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1. はじめに 

 

1.1 「アクチュアリティ」をめぐって 

 人文社会研究、humanities のあり方についてどうあるべきか、私見を試すということが本稿の大き

なテーマである。しかしながら、人文社会研究、humanitiesの全般を広く見渡してこれにひとつの方5 

向づけを示すというのは、歴史的に全体についての見通しを示すにしても、諸学が膨大な遺産を

積み重ねている今日、それだからこそ全体を顧みることが大事だとの思いも募るけれども、個別の

学問的営為に関する細部の裏付けのないまま全体像を論ずるということは、粗略な議論とならざる

を得ない。また、私自身、科学や学問の制度史、特に、学会や大学の歴史について、関心を持ち

続けているけれども、専門分野は西洋古典学の中の一分野に過ぎず、全体について十分な確証10 

をもって言える立場にはない。また、人文社会研究において、訓練を受け、活動している分野も多

様な人々の間で、「研究」という営為の共通の課題を見出していくということになると、具体的な現実

の研究を緒にお互い討議するという方式が、私には現実的だと判断したため、本稿の具体的な内

容としては、「保守主義」、「歴史主義」という潮流を大きな文脈で見て、対照的な構図を示し、以て

共同討議の緒となる報告をする、これが本稿の内容である。 15 

以上、謙抑な姿勢を措いて、最初に今日の人文社会研究という営みをより広い文脈において考

えてみたい。日本において大学という制度が 1990 年代の行政主導の大学改革の中で、大学の制

度も文化も大きく変わり、そもそも＜人文社会研究＞というものが、人文社会系の諸分野に所属す

る人間の間で共有されているとも今や思えないし、教育産業としての私立大学経営においては、

人文社会研究の分野というものそのものが溶解しているとも言える。 20 

そのような状況で、＜人文社会研究＞とは縁も由もない人種とのあいだで「昔からあった人文社

会研究」を論ずるという議論の構図すら、もはやその有効性は疑わしい。そこで、社会制度的保証

から独立に、そもそも「学問」することの意味を考えておきたい。学会などによって形成されてきた学

問の領界や、大学で研究を続けていくための人事制度など、研究者の現実を拘束する社会的条

件はさまざまあろう。自然科学の分野に至っては、多くの研究活動は、紙と鉛筆だけで足りる純粋25 

理論的な学を除いて、産業社会を主導する行政国家の予算によって制約された「学問の自由」で

あることは、何も３.11 後でなくとも既に以前から常識的なことであったろうと思われる。そうだとすれ

ば、人文社会研究でさえ、制度的に制約された研究なのであれば、程度の問題で、文教予算や大

学の経営に制約された「学問の自由」に既に侵食されきっているかもしれない。 

そこで、人文社会研究、humanities の本来持っていると私が願望する自由と自律をについて私30 

見を述べたい。「アクチュアリティ」という言葉を題目に選んだ時にはそのような願望を抱いていた。 

しかし、こうした言葉遣いは共有されているものなのか少々顧みておく。 

 「アクチュアリティ」という言葉は、日本の戦後文学史としては、平野謙による文学批判用語として、

＜現代の切実な社会問題に答える＞という意味合いで、ある小説家の営為、作品を非難する際に、

「アクチュアリティ」が「ない」というように使われていたようであるが1、しかしながら、私は、全く異なる35 

                                                   
1平野謙自身の具体的な文献は参照していない。針生一郎「アクチュアリティとは何か」『新日本文
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理解をしていて、日本戦後文学史の使い方が正しい使い方として定着しているのだとすると、今回

の主題も含めて、私の使い方は誤った使い方である2。 

 戦後文学史の意味に従えば、例えば、2014 年７月１日現在、「集団的自衛権」という現在の政権

にとって、したがって、代表制民主主義の国において、国民の代表が切実だと考える問題につい

て、私自身は切実な問題とは思っていない。したがって、私の研究は 21 世紀の現代の国民国家5 

「日本」にとっての切実な問題には直接関わっていないという意味で、「アクチュアリティ」はないこと

になる。しかしながら、現政権が切実な問題として明確な政策日程に乗せる以前から、私は、日本

の統治におけるエネルギー・食糧安全保障政策は、日本史においては、開国以後第二次世界大

戦敗戦後を通して現代に至るまで、支配領域が耕地面積において卑小で人口が過剰であるという

執拗に語り続けられてきた観念に由来するのではないかと考えて、この根深い観念を疑ってきた。10 

この根深い観念に基づいて立案される政策とその現実的影響は甚大であると考え続けている。こ

の域内の self-sufficiency、自給を越えて（江戸時代末期ではおよそ４千万石で、一人当たり一年で

一石を消費するとして、４千万人程度養えると推定されているが、その範囲を越えて）、無限定な

「将来の安全」を確保するために外部のコミュニティを自らに従属させたり、同化させたりするという

支配者の支配の習慣は、私自身は、日本では 10世紀ごろに由来すると、すなわち、京都から反乱15 

を鎮撫するために派遣された武装集団が、地方滞留が長期化することを契機に、一年草の植物の

実である米を食糧資源として確保することを余儀なくされ、地域農業集団を籠絡、支配する方法を

                                                                                                                                                     

