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第 1章	 チャーチルからの警鐘～民主主義は最悪だ 
	  
民主主義国家日本の皆さまへ 

 
私が天国に召されてから、すでに 46年が経ってしまった。その間にさまざまなできごと

があった。私が「鉄のカーテン」と描写した東西冷戦も終わってしまった。ベルリンの壁

も崩壊するはずがないとされてきたソ連ですら、あっと言う間に滅んでしまった。本当に

世は諸行無常だということを改めて思い知ったよ。 
そう言えば、私と敵として対峙した全体主義者の二人、スターリンとヒトラーには、天

国では会っていない。あの二人の狂った独裁者は、最後の審判を受けられずに、ずっと列

に並んでいると聞いたよ。ウェイティングリスト行きって訳だ。神も粋なことをされる。

我が祖国イギリスの医療機関での手術待ちや配給制度があった頃のソ連と同じ目にあって

いるわけだ。因果応報とはまさにこのことだな。 
ところで、私が死んで、46 年も経ったのに、日本では私の言葉が何回も繰り返し新聞を

賑わすそうじゃないか？ 
 

民主主義は最悪の統治形態だが、いままで試みられたどんな制度よりましである 
	 

私の言葉が世紀を超えて、生き残っているのはいいことだ。演説と執筆が私の生きがい

だったからね。でも、はっきり言って、これを引用する時、新聞記者は何もその意味を分

かっていない。未だに誤解ばかりが甚だ多いようなので、こうして天国から手紙をしたた

めることにしたわけだ。 
さて、私のセリフをもう一度よく噛み砕いて読んでほしい。「いままで試みられたどんな

制度よりましである」と民主主義を褒めているように見えるが、これは留保に過ぎない。

主張の根幹は、「民主主義は最悪の統治形態だ」という部分にある。つまり、私は民主主義

を絶賛したかったわけではない。オルタナティブが見いだせなかったから、最悪であって

も民主主義を受け入れるしかないと主張したまでだ。それを大新聞の論説委員たちは、勝

手に民主主義を擁護するために使ってくる。筋違いも甚だしい。怒りがこみ上げてくる！ 
	 私は、だいたい民主主義を擁護する論者が何か念仏みたいに唱えている、いろいろな前

提を信じていない。この際だから、一つずつ論破してやろうではないか？ 
第一の前提からだ。民主主義を擁護する輩の中に、大衆はうまく意思決定ができるし、

いい統治者を選べるなんてことを前提に主張をしてくるやつがいる。はっきり言って、何

も分かっていない。馬鹿だ。そんな前提は、幻想に過ぎないってことを分かっていない。 
オルテガの『大衆の反逆』を読んだかね？	 彼は、私と同じく貴族階級出身で大衆が大

嫌いだったが、感情的ではなく本質的な議論をしているよ。 
大衆は、自由が与えられて、民主主義の世の中に生きているのに、自分が自分を統治し

なくてはならない責任を放棄する。人と同じであることに安住し、満足感や全能感だけを

持っている。彼らにとっては生きること自体が目的であって、それ自体を手段にして捧げ

ることもない。結果として、「大衆」の意思決定は当てにならず、しばしば暴力的な押し付
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けさえ伴ってしまうのだよ1。つまり、民主主義の行きつく先は、衆愚政治なのさ。 
私もオルテガとほぼ同じ考えだし、直面した政策決定で実践している。1910年に内務大

臣だった私は、ストライキ中の鉱山労働者やドック労働者へ発砲を命じているからね2。無

産階級がやる社会運動なんて、ただの無責任なクズどもが集まって騒いでいるだけなんだ

から、排除したまでだ。これは、真っ当な考え方じゃないかね？ 
第二の前提へ行こう。そもそも選挙というものの意味は何なんだろうと、民主主義教の

連中は考えているんだろうか？	 選挙なんて、ただのお祭りや演出だってことにどうして

気づかないんだ！ 
 

代表制が機能するためには、とりあえず何であれ、代表者が人民なり国民を、代表

していると「みなす」ことが不可欠です3。	 

 
こういう指摘に彼らは聞く耳を持たないだろう。まったく、想像力の欠片もない人たち

には、困まってしまう。 
はっきり言って、選挙を信じている連中はさ、大統領制を採用したアメリカ型共和政と

議院内閣制を採用したイギリス型民主政も素晴らしい制度だ、日本に取り入れるべきだと

か思っているんだろう。そうだとしたら、本当におめでたい人だな。 
両者の特徴は、一言で言えば、巨大な国民国家から選挙という正統性演出を経て、優秀

な人材を選出できるという前提で国家を運営する点にある。前者は、権力のコントロール

に重きを置き、後者は、権力を発動させることに重きを置いてきた。どっちも日本にない

ポイントだから、アングロサクソン型民主主義導入すべきだという主張はここに依拠して

いる。 
しかし、その前提となる優秀な人材の選出プロセスとしての選挙が制度疲労を起こして

いることを誰も考えていないのはどうしてだろう？	 ロビイストや利益団体は、真の意味

で公共的なのか怪しいよ。自己利益を追求しているだけだ。そんなやつらの息がかかった

議員たちを優秀だと誰が保証できるって言うんだい？	 もはや 20世紀後半からだけど、投
票率低下、マスメディアを見ない若者など選挙の正統性演出も機能不全に陥ったままだよ。

選挙なんてやって何の意味あるんだろうか？4 
	 そう言えば、言い忘れていた。私が生涯でもっとも悔しい出来事は、労働党のアトリー

っていう、何の経験もない政治家に第二次世界大戦直後に選挙で完敗したことだ。大演説

したこともなければ、大軍に号令したこともないやつに私が負けるなんて。あり得ないこ

とだ。私がいなかれば、イギリスはドイツに占領されていたかもしれないのに、大英帝国

も終わっていたかもしれないのに、まったく大衆っていうのは信じられんやつらだよ。普

通選挙制なんか認めるから、こういうことになるんだ。恩を仇で返すとは、まさにこのこ

                                                   
1 	 オルテガ『大衆の反逆』（中公クラシックス，2002）より筆者が要約。 
2 	 ロバート・ペイン著・佐藤亮一訳『チャーチル』（法政大学出版会，1993）p10より。 
3 	 佐々木毅『民主主義という不思議なしくみ』（ちくまプリマー新書，2007）p66より 
4 	 佐々木毅『民主主義という不思議なしくみ』（ちくまプリマー新書，2007）を参考に筆
者が記述。 
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とだ。だから、私は選挙も嫌いだ5。 
	 第三の前提についても述べておこうじゃないか。選挙で多数党になった党がもう 1 回議
会で多数決をとることで民主主義の正統性は担保されるなどとほざく論者がいる。こんな

ことを間に受けるやつがいたら、言語道断だ！	 はっきり言って、議会で討論なんて行わ

れていないし、多数決なんてただのお遊びと妥協の産物だろうよ。そんなものに時間使う

なら、むしろもっと国民自身に討論させたり多数決させたりするべきなんじゃないかね？ 
	 私がこの手紙で言いたかったことは、そろそろ「民主主義は、最悪の政治形態である」

ってことを自覚したらどうかな？	 という提案だ。衷心から君たちへ伝えておきたいよ。

日本人も少しは、イギリス型の二大政党制がないと卑屈になる前に、民主主義自体が最悪

だと思って、見直してみたらどうかね？ 
	 さぁ、そろそろルーズベルトとチェスをしに行かなくてはいけないんでね。ポツダム宣

言を一緒に起草した彼と民主主義について語ってくる。失礼させてもらうよ。 
チャーチルより 

	 

                                                   
5 	 ロバート・ペイン著・佐藤亮一訳『チャーチル』（法政大学出版会，1993）p354を参
考に筆者が記述。 
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第 2章	 バグダッドからの論究～イスラーム型民主主義の可能性 
 
親愛なるアメリカ合衆国市民の皆さまへ 

 
私は、バグダッド在住のジャーナリストであり歴史家である。拉致監禁と暗殺の可能性

があるので、匿名でお願いしたい。何しろ、ＣＩＡがいつ襲ってきて、グアンタナモに送

られてもおかしくないからな。まったく「マニフェスト・ディスティニー」とか言うが、

冗談じゃない。アメリカ合衆国というものは、ただの暴力装置じゃないか。 
本題に入ろう。まず言っておきたい。君たちアングロサクソン系の民主主義への理解は、

あまりに偏狭なものである。あまりに狭く、危険ですらある。そのままイスラーム世界に

来れば、必ず害悪がある。そのため、本論の目的は、イラク戦争が生み出してしまった無

秩序は、君たちの民主主義理解が原因なのか、そこに、どんな「文明の衝突」があったの

かを解き明かすことにある。そして、イスラーム型民主主義の可能性について論じること

にある。 
	 まず、君たちが「悪魔の宗教」と呼ぶイスラームがどんなものか、きちんとおさらいを

しておこう。我らがイスラームは、ユダヤ教とキリスト教が純粋な一神教ではないという

批判からスタートしている。ユダヤ教の経典『旧約聖書』は、イスラエル人の建国物語と

も読めるために「神」の唯一絶対性に不純物が混じっている。また、キリスト教は主、聖

霊、神の子が一体であるという「三位一体説」を唱えており、キリストという偶像を崇め、

唯一神教ではなくなってしまっている。イスラームの教えは、アブラハム時代の「永遠の

宗教」への原点回帰を主張しているから、もともと「原理主義」を主張する性格のある宗

教と言ってよいだろう。この点で極めてラディカルな要素を持っていると言える6。 
しかし、重要なことはイスラーム教徒一般とイスラーム原理主義過激派（「アルカイダ」

が代表的）とは、分けて考えなければならないということである。パレスチナ人の世俗派

は、非常に世俗的な価値も重んじており、酒もたまには飲むと言っていた。また、ある日

のアルジャジ―ラのインタビューに対して、アフガニスタン人のある男性は、「われわれは

安寧な生活を願っているだけだ、暴力はもう御免だ。早くテロリストにはいなくなってほ

しい」と語っていた。これら事例が示すのは、イスラーム原理主義の主張がそのまま、イ

スラーム教徒を代表していると考えること自体に問題があるということだ。実は、イスラ

ームに属する彼ら・彼女らも私たちと同じ「生活者」なのである。このことを忘れて、全

員がテロリストなのだといった主張が繰り返されるのは、危険なことである。この点で「イ

スラーム＝テロリズム」といった性急な一般化が行われてしまうことにかなり政治的なバ

イアスがあることを指摘しておかなければならない。 
	 さて、そういう議論の前提を整えた上で、私が述べたいのは、イスラームにも固有の「自

由・平等・博愛」の発展史があるということだ。フランス革命なんてものには、何の新し

さは何もない。すでにアラビア半島でイノベーションがあったのである。 

                                                   
6 	 井筒俊彦『イスラーム生誕』（中公文庫，1990）、阿刀田高『コーランを知っています
か』（新潮文庫，2005）を参考に筆者の独自理解を加えて記述した。 
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イスラームの教えが登場する以前のアラビア半島は、血縁と過去を重視する部族社会で

あり、血で血を洗う抗争が相次ぎ、若者には、退廃的な文化が蔓延っていた。まさにこの

時代のアラビア半島は、「自由主義」の巣窟である。そして、アンチテーゼとして登場した

のがイスラームなのではないか。そう考えてみると、アッラーとの契約が制限となってい

るが、イスラーム教は信じる者同士の「平等主義」を謳い、同胞にはかなり手厚い宗教で

ある。そして、「イスラーム共同体」（ウンマ）の中では、社会福祉的な側面が重視され、

コーランには「啓示」として、未成年者や女性の生きる権利も明記されている。イスラー

ムは、かなりリベラルな思想体系なのではないか。そして、ここにキリスト教にも共通し

ているが、「博愛主義」的な側面も表れている7。 
	 イスラーム学者の中でも特に優れていた井筒俊彦のような形で原典を読み込んで、イス

ラーム型民主主義の解説を行っている。少し長くなるが、引用してみよう。 
 

はじめは個々の人間の実存的宗教であったイスラームは、いまや社会的宗教とな

り、驚くべき速さで社会的、政治的に組織され、制度化されていきます。そして

完全に制度化され、ひとつの社会秩序の構造となった時点でのイスラーム共同体

の宗教が自己実現した形、それがすなわちイスラーム法、イスラームの法律なの

であります。但しこれはイスラーム暦二世紀から三世紀にかけて起こったことで

ありまして、預言者ムハンマドの生前にはまだそこまでは進みませんでした8。	 

	 

	 ムハンマドの権威を軸に構築されたイスラーム法の概念が社会的に実装されていく。教

会法を媒介として作られなくてはならなかった、ローマ＝カトリックとはまったく異なる

発想による社会秩序の誕生がそこにはある。そして、西欧的民主主義を先取りした考え方、

たとえば連帯や社会革命という概念をイスラームの誕生に見ることができると井筒はさら

に続ける。	 

	 

およそ共同体と申しますからには、全体を一つにまとめて保持する力がなくては

ならない。当然のことですが、イスラーム共同体の場合、その統一原理はムハン

マドと契約を結び、それを通じてお互いに同胞としての契約を結んだ人たちのお

互いの連帯感、つまり自分たちはこのタテとヨコの契約を通じてまったく一つの

宗教に参与している、同じ一つの信仰に生きているのだという宗教的連帯意識で

あります。（中略）	 こんな性質の共同体が出現したことが、実はアラブの歴史で

は未曾有の大事件だったのです。つまりひとつの社会革命であったのです9。	 

	 

	 このように、イスラームは、当時としては、かなり先進的で合理的な思想だったのでは

ないか、という仮説が成り立つ。現に、歴史的な事実からこれは類推可能だ。迷信を否定

し、コーランを合理的に解釈しようというアプローチから、イスラーム神学が発達し、数

                                                   
7 	 井筒俊彦『イスラーム生誕』（中公文庫，1990）を参考に筆者が作成。 
8 	 井筒俊彦『イスラーム文化』（岩波文庫，1991）、p114より引用 
9 	 井筒俊彦『イスラーム文化』（岩波文庫，1991）、p115より引用 
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学や科学技術も発達していった。それを受け継いだのが、西欧諸国における 16世紀以後の
「科学革命」であり、西欧諸国の今日における発展の基盤は、イスラームで築かれたのだ

という主張もあるのである。このように、神の「啓示」が実は論理的思考の出発点となっ

て、イスラームにおける合理主義的な体型を生み出していたことは注目に値する。ただし、

特に「産業革命」以後の西欧諸国の発展に伴って、イスラーム諸国の発展は急激に減速し

てしまった。しかも合理主義的な性格が少しずつ薄れて、民族主義的な部分が強調された

り、終末思想だけが取りだされて語られたりと、少しずつ非合理的な性格が増してしまっ

ている印象があることも指摘しなければならない10。 
	 さてさて前置きが長くなってしまった。要するに、イスラーム型の統治方法というもの

をきちんと理解して、アメリカは中東政策を作ってほしいということだ。全く物分かりの

悪い偏狭なキリスト教原理主義者たちめ！ビックチャーチにでも籠って、説法受けている

ので満足できないのか！？（怒）。 
	 おっと、暴言を吐いてしまった。私は、平和を愛するイスラーム教徒なのに、どうして

アメリカ相手だと怒ってしまうのだろうか？	 そう彼らは、西欧普遍主義的過ぎるのだ。

少し、悲惨な３０年戦争などの宗教戦争のところから掘り直してみよう。 
	 西洋の主権国家における前提は、政教分離である。政教分離は、宗派間での戦争は、止

めどなく、誰もコントロールできなかった、という中世ヨーロッパ史が背景にある。主権

という概念もまさにヨーロッパ的な思考の末に誕生している。主権は、内面まで介入し聖

俗双方の最高権力であった教皇の権力とは本質的に異なる。内面で何を信じていようが買

ってである。しかし、いざ他者との争いが生じた時に絶対的な権力である主権が登場して

くる。権力の部分での最高の地位を国家に与え、秩序＝平和を構築していくために主権と

いうものがある11。そして、西洋の主権国家において発達した意思決定システムが社会契約

説を基に構築された民主主義だ。 
私たちイスラーム世界では、こんな歴史はない。血で血を洗う宗派間闘争など起きてい

ないのだから、イスラームでは、政教未分離が当たり前であり、コーランを前提にすれば、

極めて合理的である。そして、争いごとが起きると、イスラームでは主権国家が出てくる

のではなく、宗教者やイスラーム法学者が登場して、調停を行っている。「イスラームにお

ける統治者は、神の代理であり、神の代理として神の命令と社会の福利に立脚せねばなら

ない12」とされ、その特性として、知識、正義、社会運営能力、勇気を持っていなければな

らない13。 
そして、イスラームの人民は何を為すのか。「神の統治における人民の役割」は、「人民

が覚醒し、聖なる指導者の指示に基づいて行動すれば勝利し、その二つのいずれかが欠け

ない限り、覚醒した人民と聖なる指導者の蜂起による統治を如何なる策謀も妥当できない

                                                   
10 	 池内恵『現代アラブの社会思想』（講談社現代新書，2002）を参照すること。 
11 	 佐々木毅『宗教と権力の政治』（講談社，2003）に詳しく載っており、その記述をもと
にして筆者がまとめた。 
12 	 富田健次『イスラーム統治と民主制―交差と乖離』（一神教学際研究，2007）	 
http://www.cismor.jp/jp/publication/jismor/documents/JISMOR3_jp_tomita.pdf より引用。 
13 	 富田、前掲書より。 
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14」のであり、人民は宗教者やイスラーム法学者の指導を受けて、イスラームの教えに沿っ

