
障害の関係モデルの定立のために 
―障害問題のパラダイム転換をなしきるために― 
 

 はじめに―なぜ、障害のモデルが問題になるのか 
なぜ、障害のモデルを問題にしているのか、という話から始めます。 
それは、「障害者」の存在が、今の社会で否定的にみられ、「障害者」も少なからずそのよ

うなところにとらわれています。で、それに対して、「障害者」自身が、それを批判する言
葉を発してきました。日本では、70 年代の初めから新しい「障害者」運動と共におきまし
た。青い芝の行動綱領とかに端的に現れています。「個性論」(*1)や「「障害者」が変わるの
ではなく、社会を変える」という言い方はすでに 1970年代に出ていました。 
「障害者」の存在を否定する論理、それは優生思想として端的に表れているのですが、そ

れに対する批判、それはまさに叫びであり、感性的なするどい批判であったのですが、論理
的にはきちんとした批判にはなっていませんでした。日本の「障害者」運動は遅れていると
言われるのですが、感性的な突き出しの鋭さは、むしろ欧米よりもラジカル(根源的)だった
と言い得ます。 
一方で、イギリスで「障害者」を中心にして起きたイギリス障害学が、それまでの障害の

とらえ方を医学モデルとし批判し、自らのモデルを「社会モデル」として突き出しました。
1980年代後半には始まり、きちんとまとまってきたのは 90 年代になってからです。そこに
はパラダイム転換(認識の基本的枠組みの転換)(*2)があるとまで言われていました。 
  それらは、「障害者」が、自らの存在を否定されることへの、生存をかけた反批判の運動
であり、それはまた生存の営みであったのです。 
国連―WHO世界保健機構を舞台にした障害規定のせめぎあい 

 1980 年に出された国際障害分類 ICIDH(①impairment 機能障害②disability 能力障害③
handicap 社会的不利)ということは、社会的不利という概念を突き出し、障害問題の社会性
を指摘したという点で当時は画期的な障害規定でした。 
ですが、ICIDH は、結局①impairment 機能障害→②disability 能力障害→③handicap 社

会的不利という①があるから②があり、②があるから③があるという、因果論的構図になっ
ています。それでは、「障害者」の存在を否定的に見るところから抜け出せないことになり
ます。そういう中で、世界的「障害者」運動のうねりの中で、イギリス障害学が「社会モデ
ル」を突き出したのです。そこでの①があるから②③があるという構図から、①ということ
をカッコでくくって、②③というところを問題にしたのが社会モデルなのです。そこには、
「障害者」が存在を否定される考え方を否定するという内容として突き出したのです。障害
は「障害者」の存在を考えないで構造物を作り、制度的保障がないから障害があるのだとい
う「社会モデル」を突き出したのです。 
「障害の社会モデル」という理論的な突き出しと、「障害者運動」の広がりの中で、国連

の世界保健機構WHO で国際障害規定の ICIDHの見直しが始まっていたのですが、同時に



イギリス障害学の中で、フェミニズム障害学を名乗るひとたちを含んで第二世代の第一世
代批判も始まりました。これについては別項で書きます。 
 結局、WHO で ICIDH-2 として議論されていたことは、ICF 国際生活機能分類としてま
とめられました。その中で、障害の医学モデルと「社会モデル」の統一ということが謳われ
ていました。わたしからとらえれば、障害の医学モデル―個人モデルに環境要因を接ぎ木し
て(*3)、統一したと称する、医学モデルへの引き戻しに過ぎないことでした。 
イギリス障害学の第二世代の第一世代への批判への反批判 
「社会モデル」は、「障害とは社会が「障害者」と規定するひとに作った障壁と抑圧であ

る。」とわたしはアレンジして規定しています。それに対して、前項に書いたように、「「社
会モデル」を突き出したひとたちは、「障害者」の現実の生きがたさを押さえていない」と
いう批判がフェミニズム障害学(*4)を名乗るひとたちを含んで起きました。元 「々社会モデ
ル」を突き出したひとたちを第一世代と言い、イギリス障害学の中で起きた「揺り戻し的提
起」（これはわたしの押さえ方です）をしたひとたちを第二世代という規定も出ています。
結局「impairment「障害」は、impairmentとして歴然としてある」という論理にからめと
られていくのです。 
どうして、そのような論理にまたもやからめとられたのかを押さえる作業をしてみます。

