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交通・通信環境発展史に向けての試論 
                 神戸夙川学院大学観光文化学部講師 原 一樹 
 

 

はじめに 

現在、人類全体の未来に関わる問題として論じ

られる機会が多いのは地球規模での自然環境問題

だろう。しかしおよそ「環境」概念が、何らかの

行為主体及びそれと関係する周囲の外界というカ

ップリング構造のあるところでは広範に使用可能

な極めて緩やかな概念であるが故、人間には自然

環境以外にも、大きくはそれと対を成す社会環境、

更にその下位区分の職場環境・教育環境等、様々

な環境が開かれている。この時、交通・通信環境

とは、人と人、集団と集団を結合し、また分離す

る作用をも持つ交通・通信技術と人間との関係に

より成立するものであることとなる。人間は自然

環境を離れて生きていけないのと同様、他人と完

全に関係を持たずに生きていくことはできない。

その意味で、自然環境と同様の根源性を交通・通

信環境が持つことは動かない。寧ろ特定の交通・

通信環境の発展段階に入り初めて地球規模での自

然環境問題が発生したとも表現できよう。私達は

現在、抜き差しならない形で複雑な交通・通信環

境を生きることを余儀なくされている。そこで本

稿では、重層的に構築されてきた交通・通信環境

の内実とそれが人間に与えてきた影響を解きほぐ

すことを筆者なりの観点から試み、今私達に与え

られているものは何なのか、その意味の理解を深

めたい。 新の情報通信技術については充分に触

れることができなかったが、以下の各問いを展開

することで、現在に至るまでの交通・通信環境の

発展史を大局的に俯瞰することをまずは目指す。 
 展開される問いは以下である。 
1．交通・通信環境の零地点はいかなるものか。 
2．私達はいかなる歴史的蓄積を経て、現在の重

層的交通・通信環境に到達したか。 
3． 歴史を通し反復的に登場する価値対立はどの

ようなものか。 
4．私達が直面している交通・通信環境をどう理

解すべきか、その可能性と課題は何か。 

 

1．交通・通信環境の零地点 

私達は現在、極めて重層化された交通・通信環

境に生きている。ここで、限りなく交通・通信技

術が零度に近い地点を想定してみると、それはど

のようなものだろうか。 
 原初的通信手段が話し言葉であるのは明らかだ

ろう。自他未分離な生を生きる赤ん坊は、前言語

的コミュニケーションしか存在しない世界に生き

ている。そこに十全な意味での他者との分離はな

く、同時に｢私｣も十全な意味では存在しない。私

達は、言語獲得により自他の分離を生き始め、同

時に言語的コミュニケーションの可能性を、換言

すれば新たな方法で他者と結合する可能性を持ち

始める。無論、言語は私が生まれる以前から在り

続けて来たものであり、私にとって他なるもの
、、、、、

だ

とも表現できる。しかし人間は、この他なるもの

を己のもの、強く言えば己自身
、、、

と
、
なす
、、

ことで十全
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な意味で｢私｣となるのであり、同時に、言語を知

らぬ存在者とは異なる次元で、他者との結合と分

離を生きることにもなる。言語を語る存在者が、

固有の｢他者との結合と分離｣を生きるようになる

為には、 初に根源的結合
、、、、、

が必要である。 
 原初的交通環境において私に与えられているの

は、己の身体と、他の誰かによって踏み固められ、

皆が通るものとして既に出来上がったものとして

在る｢道路｣である。話し言葉と同様、これらは私

の創造物ではなく、他者が私に与えるものである。

他者の先行性と優越性という意味で、ここにもま

た根源的結合があると表現できよう。 
以上は、交通・通信環境の零地点における根源

的結合の成立を言うものである。交通・通信技術

は人と人、集団と集団を結合すると同時に分離す

るものだが、生まれ来る人間の視点に立てば、人

間はまずもって他者が与えてくる交通・通信環境

へ結合せねばならない。私達は次節以降、交通・

通信環境が様々な形で｢人間の結合と分離｣をもた

らしてきた事態を検討するが、いかに交通・通信

環境が変化しようとこの事態は動かない。 
さて、｢人間の結合と分離｣には政治的・経済的・

心理的等の様相が存在する。話し言葉・身体・自

然発生的道路のみからなる交通・通信環境の零地

点においては、次の事柄が指摘できよう。生存の

為の利害を共有する一集団を想定すると、たとえ

その集団が交通・通信環境の零地点にあるとして

も、その中にはやはり政治的分離(支配者と被支配

者)、経済的分離(富者と貧者)、それらに相関的な

各成員間の心理的分離が存在するだろう。話し言

葉・身体・自然発生的道路がそれらの原因だとは

言えないが、少なくとも必要条件ではある。次に、

このような集団が散在する世界を想定すると、集

団間の結合は比較的弱い。これは、交通・通信環

境の零地点においては、権力が力を及ぼす範囲が

限られ、集団間の交易も限定的にしか為されえな

いことを思えば理解できるだろう。この視点から

見ると、交通・通信環境の零地点は、特定の一集

団の結合の度合いを強めるとも表現できる。換言

すれば、政治的・経済的・心理的な意味での人間

同士の結合の度合いが相互に一致している。 
以下、次節では交通・通信環境の発達史を概観

するが、その意義の理解において、交通・通信環

境の変化が政治的・経済的・心理的な｢人間の結合

と分離｣をいかにもたらしてきたかと問う視線を

一貫して保持していくこととする。 
 
2．交通・通信環境発展史における四つの重

要契機 

現在私達が生きる交通・通信環境に至る歴史的

過程には、画期的契機が幾つか存在する。本節で

は｢文字・印刷物・新聞の誕生によるマス・コミュ

ニケーションの成立｣・｢交通革命による交通の高

速化｣・｢電気メディアによる交通と通信の分離｣・

｢ラジオ・テレビによるマス・コミュニケーション

の発展｣の四つを挙げ、簡略に歴史を回顧しその意

義を考察する。 

 
2.1 マス・コミュニケーションの成立 

周知のように、コミュニケーションにはパーソ

ナル・コミュニケーションとマス・コミュニケー

ションの区分がある。典型的には、通常私達が言

語を用い相手と対面して相互的に行うものが前者、

或る特定の情報発信者が大多数の受け手に対し一

方的に情報を発信するものが後者である。前節の

零地点においては話し言葉のみしか存在しないと

想定したので、そこで為されるマス・コミュニケ

ーションはせいぜい発話者の声の届く範囲で行わ

れるものに留まる。零地点にある一つの集団の権

力者は、集団全体に対して語りかけただろう。そ

れは一つのマス・コミュニケーションではあるが、

限りなくパーソナル・コミュニケーションに近い。

それに対し、文字と印刷術、新聞の誕生が、私達

が現在生きている、政治的・経済的論理に強く巻

き込まれるマス・コミュニケーションの可能性を

拓いた。 
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紀元前 3000 年には既に存在したと言われる文

