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第７６回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ読書会   

保守主義とは何か 反フランス革命から現代日本まで 宇野重規（中公新書） 

２０１８年７月２８日   広瀬知衛 

 他の概念同様、「保守主義」という概念も一定した定義は不明確で、様々なイメ-ジで語

られる。しかも、政治を語る場面に登場してくるだけにそれぞれの人に、予め価値付けさ

れている。この本での著者は、「具体的な制度や慣習を保守し、その制度や慣習が歴史の中

で培われたものを重視する。」「自由を維持することを大切にし、民主化を前提にしつつ、

斬新的改革を目指す。」「過去に価値を見出す思考がすべて保守主義と呼ばれるべきではな

い。変化一般に対する嫌悪や反発としての「伝統主義」とは明確に区別されるべきである」

「保守主義はあくまで自由という価値を追求するものであり、民主主義を完全に否定する

反動や復古主義と異なる。」「保守主義は高度に自覚的な近代的思想であった。」としている。

このような著者の保守主義の定義を評価して、この本を選んだ。 

  序章 変質する保守主義 進歩主義の衰退 

 「伝統」や「権威」は人間にとって「重し」であり、思考の基準でもあり、それがある

方が人間はむしろ主体的になると保守主義は言う。ところが今日その「伝統」や「権威」

がわからなくなりつつあり、何をイメ-ジするかはその人次第になっている。本来、これら

は人々に共有されて意味をもつものだけに、人次第ではそもそも「伝統」でも「権威」も

無い。現代は「伝統」ですら根拠を示さねばならないし、それが、自分だけの「伝統」と

言うならば「原理主義」的である。人々が自ら守ろうとしているものが「私の伝統」や「私

の権威」に過ぎないという可能性を認めつつ、それでも自分にとって大切な何かを守ろう

とするとき、現代的な保守主義を論じる余地が生じる。 

 保守主義といえばエドモンド・バーク以来の伝統をもつ政治的イデオロギ－である。 バ

ークの保守主義という場合、政治制度をはじめとする、慣習や暗黙のルールを含む社会の

さまざまな制度を言う。抽象的な理念やイメ-ジは排除され、具体的な制度の体系を守るこ

とが保守主義の主眼だった。第二に社会の基本構造は維持される必要があり、それが失わ

れれば保守は保守でなくなる。第三に人々の自由を守ることで、権力の専制化を防ぎ、歴

史的に人々に認められた権利をどのように守るかが関心事であった。最後に保守主義の裏

側のテーマは民主主義への対応にあった。古い身分制を良し、とした訳ではないが、急進

的な改革に断固反対し、直接的な政治参加の急激な拡大に対しては慎重な姿勢を保持した。 

 バーク以来の保守主義に対し、現代の保守主義は大きな変質がある。たとえば「保守革

命」という矛盾した用語法である。現代の保守主義者の多くは、政治や社会の現状を激し

く批判し、過去への回帰を訴えることで、変革の道筋を見出そうとする。これに対し「左

派」や「リベラル派」は福祉国家の現状を維持しようとする傾向が強い。なぜこのような

転倒が生じたのか、一つは保守主義のライバル関係の進歩主義にある。この場合の進歩主

義とは、抽象的理念に基づいて、社会の全面的な改造を試みる立場で、理想主義的で、理

性や体系性重視の傾向がある。これに対して、保守主義は具体的なもの、経験的なものを

重視し、歴史の連続性の上に部分的な改良を志向する立場で、理性だけではなく、感情や
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無意識的な慣習を重視する。 

現代では、進歩主義のフランス革命急進派、マルクス主主義、「大きな政府」による社会

改良を目指すリベラル派等の存在自体が怪しくなった。伝統的保守主義の基盤も後退し、

進歩主義を支持してきた人々も保守化してきて、ある人が抱く政治的信条と、その人の社

会的諸条件の間には、かつてほど明確な対応関係はみえにくくなっている。その上、保守

主義は伝統を確信しつつ、社会の無限の「進歩」を信ずることができた近代の思想であっ

たのに、今日のポストモダンの保守主義では自分の過去や伝統を自覚的に問い直さねばな

らない。過去や伝統は自明ではなく、再解釈し、再編集していく必要がある。「進歩」が見

えにくい時代だからこそ、過去を振り返る。独善的な「原理主義」を排し、多くの人々が

共有可能なものとして過去を開かれたものにしていくことが重要である。 

第1章 フランス革命と闘う 

バ－クは抽象的な理性の使用を批判したが、理性を否定した訳では無い。又、決して啓

蒙思想の全否定ではなかった。彼は理性を信じたのであり、その用い方について、同時代

の啓蒙思想と対立したに過ぎない。ただ、理性だけでなく感情や情念に着目し、人間の認

識能力の無限の発展よりはその限界に着目した点こそ、バ－クの思考の特徴が見える。 

バ-クは万年野党の政治家でありながら、名誉革命によって打ち立てられた政治体制を真

の英国国制とみなし、それが人々の自由を守るため培った政治制度である以上、安易に全

面的改造を試みるべきではないと考え、時代の中心的課題と向き合うことになった。 

バークが政界入りした時期は英国の政党政治の確立期であった。国王と議会、行政権と

立法権の対立に注目が集まり、新たな政治スタイルが模索され、貴族と取り巻きが作る政

党とは異なる政党が焦点となった。ジョ-ジ３世の行動を専制的なものと批判して、返す刀

で政党政治を確立しようとした。国王の側近、宮廷派が作る「人民によるチェックを受け

ない」裏の内閣が英国の社会不安、さらに植民地の不満になっていると批判した。 

名誉革命以来、議会は内閣と民衆の間で民衆の声を政治のシステムへよく媒介したとバ-

クは評価する。民衆は屢判断を誤るが、その民衆を力で抑え込むのではなく、その性情を

良く理解すべきと説いた。彼らと支配者との間のどのような抗争でも、少なくとも半分は

民衆の側の言い分にも理があると言い、悪政かどうかを判断するに際して、人々が感覚的

に間違えることは殆どないとバ-クは主張する。民衆が権力による圧迫を感じ、自らの利害

が十分に反映されていないと言う時、その訴えを軽視してはならず、政治は必ず公共の原

理と国民の基盤の上に立っていなければならないというのがバ－クの信念であった。 

国王はかつての「大権」によって自らの意を実現しようとしているとは言わないが、寵

臣を公職につけ、政治の実権を握らせようとしているのは、民衆の声を迂回して政治を行

うことにほかならず、国王は自らの「影響力」を拡大し、議会を骨抜きにして、英国の政

治システムを破壊していると批判する。 

「政党とは、その連帯した努力により、彼等全員の一致しているある特定の原理に基づ

いて、国家利益の促進のために統合する集団のことである」と、バ-クは定義した。この定

義からすれば、原理なき野合は政党ではなく、また国家と完全に敵対し、国家利益を全否
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定する集団も政党では無かった。それまで、政党と派閥は区別されることはなかったが、

