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第 74回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ読書会 

日本の近代とは何であったか－問題史的考察 三谷太一郎(岩波新書) 

櫛野幸孝 

 

序章 日本がモデルとしたヨーロッパ近代とは何であったか 

  日本の近代は、19世紀後半の最先進国であったヨーロッパ列強をモデルと

して形成された。「産業的により発達している国は、発達程度のより低い国に

対して、その国自身の未来の像を示す」(カール・マルクス『資本論』第一巻

の第一版序文)。 

  1871(明治 4)年から 73年にかけて、岩倉具視を特命全権大使とする政府使

節団が不平等条約改正交渉のために欧米に派遣された。最初に訪問した米国

は、他の西洋諸国の先頭に立って日本に対して「開国」を強制する圧力を加

えたが、ヨーロッパ諸国とは区別される後進国に属し、その意味では日本と

同等であった。しかし、米国は日本に先がけて、英国から独立し、ヨーロッ

パ諸国と同等に不平等条約のもたらす権益を享受していた。米国は非ヨーロ

ッパ国家としてヨーロッパ近代化の先行事例を提供していた。日本の近代化

の過程において米国が日本に対して及ぼした政治的文化的影響の歴史的根拠

はそこにあった。日本のヨーロッパ化はアメリカ化と不可分であり、世界の

中心がヨーロッパからアメリカに移るにしたがい、日本にとってヨーロッパ

化はアメリカ化に転化する必然性をもっていた。 

  日本が国家形成を具体的な目標を据えて、ヨーロッパを最適モデルとした

ヨーロッパでは自分たちの歴史的経験としての「近代」について理論的考察

が始まっていた。ここでは、その典型的な事例として、19世紀後半に活動し

た英国のジャーナリストであるウォーター・バジョット(1826～1877)の試み

た考察を検討する。バジョットはカール・マルクスと同時代人であり、二人

は政治経済学観点から英国近代化を分析した。また、マルクスもバジョット

も、自然科学の勃興に触発され、物理学や生物進化論をモデルとして英国に

最も先端的に体現された近代の現実を解明しうる学問の確立を目指した。 

  バジョットが新しい政治学のモデルとしたのは、「近代」の最も顕著な徴表

である自然科学でした。バジョットによれば、「外的自然の細部にわたる系統

的研究」を意味し、「自然学」(a study of nature)といいかえてもよいもの

だった。ソクラテスは、自然学が不確実性を生み、人間の幸福を増進しない

という理由で、反自然学的であったとバジョットは考え、バジョットにとっ

ては「自然学」が知的世界における「近代」と「前近代」とを分かつ最大の
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指標であった。バジョットによれば、18世紀のニュートン、19世紀のダーウ

ィンの画期的理論によって「近代」を開いたと考えた。こうして「自然学」

が担った役割を、「政治的自然」(political nature)、すなわち「外的自然」

に対する内的自然、いいかえれば「人間的自然」(human nature)を対象とす

る政治学において担うことを期した。バジョットの『自然学と政治学』は、

政治学における「自然学」的次元を開き、「政治的自然」を強化し、発展させ

る力としての「自由」に基づく政治、すなわち「議論による統治」(government 

by discussion)の確立を目的とするものであり、バジョットの最も基本的な

「近代」概念である。 

  マルクスとバジョットは「自然学」を最も典型的な「近代」の学問とみな

し、政治学や経済学における「近代」を模索した。しかし、二人の「近代」

概念は著しく異なり、バジョットは英国の国家構造を実際に機能させる「実

践的部分」の中枢としての政党内閣の出現に英国近代の歴史的意味を見出し

たのに対して、マルクスは商品とその価値の分析を通して抽出した資本の論

理によって「近代」を説明しようとした。バジョットは政治体制の変化に重

点を置いた「近代」概念を提示し、マルクスは資本主義の成立に重点を置い

た「近代」概念を提示した。 

  バジョットの「近代」概念にとって重要なのは、「前近代」との関係であっ

た。「近代」は「前近代」を否定し、それから断絶することによって成立する

と同時に、「前近代」のある要素を蘇らせることによって出現すると説明する。

「近代」から断絶される「前近代」の要素とは、「慣習の支配」である。「近

代」を特徴づける「議論ある統治」とは相容れない。ただ、「前近代」にも、

古代ギリシャに、「議論ある統治」の先駆的形態が形成されていた。「議論あ

る統治」の伝統は、古代ギリシャの他にも古代ローマ、中世イタリア諸共和

国、封建ヨーロッパの諸共同体や身分議会にも共有され、特別の影響力をも

っていた。それらはそれぞれの影響力をそれらのもつ「自由」に負っていた。

そこではのちに国家に集中することになる「主権的権力」(sovereign power)

が分割されてあり、各権力主体の間で議論が行われていた。それはバジョッ

トによれば、「自由国家」(free state)というべきものであり、「近代」にお

ける「議論による統治」を生み出す「自由」と歴史的に連続していた。 

  英国の国家構造は、バジョットのいう「自由国家」の特徴をもっていた。

それを体現していたのは、国王の諮問機関、大封建領主から成る行政機関で

あった王室評議会から発展した議会であった。それは国家統治(特に課税)の

必要から、貴族ばかりでなく、非貴族諸身分の利益を代表しうる協議機関へ

と成長した。議会は、少数者の利益をも権利として認めざるを得ない「寛容」

を前提とする「同意による統治」を生み出すことになった。バジョットの歴
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史認識では、「前近代」以来の英国の国家構造をめぐる自由な議論の積み重ね