字は、人間の幾何級数的な知識の蓄積を可能とし

た。話し言葉に対する文字の読み書きの特徴とし

て、それが他者や自分の過去の思考の痕跡を残し、

改めてそれに触れる機会を与えることで、話し言

葉のみを持つ人間に比べ反省的人間を生み出す点

が挙げられる。｢人間の結合と分離｣の視点からは、

文字は過去の人間と現在の人間を出会わせるとい

う意味で、話し言葉以上に人間の結合を可能とす

る一方で、近代に至るまで社会的少数者だった文

字の読み書きができる人間とその他の人間との相

違を生み出し、身分的不平等という人間の分離を

促進したと言えよう。政治的視点から見ると、紙

に書かれた文字が整備された道路を走る車輪を利

用した使者により伝達されることで、権力がより

広範囲へ力を及ぼすことが可能となった。話し言

葉・身体(＝徒歩)・自然発生的道路のそれぞれに

対応した、文字(と紙)・車輪・権力により敷設さ

れる道路、の出現によって、広範囲の政治的結合

を可能とする条件が整った。 
1445 年のグーテンベルクによる活版印刷の発

明以前も、木版印刷や口述筆記、写本により文字

の複製は行われていたが、活版印刷の発明で同一

文書が手軽に、かつ大量に流通するようになった

点が重要である。活版印刷は、文字が原理的に可

能とした事態を、量的に拡大させた。1700 年に至

るまで印刷物の 50％以上が古代・中世の書物だっ

たとされているが、活版印刷は、時間幅から見て

も量的に見ても、過去と現在の人間の結合を、そ

の出現以前に比べ更に推進したと言えよう。しか

し逆に見ると、遥か古の書物の読書は、過去の世

界の信念や習慣と読者自身のそれらとの相違(＝
分離)への覚醒をもたらし、同時に過去の世界に関

する知識を持つ人間と持たない人間との間にも心

理的分離をもたらす事態だったとも考えられる。

つまり読書の経験は、歴史相対的意識や自己意識

の強い個人をも生み出した。その象徴は｢聖書を読

む個人｣だが、活版印刷が聖書の一般信者への流通

を可能としルターの宗教改革を支えたとの認識は

周知だろう。つまり、読書経験に裏打ちされた個

人の登場は、｢(聖書を読む)平等な個人｣の形成に

寄与したという意味で人間の政治的結合に寄与し

た。同時にその裏面として、僧侶と一般信者の政

治的分離(＝身分不平等)に基礎を置いていた教会

中心の共同体の解体が生じたという意味では、人

間の分離がもたらされたと言えよう。 
活版印刷の誕生から約 200 年後の 1660 年にド

イツで 初の日刊新聞が誕生したのを皮切りに、

欧米では 19 世紀に一般大衆も購読可能な廉価な

新聞が登場するに至った。日本でも明治維新前後

から近代的新聞が発刊され始めた。マクルーハン

も指摘するように、新聞は書物一般とは異なる原

理に基づいており、それが可能とするマス・コミ

ュニケーションはまた新たな質を持っている。つ

まり、書物はあくまでも一人の著者が自分自身の

視点から物事を一貫して語るものであるのに対し、

新聞は多様な情報をモザイク上に集合させたもの

であり、書物とは全く異質な形式から成る。ここ

では新聞が二重の意味で政治に関係することを指

摘しておきたい。第一に、新聞は近代国民国家に

対応したマス・コミュニケーション形態である。

新聞は単一言語で書かれ、また、無関係である様々

な事象をそれらが或る時間幅の間に或る特定空間

内で生起したというのみの理由で同一紙面に並置

する。この二つの特徴のうち、前者は母国語とい

うナショナリズム装置と対応し、後者は近代国家

の国民の想像力にその根拠を持つ国土空間と対応

している。新聞は国家という特定単位の人間集団

の(心理的結合を基礎とした)政治的結合を強める。

それは同時に国家を異にする人間同士の結合を困

難にするということでもある。第二に、新聞はそ

の社主や時の権力により操作されうる。この点は

既に周知の認識ではあろうが、完全に中立な報道

など不可能性であることは繰り返し銘記すべき事

実である。常に私達は、報道される事実や報道の

され方が、中立を装いつつも実は何者かの利益に
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結びついていないかを問う批判的姿勢を忘却する

