
ネット調査会（2017年1月19日）
プラトンのコミュニケーション論

東洋英和女学院大学国際社会学部教授　三上章先生
　今年度のネット調査勉強会は、最終講義を終えられた直後の三上章先生をお招きして行われた。
三上先生は2016年10月に「プラトン『国家』におけるムゥシケー」（リトン）を刊行されている。
今回の勉強会では、ご著作をふまえながら、自由な雰囲気の中で古代ギリシャのコミュニケーショ
ンや教育についてお話しいただいた。
　三上先生のご著作の表紙には、バルダッサーレ・ペルッツィの「アポロンとムゥサ」が使用さ
れている。この作品は、アポロンを中心にムゥサ女神達が歌い踊るシーンが描かれたものである。
ムゥサ女神はムシケーを司る神々である。ムシケーは「音楽」と訳されることが多いが、古代ギ
リシャにおいては音楽だけでなく詩や文学まで含む包括的な概念だったと考えられる。「国家」
においてプラトンは、子どもたちの育成におけるムゥシケーのあり方を論じている。
　プラトンは、気概的素質と知を愛する素質を調和させる役割を担うものとして、ムゥシケーと
ギュムナスティケー（体育術）を調和させた統合教育を唱えている。ムシケーとギュムナスティ
ケーの協同により、学芸と身体性のいずれに偏るのでもない、調和的な教養が実現すると考えら
れる。このプラトンの主張をふまえ、三上先生は子どもの可能性や創造性を伸ばすうえで、音楽
や体育ほど最適な教科はないことを強調された。しかし残念ながら現代の学校教育において、音
楽や体育はそれぞれが独立した教科として存在し、受験勉強に関わる他の教科に比べて軽視され
がちである。
　研究会の話題は2016年にノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランにも及んだ。ミュージシャ
ンが文学賞を受賞したことは、音楽と文学の間に存在すると考えられている境界が自明のもので
あるのかを問い直す、非常に興味深い出来事である。
　古代ギリシャの哲学は対話の中で生まれた。ソクラテスやプラト
ンの活躍の場も、アゴラにおける対話であった。現代で人々が対話
のために集まる場所といえば、インターネット上のコミュニティが
想起される。SNSによる言葉でのやり取りが広く普及した現代の
人々もまた、古代ギリシャのような対話の世界へと回帰しているの
かもしれない。そのような中で、我々が想定する境界を超えた、よ
り自由で調和的な「教養」が生まれる可能性もあるだろう。 記：渡部麻美

編集後記
　「ソーシャル・メディアの台頭によって真実と間違った情報の区別がとても難しくなって
いる」。米ハーバード大学のM・サンデル教授の懸念だ（2017年1月22日付日経新聞朝刊）。
トランプ政権下の米国を案じているが、日本も同じ状況。では、どうすればいいのか。まだ、
解はない。われわれが向きあうべき課題である。 （町田幸彦）
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トランプ流ツイッターの本質
　米国のトランプ新大統領誕生のおかげで、短文投稿サイト「ツイッター」が改めて注目されて
いる。ツイッターをメッセージ伝達の手段とする政治家は数多くいる。記者会見を敬遠し活字媒
体に距離を置くトランプ氏。メディアへの登場の要は、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）のツイッター利用のほぼ一本やりだ。
　米国では、同じSNSでもフェイスブックへの人気がツイッターより広がっていただけに、ツ
イッターの運営会社には新大統領のご愛顧がプラスにはなろう。オバマ政権のケリー前国務長官
は「140文字（ツイッターの字数制限）で政策を説明しきることはできない」と述べ、トランプ
氏のツイッター依存症を揶揄した。それでもツイッターの浸透力、さらに世論形成への影響力は
侮れないし、トランプ氏自身は意に介すことなくずっとツイッターを愛用した。いや、強面の場
外乱闘の決め手にしてきたというべきか。
　ツイッター（twitter）への投稿（tweet）を、日本語で「つぶやき」「つぶやく」といったりす 

