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第 16 回高畠政治学を読む会   08．9.20       佐藤 健人 
政治の発見――近代日本の「政治」観               高畠通敏 

 政治の＜原理＞について 終講義 1999 年 立教法学 53 号 
 
「政治の発見」は著者３２歳の時に雑誌「展望」1965 年 6 月号の巻頭論文として発表され、その後筑摩評論シリーズ「政

治の論理と市民」1971 年 11 月、岩波同時代ライブラリー「政治の発見」1997 年 6 月に収められています。 
読書会では表現や字句に若干修正が加えられた岩波版を教材にしました。 ＊赤字は筑摩評論集版の論文です。 
 
本論が書かれたのは総理大臣：佐藤栄作、ベ平連結成、文化大革命の始まり、巨人Ｖ９の始まり、という時代状況であり、

著者の時代認識は本論から抜粋すると以下のとおりです。 
  上は「象徴」一家から下は代議士「先生」にいたるまで、彼らの「地位」への「あこがれ」と「尊敬」は厳然として実効を保っている 7 

 
民主主義の一般解釈が、「ステイタス・デモクラシー」に落ち着き、国家官僚制のみならず、反体制政党も、新興宗教も「地位」の機構化を

軸として組織されてきた現在の天下泰平は、近代民主主義の理念と結びついた平和として維持されているのではない。今日の泰平は「乱」

の克服というよりは「凍結」によってすなわち民衆の赤裸な野望にたがをはめ、それを体制内に溝条化することによって維持されている 20 
 
日本におけるこのような「正冶」観は、おそらく慈恵的国家観における仁政や王道の観念に発する（糸を引く）のだろうが、 
それは戦後における福祉国家観へとそのまま連続し、流れ込んでいる。～「国家公共」だけが道徳的主体であるという意識の裏返し 
「国家公共」の「統治」については、みずからは他者としてのかかわりしかないという被治者的態度の表明でもある。P35 
 
「平和と民主主義」というスローガンは、ますます体制の安定を導くものといえるだろう。P37 
「平和」と「民主主義」が、現代的な政治的技術や戦略と結びつけて説かれず、単なる正義のシンボルと化しているところに今日の不幸の

源があるというべきだろう p38。（この 2 行は 26 年後の岩波版に追加） 
 

観   ―――対象を（外から）眺めて見る 
イメージ―――心の中に思い描くこと（心像） 
原理  ―――事象が依拠する根本法則。他のものを規定するが、それ自身は他に依拠しない根本的なもの 

 
＊本文章は報告者にはとても難解なので報告者の和文和訳力と誤読に基づいてまとめました。ご了解ください。 
 
 

【一】 
「政治の発見」は、アメリカの政治的風土と軌を一にしつつあるかのように見えるわが国の「政治」観と、その下に成り立つ政治文化の構造

に、いくらかの照明をあてることを目的に書かれています。 ６ 
 
政治が神でも悪魔でもない人間の営みであるという根本前提に立つとき、政治に必要な人間的「技能」を 
   ①アリストテレスにおける政治的動物としての市民の備えるべき徳（アレテ） 
   ②マキャヴェリにおける君主の獲得すべきリアリズムの能力（ヴィルチュ） 
   ③ウェーバーにおける職業としての政治家（国民的指導者）のもつべき展望と責任倫理 

それは、論者における「政治」観そのものとも深く関連している。～おのれが考察の対象として選ぶ「政治」と呼ばれるものを、そもそも

どう考えるかということからはじまる ８ 
 

戦後の今日まで通じるわが国の「政治」観念の原型は①幕藩体制から持続するところの垂直的な身分的権力構造と 
②水平的な共同的集団構造の交錯と重合があり、明治以降、近代的な国家体制と前近代的なムラ社会体制との二重構造によって相続された。 
しかも、このような「政治」観は祭政一致とハレとケの聖俗二層観という宗教的エートスによって、深く色づけされてきた。 

 
近代日本の「政治」観は、そのにない手によって、また、になわれる歴史的状況の変化のなかで、多様に分化する。はじめに、いささか例

示的にその主なタイプを挙げ、同時にそこにふくまれる政治的技術の質について省察しながら、 後にこのように「政治」観が分化してゆ

く構造自体について、いくらか考えてみたい。 
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【二】 
「乱」 

