する国民国家モデルの普遍性を疑問視し、それぞれの

独自性を持つ多様な地域に適用することは難しいのではないか、という批判である43。だが、

「想像の共同体」としての「ネーション」とは、そもそも言語、伝統、自然環境のような広

い意味での様々な宿命的な要素も内包しているのである。これらと近代性との相互作用の

視座を採ることで、アンダーソンの思想を解釈する際に宿命的な要素の多様性を取り込む

ことが可能になる。 

本章の考察を通して、現代におけるナショナリズム問題を検討する際に、より大きな文脈

で「想像の共同体」論を再考する必要性がわかる。現代のマスメディア、ネットメディアは、

近代の新聞や小説のような活字メディアと比べると、人びとの日常生活への浸透、影響の範

囲、情報流通の効率など様々な面において大きな変革をもたらした。こうしたメディアとコ

ミュニケーションの変容によって、様々な共同体の可能性も広がる。たとえば、国境を越え

る新たな「宗教的」共同体によるテロリズムや原理主義は深刻な国際問題となり、国際社会

の不安定な要素となっている。このような越境する共同体の様式は、ボーダレスなメディア

とコミュニケーションに大きく依存する44。ネーションの想像力は、これらの新しい状況に

如何に対応するのか。こうした問題を捉える際に、メディアとコミュニケーションの変容な

どの近代的な要素は重要である一方、宗教や人種にかかわる言語、血統、出生などの宿命的

な要素も無視できない。相互作用の視座には、このような課題群に対応する潜在的可能性が

あるのではないか。近代性と宿命性を含むより大きな文脈において、「想像の共同体」論を

再考することで、これらの問題へアプローチするための手がかりを見出すことができる。 

さらに、もっと重要なのは次のことである。近代性と宿命性の相互作用を考察することで、

相互予期的な形を取っている、水平的で均質的なコミュニケーション空間、すなわちコミュ

 
43 たとえば高谷（1996b）は、東南アジアが長い歴史と複雑な自然環境を持つため、ヨー

ロッパからのネーションのモジュールを「簡単に移植」できない、と指摘した。（高谷

1996b：309）。 
44 この点に関して、アンダーソンは『比較の亡霊』の第 3章「遠距離ナショナリズム」で

も論じている（アンダーソン 2005：98-127）。 
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ニケーションの様式としてのナショナリズムの形成のプロセスが明らかにされた。アンダ

ーソンが示したように、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムは、想像の行為

をする主体を要請するが、それはネーションの自己言及的な性格の前提＝認識枠組みでも

ある。このようなナショナリズムの形成過程は近代性と宿命性の相互作用の過程として理

解されうる。 

すなわち、近代性と宿命性の相互作用を考察することで、自己言及的なコミュニケーショ

ンとしてのナショナリズムの潜在的可能性を一層明らかにした。資本主義の「エネルギー」

によって、近代性と宿命性の相互作用は、近代性による作用が先行することではじめて働い

ていく。近代性の先行的な作用は、近代性（資本主義）自体にあるダイナミズムによる結果

であり、何かの主体に帰属するものではない。それゆえ、近代性の先行的な作用はそれをめ

ぐる認識形成より先立つ性格を持つ。さらに言うと、近代性と宿命性の相互作用は、意識の

主体に帰属するものではなく、その外部に発生する現象である。そして近代性の先行的な作

用は、閾値に達することで宿命性を言及する。さらに宿命性の反作用によって（閾値として）

顕在化する。これによって、近代性はまた言及されていく。このように、近代性と宿命性の

相互作用は、自己言及的なものとして理解されうる。 

述べたように、アンダーソンのナショナリズム論は実体論的なものであるものの、彼はナ

ショナリズムを世界理解のための枠組みとするがゆえ、そこからコミュニケーション的な

性格を見出すことができる。それは、ネーションの自己言及性を保障するための認識枠組み

としてのナショナリズムを意味する。ただしこの自己言及性（を保障するためのコミュニケ

ーション的な性格）は、結局、想像の行為の主体に帰属するコミュニケーションの様式の下

に理解しねばならない。ところが、近代性と宿命性の相互作用の自己言及性を導入すること

で、上述のコミュニケーションの様式としてのナショナリズムをより後退するメタレベル

の視点から観察することが可能になる。近代性の先行的な作用を視野に入れると、ナショナ

リズムの再生産はもはや関与者に帰属するものではなくなる。この場合、むしろ関与者たち

はあるきっかけによって、そこに参与していく。つまりこの際、観察の視点を近代性と宿命

性の相互作用の自己言及の水準まで引き上げることによって、ナショナリズムは自己言及

的なコミュニケーションとして捉えることが可能である。この自己言及性は、ナショナリズ

ムをコミュニケーションとして理解するための前提となっている。アンダーソンはこの点

について展開していないが、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの概念を

解き明かし、近代性と宿命性の相互作用を考察することで、その可能性が浮上したのである。 



61 

 

アンダーソンのナショナリズム論は結局、実体論的な視点を越えていない。というのは、

近代性と宿命性の相互作用はナショナリズムの自己言及性の可能性を高めるものの、それ

は歴史的な枠組みの中に捉えられるものであり、時代的な制限をかけられているからであ

る。それゆえ、ナショナリズムを自己再生産的なコミュニケーションとして捉えるためには、

近代性と宿命性の相互作用の原理を、通時的で一般的に把握することが必要である。それに

はマクルーハンのメディア論における「技術」と「身体」の相互作用の原理は有効な手がか

りとなっている。次章において、マクルーハンのメディア論を再考することで、コミュニケ

ーションとしてのナショナリズムの可能性をより一層明らかにし、アンダーソンのナショ

ナリズムの概念とルーマンによるコミュニケーションの概念との接合の可能性に迫りたい。  
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第 4章 マクルーハンのメディア論における「技術」と「身体」の相互作用 

4－1 マクルーハンのメディア論概観――「技術」と「身体」に関する考察として 

マクルーハンは「技術」と「身体」の関係性をメディア論の中核に置く。彼は「技術」と

「身体」について定義づけをしていないが、彼のメディア論の文脈に従えば、「技術」と「身

体」の概念を次のように抽出することができる。「身体」とは、人間の生物的な特性及び精

神的な特性――つまり人間の肉体及び肉体に依存する精神や思考を含む感覚あるいは心理

的活動を指す。「技術」とは、「身体」の機能や感覚を拡張する効果をもたらすメディア45で

ある。この「技術」と「身体」の関係性の枠組みを通して、マクルーハンのメディア論は一

つのナショナリズム論を提示する。マクルーハンは GG と UM において、近代複製技術が

統一的で均質的な時間と空間観念をもたらすことでナショナリズムを醸成する新しい社会

空間を創り出すと指摘する。 

彼の主張はアンダーソンのナショナリズム論に多大な影響を及ぼす。アンダーソンによ

れば、近代複製技術はネーションという共同体をめぐる想像力の形成を促すという。津田

（2016）は、アンダーソンの共同体論と、印刷技術によって社会的連帯の境界が広がって

いくというマクルーハンの主張との間には強い親和性があると指摘する（津田 2016：99）。

マクルーハンのメディア論における「技術」と「身体」に関する議論から、ナショナリズム

論へとつながる潜在的可能性がある。 

ただし、マクルーハンのメディア論においては「技術」が「身体」に一方向的に影響を与

えるという考え方が一般的である。たとえば吉見（1994）は、「マクルーハンが徹底して技

術的変化を説明変数に、（「身体」をめぐる生の様式という）文化変容を従属変数に置いてい

る」とし、「技術」の主導的な作用を指摘する（吉見 1994：90、（）内引用者）。このような

研究には「身体」が「技術」からの影響を如何に受け入れるかについての、「身体」側に着

目する考察はほとんど見られない。ところが、実はマクルーハンは「身体」が「技術」へ作

用を及ぼすことについても言及している。この点から、「技術」と「身体」の関係性は十分

に考察されているとは言い難い。メディア論研究において「身体」側からの作用を見過ごし

た結果、マクルーハンが技術決定論者ではないか、というような批判を招きかねないのみな

 
45 マクルーハンにおいて、一般に「メディア」は「技術」とつなげられて論じられている

が、文脈によって「身体」とつなげられて論じられることもある（例えば皮膚を温度が伝

わるメディアとして取り扱う場合等）。本章では「メディア」概念を、「技術」とつながる

一般的な意味で用いる。 
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らず、「技術」に手を加えることだけでナショナリズムを変容させることができる、という

誤解も生じやすくなる。 

本章の目的は、マクルーハンのメディア論における「技術」と「身体」の関係性において

相互作用的なダイナミズムを抽出し議論することにある。この考察の意義は三つある。第一

に、マクルーハンにおけるメディアとしての「技術」と「身体」の関係性を一方向的ではな

く、相互作用の視点から再確認すること。この作業を通して、マクルーハンの「技術」と「身

体」をめぐる議論が持つ理論的意味・含意・射程を再確認する。第二に、「技術」と「身体」

の相互作用を考察することで、アンダーソンのナショナリズム論における近代性と宿命性

の相互作用の原理をさらに抽象化、一般化すること。このことによって、第三に、コミュニ

ケーションの様式としてのナショナリズムの概念をさらに深化させること。この概念を深

化することで、コミュニケーションとしてのナショナリズムをめぐる理解により一層接近

できる。 

本章の構成は以下のようになる。まず、「技術」と「身体」の関係性からナショナリズム

論を見直す意義を示した新倉（2016a）の考察と、メディア論における「技術」による作用

を「身体」が如何に受容し、調整していくのかという「身体」の反作用の過程を提示した柴

田（2013）の研究を取り上げる。次に、マクルーハンのメディア論における「技術」と「身

体」の相互作用を解明し、こうした相互作用をさらにアンダーソンのナショナリズム論にお

ける近代性と宿命性の関係性に見ることで、ナショナリズムを再解釈する。最後に、本章の

結論をまとめ、この考察の意義を再び提示する。 

  

4－2「技術」と「身体」をめぐる先行的考察 

4－2－1 「技術」と「身体」の関係性の視点からのナショナリズム理解 

新倉はアンダーソンのナショナリズム論の研究者であるが、マクルーハンのメディア論

も新倉の研究において重要視されている。というのは彼の考察においてアンダーソンはマ

クルーハンと親和的であるからだ。新倉（2008）はアンダーソンの議論におけるメディア

とナショナリズムの関連性について次のように提示した。「メディアとナショナリズムの結

びつきは、すでにマクルーハンのメディア論において展開されてきたものであり、アンダー

ソンの議論のオリジナリティではない」（新倉 2008：79）。そして彼は 2016 年に発表した

論文において、マクルーハンとアンダーソンの親和性とナショナリズムの変容について更

なる議論を展開する（新倉 2016a）。 
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彼は両者の親和性について次のように指摘する。アンダーソンの ICにおける議論はマク

ルーハンのメディア論に準拠することが明らかであるが、従来の研究では「マクルーハンの

メディア論そのものを、ナショナリズム研究として論じる試みは十分ではない」とし、新倉

はアンダーソンのナショナリズム論をメディア論的に分析する（新倉 2016a：1）。 

新倉は ICにおける出版資本主義の概念には近代複製技術と資本主義の市場原理という二

つの側面があると指摘する。この二つの側面によって、複製された同一商品の大量生産が可

能になる（新倉 2016a：3-4）。新倉は、複製された商品の大量生産は産業資本主義の特徴で

あるゆえ、アンダーソンが論じているのは「国民国家（＝ネーション）」であるが、「本来、

（IC の）そのポテンシャルは、国民国家の成立をも包含する産業資本主義の体制に向けら

れているといえる」と論じる（新倉 2016a：4、（）内引用者）。 

彼は産業資本主義を象徴する「機械」と大量生産の原理を分析することで、マクルーハン

のメディア論におけるナショナリズムをめぐる議論を再検討する。マクルーハンは近代複

製技術が均質的で画一的な時空間の形成を促すと論じ、その原因が「機械」による大量生産

の原理にあると主張する。この主張について新倉は次のように述べている。「機械」は大量

生産の生産方式を通して画一性や均質性をもたらし、それらはネーションという共同体を

めぐる想像力（＝ナショナリズム）を構成する「身体」――「個々の身体や意識を含んだ人

間存在」――の諸感覚の比率を変容させていく（新倉 2016a：8）。すなわち、マクルーハン

のメディア論をナショナリズム論の視点から分析する際、「機械」と「身体」の関係性を議

論することが必要かつ有効だと新倉は主張する。言い換えれば彼は、「機械」と「身体」の

関係性の構図をナショナリズム論とメディア論に共通するものとして位置づけている。 

さらに新倉はこの構図でメディア論をナショナリズム論的に再考するという方法論を採

っている。彼は「機械」と「身体」の関係性を提起することで、ナショナリズムの変容の問

題に有効な手がかりを明らかにする。新倉によれば、アンダーソンは ICにおいて、ナショ

ナリズムの変容の問題を提示したが、それを解決するための理論的な枠組みを提示してい

ない。ところがマクルーハンは「『機械』に主導される時代から『電気』に主導される時代

へ」という時代移行を暗示している。それゆえ、「もし『機械』から『電気』という産業社

会の変容を受け容れるなら、そこでは、ナショナリズムはある種の失効を宣告されている」

と新倉は主張する（新倉 2016a：8）。ここでいう「機械」とは、近代複製技術に代表される

利益の増大と市場の拡張のための大量生産（＝複製）の技術を指す。それゆえ「機械」とい

う概念は「技術」の概念に含まれているといえるであろう。 
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ところが新倉の議論は結局「機械」（の概念を含む「技術」）が「身体」に一方向的に影響

を及ぼすところでとどまり、「機械」（の概念を含む「技術」）と「身体」の相互作用的なダ

イナミズムには触れていない。この相互作用的なダイナミズムの可能性に関して示唆を与

えるのが柴田（2013）の考察である。 

 

4－2－2 「身体」から「技術」への反作用の可能性をめぐって 

「技術」と「身体」の関係性はマクルーハンの「メディアの異種交配」において理論的に

分析されている。「メディアの異種交配」とは、異なる形式のメディアが従来のメディアを

呑み込みながら、社会の主導的メディアの地位を占めることを意味する（UM：50-52）。そ

れによってもたらされたのは、人間の感覚や認識の新しい変化である。マクルーハンはこの

概念で、社会で発生する異なるメディアの複合化現象を説明する。たとえば文字文化と口誦

文化の複合化の場合、活字メディアは主導のメディアになる。その結果、活字メディアによ

る個人の内的、画一的、均質的な思考様式は口語による部族的、集団的な思考様式を侵食す

る。マクルーハンが主張するのは、新しいメディアが新しい刺激をもたらすことによって、

新たな感覚や認識が生み出されるということである。マクルーハンによれば、新たな感覚や

認識は「中枢神経組織」が自己防衛をするために刺激を感じる器官や機能を「切断」あるい

は「分離」する結果である（UM：44）。 

柴田（2013）はこの「切断」あるいは「分離」の過程について次のように論じる。「（『中

枢神経系』がマクルーハンの）文脈から脳を指すと理解して差し支えない。脳は、（新しい

刺激がもたらした）このようなストレス状態を回避するために、身体を切断して自分の外に

対立刺激物をつくり出し、現在の刺激を相殺することで、ストレスを緩和しようとする」46

（柴田 2013：85、（）内引用者）。ここで柴田はマクルーハンの言葉を借用し、ストレスを

生じさせるメディアを「刺激物」とし、ストレスを緩和するメディアを「対立刺激物」と呼

ぶ（UM：45）。柴田は「切断」あるいは「分離」の過程を、「対立刺激物」が「刺激物」か

らの刺激を「相殺」する過程であるという。この過程において、感覚の「切断」あるいは「分

 
46 柴田によれば、マクルーハンが使っている「ストレス」や「切断」の概念は、生理学者

であるセリエのストレス学説から転用された概念だとされる。セリエのストレス学説に基

づいて、マクルーハンによる「ストレス」とは、それが作り出された状況に適応する身体

の「防衛反応」として理解されるべきであり、それに関連する「切断」の概念は、身体の

損傷による炎症とともに細胞組織が排出される現象から言い換えられたものだ、と柴田は

指摘する（柴田 2013：90-92）。 
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離」は感覚自体を変化させるのではなく、刺激の「相殺」の問題、すなわちメディアによっ

て調整される諸感覚の比率の問題となる。なぜなら、「身体」の感覚自体はメディア技術に

よって変化させることはできないからだ。メディア技術が変えられるのは「身体」の感覚自

体ではなく、統合的な感覚を構成する諸感覚の比率である。 

個人の諸感覚の相互比率の変化を、マクルーハンは「感覚比率」の変化として説明する。

「感覚同士の間で保たれている比率が変るのは、どれかひとつの感覚、もしくは肉体的、精

神的機能のひとつが、技術という形式をとって外化するときである」（GG：402-403）。この

感覚比率の変化プロセスについて柴田は次のように解釈する。まず、人工物としてのメディ

アは特定の感覚が身体の外部に具現化したもの、すなわち「外化」したものである。次の段

階において「身体」は当該メディアを使用することでそのメディアを「内化」し、つまり「身

体」の感覚として取り込む。その結果、今度は外化されなかった感覚と機能が抑圧され、感

覚比率がまた変化する（柴田 2013：80-81）。柴田の考察によって、感覚比率の変化とは、

メディアによる「身体」の感覚及び機能の特化（＝外化）と抑圧（＝内化）であることがわ

かる。 

柴田は「感覚比率」の変化のメカニズムを解明したが、「技術」と「身体」の関係性につ

いてはこれ以上言及しなかった。だが、以上の柴田による議論を踏まえれば、次のことを引

き出すことができる。すなわち、メディアからの影響を受けて「身体」の感覚の量的変化は
．．．．．

起きるが質
．．．．．

的変化は起きない
．．．．．．．．

、という点である。言い換えれば、「技術」が「身体」に影響

を及ぼすのは、質的変化ではなく、量的変化のみである。質的変化が起きないということは、

柴田の議論から「身体」におけるある種の宿命的な性格――メディア（技術）によって克服

されえない性格――を読み解くことができる。この点をさらに掘り下げると次のような結

論を導くことができる。「技術」は如何に「身体」に影響を及ぼそうとしても、こうした宿

命的な性格を克服することは不可能である。こうした宿命的な性格があってはじめて、「身

体」には「技術」の影響可能な範囲に（量的変化のみという）制限をかける反作用が可能に

なる。「身体」の質的変化が起きないという宿命的な性格は、「技術」と「身体」の相互作用

の前提条件でもある。次節では「技術」から「身体」への作用と、「身体」から「技術」へ

の反作用という相互作用的なプロセスを考察し、さらにアンダーソンのナショナリズム論

を介しながら、こうした相互作用の観点からナショナリズムを再解釈することを試みる。 
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4－3「技術」と「身体」の相互作用とナショナリズム論 

4－3－1 「メディアの異種交配」の原理が孕む「技術」と「身体」の相互作用 

マクルーハンのメディア論における「技術」と「身体」の相互作用は主に「メディアの異

種交配」の原理において分析されている。「メディアの異種交配」の原理とは異なる形式の

メディアが従来のメディアを呑み込みながら、社会の主導のメディアの地位を占める過程

を指す。マクルーハンはこの原理に基づいて、社会における多様なメディアの複合現象を一

般化する。「メディアの異種交配」の原理がもたらす効果について彼は、「メディアの雑種化

あるいは異種交配は、さながら核分裂あるいは核融合のように、大きな新しい力とエネルギ

ーを放出する」と論じる（UM：50）。マクルーハンは「メディアはメッセージである」と

主張する（UM：7）。ここでの「メッセージ」という言葉が意味するのは、当該メディアが

もたらすコミュニケーションの「スケール、ペース、パターンの変化」を指している（UM：

8）。新しいメディアが新しいコミュニケーションの形を作りだす意味で、メディアは新しい

諸感覚の比率を生成するものになる。彼の説明によれば、すなわちメディアは「ものを『生

起させる動因』である（“make happen” agents）」（UM：50）。このように、多様なメデ

ィアの複合はメディア環境の変化や諸感覚の新たな比率をもたらすとマクルーハンは主張

する。新しい変化や感覚の比率の生成という「生殖的」な意味で、彼はメディアの複合化の

現象を「異種交配（hybridizations）」に喩えている。 

二つの代表的な異種交配としてマクルーハンが取り上げるのは、文字文化と口誦文化の

交配、そして電気文化と文字文化の交配である。というのは、この二つの事例において個人

の思考様式から社会の価値まで変容が幅広く起こったからである。この二つの現象は以下

のように説明することができる。 

まず、前者の交配については次のような説明がなされている。活字メディアが主導の地位

を占めた結果、文字文化が口誦文化に代わって支配的な文化となる。文字文化は個人の内的

思考を可能にし、さらに画一性や均一性を有する思考様式をもたらす。それによって、従来

の口誦文化の中に形成された部族的な思考による共同体意識は崩壊し、「核分裂反応」のよ

うな効果が生み出される。この「核分裂反応」は個人を集団から分離し、ばらばらになった

個人は彼らのアイデンティティの帰属先としてのナショナリズムを求めるようになる。た

とえば、中国、インド、アフリカなどの活字メディアが（口誦文化の話し言葉に取って代わ

って）主導となった地域の近代において、個人主義やナショナリズム運動が勃興することに

マクルーハンは言及する（UM：51-52）。 
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後者の交配については次のような説明がなされている。電気文化と文字文化が異種交配

する際、電気文化がもたらす部族文化は集団的な意識を増強する。たとえば、すでに個人主

義やナショナリズムが成熟した西欧社会において、テレビをはじめとする電気メディアが

主導の地位を占めると、部族的、共同体的な思考様式が返り咲く。その結果、個人主義やナ

ショナリズムのような思考様式が弱体化され、国民国家を越える規模の集団が生まれる。マ

クルーハンはこのようなことが「核融合反応」の効果であると論じる。「核融合反応」の効

果は、個人を集団に包み込み、かつ（ナショナリズムよりも集団的利益を優先させる）集団

的な思考様式を露わにする。マクルーハンは「ヨーロッパの新しい共同市場」（後の EU）

をその一例として挙げている（UM：52）。 

マクルーハンは二つの異種交配の過程を論じているが、特に文字文化と口誦文化の異種

交配の過程において、印刷技術は「核分裂反応」を増幅する効果があると主張する。マクル

ーハンは、印刷技術による複製の原理が均質的時空間を可能にするがゆえに、人間の視覚を

より一層拡張すると主張する。彼は UMの 18章「印刷された言葉：ナショナリズムの設計

主」において、印刷技術による拡張効果をナショナリズムと関連させながら、次のように述

べている。 

 

社会的に見ると、活字印刷という形をとった人間の拡張は、国家主義（nationalism）、

産業主義、マス市場、識字と教育の普及というものをもたらした。なぜなら、印刷は正確

に反復可能なイメージを提供し、それが社会的エネルギーを拡張させる、まったく新しい
．．．

形態
．．

を刺激したからであった。（UM：175、（）内引用者、傍点引用者） 

 

マクルーハンに従えば、印刷技術は人間の視覚の拡張として、多岐にわたり社会に影響を

及ぼす一方、こうした状況に適応すべく人びとも社会の「新しい形態」を模索していくとい

う。「新しい形態」とは、印刷技術によってもたらされた新しい刺激や感覚に対応する世界

を思考し認識する様式であり、その一つがナショナリズムである47。 

 
47 マクルーハンとアンダーソンは印刷技術をナショナリズムの形成の条件として認める。

しかし両者によるナショナリズム生成のルートには差異がある。マクルーハンの場合、ナ

ショナリズムは印刷技術による視覚の拡張、すなわち画一的、均質的なものが量的に視覚

化された結果だと考えられる。この場合、身体とナショナリズムは、印刷技術を媒介とし

て間接的につながっている。それに対しアンダーソンの場合、ナショナリズムは印刷技術

がもたらした均質的で空虚な時間と空間の観念の中で、人間の想像力によって生まれたも

のである。ここでは、身体とナショナリズムは直接的につながっている。両者の理論にそ
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この異種交配の過程はさらに UM の第 4 章「感覚麻痺」をめぐる議論を通して次のよう

に一般化される。メディアは「身体」を拡張するが、「身体」には宿命性という限界がある

ために、拡張に適応できない部分（質的部分）もある。この部分に対し当該メディアは新し

い刺激を引き起こす。さらに新しい刺激はストレスをもたらす。中枢神経組織はストレスに

よる傷害を避けるために自己防衛をする。自己防衛とは、中枢神経系が「対立刺激物」を使

うことで「傷害を起こしている器官、感覚、機能を切断あるいは分離する」ということであ

る（UM：44）。こうした自己防衛（＝「切断」あるいは「分離」）の結果として「感覚麻痺」

がもたらされ、「感覚麻痺」によって刺激が無効化されていく。「感覚麻痺」の内実は感覚比

率（量的部分）の変化である。前述の柴田（2013）の指摘のように、感覚自体が宿命性を持

つ「身体」に依存するものであるがゆえに、それは宿命的なものでもある。そのため「切断」

あるいは「分離」の過程によって変えられるのは「身体」の感覚そのものではなく、全体の

統合的な感覚を構成する諸感覚の比率だけだとされる。新しい感覚比率を通して新しい生

の様式48が生み出される。こうして人びとは新しい「技術」に対応することが可能になる。 

この調整の過程の具体例を挙げると、たとえば、印刷技術によってもたらされた視覚世界

において、従来の垂直的な身分制度や市場などは、もはや視覚の拡張によってもたらされた

新しい刺激に耐えられなくなる。その結果、水平的な国家制度や市場が新しいメディアとし

て要請され、旧来の垂直的な身分制度や市場を「切断」あるいは「分離」することで感覚を

麻痺させるという（UM：175）。人びとが近代複製技術によってもたらされた刺激に対応で

きるようになると、同時に国境や市場を横断する手段が求められるようになる。 

上述の「メディアの異種交配」の過程において、「技術」と「身体」の相互作用を次のよ

うに解釈することができる。「技術」から「身体」への作用とは、「技術」（たとえば近代複

製技術）が感覚と神経を拡張し、「身体」に刺激を及ぼすことで、「身体」にストレスを感じ

させることである。「身体」から「技術」への反作用というのは次のようになる。「技術」か

 

れぞれ従って、メディア環境の変容とともに、身体とナショナリズムが如何に変容するの

かという問いを思考する際、この原理的な差異は、大きな意味を持つことが推測できる。 
48 だがマクルーハンの人間の生の調整の過程という考え方についての最初の言及は UM

ではなく、まずMBの序文で提起したエドガー・アラン・ポーの小説『大渦巻（A 

Descent Into The Maelstrom）』に関する議論に見られる。彼は、大渦巻の動きを観察

し、見出した原理と規律に従いながら脱出した小説の主人公のやり方と同様に、われわれ

もメディアの渦巻をよく観察し、メディアの原理と規律を見出してから、そこから脱出す

る手段を思考するべきだと主張する。この議論において次のことが示唆される。つまり人

間の身体をめぐる宿命性からの制限をわれわれは完全に克服することができない。それゆ

え人間の自らの調整が必要だということである（MB：1-2）。 
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らの刺激を回避するために、「身体」の感覚の（質的変化ではなく）量的変化が発生する。

具体的には、「身体」は「対立刺激物」を使い、器官や感覚を「切断」あるいは「分離」し、

感覚麻痺を起こすことで、感覚比率を変える。こうして「身体」は新しい感覚比率で「技術」

による刺激に対応する。これが身体側の反作用である。それと同時に、この過程において生

じた（「技術」としての）「対立刺激物」はまた「技術」の更なる変容を誘発していく49。こ

うして、「技術」と「身体」の相互作用は絶え間なく継続する。 

柴田（2013）が示唆しているように、以上の相互作用の前提条件の一つは、「身体」の感

覚の質的変化が生じないということである。この「身体」の質的部分の不変性については、

マクルーハンのMBにおける機械と性行為をめぐる議論からも見出すことができる。 

マクルーハンはMB の中で機械が性に与える影響について論じる際、「身体」について次

のように言及する。マクルーハンによると、人間は機械を使うことで、「機械の行動様式」

を身につけるようになった。その結果、「人間のみならず統一体としての肉体からのセック

スの遊離」という現象が発生するという（MB：236）。ここでマクルーハンは強調したいの

は、こうした現象により性行為は生物的な行為から生産、複製可能な機械的な行為となるが、

肉体から分離された性行為は性的な満足を生み出すことができない、という点である。 

この点に関して MB から次の解釈を引き出すことができる。つまり性的な満足は精神的

な喜びであり、それは肉体を媒介としながら実現されるからである。肉体を媒介するという

のは、肉体を通して性行為を完成することだけではなく、肉体を対象として侵犯かつ支配す

るという深層的な意味をも含むということだとマクルーハンは論じる。性行為が機械的な

行為として肉体から分離する場合、性的な満足が失われたゆえに、人間はまたそれを暴力と

死などの「肉体的な危険（physical danger）」に求めていく（MB：239-240）。すなわちマ

クルーハンによれば、機械によって性と肉体は分離したが、肉体に依存する原初の性への欲

求、すなわち肉体への侵犯と支配の欲求を消滅させることはできない。性への欲求はなくな

るのではなく、暴力と死などの他の肉体と関連する形式によって表現されるという50。 

 
49 たとえば、文書及び貨幣が新しいメディアとして社会に登場する場合、情報やモノの流

通「密度」が増大し、刺激として人びとにストレスを与え、その結果、それに対応できる

新しい交通技術（車輪など）が「対立刺激」として要請される、という例をマクルーハン

は挙げている（UM：44）。マクルーハンの議論をさらに展開すると、一つの継続的な過程

が見られるようになる。新しい交通技術によって新しい感覚比率が変わり、そして人びと

は増大した流通「密度」に対応できる。一方、新しい交通技術も「対立刺激物」として、

次の段階の「技術」の新しい変容にも刺激を与えていく。 
50 マクルーハンによる性と暴力をめぐる議論はフロイトの精神分析の理論に親和的でもあ
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「身体」は結局、肉体の原初的で超越的な宿命性から逃れることはできない。このように

