
現代ファシズムを阻止するための一考察…斎藤貴男を読んで 
（高畠読書会 大森報告） ２００６年１１月１８日 

Ⅰ、小泉政権とは何だったのか（１）…バブルによって生じた財政赤字を解消しなければならなか 

った内閣。しかし‥ 

＊財政赤字は小泉さんが登場してから増えてしまった。 

→現在赤字国債７７５兆円、地方の負債を合わせると１０００兆円。 

↓ 

小泉さんは４年間で２５０兆円の借金を上積み。 

（国債発行３０兆円以下に押さえるという公約はあっという間に反故） 

Ⅱ、小泉政権とは何だったのか（２）… 

＊すべての国民に財政赤字の負担をおしつけた。アジア・太平洋戦争後の「一億総懺悔」の 

ようなことを行った。 

＊「改革には痛みが伴う」→本来ならば、赤字財政を作った政治家・財界がその補填を行わ 

なければならなかったのではないか。 

＊小泉さんは「自民党をぶっこわす」と言った。国民はそれまでの政治を変えてくれると期 

待した。しかし、最後まで自民党をぶっこわすことはなかった。自民党は延命した。 

＊確かに日本は変わったが、それは「格差社会」が作られることだった。 

→１２０万人の億万長者が誕生する一方、貯金ゼロ世帯が４世帯に１世帯。 

＊そのやり口は「グローバリズム」というスローガンによる「規制緩和」だった。日米の企 

業に「どうぞ国民の骨の髄までしゃぶってください」というものだった。 

→規制改革会議は財界が仕切り、そこに新たな利権を生じさせ、そこに大企業・米国が群 

がった。 

→証券市場は簡単に上場できるようになり、ベラボーな株式分割が行われ、ホリエモンや 

村上のような人物が跋扈するようになった。 

＊給与所得控除削減（配偶者控除等）、社会保障費給付削減、年金保険料の値上げ、医療費 

の窓口負担が３割等々国民の負担は年々増えるばかりになった。 

＊派遣・パートなどの非正社員は１６００万人（３人に一人は非正社員）、その３７％が月 

給１０万円以下、生涯賃金は正社員の３分の１、労働者の３分の１は年収２４０万以下、 

就学援助児童は１２％（足立区は４２％）、生活保護世帯は０５年１２月には１０５万世 

帯（９５年には６０万世帯）。 

↓ 

国民は早晩、不満のはけ口を求め、その怒りは噴出する恐れがある。 

↓ 

そのために、小泉政権は超監視社会を作ったのでは‥。 

↓ 

斎藤貴男の仕事は、この小泉政権が作った超監視社会の分析となった。 

Ⅲ、斎藤貴男の仕事‥斉藤の評論の世界への登場期は、期せずして小泉政権と同じ時期になった。 

＊斎藤貴男が世に出るきっかけの本『精神の瓦礫』（１９９９年・岩波書店） 

↓ 

これ以降、現在進んでいる監視社会を分析し続けている。 

＊斎藤貴男の仕事の分類 

テーマ 代表作 

① バブル以降の資本主義経済批判…『カルト資本主義』（文春文庫） 

『カルト資本主義』からー「ソニーの超能力研究からヤマギシ会、アムウェイ商法の 

隆盛に至る８つの物語は、いずれもニューエイジムーブメントあるいは「新霊性運動」 

と呼ばれる世界的な潮流の地域的現象として捉えることができた。」（４３２頁）



② 政治論―ファシズム論…………… 『安心のファシズム』（岩波新書） 

『安心のファシズムから』―「ファシズムはそよ風とともにやってくる。これまた珍 

しくない常套句だが、かつ、忘れてはならない警句でもある。独裁者の強権政治だけ 

でファシズムは成立しない。自由の放擲と隷従を積極的に認める民衆の心性ゆえに、 

それは命脈を保つのだ。不安や怯え、恐怖、贖罪意識その他諸々―大部分は巧みに誘 

導された結果だがーが、より強大な権力と巨大テクノロジーと利便性（携帯電話・住 

基ネット・ネット家電・自動改札機等々 大森註）に支配される安心を欲し、これ以上 

のファシズムを招けば、私たちはやがて、確実に裏切られよう。」（２３２頁） 

③ 税制論―源泉徴収・年末調整批判…『源泉徴収と年末調整』（中公新書） 

『プライバシークライシス』よりー「源泉徴収は―中略―税金を取る側にとって、こ 

の税制は最高に都合がよいからだ。―中略―効率のよいことおびただしい。痛税感が 

伴わなければ納税者意識も涵養されず、労働人口の８０％が給与所得者の社会であっ 

てみれば、国民など物言わぬ奴隷に等しい。」（２１６頁） 

④ 監視社会論―『プライバシークライシス』（文春新書） 

