
「公民政治」の残影
――蠟山政道と政治的教養のゆくえ――
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一 「原点」と「レッサー・イーブル」

・或る邂逅と「原点」
丸山眞男に「或る邂逅」と題する文章がある。蠟山政道（１８９５－１９８０）

の逝去に際して寄せられたこの文章で丸山は，蠟山との最初の出会いを回
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要旨：能動的な政治主体の構成員をいったいどのような名前で呼べば良い
のか。「良民」か「士族」か，はたまた「士民」か（「市民」なる語はかな
り新出来である）。東アジア世界の近代に共通の難問のひとつの解として，
１９２０年代以降，急速に浮上したのが「公民」という概念であった。本稿で
は，蠟山政道の『公民政治論』（１９３１年）に焦点をあて，この「公民」概
念が同時代の「政治と教育」問題を考える上での鍵概念であることを示そ
うとした。
蠟山は「公民」について，それを「社会の発見」に引き付けて理解しよ

うとする同時代の他の論者（たとえば大島正徳）とは異なり，終始，政治
的存在として理解しようと試みた。蠟山にとって，したがって，公民教育
とは政治教育であり，そこでは多数決の意義や政党の持つ積極的な道徳的
意味が教えられるべきだった。
政治を教育や倫理と不可分とみなすこうした蠟山の政治観は，政治をあ

くまで権力の体系，目的達成のための手段とみなす丸山の政治観とは異な
っていた。
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顧している。それは，鶴見祐輔が主宰する一高生向けの勉強会「火曜会」
でのことであったという。「もりもり」出るというご馳走につられて出席
した高校生の丸山らを前にして，様々な講師が入れ替わりで講演する。蠟
山の登場はこんな風だった。

沢田氏は，既成政党の政治によっては日本の危機は救われない，と話
を結んだが，まるでその終りを待ちかねていたかのように突然，生徒
の間に交じっていた一人の白皙の紳士が立ち上がった。それが蠟山先
生であった。……開口一番に飛び出したのは「わが火曜会からもファ
ッショが出たということは私の衷心より遺憾とするところでありま
す」という言葉であった。先生が立ち上がった唐突さと，これまでの
「講師」の座談的な話しぶりと対蹠的な演説口調の切出しが，先生の言
葉をこのように鮮明に私の記憶に刻みつけたのである１。

この日の講師をつとめた「沢田氏」とは沢田謙のこと。『エジソン伝』な
ど子供向けの伝記シリーズで知られていた。『ムッソリーニ伝』をすでに著
しその後，『ヒトラー伝』と言えば当時の論調も想像が付く。その講演中，
丸山たちはこの沢田から，当時は報道されていなかった陸軍の「急進的将
校を中心とするクーデタ計画」（１９３１年のいわゆる十月事件）について聞か
され驚倒することになる。丸山の書きぶりからも，沢田がこのクーデタ計
画に肯定的な態度を持していたことがうかがえよう。蠟山はこれに対して
突然立ち上がって引用のような前口上を終えると，次のように述べたのだ
という。

そうして先生は，日本はあくまで議会政治の途を歩むべきであり，ま
た国際的孤立を避けて，国際連盟の一員として紛争の平和的解決に努
力しなければならない，という論旨を，ほとんど一気に述べ立てたあ
と，所用のためということで退席された……先生の捲きおこした一陣
の風をまともに浴びた沢田氏は，まだ机に向かったまま苦笑いを浮べ
て「なあに，大学教授なんてあんなもんでね，空理空論ばっかりで現
実の動きなど何も知らないんだから……」と言った２。
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沢田の話に対する蠟山の「あの咄嗟の反応と，当座の空気にはいかにも
そぐわない正面きった演説口調」との対照はどう解釈したらよいのか，丸
山は自問する。しかも沢田と蠟山は，長年の知り合いなのである。「いわ
ば常連のメンバーとして火曜会の性格を知悉し，また沢田氏との多年の交
情の揺ぎなさを信じていたればこそ」の，つまりそれは「真面目な冗談」
だったのだろうか。確かにそうした部分もあった。「けれども先生は果た
してその『演技』をやりおおせたか」。答えは「ノー」である。「演技」で
あったのは最初だけで，「一気に話を結末まで運んだとき，もはやそこには
本心の吐露以外のものはなかったにちがいない」。
十月事件という衝撃の直後，それに対して融和的な姿勢をにじませた長

年の友人に対して見せる「演技」はやがて激情にのみこまれ，最後には
「本心の吐露」だけが残った，とする丸山の回顧はいつもながら劇的かつ印
象的である。だが，その「本心」（「議会制民主主義の発展と国際平和の諸
条件の追及」とわざわざ言い換えている）が，「その後のあらゆる曲折を貫
いて先生の思想の原点をなしていた」とダメを押した結びに至っては，や
や鼻白む思いをした人もあるいはいたのではないか。

・「レッサー・イーブル」
というのも，この翌年に勃発した５・１５事件の結果，政党内閣のいわゆ

る「憲政の常道」は終わりをつげ，挙国一致の「協力内閣」として成立し
た斎藤實内閣――日本の国際的孤立を決定的にする「満洲国」承認を断行
することになる――について，当時政治評論家としても活躍していた蠟山
は，「立憲的独裁」として３これを正面からは否定しない態度を示したので
ある。それだけではない。その後の蠟山は，あたかも政党内閣に愛想を尽
かしたかのように昭和研究会を主導し，近衛文麿のブレーンとして新体制
運動にも深く関与した。１９４０年には論文「東亜新秩序と新文化の創造」を

『改造』に掲載して正面から「東亜協同体」論を擁護し，１９４２年に至っては
ついに自ら翼賛議員の一員ともなった４。沢田の言とは裏腹に，蠟山は明
らかに「空理空論」の人ではなかった。「議会制民主主義」と「国際平和」
にはおよそ似つかわしくないこうした経歴がたたり，戦後は一時公職追放
の憂き目にあった５。『追想の蠟山政道』でも多くの関係者が，こうした過
去について率直に触れ，蠟山を批判している。丸山の追悼文を単独で読む
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と気が付かないのだが，追悼集によせられた他の追悼文と読み比べると，
丸山の筆致の抑制ぶりが際立つ。言うまでもなく，丸山にとって蠟山は学
生時代からの恩師の一人である。法学部研究室内での（時に家族ぐるみの）
人格的交流は深く親密なものだった６。そうした交流から生じた敬愛の念
が終生持続したことが，丸山をして表立った批判を控えさせた大きな原因
であろう。
だからといって，丸山の側に全く葛藤がなかったと言えば嘘になろう。

