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「『公共性の哲学を学ぶ人のために』合評会」報告 

 

安彦一恵 

 

 

キーワード 公共性、自由主義、共同体主義、共和主義、卓越主義、哲学 

 

科学研究費プロジェクト「応用倫理学各分野の基本的諸概念に関する規範倫理学的及

びメタ倫理学的研究」（坂井昭宏研究代表）との共催で、２００４年１２月１８日の京都

生命倫理研究会（於：京都女子大学）において、安彦一恵／谷本光男編『公共性の哲学

を学ぶ人のために』（世界思想社、２００４年）の合評会が行なわれた。本書の構成に従

って、品川哲彦氏が序論および第一部、吉谷啓次氏が第二部、柏葉武秀氏が第三部につ

いて、それぞれ全論稿にコメントを行なった。これについては、各コメンテーターによ

る別稿のかたちでそれぞれ報告がなされる。以下、本報告を読まれる方は、この各コメ

ンテーター報告のほうを先に読んで頂きたい。 

 安彦が司会を担当したが、司会者としては、主として質疑・応答部分でなされた討論

について、今後の考察の展開に資するという観点から、いくつかの論点整理を行なって

おきたい。討論部分は、各コメンテーターによる個々の論稿のコメントへの各執筆者の

反論が時間的には大半を占めた。しかし、当日欠席の執筆者の方も多くおられ、また出

席されていた方の反論も時間の制約で短いものに留まらざるをえなかったし、それに録

音が必ずしもうまくいかなかったので、“再録”的報告はやめて、以下、質疑・応答部分

全体を半ば再構成して、いくつかの重要と思われる論点を拾い上げたいと思う。司会と

しては、当日も、なるべく基本的な論点の確認ができるかたちで討論進行を方向づけよ

うとしたが、本報告は、その方向で纏めたものともなる。最小限には留めたいと思うが、

必要上、少なくとも文字通りには当日発言のなかったものを事後的に付加する部分が含

まれていることもご了解いただきたい。 

 なお、当日、資料として、各コメンテーターのレジュメの他に、いずれも『公共的良

識人』２００４年１０月１日号に掲載されたものであるが、a.山脇直司氏による本書の

書評、b.対論という趣旨で共載された安彦による山脇氏『公共哲学とは何か』（ちくま新

書、２００４年）の書評、および、c.第一部第一論稿執筆者の森村進氏の、この論稿へ

の補完の趣旨をもつ論稿「政府の疑似公共性と市場の公共性」のコピーが配付されたが、

適宜これらへも関説させて頂く。また、一部、昨年８月に北海道大学で行われたワーク

ショップ「応用倫理学の倫理学への貢献」と関連する部分もあるので、その記録（坂井

昭宏研究代表『応用倫理学各分野の基本的諸概念に関する規範倫理学的及びメタ倫理学

的研究』（平成１６年度研究成果報告書）に所収） ― 以下、『報告書』と略記 ― にも

言及させて頂く。 
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１. 公共性の「哲学」について 

 

 本書は、タイトルに明示されているように、「哲学」の立場に立つものである。「序論」

でそれについて簡単に触れられているが、品川氏がコメントでそれをテーマ的に取り上

げた。編者の企図としては、「哲学」の鮮明化は、執筆者のほとんど全員が哲学（あるい

は、哲学史や法哲学等各論的哲学、あるいは倫理に関する哲学としての倫理学をも含め

て哲学系諸学）に定位しているところから、他の諸学からの「公共性」へのアプローチ

との差別性を前面に出したものである。ここから言うなら、その差別化として、氏も確

認しているように、普通に見ても「概念的分析(conceptual analysis)」を基本とするこ

とになるであろう。 

 しかし氏は、第一に、「概念的分析」に一定の評価を与えつつも、学問の中立性の問題

と絡めて異論を呈した。氏は安彦に対して端的に「中立性を標榜するか」と問うたが、

それに対しては、メタ学（たとえば「メタ倫理学」という場合の）としては当然「中立

性」を立場とする、と回答した。しかしそのことは、そもそも何を問題として取り上げ

るかのいわば問題論的立場が「中立」であることを意味しない。そこには各研究者の価

値観といったものが当然作用する。しかし他方、そのことは、問題として取り上げたも

のの分析が価値依存的であることを意味しはしない。これは、古典的にはすでにＭ・ウ

ェーバーが説いているところである。 

 氏は、「分析」総体の「中立（可能）性」をむしろ否定しつつ、重要なのは「文脈の選

択」であって、その選択が「公共性」理解にも貢献すると語っている。ここで逆批判を

許していただけるなら、そもそも「文脈の選択」とは何かと問いたい。私が主張してい

るのは、たとえばリベラリズムに（規範的に）定位するか共同体主義に定位するかによ

って「公共性」理解そのものが異なってくるのであって、世の諸発言はこのことに無自

覚なままに規範的に「よき公共性」を主張し合っているだけであって、「概念的分析」は

この各主張にそれぞれ“イズム”が反映していることを解明するものでもある、という

ことである。あるいはまたこうも言える。そうした無自覚的発言の対立の場合、「では事

実をよく調べてみよう」と展開されていくこともあるが、規定因としての“イズム”に

無自覚であることによってその事実探究そのものが無限に続くことになり、主張対立は

少しも解消されないことになる。その事態に対しては、規定因としての“イズム”を解

明することによって論争に決着の道筋を付けることができる、とも説いているのである。 

 これは、品川氏のタームで言うなら「すれ違い」の克服だとも言っていい。しかしそ

れは、議論というものの本質をなすのであって、私からするなら、「概念的分析」の作業

を伴わないかぎり、「すれ違い」はそのことに気づかないままに相互に（自分の）正しい

主張と（相手の）誤った主張との対立としてのみ了解され、その結果、無限に自己増殖

していくことになる。「概念的分析」は、「すれ違い」をまさしく「すれ違い」として解

明することによって、議論に対立解消に向けての方向性を与えうるものなのである。さ
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らに言うなら、「すれ違い」の解明は、単にそのことの確認に留まるものではない。「す

