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政治的思考の諸特質

オトナ・政治的感覚　　　政治的成熟性のイメージ

「社会党はオトナになれ」

×改良主義的　A から B へ変える

　　　　成熟性と次元が違う

　　（①多義的な言葉「改良主義的」と自ら挙げておいて、その意外な一義を取り出し、違う

と否定する。意表をつくテキヤ話法？）

○現実的

政治的判断を他の宗教的・道徳的判断から特に区別するもの

（②「現実の政治の場で行われる人間行動は理想や　情熱をもって行われ・・」　表現

のダブリ効果？　聴衆の気は引き付けるが、これで政治の論証になっているのだろ

うか？） 

　

１．政治的リアリズムと状況認識

政治的リアリズム：　状況認識の問題　

状況の読みの深さ、浅さ　政治的成熟度を決定

自分の読むことの出来なかった政治状況の困難性を隠すため

　　　　　　　　　　邪悪な敵の意図から流出するかのような考え方

「ずるい相手（敵）にダマサレタ」：最悪の弁解　自らの政治的無能力の告白

政治的リアリズム：

状況に作用する諸因子の相互作用を、自己の認識の次元に組み入れていく

経済人の市場における行動では：市場の客観的認識、読みの深さの違いが常識

（③対岸から見た「市場」観？　市場では本当にそうだろうか?）

政治の世界では：「敵の・・意図」に帰せられる　納得する

　　　　　　政治的に未成熟な風土：政治的扇動に利用　贖罪羊に集中

　　　　　　状況の分析の面倒が省ける　事柄が単純化される

　　　　　（④それなら、経済の市場のようになるのが政治的成熟なのか？）

政治的思考を練る訓練には役立たない：

　　　　　　指導の失敗を糊塗　大衆を敗北主義的心理に追い込む

　　　　　　このような論法は指導者に有利になるとは限らない

（⑤何故、ここで「政治的思考を練る訓練」なのか?　

政治的思考を練る訓練は指導者に有利になるのか?　



むしろ、そうとは限らないのではないのか？

誰（何）のために話しているのか？指導者の有利のためか？

一般論または「政治的成熟性」の発達（政治文化）のためか？）

　　　

例：中国革命成功「ことごとく」アメリカ政府の失敗

　　　アメリカ政府の指導者が万能であるということが前提

　　　万能であるのにどうして正しい分析ができなかったのか説明がつかない

　　　　　（⑥しかし状況で説明がつくことを誰が望んでいるというのか？）

状況認識の次元におろして考察することが肝要

　

行動様式の定型化　ステレオタイプ・タブーによって

状況認識はあまり必要でない

近代になればなるほど：行動様式の慣習パターンが崩壊

　　その人間が何であるか、でなく

　　役割（role）を見ていく必要

　　政治過程が多数の人間による：不断の状況認識が要求　

思考の惰性

　　公式主義者・教条主義者：この人間はこういうことをするものだ

　　という枠　状況認識する手間が省けるアプリオリな行動の定型化

不断に人間関係変動：具体的状況によってある人間がどう行動するか

　　見ていく必要　多くの人間が政治的主体として行動するほど高まる

意図（意志）と結果（事）が違う

　　不徳・憤慨に問題を解消する　

意識の低さを慨嘆・勇気のなさに憤慨

　　

　　政治的リアリズム：状況認識の問題におろして考える　　

政治的組織化：予測しうる結果に対する最大限の顧慮と計測

２．状況認識におけるリアリズム

　

　認識方法と資質

状況の洞察力の因子分析

　actor：政治的状況を構成する主体の単位：　

機能概念であり、実体概念ではない　人間行動の政治的側面を抽象

　field：actor の行動が起きる舞台：

  政治状況：actor 相互間および actor と field との間の不断・無数の相互作用の過程

　

　相互作用（インターアクション）：積極的行動・不行動だけでなく、相互のイメージの往復。認識主

体と離れた客観的存在は存在し得ない。認識主体と客体との相互移入関係。自己

充足的予言、自己否定的予言。



　

　イヴェントの不断の動態、変化の相、推移の相において認識

　　例１　大学教授：一般的観念　

政治家：具体的事情　事情・その結合関係は無限　変化・推移

例2 原則：狭い林道、口の中に長い棒

例3 党や前衛が考えるより、もっと豊か・変化あり・生き生き・狡猾

例4 日和見的　変動・問題発生への反応、現実先取りして処方

　

