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1．  

たった一言でジョルジュ。アガンベン（Gior由oA卵mben1942～）の問題を言うとすれば、  

それは、「アウシュヴィッツ以後のわれわれに可能な倫理学とは何か」だろう。   

おそらく、アガンベンにとって現代はポストモダンではない。あるいはもうわれわれに  

は、ポスト「モダン」という茫漠な問題設定は許されるべきではないと言ってもいい。彼  

にとって、なによりも現代は「ポス トアウシュヴィッツ」なのであり、たとえわれわれ  

が「近代の問題＝問題としての近代」を取り扱うとしても、それがいかに「アウシュヴィッ  

ツ」を到来させたか、あるいは到来するがままに任せたか、という視点からの問題提起を  

離れては、もう「倫理学」など可能ではないし、意味もない。「比類のないアウシュヴィッ  

ツ」をわれわれは持ってしまったのだ。「収容所から出発する以上、古典的な政治に戻る  

ことは不可能」（HS254）なのであるl。それなのにわれわれが「アウシュヴィッツ」を脇  

に置いて、相変わらずこれまでの営為（思想的営為にせ実践的営為にせよ）を反復し続け  

るとすれば、それは殆ど「アウシュヴィッツ」を再び招来することでしかない。  

現に、「アウシュヴィッツ」は既に今も至る所で再生されているではないか。   
アガンベンはそう見る。   

もちろんその「アウシュヴィッツ」は、括弧つきのものである。歴史上の場所ではそれ  

はないし、同じかたちでそれが生起するわけではない。   

だが「そこで犯される犯罪の実体が何であろうと、それがどのように命名されどのよう  

な地形をとっていようと、われわれが潜在的には収容所を眼前にしているのだ、というこ  

とを認めかナればならない」（MSF47傍点引用者）。アガンベンはそう言う。例えば、オ  

マルスカ（セルビア）とクルド（トルコ）はそうではないのか。あるいは1991年にイタリ  

ア警察が本国送還の前にアルバニアの非合法移民を臨時に押し込めておいたバーリの競技  

場はどうか。あるいは、難民申請中の外国人を留置しておくフランスの国際空港の待機地  

帯（zonesd’attente）も、あるいはアメリカの「門扉つきコミュニティ（gatedcommunities）」  

も、あるいはもしかするともっとわれわれの身近にも、「アウシュヴィッツ」は存在して  

いるのではないのか、と－1。   

それらの「場所」は、一見、なんでもない場所である。その場所のどこがいったいあの  

恐ろしいアウシュヴィッツなのだろうとさえ思われる。だが、「いずれの場合も、一見な  

んでもない場所。。（中略ト 。が、実はある空間を画定している。その空間では、通  

常の秩序が実際に宙吊りにされ、残虐なことがなされようがなされまいが、それは法権利  

によるのではなく、ただ公民権と、暫定的に主権者として行動する警察の倫理感覚とだけ  

に依存する」（MS『47）のだ。  
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そこは特別な場所である。あるいは、そこは棚上げされた場所なのであり、通常の場所  

から「締め出された」場所である。そこでは「通常の秩序」が通用しないのだ。通常の道  

徳も通用しない。通常の権利も、通用しない。自由に歩く、行きたいところに行く、話し  

たい人と話したいことを話す、自分のしたい仕事をする、起きたい時間に起きる、お腹が  

すいたら食べる、のどが渇いたら水を飲むということも、その場所では当然、禁じられ  

る。   

しかも、この禁止は「罰」としての禁止ではない。収容されている者たちが何か罪を犯  

したから、その罰として権利が禁じられるのではない。そこでおこなわれる禁止は法の‾F  

の合理的な罰ではないのだ。その点において収容所は刑務所と区分される。   

それは、法外のそれである。それは不合理な、根拠も参照も持たない「罰」である。  

言ってみれば、それは罪を伴わない罰だとも言えるだろう。なぜその禁止が強制されるの  
か、なぜその「罰」が下されるのかは、拘束される本人たちにもわからない。おそらく強  

制する側もわかっていないだろう。それなのに、誰もその根拠を合理的に示すことができ  

ない「罰」が自明なものとして強制されるのだ。   

だとすれば、確かにそれはおかしい。   

だが、それは「おかしい」からこそ意味を持つのである。その強制は不合理であり、説  

明することができず、われわれの通常の倫理や秩序とは相反するものであるからこそ、ま  

さにそこが特別な、囲まれた法外の番外地だということを －そこでは法が執行されてい  

るのではなく、むしろ法が宙吊りにされているのであるということを「明示するのだ0  

あるいはむしろ、法を宙吊りにすることによって、あるいは法の支配を不合理に禁じるこ  
とによって、「そこ」は特別な場所として区画されるのである111。  
「そこ」と、それ以外の普通の場所とを区画するこの境界は、決して揺るがせられるこ  

とはない。法と法外の区画が曖昧になることはない。たとえその境界が物理的には簡単に  

足で踏み越えられるものだったとしても、あるいはその境界自体が目に見えないもので  

あったとしても、「そこ」に所属する者（締め出された者）と、それ以外の普通の場所に  

所属する者（締め出した者）、収容される者と収容する者の境界は、決して揺るがか－。そ  

して、収容する者と収容される者、締め出す者と締め出される者がいる場所、そういう  

「場所」は、たとえ「アウシュヴィッツ」という名で呼ばれていなくても、やはり「収容  

所」なのだ。 。   

だとすれば、われわれは「収容所を歴史的な一事実、過去に属する一異常」（MS『43）  

とすることはできない。絶えずわれわれは「アウシュヴィッツ」を再生産し続けているの  

だから。  

結局われわれはアウシュヴィッツに片をつけることを怠ってきたのだ1’。   

だが、もしそれが「終わらない」＝維持されているのだとすれば、それは、「収容所を  

持つ」という政治のかたちをわれわれが必要としているからに他ならない。つまり、「ア  

ウシュヴィッツ」は有効なのだ。アウシュヴィッツという形は、政治的に有効なのであ  

る。だからこそわれわれはアウシュヴィッツ的世界を維持し続けてきたのだ。アウシュ  

ヴィッツとは、まさに「我々が依然として生きている政治空間の隠れた母系、ノモス」  
（HS227傍点引用者）なのである。だとすれば、われわれの現代の政治の範例は、結局の  
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ところ「収容所であって、都市［国家］ではない」（HS246）のだということになる。  