学』17(3) (1962) 170-177、吉本隆明「戦後文学の現実性－アクチュアリティは可能か」『文芸』

1(1962) 210-220を参考にした。 
2
 「研究主体の研究にアクチュアリティがある（あるいは、ない）」ということの意味が曖昧さなく共有

されているか、このことを問い返すと、必ずしも肯えない。また、そもそも「アクチュアリティ」という語

が使われるようになった出所ははっきりしない。ドイツ語 Aktualität は、出版用語または哲学用語と

して用いられている。日本では国会図書館の蔵書検索によれば、カタカナ語「アクチュアリティ」を

題名に持つ記事、図書は 1950年代に始まるが、盛んにこの語を用いた論考が登場するのは 70年

代である。また、精神科学者、木村敏は、人間存在の理解のために「リアリティ」との対で「アクチュ

アリティ」を説明概念として導入している（木村(2008) 『臨床哲学の知』洋泉社 24-28）。書名として

は、テオドア・アドルノの 1920 年のフランクフルト大学哲学科の私講師就任記念講演「哲学のアク

チュアリティ」（ ‘Die Aktualität der Philosophie’）を挙げることができる。「アクチュアリティ」の使い方

として、「象牙の塔」といったアカデミズムや訓詁注釈に対する揶揄として、あるいは、学の側の反

撃や応答として使われてきたと推定するけれども、改めてその使い方を問うと、古典研究や、今や

ほとんど誰も研究者がいない分野の研究について、現代社会と関係がないからといって、あるいは、

現代生活の諸問題にほとんど役に立たないからといって、某の研究にアクチュアリティがないと断

ずることは、学問の世界では独断的批評として繰り返し登場するけれども、真相を問い返すと、評

価の妥当性の基準がそう単純に定まっているとは言えない(cf. Heidegger (1927) 1.2.5.76 Der 

existenziale Ursprung der Historie aus der Geschichtlichkeit des Daseins)。案外、出版用語に由来

して「高尚な通俗性」とも理解できるけれども、私は、さしあたり、アリストテレスの、エネルゲイアやエ

ンテレケイアの訳語の延長において理解している。（またこの意味では、現代の用法も含めて、古

代、中世の哲学を通じて現代も使われ続けている。例えば、 “Only insofar as [man] thinks … 

does man in the full actuality of his concrete being live in this gap of time between past and future.” 

(Arendt, H. (1961) Between Past and Future.)。もちろん、単なる「現代性」においては、語源など忘

れ去られている。） 
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覚えたことに起源を有することではないかと、推定している。さらに歴史的起源としては、新石器革

命における「保存」を狩猟採集民が獲得したところに始まるのではないかという理論的展望をもって

いる。私は、広く喧伝する意図はない。自由な論議において批判を受けることを望むばかりである。

このような活動が、時に「アクチュアリティ」を獲得したり、時に「アクチュアリティ」を失ったりすること

になるのだとしても、そこにはさしあたり強い関心がない。 5 

私自身の誤った使い方については批判を受け容れるとして、さしあたり、「アクチュアリティ」につ

いて、私自身のイメージとして言えば、何かがアクチュアリティを有するということとは、例えば、宗教

において、宗祖が死んでも、信仰者の内在的な視点においては、その者の生のありとあらゆる局面

において宗祖は生きているというようなことである。また、聖典宗教においては、聖典が一人称で神

の言語行為が書かれているとすれば、書物は歴史的なものであるにもかかわらず、メッセージは神10 

の言語行為として同じく信仰者の内在的な視点から見ると今現在その言語行為は遂行されている

ことになる。このような場合も一例と思われる。また、同じく宗教において、紙や木でできている神の

象は、同じく信仰者の内在的視点から見ると単なる紙や木ではなく、そこに神が臨在していることに

なる。また、そのほか、信仰者の発心は夢見や「幻視」に触発されるように、信仰者の内在的視点に

立てば、自らの身は先達に突き動かされていたり先人そのものであったりすることもある。これらも何15 

かが「アクチュアリティ」を持つことの範例ではないであろうか。 

 これらの例が「アクチュアリティ」を理解する一助になるとすれば、われわれの営為において、何か

がアクチュアリティを有しているということは、何か過去の存在が時代を超えて、同時代の直接的な

文脈を失っても、当代を生きる人間に、なお参照され、判断に影響を及ぼしていることである。実践

的な場面では、過去の存在が、実践的主体において、理論的、社会的実践の主体的選択、決断20 

において、決定過程（熟慮）における参照軸として有効であることである。 

では研究が有するアクチュアリティとはどのようなものであろうか。研究対象が有するアクチュアリ

ティとある人の研究が他者に対して有するアクチュアリティとの二様の解釈が考えられる。 

第一の解釈によれば、我々が研究を行っている際に、アクチュアリティが存立しているということ

は、さしあたっては、われわれの研究対象がまさにわれわれの生の全体の意味を充実させていると25 

考えられる。しかし、研究対象といっても、仮に歴史的な遺構や遺物であったとしても、外的な物体

であるよりは、それらのモノが示している関係性の全体であり、同時に、そのような全体像に内在的

に深く関わり、全体像が照らし出されるに応じて研究者自身の自己理解も深化していく体験を指し

て、アクチュアリティが存立しているということになると思う。 

このようなアクチュアリティについて、どの研究対象にアクチュアリティがあるかは、第三者的には30 

評価できない。研究者自身の「生」の問題であり、「研究者」にとっての「研究」の意味によって決ま

ってくる問題である。少なくとも、「研究」とは何であるべきか、何がアクチュアリティを有する「研究対

象」であるかは、実践的な研究者当人の判断に帰せられるところである。それを、同時代の研究者

集団がどう評価するかは、「アクチュアリティ」にとって本質的な問題ではない。科学者集団が国家

と結びつく限りにおいて、集団的、平均的評価が規範を形成するとしてもそれが普遍的に妥当な35 

基準である保証があるとはかぎらない。 
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 他方、「研究のアクチュアリティ」の第二の意味において、自己の研究が他者にとってアクチュアリ

ティを有するか否か、その基準は何か、またその基準にしたがって、自らの研究が他者にとってア

クチュアリティを有するように努めることは可能か、これは、先の議論が正しければ、誰にとってアク

チュアリティを有することになるか、これを決めることはできない3。 

以上、一人の人間の生に内在する問題としてアクチュアリティを私は考えてみたけれども、今日5 

の人文社会研究において、制度的に要求される成果物というものが、このような生の要求としての

アクチュアリティとは離れたところで、機械的に量産されていくかの如き現実が増殖し続けているの

だとすると、その時こそ、人文社会研究は死んでいるのであろう。 

 

