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第 24 回 高畠政治学を読む会     2010．1.23 
 

「市民社会」とはなにか  
             ――戦後日本の市民社会論――  
はじめに  
 本論は著者が 1965 年 6 月に発表した「政治の発見」から 36 年後の 2001 年 1 月に東京大学  

での国際シンポジウムで報告されたものです。客観的に「戦後日本の市民論」を展開しなが  
らも、注意深く読み込めば政治学者として「政治の発見」でこれまでの日本の政治になかっ  
た「自治」とその担い手の「市民」という概念を発見し、それらを日本の政治文化に接ぎ木  
しようとして自ら実践してきた市民運動家としての彼自身の経験と想いが強く読み取れる論  
文です。  

 
ソ連・東欧社会主義の崩壊以降、国家から自立した市民社会の成熟は、現代民主主義の成立の基本的  

な前提として広く注目されるようになり、歴史的な文脈から切り離された一つの理念型として、時に  

は規範的な意味をももたされて、世界的に論じられるようになった。キーンは、この意味で、「 21 世  

紀は市民社会論の世紀」とさえ主張している。ｐ 101 

   

著者は本論の冒頭で＜国家から自立した市民社会＞は、＜歴史的な文脈から切り離された一  
つの理念型として、時には規範的な意味をももたされる＞、という新しい概念を含意するも  
のであると語り論を展開してゆきます。  

 

１用語の問題  
「市民社会」という用語の問題に留意すること  

CIVIL（英語）の概念の広がり  

野蛮の反対語としての文明（ civilization）洗練（ civilized）文化・教養（Civility）  

   軍人の反対語としての文民（ civilian）、国家の法と区別された民事法（ civil code）  

   政治的参加権としての市（公）民権（ civil right）  

CIVIL SOCIETY の概念  

   「法的に保護されて非暴力、自立的、自己発展的で、国家とは常に緊張関係にある非政府  

的な諸制度の総体」として理念型的に再定義されることが可能  

 

（リーデル）具体的に何を意味しているかは論者によって一様ではない。  

  ロック：契約によってつくられるべき政治社会／市民国家  

  スミス：政治から自立した市場経済を中心とする経済社会の意味  

  ヘーゲル：「欲望のシステム」とし、人倫のシステムとしての国家によって止揚されるべきもの  

  ハーバーマス：新しい術語を提唱＝Zivilgesellschaft 

   ＊ロック・スミスは肯定さるべき新しい社会の意味で使用、ヘーゲルやマルクスは否定的  

 

日本の歴史では  

  肯定的にも否定的にも捉えられた両者に対しともに市民社会という訳語が与えられた。  

 ・知識人の間におけるはなはだしい混乱  

 ・マルクス主義の強い影響でブルジョア社会と言い換えられ、否定的な概念として理解される  
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市民  

  明治維新以後導入されて官製の言葉であることが、さらに問題を難しくしている。  

  行政的には村や町と区別されて市と定められた地域の住民だけをさす。  

  行政的地域区分に関係ないような市民（市民権・市民運動）の用語の使用はここ２、 3０年  

  1998・NPO 法案（市民活動促進法案→特定非営利活動促進法）  

 

  市民や市民社会という言葉が、いまだに（ 2001 年当時）日本において市民権を得ていないことを  

物語っている。ｐ 104 

 

第１節は市民社会という「用語の問題」は西欧の代表的な思想家を例にあげながら、＜具体  
的に何を意味しているかは論者によって一様ではない＞といい、それらを受容した日本  
の歴史のなかでの＜知識人の間におけるはなはだしい混乱＞を解説して、著者はこう語り  
ます＜市民や市民社会という言葉が、いまだに（2001 年当時）日本において市民権を得てい  
ないことを物語っている。＞  
それは、日本に輸入言語とその概念／理念を根付かせることの困難さ、日本では国家以外の  
規範的な公的なものがなく、人びとも意識化していなかった「市民社会」「市民」という言  
葉と内実を理解させ規範化することの困難さを、著者自身が知識人として、また実際の運動  
においてもどれほどの混乱があったかを物語っています。その影響は今日の一般市民にも及  
んでいます。（サイレント保守市民／上野陽子）  