はたして「アウシュヴィッツ」とは何だったのか。あるいは何であるのか。   

われわれの倫理の、政治の、あるいは共同性のあり方がそれ以前のものと区画されない  

限り、われわれは依然として、あの場所をわれわれの時代のあらゆる場所に現勢化させ続  

けていくだろう。   

二度と「アウシュヴィッツ」を到来させないことがわれわれにできるのだろうか。   

だが、それはわれわれの応答責任ではないのか。 。  

2．  

アウシュヴィッツにいたのは誰か。   

アウシュヴィッツにいたのはもちろんユダヤ人である。だが、そこにはドイツ人も収容  

されていた。よく知られていることだが、ドイツ人でありながら当時の政権に対して反体  

制思想を持つ者、あるいは「精神疾患の患者や遺伝病の保有者」（HS245）など「不治の  

病」を持つ者たち、・・要するに当時「生きるに値しない生」として国家社会主義の優  

生思想の対象とされた者たちもアウシュヴィッツに収監されていた。彼らもユダヤ人と同  

様、その本来の共同体から閉め出され、収容所に隔離されていたのである。たとえドイツ  

八であったとしても「あるべきドイツ八」ではない者たちがやはり収容所にいたのだ。  

だが、この「＜あるべきドイツ八＞ではない者たち」が収容所に隔離されていたという  

事実は、「アウシュヴィッツのユダヤ人たち」に違った光を当てる。   

あるいはユダヤ人は「ユダヤ人」として収容所にいたのではないのかもしれない、とい  

うふうに。もしかすると －いやむしろおそらく 

． 

というふうに。あるいは、「非－ドイツ人」という概念集合を不幸にも体現してしまう名  

辞が「ユダヤ人」であった、というふうに。またあるいは、「ユダヤ人」とは、どこにJ、ろ  

ても、その場所の民ではないものを分節する名である、というふうに。   

つまり「彼ら」は「例外」なのだ。  

「例外」として、彼らは、「（範）例」の外に出されて 一収容所の中に入れられて －き  
たのだ。   

アガンベンは言う。「例外とは、自らが所属している全体に包含されることのできない  

もの、自らがすでに包含されてある当の集合に所属できないもののこと」（HS39）である、  

と。   

これは彼らが見知らぬ「よそ者」だということではない。彼らはドイツの住人である。  

何世代も前から、彼らはドイツに住みつき、ドイツ語を母語として話し、ドイツで生きて  

きた。   

つまり彼らはドイツに「いる」。ドイツという全体の「中」にいる。他所に彼らという  

集合体として存在できる彼ら本来の居場所があるわけではない。彼らは長いことドイツで  

暮らしてきたのだ。  
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しかし彼らは「本当のドイツ人」ではない。収容所に収監される前にすでに彼らは「本  

当の（normal）ドイツ人」という規範（Norm）からは閉め出されている存在であるⅤ。彼  

らは「ドイツ」の人間ではない。「ドイツ」を橋成してはいない。同じドイツという国土  

の中に住みながら、彼らは「ドイツ人（正しい、あるべき、つまり本来的な）」ではない  

者として、ドイツにいるのである。   

つまり、ドイツの「中」の例「外」を彼らはまさに体現しているのだ。   

収容所はそれが実体化したものに過ぎない。  

ところが、まさにこの点にこそ彼らの存在の政治的意味が生じることになる。   

なぜなら、何が非本来的存在 一例外 －であるかだけが、何が本来的存在であるかを  

指示することができるからである。  

3．  

そもそも、「本来的存在」を実体的に記述することは可能ではない。   

この場合もそうだ。  

「本当のドイツ人」とは何かを記述的に確定することは難しい。というよりむしろそれ  

は可能ではない。「本当のドイツ人」の具体的内実（「本当のドイツ人」の持つ、「本当の  

ドイツ八」だけにあてはまるすべての特徴）を記述し、確定することはできない。だいた  

い、もともと固定した普遍的かつ先天的な「本当のドイツ人」という実体があるわけでは  

ない。時代によっても政治。社会体制によっても産業構造によっても「何がドイツ人か」  

という規定は簡単に変わってしまう。たとえ同時代に限っても、そこに実際生きている具  

体的なドイツ人は千差万別だし、無限の差異を持っている。それらの差異をすべて包含  

し、しかも他の集合の持つ無限の差異（例えば「スイス人」という概念が含む多様性）を  

一切含まないような、そういう「ドイツ人の本質」を記述する説明は可能ではない。だと  

すれば「本当のドイツ人」を確定できるわけがない。つまり「本当のドイツ人」を実志す  

ることはもちろん、「本当のドイツ人」とそれ以外の他の者たちとの差異を「種差」とし  

て確定することはできないのだ。そして、「これが本当のドイツ人だ」と指示できる実体  

がどこにも存在しないとすれば、その「本当のドイツ人」をその内実とする「本当のドイ  

ツ精神」や「本当のドイツ」も実際には存在しない、ということになる。結局のところ、  

こうした言説が前提としている「本来的な存在」、「本来的な生」などというジャーゴンは  

何の実体も持たない空虚なものでしかないのだ。それは「本当のドイツ人」なる言説が「物  

語」でしかないのと同様、やはり一つのフィクショナルな語りでしない。   

だが、そうだとすれば、この「本当のドイツ人」という「本来性」を共有することによっ  

て成立している「ドイツ人であるわれわれ」なる集合の連帯や共同性も、架空のものでし  

かないということになる。つまり、われわれが信じ依拠している「われわれ」＝「国民」  

という概念も、実は「空っぽの空間」（QわA211）にほかならないのである。「われわれ」  

を「一つ」のものとする紐帯も、「われわれ」を「一つ」のものとして語るアイデンティティ  

も、「われわれ」を「一つ」のものとして空間に確定する国境線も、自然には無いのだ。   

あるのは、それを自然なものとして語る語り口だけである。  
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だからこそアウシュヴィッツが必要なのである。  