そもそもそれは、まず第一に、そもそも身辺自立の観念にとらわれているからです。現実的
なつらさという話が、「障害者」サイドから繰り返し出て来ます。イギリス障害学の第二世
代も、同じ論理に結局とらわれています。確かに、今の介助の体制の中で起きていることと
言い得ます。そこでは、そもそも十全な介助などありえないということです。それはひとつ
は、介助が充分に保障されていないという制度の問題、その中で、そもそも介助が資本主義
的生産性の論理として、体制として介助が充分に保障される方向には向かえないなかで、
「十全な介助などありない」というとらえ違いがおきています。その論理として「他者は自
分の思うようには動いてくれない」という話が出て来ます。そもそもひと一般においても、
自分のことが自分でできると称するひとでも、十全にできるわけではなく、他者のうまいひ
とにやってもらった方がうまくいくという経験は多々あることではないでしょうか？ 医
療と介助の中間的なことにそれは端的に表れています。個人的な体験を書いてみます。わた
しは、子どもの頃に母に耳かきをやってもらっていて上手くやってくれていたのですが、わ
たしは未だに自分の耳かきが上手くできません。たとえば、衣料の整理とか片付けとか、そ
んなことは多々あります。必ずしも、自分のことは自分でできるなら自分でやった方がいい
に決まっている、というような論理は成り立たないと思います。 
もうひとつは、介助を受けるということは独りになりたいときに独りになれないという

はなしがあります。これは、「聴覚障害者」に音楽を聴かせてあげたいとか、「視覚障害者」
にきれいな景色を見せてあげたいとか言う話に通じます。生まれたときから「障害者」のひ
とには、刷り込みが起きない限り、当事者のそんな要求は起きてきません。 
介助も生まれたときから 24時間介助が必要なひとにそんな要求は刷り込みが起きない限



りおきるのでしょうか？ そして、そもそも、必要なだけ介助が保障されるとしたら、介助
の待機も含めて保障するとかいろいろ解決し得る方法はあるはずです。 
更に、もうひとつは「障害」にまつわる苦痛の問題です。これは、医学モデルはかつて「医

療モデル」という言い方もされていたことにつながっています。わたしも区別しないで使っ
ていた時期があります。それで、「医療モデル」批判をすると「医療を否定するのか、苦痛
を除く作業を否定するのか」という反批判が起きました。医学的には、苦痛を取り除く作業
の対象は「病気」として規定されることです。もちろん、「病気」と「障害」の境目はあい
まいで、「病気」や死ということの否定性と「障害」の否定性は繋がる側面もあり、「「病気」
や死の否定性」ということへの論究も必要になります(*5)。ですが、苦痛の緩和措置がかな
り進んでいることもあり、一応切り離して論じます。 
このあたりのことは、第二世代のひとたちの原典をあたる作業をしようとしているので

すが、語学の壁で進んでいません。ですが、翻訳引用されている範囲で、ずれてはいないと
は思っています。原典に当たられている方からの批判、対話をと願っています。 
「障害者」の存在を否定する言説との対話(言説批判) 
さて、こんなことを書いていると、ターウィン進化論の自然淘汰説の話が出て来ます。ひ

