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１　はじ めに

2004年４月８日，カタ ール のテレビ 局， アルジ ャジーラは，日 本人三 名がイラクの

武 装グル ープにより拘束さ れている ことを，三人 の映像付きで報道し た。武 装グルー

プ は， 自分た ちをサ ラヤ・ アル・ ムジャヒディン （Saraya al-Mujahidin ） と名 の

り，「日本は 長らく友人だ った自分たち を裏切り何故アメリカ合 衆国 の軍隊 に協力し

た のだ」 と日本政府を非難し， 自衛隊を三 日以内 に撤退させないと三人 を焼き殺すと

迫っ た。1

日本の主 流メディアは，三 人の安 否を気遣いながらも政府に彼ら の救出 へと向かわ

せる ための 世論を 盛り上げる のではなく，それ と全く 逆方向へと走り 出し た。「テロ

リスト の卑劣な脅し に乗って はいけない。 自衛隊 の撤 退はない。」 との小泉首相 の勇

ましい掛け 声に共鳴し ，メディアはいつ の間 にか政府の人質救出の責務ではなく拘 束

された三 人の「自己 責任」を問い始 めていた。メディアと政府が共犯的 に作り 上げた

自己責任 論によ り， 外国にいる邦人救出という政府と外務省の本来の責務は棚 上げさ

９
　
　

０

れ

た

自衛 隊派遣という新たなる国際的使命 にブレがないことだけが繰り返し確 認され

あろうこ とか，三 人を救出してくれと必死に訴える家族たちまでも，彼ら の自衛隊

撤退要求 に過剰に反応し た一部メディアからバッシングを受 け始めた。 エスカレ ート

するいやが らせと中傷のため，最後 には拘束された高遠菜穂子さんの母 親が，家族 の

言動 について 「若い二人が，少ない情報，追い詰められた状況の中で声を荒 立てるこ

とを，そぱでい さめることのできないもどかしさを， 痛感し ております。 世間をお騒

がせして 申し訳な い。」 と頭を 下げて弁明と反 省を言 葉にし なくては事 はお さ まらな

くなってし まっ た。

“We are the sons of Muslim Iraqi people. We were friends and on good terms. Why

did　you　betray　us and support the us forces which have violated　our soil,  our

sacred places and land and shed the blood of our children? It is time to retaliate.

Three of your nationals are now in our custody and you have either to withdraw,

or we will burn them alive"
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一方， 海外 のテレビ や新 聞は，武 装グル ープに拘束された三人 の被 害者 に自己 責任

を問う こ の光 景を驚き の目で眺め,   okami を持ち 出すなどし て各社そ れぞれ独 自の

文化 論でこの 摩詞不思議な 「日本的」 現象の謎解き を展開した。2外国のメデ ィアの

批 判的な 論評 にもかかわらずバッシングはおさ まらず，三人がようやく解 放され帰国

する頃 には自己 責任論はさらに「自己負担」論 へと新たなる展 開を みせて いた。 三人

とそ の家 族へのバッシングは彼らの帰国 後もしば らく続き，そ の辛 さが並 大抵のもの

で なかっ たことはそ の後の彼らの証言， 例えば今井紀明さ んの 「イ ラクでは一週間拘

束されたが， 日本では二週間以上， メデ ィアに拘束されたと感じ た」 などの発言を聞

く まで もなく 明らかであろう。

自衛隊 の海外派兵 は世論を二 分する大問 題で あっ た。 しかし.   2003年７ 月26日 に

「イ ラク特措法」 が成立し，多 くの反対意見にもか かわらず.   2004年1月から自衛隊が

イラクに派遣された。 これを契機に， 自衛隊は国内の 「国 防」 という本務と国境を越

え た 「国際貢献」というグローバルな任務を同時に担 うべきナショナルかつ グロ ーバ

ルな軍事 組織であるとの認識が次第 に広まっていった。これは， 日本国内だけで なく，

すでに国際的 な認識となっていることは， 三人がイラクで何故人質として捕 らえ られ

たか，そ の理由を考えれば明らかであろう。 自己 責任 の大合唱が， 今やグロ ーバル と

なった自衛隊の国際舞台 （イ ラク）からの撤退を求める家族の声の反作用として 沸き

あがったこ とは，「越境」す る日本のナショナリズムと， 同じ く国境 を越えて活 動を

続ける市民運動 の関係を考える上で象徴的な事件ではないだろうか。

ここまでの文 章の中で，私は自己責任論の主役とし てあえて 「メディア」 を主 語と

し て立てた。 メディア とは誰か。それは，他ならぬ私たち自身 のことである。 私たち

をとりまくメデ ィア環 境は，マスメディアと私たちの相互関係の産物である。マ スメ

ディアは，現代社会 に生きる私たち の多様な期待と不安をすくい上げて 画一化し， 実

はこれが 「あな た」 の姿な のだと分かりやすい 「私」 を提示してくれる。私 たちはそ

のイメ ージを自分に 取り 込み， 新たな装いの自 分を メデ ィア空間 に差し 出す。「私た

ち」はメディ アに縛 られ， 同時 にメディアを縛っているという共 依存 にも似た相互関

係がそこ にはあ る。

イラ ク日本 人拘束 事件の自己 責任論争は，メディアと私たちそして権 力との関係の

現代的意 味を探 る上で 見過ごすことのできない出来事である。 このすぐ れてメディア

的な現 象に私 たちが どう向き 合っ たかを分析し，それを足がか りに今ゆっく りと進行

している と思 われる 私たちの自己および 世界認識 の変容を探って みたい。

2 okami の視点で分析したのは，ニューヨーク・タイムズの“Freed from Captivity in Iraq,

Japanese Return to More Pain," New  York  Times, April 22. 2004．
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２　メディアと視点

2.  1　報 道のバイ アス ー プロパガンダ

国やメデ ィアは， 独自にあるいは時に結託して， 何らかの政治的な意図をもって大

衆をある方向 に導く ことがある。 それが事実の誇張・歪曲により大衆の感情 に訴える

ことで行 われる場合，「プロパガンダ」と呼ばれる。

プロパガ ンダ は， 社会を構成する人や組織がそれぞれ多様な考えを持ち，互いの意

見をぶつけ 合いな がら適度な緊張関係を保っている社会では効果的に機能しない。し

かし，テロや 戦争による治安悪化などで社会の安定が失われると， 私たちは権力 の流

す情 報を無 批判に受 け入れてあらぬ方向に動いてしてしまうことがある。

一つ 例をあ げよ う。 ４年前の米国がそうであった。

2001年 の9.11大惨事から約 １年 後の2002 年９月17日，米国 の国家 安全保障戦略とし

て 「ブッ シ ュ・ド ク トリ ン」（Ｔｈｅ National Security strategy of the United

states of America ）なる ものが提示された。 これは米国の一国行動主義 宣言であ り，

これ によりブッシュ政権は自らを国連 の上位のポジションに置くと宣言し たのである。

米国は国 連とは独立に軍事行動をとる ことができる，国連が米国 に「追従」するか ど

うかは国 連次第であるというのがブッシュ流一国行動主義 の基本的考えである。 この

戦略は， この約半年後にイラクへの武力行使という軍事行動として具体化し た。

ノーム・チョムスキ ー（Ｎｏａｍ Ｃｈｏｍskｙ） は，ブ ッシュ・ドクトリンは，国内的

には米 国民の恐怖心を煽るプロパガンダとして機能したと述べている。フセイ ンの脅

威を大げさに演出することで国民 に恐怖心 を植えつけ，そ れをイ ラク攻 撃への賛成票

へと結び付けたという のだ。チョム スキーは， このプロパガンダが どれほどの成功を

収めたかをインドのFrontline 誌のインタヴューで次のように述べている。

In the last few months, there has been ａ spectacular achievement of

government-media propaganda, very visible in the polls. The international

polls show that support for the war is higher in the United states than in

other countries. That is, however,  quite misleading, because if you look a

little closer, you find that the United States is also different in another

respect from the rest of the world. Since September 2002, the United states

is the only country in the world where 60 per cent of the population believes

that Iraq is an imminent threat－something that people do not believe even

in Kuwait or Iran.

