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第１章  課題先進国に一躍踊り出た現代日本  

 

１－１．ナショナル・アイデンテティとしてのキャッチアップ体質 

－日本という「辺境」国の宿命 

 

日本という国家は、欧米諸国にキャッチアップすることを至上命題としてきた国家である。社

会のオペレーションシステムである資本主義、民主主義、国家主義、官僚制というシステムから

具体的政策に至るまで、主に戦後、アングロサクソン方式を模倣してきた。そして、それらを「日

本型」に編集することで運営されてきた国は、経済的に大きく飛躍し人々は豊かさを手に入れ、

世界的な先進国にのし上がった。しかし、バブル崩壊後の失われた 10年を経、2007年のリーマ

ンショックを機に、右肩上がりの成長を描けない事態に陥っている。 

そうしても尚、人々は欧米追随の手を止めることはない。無意識的に存在している下敶きある

「欧米中心史観」の功罪を知ってか知らずか、未だ「追いついていない」と更なるモデルや先進

事例を日本に適応させようとする。政治も、経済も、企業も、常に現状に留まらないための議論

を重ねることに暇がない。だが、いずれも全てはキャッチアップのための一行為に過ぎないので

ある。 

事实、文明史観の先賢、梅棹忠夫氏はこう述べている。 

「日本人にも自尊心はあるが、その半面ある種の文化的务等感が常につきまとっている。それ

は、現に保有している文化水準の実観的な評価とは無関係に、なんとなく国民全体の心理を支配

している、一種のかげのようなもの。本当の文化は、どこかほかのところで作られるものであっ

て、自分のところのはなんとなく务っているという意識である。おそらくこれは、はじめから自

分自身を中心にして一つの文明を展開することのできた民族と、その一代文明の辺境諸民族の一

つとしてスタートした民族との違いであろうと思う。」 梅棹忠夫「文明の生態史観」 

 

 

また、こうした「遅れている幻想」に囚われる日本の性質を独自に解明し、平成の今、改めて

総括したのが、内田樹著者の「日本辺境論」である。常に自らの性質を忘却し、一方で、終わら

ない日本論の議論が続くよう時代を超えて確認する日本に生きる人々に、マルクス以後、価値を



失いつつある「大風呂敶」のマクロ論の重要性を説く。そして、平成の今、地政学的な補助線を

惹くことで日本文化の特殊性を列挙し、日本とは何かを大きく問い直す書では、日本人こう記さ

れている。 

 

「日本人は後発者の立場から効率よく先行の成功例を模倣するときには卓越した能力を発揮

するけれども、先行者の立場から他国を糧道することが問題になると思考停止に陥る 

日本人が国益を損なっても守ろうとするものがあるとすれば、それは日本」 

「辺境人にとって外来の制度文物は貴重な資源です。一粒も無駄にすることが許されない。そ

れ故最大限の開放性を持って、外来の知見を受け容れなければならない。無意識的にどれを取捨

選択するべきか、だめなものを回避する能力がなければ、無防備ほどの開放性は担保できに。そ

の有用性や意義を先駆的に知る能力を開発することが私たちにとっての民族的急務」 

他国との比較を通じてしか、自国の目指す国家像や国家戦略を語れない。そのような種類の主

題につちえ考えようとすると自動的に思考停止に陥ってしまう。 

なぜなら、日本という国は建国の理念があって国がつくられているのではない。まずよその国

がある。よその国との関係で自国の相対的地位が定まる」 

「外部のどこかに、世界の中心たる「絶対的価値体」があることに基づき思考する「辺境人」 

「世界標準に準拠してふるまうことはできるが、世界標準を新たに設定することはできない」更

に、それの「正しさ」は証明し得ず、「そこから構成される未来のうちにその保証人を求める」 

 

１－２．遅れているという幻想 

 

 しかし、日本はそれらを追随しなければならない「遅れている」国どころか、既に追いつき、

その先のモデルとなり得る「進んだ」国になれる契機を迎えたと考える。また、先陣を切って世

界的課題が前景化した可能性を示す出来事が起きたのである。東日本大震災、及び福島第一原発

の事故の発生である。 

・悲惨な広域災害 

２０１１年３月１１日、１４時５６分に発生した東日本大震災岩手県から福島県太平洋沿

岸に渡り、巨大津波が襲い、一瞬にして人々の生活と命を奪った。日本建国以来未曽有の広

域災害である。更に、試練はそうした「天災」に留まらない。同地震による津波に襲われた

福岡第一原子力発電所では、水素爆発、事实上のメルトダウンを起こしたことがわかり、事

故発生後、100 日以上たった現在でも、その収束の道筋は見えていない。被害は、放射線物質

を大気中に散布した上、汚染水の処理に困った挙句、海に垂れ流すという被害を生んだ。自

らの生まれ育った土地を汚され、いつその郷土に戻れるのか、住民はその土地を追われてい

る状況だ。 

 

 ・日本を象徴する事故対応 



今回の大規模災害と原子力事故の合わせ技が、戦後日本が抱えた「３度目の敗戦」である

いう見方も強い。一度目は、１９４５年の第二次世界大戦における敗北、列強諸国に対し武

力で負けた。二度目は、９０年代、従来の高度成長を促してきた巨大で、かつ肥大化するメ

カニズムを失わない、自国を発展させてきたであろう資本主義に足を取られた。そして、２

０１１年、高度な技術立国と称されながらの原子力行政における敗北。戦後日本、尐なくと

も全国民レベルで疑念を抱くことなく「夢のエネルギー」と認知し、地方自治体の財政を支

え、電力を下げ工業化を支えてきた「原子力」という「イノベーション」に「負けた」とい

う見方もできる。政府を筆頭に対外的な信用も失いながら、国土という国家を国家たらしめ

る要素を汚し、この国は国家としてのガバナンスの失墜に直面している。そして、皮肉にも、

一度目の敗北を決定づけた核によって自らの首を絞めるこの国の現状は、この国が忘れては

ならない「核の恐怖」をある種の積極的、楽観的距離を置きながら利用してきたこの国の歴

史を精査し、失敗の歴史を総括する必要性を呈していると考える。 

 

１－３．なるべくして「膠着」している日本  

―前例のない手探り状態 ３．１１を契機に失われた目標物 

 

エネルギーや環境分野の先進性は、この国の誇りであり、限りなく有望視される分野であった

はずだ。従来の工業化を支えた化石燃料の枯渇、それに伴う CO2問題が課題となる中、水素電池、

対抗電池等の発明がある。１番ではないが、それに务るとも勝るとも言えない立ち位置をキープ

しながらひた走ってきたことも、「先進国」日本の発展具合を図るものさしだった。 

しかし、看板である分野において、この国は、自らの国として前例のない手探り状態に置かれ

ることになった。これは、明確な目標物と目的物がなければ息のできないこの国にとって、致命

的な状況である。更に、場当たり的で、対処療法的な問題解決という習慣は、数十年という中長

期的スパンを必要とする事故には、不幸にも不適合と言わざるを得ない。言わば、後手に回る対

応が組織の機能不全等は、しかるべくして発生しているとも言える。 

もちろん、ロシアのチェルノブイリ事故や、アメリカのスリーマイル島という前例に学ぶ姿勢

もある。しかし、もはやその事故を凌ぐ被害と見えない敵にさらされる今、そうした一種の「手

本」の存在は、なんとか折れかける自らのプライドをつなぎとめる気休めにすぎないのかもしれ

ない。言わば、キャッチアップ大国日本は、辺境という絶対的な説明変数を前に、なるべくして

膠着しているのである。 

 

・「課題先進国」としての責任と自覚 

日本はまた「遅れている」という幻想を共通の基盤として、キャッチアップの姿勢、平たく言

えば「外来」から学ぶ姿勢を細々と発揮し続けているともいえる。そして、その辺境故の生存戦

略が逆機能しかねない現状だ。 

原発事後が起きたのは、他でもないこの国である。しかし、今後のエネルギー政策、また原発



を巡った国民を挙げた意思決定は、ドイツやフランス等、欧州諸国に先を行かれたと言う見方も

できる。むしろ、日本の政府、マスコミ、知識人、学者達は、そうした海外のモデルという外来

から学び、「自国はどうするか」という問いを連日投げかけ続けている最中だ。自ら先頭を切っ

てはいかないのである。 

だが、逆に言えば、地球規模で直面する環境問題、また資源枯渇という死活問題が厳然たる事

实として横たわる今、一体どのような技術やリスクテイキングの仕方で資源エネルギーをまかな

っていくかという問いに対して日本は大きな問題提起をした。更に、原子力という核を破壊する

西洋的エネルギーの是非を通して、西洋的産物の功罪を問う契機ともなり得る。 

また、これは数ある世界的な末端の課題に対しての１つのそれに過ぎない。「文明の衝突」世

界が予期され、宗教的対決を克朋する必要性や、更に本質的に西洋思想、中心主義一辺倒で紡が

れてきた世界＝経済＝進歩史観という「常識」が、様々な諸制度の綻びによって示される今、「遅

れている」はずの日本文明が持つ固有で根源的な価値に回帰し、その価値を問うべき絶好の機会

であると考える。総じて、こうした気付きが、莫大な犠牲を払った上にあること、そして、その

対価を着实に世界的に示せるか、その責任と自覚を持ってもよいのではないか。また、それだけ

この国は世界の課題を内包し尽くした「世界の未来」という側面もある。この２つの意味におい

て、「課題先進国」という言葉を使いたい。 

ただし、最も恐れるのは、常に遅れている幻想に取りつかれ、「正しくない題目」に向かって、

日本的に正しく、つまり伝統的な方法をもって国と正し続けることである。「主題の取り違え」

は、この国は修復不可能な方向性に誘われてしまう。 

今回の災害、事故という枠組みに留まらず、自国を位置づける新たな座標軸を獲得していくた

めの「課題先進国」という側面を意識する、一つのきっかけは十二分に示されたと考える。 

 

１－４．なぜ今、日本論なのか  

 

明治の開国以来キャッチアップ DNA を持つ日本。しかし、更に、このモデルそのものが、日本

が目標としてきた外来物の失墜によって立ちゆかない現状もある。その中で、今後どのような生

きる道が考えられるのかを示すことが第一の目的である。 

更に、自らの生存戦略の功罪を身を持って体感し得るこのタイミングにおいて、「常に変わり

続ける日本の変わらない変化の仕方」を常に確認し続けることが必要であると考える。それは、

内田氏が言うように、「我々がどれほど優れた日本文化論を読んでも、すぐ忘れて、次の日本文

化論に飛びついて」しまうとしても、「日本文化とは何か、日本人とはどういう集団なのかにつ

いての洞察を組織的に失念するのは、日本文化に「決定版」を与えず、同一の主題に繰り返し回

帰することが日本人の宿命」であるとしても、である。尐なくとも、他国との距離感をもってそ

のエネルギー政策をも決定づけてきた政策過程や意思決定のあり方とその根底に眠る日本的な

処世術の全貌を認知し、意識に留める必要性が、今、この震災という難局に際した現代にあると

考えるのである。 



そして、こうした時代を先導する発想の転換を、正しい自己認識を促す知性を持って推進する

一助とすることを目的としたい。よって本論では、日本のモデルとなった世界の流れを鑑み、そ

の上で日本のキャッチアップの实態を解明し、これからの日本について未来設計の大風呂敶を描

くための方策と枠組みを提示する。 

 

第２章 これまでの世界を概観する   

 

○西洋的価値観をベースにした社会の系譜 

自然経済から交換経済、自給自足経済から商品貨幣経済 

狩猟・漁業・採取経済から農耕・牧畜経済→商工業基盤の産業経済へ 

原始社会→アジア的社会→奴隷制社会 封建制社会 資本性社会 

 

日本社会の成り立ちを相対化させるためには、その基となった外来の知見を紡ぐ近代ヨーロッ

パの社会形成と思想発達の歴史を認識することが不可欠である。つまり、なぜなら、近代ヨーロ

ッパが日本の社会・思想形成のモデルであり続けてきたからだ。現代日本の実観的分析のための

「比較基準＝座標軸」を得たい。そのため、第一に世界を動かす４つの運動法則（資本主義、民

主主義、国家主義、官僚制の４つ。以下オペレーションシステム＝OS と呼ぶ）という切り口、

第二に、現代に至る歴史的経緯の５つの結節点に沿って近代思想を明らかにする。 

 

２－１．「運動法則」 世界を動かす４つの OS  

 

２１世紀に入った今日、世界は目まぐるしいスピードで変化するグローバリゼーションの時代

に突入した。情報、者、カネが容易に国境を超え、国家の輪郭が溶解し始めた。資本主義の弊害。

民主主義の弊害。官僚主義の弊害。思うに、世界を古くからコントロールし、今も尚世界を秩序

づける４つの軸が存在する。４つのコントローラーが互いに制御し合いながら、しかし、互いに

浸食し合いながら、時に共倒れしながら、世界基盤を形成していると言える。では、以下に、４

つのオペレーションシステムそれぞれについて、その性質の本質と課題、また適宜そこへの解決

策について明示したい。 

 

①資本主義 

資本主義とは、無限の自己資本蓄積、利潤追求を目的とし、生産手段を持つ資本家が、賃金労

働者との間における「資本の運動」によって剰余価値を獲得する経済システムのことである。資

本とは商品化された労働の蓄積であり、企業や個人の自由市場におけるその資本の取引交換の連

鎖と循環という運動が資本主義を支える。また、搾取する側、される側双方があってこそ剰余価

値が創出される。 

加えて、こうした資本主義の大前提をまとめる。 



①「経済」概念という基盤   

②労働の商品化→労働市場の創出 

③商品生産と商品交換の一般化 →貨幣経済の登場（貨幣の商品化） 

④原則、市場における完全自由競争を通じた需要と供給の決定（契約の自由） 

⑤生産手段を自ら有する「資本家」から生産手段を持たずない「労働者」への搾取から発生する

「剰余価値」が資本家の利益と労働者の賃金に還元される 

⑥私的所有   

⑦企業の私的生産活動 

⑧国家の基にある市場 

       

・ブラックボックス化した現代世界 

現代まで世界の平和や安定を支えてきた資本主義の既存システムが、現在、次々に変調を来し

つつある。従来の資本主義的世界の自由主義はジオカルチュアの解体により新自由主義に代わら

れグローバリゼーションの台頭を促し、地球と国家を攻撃している。その背景には、多様な要素

が各々整合性をとっているかのように堕落しながら絡み合い、複雑な構造を資本主義というＯＳ

に与えてしまったことがある。その要素とは、資本主義、民主主義、官僚主義等という近代国家

を支えてきた諸制度だ。 

 

・資本主義のシステム的限界と前提の崩落 

資本主義はそもそもシステム的機能不全に陥った。従来の従属的な経済構造駆使による周辺へ

の搾取を通じた余剰システムの維持、つまり安価な労働力を有する「周辺」への生産・労働の再

配置に支えられたシステム循環は、生産費用の増大や世界の資源の有限性を前に立ち行かなくな

った。 

また、資本主義の前提とも言える絶え間ないプラス成長と資本の増殖を現代社会は包括的に満

たせず、我々の足場を崩す。今や世界経済の实質ＧＤＰ成長率の見通しは－1.3％（09年度）1と

マイナス成長。確かに、中国を始め、インドなどの新興国の経済成長の展望は明るい。例えば、

中国の实質 GDP成長率は 03年度 10.0％2以後継続して維持し、09.10年度の見通しも 7.7％、9.3％

3、一方インドも 03 年 8.5％4から伸びを示し、中国同様 09・10年度見通しは 5.9％、7.2％5と大

                                                   
1 出典：IMF World Economic Outlook(2009 年４月) 

2 内閣府「海外経済データ」（2009 年６月） 

3 OECD Economic Outlook No.85（2009 年６月） 

4
内閣府「海外経済データ」（2009 年６月） 



幅成長が見込まれる。だが、世界経済を牽引してきた米、日本、ＥＵの成長率の先行きは暗く、

中でも日本は 03年の 1.4％以降概ね 2.0％前後を行き来し、09 年度見通しは世界トップの－

6.8％。世界の GDP（名目）の 25.4％（07年度）を担う米国の成長も飛躍的成長は見込めず、消

費や市場の飽和という現实は世界規模で不可避だ。（データ：内閣府「海外経済データ」09．6）

とはいえ、資本主義を採用する以上その基盤が経済（市場）にあり続けるならば、ある意味「成

熟」した現代において、市場と、搾取関係に基礎を委ねた仕組みの付き合い方が課題だ。 

 

・資本主義の自己目的化の制御 

更に、現代社会の課題の大元は資本主義の暴走とその超資本主義に対する制御に尽きる。世界

規模の問題の源泉は、資本主義の利潤追求が、個人・企業、あるいは政府レベルで手段から目的

になってしまったことだ。この自律が最大の課題だ。そもそも当初は、プロテスタンティズムの

倫理が資本主義（精神）を節制させ、自律させた。聖職者に特異だった「祈り働く」宗教的動機

は市民にまで拡大し、それは勤勉を促し然るべき利潤を蓄えさせた。だが、勤勉・貯蓄・質素と

いう一貫した姿勢を支える市民の宗教的基盤は、資本主義が社会システムの前提として君臨し始

めた結果、次第に形骸化することとなる。その末の利潤の自己目的化だ。 

 

・超民主主義の隆起と市民力の回復  

更に、利潤の自己目的化に追い打ちをかけるのが、資本主義による民主主義への浸食と民主主

義自体の衰退だ。資本主義は、技術革新、規制緩和、新自由主義の台頭によるグローバリゼーシ

ョンに揉まれた企業の競争激化に依拠しながら、経済のパイ拡大に直走る。その結果、パイ配分

を担う民主主義を追いやり、経済と政治のバランスを崩すこととなる。そして何より、その企業

競争に無意識的に加担するのが消費者・投資家としての我々は罪深い。行き過ぎた消費者・投資

家としての自己利益追求の姿勢は、結果的に労働者、また市民としての自身の首を締め、世界の

OS を歪めている。ここでも我々「自律・節制」が必要だ。 

更に、企業は人格を基に人間固有の権利を誇示し、暴走する資本主義のコントローラーとなっ

た。その上生き残りをかけた企業と政府・政治が金を媒介としてつながり、自ずと民主主義自体

も衰退させた。かくして自己増殖する資本主義を制御する役割としての力を、民主主義も市民も

失っていく。更に大衆の野蛮化は市民力の弱体化を促し、資本主義の暴走は益々加速する。尚、

新自由主義の台頭による多国籍企業の躍進が顕著な現代では、この現象は世界規模で進む由々し

き事態だ。ここでも資本主義を制御のための民主主義の回復と、我々人間の律しながらの利潤追

求と市民としての力を保持が問われる。 

 

・金融と貨幣の歪曲と貨幣価値の再定義 
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加えて、利潤を図る貨幣の価値が金融の発達、市場のマネーゲーム化により大きく歪められた

ことが、資本主義の自己増殖に拍車をかける。従来財の対価であった貨幣は、もはやそれ自体が

投機の対象となった。つまりその価値すら自己目的化し始めた。更に、目先の利潤追求が全てと

なった人間は、発達した学問を駆使して貨幣価値の操作に成功し、獰猛なプレーヤーは肥大化し

た貨幣を基に都合のよいままに金融市場を翻弄し始める。 

更に、貨幣が担う金銭的役割自体に限界見え始めた。人々の多様性の進行と共に貨幣の目的も

多様化したためだ。その背景には「利益」尺度の多様化、つまり「金銭的価値」のスタンダード

としての絶対的立場の失墜がある。その中で自己利益のために偏った貨幣の扱い方は、貨幣の自

己目的化に重なる。貨幣への現代に即した意味付けと新たな循環付与が課題だ。 

 

②民主主義 

資本主義を制御するはずである民主主義が機能不全である。  

資本主義は共産主義に勝利したという厳然たる事实がある。競争ある資本主義社会は「努力に

報いる、各人の意欲を活かすシステム」であり、競争へのインセンティブを与え高い生産性と豊

かさ、成長性を有す。これは、財が国家から均等分配され競争が存在し得ない共産主義には望め

ない成果だ。また、確かに共産主義では国の一元管理の下、資本主義の流動性の高い経済システ

ム故の資本の一部集中や「他者」のない安定的で平等な社会が生まれるが、それでも現实に敗北

した。（官僚制も要因ではあるが。）資本主義の課題はこれ自体ではなくむしろ、他の制度による

制御不全だとも解釈できる。 

 

・民主主義の衰退の内实 

①技術革新、グローバル化、規制緩和による企業の競争激化 －米国型民主的資本主義の終焉 

民主主義衰退の根本要因の１つは 70 年代以降の米国における技術革新の顕著な進歩だ。それ

故競争力ある大企業はグローバル展開を始め、更に規制緩和の流れは企業の競争を激化させた。

その結果、資本主義と民主主義の均衡を保ってきた労使妥当体制、政府と監督省庁の交渉ベース

の姿勢、企業に国家的利益の優先を促す企業ステーツマンという諸制度が解体された。やむなく

政治が向けるべき視線は市民から献金する企業に向き、本主義のルールが民主主義の实行に重要

な役割を果たす政治の世界への介入を意味する。こうして生き残りをかけた企業の「暴走」が始

まる。こうして、資本主義は民主主義に侵食し、金融のマネーゲーム化が始まるのである。 

 

②企業競争に加担する消費者と投資家としてのわれわれ 

民主主義の衰退によって力を増した資本主義は、私たちから市民や労働者としての力を奪い消

費者と投資家の面を強力にした。 

われわれは市民として社会全体の課題に対し危惧するように見せながらも、それはあくまで建

前に過ぎず、消費者は尐しでも安価な財を求め奔走し、投資家は尐しでもリターンのよい投資対

象の模索に躍起になる。この本音に沿った利潤追求は企業を価格競争へ駆り立て、労働者でもあ



る自身の首を締め、更に安さ追求に走らざるを得ない悪循環を生みだしつつ、企業を更なる競争

の渦に追いやる。かくして企業は競争のためなら手段を選ばずという姿勢を見せ始め、資本主義

は経済と政治間の境界線を越え政治へ介入していく。つまりカネを巡って企業と政治の癒着が図

られ民主主義は機能不全、それが超資本主義を牽引してしまう。 

 

③政治における企業からの政治献金の役割の拡大  

そもそも民主主義の衰退要因は超資本主義の副産物である企業献金の増大でもある。企業献金

によって政策決定プロセスに影響を及ぼすためである。過当競争に晒される企業にとって、便宜

的な政策の取りつけが企業の利益、評価を左右するため、競合への優位性の保持を目的とした政

界へのカネ流入は止まらない。政府機関はロビー活動の横行に巻き込まれ、企業側である「専門

家」の介入が益々企業の政治支配を強める。こうして民主主義が衰退していった。 

 

④企業の社会的責任活動と民主主義  

また、ライシュは民主主義を弱める片俸を企業の社会的責任活動（以下 CSR）が担いでいると

解した。ライシュによれば、企業の目的は営利追求のみであり社会貢献などはその副次的産物に

過ぎないという。そうした認識に立てば CSR 自体や政治の企業に対する「CSR」の要求は、政治

を巡る問題の本質から市民の眼を背けさせる「隠れ蓑」として利用されているに過ぎず、民主主

義の機能不全を助長するに至る。ただし、これに対しては賛否両論あり、企業の純粋たる CSR

自体には何ら罪はないと私は解す。是正するならば、政治が介入した社会的責任を全うすること

で見返りを得られる仕組み自体だと考える。 

 

⑤獰猛なプレーヤーたちの台頭 

更に、「实」と「虚」の区別のつかない金融資本主義横行の元凶は、金融工学のまやかしを味

方につけたインベストメントバンクやヘッジファンドという「隠花性で獰猛なプレーヤーたち」

だ。彼らは様々な手法を講じ市場ゲームを繰り広げる。例えば、インベストメントバンクは資金

を实態以上に膨らますレバレッジをかけた金融商品を生産・売却し利益を生み、ヘッジファンド

は本来リスクヘッジの手段であったデリバティブにレバレッジをかけ相場を見て利益を得ると

いう实需とは無関係な虚業に走った。また、サブプライムローンも目先の利益に固執した虚を担

保にした商品に他ならず、「虚」依存の金融は従来の金融市場のピラミッドのバランスを崩した。

そこに CDOや CDSという時限爆弾も加担し、強欲な人間とそれに操られた道具は市場を卖なるマ

ネーゲームの場に誘ってしまった。 

 

・システムとしての「限界」 

他にも、現に民主主義は万能であるという盲信が溢れてはいないか。現に、民主主義政治を掌

握するのは補助金や規制がなければ存立できない経済的弱者である「強い尐数者」であり、民主

主義では原則的に力を持つはずの多数派ではない。また、膨大な有権者の民意を問う選挙制度自



体、時間的、金銭的コストも高く、決して「効率的」とは言えない点において脆弱なシステムと

も評されていること等がある。しかし、こうした欠点を内包しつつも世界の大部分は民主主義政

治を採用し続けている。その理由は、民主主義が絶対的に正しく優れているのではなく、あくま

で相対的に正しく優れていると総合的に判断されるから過ぎないからだろう。これはやや結果論

的な判断という側面を強く帯びているが、こうした民主主義の功罪に対する理解不足や、そもそ

も民主主義に対する先入観や過大評価が社会に蔓延る点が現代の政治的、社会的問題の本質とも

言えないか。何かにかこつけて自由と平等の侵害や民主主義に反する等という批判展開を野放し

にする社会の様相は、その病理と民主主義崇拝の行動思考特性を端的に表している。 

 