れ違い」が「すれ違い」であるのは、各規範的主張が端的に事実（として偽装されたも

の）に基づく、その意味で根拠をもった正しい主張であると、それぞれ意識されている

からでもある。そこのところを「概念的分析」は、そこに「主義」が規定要因になって

いることを意識させることによって、その「主義」同志の主張の対立へと次元をヴァー

ジョン・アップさせるのである。（「主義」が基底的には「良き生」をめぐるものである

とするなら、このことは、私がかつて「倫理的還元」として術語化したものの主張であ

る（『報告書』３７頁参照）。） 

 こうしたものとしての「概念的分析」の主張は、柏葉氏によって、いわばその不徹底

を批判するというかたちで、（たとえば、特に山崎論稿、大山論稿に対して）「コメント」

がなされているとも言いうる。（吉谷報告については、「レジュメ」に「コメント」部分

がないので、（不完全な録音を基にしては）このことを確認できなかった。） 

 これは、同様古典的タームで言って「イデオロギー暴露」と換言してもいいのである

が、「文脈選択」という言い方では、いわば（それぞれの「文脈」内で）自体的に存在す

る問題にどうアプローチできるかということで、主張の相違はそうした事実解明的主張

の相違であるかのように偽装されてしまう。世間でなされている「公共性」発言は、こ

の偽装された事実性に基づいて強度の規範的発言となっている。これに対して「概念的

分析」は、何を問題として取り上げるかによって一定のいわば価値空間を措定し、その

内部で分析を進めるのではあるが、その空間内では逆に規範的主張を禁欲する。その意

味ではあくまで「中立性」を標榜する。たとえば「ｘｘがよい」と語るときでもいわば

引用符付きで、こういう「主義」に基づくときは「ｘｘがよい」とされることになる、

と語ることになる。さらに言うなら、価値空間の措定そのものがいわば仮設的でもあり

うる。編者＝「序論」執筆者としては、この基底レヴェルで、その意味で「中立的」で

あろうと努めた。この点は、昨年８月の研究会で安彦が品川氏にそのスタンスについて

質問したところとも密接に関連する（『報告書』５、１７－８頁参照）。 

 品川氏は第二に、「公共性の哲学」をむしろ（「公共性」を問う）諸学が交流する場と

して規定しているようにも思える。しかしその場合、諸学の一つとしての「哲学」は実

は存在しないことになるか、あるいは ― これは昨年８月の研究会でも論点となったと

ころであるが ― 諸（個別）学の知見を総合する「総合学」とでも言ったものとなるか

である（『報告書』５頁参照）。これは実は山脇氏に対しても危惧をもったところである

のだが（上の論稿 b.参照）、その場合、各個別諸学が専門的知見を求めるものであると

して、それに対して素人的なものともなりかねない。あるいは、それをカヴァーするか

たちで、物事の本質を鋭く掴み取る“高尚な”発言とでもいったものになりかねない。

（あえてこれと関連づけるが、いわゆる「少子化問題」について、「環境の観点からは少

子化はむしろ好ましいのでは」という発言に対して、加茂氏は、そうした概括的な議論

は乱暴であって、もっと個別的な諸問題に即した議論が必要である、と説いた。）文明批
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評的な発言がその代表例であるが、本書で「哲学」を言うとき、そうした高等（高踏）

知識人路線からも距離を取って「概念的分析」を前面化したのである。これは「分析哲

学」的「哲学」理念だと言われるかもしれないが、少なくともこの理念 ― これは何も

二十世紀のいわゆる「分析哲学」だけでなく、イギリス経験論などにも見られるところ

であるし、さらに遡ってギリシア哲学のスタイルにもそうした側面が含まれているとも

言いうる ― のもとでは、「哲学」は諸学のなかで「概念的分析」に強く定位することに

よって一つの固有性をもっているのである。 

 

２. （たとえば）「経済」は「領域」か「方法」か 

 

 「経済」を一例として説明するが、第一部の「経済」「倫理」「政治」（および「文化」）

は、そう了解される場合が多いのであるが「領域」の別ではない。氏は他方で、「経済学」

を一つの「方法論的アプローチ」と規定しつつも、この「領域」の別ではないというこ

とを無視しているように思える。確かに現在では通常、「経済学」は現実世界の「経済」

という「領域」を問う学問であると了解されているが、学問の成立過程にも着目するな

ら「経済学」とは、いわば現実を「経済」として問うものである。これは「序論」で明

示したところ（２～４節の節タイトル）から直ちに言いうるところであるが、「経済学」

とは換言するなら、人間を「経済人」として（理念化的に）規定することの前提の上で、

その人間の関係態を問うものである。であるからまた、 ― 少なくとも、たとえばパレ

ートの学問規定では ― 「経済人」が合理人であるとして、それに対して人間を非合理

なものでもあるとする前提の上で、「経済学」に対抗して、現実世界を「社会」として規

定しつつ「社会学」が成立してきたのでもあるのである。 

 「方法論」は単に学問（内部）的なものであるだけではなく、それ自身一定のイデオ

ロギーによって規定されたものでもある。「経済学」は明らかにリベラリズムと親和的で

ある。ちなみに、現実には「経済学」といっても諸種あって、人間を「社会」的存在(homo 

sociologicus)であると規定するところから論を立てる「社会経済学」は、その代表的論

者が西部邁氏・佐伯啓思氏・松原隆一郎氏等であるところからも容易に了解できるよう

に、「共同体主義」と親和的である。 

 

３. 「公共的であることは」は（何かの）手段であるのか（それ自身）目的であるのか 

 

 これは「序論」（１８頁）で、ロールズに即して「古典的共和主義」と「公民的ヒュー

マニズム」との相違として簡単に問題にしたところであるが、そもそも人が「公共的で

あること」は、何らかのこと ― 一般的に言うなら、人がそれぞれよく生きうること ― 

のために手段的に必要な在り方なのか、それとも、それ自身「よき生」を（したがって

目的的に）構成するものであるのか、という基本的問題性がある。これは品川報告でも、
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川本論稿コメントにおいて、川本氏のスタンスを「公共性が人間のいかなる側面にした

がって要請されるのかという問題に通じて……」と理解するというかたちで、問題とさ

れているとも見うる。また吉谷報告では端的に、各人の「私的利益」を（よりよく）確

保するための（「何かのための」）公共性という社会契約論的発想と、それに対する「そ

れ自体が目的とされる」公共性の発想との対比がなされている。 

 吉谷氏は、ルソーが後者であること ― たとえば「公的幸福」を説くものとして ― の

指摘は当然として、さらに、北尾論稿から、後者としてカントを理解する試みを読み取

っている。このことと関連するであろうが、北尾氏は、「適法性のレヴェルで、……義務

倫理をベースにして公共性を論じる立場」だとして、おそらく契約論的発想の枠内にあ

るものだとして批判する山脇氏のカント理解（上記 a.参照）に対して、概ね「真意を理

解していない」として反批判し、改めて自論稿の説明をした。ちなみに、メタ的にコメ

ントするなら、この点において山脇氏がカントを半ば「素人」的に了解して一蹴してい

るのに対して、北尾氏はカント「専門」家として、カントを丁寧に読み、そこに目的論

的「公共性」観を読み取っている、とも言いうる。本書が第三部として哲学史的＝思想

史的考察の部分を設定したのは、こうした堅実な論究の必要性をも痛感していたからで

ある。 

 編者として、公共性の「政治性」の次元を一つの次元として（理念的に）確保しよう

としたのは、この目的的公共性の場を押えるためでもあった。逆に、「経済性」「倫理性」

の次元での公共性については、私としては、「政治性」との（理念的）区別を明確にする

ために、この目的性を捨象して類型を措定すべきであると考えている。 

 

