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高畠読書会 平成２１年９月１９日 大衆の反逆 オルテガ著 報告者 広瀬知衛 
 
何故この本を選択したか、 
１）私は草臥れてきた時「何のために生きているんだ」と自分に問う癖がある。今日、自ら答えを出すことによ

ってしか答えが無いこの問いは本質的には意味のない問いであり、自分では「草臥れた。」というのと同義語とする

事にしていた。ところが、この本を読み、この問いの答えではなく、私が何故この問いを発するのか、そして何故

この問いの答えが無いのかが見いだせた。 
 人がマルクス流の類的存在であり、言葉という記号で生きる以上、この問いは歴史とパブリックに関わらざろう

得ない事や、この問いの答えが無い時代を私が生きている事実をこの本によって噛みしめらせてもらえた。 
 ２）同時に、この本は人間が生きるという視点から時代を眺めており、学生時代以降私が世界を眺める方法とし

て来た政治学であり、近代政治学の基本書のひとつであることは疑いもない。（国家を国民、領土、機構とする法的

な見方ではなく、領土も民族も結果とする等々） 
３）又、自分自身が普遍的と思わされているれる事さえ歴史的に生み出された豊かさの上に立った砂上の楼閣に

過ぎぬ事を改めて思い知らされてくれる。 
４）下記のような認識論も私の是とする所だった。 
ｐ１８７、「世界には無数の出来事が起きているが、それを直接把握できないだけに、自分なりの現実を構想し、

物事が一定の方式に従っていると想定するしかない。そこで概念の網を作る。ただ概念はギリシャ人のようにそ

の中に現実を発見するものではなく、人間の生の無限で錯綜した現実にあって自分の位置を明らかにする道具な

のであって、概念は事物自体については何も語っていない。要はその事物をもって何をなしうるか、どういう害

を蒙るかを要約したもので、概念の内容はつねに生に関連づけられた一人の人間にとっての可能な行動もしくは

苦悩である。思索は誇張だ。」 
ｐ２２４「抽象的なものは明晰であるが、それとは別に生（なま）の具体的な現実の中で正確に自分の方向を

定めうる能力、生のすべての状況が示す混沌の背後に、各瞬間の秘められた構造を透視する、生の中で道を見失

わない人間こそ真に明晰な頭脳である。こうした明晰な頭脳は生の現実を直視し、生のすべてが問題であること

を認め、自分が迷えるものであることを自覚する。ところが、通常は道に迷い現実を反映せず、現実に適応する

意図さえなく、自己自身の生を直視しないようにするために思想を用いる。科学者においても自己の生との対決

を怖れて科学に没頭している。」 
 ５）同時にこの本を通して、今回の政変の歴史的意味として受け止めたのは公を担って来ていた小数者である「優

秀な官僚」と「大物政治家」が大衆化してそのシステムが崩壊し、ルナンの「一国家の存在は日々の人民投票であ

る」という定義が実現したものとみなせるのだ。つまり国家の責任が少数者にではなくフィクションとして作られ

た国民そのものに帰する事態が生まれたと言っていいだろう。つまり少なくとも原理的には私たちはかつてのよう

に「自民党が」「官僚が」悪いで問題が片付けられなくなった時代と言える。 
 これが体制においてのオルテガの言う「大衆の反逆」であるとしても、全般的な「大衆の反逆」を迎えた事なの

かそれともそれを超える事態が起きているのか今私には判別できない。 
 ただ、少なくてもかつて高畠がオルテガについて語った、「多くの大衆が学問を獲得する事によって公共性を担え

