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第５５回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会 

 アレクシス・ド・トクヴィル著 

『アメリカのデモクラシー』（第二巻上・下 松本礼二訳 岩波文庫） 

                          ２０１５年 1月２４日 報告：工藤敬吉 

 

 トクヴィルの『アメリカのデモクラシー』第二巻は、第一巻から５年後の１８４０年に刊行され

た。第二巻には、第一巻で見られた旅行記のダイナミックな面白さはない。その代り、トクヴィル

自身が「問題をより詳細に検討し、５年にわたって新たな省察を加えた」（下巻・p243）と述べてい

るように、内容はより普遍的かつ内省的なものになっていると思う。 

 「序言」によれば第二巻の主題は、アメリカの社会状態が生ぜしめたヨーロッパの古い貴族社会

に見られぬ一群の感情と思想であり、市民社会の様相の変化である。考察の対象は、宗教、哲学、

習俗、文学、造形芸術、詩、演劇、言語、歴史叙述、家族、軍事など広範囲に及んでいる。それら

は自らも生きた巨大な転換期の時代精神を描いたものである。また、アメリカを描きながら、実は

フランスを中心とするヨーロッパの考察が重きをなしている側面もある。読者はそこに比較文化論、

宗教社会学、大衆社会論などの先駆的業績を読み取ることができよう。 

 それらを網羅的に紹介することは、報告が長大になりすぎた第一巻の過ちを繰り返すことになる

ので、勝手ながら、報告者の関心のあるところをピックアップすることとした。章立ても省略した。 

 

〔考察の対象と方法〕 

 横軸で見ると主に次の三か国だが、ヨーロッパの諸国を含む場合がある。 

 ・アメリカ＝デモクラシーの国家 

 ・フランス＝アンシャン・レジームを含む貴族制、および大革命以降の激動期に揺れる国家 

 ・イギリス＝貴族制が色濃く残る国家 

 縦軸で見ると貴族制（アリストクラシー）と民主制（デモクラシー）の二分法で比較する。 

 大雑把に比較すると表のような特徴がある。 

 貴 族 制 民 主 制 

国 家 フランス・イギリス アメリカ 

構 造 君主制・階級制 共和制・平等・自由 

社 会 固定・世襲・明確な身分 移動・落ち着かない・似た者・孤立 

財 産 貴族は莫大・貧乏人は極貧 小規模 

産 業 フランスは農業 商業・工業・農業 

文 化 華麗・繊細 物質的享楽・金儲け 

気 質 傲慢・義務感 謹厳実直・無分別・虚栄心 

〔凡例〕強調したい部分は太字、あちこちに出てくる警句・箴言（aphorism）は斜体で示した。 

     

〇哲学 

 「文明世界で、合衆国ほど人が哲学に関心をもたぬ国はない」にもかかわらず、「彼らはすべてに 

共通のある哲学の方法を有する」。「体系の精神、習慣のくびきから脱し、家の教えや階級の意見／
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国民の偏見にもとらわれない。伝統は一つの情報に過ぎぬとみなし、今ある事実は他のよりよいや

り方を取るための役に立つ研究材料としか考えない。自らの手で、自分自身の中にのみ事物の理由

を求め、手段に拘泥せずに結果に向かい、形式を超えて根底に迫る。これらがアメリカ人の哲学の

方法と呼ぶものの主要な特徴である。／精神を働かす多くの場合、アメリカ人はみな自分一個の理

性の働きにしか訴えない」。「アメリカはだからデカルトの教えを人が学ぶこと最も少なく、これに

従うことは最も多い国の一つである」。「アメリカ人がデカルトの作品を全然読まないのは、社会状

態が彼らを思弁的研究から遠ざけるからであり、その教えに従うのは、同じ社会状態が、これを採

用する方向に自然に彼らの精神を向かわせるからである」。（上・p17～18）。「彼らは実生活で出会

う小さな困難をことごとく人の援けを借りずに解決しているので／世界のすべては説明可能であり、

知性の限界を超えるものは何もないと結論することになる。こうして、彼らはとかく自分の理解し

得ないものの存在を否定してしまう」（p19）。「このような精神傾向はやがて形式の無視に導き、彼

らはこれ（形式）を自分と真理とを隔てる無益で不便な被膜とみなすようになる。アメリカ人はだ

から彼らの哲学の方法を書物に求める必要がなかった。自分自身の中に発見したのである」（p20）。 

   個人の理性を重視する哲学はヨーロッパでは１６世紀に生まれたが、「この方法は人々が平等にな

り始め、類似しだした時代に見出された。１８世紀の哲学の方法はだから単にフランス的なもので

はなく、民主的なものである。／フランス人はその古き信仰を変え、古き習俗を改めることによっ

て、世界を覆したのではない。それは彼らがはじめて、一切の古き事物を攻撃し、あらゆる新しき

ものへの道を開くのに役立つ方法を広め、明確に打ち出したからである」（p22）。そして印象的な一

文がある。「アメリカ人は民主的な社会状態と憲法を有するが、民主革命を経験したことがない」

（p24）。１８世紀のヨーロッパの哲学でトクヴィルが念頭に置いているのは、フランス革命に大き

な影響を与えたモンテスキューやルソーなどの啓蒙主義哲学であることは間違いあるまい。 

 

〇宗教 

   宗教および信仰については本書のいたるところで言及されているので、どこを切り取ればいいか

迷ってしまう。「イギリス系アメリカの諸社会を生んだのは宗教である。この点は片時も忘れてはな

らない。合衆国では、だから宗教はすべての国民的習慣と一体化し、祖国に触れて生まれるあらゆ

る感情と渾然一体となっている。このことが宗教に格別の力を与えているのである」（p22）。「合衆

国ほどキリスト教が儀礼や勤行、聖像で飾られていない国、それでいて、キリスト教がこれほど真

摯にして単純で普遍的な観念を人間精神に提示している国を、私は他に見たことがない」（p56）。「啓

蒙と平等の／世紀には、他のどんな時代にもまして宗教は慎重にそれに固有の限界を守り、決して

その外に出ようとしてはならないということを示唆する」（p49）。「宗教は外形的な勤めの負担を減

らさなければならぬ／宗教の外的形式を律する任にあたるものは人間の知性のこの自然の本能を肝

に銘じ、これに対して無用の戦いを挑まぬことである」（p52～53）。「（安楽への愛という）この根

本的な情熱を破壊しようと企てるような宗教は、最後にはこの情熱によって滅ぼされると考えてよ

い。宗教が人を現世の幸福を考えることから完全に引き離し、ただ来世における幸福を思うことの

みに専念させようと願ったりすれば、結局のところ、人間の魂はかえって宗教の手から逃れ、遠く

宗教から離れて、ひたすら現在の物質的享楽に身を任せることになるであろうと予測できる」（P54

～55）。「宗教は致富への関心から人を引き離すのに決して成功しないだろう。だが公正な手段によ



~ 3 ~ 
 

ってのみ富を築くよう説くことはまだできる」（p55）。これらの記述からトクヴィルの宗教理解が、

キリスト教でいう“世俗主義”（セキュラリズム）であることに改めて驚かされる。一方トクヴィル

は「汎神論」への警鐘を鳴らす。「宇宙を説明しようとして哲学が依拠するさまざまな体系の中で、

汎神論は私には民主的世紀において人間精神を誘惑するのにもっとも適したものの一つであるよう

に思われる。人間の真の偉大さになお心を奪われているすべての人々が力を合わせて戦うべきは、

汎神論である」（p63）。また、「ある国民の宗教が破壊されると、国民のもっとも知的な部分が懐疑

にとりつかれ、その他の部分も懐疑のために心が半分麻痺してしまう。／人間の運命が提示するも

っとも重要な諸問題を自分の力だけで解くことができないと絶望し、無気力にもそうしたことがら

を考えなくなる。このような状態は間違いなく魂を柔弱にする。意志の活力を弛緩させ、市民に隷

従を受け容れる用意をさせる」（p46）というくだりは、ナチス時代のドイツやスターリン時代のソ

連を連想させた。 

   イスラム教については、「ムハンマドは宗教的教義のみならず、政治の格率、民事刑事の法律、科

学の理論まで天降らせてコーランの中に書きとどめた。ところが、福音書は人間と神との、また人

間相互の一般的諸関係しか語っていない。その範囲を超えるところでは、福音書は何も教示せず、

何を信ぜよとも命じない。二つの宗教のうち前者は啓蒙とデモクラシーの時代に長く支配的な力を

揮えないのに対して、後者は他のあらゆる世紀と変わらず栄えるに違いない」（p49～50）と述べて

いる。これは明らかにイスラム教に対するキリスト教の優位を唱える言説あるが、果たして現代に

も通用するであろうか。 

 

  〇学問 

   「今日の文明諸国の人民の中で、合衆国ほど高度な学問が発展せず、偉大な芸術家、すぐれた詩

人、著名な作家を輩出することの少ない国はあまりない」（p68）。「（アメリカ人の）起源はまった

く清教徒（ピューリタン）的であり、習慣は商売一辺倒、住んでいる土地そのものが学問、文学、

芸術の研究から彼らの関心をそらせている」（p71）。そのような「大衆が精神労働に関心をもちだ

した時から、なんらかの精神労働における卓越は栄光と権力、また財産を得る一つの大きな手段で

あることが明らかになる。平等が生ぜしめる落ち着かぬ野心は他のあらゆる方面と同じくこの方面

にもすぐに向かう。学問、文学、芸術を学ぶ人の数は膨大になる。知的世界の活動は驚くべき活況

を呈し、誰もがそこで成功への道を開こうとし、公衆の注目をひこうと努める」（p75～76）。「民主

的国民にあって学問に携わる人々は空想に陥ることをいつも恐れる。彼らは体系を疑い、事実に密

着して自分の目でこれを研究しようとする。／学問的伝統は彼らの上にはほとんど力をもたない。

／このとき学問はより自由でより着実な足取りで進むが、高踏的ではなくなる」（p77～78）。 

   こうした提示の後、トクヴィルは学問をその精神によって三つの部門に分ける。 

   第一、もっとも理論的な諸原理、もっとも抽象的な諸観念を内容とし、応用の余地がない。 

   第二、純粋理論と結びついているが、直接・簡単に実用につながるような一般的真理から構成。 

   第三、応用と実施の方法の部門。（p78）。 

   その上で、「合衆国には人知の本質的に理論的抽象的な部門の研究に打ち込む人はほとんどいない。

アメリカ人はこの点で、／どんな民主的国民にも見られるであろう傾向を極端に示している」（p78

～79）と指摘する。「民主的諸国にあっては／人々の大部分は／富への最短の道を開く新たな方法や
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労働を短縮する機会、生産コストを削減する道具や快楽を刺激する発見は、すべての人間の頭脳の