蠟山逝去の年，学士院における「故蠟山政道会員追悼の辞」においては，
丸山は蠟山の「一貫した考え方」について，「社会的政治的現実に峻厳に対
立してこれを裁くところの理念を掲げる」よりは，「むしろあくまでも与え
られた歴史的現実的諸条件に即し，その条件のなかですこしでも現実をヨ
リ望ましい方向に導く方途を模索すること」にあったと述べている７。こ
の「レッサー・イーブルを選択する」という「生き方」こそが，戦中戦後
の蠟山の身の処し方を規定したというのである。
二つのobituaryには明らかなズレがある。「或る邂逅」の蠟山が「現実」

に対立しそれを裁く「理念」を「原点」とする生き方だとすれば，学士院
で描かれた蠟山は所与の「歴史的現実的諸条件」の枠内で「レッサー・イ
ーブル（lesserevil）」の選択を繰り返し，そうであるがゆえに時に「原点」
からは遠く離れてしまうタイプの生き方である。とはいえ，「レッサー・イ
ーブル」型の思考に対する丸山の評価は，決して低いものというわけでは
なかった。とりわけ「政治」という営みを思想し行動するにあたり，こう
したタイプの思考方法がむしろ必要であることは――たとえば福沢諭吉な
どを通して８――丸山が繰り返し説くところでもあった。
「原点」への固執か。「レッサー・イーブル（lesserevil）」の絶えざる選
択か。丸山の真意がどちらに存したのかはここではあまり重要ではない。
丸山が思想家を評価する際に繰り返し用いる二つの理念型が，同一人物に
ついて共存しているということに留意したい。先にあげたような個人的な
事情が丸山の議論を歯切れの悪いものにしているにせよ，蠟山評価のこの
ブレは蠟山自身の思想と行動の奥行きの深さをあらわすものでもあるので
はないか９。
丸山と蠟山は知識人としての生き方はほぼ対照的であった。戦前の生き

方だけではない。戦後の日本社会の進むべき道筋についても，二人の意見
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はおそらく大きく隔たっていた。１９４９年に組織された平和問題談話会（丸
山も参加した）の全面講和を求める声明に，蠟山は賛同を拒否している１０。
また，憲法改正を掲げる岸内閣が立ち上げた憲法調査会と，それに対抗し
て組織された憲法問題研究会とに，蠟山と丸山の帰趨はそれぞれ別れた。
民主社会主義協会を主導し，第一次臨調をはじめとする各種審議会に参加
するなど，戦前と同様，現実政治に深くコミットし続けた蠟山と，１９６０年
の「安保」運動に対するコミットメントをほぼ唯一の例外として，基本的
には学究の徒として生きた丸山と。「現実」との距離の取り方という点で
も両者は大きく異なっている。
「原点」型を象徴するかのような南原繁が，丸山の生き方に深い影響を与

えたことは，丸山自身が公言するところである１１。だが，同じく恩師の一
人でありながら蠟山の影響（反面教師としてのそれも含めて）は，丸山自
身の証言を含めて資料が少ないこともあり，真剣に検討されたことは少な
いように思われる１２。蠟山についての丸山の沈黙あるいは謙抑は，しかし
上記の事情に鑑みるとき，必ずしも問題の不在を意味しないのではないか。
両者の緊張関係はしかも，単に知識人としての時勢に対する身の処し方

にとどまらない。戦前の政治学のあり方を厳しく批判した丸山眞男「科学
としての政治学――その回顧と展望」（１９４７年）に対して蠟山は『日本にお
ける近代政治学の発達』（１９４９年）をもって応えた。これを受けて日本政治
学会では「日本における政治学の過去と将来――討論――」と題した座談
会が設けられている（『日本政治学会 年報』１９５０年度）。司会役の丸山が
進行し蠟山も参加したこの座談会で両者は，基本的には和やかな雰囲気な
がら，政治学のあり方や，「政治」の捉え方について緊張感をはらんだやり
取りを見せている。二人の政治学者としての生き方，現実との関わり方の
分岐を規定するものとして，その「政治」観そして「政治学」観の差異が
おそらく決定的なのである。
以上の作業に直ちに入る前に，以下では，蠟山の政治観について，とり

わけその「公民政治」論を中心に分析し，その含意を検討する。また，そ
の前提となる文脈（context）として，この時期の「公民」をめぐる言説の
諸相を明らかにする。というのも，この「公民」というトポスこそ，戦間
期日本政治思想史における「政治と教育」をめぐる問題系のかなめであっ
たからである。そして結論を一部先取りして言えば，まさにこの政治にお

５７「公民政治」の残影（２０１６－Ⅰ）



ける教育の位置づけにおいて，両者の「政治」観は決定的に袂を分かつこ
とになるであろう。

二 腐敗と「公民」

・「自治制の悪模範」と行政学
１８９５年，新潟の刈羽郡鵜川村に生まれ，群馬の高崎に育った蠟山が，県

立高崎中学を極めて優秀な成績で卒業し，第一高等学校受験のため上京し
たのは，１９１３年の春のことであった。造り酒屋を営む傍ら，有力な県議会
議員で蔵書家でもあった父の長男として生い育った暮らしに不自由があろ
うはずもなかったが，上京直後，九段坂上の富士見軒でそれまで飲んだこ
とのなかったコーヒーを嗜んだ結果「一睡もできなかった」というエピソ
ードが示すように１３，この時期，人口の急増に伴い１４急速な変化を遂げつ
つあった巨大都市東京と高崎との文化的な格差は大きかった。こうした格
差の感覚が蠟山をして生涯のテーマの一つとして農村問題を選ばせたこと
はよく知られているが，ここで考えてみたいのは他方で蠟山が東京に何を
見たのかということである。
補助線を引こう。蠟山が上京してほぼ十年後の１９２４年，ある記者が「街

