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高畠ゼミ OB・OG会 第 32 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～』 

 

2011．６．18 報告：工藤敬吉 

 

序 ＜哲学の貧困＞から＜貧困の哲学＞へ 

「現在の問題状況の特質は、・・・「変革」の主体性の貧困が「経済の優位」と不可分に結合して

いることである。」著者の問題意識は、ここからスタートしている。「哲学的社会批判の無力を宣告

する「哲学の貧困」論は、時代の支配精神になっているように見える。社会の秩序形成を指導する

のは哲学的原理ではなく、経済のダイナミズムである。」「いま、政治も、哲学や思想も、経済の侍

女であることが一層歴然としてきたかに見える。」しかし、「私たちは経済法則の奴隷ではない。」変

革の主体性を回復するための条件は「経済の優位から疑似必然性の仮面を剥ぎ取り、その価値依存

性を暴露すること、そして、経済の優位を生み出すもととなっている私たちの価値観を、批判的自

己省察と相互批判的によって再編することである。」 

「私たちの社会では、（中略）生活が人生を吸収し蕩尽することで自らも疲弊している。人生が生

活を意味付けるのではなく生活が人生を意味付けるという「生活による人生の簒奪」が、人生も生

活も貧困化している。」この「生活による人生の簒奪」は「経済による哲学の簒奪」と言い換えても

いいかもしれない。よって著者は「「哲学の貧困」論を超えて「貧困の哲学」を再興すること」、つ

まり「経済的自由主義と区別された政治哲学としてのリベラリズムが、現代日本の閉塞状況を解明

し打開する「貧困の哲学」を構築するための思想資源を提供すること」を目指しているのだ。そし

て「私たちの生活を貧困化してきた慢性的な社会病理を克服するために、日本社会は構造的変革を

必要としている。本書では私たちの社会の構造的変革にとって根本的な重要性をもつ三つの貧困の

位相に照明を当てたい」とする。 

第 I部は「関係の貧困」である。著者によれば「私たちの自律的価値形成能力の貧困は日本社会

が同質社会の神話に支配されてきたことと不可分である。」この「同質社会の神話」を再生産してき

たのが「戦後天皇制」である。「天皇制の同質社会的求心力の問題性を批判的に克服して、異質な他

者との交流による「関係の豊かさ」の形成を促進するには、リベラルな共生理念に立脚した戦後憲

法の立憲民主主義の再定位と再評価が必要である」ことを示すのが狙いである。 

第Ⅱ部は「共同性の貧困」である。「現代日本社会においては、（中略）個人が特定の中間共同体

に過剰統合されて批判的自律性を失い、それと競合する様々な共同性次元への責任を配慮する「開

いた共同性」を陶冶する機会を奪われていること」が問題とされ、「会社主義」が批判、分析される。 

第Ⅲ部は「合意の貧困」である。ここでは「戦後日本社会の政治的・社会的意思決定システム」

となってきた「コンセンサス原理」が取り上げられる。「コンセンサス原理」は「異論表出を抑える

同調圧力」としても、また「強い政治的拒否権」としても機能した。 

「本書では合意の可能性についての哲学的考察と政治的・社会的機能分析を踏まえた上で、（中略）

公正な尐数者保護と民主的政治過程の公共性形成機能の活性化とを統合する「批判的民主主義」の

モデルを提示する。 
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第Ⅰ部 関係の貧困 

 第１章 天皇制を問う視角～民主主義の限界とリベラリズム 

 第Ⅰ部では、まず戦後民主主義と象徴天皇制をめぐって、二つの「物語」が“理念型”として描

かれる。一つは「幸福なる結婚論」であり、もう一つは「未成熟依存症論」である。「幸福なる結婚

論」は「民主主義と象徴天皇制の両立は可能であるどころか、象徴天皇の存在は民主主義の確立に

積極的に貢献してきた。日本では、天皇の存在によって権力と権威の区別が貫徹されている。この

ため、その時々の政治権力者は、精神的権威をも獲得して自らを個人崇拝の対象にすることが、で

きなくなっている」とする現状肯定的「物語」である。反対に「未成熟依存症論」は「日本で民主

主義が確立したというのは現実を隠蔽する虚構である。私たちは、自分たちが政治から疎外されて

いるからこそ、同じく政治権力から疎外された天皇という存在に、同情や共感を抱く（「無力の共鳴」

＝報告者）。そして、自分たちが同一化した天皇を、政治的弱者なるがゆえに政治を超越した、美し

く高貴な存在とみなし、政治家と政治の世界とを务った卑しいものとみなすことによって、一種の

代償満足を得ているのである」とする現状否定的「物語」である。 

「幸福なる結婚論」と「未成熟依存症論」は鋭く対立するように見えるが、実は裏に隠された共

通の前提がある、として著者は両論の構造を次のように整理してみせる。 

「幸福なる結婚論」 

 ①ａ 日本は豊かな社会をすでに実現している。 

 ②ａ 日本が豊かな社会になったのは、民主主義を確立したからである。 

 ③ａ 戦後の天皇制は民主主義の確立に貢献した。 

「未成熟依存症論」 

 ①ｂ 普通の日本人一人一人の生活実態は、まだ、豊かな社会と呼ぶにはあまりにゆと 

りがなく、貧しい。 

 ②ｂ  経済大国になっても、人々の生活基盤が貧しいままで、改善できないのは、民主 

主義が未熟だからである。 

  ③ｂ  戦後再生産された天皇への求心力への依存は、民主主義の成熟を阻んできた。 

「幸福なる結婚論」は②ａを①ａの説明に、「未成熟依存症論」は②ｂを①ｂの説明にしている点

で、次の①ｃの政治前提を共有している。③ａと③ｂは、戦後の天皇制について、対立する実態認

識だけでなく、対立する評価を含意している。「幸福なる結婚論」は③ａによって肯定的評価を、「未

成熟依存症論」は③ｂによって否定的評価を、それぞれ含意している。このような評価の対立が成

立するのは、両者が暗黙のうちに次の②ｃの基準前提を共有しているからである。この規準前提の

正当化根拠をなすのが①ｃの政治前提であるが、これだけではなく、次の③ｃの憲法前提が暗黙の

うちに共有されている。そこで、以下の三つの共通前提が導きだされる。 

 ①ｃ 政治前提 豊かな社会の実現にとって、決定的に重要な政治的条件は、民主主義の確立 

である。 

    ②ｃ 基準前提 戦後日本社会において天皇制の実態を評価するための決定的規準は、日本社 

            会の民主化を、それが促進するものであるか、阻害するものかである。民主 

化を促進するものならば、天皇制は擁護されなければならず、民主化を阻害 

するものならば、天皇制は克服されなければならない。 
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  ③ｃ 憲法前提 戦後日本社会の規範的支柱をなす日本国憲法は、国民主権原理としての民主 

主義を、基本的な政治理念としている。 

著者の議論の目的は「これらの共通前提に批判的留保を付し、天皇と日本社会との関係について、

「幸福なる結婚論」とも「未成熟依存症論」とも異なる、第三の視点を提示することである。」「第

三の視点とは何か」が第Ⅰ部の中心テーマである。 

 