　×アプリオリな理想や理念

　×確固不動の原理・命題のヴァリエーション、内在的流出論的 manifestation 状況の可変性を無

視

×絶対的価値判断

　　相対的によいもの、悪さ加減の少ないものの選択

×状況追随主義

　　一時点の状況を固定化、後から追いかけ追随　状況を操作的と捉えない

現実主義

1、 ×大前提から policy を流出

2、 ○方向性から可能性促進要素を助長・マイナス要素の取除きが policy

 状況　主体・客体的　可塑的・操作的

現実の可塑性=現実の操作可能性

　可能性の技術　可能性→アモルフ・混沌→ヨリ明確な方向性→引出て行く

　相反する傾向が内在　同時的に認識　盾の両面

actor の関係について新たな力の星座が形成される可能性

具体的問題を状況関連の文脈的思考

　×俗流的リアリズム　具体的状況認識=現在の力の正座が問題

×抽象的理念の具現・一般的規範の継続的適用・超人間的な尽力の作用　

　官僚的・法学的思考=抽象的一般法規から具体的ケースの執行が流出

○決断の具体的な過程に還元

（イヴェントとして決断の主体、時期、場所、方法を問う）

＝政治的思考を哲学的（宗教的）・官僚的思考から区別する

→主体の責任の問題が提起　

　法的有効性：有効か無効 all or nothing
  政治的有効性：grade（程度）の問題　重さ・威信の変化

　制度・組織・理念・体制の自己同一性を安易に前提にすることを警戒

常態的（normal）機能：制度：均衡：actor の相互作用過程がシステマティック、一定のパター

ン維持　均衡が攪乱される条件の究明

　×イデオロギー的区別の絶対化・固定的・抽象的対立化



○ 間の無限のニュアンス　量的 gradual な変化がデリケートな質的移行　

　×理念の自己同一性

○ 理念の具体的役割：actor の性格、field の違い、相互作用の過程で変わる

×組織は抽象的・不動の組織

（日本：組織は受動的、それ自体として存在する、静態的思考）

○組織化過程・動態化・アクティブ

多様な協働→指導部の一元的作動に切り替え、下部・外部への多様化循環

　組織活動 organize　　→　　組織　organization
　統治する govern 　　→　　政府 government

ある次元で相容れないが他の次元では共通点

座標軸を変える・弾力的思考

３．リアルな状況認識を可能にするもの

　マックス・ウエーバーの目測力・政治的状況認識

　　（政治における論理主義の誤謬・政治における直感主義の誤謬）

　＝内的な精神の集中と平成を以って現実に立ち向かう能力

　=物事と人間に対して距離を置いてみる態度

　　→魂の強い制御＝責任ある政治家

→不毛にのぼせ上がった政治的ディレッタントから区別

　禁欲、希望的観測を避ける

　距離を以ってながめる

　=場から空間的・時間的に結合している物・人を頭の中で一旦引き離す操作

　　現実に対する二重・三重のイメージを同時的に持つ

　精神的余裕・豊かなイマジネーション・ユーモア感覚

　政治は　情熱を賭けた行動　だから　距離の感覚

　　　　　厳粛で真剣　　　　だから　ユーモア感覚

ユーモア感覚→自分の目的・志望・観念から自分自身の隔離　思想・観念を気軽に

操作できる。観念の主人公・思想の奴隷にならない。

　公式が公式主義になる：ユーモア感覚欠如の兆候

　審美的態度：現実の豊かさ・複雑さに距離をおかないで、直接的抱擁

　理論的態度：こぼれ落ちるものの意味と価値を知りながら、あえて裁断・論理的再構成

　？　　態度：理論に対して距離を置かない態度

４．決断・理念・「悪」

　政治的認識：行動連関のなかでの認識過程としてだけ存在しうる。



　　　　　　　飛び越えねばならぬ深淵：一般的状況認識と個別的決断

　　　　　　　飛び越える事で→状況のヨリ広い展望

　　　　　　　　　　　　　　　失敗なりに状況認識を是正していく契機