「本当のドイツ人」は確定できない。できるのは、それを画定することである。   

っまり、確定することができるのは、その境界線 －「であるもの」と「そうではない  

もの」との間に引かれた －だけなのだ。もっと言えば、「そうではないもの」＝「例外」を  

排除的に現象させること、「補集合」を示すことによってのみ、境界線は描かれ、それは  
その在処を画定することができるのである（。つまり、何が非本来的存在であるかを否定的  

に参照することだけが、本来的存在の枠組みを明らかにするのだ。   

この場合でいえば、「本当のドイツ人」ではない「彼ら」が具現する補集合だけが、真  

のドイツのノモス、「本当のドイツ人」という集合を画定する。「ドイツ人（正しい、ある  

べき、つまり本来的な）」そはない者を確定し可視化することが、「ドイツ八（正しい、あ  

るべき、つまり本来的な）」を確保するのである。   

もちろん、その「外部」は「フランス人」であっても「オランダ人」であってもよい。  

フランス人、オランダ人ではないものとして「ドイツ人」を確定することはむろん可能で  

ある。だが、それでは「ドイツにいる者」を確定することができるだけである。その「ド  

イツに住む者たち」の集合から、さらに「ただドイツに住んでいるだけで本当のドイツ人  

ではない者たち」を区画することによって、はじめて「本当のドイツ人」という集合が吋  

能になるのだ。「ユダヤ人の身体を分離することは、ただちに、ドイツ入国有の身体を生  

産することである」（HS236）とアガンベンが言うのはこの意味である。   

ここに、「本当のドイツ人ではない者たち」の収容所を展示的に椎持することの意味が  

生じる。それはほとんど目に見える「われわれの境界線」を構成する。「ではない者」た  

ちによって体現されたこの「例外状態だけが、これこれの領土規定の固定がはじめて可能  

になる空間を開く」（HS31）のだ。「アウシュヴィッツ」として排除的に吋視化された  

く例外＞は、それ自体としては指示することのできなかった「＜本来的存在＞としての本  

当のドイツ人」を、「くアウシュヴィッツ＝例外＞ではないわれわれ」として逆説的に現前  

させるのである。換言すれば、「アウシュヴィッツ」とは、「ノモス本体の仙二、ノモスを  

生気づけノモスに意味を与える外部を書きこむということ」偶S41傍点引用者）に他なら  

ない。   

同時に、それは「外部」を書きこむことによってわれわれ自身を 一内部的にも ー「わ  

れわれ」として構築する。実際には思想的にも階層的にも文化的にも無数の個別の差異や  

対立を抱えているわれわれ、つまり、決して一ちあ「ゎれわれ」とは言い難い亀裂を抱え  

ているわれわれ －「われわれ」とはとても言い難いわれわれ －は、外部の「非本来的  
存在」の前で初めて一らの「内部」を構成する。それは、外部＝「アウシュヴィッツの壁」  

の持つ恐怖と脅迫性とを伴って、散逸する「われわれ」の持っているはずの「本来性」を  

われわれ自身に再び現象させ、それによって「われわれ」なる共同体の同一性と秩序を維  

持するよう、われわれを動員するのである。しかもそれは自発的な動員である。誰もが、  

外部＝「非本来的存在」への排除を眼前にして、自ら「本来的存在」の傘の下に自分のア  

イデンティティを係留し、「一つのわれわれ」として結集するからである。   

こうして、非本来的存在＝例外を収容所に閉め出すこと＝遺棄的に椎持することは、  

「それ自体の内につねにすでに、基礎的な生政治的亀裂を抱えている」偶S242）人民に、  
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「一つの国民」というフィクショナルな同一性を与えることに成功する。国家社会主義  

（NationalSozialismⅦS）にとって、「『ドイツ人とは誰であり何であるのか？』という問い  

（したがってそれは『ドイツ八ではないものとは誰であり何であるのか？』という問いでも  

ある）への回答が、ただちに窮極の政治的任務と一致」（HS180傍点引用者）するのはそ  

のためである。アウシュヴィッツとは、何よりもすぐれて「真のドイツ」を、しかも一ろ  

のドイツを現出する外延なのである。   
こうして「真のドイツ」が可能になる。  

軋  

結局のところ、「アウシュヴィッツ」とは、ユダヤ人を「ユダヤ人」という「生まれ＝  

生」ゆえに、「非本来的存在」＝「本当のドイツ人ではないもの」として締め出し、その  

ことによって「本来的ドイツ」ないし「本来的ドイツ人」のノモスを画定し維持する装置  

だったのである。   

アガンベンによれば、この構造こそまさにわれわれの「政治」の手法である。   

そもそも政治とは、共同体を作ること、共同体をそれとして維持することにほかならな  

い。換言すれば、政治とは、共同体のないところに共同体を作り出し、「われわれ」では  

ない者たちの間に「われわれ」という紐帯を現勢化させることにほかならないのである。   

そのために政治は、「われわれ」なる本来的生と、「われわれではない者」としての非本  

来的生を区画する。共同体にとって何が生きられるに値する生なのか、共同体にとって誰  

が生きる価値のある本来的な存在なのかを反照射するために、それはつねに同時に、「生  

きられるに催しない生」、「生きられるに値しない存在」を必要とするのだ。そして、「生  

きられるに惜しない生」を、否定的参照として内部に維持し、そのことによって共同体の  

枠組みを維持するのである。  

だが、もしこれが本当に 一 アガンベンが言うように － どんな共同体において  

も、あるいはもっと身近にも採用されている普遍的手法だとすれば、それは、まさにわれ  

われにとって身近な、現代の日本において見慣れた光景をも浮き出させるはずではない  

か？そして、実際、われわれはそれを殆どわれわれの身の回りのどこにでも見いだすこ  

とができるのではないのか。例えば、加熱する犯罪報道にも、あるいは「ホームレス」や  

「ニート」という「現代の病理現象」にもぐ〕   

彼らが衆臼を集めるのは、彼らがわれわれの社会の「中」の「外部」だからである。加  

熱する犯罪報道で、容疑者の生い立ちや家族構成、学生時代の成績までが連Flワイド  

ショーに露出するのも、あるいは「ホームレス」や「ニート」と呼ばれる人々が「社会問  

題」として大々的に取りあげられるのも、それは、実は、そう名づけられ区画されたそれ  

らの人々が、まさにそうなってはいけない「否定的参照」として、それ以外の「普通」の  

人々の反照的規範になりうるからなのである。つまり、彼らはまさにわれわれの社会に  

とって無くてはならない「規範的」存在なのだ。だからこそ、われわれは「彼ら」を誰に  

でも見えるような場所に「陳列」し、絶えず彼らに注目し、彼らについて語り続けるので  

ある。つ  
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この手法は巧妙である。「指弾される人々」を区画してそこに衆目を集めることによっ  

