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第５７回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会   

仲正 昌樹著 『今こそア－レントを読み直す』（講談社現代新書） 

２０１５年５月２３日 

広瀬知衛 

 

第１章 悪はどんな顔をしているのか 

ア―レントは「全体主義」を単に、特定の体制がもたらす残虐さではなく、ヒトを「人間」たらしめて 

いる本質に関わる問題として捉えたことで知られる。「全体主義」と言う言葉は、もともと 1920年代にイ

タリヤのファシズム運動の理論家たちによって、自分達の目指す、脱個人主義的で、国民全体を統合し導

いていける国家の特徴としてポジティヴな意味で用いられ始めた。第二次世界大戦が勃発すると、主とし

て英米圏で、非西欧的で集団主義な体制を形容する言葉として、ネガティヴな意味で用いられるようにな

った。西欧諸国のメディアや知識人、政治家たちは「全体主義」を市民社会が成熟していない、自由主義

が根付いていない、民主主義を外から脅かす、「野蛮」の象徴であり、遅れた国や地域の問題であるとし

ていた。アーレントは「全体主義」を西欧近代が潜在的に抱えてきた矛盾の現れとして理解する。それは

「野蛮」の現れで無く、むしろ近代化し、大衆が政治に参加する大衆民主主義になったことに起因する問

題として見た。 

19世紀ヨ－ロッパ諸国の歴史は「国民国家」生成をめぐる歴史である。それまでばらばらな国民が一つ

の「国家」へと領土的、政治的にまとまっていくと共に、その「国家」から異分子（他国民・他民族）を

できるだけ排除し、同質性と求心力を高めていった。こうして「敵」との遭遇で生まれた仲間意識は、い

ったん一つの形にまとまると、より強力で安定した「仲間」関係を構築し、それを各構成員のアイデンテ

ィティの基盤とすることを目指すようになる。そうした「仲間」の自己組織化運動は、ある程度進行する

と、自分たちの近くに、自分たちの内に、新たな「敵」を見出して、それを排除することで、「仲間」の

同一性を確認し、自己を純化しようとするようになる。「敵」と共に始まった「仲間」意識は、自己を維

持するために、常に「敵」を必要とした。（現在でも、反日、反韓、反中意識の利用） 

 「全体主義の起源」の第 1巻「反ユダヤ主義」は西欧諸国の誕生しつつあった「国民国家」にとっての

身近な「敵」、あるいは身内の中に紛れ込んだ「敵」として名指しされたのが「ユダヤ人」であるという

視点から「反ユダヤ主義」の分析をしている。それが最終的にナチスによるホロコ－ストに繋がっていく。

ユダヤ人の社会的影響力が強まったのではなく、次第にみえなくなりつつあったユダヤ人を、「同一性」

を求める国民という集団が、自分たちの身近に「異質なる者」を見出し、「仲間」から排除することによ

って、求心力を高めていこうとした。アーレントに言わせれば「反ユダヤ主義」は特定の国民や階級だけ

の現象でなく、全ヨ－ロッパ的現象である。 
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 第２巻の帝国主義では、「ユダヤ人」を敵対項として形成された「国民」意識が 19世紀の帝国主義によ

って拡張・強化されたと指摘する。「帝国主義」とは、一応の政治的統一を遂げ、資本主義的に経済を発

展させるようになった西欧の国民国家が、工業製品の原材料の産地と製品の市場を求めて、アフリカやア

ジアの諸国を植民地化するようになること、そして植民地獲得のために互いに争うようになることを指す。 

これは、ロ－マ帝国の統治原理と決定的に異なる。ローマ帝国は一定の条件を満たせばロ－マ市民権を

認めるようになったし、その引き替えに市民としての責務も負わせた。ロ－マはその意味で普遍的に開か

れた法＝権利体系を備えていた。それに対して 19世紀の諸帝国は「帝国」の主体は「国民」であり、植民

地の人間に対して閉じられている。しかも「帝国」は植民地経営の為に社会の余計者を動員する。それに

よって、失業問題など国民の社会的不満を解消すると共に、国民一丸となって海外進出しているという意

識を高めることができる。又、植民地へ向かったものも現地の異質な人間に対し優越感、差別観を持つと

同時に、自分達の「同一性」を改めて確信する。さらに、白人／非白人の「同一性／差異性」の二項対立

を大枠として、白人の中で、それぞれの国民ごとの「同一性／差異性」を意識する二重構造が形成される

ことになった。 

ア―レントはこの「同一性」の論理が「国民国家の形成、それをベ－スにした資本主義の発達―帝国主

義政策」という現実と相まって、全体主義の起源となったとみている。ただこれだけではなく国民国家の

衰退に伴う危機意識こそが全体主義の直接的な起源になった。 

 近代初期に形成された「市民社会」は国家権力に対抗し、自らの力で自由を実現していこうとする能動

的な「市民」の共同体として想定された。ところが、その者達の活動によって、「市民」の諸権利が確立

され、市民たちの代表から成る議会を中心に政治が動くようになり、あらゆる市民に投票資格が与えられ

る、そうなると、国内に自由のための闘争という緊張感がなくなり、政治を人任せにしてもよいという受

動的な態度の人たちも増えてくる。これが政治の消費者である大衆のイメ－ジだ。（元々受動的な人達が

資格を得た） 

 アーレントは「大衆」の特徴として無構造性を指摘している。市民社会に生きる個人が階級社会での利

害に生きていたのに対し、職業的・階級的流動性の高まりにより、組織化されない人々は根なし草で、ア

トム化した「大衆」となる。そこに現実的利益に訴えるのではない、世界観的原理に訴える世界観政党が

出てくる。それが最も成功したのがファシズム運動とボルシェヴィズムであった。アトム化した諸個人を

自らがその一部であると感じ、安住するような一貫した「世界観」を呈示することによって、大衆を一つ

の運動へと組織した。さらに、その「世界観」を内面化させ、それこそが唯一の現実と思い込ませ、その

「世界観」の示すゴールへと誘ってくれる運動に自発的に同調するように仕向けた。全体主義は、現実の

世界の不安や緊張感に耐えられなくなった大衆が逃げ込む事のできるトータルな空想世界を構築する。ナ
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チスやソ連共産党は、大衆が見たいように現実を見させてくれる物語を提供し、彼らを組織化することに