わけにはいかない。 

 
2.2 交通の高速化 

I・イリイチに次の言葉がある。｢人間の動く速

度はキュロスの時代から蒸気の時代まで変わらな

かった。・・ヴァレリーの言葉を借りれば、ナポレ

オンもやはりシーザーと同じくらいゆっくりと進

まねばならなかった。・・パリ、トゥールーズ間は

ローマ時代には約 200 時間を要していたが、1782
年に定期の駅馬車でもやはり 158時間を費やした

のであった。19 世紀になって初めて人間の移動す

る速度が増した。・・ナポレオン 3 世の主張する

ところでは、1855 年には列車はパリ、マルセイユ

間を平均時速 96ｋｍで走っていたのである。一世

代の内に各フランス人が一年に移動する平均距離

は 130 倍も増加し、イギリスの鉄道網は 大限に

まで拡大された。｣1イリイチが言及するこの 19
世紀交通革命は、蒸気鉄道や蒸気船による輸送の

速度・量・規則性の拡大、運輸費の引き下げをも

たらした。日本は、1872 年の新橋―横浜間の鉄道

開業以来、第一次大戦期までには全国に稠密な鉄

道網を張り巡らせた。他方イギリスやアメリカに

おける鉄道黄金期は第一次大戦時までで、その後、

不況による貨物輸送量の激減と自動車普及が鉄道

を衰退させていった。これに対し日本では第二次

大戦終了時まで鉄道が陸上交通の独占的地位を保

持し、高度経済成長期に自動車産業が国家産業に

位置づけられモータリゼーションが進行した後、

1960 年代に自動車にその地位が明け渡された。以

降も日本は欧米諸国と比較する限り旅客輸送にお

ける鉄道のシェアが高い(多少古いデータではあ

るが、1993 年実績で合衆国 1％、ヨーロッパ諸国

６～８％、日本 35％)。しかし、旅客・貨物とも

自動車が 60％近くのシェアを持つ現状は、自動車

優位社会と表現すべきだろう。また、ジェット機

等の大量高速交通機関や情報通信システムの発展

を一因として、1980 年代以降、人・物・金・情報

の国境を越えた往来が増大してきたが、日本の場

合、旅客にはほとんど航空機が、物流には外航海

運が利用されてきた。しかし輸出入製品の軽薄短

小化が進む現在、物流に関しても航空輸送の需要

が増大しつつある。象徴的に言うと、現在私達は、

｢36 時間世界一周｣が可能な高速度世界を生きて

いるのである。 
以上の交通の高速化の歴史を思想的次元で捉え

れば、｢権力の交通支配から権利としての交通へ｣

とスローガン的に表現できよう。近代以前の権力

は交通の支配によりその力を維持・増大してきた。

例えば徳川幕府は武士や民衆に移動の自由を認め

ず、旅行に厳重な制限を加えていた。具体的には

鎖国による海外渡航の禁止・農民の土地への緊

縛・大名の参勤交代等である。交通手段に関して

も、大船の建造と使用の禁止、街道における車の

禁止、主要街道の架橋禁止等、様々な制限を設け

ていた。また江戸―大坂間を結ぶ飛脚に関しても、

潤沢に資金を投入できる幕府が圧倒的な高速度を

独占していたと言われる。現代フランスの｢速度の

思想家｣、ヴィリリオは次のように言っている。｢権

力は富と切り離せませんし、富は速度と切り離せ

ません。・・権力とはいつも、伝令者や輸送手段や

通信手段によって、領土を管理する力のことなの

です。｣2 
 しかし、近代国家の時代に至ると権力と交通の

関係は端的な独占という形を変化させることとな

る。近代国家が特に資本主義初期段階と戦争時に

交通手段を敷設したり所有したりするといった事

態は存在し続けたが、近代以前との決定的相違は、

｢近代国家の自由かつ平等な国民｣が基本的人権の

一つとして｢移動の権利｣を獲得するに至ったこと

である。そもそも資本主義の成立条件として、自

由な移動を許された人間が自由な労働力となり、

それが職業選択の自由と結びつくという動きが存

在しなければならないのだから、この意味で近代

における人間の移動の権利の承認と資本主義の発

展とは並行的事態だったと言えよう。日本におい
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ては憲法が第 22 条で｢移動・職業選択の自由｣を

認めているが、高度経済成長期以降のモータリゼ

ーションの流れの中で、特に地方で公共交通の衰

退・廃止が進んだことへの配慮や、今後の高齢化

社会の見通しの下、｢国民が、誰でも、いつでも、

どこへでも安全で低廉に、かつ便利、快適、正確

に移動でき、かつ自由に貨物を送り受け取ること

ができる権利｣としての｢交通権｣の概念を社会的

に定着させる必要があるとの主張が 80 年代以降

存在している。3 
以上の、交通の高速化の歴史とその思想的次元

での把握を踏まえ、｢人間の結合と分離｣の視点か

らは次の事柄を理解しておく。交通革命以降の交

通の高速化は人間の活動範囲を広げ、遠距離にあ

る人間同士の交流を容易にし、結果的に都市の発

展・経済発展をもたらしてきた。交通の高速化は

移動にかかる時間の短縮をもたらし、人間が特定

の距離について抱く｢遠さの感覚｣を縮減してきた。

現在も日本は｢地域半日交通圏｣(各地方の生活圏

の中心となる都市から中核都市へおおむね一時間

以内、中枢拠点都市圏や主な物流ターミナル等へ

おおむね二時間以内のアクセスを可能とする)と
いうスローガンの下、人間の緊密な結合を更に促

す政策を展開しようとしている。交通の高速化は、

速度による物理的距離(人間の分離)の克服を行う

ことで、人間の心理的結合を強めると言えよう。

しかし他方、例えば高速鉄道が開通した地域で、

列車が停車する離れた地点間同士の結合が強まり、

列車が通過する中間地域の経済が不振になる等、

高速度が本来ならば近い位置にあるはずの人間集

団の経済的・心理的分離をもたらしてしまうとい

う事実も忘れてはなるまい。 
交通の高速化について、今後私達が問題とすべ

きは何だろうか。かつてイリイチは｢人間が旅行す

る際の特定の速度がその人間の属す階級と仲間を

決める｣と語った。より高速度の航空運賃が、それ

より低速度の鉄道運賃に比べ必ずしも割高ではな

い現在の日本社会を見る限り、この表現は今や強

い説得力を持つものではない。また｢高速度＝高経

済力｣の象徴的存在だった超高速旅客機コンコル

ドの営業が停止され、それに替わる超高速移動体

の商業化が構想されない現在、新たなる｢高速度＝

高経済力階級｣は今後誕生しえないようにも見受

けられる。しかし、イリイチの主張が全世界を視

野に入れたものだったことを忘れてはなるまい。

全世界規模で見れば、ジェット機等の高速移動と

全く関係を持ちえない人間が圧倒的多数を占めて

いるのは明らかである。無論、必ずしも高速移動

が絶対的に価値あることではなく、現在ジェット

機で高速移動をする人間の大半がビジネス上の必

要に迫られているとも表現できる。経済的必要か

ら高速度を強制されている人間が多々存在するの

である。つまり世界規模で見ると、低速度に縛ら

れた人間と高速度に縛られた人間の双方が存在す

るのであり、経済のグローバル化を視野に入れた

上で、いかなる適切な｢速度の体制｣を構築してい

くべきか、これこそが今後私達が解決すべき真の

困難な問題だと言えるだろう。 

 
2.3 交通と通信の分離 

 一般に交通は物資や人間を運び、通信は情報を

運ぶわけだが、電気時代に入る以前の通信の代表

格だった郵便に典型的なように、通信は長い間物

資や人間を運ぶ交通網・交通手段に依存すること

でのみ存在しえた。情報伝達は物資や人間の伝達

速度を超えられなかった。無論、物資や人間から

独立した情報のみを伝達する試みは、狼煙や手旗

信号の形で存在してきたが、それらは距離的限界

を持っていたり、気象状況による制約を受けたり

して、交通からの通信の独立をもたらす力は持た

なかった。 
 1844 年のモールスによる電信の発明、1876 年

のベルによる電話の発明が、この状況を変革した。

これにより、二地点間に電線を張りさえすれば、

情報のみの伝達が可能になったのである。遥か遠

くの情報や他人の声が｢今・ここ｣に瞬時にしても
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たらされる時代に人間は入ったわけだが、これが