る存在になった事に期待する」という見解に私は与しない。これはいかにもオルテガの言う「大衆」の誤読からく

る時代に対する楽観的な慰めに過ぎない、からだ。 
 
要約 
第一部 大衆の反逆    
一 充満の事実 
今日、ヨーロッパにおいてその本質上、自分自身の存在を指導することもできなければ、すべきでもなく、ま

して社会を支配統治することなどおよびのつかない大衆が社会的権力の座に座り、民族や文化が危機に直面して

いる。これが歴史上幾度もあった大衆の反逆だ。 
かつては、群衆を構成している個々人は小さな集団か、個々ばらばらに世界のあちこちに分散し、原野や村や

町や大都市の一区画に固有の場所を占めていたのだが、今や様々な場所に人が蝟集、充満しており、少数者のた

めにとっておかれた洗練された最良な場所をも占め、高級な場所に入り込んでいる。 
この量的、視覚的である群衆という概念を社会学の概念で質的にとらえれば大衆である。大衆とは格別資質に
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恵まれない人々の総体であり、他の人々と異ならず自己の内に普遍的な類型を繰り返す人間だ。少数者とは特別

な資質をそなえた個人もしくは個人の集団であり、例え自力で達成しえなくても他の人々以上に自分自身に対し

て進んで困難と義務を負い高度な要求を課す人の事であり、この少数者の集団の成員の一致点は多数を排除する

ような願望にあり、他の成員との一致は個別化の後に起きる。その点大衆とは自分自身に特殊な価値を認めよう

とせずに、自分をすべての人と同じであると感じ、そこに喜びを見出すすべての人だ。この分類は社会階級によ

るものではなく人間の種類による分類であり、知的分野にも貴族にも「小数者」と大衆がいる。 
かつては特殊な才能がなければ遂行できない例えば芸術や贅の分野の楽しみとか行政上の機能や公共的問題に

関する政治的判断は少数者によってなされ大衆はその中に割り込もうとしなかった。大衆は少数者が自分たちよ

りいくらかは知っていると考えていて、少数者は自由主義の原則と法の規範との庇護によって活動し生きること

ができた。そこではデモクラシーと法、合法的共存は同義語であった。しかし今や大衆が法を持つ事なく直接的

に行動し、物理的な圧力を手段として、自分の希望と好みを安易に実社会に強制する、直接的に支配権をふるう

時代になった。 
  今日の特徴は凡俗な人間が、おのれが凡俗であることを知りながら凡俗であることの権利を主張し、いたると

ころでそれを貫徹しとうとし非凡、傑出、個性、特殊な才能をもった選ばれたものを席巻し、すべてのものと同

じ考えをしないものは締め出される事にある。 
二、歴史的水準の向上 

今日大衆はかつて少数者のために保留されていた生活の分野と一致する活動範囲をもって、少数者に服従も追

従も尊敬もせずに少数者を押しのけとって代わろうとする。少数者の集団によって発明され選ばれた者のみが利

用していた利器を使用しては上級とみなされていた欲望や必要性を感じるようになった。１９世紀に万人に基本

的人権と市民権あるとかつて理想としていた事が今やあらゆる個人の内面で現実となり、単なる欲求と無意識な

前提に変わりはててしまった。平均人の生はかつての少数者の特徴をなしていた生活分野と変わらぬように構成

される。我々は財産が均等化され社会層間の文化程度も平均化され男女も接近しつつある平均化の時代を生きて

いる。 
三 時代の高さ 
 真の生の充実が満足、達成、到着にあるわけではないだけに、３０年前（1８９０年ころ）歴史の頂点に達したと

自己満足した時代は実は終末に過ぎなかった。頂点以降である現在（19２0 年）は言われているような没落の時代

ではなく、何が起きるか分からない生を生きる時代なのだ。 
今日の人間は過去のどの時代よりも生をいっそう生であると感じていて、我々の生は過去のどの生よりもスケー

ルが大きいと感じ、過去に対する敬意と配慮を失ったと同時に過去の規範も規準も認めない過去と切り離された時

代になった。 
つまり、我々の時代は絶頂ではなく、すべての時代に優れていると信じ、出発点と感じながら、末期の苦悶とな

らないと言い切る自信もない時代、他のあらゆる時代に優り自分自身に劣る時代、きわめて強力でありながら自分

自身の運命に確信がもてず、自分に誇りを持ちながらその力を恐れているというのがわれわれの時代なのだ。 
4 生の増大 
生の水準の上昇と時代の高さは世界が成長し増大したという事であり、平均的な人間の生の内容が地球全体を包

