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高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会 第 33回読書会 

井上 達夫著 『現代の貧困～リベラリズムの日本社会論～』（第Ⅱ部・第Ⅲ部） 

2011．７．23 報告：工藤敬吉 

 

第Ⅱ部 共同性の貧困 

 第２章 個人権と共同性～「悩める経済大国」の倫理的再編 

 序論 

 「資本主義経済と倫理の関係はどのようなものか。」この古典的問題について、著者は、「資本主

義経済は単なる放縦な「欲望の体系」ではなく、欲望を統御し方向付けるような一定の倫理的基礎

を必要とする」という「一般命題」は広く受容されているとしたうえで、「日本および東アジアのよ

うな、西欧とは文化的・宗教的背景を異にする地域における資本主義のめざましい発展の事実は、（中

略）ある単一の信仰体系ないし価値体系を摘出して、それを資本主義一般の倫理的基礎とすること

に対する懐疑を正当化するように思われる。」「従って、資本主義の倫理的基礎の多元性を事実とし

て承認することが妥当な見方」であり、「異なった倫理的基礎の検討は、資本主義の諸類型を区別し、

それぞれの固有性と相互関係を分析するためにも必要である。」それは、「自他の異質な倫理的基礎

の相補性の認識を、相互に主体的自己変革のバネとする可能性も開かれているのである。」また、「資

本主義の倫理的基礎はそれぞれの社会の基本的な秩序原理と接合する。資本主義の倫理的多元性は、

社会秩序原理の多元性の反映」であり、「資本主義経済システムの倫理的異質性は、個人主義社会と

共同体本位社会との相違に直結している。」この視点から米国と日本の問題状況が比較分析される。  

 「米国において、リベラル・デモクラシー体制下における資本主義的経済発展が、それを支えた

自己責任と自己規律を貫徹する強い個人主義を、結果的に放縦化・無責任化してしまったという危

機感」が間歇的に噴出してきている。その一つが「共同体論（communitarianism）」である。共同体

論は、リベラリズムが「家族や地域社会、その他、個人と国家の間の緩衝地帯として介在する様々

な第一次的人間集団の弱体化ないし崩壊を招いた」と批判し、さらに、アメリカ社会を「共同利益

を配慮するという公共性を忘却した「権利の領国（the land of rights）」に堕落させたと断じ、諸

個人の公共的責任感を再生させるために共同体的な紐帯と価値の復権を説く。」 

一方、「日本は米国とは反転の関係にある。戦後日本社会は、共同体本位的秩序原理の独特の現代

的再編が、奇蹟的な経済大国化という「成功」をもたらす一方、まさにそのことによって、個々の

具体的人間の生に、きわめて高く重い代償を課してきており、この代償の耐え難さを訴える声が強

まってきている。」これが日米の現状についての著者の基本認識である。 

現代日本社会のディレンマを検討する著者のキーワードは「会社主義」である。「会社主義が例示

するような、個人と国家に対する中間共同体の相対的優位が、現代日本社会の強さと弱さ、成功と

挫折の共通の源泉をなす。現代米国社会の光と陰を「権利の領国」という比喩で語ることが許され

るとすれば、現代日本社会のそれは「共同体の領国（the land of communities＝報告者）」という

比喩で語ることができよう。」従って、本章での狙いは、「中間共同体の優位に起因する現代日本社

会のディレンマが、個人権理念の再構築をいかなる意味で要請しているのか、また、日本の問題状

況に対する我々自身の経験が、近年のリベラリズムと共同体論との論争において提起された問題群

に対して、どのような新たな解明の光を投げかけうるのかを考察する」に置かれる。 
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１ 「権利の領国」における共同体への要求 

米国の共同体論は一枚岩ではないが、以下の四つの諸観点の全て、または一部を共有している。 

①メタ倫理学におけるコンヴェンショナリズム 

 倫理的・政治的価値の源泉は、それぞれの政治共同体のコンヴェンション（convention）、即ち、 

その共同体の特有の歴史と伝統を通じて発展させられた共通了解である。 

 ②反原子的人間観 

  共同体論は、リベラリズムが、人間の自我と主体性を原子論的に理解していると批判し、人間 

は孤立したアトムではなく、自己のアイデンティティそのものを自己の帰属する共同体の価値 

に負うという意味で、本質的に社会的動物であるとする。 

 ③共通善の政治 

  リベラリズムの「権利の政治」に代わる「共通善の政治（politics of the common good）」、こ 

れが共同体論の提唱する政治である。法と政治が、この共通善の構想に従って諸個人を有徳の 

存在へと陶冶することに貢献することは、可能であり、かつ必要である。共同体が集合的目標 

達成のためにその成員の個人権を制約しうるよう、従ってまた、必要ならば、個人生活への道 

徳主義的干渉もなしうるようにすべきである。 

 ④公民的共和主義（civic republicanism） 

  「公民的共和主義」は共同体の共通善の実現に必要な負担・責務に関わる「公共の事柄（public  

affairs）」に積極的に参与していく能力と意欲たる「公民的徳性（civic virtue）」の陶冶を政 

治体の目的とし、そのために参加民主主義の活性化を唱える。 

 これらの観点には論理必然的な結合はなく、鋭く対立する要素（伝統主義・保守主義とラディカ

ルな参加民主主義）もあるが、「孤立した根無草的個人の空疎な恣意性として表象された個の自律性

の尊重から、共通の過去の記憶と未来への共同投企によって結合された共同体における人間的主体

性の開花の追求へ、社会の焦点を転換することが、共同体論の共通の思想戦略」なのである。 

 ２ 「共同体の領国」における個人権への要求 

 こうした共同体論は、日本人の社会観・倫理観と親近性をもつと著者は指摘する。 

 第一に、「日本人の精神構造の基本特性とされる集団的忠誠の優位は、自集団の内部と外部、「身

内」と「他人」（あるいは「外人」）との二重基準的差別を含意し、まさにその故に、かかる二重基

準を排除する人権・正義・公正といった普遍主義的原理の受容が日本社会においては相対的に希薄

であり、それに対する反発・抵抗さえ見られる。」このため、「普遍主義原理を建前とした欧米から

の日本批判に対して、日本社会の特異性・特殊性を擁護するための知的戦力として文化相対主義が

動員されることもある。」 

 第二に、「日本社会において集団志向性は個人の選好を規定するにとどまらず、個人のアイデンテ

ィティそのもの、即ち、自己確認の基盤をも構成する浸透性をもつ。」 

 第三に、「集合的目標や共通善の個人権に対する優位、公共的責務に積極的に参与する公民的徳性

の個人的自由や私的生活享受に対する優位という、共同体論のモチーフは、日本の土着的な倫理言

語の中にも対応物をもつ。かかる倫理的優先性の最も象徴的・典型的な表現は「滅私奉公」である。」 

 第四（最後）に、「「甘え」、「和」、「縁」、「気配り」、「間柄」、「間人主義」、（あるいは「空気を読

む」＝報告者）など、日本人論において愛用される諸概念は、いずれも、日本人の精神構造におけ
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る自己と他者の分化の曖昧性と、その帰結たる人間の結合関係と相互依存の本質的重要性を置いて

