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【１】 ホッブズ問題が覆い隠す課題──規範の構想 

・M. Heidegger： ontisch（存在的）と ontologisch（存在論的）。 

・T. Parsons： 規範論
．
的（≠規範的）な観察。「ホッブズには、ほとんど全くと言ってよい

ほど規範的思考が欠如している（Hobbes is almost entirely devoid of normative thinking）」（『社

会的行為の構造』第 3章）。「規範への自発的帰依（voluntary adherence to a rule）」（同書，第

10 章）。アノミーとしての規範論的視座。社会学（者）と規範的（≠規範論的）視座。 

・日本社会学会大会： 

1925年 11 月。第 1 回大会（東京帝国大学）。講演者：穂積重遠「相続法改正の問題」，綿貫哲雄「維新

前後の社会意識」，長谷川萬次郎（如是閑）「闘争、闘争心及び闘争機関」。研究報告（題目は「階

級」）：蔵内数太，松本潤一郎。 

  

1940年 10 月。皇紀二千六百年記念臨時大会（東京帝国大学）。「本大会は栄ある皇紀二千六百年記念大

会に適はしく、玆に一の新しい試を有つた。すなわち報告会に日本社会及び文化の部を設けたこ

と之である」（『年報社会学』第 8 輯，1941 年，390 頁）［→ 関栄吉『国体と全体主義』1943

年，河合弘道『日本社会学原理』1943年，等］。 

12 月。第 15 回大会（台北帝国大学）。「内地を始め遠く満州からの島外出席者 28 名を含めて大

会参加者約 60 名、報告聴講者は無慮百余名、終始二の会場に溢れるという盛況であった」（『年

報社会学』第 8輯，1941年，393頁）。33名の報告者のうち 2名のみが朝鮮人研究者。 

1943年 10月。第 18回大会（京城帝国大学）。「会員の参会者 39名、うち研究報告者 20名、内地を離れ

た、遠隔の地であったが、大盛会裡に終了することができた」（『社会学研究』第 1巻・第 1輯，

1947年，179頁）。20名の研究報告書者のうち 1名のみが朝鮮人研究者。 

昭和の段階に入ると、独占資本主義経済の破滅的激動期がやってきて、ファッショ化の動勢はむき出しの

実体を現わしはじめた。国家主義への一元化、天皇への帰一が強制された。準戦時体制下では自由主義に

まで弾圧の手がのびた。左翼知識人の思想的乃至学問的転向が相ついで行なわれた。社会学者たちも時局

に順応し、「国体社会学」めいた言論によって、社会学の命脈を保たなければならないほど、反動化はその

極限に達したのである。 

早瀬利雄（1903-1984）「戦前の日本社会学」『社会学評論』（110号，1977年）2-28頁，4頁 

・sociology of society，sociology in society： 社会学（者）の存在を（不）可能にする規範。 

 

【２】 接合点／分離点としてのセキュリティ（安全性） 

・「自由と秩序」ではなく「自由の秩序」（井上達夫）： 

第一に、秩序は自由と両立可能です。……第二に、秩序は自由と両立するだけでなく、秩序なくして自由

なし、一定の秩序こそが自由を可能にするという結合関係があります。……自由な社会とは「より少なく

秩序づけられた社会」ではなく、［Ｊ・ロールズにならって言えば］「よく秩序づけられた社会（well-ordered 

society）」なのです。 

井上達夫『自由の秩序』（2008年→）2011年，岩波現代文庫，15-20頁 
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・F. A. Hayek： 「自由の安全装置（safeguards of liberty）」→「自生的秩序（spontaneous order）」。 