 このテーマに先だって、著者のいう「リベラリズム」について定義しておかなければならない。「リ

ベラリズム」は非常に多義性を有する概念なので、限定が必要だからである。 

「リベラリズムの基本理念は、異質で多様な自律的人格の共生である。それは個人の自由を尊重す

るが、自由な個人の関係の対等化と自由の社会的条件の公平な保障を要請する平等の理念をも重視

し、自由と平等を基底にすえた共生理念によって統合する。「自由主義」という通例の訳語を私が使

わない理由はここにある。リベラリズムは政治権力の存在理由を、このような共生の確保に求め、

まさに、そのことによって、この共生の確保のために政治権力を制約する必要をも強調する。リベ

ラリズムは（中略）多数者が獲得する民主的権力の専制化に対する制度的抑制にも、重大な関心を

もつ。」（ｐ25～26）「「リベラリズム」という言葉に私がこだわるのは、（「宗教戦争」的正統性危機

への応答としての＝報告者）寛容論の伝統に立脚して独断的合理主義の倨傲という啓蒙の負の遺産

を正すことにより、批判的自己変革という啓蒙の正の遺産を再生させることが、日本を含む現代世

界の荒涼たる精神の凍土に鍬を打ち入れるために必要だと考えたからである。」（あとがき） 

そして著者はいう。「戦後日本社会における天皇制の健在の、本当の問題が何であるかを理解し、

解決の道を明らかにするには、このようなリベラリズムの観点に立つ必要があると考える」 

 次に著者は、「幸福なる結婚論」が民主主義の核心を代表原理に求め、「未成熟依存症論」は参加

原理に求めているとしたうえで、「戦後日本において民主主義が十分確立したかという問題と、その

前提をなす民主主義理解の問題については、「未成熟依存症論」の解釈の方が、私は妥当であると思

う」と述べ、さらに根本的な疑問を提起する。「もし、天皇の求心力が参加民主主義の発展にも資す

る効用をもつとしたら、天皇制の維持発展は日本社会にとって望ましいということになるのか。戦

後日本社会における天皇の求心力の健在という事実を、どのように理解し、評価すべきかという問

題」である。 

 この問題に取り組むに当たって、著者は二つのの論考と二つの実例を示して、分析を加えている。

手始めは小田実の「民主主義に王様はいらない」論であるが、これについては報告者が小田の最後

の講演集『生きる術としての哲学』で取り上げた。著者は小田の論に基本的に賛意を表しつつも、

その前提となっている「市民社会＝民主主義」という等式を無条件には受け容れてはいない。「あら

ゆる王様を拒否して市民社会の理念を貫徹するもののみが、「真の意味」での、あるいは「根元的意

味」での民主主義である」と定義しても、「得るものは小さく、むしろ失うものが大きい」という。

「失うものの第一は、思想の整合性ないし誠実性である。民主主義を自己の思想の根幹に据える者

は、民衆の判断、民衆の知恵と感性への信頼を基礎にしているはずである。しかし、（世論調査で、

83％の市民が象徴天皇制の存続を望むという＝報告者）象徴天皇制の国民的受容に見られるような、

大多数の民衆の持続的な選択を、「真に民主的ではない」とみなすことを許す民主主義の定義は、民

衆への信頼と深い次元で対立する」からである。失うものの第二は、民主主義におけるプロセスの
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重要性の自覚。失うものの第三は、実践的葛藤の自覚。市民社会の理念と民主主義とは予定調和の

関係にはないからである。失うものの第四（最後）は、民衆自身の責任の曖昧化という問題である。

「天皇が象徴する「日本的なるもの」によって結ばれた同質社会の心地よさに安住する方を選んで

いるのは、私たち民衆自身ではないのか。「彼ら」（権力者・支配層＝報告者）の責任以前に、「私た