マクルーハンの文脈において、「身体」の持つ宿命性が「機械によって満足できない性への

欲求」として現れている。MBにおける機械と性行為の関連性をめぐる議論において、マク

ルーハンは「技術」と「身体」の相互作用という認識の輪郭を先行的に論じていると考えら

れる。 

 

4－3－2 「近代における生の意味の喪失」が孕む近代性と宿命性の相互作用 

マクルーハンにおける「技術」と「身体」の相互作用は ICにおけるアンダーソンのナシ

ョナリズム論において、近代性と宿命性の相互作用という形で現れる。アンダーソンは近代

性と宿命性の関係性を前提にネーションの形成をめぐる理論を展開している。アンダーソ

ンは近代性の概念を明確に示していないが、IC の文脈に従えば近代性とは資本主義・近代

複製技術及びそれに依拠する近代における世界理解の様式、理性と合理的価値として理解

しても差し支えない。それに対し宿命性とは近代性によって超越できない人間の宿命的な

生と死の問題を指す。この意味で、マクルーハンの「技術」の概念とアンダーソンの近代性

の概念は、活字印刷に代表される近代複製技術において重なり合う。他方、前述の柴田（2013）

の考察によって示されたように、メディア（技術）によって克服されえない「身体」の宿命

的な性格は、上述の宿命性の概念と非常に親和的である。それゆえ、アンダーソンのナショ

ナリズム論における近代性と宿命性の概念とその関係性は、マクルーハンのメディア論に

おける「技術」と「身体」の概念とその関係性とは対照的である。換言すると、アンダーソ

ンによる「近代性」と「宿命性」の対置と、マクルーハンによる「技術」と「身体」の対置

は、異なる文脈で現れた同じ構造からなる関係性として理解しても差し支えないであろう。 

前章で明らかにされたように、近代性と宿命性の関係性は「近代における生の意味の喪失」

の現象をきっかけにして現れる。「近代における生の意味の喪失」とは、近代化とともにそ

れまで意味を付与してきた宗教が退潮し、生と死の宿命性が意味を奪われた形で露呈する

ことで、近代の人びとに不安を感じさせ、喪失感を与えたことを指す。こうした喪失感は、

 

るが、マクルーハンの議論の中に性と暴力の関連性を説明するために言及されたのはウィ

ルヘルム・ライヒと G・レッグマンである。前者は「機械化」により「暴力はセックスの

代用品」になることを論じている。後者は漫画や小説における暴力を研究している

（MB：239-240）。この点から考えれば、マクルーハンはフロイトが行う理論的な精神分

析より、ライヒが注目する技術と身体の関係性、及びレッグマンが研究するメディア文化

に興味深いと推測できる。この推測をマクルーハンのアメリカの大衆文化を考察する志向

性に根拠づけをすることができる。 
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世界理解の様式の変容とともに生み出され、さらに新たな世界理解の様式の形成を促して

いく。この世界理解の様式の変容過程をもう一度整理しよう。 

アンダーソンによれば、中世の世界理解の様式として、未来に成就される「即時的現在に

おける過去と未来の同時性」という垂直的な「メシア的時間」がある（IC：49）。この時間

観念は中世の宗教や王国において支配的な地位を占めるという。アンダーソンは宗教や王

国を、生と死に関する意味を人びとに付与する役割を果たす「文化システム」として捉える

（IC：35）。「偶然と必然の組み合わせに満ちている」人間の生における「病い、不具、悲し

み、老い、死といった人間の苦しみの圧倒的重荷」という宿命的な苦難について、宗教や王

国は人びとに救済――宿命性をめぐる意味と解釈――を与えていく（IC：33）。しかし近代

に入り、近代複製技術は「均質で空虚な時間」観念をもたらした（IC：51）。それとともに、

均質で連続する空間が生まれた。この時空間観念が新しい世界理解の様式として、従来の宗

教や王国による生と死への意味付与を無効なものとし、その結果、生と死の宿命性が救済さ

れえないものと人びとの目に映るようになり、すなわち「近代における生の意味の喪失」の

状態に陥ったとアンダーソンは論じる。 

「近代における生の意味の喪失」という現象が近代性と宿命性の相互作用を引き起こし、

人びとに新たな共同体すなわちネーションの想像を促すとアンダーソンは主張する。まず

「近代における生の意味の喪失」という状態は、近代化が生と死をめぐる宿命性を露わにす

る作用を顕在化させる。近代的生産技術及び思想は生と死をめぐる宿命的な苦難を客観的

に解釈できるが、その解釈は、人びとに喪失感や不安を与えることしかできないほど過酷で

ある。述べてきたが、たとえば新倉（2016b）は植民地の人びとに経験されている「二重の

疎外」の現象で、こうした喪失の状態を説明する。新倉によると、植民地における近代化を

先取りするエリートたちは、まず伝統の故郷から「疎外」される。さらに彼らの「教育的巡

礼と行政的巡礼」（IC：218）が植民地の範囲までに限定されるため、それより先の帝国の

首都への昇進の道は阻まれ、帝国からも「疎外」される。このように、「近代における生の

意味の喪失」は「二重の疎外」として人びとに実感されるという。 

次に、「近代における生の意味の喪失」の状態――人びとに意識された近代性から宿命性

への作用――に陥ってはじめて、宿命性から近代性への反作用が発生する。生と死をめぐる

宿命性は近代的な技術や理性的な思考などによって恣意的に変えられることができない。

それゆえ喪失感を補填するためにも、人びとに受け入れられる「合理的」な宿命性の意味を

生に付与しなければならない。言い換えれば、宿命性は近代性に対し制限をかけるという作
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用をしている。 

このような相互作用があるからこそ、「近代における生の意味の喪失」の状態において求

められる救済の形式は恣意的に選ばれるものではなくなる。アンダーソンはこう述べる。

「そこで要請されたのは、運命性を連続性へ、偶然を有意味なものへと、世俗的に変換する

ことであった。（中略）国民の観念（an idea of nation）ほどこの目的に適したものはなか

ったし、いまもない」（IC：34、（）内引用者）。アンダーソンによれば、ネーションはこの

ような近代性と宿命性の相互作用のもとに形成される。ネーションは近代化によってもた

らされた新しい時空間観念と一致し、同時に宿命的な生と死の問題について人びとに受け

入れられる答えをも与えられる唯一のものである。それゆえこうした人びとを救済する役

割に、アンダーソンがナショナリズム擁護の態度を取る最大の理由がある。彼は（ネーショ

ンと宗教を「文化システム」として認識するという前提の下に）ネーションを宗教のように

人びとの生に意味を付与するものと比較しながら理解すべきだと主張する（IC：34-35）。こ

の意味で、彼は救済という宗教の用語を用いてネーションの作用を喩える。それは単なる宗

教的なメタファーではない。宗教やネーションのいずれの文脈においても、この言葉は生と

死をめぐる宿命的な苦難から人びとを救い出すという意味を持つ。そしてこの救済の意味

を、近代性と宿命性の相互作用の枠組みにおいて把握することが重要である。 

 

4－3－3 「技術」と「身体」の相互作用の枠組みからのナショナリズム理解の可能性 

以上の議論を踏まえ、「メディアの異種交配」の原理が「技術」と「身体」の相互作用を

促すプロセスと、「近代における生の意味の喪失」の近代性と宿命性の相互作用を促すプロ

セスとの対応関係をまとめたものが表 1である。 

表１はメディア論における「技術」と「身体」の相互作用と、ナショナリズム論における

近代性と宿命性の相互作用とのパラレルな対応関係を示す。この対応関係は、メディア論と

ナショナリズム論を結びつける一つの共通の枠組みを提示している。この枠組みは、メディ

ア論の視点からナショナリズム論を論じる際に有効である。その論拠を次の三点から説明

する。 
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まず、「技術」と「身体」の相互作用の枠組みは近代性と宿命性の相互作用とはパラレル

な関係であることを示すことで、「メディアの異種交配」（マクルーハン）の原理から「近代

における生の意味の喪失」（アンダーソン）をメディア論的に再解釈し、一般化できるとい

うことである。すなわち、近代における理性・合理的価値・近代複製技術及びそれらがもた

らす新しい時空間観念を、「身体」が周りの世界を認識するために必要な（聴覚、視覚など

を越える広義的な）感覚の拡張として考える場合、それらは世界を認識するための「新しい

メディア」ともなる。そして同様の意味で、中世の宗教や王国にもたらされた価値や時空間

観念などは「旧来のメディア」と捉えることもできる。つまり ICで論じられるネーション

の登場の時期である 18世紀ごろは、マクルーハンが論じる「メディアの異種交配」すなわ

ち「メディア」の複合の時期以外の何でもない。この時期に新しい（近代複製）「技術」に

要因となる概念 作用の段階 反作用の段階 結果 プロセスの特徴 

マクルーハンに

おける「メディ

アの異種交配」 

主導メディア

（＝技術）の変

容からの作用が

先行し、「刺激」

をもたらす 

「身体」が器官

や感覚を「切

断」、「分離」する

ことで感覚を麻

痺させ、感覚比

率を変化させる 

新しい感覚比率

による個人的思

考（文字文化）

と集団的思考

（電気文化）が

形成され、「技

術」の後続の変

容を誘発する 

継続的なプロセ

ス 

アンダーソンに

おける「近代に

おける生の意味

の喪失」 

「喪失感」によ

って、近代複製

技術（＝近代性）

からの「生と死

をめぐる宿命

性」を露わにす

る作用が顕在化

される 

宿命性が合理的

な意味付与（救

済）を要請する 

解決策としての

ネーション（想

像の共同体）が

想像される 

完結的なプロセ

ス 

表 1：「『技術』と『身体』の相互作用」と「近代性と宿命性の相互作用」の対応関係 
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よる新しい時空間観念を持つ「メディア」が主導的地位を占めていく。その結果（「身体」

の）生と死をめぐるの宿命性への従来の宗教による意味付与（救済）では対応できず、また

新しい意味付与の形式も未だない。中世の宗教や王国による古い世界認識は「身体」（に依

存する精神）への「刺激」に転化する。こうした事態から脱却するために生まれるのがナシ

ョナリズムなのである。このように、「近代における生の意味の喪失」は「メディアの異種

交配」の原理の一つの表現として分析することができる。 

次に、「技術」と「身体」の相互作用は、アンダーソンのナショナリズム論における近代

という時代的限界を克服する可能性があるということである。この相互作用はマクルーハ

ンにおいてはもちろんのこと、アンダーソンの問題意識の深層にも、近代性と宿命性の相互

作用として存在する。だが、アンダーソンの問題意識は近代化の背景のもとで、人間が生と

死の宿命性に如何に向き合い、さらには救済（意味付与）を如何にもたらすか、という視座

を含む。言い換えれば、アンダーソンにおける近代性の概念が「近代」という時代の背景に

限られている。この点に基づいて、アンダーソンは近代の一つの解決策として、近代性と宿

命性の相互作用の帰結であるネーションを提起する。その際、ナショナリズムの概念は近代

と連動するものとなるが、宿命性からの反作用は明確には強調されることはなかった。アン

ダーソンのナショナリズム論には近代を越える潜在的な可能性があるが、結局、時代的な制

約によって、その可能性が最大限に活かされなかった。他方、マクルーハンの場合、「身体」

の反作用にはさらに「技術」の後続の発展や変容に刺激を与えていく可能性が潜んでいるが

ゆえに、「技術」と「身体」の相互作用が継続的で無限ループのような形で示されている。

さらに、新倉（2016a）によって示唆されたように、マクルーハンにおける「技術」の概念

は「機械」及び「電気」という異なる時代を象徴する概念を内包しているがゆえに、この「技

術」の概念には「近代」を越える一般的な概念として展開できる潜在的可能性もある。それ

ゆえ「技術」と「身体」の相互作用の枠組みは、メディア論とナショナリズム論をつなげる

と同時に、アンダーソンのナショナリズム論における「近代」という時代的背景を越えるこ

とも可能である。 

最後に、「技術」からの作用が不可避的に先行するがゆえに、「技術」と「身体」の相互作

用は間断なく発生しつづけるということである。その理由は二つある。一つ目は、前段落で

述べたように、「身体」から「技術」への反作用には「技術」の新しい変容を誘発する可能

性があるということ。二つ目は、「技術」の概念自体が動的な性格をも持つということ。こ

の二つの組み合わせが「技術」と「身体」の継続する相互作用の前提条件となっていること
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である。 

「技術」の動的な性格は、Cheah（2003）によっても明らかにされている。前章で提起し

たように、Cheah によれば、資本主義は一種の「静止できないエネルギー」を内包してい

るという（Cheah 2003：4-5）。ここでの「エネルギー」とは上述の資本主義の利益や市場

を求めつづける原動力を指す。Cheah の議論を前提にすると、この「エネルギー」は「技

術」に自主的に「動く」という動的な性格を付与する。この意味で、「技術」は主導的かつ

先行的に「身体」に影響を与えていくことが可能なのである。この関係性は逆説的に解釈す

ると、「技術」の作用が発生しない限り、「身体」の反作用も発生しない、という順序及び共

働関係をも示す。Cheahが言及する資本主義の「静止できないエネルギー」によれば、「技

術」の先行する作用は不可避的かつ絶え間なく発生しつづけている。この意味で、「技術」

と「身体」の相互作用も間断なく継続することになる。さらにナショナリズムをこうした相

互作用の結果として捉えるのならば、ナショナリズムは静的なものではなく、動的なダイナ

ミズムを孕んでいる。このダイナミズムはナショナリズムに、継続的に変容しつづける性格

を与えている。 

 

4－4 「技術」と「身体」の相互作用を介するコミュニケーションとしてのナショナリズ

ムへの接近 

本章はアンダーソンの論じる「近代における生の意味の喪失」によってもたらされた近代

性と宿命性の相互作用を媒介とし、マクルーハンによる「メディアの異種交配」の原理から

導出された「技術」と「身体」の相互作用の解明を試みた。本章の考察から得られた結論と

意義を以下の三点まとめておく。 

第一に、マクルーハンのメディア論における「技術」と「身体」には相互作用的な関係性

があることを明らかにした。この関係性はマクルーハンによって明示的に論じられていな

いものの、彼の議論の深層に潜んでいる。マクルーハンにおける「メディアの異種交配」の

原理は、「『技術』の変更からの作用に対し『身体』が反作用を引き起こす」という相互作用

をもたらす。一方、アンダーソンにおける「近代における生の意味の喪失」は、「近代性か

らの作用に対し宿命性からの反作用が要請される」という相互作用をもたらす。この二つの

相互作用はパラレルな関係性がある。 

第二に、「技術」と「身体」の相互作用は、ナショナリズムの変容のメカニズムを分析す

るための有効な枠組みとして、ナショナリズム論をメディア論的に一般化することができ
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る。「技術」と「身体」の相互作用は「絶え間なく継続する」という特徴をも持つがゆえに、

ナショナリズムの変容の過程は一つの静的な状態（段階）から次の静的な状態（段階）への

移行としてではなく、一つの継続的に変容しつづける過程として捉えることができる。この

点は近代性と宿命性の相互作用の原理をさらに補強する。 

以上を踏まえ、第三に、「技術」と「身体」の相互作用という分析枠組みを導入すること

で、自己言及的なコミュニケーションとしてのナショナリズムをめぐる理解の可能性をさ

らに増大させていく。「技術」と「身体」の相互作用と、近代性と宿命性の相互作用とは、

静的な形式として対応するのみならず、そのダイナミズムも対応している。この二つの相互

作用は、「技術」・近代性が先行するダイナミズムによって主導されている。それに対して、

「身体」・宿命性はそれに応える形で反作用を行う。前章で明らかにしたように、近代性の

先行的な作用によって、近代性と宿命性の相互作用が自己言及的なものであり、さらにナシ

ョナリズムを自己言及的なものとして理解することもできるようになる。近代性と宿命性

の相互作用を「技術」と「身体」の相互作用に読み替えても、この事態は何も変わらない。

「身体」は行為の帰属先とする場合、主体として認識されても良い。ところが、「技術」と

「身体」の相互作用は「身体」によって主導されるのではなく、「技術」の先行的な作用に

よってはじめて発生する。「身体」は受動的に刺激に反応する形で、この相互作用に参与す

る。「身体」は「技術」による刺激に反応することで、「技術」を言及する。また「身体」は

「技術」に刺激されることで言及されている。こうして、「技術」と「身体」の相互作用も

自己言及的なものである。この自己言及性は、ナショナリズムを自己言及的なコミュニケー

ションとして捉える可能性を再び提示するものだ。さらに、「技術」と「身体」の相互作用

は通時的な原理であるがゆえに、ナショナリズムとネーションの自己言及性をめぐる議論

は、歴史的な文脈から独立しても可能である。マクルーハンを再考することで、コミュニケ

ーションの様式としてのナショナリズムの概念は、コミュニケーション的なナショナリズ

ム論により近づいていく。 

アンダーソンとマクルーハンを再考することで、主体に帰属するコミュニケーションの

様式としてのナショナリズムをきっかけとする、自己言及的なコミュニケーションとして

のナショナリズムの可能性を解明した。ただし、大黒が示唆したように、マクルーハン（及

びアンダーソン）は、マスメディア・パラダイムにおいてナショナリズムを観察するがゆえ

に、「マスメディア」―「大衆」というヒエラルキカルな構造における送り手―受け手の図

式――つまり主体―客体の図式――を議論の前提としている。つまりこれまでの議論は、実
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体論的な枠組みの中に、すなわちコミュニケーションの様式としての
．．．．．．．．．．．．．．．．

ナショナリズム
．．．．．．．

の中

に、コミュニケーショ
．．．．．．．．

ンとしての
．．．．．

ナショナリズム
．．．．．．．

の可能性を探る考察である。自己言及的な

コミュニケーションとしてのナショナリズムを記述するために、メタレベルの観察視点を

獲得しなければならない。また、自己言及的なコミュニケーションを記述する視点であるが

ゆえに、この記述方法も自己言及的であり、それ自体に適用できねばならない。このような

メタレベルの視点を獲得し、さらにその視点による記述を行うために、更なる理論的考察が

必要である。 

これより先の考察に理論的な枠組みを与えてくるのは、ルーマンの社会システム理論で

ある。次章では、ルーマンの理論を参照系として、ナショナリズム論における方法論＝視点

を転換し、そして新しい方法論＝視点によって、コミュニケーションとしてのナショナリズ

ムを記述する。  
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第 5章 コミュニケーションとしてのナショナリズムの自己再生産のメカニズム 

5－1 ルーマンの理論――視点転換の枠組みとして 

第 3章と第 4章において、「技術」・近代性と「身体」・宿命性の相互作用を考察すること

で、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの形成過程を明らかにした。しかし

情報社会では、コミュニケーションが自己言及・自己再生産的なものになるとともに、次の

ことを問わねばならない。すなわちコミュニケーションの様式としてのナショナリズムの

有効性を認めながら、それを如何に自己言及・自己再生産的なコミュニケーションの視点で

捉えるのか、ということである。ここで要請されるのは、従来のナショナリズム論を否定し

た上で新しいナショナリズム理解を提起することではなく、むしろ従来のナショナリズム

論――コミュニケーションの様式としてのナショナリズムという捉え方――を肯定した上、

さらに、それをめぐる視点の転換を求める、ということである。この作業には、ルーマンの

理論枠組みが有効である。 

ルーマンは独自の社会システム理論によって世の中に知られている。大黒が示唆したよ

うに、メディアのパラダイムの変化によって、コミュニケーションと主体の概念を再認識す

る必要がある場合、ルーマンによるコミュニケーション理解の有効性がますます明らかに

なっている。コミュニケーションが自己言及的なものであり、ナショナリズムを自己言及的

なコミュニケーションの一つとして捉えるならば、方法論としてコミュニケーション的な

ナショナリズム論を提示することができる。この方法論を構築するために、ルーマンの理論

は有効な理論的な枠組みを与えている。本章の目的はルーマンによるコミュニケーション、

観察、メディアなどの諸概念を援用しながら、ナショナリズムをコミュニケーションとして

捉える方法、及びその再生産のメカニズムを記述することにある。 

以下の流れで本章の議論を進めていく。5－2 の節では、社会システム理論の文脈におけ

るコミュニケーションの概念の捉え方、及びそれに関連する諸概念を概観する。特に観察の

概念、コミュニケーションの自己観察の機制、そしてそれを可能にする構造的カップリング

の概念を中心として議論を展開する。5－3 の節では、ルーマンによる観察の概念を中心と

し、主に「観察への観察」――つまりセカンド・オーダーの観察（＝二次的観察）――を如

何に捉えるのかについて説明する。5－4 の節において、コミュニケーションの継続を可能

にする条件――メディアを論じる。特に象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディ

アの概念に重点を置く。構造的カップリング、観察、メディアという三つの概念は、ルーマ

ンのコミュニケーション理解における重要な概念であり、コミュニケーションとしてのナ
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ショナリズムを記述するための基礎となっている。この三つの節の議論を踏まえて、最後に

5－5 の節において、ルーマンによる理論的な枠組みに基づいて、コミュニケーションとし

てのナショナリズムを如何に再記述・再認識するのかを論じる。具体的に、コミュニケーシ

ョンとしてのナショナリズムにおける構造的カップリングを如何に捉えるのか、コミュニ

ケーションとしてのナショナリズムのオートポイエーシスのメカニズムが如何に働くのか、

コミュニケーションとしてのナショナリズムを担うメディアは何か、さらにルーマンのナ

ショナリズム理解は一体どのようなものなのか、という四つの問題をめぐって論を進めて

いく。 

 

5－2 ルーマンのコミュニケーション概念の導入 

5－2－1 ルーマンの理論概観――社会システム理論とコミュニケーション理解から 

ルーマンは、全体社会（＝ゲゼルシャフト）を記述する理論を目指し、古典的社会学の伝

統を放棄し、独自な視点やアプローチを有する社会システム理論を作ることで、世の中に知

られている社会学者である。ルーマンの研究背景や問題意識を次のようにまとめることが

できる。彼によれば、古典的な社会学には大きな欠陥が存在する。それは、古典的社会学が

主体―客体図式によって拘束されているということである（DGDG：2-3）。この図式を前提

として、社会はその外部の主体によって観察されうる客体となっている。この捉え方によっ

て、社会は個々の人間の集合として認識されるか、あるいは地域や国の境界によって分割さ

れた空間として認識されるようになってきた（DGDG:16-18）。こうした人間中心主義と地

域主義的な考え方とともに生まれたのは批判的または経験的な社会学である。このような

社会学の場合では、人間の主体性は考察の前提とされている（DGDG：23-24）。それに対応

する方法論は、例えばパーソンズの行為システムの一般理論、及びハーバーマスによるコミ

ュニケーション的合理性が挙げられうる（DGDG：7-8）。しかし、古典的社会学はやはり全

体社会を分析できる理論ではないとルーマンは判断する。というのは、古典的社会学による

社会の記述も全体社会を構成する一部でしかないため、結局全体社会を記述することがで

きないからだという（DGDG：24、29-30）。それゆえ、ここでは全体社会を記述できる新た

な理論が要請されている。 

そこでルーマンは社会システム理論を提起した。社会システム理論は、全体社会を自己言

及・自己再生産的なシステムとして記述する膨大な理論体系である。ルーマンの社会システ

ム理論をめぐる発想は、チリ出身の生物学者ウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴ



81 

 

ァレラによる生命システムに関する研究から出発する。彼らは生命システムをオートポイ

エティック・システムとして取り扱っている。オートポイエティック・システムとは「その

構造だけでなくシステムを成り立たせている諸要素をも、当の諸要素のネットワークの中

で産出していくシステムのことである」（DGDG：59）。すなわちオートポイエティック・シ

ステムは、自分自身を構成する要素を自分で生産するシステムである。さらに当該システム

は閉鎖的なものであり、その外部から干渉されえない。 

ルーマンは生命システムのオートポイエーシスを普遍的な概念として抽出し、一般シス

テム理論に適用した。つまりルーマンの場合、生命システムに限らず、オートポイエーシス

を確認できるすべてのシステムをオートポイエティック・システムと呼ぶことができる。例

えば思考によって構成されたシステムも該当する。心理的な活動は一人だけで行うことが

できる。それは外部の他人によって了解されえない。ルーマンはそれを心的システムと呼ぶ。

また、コミュニケーションを基本要素とするシステムも同様である。ルーマンによるコミュ

ニケーションの概念はかなり独自的なものであり、従来のコミュニケーション概念とは異

なる。ルーマンによれば、コミュニケーションは自己言及・自己再生産的なものであり、そ

の外部から干渉されえない閉鎖的なものだとされている。このようなコミュニケーション

によってなされたシステムは社会システムである。社会システムを記述することは、ルーマ

ンの社会システム理論の中核的な目的である。 

以上のように、オートポイエティック・システムは多様に存在する。そうであるのならば、

社会システムを如何に他のオートポイエティック・システムから区別するのか。その答えは、

当該システムの最終の構成要素によって、である。ルーマンの言葉によれば、それは「特徴

を持つ作動」である。（DGDG：75-76）。社会システムの最終の構成要素は他でもなく、コ

ミュニケーションである（DGDG：75-76）。ルーマンは全体社会を、つまりゲゼルシャフト

を、一つの包括的なコミュニケーション・システム――「包括的な社会システム」として捉

えている（DGDG：74-75）。この意味で、社会システム理論においては、全体社会はコミュ

ニケーション的なものとして認識されねばならない。 

本論文は、ルーマンのコミュニケーションの概念をめぐる理論を参照系とする。述べたよ

うに、ルーマンのコミュニケーション概念は独自性を持つ概念である。それはその外部に存

在する主体に帰属するものではなく、それは、自己再生産的、すなわちオートポイエティッ

クなものだとされる。コミュニケーションのオートポイエーシスがあるからこそ、社会シス

テムはオートポイエティックなシステムとして認識されうる。こうしたコミュニケーショ
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ン理解によって、古典的社会学の人間中心主義や地域主義的な立場はもはや失効となると

ルーマンは示した（DGDG：18）。前述したが、情報社会においてナショナリズムをめぐる

視点の転換が要請されている。この事態はルーマンによる古典的社会学への批判とは同型

的51であろう。 

 

5－2－2 観察、区別、盲点、再参入、自己観察 

ルーマンの観察の概念から議論を始めよう。ルーマンは古典的社会学の基準である主体

―客体の思考の図式を批判している。この図式は、「主体が何かのものを客体として観察す

る」という観察関係を内包する。この観察関係において、観察の対象は、観察・認識の行為

の先に存在する。そうではなければそれは観察されえない。言い換えれば、観察の対象は先

験的で実体的なものであるからこそ、観察されうる。この意味で、主体―客体の図式は実体

論的なものである。全体社会に関する理論の構築のために、ルーマンは、伝統的な観察の仕

方について「徹底的に考え方を切り替えることが必要不可欠である」と述べている（DGDG：

53）。「考え方を切り替える」ということは他でもなく、観察の視点や方法の転換を指す。物

事が先に存在するからこそ観察されえる、という実体論的な観察方法を採るのではなく、区
．

別
．
で観察を行う。この場合、区別の概念は観察の前提とされている。 

ルーマンによれば、観察を可能にするのは「区別を実行せよ」という指令である（DGDG：

53）。区別を実行することによって生み出されたのは形式である。ルーマンは、イギリスの

数学者スペンサー・ブラウンの議論を援用することで形式の概念を説明している。すなわち、

ここでの形式とは、差異を指示する境界線のことを指す。この境界線によって二つの側が指

示されうる。そのいずれの側を指示することによって、次の作動の設定が可能になる

（DGDG：53）。観察とは、先に設定された区別（すなわち境界線によるその二つの側、例

えば「A／非 A」）を用いて、そのいずれかの側を指し示すこと、つまり「区別することと指

し示すこと」を意味する（DGDG：64）。また、ルーマンによれば、コミュニケーションは

意味を指示し顕在化させること（「意味の実践」）で実現されるものであり、そのために、コ

ミュニケーションは常に区別を設けなければならないという（DGDG：65）。つまりコミュ

ニケーションの中に意味を指示する観察は常に行われていると言える。こうしたコミュニ

ケーション・システムは観察システムと呼ばれる。 

 
51 本論文は「同型的」という用語を、二つのものが類似する仕組み・構造・メカニズムを

有することを表現するものとして使う。 
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観察には観察されえない点、すなわち盲点が原理的に存在する。観察は区別を用いて、必

ず境界線で区別されたどちらか一方の側を指し示す必要があるため、境界線自体は当該観

察においては観察されえない。つまり観察の盲点は、観察のために引かれた区別の境界線の

場所に位置する（DGDG：488）。しかし一方、盲点は観察のために必要でもある。ルーマン

はこう述べている。「観察とは（中略）、区別に依存した作動のことである。そして作動する

瞬間においては、作動自身は排除された第三項として働くのだった。したがってあらゆる自

己観察もまた盲点によって条件づけられている」（DGDG：84、（）内引用者）。盲点は「盲

点への観察」、すなわちセカンド・オーダーの観察を誘発させる。つまり観察は、それ自体

を区別しつつ観察することができないが、それゆえ観察（の盲点）を観察するための、セカ

ンド・オーダーの観察が要請（＝誘発）されていく。 

例えば A国が、B国の環境政策の不備を指摘し、それを批判する場合、A国の観察は「正

当な価値（自国＝A国の価値）／正当ではない価値（他国の価値）」という区別で実行され、

そして B 国の政策は正当ではない価値（他国の価値）の側として指示されている。この観

察の盲点は、価値が正当であるかではないかを分割する境界線の場所にある。例えば A 国

の環境政策を評価するための基準はそれに当たる。なぜ A国が B国の政策を不適当なもの

と見なすのかというと、それは、A 国の環境政策を評価するための基準が B 国のそれと違

うからである。この違いをもたらすのは他でもなく、ナショナリズムそのものである。この

違いを問題視する場合、A 国の評価基準が対象として観察されるようになる。この観察は、

盲点によって要請（＝誘発）されてきたセカンド・オーダーの観察になり、場合によっては

ナショナリズムに関する問題となる。 

盲点の問題により、観察システムは自分自身を直接に指示・観察することができない。も

し観察システムが自分自身を直接に指示することができるのならば、それは観察システム

と観察システムではないものとの区別によって可能になるが、この場合、観察システムは指

示するものであると同時に、指示されるものでもある。その際、観察システムの自己否定、

つまり一つのパラドックスが現れてくる。それゆえ観察システムとしてのコミュニケーシ

ョンの自己言及・自己再生産は、自分自身を直接に指示・観察することではない。ルーマン

は再参入の概念で説明する。 

ルーマンによるシステムとはオートポイエティックなものであるため、閉鎖的なもので

ある。つまり、その成立と再生産はあくまでもシステムの内部において行われ、その外部の

要素によって決められるものではない。このようなシステムの概念は「システム／環境」と
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いう区別によって指示・観察されうる。システムは当該区別の一つの側として、直接にそれ

