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「平成デモクラシー」と「近代主義」 

 本報告は、平成の政治改革を「アイデアの政治」（the politics of ideas）という観点から考

察しようとするものである。ここで「アイデアの政治」とは、各人の合理的選択の帰結とし

て政治過程を把握する「利益の政治」と対比されるくらいのゆるい意味である。さらにいえ

ばこれは大嶽秀夫『自由主義的改革の時代』（1994）からの孫引きで、もともとは Martha 

Derthik and Paul J. Quirk, The Politics of Deregulation(1985)が出典である。ただ、報告者

はアメリカの政治学や行政学におけるこの本が置かれたコンテクストにさして詳しいわけ

でもないので、ここではイシュー・ネットワークがどうとか、イデオローグ型かブレーン型

といったような話がしたいわけでもなく、また、アイデアが政治過程に実際にいかなる影響

を及ぼしたのか、そのメカニズムを検証ないし実証することにも報告者の一義的な関心は

ない。この報告がしたいことは、すぐれた先行研究を参照しながら、非常にざっくりとした

図式を提出し、その図式にどういった定義と分類を与えるか。どこまで妥当しそうか、個別

の事例を考えながらためつすがめつ眺めるということ以上のものではない。その意味で、立

論の趣旨は結局「ああでもないこうでもない」ということになる。結論もまったく勇ましい

ものにはならない。クリアカットな議論、勇ましい結論を期待する向きは早めにご退室いた

だきたい。 

 

 平成の政治改革については当事者のものも含めてすでに無数の文献が存在する。ここで

は一応当事者のものは除いて、三点あげたい。中北浩爾『自民党政治の変容』（2014）、清水

真人『平成デモクラシー史』（2018）、そして待鳥聡史『政治改革再考』（2020）である。こ

の三点を読めば、平成の政治改革がそれなりに一貫した「アイデア」によって駆動された政

治現象であることがよく分かる。筆者なりにまとめれば、次のようになる。 

 そのマニフェストと呼べるものは、小沢一郎『日本改造計画』（1993）である。その担い



手（便宜上ここでは政治学者と経済学者のみあげる。政治家や官僚、財界人、そして一部憲

法学者は含まない）は、『日本改造計画』の実質的著者である北岡伸一・御厨貴・飯尾潤・

竹中平蔵・伊藤元重、そして第八次選挙制度審議会に加わり民間政治臨調を主導した佐々木

毅、あるいは「首相公選を考える懇談会」のメンバーだった山口二郎もここに含めることが

できるだろう。それぞれの顔ぶれから明らかなように、細かく見て行けば、ここの政策的選

好を含めて相違点もかなり大きい面子である。だが、そのことがかえってこの顔ぶれがその

相違点にかかわらず同意する部分としての「平成デモクラシー」の「アイデア」を浮き彫り

にする。たとえば、それは第一に「政治的精神」（佐々木毅）を有する「強い個人」である。

一義的にはこれは政治的リーダーに求められるが、デモクラシーである以上、有権者もまた

こうした意味での「強い個人」であることが求められる。第二に、そうした「強い個人」に

ふさわしいのは選択肢が明快な競争的二大政党制であり、規制のない自由な市場というこ

とになる。第三に、こうした「強い個人」が作り上げる国家は、対外的には積極的な国際貢

献に打って出る国であり（「国際主義の覚醒」）、対内的にはより小さな単位の自主性を最大

限認める国でもある（地方分権）。強くて自由な個人が自発的に作り上げる市場や社会。そ

れを阻害しない小さいが強力で機能的な国家。以上のような国家像、政治秩序像の準拠国

（model state）は明らかにアングロ・サクソンないし「英米」である（その意味でも「グラ

ンドキャニオンには柵がない」という『日本改造計画』の冒頭はまことに象徴的である）。  

 もちろん、英と米では大きな違いがあり、そしてそのことは当事者にも当然よく理解され

ていたのだが、そのことは逆に言うと準拠国の選択が「英か米か」というところまで切り詰

められていたということでもある。たとえば以下の山口二郎の議論。 

 

議院内閣制をとっている以上、必然的に国会の多数派は行政府に対するチェックや追及

を回避しようとするのであり、国会が行政権に対する抑制の主体となることは困難であ

る。国会のチェック能力の不足に対する慨嘆は、議院内閣制の議会に大統領制のアメリカ

的な権力分立のイメージを当てはめるというズレから起こるといえよう……日本の国会

のアイデンティティは、イギリス型の議会＝パーリアメントとアメリカ型の議会＝コン

グレスとの間で揺れ動いてきたが、ここで根本的な改革を考えるためには、アイデンティ

ティを再確立しなければならない。（山口二郎『政治改革』1993 年、89‐90 頁） 

 

