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 こうしてぼくとしては、このような力のことを、すなわち、恐ろしいものとそう
でないものについての、正しい、法にかなった考えをあらゆる場合を通じて保持す
ることを＜勇気＞と呼び、そう規定したいのだ。もし君に何か異議があるのでなけ
ればね。 

ソクラテス 
 
I はじめに 問題関心と問題設定 
II 恐怖と国際関係論、感情と近代社会科学 
III 恐怖・感情の「合理性」と「非合理性」 アージ理論の基本的視座 
IV アージ・システムの基本構造 
V The Long History of A Human Kind アージ理論からみた「人類の長いお噺」 
VI 人類が滅ぶ前に 統一人間・社会科学の必要性と可能性 
VII ダイナミック・スキーマとメンタル・シミュレーション 人間像と世界像の原形質 
VIII おわりに インプリケーションと課題 
 
I 問題関心と問題設定 
 
A 問題関心 
 
・国際関係（世界）を動かすものは何か？→いわゆる理性や言葉では摑みきれない要素の
存在→恐怖・感情への着目  
・どこから出発するべきか 「この世界とは何か」「人間とは何か」「人間はこの世界をど
う理解しているか」「この世界、人間は何によって動いているか（動かされているか）」→
人間観、世界観それ自体の問い直しを含むところから出発するべき 
 
◎国際関係観 人間観・国家観・世界観と密接な関連 cf. ＜自我・国家・国際関係＞ 
 
◎基本的な問い 「人間にとって感情とは何か」（人間をどういう存在として理解するか）
という点から出発し直す 
 
B メタ問題関心 プロト IRとアルターIR 
 
・not ポスト IR、アンチ IR but プロト IR（生まれる瞬間、過去、現在、未来）、アルターIR
（パラレルかつ多数、自由な積み重ね、組み合わせ） 
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（１）「この世界とは何か」「世界の見方・考え方」を「国際関係とは何か」という問いを足場に考える→国際
関係認識研究 芝崎(2009d)、ネグリ＆ハート論の一部など 
（２）「この世界は何で動いているか」を「国際関係に関する知とは何か」（生成、受容、流通）をもとに考え
る→ソフト・パワー論 芝崎(forthcoming)、ウォルツ論 芝崎(2009b)、「マイケル・ムーア vsソクラテス」
「FORTUNE500vs丸山眞男」「アル・ゴア vs夏目漱石」など 
（３）実証：近現代日本における思想・運動・事業とその歴史的位相→日米学生会議、国際文化振興会、田中
耕太郎、朝永三十郎、箱根会議 芝崎(2009a)及び関連人物・事業など 
 
◎本研究 アルターIRのためのプロト IRとして 
 
C 問題設定 Shibasaki (2008)→芝崎(2009c) 
 
◎恐怖論への着想１ 「世界の見方、考え方」としての文化 ユクスキュル (2005)、大
森荘蔵 (1975, 1981) 
 生物普遍的な世界の見方 人間普遍的な世界の見方 動物普遍的な世界の見方？ 
 社会生物学的な問題関心 真木(1993)、Thayer (2000, 2004) not進化経済学、行動
経済学 
◎恐怖論への着想２ 国際関係という文化＝「生きるための工夫」 平野(2000)→死活問
題→生き延び survival →進化論？ 
◎たんなる恐怖論・感情論→人間観・世界観の根本的更新の必要性へ（問題提起） 
 
II 恐怖と国際関係論、感情と近代社会科学 
 
 A 国際関係（世界）を動かす根柢の要因としての恐怖・感情 
 
  ・安全保障のジレンマ（ツキディデス、第一次世界大戦、「恐怖の均衡」）、「恐怖から
の自由」 ルーズベルト(1941)、テロと恐怖、新たな「恐怖からの自由」 アナン(2000)、
学者（マキャベリ、ホッブズ、ニーバー、バターフィールド、ハーツ、ジャービス、ウォ
ルツなど） 
 
