
       
       神島二郎『政治の世界』（１９７７・朝日新聞社） 
 
                                    （高畠政治学を読む会 大森報告）  ２００８年１月１９日 
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Ⅰ、問題提起―今回の報告の第一のねらいは神島の「政治元理表」がどのように形成されたかを「高

畠政治学を読む会」同人に知ってもらいたいということと、第二に現在進めている大森著『神

島二郎論』の構想を「読む会」同人に検討してもらいたいということです。 
 
Ⅱ、大森美紀彦著『神島二郎論』の全体像 
 
        １９９８死去           １９７４／１９７３               １９４１ 
                                                               「古代研究」 
                  「新しい政治学」の構築 
 
         遺稿                                        １９６１ 
     「柳田国男と丸山眞男を超えて」              『近代日本の精神構造』 
      
   まず、神島先生の学者としての生涯を４期に分けたいと思います。 
 

第１期（１９４１年～１９４６年）「古代研究」から戦争体験を経て、引き上げ。 
 
第２期（１９４７年～１９６１年）近代日本を分析する「中範囲モデル」の量産期（その集大

成が『近代日本の精神構造』）。 
               （『政治の世界』ではⅠ（１９５８～１９６３年）に重なる） 
 
第３期（１９６２年～１９７３年）『近代日本の精神構造』のモデルの追試、および日本文化

の分析モデルの提示期（「政治元理表」の前段階）。 
               （『政治の世界』ではⅡ（１９６５～１９６８年）及び 

Ⅲ（１９７０～１９７３）に重なる） 
 

第４期（１９７４年～１９９７年）「政治元理表」形成期（政治学のグランドセオリーの開発） 
               （『政治の世界』ではⅣ（１９７４～１９７６年）に重なる） 
               
 

  １、第１期…１９４１年の「古代研究」は『護国会雑誌』に載ったもので、神島一高時代のも

のである。翌年神島は東大法学部に入学、その翌年には入隊している。『政治の世界』で

は「私がまず現実につくことから学問を始めなければならぬことに気づかされたのは、今

から三十七年前の１９４０年の夏である」（２８２頁）とある。『磁場の政治学』によると

神島が柳田国男の名前を知ったのは「一高在学中のこと」であると言っているから、おそ

らく「古代研究」も柳田国男の影響があったのではないだろうか（検証中）。 
        神島の時代にもし戦争がなかったなら、神島は日本の古代研究からすんなりと「日本の

政治と日本語に固執することによって新しい理論モデル」（２８１頁）の構築に入ってい

たかもしれない（大森仮説・検証中）。       
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２、第２期 １９４３年に神島は応召。東大入学翌年に入隊した神島の戦争体験は神島を悠長