成功した。 

 こうした二項対立図式の世界観はナチスや共産党に限らない。日本でも、新興宗教、スピリチュアル系

団体、思想系運動団体、オウム、フリ－メイソンなどにみられる。又、そこで言われる陰謀論的物語は彼

らに限らず、右左問わずに主張される。これに対抗するには、人は程度の差こそあれ、自分の周囲の世界

を分かりやすく理解しようとする傾向があり、各人が自分なりの世界観を持ってしまうのは不可避である

事を自覚した上で、それが「現実」に対する唯一の説明ではない事を認めることである。他の物語も成立

し得ることを最低限認めていれば、アーレントの描き出す「全体主義化」の図式に完全に取り込まれるこ

とはない。 

 アーレントは「イェルサレムのアイヒマン」で全体主義体制の下での道徳的「人格」の解体について論

じた。アイヒマンを当時のドイツのどこにでもいそうな「陳腐な」人間とし描き出し、彼がユダヤ人を抹

殺することに使命感を感じていたわけでなく、たまたま与えられた仕事を順調にこなしただけとした。彼

は自分の頭で善悪の判断をしないですむ、無思想的な人格だったのだ。つまり、平凡な生活を送る市民が

平凡であるが故に、無思想的に巨大な悪を実行できるのだ。 

 これは、誰でもがアイヒマンになりうることを示している。にもかかわらず、人は人の中に、私と違っ

た普通ではない「悪者」を見つけ出したり、その者の中に悪の根源のようなものが見いだそうとする。非

人間的行為の特異性を見出せないと落ち着きが悪い。アーレントの「イェルサレムのアイヒマン」、「全

体主義の起源」にはこの後味の悪さがある。アイヒマンを悪の権化として、その人格を問題として責任追

及すれば論理的に破綻してしまうので、人格の特異性に問題があると考える限り、アイヒマンを裁く事は

できないと主張する。自分の担当している業務内容の善悪を考える事無く仕事をするだけの平凡な市民な

どいくらでもいる。 

 全体主義のメンタリティを分析したア－レントは西欧近代の哲学・政治思想が前提にしてきた「人間」

像、「自由意思を持ち、自律的に生きており、自らの理性で善を志向する主体」というイメ―ジが現実か

ら乖離していることを認識するに至った。 

 第２章 「人間本性」は、本当にすばらしいのか 

 「人間の条件」でア－レントは古代の人間観を基準にして、「人間」である三つの条件を示している。

労働（labor）、仕事（Work）、活動（action）である。「労働」を人間の肉体の生物学的過程と捉える。

「仕事」は自然の過程には属さない人工物を生み出し、自然環境とは異なる人工的世界を構築する営みで

ある。「活動」はアーレントが最も重要としたものとしたもので、言語や身振りによって他の人に働きか

け、説得しようとする営みである。「労働」と「仕事」が基本的に個人の営みであり、必ずしも他の人と

直接的に関わりを持たないでも遂行できるのに対して、「活動」は、自分と同じように思考しているであ
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ろう他の「人格」を前提にし、働きかける営みだ。言い換えると、「世界」は自分一人がいるわけではな

く、複数の人格が存在していることを理解したうえでお互いの人格に影響を与え合おうとする営みである。 

 アーレントはこうした「活動」の前提に「複数性」があると考える。複数性は人と人との間に、「間」

の空間があることを前提に成立する。その「間」は人と人とを心的に結びつける絆であると同時に距離を

設定するという意味を含んでいる。距離を設定するというのは、物理的暴力や衝動のようなものによって、

一体になって動くのではなく、言語的なコミュニュケ－ションを介して人格的に相互作用するということ

である。 

この言語によって生み出される「間」が、人々の考え方、価値観の多様性を生み出すもととなる。「活

動」に参加する各人の内でも、多様な他者との意見交換を通じて複眼的なパ－スペクティヴが形成される。 

 「全体主義の起源」の中でも、アトム化して、周りから見捨てられているという感情を抱いている人た

ちを一つの世界観によって再度一つにまとめようとする全体主義は、異なった意見を持つ人々が複数のパ

－スペクティヴから討論し合って、物の見方を多元化することのできる余地を潰してしまうと述べる。ナ

チスやスタ－リニズムの「陳腐なる悪」は多くの人を殺したことそれ自体よりも、自分たちと考え方が違

う異なったものを抹殺することによって、「活動」の余地をなくし、「複数性」を消滅させようとしたこ

とにある。「複数性」を喪失した人間は、他者との本当の意味での対話をすることができなくなる。 

「言語」とそれを使用する人たちの「思考」は一体であるという考え方からは、ともすると「民族、国

民ごとに固有の『物の見方』があるので、外来文化の影響を排除し、言語を中心とする文化の純粋性を守

るべき」という排外的な思考につながりやすい。アーレントは当然そういう閉じた言語空間の中に閉じこ

もってしまうことに反対である。自他の言語共同体を分ける線をはっきり引いて「内部」を均質化・純粋

化しようとすれば「物の見方」の多様性は抑圧され、「複数性」は死滅する。「内」と「外」の違いの認

識、その境界線の解釈にバリエ－ションがあり、かつ「内」の中にも様々なバリエ－ションがある。特定

の言語共同体に限定されない、「人間」の条件としての「複数性」を探求しようとした。「複数性」を生

み出し、ヒトを「人間」らしくする「活動」に注目することによって、全体主義的な閉鎖性から離脱しよ

うと試みた。 

「活動」を可能にするには、人々が納得いくまで、対等な立場で討論を続けることを許す環境が必要だ。

アーレントは「活動」の原型を古代ギリシャの民主的な「ポリス」に見出す。ポリスの「公的領域」と「私

的領域」（尾形の言うＰとｐ―廣瀬）の基本構造が「活動」をしやすくしていた。「公的領域」とは対等

な立場に立つ「市民」たちの自由な討論を本質とする「政治」が行われる領域である。アーレントの「政

治」とは物質的しがらみから「自由」な市民が自分のためでなく、「ポリス」全体にとっての共通善につ

いて討論（活動）し合う営みである。この「政治」の「活動」において、各市民は言語を通してお互い説

得する技を磨くと同時に、他者のパ－スペクティヴから「物を見る」ことを学ぶ。「政治」の討論という
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形で進行する「活動」に従事することで、「複数性」の余地が広がり、「市民」たちは「人間」らしさを