明治以来今日に至るまでの「政治」についてのイメージのなかで、「乱」のモデルが圧倒的に優越している（日本の）文化的特質 
特質 
軍事的リアリズム＝すべてが勝負に及ぼす効果から計算される （目的から手段を選ぶ） 
政治イデオロギーや道徳も、制度の「たてまえ」やモレスも、極限状況的な「たたかい」のなかで溶解 
策士は権謀術数を縦横にめぐらし、戦闘員はあらゆる個人的価値を目標遂行のために投入するのである。 
戦国時代にたとえる挿話 
「政治」とはすなわち「戦さ」であり、「闘い」である。 
「政治」的認識とは、泰平のうわべのなかに赤裸々な「乱世」の真実を見ることであり、 
「政治的」人間とは、治において「乱」を忘れぬ志を抱く人間に他ならないとされるのである。 

 「乱」モデルの理解の方法 
この解き口（＝江戸時代よりもち越された武士のエートス）は十分（充分）ではない。 
日本の近代が経験する国際・国内の二重環境から、よりよく了解することができる。 

 
 国内における「乱」のイメージは 

黒船にはじまり大東亜戦争に至るように、ネイションとしての日本への主体的同一化を軸にして国際社会に転位されてゆくし、 
他方では、国内における政治的対立そのものも（が）「露探」にはじまり「国際共産主義の手先」に至るように、相互に撃滅すべき（至るよ

うに撃墜すべき）敵へと転化されてゆく。 
 
明治以降の近代史は、このようにして、軍事組織になぞらえられた国家機関に、「公共」という表象が集中し独占されてゆく過程であり、複

数の自由な「公」として成立した諸単位が、自立性を解体して単一の国家公共（大公共）に吸収されてゆく過程でもあったわけである。 
 

ここにおいて主張される幸福な「私生活」（主張される「私生活」）の実態は、依然として、「兵士の休日」的趣きがある。 
それは、社会的機能の一切を「公」（「公」け）としての企業や職業集団に吸いとられた生理的残骸としての、裸の「私」であり、 
他の社会的連帯からまったく切り離された孤独の「私」でしかないのである。 
 

【三】 
「乱」＝軍事的リアリズムの本質 

①何らかの具体的かつ既存の価値を「獲得」する衝動によって動かされている 
②価値体系の一義的な明快さへの単純化 
③既存の価値体系への盲目的なよりかかり 

      
「乱」参加者に必要な「政治」的技能 
  第一に、天下の大勢を観望し、「乱」化の空気を感知しうるタイミングの「勘」であり、 

第二に、冬の季節に、ハレの日に備えて、志ひとすじを反芻しつつ耐えつづけるパトスの強さに他ならない。ｐ22 
「統治・治」 

元来、「乱」の対語としての「治」とは、統治者の能動的作為によってもたらされるものではない。「治」とは、もともと、自から治まるも

のとしての「自治」であり、「乱」が「麻のごとく」かき乱すのは、そのような天下の自然的「秩序」なのである。「乱」自身も（が）、起こ

すものというよりは、「生起」するものであり、～ 
  このような文脈に沿って考えるならば、いわば自然（自然が無い）のリズム的な間隔を置いて生起する「乱」と「乱」との中間には 

「政治」は存在しないことになる。ここにおいて、「政治」とは「季節」なのであり、ｐ21 
  その間、「政治」的組織はつねに機構だけの形骸にとどまらざるをえず、 
「治」の構造 

①社会の基底において、「乱」が収束し、非政治的な日常の秩序（日常秩序）が復活する意味での「治」 
②そこから上昇し特定化された利害をめぐる「争乱」を人為的に官的秩序（公的秩序）へ収斂させるものとしての「統治」がある。P22 