括し各人は空間的に常時全世界を生きるだけでなく時間的にも増大した。その世界の増大の実体は広がりを増すだ

けではなく多くの物象をも内包する。 
我々の生とは特定の可能性の領域内（環境）にあって、可能性の集積である世界に自己を見出す事にある。今日

その可能性の領域が増大した。つまり生の主観的能力が増大し、過去を矮小に見、自分たちの生を新しい生とみな

している。信じがたいような能力が自分にあると感じながら何を実現すべきか知らない、一切の事象を征服しなが

ら自分を掌握していない時代、豊かさの中に自分を見失ったと感ずる時代なのだ。そのため今日の世界には計画や

将来の予測や理想が全くなくなった。 
 
５一つの統計的事実 
我々の時代の生は可能性としては豪華で優れているが、過去の中に自分の方向を見出せず、自己固有の使命を自

分で発明しなければならない。 
人が生きるというのは機械的ではないものの宿命の広がりであるこの世界に自己を見出すことであり、自分があ

ろうとする姿を自由に決定するよう強制されている。つまり常時決断が要求される。 
この事は集団的な生においても同様で、普選の時代には大衆は参同するだけで少数者が決断をしていたが、今日
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生では設計も計画もなしに生きる大衆が社会的権力になった事により、政治はその日くらしになった。全能で可能

性にあふれた社会的権力を所有する大衆の活動はその時々の軋轢を解決しようとせず、ただ避けようとしてかわす

ことに限られ、結果多くの混乱を将来に蓄積する。 
1800 年以降の人口増加にみられる成長の異常な速さで増えた大衆は強力に生きるための道具や近代生活の技術

は教えられても、歴史的使命に対する感受性、精神は授けられなかった。結果、この世界を昔からの複雑な問題を

持たない楽園のように考え、自分たちの手に支配権をとろうとした。 
この大群衆を生みだしたのは技術的創造に基礎をおいた自由主義デモクラシーだ。ただ、これはこれまでの社会

的生の最高形式であるものの，同時にこの１９世紀が生みだした生が拠ってたつところのこの原則を危機に陥らせ

ている大衆人を生みだした。 
６大衆人解剖の第一段階 
１９世紀以前の民衆の生は耐え忍ぶ他にない障害に適応して狭小な空間に住みつく以外ない重苦しい運命だっ

たのだが、大資産家が減少し、工場労働者の生活が困難になったのに反比例して、各社会階層の平均人は物質的

容易を得、地位は安定し他人の意思に煩わされなくなった。以前なら幸運のなせるわざとみなされ運命に感謝の

念を抱いたろうが今や要求すべき権利に変わった。市民的精神的領域を見ると１９世紀後半以降の平均人は生ま

れながらにして社会的障碍も制約、抑制もされない法の前の万人の平等を得た。 
 あらゆる時代の民衆にとって生とは制約、義務、隷属であったのだが、１９世紀に起こした伝統的な秩序を駆

逐し、新しい秩序を樹立した革命によって平均人は原理的に無限に増大する欲望を持つ事になった。しかも、大

衆人は天才の努力によって技術的社会的に成立したものを自然が生み出したものと受け止め、生み出した者への

思いもなく、又それらが容易に互解してしまう事をも思いもしない。こうした中では育ったものは自己自身の限

界を経験せずに外部からの圧力から守られて来たのでいかなる人間をも自分に優れたものとみなさない。かつて

は大きな災難がしばしば起き安全も豊さも安定も無かったので人は分をわきまえていたのだが、新しい大衆には

可能性に満ちたうえ、安全で努力なしにすべてが意のままになるように用意されている。結局、大衆の不合理な

心的状態は自分の安楽な生活が関心事でありながら、安楽な生活の根拠に連帯責任を感じていないのだ。 
７ 高貴な生と凡俗な生 
かつての生きる事は自らの限界を感じる事であり制約を与えるものを考える事だったが、新しい生は生きると