ち」自身の責任を問うべきではないのか。」「市民社会は民主主義を、市民社会の共生理念の制約に

服することを条件に選ぶが、民主主義は市民社会をいつも選ぶとは限らない。市民社会を選ばない

民主主義を民主主義でないと言ってしまうとき、知的にも実践的にも失うものはきわめて大きい。」

著者によれば「戦後日本の民主主義は市民社会の理念の貫徹よりも、天皇を選んだ。私たちはこの

事実を直視しなければならない。（異議あり、選んだの、選ばされたのか議論のあるところ＝報告者）」

そして、①日本の民主主義が未成熟であるという意味は、天皇の存続を選ぶような民主主義は偽物

だということではない。②民意の反映という点で、象徴天皇制の民主的正統性を承認せざるをえな

い。③天皇制の存続を、参加実践の一般的沈滞の原因にして結果とみなし、参加実践が広汎に発達

し民主主義が成熟すれば、天皇制は消滅するだろうと推断することはできない、と指摘する。 

 次に著者があげるのは、＜下からの天皇制＞の具体例である。一つは大阪の「日本村」と呼ばれ

る菅原町である。「祝日のたびに、家々の玄関先に、日の丸の旗が一斉にひるがえるからである。」

この町では自治会活動が活発である。自治会長は日の丸の掲揚を「強制したことはない」という。「参

加民主主義の実現の場として、地域の問題を住民主導で解決する新たなコミュニティの発展をめざ

す人々の多くは、この日本村を「前近代的共同体秩序」の残滓とみなし、自分たちがめざす現代的

な、新しいコミュニティから区別するだろう。しかし、（中略）伝統的な隣保的互助組織だという理

由で、菅原町の自治を、参加民主主義とは無縁として一蹴できるだろうか」と問いかけている。 

 二つ目は、元号法制化に向けた「国民運動」である。「民主勢力を自任する人々は、元号法制化は

戦後日本の民主化に対する反動以外の何物でもないと考えただろう。」しかし、「法制化の推進力と

なったのは、自民党の消極的姿勢に業を煮やした神社勢力その他の親天皇勢力によって組織された、

下からの大衆運動である。」つまり、「草の根の保守運動」であり、「地方議会を次々に制して中央に

圧力をかけるという方法で、求める立法を実現させたこの運動については、国民的基盤の広汎性と

下からの力の能動性・主導性という点で、その民主的性格についての正当に評価されるべきである。」

「民主勢力を自任する人々が、下からの大衆運動をバネとする民主的政治過程が生んだ立法を、そ

の内容が自己の政治的選好に反するという理由で反民主的とみなすなら、論理的自殺を犯すことに

なるだろう」「はっきりしているのは、法制化推進派が動員することに成功した下からの力に対抗で

きるだけの下からの力を、反対派はつくり出すことができなかったということである。」まるで喉元

に骨が刺さったような違和感をおぼえるが、論理的には著者のいうとおりであろう。 

 勿論、著者はこの二つの実例に賛同しているわけではない。「日本村」では「在日韓国・朝鮮人の

ような尐数派住民に対しては、彼らを疎外する差別の排除力を、あるいはその裏返しとしての同質

化強制圧力生みだし」、「元号法制化運動」は民族主義としてのナショナリズムと結び付いた。「民主

主義＝普遍的人類愛（＝平和主義）という等式は、残念ながら恒真式ではない。民族主義と民主主

義との結合は。民族主義が民主化の推進力になりうるという点で、民族主義のポジティヴな側面を

示すと同時に、民族主義が偏狭な自民族中心主義に駆り立てられうるという点で、民主主義の危険

な側面も示している」と指摘することも忘れてはいない。 
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 二つの実例を挟んで、著者はもう一つの思想的基盤について考察する。津田左右吉の『建国の事