人間社会にもたらした強い衝撃は｢情報革命｣と表

現しても良いだろう。モールスによる 初の電信

が 伝 え た メ ッ セ ー ジ 、“ What hath God 
wrought(これは神のなせる業である)”は、人間

という存在者の大きな変容を象徴する言葉である。 
 更に、電信・電話が情報伝達の為に電線を必要

とする限りで交通との構造上の類似性を持つのに

対し、1896 年にマルコーニが発明した無線通信は

完全に交通から独立した通信の領域を開いた。無

線通信はケーブルが敷設しにくい場所での通信や

移動体との通信を可能としたが、天候に影響を受

ける点や受信機があれば他人の通信を傍受できる

点等が問題点だった。しかし、無線通信がラジオ・

テレビという放送事業、マス・コミュニケーショ

ンの発展形態を可能とした点が何より重要だろう。 
 さて日本では、明治政府が 1872 年から 76 年の

わずか 5 年間に列島全体への電信ネットワークの

敷設に成功している。これは近代国家の確立と交

通・通信システム(鉄道・電信)の確立との同時進

行性についての解りやすい事例と言えよう。電話

は 1890 年に東京―横浜間で開業したが、電話機

を所有できる世帯は裕福な少数者に限られていた。

第二次大戦後、60 年代の積帯期を経て一般大衆に

まで電話が普及するに至ったが、現在の視点から

は、85 年の通信事業自由化の結果、民営事業者が

誕生し通信産業を巡る競争が開始されたこと、95
年の PHS 登場が伸び悩んでいた携帯電話の開発

競争を刺激、その普及を推進し今や携帯電話が私

達の生活に不可欠なものとなったことを記憶して

おけば良いだろう。  
 以上が交通と通信の分離の歴史的概略である。

その思想的次元での意義は、情報があたかも物理

的制約を超越したものであるかのような高速度を

獲得したことである。その結果、電信･電話等の｢距

離の超越｣をもたらす通信技術を用いた情報入手

が政治的・経済的戦略行動において決定的に重要

になった。例えば日露戦争の際、バルチック艦隊

の対馬海峡北上の第一報が即座に伝達されたこと

が日本海海戦の勝利につながったと指摘されてい

るし、1912 年のタイタニック号事故では、無線連

絡の失敗が事故を防止できず、救助の遅れをもた

らしたと言われている。これは逆から見ると、従

来、物理的距離が与える有利さに依拠しつつ情報

を独占し政治的・経済的力を保有していた行為者

が、その特権を喪失するに至ったことを意味する。

マクルーハンによると、かつて周縁の地方新聞は

中央の大新聞に依存せねばならなかったが、電信

の発明がこれを破ったという。電信の発明により、

中央で形成される｢ も進んだ考え｣が郵便・鉄道

を介し周縁へと伝播していくという｢情報による

中央―周縁体制｣が崩壊したと言うのである。 
 交通と通信の分離について、｢人間の結合と分

離｣の視点からは何を理解すべきか。マクルーハン

は｢電気メディアは空間的次元を拡大するという

より、寧ろ無効にしてしまう。電気によって、我々

は至る所で、ごく小さな村にでもいるような人と

人との一対一の関係を取り戻す。｣4と言っている。

一つ目の文章は前段落で述べた事態を示唆するも

のである。二つ目の文章に関連して、特に電話と

いう通信技術に着目して次の二点を指摘しておく。 
 第一点、電話による対話は直接対面状況での対

話とは完全に異質な経験である。一方で電話は(盗
聴の可能性を措けば)対話者二人だけのコミュニ

ケーション空間を開く特性から、親密さを醸成す

る傾向にある。姿形や身振りが介在しない音声の

みによるコミュニケーションであるゆえ、私達は

相手と直接つながっているかのような錯覚にも陥

る。しかし逆に視覚的要素の不在は、電話が匿名

性と結びつく傾向にあることをも意味する。この

匿名性とは、通話者の属性に関する匿名性でもあ

れば、相手の状況が自分からは不可視だという意

味での匿名性でもある。つまり、電話は親密さと

匿名性(＝よそよそしさ)という正反対のベクトル

を兼備する奇妙なメディアであり、パーソナル・

コミュニケーションの一つではあるが、対面的コ
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ミュニケーションとは異質なコミュニケーション