はいかなる制約も見出さない事であり安心して生そのものに任せれば不可能や危険なことは何もなく、他人に優

る人は一人もいないのだ。かつては境遇の改善や社会的地位向上は幸運か努力のたまものだった。ところが今日

の大衆は完全で自由な生を特殊な原因なしに得る。自分以外のいかなる審判にも自分を委ねない事に慣れあるが

ままの自分に満足する。 
選ばれた人は自分を超える何かに奉仕することに生きるのに対し、大衆は環境が強制しないので自分以外のも

のに目を向けず、他に頼る事をやめ、自ら自己の生の主という気持ちになり、自らに何も求めず自分の現在に満

足し、何の不満も持たない。 
無人称的な人間、市民としての権利は受動的なもので、個人的権利特権は努力して維持する権利だ。ところが

１９世紀によって組織づけられた世界は新しい人間を生み出し、彼らに欲求とそれを満足させる手段を与え野放

しにした。その結果平均人は閉じこもり何物にも誰にも関心を払わない自己閉鎖性と不従順になってしまった。 
８ 大衆はなぜすべての事にしかも暴力的に干渉するのか 
優れた人が自己を完全者とみなすためには虚栄心が必要であり、それは本人さえ仮定的で空想的と疑うものだ

けに、他人を必要として他人の中に自分自身が自分について抱きたいと思う意見の確認を求める。つまり高貴な

人間は自分を完全者と感じない。 
ところが、今日の大衆人は馬鹿なわけではなく、多くの知的能力を持っているのだが、自己の思想の限られた

レパートリーの中に住みついてしまう。かつての庶民は信条、しきたり、経験、格言、習慣的なものの考え方を

もっていたが「思想」や理論的見解を自分が持っていると思わなかった。ところが今日では限定的な「思想」を

持つ事により判定し、裁定し、決定しても聴くべき耳は失った。つまり平均人は知的自己閉塞で自分の中に「思

想」は見出すが、考える能力はない。意見の主張のための条件と前提を認めようとせず彼らの思想は言葉に身を

包んだ欲望に過ぎない。 
思想を持ちたいと望む人は真理を欲する。その真理が要求する思想や意見を調整する審判や議論に際して依拠

する一連の規則を認めなければ思想とか意見とか言っても無意味であり、文化、規則や知的態度への尊敬の念が

なければそこに文化はない。一つの思想を持つという事は理解しうる真理の存在を信じる事であり、最良の共存

形式は対話であり、対話を通して思想の正当性を吟味する事であると信じることである。 
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文明とは何よりも共存の意思をもつことにあり、手続き、規則、礼儀、長鄭、正義、道理の煩雑さはそのため

に創り出されてきた。大衆は規範との共存を拒否し、正常な手続きをとばして自分の望みを強行しようとする。

暴力は激こうした理性として最後の手段であったものが今や「直接行動」として「最初の」から、「唯一の」手段

にさえなっている。 
自由主義的デモクラシーは共存への意思を持った「間接行動」であり、社会的権力は全能であるにもかかわら

ず原則に従って自己を制限し、自己を犠牲にして国家の中に大多数の人々と異なった考えの人を生かす至上の寛

容さをもつものだ。この原則に則り敵と共存し、反対者とともに政治を行うはずが、多くの国で同質的大衆が社

会的権力にのっかり反対者を圧迫し抹殺している。 
９、原始性と技術 
今日のあらゆる情況は二面性を持ち、それは一面から見れば善、他方からは悪というのではなく、情況それ自

体が勝利と死の双面を持つ可能体だ。 
本来、予定された歴史などはなく、生はドラマであり多くの可能性の中にあり、大衆の反逆は人類の新しい比

類なき組織への移行過程でもありうるが、破局にもなりえる。その中で不吉な面を強調すれば、文明諸原理にな

んらの関心を持たないタイプが社会的指導権を掌握してしまったという指摘ができる。世界は文明開化している

が、そこに現れた人間は未開人なのだ。人は技術を用いて生きているが技術によって生きているわけではないの

に純粋科学、実験科学の担い手を育まず、それどころか彼らを賤民に変えてしまった。平均人が科学から受ける

恩恵とそれに対する彼らの感謝の念に不調和にこそ問題がある。 
１０、原始性と歴史 
文明は原始と違って技巧的なものであり維持しなければ成り立たず芸術家、職人を必要とする。ところが大衆