情と万世一系の思想』である。その末尾で津田は「国民みづから国家のすべてを主宰すべき現代に

於いては、皇室は国民の皇室であり、天皇は「われらの天皇」であられる。「われらの天皇」はわれ

らが愛さねばならぬ。国民の皇室は国民がその懐に抱くべきである」と論じた。著者はこれを＜愛

の民主主義＞と呼んでいる。「愛の主体は国民である。（中略）国民は、天皇への愛を捨て去ること

によって、天皇という存在を消滅させることもできる。＜天皇在り、ゆえに我ら愛す＞ではなく、

＜我ら愛す、ゆえに天皇あり＞である」。「津田の天皇観、あるいは尐なくとも、ここで試みた解釈

は、天皇の存在を民主主義と、しかも国民の積極的な精神的・政治的主体とする能動的な参加民主

主義と、原理一貫性をもって結合させる思想的基盤が存在することを示している」と述べている。

著者は「「ねばならぬ」は倫理的義務ないし超越的価値への忠誠要求ではなく、論理必然性である」

とし、「愛という、国民自身の実存的選択」とまで言い切っている。 

 津田の『建国の事情と万世一系の思想』は、「憲法勉強会」のテキストとして読んだ赤坂憲雄の『象

徴天皇という物語』にも引用されている。（本書の引用は、一部を端折っている。そこを復元すると、

「皇室は国民の皇室であり、天皇は「われらの天皇」である。「われらの天皇」を美しくするのも、

しないのも、国民であり、そこに皇室が国民の皇室であられる所以がある。「われらの天皇」はわれ

らが愛さねばならぬ。・・・」下線の部分がそれである。ここは端折らない方がよかったと、私は思

うのだが）そこで赤坂は、「津田の論考は、1946年の１月に、したがって「人間宣言」の直後に執筆

された。津田左右はおそらく、神格を否定し、人間に戻った天皇を、それゆえにこそ、肯定し擁護

するために、厳しい決意と使命感をもって一気にその論考を書きおろしたものにちがいない」とし

たうえで、「津田はここで、高らかに「われらの天皇」と民主主義の共存共栄を謳いあげた。象徴天

皇制の先取りといってよい。この結論にいたるまでの筋道は、決して晦渋な文章ではないにもかか

わらず、了解しにくい。たぶん皇室への愛という前提条件を受けいれた瞬間に、すべてが腑に落ち

るといった性質のものなのだ」と書いている。私自身は、赤坂の解釈の方が“腑に落ちた”次第。 

著者は津田の天皇観に続いて、「天皇という存在の、このような社会的・思想的基盤は、戦後の天

皇制が、民主化への適合性テストを、したたかにパスしていることを示している。すなわち、日本

社会の統合の焦点としての天皇の存在は、（中略）現実の持続的な国民意思による支持という、民主

的正統性ももつ。しかも、（中略）参加民主主義の実践たる能動的・主体的な民意によっても、かか

る天皇の存在が支持されうることを、地域自治（＝日本村）、国政（＝元号法制化）、そして思想（＝

津田）、この三つの平面において見た＜下からの天皇制＞は示している」とする。 

ここまで読めば大方の読者は、“この著者は象徴天皇制を是認している”と考えるだろう。ところ

が、論理は大きく逆転する。「このようにいうことによって、天皇の存在、およびそれを支えている

日本社会の現状を私は美化したいのではない。むしろ、天皇制の問題を批判的に考察するための思

考枠組として、民主主義がもつ限界を確認したいのである」「天皇が参加民主主義とも、相性よろし

く結婚できるとしても、この結婚は、日本という社会にとって、本当に幸福なものなのだろうか。

天皇への多数者の支持や能動的同一化の陰で、根本的に大切なもの、民主的正統性の名において奪

われてはならないものが、犠牲にされているのではないだろうか。犠牲にされていると私は思う。」

「民主主義は政治社会の重要な構成要素である。しかし、根源的な原理ではない。（中略）天皇制の

評価は、このような、＜民主主義よりも根源的なもの＞に依拠してなされるべきである。」 
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著者は、最初にみた「幸福なる結婚論」と「未成熟依存症論」の共通前提のうち、②ｃ、すなわ

