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1. 東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』読書感想会 
1.1. 課題図書「ゲンロン0 観光客の哲学」解説 
1.1.1. 課題図書概要（Amazonより） 

第71回毎日出版文化賞(人文・社会部門)受賞! 否定神学的マルチチュードから郵便的

マルチチュードへ――。 
ナショナリズムが猛威を振るい、グローバリズムが世界を覆う時代、新しい政治思

想の足がかりはどこにあるのか。 
ルソー、ローティ、ネグリ、ドストエフスキー、ネットワーク理論を自在に横断

し、ヘーゲルのパラダイムを乗り越える。 
著者20年の集大成、東思想の新展開を告げる渾身の書き下ろし新著。 
 

1.1.2. scarlet222さんによる解説 
第1部　観光客の哲学 
第1章　観光 
１、観光客の哲学は他者の哲学である 
・リベラル知識人（あるいはその背景にある欧米の思想）は、つまるところ「他者

を大事にしろ」と言ってきたが、人々は世界中で「他者とつきあうのは疲れた」と

主張し始めた。 
・こうした状況の中で、正面から「他者を大事にしろ」と唱えるのではなく、ただ

自分の満足を満たすためだけの観光という「裏口」から「他者を大事にしろ」とい

う命題のなかに引きずり込むことが観光客の哲学の目標。 
☆みんな自分（たち）のことで精一杯なのに、賢そうな奴らに「他者を大事にし

ろ」とか言われてもなかなか受け入れられない。だから、自分のことだけ考えてや

る行動をしてるうちに他者への思いやりみたいなものが生まれるような仕組みを考

える必要があって、それこそが観光なのではないか。 
 
２、観光の誕生とその研究状況 
・観光は、近代に入って大衆社会や消費社会が誕生したことと結びついている。 
⇒19世紀に入ると、産業革命が進んで労働者たちが力を持つようになり、彼らの生

活様式が余暇を含むものに変わったところから観光が生まれた。 
・観光は、「つまらない」「取るに足らない」テーマだと思われてきたので、観光

の本質について考えられることは少なかった。 
・ジョン・アーリーとヨーナス・ラースンによる『観光のまなざし』という著作に

よって、こうした状況が変わる兆しが現れたが、彼らは現在のグローバル化する観

光に対しては否定的な見解を表明している。 
☆昔から観光は、学問の世界においてあまり真剣に考えられてこなかったし、今で

も資本主義と結びついているということで批判されている。でも日本にたくさんの

外国人観光客が訪れるようになっているみたいに、21世紀の世界はますます観光客

で覆われてきている。だから観光を批判するだけじゃなくてそのいいところも考え

ていく必要があるのではないだろうか。 
 
３、観光客の哲学を考えることの3つの狙い 
①グローバリズムについての新たな思考の枠組みを作ること 
(1) 観光はグローバリズム＝国境の横断と切り離せない。 
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(2) 世界はグローバル化によって急速に均質になりつつある（＝フラット化）。 
(3) 観光客の増加は世界のフラット化と切り離せない。 
⇒観光客の哲学的な意味を問うことは、グローバル化がもたらすフラット化の哲学

的意味を考えることに等しい。 
②人間や社会について、必要性（必然性）からではなく不必要性（偶然性）から考

える枠組みを提示すること 
 
・観光とは、行く必要ない場所に、気まぐれで行き、見る必要のないものを見、会

う必要のない人に会うという行為である。 
・観光客にとっては、訪問先の全ての事物が商品であり展示物であり、偶然のまな

ざしの対象となる。 
③「まじめ」と「ふまじめ」の境界を越えたところに、新たな知的言説を立ち上げ

ること 
・学者は基本的にまじめなことしか考えないが、観光は「ふまじめ」なものであ

る。 
⇒学者が観光を「まじめな」研究対象にするのは難しい。 
・しかし、今こそ「まじめ」と「ふまじめ」の対立を越えねばならない。なぜな

ら、そうした対立を前提にしていては上手く捉えられないようなこと（例えばテ

ロ）が起きてきているから。 
☆グローバリズム（＝世界中が似たようなものになっていくこと）によって、今ま

での「まじめ」な考え方だけでは、よく理解できないようなことがたくさん起き始

めている。だから観光という不必要で、「まじめ」とは程遠いようなことから社会

を考えることで、どんどん変化していっている目の前の現実をうまく理解するため

の考え方を作り出すことができるのではないか。 
 
付論　二次創作（読み飛ばし可） 
１、二次創作と観光 
①『動物化するポストモダン』との関係（44～47頁） 
・オタクの「二次創作」は、「原作」から離れて自分の楽しみのためだけに別の物

語を作り上げるという「ふまじめ」な創作活動であり、これはまさに「観光」的な

性格を持つ。 
⇒両者に共通するのは無責任さである。観光客は訪れた先の住民に対して責任を負

わないし、二次創作者も原作に責任を負わない。そして、こういう無責任な行いは

嫌われることがある（例：原作厨）。 
・とはいえ、二次創作によってアニメが、観光によって地方の経済が成り立ってい

ることもまた確か。 
⇒現代の社会や文化について考えるには、二次創作するオタクや観光客について考

えることが欠かせない。 
②『ゲーム的リアリズムの誕生』との関係（47頁～50頁） 
・オタク文化に限らず、現代社会においてはあらゆる作品が、他の人の評価や自分

の評価に対する他の人の評価という「他者の視線」を含んだかたちで消費される。 
⇒作品自体が、「それがどのように消費されるのか」（＝他者の視線）を前もって

踏まえた上で作られていることを考慮して、作品を分析しなければならない（ここ

までが『ゲーム的リアリズムの誕生』の議論）。 
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・以上の議論を観光に当てはめると、ある地域を研究するときに観光客の視線（＝

他者の視線）による分析が必要だということになる。いまはあらゆる場所が、観光

客の視線を前もって踏まえた上で、街並みやコミュニティを作るようになっている

のではないか。 
※ポストモダンという言葉についての補足 
⇒ポストモダンとは、再帰的近代の世界のことであり、そこで人々は、自分の行動

が他者にはどう見えるのかという他者の視線を常に意識して行動する。 
☆この付論は、東自身も言っているように、過去の東の著作を読んできた人向けの

ものなので、読み飛ばしても議論を理解する支障にはならない。とはいえ、この節

では二次創作の話が出てきたりもするので、アニメや漫画に興味がある人は読めば

理解が深まるかもしれない。 
 
２、『福島第一原発観光地化計画』と『観光客の哲学』 
・観光とは、現実の二次創作である。福島の原発にかんして言えば、二次創作とは

福島のイメージが地元の実情（原作）を離れて事故の印象のみに覆われてしまうこ

とである（＝「フクシマ化」）。そしてこのことは、日本以外の人にとっては当て

はまる（日本人がチェルノブイリと聞くと、未だに「放射能で汚染された不毛の土

地」などのイメージに囚われているように）。 
⇒こうした二次創作＝フクシマばかりが流通しているうえ、これからもそれは再生

産され続ける（これはポストモダンの世界においては避けられないこと）。だとす

れば、二次創作の流通を逆手に取って、それをきっかけとして観光という形で人々

を原作＝本来の福島へ導くべきではないか。 
・以上のような福島の観光地化の提案は失敗したが、そのときからの問題意識はこ

の『観光客の哲学』でも続いている。 
☆『観光客の哲学』は、『福島第一原発観光地化計画』の続編でもある。 
 
第2章　政治とその外部 
１、ルソーの問い 
・ルソーは、「人間は人間が好きではなく、社会など作りたくないにもかかわらず

社会を作るのはなぜか」、と問うた。19世紀以降の社会思想はこの謎について考え

てこなかったが、東は観光客のあり方にこの謎を解くヒントを見出していく。 
 
２、ヴォルテールのライプニッツ批判 
・ライプニッツは、最善説（＝この現実に「まちがい」はないという考え方）を唱

えた。 
・これに対しヴォルテールは、世界は「まちがい」に満ちているとして、ライプ

ニッツを批判した。 
・この批判がなされた『カンディード』においては、旅のモチーフが取り入れられ

ているが、東はその旅を「観光」と見なす。 
・『カンディード』で描かれる旅＝観光には、世界各地の地名が登場するが、それ

らの地名にまつわる物語は、二次創作的なステレオタイプ（＝偏見に基づいた嘘の

話）でしかない。 
⇒ヴォルテールは、世界旅行（＝観光）という思考実験（＝想像）を導入すること

で、世界には常に想像を超えた悲惨な現実（＝「まちがい」）があるかもしれない
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という、その可能性一般を突き付けた。 
⇒観光は、想像力の拡張と不可分である。 
☆ヴォルテールの『カンディード』における世界旅行＝観光は、間違ったイメージ