を用いて観察することができないが、「システム／環境」の区別を、他の様々な区別から区

別するものとして、システムの内部に導入することができる。この場合、導入された「シス

テム／環境」の区別は、もはやシステムを指示するための区別ではなく、システムの存立自

体によって生み出された違い（区別）であり、同時にシステムの内部に観察される違い（区

別）である。ルーマンはこの事態を「再参入（re-entry）」という概念で示す（DGDG：35）。

「システム／環境」という区別がシステムに再参入することによって、システムは（再参入

された「システム／環境」の区別によって）自分自身を指し示すこと――つまり自己観察52

ができるようになる。例えばナショナリズムをめぐるコミュニケーションの場合、「正当な

価値（自国の価値）／正当ではない価値（他国の価値）」という区別で観察することが、「自

国の価値（正当な価値）／他国の価値（正当ではない価値）」の区別によって観察されると

きに、自国の価値がそれ自体を正当的なものとして再び観察できる。 

 

5－2－3 コミュニケーション、構造的カップリング 

コミュニケーションは自己観察を通じて、オートポイエーシスを行う。コミュニケーショ

ンのオートポイエーシス及び自己観察についてルーマンは次のように述べる。 

 

コミュニケーションは、社会システムの最小の統一性＝単位である。コミュニケーショ

ンはこの単位に対して、コミュニケーションによって反応できるだけである。（中略）コ

ミュニケーションがオートポイエティックであるのは、コミュニケーションが産出され

うるのは他のコミュニケーションとの回帰的な連関の中でのみのことだという点におい

てである。あるいは、コミュニケーションはネットワークの中でのみ産出されるが、その

ネットワークを再生産していくのは個々のコミュニケーションの働きであるという点に

おいてなのである。（DGDG：79） 

 

コミュニケーションを生物学的過程から分かつのはこの点なのだが、ここで扱われて

いる作動には自己観察の能力が備わっている。あらゆるコミュニケーションは、自身がコ

 
52 バラルディ（2013）は、この自己観察の概念を次のようにまとめている。「観察が、観

察されるシステム自身の作動であり、そのシステムのオートポイエーシスに関与している

という場合」、この観察は自己観察という（バラルディ 2013：141）。 
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ミュニケーションであるということをも同時にコミュニケートしなければならない。ま

たどのコミュニケーションも、誰が何を伝達したかをマークしなければならない。そうし

てこそ後に続くコミュニケーションが規定され、かくしてオートポイエーシスが継続さ

れうるからである。したがってコミュニケーションは、作動を単に実行することによって

差異を生み出すのみならず（生み出しもするのだが）、ある特殊な区別を、つまり情報と
．．．

伝達の区別
．．．．．

を用いて、コミュニケーションが生じているということを観察しもするので

ある。（DGDG：83、傍点引用者） 

 

ルーマンによれば、コミュニケーションは常にコミュニケーションそのもの自体につい

てコミュニケートするという。すなわち、コミュニケーションにおける観察は、後に続くコ

ミュニケーション（継続的コミュニケーションの中）において観察されている。そして後に

続くコミュニケーションは、先行するコミュニケーションの観察を観察することで、主題を

決め、自分自身を規定する。言い換えれば、（先行する）コミュニケーションこそ（後に続

く）コミュニケーションを規定できる、ということである。この事態は、コミュニケーショ

ンの自己観察であり、コミュニケーションのオートポイエーシスを促していく。こうして、

コミュニケーションによって成された社会システムはオートポイエティック・システムと

して理解されえる。 

コミュニケーションを指示・観察するために使われる区別は、情報と伝達の区別である。

ルーマンによれば、「情報は多くの可能性からの、驚きをもたらす選択である」という

（DGDG：67）。情報は人びとの注意を惹くものでなければならない。様々なものが情報に

当たる。発話の内容でも可能であり、書かれたものでも可能である。重要なのは、情報に当

たるのは「驚きをもたらす選択」でなければならない。つまり情報とは選択であり、これは、

情報と情報ではないものとの区別を実行することを意味する。情報と情報ではないものの

区別によって、情報は「驚きをもたらす選択」として、多様な可能性からなる地平から、選

び出されることが可能であり、コミュニケーションの中に情報として観察されることが可

能になる。例えば、中国人の他者が日本人の自我に日本語で「こんにちは。」といった場合、

自我はこの発話行為からの「中国人である彼は日本語で私に挨拶することで、自分が日本語

を話せることをアピールし、私と友達になりたいことを伝えている」という可能性、あるい

は国籍に関係なく、「彼は私に挨拶することで、おそらく私に頼みたいことがある」という

可能性を、情報として理解することができる。 
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伝達は「何らかの情報の指し示し」である（DGDG：233）。伝達は情報を伝える際に用い

られた表現行為であり、それは特定の時間と場所に限定されている（DGDG：66）。上述の

例の場合、他者は「私は日本に来たばかりの留学生で、日本人の友達を作りたい」という意

図があったため、その意図に基づいて発話行為をしたのであれば、他者が行った日本語での

発話という表現行為は伝達となる。情報と同様に、伝達も選択である。伝達は、多様な伝達

の可能性から選び出されたものである。発話行為は伝達として、他の伝達の可能性から区別

されている。 

コミュニケーションは、情報が伝達されることが理解される時のみ成立する。ルーマンに

よれば、コミュニケーションは「情報・伝達・理解という三つの構成要素からなる統一体と

して」理解されなければならないという（DGDG：67）。理解とは情報と伝達をめぐる理解

であり、それは情報と伝達を一つの差異として観察することを指す（DGDG：68）。言い換

えれば、理解とは情報と伝達それぞれを分別することを意味する。それゆえ理解は選択でも

ある。理解を通して、情報と伝達は差異化され、区別されるようになる。情報と伝達の区別

を用いて、コミュニケーションは先行するコミュニケーションと後に続くコミュニケーシ

ョンと接続することが可能である。また上述の例に戻って説明しよう。自我は他者の発話行

為に注意を払い、発話行為という伝達の手段と、その発話にある「日本人である私と友達に

なりたい」という情報を一つの差異として理解する。この理解が成立してからこそ、自我は

外国人である他者と友達になりたいかどうかという意向を伝えることができ、つまり次の

コミュニケーションの主題が規定されうる。逆に理解が生じなければ、すなわち情報と伝達

を差異として観察することができなければ、例えば中国人である他者が日本語を話せなく、

中国語で「こんにちは（你好）」の意味を伝え、さらに日本人である自我も中国語がわから

ない場合、他者の表現行為は自我に対しては、ただの音声や動きへの知覚にすぎず、そのた

め自我を驚かすことができず、他者の表現行為に対し反応しないかもしれない。この場合、

後続のコミュニケーションは成立しえなくなる（ボルフ 2014：79-80）。 

ルーマンのコミュニケーション概念は独特なものであるものの、上述の事例から、アンダ

ーソンのナショナリズム論との親和性が見えてくる。言語の違いによって情報と伝達をめ

ぐる理解が成立しがたいことと、共通する俗語によって水平的で均質的なコミュニケーシ

ョンの空間、つまりネーションの形成が促されていくということとの間に、ある程度の共通

性がある。ただしコミュニケーションの帰属先が問われると、話は別である。アンダーソン

のナショナリズム論に従えば、コミュニケーションは人間に帰属するものである。というの
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は、ナショナリズムがコミュニケーションの様式として、人間の想像力による結果だからで

ある。ルーマンの場合ではそうではない。 

情報・伝達・理解をめぐる三極選択はコミュニケーションを成り立たせる。そのため、コ

ミュニケーションの成立は人間によって決められるものではなく、コミュニケーションの

概念の構成要素には、主体としての人間の居場所がどこにもない。ところがルーマンはコミ

ュニケーションのオートポイエーシスについて人間（あるいは主体）の作用を全般的に廃棄

するわけではない。ルーマンによれば、人間の意識や思考は心的システムを構成し、そして

心的システムはコミュニケーション（＝社会システム）の環境に入っているという。心的シ

ステムと社会システムは相互に閉鎖的であると同時に、互いに依存しあうものでもある。心

的システムは社会システムの条件となり、逆も同様である。ルーマンは構造的カップリング

という概念でこのような二つのシステムの関係性を示す。 

構造的カップリングとは、互いに互いの条件になる、相互に依存しあう二つのオートポイ

エティック・システムの関係性を示す概念である。この概念はシステムの閉鎖性に関連する

ものである。ルーマンは、オートポイエティック・システムを「構造的に決定されたシステ

ムとして作動する」もの、つまり「自身の作動は自身の構造を通してのみ決定できる」もの

としている（DGDG：101）。すなわちシステムの作動を決めるのはシステム自体のみであ

る。この意味でシステムは環境に対し、さらにその環境にある他のシステムに対しては閉じ

られたものである。しかし一方、このことは、システムが環境の中に包含されることをも意

味する。こうして、システムは常に環境を言及し、環境に適応でねばならない。換言すれば、

システムは環境に言及することによってこそ成立しうる。というのは、システムは環境を観

察できなければ、システムの境界の設定と維持ができなくなり、さらにシステム自体も成立

しえないからである（DGDG100-101）。環境は刺激を生成することでシステムに影響を与

えるが、ただしこのこと自体はあくまでもシステムの内部において処理されている（バラル

ディ 2013：111）。 

オートポイエティック・システムの閉鎖性によって、構造的カップリングにおける二つの

システムは、互いに閉鎖的なものでありながら、互いに相手をその環境とし、互いに相手を

自分の中に取り入れて観察している。この観察を通して、自分が自分の構造によって自己を

再生産していく。このように、当該二つのシステムは互いが互いの成立の条件になる。構造

的カップリングの概念はすべてのシステムに適用できるわけではない。それは限られた一

部のシステムにのみ当てはまる。例えばルーマンは法システムと政治システムが構造的カ
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ップリングによって関連づけられていると述べる。憲法はその構造的カップリングを規制

するものだとされている（DGDG：1072）。また、社会システムと心的システムも構造的カ

ップリングによって結びつけられている。 

意識の参与がなければコミュニケーションは不可能である。ルーマンによれば、意識は

「伝達と理解をほぼ同時にプロセシングすることを可能にし、またコミュニケーションの

原初的な自己修正を企てうる」機能を持つという（DGDG：105）。意識がなければ、情報と

伝達をめぐる理解、つまりコミュニケーションは成立せず、中断される。この場合、コミュ

ニケーションは中止せざるを得ない。しかし意識、あるいは心的システムはコミュニケーシ

ョンの主体ではない。というのは、意識はコミュニケーションを構成する要素ではないから

である。心的システムは社会システムと同様に、一つの閉鎖的なオートポイエティック・シ

ステムである。両者は相互に閉鎖的であり、それぞれの環境に入っている。コミュニケーシ

ョンは、意識が如何に作動するのかという問題に対し無関心であり、心的システムにアクセ

スすることもできない。逆にも同様であり、意識はコミュニケーションの構成要素ではなく、

コミュニケーションの中にアクセスすることもできない。こうして、コミュニケーションは

意識と構造的にカップリングされている。（DGDG：105-106）。 

ルーマンの文脈に従えば、意識は決してコミュニケーションの「主体」ではない。あえて

コミュニケーションの「主体」は何かというならば、それは他でもなく、オートポイエティ

ックなコミュニケーションそれ自体である。 

 

5－3 ルーマンによるセカンド・オーダーの観察の問題 

5－3－1 ファースト・オーダーの観察／セカンド・オーダーの観察 

コミュニケーションの自己観察は次のことを意味する。つまり（後に続く）コミュニケー

ションは、（先行する）コミュニケーションが観察することを、観察する、ということであ

る。このような「観察への観察」の機制については、ルーマンは観察の二つの水準――すな

わちファースト・オーダーの観察（＝一次的観察）とセカンド・オーダーの観察（＝二次的

観察）――の論理で説明する。 

述べたように、観察はその盲点を前提とする。つまり観察は区別の実行を通して成立する

が、当該区別の実行は、当該観察に対する盲点となる。ただし観察の盲点――つまり観察が

用いる区別――を観察する場合、より後退する視点が必要である。ここで、区別の実行によ
．．．．．．．

る観察
．．．

を第一の観察と呼び、それに対して、当該観察の盲点への観察
．．．．．．．．．．．

を第二の観察と呼ぼう。
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第一の観察が用いる区別は盲点として、当該観察によって観察されえない。当該区別は、よ

り後退する視点を持つ第二の観察において、別の区別によって指し示され、観察されうる。

例えばシステムの場合、システムにおける観察を第一の観察とすれば、当該観察が用いる

「システム／環境」の区別は盲点として当該観察によって観察されえない。当該区別はより

後退する視点によって、すなわち、「『システム／環境』／『システム／環境』ではない」と

いう新たな区別を用いる第二の観察によって、観察されえる。 

ルーマンは、このような第一の観察と第二の観察それぞれを、ファースト・オーダーの観

察（＝一次的観察）とセカンド・オーダーの観察（＝二次的観察）と呼ぶ。ファースト・オ

ーダーの観察は「自身が観察しているもの
．．

をただ観察している限り、自身がどのように
．．．．．

観察

しているのかを観察することはない」観察であり、それに対して、セカンド・オーダーの観

察は「ある観察者を観察」することを指すという（DGDG：91-92）。例えば中国人の他者が

日本人の自我に「こんにちは。」といった場合、他者は会話の相手をめぐる観察（＝この人

と友達になりたいという情報の選択）、及び発話行為をめぐる観察（＝伝達の選択）を行う。

そして他者の言いたいこととその発話行為を理解することによって、自我は「観察者である

他者」を観察する。この際、他者の観察はファースト・オーダーの観察となり、相対的に、

自我の観察はセカンド・オーダーの観察となる。 

つまり、ファースト・オーダーの観察とセカンド・オーダーの観察は相対的な概念である。

ファースト・オーダーの観察はセカンド・オーダーの観察に対するファースト・オーダーの

観察であり、逆も同様、セカンド・オーダーの観察はファースト・オーダーの観察に対する

セカンド・オーダーの観察である。一方、セカンド・オーダーの観察は観察である限りに、

そこにも盲点がある（それは他でもなく、ファースト・オーダーの観察を観察（差異化）す

るために用いられる区別である）。その盲点を観察する場合、さらに後退する新たな観察（例

えばサード・オーダーの観察）が必要となる。ただしこの場合、セカンド・オーダーの観察

とサード・オーダーの観察とは、ファースト・オーダーの観察とセカンド・オーダーの観察

の関係性に当てはまる。こうして、ファースト・オーダーの観察とセカンド・オーダーの観

察は相対的な概念として、視点の後退とともに、無限に、互いに往復している。 

コミュニケーションのオートポイエーシスには、こうしたセカンド・オーダーの観察の原

理が内包されている。コミュニケーションは常に自分自身についてコミュニケートしなけ

ればならない。この場合、当該コミュニケーションは、先行するコミュニケーションを観察

しているため、セカンド・オーダーの観察となる。一方、当該コミュニケーションは、後に
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続くコミュニケーションの中に観察されるため、その際、またファースト・オーダーの観察

となる。そのため、コミュニケーションのオートポイエーシスは、こうした二つの観察の水

準の間での往復として理解されうる。 

 

5－3－2 セカンド・オーダーの観察の原理――一つの方法論として 

セカンド・オーダーの観察の原理は一つの方法論を示す。それはある差異を別の差異から

区別すること、いわゆる「差異化を差異化する」ということである。観察は区別を用いて、

当該区別のいずれの側を指し示すことである。区別を実行することで違いを設置するとい

う意味で、観察は差異化の過程でもある。セカンド・オーダーの観察は観察についての観察

であるがゆえに、ファースト・オーダーの観察における差異化を、別の差異から区別し観察

する。コミュニケーションのオートポイエーシスの中に、二つの観察の水準の間に往復する

ことで、こうした「差異化を差異化する」過程は自己言及・自己再生産を行う。ルーマンは

セカンド・オーダーの観察の原理、つまり差異化を差異化する方法論を用いて、コミュニケ

ーションのオートポイエーシスのみならず、近代社会の機能的分化、及びそれぞれの機能シ

ステムの自己観察をも説明する。 

ルーマンによる社会分化の過程を概観しよう。ルーマンによれば、社会分化の様式――す

なわち社会の構造――は四つの段階に分けられるという。最初の段階は環節分化である。こ

れは小規模な、対面的な関係を基礎とする氏族、部落によって構成された社会の構造である。

次は中心と周辺との分化である。この場合、社会には中心と周辺との区別（「不等性」）が支

配的になる。その後、より発達した社会の分化の形式――階層分化が出現した。階層的分化

という社会構造は階層制を中心とする。社会は諸階層から構成されている。各階層は独自な

文化や経済体系を持つ。最後に登場したのは機能分化である。機能的分化が支配的になる社

会では、社会はもはや階層によるのではなく、さまざまなオートポイエティックな機能シス

テムによって構成される。例えば経済システム、法システム、芸術システムなどはそれであ

る。このような機能的分化という分化の様式は、近代に入ってから社会の主要な構造となる

（DGDG：907-908）。こうした機能分化した社会構造が近代国民国家制度の発展を担保す

ることになる。 

機能システムは全体社会から分出する部分システムであるため、機能システムは社会シ

ステムと同様に、コミュニケーションを最終の構成要素とし、その自己観察及びオートポイ

エーシスは二つの観察の水準の間で往復することによって実現される。機能システムの自
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己観察に関してルーマンはこう述べている。 

 

機能分化からの同様に重要な帰結を、観察がきわめて広範囲にわたってセカンド・オー

ダーの観察へと、つまりは観察者を観察することへと転換したという事態として記述で

きるだろう。（中略）おそらくすべての機能システムが自分自身の作動を、セカンド・オ

ーダーの観察の水準において観察している。経済では市場を、またそこで形成される価格

を用いて、観察者たちが相互に観察しあっている。政治においてはあらゆる活動が、選挙

結果に照らしての世論という鏡の前で演出されるのである。科学においても研究者が相

互に観察しあうのはもはや直接仕事に関してではなく、刊行物を介してである。刊行物は

論評され、議論され、時として無視される。したがって観察者が当該の言明をいかに観察

しているかに定位することができるのである。芸術に関しても、芸術家が自身の作品を単

なる客体としてではなく、作品の効果を生じさせた手段に関して観察することに順応す

るや否や、同様の事態が成り立つようになる。以上を要するに、機能システムは自己観察

のために相応の形式と機会とを備えねばならず、リアリティを構築できるのはそのよう

にしてだけだということになる。（DGDG：1056-1057、（）内引用者） 

 

すなわちそれぞれの機能システムは、ファースト・オーダーの観察からセカンド・オーダ

ーの観察の水準へ転換することで自分自身の観察を観察する。それを可能にするのは、貨幣

（経済システム）、権力（政治システム）、真理（科学システム）、芸術（芸術システム）な

どである。これらのものによって、それぞれの機能システムは、それぞれの固有のコミュニ

ケーションの範域や機能を持つようになる。例えば、経済システムは貨幣をめぐるコミュニ

ケーションを行う機能システムとして理解できる。貨幣をめぐるコミュニケーション以外

のものはその環境に入っている。政治システムの場合、それは権力をめぐるコミュニケーシ

ョンを行う機能システムである。そして同様に、権力をめぐるコミュニケーション以外のも

のはその環境に入っている。 

これらのもの（貨幣、権力、真理、芸術など）を、ルーマンは象徴的に一般化されたコミ

ュニケーション・メディアと呼ぶ。ルーマンはコミュニケーションの発生と継続の蓋然性が

そもそも極めて低いと指摘する（DGDG：209）。そして象徴的に一般化されたコミュニケ

ーション・メディアとは、コミュニケーションを受け入れる蓋然性を高める構造である

（DGDG：225-226）。つまりこれらのメディアによって、コミュニケーションが発生し、
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さらに次のコミュニケーションに接続する可能性が高まるのである。 

象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアはバイナリー・コード（＝二値コー

ド）によりコミュニケーションの蓋然性を高める。バイナリー・コードとは区別の一つの特

別なタイプであり、それはすべての可能性を二つに分け（＝「A／非 A」）、そこにおいては

第三の選択の可能性が排除されている（DGDG：405）。コードによる二つの値はいずれも、

その反対側の値の否定として考えられる。例えば貨幣による「支払う／支払わない」という

区別、権力による「服従／服従しない」という区別、真理による「真／偽」という区別、芸

術による「美／醜」という区別は、バイナリー・コードに当たるものである。これらのコー

ドを用いて観察を行う場合、その観察はそれぞれのコードに対応する機能システムに入っ

ている。そしてそれぞれの特定のコードに従う観察は、常に二つの観察の水準の間に往復し

てもいる。ルーマンは次のように述べる。 

 

［ファースト・オーダーの観察とセカンド・オーダーの観察を分化させること］を可能

にするということが、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの顕著なメル

クマールのひとつなのである。研究者は、他の研究者たちが何を観察しているかを観察す

る。愛している者が何にも増して関心を抱くのは、愛されている者が（まだ）〔こちらを〕

愛しているか否かを判別することに対してである。価格によって、他者たちが市場を如何

に観察しているか、特定の価格で買うのか（買わないのか）を観察する可能性が与えられ

る。近代芸術を理解するためには、芸術家が自身の手段をどのように投入しているかを、

つまりは自身が行っていることをいかに観察しているかを観察しなければならない。（中

略）上記の事例における関心は、［コミュニケーションの］関与者が何を観察しているか

にのみ向けられている。多くの場合そこには、関与者が何を観察していないかを観察する

ことが含まれているのである。 

セカンド・オーダーの観察が登場するや否や、当該のメディア領域に含まれる観察はす

べてセカンド・オーダーの水準へと関係づけられる。ファースト・オーダーの観察者にし

ても、自身がセカンド・オーダーの観察者（ファースト・オーダーの観察者自身の場合も

含む）によって観察されているということを知っているはずである。（DGDG：424-425、

［］内引用者） 

 

すなわち、機能システムにおける観察は、常に同一システムにおける次の観察によって観
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察されている。そしてこの次の観察はまた、さらに次の観察によって、同一のコードで観察

されていく。この無限に後退し継続する観察の中に、言い換えれば、ファースト・オーダー

の観察とセカンド・オーダーの観察の往復の中に、機能システムの自己観察とオートポイエ

ーシスが実現される。こうした機能システムの観察には、コミュニケーションのオートポイ

エーシスと同様の原理――「差異化を差異化する」の原理が見出される。 

セカンド・オーダーの観察の原理は方法論として、コミュニケーション及び機能システム

の自己観察とオートポイエーシスを説明できる。本章は、この方法論をコミュニケーション

としてのナショナリズムのオートポイエーシスを考察するための方法論として採用する。

だが考察に入る前に、セカンド・オーダーの観察の原理に関連する二つの概念、つまり象徴

的に一般化されたコミュニケーション・メディア及びバイナリー・コードの概念を、さらに

詳論する必要がある。 

 

5－4 ルーマンによるメディアの概念 

5－4－1 メディアを指示する区別――「形式／メディア」 

述べてきたが、ルーマンはコミュニケーションの発生と継続の蓋然性が極めて低いと指

摘する。彼によれば、コミュニケーションは自己再生産的なものであるものの、「コミュニ

ケーションが恣意的・偶然的に他のコミュニケーションに接続すること」ができなく、その

発生と継続の蓋然性が極めて低いという（DGDG：209-210）。コミュニケーションの蓋然

性を高めるために、ルーマンはコミュニケーション・メディアの概念を提起する（DGDG：

215）。彼はコミュニケーション・メディアを三つ挙げている――言語、伝播メディア、象徴

的に一般化されたコミュニケーション・メディアである53。 

コミュニケーション・メディアを理解するために、ルーマンによるメディアの概念につい

て概観しておこう。ルーマンは独自のメディアの概念を提起し、それは従来のメディアをめ

ぐる理解と相異するものである。従来の実体論では、つまりコミュニケーションを、送り手

から受け手への情報の流通を表す概念とする場合、メディアを情報流通の媒介とすること

は一般的である。マクルーハンによるメディアの概念はそれに当たる。しかしルーマンはメ

ディアに具体的な定義を与えるのではなく、メディアが如何に観察・構成されるのかを説明

する。ルーマンによれば、「コミュニケーション・システムは、メディアと形式の区別によ

 
53 この三つの中に、言語と伝播メディアは流布メディアとも呼ばれ、象徴的に一般化され

たコミュニケーション・メディアは成果メディアとも呼ばれている。 
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って構成される」という（DGDG：215）。ルーマンのメディアの概念は、「メディア／形式」

という区別によって観察されるものとして認識しなければならない。この区別において、メ

ディアとは「ルースにカップリングされた諸要素」を指し、それに対して、形式とは「タイ

トにカップリングされた諸要素」を指す（DGDG：51、300）。「ルース」と「タイト」は相

対的な関係を表す概念である。それゆえ、メディアと形式も同様、相対的な概念として理解

すべきである。つまりメディアは形式を成す基体として、そして相対的に形式はメディアに

よって成されたものとして理解されねばならない。 

空気と音声を例として説明しよう。音声が観察される場合、例えば音楽、ノイズ、あるい

は言語などを音声として聴き、認識する場合、それは「音声／サイレント」の区別で観察さ

れている。音声は空気の分子の特定の振動によって生成される。この特定の振動がなければ、

音声は聞こえなくなるであろう。ここでは、特定の振動をする空気の分子と、特定の振動を

しない空気の分子は、タイトにカップリングされた諸要素とルースにカップリングされた

諸要素として、形式とメディアの区別を成す。この場合音声は形式であり、それを成す基体

である空気はメディアとなる。 

視点が後退すると、つまり音声とサイレントの次元から、言語と音声の次元に上ると、メ

ディアと形式それぞれに当たるものが変る。言語は特定の音声の集合によって構成される

ものである。一連の音声を言語として聞き取ることは、音声を、特定の意味をもつシンボル

として、他のノイズ、音楽、あるいは無関係の人びとの独り言などから区別しつつ観察する

ことである。この場合、言語はタイトにカップリングされた音声の諸要素の集合であり、形

式となる。それに対して、音声は言語よりルースにカップリングされた諸要素の集合であり、

それは言語をなすメディア基体となる。 

上述の事例で示したように、メディアと形式を相対的な概念として理解しなければなら

ない。こうしたメディアと形式の関係性は、ファースト・オーダーの観察とセカンド・オー

ダーの観察の関係性にも当てはまる。観察の水準の転換によって、メディアとされるものは

形式として観察されることが可能であり、形式とされるものはメディアとして観察される

ことも可能である。また形式についてルーマンはこう述べる。「形式は、一つの区別をマー

クすることとして把握されている。つまりふたつの側を伴う統一体として、である」

（DGDG：1479）。すなわち形式は、二つの側を含む区別の統一体として理解されうる。そ

うであるのならば、「メディア／形式」という区別自体も、視点の後退によって、形式とし

て現れてくる。この場合この区別はまた形式として、当該区別の中に再帰することができる。
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こうして、メディアと形式の区別はオートロジカル・自己言及的なものであり、自分自身の

中に再帰するものである（DGDG：51、218）。この区別の自己言及は二つの観察の水準の

間を往復することで成立する。これは、コミュニケーションのオートポイエーシスと同様、

セカンド・オーダーの観察の原理を内包する。そしてメディアによる形式の産出も、観察が

二つの水準の間を往復することによって実現される。この点に関してルーマンは次のよう

に述べている。 

 

さらにカップリングの概念のうち（つまりメディアが形式を産出すること）には、時間

が含意されている。その点で、カップリングと脱カップリングについて語らねばならない。

すなわち、統合は一瞬だけなのであり、それによって形式が与えられはするものの、再び

解体されもする、というわけである。メディアは結合され、そして再び解体される。メデ

ィアがなければ形式もなく、形式がなければメディアもない。にもかかわらず時間の中で、

両者の差異を不断に再生産することが可能となる。（DGDG：219、（）内引用者） 

 

ルーマンによれば、「メディア／形式」の区別はコミュニケーション・メディアの「作動

基盤」でもあるという（DGDG：217）。メディアと形式の差異の継続的な再生産の原理に

よって、コミュニケーション・メディアが如何にコミュニケーションの連続の蓋然性を高め

るのか、という問題について、ルーマンは以下のように説明する。 

 

コミュニケーション・システムにおいてもやはりシステム特有のメディアが存在する。

またしたがって、一定の形式がそのメディアに刻印されることにもなるのである。ルース

にカップリングされた言葉が、結合されて文をなす。それによって言葉は、コミュニケー

ションにおける一時的な形式を獲得する。しかしこの形式によって素材としての語は消

費されてしまうのではなく、逆に再生産されるのである。コミュニケーション・システム

の作動が連続していくことは、蓋然性が低い。しかし「メディア／形式」の区別によって

この蓋然性の低さは、システム内部で取り扱われうる差異
．．．．．．．．．．．．．．．．

へと翻訳される。そしてそれに

よって、システムのオートポイエーシスを枠づける条件へと変換されるのである。

（DGDG：217） 

 