・大衆化するエリートと民衆 －ノーブレス・オブリージュの放棄 

オルテガは、利己的な大衆が政治を牛耳ったことが民主主義政治を堕落させたと痛烈に批判し

た。しかし、今日の民主主義社会の中で「大衆」化してきたのは彼らのみだろうか。選ばれる側

の変容をも捉えられないか。簡潔に言えば、今日における投票行為を受ける側、つまり選ばれる

側の人間も十分な大衆的特徴を帯びてきたと考える。従来、「大衆」を従来「宠伝」や「テロ」

という手段を用いて支配してきた「エリート」たる者の資質の没落と、それらの手法自身への行

き詰りが顕著である。その手詰まりな状態を生んだ要因を政治という場においての選ばれた者の

「代表意識の迷走」と名付けたい。一連の政治における選ばれた尐数者であるはずの所謂「エリ

ート」は、選挙によって選ばれ、代表として「みなされた」暁として、支持者・地元の声を尊重

する。その基本姿勢には何ら問題はないだろう。しかし、その地区から選ばれた者という意識先

行と「代表している」に過ぎない自己の立ち位置を見失えば、既得権益への執着や見返りを利権

獲に駆り立てられる。こうした地元尊重主義の歪んだ形は、不透明な地元へのばらまき（特に公

共事業分野）政策として現れ、政官民の癒着、鉄の三角形の形成へとつながるのである。エリー

トの名实共なる失墜、まさに「代表する意識」の迷走がどれほどまで今日の政治的課題であるか

は言うまでもない。 

 

・共に愚として没落する「大衆」と「エリート」 

更に、こうした政治分野のエリートのみならず、他に代えられない特殊技能を持つエリートた

ちの没落が顕著になってきた。極めて利己的な側面を益々強め、発展の速度を緩めない社会に酔

いしれ、ノーブレス・オブリージュの放棄しながらも、自己の既得権益を守る為の努力は厭わな

い。愚たるのは投票側のみならず、投票される側の体質ともなりつつあるのだ。とすれば、国家

や民主主義社会を機能不全に陥れる元凶は、大衆のみならず、むしろエリート自身にもあるとい

えやしないか。エリートの反逆の時代の到来である。大衆とエリートはもはや対立するのではな

く、その距離を縮めながら民主主義の運用の前に立ちはだかる。そして、「エリート」が未だ社

会の要職を司り、大衆の操作を時にミスリーディングしていく。かくして世論の虚像ばかりが色

濃くなり、政治、とりわけ民主主義の方向性をも誤った方向へと導きかねないだろう。つまり、

支配する側もされる側も寄り添って愚に変容することである種の整合性を保つことで、壊滅的機



能不全を免れている可能性もある。そして、そもそも、愚と愚でないものが共に存在することで、

愚を認識できたのだ。選ぶ側、選ばれる側の能力的、あるいは社会的「格差」がある一定程度存

在して初めて、民主主義たる主義は円滑に運用できてきたのであろう。 

 

③国家主義 

国家主義を一言で言えば、「国家をすべてに優先する至高の存在あるいは目標と考え、個

人の権利・自由をこれに従属させる思想」である。 

・国家概念の揺らぎと国家観構築を支える思想と世界のずれ 

新自由主義の台頭に伴い、それに依拠したグローバリゼーションは世界をボーダーレス化させ

た。その上、国家が制御していた市場はグローバル化し更に制御困難になり、それを機に資本主

義は国家を攻撃し始めた。よって、ＥＵ統合に見られるように、世界は国家という基本卖位を基

軸とするガバナンスでは立ち行かなくなった。一方、活動するフィールドの拡大を迫られた末に

多国籍企業が出現したのもその現象の１つだ。まさに、現代の国家という概念は非常に曖昧で揺

らぎつつあり、国家の権威を、政治、経済、社会の卖位として優位付ける国家主義は大きく揺さ

ぶられている。そして次モデルを現在模索している段階だ。更に、中国に見られるように、国家

たる政府組織、国と言う居場所、国民という自身のアイデンティティが異なる早さと範囲で流れ

翻弄され、一致せずにさまようケースの出現は、一筋縄ではいかない国家概念の姿を浮き彫りに

する。 

更に、これに関連して懸念されるべきは、マルクス以降、経済が社会に介入した中で時代に即

した国家や世界観を規定付け、社会の運動法則をデザインするための絶対的権威を誇る思想が生

まれていないことだ。つまり、絶えず新陳代謝を続ける世界と、その現象に思想が伴わっていな

い。 

 

④官僚制 

官僚制とは人間を疎外する合理的な意思決定システムである。近代官僚制を提唱したマッ

クス・ウェーバーは、１２項目を官僚制の合理的側面をなすとした。 

・規則による規律の原則 

・明確な権限の原則 

・明確な階層性（ヒエラルキー）構造の原則 

・経営資材の公私分離原則 

・官職占有排除の原則（世襲制の反対） 

・文書主義の原則 

・任命制の原則（上級者の権限の明確化、ヒエラルキー構造の保守） 

・契約制の原則 

・資格任用制の原則（世襲などではなく試験などで採用資格者を決定） 

・貨幣定額俸給制の原則 



・専業性の原則 

・規律ある昇任制の原則 

官僚主義の逆機能 合理化の逆説性 

現代ではあらゆる組織が官僚主義を採用し、それに則り動く。そもそも官僚主義の歴史は、資

本主義による利潤追求が自己目的化した危険性が察知され、平等を盾にした社会主義がこれの是

正を試みた点に始まる。だが、くしくもそれは巨大な官僚主義を生み、これは現代でもあらゆる

組織を秩序付け、硬直化させ君臨し続けた。確かに、脱人格化を謳う官僚主義ほど合理的資本主

義を遂行するに効果的なものはない。しかし、個人の精神的自由を蝕み、逆説的に生産性を著し

く損なわせるという逆機能を発揮している。官僚主義が訴求する合理性が逆説的に働き、非合理

的に働く現状から、ポスト官僚主義の追求も大きな課題だ。 

 

■自己中心的思考の蔓延 

現代の問題の根本に内在するのが、人類自身が持つ利己主義の副作用である。これが意図せぬ

場合でも社会に「弊害」を生む。こうした利己主義者に足りないもの、それは個人の他者への想

像力、他者を尊重する倫理観だ。これらの欠如や衝突が世界システムの運営の破綻の根本にあり、

貨幣や金融上の問題も然りだ。かくしてグローバル化した世界では、諸問題への対処においてよ

り顔の見えない遠い存在への想像力が試される。一方、あらゆる資源の有限性を前にした世界環

境問題等への対処に必須な、時間軸を超えた想像力とそれを支える倫理感の習得も不十分だ。ま

た、国家の論理により世界は本問題に足並みを揃えられずにいる。そしてここで問うべきは、世

代を超えた責任に我々はどう対峙すべきかと、いう問題だ資源は現代人だけのものでないという

認識、未来への継承という点において、概ね現代人は疎い。人類の持ち得る想像力は限られ、危

機のリアリティを体感し得ない我々は学ぶことができない。人類の倫理も衝突し、世代を超えて

正義もぶつかる。壊滅的崩壊を避ける形で、未来世代への想像力の養い方、現在の未来への継承

の仕方が問われる。 

 

 

２－２．思想・原理の系譜 

 

・自由と平等の非両立  

20 世紀の人類の歴史は自由と平等獲得のための闘争だった。資本主義の台頭と金融の発達は

世界的不平等を拡大させた。そこで平等獲得を目指す社会主義の台頭。一方で社会主義国家に対

抗し資本主義国家は福祉国家に転換した。と同時に、社会主義の国家による市場経済の自律の困

難さが国家崩壊によって示された。これと共に、福祉国家は新自由主義によって再修正され、結

果、現代の資本主義へと舞い戻ることとなる。そして、自由が全ての自己決定が横行し、行き過

ぎた自己利益追求を助長する。 



まさに国家は、自由と平等双方の間を揺れ動き、概ね二者択一を迫り続けられながら現代に至

る。だが、どちらも完璧ではない。社会主義は自由なき平等を生み、平等の徹底は画一化した無

機質な社会を生んだ。だが、それ故転換した資本主義への舵とりは平等なき自由を横行させ、暴

力と経済格差を最大化させた。その最たる延長線上に現代がある。かくして国家間、地域間、個

人間、様々なレベルで顕著となる格差の拡大は、もはやグローバル化した世界の中では世界共通

の課題だ。そうした中、自由と平等は両立不可なのかという問いが常に付きまとう。極端に言え

ば両者の両立こそが、紆余曲折を踏まえた現代でこそ普遍的課題だ。 

 

図：資本主義と民主主義は共に互いを制御する概念。一方、官僚制は資本主義を増長させる。

一方、国家主義はそれらのバランスの上に成り立ち、国家の濃淡を表す。この４つの OS の関係

性は上記に示した自由、平等獲得のための闘争の歴史と共に、連動しながら揺れ動くことになる。 

つまり、持ちつ持たれつの OS は、その時代によって働く大きさやインパクトは異なる。 

 

・価値体系の迷走  

世界の諸問題全てを手繰り寄せれば、そのアクターである個人の言動を裏付ける内的動因がい

かに力を持つかがわかる。それは、かつては概ね宗教に裏打ちされた価値体系で、人々の言動を

良くも悪くも規定した。だが、現代では世界規模で価値体系は迷走し、個人内でも浮つく。ある

いは個々人の欲望に取って代わられ、人を誤誘導する場合も多い。こうした変化の激しい時代に、

人は自らの価値判断基準を見失った。かくして資本主義の暴走に人は加担した。没個性の官僚主

義の中で、個人の価値体系は合理的な組織向けに再構成され硬直化した。未来世代への課題を残

す環境問題や社会の不均等是正を目的とした社会保障問題においても、利己主義が勝り、倫理た

る人々の基盤自体が衝突する分野である故に有効策を描くのは難しい。では、どこにその価値体

系を求め、最大公約数的な社会観、世界観を世界全体で共有していくのかについて追及する必要

がある。 

 

■時系列×思想 の系譜 

 

時代を構成してきた 

思想 体制 
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では次に、より構造的に世界を概観したい。世界史を語る上で不可避である５つの観点を切り

口とそこから派生し現代に脈々と続く思想や概念の誕生に注目したい。 

 

①近代個人の誕生→宗教からの個人の脱却 

 21 世紀の今日までの世界の変遷をひも解けば、近代の誕生を意味する個人の誕生という結

節点は見逃せない。近代の始点は 1942 年。人間は神の秩序の一部状態から脱し、近代社会シス

テムが誕生した。その後、平等と人間の生命と身体の保護を守る自由を謳い、その保障が国家の

成立根拠とされ、近代の社会認識の前提にして出発点としての個が誕生した。そして、ある種人

間中心的な思想を持った絶対的自由個人から脱し、他人の所有物までも尊重する自然状態の概念

がロックによって展開された。自己の労働に基づく個人的な私的所有を認め、その限界を所有物

の交換と貨幣の発明によって乗り越えるとされたのだ。 

 

 ②資本主義社会の確立（自由、平等という概念と所有権） 

イギリスで起きた産業革命によって、資本家と労働者間の資本の循環による資本主義が確立し、

封建制からの以降が完成した。そして、資本主義は現代までに生きる世界の運動法則としてその

場に君臨し続けることになる。 



  経済史学上、資本主義は「近代に独自な生産様式」6という意味を含む。資本主義に先立つ生

産諸様式(アジア式、古代奴隷制的および封建制的など)においては「共同体」が経済生活の一般

的な土台をなし、土地占取関係が経済的強制を伴っていた。その後、「商品生産」という基礎的

関係とその上に築き上げられている資本家=賃銀労働者という階級的関係に加え、従属的な土地

所有関係を備えるものが「資本主義」と呼ばれるようになったという。 

その前提として必要なのが、①分業が社会全体の富を増大させ生産階級である労働者・資本家

双方に富みをもたらすという論理と②自由・平等・公正の原理である。ここに市民の平等と自分

の財産を処分し得るという資本主義の前提となる自由主義のイデオロギーが誕生した。そうして、

人間の労働力が商品として売買されることの意味として、労働過程は価値増殖過程であると共に

消費過程であること、資本を通して労働の生産力の発展を实現すること、つまり、技術の発展と

共に労働者はもはや資本の附属品に転化してしまうようになる点は見逃せない。また、個人の労

働力への自由な所有権という前提は、他人の自由な労働の搾取に基づく資本主義的私的所有によ

って駆逐されるという自己矛盾が、労働力が商品となり資本家から労働者に対する搾取が構造的

に再生産される末に導かれるようになると考える。平たく言えば、「産業資本」の生誕には、産

業資本家による資金蓄積、賃銀労働者として働くざるを得ない貧しい人々の存在、この両条件が

絶えず「原始的」に作り出される過程が存在し、それが資本主義をそれたらしめる構造なのであ

る。しかし、哀しいかな、無限の貯蓄を目的としない主体も自動的に資本主義システムに組込ま

れていく本構造こそ、現代の社会基盤として機能せんとしている点も現实ではないか。どうにも

しがたい資本主義のジレンマが存すると考える。 

 

③中心と周辺による垂直的搾取構造の蔓延 

資本主義的な世界＝経済は中核的生産過程と周辺的生産過程間に横たわる垂直的分業により

成立する。また、中核・周辺/半周辺という概念は生産過程のみならず国家の概念ともなり得、

「中核」が「周辺」に対し優位性を持ち不等価交換を引き起こすのだ。また、更に言えば、強力

な国家から弱体な国家への対外的権威の振りかざしや強国と弱国間の圧力・搾取と庇護の「交換」

システムが存在する。その発露が主権のない植民地だ。資本主義的世界＝経済は、主権国家や植

民地を分業体制に組み込んでいく過程を踏んだのである。 

この相対的な概念にこそ、世界が抱える世界が抱える国家間の不平等が是正をし得ないトリッ

クが仕込まれている。世界は資本主義を謳い、自由貿易、自由市場という「自由」を掲げていな

がら、その背後には「自由」を盾、あるいは「隠れ蓑」とし、中核国家から周辺国家への搾取の

構造が完成しているのだ。更にそれはグローバル化の流れに乗り、「搾取」が一地域を超え全世

界的に展開し、資本主義社会の自己否定を内包しながら蔓延している。言わば資本主義に内包さ

れた矛盾が自らを攻撃しながら、資本主義を今も尚成り立たせている表れである。そして、共産

主義をも倒すロジックをそれが持ち得たのは、自己否定の否定をも可能にしてしまう巧妙な分業

                                                   

 



と資本蓄積を巡る資本家と労働家の介入の仕方、つまりは、生産者階級として同じ利害を持ち得

た解釈にある。無限の貯蓄を目的とした行動が「自由」、ひいては「自己責任」というワードに

よって正当化され暴走を始めているのだ。しかし、哀しいかな、無限の貯蓄を目的としない主体

も自動的に資本主義システムに組込まれていく本構造こそ、現代の社会基盤として機能せんとし

ている点も現实であり、そこにどうにもしがたい資本主義のジレンマが内包される。 

更に、世界は社会システムの転換点・フランス革命以後の 1848年の世界革命を経て、保守

主義、自由主義、急進主義の内容的発展の中で、近代世界システムのジオカルチュアは定義

づけられた。更に、世界革命（社会運動）やそれに派生した民族運動、両者によって始まっ

た政治的動態を左右する半システム的運動は不満のエネルギーを集約し、ジオカルチュアの

構築に逆説的に寄与した点がポイントだ。しかし、それも奇しくも時代の変容と共に解体さ

れつつあるとウォーラーステインは言う。 

 

④フランス革命と国民国家の誕生  自由・平等から博愛へ 

 個人の誕生と共に、現代に続く国家と言う共同体を確立させた接結点が、フランス革命である。

重要なのは、本革命の背後にあった「啓蒙主義」によって、人々の絶対的規範であった聖書中心

主義が真っ向から否定され、そこから人々が脱却した点である。機械的な神への忠誠のみでは人

間の歴史や宿命を解明できないと、人間と社会自然を理解させるための聖書に基づく来世思考の

枠組みから手を切り、その意味において急進的と評価される。その後、人間の本質や行動への飽

くなき探求が始まり、神の摂理から人間へとのその探索の矛先は導かれ、啓蒙主義はヨーロッパ

思想を世俗化した。そして、ついに「理性に酔いしれた」と酷評されたそれが、確かに有識者集

団の出現を介して改革という近く変動をもたらすことになる。これが、フランス革命の本質であ

り、国家という枠組みを形成させる根拠となる人間の独立と、それを支える自由、平等、博愛の

理念を生み出すことになる。 

啓蒙主義は、多様性を導く万能薬であった。更に、特筆すべきは変幻自在な故の啓蒙主義の

体制（ハード）に対する高い適応能力と、事象に対する推進能力である。それこそ、啓蒙主義が

持つ底力である。それを受け入れるか否かは、その社会の概ね政治体制・経済状況と宗教的背景、

社会階級性が左右することは歴史的に如实だ。更に、それが尐なくとも現代から評価して、プラ

スにもマイナスにも作用する。 

前者については、例えば、啓蒙主義が神の摂理という絶対的支柱を打破した後、まるで増殖細

胞のようにそうした主義が骨格となる社会を支える要素が生まれ連なり、益々啓蒙主義が生きる

土壌を支える形態が出来上がった点が該当する。だが、そしてそれは時に、都合の悪い作用をも

打ち消す作用を持つ。市場資本主義が発展すれば、神の見えざる手の連鎖のおかげで懸念されて

いた個人同士の結び付きが保たれ、都市はより強固になるという事例もあり、それを結果論とし

て捉えれば、非常に誘導的、恣意的な解釈であり、それを元にした国家運営もそうならざるを得

ない。一方、啓蒙主義の一直線の進化路線は、新たな営利優先の工業社会に現れた過酷な不平等

や抑制には目をつぶることになった。 



こうして、啓蒙主義は、資本主義社会とまるで両輪でありながら、「国家」という体制を推進

する歯車となるのである。そして、啓蒙主義的の本質が今後の国家を考える手立てとなる。 

 

⑤周辺から中心に移行する中国の存在 

人口１３億人にものぼる中国の台頭は言うまでもない。中華思想（中国大陸が世界の中心であ

り、そこに帰属しない民族は辺境であるとみなす思考法）に基づき、統治されてきた中国は、い

くつかのリスクを抱えながら急成長している。特に、国家のガバナンスのあり方にすら影響を及

ぼしかねないのが中国内に潜む中心、周辺地域間の格差。とりわけ、広大な中国のガバナンスの

基盤であり続けてきた農村の崩壊は致命的であると内田樹氏はいう。更に、経済問題も大きなリ

スクであり、持続的な成長の影で、不動産バブルが誘引される可能性も秘める。 

一方、対内的なリスクを抱えながらも、対外的には年々その存在感を増している。その規模と

成長スピード、幅ともに絶大な中国は絶大な市場（+天然資源の宝庫）であるため、世界の国々

がその動向に留意する時代となった。 

  

 

第３章 「日本国」の社会構造とキャッチアップの实態  

－この国の「本質」と「系譜」 

 

３－１．「日本」というインストローラー 

 

・インストールのプロの不幸 ―変化の仕方は変わらずに変化し続ける 

本論を一貫して貫くのが、日本の巧みな「キャッチアップ」行動である。封建制から資本主義

社会へ移行、つまり近代化の幕開けと言われる明治維新以後、現在に至るまで「外来」の知見を

取り入れ、自らの土地の「本質」に合うように編集してきた。更に、時代によって異なる晒され

る政治的要請、外交的状況に合わせて取り込むべき「外来」を取捨選択し続け、その末に出来上

がる国家状況は当然千差万別であったはずだ。小国である日本が、日本特有の「弱点」を克朋し

それを感じさせない著しいスピードで歴史的変化を遂げ続けていられたのは、この性質故である。

しかし、その変化の仕方、つまりキャッチアップという法則は変わらない。よって、右肩上がり

の成長というバックグラウンドが急速に失われる今、変化の仕方が変われない日本は、かつてな

い時代に適応する新たなパラダイム転換を生みだせない構造に陥っているのである。 

ここでは、幸か不幸か日本を日本たらしめる本処世術が浮き彫りにする日本という「国」の本

質を鑑み、今後、日本を置く座標軸を明確にするためにその本質を解明する。 

 

■キャッチアップに駆り立てる「他国と陸続きでない現实」 

日本の本質は、「島国」由来の脅威となる隣国との距離感を生みだした地政学的要素とそれを

基に発揮される外向きの編集作業故の多様性にある。 



日本は島国故に脅威に晒される危険性が極端に尐ない。逆に、その環境が外部性・異物性（外

的脅威、外圧）への俊敏性を身に着けさせた。その上生まれたのが、その鋭敏性を駆使し、外部

性を日本式に編集し直す国家運営方法だ。その外向きの編集能力とは、外来文化を自国に輸入す

べきか目利きし各々の長所を抽出、その組み合わせを思考錯誤し仕組みとして落とし込む方法だ。

例えば、中国離れを促すために必要な天皇へ正統性付与のための徳川幕府の試みや、明治国家行

った長所別の他国モデルの取り込みがこれに当たる。こうした編集作業の定着は、西洋的な二者

択一ではなくニ項同体を許容し、日本を多様で多元的な社会構造とした。現に、多神教的素地に

見られるように、日本人は多様なものがバランスをとりつつ混在する、一元的でない重層な社会

構造を選好する。そして、日本は主題ではない方法としての国家だ。 

 

■本質的構造：継続的なキャッチアップ環境なしに存続不可能 ―求められる絶え間ない継続性

由来の「不安定さ」 

 

一方、その高い外発性と反比例し内発性は非常に弱い。その背景として外来文化の編集作業に

長ける方法活用のため日本は、ある種の受け身の一貫性を要請されてきた。受容し輸入する側で

あり続ける姿勢が成功の大前提だった。それ故に習慣化したのが自発的な制度構築能力や生成能

力という内向きの編集能力の低下に他ならない。事实、現代の OS や自由、平等という概念に至

るまで、これらは日本の２回の革命を機に、外や上から半ば強制的に与えられたものに過ぎない。

そうした受け身を発端にする内的な発明力と自浄作用に欠ける性質から、日本は常に外部からの

取り込みの継続を自然と余儀なくされる。つまり、その編集能力を生かすに足りる素材を外来に

求め、それを継続することなしには日本は新陳代謝を繰り返せない構造に依存している。現に、

西欧文明という史上最大の目標物の取り込みを射程に入れた明治以降、編集能力の活用は社会シ

ステム分野にまで浸食。巨大かつ壮大なシステム獲得への流れは、日本の外向きの編集力依存を

促し、西洋へのキャッチアップ行動様式を確固たるものにした。 

つまり、日本が内発性の弱さを埋め、正常に国家運営していくためには、継続的なキャッチア

ップ環境が必要。逆に言えば、継続的なキャッチアップのため、日本は常に外から補完される存

在として不完全体であることが求められる。 

 

・小インパクトの繰り返しと更なる継続性への縛り  ―革命の不在 

更に、日本の原動力の本質は、その継続的なキャッチアップを許す環境と共に外圧とそれに起

因する危機意識だと歴史は示す。明治では未体験である外国が、昭和はモデル注入によって戦後

日本を事实上牽引した GHQが外圧として機能、遅れることへの危機意識は常に日本を成長に駆り

立てた。だが、ただでさえつぎはぎ型であり元々大変革が期待できず、また、キャッチアップし

尽くした現代日本は、外向きの危機意識も乏しく、改革を促す明確な「外圧」を認知していると

は言い難い。一方、内発性の乏しさ故に国内の持続可能性へも鈍感だ。とすれば、やはり理論上、

改革へは極端な事象としての衰退か戦争が必須。だが、犠牲の精神を伴う大改革は、渾然一体か



らの編集を好み、捨てる意識が乏しい日本の土壌に適さない。故に、益々大改革の契機は日本か

ら遠のくのだ。 

そこで日本が見出したのが、大改革のない時代を生き抜く術としての、知らず知らずに行う小

さい改善の繰り返しだ。これが、現代の外圧、危機意識、外来文化の取り込みの継続性の欠如が

招く代謝能力の低下を補う。そうして日本は、改革不足やその不徹底から来る歪みを緩和し決定

的機能不全をその場しのぎで免れる。つまり、日本は小刻みに状況を見極め、各々に即座に対応

する改善を無意識的に繰り返す。その緻密な改善という処世術は、個別具体的な目前の問題への

改善に対する機敏性を高める。スピードが第一だからだ。 

更に、西洋化以前に行われていた新規性取り込みに際する实験が、こうした改善作業に重なる。

日本は外来文化の輸入に際し、それを一度試し全体に普及させるか否かを判断する苗代を持って

いた（出島）。地方での实験を踏まえた全国導入の過程は段階的。つまり、大インパクトではな

く小さなインパクトの連鎖を生来的に志向する。この点は、大革命よりも改善の繰り返しで全体

を改良する日本像と重なる。つまり、大革命という大インパクトへの依存ではなく小インパクト

の連鎖こそ日本式の状況対応方式。ただし、大インパクトとしての改革の不在を埋めるため、小

インパクトである改善は、益々継続的なスピードある繰り返しが求められる。 

 