人は使用している文明が自然発生的なものと信じている。文化の基本的な価値に責任も負わないし奉仕もしない。

その原因の一つが文明の原理が豊穣で的確であるため実りの量も精度も増大し、通常人の理解を超えるところに

ある。生活の向上とともに問題が複雑化して解決手段も精巧になっていく、その手段の一つが歴史的知識であり

成熟した文明を維持継続していく技術だ。ところが今やヨーロッパでは歴史的無知になっている。19 世紀科学と

しての歴史は発展したのにもかかわらず歴史的文化は失い原始性への後退が始まった。ボルシェヴィズムもファ

シズムもこの後退に過ぎない。 
１１ 慢心しきったお坊ちゃんの時代 
生とは自己自身たるための戦いであり、努力であるにも関わらず、世襲貴族や甘やかされた子供同様に大衆人

は自分が創りだしたものではない生の条件が与えられ、他人（先人）を演ずるよう運命づけられる。 
  １９世紀は平均人が過剰世界の中に安住する事を可能にする性格の文明であった。平均人はありあまる豊かな

手段（効果的な道具、卓効のある薬、未来のある国家、快適な権利）を見て、その背後にある苦悩を見ない。薬

品や道具の発明や生産を保証する事の難しさや、国家が不安定な組織である事も、自己の内に責任を感ずる事も

ない。この不均衡が生の本質との接触や生き物としての根源から真正さを奪い取る。 
ヨーロッパ１９世紀に生まれた自由主義は運命の真理でありそれからは逃れられないにもかかわらず、人々は

自己の運命から逃れ、自己のあるべき姿との対決を回避する。現代は風潮、漂流者の時代であり大衆人は運命を

受け入れず、虚構の生を営み芸術、思想、政治、社会慣習は皮相なものとなる。 
１２専門主義の野蛮性 

大衆とは労働者や一つの社会層を指すのではなく、今日あらゆる層の中に現れていて、我々の時代を代表する

とともに、支配しているような人間の種類、人間のありかたを指す。 
  今日、ヨーロッパの頂点である科学者が科学―文明の根源―そのものによって自動的にこの大衆人の典型にな

ってしまう。そもそも科学そのものは専門主義ではないのだが、科学が発展するためには科学者が専門化する必

要があった。 
  実験科学を総体的にとりあげたとしても数学、論理学、哲学から分離してしまえばもはや真ではないのだが、

科学に関する労働は専門化せざるをえない性質をもっている。その結果１８９０年代には特定の科学、しかも自

分の研究分野しか知らない科学者のタイプが出現する。近代科学は機械化によって凡庸な人間をも歓迎し、方法

の正確さと確実さにより知識の一時的、実際的な分割を可能にする。自然に対する新しい発見をするような専門

分野を「識っていて」もそれ以外は無知なのだ。 
  結果、専門以外何も知らないが無知ではないのが専門家であるのもかかわらず、他の知らない分野の専門家を

受け容れずに自己に閉じこもり大衆人になる。 
１３最大の危険物＝国家 
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大衆は自分から行動せず、指導され影響され代表され組織され大衆であることを止めることにあこがれるべく

この世に生まれてきた。大衆は優れた少数者によって構成されより高度な法廷に自分の生を関連づける事が必要

なのだ。人間は好むと好まずとに関わらず自分より優れたものによる示唆を求めざるをえず、示唆を自分で発見

するのが優れた人で、それ以外は大衆人であり示唆を受ける必要がある。大衆が自ら行動しようとするのは自ら

の運命に逆らうことであるというのに、今日はそれを行っている。 
大衆が自ら行動するのはリンチ以外になかったのだがそれも規範化、レトリック化し今や衰退しはじめた。と

