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【論　　文】　

D. H. Lawrenceの社会的観念と「他者」

染　谷　昌　弘

1. はじめに

　D. H.ロレンス（ ）の作品を読む場合、ともす
ると、彼の個人的、内面的な思想のみが目につき、その社会的な観念を見
逃してしまいがちになる一般読者は多いはずである。それは、ロレンスが
紛れもなく文学者であったからに他ならず、文学者はその社会的な観念を
作品という虚構の中で展開し、その中で解消し、完結するものだからであ
る。英国の批評家レイモンド・ウイリアムス（ ）
は、ロレンスの「社会的観念をあらわしている評論や書籍の分野での彼の
一般的作品は、実は小説から切り離したりそれとは別に判断したりするこ
とができない」（199）と述べている。
　しかしながら、作品に現れる彼の文学的な態度は、社会的背景に対する
強い反応の所産であることは論を俟たない。ロレンスは、彼自身が労働者
階級の家庭に生まれ、あまりにも直接に産業主義の悪弊を浴びたために、
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ウイリアムスの言葉では、「あまりにも多くを知りすぎ」たために、実際に
は、自国の社会を離れ、「逃避する以外になしうることはほとんどなかっ
た」（205）のである。彼は、「世界の工場」たる産業主義社会の英国から逃
走して、いわば世界を「放浪」しながら、文学者として、内省と意識の拡
大の果てに、新しい人間関係に基づく、故郷の英国が失ったある社会形態
を作品の中で夢見たのだと言える。ウイリアムスは、さらに、「社会的価値
についてのわれわれの思考に及ぼしたロレンスの重大な影響を知ることは
容易である」（199）と述べ、ロレンスの社会的観念の重要性を指摘してい
る。また、F. R.リーヴィス（ ）は、「社会的環境の透視的な理
解」( ) と『セント・モーア』（St Mawr1, 1925）の特徴を挙げている。
『セント・モーア』には、同時期の他の作品、例えば、第一次大戦後のニヒ
リズムに陥っている人々の心理を深く洞察した『アロンの 』（Aaron’s Rod, 
1922）などとともに、ロレンスの社会観念が最も色濃く表現されている作
品の一つである。
　本論は、1925年に脱稿されたロレンスの中編小説St Mawrと、同じく同
時期に書かれたエッセイ群をテキストにして、第一次世界大戦後の帝国主
義という激動の時代を生きたために、とかく誤解を生んできたロレンスの
社会的観念を、作品やエッセイに使用される「ファシズム」、「デモクラ
シー」、「共同社会」などを考察することによって明らかにし、さらに、そ
れらの観念を根底から支える「他者」（ ）を浮き彫りにしようとす
るものである。

2. ファシズムの忌避

　アメリカ女性のルウ（ ）が、オーストラリア人の夫のリコ（ ）、
母親のウイット夫人（ ）たちと、ヒースの茂る野原に乗馬会に出
かける場面がある。リコは、セント・モーア（ ）というタイトル
と同名の馬に乗り、会話をしながら歩を進めていたが、このときこの馬は
ある失態を犯すことになる。この失態は、20世紀のファシズムが犯した大
失態の比喩となっていると考えられる。セント・モーアはヒースの茂みに
隠れて死んでいた蛇に驚き、後ろ足で立ち上がる。リコは手綱を締め馬を
制御しようとしたが、馬から落ち、ついには馬が彼の上に倒れ掛かり、大
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けがを負う。結局のところ、リコには雄馬を乗りこなすだけの能力がなかっ
たのである。リーヴィスはその能力を「その馬をのりこなすことのできる
十分な思考力をもった男の知性」（234）と解説している。現代人は、馬を
上手に乗りこなすための、ロレンスの言う「炎」のような思考力と知性を
喪失している。このことをロレンスは、ルウと母親のウイット夫人との会
話のやりとりを通して、以下のように表現している。

“ ’

’

’ ’

” (321)

“ ” (322)