このように、メディアと形式の区別の継続的な再生産、すなわち自己言及の原理で、コミ
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ュニケーション・メディアは「絶え間ない形式の産出」を可能にし、さらにコミュニケーシ

ョンの蓋然性を高くする（バラルディ 2013：83）。コミュニケーション・メディアが生成す

る形式は、それぞれのコミュニケーション・システムにおける支配的な区別（例えばバイナ

リー・コード）として理解されうる。この区別によって、それぞれのシステムのコミュニケ

ーションの範域や主題が規定され、それゆえ、コミュニケーションの継続の蓋然性を高める

ことが可能になる。例えば、言語はコミュニケーション・メディアとして、言葉と文という

形式（他の落書きやシンボルなどとの差異）を生成する。さらにこの瞬間、言葉と文は再び

言語を構成する。こうして言葉と文という形式は継続的に再生産されていく。言葉と文によ

って、肯定的あるいは否定的な表現を区別することができる。それに基づいて、次のコミュ

ニケーションが刺激されることが可能であり、口頭コミュニケーションの継続の蓋然性は

高くなる。要するに、コミュニケーション・メディアは次の二点を通じてコミュニケーショ

ンの蓋然性を高める。第一に、コミュニケーション・メディアは形式を継続的に生成するこ

と。第二に、形式は区別をもたらすことでコミュニケーションの範域を規定すること。 

 

5－4－2 言語と伝播メディア 

コミュニケーションは情報・伝達・理解という三極選択から構成されている。そして言語

は、コミュニケーションにおける情報と伝達をめぐる理解の蓋然性を高めるメディアであ

る。 

ルーマンによれば、言語は特別な意味を表す特別な音声として理解されても差し支えな

い。音声は意味ではなく、意味は音声でもない。にもかかわらず、音声は「どのような意味

について話されているのか」を規定する。逆に意味は、「特定の意味を話そうとする時にど

の音声を選ばねばならないか」を規定してもいる。こうした音声と意味の特別な結合は言語

を指示するための形式となる。ルーマンの言葉によれば、言語は音声と意味との間の「圧縮

された参照関連」である（DGDG：237）。「形式／メディア」の区別で説明すると、言語は

音声というメディアに刻印された形式となる。 

一方、言語をメディア基体として考える際、そこに刻印される形式は言葉と文である。言

葉と文によってはじめて、情報の伝達を理解することが可能となり、さらに次のコミュニケ

ーションの継続が可能となる（DGDG：238）。この可能性をもたらすのは言語によるバイ

ナリー・コードである。言語は「イエス（肯定的）／ノー（否定的）」というコードをもた

らす。このコードによって、言語でのコミュニケーション、例えば口頭コミュニケーション
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の場合、ある発話に対し、肯定的な態度を示すこともできるし、否定的な態度を示すことも

できる（DGDG：246）。それらの態度は後続のコミュニケーションにおいてのみ伝達され

うる（DGDG：255）。こうして、コミュニケーションの継続が促されていく。このようなコ

ミュニケーションの継続の機制は口頭コミュニケーションのみならず、それぞれの機能シ

ステムのコードにも当てはまる（バラルディ 2013：118）。 

だが口頭コミュニケーションの場合、発話行為は瞬間的であり、始める瞬間で終わりもす

る「出来事」54であるため、口頭コミュニケーションは時間や空間に拘束されている（DGDG：

283）。こうして口頭コミュニケーションの継続の蓋然性は制限されている。こうした蓋然

性の制限を打破するのは伝播メディアである。伝播メディアとは、コミュニケーションを、

その場に居合わせていない人びとにも伝えることを可能にするものである。例えば文字、印

刷技術、テレビや電話などの電子メディアなどはそれである。 

伝播メディアによって、コミュニケーションにおける時間が延ばされ、空間が拡大されて

行く。こうしてコミュニケーションの継続の蓋然性が高くなる。口頭言語での対面行為では

なくても文字によるコミュニケーションは可能であり、紙などを仲介として長く保存する

こともできる。こうして、コミュニケーションは時間と空間による制限をある程度克服する

ことが可能になる（DGDG：291）。活版印刷技術は文書の複製と保存を可能とする。この

ように活版印刷技術は文字の伝播範囲をさらに拡大できる（DGDG：325）。電子メディア

はコミュニケーションの時間と空間の範囲をさらに拡張することで、様々な場面において

コミュニケーションの可能性を高める（DGDG：337）。このような伝播メディアはコミュ

ニケーションの時空間による制限を克服することによって、さらに社会的な記憶のストッ

クの可能性をも変化させていく（DGDG：323、334）。伝播メディアによって生まれた社会

的な記憶のストックの可能性は多様な社会的現象をもたらしてきた。アンダーソンによる

ナショナリズム概念はその一つである。 

 

5－4－3 象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア 

伝播メディアの発達によって、情報が支配層から被支配層に伝わる垂直的なコミュニケ

ーションの形はもはや支配的ではなくなり、そのかわりに、水平的なコミュニケーションが

支配的になっていく。その結果、全体社会は階層的構造（ハイアラーキー）が崩し、ネット

 
54 ルーマンは、こうした始まる瞬間に消滅していく、持続的ではないという時間性を持つ

要素を「出来事」という。 
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ワーク構造（ヘテラルキー）が形成した。それに伴って、社会は機能分化の段階に到達する。

もちろんこの段階における水平的なネットワーク構造もまた、ナショナリズムの形成と普

及の好機をもたらしてきた。こうした全体社会及びそれぞれの機能システムを維持するの

は、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアである（DGDG：350-353）。経済

システムにおける貨幣、政治システムにおける権力、科学システムにおける真理、芸術シス

テムにおける芸術などがそれである。 

ルーマンは象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアを、「選択と動機づけと

いう蓋然性のきわめて低い組み合わせを継続的に可能にしていく」もの、すなわちコミュニ

ケーションの受け入れの蓋然性を高めるものとしている（DGDG：361）。彼は象徴的に一

般化されたコミュニケーション・メディアの働きについて以下のように説明する。ルースに

カップリングされた一群の要素（すなわち情報、伝達、理解をめぐる三極の選択）は、それ

ぞれのメディアに対応する特殊な形式（例えば〈貨幣による〉価格、〈真理による〉理論な

ど）によって、タイトにカップリングされた一群の要素（特定のコード、例えば「支払う／

支払わない」、「真／偽」）となる。これらのメディアは、多様な場面・状況においても特定

のコミュニケーションの基礎を与えることができる。つまりこれらのメディアは、特定のコ

ミュニケーションの象徴として、多様な状況に対応できる一般性を持つ（DGDG：360-361）。

それゆえこれらのメディアは、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアと呼ば

れている。 

象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアについてのルーマンの議論は以下

の四点から説明することができる。 

第一に、コミュニケーションの形の変容（社会進化）という状況に応じて、象徴的に一般

化されたコミュニケーション・メディアが成立する。ルーマンの議論を引用しておこう。 

 

象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアが成立するのは、社会進化がこの

閾値を乗り越えている場合のみである。すなわち複雑性が空間的次元においてはより広

範囲に、また時間的次元においてはより長期にわたって成立しており、にもかかわらずそ

れは同一の全体社会内部で生じているとされる場合のみなのである。そこではコミュニ

ケーションはますます、その時点では未知の状況に適合していかねばならなくなる。全体

社会が自ら何とかやっていけるのは（中略）、一方でシステム分化によってであり、他方

では、条件づけと動機づけとを結びつけることを通して偶発性を制限する、特殊なメディ
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アを形成することによってである。それがすなわち象徴的に一般化されたコミュニケー

ション・メディアに他ならない。そしてこのメディアの分化が同時にシステム分化を促進

しもする。つまり全体社会の重要な機能システムが分出していくための契機となるので

ある。（DGDG：226-227、（）内引用者） 

 

すなわち、社会の機能分化とともに、コミュニケーションが対応しなければならない未知

の場面がますます増えていく。社会は言語や伝播メディアのみでは、この事態にもはや対応

できなくなる。この状況の下で、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアが形

成される。この過程について大黒（2006）は次のように解説する。言語や伝播メディアによ

ってコミュニケーションの成功の蓋然性が高められるが、それはコミュニケーションを受

け入れる蓋然性を意味するわけではない。言語のバイナリー・コード（「イエス／ノー」）に

よって、ある発話に対し、肯定的態度を取ることができる一方、否定的態度を取ることもで

きる。言い換えれば、他者の発話を受け入れることもできるし、拒否することもできる。口

頭コミュニケーションの場合、関与者は同一の時空間を共有するため、他者（発話者）の言

い方、表情、身振り、その現場の環境などの要素によって、自我と他者が同一の文脈を共有

することが容易である。そのため、他者の発話を受け入れることも容易である。ところが伝

播メディアの出現によって、コミュニケーションの関与者の時間と空間の共有という条件

が後退し、対面行為の場合で参照となる発話者の言い方、表情、身振りなどが参照されえな

くなるがゆえに、コミュニケーションの拒否の蓋然性が高くなる。この問題の解決について、

ルーマンは象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアを提起した（大黒 2006：

210-211）。 

第二に、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアは多様な形に分化する。ル

ーマンはこう述べる。 

 

コミュニケーションが観察されうるのは、情報と伝達とが区別されうる場合のみであ

る。したがって重点を情報（体験）に置くことも可能だし、伝達（行為）に置くこともで

きる。そしてこれは両方の側について言える。つまり、コミュニケーションを始める側と、

それに続いて（コミュニケーションを）受け入れるか拒否するかを決定しなければならな

い側の両方について、である。（DGDG：376） 
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ルーマンはシステムに帰属させられる選択を行為とし、環境に帰属させられる選択を体

験とする（DGDG：376）。言い換えれば、行為とは選択を行う「能動性」を、体験とは他者

の選択を受け入れる「受動性」を指す55。こうして、自我と他者とのコミュニケーションの

場合、四つの可能性が現れてきた。象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアは

この四つの可能性によって分化する（表 2）。例えば真理や価値は認識の枠組みや背景とし

て、受動的に受け入れられている。愛される他者の感受を配慮しながら、自我は自分自身の

行為を決めていく。自我が貨幣を使って支払う場合、それは他人が貨幣を経由して所有権を

自我に譲渡することを意味する。所有権の譲渡は他人による選択であり、自我は貨幣を経由

してそれを受けていく。権力、及びそれを規制するための法は、自我と他者の選択の条件を

同時に設定する。自我と他者は両方とも、その選択は法に規定された権力を有し、その権力、

あるいは法律の範囲内において行為・選択を行うように規制されている。 

 

他者  自我 体験 行為 

体験 
他者体験→自己体験 

（真理、価値） 

他者体験→自己行為 

（愛） 

行為 
他者行為→自己体験 

（所有権／貨幣、芸術） 

他者行為→自己行為 

（権力／法） 

表 2：象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの分化（DGDG：377を参

照） 

 

第三に、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアは、そのメディアに関する

一つのバイナリー・コードを用いることで、コミュニケーションの受け入れる蓋然性を高め

る。例えば、貨幣、真理、法などは、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア

に当たるものとして、「支払い／支払わない」、「真／真ではない（偽）」、「法／不法」という

コードをもたらす。それぞれのコードに従って、コミュニケーションの条件づけと動機づけ

ができるようになり、多様な状況がそれぞれのコードに対応するコミュニケーションの中

に取り入れられることが可能であり、コミュニケーションの受け入れる蓋然性が高くなる。 

 
55 『現代社会学事典』の「体験」の項目を参照。 
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それぞれのコードに二つの側を割り当てるための条件が必要である。ルーマンはその条

件をプログラムと呼ぶ。プログラムの概念についてルーマンはこう述べる。 

 

〔象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアによるコードをめぐる選択の

場合〕どんな状況において正の値を帰属させることが、またどんな状況においてなら負の

値を帰属させることが正しい（あるいは、誤っている）のかを確定できねばならないので

ある。そのような条件をプログラム
．．．．．

と呼ぶことにしよう。（DGDG：427、〔〕内引用者） 

 

例えば、「支払い／支払わない」というコードを割り当てるプログラムは価格である。な

ぜ稀少財を他者に譲渡しなければならないのか。それは価格を制定し、貨幣による支払が可

能であり、稀少財を譲渡する蓋然性が高くなる。「真／偽（真ではない）」のコードを割り当

てるプログラムとして、理論と方法が挙げられる。地球は太陽を回ることは、理論と方法に

よって検証された「真実」であるため、真理として人びとに信じられている。「法／不法」

のコードの場合、それにあたるプログラムは法律と手続きである。なぜ人を殺すことは不法

なのか。それは法律と手続きを通して、不法の行為だと規定されているからである。 

それらの象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアは、流通すること、使われ

ることを通して、それぞれに対応する固有のコミュニケーションの形が現れてくる。その結

果、社会の機能分化、言い換えればコミュニケーションの制度化が促進され、多様な機能シ

ステムが成立する。貨幣によって経済システムが成立する。真理によってもたらされたのは

科学システムである。そして法の場合では、それにあたるのは法システムである。 

第四に、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアによってもたらされたコー

ドは特殊なコードであり、それはその正の値（積極的な値）への社会的な選好によって特徴

づけられている（DGDG：406、バラルディ 2013：186）。ルーマンはこのようなコードを

選好コードと呼ぶ。選好コードについてルーマンはこう述べる。「（選好コードの一つの特性

は）コードがその一方の値のうちに自己を位置づける
．．．．．．．．

こと
．．

」である（DGDG：417、（）内引

用者）。すなわち、選好コードの場合、当該コードを使って観察すること自体は、その正の

値の側によって保障されている。例えば、貨幣で支払うこと、あるいは支払わないことは、

所有権の譲渡をするかしないかを意味する。このこと自体は、所有権自体によって保障され

ている。理論で検証する結果、あることが真ではないと判断する、というこのこと自体は、

また真である。法の場合の同様、法律を基準としてある行為を不法と規定すること自体も、
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合法的である。そのため、選好コードは自律的であり、さらに高度な首肯性を持つ（DGDG：

418）。 

象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアによって、対面行為の範囲をはるか

に越える様々な領域においてコミュニケーションが成立する蓋然性が高くなる。ネーショ

ンは対面行為を超える共同体である。この意味で、ナショナリズムをネーションに関するコ

ミュニケーションとして理解する場合、それに対応するメディアについても問わねばなら

ない。だがこの問題を議論する前に、まずナショナリズムをコミュニケーションとする可能

性を解き明かせねばならない。 

 

5－5 コミュニケーションをめぐる諸概念（構造的カップリング、コード・観察・オート

ポイエーシス、メディア）によるナショナリズムの再記述 

5－5－1 コミュニケーションとしてのナショナリズムにおける構造的カップリング 

以上の議論を踏まえながら、これより、構造的カップリング、コード・観察・オートポイ

エーシス、メディアという三つの方面から、ナショナリズムをコミュニケーションとして如

何に捉えるのかについて考察する。 

ナショナリズムの概念とルーマンのコミュニケーションの概念との接合の問題から議論

を展開しよう。ルーマンのコミュニケーションの概念はメタレベルの視点を有する。この視

点を採ることで、実体論的な視点の前提、つまり主体―客体の図式が顕在化し、観察される

対象になる。この場合、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムにおける主体性

をめぐる理解を捉え直さなければならない。 

第 3 章と第 4 章の考察で示したように、コミュニケーションの様式としてのナショナリ

ズムはネーションをめぐる認識枠組みを意味し、主体に帰属する想像の行為によるもので

ある。ところが、「技術」・近代性と「身体」・宿命性の相互作用における自己言及的な性格

を解明することによってはじめて、想像の行為の主体がコミュニケーションの帰属先とし

ての地位を失い、コミュニケーションの中に対象化されることが可能になる。このことにつ

いて、ルーマンによる社会システムと心的システムとの関係性に関する議論を参照しなが

らもう一度論じよう。 

アンダーソンの議論において、ナショナリズムは一つ想像の行為によるコミュニケーシ

ョンの様式とされている。この場合、想像力とコミュニケーションの概念は両方とも主体に

帰属するものとして取り扱われている。しかしルーマンの場合では、思考は心的システムの
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基本単位であり、コミュニケーションは社会システムの基本単位である。社会システムと心

的システムは相互に閉鎖的であるが、構造的カップリングを通じて相互に影響を与え、関連

している。すなわち、心的システムは社会システムの環境であり、社会システムも同様に心

的システムの環境である。社会システムは自分自身の構造で、心的システムからの刺激や攪

乱をあらかじめ想定かつ処理し、自分自身の作動を決定する。こうして、心的システムと社

会システムは相互に閉鎖的な状態を保ちながら、相互に影響を及ぼす。 

構造的カップリングの概念はメタレベルでの視点によって観察されうる。コミュニケー

ションの様式としてのナショナリズムは主体―客体の図式を前提とするものの、「技術」・近

代性と「身体」・宿命性の相互作用の原理を導入することで、主体―客体の図式が顕在化し、

この図式よりメタレベルの視点を獲得することが可能である。この前提の下で、コミュニケ

ーションの様式としてのナショナリズムの概念を、構造的カップリングの概念と接合する

ことができる。 

すなわち、想像を思考の一つの形として理解すれば、それは心的システムにおける作動と

して見なされうる。想像の行為の主体は心的システムに当たる。それに対してナショナリズ

ムはコミュニケーションとして、社会システムの範疇に入っている。そうであるのならば、

アンダーソンの議論を次のように読み替えることができるであろう。ナショナリズムが普

遍的な規範となる段階において、心的システムによる想像力は構造的カップリングを通じ

て、コミュニケーションとしてのナショナリズムに関与する。 

ナショナリズムが普遍的な規範となる段階では、近代国民国家体制及びそれに関する

（「人口調査」、「地図」、「博物館」をはじめとする）諸制度は成立した。これらの制度はコ

ミュニケーションとしてのナショナリズムの制度化をも意味する。この段階では、機能分化

と類似する形で、これらの制度の正統性はそれ自体によって決定されるようになった。個人

の想像力はこれらの制度の廃止や変容などを決めるのではなく、構造的カップリングを通

じてナショナリズムに関与し、その制度の自己言及を促すものに他ならない。これは次のこ

とを意味する。コミュニケーションとしてのナショナリズムの中にいるからこそ、ナショナ

リズム言説は「ナショナリズム言説」として、共同体への愛着は「ナショナリズム」として、

共同体の共通の価値は「ネーションによって保障される正統性」として意識されうる。 

こうした構造的カップリングを通じて、ナショナリズムはコミュニケーションとして、さ

らに次のコミュニケーションに接続する。このように、ナショナリズムは自己に再帰し再生

産していく。アンダーソンは「公式ナショナリズム」及び「海賊行為」などの概念を提起す
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ることでナショナリズムの複製・再生産を説明した。メタレベルの視点からすると、これら

の現象は、ナショナリズムの自己観察に帰結するものとして理解されうる。このように、ナ

ショナリズムを自己観察的なコミュニケーションとする条件が成立する。ナショナリズム

の中に、次のようなことはコミュニケートされている。例えば、構成員は均質化・原子化さ

れるものとして認識されること、また、ネーションが自己言及的な主体として、自分でその

正統性を保障することなどがそれに当たる。これらのことは規定として、ナショナリズムを

他のコミュニケ―ションの形から区別する。 

これらの規定を成立させるのは何か。ルーマンによる象徴的に一般化されたコミュニケ

ーション・メディアの概念はこの問題に示唆を与える。述べてきたが、システム分化、すな

わちコミュニケーションの制度化は、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア

によって促進されている（DGDG：227）。そうであるのならば、ナショナリズムをある種

の特別なコミュニケーションとして指し示すために、それに対応する、象徴的に一般化され

たコミュニケーション・メディアのように機能するものが必要となる。 

次に、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの問題をめぐる議論を次の二

点から展開する。第一に、コミュニケーションとしてのナショナリズムにおけるコード（区

別）、及び自己観察とオートポイエーシスを如何に考えるべきなのか。第二に、コミュニケ

ーションとしてのナショナリズムの成功の蓋然性を高めるメディアは何か。この二つの問

題を明らかにすることで、コミュニケーションとしてのナショナリズムの概念をさらに精

緻化する。 

 

5―5―2 コミュニケーションとしてのナショナリズムにおけるコード・観察・オートポ

イエーシス 

ナショナリズムをコミュニケーションとして理解する場合、その（コミュニケーションに

おける）支配的な主題、言い換えれば、ナショナリズムの中に支配的にコミュニケートされ

ているものは何か、ということを問わねばならない。この問題を解決することによって、ナ

ショナリズムを他のコミュニケーションから区別することができる。 

人間は社会的動物である。人間は原始社会の段階から、集団的に生きていくということを

基本的な生き方としている。アリストテレスの『政治学』において、人間は社会的動物であ

るがゆえに、他の動物より高級な政治的組織を産み出すことができるとされる。人間の社会

性は、人間の生物としての自然的・先天的な特性の一部であり、多様な技術や制度より先に
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存在するものだと言える。この意味で人間の社会性＝集団意識は生の宿命性の一つでもあ

る。人間の歴史上、集団は多様な形で現れてくる。村落、部族、宗教共同体、王国などが挙

げられる。これらの共同体は血縁、権力関係などによって結成されてきた。その中に宗教共

同体と王国は近代以前の最後の支配的な共同体として理解できる。これらの共同体では、権

力が神あるいは王に集中する階層的な支配関係を有している。そのため、これらの共同体に

おけるコミュニケーションは均質的ではない。アンダーソンが示したように、均質的なコミ

ュニケーションによって生まれた最初の共同体は、ネーションである（アンダーソン 2007：

32-34）。近代複製技術の普及によって、出版資本主義の作用のもとで、水平的で均質的なコ

ミュニケーションの空間が形成される。それとともに、宗教によって作られた時空間に関す

る認識が失効する。均質化されたコミュニケーションの空間はネーションの萌芽に温床を

与えたとされる（アンダーソン 2007：84）。ここでは次のことが言える。集団は多様な形で

現れてきたが、人間は集団的な生という形を求めることは必然的である。そして歴史的な条

件によって、ネーションは集団的な生の形として現れてくるのは不可避的である。ナショナ

リズムは、人間の集団意識の歴史的な発展の過程の中に位置づけられている。 

ナショナリズムが集団意識に関するコミュニケーションであることは、アリストテレス

とアンダーソンの議論によって示されている。彼らの立場では、集団意識に関するコミュニ

ケーションは、主体としての人間に帰属するものである。ところがコミュニケーションとし

てのナショナリズムの場合では、こうした集団意識に関するコミュニケーションを主体か

ら独立するものとして見なせねばならない。前述のように、この点に関してルーマンの構造

的カップリングの概念は有効な仕組みを提供する。ルーマンは全体社会をあらゆるコミュ

ニケーションの総体として捉える。そして人間は、心的システムとして、構造的カップリン

グの形で、コミュニケーションに関与するとされる。集団や共同体を全体社会（コミュニケ

ーション）の一つの形で理解すれば、集団や共同体は構成員である個々人に帰属するもので

はなく、コミュニケーションに帰属するものである。この場合、人間による集団意識は、心

的システムに帰属するものとして、常に構造的カップリングを通じて集団や共同体に関与

している。集団や共同体も同様に構造的カップリングを通じて、心的システムに刺激を与え、

人間の世界理解の生成を促す。このように、ナショナリズムにおいて、集団意識は心的シス

テムから独立しながらコミュニケートされている。 

構造的カップリングの概念を援用することによって、ナショナリズムを、集団意識を主題

とする、環境に対し閉じられた自己言及的コミュニケーションとして捉える妥当性が明ら
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かにされた。しかし、この段階ではまだ、ナショナリズムを他のコミュニケーションの形か

ら区別することができない。というのは、集団意識を主題とする自己言及的なコミュニケー

ションという形はナショナリズムのみに限定するものではないからである。宗教共同体や

王国を集団意識に関するコミュニケーションとして理解されることも可能である。そのた

め、集団意識より下位の具体的な主題が必要である。 

すなわち、集団意識はより上位のカテゴリとして、「メディア／形式」の区別のメディア

の側で指し示されうる。この場合、集団意識というメディアには多様な形式が刻印されうる。

その形式はコードとして理解されうる。ルーマンの機能システムの分化原理に従えば次の

ことが言える。支配的なコードによってこそ、ナショナリズムと他の集団意識に関するコミ

ュニケーションとの区別・分化が可能である。例えば、宗教共同体では「指し示し可能／指

し示し不可能」は支配的なコードとして考えられている（DGDG：259）。王国の場合、それ

は階層分化の一つのとして、「貴族／民衆」を支配的なコードとする（DGDG：907）。それ

らに対して、ナショナリズムの場合の支配的なコードが問われねばならない。 

この問題は、近代における集団意識の変容につながっている。人間は社会的動物であるが

ゆえに、必ず何らかの集団に帰属しなければならない意識、あるいは帰属の場所を見つけな

ければならない意識を、常に抱いている。そうではないと、人間の帰属先はどこにもなくな

り、それに伴って人間の生そのもの自体が無意味なものとなり、つまりアガンベンのいわゆ

る「むき出しの生」になるのであろう56。それゆえ、帰属の問題は常に集団意識に関するコ

ミュニケーションの中に主題化されている。アンダーソンに従えば、帰属の問題の解決策と

して、宗教共同体、王国、ネーションは挙げられうる。宗教共同体では、「指し示し可能／

指し示し不可能」のコードによって、そして王国の場合では、「貴族／民衆」のコードによ

って、生の帰属問題についてのコミュニケーションが可能となる。それに対して、ネーショ

ンは人間の帰属の場所としてどのように規定され、認識されるのか。 

ナショナリズムが支配的なコミュニケーションの様式となる段階では、コミュニケーシ

ョンの技術と手段の発達とともに、ネーション間の接触が頻繁に行われ、他のネーションか

 
56 20世紀後半から流行ってきたゾンビを題材とする映画や電子ゲームにおいては、ゾン

ビという設定は「むき出しの生」を具象化する良い例だと考えられる。例えばカプコン社

から発行されている電子ゲーム「バイオハザード」シリーズはそれにあたる。当該ゲーム

の世界観において、ゾンビはゾンビになる前は普通の人間でもあったが、ウィルス感染に

よってゾンビになるに至った。こうした人間から化したゾンビはもはや人間ではなくな

り、社会から完全に排除されたものとなり、他の種類のゾンビ――例えば犬のゾンビ――

と同様、人間の敵として殺されるようになる。 
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らの侵略に注意を払わなければならない。ネーションの危機が「常態化」することで、他者

のネーションへの自覚は顕在化するようになる（大澤 2007：204-205）。宗教共同体と王国

の場合では、他者の集団は別の形で現れてきたこともあるが、そこにはネーションとの決定

的な違いがある。宗教共同体と王国の場合、異なる集団は階層的な権力関係に依拠する。こ

の権力関係は宗教共同体と王国の内部のみならず、その外部までにも浸透する。例えば、封

建社会の場合、自分の国への呼び方と他の国・集落などの他者集団への呼び方には、階層的

な権力関係を含む意味合いがよく見られる57。それに対して、ナショナリズムの場合では、

民族自決の権利が求められているがゆえに、ネーションが水平的関係にあるものとされて

いる。この場合、自己集団のネーションと他者集団のネーションは権力に関して平等的に捉

えられる。そのため、ナショナリズムは、水平的な権力関係にある、自己集団のネーション

と他者集団のネーションとの差異によって、他のコミュニケーションの形から区別されう

る。 

要するに、生の帰属をめぐる認識は、人間の避けられえない課題として、集団意識に関す

るコミュニケーションにおいて常に主題化されている。そして異なるコミュニケーション

（例えば宗教共同体と王国）においては、生の帰属の問題は異なる形式（コード）で取り扱

われている。近代において、この課題を主題化するのはナショナリズムに他ならない。ナシ

ョナリズムが一般的なコミュニケ―ションの様式となるとともに、水平的な権力関係にあ

る自己のネーションと他者のネーションの差異は、一つの支配的な世界理解の仕方となる

58。この差異によって、ナショナリズムを他のコミュニケーションの形から区別することが

 
57 例えば中国の歴史上、多くの王朝は、自分の領地（帝国）の場所を世界の中心とする一

方、回りの集落や国、例えば南の地方と北の地方に棲む未開化の異民族たちを、「南蛮」、

「北狄」などのような権力的な差別の意味合いを含む呼び方で総称する。 
58 近代においてナショナリズムはある程度の普遍性を持つ、一つの支配的な世界理解の様

式だと言える。近代に入ってから、われわれが民族を持たない人間の存在を想像できな

い、とゲルナーは指摘する（ゲルナー2000：10）。この際、世界が一つ一つのネーション

から成るものとして認識されるのは必然的である。その普遍性は地球儀に見出すことがで

きる。地球儀が示したように、国民国家は基本的要素として、その表面を塗りつぶしてい

る。この普遍性は、ナショナリズム自分自身が普遍的なものとして、他のコミュニケーシ

ョン様式と区別されながら現れてくる、ということを意味する。もちろん、ナショナリズ

ムが普遍的なものとなる時代において、ネーションの形を取っていない地域も存在する。

国民国家の制度が成立しても、民族意識がまだ生まれていない国家もよく見られる。しか

しそれらの現象はナショナリズムの中に主題化されることも可能である。つまりそれらの

現象を、ネーションの発展の途中の段階として、あるいはネーションの逸脱として取り扱

うことができる。それらの地域において、将来いつかネーションが必ず完成できるはずだ

と人びとは信じている。それらの現象はナショナリズムの未完の「共通のプロジェクト」
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可能である。上述の議論を踏まえて、次のことが言える。ナショナリズムを成立させる根本

的な差異は、自己集団としてのネーションと、他者集団としてのネーションとの差異である。

コミュニケーションとしてのナショナリズムにおいて用いられるコードを、「自己集団であ

るネーション／他者集団であるネーション」（以下「自己集団／他者集団」）として想定でき

る。 

「自己集団／他者集団」というコードの妥当性について、カール・ドイッチュ（1953）の

議論から見出すこともできる。ドイッチュによれば、国民共同体における成員間の相互的な

予測可能性が測定可能であるがゆえに、「種の意識（consciousness of kind）」と呼ばれる自

己集団の意識が生じてくるとされる（Deutsch 1953：85、和訳は津田を参照。津田 2016：

60）。このような意識は、「自己集団／他者集団」というコードとは親和的だと考えられる。

ただしドイッチュによる「種の意識」の概念は上述のコードの自己集団の側と同等できない。

メタレベルの視点からすると、「種の意識」の概念はある種の意識であるため、コミュニケ

ーション・システムに帰属するものではなく、心的システムに帰属するものとして理解され

うる。成員間の予測可能性の測定についてドイッチュはこう説明する。「われわれは自分自

身の行動と比較することによって、相手の行動全般を予測しようとする」59（Deutsch 1953：

85）。「種の意識」に基づいて相手の行動を予測することは、心的システムに帰属するもので

あるが、それが構造的カップリングを通じてコミュニケーションに参加する場合、「自己集

団／他者集団」のコードによって言及される。 

 

に帰結すればよい（アンダーソン 2016：27）。そのため、多様な状況はナショナリズムの

普遍性の中に取り入れられ、処理されることが可能である。 

例えば、固有の領土を持たないネーションも存在する。しかし固有の領土を持たなくて

も、自己のネーションが所属すべき領土はコミュニケーションにおいて常に主題化されて

いる。このことは、イスラエルの成立までの世界シオニスト組織（WZO）から見られるで

あろう。また、ネーションの形成の前に民族意識は前提として必ずしも発達しているわけ

ではない。1884年－1885年で開催されたベルリン会議は、アフリカの分割を会議の主題

としている。当該会議において、欧米諸国は自分の利益を保障するために、アフリカを実

質上に分割した。この意味で、現代アフリカの諸国民国家の境界の制定、及び民族意識の

形成は、相互予期的な想像力を前提とするわけではなく、その外部からの干渉や強制によ

る結果だと言える。この事例から、近代国民国家の諸制度や形態において、ナショナリズ

ムは必ずしも存在しないという可能性は見えてきた。ところが、アフリカの国民国家の成

立、及び後のナショナリズムの形成過程を、ナショナリズムにおける「共通のプロジェク

ト」として主題化されることが可能である。主題化されたものはまたナショナリズムの再

生産に再帰していく。 
59 原文英語、和訳引用者。原文は次である。‘We try to predict their overall performance 

by comparing it with our own’. 