な「古代研究」の世界に沈潜することを許さなかった。学徒出陣前に入隊し、「日々の戦

闘の敗北にもかかわらず、私が最終的な勝利を確信し、ゲリラになってでも戦おうとした」

（１０頁）過酷な実戦体験を経て敗戦、そして捕虜となり、戦地フィリピンからの引き上

げ。戦争が終って、「多くの血を流してこの敗戦である。天皇は自決するにちがいない」

（『近代日本の精神構造』あとがき）と信じた神島の直感は裏切られた。そして「なぜ日

本はこのような戦争を行ったのか」そして「天皇の無倫理性はどこから来ているのか」と

いう分析に神島は心血を注ぎ込まざるをえなかった。そうしたことが神島をして『近代日

本の精神構造』を書かしめたのである。 
『近代日本の精神構造』を人は「難解」という。しかし、この本は読み方のコツがある

のである。この本は本文がすべて「理論」で、その実証が「註」であると読めば、すんな

りと読めるのである。「第二のムラ」「桃太郎主義」「神人隔絶教と神人合一教」等々は神

島の仮説の例で、数多の仮説がちりばめられている。 
そして、『近代日本の精神構造』は神島が言っているように、柳田国男の「現実につく」

とう学問の方向性の上に「方法的に影響を受けた」という丸山眞男の方法論―「行動論的

手法」―の影響を受けている。この時の「行動論」とは、政治哲学の研究ではなく、現実

の政治分析という意味である。「行動論的政治学」は、哲学的書斎から抜け出して現実の

政治の分析に立ち向かった学の流れである。「行動論的手法」は「数量化」とイコールに

されるイメージがあるが、一番の方法論的な特徴は現実分析のための「理論―実証」とい

う方法である。選挙や大衆社会分析、比較政治等の分野で幾多のモデルを作って現実を分

析した。丸山眞男はこうした行動論を見事に輸入し、日本の政治を分析するために、数々

の「モデル」を立ち上げたー「自然と作為」「無責任の構造」「天壌無窮の皇運」「理論信

仰と実感信仰」「たこつぼとささら」「であることとすること」等々、その仮説は日本の戦

前の体制や日本政治を分析する上で、それまでないものであり、人々に新鮮な驚きを与え

た。そして、丸山はその巧みな表現力を駆使し戦後知識人のチャンピョンになったのであ

る。しかし、日本の現実を分析するそれらの理論は西洋の歴史経験から生まれたモデルを

援用していた。 
        神島はこの部分―「理論モデルの構築」―ということでは丸山眞男の影響を受けてい 

ると言ったが、このへんの事情を神島自身次のようにまとめている（『天皇制の政治構造』

（１９７８年・三一書房）―「丸山さんは、ヨーロッパやアメリカの学者の仕事をよく勉

強しまして、ヨーロッパやアメリカの学者がモデルをつくって、現実を見ているというこ

とを知っている。だから、彼らが作ったモデルを、ちょっとここを変えたらうまくいくん

じゃなかろうか、というようなことで、つくり変えて日本にあてはめてみる。そういう作

業をやられた人なんです。海の向こうの学説を誤解したりしながらその結論をただ受け容

れただけで、そのモデルで間に合わないところはお説教で片づけていこうという、一種の

政治家的学者とは違うわけですよ。丸山さんはそうじゃなくて、合わないとちょっとモデ

ルを変えてみるということをやっているわけです。そういうことで、私は非常に教えられ

たわけです。ところが、それじゃ他方では、現実を丹念にきちっと掘り起こすことをやっ

たかというと、かならずしもやってはいないわけです。」 
      神島はモデルをつくるということを丸山から学んでいるとここでは率直に認めている。    
   『近代日本の精神構造』はそういった意味で丸山の影響を受けている。 
      しかし、神島がこうした方法論に基づく自著『近代日本の精神構造』を見直す必要を 
    感じるようになるのは意外と早くやってくる（『磁場の政治学』「序にかえて」１９８２ 
    年・岩波書店）－「私は、この本（『近代日本の精神構造』）を書いたときに、前提には 
    もちろん政治理論があった。 それは私にとっては、ヨーロッパやアメリカから受け継い 
    だもので、それまでわれわれの先輩たちが信奉してきた既成の政治学の理論枠組みをそ 
    のまま使っていたのです。既成の政治学の理論枠組みは、そのままに前提にして、それ 
    だけでは、日本の社会の近代化はわからないから、中間に村モデルを持ってきて、それ 
    で解いてみせたのですが、私としては、それで十分うまくいったとおもっていたのです 
    ー中略―私は、今まで考えていた政治学の理論枠組みがどうもおかしいのじゃないかと 
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    考えはじめました。したがって、政治学を一度解体してばらしてしまって、つくりなお 
    してみなければ、話にならないように思えはじめたのです。だから、政治学をつくり 
    なおそう、ということで仕事を始めました」―こうした「回顧」をすでに１９８１年 
    に書いている。つまり『近代日本の精神構造』出版後、１０年後の１９７０年前後く 
    らいに、この書の見直しを開始し、８１年にはこのように「回顧」しているのである。 
 
  ３、第３期（１９６２年～１９７３年）は、『近代日本の精神構造』で世間から高い評価を 
      受けながら、本人はその方法論に抗いを強めはじめる時期である。このころから各誌 
      から寄稿、コメントをもとめられるようになったが、１９６４年の『日本人の結婚観』 
      は、神島の近代日本論を平易な記述で普及させ、神島をして、戦後日本の知識人を代 
      表する一人へと押し上げた。ただ、一方で神島は高い評価を得ながら、「丸山の弟子」 
      と呼ばれることには最初から抗っていた。それは単なる表面的な「プライド」等でな 
      く、その研究の方法論という学問の根源にかかわるものだったと私は思う。神島は『近 
      代日本の精神構造』で明らかになった日本の現実把握を普及させながらも、新しい 
      方法を模索しはじめていた。それは当時起こっていた日本人論・日本文化論をめぐ 
      る議論空間に参入しながら行っていったのである。しかし、神島は当時盛んであっ 
      たそうした日本人論の議論空間に違和感を覚え、次第にその世界からも引いていく。 
      同時それまでさかんにやっていた柳田研究からも引いていくことになる。つまり、 
      当時の日本論・日本人論が普遍的な尺度を使って行われていない現実を見て、「普遍 
      的」な分析枠組みの必要を痛感するようになるのである。そして、その模索を始める 
      のがこの第３期である。（『政治の世界』ではⅡ（１９６５～１９６８年）及びⅢ 
      （１９７０～１９７３）に重なる） 