政党を国家利益の促進のために、原理を共有する集団として、再定義することで、単なる

一時的利益によって結びついた派閥と区別する理論的根拠を提供した。政治的信念で仲間

を増やし、信念を異にする集団との対決から逃げないことに政治家や政党の役割を見出し

た。民衆の支持を得て政権を奪回した際には政党メンバ－が公職につき、定期的な政権交

代への期待こそが政党のモラルを維持するとバ－クは説いた。 

世界帝国になった英国は多様な文化的・民族的背景をもつ集団を抱えて、統治を行うと 

いう政治課題が出現した。その時期に、バ-クは英国の歴史が一歩一歩築き上げてきた理念

を継承した、アメリカ人の自由の精神を重視した演説を行う。課税の問題のボストン茶会

事件では代表無くして課税無しとして、本国の横暴を批判している。課税はアメリカ人、

自ら課税するよう任せるべきで、アメリカ人からその自由を奪い、彼らを隷属状態に置く

ならば、その統治は長続きしないとした。 

バ-クは、議員として代表に選ばれたならば、あくまで英国国政全体に責任を持つべきで、

選挙区の特殊利害に拘束されるものではないと唱えた。故郷アイルランドの権利のために

尽力したが、その原則も英国的自由であった。アイルランドの置かれた状況を、事実上の

隷属としてではなく、あくまで自由な英国秩序の一環として捉えようとしたのだ。 

彼が６０歳の時に、フランス革命が起き、激しい反革命の論陣を張ることになる。２０

世紀の社会学者カール・マンハイムによれば、保守主義は単に旧来のものを墨守し、変化

を嫌うという意味での保守感情や伝統主義とは、はっきり区別される。保守主義はフラン

ス革命とそのダイナミックな変化に、自覚的に対応するものにほかならない。保守すべき

何かが危機にさらされている以上、これを積極的に選び直し、保守しなければならない、

という自覚が保守主義を生み出したとマンハイムは論じた。 

名誉革命では王位継承と権利宣言が一体のものとして宣言されている。結果として王国

の基本的原則が維持された上で、それが臣民の諸権利の確認と連動したので、ここにバー

クは英国国制の精妙な発展の源をみる。バークにとって、「保守」するとは、古いものをそ

のまま維持することではない。変更する手段をもたない国家は、自ら保守することもでき

ない。ここから、保守するためには変わらなければならないという、逆説にも聞こえる保

守主義の信条が生まれていった。 

名誉革命は、あくまで王国の古来の原理を回復するという視点からなされた。これに対

し、フランスにも政治的伝統や制度があり、独自の自由の原則があったのに、急進化した

人々はそれらを土台から壊してしまったと批判した。フランス革命は歴史の断絶としてな

され、加えて何の歴史的根拠ももたない抽象的な原理に立脚点を置こうとした。名誉革命

で確認されたのが歴史的に継承されていた「英国人の権利」、それに対しフランス人権宣言

が立脚したのは「人間の権利」であった。フランス革命は歴史の断絶を肯定的に捉え、新

たな原理によるゼロからの再出発であった。過去に回帰すべき範を求めるのではなく、抽

象的な原理に基づいて未来へ跳躍したのだ。 

バークはこのようなフランス革命に自己蔑視をみてとった。自らの過去や父祖の行いに
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対する敬意をもつことで、人は自己への尊敬を育む。これに対し、フランス革命は自らの

過去と訣別した上で、抽象的原理に基づいて社会を作り直そうとしていた。更に「自己を

尊重しない習慣を教え込まれていない人間」に権力を与えかねないと危惧する。(戦後日本) 

バ-クは下院が民意によって支えられていることを強調しているだけに単純に民主主義

に敵対する思想家ではなかった。とはいえ、国王の地位を人民の選択に基礎づけることは

認めなかった。国王は王国の時間を超えて連続性を体現するものであり、その地位は王位

継承法によって決定されるべきと考えた。自由も過去から引き継ぎ、将来世代へと受け渡

すべき「相続財産」であった。それをそれぞれの世代が必要から修正することは構わない、

としても、土台から引き離し、人権という抽象的な哲学で基礎づけてはならない。勿論バ-

クは人権という理念自体を否定するわけではないが、ただ、それが歴史的に形成され、も

はや人々の第二の「自然」ともなった社会のなかで機能することを求めたのである。 

社会も人間性も複雑である。そうだとすれば、単純な原理に基づく単純な政府は、ただ

それだけで問題である。社会という複雑な構築物の全体を見通すことはできない。それを

保存・改良するには個人の理性よりも感情や偏見を利用すべきと説いた。理性を否定する

わけではないが、理性を論じるにあたって、一人の個人の思弁的・抽象的な理性を過信す

ることを批判した。人間の理性とは脆弱なものであり、一個人の理性にできることには限

界がある。むしろ、しばしば偏見や迷信とよばれる人間精神の働きにこそ、理性を補完・

拡張する潜在的可能性を見出したのである。人間の思考とは、長い時間をかけて漸進的に

発達したもので、合理的に設計されているわけではない。啓蒙思想家たちのひとたび偏見

や迷信を打破すれば、理性がおのずと支配的な地位に立つというのは間違いであり、偏見

や迷信と呼ばれるものの中には、歴史的に蓄積された経験が反映されていることが多く、

その中の有害な部分を除き、有効な部分を活用することが鍵であるとバークは説く。 

習慣も人間の理性を拡大させる。社会を構成する多様な集団に自らの役割と任務を教え

られ、偏見の中に秘められた知恵を形にするのは習慣である。人間は習慣という衣を身に

纏うことではじめて人間となる。だからこそ、古代以来、立法者と呼ばれるような人々は、

市民生活の多様な側面を観察し、その習慣に学ぼうとした。これに対して啓蒙思想は、人

間のあらゆる関係性をはぎ取り、個人を抽象的に捉えた点にその弱点があった。 

バ-クが偏見の一つとして尊重するのが宗教である。バークの宗教論は世俗社会の内部で

政治秩序を正当化するにあたって、教会の機能に着目する。人々の国家に対する親しみと

は、家庭の親しみや先祖の敬意とあいまって、教会の力によって支えられている。人間の

生の心配や不安は尽きることなく、それゆえに生きてゆくための欲求を心のうちに灯す何

かが常に必要である。そうである以上、宗教がなくなることはありえないと説いた。 

バ-クは「時効」の概念を語る。王国の出発点が征服であったとしても、その後、平穏に

統治し、人々がそれに服従することによって正統性を得る。逆にいえば、時効によって認

められてきた権利を、権力が恣意的に奪うことは暴力に等しい。フランスの新政府による

財産の没収や、それを担保にした紙幣の発行は、そのような時効に基づく秩序を破壊する

ことを意味した。国家は今生きているものだけによって構成されているわけでなく、現役
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世代が勝手に過去から継承したものを否定したり、逆に将来世代を無視した行為をしたり

