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 「公共性」をめぐる発言が活発となっている。「公」「公民」「公共」といった類似語を含める

なら、およそ社会について語るときこの語の使用はなかば不可欠とさえなってきている。戦前

期の「公」＝「お上」という了解においてだけでなく、戦後も長い間、「公共の福祉」を典型例

として、この語は、個人に対する政治的抑圧性・制限性を意味するものとして、大勢としては

むしろ否定的コンテクストで用いられてきた。これに対して近年、社会の現状を「私」の氾濫

と見て、それに対して肯定的に「公」が唱えられるようになってきている。これは「保守」派

からのものであるが、他方「革新」派も、保守的「公」発言には反発しつつ、自らも肯定的コ

ンテクストにおいて「公共性」を語りつつある。 

 本稿は、日本の近年のこの状況を受け止めつつ、一つの学問として「公共性」を考察しよう

というものである。しかしそれは、単に“時流に乗る”といったものではない。学問史を見た

場合、そもそも「社会」を問うとき「公共性」の観点はまさしく核心を構成するものであった。

                                                     
1 本稿は、安彦／谷本編『公共性の哲学を学ぶ人のために』――以下『学ぶ人』と略記する――所
収の拙稿「序論 「公共性」をめぐって何が争点であり、何が論点であるべきか」を、本報告書所収
論稿のかたちに整形し、若干の修正を施しつつ、それに大幅に補完――その大半は「論点」項目部
分である。なお、以下、この「論点」部分を除く部分を「本文」とも表記する――を加えたもので
ある。
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特に「政治」を語る場合、学はほとんど「公共性の学」であったとすら言っていい。抽象的に

言うなら、人々がよく生きるということが学問にとっても基底的原理であるとして、「よく生き

る」ためにはなんらかの公共性の存在が不可欠だからである。日本においては戦後久しく、こ

の基本から逸脱していたということでもあるのだ。 

 そうであるなら、いま両派とも「公共性」を肯定的コンテクストにおいて語ることによって

「社会」の学の基本に立ち返っただけであると言っていいのか。そう言うことは別に間違いで

ないが、しかし他方、近年の傾向には固有の歴史的コンテクストも在る。我々はまず（一一）、

このことを強く意識して、言論界から広くどのような発言がなされているかを確認しておきた

い。これは、「公共性」が単に学問対象であることを越えて、広く社会全体の関心事であること

を踏まえたからでもある。しかし、そこには、たとえ用いられる言葉は同じだとしてもかなり

多様な主張が在る。「学問」としては、この「多様性」の認知と、そこに各発言の間に在る相違

性の認識が重要である。 

 これら諸発言は、一部例外は在るが、規範的である。強くイデオロギー的な傾向が目立つと

ころでもある。本稿は、一つの「分析」として、学問としてイデオロギー的な規範的発言を禁

欲し、かつ「メタ」的分析として、規範性について出来るだけ中立的なスタンスを取りたいと

思う。また、そういうものとして、広く諸議論を促すべく論点の提起を中心とすることになる。 

 本研究は、「公共性」に関する学問一般ということからさらに限定して「「公共性」の社会倫

理学的研究」というスタンスを採ったが、我々の理解では「倫理学」は「哲学」の一分野であ

る。本稿も、この「哲学」として――そういう意味では「公共性の哲学」というスタンスを採

ると言ってもいい――この「公共性」概念そのものの検討を重要な作業課題としている。二二以

下で、近年の諸発言に対して批判的に介入するかたちで、広く諸論考から学びつつ、一試論と

してこの概念的考察を展開したい。「公共性」議論の進むべき方向を主として論点設定というか

たちで提起しつつ、我々としても「公共性」問題の核心を追究していきたい。「論点設定」に関

しては、各所でいわば「論点」項目というかたちで個別的に整理して論点を挙げることも行な

いたい。 

 

 

一 保守派・革新派の諸発言 

 

 冒頭で記したことだが、近年の傾向の中心に、人の「私」性に対抗的に「公」の復権を唱え

るものが在る。最も顕著な事例は小林よしのり2である。論述の都合上、以下も同様にするが、

番号を付してまず彼の諸発言を挙げておきたい（引用は、9)以外は『新ゴーマニズム宣言スペ

シャル 戦争論』幻冬舎 1998 から、9)は『新・ゴーマニズム宣言 ７』小学館 1999 から）。

他の論者のものについても同様であるが、若干の位置づけはしつつも、ここでは、まず発言そ

                                                     
2 以下も、敬称は省略させていただく。
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のものを確認したい。 

 第一に、「私」性を、経済学の「消費者（主権）」概念に合せうるかたちで「消費者」として

も規定しつつ、それを否定して端的に「公」の復権が説かれている。 

1) 「エゴだけの個人」と「公共心のある個人」がいる(348) 

2) 日本の個人はまるで消費者なのだ!!(18) 

 第二に、「公」という関係態として「国家」が想定される。 

3) 現在 「国民でなく市民の時代だ」と政治家やマスコミは言う(359) 

が、これは間違いであって、 

4) 「公」とは「国」のことなのだ(346) 

と説かれる。 

 第三に、「共和主義」的側面をもって「国家のための死」が説かれる。 

5) 祖国のために死ぬ覚悟のない現代の人々など“私民”にすぎない(360) 

6) 自己犠牲の崇高さを知り／英雄の出現に感動することができた(318) 

 第四に、「共同体主義」的主張がなされている。「少年事件」などは 

7) 戦後日本が「国家」を否定し「公」の基準を見つけられぬままにあらゆる共同体を否定

して個人主義に向かっていった帰結［である。］3／大人から子供までの徹底した「公共

性」の喪失だ！(101) 

同時に、その系として以下の発言がなされている。 

8) ヨーロッパ人は プライバシーの観念が強く 個を強烈に持っているが 国家や共同

体への帰属意識は強い(348) 

この点では日本人と比較してよきものである「ヨーロッパ人」のこの「帰属意識」の核心とし

て、 

9) 「公」の範囲は歴史の共有で決まる(161) 

として「共有の歴史」が強調される。因みに、この故に「新しい歴史教科書」運動が行われて

もいるのである。 

 

 小林の「理論的」支柱の一人に西部邁がいる。彼は、主体の側に即して「公共性」を、「私的

欲望」との対比において「公的欲望」と規定しつつ、共同体主義を明示して次のように説いて

いる。（引用はすべて「２１世紀の経済学：７」『Voice』2001年 8月号 233-4 から） 

10) 私的欲望は自分のうちにある「私人的」な性格にもとづき、したがって主に感情的な

種類のものである。それにたいし公的欲望は自分のうちにある「公人的」な性格にもと

づき、したがってそれは、公人として掲げるべき価値や守るべき規範にかかわるのであ

る以上、どちらかというと、論理的に組み立てられる。 

11) 公的欲望の根底には、……集団の歴史が、歴史によってつくり出された集団の慣習が、

                                                     
3 以下も同様であるが、引用文中の［ ］は、本稿執筆者の加筆である。
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そして慣習の示唆する（ルール意識をはじめとする）集団の伝統が横たわっている。そ

れらは……自分が何者であるかを規定してくれる根本的な価値意識であり規範感覚であ

る。公的欲望にかんする意見とは、その根本的な（それゆえ潜在的な）価値・規範を、

「自分」が、現実の状況に合わせて、顕在的に表現したものにすぎない。 

 同時に財政学の基本用語に関説しつつ理論的に次のようにも説いている。 

12) 財政理論の基礎を築いたといわれるＲ・マスグレイヴを引き合いにしていうと、エコ

ノミストは人間の欲望をプライヴェイト・ウォント（私的欲望）、ソーシャル・ウォント

（社会的欲望）そしてメリット・ウォント（価値欲望）の三種に分かつ。しかしこの分

類法は……個人主義的誤謬の産物なのである。／経済学のいう社会的欲望は、私的欲望

の変種にすぎない。つまり、私的欲望の対象である財（およびサーヴィス）を当人がア

プロプリエイト（占有）できないので、その財をめぐって、他者とのあいだにコレクテ

ィヴ・コンサムプション（集合消費）が行われる、いいかえればその意味でのエクスタ

ーナル・エフェクト（外部効果）が生じる、それが社会的欲望だとされている。／経済

学のいう社会的欲望はけっして公的欲望には属さない。／価値欲望は個人主義からは絶

対に導出されない。 

 

 いわば最強の保守派論者として佐伯啓思がいる。彼も同様、 

13) 仮に「国家」を外して、「市民社会」の中で「公共性」を定義しようとすると、どうし

ても「私」から出発するので、全体の利益・関心とはならない。／「公共性」は「私」

である個々人と、集合的な国家をつなぐものであり、その具体的な主体を「国家を背負

った市民」と考えたい。（「国家・国民・公共性」『国家と人間と公共性』岩波書店 2002,157） 

14) 国際舞台で握手するにせよ配慮するにせよ、そこには国家という「主体」がなければ

ならない。（『国家についての考察』飛鳥新社 2001,79） 

として、いわば第一に対内的に、第二に対外的に「国家」に即して「公共性」を考える。 

 また同様、 

15) なぜ市民が「祖国のために死ぬ」べきなのか……そもそも社会の成立の発端にたちか

えってみれば、彼らの生命や財産を共同で防衛し、安全にするということであろう。（『「市

民」とは誰か』ＰＨＰ新書 1997,149f.） 

として、「国家のための死」の側面から共和主義を、 

16) 国家は、確かに、その核に「公共性」をもっていると言うべきであろう。そして、そ

れが可能なのは……まさに国家の基底に「共同性」があり、それが「公共性」を支える

からである。（『現代日本のイデオロギー』講談社 1998,94）／エルシュタインは、デモ

クラシーが機能するためには、人々の間に何らかの「共通の文化」がなければならない

ことを強調している。（同上 176） 

として共同体主義を説いている。 
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 しかし他方、必ずしも「私」を否定するのでなく、いわば「私」の関係態である経済＝市場

に定位して、その可能性の制約としても「公」を説いている。 

17) 市場競争が有効であるのは、あくまで企業家の間に一定のモラルが共有され、企業が

社会的な責任主体でもあるという公共精神に裏打ちされている場合のみであり、また消

費者の側にある種の欲望の節制がある場合だけである。（「社会安定の鍵となる「信頼」

『アステイオン』41号 1996,78） 

 同時に、まさしく「近代社会の不動の原理」（『現代社会論』講談社学術文庫 1995,159）とし

て、それがなければ「公共精神」が不成立となる、あるいは小林的に言って「消費者」――彼

自身の表現では「モノによってしか、自分をアイデンティファイできない」「現代の大衆」（『「欲

望」と資本主義』講談社現代新書 1993,159））――、西部的に言って「私的欲望」の主体でし

かなくなる「自我＝アイデンティティ」を措定し、その軸から 

18) 重要なことは、……「本来のアイデンティティ」を人々は模索し、それによって一つ

の共同体が作り出されたり、また改めて発見されたりすることである。（前掲『国家につ

いての考察』 52） 

として共同体主義を説き、かつ、「契約論的国家観」に対する「歴史的国家観」の提示のかたち

で（同上 247）、 

19) 重要なことは、……ナショナル・アイデンティティの意識とは、歴史的継承性と文化

的共有性という「文脈」を再発見したり再定義したりすることによって形成されるもの

だということである。（同上 69） 

として、国民文化主義的に国家に即してもアイデンティティを語る。 

 

 これら「保守」派に対して「革新」派も「公共性」について発言している。後者の場合「教

育基本法改正論議」に即しての発言が多いので、一例ではあるが田沼朗／野々垣務／三上昭彦

編『いま、なぜ教育基本法の改正か』国土社 2003 からいくつかポイントとなる発言を挙げて

おく。 

 第一に、保守派「改正」論において「二つの公共性が登場している」として、 

20) 国家に絶対的な価値を認定し、この国家こそが公共的価値の中核であるとする考え

(159) 

があり、今日のグローバリゼーションにおける競争を勝ち抜くための「新自由主義」下で社会

に帰結する大量の敗者を社会に包摂する「一定の社会的安定感を生み出してくれるような社会

構想」として 

21) 公共心やボランティア精神が喚起されている(159) 

と見る。 

 同時に、「答申」に即して、保守派が 

22) 「日本の伝統・文化の尊重や、郷土を愛する心」の涵養、また「道徳心、倫理観、自
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立心、規範意識」の涵養をも強調している(29) 

ことが確認されている。単純化するなら、保守派の公共性論に共和主義や共同体主義、また道

徳主義が確認されている、と言いうる。 

 しかし、革新派も「公共性」そのものを否定するのではなく、 

23) 市場主義との大きな違いである(158) 

として、この点では先の保守派同様「私民」性を否定しつつ、現行「教育基本法」の理念の解

説として、部分的には自らも共和主義的・共同体主義的含意をもって、 

24) 社会が社会的活動として成り立っていくためには、公共的な正義が、その社会成員か

ら立ち上げられていくことが不可欠である。……「平和的な国家及び社会の形成者」は、

人々が連帯し、協同しあっていく社会性、道徳性、共通の価値を、自らを統治主体へと

形成する葛藤やコミュニケーションの中で、豊かに生みだし、人間同士の人格的な結合

を幾重にも組織することで人間を社会化し、道徳化する。(158) 

というかたちで「公共性」を唱えてもいる。 

 

 

二 homo economicus（経済人）の「公共性」 

 

