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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

哲学研究者に対して、「現代における対話の可能性」について思い至るものは何

でありどのようなものであるか問うとすれば、第一観としては、多くは、近代以降

の人間観あるいは倫理観のようなものや、あるいは、古代ギリシアにおける対話と、

それが行われた時代の、例えばアテナイにおける市民社会(2)が、思い起こされるも

のの幾つかの候補のひとつであるように思われる。 

しかし、これらは、今まさに我々が考えなければならない現代的な、すなわち現

代というこの時代において機が熟されたがゆえに我々の前に立ち現れた、そのよう

な問題の解決のために必要な満足のいく里程標を示しているかどうかは、もちろん

哲学対話の普遍的価値は評価すべきであるけれども、ある面においては、幾分疑わ

しいようにも思われる。なぜならば、今我々が生きているこの現代において我々の

目の前に立ち現れている問題の少なくない部分は、ヌスバウムが問題視するように

(3)、これまで正義の及ぶ対象として扱われてこなかった存在たちに対する我々の態

度が問題とされるようなものであるともいえるからである。 

本論文では、ソクラテス的対話について概観した後、そのような問題のひとつと

して、ろう文化を採り上げる。そして、異文化としてのろう文化が、現代における

他者との対話の可能性に関する重要な示唆を我々に与えるものであることを示し

つつ、採り上げられる問題に対する哲学の側からのアプローチの可能性を探る。本

論文の考察は、現代における古代ギリシャ以来の哲学対話の可能性の新たな里程標

となりうるものであるといえよう。 

 

１１１１    ソクラテス的な哲学対話ソクラテス的な哲学対話ソクラテス的な哲学対話ソクラテス的な哲学対話 

 

 ソクラテス的な哲学対話は、超大雑把にいえば、無知であるソクラテスが何かを

知っていると思っている人と、その何かについて対話をし、結局それが何であるか

を知らないことが明らかにされて、対話が終わるというものである。この超大雑把
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な言い方を受け容れるとして、もし、対話を続ける時間と体力とやる気が無尽蔵に

あれば、ソクラテスと対話相手は、それが何であるかについての探究の対話をどこ

までも続けることになる――ことも、納得できそうなことである。たとえば、『メ

ノン』の最後、『饗宴』の最後、『テアイテトス』の最後などは、それを感じさせ

る終わり方になっているようにも思われる。 

たとえば、『饗宴』においては、アポロドロスが最後に述べているように、夜が

明けるまで、アガトンとアリストパネスとソクラテスが酒を飲みながら語っており、

他の二人が眠ってしまったところで、ソクラテスは彼らを寝かせ、去っていったこ

とになっている。この場面は、時間と体力とやる気がある限り、ソクラテス的哲学

対話は続くことが示されているとも解せよう。（223b-d） 

また、『テアイテトス』においては、ソクラテスは、メレトスが自分を訴えたた

め、役所に出頭しなければならないが、明朝早く再会することをテアイテトスと約

束して去っていく。（210d）これは続編（『ソピステス』と、そしてその先に続く

『ポリティコス』も、であろうか）が暗に示されているわけだが、やはり時間が続

く限り、対話が続くことが伏流水のように、底流にあるということだともいえよう。 

その他には、『メノン』を見ておこう。この対話篇の最後のソクラテスの発言

（100b-c）は、いかにして徳が人間にそなわるようになるかということよりも先に、

徳それ自体はそもそも何であるかという問いをてがけてこそ、この点について明確

になるということを述べた上で、「だが今はもう、そろそろ僕は行かなければなら

ない。」としてソクラテスは行ってしまうのだが、メノンに対してアニュトスを説

得(4)するよう求める。これがうまくいけば、知恵の旱魃が起こっている（71a）アテ

ナイにおいて、メノンはひとつの功績を作ることとなる旨をソクラテスが述べてい

るが、この対話篇の後半途中から登場し、過去の徳ある者たちが自身らの息子たち

を徳ある者にできなかったことについてソクラテスと対話する、政治家でありソク

ラテス裁判の告発側の黒幕であるアニュトス(5)に対して、スピンオフのような意味

合いのものとして、ソクラテスが、メノンに対して、「自分の納得のいったことを

そのまま」説得すること、すなわちアニュトスとの対話を勧めていることを示して

いると解することもできよう。そうであるなら、ソクラテスによる、ある意味での

哲学対話の勧めであると解することも可能であろう。 

 

