
人類史のなかの「いじめ」と「ひきこもり」 

 

１，人類の定住化が「いじめ」を生み出した 

いじめやひきこもりが日本において社会問題としての市民権を得てから、かなりの年月

が経過した。しかし問題の本質への理解は、意外なほど深まっていないように私は思えてな

らない。いじめもひきこもりも異常な行動でも病理現象でもない。非常に特殊化してしまっ

た人類の社会の在り方に対する一つの適応形態にほかならない。 

 

人類史における定住化の意義 

世間での話題を時間的にたどってみると、「ひきこもり」に先立つこと 10 年余り以前よ

り、まず「いじめ」ということが日本で関心を集めるようになってきたように私には思える。

筆者のようにサルの研究を職業にしていると聞くと「サルにもいじめはあるのですか」とい

う質問を浴びせられることが珍しくない。問いへの答えは「野生下で暮らしている限り『ノ

ー』です。」と素っ気ないもので終わってしまっていた。なぜなら「野生の動物は不快と認

識するものには近づこうとしないし、危険を感じれば逃げる」からである。このいたって単

純な行動原理は、人類を除くおよそあらゆる動物の野生生活に貫徹している。だから、いじ

めなど起こりようもない。いじめは攻撃の被害対象とされているにもかかわらず、そこにな

おとどまるゆえに成立するのだから。 

 では、どうして人類だけに、いじめは起きるようになったのかというと、我々の祖先があ

る時から上述の行動原理を捨てた生活をしだしたからなのである。人類がそれまでは遊動

生活を送っていたのに対し、定住を始めたとうことが極めて大きな意義を持つ大イベント

であったことは見すごされてきた。そしてそれは、ひきこもり生活というライフスタイルが

登場することとも深く関わってくるのである。だが、過去の人類史研究の流れのなかでは、

そもそも定住するということのインパクトが余り重視されてこなかったのだ。 

 そしてもう一つ、大きな誤解が広く流布している。社会科の教科書にある、農耕を初めて

人間は定住化したとの記述があるが、実は農耕生活を始めたことと定住化との間には、その

ような深い有機的関連性は存在しない。 

 三内丸山遺跡という青森市にある縄文遺跡は 5000年以上前と考えられるが、少なく見積

もって数百人規模の縄文人集落が存在した。もちろん弥生人がもたらしたとされる農耕は

入ってきていない。人々は狩猟採集によって生活していた。 

 福井県の若狭湾に面する鳥浜遺跡はさらに時代をさか上り、一万年近く以前とされるが

ここからも集落跡が見つかっている。また日本最大規模の貝塚とされる鳥浜貝塚も存在す

る。貝塚とは、食物の残りカスの捨て場所であり、そもそも彼らが定住していなければ、そ

れができるはずもないのである。 

人類はまず、熱帯で進化を遂げたと考えられている。獲物を求め毎夜異なる場所で簡易なテ

ントでのような生活を繰り返していたと想像される。それが中緯度地帯に到達するに至っ



て、遊動を停止するに至る。原因は冬の寒さだろう。熱帯に暮らす限り、獲物に困る事はあ

り得ないことであるのに対し、中緯度まで来るとそうはいかない。動物性タンパク源が枯渇

する冬期のために食料を貯えるということを考えるに迫られた－その時に定住するという

決断が生まれたと考えられるのだ。それは農耕などが始まるより遥か以前のことだった。 

そして定住の決断は人類の社会生活のあり方を大きく変更するモーメントとなった。なん

といってもこれによって初めて共同体、コミュニティと言うものが明確にその輪郭を現し

たからである。 

他方、狩猟採集に依存する遊動段階では、せいぜいバンド（band）と呼ばれるメンバーが

不特定に離合集散するような集まりしか、人類が形成することはなかった。 

しかも、そういう生活様式を営む限りにおいては、対象が自分たちの同類・仲間という人類

であれ、それを不快と認識すると近づくのを止め、危険を察知すれば逃げるという基本行動

原理を誘導することができたのだった。 

だが定住化による新たな形の共同体の形成は、状況を一変させることとなったと推測され

るのだ。 

 