を可能としている。 
第二点、電話が可能とする親密さと匿名性の混

在した経験は、物理的・政治的・経済的・心理的、

それぞれの意味での｢人間の結合と分離｣の度合い

の同調性の破綻を象徴する。想像するに、第一節

で扱った交通・通信環境の零地点に生きる人間は、

無論一つの集団内部の他のメンバーに対して、そ

れぞれ異なった程度で物理的・政治的・経済的・

心理的距離を持っていただろう。しかし他集団の

存在を視野に入れると、それら全ての距離がどれ

も相対的には「近い」人々と集団を形成していた

とも表現できるのではないだろうか。交通・通信

環境の重層的発展に応じ徐々にこの状況が崩壊し、

物理的・政治的・経済的・心理的距離が比例的に

変動するという人間集団に対するイメージが強い

リアリティを持たない、現在の複雑に入り組んだ

社会に至ったという見方は、大雑把ではあるが的

外れだとは言えないだろう。この視点から見ると、

政治的・経済的・物理的な意味で極めて「遠く」

にいるはずの人間とでも、心理的にのみ極めて「近

い」関係を構築することを可能にする電話は、様々

な意味での距離の不一致を特徴とする現代社会を

象徴するメディアであると言えよう。 
見方を変えれば、電話というメディアの存在は

物理的空間に基盤を持つ社会組織の質を変容しつ

つある。特に現在、携帯電話が家庭という組織に

及ぼしつつある影響は解りやすい。家庭に固定電

話しか無かった時代は、家族構成員はその電話を

通じて家族外の人間と連絡を取るしかなかったが、

携帯電話の普及に伴い、家庭の内にいながらにし

て家族の誰にも知られることなく外部の人間との

連絡が可能となった。そもそも固定電話自体が、

家庭という親密な空間によそよそしさを持ち込む

ものではあったが、携帯電話は更にその度合いを

増したと言えよう。逆に携帯電話は｢どこにいても

人からの連絡を逃さない｣という意味で、家庭に居

る安心感を街中へ延長することを可能とした側面

を持ち、また、電波圏内であればトラブルの際に

他人に助力を要請できるという新たな安心感をも

たらしもした。これまでの、住居という物理空間

の内側＝家庭は親密・安心な場所、それに対し住

居の外側＝世間は疎遠・危険な場所、という漠然

としたイメージは崩れつつある。距離の超越をも

たらすメディアは、家庭以外にも企業や交友関係

など、様々な次元での「人間の結合と分離」のあ

り方に変容を迫っているだろう。 

 
2.4 マス・コミュニケーションの発展 

 世界初のラジオ放送局が誕生したのはアメリカ

合衆国ピッツバーグ、1920 年 11 月 2 日のことだ

った。500 人から 1000 人ほどのリスナーはその

日の大統領選挙の開票速報を耳にしたという。こ

の後合衆国では 21 年から 23 年にかけて、ラジオ

産業の成長率は当時の花形産業だった自動車産業

を上回った。日本でも 22 年には放送施設の設置

許可を求める請願が逓信省に提出され、24 年から

25 年にかけて、東京・名古屋・大阪に非営利民間

組織として放送局が成立した。しかしその直後 26
年、これら三局の統合で社団法人日本放送協会が

設立され、逓信省の介入と支配が強まっていく。

ラジオ放送開始時の聴取契約者数は約 34 万だっ

たが、政府政策の後押しもあり十五年戦争の間に

急増した。他方、戦後ラジオに代わり広範な大衆

の支持を得ることになるテレビは、36 年イギリス

BBC が 初の正式放送を開始した。日本でも 30
年代後半、40 年に予定されていた東京オリンピッ

ク(結局は未開催)を念頭にテレビ開発に力が注が

れたが戦争の激化で一旦この動きは弱まった。終

戦後、53 年 1 月 16 日、NHK が初の本放送を行

い、同年日本テレビも放送を開始した。放送開始

直後はテレビ受像機の価格も高く家庭への普及は

困難だったが、価格の低下、街頭テレビによる新

しいメディアへの馴染みの深まり、59 年の皇太子

ご成婚パレードや 64 年の東京オリンピック等の

報道を端緒として、テレビは日本中のあらゆる家
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庭に入り込んでいった。63 年には 初の日米衛星

中継がケネディ暗殺を伝え、69 年のアポロ 11 号

月面着陸は世界で 7 億人以上の人間が同時に視聴

したという。次いで、70 年以降日本の全テレビ放

送はカラー化され、84 年には直接受信衛星放送が、

2000 年には高画質・高音質に加えデータ送受信が

可能な BS デジタル放送がスタートした。 
 以上がラジオとテレビに関する歴史的経緯の概

略である。とりわけ政治的意味での「人間の結合

と分離」の視点から、その意義として以下が指摘

できる。 
 まず、ラジオとテレビは政治的結合を形成する

為の極めて有効な手段となりうる点に注意すべき

である。先に新聞が近代国家に対応するマス・コ

ミュニケーション形式であることと、それが社主

や時の権力により操作される可能性について述べ

た。しかし新聞は情報伝達において時間的遅延を

持たざるをえないし、近代国家が唯一の新聞の独

占的発行を行うわけではない。これに対しラジオ

は第二次大戦中ナチスや日本軍部に利用されるこ

とで新聞のネガティブな可能性を完全に実現し、

それ自体が近代国家を支える骨組みとして作動し

た。中央から地方に至るまで、電波により担保さ

れる国土空間へと均質かつ瞬間的に情報を伝播で

きるラジオというメディアが、権力にとり極めて

有効な大衆操作の道具だったことは明らかである。

新聞が多量の情報を紙上に羅列することで読者の

主体的読解行為を許すのに対し、ラジオはスピー

カーから流れてくる一つの声へと聴取者を引き込

み、語る者との想像的同一化を喚起し、具体的判

断や行為へと導いてしまう。ここで、テレビはラ

ジオの特性を単に映像付きで発展させたものとみ

なすことはできない。マクルーハンは｢ヒトラー統

治下にテレビが大規模に普及していたら、彼はた

ちまち姿を消していただろう｣と言う。理解すべき

は、テレビは一方でラジオ同様に私達を惹き付け

るが、他方同時に私達はそれへと完全に没入でき

ず画面上の事柄から心理的距離を取るということ

である。ヒステリックに獅子咆哮するヒトラーの

映像が毎日家まで送られてくることを思ってみれ

ば良い。ラジオはそれが流す音や声に対しての求

心的運動を喚起するのみだが、テレビはそれが流

す映像に対し求心的かつ遠心的な運動を喚起する。

よって、テレビ時代に大衆の人気を得る政治指導

者は、テレビ俳優のような素質を持っていなけれ

ばならない。J・F・ケネディがその代表例だった

とはよく指摘されるところである。この点は、遂

にメディアの形式の方が、逆に政治権力の在り様

そのものにまで影響を及ぼすに至ったことを示す

事例として極めて興味深い。 
次に、取り立てて意図的政治主体を想定せずと

も、テレビの経験自体が擬似的記憶の共有という

形で心理的結合を作り出し、結果、政治的効果を

持つ点を理解すべきである。 
私達は具体的には職場や学校等でそれぞれの社

会生活を営んでいるわけだが、それらがあくまで

｢私が生きる断片的社会｣であるのに対し、｢社会そ

のもの｣の統合的イメージをもたらすものとして

テレビ空間が存在すると言えるのではないだろう

か。漠然とした｢皆も見ている｣という想像に支え

られ、テレビは想像的な日本社会の纏まり、擬似

的一体感を作り出しており、実際テレビ発の流行

等の存在はテレビ空間から現実的社会空間への働

きかけを意味してもいよう。また、この映像上の

共同体は半世紀の歴史を経て、｢同じテレビ経験の

共有＝同じ記憶の共有｣という形で、同世代の個人

間の結合を強める作用も持っている。とりわけ日

本社会においては、限られた数の大手新聞社と民

放キー局が明白な系列関係を持っており、それら

巨大メディア資本の力で｢戦後日本国民文化｣が形

成されてきたことは確かである。新世紀に入って

以降 10 年来のインターネット普及等を見て今後

テレビの影響力は相対的に低下するという知見も

あり、若者のテレビ離れが語られもする。しかし

平均テレビ視聴時間に大きな変化は見られないと

の報告もあり、テレビがどのように変貌を果たし
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ていくかは注視し続ける必要がある。 
 テレビ経験の共有により或る人々に心理的結合