　　　　　　　ギリギリのところは一種のギャンブルとなる

　　　　　　　＝政治における非合理的契機

　　　　　　　　　→×理論と実践との統一　○理論と実践との不断の緊張

　×論理主義・規範主義的思考：人格的個別的決断の非人格的一般者への埋没

　　自己の選択を隠蔽する無責任・決断の意識のない無責任

○ 一般原則により汲み尽くされない賭け：自分の責任における賭け

政治の完全な計量は不可能→モメントだけを絶対化→非合理主義的行動主義

　　直感・衝動の絶対化と政治至上主義　認識における理性的要素を軽視

　　　自己と状況の間に距離をおかない

　　政治至上主義→かえって政治的でない、所期の効果をもたらさない。

政治的投機主義→価値への破壊的効果を考慮せず決断する無責任

目的と手段：　

行動 A→連鎖反応 B・C・D→破壊的結果 A の価値を償わない→行動 A 中止

（政治的正義）

実験が理論の検証になる（実験室）

→×実践が理論の検証になる（社会過程）。社会的実践はやり直しができない

　目的は手段を選ばず、力至上主義：リアリズムと同視・混同

　もっぱら物理的な力関係として、赤裸々な利害関係に全てを還元して把握

　　：かえって抽象的観念的見方、リアリストの現実知らず

　　　←行動連関のなかに現実に作用している理念的・理想主義的契機（operative idea）を見落と

し

　　　　参照：道徳的感傷主義＝理想や理念が現実を動かす契機を過大評価

　　　　unreal な認識＝都合のいい側面だけ強調・対立契機の一方を看過

　　　　　　　　　　　物理的力関係・醜悪な側面だけに着目する見方でない

　　　　（⑦この意図不明。リアリズムと同視・混同と言っておいて、どうして unreal と違うと言うのか？

　①と似ている？）

　力（物理的強制）は長期的に服従をもたらさない

←自発的能動的な協力の調達なしには

　　　←政治的理想：特殊的な利害をパブリックな利害（一般意志）に翻訳

　　　イデオロギー：消極的には利益の反映・弁護

　　　　　　　　　政治過程における material な力を構成、operative に作用

参照：イデオロギー暴露

　　　　　　額面の美しい言辞に幻惑されないでその背後に潜むものを見抜く

　　　　　　政治的理想：利害欲望を合理化、カモフラージュ

　

　士気 morale が大きな意味を持つ

　　　力の契機を肉体的・物理的力・組織的暴力に還元する見方の抽象性



　現実政治が性悪説を前提とすると言われる

　　

政治が物理的強制手段の問題を欠く事が出来ない

　　＝無条件的性善説を前提とするところでは政治的なるものの登場余地なし

　　（⑧たしかに前提が無条件的性善説では物理的強制力は無縁。だからと言ってそれが前提で

ない場合、即物理的強制力が問題と言えるのか？

　　　　政治的なるものと物理的強制手段の問題が文章上等値されている？）

→事が意志と反した場合他人が自分に対する善意に基づいて行動しなかった事を責める

→責任倫理的には悪

　　　→政治家は任下の善良と完全無欠を前提として行動する権利を持たない

　×宿命的な性悪説を前提

○ たかだか善悪につき不確定な存在・問題的な存在

一応相手を自己の安全その他の価値に害を与える可能性ある存在として想定　人間の両

義な性格が問題

理念的な契機と利益・力的な契機の混在：天使と悪魔の同時存在

　　　距離をおいた見方→○中途半端、×あれかこれかの二者択一の徹底性

　　　　　　　　　→夢をソフィスティケイトする能力（⑨文脈と無関係？）

　チャーチル：醒めた見方、現実から遊離も癒着もしない

　　　　　　　　　　　　　　←ベストを追求するあまりグッドを失うな

　

　トーマスマン：政治＝生活と権力の一つの技術

　　　　　　　　緊急・有益性を持つ害悪から身を解き放たず、ヨリ高きもの・理念・尊厳・徳性を見失

うことはない

　　　　　　　　