「最も真実な原因は、言葉の上では最も表明されなかったが、アテナイ人が強大となってラケダイモン人に恐
怖を与え、戦争へと強制したのだと私は考える。」藤縄訳(2000:25) 
「吾々としては事態の推移の結果、最初は主として恐怖心によって、次には名誉心によって、そして後には利
益にも駆られて、これを今日の状態にまで前進せざるを得なかった。・・・かくして、吾々が与えられた支配
権を受け取り、名誉心と恐怖心と利益という最も強い力に負けて、それを放棄しなかったとしても、吾々は決
して驚くべきことや人間性から離れたことを為してきたわけではない。」藤縄訳 (2000:74) 
 ・恐怖と権力・規律・支配  オーウェル、フーコー 
   
 B 国際関係研究と恐怖・感情 
 
◎知と感情の二項対立、感情の非合理性 吠えない犬としての「恐怖」みんな知っている
が扱い方がわからない。あるいは適切とは言えない扱い方をしている。 
◎国際関係研究における恐怖・感情研究の不十分さ・欠如 どう理解し、どう研究するか？
→細分化された研究の中で「業績」を作ることはできるが、それらの研究が「恐怖」「感情」
とは何かということを適切に把握しているとはいえない（問題の解きやすさと問題の適切
さ・重要性の不一致）のではないか。 
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 ・「吠えない犬」としての恐怖 Booth and Wheeler (2008)  言及はするが分析はしな
い  
 ・近年の言及 Bleiker and Hutchson (2008), Tang (2008), Lebow (2008) 
 
 C パラドックスと４つの対処法 
  根柢要因としての恐怖（感情）の存在を認めつつ、それを適切に分析するツールを発
展させてこなかった 
  背景 近代科学：理性 vs感情の二項対立図式 合理主義、分析・捨象、客観性 vs.感
情（非合理的、主観的etc…） 国際関係研究における実証主義、合理的選択論etc. 
 
【対処法① 社会科学、近代知に合わせて感情を変形する 近代社会科学還元論】 
・感情の導入の試み（心理学、感情社会学） 近代科学の側に合わせた操作化した感情（情念、情動）概念と
して cf. 船津(2006)、崎山(2005)  
・国際関係と心理 対外政策と心理 Bleiker and Hutchison (2008)  cf.クラインバーグ(1962) 
【対処法② 人文学的な「恐怖」「感情」「情念論」 一種の平行線】 
・ユネスコの「心の中の平和」論（「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとり
でを築かなければならない」）  
・人文学的アプローチ 「恐怖のリベラリズム」 Shklar (1989) Hoffmann (2006)  
・9.11以後簇出する「恐怖」論 Bourke (2005), Robin (2004), Bauman (2006) etc… 
【対処法③ 心理学など感情の専門分野に合わせて社会科学、近代知を変形する 感
情還元論】 
・異なるレベルの現象を異なるレベルで説明する危険  人間・心・社会 竹内(2001) 
・領域の混同 ヒュームの法則 ウィリアムズ (1998: 273-276) ①物質的②道徳的③精神的④記号的 
・決定論は回避 優生学、社会進化論というトラウマ  cf. オルコック (2004) 
【対処法④ ①から③を融合し新しい知の在り方を創出する ⇒ 本報告の立場】 
 
◎人間にはなぜ「恐怖」（ひいては「感情」）が存在してきたのか、どのような機能を持つ
のか→人間とはどういう存在か、人間は何によって動いているか、人間はどのように世界
を理解しているのか、を一から考えていく必要性 
◎こうした問いの性質：not処方箋の直接的提供 but基礎診断、「よりよい描写」（大森荘
蔵）そのものの追求 
 
III 恐怖・感情の「合理性」と「非合理性」 アージ理論の基本的視座 
 
戸田正直について（別紙） 基本的に 戸田(1992/2007)および(2006) 
 