て、社会運営をするのである。このような特色を持つイスラーム型民主主義をムハンマド

以後、ずっと綿々と続けていることを理解してもらわなくては困る。そして、近代化との

折り合いをつけてきたのである。 
では、ここで一つケースを取り上げよう。2001年の米同時多発テロ後のアフガニスタン

への米軍攻撃後に誕生したカルザイ政権の西欧型「民主主義」の正統性は、皮肉にも「ロ

ヤ・ジルガ」（国民大会議）と呼ばれるアフガニスタン独自の合意形成機構を経て創出され

た。「ロヤ・ジルガ」は、「国家にとって重要であるとみなされる主要な事柄、問題、変革

を扱うために召集される、名士、部族長、宗教指導者たちによる国民議会15」であるが、こ

れは部族間による民主主義に他ならない。2002年に行われた、ほぼ四半世紀ぶりのロヤ・
ジルガでは、「新しい移行政権は国中からカブールに集結したおよそ 1,500 人の代表から成
るロヤ・ジルガによって選ばれた。アフガニスタンの 362 の地区はそれぞれ少なくとも一
つの議席を与えられ、さらに 22,000 人毎に席が一つ割り当てられた。また、160 の議席が
女性に対して与えられた16」のであって、これこそイスラームと民主主義をうまく折衷する

方策なのである。カブール大学総長もこう述べている。 
 

ロヤ・ジルガを用いてカルザイ大統領を選出したことからも分かるとおり、ア

フガニスタンには正統性を具現化する仕組みが存在している。要は、こうした

現地に根付いている文化や伝統を否定的に捉えるのではなく、その価値を積極

的に認めて有効に活用することである17。 
 

このような土着の伝統的制度を無視して導入された選挙により、アフガニスタンはずっ

と揉めている。だが、選挙だけが「民主主義」ではないということを理解せねばならない。

とどのつまり、アジア・アフリカの民主化プロセスにおいては、現地情勢に適さない段階

での「選挙」導入が混乱を招いているのである。中東における３つの民主化についての事

例、イラン、パレスチナ、アフガニスタンはまさに象徴的だ。 
はっきり言えば、アメリカのブッシュ政権の採用していた、「中東民主化」など屑みたい

な政策である。ブッシュ政権にイスラーム地域研究やイスラーム法の専門家など、誰も入

っていないのだから当然だ。ネオコンの代表的論客であったロバート・ケーガンは、以下

のような恥さらしな無知を晒している。 
 

アメリカ人は理想主義者である。ある面では、ヨーロッパ人以上に理想主義的だ。

だが、力がないまま、理想をうまく広めた経験はもたない。国際機関による統治

                                                   
14 	 富田、前掲書より 
15 	 駐日アフガニスタン大使館『ロヤ・ジルガ（国民大会議）』
http://www.afghanembassyjp.com/jp/life/?pn=6	 より 
16 	 同上 
17 	 福田幸正・工藤正樹『JBIC平和構築セミナー概要報告：カブール大学総長ガーニ氏講
演「紛争後の国づくり：アフガニスタン、レバノン、ネパール、スーダン」』より引用 
http://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/archives/jbic/report/review/pdf/34_04.pdf 
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で成功を収めた経験はもちろんない。国際法と国際機関を信じたくても、それら

にすべてを託せることを示す事実はほとんどない。ヨーロッパとともに、軍事力

を越えた世界に入るように促す要因はさらに少ない。アメリカは啓蒙主義を忠実

に受け継いでおり、いまでも人間の完全性を信じ、完璧な世界が実現するとの希

望を捨ててはいない。だが、完璧なものにほど遠い世界では軍事力が必要だと信

じている点では、現実主義者である18。 
 
こんな世界観は、イスラーム原理主義より過激な思想ではないだろうか？	 「中東民主

化」の青写真など彼らにはなかったのである。ただ単に介入すれば、自動的に伝統や歴史、

文脈を無視して、アメリカ型民主主義が定着すると主張したわけだ。傲慢すぎて話になら

ない。 
つまり、アメリカ人にはイスラーム型民主主義など分からないのだ。西洋の主権国家を

前提にした選挙制度の導入などイスラーム世界のゴールでもなんでもない。選挙制度の導

入が無用の対立を煽っているという現実をきちんと踏まえれば、イスラーム独自の意思決

定の仕組みを考案することを助けることの方が重要ではないだろうか。たしかに、原油が

売れ、経済成長をすることを前提とした、世俗的で自由主義的な価値がイスラーム諸国に

も浸透しているという事実もあり、これは歓迎すべきだと思われる。しかし、イスラーム

諸国は、西洋の主権国家を前提とした民主主義の導入にはまだ早いと思われるし、むしろ

それを至上命題にする必要はない。宗教者やイスラーム法学者がきちんと対立の底抜けを

防止し、平等で専制的ではない「寡頭政治」は、もしかすると 21世紀の理念系の一つにな
るかもしれない。ここに、イスラーム型民主主義が秘めるもう一つの可能性、「民主主義」

のブレイクスルーという視点も浮上してくるはずである。 
	 アメリカ合衆国国民よ、もしアメリカが啓蒙を信じる国であるなら、最も重要なことを

忘れてはならない。ソクラテスは、かく言うている。「汝自身を知れ」とね。「無知の知」

が西欧哲学の根本にあることをワシントンの連中は、考え直した方がいいのではないだろ

うか？ 
バグダッドのあるジャーナリストより 

                                                   
18 	 ロバート・ケーガン『ネオコンの論理―アメリカ新保守主義の世界戦略』（光文社，2003）
より引用。 
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第 3章	 北京からの宣言～一党独裁で何が悪い？ 
	  
	 中国共産党同志諸君へ 
 
	 この書簡は、機密にし、決して外部に漏らしてはならない。いまや Wikileaks なるメデ
ィアや Googleが情報を拡散させてしまう、技術革新の急速な進展時代に入っているのであ
る。このことは肝に銘じよ。 
	 ご承知の通り、昨年２０１０年、走資派の代表的な思想であるデモクラシーなる理論を

唱える劉暁波という国賊がノーベル平和賞なるものを受賞した。まったく国際社会は中国

というものを何も分かっておらん。彼が主導して取りまとめた檄文であり、毛沢東・鄧小

平理論と決定的に相いれない、ブルジョア思想に毒された「零八憲章19」を読んだか？ 
信じ難いことだが、政治犯の劉は、中国共産党の一党独裁の終結や三権分立の確立、民

主化推進および人権状況の改善などを求めている。さらに言おう。反逆者の劉は、２１世

紀の中国は、自由、平等、共和、民主、憲政の５つの普遍的価値へ立脚するべきだと、ま

るで「アメリカの犬」になったかのような宣言をまとめた。 
こんな輩が好き勝手主張していたら、「愛国反日」で洗脳した若者たちが民主化勢力にな

ってしまいかねない。だから、「国家政権転覆扇動罪」で逮捕したのだ。あんな輩は、幽閉

してもらうのが最善の策である。処刑すれば、殉教者になってしまいかねないからな。そ

こは、東洋のわれわれがイエスを磔にしたユダヤ人、もっと言えば西洋の善悪二元論者よ

りも優れている証明である。 
さて、劉暁波という反逆者の行状は、こんなところだろう。もっと重要なのは、私たち

の歩みを再確認し、北京から世界の全体主義国家へ発信し、新しい国家統治形態の発展段

階における理論を構築するところにある。そこで反中の代表的な日本の評論家である中西

輝政ですら、どこまで本質的な議論をしているか、披歴することとしよう。 
中国という統治体の本質は、その思想的な立場が「一統之世」であるということだ。つ

まり、皇帝がいて彼だけが統治するという政治思想である。これが非常に長期間に渡って、

中華帝国を支えていた。そして、「浸透」により、少しずつ冊封体制を通して、中心から周

辺へ普遍的な価値体系を発信し、啓蒙しながら、周辺を取り込んでいく。国境という概念

は、そこにはない。 
一方、ウェストファリア体制下では、「並争之世」となる。国民国家同士が争いながら作

られる社会だ。それは、すでに国際社会体制にアヘン戦争後にわれわれが取り込まれてし

                                                   
19 	 「08憲章(日本語版)」は、ウェブサイトにアップしており、閲覧することが可能な状
態になっている。 
http://knol.google.com/k/%E9%9B%B6%E5%85%AB%E5%AE%AA%E7%AB%A0-08%E
5%AE%AA%E7%AB%A0-%E7%AE%80%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%
89%88-%E7%B9%81%E4%BD%93%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88-%E6%97%A
5%E6%96%87%E7%89%88-%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88-%E6%B3%95%E6
%96%87%E7%89%88#08(E6)(86)(B2)(E7)(AB)(A0)(28)(E6)(97)(A5)(E6)(9C)(AC)(E8)(AA
)(9E)(E7)(89)(88)(29) 
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まって、帝国主義的に植民地従属体制に巻き込まれたことを意味している20。しかし、日帝

や米帝に対する徹底した国民的な抵抗と愛国精神により、今、中国は従属から脱している。 
われわれ共産党は、普遍的な価値体系として、マルキシズムと毛沢東主義を掲げてきた

が、歴史的に見ても思想は唯物論的な弁証法によって、進化を遂げてきた。同じモチーフ

を「世界精神」と発展段階によって、変奏曲として扱ってきたのである。 
清王朝までは、孔孟思想と朱子学というかたちで、儒教思想を基盤としてきた。しかし、

列強の帝国主義的侵略に抗した、国父である孫文の「三民主義」により、中華民国が建国

され、偉大なる英雄である毛沢東主席が独自の社会主義思想を構築された。その後、「毛沢

東主義」は、現代最高の共産党における偉人、鄧小平主席によって、「改革・開放路線」へ

と変貌している。われわれは、着実に統治を進化させてきたのである21。 
これで分かるだろう！？	 なぜ、共産党一党指導体制が望ましいのか。それは、簡単で

ある。１２億人が行う、自由剥き出しの民主制にしたら、地球も中国大陸も滅んでしまう

からに決まっているではないか。独裁と呼ぶなら、そう呼ぶがいい。中国人が２０億人を

超えて、資源も知識も全部飲みこんでいいなら、そう言うがいい！	 中国を資本主義政党

が牛耳るがいい。「一人っ子政策」も土地公有制も止めて、地球と心中してしまうのが落ち

だ。民主化したら、ナショナリズム勢力がどんどん周辺地域に上陸するかもしれないぞ。

尖閣だけの騒ぎではなくなる22。 

 
図  1 
                                                   
20 	 中西輝政『帝国としての中国―覇権の論理と現実』（東洋経済新報社，2004）における
筆者が要約し、解説している。 
21 	 中西、前掲書および池上彰『そうだったのか！中国』（集英社文庫，2010）を参考に筆
者が記述。 
22 	 池上、前掲書を参考にしながら、筆者が記述した。 
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	 図１にあるように、中国における共産党は、すべてを指導し支配する23。人民解放軍を党

の軍隊にしているのは、ガバナンスが効く方法がこれしかないからだ。これを不透明だと

いうのは、まったく根拠のない批判だよ。 
これを一人の皇帝でなく、共産党に寄る集団指導体制にしているだけで相当民主的なの

だよ、西洋人の諸君！	 そもそもね、民主主義などという理念系は、ユーラシアには本質

的に合わないのだよ。それを明確に指摘したのは、梅棹忠夫という日本の学者だ。 
彼は、詳細は省略するが要は、

乾燥地帯の遊牧民の攻撃に晒され

ず、安定性の高かった西ヨーロッ

パと、日本において最初に近代化

が起きたのであるという歴史観に

依って立つ。図２がそれを模式的

にあらわした図である24。そして、

乾燥地帯の周辺にある４つのブロ

ック、中国ブロック、ソ連ブロッ

ク、インドブロック、イスラームブロックにユーラシアの秩序は再編されていくと超長期

的な視野に立って予言した。昔の専制帝国が形を変えて、立ち現れてきているのである25。 
より実証的に考えてみよう。我が同盟国であるロシア、イラン、ミャンマー、北朝鮮も

またうまく統治できているではないか。これをユーラシア的な統治だと言って、誰が反論

できるのだ！ 
全く持って、共産党の前途に明るい栄光しかないことが分かる。ただし、重要な点とし

て、最近、「農民工」が都市から農村へ追いやられたりした場合に農村で毛沢東二世みたい

な革命家が出てくる恐れがある。さらに高学歴者の就職問題も深刻なままである26。こうし

た不平等をどう是正するか、内需拡大や「西部大開発」こそ、我々共産党の同志が連帯し

て進めるべき、新たな革命である。 
	 同志諸君、進むのだ。中国の偉業を世界に見せつけるのだ！それこそが新しい中華の人

類史的役割なのである。 
中国共産党の影より 

                                                   
23 	 出所は、毛里和子『現代中国政治』（名古屋大学出版会，2004）、p158-159	 である。 
24 	 出所は、梅棹忠夫『文明の生態史観』（中公文庫，1998）、p213	 である。 
25 	 梅棹、前掲書における議論を基に、筆者が今日的な検証を踏まえて、記述した。 
26 	 田中明彦『ポスト・クライシスの世界―新多極時代を動かすパワー原理』p68の議論
を参考に筆者が記述した。 

図  2 
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第 4章	 ベルリンからの反省～全体主義は末恐ろしい 
 
	 平壌市民へ告ぐ 
 
	 私は、名もなきドイツ国民である。もうお先も長くないので、ドイツ国民を代表して、

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）のみなさんへ、全体主義というものが如何に危険か手

紙を書こうと決意した。なぜか？	 全体主義は末恐ろしいシステムだからである。 
	 全体主義とは何か？	 多くの政治学者がこの問いに答えようとしてきたが、まずは、ハ

ンナ・アーレントの議論を見てみよう。アーレントは、アトム化した大衆がどこへ行き着

いてしまったか、答えるために「世界観政党」というキーワードを持ってくる。 
 

「世界観政党」は、現実的な利益に訴えるのではなく、世界観的な「原理」に訴

える。世界観的な原理とは、世界や社会の本来の在り方とか、民族等の歴史的使

命のような疑似宗教的な理念である。大量の失業とか配線などの経済的・政治的

危機状況になり、アトム化した大衆の間に不安が広がると、世界観政党が浸透し

やすくなる。その中で最も成功したのが、ナチスやイタリアのファシズム運動、

ソ連のボリシェヴィズム等であったわけである27。 
 
	 アーレントは、どちらかと言えば、西欧の近代化・民主化を念頭に、アトム化した大衆

というところに焦点を

絞って言及しているが、

途上国や新興国では、

社会統合のために革命

や全体主義体制が用い

られることが多い。 
つまり、「世界観政

党」が民主化の手前で

全体主義による統治を

完成させてしまうので

ある。その危険性と怖

さは、朝鮮労働党に支

配されている、北朝鮮

のあなたたちが一番分

かっていることではな

いだろうか。 
 

                                                   
27 	 仲正昌樹『今こそアーレントを読み直す』（講談社現代新書，2009）、p51より引用 
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図３を見れば、途上国において全体主義が行われることがどれほど恐ろしいか分かるだ

ろう。いつ実現するか分からない、秩序／将来目標のために、下位集団を依存させ、統制

を行うシステムなのである28。こんな危険な仕組みはない。 
	 さて、全体主義の先進国である我が祖国ドイツにおいては、非合理の塊のような形でナ

チスに至るまで紡がれてきたのである。その詳細を紹介していこう。 
	 まず、近代ドイツの起源は、プロイセンにある。 
プロイセンは、ポーランド国境に近いところにキリスト教修道会が植民した、いわゆる

「東方植民」によって建国の素地が整えられた29。この時、アメリカ大陸でのネイティブ・

アメリカン虐殺に匹敵する大量殺戮が行われた。ハフナーは、こう記述している。 
 

プロイセンの植民化の初めには、十年にわたり、恐ろしい大虐殺が行なわれた。

これはほぼ絶滅とも言えるもので、後のヨーロッパからの移住者による北アメリ

カ先住民の絶滅に近い状況と比較できる。ここには弁護の余地はまったくない30。 
 

	 このような大量虐殺を背景にして、プロイセンは土着の地縁・血縁組織の抵抗を受けず、

理想的な国家を作ることができた。後に、国家理性を基にした「人工理性国家」と呼ばれ

る国の誕生である31。 
プロイセンの人々は、はっきり言えばお気楽な楽観論者たちだった。フリードリヒ二世

という啓蒙専制君主は、「君主は国家第一の僕」という有名な言葉を残したし、カントは啓

蒙を純粋に信じ、理性を愛していた。 
 

人間の理性の公的な利用はつねに自由でなければならない。理性の公的な利用だ

けが、人間に啓蒙をもたらすことができるのである32。 

                                                   
28 	 出所は、佐々木毅『政治学講義』（東京大学出版会，1999）、p88である。 
29 	 東方植民については、以下のような形で一般的な解説が為されている。「12～14世紀
にドイツ諸侯・騎士・修道院などが行った、エルベ川以東のスラブ人居住地などへの植民。

とくに、ドイツ騎士団は先住民のキリスト教化を理由にバルト海東南沿岸地域で軍事的性

格の濃い植民を推し進め、のちのプロイセンのもとになる大規模な領土を獲得した。」全国

歴史教育研究協議会編『世界史Ｂ用語集』（山川出版社，2004）より。 
30 	 セバスチャン＝ハフナー『プロイセンの歴史―伝説からの解放』（東洋書林、2000）、
p20より引用。 
31 	 「人工理性国家」について、ハフナーは以下のように述べている。 
「プロイセンという国は、それが国家として機能しているかぎりは、ほとんど無限ともい

えるほど膨張が可能だった。そして一度存在するのをやめてしまうと、二度と再生できな

くなってしまう。つまりプロイセンという国は、再生可能な生命体ではなく、一度壊れた

ら二度ともとに戻らない玩具のようなものだったのである。その意味でプロイセンは、血

の通った民族が築き上げる国民国家ではなく、純粋理性が機能しあう合理国家だった、そ

してそれがまたプロイセンの強みでもあった。」セバスチャン＝ハフナー『ドイツ現代史の

正しい見方』（草思社、2006）、p39より引用。 
32 	 イマヌエル＝カント『永遠平和のために／啓蒙とは何か他３編』（光文社古典新訳文庫）、
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	 このような楽観論者たちが「理想の国家」としてプロイセンを作っていった。その結果、