 日本の議院内閣制への不満が、「英」と「米」の混同に由来するという指摘は説得的だが、

定めるべきだとされる「日本の国会のアイデンティティ」に英米以外の影が無いことには留

意したい。 

 

 こうした「アイデア」をどう呼ぶか。実は「近代主義」（待鳥聡史）は悪くない。第一に、

それは当事者の理解におそらく即している。佐々木毅は政治改革にコミットして以降、「近

代主義者」と目されることの多い丸山眞男を盛んにリファーするようになる。そして確かに、



丸山の議論には「平成デモクラシー」が目指したような強い個人による競争的政治という

「アイデア」が見られる。 

 

アンシャン・レジームのもろもろの政治力は解体し、暗黒のなかで行われた錯雑した国家

意思の形成過程は、いまや国会が「国権の最高機関」とされ、議院内閣制が採用される事

によって著しく透明となった。また天皇が実体的な価値の源泉たる地位を去って「象徴」

となった事によって国家権力の中性的、形式的性格がはじめて公然と表明され、その実質

的な掌握をめざして国民の眼前で行われる本来の政治闘争がここに漸く出現した。（丸山

眞男「科学としての政治学」、1947 年） 

 

 ここでいう「本来の政治闘争」とそれに耐える強い個人という夢は確かに「近代主義」の

理念そのものだと言えば言えよう1。 

 また第二に、その反対者たちが当時おそらく感じていたであろう、この「アイデア」の古

臭さをよく説明する。つまり、それがある種の「近代の超克」や「ポスト・モダン」に対す

る「復古」の動きでもあったことを適切に記述できる。 

 例えば、二大政党制である。一連の政治改革の知的抵抗勢力として、後に「日本型多元主

義者」（中北浩爾）と名付けられることになる香山健一、佐藤誠三郎が強調したことの一つ

は、「二大政党制」という「アイデア」の古さであった（佐藤誠三郎「政治改革 八つの誤

謬」『中央公論』1993 年 11 月、香山健一「二大政党論は政治改革の理念たり得るか」『諸

君』1991 年 9月、同「三大政党への「創造的進化」論」『諸君』1993 年 9月）。重要なこと

は、この感覚が特にこの二人に限られず、異なるキャンプに属する人々にも、分け持たれて

いただろうということである。そこにはたとえば、篠原一編『連合政治Ⅰ・Ⅱ』（1984）を

はじめとして、「連合政治」あるいはその理論的支柱として、「ウェストミンスターモデルの

神話」を激しく批判するアレント・レイプハルトとその多極共存型デモクラシーあるいはコ

ンセンサス型デモクラシーが、新たな「アイデア」として、この時期、盛んに喧伝されてい

たという事情があるだろう。 

 これは当然、準拠国（model state）の問題にも跳ね返ってくる。コンセンサス型デモクラ

シーの準拠国はスイスやベルギーあるいはＥＵといった「欧州」である。また、高度経済成

長とその後のオイルショックを乗り切った時期あたりから、「日本にはそもそももはや準拠

 

1 ちなみに北岡伸一はさすがに丸山にはリファーしない。だが、北岡がこの時期盛んに援

用するのは福澤諭吉であり、福澤諭吉もまさに「強い個人」と競争的政治（二大政党制）

の思想家であったことは注目に値する。この福澤こそ丸山が最も愛した思想家であったこ

とを考えると、「平成デモクラシー」に流れ込む福澤→丸山モメントということが言える

のかもしれない（北岡伸一は自身の福澤論を丸山経由ではなく岡義武経由であると言いそ

うであるが）。 



国は必要ない」といった感覚も出てくる。 

   

 日本におけるこのような「二大政党制の神話」の形成は、追い付き型近代化の歴史過程を

通じて日本で助長されてきた欧米模倣の単純思考の一環をなしているものであるが、そ

れは厳密かつ実証的な理論に裏付けられた政治モデルというよりは、政治的神話ないし

は近代主義の単純なイデオロギーにほかならない（香山健一『諸君』1993 年 9月） 

 

ここで「政治改革」の反対者・香山健一によって「二大政党制の神話」が「近代主義」と

等値されていることに留意したい。そしてたとえば佐藤もまたこうした意味での「近代主義」

の批判者であった。 

  