A 感情の「野生合理性」 「知（理性）＝合理的、感情＝非合理的」図式の崩壊 
  
・感情の起源：「状況対処行動を起こさせる仕組み」 感情の本来の機能：「環境状況に応じ
て適切な状況対処行動を個体に選択させることによってその生き延びを助けること」 
・感情：野生環境下での生き延びのために長期にわたり形成 
 ①野生環境＝人間にとって制御されていない環境 
 ②文明環境＝環境の人為制御によって、「危険」を身辺から追放する環境 
 ※両者の違い 時間圧(time pressure)の高さ（余裕時間(available time)の長さ） 
・野生環境における感情の形成過程 
 本当の意味での「新しい」状況は滅多に起こらない（①同じ状況が頻発し、②類似の対
処行動がその都度行われ③時間圧が高い）状況下で、の人間の生き延びのための基本原理
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は「重要な状況のそれぞれに対して対処行動の選択法をあらかじめ手続化しておくこと」：
自然選択→蓄積→遺伝的手続きのプログラムとしての感情システムが構築、複雑化。 
 
B 「野生合理性」と「文明合理性」のギャップ 
 
・文明環境の変化の速さ（１万年）と、感情システムの変化の遅さ（２０～１００万年）
→野生合理性に基づいた＝感情に流された行動は、文明環境下では必ずしも適応的ではな
い 「今ここ原理」 
・従来の「感情＝非合理性」は文明環境における「文明合理性」から相対的に非合理に見
えるに過ぎない。 
 
 西欧的思想の中には、ギリシャ哲学に始まってデカルトによって定式化された、感情を非理性的なものとみ
なす強い感情に対する偏見がある。そうはっきりとは言わないまでも、東洋でも事情は似たり寄ったりで、「感
情に流されるな」という警告はわれわれは良く聞くところである。しかしこの警告は根本的におかしい。アー
ジというものは基本的に自動問題解決プログラムであって、野生動物は感情に流されることによって生き延び
を図ってきたのである。現代人においても９割方は感情に流されて問題解決をしており、それを別に不思議と
も思っていない。しかし、残りの１割は、感情に素直に流されるとおかしなことが起こる。 戸田(2006（(2007
所収):280） 
 
C 文明下における感情の制御 戸田(2006) 
 
◎人間 自分でもたらした外部変化（１万年）→①進化（数百万年）②絶滅（？）③制御 
→ 制御でいくほかない 
・③制御の２つの方法 
(1)「対抗アージ」の発動 意思決定ではないので困難 
(2)ムード状態の変更 ある程度可能 状況認知（認知システムの助け）cf. ソクラテス 
・状況認知のすり替え 人は絶えず行っている 万全ではない 例 タイミング、アージ
の多重起動による不安定化 
・制御を向上させるには 認知システムが個々のアージに対する理解を深めるしかない 野
生環境に巻き戻して考える必要性    
 
IV アージ・システムの基本構造 
 
心というソフトウェア＝生き延びに有用 ①感情システム②認知システム 
 
A アージ理論の基本仮定 
 
・アージ理論：「感情」という視点から、人間の「心」の働きをソフトウェアとして解明し
ようとする筆者の試みの総体 
・基本仮定：感情システムは、動物界で種を超えて「進化」してきた生き延び用のソフト
ウェアである（数億年） 
・例：恐れ の「逃走行動」は、「生き延び問題解決機能」をもつ。この機能を「アージ(urge)」
と呼ぶ cf.先駆者としてのウイリアム・ジェームズ 「本能」 
・【アージの基本的メカニズム ①「恐れ」アージの起動（起動相）→②選択肢（行動プラ
ン）の意思決定：正しく、短時間に（意思決定相）→③実行相（実行・終息）→④再演相】 
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・感情システム ◎アージ機能は状況の数だけ存在◎評価モニター(appraisal monitor)に
よる状況評価が必要（外部状況→認知システムの補助） 
・評価モニター：外部状況＆内部状況（身体）を全体状況としての「ムード状態(mood state)」
に変換→フィードバック cf.ウィーナーの「感情的トーン」に類似・拡張 
・評価の基準：生き延び 「ムード状態」の数は無限 
・例 恐れ  「恐れ」ムード状態が一定の値を超える→恐れアージの起動→逃走→値が
下がる→アージが終息 
・「恐れ」という「感情」は３つに峻別される 
①アージとしての恐れ 有限の行動（起動→終息） 
②ムード状態としての恐れ 無限（常に存在） 
③自分の属性に対する情報＝「感情的態度」（例 蛇に関するスキーマ、知識、刷り込み） 
・【アージが起動するまでの基本的メカニズム：①あるスキーマの活性化→②感情的態度の
活性化→③ムード状態生成→④アージ起動】 （常にこうなるとは限らない） 
・状況評価時のスキーマは１つとは限らない 例 動物園の蛇 大人と子供 
・３つを弁別する基準としての「持続時間」 
 ①アージ 数秒、数時間②ムード状態 常に変化（アージの枠内）③感情的態度 数年 
・アージ、ムード状態、感情的態度：すべてが同じ名称である場合より別々が多く、また
３つを区別できないものが多い（特に感情的態度） 
 