プロイセンは膨張に継ぐ、膨張を重ねて、大国に上りつめて行く。 
しかし、１８世紀後半に起きたフランス革命とナポレオン戦争において、「自由・平等・博

愛」をスローガンに掲げ、国民皆兵のフランス軍にプロイセンは完敗をし、改めて国民国

家建設を目指していくのである。その時に、ドイツは理念ではなく、言語や民族を国家統

合の旗印に掲げていく33。 
その代表的な論客であった、フィヒテは、次のような主旨の講演を連続で行った。 

 
我々は、未来の生を現在の生に結びつけなければならない。そのためには我々

は「拡大された自己」を獲得しなければならない。それにはドイツはドイツの

教育を抜本的に変革する必要がある。その教育とは国民の教育であり、ドイツ

人のための教育であり、ドイツのための教育である34。 
 
	 ここに来て、にわかに血や言語、民族性が強調されだしてきた。さらに、ビスマルク時

代に入ると一層、その側面は強くなる。ビスマルクが宰相となった 1860年以後のドイツを
象徴する演説が以下の「鉄血演説」である。 
 

ドイツがプロイセンに注目しているのは、その自由主義ではなく、力なのであ

ります。今や大問題（ドイツ統一）は演説や多数決ではなく鉄（武器）と血（兵

士）によってのみ解決されるでありましょう35。 
 

	 この発言に象徴されるように、ビスマルクは、「鉄と血」以外の民主主義を封殺し、独裁

的に対外戦争を推し進め、ついに普仏戦争で完勝し、ヴェルサイユ宮殿の「鏡の間」でド

イツ皇帝即位式を行い、ドイツは統一される。その後、彼は、何とか列強とフランス孤立

化を軸とした勢力均衡体制を築き、戦争がない時代を実現するが高齢とヴィルヘルム２世

との対立により引退した。 
	 ヴィルヘルム 2 世は「鉄と血」をさらに暴走させ、強硬な帝国主義的膨張政策を実施し
た。具体的には、アフリカ・中東への植民地進出と英国と決戦できる艦隊整備などであり、

英仏露との対立は決定的になる。また、「ゲルマン民族」という言葉も強調されるようにお

                                                                                                                                                     
p15より引用。 
33 	 詳しくは、塩川伸明『民族とネイション―ナショナリズムという難問』（岩波新書，2008）
などを参照すること。また、ドイツ単体のナショナリズムを解説したものとして、仲正昌

樹『日本とドイツ	 二つの全体主義―「戦前思想」を書く』（光文社新書，2006）も参考に
なる。 
34 	 フィヒテ『ドイツ国民に告ぐ』（玉川大学出版会，1999）を基に、私が主旨をまとめて
引用の形をとっている。このような形で、フィヒテがまとまって話しているわけではない

が、主張の大半はこの部分に帰結していく。 
35 	 この「鉄血演説」については、加納邦光『ビスマルク』（清水書院，2001）にどのよう
なコンテクストで述べられたか、詳細が述べられている。 
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なり、汎ゲルマン主義という考え方に基づく、バルカン半島で汎スラブ主義と激突し、第

一次世界大戦の遠因となった。 
	 そして、ご承知の通り、非常に民主的だと思われたワイマール憲法が制定され、社会権、

普通選挙制などを認めた。しかし、あまりに純粋に作り込まれていたために、大統領緊急

令などの権威主義的側面があり、上記の通り、ナチスという「世界観政党」に完全にハイ

ジャックされてしまった36。 
	 まとめると、ドイツの近現代史は、図４のような 2軸に切って分析することができる。 
つまり、理性／神・国家という縦軸と秩序・平和／混乱・暴力の横軸が合わさって、ドイ

ツ近現代史は見ることができるのだ。そして、理性と秩序・平和を志向したプロイセンが

孵化させたものは、混乱・暴力と神・国家を統合した恐ろしいナチズムという全体主義で

あったということを私は、平壌市民に強く言いたい！ 
	 つまり、全体主義というものは、理想を追求する姿勢から現れるのである。悪意を持っ

て誰も全体主義など作り出さない。しかも、全権委任法は、ワイマール憲法下の国家にお

ける議決、合意形成を基に作り出されている。ここに、民主主義が合意や世論というもの

を背景にして作り出される限界を知ることができるのではないだろうか？ 
	 

 
図  4 

                                                   
36 	 詳しくは、セバスチャン＝ハフナー『ドイツ現代史の正しい見方』（草思社、2006）を
参照すること。 
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図  5 
	 この図に書かれている通り、啓蒙を志向したプロイセンの体制が非合理性を解き放ち、

新たな野蛮・超理性的なナチズムを民主主義的プロセスの中で生み出してしまったことを

われわれは強く反省する必要があるのである37。 
	 以上、分かっただろうか？	 全体主義の中にいる人は、何も疑問を持たない。むしろ合

意することが快感ですらあるのである。 
北朝鮮の国民たち、覚醒せよ！投票率 99.8％、金体制への信任 100％などという数値は、

人間の意思表明として明らかに間違っている。あなたたちは、全体主義の一部なのだよ。

恐怖に満ちた合意をしてしまった、ドイツ国民の老いぼれがそう言っていたと記憶してお

いてほしい。では。 
名もなきドイツ国民より 

                                                   
37 	 アドルノ・ホルクハイマー『啓蒙の弁証法―哲学的断想』（岩波書店，2007）の議論を
基に図示した。 
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第 5章	 アテナイからの告発～近代民主主義などデモクラシーに値しない 
 
はっきり言ってしまえば、近代民主主義をデモクラシーの一つに分類するなど、あり得

ない議論である。そんな議論がまかり通るようでは、ソクラテス以後の古代ギリシア哲学

の蓄積など全く意味がない。そして、アテナイのことは何も知らないに等しい。 
古代ギリシアのアテナイと現代社会の決定的な違いは、デモクラシーが対象とする空間

の拡大にある。農村部で寄り合いをしたり、自治会で決定をしたりという部分では、まだ

直接見聞きし議論できるのだろうが、私たちは顔を見たこともない人たちと「民主政治」

の現場でつながりながら意志決定するという「幻想」の中で生きている。 
これを裏付けるように、佐々木は、民主政治と空間の関わりについて以下のように述べ

ている。 
 

民主政が直接民主政を意味する限り、それが現実に実現できるのは、狭い都市国家に

おいてしかありませんでした。いわば、お互いが個人的に見聞きしている人々の間で

実現できる政治の仕組みでした。（中略）広い領域を支配するのに適した政体は王政や

帝政とされ、民主政の出番はなくなりました38。 
 
	 ポリス（都市国家）の中だけでしか直接民主政は機能せず、むしろ領土が広くなれば広

くなるほど、王政や帝政によって専制的に統治することが望ましいという視点が近代ヨー

ロッパまで支配的であったと佐々木は論じている。 
そして、近代ヨーロッパ以降も事実上は、直接民主政は行われておらず、選挙というプ

ロセスを通じて、間接的に意思決定する人を「みなしている」だけだと考えることができ

るとも述べている39。いちばん端的に言うと、以下のような考え方である。 
 

選挙は政策を選択するというよりは、誰を、あるいはどの政党を自分たちの代表と「み

なす」かをめぐって、政策の担い手を選択する場となります40。 
 
	 この「みなし」のプロセスによって選ばれた議員が日本で言うところは、永田町に集ま

って議論をして意思決定を行うというのが現在の民主主義の根本的なテーゼである。しか

し、あまりに「みなす」際に考えなくてはいけない空間が広すぎるために、先述した空間

の広がりによる課題は解決が難しいままである。 

                                                   
38 	 佐々木毅『民主主義という不思議な仕組み』(ちくまポリマー新書)、p36より引用 
39   佐々木毅『民主主義という不思議な仕組み』（ちくまポリマー新書）によれば、アメリ
カ合衆国における共和政は、勝れた代表者を選ぶことが可能になると言う。そのロジック

は、以下の通りである。 
 

共和政は大きなサイズの国家に適応可能であり、サイズが大きければそれだけ、勝れ

た人材が代表者として選ばれる可能性が高まると言われました。（p50より引用） 
40 	 佐々木毅『民主主義という不思議な仕組み』（ちくまポリマー新書）、p69より引用 
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さらにこれまで述べてきたように、ドイツが陥ったような全体主義的な考え方に陥る、

ポピュリズム、衆愚政治について、佐々木は、アリストテレスの議論を援用しながら、民

主主義の評価が古代、芳しくなかったことを指摘している。 
 

大衆政治指導者が活躍し、大衆の意向がそのまま最高の決定となるような、アリスト

テレスのいう「極端な民主政」が民主政を特徴付けるものとして長く伝えられること

になりました。そこでは、合理的な政策判断は到底期待できないように見えたのです41。 
 
	 つまり、アリストテレスは、きちんとした時間のない「民衆」が議論に参加したところ

で、その決定は衆愚政治の結果として、まったく合理的ではないものになる傾向があると

指摘しているのである42。これは、さきほど述べた空間の広がりという課題と絡みながら、

きわめて今日的な課題として存在し続けていることは否めない。 
 

	 西洋近代史における「民主主義」は、古代ギリシアの直接民主政をアナロジーにしなが

ら発展してきた。しかし、人類の歴史における空間の拡大と共に、新しい形態へと進化し

てきている。だが、それは本当にデモクラシーと言えるのだろうか？ 
そ 

                                                   
41 	 佐々木毅『民主主義という不思議な仕組み』（ちくまポリマー新書）、p35より引用 
42 	 同様の指摘は、オルテガ『大衆の反逆』（中公クラシックス）の中にも散見される。 
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第 6章	 ロンドンからの手紙～社会契約説の意義と隘路 
 
	 これからホッブズとロックという近代民主主義を支えた思想家二人の主著を構造的に分

析することを通して、イギリスという非常に先進的な国家が経験的に作り出した民主主義

理論のコアを明らかにしたい。 
	 まず、ホッブズの『リヴァイアサン』について構造的に理解してみよう。 
これは、SF小説である。一度も訪れたことのない、人間の自然状態の帰結としての「万

人の万人に対する戦争状態」というこの議論の前提は、バーチャルリアリティの世界であ

り、空想の物語である。ホッブズも以下のように述べて、このことを認めている。「こうし

た戦争の時代または状態は一度も存在しなかったと考えられるかもしれない。そして私も、

それが一般に全世界にわたって見られたとは信じていない」（p174）。しかし、逆に大きな
疑問が生じてくる。なぜこんな仮想現実あるいはフィクションが必要だったのだろうか？

そして、なぜこのような荒唐無稽とも言うべき議論がパワフルな議論を持ったのか？とい

うことである。 
	 ホッブズの生きた時代は、名誉革命の前後であり、秩序は乱れていた。その時に、如何

に君主や議会の統治に正統性を担保するか。その時にホッブズが構築したフィクションが

社会契約説だったのである。このフィクションは、以下のようなものだ。各人が自由であ

れば、とどのつまり戦争状態に至り、文明の進歩も秩序もない。だから、メンバーの同意

を得て自由を放棄してコモンウェルスを設立してしまえば、戦争状態は防げる。しかも権

利の譲渡というプロセスだから、主権を制限する必要はない。さらに、主権を握るのは、

君主でも合議体でも構わない。以上のフィクションは、巧妙に当時のイギリスや近代ヨー

ロッパが置かれていたアクチュアルな問題へ答えを出すものだったのである。そして、現

代におけるアフガニスタンやソマリアといった「破綻国家」を考える時に、ホッブズ的な

思考が必要になるかもしれないのである。 
	 しかし、ホッブズの発想の転換には、いくつか課題があった。第一に、国家の正統性を

「契約」という西欧的な議論によって根拠づけたことである。これは、確かにイギリスに

おいては良かったかもしれないが、主権国家システムが全世界へ拡大する中では、危険な

前提になる恐れがある。とりあえず、仮想的に「契約」を置けばどんな主権国家でも許容

される危険性があるからである。例えば、イスラム原理主義過激派による政権も「契約」

さえ前提におけば、正統性を作り出せてしまうのである。この危険をどう回避するかは、

未だ難問として残っている。第二に、市民政府ができるまで、中間組織が法人格を持たな

いという議論になっているため、いきなり国家と個人の議論になってしまい、ガバナンス

の議論を薄くしてしまったことである。国家以外に個人が所属する中間組織、地方自治体

や宗教組織、NPO、企業の議論はあまりにも薄いために、「契約」のプロセスによる国家構
築のダイナミックさに比べ、国家ができて以後の記述は、いささか静態的だ。第三に、君

主の場合は公益と私益が合致しない場合がないので、君主の方が合議体よりも統治形態と

して望ましいという議論についてである。歴史を見返せば、明らかに君主が私を重んじた

ことは多数あり、公益が守られない場合は、存在するのである。ここに、君主が公益と私

益を一致させず、私を優先した場合に君主を打倒できるか？という問いが生じるが、ホッ
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ブズはこの問いに答えていない。私が考えるに、この問いに答えたのは、ロックであり、

ホッブズの君主への素朴な期待こそ「抵抗権」という新たなイノベーションが生まれる素

地だったと言えるのである。 
	 では、ロックの回答とは何だったのだろうか？	 次に述べていきたいと思う。 
	 まず、ロックが『統治論』を執筆した意図について考えたい。彼は、王権神授説や父権

の論理によって、君主の専制が正統化されることを批判し、君主も人民の同意という契約

の範疇でしか行動できないことを指摘する。これは、当時のイギリスにおける君主の専制

が暴走し、人民のガバナンスが効かない水準へ到達していたことへの危機感の裏返しであ

る。 
	 では、君主の暴走は、どのような構造を持っていたのだろうか。私は、以下のような構

造を持っていた。まず、王権神授説や父権の論理を背景に、君主のどんな悪政であっても

正統化される。次に、その悪政は官僚制によって、法律や政令などにより執行される。最

後に、軍隊や警察の暴力を背景にして反対派を殺害・逮捕する。彼らは、最も強力な官僚

である。つまり、専制君主と官僚主義がタッグを組んでいる仕組みが暴走したのである。

こう考えれば、ロックの意図は、君主が行う専制の正統化を論破することで無意味にする

と同時に、それを忠実に実行してしまう官僚制を立法権と行政権の明確な分離の主張によ

って、制限することにあったと言えるだろう。 
	 ロックは、この意図をホッブズの「リヴァイアサン」より緻密で統治構造についての考

察を含んだ議論によって実現し、最終的には君主制を人民の同意の範疇へ制限することに

成功する。しかし、その議論は多くの副作用を持っており、その弊害は現代まで引き継が

れていると考えられる。ロックが「統治論」で提示したキーワードからその副作用を検証

していこう。 
	 第一に、「所有権」について批判する。ロックは、所有権のロジックを自己保存の原則か

ら始める。自己が所有している身体による労働が付加価値を生むので、その付加価値は、

労働した人に帰属する。ここに所有権が生まれる。そして、労働によって土地は人類全体

の「共有地」から囲い込まれて「私所有の土地」となる。 
確かに、このロジックは、人類の所有権の確立についての物語として妥当なのかもしれ

ない。しかし、ロックは土地が囲い込まれて大地主が生まれ、貧富の差が生じることに一

切配慮しない。つまり、労働できる人がどんどん労働したことを背景にして、所有権が生

じているのだから、一切批判する必要がないというスタンスに立っているのだ。 
これは、資本主義の無条件な肯定へつながるのではないか。ロックは、統治に主たる関

心を有しているので、この点を全く掘り下げていないし、バイアスがあることも関知して

いないだろう。しかし、労働ができない無産市民たちに土地がもたらされる確率は少ない

ので、すでに土地という資産を持っている人の統治が強化されるロジックになっている。

さらに、労働へのモチベーションや付加価値を生み出す能力・知識もない「潜在能力」の

未開発な人々のことなど全く念頭に入っていない。さらに、同意のプロセスさえあれば、

契約によって境界を規定できるとまで述べている。オランダ人がマンハッタン島を 24ドル
で購入したことを考えれば、ロックの論理は、契約概念なき先住民との「契約」を背景と

した、アメリカの植民地化を正統化にさえ援用可能ではなかろうか。 
第二に、「同意」について批判する。ロックは、すべて同意によって市民社会が作られ、
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統治もその範疇が決められることを主張する。同意は、社会を作る時、統治形態を選ぶ時、

立法部を作る時、行政部に公共サービスをゆだねる時などに人民から必要とされる意思で

ある。同意により、社会は作られ統治は生み出されるとロックが主張したことは画期的だ。

だが、同意は当然肯定されるべきものだろうか。私は、同意の３つの限界を指摘したい。 
まず、同意が伴えばどんな統治体制も許容されてしまうのではないか、という懸念であ

る。民主主義的多数決での同意が取れれば、社会の統治体制はすぐに決定される。よって、

ナポレオン 3世が皇帝に就任したりヒトラーへ全権委任が為されたりしても当時としては
圧倒的多数の同意があるので、正しい統治体制だと主張されても一切反論できない。ロッ

クの時代には、同意を用いることで君主の専制を打破することが主眼にあったが、民主主

義が導入されればされるほど、同意というものが引き起こしてしまう弊害は大きくなる。 
次に、君主や現統治体制が同意に反していると考えれば、どんな革命をも正統化されて