 保守派・革新派とも、大勢としては「私民」性の否定として経済主義を批判している。しか

しそれは、経済主義を極端に戯画化するものである。経済主義とはいわばhomo economicusの

立場であると言いうるが、この立場においても、まさしく各個人の利益追求を原理としつつ、

しかしそれを長期的に確保するために、保守派が言う「企業家のモラル」（17)）に基づく、ま

た革新派が語る「協同」（24)）の実現態として「公共性」が成立しうる、と我々は考える。 

 斎藤純一は、「「公共性」という言葉が用いられる際の主要な意味合い」として、1.「国家に

関係する公的な(official)ものという意味」、2.「特定の誰かにではなく、すべての人びとに関

係する共通のもの(common)という意味」、3.「誰に対しても開かれている(open)という意味」の

三義を挙げている。これで言うなら、従来ややもすると public=official と了解されがちであ

ったが、第三義の"open"から考えるなら、経済（人）の関係態＝市場は十分「公共的」である。

市場においては、まさしく誰もが財の交換を行うことができる。そういう意味で、市場それ自

身が第二の"common"という意味で「公共」財である。『学ぶ人』所収森村進論稿は、従来見過ご

されてきたこの市場主義的「公共性」の次元を確認するものである。そもそも「何故に公共性

か」と問うなら、その関係態が不在であるより存在していた方が何かにとって好都合であるか

ら＊、と抽象的には言いうるが、そこから見るなら、「財の交換」にとって市場は政府を介した

財供給システムに比較してより公共的であるとも言いうる。後者においては供給財の種類を供

給者が一方的に決めるのに対して、市場では原理的に需要に対応した供給となるからである。

財の交換は人間の幸福の最重要の要素である。したがって、市場的公共性こそが人間の幸福を



7

可能にするとも言いうるのである。 

 しかしながら、これは「自由」を原理として言えることである。市場は「消費者主権」を原

理として、どの財を入手するかを全面的に個人の自由に委ねるものであるが、西部はこれを否

定し、まさしくこの自由のシステムであるとして経済に「公共性」を認めることを拒否してい

る（cf.12)）。したがって、基底的に問題とするなら、（消費者主権的）自由主義か、いわば（介

入主義的）反-自由主義かという論点が成立することになる。 

 ポイントの一つは「価値財(merit goods)」に在る。西部の先の発言12)は結局、真に「公共

性」を構成すべき「社会的欲望」は（「価値欲求(merit want)」として）「価値財」への欲求で

あると説くことになるのだが、森村はこれを拒否する。しかし、これは本研究の応用篇として

我々も問題としたところであるが「教育」はむずかしい問題を抱えている。教育は、仮に需要

者側がそれを求めていなくても、その意味で強制的に供給されなければならない（義務教育）

とも言いうる。我々としては、パターナリズムが（モラリズムに対抗して）むしろ自由主義か

ら提唱されたということをヒントに考えたい。（拙稿「「いかなる倫理が「私」を超えうるのか

――公共性と倫理――」4[307]節でも述べた点であるが、「パターナリズム」概念は多義的であ

る。自分の価値観や社会一般の価値観を押し付けるかたちでの「介入」を説くものも「パター

ナリズム」と呼ばれることが在るが、我々はここではそれを退けて、相手の立場（価値観）の

尊重を前提とした「介入」を説くものに限定して「パターナリズム」を了解している。）これに

即して「教育」を、需要者自身が将来自由に自分の価値を追求するための能力の獲得というい

わば形式的教育と、特定の価値を自己化するための内容的教育とに区別して考えるべきだと見

ている。これは、一般的には「自由の適切な制限」の問題である。＊＊ 

 現実性をもって考えるなら、「公共性」はそれを構成する諸個人の動機と適合的でなければな

らない。いかに理想的に「公共性」を提起しようとも、人においてそれへの動機が不在である

なら非現実的である。この点から言うなら、市場的公共性はきわめて現実的である。需要に即

した財を供給すべきとして、その際の動機は最もありふれた動機である自己利益追求心である

からである。需要に即した供給がなされるのは、供給者が人々に対して好意をもつからではな

く、そうでなければ売れなくて自分が損するからなのである。 

 

 

＊ 論点１ 手段的公共性と目的的公共性 この「何かにとって好都合」という言い方は、「公

共性」が「何か」のための手段である、という含みをもつ。たしかに、理想的に了解するなら

「市場」とは、各人が利己的に振る舞うことが結果として全ての者の利益になる――しかも、

単に「効率性」の点でいわば量的に利益を最大化するということではなく、質的に異なる諸個

人の各欲求をその質を保ったまま最大限に実現するという意味で――という関係態である。ア

                                                     
4 『DIALOGICA』(electronic journal = http://www.shiga-u.ac.jp/WWW/dept/e_ph/dia/ ),no.8, 
2005 所収
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ダム・スミス的に、そこに「神の見えざる手」が働いていると言うこともできよう。たしかに、

その利己的振舞はあくまで長期的に利己的な（長期的な視点で自己利益の最大化をめざす）振

舞であって、たとえば、売買の場で「おつりをごまかして」直接的にその場での利益を得ると

いった振舞であってはならない。逆に「おつりをごまかさない」というかたちで、一般的に言

うなら「信用を重んじる」振舞をするのでなければならない。「経済人」というのは、こうした

「合理性」を体した人間のことである。しかしそうであっても、その合理的振舞はあくまで自

己利益実現を目的とするものである。そこでは、全ての者（他人）のためにもなるということ

は、あくまで「手段」でしかない。したがって、そこで成立する市場的「公共性」もあくまで

手段的である。 

 これに対しては、手段的「公共性」はいわば真の「公共性」ではない、という批判が在りう

る。「公共性」はそれ自身一つの「目的」であるはずであると語られうる。それを「目的的公共

性」と呼ぶとして、上の「手段的公共性」との区別がまず措定されてくる。これは、昨年１２

月に行なわれた『学ぶ人』合評会において、評者の一人である吉谷啓次からも明瞭に語られた

ところである。しかし次に、「目的的公共性」は二つに区別可能である。一つは、「経済的公共

性」の次元内で、たとえば「信用第一」に振る舞うことを、それ自身として一つの目的活動性

として――いわば「経済の倫理」として――措定し、そうした「倫理」によってこそ「市場」

も維持されると考える場合に措定されるものである。先の佐伯発言 17)もそれを説いているも

のであろう。 

 我々は、以下で説くように、「倫理」をいわば――広義では「倫理」と言いうる「経済の倫理」

から峻別して――先鋭化して、他者の利益を第一にする振舞として（勝義での）「倫理性」を―

―そして、いわばその廉価版として、自分の利益と他人の利益とを等しい比重で配慮する「公

平倫理」を――措定する。「経済の倫理」は、この「公平倫理」として再定式化可能でもある。

そして、それも加えて、「倫理」全般についても、その「倫理」（的であること）を「目的」と

するヴァージョンを想定することができる。 

 包括的な「市民」概念に対して、「市民社会」という場合の「市民」はより限定されたもので

ある。それは「ブルジョワ」（いわば「経済市民」）に相当するものである。我々は、これに属

性として「倫理性」をも加えて了解したいが、そうするとしてそうした「市民」に対しては「公

民」（「国家市民」）――ドイツ語では、"Bürger"に対して"Staatsbürger"と呼ばれる――という

別概念が在る。それは、（「経済社会」という意味での）「市民社会」に対する「政治社会」の構

成員として人間を措定したものである。5 「目的的公共性」の第二は、この「公民」に即して

「政治」として「公共性」を考えようとする場合に措定されるものである。6 だが、「政治」は

一つの難題である。以下でも簡単に触れるように、いわば「経済」の延長態として、自己利益

                                                     
5 これらの概念については、『学ぶ人』「用語集」所収の筆者執筆の項目「市民／公民(citizen)・国
民(nation)」を参照いただきたい。
6 この二分法は、「経済」「倫理」を共に「個人」を原理とするものとし、それに対して「政治」を
「集団」を原理とするものとして規定するＣ・シュッミトの二分法とも対応している。
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を実現するもう一つの領域として「政治」を了解することも可能である。「目的的公共性」とし

て「政治」を考える場合、こうした「政治」は当然退けられる。また、逆に勝義で「倫理」を

解して、その在り方から「政治」を考えることもできるかもしれないが、我々は、政治には固

有の活動性が在ると見ている。しかし、では、どのような活動性が「政治」なのか。それを我々

は、人の在り方としての「政治性」から考察しようとしているのだが、それはいかなるものか。

これを解明するのでなくては、「目的的公共性」の第二タイプの設定は説得力をもたない。この

ためもあって、本稿では「homo politicus（政治人）の「公共性」」の部分が大きな割合を占め

ることになる。 

 これに対しては、基本的な異論が成立しうる。「目的的公共性」は一つであって、その基本原

理は「倫理」――この場合の「倫理」は、たとえば、ヘーゲルがカント的「道徳性(Moralität)」

に対置して主張する「人倫性(Sittlichkeit)」、あるいは、それを（洗練）形態として含むとも

言いうる「慣習（道徳）(Sitte)」であろう――である。「公共性」は結局、この「倫理」を原

理とする「目的的公共性」と、個人主義者がその自己利益実現の便宜のためにまさしく手段と

して取り結ぶ「手段的公共性」との、二種が在るだけである、と。たとえば、上の佐伯啓思の

「公共性」論の基本はここに在ると思える。しかしながら、我々はこの見方には批判的である。

理由の第一は、「政治」の固有性が無視されることになることである。であるから、佐伯氏は、

或る種、原義的な意味で「市民」を語り、近代における経済社会・政治社会分立を受けた「市

民」「公民」の区別を前提に「公民」として「公共性」を――すなわち「政治的公共性」を――

語ることをしないのかもしれない。しかし我々は、（少なくとも）近代に定位して考察する場合、

固有のものとして「政治性」を設定せずしてはどうしても漏れが出てくると考える。第二は、

――我々の言う「公平倫理」に相当することになるのだが――その「倫理性」から「利他主義」

が排除されてしまうことになる、ということである。「慣習道徳」では、自己犠牲を含むところ

まではいかない。そこで利他主義として、いわば外挿的に、対他的場面で「国家防衛のための

自己犠牲」が突出して語られることにもなる（15)）。 

 我々は「経済性」「倫理性」「政治性」という基本枠組みを採っているが、佐伯的枠組みは、

これに対応させていうなら、homo ecomomicus vs.homo sociologicus という二分法である。主

流派経済学（新古典主義）が人間をhomo economicusとして措定し、その利己性・（目的）合理

性をもって人間世界を「市場」として説明するのに対して、自らは人間を本来、倫理的・非（目

的）合理的な存在――氏の「専門」は「社会経済学」であるが、それは、（あるいは「経済学」

vs.「社会学」という学問二分法を採るパレートを踏まえてと言えるかもしれないが）こうした

「存在」を"homo sociologicus"とも表現している7――として措定し、そこからの逸脱として

近代の事態を批判しつつ、いわば本来性の回復として「公共性」を説いているのだ、と佐伯は

言うであろう。こうした事実的＝規範的人間観の前提の上で、上の（仮想的）異論も出てくる

のである。 

                                                     
7 たとえば松原隆一郎「社会経済学の現在」（『経済学の現在 １』日本経済評論社 2004）参照。
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 この佐伯的二分法に配慮するなら、我々も"homo sociologicus（社会学的人間）"のカテゴリ

ーを設定しなければならないことになるが、我々のはそもそも人間観を異にしており、そこか

らは「社会学的人間」性といったものは措定する必要がない。「社会学的人間」というカテゴリ

ーを設定して、そこで「経済人」では捨象されることになる人間の要素を取り込もうという訳

であろうが、その「要素」は我々の図式でも取り込めるとも考えている。たとえば、古典的「経

済人」の属性である「完全情報」の「合理性」に対する「不完全情報」の「非合理性」である

なら、「経済人」カテゴリーの展開を前提にすでに「ゲーム理論」が取り込んでいるところであ

って、こういう要素であれば我々も配慮済みである。また、「利己性」に対する「倫理性」であ

るなら、上に述べたように、我々のほうが――我々の「倫理性」概念によって――より強く配

慮しているところである。そして、佐伯にとって最重要であるであろう「伝統」の意識といっ

た要素については、その近代的側面としてだが、我々は「文化」性としてカヴァーしていると

ころである。ただし、いわば「文化」的なだけの人間といったものは理念的にも在りえない。

したがって、それを人間タイプに関する基本カテゴリーとしては措定していない。しかし、「文

化」性は人間の重要な側面であり、その点では原理論的考察として取り上げるべきカテゴリー

であるとは考えている。そしてそれは、（実は）人間の「政治性」と密接に関連するものでもあ

ると考えている。 

 

 

＊＊ 論点２ 卓越主義的自由主義と非-卓越主義的自由主義 消極的に言って、他人に対して

自分や社会の価値観を押し付けるのではないかぎりで「自由主義」でありうる。しかしその場

合であっても、相手側の価値観を前提にして、その価値観に即したものであるかぎりで介入を

認める場合と、そうした価値観の有意化をも退けて、まさしく相手が――もちろん「（他者）危

害（防止）原則」の制約内で――（価値観に囚われることなく）自由に振る舞っていても、そ

れへの介入を否定する場合とが在る。ここから我々は、「自由主義」の二タイプを区別すること

が可能である。やや別の側面から言うなら、「卓越」概念を基準に、（現時点ではＪ・ラズを典

型とする）卓越主義型自由主義と非-卓越主義型自由主義（私見ではベンサムが代表例である）

――「消費者主権主義」はこの別表現である。「消費者（主権）」は元来「経済学」用語である

が、これはなにも「経済主義」といった含意をもつべきでない8。拙稿「「論点のさらなる整理

                                                     
8 厳密に見るなら、いわば「経済（主義）的卓越主義」というものも成立しうる。まさしく「消費」
に走って「利潤」を使い尽くしてしまうことに対して、自己の人生の価値として「利潤」追求を措
定して、自己規律的にその在り方を一貫させるというかたちの「卓越主義」も考えうる。Ｍ・ウェ
ーバーの言う「資本主義の精神」もそうしたものであろう。論論点１と関連づけるなら、「経済の倫理」
というものもそういうものだとすることができるかもしれぬが、しかし、（「公共の精神」として）
対他的側面で見る場合と、自己規律的側面で見る場合とでは、概念としては区別すべきである。自
己規律的に自己の利潤追求に忠実であることは「卓越主義」ではあっても、そのことで「倫理的」
であるとは言い難い。逆に、自己規律的でなくても対他的に利他的あるいは公平的であることは一
つの「倫理」である。ちなみに、我々はさらなる課題として「倫理性」と「人間性」との区別――
これに即して言うなら、「自己規律性」は、「倫理性」ではなくて「人間性」の事柄である――の分
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のために」9では、（たとえば上野千鶴子が最近説いている）「当事者主権」主義もこれの別表現

であることを指摘した――とを区別することができる。上記「合評会」で筆者は、司会として、

この二タイプの別を鮮明化しようとしたが、『学ぶ人』所収稿では児玉聡論稿が「二人のミル

［父・ジェームズ・ミルと子ジョン・ステュアート・ミル］」の別として、この二タイプを確認

している。 

 いわゆる「自由」が――日常的語感として――「消費者」的自由であるとして、明確にそれ

を否定して「自律」を説くカントは、卓越主義型自由主義者だと見ることもできる。カントは、

「感性的」としていわゆる自由を、実は「他律」として本当には「自由」でないと説く。これ

は「自律」の正当性の証示であると見ることもできるが、我々としては、ここには、「自由」イ

コール「自律」とする一つのpetitio principiiが在ると見たい。そもそも「自由」とは何か。

これを（まず）解明するのが先決課題である。 

 現代の自由主義の代表格で言うなら、ロールズは、――いわゆる「カント的構成主義」者と

してはまさしく（この意味でも）カント的であるが――「卓越主義」について、市民の卓越性

に対して「政治」はどう関わるかという観点から、次のように語っている。「公正としての正義

は、憲法の必須事項に関する諸問題や分配的正義の基本的諸問題がそれでもって解決されるべ

き政治的諸価値の集合から、一定の卓越主義的な諸価値を除外する。公正としての正義はまた、

もっぱら、その研究や実践が思考・想像力・感性の一定の偉大な卓越性を実現するという根拠

だけで、純粋科学……、哲学、あるいは絵画や音楽といった芸術に、社会が多くの公的資源を

割り当てることができるという見解に疑問を付す。」（『公正としての正義 再説』268） 「数学

や科学の推進のために社会的生産物の大きな部分を費やすには、たとえば公衆衛生や環境保護

にとっての期待便益とか、あるいは（正当化された）国防の必要にとっての期待便益による、

市民全般の善の増進に基礎があることが必要である」（同 269）として卓越性の有意化の一種、

功利主義的な正当化も語られているが、それも、卓越性そのものの有意化――厳密にはこれが

すなわち「卓越主義」である――であるのではない。ロールズはこの意味では非-卓越主義を採

っている。それは、人間（市民）の活動のいずれが卓越したものであるかをそのもとして判別

でき（るとすべきでは）ない、と考えるからでもあろう。ここには「価値多元」（の現状）への

定位が効いている。上の第一の引用文は「そうすることで、」を受けて始まっているが、その前

段で明瞭に、「公正として正義は、人々の相異なる通約不可能(incommensurable)な善の構想か

ら出てくるさまざまな欲求や目標に基づく要求を排除するのである」と説かれている。 

 「「「エゴイズム」とは何であって、その何が問題なのか ― 「倫理」をめぐる論点の整理の

ために ― 」稿10では我々も、同種の、「通約不可能性」に基づく議論をしたが、しかし次に、

厳密に見るなら、ロールズと我々とでは相異も在る。厳密に見るならロールズは、人の諸活動

                                                                                                                                                         
析化的解明を予定しているが、これはこのこととも関係するところである。
9 『倫理学年報』第 54集,2005 所収
10 『日本倫理学会 第 55回大会報告集』2004 所収
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間の優劣の判別を拒否するが、非-卓越性に対していわば卓越性一般は上位に置いているように