 
  ４、第４期の初めに位置する年は１９７４年である。この年をなぜこの第４期の区切りの  
      年にしたかというと、『近代化の精神構造』（評論社）が出され、この書に神島が後に 
      精緻に完成する「政治元理表」の初期のダイアグラムが提出されたからである。『政 
      治の世界』所収論文「精神構造の概念枠組」、「近代化と政治的〈まとめ〉の原理」が 
      その論文である。それ以降の著述『日本人の発想』（１９７５）、『政治の世界』、『人心 
      の政治学』（１９７７）、『日本人と法』（１９７８）、『天皇制の政治構造』（１９７８）、  
      『政治をみる眼』（１９７９）、『日常性の政治学』（１９８２）、『磁場の政治学』（１９ 
       ８２）『現代日本の政治構造』（１９８４）、『転換期日本の底流』（１９９０）、『新 
      版政治をみる眼』（１９９１）とすべて「政治元理表」の完成にむけての営みであった。  
      そして最後にたどりついたのが雑誌『向陵』（１９９８・４０号）に載った「政治元 
      理表」（「柳田国男と丸山眞男を超えて」）だったのである。 
              

   Ⅲ、『政治の世界』の論文の内容 
       それでは、こうした私の神島の研究生活の時期区分に従って、『政治の世界』の諸論 
    文を見ていくことにしよう。 

     大森分類の第２期（１９４７～１９６１年）は『政治の世界』ではⅠ（１９５８～１９

６３）に重なりあう。この時期は近代日本を分析するモデルの量産期である。『近代日本

の精神構造』はその集大成であるが、『政治の世界』Ⅰの各論文を見ていくと、「日本型パ

ーソナリティの形成過程」では、①「神人合一教・隔絶教」の比較モデル②都鄙感覚モデ

ル③桃太郎主義モデルが出てくる。「近代日本の政治指導」では①郷党閥→学校閥モデル

②行政村・自然村モデル③出世民主化モデル④家族国家観モデル⑤若者組モデルが出てく

る。最後に課題として「官制青年団批判」モデルが出てくる。次の「日本の保守主義」は

「出世民主化」モデルに従って論じている。これらのモデルは神島が言っているようにほ

とんど『近代日本の精神構造』で論じられていることと重なりあう。１９６３年までは、

以上のように神島において「新しい政治学の構築」という課題は表面化していなかった。

ただ、西洋と日本の政治・文化とは違うという問題意識はいつもその前提にあったと思う。 
      大森分類の第３期（１９６２～１９７３年）は『政治の世界』のⅡ（１９６５～１９ 
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    ６８）及びⅢ（１９７０～１９７３）と重なりあう。この時期は『近代日本の精神構造』 
    で開発したモデルの追試、および「政治元理表」構築の前段階の日本文化の分析モデル 
    の提示期である。このⅡの中の「日本人の権力観」では、「国民の元気」という側面から 
    近代日本の政治を分析している。私はこの「気」は後に「人心」になるものだと思って 
    いる。この論文で神島は「気」の動きを受けて明治以降の政治家達が「統体意志」を発 
    揮して上から統治していくダイナミックスを描いているが、これは「人心」と「政策」  
    のとらえかたを示していて興味深い。つまり国民の「人心」の動きを受けて、為政者は  
    具体的な政策を立案していくのである。「人心」というものが「分った」者が「黒幕」 
    になっていくダイナミズムも面白い。分かりにくいかもしれないので、具体的に述べる 
    と、例えば、私が都知事選に立候補する。「人心」をつかんで当選する。しかし、一度政

治をやる立場になると、「人心」が支えてくれるなどと言っていられない。具体的な政策

を提示・実行していかなければならない。その提示・実行がまた「人心」に作用する、そ

うしたダイナミズムが描かれているということである。政策の立案を私は他の優秀な都庁

の友人にお願いするつもりである。この時その友人が「黒幕」ということになるのである。

「権力観」の彼我の違いを明らかにする比較論を超えて、神島は「人心」と「政策」のダ

イナミズムをここで描いている。「帰嚮元理」形成の一里塚の論文ではなかったか。 
          「政治広報と行政広報」「行政広報の理念」では、欧米と日本の「行政広報」の質的な 
        違いが、描かれている。すなわち欧米では「立法国家」から「行政国家」へ移行すると 
        きに、「同意による統治」を確保するために「行政広報」があったが、日本では「慈恵的 
        官僚制」の土壌の上に、「中立」の名の下に、上から教化する側面が強いという特徴であ 
        る。ここでは、『近代日本の精神構造』にはない比較モデルが提出されているが、基本的 
        にはそうした「中範囲モデル」を超えていない。同様に「近代日本人の教育観」は「機 
        構の教育能力の極大化」と「私人の教育能力の極小化」というモデルで近代日本の教育 
        を分析したものである。 