われわれは今ようやく西洋モデルから自由になり、日本の近代化の特色を、「後進性」と

か「ゆがみ」という否定的評価を混えることなく、冷静に分析できる地点に到達したので

ある（佐藤誠三郎「近代日本をどうみるか」中村隆英・伊藤隆編『近代日本研究入門〔増

補版〕』、16頁） 

 

 ここであげた佐藤誠三郎の議論は、後述する「近代」観との関連でも重要なのだが、さし

あたり「西洋モデル」からの解放感を示す資料としてあげたい。 

 ちなみに、この「平成デモクラシー」以前の政治学の雰囲気をよく伝える資料として面白

いのは舛添要一『1990 年 自民党が野党になる日 中道革新政権の科学的根拠』（1984）で

ある。 

 

ところで、私たちは、戦後アメリカから移植された、いわゆる二大政党主義、つまり政策

の異なった二つの大きな代表的政党が入れかわり立ちかわり政権を交代することが、民

主主義の原則だと信じてきた……一方、二大政党主義、あるいはアングロ・サクソン的理

想が行われてきたイギリス・アメリカを見ると、経済成長を例にとっても、社会のダイナ

ミズムをどこまで保てるかを例にとってみても、必ずしも、日本ほどいいスコア、いいレ

コードをあげているわけではない……アングロ・サクソン型の政治を理想とする見方を

少し見直してもいいのではないかと考えている。（同、4‐５頁） 

 

 同書は、自民党一党優位体制の持続の秘密を、「一党五派閥の連合政権」としての性格に

求めるなど、後に佐藤誠三郎が松崎哲久との共著『自民党政権』（1986）で定式化して以降

定着するような知見が（おそらく佐藤ゼミで共有された暗黙知を利用する形で2）展開され

 

2 佐藤・松崎『自民党政権』のこの点について下になる論文は「自民党超長期政権の解

剖」（『中央公論』1984 年 11月号）であり、舛添『自民党が野党になる日』は 1984 年１



ている。他方で、自民党政権の終わりを社会党の現実路線化にともなう「連合政権」の組み

換えとして遠望されるなど、先にあげた佐藤誠三郎『自民党政権』と篠原編『連合政権』の

中間にあるような性格を持っており、その意味でもまことに味わい深い。いずれにせよ二大

政党制は時代遅れの古いアイデアだったわけである。 

 

 古いのは、二大政党制だけではなかった。「強い個人」という想定もかなり今更感があっ

た。『柔らかい個人主義の誕生』（1984）で知られる山崎正和が、別の著書『鴎外 闘う家長』

（1972）についての文脈ではあるが、以下のように言っているのは興味深い。 

 

（自身の森鷗外論について丸山を引き合いに出しながら）日本人は近代的自我を確立し

ていないという視点から日本社会を斬る、だからすべてが駄目なのだという論理が流布

していたわけです。／おそらく日本近代思想史の中で一番ポピュラーで広汎なテーマは、

近代的自我の未成立ないし欠如ということでしょう。丸山さんはそれで政治学を書いて

しまったわけです。結局、近代的自我が確立していないから無責任の政治が起こって、太

平洋戦争に行ってしまった。その点ではヒトラーとさえ違うという（『舞台をまわす、舞

台がまわる』、2017 年、164 頁） 

 

 山崎が唱える、他者との間の生き生きとした「社交」という理念を組み込んだ「柔らかい

個人主義」は、丸山のような「強い主体」を求める「固い個人主義」を仮想敵にすることで

組み立てられていたという側面があった。 

 「平成デモクラシー」の「アイデア」が、「強い個人」＋「二大政党制」＋「準拠国とし

ての英米」から成り立っているとすれば、５５年体制爛熟期の「アイデア」は、「柔らかな

個人主義」＋「連合政権」＋「準拠国としての欧州」ないし「準拠国という発想自体への懐

疑」という要素から成り立っていると言えそうだ。前者が「近代主義」とすれば、後者は言

うなれば「近代の超克」ないし「ポスト・モダン」であった。９０年代に入っての「近代主

義」の隆盛は、この意味で、（1945 年の前後と同様に）「近代の超克」を経た復古的「近代

主義」だったということになるだろう。 

 問題は、「平成デモクラシー」の「近代主義」が押し流してしまった立場をどう呼ぶかで

ある。「保守主義」（待鳥聡史）なのか、ポスト・モダニストなのか。さらに佐藤誠三郎はそ

の中でどのように位置づけられるのかということである。しかし、そう話は簡単ではない。

とりわけ佐藤誠三郎についてはなおさら簡単ではない、というのが残りの話である。 

 