＝二次創作であるが、それによって想像力が拡張される。 
 
３、カントの『永遠平和のために』における観光 
・カントによる永遠平和の設立のための三条件 
①「各国家における市民的体制は共和的でなければならない」 
⇒永遠平和の体制に参加する国は、自分たちで自分たちを治める国でなければなら

ない。 
②「国際法は自由な諸国家の連合制度に基礎を置くべきである」 
⇒それぞれの国が市民の自由を保障した共和国になり（ここまでが①）、次にそれ

らの国々が合意の上で上位の国家連合をつくる必要がある。 
③「世界市民法は普遍的な友好をもたらす諸条件に制限されねばならない」 
⇒「普遍的な友好をもたらす諸条件」とは、「訪問権」のこと。東はこれを、観光

の権利に読み替える。 
①②の条件は、成熟した市民が国家をつくり（①）、成熟した国家が成熟した国際

秩序をつくる（②）という歴史観に基づいている。この歴史観を採用すると、未成

熟なもの＝ならずもの国家を排除せざるを得ないが、それは幽霊のようにテロとし

て回帰し続ける。 
・これに対し③の条件は、個人と「利己心」「商業精神」がきっかけとなる永遠平

和への道を示しているのではないか。 
・たとえならずもの国家の市民であっても、観光客として世界中を旅しており、そ

うすることで祖国の体制とは無関係に平和に貢献している。 
☆カントは訪問権によって、それぞれの国の体制や国同士の関係とは無関係に、観

光客がいろんな国を旅することで、平和を実現していくような道を提示していたの

ではないか。 
 
４、シュミットの「友敵理論」 
・シュミットによれば、政治は友と敵の二項対立のうえに成立する。 
⇒国家の存続が危ういとき＝例外状況においては、政治は国家の存続だけを考え

て、超法規的な措置をとることができる。 
 
５、ヘーゲルの政治哲学 
・ヘーゲルは、「人間は人間が好きではなく、社会など作りたくないにもかかわら

ず社会を作るのはなぜか」というルソーの問いに対して、「人間は国家をつくり、

国民になることで、社会をつくりたくなかった未成熟な自分を克服することができ

るから」と答えた。 
⇒ここで、市民社会から国家への移行が、人間の精神的な向上と結び付けて考えら

れている。 
⇒人間が人間であるためにはその所属先である国家が必要ということになり、これ

を突き詰めるとシュミットの理論に行きつく。 
☆４と５のまとめ 
【近代思想（ヘーゲル→シュミット）】 
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「家族→市民社会→国家（友敵の対立のレベル）」という順で人間は成熟する。国

家に属することで初めて人間は人間になる。⇒こうした考え方は観光客の哲学の障

害となる。 
【観光客の哲学】 
ヘーゲルやシュミットに従えば、私的な動機で国境を越える観光客は、人間未満の

未熟な存在（＝政治の外部）ということになる。だから、観光客の哲学は、彼らと

は別の成熟の仕組みを考えなければならない。 
 
６、コジェーヴの「動物」 
・コジェーヴは、シュミットと同じように、国家と国家の理念を賭けた闘争が解消

され、世界がひとつになり消費活動しか存在しなくなった時代（＝グローバリズム

の時代）における人間の消失を問題にしている。 
⇒グローバリズムが導く人間こそが「動物」であり、必ず友と敵がいた人間とは

違って、動物には友も敵もいない。 
⇒国家を離れ、個人の関心だけによって行動する観光客は、動物であると言える。 
 
７、アーレントの『人間の条件』、および消費社会批判 
・アーレントによれば、人間は、名前を明らかにして、他者と議論し、公共の意識

を抱くとき（＝「活動」をするとき）、はじめて人間であることができる。しかし

匿名で、他者とのの議論なく、生命力を自分一人の賃金と交換しているとき（＝

「労働」をしているとき）には、人間であることができない。 
・消費社会の到来＝「人間ではないもの」の到来に対して、シュミットは「人間＝

友と敵をつくり政治を行う者」と答え、コジェーヴは「人間＝他者の承認を賭けて

闘争する者」と答え、アーレントは「人間＝議論をし公共をつくる者」と答えた。 
⇒三人とも「人間ではないもの」を拒否した。 
・しかし、グローバリズムが進む二一世紀で、こうした「人間ではないもの」＝観

光客を拒否することはもはやできない。 
☆二〇世紀の人文思想（シュミット、コジェーヴ、アーレントの思想）は、「人間

ではないもの」＝観光客を、政治の外部に排除して人間を定義してきたが、観光客

の哲学は、観光客から立ち上がる人間の定義を考えていく。 
 
第3章　二層構造 
１、上半身と下半身の分裂 
・基本的な構図は以下の通り。 
上半身…ネーション、政治、合理的な思考、ナショナリズム 
下半身…市民社会、経済、非合理的な欲望、グローバリズム 
・ナショナリズムの時代においては、上半身と下半身が合わさり、ひとつのネー

ションが構成されていた。しかし、二一世紀では政治の議論はネーション単位で行

われる（⇒ナショナリズム）が、経済において市民の欲望は国境を越えてつながり

合っている（⇒グローバリズム）。現代は、上半身と下半身の二層構造の時代であ

る。 
 
２、リバタリアニズムとリバタリアニズム 
・カントやヘーゲル…「個人→市民社会→国家→市民社会」という単線的な物語を
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提示した。 
※こうした物語はすでに有効ではなく、破綻している。 
↓　継承 
・リベラリズム…カントやヘーゲルの後継者として、上記の物語をまだ信じてい

る。 
↓　批判 
・(1)リバタリアニズム…個人の自由を尊重し、国家の介入を出来るだけ避ける。 
⇒リバタリアニズムにおける国家は、経済＝動物の層に属するメカニズムとして考

えられている。 
(2)コミュニタリアニズム…普遍的な正義を信じず、共同体を重視する。 
・リバタリアニズムはグローバリズム（下半身）の思想的な表現で、コミュニタリ

アニズムはナショナリズム（上半身）の思想的な表現である。 
 
３、ネグリとハートの「帝国」 
・二つの体制 
①「国民国家（ネーション）の体制」…ナショナリズムの層（上半身）に相当す

る。規律権力（＝人間を人間として扱う権力）が優位。 
②「帝国の体制」…グローバリズムの層（下半身）に相当する。生権力（＝人間を

動物として扱う権力が優位。 
⇒ネグリとハートは、「帝国」という言葉で、動物＝グローバリズムの層こそがつ

くりだす政治について考えようとしている。これが東とネグリらの共通点。 
⇒東は①と②の共存する状態（＝二層構造）を考えているが、ネグリらは①から②

への移行を考えている。これが両者の違い。 
 
４、マルチチュード批判 
・マルチチュードとは要は反体制運動や市民運動のことだが、これはグローバルに

広がった資本主義を拒否しない。国境を越えたネットワーク状のゲリラ的連帯。 
・このマルチチュードは帝国を批判するが、それは帝国に依存して生まれる。つま

り、帝国が帝国の敵を自ら生み出し、帝国内で闘いあうという構図であり、これが

欠点①。 
・ネグリたちのマルチチュードは、「連帯が存在しないことによって連帯が存在す

る」という否定神学的な存在でしかない（⇒郵便的マルチチュードへ）。これが欠

点②。 
 
第4章　郵便的マルチチュードへ 
１、観光客＝郵便的マルチチュードの連帯 
・観光客とは、帝国の体制（下半身）と国民国家の体制（上半身）のあいだを往復

し、私的な生の実感（特殊）を私的なまま公的な政治（普遍）につなげる存在の名

称である。 
・観光客は、マルチチュードに近いが、東はその欠点①②を共に克服し、郵便的マ

ルチチュードとしての観光客の概念をつくることを目指す。 
・郵便とは、現実世界の様々な失敗＝誤配の効果で存在しているように見えるし、

またそのかぎりで存在するかのような効果を及ぼすという、現実的な観察を指す言

葉のこと。 
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・郵便的マルチチュードを考えることで、いつも連帯し損なうことで後から生成