日本は西欧化に足を踏み入れた時点から、構造の新陳代謝のための改善や小さな変化という何

かしらの「作業」のスピード感ある継続性を求められようになった。これは、島国故に脅威と程

遠く、一見安定した泰然とした時間が流れているかのような日本にとって、程遠い一種の「不安

定さ」を導く。継続性と連続性を持った「小さな変化」に依存せざるを得ない運営方式はしかる

べくして身についたのである。 

 

■「日本」という国家？多様で一様な国の「かたち」  

なぜその「国」は盲目的にキャッチアップできたのか。この問いに応える際に、多様なものを

受け入れ並立させながらも、一つの卖位としての国家という概念を西洋とは異なる方式、または

色合いで纏う日本独自の国家論に行き当たる。 

 

・「国民国家」という概念（ホッブス・ルソー・）（池田市） 

 そもそも、国民国家という概念も西洋を起源とするものである。フランス革命を機に生まれ本

革命の背後にあった「啓蒙主義」によって、人々の絶対的規範であった聖書中心主義が真っ向か

ら否定され、そこから人々が脱却したことが革命的であった。また、思想家の系譜から言えば、

国家の絶対性を強力な怪物に例えたホッブスに始まり「万人の万人に対する戦い」という自然状

態を経て、所有権を携えて現在の「国家」という体制に行き着く。しかし、こうした近代ヨーロ

ッパ初の社会契約説に依拠した西洋的「国家」と日本を語る上での「国家」はその意味合い、ま

た性質は大きく異なる。 

 



・多様でありながら一様な「国」という二面性  

①認知されない日本の起源 －我々は初期設定を忘れている→国としての根幹を持ち得ない。 

 日本は欧米諸国と異なり人々の求心力である「建国」の理念、つまり確固たる民族の歴史を持

たない点が指摘されている。また、人々のマインドにこの国を意識した行動思考を促せる圧倒的

存在である一神教も存在感を持たない。とすれば、国民国家が体制×国民の総体であると因数分

解した末で見えるのは、相対的な日本という卖位が持つ国家としての結束の乏しさである。事实、

建国の理念に突き動かされない日本人は、アメリカ人のように明確な国民的同意に基づいた決断

は得意ではないに違いない。更に言えば、日本に生きる人々は、第二次世界大戦の是非や戦犯へ

の評価、捉え方など、主要な歴史的事实の評価についても意見の対立、相違は根強く残り続け、

「国民」としての一つの統一見解を持つことを意識しない、あるいは持つことを強制されないこ

とを受け入れる。 

 この現象を加速させたものとして、国号が決まり、「天皇」という王の称号が公的に認められ

た「日本国」の起源時（国号が誕生した７世紀ごろ）を戦後歴史学が表舞台から葬り去ったこと

が指摘されている。よって、多くの日本に生きる人々は、この建国の理念どころか、その起源と

いう原点を持ち得ないのだ。また、戦後、天皇の役割への議論は沸き起こるも、天皇と不可分の

「日本」という卖位そのものへの学問と政治の無頓着さが、自己意識の出発点を見落とした要因

と考えられる。 

☆日本の時代区分  列島の自然×社会 列島外の地域との交流に即して考える 

・旧石器時代 

・縄文時代 

・朝鮮半島、中国大陸からの弥生人流入・縄文人との交流 

・６、７，８にかけて８世紀、列島最初の国家 

・９、１０世紀 中国大陸からの文字 意志疎通を可能にし、日本人意識の確立に寄与 

・１３世紀後半～１５世紀 交通発展、安定的な交流 銭、貨の流通転換期 

・１４～１６世紀 日本国は４分５列   

・１８末～１７初 再統一 

・２０世紀。高度成長期 

                       『「日本」とは何か』網野善彦著 より抜粋 

 

②「日本という虚構」が乗り越えたもの  

  では、日本という卖位に対する意志のない国民によって運営されるこの「国」は、なぜ急速

にキャッチアップできたのだろうか。その理由はまさに日本史そのものに求めることができよう。 

一つは、急速な近代化という人為的な明治維新という革命であり、それを促した列強への尋常

ではない危機感、貧しい資源状態という日本そのものが普遍的に抱えてきた状況にある。明治初

期、「国家の独立」という先駆的概念をもたらした福澤諭吉をきっかけに始まった急ピッチの近

代化への改革は、未だ封建制の名残で文明という概念すら知らない、言わば「無垢な人民達を先



導していくに十分だったと推測できる。 

更に、それに拍車を立てたのが、日本に生きる人々の、ある種臨機応変、かつ刹那的な目先の

モノに飛び付く習性、あるいは後述する「見立ての文化」である。江戸時代、自らを預ける主体

は「藩」だった。しかし廃藩置県によって人々はその概念を「国体」にするよう求められたわけ

だ。それでも以上の習性に助けられ、人々の意識は対処療法的ではあるが、帰属意識を「国」と

いうものに変えたに違いない。ただし、あくまでも、それは積極的な変化ではなく、消極的態度

である。しかし、国民の所属に対する概念は相似形のように展開される特質や、自らの想像力の

範疇を超えさせ得る藩から国への拡大は、よくわからないこそ人々を無防備に国という概念を上

辺的には認めさせるようになる。 

かくして、出来上がったのが「日本」という「均質化された「国家」」であるという二重の虚

構である。それがある種、現在の地域ごとの差異や個性を無意識的に除外し、統一し、均質化さ

れた「日本論」や「日本人」論の基礎となっている。实際は、海における東西单北地域との長年

にわたる公益を通じて、列島にはそれぞれ独自の個性があり、社会的性質が異なる。また、列島

の面積も、地域が加わったり消えたりと変動、伸縮を繰り返してきた事实を範疇に捉えていない。

いずれにせよ、日本という虚構は確实にキャッチアップの主体としての意思形成に寄与したと考

える。 

そして最後に、戦後日本に米という父が与えた「刷りこみ」である。大きな流れで言えば、戦

後 GHQ民生局の占領下で、当時の「日本人」がそこからの独立を願い自らの誇りを取り戻そうと

もがけばもがくほど、日本という一種の虚構を自らの内面に要請することになり、日本という国

家の起源を探るという根本的問いを放棄させた。もはや自らがかけた魔法によって均質化された

国としての主体という錯誤した自覚を深く持たせ、国民の物語を獲得し得ない状況を作ったのだ。

それは米軍のトリックとも言える側面もあるが、図らずもそれが一つのまとまりとして同じ方向

を向くというキャッチアップの土台となり得たのである。こうしてみれば、常に不慮の産物とし

て認知された日本という主語の背景には、結局日本人にとって国家＝実体であり、自ら参画し「公」

を作り上げる対象としての「国家＝主体」ではないという可能性の高さが垣間見れる。更に言え

ば、国体としての主体性を失った上に成り立つ「国民」概念の揺らぎも指摘できる。それは政治

や外交という様々な場面で語られる「われわれ」という言葉の曖昧さにつながる。とすれば、こ

の同一視できない個性的な地域の集合体としての社会がぶつかる問いは、「我々は、アイヌや尐

数民族、秋縄や離島の人々を包摂しているのか」という点につきる。それを物語るように、学問

分野においても、例えば、「日本人のアイデンティティ」を激しく求める論者に対して、日本国

籍所有者が日本人であるとするとした森巣博氏（『無境界家族』集英社、2000 年）は、そもそも

「『日本人論』『日本文化論』『日本文明論』は存在し得ない」と両断している。 

いずれにせよ、「日本」「日本人」という主語の实行性を手に入れた点が、キャッチアップを促

す大きなドライブになったことは言うまでもない。西洋的国家概念とは異なる生成過程を経た

「国家」なのである。 

 



③明確な契約概念の欠如と暗黙の契約   

更に、村人たちに見られた公私の区別に乏しさや、一方で共の文化や配慮の文化の顕著さの背

景には、西洋とは異なる契約概念があり、これも日本的な国家のあり方を導く変数である。 西

欧社会は一神教を通じて神との契約という概念を軸に発展、その契約を人と人、人と国家との契

約にまで拡大適用してきた。一方、日本にはそもそも外的脅威に西洋ほど晒されないため一神教

は根付かず、西洋式の垂直型の契約概念は発達しなかった。だが、一方ムラという自己完結的の

中で和や共を重要視する信頼関係という水平型のつながりが発達。これが日本では「暗黙の契約」

として見立てられてきた。そして、西洋式契約概念の欠如は権利や責任への無頓着さや無責任の

体系を助長する。 

 とはいえ、日本は急速な西洋化に伴い、契約対象をムラから国家へという対応を迫られてきた。

だが、それに対応しきれない現状は、西欧式発展に対応できる垂直の契約概念なし日本故に当然

だ。更に言えば、日本の「契約」の対象は、神や国と必ずしも一致しない。その対象はより身近

で可視化できる会社や組織という存在であり、そこには多様性が担保される。と共に、察する組

織力や和を实践が实践することで、対象とのゆるやかな契約を守っている。 

 日本は契約概念の未発達に起因する独自の契約概念を、西洋式のそれと見立て原動力する。和

と多様性を両立させる伸縮する概念としてのそれは、日本らしさが凝縮している。 

 

■予定調和への不適合 

また、日本は予定調和や事前調整に適さない。予定や計画とは無縁、事前調整ない統一性のな

さからこそ日本に沿う「化学融合」が生ずる様は、まさに寄り合い式の意思決定方式に見える。

納得感の十分な担保のため、徹底的な時間の共有と労力の投入は惜しまない寄り合いは、時間コ

ストが大きいが、議論の徹底性は渾然一体への目利きとよいものを選び組み合わせ日本らしい妥

協を生む。と同時に、この方式は誰にも明確な責任を負わせず、多様性を是認した上での討議で

ある点も日本の本質をカバーする。また、互いを認め合う文化が体現されるという、自己完結性

の高いムラでの生活の知恵でもある。 

これを現代に当てはめれば、予定調和への不適合は、キャッチアップ型モデルの限界に伴うリ

ーダーや国家像たる明確な型という、計画性の伴う未来像の不必要性に表れる。だが、現代はこ

の本質を無視した行動を決行、予定調和の失敗は現に様々な形として現れる。例えば、国家改革

と銘打ったものほど逆説的に抜本的改革にならない。「实験場」もそこに作為性が加わればおそ

らく失敗する。意識的な「改革」行動は結果的に負をもたらす構造だ。というのも、計画性の中

にまた新たな利害衝突が生まれ、日本人はそこで生ずる矛盾や不都合への対処法を、得意のいい

いところどりで埋める迂回路を作る。それは結局根本的改革とならないため本質的でない解決・

攻略に時間を取られ、そのタイムラグの間に、全体の問題は更に悪化。気付けば改革の大失敗と

なる悪循環を持つ。 

よって、計画的改革は日本には通用しない。この点からも、日常的継続的改善の積み重ねをす

ることが、日本の本質的宿命と言える。また、外向きの編集能力の駆使による過剰インストール



状態に瀕す中、予定調和でない無意識的な壊す改善が今求められる。 

 

■可視化不可能なものへの鈍感さと見立ての文化 

目先の個別具体的問題へ飛びつく日本人の背景には、可視化される事象のみしか信じない性質

がある。文明開化として精神文明ではなく、物質文明のみの導入に注力した明治維新の方向性が

これを裏付け、ハードの改善ばかり躍起になりソフトの問題に無頓着である所以はここが源泉だ。

例えば、制度面、物質面での救済ばかりで心の救済に無頓着な政府。また、統治構造の改善を行

うが、その運用側の問題に着手しないという課題の捉え方もそうだ。そして、得意の個別的具体

的議論と解決へのアプローチをソフト面に生かせないというジレンマすら生む。謙虚なようで傲

慢、開き直りの傾向が強い姿勢も本性質に起因する。更に、現代のキャッチアップ型の限界や国

家像の喪失の源泉も同様だ。明治、昭和を発展させた外圧は明らかに可視化可能で認識し易かっ

た。だが、その可視化できる「敵」は失せた今、その先の敵や脅威に対し鈍感でかつ見出せない

のはこのためだ。また、その鈍感性を頑なに盾にし、次なる脅威の認識から言わば逃げる現代日

本は、余計に国家ビジョンを描けない焦燥感に煽られている。 

可視化可能な相手との関係性中でしか存在意義や目標を見出せない日本の姿は、異質性に対す

る編集作業の連鎖で発展してきた経緯も重なる。またそれは、宗教を個人や社会から疎外する一

要因だ。換言すれば想像力の欠如。可視化可能なものへの絶対的信仰が日本の「進歩」を阻む根

本的要因だ。 

また、こうした可視化依存の性質は、そもそも外的脅威の乏しさ故に一神教の絶対的必要性を

持たなかった日本、多様性を土壌にする日本から、更に「見えない」神を遠ざけた。そして、宗

教たる国民の統率手段なしの社会は、自然にそれに代わる代替物の発掘に長けるようになる。つ

まり見立ての文化だ。例えば、明治は宗教の役割を武士道に委ね、昭和は神の役割を天皇制に託

した。特に代替物としての天皇は、可視化可能である現人神とされたのは、まさに見立ての極み

である。宗教なしの日本が西欧諸国と同等に渡り歩くための処世術の本質はこの見立て力にある。 

 

■日本的秩序：無責任の共有  

先述したように、外向きの編集能力の駆使によるいいいところどりの文化は、自発的な制度構

築能力という内向きの編集能力を弱め、自浄作用の欠如を促す。組み合わせ能力のフル稼働で日

本は過剰インストール状態。その整合性の取り方や急速な取り込みの対象物の务化に戸惑ってい

る現状は、その既存物を整理する自発的能力の欠如が原因だ。日本は常にいいいところどりの恩

恵と代償の狭間にある。 

そうした日本は、その乏しい自浄作用さ故に、その代償に対して根本的解決を導けない。よっ

て、日本はまたもやいいいところどりのつぎはぎ型対応で迂回路を作り問題を先送りにする。高

い外向きの編集能力による代償をその連鎖で埋めるという、表層的な問題解決の連鎖は責任回避

の処世術となり、日本の状況対応パターンの本質だ。例えば、日本の統治構造がその端的な例だ。

つぎはぎ型による制度的欠陥を、つぎはぎという工夫による迂回路でごまかしてきた。とはいえ、



名实伴わない統治のあり方はやがて顕在化。が、その様々な矛盾に対する工夫も、あくまでまた

新たな矛盾を生むつぎはぎ式改善でしかない。問題解決の在り方はご都合主義であり、責任を曖

昧にし続ける点が最大のポイントだ。こうして、つぎはぎ型対応に正当性が与えられ、名实がそ

ぐわない制度的欠陥の社会問題化を封印し続ける意味で「安定」をもたらす。 

つまり、このような矛盾を閉じ込める抜け道づくりの天才を支える背景には、日本人の行動様

式もその基盤の社会構造自体も無責任の原則にその骨格を委ねていることがある。国家、社会全

体の「無責任体系の共有」も日本の本質だ。この社会全体の慣れ合い構造は、画期的な改革を促

さない一要因だが、逆に言えばその代わりに安定と平和をもたらし、一種の日本的秩序として機

能する。権力核の不在を嘆く政党政治であるが、以上から鑑みれば当然の事象だ。責任をとる軸

なしは、安定と平和を獲得する代償に過ぎず、このように日本は国家のバランスを採っている。 

 

■社会構造と組織行動、個人行動原理の連動性  

また、その安定志向の無責任の共有が十分に発揮できるのも、日本の社会基盤自体が安定を趣

向するためだ。それをもたらすのが、天皇制という権力分散の仕組みである。日本は中空国家と

評され権力と権威の分離を行い、権力集中を回避してきた。明治以前は概して権威は天皇に、権

力は将軍に。摂政関白政治もその類で、現代までその分離は続く。尚、日本が従来外来や目標物

に完全同化せず（古来：中国文化、明治：西欧諸国、戦後：アメリカニズム キリスト教）国家

としての独立を果たせたのは、天皇制が１つの OSとして、揺るがない最後の砦として機能した

からだろう。このように、安定、そして独立をもたらす権力分散の仕組みは日本の基盤の基礎で

ある。加えて、一個人としての日本人も稲作協力文化に常に携わる生活故に和の知恵を育み、本

質的に平和を求める。水の配分や狭い土地の生産性の向上が死活問題であることが、納得感のあ

る分け合う知恵と話し合いの習慣化を促した。また、閉鎖的で自己完結的ムラが生きる場である

中、対立を煽らないことが何より自己のため。つまり、閉鎖空間であるムラにおける限られた水

と土地のシェアの必要性は、助け合いの文化を育み、結果的に個人の行動の結果を安定や平和に

向かわせた。 

以上から、社会構造自体には、安定のための天皇制が内包され、一方、組織行動様式にも安定

を生む無責任を共有体系内包され、更には個人の生来的な行動も同類の安定や平和を志向するこ

とがわかる。つまり、社会基盤、集団・組織の行動原理、また個人の行動原理が一直線で和や安

定に価値を置く点で繋がり、各々が連動的に働くことに日本の本質がある。この連動性は、極大

卖位の国家からそれ以下の組織卖位に至るまでの決定的崩壊を回避させ、国の変革なくしても尚

存続させ得る土壌としての絶妙なバランスをもたらす。 

 

■２層性の応用による組織運営   ―権力分散の仕組みの社会的応用 

更に、日本は天皇制が体現する権力分散の仕組みを別組織へ組み込み、安定を図る。そもそも、

象徴天皇制の起源は、平安時代の摂関政治と言われる。 

事实、権威と権力の２層構造は、天皇と首相という構図を超え、別組織運営においても運用の



ベースにされている。その規模や属性も問題ではない。端的な例が現在の民主党政権という組織

における２層構造、権力分散の様相だ。一国のトップである鳩山首相は、实質的には骨抜きにさ

れ権威となり、一方、NO２の小沢氏が实際の権力を握り政治を動かす。与党内での権力と権威の

２層構造。また、その他にも、企業組織でも名だけの会長（権威）と实質的に運営を行うその部

下（権力）の構造が見られる。このように、天皇制の呈する２層構造が他の組織体の運動法則を

も規定、その安定的運営の中枢を司り、それが社会に散見される。つまりは、その２層構造の重

層性が日本社会を支えている。 

 

■いいいところどりの逆説性  

 以上に見てきたように、日本の生きる工夫は現代に逆説的な状況を生む。 

そもそも編集能力を支える高い外発性は、一方で内発性を弱め、その代償を適切に改善できな

くさせた。また、日本の編集能力の巧みさが生みだした権力分散、責任回避のメカニズムは、各

組織に応用され、国家たるマクロ組織から人々のコミュニティたるミクロ組織に至るまでの決定

的破壊を妨げ、一定の安定をもたらす。だが、社会がそれを上回るスピードと規模で成熟し、曖

昧性が埋まった社会の中で、その能力由来の本質は、改革できないというデメリットと化した。

そして、それへの対処として継続的改善が必要になったが、これも本来の安定からかけ離れた常

に変化に追われる不安定さに逆説的に導く。 

更に言えば、得意の編集能力徹底的追求は、大改革という激変か、怠惰な現状に甘んじるかと

いう、日本が最も不得手とする二者択一状況に追い込む。そして、得意の組み合わせ能力を安定

と改革の２つには活かせないというジレンマに陥らせる。結果、日本は島国としての生来的な余

裕や安定感からかけ離れた、極端な選択を本質的に迫られ続ける一種の不安定さに対峙すること

となる。逆説性に日本は苦しめられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３－２．キャッチアップ行動の实態（目的別と対象物に着目して）  

 

では、そもそも日本国はどのような系譜を辿りながら他国の知見をキャッチアップしてきたの

か。その歴史を時系列に沿って整理したい。 

 

①主体となる国の因数分解   －ヘーゲルを軸に 

 

明治初期、封建制と家父長制が通例であった日本に初めて「国体」という概念をもたらした福

澤諭吉。それ以後、現代でこの国におけるあらゆる事象を語る上での主語としての「日本」とい

う国家卖位が誕生したと言える。では、その「国家」という卖位はどのように成り立ち、何を目

的に存在しているのだろうか。この問いに接する時、共通項である進歩史観の下において、ヘー

ゲルが呈した世界観と概ね同調できると考える。他にも、ヘーゲルの歴史観に沿って、この歴古

代オリエント、ギリシャ、ローマ、中世キリスト等文明は拡大し、ランケの世界史観とマルクス

の唯物史観に引き継がれることになる。このパラダイムに乗って、日本も走り続けてきた。 

 

■ヘーゲル的世界観 

ドイツの思想家ベーゲルは、「理性が世界を支配し、世界の歴史は理性的に信仰するとし、世

界史の本質である精神の本質を自由に求める」としたロマン主義者である。 

歴史とは、国家の理性的な意志の自由の实現を目的としたものとし、それを支える宗教の存在

に常々思い巡らせ、それらが国家管理体制を作り、法律をつくるとしている。そして、国家、宗

教、行政、民族が共同的自由を獲得しながら、その先にある啓蒙思想のもと、「歴史は最終段階

である私達の世界、わたしたちの時代に到達する」とした。つまり、自由を求めて理性を発揮し、

国家をつくり歴史を前に進めるという解釈である。また、ここでいう自由を現代風に読み説けば、

「MORE IS BETTER」を信じて疑わず、拡大総生産、投資、植民地、サイエンス、経済を導くこ

とになる。 

 

■福澤の国家像との比較 

このヘーゲルの国家間には、現代に通じる日本の国家間との共通点も違いも存在する。 

まず、理性、人間を是とする価値観は共通している。更に、自由、あるいは独立という目的に

向かった精神発達の過程という点でも同じである。 

一方、日本の独立という概念は、基本的に消極的な発達であり、一方西洋的な過程は、より積

極的な自由の獲得である点で対照的。日本は明治に外圧からの逃亡と資源獲得という死活問題を

抱え半ば強制的に独立せざるを得なかったのである。こうした消極的な態度は、未だ日本人に隠

れたメンタリティに隠れているのではないか。 

 

②キャッチアップの歴史 －歴史を因数分解する 



 

明治から現代までの日本のキャッチアップ行動を構成する変数を以下に設定し、それに沿って

歴史とそこに至る系譜と根底に流れる思想を確認したい。 

日本のキャッチアップ行動＝ 

①「目的」の有無×②目的のレイヤー、レベル感×③模範とした国家（特性・意味）×④支援し

た思想家 

 

①「目的の有無」 

■（国家としての）の「目的」の有無 目的有から無の時代 

   

・強いられてできた国民国家日本 

２０世紀後半のバブル崩壊、そして右肩上がりの成長が見出せなくなった時代に至るまで、日

本のキャッチアップ行動には、そのレベル感は大きな歴史的な特徴はあれど、明確、かつ人々に

共有された追いつくべき「目的」が存在したと考える。まさに進歩史観がベースにある象徴だ。   

事实、明治維新は、列強の植民地となること自体を避けるべく急激な集権化（廃藩置県）で国

家運営は一つの方向を向くようになった。その先には、遅れている日本文明を世界標準に押し上

げる目標があった。 

更にその背景には、列強への尋常ではない危機感、貧しい資源状態という日本そのものが普遍

的に抱えてきた状況にある。言わば、防衛上の必要性からできた国なのである。その先には、遅

れている日本文明を世界標準に押し上げる目標があった。そのために、国家の独立を説いた福澤

諭吉は文明論之概略にて、「一身独立して一国独立す」と述べ、国民国家の成立を促す急ピッチ

の近代化への改革は、未だ封建制の名残で文明という概念すら知らない、言わば無垢な人民達を

先導していくに十分だった。 

 

①幕末：「世界標準にキャッチアップすること」   

②明治末期：戦前（日中戦争まで）「世界標準を追い抜くこと」 

 ③戦中：アジアに東亜新秩序をつくる（戦勝国になるための強い国家建設） 

  自らがアジア世界の世界標準になること  追いつく対象が他国→なくなる 

 

―――――――――――――――歴史は無になる―――――――――――――――――― 

 ④戦後：欧米化（世界的 OS のインストールし直し） 

 ⑤バブル崩壊後：――――― 

 

■愚かな戦争時代へ 強気な目的設定 

 