身に付ける。こうして「公的領域」で、他の市民を説得するためのコミュニュケ－ションの技法として「フ

マニタス＝人間性＝教養」が形成された。 

 このポリスでの私的領域とは物質的利害を伴う「家」の事で、市民権を持つ家長以外がそれに縛られ、

従事し、「市民」たちは自分の個人的な利害を忘れて、ポリスの公共善をめぐる討論に専念する。公的領

域において他の市民の前では「人間」らしく、行儀よく活動＝演技している家長の動物的で粗野な側面が、

閉じられた空間である「家」では顕になる。公的領域では、市民たちから構成される「公衆」の前に姿を

現すこと、現れ＝登場（appear）が重要であるのに対して、私的領域に属する私的な事柄は「公衆」の目

から隠されるべきなのである。「家」の中で起こっていることは、他の市民の関知しない「私秘的」なこ

ととして扱われねばならない。 

現代はアーレントの言う「政治」と異なる。家に「労働」を引き受ける奴隷は無く、市民＝家長が生活

のための労苦から解放されない。又、家族のメンバ―も対等な市民であり、公的な関係が私秘的な場だっ

た「家」の中に入り込む。近代資本主義社会では、「家」が「経済」の基本的単位ではなくなり、社会全

体で「労働―生産」体制が組織化されるようになったことが、ポリス的な公私二分法の解体、ひいてはそ

れに依拠していた人間としての活動の堀り崩しに繋がったと言える。政治は、善を議論する場ではなくな

り、各人の政治への関心は個人的な利害、「経済」の運営が主要な関心事になった。 

 家の外で営まれるようになった「経済」を軸として、人々の間に成立した、半公的、半私的な性格の領

域を、アーレントは「社会的領域」と呼ぶ。この社会的領域で、各人の個人的利害が係わるので、社会的

な問題に公平さの偏りが起きる。アーレントは「社会的領域」において人々が私的利害を中心に、共同で

行動するようになったことに否定的に見ている。人間らしい「活動」はあくまでも物質的利益から離れた、

討論の技の洗練に専念できる「公的領域」においてのみ成立する。「社会的領域」では自らの利益だと思

うものを追求する各人の行動は、次第に均一化していき、「活動」の不可欠の要件である「複数性」は失

われる傾向にある。「経済」が社会全体で組織化・構造化されてくると、職域、地位、地域など社会的立

場ごとに経済的利害関係がほぼ定まってくる。そこで各人が集団の中に埋没し、個性を失っていくことに

よって、「人間性」は崩壊する。 

 ｢経済｣的利害を中心に画一的に振る舞うようになった市民たちは、思考停止し、自分にとっての利益を

約束してくれそうな国家の行政機構とか世界観政党のようなものに、機械的に従うようになっていく。こ

れが全体主義の母体としての大衆社会の在り方に他ならない。このような大衆社会の中で、自分の生活上

の利害を中心に生きる人々が人間らしい個性、複眼的思考を失っていく現象をマルクス主義系の社会理論

では「疎外」と呼ぶ。マルクス主義者とア－レントの違いはルカ－チ等が「労働」のプロセス全体を労働

者の手に取り戻すことによって疎外を克服しようとしたのに対し、「労働」に至上の価値を置く共産主義
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のようなものを作り出したら、組織化された生産体制の下で人々の行動様式が更に均一化され、疎外＝人

間性の崩壊が更に進むと考えたことである。 

 「社会的領域」において疎外が進行し人間らしさが失われていくにつれ、人々は「親密圏」の中に人間

らしい魂の繋がりのようなものを求める傾向を強めていくとア－レントは指摘する。「親密圏」とは、「私

的領域」から「経済」的生産機能が取り除かれた親密な人たちからなる関係性へと変貌したものである。 

 この「親密圏」を中心として、現代的意味での「プライバシ―」という観念が生まれてくる。外の世界

＝「社会的領域」における経済を中心とした非人間的関係に疲れた人たちは「プライバシ―」の空間に逃

げ込み、安らぎを得ようとする。アーレントはそれを全面的に否定するわけではないが、そこにのめりこ

んでしまって、公的領域における「活動」に対する意欲を失ってしまう危険性を指摘している。 

 アーレントに従って考える限り、現代社会には、経済的利害から完全に切り離され、全市民が対等の立

場で自らの意見を開陳することのできる「公的領域」など存在しない。 

 アーレントは古代に立ち返ったら素晴らしい人間性が回復できると主張したのではない。彼女の関心は

「ヒュ－マニズム」に基づいて万人に普遍的な人権を付与し、民主主義の範囲を拡大してきた西欧市民社

会が、大衆社会状況に陥って、政治的に不安定化し、全体主義の母胎になった原因を｢人間性｣という理念

の起源にまで遡って探求することにあった。その結果、人間性を育んだ古代の「ポリス」における理想の

「政治」の前提として「公／私」(尾形のいうラ－ジＰ、スモ－ルｐ)の厳格な区別が想定されていたこと

を再発見したのである。 

 全ての人に市民権を認め、経済を社会全体として組織化するようになったがゆえに、「公／私」の区分

が流動化している現代市民社会では、「人間性」をそのまま保持し続けることはほぼ不可能なのである。

という現実を踏まえ「人間性のすばらしさ」や「ヒュ－マニズム」を無邪気に信じることによっていつか

ユートピアが実現できると思っている、良心的な知識人に警告を発しているのである。無邪気な「人間性」

信仰はその理想に合わない者を排除する全体主義に繋がりかねない。アーレントそうした「人間性」に過

剰な期待を寄せるヒュ－マニズム系の思想をいったん解体したうえで、せめて全体主義に通じる恐れのあ

る「思考の均質化」だけは防ごうとした、と著者は考えている。 

 第３章 人間はいかにして自由になるか 

 他人の権利を侵害しない限り自分の生きたいように生きる「自由」を認められるべきとする多くの自由

主義者に対し、ア－レントはそういう個人主義的な見解は取らない。自由をポリス的な意味での「政治」

と一体のものとして考える。他人の権利を侵害しないというだけでなく、「政治」や「公共善」に関心を

持ち、「公共領域」での「活動」に従事することを通して、初めて「自由な人格」として他の市民から認

められるようになる。自由は、「活動」を通して生み出される、人と人との「間」の空間の中にこそある。 
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 自分の属する共同体の「政治」に参加する各市民の責務を重視し、そうした政治的コミットメントと「自