感がもたらされること、それ自体は政治的には無

記だと言って良いようにも思える。しかしテレビ

経験の政治的効果について考えるならば、テレビ

には必ず｢見えるものと見えないもの｣の二つが付

き纏う点、及びテレビが生み出す人間の結合はあ

くまで｢視聴者の受動的結合｣であり、｢行動者の実

践的結合｣ではない点に着目すべきだろう。前者に

ついては、テレビが特定の話題を選び放映する背

後に、放映されないが実は視聴者にとり重要な事

実が隠されているかもしれない可能性や、多くの

娯楽番組の存在が本当はより見るべき価値のある

事象を隠蔽しているかもしれない可能性に思いを

致せば良い。｢見せることによって、隠す｣という

振る舞いをテレビは為しうる。また後者について

は、私達は環境問題の深刻さや世界の飢餓の状況、

中東やアフリカで展開される戦争等に関する多く

の情報や知識をテレビから獲得するが、それが必

ずしも自分自身の何らかの実践へとつながるわけ

ではない点を反省してみれば理解できることだろ

う。テレビは視聴者達に擬似的結合感を与えるが、

彼(彼女)らが政治的に真に結合し連帯すべきはず

の人間達との間にある分離を必ずしも埋めるもの

ではない。これは先に指摘したテレビの持つ求心

的・遠心的な二つのベクトルにより生み出される

効果だと言えよう。 
 
3．反復される二つの価値対立 

 さて第一節で交通・通信の零地点を瞥見した後、

第二節でそこから現在私達が生きる社会までの概

略的見取り図を描いた。零地点で通信手段として

話し言葉のみを、交通手段として自分の身体と自

然発生的道路のみを持っていた人間は、今や、文

字・印刷物・新聞・鉄道・自動車・飛行機・電信・

電話・ラジオ・テレビ等様々な交通・通信手段を

持ち、それを環境として生きる者である。第二節

の議論で、交通・通信手段が様々に「人間の連結

と分離」に影響を及ぼしてきたことが了解された

だろう。次に、デジタル情報通信技術を視野に入

れ、私達が今後生きることになる交通・通信環境

を検討せねばならないが、その前に交通・通信技

術の歴史において通時的に成立してきた、繰り返

される人間同士の価値対立の在り様の内実を二つ、

簡単に把握しておきたい。 
 一つ目の価値対立として、特定技術の普及に伴

う経済的利害の対立がある。交通・通信技術は何

者かの発明により世界にもたらされ普及されるが、

問題はこの普及の場面にある。一方には文字や車

輪など、あまりに古い過去の事柄であるゆえ、そ

の普及過程が鮮明にならないものもある。しかし

殊に現代に近い発明に関してはそれからもたらさ

れる利益が大きいゆえ、普及に際し何者かの意図

が介在することが多い。意図的普及推進主体とし

ては国家が筆頭に挙げられる。事例としては、鉄

道や電信が近代国家自身の立ち上げと同期して敷

設されたこと、戦後日本が国家産業として自動車

産業を後押ししたこと、合衆国が 90 年代 IT 産業

を国家基幹産業として推進したこと等があろう。

また意図的普及主体として企業も存在し、第二次

大戦後合衆国の自動車会社GMはロサンゼルスや

ニューヨーク等全米 45 都市の市電を買収した上

で廃止し、石油使用のバスを導入して利益をあげ

た。これら国家や企業による特定技術の普及推進

に対しては、明らかに経済的不利益を蒙る主体か

らの批判や反対行動が出現するという動きがある。

例えば、1861 年にイギリスで、馬車業者と鉄道業

者が蒸気自動車の使用を禁ずる法律を通した。 
 もう一つの価値対立として、特定技術の特性そ

のものを巡る価値対立がある。遥か昔、文字が人

間の記憶力を減退させるとして批判されたのを筆

頭に、ヨーロッパでは自転車が女性を解放的にし

すぎる、或いは自転車のような高速度で走ると｢自

転車顔｣になってしまう等の批判を受けた。また、

評論家大宅壮一がテレビは「一億総白痴化」を招

くと断じたのはテレビ時代の幕開けの 1957 年で



104 
 

あったし、携帯電話など新たな通信メディアへの

批判的言辞は私達の耳にも新しいものだろう。一

般に特定技術そのものに対する批判は、それが何

らかの形で人間という存在者の質や人間社会に問

題を引き起こすとみなす点に根拠を持つ。特定技

術の批判者は、自らの経済的利益の擁護の為では

なく、より中立的な立場に立っているとの装いの

下、批判を行なう。しかし、現実に批判者が特定

技術に対していかなる利害関係を持っているかは、

各ケースに応じて注意深く吟味される必要がある

だろう。 
以上の二つが、交通・通信技術の歴史において

反復的に生じてきた価値対立の代表的な形である

と言えよう。これらについて次のように理解し、

次節に繋げることとする。 
特定の交通・通信技術はそれ特有の快楽をもた

らすと一般的に言うことができる。また、一旦特

定の技術に馴染んでしまえば、その相対化は困難

である。よって様々な技術に対する批判者達を一

括りに懐古主義者と切り捨てるわけにはいかず、

特定技術の導入に対する慎重な姿勢を学ぶべきで

ある。しかし、やはり私達が自転車にもテレビに

も携帯電話にも慣れてしまいそこから多大な恩恵

を受けている現実は動かない。無論、各個人が特

定の交通・通信技術と自発的に関係を持たないこ

とは可能だが、技術の社会的普及は、否応無しに

その社会で生きる人間全てに対し直接・間接に影

響を及ぼしてしまう。文字・自転車・テレビ・携

帯電話に対する批判の言説は、それらの普及を止

める力にはならず、否応無しに私達は新しい交

通・通信技術の普及を生きてきたという歴史的現

実がある。この事実を見据えた時、現代を生きる

私達にとって重要な問題は、現時点での新しい交

通・通信技術の導入の意義をいかに理解すべきか、

ということになる。 
以上で交通・通信技術を巡る価値対立の簡単な

把握を終え、次節では二つの問題を検討する。そ

れは｢新たなデジタル情報通信技術の社会への浸

透をどう理解するか、何が問題か｣、及び｢現在の

交通・通信環境の変化は自然環境問題といかに関

わるか｣の二つである。 
 