秩序の維持と「異人」の排除 

定住するということは、単にある一定地域にとどまるということではない。その地域の資

源を占有することをも同時に意味するのである。 

そもそも定住の最初の契機が冬期の食料備蓄にあったとするならば、自分たちがそのため

に確保しなければならない資源に「よそ者」がアクセスすることを阻止する必要性が生ずる。

つまり「自分たち」と「自分たちでないもの」を明確に区分するようになってくるのだ。遊

動生活を送っている限りでは、例えばある獲物の狩りに参加したとすると、参加者全員が平

等に分け前にあずかる「平等主義」が原則であり、また獲物と言う資源自体について、狩猟

する以前の段階から特定の人物が占有を宣言することなど、あり得ないことだったろう。 

一方、定住化は共同体意識を育むこと促す。それは同時に、排他主義の促進でもある。共同

体の成員だけが、あることに価値を見出し、それを信奉することを介してまとまる。そして

またその価値は、よそ者にはおいそれと理解できないものを捜し出そうとする力が働いた

ことだったろう。信仰が典型である。現に三内丸山遺跡などからは、おびただしい量の土偶

が出土しているが、頻繁に祭祀が行われていたことのあかしであろう。 

そもそも共同体の求心力というものを一定以上に保っておくためには、常に自分たちの「敵」

というものを意識しておくことが求められる。その際、自分たちの占有地域の外にいるとい

う「よそ者」ははたして今こちらをうかがっているのかいないのかも不確かで、いつやって

くるのか不明確な存在だけでは求心力の低下は免れない。そうではなく、もっと身近にいる

ように見える「よそ者」という存在が不可欠になっていったことだろう。 

このようにして共同体内部での抗争が必然化し、敗北者を共同体外部へ排除することが

定期的に行われるようになっていったと考えられる。共同体内部の「よそ者」を見出すよう



になっていった。 

「あいつは我々と違う。おかしい。」というレッテル貼りが始まった時、「いじめ」は初め

て生まれたのだろう。くり返し書くと、それまでなら、相手が敵意を見せれば近寄らないよ

うにすればそれで事足りていた。けれど今は共同体の中に共に生活しつつ、その成員から敵

意を向けられてしまっているのだ。近寄らないようにするといっても限界がある。 

究極的には共同体から出て行くしかない。しかし、それに踏み切ることがそれなりに大きな

決断を要するのは明白である。そうこうしていくうちに特定の相手への敵意はエスカレー

トしていく。 

異人（異邦人）、ストレンジャーという言葉がある。定住を始めたころの人類にとって、

異人とは自分たちの占有する地域の外に暮らす、面識を持たない共同体外の人々のことで

あっただろう。むろん異人には激しい敵意と警戒心を向けていたと思われる。もっともこの

ころの敵意や警戒心からは、いじめが生ずるのは明白だ。しかし時を経ずして、自分たちの

共同体に所属するメンバーに向かって、共同体秩序維持の目的で「異人扱い」がなされるよ

うになった時、いじめが始まったと考えられる。古代ギリシアのポリス（都市国家）では、

貝殻追放という措置があったと言われている。スケープゴートとされた人は、あるいは最終

的に共同体を去ることになり、定住化前の生活スタイルに戻り、真に異人となっていったこ

とも珍しくなかっただろう。あるいはあくまでも異人になることを拒否し、死に至ったかも

しれない。ただし、ひきもりという現象に関するならばもう少し、時代を下らねばならない

のである。 

 