 

２戦後啓蒙運動と市民社会  
 

復活した市民社会概念の共通の核  
 ・強権的な政治と弱肉強食的経済システムを抑制する社会内の構造やネットワークへの探求 p105 

 

その志が戦後日本の知識人に共有された理由  
  戦前の軍国主義の台頭とそれに続くアジアへの侵略に対して無為無力であったことへの「悔恨」  

日本軍国主義の力が、たんに強権的な政治や法的な制度によってのみでなく、戦前日本の社会的、  

文化的な構造によって支えられていたという認識 p105（天皇制国家）  

 

社会主義的知識人や自由主義的知識人は、思想警察（特高）だけでなく、天皇崇拝やアジア侵略に  

熱狂する大衆も、彼らを抑圧し転向するよう強制すると感じ続けた。P105 

 
革命よりも「近代主義的」な社会改革が日本にとって急務だと、こういう知識人たちが信じた基本  

的な理由は、なんだったのだろうか。それは基本的に彼らが、革命を志向する左翼陣営の中に天皇  

制を支えたのと同じメンタリティが生きていることを感じたことによる。それはすなわち、政治至  

上主義と結びついた権威主義にほかならない。こういうメンタリティを温存したままの革命の帰結  

は、彼らがまさに対決してきたものと同じ種類の権威主義的強権体制を生むことになるだろう。こ  

の意味で、戦時中の日本が、西欧諸国のようにイデオロギー的な右翼と左翼の対抗だけでなく、そ  

れを超える天皇制という問題を抱えていたことは、一部の知識人にとって、イデオロギーを超えた  

社会と文化の「近代化」すなわち市民社会の構築という課題に、現代西欧社会よりもはやく目覚め  

る機縁になったということができる。P106 



 3

第２節では、西欧諸国とは異なる日本固有の問題でしかも強固な課題＝天皇制（政治至上  
主義結びついた権威主義）に左右両陣営がどう取組んだかを解説しながら、留意すること  
は＜革命を志向する左翼陣営の中に天皇制を支えたのと同じメンタリティが生きているこ  
とを感じた＞と鋭く分析しています。そして、その克服のために＜一部の知識人（高畠自  
身も含まれる）にとって、イデオロギーを超えた社会と文化の「近代化」すなわち市民社  
会の構築＞と歩みを進めました。それは、ある意味では軍国少年であった著者が天皇制の  
呪縛から解放されるために選択した道であったかもしれません。  

 

３戦後啓蒙運動についての若干のコメント  
  これら知識人は、必ずしも「啓蒙」というレッテルから推量されるような意味での近代的理性主  

義を説いたわけではなかった。彼らは、理性に導かれた調和的な市民社会を夢見たりはしなかった  

P107 

 
3 節のタイトルと上記の文章に戸惑いを感じながら、（なぜなら丸山眞男ほどに知識人が  
啓蒙家に陥ることの危険性を自覚していたものはいないと私は思います。）この節は市民  
社会論から考察した丸山眞男に対する＜若干のコメント＞として読みました。  

＊丸山眞男は工藤さんにおまかせします  

 
１ウェーバー的な意味でのエートスの変革  

 エートスや文化の問題は、  
  ・マルクス主義的な左翼陣営に対抗するための理論的な基盤として  

  ・20 世紀半ばの現代技術文明が浸透したその社会を「近代化」するという課題に直面した。  

  

権威主義的メンタリティを乗り越えた自主的な個人の確立が、たんに西欧市民社会の模倣という  

問題を超えた現代民主主義国家（＝戦後日本）の普遍的な前提条件であると考えていた。しかし、  

彼らはまたそういう主体性が、近代的理性の働きによって生れると信ずることがもはやできない  

時代に活きていたのである。「近代化」や民主化が、時代の必然的な進歩に沿っているという楽観  

をもっていなかったからである。「虚妄の戦後民主主義に賭ける」という丸山眞男の有名な言葉は、  

その自覚の表れにほかならない。P108 

 