との自然性において「障害者」は生きられないのだから、飢饉とかで弱い立場のひとから死
んでいくことがあり、生活が大変な中で間引きとかあったのだから、介助がある条件下で充
分に提供されないのは当たり前だというような論理がでてきます。いろいろな言説があり、
ひとは動物の自然性から脱し得たのだとか、ひとは動物であるという自然性から逃れ得な
いのだとかいう話が、それぞれの立場で都合良く論じられてきたのです。そもそも、何が自
然かということがあります。ひとが採取経済の中で、時には飢餓で死ぬという自然性に埋没
して暮らしていたときから、危機に備えて蓄積するようなことが出て来て、それが私有財産
制を禁止する(―原始共産制)というようにならないときには、富の偏りが起きていて、すで
にそのときから、「自然では弱い立場の生物体が死ぬ」という論理は成り立たなくなってい
るのです(それにそもそも、弱者が殺された、死んでいったということ自体、いつも一般的
におきていたわけでもありません)。そもそもこういう優生思想的なことを言うなら、この
社会の膨大な格差をなくしてから言うことです。格差をなくせば、今の社会で飢餓で死ぬと
いうことはありえないし、ベーシックインカム基本所得保障という形で議論されているこ
とは可能なのです。ですが、ベーシックインカム基本所得保障は、今の社会体制を解体させ
るのです。そもそも所得概念自体が今の社会体制の理論なので、基本生活保障ということば
で、新しい関係作りを目指すことで、現在的な富の蓄積で充分可能です。体制を崩壊させな
いために、体制側のイデオローグたちは、近代的個我の論理、身辺自立の概念へのとらわれ
に誘導します。その核になるのは、「能力に応じて格差が起きるのは当たり前だ」という考
えです。さて、そもそもこの社会は、私有財産制がある限り、能力主義の社会でもないので
す。今、はやりのフレーズをもちいれば、「１%のひとたちの 99%の人たちへの支配」とい
う「新身分制」の世界になっているのです。そもそも能力の違いというのは何でしょうか？ 



ひとは膨大な物的にも知的にも過去の蓄積の中で生きています。現在の社会の特質を表す
こととして特許制度があります。知的所有権がどうのこうのと、かつて中国の批判をしてい
た中で、中国も少なくとも経済において資本主義化していくなかで、それを受け入れていっ
たのですが、そもそも特許ということを、ずーっと遡っていくと、そもそも誰が発明した、
創り出しかも分からない事態になります。そもそも、知的なことを生み出していくことにお
いてことばを創り出したということから始まったわけで、そんなことで特許間概念を使っ
ていけば、特許という考え方自体が崩壊するのです。そもそも能力とは何かという問題があ
ります。でもその能力自体が、過去の膨大な蓄積の上に成り立っているのですが、たとえば、
その膨大な蓄積を、ものすごく少なく見積もって１京(兆の上の単位)としてみます。それで、
ひとの労働能力に応じて給料が払われていると仮定して、２人のひとがいて、ひとりは能力
が給料 15万に相当するとして、もう１人は、35万に相当するとします。で、過去の膨大な
蓄積に比べると、１京分の 15 万と１京分の 35 万という区別に何か意味があるのでしょう
か？ その額が不労所得も含めた１億になっても、その数字は 0 に近い数字なのです。 
特許は、どこかで過去に遡っていくのを止めて切断しないと経済は成立しません。どこで

線を引くのかということが問題になります。ならば最初から、「蓄積された富は、すべてみ
んなのものである」ということで了解できる話ではないでしょうか？ 
わたしの障害のモデルを巡る混乱 
かつて、三村洋明『反障害原論―障害問題のパラダイム転換のために―』世界書院 2010

を出したときに、すでに障害の関係モデル的なことは突き出していました。ただ、関係モデ
ルと「社会モデル」の関係、位置と区別が今ひとつ明確になっていませんでした。 
わたし自身は「障害の社会モデル」を一応過渡の理論としてカッコにくくってはいました

が、パラダイム転換の内容をもっていると書いたりしていました。 
わたしはそもそも「社会モデル」を押さえる以前に、関係モデルを突きだそうとしていま

した。わたしにとっては、先に関係モデルが出て来ていたので、「社会モデル」→関係モデ
ルということをもう一歩踏み込んで押さえる作業がきちんとなしえていませんでした。(*6) 
関係モデル的なことで、最初書いていたのは、「二つのできないことの出会いの中で、障