４. 政治的公共性 

 

 人がそれぞれに、かつ、必ずしも自分だけでなく全ての者がそれぞれに「良き生」を

営んでいるとして、なぜ、それに加えて、（家族的なレヴェルを越えた、多くの他者との）

社会的関係態においても、かつそれ自身として「よく」あらねばならないのか。加藤論

稿はまさしくこれを問うものである。加藤氏の回答の基本方向は、「集合的アイデンティ

ティの確立のため」というものである。 

 しかし伝統的には、ここは「名誉（心）」から、「名誉」（という目的）が獲得される場

として「政治的公共性（公共空間）」が了解されている。主義として言うなら、これは「共

和主義」 ― 上述のロールズのタームで言うなら（むしろ）「公民的（シヴィック）ヒュ

ーマニズム」 ― と親和的である。しかし「共和主義」は、近世初頭の（イタリア等）

都市国家 ― 共和政ローマも加えていいであろうが ― の在り方を典型とするところか

らも言えるように、貴族政と半ば本質的な連関をもつものである。「名誉」は或る特定少

数のものであって初めて「名誉」と言いうるからである。これに対して加藤論稿は、（自

由）民主主義を前提とした「共和主義」を志向しているとも言いうる。 
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 「共和主義」と「共同体主義」は相互互換的なタームとして使用されているケースも

なくはない。「共同体主義」であるなら、或る意味で容易に、民主主義的な政治的公共性

を考えうる。「共同体主義」とは、「共同体」に共通の価値を各個人が体現する、あるい

は実現していく、かつその共通性において自己を共同体の一員として自覚する（換言す

るなら「集合的アイデンティティ」をもつ）ことに重きを置く考えであり、そうした価

値追求は原理的にすべての者に開かれているからである。この価値が国家（規模の）の

価値であって、国民がその価値を自らの「目的」とするとき、容易に「共和主義」とな

りうるとも考えられるのである。しかし私は、共和主義を共同体主義から区別したいと

思う。共同体主義は、いわば内容的な共通価値を志向することを説くものであるのに対

して、共和主義は、たとえこれと同じ価値に即してであっても ― 逆に、必ずしも共通

のではない価値に即してであってもいい ― 、また、単に個人的にではなく、共同とい

う全体のためということを本質要素として含みつつも、（その価値の志向そのものではな

く、）その価値志向における卓越とでもいったいわば形式性を説くものである。「名誉」

の場合これは了解しやすいが、「名誉」は、なんらかの自体的な価値が（まず）あって、

それを求めること（そのもの）にあるのではなく、それを求めることにおいて他人に勝

るというところにあるからである。（ただし、これは政治的公共性全般の問題性の一形態

でもあるが、 ― 通常もこう説明されることが多いのであるが ― 自己利益でなく全体

の利益のために行為するところに「名誉」が与えられるとして、この「名誉」が ― 一

種の自己利益として ― 目的としてあって、その目的実現のための手段として全体のた

めの行為がなされると見るとき、その行為は「公共的」であると言い難くなる、という

側面もある。） 

 「共和主義」の原理は「名誉」だけである必然性はない。したがって、国民間の（端

的には）競争という（形式的）側面を必ずしも本質としなくてもいい。だが、その場合

であっても、（共同体主義的価値の内容性に対して）形式性を本質としてもっていなけれ

ばならない、と私は考える。加藤氏は論をＣ・シュミットへの言及から始め、「彼のいう

「政治的なもの」は、「友」と「敵」という集合的な同一化に関わっている」と確認され

るが、この「政治的なもの」の規定も形式的なものである。言うまでもなく、この「政

治的なもの」は私の類型では「政治的公共性」の事柄である。これをさらに「共和主義」

的なものとするかどうかは、大半は「共和主義」の規定に懸かっている。伝統的には、

あるいは歴史的事象を説明する用語としては「共和主義」は貴族政と親和的であるが、

非-貴族主義的な、民主主義的な共和主義を考えることも可能である。 

 品川氏による「わかりにくい」という加藤論稿コメントは、むしろ共和主義と共同体

主義を等置的に理解することに原因しているのではないか、と私は見ている。加藤氏は、

当日もＣ・ムフに即して（おそらく）こういう趣旨で回答していたと思うが、集合的ア

イデンティティといっても、いわば差別－被差別の対立が先行してあるのであって、そ

の対立における被差別者側が差別されている者たちの同一性を自覚することとして生じ
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てくるのである。したがってまたそれは、その対立がどのようなものであるか、あるい

はどのようなものとして意識されるかによって、当然いわば組み直されてくることにも

なる。 

  

５. 文化主義としての共同体主義 

 

