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戦争特派員
　ロバート・キャパの『ちょっとピンぼけ』は第二次世界大戦に連

合国軍（アメリカ軍、イギリス軍）の報道写真家として従軍した際の、

著者の回
メ モ ワ ー ル

顧録である。ハンガリー出身のユダヤ人報道写真家のキャ

パが連合国軍の従軍写真家になるまでの経緯は、結構込み入ってい

る。まずかれは、いかにして報道写真家になったか。キャパ（本名

エンドレ・エルネー・フリードマン）は 17 歳にして、共産党活動容

疑で逮捕される。これを契機としてかれは、ブダペストからベルリ

ンへ移る。元々キャパは、記者（ジャーナリスト）志望であった。

しかし写真通信社の暗室係として働くうちに、報道写真家を志すよ

うになる。ナチス政権成立後かれは、ウィーン、ブダペストを経て

パリに行く。報道写真家としてのキャパの転機になったのは、スペ

イン内戦に共和国軍の報道写真家として従軍したことである。とり

わけ『ライフ』誌に、その作品が掲載されたことでキャパの名は一

躍世に知られることになる。

　第二次世界大戦勃発後キャパは、取材活動の拠点をニューヨーク

に移す。かれの立場を難しくしたのは、母国ハンガリーが連合国側

に宣戦布告したことである。それによってキャパは、亡命者であり

ながらも「敵性外国人」の境遇におかれることになった。そういう

境遇のなかでキャパは、『コリアーズ』誌からヨーロッパ戦線の取

材依頼を受ける。アメリカ人でもイギリス人でもないキャパが（か

れが「ロバート・キャパ」の名で、アメリカに帰化するのは第二次世界

大戦後である）、連合国側の従軍写真家になれたのはなぜか。その一

部始終はまさに、『ちょっとピンぼけ』のなかで詳細に記されてい

る。いかにもそれは、手に汗を握る物語に仕上がっている。それは

それで、読者にとって興味深い。しかしキャパに取材許可が下りた
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理由は、もっと簡明であるとわたしは思う。要するにそれは、キャ

パが連合国軍を利用しようとしたのと同じく連合国軍もキャパを利

用しようとしたからである。

　一般に戦争は、A 国と B 国の間の軍事的な紛争をさす。その際従

軍写真家は、文字通り A 国軍か B 国軍のどちらかに従軍する写真

家をさす。そもそも A 国軍（ないしは B 国軍）が、かれまたはかの

女に仕事上の便宜を図るのはなぜか。もちろんそれは、従軍写真家

を軍事的な資源の一つとして活用するためである。何も戦争は、前

線でだけ行われているわけではない。すなわち戦争は、銃後におい

ても行われている。戦争報道はまさに、その前線と銃後を結びつけ

る役割を演じているのである。いやもっと単純に、こう言うべきで

あろう。戦争写真はそれ自体、プロパガンダの道具である、と。そ

してそれは、戦争写真家の意図とは一応別個の問題である。一般に

戦争写真は、さまざまに加工されたり、文飾されたりしている。そ

の際戦争写真家自身が、そういう過程に主体的に関与しうるわけで

はない。いずれにしてもかれまたはかの女の作品が、政治的な文脈

で消費されることは必至である。

　ノルマンディ上陸作戦のＤデイ（侵攻開始日）に撮影された数枚

の戦争写真は、キャパの代表作として知られる。『ちょっとピンぼ

け』によればキャパは、その攻撃部隊の第一陣に同行している。そ

の直前の心境をキャパは、こう記している。「戦争特派員の手中に

は、自分の賭け金──命──がしっかり握られている。その賭け金

をかれは、どの馬に賭けることもできるし、土壇場でポケットに戻

すこともできる」と。そこにはまさしく、命懸けで戦場に赴く戦争

特派員の立場が鮮やかに表現されている。もし戦争に際して、そう

いう戦争特派員がいなければどうであろうか。間違いなく人々は、

121第６章　暴力………
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戦況について何ら知ることはないであろう。キャパのＤデイの写真