いる。他方、自己と他者との先鋭な人格的分化を前提とする個の自律や「権利意識」といったもの

は、かかる日本人的心性になじみにくいものとされる。」 

 これらを踏まえ、著者は日本の「会社主義」に迫る。 

 日本の労働者の「企業戦士」的行動様式において、「会社」は単に雇用契約を結んだ私的事業体で

はない。自分の会社に殆ど自己犠牲的なまでに献身し、忠誠を尽くす疑似公共的空間を日本の「会

社」は構成しているのである。そして、「日本的労使関係の「三種の神器」、即ち、終身雇用・年功

賃金・協調的企業内組合のセットが、現在動揺しつつあるとはいえ、労働者の企業に対する共同体

的帰属感を強める大きな役割を果たしてきたことは否定できないだろう。」 

「会社主義」の概念の提唱者である経済学者の馬場宏二は次のような諸特徴を理念型の構成要素

としてあげている。 

⑴所有者支配の弱さ－「社員」という語が株式会社法上は株主を意味するはずなのに、社会的に 

は従業員を意味するという事実が象徴するように、会社の構成主体・支配主体は従業員と経営 

者であり、株主は構成員集団からも排除されている。 

 ⑵従業員格差の抑制－「賃金や経営参加における従業員間の格差が、長期選別方式等により、従 

  業員の平等感覚を著しく損なわないような仕方で連続化・逓増化され、その結果、「会社や職場 

  集団内の連帯や共同性とひとまず両立する競争が、会社への参加や貢献を通じて行われる。」 

 ⑶現場主義－「ホワイトカラーとブルーカラーとの階級的断絶が小さく、前者の現場参加および 

  後者の管理職昇進という相互乗り入れによって両者の協力と意思疎通が緊密化し、その結果、 

  労使関係の安定化や工程改良や技術開発の加速化による生産性向上とがもたらされる。」 

 ⑷取引関係の長期性－「企業内の終身雇用慣行と疑似的に、企業間の取引関係が明示的単発的契 

  約関係ではなく、文面化されざる信頼関係・相互依存関係に依拠した長期相対取引になる。」 

 また、馬場によれば、「会社主義のもとでは、労働者は主体として位置づけられ、むしろ競争と共

同体性の両面から主体であることを強制されて、結局は資本である会社のための生産力の自己開発

に向かった。それゆえ会社主義は、生産力上昇のためには人類史上最高の機関となったし、また、

これを超える機構を想定し難い域にまで達したのである。」 

 日本社会では、なぜ競争原理と共同体性が両立可能なのであろうか。そこには「巧みな人事管理

による労働者の競争への動機付けと会社の共同体的性格との結合関係」があるのであり、熊沢誠は

「日本の会社の人事考課は成績考課や能力考課だけでなく、情意考課も重要な構成要素として含み、

後者は会社への人格的忠誠度や協調性という性格・態度に及ぶ。（中略）このような指導を拒否する

労働者には、最終的には「職場八分」という制裁が控えている。」こうした人事考課によって、「「個

にとって譲れぬもの」に固執することなくその生きざまを広義の「会社の仕事」の必要性にあわせ

るという「会社人間への自己鋳造」を「強制と自発がないまぜになった心性」によって従業員に受

け入れさせるのである。」また、「会社人間」化される日本のサラリーマンの心性においては、「相互

に競争的で、選別に対する連帯の抵抗がほとんど見られない」という点で、個人主義的に見えるが、

そこにあるのは「生活を守る手段としての個人主義」であって、「価値基準としての個人主義」、即

ち、「みずからの価値観または生活目標の独自性を決して譲れぬものとして、その属する組織や集団

の掟より上位におく哲学」ではない。「価値規範としての集団主義」の場となった日本の会社は、ま
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さに共同体論の言う「構成的共同体」、即ち、個人のアイデンティティの基盤に浸透する忠誠対象と

しての共同体である。日本において労働者の階級的連帯意識が著しく低いのは、労働者の忠誠対象

が「我が社」に特殊化されているからであ。さらに、基幹労働力と縁辺労働力との階層的差別につ

いて言えば、「二重基準的差別は、中心内部における無差別公平意識と両立するだけでなく、中心の

凝集力をかえって高める。縁辺労働者の置かれている不利な状況は、基幹労働者をして、自己が享

受する地位への執着とそれを保障する会社への忠誠を強めさせ」、縁辺労働者も「状況が不利であれ

ばあるほど、基幹労働者がもつ「安定」への羨望が強まり、会社主義体制への批判よりも、その拡

大適用への要求が昂進するだろう」と指摘する。  

 戦後啓蒙に関わった近代主義者たちは、「個我の独立」など個人主義的価値を日本の社会に向けて

唱道したが、日本社会自体は結局、戦後における資本主義的経済の復興・発展過程を通じて、「共同

体の領国」としての自己規定を選んだ。しかも、皮肉なことに、近代主義者たちが日本社会の「後

進性」の現れとみなした一群の共同体的諸特性は、近代性を象徴する「権利の領国」たる米国社会

の自己批判意識として浮上してきた共同体論が提示する代替的社会像と、無視し難い構造的類似性

を示しているのである。 

 次に考察されるのは、日本的共同性の陰の部分である「過労死」である。 

デュルケームは『自殺論』で、「自殺者のとるその行動は、一見したところ、あたかも彼の個人的

気質の反映にすぎないようにみえるが、じつはそれは、ある社会的状態の結果であり、またその延

長であって、当の社会状態を外部的に表現しているのである」として、自殺の三類型を示した。 

①「自己本位的自殺」－個人主義的社会において、人生の目的となるような意味あるもの、価値 

あるものを見出しえなくなる危険にさらされた場合の自殺。 

②「アノミー的自殺」－個人主義社会において自己の欲望を統御する能力を失い、焦燥・不安・

挫折感が昂進して心理的安定を失う危険にさらされた場合の自殺。 

③「集団本位的自殺」－集団主義的な社会において、個人の存在を集合的実体に融解することに 

より、個人の生の価値を琑末化してしまう場合の自殺。 

象徴死としてデュルケームが論じたこれらの自殺と、日本の自殺類型は異なっている。それは、

現在、「過労死」という言葉で言及される現象である。 

 過労死はもはや多言を要さない社会問題となっているが、筆者は「過労死の被害者は自殺するの

ではなく、「燃え尽きる」のである」と指摘し、階層を問わず誰の身にも起こり得るという事実は、

現代日本社会の構造的な特徴を示しているから、象徴死と呼びうる理由があるとしている。「過労死

が象徴する現代日本社会のディレンマは、階級社会の矛盾ではなく、階級対立を共同体原理によっ

て「止揚」し、階級としての労働者の「疎外」を克服した会社主義が、まさにその成功の結果とし

て、会社共同体への過剰同一化により個人としての労働者の自己疎外を進行させる構造を新たに生

み出した点にある」のである。その元凶の一つが労働基準法第 36条による、いわゆる三六協定であ

るが、これについては既知の問題として割愛する。 

日本の労働組合は、過重労働や過労死を見て見ぬふりをしてきた。しかし、著者によれば「組合

は労働者階級を裏切って資本家についたのではなく、会社を資本家（自然人株主）のものから従業

員共同体のものに転換した会社主義の下での、従業員たる労働者の集合的利害と自分たちの会社の

成長・繁栄を同一視したがゆえに、経営と協力して会社の成長発展を最優先してきたのである」か
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ら、「会社への運命共同体的帰属意識があってはじめて理解できるものである。」さらに、過重労働