 

０月発行である。 



「近代」をめぐって――マルクス主義／近代主義／近代化論―― 

 

 なぜ、簡単ではないのか。たとえば、佐藤誠三郎が「近代主義者」でなかったかどうかが

割と難しい問題だからである。ちなみに、歴史学者として出発した佐藤の学問遍歴の特に前

半期においては、伊藤隆が証言するように遠山茂樹と丸山眞男の存在感が大きい（「佐藤君

はいつでも尊敬する人がいないと駄目なのです。ある時期は遠山さん、遠山さん、遠山茂樹

さんですね、そう言っていましたし、ある時期には、丸山さん、丸山さんだったのです」伊

藤隆『歴史と私』42-43 頁）。もちろん、この二人が彼の intellectual heroだったことは、佐

藤が彼らの説を墨守したことを意味しない。むしろ事態は反対で、佐藤の知的輪郭はこの二

人を徹頭徹尾批判することで固まってきたともいえる。彼の最初の論文が遠山茂樹批判で

あり、ほぼ最後の論文が丸山眞男批判であったことはその意味でも象徴的で、しかもその批

判は文体内容ともに激烈なものであった。佐藤がここでこだわっているのは要するに「近代」

の問題である。 

 佐藤の「近代」へのこだわりを単に遠山と丸山の二人に対する属人的なこだわりと見なす

のはしかし正しくない。この時期、「近代」をめぐる定義問題が学界の大きなテーマだった。

たとえば、１９６０年の箱根会議である。フォード財団の支援を受けてＡＡＳの名を冠して

行われたこの会議は、ロストウやライシャワー等のアメリカ側が提唱する「近代化論」（当

然、アメリカの冷戦戦略がその背後にあることは当時から意識されていた）に対する日本側

の反応のいわば「さぐり」を入れる機会といえた。対する日本側の布陣はマルクス主義者（遠

山茂樹、都留重人）、近代主義者（川島武宜、丸山眞男）、京都学派（高坂正顕）と多彩であ

った。 

 工業化を始めとする物質的指標によって「近代化」を測定しようとするアメリカ側に対し、

同じく下部構造を問題にする点で実は方法論的には割と相性のいいマルクス主義者は江戸

時代や明治時代の「近代性」についてその事実認定の次元で反対し、他方、「近代」の指標

を価値意識や「精神」といった操作化の難しそうな要素に求める近代主義者たちは方法論の

次元で近代化論と折り合わないという興味深い様相を示したこの会議の詳細はともかく、

佐藤の歴史研究がこの箱根会議のインパクトから出発していると想定するのは、そう大き

く間違ってはいないだろう。 

 事実、佐藤の遠山・丸山批判には「近代化論」の影響が色濃い。そして例えば遠山の背後

にいた歴史学界からはこれは「近代化論」の殴り込みと見えた。また丸山への批判にも「近

代化論」の影は差している。佐藤の丸山批判は多岐にわたるが、一つの論点は丸山の通史理

解にあった。明治維新を異常に高く評価し、江戸時代と明治後期・大正昭和を評価しない丸

山の歴史叙述を佐藤は以下のように批判する。 

 

日本ナショナリズムが「官僚的国家主義」に吸収され尽くしてしまったという判断自体が、



事態を歪曲している……戦前の日本で自由民主主義が確立されなかったことは確かであ

るにしても、明治前半期よりは後半期の方が、それよりさらに大正期から昭和初期にかけ

ての時期の方が、日本の政治体制が自由民主主義により接近していたこともまた否定で

きない……産業化の発展による教育水準の高い中間層の増大もあり、自由民主主義的志

向をもったナショナリストも、大正・昭和期には、明治前半期よりもはるかに多くなって

いた。総力戦体制下の日本の状況は、やはり津田左右吉が指摘するように、例外現象なの

である（「丸山眞男論」増補新装版『死の跳躍をこえて』、320‐321 頁） 

 