      この『政治の世界』Ⅱにおいて、画期的なのは次の「社会認識の構造」（１９６８）で 
    あろう。「現実認識に有効なモデル」（１３８頁）、「操作されるべきモデルは一つでなく 
    複数でなければならず、操作的に複数のモデルによって照明するのでなければ、事象は 
    適切に解析されない」（同）と「政治元理表」の前提になる考え方が示唆されている。言  
    わば「政治元理表」形成の土台になっている論文と言えよう。 
      『政治の世界』Ⅲ（１９７０～１９７３）の時期は上記の「社会認識の構造」で立ち 
    上げた方法論を踏まえて「日本の政治文化」を明らかにするという視点で日本を究明し 
    た時期である。大きなグランドセオリーを構築する前の、各国・文化の個別的特徴を神 
    島はこの時期抽出している。このⅢで集められている論文は「体制と変革」（７０）、「組 
    識と世代」（７１）、「日本政治の復権」（７２）、「保守二党論」（７２）、「理論モデルの開 
    発」（７３）である。 
      「体制と変革」は下の「コーヒーブレイク」の要約に代えさせていただくが、「組識と 
    世代」ではこの時期の特徴である「比較文化モデル」が出てくる。それは①「馴成単一社

会モデル」②「マジックミラー社会モデル」③「高密度社会モデル」④「高コミュニケー

ション社会モデル」⑤「政治社会の柔構造モデル」である。１９７０年代は「日本文化論」

の花盛りであった。神島はこの時期戦前から逸早く注目していた柳田国男の学問を武器に

この議論空間に参入していった。『日本人の発想』は７５年であるが、この時期を「日本

文化論の花盛り」と名付けるのは、例の中根千枝の『タテ社会の人間関係』が１９６７年

に出版、ベンダサンの『日本人とユダヤ人』が１９７０年、土居健郎『甘えの構造』が１

９７１年、丸山の「歴史意識の古層」が１９７２年といった具合で、日本文化論の代表作

がこの時期相次いで出版されるからである。神島はこうした日本人論の議論空間に参入し

て独自の議論を展開していったが、いつかそうした議論が普遍的な尺度に基づいていない

と考えるようになり、「普遍的」な理論の構築に向かっていく。 
     「日本政治の復権」で新しく出してきたモデルは「磁場モデル」である。「馴成社会モ 
    デル」も「異化」「馴化」で精緻な議論になっていく。また政治を見るときの「ハードー 
    ソフト」モデルも出てくる。「保守二党論」でも「ハード・マイルド（ソフト）モデル」 
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    が出てくるが、本居宣長等日本の思想家の中にある「政治」の新しい解釈を提示するよ 
    うになってきている。また、後の「同化元理」「支配元理」の元になる事例を佐藤政権か 
    ら引き出しているー「信賞必罰は、私的な次元では、利権供与の操作だが、公的には〈村 
    八分〉と暴力のバリケートである。議会政治の次元でいうなら、国民の５４％と野党と 
    は〈村八分〉と暴力によって切り捨てられ、与党内においても〈村八分〉の恐怖は大き 
    い」（１９３頁）。つまり「同化元理」＋「支配元理」の構造を「元理」という言葉を使 
    わないで表現している。そして「理論モデルの開発」という論文では「支配」と「帰嚮」 
    という言葉が提起されてくるのである。 