し、結果的にそこに連帯が存在するかのように見えてしまう、そうした錯覚の集ま

りがつくる連帯について考えたい。 
 
２・３、数学的モデルと郵便的マルチチュード 
・ネットワーク理論の三つの特徴 
①「大きなクラスター係数」…仲間が多いこと。 
②「小さな平均距離」…世界が狭いこと。 
⇒これら二つを両立させているのが人間社会であり、これは「スモールワールド

ネットワーク」と呼ばれる（＝人間社会のモデル化）。 
⇒これは、人間の社会において、見知らぬ他者の侵入（つなぎかえ）は、他者の絶

対的な排除（確率＝0）でも、他者への完全な開放性（確率＝1）でもなく、そのあ

いだ（確率＝0<x<1）の状態で生じている、ということを意味する。 
③「スケールフリー」…規模に関わらず、同じ形の不平等な分布が現れること。 
⇒ここから、富の偏りは、ネットワークの参加者それぞれの選択が自然に、しかも

偶然に基づいてつくりだされる、ということが帰結する。 
 
４、スモールワールドとスケールフリー 
・スモールワールド性とスケールフリー性は、ひとつの関係のふたつの表現であ

る。 
⇒スモールワールドの秩序…国民国家（上半身）の規律権力に対応する。 
　スケールフリーの秩序…帝国（下半身）の生権力に対応する。 
・ヘーゲルの考え方は、まだスモールワールドの秩序しか見えていなかった時代の

社会思想でるが、今や技術の発展によって、スケールフリーの秩序が見えるように

なった。 
⇒観光客＝郵便的マルチチュードは、スモールワールドをスモールワールドにして

いた誤配の操作を、スケールフリーの秩序に回収される手前で保持し続ける、抵抗

の記憶の実践者になる。 
 
５、優先的選択への抵抗 
・現代になって社会が複雑になると、つなぎかえが偶然に委ねられることがなくな

る（誤配が偶然性を失う）。ここで生じる新たなつなぎかえ（偶然を排除したつな

ぎかえ）は、優先的選択と呼ばれる。 
・スモールワールドの時代…偶然的な誤配が社会を社会たらしめる（関係に方向性

がない）。 
（国民国家の体制＝上半身） 
↓　資本主義の誕生 
優先的選択の時代…誤配の偶然性が失われて、一方的な関係が生まれ、不平等をも

たらす。 
（帝国の体制＝下半身） 
※この二つは共存していることに注意。 
・グローバリズム（下半身）への対抗の新たな場所は、帝国の内部でも外部でもな

く、そのあいだ、つまりスモールワールド（上半身）とスケールフリー（下半身）

を同時に生成する誤配の空間そのものに位置づけることができる。 
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⇒誤配をスケールフリーの秩序から奪い返すこと。再誤配の戦略。 
☆第4章まとめ 
・上半身…国民国家、規律権力、スモールワールドの秩序、ナショナリズム 
下半身…帝国、生権力、スケールフリーの秩序、グローバリズム 
⇒二一世紀の新たな抵抗は、帝国と国民国家のあいだ＝誤配の空間から生じる。つ

まり、帝国の体制に偶然を導き入れ、優先的選択を誤配へと差し戻すこと。 
 
第2部　家族の哲学（序論） 
第5章　家族 
１、なぜ家族について考えるのか 
・これまであったアイデンティティ 
①個人→資本主義（グローバリズム） 
②共同体→国家主義（ナショナリズム） 
③階級→共産主義 
⇒かつては、共産主義が個人と国家を同時に批判していたが、いまや共産主義は力

を失った。だから、新たに個人と国家を同時に批判するための足場（＝アイデン

ティティ）をつくる必要がある。 
⇒観光客が拠りどころにすべき、第四のアイデンティティとは、家族である。 
・私たちのなかにいまだある「家族的なもの」への執着を利用して、どのようにし

て新しい連帯をつくれるのかを考えることが、家族の哲学の課題。 
 
２、家族の三つの特徴 
・郵便的マルチチュードは、新しい家族的連帯に支えなければならない。 
・家族という概念の注目すべき点 
①強制性…家族には合理的判断を超えた強制力がある。 
⇒人は家族のために死ぬことがありうる。ゆえに、新しい政治の基礎になりうる。 
②偶然性…ある親からある子どもが生まれることは、偶然。家族は偶然性に支えら

れている。 
⇒「人はだれもがひとりきりでは生まれることができない」を出発点にした、新た

な実存哲学へ（ハイデガーの「死」の哲学とは対照的に）。 
③拡張性…家族は偶然の存在なので、血縁以外の要素によって拡張することができ

る。 
・「人格のない新生児への愛→子どもに人格が生まれる」というように、初めから

種の壁を越えた憐れみ＝誤配があって（人格のない子どもを愛せるということは、

人格のない他の種の生き物をも愛せるということだから）、それゆえに家族をつく

ることができる。 
☆家族はそれのために死ぬことができるようなものなので、政治の基礎になりうる

が、同時に偶然性に支えられているものでもあるので、その範囲を拡張することが

できる。 
 
第6章　不気味なもの 
１、サイバースペースという言葉はなぜ生まれたか 
・東は情報社会をサイバースペースという比喩で捉えることを批判した。では、こ

の言葉はいかにして生まれたのか。 
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・1980年代になると、SFにおいて、宇宙や未来を描くだけでは、人々の想像力を刺

激すること（＝異化）ができなくなった。 
⇒選択肢①：それでも宇宙や未来にこだわる（例：『スターウォーズ』） 
　選択肢②：新たな文学的フロンティアを探す（例：ギブスン） 
⇒②を選んだ人たちが、宇宙でも未来でもない新たな場所として考え出したのが、

サイバースペースだった（この時この言葉は文学的比喩に過ぎなかった）。 
・サイバースペースという言葉は、ギブスンの『ニューロマンサー』（1984年）を

出版してから十年ほどで、情報産業の未来とアメリカの歴史を重ねるための政治的

な言葉に変わっていった（サイバースペース＝新たなフロンティア）。 
 
２、サイバースペースから不気味なものへ 
・ギブスン…現実とサイバースペースが区別された世界を描いた。 
　ディック…現実とサイバースペースの境界が曖昧になるという経験を、現代社会

の本質と捉えた。　 
⇒東は、ディックの読解こそが、新たな情報社会論の基礎になるはずだと考える。 
・ツイッターを使っていると、次第に本アカと裏アカの区別がつかなくなる。裏ア

カでつぶやいた毒が、「不気味なもの」として、本アカのほうにも影響を与えてい

く。このことはディックの考えの正しさを示しているのではないか。 
 
３、ポストモダンの新たな主体 
・ラカンの主体の理論 
①想像的同一化…目で見ることのできるイメージへの同一化（両親や教師をまねる

こと）。 
②象徴的同一化…世界を成り立たせている秩序への同一化（両親や教師のふるまい

のメカニズムを理解すること）。 
・サイバースペースの概念が生まれたのは、ポストモダンの時代。この時代は、

「大きな物語」（SFにおける宇宙や未来を信じる夢）の喪失によって定義される

が、これはラカンの理論においては、世界を成り立たせている秩序（象徴界）がう

まく機能しなくなることを意味している。つまり象徴的同一化がうまくできなくな

る。 
・では、こうした時代においていかに二重の同一化を確保し、主体を成立させるの

か。 
⇒これに東は、宛先の二重化で答えた。つまり、ポストモダンの世界では想像的同

一化の対象（イメージ）と象徴的同一化の対象（シンボル）が等価に並び立ち、主

体はその二つに同時に同一化する。その結果、あるときイメージに同一化していて

も、つねにシンボルへの同一化から介入が来るというような葛藤が生じる（東はこ

の理論を254頁の図4の説明にも用いている）。 
☆ラカンは、主体が主体であるにはまず想像的同一化をし、次いで象徴的同一化を

することが必要だと考えたが、ポストモダンの時代になって、象徴的同一化がうま

くいかなくなった。そこで東は、主体が、等しく並べられた想像的同一化の対象と

象徴的同一化の対象に同時に関わるようなモデルを考えた。 
 
第7章　ドストエフスキーの最後の主体 
１、なぜドストエフスキーなのか 
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・ドストエフスキーは、信仰や正義が失われた時代に、ひとがテロリストにならな