『プライバシークライシス』よりー国民一人一人にＩＣカードを携行させ、生活のす 

べてをコンピュータで一元管理しようとの政府計画が、密かにすすめられている。い 

ま甦る国民総背番号制度の悪夢。その後の技術の発展が自動改札定期券、預金通帳、 

病院カルテなどの統合・集約を可能にしつつあるのだ。しかも若年層を中心に、管理 

されることに慣れきった人びとー』（表紙なか折れ部分より） 

⑤ ①～④まで総じて論じた書―『国家に隷従せず』（ちくま文庫） 

『国家に隷従せず』の目次 

第１章 我、もの言わぬ奴隷にあらず 

第２章 プライバシーが侵されていく 

第３章 世界がマクドナルド化していく 

第４章 優生学的思想が跋扈する 

第５章 「禁煙ファシズム」の狂気 

第６章 人間の自由と尊厳はどこへ 

第７章 牧民官思想の政治学 

第８章 ９・１１以降のファシズム時代を生きる 

ちょっと休憩…郵便番号だけで、はがきは着くか。友人の幾人かに郵便番号と名前だけでハガ 

キがとどくかどうか実験させていただきました。５人に送って３人は届きすべてバーコードが 

印字されていました。おそらく郵便番号で郵便は届く体制になっており、どんな郵便物がその 

人に来ているかのデータも保管できるようになっているのでしょう。ここまでくれば「赤紙」 

配達で、苦労することはもうありませんね。これを各種ＩＣカードと連動させれば、国家権力 

は、国民すべての居所と、その人のすべての個人情報を把握することができるわけです。 

Ⅳ、今回本読書会で取りあげる本…上記の４つの視点を合わせた「改憲潮流」論 

議論に入る前に『改憲潮流』の要約をしておきたい。 

本書は自民党の改憲案に戦いを挑んでいる書である。最後のところに現憲法と自民党の改憲 

案を対照させているが、その整理のとおり、筆者は「前文」「９条」「１２条」「２０条」「７６ 

条」「９６条」を問題にしている。こうした整理にそって、本書の要約をすすめていきたい。 

｛１｝憲法第１２条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、 

これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常 

に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」（第１章「超監視社会は誰のため」に 

対応） 

↓ 

自民党案は「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ」と書き加える。 

《第１章》は国民の自由及び権利が監視社会の進行にともない保障されなくなる危険性を具



体例をあげて危惧している。それは憲法第１９条「思想及び良心の自由は、これを侵して 

はならない。」とも抵触してくる。 

＊「自警団」「地域社会の警察化」「生活安全条例」 

＊「ヘイトクライム」の危険性―アメリカ、戦前の日本。 

＊「国民保護法」‥新たな総動員体制 

＊監視社会の進行‥住民基本台帳ネットワーク・各種ＩＣカード・通信傍受法 

＊反権力的な人の不当な逮捕‥立川ビラ配り事件他。 

＊「共謀罪」‥「密告社会」の到来 

↓ 

こうしたことに第７６条③がかかわってくるー「③軍事に関する裁判を行うため、法律の 

定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する」―「国民保護法」は軍 

事に関わり、これへの非協力が裁判で裁かれる恐れ。また徴兵制への布石になる。 

ちょっと休憩…『日高民報』（資料①）→これは共産党の日高市委員会の機関紙です。たまた 

ま「日高市国民保護計画」が載っていましたので、コピーしました。そのうちこれに基づいて 

「バケツリレー」などやらされるかもしれません。参加しないと近所のうるさいおばさんが「非 

国民」などと言ってくるかもしれませんね｡また右下の記事は７月３０日のイラク派遣自衛官 

の講演会の様子を記したものです。実は私も聞きにいきました。埼玉の片隅の市では、堂々と 

「自衛軍」の派遣を誇らしげに語る講演会が行われているのです。会場の雰囲気は地元出身の 

派遣部隊長の講演で「郷土の誉れ」扱いのまさに戦前の「凱旋帰国祝賀会」のような様相を呈 

していました。 