２２２２    現代における現代における現代における現代における哲学哲学哲学哲学対話の可能性について対話の可能性について対話の可能性について対話の可能性について 
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 哲学対話は、続けられる条件が揃っているならば、それが続く限り、続けられる

ものであるといえよう。また、探究に終わりがなければ、すなわち、最終的に「そ

れは何か」の知識を得ることができなければ、それは続けられるものであるといえ

よう。ソクラテスの遺産として、プラトンが保とうとしたものは、彼の「知らない」

という態度に他ならないのではなかろうか。そしてプラトンの哲学の底流に伏流水

のように流れているのも、やはりこの態度であるように思われる。この「知らない」

という態度に基づく哲学対話を、現代社会の具体的な問題（本論文においては「ろ

う文化」を扱うこととなるが、それ以外にも扱うべき問題は多岐にわたろう）に関

する検討に活かす試みが、これ以降で展開されることである。そして、対話の対象

は、直接的には現代社会の具体的な問題を扱うことになるため、「それは何か」の

知識を問うものではないけれども、その探究の底流に哲学対話的態度が流れていれ

ば、それは哲学的探究であると解されよう。(6) 

これ以降では、日本において、日本人でありながら、独自の文化の中で生きてい

る人(7)たちについて考える。それを通して、現代における哲学対話的態度の可能性

の再考を目指す。 

 

３３３３    見えない異文化の中にいる人見えない異文化の中にいる人見えない異文化の中にいる人見えない異文化の中にいる人――ろう文化の中にいる人々を例にろう文化の中にいる人々を例にろう文化の中にいる人々を例にろう文化の中にいる人々を例に 

 

我々は、ろう者について、何も知らないと言って過言ではないくらいに何も知ら

ない。「ろう者」と聞いて佐村河内守氏を思い浮かべる人もいるかもしれないが、

彼は感音性難聴であり、ろう者ではない。そのため、全く聞こえないわけではない。

もし彼の難聴の症状が極度に悪化し聞こえなくなった場合には、中途失聴者となる。

「ろう者」とは、生まれながらにして聞こえない人たちである。 

ただし、たとえば、彼は、自身の聞こえの状態を「水の中に潜っている状態が基

本で、そこに入ってくる音がものすごい曲がっている感じ」(8)と述べていたり、自

身の耳鳴りを「常にボイラー室の中に閉じ込められている感じで、頭をフラフープ

で揺さぶられてるような、めまいがするような、ボワワン、ボワワンって……」(9)

と述べていたりする。このように、難聴であるということは（もちろん医学的な基

準に基づいて診断されるのだが、難聴者本人のそれぞれの感じ方は、何らかの指標

により客観的かつ容易にそして的確に分類されるものであると安直に決め付ける
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ことはできないように思われる）、単に外界の音が小さく聞こえるというものでは

なく、それぞれの聴くことが困難である状態の人たちを安易にそして配慮なくまと

めてそう呼んでいるということなのであろう。 

 

４４４４    言語としての手話言語としての手話言語としての手話言語としての手話 

 