いためにはどうすればいいかを考えていた。 
⇒第7章では、ドストエフスキーの作品をたどることで、観光客＝郵便的マルチ

チュードが、テロリストにならない方法について考えていく。 
 
２、地下室人の論理 
・『地下室の手記』の地下室人は、新しい技術や消費社会こそが理想社会につなが

るというユートピア論を批判している。 
⇒現代では、情報技術の発展で働かなくて済む社会が訪れるといったことが言われ

る一方で、世界中に同じようなショッピングモールが建ち観光客が行き交うとい

う、動物的ユートピアが出現しているが、地下室人ならばこれらを共に拒否するだ

ろう。 
 
３、『悪霊』における第三の主体 
・地下室人は、ユートピアの理想に隠された倒錯的な快楽＝正しいことをすること

のエロテックな歓びに気付いているので、それに巻き込まれない権利を主張する。 
⇒世界がどれほどユートピアに近づいても、そのユートピアがどれほど完全でも、

ユートピアがユートピアである限り、その全体を拒否するテロリスト（＝地下室

人）は生まれる。これが今の世界が直面している問題に他ならない。 
・ドストエフスキーは『悪霊』において第三の主体にたどり着いた。 
①第一の主体…社会を変えたいと願う人間（社会主義者）。 
②第二の主体…社会を変えるのは偽善だとののしる人間（地下室人）。 
③第三の主体…社会なんか変わっても変わらなくてもいいから好きなことをやれば

いいとうそぶく人間（スタヴローギン）。 
 
４・５、最後の主体＝不能の父 
・ドストエフスキーはスタヴローギンを肯定したわけではなく、むしろ彼の無関心

病からの解放の必要性こそを訴えた（⇒最後の主体へ）。 
・『カラマーゾフの兄弟』では、アリョーシャが主人公だとされていて、彼が最後

の主体ではないかと推測されるのだが、『カラマーゾフ』第一巻においては、ア

リョーシャの役割は漠然としている。 
⇒書かれなかった第二巻を空想する必要がある。 
・第二巻でアリョーシャは、コーリャ（第三の主体）たち＝息子たちに囲まれて、

家族的な共同体を形成するのではないか。 
⇒しかしアリョーシャは、コーリャを救うことのできない、不能の父でしかない。 
⇒しかしこの不能性こそが、イワン＝コーリャ（第三の主体）の乗り越えを可能に

する。 
・リベラリズムの偽善（第一の主体）を乗り越え、ナショナリズムの快楽の罠（第

二の主体）を逃れたあと、グローバリズムのニヒリズム（第三の主体）から身を引

きはがし、子どもたちに囲まれた不能の主体（最後の主体）＝観光客の主体に到達

する。 
・この不能の主体は世界を変えることを諦めるわけではない。 
⇒イリューシャの葬儀の場面でコーリャがカラマーゾフ万歳と叫んだことは次のこ

とを示唆する。すなわち、ある子どもは偶然で生まれ、偶然で死ぬ。そしてまた新
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しい子どもが偶然で生まれ、必然の存在へと変わっていく（⇒第5章の２）。イ

リューシャの死はそのような運動で乗り越えられる。そしてこの運動はふつう、家

族と呼ばれている。 
⇒不能の主体は不能だが無力ではない。運命を子どもたちに委ねることで、イワン

＝スタヴローギンのニヒリズムを脱することができる。 
 
６、再び他者について 
・かつてのリベラリズム（第一の主体）は他者の原理を持っていたが、いまやそれ

は力を持たない（⇒第1章の１）。とはいえ、コミュニタリアニズム（ナショナリズ

ム、第二の主体）とリバタリアニズム（グローバリズム、第三の主体）は、そもそ

も他者の原理を持たない（前者は自分たち＝国家のことを優先して考えるし、後者

は自分＝個人のことを優先して考えるので）。だからいま、他者への寛容を支える

哲学の原理は、家族的類似あるいは誤配くらいしか残っていない。つまり、不能の

主体としての私たちが、他者を子どものように扱うべきなのではないか。 
 

1.2. 読書感想文 
1.2.1. ・ 

私にとって「観光客の哲学」は初めての哲学書で、意味がわからない言葉に戸惑っ

たりもしたけど、きっと・・・・・・・・・に居なかったら出会うことのなかった

本なので今回読むことができてよかったと思いました。なるほどそういうことかと

思ったり、所々に共感できる部分はあるけど、時にいやこれは違うだろうという部

分もあり、無意識に自分と向き合いながら読んでいることに気づき面白いなと感じ

ました。また、読み進めていくうちにこれは・・・・・・・・・にも関係のある事

柄だなと感じる場面も多くありました。例えば少子化問題の話で、「ぼくたちは、

人間であるとともに動物としても生きている。顔のある個人であるとともに匿名の

群れのひとりとしても生きている。」という部分が私が100000人の女の子を背負っ

ていると同時に、「・・・・・・・・・」の中に存在する・という1人の生身の人間

である事を意味しているような気がしました。すごくうまくは言えないし、気のせ

いかもしれないけれど。またハムスターと新生児の話にも同じような気のせいを感

じました。「新生児に人格はない。でもぼくたちはそれを愛する。だから子どもと

しての人格が生まれる。」という部分は・という私自身のことでもあり、ニック

ネームのことにも深い関わりがあると感じました。毎回変わってしまうニックネー

ムだけど、動物や、感情、野菜などのとき、各・ちゃんたちを表すような携帯の絵

文字を見たり、インフラの時はその機関の文字列を見ただけで、どきりとした事も

ありました。このように、きっと応援してくれているみんなも私も、・ちゃんに対

する愛情を他のものにも重ね合わせてしまう時があるのではないかと思いました。

あるからこそ、その重ね合わせたものにも愛情が生まれ、思い出や思入れが生まれ

るのではないだろうかとも思いました。みんなよりわからない言葉も、経験してな

い事も、たくさんある中でこの本を読んでしまったのですごい読み違いをしていな

いかめちゃめちゃ不安ですが、・・・・・・・・・の事も少し理解できてきた今だ

からこそ色々感じ取れることが多く、読み終わった今だから運営さんが何故この本

を選んだのか少しだけわかったような気がします。気がするだけかもしれないで

す。そんなことより絶対こんな難しい本読みきれない！と思っていたけど無事読み
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きれたので達成感しかないです。みんなも・・・・・・・・・との共通点を探して