が「働き過ぎ」なのか「働かせ過ぎ」なのかカテゴリカルに峻別できない側面もある。「過労死のリ

スクという不利益が過度な残業要求の拒否による解雇や左遷の不利益より小さいとは言えないから、

働かせ過ぎる会社を働かせされ過ぎている労働者がなお辞めない理由は、単なる自己利益の計算に

ではなく、辞めることがアイデンティティ・クライシスをもとらすほど強い帰属感を会社に抱いて

いるという点に求める必要があるだろう」というのが著者の見解である。 

このように見てくると、過労死はデュルケームのいう「集団本位的自殺」と、より深い次元で通

底している。「集団本位的自殺は、社会が個人をあまりに強くその保護監察下においているところか

ら起こる」のであり、集団本位的自殺に人をはしらせるのは「自我が自己自身を所有しておらず、

自己自身とは別の何かと融合している状態、行動目的が自己自身の外部、即ち、自らが参加する集

団に置かれている状態」である。つまり、過労死は「会社が労働者個人にとって、単に労働力とい

う自己の商品の一時的な買い手ではなく、自己のアイデンティティと行動原理をも規定する帰属集

団、即ち、共同体論の言う構成的共同体と化していることに根本的に起因している」のである。 

最後は、中間的共同体の専制についてである。 

他の先進産業社会と同様、日本においても産業化と大衆化が伝統的共同体の基盤を掘り崩す事態

は進行している。しかし、神島二郎が「第二のムラ」として指摘したように、代替的・疑似的共同

体の形成も同時に進行してきた。「会社主義はまさに近代産業の生産現場における人間関係の共同体

的再編と、それによる労働動機の再生産の可能性を示しており、このことは代替的共同体形成が神

島自身の予想さえ超えて広範かつ深い次元で進行していることを物語っている」のである。 

その「現代日本社会の共同体的性格とは、社会秩序形成において最も強い支配力を有するのが個

人でも国家でもなく、個人と国家の間に介在する中間的共同体」である。「日本社会で個人権が十分

尊重されないのは、国家権力が強すぎるからというより、むしろ、中間的共同体の非公式的統制力

が強すぎるからであり、国家がかかる共同体的統制を抑制するだけの強い権力をもたない（ないし

行使しない）からである。学校、宗教団体、同業組合・業界団体などの様々な中間的共同体が、構

成員たる諸個人を強く統合しており、逸脱個人に対して非法的・非公式的な制裁をきわめて実効的

に加えることができるため、共同体内部の社会的専制が跋扈する。」「各共同体は構成員のアイデン

ティティに浸透し、その集合的利益への忠誠と仲間への配慮の責任感を培うが、まさにそのことに

よって、構成員の精神的地平を狭隘化・同質化し、その共同体の支配的生活形式や集合的利益を揺

さぶるような外的な価値を志向する個人に対する不寛容を培養し、かかる個人を排除する社会的専

制の圧力を高める」のである。「これまで日本が強い共同体的凝集力と集合的目標追求における効率

性を享受してきたのは、自己が属する共同体の繁栄と自己実現との約束された調和を多くの人々が

信じ、犠牲を甘受してきたからである。しかし、この約束された調和が実現していないことが、い

ま人々の目に明らかになりつつある。」つまり、「中間的共同体の過剰な専制化は人間の個性と共同

性双方を貧困化」しているのである。 

著者は、全人格を独占しようとする「貪欲」な特定集団の閉じた共同性と対比するために、人間

的共同性の多様な可能性が諸個人においてバランスよく発展した状態を「開いた共同性」と呼びた

い」と提唱する。「開いた共同性を育み支えるためには、倫理的な平衡感覚を必要とする。個人権の

尊重はこの平衡感覚を我々が培うために不可欠な倫理的環境条件である。」その理由は三つある。 
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 第一に、個人権理念はすべての個人が我々の尊敬と配慮を要求する権利をもつことを承認する点 

で普遍主義的である。 

第二に、個人権理念は個人を個人として尊重することを要求する。 

第三に、人々が自分の個人権を自覚し主張することは、自分の共同性の発展の機会を確保するた 

めだけでなく、この発展を内的に動機付けるためにも必要である。 

「集団への献身の美徳が過剰になると他者への冷酷さに転化し、反対に個人的自律性の感情が他

者の苦悩への共感に導くという逆説」は、換言すれば、「我々は自分という個人の存在の尊厳の感覚

を保持することによってのみ、他者への配慮の感覚を保持しうるのである。集団的目標への「熱狂

的献身」という自己放棄を拒否する個人権への信念が「人間的苦悩へのより広い共感」の基礎にな

る」のである。 

結論 

著者は第Ⅱ部の結論として、「会社主義のような中間的共同体の専制が我々に教えているように、

個人権を否定し構成員の全人格的統合をはかる閉じた共同性は、構成員の個性のみならず共同性の

成熟をも阻害する。」「個人権は相競合する多様な共同性諸次元への個人の複合的参加を可能にし、

かかる諸次元の間の壊れ易い均衡を維持するために、単一次元への過剰な自己同化を抑制する。こ

の意味で、個人権と共同性の緊張の維持はまさに両者の高次の調和のために不可欠である。」「現代

日本社会においては、会社のような中間的共同体による個人の人格統合が過剰に進み、個人の生活

犠牲と社会的未成熟という閉じた共同性の弊害が深刻化している。「過剰なる個人主義の貧困」が問

題にされている米国とは対照的に、日本ではいま「過剰なる閉じた共同性の貧困」が問題にされな

ければならない。個の自律性と共同性との間、そして共同性の多様な諸次元の間の均衡を創出する

ために、いま我々の社会は個人権の確立を必要としている」と主張する。 

 