る。これは英語のツイート（tweet）の訳語として代用した変則的意訳だが、tweetの本来の意
味は鳥が「さえずる」こと、twitterは「さえずり」だ。擬音語の twitterは転じて「（人が興奮
して）ぺらぺらしゃべる」という意味にもなる。トランプ流ツイッターに対して、さえずるとい
う柔らかな元々の語感で、英語圏の人々はだれも受け取らないだろう。
　トランプ氏のツイッター投稿文の特質を的確に指摘した一文がある。米ニューヨーク・タイム
ズ紙の解説記事の文中でこう記された。
　Attack the attacker（攻撃してくる者を攻撃せよ）。
　人と言葉の交流の場であるべきSNSを戦場のようにとらえ、権力者がツイッター投稿を言論
攻撃の武器とする世界が広がれば、批判精神あるいは批評という行為が萎えていきかねない。時
代背景の違いはあるが、半世紀前の警世の文言を思い出す。「抑制よりも攻撃の方に、力点が移
りつつある。これは文化としては一種の後退現象である」（多田道太郎『しぐさの日本文化』）
　トランプ米大統領のツイッターは私用も含め就任以降、公文書扱いとなる。投稿内容に自制心
は働くのかもしれない。だとしても、米大統領の品格が知性と理性から離れていく印象を拭えな
い。嘆くべきトランプ時代の象徴的意味であろう。

記：町田幸彦



第1回講演会（2016年10月24日）

日本における公共放送の役割
 公立はこだて未来大学 システム情報科学部教授

前NHK経営委員会委員　美馬のゆり先生
　日本には国営放送はなく、公共放送がある。その公共放送がNHK（日
本放送協会）。NHK経営委員（2013～ 2016年）を務めた美馬のゆり
氏は、公共放送としてNHKが戦後再出発した意義をまず語った。新生
NHKの根幹になったのが1950年に制定された放送法だ。放送法の精神
を美馬氏は力説した。
　「戦後民主主義のあり方に放送は大きく影響する。政治的公平、報道
の真実、多角的な論点の解明として、国民に積極的に情報を提供してい
く必要がある」
　放送に国家権力が関与することを排除する。自分たちの責任で情報を得て判断していく。国営
放送でなく公共放送であるメディアのあるべき理念を美馬氏は説明した。報道活動の使命には二
つの機能がある。一つは批判的機能。権力を監視監督し、必要な情報を市民に提供すること。も
う一つはアジェンダ機能。社会の重要な争点を見つけ、公共の意見形成の課題として市民に伝え
る働き。いずれも現在、NHKの真価が問われている論点である。
　「公共放送の主たる使命は報道と教育」という期待を美馬氏は述べつつ、聴講生たちに最後問
いかけた。公共放送は必要か？必要だと思う番組の内容は？受信料は払うのか？
 記：町田幸彦

第2回講演会（2016年11月21日）

報道機関の役割と課題
毎日新聞社 デジタル報道センター編集委員　元村有希子氏

　科学報道で鳴らした記者、元村有希子氏はとにかく、しゃべりがうま
い。語り口に独特の品とさわやかさがあり、テレビ番組などでコメンテー
ターの常連になっている。
　講演では、報道の自由をうたった日本国憲法第21条から話し始めた。
あとから聞くと、危機感を募らせているからだという。そして報道の「生
命線」として、取材の自由とは「お金のやりとりを原則としてしない」
ことと表裏一体であり、編集権の独立、取材源の秘匿の重要性を挙げた。
これらの強調も報道の自由に対する危機感からきているのだろう。
　現在デジタル報道センターに所属する元村氏は、ネット世界への造詣も深い。新聞とネットと
の特長を「じっくり学べる vs. すぐに知りたい」という図式で説明した。「メディアの特質を知 

り、使い分けることが大切」と語ったが、新聞離れの風潮には歯止めがかかりそうもない。
　実は別の得意分野はテレビ業界の舞台裏の小話。マツコデラックスの出勤姿、某報道カメラマ
ンの帽子のなかの様子などはユーモアあふれる話題だった。会場を大きな笑いに包んだ話術は、
プレゼンテーションのお手本でもあった。