してはならないのだ。 

 第２章 社会主義と闘う T・Sエリオット-「伝統」の再発見 

保守主義は時代とともに新たな展開をみせ、その場合も、進歩主義に対する疑念や、理

性に限界があること、社会や文化が世代から世代へと継承されるものであることを強調す

る。２０世紀前半は英国が主な舞台で、その中で T・Sエリオットを取り上げる。 

 エリオットが強調するのは伝統である。伝統が過去からの継承であり、進歩は未来に向

けての変革である。ベクトルの向きは逆であり、二項対立となる。文化が真に新たなもの

を創造するためには伝統が必要であった。伝統とは過去から受け継ぎ、未来に手渡してい

くべき何かである。伝統があるからこそ、人間はそれに手を加え、変化させ、将来世代へ

と引き継いでいくこともできる。 

 芸術家も伝統の流れ中にあることを自覚し、己をこの伝統の中に位置づけることではじ

めて、その現代性を感じることができる。彼等の「個性」も、それ自体で意味をもつもの

でなく、自らの印象や経験を過去からの伝統の諸関係と媒介させ、そこに新たな組み合わ

せを生み出すのが芸術家のつとめになる。伝統とは、過去から未来への継承で、絶えず自

らを革新する運動である。しかも伝統は、一つの国家の中に閉じ込められるものではなく、

時間的広がりと奥行きをもつものでなければならないのだ。 

 チェスタトンは、唯物論をはじめとする現代の急進的な諸理論が、理性のみを自己完結

的に信じることによって、むしろ狂気に陥っていると言う。必要なのは、自分一個の理性

を超えるものがあることを自覚するとともに、己のうちの相互に矛盾する複雑な感情を知

ることである。現在の世代だけを信じるのではなく、過去の平凡な人々の感覚を尊重する

ことが、彼にとっての伝統だった。と同時に、正統なのは「人間は無限に進歩する」とい

う自己満足的な教説にすがるのでもなく、むしろ超越的な神を前に自らを限定することで

あった。現世だけを信じている人間は、現世そのものを理解できない。真に世俗的になる

ためには超越的なものを信じなければならないと説く。 

 エリオットは文化と集団の結びつきを論じる。文化は個人によって担われるだけでなく、

階級や家族といった集団によって支えられる。さらに、集団の文化は社会全体の文化に依

拠していると語り、文化について非個人主義な理解を示したのである。文化とは単にあれ

やこれやの活動を指すものではない。集団に固有の振る舞いや行動のスタイルだけでなく、

美意識や知恵、判断力、さらに料理法に及ぶ、「一つの統一性ある生き方」である。文化は

しばしば、集団の特定の一人の人物によって体現されるが、あくまで集団によって維持・

発展するものであるとした。文化を伝達する上でもっとも重要な経路が家族であり、人が

特定の「生き方」を獲得するのは家族においてだと説いた。 

 更に、エリオットは一国が多様な集団文化によって構成され、それぞれの文化が互いに

自閉することなく、密接に結びついていることが重要で、相互に意思疎通をやめるとき、

その国全体の文化は崩壊に向かっているとする。地域が独特の文化を保持することが重要

であり、地域の文化が保持され、周囲の文化と調和して互いを富ませ、共通文化が発展す
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るとき、一国の文化も豊かなものとなると言う。一国の文化は多様な階級や地域の文化に

よって構成されると同時に、さらに上位の世界文化と接続していなければならない。諸国

の文化が結びついた上でそれぞれがヨ－ロッパ文化の一端を担っているのだ。そして、ヨ-

ロッパ文化の一体性は、その多様性によって支えられるのだと言う。 

 英国保守主義の基底にあるものは、「コモン・センスの哲学」と呼べるだろう。これは常

識を意味すると同時に人間の多様な感覚を統合する「共通感覚」という意味でもあった。

あらゆる芸術や文化はこの共通感覚の伝統に基盤をもたない限り、発展することは出来な

い。この共通感覚の延長線上に自己反省から生じる「ユ－モア」の感覚がある。これが、

政治とも密接な結びつきをもっている。このような共通感覚が失われ、互いに何も共有す

ることなしにイデオロギ-がぶつかり合うとき、政治的な空白と秩序の崩壊が生じる。この

ような危機の意識こそが、二〇世紀前半の英国保守主義の基調をなしたのである。 

 二〇世紀の保守主義にとっての最大のテ－マが社会主義との対決であったとすれば、そ

の代表者としてハイエクの名を上げられる。社会主義の計画経済の下で、効率的な資源配

分が可能か、市場や価格抜きに政府が生産量を決定する社会主義経済は必然的に非効率に

なってしまうのでは、政府が多様な家計や企業の情報を収集することで適切な価格を計算

できるのか、と問うた。このために必要な計算量は膨大であり、政府がすべての情報を入

手できるという想定は非現実的である、という立場をとったのがハイエクである。 

ハイエクは自ら保守主義に対する共感を示しつつ、自分が自由主義者であることを強調

する。と、同時に一般に言われる自由主義とも異なるとする。彼は、保守主義がブレ－キ

をかけるだけで、未来に向けてのアクセルに欠けていると言い、自由主義はエリ－トの存

在こそ否定しないものの、誰がエリ－トであるかをあらかじめ決定することはないのに対

し、保守主義は階層秩序に固執し、特定の階層の人物を指導的地位につけることを推奨す

ると批判する。 1944年、ハイエクは全体主義と対決し、79年には福祉国家を批判し、市

場メカニズムを強調する現代新自由主義の先駆者の一人とされた。ただ、教条的な自由放

任主義に批判的で、貧困者の救済など、政府が一定の社会保障機能をはたすことは否定し

ていない。 

 ハイエクが拠って立つのはヨ－ロッパ個人主義の伝統である。各個人の自発的で管理さ

れない努力は結果として、複雑な秩序を生み出す。その場合の秩序とは、個人行動の所産

であり、意図の結果ではない。だが、この英国で発展してきた自由主義思想は退却を始め、

１８７０年以降には秩序は意図によって統制できると考えが広まった。この転換の源流に

あるのはフランスの社会主義思想家たちである。社会を計画的に改造し、社会の諸力を「精

神的な支配力」に従わせようとした。その際にポイントになったのは「新しい自由」(実質

的自由)である。「自由」の名の下に富の平等の分配を主張した。結果として「自由」の概

念の中身が変化したとハイエクは主張する。 

 ハイエクが問題視したのは社会主義の理念ではなく、それを実現するために民間企業の

廃止、生産手段私有の撤廃、計画経済の創設等を採用した方法だった。複雑化した社会で

は、一つの主体が全ての情報を収集し、その間の調整をすることは不可能であると言う。
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価格メカニズムがつねに正しいという主張ではないが、社会全体の統制計画は多様性と選