〔第Ⅱ部について〕 

①アメリカ＝個人主義社会＝「権利の領国」→個人主義の放縦化→共同体における人間的主体性の

開花の追求。 

 日本＝共同体本位社会＝「共同体の領国」→集団への個人の埋没（会社主義）→リベラリズムに

基づく個人権尊重の必要性。 

 この二項対比による日米社会の分析は、きわめて明快である。もちろん本書は、日米両社会の特

徴を抽出して概念化した類型論であるから、そのまま現実の社会を映し出している訳ではない。 

 特に、第Ⅱ部は日本における＜中間共同体の専制＞、その典型としての＜会社主義＞を際立たせ

るために、様々な道具立てが施されていることに留意が必要である。 

②会社主義－日本社会においては、確かに「会社」の呪縛力は強い。もしかしたら、日本人は「藩」

とか「天皇」とか「会社」とかいった忠誠対象を見出さないと、心理的安定が得られないのかも

しれない。しかし、「自分の会社に殆ど自己犠牲的なまでに献身し、忠誠を尽くす疑似公共的空間

を日本の「会社」は構成しているのである」というのは、極端すぎるという印象を持つ。「失われ

た 20 年」の間に、働く側の意識も変わってきているのではないか。「過労死」についても、もっ

と社会心理学的なアプローチが必要ではないか。 

③三六協定－自分の中間管理職としての経験からも、その欺瞞性は明らか。詳しくは議論の中で。 
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第Ⅲ部 合意の貧困 

第３章 合意を疑う 

１ 問い 

 「なぜ合意なのか。この問題意識の一つの重要な源泉は、経験・利害関心・価値観を異にするに

人々の間に、およそ合意なるものが存在しうるという事実を前にした驚きである。なぜ、いかにし

て、合意は可能なのか。この問いの解明の鍵は、人間の実存的不確実性に求められる。」「もう一つ

の重要な問題意識の源泉は、世界解釈図式を異にする人々の間の対立の深刻さにも拘わらず、人々

がともかくも共に生き続けているという事実、合意形成の困難さが人間の共生と両立可能であると

いう事実を前にした驚きである。」「人間が合意を形成できるということは、確かに哲学的な「驚き」

に値する事実である。しかし、合意の可能性はその必要性を含意しない。いかにして合意は可能か

と問うとき、我々はしばしば、人間は合意を形成しなければならない、あるいは合意に訴えなけれ

ばならないということを、自明の前提にしている。しかし、合意の問題を根源的に問い直そうとす

るなら、この前提をも哲学的な「懐疑のテスト」に、一度さらしてみる必要がある」として、著者

は、合意の意義を二つの側面から再検討する。 

 ２ 真理と合意－ 存在の豊饒性 （知的探求の側面＝報告者） 

    ○「収斂説（convergence theory）」－「真理は一つ」だから、理性的議論を積み重ねれば見解を 

対立させる人々も、おのずと合意に到達するはずだとする説。素朴実在論・理性能力楽観論。 

○「パラダイム論（paradigm）」－収斂説の両前提をいずれも否定し、反合理主義を徹底する立場。 

支配的パラダイムの社会心理的専制を知の実像として描く。 

○「合意説（consensus theory）」－ 素朴実在論は否定しながらも、反合理主義にも反感を覚え、 

人間理性への期待を維持するような人々を引き付ける立場として、一定の理想的論議状況にお 

ける仮説的合意に真理を還元する説。 

 本書の最も難解な章である。残念ながら報告者はこれら諸説を深く理解することができなかった。 

そこで「探求の成功にとって、本当に合意は不可欠なのだろうか。むしろ、対立の存続こそが、探 

求の生産性の条件であると言えないだろうか。（中略）対立の存続が人間の存在理解を豊かにすると

いう事態を、我々はどのように哲学的に解釈すればよいのか」という疑問から入ることにした。 

「「真理は一つ」という収斂説の命題は、「真理は判断主体の数だけある」という、なしくずしの 

相対主義を否定する点では正しく、「存在は単純である」、即ち、「単一の原理によってすべてが説明

できる」という立場を意味する限りで誤っている。」「収斂説に対する真に根源的な批判を可能にす

るのは、真理の超複合性の承認である。即ち、存在は人間理性の単一の体系に包摂されるにはあま

りに豊かであること、このことの承認である。存在のこの豊饒性の自覚は、我々の探求の成功が合

意による対立の終局的な止揚よりも、競合する多様なパラダイムの「複生（proliferation）」によ

る知の地平の絶えざる拡大に依存していることに、我々の目と心を開くだろう。」「自己のパラダイ

ムを超えた存在の豊饒性についての合意は、何らかの認識論的・方法論的ルールに従ってその妥当

性を実証したり、反証したりできるものではない。それは認識論から存在論への飛躍を要請する。

そう言いたければ、一つの信仰であると言ってもよい。しかし、それは何らかの特殊な神学的・形

而上学的コスモロジーへの信仰ではない。むしろ、かかるコスモロジーの整然とした分節構造に封

じ込めることのできない＜存在の大いなる野生＞への畏怖が、この信仰の本質をなす。この信仰の
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共有は人間の認識を超えた存在を受容する意志的決断の共有であるという点で、一つの合意である