２，動物における「いじめ」の発生 

餌付けをすればサルにもいじめは生まれる 

人類の歴史をさらに進んでいく前に、ヒト以外の霊長類でも、人為的影響によって彼らが

特定の地域にある資源を占拠することが起こると、社会生活の在り方が大きく変容を遂げ

るという事実を挙げておこう。日本列島唯一の固有種、ニホンザルがそれにほかならない。 

野生の彼らを人間が恣意的に餌である場所にとどまるようにしてやると、社会が変わって

くるのだ。冒頭に書いたように、野生下の動物では原則いじめは起こりえない。ところが、

いわゆる「餌付け」とうようなことが日常化すると、事態が変わってくるのだ。 

そもそも餌付けとは、観光業者がサルを見せ物にして金儲けをしようという魂胆のもとに

始められたわけではない。 

1948 年大分県別府市の高崎山で当時、京都大学の大学院生だった伊谷純一郎氏がニホン

ザルの群れの生態を目の前で観察する目的で、世界で初めて行われたのだった。のちに京都

大理学部に人類進化論研究室を作り、そこの初代教授におさまることとなる伊谷氏は、間近

でサルを観察することによって個体一頭それぞれの識別に成功する。そして名前をつけ固

体内の社会関係を解明していった。間近でサルを観察することによって個体一頭それぞれ

の識別に成功する。そして名前をつけ固体内の社会関係を解明していった。明らかになった



事実は大きく 2点に集約できるとされている。 

まず一つ目は集団内には順位制が存在するということである。伊谷氏の命名した有名な

ミカンテストというのが知られている。２頭のサル A と B が距離を置いてすわっていると

想定しよう。そのちょうど中間の位置にミカンを一つ置いてやってどちらが取るかを観察

するというものである。ミカンがニホンザルの大好物であることは言うまでも無いだろう。 

すると何度テストを繰り返しても、Aか Bのいずれか決まった一頭がミカンを取ることがわ

かる。しかも群山全体でミカンを取る「権利」を持っている個体がどうなっているか見てや

ると、どんな相手に対してもミカンが取れるサルから全く取れないサルまで直線的に並べ

られることが明らかとなった。つまり食物資源へのアクセスの優先権としての順位制が確

立していると考えられる。 

二つ目は、血縁の原理が群れ内に貫徹しているということであった。ニホンザルのメスは

繁殖期（ふつうは秋）になると、不特定のオスと交わることが判明した。だから生まれくる

子どもの父親が誰か分かりようがない。ひるがえってオトナオスからすると、誰が自分の子

であるかは判別つかない。もちろんメスは、自分の子とそうでない子が区別できる。すると

オトナメスは明らかに血のつながった子を何かと手厚く保護する。そういう子は母親が近

くにいると良い食物にありつけたりする。他方、オトナオスにはそういう待遇の差別化を子

どもに対して行うことはない。それゆえ伊谷氏はニホンザルの群れではメスに固有に自ら

の血縁を優遇するシステム、すなわち母系原理が機能しているという結論に至ったのだ。 

 この伊谷氏の研究は発表当時、驚きをもって迎えられた。ほとんど未開社会の人類と寸分

変わらないように見えたからであった。ところがやがて反論が提起される。 

 それを主張したのもやはり伊谷氏の指導する当時大学院生だった伊澤紘生氏だった。伊

澤氏は伊谷氏の研究と差別化をはかるため、まったく餌付けされていない状態のニホンザ

ルの社会行動の観察を考えたのだった。そして苦心の挙句やがて青森県の下北半島（世界の

霊長類の分布の北限とされてる）で全頭識別に成功する。伊澤氏が見た下北のサルの行動は、

高崎山のそれとはまったく違うのであったという。野生下では好物の食物があるからとい

ってそれの優先権が特定の２個体間で一方にあるというような事実は見当たらない。また

オトナメスが取り立てて自分の血のつながった子を優遇することもないというのである。

いったい高崎山と下北のニホンザルのいずれが真の姿といえるのだろうか？ 

 実は、どちらが正しくどちらが偽りであるというものではない。どちらも事実である。た

だし食物資源をめぐる状況が、双方では根本的に異なってきているのである。下北のサルは

純粋に野性下で生活し、食物の確保を自立的に行っているのに対し高崎山では、食物が供給

される地域を群山全体が占有し、食べ物を求めて遊動することをやめてしまっている。彼ら

にとって重要なのは食物が与えられる「場所取り」をすることであって何かを探すというこ

とは必要ではなくなっている。そうすると群れの個体同士の間に非常に強いあつれきが生

じ、それが優劣関係となって現れ、ひいては順位制と化す。むろん、社会的葛藤も激化し、

群れ内の闘争も絶え間なく起きるようになる。闘いが頻繁に起これば、親子で共に相手に立



ち向かっていくことも珍しくなくなるだろう。おのずと血縁というものが浮き彫りになっ

てくる。こうなるとサルでも「いじめ」が起こりだすというのはだれしも想像のつくところ

ではないだろうか。 

 順位の高い個体がいて、血縁のある仲間がたくさんいたならば当然、順位が低く、血縁の

少ない団体に攻撃の矛先は向かうだろう。問題は、矛先が向けられた方の対応である。攻撃

されるのを避けたければ群れを出て行けばよい。しかしそえは同時に、餌付けの餌にありつ

くことの放棄を意味する。そこまでして群れを出るのか否か？ もしあえて、群れにとどま

るというオプションをとった時、サルにも「いじめ」が発生することになるのだ。 

 