 遠山茂樹批判によって歴史学界とマルクス主義に絶縁状を叩きつけた佐藤は近代化論者

になったのだろうか。その後、政治学の経験的・実証的研究に傾斜していくようにみえるこ

ともあって、そのように考えたくもなるが、事態はまたもやそう簡単ではない。というのも

第一に、６０年代以降の佐藤は経済学者・村上泰亮とタッグを組んで、「産業化」（≠工業化）

概念を軸に、アメリカや欧州をモデルにした「単系的発展論」ではない「多系的発展論」を

模索していくことになるからである（後に村上泰亮・公文俊平との共著『文明としてのイエ

社会』（1979）に結実）。先にも引用したように、「近代」を考えるにあたって「近代化論」

が前提としている西洋（アメリカ）中心主義（「世界が西洋（アメリカ）のようになるのが

近代化だ」論）を批判し、「西洋モデル」から自由になろうとする志向が出てくるのである。

そして具体的な論点として第二に、佐藤は「近代化論」の江戸時代高評価を引き継がない。

佐藤は労農派の「明治維新＝ブルジョワ革命」説を批判し、その限りで講座派的な立場を取

る遠山茂樹を徹底的に批判しつつも、江戸時代を高く評価する近代化論を退け、あくまでも

画期としての明治維新の重要性を強調するのである。 

 

１９世紀初頭の日本社会は、流動化、世俗化、情報化、官僚制化、統合の高度化といった

重要な点で、近代化の「症候」をすでにかなりの程度示していた……このような事実認識

から、日本社会は明治維新を画期として大きく変化したわけではない、という結論に達す

るのは、あと一歩である。……「修正主義」的アプローチからも、明治維新の評価は低く

なりがちである……しかしそれらは（河野注：近代化の必要条件が豊かに備わっていたこ

と）、日本の近代化が当然であったとか容易であったとかを、必ずしも意味するわけでは

ない。近代化の前提条件が備わっていることと、近代化がダイナミックに開始されること

とは、同じではない（佐藤誠三郎「明治維新の再検討」『近代日本研究案内』、29‐30 頁） 

 

江戸時代の「近代性」を高く見積もりすぎるならば、江戸から明治への変化は「死の跳躍」

などではなかったことになる。だが、そうではない。客観的な物質的条件として「近代」の

前提条件が備わっているだけでは足りず、そこには「死の跳躍」を超えようとする優れた「精

神」のきらめきとそれによる何らかのケミストリーが「近代」のテイクオフにはやはり不可

欠なのだ。そう言い直してみればこれは、すでにお気づきのように、実は丸山とそう遠くな



い立場なのである。箱根会議の様相を（京都学派は一応除外して）、近代化論とマルクス主

義と近代主義の三派鼎立と見れば、佐藤が結局選択した立場は近代主義だったと言う事も

不可能ではなかろう。 

 

「保守」をめぐって―「柔らかい個人主義」と「新中間大衆」のあいだ―― 

 

  他方、では、佐藤が保守主義ではなかったかと言うとこれも難しい。もちろん、「保守

主義」がそもそも何かは大問題である。定義によっては日本に保守主義なんかないという見

方もそれはそれであり得る。しかし「あるべき保守」はともかく、その時代ごとに保守と見

なされる立場はそれなりに存在した。「保革」対立という枠組みは少なくともある時期まで

はリアルだったし、「保守本流」なる政治用語（それが実際何を指すのかはともかく）が意

味ありげに用いられることもある。 

 同時代的な認識として、マルクス主義から離脱して以降の佐藤は明らかに「保守」の陣営

に属した。ここで言う「保守」とは、５０年代のたとえば『心』グループなど、戦前のいわ

ゆるオールド・リベラルの系譜とは異なる。それは、少なくとも知的世界における、同時代

の左翼（共産主義）と新左翼の圧倒的な覇権を前提とした、少数の「リベラル」として観念

された。 

 