が「議論による統治」を強化し、いかなる国民も一日にして「議論による統

治」を生み出すことができないことを含意している。バジョットの「近代」

概念が、人間の行動を動機付ける要因として伝統や習慣を重視する理由の一

つがここにある。 

  バジョットはヨーロッパで生まれた「議論による統治」について「前近代」

と「近代」との連続性を強調し、時代を超えたヨーロッパの文明的一体性を

意識的無意識的に前提としている。この点に関して、バジョットは世界にお

ける西と東との文明的断絶を植民地化したインドを対象に説明している。「旧

い東の慣習的文明」から「新しい西の変動的文明」への移行、すなわち「前

近代」から「近代」への世界的規模における移行が、西の文明圏による東の

文明圏の植民地化を通して行われるという命題の真実性を信じていた。東西

の文明的対立の図式が、東にあって西に位置づけられることを求める日本が、

近隣の東の文明圏を植民地化することを正当化する要因となっていく。欧米

における日本史家の一人であり、その先駆的存在であったジョージ・サンソ

ㇺは、ヨーロッパ(とくに英国)と日本とを比較し、1600年以降、政治的発展

に分岐を生じさせた要因として、「自由主義的伝統」(liberal tradition)の

有無に帰着させた。サンソㇺは「封建制度から中央集権的王政に、中央集権

的王政から議会政治への変遷が英国の政治生活に起こった」と説明している。

それは同時代の日本には見られなかった。サンソㇺは、日本人の秩序形成能

力や政治についての深い哲学的関心には高い評価をしている。英国には自由

主義的伝統、とくにその重要な要素である「個人の尊重」の伝統が影響力を

もっていたのに対し、日本にはそれはなかった。 

  バジョットは「前近代」の指標である「慣習の支配」が「近代」への「予

備的」時代であり、自由と創造性は抑圧されたが、国民国家の基礎をつくっ

た「国民形成」の時代であったと見た。民族形成の主要原因を促成する条件

は、対外的な「孤立」であった。日本の場合、政策的・戦略的な「孤立」の

中で「国民形成」が進行し、「孤立」路線の放棄が体制原理としての「慣習の

支配」の破壊をもたらした。世界を改良するためにもちこまれた慣習の扼は、

人類の進歩を妨げるにいたり、人類の自由は拘束され、独創性は停滞する。

そのような世界を終わらせることが「近代」の歴史的意味であった。バジョ

ットによれば、ある主題を議論に委ねる目的をもって議論に付すことは、そ

の主題は既成の規範によって解決されないことを容認することであった。バ

ジョットは目的－手段の連鎖が複雑化した近代社会において正しく行動する

ためには、多くの時間を要すると考えた。「議論による統治」の下での議論の

蓄積によって醸成される。「単純な時代」であった「前近代」に代わる「複雑
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な時代」の「近代」にとっては、クロムウェルのような絶対的なリーダーの

即断による迅速な行動ではなく、長時間にわたる議論を許容する多数で多様

な人々の「受動性」をより重要なものと考えた。 

  「慣習の支配」とその下での固定化された身分構造が打破されると、家族

を基本的要素とする身分から解放された個人の自由とそれにもとづく選択の

領域が拡大する。「身分」の時代から「選択」の時代への変化、すなわち近代

化が最初に成し遂げられたのは、政治形態が大幅に、そして時とともに「議

論による統治」に近づいていった国々である。共通の行動や共通の利益につ

いての共通の議論が変化と進歩の根源になっている国家である。英国の近代

化の重要な推進力は、「議論による統治」とそれを担った国民性にあるが、そ

れだけではないとバジョットは指摘した。「貿易」と「植民地化」を「慣習の

支配」の変革要因として注目している。しかし、同時代の「貿易」には、後

進国に対する不平等な通商条約を通して、相手国に不利な条件を課し、不当

な利益を追求した。また、「植民地化」に伴う文化変容は、植民者が原住民の

文化を尊重したことの結果ではなく、政治的軍事的経済支配の結果であった。

以上がバジョットの「近代」概念であるが、これに照らして、日本の「近代」

の特質を明らかにすることを試みる。 

 

第一章 なぜ日本に政党政治が成立したのか 

  複数政党制の成立と発展は、世界的に見ても一般的な現象とは言えない。

特に反政党内閣的であるといわれた明治憲法の下で、なぜ現実に政党内閣が

成立したか。このことは、なぜ日本に立憲主義が導入されたかという問題に

さかのぼって考えるべきである。立憲主義とは、近代憲法の実質をなす議会

制、人権の保障、権力分立制のような政治権力の恣意的行使を抑止する制度

的保障に基づく政治原理を意味している。しかし、明治憲法下の立憲主義が、

直ちに政党政治に結びついたわけではない。 

  日本における立憲主義とはいかなるものであったかを、二つの側面から考

える必要がある。第一は権力分立制をめぐる問題、第二は議会制をめぐる問

題である。第一は、貴衆両院の対等、というよりも貴族院の実質的優位の下

での二院制という形で貫かれた明治憲法下の権力分立制があったと思われる。

要するに、米国の上下両院制にみられる体制原理としての権力分立制のあら

われであった。第二は、明治憲法下の議会制にはいろいろな評価があるが、

福沢諭吉は主宰していた『時事新報』の社説に、国会の開設はすなわち立憲

政治であって言論の自由はその政治の本色であり、帝室(皇室)の尊厳を侵さ

ない限り、言論の自由は制限されないと指摘している。つまり、バジョット

のいう「議論による統治」の基礎がつくられ、立法者の意思として明治憲法
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の本質的な部分として位置づけられているといえる。 

  立憲主義が導入されたかを考える場合、それを受け入れることを可能にし

た日本特有の歴史的条件があったと考えるべきである。アレクシス・ド・ト

クヴィルは、フランス大革命の後に出現した体制はアンシャン・レジームの

内的発展の中で準備されたという見解を明らかにしているが、日本の文脈で

いえば幕藩体制と明治維新との間に連続・発展を確認し得る要因がある。幕

藩体制の政治的な特質として、一種の権力の相互抑制的均衡のメカニズムが

あり、政策決定のための重要な制度として合議制いうべきものがあり、実際

に運営されていた。これは、特定の人格、または特定機関やそれを拠点とす

る特定勢力への権力の集中を抑えるためだったと考えられる。次に、権力の

抑制均衡のメカニズムとして注目すべきは、権力の分散である。身分とか地

位といった名目的な権力と実質的な権力とが制度的に分離されていた。福沢

は、将軍と朝廷に関し、権力と権威が分離していたといい、老中は大諸侯に

対し強いように見えるが、コントロールする大諸侯に対して弱い面があると

し、中央の命令はよく行われたけれども、執政者が跋扈したことは幕藩体制

においてはなかった。幕藩体制の合議制と権力分散のメカニズムに伴って、

精密な相互監視機能が幕藩体制には作動していた。 

  明治国家の権力分立制と議会制につながる観念は、いつどのように浮上し

てきたのか。ドイツの社会学者ユンゲル・ハーバーマスは、「市民的公共性」

の成立を論じ、「公権力の公共性の傘の下で非政治的形態の公共性が形成され

る。これが政治的機能をもつ公共性の前駆をなす文芸的公共性である」(『公

共性の構造転換』)と指摘している。ヨーロッパにおける「政治的公共性」の

前駆としての「文芸的公共性」は、日本では、18世紀末の幕府の官学昌平黌

が幕臣のみならず、諸藩の陪臣や庶民にも開放され、昌平黌出身者を中心と

した横断的な知識人層が形成され、「社中」とよばれた自由なコミュニケーシ

ョンのネットワークが成立した。 

  幕末の開国に伴う政治状況の根本的変化－体制的危機、つまり幕藩体制に

とっての「立憲主義」の危機－に対応して、徳川慶喜のブレーンであった西

周の権力分立論を取り上げる。西は大政奉還後の政治体制について、司法権・

立法権・行政権の三権分立制を提案した。同じように幕藩体制にとっての「立

憲主義」の危機に対応する政治戦略として浮上したのが議会制であった。ウ

ェーバーのいう伝統的支配の原理を修正する必要に迫られた。一つは伝統的

支配から疎外されてきた朝廷の体制への編入という「勅許」を考えた。「権威」

による「権力」の補強である。もう一つが「衆議」であった。幕府の政策決

定のアウトサイダーであった大諸侯をはじめとする諸大名の意見が戦略的価

値を帯びてきた。「公儀」から「公議」への支配的根拠の移行が起こってきた。
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これが議会制を受け入れる状況の変化であった。バジョットの「慣習の支配」