頭から見た新東京の裏面」と題して『九州日報』に連載した記事を見てみ
たい。

日本の首都東京の市政の腐敗堕落が，政界の一お坊ちゃん永田氏，又
は一腰弁堀切氏の言葉で救われようと思うのは非常識かも知れぬ。し
かし東京市政の裏面を語るには，二人の東京市に対する告別の辞に註
釈を加えるのが一番早道である。二人の言葉を記者が読んでみると，
どうしても東京に対する捨てぜりふ，も一つ進んで罵倒の言葉としか
思えないのである。しかもこのお坊ちゃんと腰弁の東京に対する「遺
憾」を裏書するものが，かくの如く夥しく，到る処の街頭に満ち満ち
ているのである１５。

記事の署名は杉山萠圓。後世には夢野久作として知られることになる人
物の新聞記者時代の仕事である。「首都東京」の「市政の腐敗堕落」につい
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て書かれたこの記事の中に出る「永田氏」とは，当時，電気局長の選任を
めぐって議会との対立が膠着状態に陥り，東京市長を辞職したばかりの永
田秀次郎のこと。永田の後継市長選びは難航し一ヶ月の市長不在状態が続
いた。その背景には，当時「伏魔殿」と称された市会の腐敗，具体的には
市会議員の露骨な利益誘導があった。官選市長の脆弱なリーダーシップは
議会を十分に統制できずにいたのである。こうしたこと，夢野の言葉を借
りれば「東京市政界の裡面に，何者か知らず大きな卑怯な事実が動き流れ
ていること」は，東京市民にとってはすでに常識的な事柄であった。また，
前記引用文中の「腰弁堀切氏」であるが，内務省から職務管掌として派遣
されていた堀切善次郎である。後に東京市長にもなるこの堀切の談話は，
たとえば他誌にも「成つてゐない東京市 職務管掌中の市政観」１６として掲
載されている。そこで堀切は「選挙に方り利欲の弊尠からず醜聞絶えざ
る」市政について，「ゼームス・ブライス」（JamesBryce）がアメリカのデ
モクラシーの欠点として指摘した「人民が市政に不熱心なること」「利欲の
念の熾なること」「党派心の盛んなること」の三点を挙げて，「之を直に移
して以て我が東京市に当てはめることができる」としている。夢野はこう
した記事を踏まえつつ，「自治制の欠点（うま味）を最も多量に持っている」
が故に「自治制の悪模範」と化している東京の姿を，遠く九州にまで広く
伝えようとしたのである。
アメリカの都市政治と同様に，ガバナンスの欠落とデモクラシーの過剰

に悩む東京市政。怪作『ドグラマグラ』執筆開始の前年に夢野久作が目の
当たりにしていた「東京の裏面」とは，同時に蠟山が上京して直面したそ
れでもあった。蠟山は，後年，岡義武に対し次のように語っていたという。

自分は学生の頃に当時の東京市政の甚だしい腐敗に深い衝撃をうけ，
どうしたならばこのような事態を無くな〔ママ〕すことができるかと
いうことを真剣に色々と考えた。そのことが，大学に残って行政学を
研究したいと自分を思い立たせた動機である１７。

もちろん，夢野が見たのは関東大震災以後の東京であり，他方，蠟山が
学生時代をすごしたのは震災以前（１９１３年～１９２０年）である。とはいえ，
こと市政の腐敗という点について言えば（震災は「復興」に伴う行政需要
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をもってその傾向を甚だしい要因となりえたとはいえ）それは震災前から
存在した構造的な宿痾と言えた１８。震災直前に東京市長に就任した後藤新
平が目指したところとは，こうした意味でのデモクラシーの過剰に悩む東
京市政に対し，専門官僚制の論理によって対抗し，首長のリーダーシップ
を制度的に確立することにあった。その後藤が招聘したチャールズ・ビア
ード（CharlesA.Beard）の『東京市政論』がもたらした感動を蠟山は後年
に至るまで繰り返し語っている。そして，このビアードの問題意識が，ア
メリカの都市政治の腐敗に警鐘を鳴らしたジェームズ・ブライスの延長線
上にあることにも，蠟山は自覚的であった１９。そもそも夢野も指摘するよ
うに，永田秀次郎そしてその後を継いだ中村是公をはじめ震災後の東京市
政を担った彼らは「チャキチャキの後藤系」であった。彼らの東京市に対
する「告別の辞」とは，震災以後の潮流に対するそれというよりは，震災
以前からの「宿啊」克服の試みが挫折を余儀なくされたことの表現と見る
ことができるだろう。蠟山の先の述懐は彼がそうした挫折感を共有してい
たことの証左であろう。
第一高等学校在学中から河合栄治郎と深い交わりを結び，また東京帝国

大学在学中には吉野作造の新人会に入り旺盛に活動するなど，第一次世界
大戦とそれに伴う世界的なデモクラシーの潮流を一身に受けた「新人」「革
新」世代の一人として把握されがちな蠟山であるが（無論，そうした部分
もあるのだが），彼の学問的な進路選択が，上記のような（実は明治後期以
来の）「デモクラシーの過剰」への対応という文脈の上に置かれていたこと
は，見過ごすべきではないだろう。

・「社会の発見」と「公民」教育――大島正徳の場合――
腐敗に対しては制度的な対応が考えられてこなかったというのではない。

だが，それらも結局は人の問題を離れては解決できない。先述した堀切の
談話を含め，問題の解決を最終的には「選挙民の自覚」に求める議論が多
く出される所以であろう。そして実は，明治期以降の日本の政治思想の
――江戸期と比較した場合の――顕著な特徴は，能動的かつ倫理的な政治
主体をいかに概念化し，それにどのような彫琢を施すか，が常に問題とし
て問われ続けてきたということである。「良民」「士民」あるいは「壮士」，
こうした中で１９２０年代に浮上した言葉こそ「公民」であった。
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もともと律令に典拠を持つ「公民」の語であるが，法的には１８８８年に公
布された市制町村制第七条に（１）「帝国臣民にして公権を有する独立の男
子」の（２）「二年以来市（又は町村）の住民となり」（３）「其市内（又は
町村内）に於て地租を納め若くは直接国税年額二円以上を納むる者」とし
て規定される，地方自治団体の選挙権者及び被選挙権者という一義的に明
確な意味内容を有していた。
ところが，選挙権の拡大，具体的には（３）の要件が漸次的に緩和され