（中公サロンについて）私の同世代でいえば、私と高坂さん、それから江藤淳さんもそう

かな。三人くらいが安保反対に関わっていませんね。もっとも江藤さんは「若い日本の会」

をつくって声明を出したりしていますからかなり怪しい……だから初めから純粋に安保

反対運動に冷淡だったのは、私と高坂さんだけかもしれない。佐藤（誠三郎）さんは戦闘

的な反対のリーダーだったし、香山（健一）さんは全学連の委員長でした（山崎正和『舞

台をまわす、舞台がまわる』、73 頁） 

あとで考えると、それこそ呉越同舟ですね。江藤（淳）さんもいれば高坂さんもいる。萩

原さん、神谷不二さん、当時は北海道大学の永井陽之助さん、それにほんの一時期でした

が、京極さんもいらしたと思います……この時代にはそういう不思議な、ふんわりしたサ

ークルがありました。それがただ一度、初めてはっきりとした形をとったのが、７０年安

保の直前（１９６８年６月）にできた「日本文化会議」です。いわば日本のリベラルを総

動員したわけです……これで７０年安保闘争を迎え撃とうと考えたわけですが……ただ、

嶋中鵬二さんはこれをとても心配していました。「わが陣営はばらばらに塹壕に入って戦

っているから互角にやれるのに、集まってみんな見えるところに出てきたら、皆殺しにさ

れる」と。そういう時代感覚だったんです。左翼の圧倒的な勢力に対して、リベラル派は

本当に一掴みだった（同 156 頁） 

 



 事実、この「サロン」はかなり明確にネットワーク化されていた。高坂正堯、山崎正和、

粕谷一希らを中心とする上記中公サロンの人脈形成は佐藤栄作内閣の補佐官・楠田實が関

わっていたことがしられている。また、内閣調査室が「勧進元」となったＰＳＲ（policy science 

research）もここに含まれる。この経緯から分かるようにこのグループはいわばブレーン・

トラストとして機能しており、時の政権との距離もかなり近いものであった。佐藤はこうし

た人脈の中から、1970 年代後半から 1980 年代にかけて「グループ 1984」あるいは政策構

想フォーラムの組織者の一人として頭角をあらわし、中曽根政権時には「霞会館グループ」

として、中曽根行革・臨調政治の黒幕的存在とみなされるまでになっていく。 

 60 年代にはかなり緊密な集団だった上記「保守」人脈は、敵によって定義されていると

いうその性質上、８０年代の保革対立の溶解に伴って分極化が進んでいく。例えば、８０年

代初頭には、『日本よ国家たれ』で核武装を説いた清水幾太郎や、一連の占領期の検閲体制

についてあるいは WGIP 論を盛んに発表していく江藤淳など、新冷戦に反応してある種の

国家主義に傾斜していく知識人たちが、このグループとは明らかに一線を画する「あちら側」

として現れることになる。とりわけ、江藤淳はかつて中公サロンでの「同志」ともいえ、そ

の離脱は象徴的だ。 

 

 ここにいるのはもう一人の「朝日」文化人にすぎず、この議論もまた典型的な「ユダ」と

「左翼」の議論、つまり「秩序と建設と前進による勝利」を求める「経済主義」の議論に

ほかならないからである。／つまり、豹変した「評論家」粕谷一希氏の糾合しつつある「徒

党」とは、まず「経済主義」を信奉する「有能」な人々の集まりであるらしい……この「教

義」は、日米安保体制と自衛力を認めるものの、“ソ連の脅威”の実在を否定し、防衛問題

の重要性を否認する点で、現状維持的、いな現実回避的な志向性を有するものと判断せざ

るを得ない（江藤淳「ユダの季節」『批評と私』1987 年、33 頁）3 

 

 ここで江藤が、中公サロンの中心人物だった粕谷一希の糾合する「徒党」として目するの

は、日米安保条約と現行憲法の枠内で現状維持的な「経済主義」を目指す「保守」であり、

山崎正和はもちろん中嶋嶺雄といった人々、そして「改憲論批判――建設的防衛論争のため

に」（『中央公論』1981 年７月）で、左右の両極を条文至上主義と両断して「憲法解釈」の

枠内での現実的な防衛論の必要を説いた佐藤も、これには含まれていたことだろう。 

 そしてさらに言えば（この点は待鳥『政治改革再考』も指摘するように）、山崎正和と佐

藤誠三郎の間にも見逃せない差異が存する。それは佐藤栄作・大平正芳政権にコミットした

か、中曽根政権にコミットしたかという違い以上の、より深い秩序構想の次元に及んでいた

 

3 山崎正和は江藤淳のこの旋回をもっぱら個人的な関係の拗れに引きつけて理解するが

（『舞台をまわす、舞台がまわる』「江藤淳氏の不満」、252－253 頁）、その背景にはこの

時期の「保守」の分極化があるのではないかというのが本報告の見立てである。 



ものと思われる。 

すでに見たように山崎の「柔らかい個人主義」は丸山流の「強い個人」に対するアンチテ

ーゼであった。佐藤にとって山崎の「柔らかい個人主義」にあたるものは「新中間大衆」で

あったように思われる。佐藤も深く関与した『新中間大衆の時代』（1984）において村上泰

亮は以下のように言う。 

 