最も素晴らしい成果のように見える。／貴族制の世紀に人が学問にとりわけ求めるのは精神の満足

だが、デモクラシーにあっては肉体の満足である」（p84）。「（このような）社会では、人間精神は

知らぬ間に理論を軽視することになる反面、応用、少なくとも、理論の中でも応用する人に不可欠

な部分に向けて、比類ない力で駆り立てられるに違いない。／力学の一般法則の一つとして発見し

たことのないアメリカ人が、航海術では世界の海を一変させた新しい機関を導入した」（P85）。ト

ーマス・エジソンやヘンリー・フォードを思い浮かべたのは報告者だけではなかろう。 

   一方、貴族制の社会では「精神が思考のもっとも高尚な領域に向かって自然に飛翔するのを促し、

真理への崇高でほとんど神聖な愛を抱かせる」（p83）。「（パスカルは）知力の限りを尽くして造物

主の最奥の秘密を明らかに（しようとした。）彼がこうした研究に専心すべく自分の魂をいわば現世

の雑事から切り離し、魂を肉体につなぐ絆をあまりにも早く断ち切ったがために、４０歳を出ずし

て老いさらばえ死んでしまったことを思うとき、私は愕然とし、尋常な原因がこれほどに異常な努

力を生むはずのないことを理解する」（p82）。 

 

  〇芸術 

   「特権の世紀には、通例、ほとんどすべての芸術作業は一つの特権となっており、それぞれの職

業が一個の別世界をなして／結局一つの階級を形成することになり／団体としての世論と誇りが生

まれる。この種の職業団体（ギルド）／の利益は職人一人一人が傑作をつくるところにある。貴族

的世紀には、芸術の目標はだからできる限りよいものをつくることであって、もっとも迅速にとい

うことでも、もっとも廉価にということでもない」（p89～90）。「職人は限られた数の滅多に満足し

ない顧客（パトロン）のためだけに働く。彼がどれだけの収入を期待するかはもっぱら製品の出来

栄え次第である」（p91）。「他方、デモクラシーにあっては／欲望は財産以上に急速に増大するから

／これらの人々は出来の悪いもので我慢することには同意しても、欲しいものを諦めることはけっ

してない。職人も／金を儲けるにはもっと便利なやり方があり、それは万人に安く売ることである

ことを理解する。ところで、商品の価格を引き下げるには二つのやり方しかない。第一はよりよい

生産手段、より迅速でより巧妙な製法を発見することである。第二はほぼ均質だが、品質の悪い物

品をより大量に製造することである。民主的国民にあっては、職人はその知力のすべてをこの二点

に向ける」（p91～92）。「あらゆる階級が混じり合うときには、誰もが現実の自分と違う外見を装う

ことができると思い、立派に見せることに成功しようと精魂を傾ける。／デモクラシーはこの性向

を物質的な対象に向ける。美徳を装う偽善はいつの時代にもあるが、贅を装う虚飾は民主的な世紀

に特有のものである」（p94）。「ラファエロが今日のデッサン画家のように人間の身体の細かい仕組

みについて深く研究したとは思えない。ラファエロはこの点についての厳密性に彼らほど重きをお

いていなかった。というのも、彼は自然を超えるつもりでいたからである。人間を人間以上の何か

に描こうと欲し、美そのものをさらに美しくしようと試みたのである。これに対して、ダヴィッド

とその弟子たちはよい絵描きであると同時にすぐれた解剖学者であった。／彼らはわれわれに人間

の正確な肖像を残したが、ラファエロはその作品において神の姿を垣間見せてくれる」（p96）。 
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  〇文学 

   「おそらく、今日アメリカは文芸への関心がもっとも薄い文明国であるが、にもかかわらず、そ

こにも知的活動に興味を覚え、これを生涯の研究対象としないまでも、余暇の楽しみにする人々が

たくさん存在する。これらの人々に彼らの求める書物の大半を供給しているのはイギリスである」

（p100～101）。「合衆国で文学作品を書こうと思う数少ない人々の多くは根底においてイギリス人

であり、それ以上に形式においてそうである。／合衆国の市民自身、／通例、アメリカの作家がイ

ギリスで評価されるのを待って、その価値を定める。それは絵画の世界で原画の作者に模写の値打

ちを決めてもらうようなものである」（p101）。まるで日本の浮世絵が海外で評価され、初めて美術

品として認められたようなものである。それまでは単なる風俗画でしかなかったのだから。「合衆国

の住民はだから、厳密に言うと、まだ文学をもっていない」（p101）。 

   「文学の盛んな貴族制の国民を一つ想像してみよう。知的な諸活動も、統治の仕事と同様に、そ

こでは一つの支配的階級によって統率されている。文学の世界も政治生活と同じくこの階級、もし

くはそのすぐ傍にいる諸階級にほぼ完全に独占されている」（p102）。「彼らは物質的な配慮を気に

する必要もなく、かつて気にしたこともなく／何世代にわたって精神の諸活動に興味をもつことが

出来たのである。彼らは文学の技法を身につけ、ついにはこれをそれ自体として愛し、誰もがこれ

に従うのを見て、ペダンチックな喜びを味わう。／自然、凝りに凝った趣向を好み、洗練と高雅を

愛するようになる」（p103）。「富の恩恵を受けているうちにしばしば彼らの精神と心はある種の軟

弱性を帯び、そのため、彼らはあまりに鮮烈な印象を与えるものは楽しみの対象から排除してしま

う。／ここに描き出したような人々がつくり出し、また彼らのためにつくられる文学作品を想像し

てみれば、すべてが規則的で初めから計算された文学が容易に思い浮かぶであろう。／そこでは文

体が思想とほとんど同じように重要となり、形式が内容とほとんど同じように重んぜられる。筆致

は洗練され、抑制のきいた格調高いものとなろう」（p104）。しかし、「庶民と別の言葉で語ろうと

するあまり、美しい言葉からかけ離れていることでは民衆の俗語と少しも変わらぬある種の貴族的

隠語を用いるに至る。ここに貴族的な文学に自然に伴う暗礁がある。民衆から完全に離れる貴族制

はすべて無力となる。この点は政治に劣らず、文学においても正しい」（p105）。 

   この図を裏返してデモクラシーの中に入ってみよう。「ここには知的な欲求に飢えた混沌たる群衆

がいる。精神の娯楽のこの新たな愛好者は誰もが同じ教育を受けておらず、知識水準もさまざまで

ある。／この支離滅裂で動揺絶えない大衆の中から作家が生まれるのであり、彼らを儲けさせ、栄

光を与えるのもこの大衆なのである」（p106～107）。「事態がこのようであれば、貴族制の世紀に読

者と著者がともに認めていた厳格な約束事はこのような国民の文学の中には僅かしか見出せないと

思わねばならない」（p106）。「文学書に割ける時間はごく短いので、その時間を最大限有効に利用

しようとする。入手が簡単で早く読め、理解するのに難しい研究のいらない本を彼らは好む。／と

りわけ必要なのは意外なもの、新奇なものである。彼らには、一瞬にして我を忘れさせ、一挙に、

いわば力ずくで本の主題に導くような突然の激情と瞬時の閃きが、真理にせよ誤謬にせよ華々しい

ものが必要なのである」（p107～108）。「全体として、民主的な世紀の文学は、貴族制の時代のよう

には、調和のとれた端正な印象を与えず、学識と技巧をうかがわせるところも少ないであろう。形

式は通例無視され、時には軽蔑される。文体はしばしば突飛にして破格、装飾過剰でしまりに欠け、

ほとんど常に大胆で熱気に溢れているだろう。作家は細部の彫琢よりも早く書き上げることに心が
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ける。大冊よりも小品が多く書かれ、学識より才気、深みより想像力が幅を利かすであろう」（p107）。 

   「文学を好む人民が一つの状態から他の状態に移行する途中には、民主的な国民の文学魂が貴族

的な国民のそれに出会い、両者が一致して人間精神を動かす瞬間が常に到来する。これは過剰な時

代だが、また輝かしい時代でもある。１８世紀のフランス文学はそうであった」（p108）。 

   「デモクラシーは産業階級に文学趣味を行き渡らせるだけでなく、産業の精神を文学の中にもち

こむ。貴族制の諸国にあっては、本を読む人は評価にうるさく、数は少ない。民主制の諸国にあっ

ては、読者を喜ばせるのは難しくないが、読む人の数は途方もなく多い。このため、貴族的な国民

にあっては、作家の成功は非常な努力をもってしなければ期待すべきではなく、そうした努力は多

くの栄誉を与えることはあっても、巨額な金銭をもたらすはずがない。これに対して、民主的諸国

では、作家は手軽にそこそこの評判と巨富を得ることを当てにできる。／デモクラシーの時代には、

公衆はしばしば著者に対して、国王が廷臣に対して通常とるような振る舞いをする。彼らに金を与

えて、これを軽蔑するのである。／民主的な文学の世界は文芸に一つの産業しか見ないこうした著

者たちが溢れており、偉大な作家は数えるほどしかいないのに対して、思いつきを売る人々はごま

んといる」（p110～111）。 

 

  〇詩 

   「詩とは、私の見るところ、理想的なるものの探求であり、その描写である。存在するものの一

部を切り取り、その図にいくつかの想像の線を加え、目には見えないが実在するいくつかの状況を

組み合わせ、そのようにして自然を完成し、拡大する人、これが詩人である」（p128）。 

   「私が検討してみたいのは、民主的な国民の行動と感情、その思想の中に理想を思い描くのに向

いた何らかの適性、それゆえ詩の自然の源と考えるべきものがあるかどうかという疑問である」

（p128～129）。「この点で、貴族制は詩にとって条件がよいと言うことができる。感覚で捉えられ

ず、精神によって見出される超自然的存在が世界に満ち満ちているとき、想像力はのびのびと広が

り、詩人は描くべきさまざまな主題を見出す。ところが、民主的な世紀には、往々にして信仰は法

律と同じように移ろいやすい。このとき懐疑が詩人の想像力を地上に引き戻し、目に見える現実の

世界の中に閉じ込める。／したがって、平等は地上に確立するにつれて、詩のかつての源泉の多く

を涸らす」（p130～131）。「詩人たちは貴族制とともに消えた偉大な対象の代わりに何をおいてよい

か思いつかず、目を生命なき自然に転ずる。英雄も神々見失って、まずは川と山の描写にとりかか

るのである。デモクラシーは長期的には想像力を人間の外にあるすべての対象から引き離し、人間

にのみ縛りつけると私は確信する」（p132）。 

   「アメリカ人に詩人がいないことは容易に認めるが、彼らがまるで詩的観念をもたないとは言わ

ない。／アメリカの人民が描く自画像は、原野を一人で進み、沼を干拓し、河川を整備し、未踏の

地に居住地を開き、自然を征服していく姿である。（反面）、合衆国における人間の生活ほど些末で、

生気に欠け、浅ましい利害に満ちているもの、一言で言って、これほど詩的でないものを思い浮か

べることはできまい。だが、この生活を導く思想の中には、詩に溢れたある一つの発想があり、そ

れが他のすべての考えに生命力を与える隠れた神経を成している」（p133～134）。 

   「全体としての人類の存在、その有為転変と将来に関係するあらゆるものが詩にとって、極めて

豊かな鉱脈となる」（p135）。「民主的な国民の下で詩が伝説を糧に生きると期待してはならない。
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伝承や古い記憶から養分を得ることもなければ、読者も詩人自身も信じていない超自然的な存在を