から「議論による統治」への移行という近代化の観念が幕末日本においても

見られた。幕府系勢力と外様雄藩勢力との大政奉還後の政治体制について予

定をしていたのは、ともに議会制であった。幕府側も反幕府側も、将来の権

力がどういう形態をとるにせよ「公議」、すなわち「パブリックオピニオン」

によって基礎づけられなければならないという共通のコンセンサスが形成さ

れていった。 

  1889(明治 22)年 2月 11日に発布された明治憲法(大日本帝国憲法)は、議会

制の枠組みを定めている。帝国議会は、貴族院と衆議院の両院から構成され

ており、法形式の上から体制全体の中で、比重の小さいものではなく、議会

は予算案や法律等について生殺与奪の権を握っていた。明治憲法の起草者た

ちは、同時に議会制の将来に強い警戒心をもっていた。維新の理念は、王政

復古であり、天皇を代行する覇者を排斥し、覇者の組織・機構である覇府を

排斥することであった。最も有効なものとして考えられたのが、権力分立制

であった。明治憲法は表見的な集権主義的構成にもかかわらず、その特質は

分権主義的であった。天皇統治というのは一種の体制の神話であって、政治

的現実とを媒介する政治的主体というものが不可欠であった。 

  分権的な体制を統合する非制度的な主体は、薩長出身者を中心とする藩閥

であった。そして藩閥の代表的なリーダーたちが事実上天皇を代行する元老

集団を形成し、バランサーの役割を果たした。しかし、藩閥は分権的な体制

の一つの分岐であるところの衆議院を掌握することができなかった。衆議院

を支配する政党も、衆議院の多数によるだけでは権力の獲得を保障できなか

った。この現実を藩閥と政党の双方が認識した結果、相互接近が試みられ、

伊藤博文が衆議院多数を基礎として立憲政友会を組織する。これに対立して、

貴族院多数を拠点として立憲同志会に始まり、憲政会、そして立憲民政党に

いたる第二の政党の系列を発展させていく。このようにして、事実として複

数政党制が出現した。アメリカ合衆国は、日本以上に厳格な権力分立制があ

った。米国憲法の起草者たちにとっての憲法の至上目的は、自由、特に宗教

的自由の保障であり、その自由が多数派支配によって脅かされることを防ぐ

という意図が働いていた。米国においても政党政治というのは特殊利益が国

家を支配すると考えられていた。しかし、アメリカの場合も、権力分立的な

憲法は、それだけでは国家を統治する有効な道具とはなりえなかった。米国

の場合も、大統領制を補佐する非制度的な主体が必要となった。米国におい

てその役割を担ったのは、大統領の選出母体としての二つの全国的政党であ

った。米国においても、明治日本においても、「反政党的な憲法」であったが、 

日米両国においてともに政党政治が成立した。 



7 

 

日本においては、大正の終わりから政党政治が本格的に作動しはじめたもの

の、満州事変や五・一五事件に象徴される 1930年代初頭の相次ぐ衝撃によっ

て、政党政治はその権威を揺るがされていった。「デモクラシーの危機」が叫

ばれるようになり、「デモクラシー」の代替イデオロギーとしての一種の「立

憲主義」が浮上していった。その場合の「立憲主義」は、「デモクラシー」か

ら分離したものであった。「デモクラシー」なき「立憲主義」として「立憲的

独裁」という観念の登場であった。その場合の「立憲主義」とは、「近代的な

意味における立憲主義」ではなく、「国民協同体」の政治組織である「国民組

織」の政治組織である。議会制から離脱し、「立憲的独裁」の概念形成に伴っ

て、「立憲主義」概念自体が変質していった。今後の日本の権力形態は、「立憲

的独裁」の傾向、実質的には「専門家支配」の傾向を強めていくのではないか

と考えられる。これに対して「立憲デモクラシー」がいかに対抗するかが問わ

れている。 

 

第二章 なぜ日本に資本主義が形成されたのか 

  国民国家の形成を目的として始まった日本の近代は、自立的資本主義の形

成をその不可欠の手段とした。日本の近代化を方向づけ、それに沿う資本主

義の発展を正当化する学説が、19世紀後半の英国人学者ハーバート・スペン

サーの社会学説である。「軍事型社会」から「産業型社会」へという社会の発

展段階の図式が、幕藩体制社会を離脱し、将来の社会に向かって進化する明

治日本の歴史的発展にそのまま通用できると考えられた。ドイツの社会学者

マックス・ウェーバーは宗教社会学的観点に立って、ヨーロッパでの資本主

義の形成をその内面的動機から説明し、プロテスタンティズムの倫理にそれ

を求めた。ヨーロッパの資本主義をモデルとした日本では、関心の対象は資

本主義の内面より外面、ウェーバーのいう「精神」よりも機能であった。ス

ペンサーの社会進化論的観点に立つ実証主義的な社会は、日本の要請に沿う

ものだった。しかし、日本の場合はアメリカと異なり、スペンサー理論の自

由主義的側面よりも国家主義的側面が重視された。内務省を推進機関とする

国家主導の資本主義が形成された。政治リーダーが経済リーダーとなった。

最初の例が内務卿大久保利通であり、松方正義に引き継がれ、最終的に日本

資本主義の特徴を刻印した高橋是清であった。日本はヨーロッパ的国民国家

を形成するために、ヨーロッパ的資本主義を自主的に形成するほかなかった。

そのような資本主義を可能にする客観的条件が日清戦争前の日本にあった。

先進産業技術と資本と労働力と平和という四つの条件を国家が作った。この

条件の下で、自立的資本主義が形成された。 

  明治政府は 1871(明治 4)年の廃藩置県を画期とし、権力の一元化を進める
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とともに、権力を支える国民的基盤の創出を自らのイニシアティヴによって