｛２｝「憲法前文」―「立憲主義」の危機（第２章「立憲主義があぶない」に対応） 

「国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国 

民の代表者がこれを行使」 

↓ 

自民党案―「日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守 

る責務を共有し、」に変わる。（第２章「立憲主義があぶない」に対応） 

《第２章》は「立憲主義」の危機について論じている。 

＊日本弁護士連合会―改憲論議における立憲主義否定論調への危惧 

＊樋口陽一―国家がしてはならぬことにのりだしてきた。 

＊小林節―憲法をないがしろにしている小泉首相への怒り。 

＊自民党「論点整理」―権力制限規範から国民の行動規範へ変えていく。 

＊民主党憲法調査会の「中間報告」―「国のあり方を示す一種の宣言」 

＊浦部法穂―憲法は権力への縛り。 

＊伊藤信太郎議員―「自由を制限してもらいたい国民」という認識。 

＊民間憲法臨調―近代立憲主義との決別。 

＊百地章日大教授―「新しい国」を創るための共同文書 

＊特高警察の生き残りー戦後国会議員になった特高官僚（資料②）。 

＊再び小林節―「年をとってわかってきたのです。」 

ちょっと休憩…特高警察とたばこぷかぷかそして土曜ワイド劇場→斉藤の本文に出て来ます 

が、戦前の特高警察官僚がいかに戦後政府の高官になっているかを調べた共産党の資料を見つ 

けました。また最近起こった秋田の幼児殺害事件の際に、殺された子供の父親が秋田県警に異 

議を申し立てた時の警察官の態度を取材した日刊ゲンダイの記事を資料としてあげました（資 

料③）。ひどいものです。テレビは現体制を支える国民の意識を形成する重要な手段ですが、 

特に「２時間ドラマ」はひどいと思います。そこでは勧善懲悪のドラマが繰り広げられますが、 

善玉＝警察・検事で、悪玉＝企業・政治家という図式が出ています。こうしたドラマによる「洗 

脳」は警察による監視国家形成の一助になっているのではないでしょうか。 

｛３｝憲法第９条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動 

たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段として、永久に



これを放棄する。２。前項の目的を達するために、陸海空軍そのた戦力は、これを保持し 

ない。国の交戦権は、これを認めない。」（第３章「財界の意志と加害の記憶」及び第７章 

「在日米軍再編と憲法改正」が対応） 

《第３章》は１９８０年代からの憲法 9条改正潮流について整理している。 

＊靖国神社・遊就館―１９８６年に閉鎖を解く。２００２年に全面改装。日本の戦争はすべ 

て自衛のためだったという視点でまとめられた展示物。 

＊２００５年経団連、初めての改憲提言―日米同盟の強化、９条・９６条の改正を提言。 

＊１９９１年・湾岸戦争トラウマー「日本人も血をながせ」 

＊日米関係の強化・自衛隊の活動強化―１９９２年ＰＫＯ協力法・１９９６年「日米安保共 

同宣言」・１９９７年「日米ガイドライン」・ 

＊民間改憲勢力―１９９３年「日本を守る国民会議」・自民党憲法調査会・１９９４年「読 

売新聞社憲法改正試案」・１９９９年小沢一郎「日本国憲法改正試案」→特徴「自国の防 

衛というより、市場経済秩序維持のための国際協力・国際貢献のための改憲」 

＊２０００年「アーミテージ報告」－集団的自衛権は制約。これ以降「日本とアメリカは根 

本的な価値観が同じ」という発言が政府首脳の間であいつぐ。自衛隊を海外に派遣できる 

体制つくりが着々と進んでいる。 

《第７章》は米軍基地再編と憲法改正の動きが連動していることを追っている。 

＊「在日米軍再編」①普天間基地のヘリ部門の移設はヨリ大規模な基地建設になる。 

②キャンプ座間は米軍の中枢機能を担わされ、自衛隊の対テロ・ゲ 

リラ線部隊が入る。 

③横田…「共同統合作戦センター」と自衛隊と連携させる。 

↓ 

「米軍再編とだけ形容されてきた米日軍事再編は、とどのつまり、米軍の世界戦略の一 

部に自衛隊が完全に組み込まれることに他ならない」（１９７頁） 

＊「１５Ｇ Ｓ－Ａ－Ｂ」…憲法違反の軍事訓練構想。 

↓ 