　記：町田幸彦

第3回講演会（2016年12月1日）

チャップリンの遺産
脚本家・日本チャップリン協会会長　大野裕之氏

　映像メディアについて考える連続講演会の最終回は、『チャップリン
とヒトラー』（岩波書店、サントリー学芸賞受賞）の著者であり、日本
のチャップリン研究の第一人者である大野裕之氏が登壇。チャップリン
が描いた社会とは何か、そして彼がメディア史に果たした重要な役割と
は何かについてお話頂いた。
　イギリスで大衆娯楽の演者としていて活躍していたチャップリンがア
メリカに渡ったのは第一次世界大戦が勃発する1914年。20世紀型産業
資本主義の隆盛を含め、世界の中心がヨーロッパからアメリカに移る時
期であった。「見せる芝居」に長けていたチャップリンが「動く写真（motion picture）」の世界
でスターダムへと駆け上がるのは難しいことではなかったが、チャップリンが今も高く評価され
るのは単なる当時の映画スターというだけではないようだ。
　キャラクタービジネスを生み出し、映画を世界的インフラとするなど、チャップリンがメディ
ア史に果たした役割は大きいが、とりわけ「イメージ」が社会を動かす威力を持つことを最初に
示した人物でもあるという。
　その「イメージ」を政治の世界で活用したのがチャップリンと同年生まれのヒトラーであっ 

た。ヒトラーは、奇しくも当時のニューメディアである映画を用いた演説で支持を集め、シンボ
ル（ハーケンクロイツ）やワンフレーズを活用しながら崇高な自己像を創り上げていった。チャッ
プリンとヒトラーは、お互いが交わることなく「イメージ」が支配する世界をそれぞれ別の形で
生み出していくのである（二人のトレードマークでもある「ちょびひげ」もどちらかが他方を意
識したものではないらしい！）。
　講義では、映画のテクストを読み解きながら、チャップリン映画が描いた社会についての考察
も行われた。権力に対する弱者（大衆）の抵抗（「The Kid」（1921））から始まり、個性が剥奪さ
れコピーが広がる社会（「The Circus」（1928））、自分の役割も分からぬまま産業資本主義の道
具とされていく個人（「Modern Times」（1936））、そして現実の社会に登場した権力の危険性「The 

Great Dictator（独裁者）（1940）」と、チャップリン映画は強烈な社会批判とともに展開されて
いく。中身のないパフォーマンスで大衆の喝さいを浴びる独裁者を揶揄した作品以降、（現実社
会での）ヒトラーの演説回数は激減したそうである。「映画のフィクションが（現実世界では見
えない）リアリティを描き出す。現実の戦場で決着がつく前に、イメージの世界では決着がつい
ていた」との考察が印象的であった。
　チャップリン映画を鑑賞したことがなくともチャップリンは知っている、「蒸気船ウィリー」
を観たことがなくてもミッキーマウスを知っている─。知らないけれど知っている気になって
いることの怖さ。それを増幅させる新しいメディア。イギリスのEU離脱やトランプ現象、右極
化する政治─。現代社会でより顕著に、そして支配的になる「イメージ」の功罪を考えさせら
れた。
 記：小寺敦之
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れている。この作品は、アポロンを中心にムゥサ女神達が歌い踊るシーンが描かれたものである。
ムゥサ女神はムシケーを司る神々である。ムシケーは「音楽」と訳されることが多いが、古代ギ
リシャにおいては音楽だけでなく詩や文学まで含む包括的な概念だったと考えられる。「国家」
においてプラトンは、子どもたちの育成におけるムゥシケーのあり方を論じている。
　プラトンは、気概的素質と知を愛する素質を調和させる役割を担うものとして、ムゥシケーと
ギュムナスティケー（体育術）を調和させた統合教育を唱えている。ムシケーとギュムナスティ
ケーの協同により、学芸と身体性のいずれに偏るのでもない、調和的な教養が実現すると考えら
れる。このプラトンの主張をふまえ、三上先生は子どもの可能性や創造性を伸ばすうえで、音楽
や体育ほど最適な教科はないことを強調された。しかし残念ながら現代の学校教育において、音
楽や体育はそれぞれが独立した教科として存在し、受験勉強に関わる他の教科に比べて軽視され
がちである。
　研究会の話題は2016年にノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランにも及んだ。ミュージシャ
ンが文学賞を受賞したことは、音楽と文学の間に存在すると考えられている境界が自明のもので
あるのかを問い直す、非常に興味深い出来事である。
　古代ギリシャの哲学は対話の中で生まれた。ソクラテスやプラト
ンの活躍の場も、アゴラにおける対話であった。現代で人々が対話
のために集まる場所といえば、インターネット上のコミュニティが
想起される。SNSによる言葉でのやり取りが広く普及した現代の
人々もまた、古代ギリシャのような対話の世界へと回帰しているの
かもしれない。そのような中で、我々が想定する境界を超えた、よ
り自由で調和的な「教養」が生まれる可能性もあるだろう。 記：渡部麻美