由」を表裏一体のものとみなす考え方を、政治哲学や政治思想史の領域では「共和主義」という。政治に

参加して、自らの属する共和政体を積極的に支えることを市民の責務、徳とみなす考え方である。共和主

義者にとって、「自由」は無条件に与えられるものではなく、政治的自覚を持った市民たちによって構成

される共和政体の枠の中でのみ意味を持つものである。 

 アーレントは共和主義者の代表的理論家される。共和主義者的に構成された「自由な空間」の中で「活

動」することを通して複眼的視座を獲得し、他者との対比で、自分らしい物の見方、自分らしさを形成す

るのである。それだけに「複数性」を衰退させる傾向の思想には強く抵抗し、ヒューマニズム、マルクス

主義、フランス革命を批判的に見ている。ただ、アメリカの独立戦争は高く評価する。 

 アーレントはマルクス主義のような「外的障害物を除去しさえすれば、人々は自由な状態へと自然に回

帰する」という考えに含意している「解放」の思想が拡大することを警戒する。外的な抑圧がなく、物質

的にも欠乏していないことは、「自由な活動」の前提条件として重要だと考える。しかし、「解放」は自

由＜freedom＞それ自体ではない。「自由」とは物質的な制約にも囚われることなく、公的領域において「活

動」している状態であるからだ。 

 抑圧や貧困からの「解放」を「自由」それ自体と混同するヒュ―マニズムの思想はフランス革命にあり、 

生物的な営みである「労働」を人間の本質と見なすマルクス主義も解放＝liberty観から生まれてきた。

それに対して、アーレントは「自由」が「共通善」を共に探求する政治的共同体の存在と不可分の関係に

あることを見抜き、市民たちの「政治」への参加を重視した市民革命としてアメリカ革命を挙げている。 

 西欧の自由主義は諸個人に、他人の権利を侵害しない限り最大限の「自由」を認め、価値観の多様性を

許容する。ア－レントの場合「自由」は「活動」と一体不可分の関係にあるので、アトム化し他者とコミ

ュニケ－ションしようとしない―日本の現代思想の用語で言えば、「動物」化―個人にとっての自由など

あまり意味がない。アーレントにとって。人々の間の価値観の多元性は所与の事実であるというより、公

的領域における「活動」の成果である。 

 貧困層、不幸な人々、惨めな人々に対する共感を重視した政治がフランス革命おいて「解放」志向が強

くした。そうした共感の政治は、討論を活性化してパ－スペクティヴを複数化することに繋がらない。む

しろ、「不幸な人々」に共感することを、人間として正しいあり方として押し付ける排他的な価値観に繋

がりやすい。「共感」を政治の舞台に持ち込むと、自分たちと同じような共感を抱かない人に対して不寛

容になり、「間」を置いて議論することができなくなる。 

 ア―レントが特に問題視しているのはルソ―のフランス革命への影響の内「自然状態」論と「一般意思」

論である。ルソ－は「哀れみ」という自然の感情で結びついていたとする自然状態を理想化している。一

方文明化社会を理性が働きはじめ、自分の力を拡大し、損得計算に基づいて行動するようになり、力を持
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った者が、土地を囲い込んで、所有を宣言し、自己拡大欲望を原動力として進歩した社会として描いた。

「一般意思」とは自らの利益を求める個々人の「特殊利益」の総和としての「全体意思」とは異なり、あ

たかも国家が意志を持った一つの人格であるかのように、国家それ自体に属する意志である。その意味で

の「一般意思」が「法」という形で表明され、各人を拘束するようになって、「国家」が成立する。両者

の結びつきが革命の指導者たちを「解放」の政治に向かわせ、その後のヨ―ロッパ政治・社会思想に大き

な影響を与えた。  

 前者から、苦しんでいる同胞たちに「共感」し、貧困からの解放をするため革命に従事することが、失

われた人間性の回復に繋がる、という左派の考えの原型ができる。後者からは、人民の根源的な合意に基

づいて、あらゆる個別利害を超越した「一般意思」を生み出すには、各人を一つの絶対的な価値観を共有

する方向に誘導しなければならないとする考えが出る。ここで共感を持ってみんなの意思統一をなし、共

感の輪に加わろうとしない、不純物を除去する。それが共感しない人を人民の敵として粛清化することを

正当化する論理になった。 

 ここで、ア－レントが問題にしているのはルソ―のテクストそれ自体より、フランス革命の指導者たち

の間でのその受容のされ方である。 

ロベスピエ―ルたちは宮廷文化に影響されて、偽善的になりがちのフランス社会全体から「仮面」を取

り払い、人々の本性を露わにしようとした。これによって、人間らしく振る舞えるようになる。という彼

等の主張に、これでは人間の動物的凶暴性が解き放されてしまう、とア－レントは受け止める。 

アーレントは、「活動」のためには「偽善」や「仮面」が必要だという立場を取る。人は、法の言語が

支配する法廷において、自らの権利を主張する時、自分の心の奥底にある本音をそのまま露呈するのでは

なく、「法」に定められた様式に従って自らの主張を定式化し、それが「法」に適ったものであることを

証明しようとする。「法」が各人の権利や義務を規定する時にも、ヒトのありのままの現実を基準にする

わけでなく、法的規範の形で定式化しようとする。法的人格というのは「法」という台本上の約束事とし

て各人に割り当てられた「約束=仮面」である。この「人格」はヒトが成長過程で自然に備わってくるもの

ではなく、「公衆」の目を意識した「演技＝活動」に置いて演ずべき役割であり、「私的領域」の素顔と

は異なる。「仮面」こそ「人格」そのものであり、それが破壊された後の顔は自らの欲望のまま生きる動

物でしかない。（儒教、道教）（法と人情、田舎者、シティーボーイの心性 ― 廣瀬） 

  偽善という言葉には、本性から善良ではないのに、善良であるかのように見せかけるということが含意

されているが、人間の生まれながらの善良なる本性を認めないアーレントにしてみれば、見せかけを全面

的に否定することは、活動＝演技を最重要条件とする人間性自体の否定に繋がる。大事なのは、人の振る

舞いが自然本性に適っているかではなく、公的領域における「現れ=登場＝みせかけ＝仮象」として一貫性

があり、その他の市民に認められることである。心底から善人であるかどうかではなく、「良き市民」と
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いう役割を、公衆の面前で演じ切れているかが問題なのである。近代の哲学者が「人間の根底にある最も