思える。各人の「善の構想」を語るときにもそれは反映していると考えられる。これに対して

我々は、そもそも卓越性と非-卓越性とをそのもとして区別することができないという基底レヴ

ェルで「通約不可能性」を説いた11。上で「消費者主権主義」とも述べたが、厳密にはこれは

――別に反-卓越主義であるわけではなく、当人が（しかし当人の観点からとしてしか認められ

ないが）当人が「卓越」と思うものを（自由に）追求することを否定しないが――その区別の

成立不可能性をも根拠としつつ「卓越」一般の非-有意化を説くものである。 

 ここから見るなら、ロールズには微妙なところが在るとも言いうる。（後期）ロールズの場合、

「政治」から卓越主義を排除できればそれで十分であって、非-政治的領域においてはむしろ或

るかたちの「卓越主義」を認めているとも言いうる。ロールズは「包括的(comprehensive)教説」

ということを語っている。これは、換言するなら、――市民が自らの在り方を「卓越」したも

のと見るかどうかのいわば試金石として「包括的教説」の信奉が在る、というかたちで――「卓

越性」を語ることでもある。ロールズは、この「包括性」を用いて、「善」（価値）の追求一般

から「善の構想」を区別している。「そのような構想の諸要素は、一定の包括的な宗教的・哲学

的あるいは道徳的教説のなかに位置づけられ、それによって解釈されるのが通常であり、これ

らの教説に照らして、さまざまな目的・目標が順序づけられ、理解されるのである。」（同 32） 

であるから、そもそも「善の構想への能力」は「もう一つの道徳的能力」（同。強調は本稿筆者）

ともされるのである。（ここで取り上げている「包括性」は、「包括的リベラリズム」を否定し

て「政治的リベラリズム」を説く場合に語られるときの「包括性」とは（語義そのものは同じ

であっても、いわば使用法の点で）別である。以下の論論点４参照。） 

 倫理学プロパーの問題として言うなら、「卓越」の判別可能性の問題は、むしろ「人生の意味」

として、いわば「意味」一般からまさしく卓越した「意味」を区別すること――たとえばＩ・

シンガーはそれをターム的に「意義(significance)」と呼んで「有意味性(meaningfulness)一

般」から区別している12――として問われてきた。我々としても、こうした過去の議論の蓄積

をも踏まえつつ、「卓越主義」についてなお検討を進めなければならないと考えている。 

 なお、「財」の側面から言うなら、――まさしく「価値」の在る「財」を追求するのが「卓越

主義者」であるとして――「卓越主義」は（マスグレイヴが言い、西部が主張している）「価値

                                                     
11 厳密に言うなら、ここで「通約不可能」というのは、諸活動（そのもの）の優劣という質的差
異を判定するための基準がない、ということであって、およそ一切の比較ができないということで
はない。たとえば、それら諸活動がもたらす「効用」の比較といったものであれば、それを、少な
くともアプリオリに拒否するわけではない。実際ロールズも、上の第二の引用文においてこの種の
帰結主義的な比較評価を行なっている。ここで、「快楽」の高級・低級を区別するミルに対して、そ
うした質的差異を否定するベンサムを援用すれば、このことは明らかであろう。言うまでもなく、
その際ベンサムは、「高級」とされている快楽と「低級」とされている快楽との間の量的比較可能性
を説いている。ロールズも、おそらく――あるいは、立論上当然そうなるはずだが――「通約不可
能性」を我々がいま述べたのと同じ意味で了解しているであろう。
12 『人生の意味』法政大学出版局 1995。引用は原書、p.113. 
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財」の追求を有意化するものである。 

 

 

三 homo ethicus（倫理人）の「公共性」 

 

 原理的に市場は、財の最適な配分を可能とするものである。その意味で効率的であるのだが、

しかもそれは、単なる経済的効率性といったことを越えて、いわば幸福（利益実現）の最適な

実現をも可能とする。この意味では、「功利原理」の最適の実現形式であるとも言いうる。しか

しそれは他方、財の分配に限定して言うとして、――厳密に言って、人の力の非-同等性を前提

とするなら。この点については特にＤ・ゴーシエ(Gauthier)参照――必ずしもその財の平等な

分配を実現するものでない13。したがって、市場が「公共性」の空間であるとしても、その「公

共性」には欠けるところが在るとも言いうる。革新派は何よりもこの平等を重視し14、「公共性」

を肯定的にはこの平等の実現態として考える。 

 革新派はその「公共性」を、24)に示されているように基本的には倫理的なものとして想定し

ている。21)や 22)の後半では「倫理」が否定的にも言及されているが、その場合は特定の、た

とえば国家主義的な倫理であって、それとは別のものとして明らかに倫理性に定位している。

しかしまた、経済的な利己主義に反定立的に利他主義が想定されているのであろうが、その意

味は必ずしも明らかでない。分節化されて十分考察されたものとはなっていないからである。

一般的にもそうであるが「公共性」をめぐっても革新派は受動的であり、上に挙げたかぎりで

は、保守派の主張への批判に終始しているとも言いうる。国家の悪に定位して、保守派の論の

なかに好戦主義、国家主義を指摘して（両様の意味で「ナショナリズム」が指摘されてもいる）、

それに対して平和主義、世界主義を説くに留まっているとも言いうる。 

 換言するなら、革新派には原理論的考察が欠如しているのであるが、以下、我々として原理

論的次元で、「公共性」の倫理的次元について考えてみたい。 

 我々は倫理の基本型として「利他主義」を措定したい。それは、相手が自分の利を求めてい

るとして、自分としてその相手の利の実現を第一とするものである。しかし我々は、そこで同

時にその相手の利の実現を自らの利とすることが有意化されているなら、本当には利他主義と

は言い難いと考えている。センが言う「共感」型倫理を利他主義からは排除すべきであると考

えている。そうでなければ、一つの転倒として「共感」、あるいは利他的行為そのものにおける

                                                     
13 ゴーシエについては、ゴーティエ（小林公訳）『合意による道徳』木鐸社、1999. 拙稿としては、
「道徳と自己利害――なぜ道徳的であるべきか」に対するＤ・ゴーシエの回答――」『滋賀大学教育
学部紀要 人文科学・社会科学・教育科学』第 41号 1990 参照。ゴーシエは、逆に、「人の力の同
等性」を前提にして議論している。この前提のもとでは、「公平倫理」を守ることが自己利益の最大
化に繋がるとされる。
14 「平等の重視」は、実は、そう容易に了解済みとできるものでない。そこにも様々な形態が考
えうるし、そのなかでいずれが「倫理的」と呼ばれるに値するか、という問題も成立しうる。これ
については、拙稿「「いかなる倫理が「私」を超えうるのか」で多少テーマ的に論じた。
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喜び（という自分の利）の実現が目的化しかねないからである（厚生経済学の一部の論者など

によって前者は近似的だが「純粋な利他主義」、後者は「不純な利他主義」としてカテゴライズ

されている。因みに、我々は「共感」そのものを否定しているのではない。それは「幸福」の

大きな要素である。この点で、そのいわば基本の場である「家族」は、『学ぶ人』所収の加茂直

樹論稿が説くように公共政策の重要な対象となる。「共感」は私的事柄であって、それをもって

「公共」を考えることに反対しているのである）。 

 広く、あらゆる欲求の充足を「利」と呼ぶことが可能である。しかし、自分が今たとえば「他

人に親切にしたい」という欲求をもっているとして、その実現への志向をもって利己主義だと

は通常は言わない。同様、相手のそうした種類の欲求を第一に見ることも利他主義とは通常の

語感では言い難い。「利」は、基本としてはいわゆる経済的利益に限定して考えるべきである。

ここから見るなら、利他主義は利己主義の正確に逆にあたるものである。しかしながら経済的

利益に限定するとしても、さらに、自分が利と考える種類のものを相手にも実現させようと考

えるなら（これも近似的だが「パターナリスティックな利他主義」としてカテゴライズされて

いる。但しこれは、上で述べた「パターナリズム」と必ずしも同意ではない）、それも本当には

利他主義を逸脱すると我々は考える。倫理学プロパーの用語で言うなら利他主義は、その相互

性の形では一般的に「黄金律(golden rule)」によって定式化されうる（「人にしてもらいたい

と思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」（『聖書』マタイ 7･12）「己所不欲、勿施於

人」（『論語』顔淵篇））が、それはさらにたとえばヘアのように、「自分がしてもらいたいと思

う内容から独立に、相手がしてもらいたいと思っていることを（想像力を介して）確定し、自

分がしてもらいたいと思うことを相手に求めるのであれば、自分としても相手に、その相手が

してもらいたいと思うことを行え」と再定式化されるのでなければならない（こうした基本型

は「真正の(genuine)利他主義」としてカテゴライズされてもいる）。 

 利他主義に定位するとして、その利他主義が分節化されるのでなければならないのである。

我々としては「真正の利他主義」に定位すべきだと考えるのだが、革新派の発言 24)ではこの

点が曖昧である。経済主義は、それ自身としてはこの「真正の利他主義」を伴いうるものであ

る。それが利己主義そのものだと見られるのは、実は、利他主義として「真正」のものではな

く別の種類のもの（端的には非-経済主義として非-物質的なものを求めること（そのもの））が、

かつそれこそが利他主義だとして了解されているためであるというところもある。他の利他主

義との区別性において見るなら「真正の利他主義」は先の意味での（消費者主権的、個人主義

的）自由主義を原理とするものである。換言するなら、経済主義＝利己主義という了解は、そ

の真意において実は反-自由主義を立場とすることに起因するのである。 

 しかしながら、真の問題点は、利他主義の動機の困難性である。歴史的に見るなら「公共性」

は、政治的公共性から、この倫理性によって補完された経済的公共性（「商業的公共性」15）へ

                                                     
15 『学ぶ人』所収の宗像惠論稿は、モンテスキューのイギリス論のなかに、その限界性と共にこ
の種の公共性を確認するものでもある。
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と展開したと言うことができる。しかし多くの思想家がこの倫理性の現実性＝動機性をめぐっ

て苦闘している。ヒューム、あるいはアダム・スミスも含めて一般にイギリス経験論では、「利

他主義」に定位しつつも、「真正の利他主義」からは逸脱するかたちで動機が考えられていると

も言いうる。またカントは、「他人の幸福を促進せよという法則」とも語っていて、「真正の利

他主義」を説いているとも解せる。しかし、その際、他人の幸福そのものではなく、「法則の普

遍性という形式」が意志の規定根拠となるのでなければならないとしつつ、そこで「法則への

尊敬」を語っている。ここから見るなら、カントはそもそも「利他主義」でない可能性も在る。

あるいは、「尊敬」も必ずしも通常の意味での動機ではなく、カントにはこうした動機論的発想

を拒否するところが在るとも言いうる。＊ 

 ここは「倫理学」の展開に期すべきであろうが、倫理的公共性の議論は、そもそも倫理性と

は何であるかの解明がなおなされるのでなければならないであろう。拙稿「「いかなる倫理が

「私」を超えうるのか」は、本節部分を拡大・補完するかたちで、この課題に対して現時点で

の私見を提示したものである。「利他主義」の諸種は主として「経済学」で用いられているもの

であって、本稿と同様そこでも、（方法的に）いわゆる「経済的利益」を軸にして立論している

が、拙稿「「「エゴイズム」とは何であって、その何が問題なのか」では、そもそもの「経済的」

の意味の反省を踏まえて、それの自分における実現だけを目指すものが「利己主義」であると

ころの「利益」を、もう少し厳密に規定した。 

 

 

＊ 論点３ カントに即して「動機」の問題を問う 「通常の意味での動機」であるなら、「尊

敬」、あるいは、それを含めてなんらかのものが先行して在って、それが道徳的行為（道徳的法

則の遵守）を引き起こすのでなければならないが、しかし、たとえば『実践理性批判』では―

―「道徳的法則に対する尊敬〔の感情〕こそ唯一の、またそれと同時に疑いをさしはさむ余地

のない道徳的動機である」(164)とされつつも――次のように説かれている。「実践的あるいは

道徳的感情などと名づけられるような特殊な感情が道徳的法則に先立ってこの法則の根底をな

すというような想定をいささかも必要としない。」(157) しかし他方、「道徳的法則は、かかる

行為の主観的な規定根拠、すなわち〔行為の〕動機でもある。」(159)とも語られている。 

 よく知られているように、カントは行為の規定因として「傾向性」と「関心」の区別をして

いる。前者が「感性」の事柄であるとして、後者は「理性」の事柄である。ここでは大雑把な

方向しか記しえぬが、我々としては、たとえばＡ・センの「コミットメント」概念とも関連さ

せながら、この「関心」というものに即して、それが「感性」から完全に純化していわば「純

粋理性」の事柄として成立しうるか、と考えていってみたい。ここから見るなら、「人間の二重

性」の規定のもとで、そうした人間が道徳的行為をすることができるとしたら、ということで

感情的動機をも考えたのかもしれぬ、と言いうる。また、上の「道徳的法則が……動機でもあ

る」というのは、純粋な「関心」が行為を引き起こす（＝行為の動機である）ということであ
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って、問題は、こうした「関心」が（人間において）成立しうるのか、ということでもある。 

 考察の中味としては、「関心」に何か別のものが混入して「不純な関心」となっている場合を

分別するということが在る。この課題作業については、主として「厚生経済学」（あるいは、特

に、その一部としての「環境経済学」）でなされている「利他主義」の類型化の試みとの連動が

生産的であると考えている。本節の本文でもこの類型化を用いたが、拙稿「「環境問題解決にお

ける「経済」と「倫理」 ― 環境の倫理学として問う ― 」16では、いわゆる環境倫理のコン

テクストにおいていま少しテーマ的にこれに言及した。 

 「純粋理性」（の「（純粋）関心」）が行為の規定因でありうるということは、換言すれば「純

粋理性が実践的である」ということである。そのように換言する場合、ヒュームの、「欲求－信

念」理論とも呼ばれるいわゆる「内在主義」に対する「外在主義」としてカントを位置づける

ことにもなる。我々は、それとして独自にも研究蓄積の在る「内在主義 対 外在主義」論争を

検討することも重要である、と考えている。 

 