は当時、世界中の人々に対して大きなメッセージを発したはずであ

る。のみならずそれは、社会学者や社会学徒にも大きなメッセージ

を発し続けている。すなわちそれは、「報道は戦争の不可欠の一部

である」というメッセージである。

　たとえば犯罪に、わたしたちが実際に巻き込まれることはまれで

ある。にもかかわらずわたしたちが、世界各地の犯罪について種々

知っているのはなぜか。もちろんそれは、報道が介在しているから

である。アメリカの社会学者 R. コリンズは非常識にも、「犯罪は社

会的な有用性をもつ」と言う（『社会学的洞察力』）。すなわち犯罪（よ

り正確には、犯罪報道）は、（1）人々の恐怖や不安を醸成することで、

（2）かえって人々の結束を強化する機能をもつというのである。

それと同等の構造は今日、暴力にも認められるではなかろうか。わ

たしたちは今日、各種のメディアによって結ばれている。そのなか

で暴力の存立構造も、従来とは変化してきている。たとえば「遠方」

の戦争を「身近」に感ずることは、世界の一体化を意味している。

のみならずそれは、恐怖や不安の無限の拡散をも意味している。本

章では「恐怖と不安の社会学」の文脈で、そういう暴力の現代的様

相について考えてみよう。

常在戦場
　人間にとって「暴力の根源は何か」と問うことは、事実の問題（科

学的問題）にはなりにくい。どちらかと言えばそれは、権利の問題

（哲学的問題）である。そして多くの人々が、「人間は本性上、暴力

的存在である」と指摘してきた。ここで再度、キューブリック監督

の『2001 年宇宙の旅』を取り上げよう。その映画が冒頭、太古の
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共通感覚
　エドガー・アラン・ポオの「アッシャー家の崩壊」という小説は

語り手の「わたし」が、沼の岸辺にあるアッシャー家の屋敷を訪ね

る場面から始まる。「わたし」はアッシャー家の当主から、数週間

そこに滞在するようにと招待を受けている。二人は親友でありなが

ら、何年も会っていないという設定になっている。「わたし」は屋

敷を見て、いつ崩壊してもおかしくないと直観する。そして建物の

現状は、そのまま一族の現状を象徴している。すなわちアッシャー

家自体も、いつ廃絶してもおかしくない状態にある。元々アッシャ

ー家は、名門の一族である。しかし目下、当主とかれの双生児の妹

以外に末裔は一人もいない。しかも当主兄妹は、ともに重病で、死

の淵にある。やがて物語は、「わたし」の直観通りに進行する。す

なわち最初に、当主の妹が亡くなる。そして当主本人も、その後を

追うように亡くなる。この一連の出来事を作者は、まさしく恐怖と

不安に満ちた物語に仕上げている。

　しかし何と言っても圧巻は、その最後の場面である。すなわちそ

こでは、屋敷がアッシャー家の末裔二人の亡
なき

骸
がら

とともに沼に沈んで

いく（「わたし」は命からがら屋敷を抜け出して、それを目撃する）。お

そらくそれは、読者の大半を震撼させるはずである。いやそれは、

そう単純な話でもないかもしれない。わたしはいま、「アッシャー

おわりに
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家の崩壊」の最後の場面は「読者の大半を震撼させるはずである」

と書いた。いったいわたしは、何を根拠にしてそう言うのであろう

か。より一般的にそれを、こう言い換えることもできる。人間の感

覚は本来、千差万別である。したがって「何に恐怖や不安を覚える

か」も、十人十色である。もしそうであれば、「恐怖と不安の社会

学」 に相応の学問的根拠はあるのか、と。それに対してわたしは、

「共通感覚」の概念を提起しておきたい。カントは『判断力批判』で、

人間の感覚を（主観的なものではなく）間主観的なものとしてとら

えようと苦心している。

　人々の共通の感覚としての「共通感覚（sensus communis）」は、

その中核的な概念である。もし「アッシャー家の崩壊」の最後の場

面に、読者の大半が戦慄を覚えるとしよう。カント風に言えばそこ

には、一つの共通感覚があるのである。本書の議論全体が総じて、

そういう共通感覚に基づく議論であることをここで断っておきたい。

その上で話を、再びポオに戻そう。「アッシャー家の崩壊」でのか

れの恐怖と不安のイメージは、「崩壊（fall）」に集約されている。

別の小説「メエルシュトレエムに呑まれて」ではそれは、「転落

（descent）」に集約されている（よく知られるようにそれは、主人公の

漁師が大渦に呑まれそうになる話である）。こういう恐怖と不安のイ

メージは古今東西を問わず、広く人々に共有されている。たとえば

ヒッチコックの『サイコ』で、被害者の遺体は車とともに沼に沈め

られる。その際観客は、ポオの上記二作の読者と同様の恐怖や不安

を体験するのである。

　わたしたちは３年前に、東日本大震災を経験した。文字通りそれ

が、「崩壊」と「転落」の経験であったことは縷
る

言
げん

を要しない。本

書の冒頭でわたしは、人間の恐怖と不安の根源を問うた。人間にと

159おわりに………
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って恐怖や不安の対象となるのは、予知（ないしは制御）できない