ころが、我々は形を違え相変わらず暴力に支配され続ける事になる。それが国家だ。大衆人は国家が現にそこに

あり自分の生を保証してくれる事も知っているが、それが人間の創造物に過ぎず、幾人かによって発明され、維

持されていても明日にも雲散霧消してしまうかもしれない事を知らない。一方で国家に匿名の権力を見、自分自

身も匿名なだけに国家を自分のものと信じ込んでしまい、社会に問題が起きたときこれに頼る。 
今日文明を脅かしている最大の危険はこの生の国有化、あらゆるものに対する国家の介入、国家による社会的、

歴史的自発性の吸収だ。国家と大衆は匿名で一致し、大衆は自分が国家であると信じ勝手に国家を動かし、国家

を用いて、創造的な少数者を押しつぶす。社会は国家のために生き、人間は政治という機械のために生き、やが

て機械である国家は周囲の生命力を吸いつくし死に絶えてしまうだろう。大衆支配の下にあっては国家が個人と

集団の自由を踏みにじりついには未来の息の根をとめる。それは警察力の膨大な増強に見られる。「秩序を愛する」

人々が秩序を守るため作った「社会的秩序の権力」は作られた権力側に都合の良い権力を強制するようになる。 
第２部世界を支配しているのはだれか 
１４ 世界を支配しているのはだれか 

大衆の反逆とは成長であり裏側では人類の道徳的退廃である、その事を以下に観る。 
一、一つの新しい歴史時代の本質、特性の外面的変化で重要なのは権力の位置関係であり、それは内面的変化

である精神の位置転換をももたらす。従ってその時代を眺めるには「現に世界を支配しているのは誰か」という

質問が必要だ。 
「近代」と呼ばれる16世紀以降、人類は統一化の道を歩み始め、ヨーロッパ民族によって形成された同質的集

団が命令を下し、世界はヨーロッパの統一的支配の下、単一のあるいは斬新的に統一化した様式に生きて来た。

この支配とはけっして力によるものではなく、人間間の安定した正常な関係であり、世論に支えられた権威の正

常な行使だ。国家とは世論のステート（状態）、均衡状態、静態なのだ。支配とは一つの意見の従って一つの精神

の優位を意味する精神力以外のなにものでもない。 
この意見とは思想、好み、願望、目的の体系であるが大多数の人間はそれをもっておらず、外から意見を入れ

ねばならず、彼らの精神が意見を持つように権力を行使しなければならない。この意見なくしては人間の共存は

混乱し、人の生は構造を失い、組織性を失ってしまう。この世界の支配を第一次世界大戦後ヨーロッパは行って

いない、とすると誰が後継者なのか。 
二、ヨーロッパはもはや世界を支配していないと言われ始め、まだ国民になっていない国で民族主義が台頭し

てきた。ヨーロッパの創造した規範体系に代わる体系を生み出さずに、しかもそれを無効とする小さな共和国が

生まれている。世界は支配者を失い、被支配者たちは反抗することによって、仕事もなく生の計画ももたぬ状態

に取り残されてしまう。 
三、ヨーロッパ的掟は他の掟が地平線に姿さえ見せないうちに効力を失った。結果、国民も個人も混乱が起き

ている。 
我々にある種の方法で生きることを義務づける掟がなくなってしまえば我々の生はまったくの待命状態に停滞

してしまう。生きるとは任務を果たすことなのにそれがなく青年は自由で何らの束縛ももたないと感ずるあまり

空虚を感じる。 
ヨーロッパは人々が放浪、空虚な生となる逸脱になるのを防ぐべく、仕事を与え運命と常道に入るように命じ

る事を 
止めた。ところがその代わりがいない。ロシアは独自の掟を持たずマルクスのヨーロッパ的原理をフィクション

として支持するふうを装っただけであり、アメリカも「若い民族」としてヨーロッパが発明した技術的な人生観

にあるだけだ。 
ただ、この現在のヨーロッパ諸国民の没落は文字通りヨーロッパが統一される日のためには必要なのではない

か、 
四、人間は本質的に社会的なだけに社会において支配と服従が不明確であれば一切が雑然として、共同体に影

響があるばかりではなく、個人の本質まで攪乱してしまう。 
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人間の生はその本質上何かに賭けられていなければならない。又人間の生は一方においては各人が自分で自分