で 
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大澤（2007）の議論も「自己集団／他者集団」のコードについて示唆を与える。大澤によ

れば、原理的には、ネーションに帰属することは選択可能であるが、その選択可能性は、後

天的な努力、業績などによって獲得することではないという。その選択可能性は常に「終わ

ってしまった選択」として現れてくる（大澤 2007：535）。この意味で、ネーションとして

の自己集団と他者集団は、水平的な権力関係にある（ものとしてコミュニケートされている）

にもかかわらず、結局この二つの側が対称的ではなく、つまり当該コードで観察を行う際に

していつも自己集団の側から出発しねばならない。この観察は「終わってしまった選択」で

ある。このことは、このコード自体がまた自己集団の側に再帰することを意味する。この理

解はルーマンによる選好コードの概念にも当てはまる。そのため、「自己集団／他者集団」

のコードを自律的な、かつ高度な首肯性を持つものとして認識できるであろう（DGDG：

418）。 

「自己集団／他者集団」のコードは選好コードであるため、当該コードを用いる観察は常

に自己集団＝正の値の側から出発する。この規定はすべてのネーションにも適用できる。こ

の場合、次の差異化の過程が現れてくる。ネーション Aの観察は自己集団の側から出発し、

ネーション Bの観察を他者集団の側として指し示す。しかしこの事態はネーション B にも

適用できる。つまりネーション Bは自己集団の側から出発し、ネーション A の観察を他者

集団の側として指し示す。こうしてネーション A とネーション B は同じコードを用いて観

察を行うものの、正の値と負の値の振り分け方がずれている。それは、価値の正統性をめぐ

る認識が構造的カップリングを通じてコミュニケーションに参加することによってである。

その結果、ネーション Aの観察とネーション Bの観察は再び差異化する。 

例えば自己集団は常に自分の価値をもっとも正統なものとして考え、他の集団の価値を

自分より下位のものとしなければならない。そのため、自己集団の観察と他者集団の観察に

おけるコードの値の振り分け方が常に差異化されている60。例えば、自国の国境の内部にお

 
60 アンダーソンによる、人類学者イサベロ・デ・ロス・レイエスをめぐる議論から、この

点に関する面白い示唆を得ることができる。イサベロはイロカノ人である。彼のフィリピ

ン地方に関する伝統や文化などの研究は、フィリピンの近代ナショナリズムの形成に多大

な影響を与えたものの、それらの著作は自分のエスニック集団の言語ではなく、植民地の

宗主国の言語――スペイン語で書かれてきた。アンダーソンはその理由として次のように

論じた。イサベロ本人はスペイン語をスペインの独自的なものとしてではなく、一つの

「国際的」な言語として認識し、近代的な文化、科学などを理解するための言語としてい

る（Anderson 2005：24）。この議論から次のことを導き出すことができるであろう。す

なわち、イサベロの場合、イロカノ語とスペイン語は自己集団と他者集団の差異として認

識されていない。そのため、この場合、イサベロには民族意識の萌芽が生まれてきたと言
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いて、他国の法律を自国の法律より正統性を持つものとすること（自国の国境以内において

他国の法律を適用すること）が想像もできないであろう。このことが上述の差異化のことを

示すものである。 

 

 

この差異化がもたらすのは他でもなく、「自己集団／他者集団」のコードの自己再生産そ

のものである。「自己集団／他者集団」のコードの自己再生産の過程を次のように表すこと

ができる。自己集団及び他者集団の範囲を規定する基準は、各集団において違うため、各集

団の、「自己集団／他者集団」のコードによる観察自体は、再び差異化されるようになる。

 

っても、言語の正統性に関する意識はまだ完全に形成されていないと想定できるであろ

う。 

図 3：ナショナリズムのオートポイエーシス 
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その結果、差異化された観察自体は、また「自己集団／他者集団」のコードとして、自己集

団の側の中に再び取り扱われていく。この事態は、「自己集団／他者集団」のコードの再参

入として理解されうる。この再参入の過程を通じて、「自己集団／他者集団」のコードは再

生産され、さらにコミュニケーションの継続を促していく。ナショナリズムは、自己集団を

指し示しつづけることで、自己観察的でオートポイエティックなものになる。 

また、この過程において二つの観察の水準が現れてくる。「自己集団／他者集団」のコー

ドによる観察はファースト・オーダーの観察である。それが当該区別に再参入し、メタレベ

ルから再び観察されている。この観察はセカンド・オーダーの観察である。こうして、コミ

ュニケーションとしてのナショナリズムのオートポイエーシスは、ファースト・オーダーの

観察とセカンド・オーダーの観察の間を往復する作動として理解できる（図 3）。 

 

5－5－3 コミュニケーションとしてのナショナリズムにおけるメディア 

ルーマンの理論に従い、ナショナリズムをコミュニケーションとして考えるのならば、そ

の成功の三つの蓋然性――すなわちコミュニケーションとしてのナショナリズムが理解さ

れる蓋然性、コミュニケーションが受け手に到達する蓋然性、またそれを受け入れる蓋然性

――を高めるメディアがなければならない。述べてきたが、ルーマンは言語を、コミュニケ

ーションをめぐる理解の蓋然性を高めるメディアとしている。コミュニケーションとして

のナショナリズムを考える場合においても、この点について異議はない。それに加えて、ナ

ショナリズムを論じる場合ではさらに次のことを提起したい。言語を理解の蓋然性を高め

るメディアとして考えるのならば、コミュニケーションの関与者は言語について共通の了

解を持たなければならない。そうではなければ情報と伝達をめぐる理解は困難である。言語

の共通性は「共通する言語／共通しない言語」という区別で観察されうる。つまりそれは、

「共通の言語を使うことで意思疎通が可能となる」ことのみを指すわけではなく、「共通し

ない言語の使用によって意思疎通が困難となる」という状況をも含む。 

アンダーソンは近代ネーションの形成に対する言語の共通性を重要視している。彼が示

したように、同一の言語（俗語）の使用は相互予期的なコミュニケーションの空間の成立に

重要な役割を果たしている。こうした言語の作用をルーマン的なコミュニケーションの概

念で再解釈すると以下のようになる。同一言語の使用によって、情報（コミュニケーション

の関与者が同一の集団に属すること）と伝達（同一言語で均質的なコミュニケーション空間

を構築すること）をめぐる理解が成立する。異なる言語によるコミュニケーションの場合、
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意志疎通が困難となるため、発話の内容に関わらず、コミュニケーションの関与者が同一の

集団に属しないということが先に読み出される。この場合、受け手は情報と伝達をめぐって、

否定的な形で理解する。つまりこの場合においても、発話者の真の意図について誤解が発生

するかもしれないにもかかわらず、情報、伝達、理解をめぐる三極選択も成立する。 

印刷技術、及び電子メディアなどは伝播メディアとして、コミュニケーションを受け手に

到達させる機能を持つ。このことはナショナリズムに関してもおそらく変わりはないであ

ろう。伝播メディアはコミュニケーションの時間と空間を拡大することで、コミュニケーシ

ョンの蓋然性を高くする。こうして、それらの伝播メディアは社会的な記憶のストックとし

て、ナショナリズムに関する共通の記憶と忘却に重要な役割を果たしてもいる。アンダーソ

ンが論じたように、近代複製技術は、相互予期的なコミュニケーションの様式をもたらして

きた。そしてこのような近代複製技術による作用は後のラジオやテレビなどの電子メディ

アによって一層強化された。この点は、情報社会におけるナショナリズムの勃興という現象

から見出すことができる。 

さらに、コミュニケーションとしてのナショナリズムを他のコミュニケーションから区

別するために、あるいはコミュニケーションとしてのナショナリズムを規定するために、問

わなければならないのは次のことである。すなわち、コミュニケーションとしてのナショナ

リズムの受け入れの蓋然性を高めるメディアは何であるのか。コミュニケーションとして

のナショナリズムの受け入れは、ナショナリズムをコミュニケーションにおいて継続的に

主題化させること、つまりナショナリズムのオートポイエーシスを意味する。論じてきたよ

うに、ナショナリズムのオートポイエーシスを可能にするのは、「自己集団／他者集団」の

コードである。そのため言い換えれば、ここで問われるのは、「自己集団／他者集団」のコ

ードをもたらすメディアは何か、ということに他ならない。このメディアは、ルーマンによ

る象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアと等価的な機能を果たすことにな

る。 

「自己集団／他者集団」のコードをもたらすものは一見すると、きわめて多様な形で現れ

てくる。例えば国籍を規定する諸制度、公式の標準語、伝統や文化等はこのコードの生成を

促すように見える。しかし、それらの要素はいずれも「自己集団／他者集団」のコードを根

本的に規定するものではない。というのは、それらの要素は必ずしも自己集団と他者集団の

区別を精確に作り出すわけではないからである。ある国の国籍が保証されていても、その国

の構成員として、国民＝ネーションによって承認（想像）されていないかもしれない。国 A
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の方である限りに、国 Bの標準語をいくらうまく話せても、あるいは国 Bの伝統や文化に

関する理解があったとしても、国 B の国民によって同一集団の構成員として受け入れられ

るのはやはり困難である。ナショナリズムに対して、象徴的に一般化されたコミュニケーシ

ョン・メディアと等価的な機能を果たせるものは、それらの要素の背後にある、より普遍的

かつ超越的なものでなければならない。 

ルーマンによる象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの分化の理論は、ナ

ショナリズムのメディアの問題に有効な示唆を与える。述べたように、象徴的に一般化され

たコミュニケーション・メディアは、コミュニケーションにおける選択の帰属によって多様

な形（例えば貨幣、真理、法など）に分化してきた（DGDG：376-377）。それぞれの形は独

自のコードをもたらす。「自己集団／他者集団」のコードでの観察の場合、心的システムに

おける相互予期的な想像が常に構造的カップリングを通じてコミュニケーションに関与す

る。そのため、この観察は常に心的システムにおける相互予期的な想像をめぐる観察となる。

この観察は、コミュニケーション・システムの環境をめぐる観察でもある。 

述べたように、ルーマンは環境に帰属させられる選択を体験と呼ぶ。それゆえ、ルーマン

の用語で表現すると、「自己集団／他者集団」のコードでの観察は自我の体験と他者の体験

に帰属する観察となる。つまりナショナリズムにおいて、相互予期的な想像に関するコミュ

ニケーションは、「他者が自身の体験をコミュニケートすることによって、自我の側で対応

する体験を生じさせる」ことを意味する（DGDG：378）。 

「自己集団／他者集団」のコードを規定するメディアは、相互予期的なコミュニケーショ

ンをも規定する。重要なことは、このメディアが当該コード及びコミュニケーションを直接
．．

的に
．．

規定できねばならないことである。すなわちこれは、このメディア以上には、「自己集

団／他者集団」のコード及び相互予期的なコミュニケーションを規定する能力を付与でき

るものがない、ということを意味する。直接的な規定ではなければ、このメディアの機能を

果たせるものは多様に存在できる。そうであるのならば、「自己集団／他者集団」のコード

及び相互予期的なコミュニケーションがもはや精確に規定されえない。さらに言い換えれ

ば、メディアによる直接的な規定でなければ、ナショナリズムの受け入れの蓋然性が確実に

高くなることはない。 

この条件に当たるのはネーションに他ならない。ネーションは自己言及的なものとして、

その存立自体は「自己集団／他者集団」のコードの生成を意味する。それゆえネーションを

越えて、ナショナリズムという相互予期的なコミュニケーションを規定できるものは存在
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しない。また、現代において、国籍は自由に選択されることがある程度可能であるが、人び

との生まれたときに得られた国籍、及びそれに基づくアイデンティティは自分で自由に決

めることができない。この意味で、ネーションをめぐる選択は一般に人びとが能動的に決め

るものではない。人びとは自分のネーションについて、受動的に受け入れるしかないという

宿命性を持つ。ルーマンは象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアを自我と他

者の選択の帰属によって分類を行っている（DGDG：376-377）。ルーマンの分類法に従え

ば、ネーションは「他者が自身の体験をコミュニケートすることによって、自我の側で対応

する体験を生じさせる」ためのメディアとして理解することができる。 

ネーションを象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの等価物として理解

することに関しては、ルーマンは全面的に論じていないものの、彼の議論はこのようなネー

ション理解に理論的根拠を示している。ルーマンの議論を以下の七つに展開することで、ネ

ーションを象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアとする可能性を考察する。 

 

①「象徴」と「一般化」 

述べたように、ルーマンによれば、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア

の働きを次のように表すことができる。それぞれのメディアに対応する特殊な形式――例

えば理論、法律など――によって、コミュニケーションというルースにカップリングされた

一群の要素は、タイトにカップリングされた一群の要素――特定のコードとなる。これらの

特殊な形式は、象徴的に機能することで、多様な状況においてコミュニケーションの蓋然性

を高めることができる、という一般性を持っている。この意味でこそ、これらの特殊な形式

は、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアと呼ばれている（DGDG：360-

361）。 

象徴と一般化という二つの機能は、ネーションにおいて見出すこともできる。ネーション

を宗教共同体や王国から区別することを可能にするのは、それによるコミュニケーション

空間の特殊性、すなわち水平的、均質的、かつ相互予期的な形である。この特殊性によって、

自己集団と他者集団の平等的な権力関係が保障される。また一方、ネーションは常に自己集

団の価値の正統性を主張する。それによって、自己集団が正の値となり、それに対して他者

集団が負の値となる。近代のネーションの理念の一般化とともに、「自己集団／他者集団」

のコードは多様なコミュニケーションの状況にも適用できるようになってきた。このよう

に、ネーションは特殊な形式として、ナショナリズムという特定のコミュニケーション――
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すなわち自己集団のコミュニケーション空間と価値の正統性をめぐるコミュニケーション

――を象徴し、多様な場面に対応していく。このことはネーションの一般性を意味する。 

ネーションは、「象徴的に機能すること」と「一般化」の特性を持つがゆえ、象徴的に一

般化されたコミュニケーション・メディアとして、多様な場合における個別な状況を規定す

ることができる。例えば環境、経済、政治など異なる分野に関する多様なコミュニケーショ

ンについて、それぞれは独自性を持つものの、ネーションによる規定の下で、ナショナリズ

ムのオートポイエーシスが引き起こされることも可能である。 

 

②活版印刷技術 

ルーマンによる活版印刷技術をめぐる議論からも、ネーションを象徴的に一般化された

コミュニケーション・メディアと見なすための手がかりが見られる。ルーマンは活版印刷技

術を、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア自身の完全な展開の前提とする

（DGDG：363）。彼の議論を次のようにまとめることができる。 

口頭コミュニケーションの時期においては、修辞学、トポス論（弁論術）、そして道徳が

相互に「増幅」し、コミュニケーションの成功の蓋然性を高める。修辞学とトポス論の技術

によって、表現＝伝達の選択への動機づけをめぐる理解の蓋然性が高くなる。また道徳によ

って、善悪に関する判断が容易になり、それに基づいてコミュニケーションの継続の蓋然性

も高くなる（DGDG：363-364）。つまりそれらの概念は、様々な状況においても通用する

普遍的な原理に依拠することで、コミュニケーションの受け入れの蓋然性を高める。この作

用をルーマンは「増幅法」と呼んでいる（DGDG：364-365）。その後、活版印刷技術の出現

によって、コミュニケーションについて多くの選択の可能性が視野に入るようになった。

様々な可能性は印刷によって再生産され、限定的なコミュニケーションの可能性を増幅す

る技術をもはや望まなくなり、修辞学・トポス論・道徳による増幅法が終焉を迎えていく。

こうした状況に対応するために、コミュニケ―ションの成功の蓋然性を高める「代替選択肢」

として、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの発展と分化が求められるよ

うになる（DGDG：364-365）。 

ネーションの形成は、以上の象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの発展

過程と同様の論理を有している。ルーマンの議論を踏まえれば、アンダーソンの議論を次の

ように再解釈することができる。ネーションの形成に対して、（活版印刷技術の発展である）

近代複製技術は重要な役割を果たしてきた。口頭コミュニケーションの時代では、キリスト
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教の聖書や、仏教の経典などが示したように、神の啓示は常にトポスの形で示されている。

それによるコミュニケーションは宗教共同体を産み出した（アンダーソン 2007：49）。近代

複製技術の出現によって、人間は超越的な視点（＝読者・神様の視点）を獲得でき、宗教的

時空間観念がもはや支配的ではなくなる。そのかわりに均質で空虚な時間、及びそれに基づ

く水平的で均質なコミュニケーションの空間が産み出された（アンダーソン 2007：50、84）。

これは、ルーマンのいわゆる近代複製技術の出現によって増大したコミュニケーションに

ついての選択の可能性の一つとして理解されても差し支えない。その結果、集団的な生の形

式についても、より多くの選択の可能性が見られるようになる。世界探査による世界理解、

つまりヨーロッパ世界の外部（＝他者集団）への認識などもそれに当たる。 

近代複製技術による選択の可能性の増大によって、宗教の救済の機能は（修辞学・トポス

論・道徳のコミュニケーションを増幅する作用と同様に）もはやできなくなり、それをめぐ

るコミュニケーションの受け入れの蓋然性が低下し、結局、宗教的時空間観念に基づくコミ

ュニケーションは、支配的なコミュニケーションの様式ではなくなる。この状況に応じて、

新たな救済の方法として要請されるのは、ネーションより適したものはない。というのは、

ネーションは象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの機能と同様に、「自己

集団／他者集団」のコードをもたらすことで、新たな支配的なコミュニケーションの様式

（ナショナリズム）の受け入れの蓋然性を高くすることができるからである。 

 

③共属性 

上述のように、ネーションはコミュニケーションの受け入れの蓋然性を高めるメディア

としての可能性を持っている。この点に関して、ルーマンによる友愛をめぐる議論から更な

る示唆を見出すことができる。彼は友愛を一つのメディアとし、その分出の過程についてこ

う述べている。 

 

〈文字文化の普及によって、ギリシア語について〉やはり新たに造られた語である友愛

をめぐって結実していったゼマンティクは、〔知および真理とは〕まったく異なる問題圏

へと進んで行った。通常の場合この語には「友情」という訳が当てられるが、より大雑把

に言えば「連帯」を考えることもできるだろう。〈中略〉アルカイック期のエトスからす

れば、自分の近くにあるものには共感を抱き関与すべしということになっていた。〈中略〉

友愛としての友情は、アルカイック期における同族的なこの構造から分出するとともに
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一般化されて、「共属性」という全体社会に関連する普遍的な理念となっていった。敵対

という反対概念は後退していく（これはすなわち、「友人か否か」というコードが形成さ

れたということである）。代わって前景に出てくるのは、友人を選択するための基準とい

う問題である。（DGDG：367-368、〈〉内引用者、） 

 

文字文化の普及とともに友愛＝連帯の感情は、共属性という普遍的な理念として、環節的

な構造から分出してきたメディアとされている。この事態によって、「友人」をめぐる判断

の基準も変っていく。共属性とは、同一の共同体に属することを意味する。友愛の概念は共

属性という全体社会に関連する普遍的な理念として、「友人か否か」というコードをもたら

すことで、コミュニケーションの受け入れの蓋然性を高める機能を持つ。 

メディアとしての友愛の機能はネーションの概念と親和的だと考えられる。ルーマンの

議論の延長線に立つと、ネーションを共属性の現れとして認めることもできる。近代国民国

家制度の普及とともに、ネーションが全体社会に関する普遍的な理念となっている。ネーシ

ョンがもたらす「自己集団／他者集団」のコードは、友愛による「友人か否か」のコードと

は同様に、連帯の共属性をめぐる理解を促進するものである。この意味で、ネーションは友

愛＝連帯の分化の延長線にあるものとして理解されても良いであろう。 

 

④価値 

価値の概念をめぐるルーマンの議論は注目に値する。ルーマンは、価値を他者の体験と自

己の体験をめぐるコミュニケーションのメディアとして捉える可能性を示した（DGDG：

377-378）。つまり価値は、自己の観察と他者の観察の基準を規定するものとして、自己と他

者の観察システムの環境を統一させるメディアとされている。ナショナリズムの場合、ネー

ションの成員たちは、それぞれ異なる観察を行っているが、価値によって、異なる成員たち

は同じ伝統や倫理を共有することができ、それを基準にしながら、観察を行っていく。工業

用製品の原料の輸出の割合を増やすという意見と、森林を守るための法律案を考え直す必

要があるという意見とは、内容的には異なり、互いに受け入れる蓋然性が低い。ところが両

者ともに国益のために出された意見とされると、同じ価値（＝国益）を共有するがゆえ、つ

まり価値というメディアによって、相互の受容の蓋然性が高くなる。 

さらに、価値についてルーマンは次のように述べる。 
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（価値をめぐるコミュニケーションの）継続はただ、コミュニケーション過程そのもの

の中で、互いに相応する仮定を回帰的に固定化させていくことにのみよっているのであ

る。共通の価値の仮定というこのメディアから独自の価値ゼマンティクが生じてくる場

合にも、同じ問題が登場する。その時こう想定されるわけである。あらゆる偶発的なもの

を超えたところに、疑う余地のない準拠点が、《不可侵のレヴェル》が存在しているはず

である。その準拠点においてもやはり偶発性が存しているということが暴かれたとして

も、その時には常に〔より高いところへ〕準拠点が移っているだけの話である云々。

（DGDG：383、（）内引用者） 

 

価値がコミュニケーション過程の中へと導入されるのは主張によってではない。主張

によるとすれば、反論を受け吟味されてしまうことになるだろう。価値が導き入れられる

のは、仮定によってなのである。［中略］健康・平和・正義は〔単に、疑問に付されるこ

とのない〕出発点と見なされるのである。［中略］価値は共通性を仮定するためのメディ

アである。その仮定によって、何がなされるべきかが決定されるわけではないにしても、

何を口に出し、何を要求できるかが制限されるのである。（DGDG：385、［］内引用者） 

 

すなわち、価値は超越的な水準（「不可侵のレヴェル」）にある共通性として仮定され、そ

してコミュニケーションの過程の中に、「互いに相応する仮定を回帰的に固定化させていく」

ことで、コミュニケーションの共通の基盤を保障する、という機能を担っている。この意味

で価値はコミュニケーションの継続の蓋然性を高めるメディアとして理解されうる。価値

について次の二点を強調したい。 

まず、価値の仮定とは、価値が常に「疑う余地のない準拠点」として仮定されていること

を意味する。そのため価値は反論の余地がなく、異を唱えることは排除され、価値は超越的

なものとしても考えられうる。この点はネーションと親和的である。ネーションの超越性も

仮定（＝想像）を通じて獲得されてきた。さらに、ネーションの超越性は価値の正統性を意

味し、ナショナリズムの中には、それを疑う余地はどこにもない。また、「互いに相応する

仮定を回帰的に固定化させていく」ことは、ネーションにおける相互予期の概念とは極めて

親和的だと考えられる。両者とも類似する働きによって、コミュニケーションの受け入れの

蓋然性を高くする。 

ネーションと価値はメディアとして親和的である一方、コードの問題に関しては両者の
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間に相異するところが見える。ルーマンは以下のように述べている。 

 

ただし価値の場合、他のメディアを際だたせている重要な属性を欠いている。例えば中

枢的コード化（「真／非真」のような）が欠けているし、それと関連するのだが、メディ

ア特殊的な機能システム（学術のような）を形成する能力ももっていないのである。

（DGDG：386） 

 

価値は、他の象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアとは異なって、中枢的

なコードをもたらすことができなく、特殊な機能システムを形成する能力も持たないとい

う。その結果、価値は「完全に機能するコミュニケーション・メディアを発生させるには十

分ではない」とルーマンは論じる（DGDG：386）。それに対して、ネーションは「自己集団

／他者集団」のコードをもたらすことができる。というのは、ネーションは価値に具体性を

与えてきたからだと考えられる。ネーションは価値を「自己集団の正統性を主張するもの」

とすることで、中枢的なコードを形成する。この意味では、ネーションは価値に刻印された

形式の一つとして理解できる。すなわち、価値とネーションは「メディア／形式」の区別に

よって指し示されうる。 

 

⑤社会的区別としての国民＝ネーション 

ルーマンは機能分化の過程においてネーションの登場の必然性、及び「自己集団／他者集

団」のコードの可能性についても示唆した。彼の議論を引用しておこう。 

 

古い世界における社会的区別、すなわち「貴族と民衆」による、また各階層内部での位

階集団による区別、「都市と地方」による、あるいは軍事的強制力と交易によって得られ

た貨幣との区別は、あまりにも強固であり自明であり、首肯性を有するものだった。それ

ゆえにそれらを国＝国民へと変形することはできなかった。〔しかしまた、それらの違い

を架橋するには〕ひとつの宗教的コスモロジーで十分だった（それを耳にするのが誰であ

ろうと）。活版印刷術と国語が導入される以前においては、言語による了解可能性はきわ

めて狭い範囲に留まっていた（それとは別にラテン語も存在してはいたのだが）。機能分

化へと移行する中で、区別の種類と可視性も変化していく。今や区別が区分けするのは全

体社会なのである。新たな役割相補性は、例えば統治者／服従者、生産者／消費者、教師
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／生徒、医者／患者、芸術家／芸術愛好者は、あるいは聖職者／信徒ですら、もはや具体

的個人を同定するものではない。それらが同定するのは、機能システムへの帰属に従う役

割だけなのである。そしてそれら役割によって定義されるのはもはや生活様式の意味で

はなく、課題と規則とにすぎない。さらにそこから、公的なまた私的な、社会的なまた個
．．．．．．．．．．．．．．．．

人的な水準において新たな
．．．．．．．．．．．．

、包括的な同定を行う必要性が生じてくる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。それに応えたのが

（個人）主体などの単数概念であり、他ならぬ「国民」もまたそうだったのである。 

したがって国民概念は［中略］自身の国家の内部において統一性を確立する必要性を主

導していく。そして必要な場合には、文化上の国民と国家としての国民の区別に、二次的

な意義が付与されることになる。文化的な、また言語上のルーツがどうであろうと、〔国

家としての〕統一性を達成するためにわれわれは合同し一体とならねばならない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のだ、と

いうようにである。（DGDG：1374-1375、［］内引用者、傍点引用者） 

 

ルーマンによれば、活版印刷技術と国語の導入による機能分化の過程の中に、ネーション

（＝国民）は「社会的なまた個人的な水準において新たな、包括的な同定を行う」社会的区

別として登場するのは必然だという。ここでの「同定」というのは、国民国家の統一性を主

導すること、すなわち国民の「統一性を達成するためにわれわれは合同し一体とならねばな

らない」ことを規定することとして理解できる。この意味で、この統一性は「自己集団」の

統一性を意味する。それを規定できるのは「自己集団／他者集団」のコードである。 

ただし、ルーマンの文脈に従えば、このコードが同定するのは「公的なまた私的な、社会

的なまた個人的な水準」におけるものであり、「機能システムへの帰属に従う役割」ではな

い。この意味で、ネーションによるコミュニケーション、つまりナショナリズムは、機能シ

ステムと呼びかねるであろう。 

 

⑥象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアにおける両義性 

象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアには「普遍主義」と「限定性」が同

時に存在するとルーマンは述べる。彼の議論を引用しておこう。 

 

自己言及的な循環性という条件に服する場合は常に、メディアはコードによって規定

された、〔他のメディアと〕交替不可能な統一体となる。要素となる作動、構造形成、構

造変動、コードの〔境界の〕横断、水準の交替。これらは同じメディアの内部において生
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じるのである。この意味でメディアは、自己の適用領域内で生じるコミュニケーションす