宇宙にまた住まわせることも考えられない。人がありのままの姿を見ることのできる美徳や悪徳を

人物に託して詩が語ることも期待できない。これらの源泉はすべてなくなる。だが題材として人間

がまだあり、それだけで詩には十分である。人間の運命、時代と国を離れて自然と神の前におかれ

た人間それ自体が、その情念と懐疑、その未曾有の繁栄と理解を絶する貧困とともに、これらの国

民にとって詩の主要な、そしてほとんど唯一の題材となるであろう」（p137～138）。 

 

  〇演劇 

   「貴族的な国民の社会と政治の状態を一変させた革命が文学の世界に及ぶとき、革命が最初に起

こるのは一般に演劇を通してであり、それがいつまでも目立つのも演劇においてである。／演劇作

品は文学においていかなる革命が始まろうとしているかを予め知らせる役に立ち、後にはこれを完

成させるものである。デモクラシーに向かいつつある国民の文学の姿を予め見極めたいのなら、彼

らの演劇を研究することである」（p142）。 

   「それだけでなく、演劇作品は貴族的な国民においてすら、文芸の最も民主的な部分を形成して

いる。／激情においてのみ、上流階級は中流や下層の階級と混じり合い、これらの階級の意見を受

容しないまでも、少なくとも意見の表明を許した。／そこでは平土間の立見席がしばしば桟敷席に

命令したのである」（p142～143）。「書物においては、貴族制の文学規則は少しずつ段階を追って、

いわば合法的に変わっていくであろう。演劇ではそれが大騒動によって覆される」（p143～144）。 

   「貴族が劇場を牛耳っているとき、趣味は洗練され気風は尊大であるだけに／特定の美徳だけが

舞台で再現に値するように思われ、悪徳についてさえそうである」（p145）。一方、「民主的階級が

劇場を支配するときには、題材の選択そのものにおけると同じように、取扱い方にも自由が導入さ

れる。／デモクラシーは一般に文学上の規則や取り決めを曖昧にする帰結をもたらすとすれば、演

劇においてはそれらを完全に廃止し、後には個々の作家と観客の恣意しか残さない」（p145～147）。 

 「ルイ１４世の世紀の戯曲は／言葉の形式になんと大きな価値がおかれ、一字一句についてなん

と瑣末な論難が劇作家に向けられたか／驚くべきことである。／デモクラシーにあっては／舞台の

演技に目を凝らす人々の多くはそこに精神の悦びを求めているのではなく激しい興奮を覚えたいの

である。／だから文体もそれほど必要ではない。舞台の上では、文章上の規則は一層守られないか

らである」（p147～148）。 

 「合衆国ではこの４０年間で観客の数も上演される劇の数も驚くほど増えたとはいえ、住民は依

然としてこの種の娯楽をごく控えめにしか楽しまない。／アメリカ諸共和国の基礎を築いた清教徒

たちは／演劇に対して独特の嫌悪感を表明していた。彼らはこれを憎むべき娯楽とみなし／劇が上

演されることは絶対になかった」（p148～149）。「大きな政治的破局の経験もなければ、恋愛がいつ

でもまっすぐ簡単に結婚につながる国には劇の題材がまるでない。週日は毎日金儲けに精を出し、

日曜日には神に祈るという人々には、芝居の神様に捧げるものはなにもない。／合衆国で演劇に人

気がないことを示すには一つの事実だけで十分である。アメリカ人の法律はすべてにわたって言論

の自由、いやその放縦さえ許しているが、にも関わらず、劇作家は一種の検閲の下におかれている。

劇の上演はタウンの行政官が許可したときにしか行われないのである」（p149）。 
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〇歴史叙述 

 「貴族的な世紀に書く歴史家は通常あらゆる出来事を個人の意志と特定の人物の気質から説明し、 

もっとも重要な革命もとかく細かな偶発事に結びつけようとする。彼らは／偉大な人物に惹きつけ

られ、そこに釘づけになる。／（反面）しばしば最大の原因を見逃す」（p151）。 

 「民主的な世紀に生きる歴史家は人類の運命に対する個人の役割にも、国民の行く末に対する市

民の貢献にもほとんど何の影響も認めない。そして、反対に、／人間精神を一般的理由の探求、す

なわち、一度にたくさんの人々の考えをとらえ、いっせいにこれを同じ方向に向ける力のあった原

因の探求に向かわせる」（p151～152）。 

 「私としては、いついかなる時代にも、この世の出来事のある一部はごく一般的な事実に帰すべ

きであり、他の一部はきわめて個人的な影響に帰すべきだと思う。／民主的社会に起こる出来事を

描写しようとする歴史家が一般的原因に多くの役割を認め、その発見にもっぱら努力を傾けるのは

正しい。だが個人の個別行為を再発見し、跡づけるのが難しいからといって、これを完全に否定す

るのは誤りである」（p153～154）。 

  

〇自由と平等 

 「あらゆる市民が政治に参加し、各人が平等な参政権をもつと想定してみよう。このとき何人も

同胞と異ならず、圧政的に力をふるうことは誰にもできないであろう。人々は誰もがまったく平等

であるがゆえに完全に自由であり、また、まったく自由であるがゆえに誰もが完全に平等であろう。

民主的な諸国民が目指すのはまさにこの理想である。／（しかし）平等が市民社会に確立して、政

治の世界に行き渡らないということ／一言で言えば、生活様式を同じくし、同じ手段で富を追求す

る権利はあるが、誰もが政治に同じ役割を果たしていない、という形がある。（また）政治的自由が

まったくないにもかかわらず、政治社会にある種の平等が確立することさえある。人は一人を除い

て誰もが同胞と平等な存在であり、この一人が区別なしに万人を支配し、万人の中から平等に彼の

権力の代理人を選ぶ」（p168）。 

 「政治的の行き過ぎは静穏を乱し、家産を危うくし、諸個人の生活を乱す／ことに気づかぬほど

視野が狭く、軽率な人間はいない。ところが、注意深く洞察力のある人間でなければ、平等がわれ

われに与える脅威に気づかず、しかも、そうした人たちはこれを指摘することを通常避ける。／極

端な平等から生じる害悪は少しずつしか現れない。そうした害悪は社会の中に徐々に浸透する」

（p171）。 

 「平等は各人にささやかな楽しみの数々を毎日もたらす。平等の魅力はどんな瞬間にも感じ取れ、

誰もが惹きつけられる。もっとも気高い心もこれに無感動ではなく、この上なく卑しい魂はこれを

無上の悦びとする。平等が生む情念はだから精力的にして普遍的である。（しかし）何らかの犠牲を

払って手に入れるのでなければ、人々が政治的自由を享受することはあるまい。そして、これを獲

得するには多くの努力を払わねばならない（p171～172）。政治的自由を失うには、これをもち続け

なければよい。それだけで、自由は消えてゆく（p170）。だが平等がもたらす快楽はひとりでにやっ

てくる」（p172）。「私が平等を非難するのは、それが人々を禁じられた享楽の追求に誘う点ではない。

許された享楽の追求に人を完全に没頭させてしまうことなのである。このようにして、一種実直な

物質主義が世間に根を張るかもしれず、それは人の魂を腐敗させはしないとしても、これを柔弱に
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し、やがては一切の精神のばねを音もなく弛緩させるであろう」（p229）。 

 「民主的国民はいついかなるときにも平等を愛するが、彼らがこれを求める情熱を熱狂にまで亢

進させる特定の時代がある。それが起こるのは、社会の古い階層構造が長く攻撃にさらされた挙句、

最後の内部抗争の果てに倒壊に至った瞬間、かつて市民を互いに隔てていた垣根がついに取り壊さ

れる、そういう時である（フランス大革命を指すのであろう）」（p172）。 

 「私は民主的な国民は自由を生来好むと考えている。本来の性向からすれば、彼らは自由を求め、

自由を愛し、これから隔てられると苦痛なしではいられない。だが彼らは平等を求める熱烈で飽く

ことなき情熱、永続的で克服しがたい情熱を有する。自由の中に平等を求め、それが得られないと、

隷属の中にもそれを求める。貧困も隷従も耐えるであろうが、貴族制には我慢できない」（p173）。 

 

〇個人主義とデモクラシー 

 「個人主義は新しい思想が生んだ最近のことばである。われわれの父祖は利己主義しか知らなか

った。利己主義は自分自身に対する激しい、行き過ぎた愛であり／人は何事も自分本位に考え、何

を措いても自分の利益を優先させる。個人主義は思慮ある静かな感情であるが、（誰もがあらゆる感

情を自分一人にむけ）市民を同胞全体から孤立させ、家族と友人と共に片隅に閉じこもる気にさせ

る。利己主義はあらゆる徳の芽を摘むが、個人主義は初めは公共の徳の源泉を涸らすだけである。

だが、長い間には、他のすべての徳を攻撃、破壊し、結局のところ利己主義に帰着する」（p175～176）。 

 「個人主義は民主的起源のものであり、境遇の平等が進むにつれて大きくなる恐れがある」（p176）。 

 「（貴族的な）世紀には、同胞という一般観念は曖昧で、人類の大義のために身を捧げようとは誰

もあまり考えない。だが特定の人間のためにはしばしば自己を犠牲にする。民主的世紀は逆で、誰

もが個人として人類に負う義務は明白だが、一人の人間に対する献身は稀になる」（p177）。 

 「人間相互のこうした孤立とその結果生ずる利己主義がひときわ目立つのは、貴族制の残骸の上

に民主社会がまさに形成されるその瞬間である。／破壊された階層秩序の最上位にあった市民たち

（旧貴族）はかつての栄光を容易に忘れることができず、長い間、自分を新しい社会の中の異邦人

のように思う。彼らはこの新しい社会の中で自分たちと同等になった人々を抑圧者とみなし、そう

した人々の運命にいささかの共感も示さぬであろう。／誰もがばらばらに自分の中にひきこもって

いるので、自分の利益だけ考えるのもやむを得ないと思う。／デモクラシーは人々が仲間に近づく

気持ちを失わせる。民主革命は仲間から逃げ出す気にさせ、かつての不平等が生ぜしめた憎悪を平

等の中に永続させる。アメリカ人の大きな利点は民主革命に苦しむことなくデモクラシーに到達し

たことであり、平等になるのでなく、平等に生まれたことである」（p180）。 

 「アメリカ人は自由によって平等が生ぜしめる個人主義と闘い、これに打ち克った。アメリカの

立法者は／国民全体を代表する制度を与えるだけでは不十分だと考えた。それに加えて、国土の各

部分に政治の場をつくり、市民が一緒に行動し、相互の依存を日々意識させる機会を限りなく増や

すのがよいと考えたのである。これは知恵のあるやり方であった」（p183）。 

 「合衆国では、誰もが公衆の富を増し、その必要を満たす手段の発明に創意工夫を傾けて飽きる 

ことがない。／合衆国で為政者がしばしば示す悪徳と無力を仔細に検討するにつけ、国民の繁栄の

増大に驚かされるが、驚くのが間違いである。選挙で選ばれた役人がアメリカのデモクラシーを繁

栄させているのではない。役人が選挙で選ばれるから、繁栄しているのである」（p185～186）。 
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〇結社と新聞 