見たりして読んでみてください！ 
1.2.2. ・ 

わたしはゲンロンという哲学の本を読んでみて、正直なにもわからなかったです。

なぜなら哲学の意味がよく理解できていないからです。そもそも一つのテーマに対

してなんこもの数字に分けられているのがよくわからなかったです。言葉一つ一つ

が難しいし、使い方がいまいちよくわからない。本当によくわかりません。さらに

すごいのがこの本にもっともっと続きがあることです。こんなにも沢山の文章をズ

ラズラと書き続けられる筆者さんがすごいと思いました。尊敬します。それから例

などに知らない小説の名前が沢山出てきました。そしてちょっとずつ出てくる写真

もよくわからなかったです。タイトルに合わない犬が寝そべっている写真や、下か

ら撮った洗濯物の写真がなにを意味しているのか全く意図がわかりませんでした。

この本にはまだわからない言葉が並べられていましたが、ここで終わらず、また大

人になってもう一回読んでみて、理解できたらいいなと思いました。 
1.2.3. ・ 

表紙のこのマークは何かを表しているのかと疑問に思ったが、これは梅沢和木さん

の作品のようです。観光客の哲学と関係があるのか、全くなく格好良さげだからこ

れにしたのか。著者の東浩紀さんのインタビューを読んでも特に述べていなかった

ので後者だと思います。 
この本に出てくる"あるていど"は何故ひらがなで書いたのでしょうか。難しく一般で

はあまり使わないものや、ひらがなで良く使われているものをひらがな表記にする

ことは分かりますが、今回の"あるていど"はあまりひらがなで見かけません。（私が

見かけないだけで普通に使われていたらごめんなさい）何故"ある程度"にしなかった

のか…。 
漢字とひらがなは3:7が見やすいというのをネットで見たことがあります。今回は例

として、"あるていど"が書かれていた1ページの文字数を調べてみました。結果漢字

は207文字、ひらがなは518文字でした。（今回はカタカナもひらがなに含んでい

て、記号や句読点は含んでいません）つまり漢字29%、ひらがな71%ということに

なります。この結果はネットに載っていた3:7が見やすいというのとほぼ変わらない

ということになります。素晴らしいですね。ただ、"あるていど"がひらがなだからこ

の結果になった訳ではありません。今考えると、私が最初に問いかけた「"あるてい

ど"は何故ひらがななのか」の答えになっていないし、何の為に調べたのか分からな

くなりました。何故ひらがななのか、これは誰も分かりません。定義が無く、著者

に聞いても明確な答えが帰ってくるかすら分かりません。観光客の哲学を読んだ方

は"あるていど"がひらがなで書かれていることに違和感はないでしょうか。最初に書

いた通り、私だけが違和感を感じていたら今この文は全く必要のないものになって

しまいます。その場合は、私が実際に調べた、観光客の哲学は漢字とひらがなは本

当に3:7で書かれているという事実だけでも受け止めていただけたら嬉しいです。た

だ、今私が書いているこの文章を調べた結果、漢字とひらがなは2:8に近い割合でし

た。失敗しました。無念。 
1.2.4. ・ 

まず最初の10ページくらい読んでから、これ絶対に哲学に明るくない人が読んじゃ

あかんやつや…と思った。・の哲学についての基礎知識が無さすぎた。とにかく無

理矢理に文字を追ってみたけれど、修行かと思った。というかただの修行だった。
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最後まで読みはしたものの、きっと正しく理解できたものはほとんどない。でも・

なりに考えてみた結果、結局は東さんの言う「観光客」が、文字通りの意味である

と同時に、一種の隠喩でもあるということである。それは実際に他国に観光目的で

出かけてゆく者たちを指すだけではなく、明らかに、インターネット以降の人間の

生の様式を表している。っていうのが重要なのではと思った。これに則る

と・・・・・・・・・も観光地になれるってことだよね？というか・がもう観光地

になれるのかな？それで会いに来てくれるみんなが観光客。みんなのツイートが観

光地で、・が掘りに行くのが観光！と、まぁそういうことじゃないかしら。違うか

もしれないけど。そしてそれに気づいた瞬間今まで理解することを諦めかけてい

た・・・・・・・・・のコンセプトがなんだか少しだけ身近になった気がした。・

達は都市で、みんなは都市の観光客ってな感じにな。・・・・・・・・・だけじゃ

なく色んなアイドル現場にも言えることかもしれない。アイドルって観光地なのか

も。現実で会えるのも、ネット上で一方的に観れるのも。でも観光地だけがあって

も意味ないよね、観光客がいなきゃ成り立たないね。やっぱり応援してくれる人が

いなきゃ。ここまで勢いで書いたけど、よく分からなくなっちゃった。観光客には

色んな意味がありますよって事でいいかな、いいよね。・に教養があったら良かっ

たのに。もっと知識を身につけてから、再読します。 
1.2.5. ・ 

まず、この本を渡されたとき正直こんなジャンル一度も読んだことがないし絶対に

内容を理解し、共感することはないだろうと思った。 
最初の1ページを読んだだけでも、眠くなるぐらい全く内容が入ってこないし、いつ

まで経っても本題に入らずでまるで面白くない。そんな状態のまま読み進めている

と、ディズニーワールドというワードが出てきた。興味ありありの単語だ。しか

も、完成度について熱く語りたいと書いている。何で詳しく書いてくれなかったの

か、ディズニーワールドのどこのどんな完成度を評価したのか是非とも熱く語って

いただきたかった。私がこの本で、食いついたのはその部分のみです。それともう

一つ、気になるのが・の数だ。せっかく［ ］で強調されているのに、六個しかな

い。何とも微妙でもどかしい。・は九個だ。 
そして、観光とはふまじめなものらしい。何でだろうと思ったけれど「福島第一原

発観光地化計画」と聞いて確かに、違和感を感じた。観光がふまじめというのもわ

からなくもない。世界的に、福島と言えば原発というイメージになってしまった。

だから、復興のためには観光地化するしかないのかもしれない。広島の「原爆ドー

ム」やウクライナの「チェルノブイリ事故」すら、今となっては観光地化に進んで

いる。この話は共感できたが、共感できない部分もあった。SNSで2つのアカウント

をもつと、その使い分けがだんだんとできなくなっていくと書いてある。しかし、

もう一つが必ずしも悪いアカウントとは限らないし逆なこともあるのではないかと

思う。いや、共感できない私ももしかしたら、取り憑かれているのかもしれない。 
今回の課題図書がなかったら、一生この本を読むことはなかったと思う。理解でき

ないとろこがたくさんあったが、勉強になることももちろんあった。そして、この

著者と共感することが一つでもあることが意外で、もう少し私みたいな人間でもわ

かる文書だったらちょっと楽しく読むことができそうなのなにと思った。やはり私

には難しい本だった。 
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2. 東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』と・・・・・・・・・の関係」 
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3. 楽曲の歌詞・振付・コンセプト解説(歌あり楽曲編)  
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・・・・・・・・・ 第8回定期公演 第1部「Words」

楽曲解説 
（歌あり楽曲編）

持ち時間 5分！

象徴的な3曲

❖ 一番最初にお披露目した「サテライト」

❖ 初音ミク楽曲のカバーである「東京マヌカン」

❖ コンセプト曲である「東京マヌカン–コピー」

何に注目する？

❖ 歌詞：3曲の「君と僕」の関係の比較

❖ 振付：3曲の「振付思想」の比較

❖ 構造：東京マヌカン–コピーとは結局なんであるか？

歌詞比較「君と僕」の関係
サテライト 東京マヌカン 前田敦子

「君は僕だ」 東京マヌカン–コピー

世界
（社会）
は？

上手く生きられない 
（モノクロ世界）

上手く生きられない 
（自分は化け物なので）

上手く 
生きられない

上手く生きられてしまう
（僕に肯定されるから）

君とは？

笑顔の怪獣（＝少し距離
感がある）
世界をカラフルなものに
変える存在

社会の外の連帯・
共感可能な特異点 
（君といると自閉。
　君は自己投影できる
　マネキン）

社会の中の連帯・
共感可能な特異点 
（僕と似た、
　僕と別の存在）

社会・都市そのもの。多
様性への寛容によって、
あらゆる思考・存在を受
容する。

僕と君の
関係は？

中継なしに繋がれない。
気配とテレパシー

実際上は同一の存在。
自己愛を外部化したもの

似た者同士、
繋がりうる

君の外に出られない 
君から逃げられない

僕の欲望
君と繋がること 
（半ば無理と思いつつ）

君が生者になること 
（しかし両義的な感情）

君と繋がること 君から切断されること 
君に否定されること

振付・演出（の思想）の比較
サテライト 東京マヌカン 東京マヌカン–コピー

振付師 プロの振付師A
プロの振付師B（琴羽先生）
＋運営

プロの振付師A？B？
運営？

振付・演出と
楽曲の
関係

「曲がダンスミュージックじ
ゃない、音が取りづらい、ノ
りにくい」、振りやフォーメ
ーションに円を多用

重要なポイントでリズムをき
ちんと取る。一方、「楽曲に
リンクした振付」の放棄（静
止）自体が演出になっている

サテライトと東京マヌカンの振
付を、サテライトの曲に交互に
当てはめたもの。人間がステー
ジ、振付が人格。

振付と
歌詞の
関係

「何も考えずに曲を聴いて、
耳に飛び込んでくる部分を振
りに入れる」「理解しすぎな
い」

ベタなレベルでフレーズにか
なりリンクしている。一方、
メタレベルで「マネキン」の
世界観を表現

フレーズ単位では完全に無関
係。メタレベルで「あらゆるも
のが組み合わせでしかない（＝
オリジナリティの不在）」を表
現

表現されて
いるもの

曲のコンセプト 
＝君と僕との距離感の物語

「君と僕との関係」が 
十全に表現できないこと、 
ニコ動文化圏との差異

何かが何かと有機的に関係する
こと自体の脱臼。非人格的なも
の

東京マヌカン−コピーとは何か
・「サテライト」の楽曲に、
　「サテライト」の振付と「東京マヌカン」の振付を強引に詰め込んだもの
・歌詞は「サテライト」、「東京マヌカン」、「すろぉもぉしょん」、  
　その他有名アイドル曲の歌詞を参照している 