 

四 homo politicus（政治人）の「公共性」 

 

 佐伯が言うように（17)）、市場はいわば自律的には維持されないのであって、それを支える

「公共精神」を必要とするのかもしれない。我々は上で、「真正の利他主義」を有意化して「倫

理的公共性」の次元を確認したが、これがその「支え」とされる可能性も在る。しかし、佐伯

はこれとは別のものの必要を語っている（cf.13)）。すなわち「政治」（国家）である。 

 通常はここで「政治」（国家）として、経済政策（財政・金融政策、また独禁政策等）や福祉

政策が公共政策として説かれる。しかし問題は、そうした「政策」は、その担い手＝政治人に

おいて何が動機となって現実化するのかということである。革新派はたとえばレーニン主義的

国家観のもとに一面では、いわば経済の延長体として、階級的経済利益追求の装置として国家

を把握する。これを一般化して各個別経済利益追求のいわば場として政治が在るとするなら、

現在の政治には確かにそういう側面が在る。「政官財の癒着」「産軍複合体」といったことが想

起される。これは、たとえばＴ・Ｊ・ローウィが「利益集団的自由主義」として確認している

ところである。これであれば政治の動機は経済的利益心として自明であるが、原理的には政治

はこうしたものに尽きない。だが問題は、その場合の動機である。 

 政治は原理的には、経済的利益について、個別利益ではなく「国民（全体）の利益」を追求

するものとして、まさしく公共態であると通常も了解されている。上に見た保守派の「共和主

義」（5)6)15)）では「国家のための死」が説かれているが、それが国民の（対外的場面におけ

る）経済的利益のためであるという了解からそれも含めるとして、「共和主義」とは一般に、国

                                                     
16 （一）は『滋賀大学教育学部紀要 Ⅱ：人文科学・社会科学』第 52号 2003、（二・完）は同、
第 53号 2004 所収。
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民の利益のために政治において働くことを価値とするものである。ただ、この価値が（国民の

利益という目的に対する）手段的価値である場合と、それ自身――人間の本性の実現として―

―目的である場合との区別が可能である。ロールズの用法で言うなら「古典的共和主義」と「公

民的(civic)ヒューマニズム」とである（『学ぶ人』所収の濱岡剛論稿では、アリストテレスに

即して後者の古典的原型が描出されている17）。「利益集団的自由主義」を回避するのであれば

「共和主義」的要素が不可欠であるとも言いうるが、ロールズからするなら自由主義と両立可

能なのは前者のみである。だが、古典的共和主義は動機の点で問題を含む。共和主義は一般に

政治人の（国民の利益を追求するそれ自身はいわば無私の「徳」に対する）「名誉」を動機とし

ても挙げるものであるが、政治的行為に手段的価値しかないのであれば果たして「名誉」心は

可能であろうか。＊ 

 また、行為としては同じく無私であるとしても、「名誉」心は明らかに自己を有意化する。さ

らには、（全員が等しく名誉をもつというのはいわば自己矛盾であって）自己を他人から差別化

する側面を本質的にもつ。ここに、自己を有意化しない倫理的利他主義との決定的相違が在る。

保守派が説くように（5））最高の名誉は戦死に在るとも言いうるが、そうした含意をもつ場合、

名誉心は、日常の安楽性を嫌悪して「崇高」（6)）な行為を自己目的的に求めるだけのものであ

りかねない。「政治」の本質として「娯楽」を退けて「真剣」を説くＣ・シュミットはその典型

例であるともみなしうる。（端的には、たとえばシュミット解釈としてＬ・シュトラウスがこう

纏めている。「世界観、文化等々が、かならずしも娯楽である必要はないとしても、それらは娯

楽となりうるのである。これに対して、政治と国家を「娯楽」と一息で呼ぶことは不可能であ

る。世界が娯楽の世界とならないための唯一の保証は、政治と国家である。それゆえ、政治的

なものに敵対する者の望みは、最終的には、娯楽の世界の、すなわち楽しい世界の、真剣さな

き世界の構築である。」18）しかしその場合、先とはまた別の意味であるが「政治」は一つの場

であることになる。たとえば「政治的行動主義」としてカテゴライズできる19が、それは政治

を場とした一種の私性の追求であり、むしろ公共性を解体してしまうものである20。小林の発

                                                     
17 ドイツ語圏では「共同体主義」が「新アリストテレス主義」と表現される場合も在るが、私見
ではアリストテレスは「共同体主義者」ではなく、それとの区別においてこの「共和主義者」とし
て規定すべきである。（このことは両概念の区別を前提とするが、これについては論論点６参照。）さ
らに言うなら、そもそも「共同体主義」は、一つの反・近代主義として近代という時代に固有の「主
義」であるのではなかろうか、とも考えている。このことは、――これは『学ぶ人』所収論稿の筆
者の藤野寛がそこでは implicitに(cf.77)、安彦／佐藤編『風景の哲学』所収リッター論稿「風景」
の訳者解説稿ではテーマ的に確認しているところであるが――そもそも「文化主義」（あるいは、そ
れと平行的なそもそもの「文化」概念の出現）が近代固有のものであって、「共同体主義」はそれを
本質として含むものでもあるからである。
18 シュトラウス（添谷／谷／飯島訳）「付 カール・シュミット『政治的なものの概念』への注解」
『ホッブズの政治学』みすず書房 1990 p.231.
19 旧稿であるが拙稿「ラクー－ラバルトのハイデガー論」『滋賀大学教育学部紀要 人文科学・社
会科学・教育科学』第 43号 1996 では、ナチズムにそうした側面を確認した。また、「政治の悪魔
性に魅了された」と語るバタイユもその一変種であるかもしれない。
20 この事態を一般化して、「書評：『公共哲学とは何か』ちくま新書 初版:2004年 5月」『公共的
良識人』第 155号 2004 では、「私的公」というカテゴリーを設定した。これは、「公」という場に
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言にはこの危険性が強く感じられる。 

 しかしながら、（私的利害性として）「私性」の否定を言うだけでは、「政治」を「倫理」を基

準として考えることになる、とも言いうる。「倫理」の場合は、必須条件として、「私」を目的

としないということが在る。（であるから、「経済の倫理」――それはいわばレヴェル的には「公

平倫理」であるが――の場合も、「倫理性」としては「公平」であることそのものが目的となっ

ている、と先に述べた。）しかし、――「倫理」の側面からは、「倫理性」と「経済性」とは、

「利他」か「公平」かという区別はあるが、一種連続したものであるが――「政治」の場合は、

――そもそも、この連続の線上にはもはや別個の位置を占めえないのでもあって――別のファ

クターが在ると考える。だが、それは何か。何が在るから、そもそも「政治」は「政治」であ

るのか。極論するなら、これをめぐって「政治哲学」が様々な回答を出してきたのだとも言い

うる。よく語られるところでは、「権力」性が「政治」固有の要素である。我々もこの観点を用

いてきた。しかし、いま問題にしているのは「政治的公共性」の固有性である。「政治性」が（さ

らに）「公共的」であるのは何をもってかが問題である。まさか、「権力」性の程度によって、

「政治性」の「公共性」の程度の指標とするといったことはできない。右に小林のうちに確認

した発想も、好意的に見るなら、一種この難題に、私的領域ではなく公的領域において、――

目的は私的であるとしても――そのいわば公共空間に在ることに人としての最大の価値を置き、

その空間において（まさに公共空間におけるものとして人々の眼の前で）活動することを説く

ものであるのかもしれない21。 

                                                                                                                                                         
おいてなんらかの「私」を目的としているという事態を意味するものである。そこでは、「公共性」
に関する「活私開公」路線の批判として、この語を用いたが、これを含んで（なんらかの「私」が
そのまま「公」につながるとする）「内発路線」全般の考察が別途必要であると考えている。
21 こうした抽象性のレヴェルで見るなら、実はアーレントの「政治」規定も同様である。ここで、
論点１の議論を引き継ぐなら、アーレントの「政治」においてはまさしく「目的的公共性」が成立
しているとも言いうる。（右の小林の場合についても同様である。そこで「私的目的」が追求されて
いるとしても、その活動の空間そのものは、何か別のもののための手段ではない。別言するなら、
その「私的目的」は「公共空間」を前提にして初めて成立するものである。）しかし、その「目的的
公共性」は、いわば活動構成的なものである。それによって初めて一つの活動性がそもそも成立し
うるものである。これに対して、先に見た「倫理」は、「経済」を前提にして――これは、そもそも
の人間の生存に関わるものとして人間の基底的な活動性である――言うが、それを一つの（たとえ
ば「平等」という）在りうべきかたちへと統制するものである。たしかに、個々の「倫理的」行為
は自己利益という私的目的を果たすためのもの（手段）ではない。その意味で目的的に遂行される
べきものである。しかしその場合であっても、社会を総体として見た場合、一つの手段としていわ
ば機能的に「経済」を統制するためのものである。（ちなみに別稿「「論点のさらなる整理のために」
では、いわば「補正的」倫理観に対して「善き世界を構成する原理」としての「倫理」を対置した
が、そこで言う「構成的」は別レヴェルである。厳密に確認いただきたいが、その場合の「構成的」
はあくまで「善き世界を構成する」であって、「世界を構成する」ではない。換言するなら、「世界」
を「善き世界」へと統制する（ための）「倫理」である。しかるにアーレントでは「公共性」は、そ
れ自身「世界」（の或る領域）を構成するものなのである。）
 アリストテレスの、「（単に）生きる」のではなく「よく生きる」ための活動性としての「政治」
の発想は、一つの構成的なものとも言いうる。上記濱岡論稿に即して確認するが、たしかにポリス
は「人びとが生きるために生じたのであるが、彼らがよく生きるために存在するものであ［る］」(218)
とされる。そして、「ポリスというものは、人びとが住む場所を共にしつつ、たがいに対する不正を
禁じ、ものの交換を行なうことを目標とするような共同体ではない。」(218)「各人が善美に生きる
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 しかしながら、「公共的」であるためには、「政治」においても人はやはり目的として“人々

のため”という要素を含んでいなければならない、と我々は考える。では、それは何か。単に

そうした“人々のため”という「目的」一般であるなら、「倫理性」との区別が成立しない。我々

はここで、政治家の倫理として――したがって、我々からするなら、これは広義での倫理であ

るが――「責任倫理」を説く（場合の）ウェーバーに着目してみたい。すなわち、「倫理に定位

したすべての行為は、二つの相互に根本的に異なった……格律の下に立ちうる。つまり「心情

倫理に」定位することも、あるいは「責任倫理に」定位することもできる。……人が心情倫理

的格律の下で行為する――宗教的に言うなら「キリスト教徒は正しいことをなして、結果は神

に委ねる」――か、行為の（予見可能な）結果に責任を負わねばならぬという責任倫理的格律

の下で行為するかは、底知れぬ対立である。」（『職業としての政治』）と説く場合のウェーバー

である。 

 ここでウェーバーは、（狭義での）倫理説として「義務論」を退けて「帰結主義」を採ってい

るのではない。アンスコムのターム(cf.G.E.M.Anscombe,"Modern Moarl Philosophy",in:Philo- 

sophy,Vol.XXXIII,NO.124,1958)を――ほとんどタームだけ――援用して敷衍したいが、ここで

「行為の（予見可能な）結果」と語られているのは、まさに「予見される(forseen)帰結」であ

る。これに対して（狭義での）「倫理」が――それが「帰結主義」であっても――有意化するの

                                                                                                                                                         
ことを分かち合うかぎり、共通に利益となるものが人々を集める。」(219)とされる。いわば「経済」
の統制態として「（単に）生きる」ために「ポリス」が在るのではなく（あるいは、そのためだけに
在るのではなく）、「よく生きる」ために（も）在るのである。人間が「よく生きる」＝「善美」に
生きるために、ポリスは不可欠の前提なのである。濱岡はこのことを、「ひとりひとりが「善美に生
きること」を可能にする条件としてポリスはある」(219)と纏めている。論点４との関連で言うなら、
ロールズもあるいは、そうしたものとしてアリストテレスのうちに「公民的ヒューマニズム」を見
ているのかもしれない。（なお、ここで言う「構成的(constitutive)」「統制的(regulative)」はサール
が（「規則」に関して）言う意味のものである。）
 しかしながら、アリストテレスには微妙なところが在る。そもそも「善美」とは何か。それを「正
義」（正しくあること）と等置するなら、そもそもアリストテレスにとっても「正義」は「経済」の
統制態であって、その意味では「ポリス」もそれ自身、「経済」を統制するための活動態であること
になる。しかし他方、その活動態はそのまま「倫理」であるのではなく、「善悪や正不正を知りうる
のは、まさにポリスという共同体においてである」という濱岡の理解(219)にも即して厳密に言うな
ら、そうした（「経済」の統制態としての）「倫理」をさらに「可能にする条件」として「ポリス」
（という活動態）が在ると言いうる。しかしまた、再び「善美」を「正義」として了解するなら、
上のアーレントとは違いが在る。アーレントにとっては「政治」は領域としてまったく別個のもの
である。「政治」における活動性は、およそ「経済」とは無関係のもの――それを彼女は彼女の意味
での「活動」と呼ぶ――である。対してアリストテレスの場合は、「政治」の活動性は、「経済」を
統制する「倫理」の一つの「条件」である。我々としてここでは（仮の了解として）、アリストテレ
スにとって、「倫理」はいわば自立的には存在しえないのであって、「ポリス」という「政治」体に
おける（「ポリス」のためのという）自己目的的活動性として初めて「倫理」が成立する、とでも了
解しておきたい。（それとも、「善美」は「正義」の範囲を越えるのであって、その越える部分を「可
能にする条件」として「政治」が在るのであろうか。その「越える部分」が私的な事柄であるかぎ
り――これとは別であ（りう）る「愛」については後に議論する――、ここにも一種の「私的公」
が成立することになる。これゆえに（も）、たとえばＲ・ノーマンによってアリストテレスに「道徳
的利己主義者」という性格づけがなされているのかもしれない（塚崎智也他訳『道徳の哲学者たち 第
二版』昭和堂 参照）。）
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は、「意図される(intended)帰結」である。「倫理」の場合は、「帰結主義」であっても、そのよ