 「アメリカ人は年齢、境遇、考え方の如何を問わず、誰もが絶えず団体をつくる。／新たな事業

の先頭に立つのは、フランスならいつでも政府であり、イギリスならつねに大領主だが、合衆国で

はどんな場合にも間違いなくそこに結社の姿が見出される」（p188～189）。 

 「政府がいたるところで結社に取って代わるとすれば、民主的人民の精神と知性もその商売と産

業に劣らず危険にさらされるであろう」（p192）。「民主的な国民にあって、境遇の平等によって消え

去った有力な個人に代わるべきは結社である」（p194）。「民主的諸国において、結社の学は母なる学

である。他のあらゆる学の進歩はその進歩に依存している」（p195）。 

 「新聞は人間が平等で個人主義が恐るべきものであればあるだけ一層必要になる。新聞は自由の

保障に役立つだけだと考えるとすれば、その重要性を減ずることになるであろう。新聞は文明を支

えるものである。私は民主国において、新聞がしばしば市民を軽率な行動に駆り立てることがある

のを否定しようとは思わない。だが、もし新聞がなければ、共通の好意というものがほとんどなく

なるであろう。それが生み出す害悪はだからそれが矯正する害悪よりははるかに小さい」（p196）。 

 「結社と新聞の間にはだからある必然的関連が存在する。すなわち、新聞は結社をつくり、結社

がまた新聞をつくるのである」（p198）。「境遇が平等になればなるほど、人間個人の力は弱くなり、

人々はますます大衆の流れに身を任せ、大衆が見捨てた意見に単独で固執することはいよいよ難し

くなる。／新聞の力はだから人間の平等が進むにつれて増大するに違いない」（p200～201）。 

 「政治的目的で結社をつくる無制限の自由が日々行使されている国は地上に一つしかない。この

国はまた市民が結社の権利を市民生活の中で持続的に行為することを思い立ち、それによって文明

の提供しうるあらゆる恩恵を手にすることに成功した世界でただ一つの国でもある」（p202）。「長期

にわたってこの種（政治）の結社の一員であれば、どうすれば大勢の人間の間に秩序を維持するこ

とができ、彼らを同じ方向に向けて一致して規則正しく進ませるにはどんなやり方をすればよいか、

そのコツを必ずや発見するであろう。／政治的結社はだからすべての市民が結社の一般理論を学習

しに来る大きな学校と見なすことができる」（p204～205）。 

 「民主的な国において、政治的結社は国家を制御しようとする唯一の有力な私人のようなもので

ある。だからこそ、今日の諸政府はこの種の結社を、かつて中世の国王が大諸侯を見たのと同じ目

で見ている。ある種の本能的恐怖をこれに対して覚え、出会うたびに闘っている」（p207）。 

 「アメリカ人はその地位、精神、年齢を問わず、まさに政治的結社の中で結社についての一般的

な好みを身につけ、その活用に慣れていく。／それゆえ、アメリカ人は一つの危険な自由を享受す

ることによって自由の危険をより小さくすることを学ぶ」（p208）。ただし、トクヴィル自身は無制

限な結社の自由について、第一巻と同様に懐疑的な姿勢を崩していない。 

 

〇利益の正しい理解の説 

 「アメリカの道徳批評家（モラリスト）は／各人が自分の利益を追求できることを否定しない。

ただ誰でも正直であることは得になるという証明に努力する。／（モンテーニュも言っているよう

に）利益の正しい理解の説は新しいものではない。だが、今日のアメリカ人にあっては、それは普

遍的に受け容れられている。大衆のものになり、すべての行為の根底に見出され、あらゆる言説に
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浸透いている。／私は恐れずに言うが、利益の正しい理解の説はあらゆる哲学理論のうちで現代の

人間の必要にとって最も適するものである。私はそこに自己自身の抑制のために現代人に残された

もっとも強力な保障を見出すと言ってはばからない」（p212～214）。 

 「私は、全体としてみて、わが国（フランス）の方がアメリカより利己主義が多いとは思わない。

唯一の違いはあちら（アメリカ）ではそれが啓蒙されており、こちら（フランス）ではまったくそ

うでないといところにある。アメリカ人一人一人は個人の利益の一部を犠牲にして残りを救う術を

知っている。われわれはすべてを保とうとして、しばしばすべてを失う」（p215～216）。 

 「私は宗教的人間の唯一の行動の動機が利益にあるとは信じない。だが利益は宗教でさえ人々を

導くのに用いる主要な手段であると思うし、宗教が大衆をとらえ、広まるのはこの側面によること

を疑わない。／アメリカ人は利益に引かれて宗教に従うだけでなく、宗教に従って得られる利益を

しばしば現世に求める。／アメリカの説教者は絶えず地上に戻り、目をそこから離すことが容易に

できない。／彼らは宗教的信仰がどのように自由と公共の秩序の助けになるかをいつも示す。彼ら

の説教を聞いていると、宗教の主要な目的は来世において永遠の至福を得させるためにあるのか、

それとも現世の幸福か、しばしば分からなくなる」（p219～221）。 

 

〇物質的幸福（享楽） 

 「貴族社会では、金持ちは彼らがおかれている状態と別の状態を経験したことがないから、それ

を変えたらどうなるかを恐れたりしない。別の状態を想像することさえ難しい。物質的幸福はだか

ら彼らにとって生きる目的ではなく、一つの生き方である。／貴族階級の成員は物質的享楽の中に

ありながら、しばしばそうした享楽に対し、傲慢な侮蔑をあらわにし、ついに享楽を断念しなけれ

ばならぬ時が来ると、異様な精神力を発揮する。貴族制を揺り動かし破壊したあらゆる革命は、有

り余る富に慣れた人々がいともたやすく必需品の欠乏に耐えうることを示した。／ところが、諸身

分が混じり合い、特権が破壊されるとき／（貧乏人も金持ちも物質的享楽という）かけがえのない、

しかしあまりにも不確かで逸しやすい楽しみを絶えず追い求め、保持しようとする」（p222～224）。 

 「物質的幸福を求める情熱は本質的に中産階級の情熱である。それはこの階級とともに増大し、

広がる。それはこの階級とともに圧倒的になる。この階級から発して上層身分をとらえ、民衆にま

で下降する。／他方、豪勢この上なく、放埓きわまる貴族階級の中に時に見られる物質的幸福に対

するあの見事なまでの軽蔑を、合衆国の金持ちの間には決して見ることがなかった。（彼らの）大半

は以前は貧乏だった。彼らはずっと窮乏の痛みを肌で感じ、長く逆境と闘ってきた。だから、よう

やく勝利を勝ちえた今も、闘いに付随した情熱が彼らには残っている」（p224～225）。 

 「貴族の身分に属する人たちがひたすら物質的享楽に向かうとき／安楽の追求だけでは十分でな

い。贅を尽くした堕落、まばゆいばかりの腐敗でなければならない。彼らは物質に荘厳な礼拝を捧

げ、必死に耽溺の術を極めんとしているかに見える。／物質的享楽の好みは民主的国民をこれほど

の行き過ぎに至らせることはない。安楽への愛着はそこでも執拗かつ排他的で、普遍的な情熱だが、

しかし抑制されたものである」（p226～227）。 

 「民主社会では、公衆の感覚的欲望は一定の穏やかで静かな歩調をとり、誰もがそれに同調させ

られる。徳においても悪徳においても共通の規準から逸脱することは難しい。／民主的世紀の人々

が物質的享楽に対していだくこの独特の好みは本来秩序に反するものではない。それどころか、こ
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れを満たすにはしばしば秩序が不可欠である。まして規律ある習俗の敵ではない。なぜなら良俗は

公共の静謐に役立ち、産業を盛んにするからである」（p228）。 

 「合衆国の住民のこの世の財に執着すること、まるで死ぬはずがないと確信しているかの如くで

あり、目前に現れる財を瞬時に奪う速さは、あたかもこれを享受する前に死んでしまうのではない

かといつも恐れているように見える。彼は何でも手にとるが、大事に抱きしめたりせず、すぐに放

り出して新たな楽しみを求める。／アメリカ人の行動の落ち着きのなさと気まぐれの源泉は物質的

享楽の好みにあると考えるべきである。／人々が一定の段階に達し、これに完全に満足するという

事態も考えられる。このとき人は落ち着いて冷静に独立を楽しむ。だがどんな平等を築いても、人

間がそれに満足することは決してないだろう。不平等が社会の共通の法であるとき、最大の不平等

も人の目に入らない。すべてがほぼ平準化するとき、最少の不平等に人は傷つく」（p234～237）。 

  

〇唯物論 

 トクヴィルは強固な反唯物論者であるようだ。以下の論はいささか感情的ですらある。「もし、民

主的な国民の意見の中に肉体とともにすべては滅びると信じさせようとするあの有害な理論がいく

らかでも存在するならば、これを表明する人間はこの国民（アメリカ）の生来の敵であると見なす

べきである。唯物論の中には私を不快にさせるものがたくさんある。彼らの教義は私には有害だと

思われ、彼らの傲慢に私は反発を覚える。彼らの体系に人間に役立つものが少しでもあるとすれば、

それは人間に自分自身を謙虚に評価させるという点であろう。だが彼らはそうであることを示さな

い。唯物論者が人間は獣に過ぎないと十分に証明したと思うとき、彼らはまるで神であることを証

明したかのように得意満面である。唯物論はあらゆる国民において人間精神に危険な病だが、民主

的国民にあっては特にこれをおそれなければならない。というのもそれはこうした国民にもっとも

ありふれた心の悪徳と見事に結びつくからである。デモクラシーは物質的享楽の好みを助長する。

この好みが行き過ぎると、やがて人々はすべては物質に過ぎぬという考えに誘われる。そして唯物

論が今度は人々を引きずって気が狂ったように物質的享楽を求めさせることになる」（p248～249）。 

「私は、宗教の解釈者が政治に関わるとき信仰がほとんど不可避的に直面する危険を深く憂慮し、

同時に、新しいデモクラシーの中にあらゆる代価を払ってキリスト教を維持すべき必要を確信する

ものである。／私が信ずるところ、霊魂の不滅の教義を尊重させるために政治家がとりうる唯一の

手段は、彼ら自身これを信じているように毎日振舞うことである」（p252）。ここの終わりは、マキ

アヴェッリそのものである。 

 