1.2 本稿の構成―哲学的「保守主義」のアクチュアリティを求めて4
 10 

                                                   
3
  「アクチュアリティを求めて」ということで、現代の多くの読者を獲得することの奨めを意図するも

のでもないし、また、将来の多くの読者を獲得することの奨めでもない。また、そのための方法を検

討することでもない。読まれることを前提としつつ、意識の上で直接の読者は自分自身とすることを、

またその意図のもとにある文体を、選択するということは可能である（例えば、「備忘録」、「覚書」）。

また、同じ主題の同じ問題を探求する、過去、現在、将来の読者を想定して論述することをもって、

同時代の一般的読者が少ないからといって「アクチュアリティ」を欠如しているということを言うつもり

はない。多くの現代の専門分野の論文は、同じ専門分野のある一定程度同じ訓練を受けた同業者

を前提として書かれている。このような学問の専門性、分科性の現代的問題を論ずることは意義が

あるけれども本論では議論の対象とはしない。 
4 「保守」がすぐれたアクチュアリティを有するとすれば、近代的「保守」を軸にしながら

も、人間の歴史の隅々にその有効性を辿りなおすべきところである。とりわけ西欧におけ

る近代「保守」が、ルネッサンス後の理性支配を批判する局面をもつ限り、西欧中世・古

代を顧みなければならない。本稿では、しかしながら、保守思想の西欧中世・古代につい

ては、近代との連接性に関して、言葉の用例を指摘するに留める。ラテン語 conservo「保

守する」の用例としてはキケロにおける『カティリナ弾劾』における「res publicaを守る

ため」（「すべての状況は、心と意志と言葉において res publicaを保守するために一致して

いる」）という用例がある。Cicero, In Catilinam, 4,18: Quae cum ita sint, patres conscripti, vobis 

populi Romani praesidia non desunt: vos ne populo Romano deesse videamini providete! Habetis 

consulem ex plurimis periculis et insidiis atque ex media morte non ad vitam suam sed ad salutem 

vestram reservatum. Omnes ordines ad conservandam rem publicam mente, voluntate, voce 

consentiunt. Obsessa facibus et telis impiae coniurationis vobis supplex manus tendit patria 

communis, vobis se, vobis vitam omnium civium, vobis arcem et Capitolium, vobis aras Penatium, 

vobis illum ignem Vestae sempiternum, vobis omnium deorum templa atque delubra, vobis muros 

atque urbis tecta commendat. Praeterea de vestra vita, de coniugum vestrarum atque liberorum 

anima, de fortunis omnium, de sedibus, de focis vestris hodierno die vobis iudicandum est. 類例は

また、『国事について(de re publica)』(6.13)に以下がある。Sed quo sis, Africane, alacrior ad 

tutandam rem publicam, sic habeto: omnibus, qui patriam conservaverint, adiuverint, 

auxerint, certum esse in caelo definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur.「アフリ

カーヌスよ、res publica を守ることに一層俊敏なものであるために、次のように考えよ。

祖国を保守し祖国を助け支援したものは、天に、幸せなものとして永遠の世を享受する場

所が定められていることは確かである。」遡って、古典ギリシャ語において、古典期には、「res 

publica (τὰ κοινά, τὸ κοινόν)を保守する σῴζω / φυλάττω」という用法は見られないけれども、

「法（慣習）／国制／民衆支配政を保守する σῴζω / φυλάττω」のような用法は以下に見られ

る。Isocratis, Antidosis, 293.6 καὶ γὰρ αὐτοὶ προέχετε καὶ διαφέρετε τῶν ἄλλων οὐ ταῖς περὶ 
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本稿は、人文社会研究におけるアクチュアリティを具体的な研究を通して着実に考えていくという

冒頭の方針に従うものである。とはいえ、その動機付けは、上述に示したとおり、一人一人の生に

内在するアクチュアリティが損なわれていくような状況に対する抵抗である。佐藤一進氏の 『保守

のアポリアを越えて』 (2014) もこのような個々の人間が本来追究すべき生の充実が損なわれてい

く事態に対して、実践的に自由と自律を確保しようとする動機付けを有していると私は解釈した。そ5 

こで、この長年にわたる研究の成果を、特にその歴史的分析について、詳細に検討することはでき

ないけれども、その問題圏を共有しつつ、討議の場を形成していくために、歴史的「保守主義」の

アクチュアリティについて、以下に考察したい。その提起してきた問題設定は時代を超えてなお、

人文社会研究から市民的実践生活に至るまで、実践にとって有効な枠組みを提出しているもので

あるということ、それゆえ、われわれは、真剣にその問題を批判的に吟味すべきであること、このこと10 

を明らかにしたい。この目的のために、以下三つの課題を追求する。 

誤解のないように一言付言すると、歴史的「保守主義」そのものがアクチュアリティを有しており、

私自身、現代においてもその内容を（「保守主義」を同定できればという仮定の話であるが）支持し

ているということではない。その議論の設定が、今なおアクチュアリティを失っておらず、われわれが

応答を求められている問題であると私が理解しているとの謂である。 15 

 

① 歴史的な「保守主義」の提起した問題設定は、政治学・倫理学のディスコースにおいていかな

る有効性を有するか。 

② 歴史的な「保守主義」の提起した問題設定は、ソクラテスを基点として始まった倫理学・政治学

のディスコースにおいて、歴史的な解釈において、どのような有効性を有するか。 20 

③ 歴史的な「保守主義」と同じ問題設定を共有する「熟議・討議 倫理学／民主主義」を対照的

参照軸として提起し、歴史的「保守主義」の有効性を考察する。 

 

2. 近代的「保守主義」の問題設定のアクチュアリティについて 

 25 

                                                                                                                                                     

τὸν πόλεμον ἐπιμελείαις, οὐδ’ ὅτι κάλλιστα πολιτεύεσθε καὶ μάλιστα φυλάττετε τοὺς 

νόμους οὓς ὑμῖν οἱ πρόγονοι κατέλιπον 「またかれらは、…立派にポリスのことを行う（政

治を行う）ことにおいて最も優れ、かつ、父祖があなたがたに残した法律を守ることにお

いて抜きん出ているから、他のものより優れていて異なっているわけではなく、…」; ibid., 

309.9 τὸ δύνασθαι τὴν πόλιν ἐκ τῶν κινδύνων σῴζειν καὶ τὴν δημοκρατίαν διαφθλάττειν 