＊「それでも、まだ演習だけで済んでいる。日本国憲法が息も絶え絶えになりながら、それ 

でもかろうじて生きてはいるからだ。戦争だけはしない、経済力に飽かせて他の人の人命を 

勝手に奪わないという、おそらくは人間にとって最大最高の価値観が、国家権力の暴走を押 

さえる近代立憲主義の思想ごと、もしも本当に改められてしまったら、どのような世界がや 

ってくるのかー」（２１７頁） 

｛４｝憲法２０条「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国か 

ら特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。２ 何人も、宗教上の行為、祝 

典、儀式又は行事に参加することを強制されない。３ 国及びその機関は、宗教教育その 

他いかなる宗教的活動もしてはならない。」（第４章「新自由主義と靖国の接点」第６章「新 

憲法への奔流とジャーナリズム」に対応） 

《第４章》はアメリカの「衛星プチ帝国」を作りたい財界、中国や韓国に対する反感をあお 

り、ナショナリズムを喚起したい保守勢力、そしてそれにまんまと乗せられる庶民の動きを 

追っている。 

＊「市場秩序を維持するための軍事力」「普遍的価値観を共有する米国という認識」―経済 

同友会・牛尾治朗 

＊２００５年８月１５日靖国神社の風景―大森もここにいたー２０万５千人が集まる。 

＊違憲判決の原告の言―２００４年福岡地裁（安藤さん）・２００５年大阪地裁（高金素梅 

（チワスアリ）さん） 

＊違憲判決ものともせずー小泉首相「話にならんね、世の中、おかしい人がいるもんだ」 

＊自民党の改正案「国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育



その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは 

促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない」 

↓ 

「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える」という文言は靖国参拝を「超えないもの」 

とする布石か。 

＊中国や韓国の反発をあおるような小泉首相の靖国参拝や石原都政の学校における「君が 

代」・「日の丸」強制は、日本が「衛星プチ帝国」であると思いたくない保守勢力の気持ち 

のあらわれかもしれない。しかし、それによる中国や韓国の反日運動は、日本人の反発を 

あおり、結果としての日本人のナショナリズムを高揚させている。 

↓ 

＊実際、庶民の間では忠魂碑の建設など、草の根のナショナリズム運動が芽生えている。 

ちょっと休憩…都教委と学校の実情→東京都教育委員会は都立学校における職員会議で先生 

の挙手・採決を禁止する通達を出しています。私の勤務する小学校も数々の締め付けのなか、 

職員会議は校長の声だけひびき、職員は発言できない粛々とした雰囲気で進められています。 

こんなことが長く続くとは思いませんが（石原さんが次の選挙でまた当選したら続きますが）、 

つづいたらたいへんなことになりますね。 

《第６章》は９０年代にあった日本の「加害責任論」がいかに衰退し、ジャーナリズムの質 

が悪くなっているかを追っている。 

―「加害責任論」の衰退― 

＊１９８０年代後半のバブルは人々に他者をおもいやる余裕を芽生えさせかけた。 

＊１９９３年細川首相・９５年村山首相の発言―「だが、そこまでだった。」―バブル崩壊 

後の人々の関心は明日の米にむかった。 

＊１９９７年「新しい歴史教科書を作る会」設立に象徴される「加害責任論」の衰退が始 

まる。 

↓ 

＊「ＮＨＫ番組改編事件」の処理方法は、「加害責任論」にとどめをさした。 

＊「ＮＨＫ番組再編事件」は２１世紀の「白虹事件」ではないか。 

＊朝・読二人の論説委員長の話―読売は９条を中心にする改憲潮流を作っているが、朝 

日もそれに対する毅然とした反対論を展開し得ない状況になっている。 

｛５｝憲法第９６条「１この憲法の改正は、各議院の惣議員の３分の２以上の賛成で、国会が、 

これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国 