4．現在進行中の交通・通信環境の変化と私

達の生活 

 現在私達の生活に深く浸透しつつあるコンピュ

ータの誕生は 1946 年、以来コンピュータは記憶

容量の爆発的増大やインターフェイスの改良等、

様々な技術革新を経てきたが、入力装置で人間の

命令を受け、演算処理装置で数値・論理計算を行

い、結果を人間に報告する過程を高速で行う基本

的性格に変化はない。現在当然視されているコン

ピュータの通信機能の開発開始は 1965 年、それ

以来、合衆国国防総省が軍事目的用に開発してい

た高度のコンピュータ・ネットワークを端緒とし

つつ現在のインターネットに至る通信網が発展し

てきた。日本ではパソコンの一般への普及が 1995
年以降進み、今や職場や家庭での生活必需品とな

ったと言っても過言ではあるまい。情報通信産業

はかつての自動車産業同様に、経済の牽引役とな

るべく期待もされている。日本の得意分野である

情報家電やモバイル端末技術を活かした｢いつで

も、どこでも、誰でも利用可能なネットワーク(ユ
ビキタス・ネットワーク)｣社会の実現と、そのモ

デルの世界発信が政策に掲げられてもおり、情報

通信産業の市場規模は全産業中 大に達している。 
 以上を踏まえ、デジタル情報通信技術の独自性

として次の二点を確認しておこう。 
まず、インターネットはパーソナルとマスとい

う両方のコミュニケーション特性を兼備する。典

型的に言えば、電子メールは前者、従来マスメデ

ィア情報の一方的受信者だった一般市民によるホ

ームページやブログ形式での情報発信が後者に対

応する。電子メールは電話と同様、直接対面的コ

ミュニケーションとは異質な経験を可能とした。

つまり、電子メールは郵便に比べ圧倒的な高速通

信性、電話と比べコミュニケーションの時間的非
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同期性を特徴としている。ホームページやブログ

形式での強力な情報発信手段の獲得は、従来自己

表現の場を持たなかった人々にそれを与えた点、

一個人と企業や政府との力関係の変化をもたらし

た点が評価されるだろう。（「２ちゃんねる」等の

掲示板サイトの位置づけは難しいところだが、匿

名性という特性が一方で社会的制約を越えた純粋

な社交可能性を開くと同時に、他方でそれを悪用

した他人への誹謗中傷等をも生み出している点は、

つとに指摘されている。） 
次に、インターネットは発信可能な情報が文字･

画像・音楽・映像と、マルチである点が特徴であ

る。ネット上での表現一般について以下が指摘で

きる。電話が 19 世紀に開発された当初、その有

効な使用法として音楽配信が構想されていた事実

を想起すると、ネット上での表現様式が現存する

ものに限定されると考えるべきではない。確かに

既存の有料コンテンツ事業者がインターネットを

ベースとしてコンテンツ配信を行うという図式が

展開されている。しかしそれによりネット利用者

の視聴者化・消費者化が進むだけであるならば、

インターネット固有の可能性の展開とは言えない

だろう。フェイスブックやツイッターといったコ

ミュニケーションメディアの内実と可能性を含め、

メディアを使う人間の社会的想像力が何を生み出

しうるか、注視し続ける必要があろう。 
 さて、｢人間の結合と分離｣の視点から、デジタ

ル情報通信技術に関して理解しておくべき点は何

だろうか。経済的視点と政治的視点からそれぞれ

次の事柄を理解しておきたい。 
 まず、経済的な｢人間の結合と分離｣について。

現在、情報通信産業の市場規模が全産業中 大で

ある点は先に述べた。しかし当然、情報通信産業

の発展が日本社会に住む万人に対し同程度の利益

をもたらすわけではない。｢万人を結合させる｣と

謳われるインターネットではあるが、情報通信産

業の隆盛が、社会学者等によって 2000 年代以降

度々指摘されてきた、｢人間の分離｣と表現できる

だろう日本社会の階層分化傾向にいかに関係する

かが問題となる。年齢・性別・所得・居住地別に

存在するデジタル・ディバイドを問題化する理由

は様々でありうるが、この視点からは、デジタル

情報通信技術を巡る能力が就労機会の格差、ひい

ては所得格差につながるか否かという問題がとり

わけ注目される。 
次に、政治的な｢人間の結合と分離｣について。

注目すべきは、新たな情報通信技術が国境を越え

た人々の結合を喚起している点である。1997 年の

ノーベル平和賞を受賞した、多数の NGO から構

成される ICBL(地雷廃絶国際キャンペーン)はイ

ンターネットを駆使して活動していたし、イギリ

スからの独立を謳う IRA に対してはイギリスや

合衆国のアイルランド系市民がインターネットを

通じイデオロギー的支援を与えている。前者は肯

定的意味合いを込め｢サイバー・アクティヴィズ

ム｣、後者は否定的意味合いを込め｢遠隔地ナショ

ナリズム｣と称されるが、価値判断を抜きにすれば、

両者ともこれまで関係を持ちにくかった人間同士

がネット空間上では結合できる事実にその成立根

拠を持つことは動かない。更に本稿では取り扱う

余裕が無いが、ツイッターによるコミュニケーシ

ョンが世界の政治地図を大きく塗り替えつつある

事実の意味についても、稿を改めて考察する必要

があるだろう。 
さて、今取り上げた二つの現象を、メディアと

経済的不平等の問題・メディアの政治的利用の問

題と一般化すれば、それらはインターネットの特

性そのものに由来して出現したわけではない。イ

ンターネットの謳い文句を、｢いつでも・どこで

も・誰とでも関係を結ぶ可能性｣、及び｢世界中の

情報の大量収集可能性・個人による情報の大量発

信可能性｣の二つに纏めてみると、これらに対応し

て出現する新たな事態や問題として以下が挙げら

れる。 
まず、｢いつでも・どこでも・誰とでも関係を結

ぶ可能性｣について。この可能性はそもそも実現し
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尽くされておらず、表現の意味も曖昧である。携