(ほか 317.3); Demosthenes, 13.16.4 δεῖ τῇ ψήφῳ τὴν πολιτείαν ὑμᾶς φυλάττειν 「あなた

がたは投票によって国制を保守しなければならない」; id. Adversus Adroitonem 57.7 ἀλλ’ οὐ 

ταῦτα λέγουσιν οἱ νόμοι, οὐδὲ τὰ τῆς πολιτείας ἔθη, ἃ φυλακτέον ὑμῖν· 「法が述べてい

ることはそういうことでもなければ、また、あなたがたが保守しなければならない国制の

慣習のことでもない。」; id. In Aristogitonem 2, 10.3 δημοκρατίας φυλακὴ τῶν μὲν ἐχθρῶν; 

Aeschines, orat. De falsa legatione 177.11 ἡ δημοκρατία σῴζεται; Dinarchus, orat. In Philoclem 

16.1 οἱ τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν νόμων φύλακες 「民衆支配政と法の番人」; Lycurgus, orat. 

Oratio in Leocratem 3.8 ἃ διαφυλάττει καὶ διασῴζει τὴν δημοκρατίαν καὶ τὴν τῆς πόλεως 

εὐδαιμονίαν. 「民衆支配政とポリスの幸福を防御し守りぬく」 
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2.1 哲学的保守主義と理性主義との論争の現代的意義を探る 

 本稿では、まず、18 世紀末「理性主義」に対する保守主義の批判に着目し、その歴史的問題設

定を顧みる。次に、その後の保守主義並びに保守主義研究者によるその歴史的問題設定につい

ての応答ならびに解釈を顧みる。そして、保守主義の問題設定を考察するうえで、対照的な参照

軸として、18 世紀末「理性主義」に関する 20 世紀から今日にいたる批判の中から、討議民主主義5 

を選び、その問題設定を提示する。いずれも今後の議論のためのスケッチに留まるけれども、最終

的には、現代における私の応答を示す。なお間に、今回の保守主義に関する研究を通して、私の

古典研究を保守主義の問題設定の下に置いて顧みる自伝的回顧を挟む。 

 

 まず、私が念頭に置いている問題は、実践の場面における理性主義への批判である。そうした理10 

性主義への批判を記述してみると以下のようになる。 

理性主義は、抽象的な、形而上学的な、実践原理を（代表的には、自然権としての

人間の諸権利を）、行為主体の置かれている歴史的文脈も顧慮せず、経験に先立

って、定立し、個々の経験の場面でこの原理を適用することを要求するけれども、こ

のような要求は、原理の妥当性において、また、原理の適用の可能性において、問15 

題を抱えており不当な要求をなしている。 

このようにひとまず記述してもなお理性主義批判の文脈がなぜ今日も有意義と言えるのか、見えに

くいということもあるので、よりわれわれの日常に帰って、問題を提起しておく。 

我々は、日常の日々の有り様を振り返ってみるとき、日々生きていく中で、直接、間接に、他者

の行為に対して、何ら心を動かさないこともあれば、その一方で、「人間として疑ったり」、「人間の20 

道を踏みにじる」と憤りを覚えたりする。また、他方、「正しい」と共感したり、すぐれた行動として賞

賛したり、模範としようと期することもある。このように、われわれが他人や自分の行いを評価すると

きに、評価の基準が働いている。 

また、自らの行いの選択においても、選択の基準が働いている。このような基準は、欲求の充足

や自己利益の充足ということもあるかもしれない。しかし、快苦や自己利益という基準もあろうが、25 

「人として何をなすべきか」と問うこともあろう。どんな人間もこうであることが正しいという判断基準も

働くことがある。 

まずわれわれは、道徳意識や正義感というようなことがらを、自らの日常の経験を振り返って確

認できるのではないであろうか。 

さてこのような道徳意識は、ひとりひとりの個人の内面に留まっているようにも思われるけれども、30 

まず、私的なものと思われるにせよ、そこで意識される基準は、「人間であれば誰でも」という類的な

普遍性を備えているものではないであろうか。そしてこのような意識というものは、他者の行為につ

いて言葉にして叱責したり非難したり、あるいは、言葉にしなくても、憤りや称賛を覚えたりする時、

われわれは、いつも、すでに、そういう考えをもって構えていたと反省によって理解できるのではな

いであろうか。そして、このような道徳意識は、人間であれば、どのような社会に属しているのであれ、35 

社会的には、いつからと指定できないほど昔からそのような持前を保ってきたことであろうと想像で
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きるのではなかろうか。 