択の自由を否定し、諸個人に一つの目的を強いることにつながると批判した。 

ハイエクは保険によってしか対応できない社会的リスクが存在すること、また不当な理

由で現実に不平等を強いられている人々がいることを認める。政府がひとたび社会正義の

名の下に計画化を進めれば、最終的にはすべての人の運命や地位への責任を政府が負わな

ければならなくなる。しかし、これは不可能であり、結果として社会の特定のグル－プだ

けが保障を受け、それ以外の運命はますます不安定になる。 

ハイエクが問題にしたのはすべてを把握できるという人間の傲慢さに対してだ。諸個人

による競争を強調したが、この結果がすべて正しいとするより、単一の目的を押し付けず、

各個人が自らの目的を選択し、それに基づいて行動すべき、という考えだった。 

 ハイエクはまず、自由を「強制の欠如」として定義し、人間の行動の所産が意図の結果

ではないような複雑な秩序になることを重視した。これを「自主的秩序」と呼ぶ。そこに

は、日常的に使用し、活用することで歴史的に試されてきた制度や慣習といったルールが

あった。いわば、過去の経験に対する個別の適応の所産である。過去からの制度・慣習を

活用する人間は、過去の誰だか知らない人間の知恵を活用していることになる。 

ハイエクの「進化」とは、制度や慣習といった「ル-ル」の進化であった。その中心的役

割をはたすものを「法」と呼んだ。この場合の法とは、特定の立法者が意図的に作り出し

たものではなく、歴史的に形成されてきた振舞いの一般的ル-ルを指す。法は特定の対象を

狙い撃ちにしてはならないのであって、一般的なル－ルは強制を最小にすると考えた。 

 ハイエクはこの法観念の下にデモクラシ―より「法の支配」を強調した。権力による恣

意的な立法の危険性は民主政治ではむしろ大きくなるとみなし、個人の自由を守るのは、

権力を拘束する上位のルールを重視する「法の支配」の伝統であるとハイエクは言う。 

 以上のように、ハイエクを新自由主義的な思想家とみなすことは不適切である。ハイテ

クの思想の本質は人間の知の有限性、ロ－カル性を重視する懐疑主義であり、多様性や選

択の自由を重視する自由主義である。その政治的主張の中心は、憲法によって政府による

恣意的な立法を抑制しようとする立憲主義であった。(立憲民主党が保守という意味) 

  オークショット―「人類の会話」というヴィジョン 

 オークショットは西欧は変化を追い求め過ぎ、自分自身への共感を失い、自らのアイデ

ンティティに無頓着になったという。変化は不可避ではあるが適応すべきものと指摘する。

大切なのは自己のめぐりあわせに対して淡々としていること、自分に相応しく、自分にも

自分の環境にも存在しない一層高度な完璧さを追求しないことだ。 

オークショットは、「人類の会話」というヴィジョンを提示する。会話の目的は何らかの

結論を出すことではない。互いを認め合い、同化することを求めないのが会話の本質であ

る。ところが、この数世紀、西欧の会話が「科学」の言語と実践的活動の言語ばかりとな

ってしまい、退屈になっているという。この会話の単調さから少しでも自由になることが

必要と主張する。異なる言葉が行き交い、決して単一の「声」へと収斂しないこと。多様

なイメ－ジが相互を否定することなく、適切な平衡を保つことを「会話」というヴィジョ
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ンに託した。 

オークショットは理性のみを強調し、権威や伝統、慣習といったものから精神を独立さ

せる「合理主義者」を批判する。彼等は自分自身の経験だけを認め、人の経験から学ぼう

としない。政治の領域で合理主義者はつねに問題の解決を目指す。問題解決を目指さない

政治が夢にもあると思わず、つねに画一的で、完全な答えがあることを当然として、政治

をその実現の場として捉える。これは「技術知」と呼ぶべきもので知のすべてではない。

これと違って明確に定式化できない「実践知」がある。「実践知」は慣習や伝統の実践の中

にあり、そこで一連の行動様式やマナ―として学ぶしかない。合理主義者はこれを否定、

あるいは敵視する。 

オークショットは政治教育を重視するが、それは長い歴史的経験を抽象化してえられた、 

「自由」、「民主主義」さらに「正義」というものではない。これらは経験から独立し、経

験に先立って存在として捉えられ、そのような原理を学べばそれで十分かのような錯覚も

生まれる。だが、人は抽象的命題からスタ―トできない。人の学びは、実践に参加し、そ

こでの行為や振る舞いに慣れ、そのルールを習得することにある。政治は、あらかじめ想

定された理想を実現するものではない。政治教育は伝統を学び、先行する人々の行動を観

察し、模倣することから始めなければならない。歴史教育で過去の個々の出来事で学ぶだ

けでなく、政治的思考様式の歴史を学ぶ必要がある。 

 オークショットは人間の結合様式として「統一体」と「社交体」というモデルを示す。

特定の共通目的による結合が統一体、他方、社交体は実体的目的から独立した、形式的な

行為規範による結合である。教会参事会やギルド、大学などが統一体、友人や隣人関係が

社交体にあたる。前者ではすべての成員が共通目的によって動員されるとすれば、後者で

は成員は自由に自らの目的を選択するができる。近代の政治的言説はあまりにも統一体の

イメ―ジで語られてきた。すなわち、自律的な個人の衝突を行動規範によって調整する「統

治」ではなく、支配下にある人々を統一体の目的のために利用する「指導」の技法こそが、

中心的な主題とされてきたのである。これは偏見であり、人々は共通目的がなければ結合

できないわけではない。ここで「会話」のヴィジョンが、社交体と密接に結びついている

のであり、社交体における「法」による「統治」の契機を２０世紀で復権させようとした。 

   大きな政府と闘う アメリカ「保守革命」の胎動 

 ２０世紀後半から、世界の保守主義の流れで中心的になったのはアメリカであった。レ

ーガンの「（新）保守革命」以降、「小さな政府」を掲げる「保守主義」の主張はアメリカ

のみならず、世界的な影響をもつようになっていく。アメリカの保守主義は個人の所有権

から出発して、人民の信託によって政府が設立されたと考える、ジョン・ロック的な自由

主義の発想が正統的な思想となった。もちろん建国の父に代表される、連邦政府の権限を

強化し、合衆国の一体性を強化しようとする思想をも「保守主義」と捉えられる。政治的

ユートピアを断念し、人間性にひそむ悪を見据えて制度を構想するものを「保守主義」と

みなす論者も少なくない。又、直接民主制に代えて代議制を重視し、さらに立法権の肥大

化を三権分立によって抑制した点に、「保守主義」の意味を見出すこともできる。これらの
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思想があった、にもかかわらず、アメリカで２０世紀半ばまで保守党も保守主義を自称す