のためになす事であるが、他方で私だけの生が何かに捧げられなければ緊張も「形」も失い弛緩してしまう。 
ところが各人や民族の生が完全な自由と自分自身に熱中する完全な自由を得て、なす仕事もないままに、自分

自身の中に留まりうつろになってしまった。何かで自分を満たさねばならぬために偽りの自分を作り上げ漂泊す

る。 
エゴイズムは自らをとじこめてしまう迷路なのだ。生きるとは何かに向かって放たれ一つの目標に向かって歩

くことであり、それは私の道程でも生でもなく、私の生を賭けるもの私の生の外に彼方にある何物かだ。「私」が

一人でエゴイスティックに独歩すれば自己の中に迷い込んでしまう。 
命令はいわれなく行われるものではなく、支配者としての生の設計を持った誰かが偉大なる歴史的運命に参加

せよと他の人々に行使する圧力だ。 
創造的な生は自らを支配するか、われわれが完全な支配権を認めた者が支配する世界に生きるか、つまり命令

するか服従するかのいずれかであり、服従は忍従ではなく命ずる者を尊敬してその命令に従い、命令者と一体化

しその旗のもとに情熱をもって集まる事なのだ。 
五、 ヨーロッパ各国の経済、政治、知性潜在能力を高めているのに対し政治的国境が障壁となっている。国

家という限界に突き当たりヨーロッパの一人一人の内部で生がもつにいたった実際的広がりに見合う大きさの計

画が欠如しているのだ。ヨーロッパは成長し、新しい生の段階に到達し、過去の機構である国家が今日の発展を

阻害している。ヨーロッパは自己の超克を余儀なくされている。 
六、ギリシャのポリスとローマのウルブスのそれぞれは公共広場を建設して、その周囲に向かって閉ざされた

都市を建設した。ポリスの起源は住居の集合体ではなく市民の集会所、社会的役割のために区画された空間であ

り、ウルブスは個人的、家族的必要性から生まれたのではなく、社会的な事柄を論ずるために作られた空間であ

った。 
つまり、都市国家は原野の一部を壁で取り囲み、無定形で無限な空間に対して封鎖された有限の空間を作り、

人間は植物、動物との一切の関連から自己を解き放ち、純粋に人間的な別個の領域を創造した。それが市民的空

間だ。都市は家族的な家より抽象的でより高度な集合体として動物に近い原始状態に還元しえない新しい人間存

在が生み出され、やがてそれがステートとなる。 
国家（ステート）は歴史的なもろもろの力が一つの均衡状態、安定状態に達した組織化された静止な共存であ

り、それは歴史的な運動の反対概念ではあるが、国家を生み出し、それを支えるダイナミズムを内に秘めている

のだ。つまり普段に造り上げていかねばならないのだが、形成された国家は運動の原理を持つ生成中の国家を忘

れさせる。 
国家は群れとか部族とかの血縁関係とは違って、それから脱却しようとするときに生成し、多種の血と言語の

結合し、自然的社会を超克し、そこに法的な抽象的均一性を打ちたてるものだ。 
国家は、自分の内部に向かって生きるように出来ている自給自足の孤立したいくつかの小共同体が共同体外的