 これに対して、共同体主義における集合的アイデンティティは本質的に単一でなけれ

ばならない。（対立の）状況毎に一個人において転形していくものであってはならない。

確かに、共同体主義は近代の国民国家と密接な関係をもつものであって、そうした国家

の本質である「われわれを一つの国民と自覚する」といった意識の成立は、外（国）と

の関係性が一要因となっている。その関係性において「われわれ」に固有のものとして

一定の価値が措定され、その価値の共同追求として集合的アイデンティティが形成され

てきたのであると言うこともできる。しかし、たとえ発生的にはそうであっても、外と

の関係は必ずしも本質的でない。論理的には、そうしたアイデンティティが内発的に ― 

あるいは、国内におけるたとえば個人主義者に対抗して ― 成立してくることも考えら

れる。 

 いま近代日本で言うなら、「（われわれ）日本人」という意識はたしかに諸外国の日本

への介入（「黒船」）によって触発されたのであり、そこで西洋文化（価値）に対して日

本文化（価値）が共通に追求すべきものとして主張されてきたのでもあるが、それは必

ずしも「友・敵」理論に当てはまるものでない。この理論で言うなら、ある場合は西洋

に対する「東洋」、また別の場合は後進アジアに対して先進国（「脱亜」）というアイデン

ティティが形成されたとしても、それはむしろ当然であるということになる。これに対

して、共同体主義からするなら、「大東亜」と「脱亜」とは、むしろ、本来単一であるべ

きアイデンティティの分裂と見られることになる。 

 私の分類方針では「共同体主義」は、（単に「個人主義」に対して）何であれ「共同性」

を重視するものがそうであるというのではなく、共同体が（仮構的にではあれ）もつ一

定の（内容的）価値に即して、それをまさしく共通の価値として、それを共通に追求す

るものとして集合的アイデンティティをもつべきだと説くものである。 

 私の見方では、この「価値」の中核にあるのは「文化」である。あるいはむしろ、そ

うした価値として集合的自覚の媒体となるものが「文化」と呼ばれるのである。藤野氏

流に言うなら、「文化は「アイデンティティのメディア」である」（８０頁）。したがって

私は「共同体主義は文化主義という性格をもつことになる」（２０頁）と述べたのである

が、「文化」という言葉をこの意味で用いるなら、この「文化」を本質的要素とするか否

かによって、「共同体主義」と「共和主義」とを区別することが可能である。このことは、

たとえば「憲法愛国主義」を説くハーバマスを「共和主義者」として規定することと整

合的である。彼は「憲法愛国主義」をまさしく（私の意での）「文化国家」に対立するも
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のとして説いているからである。「憲法愛国主義」とは、いわば内容的価値を前提とせず、

価値を措定するとしても国家（という共同性）そのものを、それを規定する「憲法」に

即して価値とするものである。 

 （当然であるが）藤野氏は「文化」に即して「共同体主義」を理解している。しかし、

用語集の「共同体主義」の項目においては、「共同体主義は、個人・共同体・国家という

三項関係の中で共同体の意義を強調する」と解説していて、ここは ― たとえば、カナ

ダ（という国家）内部のケベック（のフランス系エスニック集団）に定位するＣ・テー

ラーの場合そういう側面が強いのであるが ― 「多文化主義」的バイアスがかかったも

のとなっている、と考える。私の見方では「共同体主義」とは、それ自身としては、そ

うした「中間集団」レヴェルを有意化するものではなく、それも含めておよそなんであ

れ「共同体」との関係において、一定の「文化」に即して自己を何らかの共同体の一員

としてアイデンティファイすることを説くものである。その「共同体」が「中間集団」

的レヴェルのものであるか「国家」レヴェルのものであるかは等価値である。あるいは、

公共性を問う場面ではむしろ、国家という公共態を「共同体主義」的に考えるヴァージ

ョンをこそ問題にすべきだと考える。 

 

６. 二つの自由主義（リベラリズム） 

 

 吉谷氏のコメントへの回答として林氏は、「自由主義の多義性」の存在を指摘し、分節

化の必要を説いた。そのポイントは、「よき生」の内容をどれくらい取り込んでくるかで

ある。これは、児玉論稿が中心テーマとしたところであるが、それとの関わりで言うと、

自由主義のＪ・ミル（父ミル）（およびベンサム）型とＪ・Ｓ・ミル（子ミル）型の区別

と表現することもできる。 

 しかし、そもそも「よき生」であるかどうかということは、特に「自由主義」からは

一義的に規定しがたいところであって ― これは「寛容」の問題（谷本論稿参照）とも

関連している ― 、そこで林氏は「卓越主義(perfectionism）」概念を持ち出して、これ

を採るヴァージョンの自由主義とそうではない自由主義という対比を提示した。これに

ついては、共同体主義との絡みで吉谷氏から再コメントがあったが、それに対しては林

氏は、或る種、教科書的に、「善に対する正の優先性」を語り、（同じく「よき生」＝卓

越性を説くとしても）これによって自由主義は共同体主義から区別されると回答した。

ここで、そうした「正の優先」も一つの価値観であることになるのではないか、といっ

た趣旨の質問が出たが、私としては、その場合の価値は一種形式的なものであって、通

常の内容的価値観とは異なる、とできるのではないかと考えている。また、ここから、

そうした「正」を価値とすることとして自由主義（の或るヴァージョン）は「共和主義」

的でありうる、とも考えられる。（北尾氏のカントも、厳密に見るなら、ここに分類され

ることになるかもしれない。） 
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 確かに、共同体主義は卓越主義と親和的であるが、しかし概念としては両者を明確に

区別しておく必要があると考える。そうすると（当然）非-共同体主義的＝自由主義的な

ヴァージョンの卓越主義もありえるのであって、そこで自由主義内部において卓越主義

vs.非-卓越主義（これを「消費者主権主義」とも呼びうる）の対立が考えうることにな

る。そこで、司会として私は（および蔵田氏も）この線での議論を求め、近年の卓越主

義的自由主義の代表格であるラズに即して、ラズ路線を採るか否かの明示を林氏に要請

したが、その場では明示的回答はなかった。（ちなみに、森村氏は明瞭に卓越主義を退け

ている。） 

 古典的に言うとカントが卓越主義の一つの典型例であるとも言いうる。これに即して

司会から（カント主義者）北尾氏に対して、消費者主権主義ではなぜいけないのかの説

明が求められた。これについて北尾氏は、消費者主権主義は、カント的「自律」から（も）

の解放を語っていることになるが、それは実は「他律」でしかない、したがって、そも

そも「自由」を重視していないことになる ― やや敷衍するなら、大要このように回答

した。これにコメントするなら、結局、自由（の主体）というものをどう規定するのか

と議論が展開していくことになると考えられる。 

 

７. 「自由主義 vs.共同体主義」の再検討 

 

 司会から、「最高の自由は共同である」と説くヘーゲルに即して、共同体主義からの（基

底的な）自由主義批判を求めたが、栗原氏はむしろ、そもそもの社会の安定という点か

ら ― 具体的に「恐慌」を念頭において ― 、各人が（たとえ他者へ危害を加えること

がなくても）「消費者」としてのみ振舞うなら社会が存立しえないであろう、そこに（市

民社会を越えた）国家の必要がある、と説いた。ただし、栗原氏の解釈では、ヘーゲル

の国家はあくまで個人の自由の確保のためのものである。したがって栗原氏によるなら 

― やや強引に纏めるが ― ヘーゲルはいわゆる共同体主義者ではない。（たとえば、経

済の統制の必要を言うケインズがそうでないのと同様に。） 

 これは（実は）安彦も、そうであると考える。というか、自由主義 vs.共同体主義の

図式に、国家による市民社会の統制が絡められて、統制を拒否する前者と統制の必要を

説く後者という図式が提示されてもいるが、これは誤りだと思う。栗原氏のヘーゲルが

そうであるように、個人の自由が核にあるかぎりで、その保障のために国家を語るもの

は、それ自身では自由主義に分類すべきである。水谷氏や大山氏から、（自由主義者）ロ

ールズの「正」概念への批判がなされたが、したがって、それはそのままでは共同体主

義に与することにはならない。 

 逆に言うなら、共同体主義は、単になんらかの（国家という）共同体を強調すること

を越えて、さらに何かを主張するものとして初めて共同体主義である、と考えるべきで

ある。先には、共同文化的自覚主義とでも呼べるものとして共同体主義の（再）規定を
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提唱したが、それを採らないとしても、共同体主義はもっと限定して了解されるべきで