帯電話が｢いつでも・どこでも｣に関する可能性を

拓いたとすれば、インターネットの独自性を謳う

この表現の 重要部分が｢誰とでも｣であるのは明

らかである。事実｢いつでも・どこでも人と関係を

結ぶ｣可能性は、特に携帯電話からのインターネッ

ト利用普及率が世界第一位の日本社会においては

何重にも保証されており、今後は｢いつでも・どこ

でも必要な情報を入手する｣可能性の実現の為に、

ウェアラブル・コンピュータの実用化やユビキタ

ス環境の整備が目指されている段階にある。これ

に対し携帯電話では｢誰とでも｣関係を結ぶことは

容易ではなく、故にそれがインターネットの重要

特性にもなる。しかし、ネット上の使用言語の

70％が英語だと言われる点、及び世界全体を見た

場合のインターネット普及が極めて地域限定的で

ある点を再強調する必要があろう。 初から極め

て大きな限定付きの｢誰とでも｣であるのは明らか

である。更に、先述した遠隔地ナショナリズムや

ニュースでも伝えられたネット自殺のように、ネ

ット共同体が社会通念上否定的に評価される行為

を誘発する現象がある。この背景には、しばしば

指摘されるようにネット共同体が細分化された話

題に興味を持つ人間同士によりタコツボ的に成立

している事態がある。タコツボ化は、それ自体と

しては価値的に無記だが、新聞・ラジオ・テレビ

等のマスメディアが各人の興味の無い情報への接

触を否応無しに要請することで各人のローカルな

興味関心への閉じこもりを許さず、結果として各

人の社会全体への包括的視点の保持を保証するの

に対し、インターネット上の情報取得形式はそう

ではなく、よってその排他的全面化には問題が伴

うと言うことはできよう。インターネットは｢誰と

でも｣関係を結ぶ可能性を技術的には拓くが、私達

はそもそも無差別的かつ自発的に｢誰とでも｣関係

を結ぼうとするわけではない。 
 次に｢世界中の情報の大量収集可能性・個人によ

る情報の大量発信可能性｣について。個人による情

報の大量発信可能性は、先述したインターネット

のマス・コミュニケーション特性により可能とな

っている。情報発信形式としてはメール・マガジ

ン(ML)やホームページ(HP)、ブログ、Youtube
等があり、ネット上には膨大な個人発の情報が氾

濫している。情報の質や実際に情報を発信してい

る人口など検討の余地はあるが、少なくともその

中から｢インターネット独自の新たな表現｣の模

索・構築に成功する人間が生まれることへの期待

は保持するべきだろう。情報収集に関しては、技

術的には言語の壁や検索機能の不完全さが問題で

あり、翻訳ソフトやより使い勝手の良い検索シス

テムの構築が研究されている。しかしそれとは別

次元に、情報の信頼可能性の問題がある点は動か

ない。これは特定事象に関する情報源が膨大にな

るに比例して、逆に情報の正当性が確保されにく

くなるという事実に由来し、単なる技術的解決を

許すものではない。また、本当に重要な政治的・

経済的情報の授受に関しては、寧ろインターネッ

トの方が安全性の面で不安があり、結局対面的コ

ミュニケーションや封書、電話という手段に立ち

戻ることになるという事態もあるだろう。更に経

済的視点から見ると、これまで情報生産者(作曲

家・小説家等)と消費者とを媒介することで利益を

得ていたコンテンツ仲介業者(レコード会社・出版

社)は、直接的な情報授受を可能とする技術の誕生

により、少なくとも従来通りの姿勢を維持するこ

とはできない。また、そもそもネットの普及を受

けて、近代的所有権という概念そのものの再考が

必要ともなっている。 
 さて、本節の 後に、インターネットやユビキ

タス環境への問題提起や価値判断に関連して、次

の二点を述べておきたい。 
第一点、現在のデジタル情報通信技術に対する

批判的見解は、それが「身体の喪失」をもたらす

と主張する。例えばフランスの「速度の思想家」

ヴィリリオは｢瞬時双方向活動という超―乗り物

技術によって、私達は遂に自分自身からも追放さ
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れ、生理的な 終参照基軸を失うことになる。即

ち、運動する肉体のずっしりとした重さという指

標、或いは中心基軸、より正確に言えば、運動機

能とアイデンティティの中枢さえも失うことにな

ったのだ｣5と述べ、合衆国の哲学者ドレイファス

はより具体的に、身体の喪失が｢物事の関連性を認

識する能力｣・｢技能の修得｣・｢人々と事物に対す

るリアリティの感覚｣・｢真剣なコミットメントと

リスクを伴う、意味のある生活｣の喪失をもたらす

と言う6。詳細の検討の余裕は無いが、彼らの主張

は部分的には理解できる。しかし、インターネッ

ト或いはサイバー空間での生活が全面化するとい

う仮定自体に問題があるのではないだろうか。現

に、逆にドイツのメディア論者ボルツは、社会に

デジタル情報通信技術が浸透するほど、ダイエッ

トやスポーツ、化粧等の意義が増大し、私達は｢身

体の発見｣に到達するだろうと言う7。筆者として

は以下を指摘しておきたい。それは、(ボルツも含

め)これらの論者が言う身体は聊か抽象的で、一人

の人間は 20～30 年間に体重の 100 倍以上もの食

物を消費するという事実の内に現れているような

｢身体｣ではないという点、寧ろ情報化と身体の問

題に関しては、情報化がいかに進展しても｢交通＝

物資の移動｣を要請し続けるこの意味での身体を

見落としてはならないと指摘しておくべきではな

いかという点である。 
 もう一点、ユビキタス環境化に関して個人情報

や自由という視点から問題提起が為されている。

ユビキタス環境においては家電や商品等あらゆる

事物に通信機能が搭載され、人はいつどこでも必

要な情報を獲得できるとされる。人々の期待はそ

れを利用した安全性確保のサービスにあるようだ

が、企業は商品購入への巧妙な誘導装置としての

使用法を想像していると見られる。都市の特定位

置にある人間に対し、以前の商品購入に関する個

人情報の分析から 適の商品を選択し通信で推薦

する等の手法である。この未来予想に関し、個人

が選択の自由の有無すら意識しないほどに企業の

経営戦略に巻き込まれてしまうという懸念が提出

されているが、この点については今暫く展開を見

守る必要があろう。ただ、都市空間への監視カメ

ラ設置が進行しつつある現在、デジタル情報通信

技術が張り巡らされた空間で生きる人間がいかな

る意味で従来の自由を維持しうるか、或いはいか

なる意味で自由の概念に変容がもたらされるか、

この問いは今後常に念頭に置いておく必要がある。 
  
おわりに 

 本章では、他人と関係を持たずに生きていけな

い存在者である限り、人間にとって自然環境と同

程度に根源的な交通・通信環境を筆者なりの観点

から検討した。その歴史的蓄積過程の回顧により、

それが様々に｢人間の結合と分離｣の在り様を変え、

私達の生をより複雑なものとしてきたこと、或い

はそれが政治や経済の論理に様々に巻き込まれ、

逆に政治や経済の在り様に影響を及ぼしてきたこ

とが理解されたと思う。人間は一つの技術に馴染

んでしまえばそれを相対化するのは困難であり、

喪失した価値は事後的にしか見出されない、この

点は繰り返し銘記すべき事実である。よって私達

は、同時代的に進行中の変化を今後も注視し続け、

その意義の理解に努める必要があるだろう。 
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