る政治勢力も無く、「保守主義」が正統的な位置を占めることはなかった。  

保守主義者ウイ－ヴァ―が「存在するのは個別的な事物のみであり、普遍とは名称に過

ぎない」と言う立場の唯名論を批判する。唯名論のように超越的な普遍的実在を否定すれ

ば、神の絶対性を認めず、人間を万物の尺度とする人間中心主義となり、やがてこの志向

はニヒリズムに行き着き、道徳的秩序の崩壊をもたらしたと論じた。歴史と伝統、精神性

を保持しょうとしたウイ－ヴァ―の保守主義は反近代であった。 

 現代アメリ保守主義の「バイブル」と呼ばれるカークの「保守主義の精神」では性急な

改革を戒め、キリスト教的な超越性への信念を強調し、所有権の重要性など自由主義的価

値を主張する。伝統主義的なキリスト教信仰と所有権の絶対性を説く経済的自由主義は、

以後のアメリか保守主義の際立った特徴になっていく。 

 アメリカ保守主義の精神的・社会的背景を言えばアメリカが宗教的国家であるという事

実である。アメリカは歴史の中で繰り返し「宗教的大覚醒」を経験している。アメリカの

プロテスタント多数派である主流派が近代化を受け入れ、世俗に対して寛容であるのに対

し、聖書を文字通り神の言葉として捉える福音派は聖書に忠実で回心体験を重視している。

この福音派が南部から西部、中西部へ移住で広がった。現代の保守主義は東部エスタブリ

シュメントではなく、宗教化した「サンベルト」と呼ばれる地域の信心深い人々によって

支えられている。この人たちの信仰はテレビや巨大教会の礼拝によって説教が行われる。

世俗化、個人化した現代社会にあって、精神的拠り所を求める人々の切実な欲求なのだ。 

 これと関連して保守主義の精神的背景には、政治経済で主導するエリート大学卒に対す

る草の根の不信感を示す「反知性主義」がある。ある意味健全な反骨的精神がそこにあり、

トクヴィルもそれを地域の基礎的自治を担う一般市民の政治的知性と評価した。現代のア

メリカ保守主義の活発化の背景にあるのは、ベトナム戦争以降エリ－トに反発する福音派

の人々の存在が注目される。（イ－ジ―ライダ-、ジャイアンツ、イ－ストウッド） 

 Ⅱリバタリアニズム 

 現代アメリカの保守主義を準備したのは政治に頼ることなく、自分と自分の家族のみで

孤独に生きる人々の信念あり、固有の独立精神であった。と同時に、これを支えたのは近

代化と世俗化に適応したキリスト教ではなく、「聖書」と独特な回心体験に基礎を置くキリ

スト教の強い宗教心であり、それが伝統化したものだった。 

 これにリバタリアリズムが加わる。リバタリアリズムはもともと人間の自由意思を強調

する一連の思想を指したが、アナ―キズムと同一視されたり、社会における搾取や抑圧を

批判する勢力が「リバタリアン社会主義者」と呼ばれたりすることもあった。それが、リ

ベラル派の政府権限拡大に対立して、個人の選択と「小さな政府」を強調し、アメリカの

保守主義の一翼を担うようになった。政府に対する不信と強固な個人主義が結合し、これ

までの保守主義と色合いは異にするものであった。 

 ミルトン・フリ－ドマンは経済学者が市場秩序を論ずる論理をもって、自由主義的な個

人主義的秩序を正当化する、経済的リバタリアリアニズムである。集産主義と比較して、
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自由な市場の方が資源配分の上で効率的であると述べる。価格メカニズムを信じ、人間同

士の共同行為に対する著しく低い評価と市場秩序への高い評価をする。それゆえに恣意的

な政府の介入は、個人の選択に対する不当な干渉と反対する。 

この延長線上に見られるのが、政府に対する不信である。社会保障の支出に対して、目

的は高貴だが、手段が問題であるとする。社会保障の目的で作られたプログラムは結果と

して、それによって利益を受ける特殊利益団体の増加をもたらした。権限を持った官僚た

ちもまた、国家全体の利益よりは、自らの組織の発展を考えるようになり、政府の役割は

止めどもなく拡大する。（天下り先確保の各種政府の優遇処置）制度によって給付を受ける

人の数が増える一方、それをまかなう労働者の数は比例して増えない。結果として給付を

受ける人は期待を裏切られたと失望し、制度を支える側の不満は募る。政府の役割が拡大

することで、特殊利益が跋扈して、一般利益が損なわれることが問題だ。重要なのは、個

人が何に使うかを自由に判断する「選択の自由」を回復することである。特殊利益の上に

成り立つ今日の「支配階級」、大学、報道機関、官僚機構を批判し、「大きな政府」を支配

するリベラル派知識人や官僚を排除し、人々の根源的自由を回復する。と主張する。 

 ロバ-ト・ノ－ジックは自主的なプロセスの産物である最小国家を正統化する。この国家

には正統な権限を越えた役割を禁止する。最小国家は保護サービスの提供という一点にお

いてのみ正統であり、福祉国家が経済的再配分を行うことは、個人の所有権の侵害である。

人間は自らの身体と労働の産物に対して所有権を持つ。政府が勝手に移転するならば個人

の権限を不当に奪ったことになる。人々の労働の果実である所有権に課税することは、結

果的に人々に強制労働をさせていることに等しいとして、政府の権限の拡大を批判した。 

 ノ－ジックは個人の所有権をすべての議論の出発点とし、これを侵害する政府の権力の

拡大に警戒的である点で、アメリカの伝統的価値観と共有している。彼の魅力は、社会主

義を「帝国主義的ユ-トピア」であると言い、人々が異なる制度の下で異なる生を送る、多

様なコミュニティとしてのユ-トピアを主張したことにある。 

 これらと異質な保守主義が「ネオコン」「新保守主義」の思想潮流だ。ネオコンの初期の

理論家たちは、ニューヨークを拠点とするユダヤ系知識人たちであり、元々トロッキスト

であった人が多い。自らを「マ－ジナル・マン」として捉えていた者達が政治的ラディカ

リズムに接近し、共産主義に親近感を示した。一部はリベラリズムより左派を志向する「民

主的社会主義者」になり、他方、共産主義に幻滅し、右転回したのがネオコンだ。 

ネオコンの第一の特徴は伝統的保守主義が孤立的なのに対し、独特な国際主義である。

彼らが冷戦終了後も湾岸戦争やイラク戦争を主張したのも国際介入主義の延長線上だ。 

 第二はリアリズムである。キッシンジャーの国際政治を権力と権力が競う場と捉える古

典的リアリズムに対して、ネオコンは国際政治を道徳的理念の実現の場として捉える傾向

が強い。さらにキッシンジャーらが各国の内政への関与に力点を置かず、国家間のパワー

バランスに関心を集中するのに比べ、ネオコンは各国の政治体制やその転換に強い関心を

示す。又、双方に共通するのが安全保障や国際的正義の実現にあたって、国際法や国連な

どの国際機関の正統性や効果を疑い、米国の覇権を重視するところだ。 
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 第三は社会改革に対する独特な姿勢だ。大規模な国家介入は社会の有機的なつながりを