万人の自由が実現できるのは（…）各人の自由がすべての他人の同等の自由と両立できる限度以上に大き

くならない場合だけである。自由主義的な自由概念（liberal conception of freedom）は、したがって必然的

に、万人に同一の自由を保証する（secure the same freedom for all）ように各人の自由を制限する、法の下の

自由という概念であった。それが意味した自由は（…）他人の自由を保護するために不可欠の規則によっ

て制限された、社会の中で可能な自由であった。自由主義はこの点で無政府主義と鋭く区別できる。 

Ｆ・Ａ・ハイエク（田中真晴・田中秀夫編訳）『市場・知識・自由』ミネルヴァ書房，223頁 

・セキュリティ vs. 自由？（ナチズムをどう見るか）： 

他人や自然との原初的な一体性から抜け出るという

意味で、人間が自由となればなるほど（the more he 

gains freedom）、そしてまた彼がますます「個人」と

なればなるほど、人間に残された道は、愛や生産的

な仕事の自発性の中で外界と結ばれるか、でなけれ

ば、自由（freedom）や個人的自我の統一性を破壊するような絆によって一種の安定感（security）を求める

か、のどちらかである。 

Ｅ・フロム（日高六郎訳）『自由からの逃走』（原著 1941年）東京創元社，1951年，29頁 

大衆をあれほど完全に全体的被支配の状態に組み込む（…）という並外れた能力を彼［＝ヒムラー］が示

し得たのは、大抵の人間はボヘミアンでも狂信者でも、冒険家でも倒錯者でも単なる馬鹿でもなく、まず

何よりも自らの安全（Sekurität）と家族の幸福のために心を砕く人間であることを彼が見抜いていたからに

ほかならない。 

Ｈ・アーレント（大久保和郎・大島かおり訳）『全体主義の起源 3』みすず書房、1974年，58頁 

個人主義を本とする欧米においても（…）今やその本来の個人主義を棄てんとして、全

体主義・国民主義の勃興を見、ファッショ・ナチスの台頭ともなった。……欧米が、今

日の行き詰まりをいかに打開するかの問題はしばらくおき、我が国に関する限り、真に我が国独自の立場

に還り、万古不易の国体を闡明し（…）しかも固陋を棄てて、ますます欧米文化の摂取醇化に努め、本を

立てて末を生かし、聡明にして宏量なる新日本を建設すべできである。……しかして、このことは、ひと

り我が国のためのみならず、今や個人主義の行き詰まりにおいてその打開に苦しむ世界人類のためでなけ

ればならぬ。ここに我等の重大なる世界史的使命がある。 

文部省『国体の本義』（1937年 5月 31日発行）「緒言」5-6頁 

【３】 社会的な自由 

１） リベラリズム 

The subject of this Essay is not the so-called Liberty of the Will (…), but Civil, or Social Liberty: the 

nature and limits of the power which can be legitimately exercised by society over the individual.［こ

の論文の主題は（…）いわゆる意志の自由ではなくて、市民的、または社会的自由
．．．．．

である。換言すれば、

社会が個人に対して正当に行使し得る権力の本質と諸限界とである。］ 

Ｊ・Ｓ・ミル（塩尻公明・木村健康訳）『自由論』（原著 1859年）岩波文庫，9頁 

The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized com- 

1. The desire for new experience, 

2. The desire for security, 

3. The desire for response, 

4. The desire for recognition. 

W. I. Thomas, The Unadjusted Girl. 1923, Boston. p.4 

▷▷ 家族国家 
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munity, against his will, is to prevent harm to others.［文明社会のどの成員に対してにせよ、彼の意志に