〇職業と産業貴族制 

 「平等は労働の観念を名誉回復するだけでなく、儲けになる労働を評価する。／他方で、労働が

すべて、あるいは部分的に給料を意識して為されること／は明らかである。給与を受け取るからと

いってみじめだとは感じない。合衆国大統領もまた給与のために働いているからである」（p260～

262）。 

 「（民主国において）平等から生ずるほとんどすべての好みと習慣は人々を自然に商業と工業の方

へ導く。／どんなに富裕と思われている人も、ほとんど常に自分の財産に満足していない。／デモ

クラシーの下にある金持ちの大半はだから富を増やす手段を不断に夢に見、目を自然に商業と工業
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に向ける。それが富を手にするもっとも迅速で有力な手段と見えるからである」（p264）。 

 「貴族制にあっては、富者は同時に統治者である。公共の大問題に絶えず注意を向けているから、

商業や工業が要求する細かい配慮に目がいかない」（p265）。これに対して「民主的な国々では、お

金はこれをもつ人は権力の座に導かず、しばしばそこから遠ざけるから、金持ちは余暇をどう使え

ばいいか分からない。彼らの欲望は執拗で大きく、資産は莫大で、どんな形であれ衆に抜きんでる

人々がほとんど常に感ずる異常なものへの好みもあり、これらが彼らを行動に駆り立てる。唯一彼

らに開かれているのは商業の道である。／彼らが皆商業に引かれるのは、だから、それが利得を約

束するからだけでなく、それが与える感情の高ぶりを愛するからである」（p265～266）。 

 「合衆国のほとんどすべての農業者は、農業に商業をいくらか結びつけている。彼らの多くは農

業を商売にしたからである。／主に西部の新しい地域では、人は土地を収穫のためでなく、再度売

るために耕す」（p267）。 

 「商業は数多くまた複雑極まりないさまざまな影響を受け、そこからどんな困難が生じうるか事

前に予想するのは不可能である。誰もが多少の違いはあれ産業に従事しているから、事業がほんの

わずかな衝撃を受けただけで、個人の財産は一緒によろけ、国家が動揺する。私は産業の危機が繰

り返されるのは現代の民主国家における疫病だと思う。その危険を小さくすることはできるが、治

すことはできない」（p268）。ほとんど現代資本主義に置き換えられる記述ではないか。 

 「一人一人の労働者が毎日同一の細かい作業に従事するとき、製品の生産が全体として簡単でよ

り早く、またより経済的に達成されることはすでに知られている。同様にまた、産業は大資本で、

大きな融資を得て大規模に開発すればするほど、製品価格は安価になることもすでに知られている。

／職人が休みなくただひたすら一つのものの製造にうちこむと、最後には異様なほど巧みに作業を

こなすに至る。だが、同時に、彼は頭を使って作業の段取りをつける一般的能力を失ってしまう。

／人生の２０年をピンの頭の製造に費やした人間から一体何を期待すべきか。／習俗や法より強力

な産業の論理が彼を一つの職、しばしば一つの場所に縛りつけ、そこから逃れることはかれにはで

きない」（269～270）。これはまさしくチャップリンの『モダン・タイムス』の世界そのものである。 

「産業の知識は不断に労働者階級の地位を低下させると同時に、雇い主の階級を上昇させる。／

一方はますます巨大帝国の管理者に、他方は獣に似てくる。／これが貴族制でなくてなんであろう

か。／今日の工場貴族制は、使用人を貧乏にして、意欲を奪い、その後、恐慌になると、この人々

の扶養を公共の慈善に委ねる。／われわれの眼前に成長しつつある工場貴族制は地上にこれまでに

見られた中でももっとも苛酷な貴族制の一つだと思う」（p271～274）。 

 

〇習俗と社交およびマナー 

 「貴族制の国民にあっては、各身分はそれぞれの意見と感情、権利と習俗を有する別個の存在で

ある。したがって、ある身分を構成する人々は身分の異なるどんな人とも似たところがない。考え

方も感じ方も全然違い、同じ人類に属すると思うのも難しい。／にもかかわらず、この人々が互い

に助け合うことが時としてある／農奴は貴族の運命に本来何の関心ももたないとはいえ、自分の主

人である貴族に対して献身する義務がないとは考えなかった。そして、貴族は自分の農奴と本性を

異にすると思っていたが、それでも、己れの義務と名誉にかけて、領内に住む人々を命がけで守ら

ねばならぬと判断していた」（下・p14～15）。この後、下巻の１６ページから１８ページに見られる
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貴族の女性（セヴィニェ夫人）の手紙（四つ裂きの刑はとてもよい見せしめで、縛り首は息抜きと

は！）は、当時の貴族の感じ方としては当たり前のことかも知れないが、やはりわれわれにはとて

も理解できない内容である。トクヴィルによれば「セヴィニェ夫人には、身分ある人でない場合に

は、人が苦しむということがどんなことかははっきり分からなかったのである」（p19）。 

 一方「一国の人民の習俗の厳しさを和らげるのに与る要因はいくつかあるが、私にはもっとも強

力な要因は境遇の平等であるように思われる。境遇の平等と習俗の穏和化はだから私の目には同時

進行の出来事というだけでなく、相関する事実と映る」（p13）。「（境遇が平等になると）どんな不幸

も簡単に理解でき、隠れた本能がその大きさを教える。／想像力は哀れみの情に何ほどか個人的な

感情を紛れ込ませ、仲間の身体が痛めつけられれば、わが身に苦痛を覚える。民主的な世紀には、

人が人のために身を犠牲にすることは滅多にないが、人類全員に広く思いやりを示す。人々は無私

ではないが、心優しい」（p19～20）。 

 「外国で、二人のアメリカ人はただアメリカ人だというだけで、すぐ友達になる。二人のイギリ

ス人にとっては、血が同じだと言うだけでは十分でない。同じ身分が両者を近づけねばならないの

である。／アメリカ人はわれわれフランス人と同じようにこのイギリス人の非社交的な気質を指摘

し、われわれに劣らずそのことに驚く」（p26）。 

 「貴族社会では少数の個人が万事を取り仕切り、人間相互の目に見える関係はおよそ決まりきっ

たしきたりに従うものである。／礼儀作法は複雑な法体系を形成し、これを完璧にこなすのは難し

いが、逸脱することは許されず、危険が伴う。／アメリカ人は数ある微細な敬意表現を全然気にか

けない。／行儀作法は堅苦しくなくなり、生活習慣はより簡素で男らしくなる」（p28～29）。「この

同じ人がヨーロッパに移住すると突如として細心で気難しい商売人になり、アメリカにいたとき彼

の機嫌を損ねるのが難しかったのと同じように、今度はしばしば傷つけないではいられないほどで

ある。／アメリカ人は胸いっぱいの誇りをもって国を出る。ヨーロッパに着くと、早速、ここでは

合衆国とそこに住む偉大な人民について自分が思っていたほど人々の関心がないことに気づく。こ

れが彼の苛立ちの始まりである。／諸階級のどれに自分が属すべきか、彼には分からない。／ヨー

ロッパでは社交儀礼に地位による無限のヴァリエーションがあることを教えられている。／社交は

彼にとって気晴らしどころか、真剣な仕事である」（p30～32）。 

 「民主的人民は立派なマナーのモデルをもたないとしても、少なくとも毎日その下手な物まねを

見せられる義務からは免れている。デモクラシーにおいて、マナーが貴族制の国民におけるほど洗

練されることは決してない。だが不作法の極も見られない。／ある意味で、デモクラシーの効果は

人々に一定のマナーを与えることでなく、マナーに縛られないようにすることだと言ってよい。／

貴族のマナーは人間性についての美しい幻想を与えた、その絵はしばしば欺瞞的であったが、人は

これを見ることに高貴な悦びを感じていたのである」（p102～105）。 

 

〇従僕と主人 

 「私は常に、イギリス人は、今日、奉公人がもっとも厳しい掟で縛られている国であり、フラン

スはそれがいちばんゆるい国であると考えてきた。アメリカ人の位置はこの両極の間にある。／貴

族制の諸国民の下では、従僕は主人の階級と変わらぬ固有の階級を形成している。／国家の中に両

階級はそれぞれ小さな国家を形成し、ついにはその内部に正、不正に関する一定不変の観念がいく
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つか生まれる。／どんな下層の階級でも、その先頭に立ち、しかも、その階級から出るつもりのな

いものは一個の貴族的地位にあるのであって、この地位が彼に高尚な感情を吹き込み、誇り高い矜

持と自尊心を抱かせる。（貴族制の諸国にあっては）主人は従僕をいともたやすく従わせ、その服従

は迅速にして完璧、敬意に満ちて無理のないものである。というのも、従僕は彼を単に自分の主人

として敬うだけでなく、主人の階級を畏敬しているからである。主人は貴族制の全重量をかけて従

僕の意思に命令を下す」（p37～40）。「極端な場合、従僕は自分自身に無関心になってしまう。自分

を離れ、いわば自己を放棄する。あるいはむしろ、主人の中に自分をまるごと移しいれる。／主人

の名誉を自分の誇りとし、主人の高貴さで自分を飾り、借り物の栄光に耽溺して倦むことがない。

／名門大身の召使は、通常、主が然るべき敬意をもって遇されることに非常にやかましく、その瑣

末な特権に主人以上に固執する」（p42）。 

 「合衆国ではこれに類する人間を見たことがない。アメリカ人はこの種の人間を知らないばかり

か、彼らにその存在を理解させることも一苦労である。／（アメリカでは）従僕の階級の中に目立

った地位があるわけでも、恒久的な階層秩序ができているわけでもないから、他のあらゆる貴族制

と同じように召使の貴族制にも見られる卑しさも偉大さもそこに期待すべきではない。契約の範囲

において、一方は従僕であり、他方は主人だが、その外では、二人の市民、二人の人間である。（し

かし）「デモクラシーの下で、主従関係に秩序がないというのは正しくないであろう。秩序のあり方

が違うのである。規則は異なるが、規則はある。私にはそれが規律ある安定したものであれば十分

である。なぜなら、人間社会に見るべきもっとも重要なものは特定の秩序ではなく、秩序それ自体

だからである」（p48）。名門貴族の出であるトクヴィルでなくては描けない貴族社会の実相である。

また、秩序の重視は彼の保守的な側面を示すものといえる。 

 

〇家族 

 「貴族制にあっては／社会は父しか認識しない。／社会は父を統治し、父が息子たちを統治する。

だから、父はそこで自然権をもつだけではない。命令する政治的権利を与えられているのである。

／（また）父は単に家族の政治的な長であるだけではない。伝統の代弁者であり、慣習の解釈者、

習俗の調停者でもある。人は敬意をもってその意見を聞き、尊敬の念なしに近づくことはできない。

父に対する愛はいつも畏怖の念で中和される。／貴族的家族にあっては、長男が財産の大部分とほ

とんどあらゆる権利を相続し、兄弟の長、そしてある程度までは弟たちの主人になる。栄光と権力

は長子にあり、弟たちは平凡と従属に甘んじる」（p63～67）。トクヴィルは貴族の三男であった。長

男であったら、『アメリカのデモクラシー』は生まれていなかったかも知れない。 

 「（アメリカ人にあっては）家族のさまざまなメンバーの間にすでに新たな関係が立てられ、かつ

て父と息子を隔てていた距離は縮まり、父権は破壊されないまでも変質してしまった。／アメリカ

の若者が成年に近づく瞬間から、子が父に従属する絆は毎日緩む。自分自身の考えをもち、次には

行動も自分で決める。アメリカには、本当のところ、青年期がない。子供時代を過ぎれば、一人前

の大人で、自分の道を一人で選び始める。／民主政の諸国にあっては、政府の手は群れの中の人間

を一人ずつ探し当て、共通の法に一人一人従わせるので、このような仲介者（貴族制の父）を必要

としない。法律から見れば、父親は息子より年長で裕福な一市民に過ぎない。一家の父が大した財

産をもたぬとき、息子たちと父親はいつも一緒に暮らし、共同で同じ仕事に従事する。習慣と必要
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が両者を近づけ、いやでも絶えず話し合うことになる。家族の親しさが両者の間に生まれぬはずが