て共同体の規範を維持する －それは同時に「指弾されない側のわれわれ＝普通  

Oral」を区画することでもある －という政治手法は、それが、人々に対する明示的  
な抑圧としてではなく、境界線の「内側」の安全な場所に同一化したいという人々自身の  
欲求に基づく自己コントロール ーあるいは内在化された権力 ーを通しての自発的  

な秩序椎持であるという点で、よりいっそう巧妙である。それは明示的な抑圧＝「強制」  

が絶えず生起させる「反抗」を引き起こすことも、その権力に対する「疑い」を起こさせ  

る危険性も共に回避することができる。「反抗」や「疑い」を表明することで自分自身が  

「指弾される側」に回る危険をいったい誰が冒すだろう？結局のところ、「個々の人々のお  

こなう自分の意志による隷従」掴S14傍点引用者）はシステムの最高度の安定性を実現す  

るのだ。だからこそこの手法は、どんな共同体においても取りあげられてきたのである。  

「アウシュヴィッツ」の政治手法は実に有効なのだ。  

だが、もっと身近にも？   

あるいはもっと身近な何かの光景があるというのか？  

5．  

まさにもっとも身近に、である。   

この政治的手法はすでに「国民主権の諸国家の新たな生政治的地平において 一個々の  

人間の生の内部、個々の市民の内部へと移行している」偏S192傍点引用者）。そうアガン  

ベンは言う。つまり、個々の人間の生の内部＝われわれ自身の内部において －われわれ  

自身の生＝身体の内部において －すでにこの政治的手法が使われている、つまり私の  

「身体」それ自体がもうすでに政治化されている。・あるいはわれわれの「生」の中に、  

収容所と普通の場所の区別が、「本来的存在」と「非本来的存在」の境界線がすでに持ち  

込まれている、というのである。   

アガンベンがここで言っているのは、まさに現代の生命倫理の諸問題、つまり脳死判定  

や安楽死をその代表とする倫理的議論にほかならない。  

周知のように、現代の生命倫理の現場では、QOm（恥a且ityofLife）を重視するという考  

え方が中心になっている。   

それは、従来の医療が陥りがちだった「ただ生きているだけ」の状態を長引かせる延命  

中心医療を拒否して、「人間らしい生き方（生活）」ができなければ生きている価値がない、  

「無意味な延命治療」を続けるよりは、むしろ尊厳死を自分自身で選択するべきだ、その  

ほうが人間として尊厳ある生き方だ、とする考え方である。人間らしい生き方ができない  

のであれば、むしろ人間としての生はもう終わっているのだ、というよりむしろ、既にそ  

れは人間ではない状態 －「植物」状態という言葉は端的にそれを示している －なのだ  

から、営々とみっともなく生にしがみつくのではなく、自ら、「人間として尊厳のある死」  
を選ぶべきだ、という価値観をそれは根底にしている。この考え方が現在の脳死・安楽死  

のベクトルを決定していることは周知の通りである。この概念は、主体的で自律的な人間  
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の生を保証するものとして、われわれ自身が選択し承認を与えてきたものでもある。   

だが、この「尊厳死」という概念が表象する「人間として尊厳のある生」＝「本来的存  

在」は、同時に、その対立概念である「価値のない生」（ないし「生きられるに催しない生」）  

＝「非本来的存在」を現象させてしまう。それは、ここで言う極限状態としての「植物状  

態」や、あるいは「脳死状態」、またその極限状態に限りなく「近い」状態を、もはや「人  

間らしい生」ではないもの、人間らしさを失った生として区画するのである。   

もう話すことも、「人間らしい」表情を見せることも、自分で食べることも起き上がる  

こともできなくなってしまった状態、周囲の人々の語りかけにも反応できなくなってし  

まった状態、ただただ息をしているだけの、あるいはもはや機械的に心臓が動かされてい  

るだけの、ただ死を待つだけの、そういう状態に陥ってしまったら －あるいはそういう  

状態に近々陥ることが医学的に確実だとされたら 一、むしろ、そうなる前に、自ら、人  

間らしい「尊厳ある死」を選択すべきではないのか？むしろそれが、「人間」の本来的な  
「生き」方なのではないのか？   

この間いと共にわれわれに提示されるのは、死の選択である。それは、もはや人間の  

「本来的生」を失うことが確実になった人間に唯一可能な、「本来的生」としての「死」  

－「死」としての「本来的生」－なのである。  

アウシュヴィッツと同様、「人間としての本来的生」の境界線を越えた者に与えられる  
のは、ここでもやはり「死」なのだ。   

だが、ここで死を与えることは「殺人」ではない。アウシュヴィッツのドイツ兵たちに  

とってガス室のボタンを押す行為が決して「殺人」ではなかったように、ここでもスパ  

ゲッティ状態の人間から生命維持装置を外すこと、脳死状態の人間の心臓を取り出すこと  

は「殺人」ではない。「人間として尊厳のある生」＝「本来的存在」の境界線を越えたと  
きに医学的に加えられる死は、「殺害」とは見なされずに済むのだ。アガンベンはこう言  