「統治・治」の政治 
  「政治」とは被治者の人心の収攬であり、その心理的操縦であるという観念 

指導者が、固定的な集団目的を被指導者大衆に呑みこませることとそこでは考えられる。（呑みこませることと考えられる。）P24 
「統治・治」の人間観 

個というものを私的な自我として、すなわち、まったく排他的な自然主義的欲望や野望のかたまりとして表象する人間観 
このような状況においては、操作ということも、ときとして集団に必要な合意を調達する不可欠の手段としての意味をもたざるをえない 
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「統治」の操作の主体 
明治国家の成功、戦後数十年（戦後二十年）の政治的安定は、公私もろもろの「統治」機構の確立によってもたらされたものだが、 
それは必然的に「統治」の官僚化を、すなわち「権限」によって「統治」の機能が固定的にになわれるという事態を招来する。P25 

 
しかし、このような「権限」によってになわれている「統治」は、実は、完全な意味での統治（「統治」）たりえない。 
実際に支配しているのは「権限」の背後にある「権力」であり「権力」が体現されている「機構」あるいは「体制」そのものなのである。 
 

【四】 
「ムラ」 強固に残存している第三のイメージ 
「ムラ」の特質 

外部集団に対して閉鎖的な集団であり、人員構成について停滞的集団であり、 
内部接触の密な小規模の一次団体である。しかし、「ムラ」が家族などの血縁共同体と（政治的に）違う点は、その構成員の間に、本源的な

一体感が存在していない。 
「ムラ」政治技能 

第一に隠蔽かつパーソナルな接触により合意の取りつけを眼目とし、 
第二に、その代償としてのさまざまな、かつ個々の利害の取引によることを含み、 
第三に、事前に不満の存在をかぎつけたり「足して二で割る」式の妥協を行ない、 

「ムラ」政治の担い手 
それらの作業をすべて包みかくし、清濁併せ呑める（呑めるだけの）世話役としての「ムラ」政治家の「勘」や「肝」という「芸」 
この後に残るさまざまシコリは、無礼講や祭典などの「祭」での陶酔の一体感のなかで洗い流される。「酔える」能力あるいは技術 

「ムラ」政治の原理 
  明治以降今日にいたるまで、社会あるいは集団内部で水平的に利益を媒介するほとんど唯一の機能の役割を果していた。 

政治的技能の習得に積極的意味を認め、それを獲得する教育の場を制度的に造りだ（造型）していたことでも注目すべきである。 
＜利益＞ ムラと市民社会との比較 
  ムラ 

政治の媒介するものは、相互の規矩のない欲望としての利益であって、本来、足して二で割る以外に妥協のしようがないもの 
  市民社会 

市民社会の政治において媒介さるべき利益とは、お互いの利益であるところのものを、主体的に相互修正しあうこと 
相互の間に統一的な秩序を形成するという側面をふくむものである。 

 
「乱」はそもそも「ムラ」内部に「密封」されているのであり（されている。以下の文は削除）、「ムラ」は権力ではなく世話役を媒介とす

る「治」のひとつの形と見ることが出来よう。P30 
 

【五】 
「正」 政治観の第四のタイプ 
  「正」のモデルも、「ムラ」モデルと同様に、「政治」を共同社会内的な現象として意識する。 
  共同社会には全体としての公共性をになう「正しい政治」が存在するはずだという期待感が（は）、漫然と、しかし根強く庶民の意識の底を

流れている。 
「正」の政治の特質 

「政治」とは、共同社会のための何らかの「正しい」方策の実現とする考え方である。（実現として考える）P31 
「政治」を共同社会内的な現象として意識する。 
何らかの「正しさ」を体現した「政治」を、共同社会内に発見し、実現する事業としてより多くかんがえられるのである。P31  
社会は本来的に実力闘争の「戦乱」の場であるという考え方は排除される。 
「ムラ」モデルにおけるように、「政治」は単に、異論をしずめ共同体に全員一致の和をもたらす「技術」とみなされるのではない。 

 
わが国における「正」的「政治」観の始原は、もちろん「まつりごと」の昔より伝統的な祭政一致観であろう。 
～だが「まつりごと」においては、「正」は本来パーソナルな「聖」であり、俗事としての（政事の）内面的原理たりえないのが特徴。P32 
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政治のモラリズム（＋デモ） 日米の比較 
日本 
「国家公共」が、公平な共同体でないことへの公憤（「公」憤） 