中途失聴者もろう者も手話を使ってコミュニケーションをとっているのだから

なぜそのような区別をする必要があるのかと疑問に思う人もいるかもしれない。し

かし、彼らが用いている手話は、全く異なるものであるといえる。中途失聴者の用

いる手話は、「日本語対応手話」と称される、いわば「手指化日本語」(10)である。

これは、大まかにいえば、日本語を手話に置き換え、日本語の文法や語順に従いつ

つ手指文字により言語表現を行うものである。日本における「シムコム」

（simultaneous communication : sim-com）であるとする者もいる(11)。それに対し

てろう者の用いる手話は「日本手話」と称される。日本手話は、近年では、日本語

とは異なる独自の言語のひとつであるとされる(12)。 

日本手話においては、日本語対応手話とは異なり、日本語の文法や語順に従いつ

つ手指文字を並べない。日本手話は独自の構造依存性と回帰性が見られる自然言語

であるといえる(13)。構造依存性の例としては、「大きい白い犬の家」を日本手話で

表現する場合、「大きい／白い／犬／家」と、ひとつひとつの単語を手話で表現し、

「｛（大きい 白い） 犬｝ 家」（「犬が大きくて白い」という解釈の可能性：

家の詳細は不明）や「（大きい 白い）（犬 家）」（「家が大きくて白い」とい

う解釈の可能性：犬の詳細は不明）や「大きい（白い 犬）家」（「犬が白い、家

が大きい」という解釈の可能性）といった解釈の可能性を有するが、「大きい犬、

白い家」といった入れ子構造を見出すことができないというものがある(14)。 

日本手話と日本語対応手話の他の相違点には、手指動作が用いられる点において

両者は共通であるが、日本手話においては、それのみでなく、眉や顎といった他の

身体部位や口形や首振りも併用され(15)、その点においても、この両者は異なるもの

であるといえる。 

また、ろう者は音声による言語理解ができないため、ろう児は文字読解の能力の

習得が遅いとされる。その理由のひとつとして、ろう児は十分な既有知識を持たな

ず、それを読んでいる文章に応用できず、文章読解の技能を用いたり向上させたり
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する機会に恵まれていないことが挙げられる。この点に関して、多くのろう児の既

有知識が限られていることと、ろう児の 90～95％は聞こえる親の元に生まれ、親

子で相互に通じあえるコミュニケーション手段を持たないことが関係していると

示唆されている。(16) 

言語に関するこのような込み入った状況により、ろう者あるいはろう文化とその

周辺には、言語に関して、音声日本語の発音と聞き取りと発話の能力、書記日本語

の読み書きの能力、日本手話、シムコムらのそれぞれについて、ひとつしかできな

い者、複数を用いることのできる者がおり、その組み合わせは 13 通りであるとの

分析もなされている(17)。このような言語における複雑さにもかかわらず、「ろう文

化宣言」(18)におけるろう者の定義における言語使用に関する言及は、驚くほどに簡

潔なものとなっている。 

 

５５５５    「ろう文化宣言」の衝撃「ろう文化宣言」の衝撃「ろう文化宣言」の衝撃「ろう文化宣言」の衝撃 

 

 「ろう文化宣言」の冒頭で、以下のようなろう者の定義がなされている。 

 

「ろう者とは、日本手話という、日本語とは異なる言語を話す、言語的少数者

である」――これが、私たちの「ろう者」の定義である。（8頁） 

 

この定義において「日本手話」は「日本語とは異なる言語」であり、これを話す「ろ

う者」は「言語的少数者」であるという二点を踏まえ、「ろう者は言語少数者であ

り、ろう者のコミュニティ（デフ・コミュニティ）は、耳が聞こえないことによっ

てではなく、言語（手話）と文化（ろう文化）(19)を共有することによって成り立つ

社会である」（9頁）とされる。 

 また、ノーマライゼーション、つまりこれまで隔離あるいは排除されてきた障害

者を社会は受け容れるべきだとする考え方であるが、これについて、同化主義思想

へと堕する危険性にも言及している。（11頁）それゆえ、人口内耳の埋め込み手術

などは、聞こえない耳を聞こえるようにするという「ろうを治す」という発想であ

る点から、デフ・コミュニティから大きな反発を招いていることになる。なぜなら、

先天性のろう者にとって、「ろう」は生れ落ちた時からずっと自分自身の一部であ

り、まさに「自分自身であることの証し」であるから、決して治療すべき「障害」
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ではないからである。（12頁） 