Furthermore,  about 50 per cent of the population now believes that Iraq

was　responsible　for　the　attack　on　the　World　Trade　Centre.　This　has

happened since September 2002. In fact, after the September l l attack, the

figure was about 3 per cent. Government-media propaganda has managed

to raise that to about 50 per cent. Now if people genuinely believe that Iraq
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has carried out major terrorist attacks against the United states and is

planning to do so again, well, in that case people will support the war･

“Iraq is ａ trial run” by Noam Chomsky and VK Ramachandran,  Frontline

India ，April 02. 2003

9.11の大惨事はイ ラクに原因があると考える米国民は事件直後は わずか３パーセン

ト だったのが，ブッシュ・ドクトリン後 の政府とメディアのプロパガンダのため にわ

ずか半年ほどで50パ ーセント に跳 ね上がったということだ。

この恐怖のプロパガンダは，そ の効力が国民の隅々まで浸透するように，日常レベ

ルで具体的に行われたようである。その代表例が，毒ガス対 策とし て政府とメディア

が推奨する目張り用 のダクトテープである。これについては， 冷泉彰彦の興味深い現

地報告があるので，その一部を引用する。

同じことが， テロ警報に怯えた２月13日前後のアメリカ にも言えます。 生物化

学兵器のテロがあるかもしれないからと，多 くの人が「ガ ムテ ープ」 を買いに走

りまし た。 テープの中でも，エアコンの暖気が 「漏れな い」よ うに 「ダクト」 の

結 合部を密閉するための 「ダクト・テープ （ダク・テ ープ と発音する）」 が 「一

番 良い」 とされて，全国の金物屋（ハード ウェア店）か ら消え てなく なっ たと言

い ます。

これも大邱 の運転手や乗客 と（犠牲になっ た方には失礼で すが， あえて 言わ

せて いただくなら）同じ誤解に基づいています。 本当 に化 学兵器で 攻撃されて，

空気 中に相当 量の毒素が含 まれて いたとして， ダクト・テ ープで 家を塞いで我

慢 するのが得策なのでし ょうか。 むし ろ逆で，本当 に危ない状況であ れば， 一刻

も 早く新鮮な空気のある場所へ逃げる方が生存の確率は 高い と思い ます。

第一，戸 外の空気が瞬時 に致死量に達するほど毒素の濃い状態であれば，ダク・

テ ープの 「目貼り」 で何とかなるというのは，甘い と言 わざるを 得ません。 どん

な にダ ク・テープで密閉して も， 空調を通じて毒 素は入ってくるはずで，そ うな

る と大気 の循環で 毒素が消え るのが早い戸外よりも，密 閉した 室内 に我慢して い

た方 が致死 量摂取の危険は高くなる 可能性 もあり ます。

アメリカで唯一 と言っ て良い生物 兵器テロ事件は,   2001年秋 の炭疸菌事 件でし

たが，これ も郵 便物に仕掛け られた粉 末状 の菌が密室で開封された時 に，深刻な

被害 をもた らし てい ます。 そ の教訓とも反し ていま す。 それよ りも何よ りも，

「外が恐 いから，内 にこもれば安全」 という心 理が， 誤解以前 の思考停止状態 だ

と言うこと もでき るのでしょう。

JMM  ITfrom 911/USA レポート』 第80回目2003 年２月22 日

多様な意見のぶつか り合いを認 め「自 由と民主主義」 を標榜する米国社会ですら，
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こう いった報道バイ アスでこうも たやすく 動揺してし まう のである。 もちろん，9.11

の惨劇から一年 足らず， あの惨事が米国人 たち に与え た傷の深さは相当な ものであ

り，多く の人が不安を抱え たまま生きてい たのは事実であろうが。

2. 2　 報道バイアスと私たちの認知過 程

私 たちは， 報道バイアス，あるい はプロパガンダに対し て， 分かっ ているつもりで

もつい巻 き込まれてし まう のは何故なのか。最近の認知科学分野の研 究を土台に， こ

の問題を考えて みよう。

現代社 会に生きる私たち の多くは，自分は「自律し た個人」 として 「自由意志」 で

行動して いると信じ ている。この信念は 「すみずみまで 自覚でき る意図によって， 一

つ に統一 された自己」 という共同幻想に基づいている（下條1996:278) 。し かし， 下

條による と，認知 科学や神 経科学の分野ではこの数十年，「人は自分で思って いるほ

ど， 自分 の心の動き をわかって はいない」（1996:4） とい う認知過程 の潜在性 のド グ

マをめぐって研 究が進められているとのことである。そして，私 たちの行動は「自由

意志」のような 顕在的過程（意識）と同時 に，潜在的 過程 （無意 識） にも大きく影響

されている ことが経験的な研究を通じて明らかになってきている。3.4

私たちは，いつ どのようなプロセスを経て顕在的 過程である 「意識」 をもつように

なるのであろう か。 また，顕在的課程である意識と潜在的 課程である 無意識はどのよ

う な関 係 に ある の だろ う か。 最 近の 認知 科 学や 発達 心 理学 では ，「心 の 理論 （a

theory of mind ）」 という 他者 の心を理解し他者 の視点 で事 態を眺め る潜在的 認知

機能 の発 達が， 顕在的過程である意識の誕生に大きく関わってい るので はないかと考

えられてい る。

心 の理 論の研 究は， チンパンジー の欺き行動の観察等に基づく 霊長 類の心的能力の

研究か ら始 まったの だが,５そ の後ハインツ・ウィマー（Heinz Wimmer ） とジョセ

フ・ バー ナー（Josef Perner ） がヒト の幼児期における 心の発 達研究 に応用して 大

きな成果 をあげて いる。6

３ 下條 （1996:13） は， 本人の自覚 がな いにもかかわらず， 刺激が知覚や行 動に明確な影 響を与

ている時， そうし た無自覚な心の働きを総称して 「潜在的な 認知過程」 と呼ぶ。 さらに，下條

は （1996:10）は潜在的認知 過程は， 深層心理学の意味での「無意識」よりも広 い行動・認知・

神経科学的な 過程を指すことぱで，「暗黙知」 という 概念が一番近いと述べている。

４ 下條 （1999:189-209 ）は ，意識のコ アー 意識の周辺 一無意識の境界はたえず ゆらいでいて連続

的である と考える。 本稿では 「無意識」という用語を意識の周辺も含めた潜在的過程の意味で

用いる。

５ 「心の理 論」 が 最初に提 唱された のは,   Premack and Woodruff （1978 ）の チンパン ジーの

他者理解 についての研究においてであ る。

６ Wimmer and Perner （1983 ）を参 照。 現在で は， さらに バロン ＝コ ーエン（Ｓｉｍｏｎ Baron-

Ｃｏｈｅｎ） らが自 閉症 の基本的障 害を心の理論 の欠如と考える新し い見方を提唱 し，現 在障害

児心 理学の分野においても心 の理 論を意識した研究が盛んに行われている。 これについては，

Baron-Cohen,  Leslie and Frith（1985 ），Baron-Cohen  （1995 ）を参照。
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Wimmer and Perner （1983 ）は， 他者の心的 表象の理解能力を探 る心理テストで