べてに対する、普遍的管轄権を要求する。ただしそれがなされるのは、《……の限りで》

による抽象という意味においてのことである。真理メディアの問題と帰属の布置とが焦

点となっている限り、権限を持つのはこのメディアだけである、というように。したがっ

てパーソンズ流のパターン変数の用語で定式化すれば、メディアは《普遍主義》と《限定

性》を組み合わせるのである。したがってパーソンズがこの組み合わせを近代特有の布置

であり、近代以前の社会においては達成されえなかったと見なしたのは、正当だったこと

になる。〔メディアは〕外的状況によって限定されることのない、世界にまで及ぶ適応領

域をもつという点で普遍主義に該当する。また、観察の基礎となっている〔のは、特定の〕

区別（ここでは、コード）〔である〕という点で、限定性をもつのである。（DGDG：425-

426） 

 

ルーマンが示したように、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアは、すべ

てのコミュニケーションにおいて適用されうるという意味で普遍主義を持つ。一方、この場

合それは特殊なコードを通じて、特殊な領域を規定している。この意味で、そこには限定性

も付いている。 

象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの普遍主義と特殊性によって、その

固有値がもたらされてくる。ルーマンは象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディ

アの固有値の生成に関して以下のように述べている。 

 

あらゆるコミュニケーションは作動として具体的に、特定の意味志向の管轄下におい

て生じてくる。問題となるのは特定の言明の真理であり、特定の指令に従うことである。

特定の客体を買うことであり、特定の人が示す愛のしるし（あるいは、無関心）である。

しかしこの種の単独コミュニケーションは、それ自体としては動機づける力を持たない。

同じメディアを続けて用いていくことによる回帰的ネットワークの助力が必要となる。

したがってここでもまた、どの個別事例においてもメディアの圧縮と再認という二重の

働きが生じなければならないことになる。この働きは、特殊化による一般化という逆向き

の作動であるがゆえに、パラドキシカルなのである。だからこそメディア・シンボルは自

身の回帰性という固有値を生ぜしめるのだと、述べることもできるかもしれない。メディ

ア・シンボルが反復的に使用される場合には、このメディア特殊的な固有値が形成される
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のである、と。例えば、それ自体としては価値のない貨幣シンボルが〔使用され続けるこ

とによって〕値＝価値をもつに至る、というようにである。固有値の形成は反復的な使用

から、つまり作動を同じメディアの先行する作動の結果へと適用することから、生じる結

果である。しかし同時に固有値は、この種の反復的適用が可能となるための条件でもある

のではないか。（DGDG：448－449） 

 

すなわち象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアが反復的に使用されるこ

とで、その固有値が生じている。このメディアは反復的に使用されることで一般化されるよ

うになる。一方、それによって生成した固有値は特殊性を持つ。この点は上述のメディアの

コードにおける普遍主義と限定性の問題とは同一の事態を表しているであろう。 

ネーションを象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアとする場合、そこにも

普遍主義と限定性、及び固有値が存在する。この点は、ルーマンのフランス革命に関する議

論から見出すことができる。 

 

（フランス革命によって成立した国民議会は）伝統的な〔身分間の〕諸区別に対して自

身が優越することを、また特に政治システム
．．．．．．

はそれ自身の上に据えられるということを

宣言するのである。しかしだとすれば国＝国民というものを、言わばフランスの固有名と

して温存しておくことはもはや不可能となる。この概念は別の箇所へと転写され、その機

能は文化的・政治的な比較のための開かれた概念へと変化する。この革命が歴史的なもの

となるにつれて、革命原理の普遍主義も個別性として、フランス的個別性として見えてく

るからだ。他の諸国はそれを引き受けることもできるが、そうする必要もないのである。

（DGDG：1370、傍点引用者、（）内引用者） 

 

ルーマンが示したように、フランスの国民議会に代表される国民＝ネーションの概念に

は、普遍性と限定性という両義性が含まれている。限定性はフランス（特定の集団）の個別

性として理解されうる。そしてネーションの個別性を継続的に言及することによって、ネー

ションの正統的価値が反復的に確認され、その固有値が生成する。それに対して、普遍性は

国民議会の普遍性、すなわち政治システムの普遍性に帰結する。政治システムの普遍性によ

って、ネーションはメディアとして多様な場面においても適用できる。この普遍性はネーシ

ョンの理念を他の諸国に適用するための条件でもある。 
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ネーションの概念は、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアと同様に、普

遍性と限定性を内包している。この点は、大澤（2007）が論じているネーションの普遍主義

と特殊主義という両義性とは親和的だと考えられる。 

大澤によれば、ネーション及びナショナリズムにおいては、普遍主義と特殊主義（＝限定

性）という両義性は反転する形で現れてくるという（大澤 2007：85）。普遍主義とは、「任

意の者に妥当する、認知的あるいは価値的な規範のことをいう」を指す。それに対して特殊

主義とは、「特定の属性をもった者にとってのみ妥当するような規範」を意味する（大澤

2007：54）。普遍主義と特殊主義は意味的に相反するが、大澤によれば、規範の普遍化は結

局、特殊的な地平に限定されなければならないという。ここでは、普遍主義が特殊主義へと

反転することが見られている。ナショナリズムは、こうした両義性の反転するところにおい

てこそ現れてくる。 

ナショナリズムの両義性の反転を、資本主義のダイナミズムを論じることで概念化（一般

化）することができると大澤は主張する（大澤 2007：304）。というのは大澤がナショナリ

ズムと資本主義とは原理的には同型なものだと述べているからである（大澤 2007：30-35）。

ここでの資本主義とは経済的な現象を表す概念ではなく、より広義の意味合いを含む概念

――「経済的な現象をも包括する規範と文化に関する一般的な社会過程」――として捉えら

れている（大澤 2007：304）。彼の資本主義概念は次のように提示されている。資本主義の

一般的な定義とは、「①行為と体験の規範的な可能性の領域を指定する地平が、持続的に普

遍化する過程と、②社会的な規範の帰属点として（社会諸成員によって）認知され、地平の

規範的な統一性を代表する超越的審級が不断に抽象化していくダイナミズムの二つを、社

会システムが両方とも備えているとき、それを資本主義的なシステム（資本制）と呼ぶこと

ができる」（大澤 2007：307）。 

すなわち資本主義的なシステムは、行為と体験の規範的な可能性の領域、及び規範的な統

一性を代表する超越的審級は持続的に普遍化・抽象化する二つのダイナミズムを持つ。二つ

のダイナミズムを生む二つの領域、つまりより限定的な領域とより包括的な領域は、重なり

合っている。この状態によってこそ剰余価値が産み出されてきた（大澤 2007：307）。例え

ば、（経済的）資本主義の概念においては、限定的・特殊的な規範的地平は、現在のまだ革

新に成功していない企業に代表される。また、包括的・普遍的な規範的地平は具体的に、未

来に象徴される技術の革新に成功した企業を指す。包括的・普遍的な規範的地平（未来に象

徴される技術の革新に成功した企業）が、限定的・特殊的な規範的地平（まだ革新に成功し
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ていない企業）において顕在化することで、剰余価値が生産される（大澤 2007：321）。 

さらにこの過程にともなうのは、資本主義の超越的審級の抽象化である。ところが超越的

審級の完全な抽象化は、「超越的審級の空虚」のこと、「いかなる社会的な規範もその効力を

失ってしまう」ことを意味する（大澤 2007：372-373）。そのため、「最小限の積極的＝実定

的な内容の規範によって構築される社会的な統一性」、つまり最小限の具象性
．．．．．．．

を持つ超越的

審級を措定しなければならない（大澤 2007：373）。ところがその過程は普遍化・抽象化の

ダイナミズムにさらされている。この意味で、資本制の運動、あるいは超越的審級の抽象化

に終わりはなく、それは不断に持続する過程となっている。言い換えれば、資本主義は、自

分自身を解体する運動によってのみ、成立しえる（大澤 2007：373）。 

以上のように、資本主義のダイナミズムの中に、普遍性（より包括的な領域）と特殊性（よ

り限定的な領域）の反転が見られる。この反転を通して資本主義は自分自身を成立させる。

大澤は、ネーションにおける両義性と資本主義のダイナミズムにおける両義性とは共通し

ていると主張する61。述べてきたが、大澤は第三者の審級という概念で、共同体における規

範的な統一性を代表する超越的審級を示す（大澤 2007：339）。第三者の審級という概念に

ついて大澤はさらに次のように述べる。 

 

われわれは、共同体の規範的な統一性を代表する超越的な作用素を、「第三者の審級」

と呼んでいる。共同体において規範的に許容されている、包括的な経験可能領域は、その

経験可能領域を他から区分する（規範の）選択性が、当該共同体のメンバーが共通に想定

している第三者の審級に帰属していることの――当該共同体の成員たちによる――認知

によって、構成されるのである。ここまでの議論が与える洞察は、ナショナリズムが結節

 
61 大澤は「西ヨーロッパ」を「地域的な特殊性を越えた、普遍的な価値を代表している」

概念として取り扱う（大澤 2007：340）。さらに彼は「西ヨーロッパ」とネーションを対

置する二つの概念とし、資本主義とナショナリズムのつながりについて以下のように述べ

る。「資本主義的なシステムの内には、普遍化された包括的な経験可能領域（地平）に対

応した潜在的（未来的）な規範と、特殊で限定された経験可能領域（地平）に対応した顕

在的（現代的）な規範とが、同時に共存している。資本制のもとでは、普遍的な規範と特

殊的な規範との関係は動的で、不断に再生産されているのだった。このとき、前者の普遍

化への指向と後者の特殊性にとどまろうとする傾向のそれぞれの「極限」を取れば、それ

らが目指すところを、固定的な「値」として得ることができるだろう。こうした、普遍性

への指向と特殊性にとどまろうとする傾向のそれぞれが漸近しようとしている「極値」と

して、「ヨーロッパ」（が表象する理念）と特殊で有機的な国民共同体を、位置づけること

ができるのではないか。最も基底的な作用因は、資本主義が課す動態である」（大澤

2007：341）。 
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するときには、共同体の上に君臨する第三者の審級が二重化しているということである。

潜在的な水準では、普遍的な規範に効力を与える、抽象的な第三者の審級が、想定されて

おり、顕在的な水準では、より特殊化された規範の選択性を指示する、具象的な第三者の

審級が、存在している。前者への従属が、何らかの機制を通じて
．．．．．．．．．．

、後者への従属へと媒介

されているときに、ナショナリズムが成立する可能性が生ずるのである。（大澤 2007：

339-340） 

 

第三者の審級は資本主義における超越的審級と同様に、普遍的な規範を正統化する。その

ため第三者の審級は普遍性を有し、潜在的な水準では抽象的に想定されるものである。しか

し一方、同時に、当該規範の特殊的な地平をも指示し、それゆえ、顕在的な水準では具象性

を持たねばならない62。こうしてネーションは第三者の審級として、普遍的な規範の特殊な

地平を指示することで、自己集団と他者集団の区別をもたらす。 

ネーションは資本主義のダイナミズムに拠りながら、第三者の審級として、普遍的な規範

を、特殊な地平において生成しつづけていく。ネーションにおける両義性は、ルーマンによ

る象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの両義性とは同型的に見える。ネー

ションによる普遍的な規範は多様なコミュニケーションに適用できる一方、それによるコ

ードは特殊な地平を規定する。この同型性はネーションを象徴的に一般化されたコミュニ

ケーション・メディアの等価物とする妥当性を示している。 

また、この同型性は次のことをも示す。ナショナリズムのオートポイエーシスはコミュニ

ケーション的なものとして理解されうる一方、それを資本主義のダイナミズムに帰結する

ものとして認識することもできる。すなわち、資本主義のダイナミズムによる、より限定的

な領域とより包括的な領域が不断に積み重なっていく、ということが、ナショナリズムにお

 
62 ハーバーマス（2004）による「国民（ネーション）」をめぐる説明からも、ネーション

の第三者の審級としての（普遍性と特殊性の）両義性を見出すこともできる。ハーバーマ

スの議論を引用しておこう。「政治上の語法では、『国民』と『国家人民』は同じ外延を持

つ概念である。しかし『国民』は法学上の定義を超えて、共通の血縁、あるいは少なくと

も共通の言語、文化、歴史によって形成される政治的社会という意味も持つ。国家人民

は、ある固有な生活形式を具現化している場合にのみ、この歴史的意味での『国民』にな

る」（ハーバーマス 2004：130-131）。ハーバーマスによる「国民」の概念は、「法学上の

定義」としては、普遍的な適用性を持つ。法的な適用性は、想像力による帰結（＝制度）

としては、第三者の審級の普遍性の現れである。さらに一方、「国民」はまた「固有な生

活形式」の「具現化」でもある、とハーバーマスが論じる。この点は第三者の審級の特殊

性に帰結されているであろう。 
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いては確認される。それはナショナリズムにおける自己集団への確認＝観察でもある。それ

によって、自己集団への観察が成立し、「自己集団／他者集団」のコードの生成が保障され

るようになる。このように、大澤による資本主義の論理はコミュニケーションとしてのナシ

ョナリズムにおけるオートポイエーシスのメカニズムを示すものである。 

 

⑦プログラム 

ネーションは象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの等価物として、「自

己集団／他者集団」のコードを決定するが、それ自体はこの二つの値の割り付けの条件を規

定しない。コミュニケーションにおけるコードを割り当てる条件として、ルーマンはプログ

ラムの概念を提起した（DGDG：427）。ネーションを象徴的に一般化されたコミュニケー

ション・メディアの等価物とする際、それに対応するプログラム――「自己集団／他者集団」

のコードを割り当てる条件――は何か。この問題についても大澤の議論が示唆を与える。 

前項の彼の引用が示すように、ナショナリズムは「何らかの機制
．．．．．．

を通じて」、第三者の審

級の特殊性を介して普遍性に到達することによって生じるという（大澤 2007：339-340）。

ここでいう「何らかの機制」は普遍性と特殊性をめぐる選択の条件を指す。この機制につい

て大澤はそれ以上論じていないが、彼の文脈に従えば、ナショナリティをこの機制の一つと

して挙げることができる。 

バラルディの用語で説明すると、ナショナリティは、「自己集団／他者集団」の「積極的

なコード値の割り付けは一定の条件のもとでのみが正しいと規定する」基準を指す（バラル

ディ 2013：278）。ナショナリティは、ネーションへの帰属を規定するものとして、普遍性

を求める規範の正当性を担保し、同時に、特殊なアイデンティティを与えることで、当該規

範の特殊な地平をも規定する。ナショナリティを通じて、ネーションの潜在的な水準での普

遍的な価値は、顕在的な水準での特殊な国民のアイデンティティを経由することで実現さ

れうる。ナショナリティが普遍性と特殊性を規定することは言い換えれば、自己集団（と他

者集団それぞれ）の値を割り当てることを意味する。ナショナリティによって規定された特

殊な地平における正統的で普遍的な規範は、自己集団の範囲を規定する。このように、「自

己集団／他者集団」のコード値を割り当てる条件、すなわちナショナリズムにおけるプログ

ラムに当たるものとして、ナショナリティほど適したものはない。 

また、プログラムの概念についてルーマンはこう述べる。「コード化とプログラム化を不

変性ないし可変性という観点のもとで区別することもできる。コードを変化させることな
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どできない。（中略）それに対してプログラムの水準では、変異性を組織化することが可能

である」（DGDG：428）。プログラムの可変性の特性はナショナリティから見出すこともで

きる。各国の国民の資格に関する規定及び移民制度の違いを見ればわかるであろう。しかし、

それに対して「自己集団／他者集団」のコードは不変的である。 

 

5－5－4 ルーマンにおける国民国家の概念について 

以上の議論を踏まえながら、次の結論を導き出すことができる。ナショナリズムは、「自

己集団／他者集団」のコードによって特殊化された、オートポイエティックなコミュニケー

ションとして理解されうる。ネーションは「自己集団／他者集団」のコードを継続的に生成

することで、コミュニケーションとしてのナショナリズムの受容の動機づけの蓋然性を高

める。この意味でネーションは象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの等価

物として理解できる。さらに、「自己集団／他者集団」のコードを割り当てるプログラムと

して機能するのはナショナリティである。こうして、コミュニケーションとしてのナショナ

リズムのオートポイエーシスのメカニズムに関する論理を明らかにすることができた。こ

の論理は、コミュニケーション的なナショナリズム論の中核をなす。 

このナショナリズム理解はルーマンの理論を参照した上で得られたものであるが、しか

し一方、ルーマンは、現代において国民の理念が終焉を迎えていくということをも指摘して

いる。彼の議論を引用しよう。 

 

国民の概念を支えていた条件は当の概念のうちには取り入れられず、したがって不可

視のままだった。二十世紀末の時点ではその条件は決定的な点において変化するに至っ

ている。世界社会の中で十分な規模をもつ国民国家を形成するチャンスを有する地域は

ごくわずかにすぎない〔中略〕。エスニシティの点で、あるいは宗教の上で非同質的な国

家形成〔中略〕の経験から明らかなように、〔中略〕純粋に量的な、選挙に基づく代表制

では、国＝国民としての特性をもつひとつの領域国家内部に存する対立を架橋するのに

十分ではないのである。他ならぬ民主制が前提となることによって、国民としての統一性

が実現されえないということが明らかになる。したがってエスニシティの点で同質的な

国家形成を望もうとすれば〔中略〕、経済的に存続する力をもたない、あるいは危機に対

してきわめて脆弱な極小単位に至ることになる。個人主義がきわめて広範に行き渡って

いるがゆえに、国民であるという点に訴えることで個人を駆り集めることはできなくな
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る〔中略〕。近代的技術という状態のもとでは戦争はもはや、エコロジカルなカタストロ

フィーを伴わないわけにはいかない。これはすなわち、限定的な目的を設定しつつ戦争に

勝つことなどもはや見込みえないのを意味している。経済的不均衡によって引き起こさ

れる移民の動きが生じている（生じようとしている、と言うべきか）。以上のすべてによ
．．．．．．．．

って、ひとつの国民的アイデンティティという概念（個人はそれによって自己を同定でき
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

る云々）は、首肯性を失うことになる。この点で明らかに国民という理念もまた、一群の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

あの移行的ゼマンティクのうちのひとつであるのがわかる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。それらは移行期においては、

どのような全体社会システムに関連づけられていたのかを示さないまま人々を魅了しえ

たのである。したがって今日この理念は終局を迎えつつあるのではないかと考えてみる

こともできる。そこではこの理念がもたらすのは利得よりもむしろ損害であり、またそれ

は社会学においては認識論的障害となってもいる。つまり過去の首肯性を踏まえること

によって、現時点で必要な洞察を妨げているのである。（DGDG：1377-1378、〔〕内引用

者、傍点引用者） 

 

ルーマンはナショナリズムやネーションを形成させる条件を民主制、国民の理念、戦争、

経済などとしている。これらのものは「国民の概念」の外部にあるものだとされる。それゆ

え現代において、上述の諸条件の変動に伴って、国民の理念は終焉を迎え、首肯性を失って

いく、という判断をルーマンは下した。この意味で、ルーマンはナショナリズムを否定的に

取り扱っていると言える。 

ナショナリズムをめぐるルーマンのこのような姿勢は一見すると本論文のナショナリズ

ム理解と相反する。しかしそれにもかかわらず、ルーマンの議論は本論文の考察とは矛盾し

ない。そうではなく、むしろ本論文の考察は、ナショナリズムをコミュニケーションとして

捉えることで、ナショナリズムの自己再生産とルーマンにおける国民の理念との整合性を

より一層高めたと言える。 

ルーマンは国＝国民を「移行的ゼマンティク」として認めている。彼はゼマンティクとい

う用語で、「ある形式が重要なものとして保存される」という事態を表す（DGDG：221）。

これまでの考察を踏まえると、国民の理念をゼマンティクとする場合、それに当たる形式は

他でもなく、「自己集団／他者集団」のコードである。この意味では、ルーマンによる国民

の概念は、メディアとしてのネーションとは同一の文脈を共有する。さらに、ナショナリズ

ムをコミュニケーションとして捉えることは、ルーマンの文脈においては妥当である。 
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ただし、ルーマンは国民の理念をゼマンティクとすると同時に、その「移行的」な性格―

―つまり国民の理念が外部の諸条件の変化に伴って変容しつづけること――をも指摘した。

その結果、国民の理念は首肯性を失っていく。ルーマンの指摘からナショナリズムの存立・

再生産の安定性に対する否定的な態度を見出すことができるものの、それはナショナリズ

ムのオートポイエーシスの機制自体を否定するものではない。次の二点からルーマンの指

摘を再解釈しよう。 

第一に、ルーマンの指摘には実体論的な視点に拠る部分がある。ルーマンは、国民の理念

が終焉を迎える原因として、個人主義の勃興、近代的技術の変容、経済的不均衡などを挙げ

ている。こうした歴史的因果関係は実体論的な視点を有する。述べたように、情報社会にお

いては、実体論的なナショナリズム論はその限界が見極められつつある。ルーマンによる国

民の理念の終焉をめぐる指摘は、やはりそれと同様の事態を指し示している。ルーマンの議

論は次のように読み解かれるべきである。彼はナショナリズムをコミュニケーションとし

て捉え、そのオートポイエーシスの可能性を示した一方、こうしたナショナリズム理解を実

体論的な視点によって観察すると、国民の理念の変容という事態が現れてくることをも指

摘している。この理解は二つの観察の水準を意味する。すなわち、ルーマンによる国民の理

念の終焉とは、ナショナリズムの実体論的な水準に再帰することによる結果として理解さ

れうる。それゆえ、ルーマンによる国民の理念の終焉は、コミュニケーションとしてのナシ

ョナリズムのオートポイエーシスと異なる水準で観察される現象である。 

ナショナリズムの終焉をめぐる認識は、コミュニケーションの中に取り入れて理解され

うる。つまり第二に、ナショナリズムの終焉はナショナリズムのオートポイエーシスの一つ

の形として理解せねばならない。今日では、ナショナリズムが終焉を迎えるどころか、時に

はますます強まっている。こうした現実は明らかにルーマンの予測とは違う方向に進んで

いるように見える。しかしこれをルーマンの議論の時代的な錯誤として理解してはいけな

い。むしろこの違いはコミュニケーション的な視点によって解消されうる。コミュニケーシ

ョン的なナショナリズム論の場合、ナショナリズムの終焉はその勃興に対する言及でもあ

る。すなわち、勃興にせよ終焉にせよ、いずれもナショナリズムのオートポイエーシスの中

に、相互に否定的に言及するものとして観察されている。両者は相互に（否定的に）言及す

ることで、ナショナリズムのオートポイエーシスを促していく。ナショナリズムの終焉につ

いてルーマンはこう述べている。 
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第一次世界大戦が終結するとともに、国民〔＝民族〕の自決権が宣言された。ところが

アイロニカルなことにそれが当の理念の終焉をもたらすことになった。この理念を実現

しようとする試みによって、当の理念の挫折が明らかになったわけである。それはそもそ

も当初から自身を脱構築していたのだと述べることもできるかもしれない。この理念に

より、〔各国民＝民族に〕決定が強いられてしまう。だが、その決定の帰結を当の理念に

よって正当化することはできない。ヒトラーの大ドイツ政策は、そのセンセーショナルな

事例であり、それは結局のところ《民族浄化》が世界規模で採用されるという事態へと至

ったのである。（DGDG：1377） 

 

ルーマンが提起したナショナリズムの終焉とは、ナショナリズムを実現しようとするこ

と自体は、当該の理念の挫折でもある、という事態を意味する。ところがこの事態の背後に

あるのは、次の段階の（自己集団あるいは他者集団の）ナショナリズムの勃興である。ルー

マンはナショナリズムを「当初から自身を脱構築」するものとして捉えるが、これはすなわ

ち、ナショナリズムを終焉と勃興の間の反復を通じて再生産されるものとして把握するこ

とを意味する。この点は、ナショナリズムを継続的なコミュニケーションとして理解するこ

とによって、再確認できる。ナショナリズムの終焉と勃興＝再生産の統一性に関してルーマ

ンは深く論じていないが、ルーマンによるナショナリズム理解を掘り下げて把握するため

に、この点は理解されねばならない。 

以上の議論を踏まえ次のことが言える。現実的な諸条件の変容に伴い、国民国家の理念は

首肯性を失う危険にさらされ、社会学に対する「認識論的障害」となるものの、それらはコ

ミュニケーションとしてのナショナリズムの外部にある問題であり、ナショナリズム自体

のオートポイエーシスには何らかの脅威を与えることはない。逆に、ナショナリズムの終焉

の問題は、コミュニケーションとしてのナショナリズムの中に再び参入し、言及・観察され、

さらにナショナリズムのオートポイエーシスを促していく。ナショナリズム自体をコミュ

ニケーションとして捉える限りに、それは終焉を迎えるわけではなく、むしろナショナリズ

ムは、終焉や失効などをめぐる問題を自分の中に取り入れつつ観察することで、自己再生産

的に増殖していく。 

この結論は、Cheah と大澤の議論との連続性を持つ。ここで二人の議論を再び取り上げ

てみよう。Cheah によれば、資本主義には「静止できないエネルギー」が内包されるとい

う。第 3章と第 4章において示したように、資本主義によるエネルギーは「技術」・近代性
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の先行的な作用を、さらにナショナリズムの形成と再生産を促していく。また大澤はナショ

ナリズムと資本主義とは原理的には同じメカニズムであると示している（大澤 2003：30-

35）。大澤は、ナショナリズムの普遍主義と特殊主義の反転を指摘し、それが資本主義のダ

イナミズムの原理によって保障されている、と主張する。Cheah と大澤の議論は、ナショ

ナリズムの成立の背後には資本主義の継続的なダイナミズムが存在するという点について

共通する。両者ともナショナリズムの継続性・未完性の、すなわちアンダーソンが示したナ

ショナリズムの「未完のプロジェクト」としての性格の背後にある資本主義の原理を指摘す

る。ナショナリズムの継続性・未完性は、ルーマンの議論を援用することで、再度に確認さ

れる。つまり資本主義の原理に依拠するナショナリズムの継続性をメタレベルの視点から

すると、それはナショナリズムのオートポイエーシスによるものに他ならない。この意味で、

ルーマンの理論を参照系として得られたナショナリズムのオートポイエーシスのメカニズ

ムの妥当性は、Cheahと大澤の議論によって再確認できる。 

ナショナリズムをオートポイエティックなコミュニケーションとして捉えることができ

るが、ルーマンは確実にナショナリズムを機能システムとする可能性を否定する。「移行的

ゼマンティク」という理解は次の事態をも示している。つまりナショナリズムの形式は移行

的なものであり、他の機能システムと同様に機能分化の過程を通じて固定された、というわ

けではない。この意味で、ナショナリズムを機能システムとして考える可能性はルーマンに

よって否定されている。述べたように、ネーションによる「自己集団／他者集団」のコード

は、機能システムへの帰属を規定するものではないとルーマンが示している（DGDG：1374-

1375）。それゆえ、彼の文脈に従えば、コミュニケーションとしてのナショナリズムは、機

能システムの条件を備えていないと考えられる。ただし、本章の考察は、コミュニケーショ

ンとしてのナショナリズムに関する機能システムの諸要件――コード、オートポイエーシ

ス、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア、プログラム――についての可能

性を示すことである。本章の考察は、少なくともナショナリズムをめぐる議論に新しい可能

性の地平を拓くものである。 

ルーマンの議論に準拠し、コミュニケーションとしてのナショナリズム概念について、次

のような結論を提示することができる。ナショナリズムをコミュニケーションとして捉え

れば、ナショナリズムの存立と再生産はもはやその外部にある様々な条件によって決めら

れるのではなく、むしろ、それらの条件は再参入の形でナショナリズムの中に観察されうる。

この場合、それらの条件をめぐる観察はナショナリズムのオートポイエーシスを促してい
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く。この理解は実体論的とコミュニケーション的という二つの観察の水準を内包する。この

二つの水準は、ファースト・オーダーの観察とセカンド・オーダーの観察にも当てはまる。

次章において、この二つの方法論を二つの水準における観察として、その関係性を論じる。  
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第 6章 コミュニケーション的なナショナリズム論の自己言及性について 

6－1 コミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的なナショナリズム論の関係

性 

6－1－1 差異として統一する二つの方法論 

ここまでの議論をまとめよう。コミュニケーションとしてのナショナリズムを考察する

ために、まず、アンダーソンのナショナリズム論とマクルーハンのメディア論を再考するこ

とで、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムにおける自己言及的な性格が見

出されてきた。それは「技術」・近代性と「身体」・宿命性の相互作用によって保障される。

この自己言及性によって、ナショナリズムがその関与者の視点より後退するレベルに達す

ることが可能になる。次に、ルーマンを参照することで、コミュニケーションとしてのナシ

ョナリズムの捉え方を描き出し、ナショナリズムの自己言及性をメタレベルでのコミュニ

ケーション的な視点で、ナショナリズムのオートポイエーシスとして記述することができ

た。以上の考察を通じて次の結論に至る。コミュニケーション的なナショナリズム論と実体

論的なナショナリズム論は、それぞれ異なる視点でナショナリズムを観察する方法である。

さらに、実体論的な視点によるナショナリズムへの観察――すなわち実体論的なナショナ

リズム論は、コミュニケーション的なナショナリズム論の中に、ナショナリズムのオートポ

イエーシスの一部として観察されうる。 

コミュニケーション的なナショナリズム論によって実体論的なナショナリズム論を観察

する際、前者はセカンド・オーダーの観察の水準に、そして後者はファースト・オーダーの

観察の水準に当たる。実体論的な視点による観察、つまり主体－客体の図式を前提とする観

察は、「自己集団／他者集団」のコードを用いる観察として理解されうる。例えば制度、イ

デオロギー、伝統などのような具体的なナショナリズム現象は（ナショナリズムの範域にお

いて言及される場合）、常に自己集団の価値から出発することを前提としながら観察されて

いる。 

実体論的なナショナリズム論の観察によれば、つまりファースト・オーダーの観察の結果

として、それぞれのネーションが特殊な歴史、社会的条件、地理的環境（宿命性）を持つこ

とが観察されている。そのため、それぞれのネーションによる観察、すなわちそれぞれの「自

己集団／他者集団」のコードによる観察＝ファースト・オーダーの観察は差異化されていく。

これがコミュニケーションに再帰し、セカンド・オーダーの観察の水準において観察され、

「自己集団／他者集団」のコードが再生産されていく。 
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こうして、この二つの方法論はコミュニケーションとしてのナショナリズムのオートポ