この意味で、新中間大衆は、近代社会の古典的理念として描かれてきた「市民」ではない。

ジョン・ロック以来の近代市民像は、恒産をもち教養をもつ自立的な個人が、理性的な相

互説得に基いて社会を築くという形で描かれてきた。しかし、新中間大衆は、行政依存的

であって自立的ではなく、私生活中心的であって社会指向的ではない……新中間大衆は

ある意味で「市民」とは裏返しの存在ですらある。当時しきりにいわれたいわゆる「市民

主義」の問題点は、革新政党側の組織能力の不足にあるというよりもむしろ新中間大衆そ

のものの中にある。新中間大衆の存立基盤をそのままにして、「批判性」の側面だけを上

澄みとして掬い取り、その上に強力な政治運動を築くことはできない。／（…）しかし新

中間大衆自身の中に内在している「保身性」と「批判性」の葛藤が大きな原因の一つであ

ることは否定できない」（村上泰亮『新中間大衆の時代』第五章「保守支配の構造」） 

 

 革新勢力を支える「市民主義」が想定する古典的「市民」（＝強い個人）はもはや成り立

たない。変わって現れたのは、「批判性」は旺盛だが「行政依存」的で「保身的」な「新中

間大衆」であった。こうした「新中間大衆」が「保守党支配」を支えているというのである。

だが、村上＝佐藤の議論の眼目は、こうした「新中間大衆」の保守党支持は極めて脆弱なも

のにすぎないということにあった。 

 そして下記三点の資料にうかがえるように、佐藤＝村上にとってこうした「保守支配」の

表面的な安定の裏に潜む根本的脆弱性についての認識は、「多頭的支配権」（プルラリスティ

ック・ヘゲモニー）という日本の政治体制についての丸山的分析視角に由来するものであっ

た。 

 