試みた。重要な一環が「殖産興業」と呼ばれる自立的資本主義化であった。

その起点となったのが岩倉使節団の欧米巡遊であった。彼らの欧米での見聞

は、「殖産興業」政策の起点となったのみならず、富国強兵を志向する明治政

府の近代化の起点となった。使節団の一員であった大久保利通は、帰国後、「殖

産興業」政策の推進機関として内務省を設置し、大蔵卿であったが内務卿を

兼任した。大久保の下で「殖産興業」政策として打ち出したのは、農業技術

の近代化と農地の開拓であった。官営模範農場と官立農学校を設立。また、

山林保護を重点政策とした。さらに福島県安積平原を例とする農地開拓事業

であった。農業分野に現れた「殖産興業」政策の特徴は工業化においても同

様で、富岡製糸場をはじめとした繊維産業の拠点として、明治日本の資本主

義化を先導した。「殖産興業」と密接に関連した分野として、貿易と海運政策

が挙げられる。輸出振興に力点を置いたのは、明治初年の不利な条件で発行

された外債を償却するためでもあった。海運保護政策は、徹底して三菱会社

に及ぼされ、極東全域を掌握し、官営模範海運会社に準ずるものとされた。 

  さらに注目すべきは、政府主導の資本主義化を推進するための財政的基礎

の確立を図った。明治政府は徹底してこれを租税(特に地租)に求め、外資の

導入には極めて消極的であった。明治日本の経済建設、特に大久保が率先し、

松方正義が継承した初期資本主義化の大きな特徴である。外国資本に依存し

ない資本主義を確立しようとすれば、租税収入を源泉とする国家資本に依存

しなければならなくなり、必要に応えて立法化されたのが、地租改正法であ

った。これは不平等条約改正のための対外的契機によって動機づけられてい

た。地租改正に見られる近代的租税制度の確立も、その一環として意味づけ

られ、関税自主権の確立という最重要目的と深く関連していた。明治政府の

地租改正法を通して個々の農民を把握し、国家資本の源泉としての租税収入

を確保することができた。 

  質の高い豊富な若年労働者を供給することによって初期資本主義化に貢献

したのは、義務教育制度の確立であった。「学制」の歴史的意義は、教育の理

念として身分制度を否定し、国家主義を強調するとともに、個人主義を謳い、

両者の結合を図ろうとしたところにあった。義務教育制の普及に伴って教員

の調達が急務になり、1872(明治 5)年に東京に師範学校が設立され、1874年

には東京に女子師範学校が設立された。義務教育制にあらわれた「学制」の

国家主義的側面の反面が、個人主義的側面であり、実学主義が求められた。

日本に資本主義を成立させる必要条件の一つが一定の質を有する均質的な労

働力の供給を保証した。 

  外国資本(特に外債)に依存しない自立的資本主義形成を可能にした要因は、
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対外的危機を外交的に処理しながら戦争を回避し、平和を維持したことであ

った。明治日本の経済的ナショナリズムと平和とが不可分であることは、明

治天皇の確信であり、米国第 18代大統領ユリシーズ・グラントの天皇への忠

告が大きな影響を与えた。この忠告は、明治天皇の政治的信条となり、後年

の日清開戦に消極的であり、財政の方針として外債への非依存を貫くように

なった。 

  大久保によって先鞭がつけられた明治国家の自立的資本主義は、消極的外

債政策、保護主義的産業政策、対外的妥協政策によって特徴づけられる。一

国資本主義を財政の上で実質化したのが、大隈重信を政府から追放した明治

14(1881)年の政変によって登場した松方正義であった。松方は、厳しい緊縮

政策を行い、歳出の抑制を行い、他方で増税を行う超均衡財政の強行をし、

歳入剰余をつくり出そうとした。また、政府の「準備金」という財政資金を

運用し、一種の貿易管理および為替管理政策を行い、政府は紙幣を外貨に換

え、正貨の蓄積を進めた積極的正貨供給政策を行った。1881(明治 14)年に農

商務省が発足し、大久保の薫陶を受けた前田正名が政府主導の産業化路線を

継承し、拡大発展を試みたが、松方の非外債政策を前提とする以上、産業資

金の安定した供給源を欠き、松方の緊縮財政の要請により潰えた。 

  不平等条約化の日本の自立的資本主義が転換する画期となったのは、日清

戦争(1894～1895)であった。1894(明治 27)年、日英通商航海条約に調印し、

司法権回復と輸入関税引き上げへの道を開いた。日清戦争後、関税収入の増

大と戦争の償金によって金本位制の確立に伴い、非外債政策を放棄すること

になった。これを行ったのが松方であった。日本の資本主義の外資依存度は

増大していき、国際的資本主義が登場する。 

日露戦争(1904～1905)が開戦されると、戦費調達のための外債発行方針が決

定され、調達にあたったのが、日銀副総裁の高橋是清であった。高橋は大久保

利通が先導した自立的資本主義の胎内で育てられた経済専門家であって、資本

の国際的移動に消極的な保護貿易論者であり、外債についても否定的であった。

自立的資本主義の基本原則を信条としてきた松方や高橋が、日清・日露両戦争

がもたらした国際政治経済状況の変化に対応する形で、自立的資本主義の転換

を先導したのであった。 

  日露戦争後日本銀行から国際金融家として台頭したのが井上準之助であっ

た。高橋が第一次世界大戦(1914～1918)後の対外金融の第一線から後退して

いったのに対し、井上は 1920年に成立した中国に対する米英仏日四国借款団

に加入させ、日本の国際的資本主義への転換を決定的なものとした。1922年

のワシントン会議を経て枠組みが形成されたワシントン体制の重要な一環を

成した。井上は、Ⅿ・ノーマン(イングランド銀行総裁)やＢ・ストロング(ニ
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ューヨーク連邦準備銀行総裁)によって指導される「帝国」の価値体系を共有

していた。井上が共有した価値体系の基本的要素が金本位制であり、金準備

の蓄積を推進する緊縮財政であった。円と金との再連結する金為替本位制

(gold exchange standard)の導入は、日本が戦後の国際金融、ひいては国際

社会の基本前提を受け入れたことを意味するものであった。 

金解禁政策は世界恐慌の波と重なり、国内に経済不況を招いた。さらに 1931

年 9月の満州事変によって、緊縮政策の根幹(軍縮)が揺るがされ、井上の金解

禁政策は失敗に終わった。それは一方において金本位制の崩壊として現れ、世

界的な自由貿易の収縮と関税障壁の強化、さらに各国における国家資本および

経済ナショナリズムの台頭として現れた。1931年 12月 13日に犬養毅内閣が

発足するとともに高橋が蔵相となった。高橋は、公共事業の拡大や輸出力強化

のための積極的支出を行い、政党政治の復活を試みたが、二・二六事件におけ

る高橋の死によって、その後の戦争体制に従属する資本主義、すなわち排外的

資本主義への転化となった。 

  ウォルター・バジョットは「議論による統治」の推進力の一つとして、「貿

易」を挙げた。自由な「貿易」の論理にり忠実であったのは、「大正デモクラ

シー」期に国際的資本主義の時代のリーダーとなった井上準之助であったが、

国際資本主義が崩壊した時、経済リーダーおよび政治リーダーとしての井上

はその基盤を失い、そして危機は日本における「議論による統治」そのもの

にまで及んだ。 

 