あろう。そして、これに対応して、自由主義についてももっと厳密な（再）規定が必要

であろう、とも付言しておきたい。* 

                             
* 本ファイルは、『応用倫理学研究』（応用倫理学研究会）第 2号,2005年,pp.126-134 に掲載された「「合

評会」報告」の電子版である。記述内容はそれと同一であるが、ページ数は異なる。 



「『公共性の哲学を学ぶ人のために』合評会」報告


安彦一恵


キーワード　公共性、自由主義、共同体主義、共和主義、卓越主義、哲学


科学研究費プロジェクト「応用倫理学各分野の基本的諸概念に関する規範倫理学的及びメタ倫理学的研究」（坂井昭宏研究代表）との共催で、２００４年１２月１８日の京都生命倫理研究会（於：京都女子大学）において、安彦一恵／谷本光男編『公共性の哲学を学ぶ人のために』（世界思想社、２００４年）の合評会が行なわれた。本書の構成に従って、品川哲彦氏が序論および第一部、吉谷啓次氏が第二部、柏葉武秀氏が第三部について、それぞれ全論稿にコメントを行なった。これについては、各コメンテーターによる別稿のかたちでそれぞれ報告がなされる。以下、本報告を読まれる方は、この各コメンテーター報告のほうを先に読んで頂きたい。


　安彦が司会を担当したが、司会者としては、主として質疑・応答部分でなされた討論について、今後の考察の展開に資するという観点から、いくつかの論点整理を行なっておきたい。討論部分は、各コメンテーターによる個々の論稿のコメントへの各執筆者の反論が時間的には大半を占めた。しかし、当日欠席の執筆者の方も多くおられ、また出席されていた方の反論も時間の制約で短いものに留まらざるをえなかったし、それに録音が必ずしもうまくいかなかったので、“再録”的報告はやめて、以下、質疑・応答部分全体を半ば再構成して、いくつかの重要と思われる論点を拾い上げたいと思う。司会としては、当日も、なるべく基本的な論点の確認ができるかたちで討論進行を方向づけようとしたが、本報告は、その方向で纏めたものともなる。最小限には留めたいと思うが、必要上、少なくとも文字通りには当日発言のなかったものを事後的に付加する部分が含まれていることもご了解いただきたい。


　なお、当日、資料として、各コメンテーターのレジュメの他に、いずれも『公共的良識人』２００４年１０月１日号に掲載されたものであるが、a.山脇直司氏による本書の書評、b.対論という趣旨で共載された安彦による山脇氏『公共哲学とは何か』（ちくま新書、２００４年）の書評、および、c.第一部第一論稿執筆者の森村進氏の、この論稿への補完の趣旨をもつ論稿「政府の疑似公共性と市場の公共性」のコピーが配付されたが、適宜これらへも関説させて頂く。また、一部、昨年８月に北海道大学で行われたワークショップ「応用倫理学の倫理学への貢献」と関連する部分もあるので、その記録（坂井昭宏研究代表『応用倫理学各分野の基本的諸概念に関する規範倫理学的及びメタ倫理学的研究』（平成１６年度研究成果報告書）に所収） ― 以下、『報告書』と略記 ― にも言及させて頂く。


１. 公共性の「哲学」について


　本書は、タイトルに明示されているように、「哲学」の立場に立つものである。「序論」でそれについて簡単に触れられているが、品川氏がコメントでそれをテーマ的に取り上げた。編者の企図としては、「哲学」の鮮明化は、執筆者のほとんど全員が哲学（あるいは、哲学史や法哲学等各論的哲学、あるいは倫理に関する哲学としての倫理学をも含めて哲学系諸学）に定位しているところから、他の諸学からの「公共性」へのアプローチとの差別性を前面に出したものである。ここから言うなら、その差別化として、氏も確認しているように、普通に見ても「概念的分析(conceptual analysis)」を基本とすることになるであろう。


　しかし氏は、第一に、「概念的分析」に一定の評価を与えつつも、学問の中立性の問題と絡めて異論を呈した。氏は安彦に対して端的に「中立性を標榜するか」と問うたが、それに対しては、メタ学（たとえば「メタ倫理学」という場合の）としては当然「中立性」を立場とする、と回答した。しかしそのことは、そもそも何を問題として取り上げるかのいわば問題論的立場が「中立」であることを意味しない。そこには各研究者の価値観といったものが当然作用する。しかし他方、そのことは、問題として取り上げたものの分析が価値依存的であることを意味しはしない。これは、古典的にはすでにＭ・ウェーバーが説いているところである。


　氏は、「分析」総体の「中立（可能）性」をむしろ否定しつつ、重要なのは「文脈の選択」であって、その選択が「公共性」理解にも貢献すると語っている。ここで逆批判を許していただけるなら、そもそも「文脈の選択」とは何かと問いたい。私が主張しているのは、たとえばリベラリズムに（規範的に）定位するか共同体主義に定位するかによって「公共性」理解そのものが異なってくるのであって、世の諸発言はこのことに無自覚なままに規範的に「よき公共性」を主張し合っているだけであって、「概念的分析」はこの各主張にそれぞれ“イズム”が反映していることを解明するものでもある、ということである。あるいはまたこうも言える。そうした無自覚的発言の対立の場合、「では事実をよく調べてみよう」と展開されていくこともあるが、規定因としての“イズム”に無自覚であることによってその事実探究そのものが無限に続くことになり、主張対立は少しも解消されないことになる。その事態に対しては、規定因としての“イズム”を解明することによって論争に決着の道筋を付けることができる、とも説いているのである。


　これは、品川氏のタームで言うなら「すれ違い」の克服だとも言っていい。しかしそれは、議論というものの本質をなすのであって、私からするなら、「概念的分析」の作業を伴わないかぎり、「すれ違い」はそのことに気づかないままに相互に（自分の）正しい主張と（相手の）誤った主張との対立としてのみ了解され、その結果、無限に自己増殖していくことになる。「概念的分析」は、「すれ違い」をまさしく「すれ違い」として解明することによって、議論に対立解消に向けての方向性を与えうるものなのである。さらに言うなら、「すれ違い」の解明は、単にそのことの確認に留まるものではない。「すれ違い」が「すれ違い」であるのは、各規範的主張が端的に事実（として偽装されたもの）に基づく、その意味で根拠をもった正しい主張であると、それぞれ意識されているからでもある。そこのところを「概念的分析」は、そこに「主義」が規定要因になっていることを意識させることによって、その「主義」同志の主張の対立へと次元をヴァージョン・アップさせるのである。（「主義」が基底的には「良き生」をめぐるものであるとするなら、このことは、私がかつて「倫理的還元」として術語化したものの主張である（『報告書』３７頁参照）。）