き帰結を、「功利主義」の場合は「なるべく多くの者にとってのよき帰結」を、意図していなけ

ればならない。しかしそれは、必ずしも、「予見される帰結」をすべて引き受けて、その「帰結」

の「善」の観点からの判定に服す――アンスコム自身は、そういうことになると述べているが

――ものではない。また、「帰結」は――これは批判的にアンスコム自身がそう述べているが―

―事後的に確定する「実際の(actual)帰結」でもない。（彼女によるなら、「帰結主義」が行為

の正の判定基準にしているのは、「実際の帰結」とは区別される「予期される(expected)帰結」

（その実現が「意図」される）である。ここから彼女は、「帰結主義」では、この「予期される

帰結」（＝「予見される帰結」）が、総計として「善」であるかどうかで行為の正・不正が判定

されるに留まって、実際の（総計的）帰結が「悪」である場合、その行為を「不正(wrong)」と

して判定できる余地をもたなくなる、と批判する。22）これに対して「政治」では、よく「結

果責任」ということが語られる。その場合「結果」は、むしろ事後的な結果そのものであって、

そこでは「意図がよかったから」というのは言い訳にならない。だが他方、「政治」も、そのよ

し・悪しをすべて“事後”（「歴史」）の判定に委ねるというのであっては、「政治」を担う人間

の――「政治性」としての――よし・悪しを語れない。我々はここで、たとえば或る政策を決

定するとして、それは当然、一定のよき成果を「意図」するものとしてであるが、同時に、人々

にとっての「善」の観点から、「予見される」諸帰結――そこには自ずと限界があって、それに

対しては決断をもって対処し、いったん決断したからにはいかなる（「予見」を越えた）帰結で

あっても自らの「責任」として引き受ける覚悟をもちつつ――を、まさしく「予見可能な」か

ぎり、なんらかの世間的「倫理」と折り合いのつく或る範囲内に留めてしまうことを越えて最

大限に考慮する、ということが「政治的公共性」を構成するのだと考えたい。23 

 その場合、その（「予見」できる範囲内での）善き帰結の実現が「規則」遵守（つまり、「義

務論」が言う場合の「義務」）と矛盾するときは、きっぱりと前者を採るのでなければならない。

また、「帰結」が、世間が（多く義務論的発想との混在のもとで）短視的に考えるところと異な

                                                     
22 我々からするなら、アンスコムはここで一つの間違いを犯している。（倫理的）「帰結主義」か
らする行為の正・不正の判定のポイントは、行為の規則適合性ではなく、あくまで行為の帰結であ
る。しかし、その「帰結」は「予期される帰結」であって、「実際の帰結」ではない。「実際の帰結」
が「予期される帰結」と相異することも在るが、その場合行為は、いわば倫理的に「不正」であっ
たのではなく、認識的に（見通しの）「誤り」だったのである。次の文章で言う「政治」（倫理、し
たがって狭義と区別される広義での倫理）の場合、いわば判定を事後にのみ可能にするとして、「実
際の帰結」を倫理的に判定しようとする、とも言いうる（こういうものを、アンスコムの批判をも
越えて、「ウルトラ帰結主義」とでも呼べようか）。
23 ターム自身アンスコムが導入したものではあるが、「帰結主義」は今日、彼女のこの命名のコン
テクストを越えて用いられており、我々のように了解する（了解し直す）ことも不当ではない。ち
なみにアンスコムは、彼女が「現代の道徳哲学」として批判する「帰結主義」の起点をシジウィッ
クに置き、「帰結主義」を「旧式の(old-fashioned)功利主義」から区別しているが、我々としては、
「帰結主義」をもこの「旧式の功利主義」の延長上に位置づけつつ、そこから、「意図」に関する独
自の分析に基づいて行為の正を考えるアンスコムの（現代の（マクダウエル的）道徳的実在論にも
繋がる）主張を、逆に批判できる、と考えている。しかし、これについては別稿を期すしかない。
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る場合についても、その実現の志向――ポピュリズム、大衆民主主義といったものは、これに

定位するものであろう――を拒否するのでなければならない。ウェーバーが同時に、「善からは

善のみが、悪からは悪のみが帰結しうるということは真実ではなく、むしろ、しばしばその反

対のことが真である。」と説くのも、この“矛盾”“世間知とのズレ”の存在を直視するゆえで

あろう。そして「権力性」ということも、（単なる「権力欲」とは区別してその「よき場合」を

想定するなら、）まさしく「善き帰結」（第二の「善」＝第一の「善」から見た場合の「悪」）に

定位して単なる「義務」遵守・短視的帰結志向（第一の「善」＝第二の「善」から見た場合の

「悪」）を力をもって退けるところに出てくるものであろう。 

 我々は、こうした「善き帰結」への定位をもって、他の「公共性」から「政治的公共性」を

区別できるとも考える。しかし、人間がそれを担うことは困難である。そこに、一種“報酬”

として「名誉」が伴うのでなければ、そもそも「政治的に公共的」であることはできない、と

も言いうる。しかし「名誉」は、（多くの「公民」のもとして）民主制の原理であることは原理

的には不可能でもある。では、民主制のもとでは、動機として何が「政治的公共性」を担いう

るのか。 

 動機としては「共同体主義」は、より容易に政治的公共性に現実性を提供しうると見ること

も可能である。共同体主義は、あくまで共通の価値に即してであるが、その価値実現への欲求

を想定する（西部参照）――佐伯 18)19)では、これはさらに「アイデンティティ」確認への欲

求に還元される――が、この価値実現の行為として政治を語りうるからである。またこれは、

革新派からも、たとえばＣ・ムフに明らかなように被差別集団の対抗的政治行為の動機として

語りうるところである。 

 しかしながら、共同体主義に定位する政治的公共性には重大な問題も含まれている。分析し

てみるなら共同体主義は、単に1)共有の善（価値）を追求するだけでなく――これだけである

なら、たとえば「市場」という公共財、あるいは一般に、典型的には「環境」を含めて公共財

一般の確保の追求として、自由主義からも求められるところである――、2)共通に、かつ3)各

個別的に共通にということではなく一つの共同事業として、4)それ、あるいはそれを志向する

ことに目的性を与えて、価値を求めるものである。この3)4)からは、集団主義（集合性そのも

のに価値を置くこと）が帰結しうる。特殊日本については、共同体主義を説くＡ・エチオーニ

ですら、集団主義が強すぎると見ており、この問題性は深刻に意識しておく必要が在る。一部

の保守派には、あるいは一部の革新派においても、集合性こそが公共性だと説かれているとこ

ろも在る。実のところ、日本では保守・革新は表面的対立であって、この集団主義が主流であ

るとさえ言いうる。また、一元的価値支配下であるなら別であろうが価値多元の現状からは、

4)は（別の価値観をもつ者に対して）権力性をもつことにもなりうる。その場合は、明らかに

自由主義と対立する。価値多元に定位してこのように自由主義を採用することは、換言するな

ら、異なった価値に対して寛容であることである。しかしそれは、そう簡単なことでない。『学

ぶ人』所収の谷本光男論稿はこの問題意識のもとに、単なるスローガン性を越えてまさしく「寛
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容」の可能性を論究するものである。＊＊ 

 共同体主義が共通価値として考えるのは、その多くにおいて「文化」である。しかし「文化」

は多義的語彙である。コンテクストによっては、（「文化財」という言葉も在るが）一定の財そ

のものでなく、それを含んで世界・現実・生活に対する自己了解的な価値的意識といった意味

で了解するのが妥当である。特に政治が関わる場面では、文化は、アイデンティティ確認のい

わば媒体として、自分が属する世界等を価値的に有意化する側面をもつ。これは語意をかなり

限定するものであろうが、「文化主義」と言うときの「文化」はほぼこれに重なる。24（それは、

モノと同列に「文化」を一つの財として、その享受（そのもの）に価値を置くという在り方と

は異なる。後者であれば、経済主義――経済主義と言ってもたとえば拝金主義であるわけでな

く、経済的繁栄をこの文化享受の物質的条件として求めるものでもありうる――と両立可能で

ある25。）そして、共同体主義が価値とする「文化」は間違いなくこれである。共同体主義は文

化主義という性格をもつことになる。実際、保守派はこの文化主義として、公共性の内実とし

て共通の文化意識を置く（16)参照）。そしてその核心は、自らの世界等を「歴史」として意識

し、その歴史を共有することである（9）11）19）参照）26。 

 であるから「歴史家論争」の延長として議論されることにもなるのだが、（西）ドイツでは、

ハーバマスが語る「憲法愛国主義」をめぐって政治の文化性が最大論点となっている。ハーバ

マスが（一種）共和主義的に、かつドイツ文化を特権化したナチズムへの批判として、（一般的）

文化から可能なかぎり切り離して、（「政治文化」として）憲法体制そのものにアイデンティテ

ィを置く在り方を主張したのに対して27、保守派は、文化抜きの国民的アイデンティティは不

                                                     
24 「文化人類学」では、西欧の「ナイフ・フォーク」（使用）に対して、東アジアの「箸」（使用）
をその「文化」として語る。ここで言う「文化」はこれとは別である。また、「物質的なもの」に対
する「精神的なもの」を意味する場合の「文化」とも別である。たとえば「文化勲章」「文化国家」
「文化の熏り」などと言うときの「文化」がこれに近いものである。
25 我々は他所（『倫理学年報』第 49集所収「シンポジウム報告」）で、「文化」に対するこの立場
を、「反・文化主義」ではあっても「反文化・主義」ではないとして説明した。
26 我々の研究は応用篇として「公民教育論」研究を含んでいたが、そこから言って、この故に（日
本の現行の）「社会科」は大きな比重において「歴史」を含むのであり、したがって我々の論稿「空
転する「公民教育」――社会科教育・道徳＝倫理教育・歴史教育に即して――」は、サブ・タイト
ルに明示されているように「歴史教育」をも対象としたのである。（この論稿は、現在市販中の越智
貢編『岩波 応用倫理学講義 ６ 教育』2005 に所収されているものであるので、本報告書に収める
ことを控えた。）
27 この基本主張から見るなら、その後（『他者の受容』）における次の発言は、そのものとしては
ミスリーディングである。「この［憲法］パトリオティズムは、普遍主義的内容を持つと認められる
憲法原則を、そのつど国民(national)固有の歴史と伝統というコンテクストから解釈することに支え
られている。市民の動機や信念に根ざすが法的には強制しえない憲法へのこうした忠誠を期待でき
るのは、市民たちがその民主的立憲政治を自分たちの歴史的文脈における成果として理解しうる場
合に限られる。」(320f.) ここには、ロールズの――彼の場合は明らさまに「国民固有の歴史と伝統」
を語っていないが――「重なり合うコンセンサス」論と形式上の同構造性が在るとも言いうる。な
ぜなら、この場合の「コンセンサス」とは、非-政治的な価値観同志の「コンセンサス」であって、
それは換言すれば「文化」（としての「歴史」「伝統」）であるからである。しかしながら、これはあ
くまで、この件を切り出してそれだけで読むかぎりである。前後を見るなら、ここで言われる「歴
史・伝統」はあくまで――「文化」一般から区別された――「政治文化」のそれであることが了解
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可能であると説いた。政治的公共性をめぐってはおそらく、この文化の位置づけが最大の論点

となるであろう（たとえばルソーの「市民宗教」論を想起して欲しいが、宗教がこの文化の中

核をなすこともありうる）。ここから、公共性には「国民文化」が必要なのか、文化は私的享受

の対象であって、それを共通化しようとするなら特定の文化趣味の強制となるだけなのか、と

いう論点が成立する。 

 西部の発言 10)は一部誤りであって、長期的視点を取るかぎりでは「私的欲望」の方が（目

的合理的に）「論理的」であって、この文化を求めるものとしては「公的欲望」の方が「感情的」

である。倫理の不十分性を補完するものとして政治では「サンクション」の必要が説かれるが、

一般的にも、このサンクション回避という合理性（論理性）で政治は自己完結するか――これ

は一般化するなら「法」システムとして自己完結するかということである――、あるいは感情

的な要素を不可避とするのか、というかたちで論点設定されている。自由主義からは、問題性

をもつとして共和主義を拒否するならこの政治的合理性の完結性の証示が最大の課題となる。

それが不可能なら、共同体主義を採るべきだということにもなりうる。この点で、「契約論的国

家観」か「歴史的国家観」かという佐伯の論点(cf.19))――これは公共性を支える「公民」の

教育についても最大論点とされるべきところである。28――は、我々からしても最重要の論点

であると言いうる。＊＊＊ 

 

 

＊ 論点４ ロールズに即して「共和主義」を問う 「古典的共和主義」「公民的ヒューマニズ

ム」の相異についてロールズは次のように語っている。（以下、引用はすべて『公正としての正

義 再説』から。必要上、各引用にアルファベット符号を付す。） 

 

a. 公正としての正義は、古典的共和主義とはまったく矛盾しないが、公民的ヒューマニズム

は退ける。公民的ヒューマニズムは、その強い意味では、（定義上）アリストテレス主義の一

形態である。すなわち、その考えでは、われわれは社会的存在であって、政治的存在ですら

あり、その本質的特性が最も完全に達成されるのは、政治生活への広範で積極的な参加の存

                                                                                                                                                         
される。これに対して、相互の「コンセンサス」として「政治」を支えるロールズの場合の価値観
は、明らかに「文化一般」のものである。しかし重要なのは、さらにロールズ的読解を越えて、こ
の件がそれだけでは（まさしく「歴史」「伝統」を説く）「共同体主義」的含意で了解されてしまう
ということである。本書においてもハーバマスは決して「共同体主義」となっていない。
28 上記拙稿「空転する「公民教育」」は、本研究の応用篇として、「公民」教育を問うたものであ
る。そしてその骨子の一つは、まさしく「契約論的国家観」「歴史的国家観」に対応するかたちで二
つの「公民教育」（ないしは「社会科教育」）理念が在ることの確認である。しかし、この論稿その
ものとしては、より重要な第二の骨子が在る。それは、――ロールズのタームで言うなら――「公
民」（「政治」の構成者）を「共同体主義」的に「（国民）文化」を体得したものとする実際には主流
の「社会科」理念――それは、いわば「政治的リベラリズム」として「文化」から切り離して「公
民」を措定する戦後・新「社会科」理念と、（戦後）当初から齟齬をもっていた――が、国民の間で
の「文化」のいわば非-「包括」化、つまり「政治的リベラリズム」化の進展に従って、その現実と
の乖離を次第に拡大していって現在「空転」状態に在る、ということの確認である。
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在する民主的社会においてである。こうした参加が推奨されるのは、たんに基本的諸自由の

保護にとって必要でありうるものとしてではなく、そうした参加がわれわれの（完全な）善

の格別のありかただからである。このため、公民的ヒューマニズムは、包括的な哲学的教説

となり、そうである以上、正義の政治的構想としての公正としての正義とは両立しない。(254) 

 

b. たとえ政治的諸自由が他の基本的諸自由を保護し維持するために不可欠な制度的手段で

あるにすぎないとしても、政治的諸自由は依然として基本的なものに数えることができる。

……たいていの人にとって政治的諸自由は道具的なものにすぎないと主張しているのではな

い。(254f.) 