ある 「誤信念（false belief）」 課題 とよ ばれる実験を開発し， 人間の幼 児の心の理 論

の発達過程を 探っ た。 誤信念課題を正し く解く ことのできる子は，三・四歳の段階で

は殆どお らず， 四～ 六歳にかけて正答率が上が ることが分かった。そ の後 の追試を含

めた一連 の観 察を踏まえて ，バーナーらは心の理論の発達時期はおよそ四歳頃か らと

結論している。

私た ちは， こうし て幼児期 に身 につけ た 「心の理論」， すな わち他者の立場に 立っ

てモ ノを みる 能力を， 無意識のうちに利用しな がら世界を眺 めている。こ のこ とを 実

感させてく れる非常にいい例とし て，鈴木孝夫の日本語の呼称 の使用 について の観 察

がある。7

私たち が家 族を 「お とうさん」 や 「ねえちゃん」 のような 親族名称で呼 ぶ場合， 当

然 のこ とだが， 自分を中心に自分と相手の関係を示す表現を用いる。父 親は 「お とう

さん」 となるし， 姉は 「ねえちゃん」となる。し かし，私たちが家庭で互いを呼 び合

うときに， この原則から逸脱し た，一見非論理的で奇妙な親族名称を使うことがある。

例えば， 母親が息子を自分の兄でもないのに 「お 兄ち ゃん」 と呼 んだ り， 同居して い

る自分 の父親を 「おじ いちゃん」 と呼ぶ場合で ある。 このような家族 の呼び方は， 日

本語母語 話者な ら指摘されれば誰もが思い当たるであろう。鈴木は， この呼称 の使い

方 の裏には， 実は 彼が第 二の虚構的 用法と名 付けて いる次の法 則がある こと発見し

た。8

親族名称 の第二の虚構的用法：

日本 の家 族内で， 目上の者が目下の者に直接話し かける ときは，家族 の最年 少者

の立 場か ら，そ の相手を見た 親族名称を使っ て呼 びかける ことができる。

鈴木 が見つ けたのは，日本語母語話者は家族を親族名称で呼 ぶ場合には 末っ子 の視

点を借りるのという認知的傾向をもつということである。家族を呼ぶときに自分が末っ

子 の立 場に立っていることを自覚する人などど誰もいな いであろう。 私たちは全く無

意識 のう ちに自分の視点を末っ子 に移行しているので ある。 この現象は， 他者への視

点 の移行 は 「無意識」 のうち に全く自覚なしに行なわれるこ とがあ るとい う事実を端

的 に示してい る。

さて， 意識と無意 識の問題にたち戻ろう。下條 （1999:164） は，私たち の意 識（顕

在 過程） と無 意識（潜在過程）との関係を，心の理論の観点 から次のよう に述べてい

７ 鈴木 （1973 ）参照。

８ 普通 言われる親族名称の虚構的用法とは，血縁関係のない 他人に対して 親族名称を使 うヶ 一ス

である。 例えば，若者が自分とは血縁関係のないお年寄りに「おじいさ ん」や 「おぱあ さん」

と呼 びか けるよ うな場合である。
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る 。

意識は他者の存在の気づきとともに（本人に）気づか れ， また逆に，無意識とは，

本人の気づかない 他者の視点で 見た自己なのである。

下條 は， 無意識（潜在的過 程） とは，無自覚に他者の視点 を借りて 世界を 認識 する

こ とであ り， それは自己認識 についても当てはまると考え る。 つまり，心 の理論を 自

己 認識にも広げ，「自分 の認知 や行為に関することも， 本人にとって直 接無条件 に与

えら れる のではなくて， 他人の心と同じく推定する必要がある」（下條1999:169 ） と

仮定する。9

例え ば， 痛 みな どの感 覚的 語 彙の獲得 を例にと ると，「痛い」 とい う内的感 覚 と

「痛 み」 という語 彙の関係は， 転んでひざを打ったときにお母 さんから 「痛いの ？」

という問 いか けがあって初めて成立する。 その時，子 供は 「痛み」 の意味をあらかじ

め知って いて，そ れと自分の個別の体験を結びつ ける という ので はなく， こどもは他

者の発するこ とぱ（外延） から内的状態として の「痛 み」 の意味 （内包） を推定して

学ぶのだ と考え るのである。 自分のありさまは， 他者 の視点 を借りて， もうひとりの

他者として観 察することでし か認識できないという のが心 の理 論の下條流の強い解釈

である。

プロパガンダ を始 めとする報道バイアスを考え るとき，政府やメデ ィアなど発信側

の意図や発信テ クニ ックが話題となることが多い。しかし，今 議論し たように， 私た

ちの世界 認識が 他者の視点に立っ て行われており，それが無意識で 潜在的 な過程であ

るとする と， 報道バイアスの問題はむしろ受信 者である私たち の側 の問題として考察

し 直す必 要があ るのではないだろ うか。

２。３　報道バイ アスを受 けやすい私たち

高度情報化社 会は， 実は情報過多 によ る不確かで不透明な社会で もある。 人は雑多

な，時には相反 する 情報の洪水に日々圧倒されて暮らしている。脳死 問題， 郵政民営

化論争 に年金問 題， 憲法９条をどうするか，こ れら自分 の暮 らしを左 右する大問題を

前にして どう判 断し てよいのか途方にく れてし まう。そんな時，メデ ィアがタイミン

グよくこれら の難問 に対し て明快な切り口を示してくれるこ とがある。

私たちは，他 者の視点を借りて 世界を眺める 認知的 傾向があると述 べた。 視点 の移

行は潜在的過程であ り， 私たちは全く無自覚に他 者へと視点を移行さ せる。 メディア

もその一つ。私 たちは， 時には複雑な現象を分か りやすい切り口で解 説し てくれるメ

ディアへと無意識に視点を移行させる。メディアの視点は 次第に私 たち の一部となり，

９ こういっ た自己 認識へのアプローチは，ジャック・ラカン の構築主義的な アイ デンティティ観

に 通ずる。
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「すみずみまで自 覚で きる意図によって，一つ に統一された自己」 という共同 幻想を