B アージ活動の４相 
 
・アージ活動：４つの相の並び 
・＜１＞起動相：not意思決定but自動的、強制的 
 起動されると、アージ目的が設定され（言語的or非言語的）、アージ目的の制約下での
行動を起こそうとする 
・＜２＞意思決定相：アージ目的実現のための具体的行動（「活動プラン」）を時間が許す
範囲で考える 
 活動プラン：人間の場合は豊富、自動生成できる 「応変性」が高い 
・活動プランの後天性 
 アージ理論の基本仮説：生物学的ソフトウェアであるということ＝人類共通、場所・時
代を超えてすべての人間に共通（動物も基本的働きは共通） 
 活動プラン：ソフトウェアであるがむしろデータに近い →文化差、個人差あり、文明
前、文明後でも異なる 例 空腹→ムード状態→食物探索アージ（狩りに出るかコンビニ
か） 
・アージの起動は意思決定ではなく、活動プランの選択は意思決定 
・アージの意思決定：従来の意思決定＋時間・費用の考慮が必要 
・余裕時間次第で選択は変化していく 
・＜３＞実行相 
◎「アージ活動」：アージ強度（ムード状態の強さ）によって実行される様相が変化する。 
◎「アージ強度」：①問題状況の重要性②余裕時間 
・「注意(attention)」 
「今ここ効果(here-and-now effect)」高アージ強度下の注意の焦点の極端な集中 
・＜４＞再演相：リプレイ、活動プランの再検討→繰り返し、新プランを定着させ、アテ
ンション・トラップを作る 
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◎「『恐れ(fear)』は野生環境における生き延びプログラムの原点のようなもので、したが
って進化的な起源も古く、他のアージとほとんど独立に考えることができる」 戸田
(2007:41) 
 
V The Long History of A Human Kind アージ理論からみた「人類の長いお噺」 
 
A 援助行動 
 
・人間の生き延びと「のし上がり」：「集団」による「協力」により実現 
・①狭義の自己保存アージ、利己的アージ群 ②「協力」アージ、利他的アージ群 
・緊急事態援助行動 救難信号（「泣く」「叫ぶ」）：逃走せず助ける場合があるから発され
る→助ける、助けられる：野生合理性 『仲間を助ける』アージは生得的→先に行動し、
結果が証明する方略で形成 
・「援助アージ」：信号を聞きつけ、悲鳴の方に駆け出す 援助アージ＞恐怖アージ 優勢 
恐怖アージは待機状態：割り込み競争 
 常に割り込みの可能性は残る：援助アージと恐怖アージ→同時起動するが相互阻止では
ない→選択の余地：逃走行動を遅延させ、かけつけるかどうか 
 意思決定はpoint of no returnの直前でなされる 相互阻止、選択肢（さらに待つ、も） 
・利他的アージとしての援助アージ：援助要請の有無とは無関係に生じる。困っている人
を助ける 
 ◎人類の生き延びを支える２つの力①個体の自己保存：利己的アージ群②個体間の協力：
利他的アージ群 
 