民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 

２。憲法改正について前項の承認をえたときは、天皇は国民の名で、この憲法と一体を成 

すものとして、直ちにこれを公布する。」（第５章「国民投票法案にみる権力の本能」に対 

応） 

《第５章》は憲法９６条「改正」（自民党案は国会議員の２分の１とハードルを下げている） 

にかかわる「国民投票法案」を問題にしている。問題点は多いが、斉藤は次の二点に焦点を 

あてている。 

①マスコミ規制―「法案」では、新聞・雑誌・一般放送業者は「虚偽の事項」を放送・報道 

し、「事実をゆがめて」放送・記載してはならないとされている。 

↓ 

虚偽を誰がどう判断するのか、正しい「事実」を誰が決めるのか。 

②公務員や教育者に対する規制―「法案」では、公務員や教育者は「その地位を利用し」て、 

「国民投票運動」をしてはならないとされている。教育者の中には大学の教員も入るが、 

リベラルな学者が改憲に反対して、懲役刑になることもありうる。 

＜以上が要約で、ここから大森の問題提起です＞



問題提起 

ファシズム体制阻止のための議論 

ファシズムの古典的定義 現代的様相 

① 強権的統合 →「監視社会」「管理国家」「監視による言論統制」 

② 対外侵略 →「世界の警察官」「国際貢献」 

③ 独占的資本主義 →「新自由主義」「格差社会」 

↓ 

上記ファシズムの諸定義はそれぞれ内政面・外交面・経済面からアプローチであるが、すべて 

について論じるのはかえって焦点がぼけるので、①の内政面について論じてみたい。それは今回 

取り上げた斉藤の本の内容にも沿っていると思われるからである。 

私が最近考えていることは、ファシズムというとその暴力性が強調されるが、その暴力は法に 

よって裏打ちされていたのではなかったかということだ。ひいて言えば、良く法律は暴力的制裁 

の裏付けがあって始めて効力を発するというふうに法律を学ぶとき教わってきたが、実はこれは 

逆で暴力は法の裏付けがあって始めて使われる社会現象ではないかということだ。 

我々の経験したファシズムにむき出しの暴力があることは異論はない。ナチスにおけるゲシュ 

タボ・秘密警察によるユダヤ人迫害等の暴力的支配、戦前日本における特高による民衆支配等が 

その顕著な例である。 

ところが、ここで注意しなければならないのは、まずこうした暴力による恐怖政治が生まれる 

てきた経過をみると、いずれも「合法的」な過程を経ているのである。つまり、ナチスは議会主 

義的に正統な手続きを踏んで（「受権法」）政権についたのであり、またそこでは「大衆の歓呼」 

を得て支持を増していった指導者の姿がある。「世論」も味方につけたであろう。 

日本についても事情は同様で、「大政翼賛会」的な丸山に言わせれば「上からのファシズム」 

が完成されたのは、「統制法」などの各種統制的法の整備であった。この各種統制「法」（「治安 

維持法」も含む）によって日本のファシズムは完成されていったのである。その過程では「欲し 

がりません勝つまでは」等のスローガンによって大衆の意識を操作していったであろうし、新聞 

等で「日中戦争」の報道等を通じての世論操作もあったであろう。つまり。「特高」による恐怖 

政治が行われるまで見られた過程は合法的に行われていったのである。 

このようにみると、現在の、小泉政権からきわだって進められている各種の法整備が恐ろしく 

みえてくる。現在「やらせ」タウンミーティングで話題になっているが、教育基本法改正ははそ 

の一環である。つまり東京新聞の１１月１０日号でいみじくも立花隆が言っているが、立花に言 

われなくてもその最終的ねらいは「憲法改正」であることは明白なのである。 

斉藤は「ファシズムはそよ風とともにやってくる」という言葉を使っているが、私は「ファシ 

ズムは法改正とともにやってくる」と強調したい。そして今回読書会で取り上げた斉藤貴男の本 

の視点はそこにある。 

ところで、こうした認識はファシズム進行の渦中にあって、意外に低いのではないだろうか。 

毎日のように新聞で数々の法改正の動きが報じられているにもかかわらず、その危機意識を日常 

で聞くことは滅多にない。インテリと言われる人であっても、意外に鈍感だ。それは認識枠組み 