ものである。したがって恐怖と不安の根源は、人間の知性の限界に

あるというのがそこでの解釈であった。地震の発生は現状では、ま

ったく予知不能である。そしてまた津波の発生は、地震発生後にし

か予想できない。明らかにこれらは、人間の知性の限界を示してい

る。東日本大震災にともなう原子力災害も、基本的にそれと同じで

ある。3 月 11 日の地震と津波によって福島第一原発の３つの原子

炉は、一時的に（その期間をどうとらえるかは、それ自体論議の対象

であるが）制御不能に陥った。それに基づく恐怖や不安が、一つの

共通感覚としてわが国全土を覆うことになった（いや、いまも覆っ

ている）ことは断るまでもない。

　その上で東日本大震災が、もう一つの共通感覚を生み出したこと

は注目に値する。すなわちそれは、家族・地域・国家などを単位と

するコミュニティ感覚である。たとえば恋人と一緒に、ホラー映画

を観に行くとしよう。ひょっとしたらそれは、恋人間の絆を強める

かもしれない。実はそれと同等の現象が、東日本大震災に際しても

起こった。その当時多くの人々が、被災者支援のために活動したこ

とは記憶に新しい。恥ずかしながらわたしは、ほとんど何もしなか

った。東大寺と鶴岡八幡宮が合同で行った「東日本大震災物故者慰

霊と被災地復興への祈り」という儀礼に参列するために、鎌倉と奈

良の間を何度か往復したことを除いては。大震災の翌年に東大寺大

仏殿で行われた儀礼では、被災地南相馬市の中高生合唱団による合

唱の奉納があった。その合唱は当日の参列者一同の間に、名状しが

たいコミュニティ感覚を生み出した。大震災は逆説的に、人々の絆

を強める役割も果たしたのである。
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思考の現実化
　ハンガリー出身のユダヤ系アメリカ人の投資家（ヘッジファンド・

マネージャー）ジョージ・ソロスは、多彩な顔をもっている。一面

ではかれは、慈善家である。そしてまたかれは、哲学者でもある

（元々ソロスは、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで哲学者カー

ル・ポパーに学んでいる）。ここでは市
し

井
せい

の哲学者としてのソロスに、

少し目を向けたいと思う。かれの人間観の中核をなすのは、再帰性

（reflexivity）の概念である。ソロスはこう説く。社会現象において

は主体（思考）と客体（現実）は、そう截
せつ

然
ぜん

と区別できない。すな

わち主体は、社会参加を通じて客体に関与しうる、と。こういう主

体の自己実現の過程をソロスは、再帰性と呼ぶ。言うまでもなく投

資家は、経済アナリストではない。投資家は市場取引を通じて、市

場そのものに関与しうる。その意味では再帰性の概念は、投資家と

してのソロスの行動哲学そのものである（『グローバル資本主義の危

機』など参照）。

　社会学者としてわたしは、そこでのソロスの主張に賛同する。つ

まりは人間の生は、再帰的な構造をもっているとわたしも思う。そ

してそれが、「トマスの公理」と対応することをここでは指摘して

おきたい。「ある状況を、現実的と規定すれば、結果として、その

状況が現実のものとなる」という社会学者トマスの主張をさして、

「トマスの公理」と呼ぶことはさきに書いた（第１章）。簡単に言え

ばトマスもまた、そこでこう言っている。人間は本来、思考を現実

化する存在である、と。それを受けてここで、本書の理論的な枠組

みを改めて整理しておこう。たとえばある存在Ａが、ある状況Ｂに

おいて「恐怖と不安」を覚えるとしよう。いったいＡが、Ｂにおい

て「恐怖と不安」を覚えるのはなぜか。「トマスの公理」によれば

161おわりに………
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それは、Ａがそう感じるからである。しかしそれは、「恐怖と不安」