B 野生環境における社会制度  
 
（１）社会ルールと原集団 
・集団協力の効率化＝「社会ルール」の共通規範化 
・社会ルール（例 言語ルール）：機能を果たしてさえいれば何でもよい：自然法則と同等
視、制御・計画・学習 
・社会ルールは変更可能（社会機能の枠内）：ルールの範囲の限定性（一定の文化、社会集
団内に限られる）  
・原集団(ur-group):ルールを共有した集団（少数・単純なルール）、せいぜい数十人（資
源量、完全相互認知） 
・準線型順位制、「ルール遵守」「追随」アージ→「尊敬」評価型態度の強度による 
（２）リーダー、メンバー 制御力 
・リーダーの条件 最初は筋力→知力、財力、血統力＋「連帯力coalition power」（連合
体の支援） 例 チンパンジーの雌たち 
・①連帯力の重要性（例 選挙）②順位制は民主的（独裁は少数連合体支配成立以後） 
・上記の力の共通項＝周辺環境の制御＝「制御力control power」：制御力増大アージが
利己的アージの多数を占める（獲得コスト大） 
（３）集団合理性と野生合理性 
・①個人合理性：利己的アージ群②集団合理性：利他的アージ群 
・３点 
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 ①常に集団合理性が優越するとは限らない 別集団形成など 
 ②アージ・システムは原集団止まり 農耕革命以降の問題 
 ③種合理性、遺伝子合理性とアージ：遺伝子は扱わない、種合理性は存在しない（原始
時代は集団が種と同一視、冷戦期も自分の恐れ） 
 ◎人類の救い 地球社会と地球集団 集団合理性と種合理性が同じになる可能性 
 
C 文明環境下の社会制度 
 
（１）文明化とアージ機能のルール化 
・アージ・システムにより集団制御機構の社会ルール化（儀礼、制度、成文法）：アージの
「なぞり」として形成 条件①言語表現力②行政・司法機構 
・社会ルール notアージの代替butアージの補完 
 現代でも、アージ・システムはフル稼働（２４時間） 
（２）経済活動（原型としての互酬的交換、互酬性の存続）、誇示活動の儀礼化、順位移動
から社会的賞罰へ 集団合理性、順位制の階級制への変貌 
（３）文明社会におけるアージの働き 
・文明以降のルール アージの中に全くないものはほとんどない：文明社会は結局１人１
人の人間が構成＋原動力としての「アージ」＋アージ・システムが提供する「価値」 
・現代社会：社会ルールの増加（集団の大規模化）、ルールの解釈の多義化（急激な社会変
動）→個人の権利と義務の曖昧化 怒りと不満 
（４）地球社会 
・地球社会の成立：ほとんど偶然＋効率的に管理運営していくシステムの欠如 
・世界政府ではうまくいかない→社会システムを作るための基本条件の変化：情報のネッ
トワーク（権威の失墜と①情報力の制御力低下②比較集団の拡大）連帯力と情報力 
・アージ・システムの表層的な「なぞり」ではダメ しかし 人間はアージ・システムに
基づいて活動している→全く新しい社会システムが必要 
 
VI 人類が滅ぶ前に 統一人間・社会科学の必要性と可能性 戸田(1971)、Toda(1971) 
 
A 基本的視座 
 
・宇宙に住めるなら 他の星に住めるなら 人間は「子ども」のままで OK そうでない
以上、「狭い場所に大勢が平和に住むためには、当然、個人個人が行動をある程度抑制しな
くてはならない」おとなになる＝自己抑制する：幼年と青年の移行期をどう乗り切るか 
 
B 現代 技術進歩の加速 
 
・現代の変化：繰り返しきかず、方向付けられている 人類史上極めて異常 
・現代の加速：指数関数的 一気に危機 
・変化の加速の原因：科学技術（科学と技術、情報と制御のポジティブ・フィードバック） 
・加速を阻止する要因：自然のネガティブ・フィードバック：人口増、侵略、情報の散逸  
 →人類は制御してきた 
 