う。「興味深いのは、生きている人間が自分自身の生に対して行使する主権に対して、あ  

る境界線がただちに固定されるということである。その境界線を超えると生は法的価値を  

失い、殺人罪を構成せずに殺害されるようになる」佃S192）のだ、と。しかもアウシュ  

ヴィッツの場合に明白であった「与えられる死」は、むしろここではいっそう巧みに、本  

人の自己決定＝「生きている人間が自分自身の生に対して行使する主権」の問題に回収さ  

れる。それは「選択された死」である。しかもそれは、価値ある、むしろ人間的な「自律  
的選択」として設定された死なのである。  

「尊厳死」＝「死を選択する人間らしい自律的な尊厳ある生」は、「生にしがみつく尊厳  

のない生」を指弾することなく指弾する。あるいは、それは、「人間の本来的生」が、「自  

律的＝自立的でない生」＝「他人の世話にならずには生活できない生」ではないこと、「自  

律的＝自立的でない生」にはもはや人間の「本来的な」価値も尊厳もないこと、むしろそ  

の場合には自律的に死を選択することこそが価値ある「本来的な生」であるということを  

黙示するのである。   

病院のベッドに 一立つことはもちろん、もはや水を飲むことも自分でトイレに行くこ  

ともできなくなって 一様々な生命維持装置と共に縛り付けられた「患者」のイメージ、  

生気のない青白い顔をした「病人」のイメージ、家族が話しかけても反応のない、既に「死  

72   



境界線  

んだような」、「死者も同然の」病人のイメージ。われわれに与えられるこれらの彩しいイ  

メージは、「そんなふうになったらもう（人間として）終わりだ」という境界線を提示する。  

「そんなふうになってまで生にしがみつくのは無意味だ」、あるいは「もはやそんな生は誰  
にとっても無意味だ」、というふうに。ただ自分自身にとって無意味なだけではない、「誰  

にとっても」無意味なのだ、むしろそれはもう、既に死なのだ。それなのにその「生」の  
残り淳に執着するのはむしろ社会に対して迷惑をかけるだけだ・。というふうに。   

それは殆ど「人間の本来的生（＝自立的生）を失った後も生に執着する病人」が「ホー  

ムレス」や「ニート」と同じ区画に所属するものであることを、つまり境界線の外側の人  
間であるということを指示するのである。  

6．  

だが、「生きられるに値する生」とは何か。   

本来的な生ないし、本来的な存在とは何なのだろうか。暫定的にせよ、われわれはそれ  

を確定することができるのだろうか。   

あるいは、われわれには 一非本来的な存在を本来的なそれから区画して閉め出すこ  

と、つまり無数の外部と無数の境界線を確定し、排除によってわれわれの本来的な共同存  

在性を確保していく －というこの政治の手法を揺るがせることができる、何らかの道筋  

が、それでもなお、まだ何か残されているというのだろうか。  

それがほとんど困難なことは間違いない。   

なぜならこの政治的手法によってわれわれは何にせよ「われわれ」という集合的同一性  

を確保してきたのだし、また多かれ少なかれそのことを通してわれわれの共同体を現に安  

定させているのだから。   

アガンベンも、この間いに対して明確な回答を提示しているわけではない。（だが実際、  

いったい誰がそれに明確に答えられるというのだろう？）  

彼の試行は、ふたたびアウシュヴィッツに戻る。   

だが、収容した者と収容された者の間に、ではなし㌔彼が戻るのは、アウシュヴィッツ  

で生き残ったものと殺されたものの間に、生き残ったユダヤ人と「回教徒」の間に、であ  

る。   

「回教徒」とは、収容所で通用していた隠語で、derMuselmannと呼ばれていた者たちの  

ことである。   

アガンベンは次のように説明している。「回教徒」という語は「とくにアウシュヴィッツ  

で用いられたもので、この語は、そこの囚人に特有の姿勢、すなわちオリエント風に足を  

折りたたみ、顔を仮面のように硬直させながら、地面にうずくまる姿勢に由来する」  

（QRÅ57）、とⅤ－。すなわちここで言う「回教徒」とは、いわゆるイスラム教徒のことではな  

い。アウシュヴィッツの囚人たちの中で、過酷な労働や酷い収容生活に耐えかねて、次第  

に弱り果て消耗し尽くして「生ける屍」になってしまった人々、もう何も見えず何も聞か  
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ず、無言のままで、生きる意志をすっかり尖って「よろよろと歩く死体」になってしまっ  