害が生じている」という押さえ方です。これは関係論に直接結び付けるための端緒(アンチ
テーゼ)的とらえ方です。そこから、さらに飛躍(ジーンテーゼ)的に転換しえるためのキー
ワードは「なぜ、そのできないことができないといけないとされるのか、しかも、ひとりで
できないといけないとされるのか」ということです。 
関係モデルは「障害は、関係性の中で、「障害者」が「障害」をもっているとして浮かび

上がる、それはあくまで関係性の中で起きていること」(*7)という言葉にまとめることがで
きます。ですが、この考え方はそもそも資本主義社会の始まりの中で定立された近代知の世
界観(*8)と真っ向から対立し、なかなか押さえにくいことがあります。それを押さえるには、
まさにパラダイム転換が必要なのです。そういう中で、「社会モデル」が一定「障害者」運
動を担っているひとたちの間でかなり浸透していく中で、わたしにとっては過渡的な理論



として出て来た「社会モデル」との対話の中から、そこから関係モデルに転換をなしきるこ
ととして使えるとして、いろいろコメントしてきました。わたし自身、「「社会モデル」は社
会を実体化している」という批判はしていたのです。そこで、改めてもうひとつ、「社会モ
デル」は、個人と社会を二項対立的におくことであり、それでは個人と社会の関係をつかめ
なくなるというところで、関係モデルへの転換を為しきることを提起したいと思います。 
人権論では、なぜすまないのか 
さてももうひとつの観点から、障害問題をとらえ返しておきます。 
今、この社会では多くのひとが、人権論で差別の問題に対処しようとしています。現実的

に、人権論というのはこの社会でかなり波及していて、各種法律、条約の基礎になっていま
す。それで、それを使っていこうという思いが出てくることは、現実的な対応として理解で
きないわけではありません。これだとモデルということがことさら必要になるわけではな
いのです。 
それはアメリカ障害学の公民権運動から波及したマイノリティの権利というところから

もとらえられることです。 
しかし、そもそも人権論は架空の論理でしかありません(*9)キリスト教的な天賦人権論が

人権概念の基礎になっていて、キリスト教圏でないと通じないという問題があり、また、キ
リスト教圏でも無神論になったひとにも通じません。また、人権の話をしていて、「ひとを
傷つけるのはよくないよね、だから差別はよくないよね」という話としても一応通じても、
それが建て前的になっていって、本音の部分では「差別が起きるのは、違いがあるから当た
り前、仕方がない」という話になっていきます。 
その根っこはどこにあるのかというと、人権論では、能力を巡る差別は区別であって差別

ではないというところがあるのです。そして、差別が労働能力の問題に収束する傾向があり、
それが土台になって差別が起きているのです。そもそも、障害規定の基底には、「労働能力
を巡る標準的人間労働(*10)という概念からなる一定の幅以上に外れるひとたち」というと
ころから起きていることとして押さえ得ます。能力を個人がもっているというこの社会―
資本主義社会の世界観の中での人権論では、このことを問題にしえません。 
そこでは、人権論は使えなくなるのです。だから、そもそも前前項で書いたように、能力

を個人がもっているというこの社会の一般的なとらえ方自体を批判していくことが必要に
なります(*11)。ただ、法律の条文として確認されていることだから、使えるものは使おう
というはなしでしかありません。倫理が通用する時にはそれなりに使えますが、むき出しの
利害がぶつかり合うときには使えなくなります。まして、差別主義者は人権という概念には
同調しません。自民党の憲法改正の動きの中で、基本的人権の条項をなくそうと主張をする
ひとたちさえ出て来ているのです。そして、そもそも大局的には、「ひとは倫理で動かない、
利害を巡って動く」ということがあるのです(*12)。そこで、倫理とか論理とかかなぐり捨
てて本音を出して動くときは、人権という幻想は消えてなくなるのです。選挙の際に、地域
振興策という名の札束で頬を叩くというようなことが横行していくのです。原発立地や地



域への過度な押しつけなどの、「わが亡き後に洪水は来たれ」（これはまさに資本主義の精神
を表すスローガンです）という環境破壊も進んで行きます。 
福祉関係の裁判では、最高裁までいくと、「権利としての福祉か恩恵としての福祉か」で