 このようなろう者の定義、あるいはろう者であるとはどのようなことであるのか

についての簡潔かつ強い主張がろう者の中から（ろう文化の中から、といってもよ

いだろうか）出されたことは、非常に大きなインパクトを与えた。しかし、だから

といって、この定義が最善かつ最高のものであり改変不要なものであるかといえば、

そうではないようにも思われる。先述の上農によるろう者あるいはろう文化とその

周辺における言語使用の分類の表(20)を踏まえるならば、ろう文化宣言において示さ

れたような、ろう者は日本手話を用いる言語的少数者であるとする定義は、最適な

ものではないようにも思われる。 

この宣言から 20 年以上が過ぎ、その間、この宣言に対する解釈や反論、さらに

は再反論、あるいはこれを契機とした論考と、ろう文化に関する多くの主張や論考

が出された。たとえば、「これまでのろう教育はろう者を障がい者にしてきた」と

いうカミンズの発言に象徴されるような長い間続けられてきたろう者に対する口

話教育に代表される「正常化教育」への批判的検討を踏まえた上での、日本手話を

母語とするろう者がろう者の視点からろう教育に携わっていくことの必要性を述

べるような、今後のろう教育のあり方に対する提言およびろう教育の再構築のため

の具体的提案と事例紹介(21)や、ろうコミュニティの定義の再検討(22)などが挙げられ

よう。 

 

６６６６    ろう文化理解のためにろう文化理解のためにろう文化理解のためにろう文化理解のために 

 

 健常という言い方は適切ではないし妥当でもないであろうから使わないとする

と、聞こえるかどうかというその一点においても、聞こえる者であり日本手話ノン

ネイティブの人間、聞こえる者であり日本手話ネイティブであるといえるであろう

Coda、ろう者、中途失聴者、難聴者の間の、そして聞こえない者の中にも、上農（55

頁）の分類によるように、様々な人たちがいる。さらには、彼らにより形成される

（という表現が適切かどうかはともかく）ろうコミュニティ、あるいはそれに類す

るもの、そしてろう教育などの社会における問題などがある。ろう文化との共生の

ためには、これら、複雑な関係を形づくっているそれぞれが、それぞれに対して理

解することを必要とされるということになるのだろうか。そうであれば、それぞれ

がそれぞれとの間での対話を行うことが必要になってくるということなのであろ
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うか。しかし、それは困難を極めるものであるようにも思われる。あるいは、そう