３，環境変動に応じて変わる社会性と「自己家畜化」 

動物の社会性というのは元来、私たちが想定している以上に環境要因の変化に応じて大

きく変わるものであるらしい。その典型として挙げられるのが、サカナのアユの社会生活で

ある。 

 アユというと友釣りを思い浮かべる人も少なくないだろう。あれはアユの縄張りを形成

する習性を利用した釣り方で、おとりを泳がせてやるとそれを縄張りへの侵入者と確認し

た「オーナー」が追いかけたあげくハリに引っかかるという仕組みである。友釣りは流れの

速くない川の瀬のところで行われるが、そういう場所はアユの餌に乏しい。縄張りの内部で

は「オーナー」が圧倒的に強く侵入者を蹴散らし資源を独占する、このような「オーナー」

があちこちに点在する形で、川の瀬ではアユ全体が分布するのだけれど、ところが一方、川

の淵に行くとこちらは深くてかつ流れが速くて餌がはるかに豊富に川上からやってくる。

するとなんと瀬では互いにいがみあっていたアユ同士が群れで暮らすのである。まるで対

照的なのだが、豹変できる潜在性が備わっているのだ。だからニホンザルにせよ、食物資源

の供給され方によって彼らの社会行動が柔軟に変化しても、決して驚くべきことではない。

また後述することになる、ヒトの場合の「ひきこもり」のように、自分の部屋をなわ張りの

ように宣言したところで、それは決して病的な行動とは言えなくなってくるのである。 

 餌付けをされたサルが、総じて栄養状態に恵まれているのは事実である。肥満した個体も

珍しくなく、それを見て「まるで家畜みたい」と笑う観光客も目にする。ある意味、的を得

た言葉だろう。自然界は、ニホンザルが他の種（ヒト）によって食物資源を恵んでもらうよ

うな状況がこの世界に出現しようとは想定していなかった。しかし、その想定外のことが起

きてしまった時、自然界で進化したサルの身体内の社会性はその状況に順位制や血縁原理

をあみ出す形で対応したのである。 

 ひるがえって人類はというと、自然界はそもそもヒトというのは狩猟採集による遊動生

活を送る存在と想定していたのかもしれない。ところがやがて生活圏を拡大するなかで、食

物貯蔵という想定外のことを考案してしまい、ひいては定住まで決断してしまった。この時、

ヒトは自然界から一歩足を踏み出した生き物と化してしまったのだろう。餌場の太ったニ

ホンザルが家畜であるならば、この段階でヒトも家畜化したことになろう。ただし、ニホン



ザルの場合、ヒトの手によって家畜化したのだけれど人類の場合、誰であろう自らの手によ

ってに他ならない。それゆえ「自己家畜化」という表現がしばしば用いられる。まさしく「自

己家畜化」によって人類にも共同体意識が誕生し、血のつながりが認識されるようになり、

そしてそれと同時に異人を排除するようにもなり、「いじめ」がなされるに至ったのである。 

 餌場に暮らすニホンザルの集団の場合、「いじめ」の対象にもっともなりやすいのは成熟

に達したばかりのオスである。この理由はもはや説明するまでもないだろう。いちばん活動

的な個体が、他のオトナと緊張関係を持つにいたるのは自明である。けんかを繰り返し、通

常の傷が致命的になる前に群れから追い出されることが多い。そのあとは群れからつかず

離れずの状態で同じように追放されたオス同士で小集団のようなものを作ったり、あるい

は単独生活になることもあるようだ。 

 繰り返しになるけれども、高等動物においてすら、その社会性は非常に可塑的であって、

巷間伝えられるように社会的動物だから単独で生活することはないとか、そういうことは

ない。時として仲間なしで生活を営む決定を行うし、それは人類にも当てはまることである。

事実、人類史の研究書をひもといてみると、キリスト教が誕生する前のヨーロッパ世界の古

代ゲルマン人の共同体においては、その内部の社会関係のあつれきに敗れたものは「森の放

浪者、“人狼”」として共同体の占有地域の外側へと追放されたことが明らかとなっている。

彼らは、ヴァルクと呼ばれたという。オオカミを表すことばで、要は「ヒトでなし」という

ニュアンスだろう。 

 ニホンザルの場合、関係者はハナレザル、通称ハナレと呼びなれるのが通例であるが、ヴ

ァルクはまさに人類上のハナレであった。当時の例えばヨーロッパといえど、森林地帯の人

口密度はさして高いものには未だなっていなかった。各地に共同体がひしめいていたわけ

ではなく、各共同体の周辺には手つかずの地域が拡がっていた。排除されたヴァルクは、そ

こへ投げ出されたのだった。狼男の話はこうした実存の人々から生まれたに違いない。 

 