ドイツ人にはこれが欺瞞に見える。政治は純粋な害悪、悪魔

×闘争を恐れる　×妥協を軽蔑

二つを極端から極端へ往復

ゲーテ：非政治的な文化主義　純粋内面性　完全な引退と無関心

ビスマルク・ヒトラー：権力主義　純粋外面性　狂熱　毒喰わば皿まで

　目的は手段を正当化する

　　政治目的のためいかがわしい手段：

いかなる程度に不可避、如何なる場合に必要悪か

ミニマムのゴール：外的危険からの安全の確保

　　　参照：権力のための権力追及に転倒　

←ヨリ多くの権力を追及しなければ現在の権力を保持できない

　×絶対的な愛の倫理=道徳的良心の満足　

品行方正なる無能の提督　

○祖国・集団の安全を確保する手段　貴婦人と姦通する名提督

個人的にいかがわしくても政治的に有能

→悪魔と手を握る　参照：権力の悪魔を美化・道徳化しない



　一定の目的の効果的追求に、如何なる手段が適合的か考える

　　→×目的は手段を神聖にする（必ずしもそうでない）

←政治における目的―手段の連鎖関係を見失う誤謬　連鎖関係：　　　　　一つの目的は

他の目的の手段に　一つの目的の一時断念、他の目的残る

　

　×ある目的の絶対化←その目的は他の関連で見れば手段、特定手段の絶対化

○ 複数の手段のなかで一定の状況下最も適合的なものを選択

　　　　→コストがあまりに高い：目的自身の実現を無意味にするとの洞察

　政治上の理念・理念の制度化（デモクラシー・コンミュニズム・無階級社会）

=人間の潜在的可能性の前面的開放という理念の手段であって究極目的でない

（⑩それでは～の全面的開放という理念は目的なのか？それも手段ではないのか？凡そ

理念が目的などということはないとまで及ばない？）

×absolute  ○relative せいぜいベターなもの

　homo politicus は homo economicus以上に抽象

　在家仏教主義：大多数の市民は政治以外に生業、主たる行動領域は政治の外

臨時にパートタイムに政治に参加するに過ぎない

　状況についての構成的な考察

　○一つ一つのファクターを全体の文脈に関係させ、

×部分を全体に機械的に従属するものとも見ない。

○存在と当為、目標と現実の一致の可能性を切断しない

×さりとて混同しない

○パラドキシカルな性格への洞察を含み、パラドクス・現実の矛盾に耐える　根気

×カタルシスを求める一挙主義

　政治：精神的・物質的・肉体的のいずれも直接は生産しない。

助産婦にとどまる。政治：×歴史を動かす究極の力　×目的

　　→政治的リアリズムの発酵：×政治的肉食獣　

　　　　　　　　　　　　　　　○政治・権力以外の人間活動、文化の意味に

生活を根ざしてこそ

　　→政治的なるものの

　　　　不可避性　限界　を知る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（要約以上）

読後の Question/Discussion:

（A） ここでの政治とは、対象が自民党・・といった制度的政治なのか、女房との生活における政

治といった機能なのか?　説明の題材からして前者と思われる。分析道具がたまたま後者に

も当てはめ得るにすぎない？

　



（B） 政治的思考を説く目的は？

学生への講義における意図は、また講義を聴く学生の意図は：　

世相の客観的解説のため（→業績）

一般的啓蒙・市民教育のため

上記政治の舞台（役所等）での勝利ノウハウ伝授・聴取のため

（C） 果たして勝利ノウハウになり得るもの（だった）だろうか？

政治的リアリズムと状況認識は官僚・政治家・銀行員にとって：

　仕事のさばき・達成

　立身出世　　　　　　に役立つか？

距離をおいた洞察力、状況についての構成的な考察といったものと

効果的意志決定（業績が上り上司に評価される、仕事が進み出世する）

との関係は？　これは結びつくものなのか？　目的―手段の関係か？

（D） この論文でいう様な政治的リアリズムの認識の養成の必要性は、現在でも当てはまるのだ

ろうか?　何処で当てはまり、何処で当てはまらなくなっているか?
←１.思想・イデオロギーの拡散・魅力減退・陳腐化

２.知識人（利口）と大衆（アホ）の区分とその意義の不明化

３.制度・体制の融解・不可視化・浸透化・成熟化

４.実態・現実の優位・居直り・社会心理化・個人心理化

（E） 現在・今後、求められる社会科学的知性とは？

大学教師は如何なる授業を用意できるというのか？求められるか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（了）


