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旧式、病気および残党のメタファーに対するポストモダン批判 - 障害に基
づく社会モデルの考察
丁東（武漢東湖社会開発研究所）

要旨：ポストモダン批評の最も重要な原則は、二分法を排除し、本質主義を放棄し、
主流談話や「その他」における様々な概念やイメージの反対を解体することです。 この
論文では、古い、病気の、残念なメタファーと協会の上に現在の中国の世界は、仮定の
背後にある共通の能力を解体しようとすると、社会モデルの障害を反映することができ
ます障害の平等談話の構築にもかかわらず、 、 "他の"恐怖と差別として高齢化。
障害のある社会モデルの場合、多くの場合、障害は治療可能な病気ではなく、難聴、
失明、身体障害などの治癒を必要としないため、障害は病気ではありません。 人々は
「障害」という言葉のメタファーを拒絶し、障害がひどく望ましくないという価格で障
害と疾病とを区別する。 身体障害者は全員と同じですが、患者と同じではありません。
患者はすべてと同じではない他の人になります。 これは、尊厳の平等を損なうことに
なり、議論の「複数の能力」または「異なる能力」を弱めるでしょう。
対照的に、障害は老化しておらず、人々は経済的な人々の合理的な期待に沿って現
在のバリアフリー環境構築のコスト便益分析を説明するために貧困層をつなぐことを望
んでいる。 高齢化につながる障害の可能性が高いことは事実であり、障害者の高齢者は
ますます高まっているが、「古いもの」と「1つ」を重視することは、2つの異なるタイ
プの生活様の経験と混同され、 障害の分野を再導入する。 この「老化」の社会は依然
として根深い決定能力です。 人々は肉体的精神的スキルが低下し、人々の自信とまとも
な生活に深刻な影響を与える「老齢」の人々を見る。 だから、「他者」の恐れがありま
す。 しかし、この恐怖は、平等な障害の問題を立証するための既成のツールであっては
ならないが、人類の無限の多様性と尊厳を示すために解体されるべきである。
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Abstract: One of the most important principles of post-modern critiques is
to eliminate the dichotomy of things, get rid of essentialism, and deconstruct

the opposition between the mainstreaming concept or images and the ‘other’.
This paper, using the post-modern critique perspective, examines the metaphor
and imagination on the oldness, illness and disability in the Chinese world,
tries to deconstruct the common ableism assumptions underlying them, and
reflects on the possible construction of fear to the ‘other’ such as illness
and oldness as the social model of disability tries to establish a discourse of
equality.
From the social model perspective, disability is not illness. As in many
cases, disability such as deaf, blind and physical impairments, is not curable,
nor need to be cured. People advocate rejecting the use of ‘canji’(disabled
and ill) for its negative metaphor in Chinese and it seems successfully
separate illness from disability. But it is at a price that illness is horrible
and not acceptable. Persons with disabilities are entitled with the same rights
and endowments as all people but they are different from ill people. Ill people
is the only group distinguished from all people as the ‘other’. This may
derogate the equal dignity of all people and weaken the argument for ‘diverse
abilities’ or ‘different abilities’.
As an interesting contrast, disability is not oldness either, but people
are willing to connect them to illustrate the cost benefit analysis of building
accessible environment based on the reasonable expectation of an economic man.
Oldness will for certain leads to a higher probability of experiencing
disability and old people is an increasing part of the population in many
societies, but if we emphasize too much on the ‘merge of oldness and
disability’, it will confuse the 2 types of life experience and re-introduce
the course of ‘disabled’ for old people into the area of disability. This
society is still deeply rooted with the ableism judgement on oldness. People
have witnessed the decay of human body and mind when getting old, which impacts
profoundly on their self-confidence and decent life. This creates the fear of
‘other’ and this fear should not be used as a given convenient tool to
justify the equality issues on disability. It should be deconstructed to
completely reveal the infinite diversity and equal dignity of all human beings.
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ポストモダン批判、最も重要な精神は、二分法を排除し、本質主義を放棄し、様々