もって生き る私 たちは， 内面化し たメディアの視点をいつしかそ れが 自分独自の視点

である と錯 覚する。

こ のよ うに， メディアの視点は私たちの無意識 に働きかけ，私 たちはそ れを無自覚

に内 面化 する傾向をもっていることに注意する必 要がある。現 代の不確かで 不透明な

世界で， 特に社会に不安が広がっている状況では， 報道 バイ アスの効果 はとりわけ強

力な はずだ。 下條（2003 ）は，不確かさの中での判断のバイ アスとして， 発信側のバ

イ アスと受信側 バイ アスの二種類があると指摘する。10前者の一つは， サン プリング

バイアスといわれるも ので，発信側の情報の取捨選択の仕方で 情報に偏りが生まれ，

そ れが受信側 の判断に影響を 及ぼすケースである。後者の一 つに 「動機バイ アス」，

つまり自分の信じたいものだけを受け入れる受信者側のバイアスがある。 この二つが

タ イミングよく合わさると 「情報は事実から離れ， 雪だるま式に独り歩きを始める」

という。 この 「情報 の独り歩き」 のメカニズムをうまく利用すれば，情報を発信する

側が受 け手である大衆を操作するこ とは可能である。 情報操作のテクニックを駆使す

れば，「イ スラム原理主義 ＝テ ロリスト」というような ステレオタイプ を反応図式 と

し て受け手の中 に形成 するこ とができる。さらに，メディアからこういった反応図式

がタイミ ングよ く提示さ れ続けると，それは私たちの潜在的認知過程に刷り込まれる。

私たちは，こうして刷 り込 まれた反応図式を自分で疑うことは極めて難しい。という

のも，私たちは無意 識に内面化し たメディアの視点を， 他ならぬ自分独自 の視点で あ

ると信じてし まうか らである。こうして，メディアの視点を内面化した私たちは， メ

ディア への批判 力を 低下さ せ，時 には思考停止 に陥ることもあるのだ。11

森達 也は，無 意識の視点 から逃れられなくなる 状況を 「視点の固着」と呼 ぶ。 視点

は固着しやす い， だから，常 に自分の視点 を疑い，意識的に視点を変えてモ ノを 眺め

なが ら， 視点の転換 を身体化し ていくことが必要だという。 12 とは言え，自 分が 無意

識 にとってい る視点 に気づく のは簡単な ことではない。視点 の転換はどう すれば 可能

か，森 達也， 目取真俊， 柳田邦男 の三人からヒントを得たい。

10 以 下は， 下條信輔の朝日新聞のコラム 「ヒト 科学21 ・ 情報操作で揺 らぐ 「自由な個 人」」（朝日

新 聞.   2003年10月14日）の要約である。

11 メディアの視点は，それを内面化した人々の発言と行動を通じて 強化 され，多 くの賛同者を引

き 連れてメディアに回帰する。メディアはその大衆の声をすく い上げて世論と呼び， 権力はそ

れに迎合する。私たち は，プロパガンダにより，ただ受動的に動かされるわけではない。 メディ

アや権力の視点 を無自覚 に内面化し ，そ の視点の強化に参加し，世論の形成に能動的に加わる。

このように，世論はメディアと権力そして私たちとの相 互作用 により形成されるのである。

12 森（2005b:77） を参照。
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３　視点の転換

3.  1　森達也の 『Ａ』の視点

森達也は， オウム 真理教の麻原逮捕か ら4か月後の1995 年９月， 荒木浩に 焦点 を当

て たドキュメンタリ ー 『Ａ』 の作成に向けて動き出す。 モチーフは 「オウム の中から

外 を見る」。 オウム の内 部に飛び込み外の社 会を撮 影して わずか三日で， 「慣れ 親し

んで いたはずの社会」 に「かつて一度も目 にしたことのない，剥き出しの表情」（森

2002:50） がひし めいてい ること に気づ く。 メディ アの視点を 裏返し て オウ ムから 社

会を 眺めることで，私たちと メディ アが他 者に対する想像力を停止し，世 論を後ろ 盾

に異物に対し て憎悪を剥き出し にする様子 に初めて光が当てられ，私たち の社 会の負

のメ ンタ リティーが戻り出さ れる。

『Ａ』を観る ことにより，誰もが自分が 「オウ ム＝邪悪な宗 教団体」 というステレ

オタイプ にとらわれているこ とに気づくはずだ。 と同時に， 善良な市民として の私は

相対化さ れ， 無自覚に異物排除の側 に立っている自分が見えてくる。 視点の転換 の重

要性を痛 感させてくれるドキュメンタリーである。

３。２　日取 真俊の「殺される側の視点・庶民の視点 ・低い視点」

目 取真俊は，『沖 縄 「戦後」ゼ ロ年』で，沖縄 戦の写 真やビ デ オ映 像の見かたにつ

いて注意 を喚 起し ている。彼は，これらの写真やビデオ映像の多 くは米軍の記録班 に

よって撮 られたものであり，それらを見る時には 「カメラの視点」に注意しなくては

ならない と述べる。

例えば，米 兵が砂糖キビ畑や防空壕に火炎放射器を噴射する場面が多く残されてい

るが，殆 どの写真や映像は噴射する米兵の肩越し に撮られている。 目取真は，ここで

洞窟やキビ 畑に隠れていた住民や日本兵がどういう視点で 火炎放射を見たかを想像し

なければな らな いと言う。

恐怖 と緊張 に見開かれた住民や日本兵の目に赤い光が見え た次の瞬間には，熱風

とと もに火 の塊が迫ってきて，眼球は焼け， 全身は火に包まれ， 熱風を吸い込ん

だ 肺 も 焼 け て， 呼 吸も 出 来 ず に のた う ち まわ っ て い たは ず で す。（ 目 取真

2005:89）

こうして死 んでいった人の視点から見た光景を想像することなく， 米軍の写真や映

像を無批判 に眺めていると， 知らぬ間に 「攻撃する軍隊の視点 を内在化してしまう」

こ とになる と警告す る。沖 縄戦であ れ， アフガニ スタンやイ ラクで の戦争で あれ，

「攻撃する側 の視点 でとらえ られた戦争を， 絶えず相対化して， 突き崩して」 いかな

くて はいけない。「攻撃さ れる側の視点から，米軍 とそ の随行メディア が撮った映像

を とらえ 返す想像力を働かせねば」ならないと力説する。
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３。３　柳田邦男の「二・五人称 の視点」

柳田邦男は次男の死 と向き 合う 中で，死 の人称性がいかに重要か に気がついた とい

う。

死には まず私自身 の死，すな わち「一人称の死」がある。見知らぬ他者 の死は 「三

人称の死」で，私たちはこ の死 につ いてはさほど感情移入せず客観的 に眺 めるこ とが

多いであろう。死 にはさ らにもう一つある。そ れは，家族や恋人など 親密な 関係にあ

る 「あなた」 の死であ る。 これは「二人 称の死」 と呼ばれる。 人は二 人称 の死に直面

した時，死 にゆく 人のヶ アをすると同時 に大切な 「あなた」を失う 喪失感 に向き 合っ

ていかなくては ならな い。 かけがえ のな い人を失った悲し みの中で どのよ うに生き直

す のか，それは 「二 人称の死」 が本質的 に抱える 難しい問いである。

柳田 （2000:109）は， 医療者は患者 の死を 決して三人 称の死ととらえては いけ ない

述 べる。医療 者として の客 観的な目を保ちなが らも「二 人称 の立場を共感 的に理解」

して患者さ んに向きあ う， いわば 「二・五人称の視点」 が重 要だと主張 する。

メディ アの報道につ いて も， 今ジャーナリ スト や記者に求 められて いるのは 「二・

五人称 の視点」 だという。 事件を客観的 に報道するだけでな く，そ れによ って被害を

受けた人 たちやそ の家族に少しでも視点 を近づ け，共感 の気 持ちで 取材や 報道を行う

こ との重 要性 を強調する。 こうすることで， メディアの犯罪被害者に対 する過熱取材

にもブレ ーキがかかるはずである。

さ らに， 紛争地を取材する人も 「二・五人称の視点」 によ る報道を通じ て，無用な

殺し合い を和 解へと転じる道を拓くよう次のよ うに説いている。

どんな憎し みをぶつけ合う相手でもそ れぞ れに家族があり愛する人々がいる。殺

さ れたらそ の家族や恋人は悲し み， 生涯， 傷と憎し みを抱いて生きていかねばな

らない。 生活も苦しくなる。お互い，同じ ことが起こる。 そこでメディアは，両

方 の殺された家族 の悲劇を丁寧 に掘り起こし報道し つづけていく，そして国境を

越え てそ の情報を双方 に伝えていく，そういう努力を十年，三十年と 倦むこ とな

く 続けていけば，憎しみや忘れなられないような恨みがあってもなお，相互 理解

によ る 和解， 殺し 合 い の放棄 の道が どこ かで でて く る ので はな いか。（ 柳田

2000:112）

私たちは， 大事故や大事 件が起こるとついマスメディアやそこに登場する 専門家 の

視点で事 態を 眺めてし まう。そ んな時，「二 ・五 人称の視点」 を意 識し， 事件や事 故

あるいは紛争で被害を受け た人へと自分 の視点を 少しでも近づけることで， 大きな メ

ディアが強要しがちな 「三 人称の視点」か ら自由 になることができる。
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４　自己責任論 一 権力 への自己同一化