　こうしたものとしての「概念的分析」の主張は、柏葉氏によって、いわばその不徹底を批判するというかたちで、（たとえば、特に山崎論稿、大山論稿に対して）「コメント」がなされているとも言いうる。（吉谷報告については、「レジュメ」に「コメント」部分がないので、（不完全な録音を基にしては）このことを確認できなかった。）


　これは、同様古典的タームで言って「イデオロギー暴露」と換言してもいいのであるが、「文脈選択」という言い方では、いわば（それぞれの「文脈」内で）自体的に存在する問題にどうアプローチできるかということで、主張の相違はそうした事実解明的主張の相違であるかのように偽装されてしまう。世間でなされている「公共性」発言は、この偽装された事実性に基づいて強度の規範的発言となっている。これに対して「概念的分析」は、何を問題として取り上げるかによって一定のいわば価値空間を措定し、その内部で分析を進めるのではあるが、その空間内では逆に規範的主張を禁欲する。その意味ではあくまで「中立性」を標榜する。たとえば「ｘｘがよい」と語るときでもいわば引用符付きで、こういう「主義」に基づくときは「ｘｘがよい」とされることになる、と語ることになる。さらに言うなら、価値空間の措定そのものがいわば仮設的でもありうる。編者＝「序論」執筆者としては、この基底レヴェルで、その意味で「中立的」であろうと努めた。この点は、昨年８月の研究会で安彦が品川氏にそのスタンスについて質問したところとも密接に関連する（『報告書』５、１７－８頁参照）。


　品川氏は第二に、「公共性の哲学」をむしろ（「公共性」を問う）諸学が交流する場として規定しているようにも思える。しかしその場合、諸学の一つとしての「哲学」は実は存在しないことになるか、あるいは ― これは昨年８月の研究会でも論点となったところであるが ― 諸（個別）学の知見を総合する「総合学」とでも言ったものとなるかである（『報告書』５頁参照）。これは実は山脇氏に対しても危惧をもったところであるのだが（上の論稿b.参照）、その場合、各個別諸学が専門的知見を求めるものであるとして、それに対して素人的なものともなりかねない。あるいは、それをカヴァーするかたちで、物事の本質を鋭く掴み取る“高尚な”発言とでもいったものになりかねない。（あえてこれと関連づけるが、いわゆる「少子化問題」について、「環境の観点からは少子化はむしろ好ましいのでは」という発言に対して、加茂氏は、そうした概括的な議論は乱暴であって、もっと個別的な諸問題に即した議論が必要である、と説いた。）文明批評的な発言がその代表例であるが、本書で「哲学」を言うとき、そうした高等（高踏）知識人路線からも距離を取って「概念的分析」を前面化したのである。これは「分析哲学」的「哲学」理念だと言われるかもしれないが、少なくともこの理念 ― これは何も二十世紀のいわゆる「分析哲学」だけでなく、イギリス経験論などにも見られるところであるし、さらに遡ってギリシア哲学のスタイルにもそうした側面が含まれているとも言いうる ― のもとでは、「哲学」は諸学のなかで「概念的分析」に強く定位することによって一つの固有性をもっているのである。


２. （たとえば）「経済」は「領域」か「方法」か


　「経済」を一例として説明するが、第一部の「経済」「倫理」「政治」（および「文化」）は、そう了解される場合が多いのであるが「領域」の別ではない。氏は他方で、「経済学」を一つの「方法論的アプローチ」と規定しつつも、この「領域」の別ではないということを無視しているように思える。確かに現在では通常、「経済学」は現実世界の「経済」という「領域」を問う学問であると了解されているが、学問の成立過程にも着目するなら「経済学」とは、いわば現実を「経済」として問うものである。これは「序論」で明示したところ（２～４節の節タイトル）から直ちに言いうるところであるが、「経済学」とは換言するなら、人間を「経済人」として（理念化的に）規定することの前提の上で、その人間の関係態を問うものである。であるからまた、 ― 少なくとも、たとえばパレートの学問規定では ― 「経済人」が合理人であるとして、それに対して人間を非合理なものでもあるとする前提の上で、「経済学」に対抗して、現実世界を「社会」として規定しつつ「社会学」が成立してきたのでもあるのである。


　「方法論」は単に学問（内部）的なものであるだけではなく、それ自身一定のイデオロギーによって規定されたものでもある。「経済学」は明らかにリベラリズムと親和的である。ちなみに、現実には「経済学」といっても諸種あって、人間を「社会」的存在(homo sociologicus)であると規定するところから論を立てる「社会経済学」は、その代表的論者が西部邁氏・佐伯啓思氏・松原隆一郎氏等であるところからも容易に了解できるように、「共同体主義」と親和的である。


３. 「公共的であることは」は（何かの）手段であるのか（それ自身）目的であるのか


　これは「序論」（１８頁）で、ロールズに即して「古典的共和主義」と「公民的ヒューマニズム」との相違として簡単に問題にしたところであるが、そもそも人が「公共的であること」は、何らかのこと ― 一般的に言うなら、人がそれぞれよく生きうること ― のために手段的に必要な在り方なのか、それとも、それ自身「よき生」を（したがって目的的に）構成するものであるのか、という基本的問題性がある。これは品川報告でも、川本論稿コメントにおいて、川本氏のスタンスを「公共性が人間のいかなる側面にしたがって要請されるのかという問題に通じて……」と理解するというかたちで、問題とされているとも見うる。また吉谷報告では端的に、各人の「私的利益」を（よりよく）確保するための（「何かのための」）公共性という社会契約論的発想と、それに対する「それ自体が目的とされる」公共性の発想との対比がなされている。


　吉谷氏は、ルソーが後者であること ― たとえば「公的幸福」を説くものとして ― の指摘は当然として、さらに、北尾論稿から、後者としてカントを理解する試みを読み取っている。このことと関連するであろうが、北尾氏は、「適法性のレヴェルで、……義務倫理をベースにして公共性を論じる立場」だとして、おそらく契約論的発想の枠内にあるものだとして批判する山脇氏のカント理解（上記a.参照）に対して、概ね「真意を理解していない」として反批判し、改めて自論稿の説明をした。ちなみに、メタ的にコメントするなら、この点において山脇氏がカントを半ば「素人」的に了解して一蹴しているのに対して、北尾氏はカント「専門」家として、カントを丁寧に読み、そこに目的論的「公共性」観を読み取っている、とも言いうる。本書が第三部として哲学史的＝思想史的考察の部分を設定したのは、こうした堅実な論究の必要性をも痛感していたからである。