争われるのですが、最高裁は判断をさけて、立法府と行政府の裁量権の問題として福祉の要
求を退けます。これは三権分立は幻想に過ぎない、というところでの押さえもありますが、
結局、資本主義社会では、福祉は「恩恵としての福祉」の枠組みから抜け出せないのです。
だから、そのような福祉のありようの元になっている人権思想では、「かわいそうなひとを
助けてあげる」ということから抜け出せないのです。 
まとめ―障害の関係モデルの定立のために 
障害の関係モデルということは、単に障害問題だけではなく、差別の問題総体、そしてこ

の社会の関係性総体に援用できることです。そのことの根本は、資本主義社会の矛盾を暴露
するキーワードとしての、「能力を個人がもつ」という考えを否定するということです。自
立ということばがあるのですが、そもそも資本主義的近代的個我の論理にとらわれたとこ
ろで出て来ていることで、「社会的動物」としてのひとは、自立して生きているわけではあ
りません。障害問題は、如実にそのことを指し示し得ます。たからこそ、「「障害者」が生き
やすい社会はみんなが生きやすい社会である」という提言が活きるのです。 
さて、問題はもっと複雑な様相があります。 
自民党の杉田水脈議員が「LGBT のひとたちは生産性がない」ということを月刊誌に書

いて、LGBTのひとたちのみならず、「障害者」のひとたちから批判がおきました。SNS を
見ていたら、「自分たちも生産性を問題にしてきた・・・。」という書き込みがありました。
実は、「生産性を上げる」ということは、初期社会主義者もとらわれていた優生思想のはな
しに通じるのです。関係性を変える、「社会」を変える運動をしてきたひとたちもとらわれ
ていたことなのです。このことばはスターリン主義の標語のようなことなのですが、「マル
クスもとらわれていたという進歩史観」ということにも通じていきます。だから、反差別運
動を担ってきたひとたちから、「マルクスの、マルクス主義者の差別性」という批判があっ
たのです。 
それは、マルクス―レーニン主義という名における社会変革の運動が様々な矛盾を引き

おこしてきた総括の問題としてもあるのです。そもそもマルクス思想の変遷とかを押さえ
得ないで、マルクス思想の深化をなそうとしないところでのマルクス思想の曲解とかの問
題もあります。今日、マルクスの『資本論草稿集』や「古代社会研究ノート」の研究が進ん
できていて、「マルクスを超えるマルクス」ということが問題になっています。そのあたり
は、「マルクスの労働価値説」という曲解の問題にも通じていきます。マルクスはリカード
の労働価値説を当初批判しつつも、『資本論』の中で援用しています。で、そのことが今日
の労働崇拝的なことに、すなわち労働力の価値をひとを価値づけることの軸におくことに
結び付けられるのですが、マルクスは「資本主義社会では、労働が価値を生み出すかのよう
に物象化*13して現れる」と書いているのであって、それは資本主義社会の関係性の問題と



してあることで、超歴史的に労働が価値を生み出すかのではないのです。そのことが障害問
題の関係論的とらえかえしの軸になるのではとも思います。障害関係論的とらえかえしも
そのような総体的とらえかえしの中に位置付けられることではないかと思っています。 

 
註 
*1  医学モデル―欠損モデルに対するアンチテーゼとしてあったと今日的にとらえられ

ます。アンチテーゼについては註*6を参照。 
*2 「パラダイム転換」という言葉は、クーンが、中世のキリスト教的世界観でのアリス

トテレス―プトレマイオスの天動説から近代知の世界観に転換するコペルニックスの地動
説が出て来たことがまさに 180 度の認識の基本的枠組みの転換が起きたと指摘している際
に使っている言葉です。ちなみに考えの 180 度の転換を「コペルニックス的転換」とも言
われています。 
もう少し書いておくと、現在的に起きているパラダイム転換ということは、物理学におけ