しまうという問題である。よく考えれば、共産主義革命の達成によって根拠づけられた専

制は、旧ソ連、中華人民共和国、北朝鮮と数多くの例があると分かる。ホメイニ革命によ

るイランなどイスラム原理主義に基づく革命も中東で波及した。こうした国々は、いわば

革命の論理によって、現政権を強固に擁護している。アルカイダが「コーランに反する西

洋的民主主義を拒否する」と革命を起こして中東で政権を取ったり、天皇制を主張する保

守過激派が「現体制は、天皇制に同意してきた日本の歴史を無視している」と革命を起こ

したりしてもロックの議論では、いい革命と悪い革命の峻別がないのだから、一切否定す

ることができない。 
最後に、同意すればすぐに新しい社会を作り、独立できるという議論についてである。

この議論は実は、大きなバイアスを含んでいる。第一点目として、地球の分割が完了して

しまった今、ほとんどすべての領土はどこかの主権国家に帰属している現代に照らせば、

同意だけでなく、独立戦争をせねば独立はできないという点である。ロックの書くような

同意の容易さなど全く現実的ではない。たとえケベック州やバスク、大阪が独立したいと

言ってもそのハードルの高さは想像を絶する。 
第三に、「公共の福祉」について批判する。ロックは、人民の同意によれば、統治の目的

は「公共の福祉」であり、それに反した時点で統治は社会契約に違反しているので、最終

的には政府の転覆もやむを得ないと述べている。 
しかし、「公共の福祉」は一意的に定まるものであろうか。ロックの時代は、安全保障、

平和、私的所有権の許容など「公共の福祉」のプログラムが明確であった。その後資本主

義や民主主義を背景にして、「公共の福祉」の内容は問い直され、不断に修正されてきた。

ベンサムの「最大多数の最大幸福」なども一つの考え方であるし、最近ではアマルティア

＝センの「潜在能力の開発」も「公共の福祉」のあり方として注目されている。ここにロ

ックと公共哲学の接続という問題系が浮上するのだ。 
問題の焦点は、「公共の福祉」のプログラムを修正する際の合意形成であろう。ある時点

で「公共の福祉」だとされていたものが時代遅れになったとしても旧態依然とした連続性

で持続してしまうことは多々ある。高速道路などの公共事業はまさにそうである。逆に新

しい「公共の福祉」概念が広がりを見せるまでには多くの時間が必要となる。この「公共

の福祉」の問い直しの作業をどう行うか。私は、熟慮と討論によって不断に「公共の福祉」

の定義とコンテンツ、プログラムを直していくことで行うしかないと思う。「公共の福祉」
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における同意をどう創出するか、というロックが応えなかった課題が今、私たちの目の前

に改めて浮上している気がしてならない。 
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第 7章	 ニューヨークからの証言～資本はデモクラシーをも飲み込んだ 
 
さて、今度はニューヨークから、資本主義と民主主義の関係について考察してみたい。

なぜ、ニューヨークからなのか。それは、ウォール街という世界経済の中枢を持っている

からでもあり、何よりも古き良きアメリカを象徴する物語を有しているからである。非常

に重要な論点なので、節に分けて記述を行いたいと考える。 
 
１．  資本主義の原理～３つの要件  
資本主義というシステムの根本にある原理とは、何なのか。本節では、論者ごとの指摘

を筆者が簡単にまとめ、資本主義の要件を抽出する作業を行いたい。 
「世界システム論」を打ち立てたウォーラーステインは、資本主義の定義を以下のよう

に設定している。 
 
資本主義は、利潤獲得を目的として市場での販売のために生産を行う諸個人ないしは

諸企業の存在だけで定義されうるものではない。（中略）無限の
．．．

資本蓄積を優先するよ

うなシステムが現れてはじめて、資本主義のシステムの存在を言うことができる43。 
 
	 ウォーラーステインは、資本主義を「資本が無限に蓄積されていくシステム」であると

提起している。これは、資本主義のもっとも重要な定義である44。資本主義は、主に企業を

主体に展開されるが、常に利潤を追い求め、拡大再生産を繰り返すことで維持される。 
この拡大再生産を行っていくためには、まだ必要な要件が２つある。この２つの要件こ

そ、資本が無限に蓄積されていく過程を支えるものである。順に見ていこう。マルクス・

エンゲルスは、『共産党宣言』の中で、以下のように述べている。 
 

自分の生産物の販路をますます拡大しようという欲望にかりたてられて、ブルジョア

階級は全地球をかけまわる。どんなところにも、かれらは巣を作り、どんなところを

も開拓し、どんなところとも関係を結ばねばならない45。 

                                                   
43 	 イマニュエル・ウォーラーステイン『入門・世界システム分析』、藤原書店、2006、
p69 
44 	 佐伯は、著書の中で資本主義についてこう定義している。 
 

「資本主義」とは、とりあえず、企業が、たえず、新たな利潤を求めて、蓄積した資

本を積極的に投資し、しかもそのことが経済社会全体の物質的な富の拡大に決定的な

重要性をもっているような活動だと理解しておこう。（佐伯啓思『「欲望」と資本主義

―終わりなき拡張の論理』、講談社現代新書、1993、p72） 
	  
	 この記述からも資本主義の本質が資本をどんどんと蓄積していく活動であることが分か

る。 
45 	 マルクス・エンゲルス『共産党宣言』、岩波文庫、1951、p47 



 
卒業プロジェクト２最終成果 

 
	 マルクス・エンゲルスは、「ブルジョア階級」の欲望のみについて述べている。だが、階

級を前提としなくても、「人々の欲望をかりたてる」ということこそ、資本の無限蓄積をも

たらすために必要な第一の要件である。飽くなき欲望があるからこそ、商品（あるいは、

商品に類する財・サービス）が市場で流通を続け、利潤が生まれて資本が蓄積できるので

ある。これもまた資本主義の本質を突く要件ではないだろうか。しかし、欲望をかりたて

たとしても、その欲望を満たす程度以上に、生産性を向上させなければならない。生産性

を向上させるためには、何が必要なのだろうか。 
	 アダム＝スミスの思想における解説書で堂目は、以下のようにその答えを導いている。

少し長くなるが、引用する。 
繁栄の一般原理、すなわち、物質的豊かさを増進するために、あらゆる社会がしたが

わなければならない自然的原理は、分業と資本蓄積である。これらのうち、豊かさを

増進する、より一般原理は分業である。スミスは、ピン生産の例を示し、ひとつの工

場で労働者たちが、すべての工程を一人で行なうよりも、工程ごとに分かれて、それ

ぞれ専門的な業務を行なう方が、工場全体として高い生産性を実現することができる

と論じている。同様に、ひとつの社会で、人々が、すべての職業を一人で行なうより

も、職業ごとに分かれ、それぞれ専門的な職務を果たす方が、社会全体として高い生

産性を実現することができる46。 
 
分業こそが社会の生産性を上げ、その生産性向上が人々の欲望を満たし、ひいては無限

の資本蓄積を支える。資本主義というシステムでは、分業が社会の隅々まで行きわたる47。 
	 議論をまとめると、資本主義の要件は以下の 3点に集約される。 
 
① 無限の資本蓄積 
② 人々の欲望をかりたてること 
③ 分業による生産性の向上 
 
	 資本主義の要件を踏まえ、次節では、資本主義の歴史を簡単に整理していきたい。 

                                                   
46 	 堂目卓生『アダム・スミス』、中公新書、2008、p156 
47 	 ウォーラーステインは、世界システムというものを定義する際に、ブローデルの議論
を援用しているが、その際にも分業が概念の中核に位置してくることに注意したい。以下、

引用する。（注釈は、筆者によるもの。） 
 

世界＝経済（注釈：世界システムのこと。ブローデルの用法についてのウォーラース

テインの注は、省略）という言葉が意味するところは、そこにひとつの分業があり、

したがって資本と労働のみならず、基本的ないしは必須不可欠の所在の交換が内部で

相当に行われているような大規模な地理的領域である。（ウォーラーステイン、前掲書、

p68） 
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２．  資本主義の現代に至る歴史  
資本主義がいつ誕生したのか、についての議論は、論者によりまちまちである48。そのた

めに、資本主義の歴史についての議論も当然ながら百家争鳴だ。よって、私が資本主義の

現代に至るまでの歴史を記述することは、かなり困難な課題となってしまう。 
だが、その歴史を参照することなしに、資本主義の「パースペクティブ」を定立するこ

とはままならない。本節では、佐伯が『「欲望」と資本主義―終わりなき拡張の論理』で展

開した議論を用いて、資本主義の歴史を簡単に整理する。 
佐伯は、資本主義の時代が二つの時期に大別されるのではないか、と述べる。第一の時

期というのは、資本主義が「外」へと向かった時代であり、佐伯は、「一六世紀の地理上の

発見から一九世紀までの資本主義をくくる大きな流れ」として「なんらかの意味でヨーロ

ッパ世界の外へ膨張する動き」を指摘する49。つまり、外国の新奇なものへの憧れなどが大

航海時代以後の商業中心の資本主義を走らせていたという主張だ。さらに、その先には産

業革命がある。産業革命以後のヨーロッパ列強は、世界を分割し植民地へと変える帝国主

義へと走る。それは、産品の市場、そして投資先としての「外」であった。佐伯は、産業

革命以後の資本主義が到達した究極形である帝国主義を、このように捉えている。 
 

こうした一九世紀の帝国主義は、確かにレーニンが述べたように、外部へ拡張する「資

本主義」の最終段階だったのである。それは、一六世紀以来の、「外」へ「外」へと向

かい、「欲望」を拡張し続ける運動としての「資本主義」の限界であった50。 
 
	 「外」への拡張が限界に達したところで、20世紀以後の資本主義は、国内の、そして人
間の「内」へと拡張を行うようになった。これが佐伯の言う第二の時期である。この「内」

への拡大は、アメリカ合衆国において大量生産―大量消費に裏付けられた大衆消費社会を

出現させた。 
 

資本主義の「欲望」は「外」に向かうことをやめて「内」に向かい始めたといってよ

い。「内」に拡大してゆく欲望の主体があらわれたのだ。ここではじめて、一般の人々、

すなわち大衆が経済の主体になる。おそらくはじめて、現代的な意味での「消費者」

                                                   
48 	 例えば、ブローデルは「近世初期に大活躍したイタリア商人やユダヤの商人による、
きわめて大規模な商業活動」を資本主義の起源としている、という。（佐伯、前掲書、p68）
これは、マックス＝ウェーバーが資本主義の誕生へつながった、と主張している「プロテ

スタンティズム」の誕生とは必ずしも合致していない。この議論を見るだけでも、資本主

義の起源については、多種多様な議論があることが分かる。また、資本や資本主義はその

定義自体が困難である、とウォーラーステインも論じている。（ウォーラーステイン、前掲

書、p237-238）以上から、資本主義の起源は、その論者の歴史観に左右される部分がきわ
めて大きいことが示唆される。 
49 	 佐伯、前掲書、p128 
50 	 佐伯、前掲書、p129 
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という概念が成立する51。 
 
	 ここに至って、人間の内なる「欲望」が資本主義によって創造されるようになった。い

わば資本主義は、絶えず「内」において欲望を生み出しながら、「資本の無限蓄積」を果た

そうとするものへと変わっていったのである。こうした創造された「内」へ向かう欲望は、

いつか飽和状態に至るのではないか。佐伯も以下のように述べている。 
 

ところで、資本主義の運動の「内爆発」はいずれ飽和状態になるだろう。「より良いも

のをより安く」作ることは、大衆消費社会をほとんど飽和させてしまうだろう。標準

的なモノのレベルでの平等はほとんど達成されてしまい、耐久消費財を中心とする「標

準商品」は、ほぼどの家庭にも行きわたるということになる52。 
 
現代において、どこからが人間の持つ自然な「欲望」で、どこからが資本主義というシ

ステムが創造した「欲望」なのか。この二つを区別することは、もはや不可能になってき

ている。それゆえに、資本主義は、絶え間なく新しい「欲望」を作り続けられなくてはな

らない。 
だが、先進国では既に、その「欲望」は、特に物質的な豊かさの面では達成されてしま

った。この「内」での欲望が飽和している状況においても、資本主義の要件である「無限

の資本蓄積」を止めることができない。なぜなら、止めてしまえば資本主義というシステ

ムが崩壊してしまうから。だから、新しい「欲望」、あるいはその「欲望」を満たす市場を

創造しなければならない。しかし、その市場創造というのは、作られた「欲望」に基づく

バブルでしかないのかもしれない。そうは言っても、資本主義が進める「無限の資本蓄積」

を進めるためには、どんなバブルであれ、生み出さなくてはならない。今、私たちはこの

滑稽な循環の中にいる。 
この強迫観念にも似た状況こそ、現代の資本主義が抱える深刻な逆説を浮かび上がらせ

ているのではなかろうか。次節では、この逆説が生み出した現代の資本主義が抱える課題

を指摘し、分析を試みたい。 
 

３．  現代の資本主義が抱える課題とその分析  
現代の資本主義は、「内」なる欲望の飽和を乗り越えようとしてきた。その結果、ライシ

ュによって「暴走する資本主義」と形容される現象、つまり資本主義の歪みが世界各地で

起きている。本節では、その歪みを課題と捉え、分析を試みる。	 

まず、ライシュの議論を整理するところから始めよう。彼の議論の代表的な部分は、以

下の３つの論点にまとめられる。	 

	 第一に、一般市民が持つ二面性を指摘している。一般市民は、「投資家・消費者」として

の側面と「労働者・市民」としての側面を持っている。グローバリゼーションと規制緩和

で恩恵を受けるのは、前者だ。しかし、後者は低賃金、労働環境の劣化、地域経済の衰退

                                                   
51	 佐伯、前掲書、p142 
52	 佐伯、前掲書、p159 
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などで被害を受けている。この結果として、一般市民はジレンマに陥っていく。前者とし

ての側面では、人は、グローバル企業や外資系投資銀行によって選択肢が広がり、利便性

が増し、利益を受ける。一方、後者としての側面では、人は生活を脅かされ、不安が募る

ことになってしまう。 

第二に、民主主義による決定のアリーナを資本主義が侵食しつつあるということである。

大企業による献金やロビー活動がアメリカ合衆国の共和党・民主党を問わず規制緩和など

あらゆる分野で大企業に有利な決定をもたらしている。こうしたことがますます「労働者・

市民」の立場を弱くしている。 

	 第三に、企業の社会的責任（CSR）などの形で企業が公共性を果たすことに期待してはい

けないということである。CSRに熱心な企業でも環境問題を引き起こし、労働者を酷使して

いるかもしれない。CSRよりも企業活動そのものをどう規制していくかということをライシ

ュが指摘している53。 

ここでは、特に第一の論点を深めておきたい。「投資家・消費者」という「内」なる欲望

が促進される対象にとっては、その欲望自体は既に飽和状態である。にもかかわらず、多

国籍企業や外資系投資銀行は、さらなる欲望をかりたてる。それが「労働者・市民」とし

ての価値観や生活すらも脅かすことになっているにも関わらず、だ。そして、より欲望を

かきたてることが可能になるように、規制緩和やグローバリゼーションが推進されてきた

のではないだろうか。これは、つまり「資本の無限蓄積」のための市場創出の新しい形に

過ぎなかったのかもしれない。 

ライシュのこの著作は、現代の資本主義が抱える逆説を説得的に論述している。そして、

「資本の無限蓄積」に走らなくてはならない資本主義とそれに対して非常に有利である規

制緩和は、金融市場でも進行し巨大な利潤を生み出していた。その歪みが如実に現れたの

がサブプライムローン金融危機だったのではないだろうか。サブプライムローン市場を中

心として、金融資本市場全体がバブルとしての市場が投資家としての一般市民を煽り、資

本を生み出し続けながら、暴走した果てに破裂してしまった、と言える54。どういう破綻だ

ったのか、詳しく見ていこう。 

「世界恐慌」以降、米国を中心として、市場へ金融を任せきりにするのではなく、規制

をきちんとかけることで一定数以上の貸し手や投資家が常に存在するように、すなわち金

融機関が「公共財」としての機能を果たし続けるように、市場を維持するという政策が採

られ続けてきた。 
だが、1970年代以降の規制緩和という流れを受けて、『金融セクターでも、ニューディー

ル以来の規制が見直されている。』（ヤーギン・スタニスロー，1998）金融規制が逆に市場
を維持する目的ではなく、市場の健全な発展を妨げているのではないかという考え方が広

まったのである。『市場対国家』では、以下のように記述されている。 
                                                   
53 	 ロバート・B・ライシュ『暴走する資本主義』、東洋経済新報社、2008。なお、議論の
総括については、上山信一研究会でのミニレポートを再構成してある。 
54 	 この議論は、竹森俊平『資本主義は嫌いですか』日本経済出版社、2008に詳しく述べ
られている。竹森は、投資によって経済成長を促進しようとした現代の世界経済について

論評しているが、資本主義の功罪についての言及を曖昧にしながら、避けていることに注

意を払いながら、最も妥当な現状分析として、この著作を紹介しておきたい。 
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	 	 	 通貨監督局は、七十二の規制をすべて見直している。「われわれは、すべてを検証し

たいと思っている。そしてこう問うていく。意味があるのか。価値を生むのか。ど

の程度まで重要なのか。負担に見合う利益が得られるのか。規制のなかには、つく

られた当初から意味がなかったものもある。」 
 
金融セクターにおける規制緩和という大きな潮流は、その後 1990 年代、2000 年代と危

機を孕みつつも継続されていった。さらに、冷戦後の急速なグローバル化と金融セクター

における規制緩和は、相互作用を起こして国際金融市場の急速な拡大を引き起こした。そ

の結果として観察された事象が「頻発する金融危機」であった。 
例えば、1980年代に発生した貯蓄貸付組合（S＆L）をめぐる危機について『市場対国家』

は、こう述べた。「危機の原因は、部分的な規制緩和と、当時連邦準備制度理事会議長だっ

たポール・ボルガーの言う「規制と監督の失敗」にあった。（中略）S＆L の危機は、金融
セクターの規制の複雑さをあらためて考えさせるものとなった。」（また、金融自由化や国