 

c. （ここで定義したような）公民的ヒューマニズムを拒絶しても、政治生活に携わることを

通じて市民によって達成される善が人間生活の偉大な善の一つだということを否定すること

にはならない。だが、政治生活への参画を自分の完全な善の一部にする度合いは、われわれ

が個人として決めるべきものであり、また人によって異なるのが道理である。(255) 

 

d. 他方、古典的共和主義とは、非政治的な生活の諸自由（近代人の自由）を含む民主的な諸

自由の安全は、立憲政体の維持にとって必要とされる政治的諸徳性を備えた市民たちの積極

的な参加を必要とする、という見解である（第三三説）。その発想はこうである。すなわち、

政治的正義と公共善への関心によって相当程度動機づけられた活発で事情に通じた市民の総

体による民主政治への幅広い参加がもし存在しなければ、最善に設計された政治的諸制度で

すら、ついには、他のほとんどすべてのことを度外視して、権力や軍事的栄光を渇望したり

狭隘な階級的利益や経済的利益を追い求めたりする人々の手に落ちてしまうだろう。自由で

平等な市民であり続けたければ、われわれは私的生活へ総退却するわけにはいかないのであ

る。／そのように理解された古典的共和主義と、コンスタンやバーリンに代表されるリベラ

リズムとの間には根本的な対立は存在しない……古典的共和主義は包括的教説を含まないの

だから、それはまた政治的リベラリズムと完全に両立……する。(256f.) 

 

e. さらに、次のことをつけ加えておかなければならない。すなわち、公正としての正義は、

自分の善が重要な点で政治生活にあると考えたり、それどころか、自分の才能や目標からし

てそう考えるべき人がいること、従って、彼らにとっては政治生活が完全な善の中心部分で

あること、これを（コンスタンやバーリンが否定しないのと同じように）否定するものでは

ない。このような人々がいることは社会の善に資するのであり、それは、人々が相異なり補

い合う才能を発展させ、相互の利益となる協働の企てに携わることが社会全体の利益になる

のと同様である。分業の観念は（正しく理解されたなら）他のところでと同様にここでもあ

てはまる。(257) 
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 ここで「政治」形態の三つの場合が区別されていると言いうる。すなわち、1.政治を「手段」

として、かつ、政治への参加を単に「道具的」(b.)とする場合（これを「暫定協定(modus vivendi)」

主義と呼んでおく） 2.政治を同様「手段」とするが、単に「道具的」にではなく「積極的」(d.)

に参加する場合（「古典的共和主義」） 3.同様「積極的」に(a.)参加するが、さらに、その「政

治参加」を「われわれの善の格別のありかた」(b.)、いわば人間本性の実現とする場合（「公民

的ヒューマニズム」）である。 

 通常の用語法では「共和主義」は3.をも含むが、ロールズはそれを「政治的リベラリズム」

と「両立」しないものとして拒否する(a.)。と同時に、「政治的リベラリズム」と「両立」可能

ではあるが1.をも拒否する(d.)。結局2.がロールズの説くところである。そうであるとして問

題は、2.の可能性である。 

 ロールズは他方で、「政治的リベラリズム」と区別して「包括的リベラリズム」概念を措定し、

それを、「（政治）教育」に即しては、「自律の価値や個性の価値を涵養することをもくろむ」も

のとして拒否している(270ff.)。これは、政治は「包括的教説」一般に対して「中立的」であ

るべきだという文脈で語られているが――ちなみに、「中立」でない場合、特定の有意化された

「教説」が政治性をももつことになり、その「政治」をも含むという意味で「包括的」となる。

「包括性」は多義的であるが(cf.339)、それとの関係でロールズは厳密にこの事態を「体系的」

「完全に」包括的とも呼んでいる――、しかし、右の「自律」については、当の「中立性」の

政治そのものに「自律」が在るということもできる。Ｃ・ラーモアは「政治的中立性」に関す

る「暫定協定主義(m.v.view)」と「表現主義(expressivist view)」とを区別し、カントを後者

の典型と位置づけているが、ロールズもこれを説いているのではなかろうか。「中立性」は特定

の「善」（構想）を有意化せず、「正」として、その各自的存立の条件の整備にのみ関わると言

うこともでき、ここから「善に対する正の優先性」も語られてくるのだが、ロールズは実際、

「正義論は合理的選択理論に属すると述べた」『正義論』の記述を――いわば「仮言命法」レヴ

ェルに定位するとして――「誤り」だったとする注記(372)と共に、「公正としての正義は、こ

うした特徴［正の優先性］をもつ点でカントの［定言命法の］見解に類似している」(145)とも

説いている。そして「定言命法」とは、まさしく「目的」として道徳的行為を命ずるものであ

る。すなわちロールズにおいて、「正義（であること）」が、そしてそういうものとして「政治」

性が、（なお、）それ自身「目的」となっているのでもなかろうか、ということであるのである。 

 こうした可能性は、引用文a.からは拒否される。そこでは明らかに、政治性を（目的として）

「格別」化することが「包括的な教説」だとして否定されているからである。しかし、右の段

落で問題とした「包括性」は実はこれとは別である。他所ではたとえばこう語られている。 

 

f. こう問うてみよう。実際、政治的構想への忠誠は、それが包括的見解から引き出されるこ

とにどれほどまでに依存するのだろうか、と。ここで、次の三つの可能性を考えよう。(a)

政治的構想が包括的教説から導出される。(b)政治的構想がその教説から導出されるわけでは
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ないが、これと両立する。そして最後に、(c)政治的構想が包括的教説と両立しない。(340) 

 

 ここでの「政治構想」は、先に我々が取り出した「政治形態の三つの場合」に対応させうる。

(a)は 3.に、(b)は 2.に、そして(c)は 1.にである。（この第三の対応付けについては、若干の

説明が要るであろう。1.は「暫定協定主義」のことであったが、そこでも、相互に異なった各

個別「教説」をもった市民達が一つの「政治的構想」を共有している。そうい意味では「両立」

が在るのであるが、しかしそれは、各個別「教説」の「包括性」を放棄しつつ、「教説」とは独

立なものとして「政治的構想」を了解することによってである。この意味では、「教説」はいわ

ば当初の「包括的教説」としては「政治的構想」と「両立し（てい）ない」のである。）ここか

ら言うならロールズが主張する「政治構想」は(b)であることになる。しかし、そのいわば指示

（対象）は同じであっても、そこで指示が行なわれる方向の点では(b)は 2.とは異なる。そし

て、ロールズが「重なり合うコンセンサス」によって「支えられる」ものとしてその「政治構

想」を主張する場合、その方向はむしろ(b)である。 

 そうであるとして、その場合の「包括性」は、――「政治構想」そのものの質ではなく――

「宗教的」等の「教説」の質である。「教説」はそれ自身でいわば前-政治的にも「包括的」で

あったりそうでなかったりするが、一般に「教説」としては「包括的」である。しかしその場

合であっても、それがさらに「政治」を包括する場合とそうではない場合との区別が在りうる。

ロールズはこの前者の場合について――（さらに）「政治」をも包括するという意味で――「完

全に一般的で包括的」とも表現している(340)。すなわち、「正義の政治的構想（としての公正

としての正義）」が先にあって、それがさらに、「哲学的」にいわば人間の生き方を「包括」す

る、というのではなく、「哲学的」（「宗教的」等をも含む広義の意味での）な政治以前的な「教

説」が先にあって、それがさらに「政治」をも含むかどうかが問題となっているのである。「政

治的構想が包括的教説から導出される」という言い方は、明らかに、この方向で問題を立てて

いることを示している。我々は、その「リベラリズム」論全般から見るなら、この意味での「（完

全に一般的な）包括性」こそが主問題になっているのだと了解する。 

 ここから見るなら、――この「包括性」が排除されればいいのであって――「政治」が（こ

れとは別義で「包括的」であって）「目的」であることは別に排除する必要のないことでありう

るのである。上の論論点３とも関係するが、ここで我々は、ロールズにおける――彼自身の「卓

越主義」論の文脈とは独立に――いわば「政治的卓越主義」の存在を言うことができるかもし

れない。上の引用文a.では、これが「公民的ヒューマニズム」として排除されているのではあ

るが、しかし、右の段落での議論からするなら、それは「政治的リベラリズム」と非両立では

ない。ロールズが批判しているのは、いわば非-政治的（領域）における「卓越」（たとえば科

学や芸術領域における）に即して、その「卓越」を「政治」は有意化すべきだという（たとえ

ばミル的な）主張である。これも「政治」との関わりをもつのであるが、我々が言う「政治的

卓越主義」は、「政治」（領域）そのものにおける「卓越」を説くものとして、これとは別であ
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る。 

 ロールズがミルを「卓越主義」として批判するときは、右に言う「文脈」内においてである

が、実際ミルにおいても事態は単純でない。以下、『学ぶ人』所収の上記児玉論稿に即して確認

するが、ミルはまず――功利主義理論（あるいはむしろ：幸福主義理論）の枠内で――「ある

人が幸福であるかどうかは、その人の欲求がみたされているかどうかという基準のみによって

計られるのではなく、当人が「進歩」しているかどうか、すなわち優れた人間へと成長してい

るかどうかという基準も用いる必要がある」(292)として、「優れていること」すなわち「卓越」

（そのもの）を有意化する。次いで、「政治参加が持つ教育的機能」として、非-政治領域にお

ける卓越性を（、手段として）「政治参加」が陶冶していくと説く(cf.295)。しかし同時に、「政

治参加」そのものが、（目的的に）人間としての「卓越」性の発揮であるとする観点も見られな

くない。（たとえば「公開投票」（記名投票）について、「選挙における投票は個人の権利ではな

く社会に対する義務であり、人々は自分の私的な利益を考慮して投票するのではなく、公共善

のために投票しなければならない」(295)、と説くときがそうである。ここでは「政治参加」は、

「公共精神の学校」として「公共精神」育成の場であるのではなく、――いわば「学校」卒業

後の「社会」として――それ自身「公共精神」発現の場である。）これと同じものの存在を、我々

はロールズにも指摘することができるのではないかと説いているのである。 

 「公民的ヒューマニズ」をこの「政治的卓越主義」と解するなら、これとの区別において、

「政治的リベラリズム」と「両立」可能にすべく「古典的共和主義」を別途設定する必要はな

い。いわば「共和主義」一般だけで十分なのである。 

 ロールズは、「たんなる暫定協定としての［ホッブズ的な］リベラルな正義構想」から「重な

り合うコンセンサス」への「発達」ということを言っている（ex.346f.）。これは（一見）上記

の 1.から 2.への、あるいは――上には、それは結局 3.と一つにしうると説いたのだが――2.

および3.への「発達」を単純に説いたもののように見えるが、彼の議論の文脈においては、実

はそうではない。こう説かれている。 

 

g. 多くの市民たちは、政治的構想によって表現された政治的諸価値とともに、……種々さま

ざまの宗教的価値や哲学的価値、結社的価値や個人的価値を支持している。……正義に適っ

た基本構造によって実現される政治的諸価値は、通常、それらと衝突することがありそうな

他の［宗教的等の］いかなる価値をも覆すのに十分な重みをもっている［――すなわち、「善

に対する正の優先性」である――］と、考える人もあるかもしれない。それ故、彼らの見解

全体は、非政治的諸価値を含んでいるという意味で包括的であるけれども、体系的でもなく

完全でもないことから、部分的にのみ包括的なのである。第五八説で、このように体系と完

全性が欠けていることが、実は幸運であり、暫定協定が長期にわたって重なり合うコンセン

サスへと変化してゆくことを可能にするのに役立つことを知ることになろう。(57f.) 
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 すなわち、「暫定協定」から「重なり合うコンセンサス」への「変化」として、「政治」が単

なる「道具」の位置（1.）を脱するためには「価値観」（「善の構想」）によって支えられること

が必要であるのだが、そのためにはその「価値観」が「体系性」「完全性」をむしろ欠いている

ことが必要なのである。この「欠如」の事態は他方で、その「価値観」そのものの属性として

「穏当(reasonable)」29とも表現されている、と我々は理解する。別言するなら、「価値観」が

まさしく「穏当」であることによって、その政治化が、つまり一定のものによる他のものの支

配が阻止され、したがって、――「寛容」の精神をも伴いつつ――「コンセンサス」としての

政治が可能になるのである。 

 我々としては、この「穏当さ」の存在・不在が「政治」の場面にいわば投影されるとき、2.

と 3.との区別が出てくるのだとも解釈可能であると考える。そうであるから、「穏当」という

いわば程度性を反映して、2.,3.は「大きさ」「度合い」の差として区別されてもいるのである

(cf.254,255)。したがってまた、上に「政治的卓越主義」の余地の可能性を説いたが、それも

いわば「穏当な」政治的卓越主義でなければならないことになる。 

 しかしながら、「価値観」が政治性をもたないということは、そもそも「価値観」として可能

であろうか。サンデルならおそらくそう言うであろう。政治性をもたないということは、換言

するなら「正当」なものとして自己の価値追求に権利性を主張しない（あるいは、価値追求の

承認を求めない）ということであって、根源的には「政治」とは、他者に対する権利主張の関

係態であるとも考えられるからである。（この点は、たとえばＣ・ムフ、あるいは、彼女を含ん

で「ラディカル・デモクラシー」派のロールズ的（微温的）自由主義批判とも関わってくる。）

しかしロールズは、この「穏当さ」の事実をいわば所与とする。 

 いわば、この「穏当」化を突き詰めて、「価値」を「好み(taste)」へと減価しつつ、その「好

み」として調整をより容易にするという形態も考えうる。その場合の「政治」形態が1.である。

ちなみに我々は、論稿「「景観紛争解決法の構築――一つの倫理学的考察――」「都市景観にお

ける「過去」の問題」30で、（景観に関する）美観（美感）という価値観の対立に即して、「価

値」の「好み」への減価が対立解消の可能性を開く、と説いた。そしてその場合であれば、人々

の「政治」への関わりの動機は自明である。「政治」は自己の「好み」をよりよく（より多く）

実現するための手段となるからである。これに対してロールズは1.を拒否して2.を説くのであ

                                                     
29 "reasonable"は、他方では「道理に適った」とも訳されている。これは、主要には"rational"と
の対で用いられる場合であるが、本段落の引用箇所では、これとは（たとえば"moderate"と同義の）
別義で用いられている――であるから別訳がなされているわけだが――と思われる。これを（も）
「道理に適った」と訳出するなら、ロールズの真意が汲み取れなくなる。「穏当」という訳はまさに
適訳であると思う。
30 第一は、日本建築学会都市計画部会編『「景観」の制度化と都市計画――美しい都市づくりを目
指してして――』 2004 所収、第二は、『DIALOGICA』(electronic journal = http://www.shiga-u.  
ac.jp/WWW/dept/e_ph/dia/ )no.8,2005 所収である。共に本研究の応用篇の成果であるが、第二のも
のは、市販中の松原／荒山／佐藤／若林／安彦『〈景観〉を再考する』青弓社、2004 所収の拙稿「「良
い景観」とは何か」および同書所収の松原論稿を強く前提としたものであるという理由で、本報告
書には収めなかった。
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るが、その「政治参加」の動機はいかなるものであるのか。逆に、「政治参加」がそのものとし