本質的なものを追及してきたのに対し、アーレントは公的領域における「見せかけ＝現れ」を重視する。

（エリ－ティズム、全体性、実存主義、生活者、疎外の問題 ― 廣瀬） 

 アーレントはアメリカ革命を、その指導者が「自由」は「構成（constitute）」すべきものとしている

事を評価している。フランス革命のように「解放」によって自然状態に戻るのが「人間」にとっての「自

由」ではなく、憲法＝国家体制を創設することを通して、人為的に生み出すべきものであるとする。 

 政治を安定させ、各人が自由に活動できるようにするには、主権者である人民の意志が長期にわったて

ほぼ同じ方向をむいて、そう簡単には変化しないと見なしたうえで、その基本的方向性に即して物事を決

める、という基礎的なレベルの約束をしておく必要がある。それを具体的に表現したものが「憲法」であ

る。この枠内で、各人が自由に活動し、「憲法」に書き込まれた諸理念＝公共善の探求・実現を目指して

討論を重ねていく。それが「（国家体制）構成する」と云う事だ。 

 アメリカの革命は旧秩序を破壊して人々を抑圧から「解放」するだけでなく、同時に自分たちで、人々

が共に活動することを可能にする自由な空間を創設する必要があることを理解していた。アメリカの建国

の父たちが「構成」することの意味を理解していた背景として、植民地時代の地方自治の伝統を指摘して

いる。市、村、地区、郡区、郡などさまざまなレベルでの住民自治のための組織が「構成」されていた。

建国の父たちはそれぞれの州の人民の名によって「構成」されている既存の政治的共同体の権威に依拠す

ることもできた。だから不特定多数のヒトの集合体にすぎない、人民に訴えかけて、自分たちの統治を正

当化するようなことはしなくてよかった。「憲法」を中心に様々なレベルで重層的に「構成」される連邦

国家は権力の独占を抑止すると共に安定した秩序を生み出し、人々の政治的自由を効果的に保障するもの

であることが判明したので、アメリカ革命は成功したのだ。 

 アーレントは公民権運動も、革命の場合と同様に「構成＝憲法」という側面から評価しようとしている。 

ただ、運動が、アメリカの憲法＝国家体制において欠如していた部分を補強し、人々の「活動」の余地を

広げているように見える場面では肯定的に評価するが、憲法秩序を崩して解放の政治に向かっているよう

に見える場面では、否定的に評価する。 

 リトルロック事件の論文で、黒人差別は見過ごせない問題であり、平等を実現するための法的是正を検

討するのは当然としても、社会の中での差別的扱い全般を強制的処置によって廃絶することはできないし、

試みるべきでないとする。日常の様々な場面での別扱いに公権力が介入すべきではないとしている。公的

領域における差別は法的に是正されるべきだが、私的領域での差別は私人間の問題なので、国家権力が濫

りに介入すべきでないというのは「公／私」の分離を原則とする自由主義者の標準的見解である。 

 しかし、１１年後に書いた「市民的不服従」では、公民権運動についてその逆のニュアンスの議論をし

ている。「市民的不服従」とは道徳に反すると思われる法律や行政の命令に対して非暴力手段で抵抗する
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ことである。ア－レントは「市民的不服従」が増えていくことは既存の法制度にとって脅威であるとしな

がらも、憲法の本来の理念に忠実であるべく、敢えて個々の不当な法令に逆らおうとするその営みのプラ

スの側面を強調している。「市民的不服従」のような両義的な現象に適宜対処し、憲法の枠内に位置付け

ることもできるのは、アメリカ国家体制のすぐれた特徴である、という。 

 アーレントは個人が自らの「良心」のみにも基づいて法律に違反する行為をするのではなく、複数の人

たちが合意に基づいて連合するところに「市民的不服従」の特徴があると見る。それによって、多数派と

は異なる少数意見が存在することが公的に認知される。これは「自発的結社」の一形態であり、アーレン

トの思想の核である「活動」と「複数性」に大きく貢献する。「自発的結社」はアメリカの共和制の伝統

と不可分に結びついており、「市民的不服従」はアメリカの憲法に対する信頼を復活させる可能性を秘め

ている。  

 第４章 「傍観者」ではダメなのか？ 

アーレントは「活動」を重視するとともに、物事を静かに見つめる「観想的生活」をそれに対置させ、

後者を研究する必要があることを示唆する。修道士やその伝統を受け継いだ近代の哲学者は「観想」を主

として「活動」は二義的なものとした。アーレントはこうしたことはアリストテレスの「理論＝観想」が

「実践」よりも優位に置かれた事に起源があるとする。これに疑問を持ったア―レントは「活動」が「ポ

リス」及び「人間性」と不可分に結びついていたことを明らかにした。アーレントの中では「複数性」を

増殖させる「活動」の意義の再発見は、思考を均質化する全体主義の脅威に抵抗する戦略に繋がっている。 

 ただ、「観想」と「活動」（抽象と具体)はヒトが「人間」らしく生きるための両輪であり、「活動」を

通して他者のまなざしを知ることで、「観想」の視野は広がるし、「観想」を重ねることで、「活動」に

おける言論の中身も洗練されていく。 

 マルクス主義は、「観想＝理論」によって、「世界」を解釈しようとしてきた従来の哲学に対して、「実

践」を通して「世界」を把握し、その在り方を変化させる能動的な知の営みとして自らを位置づけた。「革

命」に向けて「実践」することが、「現実」をより正しく認識することに繋がり、その正しい認識が、革

命実現の更なる原動力になるのである。 

これはア―レントの発想に似ているように思える。しかしマルクス主義の「実践」とア－レントの「活

動」には大きな違いが或る。マルクス主義が人間の類的本質にしている「労働」を広い意味で捉え、自分

の身体を使って、自分の周りの環境に働きかけ、環境自体を変えることによって、自分の生き方を変える

ことを「実践」としている。この「実践」を通して人々を搾取から「解放」し、人間の自然な本性を回復

しようとする。 

これに対する「解放の政治」を批判するア－レントはこうした「実践」概念とは相容れず「複数性＝多

元性」を前提とする「活動」を主張する。「実践」が政治に関与する人々を予め設定された目的に向けて
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誘導する営みであるのに対し（そもそも理念、正義にこの危険がー廣瀬）、「活動」は「政治」に関与す