な概念やイメージの主流談話の解体と「その他の（他の）反対派」である。 この論文で
は、古い、障害のある、病気の隠喩と協会上の現在の中国の世界は、仮定の背後にある
共通の能力を解体しようとし、社会モデルの障害を反映することができます障害の平等
談話の構築にもかかわらず、 、 "他の"恐怖と差別としての高齢化

1. 能力主義」の解体：ポストモダンフェミニストから障害者へ

リオタールの意志 （Jean-François Lyotard） ポストモダンはメタ・ナラティブの
ために定義されている（meta-narratives） 懐疑主義 ポストモダンの知識は、権威の手
にある単なるツールではない。 差異に対する人々の感受性を高め、無能なものに対する
耐性を促進する。 ポストモダニスト的視点：普遍的な真実の宣言における合理主義の一
元論、しかし少数の反体制派の抑圧を宣言したもの、事務の性質の規定における形而上
学的二分法、しかし世界の独特の知識を提供する 階層的、人間的な自然法制社会の変容
のための因果律の権限の使用は、宇宙の偶発的存在と個人の自由の前提を曖昧にし、人
を擁護する主観的哲学はすべてのものの規模と自然の目的ですが、 言語、文化、その他
の無視と致命的な抱擁の制限。 したがって、宗教的廃止の神話の合理的な使用で、モダ
ニズムの脱構築への多元的アプローチの中心に、非合理的な、反基礎を使用する必要が、
また、魅力の合理性の新しい神話になる必要があります。
伝統的な「形而上学的存在」は、（metaphysics of presence） それは、バイナリロ
ジック、真実/偽、スピーチ/ライティング、ファクト/バリュー、スピリチュアル/フィ
ジカル、必然的/偶然的、明確/比喩的、リアル/架空、観察/ 客観的/主観的な2進対立は、
常に前者が後者を支配する。 脱構築（Deconstruction） まず第一に、このような「ロ
マンセントリズム」”（logocentralism） 一方、破壊の支配のレベルは、いかなる新し
いランクの出現にも反対している。
この記事は、これに基づいて、障害と病気の解体、障害、および二分法におけるメタ
ファーの高齢化に基づいています。 さらに、権利運動のフェミニスト運動への動きとし
て、この脱構築はポストモダンフェミニズムの脱構築過程から学ぶ必要もある。
焼き男、優しい女;男性は迫害され、女性は被害者であり、挑戦する男性は喜んで、
平和を愛する女性;自己中心的である男、女の人は敵である、女性は友人である：主に現
代のフェミニスト思想の前にした後、この形而上学的な「毒」の二分法は......プロセ
スに着目した結果指向の男性と女性が、実際にはにつながる、女性の喜びは、身体のあ
らゆる側面に反映され、人間の喜びは、性器に限定、気に人々のネットワークです男性
に対する曖昧な態度、幻想の依存と調和の批評家、ポストモダンフェミニストの批判。
また、日/月、昼/夜、悲観的/楽観的、ポジティブ/ネガティブ、隠喩とウェン・ミング
/自然の二分法のオス/メス2項対立などに、我々は「論理的な拡張で、デリダのような解

体に来る必要があります"野党と抑圧の論理の代わりに（補足の論理）。男性資質やステ
ータスは「与えられた」、女性の「存在」は逆に、土台の存在ではないではないが、ダ
ウン症の女性の「不在は」男「プレゼンス」と「トレース」と基礎となりました。既存
の性別階層は法制度を破壊ではなく、別のレベルに置き換えますが、形而上学の反対を
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奪う必要があります後は、常に、平等「ゲーム」の胚新しいルールを解体。 男性の曖昧
な態度、幻想の依存と調和の批判、ポストモダンフェミニストの批判。 そして、太陽/
月、昼/夜、楽観的/悲観的、肯定的/否定的、文明的/自然的な二分法の比喩と男性/女性
の二者択一の場合、デリダの脱構築である必要があり、 "野党と抑圧の論理の代わりに
（補足の論理）。 男性の特性とステータスは "与えられていない"とその "存在"は、女
性の存在の基礎ではない、反対に、女性は "存在しない"証言は男性の "存在"と "痕跡"
と基礎になった。 既存の法制度では性別レベルを覆す必要があるが、別のレベルではな
く、形而上学的な反対を解決し、平等な「ゲーム」の新しいルールを解体するためには、
このことを鑑みると、一方では、「暗い世界」、「沈黙の世界」など、過度に解釈さ
れるレトリックとしての障害の隠喩は、私たちの世界をゆったりとし、枯渇させ、想像
力を欠き、見ることができない / "他の"同等の地位と豊かな人間性を感じる。 同時に、
背後にある古くて障害のある病気のメタファーにも、同様の前提があります。 それは、
人間の本質はある種の能力を使用することであり、それ以外の場合は無能、障害、劣等、
法的能力、責任は限られていると信じている。 ポストモダンの批判は、同質の基準のア
イデンティティーを置き換える多元主義の「異なる能力」を持って、人々の多様性を強
調してこの反対を解体することです。