第三章 日本はなぜ、いかにして植民地帝国となったのか 

  日本はアジアにおいて歴史上最初の、唯一で最後の植民地を領有する国家

となった。「植民地」とは特定の国家主権に服属しながらも、本国とは差別さ

れ、本国に行われている憲法その他の法律が行われていない領土のことであ

る。 

  日本が植民地帝国としての第一歩を踏み出したのは、日清戦争の前後であ

った。不平等条約化の自立的資本主義から条約改正後の国際的資本主義へと

転換した時期であった。 

  日本が新しい植民地帝国として登場した時期に、東アジアの権力政治で支

配的影響力を持っていたのは、ヨーロッパの先進の植民地帝国であった。日

本はこれらの諸帝国の圧力の下で行動を制約されていた。清国から一旦割譲

された遼東半島を還付せざるをえなかった独露仏三国共同の三国干渉であっ

た。遼東半島還付が、日清戦争後に出現した植民地帝国の実体そのもの(即時

的な植民地帝国)を、自覚的な植民地帝国（対自的な植民地帝国）に変える内

面的動機となり、東アジアにおいてヨーロッパ列強に伍する権力政治の主体
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となることを志向するにいたった。 

  幕末以来、日本は通商条約によって貿易相手国の領事裁判権を認め、関税

自主権を剥奪された不平等条約が課された。最大の植民地帝国イギリスはそ

の方法をつくりあげ、「自由貿易帝国主義」と呼び、中国や日本に適用してい

た。植民地の獲得や経営のコストを要しない、植民地なき植民地帝国という

「非公式帝国」であった。日本が外債依存度を極小化する「自立的資本主義」

の形態をとったのは、欧米諸国の「自由貿易帝国主義」に抗する経済的ナシ

ョナリズムから発した対抗戦略であった。 

  日本が不平等条約を脱し、「自立的資本主義」から「国際的資本主義」へ転

化した段階で、植民地を有する植民地帝国の構築を目的とする戦略を採って

いく。「非公式帝国」ではなく、「公式帝国」の道を歩んだのは、当時の日本

が先進の植民地帝国に伍する実質的意味の国際社会のメンバーではなかった

ことと、植民地帝国構想が経済的利益関心よりも軍事的安全保障関心から発

したもので、国境線の安全確保への関心と不可分であったことがあった。こ

の萌芽は、第一回帝国議会で内閣総理大臣山県有朋が行った演説に現れてい

る。陸海軍費の歳出額が大きな部分を占めている理由として、国家の独立自

衛のためとし、第一に「主権線」すなわち「国境線」を防禦するとともに、

第二に「主権線の安危に密着の関係のある地域」を画する「利益線」を確保

する必要を強調した。1890年段階では仮想上に止まっていた「利益線」が、

現実のものと転化していくのは日露戦争であった。朝鮮半島の植民地化は始

動し、中国東北部においては南満州を中心として「租借地」という形で実質

的植民地化が進行した。 

  日本の植民地統治の基本的枠組みは、「国民の代表機関」(美濃部達吉)とし

ての帝国議会が関与することはなかった。帝国議会と同じく憲法に規定され

た枢密顧問によって構成される天皇の最高諮問機関、枢密院であった。明治

憲法体制下における日本の議会制は、枢密院を最上院とし、その下で帝国議

会の両院が機能する三院制であった。 

  日露講和条約調印から三カ月余りを経た 1905(明治 38)年 12月 20日に、日

本の韓国統治の中心機関となる統監府および理事庁官制案が枢密院に諮問さ

れた。当時枢密院議長を務めていたのは伊藤博文であった。伊藤はすでにこ

の段階で初代統監を予定されていた。日露戦争中から韓国に対する政策立案

のイニシアティヴをとっていたため、枢密院は対韓政策の基本的枠組みの決

定について事実上深く関与していた。統監は韓国の外交権の管理に当たるこ

とは立法事項として盛り込まれていたが、内政に対する監督にも当たる権限

が枢密院では暗黙の了解となっていた。さらに、朝鮮半島に駐屯する日本軍

隊に対する兵力の使用を命令する権限が与えられていた。これは初代統監と
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しての文官である伊藤に軍隊統率権を認めることを意味した。日露戦争の結

果として日本は、ロシアが中国東北部や南満州鉄道に対してもっていた租借

権を獲得し、軍部は関東州租借地の行政と南満州鉄道付属地の防衛とに任ず

る関東都督府官制案を枢密院に提出した。関東都督には軍官を充てようとし

た。統監府および理事庁官制が公布されて 5年後の 1910年に韓国が日本に併

合されると、最後の韓国統監であった陸軍大将寺内正毅を初代朝鮮総督とす

る植民地統治が始まった。それを機会に武官総督制を導入して軍隊統率権を

軍部の手に回収した。 

  憲法との関連で、植民地の法的位置づけを最初に打ち出したのは、美濃部

達吉が 1912(明治 45)年に公刊した『憲法講話』であった。美濃部の立憲主義

的価値観から、それに背反する顕著な現実として植民地をとらえた。「立憲政

治」の説明が適用される範囲は、日本の内地のみであって海外植民地には適

用されない。憲法が最高の統治組織に関する部分を除いては行われない区域

すなわち「異法区域」あるいは「特殊統治区域」と呼んだ。1935年の天皇機

関説事件の結果として発行停止となった「大正デモクラシー」期の『憲法撮

要』にも引き継がれた。 

  大正前半期、特に寺内正毅内閣下で行われた植民地官制は、明治期のそれ

を補強し、陸軍の主導権を確立しようとする志向に貫かれていたが、それと

相反する志向も見られた。1913(大正 2)年から 1914年にかけ出現した第一次

山本権兵衛内閣は、反長州・反陸軍の志向の強い政権で陸軍主導の植民地統

治体制が崩れた。このように反長州閥陸軍の色彩の強い第一次山本内閣の下

で陸軍の一時的後退が見られたにもかかわらず、陸軍の植民地の統治におけ

る主導権確立の志向は変わらなかった。1916年から 1918年にかけて存続した

初代朝鮮総督・陸軍大将寺内正毅を首班とする内閣の下で、南満州における、

関東都督府、満鉄および外務省傘下の各領事官の三頭政治を関東都督府の主

導体制のもとに再編し、南満州統治と朝鮮統治とが一体化となった植民地統

治体制を期していた。枢密院内部には議長山県有朋をはじめ、山県系の顧問

官がいたのであるが、反対多数により、寺内の意図は全面的には実現を見な

かった。 

  1919(大正 8)年に朝鮮に激発した三・一独立運動に象徴される朝鮮ナショナ

リズムをはじめ、南満州やさまざまなナショナリズムに直面した日本は、植

民地統治の脱軍事化および植民地と本国との「同化」を打ち出した。原敬内

閣は、三・一独立運動に先立って、南満州統治の改革に着手し、関東都督に

集中していた軍事・行政・経済の三権を分離し、行政部門を独立させ関東庁

を設置し、関東庁長官の文民化と自由任用を可能にした。あわせて関東軍司

令部が設置された。「同化」政策については、教育による「同化」の制度的基
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盤を朝鮮と台湾について造り出そうとした。現地人に対して大学教育の機会