まずここで私が確認したかったことは、道徳意識において、われわれは、経験に還元し得ないこ

とに関与しているということである。なぜならば、「人であればだれでも」という意味で、全称命題とし

て経験できる以上のことを内容として含んでいるからである。また、同時に、単にだれもがそうしてい

るという事実以上にそうあるべきと要請しているからである。さらに、このような要請を、他のだれか5 

がなにかをしてから初めて、一から考えて始めて要請していることではない。また、自分が何かを始

めるために熟慮するにあたって、初めて考え始めることではない。時間的に先立ってではなく、論

理的に、先立ってという意味で、すなわち、経験的世界に対して、先立っているという意味で、道徳

意識が存立しているということを確認できるということである。 

さて、われわれが経験に先立つ理性の働きに対して、経験を対置させる問題設定をより我々自10 

身の生活の場で予め確認しておくためにもう一歩この延長にある問題の局面を確認しておきたい。 

さきにわれわれは、他者の行為に遭遇したり、自分が何か決断したりする場面での道徳意識に

ついて、その普遍的な存立を確認したが、次に、このような道徳意識は、通常、どのように実際の他

者との間で表出されることになるであろうか。思考実験を今しばらく続けたい。 

他者との間で、自分自身の道徳意識をめぐって共感が得られ、意見の一致が得られることもあろ15 

う。ここでは、むしろ、不一致の場合の様相を想像してみたい。現実の私人間の相克はさまざまな

ケースがある。社会的文脈、相互の社会的地位など、相克の場を形成している諸力を描ききること

は難題である。しかし、単純化していえば、一方が、暴力的に口封じを試みたり、議論を打ち切っ

たり、恫喝したり、個人攻撃やさまざまな議論のすり替えを行ったり、さまざまなケースが想像される

が、少しでも、内容に注意が向けられ、一時的にも、議論の上での発言上の平等性が趨勢を占め20 

る場合、そこでは、道徳意識の内実が問われることもあろう。その場合、そこで問われることは、①

普遍的に言い表された原理は妥当か否か、②そうした原理を適用する際の、ある特定のとき、場所

における適用が妥当か否か、例えば、適用するための状況認識が妥当か否か、以上のような問題

ではなかろうか。 

 ここで①②の言語レベルの違いについて確認しておけば、①は「べき」命題間の選択問題であり、25 

その判定基準は、予想としては、「事実命題」ではなく、一階上位の「べき」命題であろう。それに対

して、②は、どんな事物を「赤い」と呼ぶべきかと同様に、事実問題である。「殺すなかれ」という一

般則は知っていても、特定のとき、特定の場所において、「何が「殺す」ことになるか」を判断するの

は事実問題と予想される。 

もしこれら①②が道徳意識をめぐる私人間の相克において実質的内容となると仮定してよけれ30 

ば、ここでは、さらに、私人間の普遍的原理をめぐる争いで確認できることを、類似の文脈に移して

考えてみたい。同じく思考実験であるけれども、同じ普遍的原理と言っても、歴史的地理的な人間

の集団に、また言語的にも同族の一様な集団に所属している人間たちの、内面化した牽制や称賛

ではなく、外化した言表上の、ここでは一足飛び越して（同調圧力の問題を飛び越して）、相克が

生じている場合を考えてみたい。 35 

この延長上にある思考実験で争われているのは、歴史的地理的に特殊な言語的に一様な集団
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に帰属している人間同士の相克である。ここまでは私人の場合も同じであるが、ここでは、集団的

意志決定の場合について考えたい。例えば、「日本」や「日本人」のような集団の集合観念、集合

表象をもちいて、集団的行為原則（集団的意志決定）の問題において相克を生じている場合を考

えたい。これによって、私人の道徳意識における私人の実践主体としての個人史的文脈以上に、

歴史的・地理的・文化的（言語的）被拘束性の実践的意思決定上の問題を切り出してみたい。 5 

そこで先の①②は次のように現れてくるであろう。 

 ①″ ＜歴史的地理的に特殊な言語的に一様な集団に属するものすべてに適用

される行動原則は妥当か否か。 

 ②″ 歴史的地理的に特殊な言語的に一様な集団に属するものすべてに適用さ

れる行動原則を適用する際の、ある特定のとき、場所における適用が妥当か否か、10 

例えば、適用するための状況認識が妥当か否か。 

先に見たとおり、言語レベルからすると、①″は一階上位の「べき」命題によって解決されるとす

れば、歴史的地理的に特殊な言語的に一様な集団を包括する「類的な」「べき」論を招きやすい。

他方、②″は、歴史的地理的に特殊な言語的に一様な集団の特殊性のより詳細な記述の間の事

実性をめぐる論争を招きやすい。 15 

我々の誰もが歴史的・地理的・言語的特殊性を帯びる実践的主体であることを考えるとき、私人

間の相克であれ、集団の意思決定の場面であれ、「理性」あるいは「経験」（歴史性）のいずれか一

方の原理で論争を解消できるのかは疑問である。少なくとも、経験的特性を捨象した数学・幾何

学・論理学と同様に、①、①″のレベルの論争を展開できるのか、他方、歴史的・地理的・言語的

特殊性の事実性は論争の余地のない自明なものとして（数学・幾何学・論理学の命題であるかのよ20 

うに）、②、②″のレベルの論争を展開できるのか、このような問題をさしあたり提起できる。 

より一歩進んで確認すると、①の議論を、経験的特性を捨象した数学・幾何学・論理学に準じて

論ずるということは、「人間」という類を未定義用語として、それを項として含む公理を立てることがで

き、その公理は必然的に真であるということになる。しかし、そのような現実に存在しない「点」や「線」

と同じような、経験的にはどこにも存在しない「人間」によって構成される言論が、必然的に真であ25 

る保証はどこにあるのか。また、経験的に有用である保証はどこにあるのか。 

歴史的・地理的・言語的特殊性を帯びる集合概念を用いる①″の言論になったからといって、

①における問題が解消されるということにはならないであろう。集合概念が、いかなる経験的事実に

おいても、変わりなく用いることができるという保証はどこにもない。 

数学・幾何学・論理学に準じて①、①″が健全な議論を構成し得ないとすれば、ましてやそれら30 

に基づく、②、②″は当然のことであろう。しかし、それだからといって、「理性主義」は破綻している

故に、対立する「歴史主義」が単純に健全となるわけではない。歴史的・地理的・言語的に拘束さ

れている内容を有する概念を用いて健全な議論を展開する方法は、「理性主義」の不健全性を批

判することから直ちに帰結するわけではない。集団的意思決定の必要性がなくならない限り、われ

われはいかに健全に②、②″のレベルの議論を形成していけばよいか、まだ何も学んだことには35 

ならないのである。 
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18世紀末、西欧における rights of manをめぐって争われた問題設定は5、歴史的な問題である