C 現代 社会組織の老化 
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・技術進歩の加速による社会組織の老化 
・問題 消費されるエネルギー（人間が触媒的に働くことで情報に転換可能） 
・エネルギーの取り出し元 化石燃料  
 エネルギーの使い先①技術文明②必要消費③過剰エネルギー（大量） 
・現在の社会組織：not大部分が豊かな人である社会向けbut生存ぎりぎりの消費エネル
ギーを与えられた人々が大部分である社会向け 
・必要以上のエネルギーは消費するしかない 人間：not 単に消費but 生産的に用いたが
る→①情報の入手（情報・擬似情報の生産販売）②自己の制御圏の拡大（他の人の制御困
難→物、機械の多い生活） 
・これらは大きな不満をもたらす ①技術が進歩したので消費されにくい②再生産につな
がらない消費＝生きがいの喪失③技術文明の進歩への参加が困難 
・よって生じる「豊かであるが故の不満」（過剰エネルギー、過剰時間）→不満が社会組織
へ向けられる 
 社会組織の本来の役割：人々のエネルギー使用の仕方を整理し、少しでも多くを情報-
制御の拡大生産過程（縮小防止過程）に投入すること ex.国家：国民のエネルギー消費の
形を調整し、保守・発展させる（過剰エネルギーの吸い上げ） 
・情報、レジャー産業では一時しのぎ 
・不満は必ずしも破壊にはつながらない うまく使えないエネルギーの蓄積 
・破壊が崩壊につながる恐れ 
・人類の最大目標：本当に新しい、そして豊かになった個人個人が、そのエネルギーをも
って直接、情報-制御過程に参与する（創造過程）を可能にするような社会組織の創出 
・問題①しかし、時間がなく、間に合わないかもしれない（加速度＝文明は爆弾状態、ち
ょっと失敗が命取りになる） 
・問題②新組織の成立より現組織の崩壊の方が早い？ 徴候としての「権威の喪失」国家 
 情報の豊かさはpoint of no returnをこえるとしめつけ不可能、教育、産業 
・変化→崩壊→終局→混沌？ 
 
D 現代 地球文明の成立とそのリスク 
 
・世界の統合 文明＝知識の統合とすれば、現在の世界は１つの文明圏（技術情報） 
・かぜ薬の例 特効薬→全世界に普及→致命的副作用→人類は？ 
・人類が１つの文明しか持たないことは、人類存続上の危険を非常に大きくする 
 
E 統一人間・社会科学の必要性  
 
・１つの文明→技術・加速→余剰エネルギー→豊かさ＋使用目的与えられず→社会組織の
権威喪失、崩壊の危機→新組織は間に合うか？ 
・加速はどこかで頭打ちになる（ネガティブ・フィードバックの最後の切り札は人間） 
・危機回避の２つの方法①加速をセーブ②加速を制御できる社会組織作り 
◎技術文明の仕組みは人間が作り、エネルギーを供給→人間と人間が作っている社会に関
する知識の乏しさが問題 
◎現代社会の致命的欠陥＝自然科学技術の独走と人間社会科学のまるっきりの遅れ 
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◎現代文明・人類を救う唯一の道＝人間社会科学を非常に精度の高い厳密科学にまで高め
ること→「統一人間・社会科学」 
◎不可能？ 外圧（環境整備）があればなんとかなる 
・正しいアイデアによって爆発的連鎖反応が起きる環境を整備すること 
・正しいアイデアはその気になれば出てきうる（現状では発展しようがなく、出てこない） 
・出てこない要因 保守主義 よりも大事なのは：ダイナミックな人間社会が大きく複雑
すぎるため、個人の力ではどうにもならない→いずれ必要性が認識される、事情は変わり
かけているので、マスアタックをかけていく そのためのアイデア探し 
 
F 統一人間・社会科学のつくり方 
 
・巨大科学としての統一科学はどのようになるか予想 
・最初の段階：理論というより模型 膨大で不格好ただし予言、確率、自己修正、条件付
き予言 
・人間・社会科学の発展が遅れた原因：一般理論の横行（簡単な原理から広い範囲を説明
しようとする） 理由 複雑さと情報処理能力のアンバランス 
・一般理論どうしの争い→理論の積み重ねによる進歩なし（「真か偽かを厳密な尺度で論じ
たら、思いつきから出てきた一般理論は厳密にはすべて偽にきまっているといえる」） 
・本当の一般理論の成立可能性はゼロではない 今は「とにかくがむしゃらに社会のダイ
ナミックな様相を記述するしかない」 
 必要な理論は not 一般理論 but 部品的理論群（他と組み合わせ、改訂しうる可能性） 
・例 宇宙船の部品、幼児 「開いた」理論 
・模型はグロテスク、全体としての理論的統一はなし それでも予言は可能 
・統一人間・社会科学：他のどれにも似ていない 統一＝一緒に仕事をする 
 