が、パラダイムの統一を欲する人間の間主観的合意に対する真理の「超越性」を承認する点で、合

意の限界についての合意、いわば、メタ合意である。それ（メタ合意の本質）は、存在の探求とい

う営為そのものの可能根拠をなす根源的な賭けへの共同参加であり、賭けへの参加である以上、そ

の不可謬性のア・プリオリな保証を自らの内に保有するとは標榜しえないし、その必要もない。」 

 著者は、以上のような立場を一応、存在志向的多元主義と呼ぶ。その基本テーゼを要約すれば－ 

 ⑴存在は単一のパラダイムに包摂しえない複雑性と豊かさをもつ。 

 ⑵真理の相対性ではなく、存在の豊饒性がパラダイムの複生を要請する。 

 ⑶パラダイムの複生が存在理解に不可欠である以上、単一のパラダイムを選択する間主観的合意 

  に真理を還元することはできない。 

 ⑷人間の間主観的合意への真理の還元不可能性に関するメタ合意は、存在の豊饒性に開かれた探 

求の可能根拠である。 

続いて、ニコラス・レッシャーの「視点内在的合理主義」との対比が述べられるが理解困難。 

 「我々の精神が頑迷さを捨て、本来の開放性と柔軟性を獲得することを可能にするのは、存在志

向的多元主義である。自己の経験基盤を超えた存在の豊饒性に我々が自己の精神を開くとき、異質

な経験基盤から存在を把握する他者の視点にも精神を開くことが可能になり、自他の視点の相補性

の承認が、対話による相互の地平の拡充の実践を促す。」 

 「この存在志向的多元主義の象徴的性格付けとして、「群盲象を撫ず」という古い隠喩を留保付き

で使ってもよい。（中略）撫でられているのが一体何なのか、確知する者はだれもいない。しかし、

何人の知恵も大いなる存在の前では殆ど盲目的な手探りに等しいことを意味する点ではそれは適切

である。（中略）必要なのは、我々の「群盲性」への合意、即ち、我々の存在接触の有限性と相補性

の相互承認であり、またそれを可能にする存在の豊饒性への共同帰依としての合意である。」 

 ３ 正統性と合意～民主制の問題 （法や政治の実践的側面＝報告者） 

 著者は、前節で「合意を真理の根拠にする立場を批判したが、法や政治の実践領域において、正

統性の根拠を合意に求める立場は、これよりもっと根強い」とし、「この立場が特に広く影響力をも

つのは、民主制理解の場面である」という。「一般的な民主制理解は、（中略）利益や価値をめぐる

実践的対立は、純理論的対立と異なり、その調整のために統治権力の樹立を必要とする。しかし、

人の人に対する支配を正当化する根拠は被支配者の合意しかない。かかる合意に基礎を置く統治こ

そ、治者と被治者の同一性を実現し、社会的対立を非強制的に調整・解消できるからである。しか

し、民主制を合意による統治として表象することは実は「便利な嘘」にすぎない。民主制はその正

常な作動形態においてさえ、多数者による尐数者支配の制度化である。（中略）治者と被治者の同一

性という民主制理解はその意味で虚構である。」それでは、「民主制の正当化根拠は、合意による統

治でないとしたら、一体何か。」「それは、社会の対立諸力の解放である。」「民主的政治過程の核心

は、合意の創出より、むしろ、多様な社会的諸力の競争の活性化にある。」（初見の説か＝報告者） 

 そうなると「合意は、民主制の正統性に何らかかわりがないのか」といえば、そうではない。「実

は、それは否定による肯定という逆説的な役割を果たす。（中略）「多数の専制」は民主制の内在的

危険である。「合意による統治」の理念は、耐え難く専制化した多数者の集合的権力に対しては、尐

数者たる諸個人は拒否権を留保するという思想を保持している点に、その存在理由をもつ。」 
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 「民主制理解をめぐっては代表民主主義と参加民主主義の対立が問題にされることが多いが、根

本的対立は代表原理や参加の解釈自体を分化させる二つの民主主義のモデルないし理念型の間にあ

る。両者を一応、「反映的民主主義（Reflectional Democracy）」＝ＲＤ、および「批判的民主主義

（Critical Democracy）」＝ＣＤ」と呼ぶ。 

 「理念の平面における両者の基本的性格の違いは、二つの象徴的命法に示されよう。反映的民主

主義は「人民の欲求を実現せよ」を統治の根本規範とするのに対し、批判的民主主義は「悪しき為

政者の首を切れ」を人民が自ら課すべき政治的責務とする。すなわち、民主制の存在理由をＲＤは

政治的決定への民意反映度の最大化を求めるのに対し、ＣＤはこれを権力の腐敗と悪政に対する批

判的コントロールと修正プロセスの保障に求める。」以下、ＲＤとＣＤの詳細な比較が行われるが、

紙幅の関係で、省略せざるを得ない。詳しくはｐ217 の表、および p216～p223 を参照された。 

勿論、両モデルは理念型であり、現実の民主政体は様々な仕方で両者から偏奇したり両者を混淆

させているが、（中略）戦後日本の現実はＲＤに近い。「両者は説明モデルであるだけでなく、評価

モデルでもある。」そして、著者は「評価モデルとしてはＣＤがＲＤに勝る」と断言している。「社

会的諸力の競争の場としての民主性を捉える点では両者は共通していても、求める政治的競争の質

においてはＣＤの優越を認めざるをえないからである。」その理由を著者はいくつか挙げている。例

えば、ＲＤにおける利益政治は、現実には組織された利益集団の強固な既得権に手足を縛られ、未

組織大衆の政治からの疎外を進行させること、多様な諸利益をより広く包摂しようとすればするほ

ど、尐数者利益集団にキャスティング・ボートや拒否権を与えてしまうこと、などである。「より原

理的な次元では、ＲＤが志向するコンセンサス原理による権力共有は、尐数者保護のあり方として

も不公正であり、かつ民主的答責性を掘り崩すという問題を孕む。」つまり、組織力のない尐数者を

抑圧する一方で、組織力をもつ尐数者の横暴化を許すのであり、政治的決定にあたっても、「みんな

で決めた」から「みんなに責任がある」という形で責任を転化しあうことを許してしまうのである。 

「我々がいま必要としているのは、特殊権益の跋扈により政治の機能停止をもたらす利益抗争と

しての競争ではなく、公共的価値のより良き解釈を試行錯誤的に追求する本来の意味での政治的競

争である。（中略）我々は我々自身の民主制理解をＣＤモデルに従って再構築なければならない。」 

このＣＤに対して人々が抱くかもしれない最大の不安は、コンセンサス原理の否定が、尐数者保

護の否定をもたらさないかということであろう。ＣＤは尐数者の拒否権を民主的政治過程から切除

することにより、その公共性形成機能の復活を図るが、それに代えて尐数者保護の制度的装置を民

主的政治過程の外部に設定する。著者によれば、それこそが司法審査制である。「戦後憲法の違憲審

査制は、ＣＤが求めるような尐数者保護機能を果たすことが期待されているが、これまで日本の裁

判所は違憲判断を回避する「司法消極主義」に支配され、この保護機能を充分に果たしてこなかっ

た。これは戦後日本において確立したコンセンサス調達型利益配分政治が、組織票をもつ利益集団

への内的拒否権付与という形で尐数者保護を政治過程に取り込んだことと、表裏の関係にある。」し

かし、「基本的人権の保障を理念として違憲審査を行う司法過程こそ、尐数者を横暴な強者に変える

ことなく正当に保護するための適切な場である。」著者はこのことをくり返し強調している。しかし、

著者のいう「法曹一元制の導入や最高裁事務総局からの裁判官の独立性保障」の道筋は見えない。 

 民主制と合意の関係についての著者の結論。「合意による統治の理念は多数者支配としての民主制

の積極的正統化根拠ではなく、むしろ民主制に対する制約としての尐数者保護の要請を含意する。
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尐数者に拒否権を与えるこの理念を民主的政治過程自体の中に組み込むことは、双方の堕落ないし

機能不全をもたらす。合意は民主制の内在的指導理念としてではなく、外在的制約理念として存立

し続けることによって、民主制と自己自身の美徳を守るのである。」 

 