た状態の人々、それが「回教徒」である。生気のない青白い顔をした、誰かが話しかけて  

も全く反応のない、既に「死んだような」、「死者も同然の」・ 。  

「死者も同然の」というのは時間的な意味においてもそうである。「回教徒」の状態に  

なった者は早晩崩れるように死んでいった。あるいは、その状態になったことがドイツ兵  

の目に留まったら、それは即座のガス室送りを意味した。だからこそ、収容されていた  

人々は、「回教徒」になることを恐れ、また自分が回教徒ではないことを示すことに躍起  

になったという。たとえ片鱗であれ回教徒の症候を隠そうとしたのである。   

いずれにせよ「回教徒」とは、すでに「生＿jの側から境界線の向こうに足を踏み出して  

しまった者である。アガンベンは言う。「回教徒のことを本来の意味で『生きている者』と  

して語ることができないことはあらゆる証言から明らかである。『歩く死体』と、アメ  

リー（Am壷rt）とペソテルハイム（Bettelheim）は名づけている。カルビは、『生けるしか  

ばね』、そして『ミイラ人吼1と呼ぶ（Ca叩i）。『彼らが生きているというのはためらわれ  

る』とレーヴイは彼らについて書いている。『ついに生者と死者が混じりあう』とベルゲ  

ン。ベルゼンのある証人は害いている⊃ F顔のなし、存在」】であるにせよ、『亡霊』であるに  

せよ、いずれにしても彼らは『生と死の境界』に住んでいる」（QRA69－70）。   

回教徒は生物学的には生きている。だが、既に彼らは「歩く死体」であり、「生きている  

しかばね」である。生物学的には、彼らは生の境界の内側にまだ存在していると言わなけ  

ればならないのかもしれない。だが、彼らは、実際には、もう生の境界の向こう側に行っ  

てしまったものとして、つまり「死者」としてわれわれの間に存在していたのだ。現代の  

脳「死者」がそうであるように。あるいは死を前にして既に「自立的な生」を送れなくなっ  

た病人たちがそうであるように。  

しかし、とアガンベンは続ける。回教徒が体現している境界線は、生と死のそれだけで  

はない。  

「この生物学的なイメージに、もうひとつのイメージがじかにくっついている。そして、  

そちらのほうこそ、回教徒の本当の意味を保持しているように見える。回教徒は生と死の  

あいだの境界であるだけではない。そうであるよりもむしろ、かれは人間と非一人間のあ  

いだの閥の存在を指し示しているのである。   

この点についても、証人たちは一致している。『神の火花が自分のなかで消えてしまい、  

無言のまま行進し、働く非一人間たち』（Levi）。『かれらは、いかなる反応も放棄して、物  

とならざるをえない。それとともに、かれらは、人としてあることを放棄することになっ  

た』（Bettelheim）。すなわち、見かけは人間のままでも、人間が人間であるのをやめる地  

ノ、‡が存在するのである。その地点が回教徒」（QRA70傍点弓l用者）なのだ。だからこそ、  

「回教徒」を殺害することは「殺人」ではなかったのだ。既に「死者」であるだけでなく  

既に「人間」ではない「物」を殺害することは「殺人」ではないからである。   

生きているにもかかわらず、もはやすでに生きてはいない存在。人間であるにもかかわ  

らず、もうすでに人間ではない存在。   

まさにここでアウシュヴィッツは現代の生命倫理の問題ときれいに重なる。  

七  
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7．  

生き残ったユダヤ人は、アウシュヴィッツから生還した後、奇妙な罪の意識を背負って  

生きることになる。それは、死んだ回教徒に対する罪の意識である。その罪の意識から、  

彼ら生き残りは、アウシュヴィッツでの出来事を、死者たちに代わって証言し続けてい  

く。その証言はほとんど彼らの一生を通して行われるものだった。彼らはアウシュヴィッ  

ツを「忘れる」ことも、そこから解放されることも放棄して、死者たちの代わりに収容所  

の風景を現前化させ続けていく。それは、この解放された明るい世界の中で、だが彼らだ  

けはあの収容所を生き続けていくという作業に他ならない。しかもその「証言」は決して  

彼らの「罪」を相殺するものではなかった。証言を続けた果てに、多くの人々は自ら疲れ  

果てた自死を選んでいるのだ。   

考えてみれば、収容所で死んだ人たちに対して、唯一法的ないし道徳的な罪を負わなく  

てもよいものが彼ら生き残りである。彼らは「回教徒」に対して何ら暴力を揮ったわけで  

はなかった。「匝Ⅰ教徒」たちの食料を奪ったこともなく、「回教徒」たちの場所を奪ったこ  

ともなく、むしろ収容所の中で手をさしのべて助けようとさえしていた仲間でさえあった  

のだ。   

その彼らが背負う罪とは何か。  

それはおそらく、自ら中心から切り離され、しかしそれ以上切り離されないために自ら  

の外延（回教徒）を策定し切り粧してしまった者の、「非一人閤」を遺棄してしまった者  

の罪である。   

彼ら生き残りは、自ら回教徒を遺棄したわけではない。だが、生き残るために、その構  

造を受け入れていたことにおいて、彼らはやほり加害者なのである。彼らもまたその構造  

を維持していたのだ。「私は回教徒ではない」というアピールをすることによって生き延  

びていた彼ら。死とガス室送りを意味する「回教徒」という境界線を、むしろそうなって  
はいけない基準として保持し、その基準の下で、自分がそうではない、そうならないよう  

にと生きていた彼ら。その彼らは、以前には「生きられる価値のある本来的存在」ではな  

いということによってアウシュヴィッツに収容された彼らであり、今度は、だがまだ自分  

は「回教徒」ではない、という拠り所だけを頼りに自らの生存を維持しようとしてきた彼  

らであったのである。換言すれば、彼らユダヤ人たちを外延としてアウシュヴィッツに遺  

棄することで「真のドイツ人たる本来的存在」として共同体の碓持を図っていた「ドイツ  

人」と、「回教徒」を囚人たちの中の外延として境界線の向こうに遺棄することで生存を維  

持した「生き延びたユダヤ人」たちは、自らの生き延びのために境界線を用いたという構  

造において同一のものだったのだ。境界線において、彼らは被害者でもあるとともに加害  

者でもあったのである。   

彼らの責任＝罪悪感はそこに起因するのだ。  

われわれの生は、だが、境界線の下で営まれていると言ってもよいだろう。   

共同体が確定する「生きられるに値する生」の安全な側に居続けるために、つまり自ら  

が生き延びるために、われわれは「生きられるに値する生」と「生きる価値のない生」と  
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の間の境界線を受け容れている。疑問を持つ余裕さえないままに、われわれは、共同体に  