なく、そのために権威の絶対性は揺らぎ、親を敬う儀礼は場違いになる。民主的な法律の下では、

子供同士は完全に平等であり、したがって独立でもある。／利害ではなく、共通の記憶、意見と趣

味の自由な一致によって兄弟を互いに結びつける。それは遺産を分割するが、兄弟の魂を一つにす

ることを可能にする」（p63～68）。 

 

〇女子教育と結婚および男女平等 

 「合衆国では、プロテスタンティズムの教義が極めて自由な憲法と非常に平等な社会状態と結び

つくに至っている。そして、若い女性がこの地ほど、早くからまた完全に自立するところはない。

アメリカの若い女性は適齢期に達するずっと前から、少しずつ母の庇護の手を離れはじめる。まだ

子供時代を抜けきらぬうちから、自分の頭で考え、自由に喋り、一人で行動する。広い世間の有様

は絶えずその目に触れるが、親はこれを隠そうとするどころか、娘の目の前に／はっきりと現実を

さらけ出し、堅実で落ち着いた目で世の中を考えることを学ばせる。だから、社会の悪習と危険は

いずれ彼女の目に触れることになる。彼女はそうした悪習と危険をはっきりと見すえて、幻想なし

にこれを判断し、恐れることなくこれに挑戦する」（p70～71）。 

 「フランスでは、女子に対して貴族制の時代と変わらぬ内気で浮世離れした、ほとんど修道院の

ような教育を施し、しかも次に突然、民主社会につきものの無秩序の中に、案内人も保護者もなし

に放り出すことが往々にしてある」（p72）。 

 「アメリカ人は非常に宗教的な国民であるにもかかわらず、女性の徳を守るのに宗教だけに頼ろ

うとはしなかった。その理性を補強しようとしたのである」（p73）。 

 「アメリカ人はピューリタンの国民出ると同時に商業的な人民である。彼らはその宗教的信仰に

より、また産業の習慣もあって、妻に自分を殺し自分の楽しみを絶えず犠牲にして家の仕事にうち

こむことを強要する／社会に出ると、アメリカの娘はこの観念が揺るぎないことに気づく。／結婚

すれば何が待っているか予め教えられ、自分で自由に考えてその制約に身をゆだねる」（p75～76）。 

 「息子と父親、従僕と主人、一般に、下位者と上位者とを同一のレベルに近づける社会の動きは

女性の地位を引き上げ、次第にこれを男と同等にするに違いないと私は思う。／アメリカでは、若

い女性が一人で恐れることなく長期の旅行に出る。合衆国の立法者は刑法のほとんどすべての処罰

規定を緩和したが、強姦は死をもって罰している。世論がそれ以上に厳しく追及する犯罪はない。

／私がこの国民の際立った繁栄と増大しつつある力の原因を主として何に帰すべきかを問われるな

らば、それは女性の美質のゆえだと答えよう」（p90～95）。トクヴィルは第二巻では概してアメリカ

に辛口であるが、女性に関してはほとんど手放しでヨーロッパより高い評価を与えている。 

 

〇謹厳と無分別および虚栄心 

 「私はイギリス人こそ地上でいちばん生真面目な国民だと思っていたが、アメリカ人を見て意見

を変えた。／アメリカ人の謹厳実直は一つには彼らの自尊心からきていると思う。／あらゆる自由

な人民はいつも何か危険で困難を伴う計画に心を奪われているので、生真面目である」（p107～108）。 

 「アメリカ人はほとんどいつも落ち着き払って冷静な様子を崩さないが、しばしば唐突な情熱に

駆られ、あるいは、軽率な意見に引きずられて、理性の限度をはるかに超えてしまうことがある。
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驚くほどの軽はずみを本気でしでかすところが彼らにはある。この対照に驚くべきではない。情報

の過剰から生まれる無知というものがある。専制国家では、誰も何も言わないので人は行動の術を

知らない。民主国では、ありとあらゆることが言われるので、人はでたらめに行動する。／好奇心

は飽きることがないが、またわけもなく満たされる。深く知るより早く知りたがるからである。時

間がないので、やがて深く追求する気持ちを失う。／持続的に注意を払わない習慣は民主的精神の

最大の欠陥と考えるべきである」（p109～111）。 

 「（アメリカ人）虚栄心は欲張りなばかりか、落ち着きがなくねたみ深い。彼らの虚栄心は要求す

るばかりで、与えるものがない。物欲しげでかつ争い好きである。／アメリカ人は、外国人に接す

ると、些細な非難にも我慢できず、何が何でも褒められたがっているように見える。／これほど不

愉快でうるさい愛国心は想像がつかない。これを称賛するものをさえうんざりさせる」（p112～113）。 

 「イギリス人はまったく違う。イギリス人はその国の有する実際の、また想像上の長所を自分の

目で確かめ、静かにこれを味わう。／外国人の批判に心を騒がせず、御世辞に舞い上がるところは

少しもない。外の世界全体に対して侮蔑と無知に満ちた無関心のままである。イギリス人の高慢は

養分を必要とせず、独りで育つ」（p113）。 

 

〇名誉 

 「名誉はある特定の状態に基礎をおく特別の規準に他ならず、ある国民、ある階級がそれに従っ

て人の行動を非難したり称賛したりするものである」（p121）。 

 「（封建世界において）ある種の行動は庶民が行っても何も問題にもならないが、貴族がすれば不

名誉とされ、また別の行為はそれをされた人物が貴族身分に属するかそれ以外の人かによって性質

が一変した。／いくつかの場合には、封建的名誉は復讐を命じ、侮辱に耐えることを恥辱とした。

別の場合には、己れを殺すことを断固として命じ、自分を忘れよと命令した。／あらゆる美徳に先

んじ、また大半の美徳に代えて、中世の貴族は武勇を強調した。／封建貴族は戦争により、戦争の

ために生まれた。／他のなにものにもまして武勇の栄光を称えたのは当然であった、武勇を表す行

為は、たとえ理性と人道に反したものでも、貴族は何でも肯定し、しばしばこれを命令した。／男

が頬を殴られてこれをひどい侮辱と考え、この程度の軽い危害を加えた相手を一対一の決闘でころ

さねばならないというのは勝手な判断である。だが、貴族は侮辱に平然と耐えることはできず、殴

られて闘わなければ名誉を失う」（p122～125）。 

 「中世の社会状態と政治の諸制度は、国家権力が直接市民を統治することの決してないものであ

った。市民の目には国家権力は存在しなかった。各人は自分が従うべき特定の人間しか認識しなか

った。／封建社会においては、だから、公的秩序全体が主君の人格そのものに対する忠誠感情に基

づいて動いていた。それが崩れれば、やがて無政府状態に陥った。政治的指導者に対する忠誠は、

さらに、貴族階級のすべての成員が日々その価値を認識している感情であった。というのも、彼ら

の誰もが同時に主君であり家臣であり、誰かに従うと同時に誰かに命令する存在だったからである。

／家臣の裏切りは世論によって厳しく断罪された。これに対しては格別不名誉な言葉がつくられ、

不忠（フェロニー）と呼ばれた。ところが、中世には、古代社会の声明をなすある情熱の痕跡がほ

とんど見出せない。私の言うのは愛国心のことである。愛国心という名詞自体われわれの用語の中

で決して古くない。／一人の人間を愛させて、国家を忘れさせたのである」（p125～126）。 
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 「（アメリカは）今日、工業と商業にほとんど特化した社会を形成しているから／社会に規則的な

足取りを与え、取引を活発にする方向に働くあらゆる静穏な徳がこの国民にあって特別称えられる

のは当然であり、それらの徳を無視すれば、公衆の蔑視を招かざるを得ないであろう。／致富心は

アメリカでは罪ではなく、公共の秩序の課する限度を超えぬ限り称賛される。アメリカ人は中世の

わが父祖たちが卑しい貪欲と名づけたものを気高く尊敬すべき野心と呼ぶ。／（一方）風紀の紊乱

は特別に非難する。それは人間精神を幸福追求から逸らせ、事業の成功に不可欠な家庭の平和を乱

すからである。／合衆国では武勲はあまり評価されず、いちばんよく知られ、高く評価される勇気

は、誰よりも早く港に着くために嵐と闘う勇気であり、不平一つ言わずに、荒野の窮乏生活に耐え、

またいかなる窮乏よりも残酷な孤独に耐える勇気である。／アメリカのように民主的な国民にあっ

ては、身分の違いがなくなり、社会全体が／類似した要素からなる単一の塊しか形成しない。この

ような社会では／名誉は明確に定義されず、必然的に力が弱い」（p129～136）。 

 「私の考えを一言で定式化すれば、名誉をつくり出したのは人間の間の不平等であった。この差

異が姿を消すにつれて、名誉は弱まり、それとともに消えていくかもしれない」（p140）。 

 

〇野心と大望 

 「あらゆる革命は人間の野心を大きくする。このことはとりわけ貴族制を覆す革命について正し

い。名声と権力から大衆を隔てていた古い垣根が一挙に低くなると、長い間羨望の的であり、今よ

うやく楽しむことを許された権勢を求めて、万人が激しい上昇運動を始める。／彼らは貴族の栄華

を目撃しており、彼らの心の中にも、知らぬ間に貴族のかつての感情と思想が入り込んでいる。／

それゆえ民主革命が続く限り、常に人の野心は非常に大きく見える」（p142）。 

 （これに対して）「合衆国で驚く第一のものは生まれた境遇から抜け出そうと努める人々の数限り

ない多さである。第二は、遍く広がるこの野心の運動の中にひときわ目立つ大望は少ないことであ

る。／デモクラシーの人々が大望に背を向けるのは、彼らの財産が少ないからではなく、彼らが財

産を増やそうと毎日激しく努力するからこそである。彼らは平凡な目標の達成に全力を尽くす方向

に強いて精神を傾けるのである。このことはやがて精神の視野を狭め魂の力を限定せざるを得ない。

デモクラシーの野心家は他の社会の野心家に比べて、将来の利害、未来の判断へのこだわりが少な

いと思う。いま現在だけが彼らの関心であり、それしか考えない」（p141～148）。 

 