四民平等の世の中になったにもかかわらず、藩閥や財閥、あるいは地主や紳士閥のために、各人に「遂志の自由」が未だないことへの憤懣

が機動力になっている 
    デモ（「デモ」）が、多く政治「闘争」の一環として団結による「力の誇示」 
アメリカ 

批判の根元は国家の行動「様式」への個人道徳からする同一化にある（同一化に発する）。 
  デモンストレーションが、数人の規模での自由な「意思表示」としていたるところで起きることは（常時散発する） 
 
「平和」と「民主主義」 
「平和」 
「平和」ということが、現実に、「乱」を凍結し、体制に各人が寄食する「治」のなかの「泰平」に他ならず、 
「平和」というシンボルが、国際的な「治」の泰平に国家として居候する感覚を補強するだけだとすれば 
「平和」とはこのように歴史的に単なる力の「秩序」（歴史的に単なる「秩序」）と同義語である以上、～ 
「平和」とは単に武器をとらないという消極的な原則（不戦の原則）であるなら、宗教運動であり、個人的モラルの問題であって、政治の原

則とは明らかに別種のものである。P38 
「民主主義」 

「民主主義」が、各人が「遂志の自由」を機構のなかでみたすところのステイタス・デモクラシーにすぎないとすれば 
「民主主義」というシンボルが、「ムラ」政治的事前了解をも放棄したところの多数決による権力的「統治」を正当化する論理として役立ち、 
「民主主義」ということばは、～本来的に、権力が人民から由来するというタテマエ以上の何ものをも意味しない。 
この二つのことば（平和と民主主義）は本来二にして一であり、しかも、明治以降の体制のなかで十分（充分）に実現されないままに 
「社会正義」の主張を生み出したその陰画として、内存していた構造に他ならない。 
その意味で、それはかならずしも「戦後民主主義」（戦後二十年）の新原理ではない。P36 
「平和と民主主義」というスローガンは、ますます体制の安定を導くものといえるだろう。P37 

 
「平和」と「民主主義」が、現代的な政治的技術や戦略と結びつけて説かれず、単なる正義のシンボルと化しているところに今日の不幸の

源があるというべきだろう p38。（この 2 行は追加） 
「正しい政治」への信仰の別半は、明らかに「科学的正しさ」への信仰にもとづくのである。それは、たとえば、「科学的社会主義」の運動に

おける「政治は科学である」という古典的なイデオロギーの形で、あるいは、「社会工学」的官僚による「政治はプランニングである」とい

う流行の 先端をゆく命題として、提出される。P38 
 

人間が完全に能動的主体性を預け、あるいは奪われた後に成立する秩序は、あたかも神の見えざる手の働きに似てくるが、いったい神のこ

の世の「統治」は、そもそもやはり「政治」と呼ぶべき（種類の）ものなのだろうか。P40 
 

【六】 
今日の日本に支配的な「政治」のイメージのタイプと、それぞれのイメージに付随して必要とみなされてきている「政治」的技能について

述べてきた 
政治イメージ 政治的技能 
乱 「志」の高さと軍事的リアリズム 
治 官僚的技能と操作のリアリズム 
ムラ 取引の技能と“酔”える能力 
正 正義感と“非政治”性 

 
それらの内部には緊密な相互連関が存在しているのである。経験科学的立場からは、これらをそのまま「政治」の定義として用い、あるい

は、これらのイメージが入り乱れるなかでくり拡げられるわが国の権力と政府と運動の機構と過程を、そのまま日本の「政治」過程として

叙述ることは可能である。 
 

だが、ひとたび評論の立場に立つならば、私は、日本のなかでまさに、基本的に脱落しているところのイメージそのものにこそ、政治の名

前を与えたい。その他は、すべて擬似政治にしかすぎないのである。 
  そういう意味での政治とは何だろうか。 

それは、端的にいえば、自由独立な人間の集団のなかで、相互の自由なる合意によって秩序を創出する機能としての政治である。換言すれ
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ば、自ら治めるという意味における自治のモデルであり、自治を現実に機能させる努力と工夫の過程としての政治である。この概念こそ、

そもそもアリストテレスの呼んだ政治社会（Polis）の概念にもっとも近いものであり、そして、近代日本社会においてもほとんど存在して

いない種類の「政治」のイメージに他ならない。ｐ41～ 
筑摩版）それなら、いったい政治とは何か。 
それは、端的にいえば、自由独立な人間の集団の中で、相互の自由なる合意によって秩序を創出する機能である。換言すれば、みずから治