2. 障害の社会的モデルが、老人と病人に対する恐れと差別を構築している
かどうか

無秩序な社会モデルの場合、多くの場合、障害は治療可能な病気ではなく、先天性障
害または難聴、失明、身体障害などの治癒を必要としないため、障害は病気ではない。
障害および疾患は、ヒトの「正常」状態であるか、「異常」でない状態である。 しかし、
人々は「障害」という言葉の隠喩を拒否し、それを障害や病気と区別しています。価格
は、病気がより恐ろしく望ましくないようであることを認めることです。 身体障害者は
全員と同じですが、患者と同じではありません。 患者はすべてと同じではない他の人に
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なります。 これは、障害者の権利に関する国際規約と人権制度全体として認められてい
る人々の平等な尊厳を損なうものであり、障害運動のための運動における「複数の能力」
または「異なる能力」に関する談話を弱めるだろう。

2.1多様な能力：障害後の障害？
中国の障害者法（2008年）では、身体的、生理学的、人的構造、組織、機能の喪失
または異常が完全にまたは部分的に失われ、特定の活動に従事する人物として障害者を
定

義

し

て

い

る

（A disabled person refers to one who has abnormalities of loss of a certain or
gan or function, psychologically or physiologically, or in anatomical structure
and has lost wholly or in part the ability to perform an activity in the way c
onsidered normal）。 条約の第1条では、障害者の権利に関する国際条約の定義とは異
なり、身体的、精神的、知的的または感覚的な長期的な傷害を有する者が様々な障害と
相互作用し、 社会への完全かつ効果的な参加に基づいて、他者の平等を保つこと。 条
約による障害および障害の定義は、身体的、精神的、知的的および感覚的な個人の「傷
害」を強調するだけでなく、外部の障壁との「相互作用」を強調し、障害は環境および
7