ち基準前提－天皇制評価の決定的基準は、日本の民主化であるという前提－を否定しているのであ

る。そして、「民主主義より根源的な評価とは何か。犠牲にされている根本的に大切なものとは何か」

と改めて問いをたて、その答えは、他の二つの共通前提である政治前提（①ｃ）と憲法前提（③ｃ）

を、批判的に検討することによって与えられるだろう、とする。手の込んだ論理の組み立てである。 

ここでやっと第Ⅰ部のテーマ、すなわち「関係の貧困」あるいは、「幸福なる結婚論」と「未成熟

依存症論」を超える「第三の視点」への考察が始まる。＜関係の豊かさ＞をめざして、である。 

「政治前提（①ｃ）は、民主主義の確立が、豊かな社会の実現のための根本的な政治的条件であ

るとする。（中略）しかし、それだけで十分であろうか。これにこたえるためには、「豊かな社会と

は何か」という問いと、まともに向き合わなければならない。」 

「幸福なる結婚論」は、経済大国日本において、人々が享受する平均的生活水準の相対的な高さ

を理由に、日本社会の豊かさを強調する。（中略）しかし、この生活水準の高さは、飽くまで＜量の

豊かさ＞である。この＜量の豊かさ＞で実現できる「生活の質」の貧しさ、ゆとりのなさに、いま

や多くの人々が、疑問や苛立ちをもっている。「未成熟依存症論」は、このような不満を背景に＜質

の豊かさ＞を求める。」ところが、思考実験をしてみると、「その質的な豊かさは、同質的な豊さで

ある。のっぺりとしたステロタイプの豊さである。甘くておいしいが、どこを切っても同じ顔が出

てくる金太郎飴の豊かさである。何か大切なものが、ここには欠けている。何が足りないのか。そ

れは、自己の内奥を揺さぶるような異質な生のあり方との出逢いである。（中略）＜質の豊かさ＞は

あっても、異質なものが競合し共生する＜関係の豊かさ＞が、そこにはないのである。」 

そのうえで著者は、＜質の豊かさ＞の大衆化が、＜関係の豊かさ＞を犠牲にする危険性を指摘す

る。一つは最大多数が享受する幸福なるものが、規格化された「生活の質」への横並びの平等的要

求の充足でしかなくなる危険である。もう一つは、「通常人」とは異なった負荷を負わされて生きる

人々や、多数者が欲する「生活の質」とは異質な生の形式を追求する尐数者を最大幸福のために、

排除・抑圧する危険性である。こうした危険性とは逆に、「異質な尐数者を対等な存在として受け入

れることは、多数者一人一人が、自ら規格化された生のありようを反省し、自己の潜在的異端性・

尐数者性を発見することにより、個別創造性を解放し発現させる機会ともなりうる」のである。 

では、＜人間が豊かな共生社会＞の政治的条件とは何か。「民主主義は治者と被治者の同一性の原

理として語られるが、これは虚構であり、その実相は多数者による尐数者支配である。この虚構と

実相のずれに、民主主義の根源的な苦悩がある。このずれを最小化あるいは隠蔽するためには、集

団内部の同質性、あるいは同質性の擬制を強化することが必要になる。（中略）＜人間が豊かな社会

＞の理念と、民主主義とは、提携できるが決して予定調和の関係になく、原理的な緊張関係を孕ん

でいる。」それでも社会には、反対者を含めた集合的決定は必要である。民主主義がそれに最も適合

的であるが、民主的意思決定過程が＜人間が豊かな社会＞の理念に反する結果や機能をもちうる以

上、「民主的意思決定そのものの射程を限界づける政治哲学が、この社会の根本的な政治原理とされ

なければならない。この政治哲学はリベラリズムである」「民主主義が集合的決定を行う統治権力の

主体の問題に関わるのに対し、リベラリズムは集合的決定の主題の問題に関わる。何について集合

的決定をなしうるか、という主題問題は、何について集合的決定をなしえないのか、という限界問

題である。」著者は「お小遣いの自己決定権」の挿話を例示し、この問題は「政治哲学の根本問題に
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関わっている。民主的決定の名においても侵害できない個人の基本権を、承認するか否かという問