際金融市場との統合が進んだアジア諸国を中心とする新興国では、流動性の高い国際資金

が大量流入すると共に、金融機関の未成熟と相まってアジア諸国で不動産などのバブルが

発生した。その結果として資産が急激に値上がりしたが、ひとたび信用不安が広まると、

国際資金が引き上げられた。それと共に、バブルが崩壊し、各国へ通貨危機が派生。危機

への対処として国際通貨機関（以下、IMF）の金融支援と経済政策プログラムが実施され
た55。1998年頃に発生した「アジア通貨危機」である。 
このように規制緩和を主因とするかどうかは議論が分かれるところであるが、金融危機

が頻発するようになった。「アジア通貨危機」の発生における主因は、「ヘッジファンドを

はじめとするグローバル化であり、そのグローバルの動きをコントロールする手立てを模

索しようとしたが結局、解決策は見出せなかった56」ことにあるのである。そして、流動性

の高い資金をコントロールするという課題が未解決であったという状況は、2008年からの
「サブプライムローン金融危機」へと密接につながっていく。 
	 このような動向の中で 2007年 8月以降、「サブプライムローン金融危機」が発生した。
その原因の本質とは何であったのか。次に見ていきたい。 
	 まずは、「サブプライムローン金融危機」の原因について、「流動性」をめぐる議論と「評

価」をめぐる議論の双方を取り上げて述べる。次に、「サブプライムローン金融危機」だけ

ではなく、金融セクターの規制緩和によって普遍的に起こっている課題や繰り返される金

融恐慌において共通している課題は何なのかを見極めて、今後の国際金融規制をめぐる議

論の土台としたい。 
	 では、「サブプライムローン金融危機」の原因について述べる。 
	 第一に、「流動性」についてである。「流動性」については、繰り返しになってしまうが、

                                                   
55 	 参考文献に挙げた白井の文献を参考にして記述した。 
56 	 曽根泰教『日本ガバナンス―「改革」と「先送り」の政治と経済』（東信堂，2008）よ
り引用。 
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竹森の議論を用いたい。竹森は、シン57の議論を紹介して以下のように述べている。 
 

（「流動性」が公共財の性格を持つ理由として―筆者注）潤沢な「流動性」のプール

がある場合、それを直接に利用しない主体も、流動性に逼迫する危険を感じずに取

引ができるのに、「流動性」のプールが乏しい場合には、誰もが緊急のための流動性

を手元に確保しておかなければならないと感じ、投資行動が制約されることだ58。 
 
	 「流動性」は、経済活動における「公共財」なのである。しかも「流動性」が過不足な

く存在しているためには、『金融取引に参加する者の異なった意図に立った行動』が必要で

ある。逆に、皆が同じ行動をするようになるとどうなるかと言えば、『「金余り」もしくは

「流動性危機」』（竹森，2008）が発生してしまう59。 
このように 2.2 でも述べたが、「流動性」の危機がまず「サブプライムローン金融危機」

の拡大と金融機関間や国家間をまたいで急速に危機が拡大した理由として考えられるので

ある。では、「流動性危機」をもたらした「金融取引に参加する者がほとんど同じ意図をも

って動く」という事象はなぜ発生したのか。 
	 それは、「サブプライムローン金融危機」における「流動性危機」の引き金となった「評

価」をめぐる問題である。第二の理由として「評価」について述べていこう。ここで言う

「評価」とは、「金融市場で取引される全てのモノ・サービスなどをその抱えているリスク

を適正に判断しながら、価格の設定を含めて価値付けること」と便宜的に定義しておく60。 
	 「サブプライムローン金融危機」における「評価」をめぐる問題は、サブプライムロー

ンをめぐるもの、証券化商品をめぐるもの（CDS61を含む）と論点が多数出ている62。さら

に、竹森によれば「時価評価」という仕組みそのものが「サブプライムローン金融危機」

をもたらしたという指摘もあるようだ63。 
                                                   
57 	 プリンストン大学教授であるヒュン・ソン・シン。 
58  
59 	 『流動性が潤沢であるという認識が支配していれば、誰もが無理に流動性を手元に引
き込もうとはしない。したがって、流動性はいつまでも潤沢で、「金余り」の状態が生じる。

他方で、流動性が不足するという認識が市場を支配すれば、急場で流動性が入手できなく

なる危険を誰もが感じる。その結果、無理をしてでも流動性を手元に引き込もうとするの

で、「流動性の危機」が生じる。』と竹森は、述べている。前者は、バブルにつながり、後

者は金融危機につながることは言うまでもない。 
60 	 「評価」は、多義的な概念である。『大辞林』によれば、評価には、1)物の善悪・美醜
などを考え、価値を定めること、(2)品物の値段を定めること。また、その値段、(3)物の値
打ちを認めてほめることという３つの定義がある。今回の定義は、２）や３）の定義に近

いものである。また、「評価」については、さまざまな理論や手法があるようなので、今後

の研究課題である。 
61 	 クレジット・デフォルト・スワップの略称。 
62 	 証券化商品は、「サブプライムローン金融危機」以後に価格がつかないという異常事態
に陥った。これも本論で述べる通り、「評価」をめぐる問題である。 
63 	 『バランスシートの安全規制における「時価評価」は、価格のシグナルを通じた金融
機関の行動のシンクロナイズ化を生むために、システムに対する衝撃を内生的に拡大する

要因となりえるのである』（竹森，2008）という指摘の通り、ひとたび危機が起きれば、「時
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	 しかし、筆者は、このどれもが本質的な原因究明と解決すべき課題設定とは言えないと

考える。確かに、「評価」の不備が「サブプライムローン金融危機」の火種となったのは事

実だろう。ずさんなサブプライムローンの評価、証券化商品の作成、格付け機関の怠慢・・・

など「評価」をめぐる議論は尽きない。だが、金融市場における「評価」が完全な時代な

どあったのだろうか。むしろ、「評価」は不完全であり続けたのではないだろうか。 
	 これを裏付けるよう証拠として、資本主義経済が拡大して以後の金融危機をめぐる議論

を取り上げる。90 年代以降、確かに金融危機は頻発するようになった。しかし、金融危機
は世界恐慌以前ですら、多数発生していたのである。その構造は、以下のようなものと考

えてよい。 
 

ある出来事64が経済の見通しを変えてしまう。人々は新しい利潤機会をとらえ、不合

理に近いやり方で行き過ぎが行なわれ、熱狂を引き起こす。ひとたび上昇が行き過

ぎの性格を帯びると、金融制度は一種の「撹乱」状態に陥り、その家庭で膨張する

動きをやがて逆転させる激しい無謀な動きが生じ、恐慌に似た現象となっていくよ

うである。熱狂的場面では、資産家と借金の能力のある人々はカネをモノに換えた

り、実物資産や非流動的な金融資産を購入するために借金したりする。恐慌の局面

では、逆の動きが生じる。つまり、実物資産や金融資産をカネに換えたり、借金を

返したりする。商品、住宅、建物、土地、株式、債券など、要するに熱狂の対象と

なったものすべての価格の崩壊が生じる。（キルドルバーガー，2004） 
 
	 つまり、金融危機は「ある出来事」をきっかけに市場へ参加する人々が熱狂し、リスク

を過剰に抱える。そして、その熱狂が急速に冷めると、逆に抱えたリスクを参加者が抱え

きれなくなり、価格が一気に崩壊する。これが、バブルの発生と崩壊の構造であろう。 
	 では、キルドルバーガーは、「ある出来事」というのをどう捉えているのだろうか。この

場合は、投機の対象となったものに限定して列挙していきたい65。 
 
	 硬貨、チューリップ、イギリス国債、注目会社、輸入商品、地方銀行、運河、輸出商品、

外国債、外国鉱山、対外直接投資、建築用地、農業用地、公有地、鉄道株式、株式会社組

織の銀行、株式会社組織の手形ブローカー、個人会社の公開、既存会社と合弁会社、銅、

外国為替、金、新産業、不動産、デリバティブ、ヘッジファンド66 
 

                                                                                                                                                     
価評価」によって金融機関同士が結ばれているために危機が急激に拡大していく。この結

果として、もしシステムが危機に陥り、安定を保つことが不可能になる「限界域」に到達

した場合、金融システムの収拾は、不可能になる。そして、危機は発生し、「限界域」を突

破してしまった。これが「時価評価」から見た「サブプライムローン金融危機」である。 
64 	 ここで述べられている「ある出来事」の特徴については、後述する。 
65 	 キルドルバーガーは、戦争や広範囲に及ぶ政治的変化もバブルの発生に寄与すると記
述している。（キルドルバーガー，2004）今回は、こうした政治的変化などは対象とせずに、
投機の対象はなぜ現れるのかについてキルドルバーガーがどう述べているかを列挙する。 
66 	 キルドルバーガーのリストに拠った。 
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	 このリストは、イノベーションの結果、新規に創造されたもの（注目会社、運河、デリ

バティブなど）や既存のものであっても評価基準が急激に変化したもの（金、銅、不動産、

チューリップなど）に大別できる。 
	 これは、どういうことを意味しているか。 
	 筆者の仮説レベルにまだ留まっているが、「評価」の基準や仕組みが確立されていないモ

ノやサービスを売買せざるを得ない状況が発生すると、それぞれが過度なリスクを背負っ

ても適切な「評価」ができないために、皆が自分の状況をきちんと認識できない67。さらに、

新しいモノやサービスの取引であるから、規制など存在しないに等しい。これらの結果と

してバブルが発生し、崩壊することが繰り返されるのである。 
そして、この仮説は「サブプライムローン金融危機」においても適合する。 
サブプライムローンという新商品が登場し、多くのアクターがそれに目をつけ、しかも

規制が遅れてしまうために「評価」がおかしくても誰もチェックできなかった。これは、

先述した『ずさんなサブプライムローンの評価、証券化商品の作成、格付け機関の怠慢・・・

など「評価」をめぐる議論』の本質ではないだろうか。 
このことは、私たちに重大な問いを投げかける。イノベーションを推進すればするほど、

グローバリゼーションが進めば進むほど、「評価」が困難あるいは不能なモノやサービスが

出現し続けることは、否めまい。そうすると「評価」をめぐる基準や仕組みが確立されて

いない状態でも取引すべきことが多くなり、バブルの火種は出現し続けることになるのだ。

「サブプライムローン金融危機」の解決策が仮に発見され、金融市場が安定を取り戻すに

しても本質的問題は、何も解決していない。また、バブルの発生と崩壊が繰り返される可

能性は、非常に高いのだ。 
しかも、今回の金融危機における「評価」が困難あるいは不能なモノやサービスに当た

るのが「証券化商品」という人為的に作られた商品であったということが問題を非常に複

雑化している。さらに、その背景には、ずっと推進され続け、高い経済成長をもたらし続

けるとされた「金融イノベーション」の進展と金融規制緩和の促進があるのだ。ここで、

2.2で述べた金融規制の緩和についての議論と「サブプライムローン金融危機」の問題が深
層で接続する。 
金融規制の緩和によって促進された市場取引のシステムは、「競争」が最優先されるもの

だ。何よりもヘッジファンドは、高い「投資収益率」をキープしなければならない。その

結果として多くのヘッジファンドは、『テール・リスク』と呼ばれる『発生する確率は低い

が、それが発生した場合の損害が大きいリスクを組み込んだ投資戦略を選択する68。』 
このリスクは、顕在化する確率は低い。しかし、そのリスクが顕在化すれば、そのヘッ

ジファンドは崩壊する。しかも、多くのヘッジファンドが「評価」が確立していない、言

ってみれば如何わしい「サブプライムローン」という商品を同時に販売し、同時に破綻し

た。その結果、「流動性危機」の原因となる「金融取引に参加する者がほとんど同じ意図を

                                                   
67 	 実証的なデータを揃えられていないので、仮説レベルに留まる。しかし、前掲書にお
けるキルドルバーガーの指摘を参考にすれば、こうしたアクターの動きがあることは推論

できる。 
68 	 ここまでの記述は、竹森の議論を参考にした。 
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もって動く」という事態が起きたのである。 
金融規制の緩和は、金融商品自体のイノベーションを過度に促進した。そして、金融機

関自体が作り出した商品自体が「評価」不能に陥った。「評価」不能に陥った金融機関が一

斉に動いた結果、「流動性危機」が起こってしまった。これが「サブプライム金融危機」の

原因であると言えるだろう。そして、この議論は G20 サミットにおいても共有された結論
である。G20金融サミットでは、「危機の根本原因」として『不健全なリスク管理慣行、複
雑で不透明な金融商品、過度のレバレッジが合わさり金融システムの脆弱（ぜいじゃく）

性を創出。いくつかの先進国の当局はリスクを適切に評価、対処せず、金融技術革新につ

いていけなかった69』と認めている。すなわち、「評価」が適切でなかったところへほとん

ど同じ意図をもって動いてしまう金融機関が多数存在してしまい、「流動性危機」が起こっ

たのである。 
私たちは、二つのキーワード―「流動性」と「評価」から「サブプライム金融危機」を

認識し、その解決策を探らなくてはならない。そして、その背景にあった金融イノベーシ

ョンの是非という根本に立ち返った議論も必要となる。 
これを予言していた共産主義者たちがいた。たとえば、レーニンである。 
レーニンは、第 1次世界大戦直前の世界で、資本が独占的に集積していく国家が世界を

資本関係のネットワークによって支配していく様子を目の当たりにし、『帝国主義論』を著

した。そして、資本自体が金融を通して、自己膨張を続けることで繁栄する「金利生活国

家」の存在を指摘している70。現代の「金利生活国家」を目指したアメリカ合衆国が金融危

機に直面している最中において、レーニンの議論を引かなくとも、私はこう考える。資本

主義のシステムである「無限の資本蓄積」と、それを支える欲望のかりたては、もはや限

界に来ている、と。 

今までは、現代の資本主義が到達してしまった限界について述べてきた。実は、ウォー

ラーステインも、この議論とは別の角度から世界システム、つまりグローバル資本主義の

限界について述べている。次に、ウォーラーステインの議論を取り上げていこう。 

世界システムの限界、つまり資本主義システムの限界について、ウォーラーステインは、

以下のように指摘している。 

 

このように、三つの生産費用―人件費、投入物、税―は、すべて、過去五〇〇年間に

わたって（特に過去五〇年間にわたって）着実に上昇してきたわけである。他方で、

売値は、同じペースで上昇しえなかった。いくら有効需要の増加があったとしても、

生産者の数が着実に膨らみ、ためにそのつど、寡占的状況の維持がくりかえし不可能

となったからである。いわゆる「利潤の圧迫」というのは、このことにほかならない71。 

 

	 ウォーラーステインは、「無限の資本蓄積」を支えている利潤の低下、その原因である特

                                                   
69 	  MSN産経ニュース『【金融サミット】共同宣言など採択し閉幕	 金融監督強化・財政
刺激策で一致』	  
http://sankei.jp.msn.com/world/america/081116/amr0811160535000-n3.htm 
70 	 レーニン『帝国主義論』光文社文庫、2006 
71 	 ウォーラーステイン、前掲書、p199 
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に企業による生産費用の上昇が着実に進んできたと述べている。これは、すなわち、「資本

の無限蓄積」と欲望の際限のない拡大に加えて、分業による生産性の向上にも既に限界が

見えてきている、ということではないだろうか。 

今までの議論を総括する。第一に、資本主義の３大要件全てが限界に直面していること

を認めなければならない。その地平に立って初めて、資本主義をめぐる議論が妥当なもの

になっていく。第二に、資本主義の限界を突破しようとする動き、グローバリゼーション

や規制緩和も短期的には効果を出したように見えたが、長期的にみれば単なる「ごまかし」

にすぎなかった。この２点から導かれるのは、現代に生きる私たちが資本主義の３大要件

をラディカルに変革する方法を模索しなければならないということである。この難問にど

う対処するのか、次節で私なりの資本主義の未来を作る「模索」したいと考える。 

 

４．  政策提言～民主主義を資本に飲み込ませないために  
本節は、以下の３つの部分から構成される。まずは、ウォーラーステインの分析を参考

に、三つの生産費用の上昇の原因を探っていく。次に、それを基に資本主義の課題を乗り

越える方向性を導く。最後に、具体的な資本主義の変革案を 2つ提示することで、資本主
義の課題へ向き合う第一歩としたい。 
私なりの資本主義の未来を作る「模索」の着想の出発点は、前節で引用した通り、ウォ

ーラーステインが述べた三つの生産費用―人件費、投入物、税―の上昇という傾向と生産

性の向上の限界である。これは、「無限の資本蓄積」や「人々の欲望をかきたてる」という

現象よりも比較ではあるが、客観的に捉えることのできる指標であり、原因の特定も容易

だ。生産費用それぞれのウォーラーステインの議論を順に見ていこう。 
第一に、人件費についてである。ウォーラーステインは、人件費についてこう述べる。 

 
一般的に、どの生産地域においても、労働者の組合の力は、組織化と教育によって、

時とともに増大する傾向がある。（中略）結果として、そのような企業において人件費

は、時間とともに上昇する傾向が生じるが、遅かれ早かれ、その生産単位は、より激

しい競争に直面することになり、したがって価格の上昇を抑制する必要が生じて、最

後には利潤率も低下しかねない72。 
 
	 人件費は、資本の蓄積が進むにつれて、高止まりする。この結果として、人件費の低い、

低いところへと工場が逃避する姿も描かれている。これは、日本が 1980年代以降に、「産
業の空洞化」として直面したものの表現ではなかろうか。 
	 第二に、投入物についてである73。この投入物について、ウォーラーステインは、今まで

払わなくてもよかったものが 3つある、と言う。それは、「廃棄物（特に有害廃棄物）の処
理費用、原料の再生にかかる費用、そしておおくくりに「インフラ」と呼ばれている必要74」