ではなく、そもそも理解できないものとして、絶妙な距離感を保ち続けることに腐

心する方がよいのだろうか。尤も、そのためには、やはり対話が必要になってくる

ようにも思われる。 

 おそらく、（特に、聞こえる者であり日本手話ノンネイティブである者の立場に

とって）重要なのは、「正常化教育」のような「聞こえないより聞こえた方がいい」

という思い込みのようなものを一方的に振りかざすことではない、ということであ

り、おそらくは何をしてもろう者あるいはろう文化を十全なかたちで知ることがで

きないのであるなら(23)、彼らとの対話に際してはそれを知らないものとして接する

ことがまずもって求められることであるといえよう。 

 たとえば、先に言及した人口内耳埋め込み手術は、そのような聞こえる者による、

聞こえるかどうか、聞く能力があるかどうかを判断基準として、その能力が無い者

を障碍者とみなすという、一面的なそして偏った思い込みに基づいたものであると

いえよう。レインによれば、生まれつきのろう者、あるいは生後まもなくろう者と

なった者、そしてろう社会の一員になった者は、自身を本質的なところで視覚的な

者たちであるとみなしており、自らの視覚言語、社会組織、歴史、習俗を持ってい

ると考える(24)。しかし、我々聞こえる者は、聞こえない者であるろう者に対して、

彼らの耳が聞こえないことをスティグマであるとして、耳の聞こえないことを人間

として劣っているとする偏見を、そしてそれを悪意の有無にかかわらず持っている

といえるだろう(25)。たとえ悪意がないとしても、聞こえないよりは聞こえる方がよ

いといった、ある意味の偏見を聞こえる者が持っている限り、我々はろう者に対し

て、人口内耳装着手術を勧め、口話法の修得を求めるかもしれない。もしそのよう

なことをするならば、それは、聞こえる者によるろう者へのそしてろう文化への無

知による傲慢であり理解しようとしない知的怠惰であるともいえよう。ろう文化宣

言の冒頭のろう者の定義は、このような（20年以上経った時点でもあまり改善され

たとは思えない）現状に対するろう者から聞こえる者たちへの異議申し立てである

とも解されうるように思われる。 

 

まとめまとめまとめまとめ 

 

プラトン『テアイテトス』148以降で展開されるソクラテスの産婆術では、ソク
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ラテスは知恵のない者であった。そして、ソクラテスから学ぶわけではない対話相

手が何かある知恵を出産するのを手伝う者であった。おそらく、ソクラテスの「知

らない」という態度、そしてその態度に基づきなされる対話は、現代においても、

ここまでで検討してきたように、益なるものとしての可能性を孕んでいるものであ

るといえよう。 

今回取り上げたものは一例に過ぎない。我々は、どこでどのようなものに遭遇し

どのような問題に直面しそれに対しなければならないかわからない。本論文では、

具体的にろう文化に関する考察を行ったが、聞こえる者がろう者に対する無知によ

って、たとえ善意からの行動であったとしても、それがろう者に対する偏見に基づ

いたろう者への劣った存在としての烙印を押す行為であり、無知がスティグマとし

てそれを押しつける原因になりうるものであることを確認した。 

ろう文化に対する理解への試みを続けようとする態度は、おそらく、ソクラテス

的な無知の自覚に基づく哲学対話的態度であるともいえよう。このような哲学的態

度を、職業として哲学に携わる者だけでなく、およそあらゆる人が、それぞれのお

かれた状況の中で、目の前の他者に対してとることができるようになる社会に向け

て、職業として哲学に携わる者は努めていく必要があるのだろう(26)。 

 

注注注注 

 

(1) 九州国際大学の福島規子教授から、本論文においてろう文化を考察するきっか

けと多くのそして大きな刺激や示唆をいただいたことに、この場を借りて感謝

いたします。 

(2) プラトンのアテナイにおける市民社会また衆愚政治への批判的態度について考

える際には、多くの解釈上の問題（例えば、プラトンが『国家』において描い

た理想国を、彼がどこまで実現可能なものと考えていたか、等）があるが、本

論文ではそれについては扱わない。本論文では、彼のそのような態度に影響を

与えた師ソクラテスの哲学的態度を扱うのみである。 

(3) 例えば、Nussbaum, pp.22-25 

(4) メノンはアニュトス宅に滞在している（90b）。ところで、ここでの「説得」は、

弁論術的な説得ではないと解されうるかもしれない。とはいえ、今回はこの問

題について深入りせず、今後の課題とする。ソクラテスが「（メノンによる説
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得がアニュトスの）怒りを抑え、気を和らげるようにする」ことを望んでいる