〇革命 

 「諸国民の姿を変えた革命のほとんどすべては平等を聖化するため、あるいはこれを破壊するた

めになされたものである。人間の大動乱を生んだ二次的な諸原因を除けば、ほとんど常に不平等に

行き着くであろう。貧者が富者の財産を奪おうとしたか、富者が貧者を鎖に繋ごうと試みたか、ど

ちらかである。／デモクラシーの人々は生来革命を望まないだけでなく、これを恐れる。既得の財

産を多少とも脅かすことのない革命はない。民主社会に住む大半の人々は財産所有者である。／財

産所有から生まれる情念が中産階級におけるほど激しく執拗である階級はないと容易に分かる。富

裕からも貧困からも等距離の程よいゆとりの中に暮らす人々は自分の財産に計り知れない価値をお

く。／それに私は商業の習性ほど革命の習性に対立するものを知らない。／商業は人間を互いに独

立させ、個人の価値を高く評価させ、自分の仕事は自分で行う気にさせ、それに成功する術を教え
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る。商業はだから人々を自由に向かわせるが、革命からは遠ざける。／もし仮にアメリカが将来大

きな革命を経験することがあるとすれば、それは合衆国の土地に黒人が存在することによってもた

らされるであろう。すなわち大きな革命を将来産み出すものは境遇が平等どころか、その不平等で

あろう（南北戦争を“予言”したとされる）」（p156～164）。 

 「人々が相似たものになればなるほど、知性の平等の教義が次第に人の信念に浸透し、いかなる

革新的思想家にとっても、一国の人民の精神に対して、大きな力を得てこれに影響を及ぼすことは

一層難しくなる。このような社会では、だから突発的な知的革命は稀である。なぜなら、世界の歴

史に目をやれば、人間の考えに巨大で急激な変動を生んだものは理論の力というより一人の人間の

名前の権威であることが分かるからである。さらに注意すべきは、民主社会に生きる人々は互いに

何の結びつきもないから、各個別々に説得しなければならぬということである。これに対して、貴

族社会では少数の人間の精神に働きかけることができれば十分で、あとの人たちはついてくる。も

しルターが平等の世紀に生きていて、領主や君侯を聴衆としなかったとすれば、ヨーロッパの様相

を一変させるのにより大きな困難を覚えたであろう」（168～169）。 

 「民主的諸国民にあっては／世間の評判は呼吸する空気と同じように必要不可欠に思われ、大衆

と意見を異にすれば、ほとんど生きていないようなものである。大衆は違った考えをもつ人々を従

わせるのに法律を用いる必要はない。彼らを非難すれば足りる。彼らはすぐに孤立と無力の思いに

うちひしがれ、絶望する。境遇が平等であるときはいつも、全体の意見が個人一人一人の精神に重

くのしかかる。／ひとたび平等が世界に普遍的恒久的に確立されたならば、精神と政治における大

きな革命は人々が考えるよりはるかに難しく稀になると信ずるのである」（p171～173）。まるでリ

ースマンの『孤独な群衆』を読んでいるようであり、かつ日本の現状を描いているようではないか。 

 

〇権力集中 

 「哲学や宗教におけると同様、政治においても民主的諸国民の知性は単純で一般的観念を喜んで

受け容れる。それは複雑な体系を嫌い、市民がすべて単一の類型に近づき、唯一の権力に率いられ

る大国を喜んで思い描く。／社会の権力は単一、遍在、全能であり、その規則は画一的であるとい

う見方は現代に生み出されるあらゆる政治的理論体系を特徴づける際立った特色である」（p214～

217）。「民主国に住む人々は／私的な仕事を離れて共通の仕事に関与するには努力がどうしても必要

である。これを集団的利害の目に見える恒久的な代表、すなわち国家に委ねてしまうのが彼らの自

然の傾向である。／民主的な時代には私生活が非常に活発で波乱に満ち、欲求に溢れ、仕事に追わ

れているので、誰にとっても政治生活に費やす精力や暇がほとんど残らない。／本書を著した主要

な目的はまさにこうした傾向と闘うことにあった。／民主的世紀の人間は自分と同等の隣人に従う

ことに極度の嫌悪感を覚えざるを得ない。彼は隣人が自分よりすぐれた知識をもつことを承認しな

い。隣人の正しさを疑い、その力に猜疑の目を向け、彼を恐れ、かつ蔑む。／これらの自然の本能

に従ういかなる中央権力も平等を愛し、平等を奨励する。平等はそのように権力の作用を著しく容

易にし、これを拡大し、確実にするからである。同様にまたいかなる中央政府も画一性を称えると

言ってよい。仮にすべての人間を同一の規則の下におく代わりに、人々それぞれのために規則をつ

くらねばならないとすれば、政府は限りない細部の検討を行わなければならないが、画一性の原理

はその労を省いてくれる。したがって、政府は市民の好むことを好み、市民の憎むことを当然憎む。
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／今まさに始まろうとしている民主的な世紀には、個人の独立と地方の自由は常に工夫の産物であ

ろうと思う。中央集権が自然な統治であろう」（p220～224）。 

 「ヨーロッパ大陸において見られるように、かつて自由を知ったことがなく、あるいは長い間こ

れを見失っていた国に平等が成長し出すと／あらゆる権力がひとりでに中央に馳せ参ずるように見

える。権力が驚くべき速さで中央に集積し、国家は一挙にその力の限界に達する一方、私人はたち

まちにして無力の極限に落ち込む。／ナポレオンはほとんどあらゆる行政権力をその手に集めたが、

その点で彼を称賛する必要も非難する必要もない。なぜなら、貴族と上層ブルジョアジーが突然消

滅し、これらの権力はその後ひとりでに彼の手に落ちたからである。／私は政治権力の極端な集中

は最後には社会を衰弱させ、したがって長期的には政府そのものを弱体化することになると信ずる

ものである。だが集権化された社会の力が、ある一定の時代、特定の時点において、容易に大事業

を実行しうることを否定しない。この点はとりわけ戦争においてそうであり／戦争の天才はすべて、

彼らの力を増大させる集権制を愛し、集権の天才はことごとく戦争を愛する」。（p225～231）。 

 「民主社会においては、主権者が貴族的でなければないほど、常に権力の集中は大きいであろう。

／（また）公権力の集中に到達する第一で、いわば唯一の必要条件は平等を愛すること、あるいは

愛していると思わせることである。専制の知恵はかつてはあれほど複雑であったが、このように、

今それは単純化している。それは、言ってみれば、単一の原理に帰着している」（p233～234）。 

 「ヨーロッパは、半世紀にわたって、多くの革命と反革命を経験し、それらは相反する方向に国

家を揺るがしてきた。だがこれらの運動はすべてある一点で似ている。すべての運動が二次的諸権

力（領主の特権、都市の自由、地方の行政）を揺るがし、あるいは破壊したということである。中

央集権だけは別である。それこそ彼らが革命から引き出すことに同意した唯一のものである。／ど

こでも国家が最末端の市民を自ら指導し、とるに足らぬ些事に至るまで国家が単独で市民一人一人

を監督するに至っている。／国家は金持ちの金を公債で引き寄せ、貯蓄銀行によって貧乏人の小銭

を意のままに動かす。そのすぐ傍とその手の中で、国の富は不断に増大する。境遇の平等が大きく

なればなるほど、国の富はそこに蓄積する」（p236～240）。 

 

〇専制 

 「今日の民主的諸国民の下に専制がうちたてられることがあるとすれば、それは／より広がり、

より穏やかであろう。そして人々を苦しめることなく堕落させるであろう。われわれの時代のよう

な啓蒙と平等の世紀には、主権者は古代のいかなる主権者がなしえたよりもたやすく、あらゆる公

権力をその手中に収め、私人の利害の領域により習慣的に、またより深く浸透するのに成功するで

あろうことを私は疑わない。／私が恐れるのは彼らが指導者に暴君を戴くことでなく、むしろこれ

に後見人を見ることである。私はだから、民主的諸国民が今日その脅威にさらされている圧政の種

類は、これに先行して世界に存在したなにものとも似ていないだろうと思う。／私の目に浮かぶの

は、数え切れないほど多くの似通って平等な人々が矮小で俗っぽい快楽を胸いっぱいに思い描き、

これを得ようと休みなく動き回っている光景である。／今日権力は日ごとに自由意志の行使をます

ます無効に、いよいよ稀にしている。／どんな国民も小心で勤勉な動物の群れに過ぎなくされ、政

府がその牧人となる。／現代人は二つの相反する情熱に絶えずとらわれている。指導されたいとい

う欲求を感じ、同時に自由のままでいたいという願望ももつ。（その結果）彼らは集権制と人民主権
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を結びつける。このことは彼らをいくらか安心させる。後見人を自分で選んだことを思って、甘ん

じて後見を受ける。鎖の端をもつものは一人の人間でも一つの階級でもなく、人民自身であること

を見て、誰もが鎖につながれたままになる。／市民を中央権力にそれほど従属させておいて、その

同じ市民に時々の権力の代表者を選ばせても無駄であろう。自由意志の行使がどんなに重要であっ

ても、これほど短く、稀であっては、彼らが自ら考え、感じ、行動する能力を失っていくとき、だ

んだんと人間以下に落ちていくのを妨げることはできないであろう」（p253～262）。 

 「専制は民主的な世紀には特別恐るべきもののように思われる。私はどんな時代になっても自由

を愛すると思うが、われわれの今の時代には、これを賛嘆したい気分に傾く。／現代にあって同等

の人間の独立と尊厳を創出、あるいは確保しようと願うものは、だから、すべて平等の友であるこ

とを示す必要がある。そしてそのように見せる唯一正当な手段は、実際にその友たることである。

彼らの神聖な試みの成否はこの点にかかっている。したがって、問題は／民主社会の中から自由を

引き出すことである。／民主的国民を率いる中央権力が活動的で強力であることは必要であり、望

ましいことでもある。これを弱くし、怠惰にすべきではなく、ただ権力がその機敏な行動力を乱用

することを妨げることが課題なのである」（p263～265）。 

「同業組合や貴族から奪った行政権をすべて主権者一人に委ねる代わりに、その一部を普通の市

民が一時的に形成する二次的団体に託すことができる。このようにすれば、平等を減ずることなく、

私人の自由はより確実になるであろう。／（二次的団体が）非常に豊かで影響力のある強力な存在、

一言で言えば、貴族的な人格を構成することはできると思う。／政治的結社、工業と商業の結社、

さらには学問と文芸の結社でさえ、権力が思うままに従わせることも陰で抑圧することもできない、

知識と力ある市民であり、これらの結社は権力の要求に対して自己の権利を擁護することを通じて、

共通の自由を救うのである」（p265～267）。 

 「今日、抑圧を受けた市民に身を守る手段は一つしかない。国民全体に訴えるか、それでも聞い

てもらえないのなら、人類に訴えることである。これを行う手段はただ一つ、新聞である。したが

って新聞の自由は民主国において他のいかなる国に比べても限りなく貴重である。それだけが平等

から生まれうる弊害の多くを癒す。／個人の自由の保障として、大きな政治集会、議会の大権、人

民主権の宣言を私は信用しない。これらのものはすべて、ある一定のところまで、個人の隷属と両

立する。だが新聞が自由であれば、隷属は完全にはなりえまい。新聞は、すぐれて、自由の民主的

な道具である」（p267～268）。 

 「私は司法権についていくらか似たことを言いたい。私人の利益を守り、小さなことでも提起さ

れれば進んでこれを調べるのは司法権の本質に属する。／最も低い身分のものでも抑圧を受ければ

いつでもこれに訴えることができるというのもその本質のうちである。裁判官はその訴えを聞き、

それに答えねばならない。／裁判所の力は、いかなる時代にも、個人の独立の支えとなりうる最大

の保障であったが、このことは民主的な世紀には分けても真実である。境遇の平等につれて司法権

が大きくなり、広がらなければ、私人の権利と利益は常に危険に陥る」（p268～269）。 

 「社会の力に広くはあっても明確で不動の限界を設け、私人に一定の諸権利を与え、それらの権

利を異議なく享受することを保障し、個人に残された限りの独立と力と個性を保障させ、これを社

会と対等のレベルに引き上げ、社会に対抗させること、私にはこれらがわれわれが迎えつつある時

代における立法者の第一の目的であるように思われる。／私は平等が人間の独立にもたらす危険を
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白日の下にさらそうと望んだが、それはこれら（無政府状態と隷属）の危険が将来考えられる危険