また、その後、日中戦争までは、国の形づくりの模倣によって、工業化を推し進め国力を付け、



武力による世界標準に肉薄することが至上命題となりつつあった。しかし、第二次世界大戦前、

日露戦争から迷走によって米英を敵に回し、ドイツと手を組み始めた頃の目先の目的は、明治史

によれば「東亜新秩序」を作ることであるという。つまりこれは「自国を世界標準とする」意識

の表れであり、自らとは異なる目標物を失ったとも言える。事实、日露戦争、日中戦争は明確な

目的とロシア、そして中国という敵とする「国家」の存在があり、それらとの駆け引きに忠实で

あった。しかし、自らの軍事力を過信する軍部は、「沈黙する天皇」という装置を用いて、米英

独ソ連という複数国との駆け引きにも遅れを採り、ひたすら甘い勝利と新秩序の形成を夢想して

いた日本は、次第に明確で現实的な国家や大義を目的とせず、曖昧模糊で非現实的、まさに「理

想のために国を滅ぼす」という愚かな道筋を辿ることになる。 

そうして太平洋戦争で大きな犠牲を払い、戦後日本は改めて米国の事实上の占領下に入り、そ

れ以後欧米諸国をキャッチアップすることに追われるのである。 

 

 

①（２０世紀まで）日本にとっての目的、手本があった時代 

 ベース：（思想）啓蒙というドライブ   

世界と同調。あるいは近代化は遅れたが、同じく進歩の過程を辿る。 

・資本主義、戦前、戦時中と常に議論はふりこのように自由・平等の狭間 

・民主主義：明治時代が起源 ドイツ憲法の模倣など 

・国家主義：明治の国体の登場から、満州国建国→国家主義の台頭 

☆戦前計画経済に成功したソ連 石原莞爾×宮崎（ロシア） 

→満州国建国（日本型システム）北一輝のドイツ →過激派 軍国主義への序章 

―１９８５年：プラザ合意で円の価値が二倍に跳ね返る：キャッチアップ完了――――― 

（２１世紀以後） 

②戦後：日本にとって目標が形骸化し、現世的目標が消失した時代   

Step1.高度経済成長期。自由主義という目的を達成し、それを凌ぐ成長がそれを支える。 

Step2.理念なき効率化。目標達成が自己目的化し、ただやみくもに迷走中 

Step3.「失われた 10 年」尐子高齢化。方向性も自らのアイデンティティすらも見失う。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （２０１１年） 

日本が目的になった時代の到来か？ 

ただし、世界的に価値を発信する前に立ちはだかる国内問題としての震災。 

 （不名誉な目的）＝フロントランナーへの布石ではないか。 

 

■キャッチアップ終了  理念なき効率性の追求から現世的目標の消失 

その後日本は、高度経済成長期を経てあらゆる OS のインストールに見かけ上成功し、特に経

済大国となって究極の目標である「自由」「資本主義社会」を得てしまった。具体的なキャッチ



個別具体的な
政策・制度 

伝統的キーワード 

世界共通で歴史を貫く主
義・理念 

アップ完了時期は、１９８５年、プラザ合意によって、1 ドル２５０円から１２０円に移行し、

円が二倍ほど跳ね上がり、欧米への輸出が抑制され、バブル経済に突入した時期と考えられる。 

しかし、今から思えばそこにあったのは理念なき効率性の追求であり、それは持続的な経済とい

う前提が満たせなくなった時点から、次第に戸惑いを見せ始める。オイルショック時代の劇的な

成長を支えたスピードには及ばない。また、現世的目標も満たされた国は見失うようになった。

よって、そのキャッチアップ完了に伴い、この国は自らの方向性を見失うだけでなく、自国の立

ち位置やアイデンティティすら感知できなくなり始めたのである。その後、「失われた１０年」

が続き、社会構造的に、尐子高齢化という足かせがかかるようになる。そして、９．１１のテロ

と世界的混迷時代に突入する中で、日本も目標物を設定できないながらも走り続けなければいけ

ない性によって、政治的、経済的に飽和する現状を傍目にこの国は迷走を続けている。 

 

結局、この国はキャッチアップ行動がなせない状況であると、とりわけ自らそうした状況を作

り出すことによって、機能不全に陥る仕組みになっていると示された。おおよそ４０年スパンで

の転換をもって確固たる目的、目標が移り変わり、今や目標が限りなく無のフェーズに突入した

時期ではないか。 

そして後述するが、このキャッチアップ至上主義に応える状況を作り出せず閉塞感漂う中、ど

のような皮肉なのか、東日本大震災という広域災害という転機は、日本が自ら世界の「目的」に

なってしまった、つまり課題先進国となった証ではないかと考える。しかし、同時に世界的に発

信するべき価値があるにも拘わらず、その眼を国内に向けざるを得ない点は、不幸かもしれない。 

   

②目的のレイヤー、レベル感 

そして、何らかの目的において数々のレイヤーが存在する。それらが合わさる結果として、こ

の国のキャッチアップ行動は時代によって規定されてきたのではないか。その目的の構成、レベ

ルについては、①世界共通で歴史を貫く主義・理念、②その国家、共同体の歴史哲学を支える伝

統的キーワード、③個別具体的な政策・制度 に分けられると考える。 

 

①世界共通で歴史を貫く主義・理念 

現在の世界を規定する４つの OS（資本主義、民主主義、国 家主

義、官僚制）レベルを想定する。また、こうした運動法

則と対になる概念（自由、平等など）も含む。更に言

えば、OSを根底から支え、絶えず国家や民族を動機

づけてきた主義主張（啓蒙主義・ロマン主義など）もそうだ。絶えずその OS としての存在の有

無はぶれないが、その時代によって、それらのパワーの世界への影響力や関係性は相互依存関係

にあるために変化してきた。 

 

①－２：大前提としての啓蒙＋ロマン主義 



概ね日本が時代を超えて獲得対象にし、事实インストールしてきたのは、資本主義を支え、進

歩史観を依拠させる「啓蒙主義」である。フランス革命による国民国家台頭が果たされた時代か

ら、万能薬としての性質を持ち、その国に応じた形に変容させながら浸食する効用は、日本にお

いても果たされたことになる。インターナショナリズムの傾向を持つ啓蒙主義は、明治における

日本独自の国家主義の台頭のドライブとなり得た。また、日中戦争以後太平洋戦争終焉まで、ひ

たすらに軍国主義をひた走る日本の根本には、ドイツ由来であり、元来ナショナリズムと結合し

やすいロマン主義の影響が色濃く反映されている。 

  

・偉大な「インストーラー」たちの存在 －海外からの「感化」 

社会に OS を埋め込む作業に伴って、そこには必ず歴史に名を残した人間が存在している。目

に見えない社会のルールを作り、この国に定着させるために、次に述べる個別具体的な外来の仕

組みや制度、ルールに目を付け、「小さな模倣」を始める。そうした小さな積み重ねの先に、社

会の運動法則の一本の潮流が出来上がることになる。彼らに共通することは、往々にして外国に

渡り学び、そこでこの国に到底根付かない革命的な「先進事例」や「社会運動」に遭遇し、そこ

に感化されていることである。啓蒙主義の父である福澤は米、石原莞爾はドイツ、また、その右

腕だった宮崎はソ連、そして、北一輝もドイツに深く学んだ１人である。 

 

■日本から飛び出して海外で学んだ者の「故郷還元」による功罪 

 自らのキャリアや自国のアカデミックや産業のために学びに行く。ある種外向きであり続け

た世代が日本に返り、その国を基軸にした提案に余念がない。 

この流れは、明治、戦前から現代にまで続き、一定の傾向を有している。そして、時代性に依

存することはもちろん、政府、国が拡充してきた教育政策によって啓蒙される、分野別の傾向が

あることは容易に想像できよう。政治的エリートはドイツ、プロイセンに学び、自然・社会科学

を学んだ知的エリートは米英に学んだ。 

それは、コロンブスの大航海時代以降、世界的覇権を握っていた国が、旧大陸から新大陸へ移

行するのと連動するかのように、ドイツ、フランスからアメリカへと移行する。また、それらに

対になる目的としては、新大陸は思想や政治体系米、一方、米は、資本主義やテクノロジーであ

り、時代を凌駕したものに当然移り変わっていくのは自明だ。更に、昨今の中国やアジアの世界

的地位の向上を鑑みれば、当然日本人の学ぶ場とは変化しつつある。（中国に対する大きなイン

センティブは「言語」である。なぜなら、そこは世界一大きな市場であり、世界的に飽和が続く

中で圧倒的優位な市場であり、そことリンクできる力は故郷に寄与する。） 

 

②国家の歴史哲学を支える重要キーワードに変わるもの  主体＝国家、地域  

 

２つの目的として、国家の歴史を貫く重要ワードを挙げたい。これは、各国が歴史を通じて民

族が時に血を流して獲得せんとしてきた目的そのものである。それは今や「国民の物語」の帰結



の結果として認識され、その国の象徴である。欧米諸国には長い歴史を通じて脈々と受け継がれ

るものがあり、これが第二次世界大戦という血を流した戦争の意義や評価に対する「共通認識」

や「国民的合意」を持ち得ず、「国民の物語」にすら多様性が許される日本との決定的相違であ

り、こうした軸の不在がキャッチアップを余儀なくされる最たる所以だ。 

イタリア 国家（）                    日本 明治 国家 

ドイツ  ゲルマン民族                     昭和 経済 

アメリカ 自由                         平成 ？ 

イギリス 議会 王 

フランス 博愛 国家 

 

よって、西洋諸国が統一された以上の目的や概念を軸に歴史が展開されてきた点とは異なり、

日本史においては、その時その時の国民的関心である「目的」は時代によって変幻自在に設定さ

れてきた。明治では国家、昭和は経済が重んじられてきたと言える。常に、ドイツの「民族」、

米の「自由」に相当する絶対的価値を自らに問い、課しながら自国を変容し続けるのがこの国の

作だ。こうして、絶え間ない欠乏状態から、日本は常にキャッチアップし続けることができた。

また、逆に言えばキャッチアップの対象が定まらず変化しているからこそ、この国は常に自国の

作法の変わらない様式を確認し、達成度を逐一確認できるという心理的安定を得ていたのではな

いか。譲れない概念を持たないこの国は、この行動こそに誇りをもっていたとも言える。 

 

更に言えば、西欧諸国のキーとなる理念を改めて確認すれば、近隣諸国や歴史的対立を余議な

くされた国との対立から発祥したものである。ドイツはフランスへの対抗心から、アメリカはイ

ギリスへの抗議から、に発展するために競い合い互いに対する概念的対立軸を発達させ、アンチ

テーゼを生んできた。地政学的な接点が近接し、両者が明確にライバル視しながら歴史を紡いで

きた系譜がそこにはある。思想レベルの対立から、OSレベルの対立まで様々である。 

  

では、日本にとって、アジアの思想歴史と自国の歴史との先に導かれ、他国と分かつ概念であ

りながら自国を支えるキ―は何か。そこで考えられるのは、未だ輪郭の見えない国家主義という

フィールドにおいて、中国（ルーツ）×朝鮮（歴史的対立）という国々とのアウフヘーベンの発

想の可能性を挙げたい。そもそも、アンチテーゼという対立軸を盾に発展しないお国柄であるこ

とと、欧米諸国はモデルにした相似形の産物が生まれる可能性を加味した結果である。 

親和性の高いオランダや米国からはそこからの輸入をモデルにした子どもしか生まれず、独自性

に乏しいと予測する。 

 

国（対立軸） 

ドイツ（ロマン）―――――――――――――フランス（啓蒙） 

イギリス（王）――――――――――――――フランス（アンチ王） 



アメリカ（自由 資本主義）――――――――イギリス（王政 出遅れた資本主義）  

日本―――――――――――――――――――？？ 

 

A.考えられるのは中国（ルーツ）×朝鮮（歴史的対立）×北朝鮮？    

 

③個別具体的な政策、制度 

最後に、個別具体的に日本が模倣し取り入れた制度や装置、技術という目的についてである。 

 

■ 社会ルールは欧米＋組織体系はプロイセン型 

・单北軸という動きを得意とする日本  

 

明治維新（廃藩置県）を契機に近代化（分権から集権）を果たし、先進国に軒を連ねるスター

トを切った日本国。その後、欧米諸国の主要出来事に翻弄され、また影響を大いに受けながら戦

前、戦中、戦後とコマを進めた。その時代によって目標物にされ、社会体制に色を与えた度合い

は異なるが、この国の体制と目的として連動的に下敶きとなったのは、英、米、ソ連、ドイツの

４国である。 

明治初期には、大隈重信や福澤諭吉は英米型の社会を志向し、一方、山懸有朊屋伊藤博文等は

プロイセン型の社会を提唱した。結果、官僚が啓蒙主義的な価値観で国民を支配し、経済や科学、

文化哲学で十分な発展を遂げ、政治家ではなく軍部が強力な指導力を発揮しているは、当時の日

本社会に都合よいと判断され、プロイセン型がモデルとなった。（明治憲法はプロイセン由来。） 

とはいえ、第一次世界大戦後、ドイツの米英に対する敗北を機に、プロイセン由来の官僚制度

への疑念を抱かせると共に、米英型民主主義への欲求を高めさせた。そして、日露戦争までの世

界では、産業革命という資本主義社会の基盤となると共に、世界の「海」を征朋することで覇権

を握ってきた英に日本海軍は倣い、軍国主義傾倒に酔いしれるまでの「栄光」の日本を支えた。 

 

明治：列強（米英、ドイツ） 軍事体制・法律体系 

戦前：ドイツ＋ソ連   

戦後 ：米英…仮想敵国 ソ連…資本周囲 民主主義 

 

一方、日中戦争まであった日英同盟というバックアップを廃棄し、ワシントン軍縮条約で米国

が英との同盟破棄を求めることに従った日本にとって、脅威なる下敶きであり仲間としての、ド

イツが再び浮かび上がってくる。ナチス・ドイツの元で第一次世界大戦で衰退した国を急速に立

て直す様に心奪われたのである。元々、医学、哲学、文学、教育分野など、日本の医学者軍人、

思想家音楽家、法律家はドイツ留学して学ぶことが常だった。その親和性はついに、第一次世界

大戦後の挫折と荒廃を払拭する原動力となったドイツの計画経済システムにまで及ぶ。事实、２。

２６．事件付近の時代、日本の資本主義を否定し、ナチス・ドイツのように、自由主義を壊して



軍が統制する経済体制にならねばならないという風潮が世間を支配した。一方で、ソ連に関して

は今日対な仮想敵国としながらも、戦前の満州国を舞台にした戦後の経済成長を支える「日本株

式会社」を作りだす過程で、ソ連の計画経済システムの導入を行ったと言われる。 

 

・欧米からドイツへという第一転換期 

大まかなキャッチアップ行動の対象が欧米からドイツに移行する転換期は、昭和１３年ごろと

みられる。この頃、現实的に親欧米路線を採りつつも、国際法というルールなど、ヨーロッパの

国際秩序を守ってきた日本が、「ヨーロッパの新秩序をつくる」というドイツを模倣して、東亜

新秩序というスローガンを打ち出した。これは、世界から縁を切ることを意味した。そして、北

にソ連、单の单米に挟まれながら日本は、ドイツという唯一の友と共に、太平洋戦争敗北という

負け戦に突入していくことになる。 

 

■米英への転換：与えられた「自由・平等」 

戦後、日本は西欧の仲間入りという究極の目標に向かい邁進することになる。明治維新の立役

者となった福澤が「人民に独立精神がなければ文明はなく、つまり一国の独立もない」と説いて

から 100 年余り。念願の西洋文明への追随を果たすのである。 

 そうして、「独立」国家として世界に名を馳せる日本国家。だが、結局自身の立たされる「独

立」という足場は所詮与えられ、それに伴い日本は、欧米諸国からの「いいいところどり」の本

領を発揮することになる。世界における先進例を分野ごとに取り入れ編集する行動様式は変わら

ない。米国型の資本主義（自由主義）という欧米型のシステムをきれいに模範してきた。回して

きた一方、政治体制は二院制、イギリス発祥の民主制民主主義（議院内閣制）を採用し続けてい

る。その内实は、形骸化し、日本独自の官僚内閣制になりつつあるが、とはいえベースは海外の

モデルである。一方、社会保障政策の形を議論する際に土台になるのは、大きな政府として手厚

い保障と満足度を付与しているスカンジナビア半島の例である。こうして、日本は更なるハイブ

リッド型の生活を営みながら、一方でまだまだ日本人、日本という言葉を使うある種器用なイン

ストーラーとしての立場を確固たるものとした。 

①農業社会の文明（第一次文明）（BY中国） 自然社会の時代（古代、中世、近世） 

―――――――――――――――― １９００年―――――――――――――――――――― 

②工業社会の文明（第二次文明）      文明社会の時代（近代・現代） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・明治：①福澤諭吉（アメリカ）×独立 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・大正  ②戦時下の満州 啓蒙主義×資本主義（ソ連計画経済）×日本型株式会社（官民共同

システム）設立→キャッチアップを完成させる原動力 

 

☆第一次世界大戦  欧州人の务勢資本主義、民主主義の没落（欲望全壊で失敗→学ぶ）          



          米 勢いづく  軍自国への序章 

１９１７：ソ連の社会主義政権→各国の指導者へ 

１９２７：世界恐慌で自由主義経済の欠陥を知る 

ドイツ：ナチス国家独占資本主義という新システムの台頭→豊富な資源と広い市場を持たない

国にとってのよいモデル→イタリア、日本            

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・昭和                         

第二次世界大戦：日本敗北 急激な国家否定→理性と歴史そのまま。人間中心主義へ移行→目

的なし人間の自由追究 

しかし、国家否定で思考停止状態。→サイエンスと経済の暴走と共産主義国家という仮想敵と

しての国家の二重否定 

しかし、重大な矛盾としての国家国防依存が日本人のアイデンティティを支えている？つま

り、米国と連なり存在できる国家としてのアイデンティティ。 

・戦後 

・大企業 中心主義 高度経済成長とリベラルな資本主義  

 

中曽根 国鉄改革  ④ミルトンフロー度万 新自由主義 

自由主義と国家主義のダブルスタンダード社会へ 

 

社会保障（ドイツ） 

民法（フランス）家父長制 

 

 

③OS の系譜 

 

③－１．国家主義の系譜 

 結論から言って、日本を取り巻く国家主義は、西洋的国家観から大きく外れた独自なものとし

て現代に続く。しかし、その下敶きとして、フランス啓蒙主義屋、ドイツの影響は大居いあった。

むしろ、それを料理し編集してきた日本の力がここに示され、まさに日本ファシズムの系譜その

ものが、キャッチアップ大国日本そのものであると言える。 

 また、大きな流れとして、戦前は国家主義への邁進が見られたが、敗戦というターニングポイ

ントを経て、急激な「国家」アレルギーに陥り、人間中心主義へ傾倒していることは見逃せない。

本質的に西洋とは異なる国家の生成組織を持つ日本だが、国家としての体を構造的にも、またメ

ンタル的に持ち得ない状況と言ってもよい。 

 

・明治：日本型啓蒙主義の父：福澤諭吉 



両義的な旺盛維新と王政復古、つまり進歩と保守の並立を促した起点が明治維新である。近代

的な立憲精神と伝統的な国体精神のハイブリッドな日本的近代化を促したのは、福澤諭吉だろう。

米国留学を果たした彼は、閉ざされた国への危機感によって、初めて西洋的であった国民国家と

いう概念をもたらした。また、鎖国という逆説的な歴史が、この革命を推進させた。 

更に明治維新の支柱は、米・仏の各革命に見られた世界の代思想（社会契約説）ではなく、尊

王攘夷というスローガンである。多くの犠牲を払う革命に際し日本の場合は類まれにみない独自

のイデオロギーだった。こうした強烈な酒がなければ国の骨格、細胞を変えられなかった。この

ような点からも日本はきわめて稀有な革命の道筋を歩んだとわかる。また、世界中に進歩を是と

する信仰・潮流が渦巻く中、産業革命に押された世界の構造変化がその背後にあり、日本は古代

的制度体系からの脱却と国民は阿Ｑから国民への変貌を余儀なくされたと言っても過言ではな

い。 

その明治維新の立役者となった結社は、福澤を始めとするメンバーが集った明六社と言われて

いる。およそ初期のメンバーは、「「１８世紀フランスの啓蒙主義的哲学者としてデランベールな

ど影響を受けた戦闘的思想家」と言われており「实証主義哲学なり経験論哲学なりに依拠する傾

向に富むという。当時は、雑誌や演説、コミュニケーションツールを用いて、新たな啓蒙主義の

領域を日本に開いたのである。 

 

・戦前：石原莞爾という天才（ドイツ） 

そして時代は戦前。資源の尐ない日本において戦争に勝利し、従来の世界標準に追いつき、ま

たそのものに君臨するためには急速な工業化は至上命題であった。その中で、外来の優れたシス

テムを目利きし、導入する起点となったのが、第一次世界大意戦後の石原莞爾（１９２９年登場）

である。満州国建設の中心的人物であった彼は、当時の資本主義の修正が緊急の課題だと打ち上

げ、ソ連の計画経済を倣う道筋を作る。しかし石原構想は頓挫したが、経済体制構築の流れは引

き継がれる。 

 

・北一輝 国民国家の栄光と挫折（ドイツ） 

また、福澤以来引き継がれた国民国家概念をこれ以上に猛進し、政治的に利用した人間はいな

い。彼は国家主義運動の理論面での指導者であり、天皇大権の発動によるグーデータ―で国家を

改造し、海外膨張をもくろむ構想をといた『日本改造法案大綱（１９２３）』は国家主義運動の

経典となった。また、政界の裏面で暗躍し、２・２６事件の黒幕とみなされ、銃殺刑にされてい

る。彼は日露戦争を契機として思想形成を始め、辛亥革命という国際体験を経て思想を鍛えたと

言われている。そして、『日本改造法案』は『わが闘争』に大きな影響を受け、彼が提言した国

内改造と国際的主張を結ぶものと言われている。また、・『国体論』を中心に国家理性を提示し、

その中でルソーを批判しつつ、マキャベリと緊密な親和性を持つ。 

２．２６事件後、天皇は絶大であり、国家主権の絶対的なものだとする北の主張が「天皇機関

説」の主流となり、天皇の名の元にあらゆる事柄が決定することになる。 



 ☆「天皇機関説」 

①帝国憲法のいう天皇の絶対的権威を認めるが、实際はそれを駆使せず、国家の上に乗る機関と

する 

②議会や内閣の権限を、天皇を持つ第権威に対して相対的に認め、それを变所に強めていこうと

いう説 美濃部 

③天皇は絶大であり、国家主権の絶対のもの。北一輝 

 

・キャッチアップを体現する日本ファシズム 

更に、戦後日本における国民主義の父が丸山真男である。1946 年に「超国家主義の論理と心

理」を発表し、日本型ファシズムを痛烈に批判した。 

一躍時の人となり、敗戦後の日本に影響を与えたが、彼の主張はヨーロッパのファシズム論を

惹き合いに出し、検討比較し、断罪する形で出される点において世間に受けた。これこそまさに、

キャッチアップの名残に過ぎない。また、丸山本人が日本ファシズムを自ら再定義するのではな

く、先進国モデルを当てはめたという指摘もある。イタリアの「国家」ドイツの「民族」に相当

する絶対的価値はなにかと考えた際に、それを「国体」に求めたという。 

 

③－２．資本主義と官僚制の系譜 

 →戦前のシステム＋戦後システム→官民一体の日本型株式会社 

 

 ■官僚制 

官僚制は資本主義を増殖させるものである。太平洋戦争を機に見違えるように自由主義の波に

乗り近代化を果たす。それを促したのが戦後から幅を利かせる日本型官僚制（鉄の三角形）であ

る。更に、それを巧みに組み込みながら、米型の金融システムをインストールし日本型に編集し

その他日本的な仕組みを携えた官民一体の「日本株式会社」も存在する。これは主に 1990 年代

まで機能を十分に果たしていた。 

日本型株式会社とは、欧米からの金融システムに手を加えた間接金融システム、労働慣行（終

身雇用、年功序列賃金 企業内組合）民間をコントロールする絶大な力を持つ官僚機構の三関係

にある。これらは、日本型資本主義として、長期的な成長と、重層的な情報共有、集団主義を発

揮するとともに、日本独自のキャッチアップ体質と巧みにマッチした。つまり、利点が合った一

定の方向性が決まっているときに、果敢で素早い行動を促したのである。 

 

もともと日本型官僚制の起源はプロイセンにあり、明治に遡る。当時の官僚はマックス・ウエ

ーバーが呈したように家産官僚制的なものであった。戦前の帝国大学は、欧米に追い付くための

強兵富国政策に基づき、殖産興業的なエリート生産工場だった。その中で官僚は、後発国として

の高度成長の要請から中央集権制度の確立が求められ、それを安定的集権的に行う者となった。  

そして、山県有朊は中央集権の官僚制によって軍事力の強化を図り、政治任用をやめ、試験シス



テムを導入した实績がある。その流れの末、大蔵が力を持ったが、軍と言う官僚組織が、日清戦

争後満州事変を経て暴走し太平洋戦争に突入した。 

一方、日本型システムも戦前の経済的成功をなしたナチス・ドイツとソ連の経済政策が下敶き

であり、主に戦前の満州国という「实験場」で形成された編集の賜物である。国家が企業を直接

統制することにより、重化学工業化を急速に推進したドイツと、計画経済によって、工業生産力

の増強していたソ連の組み合わせというアイデアから生じた。満これは、ある種純粋なキャッチ

アップ活動そのものよりも、日本独自の編集技術に成功の秘訣があるといっても過言ではない。

更に、満州では、企画院と革新官僚（岸信介）のリードにとってその土壌が形成されたと言われ

ている。 

・金融 ４４年１月にダ冴えた軍需会社指定金融機関制度やじ牛メインバンク制の萌芽 

・雇用 終身雇用の従業員が企業ごとに組織さえ、その意見が経営に反映される仕組み 

行政、政府が先導する役割を果たし、調整する仕組み。統制会や軍需会社法の施行 

 