戦後日本の政治的思想は丸山眞男にはじまったことに異論はありませんが、戦後日本  
の政治的思想のテーマをすべて丸山眞男から論ずることには些か疑問を感じないわけ  
にはいきません。＜「虚妄の戦後民主主義に賭ける」という丸山眞男の有名な言葉＞  
は、言葉に厳密な丸山眞男は『戦後民主主義の「虚妄」の方に賭ける』と書いています。  
これは著者の単純な記憶違いなのでしょうか、それとも故意にミスしたのでしょうか。  

 
丸山眞男  

エートスの変革／文化革命への梃子は、ウェーバ理論の別なところに探られねばならなかった。  

それはセクトという自律的集団を基本単位とする社会の多元的な再編成ということであった。P108 

２現代大衆社会の問題  
前近代的な権威主義的、家父長制的な社会構造は、ポスト近代的な大衆組織化や同調主義の心理  

と重合していた。P108 
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  政治的な自由を確保するために、市民は日常生活においてふだんから備えていなくてはならない。  

しかし、平時においては、市民は社会内におけるそれぞれの活動に専任すべきである。日常的に  

は非政治的な市民が、緊急時に政治的な抵抗運動に立ち上がることに意味がある。大胆に要約す  

るなら、それが丸山眞男をはじめ「近代主義的」知識人の一般的な考えだったとすることができ  

よう。 P109 

 

そこからさらにどのようにして市民の政治活動を日常的に組織してゆくかという問題に踏み込ん  

でゆかなかったことを確認しておくことも重要である。P109 

 

大衆的な市民の多くは、平時の日常生活を営むために、さまざまな市民的な政治活動を組織する  

必要性に迫られているのである。P109 

 
３国民という言葉  

フランスにおいてナショナリズムがはじめて生れたときのように、日本という国民社会を、平和  

と民主主義という新しい原則、新しいエートスを共有する国民社会として再生させたいという願  

望に裏付けられたものであり、その限りでのナショナリズムだった。P111 

 

今日の市民文化論の文脈におきかえていうならば（竹内好の国民文学論）、日本の市民社会にお  

ける普遍的なヴィルトゥ（モラリティ）あるいは公共性の構築の問題だったといってよい。  

 

60 年安保は二つの「国民」が対決した事件だった。  

保守派 地方の共同体的なネットワークや企業、利益団体の下に組織されている人びと。  

革新派 労働組合や革新系の大衆組織、学生組織、文化団体、 2000 を超える地方団体ｐ 111 

安保の運動  
  組織の外にあった全学連の学生組織を除けば、参加者のほとんどは中央の指令にしたがって平  

穏に解散し、運動は過激化しなかった。運動は街頭では力強かったが、居住地や企業内では平  

穏で、保守派の組織が支配しつづけた。運動はマスメディアの注目を浴び、世論を喚起し、政  

権交代をうながす力はもったが、選挙には影響をおよぼさなかった。  

 

抽出したこれらの文書はいづれも著者の市民運動の体験などから＜戦後啓蒙運動＞や  
＜安保＞をどう見たかを論じています。  

 

４市民運動と住民運動の時代  
  
市民運動  

  1958 年・警職法（警察官職務執行法案）反対運動が最初の大規模な組織  

日本ではじめて市民という呼びかけで、知識人やジャーナリストたちを中心に組織  

   （声なき声の会 ベ平連）  

  左翼政党や労働組合とは関係のない街頭での政治行動  

 
住民運動  

  高度成長期（55 年～）に生活環境の悪化に対抗する運動として日本の各地ではじまった。  
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  公害問題、生活環境問題、福祉問題、教育問題  
  旧来の保守・革新というイデオロギーを超えて住民が結集し、活動したことが特徴  