ていったことで，「公民」の数自体が増加したこと。また，以上の状況をう
けつつ，１９１９年以来すでに実業補習学校に置かれていた「修身及び公民」

「公民科又は法制経済」といった科目が，「公民教育」として普通学校にも
提供されるようになったこと。こうしたことがおそらくは直接の契機とな
って，「公民」の語を単に自治制下の有権者というのみならず能動的な政治
主体一般という広義に解し議論する論者が，とりわけ第一次大戦後になる
と急増する。この時期の「公民」ないし「公民教育」をめぐる議論は，し
たがって，自治制下におけるデモクラシーの過剰への対応という明治後期
以来の文脈を引き継ぎつつ，そこに世界的な潮流としてのデモクラシーの
理想の高揚――こうした中で政治腐敗の問題はデクラシーの過剰よりもむ
しろ過少として捉え直されることになるのだが――という特殊大正的文脈
が合流する中で，展開されることになった。まことに複雑な様相を呈した
議論状況について，ここで全面的な分析を加えることは当然できない２０。
だが，蠟山の『公民政治論』と対比するにあたって必要な限りでその特徴
をあげるとすれば，それは「社会」の強調である。同時代のいわゆる「社
会の発見」という脈絡に関連付けて「公民」ないし「公民教育」を考える
という姿勢はこの時期の多くの論者に共通して見られるのである。こうし
たいわば「社会」的「公民教育」論の系譜の典型としては，たとえば大島
正徳がいる。
蠟山より五歳年長の大島は，一校在学時から吉野作造や福田徳三らの黎

明会に参加し，やはり「革新」「新人」人脈に連なる人物であった。主任教
授井上哲次郎の下，東京帝国大学文学部助教授として哲学及び修身を講じ
ていたが，１９２４年，後藤が組織した東京市政調査会の委託を受けて執筆し
た『自治及修身教育批判』において従来の「国民道徳」論に基づく「忠孝」
教育を激しく批判――当然，井上哲次郎への批判でないはずがなかった
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――，翌年には永田秀次郎の誘いを受けて大学を辞し東京市役所学務局長
に転出，東京市の教育行政に携わることになった。学務局長退任後の１９２７
年に刊行した『自治公民の根本義』は，「公民教育」のバイブルとして広く
読まれた。
同書において大島は，従来の「国民教育」との対比の上で「公民教育」

の特徴を把握する。もちろん，「国民教育」をすべて否定するのではない。
だが，「国民教育といつた時には，何となく従来の歴史を重んじ，慣習を重
んじ，伝統を重んじて行くといふやうな心持」が主となる。これに対し，

「公民といつた時には，社会連帯の関係といふことが，直ちに意識され」る。
「共同生活，公共生活と云ふ意味」「いはゆる横の関係」が強く意識される
というのである。当然，後者の「公民教育」を重視する大島は，それが教
える「公民道徳」を「知り合い道徳」と「見ず知らずの間の道徳」との対
比によって説明する。「知り合い道徳」とは，たとえば「五倫の教」に代表
されるような既存の人間関係の適切な調整を専ら志向する道徳のことであ
る。この「知り合い道徳」についての教育はすでに充分に足りている，と
大島は言う２１。問題はこの「知り合い道徳」に偏重する教育が，たとえば
以下のような事態をもたらしているということなのだ。

親類の人々が寄つた時には，お辞儀の百万遍も御互になし合ふところ
の婦人達が，汽車の中，公衆の間に於ては礼儀一つしない有様である
２２。

ここには「婦人」についての言及しかないが当然「紳士』についても事
態は同様だったろう。「部落的な小さき群居生活」を前提とし「人を見たら
泥棒と思へ」という格言にも容易にたどり着いてしまうこの「知り合い道
徳」に対して，「見ず知らずの人びとが一緒になってゐる大仕掛けの社会生
活」においては，それに相応した「社会的良心」が必要となる。これこそ
が「見ず知らずの人びとに対する心得いひかへれば公民道徳」である，と
大島は言う。「現代人の意識的特徴はいはゆる社会を発見したことにある」
と高らかに謳われる際の「社会」とは，したがって，既存の人間関係（「群
居生活」）の謂ではなく，見知らぬ他者との関係を専ら指すことになる。そ
のような他者との間の「社会連帯性」の感覚こそ，「公民」という言葉に大
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島が込めようとしたものであった２３。
「群居」から「社会生活」へという大島のこの志向は，単に公衆道徳の局

面でのみ問題にされるべきものではなかった。それは第一次大戦後に「国
際間に於ける協調連盟の精神」２４の顕著になったという時代認識に支えら
れるとともに，関東大震災のさなかに現れた被災者間の相互扶助――「知
り合い道徳」の究極の姿――の光景と，さらにはその反面として露呈した

「見ず知らずの人びと」の排除――朝鮮人虐殺事件はその典型だった――を
目の当たりにした衝撃にも，足場を有していたのである２５。
また，この二つの道徳のあり方は政治にも深く関わっている。大島の見

るところ，選挙の不正や政治腐敗といった問題もまた，「知り合い道徳」の
過剰と「見ず知らずの間の道徳」の欠落の結果と考えることができる。た
とえば「疑獄事件の如き」は，「即ち知り合ひの人びとが仲間を作つて御互
に助け合ふ積りで，見ず知らずの市民公衆の頭をはねたといふ事」に他な
らないのである２６。
「『見ず知らず』の間の倫理」の意義を最大限強調する大島の「社会」把

握には，だが，ある明確な偏りがあった。それは，大島自身の言葉を借り
れば，「社会」を「我の外に発見」するか「我の内に発見」するかという区
別において，後者の態度を奨励することである。これに対して，「自己の客
観的社会性」の認識とも言い換えられる前者の方は，あらためて強調する
までもなく例えば「我が社会の一員である」という形で容易に認識できる
ではないかと大島は言う。そればかりか，それは「社会悪」などのように，
個人の責任を放棄し，それを環境に帰責する態度を導く。さらには，それ
は「社会改造」への志向直ちに制度や構造を変革しようという危険な情念
を生み出しかねないのである。だからこそ，大島は，内なる「社会」の発
見にこだわる。「『社会は我から生まれる』といふこと」であり，「社会的我
の存在」を認識することが大切なのである２７。
自己省察をなおざりにしたまま制度や環境の改造を志向する態度を戒め，