・「音(・曲)～歌詞(・言葉)～振付(・フォーメーション)」の間にある  
　有機的連関（「自然さ」「美しさ」）を壊すことに眼目が置かれている 

・個人の意図や意識、想像力を破綻させたあとに残るもの、  
　事後的に生成する物語に賭ける（都市の作用のひとつの表現）
・パッケージ(CD)化やストックとしての動画コンテンツ化は不可能、  
　現場でのみ観られる 



「コピー」を偽造する①
❖ ボカロ曲のカバーパフォーンマンスは、オリジナルな振付を持つ。
❖ アイドル界隈の人から見たら楽曲も知らないし、むしろほぼオリジナル曲に見
える。

❖ 初音ミクとアイドルの親近性(と同時に相違点)に拘った演出も、オリジナリ
ティがある。

❖ カバーは、コピーではない。

❖ 一方、オリジナル曲は、パフォーマンスのどの要素も純粋にオリジナルである
(それが過去の楽曲等をある程度参照していたとしても、常識的な意味ではそ
う)。

❖ 逆にコピーはいかに成立するのか?コピーの構造とはどういうものか。→ 第三
項を介在させてみよう。

「コピー」を偽造する②
❖ 第3項のパフォーマンスは、楽曲は「オリジナル曲」の曲を用いるが、タイトルは「カ
バー曲のタイトル_copy」(コピーの自称)。歌詞はそのパフォーマンスの為に作られたオリ
ジナルの歌詞。振付は「カバー曲につけられたオリジナルの振付」のコピー(完全なコピー
ではないが、要素単位では同一。順列が異なる。)

❖ 第3項がコピーを自称することによって、第3項の他にオリジナルが存在することになる。
そししてそのオリジナリティは、「カバー曲」が保有するよう想像される。例えば、「サ
テライト」の楽曲・振付・演出はオリジナルであるが、「東京マヌカン_copy」というタ
イトルによって、「オリジナルの東京マヌカン」（の付随物）のように感じられる。

❖ 「サテライト」は、カバー曲の影響を受けていないにも拘らず第3項の存在によって事後
的に関係性を偽造され、ピノキオP楽曲に影響を受けて書かれたように見えてしまう。

❖ しかしこの、無関係なものが同じ場に置かれることで「関係させられること」「関係性を
想像力で見いだされてしまうこと」が都市の作用である。都市は個人の文脈を剥奪する
(これが従来の都市論)だけでなく、文脈を偽造する(都市的運命)。



4. 各課題図書の読書感想会 
4.1. ・ 
4.1.1. 課題図書 

桐野夏生『東京島』 
4.1.2. 課題図書概要（Amazonより） 

清子は、暴風雨により、孤島に流れついた。夫との酔狂な世界一周クルーズの最中

のこと。その後、日本の若者、謎めいた中国人が漂着する。三十一人、その全てが

男だ。救出の見込みは依然なく、夫・隆も喪った。だが、たったひとりの女には違

いない。求められ争われ、清子は女王の悦びに震える──。東京島と名づけられた小

宇宙に産み落とされた、新たな創世記。谷崎潤一郎賞受賞作。 
4.1.3. 読書感想文 

東京島は以前記事でも読んだことがあったけれど、エロティッシモで本当に感情移

入しにくすぎた。  
清子は、夫との酔狂な世界一周クルーズの最中の暴風雨により、孤島に流れ着い

た。その後、日本の若者、謎めいた中国人が漂着する。三十一人、そのすべてが男

だ。救出の見込みは依然なく、夫・隆も喪った。だが、たったひとりの女には違い

ない。求められ争われ、清子は女王の悦びに震える―。  
というあらすじなんだけど、全然ドキドキワクワクしない。むしろ読み進めるのが

怖かった。主人公の清子は40代の中年の女性で、自分が女として若い男たちに求め

られ、性的な視線で見つめられていることに驚きつつも、喜びを感じるようにな

る。なんか…エグい…すごくリアルに『女』というものを感じさせられる。最初

は、本当にこんなやついるのかよと信じられない気持ちで読んでいたけれど、それ

は・が恵まれた環境の中で生活しているからであって、無人島に漂着し、そこで彼

女らのような生活をせざるを得なかったとしたら、・も彼女らのようになってしま

うのではないか…。ただそれは想像でしかないからわからないけれど、そう考える

と余計に・を物語の中のどこに置けばいいのか分からなくなって読み進めるのに苦

労した。なんて言ったらいいか分からないけど、人間って極限状態になると自分の

欲に素直で、卑しくて、弱いのか強いのか…訳が分からなくなるなと思った。人が

狂いだす過程や、変わりだす思考など、リアルに描かれていて、人のエグさがよく

分かりました。具体的にはあまり書きたくないので書かないけど、あまりいい気持

ちにはならかった。これを心理学的に考察できたらもっと面白いんだろうけど、参

考文献がありえん必要になりそうなので諦めた結果シンプルな感想になってしまっ

た…。多分もっと色んな意味でオトナの人が読んだら印象が違うんだろうな…。で

も、・がもし清子と同じ立場であったら、すぐに自ら命を絶つと思う。というかま

ず・の場合世界一周クルーズとか絶対に行かない。お家が1番。東京島を読んで勉強

になったとは思う。別の作品も絶対に読む。 
 

4.2. ・ 
4.2.1. 課題図書 

村上春樹『東京奇譚集』 
4.2.2. 課題図書概要（Amazonより） 

肉親の失踪、理不尽な死別、名前の忘却……。大切なものを突然に奪われた人々

が、都会の片隅で迷い込んだのは、偶然と驚きにみちた世界だった。孤独なピアノ

調律師の心に兆した微かな光の行方を追う「偶然の旅人」。サーファーの息子を喪
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くした母の人生を描く「ハナレイ・ベイ」など、見慣れた世界の一瞬の盲点にかき

消えたものたちの不可思議な運命を辿る5つの物語。 
4.2.3. 読書感想文 

xxx 
 

4.3. ・ 
4.3.1. 課題図書 

雨宮まみ『東京を生きる』 
4.3.2. 課題図書概要（Amazonより） 

世界中の女の子が憧れる都市は、決まっている。 
パリ、ニューヨーク、ロンドン、東京。 
私はそれらの都市を、身に纏いたかった。 
東京という都市の殻を、自分の身に。 
そうするには、自分の身を、削って削って細く、邪魔にならないようにして、そっ

と都市の殻の中に挿し入れるしかないと思っていた。 その殻を纏えば、自分はこれ

までとは違う自分になれる。洗練された人になれると信じていたし、全身で「東京

の人」になろうとしていた。 
それは、自分のかたちを削っていく作業によく似ていた。 
悪目立ちするのは田舎者っぽいから、場に溶け込むように、浮かないように。自分

の知らない都会の、見えないルールから外れないように。大声を出さないように、

感情をむきだしにしないように。 
こういうのが「東京の女の子」なのだと思うかたちに、自分を近づけていくのは、

楽しいとか苦しいとかではなく、そうすべき義務のようだった。 
『東京の女の子』になるために東京に来たのだから。 
――「殻」より一部抜粋 
九州で過ごした年月を、東京で過ごした年月が越えてゆく―地方出身者すべての胸