これまでの視点論を踏 まえて，イ ラク日本人拘束事 件のメディア 報道および メデ ィ

ア と私 たちが相互に刺激し 合いな がら盛り上げた自己責任論 について考えて みよ う。

４。１　自己責任論はどう盛り上がったか

政府と 保守系メディアは，事件発生直後から，歩調を合わせるよ うに自己責任論を

展開している。 まず， 事件報道の翌日 （９日）に早くも三人の自己 責任に言及し たの

は小池百 合子環境相 である。「一般に危ないところにあえて行く のは，自分 自身の責

任の部分が大き い」 と発言した。 読売新聞も９日の社説で三 人の行動の軽率さに苦言

を呈し た後.   10日の社説で 「イラクでは， 一般市民を巻き込 んだテロ が頻繁に発生し

て いる。 それを承知でイ ラク入りし たのは， 無謀な行 為だ。三人 にもこうし た事態を

招 いた責任が ある。」 と自己 責任を明 言し た。 これを受 けた形で，安 部晋三自民党 幹

事長が11 日に 「迷惑」 発言.   12日には外務省事務方トップの竹内行夫事務次官 の 「自

己 責任 の原則を自覚して， 自らの安 全を 自ら守る ことを改めて考えて もらい たい」 と

いう声明 に至った。 この発言 をきっ かけ に.   14日に産経新聞.   16日には毎 日新聞が社

説で自己 責任 論を展開しはじ めて 世論は一気 に盛り上がることになる。

さて， 私 たちは 政府と メディア の自己責任 につ いての 発言や報道 をどう見 たか。

「退避 勧告の出て いる危険な 場所に行って捕 まってし まうのは自分の責任」 という自

己責任 論に疑問を感じ た人はどれ だけい ただろう。13これに対抗でき る視点 を提示し

たメディ アは どれだけあっただろう か。自己責任論に対抗し うる視点はいくつかあっ

たはずだ。し かし， 私たちの多くは，国とマスメディアが提示し た視点に自分の視点

を無自覚 に移行 させた。 国という権力の視点を内面化し た私 たちは， 自己 責任の大合

唱に参加する ことでそ れを世論として定着させていっ た。国 とメデ ィアはこの世論と

いう大きな後ろ 盾を 得て， 彼らが果たすべき本来の責務，すな わち 海外で の自国民保

護という政府 の憲法 上の責務及び政府がその責務を果 たしているか をチェ ックすると

いうメディア の重要な 任務の実行を棚上げにし た。そして 「自衛隊 には国 際貢献とい

う仕事がある。撤退 はできない。」と言い，「新し い責務」 のみを 選択的 に果 たすのだ

という主張が まかり 通っ たのである。

４。２　国の視点と ＮＧＯ の視点

自己 責任論 の視点， それは 国の視点， 権力の視点である。 大塚英志(2001:566)は，

13 北海道新聞の次の記事 を参照。

「共同通信社 がイラク人質 事件での千歳市のボ ランティ ア高遠菜穂子さん（34 ）ら日本人三 人

の無事解放を受けて 十六， 十七両日に実施し た全国緊急電話世論 調査によると，事件解 決に向

け た政府 の取り組み を 「評価 する」と答え た人が68.4％で，「評価しな い」 の22.1％を大きく 上

回っ た。」（「イラク日本人人質事件 一 政府 対応 「評価」68% 」 北海道新 聞.   2004年４月18日）
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「私」を権力 と同一化 する傾向がこの十年で強 まっていると述べる。

90年 代の半ば， 自分たちはアジ アの国 々か ら強要された 「自虐史 観」 による 教

科書によって 「誇り」を傷つけられて きた， とある人々が言い出し たことをきっ

かけにこの国ではナショナリズムが「私」 捜し と結びつく。 教科 書を書き 直すこ

と， 憲法を書き直すことが 「私」の回復にな ると信じ，そし て強い知事， 強い首

相に 「私」 を重ね合わ せる人々が増え た。「権力」は 「私」 という個 人と対峙す

るものではなく， 不在で脆弱な 「私」が同一化する対 象となってし まったのがこ

の十年でこ の国 に起きた 最大の変化だとさえ言える。

事件 の被 害者である はずの三人と家族に罵声を浴び せた人たちの多く は，「自己責

任」のキ ャッチコピ ーに心く すぐ られて国 の視点を自分の視点として無自覚な まま取

り込 み，権 力の視点で 事件を眺めた。 これに対抗できるもう一つ の視点をすぐ に提示

できな かっ たのは， マスメディアそし てそ こで 発言権をもつ知識 人に大きな責 任があ

る。

自己 責任論にみられる国の視点に対抗し うる， もう一つ の分かりや すい視点 とし て

「ＮＧＯ の視点」がある。14. 15

彼ら三 人は， それぞ れ，イラクのストリートチ ルドレ ンの支援 を継続するため， 劣

化 ウラン弾の調査を本格的 に開始するため， マスメディアが伝え ないイ ラク戦争の真

相 をさぐ るため，危険 を覚悟でイラ クに入った市民活動家やフリ ーランス・ジャーナ

リ スト であり，拘束 前もＮＧＯ と密に連絡 を取りながら行動していた。

14 サマーワ派 遣自 衛隊 の現地取 材を続けていた北海道新聞の黒田理は，こういった視点で記事 を

書いてい た数少な い記者の一 人である。

混乱 の続くイ ラクの人たち が日本に期待するのは，日本政府の活動ばかりではない。 高遠 さ

んのような個人や 非政府組織 （ＮＧＯ） が中立の立場で， 小さく ても地道な 活動を続けて い

る。そ のことが草の根レベルで日本への信 頼感 を増している。自衛隊駐留 に反発す る人々 の

心さ え，日本につな ぎ留めている。（「高遠さ んら人質事 件を取 材し て 一 活動，必ず 理解得

るは ず」 報道本部・黒田理，北海道新聞, 2004/04/19 ）

今福 （2004 ）も ＮＧＯ／ＮＰＯ の視点からこの事件を分析し ている。

15 もち ろん，こ の事 件は，NGO だけでなく他にも様々な視点か ら見 るこ とが可能であり， 視点

を変えな がら多元的 に分析することでこの事件をより深いレベルで理解することでき るはずだ。

例えば，三人の身を案じながらバッ シングを受け ていた家 族たち へ視点 を合わせること，それ

は 柳田のいう 「二・ 五人称の視点」 から事件を見ることである。 倉本聴が今井紀明さんのお母

さん，今井 直子さ んへ宛てた手紙はまさにこの視点で書かれており，「国の視点」のアンチテー

ゼ となっている。手紙 の内容については，次の ＵＲＬ を参照。

httｐ://ｗｗｗ.jca.ape.ｏrｇ/wsf_support/messages/1658.html

また，武 装グループの視点でこの拘束事件を眺めると，米英 同盟軍 の主導で，存在しない大量

破壊兵器 の脅威 を理 由に始まったこのイラク戦 争とは何なのか，あるいは多くのイラク市民が理

由もなく殺戮されている現場に「人道援助」 として自衛隊を送ることの意義は何かなど，アフガ

ニスタンからイ ラクへと続く米国主導の 「テロとの戦い」の是非が視 野に入ってくるはずである。
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紛争地 のＮＧＯ は， あえて国家レ ベル の支援が届かな い土地へ赴き，情報収集な ど