４，漂泊する山人 

 古代の日本においても、ヨーロッパと状況は変わらなかったと思われる。古来「山」と「里」

という空間対比がされてきたと民俗学者のパイオニアである柳田國男も折口信夫も書いて

いる。里が共同体の占有域であるのに対し、山は異界であり、そこには「山人」が暮らすと

されてきた。柳田の名著『山の人生』は、そういう山人についての伝承ばかりを集めること

で成立した書物である。「相州箱根に山男と云ふものあり。裸体にて木葉樹皮を衣とし、深

山の中に住みて魚を捕らえることを業とす。」「岩手県海岸の大槌の町などでも、市の日に言

葉の訛りの近在の者でない男が、毎度出てきて米を買って行った。背は高く目は円くして黒

く光って居た。町の人が山男だらうと謂ったさうである。」といった記述が続いている。共

同体に所属するメンバーにとって里が労働と生活の場であるならば、山は山人という異形

の者の棲む異界であった。 

 八世紀には山へ「亡命」することを禁ずる勅令が発せられている。亡命とは戸籍を抜け、



本貫を去ることを指す。そもそも戸籍とは「盗賊と浮浪（ウカレビト）とを絶つ」目的で造

られたのだった。その共同体を捨て、あえてウカレビトの世界へ入ることが亡命であり、そ

うした企てをする人々がいたことを雄弁に物語っている。 

 異人とは、こうしたひとところにとどまることなく生活する山の放浪者の総称ととらえ

て構わないだろう。彼らは移動することなしには生計を成り立たせることができなかった

のだけれどもやがて、時代を経るにつれて移動あるいは遍歴することによってのみ成立す

る職業の人へと変貌していくこととなる。「職人」の誕生である。 

 柳田によれば中世における「職人」とは、土地に結び付いた生活を送らない階層に属する

人々全体を指す呼称である、という。桂女、大原女などの商人、琵琶法師などの芸能民、医

師、海女、遊女など、その内実は多種多様になっていった。多種多様であっても共通してい

るのは共同体に属する人々からは蔑まれた眼で見られる無法者の群れということであるか

もしれない。 

 ヨーロッパにおいても共同体での生活に馴染むことができないままに、その外側へと追

いやられたヴァルクは、仕事を求めて放浪を繰り返すなかで職人的技能を編み出し、あるい

は源初形態の交易をになう商人の姿になっていったと考えられている。時にヴァルク同士

が集まり、集団で活動することも珍しくなくなっていった。彼らは稀に里に現れ、共同体を

襲うこともあったため、里人たちからは怖れられ、bandit と総称されるようになっていっ

た。あえて日本語に訳すならば「匪賊」という訳語がそれに当てはまるのかもしれない。 

英国の歴史学者による研究によると、bandit を構成していたのは、過剰人口を抱えた農

業共同体のなかの、思春期には達しているものの配偶者を得ることのできない男子青年年

齢集団が主であったことが明らかとなっている。若者があり余るエネルギーで新しいこと

を始めたり、あるいはそれを持て余して乱暴に走るというのは古今を問わず変わらないこ

となのだろう。 

 かつての banditにはエネルギー消費できる森が無限に拡がっていたのだけれど、今日ど

こにエネルギーの矛先を向ければよいのか？『イージーライダー』という映画が作成された

１９７０年代当時、あれだけ人気を博したのも「無法者（アウトロー）」として生きる世界

が２０世紀後半以降、もうほとんどなくなってしまったことへの哀悼にそこにこめられて

いて、見るものがそれに無条件に共感したからなのかもしれない。 

 そして遍歴する職人は、まさに共同体の規範に肌が合わないからこそ、漂泊を続けるのだ

から時としてそこからは、そえまでにない新しい技術、技法、あるいは考え方がもたらされ

ることとなる。古く仏像や寺院建築に関わる木工集団や鋳物師（タタラ師）集団などが、そ

の代表格である。がそればかりでなく、阿国の歌舞伎や観阿弥・世阿弥の能楽も漂泊のなか

で生成されたものにほかならない。 

さらに西行にせよ親鸞にせよ、あるいは芭蕉にせよ良寛にせよ、時代を下って円空にせよ

山頭火にせよ、だれもみな時のメインストリームに馴染むことができず、いったんはその内

部におさまるものの居心地の悪さを禁じえず、あるいは共同体を排斥されたあげく、放浪の



なかで大成した人物であることに気づくのである。 

 上に名をしるした人々を抜きにして、日本の文化史を語ることなど、とうてい不可能であ

ることを考える時、異端視され漂泊するという精神史上の重要性に改めて、気づかされるの

である。 

 