自己や我の中に「社会我」という言葉に象徴される「見ず知らずの人びと」
にまで広がっていく道徳性の芽を見い出し，育てていくこと。大島のこう
した議論は，だが結局のところ，結論としては自己修養・自己修練へと収
斂していく。政治腐敗に関する大島の先述の議論も，その具体的な処方箋
としては「国民各自の猛省」２８に待つしかないとされ，修養論の範囲を出な
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い。また，「我」の内部の「人間愛」「同情心」が，「知り合い」から国際関
係を含む「見ず知らず」の人びとに同心円状に拡大されていくという大島
のヴィジョンの中には，相容れない利害を抱く主体が競争や調停を繰り返
しながら暫定的な秩序を形成していくという動態的な視点は見られない。
選挙や政党のような，典型的にこういった動態的視点が必要とされる事象
について，大島の「公民」論はあまり多くを語ってくれないのである。こ
の点で，次章で取り上げる蠟山の「公民」論は，大島のそれとは大きく異
なっている２９。

三 「公民政治」とデモクラシー

・「公共生活」の喪失と政治的無関心
１９３１年に刊行された蠟山の『公民政治論』は，「政治教育」として「公民

教育」を把握するところに最大の特徴がある。この点，前節の「社会」的
公民教育の系譜においては，「政治教育」は忌避されがちであったことに留
意したい。たとえば大島正徳と並んで文部官僚としてこの時期の公民教育
行政を主導した木村正義は「学校の外に於いて所謂政党屋と云ひますか，
政治運動をやつて居る者が政治教育を主宰している」「地方の好ましからぬ
政治的刺激が非常に強い」と政治教育への警戒感を隠さない３０。また，文
部省補習教育主事だった岡篤郎も「政治的知識と称して，政治や政党の講
述を以て臨むことは健全なる社会的公民教育ではない」と断言する３１。
これに対して，蠟山は選挙革正委員会の答申を引き合いに出しつつ，正

面から改めて「政治教育」の重要性を説くのである３２。蠟山が最初に強調
するのは，大島同様，「公民教育」が，国家が教育を手段とし統制するとい
う意味での「国家教育」「教育の国家化」とは異なるということだ。だが，
ここで蠟山は大島のように「社会」の発見に向うわけではない。代わりに
蠟山が強調するのは「公共生活」である。それは蠟山によれば，「政治家」
と「民衆」，「資本家」と「労働者」といった区分を脱し，「斉しく公民社会
の構成員」となった人々が織りなす生活である。大島の掲げる「社会」が

「群居生活」と区別された「見ず知らず」の間を取り持つ薄い関係であると
すると，蠟山のイメージする「公民社会」とは，凝集的な同一性を保持し
た濃密な関係である。
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蠟山はしかもこうした「公民」や「公共生活」があくまで，「論理的に設
定された」概念であることを隠さない。「発生的」に見れば，人々は「公民
たる前に職業人」である。だが，「論理的に見れば最初に来るものが公民」
なのである３３。現実にはさまざまに相いれない利害を持ち，時には対立を
余儀なくされる「職業人」としての人々の背後には，「論理的」な存在とし
ての「公民」の姿が隠れている。「公共生活」とは，したがって，現実の国
家に論理的に先行していわば理念として存在する政治社会の謂なのである。
蠟山が警鐘を鳴らすのは，「公民」の数の名目的な増大とそれに伴う「公民」
という語の氾濫の陰で，こうした「一つの『考へ方』」「ものの考え方」と
しての「公民」や「公共生活」の姿が見失われていることであった。

公民なるものが生々とした動的な存在として考へられてゐるであらう
か。或は単なる名目的なもので，生命のないものではないか。公民の
語が唱へられ，叫ばれることが益々旺んにして，愈々その実体が判然
しないと云ふやうな事はないであらうか。「公民」と「公民生活」とは，
今や失われたる存在ではないか３４。

このように言う蠟山から見れば，同時代の多くの論者にとって問題だっ
た政治腐敗の問題はそれ自体が問題というよりも，むしろその背後にある

「公共生活」の喪失の帰結であるということになる。こうした事態を克服
するためには，「公民政治」の起源へと遡行し，そこからの「史的発展」を
辿らねばならない。

・「公民政治」の政治学史
同情心や人間愛といった人間本性を出発点として議論を構築する大島と

は異なり，蠟山はあくまで過去に描かれた「公民生活」「公共生活」の理想
の変遷を検討するという歴史的なアプローチを採る。それは「公民政治」
の理想の系譜という一点において貫かれた政治学史・政治思想史なのであ
る。
蠟山はまず，「公民教育」の「思想的基礎」としてのギリシャ政治思想を

検討する。「公民政治」の理想の起源は，容易に予想がつくように，ギリシ
ャのポリスにある。そこには「公共社会の構成員たる公民の教育がその公
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共生活の経営たる政治そのものである」世界，すなわち「公民政治」が見
事に展開されていた，と蠟山は見る３５。
上記の如き「古代政治思想」に典型的な「公共社会」の理想は，だが，

「国家主権」を発見した「近代政治思想」においては見失われていく。それ
は「個人を出発点として国家と云ふ公共的団体を観念的に想像」するルソ
ー型と，「公共的団体としての国家を出発点として個人の地位を決」するヘ
ーゲル型の両極の間で揺れ動くのである３６。
「公共社会」の一体性は見失われ，「個人」と「国家」の間で動揺する

「近代」に対し，「現代」の政治思想は次のような段階にある，と蠟山は言
う。

最早曾て争われたやうな団体主義と個人主義との争いは消滅して，今
度は如何にしてこの多元的な政治的勢力が，共同社会の機関としての
国家に一元的に統一されるかの技術的な建設的な考察に入つてゐる
……今日の政治思想は建築学（アーキテクトニック）であらねばなら
ぬ３７。

「多元的な政治勢力」が「共同社会の機関としての国家」に一元的に統一
される「建築学」（アーキテクトニック）的な「政治思想」。もちろん，か
かる言い回しにも現れているように，それは従来の「国家」像や「個人」
像の書き直しを含意する。例えば「国家」である。