一方、４９年、昭和２４年のドッジラインによって、外圧によって市場経済化が促され、それ

までの計画的統制システムが終焉した。そして、そのキャッチアップ運動の目標物も戦勝国米に

倣ったリベラルな資本主義へと変化していく。そして幅を利かせるのが、日中戦争、太平洋戦争

を経て、戦中から戦後にかけて構築された「日本型株式会社」である。   

そして、日本型株式会社の形成と共に、官僚制はほぼ原形ととどめた形で生き永らえるこ

とになる。戦後、GHQ による内務省解体など戦前の官僚制度は否定されたが、米国は復興のた

めの政策決定の主体を保守政党と官僚に求めた。解体されるどころか維持された官僚の力は、

敗戦国として与えられた条件（財閥の解体）などの所与の条件に支えられて残る形となった。

事实、米軍は官僚制を戦略的に利用したという指摘も根強い。事实、米国アメリカでは大統

領が替わるたびに、日本でいう課長相当職以上の官僚が揃って交代するが、大臣、副大臣や

大臣政務官は政治家であっても、事務次官以下の官僚は永久官を原則据え置く。そして、日

本は国家資本主義を継続しながら、軍事力を消去された国となり、政治から独立させた官僚

制度は、立法権を握り政党政治を弱体化させる。また、軍と言う求心力を失い、割拠的性格

を強めることとなる。 

戦後も日本はプロイセン起源の性質を色濃く残していると言える。また、逆説的にそれに

正当性を与えてしまったのが「日本株式会社」である。まさに戦前と戦後の合わせ技である。 

そして、５５年体制の成立後は、日本株式会社という枠組みの下、官僚は確固たる利益誘導の

仕組み＝鉄の三角形という「無責任の共有」という日本らしいソリューションを作りだす。利益

反映のために財界や業界団体が族議員とつながり、肥大化した各省庁は自身の既得権益を守るた

めに族議員とつながり、族議員は行政の利益を認めさせ、票を集めるために業界団体とリンクす

る。強これによる政策決定は、歯止めをかけるのが難しい。 

しかし、冷戦時代を通じて巧みに機能した日本株式会社は、冷戦構造がなくなった 90 年代以

降、改革の疎外要因となる。雇用、社会保障、規制が、成長が頭打ちになった今でも、日本は株



式会社のままなのである。 

しかし、こうして出来上がった官民一体の日本株式会社は、資本主義と官僚制そのものの正当

性を担保するものとなったしまった。そして何より、日本型資本主義を導いた歴史を支えたのは、

明治以後日本が西洋という目標物から得た啓蒙という万能薬である。そして、その流れに沿うよ

うに、世界の流れも社会主義の失敗という２０世紀の功績によって、世界の力点は一気に資本主

義・自由主義しに移行したのである。 

このように、戦前のドイツとソ連由来のシステムを活かしながら、戦後、この国における資本

主義と官僚制は米のある種の計画的な支配によって相互に入れ子状態で一つのシステムに体裁

変えた。それは互いにその働きを助長させるのに十分すぎるものであることは、世界的に資本主

義が暴走する今日、言うまでもない。 

 

    啓蒙主義、資本主義（自由）（仏）⇔ロマン主義・社会主義（平等）（ドイツ） 

                 進歩史観＝土台 

 

③－２．民主主義の系譜 

 

 ■民主主義  

一方、日本の現代民主主義は、戦後、米国の占領下によって確立されたと言われている。しか

し、戦前も普通選挙の仕組みは、現行とは程遠いもの存在した。1889 年にアジアで最初の近代

的憲法を制定し、翌年、帝国議会を開催した。その土台となったのが日本古くからある「和」に

基づいた衆議などである。その流れを受けて、明治政府は五箇条の御誓文で民主政治の根本原理

を打ち出し、西洋諸国が持つ経済的、軍事的発展の基盤を自国でも整えようとしたのである。 

そして、この下地を受け、戦後日本は、国民主権や基本的人権の尊重、平和主義を原則とする

日本国憲法の元に君主制民主国家として歩み始める。  

 

・独自の統治構造 

日本は、イギリスと同様の議員内閣制に形式上は統治構造を委ねつつも、内閣の主体が政党政

治家ではなく省庁の代表者であるとする認識に依拠した、つまり疑似的な議院内閣制＝官僚内閣

制（官僚の代理人）になってしまっている。それ故、権力集中する議員内閣制の本来の制度的効

力を効果的に操れない。その背後には、政府・与党二元大成を前提とし、政治家と官僚が混然一

体となり、融合しながら政策立案を行ってきた側面がある。とりわけ、「与党」という政府とは

異なる立場表明が、議院内閣制からの逸脱を生み出しているとの指摘は重要だ。（こうして生ま

れた政権では、目的が不明確であり、公約があいまいであり、民意集約を行うことはできないの

である。） 

 では、戦前戦後において議院内閣制の本来の機能や政党の民意集約機能が不全でありながら、

なぜ戦後の高度成長は实現しえたのか。統治構造の不全補完する存在として省庁機能がそこで描



かれる。おのおのがその領域において広く裾野を伸ばした省庁が、そのパイプを通じて民意代弁

と利益媒介機能を担ってきたのである。 

更には、選挙により政権政党が交代するという改革の契機を欠く故に、統治構造は都合のよい

改革のための機能・装置を工夫されるようになる。官僚性は新議会を媒体とし、社会的有識者の

権威を「利用しながら」、一方自民とうは派閥抗争にとる総裁の交代を疑似政権交代とし、其々

有権者に「カタルシス」を与え、また、国対政治に対しては野党勢力にも一定の政策的分け前を

与えるという密かな与野党協力は、清虔功田井なくしても实施され得る政策の可能性を高め、清

建党・野党の慣れ合いは、次第に精検討から責任感や自己革新力を削ぎ、野党を代替案なしの野

党らしい野党の要素を失わせる。先に挙げた省庁代表性もしかり、野党への融和態度も政権交代

の不在を補う要素であった。蔓延自律性の低い政党は民意集約機能に課題を抱えながら、政党政

治の衰退も同時に進行。そして政党の弱さは政策の牽引弱体につながり始め、すべてはリンクし

合いながら衰退してきたのである。 

 

第４章 キャッチアップ行動と内实への評価 

  

以上に、忠实にドイツ、ソ連、米、英を下敶きとしたキャッチアップを果たし、独自の発展を

遂げてきた日本の運動法則を確認してきた。例外なく採りこまれ編集されてきた４つの OS たち

は、現在も尚、外来の知見から倣うべき「遅れた OS」なのだろうか。各々のキャッチアップの

結果を評価したい。 

 

４－１．資本主義と官僚制は「遅れている」のか 

 

欧米式の資本主義を忠实にキャッチアップした日本。世界的な資本主義の限界が叫ばれて久し

い今日、世界的に問題視される資本主義の自己目的化、自律の欠如は、この国にも伝播している。

もはや、その状況すらも素直にキャッチアップしているとも言える。そうした状況に気付き始め

たが、大前提である『成長』一辺倒の欧米式の思考回路に継承を鳴らしているのが現代だ。 

そうした今、結論から述べれば、この国の資本主義と官僚制は決して今後もキャッチアップを

更に求められる「遅れたもの」であるとはいえない。資本主義は行き過ぎ、また、「豊かさ」を

もたらしているとは具体的数値からは言い難いからだ。しかしながら、資本主義は強く、矛盾を

孕みながら増殖するある種万能過ぎるシステムである。とはいえ、資本主義の暴走によって IMF

の保護を受けるギリシャ等、制御しきれない国も出てきた。しかし、一方、膨大な財政赤字を抱

えた日本はそこまで陥っていない。幸せか不幸か日本的な強固な社会システムが相まって日本の

資本主義と社会構造は「壊れそうで壊れない」というギリギリの臨界点を彷徨いながら世界的「先

端」を走り続ける。 

 またまた、政官関係とも絡み、官僚や企業等あらゆる組織に組み込まれた官僚制は、日本の風

土に完全に埋没され、その威力は留まることを知らない。 



 

①背景：キャッチアップを支えた進歩史観の限界 －環境問題の噴出 

明治以降の日本の下敶きには、西洋中心主義が横たわっている。福澤の国家観と近似したヘー

ゲルはその極みであることが、それを物語っている。その西洋的思想は、自然を破壊し、工業化

を推し進め、生産性を高め、歴史は進歩に向かうという絶対的価値観を持つ。しかし、今日、日

本においてもその一直線の歴史観そのものが根本的に動揺している。つまり、人間は自らの努力

で進歩し、資本主義の源泉である生産力こそが進歩の担い手となり、それによる矛盾すら生産力

が解決し得るという考え方、過程が頓挫したのだ。その発露の主な例が環境問題である。事实、

70 年代頃からの国内の数々の「公害問題」は、急速に進む工業化への一つの警鐘であったはず

だ。そして今や、破壊された場所は地球全体に広がり、地球温暖化問題は世界的な共通課題とし

て横たわっている。進歩の裏に代償があることに気付かされたわけである。また、進歩しつづけ

るには「未開」が必要であるが、それすら見出せない状況が今の日本である。 

 

②行き過ぎの露呈―資本主義は人々を「豊か」にしたか 

 

・這いあがれない社会システム 

究極的に言えば、資本主義は 90 年代以降、人々を豊かにし到底言えない。資本主義は人を疎

外し、国家卖位の健全性を蝕んできた。 

事实、1人当たり GDP は事实、人口一億 2000万人のこの国の 1人当たり GDP は 1995年以降順

調に低迷している。資本主義の前提とも言える絶え間ないプラス成長と資本の増殖を現代社会は

包括的に満たせず、我々の足場を崩す。一方、GDP 成長率は、1970 年代以降鈍化している。77

年から 80年は年率平均 4.2％だったが、91年から 08年は平均 1％までを推移し、成長の鈍化は

明らかだ。とはいえ、福祉国家は経済成長と共に福祉の充实を両立していることを考えれば、卖

純に経済成長が实現しない要因を、近年膨大なコストがかかるようになったサービス業分野に卖

純に求めることはできない。 

にも拘わらず、所謂セーフティネットは不十分。とりわけ、雇用と失業者に対する施策に弱い

ことが決定的だ。实際、この国では失業すると這いあがれない仕組みが固定化している。故に、

次に社会の秩序が揺らぐ。賃金が下がり、失業者が増える。非正規雇用も増える。かくして自然

に個人消費の落ち込みが助長され、この国はお金を生む土台を持ち得ながら、それを活用できな

い状況に陥っている。このように、資本主義も万能でないどころか、まったくそれを健全に使え

ない国で豊かさの源泉とは到底言えない。 

それを体現するかのように、年間３万人を超える自殺者は異常である。11 年版の自殺対策白

書によると、10 年の自殺者は 3万 1690人。前年より 1155人減ったものの、13年連続で 3 万人

を超えた。資本主義の暴走は、人々の根源である命を脅かすほど威力を発揮していると言っても

良い。 

 



・追い打ちをかける日本的な政策オプション －「３」という恐怖 

更に、キャッチアップ型のソリューションしか出せない国のオプションは堂々巡りを繰り返し、

根本的な資本主義社会を統治する能力をも失っている。特に、目標とした米英も同じジレンマに

ぶちあたり、キャッチアップ先が見つからない点も、この状況を長引かせる。そして政府は出尽

くした他国型のソリューションモデルを彷徨しループし続ける。 

①成長を志向し、規制緩和 小さな政府（米国） 

②目先の公共事業、財政出動、景気対策（即興型） 

③格差是正、大きな政府（スカンジナビア型） 

これらは全て、欧米、北欧諸国の受け売りと、その組み合わせである。各々の得意とする専門

領域を持つ有識者達が、その時々の経済政治状況を鑑みて声を上げる。しかし、そうした有識者

の見識もすべてパッチワーク型であり、概ね米、英、仏で学んだ学問の影響を富に受けている。

つまり、パッチワーク型の人間を集め、ひたすらまた日本型いいいところどりのシステムで決定

してしまうのだ。 

更には、ニ項対立という西欧的意志決定が馴染まないこの国は、「３」という白か黒かという

決め方に偏らない、どちらともよらず見事にブレンドできる仕組みを志向する。三位一体という

慣性の源泉は、おそらく明治以前主流であった、神仏習合が発展してできた「仏、儒、神」の三

位一体体系にあると考える。そうした構造が普遍的な日本型構造である。そして、以上の行動様

式のように時に責任や無責任、また価値を「分け合える」３つの軸に依存しながら生き永らえて

きたのである。まさに、究極の日本型の揺れ方をもって、資本主義を巧く活用する大前提すら社

会的、制度的にデザイン不可能だ。 

 

③なぜ「行き過ぎた」のか 

 すべては、日本の本質であるいいところどりの逆説性（日本の編集能力の高さ）、それを容易

に許してしまう資本主義そのものの万能性に帰着する。  

まず、資本主義のある種の普遍性と、それを活かす日本型編集能力が、資本主義を円滑に走ら

せた。そもそも、資本主義の利潤追求の目的は神に認められるという一点に集約されたものだ。

そのため人々は勤勉・貯蓄、質素を共有基盤とし、まさに、プロテスタンティズムの倫理が資本

主義（精神）を節制させ、自律させた。聖職者に特異だった「祈り働く」宗教的動機は市民にま

で拡大し、それは勤勉を促し然るべき利潤を蓄えさせた。ここで重要なのは、資本主義は「神」

という絶対的な支柱を持つシステムであり、言い換えれば、神という情報以外を強要しないシス

テムであるということである。ここに、ある種の汎用性があるとも解せる。 

そして、それが、日本独自の編集能力と相まることになる。一神教が根付き難いこの国で、得

意の見立ての能力を発揮し、この国は一神教に代わる概念を見える「カイシャ」や「日本型株式

会社」という組織に求めた。人間を一致団結させる仕組みとして、生来的な勤勉さを結び付き、

疑念なく資本主義は走ることになる。 

 



・日本独自のソ連アレルギー 

資本主義は共産主義に打ち勝った概念として、もはやそれに疑う余地を与えないことは歴史が

示している。資本主義は歴史に正当性を与えられてきたといっていい。それを必死に取り込まし

てきたのが、日本に刷りこまれた仮想敵国ソ連への対抗心、アレルギーではないだろうかか。常

に先を行く大国を傍目に、戦前は時に倣い、戦中は常にこの国の動向に振り回されてきた。地政

学上でも見逃せない国にいかに優位になるかが自国のアイデンティティの一端を担ったのだ。 

よって、そして戦後、対抗馬となる米英型の資本主義を西洋に追いつくために必死にインスト

ールしていく点おいて、その結果とパフォーマンスはその国を圧倒的に凌ぐものである必要があ

った。かくして資本主義とは逆に舵を切るソ連の主義主張は完全に抑圧されたものになり、派作

用するかのように自然と資本主義盲信は日本人に刷りこまれ、それが行き過ぎるまでの資本主義

信仰を根本的に支えるマインドになったと考えられる。 

 

・官僚制 －慣性としての威力 

資本主義ありきの官僚制が結果的に資本主義を加速させている。官僚制を提唱したマックス・

ウエーバーいわく、「「自律的外殻」と「装置」は、当初は規律正しい労働と職務業務の価値に抱

かれていたが、結局その存続は宗教的への依存を妨げ、かくして資本主義的精神と体制も逆転す

るという忌々しき事態へと導く」という、官僚制の弊害を支持する形である。 

プロイセン発祥の日本の官僚制は、戦後もその流れを受け継ぎ見事に組織化された。政府や官

僚、企業、労働組合等、あらゆる組織に適応し得るそれは、無駄を極力省いた非人格的装置の駆

使により今日の合理的資本主義を確立させてきた。特に戦後の日本においては予定調和的なトッ

プダウン式の官僚制、官僚組織の有効機能によって猛スピードの経済成長に成功させ、その圧倒

的な力は言うまでもない。ただし、その副作用は大きい。逆機能の産物として、それが一時的に

解決されることもなく、固定化された秩序と利益誘導をなしている点が最たる病理だ。そしてこ

れが、90 年以後の改革の疎外要因であった点は見逃せない。 

 

・手段から目的へ  

装置としての官僚制は、鉄の三角形という「無責任」を共有することで生き永らえる日本的シ

ステムとして自己目的化し、形骸化し始めた。特に、1990 年以後、平成不況と共に市場の飽和

と共に日本株式会社が立ち行かなくなっても尚、その強固なシステムはなかなか駆逐しない。利

益反映のために財界や業界団体が族議員とつながり、肥大化した各省庁は自身の既得権益を守る

ために族議員とつながり、族議員は行政の利益を認めさせ、票を集めるために業界団体とリンク

する。その三角形内で国会議員、地方議員、民間企業労働組合が収益をむさぼり、独自の秩序を

固定化させている。例えば、「原子力ムラ」という経済産業省、政治家、電力会社というこれま

で互いにエネルギー政策の主導権を争いながらも閉ざされた関係性に代表される。 

また、行政課題の巨大化、複雑化、急激に増加する住民たちによる国家間に規制された生活扶

助への要求の高まりは、不可避的な官僚制化への傾向を強める。かくして合理的かつ効率的官僚



制はそのメリットよりもデメリットが上回ることで、国民の目にはなかなか見えない巨大な利権

分配システムと化してしまったのである。そして、資本主義精神あってこその体制が骨抜きにさ

れ、体制ありきで後付けとしての人間の資本主義精的精神を促すという資本主義自体の「形骸化」

をも招くのである。 

 

・リーダーの不在とノブレスオブリージュの放棄 

この国の政官関係は、５５年体制後、官僚主導から政治・内閣主導というフェーズに入ってい

る。とすれば、官僚はしかるべきコントローラーありきで機能し得る。しかし、脱官僚を正しく

实現できなかった民衆党内閣は、そこにもそっぽを向かれ、手綱をコントロールできないでいる。 

更には、大衆化するエリートは、西洋式のノーブレス・オブリージュを放棄し始めたと言えな

いか。オルテガは、利己的な大衆が政治を牛耳ったことが民主主義政治を堕落させたと批判した

が、今日の民主主義社会の中で「大衆」化してきたのは彼らのみならず、選ばれる側の人間も十

分な大衆的特徴を帯びてきたと考える。政治という場においての選ばれた者の「代表意識の迷走」

と名付けたい。その地区から選ばれた者という意識先行と「代表している」に過ぎない自己の立

ち位置を見失えば、既得権益への執着や見返りを利権獲に駆り立てられる。こうした地元尊重主

義の歪んだ形は、不透明な地元へのばらまき（特に公共事業分野）政策として現れ、政官民の癒

着、鉄の三角形の形成へとつながるのである。そして、政の暴走は、官の不正をも強めることに

なる。 

 

・蔓延る「３」のトリック  

官僚の公益観を形成する主義として、３つの側面があるというシェパードは指摘する。合理主

義、理想主義、現实主義の 3つだ。そして、それらが時代によって変化してきたと真渕勝は言う。

この変遷は概ね官僚主導から内閣主導、政治主導と言われるようになった変遷と追随し、政官関

係の変化とも重なる。そして、３つの共存関係に、容易に日本型システムが壊れない秘訣がある。

３つの悪い面が打ち消されることなく掛け算でまかり通る。理想主義者による傲慢な行政、現实

主義者が生んだ癒着構造、合理主義者たちの無責任な保身的行動だ。一方の主義に偏っていれば、

その問題噴出もわかりやすく一辺倒であったのが、時代を経て、そのデメリットも多角化絡み合

うようになってしまった。更に、それが解けないのも、それぞれのデメリットが互いに強め合っ

てしまう性質故ではないかと推測される。 

1960 年代まで：おおむね理想主義：官僚出身者が首相になっていた官僚優位の時代が、理想主

義的公益観を後押し。 

1970年代、現实主義的公益観：自民党政権の長期化とともに与党の力が強くなり、「政高官低」

（政党が官僚よりも強い）という言葉：圧力団体の発言権も増していく状況で、理想主義的公益

観と現实主義的公益観が共存。 

1980 年代：合理主義的公益観が生まれ、政治の決定に忠实に従う官僚が増えてきます。その結

果、３つの公益観が日本の官僚制の中で共存。 



 

・官僚制の民主主義や資本主義への影響 

政党の官僚制による弊害もある。これは、合理的資本主義を遂行する大前提として静粛に働く

はずの官僚制に名实共に烙印を捺し、現代においては民主主義の問題としても顕著にその歪みを

呈することとなる。日本の政党も概ね力を持った尐数者が政党を取り仕切る風土を要し政党を機

能させている面があろう。しかるべき責任観と情熱に裏打ちされたリーダーの下軌道に乗ればま

だよいにせよ、それにも限界がある。「中途半端な」カリスマと乱立したカリスマ依存の政党運

営は、時に政府と与党による二重支配の構図を引き起こし、合理的組織を訴求するはずの官僚制

という機能の低下を牽引し、政治自体の停滞と不効率や組織的不正を招く。これは政策立案や決

定たる場面で最も懸念される課題であり、更にこの構図が官僚自体と結びつき、日本の政治の意

思決定システムそのものの欠陥としての存在感を強めつつあると考える。 

 

更に言えば、大衆とエリートはもはや対立するのではなく、その距離を縮めながら民主主義の

運用の前に立ちはだかる。そして、「エリート」が未だ社会の要職を司り、大衆の操作を時にミ

スリーディングしていく。かくして世論の虚像ばかりが色濃くなり、政治、とりわけ民主主義の

方向性をも誤った方向へと導きかねないだろう。つまり、支配する側もされる側も寄り添って愚

に変容することである種の整合性を保つことで、壊滅的機能不全を免れている可能性もある。そ

して、そもそも、愚と愚でないものが共に存在することで、愚を認識できたのだ。選ぶ側、選ば

れる側の能力的、あるいは社会的「格差」がある一定程度存在して初めて、民主主義たる主義は

円滑に運用できてきたのであろう。 

 こうして、政治家、エリートの不在という引き金は、ひいては官僚制の固定化された既得権益

体制を崩せないどころか、それと共に資本主義を強めてしまうファクターなのである。 

 

４－２．溶解する国家と国家主義傾倒への懸念 

 

一方、日本における国家主義は非常に曖昧なものと言わざるを得ない。そして、西洋式の

国家概念へのキャッチアップそのものは達成されているとは言えない。 

日本という卖位は独自に立てるほどの規模と体力を持ち得ず、国家、また国民という卖位が通

用し得えない。資本主義が国家の台頭によって国家が攻撃され始めたことに加え、卖位としての

日本は、既に卖独で戦える市場価値、規模も持たず、中途半端な卖位になっている。また、さき

がけの EU と同様、東アジア共同体という概念の登場は、尐なくとも国を超えた概念の登場が課

題であることを示している。また、国家という骨組みを支える中枢の機関が、弱体化しているこ

ともこれを助長させる。国家概念が登場した明治時代は、それがそれを支える国家の中立性を担

保する制度が不十分で個人の自立が足らなかったが、現在はむしろ、自立した「個」が達成され

た一方、制度的な歪みに悩まされている。国体としてのガバナンスの低下は、国家の溶解を促し

てしまう。 



①想像の共同体としての「日本」 

かつてアンダーソンは、国民という概念は、「想像の共同体」に過ぎないと言った。そし

てそれを体現するのが、一様で多様と言われるこの国の人々ではないだろうか。 

想像の共同体をつなぎとめるものとして、彼は「メディア」の力を指摘している。印刷物

の持つ永続性、画一性、反復性は「時間軸に沿った着实で揺るぎない同時性の観念」を作り

出し、国民国家の想像の動力となったのである。事实、そうした「想像」は既に日常的に紙

面媒体に触れる自身に無意識的に組み込まれている。私の「今、ここで」という現实と、「あ

の頃、あの場所」という過去の自分と同様の日本人が存在していたことが、無意識的に「想

像」され、つながり、そこから共同体意識が芽生えているのだ。その同時性の力は凄まじい。     

だが、現代、著者が唱えた資本主義、技術、言語的多様性のうちの始め２つは、既にその

勢いを無くし行き詰っており、あるべき相互作用の沈下は不可避だと考える。現に日本にも

見られる、新聞を始めとする印刷媒体からの人々の別離は、それを端的に表す現象ではない

だろうか。印刷物の元来的な「虚構」としての性質に人々が気付いたかのようである。その

虚構が絶えず日常生活に根差すことでもたらされた共同体の地位はもはや危うい。この現象

は、たとえそれが想像と实体を伴わないものであったとしても、人々をある程度「つなぐ」

いたある種の安定を打ち崩す。そして、もはや、ボトムラインとしての想像の共同体意識の

ない社会は、一体感のない様であるのは当然だ。 

 