を与え、大学教育をはじめ師範教育、専門教育および実業教育について日本

人との共学を認めた。現地人の反感を考慮し、教育勅語による「同化」を排

除した。初等普通学校では、朝鮮・台湾ともに現地人との共学を認めず、高

等普通学校・女子高等普通学校については、朝鮮では共学を認めず、台湾で

は共学を認めた。朝鮮と台湾との制度上の差別は、朝鮮ナショナリズムが日

本人生徒に及ぼす思想的影響に不安感をもっていたことによる。1924(大正

13)年には京城帝国大学を 1928(昭和 3)年には台北帝国大学を設立する勅命が

提出された。しかし、「同化」政策は、最大限の善意と最高度のソフィスティ

ケーションをもってしても、朝鮮や台湾のナショナリズムを鎮静させること

はできなかった。 

  「同化」政策の特徴を表しているのが、拓務省官制である。これは、植民

地化を管轄する官庁の名称であり、植民地という名称は連想させるようなこ

とは避けたいと考えて名づけたものである。 

  植民地統治体制にも第一次大戦後の脱帝国主義の時代の影響が及び、帝国

主義に代わる国際政治イデオロギーとしての「地域主義」が登場し、満州事

変以降の 1930年代前半、日本を主体とする東アジアの国際政治変動によって

もたらされた結果を正当化しようとした。 

  1920年代の日本は基本方針として普遍主義的国際主義、欧米先進国によっ

て主導されるグローバリズムを採っていた。政治的には軍縮条約という政治

的国際主義、経済的には金(為替)本位制という経済的国際主義という基軸で

あった。1931年から日本の軍部によって引き起こされた国際環境の変動(満州

事変)に伴って、「地域主義」が本流になる。第一に、国際連盟によって体現

されたグローバリズムの否定を意味した。第二に、「民族主義」の対立概念と

して提示され、新しい国際秩序の原理と見なされた。第三に、国際連盟脱退

後の国際的孤立を恐れて、地域的国際組織の中に日本の生きる砦を見出そう

とした。日中戦争が勃発し、1938年に日本が戦争目的として「東亜新秩序」

を唱えるに及んで、「地域主義」は基礎付ける原理となった。ヨーロッパにお

いて独伊両国を中心とした「欧州新秩序」、そして東アジアにおいて日本を中

心とした「東亜新秩序」は、「地域主義」に基づく「世界新秩序」を構成する

一環として位置づけられた。「東亜新秩序」への主たる障害は、中国民族主義

とこれを利用した欧米帝国主義であった。これが最終的に対米英戦争を正当

化した「地域主義」の論理であった。 

  日本の敗戦は、「地域主義」に終止符を打ったが、米国が冷戦の展開に対応

して、独自の「地域主義」的国際秩序を構想し、その中に日本を位置付けた。

日本の工業力を再建・増強するため、原料供給地や市場として他のアジア諸
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地域(韓国・台湾)を日本に結びつけ、非共産圏アジアに一種の「垂直的国際

分業」システムを機能させ、共産主義に対抗しうる強固な地域体制を実現し

ようとしたものであった。 

  1970年代に入ると、米国のアジアにおける「地域主義」構想を成り立たせ

てきた条件が急速に変化していった。第一はアジアにおける冷戦(米中冷戦)

の終焉である。第二に、イデオロギーによって分断されていた地域をグロー

バリズムの奔流が貫通しはじめたこと。第三は、アジアのさまざまな民族主

義が経済力の裏付けを得て、「水平的統合」を志向する新しい「地域主義」を

模索しつつあるように思えること。「アジア文化」の希薄性を示す歴史的事実

にもかかわらず、「アジア」は日本にとって生活の現実に裏付けられた概念で

ある。冷戦の終焉に伴って顕在化した日韓中三国間の「歴史認識」の政治問

題化も、共通の「歴史認識」を通しての新しい「地域主義」の模索という面

があることも否定できない。日本の近代の最も重要な特質の一つは、アジア

では例外的な植民地帝国をもったことにあるが、その時代の認識は、同時代

の朝鮮・中国の認識なくしてはありえない。 

 

第四章 日本の近代化にとって天皇制とは何であったのか 

  19世紀後半の世界においては産業上の先進国が後進国の将来のイメージを

示していることは、当時の日本にとって自明であった。将来の到達すべき目

標は自明であったが、それに到達する過程や方法は不明であり、未知だった。

日本のヨーロッパ化の先導者たちは、歴史的実体としてのヨーロッパを導入

可能な諸機能の体系(システム)とみなした。機能的ヨーロッパ化を図るには、

日本自身が機能の体系として再組織されなければならなかった。機能的ヨー

ロッパ化を推進する国民的主体に対して機能主義的思考様式の確立が要請さ

れた。福沢諭吉が『文明論之概略』において「物の貴きに非ず、其働きの貴

きなり」と説いたのは、機能主義的思考様式の重要性を強調したものであっ

た。明治期の自由主義的資本主義の先導者であった田口卯吉(1855～1905)は、

多彩な百科全書家的活動を通して、機能主義的思考様式の何たるかを示した

人物である。明治期の機能的合理主義を大正期において継承したのがジャー

ナリストの長谷川如是閑であった。江戸時代以来の職人の伝統の中に、日本

の近代化を推進する機能主義的思考様式の原型を見出した。大正・昭和期に

おいて経済ジャーナリストとして活動し、戦後は首相に任ぜられた石橋湛山

は、日本のプラグマティズムを代表する田中王堂(1868～1932)の決定的影響

を受けた。田中は福沢の機能主義的相対主義的哲学を高く評価していた。日

本の近代化を推進した機能主義的思考様式は、日中戦争以後の昭和戦時期の

統制経済論にも見られる。近衛文麿のブレーンである笠信太郎は「経済新体
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制」の枠組みを提示した。これはマルクス主義の世界観および哲学を母胎と