めるという意味における自治のモデルであり、自治が現実に機能するにいたるもろもろの過程そのものである。この概念こそ、そもそも、

アリストテレスの呼んだ政治社会（Polis）の概念にもっとも近いものであり、そして、日本社会の上から下までを貫いて、どこのレベルに

おいてもほとんど存在しない種類の「政治」のイメージに他ならない。 
 
「自治」のイメージ 

この概念こそ、そもそもアリストテレスの呼んだ政治社会（Polis）の概念にもっとも近いものであり、そして、近代日本社会においてもほ

とんど存在していない種類の「政治」のイメージに他ならない 
  
自治が営まれる場所 
自治ということは、本来、異なる人間がつくる社会においてはじめて生まれるものである。（閉鎖的な「ムラ」とのちがい） 

 秩序形成と維持 
私的な自我の単なる集合は、秩序をつくらない。個人の間に秩序が生まれるということは、両者をふくみつつ、両者を超えたところに

合意が創出されるということであって、その過程において、両者の利益は、自治社会を維持するという共通の関心によって相互に変形

する。 
 
 自治の政治 

自由独立な人間の集団のなかで、相互の自由なる合意によって秩序を創出する機能としての政治 
  自ら治めるという意味における自治のモデルであり、自治を現実に機能させる努力と工夫の過程としての政治である 
 
 自治の政治能力 
 第一に、ここにおいて自己の個別（個性的）的利益を利益としてつねに主張しうる独立性であり、 
第二に、にもかかわらず、他との協調と妥協の上に秩序を創出することが、究極の利益であると判断できる知性を備えることである。～ 

原則の自覚と主張の能力であり、同時に決定についての「適切」さの判断能力と受容能力である。P43 
このような危機をのり越える政治的判断能力の準則は、結局、「何がもっとも適切か」という状況的な判断能力（オポチュニスティックな均

衡判断能力）でしかなく、度重なる危機を「乗りきってゆく」全体としての技能に構成員すべてが熟練してゆく以外にない。P45 
 
著者が描く市民像 

大衆民主政を内から支える政治技能と政治習慣を市民（すべての国民）が習得することである（学習） 
それを自治的な政治社会（ここでいうところの政治社会）に内から変質させてゆくこと（運動／行動） 
もし政治的権利というものが社会の構成員すべてに分かち与えられているとしたら、基本的能力もまた社会構成員すべてがもたなければな

らない。現実の活動方式の分別は別として、この基本点において、政治社会は「力あるものは力を、金あるものは金を」の分業を、別な視

点からいえば「善良な非政治的市民」の存在をゆるさないのである。45～46 
この基本点において、政治社会は「力あるものは力を、金あるものは金を」の分業を、善良な非政治的市民の存在をゆるさないのである。 

  
そのためには、社会内部でこのような政治社会を価値とし技能の熟練を価値とするカルチュアをつくること、総じてステイタスとしての、

モラルとしての、あるいは目標遂行としての政治ではなく、自主的な秩序形成の活動としての政治を価値とするカルチュアをつくることが

必要である。と同時に、実際に、そのような技能を習練する場を社会的に制度化する必要がある。そのためには、今日の知育偏重の学校教

育（学校官僚制）をどこかで基本的に切断し編成替えしなければならないだろうし、あらゆる市民的政治団体は、政治知識の学習偏重をや

めて、実地習練にのり出さなければならないだろう。P46 
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政治の＜原理＞について 
三八年間の私の講義の締めくくりとして、政治学の＜原理＞とは何か、政治の＜原理＞は何かという問題を正面にすえてお話してみようか