反して権力を行使しても正当とされるための唯一の目的は、他の成員に及び危害の防止である。］ 

同書、24頁 

・危害防止原則： 1．リベラルな解釈。2．ソーシャルな解釈→「社会的な殺人（sozialer 

Mord）」（Ｆ・エンゲルス『イギリスにおける労働者階級の状態』1845年）の禁止。 

もしもその長所のすべてを伴った共産制と、またそのすべての苦痛と不正とをそなえた現在の社会状態と、

この二者のうちどちらを可とすべきかというのであれば、また私有財産の制度は、その結果として、労働

の生産物が、いまわれわれが目撃しているような様式においてほとんど労働に反比例して割り当てられる、

すなわちもっとも多く部分が、まったく労働しなかった人たちに与えられ、ほとんど名ばかりの仕事しか

しなかった人たちにこれに次いで多くの部分が与えられ、このようにして漸次減少し、仕事が苛烈と不快

の度を加えるに従って受ける報酬はますます少なくなり、最後にもっとも精根をすりへらす肉体労働に至

っては、働いて生活必需品を得ることすらも確実に期待することはできない──もしもこのような私有財

産の制度と共産制と、そのいずれかを採るかということであれば、共産制の難点は、大小すべてのものを

合しても、なお衡器の上に落ちた羽毛に過ぎないであろう。 

Ｊ・Ｓ・ミル（末永茂喜訳）『経済学原理』（第 3版，1852年）岩波文庫、第 2分冊、28頁 

２） 社会主義 

階級と階級対立とをもつ旧ブルジョア社会の代りに、一つの協働体（Assoziation）があらわれる。ここでは、

各個人の自由な発展が、すべての人びとの自由な発展にとっての条件である。 

Ｋ・マルクス／Ｆ・エンゲルス（大内兵衛・向坂逸郎訳）『共産党宣言』岩波文庫，69頁 

共産主義者は、その理論を私有財産の廃止という一つの言葉に要約することができる。個人的に獲得した

財産、自ら働いて得た財産を、すなわち一切の個人的自由、活動、独立の基礎をなす財産を、われわれ共

産主義者は廃棄しようとする、という非難がわれわれに対してなされている。働いて得た、苦労して得た、

自分で儲けた財産！ 諸君は、ブルジョア的財産以前からあった小市民の、小農民の財産のことを言ってい

るのか？ われわれはそんなものを廃棄する必要を認めない。工業の発展がそれを廃棄したし、また毎日、

廃棄しつつある。……資本は個人的な力ではない。それは社会的（gesellschaftlich）な力である。したがっ

て、資本が、社会の全成員に属する共有財産に変えられたところで、それによって個人的財産が社会的財

産に変えられるわけではない。変化するのは財産の社会的性格のみである。すなわち、財産は階級的性格

を失うのである。 

同書、59頁 

安全（Sicherheit）の概念によって、市民社会はその利己主義を超え出るわけではない。安全とは、むしろ

その利己主義の保障（Versicherung）なのである。 

Ｋ・マルクス（城塚登訳）『ユダヤ人問題によせて』（原著 1844年）岩波文庫、46頁 

・A. Honneth, Die Idee des Sozialismus（2015）： 社会的自由の刷新。「各個人の自由な発展

が、すべての人びとの自由な発展にとっての条件である」という自由概念を「社会主義の

理念」として継承しつつも、修正の必要性を主張。1．（生産過程とは区別される）コミュ

ニケーションという次元の承認。2．機能分化という原理の承認（経済とは区別されるべき、

政治、親密圏の領域での社会的自由の確立）。 
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【４】 社会的なものと優生政策 

・社会主義と優生政策： 社会化される生産を根拠とした排除 

プロレタリアートと、そしてまた上層階級を病と変質に追い込んでいるすべての生活条件は［社会主義に

よって］消えてなくなる。……それでも、病気の子どもが生まれるとすれば、その子どもたちの虚弱さは

社会条件によるのではなく、単にその両親の個人的な罪となる。……今や世論と、親としての自覚が、ど

んな場合であれ、虚弱な者をもつようなことを厳しく非難するのであり、結婚に際して、自分たちが子ど

もをもつべきかどうかについて、専門家の意見を聞くことが、あまり健康でないと感じている者すべての

義務と見なされるようになるだろう。 

K. Kautsky,Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft. 3.Auf. 1921. S.266 

・「人間経済学（Menschenökonomie）」（Rudolf Goldscheid, 1870-1931）： 

経済成長政策は、すべての国民が健康で文化的な生活を営む福祉国家を実現するための手段であるが、経

済活動のにない手は人間であり、体力、知力および精神力の優秀な人間に待つのでなければ、経済成長政

策は所期の目的を達成しえないであろう。……しかし、現在のわが国においては、経済開発に重点が傾き

すぎて、社会開発あるいは保健福祉の向上を軽視するきらいがある。このまま推移すれば、経済開発の成

果を期待しえないばかりでなく、経済開発の主体である人間の福祉を犠牲にするおそれなしとしない。…

…3．国民の遺伝素質の向上。わが国人口の遺伝素質の向上を図るためには、長期計画として劣悪素質が子

孫に伝わるのを排除し、優秀素質が民族中に築栄する方途を講じなければならない。 

人口問題審議会「人口資質向上対策に関する決議」（1962 年 7月 12日） 

・争点としての日本国憲法第 13条： 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自

由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しないかぎり、立法その

他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」（→ 法的安定性との関係）。 

・障害者権利条約： 障害者のリプロダクティヴ・ライツの保障。 

第 23 条 1．締約国は、他の者との平等を基礎として、婚姻、家族、親子関係及び個人的な関係に係る全

ての事項に関し、障害者に対する差別を撤廃するための効果的かつ適当な措置をとる。この措置は、次

のことを確保することを目的とする。 

（a）婚姻をすることができる年齢の全ての障害者が、両当事者の自由かつ完全な合意に基づいて婚姻をし、

かつ、家族を形成する権利を認められること。 

（b）障害者が子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利を認められ、また、障害者が

生殖及び家族計画について年齢に適した情報及び教育を享受する権利を認められること。さらに、障害

者がこれらの権利を行使することを可能とするために必要な手段を提供されること。 

（c）障害者（児童を含む。）が、他の者との平等を基礎として生殖能力を保持すること。 
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