する経済学で、国家目的に奉仕させようとした。歴史的実体としてのヨーロ

ッパは、機能の体系としてとらえきれるものではない。永井荷風は「西洋と

いう処は非常に昔臭い国だ。歴史臭い国だ。」と述べ、これに深い感銘を受け

た文芸評論家の中村光男は、「機械とこれを運用するに適した社会」としての

ヨーロッパのみに着目してきたと日本の近代化を見ていた。幕末体制イデオ

ロギーの内部から徂徠学の発展や国学を媒介として事実上近代を促進する契

機が自生していったと公表した丸山真男の場合、「近代」概念は機能主義的思

考様式によって基礎づけられた福沢イデオロギーによって補強され、戦時下

の日本の現実を批判する理論的根拠とした。 

  機能主義的思考様式は、ヨーロッパ文明の基盤をなす宗教をも基本的な社

会機能ないし国家機能としてとらえ、キリスト教がヨーロッパにおいて果た

している機能を日本に導入しようとした。憲法起草者伊藤博文は、仏教を含

めた既存の日本の宗教の中にはヨーロッパにおけるキリスト教の機能を果た

しうるものを見出すことはできなかった。日本がヨーロッパ的近代国家をつ

くろうとすれば、ヨーロッパ的近代国家が前提としたものを神格化された天

皇に求めた。ヨーロッパにおけるキリスト教の「機能的等価物」としての天

皇制は、ヨーロッパおける君主制(教会から分離された立憲君主制)の過重な

負担を負わされることになった。明治日本の憲法起草者たちがヨーロッパに

おけるキリスト教の機能を、天皇制が担いうるかのごとく想定し、ヨーロッ

パのキリスト教に相当する宗教的機能を担わざるをえなくなった。 

  日独の君主観の違いは、君主としての皇帝と天皇との本質的な違いに由来

している。プロイセン国王は、ドイツ帝国憲法によってドイツ帝国を構成す

る各邦や各自治都市を統合し、ドイツ帝国を対外的に代表する元首とされる

が、各邦の王や各自治都市の市長に対して絶対的な優越性をもつものではな

い。プロイセン王国憲法には皇帝である国王について、「国王の地位は侵すこ

とができない」と規定されているが、「信書の秘密」・「所有権」・「住居」につ

いても侵すことができない(unverletzlich)が用いられている。しかし、大日

本国憲法では、天皇の神位を形容する場合には「神聖ニシテ侵スヘカラス」

とし、臣民の信書の秘密等の権利については「侵サルルコトナシ」としてい

る。天皇の「神聖不可侵性」は形而上的絶対不可侵性が含意され、政治上法

律上の責任が問われない無答責を意味するのみならず、第一回帝国議会開会

にあたって福沢諭吉さえも指摘したように、「神聖不可侵性」に触れることは、

議会における言論の自由の範囲に含まれなかった。1935(昭和 10)年の天皇機

関説事件において、天皇の詔勅は批判の対象になりうるかという問題があっ

た。美濃部は、詔勅の責任は、それに副署した内閣総理大臣以下の国務大臣
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にあり、天皇は無答責であって、国務大臣の責任批判が問われる詔勅批判は

自由であるとの見解をとっていた。しかし、国務大臣の副署がない例外的な

詔勅があった。「教育勅語」がそれであり、主任検事は詔勅批判の自由を主張

する美濃部を追及した。 

  大日本国憲法における天皇は、国家の元首として統治権を統合する国家主

権の主体であったが、統治権の行使にあたっては憲法の条規によるという「立

憲君主」であった。統治の主体としての天皇と天皇の「神聖不可侵」とは法

論理的には両立しなかった。そこで憲法外で「神聖不可侵性」を明示したの

が「教育勅語」であり、単なる立憲君主に止めず、半宗教的絶対者の役割を

果たすべき「国家の機軸」に据えたことの論理必然的帰結であった。「教育勅

語」の起点となったのは、1879(明治 12)年に天皇が侍講元田永孚(ながさね)

に命じて起草させた「教学聖旨」であり、国民教育の方針を明らかにした文

書である。教育の目的は、「仁義忠孝」を明らかにすることにあり、「智識才

芸」を究めることは、それを前提とした道徳主義的教育思想を強調し、その

源泉は、天皇の祖先の教訓である「祖訓」と我が国の古典である「国典」に

求められた。「教育聖旨」に政府内部には、「風俗の幣」は認めながら、維新

以来政府が進めてきた文明開化政策を変更し、「旧時の陋習」に復することが

あってはならないという反対する意見があった。ところがこれを必要とした

のは、国家体制の頂点と底辺とを媒介する役割を果たす地方長官(府県知事)

からの要請であった。地方の民心をいかに統一し把握するかを問題とし、徳

育の欠くる所がありとして、「徳育涵養」の必要を説いた。当時の首相山県有

朋は、参謀本部長として 1882(明治 15)年の「軍人勅諭」を起案した経験から、

教育においても勅諭によってその基本方針を明らかにすることを考えた。文

部省が起草者として選んだのは、帝国大学文科大学教授の中村正直であった。

中村は「教法」を「修身及び敬神の教育」と説明し、教育は「教法」が本流

であると断じた。これに対し、法制局長官井上毅が批判を行った。中村が道

徳の本源を「天」や「神」に求め、人間の「固有の性」から生ずる「敬天敬

神」の心の表れが忠孝や仁愛信義の道徳であることを批判した。宗教教育か

ら峻別された道徳教育を求め、勅語において道徳の宗教的基礎づけを行うこ

とは宗教的対立に巻きこむ恐れがあるとして反対した。また、政治的状況判

断の混入を排除することを主張した。この勅語は国務大臣の輔弼による政治

上の勅令や勅語と異なり、天皇自身の意思の表明という形をとらなければな

らない。井上は、道徳の宗教的哲学的基礎づけを排除し、道徳の原作者は天

皇の祖先、「皇祖皇宗」に求めた。現実の君主の祖先であるという意味では相

対的な、しかし非地上的存在という意味では超越的な相対的超越者に移った。

道徳の本源が「皇祖皇宗」に求められた結果、道徳は「皇祖皇宗」の「遺訓」
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として意味づけられた。立憲君主としての天皇が勅語によって教育の基本方