と思い立ち、ここにきた次第です p2 
 

政治的リアリズムとは、現実の政治のなかにある動かしたい法則や力学を認識し、それに沿って政治を行なうことを言います。それを無視

する提言や処方箋は、観念的な理想主義であり、道徳や宗教の領域の問題ではあっても政治的には無意味だとする考え方です。政治的リア

リズムこそが政治の＜原理＞であり、政治学とはそれを教える学問だとする政治家や政治学者は、いまでも多いのではないでしょうか。P3 
 
政治的リアリズム 
マキアャベリ 

古代ギリシャの都市国家において、市民の徳（アレテ）と政治家の徳（ヴィルチュ）とは、本質的に区別がありません。しかし、マキアャ

ベリにおいて、それは完全に区別されるべきものとなりました。国家の建設と維持こそが、 高の目標であり道徳だったのです。 
政治的リアリズムとは、国家を単位とする権力政治を必然的なものとして受け入れ、その法則や力学を解明することと同義になります。P5  

ウェーバー 
政治的リアリズムとは、（政治家の）心情倫理と結果倫理の区分。 
宗教的、道徳的に批判される手段をとっても、目標とする結果を確保しなくてはならない。 

ビスマルク 
政治は「可能性の芸術（技）」 
実現が非常に厳しいことは政治的考慮の外におく 

マルクス 
資本主義が階級闘争の結果没落し、社会主義が勝利する、のは歴史的な必然の流れ 
社会主義の必然的な勝利は、労働者階級の団結による国家権力の奪取を通じて実現する。 

日本 
・国家と権力を軸としてものを考えることであった。 
・アジアの小国・日本として、欧米諸国がつくりだしている「世界の大勢」には抗しがたいと観念し、それに従う 
・政府が「世界の大勢」に合わせて日本の文明開化を推進する改革者の顔を持つ。日本を＜上から＞改革していく論理＝保守側の専売特許 

 
政治的リアリズムと政策的思考 

１時間の制約の幅をどのようにとるか 
２何を動かすことのできない「現実」とするか 
３精神的なエネルギーを必要とする施策の取捨 

 
政治的リアリズムと政治的な主体性 
現代政治を制約する条件 
・指導者は個人ではなく政党や派閥を背景にした集団 
・政治的主体性は君主の個人的能力＝ヴィルチュでなく、デモクラシーや合意による支配＝制度的に保証されるもの（憲法・官僚制） 

 
（マキアヴェリ・ウェーバー）君主や政治家の絶対的制約条件の 大のものは、民衆の愚昧さでした。制度的にデモクラシーが導入され普通

選挙制が導入されて以後も、それは長く変わりませんでした。民衆が「大衆（mass）」と呼ばれてさげすまれた時代が、長くつづいたのです。

しかし、大衆はいつまでも無知蒙昧な大衆ではありません。それは、ひと昔前の大衆そのものであった諸君が、いま、大学でこうしてマキ

アヴェリやウェーバーについて論じる講義を聴いていることからも明らかでしょう。政治における可能性の幅は、彼らの時代に比べてはる

かに大きくなっているのです。ｐ16 
 
市民の政治的リアリズム 
・長期的な視野に立って、さまざまな構造やカルチュアを変革してゆくという課題を立てる＝変革の政策 
・政治全体の変革をめざして、計画を練ることができる＝運動の展開に必要な政策 

 
 （その成果） 

・人権宣言や憲法尊重のカルチャア＝権力が無視できない新たな制約条件をつくり、市民のための砦を築いた 
・政治権力を封じ込めるために、国権の 高機関として市民の代表からなる議会をつくり～多数決に従うという制度を案出 

現代社会での砦 
   ・女性や社会的弱者のための権利宣言や法規の作成、地方分権から住民投票に至る新たな制度の創出 
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市民の政治的リアリズムの核 
 権力やエリートにとってのリアリズムとは対照的に、協調と合意による秩序形成と決定作成こそが政治の基本だという自覚。 

   権力のもつ強制性を解体して、それを説得と同意に置き換えてゆくということ～が政治の根本であるという認識。P17 
市民のもつ力とは何か 
「政治の発見」 
   市民の政治学の樹立を政治学者としての出発点において、自分の進むべき方向として選択し、その宣言として書いた。⑰ 
 
「運動の政治学」 
日本語の運動 

スポーツでも市民運動でも身体を動かすという点で共通していることに着目。 
  身体と熱意しかない民衆が、他者を、しかも権力をもつ人を動かす唯一の方法。 
  暴力的強制によらないもうひとつの説得の方法ｐ23 
   ＊権力や財力をもつ人間は、椅子に座ったまま、ことばで、命令や要求で他者を、何ももたない民衆を動かすことができる 
 