(Klein, p.256)ことが、哲学対話と積極的かつ肯定的な関わりをもつものである

と解することができるかどうかが、解釈の方向を示す鍵のひとつになるように

思われるという点のみ、ここでは述べておくこととする。 

(5) この箇所についての詳細は、松井（2016）参照。 

(6) このような哲学対話的態度について敢えて述べねばならないのは、それとは対

極にある、そしてとても推奨できるようなものではない態度が、ソクラテスの

時代はもちろん、現代においても多数派であるように思われるからである。そ

のような哲学対話的態度ではない態度のひとつに、オルテガが述べるような「大

衆」があろう。大衆について、オルテガは、「大衆とは、特別な資質をそなえ

ない人びとの総体で……「平均人」のことで……万人に共通する性質、社会に

おいて特定の所有者がないもの、他人と異ならず、自分のうちに普遍的なタイ

プを繰り返すだけの人間で（53頁：頁数は訳書のもの。以下同様）……善しに

つけ悪しきにつけ、特別な理由から自分に価値を見出すことなく、自分を「す

べての人」と同じだと感じ、しかもそのことに苦痛を感じないで、自分が他人

と同じであることに喜びを感じる人びとのことである。（54頁）」としている。 

(7) ろう文化について「亜文化」であるとする立場もある。（例えば末森、58－61

頁） 

(8) 吉本、184 頁。吉本『淋しいのはアンタだけじゃない』は、漫画という表現形

式を採用しているが、作品内に登場する、たとえば佐村河内守に対しても、実

際にインタビューを行う等しており、ノンフィクションあるいはドキュメンタ

リーとして評価できる作品であると考えられる。 

(9) 吉本、189頁 

(10) この「手指化日本語」という表現は、日本語対応手話にあたるものがアメリカ

におけるピジン手話（筆者註：ピジン手話は、英語と手話の混成言語といって

よかろう）のような同時法的手話であるとして提案された呼称であるが、受容

されなかった表現である。（神田、73頁） 

(11)「シムコム」は、1970年代に入って登場した「コミュニケーションの成立こそ

が最も重要であり、そのためには手段を制限するべきではない」とする「トー

タル・コミュニケーション」という理念に基づき、音声言語を発しながら手話

の単語を並べるものである。音声言語あるいは手話のどちらかが、あるいはそ
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の両方ともが中途半端になってしまうともされる。ろう者にとって非効率的な

手段であり望ましいものとはいえないとする立場については、木村晴美、市田

泰弘「ろう文化宣言 言語的少数者としてのろう者」『現代思想』1995 年 3

月号（再掲：現代思想編集部（編）『ろう文化』）、10頁、13-14頁、16頁

（頁数は 2000年）を参照されたい。また、このような木村・市田の立場に対

して一定の理解をしつつも、中途失聴者等のシムコムの利用者が現実に存在す

ることを踏まえつつ、（さらにはろう者、中途失聴者、難聴者の区分について

も）再検討を試みた上農の考察（52-57頁）も参照されたい。 

(12) それゆえ、手話通訳者の多くはシムコムを学んではいるが、日本手話を理解で

きないため、ろう者の日本手話を日本語へ翻訳する際に、誤ることがいくらで

もあるとのことである。（木村、市田15頁） 

(13) 赤堀・岡・松岡、120頁 

(14) 赤堀・岡・松岡、121－123頁 

(15) 上農、53頁 

(16) Marschark and Spencer, p.104 

(17) 上農、55頁 

(18) 木村、市田（1995－2000）、8-17頁（頁数は2000年） 

(19)「では、ろう文化とはどのようなものか？」という問い（この問い自体が曖昧

なもので適切な問いではないが……）が出てくることになるだろう。池田

（248-253頁）は、ろう文化ついて、結社的なものであるとする立場を採る。 

(20) 上農（55 頁）による表は、その再考の試みであり、評価に値するものといえ

よう。 

(21) 榧（174頁）によれば、正常化教育に対しては、医師とろう教育専門家の「聞

こえないよりは聞こえた方がいい」という意識が大きく関与していたとされる。 

(22) 田門、210-251頁 

(23) しかし、これは、翻訳の不確定性の議論を安易に持ち出してよいものでもない

ように思われる。そのため、この問題に関しては、今後の課題ということにな

ろう。 

(24) Lane, p.5 

(25) Lane, pp.6-7. 悪意の有無に関しては、Laneは、聞こえる者の中には、ろう者

を望ましくない別世界の存在や、社会的逸脱者であるとみなす者もいるかもし
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れないとする。 

(26) 哲学カフェなどは、このような点において、職業として哲学に携わる者が、哲

学対話的態度を社会に浸透させていくために有用なものであるようにも思わ

れる。しかし、紙幅の都合もあり、この点に関する考察は今回は行わない。 
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