態度の障壁、傷害および障害 行動の結果は障害です。

条約の障害を定義する新しい概念の背後には、「正常」の反映があります。 西洋の
概念では、正常な男性は健康で、独立して合理的であるとみなされます。 多くの政治的、
哲学的、医学的な理論がこの前提で構築されている。 ノーマルはサウンドとして定義さ
れていますが、これはおそらく神話です。 "正常"は文化的かつ歴史的概念であり、異な
る個人のために、身体 "正常"も異なる。 「標準、普通、普通」という言葉は、1840年
に初めて登場し、「ノルム」（ノルム）「ノルム」（正常/正常）および他の言葉として
現れたことを意味します。 19世紀の統計の誕生は、「正常」という概念の出現に寄与し
た。 この概念が出現する前に、人々は正常な状態ではなく完全な状態を追求しています。
例えば、古代ギリシア時代のプラトンの「形」（形）概念は、人々の人生の追求を描写
しており、理想的な状態に合致することはできません。
中国政府は、1980年代に「中国障害者連盟」を「障害者」を置き換える機会として設
立したため、医療モデルを取り替える社会モデルの混乱の最中に、「障害」という言葉
は、医療モデルを障害に置き換える過程において、 障害者の尊厳の大きな進歩を認識し
てください。 特に、2008年に中国は「障害者保護法」を改正したが、「障害者権利条約」
の「障害」の定義に直接言及していないが、「障害に基づく差別禁止」の概念が初めて
法に導入された。 「障壁のない環境」の章、そしてその後の「バリアフリー環境構築規
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制」（2012年）の開発における行政規則だけでなく、「障害」と「障害」の進化を反映
しています。
そして、障害を持つ多くの人々が身体機能障害（病気）状態を取り除くことを熱望し
ていることを考慮に入れてください。 中国政府は、常に「リハビリ」を障害者の原因の
焦点とみなしてきた。 障害のある多くの人々は、政府の「リハビリ」サービスに認識さ
れているか、または依存しています。 これらの概念と政策は、実際には「障害」という
用語の複雑さを増しています。 例えば、一部の市民擁護機関では、「障害と呼ばれる中
国では、障害と呼ばれるいくつかの西洋諸国では、障害と障害の間に本質的な違いはあ
りません。 中国の文脈と中国の障害政策の支持プロセスに戻って、「障害」を「障害」
に置き換えることを支持することは、障害者の権利に関する国際条約の概念を明確にし、
一見不一致の紛争の合意を集めるのに役立つ。
しかし、人々が19世紀に慣れている場合、この近代的な科学技術、医学、障害の代わ
りに障害に論理的に "線形進歩"論理の法的次元、そして障害を置き換える障害は、病気
と障害のリスクの構築です ザ たとえば、ソーシャルワーカーは次のように考える：
19世紀から20世紀にかけて、科学と医学の進歩により、人々は徐々に「身体障
害」が生物学的および医学的な理由から身体の機能および構造の損傷が生じる
ことに気づいた。 このビューは "医療モデル"の観点と呼ばれ、これに基づい
て "リハビリテーション"理論が生まれました。 「身体障害」である医療モデ
ルは、投薬や手術によって回復することができます。 しかし、実際には、医学
的モデル談話の「リハビリ」は、身体的、精神的に障害のある人にとってはた
やすいことであり、身体的および精神的障害を持つ人にとってはおそらく「リ
ハビリ」という言葉が適切です。 もちろん、「病気」、「患者」、その他身体
的、精神的な障害に使われている言葉も非常に間違っています。 "障害物"とい
う言葉はほぼ中立的であり、機能的またはその他の制限から生じる可能性のあ
る人間と環境の相互作用に対する障壁を強調し、 "障害者"だけでなく、 「参
加」と「支援」の2つの側面を強調する。
従って、障害は病気ではない。 障害は、個人と社会環境との相互作用の結果であ
り、病気は個人的である。 そして、スーザン・ソンタグは、「病気の隠喩」において、
未来的な隠喩の中で生きている病気の王国に住むことはほとんど不可能であり、隠喩
の対象ではないと警告しました。 これらの病気（結核、癌、エイズを例として）の隠
喩を明らかにして、道徳的な関連性を排除したり、人々が合理的かつ堂々たる生活に
戻ることができる悪質な性格を持つことを示唆しています。 それでも、障害（または
傷害）は、現在「障害」の概念では「あまり」または「放棄」されています。 病気そ
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のものは、個人に属する醜い、嫌な物理的および精神的な問題です。
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外部の障害を排除するだけではありません。 あなたが物理的な機能の損傷につい
て話していなければ、障壁はあいまいな概念になり、定義することはできません。 さ
らに、身体機能の損傷の定義自体は社会的であり、生物医学的基準は社会的および文
化的要因の影響を受ける。 この記事のポストモダンな視点では、「障害」と「病気
（傷害）」バイナリ断片化の解体は、障害者グループの障害を含む人々の多様性、教
義の能力、 人々を定義するための本質主義。
多次元能力の観点からは、能力そのものが流れており、誰もがそれぞれ異なる質と
能力を持っています。 誰もがサポートを受ける時間があります。 私たちが病気にな
ったら、医師の支援が必要な場合があります。契約を締結するときは、法律家のサポ
ートが必要な場合があります。 社会の人々は相互に支持的な関係にあり、「全能」な
人間はいません。 能力は静的ではなく、年齢の増加とともに、サポートの必要性は異
なります。 視覚障害を取り除くための電灯やメガネの発明、昇降の障害を取り除く
人々のために発明されたエレベータなど、個人の能力の拡張の社会発展を実際に楽し
んでいます。