リコがセント・モーアを乗りこなすことができなかったのは、まさしく彼
が、当時の社会によって、「飼いならされた」現代人であり、「炎」のよう
に立ち上がってすばやく「しゃんと立て直す」知性を、「まっとうに考え
る」思考力を喪失した現代人であるからに他ならない。自分の体の下の馬
の全生命を受け止める感受性と、偏ることのない全一な思考力を動員して
情報を集め、それによって馬を駆る能力が、現代人のリコには喪失してい
たのである。リコは現代人の知性偏重主義の弊害を蒙った、典型的存在で
あったと言える。リコには馬の生命全体を感じとる感受性と直観力が欠如
していた。一方、馬は当時の社会の中では抑圧されている生命の衝動を表
象している。この第一次世界大戦直後の状勢では、人間の生命の衝動は、
「まっとう」ではない非道な抑圧を受けていた。セント・モーアが、死んだ
蛇を見て驚いて、後ろ足で立ち上がったのは正当な行為である。この時乗
り手がすべきことは、手綱を引いて強制的に体勢を立て直そうとするので
はなく、逆にそれを緩めて、馬の止むに止まれぬ蛇に対する反応をそのま
ま見守り、受け入れるべきだったのである。リーヴィスの解説の通り、リ
コは「自分の体の下の生きた感覚を盲目に残忍に無視」（239）したのである。
　さらに、セント・モーアの失態の描写はこのように続いている。



102

(341)

リコは、強制的で偏狭な意思でセント・モーアを支配しようとした結果、
馬は「仰向け」になって、「不吉」さを漂わせるように「目を大きく見開い
て」いる。リコの偏狭的な強制を受けたセント・モーアのこのような姿は、
「純粋に悪そのもの」の姿であると形容されている。
　「不吉」という言い方は、ロレンスがこの小説を書いた 1920年代中頃か
ら、第二次世界大戦の終結に至るまでの、世界の激しい動向を示唆してい
る予言的な言葉である。それは、第一次世界大戦で敗戦したドイツ、イタ
リアなどのいわゆる「持たざる国」が、焦燥感とともに開始したファシズ
ムの時代の到来である。そして、馬に失態を犯させたリコは、ファシズム
の指導者の象徴であると考えられる。

—

—

( )

「ファシズムを試しにやってみよ」と言っている。もちろん、これは、「やっ
てみたら、大変なことになる」という意味である。ファシズムは、リコが
駆ったセント・モーアと同じように重大な失態を犯すと、ロレンスは、20
世紀のナチスドイツの大失態を予言する言説を奇しくもここで行っている。
そして、ファシズムの指導者についての描写は、以下のように続いている。
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(342)

この「邪悪な騎手」とは、直接にはイタリアの独裁者のムッソリーニ（
）やヒトラー（ ）を指すと考えられ

る。ロレンスは、いよいよファシズムの大嵐が吹き荒れる直前の1921年ま
で、イタリアのシチリア島に滞在していたのである。リコに似た「えせ美
男子」、つまりムッソリーニやヒトラーが、人類という馬を駆って、「最後
の失態」、つまり、第二次世界大戦のファシズムが犯したホロコーストとい
う大失態に向かっていると予言している。セント・モーアの失態の逸話は、
執筆から20年後のナチスの大失態の予言と同時に警告ともなっている。以
上のように、明らかに、ロレンスはここで、ファシズムを否定する言説を
行っているのである。
　しかし、ロレンス作品の中に、ファシズムを肯定する要素を看取する研
究者が少なからず存在することは事実である。例えば、バートランド・ラッ
セル（ ）は、ロレンスの当時の言動につい
て、「彼は政治家たちが気づく前に、ファシズムの全哲学を展開していた」
（104）と述べ、さらに、ロレンスの「血の意識」という考えは「アウシュ
ヴィッツに直結する」（107）と酷評している。だが、このような極論に対
しては反論する余地が十分残されている。それは、第一には、当時の世界
の社会動向が、必ずファシズムと何らかの関係をもっていたこと。第二に
は、ファシズムという言葉にはあまりにも意味の幅があり、単に保守主義
的であるという理由だけで、攻撃の対象とされる場合もある 2こと。第三
には、最も重要な点として、ロレンスは根本的に二元論を奉じていたとい
うことである。
　この第三の要素は、ロレンス文学の精髄である。ロレンスの核心的な思
想であるこの二元論は、光と闇、生と死、創造と破壊、愛と憎しみ、自由
と権力、デモクラシ―と独裁制（ファシズム）、官能性と精神性、欲望と意
志、意識と無意識などそれぞれの二項の対立が、そのまま切り離されずに
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一対のものとして平衡を保ち、一つの中に内在しているとする思想である。
ロレンスは、大きくヨーロッパ文明が危機に瀕しているのは、これらのど
ちらか一方を強く意識し、もう一方、ロレンスの言葉では「他者」を敢然
と無視して、偏狭に陥っているからであるという文明観を抱いていた。従っ
て、仮に、ロレンス作品にファシズム性を看取できたとしても、それはこ
のように対立し、対となっている二項のうちの一つの側面のみを見ている
に過ぎない。ロレンス作品におけるファシズム性の指摘は、この点から、
一面的に過ぎる見方であると言える。ここでの詳細な言及は避けるが、私
たちは、ロレンスのエッセイ『王冠』（The Crown, 1915）3からこの二元論を
認知することが十分可能である。
　また、ロレンスの二元論がファシズムを忌避する思想であり、ラッセル
の批判が文字通りに、一面的であることの根拠となるものとして、マック
ス・ホルクハイマー（ ）、テオドール・アドルノ（