  70 年代初めの調査では、全国で３０００を超える数の活動をしていた  

↓  

戦後日本の市民社会において、新たな組織化の波の広がり  

  日常的生活利益に根ざした消費者運動  

  ベトナム救援、地球環境保全などのモラリティを軸としたネットワーク  

 

こういう運動の展開に、戦後啓蒙運動の先頭に立った知識人の多くがついてゆけなかったのは、  

ある意味では当然だった。運動は拡散し、そこで必要とされていたのは、すでにエートス論で  

はなく、運動の実際に即した具体的な政策や組織などの運動論だったからである。だが、そこ  

には少数ながら、大学や書斎から飛びだし運動に隋伴しながら、そこに理論的な展望や方向性  

を与えようと試みる例外的な知識人たちもいた。P114 

 

大胆に言えば、本論全編はこの５行を語るために展開しているといっても過言ではあり  
ません。  
＜こういう運動の展開に、戦後啓蒙運動の先頭に立った知識人の多くがついてゆけなか  
ったのは、ある意味では当然だった。運動は拡散し、そこで必要とされていたのは、す  
でにエートス論ではなく＞と、戦後思想／運動が新しいステージに移動したことを静か  
に示唆しながら＜運動の実際に即した具体的な政策や組織などの運動論だったからであ  
る＞と、その主役が理念から運動へと転換したことを力強く記しています。  
＜だが、そこには少数ながら、大学や書斎から飛びだし運動に隋伴しながら、そこに理  
論的な展望や方向性を与えようと試みる例外的な知識人たちもいた＞として、久野収、  
鶴見俊輔、松下圭一の思想を論じています。（知識人・高畠通敏の思想／運動論もかれら  
に連なることは言うまでもありません）  
ここにおいて、戦後日本の思想の担い手が啓蒙知識人（丸山眞男や大塚久雄たち）から、  
市民運動の知識人（久野収、鶴見俊輔、そして高畠通敏）に移ったことを、つまり市民社会  
において思想と運動の構造転換が起こったことを著者は語っているのです。  

 
久野収  

  戦後日本における市民運動の最初の理論的な指導者（「市民主義の成立」参照）  

  市民とは、職業生活（職業人）と地域生活（生活人）の二つの側面で成立する。  

  市民的不服従を通じて（強権体制を突き崩す）市民社会の確立を展望  

  生活人の視点から～日常生活の質を追求することの中に、新たな運動の出発点を築く  

鶴見俊輔  
  民衆の日常哲学の中から戦争や強権体制に抵抗する基盤を発展させることに努力を集中  

  自主的に形成されてきた小集団の中に利害にもとづかない自発的な活動に市民性の萌芽  

  サークル運動（同好会的）は伝統的権威主義や現代的同調志向に対する自立的個人の抵抗の場  

  戦前社会や前近代社会の遺産の中に、現代市民社会へと受け継がれるべき市民性の伝統がある。  

  国家や権力から自立しそれと向き合おうというエートスは、たんに宗教的な良心や理性的な批判  

を通じてのみでなく、庶民の哄笑や涙を通じても形成される  
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松下圭一  
  大都市地域における住民参加の運動の理論的指導者。  

  シビル・ミニマム（市民的生活最低水準）の実現を住民運動の梃子とした。  

 
著者は 3 人について市民運動、住民運動の視点からとても簡潔に語っています。若干の  
コメントはありますが、かれら一人ひとりの思想を考察することはある意味では戦後日  
本の思想を論じることでもあります。それは今回のテーマではないので後日のことにい  
たします。  

 