５，漂泊から隠棲？へ、そして「ひきこもり」 

 共同体からの排斥が、共同体外部の「異界」によって吸収可能であり、漂泊という知的に

クリエイティブでさえあるライフスタイルをもたらしているうちはそれでよかった。とこ

ろが排斥がされていても受け皿がない状況になると、「いじめ」がうまれ、「ひきこもり」へ

と発展するのだと考えられる。抑圧されたエネルギーを、bandit を形作って発散しように

もどうすればいいのか。暴走族すら取り締まりが厳しい。せめて成人式の式典の会場で暴れ

るのが関の山か？ 

 歴史的には日本では、平安期に入ると既に「漂泊できない知識人」という人々が出現し始

めていることに気づく。兼好と長明にほかならない。両人とも周囲に対し深い疎外感を持っ

ていた点では、上述の漂泊人と何ら変わることはない。ただし、後者の人々がみな「𨛗」育

ちであったのに対し、両人は京生まれの京育ち、根っからの都人であった。何を今さら異界

の漂泊生活なぞできようか。都を出て行きたくても行きようがない。今様なら、同級生から

辛くあたられているのに転校したくてもできない中高生の立場に等しい。すると「いじめ」

という状況が生まれる。 

 そこで二人は、どうしたかというと小さな「方丈」と隠棲し、あれこれと「よしなしこと」

を書き散らしては心のうさをはらす日常を送ることとなる。『徒然草』『方丈記』の誕生であ

る。ためしに『徒然草』でも開いてみればわかるが、さしずめ現代なら安アパートの一室に

閉じこもって、ネット上でツイートしている内容と大して相違ないことに気づくだろう。 

 昨今の日本には、もう漂泊しようにも物理的にそこにもそんな空間は残っていない。そこ

で仕方なく自らの居住する最小空間に、非常に追い詰められた場合には結界を張り、そこを

異界とみなすことに踏み切った「隠棲者」なのだろう。あたかもサカナのアユが群れから離

れ、川の瀬で暮らさざるを得ない時には縄張りを作り侵入する相手には誰彼なく敵意を向

けるのに等しい。ただしそういう生き方もまた一つの社会性の表現様式であって、異常とレ

ッテルを貼ることはできないのだ。 

 はなはだしい場合、自らの部屋に閉じこもっている子どもに対し食事時になると、家人が

料理を扉の前に置いておく。するといつの間にか気づくと空になっているというエピソー

ドを耳にする。 

 他方、文化人類学の世界では「沈黙交易」と呼ばれる、もっとも原初的な形態の商取引が

世界各地でかつて行われていたと報告されている。共同体に外部から定期的に岩塩が運ば

れてきたりする。生活上不可欠な食物だ。運んでくるのは異人である。共同体の境界まで来

ると、持ってきた塩を置いていく。そして姿を消す。共同体のメンバーがそれを認めるや、



見合うだけの金銭を塩の横に並べて立ち去る。再び現れた異人が対価に満足すると金銭だ

けを持ち去る。そのあとで塩が共同体内へ運び込まれる―というような「よそ者」とまった

く顔を合わすことなく「異界」から必需品を入手するための社会的交換の始源ともとれなく

はないやり取りのことであるけれど、「ひきこもる」人と周囲との交渉パターンは、往々に

して沈黙交易に類似したものと化しているのは、決して偶然ではないだろう。 

 人類が狩猟採集による遊動生活をやめ、定住を始めてからどんなに長く見積もっても、１

万年を超えることはない。世代にして、たかだか 200から 300。この程度の世代間の伝承で、

生き物の遺伝形質が大きく変わることは困難であるし、まして人類の生活が激変したのは

ここ１世紀のことにすぎない。 

 現代人の社会性ポテンシャリティは１万年前と寸分変化していない。状況に応じて現代

人はいつでも１万年前の暮らしに戻る可能性を秘めている。誰もがヴァルクとして暮らせ

る。そういう人類が時として、「ひきこもり」になるのは異常なことでもなんでもない。現

代の私たちが生活する環境が、「逃げられない社会」という特殊な形態のものであるからに

ほかならないことを、もっと認識する必要があるだろう。 