）の共著『啓蒙の弁証法』（Dialektik der Aufklärung: Philosophische 
Fragmente, 1947）を挙げることができる。この論集では、何故、人類はア
ウシュヴィッツを経験して、真に人間的な状態に踏み入っていく代わりに、
一種の新しい野蛮状態へ落ち込んでいくのか。何故、理性的文明がその反
対物へと転化していくのか。そのパラドックスの構造を論じている。ナチ
スが、偏狭にそして純粋に押し進めた知的合理性は、皮肉にも、まさにそ
の一極に振れた純粋性が原因となって、逆に、踵を返して、背反する野蛮
性へと振り返し、その陥穽に落ち込んで行ったと分析している。このよう
に、絶えず一元的な思考に留まろうとし、それに基づいて行動することが、
ナチスの最大の誤謬であった。『啓蒙の弁証法』では、このパラドクスを
「否定的弁証法」と呼んでいる。そして、ロレンスの二元論は、このナチス
の「否定的弁証法」を本質的に忌避する思想として働いている。その思想
は、相反する二つの要素を同時に保持し、平衡、均衡を保つ、両極的で全
一的な「生」そのものであるからなのである。また、『啓蒙の弁証法』が
論証しようとしたことは、ここでの詳細な論考は避け、後の機会に論じる
積りだが、ポスト構造主義の理論家デリダ（ ）の「脱構築」
の理論 4と通じるところが多いと考えられる。それは、ある概念がそれとは
正反対の、それが排除している概念によって逆に寄生され、密かに支えら
れ活性化されている。そして、対立する両者は、実は、「流動性」、「決定不
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可能性」を持つ、という二元論の構造の論証である。以上のように、ラッ
セルが、ロレンスの言動にファシズムの要素をだけ汲み取ったのは、ロレ
ンス作品の二元論的な「他者」が内在する「生」の全一性（ ）と
いう本質を無視し、一元的な洞察を施した彼の誤謬であると判断できるの
である。
　ロレンス作品がファシズムの色合いを帯びていると指摘されるもう一つ
の理由に、彼の「指導者原理」の思想を挙げることができるであろう。後
の章で論じる、ロレンスの理想とする共同体ラナニムは、指導者（ ）
の存在を必要としているが、それはヒトラー的な指導者とは一線を画すも
のである。加藤英治は、「ヒトラー的「指導者」の本質はその「非超越性」
にあるが、ロレンス的「指導者」の本質は「超越的な力が未知の世界から
与えられていること」である（246）」、と述べている。ヒトラー的指導者
の特徴は、民族共同体の夢を政治的に実現するその「非超越性」にある。
一方、ロレンスにとっては、「非超越性」は社会的な混迷の時代に忍び寄る
偽りの力であった。ロレンスは、指導者が保持する力は愛と同じように至
高のものである、と考えていた。ロレンスには民族共同体の夢を政治的に
実現する使命はほとんど存在しないと言ってよい。ロレンスは文学者であ
り、そもそも彼は当時英国からの逃避をはかっていたのである。ロレンス
は、エッセイBlessed Are the Powerful, 1925において、自らの限界を超えた
「他者」性を帯びた指導者的存在との接触によって、本当の力を得て、十全
なる生を生きることが必要であると主張している。

(440)