VII ダイナミック・スキーマとメンタル・シミュレーション 人間像と世界像の原形質 
 
スキーマ：知識を構成するモジュール 
 
A 感情システムと認知システムの関係 予測としての状況認知 
 
・状況認知：対象物＝スキーマ、関係＝関係スキーマ を割り振ることで 予測 
 予測①現実より早い②人間でも動物でも可能 → 多少なりとも論理的な規則に従って
言語情報処理によってなされるという仮説を無効にする 
 
B ダイナミック・スキーマとメンタル・シミュレーション 
 
・動物の状況認知のスキーマ＝「知覚イメージの断片」（人間も同様。人間の言語＝知覚イ
メージの断片を「特殊加工」したもの） 
・人間と動物の違い 中枢制御機構による演算（「まじめな思考」）が可能 
 ◎動物も、人間もスキーマ自身による自律的予測処理によっている＝「ダイナミック・
スキーマ」（動的、自律的に変化するイメージ） 
・現実より早くなる条件→予測プロセスの中のどうでもよい部分をカットする方法→中間
状況のカット＝スプライシング 
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・現実の状況→複数のダイナミック・スキーマ＆関係スキーマ群（相互作用つき）→スプ
ライシング→予測状況（問題状況）→アージ起動→意思決定＋自己スキーマ→メンタルシ
ュミレーション（どの活動プランだとどういう変化が起きるか） 以上を繰り返す。これ
は言語を使わなくても可能 
 
C 認知アージ：思考、直感、想像 
 
・内的活動としての「考える」こと（認知システム）→認知アージ（他と同時起動可能） 
・ムード状態＋活動プラン選択時 
・４つのアージ ①予測（現実性の制約）②探索③思考的問題解決④想像：主役はダイナ
ミック・スキーマ、言語は準主役 
・④想像：ダイナミック・スキーマの自由な変容、制約をゆるめる 
 想像＝未来の「可能世界」の探索 
 物語＝新たなダイナミック・スキーマの獲得、想像 
 「夢実現アージ」 例 飛行機 ③、②＋物作りアージ 
・②探索 制約＋メンタルシュミレーション スプライシング＝「直感」 
 ただしひらめきには証明が必要（③「まじめな思考」による → ここではスプライシ
ングはだめで、一歩一歩） 
 
D 言語 
 
・言語＝「凍ったダイナミック・スキーマ」 言語もまたイメージの断片 ただし文法が
あるため、活性化したダイナミック・スキーマ群が表現している情景を近似的に表現可能 
 言語化（記憶しやすい）と脱言語化によりダイナミック・スキーマとして再生（③のバ
ックトラック） 
・「言語を使って考える」は誤り：考えているのは活性化されたダイナミック・スキーマ群
であり、言語化しているためにそう見えているだけ 
・言語＝自分の思考の記録取り 
 コミュニケーション、発声：他人の思考の記録を自分のダイナミック・スキーマを使っ
て脱言語化する 
 文字：時を超えた思考の脱言語化も可能 
 
VIII おわりに インプリケーションと課題 
 
A 本報告 いわゆる「生煮え」：スプライシングの多い、知覚イメージ断片 「まじめな
思考」の一歩（二歩、三歩）手前のダイナミック・スキーマ状態 cf. 伝道アージ 
 
B 本報告のインプリケーション 
 
◎国際関係研究、社会科学がなぜ恐怖、感情をうまく扱えない理由、原因：恐怖、感情に
関する理解の仕方そのもの（人間、人間の世界像） 
 
 
感情の野生合理性と文明環境下での抹消不可能性：不変・一定と加速的変化の進行という



 11 

ギャップ 
 
参考 ネグリの「政治概念」としての「愛」「笑い」 Hardt and Negri (2009) 
 