                                                   
72 	 ウォーラーステイン、前掲書、p190-191 
73 	 ウォーラーステインは、「投入物」について「機械と生産の原料（いわゆる原料だけで
はなく、半加工品や最終加工品を含む）の両方を指すものとする」と定義している。（ウォ

ーラーステイン、前掲書、p194） 
74 	 ウォーラーステイン、前掲書、p194 
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の３つである。廃棄物については、環境問題の深刻化によって、廃棄物の処理費用は企業

負担が原則になっているし、企業活動によって排出される温室効果ガスも環境税や排出権

取引などによって価格設定が為されようとしている。「外部不経済の内部化」だ。さらに、

原料について言えば、昨今、見られた石油価格の高騰などを見るに、天然資源の枯渇が間

近に迫っているという予兆すら感じられる。そして、企業活動を支えている「インフラ」

もまた規模の拡大が著しい75。この費用もまた拡大を続けており、利潤の追求を圧迫してい

るのである。 
	 第三に、税である。税負担については、ウォーラーステインの言及は少ないが、国家機

能が不断に拡大を続けてきたことが、そのまま税負担を生産費用に課してきたと、主張が

される。 
 

治安、インフラの建設、教育・保健・生涯的な所得の保証における市民の権利として

の便益の提供をまかなうための費用の向上（絶対額のみならず、世界の剰余価値に占

める割合としても）の結果として、それらの総費用の一部として生産企業に課せられ

る税の額も、いたるところで着実に上昇してきた。またその上昇は今後も続くだろう76。 
 

	 以上の３つの生産費用が上昇していることは、何

を意味しているのだろうか。これこそ資本主義が直

面している課題が現象面で表れていることに他な

らない。これが資本主義とそのシステムに属する組

織と人々のボトルネックなのである。逆に言えば、

このボトルネックを解消できるように、資本主義の

システムをラディカルに改めれば、資本主義も人々

も救われるかもしれない。 
ここで、議論をわかりやすくするために、生産費

用上昇を以下の図式で捉えてみたい。図６のように、経済システムとしての資本主義と政

治・社会・環境のそれぞれのシステムの関係において捉えるのである。経済システムとし

ての資本主義と政治システムとの関係で言えば、税の上昇という問題が浮上する。同じく

社会システムとの関係では、人件費の上昇が問題として浮上するし、環境システムとの関

係では、投入物価格の上昇という問題が浮上してくる。 
これは、図２（次ページ）で示したような関係性にあると言える。 

	 もし、この資本主義が抱えている現象面での問題を政治・社会・環境のそれぞれのシス

テムとの関係で、体系立った形で提示することができるなら、資本主義の新たな形が描け

                                                   
75 	 ウォーラーステインは、著書の中で「インフラ」を以下のように定義している。引用
したい。 
 

「インフラ」というのは、生産施設の外部にあって、生産および流通過程の不可欠の

一部を成している物理的施設全般、たとえば道路や輸送網、通信ネットワーク、警備

システム、水の供給などを指している。（ウォーラーステイン、前掲書、p196） 
76 	 ウォーラーステイン、前掲書、p198 
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るに違いない。その上、その新しい形態が資本主義の 3大要件をも変容させるとすれば、
解決策としても妥当である。 
このような変革案は、あり得るのだろうか。私なりの思考実験として以下の 2つの案を

掲げたいと思う。 
 

変革案①ベーシック・インカムの導入と  
それに伴う課税体系の刷新の実

施  
変革案②資本主義の「善の部分」を  

新しい経済の建設に役立て

る  
	 変革案①、②は、それぞれ社会システム（人件費

問題）と政治システム（税負担問題）、環境システ

ム（投入物問題）へと対応している。それぞれ具体的に考えていきたいと思う。 
 
 

変革案①ベーシック・インカムの導入とそれに伴う課税体系の刷新を行う  
	 ベーシック・インカムとは、これから述べる３つの要件を満たしているものと定義され

る。 
 
・個人に対して、どのような状況におかれているかに関わりなく無条件に給付される。 
・ベーシック・インカムは課税されず、それ以外の所得は全て課税される。 
・望ましい給付水準は、尊厳をもって生き、実際の生活において選択肢を保障するもので

なくてはならない。その水準は貧困線と同じかそれ以上として表すことができるかもしれ

ないし、「適切な」生活保護基準と同様、あるいは平均賃金の何割、といった表現となるか

もしれない77。 
 
	 このベーシック・インカムは、利潤を奪ってきた人件費問題を革命的に解決する。所得

は、資本主義国家（福祉国家を含む）や社会主義国家では、労働する者のみにしか与えら

れてこなかった。しかし、ベーシック・インカムが導入されると、市民権を持つすべての

人々に与えられるのである78。そうすることで、現代に至るまでずっと賃金の安い労働者を

求めてきた資本主義の構造を改めることができる。個々人が生存を保障されていながら、

かつ労働を求める者は、労働する。働くことの意味が一変するのだ。また、企業や資本家

にとって見れば、極めて重荷になっている人件費という名の「社会保障費」がバランスシ

                                                   
77 	 山森亮『ベーシック・インカム入門―無条件給付の基本所得を考える』、光文社新書、
2009、p22より引用 
78 	 山森は、福祉国家の前提が「雇用され得る労働者」を念頭においたシステムであるこ
とを指摘し、その恣意性を批判している。この福祉国家の前提へのアンチテーゼとして、「ベ

ーシック・インカム」が導入されてきたという理解をすることもできよう。（山森、前掲書、

2009） 
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ートの中から消滅するのだ。企業が行う人件費の調整による経済状況への適応もなくなっ

ていくに違いない。 
ここで大きな問題となるのが、財源である79。山森は、定率所得税や累進課税、消費税の

増税、環境税などによる財源確保の論争を紹介している80。私は、このベーシック・インカ

ムの原資として以下のようなものを考えている。 
 

・資産に対する課税（相続税という形ではなく、資産は世代間の平等において重要である

と考え、毎年少しずつ課税するのが望ましい） 
・環境税（炭素税を含む） 
・トービン税（国際的な商取引、特に金融取引についての課税81） 
 
	 このような資本主義の中で負の外部性を発生させているものに対して課税することで、

ベーシック・インカムの原資を確保し、全員の所得を均一に揃えることを通して真の意味

での「機会の平等」へ近づくことができるのではないだろうか。そして、できればインタ

ーナショナルな形で、一定額の「ベーシック・インカム」を導入する未来が来ることを期

待したい。 
 
変革案②資本主義の「善の部分」を新しい経済の建設に役立てる  
	 今までの資本主義経済は、無限の資本蓄積と欲望の飽くなき追求、そして生産性の向上

の 3点セットで回ってきた。この形は、今まで述べてきたように限界に来ている。生産性
効率ではなく、さまざまな価値を含んだ経済を建設しなければならないだろう。それは、

喫緊の課題としての環境問題に如実に表れている。 
	 広井は、著書の中で生産効率性の時代が終わり、環境効率性や資源効率性の時代が来る

と述べている82。これは、効率性という尺度は変わるが、資本主義が作り出してきた様々な

「技術」、たとえばマネージメントやマーケティングといったものを応用することによって、

より確実な形で実現する。つまり、資本主義の生み出して来た「善」というものについて、

もっと議論を深めなくてはならないのだ。それは、新しい価値、例えば「幸福」や「潜在

能力の開発」といったものを発揮させる経済を実現させることに結びつくのではないだろ

うか。 

                                                   
79 	 山森は、ベーシック・インカムの財源問題を公共性さえ認められる制度となれば、「問
題ではない」と述べ回避している。しかし、日本国の国民全員に配るだけで 1年間におい
て 216兆円という資金が必要であると試算できる（15万円×12か月×1億 2000万人＝216
兆円）。このことを考えると、財源問題は避けては通れないだろう。 
80 	 山森、前掲書、p214-227を参照 
81 	 橋本は、トービン税について世界秩序を構想する中で深く論究しており、注目すべき
である。（橋本、前掲書、2007を参照すること） 
82 	 広井良典『グローバル定常型社会―地球社会の理論のために』、岩波書店、2009 
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第 8章	 対馬からの報告～日本型民主主義を寄り合いに見出す 
 
ここからは、日本型民主主義と総称される、あまり言語化されていない考え方について

述べていきたいと思う。それがもしかしたら、21 世紀の民主主義におけるオルタナティブ
を考える一つのきっかけになると感じるからである・ 
最初に断わっておくが、日本は、有史以来の何か絶対的に変わらない性質を持っている

わけではない。むしろ、日本とは「常に変わり続けるシステム」なのである。「常に変わり

続けるシステム」としての日本には、通奏低音的にはどういうパターンがあるのか。本論

では、それを解明し、「日本の本質」へのアプローチを試みたい。そして、このアプローチ

における切り口として、社会システム（民主主義、官僚主義、国家主義）、宗教、天皇制の

３つを設定し、それらを順に述べていきたい。 
まず、日本の社会システム（民主主義、官僚主義、国家主義）についてである。図１に、

日本における社会システムの特徴を「権力中枢における統治構造」と「コミュニティ（ム

ラ）における統治構造」に分けてまとめてみた。 

この図のポイントを 4点に整理してみよう。 
 

① 権力中枢においては、権力と権威が分離している。 

＜権力中枢における統治構造＞  

・権力と権威は分離している（天皇と将軍という制度に代表的）  

・外来のよいものだけを取り入れて、統合してしまう（明治期のお雇い外国人に代表的）  

・2009年の政権交代までは、「官僚内閣制」、「省庁代表制」、「政府・与党二元体制」という、それぞれ流動

性の低い省庁や与党という「ムラ」の中で調整して物事を決めていた。 

・官僚制や自民党長期政権とセットになった「人に依存した統治」が蔓延り、誰も統治システムを議論しない 

⇒国民は、明治期の精神豊かな志士たちや国士官僚のような人が登場してくれると淡い期待を持つ 

 

棲み分けがきちんと為されている 

⇒「権力者」と「生活者」の領域は、干渉しない 

 図
８  

 ＜コミュニティ（ムラ）における統治構造＞  
 ・「寄り合い」＝「世間話と議論が断続的に延々と続く合意形成のプロセス」で意思決定 
 ・リーダーシップがなくてもよい。 
 ・誰がリーダーかはよくわからない「集団指導体制」 
・対立せずにコミュニティの運営ができる 
・抽象論は、権力中枢にお任せし、具体論としての「生活者」の視点へ落とし込む 
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② 権力中枢とコミュニティ（ムラ）においては別の統治構造が存在している。しかし、構
造的なやり方は、「寄り合い」に近い。 

③ 外来文化におけるコアの部分だけを選別し取り込んでしまう。 
④ 抽象的な議論は、権力中枢にお任せする（国家戦略やビジョン、政策論など）。「生活者」
の視点への落としこみは、ムラ（コミュニティ）が具体論（あの道をどうするか？あの

おじいさんの家を誰が助けに行くか？）を展開する中で行っている。 
 
このようなポイントを持つ社会システムのメリットとデメリットは何であろうか。それ

ぞれのポイントごとに考えてみよう。 
1点目の「権力と権威が分離している」ことによるメリットは、社会における不要な対立

を減らすことに成功したことだ。近代ヨーロッパが経験した宗教戦争や革命は、日本では

顕在化しなかった。その半面で、デメリットとして挙げられるのは、権力と権威が統合さ

れていなければ、不可能なラディカルな変革が不得意であることだ。この結果、どうして

も現状維持路線へ傾きがちになると分析できるし、もしも改善レベルで対応できないよう

な矛盾が生じたとしても放置されてしまう可能性が高くなってしまう。 
2点目の「権力中枢とコミュニティ（ムラ）の統治構造が異なる」ことによるメリットは、

権力中枢が混乱やビジョン喪失に苦しんでいても「生活者」にはあまり影響がなく、日常

生活を行うことができることである。この結果、どんなに権力中枢が問題を抱えていると

きでも、日本のムラにおける生活が持続可能であると考えることができる。反対にデメリ

ットとして、コミュニティ側の事情が強く考慮されることが多く、権力中枢側での意思決

定が不合理になる可能性が高くなる。たとえば、2009年に日本を騒がせた事業仕分けで注
目されたスパコン問題を考えてみたい。この事例では、事業仕分けの結果、次世代スーパ

ーコンピューターの開発予算である 268 億円が「凍結」と判断され、野依理化学研究所長
などの学界などの反対などを受けて復活した。これは、「学界」というコミュニティ側の統

治構造の事情が強く反映された結果だと考えられるのではないだろうか83。このように、権

力中枢側による意思決定が時としてコミュニティ側の反発によって、不合理なものへと変

貌してしまうことも多い84。 
3点目の「外来文化におけるコアの部分だけを選別し取り込んでしまう」ことのメリット

は、日本は常に先進的な「部品」をその時々の社会システムに適合させることが可能であ

                                                   
83 	 以下の記事を参考に記述した。 
・ 毎日新聞「ガバナンス・国を動かす：第１部・政と官／２（その１）	 「族」去りメー
ルで防戦」（http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100103ddm001010019000c.html） 

・ 毎日新聞「ガバナンス・国を動かす：第１部・政と官／２（その２止）	 仕分け、「正
統性」に課題（http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100103ddm003010083000c.html） 

・ 産経ニュース「ノーベル賞野依氏	 「歴史の法廷に立つ覚悟あるのか」	 事業仕分けの
スパコン予算カットに」

（http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/091125/stt0911251106000-n1.htm） 
84 	 この事例を取り上げたのは、「ムラ」の寄り合いでの結果がかなり大きな意味を持って
しまうという不可思議さを考えるためであり、「事業仕分け」が合理的かどうかの議論は一

先ず置いておこう。今回は、「事業仕分け」が合理的なものであると仮定して記述したが、

もちろんスパコン問題を「事業仕分け」で行う不合理性を指摘する論考もたくさんある。 
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る点だ。福澤は、『文明論之概略』の中で、日本の世論が西洋文明の「精神」でなく「外形」

に着目していることに警鐘を鳴らし、文明の「外形」だけが輸入されて、「精神」が根付か

ない可能性を指摘している。確かに、文明の「精神」は根付かなかったが、日本において

は、「精神」なしでも「文明」は機能した。これを私は、肯定的に捉えたい。「精神」の輸

入がなくとも、日本の社会システムは、外来文化、特に時の最先端である「文明」（中国の

場合もあれば欧米の場合もある）を導入しながら、常にシステムの改善をし続けていると

評価できるだろう。しかし、デメリットとしては、いざ外来文化に追いついてしまう（キ

ャッチアップが完了してしまう）と、日本はシステムとして「真似できる」対象を失って

しまうため、混迷の時代に突入してしまうことを指摘することができる。 
4点目の「抽象的な議論と具体的な議論とを権力中枢とムラとで棲み分けている」ことの

メリットは、現場レベルでの改善がきめ細かく質の高いものになっていることである。現

場レベルで「寄り合い」をやって修正できることであれば、日本というシステムの対応は

非常に容易であり、大きな強みとなっている。反面、現場レベルで対応できない事態が発

生したり、より大規模な修正が必要となったりする時は、対応が困難となる。具体的な議

論だけでは向き合えない課題が登場すると、日本というシステムは機能不全になりがちで

ある。 
次に、日本の宗教についてである。 
まずは、中村が述べる日本の原初的な宗教理解が秀逸なので引用したい。 

 
古代朝廷は「仏教」という救済理論と「律令制」という統治機構と「記紀神話」とい

う権威のロジックを導入し、日本列島に「秩序」と「構造」をもたらしました85。 
 
	 中村が指摘しているのは、日本における宗教とは、権力と権威、救済とが成立当初から

分離して、きちんと「役割」が決められた装置であったという点である。これは、一神教

における宗教システムとは大きく異なっている。一神教においては、権力、権威、救済の

すべてが一体となっており、キリスト教は、歴史的に「政教分離」という形で権力と権威

を分離してきたが、未だにイスラーム教においては、政教一致の体制がとられている。一

神教では、総じて権力、権威、救済の関係は一体のものとして理解されていると考える方

が正しい。権力、権威、救済が同時に発動されたときに、宗教が動員できる大衆の力は半

端なものではなく、しばしば欧米やイスラーム世界を動かす原動力となってきた。しかし、

日本においては、宗教に権力、権威、救済が一体となって集まることは、当初からあまり

なく宗教のパワーは棘が抜かれた状態であり続けた。特に戦国期には、権力や権威を握る

動きはあったものの、すべて阻止されてきたし、救済の力があるとして捉えられることも

なかった。 
	 さらに、戦後日本においては、宗教のパワーの低下はさらに加速した。「神や霊や死後の

世界や救済とは関係なしに合理的に安寧・福利を市民に調達する、福祉国家と資本主義産

業のシステムが爆発的に発展し86」たために、宗教の社会的地位が低下し続けたためである。

                                                   
85 	 中村圭志『信じない人のための＜宗教＞講義』（みすず書房）p160 より引用 
86 	 中村圭志『信じない人のための＜宗教＞講義』（みすず書房）p165より引用 
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宗教に権力、権威、救済が統合されることがなかった背景を踏まえても、戦後の宗教史は、

もともと弱かった宗教がさらに弱まっていった歴史として捉えることが可能である。日本

は、キリスト教を背景とする欧米やイスラーム教と違い、もともと脱宗教化された、かな

り世俗された状況を達成した国であったと理解すべきではないだろうか。その意味で、日

本における宗教は、救済の意味も小さいものとしてしか存在していないと思われる。 
最後に、日本の天皇制についてである。先述した通り、日本においては権力、権威、救

済が分業されており、権力は時の政治を担う実力者が実行し、救済は宗教が担ってきた。

では、権威は誰が担ってきたかと言えば、天皇制である。 
この天皇制には、以下の 3点の特徴がある。 
第一に、権威が記紀神話以来の「万世一系」という神話に由来していることである。こ