②西欧的な国家を貫く理念を持ち得ない理由 

そもそも、この国が西欧的な国家を貫く理念を持たないのには生来的な理由がある。 

理念の有無は、どこに生業の基盤を持つのかに依存している。西洋は農耕牧畜型の産業を有し、

森を壊し水という体系を乱してひたすら生産性のために拡大を志向する土壌を持つ。そこでは、

破壊というプロセスが必要故に、絶対的な大義を求める。それは、西欧が絶対的権威に据えるキ

リスト教等の一神教という超越した見えない神であった。自然への搾取の傍ら、天空に超越した

神を求めるのである。 

一方、日本の基盤は稲作漁業にある。拡大ではなく、常に一年中決まった周期で、持続が重要

なポイントとなる。森と水を守り、見える蛇を崇拝した。自然と共生する中で、現世的で、超越

しない秩序を持つ。 

よって、西洋式の国家主義という枠組みと現代の国家を鑑みれば、当然その根源的な成り立ち

が異なる。砂漠で誕生した民族は、架空の物語に最大の価値を置く。そうした民族は自由、民主

主義という理念に当然その軸足を置く。一方、日本はその持続支え得る理念があるとすれば、「利

他」である。それがなければ、稲作漁業は成り立たないからである。 

 

③国家観の实態と理想のギャップ  国家主義への揺り戻しの可能性 

一方、現代、国家主義への回帰が懸念される流れも存在し、常に過激な国家への盲信にも

似た熱狂を孕んでいると考える。それを感じさせたのは、今回の大震災である。日常的には



目に見えて「まとまらない」ことを志向し、国家という看板を意識しない人々が、１８０度

方向転換し「日本は素晴らしい、日本は一つ」という論調を声高らかに叫ぶ。一度国家的危

機に際した際に噴出する、一種の共同体を連帯させる国家を盾にした行動に、その萌芽が見

出せるのではないだろうか。 

そもそも日本は、敗戦を機に休職な「国家アレルギー」に陥り、共産主義国家という仮想敵と

しての「国家」の二重否定を記憶に留めてきた。その反動としての人間中心主義へ傾倒が主流で

あり、それは西欧思想そのものと言ってもいい。これはつまり、超越的秩序を志向するというこ

とを意味する。しかし日本には、西欧式な超越主義はやはり馴染まない。より厳密に言えば神と

いう天井の超越さではなく、日本は内面に超越し、命の輝きを求める民族性を持つ。こうした求

める国家像と、本来持ち得る国家像のずれが、浮遊する国家主義の矛盾の引き金ではないかと考

える。 

そうしたギャップが噴出し、また西洋への憧れが強く表れた事象が今回なのではないだろ

うか。とすれば、たちまちファシズムに大きく舵を切らせた「戦争」と同等、それ以上の困

難な状況に直面した際にまた大きな揺り戻しの可能性を秘めているのではないかとも思えて

くる。西洋的でない日本の国家主義は非常にご都合主義的なのである。 

  

④日本を貫くイデオロギーとしての「自然災害と核」 

国家の歴史を貫き、民族をまとめる概念は先述した通りである。日本には欧米諸国と異なり、

歴史的に認められた概念に乏しく、匹敵するものは発見困難だった。しかし、今回の震災と原発

事故は、それに一つの選択肢を思い起こさせた。それは、「自然災害と核」である。歴史的な物

語が獲得する積極的概念は持ち得なかった日本人が、消極的であるが向き合わざるを得ない、負

の統一概念である。そもそも、自然が安定的だった西ヨーロッパとは異なり、不安定な自然と向

き合わざるを得ないのが日本だった。また、2011 年現在、未だ広島、長崎の記憶は色褪せず、

限定的な可能性もあるが消えてはいない。日本が歴史的に植え付けられた２つの負の概念が、あ

るいは統合する一つのイデオロギーになると考える。 

 事实、原発を軸に議論はわれる。日本は素晴らしいという、賛美が人々の心を掴んでやまない。

日本は一つと溢れるメッセージに、久々の熱狂間と安心感を覚えた人も尐なくないのではないか。

かねてから、自然災害は国の転機となり得てきた。関東大震災、阪神大震災が思い起こされる。

西洋文明に追いつくという目標を達成し、米国の失墜という栄養剤をなくし、自らをエンパワー

メントするものを失っていたこの国が、くしくも多大な痛みと将来への不安を伴い得た、卖位と

してまとまる旗印となり得る可能性を秘めている。 

 

■日本を支える仕組み －天皇制 

そこには大きなギャップが存在し、西欧式にはキャッチアップしきれずにいる日本にお

ける国家主義。あるようでない国家概念に代わる安定装置は、列島に組み込まれる象徴天皇



制と日本株式会社にあった。西洋化がもたらしたカリスマ的権威と絶対的検量を一身に具現

する仕組みによって、日本の社会基盤自体が安定する。 

日本は中空国家と評され権力と権威の分離を行い、権力集中を回避してきた。平安時代の摂政

関白政治はその源である。明治以前は概して権威は天皇に、権力は将軍にあった。 

この象徴天皇制の本質は、権威から権力が分離し、その後江戸時代に怒った、権力が所有から

分離した点にある。つまり、財の所有から財の経営が分離したことになる。この背景には、兵農

分離があった。また、職分という自らの身分にしたがってそれなりにしたがって生きていくとい

う選択が徹底されていた点が、この明確な分離を支えたと考えられている。西洋とは異なり一神

教が根付かず、宗教、宗教的倫理観の乏しい国だからこそ、職分がこれを相対化していた。かく

して、１７世紀に達成された資本家、所有と経営の分離は、ヨーロッパで達成したのが２０世紀

である点において先進的なノウハウだった。 

そしてこのノウハウは、経営と資本の分離を大原則とした日本株式会社の構造にも埋め込まれ

ている。全ての基礎なのである。 

 

尚、日本が従来外来や目標物に完全同化せず（古来：中国文化、明治：西欧諸国、戦後：

アメリカニズム キリスト教）国家としての独立を果たせたのは、天皇制が１つの OSとして、

揺るがない最後の砦として機能したからだろう。このように、安定、そして独立をもたらす

権力分散の仕組みは日本の基盤の基礎である。 

加えて、一個人としての日本人も稲作協力文化に常に携わる生活故に和の知恵を育み、本

質的に平和を求める。水の配分や狭い土地の生産性の向上が死活問題であることが、納得感

のある分け合う知恵と話し合いの習慣化を促した。また、閉鎖的で自己完結的ムラが生きる

場である中、対立を煽らないことが何より自己のため。つまり、閉鎖空間であるムラにおけ

る限られた水と土地のシェアの必要性は、助け合いの文化を育み、結果的に個人の行動の結

果を安定や平和に向かわせた。 

以上から、社会構造自体には、安定のための天皇制が内包され、一方、組織行動様式にも安定

を生む無責任を共有体系内包され、更には個人の生来的な行動も同類の安定や平和を志向するこ

とがわかる。つまり、社会基盤、集団・組織の行動原理、また個人の行動原理が一直線で和や安

定に価値を置く点で繋がり、各々が連動的に働くことにこの国の基盤があった。この連動性は、

極大卖位の国家からそれ以下の組織卖位に至るまでの決定的崩壊を回避させ、国の変革なくして

も尚存続させ得る土壌としての絶妙なバランスをもたらす。 

 

４－３．民主主義 

 

①議会制民主主義はベストな政治形態か 

民主主義も、キャッチアップの結果は必ずしも成功とは言えない。その風土に合わない仕組み

が今もそのパフォーマンスを下げ続けている。 



今や民主主義は、個人の自由や平等という基本的人権を保障するに最も「最適な」政治形態と

して世界で採用される OS だ。（以後、日本の民主主義を議会制民主主義と捉え論を進める。）こ

れ自体、直接的民主制が独裁政権を生んだことへの反省を生かす試みであり、権力偏重を避け衆

愚政治を防止するとされる。また、構成員が増加した国家運営におけて、現实的に参加者を制限

せざるを得ない事情をこれは解決する。更に、民主主義はパイを増大する資本主義を制御する役

割を担う点でその必要性が主張される。このように、民主主義は卖独でも他 OS との関係性から

も合理的で必要十分とされる。 

 

■民主主義の本質と日本の本質の乖離 

しかし、日本の本質を照らし合わせれば、果たして民主主義が採用すべき理想的 OS か懐疑的

にならざるを得ない。なぜなら、日本の本質と、現代日本を動かす西洋式民主主義が求める社会

や市民の理想像とは必ずしも一致しないためだ。事实、民主主義は対立を前提とする一方で、日

本式の精神は同質性への信仰や和を重視し、対立の不存在を前提する。両者間には決定的なミス

マッチが存在する。 

その発露として、事实、未だ議論が続く一票の格差問題が呈するように、それが国民の平等の

担保し理念を全うしているとは言い難い。本問題には日本の契約概念の欠如が関与。権利や責任

への自覚に乏しい日本人は当然主権者としての自覚に欠け、民主主義の恩恵を体感し得ず尚更巧

く使いこなせない。また、民主主義を支える、民意を一元化させるべき政党や議会自体が民意集

約機能に乏しく、パイの再配分機能が衰えるのも必然的。その根幹は常に貧弱だ。その政党の民

意集約機能の弱体化は、多様な社会を是とし、ニ項同体を好む日本の本質から考えれば当然。ま

た、最終的な意見集約に至るまでの政党という機能の介在は、多様性を一定度排除し、得意とす

る渾然一体からの編集能力を一挙に削ぐ。更に、無駄な時間と労力をかけない合理的な民主主義

は、顔を突き合わせて議論する非合理にこそ価値を見出す日本には不適合。つまり、一気に全体

最適志向する日本に、スマートで、予定調和的な部分最適の積み重ねを行う民主主義は不合理だ。

そして、本質とは反した民主主義を無理やり導入する歪みなのか、民主的プロセスがスムーズさ

を欠き、逆説的に決定が遅れるケースが目立つ。方法に人が反発する。「期限ありきより納得い

くまでの議論による決定を」たる最近の閣僚発言は日本的な発想の極みだ。そして、自らが選ん

だ代表者に対する過剰な批判や、民意の反映の乏しさを主張する国民の被害者意識の高さは、代

表者選出とそれへ信託自体の限界を予期させる。 

また、権力偏重を妨げるとされる民主主義は、本質的に権力分散の基盤を持つ日本に一見合致

する。だが、既に天皇制という OSによって権力分散を成し遂げる日本では、権力の効力を過剰

に失わせる。また、２層性の応用を民主主義でも果たせねば、日本に合う完全たる仕組みとは言

えない。民主主義は権力分散の仕組みとして理論上完璧だが、日本において考えればやや疑念が

残る。そして、政治の首尾一貫性欠如を責める批判、権力核の不在を正すべきであるという論調

も、日本の本質が核を持たない方法で安定を实現してきたことを鑑みれば、それは結果論をあく

まで批判しているに過ぎない。 



以上から、民主主義ありきの議論がいかに日本の本質への無理解を示しているかは明らかだ。

もはや民主主義と日本の本質とは長所を相殺し合い、それは理想的システムとして採用すべき合

理性、妥当性は乏しい可能性は高い。  

 

 

②昨今語られる「民主主義の機能不全」は的確か 

■筋違いの民主主義自体・多数決原理への批判 

先述した通り、日本の本質と現代日本を動かす西洋式民主主義という体制の中で求められる善

良な社会・市民像と前提との大きなミスマッチ問題の源泉だ。だが、一般的に民主主義自体の機

能不全としてこれらが語られがちであり、問題の根本へ視座に大きく欠ける。また、そもそも対

立ありきの多数決を要請する民主主義と、対立なしを志向する日本は相容れない。この点への考

慮なしに民主主義の多数決原則は時折、数の暴力として解され、尐数を排除すると非難される。

しかし、民主主義は西洋式である以上二者択一の原理であることは大前提、それを受け付けない

のはニ項同体ありきの日本だからだ。故に、多数決原理の採用を当然とした多数者の暴挙から、

民主主義は機能不全だという議論も検討違いだ。 

 

このように、近年、民主主義本体の機能不全問題や、多数決原理への疑念はあたかも突如勃発

したように語られ、それら自体への批判が目立つ。だが、強調するが、日本での民主主義の機能

不全の根本はそれ自体の不都合ではなく、むしろ日本の本質的構造がそれを機能させるに適わな

い点だ。つまり、両者の生来的なミスマッチに起因する。あくまでその「機能不全」と一見解さ

れる事象の同時多発的勃発は、何も驚くべき事態ではなく当然の帰結でもある。 

故に、問題視される昨今の政治的課題を、一辺倒に民主主義自体の「機能不全」だとする議論

自体が、日本への適切な理解なしの上辺の議論だ。これは、OS と日本の性質が相容れるという

思い込みの上に成り立つものに過ぎない。そして、収まりのよい「機能不全」という言葉の明確

な定義なしの乱用は、本質を履き違えた議論に拍車をかけ危険だ。よって、民主主義を巡る議論

の際は、それ自体に対する議論なのか、日本という土地での運用における問題なのか見極める必

要がある。つまり、日本と日本式への変換なしの OSを連動させ、その方法の限界に気付くこと

なしの本質なしの短絡的議論を行が横行している。より大胆に言えば、その民主主義の機能不全

と解される現象要因は、批判を浴びがちなその下で OS を支える統治構造にあるのでもない。な

ぜなら、その責任回避のシステムや迂回路たる装置は日本の本質を凝縮したに過ぎないからだ。

つまり、日本システムや統治構造自体が民主主義の機能不全の主要因とする俗説も見当違い。か

つ、この視点欠如も着手すべき課題を見誤らせ、結果としての一辺倒な機能不全論を促す。 

 

③民主主義の本質と日本の本質とのずれの内实  

・契約概念の相違と欠如 

そもそも、民主主義の根幹：多数決原理の根本は、平等思想がある。この背景には、本来、神



の前での平等概念があり、これをもたらすのは、構成員が一律に神との契約を結ぶという西洋の

大前提だ。だが、日本はその契約概念に欠け、独自の和と多様性を両立させる工夫としての意味

合いが強い。未発達な契約概念は権利や責任への感受性に乏しくさせ、日本では主権者＝国民た

る民主主義の原則は軽視される。日本は民主主義の威力を感知し得ない体質なのだ。更に、垂直

の契約概念の欠如は国民の信託を受ける者としての自覚に欠ける議員の姿を物語り、また、自ら

が民主的プロセスで選んだことへの自覚に欠け、時に過剰なバッシングを繰り返す国民もこれに

起因する。一方、互いに守り合う議員の姿は横の契約概念の強さを連想される。つまり、日本の

契約概念の不安定感に伴い、両者共に、本来の民主主義が要請する形から逸脱し、その様は民主

主義の不合理さを物語る。 

 

・合意形成プロセスの矛盾 

 

・介在機能の弊害 

また、合意形成の仕組み自体も日本式に不合理。日本の民主主義を支える政党政治形態が、「強

み」を発揮できない仕組みだ。というのも、代表者たる議員を分断する複数政党による民意集約

方法は、議員の多様性に制限をかける。そうした政党に縛られた議員への投票活動自体、つまり

政党の数しか、決定行動のバリエーションがない点は、より純粋な多様性を束ねてしまう。つま

り、議員、政党や議会という、意見収集と一元化機能を負う介在機能を持つ制度は、渾然一体も

のからいいいところどりと組み合わせの力を発揮するに足るバリエーションある素材を減らし

てしまう。本方式では日本は高い編集能力を生かせない。そして現在採られる实質的な２大政党

制は、民意集約される側の国民の選択肢を更に狭め、より日本の力をより削ぐ。また何より、介

在機能は段階的な部分最適の繰り返しを促す点は、一気に総意を持って全体調和をもたらす、日

本が得意な意思決定方式を阻んでしまう。確かに、議会制は莫大な人口の意見集約を可能にする

が、本質とのミスマッチは明らか。民意の反映度に関する国民の手厳し行政側への評価はあなが

ち間違いない。民主主義が最善の方法とは言い難い現实を示す。 

 

・議会による決議の限界  

・多数派原理よりも緩やかな全員一致 

また、議会の多数決原理たる二者択一を行う決定方式は本来日本的ではない。 

日本は本来、同質性への信仰と和と精神を尊重し、非対立を前提とする。故に明暗分かれる多

数決を避ける傾向に富み、言わば全員一致を本質的に志向する。一方、民主主義は対立を前提と

し、あくまでも二者択一を端的に实現する、一元的な意見収集行う卖純な「多数決」方式を用い

る。このように、多数決原理に依拠する民主主義とそれを満たせない日本の本質間の絶対的なミ

スマッチがある。民主主義を实践する政治の場での、両者間の多数決原理へのスタンスの違いこ

そが民主主義の機能不全の根本要因だ。よって多数決原理への批判や民主主義自体への批判はナ

ンセンスだ。 



 ムラの寄り合い 現代日本の国会 

目的 共同体の統合のため 国家の統合のため 

時期 討議すべき課題の有無・必要に応じて 決められた期間 

方法 合議 合議＋採決たる多数決 

最終決定方法 全員が最良と評価したものへの全員一致 決議という多数決 

構成員 全てが課題共認できる尐数規模 議員、全てが課題共認するに

困難な大規模 

国民の意識 当事者 傍観者 選挙時だけの自覚 

運営原理 共認原理 序列原理 

表１：寄り合いと議会の比較 

 

 

■ミスマッチの露呈１ －審議を巡る紛糾 

現に、多数決に見えるミスマッチは、与野党が審議時間を巡り対立する構図に現れる。納得感

を担保するまでの十分な議論時間を要求する野党は、たとえそれがパフォーマンスであっても日

本的だ。一方、採決という厳格なルールに則った審議を急ぐ「与党」だが、採決拒否を前に審議

を中断する。おそらく「強行採決」すれば、マスコミや世論の反発を招くからだろう。だが、本

来の民主主義ルールに則っていれば、採決は何ら批判されるものではない。更に言えば、そこに

強行採決という概念があること自体が、多数決がいかに受容されていないかを示す。また、それ

に託けて数の暴力だと野党を批判する与党、それを鵜呑みにして過敏反応し与党を責める世間と

いうように、その本質を見抜いていない全アクターの行動は、多数決による民主主義の不完全性

を意味する。 

結果、合理的でスムーズな意思決定がなされるはずが、逆説的に不合理に働き、意思決定が遅

れる事態が起きる。以上から、民主主義と日本間の断絶具合は大きく、決して最善の形態とは言

い難い。 

 

 ■ミスマッチの露呈２ ―合理的システムによる補完 

更に言えば、民主主義が日本の本質とは反し、合理的すぎる合意形成を当然要求することが、

政治において日本に合わない予定調和的なプロセスと装置に正当性を与えてしまっている。それ

こそ、官僚性による国会決議の前段階で行われる利害調整だ。また、そもそも官僚制自体が合理

性の追求の極みである点は不問だ。 

官僚依存が揶揄される現代、議会の多数決をシビアに積み重ね政策立案すれば、こうした日本

の土壌と反する事態は起こらない。だが、日本の議員は民意集約機能に乏しく、ましてやそれら

の取捨選択や勝負を決める多数決を避ける嫌いがある。結果、議員が果たすべき役割を官僚が担

わされてきた。また、多数の利害を吸い上げや国会での多数決に代わる「省庁間調整」でそれら

を取捨選択してきた。つまり、官僚はあくまでも議員や議会が満たさないシステムの要求に応え



ているに過ぎない。また、本来ならば、議員による議論と議会の決議にかけられる案件を最大限

实りあるものにするには、編集能力を生かす議論や改善作業を生かすべくある程度の不完全性が

必要になる。にも拘わらず、議員の不完全性を埋める官僚によって、無駄の一切ない仕上がった

案ができ、それのみが上へ上げられる。そこにもはや議員の登場の余地などないのは自明だ。（事

務次官会議の形骸化も同じメカニズム）逆に言えば、その不完全さは本来ならば優秀な官僚制や

政党内での派閥対立の党内意見で指摘され改善できるものだが、これを修正せず意図的に残した

ままの法案提出が行わるケースもある。これは、「国会で議論をする」ための国会運営スキルに

他ならない。批判されがちなテクニックは、皮肉にも日本の本質を無意識的に志向する形に収斂

させる。議論が形骸化も自明だ。 

このように、非合理を好む土壌に合理性を導入した結果のミスマッチは明らかだ。かつ、それ

による不都合を、日本が志向しない予定調和や合理的なシステムによって補完しているという皮

肉の存在は、民主主義を最善策とする見方を脅かす。 

 

③完全さ（西欧視点）と不完全さ（日本視点）の間  －権力分散の仕組み  

システム的に完璧であるものは受け入れない日本の本質から考え、権力分散を完全に果たし無

責任さを一切許容しない「完全な」システムとしての民主主義は到底日本に合致しない。差に言

えば、また、それへの改善を継続的に行うことに国家運営の根幹がある日本の本質に、最適な政

治形態をもたらすはずの民主主義はそぐわない。 

一方、権力集中を避ける仕組みとしては機能し得るのか怪しく、不完全だ。正確に言えば、本

来の権力分散たる役目が日本では切迫性あるとは言い難い。なぜなら、既に日本の基盤は、天皇

制という OS によって権力分散を立派に成し遂げているためだ。確かに権力分散という民主主義

の狙いは、日本に合致する。が、権威なしの「権力分散」方式は２層性の応用としては不完全だ。

更に、徹底した権力分散の仕組として、既に権威によって制御される権力を過剰に削ぐ。その結

果として生ずるのが、現代の「決定ができない」という権力の形骸化だろうか。また、政治にお

ける権威と権力の逆転転化現象はそれを受けてのものかもしれない。 

こうした不完全さをも日本の格好の目標物だと思われるかもしれない。だが、権威と権力の分

離をしたたかになしとげ社会が一定安定している点は、そこへの改善への切迫性を欠かせる。し

かし、民主主義は西欧式の常識から考えれば完璧、一方、日本にとっては不完全という対比があ

る。無意識的か否かは不明だが、その差を常に埋める作業へ駆り立てられているからこそ、日本

は本質を満たされ民主主義は何とか壊滅的な状態を避けつつ機能し続ける。 

また、民主主義は権力分散を促すが、その根底の議員内閣制自体においては、实質上行政（内

閣）と立法（国会）は相互に依存し、言わば相反する権力が融合していると指摘される。故に日

本は、権力分散の OSと権力融合の議員内閣制の間の摩擦を受けてしまう。 

 

④素直な日本式システム：統治構造 

民主主義の機能不全の本質はミスマッチであり、その原因は OS自体ではない点は、以上の通



りだ。また、その基盤の統治構造が持つ妥協や甘え受容の仕組みが機能不全の主要因でもなく、

よくある統治構造批判も的を得ない。 

なぜなら、統治構造に見られた擬似的な議院内閣制や迂回路としての省庁代表制、与党・政府

二元体制は、ある意味非常に日本的な処世術の集大成だからだ。高い編集能力がこれらを作り、

権威と権力の２層性が巧みに埋め込まれ運営されるそれらは、無責任の共有を体現しながら言わ

ば安定をもたらす。責任が宙に浮くため、適切な反省とそれを生かした改善策を描くに不適切で

不誠实なシステムだと批判されるが、以上から鑑みれば、これらはあくまで素直な日本的システ

ムだ。そして、これがある種日本の秩序を保つとも言え、やはり問題は、それが働く母体の西洋

的民主主義が、日本に合致すると信じ込む人間によってそのまま運用されている点である。一般

的な正義感のある責任論の振りかざしがそもそも通用しない所以もここにある。 

 

■二大政党制への疑念   

また、具体的制度というレベルを下げた観点から言っても民主主義への疑念は収まらない。そ

の理由は２つある。一つは、二大政党制という「デジタル」の仕組みがもたらすは、上記にみて

きたようなアナログな国には不適合である。その理由は２つある。１つは、事实直面し得る政策

課題がそのものが、日本独自の地政学的、政治的即目から卖調でニ項対立的ではなく、その制度

の利点を享受し得ないものであるからだ。二大政党制の利点としては、対立点が明確に打ち出さ

れる点にある。しかし、そもそもそれを必要としない根源的性質がこの国の宿命なのである。 

また、ルールそのものが土着し難い性質であるのみあらず、根本的にそれを要請しない背景も

相まって、制度として成り立つ根拠に乏しい。ここから考えを及ぼせば、昨今採り立たされる民

主党と自民党の大連立はどう捉えるべきか。私は、意思決定プロセスとしては潤滑に機能するが、

しかしリスクをとる仕組みとしては不適合だと考える。 

論点争点が打ち出しにくい背景に相まって、両者の政策の差異があまりなく均質化をしつつあ

る現状から考えれば、比較的容易にコンセンサスがとれ、物事の決定のスピード観は高まる。し

かし、明確な対立軸が土俵から消え、一端誤った方向へ舵が切られれば、修正することが難しく

なると共に、そもそも、３という無責任体質を駆使する国民性とはかけ離れた責任を明示してし

まう仕組みであり、運営側の視点からみてアレルギーの強い仕組みであると考えられる。 

 