　編者として、公共性の「政治性」の次元を一つの次元として（理念的に）確保しようとしたのは、この目的的公共性の場を押えるためでもあった。逆に、「経済性」「倫理性」の次元での公共性については、私としては、「政治性」との（理念的）区別を明確にするために、この目的性を捨象して類型を措定すべきであると考えている。


４. 政治的公共性


　人がそれぞれに、かつ、必ずしも自分だけでなく全ての者がそれぞれに「良き生」を営んでいるとして、なぜ、それに加えて、（家族的なレヴェルを越えた、多くの他者との）社会的関係態においても、かつそれ自身として「よく」あらねばならないのか。加藤論稿はまさしくこれを問うものである。加藤氏の回答の基本方向は、「集合的アイデンティティの確立のため」というものである。


　しかし伝統的には、ここは「名誉（心）」から、「名誉」（という目的）が獲得される場として「政治的公共性（公共空間）」が了解されている。主義として言うなら、これは「共和主義」 ― 上述のロールズのタームで言うなら（むしろ）「公民的（シヴィック）ヒューマニズム」 ― と親和的である。しかし「共和主義」は、近世初頭の（イタリア等）都市国家 ― 共和政ローマも加えていいであろうが ― の在り方を典型とするところからも言えるように、貴族政と半ば本質的な連関をもつものである。「名誉」は或る特定少数のものであって初めて「名誉」と言いうるからである。これに対して加藤論稿は、（自由）民主主義を前提とした「共和主義」を志向しているとも言いうる。


　「共和主義」と「共同体主義」は相互互換的なタームとして使用されているケースもなくはない。「共同体主義」であるなら、或る意味で容易に、民主主義的な政治的公共性を考えうる。「共同体主義」とは、「共同体」に共通の価値を各個人が体現する、あるいは実現していく、かつその共通性において自己を共同体の一員として自覚する（換言するなら「集合的アイデンティティ」をもつ）ことに重きを置く考えであり、そうした価値追求は原理的にすべての者に開かれているからである。この価値が国家（規模の）の価値であって、国民がその価値を自らの「目的」とするとき、容易に「共和主義」となりうるとも考えられるのである。しかし私は、共和主義を共同体主義から区別したいと思う。共同体主義は、いわば内容的な共通価値を志向することを説くものであるのに対して、共和主義は、たとえこれと同じ価値に即してであっても ― 逆に、必ずしも共通のではない価値に即してであってもいい ― 、また、単に個人的にではなく、共同という全体のためということを本質要素として含みつつも、（その価値の志向そのものではなく、）その価値志向における卓越とでもいったいわば形式性を説くものである。「名誉」の場合これは了解しやすいが、「名誉」は、なんらかの自体的な価値が（まず）あって、それを求めること（そのもの）にあるのではなく、それを求めることにおいて他人に勝るというところにあるからである。（ただし、これは政治的公共性全般の問題性の一形態でもあるが、 ― 通常もこう説明されることが多いのであるが ― 自己利益でなく全体の利益のために行為するところに「名誉」が与えられるとして、この「名誉」が ― 一種の自己利益として ― 目的としてあって、その目的実現のための手段として全体のための行為がなされると見るとき、その行為は「公共的」であると言い難くなる、という側面もある。）


　「共和主義」の原理は「名誉」だけである必然性はない。したがって、国民間の（端的には）競争という（形式的）側面を必ずしも本質としなくてもいい。だが、その場合であっても、（共同体主義的価値の内容性に対して）形式性を本質としてもっていなければならない、と私は考える。加藤氏は論をＣ・シュミットへの言及から始め、「彼のいう「政治的なもの」は、「友」と「敵」という集合的な同一化に関わっている」と確認されるが、この「政治的なもの」の規定も形式的なものである。言うまでもなく、この「政治的なもの」は私の類型では「政治的公共性」の事柄である。これをさらに「共和主義」的なものとするかどうかは、大半は「共和主義」の規定に懸かっている。伝統的には、あるいは歴史的事象を説明する用語としては「共和主義」は貴族政と親和的であるが、非-貴族主義的な、民主主義的な共和主義を考えることも可能である。


　品川氏による「わかりにくい」という加藤論稿コメントは、むしろ共和主義と共同体主義を等置的に理解することに原因しているのではないか、と私は見ている。加藤氏は、当日もＣ・ムフに即して（おそらく）こういう趣旨で回答していたと思うが、集合的アイデンティティといっても、いわば差別－被差別の対立が先行してあるのであって、その対立における被差別者側が差別されている者たちの同一性を自覚することとして生じてくるのである。したがってまたそれは、その対立がどのようなものであるか、あるいはどのようなものとして意識されるかによって、当然いわば組み直されてくることにもなる。


　


５. 文化主義としての共同体主義


　これに対して、共同体主義における集合的アイデンティティは本質的に単一でなければならない。（対立の）状況毎に一個人において転形していくものであってはならない。確かに、共同体主義は近代の国民国家と密接な関係をもつものであって、そうした国家の本質である「われわれを一つの国民と自覚する」といった意識の成立は、外（国）との関係性が一要因となっている。その関係性において「われわれ」に固有のものとして一定の価値が措定され、その価値の共同追求として集合的アイデンティティが形成されてきたのであると言うこともできる。しかし、たとえ発生的にはそうであっても、外との関係は必ずしも本質的でない。論理的には、そうしたアイデンティティが内発的に ― あるいは、国内におけるたとえば個人主義者に対抗して ― 成立してくることも考えられる。


　いま近代日本で言うなら、「（われわれ）日本人」という意識はたしかに諸外国の日本への介入（「黒船」）によって触発されたのであり、そこで西洋文化（価値）に対して日本文化（価値）が共通に追求すべきものとして主張されてきたのでもあるが、それは必ずしも「友・敵」理論に当てはまるものでない。この理論で言うなら、ある場合は西洋に対する「東洋」、また別の場合は後進アジアに対して先進国（「脱亜」）というアイデンティティが形成されたとしても、それはむしろ当然であるということになる。これに対して、共同体主義からするなら、「大東亜」と「脱亜」とは、むしろ、本来単一であるべきアイデンティティの分裂と見られることになる。


　私の分類方針では「共同体主義」は、（単に「個人主義」に対して）何であれ「共同性」を重視するものがそうであるというのではなく、共同体が（仮構的にではあれ）もつ一定の（内容的）価値に即して、それをまさしく共通の価値として、それを共通に追求するものとして集合的アイデンティティをもつべきだと説くものである。