 第４章 政治的知性の蘇生に向けて 

 １ 変わらざる５５年体制 

 「日本の政治は変わる」という期待は冷却してしまった。「内には「日本はやはり変わらない」と

いう失望と諦観の入り交じった気分が蔓延し、外には日本というシステムの自己改革能力の欠如に

対する冷ややかな侮蔑が日本観の底流をなしつつあるように感じられる。」それは、「55年体制」は

崩壊したはずなのに、政治勢力がめまぐるしく変動しても、「根底にある政治的意志決定システムそ

のものに注目するなら、本質的な変化はほとんどないことに気付く」からである。 

 ２ 問題はどこにあるか 

 「55年体制」の下では、「議会内多数派形成や反対勢力の懐柔のために、好むと好まざるとに拘わ

らず政治理念と政策の対立を棚上げした野合・談合が必要になる。」「利害や価値観が鋭く対立する

切迫した諸問題に抜本的に対応する大胆な決断をこの政治システムに期待するのは、実は「ないも

のねだり」であることを自覚しなければならない。」従って「根本的にして急務の課題はこの政治的

意志決定システム自体を改造することである。」 

 ３ 政治的意志決定システムと選挙制度 

確かに中選挙区制は廃止されたが、小選挙区制と比例代表制を組み合わせた新選挙制度そのもの

が、「55年体制」の政治的意志決定システムを象徴する「足して二で割る」式の無原則な妥協の産物

だからである。ここで二つの民主制の理念型が提示される。小選挙区制＝ウエストミンスター・モ

デルと、比例代表制＝コンセンサス・モデルである。前者は「多数者支配型民主制（majoritarian 

democracy」とも呼ばれ、対立政党は権力を共有せず、むしろ世論の審判による政権交代で権力を相

互に委譲する。後者は「多極共存型（consociational）」で、権力の分立・均衡・分散と多党制、連

立政権による複数政党の権力共有を基本とする。著者によれば、「明確な政治理念に基づく一貫した

制作体系を大胆に試行し、それが挫折した場合には代替的政策体系に転換しうるような政治的意志

決定システムに適合的なのは小選挙区制である。比例代表制は、様々な政治勢力の間のコンセンサ

ス調整という中選挙区制が日本で生んだ決定システムをさらに純化徹底することになる。」 

著者は、「日本を単一民族的同質社会と見るのは抑圧的神話であるが、相対的意味において内部的

同質性が高いことが事実だとするなら、また社会主義革命対資本主義体制防衛論というイデオロギ

ー的異質性がすでに過去のものになっていることを考えるなら、（中略）「多数者支配型」決定シス

テムへの移行の社会的条件が日本に存在することになる」とする。 

４ リベラル・デモクラシーの制度戦略 

しかし、日本が同質社会の神話から脱却するためには、「多数者支配型」にも限界がある。第一は、

多数者支配の質の問題である。多数者支配型の政治的決定システムがもたらす決断が、デマゴーグ

に扇動された大衆の無責任な衝動や、多数派の剥き出しの特殊利益の追求に堕すことをいかにして

防ぐのか。第二は、尐数者保護の問題である。多数派と尐数派の相互転換性を期待できない尐数者

は日本にも存在する。かかる異質な尐数者は体制の安定を揺るがす力はない。この政治的無力性は
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彼らの黙殺ではなく救済を要請する。 

 ここで批判的合理主義・公民的共和主義・リベラルな人権理念という三つの思想資源を総合した

政治哲学的枠組の中に多数者支配型民主制を組み込んだ「批判的民主主義（ＣＤ）」の構想が提示さ

れる。このモデルの基礎にあるリベラル・デモクラシーの理念に即して、①多数者支配と②尐数者

保護の問題への応答を素描される。①に対する応答は政治における「熟議（deliberation）」の復権

である。「リベラル・デモクラシーは政治の決断を求めるが、（中略）対立党派の間での徹底的な公

開の討議を経てその正当化理由を十分に熟慮吟味された決断のみに正統性を承認する。（中略）伝統

的にリベラリズムは自由かつ開かれた批判的討論を健全な民主的決定過程の本質的条件とし、言論

の自由と公開性に特別の重要性を付与してきた。リベラル・デモクラシーと共和主義は熟議の民主

政治へのコミットメントを共有する。」②への応答は、前述の司法審査制（違憲立法審査制）による

人権保障の強化である。「リベラル・デモクラシーは真に保護に値する尐数者の人権の保障を民主的

政治過程の外部たる司法に託すことにより、多数者支配型民主制のダイナミックな公共政策形成機

能と普遍主義的公平性をもった尐数者保護とを統合する。」 

日本の政治の現状は危機的である。「政治改革の失敗を語りうるとしたら、それは 55年体制を崩

壊させたことにではなく、その悪習を再生産していることにある。いま必要なのは、我々の政治シ

ステムを所与とせず、その原理と制度を根源的に問い直し改革しようとする政治的知性、我々の精

神にかすかにきらめいたかに見えたにも拘わらず消えてしまったこの知性を再生することである。」 

 

第５章 コンセンサス社会の危機と変革 

序論－コンセンサス社会日本の栄光と挫折 

「日本型システムの危機は、従来のコンセンサス中心の意志決定システムが機能不全に陥ってい

ることに現れている。経済は低迷を続け、政治は混迷を深め、「頼りになる官僚」の神話も崩れ、家

族・近隣共同体など倫理的社会化の場も崩壊しつつある現在の日本社会では、コンセンサスの基盤

が解体している。」「以下では戦後日本社会のコンセンサスを支えてきた価値基準の分裂葛藤と、コ

ミュニケーション・ギャップの深まりという両面において、現在のコンセンサス閉塞状況を概観す

る。その上で最後に現代日本に求められるコミュニケーション構造の転換、意志決定システムの変

革の理念として＜会話型社会＞の像を素描したい」とするのが、著者の意図するところである。 

１ 価値の亀裂－アンビヴァレンスと方向感覚喪失 

ここではアンビヴァレントな気分が蔓延している現在の状況を成熟志向と成長志向の葛藤、個人

主義と集団主義の錯綜という二つの局面で考察される。「経済大国の自信の絶頂期には、経済的繁栄

のために犠牲にしたものを振り返る余裕があった。（中略）これまでしゃにむに経済成長一本槍でや

ってきたが、そろそろ、もっと「ゆとりのある生活」を楽しもうではないか。（中略）この傾向は成

長志向から成熟志向への転換と呼べる。成長志向は無限の拡大発展を求めるのに対し、成熟志向は

成長の限界を意識しつつ「質の高い生活」の自己循環的再生産を求める。」一方では、情報通信産業

における技術革新による米国の競争力の蘇生、「ＮＩＥＳや中国など日本を追い上げるアジア諸国の

飛躍的な経済成長と市場拡大、ヒトと資本の国際移動の拡大による経済のボーダーレス化などによ

り、世界規模のメガ・コンペティション時代の到来が告げられ、日本の産業の空洞化が憂慮される

にいたった。このような状況の下で、再び、競争力の回復向上を求める成長志向が強まってきて」
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いる。つまり、「成長から成熟へという流れが生まれてきたところに、再び若返って成長しないと老