国家は決して，個人の生活の全部を吸収してしまふものでもなければ，
集団の存在を解消せしめてしまふものでもない。国家が重要視される
に至つた理由は，寧ろ真の個人生活の発見と建設との為めの職能を行
ふ機関である……この点こそ現代政治思想が国家の存在理由とする所
であり，国家が一個の社会として有する特異性なのである３８。

あるいは，「個人」である。

ここに公民観念の新たなる解釈がある。現代のような産業的大社会に
於ては，国家なくしては個人の存在は覚束ない。この意味から，現代
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の公民は国家の下に於てのみその存在が容認される。しかし，その国
家たるや，各社会集団の政治的勢力の妥協的或は協調的連合体である。
従つて，各個人は単に国家の力によつてその存在を保障されるだけで
はなく，個人は集団的個人としてその国家の運用に参加しなければな
らぬ３９。

個人は「集団的個人」（＝つまり「公民」）として，また「国家」は「各
社会集団の政治的勢力の妥協的或は協調的連合体」として立ち現れる。か
かる「多元」的国家――他方でその下での「統一」を蠟山は強調するのだ
が――は，「従来無視されてゐた社会集団の利益の為めに積極的」にふるま
う国家でもある。こうした秩序観は，おそらく同時代の「社会」の発見の
蠟山的表現であるとも言えるだろう。「個人」と「国家」の分裂によって行
き場を失った「公共生活」は，「個人」と「国家」とそれぞれがある種の

「社会」性を帯びることで，より高次の次元で再生する。「古代」は「近代」
を迂回し，「社会」というバイパスから「現代」に直結するのである。では，
蠟山にとって「近代」とは単に否定の対象でしかないのだろうか。

・デモクラシーと「公民政治」
「公民観念の史的展開」においては「古代」「近代」「現代」の三分法を採

った蠟山は，デモクラシーについて「古代」「近代」の二分法によって議論
を進めつつ，敢然と「近代デモクラシー」を擁護している。蠟山によれば

「近代デモクラシー」とは「自由の原理」「平等の原理」という二つの理論
的根拠を持ち，それらにそれぞれ対応した「権利保障の原理」と「多数決
の原理」という二つの制度的特徴を持つ。このうち，蠟山が特に重視する
のは「平等の原理」の系としての「多数決」の原理である。「多数党なるも
のの意思が，少数党の意思――その数の差異は僅少な場合が屢々ある――
を無視し，自らの意思を国家意思として通用せしむる」４０。この「多数決の
原理」は，それに対する倫理的疑いがしばしば惹起される。そうした疑い
はともすれば「少数者の権利を確保することが反つて近代民主主義の原理
に合すると云ふやうな主張」にさえ転化しうる。たとえば確かに先述の大
島も「多数決なるものが，必ずしも常に正当の意見を代表するものではな
い」４１として少数意見の重要性を強調していた。だが，この多数決による
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決定が，それ自体一つの倫理的立場であることを，蠟山は熱心に訴えるの
である。
同様に蠟山が強調するのは「政党」の意義である。

政党そのものの存在理由は，最初から肯定してかからねばならぬ。デ
モクラシーの政治に政党は欠くべからざる存在であり，政治家は勿論，
公民も亦政党を通してでなければ政治行動は出来ない……私は，政党
の存在を積極的に肯定するものであるのみならず，数個の政党の存在
している場合には，公民はその何れかの政党に賛しなければならぬ，
と考へる４２。

政党の存在は，必要悪などではない。「公民生活そのものの完成の上に
必要なもの」４３であり，そのためには各人が政党支持を明確にすることす
ら望ましいという蠟山の主張は，同時代の消極的な「政党」観とは著しい
対照をなす４４。この点さらに蠟山は，JohnMaccunn,EthicsofCitizenship
(1921)を下敷きにしつつ，政党が有する積極的な倫理的意義を列挙してい
る。具体的には茨「政治行動の実際性（practicality）」の担保，芋周囲に対
する順応性の確保――立場の変更が説明しやすくなるという意義，鰯忠誠
の対象の提供，允思想上の継続性，「節操を守らしむる力」――「非常に強
い自信を有する人でも，孤立無援であれば，時にその信念の動揺浮沈を免
れ得ない」――である。Maccunnの原著では，この部分は引き続く部分で
なされる政党批判の前段の留保にすぎない。蠟山はしかしあえてここを抜
き出してその意義を強調するのである４５。

・「公民組織」
「現代政治思想」を特徴づける「集団的個人」と，諸社会集団の「妥協的

或は協調的連合体」としての国家から構成される「公民政治」と，「多数決
の原理」や政党をかなめとする「近代デモクラシー」とは，では，どのよ
うな関係に立つのだろうか。明らかに折合の良くないこの二つの関係を蠟
山は，「政党」組織の問題として解こうと試みる。蠟山は議会改革の一環と
して，比例代表や職能代表制度と並べて次のような「公民組織」を提案す
る。
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政党の代表者を選ぶ前に，公民といふ立場から，それ自身が一つの組
織を持つといふ仕組みが考へられないか……公民組織といふものを考
へて，これが政党を指導していくやうに工夫しよふといふ一面がある
のである。これは，従来の地域代表の修正となるものである４６。

「集団的個人」としての「公民」が形成する「政治的勢力」として明確に
「政党」を位置付けること。政党が単なる政治家集団としてではなく，「公
民」による草の根の組織によって支えられていることが大事なのである。
そうあってこそ，「現代政治思想」と「近代デモクラシー」とは矛盾なく接
続する。蠟山はおそらくそう考えていた。
だが，この「公民組織」が実際にいかなるものなのか。それ次第で帰結

する秩序像は大きく変わってきてしまうのも確かである。上に述べたよう
な，政党をより社会に深く根差したものにしていくための下部組織という
意味であれば，確かにそれは従来の政党デモクラシーを強化するものとし
て機能しよう。だが他方で，「従来の地域代表の修正」として「公民」代表
制度を構想していたのだとすると，それは政党デモクラシーとりわけ複数
政党を前提としたデモクラシーにとって致命的なものにもなりかねない。
たとえば，そうした既成政党を克服する方向性での有権者の再組織化への
胎動は，この時期すでに後藤新平による「政治の倫理化」運動に見られた
４７。さらにはこの後，近衛新体制における「国民再組織」運動においてよ
りはっきりとした形を取ることになるだろう４８。この運動が志向した「一
国一党」構想は――より「右」側からの「幕府的」批判を浴びつつも――
実際にこの国の複数政党デモクラシーの息の根を止めることになった。そ
して実際に「東亜協同体」論を正面から擁護していた時代の蠟山の「国民
協同体」のイメージもまた，そうした線に確実に沿うものなのである。
「公民組織」のあり方について本書ではそれ以上に詳しい言及がなく，こ