る人たちが多元的なパ－スペクティヴから討論し、視野を広げる営みとして想定されている。マルクス主

義にとって、人々が同じように「労働」することによって、ライフスタイルや価値観を共有し、連帯する

ことのできる共産主義社会はユ－トピアであるが、アーレントにしてみれば、物質的利害によって均質化

された、非「人間」的な世界である。 

 「実践」と「労働―身体」を結び付けるマルクス主義に対抗するかのように、アーレントは次第に「活

動」を「思考―精神」と結び付け論じるようになる。「政治」を動かしている「意見」や「同意」と哲学

的、あるいは理論的な「真理」との間の緊張関係を論じながら、理性の志向する「真理」が「政治」を制

約し、自由な活動のための土台を提供するとした。「政治」において物事は公的領域における人々の「意

見」の交換、討論、「合意」によって決定されるが、どんな意見でもいいわけでなく、理性の「真理」に

反するような意見は妥当性を主張できない。（人間万物の尺度 ― 相対主義―話し合い主義のプロタゴラ

ス＋プラトン） 

 アーレントの「精神の生活」は個人の内面で起こっていることを探求する著作であるが、未完で終わっ

ている。第一部「思考」ではデカルトの命題を問題にする。「思考」をめぐるデカルトとカントの問い掛

けを起点として、「思考」についてのこれまでの哲学史を再構成している。しかし、いかなる偉大な哲学

者も「私」が「私」自身と「私」の周囲にある諸事物の「存在」を意識するよう仕向ける「思考」の正体

を最後まで突き止められていないことが明らかになる。「私」は、「私の思考」の外側に出て、神のごと

き超越的視点から、「思考」とは何かを見定めることはできない。（我思うが故に我有ではなく、我思う

所の我あり（どこまでも内側、外側の証明不可能 ―廣瀬） 

 「思考」についてア－レントの見解は定式化されていない。しかし、「思考」が日常生活の「私」の習

慣的な営みを中断させ、内に籠らせたうえで抽象的な問いと取り組ませるが故に「危険」であることは強

調している。既成の常識や社会の規制を疑わせ、自分自身の内でどこに向かっていくか分からない自己内

対話を続け、そのまま「思考」停止させないと、政治や道徳は機能しなくなるからである。 

 第一部「思考」は「思考」が「現在」と結びついていることを示唆して終わっている。「私は考えてい

る」と意識しているのは「今、此処」において「現に考えている」ことだけは「現に考えている私にとっ

て確実である。というように、「我思う＝思考」は、そういう「現に考えている私」をめぐる自己言及的

な循環構造を形成している。 

第二部「意志」では、「未来」志向の精神の作用としての「意志」について哲学史的に考察されている。 

「思考」が「現に考えている私」の視点から「私」自身と「私」が属する世界の現在の在り方を把握しよ

うとする営みであるとすれば、「意志」は現在とはなにがしか異なった状態を「未来」にもたらそうとす

る営みである。自由意思は、他人の強制とか圧力から、自由な意志の在り方を考えがちだが、西欧の哲学
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史で問題にされてきたのは、自然界を支配する物理的な因果法則から自由な意志の働きがあるとすれば、

それはどういうものかである。私の内にあるどんな奇妙な願望も、その起源を辿っていくと、外からの影

響、物理的因果関係で説明できそうだ。「自由意思」が存在しないとなると、「自由意思」に由来する「責

任」という観念も崩壊し、道徳哲学や法哲学が成立しなくなる恐れがある。人間を、他の動物とは決定的

に異なる道徳的存在として扱う理由はなくなる。そのためカントは「自由意思」の存在を証明できないこ

とが分かっているにもかかわらず、道徳を成立せしめるためには、「自由意思」があるかのように振る舞

わなくてはならないという論を展開している。 

 また仮に「私の自由意思」なるものが実在するとしても、その場合、「私」は何を根拠に「自分の意志」

を決定しているのか、という問題が出てくる。「自由意志」が定義からあらゆる物理的法則から「自由」

だとすると、「私の意志」はいかなる原因も理由もなしに生じてくるというのであれば、それは「私の意

志」が全くの「偶然」によって定まっているというのに等しい。となれば「自由意思」が存在しないと考

える場合でも、実在すると考える場合でも、意志の主体としての「私」はそもそも何なのか、私は何によ

って、私の意志を定めているのかよくわからなくなってくる。それが、アーレントが言う「自由という深

淵」である。 

 ア－レントは、「私の自由意思」をめぐる議論で袋小路にはまったところで、やや唐突に、「政治的自

由」の問題に話題を移し、深淵の引力圏からの離脱を図っている。それには、人間の「精神」の内に必然

的に「政治」を志向する作用、つまり他者の視点を取り込むことによって、自己の視野を拡大し、新たな

世界を切り開こうとする働きが備わっていることを示す必要があった。アーレントの「精神の生活」での

議論から「判断」がそれに相当する働きをするものとして想定されているのではないかと考えられるが、

これについて書く以前にアーレントは亡くなっている。そのため「観想的生活」と、「活動的生活」を結

び付けるという最も肝心な課題が果たせないままになっている。 

 そこで、「カント政治哲学講義」でのカントを通じて「判断力」を議論しているのでそれで推測する。 

その前に「判断」もしくは「判断力」とは何かを確認する。ア－レントは「未来」志向の「意志」に対

比する形で、「判断」を「過去」志向の精神の作用として性格付けている。過去に起こったことの善／悪

について「現在の私」の立場から判定する営みが「判断」である。我々は事の善／悪という、一見すると

極めて主観的な価値についての「判断」を行うに際し、自分と同じ共同体を構成する他者たちの視点を取

り込んでいる。善／悪の判定の根底に、他者たちの過去の考え方や価値判断が潜んでいる。そうした「過

去」を背景にした「判断」が、私が行動するにあたり、自分の取るべき立場について「思考」し、「意志」

を形成するに際しての基準になる。そういう形で「思考」や「意志」は「判断」と繋がっている。「判断

力」は、「過去」と「現在」と「未来」を、そして個人の「精神の生活＝観想的生活」と「活動的生活」
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を結ぶ、重要な能力である。判断力の問題は、「判断する私」が属する政治的共同体、そこで伝統的に形