　私の見方では、この「価値」の中核にあるのは「文化」である。あるいはむしろ、そうした価値として集合的自覚の媒体となるものが「文化」と呼ばれるのである。藤野氏流に言うなら、「文化は「アイデンティティのメディア」である」（８０頁）。したがって私は「共同体主義は文化主義という性格をもつことになる」（２０頁）と述べたのであるが、「文化」という言葉をこの意味で用いるなら、この「文化」を本質的要素とするか否かによって、「共同体主義」と「共和主義」とを区別することが可能である。このことは、たとえば「憲法愛国主義」を説くハーバマスを「共和主義者」として規定することと整合的である。彼は「憲法愛国主義」をまさしく（私の意での）「文化国家」に対立するものとして説いているからである。「憲法愛国主義」とは、いわば内容的価値を前提とせず、価値を措定するとしても国家（という共同性）そのものを、それを規定する「憲法」に即して価値とするものである。


　（当然であるが）藤野氏は「文化」に即して「共同体主義」を理解している。しかし、用語集の「共同体主義」の項目においては、「共同体主義は、個人・共同体・国家という三項関係の中で共同体の意義を強調する」と解説していて、ここは ― たとえば、カナダ（という国家）内部のケベック（のフランス系エスニック集団）に定位するＣ・テーラーの場合そういう側面が強いのであるが ― 「多文化主義」的バイアスがかかったものとなっている、と考える。私の見方では「共同体主義」とは、それ自身としては、そうした「中間集団」レヴェルを有意化するものではなく、それも含めておよそなんであれ「共同体」との関係において、一定の「文化」に即して自己を何らかの共同体の一員としてアイデンティファイすることを説くものである。その「共同体」が「中間集団」的レヴェルのものであるか「国家」レヴェルのものであるかは等価値である。あるいは、公共性を問う場面ではむしろ、国家という公共態を「共同体主義」的に考えるヴァージョンをこそ問題にすべきだと考える。


６. 二つの自由主義（リベラリズム）


　吉谷氏のコメントへの回答として林氏は、「自由主義の多義性」の存在を指摘し、分節化の必要を説いた。そのポイントは、「よき生」の内容をどれくらい取り込んでくるかである。これは、児玉論稿が中心テーマとしたところであるが、それとの関わりで言うと、自由主義のＪ・ミル（父ミル）（およびベンサム）型とＪ・Ｓ・ミル（子ミル）型の区別と表現することもできる。


　しかし、そもそも「よき生」であるかどうかということは、特に「自由主義」からは一義的に規定しがたいところであって ― これは「寛容」の問題（谷本論稿参照）とも関連している ― 、そこで林氏は「卓越主義(perfectionism）」概念を持ち出して、これを採るヴァージョンの自由主義とそうではない自由主義という対比を提示した。これについては、共同体主義との絡みで吉谷氏から再コメントがあったが、それに対しては林氏は、或る種、教科書的に、「善に対する正の優先性」を語り、（同じく「よき生」＝卓越性を説くとしても）これによって自由主義は共同体主義から区別されると回答した。ここで、そうした「正の優先」も一つの価値観であることになるのではないか、といった趣旨の質問が出たが、私としては、その場合の価値は一種形式的なものであって、通常の内容的価値観とは異なる、とできるのではないかと考えている。また、ここから、そうした「正」を価値とすることとして自由主義（の或るヴァージョン）は「共和主義」的でありうる、とも考えられる。（北尾氏のカントも、厳密に見るなら、ここに分類されることになるかもしれない。）


　確かに、共同体主義は卓越主義と親和的であるが、しかし概念としては両者を明確に区別しておく必要があると考える。そうすると（当然）非-共同体主義的＝自由主義的なヴァージョンの卓越主義もありえるのであって、そこで自由主義内部において卓越主義vs.非-卓越主義（これを「消費者主権主義」とも呼びうる）の対立が考えうることになる。そこで、司会として私は（および蔵田氏も）この線での議論を求め、近年の卓越主義的自由主義の代表格であるラズに即して、ラズ路線を採るか否かの明示を林氏に要請したが、その場では明示的回答はなかった。（ちなみに、森村氏は明瞭に卓越主義を退けている。）


　古典的に言うとカントが卓越主義の一つの典型例であるとも言いうる。これに即して司会から（カント主義者）北尾氏に対して、消費者主権主義ではなぜいけないのかの説明が求められた。これについて北尾氏は、消費者主権主義は、カント的「自律」から（も）の解放を語っていることになるが、それは実は「他律」でしかない、したがって、そもそも「自由」を重視していないことになる ― やや敷衍するなら、大要このように回答した。これにコメントするなら、結局、自由（の主体）というものをどう規定するのかと議論が展開していくことになると考えられる。


７. 「自由主義vs.共同体主義」の再検討


　司会から、「最高の自由は共同である」と説くヘーゲルに即して、共同体主義からの（基底的な）自由主義批判を求めたが、栗原氏はむしろ、そもそもの社会の安定という点から ― 具体的に「恐慌」を念頭において ― 、各人が（たとえ他者へ危害を加えることがなくても）「消費者」としてのみ振舞うなら社会が存立しえないであろう、そこに（市民社会を越えた）国家の必要がある、と説いた。ただし、栗原氏の解釈では、ヘーゲルの国家はあくまで個人の自由の確保のためのものである。したがって栗原氏によるなら ― やや強引に纏めるが ― ヘーゲルはいわゆる共同体主義者ではない。（たとえば、経済の統制の必要を言うケインズがそうでないのと同様に。）


　これは（実は）安彦も、そうであると考える。というか、自由主義vs.共同体主義の図式に、国家による市民社会の統制が絡められて、統制を拒否する前者と統制の必要を説く後者という図式が提示されてもいるが、これは誤りだと思う。栗原氏のヘーゲルがそうであるように、個人の自由が核にあるかぎりで、その保障のために国家を語るものは、それ自身では自由主義に分類すべきである。水谷氏や大山氏から、（自由主義者）ロールズの「正」概念への批判がなされたが、したがって、それはそのままでは共同体主義に与することにはならない。


　逆に言うなら、共同体主義は、単になんらかの（国家という）共同体を強調することを越えて、さらに何かを主張するものとして初めて共同体主義である、と考えるべきである。先には、共同文化的自覚主義とでも呼べるものとして共同体主義の（再）規定を提唱したが、それを採らないとしても、共同体主義はもっと限定して了解されるべきであろう。そして、これに対応して、自由主義についてももっと厳密な（再）規定が必要であろう、とも付言しておきたい。


� 本ファイルは、『応用倫理学研究』（応用倫理学研究会）第2号,2005年,pp.126-134 に掲載された「「合評会」報告」の電子版である。記述内容はそれと同一であるが、ページ数は異なる。
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