針を示すということは、教育勅語を天皇の政治上の命令と区別し、社会に対

する天皇の著作の公表とみなした。この論理操作により、教育勅語を立憲主

義の原則と強引に整合させた。政治上の命令から区別する考え方から国務大

臣の副署をもたないものとなり、立憲君主制の原則に拘束されない絶対的規

範として定着するにいたった。 

  井上の奇策にもかかわらず、立憲君主としての天皇と道徳の立法者として

の天皇との立場の矛盾は消えることはなかった。そしてその矛盾と不可分の

「政体」と「国体」との相剋は、日本の近代の恒常的な不安定要因であった。

一般国民に対して圧倒的影響力をもったのは憲法ではなく教育勅語であり、

立憲君主としての天皇ではなく、道徳の立法者としての天皇であった。教育

勅語は日本の近代における公共的価値体系を表現している「市民宗教」(civil 

religion)の要約であった。憲法は大学教育の前の段階では教えられることは

なかった。大学教育を受けない多数の国民に対しては、政治教育はなかった。

大学で憲法の講義を聴く者は、勅語との同一性よりも、異質性に強く印象づ

けられ、憲法は時として、立憲主義・自由主義のイデオロギー的根拠として

の意味・機能をもった。1935年以降の昭和期の反体制運動(「国体明徴」を掲

げる「革新」運動)を推進した諸勢力は、憲法の立憲主義的で自由主義的な側

面を支持する諸勢力を攻撃した。日本の近代においては「教育勅語」は多数

者の論理であり、憲法は少数者の論理であった。 

  敗戦の翌年、1946年 10月 8日、文部省は教育勅語奉読の廃止と詔書の神格

化の廃止を通達した。1948年 6月 19日には衆参両院は教育勅語を含むいくつ

かの勅語の失効を確認し、道徳の立法者としての天皇は消え去り、「国体」観

念は支柱を失った。憲法上の天皇も、旧憲法における主権者の地位を失い、

国民主権の下で「日本国の象徴」として、また「国民統合の象徴」として新

しい役割を担うことになり、「国体」の根本的変革をもたらした。象徴天皇制

は、現天皇の直面する問題であるとともに、主権者である国民全体の問題で

もある。 

 

終章 近代の歩みから考える日本の将来 

  本書は、19世紀後半に近代化の実験に着手した日本がその準拠としたヨー

ロッパにおける「近代」概念について分析している。ウォルター・バジョッ

トは、「議論による統治」は「貿易」による自由なコミュニケーションの拡大

と、「植民地」による異質な文化とのコミュニケーションの拡大によって促進

されると考えた。 

  「議論による統治」は、日本近代が達成した最大の成果であった。ジャー
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ナリズムその他を通じて、激しい批判や避難が浴びせられたが、日本の政治

的近代の不安定の安定に資してきた。日本の資本主義の形成も日本近代の大

きな成果であった。植民地帝国は日本近代の最大の負の遺産であり、今日に

おいても清算されていない。植民地であった他国の政治・経済・文化のみな

らず、日本自身にも癒すことのできない傷跡を残している。ヨーロッパが抱

える難民の問題は、ヨーロッパ近代がつくり上げた植民地帝国の負の遺産で

あり、ヨーロッパのそれを模した日本にとっても他人事とはいえない。ヨー

ロッパの原点に「神」があることを認識した明治国家の設計者たちは、天皇

に「神」に相当する役割を担わせ、立憲君主に止めず、「皇祖皇孫」と一体化

した道徳の立法者として擁立した。 

  日本の近代は一面では目的合理性をもっていたが、他面では自己目的化し

たフィクションに基づく非合理性をもっていた。今日でも政治状況の変化に

よっては日本近代の歴史的先例が繰り返されないとは限らない。日本近代は

幕末日本を起点とし、「文明開化」「富国強兵」のスローガンとともに明治政

府に継承された。日本近代の最初の挫折をもたらしたのは、日中戦争と太平

洋戦争の敗戦であった。幕末以来の「富国強兵」路線を挫折させた。敗戦後

の日本は、「富国強兵」路線の修正を図り、現行憲法第 9条の導入による「強

兵」路線の放棄を行った。「文明開化」路線はさまざまな意匠を施され、維持

された。象徴天皇制も、第 9条の挿入を前提として制度化された。ところが

「強兵」なき「富国」路線の根本的な疑問が 2011年 3月 11日の東日本大震

災と原発事故であった。苛酷な原発事故を伴うことによって、戦後日本の近

代化路線そのものに修復が困難と思われる深刻な挫傷を与えた。電力を算出

するエネルギー資源供給の危機を顕在化させ、原子力危機については突破し

うる展望が開かれていない。しかも、エネルギー危機は世界的なものであり、

エネルギー資源をめぐる国際的対立を惹起し、「国益」と国民感情を最優先す

るナショナリスティックな主張が世界的に強まりつつある。日本では「安全

保障環境」の変化が強調され、「強兵」の主張を再び呼び覚ましつつある。「文

明開化」「富国強兵」というスローガンによって方向づけられた日本近代化路

線は、対外強化を目的とする一国近代化路線であった。今後必要なことは、

日本近代化を支えた社会基盤を国際共同体に置き、グローバルな規模での近

代化路線を再構築することである。 

  冷戦の終焉がもたらしたものは、米ソの二極的な覇権構造の解体と国際政

治の多極化であり、それがグローバリゼーションの政治的な意味である。

1921(大正10)年から1922年にかけて、ワシントンＤＣで国際会議が開催され、

そこにおいて締結された諸条約や諸決議を枠組みとする国際政治体制をワシ

ントン体制という。第一に、多国間協調を志向する多国間条約のネットワー
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クを枠組とした。第二に、軍縮条約を基本枠組とするものであった。第三に、

当事国間の経済的金融的提携関係によって支えられていた。ワシントン体制

には不安定化要因があった。中国ナショナリズムの進展に対して、国際協調

が成り立つか否かという問題で、米国と英国は中国ナショナリズムとの協調

を選択し、日本は孤立し、満州事変という隘路の強行突破に走り、第二次世

界大戦の敗北にいたった。現在においても、中国をめぐる問題が、世界と日

本を揺るがしている。今日米国やヨーロッパにおいては、短絡的な保護主義

の衝動や一国主義に向けての視野の縮小が強まる傾向にある。ワシントン体

制は歴史の教訓とするに値するし、ワシントン体制の重要な遺産を憲法第 9

条に遺している日本は、その意味を考えるべきである。 

以上 

 

  明治維新から 150年が経つ今年。日本の近代がどのように形成されてきた

かを眺めてきた。 

  1945年 8月 15日を境に、前半と後半が変わった、戦後が新しく始まったと

の印象があるようですが、現在においても「富国強兵」のスローガンがその

まま続いているように思える。 

  官僚制度はほとんどが残り、産業界では相変わらず成長路線が叫ばれ、少

子化に対しては「産めよ増やせよ」である。満州国での実験そのものが戦前

から続いている。 