 
コーヒーブレイク…１５０頁の神島先生の記述は私が就職するときの意味付けになった文章

です－「人は職業専門化を通じてその網の目に補足され、人の関心は利益の明細化とその充足

を通じて体制に吸収される。したがって、現代の変革主体は体制内的に自己を形成し、生活者

としての全人的契機を通じてまさに瞬間的に体制外的非日常的変革行動を提起するよりほか

ない」－この言葉と丸山さんの「マージナルマン」という言葉によって私は大学を卒業し就職

することができた。当時、暴力が厭で学生運動に加われない私を学生運動をやっている人は「体

制的」だの「ひよっている」などと批難した。そうした友人の多くは、４年になると髪を切り、

「リクールトスーツ」に身を包み企業に就職していった。そういう「変身」が私にはできなか

った。どうすれば、日本社会に距離をおいて生きていくことができるだろうか。そんな自分に

就職の意味付けを与えてくれたのがこの言葉である。現体制の中でメシは食っていかなければ

ならない。でも、距離をおいて観察・批判する目を持ち続けたい。体制の真ん中へは絶対行か

ない、ただ客観的にはこの体制の外に自己を定位することは不可能だ。私の具体的な人生のモ

ットーは「学問をし続ける」ということと「出世をして体制の中央に近づくと、大学を出たと

きの問題意識を失う恐れがあるので、東京都に就職したけれども、一生ヒラ職員で生きる」と

いうことであった。そうした人生の指針を私は丸山さんの言葉と神島先生のこの文章で得た。

（ええかっこしーでごめんなさい。報告者の権限でこうした余談もさせてもらいます。でも５

０も過ぎると、そんなこと続けて何になったのかとも思います。でもささやかな人生だけど、

貫き通した充実感はあります） 
  
  さて、いよいよ大森分類の第４期（１９７４～１９９７年）である。『政治の世界』では、 
Ⅳ（１９７４～７６）で、「政治元理表」形成期である。「精神構造の概念枠組」（７４）、「近

代化と政治的〈まとめ〉の原理」（７４）、「日本の近代化―馴成単一社会の理論」（７４）、「政

治学の新しい地平を求めて」（７６）の論文がここに入る。「精神構造の概念枠組」は「政治元

理表」の理論的基礎にあたる。ここでは、精神構造を考えるにあたって「非言語シンボル」の

重要性に触れていることに注意を要すると思う。ヨーロッパの政治が言葉に重きを置くのに対

して、日本の政治が言葉以外を重視するという見方が反映されており、かつ思想と区別して、

「精神構造」概念を作った神島の営為の意味がそこにあるからである。 
 「近代化と政治的〈まとめ〉の原理」は『文明の考現学』で提出した「近代化の３類型」の

議論を再掲することによって、彼我の文化の違いに注意をうながす。そして政治的〈まとめ〉

の原理を抽出すべく生産労働と交信作用のダイアグラムを提示する（２２１頁）。それを前提

に後に「政治元理表」となる初期のダイアグラムを初めて提出する。「日本の近代化」論文で

は従来の日本文化論の議論で使っていた「馴成―異成社会」モデル、「マジックミラー」モデ

ル、「高密度社会」モデル、「アニミズム」モデル等が「政治元理」の構築にむけて動員される

ようになっている。そして、最後の「政治学の新しい地平を求めて」は丸山政治学に対する「宣

戦布告」の論文である。 
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コーヒーブレイク  私が立教大学に入学したのは１９７２年である。今回の私の分類では、 
３期から４期にかけての年である。この年の４月１４日神島は立教大学１１号館にＤ・イー 
ストンに対して、その「一般理論」の限界を指摘し、「日本の政治と日本語に固執することに 
よって新しい理論モデルをあみだすことができる。明治以来百年、欧米から受けてきた絶大 
な恩恵に対していずれお返しをしたいと思っている」と啖呵を切った。すでにこの頃神島の 



中で「新しい理論モデル」の見通しがついていたのであろう。 
   私は１９７４年から神島ゼミに入った。そこでもちろん『近代日本の精神構造』を読まさ

れたが、そこで繰り返し強調されたのは、「現実につくことから学問を始めなければならない」

ということであった。神島は我々にそういった意味で、柳田國男の論文を読ませた。神島がこ

の時期『常民の政治学』（１９７２年）、『柳田国男研究』（１９７３）、『シンポジウム柳田国

男』（１９７３）と次々に柳田国男研究の書を出版したのは、「現実についた学問」としてその

意義を訴えたかったのであり、「柳田国男」の研究者になろうとしたのではなかった。日本の

政治を西洋からの輸入の政治学で解くのではなく、独自の理論モデルを構築しようとして、柳

田学から学ぼうとしたのである。神島がいうように、日本の社会科学で唯一といっていいほど、

それは日本の現実から学問を構築しようとしたものだったからである。 
 ところで、「政治文化論」というのはすでに政治学の一分野として開発されていた。それは 
政治行動論の一分野としてアーモンドなどによって行われていた。それはあくまでも一般理 
論に対して各国の「差異」や「ゆがみ」の研究であった。政治学の根幹にあるのはギリシャ 
時代より西欧で発達した「支配」の政治学であり、この根幹は揺らぎなかったのである。 
  神島は自らの理論研究を「政治文化」論の地位にとどめることなく、政治学の一般理論と 
しようとした。この営みが１９７０年代の彼の営為だったのである。 
  ところで、高畠通敏は神島の政治学を批判し、それはあくまでも「政治文化論」であると 
言っていた（高畠ゼミＯＢＯＧ会編ビデオ『バタケ・インタビュー』）。「一般理論」としては 
認めていなかったのである。こうした「不認知」は一人高畠だけではないだろう。日本の多く 
の政治学者は神島の理論開発を政治学の一般理論としてはみていないのではないだろうか。 
 