の中でもっとも恐るべきもので、しかももっとも予見されていないものだと固く信じるからであっ

た。だが、この危険が克服し得ないとは思わない。（独立と権力行使者への軽蔑、憎悪は）いかなる

専制の定着をも妨げ、人間の自由のために闘おうとするどんな世代にも新たな武器を提供するであ

ろう。それゆえ将来に対して警戒の念をおこさせ、闘志をかきたてる健全な懸念をもとうではない

か。人の心を意気阻喪させる類の軟弱で怠惰な恐怖心は捨てよう」（p274～276）。 

 

〔『アメリカのデモクラシー』第二巻を読んで〕 

 トクヴィルをあまり現代に引き寄せて読むことや予言的な書として読むことは、一種の誤読を招

くかも知れないが、しかし、革命期が続いている激動の中でよく現代にも通じるような長い射程で

ものを考えることができたのだろうと、何度も嘆息した（フランス革命から８５年間で政体が１１

回も変わっているのである）。 

その中で、疑問に感じたことを挙げると、なぜトクヴィルは「平等」を嫌悪したかということで

ある。最後の方では「人民主権の宣言を信用しない」とまで書いている。これはフランス革命にお

ける「人権宣言」のことを言っていると思うが、そうなると「自由・平等・友愛」という基本理念

まで否定してしまうことになりはしないか。それはトクヴィルの出自が貴族であったことと間接的

には関係があるかも知れないが、モンテスキューやルソーの影響を受けた思想家としては奇異に感

じられる。もちろん、現代の大衆社会論の“砂粒のような個人”、“他人指向”で考えれば納得でき

ることである。なぜ、トクヴィルは当時のアメリカのデモクラシーから、勤勉で独立した市民像を

導き出さなかったのだろうか。 

もう一つは疑問というほどのことではない。トクヴィルは、専制を防ぐための「治療薬」（下・p274）

として、新聞と司法と結社に期待をかけた。当時のアメリカを見聞すれば、これらに積極的な意味

を見出すのはむしろ当然かもしれない。だが、現代においてこれらの惨状をみると、改めてトクヴ

ィルが１９世紀の思想家だったと、ある痛みをもって確認せざるをえなかった。 

第一巻、第二巻を読みながら、つねに頭をよぎっていたのは、マックス・ウェーバーの『プロテ

スタンティズムの倫理と資本主義の倫理』であった。この名著が出版されたのは、１９２０年であ

る。 

『アメリカのデモクラシー』から、８０年後である。ウェーバーがトクヴィルを読んでいたかどう

かは分からない。管見の限り同書にはトクヴィルからの引用はない。だが、ウェーバーが厳格なカ

ルヴィニズムから世俗的禁欲主義のエートスを導きだし、それが利益の追求を肯定することで、（近

代）資本主義の精神に転化していくという論旨は、まさにトクヴィルが１８００年代初頭のアメリ

カ社会に見出した時代精神ではなかっただろうか 

 

〔参考〕 

（１）トクヴィルの思想 

 本書を読むと、トクヴィルが古代ギリシアからデカルト、さらにルソー・モンテスキューの啓蒙

主義にいたるまで、実に幅広い知識と教養を身につけていたことが分かる。それらの中でも具体的

な引用や反語を用いた警句、文体などから考えると、モンテーニュ（1533～1592、『随想録（エセ
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ー）』）やパスカル（1623～1662、『パンセ』）ら「モラリスト」から多くの影響を受けているのでは

ないだろうか。「モラリスト」というのは、日本語に翻訳しにくいが、本書では「道徳批評家」と訳

して、モラリストとルビを振っている。 

（２）哲学 

 第二巻の冒頭に出てくるのが哲学の話である。トクヴィルは「合衆国ほど人が哲学に関心をもた

ぬ国はない」、「デカルトの教えを人が学ぶこともっとも少なく、これに従うことはもっとも多い国」、

「自分一個の理性の働きにしか訴えない」、「世界のすべては説明可能であり、知性の限界を超える

ものはなにもないと結論する」など、受け取り方によっては身も蓋もない評価をしている。だが、

こうしたアメリカ人の考え方が、のちに「プラグマティズム」の哲学を生んだのである。「実用主義」

と訳されたこともあった。「現実の生における具体的な行為の中で精神活動が果たす役割を見る視点

に重点を置いて、そこから科学論・道徳観・存在論を改変し直そうという思想」で「新世界アメリ

カの風土に合致した実験的精神を色濃く反映している」（『岩波 哲学・思想事典』）といわれる。「プ

ラグマティズム」に、人間精神の深奥に迫るような真理はない。しかし、良くも悪くも（新自由主

義もふくめた）現代資本主義は、トクヴィル流にいうと「プラグマティズムの息子であると信じて

疑わない」。現に、現代哲学をリードしているアメリカ哲学は存在しない。レヴィ・ストロース、フ

ーコー、デリダ、ドゥルーズ、アガンベンなどはヨーロッパの哲学者である。強いてあげれば、『正

義論』を著したロールズかも知れないが、彼はむしろ社会倫理学に属するのではないか。 

 また、イギリスの哲学を「大胆にして臆病」、「広大にして狭隘」と批判している。これがいかな

る哲学を指しているのであろうか。「功利主義」とも考えたが、アメリカ人の「物質的享楽」を否定

しているわけでもないので、該当しない。念頭にあったのは、フランシス・ベーコン（1561～1626）、 

ホッブズ（1588～1679）、ロック（1632～1704）などの「経験主義」だったと思われる。特にホッ

ブズには唯物論の考え方が含まれているので、トクヴィルの思考とは相容れなかったのであろう。 

 狭義に考えると対象がエドマンド・バーク（1729～1797）ということはあるかも知れない。今回

調べて初めて知ったのは、バークの『フランス革命についての省察』が刊行されたのが、1890年だ

ったことである。革命が始まってわずか１年、ルイ 16世やマリー・アントワネットも処刑されてい

ないし、ロベスピエールの恐怖政治もまだ先のことである。トクヴィルは未完に終わった『アンシ

ャン・レジームと大革命』で、革命を通しての進歩を否定したバークの批判を受け止めながらも、

革命の原因となった旧体制の問題を掘り下げて検討したのである。 

（３）文学 

 トクヴィルは「合衆国の住民はまだ文学をもっていない」と断言している。本書が出版された 1840

年では確かにそのとおりであるが、やや“ないものねだり”の印象もある。『アッシャー家の崩壊』、

『黒猫』、『モルグ街の殺人』で知られるポー（1809～1849）が活躍したのが 1840 年代、ホーソン

（1804～1864）の『緋文字』が 1850年、メルヴィル（1819～1891）の『白鯨』が 1851年である

から、無理もないが。 

（４）ロマン主義 

 トクヴィルは、ダヴィッド（1748～1825）の絵画がラファエロに及ばないとしている。ダヴィッ

ドは『マラーの死』や『ナポレオンの戴冠』で知られる新古典主義の画家であり、ナポレオンの首

席宮廷画家であった。ダヴィッドの評価は別として、トクヴィルが生きた 19世紀初頭から中葉にか
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けては、ロマン主義の時代である。絵画では『メデューズ号の筏』のジェリコー（1791～1824）や、

有名な『民衆を導く自由の女神』のドラクロワ（1798～1863）が代表的である。ドラクロワは（俗

にピアノの詩人と呼ばれる）ロマン主義の作曲家ショパン（1810～1849）と親交があり、『ショパ

ンの肖像』も残している。文学ではスタンダール（1783～1842『赤と黒』）、バルザック（1799～1850、

『人間喜劇』）、ユゴー（1802～1885、『レ・ミゼラブル』、本書では戯曲『エルナニ』が挙げられて

いる）。音楽ではベルリオーズ（1803～1869、『幻想交響曲』）がいる。しかし、詩人となると、ハ

イネ、シラー、バイロン、ワーズワースなどは思い浮かぶが、本書に出てくるシャトーブリアンや

ラマルティーヌはやや影が薄い。 

トクヴィルのアメリカ旅行も当時の陸・海の交通事情を考えれば、命がけの旅行に近かったと言

っても過言ではあるまい。そうした冒険に取り組む精神にもロマン主義の香りを感じられる。トク

ヴィルとドラクロワとショパンは同じ時代、パリの空の下にいたのである。 

（５）芸術 

 トクヴィルは本書の中で演劇には触れているが、音楽については言及していない。最後にモーツ

ァルト（1756～1791）に触れておきたい。モーツァルトは、ザルツブルクの宮廷を離れ、ウイーン

で新作の予約演奏会と貴族の令嬢のピアノ教師だけで、つまり自分の腕一本で生活したクラシック

音楽では最初の作曲家である。天才の誉れ高く当初は売れっ子であったが、やがて聴衆に見放され

窮乏のうちに亡くなった。その原因は晩年のモーツァルトの曲が当時の人々の理解をはるかに超え

る深淵なレベルに達していたことが一つ。もう一つは名高いオペラ『ドン・ジョヴァンニ』や『フ

ィガロの結婚』が当時の貴族をからかう内容だったため、彼らに忌避されたことである。オースト

リアでもブルジョアが勃興してきていて、最後のオペラ『魔笛』は大当たりであったが、上演でき

たのはウイーン市壁（城壁）外の劇場であった。本書にも出てくる立ち見の「平土間」が主体の劇

場である。『フィガロの結婚』も初演はチェコのプラハであった。 

余談を付け加えると、幼いモーツァルトがハプスブルク家の宮廷で女帝マリア・テレジアを前に

演奏した際、転んでしまったという。それを助け起こしたのが、女帝の娘マリー・アントワネット

でモーツァルトが「大きくなったら僕のお嫁さんにしてあげる」と言ったという逸話がある。 
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