るニュートン力学から量子力学への転換として焦点化されていました、またそこに始まり
があるとされていましたが、廣松渉さんは、むしろ哲学の世界でそれは始まっていたと指摘
しています。マルクス／エンゲルスが青年ヘーゲル派の中から、青年ヘーゲル派との議論の
中からたちあげた思想の中に、それは示されています。また『資本論』における物象化論
(*13)の突き出しや、フェィルバッハに関するテーゼのなかにおける、「関係性の総体」とい
う突き出しの中に現れています。 

*3 接ぎ木について、ちょっと脱線したところから、説明してみます。わたしは「障害の
社会モデル」を他のことにも援用できるのではと考えています。そのひとつは、「犯罪の社
会モデル」ということです。「犯罪の社会モデル」とは、「障害の社会モデル」の援用として
わたしが考えたことで、権力犯罪を除いて差別の反作用として犯罪が起きると押さえてい
る内容です。なぜ、社会防衛的に「犯罪者」を裁くことができるのかという問題でもありま
す。「社会」が、社会を構成するひとたちが「犯罪者」を犯罪に至らせるとするならば、社
会の名によって、なぜ裁くことができるのかという問題があるのです。結局そのような反作
用というところを組み込まず、結局環境要因は情状酌量として、判決にあらわれるにすぎな
いのです。これが接ぎ木ということの内容です。 

*4 これは「個人的なことは政治的なことである」というフェミニズムの標語や、脱構築
派のフェミニズム、性ということから脱構築しようという流れがあることを押さえていな
い（これを援用すると impairment 自体の脱構築ということが出てくるはずです）、という
ことに照らして、フェミニズムの僭称とわたしは押さえています。 

*5 『反障害原論』に少し書いています。「たわしの読書メモ」ブログ 260・小泉義之『病
いの哲学』ちくま新書 2006・ブログ 129・得永幸子『「病い」の存在論』地湧社 1984参照 

*6 哲学と障害学批判との対話として、障害のモデルを押さえる作業をここでしておき
ます。 



このあたりは、ヘーゲル弁証法の、テーゼ→アンチテーゼ→ジーンテーゼという認識の深
化ということを援用すれば、哲学的な知識のあるひとには分かりやすくなります。日本語で
は、「正→反→合」と訳されています。 
これは、障害のモデルで言えば、障害の医学モデル―個人モデル→「障害の社会モデル」

→障害の関係モデルとなります。 
ヘーゲル弁証法のもうひとつの概念からの演繹をしてみます。 
それは、フェア・エス für es当事者意識とフェア・ウンス für uns第三者(学的)意識の弁

証法と言われていることで、当事者がとらわれている意識を学的意識でアウフヘーベン止
揚し、それをまた当事者意識として、更なる学的意識として止揚する、この繰り返しの中で、
認識が深化していくということなのです。これがちょうど入れ子型になっているという「入
れ子型の弁証法」という廣松さんが展開している弁証法です。「「障害者」ができないことが
ある」というところで impairmentは歴然としてある」という当事者意識に対して、学的意
識としては「なぜ、いろいろできないことが多々ある中で、そのできないということが異化
するのか、また、独りでできないとしても他のひとの介助の中でできる、なぜ独りでできな
いといけないとされるのか」というやりとりがあるのです。そこで、問題になるのは、近代
的個我の論理や「できる―できない」ということに価値観を置く、ひとりでできるべきだと
いう、「身辺自立」という世界観自体を問題にしていくことになります。 
さて、もうひとつ、ポスト構造主義(当人はそう呼ばれることを否定しているのですが)と