５豊かな社会と市民運動の日常化  
 

生活クラブ協同組合（70 年末からの運動の典型として）  
豊かな時代の市民運動や住民運動は一般化し、日常化していった。  

運動の新しい参加者――家庭の主婦、サラリーマン、退職者  

運動の目標――日常生活に密着したものに変ってゆく＝生活の質を問う運動  

         消費者運動、環境保護運動、医療問題、青少年問題、ゴミ処理問題  

  ボランティアの主婦のネットワーク／「代理人」議員  

 
横田克己  

  「オルタナティブ（もう一つの）市民社会」を構築する（＝運動生活クラブ協同組合）  

  生活者市民として生活の原理によって立ち、国家の原理と資本の原理とに対峙する。  

 
松下圭一  

地域的特色をもった文化的生活と住民の主体性を活かしうる地方分権を推進（新しい市民社会）  

  住民の地域自治権を中央集権国家の制約から解放して基本的人権として主張  

  国家組織を分節化されて連邦的構造に変えてゆく  

  運動も批判的・抵抗的姿勢から歩み出て、政策提言を行なえることが、新しい市民的ブィルトゥ  

 
市民と市民社会という問題をめぐる環境の急速な変化の原因  

  1976「地方の時代」長洲一二神奈川県知事 住民投票（新潟巻町）  
1995 年地方分権推進法 1998 年特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法） 2000 年地方自治法の改正  

  市民派知識人たちの言説が大きな影響  

  市民社会の成熟に向かう高度成長時代以降の社会構造の発展  

 

５節は高度成長時代の終焉後の＜豊かな時代の市民運動や住民運動は一般化し、日常化  
し＞ゆき、その典型として生活クラブ協同組合の運動と理念をスケッチしています。運  
動の新しい担い手は家庭の主婦が中心となり、運動の目標も日常生活に密着した消費者  
運動、環境保護運動、医療問題、青少年問題、ゴミ処理問題などになり、市民社会も新  
しいステージ＝三領域論（グラシム）に移行するとともに、政治の質も資源を獲得する  
競争ではなく、個々人やさまざまな集団が自己を主張する、いわゆる自己実現を目的と  
するライブリーポリティクスに変化してきました。  
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６市民社会と 21 世紀の希望  
 

市民社会とは  
  市民運動や住民運動、ＮＰＯやＮＧＯなどの非営利団体、伝統的な宗教、教育、福祉、スポ  

ーツなどのグループ活動を広くふくめて市民活動とし、そのネットマークの総称。  

 

今日の（ 200１ .1.13）日本において市民社会は、広くまた深く根を張ったということができる。  

市民社会の確立が、強権的、全体主義的政治体制に対する最大の防波堤になる。  

  市民運動や住民運動は、民主的かつ人間的な社会の構築のために問いかける役割をになう。  

 
市民社会の発展と成熟についての問い  

  21 世紀世界の多様な課題を解決してゆく切り札になるかどうか  
  社会主義の理想と幻想が崩壊した後にそれの空虚を埋める期待ができるかどうか  

  地球市民の国際的な連帯は、実現しなかった労働者のインターナショナルに代わりうるか  
    １）言葉の問題  規範的な使用にためらい  

    ２）現実的な問題 現代の政治や経済の問題をコントロールしてゆく力の可能性があるかどうか  

2001 年当時の政治・経済状況  

 
市民社会の 2001 年当時の状況（ブルジョア市民社会と比べて）  

１）階級的、ジェンダー的な差別に対する否定的な原則のひろがり、消費者、生活者、環境保護の  

視点からの企業や商品に対する規制や生産者責任制度の強化。  

  ２）地球温暖化問題にみられる国際的な連帯  

  ３）地域分権、住民投票、省資源、脱原発の政策  

 
市民社会の改革の推進力の問題点  

  １）市民社会が十分に成熟していない  

  ２）政治権力や商品経済とせめぎあっている市民社会に「生活世界の植民地化」現象が生れているから  

    「生活世界の植民地化」とは  

      二つのシステム（政治システム・経済システム）が生活世界に強い影響力をもつ場合のこと。  

      政治システムは権力という媒体によってコントロールされるもの（ナチ／東ドイツの密告）  

      経済システムは貨幣という媒体によってコントロールされるもの（市場原理／金本位）  

      生活世界はコミュニケーションという媒体によって合意を形成させるもの  

＊生活世界は発言し行動する主体たちが社会化されている世界  

＊システムは行為者の意識をこえた形で、個人の意思決定が規制されるもの  

 