 
Ⅳ、 丸山政治学への「宣戦布告」 
    丸山眞男が『政治の世界』を出したのは、１９５２年である（大森の生まれた歳、１９５２年

は安保条約とサンフランシスコ平和条約が発効した年、結局大森はこの書と安保と闘うことになっ

てしまった）。神島は１９５２年のちょうど四半世紀後の１９７７年に何と同名の書を出版したの

である。この書は丸山政治学に対する敢然たる挑戦の書である。神島は丸山眞男のＣ－Ｐ－Ｓの図

式を相対化する作業を行った。それがこの書の巻末論文である「政治学の新しい地平を求めて」（１

９７６年）である。神島はここで、丸山眞男の図式に決定的に欠けているものを見事に丸山の土俵

の上で明らかにしたのである（「帰嚮元理」の欠如！）。１９７７年にはこうした批判の上に注目す

べき論文が発表されている。それが『年報政治学１９７６』に載った「行動論以後の政治学」であ

る。この論文は後の『磁場の政治学』に掲載されているが、ここで神島は線で作られた丸山の図式

に対して、自らの政治学を「亀の子」図式にして表現したのである（但し､日本の歴史を政治に焦

点をあてて再構成したこの亀の子図式は、果たして歴史学を精緻に研究している歴史学者に対して

説得力をもつかどうかいささか不安であった。神島はこれ以降こうした図式を使っていないから、

それは妥当であったかもしれないが、はなはだ厄介な話になるのではないかと思ったのではないだ

ろうか。例えば私がこの図式を説明しようにもできない。最近私は「元理」の分布を円グラフで表

現している→添付講義資料参照）。神島自身この図式についてこまかく突っ込まれた時、説明でき

たかどうか疑わしい。そのせいか神島はこの後こうした図式から離れ、「政治元理表」の完成にむ

けて邁進することになる。 
  ところで、本研究会で『丸山眞男講義録第３巻―政治学１９６０』を読んだ（近藤氏報告）。そ

こでは、主にアメリカで発達した行動論的政治学を輸入した講義が展開されていた。丸山の西洋政

治学の摂取能力は卓越したものである。丸山は、他の著作で行動論的政治学の方法論（理論―実証）

をつかって数多のモデルを開発したが、ここでは純粋に欧米の政治学が紹介されていると言ってよ

い。そして、日本の政治学は、この１９６０年に丸山が定立した水準から一歩も進歩していないよ

うに思われる。私はそれを最近暇にあかせてやった『新スーパー過去問ゼミ２政治学』（実務教育

出版）でいやという程思い知らされた。それは国家公務員上級職の問題などを中心に編まれた問題

集であり、編者は匿名の「資格試験研究会」となっている。公務員試験の問題はそもそも各地の大

学の政治学の先生が作っていると思う。そう言った意味で､日本で行われている大学における政治

学教育の内容を知ることができる面白い本だった。わたしが驚いたのは、その中の「権力論」「リ

 6



ーダーシップ論」「アパシー論」「大衆化論」等―それら政治学の基礎的な枠組みが、この１９６０

年の丸山の講義内容とそっくりで、そこから一歩も出ていなかったのである。それは驚愕としか言

えなかった。逆に丸山がいかにすぐれた「日本の」政治学者であったかを証明することになるのか

もしれない。神島が孤軍奮闘して闘おうとした政治学はこうした日本の大学のほとんどでいまだに

行われている難攻不落の牙城としての丸山政治学だったのである。それはカミカゼ特攻隊一機が戦

艦大和にのぞむような話であった。そうした師の志を大森は引継ごうとしているのである。何と膨

大な課題であることか。 
コーヒブレイク    （近藤順茂様へのメールより） 

  ご質問の『Themes and Theories in Modern Japanese History』は、その中に丸山論文「The 
structure of Matsurigoto」が入っています。 
  神島先生は１９８５年から１９９５年まで、ご自宅で少人数の弟子を集めて研究会を主催されま

した（金成さんが一時参加していた研究会です）。 
 「The structure of Matsurigoto」は１９９０年にその研究会で大森が翻訳し発表したものです。 
その内容は『丸山眞男集』第１２巻に収録されている同名の日本での講演でおおよそ知ることがで