題である」つまり「リベラリズムは、すべての個人が等しく自律的人格足りうるために享受すべき

基本的諸権利が、民主的決定に先行し、内容的・主題的にそれを方向づけ、限定することを主張す

る。」「民主主義は主題的に自己を指導・制約する理念として、リベラリズムを基底におくときにの

み、＜人間が豊かな社会＞の実現に貢献できる。」 

そして著者は、リベラリズムが民主主義の制約条件であることを承認したとしても、「国民の主権

の発動たる民主的立法をも制約するなどということが、民主憲法を戴く現在の日本において、はた

して可能か」と問い、「可能である」と答える。これは戦後憲法自体が与えている解答である。それ

が「司法審査制（憲法 81 条）」である。「この司法審査制の採用は、憲法が国民の主権を一切を超越

する権力とはみなさず、民主的な集合的決定の論理を人権保障の観点から主題的に限定しているこ

と、すなわち、リベラルな立場に立脚していることを示している。」しかし、「日本の裁判所を支配

する司法消極主義（違憲判断回避傾向）が示すように、人権保障制度に見られる憲法のリベラルな

機能は、現実には、これまで十分に発揮されたとはいえない。」「しかし、逆にいえば、このことは、

戦後憲法のリベラルな潜在力が尽くされてはいないことを意味する。戦後憲法のリベラリズムなど、

日本ではひよわな幼児にすぎないというのは本当である」「戦後憲法の値打ちを最終的に決めるのは、

人権保障制度の根幹にあるリベラリズムの精神という、この幼児の潜在力である。」 

「このようなリベラリズムの観点に立つとき、戦後の天皇制はどのように評価されるだろうか。

戦後の天皇制は、民主主義と両立できるとしても、リベラリズムの要請に適合させるのは困難であ

ると私は考える。戦後の天皇制に依然まつわる「重苦しさ」の真の問題は、その反民主制よりも、

反リベラル性にある。」基本的人権を制約されている天皇は、「特権的存在というより、むしろ、隷

従的存在である」「人間宣言にも拘わらず、天皇は非人間的な生を強いられていることも、忘れては

ならない。」「天皇をも天皇制から解放する必要があること、すなわち、天皇とその一族を、自由な

人間として復権させるためにも、「国民統合の象徴」なる非人間的な地位を廃棄し、天皇および皇室

を私的存在に還元すべき」だと著者は主張する。 

また、「天皇制は、具体的個人としての天皇を疎外しながら、公的・制度的な存在としての天皇に、

抗いがたい求心力を付与する。この求心力の核にあるのは、尐数者を見えなくさせる力である。異

質な尐数者を不可視化するために抑圧し、かかる抑圧を構造化するために、抑圧の事実そのものを

不可視化する力である。」「異質性を不可視化し、異なることへの自由を掘り崩す力こそ、「同質社会

の神話」と呼ばれるものの実体である。天皇に象徴された「日本的なるもの」を共有する同質社会、

あるいはそのよう擬制された集団への帰属意識にこの力は依存している。」「この神話の呪縛からの

脱却を可能にする政治哲学は、民主的統合にも潜む同調圧力を、異質なものの自由対等な共生の理

念によって制約するリベラリズムである。」 

第一部の最後に著者は、「原理による統合」を説く。「ここで言う原理とは、数、利、力、偏見に

よって左右できず、異質な他者にも理解可能な議論によって擁護さるべき、普遍主義的な政治道徳

上の価値原理である。」「政治社会が、かかる公共の原理の存在に真摯にコミットし、それを共同探

求する論争的営為の伝統を培ったとき、そして、この伝統が、社会の現実による原理の裏切りを前

にして、原理を嘲笑する現実主義やシニシズムを超えて、現実の批判によって原理をさらに発展さ

せてゆけるだけの強さをもったとき、その社会の公正さに対する、人々の深い信頼が生まれる。」 
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「天皇が象徴するという全体性なるものは、このような原理による統合とは相容れない。」「しか

し、象徴天皇制を廃止しさえすれば、原理による統合が直ちに可能になるというわけではない。」「根

本的に重要なのは、私たち一人一人が、「普段の生活」の中でも、仲間うちの和を重んじるために言

挙げを嫌い、言挙げする異端者を排除してしまうようなら自らの態度を生み出しているもの、すな

わち自己の「内なる天皇制」を直視し、「不快な他者」の声に心を開くことによってそれを克服して

ゆくこと、そして、「みんなで決める」民主主義は、決して「内なる天皇制」に対して免疫もってい

ないことを自覚することである。」 

  

 〔付論〕補足と解題～天皇制・民主主義・リベラリズム 

 この中で著者は、「この論文は天皇制論のための天皇制論ではないということです。天皇制批判を

通じた戦後民主主義批判なのです」「「天皇制の本当の問題」がどこにあるかを解明するのが、私の

論文の狙いです」「私の狙いはむしろそういうごく普通の人々にとって、天皇制がいかにレヴァレン

ト（＝実際的な重要性をもつ）な問題であるかを示すことです」と強調している。「天皇制を支えて

いるのは「ごく普通の人」であって、天皇制の問題を自覚するということは、「ごく普通の人」が自

己の生のありようを根本的に反省することだといいたいわけです。」 

 「もう一つの大きな狙いは、（中略）民主主義は確かに大切な理念であるけれども、ドグマ化はき

わめて危険である。民主主義の根底にあって、それを正当化すると同時に、批判的に制約するよう

なもっと根本的な政治哲学理念」、つまり、著者のいうリベラリズムの理念が必要であることを示す

ことにある。 

 著者は、論文の構成を分かりやすくするために、次の座標軸を使って説明する。 

 