⑤主題となった民主主義 

更に言えば、方法として機能すべき民主主義自体が主題となってしまったことが、ミスマッチ

の傷口を更に広げた。民主主義は西欧において主権者国民に平等を担保する純粋たる方法に過ぎ

ない。たが、日本はそれをキャッチアップ型の行動様式でもって獲得していく、または与えられ

るものであった中で、それは「対象」として認知された。対象は語り議論すべき主題と言え、そ

れは日本の根源を担う「方法」としての存在でなくなったのだ。そして、現代、民主主義が主題

となり日本の本質に当然反発する。日本は主題で語る国家ではなく編集方法の活用によって延命

してきた方法という国家だ。マクロ観点から捉えても、日本が民主主義を巧みに運用し得ず、翻



弄されるのは当然だ。 

 

⑥いいところどりの逆説性 

そして、より大局的な視野で見れば、民主主義もいいいところどりの一部に過ぎない。それは

内発性の高さによる獲得されたというよりむしろ、近代化の波に乗りつつの外からの輸入物であ

ることがその性質を表す。そして OSは、そもそもの西欧式に合致した理想と原則を日本に要求

し、日本はそこへの疑念や妥当性への検証なしにその要請に応えようとする。当然西洋式の民主

主義をそもそも体現できない。言わば、日本の近代化という成長のためのいいいところどりとし

ての民主主義を不完全にしか運用できない点は、安定を求める国民に従来の平和的な社会構造を

脅かす懸念される政策課題や対立を導く。例えば一票の格差問題といった民主主義の根幹に関わ

る問題、決まらず時間だけをやみくもに食う昨今の普天間問題等の重要課題も然り。健全と見せ

かけた選択は不健全を生む。こうした未解決問題の原因をマクロ的に捉えれば、すべては民主主

義という、いいいところどりの逆説性に帰着する 

 

４－４．遅れている一辺倒な幻想からの脱却 

 

 以上に、４つの OSを切り口にキャッチアップの結果を評価してきた。 

 

■新たなルールが求められる中で、古いルールと装備で戦い続けている現状 

資本主義は例外なく国家概念を攻撃し始め、固定化される秩序をもたらす官僚制と日本に合わ

ない民主主義（間接民主制と、二大政党制）は、その暴走を止めるには至らない。本来制御する

はずの西欧由来の民主主義は、なるべくしてこの地の風土に合わず機能不全に陥っている。また、

グローバル化に対応する流れが主流の中、日本株式会社という古き慣習は劇的な変化を遂げずに

いる。冷戦に巧みに日本の成長を支えたシステムは、９０年以後この国の改革の大きな疎外要因

となり続けている。 

更に、その枠組みの下、官僚制は合理化という名を隠れ蓑として蔓延ることになる。特に、政

治家という一連の主従関係があってこそ合理的に働くにも拘わらず、コントローラー不在の中、

既得権益をむさぼる堕落に陥っている。そうして官僚制は、資本主義の矛盾を孕みながらも増殖

させ、それを指摘する理性ある人間をも組み込み、強める結果となる。つまり、右肩上がりとい

う大前提となる成長神話が崩壊し、新たなルールが求められる中、古いルールと装備で無謀に戦

い続ける国、それがこの国の現状だ。気付けば弱体化しているのは当然の結果である。 

そしてその上で、「新たなルールはどこから来るか？」という問いに答えねばならないと考え

る。 

 

■「手本」は攻略済み  －２つの意味での課題先進国 

とはいえ、弱体化する日本の構造全てが「遅れている」という認識には落ち着かない。キャッ



チアップの必要性を個別の進捗や状況を加味せずに評価せず、一辺倒な「遅れている」という幻

想の呪縛が明らかになる。西洋的な思想、理想像を起点として考えてみると、資本主義は、世界

的な資本主義の暴走と同程度、またはそれ以上にこの国を蝕んでいる。その程度において、「遅

れている」とは短絡的には言えない。むしろ、取り込み過ぎた、もしくはその編集能力の高さ故

に、世界諸国が抱えるデメリット、課題が集約された形にも見える。よって、行き詰る世界の未

来を体現している意味で、すべてを解決すべき課題が内包される可能性を持つ。その意味で、先

進的とこの国は言わざるを得ない。 

 

一方、民主主義も、世界と同様に、資本主義を制御しきれてはいない。しかし見方を変えれば、

その風土へのミスマッチという改善へのボトルネックが既に仮説として浮かびあがっている時

点で、改善の余地がある。確かに遅れているが、それは西洋的な民主主義への遅れではなく、根

本的な欠陥である。一方、国家主義は遅れる、進む、ひいては西洋的なキャッチアップそのもの

が通用し得ない独自領域にある。官僚制は日本型に巧く編集され過ぎている点において、逆に言

えば進んでいるとも言える働き、つまり資本主義の暴走に加担している。 

以上を踏まえれば、安易に遅れているという発想を抱くことそのものが危惧される。なぜなら、 

雑な現状認識が、雑な改善という誤った方策を生みだしかねないからだ。日本という卖位で語る

際に、常に個別具体なレベルでこれからを考えることが重要である。また、キャッチアップ行動

の起点は、西洋思想であったが、その処世術自体が当てはまらない座標軸に OSが存在している。

そして、これは日本を日本たらしめる「遅れているという自己認識」を打ち崩す画期的な見方と

は言えないだろうか。 

 

■日本文明の先進性 

また、個別の OS に限定せず日本の文明の特性を鑑みる時、そこには特筆すべき「強さ」が隠

れている。 

 

①アジア軽視を常識とする西洋思想の中でも生き残る「しぶとさ」 

より厳密に言えば、日本のキャッチアップ構造は卖一的な模倣に終始するのではなく、改善を

加える力に日本古来の強さがある。日本は近代化を果たしたが、「西洋化」をしたわけではない

のだ。つまり日本は、独自文明を築く歴史的功績を携えている。それは歴史上で明らかだ、まず、

西洋の土壌からしか生まれないと考えられた資本主義を、それ以外の土地で「経済成長」という

形で根付かせた点がこれを支持する。また、他アジア諸国に工業化の波を波及させ、経済的自立

を促した。また、アジア軽視の風潮がある中で、生き残ったというポジティブな存在感を見せた。  

事实、工業化のむき出しの力の誇示の前に、ヘーゲルはアジア的専制、マルクスはアジア的生産

様式と、西洋とは一線を画した別名称を名付けた。しかし、もちろんどの文明も他文明からの相

互作用を受けているが、それでも尚自己同一性を担保し、発展させ変動するのが、どこにも属さ

ない個別の日本文明なのである。 



 

②文明はその時代のイデオロギーに左右される 

そもそもその文明の先進性は、西洋的なものに抑圧されていたに過ぎず。時代性に依存すると

いう考え方もある。事实、歴史をひも解けば、「コロンブスは日本を目指し、ペリーは来航前か

ら、日本人は「知力」に未知、日本を「洗練」された「文明」とみなしていた。」（環境と文明）

また、１８世紀以前は特に「美」にかかわる分野において崇拝の対象となっていた。日本は森と

水を活かしてきた事实があるからである。だが、１８世紀以降アジアがマイナスにあり、イギリ

スの産業革命、仏の政治革命、ドイツの文化革命、アメリカの独立革命を得て近代社会が誕生し、

西洋人が文明を持ち始めた。 

その覇権を握るイデオロギーによっては、当然日本文明もその力を発揮し、世界的な「優位」

に立てる土壌を持つと考える。よって、文明個別の評価は、あくまでそれに対応する土壌によっ

て、あるいは分けて評価されるべきものである。この点から、まだまだ日本文明固有の価値をポ

ジティブに捉える論調が生まれる。 

 

■西洋的概念に毒されるバイアス 

更に、「遅れている」という議論そのものが、無意識のうちに西洋的概念の上に成り立ってい

る、認識構造を自覚せねばらない。また、日本のバグをもたらすと考える「新たなルール」も、

概ね現在の西洋中心史観の延長線上に立つことを前提にしている。故に、議論はすぐさま西欧式

のルールにかなう、それを手本にする変化や改善を自らに求める風潮にある。対象や外部ではな

く、主体や内部にその目線が向かう。だが、その常識や、暗黙の了解が崩れつつあるのが、現代

であり、その常識を疑ってみることから今後の日本の展望と世界における立ち位置を考えること

につながる。 

 

 

 

第５章 現代日本への処方箋 自律的国家へ 

 

では、今後の日本はどのように対内外的に立ちまわればよいのだろうか。キャッチアップ体質

の国が達成し、またすべき現实的作用はとこにあるのか。遅れているという幻想に呪縛され続け

てきた国が、国際的、地球的、全世界的課題に対して、また国内的制度疲労に対してどのように

向き合うべきかを考える。 

 

５－１．今後の世界と日本を見通すパースペクティブ 

日本の西洋諸国へのキャッチアップという生存戦略の是非とこれからの有り方を洞察するに

あたり、その背景、市場環境となる今後の世界への見通しは切っても切れない。 

 



■今後の世界を読み解くパースペクティブ 

 

①西洋的進歩史観、中心主義の頓挫 

OS の面から考えても、資本主義を支える大前提が崩れつつあることが明らかである。また、

文明論の観点から言っても、日本の文明の手本となってきた歴史観の弱点が噴出している。 

 

①大前提であるパイの縮小 

まず、経済学や商業社会を正当化していた分業が社会全体の富増大を為し得るという前提の崩

壊、つまり、パイの増大が分業によって為し得なくなった点は自明だ。更に言えば、スミスが言

った「富の大きさではなく、富の恒常的な増加が労働賃金の上昇をもたらす」前提を、全く社会

は満たせないことになる。これは、資本主義的社会と言う枠組みを常に縦横無尽に駆け巡る、言

わば経済的支柱でもある多面的な「市民」の立場を揺るがしていると考える。なぜなら、市民は

労働力という商品という媒介される対象でもあり、一方消費者という絶対的立場として、その恩

恵を受け取る立場にもあるからである。こうした前提の崩壊を知ってか知らずか、労働者はそも

そも賃金労働＝搾取についても反感を示し、一方資本家はそれに対して苦慮を続ける。また、そ

もそも資本を蓄積し剰余価値を生みだすという社会的営みを続ける以上、搾取という行為そのも

のから抜け出せる道はないにも拘わらず、である。「労働者」としては不利益なデフレという状

況を、消費者としてはその恩恵に受けざるを得ない状況に陥っている。労働の商品化は変わらず

社会のルールであり続ける。このように、経済的市民社会の原則である前提が崩れている今、そ

もそも純粋な私的所有のルールである労働の所有者と生産者が同じことはおろか、それらが引き

続き乖離する構図の中で、確立した地位にある消費者という立場が入り込むことを支えられなく

なっていると考える。 

 

②資本主義を支える思想的限界 ―どこに、代替概念、思想を構築するか 

資本主義そのものが暴走している事实は自明である。よって、代替概念、思想、その土地にあ

った民主主義＝市場原理の応用が構築できるかが急がれている。 

また、本来、資本主義を支えるべき自由・平等・公正の原理はどうか。フェアプレーとギブ＆

テイクの原則はどのように機能しているか。この点が世界の今後、とりわけ資本主義社会である

世界の未来を左右する。こうした思想が乗り越えるべきか、資本主義をドライブさせる人間の欲

望をいかにコントロールさせるかという点に尽きる。 

この際、私は２つの資本主義の未来を示しておきたい。一つは、現状維持。現行でも「暴走す

る資本主義」と揶揄されるままの資本主義の様相を呈し続けるパターンである。もう１つは、公

益資本主義等、社会起業 ソーシャルなマーケットの台頭が変える資本主義の到来である。これ

は、欲望を見事に利他という概念を持って制御するイメージである。そして、資本家と労働者と

いう階級間を搾取という一方的な関係性が前提とするものではなく、共感や信頼をベースにした

新たな資本主義の形をイメージさせる。 



更に言えば、資本主義のこれからは、それを制御するはずの民主主義と共に語られなければな

らない。この際、避けて通れない問いは、自由と平等のバランスのとり方の問題である。平等一

辺倒の社会主義の失敗は歴史的に明らかな中、新たな資本主義に対になる自由があるとすれば、

よりレイヤーを下げたそれを实務レベルで統治可能な民主主義の仕組みが必要だと考える。これ

は各国の統治構造の見直しとも同義なのではないか。こうした示唆が、日本の統治構造そのもの

の制度的不全状況から考えることができる。 

 

③近代的歴史観の不完全さ  －文明論の観点 

 梅棹忠夫によれば、「今日の文明史観そのものが、ウエーバー以降の社会学的な立場として、

人類は近代を手に入れることによって、宗教的な紛争要因、民族的な対立要因を克朋できる考え

方」に依拠しているという。マルクスもこれと同様であり、近代は民族と宗教にまつわる歴史的

矛盾を解決する前提に立っている。しかし、それを見事に打ち崩したのが、９．１１の同時多発

テロだ。その後も民族的対立は続き、この点は、近代的な歴史観が持つ不完全さを露呈させてい

る。 

また、文明を支える資本主義という OS は、数々のプレーヤーを市場から切り落とすことで、

発展させてきた。進歩の原動力としての農業・工業にももっぱら目を注ぎ、それは男性主導社会

の到来が意味している。その他の女性、老人、子ども、被差別民などをほとんど顧みようとしな

かった。また、副次的にしか、山海河海に関わる生業、その産物を原料とした加工業を扱わなか

った点を確認し、切り落とされてきた世界に目を配り歴史を鑑みる必要性があると考える。 

 

２．資源を巡って変化する「中心・周辺」関係の変化  

 

①限りないフラット化した社会へ 

今後、その主体である人間の制御活動すら組み込んでしまう資本主義社会が今後も社会の運動

法則であり続けるならば、経済がその世界を支配する覇権であった時代から、資源が占める割合

が大きくなると予見される。 

なぜなら、世界的に経済的な成熟度の差が縮まり始め、経済が占めるプレゼンスが下がり始め

るからである。（先進国（中心）を中心に圧倒的に資本主義、つまり経済システムは成熟、ある

いは停滞し始めた、一方後進国（周辺国家）も相次いで起きた民主化革命の波に伴い、そのシス

テムが成熟し始めると考えられる。）それはつまり、そうして中核と周辺国家両者の立ち位置の

均衡化が起き、中心と周辺国家が限りなく接近し、両者の「差異」が存在し得るレベルまでの臨

界点までその概念は変化する社会を意味する。従来ならば従属的な経済構造を駆使し、中核に集

中させた資本的余剰をシステム維持に還元することで世界は操作できていたにもかかわらず、で

ある。 

  

３．自然と人間はいかに付き合うべきか。 



地球環境問題が世界的に顕在化して、早３０年余りが経過している。その中で、未だ軸足は

CO２問題である。これは同時に、西欧的歴史観が頓挫している大前提の元、拡大の名の元に、生

産力を得るために、自然を破壊する前提に立つ西洋近代科学への評価を正しく下し、いかに自然

と向き合うかを問い直す重要性を訴えている。 

そうした中で、その上近代化を支え続けてきた「資源」という動力、天然物が有限である見通

しがいよいよ現实味を帯びてきた。工業化の原動力となってきた石炭から始まり、石油、また天

然ガスという天然資源が有限であることはかねてより指摘されており、国家により差異はあれど

も、それをいかに獲得するかが国力を決める。更に昨今の原子力への安全性の評価を巡る議論を

加味すれば、益々こうした資源を巡る対立や国家の見地が世の中を分かつ可能性がある。自然、

資源と人間はいかに付き合うべきか、それを環境問題と自然枯渇問題が示している。 

 

４．衝突の緩和と回避をコントロールする文明はどこにあるか。 

ゲームのルールが変化した末の「文明」or「共同体」の衝突時代に、それをいかに衝突を回避

する、あるいは緩和させるか。こうした中、従来の右肩上がりを前提した資本主義社会では不利

でありながら、資源に恵まれているが故に台頭する国家も存在し得るだろう。従来の单北問題を

駆逐する、後進国にとってはチャンスになる可能性も高い。こうした国々は、独自の利潤を得な

がら、息の長い立場を貫いていく可能性も長い目で見て否定できない。 

まさにこれが、ウォーラーステインのいう「カオス」であり、これを多文明化、多極化の末の

現象の一つの形と読み変えることが可能である。つまり、従来の覇権国家であり続けてきた経済

大国アメリカを凌ぐ「柱」となる対象が乱立する。いつの時代も変化に直面しながらも新

たな覇権の形が存在し、世界システムは機能してきた点から、新たな覇権の在り方が

問われている。 

 

５．国家という揺らぎゆく主体の行く末 国家観構築を支える思想と世界のずれ 

 その多極化の主体が基本卖位であり続けてきた「国家」なのかは怪しい。そもそも、国家とい

う概念そのものが①運営効率の面②統治の面から揺らぎ、見直されるべき流れは留まらない。事

实、新自由主義の台頭に伴い、それに依拠したグローバリゼーションは世界をボーダーレス化さ

せた。その上、国家が制御していた市場はグローバル化し更に制御困難になり、それを機に資本

主義は国家を攻撃し始めた。よって、ＥＵ統合に見られるように、世界は国家という基本卖位を

基軸とするガバナンスでは立ち行かなくなった。事实 EU は、市場の生産効率を上げるために、

卖位を見直し、域内の自由貿易を促進させ、国家という概念を飛び越えた方策を採用したのであ

る。 

これは、 そもそもフランス革命以後主語になりつつある「国家」という基本卖位そのものが、

行政を運営、経営する主体としての観点から、その規模、大きさについて見直されるべき例だっ

た。一方、活動するフィールドの拡大を迫られた末に多国籍企業が出現したのもその現象の１つ

だ。まさに、現代の国家という概念は非常に曖昧で揺らぎつつあり、国家の権威を、政治、経済、



社会の卖位として優位付ける国家は大きく揺さぶられている。そして次モデルを現在模索してい

る段階だ。 

更に、中国（と、チベット）に見られるように、国家たる政府組織、国と言う居場所、国民と

いう自身のアイデンティティが異なる早さと範囲で流れ翻弄され、一致せずにさまようケースの

出現は、一筋縄ではいかない国家概念の姿を浮き彫りにする。 

 

こうした世界のパワーバランスの変化と、国家概念の揺らぎという二重の潮流の中で起きるべ

き「カオス」の主体は、その国家を超えた更にゆるやかな地域由来の共同体であるのか、文明な

のかは定かではない。しかしながら、最も現实味を帯びるのは、アジア等で現在進行形で進む地

域連合という枠組みではないかと推測する。なぜなら、既に人的、経営的資源の交流が存在し、

比較的容易にその枠組みを形成しやすいことが主な理由である。 

  

６．陸とソフトパワーを巡った覇権の時代 

世界の歴史は海の時代と陸の時代の移り変わりによって構成されてきた。航海が工業化社会の

動脈であった時代か、大陸発見が新たな富の獲得であった時代か。その覇権の行方は、その時代

の置かれた必須の状況に依拠している。以上を踏まえ、これからの世界の覇権を予期した際、資

源に加えて、①陸②第三軸の空的なパワーが挙げられる。 

なぜなら、今後は生産能力・知的能力の「規模」×「伸び幅」というニ項を獲得することが何

よりの力になるからだ。まず、そこに生産資源や人的資源という「素材」があることが大前提で

ある意味において、人口規模やそれに伴う生産能力という陸由来のものが必須となる。また、大

国であっても、その共同体、国家の立ち位置が飽和していないことが重要であり、伸び幅があれ

ばあるほどその陸は理想的なものになる。故に、矛盾や制度疲労を起こす資本主義に変わる概念

が構築することなく今後も続く世界において、国家を前提にした場合であれば、中国やインドと

いう人口規模、それに伴う産業を生みだす経済規模、そしてその伸び幅が見込める大規模国家、

共同体が圧倒的に力を持ち始めるだろう。（そして逆に言えば、この式の因数分解を繰り返して

いけば、米国の凋落の原因や、「陸」の魅力度も測定可能であると考える。）そして、その陸あり

きの思想は、先述した、自然、エネルギーと人間の付き合い方を再考するべき指摘に帰着する。 

 

ソフトパワーのうち、注目すべきは宗教である。既に世界各地で戦いの火種となるある種の求

心力とも言える。資本主義というルールが綻びを見せるにつれ、いつの時代も一定に作用し、人々

の心を支える宗教、思想の揺るぎなさは、世界におけるガバナンスにある程度の力を持つと考え

られる。また、国家という卖位がいかにカネを稼ぐか、という観点において、グローバル化の波

に乗り、また世界共通で享受可能なコンテンツ、ソフトパワー戦略は理にかなっている。（韓国

政府の対外的なドラマや芸能文化、またアメリカが持つハリウッドやディズニー文化はその端的

な例） 

 ・ソフトパワーの説明変数としての啓蒙主義  －万能薬としての啓蒙主義 



社会の運動法則をデザインする一つの思想であった啓蒙主義の性質が、ソフトパワー戦略が台

頭する一つの説明変数になると考える。 

啓蒙主義は、巧く見え隠れしながら、世の現象を見えない形で規定づけ、姿形を変えながら宗

教も工業化も、そしてその先にある現代にもその恩恵を与えてきた。これからも、その変幻自在

さを利用し、啓蒙主義は現代の諸問題の産物を生みだしながらも我々を悩ませるそれらに正当性

を与えるかのような説得力と、地域性や時代を問わず、その体制の中に入りこめる普遍性、柔軟

性を持ち合わせていると思われる。しかし懸念事項があるとするならば、現代とは逆行しかねる

進歩史観に基づいている点である。特に先進国を中心として世界的に右肩下がりとも言える中、

本主義は、どこまで生き永らえるのか。そして、国家はどう変容するのかという問いにもぶつか

る。 

言わずもがな、国家を国家たらしめた啓蒙主義は進歩と不可分な関係である。進歩が様々なあ

る分野、例えば、政治、経済、文学、科学、全てが足並みを揃えて達成されがたい今、（前者２

つは飽和状態。一方、後半の芸術科学分野は底計り知れない可能性を持つという意味において）

啓蒙主義がドライブする方向は限られており、概ねソフトな分野（文学や科学）、つまり多様化

の余地も残されるものであり、一方、逆にドライブから撤退するべきハード分野にわかれると考

える。その背景として、世界的にそれぞれの分野がほぼ同水準、あるいは比較的誤差のない程度

（近代と比べて相対的に）に落ち着いていると考えるからだ。 

故に、資本主義、また進歩を是とした世界の中で、成熟化しつつある分野ではなくまだまだ多

様なものを受け入れる余地のある分野やツールにその力の配分がまわるのは自明である。未だ世

界を見えないながらも支配している啓蒙主義の力は、今後、ソフトな第３のパワーが世界を支配

する争点になるという主張を補完する根拠になり得ると考える。 

 

７．中国を中心としたアジアというガバナンスと経済圏の登場？ 

１９世紀はヨーロッパ、そしてその後のフロンティアがアメリカにあった。では、次なるポイ

ントはどこであろうか。続きの舞台はアジア、中国大陸ではないかと考える。第一に、歴史は中

華文明圏とそれ以外の伸縮によって作られてきた中で、今後も中華という中心の成長は衰えず継

続するからだ。合わせて、従来の世界を牽引してきた日本を始めとする先進国のパワーが相対的

に落ちるからだ。100 年ほど停滞していた中国は、まるで先に近代化した辺境である日本を追随

しながら、次第に中華（中心）としての存在に君臨し始める。沿岸部都市のアジアへの仲間入り

はその象徴ではないか。 

更に言えば、中国の抱えるリスクである統治の仕組みが一定の歪みが出ても、マーケットとし

ての中国の魅力度は留まることを知らず、とりわけ日本を始めとした周辺のアジア諸国を巻き込

んだ経済圏の誕生の可能性も否めない。その理由は２点ある。１つは、先に近代化したアジア諸

国というマーケットの国家卖位の市場の非効率化、弱体化が挙げられる。日本を例に挙げて言え

ば、現在、１億２０００万人という市場規模は世界的に軟弱な市場であり、更に人口減尐社会に

直面し、またアメリカの経済力が低下する見通しの中においては、中国という巨大市場と寄り添



う他に道はないと考えられる。また、先述したような国家概念の揺らぎは、こうした経済圏の共

生への障壁を大きく減尐させるのではないか。 

 

８．戦うことで保たれる世界  -戦争という必要悪 

戦術の発達によって繰り返される決戦戦争と持久戦争の歴史を科学的根拠から解き、戦争発達

の極限として、世界が一つにする最終戦争が起きると示し、国家間の武力闘争という意味合いの

戦争から、人類に新たな文明総合の原動力としての戦争の实現を言わば「予言」したのが石原莞

爾である。歴史を遡れば、大なり小なり戦いが消えることはなかった。しかし、時代と共に、そ

の戦いの大義と目的は変化している。今後の戦いは、もはや今やどの文明圏も密接に結びついた

世界の中で負を抱え、戦いの結果が負の分け合いとなってきた。戦いは負の共有としての儀式的

な意味合いを持つ。更に、覇権国家による武器を持って代理戦争である点を顧みれば、ある種の

全世界的な分け合いの意味合いを感じる。ある種血を前提とした衝突によって世の中が維持され

ていると言えば、最終戦争は最終戦として未来にあるべきとして想定しつつも、達成されない仮

想物としてあり続け、人々の思考に留まることそのものに、意味を見出し得る。 

 