2.2人生経験： "古い障害者"は何を意味するのでしょうか？
「病気」（傷害）の放棄とは対照的に、障害は老化しておらず、人々は障壁のない
現在の環境と関連する社会保険政策の費用対効果分析を説明するために、 経済的合理
的な期待に沿って。 誰もが障害の可能性についての自分の経験の想像力に自信を持っ
て喜んでいるわけではありませんが、誰もが年老いた後で自分の人生経験を考慮する
必要がありました。
以前に報告されたように、統計は「通常の」測定可能な基準を触媒するだけでなく、
今日の障害政策の策定において重要な役割を果たしています。 統計的研究の場合、高
齢化や障害に関する経験的データはしばしば特に説得力があります。 例えば、台湾の
データは1992年から2015年にかけて障害者人口は6.8％から13.2％に増加したが、全人
口の高齢者は1.1％から5.0％へと増加した。 より単純な数字は、2001年に高齢者の割
合が35％を占め、2015年には39％であることである。 2016年には、すべての高齢障害
者の半数が身体障害を負いました。 これは、「高齢者福祉法」、「精神保健法」、
「権利と利益の保護法」、「介護サービス法」、「国民健康保険法」などの法律 高齢
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劉Huawen： "障害者の権利と利益の中国の基本的な特性"、 "障害者" 2017年第2期。
例えば、これらのブログ記事は、 ""無効になっているか無効になっていますか？ " - 両親へ
の手紙、
http://blog.sina.com.cn/s/blog_72c88fcb0102x44u.html。《残障人就一定比残疾人好听吗？》，
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a0bc6a30102em7w.html。
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彼Naizhu、李Shuyun： "障害"から "障害"：障害者の社会的な仕事への訴えの進化 "
スーザン・ソンタグ：「病気のメタファー」、チェン・ウィー翻訳、上海翻訳プレス2003年、5頁。
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者の注意障害。
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2015年までの台湾の人口・人身障害：年齢別Source脚注

研究者は、その後、世界的な高齢化の傾向がますます荒れている、高齢者の人がま
すます増えていることは疑いのない事実であり、医療レベル、リハビリテーション技
術、公衆衛生知識、 重度の身体障害を持つ人々の多くが老齢になる可能性があります。
暗い現実の "記述"の高齢者識別のアイデンティティに関する中国本土の別の例：
障害の症状は、障害のある高齢者の老齢に重大な影響を及ぼし、障害のある高
齢者の毎日のセルフケア能力を低下させ、障害のある高齢者の日常的なコミュ
ニケーションとコミュニケーションを妨げている...彼ら自身を「障害者 "の存
9

Zhang Henghao、Su Fengshan： "Disability Rights and Their Misuse"には、Zhang Wanhong（編

集者）、「社会科学史学出版社2016」205-214頁の「Disability Rights Research（Volume III、Issue
1）」が含まれていた。 GeのZhongming、李Jinxiu： "障害の予防と組織体制の構築の異なる見通し"、
"中国のミャオ族社会のような社会的、文化的要因については、"障害 "存在しない概念が存在しない
存在しない、 "No.3、2011。
10

Zhang Wanhong、Gao Wei（編集者）：「障害法チュートリアル」第1章、社会科学文献刊行館を出版

する。
11

XUE Cheng-tai：2017年6月22日、天津で開催された「第二次横断人権セミナー」に掲載された「障

壁給付から障壁権へ：台湾の高齢化への挑戦」

在。 したがって、高齢者のための「障害」属性が認識され、受け入れられ、
徐々にその不可欠の属性になります。 例えば、「最初の右の耳は少しの声を聞
くことができます... ...後で完全に聞くことはできません。一定の期間が過ぎ
ると、それは人生の聴覚障害者に完全に適応しています」、そして障害が大き
な問題であると感じることはありません。
高齢化につながる障害の可能性が高いことは事実であり、障害者の高齢者はますま
す高まっているが、「古いもの」と「1つ」を重視することは、2つの異なるタイプの
生活様の経験と混同され、 障害の分野を再導入する。 障害は老化していない、理由
は次のとおりです。まず、赤ちゃんから高齢者への多様な年齢分布の障害は、多くの
異なる人生経験があります。 第二に、障害カテゴリは多様であり、その発生、進化は、
10