私の大胆な仮説 

日本・アジア一般に見られる共通の表現形式は、権力者と民衆の影響力すなわち他者を動かす力の質の差をとらえている 
 
理性的説得（ダール） 
  相手の理性に訴え、要求が長期的に見てあるいは総合的に見て本人の利益になることを納得させて、自発的な服従を獲得すること。 
  人間をモノや手段として扱うのではなく目的として遇しながら影響力を行使する（カント） 
 ポリアーキー 
  政治的批判の自由と市民の政治参加を両立させた概念 
理性的なコミュニケーション（ハーバーマス） 
  個人的利害や偏見を乗り越えたコミュニケーション 
近代市民社会における理性主義 
  教養のない大衆や植民地の住民を差別し支配する口実でもあった。 
 
現代市民のヴィルチュについて 

私たちは、理性に訴える前に、そもそも心に訴える方法を確立しなくてはならないのです。 
「運動」 
  暴力的強制によらないもうひとつの説得の方法 
  自分の身体を使った肉体的なエネルギーを、相手の心を動かし考え方を 180 度転回させる精神的なエネルギーに転化することによって、 
  相手を動かす方法。 
 
政治学の＜原理＞・エッセンス 
  市民の立場からする「可能性の術」の探求 
  現代政治の構造改革に主体的に立ち向かうのに必要なヴィルチュやアートの鍛錬 
 
市民のリアリズムの立場 
 人間がつくった世界、そういう視点をもって政治の世界に向かうこと 
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報告 
「政治の発見」をいろいろな思いで読みました。 

著者本人を知らない１読者として本書を読んだ場合の読後感は、まずこの文章の読みにくさにヘキヘキするでしょう。 
他方で、32 歳の若さでこのように日本の政治観をとらえ、さらにまったく新しい概念を提示した才能に驚くでしょう。 
（文学界に大江健三郎がデビューしたような、というのは大袈裟すぎるか？） 
 
立教大学に入学して基礎文献ゼミで教えを享けてから３０余年の教え子の感想はそれほど素直ではありません。  
再読、再々読しても読みにくさは変わらないが、書かれている内容にたいする意見／異見を語るほどには齢を重ねてきた（つ

もりです）。以下に記します 
 
「政治の発見」で著者は戦後の今日まで通じるわが国の「政治」観念の原型は①幕藩体制から持続するところの垂直的な身分的権力構造と 

②水平的な共同的集団構造の交錯と重合があり、明治以降、近代的な国家体制と前近代的なムラ社会体制との二重構造によって相続された。 
しかも、このような「政治」観は祭政一致とハレとケの聖俗二層観という宗教的エートスによって、深く色づけされてきた。 

 
近代日本の「政治」観は、そのにない手によって、また、になわれる歴史的状況の変化のなかで、多様に分化する。はじめに、いささか例

示的にその主なタイプを挙げ、同時にそこにふくまれる政治的技術の質について省察しながら、 後にこのように「政治」観が分化してゆ

く構造自体について、いくらか考えてみたい。と語り 
近代日本の「政治」観として「乱」「治」「ムラ」「正」の４つのタイプを抽出し、それぞれに必要な政治的技能を述べていま

す。さらに、 
私は、日本のなかでまさに、基本的に脱落しているところのイメージそのものにこそ、政治の名前を与えたい。その他は、すべて擬似政治

にしかすぎないのである。 そういう意味での政治とは何だろうか。 
この概念こそ、そもそもアリストテレスの呼んだ政治社会（Polis）の概念にもっとも近いものであり、そして、近代日本社会においてもほ

とんど存在していない種類の「政治」のイメージに他ならない。 
と些か気負いの感じられる文章で 32 歳の俊英な政治学者高畠通敏は今日では政治のあたりまえの概念となった「自治」を

43 年前に＜発見＞したことは特筆すべきことです。 
 
著者が発見した「自治」について 

自治ということは、本来、異なる人間がつくる社会においてはじめて生まれるものである。（閉鎖的な「ムラ」とのちがい） 
私的な自我の単なる集合は、秩序をつくらない。個人の間に秩序が生まれるということは、両者をふくみつつ、両者を超えたところに合意