壊してしまう。(年金と親子関係、福祉と近隣の相互扶助)福祉政策の重視が、福祉に依存

する人々をむしろ増やすことになる。というように社会改造には限界があるというのが主

張だ。このグル－プはイデオロギーの対立の時代は終わり、今後は専門家集団による合理

的な社会運営を目指すべきである、という発想が根強く見られる。保守といっても、共産

主義やリベラリズムへの幻滅という側面が強く、その意味で「新保守主義」である。その

後、伝統的保守主義と合流の傾向をみせロナルド・レーガンで「保守革命」に行き着いた。 

保守革命はアメリカの分断化をもたらした。伝統的にアメリカには強固な社会主義や保

守主義はなく、自由主義を中核とする中道主義が優位であった。しかしながら、１９６０

年半ば以降、それまで分散的であった保守主義が結集する一方、リベラル派内部でも対立

し一部が保守派に転ずる。それによって政治的対立の争点軸も「大きな政府」「小さな政府」

から人工中絶や同性愛問題など、倫理的な争点の重要性が増していく。その大きな背景が

キリスト教保守派の動きで、彼等は７０代以降公民権運動やカウンタ―カルチャ－運動に

対する反発から民主党支持を離れ、共和党に親近感を覚えていった。保守派はリベラル派

の二倍近くになっていて、「リベラル」と言う言葉は、政府予算の無限の拡大を許す無責任

さや、性的・倫理的な放縦を含意するようになり、自覚的左派以外はリベラルを自称する

こともなくなった。他方で、ネオコン主導のイラク戦争も、保守主義内部の亀裂が拡大し、

ネオコンの孤立と無力化をもたらした。今後、左右の分断化が進むと同時に、保守主義内

部における分極化も進んでいくのかもしれない。 

 アメリカの保守主義は市場化とともにキリスト教的な超越的信仰に対する強い拘りに特

異性がある。確かに、市場化と宗教化は今日の世界を見る際に重要である。市場化の傾向

は経済のグロ-バル化、中国も加わり世界を突き動かす原動力になっている。宗教化は中東

におけるイスラム復興、イスラム国のテロ事件等「宗教」は大きな注目を集めている。か

つて近代化と世俗化を同一視し、宗教の社会的影響力が低下したヨ－ロッパでも、「ポスト

世俗時代」が論じられている。それだけに、アメリカの事例も重要な意味をもつ。 

  日本の保守主義 １ 丸山真男と福田恆存 

 保守すべき自由の体制を確立した英米の両国においては保守主義が生まれ、確立した。

他方、伝統的な体制が長く存続し、その打倒が政治的近代化の課題となった国々では伝統

を否認する政治的急進主義とそれに反発する勢力とが衝突し、自由な秩序の確立に向けて

漸進的改革を主張する保守主義が確立する余地は小さかったといえる。フランスでは「保

守主義者」と呼ばれる人の多くは正統王朝主義者やカトリック主義者さらにナショナリス

トであり、現行の政治体制への忠誠心をもたなかった。日本はどうだろうか。以前の政治

体制との明確な断絶によって近代化が推し進められただけに、政治的急進派とそれに対抗

する勢力は存在しても、保守主義の確立には難しい土壌だった。 

 丸山真男は「近代主義的知識人」とされ、過去や伝統は克服すべき対象として捉えた理

論家として言われるが、思考ははるかに複雑だ。むしろ、保守主義、あるいは「健全な保

守主義」の欠如を嘆くかのような発言が目立つ。丸山のみるところでは、日本では知的に
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も政治的にも保守主義が明確に定着することはなかった。現行の政治体制を自覚的に保守

しようする勢力は現れず、代わりに漫然と進歩を信じるか、さもなければズルズル現状維

持を好む態度であった。結果として明確に政治的革新を目指す勢力は常に少数で、目だっ

たのは思想無き保守勢力であった。現行の政治体制を自覚的に保守する勢力があるならば、

それとの対決を通じて革新を目指す側も自らの思想と実践を鍛え上げることができるのに。 

 丸山は日本の思想における「座標軸」の欠如を指摘している。流行の摂取に熱心な日本

の伝統は次から次へと外来の思想や制度を輸入したものの、それらは蓄積されず、相互の

関連付けられることもなく「忘却」された。あらゆる思想は構造化されることがないまま、 

受容され、それらが意識の底に押しやられ、逆に突発的に「思い出される」。日本の思想と

は、その連続であった。(神道、仏教、道教、儒教、江戸の思想=ランク（上下）付け、習

合、欧州思想、近代主義、) 

 福田恆存は保守とは態度の問題であってイデオロギ―の問題では無いとする。現状に不

満を持つ人間が一定の世界観に基づいて変革を主張するのに対し、これに反発を覚える自

己を認識したものが保守派となる。保守は必ず革新に遅れて登場する。そのような保守は

イデオロギ－を必要としない、むしろ「保守主義」なる大義名分をかざして自らを正当化

しようとすれば「反動」となってしまう。 

福田は日本の歴史を特徴づけるのは断絶であり、伝統の不在を嘆いた。ヨ-ロッパは過去

との断絶がなく、中世以来の斬新的な変化の帰結だ。ヨーロッパに特徴的なのは統一性で

あり、キリスト教を中核にその一貫性は近代にも続く。日本においては歴史性が欠け、日

本の近代で否定すべき神はなく、維新で天皇制が持ち出されたのも、その空虚さを埋める

ものでしかなかったと福田は言う。戦前から戦後への転換に連続はないだけに、それは進

歩ではない。戦後改革は占領軍による「征服」であったが、それを直視しなかったことに

こそ進歩主義の誤りがあった。進歩主義にとって何とか連続を見出し、征服による疑似革

命を進歩の中に吸収せしめること、それが大事な仕事だったのではと言う。丸山、福田と

も日本の歴史を貫く思想的連続性の欠如に着目した。丸山がそれを前提に「虚妄」の民主

主義に賭けるとし、福田はこれを否認し、むしろ江戸時代以来の民衆の生き方を評価した。 

 ヨ－ロッパの思想は「正統」と「異端」との対決の歴史であった。明確な「正統」があ

るからこそ、それに挑戦する「異端」も生まれる。所が、日本の思想は「正統」と「異端」

という視点でうまく適用できない。日本では、自由への主張が具体的な制度や機構と関連

づけて論じられず、結果として立憲主義とも結びつかなかった。制度が制度として確立せ

ず、つねに状況化する。この丸山の分析が正しいとすれば、日本の政治や思想に「正統」

はなく、とくに戦後社会では制度が制度として確立せず、すべてが状況化している。そう

だとすれば日本に保守主義は成り立たないようにも思われる。しかし、丸山も福田にせよ、

戦前、戦後の「断絶」を克服し、そこに連続性を見出すべきという主張を共有している。 

  Ⅱ 近代日本の本流とは 

 近代日本の保守主義の存在は自明ではなく、代表的政治家、政党もあげるのは難しい。 

あまりにも慌ただしい日本の近代化は、成熟した保守主義の成立を許さず、逆に急速な近
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代化を可能にした。 