必ずしも高齢化と関連するものではない。

同時に、この「高齢化」の社会は依然として根深い決定能力である。 人々は肉体
的精神的スキルが低下し、人々の自信とまともな生活に深刻な影響を与える「老齢」
の人々を見る。 映画「Still Alice」は、（Still Alice） 台湾の長文は「見守って
いた」と米国のドラマ「インターングレイ」は、（Grey's Anatomy） （雌、母）老年
性認知症では、鮮明な例があります。 この「老化」の社会は、「女の子の顔」「凍っ
た年の美しさ」のエンターテイメントの狂気や狭い経験とビジョンの時代の背後にあ
る老人を嘲笑した知的エリートなど、私たちの期待には寛容であってはなりません。
だから、 "もう一つの"恐怖としての "老人"があります。
しかし、この恐れは、障害の問題を正当化するための所定の手段であってはならな
い - 老化によってもたらされる「結果」の種類を避けるために、我々は今それを準備
すべきである。この並置の障害と老化は、無限の多様性と平等な尊厳を完全に示すた
めに解体されるべきである。

3. 美学と正義の融合のポストモダン次元：障害の物語から人間の多様性へ

老人、病人、および障害者（中国の文脈でよく使われる）についての老人の比喩的、
類推、および関連は、生き方または生き方である。 理解、倫理、感情的ショックに至る
この種のアクセントを反映するために、審美と正義を組み合わせたポストモダンな法学
12

羅yaは： "中国の障害者のための老齢安全保障システムの構築のための障害の社会的パターンとその
意味"、安徽農業大学雑誌（社会科学編）、第1号、2016。
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八尾元、陳昫： "障害のある高齢者の識別問題"、 "人口調査" 2011年第六期。

アメリカ医学研究所（The Institute of Medicine） 提案された「増加と障害のプロセスモデル」”
（enabling-disabling process model），https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK233576/ザ このモ
デルは、外部の文化心理学のダイナミックな過程と、身体的環境と身体的傷害との相互作用を指摘して
いる

の重要な次元を探求する必要がある。
これは簡単ではありません。 この法律は、世界の複雑な現象を単純化する方法でイ
ベントを扱います。この単純化のために、法律が人類、生命、世界を正しく理解できる
かどうかを批判しています。 法律はあなたが見たいものだけを見て、法律は「あなたは
誰ですか？私はあなたをどう扱うことができますか？ さらに、合法性、客観性、中立性、
社会科学の支持について、法律や主流の談話、主流の談話によって宣言または試行され
た判断は、あまり合理的でないか陳腐なメタファーと混在する可能性がある。 そこで人
間（人文、文化）の次元を紹介し、美のインスピレーション（比喩）を追求する。 美学
は私たちに法律を反映するのに役立ちますが、法律だけでは議論の社会的秩序と価値の
一部を解決することはできません。
意味のある形としての米国は、溢れ出る瞬間を引き起こし、私たちはオブジェクト
と視界の足かせの既存の認識を越えて行きましょう。 認知的、道徳的な判断と比べて、
美しさはより自由です。 障害のメタファーのこれらの異なる解釈に直面して、我々は新
規であり、驚いている、あるいは圧倒されている。 したがって、両方のビジョンを飛び
越える可能性がありますが、視野の中のオリジナルや練習の可能性にも対応できます。
リオタールやその批評家のようなポストモダニストは、審美的なものは人体のように
「超越的な」直感に基づいていると主張する傾向があるが、 感情を変えるのが難しいの
に慣れていて、その指示のために、私たちは屈服する以外に選択肢がありません。 しか
し、ポストモダンの法理論は審美的関心の復帰についてコメントされている。 少なくと
も「美学」（美学のみ）では美学には公平な属性が含まれていることが要求され、人々
は意識的に道徳法の尊厳、高貴さ、尊厳を感じています。 審美的な喜びは魅力的で、
「良い」と暗示されていることも微妙な力を持っています。 「美学そのものは、人格の
誠実さと調和を回復させることを目的とした、解放のプロセスです。」「未来への美的
11