を打つ、著者初の私小説エッセイ! 
4.3.3. 読書感想文 

私は前から東京に住みたい！東京のおしゃれな街に住んで働きたい！という願望が

あったが、よく考えると何故東京でないといけないのか、福岡でも北海道でもどこ

でもいいじゃないかと自分でも思う。『殻』にあるように女の子が憧れる東京を身

に纏いたかったのだ。キレイな洋服を着て東京の美容室に通っておしゃれなカフェ

に入って「東京の人」になりたかった。憧れの「東京の人」になりきったつもりで

いたのだ。「東京の女の子」がどういう人なのか定められてはいないが、（歴史と

ともにどんどん変わるし）とにかく自分の想像する東京に染まりたかったのだろ

う。何故そんなに染まりたかったのだろう。それは小さい頃から芸能界やアイドル

のキラキラして見える世界に入りたかったのが一番の理由だと思う。実際、私の友

人であまり芸能界に興味がない人は東京にほとんど遊びに行かないし、服装もそこ

までこだわりないことが多い。そういう友人もみんな幸せそうだし、少しの愚痴は

言ってても毎日楽しそうだし、満足しているように見える。私は何故そこまでして

お金をかけて東京へ出向きお金をかけて東京のものを手に入れようとするのか。同

じものでも東京の方がキラキラして見えるのだろうか。東京に憧れをだいぶ抱いて

いたが、今は東京にしかないお店や欲しいものがあればたまに行けられれば良いか

な、ぐらいに思っている。（この場合の欲しいものは、洋服や雑貨などの物の他
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に、行きたいイベントや見たい景色なども含む）ただ、その欲しいものは近所のお

店では代用できないのか、似ているものでもっと手に入れやすいものはないのかと

かの問題も出てくる。この本に書いてある通り、一年中人混みだし、意味のないぐ

らいたくさんある駅の密集具合、キラキラして見える街の隅っこにある大量のゴ

ミ、生きづらいところも東京にもたくさんある。これからも「東京の女の子」に

なった気でいたり、自分のまま、今のままでいいじゃないかと考えることもあると

思う…そわそわする気がする。結果どっちが良いとか、自分にはどこが合ってるの

かはいつまで立っても変わらずに分からない。 
 

4.4. ・ 
4.4.1. 課題図書 

川上弘美:『東京日記 卵一個ぶんのお祝い。』 
4.4.2. 課題図書概要（Amazonより） 

「本書は、本当日記です。少なくとも、五分の四くらいは、ほんとうです。ふつう

に生活していても、けっこう妙なことが起こるものだなあと、読み返しながら、な

つかしく思い出しました。」（あとがきより） 
本書は、川上弘美さんが、雑誌『東京人』にて連載中の『東京日記』の単行本化で

す（2001年6月号～2004年5月号分を収録。続編も予定）。 
著者ならではの、エッセイとも小説ともつかない、おかしみとシュールさの入り混

じった世界が広がる本書は、川上的世界のエッセンスがたっぷりつまった、ファン

の期待にこたえる一冊です。 
4.4.3. 読書感想文 

電車の中で、大福を食べている人を見たの所で真っ先に思い浮かんだのが、・ちゃ

んが電車でゆで卵を壁にぶつけて割り始めた話だ。電車が混んでて憂鬱なときも、

この話を思い出すとほっこりしてしまう。  
百円ショップは実際百円に見えないものまでたくさん置いてある。そのおかげで時

間潰しに入ったつもりが、ついつい何個も買ってしまうときがある。思うツボだな

と思いながらも続けてしまう。  
突然思いつきであれが食べたいと思い、一人で外食に行くことがある。私はハマる

とそのお店のものばかり食べたくなってしまうため、いつも同じ店に行きがちだ。

一人で行きたい場所に自分のペースで向かい、自分のペースで迷い、自分のペース

で食べ、自分のペースで帰る。私にとっての小さなご褒美の一つはこの何でもない

ただゆっくりと過ごしている時間なのかもしれない。  
吉祥寺は・ちゃんと色違いの指輪を買った思い出の場所だ。  
だいたいの夢は、何となくでしか覚えていない。とても記憶に残っているのは、今

年の初夢だ。弟の生首が階段に置いてあるという、なんとも恐ろしい夢。ストー

リーも何もなくただその場面が写真のように今でも鮮明に思い出せる。夢占いで調

べてみると、私にとってはとても良い夢みたいだった。しかし、弟からしたら人の

夢で自分の生首だなんて、気持ち悪くて仕方ないだろう。もうすぐ今年も終わる、

来年の初夢は何だろう。  
この本は、日記だった。東京日記ならぬ・日記。 
 

4.5. ・ 
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4.5.1. 課題図書 
リリー・フランキー『東京タワー―オカンとボクと、時々、オトン』 

4.5.2. 課題図書概要（Amazonより） 
オカン。ボクの一番大切な人。ボクのために自分の人生を生きた人----。 
四歳のときにオトンと別居、筑豊の小さな炭鉱町で、ボクとオカンは一緒に暮らし

た。やがてボクは上京し、東京でボロボロの日々。還暦を過ぎたオカンは、ひとり

ガンと闘っていた。 
「東京でまた一緒に住もうか?」。 
ボクが一番恐れていたことが、ぐるぐる近づいて来る----。 
大切な人との記憶、喪失の悲しみを綴った傑作。 

4.5.3. 読書感想文 
私はこのお話を読んで、今の自分が1番読まなければならない本だと感じました。 
いつも当たり前だと思っている、思ってしまっている母の存在にもっと感謝しなけ

ればならないと思いました。いつも私の味方でいてくれて、毎日美味しいご飯も

作ってくれて、私のためならなんだって頑張ってくれたり、協力してくれる、そん

な母に私は反抗したり、突き放してしまう時があります。本当はだいすきで、あり

がとうって伝えたいことも沢山あるのに素直になれない自分がいつも恥ずかしく

て、情けなけなく思います。そんな時に主人公のように、もし母の「いつか」が突

然訪れて居なくなってしまったら、と考えたら私はまだ何もしてあげられていない

という後悔と、死に対する恐怖心で胸が締めつけられました。でも母の死は決して

考えたことが無いわけではなく、小さい頃から何となく考えたりしてどうしようも

ない気持ちになって泣くことがありました。なので主人公は母が癌でもがき苦しみ

辛い闘病生活を一緒に過ごしたり、最期を見届けることも本当に辛く悲しかったと

思います。後悔も沢山したと思います。私も同じ立場になったら絶対数え切れない

ほどの後悔をすると思います。だけど、いつ来るかわからない死に怯え続けるのも

苦しいし、勿体無いと思うので、今はその後悔の量を少しでも減らしていけるよう

に、今大切にできるものを大切にしたいです。また注いでくれたたくさんの愛情を

私も注いであげたいです。 
 

4.6. ・ 
4.6.1. 課題図書 

大竹静市郎『写真で見る 東京の激変』 
4.6.2. 課題図書概要（Amazonより） 

東京郊外で生まれ育ったわたしにとって「東京」は、よく知っているのに他人の顔

を持つ町です。日々足を運ぶのだけれど、どこか距離がある——銀座、新宿、渋

谷、雑踏の中に身をおくたびにそんな感慨を持ちます。しかし今回出合えた過去の

「東京」の写真たちに、わたしの心は強く反応しました。 
この本の写真が撮影されたのは昭和30年代なかば。わたしはまだ生まれていませ

ん。現在の「東京」しか知らないわたしの心をわくわくさせたのは、フィルムに定

着した人々の「熱気」や「希望」です。新宿の黄昏空のもと帰りのバスを待つ人、

上野駅で帰省の列車を確かめる人、「ご成婚パレード」でレストランの二階から落

ちそうなほど身を乗り出す人々。あの時代に自分が生きていたら——40年の時を経

てそれぞれ同じ場所で撮影された写真を見るたびに、そんな思いを抱きました。 
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懐かしい「東京」を知る人にも、知らない人にも、きっと新しい発見がある一冊で