衰するという危機感の逆流が巻き起こり、二つの流れがぶつかる渦の中で、日本社会はいま自らの

舵をとりかねている」のである。また、「かつて戦後啓蒙の旗手たちが「個の自立」を熱っぽく唱道

し、1980年代前半には消費社会の成熟を背景として「柔らかい個人主義の誕生」が説かれ注目を集

めた。しかし、いずれも影響力を失い「結論的にいえば、戦後啓蒙も柔らかい個人主義も、会社主

義に負けたのである。（中略）資本主義の生産現場を共同体的に再編し階級対立を「止揚」した会社

主義は、会社が「第二のムラ」ないし「第二のイエ」として個人の帰属欲求と忠誠を吸収統合する

という新たな集団主義を確立強化した。（中略）しかし、現在の日本経済の破綻と危機は、会社主義

という戦後的な集団主義の基盤をも動揺させつつある。」（従って、いまや）「個人は否応なく「自立」

を迫られ」ているのである。そして著者は、「尐なくとも当分の間は個人主義的傾向と集団主義的傾

向が日本の経済社会に共存し、さまざまな政策選択をめぐって衝突するだろう」と予測している。 

２ コミュニケーションの亀裂－コンセンサス神話の崩壊 

一方、日本社会では世代間のコミュニケーション・ギャップが進行している。この状況には構造

的要因がある。第一に、青尐年が人間関係の作法やルールについて暗黙の共通了解を習得するため

の幼児期からの「社会化」の場が崩壊してきたこと。第二に、雇用構造の動揺の影響。第三に、技

術革新や経済のボーダーレス化、さらにそれに伴う制度・組織形態・管理手法・交渉様式などの急

激な変化が、年長者が蓄積したノウハウやスキルを急速に陳腐化し、若年者に対する「ロール・モ

デル」としての権威を彼らから奪いつつあること、である。 

これに加えて、「インターネットなど情報通信技術の飛躍的進歩は、人々のコミュニケーションの

輪を開放し拡大する手段を提供している。しかし、それはあくまで道具に過ぎず、使い方によって

は、特定の趣味、価値観、信仰、ライフ・スタイル等を共有する人々が自分たちの内部でだけ濃密

に交流することにより特異で独善的な世界解釈に自閉し、自分たちとは異なる他者への関心・配慮

を失い、他者からの批判に耳をふさぐという、仕切られたコミュニケーションを促進する危険もあ

る。」「仕切られたコミュニケーションが繁茂すると、濃密な内部的共通了解を蓄積した様々な情報

サブカルチャー集団が形成されるが、それらの相互に異質な情報空間の間の溝はかえって深まり、

社会的な相互理解とコンセンサス形成は困難になる。」 

次に、談合政治の破綻が取り上げられる。いまや「談合政治は国民の信用を失っているだけでな

く、構造的な理由で破綻している。」第一に、経済の低成長化によりパイの拡大が限られてきた結果、

利益分配がゼロ・サム的対立の様相を帯びるようになり、上述の成熟志向と成長志向との葛藤もあ

いまって、政治的コンセンサス形成がきわめて難しくなった。第二に、地方でも、利益誘導で潤さ

れた地元業界関係者とは異質の政治意識をもった市民層が育ってきており、巻原発や沖縄基地をめ

ぐる住民投票に見られるような地方の反乱の推進力になっている。第三に、ＰＫＯ参加、安保再定

義、日本の安保理常任理事国入り問題等に見られるように、日本の国際的地位の向上とともに責任

も重くなり、単なる経済援助を超えた政治的イニシアチブを発揮することが要請されている。その

ためにはこれまでの受け身の外交から脱却し、自ら国際秩序構想と世界戦略を構築する必要がある。 

３ 変革への展望－＜会話型社会＞の誕生に向けて 

従来の日本型コンセンサス社会で支配的だったコミュニケーションのイメージとして、＜自他融

合型コミュニケーション＞と呼べるものがある。その特質は、第一に、自他の同質性の想定。第二
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に、コミュニケーションの操作手段化。自己が追求する目的のために他者を操作動員する手段とし

て、コミュニケーションが戦略的に利用される。第三に、合意の専制化。自他の同質性想定の結果、

「話しても分からない」反対者に対しては隠微で執拗な同調圧力や排除の力が加えられる。また対

立が隠蔽抑圧され、「みんなで決めた」という擬制が支配する結果、決定に対する責任の所在が曖昧

になる。いわば合意それ自体が合意主体たる個人から遊離して匿名の権力となり、具体的な個人を

抑圧疎外するとともに無責任化する。 

著者によれば、これからは、価値の亀裂、自他の異質化を受容しつつコミュニケーション空間を

社会的に開放し、メタ・ネットワークを形成するためには、＜会話型コミュニケーション＞を発展

させる必要がある。「会話」（conversation）には、語源的に「共に生きる（to live with）」という

意味合いがある。共生は自他の合一ではなく分離を前提にする。それは、容易に融和しがたい他者、

脅威でさえある他者との共存の緊張を引き受け、かかる他者との関係構築をはかる営みである。共

生の冒険としての会話は次のような特質をもつ。第一に、自他の異質性の自覚と人格的別個独立性

の相互承認。第二に、相互変容への開放性。他者の人格的別個独立性の尊重は、既定の自己目的の

ために他者を操作するコミュニケーションを自制させる。相手を変えようとすることに固執せず、

むしろ、相手の異質な視点に触発され自分の精神の地平が拡大変容する可能性に互いに自己を開放

することが重要である。第三に、合意の限界の自覚と対立の受容。自他の異質性、人格的別個独立

性の承認は、合意の限界の自覚も促す。自他の対立を直視し「合意の不在に合意する」ことは、自

他の自己決定権を尊重するとともに、集合的決定が必要な場合は公開の討論に基づく多数決決定に

委ねることを意味する。 

「会話型コミュニケーションは対立を受容するがゆえに、価値選択の自己責任性を重視し、パタ

ーナリズム（父権的干渉主義）の放縦を抑制する。それは自己決定を基本にすえ、自己決定の限界

を分権的自治が、分権的自治の限界を国家的決定が、国家的自決の限界を様々なトランスナショナ

ルな機構がそれぞれ補完するという形で、価値選択のレベルをボトム・アップで多層化することに

より、多様な価値観を抱く人々の共生を図る。」一方、「行政・専門家・事業主体と市民との関係が

操作から会話へ転換することは、市民の側の責任感の陶冶とマターナリズム（母性願望的依存）か

らの自立にもつながる。例えば「原発は安全です」と言わず、「原発事故の防止に万全を期していま

すが、そのリスクはゼロではありません。しかし、火力発電は地球温暖化に、水力発電は山林河川

の自然破壊につながります。原発なしには供給できないほどの電力需要を生んでいるのは皆さんの

エネルギー多消費型ライフ・スタイルです」と言うことが、行政・事業主体と市民との成熟した関

係を築くために、今後必要になるだろう。」（この部分は、現実の原発事故を踏まえ、敢えて引用） 

最後に著者は、政治の構造改革を提唱する。これまでくり返し主張してきたように、著者が選択

するのは、＜批判的民主主義＞である。「批判的民主主義は人民の価値観の批判的自己鍛錬として民

主政治を捉える。現代的表現を使えば、民意は民主的決定過程の外生変数ではなく内生変数である。」

「批判的民主主義は、一般意志の多元化を直視した上で、多様な一般意志を無原則な妥協によって

融解させるようなコンセンサス志向を斥け、むしろ多様な一般意志の競争による陶冶をめざす。す

なわち、政権共有ではなく政権交代により、代替的な整合的政策体系の相互批判的論争と試行錯誤

的実験の促進をはかる。」「また、政治過程が公共的価値判断形成の場になることは、単なる政治的

組織力を超えた公共的正当化の能力、すなわち、他者の視点から見ても不公平として斥け得ないよ
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うな理由により自己の要求を正当化する能力を陶冶する熟議の場に民主的政治過程が成熟すること