の調査 活動や医療やインフ ラ整備な どの生活支援活動を行っている。アフガニスタ ン

やイ ラク にお いても.   9.11以 後に米 軍らが 「軍事介入」 を開始する 前から，ＮＧＯ に

よる様 々な 支援活動が行われていた。

ＮＧＯ は自分たち の活動領域 に軍隊が入り込むことを嫌う。 軍隊が入り込むことで，

彼らの支援活 動は大きく阻害されるからである。 彼らの活動が阻 害されるということ

は，とり もなお さず， 地元 の人たちへの支援が 滞るこ とを意味 する。 水や 食料に乏し

く，医薬品もわ ずか という 過酷な 状況で の生活を 余儀なくされている 地元 の人たちに

とって，ＮＧＯ によ る支援が滞るこ とは時 には死 を意味する。 だ からこそ， 情勢が変

化し て自分 の身に危険に曝される状況でも，多く のＮＧＯ は現地に留 まり活 動を 続け

よ うとするのである。

紛争地で活動 する ＮＧＯ が軍事介 入に反対 する のは， 単に自分たちの活動がし にく

くな るという 理由からだけで はな い。 国家レベルの軍 事介入によ り,   NGO 活動家 自

身の命が危うくなることがあるからである。たとえば， フランス軍が軍事介入に加 わ

る と，そ の瞬間 に地元 民のフランス人 ＮＧＯ 活動家 への まなざし は敵意と変わり，彼

らは常 に身の危険を感じながら援助活動を行わなくてはいけなくなる。

具体 例を一つあげよ う。9.11の惨劇から１ヶ月も経たない10月 ７日， 米軍はアフガ

ニスタ ンへの空爆を開始し た。 この時アフガニ スタンでは， すでに多く の ＮＧＯ が旱

魅 による 飢餓に対 処し ようと，厳寒の冬を迎える前に十分な食糧援助態勢を作るべく

奔走し てい た。16飢餓は 即刻手を 打たねばな らぬ大問題 となってお り， 国連やNGO

による食 糧や医 薬品の輸送が積極的に行なわれて いた。し かし空 爆後， これらの活動

が思うよう にで きなくなり， 救援活動が著し く阻 害される 状況 となっ たのである。17

アメリカ 政府 はこの空爆を 「人道的支援」 と呼 び， と「テロリ スト」 向けの爆弾制

裁だけではなく， アフガ ン市民への食糧・医薬品 の提供 という 人道援 助もこの空爆の

目的と主張した。そし て爆弾とともに食糧の投下 を行なっ たのである。投 下し た食糧

のパッ クにぱHumanitarian Daily Ration" の見 出し と星条旗，そしてそ の下に

“Food Gift from the People of the United States of America" と印 刷さ れて

16　　「中央ア ジアの旱魅 はすでにこの時点 で30年続 いてた という。旱魅により予想さ れる 被害はア

フガニスタ ンだけ で 「飢餓に直面す る者400万人，餓死線 上にある者100万 人」 と伝え られて

いる （2000年 ６月， ＷＨＯ）」 中村哲 「今世紀最悪 の大 かんぱつ」『ペ シャワール会報』68号，

2001年７月４日発行。

17 国境なき医師団 （ＭＳＦ）は 空爆 直後 の状況を次のように伝えた。

Until yesterday the UN and aid agencies such as ourselves were still able to get some

food convoys into Afghanistan. Due to the airstrikes the UN have stopped all convoys,

and we will find delivering aid also much more difficult. （“MSF Raises Concerns About

us Air Drops and Rejects the Link Between Humanitarian and Military Actions" October

9, 2001）

httｐ://ｗｗｗ.doctorswithoutborders. ｏrｇ/news/2001/10-09-2001.cfm
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い た。 こ の 「人 道的空 爆」 を 見て， 国境な き医 師団を はじ め現 地で活 動し てい る

ＮＧＯ は猛烈 にそ れを非難した。 人道援助と軍事介入の区別がなくな ることで， 地元

の人たち の中に援 助団体 に対 する狗疑心 が生まれ， 彼らの ＮＧＯ 活動 が決定的な 打

撃をこうむるからだ。それだけではない， 住民の目は 猪疑 から次 第に敵意に変わり，

時 には 彼らの 命さえ危険 にさらさ れる こともある。 政治的 中立の死守 は紛 争地で の

ＮＧＯ 活動 にとって 文字どお りの意味で 「命綱」なのである。18

自分た ちは軍 隊とは全く 何の関係もな いことを， 常にアピ ールし続 けるこ とが，

ＮＧＯ が自分の身を 守る ための鉄則である。 例えば.   JVC   （日本国際ボ ラン ティアセ

ンター）は次を 危機管 理の三 原則 としている。19

１。 まず 地域にとけこみ信頼 関係をつくる。

2 ．武器 を持た ないこと。

3. 軍隊 とは活 動をともにしな いこと。

軍隊 派遣が ＮＧＯ活 動に対し て悪 影響を 及ぼす のは， 日本の自衛隊の海外派遣 の場

合 も例外ではない。 ベシ ヤワール会の中村哲は，衆議院の特別委員会 （2001年10 月13

日）で 「テロは力で抑え込まないといけない ことが自明の理 のよう に議論されている。

アフガニ スタ ンで日本の信頼は絶大だが， 報復参加でだ めになる。 自衛隊 派遣は有害

無 益だ。 観念的な議論が密室の中で進行し ている。（朝日新 聞.   2001年10 月14日）」 と

述 べ， 自衛隊 による 「人道援助」 も ＮＧＯ と住民との信頼関係を壊してし まうと警告

を発し ていた。20

ＮＧＯ 活 動家や多く の市民 の反対の声にもかかわらず， 小泉首相は反対 世論を押し

切っ てイラク への自衛 隊派遣を決行した。 高遠さんが シンナー中毒のストリート・チ

ル ドレ ンたちを救う ために活 動を続けていた， あのイ ラクへ向けてで ある。

自衛隊 派遣 後， かつてき わめて 親日的だっ たイラク人たちは， 日本の ＮＧＯ， 市民

活動家や ジャーナリストたちにも敵意をあらわにするようになった。ドキュメンタリー

18 MSF-Holland のAusten Davis 氏は,  Christian Science Monitor のインタヴ ューの中で，

人道的支援 に政 治的 バイアスがかかった場合 の危険性を次のように警告している。

If aid is not perceived to ｂｅ entirely neutral and independent of political objectives it can

be claimed by one or both sides as ａ part of the war effort. Then aid and aid workers

become ａ legitimate target of war. Humanitarian action is supposed to be an expression

of hope and humanity in times of darkness －crossing borders and serving victims on

both sides, to show even parties at war can care for humanity while fighting their war.

（“Q&A: Afghanistan's humanitarian crisis,"  Christian Science Monitor, Oct. 11, 2001）

19 佐 藤真紀（2004）「問われるＮＧＯの危機管理」「イラク 「人質」事件と自己責任論』大 月書店。

20 ペ シヤワール会では，アフガニスタン人が非常に親日的であったので作業用ト ラックに日の丸

を 書いて活動していたが，自衛隊のインド 洋派遣 により対 日感情が悪化し，米軍 と同じ とみな

さ れて攻撃されかねなくなったのたため， 日の丸 をすべて消したそうであ る。
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映 画 『リトル バ ーズ 』でJCJ 大賞を受けた アジア・プレス の綿井健陽 は，拘 束事件