          天皇制受容          ・リベラリズムは第Ⅲ象限。 

                          天皇制は、民主化と両立すると同時に 

  Ⅱ 反大衆社会論    Ⅰ 幸福なる結婚論    草の根民主主義の参加の推進力にも。 

                          戦後天皇制を民主主義の観点からのみ 

 民主主義批判          教条的民主主義  批判はできない。むしろ、民主化を 

                          促進する上で天皇制の優れた機能を 

  Ⅲ リベラリズム    Ⅳ 未成熟依存症論    賞賛しなければならない場面さえある。 

                         ・第Ⅱ象限は、西部邁が代表的立場。 

          天皇制批判           大衆民主主義は愚民政治をもたらす。 

                          伝統保持のために天皇制は必要不可欠。 

 

 「戦後日本における民主主義と天皇制との「幸福なる結婚」とは、異質な生の形式に不寛容な同

質社会の構造を拡大再生産する両者の共犯関係であり、実は、そこに本当の問題がある」のである。 

 付論の中に、丸山眞男批判めいた（つまり正面切ったではない）指摘がある。「丸山眞男さん以来、

天皇制は「無責任の体系」として捉えられていますが、当の丸山眞男さんは、初期の論文では抑圧

委譲と下剋上のピストン運動により誰もが被規定意識をもつという説明をしました。しかし、私は

このような垂直的・階層的支配抗争関係で日本における権威と権力の二重構造と政治的責任意識の
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欠如を説明できるか疑問です。むしろ権威と権力の分離を「無力の共鳴」として捉えることによる

方が、政治的責任意識の弱さをよく説明できるでしょう。」しかし、これでは、丸山眞男の方法論の

どこが、どのように間違っているのか、何故説明できないのか、の説明にはなっていない。 

 また著者は、ここで津田の思想について「愛の民主主義」と呼んだことについて触れている。「彼

自身、戦前の天皇制に対する幻想を持っていない。（中略）戦後においては、過去の愚を繰り返さな

いために、自分たちが本当の意味での政治の主人公にならなければならない。しかし、国民が政治

の舞台に真に登場し、自分たちが主人公になるためには、主権者としての国民集団の連帯とアイデ

ンティティの確立が必要なわけです。彼にとって「われらの天皇」とは、国民をアクティヴな参加

主体にする前提としての統合のシンボルだった。」著者は、この解釈について「私自身の狙いは、津

田解釈そのものではない」と断っているが、解釈が直線的で、やはり赤坂憲雄が指摘するような、

津田の思想と心情のアンビヴァレントな屈折を捨象していると言わざるをえない。 

 