よって提示された「生きる価値のない生」を「価値のないもの」として受け容れ、その上  

で、その境界線の向こう側に踏み出さないように、 「生きる価値のない生」を否定して「こ  

ちら側」にしがみついて生きているのである。例えば「脳死者」や「植物状態」、「寝たき  

り」に「なったら終わりだ」という言説、「そうなるくらいならむしろ自分らしい死に方  

をした方が良い」という言説、またあるいは、「ホームレス」や「ニート」、「不登校」な  

どを「困った社会問題」だとした上で、「そうはなりたくない」あるいは「自分は（ある  

いは自分の子供は）そうならなくて良かった」という言説。それらはすべて、ある一定の  

「状態」を、その「存在」それ自体として固定した上で、境界線の向こう側に追いやり  

仙あるいは追いやることを容認し －、その中で自分の生の保障を確保する、という、ア  

ウシュヴィッツを維持したドイツ人と、あるいは生き延びたユダヤ人と、同じ生存の手法  

を用いたわれわれの生き延びの言説なのである。   

だとすれば、われわれ自身が「アウシュヴィッツ」を椎持しているのだ。   

身近にある「アウシュヴィッツ」とは、まさにわれわれの日常の中にあるわれわれ自身  

の生存の方法だったのである。  

8．  

「生き延びるわれわれ」の外側に追いやられた者たちは、いつも言葉を失って、黙って  

追いやられていく。不思議と彼らは沈黙のなかで、境界線の向こう側に押し出される。あ  

るいは彼らは言葉を持たない者たちである。あるいは、彼らは、彼らを追いやることに  

よって自らを生き延びさせていくわれわれに対して語る言葉を持たない者である。あるい  

は、彼ら自身が、こちら側で生き延びていたその間、やはり境界線の向こう側に誰かを追  

いやってきたその者だった、追いやることで自分の生を維持してきた者だった、その記憶  

が彼らの言葉を失わせているのかもしれない。だがあるいは、言うべき言葉を失うことと  

遺棄されること、言葉を失うことと彼ら自身が自らを遺棄することは、同じ一つのことな  

のかもしれない。 。  

われわれの境界線の中で －それはかつてはわれわれであった彼ら自身の境界線でも  

あったのだ 一自らを遺棄して沈黙の中で沈んでいく者たち。   

その者たちに対して、われわれはいったい何ができるのだろう。   

境界線の上で営まれる共同体の政治の中で生きているわれわれ自身が、「生きる価値の  

ない生」とされた者の生を、なおも再び「生きられるに催する生」の側へと返還していく  

ことは可能なのだろうか。いや、そうではない、「こちら側」に返還するのではなく   

－それは意味のないことだ、それはむしろ彼らに対する新たな暴力でさえある 【、  

「こちら側」と「外側」を区画するその境界線それ自体を、彼らを彼らとして追いやった、  

だが共同体がそれによって推持され、同時にわれわれ自身の生がそれによって保障されて  

きた、そのわれわれの境界線を、撹乱し、その境界線に対してアナーキーな闘いを挑んで  

いくことが、果たしてわれわれにとってなおも可能なことなのか？  
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生きている今のわれわれの社会システムが絶えず「例外」の生産と椎持によって可能に  

なったものであり、私の生が、他者を外延として遺棄することによって可能なものである  
以上、この境界線に対して向かっていこうとする闘いが、殆どドン。キホーテのそれであ  

ることは確かだろう。   

だが、それでも、もしわれわれが、「アウシュヴィッツ」を 一つまり遺棄された者の  

上に生存を維持し続けることを －「われわれの正義」として容認することができないの  

であれば、われわれはわれわれ自身に対‾するこの闘いを開始しなければならない。われわ  

れを生かしているすべての境界線の思考を、われわれは疑わなければならない。沈黙のう  

ちに「向こう側」に行ってしまった者の言葉を、語り続けなければならない。生き延びた  

ユダヤ人たちがかつて担っていた仕事を、われわれは相続しなければならない。   

境界線は、「そうなったらもう終わりだ」というわれわれの境界線は、本当に「終わり」  

なのか？黙って境界線の向こうに行ってしまった者の「生」は、「生きられるに値しない」  

ものなのか？死を待つ「回教徒」の、あるいは何の反応も返せなくなってしまった「脳死  

者」の「生」は、もう意味のないものなのだろうか？  

だがわれわれには語る言葉がない。   

われわれに与えられている語る言葉は、「われわれ」を語る言葉であり、われわれとわ  

れわれではない者の境界線を語る言葉であり、われわれではない者を追いやる言葉であ  

る。その言葉で、われわれはわれわれを語り、彼らを語り、われわれの世界を語り、そう  

して彼らを追いやってきたのだ。   

だが、われわれにはそれ以外に、語る言葉は与えられていない。  

それでも、われわれは、沈黙することはできない。沈黙の中で、やはり同じように沈黙  

の中で沈んでいった者たちを、見殺しにし続けることはできない。   

だとすれば、われわれは、それでも語る、という仕方で、別の言葉ではなく、与えられ  

てきたこの言葉で、このわれわれの境界線の言葉それ自体を晒しものにするという仕方  

で、語り続けるしかないのではないか？われわれが、このわれわれの言葉によって、境  

界線を維持してきたのだということを。そして、そのことによって、かつてわれわれで  

あった者たちを彼らとして沈黙の内に境界線の外側にうち捨ててきたのだということを。  

その道棄によって、われわれは自分たちが生き延びてきたのだということを。   

それらのことを、われわれは、われわれの言葉で語り続けなければならない。   

われわれ自身がそうしてきたぁだということを。   

そして、彼らが黙ったまま遺棄されていったのだということを。   

しかもそれがわれわれの正義だったのだということを。  

われわれ自身の境界線に刃向かい、「われわれ」というアイデンティティを疑い、自分  

自身の拠り所を「われわれ」の言葉で汚しながら、何に対する怒りなのかもわからない怒  

りに苛まれながら、われわれは不器用に境界線を語り続けていかなければならない。おそ  

らくその構造の中で自分自身が遺棄した者であったことの怒りに苛まれながら、われわれ  

は彼らの沈黙を、決して語れない語りの中で相続していかなければならない。  
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本当にわれわれにはそれを語る言葉がないのだめ 。  

ただ、その「自明で正当な」文をどこまでも疑問形にしていくということだけが、われ  

われに許されたわれわれの闘いの手法である。自明でなければならない、疑ってはならな  

い、疑問形にしてはならないそのわれわれの規範を、われわれの内側から、疑問形で語る  

こと。疑問形でロにすることが即時に「われわれ」からの退去命令を意味するものである  

その境界線を、疑問形で、あるいはむしろ、彼らの声で語る  

声 －そこには必ず彼らの声が重なるだろう、それはむしろ  

をわれわれの中に響かせること。そ・れが疑問形で語られうる  

と。疑問形で語られたその  

彼 

のだったということをわれ  

こ
 
。
も
 
 
 