日本社会は満場一致の社会であり、国という単位でも国民的合意の成立し易い社会だと

考えている人は、日本人と否とを問わず少なくない。しかし実は、日本史を貫ぬく特徴は

むしろ、分権ないし分裂であり、近代化百年の歴史も、国民的合意の成立したとみてよい

時期が意外に短かったことを教えている……しかし戦前日本の場合には、官僚、陸軍、海

軍、財界、地主階級に基盤をおく政党政治家などの複数の有力グループが、非公式な連合

体を形成して国全体を支配していた。周知のように、明治憲法下では議会は国権の最高機

関ではなく、公式な最高の意思決定メカニズムは存在していなかった。人によってはこの

姿を「多頭的支配権」（プルラリスティック・ヘゲモニー）という……その点では、たと

えば第二次大戦前の日本の支配体制とドイツのナチス体制とに違いがあった……多頭的



支配体制の分裂と、それに伴う国内の混乱を恐れて、思い切った対外政策の転換をとりえ

ないまま過ぎるうちに、事態はもはや取り返しのつかない形になってしまっていた。第二

次大戦に至るまでの日本の主旋律は、選択と決断ではなくて、むしろ妥協と逡巡なのであ

る。それは、満場一致の皮を被った国内分裂だったという方が正しい。（村上泰亮『新中

間大衆の時代』第三章） 

戦後の政治は、たしかに、戦前とは大きくちがってきている。戦前は、最終の決定者が名

目的には天皇であるとされていたために、それに代わって多頭的支配体制が登場したも

のの、責任ある意思決定主体の空洞化が生じてしまった。他方、戦後は明瞭に議会が国権

の最高機関として位置づけられている。しかし、「追い付き型近代化」の国民的合意を有

効に組織して安定化した保守党の長期政権の下で、野党の力は弱体化し、議会そのものよ

りも、保守政権内部での、官僚、財界、農民を最大の背景とする保守党政治家からなる多

頭体制が政治機能の実質を担うようになってしまった。だが、「追い付き型近代化」の目

標がその意味を失い、対外政策の上で……選択を迫られるようになるとこの戦後型多党

制の内部で次第に分裂が生まれてくる。このようにして保守連合の表層の内部で分裂が

生じつつあるのが現状である。高度成長期に成長した個別の利害、つまり各業界、それを

背景とする担当官庁が、それぞれの権益を守り抜く組織としての性格を強めていくなら

ば、保守連合の政策形成は機動性と一貫性を失い、戦前の多頭制と似た行動を示すことに

なってしまうだろう（同） 

現代日本の政治システムは、自民＝官庁混合体によって枠づけられた「仕切られた多元主

義（compartmentalized pluralism）」と表現できよう。これは村上の「仕切られた競争」

（河野注：村上泰亮『新中間大衆の時代』）という概念を政治システムに転用したもので

ある。／このシステムは自民党長期政権の下で形成され、1970 年代までにほぼ完成の域

に達した。しかしまさに完成した瞬間に、このシステムはいくつかの重大な挑戦に直面す

るに至った。……このように巨大な社会変動が生じようとしている時、自民党は個人後援

会から派閥そして党機構にいたるまで、制度化が著しく進行し、人事における年功序列主

義と派閥均衡の原則の確立、後援会組織の世襲化による「二世議員」の増加、政策決定権

限の分散化による調整能力の減衰等の現象が生じている」（佐藤誠三郎・松崎哲久『自民

党政権』、1986 年、170‐172 頁） 

 

 要するに、「強くない個人」が支える秩序について佐藤＝村上は、山崎正和ほど楽観的で

はなかった。「戦後型多党制」「保守連合」はその見かけほど安定してはいない。下手をする

と丸山が見事に分析したような「戦前の多党制」と同じ轍を踏むことになってしまうだろう。

その根本的な原因としては「保身性」と「批判性」に特徴づけられた「新中間大衆」という

問題があった。「強い個人」なしに本当に安定的な秩序は可能だろうか。この点、佐藤＝村

上の側にも揺れが存在したのではないということをうかがわせるのは以下の粕谷一希の述

懐である。 



 

 この、「非常に不安定で、批判的だが、同時に利己的な大衆が出現しつつある」という「新

中間大衆の時代」という見方はもうひとつよくわからない。強固で自由な個人をつくれと

いう提言（注：三木内閣での政策構想フォーラムでの提言）のほうが光っていた（粕谷一

希『作家が死ぬと時代が変わる』、2006 年、266 頁） 

 

 おそらく、同時代の「保守」陣営の中でもその人間観にはかなりの揺らぎがあった。そし

て、佐藤誠三郎においてはとりわけ「弱い個人」とそれが織りなす「新中間大衆」への辛辣

な評価があった。しかも、５５年体制の「連合政府」「多党制」の安定の分析も、案外に丸

山的な要素が色濃く、「政治的統合」の不在がやがて致命的な帰結をもたらすだろうという

懸念を有していた。「平成デモクラシー」の構成要素たる「強い個人」と「競争的政治」（に

よる政治的統合の実現）という契機は、実はそれが打倒した佐藤の思想の中にも胚胎してい

たのである。 

 

要するにどういうことなのか 

 

 本報告では、「平成デモクラシー」の「アイデア」と、それ以前の５５年体制爛熟期の「ア

イデア」を図式的に対比し、佐藤誠三郎が後者に包摂できるかどうかをあれこれ考えてきた。

それは要するに佐藤誠三郎と「平成デモクラシー」の近さと遠さという問題であったように

思う。これを考えることにいかなる意味があるのか。思うに以下のようなことではないか。 

 「平成デモクラシー」はその全貌を平成の中頃、小泉純一郎の登場とともに現した。「2001

年体制」（竹中治堅）とも呼ばれるゆえんである。小泉純一郎の出現は多くの政治学者の興

味を引いたが、「彼がなぜあれほど長期にわたって stato を維持しえたのか」というマキャ

ベリ的問いに対して、政治学者の答えは大きく二つに分かれたように思う。一つは「制度

（oridini）である」というものであり、もう一つは「人(virtu)である」というこれまたマキ

ャベリ的分岐であった。すなわち「首相」支配を可能にする様々な制度（小選挙区制、内閣

法改正、政治資金規正法 etc.）に原因を求めるか（竹中治堅、飯尾潤）、首相個人の政治手

法や有権者の変化（ニヒリズム、劇場政治、ポピュリズム）に原因を求めるか（御厨貴、大

嶽秀夫）で大きく答え方が分かれたのである。 

 本報告の見通しとしては、これは佐藤誠三郎と彼が直面した課題を「平成デモクラシー」

から遠いものとみるか意外と近いものとみるかと対応しているように思われる。逆に言え

ば、中曽根行革と臨調政治、その「新自由主義的改革」を 1993 年にはじまり 2001 年に結

実する平成の「政治改革」と近いものとみるか遠いものとみるか、言うなれば「2001 年体

制」と「86年体制」（佐々木毅）の距離感をどう測るかという際にその測り方次第で見え方

が変わってくる知識人なのである。 
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