の対話です。 
そもそも、個人と社会の対立図式というのは、デリダの二項対立図式の脱構築概念からし

ても脱すべきことで、ICF がまさに「社会モデル」を織り込むとして、個人(要因)と環境(要
因）(―社会要因)と二項に分けたこと自体が間違いです。廣松さんは近代的個我の論理で個
人を実体化させることを物象化としてとらえ、実体主義批判のひとつの提示として、これ自
体も過渡的な説明なのですが、個人は関係性の網の結節としての網の目としてあるという
とらえ方を提示しています。関係性自体を物象化すると、社会実体論になります。関係性と
いうことばは、マルクスの「フェイルバッハに関するテーゼ」の「関係性の総体」という押
さえ方としても出て来ます。 
もうひとつ、イギリス障害学、厳密に言うと第一世代のひとたちが、「インペアメント

impairment をかっこにくくった」と言われることは、本人たちが自覚的に使ったかは別に
して、現象学派のエポケーとして、「本質」に迫る手法だと思うのですが、そこからどう展
開していくのかが見えなくなっている中で、しかも、そういう哲学的な押さえもない中で、
第二世代の批判が出て来て、整理されないまま、混乱的情況を生み出しています。現象学は
わたしはその原典に当たる作業をなしえていず、廣松さんと廣松シェーレのひとたちから
の援用です。現象学派の中から、反差別ということで出て来たエスのメソトロジーというと
ころでの実践的な論及も少しはかじったのですが、これもそちらを専門にされている方か
らの批判と対話を求めています。 



*7 これはゲシュタルト心理学で使われるルビン杯という反転図形で言えば、境界線が
どちら側に内自有化（これはヘーゲルが使っている用語です）されるかで、杯と向かい合っ
た顔として浮かび上がる、ということになります。これを「社会モデル」と医学モデルの対
立図式に引き戻して言えば (この引き戻しがわたしの中に混乱を生み出したようです)、「社
会が障害をもっているのか、個人が障害(実は「障害」なのですが)をもっているのか」とい
う反転の図式です。 

*8 これは註*6 の現代でパラダイム転換の起きる、元の近代知の地平の世界観です。こ
の転換については『反障害原論』で、廣松渉さんの本から援用して展開しています。 

  それは、認識論的な射影においては従前の「主観―客観」図式に代えて四肢構造の範式となって現われ、存

在論的な射影においては、対象界における「実体の第一次性」の了解に代えて「関係の第一次性」の対自化とな

って現われる。（これは論理の次元でいうならば、同一性を原基的とみる想定に対して差異性を根源的範疇に据えることを

意味し、また成素的複合型に対して函数的聯関型の構制を立てる存在観となり、因果論的説明原理に対して相作論的記述原理

を立てる所以となる。……（略）……）……（略）……。 そこにおいては、いわゆる存在論的・認識論的・論

理学的諸契機が統一態をなしている。 

（廣松渉『事的世界観への前哨―物象化論の認識論的=存在論的位相』勁草書房1975年「序文」ⅱ） 

*9 人権論は、吉本隆明さん的に言えば（元々マルクスのことばでしょうが）、「共同幻想」
であり、これもマルクスが使い始めたことばですが、廣松さんが展開している物象化論から、
「人権とは「差別のない関係」を物象化したところで、キリスト教思想とつながった概念で
ある」と規定できます。 

*10 この「標準的人間労働」という概念は、『資本論』で展開されていることです。交換
価値を生み出す「抽象的人間労働」概念を引き出すために必要な概念です。WHO の ICF の
元になつていた ICIDH-2 として議論されていたときに出されていた「標準的人間」概念、
そこからある幅以上に外れるものを「障害者」と規定していく、ということが ICIDH-2 に
はあったわけで、それこそがこの社会の「障害者」差別の土台としてあるのです。土台につ
いては註*12参照。 

*11  この「一般的とらえ方」は、註*6 で展開している。「フェア・エス für es 当事者意
識とフェア・ウンス für uns 第三者(学的)意識の弁証法」の「当事者意識」として押さえ得
ます。それに「学的意識―第三者意識」を対置させることによって、弁証法的認識の深化を
かちとることができます。 

*12 マルクス派の唯物史観の定式として出される、「経済的関係を土台としてイデオロ
ギーや制度を上部構造としてとらえる世界観」を分かりやすく示す事例としてわたしは出
しています。 

*13 物象化ということはひとつの取り違えですが、マルクスの物象化論は「ひととひと
との関係をものとものとの関係に取り違える」「社会的関係を自然的関係と取り違える」と
定式化されています。 