の時点で蠟山が想定していた組織の具体的な詳細は判然としない。だが，
「集団的個人」が織りなす諸集団の活発な妥協や協調という蠟山の「公民政
治」イメージは，この「公民組織」を蝶番にして，大島とはまた異なった
回路によってではあるが，複数性を欠いたのっぺりとして均質な共同体へ
と転化していく危険性をはらんでいたと言えよう４９。
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四 「公民」と政治的教養の行方

・政治と倫理をめぐって
文字通り膨大な著作を残した５０蠟山の本領は本来，狭義の専門である行

政学に関する業績にあろう５１。また，無論，時事的な政治評論も見逃すこ
とはできない５２。そうした意味では『公民政治論』一冊を扱った本稿の射
程は狭い。だが，『公民政治論』で展開された「公民政治」とは，見方を変
えて言えば，新カント派の影響を強く受けつつ書かれたデビュー作『政治
学の任務と対象』――そこでは社会学や法学・経済学に比した政治学の独
自性が追求された――において蠟山が到達した「政治」概念５３，すなわち

「人間と人間との結合又は協力関係をより高き秩序に組織化する直接及び
間接の行為」５４を，具体的歴史的な政治社会像の変遷として肉付けする作
業と見ることができる５５。蠟山が『公民政治論』で描こうとした「より高
き秩序」の具体像――それ自体様々な振幅を持つものであったし，その極
端なバージョンは直前に見てきたように均質な民族協同体にもつながり得
るものなのだが――は，その意味では，その全体像ではないにしても蠟山
の初発の問題関心（原点？）をうかがわせるものと言えるだろう。
こうした秩序観を，しかも蠟山は戦後においても手放そうとはしなかっ

た。例えば，「共同研究 政治学の過去と将来」座談会における蠟山と丸山
の以下に見える抜き差しならないやりとりは，この点にかかわっている。

蝋山「……その面だけにとどまってしまうならば，政治学は社会学に
なってしまう。ところがもう一つの政治学特有の問題は，その社会意
思なるものが一つの信仰というか，価値を追求しているので，これが
先ほどから度々いうように，やはり自由の問題だと思う。」
丸山「……私は自由の意識ということで政治学と社会学の区別をする
ことに異論があります……私は政治学の体系の中核はやはりパワーだ
と思うのです」５６

政治学は「自由の問題」（「信仰」や「価値」の問題）をその対象として
本質的に含むとする蠟山に対し，丸山は政治学をあくまで「パワー」中心
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に考えようとする。だが蠟山にとって，「パワー」の機能と役割の分析に本
領を見い出そうとする丸山のような見方は，政治学を「社会学」に還元し
てしまう立場――蠟山が『政治学の任務と対象』で立ち向かおうとした見
方である――に他ならない。
だが，丸山はこの座談会だけでなく，終生，政治学を「パワー」の体系

として把握する立場を改めなかった。政治はそれ自体で倫理や価値を持た
ず，目的達成のための手段にすぎない。政治学を技術的な知の体系として
把握することにこだわりを見せ続ける５７。丸山は論文「権力と道徳」（１９５０
年）において，マキャベリを参照しつつ，権力と道徳の「直接的統一」状
態からそれぞれの「原理的独立」及び相克への移行として政治学の流れを
把握した５８。これに対し『政治と倫理』（１９５６年）において蠟山は，政治と
倫理を切り離すマキャベリを批判し，「政治というものは，目的から手段を
含めた一つの体系であり，共通の善を実現するもの」とした５９。
この点での違いは，両者が教育に対して取ったスタンスに直接反映して

いよう。丸山は教育を語ることを明らかに好まなかった。丸山は，政治学
を学ぶことの有用性について語るにあたっても，その「思考法」「考え方」
の習得にとどめるのが常であった６０。政治が倫理的過程であり，教育的過
程でもあるという蠟山的な立場――「公民政治」が辿ることになった隘路
――への警戒感と，もちろん無関係ではないのだろう６１。「政治教育」とし
ての「公民教育」はこの国において，丸山が他の概念について使った言葉
を流用すれば，いわばその「処女性」（童貞性？）をすでに喪失していたの
である。

・政治的教養のゆくえ
だが，政治学は教育を語らなくても良いのだろうか。「政治教育」の問題

から目をそらし続けることはできるのだろうか。１９７０年，東京都教育委員
長の任にあった蠟山は，その前年に出された高校生の政治参加を実質的に
禁ずる文部省の通達――その背景としては「一部の高等学校生徒」による

「違法または暴力的な政治的活動に参加したり，授業妨害や学校封鎖など
を行なったりする事例」の頻発があった６２――を受けて，「政治的教養とは
何か」という文章を『文部時報』に寄せている。その際に蠟山が再び持ち
出すのが，およそ４０年前に自身が展開した『公民政治論』の議論であった。
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蠟山は「良識ある公民たるに必要な政治的教養は教育上これを尊重しなけ
ればならない」という教育基本法第八条一項の趣旨を自身の『公民政治論』
の延長線上にあるものと捉え，高校生の政治参加を抑制するために同条二
項を強調する文部省の通達に逆らうかのように，むしろ積極的な政治教育
の必要性を説く。もちろんそこでは例えば，「権利の主張から責任の自覚
へ」あるいは「内面的制御と自律的人間の形成」といった高校生の直接的
な政治参加にとって抑制的に働きうる内容があげられている。だが，全体
の重心は続く「自由意思に基づく集団組織の行動を重要視する」ことの方
にある。その参加が「自発的になされることが絶対に必要」であるとして
も，「集団組織の発生そのものはむしろ好ましい」。したがって，政党を含
む政治的な「集団組織」にも「高校生の場合もやがて政治的教養が高まり
自主的な参加ならば，公然と認められるべき日が来るのを望みたい」とま
で蠟山は言う６３。加えて，やはり「多数決の原理」が重要であるとされる。
「全会一致ではなく多数決方式によって，国家意思を決定しうるところに
代議政体の核心がある」。「多数決の真義」と「自由意思に基づく集団組織
の行動」の重要性。蠟山は，確かに丸山よりも踏み込んで「政治的教養」
の内実について思いを巡らしていた。「政治教育」について真剣に考えよ
うとするとき，政治と教育あるいは政治と倫理との縫合が辿り得る危険な
末路について丸山が抱いていた警戒感を忘れ去るべきでないのは勿論だと
しても，蠟山の挑戦が全く参照に値しないということはないであろう。