 バ-クやトクヴィルの理解者であった伊藤博文は文明とは制度にほかならないと、考えて

いた。その彼が日本に憲法政治を取り入れるに当たって、精神的「機軸」の必要を考え、

皇室をそこに持ってくる。伊藤の作りだした明治憲法とその後の評価は措くとしても、明

治憲法体制を前提に、その漸進的な発展を目指したという点で保守主義者と言えるだろう。

これに加えて陸奥宗光、原敬、牧野伸顕、吉田茂に繋がる流れは民主化に対して慎重な態

度をとり続けたものの、高まる民衆の声に対して、斬新的な体制の改革を目指したという

点で、保守主義の正統であった。彼らを久野収、鶴見俊輔、藤田省三も「明治指導者の二

代目」、「学習した」リベラリズムと呼ぶ。その特徴は優等生的な体質にあり、深刻な分裂

や対立を経験していない分、自ら敵対者からもエネルギ―を受けるしたたかさに欠け、文

化的な多様性に対する理解も乏しかったと評価する。このように、戦前の日本では、もっ

ぱら国家や国民を強調するナショナリズムや、過去に執着して改革を否定する伝統主義と

区別される保守主義は、稀薄であったといわざるをえない。 

 Ⅲ 現代日本の保守主義とは 

 吉田茂が戦後日本の保守主義に遺した遺産の一つが軽武装、経済国家という、いわゆる

「吉田ドクトリン」である。安全保障では大きくアメリカに依存しつつ、経済発展を目指

した、独自の政治リアリズムは、平和主義をもった国民感情ともあいまって、戦後日本の

軍事的拡大に一定の歯止めとなった。しかし、これらは現実に迫られ、状況対応的に生ま

れたものであり、本人の信念に根を張っていたのかは明らかでない。結果として、戦後日

本の保守主義が、現行の憲法秩序に価値的にコミットしないという皮肉な状態をもたらし

た。戦後日本の保守主義は本質的に「何を保守するのか」曖昧さを残した。 

 吉田の自由党と民主党の保守合同ではかなり異質な二つの方向性が共存する。古典的自

由主義者の吉田は現実的判断に基づく軽武装・経済国家をとる。他方、岸は明確なナショ

ナリズムへの志向を持ち、日本国憲法を押し付けとし、戦後的価値に対する、より急進的

挑戦者であった。保守合同はこのような異質な両者の間の緊張を封印するものだった。自

民党内における本質的な価値観の対立は派閥対立として矮小化され、潜在的マグマとして

抑え込まれた。そしてこの曖昧な包括が自民党を長く一党優位にした一因ともなった。 

 大平正芳は先進国を模倣した近代化のモデルが限界に達しているとして、新たな国家目

標を模索した。「日本型多元主義」は職場、家族、地域といった集団の役割を重視するもの

であり、国家主義を抑制し、分権的社会をモデルとするものだった。この考えが深化され

ておらず、保守主義が真に保守すべき価値の模索は後景に退き、保守主義のアイデンティ

ティ危機が進行していった。そこに新自由主義の価値観が広がりをみせるようになったが、

保守主義と新自由主義の緊張関係が論じられることはなかった。戦後の保守主義は状況へ

の適応としての側面が強く、保守すべきものの理念は曖昧なままであった。 

 バークに従えば、多様な制度、慣習、法によって形成されてきた憲法秩序は一朝一夕に

成立したものでは無い以上、イデオロギ-的にその全面的転換を試みることには、慎重でな

ければならない。変更するとしても、自由の論理を発展させ、漸進的な改革が優先となる
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べきである。明治以来の保守主義は明治憲法体制に内在する自由の論理を発展させること

で民主化の要求を斬新的に応えて来たのが保守「本流」と言えそうだ。だとすれば、戦後

憲法の定着のなかに、「戦後経験」の思想的反省の上で、斬新的発展を見ることが、「本流」

ではないだろうか、＜こうした歴史を歩んできた日本人の気質、文化こそ保守本流＞ 

 終章 二十一世紀の保守主義 

 進歩主義と保守主義とが競い合ったのが近代とするならば、いまや急速に、両者の対抗

関係は見えなくなっている。人類の「進歩」に疑義がはさまり、「革命」や「革新」という

言葉が輝きを失った。逆に保守主義もまた何を保守し、どうような伝統を尊重するのか、

共通認識を欠いたまま、「保守」を自認する人が増えているように見える。 

ハイトは左右の対立や分断はイデオロギーや利害の対立ではなく、むしろ感情であると

する。人々は自らの道徳や政治的立場を理性に基づく熟慮ではなく、感情による直観で決

定している。理屈づけや合理的説明は後からなされるが、最初からそのように決めている

と錯覚してしまうのだ。(己が正しいと思う時ほど、これを自省せねばならない) 