〔第Ⅰ部について〕 

 ①天皇制について――近年私が読んだ中では、根本的という意味でも、（ある種）過激と言う意味

でも、最もラディカルな天皇制に関わる論文であった。「天皇と皇室もまた多数の専制の犠牲者」で

あり、「「国民統合の象徴」なる非人間的地位を廃棄し、天皇および皇室を私的存在に還元」すべき

であるというのは、実質的な天皇制廃止論である。イデオロギーに基づく天皇制廃止論は目にする

が、こうした論理的追求による結論は珍しいのではないか（もっとも、私が知らないだけかもしれ

ないが）。結論には大いに賛成する。しかし、天皇制を廃止した後の日本社会が（蛇足だが、本書で

は「国家」というタームがほとんど出てこない。そのことだけでも、本書は価値がある）、どうなる

のか、あるいは、どうすべきなのか書かれていないのは不満である。「象徴天皇制を廃止しさえすれ

ば、原理による統合が直ちに可能になるわけではない。原理による統合のためには、原理に訴える

公共的論議の伝統を形成してゆかなければならない」というのは、確かにその通りである。だが、「同

質性社会の神話」が再生産されている現状では、そんな悠長なことは言っていられないというのが、

率直な感想である。つまり、現実に天皇制を廃止するためには、憲法を改正しなければならない。

著者のいう「天皇制を支えている」ところの「普通の人」が、天皇制を廃止するというのは、著者

流にいえば“自己論駁的”な論理である。ハウ・ツー本ではないから、ないものねだりは承知の上

で、“天皇なきあとの民主制”も含めて論じてほしかった。なお、憲法に関連して、著者は付論で「非

武装中立化か、集団的安全保障か云々の問題はグローバルな制度設計に関わり、一国の憲法で適切

に解決できる問題でないでしょう」と述べているが、これは一種の逃げである。「第二次世界大戦の

戦後処理」から生まれた憲法でも、その改正の責任は主権者にあるからである。 

天皇制については、吉本隆明と赤坂憲雄の対談による『天皇制の基層』（1990 年）という本がある。 

その最後で「天皇制の終焉のイメージ」が語られている。 

 吉本－「僕は農業社会が尐数化していき形骸化していくにつれて、天皇制も形骸化していくだろ

うと思っているわけです。天皇の相続儀礼である大嘗祭の本質が、農耕神的なものを自分の身につ

けるという見方からも当然出てくるわけです。その本質がゆるんだり、解体してくれば、形骸しか

残らないだろうということです。（中略）僕は形骸化したついでに終焉してもいいし、形骸化した現

在のままであってもいいし、それから現在の憲法の「国民統合の象徴」という言葉だけがあって、
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ただ存在しているだけでもいいわけです。」 

 赤坂－「象徴天皇制というのは、これまでの（権威と権力の分離による二重王権的な＝報告者）

天皇制を中核に置いた天皇制の歴史が幕を閉じ、形骸化の段階に入って現れた最後のイデオロギー

だっていうふうに僕は理解するんです。（中略）天皇制の宗教的な構造を支えてきた儀礼的な、物質

的な基盤があったわけですが、それはほとんど抽象化して解体しつつあると思うんです。その抽象

化が昭和天皇の死を経て、もはや古い天皇制に戻ることのできない場所に来ているし、儀礼的な基

盤がさらに加速度的に壊れてゆくにつれて、天皇制はさらに形骸化してゆかざるをでないでしょ

う。」 

 二人の意見は、天皇制は今後形骸化いてゆくという点で、一致している。果たしてそうか。例え

ば、東日本大震災後の「天皇陛下の被災地お見舞い」である。私にはあれが戦後の昭和天皇による

「ご巡幸」と二重写しに見える。あれは「ハレとケ」の循環儀礼であって、天皇はあそこで祭祀を

司っているのである。被災者たちが感激の涙を流すとき、「がんばろう！日本」の“情緒的ナショナ

リズム”と結び付くとき、「天皇のお見舞い」は充分に政治的役割を果たすのである。もちろん、天

皇個人の善意とは関係がない。その点では、同質社会への求心力としても機能しうる戦後天皇制へ

危惧に共感する。 

 ②人間類型について――著者は、自らのリベラリズムの理念を規定するにあたって、「自律的人格

の共生」を根本に据えているが、実は、この「自律的人格」についてはまったく説明されていない。 

どのような人間類型を念頭に置いているのだろうか。もし、「自律的人格」を著者が批判する「近代

主義」的「個の独立＝独立した個」あるいは「主体的個」に置き換えることができるとすれば、こ

れまた“自己論駁的”矛盾をおかすことになる。そうでないとしたら、いかなる人間類型か、私に

は理解できなかった。 

 ③草の根の保守主義について――「日本村」と「元号法制化」のところは、正直イライラさせら

れたが、読んでいてすぐ連想したのが、アメリカの中間選挙で巻き起こった、反オバマの「ティー

パーティー運動」である。あれはまさしくアメリカに深く根付いている「グラスルーツ・デモクラ

シー」の保守的な側面の典型であった。また、「地域の多様性は、多様な生の諸形式を追求する人々

の共生ではなく、嫌忌施設の押しつけあいなどに見られるように、偏狭で身勝手な地域エゴの対立

確執に化す危険性が常にある。地域内のコミュニケーションによる合意形成も、隠微な社会的圧力

による同調強制と「話の分からない連中」の排除に化す危険性を内在させている」（ｐ70）のところ

では、即座に“愛場君の運動だ”と感じた。本書には「会社八分」という言葉が出てくるが、愛場

君は「町八分」にあっているわけで、「自律的人格の共生」というのは、生易しいことではない。 

 ④論理と方法について――私は６ページで「手の込んだ論理の組み立て」と書いたが、小田と津

田の引用、および「日本村」と「元号法制化」を取り除くと、弁証法そのものではないか。「幸福な

る結婚論」（正）－「未成熟依存症論」（反）－「（リベラリズム）原理による統合（合）というわけ。 

また、著者の方法論は「現代日本社会の病理」を摘出し、リベラリズムの理論によって解明しよう

とするものだ。これはまさに丸山眞男の方法であり、批判にもさらされた。「戦後民主主義者」とか

「近代主義者」とか安易に批判するなかれ。天に向かって唾するようなものだ。 

 ⑥司法審査制について――著者が法哲学者だからであろうか、憲法の司法審査制への期待が大き

すぎると思う。もっとも、これは第Ⅲ部のテーマである。       －第Ⅰ部 終わり－ 