て「目的」である場合も、「人間本性の実現」として動機は明らかである。ところが、ロールズ

はこれをも退けて2.を採る。では、2.は何を動機とするのか。これが、本段落本文の基本的問

いであった。 

 「政治参加」が「人間本性の実現」でないというかぎりで、それは（やはり）手段的なもの

である。上記、引用文 d.では、「政治参加」は「好み」（自己「利益」）の確保のためのもので

ある、とimplicitには語られているとも見うるが、しかし、その手段はやはり単なる手段（「道

具」）であることを越えている。そういうものとして、政治はなお「価値」とされている31。換

言するなら問いは、手段的なものの実行にどのようにしてなお「価値」を置きうるのか、とい

うことである。 

 この難題が生じてきてしまうのは、結局のところ、「私人（「私的生活」者）」性との連続にお

いて「公民」性を考え、その「私人＝公民」としての諸価値観が「重なり合うコンセンサス」

として政治（的合意）を支えることを説くことに在る。我々はこれを否定して、いわば「私的

生活」の相互調整態としての「政治」（1.）を基調にして、しかし「共和主義」の可能性を確保

するために、「私的生活への総退却」が逆に「私的」利益を損なってしまうというロールズの指

摘をも引き受けて、ここで、人間は「市民（私民）」であると同時に、それとの断絶において―

―したがって、「市民」としての自身の価値観をいわばカッコに入れることによって――「公民」

でも在りうる、と説きたい。人間は「市（私）民」かつ「公民」という二重性をもつのである。

人間は、一方では（自分の）「私的利益」（好み）を追求しつつ、他方では、いわば（自分のだ

けではなく）「私的利益」全般の確保をも志向する人間なのである。現代において、民主主義的

な「共和主義」を措定するなら、これしかないと考える。 

 この「二重性」は、各人が「個人的選好」と「倫理的選好」との両方を（別々に）もつ、と

                                                     
31 ここから見るなら「古典的共和主義」には、（一般市民にとって）「政治参加」がいわば客観的
には（第三者から見るなら）自己利益確保の「手段」であるが、主観的には（当人にとっては）「目
的」であるという構造が在るとも言いうる。唐突かもしれぬが、これは永井均の（手段であるとい
う起源が忘却されてこそ「道徳」は機能するという）「道徳」規定と平行的である（『なぜ悪いこと
をしてはいけないのか』所収論稿等参照）。
 同じ構造が、先に述べた「経済の倫理」にも在ると言いうる。それは、あくまで長期的にである
が自己利益を求めるために「倫理的」であるのだが、他方、目的的に「倫理」を守るものでもある
からである。しかし我々は、この「倫理」について、必ずしも「忘却」性を導入する必要はない。
「一旦コレに決めた以上、後はコレで一貫する」といった在り方と同じであって、その「一貫する」
際には別に「忘却」は必要ないからである。ゴーシエ(Gauthier)の場合は、基礎的次元で、長期的
に見て「倫理的」「非-倫理的」のいずれが自己利益に繋がるかという観点から「倫理的」を選択し、
その後、各ケースにおいてはいわば自動的に「倫理的」に振る舞うことになるという在り方に定位
し、その在り方が（長期的に）自己利益を最大化することを証示している。"Why be moral?"問題に
対して「倫理性」をこの基礎的選択－自動的行為の構造態とするアイデアは、親が子供を倫理的な
者に育てることが、長期的にはその子供の「幸福」を実現することになる、とするヘア（『道徳的に
考えること』）の論証戦略と同構造である、と言いうる。親が子供を「倫理的」な者に育てるとき、
親は子供の幸福を願っているのであって、親から見ればその「倫理」は子供の幸福の手段であり、
他方、そのように育てられた子供にとっては「倫理」は目的であるからである。
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いうことを意味する。このタームで言うなら、人はいかにして「倫理的選好」（という動機）を

もちうるのかという問題がなおここに生じてくる、とは言わなければならない。ちなみに、『正

義論』のロールズは、いわゆる「原初状態」を想定し、そこでは「個人的選好」と「倫理的選

好」とが結果として同じになるとすることによって、「二重性」を退けていることになる。 

 また、こうした「共和主義」をロールズは、「安定性」を欠くとして退けるであろう。「重な

り合うコンセンサス」もこの「安定性」確保のためのものである(cf.319)。本文で我々は「政

治」が「「法」システムとして自己完結する」――その場合、「重なり合うコンセンサス」は不

要である――可能性を説いたが、それは（当然）「安定性」をもつことを含意している。 

 現実の歴史的「共和主義」においては――むしろ貴族政と親和的に――「政治参加」する者

は少数の者であった。そしてそういうものとして、それは「名誉」という「目的」が目指され

る場であった。ロールズは他方で、まさしく「分業」体制として、政治に関わる者を政治家と

一般市民とに分け、前者には「名誉」志向の「公民的ニューマニズム」を、後者には「暫定協

定主義」を振り分ける在り方をも示唆している（cf.e.）。これは、直接民主制に対する代議制

民主制の一ヴァージョンとも言いうる。しかし、一定の「分業」は認めるとしても、ロールズ

はやはり2.の線で、その一般市民の「政治参加」をなお説くであろう。しかし我々からするな

ら、その可能性はやはり一般市民の「二重化」にしかない。 

 この、いわば「外的二重化」に対する「内的二重化」は、そもそもロールズが説いている「善」

と「正」との峻別、かつ後者の「優位化」と本質的に関係する。すなわち人間は、一方では（「リ

ベラリズム」のもとでは）各自的に「善」を追求しつつ、それとは別に他方で、（共通のもとし

て）「正」を追求しうるのである。共に「道徳的能力」だとされてはいても、両者は互いに別で

ある。これを、包括的に「正」をも一種の「善」だとして同種のものとするなら、前者の「薄

い」善では実行性をもたない、という批判がここで成立しうる。しかし、（狭義での）「善」を

一定の内容態であるとするなら、「正」はいわば形式態である。そういうものとして「正」は、

（広義で）「善」と呼ぶとしても別種の「善」であるのである。また、「正」は、それ自身（広

義での）「善」としては内容的に「薄い」ものであっても、それへの人の感覚＝「正義感覚」は、

（善の感覚に比しても）強いものである。この「強さ」が実行性を担保するとも言いうる。（な

お論論点６でも、「共同体主義」からの区別において「共和主義」を検討する。） 

 ハーバマス（『他者の受容』）の討議理論は、「熟慮的(deliberative)」ヴァージョンの「共和

主義」へと展開しているとも言いうるが、しかし私見では、彼の、「討議理論」に基づく「協議

主義的政治(deliberative Politik)」(277)は非-共和主義的に了解することができる。彼自身、

「それゆえ私は、実践理性の実効性の基礎づけ責任を市民のメンタリティーから政治の協議形

式へと移行させると主張しているのであり、その点でだけは、共和主義的伝統に反対する」(304)

と（微妙なニュアンスをもってだが）語っている。その際のポイントは、この件の直前にあり、

それを受けて「それゆえ」と語られることになる「徳の要求を合理性の推定に置き換える」(303)

というところに在る。つまり、ハーバマスの「協議主義的政治」の原理となるのは、――ロー
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ルズ同様「正義」とも語られているが(304)――いわば各市民の各自的利益追求の「合理性」で

ある。ハーバマスの「政治」においても人は「公民」となるのであるが、その要件は――いわ

ば公的言語として――「正当化可能」な言説のみを語るということであって、そこには内容と

して自己利益が入りうる。ロールズの「古典的共和主義」のように、内容として「全体の善」

が入る必要は必ずしもない。そこでは、「正当」なものであるかぎりで、各自的利益も貫徹しう

るのである。また、動機論的に見て、こうした「公」性であるなら、それは結局「自己利益」

を動機としうるのであって、先の問題性を免れうる、とも言いうる。ただし、逆に見るなら「正

当化可能な」ものに限って自己利益を主張することになるのであるが、そのことがロールズ的

枠組みで言う1.に収まり切るかは微妙である。（これは、ハーバマスが別途措定する、「討議的

に行なわれるわけではない調整」としての「妥協（形成）（Kompromißbildung)」の概念(276f.)

とも関わるところである。）「収まり切らない」場合、そこに在る政治はいかなるものであるの

か。（この問いは、実は、"why be moral?"への回答として、「合理的」であるなら「道徳的」に

なるとする（端的には、たとえばＷ・フランケナ）とき、それが受けている、「合理性に（予め）

道徳性の内容を含めてしまっている」という批判とも関連するものである。）この点を含めて近

年のハーバマスの政治論については別途考察の必要が在ると思っている。 

 また、こう了解する場合、彼の古い枠組みで言うなら、「討議」から――それが「協議主義的

政治」の原理となっているとして――、「普遍化原則」（いわゆる「Ｕ」：「全ての個々人の利害」

となるものだけが正当な「利害」である。）を除外して、純手続主義的に「討議倫理学的原則」

（いわゆる「Ｄ」：「実践的討議の参加者としての全ての関係者の同意を見出す（あるいは見出

しうるであろう）規範［利害の主張］だけが妥当性を主張することを許される。」）に還元する

必要が在る。（この（Ｕ）（Ｄ）に関わる問題については、拙稿としては旧稿で申し訳ないが「現

代倫理の新潮流 Ⅰ――ドイツ――」32を参照していただきたい。（Ｕ）は一つの「道徳原理」

であって、これを（も）「超越論的に」導出しようというとき、右のフランケナと同じ批判を受

けることになる、と我々は見ている。）上の問題との関連で言うなら、逆に「還元」しない場合、

「Ｕ」は「協議主義的政治」においてどのような位置を占めることになるのか。これもまた考

察対象となるところである。 

 

 

＊＊ 論点５ 寛容について 谷本論稿が「単なるスローガン性を越えて」いるというのは、

端的には「寛容のパラドクス」にまで論を突き詰めているからである――論稿自身はさらにこ

の次元をも越えたものであるが――。この「パラドクス」は――一種「自由主義のパラドクス」

として――、「自由主義」は各人の「自律」を説き、そこに自らの価値を押し付けず、したがっ

て他者の価値に対して「寛容」になるということになるのだが、その他者が「自律」を否定す

る価値をもつときどうなるのか、というかたちで出てくるものである。先に（論論点４）に確認

                                                     
32 小熊／川島／深谷編『西洋倫理思想の形成 Ⅱ』晃洋書房 1986 所収。
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したところから言うなら、これに対するロールズの解決策は、「穏当な」価値というものである。

「穏当な」価値は、いわばそれ自身で政治への自己拡張を踏み留まるものであって、したがっ

て、異なった価値であっても非-政治性に留まるかぎりで、別に私の「自律」に強制的に介入し

てくるわけではなく、それに対してこれも自ずと「寛容」になれる、というものである。 

 ここで、さらに、そうした価値観が私の「自律」に介入してくる場合どういうことになるか、

と問われるかもしれない。しかしそれは、その「介入」においてその政治性を発動することで

あって、元々の「穏当な」価値という前提を越えている。そしてこれについては、ロールズは

明確に、――「穏当な価値多元」の状態以前的なものとして――政治的否定の対象としている。

換言するなら、それに対しては「非寛容」ということである。しかしまた、この種の（価値多

元の現在から見るなら）“復古的な”反-自律主義は、通常の価値観とは、単に別種のものであ

るというのではなく、いわば別次元のものである。これが存在するということはいまだ時代が

「自由主義」の段階に至っていないということであり、その段階において「自由主義」が「反

自由主義」を包摂しえないということは、それで当たり前なのである。別の側面から見るなら、

「寛容」は「自由主義」によって実現されてきたというより、「自由主義」の一般化を可能にし

た条件が同時に「寛容」をも可能にしたのである、とも言いうる。そしてその「条件」は、む

しろ、価値観に関する〈思い入れの程度の低下〉とでもいったスタンスの変化、ロールズのタ

ームで言うなら「穏当」化である。 

（ここから見るなら「自由主義」とは、あるいは、そもそも「自由」（という価値）は、一つの高

次のもの（メタ的なもの）であるのではなかろか。「共同体主義」は「共通善」を説くが、具体的に

説かれる場合は、それは必ず、――特定（内容）の「共同体主義」として――特定のものである。

もちろん、それぞれ特定の「共通善」が求められるべきであると主張されているとして、それを包

括的に「共同体主義」（一般）と呼ぶのではあるが、そこで語られる「共通善」（一般）は、各特定

的「共通善」に対して、いわば個別（あるいは特殊）に対する「普遍」である。これに対して「自

由」は、具体的に説かれる場合であっても、いわば「自由」そのものである。個々のケースに応じ

て「自由」の具体的かたちが様々であるとしても――たとえば「信教の自由」「言論の自由」「職業

選択の自由」等々として――、そこに在る「自由」（性）は一つである。「自由」というは各個別事

態を包括する「普遍」であるのではなく、むしろ、それら各個別事態がもつ「形式」である。 

 であるから、様々な（「善の構想」を説く）「主義」（「教説」）が在るとして、「自由主義」とはそ

れら各「主義」のまさしく自由な展開を説くものでもある。そして「政治」的イデオロギーとして

は、それらの共存可能の条件を――「正」として――説くものである。これに対して「共同体主義」

は、これら「主義」の「多元」の事態のもとでは、それを否定するものでもあるが、一定の範囲内

で、かつ他の「主義」と競合しないかたちで、自由に「共同」を求める者たち（のみ）の「共同」

を説くかぎりでは、一つの（個別的）「主義」として、自由主義（体制）のもとでも存在を許容され

ることになる。 

 しかしこれは、「共同体主義」を含めて各「主義」がみずからを全体化しないということを意味す
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る。そしてそれは、換言すれば「主義」の「穏当」化であるのである。また、「自由主義」のほうも、

いわば反-共同体主義として「共同性」志向そのものを否定するもの――これが、少なくとも通常の

語感ではそもそも「自由主義」と言いうるかは微妙である――ではない、というかたちで、それ自

身「穏当」化する必要が在る。 

 『学ぶ人』「用語集」所収の項目「共同体主義」では藤野寛は、「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」(317)と述べている。これは、たとえばＣ・テ