の血縁という最も継承が容易なあり方によって、権威は継続的に生産され続け、受け継が

れてきた。 
第二に、権力が変わったら、その都度、天皇が正統性を与えればよいということである。

どんな時代にも実力者同士の争いがあったが、争いが終われば天皇が正統性を与えること

で社会の底が抜けることがなかったのである。 
第三に、「天皇」の血縁さえ変わらない限り、天皇制はきわめて柔軟に変革でき、時代環

境に合わせて「天皇」という存在を再定義することができるということである。日本は、

常に外来文化を摂取して、組み合わせることで生き残ってきた。しかし、組み合わせる際

に、何か正統性が必要となってくる。その際に、天皇制は自らの位置づけを巧みに摂取さ

れた外来文化との間で修正し、日本のシステムの変革へ正統性を与えるという貢献をして

きたのである。 
天皇制は、社会における最後の防波堤として、権威を発動し続ける役割を担い続けてき

た。その結果として、今日までまるで「アメーバ」のように形を変え、時代ごとに合わせ

て適合してきたと言えるだろう。 
以上から、日本の本質は、社会システムの優秀さとそれを担保し、社会システムの変化

に応じて変化を繰り返す「アメーバ」のような天皇制の存在によって規定されていると考

えられる。そして、欧米やイスラーム社会において重要な意味を持つ宗教には、あまり大

きな位置づけが与えられていないまま、今日に至っていると解釈するべきである。 
その前提を置いた上で、日本型民主主義＝寄り合い型民主主義について考察したい。 
それには、宮本常一『忘れられた日本人』に書かれた「寄り合い」の世界を再確認せね

ばならない。とはどういうものだったか振り返り、その特徴を述べる。第二に、その特徴

が前述した民主主義の三大前提を乗り越える可能性を持っていることを論じる。第三に、

日本型民主主義の応用可能性と現代的意義を検討してみたい。特に、イスラーム世界や紛

争地などの平和構築が必要とされる地域における展開や科学技術との関係などについて考

えてみたいと思う。	 

では、まず「忘れられた日本人」における「寄り合い」の描写を私なりに解釈してみよ

うと思う。「寄り合い」の本質は、以下の 3点にある87。 

                                                   
87 	 宮本常一『忘れられた日本人』（岩波文庫）の「寄り合い」に関する記述を基に、筆者
が抽出した。 
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第一に、集落全体で集まって、全員の「腹の落とし所」を探り合うことである。ここに

は、対立を煽るような討論や多数決を行わなくてはいけないという前提がない。「腹の落と

し所」がはっきりと分かるまで、延々と世間話と議論が続く。そして、対立を回避しなが

ら合意形成が図られていくのである。 
第二に、過去からの伝承やしきたりについて検討を行い、旅を行った「世間師」などか

らの情報を織り交ぜながら、徹底した事例研究を行っていくことである。この事例研究が

各人の関係のない世間話と議論の中を行き来しながら実施され、結果は寄り合いの場で共

有されていく。場をきちんと観察しない限り、傍のものからはどういう事例研究の末から

の結論なのかは分からない。しかし、集落の内側では入念な事例研究の末だったという認

識が共有される。西欧的に言うピア・レビューをはっきりとは見えないで行っているのだ。 
第三に、全員が「納得すれば」、慣習を大胆に変更して対応することも厭わないことであ

る。そういう意味では、「村社会」についてよく唱えられる閉鎖性という言説があまりに一

面的な見方であると言えよう。「寄り合い」は柔軟なプロセスなのである。しかし、よく考

えると、寄り合いにおいてこの全員が「納得すれば」という条件を満たすことは困難だ。

全員の「腹の落とし所」を探っている間に、伝統や慣習は否応なく反映され、大胆さは失

われる。しばしば結論が細部の修正に留まることは、想像に難くない。 
このような日本型民主主義は、現在の民主主義の三大前提である選挙、討論、多数決と

は、まったく逆のモデルである。参加者は選挙によって選ばれることはなく、ムラという

空間的な単位を共有している人すべてである。その結果、誰かの利益が優先されたり、バ

イアスが入ったりすることはなく、ある種の納得感が生まれやすいのである。また、討論

ではなく合意形成するための対話が行われていることも注目に値する。対話は、論理的な

思考ではなく、人々の感じていることそのものに依っている場合が多い。その結果として、

合意形成は構成員全員に受け入れられやすいのだ。さらに、討論の末に多数決を行うこと

はなく、全員が納得できるように案自体が修正されることも注目に値する。以上より、日

本型民主主義は、現在の民主主義の三大前提である選挙、討論、多数決を乗り越えてモデ

ルとして成立し得るのだ。 
	 では、この日本型民主主義にはどのような応用可能性と現代的意義があるのか考えてい

きたいと思う。その応用可能性の代表としてイスラーム世界や紛争地などの平和構築が必

要とされる地域における展開を検討する。	 

第一に、イスラーム世界における日本型民主主義の可能性を提示するために、エマニュ

エル・トッドによる現代社会における分析を検討しよう88。エマニュエル・トッドは、識字

率の向上とそれに伴う出生率の減少によって、人口動態の安定化が実現するが、出生率が

下降局面に入るのと同時期に、社会的な大混乱として「移行期の危機」が観察されること

を指摘し、今イスラーム世界で同じことが起きていると洞察する。その上で民主化につい

て、以下のような興味深い指摘を行っている。	 

	 

まず発展途上諸国は、一般的傾向として民主制に向かって前進して行く。文化的に同

                                                   
88 	 以下の記述は、エマニュエル・トッド『帝国以後―アメリカ・システムの崩壊』（藤原
書店）に依った。 
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質的な社会を産み出すことになる大衆識字化によって、この方向に押しやられるわけ

である。それに対して三極の先進諸国は、程度の差こそあれ寡頭制的傾向に蝕まれて

いる。この現象は、社会を「上層」と「下層」と、さまざまな変種を持つ「中層」の

三つに分断する新たな教育による階層化の出現によって産み出されるものである89。	 

	 

	 つまり、イスラーム世界を含めた発展途上諸国では、それが西洋的な理念系に収まるか

どうかはさておき、民主化が自然と実現していく。これに対して、人口動態が安定化した

アメリカ合衆国などの先進国では、民主主義が段々と寡頭制的性格を帯びていく。以上が

トッドの指摘である。これは、ライシュが『暴走する資本主義』の中で提示した考え方と

似ている。民主主義は、資本主義の都合のよいものへと変えられてしまい、寡頭制的なグ

ループ内の議論で物事が決定される傾向に至っているのである。	 

	 寄り合い」を中心とする日本型民主主義は、こうした寡頭制的傾向を強める民主主義

を中和し、誰もが意思決定に参加することを味わうことのできるシステムとして機能する

可能性を秘めている。	 

では、その可能性をどのように世界へ知らしめるべきなのだろうか？私は、ここで３つ

の提案をしたい。	 

	 

１．日本型民主主義の実践を地域において進める	 

	 本論の当初で述べた図を思い返していただきたい。日本型民主主義は、もともとは権力

中枢ではなく、ムラにおいて主に実践されていた合意形成のプロセスである。その有効性

は、権力中枢では限定されてしか発揮されないし、意思決定は過程も結果も不透明になっ

てしまう。だから、日本型民主主義は、ムラにおいて再導入するのが戦略として妥当だろ

う。しかし、現代は以前のように流動性が低いわけではなく、ムラの中が同質的なわけで

もない。つまり、前提が変化しているのである。では、その前提に対処するためにどのよ

うな工夫を行えばいいのだろうか。以下に仮説を提示しておく。	 

①「寄り合い」を現代的に再構築するには、「生活者」目線で具体的な議論が必要な領域で

取り組むことが必要である。たとえば、待機児童問題や高齢者福祉問題などのケアの領域

で実践例が作り出せる可能性がある。	 

②今よりも意思決定のサイズを小さくする必要がある。つまり、地方分権とコミュニティ

主義の実現を同時に図っていく中に日本型民主主義の要素を加味していくのだ。これまで

の分権の議論は、道州制か基礎自治体か、といったパッケージの議論が中心であった。し

かし、日本型民主主義というツールがビルトインされることで有効性が高まるはずだ。	 

③革命家のような強力なリーダーが不在でも日本型民主主義の導入をボトムアップで進め

るべきである。この際に、自治体や国の動きとは別に、市民が日本型民主主義を研究し実

践していくことが望ましい。なぜなら、そういう変哲もない市民の力が生かされるのが日

本型民主主義の特色であるからだ。	 

	 

                                                   
89 	 エマニュエル・トッド『帝国以後―アメリカ・システムの崩壊』（藤原書店）、p272よ
り引用。 
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２．世界へ「寄り合い」を輸出せよ！	 

	 前章で述べた通り、日本型民主主義は世界に通用する普遍性を有している。「寄り合い」

は、アジアの伝統を継承して行える「民主主義」の一形態である、と日本人の誰かが発信

すればよい。「Yoriai」を世界共通語にするというソフトパワー戦略が可能なのではないだ
ろうか。これから日本は、開発の現場でも「コンクリートから人へ」を実践するべきであ

る。道路やプラントではなく、「寄り合い」が人々の知恵を結集し、潜在能力を高める際の

ツールとしてポテンシャルがある。アジア・アフリカの発展途上国における新しいガバナ

ンスの型となり、究極的には、深刻な対立と紛争を回避して、多くの人命をも救うかもし

れない。こういう日本型民主主義、日本の社会システムこそが日本のセールスポイントと

なる時代がやってくるかもしれない。 
	 

３．「寄り合い」を徹底的に研究する	 

	 １と２という前提に立つと、目に見えない集合知や暗黙知の塊である「寄り合い」とい

うプロセスがあまり実践できる形で研究されていないことに気づくだろう。「寄り合い」は、

徹底的に研究されてその本質を明らかにすべき対象であるのに、まだ日本の社会科学者は

挑んでいない。「寄り合い」を徹底的に研究し、その文法を明らかにすること。これが今、

大きな先端的課題であると思われる。慶應義塾大学も「寄り合い」の研究など、日本の社

会システムの研究に力を入れるべきかもしれない。	 
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第 9章	 白クマと未来の子どもたちからの叫び～レガシーコストは誰が払う？ 
その上、主権国家と非主権国家がせめぎあう中で、グローバルな課題が多数登場してお

り、空間はますます拡大傾向を強めている。さらに、現実の空間とは別に、サーバーで結

ばれたサイバースペースという新たな空間も登場している。こうした巨大な空間に住む無

数の人々の間に合意形成や意思決定などできるのだろうか。この問いに先人たちは答えよ

うとした。 
	 現代の複雑過ぎる課題も民主主義の目詰まりを深刻化させている。ヒト、そして人生に

関わってくる教育、医療、年金について合意形成するのは困難であり、誰しも低負担・高

福祉を望むに決まっている。現代社会の基盤への脅威となっている環境・資源問題を誰し

もが回避して便利な生活を送りたいに決まっている。グローバルにつながってしまい、相

互依存してしまった世界では、逆に人は内向的になり、グローバリゼーションへの課題へ

向き合わなくなる。ゆえに、問題は先送り、先送り・・・・・・を繰り返すという悪循環

へと突入している。これは、もはやアテナイ的な直接民主政ですら、解決は難しい。 
	 以上の議論をまとめると、アテナイと同じデモクラシーを達成するなら、近代民主主義

を２つの視点から捉え直し、改革し、ひいてはオルタナティブを生み出す必要があるだろ

う。 
①空間の広がりによるデモクラシーの機能不全に陥っているという問題 
②現代の複雑過ぎる課題への対処をデモクラシー内部で行うことは可能なのかという問題 
 
①の問題は、アテナイ的な公共空間を作り出すことにより、ある程度緩和できる。ここ

で言う公共空間は、市民社会を担う組織が集まったり、討論が行われたりする場所として

行政、NPO、企業が「政策連携」しながら作り出す。既存のコミュニティセンターのよう
に、自治会レベルを基盤にするのではなく、より広い空間を対象にしたインキュベーショ

ン施設として作られるこの公共空間で直接、五感で感じながら、議論していけば民主政治

に少しは味気が戻るだろう。ここでサイバースペースを活用すべきだという論調もあり得

るだろうが、これについては正統性の問題などもあって未だ難しい。サイバースペースは、

既にある公共空間のカウンターパワーにはなるだろうが、そこで正式な意志決定が行われ

たり、公共的な議論が行われたりするには、後 50年は必要だろう。 
②の問題は、補完性の原則を採用しコミュニティレベルの参加によって問題を具体化す

るアプローチをとる。ベックが『危険社会』で書いているような参加型民主主義を実現す

るのも一つのアプローチである。コミュニティレベルで対処できないことには、システム

としての国家レベル、さらにグローバルレベルの対応も必要となってくるであろう。 
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第 10章	 「未来からの留学生」の提言～博愛と連帯が地球を救う！？ 
	  
私たちが直面している課題は、結局のところ何なのか。21 世紀に入ってからずっと、問

題が多く山積しているが、それはどうすれば克服できるのか？それは、民主主義のフレー

ムワークの中で解決できるのか？村上春樹とマルクスの手を借りて、一気に結論まで走っ

てみたいと思う。 
村上春樹は、エルサレムで「高くて、固い壁があり、それにぶつかって壊れる卵がある

としたら、私は常に卵側に立つ」とスピーチした90。壁と卵の暗喩は、武力による解決を目

指し続けるイスラエルとパレスチナの当事者を「壁」に、無辜の民を「卵」に例えたもの

だという解釈が一般的だが、村上はさらに、以下のように続けている。 
 

しかし、それだけではありません。もっと深い意味があります。こう考えてくださ

い。私たちは皆、多かれ少なかれ、卵なのです。私たちはそれぞれ、壊れやすい殻

の中に入った個性的でかけがえのない心を持っているのです。わたしもそうですし、

皆さんもそうなのです。そして、私たちは皆、程度の差こそあれ、高く、堅固な壁

に直面しています。その壁の名前は「システム」です。「システム」は私たちを守る

存在と思われていますが、時に自己増殖し、私たちを殺し、さらに私たちに他者を

冷酷かつ効果的、組織的に殺させ始めるのです91。 
 
	 村上は、壁を「システム」だと捉える。私なりに解釈するなら、「システム」が私たちを

守る統治可能な存在から私たちを（精神的に）殺す統治困難な存在へと化けつつあるのが

現代だと村上は、語っているのである。ウォール街の投資銀行が世界金融危機を起こした

ことに象徴的に、そして皮肉が籠っているように、壁という名のシステムへ卵がどんどん

とぶつかっては砕けて行くのが現代だと言えよう。 
	 そして、マルクスである。かつて、彼は、こう語った。 
 

労働が生産する対象、つまり労働の生産物が、ひとつの疎遠な存在
、、、、、

として、生産者

から独立した力
、、、、、

として、労働に対立するということを表現するものにほかならない。

（中略）労働の表現は労働の対象化
、、、、、、

である。国民経済的状態のなかでは、労働のこ

の実現が労働者の現実性剥奪
、、、、、

として現われ、対象化が対象の喪失および対象への隷
、、、、、、、、、、、、、

属
、
として、獲得が疎外

、、
として、外化

、、
として現われる92。 

 
	 マルクスは、人類が労働で生み出す生産物が逆説的に人類へ対立してくることを指摘し

                                                   
90 	 『≪資料≫村上春樹エルサレム賞スピーチ全文(日本語訳）』より引用 
URL：http://www.47news.jp/47topics/e/93925.php 
91 	 注 1を参照すること。 
92 	 マルクス『経済学・哲学草稿』岩波新書、1964、p87より引用 



 
卒業プロジェクト２最終成果 

「疎外」と名づけた。私が今まで述べてきた、統治困難になっていく「システム」につい

ても同様に、「疎外」が起きていると言えるだろう。 
	 ここで統治困難になっていく「システム」について、その大きな原因ごとに３つへ整理

したい。第一に、資本主義や民主主義のように、その「システム」の想定した前提条件が

崩壊したり変容したりしたために、「システム」が限界を迎え、統治困難になっているケー

スが挙げられる。環境や福祉といった「システム」を持ってしても統治困難な課題につい

ては、資本主義や民主主義の前提条件を崩すものとして捉えてもよいだろう。第二に、官

僚主義のように、自己増殖し続けて他の「システム」も侵犯してしまう「システム」を人

類が開発してしまったために、誰にもコントロールできずに、結果的に統治困難となって

いるケースである。第三に、国家主義のように「システム」の持つパワーが少しずつ新し

いアクターへと移動しているケースである。このケースでは、他のアクターの動きが不透

明になり、不確実性も増すために人々による統治が困難になっているのである。 
	 私たちは、どうすればいいのだろうか？	 2050年から来た「未来からの留学生」ならこ
う言うだろう。 
 
博愛と連帯が地球を救う！ 
 
でも、よく考えてみると、博愛も連帯もきれいごとのようにしか見えない。ちょっと深

く考えてみようではないか？ 
最初は、博愛からである。 
まずは、博愛主義の定義と位置づけを簡単に整理しておこう。粕谷の論考の中では、博

愛の定義が明確には述べられていない。しかし、その一節を引用しておくと、博愛は「自

由と平等の完成のため必要なものであり、自由と平等に対する異議申し立て人的役割を担

ってい」るとされている。一方、アタリは、明確な定義を行なっている。「もっとも広い定

義では、博愛思想は、過去、現在、未来に生きるすべての人の幸せに楽しみを見出す。そ

れはいうなれば、すべての他者に向けられた普遍的な愛他主義である。」このように前者の

言及からは、博愛の自由と平等に対するアンチテーゼとしての性格が導かれ、後者の言及

からは、他者を愛する心であるという点が導かれる。そして、その位置づけは、自由と平

等とを止揚することにあり、結果的に自由、平等、博愛の３つの理念は同時に成立し得る

と粕谷、アタリは主張している。言い換えると、博愛は自由と平等の弁証法の中から生ま

れ、最終的には自由と平等双方を乗り越えるものとして登場してくるのである。 
では、両者の主張する自由と平等の限界とは何なのだろうか。次に見ていきたい。アタ

リの 21世紀における自由観は、次の一文に結実している。「自由原理は歴史を終わらせる
どころか、新たな形の社会的疎外や階級の格差・不平等をさらに拡大させてしまうだろう。」