ロレンスにとっての「力」ある「指導者」とは、「見識の及ばぬ」彼方から
のものである。この「超越的な指導者」においてもまた、私たちは「他者」
の観念が基底で働いていることを看取することができる。それは、ムッソ
リーニやヒトラーのような、民族共同体の現実的な夢を実現する、独裁的
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な政治的「指導者」とは性質を異にするものである。小説のタイトルのSt 
Mawrの「聖」は、このような超越性を含意していると考えることができる。
　以上のように、ロレンス作品のファシズム性の指摘に関しては、ロレン
スにも多々誤解を生む要素は認められるが、少なくとも、その多くが一面
的に過ぎる見解であると言うことができる。ロレンスはファシストどころ
か、逆に、社会的な混迷の時代に「力」を喪失した社会が、激しい焦燥か
ら、ファシズムという誤った方向に一方的に傾倒してゆくことに、大きな
危惧を抱いていたのである。「他者」を志向するロレンスの二元的な思想
は、本質的に一元的なファシズムを忌避するものであった。

3. 「新しい」民主主義

　St Mawrには全部で5か所 あるいは の語が使われて
いるが、1か所を除き、すべて登場人物のウイット夫人の自負を表す描写
の中に、これらの言葉が使われている。ルイジアナ州、ニューオリンズ市
出身で第一次世界大戦中の従軍看護婦であったウイット夫人は、作品の中
で馬のセント・モーアに匹敵する主要な意味合いを持たされている。彼女
の故郷であり、この小説の結末の舞台である、当時のアメリカ合衆国の民
主主義的な価値と、ウイット夫人の言動とは重なるところが多い。小説は、
産業主義によって「汚された」文明が、アメリカの粗野で野蛮な自然にお
おわれた牧場の生活によって、清められ再生を遂げ、そこから生まれる創
造的な生活を暗示して終わることになる。
　St Mawrの脱稿より 6年前の 1919年に書かれたエッセイDemocracyの中
で、ロレンスは民主主義に対する自らの考えを表明している。

(714)

—
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(716)

以上は、いずれもウイット夫人の言動と軌を一にしている民主主義の思想
の基本を述べている。中でも、「各人は自発的に自分自身たること」は、民
主主義の第一の目的であるとしている。特に、最後の「他のどんな男や女
の存在をも決定しようとしてはならない」は、民主主義という社会原理の
根幹を成すと彼が考えていた重要な原理である。ロレンスは、これらの基
準に従って、社会的諸行動をする必要性を述べている。以上の点からは、
確かに彼は、ウイット夫人と軌を一にする民主主義信奉者ということが言
える。
　しかし、次に挙げる同じDemocracyの中の「平均人」や「平等」という
言葉で、彼は「現代」の民主主義の限界を指摘している。

Material

(701)

「社会とは人々がともに生きることによって成り立つ。人間はともに生きざ
るをえない。そしてともに生きるには、何らかの基準が、何らかの物質的
基準が要る。そこで平均人が登場する」と言う。そして、「現代の民主主
義」では、この「平均人」が「平等」の代名詞になっている。この「平均
人」は、単独で唯一の「個人」を酌量、斟酌するものではない。つまり、
現行の民主主義においては、私たちは、本質的には平等ではないというこ
とになる。人々がともに生き、基本的な「物質的」必要性を満たすときに



108

のみ、私たちは偽りの「平等」である「平均人」となるのである。私たち
は「平均人」に還元できない、個人に属する一切のものは、自分自身で単
独で孤独に守り通さなくてはならない。このような近代民主主義社会が孕
む個人の孤独をどうしても引き受けざるを得ないのである。この制度では、
暖かな共感というものがどうしても欠如することになる。ロレンスは、率
直に、民主主義という社会制度の内奥に潜む矛盾や限界を彼らしく、やさ
しく言い表している。
　また、同じエッセイDemocracyでロレンスは次のように述べてもいる。

( )