■弁証法で語れなくなった世の中（ヘーゲル） 

概して先進国の成長は飽和傾向にある中で、世の中をリードしてきた、時代の目標物であった

イデオロギーは、次なる目標を見出せずにいる点が、昨今の致命的な状況を示す。それに伴い、

そうした概念を下敶きにひた走ってきた日本も当時に、その目標を見失っている。 

そもそも 20 世紀の人類の歴史は自由と平等獲得のための闘争だった。対立する二軸をベース

に、その時代、歴史が論点とする目的物に向かって、一つの方向性を見出してきた歴史であった。 

国家の集まりとして、それを凌ぐ優位性を持つ国家を確立したフランス革命後、アメリカ独立

革命は自由の存在を提示し、そこからの揺り戻しのような沸いた平等を实験したソ連。そしてそ

の失敗から自由が決定的地位を得て数十年。資本主義の台頭と金融の発達は世界的不平等を拡大

させた。そこで平等獲得を目指す社会主義の台頭。一方で社会主義国家に対抗し資本主義国家は

福祉国家に転換した。と同時に、社会主義の国家による市場経済の自律の困難さが国家崩壊によ

って示された。これと共に、福祉国家は新自由主義によって再修正され、結果、現代の資本主義

へと舞い戻ることとなる。そして、自由が全ての自己決定が横行し、行き過ぎた自己利益追求を

助長する。う次なる、行動の指針を得られない国家も人間も次なる決定的な揺れ幅の先を見出せ

ず、その中で欲望のコントロール作用を失っているのである。弁証法の結果の目標物が見つから

ない。つまり、それで語れなくなったことが、停滞する世界そのものである。 

まさに国家は、自由と平等双方の間を揺れ動き、概ね二者択一を迫り続けられながら現代に至

る。だが、どちらも完璧ではない。社会主義は自由なき平等を生み、平等の徹底は画一化した無

機質な社会を生んだ。だが、それ故転換した資本主義への舵とりは平等なき自由を横行させ、暴

力と経済格差を最大化させた。その最たる延長線上に現代がある。かくして国家間、地域間、個

人間、様々なレベルで顕著となる格差の拡大は、もはやグローバル化した世界の中では世界共通



の課題だ。そうした中、自由と平等は両立不可なのかという問いが常に付きまとい、弁証不可能

な時代が到来している。 

その背景としてあるのが、現代が失敗や革命という大きな犠牲をもって発展することが往々に

してできなくなった時代であるということだ。通常は大規模戦争や失敗に人は学び、改善するこ

とで次なるターゲットを見つけてきた。しかし、精密にシステム化された世界は、その責任追及

ばかりが先行してしまうために、逆説的に先に進めない時代になっている。 

 

 

５－２．日本のこれから  

 

では、様々な分岐点を携える世界を背後に、西洋へのキャッチアップ国家であった日本は、ど

のように立ちまわるべきか。この問いを更に分解して考える時、３つのパターンが考えられる。 

 

①西洋の挫折を前に、世界的秩序となり得る、西洋に代わる新たなルールを自ら作るのか 

②そして、それを更にキャッチアップという方法で求めるのか。 

③従来同様、その新たなルールを、西洋中心思想を基に改良していくのか。 

 

■国民的メンタリティに対して  キャッチアップ思考をどう捉えるか 

 

明治以後、急速に近代化を果たした日本のメンタリティ構造は、３層構造になっていると言っ

ても良い。最も下部構造に当たるのが、近代化以前、古くからの生業を支えてきた深層心理だ。

そこには、日本的な森林という自然を美とし崇拝する心がある。次の中間意識が稲作である。農

業革命を経たのちの、水や循環系を守り、規則正しく営む原点、人間的価値観がここにたる。そ

して、その上の構造が、上層意識である。これが、近代ヨーロッパの価値観であり、拡大、大量

消費を是とする、現代の日本を規定している価値観だ。 

 

 

 

 

 

 

 

①受け入れるという内田式 ―取り込む行為の「逆進性」をいかに目指すか。 

日本の本質、国民的アイデンティティの根本に立ち返れば、変わらずに西洋基軸から離れるこ

とはできないという見方も強い。内田樹氏がこの説を採り、「この変えられない性質を受け入れ

よう」と、ある種達観しながらもその独自の価値を受容することを謳えている 

上層意識 

中間意識 

深層心理 



３つの意識の中で、上層意識は人間の行動様式を激しく規定しているという厳然たる事实があ

るためだ。深層心理や、中間意識や、人々の何気ない習慣や風習には残っている。しかし、この

小さな島国全体で都市化が進み、その地域差が相対的に小さくなるにつれて、生活は昔ながらで

あっても、一つの近代化した国となるために、行動様式は西欧式に染まっていると考える。 

 更に、この国は「常に激しく変わり続けながら、その変わり方は変化しない」からに尽きる。

先に見たキャッチアップの内实を見ても、その同一旋律の奏で方は明らかである。かつ、その変

わり方を支えてきた「模倣の力」の源泉である学ぶ力をも、この国は急激に失いつつあるからだ。

明治以後、洋学を取り入れ、それが实学となって以降、倫理観を重視する学問、学徳中心主義は

骨抜きになったという見方もある。それに端を欲してか、倫理や宗教的価値観を失ったこの国の

学び方は、非常に傲慢になったともいえないか。 

そうして陥った日本型システムは、西洋を是とする視点から捉えれば、「取り込み過ぎる」弊

害に襲われている。最大限機能し、最大限、軌道修正を疎外する。特に戦後からバブル崩壊まで

「一方通行」で出来上がった諸制度が改善できない点が、この国を苦しめている。 

とすれば、この国のキャッチアップ体質を受け入れながらも、それを改善していく余地がある

とするならば、「マイナス」の編集能力である。それは、ただひたすら加えていくキャッチアッ

プではなく、改善、もしくは改革という外来の知見と選択からエッセンスを採りだし、それに学

ぶということである。受け入れながら、可逆性、逆進性の獲得を目指す。この方法論が考えられ

よう。 

 

②捉え方の工夫 課題先進国としての出発点   

 

一方、キャッチアップ性質と編集能力が衰えるのはチャンスという切り変えと捉える方もある

のではないか。更に大胆に言えば、そうせねばならない、義務にも似た時機に突入している。こ

の発想の転換は、「新たなルールと次なる手本はどこに求めるのか」という問いに対して、その

ルールは従来の西欧ではなく、自らに求めるという答えを導く。 

それは、万国共通の「手本」は２重の意味で失われつつあるからだ。一つは、日本にとっての

意味である。これは、既に１９８５年にキャッチアップが完了していたと言えるからである。ま

た、それ以後、キャッチアップを支えるべき「遅れ」がこの国の評価軸に存在し得ない可能性は

先に指摘した通りである。もう一点は、世界的にその手本が逆機能の温床になっているという点

である。環境問題や工業化、概ね西洋式ルールを採用してきた国の停滞はその顕著な例だ。 

更に、手本ありの時代を経て失ってからの日本は、必然的にその目標を探さねばいけなくなっ

たわけであり、それが８５年以降から現在に至るまでの区分に相当する。目標がなければ息がで

きない。しかし、それが西欧であるかはかなり怪しい。一方、相対的に考えて、日本はさほど「遅

れている」とは断言できないことは先に示した通りである。 

とするならば、その自らの目標を外に求めず、「自国」が先進例として認め、その問題を粛々

と解決する、あるいは、そこからの知見を発信していくという態度が導き出される。 



 

・「かつてのよかった時代から遅れている」という新設定 －先に進めない時代 

この発想の転換を促すためには、大前提として西洋から「遅れている」ことでアイデンティテ

ィが規定されていた性質を変容させる必要がある。それを後押しするのが、先が見えない時代だ

からこそ力を持つ、責任が明確にあぶり出される世界の「常識」とは一線を画し、責任を巧みに

分配し無責任を共有するという日本の力ではないだろうか。ポジティブな見方をすれば、これが

あれば、責任追及という根本的改革はなされなくても、周りの空気を読み、小さな改善という編

集方法で発展を継続させていける。つまり、停滞する中での小さな変化は、大きなプレッシャー

を感じない日本が提示できる唯一の世界的な発信であり、貢献になる余地があると考える。 

その大前提として、やはりその方法は西洋式の模範と自国に合わせた編集ではいけないという

ことだ。事实、それを模範として生きてきた日本は、その西洋式の限界現象が集約されている。

それほど、その方法が得策ではないことを意味する。よって、日本は苦手な自ら解決策を生みだ

す方法に乗り出すべき時にきている。 

 

しかし、確かに、変わり方の変わり方が同一旋律である国にとって、それは容易なものではな

い。ただ、ここで直面すべきは、日本自体、とりわけ日本の構造の下部構造にある伝統的、生来

的性質こそ、求めるべきキャッチアップ対象物であるという思考回路である。つまり、日本に組

み込まれていた従来の西洋という「絶対的中心体」を起点としてキャッチアップする設定を、「昔」

がもたらした価値を起点とする設定に変えてしまうのだ。それは村落共同体という日本の多様な

個性を失わない価値や、自然と調和する和の精神などである。これは、その日本的な設定方法は

変えずに対象のみを変える方法であり、その起点を手放し一からを促す方法より、より現实的に

叶えやすいと考える。現代の日本は西洋から「遅れている」のではなく、先の昔の暮らしからは

程遠く、ある種遅れているという発想の転換だ。 

もちろん、昔といっても幅広く、明確な目標となる時代を設定するのは難しい。しかし、それ

が様々な数値で見てきたように、尐なくとも現代よりも人々が健康的で人間的な生活を営めてい

た可能性は高い。豊かさで計れない時代の「良さ」を、その時代を生きる人々自体が自覚してい

た時代、時期を想定したい。 

 

・課題先進国としての自己認識を 

よって、この国への処方箋は、日本的なものに卑下せず、認識し、認めることにある。そこで

出てくるのが、「課題先進国」としての意識である。その意味は、国内に、世界で誰も解決して

いない問題が山積しているという点である。ここに、世界を読み解くパースペクティブ、洞察を

発揮するべき問いがあるのだ。 

そうした「課題先進国」という言葉の登場は、何も初めてではない。2008 年に書かれた『課

題先進国」日本―キャッチアップからフロントランナーへ』 小宮山 宏氏の本がある。世界の問

題を先取りしている日本の現状を解き明かした本書では、日本の課題が遠からず世界の課題にな



るとし、具体的な国内の「高齢化と尐子化」「教育問題」「ヒートアイランド現象」「農業問題」

と取り挙げ、先進国、フロントランナーとして立つマインドの必要性を説いている。そして、著

者は「課題の多さに嘆く」のでなく「自分の意志と能力によって 課題を解決しよう」と呼びか

ける。そして、日本人が武器とするものとして、「環境技術の高さ」「日本人の平均的な学力の高

さ」などの優位性を強調するのが主旨である。 

著者は、低炭素化社会を目指す中で、いかに日本の技術が素晴らしいかを説いている。しかし

重要なのは、それから３年後の今、そのエネルギー問題の主役が、CO２から原子力に特化してし

まった現实でもある。 

 

■個別具体的な政策・制度レベルの機能不全に対して 

 

・これからの民主主義  

日本は民主主義の錯覚を正すべき時機にきている。従来、日本はミスマッチへの視座なしにそ

の枠中での改良に終始。それも概ね日本式の迂回路で、本質的かつダイナミックな転換はできて

いない。更に、OS の変換なくしても、それと使い手人間が共に整合性を採るかの自堕落的に寄

り添い問題を先送りにさせてきた。では、日本はこの不一致をどのように埋めるか。はじめに民

主主義ありきから、システムを人間に合わせて手段とし、独自の民主制構築を目指す。これは、

資本主義を制御する役割の回復をも担う。 

 

■改善ポイント 

以下が改善すべきミスマッチの主要因だ。 

Ⅰ 介在機能が持つ多様性への制約（→政党政治・間接民主制への改善策） 

改善すべきは政党や選挙という民意集約機能という意思決定における介在機能だ。現に、重層

的な介在機能の存在は日本らしい全体最適の意思決定方式を阻み、多様性からの組み合わせ能力

を不活性化させる。よって、①国民のより純度の高い決定を促すために介在機能を最大限減らす

か②最小限存在させる場合でも、選択肢をある程度増やし、多様性の反映を可能にする二大政党

制以外の道も理論上は考え得る。だが、②のために考え得る多党制は現实味に乏しい。多党制の、

政策をまとめにくく大改革を困難にする傾向はそもそも改革に不得意な日本には致命的故だ。従

って今回は①を重点的に扱う。 

 

Ⅱ 多数決原理 （→議会制への改善策） 

議会自体も介在機能である上に、多数決という数の論理での意思決定方式も緩やかな全員一致

志向の強い日本に合わない。また、その不一致を埋めるために合理的な官僚制に依存、ほぼ完成

体の案件を決議するのみの議論なしの議会は、形骸化した民主主義そのもの。議論ありきの日本

と乖離する。 

改善ポイントⅠに示した介在機能は間接民主制のもたらす機能に他ならず、そこへの改善は直



接民主制の導入が理論上担う。また、Ⅱは議会制民主主義の歪みであり、議論の担保の仕組み導

入が期待される。そこで、両者への改善案として SNSを活用する民主主義を提示したい。 

 

１、SNSの活用 －直接民主制と寄り合い式の实現 

 

地方自治体運営を SNS によって行う政治システムを提案する。結論から言って、サイバースペ

ースである SNS は、改善ポイントⅠ、Ⅱを一度に克朋し得る点で新たな民主主義を实現する。つ

まりこれは、日本の純度の高い多様性が持つ可能性と高い編集能力をより高次な次元で保つ直接

民主制を可能にすると同時に、数の原理に頼らない議論を確保し、全体最適を目指す日本的意思

決定方式である「寄り合い」的要素をも満たせる画期的な手段だ。 

 

①より直接的な政治参加  

SNSによる地方自治体運営では、管理者が市町村長である SNS に市民は参加。政党、議会を介

さない直接的な長とのやり取りの上、個別政策への議論を双方向に行い、それらを踏まえた投票

を講じる。つまり、日本の多様性と編集能力を削ぐ政党や議会という介在機能なしに、直接的な

長の選択や政策決定を可能にする。但し、より厳密に言えば、この投票方式による最終決定は、

あくまで多数決原理の行使だ。しかし、SNS上では政党という介在機能はなく、同じ多数決原理

であってもそのそもそもの母集団は全個人が構成員であり日本を生かす多様性の純度は高い。議

会制の多数決原理の行使するにしても、日本らしさをより担保できる可能性が SNS にはある。 

この日本独自の能力を発揮させる SNS方式は、西洋に対して金太郎飴的でない日本らしい個別

性の高い戦略ある政策決定を可能にする。また、民意の民意反映度は当然議会制民主主義のそれ

よりも上回り、国民の満足度も向上。そもそも日本に適さない制度への不毛なバッシングは収ま

る。官僚機構も民主主義の綻びの現象への対応なしに、理性ある存在として本来の業務に徹する

ことが可能。そして、SNSのコミュニティ内では、そもそも垂直の契約概念の乏しく、横の連帯

感に反応する国民の連携を更に強める。また、民主主義の恩恵に鈍感な国民に、現实社会で失わ

れがちな懐かしい横の連帯感という契約概念を付与させ、新たな契約概念の登場の契機となり得

る。 

このように、OS の I は正され、運営側の錯覚も是正されるというミスマッチ改善の上に成り

立つ社会では、より实質的な政治議論の高まりが期待されよう。現に、劇的にネット普及が進み、

コミュニケーションコストが安くなった現代。益々ネットによる直接民主制の实現は現实味を帯

びてきた。twitter よる国民と首相が直結する機会の登場はその機運の高さを物語る。デジタル

デバイドの問題をクリアすれば、介在機能なしの国民の政策介入の可能性は更に高まる。 

 

②寄り合いの導入 －Ⅱへの打開策  

更に、SNS 方式は寄り合いという日本の本質的意思決定の土壌を組み込み、納得性の高い議論

と緩やかな合意形成を促す。 



 

・決定における討議 

より厳密に言えば、SNSによる寄り合いを基とする政策決定が可能なのはその個別課題の性質

による。つまり、意思決定に際して求められる迅速度レベルに応じ、時間のかけられる課題に対

しては SNS上で長やメンバーとの議論を確保する方法だ。また、未来を左右する超重要施策に関

しても適用すべきだろう。その際、ネットの匿名性を最低限排除し、開かれた場である必要があ

る。無責任の横行による堕落を避け、SNSは健全な議論する場として保ちたい。 

その討議を行う規模は古来の寄り合い例から見ても、当事者意識ありきの議論を促すため、全

員が共通に課題認識できる規模でなければならない。よって、大規模自治体では、住民全体の大

規模討議ではなくそれらを分割し小規模でグループを構成し「寄り合い」を行う方法を採る。そ

して、その寄り合いの成果を携えた代表者同士が、また別の適切な集合体をつくり討議する。イ

メージは総当たりではなく「勝ち抜き」だ。だが、当然意思決定に多数決ではなく、あくまでも

段階的な「寄り合い」の繰り返しで合意を目指す。非合理な寄り合い方式が、日本の本質に合致

し、統一感のない多様性からの化学融合たる日本の強みを引き出す。尚、地域連帯の低下が言わ

れるが、ネット上では自主的に人々は地域ごとに集まり、情報交換し、既に議論していたりする。

实際は地域への帰属意識も見て取れる。よって、本本式は、責任ある主体：地方自治体の運営で

行うことで住民全体参加を定着させ、ネットで容易な交流と議論を实現し、そうした帰属意識を

すくい上げ、有志でない全体による討議とそれを政策決定につなげる。 

また、寄り合い式卖体では確かに限定的な適応に留められる。が、逆に言えば必要に応じた柔

軟性の高い仕組みだ。これは、常に期間ありきで非効率な議会よりもある種効率的。かつ、事实

国民は選挙時のみの政治参加のような事態に陥る現状から考えても、一見非合理的な寄り合い式

は、实質的に日本に合わない合理的な間接民主制を超える、日本にとっては合理的なシステムだ。 

 

・討議のための討議 

また、SNS は投票前の個人の意見形成を行う純粋な議論の場を提供する。ただし、既存の議会

の課題と同様、決定を前提としない討議をどう活性化するかが争点。事实、国会では議決を伴わ

ない討議は概して不活発。議員が、責任を实質的に回避せんとする本質的性質は議論を更に遠ざ

ける。だが、SNS での討議の主体は、あくまでも直接民主制を大前提とした個人。かつ、地方自

治体というより小規模内の討議は、当事者としての主体性を増大させ、国会議論より活性化する

可能性は高い。現に活発なやり取りが見えるコミュニティの存在はこれを裏付ける。SNSが可能

にする通常の討議のための討議は、個人の意見形成の前段階で日本が志向する尽くす議論を誘発

し、多様な意見を知り吟味させるという参考程度に働く可能性はある。 

 

 

      ●通常（間接民主制）            SNS式 

       ＜ 政策決定＞              ＜政策決定＞    实質：二大政党制 ★２つの介在機能 



 

 

 

 

 

  

        

→審議・討議の場の形骸化 

 

 

図１：議会制と SNS式 

 

決定、討議のための討議いずれにせよ、寄り合い式卖体は莫大な時間的コストが要し、特に前

者においては課題を選ぶため制限的な運用となる。だが、包括的に見れば、SNSの促す直接民主

制は日本らしさを生かす一方、その多数決原理に頼らざるを得ない不完全性は、寄り合いの場提

供によって補完される。また、寄り合いでは決定不可能な課題に対しては、逆に投票を許す直接

民主制が作用する。つまり、SNS民主主義が許す直接民主的側面と寄り合い式は互いに補完し合

う柔軟な仕組みとして日本らしさを同時に实現する。 

 

２、議会制との共存の道 

地方における議会制民主主義の弊害を緩和させる工夫として SNSを提示した。が、中央政府へ

の本方式の導入による直接民主制と寄り合いは機能できるか疑わしい。直接民主制は、住民投票

として地方自治体という限定的枠組み内においては实現しているが、国家全体への普及はその規

模の大きさから厳しいとするのが通説。事实、半直接民主制を採るスイスも、国土の狭さと尐な

い人口が大前提。日本においても、確かにネットの登場はそれを打破する拡大性と迅速性の可能

性を持つ一方、その弊害も大きいと指摘される。故に、現状では、国会なしでの直接民主制は厳

しい。また、ネット上の寄り合いも、そのサイバー空間が自身を投影できる小規模集団である点

が大原則。また、参加性と討議制を共に満たす町村総会も实例は僅か１件と、寄り合いが議会の

代替機能を持つのも現实味はない。以上から、国レベルでのネット上の寄り合いによる討議制の

担保も、一方、国会の代わりの大規模寄り合いも根拠に乏しい。 
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第６章 震災を機に浮かび上がる緊急課題  

 

課題先進国としての日本の可能性が端的に表れたのが、先の東日本大震災である。そこで、西

洋文明の頓挫から派生した課題は、自然、エネルギーと人間の付き合い方に帰着する。 

 

・近代化の象徴：原子力 

福島の事故が提起したのは、科学技術とどのように付き合うかという問題である。資本主義社

会の原動力であり、近代化の象徴であったエネルギー、石炭、石油、原子力エネルギーがその対

象だ。また、その根底には、蔑ろにしてきた自然との付き合いをどのようにするかにつながる。 

今回の原発事故においては、運営側の管理体制の欠陥や不手際という懸念事項を除外した場合

でも、西洋的な破壊的科学の危険を世界に知らしめた。原子力大国として名を馳せる日本ですら

管理できなかったという結果は、その威力と限界を予期させるに十分だったのではないか。 

そもそも原子力とは、自然を破壊しその内部に人間の力を侵入させ、壊し、エネルギーを搾取

する形態を採る。これは、換言すれば、西洋的で力をもってして自然を征朋する方法論である。

しかし、こうした自然を人間が圧制することの限界が露呈したのが本事故であり、そこには、西

洋的な人間と自然との付き合い方そのものへの反省が来るべき課題ではないか。 

 

そこで注目されるのが、古来から自然と寄り添い生きてきた日本が生みだした自然調和的科学

である。燃料電池がその例だ。これらは、酸素を燃やし二酸化炭素を排出するという従来の温暖

化に作用する動きを伴わない。そして、日本文明が重要視してきた水、水素を原料とする。循環

系を重視したその知恵に基づく日本的なものが注目を浴びている。 

 

・自然との共生への道標は「美」にある －自然、エネルギー問題に際して 

更に大きな概念として有効なのは、日本の持つ、「美の文明」だと考える。今後日本が世界的

に発揮していくべき一つの武器として、暴力と破壊が前提となる文明への対抗策だ。 

歴史を振り返れば、科学技術の価値をもたらした真理が発祥した後、自由と平等の対立に垣間

見れた正義という「善」を巡る争いに世界は移行していた。常に善であるか否かを巡り、アメリ

カ文明を筆頭としたテロとの戦いも続いている。 

一方、独善的となり得る価値とは対照的に、地球環境の保全や、それに伴う資源エネルギーを

考える際に、この問いが立脚している価値は、それら２つを踏まえた、「美」である。言うなれ

ば、世界的に重要な価値は「真」→「善」→「美」へと変化してきているのだ。 

そしてまさにその現代の要請に応える「美」を先天的に持つのが、日本文明だ。常に「徳」や

「美」を愛し、自然を愛でる秀逸な文化が根付いている。科学的真理や善が一定の、答えを求め

させる価値であるのに対し、「美」というものの価値は、それを捉える者すべてが無限に創造で

きる柔軟性を持つ点がポイントだと考える。対立を前提とする前者２つにはない、余地を残す力

が、自然と共生する糧になる。 



■発信国としての新たな国へ 

 

これからの日本は、西洋中心主義との付き合い方を見直し、独自の価値を認識し、それを認め、 

そもそも「新たなルールと次なる手本はどこに求めるのか」という問いに対して、そのルールは

従来の西欧ではなく、自らに求めるという答えを導くべきにきている。そして事实、先の「美」

の文明を世界的な価値に押し上げる状況は揃っている。 

以上の方法論は非常に楽観的という指摘もあるかもしれない。また、世界への発信そのものは、

国内の大災害と原発事故の収拾という国内問題が足かせになり、後回しにならざるを得ない。し 

しかし、本文明が西洋中心主義の中で生き永らえてきたそのしぶとさに期待する。そして、日

本の時代は４０年スパンで上昇と下降を繰り返すバイオリズムの最中にあるために、次なるタイ

ミングに、その課題先進国としての真骨頂が発揮される時期が到来するのではないだろうか。 
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