が創出されるということであって、その過程において、両者の利益は、自治社会を維持するという共通の関心によって相互に変形する 
 
自治の政治 

自由独立な人間の集団のなかで、相互の自由なる合意によって秩序を創出する機能としての政治 
自ら治めるという意味における自治のモデルであり、自治を現実に機能させる努力と工夫の過程としての政治である 

 
自治の担い手に求められる政治的技能 

第一に、ここにおいて自己の個別（個性的）的利益を利益としてつねに主張しうる独立性であり、 
第二に、にもかかわらず、他との協調と妥協の上に秩序を創出することが、究極の利益であると判断できる知性を備えることである。～ 
原則の自覚と主張の能力であり、同時に決定についての「適切」さの判断能力と受容能力である。P43 
このような危機をのり越える政治的判断能力の準則は、結局、「何がもっとも適切か」という状況的な判断能力（オポチュニスティックな均

衡判断能力）でしかなく、度重なる危機を「乗りきってゆく」全体としての技能に構成員すべてが熟練してゆく以外にない。P45 
 
個人と社会（人間集団）との繋がりとなる「自治の政治」を発見して、政治学のみならず日本社会に新しい方向性を示した

影響力は私（報告者）が想像する以上のはかり知れないものがあると思います。 
しかしながら、注目すべき点は４つの政治観／イメージは日本の政治文化（共同体＝ムラ）から抽出しながらも、＜発見＞

した政治概念の「自治」は西欧＝ポリスの政治形態ということです。＊１ 
 
「政治の発見」でもうひとつ注目すべき点は（私の個人的関心かもしれないが）高畠政治学を理解するためのキーワードと

もいえる＜市民＞像について述べていることです。 
大衆民主政を内から支える政治技能と政治習慣を市民（すべての国民）が習得することである（学習） 
それを自治的な政治社会（ここでいうところの政治社会）に内から変質させてゆくこと（運動／行動） 
もし政治的権利というものが社会の構成員すべてに分かち与えられているとしたら、基本的能力もまた社会構成員すべてがもたなければな
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らない。現実の活動方式の分別は別として、この基本点において、政治社会は「力あるものは力を、金あるものは金を」の分業を、別な視

点からいえば「善良な非政治的市民」の存在をゆるさないのである。45～46 
この基本点において、政治社会は「力あるものは力を、金あるものは金を」の分業を、善良な非政治的市民の存在をゆるさないのである。 

特に「善良な非政治的市民」の存在をゆるさないのである。の１文は重く受けとめながらも、私（佐藤）の年来の疑問を解決できた

ような再発見でした。＊２ 
 
このように「政治の発見」はこれまでの日本の政治になかった「自治」のみならずその担い手の「市民」という概念も発見

した政治学者高畠通敏の代表論文であります。しかしそれは同時に、それらを日本の政治文化（カルチャー）に接木しよう

とした運動家高畠通敏の厳しい道のりのはじまりであったとも言えるでしょう。 
 
「政治の発見」は高畠政治学／哲学を理解するためには 初に読むべき論文であり、書かれている内容も検討に値すること

が多くあり何度でも読みなおすべき論文という思いを再認識しました。 
今回の読書会では、著者は４つの政治観／イメージは日本の政治文化（共同体＝ムラ）から抽出しながらも、＜発見＞した

政治概念の「自治」は西欧＝ポリスの政治形態であり、同時に発見したその自治の担い手である「市民」（と名づけた）とい

う政治的主体もこれまでの日本にはない概念だった（＊１ ＊２）ということについておおいに議論したいと思います。 
「政治の発見」が書かれてから 35 年後の 終講義「政治の＜原理＞について」を併読しながら、著者が発見し学問／運動

で生涯をかけて追及した「自治」「市民」像はどのように深化されたか、あるいは変化したかについて、またそれらの現状を

私たちはどう思っているのか、さらに、著者は 1965 年に４つの政治観を抽出しました。現在の政治状況で私たちはどのよ

うな政治観を抽出できるでしょうか？  
時間に余裕があれば、明治以来多くの知識人を悩ませた「日本と西欧」という難題に著者はどう向き合ったかなどを話合い

たいと思います 
 