「傍らにいる人がその人自身であり、わたしも本当の私自身であるとき、私
が意識するのは一つの存在であり、他者という不思議な実在だけである」
と述べている。ロレンスの「他者」という概念は、何度も述べたとおり、
彼が生涯抱き続けた作品の中心的なテーマである。それは、星の均衡状態
のように、自らの孤独を保持しながら、同時に他の星との引力関係を失わ
ないという二元論である。「他者」とは数学的、抽象的に容易に知ることが
できる存在である一方、感じ取ったり、直観することでしか把握すること
ができない、「不思議な知られざる実在」という側面も保持している。既存
の民主主義の礎となる「平等」は、人間の生のこのような「十全な在り方」
を保障するものではない。本来、別個の十全な存在である「他者」とは、
比較したり評価し合ったりすることは不可能なのである。「平等」や不平等
という比較が成立するのは、人々が自分の十全な在り方を放棄して、単に、
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物質的、機械的な関係に自らを限定する場合のみである。このように、民
主主義は物質的な要求を満たすためだけに存在するいわば不完全な制度で
あるとロレンスは主張しているのである。
　レイモンド・ウイリアムスは民主主義の限界を指摘し、それに否定的な
言説を繰り返したロレンスに対し、「ロレンスは、他の誰よりも明瞭に、彼
自身が道を誤った場所をわれわれに見せてくれている」（211）と批判して
いる。しかし、果たしてそうだろうか。ロレンスは道を誤っているのだろ
うか。ロレンスの「民主主義批判」は今日でも見られる、正当な批判であ
ろう。それは、「現代」の民主主義という不完全な制度自体にその批判の種
がすでに存在しているからである。私たちは、不完全な民主主義を容認し、
例えば、日本の政治思想家、丸山眞男の言うように、「大日本帝国の「実
在」よりも戦後民主主義の「虚妄」の方に賭ける」（585）しかないのだと
しても、それは何も民主主義の欠陥に目をつぶることを意味しないだろう。
真の平等が民主主義の原理であるとすれば、既存の民主主義はロレンスに
とっては、虚偽なのである。ロレンスの「新しい」民主主義は、血の通っ
た、親密な、そして有機的な人間関係に信を置きながらも、超越的な指導
者を頂点とするヒエラルヒーを持つ共同体の中にある。ロレンスの民主主
義の基底にある二元論は、星の均衡のように、「自己」を堅固に保持しなか
ら、同時に「他者」という星々との引力関係を失うことがない、というも
のである。この二元論は、「自分の生を最高度に生きること」、「各人は自発
的に自分自身たること」という彼の民主主義の定義の背後にあり、その根
拠ともなっている。そして、同時に、私たちが「自分の生を最高度に生き
る」には、「他者」が必要不可欠なのである。また、ロレンスの二元論、「星
の均衡」は、彼が民主主義の根幹として先に挙げた、「もう一人の人間の存
在を決定しようとしてはならない」という思想とも本質的に符合するもの
である。私たちは、自分の生を「最高度」に生きるにも、「自分自身たる」
にも、「他者」の視点を持ち、全一性を堅持する二元を生きなければならな
い。ロレンスは、自分以外の人間や、また、何らかの超越的なものという
「他者」と「自己」との理想的な関係性の実現をはかっている。理想的な
「他者」との関係性は、各人の「生」を「最高度に生きること」を可能にす
る「新しい」民主主義の姿となって結実しているのである。
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4. 共同社会ラナニム

　ロレンスは、ラナニムという共同社会を構築するにあたって、ついに、
既存の民主主義の概念との決別をはかることになる。1915年7月16日、彼
はラッセルに現行の民主主義の限界に関しての書簡を送っている。ロレン
スは、ラナニムには個人を超越する指導者的存在と、それを認識すること
ができる、エリートが存在しなければならないと主張する。

democracy

wrong

(Letters 365)
  
現行の民主主義は「我々の敵」であり、それは崩壊の局面にある「未熟な
民主主義」であると述べている。そして、男性と女性の「統帥者」（ ）
を頂点とするヒエラルヒー構造を基盤とする国家組織をロレンスは提示す
る。さらに、彼は、「労働者階級に全ての権力を任せることは誤りだ」と主
張している。労働者階級は視野も狭いし、偏見に囚われがちで、知性にも
浅いものがあるという見解を示している。つまり、労働者階級には「統帥
者」というエリートが必要であると言うのである。このヒエラルヒーの構
想は、ロレンスが労働者階級の家族で過ごした、幼年時代の豊富な経験と、
成人後の中産階級としての経験との両方が基礎になっている。ロレンスは、
労働者階級と中産階級のどちらの長所、短所も熟知していた。この労働者
階級の人間関係の中に生じる互いの愛情の感覚、共感などがロレンスのラ
ナニムの基底にあるものである。それは、知的で、冷ややかな関係を強い
るだけの中産階級の社会とは質を異にするものであった。この二つの要素
を矛盾なく生かすために、労働者階級に教育的指導者を与えるという構想
を立てたのである。このような意味で、超越的な「指導者的存在」と「統
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帥者」というエリートの必要性は経験に基づいた、現実的、実際的な構想
であると言える。
　ロレンスの理想郷ラナニムは、コウルリッジ（