われの中で共有していくこと。   

例えばその疑問形は問うだろう。われわれの呼び名は正しいのか？と。あるいは、彼  

らを「彼ら」として区画することは、「ユダヤ人」として、「回教徒＿Jとして、「脳死者」  

として、「ニート」として区画することは、そもそもわれわれが彼らを呼ぶ＝名づけるこ  

とは、正義なのか？と。あるいは、彼らは本当に「彼ら」なのか？彼らはそう呼ばれたも  

の、そう区画された者でしかないのではないか？と。   

この疑問形は、同時に「われわれ」を浮き上がらせるだろう。われわれも「われわれ」  

ではか－のだ。「われわれ」も、そう自らを呼ぶ呼び名の中にしかないのだ、というふう  

に。   

だが、だとすれば、われわれとは誰なのか？あるいはわれわれとは何なのか？われわ  

れが信じ、依拠してきたわれわれの生の「意味」、われわれの「秩序」、われわれの「正し  

さ」とは何だったのか？それらがすべて、彼らの遺棄を前提にしたフィクショナルな構成  

によってしか維持できないものだったとしたら、それをわれわれはなおも正当なものとし  

て稚持し続けることができるのか？あるいは、そうではない形の「意味」と「秩序」は、な  

おも可能なのか？あるいはそうではない形の「われわれ」は、なおも可能なのだろうか？   

「彼ら」の生が「無意味」ではないとすれば、それを「無意味」だと排除することで推  

持されてきたわれわれの「意味」と「秩序」は崩壊するだろう。   

もはやわれわれは「われわれ」を推持することはできないだろう。   

だが、いかなる形での「われわれ」を、われわれは承認することができるのか？   

アウシュヴィッツの後で、遺棄されてきたあの移しい者たちの沈黙の前で、われわれ  

は、いかなる形のわれわれを「われわれ」と言いうることができるだろう？  

答の出ないその困難な答を、答の出ないままに、だがわれわれは －「われわれ」と「彼  

ら」が、ではなくわれわれが 一共同で問い続けていかなければならない。   

おそらく、これまでのではない別な政治の仕方は、そこからしか生じ得ないだろう。そ  

れは唯一、正当化を必要としないわれわれの政治のやり方なのだ。   

そしてそれが、アウシュヴィッツの後で、遺棄されてきたあの彩しい人々の前で、唯一  

正当化可能なわれわれの政治の条件なのである。  
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＊文中の略語は以下の通りである。略語の後の数字は邦訳の引用頁である。  

HS；GiorgioAgamben，Homosaceヱ；Tbrino，1995（『ホモ。サケル』高桑和巳訳、以文社、2003年。）  

MSF；GiorgioAgamben，Mezzisenzafine，恥rino，1996．（【F人権の彼方に』高桑和巳訳、以文朴、2000  

年。）  

QRA；GiorgioAgamben，QueicherestadiAuschwitz，恥rino，1998．（『アウシュビッツの残りのもの』上  

村忠男他訳、月曜社、2001年。）  

〔注〕  

1 またアガンベンはこうも言う。アウシュヴィッツの収容者の生き残りの証言に耳を傾けることは、  

「アウシュヴィッツ以降に倫理の名を思い上がって自称しているほとんどすべての理論を一掃するこ   

とを著者に強いた」（QRAlO）のだ、と。また「現代の人々が妥当なものと認めることができると信   

じている倫理の原理のほとんどどれも、最後の試練、すなわち 〈アウシュヴィッツの流儀で証明され   

たエチカ（EthicamoreAuschwitzdemonstrata）〉 として通用するための試練に耐えられなかった」  

（QRAlO）とも。  

ii 例えば、MSF47参照。  

iii「お腹がすいても食べてはいけない」「のどが渇いても水を飲んではいけない」「声を出してはいけ   

ない」「自由に移動してはいけない」「トイレに行くのも許可が必要である」「許しがあるまで前を向   

いて座っていなければならない」など、様々な禁止が、本人の意志にかかわらず強制される場所を、   

われわれはごく身近に知っている。例えば、「教室」がそれである。  

iv ニュルンベルクに始まるすべての裁判とドイツ人たちの悔恨と謝罪は、むしろ「アウシュヴィッツ」   

を過去の歴史上の犯罪＝過ちとして片付けることを許してしまった。裁判が「終わった」こと、判決   

が出されたこと、ドイツ人たちの謝罪と悔恨が表明されたこと、「それらはアウシュヴィッツの問題   

はもう終わったという観念が流布するのを助長してきた」（QRA20）のである。  

Ⅴ 「おまえは本当のドイツ人ではない」という非難が意味を持つのは、ドイツの「中」にいる者に対   

してだけである。例えばフランス人に対して「おまえは本当のドイツ人ではない」と言うのは無意味   

だ。包含的排除（中に包含しつつ排除すること）が締め出しとして威力を持つのは、内部にいる者に   

対してだけである。  
ムーセルマン  

viこれはアガンベンが『ユダヤ百科事典』の「回教徒」の項目を引用したものであるが、原典及び引   

用箇所は不明。「オリエント風に足を折りたたみ、顔を仮面のように硬直させながら、地面にうずく   

まる姿勢」とは、「回教徒」の状態になったアウシュヴィッツの囚人の姿勢を、イスラム教徒の祈りの   

姿勢に擬えたものである。  
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TheBorder  

SachikoIGARASHI  

Whetherand how wejustifyany ethics orpolitics after“Åuschwitz”is one of軌e central  

problemsofGiorgioAgamben．AccordingtoAgamben，“Auschwitz”isnevergonebecauseour  

politicswhichgaverisetothegreattragedyofAuschwitzisa盈soneverchanged・Our“modern”  

po且iticspremisescollective（nationalorethnicetc．）identitiesandusesthemforitsstab摘ty・  

Butifourmodernpo且iticsmade“Auschwitz”，WeCOntinuetomake“Auschwitz”anytlmeand  

anywhereun且esswechangeourpolitica且waysBFbrexamp鼠ethispoliticsisusedinmanyfie且ds，  

not onlyln‖po且iticalり，buもa且soim omre血icalorimbio－e血ca且field・In every鮎1dwe are  

accused ofouridentities，aSkedwhat宜am，inano抽erterms，WhetherIbelongto“us”or  

〟伽m〃，糾right〃or‖wrong〃，‖we且1〃or㍑i且且M，thatis，Iambeingpressuredtochoosebetween  

inside or outside of“the border”。Every“Ⅰ”am umder this（po且iticai）pressure to be a  

“member”ofoursociety。  

Theproblemseemstolieinthefactthattherewere，areandwillbeimmumerablevictimsinour  

modernpoliticswhowere，areandwi且且beexcludedasa‖irregular〃frominside。Butifthat  

りirregu且ars門makeus‖regularけ，andoursociety〟correctM，howcanwerefusethismodern  

po翫icsP  

Thatisourproblem・Thatis，howwechangeour‖modern〃politicsisthemainproblemof  

‖post－mOdernりpoliticalthought。In aword，how can we reh且Se the“border”？Thatis the  

purposeof抽ispapen  
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