にそうしたことがないからではないだろうか。地方自治体のちょっとした条例改正、市役所での 

許認可の現場などで、法が動くことがよくある。そうした小さな一場面一場面がファシズム阻止 

の大きな力になるのだが、その意味が認識できない。友人のある新聞記者は「いっそのこと強権 

で権力がむかってくれば抵抗しやすい」などと、「恐怖政治」を待ち望んでいるようなことを言 

っていた。どうしてこういうことになるかというと、最初にあげた法の考えて方、さらに政治学 

の質がかかわってくるのではないだろうか。つまり「法の後ろだてに暴力がある」というのが従 

来の法の考え方で、政治学の常識だったのではないだろうか。丸山眞男さんが『政治の世界』で 

言った「ウルティマラティオ＝暴力」という図式である。 

私は、政治の世界で「暴力」が使われるのは、そして政治の本来の意味―秩序形成で暴力が 

有効であることはほとんどなくなっているのではないかと考えている。つまり、法などの何らか



の後ろ盾がないと暴力は執行できないのではないかと思っている（精神異常者や犯罪をお金を奪 

おうとして襲ってくる時の暴力は秩序形成＝政治とは関係がない。この人を捕まえる＝治安の維 

持の際になってはじめて秩序形成の役割が出てきて､この時警察官が使う暴力は法に基づいて執 

行される）。そしてこの時の「後ろ盾」になるものをまとめているのが、神島創作の「政治元理 

表」の権力概念である（ついでに言っておきたいが、佐藤氏がいつかポロッとおっしゃったが、 

私は神島二郎敬愛者だから、神島の政治学を評価しているのではありません。その政治学が有効 

で丸山政治学等既成の政治学を越えることができるということで評価しているのです）。この記 

者の持ち合わせの政治学は「支配元理」だけであるから、ファシズム前段階の状況がつかめない 

のである。多くの政治学者は危機感をあおるだけで、現在の状況は分析できないでいる。 

それでは、現在進行中のファシズム化に対して、戦っていくにはどうしたらいいのであろうか。 

それは、政治元理の多様性に基づいた運動を行っていくことである。先日８月１５日に「市民文 

化フォーラム」の集まりに行ってきた。今年のテーマは「〈抵抗〉の文化をつくりだす」であっ 

た。講師は高橋哲哉さん、目取真俊さんらであった。この人たち、特に目取真さんが典型であっ 

たが、旧態依然の「抵抗」概念による運動を呼びかけていた。「体を張って」という言葉にあら 

われているように、「支配元理」しか彼の頭にはないのである。「支配元理」の頭しかない人にと 

って、運動＝物理的抵抗を意味してしまう。私は運動にはいろいろあって、「暴力には暴力」だ 

けが運動ではないと、発言をしたくなった。もし、発言を許されたなら、次のようなことを言お 

うと思ったー「運動の方法にもいろいろある。市民文化フォーラムに集まっている人は概して、 

政党、ひいては議会政治を軽蔑しがちだが、それでは戦前の二の舞を踏む。たしかに民主党は頼 

りない。また社民や共産はもっと頼りないかも知れなし、弱体化している。しかし、だからとい 

って議会政治的な運動をしなければ、つまり法形成あるいは悪法（例えば「共謀罪」）成立の阻 

止という戦いを棄てるのなら、我々は重要な武器を失うことになる。国家において我々の代表を 

作るという方法も絶対に棄ててはいけない。目取真さんは命をかけて沖縄の基地問題に立向かう 

というが、同じ命をかけるのにもガンジー的な断食や焼身自殺もある。焼身自殺は一人の死が世 

界の人々の心に訴えかける力をもっている。そこまで行かなくても市民デモをねばり強くやった 

り、新しい指導者（小田実的な）を擁立する方法もある。運動というとすぐに「抵抗＝レジスタ 

ンス」に短絡してしまうが、運動にはいろいろなやり方があって何でも使っていけばいい。女性 

でも子供でもそれぞれの立場で出来ることはたくさんある」―と。とにかく政治学が「支配元理」 

から一歩も抜け出せない状況にあるのが問題だ。 

ところで、われわれも運動が複数あるということを前提にファシズム化勢力に対して「マン 

ツーマン的手法」で戦っていく必要がある。現在ファシズム化を進める勢力は体制側である利点 

を使って、すでに組織化されている。マスコミ・政界・財界・官僚等がまとまって自分たちに都 