  かつて有力な市民社会の基盤であった宗教団体や教育団体あるいは労働組合などにおいて、組織が確  

立されるにしたがってそれが利益集団に転化し、権力的な支配体制を支える一部に転化していった例  

は、枚挙にいとまがない。今日のＮＰＯやＮＧＯも、それが組織として確立するにしたがい、従業員  

を雇用し補助金を受けるようになるなかで、同じ道を辿る危険がある。そのとき、市民社会が原則と  

している多元的な自由主義は、ロウィが批判する利益集団の自由主義以外のなにものでもなくなって  

しまうだろう。ｐ 127 
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6 節は一方で＜今日の（200１ .1.13）日本において市民社会は、広くまた深く根を張っ  
たということができる＞と市民社会の「功」をいろいろ書きながら、他方ではもっと  
発展と成熟してゆくための問題点も鋭く言及しています。そして、市民社会の重要な  
担い手となる多種多様な組織の最大のポイントとして＜今日のＮＰＯやＮＧＯも、そ  
れが組織として確立するにしたがい、それが利益集団に転化し、権力的な支配体制を  
支える一部に転化していった例は、枚挙にいとまがない＞と指摘していることに十分  
留意することが大切です。  
ながい市民運動のなかで直接にあるいは間接的にどれほど多くこのようなことを体験  
したかが窺える文章です。そして、市民運動が同じ過ちを繰り返さないようにと思慮  
して生れたのが著者の代表論文『運動の政治学・ノート』です。  

 
21 世紀への希望  

  市民集団の中に、集団の原点に立ち戻るという精神が生きているかぎり、それが全面的に植民地  

化されることはない。そして、市民集団あるいは市民社会が政治や経済のシステムを変えてゆく  

力は、基本的に、そういう運動としての問いかけによって、世論を動かし社会のエートスを変え  

つつ、権力や利益中心主義を抑制してゆく力なのである。それは生活しているふつうの人間とし  

ての原点に立ち戻って、政治や経済のあり方を問いかける。軍備や商品生産のあり方やエリート  

支配の構造がふつうの生活者市民にとってもつ意味を問う。その中で、権力的支配や利益至上主  

義の構造の基盤となっている理論やイデオロギー、ナショナリズムやまた人種差別の感情構造を  

解体してゆく。それは、２０世紀において、多くの人が社会革命に期待したように政治や経済の  

システムを一挙に根底から変革するという種類のものではない。～逆戻りすることのない持続的  

な変革だということができる。 ｐ 12７～８  

  
  市民社会がこういう非人間的で野蛮な構造（権力的支配や利益至上主義の構造）を一歩ずつ文明  

化 civilize してゆくことが、 21 世紀に残された人類の希望なのである。ｐ 128 

 

人類が２０世紀に経験した社会革命の失敗から学び、２１世紀には市民社会が実現  
することを切望する著者のメッセージとして本論の最後に著者はこう書きました。  

 
議題１  
 本論が書かれた 2001 年からほぼ 10 年後の今日（2010 年 1 月 23 日）、著者が希望を託した  

市民社会の状況を検討してみたいと思います。  

 
議題２  

戦後日本の問題はすべて天皇制にゆきつく、と語った知識人がいますが、本論 2 節でも日本固  
有の問題でしかも強固な課題として天皇制が取り上げられています。それは、著者が発見した  
「自治」、その営みの場所となる市民社会の概念も、ある意味では著者にとって天皇制国家、  

天皇制のメンタリティの克服をめぐる葛藤の歴史なのかもしれません。（あの論文はなんだろう？） 
市民社会における天皇制をめぐる問題を議論したいと思います。  