その延長に、アタリの言う「超紛争」が待ち構えている。彼の平等観は、どうだろうか。

平等思想の将来として彼は、「地球規模での富の再分配機能の拡充」が提案されるとしてお

り、それには公的支出の飛躍的な伸びが必要だとされる。結局、そうした公的支出の伸び

は、担保し得ないので、自由も平等も行き詰まるというのがアタリの結論だ。一方の粕谷

による指摘を見てみよう。粕谷は、自由について「たしかに、利己主義、個人主義を無造

作に取り込んだ自由主義を主張することが見受けられ」ると述べている。また、平等につ
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いてはいくつかの平等観が併存しているとした上で、「『抽象的な平等は、社会的な不平等

を覆い隠すと同時に悪化』させる引き金にもなりかねない」という問題意識の下、「結果の

平等」から「公正」を志向していくことが必要だとしている。両者の主張をまとめると、

自由は、不平等をもたらし、なおかつ責任を果たさない利己主義、個人主義を招いてしま

い、平等主義にはまだ可能性があるものの、公的支出が拡大できなかったり、悪平等を招

いたりする。これを打破するのが博愛であるというのがアタリと粕谷の共通見解である。 
本当にそうなのだろうか。私は、粕谷とアタリが博愛によって自由の限界を乗り越えよ

うとしていることには、同意できる。しかし、彼らが同時に博愛によって平等をも達成し

ようと考えていることには、同意できない。なぜなら、未だ平等は先進国においても達成

されておらず、ましてグローバルには全くもって不十分なままだというしかないからであ

る。粕谷によれば、現代の平等観の根底には、「機会の平等」という思想が流れているとい

う。しかし、本当に「機会の平等」という思想が社会政策に影響を及ぼして、多少なりと

も「機会の平等」が達成されたと言えるのだろうか。日本を事例にとれば、公共事業など、

広井が論じている「インフォーマルな社会保障」という分野で雇用が担保されて、福祉国

家が維持できただけであって、それは一定程度の「結果の平等」を実現していたに過ぎな

い。結局、社会保障として「機会の平等」が実現されたわけではない。これは、何を意味

しているかと言えば、「機会の不平等」は、人々、地域、組織の「潜在能力」の開発がうま

くいっていないからこそ起こるのであり、それを開発することに成功していないというこ

とである。「機会の平等＝潜在的な自由」の保障という社会保障の方向性（広井『定常型社

会』）は、まだ実現に至っていない上に、日本においては政策目標にすらなっていない。私

は、以上から、博愛を唱える前に、まずはその必要条件としての平等を実現することが必

要であると考える。そのための政策、たとえばベーシック・インカムを導入する、南北問

題の構造調整基金を作る、などの政策案が博愛を実現する大前提になる。 
このように、博愛とは何なのか、そしてその必要条件とは何なのかを検証してきた。だ

が、重要な問いとしての博愛を実現する方法論をまだ検証していない。粕谷とアタリの議

論を紐解いていこう。粕谷が 1848年フランス共和国憲法の理念から考え出した答えは、「人
間性に根ざした『公正な国家』」であった。具体的には、次の一文に表わされている。「民

主的、共和国は単なる法治国ではなく、市民の相互扶助活動、国家の社会保障活動を通し

て、公共な福祉を実現する主体的で積極的な組織となるべきだというのである。」これは、

すなわち人々の平等を実現していく組織へと国家を脱皮させるという考え方である。その

国家は、市民社会ベースの統治機構となることが予想される。博愛を実現するのは、粕谷

の中ではまだ主権国家である。この点で粕谷は、主権国家という枠組みから抜け出てはい

ない。 
アタリは、粕谷とは違った立場を見せる。アタリは、博愛ネットワークがあらゆるレイ

ヤーを超えて広がっていくとシミュレーションしている。同時に、身近なレベルから見て

いくと、家族の変容、博愛システムによる金融などを柱として他人を喜ばせる博愛経済の

導入による市場の変容、中小規模の都市での博愛の実践を通した国家の変容、そして世界

博愛憲法による運営を柱とする世界政府の誕生が 21世紀半ばまでに実現すると予言してい
る。私は、粕谷よりもアタリの方法論を支持したい。それは、20世紀半ば以降に発生した
主権国家の相対化、そしてガバナンスシステムの多様化が避けられないと考えているから
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である。また、猪木が主張している地方公共団体、企業、非営利組織などの「中間組織」

の重要性もアタリの主張と符合するところが大きいと思われるからだ。 
	 しかし、私は、敢えて博愛を批判したい。以下、２点の理由からである。 
第一に、アタリや粕谷の言う博愛は、先述の通り、平等を前提としない限り、実現しな

いのではないかという点である。博愛は、他者を愛するところから始まる。ある意味で自

己の充足がなければ、不可能な実践だ。しかし、その充足というのは、実際のところ、平

等をある程度達成しなければ実現しない。例えば、発展途上国で飢餓や貧困状態に苦しむ

者同士が助け合えるのか。不可能である。アタリは、南北問題を前提に「北」の責任を説

いているのかもしれないが、「北」内部における不平等の解決すらままならないのに、「南」

へ配慮することなど無理である。このように、博愛はある程度の平等の実現を前提にしな

いと困難な思想なのではないだろうか。 
第二に、アタリの言う博愛とは、実際は平等を達成するための手段でしかない（と考え

ている）のに、あたかも目的であるかのように論理がすり替えられているからである。ア

タリは、「博愛主義の金融・経済システム体制が貧困を撲滅してしまう」と言及しているが、

これは博愛によって「貧困＝平等」の達成を狙っていると考えてもおかしくない。私は、

ここに「他者＝弱者」の救済、つまり平等を達成するための手段に過ぎない博愛が一つの

目的として提示されてしまっている可能性を見出してしまう。このすり替えは、些細なこ

とではない。博愛による平等なのか、平等による博愛なのかの間には、かなりの溝がある

と思ってよい。 
では、どうしたらよいのか。この点については、むしろ私は粕谷の結論に近い。すなわ

ち、「公正な国家」、あるいは「公正な組織」（世界政府かどうかはわからない）による平等

の実現を図ることの方に、高い優先順位を与えるのである。そして、平等の実現のために、

アタリが述べた各レイアーのシステムが行動することが必要なのだ。博愛は、平等の達成

に向けた手段として捉えるのがいいのかもしれない。 
	 次に、連帯についてである。ここでは、ルソーに登場いただこう。 
	 彼の思想的意義は、もちろん社会契約論の完成にある。しかし、それ以上に彼の言葉は、

連帯を志向する私たちへ本質的な思考を要求してくる。ここでは、批判的に彼の主著『社

会契約論』を読解していこう。 
まずは、ホッブズの「リヴァイアサン」ロックの「統治論」との関係だ。 
ルソーは、ロックの「同意」というプロセスを批判的に継承しながら、ホッブズの発想

へ回帰し、弁証法的に社会契約論の新展開を生み出した。具体的には、「同意」というプロ

セスが内包している限界を乗り越える社会契約の発想を生み出したと言える。ロックが考

え出した「同意」は、統治の限界を定め、君主と官僚制の暴走をコントロールすることの

できる考え方だった。だが、どちらかと言えば、ホッブズが編み出したリヴァイアサンと

しての主権という概念を弱め、制限付きのものにしてしまった。その結果、貴族やブルジ

ョワという階級、それを裏付ける私的所有権という権利、議会という装置への対抗ができ

ない、言わば主権の骨抜き状態が生み出された。 
ルソーは、この点に着眼していると思う。彼の主張する社会契約は、明文か暗黙かは問

わずに、「みずからと、みずからのすべての権利を、共同体の全体に譲渡すること」を全員

が行うことを基礎とする。この考え方であれば、主権のパワフルな性格を温存しながら、
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その社会契約が本質的に有している平等性を基盤にして構築される一般意志という考え方

を持ち込み、主権を限定することが同時に可能になる。言わば、ホッブズとロックの止揚

に成功しているのではないだろうか。そして、この社会契約の行き着くところは、意志と

しての主権、つまり立法権は分割できないが、力としての主権、執行権は行政官に分割で

きるという考え方である。こうして、主権のパワーを少しも削ぐことなく、ロックの「統

治論」が到達した立法権と行政権の分離というコンセプトを継承することができるのだ。 
次に、ルソーの社会契約が有している博愛や連帯という価値や宗教との親和性について

である。 
ルソーの指摘によれば、最終的には、一般意志が正常に機能している時、それぞれ個人

の利害は完全に一致し、共通の利益のみを追求するだけで社会が機能するようになるとい

う。そして、一般意志は平等を好む傾向がある。以上から、この世から私的な問題は消滅

し、公私の区別がなくなると言う。この主張は、端的に言えば、博愛という価値に帰着す

るものだ。こう考えてみると、先ほど述べた、ジャック＝アタリの唱える博愛や連帯など、

ルソーの二番煎じ、焼き直しに過ぎないと言える。また、笹沢豊著『環境問題を哲学する』

で議論が行われている、利己主義を突き詰めると実は利他主義にならざるを得ないという

発想とも重なり合う部分がある。ルソーは、近代的な政治哲学における博愛や連帯という

価値の系譜の起点であると考えることができる。 
さらに、ルソーは、以下のように、立法について述べている。大衆は先読みができず、

決して体系立った立法を自ら行うことはできない。だから、未だ実現していないが彼ら自

身もいつかは享受することになる幸福を立法時に強制されるべきであり、結果として、啓

蒙を行う導き手が必要である。そして、その要件を満たす立法者は、神と同じ立場になる。

モーセも石板に刻まれた十戒をユダヤの民に与えたのであり、真の法は神が下さるものだ

とルソーは述べる。 
これは、現代的に言えば、イスラーム法の世界ではなかろうか。イスラム教が平等を強

く推し進める原動力は何にあるか。コーランとシャリーアが神の啓示に基づくからである。

ルソーが理想的に思い描いた世界は、イスラーム圏に近いのではないだろうか。実際に、

ルソーは、ユダヤの法とムハンマドが制定したイスラーム法を文中で賛美しながら、同時

にキリスト教に絶望感を表明している。人々の意識を変えることで社会の秩序を保つとい

うある種のマインドコントロールをルソーは構想したのではなかろうか。そうだとすれば、

イスラーム圏で進行している、西欧の影響による民主化を経たのちのイスラーム復興こそ

ルソー的な社会契約なのかもしれない。 
最後に、国家のサイズを巡る先駆的な議論についてだ。 

	 ルソーは、国家のサイズが大きくなればなるほど、貴族や君主による支配が強くなると

考察している。彼は、明瞭にはどの統治が望ましいかを述べてはいない。しかし、彼が定

期的な人民集会を提唱している以上、ある程度の都市国家や小国を念頭に置いていた可能

性が高いと思われる。なぜなら、一般意志を実現するには、人民が十分な情報をもちなが

ら、根回しを行っておく必要があると述べられているからであり、この統治体制はほぼ大

国では不可能だからである。 
	 そして、定期的な人民集会によって確認を取り、その間は統治が例外なく停止されるこ

とが望ましいと主張する。その上で代議士は、人民の代理人に過ぎないのであって、人民
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が出席していない法案というものは、すべて無効だと言い、イギリス国民は本当に自由な

のか？と言っている。まとめると、ルソーは議会制民主主義を批判し、直接民主制を謳っ

ていると言えるだろう。 
ルソーは、小国における統治体制として、定期的な人民集会というものを提唱している。

これは、現代で主張されているコミュニティ主義や補完性の原則といった、地方分権を裏

付ける考え方や概念をかなり先取りしていたのではないだろうか。これからの地方分権改

革で基礎自治体を基盤とした直接民主制を行う統治体を目指すというのは、十分に可能性

のある解決策である。もし、ルソーが登場した時代が国民国家の発展していくフランス革

命前夜ではなく、「大きな政府」や「福祉国家」の失敗が明らかになった 20世紀後半だっ
たら、「社会契約論」は、全く違う読まれ方をしていたかもしれないのだ。 
	 ルソーの思考を補助線に使うことで、博愛と連帯という突拍子もない議論が現実的なも

のに化けようとしている。やはり、博愛と連帯は、コミュニティと地域からしか始まらな

い。しかし、私たちは制度の中でしか生きられない。なので、私は以下のような思考実験

を試みてみた。 
所与の要件として、資本主義を大前提に置く。その場合、資本は、利潤追求の可能なと

ころへと移動し続けるので、もし地方分権を同時に行わないと統治困難性を解消すること

にはつながらず、地域間格差が拡大するなどの弊害が起き得るのである。第二に、地域を

起点にした新たなシステムは、地域ごとの「部分最適」に陥りかねないという点である。

確かに、地域にとっていいことを推進するのはいいが、「宇宙船地球号」の考え方からする

と「部分最適」は致命的になってしまうかもしれない。例えば、河川の地域同士を考えて

みよう。上流の地域は、森林が豊富であるために、分権を機に林業を盛んにして雇用を創

出したとしよう。そうすると、下流の地域には、水害が及ぶリスクが高まる。なぜなら、

よく言われるように、上流の地域が持つ森林の保水機能が損なわれるからである。このよ

うに、地域だけの問題解決を行うだけでは、地域のエゴとよく言われるように「部分最適」

へ陥りやすい。「部分最適」を減少させ、グローバルな「全体最適」につながる制度設計を

しなくてはいけな

いと考える。 
	 そこで私は、主

権国家に代わる新

しい制度として

2050年までに「世
界議会」と「地域

共同体基金」を導

入することを提言

する。図としての

イメージは、図８をご覧いただきたい。 
	 国連の位置には、「世界議会」が入り、地方政府などの諸アクターの上に「地域共同体基

金」が入っている。この統治構造は、コミュニティ・ソリューションの「部分最適」化を

防ぐとともに、グローバルな問題解決へも威力を発揮する。 

図  8 
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具体的に、どのような「統治」が行われるのかを次に述べたい。 
まずは、「世界議会」の役割についてである。ジャック・アタリは、世界政府について以

下のように言及し、制度設計を試みている。「最小限に限定された世界政府が、国連総会以

外に非営利組織、科学関係機関、企業などの集まりの総会によって任命され、管理される

だろう。（中略）この政府は実力行使と兵器保有を独占的に認められるが、それは地球憲法

を順守させるときにしか使用できない93。」この世界政府は、地球憲法という基準に基づく

政府となるであろうし、強力なアイデアであると思う。しかし、問題はどんな基準に基づ

いて地球憲法を作るのか、ということである。何を守るべき価値、「正義」として世界政府

を構築するのかで世界のあり様は、一変してしまう。それを討議する場は、現在の国連総

会で十分なのか。私は、疑問に思う。 
私は、地域共同体（これは、現在の地方政府とは異なる規模で設定される）から選出さ

れた世界議員が「世界議会」に集って、どんな価値をグローバルな価値として認定するの

かを討議することを提案する。その価値は、GDPと同じような形で人間開発指数のように
設定され、グローバルな目標として掲げられる。目標によっては、多様な視点に立つこと

ができる。例えば、ブータ

ンの提唱する「国民総幸福」

に基づいて作られた「世界

幸福地図」によれば、人生

の充足度を世界でもっとも

感じているのは、デンマー

クであり、次にスイス、オ

ーストリアと続いて、8位に
はブータンが入っている。

日本は、178カ国での調査のうち、90位であった94。また、国連開発計画（UNDP）が発
表している「人間開発指数」の 2008年度版によると、最も人間開発の進んでいる国は、ア
イスランドであり、以下は、表のように続く95。日本が、第 8位になっていることは、非常
に喜ばしい。このように、多様な価値を盛り込んだ指標を開発し、目標と設定することを

「世界議会」の目的とするのである。 
	 その目標に従って、地域共同体基金には資金が配分される。この資金は、環境税、相続

税、土地税、金融取引税を世界議会に付属する徴税機関が徴収する。資金の配分は、前年

度の目標の達成度によって行われる。この資金によって、「世界議会」の設定するどの目標

をターゲットとするか、あるいはすべてにパッケージとして取り組むのかなどは地域共同

体基金に委ねられる。地域共同体基金は、その資金の使い方を直接投票もしくは、構成員

全員による議論によって決定する。こういった議論を重ねることで、多くの人が政治参加

を果たすようになるのである。このように、「世界議会」が目標を設定すると共に、その方

                                                   
93 	 ジャック・アタリ『反グローバリズム』彩流社、2001、p175-176より引用 
94 	 今枝由郎『ブータンに魅せられて』岩波新書、2008、p167より 
95 	 国連開発計画東京事務所ホームページより 
URL：http://www.undp.or.jp/hdr/ 

第 1位 アイスランド 
第 2位 ノルウェー 
第 3位 オーストラリア 
第 4位 カナダ 
第 5位 アイルランド 
第 6位 スウェーデン 
第 7位 スイス 
第 8位 日本 
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法については「地域共同体基金」が決定して取り組むことで、地域による問題解決が陥り

がちな「部分最適」ではなく、ゆるやかな「全体最適」が実現するはずだ。 
	 ここに博愛と連帯の重要性と制度化に言及することをもって、「未来からの留学生」の提

言を終わる。 
	 1点だけ強調して終わりたい。 
誰が助け合い、つながり、共に生きていくのか？ 
それははっきりしている。私たち人類自身である。 

我々が利己主義的な思考を離れ、利他主義へ移行できるか、そのために制度や政策は何を

できるのか？	 21世紀の課題は、ここに集約されるはずである。 
 