が恣意的な感覚であることを意味しない。というのもそこでの「恐

怖と不安」は、Ｂと結びついているから。

　本書ではこれまで、人間の「恐怖と不安」の諸相を取り上げてき

た。その際本書の関心は、（1）思考が状況を規定する過程と、（2）

状況が思考を規定する過程を双
バ イ ラ テ ラ ル

方向的に明らかにすることであった。

つまりは思考と状況の相互作用に、本書の中心的な関心はあった。

本書ではさきに、テロ行為を取り上げた（第６章）。いったい人々を、

テロ行為に走らせる誘因は何か。社会学的にはそれは、たえず思考

と状況の相互作用において探究されなければならない。平成 7 年

（1995）3 月 20 日の地下鉄サリン事件を頂点とするオウム真理教

事件では、幹部信者の間に高学歴の若者が多いことが注目された。

いったいかれらの多くを、テロ行為に走らせた誘因は何か。2001

年 9 月 11 日のアメリカ同時多発テロを扱った作品（L. ライト『倒

壊する巨塔』など）を読むと、その事件を起こしたアルカイダのメ

ンバーがおしなべて「故郷喪失者」であることが分かる。いったい

かれらを、テロ行為に走らせている誘因は何か。

　それらはすべて、「恐怖と不安の社会学」の問題である。そして

「恐怖と不安」からの解放もまた、そういう思考と状況の相互作用

のなかで生じる。J. デミ監督の『羊たちの沈黙』と R. スコット監

督の『ハンニバル』はそれぞれ、Th. ハリスの同題の小説を原作と

している。二つの作品は時間を超えて、一つの物語を生み出してい

る。ここでは小説版を中心に、その物語を簡単にたどることにした

い。『羊たちの沈黙』では女主人公のクラリスは、FBI の訓練生で

ある。かの女は目下、連続猟奇殺人事件の捜査に関わっている。そ

の過程でかの女は、天才精神科医ハンニバル・レクターに捜査協力
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を求めにいく。レクター博士は９人の患者を殺して、食べた凶悪犯

で、目下（精神病院の）獄中にいる。そしてかれこそが、二つの作

品の男主人公である。レクター博士は捜査協力の代償として、クラ

リスに過去を告白させる。それによればクラリスは、両親を相次い

で亡くし、親類の牧場に預けられる。

　かの女はそこで、子羊の屠殺を目撃し、大きな衝撃を受ける。要

するにそれが、かの女の「恐怖と不安」の根源であるというのであ

る。『ハンニバル』ではクラリスは、FBI の捜査官になっている。

そしてレクター博士は、フィレンツェに逃亡している。本来クラリ

スとレクター博士は、捜査官と脱獄犯の関係にある。しかし二人の

関係は、次第に親密なものになっていく。アメリカの富豪が復讐の

ために、レクター博士を襲撃し、拉致する。その際レクター博士を

救出したのは、クラリスであった。物語の結末で二人は、愛の関係

で結ばれている。こういう荒唐無稽な話をここで取り上げることに

何の意味があるのか、と不審に思う読者もおられるかもしれない。

わたしがここで確認したいことは、ごく単純なことである。これま

で愛の関係は、人間の「恐怖や不安」の鎮静剤として重宝されてき

た。そういう愛の関係もまたつねに、思考と状況の相互作用のなか

で生まれるというのがそれである。

悪夢の世界
　この 10 年ほどの間にわたしは、社会学の概説書を２冊物した

（『社会学』『社会学の歴史』）。概説書では事象を、文字通り概括的に

とらえることが求められる。そういう仕事を通じてわたしは、「社

会学とは何か」が何となく分かったような気がした。すると今度は、

より個別的な主題について思索を展開したくなってきた。昨年『プ

163おわりに………
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ライドの社会学』を著したのは、その第一弾である。そして今回、

第二弾『恐怖と不安の社会学』を世に問うことになった。そもそも

「プライド」も「恐怖と不安」も、社会学的な主題として異例である。

というのもそれらは、どちらかと言えば心理学的な概念であるから。

わたしはそれらを、 社会学的な概念として位置づけようとした。

元々人々が、プライド（誇り）をもったり、恐怖や不安を覚えたり

するのは社会的な文脈においてである。その意味では「プライド」

も「恐怖と不安」も、社会学的な研究対象となりうるというのがわ

たしの見通しであった。

　そのことの成否はまさに、『プライドの社会学』と『恐怖と不安

の社会学』 の読者諸賢のご判断に委ねるほかはない。内容的には

『恐怖と不安の社会学』は、７章の構成をとっている。そして章題

には、抽象的な言葉が７つ並んでいる（念のために言えばそれは、「原

罪」「分離」「信仰」「喪失」「危機」「暴力」「連帯」の７つである）。７

つの章題はそれぞれ、そこでの関心の所在を示している。しかし実

際には、それらの関心は相互に連関している。その意味では７つの

章立ては、ほとんど便宜的なものと言ってよい。ここでは一つの理

論的関心の下で、「恐怖と不安」の諸相を取り上げている。その意

味では７つの章立てを超えて、一つの主題が展開されるのが本書の

実相である。なお第２章と第４章では、議論の題材を日本文化のな

かに求めている。特段ここで、日本文化の独自性を強調したかった

のではない。議論の題材はどこにでもあることを、日本文化を通し

て示しただけである。

　人間にとって「恐怖と不安」は、ほとんど人間であることと同義

の問題である。しかし現代社会には、現代社会に固有の「恐怖と不

安」の様相がある。そのことに本書の中心的な関心があることは、
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