 “Love is a process of the production of the common and the production of 
subjectivity” (p.180)  
“Love … is joy, that is, the increase of our power to act and think, together with the 
recognition of an external cause.” (p.181) 
 loveの堕落形態は①identitarian love②a process of unification, of becoming the 
same (romantic love) 
‘Happiness is a pleasure that lasts and repeats.”it is public, not private.””It is a 
collective good, perhaps the ultimate collective good” : common happiness (p.377) 
 
◎どのように扱ったらいいのか：どちらかをどちらかに投げ込む、ないし安易な統合では
なく、知全体を根底的に基礎付ける、人間観、世界観を根本的に変えなければならない。
そのことは、この世界の「新しい社会システム」の構築という人類の最大の課題に応える
ためにも不可欠。その一つの方向性としてのアージ理論、ダイナミック・スキーマ論 
 
◎アージ理論のミクロ・レベルでのインプリケーション  
 
メカニズムを知ることによる、分析の精密化・厳密化、対処法の精密化・厳密化：「感情」
言及の分類、記述、国際関係の理論、ルールの「アージなぞり」度の検証など。 
 
 例１ 国際関係研究（近代社会科学）の更新可能性 
  ex.リアリズムにおける survival , self-help, anarchy、リベラリズムにおける「協力」、
コンストラクティビズムにおける「認識」「アイデンティティ」、ポストモダニズムにおけ
る「真理の相対性」「主観と客観」、高坂正堯「恐怖と希望」ドイッチュ peace, freedom, 
happiness, survival 
  
 ・国際関係論的人間像それ自体の見直し（カント、マキャベリ、ホッブズ、グロティウ
ス云々）→社会科学的人間像（ホモ・エコノミカスetc…）それ自体の見直し  
 ・知性・感性の統一的理解 脱色から彩色へ 真木悠介(1977)、重ね描き、分析から総
合へ 
 ・利己と利他の問題 真木(1993) 遺伝子的な「愛」・個体の「エゴイズム」・他者への
「愛」主体的における重層的非決定性とそれ故の自由の問題とのリンク 
 
 例２ 現在の国際関係を動かすものに対する分析、考察の可能性 
  ex. 恐怖の最大化（愛国法、監視）と恐怖の最小化（兵士、自爆テロにおける教育・
子ども・知的障害者など）：恐怖の操作可能性と対抗可能性 →「恐怖の文化」 グラスナー
(2004) ムーア (2002)「ショック・ドクトリン」 Klein (2007) 
 
 
◎アージ理論のマクロ・レベルでのインプリケーション 
 
人間像、人間の世界像のできあがり方、の根本的な変更の必要性→新たな社会システムの
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構想、新たな人間・社会科学の構想 
 
グローバルな社会、グローバルな世界のあり方の構想は、主体としての人間像の更新なく
しては十全なものと言えない。「主体」のあり方を規定する考え方それ自体について根柢か
ら考え直すと、社会像、国家像、国際関係像、世界像すべてが相互参照的に考え直されな
ければならない（連環構造） 
 
◎ダイナミック・スキーマを直接意識し、分析できるか？ 人間、動物の認知の根源 
 
初めに言葉ありき 初めに行為ありき 初めにイメージ（の断片）ありき 
 
参考 大森荘蔵の「恐怖」という状況、ユクスキュルの「環世界」論 
例 ウォルツの「イメージ」「ひらめき」、ナイの「ソフト・パワー」 
 
◎人間像、国家像、国際関係像、そして世界像それ自体の再構築 
 手がかりとしての人間像ないし「人間の認識の構造」像の更新可能性 
 「生きるための工夫」と文化・感情・文明の意味関係の再考の必要性（どこからどこま
でが文明・文化か？） 
  
◎補足 
・「至近要因」(how)と「究極要因」(why)の混同  オルコック(2004: 9-11)  
・人類史的視座に立った説明：進化論・感情還元論・決定論ではない 
 
 