きます。 
   １７日（土）の高畠読書会で、私は「神島先生は『近代日本の精神構造』の方法を超えるべく

「新しい政治学」の構築を目指していた」と述べましたが、後に「政治元理表」という形で 
提示されるその「新しい政治学」の構築作業は、すでに１９６０年代終りには始めてられており、

１９７４年には「政治的〈まとめ〉原理」として発表されております（評論社『近代化の精神構造』

所収）。 
  ですから、神島の研究生活の後半分（四半世紀）はこの「新しい政治学」の構築作業に費やした

のであって、それは『近代日本の精神構造』に費やした時間よりはるかに長いのです。つまり、こ

うした神島の研究は、近藤さんがおっしゃるように、「晩年」に急に行われるようになったもので

はありません。 
  丸山は「The structure of Matsurigoto」のような話を１９７５年ころに欧米で盛んに報告してい

たようです。その内容は、神島の「パクリ」だと私は思っています。神島主催の研究会で、私は神

島先生に「日本ではとても報告できないので、欧米でやっていたのですね」と言ったところ、「後

期丸山は私に近づいてきた」と怒りを押し殺していました。 
   神島はこれが自説の「パクリ」だと認識していたようで、『政治をみる眼』（１９９１・ＮＨＫ

出版）では、丸山は、この論文で、神島理論を「追試」した表現しています（１３４頁）。 
   以上、近藤さんの質問の答えになっているかどうかわかりませんが、私の知っていることを述

べさせていただきました。短いメールではかたり尽くせない問題ですが、今日はこのへんで失礼し

ます。                                                                     大森 
 
 
Ⅴ、私の「政治元理表」の解釈 
  ２２１頁に言語シンボルと非言語シンボルの図式がある。私の最近の「政治元理表」の理解は１

０の元理をもっとも基礎となる「権力」のありようによって分類することに基づいている。神奈川

大学での講義レジュメを参考につけておいたが、私は最近、元理を４つに分類している。①物理的

強制力にかかわる元理―「支配元理」「闘争元理」、②「もの・こと・わざ」にかかわる元理―「同

化元理」「互換元理」、③言葉にかかわる元理―「自治元理」「法元理」、④非言語にかかわる元理―

「帰嚮元理」「エロス元理」「カルマ元理」「知己元理」である。 
    ちなみに政治学の古典的議論に権力の「実体説」と「関係説」がある。目に見えるものとして

持っているとする権力観が「実体説」で、被治者が意味付けをして初めて権力が力をもつというの

が「関係」説である。神島の「政治元理表」は、こうした権力観をもちろん通過させている。「実

体」説にもっともかかわるのが②の「もの・こと・わざ」の元理であるが、これも「関係」に大き

く左右される。他の①③④も「実体」とも「関係」両方にかかわる。  
   ところで、こう分類してみると、④非言語にかかわる元理が一番多いことがわかる。つまり、

これが「政治元理表」の最大の特徴の一つなのである。「政治は言葉である」―アメリカ大統領選

挙報道でもある「識者」がこのように言っていた。しかし、「ヒラリーの涙」にも表れているよう
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に政治における「言葉以外」の要素の大きさも認めざるを得ないのではないだろうか。④の非言語

にかかわる元理―「帰嚮元理」「エロス元理」「カルマ元理」「知己元理」で、例えば「人心」は「カ

レントムード」なのであり、「愛」も家族内で見られるような「無形」の心のやりとりである。「業」

も「やむにやまれぬ人間行動」であり、言葉ではない。「出会い」も言葉ではない。「政治は言葉で

である」というのは西洋の発想であろう。まさにギリシャ時代のプラトン・アリストテレスの時代

から政治は「対話編」という言葉にあらわれているように政治は言葉であった。これに対して日本

では古来「ことあげせぬ国」であった。昨年末の自民・民主大連立騒動の際に、福田首相は「あう

んの呼吸で」という説明をした。アメリカの大統領選挙では決して出てこない言葉である。「帰嚮

元理」の諸カテゴリーはこうした前提―非言語にかかわる元理―で見なければ理解できない。「ま

つろうーしらす」「よさし」「もののあはれ」「受容」「なる」「清明」「懺悔・自決」「奉納」「馴化強

制」―すべて非言語的である。こうした意味で一番分かりやすいのが「もののあはれ」である。そ

れは言葉ではなく雰囲気である。 
    
 
 