共存を作り出し、共同体の成員の生の一部は物的、知的交流をもつ他の共同体の成員と関係づけられていくとい

う歴史を辿り誕生する。 
この際に既存の社会形式に有利に作用する共同体内的共存と、阻害する方向に作用する外的それという二つの

共存形式の間に不均衡が生じるが、国家の原理は内的共存の社会形式を廃止し、新しい外的共存に適した社会形

式にとって代えようとする運動となってあらわれる。国家はある民族の知性が伝統的な共存形態を捨て、いまだ

かつて存在しなかった形式を想像する事によって創造される。つまり国家は想像力の産物として生まれ、民族の

想像力の限界が国家発展の限界となる。 
七、シーザーがガリア戦で選択した道は全能で豊で無敵であったにもかかわらず、懐古的死滅状態のローマを

ローマによってではなくその周辺諸州によって生きるという、都市国家を超克する道だった。多種多様な民族が

協力し、すべての民族が連帯感をもちうるような一つの国家、命令を下す中心があって周辺がそれに従うという

のではなく、すべての要素が国家の受動的にして、能動的な主体である巨大な社会構成体を作ろうとした、これ

こそ近代国家であった。 
国家とは出生を異にする諸々の集団が共存を強制される時にはじめて生まれ、集団に提示された共通の課題、

督促的な計画を前提とした、一つの行為計画であり協同作業のプログラムであり、ダイナミズムを有する一つの

運動なのだ。 
血や言語「自然の境界」の物質的原理の所与の統一を超克する目標をもったものが国家であり、既存の統一と

計画するより包括的な統一という二重性を持つのが国民国家なのだ。 
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国民国家を国民国家たらしめているのは政治そのものに探し求めるべきであり、生物学もしくは地理学的性格

をもった他の無縁の原理に求めるべきではない。相異なる血の結合体、血縁的、言語的共同体は国家的統一の原

因ではなく結果であり、国境はすでに達成された政治的統一をそれぞれの時点において強固にするために役立つ、

統一を確保するための物質的手段なのだ。 
国民国家とは社会的権力とそれによって支配されている集団との「原質的一致」を意味する。時代によっては

階層によっての遇され方の違いはあってもすべての個人は国民国家の能動的主体であり、参画者、協力者である

自覚があったのだ。国家とは人間集団が事業を共同で行うため他の人間集団に対して行う招請であり、この事業

はある種の共同生活の型を創りだす事にある。それによって国民国家は民族、全社会階層が融合し、内部協働活

動はいっそう一体化する、本来デモクラティックなものだ。 
八、国民国家が共通の血、言語、過去という静的で宿命的で硬直した無気力の原理にあったならば牢獄となっ

てしまうが、国民国家は形成するものだ。人間の生は望むと望まざるとにかかわらずつねに未来の何かに従事す

ることであり、あらゆる行為は一つの未来の実現である。我々が国家を守る事によって守るのは我々の未来であ

って過去ではないのだ。 
ロマン主義的な国民国家解釈はそれを推進形成する力と強化維持する力を混同している。国民国家は成員の共

通した過去をもつ前にその共通性を創造しなければならないし、その前にそれを夢み、欲し、計画せねばならな

いからだ。 
国民国家の本質は共通の事業による総体的な生の計画であり、それ以前の全ての国家より内的強固さを生み出

せる督励的な計画に対応する人々の支持である。かくして国民国家はけっして完成せず、つねに形成か崩壊の途

上にあるのだ。 
国民国家の形成は第一段階として諸民族を一つの政治的精神的共同体に融合させ、第二に新国家の枠外にいる

他民族として敵対するナショナリズムが生まれつつも、現実には経済的知的精神的に共存し、やがて敵国同士が

歴史的に等質化していく。第三の段階では国内統合を達成し昨日まで敵であった民族と融合し新しい国民的理念

が成熟する。 
九 フランス、イギリス」、スペイン、イタリア、ドイツは互いに争ったり同盟を結んだり解消したり復活した

りしている。このすべてが同等な立場の共存なのであり新しい世代が到来するごとに人々は等質化していった。

それぞれの魂は違っていたし、今も、今後も違ったままだろうが、宗教、科学、法律、芸術、社会的価値、愛の

価値など共通のものになりつつある。今や一人一人はフランス人、スペイン人という相違よりヨーロッパ人とし

ての部分が大きくなっており、ヨーロッパが一つの国民国家概念たりうる時期が来ているのだ。そこに向かう危

機の時代にある今はナショナリズム的爆発を起こしている。 
１５真の問題は何か 

問題は今や大衆人の中心的願望が不服従の感情であり、奉仕と義務の自覚であるモラルにも縛られずヨーロッパ

にモラルが存在しないことにある。ただそれは近代文化と文明が生み出したものであり、ヨーロッパは豪華ではあ

るが、しかし根のない文化にすっかり身を任せてしまったのだ。 
とすれば近代ヨーロッパ文化の根本的欠陥は何かという問いが必要となるが、それは人間的な生の理論を展開せ

ねばならない。 
 