合のよい体制をつくろうとしているのである（言論封殺・格差社会）。そのために「世論操作」 

のエキスパートが出現し、歴史学者が出現し、各種ライターが出現している。こうした巨大な塊 

に「玉砕主義」でたちむかうのは、戦艦大和に対して自爆テロの特攻攻撃をかけるようなもので 

ある。ここでは役割分担が肝要であろう。例えば、憲法問題については慶応大学の小林節が担当、 

経済問題については金子教授が担当、マスコミ問題については斉藤貴男が担当といった感じで、 

各部署で自分の役割を自覚し相互に連絡を取り合いファシズムにむかっていくことである。各分 

野で役割分担すれば、自然に「元理的」に別れた様々な運動ができてくる。 

①―２ 強権的統合と「立憲主義」 

＊浦部法穂―「国家の本質は『権力』にあり、『権力』こそが国家の実体だ、ということである。 

『権力』とは、他者を支配できる力、あるいは他者に対して服従を強制しうる力であり、国家 

は、そのための装置、つまり強制装置なのである（４８頁）。 

＊「だからといって、『権力』を全面的に否定することはできない。人間が共同生活を営もうと 

すれば、そこには一定のルールが必要になる。人々にそのルールの遵守を強制力を以て求める 

ことのできる『権力』の存在は欠かせないとも言える。」（斉藤の記述・４９頁） 

＊「しかし、『権力』というものは、権力の側にある者の利益に仕えそのために濫用されるとい 

う性質をもっている。しかも、それは、最終的には『力づく』で人々を服従させるものである。」 

（浦部・４９頁）



＊「そうであれば、『権力』にはすべての人に人間らしい生活を保障すべき義務があるのだ、と 

いうことを明確にし。さらには『力』の発動が許される場合と条件をあらかじめきちんと定め、 

それらを遵守することを条件に特定の人々に『権力』行使させる、という『権力』への縛りが、 

また、不可欠である。いわば『権力』を権力の側にない『ふつうの人々』（＝人民）の利益の 

ために仕えさせる『縛り』である。憲法は、まさに、こうした『権力』への『縛り』のために 

ある」（浦部・４９頁） 

↓ 

「立憲主義」は政治が「支配元理」を基調にして行われてきた西欧で生まれた思想である。 

上記の「立憲主義」に対する解説は、欧米から学んだ憲法学者の常識であると思われる。そし 

てここから「立憲主義」の思想からずれた「権力」に対して、「抵抗」するという思想が生ま 

れてくるのであろう。 

多分、「政治元理表」を政治学者に対して発表すると、「あなたは国家権力の暴力性、そして 

その恐ろしさについて、あまりにも無頓着すぎないか」という質問が発せられるであろうこと 

は想像に難くない。われわれはそうした問いかけにどう答えていったら良いであろうか。 

私だったらこう答える→歴史を見ると、国家が「最後の手段」として、「暴力」を使ったケ 

ースというのは本当にあるのだろうか。考えてみてほしい。例をあげる以前に、政治社会を維 

持するためには何らかの下からの支持がなければ早晩その権力はくずれさる。「暴力」の行使 

をもって被治者に服従を調達するのには限界がある。つまり、為政者が暴力を行使するために 

は被治者に何らかの納得をしてもらうというワンクシッョンが不可欠である。私はその手段で 

もっとも有効なものは「法」であったと思う。「暴力」を行使される側からすれば、「法律」に 

よって説明されれば納得せざるを得ない。それはポリスの法にそむいて毒殺されたソクラテス 

の昔から良く見られる秩序パターンである。「法」の裏づけのない直接的な暴力の行使の例は 

あるだろうか。ファシズムの言論弾圧でさえ、それは「治安維持法」や「新聞紙条例」などの 

法に基づいていた。国家が他の国家に対する「暴力」の行使＝戦争においても同様である。と 

りわけ、第一次大戦以後の法整備は国家に「理由のない武力行使」の可能性を封じ込めた。そ 

して、第二次大戦後、ニュルンべルグ裁判、東京裁判によって、戦争犯罪の名の下に戦争責任 

者を処罰するという「判例」が形成された。これ以降、国家は国際的に「弁明」できない戦争 

が完全にできなくなった。湾岸戦争は完全な国連決議という了解のもとに行われた。唯一の例 

外は「先制攻撃主義」によるアメリカのイラク戦争である。しかし、これとても「武力行使容 

認」の根拠としてあいまいではあるが「国連決議」を取り入れている。このように考えると人 