ばかりでなく、以上のようなわれわれの生活の場面における振り返りから、今も日々われわれの生き

ている場における、私人の相克ならびに集団的意思決定の場における問題であると考えられる。

確かに、歴史的な論争の論点は、「自然本来のありかたでは云々」という近世から近代にかけての

「自然状態」という擬制の記述の文脈を無視することはできないけれども、その発想の元にまで帰っ5 

てかんがえてみるならば、すべての人間に適用される基準の身分をめぐる論争と捉えることができ

る。 

以上、思考実験は現実の一部を単純化して切り取ったものであり、そのまますべての論争を包

括するものではない事を認識した上で、なおその上に、現在もわれわれが日々生きる上で次のこと

が現実的な問題であることを確認できる。すなわち、われわれの日常の実践の場面において、私10 

人間の相克であれ、地理的歴史的特殊集団の意思決定における相克であれ、普遍的原則ならび

にその適用の妥当性をめぐる論争において、いわゆる「理性主義」対「歴史主義」という問題設定

は、問題を理解するうえで重要な参照軸になること、またそれと同時に、言語レベルに慎重になら

ないと、問題の混乱を招く不適切な対立軸を導き入れること、以上のことを確認できる。ここから、た

だちに、理性主義と歴史主義の折衷主義に拙速に飛びつく前に、歴史的な論争をスケッチするこ15 

とを通して、解決に向けた生産的な迂路を目指したい。 

                                                   
5
 ‘right’を「権利」と訳して我々が日常の思考や発言において、敢えて問うこともなく用いることには、

「福祉」、「社会」、「理性」、「理念」、「哲学」そのほかの訳語同様、学的には常に反省しなければな

らない。(1)西欧語の ‘right’は、「right を」「国が守る」とか「国が保障する」という言い方に見られる

ように、人間が寄り集まって社会をなす以前に「論理的に」既に成立しているという含意を有してい

る。right は正しさを含意していて、これが曲げられれば元に戻さ(correct)なければならない責任を

負う主体が、社会、共同体、国ということになっている。実際に、rightは、人間のより集まりの相互牽

制や実際の制裁力なしに、人のより集まりのないところにも本当に働いているのかと問えば、「人の

見ていないところ」、「人から力で反撃される恐れのない」ところでは、力の支配、ジャングルの掟が

勢いづくとも考えられる。(2) right は、政治制度以前に、人間社会を超えて原理的に与えられてい

るとされるとき、人間を人間として扱うべき正しさの問題を含意している。日本で ‘right’を「権利」と

翻訳する発想は、日米修好通商条約の交渉の際に居留地での教会を建て礼拝をする right を規

定する条項について、幕府方が「力づくの要求」と読み取ったところにあるのではないかと推察する。

(3)西欧語 right は、ラテン語の rectus「まっすぐ」「曲がっていない」から来ている。この直観的倫理

性は「権利」という言葉にはない。何に従えば良いかの基準、道徳を意味する。また基準にかなっ

ている状態。正義やなされるべきことにも通ずる。(4)中国古典の「権利」は「権勢」や「利得」を追求

する人間の姿に重なる言葉である。西欧語とは出自が異なる。「権利」の二文字の使用は、加藤弘

之『立憲政体略』（初版 1868 年）「国民公私二権、是故ニ其臣民タル者ノ身、自ラ権利ノ存スルアリ。

権利ニ二類アリ、一ヲ私権ト称シ、二ヲ公権ト称ス。」に見られる。王から許されている個人の活動と

して、欲求の追求を指している。独立した個人がお互いのあり方として相互に承認するところの正し

さという観念とは異なる。(5)「権」の一字による使用でみると、フィッセリング（Simon Vissering, 

1818-1888）の著書を訳した津田真道が、『泰西国法論』（初版 1866 年）で、西欧語 right の訳語と

して「権」を用いている。しかし、漢語「権」で訳すことは、アメリカ人プロテスタント宣教師ウィリアム・

マーティン（William Martin, 1827-1916）〔中国名：丁韙良〕が、アメリカの法律家・外交官ヘンリー・

ホイートン（Henry Wheaton, 1785-1848）のElements of International Law（初版 1836年）を翻訳して

『万国公法』（1864年 11月または 1865年 1月）を出版した際に、西欧語 rightを「権」と訳したのに

始まる。しかし、この場合も、ものごとを計り支配する力としての観念が響いている。 



11 

 

 