の約二 ヶ月前にファルージ ヤの街を取材した時に，そ れまでにはな かっ たよ うな日本

に対 する 敵意と憎悪 を感じたそう である。「日本はもう，イラ クの友 人ではな い。 米

国も英国 も日本 もみな， 神の敵だ。 テロリスト だ。米国 に協力する奴 らはみな 敵だ」，

「もしあ なた方がイ ラクの友人であるな らば， すべての武器を置い てきてほし い。 も

しそうでなければ，あな たたち日本人は覚悟しなければならない。最悪 の事 態を想定

しなければならない。 私たちが攻撃する可能性 もある」と地元民から警 告を受 け恐怖

を感じたという。21

こうして，アフガニス タンや イラクで政府とは独立に活動を続けてきた 日本 の市民

活 動家たちに対する住民 の視線が， 自衛隊派遣によって次第に猪疑や敵意へと変 わっ

てい ったのである。三人が武装 勢力 に拘束されたのは，かつて親日的だったイ ラク人

た ちの日本や日本人に対する まなざし の変化が原因なのである。 国境なき医師団な ど

ＮＧＯ 団体 の 「軍の参加 によ り ＮＧＯ も敵と みなさ れる」 という懸念 が現実の ものと

なっ たのがこの拘束事件であろう。 この拘束事件は，他でもない自衛隊派遣が直接 の

原 因な のだ。 これは，武装グル ープ の唯一の要求が自衛隊撤退ということから も明ら

かで はな いか。 とすると，事件の責任をまず問われるべきは， 自衛隊派遣を決行した

日本 政府 というのがごく自然なロジックである。 それとも， 政府の退避勧告に従わな

かっ た三 人が悪い のか。そ れは，ＮＧＯ の “Ｎｏｎ-Ｇｏｖｅrｎｍｅｎt”とい うコンセプトの

否定 につながる。国か ら独立して，国という既存の枠を越えて活動する のが ＮＧＯ で

ある。多く の国とともに，日本政府もその意義を認め， 国を超 えた組織の可能性にか

けて きた。 また， 私たちも， 国と常に緊張関係を保ちながら活 動するところ にNGO

の存在意義があ ると考えいたのではないか。

し かし ，私たち の多 くは， 誰もがすぐ に気づくはずの 「ＮＧＯ の視点」か ら拘束事

件を 眺めは しなかっ た。無 意識のうち に国へ視点を 移した まま， そ の視点をNGO

へと向け直 すことはなかった。国に視点がに張り付いたまま， 私たちは自己責任の合

唱に参加して いっ たのである。

５　 自己責任論 の裏にあ る私たちの無意識

昨年 （2005年） ５月に開催されたカンヌ映画祭で，イ ラク日本 人拘束事件の自己責

任論をモチ ーフ にし た小林政弘監督の「バッシング」 がコン ペデ ィジョ ン部門に公式

出品される とい う栄誉に輝いた。そ の後， 世界各地で 公開が決 まる中， 何故か日本で

はしばらく の間上映すらできない状態が続いた。22

21 綿井 （2005:128） 参照。

22　日本での初 上映は10月28日，浅野健一 の企 画による同志社大学の学生対象の限定上映。 その後，

11月20日に「第６回東京フィルメックス映画祭」 で初めて公式 上映 されコ ンペディジョン部門

の最優秀作品賞に輝く が，配給先は今 もまだ決 まっ ていな い（本稿の校正中 に（2/6）， 東京と

大阪で ５月末から上映が決まったというニュースが流れていること を付記す る。）
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小林監督によると， すで に映画作成の段階でこのモチ ーフに対する拒否反応があっ

たようだ。浅野 健一は 小林 監督 の談話を次 のように紹介し ている。23

映 画作 成の過程で も，「自己責任」報道 の影響があっ た。 監督が 北海道・苫小牧

で映 画をつくる のはこれが三 本目だっ たが，今まで協力してくれていた東京や札

幌 のスタッフ の中に「今回は 遠慮し たい」と敬遠する人たちが少なくなかった。

そ れ以 前に，「この作品をつくって大丈夫な のか， 大変なこ とにな るよ」と忠告

もあった。

何故こ の映 画はタ ブー視されるのか。そ れは，私たちの中 にあの自己責任 の大合唱

はなかっ たこ とにし たいという気 持ちがあるか らではないか。自己責任 論は，私 たち

がそこ だけは 触れて 欲しくないと願う自分の中の負 のメンタリティ ーとどこかで 結び

つ いて いる。

2.1節で 述べたよ うに，恐 怖など強いストレ ス下におか れて 情報バイ アスがかか る

と集団ヒ ステリ ーが生じて社会やメディアが一方向に走り出すことがある。スタンピ ー

ド現象で ある。 情報バイアスは， 一つのキャッチ コピ ーで劇的 に効果 が上 がることが

ある。 例えば， ボスニア・ヘルツェゴヴィナの紛争の際は，米国 の広告代 理店， ルー

タ ー＆フ ィン（Ruder  &  Finn）が創作した 「民族浄化 （ethnic cleansing ）」がそ の

役割 を果たした。　このキャッチコピ ーは，「セルビア人＝ ナチ スという図式を人 々の

脳 裏に植え付け （最上2001:88 ）」， それが 世論を 動かして 最終的には ＮＡＴＯ によ る

ユ ーゴ 空爆，ミ ロシェビッチ元大統領の失脚へとつな がっ た。24

このように， うまいキャッチコピーは大衆の深層心理をく すぐ り， 時には国際世論

をも動かすこ ともある。さて，「自己 責任」 が刺激した私 たちの無意識とは 何か，以

下ではそ れを考えていく。

５。１　「自律した個人」幻想のゆらぎと個人の砂粒化 の狭間で

「自己 責任」というキャッチコピーによって， 日本社会はあの時一種の集団ヒ ステ

リー状態に陥っていた。海外メディアが驚いたのも無理はな い。 認めたくないかもし

れないが，このことは みんなうすうす気づいているはず。 映画 『バッシング』を避け

る理由はここにある。

「自己 責任」というキャッチコピ ーによって刺激さ れた私たちの潜在意識とは何な

のか。 自己責任 の集団ヒステリーは，社会 の大きな変化 に伴う私たちの人間観のゆら

ぎという，思い のほか 大きな問題が 根底にあるというのが， この問題に対 する私の基

本的スタンスである。以下，現代社会におけるアイデンティティ幻想のゆらぎという

23　　「人権とメディア」第328 回，『週刊金曜日J No.584.   2005年12月 ２日。

24 高木 （2005）参照。
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観点からこの問 題を考 えて みたい。

近代日本では家族， 地域， 社会と様々なレベル で共 同体が機 能して いた。 核家 族化

の影響で，地縁・血縁 と呼 ばれた地域共 同体や家 族の絆は弱 まり， 最後 に残っ た企業

共 同体も市場経済のグロ ーバル化 の大波 を受けて崩壊 の一途を辿っている。

わずらわしい共同体 の崩壊 は望 むところであろう。なぜなら，私たちは共同体 に頼

らずとも 「自律した個人」として 「自由意志」で生きていけると信じているから。し

かし.   2.2節で 述べたよう に，こ の信念の基礎 にある 「一つ に統 一された自己」 とい

う自己アイ デンティティについて の共同幻想は社会の変化に伴い次第にゆらぎつつあ

る。25

共同体崩壊 によ り帰属や関係が希薄化し 「自己」 が孤立化・砂粒化し ていくの に，

「自律し た個人」 の共 同幻想は どんどん頼りなくゆらいでいく。 他人のこ とは 「関係

ないよ」26と迷惑が りなが らも，ひとり孤 立する 不安 にお びえる。 そんな時， 私たち

は何か大きな拠 り所を 思わず求めてしまう。 テレビ のスクリーンの向こうで， 包容力

溢れるまなざしが私た ちを見つめている。 自己 アイ デンテ ィテ ィの幻想が危機に瀕す

る不安の中で，そ れに対 処する方策の一つ，そ れは自己 を国 という権力 に重ね合わせ

ることなのだ。 私たち は権 力へと自己 同一化 をは かるこ とで，拠 り所 を失っ た空疎な

自己 を補強しようとする。

小熊 （2003:215） は，「ある種 のナショナリズム とミーイズム」 は一 枚のコイン の

表 裏の関係 にあり，高度成長期以降， この二つは 「同一の担い手の中に同居しながら」

か ら「手をたずさえて増加してきた」 ことを 世論調査を分 析することで明らかにし た。

自己 の砂 粒化によるミ ーイズ ム（私 生活優先志向）と自己を国に重ねるナショ ナリズ

ム （民族の 自信）。 一見相 反するこの二つ の志 向は， 拘束事件報道 の 「自己 責任」 と

いう キャッチコピーが触媒となって メディ アと私たちの中で化学反応をおこし，拘束

さ れた三 人とそ の家族へ の激しい憎悪 となって噴き出した。このメディアと私たち の

憎悪 の噴 き上が りを， モーリスースズキ （2004:205）は 「「自己責 任」 という価値観 に

服従せよという共同体ヒステリ ー」と述べ，当時 の状況を「人質たちに憎悪のメッセ ー

ジを発する ことにより，その 帰属と連帯を 強化しようとする試みが，全国規模で行 わ

れた」 と分析して いる。モ ーリスースズキは， 原理 主義的 自己責任の教義 は， いつし

か 「全体主義的 個人主義」へと変わる と警告する。

こ の極端な 原理主義は，個人は自 らのことのみ関心を持つべきであり，従って，

な にご とも社会に要求せず，国家 に「迷惑」 を及ぼすことを禁ずる，ポピュリス

ム によ るヒ ステリ ーの助けを借りた，政府および企業市場が強制する個人主義で

25 上野（2005） のアイ デンティティ論の変遷についての解説を参照。

26    ノーマ ・フィールド（2005 ）「アイデ ンティティ ー 「関係ないよ」 が根底に」 朝日新聞,   2005

年８月17日
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ある。 すな わち， 自己責任 の教義は， ここで 全体主 義的個人主 義(totalitarian