イエーシスの作動における二つの水準での観察に当てはまる。ナショナリズムのオートポ

イエーシスはファースト・オーダーの観察とセカンド・オーダーの観察の間に往復すること

によって作動する。それはすなわち、「自己集団／他者集団」のコードを用いる観察と、当

該観察への観察との間に往復することである。このような二つの水準での観察を記述する

のは他でもなく、実体論的なナショナリズム論とコミュニケーション的なナショナリズム

論である。そしてコミュニケーション的なナショナリズム論は、ナショナリズムのオートポ

イエーシスのメカニズムと同様に、二つの観察の水準――二つの方法論をめぐる観察の間

に往復することで、再生産されていく。換言すれば、実体論的なナショナリズム論とコミュ

ニケーション的なナショナリズム論は一つの区別として、コミュニケーション的なナショ

ナリズム論の中に再参入する。このことによってコミュニケーション的なナショナリズム

論は自己観察・自己言及的な方法論となる。 

すなわち、コミュニケーション的なナショナリズム論の中に、二つの方法論は「コミュニ

ケーション的なナショナリズム論／実体論的なナショナリズム論」という区別によって統

一されている。具体的に、意味的な次元では、実体論的なナショナリズム論とコミュニケー

ション的なナショナリズム論は異なる方法論として区別されている。意味的な次元におけ

る差異は、この二つの方法論が形式的な次元において「コミュニケーション的なナショナリ

ズム論／実体論的なナショナリズム論」の区別の中に統一することを保障する。この区別は

コミュニケーション的なナショナリズム論の中に再参入し、メタレベルの視点から観察さ

れている。この場合、コミュニケーション的なナショナリズム論の観察視点が顕在化し、そ

して再び、「コミュニケーション的なナショナリズム論／実体論的なナショナリズム論」の

区別を再生産する。このような観察視点の継続的に後退すること、すなわちファースト・オ

ーダーの観察とセカンド・オーダーの観察の間に往復することによって、この区別の自己再

生産の機制が現れてくる。この機制によって、コミュニケーション的なナショナリズム論の

自己再生産が保障される。 

そうであるのならば、実体論的なナショナリズム論はコミュニケーション的なナショナ

リズム論によってのみ観察され、言及されるものとして、コミュニケーション的なナショナ

リズム論の自己再生産の一部となる。そして実体論的なナショナリズム論は、コミュニケー

ション的なナショナリズム論の中に記述され、意味づけられていく。このようなメタレベル

の視点は、実体論的なナショナリズム論に新たな理解の枠組みを与えることができる。 
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6－1―2 実体論的なナショナリズム論の再解釈 

以上のように、実体論的なナショナリズム論とコミュニケーション的なナショナリズム

論とは異なる方法論として区別され、そして当該区別はまたコミュニケーション的なナシ

ョナリズム論の中で観察される。この意味で、コミュニケーション的なナショナリズム論の

メタレベルの視点の下に、実体論的なナショナリズム論は、「自己集団／他者集団」のコー

ドを用いる観察として意味づけられている。言い換えれば、コミュニケーション的なナショ

ナリズム論の視点によって、実体論的なナショナリズム論を再解釈することができる。 

実体論的なナショナリズム論の定義を再び想起しよう。実体論的なナショナリズム論は、

歴史的、実践的な条件の変容とともにナショナリズムの変容の可能性を問題視し、歴史の移

行の中にナショナリズムやネーションの形成に着目する方法論である。そのため、実体論的

なナショナリズム論による考察において、ナショナリズムの変容に関する問題がしばしば

言及されるのは当然である（この問題意識はたとえそれらの考察の中に明確にされなくて

も、常にその中に潜んでいる）。例えばアンダーソンが着目する出版資本主義の概念はある

種の歴史的な条件として理解できる。その延長として、彼はメディアや技術の変容にともな

って、遠距離ナショナリズムというナショナリズム変容の可能性についても言及した。ゲル

ナーは産業社会という社会の歴史的な変動を表す概念をナショナリズムの形成の要因とし

ている。彼の主張の延長線に立つと、社会の変動にともなうナショナリズムの変容における

課題も不可避的に浮かび上がってくるであろう。スミスは近代ナショナリズムとネーショ

ンの形成について、伝統、文化、血縁などの原初的な要素の作用を肯定的に論じている。彼

はそれらの要素がもたらすナショナリズムやネーションの不変性を近代ナショナリズムの

形成と変容の過程の中に捉えようとしている。そうであれば、結局、彼もナショナリズムの

変容の問題を避けては通れないことになる。 

彼らの議論それぞれは異なる立場に立つものの、いずれも歴史の移行とともに、ナショナ

リズムの形成・変容が如何に発生するのかという問題に示唆や手がかりを提示した。こうし

た実体論的なナショナリズム論の場合、ナショナリズムの近代性――なぜナショナリズム

が近代において生まれてきたのか――については議論が尽くされてきた。原初主義の場合

でさえ、例えばスミスのナショナリズム論はナショナリズムの原初性を主張するが、それは

ナショナリズムの近代性を〔否定的な言及を通して〕観察するものでもある。結局、ナショ

ナリズムの近代性に何らかの解釈を与えなければならない。以上のように、ナショナリズム
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の形成・変容の歴史的な過程を解明できたことが、実体論的なナショナリズム論の最大の功

績として評価される。 

また、実体論的なナショナリズム論はナショナリズムを一つの対象（客体）として観察し

ている。この立場からのナショナリズム論はナショナリズムの発生の根拠を考察する傾向

がある。実体論的なナショナリズム論の場合、ナショナリズムの根拠がしばしばナショナリ

ズムの外部にある実体的なものとされている。例えば近代複製技術、出版資本主義、産業社

会などの要素がそれである。このように実体論的なナショナリズム論において、それらの根

拠とナショナリズムはある種の因果関係の中にも捉えられている。つまりナショナリズム

は常に何らかの原因による結果として認識することが前提となっている。このような傾向

性があるからこそ、多様なナショナリズム現象の背後にある独自の原因が掘り下げられ、そ

の結果、ナショナリズム及びネーション（をめぐる想像）の独自性に関する考察という性格

が顕在化される。この点は特に、地域の独自性の開発などの実践的な考察には役に立つ。こ

の特徴があるからこそ、実体論的なナショナリズム論は、場合によって国家機関のプロパガ

ンダ活動に取り入れ利用されることも可能である。 

実体論的なナショナリズム論はナショナリズムの変容に関する問題、及びそれぞれ独自

の地域研究には有効である。しかし、実体論的なナショナリズム論には次の問題点も随伴し

ている。アンダーソンが示唆したように、ナショナリズムは一般的なコミュニケーションの

様式――世界理解の枠組みとして、「近代における生の意味の喪失に対する」救済となって

いる。そうであるのならば、われわれは今日、この認識枠組みの中で世界を認識し理解する

という立場に立つのではないか。つまりわれわれはナショナリズムという認識枠組みの中

にいながら、当該認識枠組みを認識する、ということである。 

だが、これは盲点につながる。述べたように、ルーマンは観察のための区別の境界線の場

所に盲点を位置づける。ナショナリズムを経由して世界を理解する場合、区別の境界線をも

たらすのは認識枠組みとしてのナショナリズムそのものである。そして認識枠組みとして

のナショナリズムをもたらすのはマスメディアのパラダイムに他ならない。大黒（2016）

はマクルーハンのメディア論について次のように述べる。「メッセージ」にアクセスするた

めに、見えない「不可視／透明なもの」である「メディア」がなければならない。そしてマ

クルーハンはテレビというメディアを「電子メディア」として対象化し考察する際、それに

アクセスするための「メディア」を介しなければならない。その「メディア」はマクルーハ
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ンに対する盲点である「マスメディア」に他ならない、と大黒は主張する63（大黒 2016：

34）。 

ファースト・オーダーの観察、つまり実体論的なナショナリズム論による観察の場合、ナ

ショナリズムは主体に帰属するコミュニケーションの様式として対象化される。しかし、ナ

ショナリズムをコミュニケーションの様式として取り扱うのならば、それはメタレベルか

ら、われわれの観察の仕方をも規定できねばならない。この場合、ナショナリズムは観察の

視点より後退する場所にあるがゆえ、結局ナショナリズムが当該視点によって観察されえ

ない。逆に言うと、実体論的なナショナリズム論によって観察されたナショナリズムは、当

該観察の視点の否定となる。ここで上述の盲点の問題に関するパラドックスが現れてくる。

ただし、実体論的なナショナリズム論の観察の水準では、このパラドックスが不可視であり、

隠蔽されている。というのは、この観察の水準では、ナショナリズムへの観察は最終的に、

ナショナリズムを引き起こす多様な実体的な要素に辿り着き、すなわち主体―客体の図式

に回帰するからである。そして、当該観察は主体による客体への観察となり、結局、上述の

パラドックスが隠蔽され、不可視になっていく。 

しかし、コミュニケーション的なナショナリズム論のセカンド・オーダーの観察の水準ま

で視点を後退させ、実体論的なナショナリズム論の観察を対象化すると、そこにおけるパラ

ドックスは顕在化される。このパラドックスに対して、実体論的なナショナリズム論はそれ

を隠蔽することしかできない。それに対して、コミュニケーション的なナショナリズム論は

このパラドックスを顕在化させるのみならず、その回避方法をも提供できる。この回避方法

は他でもなく、ナショナリズムのオートポイエーシスそのものである。コミュニケーション

的なナショナリズム論の視点によって次のことが観察されうる。実体論的なナショナリズ

ム論による観察は、「自己集団／他者集団」のコードを用いる観察として、次のコミュニケ

ーションに再帰する。こうして、ナショナリズムをめぐる観察は常に次のコミュニケーショ

 
63 レヴィンソン（2000）もこの問題点を指摘している。彼の議論を引用しておく。「科

学、もしくは広く社会科学の世界では、誰かの考えの正しさを判断する最も確実な方法

は、そこで述べられている予言が正しいかどうかを評価することだ。しかしマクルーハン

がメディア論を執筆した三十年間には、彼自身にも同僚にもその機会が巡ってこなかっ

た。彼の最初のメディア論『機械の花嫁』が一九五一年に出版されてから、彼が一九八〇

年の大晦日に亡くなるまでのあいだ、社会や個人の生活を圧倒的に支配していたのはテレ

ビだった。そこで、マクルーハンのテレビに関する予言や彼の考えをヒントに生まれた他

の研究者たちの予言は、それまでの事実に基づいて既存の環境を解釈する傾向
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

があった」

（レヴィンソン 2000：21、傍点引用者）。 
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ンの中に観察されていく。このナショナリズムのオートポイエーシスの過程において、「自

己集団／他者集団」のコードの自己再生産によって、ナショナリズムはそれ自体を観察する

ための視点を継続的に生成し保障する。したがって、上述の盲点をめぐるパラドックスが回

避されうる。 

メタレベルの視点、及び実体論的なナショナリズム論におけるパラドックスの提示／回

避方法の獲得によって、実体論的なナショナリズム論について次の新たな解釈の可能性を

見つけることができる。ナショナリズムの形成・変容はもはや歴史的な過程としてではなく、

今度は別の形、つまり「自己集団／他者集団」のコードによるナショナリズムのオートポイ

エーシスとして捉えることができる。このコードによって、実体論的なナショナリズム論は

当該コードでの観察として認識される。 

また、実体論的なナショナリズム論はコミュニケーション的なナショナリズム論の自己

再生産の一部であるため、コミュニケーション的なナショナリズム論の場合、実体論的なナ

ショナリズム論を批判する立場にはならない。そうではなく、むしろ次のことが言える。実

体論的なナショナリズム論はコミュニケーション的なナショナリズム論の言及として、後

者の再生産を促していく。そしてコミュニケーション的なナショナリズム論は、ナショナリ

ズムのオートポイエーシスのメカニズムを解明することができるのみならず、従来の（実体

論的な）ナショナリズム論の意義や視点を刷新する力をも含む。 

この点は情報社会におけるナショナリズム理解においてきわめて重要である。ナショナ

リズムをめぐる歴史的な考察、そしてナショナリズムの独自性をめぐる考察の場合では、実

体論的なナショナリズム論の有効性を肯定的に捉えるべきだと考えられる。しかし、情報社

会の到来によって、コミュニケーション及びその主体性の問題を考慮に入れると、実体論的

なナショナリズム論の有効性の限界が顕在化していく。こうした状況に対し、実体論的なナ

ショナリズム論をコミュニケーションとしてのナショナリズムの自己再生産の文脈の中に

取り入れることで、その有効性をメタレベルの視点から捉え直すことが可能となる。その有

効性は次のように表すことができる。実体論的な視点によるナショナリズムの捉え方は、

「自己集団／他者集団」のコードを用いる多様な観察として、ナショナリズムのオートポイ

エーシスのメカニズムを促す、ということである。 
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6－2 コミュニケーション的なナショナリズム論によるナショナリズムの両義性再考 

6－2－1 ナショナリズムの両義性 

上述のように、コミュニケーション的なナショナリズム論の自己言及は次のことから担

保される。コミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的なナショナリズム論は意

味的な次元においては相互に区別されているが、形式的な次元では区別として統一し、相互

に言及することが可能となる。この関係性は、前章で提起した、大澤（2007）によるナショ

ナリズムの両義性の反転をめぐる議論から見出すこともできる。 

大澤の議論を再び提起しよう。彼はナショナリズムの生成を普遍主義が特殊主義へ反転

する過程としている。普遍主義は、社会全般に適用できる普遍的な規範を意味し、常に超越

的な価値として現れてくる。普遍主義・超越的な価値は、第三者の審級であるネーションの

超越性によって保証される。第三者の審級が抽象化しつづけることは、その超越性の生成を

継続させていく。しかし完全な抽象化は自分自身の無化を意味するがゆえ、結局、第三者の

審級が完全に抽象化されることはなく、常に最小限の具象性を保有する。普遍主義（＝第三

者の審級の超越性）と特殊主義（＝第三者の審級の具象性）とは対立するベクトルを持つ一

方、第三者の審級の最小限の具象性において重なり合っている。 

観察の原理に基づいて、ナショナリズムにおける両義性の反転の原理は次のように読み

替えることができる。第三者の審級の完全な普遍化・抽象化は、第三者の審級以外のもの（＝

第三者の審級ではないもの）がありえない、ということを意味する。そうであるのならば、

第三者の審級を観察するための区別――「第三者の審級／第三者の審級ではないもの」とい

うコード――は成立しえなくなる。こうして、第三者の審級は観察されえなくなる。言い換

えれば、第三者の審級の完全な普遍化と抽象化は、自分自身に対する観察の可能性が拒否さ

れることを意味する。それゆえ、第三者の審級への観察を可能にするために、上述のコード

の負の値（＝「第三者の審級ではないもの」の側）がなければならない。この負の値は、第

三者の審級の普遍主義的な性格の反対側にあるものとして、特殊主義の形を取る。この区別

によって第三者の審級を観察することは、第三者の審級が特殊主義
．．．．

を経由することで言及
．．．．．．．．．．

される
．．．

ことを意味する64。 

 
64 観察の原理によって、ナショナリズムにおける両義性の反転は「技術」・近代性と「身

体」・宿命性の相互作用とは原理的にも共通する、ということがわかる。特殊主義を経由

することで普遍主義が観察されえる。同じ原理で、「身体」を経由してからこそ「技術」

による刺激が感じられ、さらに感覚比率が変容する。また、宿命性を経由することで近代

性の限界が顕在化することが可能になる。 
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このように、普遍主義を代表する第三者の審級は、特殊主義を観察することで自己への言

及が成立する。つまり、こうした第三者の審級の成立は、特殊なものとして現れてくること

になる。この特殊主義は再びコミュニケーションの中に回帰し、第三者の審級の普遍主義へ

の言及として観察されていく。このように、ナショナリズムの両義性の反転は言い換えれば、

観察の視点の継続的な後退、あるいは二つの観察の水準の間での往復による、第三者の審級

の自己観察・自己言及・自己再生産を意味する。 

述べてきたが、ナショナリズムにおける普遍主義と特殊主義の反転は資本主義のダイナ

ミズムの原理によって保証される。資本主義のダイナミズムの原理は、普遍的な規範が特殊

な地平においてこそ可能になるということを意味する。ナショナリズムは同様の原理を内

包し、資本主義とは同型的である。この原理はアンダーソンと Cheahの議論と親和的であ

る。第 3 章で解明したように、資本主義のダイナミズムによってナショナリズムにおける

近代性と宿命性の相互作用は継続し、ナショナリズムの再生産を促していく。この意味でア

ンダーソンはナショナリズムを「未完のプロジェクト」として捉えている。つまりナショナ

リズムは常に普遍的な価値を求めているが、そこには永遠に到達できない。そしてその到達

不可能性＝継続性・未完性こそ、ナショナリズムを特徴づける。ナショナリズムの継続性・

未完性は、コミュニケーションとしてのナショナリズムのオートポイエーシスとは同じよ

うに特徴づけることができる。 

大澤によるナショナリズムの両義性に関する議論は、ナショナリズムのオートポイエー

シスのメカニズムの妥当性を担保するものであるが、さらに指摘したい点は、ナショナリズ

ムの両義性の原理とナショナリズムのオートポイエーシスのメカニズムとの連続性である。

つまり、ナショナリズムの両義性と二つのナショナリズム論との同型性である。 

 

6－2－2 ナショナリズムの両義性と二つの方法論の同型性 

観察の原理によって、ナショナリズムの両義性の反転は、第三者の審級の自己言及の過程

として見なすことができる。この捉え方はコミュニケーション的なナショナリズム論の自

己言及とは親和的である。この親和性についてルーマンの議論から有効な示唆を見いだす

ことができる。 

述べてきたが、ルーマンは象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアには「普

遍主義」と「限定性」があると論じ、そしてネーションを象徴的に一般化されたコミュニケ

ーション・メディアとして理解する際、そこにある「普遍主義」と「限定性」は、大澤によ
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るナショナリズムの両義性とは親和的である。ここでの「普遍主義」とはメディアの「自己

の適用領域内で生じるコミュニケーションすべてに対する、普遍的管轄権」であり、つまり

メディアが「世界にまで及ぶ適応領域をもつ」ということを意味する。それに対して「限定

性」とはメディアの適用のコミュニケーション領域が限られることであり、観察の基礎を成

す「区別」＝コードの特殊性を意味する（DGDG：425-426）。ネーションの場合、普遍主義

は共同体全般に適用できる規範を意味するものであり、それは「世界にまで及ぶ適応領域を

もつ」。また、特殊主義はネーションの最小的な具現性を意味し、つまり「自己集団／他者

集団」のコードの特殊性を意味するものである。それゆえ、ネーションのメディアとしての

「普遍主義」と「限定性」は、第三者の審級としての普遍主義と特殊主義によって確認され

うる。 

象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアにおける「普遍主義」と「限定性」

は、形式とメディアの概念が示した二つの観察の水準を意味する。「普遍主義」は、コード

の一般的な概念としてコミュニケーション全体に普遍的に適用できる「柔軟性」――（「形

式／メディア」という区別における）「メディア」としてコミュニケーション全体に適用で

きること――を意味する。それに対して、「限定性」は、コードの特殊な区別としてコミュ

ニケーションの範域を特定する「硬直性」――（「形式／メディア」という区別における）

「形式」としてコミュニケーションを限ること――を意味する（バラルディ 2013：82）。そ

うであるのならば、「メディア」としての「普遍主義」は、「形式」としての「限定性」によ

る観察全般を、「管轄」＝観察すると言える。この場合、象徴的に一般化されたコミュニケ

ーション・メディアにおける「普遍主義」と「限定性」はそれぞれセカンド・オーダーの観

察とファースト・オーダーの観察の水準には当てはまる。この点は、大澤によるナショナリ

ズムにおける両義性と一致する。 

また、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアにおける「普遍主義」と「限

定性」はメディアにおける固有値から見出すことができる。象徴的に一般化されたコミュニ

ケーション・メディアは反復的に使用されることで、（自身の特殊性である）固有値を産み

出していく。固有値はそれぞれの特定の問題に対応し、特殊性を持つ。固有値は、コミュニ

ケーションの特定の方向性を指示することによって、コミュニケーションの受け入れの継

続を促す動力となる。固有値は、特殊的なものである一方、コミュニケーションの受け入れ

の基準をメタレベルの水準から一般化させている（DGDG：448－449）。この意味で、固有

値の概念は、二つの観察の水準を意味する「普遍主義」と「限定性」の両方を内包している。 
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ネーションはメディアとして、固有値の概念にも当てはまる。ネーションを象徴的に一般

化されたコミュニケーション・メディアとする場合、ネーションはメディアとして反復的に

使用されることによって、特定の固有値――正統性を持つ価値――を産み出す。固有値はネ

ーションの最小限の具象性に対応する形で現れてくる。それは、共同体の内部に限り、共同

体全員に適用できる普遍的な価値として、自己集団と他者集団をめぐる観察のための一般

化された基準を成立させる。こうして、ネーションによる固有値から、二つの観察の水準に

当たる「普遍主義」と「限定性」を見出すことができる。この点はまた、大澤によるナショ

ナリズムの両義性と親和的である。 

ナショナリズムの両義性は、象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディアの両義

性とは同型的であり、二つの観察の水準における観察の状態として理解されうる。この点は

また、ネーションの第三者の審級としての超越的な視点によって確認できる。アンダーソン

が示したように、近代の小説は読者に超越的な視点（＝神様の視点）を与えた。この視点に

よって、共同体における同時性（＝均質で空虚な時間）が産み出された（アンダーソン 2007：

49-51）。普遍主義はこうした超越的な視点から由来するものだと大澤は主張する。彼は次の

ように述べている。 

 

〈超越的な視点は〉世界の内部のあらゆる出来事に対して均等に関わり、それらの内の

いずれかを他にましてとりたてて「身近なもの」と見なすことがない〈中略〉。だから、

この視点は、原理的には、完全に普遍的なものである。ここで「普遍的」というのは、超

越的な視点が、世界の内部のある特定の視点（に相関した特定の関心）を排他的に代表す

ることなく、どのような特定の視点（と関心）も同等なものとして通約してしまうからで

ある。重要なことは、〈中略〉視点を超越的な部分に完全に切り離した場合には、原理的

には、その普遍性はまったく際限がないということである。（大澤 2007：132、〈〉内引用

者） 

 

ネーションの超越的な視点は普遍主義を意味する。大澤の議論に従えば、超越的な視点で

ネーションの内部の特殊主義的な出来事を観察する場合、あらゆる出来事と超越的な視点

との距離は均等であり、それらの出来事はもはや特殊なものではなくなり、独自性を持たな

くなる。観察の原理で上述のことを言い換えれば、次のようになる。すなわち、第三者の審

級＝ネーションは、共同体の成員たちが周りの世界を観察（認識）することを、等距離の場
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所から観察する超越的な視点を保障している。それぞれの出来事はこの視点からするとも

はや独特なことではなくなり、同一の事態――「自己集団／他者集団」のコードを用いる観

察――となる。 

以上のように、ネーションの両義性が二つの観察の水準に対応するということが確認さ

れてきた。特殊主義は、共同体の特殊性として、「自己集団／他者集団」のコードを用いる

観察を意味する。一方、普遍主義は、メタレベルの超越的な視点として、あらゆる特殊な出

来事を、「自己集団／他者集団」のコードでの観察として観察する、ということを意味する。

そうであるのならば、特殊主義と普遍主義は、「形式／メディア」という区別の二つの側に

対応している。特殊主義は普遍主義という「メディア」に刻印された「形式」として理解さ

れうる。この意味で、ナショナリズムの両義性は差異として統一してもいる。その統一とし

て具象化されてきたのは他でもなく、第三者の審級＝ネーションの具象性である。 

大澤によれば、王国の王は政治的身体と自然的身体という二つの身体を持つという（大澤

2007：191）。王の政治的身体65は抽象的なものであり、第三者の審級の超越性を意味する一

方、自然的身体は具象的なものであり、第三者の審級の具象性を意味する。こうして王の身

体から普遍主義と特殊主義の統一性を見出すことができる。ナショナリズムの場合、この両

義性はネーションの中に統一する。例えばアンダーソンが論じる「ロゴとしての地図」はそ

の統一性を具現化している（アンダーソン 2007：289）。地図はネーションの領土をロゴ化

する。特に世界地図によって、ネーションの範囲、位置、形などの要素が他のネーションか

ら区別されうる。地図は次のことを顕在化する。ネーションは、限定された範囲において特

 
65 王の政治的身体による支配の機能については、マックス・ウェーバー（2012）の「カリ

スマ的支配」をめぐる議論からも類似する議論を見出すことができる。ウェーバーによる

「カリスマ」とは「非日常的なものとみなされた、ある人物の資質」を指す概念である

（ウェーバー2012：83）。ウェーバーはこう述べている。「カリスマの妥当性を決定するも

のは、被支配者による自由な承認
．．

であるが、これは、証し
．．

によって――はじめはいつも奇

跡によって――確保され、啓示への帰依、英雄崇拝、指導者への信頼から生まれてくる。

しかしながら（真正カリスマのばあいには）、これは、正当性の根拠
．．

ではなく、天職の自

覚と証しとによってこのような資質を承認されるにいたった者の責務
．．

なのである」（ウェ

ーバー2012：84-85）。この議論を大澤の議論と結びつけると、次のことを言えるであろ

う。「カリスマ」の妥当性を決める「証し
．．

」は、第三者の審級の超越性から由来すると理

解できる。さらにそれは、カリスマ的な支配者の「責務
．．

」として、特殊な支配者＝王の身

体に回帰していく。「カリスマ的支配」をめぐるウェーバーの議論はナショナリズム論で

はないものの、それは権力と支配に関する視点から出発し、（王の身体をめぐる）普遍主

義と特殊主義の反転の妥当性を示したものだと考えられる。 
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定の価値（ここでは領土）を普遍化させる（＝領土が共同体の成員たちに共有される）もの

であり、言い換えれば、限定された範囲内で普遍的な価値の正統性を保障するものである、

ということである。こうして、ネーションは「より特殊化された規範の選択性を指示する、

具象的な第三者の審級」として顕在化されるようになる（大澤 2007：340）。すなわち、ネ

ーションは第三者の審級として、常に最小限の具象性を保有しているが、そこには、普遍主

義と特殊主義が差異として統一している。 

以上の議論を踏まえ、次の結論を導き出すことができる。ナショナリズムの両義性は二つ

の観察の水準に当たるものであり、この両義性の間を往復することによって、第三者の審級

＝ネーションの自己再生産が実現される。また、この両義性は意味的な次元において異なる

ものの、形式的な次元では、第三者の審級の具象性の中に、「普遍主義／特殊主義」の区別

として統一する。この点はコミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的なナショ

ナリズム論の関係性と同型的である。前節で論じたように、コミュニケーション的なナショ

ナリズム論と実体論的なナショナリズム論は二つの観察の水準にも当たっている。そして

この二つの方法論は、再びコミュニケーション的なナショナリズム論に再帰することで観

察され、区別として統一する。実体論的なナショナリズム論と特殊主義はいずれも、「自己

集団／他者集団」のコードによる観察を意味する。それゆえ、二つのナショナリズム論の関

係性と、普遍主義と特殊主義という両義性とは、同一の原理を内包する。それは他でもなく、

ナショナリズムのオートポイエーシスの原理である。 

 

観察    次元 
ナショナリズムのオ

ートポイエーシス 
ナショナリズム論 

ナショナリズムの両

義性 

ファースト・オーダ

ーの観察 

「自己集団／他者集

団」のコードを用い

る観察 

実体論的なナショナ

リズム論 
特殊主義 

セカンド・オーダー

の観察 

「自己集団／他者集

団」のコードを用い

る観察への観察 

コミュニケーション

的なナショナリズム

論 

普遍主義 

表 3：ナショナリズムをめぐる二つの観察水準 
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二つのナショナリズム論とナショナリズムの両義性は結局、同じもの――ナショナリズ

ムのオートポイエーシスの原理――に辿り着く（表 3）。この意味で、大澤の議論を参照す

ることで、コミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的なナショナリズム論の関

係性、及びコミュニケーション的なナショナリズム論の自己言及性の妥当性を検証・補強す

ることができた。また、逆説的に言えば、コミュニケーション的なナショナリズム論によっ

て、ナショナリズムの両義性を二つの観察の水準に当たるものとして捉えること、そしてナ

ショナリズムの両義性の反転を第三者の審級の自己再生産として捉えることも可能である。

この意味で、コミュニケーション的なナショナリズム論は、大澤によるナショナリズムの両

義性をめぐる議論をさらに深化させる可能性がある。  
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第 7章 むすび 