を意味するから、利益集団の跋扈を超えた公正な形での尐数者保護への配慮が民主的政治過程にお

いても培われてゆくだろう。」（「多様な一般意志」というが、そのような概念は成立するのか） 

＜反映的民主主義＞と＜批判的民主主義＞という二つの民主主義モデルの対比をふまえるならば、

批判的民主主義こそ、対立を受容し対立主体の相互変容を促すコミュニケーションとして政治的意

志決定過程を再編成し、政治の公共的価値形成能力と決断能力を高めて談合政治の閉塞を打開する

道であると言えよう。これが著者の「コンセンサス社会の危機を克服するための、一つの挑発的提

案」である。 

 

〔第Ⅲ部について〕 

①論理の飛躍－リベラリズムの理念に基づいて論理を展開しきた著者が、第Ⅲ部の冒頭で論理を

超えた跳躍を行う。「存在の豊饒性についての合意は、何らかの認識論的・方法論的ルールに従って

その妥当性を実証したり、反証したりできるものではない。それは認識論から存在論への飛躍を要

請する。そう言いたければ、一つの信仰であると言ってもよい。」と述べ、さらに「根源的な賭けへ

の共同参加」というように、あたかも反合理主義（ないし実存主義）にコミットするような記述を

している。報告者は浅学にして“反合理主義的リベラリズム”という概念を知らないのだが。 

②尐数者保護－著者は本書でくり返し、尐数者の権利と保護に言及している。そのことに異論は

ない。また、その解決を「司法審査制」に求めるのは、理論的には間違っていないのかもしれない。

しかし、〔第Ⅰ部について〕でも述べたように「司法審査制」への期待があまりにも過大である。著

者は「尐数者保護」が「特殊権益を主張する尐数者の横暴」に反転する可能性についてもふれ、「戦

後日本のコンセンサス調達型利益配分政治が、組織票をもつ利益集団への内的拒否権付与という形

で尐数者保護を政治過程に取り込んだ」ことを批判する。それを「司法審査制」という民主的政治

過程の外部に設定することで、果たして問題は解決するのだろうか。最高裁を頂点とする「司法消

極主義」の蔓延をいっているのではない。報告者としては、「司法審査制」への寄りかかり、ないし

制度の“物神化”が気がかりなのである。問題は器ではない。人間なのである。 

 

〔終わりに〕 

①本書は「力作」あるいは「力業」である。著者は「岩波文庫版へのあとがき」で、「現代日本社

会の病理に対して本書が示した診断と思想的処方箋の基本線は、以前妥当性を失ってはいないと私

は考えている」と自信のほどを述べているが、確かに“有無を言わせぬ迫力”を感じさせる著作で

あった。反面、論理の展開に強引なところが散見される。自らのリベラリズムの理念に引き寄せよ

うとするためではないか。しかし、現在の日本で、このように一つの立脚点からほぼ一貫した論理

展開ができる学者は“絶滅危惧種”に近いと思うので、それはそれで貴重な存在である。 

②二院制－「文庫版へのあとがき」で著者は、政権交代が批判的民主主義の観点から期待される

目的を日本政治において果たすための条件の一つとして、「二院制は両院が権力を拮抗させる対称的

二院制ではなく、内閣の首班指名において優越する衆議院が法律案議決においても参議院に対して

明確に優越する非対称的二院制である必要がある」と述べている。確かに喫緊の課題である。“ねじ

れ国会”の下で、参議院の「拒否権」のために法案が成立せず、内閣が立ち往生する光景を我々は
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ここ数年見せつけられてきた。総理大臣の首が１年単位ですげ替えられる原因の一つとなっている。

そのために政権政党は“大連立”という民主制を切り崩しかねない誘惑にかられるのである。参議

院改革には、憲法を改正しなくてはならない。憲法第 59 条・第２項の「衆議院で可決し、参議院で

これと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二の多数で再び可決したときは、

法律となる」である。これは「第九条」などとも絡んでくるので、別次元の問題となる。すると政

界再編という議論にもなるが、そこには「理念なき野合」という危険が待ち構えている。日本政治

が袋小路を脱する方途はあるのか、責任主体としての主権者が問われているのである。 

③不満も多々ある。 

・最大の不満は、「官僚制」に全くメスを入れていないことである。第Ⅲ部、第５章の序論で、「「頼

りになる官僚」の神話も崩れ」といっているだけではないか。最大・最強（？）の行政システムで

ある官僚組織は、当然、現代日本の政治過程の中で、プラス面でもマイナス面でも（マイナスの方

が大きいわけだが）、きわめて大きなアクターであるわけだから、民主主義モデルを取り上げるのな

ら、人民（主権者）・議会（立法）・司法（裁判）があって、行政（官僚制）が対象になっていない

というのは、単なる欠落以上の学問的不誠実というものである。 

・＜反映的民主主義＞と＜批判的民主主義＞－原理論としては理解できるが、現実の日本社会に

批判的民主主義が根付きうる素地があるのだろうか。本書で、二大政党制による政権交代が望まし

いとした著者は、実際の政権交代後の政治の混迷について、「批判的民主主義の構想自体への懐疑を

招くかもしれない」としつつ、「批判的民主主義の目的は、政策形成における主体的・主題的答責性

の確立による試行錯誤的な政治的学習の促進と公正な尐数者保護の統合にあり、政権交代は目的自

体ではなく、その手段、しかも他の必要な手段と組み合わせられてはじめて意義をもつ手段の一部

である」と自己弁護を試みている。しかし、現実政治の場で、「試行錯誤的な政治的学習」はどこま

で許されるのか。「民主党は政権を担当したことがないので、いま学習中です」とか、「自民党は “何

でも反対野党”の学習中です」といっても、主権者にとっては、いい迷惑ではないか。また、「既得

権勢力が固執する特殊利益の間の調整や、競合する異質な政策の無原則なつぎはぎに終わるこれま

での政治のあり方」、つまり「コンセンサス調達型政治」が行き詰まっていることは確かであろう。

ではＣＤでそれを克服することは可能なのか。「多様な価値解釈の間の自由な批判的討議による公共

的価値の共同探求の場、すなわち、「熟議」の場としての政治過程を位置付ける」するが、こうした

政治ほど日本の現実と遠いものはない。理論研究が現実にひきずられる必要はさらさらない。が、

現実という“磁場”を無視しては空論となる。特に政治を研究する場合はそうであろう。 

・専門用語が多すぎる。「間主観的」、「メタ○○」、「存在志向的多元主義」、「不完全手続的正義」

といった類である。また、日本の学者特有の横文字を縦文字にした“権威づけ”が多い。クーン、

ドゥウォーキンあたりまでは名前を聞いたことがあるが、ギリガン、グレンドン、レッシャー、レ

イプハルトとなると全くの初耳であった。「欧米の最新の学問的業績を取り入れていますよ」という

臭みがある。この辺りが前回に出た「大学の講義調」という批判を呼ぶ所以であろう。 

・第１章から第５章までが、それぞれ独立した論文のせいか、テーマのくり返しが多い。「尐数者

保護」、「司法審査制」「同質性」などがその典型である。 

・「含意」と「陶冶」と「かかる」が好きな人だ。“かかる”文章を普通は悪文という。 

＜第Ⅱ部、第Ⅲ部 終わり＞ 