成されてきた政治的価値判断の体系と関係している可能性を指摘したのだ。（純粋な私の不存在） 

 ア－レントが「判断力批判」の中で特に注目しているのは「一般的伝達可能性」「共通感覚」「拡大さ

れた思考」の三つの概念である。カントが「美」の判定のメカニズムを説明するために用いているが、ア

－レントはほぼそのまま政治的な判断の説明へと転用し得ると考えていたようだ。 

 カントの「判断力批判」で「一般的伝達可能性」として論じられているのは、私たちが極めて個人的＝

私的な趣味判断、例えば「この花は美しい」というような判断を、他の人に対して一般的に伝達可能なも

のとして想定しているということである。カントは直接触れていないが、これを「言語」に即して考える

と、もう少しわかりやすくなる。例えば「花」に私が抱く感情は、それ自体言葉では言い表せない、「私

秘的」な性質なものであるかも知れない。しかし、「美しい」という言葉を自分の属する言語・文化共同

体の中で、周囲の他者から学んだはずである。そうした他者の言葉を目の前の「花」の性質の評価として

使用するのであれば、それと同じ言葉を使っている自分の周りの人たちは、その「花」について同じ評価

をすることだろうということを暗に想定していると考えることができる。 

 そうした意味で「美」の判断には、「私」と同じような言葉、概念を使っている「他者」のまなざしが

潜在的に入り込んでいる。そうした他者にある程度まで、私の感情は伝達可能ではないかと想像すること

ができるし、実際他者に伝達し、感情の共有を確認する。これがカントの「一般伝達可能性」である。 

 逆に、私たちはある対象を美しいとか醜いと判定するに際して、純粋に「内」で単独に判定しているの

ではなく、他者が判定するで、あろうように判定している、と見ることができる。このように潜在的な他

者を想定しながら、対象に対する私自身の感じ方を調整する感覚を、カントは「共通感覚」と呼んでいる。

カントはこの「共通感覚」を共同体的感覚、つまり「私」と同じ人類という「共同体」の属する人々と同

じ様に目の前にある対象を知覚し、判断するよう、「私」の五感を方向付け、統制している感覚、と言う

意味合いで用いている。 

 「共通感覚」は、物を認識するに際してヴァ－チャルな他者の視点を想定する精神の働きであるが、カ

ントはこれを基盤として、ヴァ－チャルな他者の視点に立って物事を考えることができる能力としての「拡

大された思考様式」にも言及している。これを通して、「私」を独りよがりになることなく、人間の共同

体において、理性的なものとして通用する思考をすることができるようになる。アーレントは「共通感覚」

と「拡大された思考様式」とを合わせて、「拡大された心性」という言葉で表現している。これのおかげ

で、「私」たちはお互いの考えを伝達し合いながら、共通の価値観や思考様式を形成することができる。 

 アーレントはこの「拡大された心性」がどのようにして、「ポリス＝政治的共同体」の構成に関わって

いるか詳細に論じていないので、著者がそれを試みる。 
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 ヒトは、他者が何を考えているのか、目の前の光景をどう感じているのか本当はわからない。従ってモ

ノロ－グ的な思考に陥りやすい。しかし、「拡大された心性」あるいは「共通感覚」が、孤独な「私」を、

「人類」という仮想の共同体と結び付けている。ただし、「人類」を代表する「他者」を想像するだけで

は、独りよがりの発想を正当化しかねない。そこで、実際にコミュニケ－ションし、自分が「一般的伝達

可能である」と想定していることが、「本当にそうなのか」その都度確認する必要がある。 

 「拡大された心性」を確認するためのコミュニケ－ションの相手として、適正な規模でのコミュニケ－

ション共同体を設定しておく必要がある。その共同体で、コミュニケ－ションに際しての言語の使い方の

規則を共同で練り上げ、慣習＝規約として共有化することが不可欠である。その確立により、知識として

蓄積し、伝承していくことも可能になる。そうやってコミュニケ－ションの質を高めていくためにはコミ

ュニケ－ションの様式を共有する共同体のメンバ－シップ、資格を確定し、一定の訓練を経たものだけが

コミュニケ－ションに参加できるようにしておく必要がある。（エリ―ティズム）それが人間的な「活動」

の舞台としての「政治的共同体＝ポリス」であると考えられる。「ポリス」の「公的領域」での「活動」

に従事することで、「私」たちは自らの抱く「一般的伝達可能性」を検証し、お互いの「拡大された心性」

を鍛え合っているのである。「活動」を通して「私」たちは、自分たちの「精神」の働きの根源的な同一

性を確かめると共に、それぞれの価値判断が微妙に違うこと、つまり多元＝複数性を発見することになる。 

 こうして各人は「人類」という普遍的な共同体の視点に近づいていく。カントは、公共の場での言論活

動を通して各人が自らの理性を鍛えることの重要性を強調しているが、これは公共的なコミュニケ－ショ

ンが、人々の「共通感覚」を豊かにし、「思考様式」を拡大していくうえで不可欠だからに他ならない。

「共通感覚」と「判断力」を開花させるには、各人がいかなる物理的制約を受けることなく、自由にコミ

ュニュケ―ションすることのできる「公的空間」、更にはそれを舞台裏から支える「私的領域」をも備え

た「政治的共同体」が必要なのである。 

  ア―レントは「人間の条件」では、主として「活動者」の視点から「政治」について語った。しかし、

「カント政治哲学講義」では、カントの議論に依拠しながら、「活動」を少し引いたところから見つめて

いる「公衆」あるいは「公衆」を構成している「観客」がより重要であるとの見方が示される。 

 アーレントはこれについて美学的な説明を与えている。芸術作品が成立するには、制作者だけでなく、

その美について判定する観客が必要である。その観客は「共通感覚」に基づいて、中立的立場であること

が必要だ。これをアーレントは「公平な＝非党派的注視者」と呼んでいる。勿論、各人の社会経験は異な

るので、各人の内なる「公平な注視者」は本当のところは偏って＝党派的であるが、各人が更に経験を積

み、かつ、他の人たちと意見交換することによって、それぞれの内なる公平な注視者が次第に相互接近す

るはずである。そのようにして、社会全体が「公平な注視者」を共有することが社会的正義の基盤になる。 
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 こうした「公平な注視者」の重要性は何か、アーレントは整理して論じていないが、想像してみると二