2.2 エドマンド・バーク (1790) 『フランスにおける革命に関する省察』というディスコースの歴史的

被拘束性 

  近代的「保守主義」の問題設定が有するアクチュアリティについて、多くの論者同様に、エドマ

ンド・バークを例に考えてみる。エドマンド・バークの『フランスにおける革命に関する省察』（以下5 

『省察』 (Burke (1790))）は、現代もなお多数の読者を獲得している。しかし、その主張をそのまま

現代に適用することは端的にはアナクロニズムである。 

 ポーコックの歴史的分析に従えば（Pocock (1987)）、また著作集編者ペインも理解していた通り

（Payne (1874)）、バークが首尾一貫して、同一の論拠に立って、普遍的に議論を展開していたとい

うようなことはない。例えば、バークは、ホウィッグの党派政治の中で党派所属の人間として、当時10 

の議会を読者の中心として発言している。しかも発言は、理性の法廷で、公平無私に妥当性の条

件を吟味しているような設定とは明らかに異なっている。フランス革命に反対する著作を出版した

からといって、現実に、政治的戦略を越えて、一貫して反対する立場に立っていたかは疑問の余

地がある。 

また、例えば、バークは、名誉革命を、清教徒革命と同様に見る、すなわち、無血革命を国王処15 

刑による市民戦争と見る、あるいは、国王の統治権を人民に返すことと見るレトリックをマスターして

いる人間である。 

さらにまた、もっとも重要なことは、バークは、確かに、現代の各国政体にも関わる、産業革命、ア

メリカ独立戦争、フランス革命と同時代の人間であり、フランス革命に応答したカント、フィヒテ、ヘ

ーゲルとも並ぶ人間であるけれども、バークはフランス革命の全体像をみていたわけではない。ま20 

た、それのみならず、ポーコックによれば、バークの視点に立てば、国教の問題こそがフランス革命

の重大問題であった6。 

 こうした事情は、バークが歴史的な文脈に拘束されていることを示している。また、当然、バークに

関する主張に安易に現代性を付与することは時代錯誤であるとし、学的態度においては抑制を貫

く立場もあろう。 25 

それにもかかわらず、バークが提起した問題設定がいまなお時代を超えて有効性を持ち続けて

いるとはどういうことであろうか。 

 ポーコック（1987）の歴史的分析を借りれば、同時代において Price が先行して『市民の自由の本

性に関する見解』（Price, R. (1777), Observations on the Nature of Civil Liberty）において、自然状

                                                   
6
 ポーコック(1987: xxv-xxxi)の解説するところ、バークにとっての根本問題は、自然権思想に連な

るユニテリアン派との対決であった。ナザレのイエスは死んだにもかかわらず歴史において生きて

いるという正統的な三位一体の解釈に対して、ナザレのイエスは人と死んで今はもう生きていない

とすれば、神の臨在の下にある教会の力がなくなり、その結果、神の臨在によって存立する伝承の

もとにある国家もその存立の根拠が神の臨在になくなることにある。その結果、国家にとって、宗派

を問わずどの宗教とも関係していればよく、宗教は統治の正当性の問題とは別で、作られた統治

の下に置かれる。また、どんな宗派でもよいという意味での宗教であれば、国教の意味がなくなる。

そして、その正統性の位置にいかなる宗教とも無関係な自然権が置かれることになる。 
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態における個人の自由（自然権）を根拠として、自然権を守り増進しない政府はいかなる政府も正

統性を欠くものであるという見解を述べた。これは、同時代のTucker, J (1781) (Treatise Concerning 

Civil Government)によって、いかなる政府もこのような正統性の基準を満たすことはできないと批判

を受けた。バークはこの論争を念頭において、異なる論拠を提出した。その論拠とは、現代の政府

は古代から続く崇敬すべき伝承であるということである。そして、個人の自由を自然状態において5 

存立するというフランス革命擁護派に対する ad hominem な議論として、バークは、このような古代

から続く崇敬すべき伝承とは、人類の過去において深く確立された慣習であるから、それ自身人間

本性（自然状態における人間性）の一部となっていると反論した。 

  バークの 18 世紀末の言表は、用いられている概念の著者や読者が想定する指示対象の範囲

は、同時代のヨーロッパ的文脈に拘束されているにもかかわらず、当時の言語でも次のように定式10 

化できる。 

 

バークの論敵の立場は次のように定式化できる。 

 

① 人間は、その本性において（人間の作為によらず）、自由をもっている。 15 

② その人間の本性的な自由を擁護する統治は正当な統治である。 

 

一方、バークの議論は次のように定式化できる。 

③ 現在の統治は過去からの伝承である。（時刻 t1、t2 において、t１は t2 に後続するとき、t1 にお

いてある統治が成り立っているならば、その同じ統治が成り立っている t2が存在している。） 20 

④ 伝承には始まりがなく、無限にさかのぼれる。 

 

「伝承」が現在の統治を条件付けているとしても、一般に、伝承、あるいは歴史的経緯が、統治

者の統治の正統性を保証することは論理的に必然的なことではない。 

 また、現在まで時間的に続いていたことは、将来も続くことを論理的に保証するものではないし、25 

また、将来も続くべきことにはならない。 

 

2.3 バークのアクチュアリティに関するポーコック(Pocock (1987))の分析 

Pocock (1987)は（Text 1）、「保守思想」のもとに Burke 著作が読まれ続けていることの内実を分

析する。 30 

 

Text 1. Pocock (1987) vii: 

“Edmund Burke’s Reflections on the Revolution in France, written and published during 1789-90, 

has become a classic of English conservatism, and that is the reason it is still being read nearly two 

hundred years later. As soon as one has given the description of it, however, each word has to be 35 

explained and qualified. By “conservatism,” for example, we do not mean what is meant by the word 
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in the contemporary United States: a blend of American patriotism, evangelical religion and 

free-enterprise values. …”  

 

ポーコック(1987: vii-ix)は（Text 1）、バークの「保守主義」が哲学的な保守主義として読者を獲

得してきたことを認めた上で、バークに帰せられる「保守主義」を、現代の政治的保守主義、例えば、5 

アメリカの「保守主義」に重ね合わせる立場を否定する（Text 1）。その上で、バークを哲学的保守

主義の歴史の中に位置付ける。しかし、ポーコックは、哲学的保守主義の立場そのものを追認する

ことなく、二つの主張として分析する（Text 2）。 

① 「人間というものは、政治において実践する場合、常に、出発点においては、歴史的

にすでに決定されている文脈にはめ込まれている。」 10 

② 「人間というものは、この文脈をぬぐい消し、自分の願う通りに人間社会を再構築する

自由を絶対的に有する訳ではないということを忘れずにいることが、実践的ばかりで

なく道徳的に重要である。」 

Pocock の分析では、哲学的保守主義者の論敵たる革命主義者についてもまた、このような哲学

的保守主義の描く通りではないことを示唆する。すなわち、「革命主義者」とは、保守主義者から見15 

れば、「つねにすでに決定されている歴史的文脈」を不当にも、「ぬぐい消す自由」が「絶対的に」

あると錯誤していることになるけれども、実態は異なる可能性があると示唆する（Text 2）。 

Pocock 自身、だからといって、「革命主義者」の立場もそのまま是認するわけではない。保守主

義者と矛盾対立するところの「歴史の諸拘束から自由である」という単純な前提とは限らない。そう

ではなく、保守主義者に対する ad hominemな議論として、「人間の実践が革命的であることは、歴20 

史に拘束されている」との前提にも立ちうることを示唆する。Pocock は、保守主義対革命主義という

対立を、ad hominem な論争を含む複雑な様相があることを見ながら、この対立の様相を止揚する

視点を示唆している（Text 2）。 

 

Text 2. Pocock (1987) vii: 25 

“Burke’s “conservatism” is part of the history of philosophical conservatism and we shall see in 

greater detail as we study his text that this is based on the claim that human beings acting in politics 

always start from within a historically determined context, and that it is morally as well as 

practically important to remember that they are not absolutely free to wipe away this context and 

reconstruct human society as they wish. The Reflections is antirevolutionary treatise in the sense that 30 

it defines revolutionaries as those who claim that human beings have that freedom and attacks them 

for making the claim. But it is important to remember that the revolutionary argument may be more 

complex than this or, or than Burke allowed; it may claim either that revolutionaries are free from 

the constraints of history, or that they are constrained by history to act in a revolutionary way.” (vii)    

 35 

Pocock は、バークの『省察』における同時代の批判対象は、フランス革命における教会と財産に



14 

 

対する侵害であったと分析する。一方、後の時代における読まれ方の要因としては、バークの有し

ていたホウィッグ的文脈を捨象しても、社会秩序を解体しようとする知性に対する反対が、時代を越

えて有効であったことにあると分析する（Text 3）。 

 

Text 3. Pocock (1987) xliii:   5 

“But what makes the Reflections a classic of conservative thought is that it states the case against 

intelligence which seeks to unmake the social order, in terms which can be translated out of the 

specifically Whig language in which Burke stated.” 