リベラルが政治を政策や計画の問題として理解しているのに対し、保守は政治を「勘」

と「価値観」の問題として捉えている。保守は選挙戦で心に訴えかけ、リベラルは近代社

会の主要な制度である市場、代表民主主主義、人権を理性で語る。人間の脳は保守的で非

合理的な直観に満ちており、長期にわたる時間を通じて、状況に適応して変化してきた。

他方、長期的な目標を立て、追求する場合など合理的思考は必要だし、個人の利益を抑制

してでも、人々の間で協力することを教えるのも理性だ。 

将来への不確実性が高まる今日、自らが帰属し、忠誠をささげる対象を求める人は少な

くない。自己についての不安に苛まれる個人を引き付け、利用しようとする企ては増える

ばかりで、保守主義もそれを歴史的に支えたさまざまな伝統や制度と切り離され、むしろ

政治的宣伝やプロパガンダの餌食になりつつある。そのような状況で自由の諸制度は揺ら

ぎつつあり、立憲主義も保守主義を名乗る勢力によって破壊されつつある。複雑な現代社

会では努力によって、人権、法の支配、市場経済の仕組みを支えなければならない。 

 進歩主義と保守主義の区別は融解しつつある。今日、あらゆる伝統を否定し、社会を理

性に基づく青写真を下敷きにしてゼロから作り直そうと願う人は少ないであろう。過去は

否定すべきものではなく、過去からの伝統のうち、どの伝統を自らが継承すべきかを自覚

的に選択するべきだ。又、リベラルと保守という対立軸が全く無効になるとも考えにくい。

リベラルがグル－プや国境を超えた、より開かれた平等や公正、普遍的連帯を追い求める

のに対し、保守は自分たちの仲間のそれを大切にする。このことは政治において、共同体

内部における「コモン・センス」を重視するか、あるいは、自由で平等な個人の間の相互

性を重視する違いとも連動し、今後の社会を論じていく上での有力な対立軸となるであろ

う。重要なのは多様な志向の共存を可能にすることである。その意味で、深刻な危機は、

リベラルと保守のいずれも原理主義的になり、相互を全否定することである。 

現代の時代感覚を一言でいえば、「未来が見えない」ではなかろうか。そのような時代だ

からこそ、拠りどころとなる何かを求める。しかし、それは抽象的な原理ではなく、歴史
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的に築き上げてきた社会の仕組みや、それを支える価値観を大切にする保守主義から学ぶ

べきではないか。その場合も知はつねに有限であり、すべて見通せないとする保守主義の

謙虚さが重要である。自分たちは誤っているかもしれないとして、過去から継承してきた

ものを大事にしつつ、それを必要に合わせて修正していくことが大事である。その上で、

それぞれが「何かを守る」ことについて、いま一度考えてみることが重要だ。それがその

人の存在証明につながるからだ。 

 現代社会で保守主義に可能性があるとするならば、閉じられた、運命的な保守主義でな

く、開放性と流動性をもった柔軟な保守主義である。多様性に開かれた、自由で創造的な

保守主義、人々をつなぎ、暮らしを支える保守主義、二十一世紀の保守主義は、そのよう

なものであってほしい。 

  

  読後感 

著者の定義に沿った時、私は保守主義者だろうか、それともリベラルだろうか、少なく

とも進歩主義でない事はたしかだ。コモンセンスあるいは常識に重きを置く立場から見れ

ばどう考えても私は保守主義者ではない。戦後生まれだけに、戦前の文化や伝統もあるい

は歴史さへも背負ってない事も保守主義者としては失格だ。神輿を担いだのも子供の時だ

けだし、消防団にも一度も入らなかった。権威に対する忌避に加えて、エリ－ティズムや

階層主義も無ければ、守るべきものも大して無いとあってはまさに保守主義者ではない。

ところが、具体的、経験的なものを重視し、人間、理性あるいは進歩の限界、市場経済へ

の国家の介入、ある種の社会保障への疑問等リベラリストとは言い難いのも確かだ。政府

の役割が比較的少ない方が良いと考える傾向から言えば小企業主的保守主義者だろう。 

現に、実生活では小企業の経営側の人間として、ある時は手段として民主的でリベラル

な対応もとれば、情や義理の日本的な価値観で行動もする。又、人間関係で共同性の大切

さを思いつつ、暑苦しい関係を避けて、自立と主体的、自己完結的であろうとしては孤立

する。何とか非合理的な物の考え方を大切にしたいと思っているものの現実対応は経験主

義者の合理性を選択する。一体保守主義なのかリベラルなのか定まらない。 

ただ、このように揺れている自分だけに、本文で触れられている丸山真男が指摘する座

標軸の欠如の問題意識は持つ。座標軸の無さこそ日本的伝統と言えると思うが、それにし

ても、どうして、日本の思想に、もっと言ってみれば我々の思考に座標軸が欠けているの

だろうか。一つに、私たちの倫理あるいは思考の枠に、神道、仏教、道教、儒教、ヨ－ロ

ッパ近代の受容を歴史的に積み重ねて来ていることがある。受容の仕方にも問題があるが、

そればかりでは無く、それぞれの宗教がこの国で生き延びるために習合という融合をする。

そうなると、そこで育まれた私達は、成長過程でそれぞれの宗教倫理を整理もできずに内

面化する。しかも、それらは正義や論理として貫かれるのではなく、内輪のあるいは場の

秩序維持（和をもって貴し）を第一として、状況に応じて、それぞれの倫理や論理を当人

が使う意識は実質としてでも、実は形式として利用される。しかも、出世民主主義だけに

色んな立場に身を置き、それに応じて倫理や論理が使い分けさせられるのだから、特定の
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座標軸には固執し切れない。その上、それぞれの思想がごちゃまぜになるという事は言葉

の定義が曖昧で論理からは程遠くなる。言葉は客観化された意味では無く、抽象化され、

情感と価値の入った印象で語られるので、座標軸が無いのも当然だ。 

この座標軸の欠如は「現実」の捉え方、或いは捉え方の対象化がなされない事にも因が

あると思っている。「現実」は英語でアクチュアル(それ自体、又は主観的事実としての現

実)、リアル（客観世界を一定の方法をもって構成した現実）、イディアル（本来は人間と

は全く関わりのない客観的実在＝ 真の世界、自己の価値観から見た世界）だが、日本語で

は全て「現実」だ。 

このうち、客観であれ、主観であれ、抽象化されたイディアルと事実そのもののアクチ

ュアルは嘘か真実しかない。本来、イディアルは神の領域であり、アクチュアルも又それ

自体の世界であり、共に人間には認識できない世界である。従って、アクチュアルも、イ

ディアルもその正しさは社会（世間）的承認か主観によってしか証明できない。別な言い

方をすればそれは主観的「信念」だけに、如何なる説も間違いとは言えず、思考はされず

思いとなり、議論や自省の対象になりえない。しかも、言葉の定義が曖昧なことと相まっ

て、正義や論理が人間的事情に左右され、それぞれの主観的、社会的承認は本人の都合や

状況に応じて、価値や好悪が変わり、座標軸をどれだけ動いとしても対象化されず、構造

化されていない。 

 他方、近代に出て来たのが世俗（アクチュアル）を問い直し、価値（イディアル）を意

識した上で、構成された現実を作るのがリアルの世界だ。これは人が方法を意識して、論

理的に組み立てられた「現実」だけに、その正しさは目的に応じた、適応において、経験

的に証明される。つまり、本質的証明を断念した経験論的証明をするこのリアル（世俗化）

で、この世に対処するほかないというのが近代だ。このリアルを引っ提げて、仮説（イデ

ィアルチップス）を立て、アクチュアルでの検証を繰り返し、再び現実を組み立て、価値

観（当然好悪も）を問い続けるのだ。同時に行為も作為的にする事によって、自分の思想

と行動の軸を確かめるべきと考える。普遍的正しさより、己が背負ったアイデンティティ

を確かめつつ、己がどのような世界観に立って行動しているのか軸を意識して、適切さで

営為を選択していくことを心掛けるというのが私の丸山に対する解だ。 

 

 

 

 

 

 