イラー的な「多文化主義」的了解のもとで、「国家」内に中間集団的な身分で諸「共同体」が共在し

ていることを説くものとして「共同体主義」を見るものであろうが、上の議論から言うならポイン

トは、さらに人は「共同的」であるべきと説くか、「共同」が好きな者にも配慮してその「共同」志

向を認めると説くかに在る。厳密に言うなら、この後者であれば十分「自由主義」（体制）に包括可

能である。） 

 「寛容のパラドクス」を問題とするとき、「自律」を否定する考えを、「政治性」をもつもの

とそうでないものとに区別することが重要である。この区別に即して、（自由主義から）後者に

は「寛容」、前者には「非-寛容」という対応分けをすることが可能になる。唐突であるが、右

に述べたことと一つにするなら、これは「集合論」のパラドクスに対するラッセルの解決案と

平行的であると言えようか。 

 我々の理解では、ロールズの立論のポイントは価値観の「穏当」化に在る。結局、価値観の

「穏当」化が「寛容」を可能にしているからである。33 そういうものとして、我々は「穏当」

化を重視する。我々が規範的立場として「リベラリズム」を採るということの理由もここに在

る。しかしこのことは、自由主義の可能性が、この「穏当」化――および、それが可能にする

「重なり合うコンセンサス」――という歴史的事実に依拠しているだけであることを意味する。

                                                     
33 一種「利他主義」的な他者承認ではなく、あるいは（「哲学的リベラリズム」として）「自律」
を特別視することではなく、相互の「価値」にまさしく「穏当な」スタンスを採ることが、「寛容」
を可能にし、したがって、異なった者たちの共存――それが、「公共性」の要点でもある――を可能
にしているのである。このことは、たとえば１６世紀ヨーロッパの新・旧キリスト教間の「宗教対
立」のことを想起してみれば、よく理解できるところであろう。「宗教対立」が克服されたのは、―
―「寛容の精神」の徹底ということより――「穏当」化に伴う「宗教」の個人（的事柄）化（つま
り「包括的教説」であることを止めること）によってなのである。「歴史観」の対立といったことに
ついても、こう言える。歴史観対立は、（他者承認に相当する）相互に「歴史（観）」を尊重すると
いったことではなく、（自分の）「歴史観」に拘りをもたなくなることによってこそ、克服可能であ
る。「歴史観対立」とは語られても「社会観対立」とはあまり語られない。これは、「歴史」という
発想そのものが、いわば距離性の点で主体と近いもの（いわば大事なもの）として現実世界を見る
というかたちで一種の（「穏当」の逆の意での）「ラディカル」性（あるいはむしろ：情熱性）をも
っているのに対して、「社会」とは――「歴史（学）」の「人文科学」に対する「社会科学」として
――距離をもって現実世界を対象化的に、つまり冷静に見るときに措定されてくるものでもあるか
らである。したがって、「歴史観対立」の克服は、止揚された統一「歴史観」の形成といったもので
はなく、統一「社会認識」の形成というかたちを取ることになるはずである。本研究の応用篇の一
つである「教育」論として説くなら、いま「異文化理解」といったことが唱えられているが、それ
が諸文化の共存という実践的目標をもつのであるなら、単純な「異文化理解」ではなく、自らの「文
化」を、（単に「異文化」を知っていわば理論的にではなく）それへの拘りを解消するという意味で
「相対化」することを、むしろ眼目とすべきなのである。
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それは、「リベラリズム」が正当化されていないことであり、ロールズの「政治的リベラリズム」

への展開は、そうした正当化の放棄を意味している。ここに、たとえばローティがその（西欧

的）「自文化中心主義(ethnocentrism)」を下敷にしてロールズの展開を評価することにもなる。

大要このように批判して、井上達夫は「政治的リベラリズム」に対して「哲学的リベラリズム」

を対置する。それは、「穏当」化以前の状態、あるいは「穏当な多元性の事実」ではなく端的な

「多元性の事実」に即して、「リベラリズム」の正当性を説くものでもある。 

 その「リベラリズム」――それは井上にとっても「政治の中立性」、したがって「寛容」を核

心とするものであるが――の「正当性」根拠は、人間を「価値」を求める存在だとする前提の

上で、しかし、その価値そのもの（「人格完成価値」）ではなく、そうした価値を（人がそれぞ

れ）求めることを可能にする条件に関わる価値（「人格構成価値」）の有意化に在る。後者は、

特定の価値（人格完成価値）からは独立であり、かつ諸特定価値のまさしく存立を可能にする

ものとして普遍的ものである。そうした普遍的なものの有意化として「リベラリズム」は正当

なのである。かつ、「価値」を求めるとは、固定的な一定のものに固執するといったことではな

く、絶えずよりよきものを求めて「自己解釈」を行なっていくことであり、そのためには、ま

さしく「価値多元」として様々な価値観が共在しているほうが好ましいのであって、「リベラリ

ズム」はまさしくこの事態を説くものでもある。 

 こう井上は主張する訳であるが、それは、まさしく「公共性の哲学」として、社会の構想た

りえるであろうか。たとえば「ラディカル・デモクラシー」として、社会を一つの永続的抗争

の過程として見るのであるならそれでいいかもしれぬが、「社会の構想」であるなら、在るべき

社会として（この過程においても終局の状態として想定されうる）一定の定常状態を指示する

ものでなければならない、と考える。あるいは、「会話としての正義」として、厳密には「社会」

のいわば公的部分を「会話」の場として措定する構想をもって、（右に我々の言う）「定常状態」

としているのかもしれない。だが逆に、このことは、――我々の旧稿34のタームで言うなら（実

践的）「討議」ならぬ（脱実践化された）「会話」の対象に収まるものとして――「価値」をい

わば非-ラディカル化していることであり、ロールズの言葉で言うなら、それは結局「穏当」化

である。つまり、井上も、ロールズ同様、価値の「穏当」化を前提にしなくては、「社会の構想」

として「リベラリズム」を語ることはできないのである。（さらに、同じく「多元性」を説くと

しても、「ラディカル・デモクラシー」の場合は、未だ承認されていない自らの「価値」をも認

めさせることを志向して政治的になるのに対して、井上の場合、すでに認められている自らの

「価値」（人格完成価値）とは別個に、――そこに“高み”からの余裕といったものが在るのだ

が――諸「価値」追求の一般的条件を志向して「リベラリズム」を説くことになる、という相

異が在る。）我々として仮に「哲学的リベラリズム」を説くなら、この「穏当」化こそを説くべ

きであると主張したい。（以上、特に論稿「公共性の哲学としてのリベラリズム」（『他者への自

                                                     
34 「コミュニケーション的行為」『滋賀大学教育学部紀要人文科学・社会科学・教育科学』第 40
号 1991。
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由』に再録）参照。） 

 

 

＊＊＊ 論点６ 共同体主義と共和主義 「契約論的国家観」vs.「歴史的国家観」は、――我々

の「倫理的還元」を施して――より基底レヴェルで言うなら、人間観としての「個人主義＝自

由主義」vs.「共同体主義」である。この対立については論じ尽くされているという感がないで

もないが、ここではあえて別（と思われる）の視点を提示したい。 

 言うまでもなく「共同体主義」は「共通善」を説く。そして「共和主義」も同様である。し

かし、両者において「共通善」は相互に異なったものである。「共和主義」にとっての「共通善」

は、各市民（国民）個人の各自的「善」に対して、「全体」の「善」である。「共和主義」とは、

「政治」として、自らの個人的善の追求を放棄して――ただし、貴族政「共和主義」の場合は、

いわば見返りとしての「名誉」という個人的善が求められているとは言いうる――、「全体」の

善のために活動することを説くものである。しかし「全体」の善であってもいわば種類的には

――各個人の「善」の総計、あるいはそれらの可能性の条件として――個人的「善」と同種の

ものであるか、その実現の可能性の条件をなすものかである。これに対して「共同体主義」は、

逆に（自らのでなく、市民＝国民の誰のであっても）個人的なだけの「善」を退けて、共通に

善となっているものに定位し、政治主張としては、それをそのまま「共通善」としてその維持・

実現を政治目的とするものである。そのかぎりで「共同体主義」の「国家」は、市民社会にお

ける共同性がそのまま「政治」となったものとして、それ自身「共同体」である。35 

 ロールズはこれを批判して、「民主的な社会は共同体ではない」(7)（、つまり社会全体に共

通の善は存在しない）という前提の上でだが、たとえば「政治共同体［国家］の理想というこ

とで意味されているのが、一つの（部分的または完全に）包括的な宗教的・哲学的・道徳的教

説によって統合された政治社会のことなら、いかにも、公正としての正義は政治的共同体の理

                                                     
35 アリストテレスに関しては、次のようにも言える。先に言及した件（「ひとりひとりが「善美に
生きること」を可能にする条件としてポリスはある」）に続けて濱岡は、「共同体主義の代表的論客
の一人であるマッキンタイアは、このような共同体を、「その事業に携わっている人々すべてによっ
て、共有された善として認知されている善をもたらすもの」……と説明し」(219)、としてアリスト
テレスを「共同体主義者」と了解しているようでもある。しかし我々は、アリストテレスは共同体
主義者ではないと考える。「共同体主義」においては「政治」は、単に「共同」というかたちを取る
活動性の場であるだけではなく、その活動において「共同性」（そのもの）を目的とするものである。
そこでは、「共同的」であることが「よき生」を構成するものとなっている。しかしアリストテレス
では、「よき生」＝「善美」の生はそれ自身のうちに「共同性」を含んではいない。
 ただし、「友愛」の論との関係では、微妙さが在る。「友愛はポリス〔国家〕をも結びつけ、立法
家たちは正義よりも友愛に関していっそう真剣であるように思われる。……そして互いに親しけれ
ば、正義をことさら必要としない」（『学ぶ人』223）ともアリストテレスは説いているが、「友愛」
も含めてそもそも「愛」は、それ自身「目的」であり、かつ「愛の関係（態）」なしには存立しえな
い、とも言いうるからである。「友愛」に関するアリストテレスの議論については濱岡論稿を見てい
ただくとして、拙稿「「いかなる倫理が「私」を超えうるのか」では「愛」一般について論じている
のでそれを参照いただきたい。右の問題性と関連づけるなら、この拙稿の議論も、愛に即して「共
同体主義」を有意化するものではない、とここでは述べるに留めたい。
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想を捨て去る」(349)と説いている。ロールズにとって、「善」はあくまで個別的なものである。

「多元」とはまさしく「善」の「多元」であって、したがって、そもそも「共通善」の余地は

ないのである。厳密に見るなら、その前提をこそ批判して（多元社会のその「多元」の事実を

改めようとして）いるのだと反論されるかもしれないが、それに対しては、ロールズはさらに、

右の箇所で引き続き「また、共同体にはなりえないと信じている」(7)として、そうした批判の

非現実性を語っている。しかし我々は、この多元主義的立場からの「共同体主義」批判をここ

で展開したいというのではない。ただし、この「多元性の事実」のもとでは、「共通善」の主張

は必然的に部分的に留まる「共通善」の主張となり、そこに「善」を共通にしない者に対して

権力的になりうる――ちなみに、「共同体主義」はここで、「パターナリズム」や「価値財」の

概念を用いて反論することが可能である――、という点は、そのまま我々のものともしておき

たい。36 

 「共同体主義」が「個人主義＝自由主義」を批判するとき、「共和主義」的要素を援用してい

るところが在る。しかし私見では、「共和主義」は「共同体主義」とは別物である。そして、「援

用」によって、「共和主義」からの「個人主義＝自由主義」批判が同時に「共同体主義」の弁明

になっているのだが、そこに、実際には別物であって、「個人主義＝自由主義」を批判し切れて

いない、逆に言うなら「共同体主義」の弁明になっていないものが、あたかも批判＝弁明にな

っているかのような偽装がなされてしまってもいる。この観点から、「共同体主義」を（我々か

らするなら）根底的次元で批判してみたい。 

 仮に（現在において）「共通善」が在るとしても、それは（必然的に）「私」のものでもある

――そもそも「共同体主義」は、いわば人間の事実に関する認識として、「共通善」を自らの「善」

とすることによって「個人」が（一定の「共同体」内で）成立してくるのだ、と説いている―

―。したがって、その「共通善」を主張することは、同時に「私」（の価値観）を主張すること

でもある。さらに、心理的機制としては、たとえば「アイデンティティの確認」（佐伯18)）と

して、「共通善」の追求において一種の自己利益実現を説くものでもある。 

 こうした内容の「主義」が、「共和主義」の自己利益放棄＝全体の利益への奉仕の主張を援用

して個人主義＝利己主義を批判するとき、実は一つの利己主義であるものをもって利己主義を

批判していることになる。いわば、別種ではあっても一つの利己主義であるものが、個人主義

                                                     
36 ちなみに、ロールズにとっては「穏当な多元性の事実」に定位するかぎりで、この権力性批判
はいわば不要となる。これに関わって、「共同体主義」の不明点として、（ロールズ的現状の）「穏当
な多元性」を批判しているのか、そもそも「多元性」を批判しているのか、という問題が在る。こ
こは、「共同体主義」をさらに二種に区別するやり方も考えうるが、「穏当な」・（逆の、いわば）「急
進的＝根源的な」という質は、「共同的」vs.「個人的」の質とは別次元のものであるとしておく。
唐突であるが、Ｃ・シュッミト（あるいは、その影響を受けるＣ・ムフ等の一部の「根源的民主主
義者(radical democrat)」）の場合は、――同じく「共同性」を有意化するとしても――その核心は
むしろ「急進」性に在る。であるから、「友・敵」という、（何をもって「友」「敵」とするかの）内
容から独立した「対立性」が本質となるのでもある。右に「不明点」と言ったのは、「共同体主義」
的諸発言のなかには、本来外的であるはずのこの「急進性」を――いわば強く「共通善」を説くと
いうかたちで――説き、自由主義の「穏当性」を批判しているものも在るからである。
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（的利己主義）批判によって、それ自身は非-利己主義として弁明されてしまっているのである。 

 この機制は、個人主義の自己利益はいわゆる「経済的（物質的）利己主義」であるとして、

その「経済主義」に「精神的なもの」の志向を対置する、というかたちで明示的には現われて

いる。しかし、「精神的なもの」を志向するということは「利己主義」でないということとは別

次元の事柄である。自ら（のみ）における「精神的なもの」の実現を目指すというかたちで、

いわば精神的利己主義というものも在りうる。 

 「共同体主義」はたしかに「精神的なもの」を重視する。「共通」であるからといって、日本

について言うがたとえば「（共通に）箸を使う」といったことを「善」とはしない。「善」とさ

れるのは、たとえば「四季を感じる感性」といったものであろう。しかし厳密に言うなら、「共

同体主義」が「（共通）善」とするものは、必ずしも、「物質的なもの」に対する「精神的なも

の」ではない。同様、食関係で言うなら、「米を主食とする」などは「物質的なもの」であって

も「（共通）善」とされている可能性が高い。逆に「精神的なもの」であっても、（国民的）性

格の事柄としてのたとえば「非-論理性＝情緒性」などは「善」とは必ずしもされないであろう。

むしろ逆に、（なんであれ）優れたものが「共通善」として有意化されているのである。 

 我々はこれを「文化（物）」と規定したほうが妥当であるとしたが、この点から言うなら、「共

同体主義」は「文化主義」という側面を本質としてもつのである。しかし、ここで問題とした

いのは、「文化」と「非-文化」との区別がいわば自体的に在って、その共通の「文化」を有意

化するのでは必ずしもない、ということである。「文化」「非-文化」の区別は或る意味で主観的

であって、各（共通的な）主体が、自らのアイデンティティの確認の媒体としうるものが「文

化」として措定されてくると見たほうが妥当である。そして、ここには、そういうかたちで、

むしろ一種の自己利益の追求が規定要因となっているのである。37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
37 ここに成立する「文化」と「利益」との関係については、――後者について「便益」のターム
を用いつつ――拙稿「「環境問題解決における「経済」と「倫理」 ―環境の倫理学として問う ―
（二・完）」で少しくテーマ的に論じた。
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