す。 
4.6.3. 読書感想文 

わたしは東京の激変という本を読んで東京の変容を知ることができました。この本

は主に東京のいろいろな場所のビフォーの写真とアフターの写真が見開きで載って

いて、その写真に対してのカメラマンからの解説が書かれてあります。  
個人的には銀座あたりの比較が一番面白かったです。昔は光があまりなかったよう

に見えるのが、今ではキラキラ輝いていてすっかり東京らしくなったなと思いま

す。  
この本を見て、今の東京が昔の東京と一番違うのは建物の高さや数なんじゃないか

と思いました。どの写真を見ても圧倒的に今の方が建物が密集していたり、高さが

何倍かになっていたりしています。  
それから写真がすごく綺麗になっているのがわかります。白黒で光が伝わらない昔

の写真とは違って、今はそのまま映し出せることがすごいなと比べて分かりまし

た。  
そして、その写真たちを撮ったカメラマンが偶然新潟出身ということに驚きまし

た。なんだか同じ地元の方がこんなにステキな写真たちを撮ったのかと思うと不思

議な気持ちになります。  
面白かったです。 
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5. 楽曲の歌詞・振付・コンセプト解説(演劇的インスト楽曲編) 資料  
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6. 歌詞集 
6.1. スライド 

溶けてく 甘い炭酸 冷たく そっと 喉を詰める 
ないものねだりの様に 君のあの味 飲み干したんだ 
 
弱く霞んでゆく 帰れないあの場所 
でもね知ってる きっと 
このままじゃあ私 何処にも行けない 
 
あぁ 音立て 消えゆく君は 記憶の泡 
ねぇ 私も 引き寄せて 溶かしてね 
淡い刺激 私を染めてく 微炭酸 
 
イヤフォンから流れ込む 君の好きな曲 あのメロディー 
私を透明な夜が 鼻で笑った そんな気がした 
 
微かに残るの 甘すぎたあの味 
あの泡溶けて消えないように 蓋しておきたい 
 
あぁ 音立て 消えゆく君は 記憶の泡 
ねぇ 私も 引き寄せて 溶かしてね 
甘い刺激  私を染めてく 微炭酸 
 
満たされていたいんだ 
消えないでいてね 
 

6.2. サテライト 
今日もまた おはようって鳥の 便りが届く 
可愛らしい 花びらのような 君が微笑む 
いつだって 鼓動感じてる 手のひらの中 
キラキラの 街を見つけて 心が躍る 
 
ふわふわと 飛んでいくよ 
笑顔見せる 君の元へ 
 
スターリーナイト いつも過ごす時間は 甘く 煌めきの世界 
君といれば 笑顔になれるよ ずっと繰り返す毎日 
ハイライト 一番輝いてるよ あの日隣で微笑む 
僕の願いいつだって一つさ 星はここから始まったんだ 
 
今日もまた 届くはずのもの 光はどこだ 
考えて どこに向かうの 終わりはないよ 
嘘じゃなく 何を伝えるの ホントを知りたい 
キラキラの 君に会いたくて 走り出してみる 
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飛んでくよ 心のまま 
笑顔見せる 君はどこだ 
 
スターリーナイト 左手が触れたとき 僕は切なくなるんだ 
君は誰に 微笑み返すの ずっと遠くにいるのかな 
ブラックホール ここから抜け出せない そこに 引き寄せられるんだ 
僕の願いいつだって一つさ 夢はここから始まったんだ 
 

6.3. ねぇ 
ねぇ あの子はわたがし？それともクッキー？グラニュー糖なくなった ぽわ 
もしオーブンなくても 材料さえあれば ふわふわふわ 
ねぇ君と作りたい カラメルシフォンの 甘いだけでいいの でしょ？ 
ふぅ 夢で潰される 本当の味覚は…むにゃむにゃむにゃ 
 
薄力粉って真っ白かな？塩と砂糖ってちがうの？ 
シナモン シュガー バター 君と作ってるのにな 
 
ああ ストロベリーホイップ 僕だけが食べられる 
きっと黒くなる 真っ黒くなる 
ただ黙って 目を閉じるの 
 
もう期限が切れたよ それ使えないよ そんなの入れたらだめ 
はぁ 何がちがったの 僕等まちがえたの くらくらくら 
 
ミトン スケール ホイッパー  ミキサー タイマー スパテル 
なみだ集めたら いったん全部すてちゃおう 
 
ああ ラズベリークリーム これじゃ食べきれないや 
きっと白くなる 真っ白くなる 
ただ黙って 耳塞ぐの 
 
ああ 味がしないんだ 会いたくなんてないんだ 
きっと今はもう 透明なの 
ただ黙って 目を閉じるの 
 

6.4. サイダー 
微かに聞こえてた しゅわしゅわ消えてゆく 
夢の中だけかな？ 
ポッケに隠したむらさき色の風ふわり飛んでった 
 
２人で歩く天空世界 
息苦しくて、言葉を散りばめたら 
きらきら雪へと消えてゆくかな？ 
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Ah〜冷たい窓に手をのばそう 
 
サイダーはんぶんこ 海へ駆けだし 
明るい砂浜 騒ぐ幻想 
 
木漏れ日差し込んだ ゆらゆらワンピース 
純情ごっこだね 
脳内0にして世界地図広げた 
寄り添いはんぶんこ 
 
1人で歩く未知の地底へ 
届かない距離涙を拭い歩く 
永遠溺れてセンチメンタル 
Ah〜冷たい青い雨流そう 
 
サイダー溶けてった 気持ち△形 
魔法溢れて 心リセット 
 
放課後の斜陽   帰り道の空き地 
公園のベンチ 学校の下駄箱 
赤いポスト いつもの通学路  いつもの教室  
地平線の向こう側 
まんまるになって、しかくになって、さんかくになって 
変わらない日常 
変わらない風景 
変わらない思考 
 
サイダーはんぶんこ 海へ駆けだし 
明るい砂浜 騒ぐ幻想 

 
6.5. きみにおちるよる 

空の星 願いを込める 
ステージを飛び立って 君に落ちたい 今 
 
何にも知らない 子供だと思ってる？ 
全部わざとだよ 
きらりきらり光る姿 
ちらりちらり目で追ってしまう 
「君は誰を見てるの？」 
 
遥か遠い背中へ 1人で呟く 
ここにいるよ 見つけて 
 
空の星 願いを込める 《込めてく》 
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揺れる衣装 波打つ髪 君だけに魅せたくて 《君だけに魅せたくて》 
見つめてて その瞳で 《その目で》 
君の目に映れない？ 生きる意味すらない 
 
君の隣は 私だけにしたい 
なんて 妄想開始 
声に出せば 咎められて 
許されない 嘲る月 
「私だけの秘密ね」 
 
私の歌声で どうかそのツバサに 
光 照らしますように 
 
空の星 願いを込める 《込めてく》 
会う度に 話す毎に やっぱり君が好きだよ 《やっぱり君が好きだよ》 
受け止めて その両手で 《その手で》 
初めての ことだらけ 全部教えて ねぇ 
 
遥か遠い背中へ 心が叫ぶの 
ここにいるよ 見つけて 
 
空の星 願いを込める 《込めてく》 
倫理より 平和より 君だけが尊い 《君だけが尊い》 
変わりたいよ もっと可愛く 《可愛く》 
この気持ち 赤色の 私よ 私になれ 
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7. ・・・・・・・・・紹介 
7.1. グループ 

お披露目ワンマンがキャパオーバー、9つの・からなる正統派?へんてこ?アイ

ドルグループ。 メンバーの名前は全員「・」。顔もわからないけれど話せは

゙愛しい。 「会いに行けるアイドル」から「纏うアイドル」

へ、・・・・・・・・・が東京中を駆け巡る!  
7.2. アルバム 

 
シューゲイザーから、90sUK、90semo、ローファイ、ドラムンベース、エレポップま

で、様々なジャンルを「エモい」にぎゅっと集約した1stアルバム 
・・・・・・・・・1st Album『         』2018.1.12 Release 
収録曲（全10曲）  
1.ねぇ 
2.きみにおちるよる 
3.トリニティダイブ 
4.ソーダフロート気分 
5.文学少女 
6.星屑フィードバック 
7.サイダー 
8.サテライト 
9.スライド 
10.1998- 
 
CD （紙ジャケット仕様） 
￥2500+税 / TUR-021 　発売元：TRASH-UP!! RECORDS  
LP（レコード） 
￥3000+税 / NRSP-1242 　発売元：なりすレコード / TRASH-UP!! RECORDS  
初回プレスのみ完全限定盤　レッドマーブルディスク仕様 

 
 

以上 
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