7－1 結論 

以上の考察を通じて、コミュニケーションとしてのナショナリズムをめぐる理解の枠組

み、つまりコミュニケーション的なナショナリズム論が描き出された。本節では、各章の内

容をまとめ、整理し、考察の過程を振り返る。 

序章と第 2章は本論文の導入の部分であり、研究背景、問題意識、先行研究について説明

した。この二つの章の内容は次のように要約できる。従来のナショナリズム論の場合、ナシ

ョナリズムは主体―客体の図式を前提とし、しばしば歴史的な過程の中に取り扱われてい

る。従来のナショナリズム論の延長線に立つと、歴史の移行にともなうネーションの有効性

やナショナリズムの変容に関する課題も視野に入ってくる。このようなナショナリズム論

は、本論文においては実体論的なナショナリズム論として捉えられる。この方法論の有効性

をわれわれは認めるものの、情報社会に入るとともに、この方法論の限界も見えてきた。大

黒（2016）が指摘したように、ネットワーク・パラダイムが支配的になることによって、コ

ミュニケーションはもはやその外部にある主体に帰属するものではなく、コミュニケーシ

ョンそのもの自体に帰属するようになる。このような自己言及的なコミュニケーション理

解は、ルーマンによるコミュニケーションの概念とは親和的である。こうした背景の下で、

実体論的なナショナリズム論によるナショナリズム理解を考え直さねばならない。この問

題を解決するための方法論として、本論文はコミュニケーション的なナショナリズム論を

提起した。 

第 3 章は、アンダーソンのナショナリズム論を再考した。コミュニケーションの様式と

してのナショナリズムという概念を明らかにし、さらに近代性と宿命性の相互作用を考察

することで、コミュニケーションの様式としてのナショナリズムの形成のプロセスを解明

した。この考察によって、アンダーソンのナショナリズム論に潜んでいる、ナショナリズム

の自己言及性の可能性を明らかにした。この可能性は、コミュニケーションとしてのナショ

ナリズムを議論する妥当性を担保するものである。 

第 4章は、前章の結論を補強するために、マクルーハンのメディア論における「技術」と

「身体」の相互作用を考察した。「技術」と「身体」の相互作用を近代性と宿命性の相互作

用の背後にある理論的根拠として論じた。本章の考察を通して、次の結論を導き出した。ア

ンダーソンのナショナリズム論における近代性と宿命性の相互作用を、マクルーハンのメ

ディア論における「技術」と「身体」の相互作用として読み取ることができる。「技術」と
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「身体」の相互作用はナショナリズム論をメディア論的に一般化することができる。「技術」

と「身体」の相互作用の考察によって、ナショナリズムの自己言及性という可能性を再確認

することができた。アンダーソンとマクルーハンを再考することは、ルーマンの理論枠組み

を導入する前提となる。 

第 5章において、ルーマンのコミュニケーション理解をめぐる諸概念を援用することで、

コミュニケーションとしてのナショナリズムの記述の仕方、すなわちコミュニケーション

的なナショナリズム論を構築する作業を行った。本章では、ルーマンによる構造的カップリ

ング、観察、メディアを中心とする諸概念を導入した上、コミュニケーションとしてのナシ

ョナリズムのオートポイエーシスのメカニズムを明らかにした。この作業を通じて次の結

論を得た。ナショナリズムは「自己集団／他者集団」のコードによって規定されるオートポ

イエティックなコミュニケーションとして理解されうる。当該コードの自己再生産によっ

てナショナリズムのオートポイエーシスが実現される。当該コードをもたらす象徴的に一

般化されたコミュニケーション・メディアの等価物と見なされうるものはネーションであ

る。ナショナリズムのオートポイエーシスの論理は、コミュニケーション的なナショナリズ

ム論の中核となる。また、ルーマンはナショナリズムについて否定的な姿勢を取っているが、

コミュニケーション的なナショナリズム論に準拠すれば、彼のナショナリズムに関する否

定的な議論は肯定的に再解釈できる可能性があることを提示した。本章の考察を通じて、ル

ーマンの議論とコミュニケーションとしてのナショナリズムの概念は重なり合うことがわ

かった。 

第 6 章では、コミュニケーション的なナショナリズム論と実体論的なナショナリズム論

の関係性を考察することで、コミュニケーション的なナショナリズム論の自己言及性を確

認できた。本章では次の結論が得られた。コミュニケーション的なナショナリズム論と実体

論的なナショナリズム論は、二つの観察の水準に当たるものであり、そして一つの区別の中

に統一される。こうした関係性はコミュニケーション的なナショナリズム論が自分自身に

も適用できるということを示した。また、この二つの方法論は大澤によるナショナリズムの

普遍主義と特殊主義という両義性とは対応関係にもある。普遍主義と特殊主義の反転は、こ

の二つの方法論の関係性とは同型的である。大澤の議論はコミュニケーション的なナショ

ナリズム論の妥当性を担保するものであるだけでなく、コミュニケーション的なナショナ

リズム論は、大澤の議論の更なる進展の可能性をも示した。 

本論文全般の結論は三点まとめることができる。 
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第一に、コミュニケーションとしてのナショナリズムという概念を理解するために、アン

ダーソンのナショナリズム論における近代性と宿命性の相互作用、及びマクルーハンのメ

ディア論における「技術」と「身体」の相互作用を見逃してはならないこと。「技術」・近代

性と「身体」・宿命性の相互作用はコミュニケーションの様式としてのナショナリズムを形

成させていく。さらに、この相互作用によって、ナショナリズムの自己言及性も確認されて

きた。近代性と「技術」の先行的な作用が生じるからこそ、ナショナリズムの自己言及性が

可能になり、それによってナショナリズムのオートポイエーシスが可能になる。 

第二に、ナショナリズムはオートポイエティックなコミュニケーションとして理解され

えること。特に情報社会において、このようなナショナリズム理解は有効であり、そしてま

すます必要になっていく。ナショナリズムをオートポイエティックなコミュニケーション

として理解する場合、ネーションはナショナリズムの受け入れの蓋然性を高める、象徴的に

一般化されたコミュニケーション・メディアの等価物となる。ネーションは「自己集団／他

者集団」のコードをもたらし、コミュニケーションとしてのナショナリズムを規定する。こ

のようなネーション、「自己集団／他者集団」のコード、ナショナリズムのオートポイエー

シスをめぐる論理は、コミュニケーション的なナショナリズム論の枠組みをなす。 

第三に、コミュニケーション的なナショナリズム論はそれ自体にも適用できること。コミ

ュニケーション的なナショナリズム論と実体論的なナショナリズム論とは意味的な次元で

は異なるものの、形式的な次元では、区別として統一される。こうした関係性は、コミュニ

ケーション的なナショナリズム論の中にこそ観察されうる。それゆえ、コミュニケーション

的なナショナリズム論は自己言及的な方法論として捉えることができる。こうしたコミュ

ニケーション的なナショナリズム論の視点によって、実体論的なナショナリズム論である

従来のナショナリズム論は、「自己集団／他者集団」のコードを用いる観察として再認識さ

れうる。 

 

7－2 意義 

7－2－1 コミュニケーションとしてのナショナリズムグローバリズムとナショナリズ

ムを同一の問題系に収束させる可能性について 

本研究はコミュニケーションとしてのナショナリズムのオートポイエーシスのメカニズ

ムを考察することで、グローバリズムをめぐる問題を思考する視点を刷新できる。従来の実

体論的なナショナリズム論の場合、グローバリズムの発展に伴って、ナショナリズムに基づ
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く価値の正統性は多様な場面において疑問視されるようになってきた。確かに、グローバリ

ズムはナショナリズムと相反する主張を掲げているため、両者が対立軸を成すと見られて

いる。したがって、グローバリズムとナショナリズムは二つの独立する問題系として現れて

くる。ところがコミュニケーション的なナショナリズム論では、分析視点が後退することに

よって、グローバリズムとナショナリズムを同一の問題系＝枠組みに入れることが可能と

なる。情報社会において、グローバル化とともに生み出された新たなナショナリズム現象を

考察する際、本研究が示した方法論はナショナリズムをめぐる視点を刷新することが可能

であり、新たな問題提起の可能性が示唆される。 

実体論的なナショナリズム論の場合、グローバリズムとナショナリズムが相反するベク

トルを持つという認識は一般的である。実体論的なナショナリズム論によれば、グローバリ

ズムとナショナリズム両者とも「イズム（-ism）」＝主義であり、思想、考え方をめぐる原

理として認識されている。この意味で両者ともある種の主体に帰属するコミュニケーショ

ンの様式であると言っても差し支えない。そしてグローバリズムとナショナリズムの形成

や再生産の過程は、一つの歴史的な過程として取り扱われている。ただし両者は異なる価値

を主張している。場合によって、互いに否定することもある。この意味で両者は相反するベ

クトルを持つ。そのため、実体論的なナショナリズム論の場合では、グローバリズムとナシ

ョナリズムは理論的に、同一の主体を共有することができない。グローバリズムは、ナショ

ナリズムの帰属先である主体を奪うという意味で、ナショナリズムを減退させる可能性を

孕んでいる。例えば 1992年、地球温暖化の問題に対処するために、各国の二酸化炭素をは

じめとする温室効果ガスの排出量を規定する、気候変動枠組条約（略称UNFCCC）が成立

した。当該条約の最高交渉会議である締約国会議（略称 COP）は基本的に毎年も開催され

ている。当該条約の目的を達成するために、場合によって、締約国は自国の発展に制限をか

けねばならないことがある。それはネーションの価値の正当性を弱体化させることに見え

るかもしれない。ここに、グローバリズムとナショナリズムの負の相関が見えてくる。 

一方、グローバリズムとナショナリズムの正の相関もしばしば見られる。グローバル化と

ともに、ナショナリズムは衰退するどころか、しばしばラディカルな形で現れてくる。テロ、

市民運動などはナショナリズム現象として取り扱うことが可能である一方、それらの現象

は時には更なるナショナリズムの高揚を引き起こす。2001 年で起こったアメリカ同時多発

テロ事件によるアメリカのナショナリズムの勃興は一例として挙げられる。そのため、ナシ

ョナリズムは近代的な現象であるものの、今日においてしばしば問題視され、論及されてい
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る。ホブズボーム（2001）は次のように指摘している。20世紀後半において、ソ連とユー

ゴスラヴィアの解体によって多くの新たな主権国家が形成されたことが示すように、ナシ

ョナリズムの衰退を「歴史的変化のベクトル」とすることは、「今日の事態に意図的に目を

つぶっているように見えるかもしれない」（ホブズボーム 2001：211-212）。この指摘は、グ

ローバリズムとナショナリズムの正の相関を示すものであろう。 

この正の相関について、実体論的なナショナリズム論も解釈を与えてきた。実体論的なナ

ショナリズム論の視点からすると、グローバリズムとナショナリズムは連動するものとし

て理解されうる。この連動性は 20世紀後半からの新しい現象ではなく、ナショナリズムの

形成の初期から見られている。この点についてアンダーソン（2005）は次のように述べて

いる。近代ナショナリズムの世界的な普及を可能にしたのは、初期のグローバル化（early 

globalization）――電信、郵便システム、鉄道や蒸気船など新しいコミュニケーション手段

の発達――によってである（Anderson 2005：2-3）。そして国民国家体制が支配的になった

現代においても、グローバリズムとナショナリズムの連動性について次のように解釈する

ことも可能である。グローバル化に伴って、世界中の国際間の貧富の格差が拡大し、ナショ

ナリズムの高揚が逆に引き起こされる。 

実体論的なナショナリズム論はグローバリズムとナショナリズムの相関性について解釈

を与えてきた。ところがそれは、グローバリズムとナショナリズムの原理的な矛盾――すな

わち、グローバリズムとナショナリズムの原理上の負の相関が、両者の正の相関を引き起こ

す、というパラドックス――について、有効な示唆を与えなかった。というのは、この原理

的な矛盾は、実体論的な視点そのものによる結果であり、当該視点の盲点のところに隠蔽さ

れているからである。実体論的な視点によれば、この原理的な矛盾が別の形、つまり主体間

の対立の問題として、現れてくる。グローバリズムとナショナリズムの対立は、その背後の

異なる主体の対立である。主体間の対立はグローバリズムとナショナリズムの対立の本質

的な原因である。 

それに対して、コミュニケーション的なナショナリズム論は上述のパラドックスを回避

することが可能である。この場合、ナショナリズムはオートポイエティックなコミュニケー

ションとされている。グローバリズムはナショナリズムの環境に入っている。グローバリズ

ムとナショナリズムは相互に閉じられたものである。この閉鎖性は、グローバリズムとナシ

ョナリズムが原理的には相反するということを示す。この場合、グローバリズムとナショナ

リズムは区別として成立する。グローバリズムは、「ナショナリズム／グローバリズム」の
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区別を経由して、ナショナリズムに再参入することが可能である。このことは、ナショナリ

ズムがグローバリズムに対して開かれることを意味する。こうした関係性は、再参入の原理

で理解できる。グローバリズムがナショナリズムへ再参入することによって、ネーションの

価値の正統性は正の値として言及・強調されるようになる。その結果、「自己集団／他者集

団」のコードの再生産、及びナショナリズムのオートポイエーシスが促されていく。すなわ

ち、コミュニケーション的なナショナリズム論では、グローバリズムはナショナリズムのオ

ートポイエーシスの一部として理解されうる。 

グローバリズムのナショナリズムへの再参入とナショナリズムの再生産について、ルー

マンからも有効な示唆が得られる。ルーマンはグローバル化に関して次のように述べてい

る。 

 

グローバルな最適条件と地域的な最適条件が分岐していくという事態を観察すること

によって、よりよい出発点が与えられる。この事態は、世界社会は自分自身を目標や規範

や指令を介して操舵しているわけではないということによって条件づけられているのか

もしれない。その種の目標などが存在するのであれば、それが地域において遵守されてい

るかをチェックし、折に触れて修正すればよいという話になる。しかし世界社会の中枢が

（言うまでもなくとりわけ国際的な金融市場が）発生させるのはゆらぎであり、そこから

地域ごとに散逸構造が、また自己組織化の必然性が生じてくるのである。経済システムに

おいてはそれは企業を介して、あるいはまた投資ファンドを通して生じ、そこから今度は

地域における生産と労働の可能性に影響が及ぶということもあるかもしれない。あるい

は宗教システムでは個人にとって魅力的なモードのゆらぎを通してであり、次には宗教

的原理主義がそれに反応する、ということになるかもしれない。政治システムでは世界的

強国の優位が崩れ、自己主張の野望をもつ地域的諸単位がその事態に反応するというこ

とになるかもしれない。とりわけ国民国家が存在し続けているということから、世界社会

の内部において、その揺らぎを徹底的に利用しつつ地域的な利害関心が引き立たせられ、

そうすることで強められるという事態が生じてくる。例えば諸国家は、地域的な投資目的

のための資本をめぐって、国際的な金融市場で競合する。だから国家においてこそ、「グ
．．．．．．．．．．．

ローバル」と「地域的」とのこの差異が可視的となる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。世界の政治システムがひとつの諸

国家システムであり、このシステムは個々の国家が自身を統一体と考えることをもはや

許さないのだが、だとしても今述べた事態は何ら変わらないのである。（DGDG:1101-
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1102、傍点引用者） 

 

ルーマンの議論はグローバリズムのナショナリズムへの再参入を示唆するものである。

グローバリズムとネーションは相反する価値を主張する。それゆえグローバリズムは、ナシ

ョナリズムの中に「負の値」として言及されている。ルーマンが示したように、「世界の政

治システム」は本質的に「諸国家システム」である。「世界の政治システム」は「個々の国

家が自身を統一体と考えることをもはや許さない」が、結局、ナショナリズムの中に観察さ

れることで、また「地域的な利害関心」を呼び起こす。グローバリズムのナショナリズムへ

の再参入は、ネーションにおけるグローバルと地域性との差異の可視化、つまり「グローバ

リズム／ナショナリズム」の区別を意味する。この区別によって、グローバリズムが（ナシ

ョナリズムの中に負の値として）観察されうる。この観察はまた自己集団の価値を確認し、

さらに、「自己集団／他者集団」のコードでの観察に刺激を与えていく。それゆえ、グロー

バリズムがナショナリズムの中で主題化され、そしてそれをナショナリズムのオートポイ

エーシスの一部として理解することは妥当性がある。 

ヒト、モノ、情報の流通という意味でのコミュニケーションの越境について考えてみよう。

2019 年から世界中に広がったコロナウイルスの爆発的な蔓延は、コミュニケーションの越

境の多様な可能性の一事例である。感染によるリスクの越境、及び国際間の支援によって、

ナショナリズムの超克が要請され、国民国家を越える連帯の形成にチャンスが与えられる、

と大澤は指摘した66。コロナウイルスの爆発の背後にある要因として、ヒト、モノ、情報な

どの世界規模の範囲での越境が挙げられうる。この意味で、コロナウイルスの爆発はグロー

バル化の「負の側面」、つまりグローバル化によるリスクとして認識されても差し支えない

と大澤は主張する。この主張に従えば、国民国家を越える連帯は、ヒト、モノ、情報などの

実体的なものの越境による連帯として想定できる。こうした越境する連帯の成立はグロー

バリズムのベクトルを有し、ナショナリズムに反するものとして理解されうる。 

だが、このような越境する連帯の成立は容易なことではない。上述のようなコミュニケー

ションの越境において、排他的なナショナリズム現象はしばしば見られてきた。例えば 2020

年 5 月でアメリカのトランプ政権が発表した報告書「中国に対する米国の戦略的アプロー

チ」はその一例である。コミュニケーション的なナショナリズム論によれば次のことが言え

 
66 2020年 4月 8日の『朝日新聞』第 13版紙面を参照。 
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る。コロナウイルスの爆発による多様な越境活動は、自己集団と他者集団の差異化をもたら

す。このことは、「自己集団／他者集団」のコードを用いる観察であり、常に自己集団の価

値を「正の値」として強調する。それに対して、他者集団の価値は「負の値」として言及さ

れるようになる。 

以上のようなコミュニケーションの越境において、結局ナショナリズムが不可避的に主

題化されていく。例えば、越境する医療援助、資金援助などはナショナリズムの超克の側面

を有する一方、それらの実行の過程において、各国の医療制度、医療用品に関する基準の差

異が不可避的に言及される。こうして、「自己集団／他者集団」のコードが再生産されてい

く。こうしたことは、インターネットにおける言説からよく見られる。特に他者集団に関す

る言説において、他者集団の価値は自己集団と異なる場合、しばしば否定的・排他的に取り

扱われている67。 

ネーションより上位の共同体を形成する際、そこから同様の論理を見出すことができる。

国境を越える共同体を形成する試みとして EUが挙げられうる。EUはヨーロッパ国民国家

の連合として、ネーションを越える権力機関（欧州理事会）や、ユーロに依拠する統一的な

市場を有するため、グローバル化の背景の下にネーションより上位の共同体の可能性を提

示する好例だと考えられる68。それにもかかわらず、近年においてそこには危機がしばしば

見られてきた。難民、経済格差などの問題によって、ヨーロッパにおける反グローバリズム

の台頭、及びポピュリズムや、ナショナリズムの高揚が引き起こされたと田中は指摘する

（田中 2016）。ここに垣間見えるのは、グローバリズムとナショナリズムの間にあるパラド

ックスである。実体論的なナショナリズム論の視点によれば、それは制度上の問題として捉

えることが可能であり、そのため、健全な制度を作り出すことを解決策とすることは一般的

 
67 例えば、コロナウイルスの世界範囲の爆発とともに、中国は最初に確認された症例の所

在国として、衛生状況や、患者の治療に関する人権問題について、他国のマスメディアか

らの批判が多く寄せられてきた。また、中国からの国際医療支援、特に医療マスクの寄贈

に関して、衛生基準や安全性についての批判はネット上でよく見られる（例えば次の動画

のコメント欄が挙げられる：https://www.youtube.com/watch?v=X5yy4WEcpp0〔2020年

3~4月の時点で〕）。 
68 国際連合（以下UN）もネーションより上位の組織とされている。ところが、ある意味

で UNは EUのような共同体の形を備えていない。というのは、第一に、UNは当該共同

体を規定する境界を持たなく、言い換えれば、それと対等する他者集団としての共同体が

理論的には存在しえないからである。第二に、EUと異なり、関税制度があるため、UN

は統一的な市場を持たないからである。この意味で、グローバル化による、ネーションよ

り上位の共同体の可能性を論じる際、UNより EUの方は説得力があると考えられる。 
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である。 

だが、制度がいくら「健全だ」といわれても、すべての主体に適応することは極めて困難

である。というのは、各国は価値の正当性についての判断基準が異なるからである。この困

難さは、実体論的なナショナリズム論に基づくグローバリズムとナショナリズムのパラド

ックスの現れである。コミュニケーション的なナショナリズム論に準拠すれば、この窮地に

ついて以下のように理解できる。EUを第三者の審級と見なすことができる。EUによる普

遍的な価値（例えば統一的な市場を作ること）は、超越的なものとして見られる。ところが

このような価値は、それぞれの構成員、つまりネーションに対しては正統性を持たなく、相

対的にしか見えない。というのは、ネーションの範域では、第三者の審級になり得るのはネ

ーションしかないからである。その結果、ナショナリズムの中の EU は常に一つの自己集

団の外部にある多集団の集合として観察されている。これで、「自己集団／他者集団」のコ

ードは再び言及され、さらにナショナリズムの再生産も促されていく。 

このことから再びグローバリズムとナショナリズムのオートポイエーシスの原理を見出

すことができる。EUとネーションはいずれも水平的で均質的な共同体として見なされうる。

ただし前者の構成員はネーションであり、後者は国民である。EUによる普遍的な価値は理

論的にそれぞれの成員国に対して適用できる。ところが、それぞれのネーションは独自性

（宿命性）を持つため、EUによる普遍的な価値は、結局、それぞれの成員国の差異を言及

するという事態を引き起こす。これは、大澤による普遍主義から特殊主義への反転とは同型

的な原理を共有するものでもある（大澤 2007：92）。 

イギリスの EU 離脱を例として説明しよう。それはしばしば経済や政治の状況の変容に

帰結されているが、コミュニケーション的なナショナリズム論によれば、それはコミュニケ

ーションとしてのナショナリズムのオートポイエーシスの過程として理解できる。EUの超

越的な価値は、イギリスに対しては相対的なものになる。それを言及・観察することで、イ

ギリスの自己集団の価値の正統性が不可避的に言及されるようになる。こうして、「自己集

団／他者集団」のコードの生成が刺激され、さらにイギリスのナショナリズムのオートポイ

エーシスが促されるようになる。 

以上のように、コミュニケーション的なナショナリズム論の場合、グローバリズムの問題

は結局、コミュニケーションとしてのナショナリズムの中で考察されねばならない。グロー

バリズムの問題は、ナショナリズムの様態から逸脱するものではなく、ナショナリズムの様

態を超克するものでもない。それは、コミュニケーションとしてのナショナリズムの中に再
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参入することで観察されているために、ナショナリズム論の中に生み出される問題である。

それゆえグローバル化や越境する共同体に関する問題を理解するために、ナショナリズム

論は常に有効である。コミュニケーション的なナショナリズム論の場合では、グローバリズ

ムとナショナリズムをめぐる諸問題について考察を行う際、問うべきなのは、グローバリズ

ムによるナショナリズムの超克の可能性ではなく、ナショナリズムの中にグローバリズム

が如何に現れてくるのか、そしてグローバリズムが如何にナショナリズムの再生産に参入

するのか、ということである。 

 

7－2－2 コミュニケーション的なナショナリズム論――実体論的なナショナリズム論

への救済として 

本研究は、一つのそれ自体にも適用できるナショナリズム論を提起した。実体論的な視点

を採るナショナリズム論は常に盲点の問題が随伴する。こうしたナショナリズム論は主体

―客体の図式を前提とするがゆえ、自分自身を観察する視点を欠く。コミュニケーション的

なナショナリズム論は、ナショナリズムのオートポイエーシスのメカニズムを示すことで、

その中に実体論的なナショナリズム論が観察されうる。コミュニケーション的なナショナ

リズム論と実体論的なナショナリズム論は区別として、またコミュニケーション的なナシ

ョナリズム論の中に再帰する。このように、コミュニケーション的なナショナリズム論は自

分自身にも適用できるという自己言及性を有する。コミュニケーション的なナショナリズ

ム論によって、実体論的なナショナリズム論の射程を広げることが可能である。 

ここで再びアンダーソンによる救済の概念を見てみよう。救済の概念についてアンダー

ソンは次のように説明した。宗教は聖なる言語の正統性を保障することで、「存在論的真理

に近づく特権的手段」を提供する（IC：63）。王国を支配する王は、「高くそびえた中央」に

いることで、安定な社会組織の妥当性の根拠となり、この場合、「人々の忠誠は、必然的に

階序的で求心的なものであった」（IC：63）。宗教と王国による世界観は人びとの世界理解

を形成する。それに基づく時間観念はさらに、人びとの生と死の宿命性の問題に解答を与え

ていく（例えば「メシア的時間」は、メシアの到来によって救済がもたらされるという信仰

を保障する）。こうして、宗教と王国は「人間の生を物の本性そのもののなかに植えつけ、

存在の日常的宿命性（とりわけ、死、喪失、隷従）に一定の意味を付与し、さらには、さま

ざまの仕方でそこからの救済を提供した」（IC：63）。しかし第 3 章で論じたように、宗教

と王国という文化システムによる救済は、近代性の作用によって、有効性が失われていく。
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その代わりにナショナリズムが新しい世界理解の枠組みとして、救済の役割を果たすよう

になる。 

アンダーソンはネーションを、人びとを近代的な喪失から救い出すという救済の機能を

果たせるものとして捉えている。ネーションの救済の機能を主張することで、彼はナショナ

リズムを擁護する姿勢を取る。アンダーソンの主張は実体論的な視点に依拠するものであ

る。ネーションによる救済は宗教や王国による救済の延長であり、それは主体―客体の図式

によるものとして、歴史的な過程の中で捉えられている。しかし情報社会において、実体論

的なナショナリズム論の限界がますます顕在化するようになる。こうした背景において、ア

ンダーソンによる救済の概念をめぐる再考も要請されて行く。救済の概念について、コミュ

ニケーション的なナショナリズム論は新たな可能性を与える。 

コミュニケーション的なナショナリズム論の場合、ナショナリズムはオートポイエティ

ックなコミュニケーションとして自己再生産的なものである。その自己再生産はネーショ

ンというメディアを介して、絶え間なく「自己集団／他者集団」のコードを再生産すること

で実現されていく。コミュニケーション的なナショナリズム論の文脈に従えば、上述の救済

の概念は、自己集団と他者集団という区別を用いて世界を理解し認識する過程として読み

替えることができる。この場合、救済は「自己集団／他者集団」のコードを用いる観察の枠

組みとして、そしてコミュニケーションとしてのナショナリズムの自己再生産の過程の一

環として理解すべきである。このように、コミュニケーション的なナショナリズム論は、救

済の概念に新たな意味を与え、すなわち救済の概念を「救済」していく。こうして、救済の

概念は新たに解釈されていく。コミュニケーション的なナショナリズム論による新たな「救

済」について二つの展開をしておきたい。 

第一に、ナショナリズムをコミュニケーションとして捉えることによってはじめて、ナシ

ョナリズムを考察する際に、ナショナリズムを直接的に批判することはもはや目的とはな

り得なくなること。というのは、ナショナリズムがオートポイエティックなコミュニケーシ

ョンであるのならば、ナショナリズムのあるべき姿を規定する「基準・モデル」はもはや成

立しなくなるからである。ナショナリズムをコミュニケーションとして考察する際、ナショ

ナリズムのオートポイエーシスのメカニズムに目を向ける必要がある。この場合では、ナシ

ョナリズムについて問うべきなのは「何である（べき）か（what）」ではなく、「如何にな

のか（how）」である。これで、人間を近代的な喪失から救済する手段であったナショナリ

ズム及びネーションは、このレベルから再解釈されることで、新たな意味が付与されてくる。
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コミュニケーション的なナショナリズム論による「救済」は、ナショナリズムを批判するこ

とではない。 

第二に、この新たな「救済」の概念によって、アンダーソンによるネーションの「未完の

プロジェクト」を再解釈することができること。コミュニケーション的なナショナリズム論

による「救済」は、アンダーソンによる救済の概念より上位の観察の水準に位置する。この

「救済」を可能にするのは、ナショナリズムの外部にある（近代性と宿命性の相互作用のよ

うな）ものではなく、コミュニケーションとしてのナショナリズムそれ自体に他ならない。

アンダーソンはナショナリズムを「未完のプロジェクト」として捉えている。その継続性・

未完性の背後にある原理は、大澤と Cheahが示唆したように、資本主義のダイナミズムの

原理である。資本主義の原理によってナショナリズムは常にその完成態に到達することは

なく、常に自己完結しない状態のままで自分自身を維持する。ナショナリズムの未完性は、

「自分自身を否定することでこそ自分自身の存立を肯定する根拠となる」というパラドッ

クスを意味する。だがコミュニケーション的なナショナリズム論の視点によれば、このパラ

ドックスが示しているのは他でもなく、コミュニケーションとしてのナショナリズムのオ

ートポイエーシスに他ならない。ネーションの普遍的な価値が常に実現できない未完のま

まだからこそ、コードを継続的に再生産でき、ナショナリズムのオートポイエーシスを促し

ていく。ナショナリズムのオートポイエーシスのメカニズムによって、ナショナリズムの

「未完のプロジェクト」としてのパラドキシカルな側面は、そのオートポイエティックな性

格として再解釈することができる。 

こうして、コミュニケーション的なナショナリズム論は、アンダーソンによる「未完のプ

ロジェクト」という捉え方を新たな視点で捉え直す。アンダーソンの言葉をあえて借用すれ

ば次のように言えるであろう。コミュニケーション的なナショナリズム論の視点は、ナショ

ナリズムの自己「救済」の可能性を拓いてきた、と。ナショナリズムの未完性――すなわち

常に普遍的な価値を求めつづけること――は一つの共通のプロジェクト＝目的としてネー

ションに収束する。コミュニケーション的なナショナリズム論の視点によれば、ネーション

はコミュニケーション・メディアとして、コミュニケーションのコードを規定しつづけるこ

とで、ナショナリズムにおける観察の継続を保障する機能を果たす。それゆえコミュニケー

ション的なナショナリズム論の場合では、ナショナリズムの未完性は他でもなく、ナショナ

リズムのオートポイエーシスそのものを意味するのではないか。コミュニケーション的な

ナショナリズム論の視点の下に、ナショナリズムの未完性を、それ自体の存立を意味づける
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根拠として読み替えることができる。この視点によって、その存立を揺さぶる「未完」の概

念は、自分の存立を保障する「救済」に転換されるのだ。高度情報社会の段階では、こうし

たナショナリズムをオートポイエティックなコミュニケーションとし、さらにネーション

をコミュニケーション・メディアとする視点の有効性は期待されている。  
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