（１） 丸山眞男「或る邂逅」『追想の蠟山政道』，蠟山政道追想集刊行委員会，
１９８２年，５７頁。

（２） 同上。
（３）「若し政党の不信用が依然として去らず政党内閣の常道が容易に来た

らずとすれば立憲的独裁への動向は必然的」『日本政治動向論』，高陽書房，
１９３３年，４９３頁。

（４） こうした側面に忠実な蠟山研究としてはマイルズ・フレッチャー『知
識人とファシズム 近衛新体制と昭和研究会』，柏書房，２０１１年がある。

（５） １９４７年１２月勅令第一号第四条に基づく覚書該当者に指定，１９４８年５月
同指定解除，但し，政令第六号第四条の三の規定による教職不適格者指定
は，１９５１年１０月に解除。

（６）「青年学徒としての辻清明」『丸山眞男集』第１５巻，２２６頁。
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（７）「故蠟山政道会員追悼の辞」『丸山眞男集』第１１巻，３６３頁。
（８） たとえば「福沢諭吉の人と思想」『丸山眞男集』第１５巻，３０２頁。
（９）「原点」か「選択」（転向）か，この点，先行研究にも分極がある。そ

の「転向」に着目した松沢弘陽「民主社会主義の人びと――蠟山政道ほか」
思想の科学研究会編『共同研究 転向（下）』平凡社，１９６２年と，戦前戦
後を通じて一貫性に着目する酒井哲哉「『東亜協同体論』から『近代化論』
へ――蠟山政道における地域・開発・ナショナリズム論の位相――」（日
本政治学会編『年報政治学日本外交におけるアジア主義』岩波書店，１９９８
年がそれぞれ最良の代表であろう。

（１０）「『安保改定』問題声明案についての各会員の賛否返信 蠟山政道氏の
不参加書簡」東京女子大学丸山眞男文庫，資料番号１１９０－６。

（１１）『丸山眞男回顧談』上巻，岩波書店，２００６年，２００頁。苅部直『丸山眞
男――リベラリストの肖像』，岩波新書，７６頁。但し，たとえば天皇に対す
る態度をはじめ，丸山と南原の間には多くの見解の相違があったことにつ
き苅部直「平和への目覚め――南原繁の恒久平和論――」『歴史という皮
膚』，岩波書店，２０１１年参照。

（１２） もちろん『丸山眞男回顧談』にはしばしば言及があり，なかでも本稿
では扱うことができないが，「カール・シュミットに非常に興味を持った」
きっかけが大学２年次に受講した蠟山の政治学の講義にあったという回顧
は興味深い。上巻，１３８頁。

（１３） 田中徳次郎「若かりし頃の蠟山君」『追想の蠟山政道』，１６頁。
（１４）『第十六回東京市統計年表』によると，１９１３年の東京市の人口は２,０３３

（千人），対して１８９８年のそれは１,４２５（千人）であった。
（１５）「街頭から見た新東京の裏面」『夢野久作全集』第二巻，筑摩書房，１９９２

年，２９頁。
（１６）『読売新聞』東京版１９２４年１０月９日付朝刊。
（１７） 岡義武「回想」，『追想の蠟山政道』，３８頁。
（１８） 小原隆治「明治後期における東京市の市政腐敗と政党政治」『成蹊法

学』第３４号，１９９２年。桜井良樹『帝都東京の近代政治史 市政運営と地域
政治』，日本経済評論社，２００３年参照のこと。

（１９）「市政学研究の新発足――ビーアド博士の業績を偲びて――」都立大学
人文学会編『人文学報』第６号，１９５２年，２～４頁。

（２０） たとえば，栄沢幸二『大正デモクラシー期の権力の思想』研文出版，
１９９２年，松野修『近代日本の公民教育 教科書の中の自由・競争・法』名
古屋大学出版会，１９９７年を参照のこと。

（２１） 大島正徳『自治公民の根本義』，至文堂，１９２７年，４３～４４，３１７～３１９頁。
（２２） 同上，３２４頁。
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（２３） 同上，１７，３２３，３４４頁。
（２４） 同上，２０４頁。
（２５） 後藤乾一『国際主義の系譜 大島正徳と日本の近代』，早稲田大学出版

部，２００５年，８８～８９頁。
（２６）『自治公民の根本義』，３２９頁。
（２７） 同上，２８８，２９８頁。
（２８） 同上，３５４頁。
（２９） 蠟山と大島は奇しくも軍政下のフィリピン島調査で席を同じくするこ

とになる。後藤前掲書，３００頁。
（３０） 木村正義「公民教育総論」文部省実業学務局編『公民教育講演集』第

１巻，実業補習教育会，１９２４年，１４～１５頁。
（３１） 岡篤郎「普通選挙と自治公民の教育」『補習教育』第１２号，１９１４年，

８７頁。この点，松野前掲書，２２０頁に教えられた。
（３２） 蠟山の公民教育論について触れた貴重な業績として上原直人「社会教

育における公民教育論の検討――蠟山政道を中心に――」『日本社会教育学
会』（２００６年）があるが，上原は同時代の公民教育論と蠟山のそれとの差
異について充分に敏感ではないように思われる。むしろ松沢弘陽「民主社
会主義の人びと――蠟山政道ほか」が鋭敏である。

（３３）『公民政治論』，雄風書房，１９３１年，１３頁。
（３４） 同上，１６頁。
（３５） 同上，１１頁。
（３６） 同上，６６頁。
（３７） 同上，６９～７０頁。
（３８） 同上，７４頁。
（３９） 同上，７５頁。
（４０） 同上，１１１頁。
（４１） 大島前掲，３０２頁。
（４２）『公民政治論』，１４９頁。
（４３） 同上，１５９頁。
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