編集後記
　「ソーシャル・メディアの台頭によって真実と間違った情報の区別がとても難しくなって
いる」。米ハーバード大学のM・サンデル教授の懸念だ（2017年1月22日付日経新聞朝刊）。
トランプ政権下の米国を案じているが、日本も同じ状況。では、どうすればいいのか。まだ、
解はない。われわれが向きあうべき課題である。 （町田幸彦）
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トランプ流ツイッターの本質
　米国のトランプ新大統領誕生のおかげで、短文投稿サイト「ツイッター」が改めて注目されて
いる。ツイッターをメッセージ伝達の手段とする政治家は数多くいる。記者会見を敬遠し活字媒
体に距離を置くトランプ氏。メディアへの登場の要は、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）のツイッター利用のほぼ一本やりだ。
　米国では、同じSNSでもフェイスブックへの人気がツイッターより広がっていただけに、ツ
イッターの運営会社には新大統領のご愛顧がプラスにはなろう。オバマ政権のケリー前国務長官
は「140文字（ツイッターの字数制限）で政策を説明しきることはできない」と述べ、トランプ
氏のツイッター依存症を揶揄した。それでもツイッターの浸透力、さらに世論形成への影響力は
侮れないし、トランプ氏自身は意に介すことなくずっとツイッターを愛用した。いや、強面の場
外乱闘の決め手にしてきたというべきか。
　ツイッター（twitter）への投稿（tweet）を、日本語で「つぶやき」「つぶやく」といったりす 

る。これは英語のツイート（tweet）の訳語として代用した変則的意訳だが、tweetの本来の意
味は鳥が「さえずる」こと、twitterは「さえずり」だ。擬音語の twitterは転じて「（人が興奮
して）ぺらぺらしゃべる」という意味にもなる。トランプ流ツイッターに対して、さえずるとい
う柔らかな元々の語感で、英語圏の人々はだれも受け取らないだろう。
　トランプ氏のツイッター投稿文の特質を的確に指摘した一文がある。米ニューヨーク・タイム
ズ紙の解説記事の文中でこう記された。
　Attack the attacker（攻撃してくる者を攻撃せよ）。
　人と言葉の交流の場であるべきSNSを戦場のようにとらえ、権力者がツイッター投稿を言論
攻撃の武器とする世界が広がれば、批判精神あるいは批評という行為が萎えていきかねない。時
代背景の違いはあるが、半世紀前の警世の文言を思い出す。「抑制よりも攻撃の方に、力点が移
りつつある。これは文化としては一種の後退現象である」（多田道太郎『しぐさの日本文化』）
　トランプ米大統領のツイッターは私用も含め就任以降、公文書扱いとなる。投稿内容に自制心
は働くのかもしれない。だとしても、米大統領の品格が知性と理性から離れていく印象を拭えな
い。嘆くべきトランプ時代の象徴的意味であろう。

記：町田幸彦