individualism ）に変質する。（モーリ スースズキ2004:205 ）

モーリ スースズキは 「強制」というが，実は （無 意識にではある が） 自ら進 んで受

け 入れて いるという点 で権力に「迎合」し た個人主義というべきかもし れない。かつ

て 自己 を補強し てくれたのは各人が帰属する企業や組織という共同体であっ たが，そ

れが崩 壊し た今， 自己 同一化の対象は「国」 という大共同体しかない。 私たちは孤立

する不安 を抱えてこの共同体に集う。そ こで私たちはメディアと ともに，国 という権

力に自ら進んで自己同一化し，権力の視点 を共有し始 める。権力 の視点 を内在化させ

たメディア と私 たちは，「国」 から逸脱し た 「異物」 を見つけて は 「正義」 を振りか

ざし ながら憎悪を浴びせ排除にかかる。 メディアと私たち が共 犯的 に行うこの異物排

除の儀式は，特 にオウム のサリン事件以降，標的 を変更し ながら何度も繰り返されて

きた。 そして，私たち の社会は今回ついに事件の被害者をもそ のターゲットにすると

いう前代未聞の 異様な 事態を生 み出してしまったのである。

６　結びにかえて

拘束事件が 起こっ た時， 大きく分けて二つの日本人のグループが自国の 「国境を越

えて」イ ラクで 活動していた。一つは ＮＧＯ やフリ ーラン ス・ジャーナリスト に代表

される 日本の市民活動家， もう一つ は政府が派遣した自衛隊である。とも に， 紛争地

で苦しむ 人々に援助の手を差し 伸べよう と，危険地域へと 「越境」した 人たちであろ

う。な のに何故，イ ラクの人々は自衛隊のみを毛嫌いする のか。何故人質を とって ま

で撤 退を 迫るのか。 国境を越えてスト リート ・チルドレンとつながろう とする市民活

動家 と， サマーワで武器を片手に給水活動を行う自衛隊の違いはな んな のだろ う。

「越境」 というのは，越える側にとって も越え られる側 にとって も緊張 を強いられ

る 不安な 事態で ある。 なぜなら，そ こには常 に他 者との出 会いがあるか ら。 越境する

人は， 期待と不安を胸に自分を他者へと開いていくこ とで はじ めて 境界の向こうの人

に受け 入れられる。 そして，彼らに受け入れられてはじ めて， 自分に何が求 められて

いるのかが分かるのである。この越境ではじ まる 他者との関係は， 互いの信頼を深め

るうちに互助の関係と発展していくこともある。 強い信頼 の絆をもって 活動し ている

市民活動家の中には，援助する側とされる側の境目や違い などな いのだと言う人も多

い。

さて，自衛隊は 「越境」することで他者と出会えたのか。そ もそ も自衛隊は 「越境」

し たのか。 米英同盟軍はイラ ク各地を爆撃し た後， バグダ ッド へ侵攻し てフセイン政

権を倒し，イラ クを占領した。侵攻とは境界を押し 上げることで あり， 占領とは境界

を破壊する行為である。境 界が破壊されたところ では，「越境による他者との出会い」

はない。 占領者 と非占 領者 の非対称的関係があるだけで ある。 自衛隊は，このような

境界が押し上げ られ破壊され た地 へと派遣されたのである。 専守防衛の自衛軍は，国
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境を越えて グローバル になる ことはなかっ た。国 境が失われた地 へと兵を進め，日 の

丸を掲げ，復興援助を行うと同時に中東の地 にナショナリズムを 拡散さ せたのである。

武 装グループが越境した 人質の解放のとひきかえに自衛隊を撤 退させよ と要求した

こと に対し， 日本の中 の自衛 隊撤 退反対 の声は圧 倒的だった。 私たちは， コリン・パ

ウエル のよ うに， 国境を越え 出て 他者とつながろうとする人た ちの勇気 と気概に拍手

を送る ことはなかっ た。27そうで はなく， 自衛隊海外派遣 によ る国際貢献 の夢 （その

実はナショ ナリ ズムの拡張） に多く の人がしが みついたのである。

人間関 係が希薄化する社会 の中で 砂粒化していく自分に不安を感じ る時， 私たちは

思わず大きな 力に自分を重ね たい気 持ち にから れる。確かに，自分 の視点 を権力へ移

行することで自己イメージは強化され，一時的には不安から解放さ れるか もしれない。

し かし，権 力による自己アイデンテ ィティ 幻想 の補強と引き換え に， 私たちは憎悪と

異物排除 の終わりのないサイ クル へとわが 身を差し出すこと になる のだ。

全体主義的個 人主義の呪縛 から自らを解き放ち，この社会 におけ る憎悪 の 「彷徨」

に歯止めを かけ るため には何 をす べきか。そ のた めには まず，私た ちの心の深部に巣

食うアイデ ンテ ィティ幻想か ら脱 却する必 要がある。

｢す べて は私の選択， わたし の自己 決定 にかかっている， わたし が選んだものは

私自 身のあ らわれであ り， 選んだも の，決定したことの一つ一つ がわたしを，私

のアイデンテ ィティを 形づくっている のだ｣。そ ういう思い を持つなら ば， 私た

ちは 自分の選択にこだ わりととらわれを感じ ずにはいら れな いでし ょう。 こうし

たこ だわりととら われ，そ れはこんにちの嗜 癖的， 依存症的 人間への第一歩では

ないでし ょうか。(若 田2002:166)

権力 への自己 同一化は， 自己 の絶対化 と同時 に他者性 の否定 につ ながる。 自分を権

力というイ リュージョ ンに重 ねる のではな く， 逆にすぐそば にいる身近な他者へ と視

線を向けて みよう。も の言 わぬ反 抗期の我が子， 別れ話を もちだす恋人， ホスピスで

終末期 のケアを受ける 夫な ど自分とのっ ぴきな らぬ関 係にあ る他者はあなた の隣 にい

るは ずだ。「じぶ んらし く」 あ らねばならない という強 迫観念28を 捨てて，そ ういう

身 近な 他者へと視点を 移し て自分を眺めてみよう。そこ には 相手に共感の まなざしを

向けて いる「複数」 のリ アルな自分がいるはずだ。 親密な他 者の視点を借りて自分を

見つ め直すことで， 複数のアイデンティティへと身を ゆだねて みよう。 あの大きな力

か ら私たちの視点を 奪回するために。

27
“And the Japanese people should be very proud that they have citizens like this willing

to do that, and very proud of the soldiers that you are sending to Iraq that they are

willing to take that risk."  （TBS の金平 茂紀 ワシントン支局長 によ るコリン ・パウエル国務

長官 へのインタビュ ーから.   2005年４月15日）

2≪ 鷲田 （1996:87）参照。
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