つの点だ。一つは現に「活動」している者の方が、傍観者的に観察している者よりも、「政治」をよく分

かっていて、正しい判断をできるわけではない。「活動」している者は公平性に欠けがちで「複数性」を

失いかねない。又、「生きた現場の声」として当事者や党派的に問題にコッミトし「実践」している人、

いわゆる活動家の意見が神聖視されることがしばしばある。これも又複数性を失う。もう一つは判断力の

「過去」志向に関わる問題である。問題が起きた時、渦中にあっては誰も厳密な意味では出来事の「外部」

に立って、「公平な観客」の役割を果たすことはできない。出来事が終わった後にようやく、「公平な観

客」の視点を取る事ができるようになる。言い換えれば、政治的共同体＝ポリスを構成する市民たちの政

治的判断力は現在進行中の出来事の評価よりも、その共同体が過去に経験したこと、「歴史」の評価にお

いて、本領を発揮するのである。ただ、過去の問題も左右の二項対立的な構造から現在の党派対立を投影

してしまい自由な議論ができないのだが。 

  

 

ア－レントを読んで 

１）リベンジ（井上、菊池との読書会） 

２）私が知らないだけかもしれないが、今日、思想家と言うべき人材は少なく、政治評論家や政治家の

議論は現実対応の個別政策か、つまらぬ倫理違反だけを問題としていて、誰も水戸学のような「善」を語

る者がいない。「善」が共同体にとっての共通了解あるいは正義だとしたら、「善」について考えてみる

べきと思わされた。そこに何が書かれているかわからないが、西田幾多郎の「善の研究」くらい読んでお

くべきかもしれない。いずれにせよ多様な、複数の善が語られぬほど、今日人々の生活は均質化している

と思わされた。 

３）ア－レントの論は「古代の市民」こそ「人間」としていることや「情」より「知」を重んじている

ことからエリ－ティズムと言える。経済的利害だけで関係が構築されている社会的領域に埋没しかねない

「市民」にもかかわらず、市民主義者にもどこか同じようなエリ－ティズムを私は感じる。だが、その市

民主義者でさえ、社会的領域とは別に公的領域と言えるようなものを作ったとしても、同じ価値観を持つ

同質者の集まりを作ることに終始して、複数性を持つ交流が出来ず、思考の均質化が一層なされている。 

今日、公私の区分が流動化し、半公、半私の社会的領域が拡大し、公的領域のみならず、私的領域が壊

れて行く。人は社会的領域という荒野から落ちこぼれまいと必死にしがみつきながらも関係の貧困化に直

面する。一旦落ちこぼれれば、それまで守られていた私的空間を失っているので、個立（孤立）する。社

会的領域にしがみ付いてさえ、社会的連帯の中になく、個立（孤立）しているのかも知れない。ただ、「豊

かさ」が事実上の生を支え、情報産業が発達しているが故に、コミュニュケ―ションは具体的他者との関
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係を失っていても、人が一緒に生きているという実感さえなくても、主観的にバーチャルで成立している。

社会的連帯を失っているそこでは、もはや、共同性の神話が成り立たずに、リアルを装える物語は失われ、

動物化する社会となっている。まさに、全体主義の基盤は整備されつつあるというより、現代こそ全体主

義が完成しているのだ。しかも、それを作っているのはあるいは私たち自身で、眼に見える、批判したり、

敵対出来る権力者ではないかも知れないことが問題だ。誰かの責任で済ます問題ではないのだ。 

４）エリ－トでもシティボーイでもない私はア―レントのように「公的領域では公開された中で演技し

なければならない」としている考えに全面的に賛成できない。「演技」は疎外であると受け止め、実存主

義が問題にした、社会的領域の成立によって失った生の充実、本来の生の喪失を問題にしたい。 

それだけではなく、アーレントが問題にした公的領域＝政治的領域の「市民」よりも、一人の「私」が

共同性を持って生きる現場、むしろ私的領域に生きる人々を問題にしたい。「歴史に登場していない(文字

に記されていない)人間の生の豊かさ」をだ。市民と呼ばれた以外の人たち、あるいは他の文化圏の者も例

え野蛮と形容されようとも又人間に違いない。私秘的空間である「私」は私秘的があるが故に「私」ごと

に、又、私秘的集団ごとに個性的な「複数性」「多様性」を保っていたと思われる。社会的領域の拡大に

よってそこからさえも疎外される人々のそれでもある生の豊かさや、壊される私秘的空間を「活動」によ

ってどう作り上げるかはア－レントの言う公的空間の作ること以上に課題だ。（日本の戦後の反ファッシ

ョの運動は公的活動でのそれよりも私秘的空間の生き方を守る事にあったのでは、焼け跡闇市派、無頼派、

生活派） 

私自身も年を取り、閉じた関係の中で個立（孤立）しつつある。ア－レントの言う「活動」、人への働

きかけを失っている。 

５）反日、反韓、反中、ＩＳはまさに二項対立の排除の論理だ。確かに、私の感情には嫌韓もあれば反

中国もある、ついでに嫌安倍もあれば反安倍もある。しかし、ネット右翼に共感する積りもなければ、安

定した政権運営をしている首相を馬鹿と一刀両断して、終わりにする積りもない。いずれも何故だと言う

疑問を持つことが大切と思っている。後者は悪口や政策を批判する以前に何故受け入れられ、支持され安

定しているのかを問わねばならのだろう。 

反日、反韓、反中、ＩＳの国際問題については日本国憲法前文の「日本国民は、恒久の平和を念願し、

人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信

頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」という宣言で応じる。この宣言の精神にはア―

レントの「拡大された心性」やカントが内在されている。(「目的達成する」とするだけで、「活動」が弱

いのは残念だが)考え、関係を開いておくことにより、国家同士はともかく人間同士の理解は可能と信じる。

丸山に倣って虚妄の国際政治の「実在」よりも、観念的な憲法前文の虚妄に賭ける。と言う。 