）の「パンティソクラシィ」、英国の社会主義者のオーウエン
（ ）の「ニュー・ハーモニィ」、ラスキン（

）の「聖ジョージ・ギルド」など 5の理想化された共同
体と同様に、当時の社会的な諸問題を乗り越えるために構想された、理想
的な共同社会である。ロレンスにとって、当時の産業主義を基礎に置く既
存の民主主義社会は、第一に人と人との自然な共感を失くし、平等の名の
もとに互いの暖かな心の交流や共感を奪い去って、人間性の疎外と孤独を
生む未熟なものであった。ロレンスは当時のこのような社会文明的な悪弊
に抗して、ラナニムという理想的な有機的共同社会の創造を試みたのであ
る。この共同社会の構想にも、前に述べた、彼の「他者」、「二元論」の概
念が一貫して通っていることにあらためて気づかされる。ロレンスは、労
働者階級には、超越的な「指導者的存在」と、エリート的存在の「統帥者」
という「他者」との関係性が必要不可欠であると考えているのである。

5. おわりに

　以上、「ファシズム」、「民主主義」、「共同社会」という三つの観点からロ
レンスの社会的観念を考察してきた。そして、それらの社会的観念には、
ロレンスの核心的な思想である「他者」という概念が、貫通していること
を見ることができた。St Mawrは 1924年アメリカ合衆国のニューメキシコ
のデルモンテ牧場で執筆された。ファシズムの嵐が吹き荒れる中、ロレン
スはアメリカの読者からの勧めで、ニューメキシコの地に招待され、一画
の土地を提供される。ロレンスはこの場所で、第一次世界大戦後の帝国主
義やファシズム、そして産業主義を第一に信奉する社会による卑劣な強制
に抗して、疎外された人間性の回復を図り、「他者」との関係性を新たに打
ち立て、ついには共同社会ラナニムを構想するに至った。ロレンスは労働
者階級の家庭で青年期まで過ごした。そこには密接で生き生きした有機的
なつながり、「血の意識」によるつながりと愛着を持つ人間関係があった。
この経験がラナニムの礎となった。それは同時にファシズムに通じるもの
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であるとの誤解を生みもした。当時の民主主義社会は、この有機的な互い
の繋がりを抽象的な「平均人」や偽りの「平等」という概念によって分断
するものであるとロレンスは考えていたのである。ルウが物語の最後で、
アメリカの野性的な牧場で夢見た生活は、ロレンスの『虹』（The Rainbow, 
1915）の結末の如く、「薄汚れた産業主義を一掃」（548）する、創造的な共
同体というユートピアであった。
　果たして、ロレンスが構想した共同社会は、私たちが生きる21世紀の社
会の未来に立つものなのであろうか。少なくとも、彼の「自己」と「他者」
との関係性の概念は、分断されて、孤独になりっている個々人を、「生」と
いう全一性を介して、再び繋ぐ可能性を含んでいると言える。ロレンスの
「他者」は、現代文明が孕む人間性の疎外に対して、何らかの解決への示唆
を、「外」から、顕示する可能性があるのである。何故なら、「他者」への
志向は、それ自体が、社会的観念の本質と呼ぶべきものであるからである。
今後、「他者」という観点を中心に、ロレンスの他の作品を「再再読」する
ことによって、ロレンス文学の新しい眺望を、現代を基点として、とらえ
直すことができるのではないかと考える。

注
 1.  小説のテキストは、 “ ” . 

を使用
した。尚、引用ページ数は同書のものである。

 2. このことに関しては、山口定 『ファシズム』を参照した。
 3.  例えば、その一説に、「この戦いは休息もなければ終わりもない。なぜなら、
この戦いは、われわれが生まれながらに持っている、内なる対立の結果生
じたものだからだ。この対立を取り除けば、破滅が訪れ、われわれは突如
として粉々に砕け散って、宇宙の無の中へ消散霧消してしまうであろう」
とある。

 4.  高橋哲哉 『デリダ─脱構築』によると、現代思想系統図において、ホル
クハイマー、アドルノ、デリダの三人は影響及び対立関係にあるとしている。

 5.  これらの、他の作家たちが構想した、共同体については、（Culture and 
Society,  212）を参照した。
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