観点、より良い世界と仕事のために、社会の変化を促進することができます。

損傷相互作用の動的プロセ
ス: A person with a given level of impairment or functional limitation (i.e., potential disa
bility) will experience greater disability (more displacement of the mat) in a less supporti
ve environment than he or she would experience in a more supportive environment. The amount
of disability is proportional to the amount of displacement in the mat that represents the e
nvironment. The environment is represented as having two general categories: the socialpsychological and the physical. それにもかかわらず、 "機能" （function） “能力” ”
（ability） 審査の基準は、依然として「普通の」能力主義に基づいている。
15

女性にとっては、高齢化に基づく差別はより深刻です。 李小丁を参照してください： "女の子の顔
が蔓延する時代、中国の女性なぜ古い"勇気 "を成長させる？ "
https://moment.douban.com/post/142773/。
16

小Mu： "あなたの母親はあなたが結婚するように促しhttp://www.sohu.com/a/153123993_383724 こ
の記事は、社会構造、親、経済的資源、解釈するために女性の個人的な成長の機会から、より "合理的
"になる10万人以上の読書ボリュームがあるWeChat公開 "象の協会" 6月29日、2017年に公開 老人 "強

モダニティの美学 - 法学、政治理論、科学、音楽のいずれでも - 順序と一貫性にこ
だわっています。 ポストモダンの多元主義の美学は、新しい時代の美的精神に沿ったも
のであり、法の一貫性、秩序、支配の3つは断じて拒絶されている。 美しさはさまざま
なコミュニティの合体であり、小さな外乱の1つは予測不可能な結果につながります。
これらの結果はとても新鮮で、驚きのためだけでなく、どこで止まるのかもわからない
ほどの価値があります。 ウンガーとサントスは、革新的で、揺れ動いているが、創造的
で精神的な、最先端に住むユートピアンを描いてきました。
したがって、障害者の権利に関する条約から世界人権宣言まで、障害の物語は、人間
の多様性と平等な尊厳を再確認するために、より多くの隠喩とその限られた解釈に開放
されるべきである。 障害者の身体的、精神的経験を深く理解し、既存の狭い想像力や偏
見を排除するために、固有の尊厳、抽象的な概念の平等な権利から深く理解するのを助
ける。 アイデンティティ、平等な扱い、社会正義問題の幅広い範囲：
文化的問題の妨害は社会正義の問題であり、少数民族は健全に集まり、自分の歴史
を見て、集団的対立は公正ではない。 障害者自身が同時に複数のアイデンティティを
持ち、複数の抑圧を経験することもありますが、異なるアイデンティティ間の相互作
用によって、障害のある女性、聴覚障害のある原住民、視覚障害の仲間など、彼らの
ニーズは容易に見過ごされます。 近年では、障害者のジェンダーの問題を除けば、年
齢、階級、民族はあまり議論されていないようです。 しかし、障害者の複数のアイデ
ンティティは、他の社会運動グループ間のつながりを通じて、権利と利益のための

闘いにおける異なるコミュニティ間のパートナーシップを形成する可能性がある
ことを認識しなければならない。

制結婚"現象。 ネットワーク上の他の記事、それは片側の皮肉か "怒っている"。
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したがって、障壁文化はまた、クラス、民族、性別、性的指向、宗教などの社
会的正義の問題を理解し、終わりには理解しやすいイニシアチブへの障壁 どの障
害物に障害物の身元を奪う権利があるべきか。

最も包括的な反差別同盟を確立するために、障害者権利運動からより広範な肯定的な
社会運動へ、そして人間の能力と状況に関する「その他」のメタファーの脱構築。 障害
は人間の多様性の次元であるダイナミックスタンダードです。 そしてその人自身が美的
次元です。 個性の独立した発達を追求する最も多様なグループ（高齢者、患者を含む）
とともに、個人の自由の追求と社会生活への平等な参加が結びつくべきである。 さらに、
社会が現代の単一線の進化的座標におけるシステムと概念の多様性を「融合」し、尊重
することができなければ、障害者は他のすべてと同様に、 、ナラティブ、狭い障壁や利
益団体の限界を超える「騒音」は、偏見や差別の原因を取り除く。 これは、人権運動と
しての障害者運動の最新の成果であり、ポストモダンな批判における美学と正義の組み
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合わせからの深遠なインスピレーションです。
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