コーヒーブレイク  「政治における言葉以外の要素の重要性」の例題として、「Ｋ．Ｙ．君」という今

日本ではやりの言葉をとりあげてみよう。最近日刊ゲンダイで田中康夫は「Ｆ．Ｙ．君」などという

類語を創作した。何をかくそう我が福田康夫首相のことである。「雰囲気が読めない人」という意味を

そのイニシャルにかけたのだそうだ。 
 田中康夫は首相を批判して「Ｆ．Ｙ．君」と言ったが、大政治でも「空気」「雰囲気」が読めないと

だめなのである。それは国民の考えているところで、「世論調査」の「内閣支持率」がその近似値にな

るのではないかと思っている。日本社会ではとりわけこの「空気」「雰囲気」が重要な役割を果たす。

ファシズム期とかの日本社会ではえてして「ものが言えない雰囲気」が発生しやすい。大政治の「空

気」「雰囲気」論を話しはじめると、大議論になってしまうので、ここでは日常の政治―家庭や会社、

地域社会―での「空気」「雰囲気」について話そう。 
わたしは小学校の事務職員をしている。学校にはご案内の通り「職員室」があり「職員会議」があ

る。学校はこれから卒業式・入学式シーズンを迎える。今、東京都教育委員会の圧力で国旗掲揚・国

歌斉唱が強制されている。ところが、各学校では管理職が柔軟にこの都教委通達を「軟着陸」させて

いるのが実状である。都教委の強制を「額面通り」あるいは「文字通り」教員に押し付ける「強硬な」

管理職はいるにはいるが、おおくは「表面的には」服従して、「口ぱくぱくでもいいですよ」くらいの

ところで君が代斉唱が行われているのが実情である。強硬な管理職は「Ｋ．Ｙ．君」ということにな

って、会議だけでなく日常的な運営（教育）も滞ることになる。「強硬な」管理職はまわりから「転勤

をひそかに希望され」、寂しくその場を去っていくことになる。 
政治は「秩序形成」（廣瀬氏の言葉）である。わたしはもっとわかりやすく「社会・諸集団のまとめ」

と定義している。この「秩序形成」の手段としては、言葉（議論や規則）だけではなく言葉以外の要

素が大きな役割を果たす。例えば「目つき」「笑顔」「会釈」「うなづき」「涙」「思わず出る行動」「空

気」「雰囲気」などである。こんなことすべてが加わって「秩序形成」は行われる。こう考えると一番

大事だと思っていた「言葉」は「秩序形成」においては one of them くらいに思えてこないだろうか。 
 
Ⅵ、結びにかえて 
  高畠読書会では、丸山政治学（「支配元理」が核）と高畠政治学（市民の政治学＝「自治元理」）

のみを勉強した人々の中で、神島政治学を紹介している。私は「神島政治学の使徒」かもしれない

（笑）。しかし、この仕事に一生をかけるほかない。自分は神島政治学が本当に現実の政治を分析

できる現実にある政治学の中で一番だと思っているからである。すでに、丸山・高畠政治学に固め

られた人たちに、例えば「帰嚮元理」を説くのはきわめて困難なことであろう。しかし、それでも

最近は近藤さんなどにすこし耳を傾けてもらえるようになった。この高畠読書会は私にとっては、

「説得訓練」の良き場所になっている。 
  ところで、神島政治学をより説得力を持って話すために、現在やっている作業は、新聞記事を１

０の元理にそって、分類整理する作業である。『風と帆の政治学』を書くために、すでに「帰嚮元

理」のスクラップは２冊目になったが、他の９つの元理もスクラップブックを作っている。驚くべ
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きことだが、毎日の新聞記事の中で、いろいろな元理が見られること。「帰嚮元理」「闘争元理」「支

配元理」「自治元理」「法元理」「同化元理」「互換元理」は最初から見られると思っていたが、「カ

ルマ元理」「エロス元理」「知己元理」までちゃんと出てくる。このスクラップがたまれば、いろい

ろなところで話すときに具体的な例をあげて話すことができるのではないかと思っている。参考ま

でに、神奈川大学でやっている講義のレジュメを最後に添付しておいた。新聞のスクラップ資料を

たくさん用いていつも講義をしている。 
  いつか高畠読書会で、「何だかんだ言っても、近代社会は西洋の原理で作ったのではないか」と

廣瀬氏にいわれた。つまり欧米発の「政治元理」を批判している大森に対して、西洋の考え方・思

想が依然有効であるといいたかったのであろう。それに対して大森は「近代はそうしたけれども、

今考えなければならないのは、これからーつまり現代・未来である」と答えた。偶然出たセリフだ

が、我ながら良い応答であったと思う。まさにそうした問題提起が「政治元理表」の中にあると思

う。 
  
                                       以 上 