類の歴史は「暴力」を「法」の下においてきた歴史であり、それは現在確実に実体のあるもの 

となっていると私は考える。 

だからこそ、自民党は憲法改正という手続きをとって「ファシズム」国家を作ろうとしてい 

るのである。つまり「法」整備をきちんとしてやろうとしているのである。こうした手続きを 

とれば、我々はそれに従わざるを得ない。逆に平和憲法を残すことは自由社会を残そうとする 

者にとっては死活問題の重要なことなのである。「法」ができてしまえば、我々はもう何もい 

えない。つまり改憲勢力は「立憲主義」（悪憲法も憲法であるという広義の意味の）を否定し 

ているのではなく、「立憲主義」に基づいて「ファシズム国家」をつくろうとしているのであ 

る。それにつけても、問題なのは自民党政権を存続させているという現在の状況である。「法」 

によって「暴力」を行使しようとする勢力を阻止するのは議会で多数派となることである。戦 

前ファシズム期において、権藤成卿が議会政治の擁護を必死に説いていたのはこうした理由に 

よる。小泉政権は巧妙に「帰向元理」を使って国民の支持を獲得してきた。選挙の世界は「帰 

向」「エロス」「カルマ」「同化」「互換」「自治」「法」「知己」等が縦横に活躍する世界である。 

小泉首相はとりわけ日本的政治カルチャーである「帰向」を駆使して選挙に勝利した。そのこ 

との意味を政治学でしっかりと把握して、 「ファシズム」に立ち向かっていかねばならない。 

それは選挙によって改憲勢力を追い払うことである。そのためには、選挙における「政治元理」 

の多様性を自覚して、その作戦を立てることである。 

「法元理」に基づく運動の模索‥「訴訟主義」という方法



高畠先生の市民運動は「政治元理表」で分析すれば、「自治元理」と「帰向元理」で構成 

されていると私は解釈している。『政治学への道案内』では「支配」「統治」「闘争」「自治」の 

４つの言葉が出てくる。そしてその中で「自治」の可能性を高く評価している。高畠政治学の 

最高の価値は「自治」であったと思う。「政治元理表」では「自治元理」で分類されているも 

のである。多くの政治学者が高畠先生の分類では「支配」「統治」「闘争」を中心に政治学を構 

想しているのに対して、高畠先生は「自治」を中心においた。そこが高畠政治学の日本政治学 

史でもっとも評価されるべき点であると思う。多くの教え子たちはこの高畠政治学を生かし、 

それぞれの職場や市民運動の現場で「自治」を実践している。名著（鶴見さん高く評価）『そ 

れぞれの高畠政治学』にまとめられているのはそうした教え子たちの「自治」の実践である。 

そして、「声なき声の会」の運動は「世論」の喚起や、体制批判の「人心」をまきおこす運 

動だった。これが私の言う「帰向元理」である。「人心」を説明するのに私は最近「風」とい 

う言葉を使っている。選挙分析などで頻出する言葉であるー「小泉旋風が吹き荒れた選挙」と 

か「風が吹かなかった補選」とか「小沢民主党は風をおこすことができなかった」というふう 

に使われる。「声なき声の会」の活動は「人心」（私の言葉では「風」）を呼び起こす運動だっ 

た。つまり、新聞や雑誌などに紹介されることによって、人々の意識に「現状を改革しようと 

いう気持ち」を呼び覚まそうとした運動で、大いに意味がある運動であった。 

私は今回『改憲潮流』を読んで提起したい運動は「訴訟主義」である。これは「政治元理表」 

ではもちろん「法元理」に分類される。君が代・日の丸問題で処分された東京都の教員が起こ 

した訴訟で最近地裁ではあるが勝利した。これは高裁・最高裁でくつがえるとは思うが、十分 

意義がある運動であった。「ファシズムは合法的にやってくる」という今回の私のファシズム 

表現からすると、「法元理」でやってくるファシズムの策動に対してはこちらも同じ「元理」 

で対抗するのは一番である。キャンドルを使っての人の輪を作るのも確かに有効であるが、運 

動とはイコールこういうものだけではない。そうしたことが「政治元理表」で整理することが 

できるのだが、「一生涯一訴訟」をみなで心がけたらどうだろうか。どんな卑近な問題でもい 

い。学校現場では先の「君が代・日の丸問題」で処分されたらそれに対して起訴すればいい。 

校長室で不当な「パワハラ」を受けたらそれで訴訟しよう（未完）。