 

Pocock (1987, xliv-xlv)の総括としては、バークの原理とは、以下の二つである。 10 

① 社会的秩序は人間の知性に先立っており、理論においても実践においても人がなすこと

の道徳的実践的条件を定めている。 

② 社会制度は神聖であり、自然であり、歴史的であり、伝統的である。 

こうした考えを後の時代の者たちも自分たちの文脈で受け入れてきたことを見た上で、後代に生き

る我々がバークの歴史的文脈を捨象して得られる倫理的原理について、その普遍化可能性を問う15 

(ibid., xlv)。 

 また、実践的主体にとっては、バークに遅れて、それぞれが生きる社会で、とりわけ、フランス革命

後、幾多の社会変革や社会改革を経た社会で、バークの理説を導入しようとすれば、自分たちの

社会について、そもそも守るべき過去とは何なのかを問われると提起する(ibid., xlvi)。 

Pocock は、バーク原理の自覚的導入においては、歴史そのものが単純でないことに留意しなけ20 

ればならず、そのことをバーク原理の導入可能性の問題として指摘している(ibid., xlvii)。 

 

2.4 Canavanにとってのバークのアクチュアリティ 

イエズス会士で、Fordham Universityの政治学教授を務めた Canavan (1917-2009)は、その大学

教員としてのキャリアの始まりにおいて、ノースカロライナ州、Duke 大学でキリスト教的視点からバ25 

ーク著作を論じて博士号を得た。2009 年に亡くなった時、葬儀で語られた説教で、知的にも政治

的にも保守主義者と評されたていたことが窺われるけれども、Canavan 自身の中には、政治的

radicalism、根本主義（「急進主義」とも誤って称され、かつ、通用している）も内在していたことが同

じく伝えられている7。実際、1990 年に、Payne 版 Burke 著作集を再版した折に序文を寄せた際

(Canavan, F. (1990), Editor’s Foreword, in: Payne, E.J. (1874-1878), Works of Edmund Burke, 4 vols, 30 

Oxford (reprod. Indianapolis, 1990).)、「バークの保守主義」なるものが単相的に理解されてきたも

のではないことがわかる。少なくとも、バークの保守主義はそのまま反理性主義（「反―合理主義」、

「非―合理主義」とも誤って称される）ではないし、バークにアクチュアリティを見ていたものも、バー

                                                   
7

 Ryan, P., S.J. (2009), ‘A Jesuit for life, Funeral homily for Francis Canavan’ 

（http://dawneden.blogspot.jp/2009/06/jesuit-for-life-funeral-homily-for.html）.なお彼は唯一アイル

ランド問題に関しては、根本主義者 radicalであったと評されている。 
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クを反理性主義者とは考えていない（Text 4）。   

 

Text 4. Canavan (1990):  

“One of the attractive features of Burke's political thought is his keen awareness of the way in which 

reason operates in political judgments. He so heavily emphasized the roles of tradition, even to the 5 

point of calling it prejudice, and of sentiment and emotion in politics that it is easy to overlook his 

insistence that it was reason, not will, that should govern in the affairs of men. Mere will was 

arbitrary; reason recognized and took into account the complexity of reality. But it was practical, 

prudential reason, not abstract ideology, that should determine political decisions.”  

 10 

「バークの政治思想の有する魅力的な特徴のひとつに、バークが政治的な判断において理性が働

いているその有り様に鋭敏に気づいていたということが挙げられる。政治における伝統が有してい

る役割を、伝統を「予断」と呼ぶほどにまで、また、同じく政治における、感情や情動の有する役割

を、バークは、あまりにひどく強調していたので、人間の諸事象において、導き手となるべきなのは、

意志ではなく、理性であると、断固として主張していたことは見過ごされやすいことになっている。バ15 

ークにとっては、単なる意志は、恣意的なものであった。現実の複雑さを認識し考慮に入れるのは

理性であったのである。とはいえ、理性は理性でも、政治的な決定を最終的に決めるべきなのは、

現実を捨象した観念論ではなく、実践的な、未来を予見する理性であったのである。」 

 

Canavan は、バークのアクチュアリティを、数学的、論理的な推理というものが、現実に先立って20 

成り立っていて、現実を判断するための基準であるとする理性主義を批判しているところに見てい

る。 

 

 この序文の直後のパラグラフに、もうひとつの「理性主義 対 反理性主義」という構図で捉える時

の陥穽をCanavanは示唆している。具体的に、近代民主国家の設立の前提となる憲法外的な普遍25 

的な擬制について、バークの立場をどう Canavanが解しているかを以下に見る（Text 5）。 

 

Text 5. Canavan (1990): 

“Thus, in his American speeches, while he did not deny Great Britain's right to tax the colonies, he 

severely questioned the wisdom of trying to do so without the consent of the colonists. His objection 30 

to the French Revolution, and to the British radicalism that agreed with it, was not to democracy in 

the abstract (though he thought it unsuited to any large country), but to the doctrine of the “rights of 

men," which the new French government had stated early in the Revolution in these terms: "The 

Representatives of the people of France, formed into a National Assembly, considering that 

ignorance, neglect, or contempt of human rights, are the sole causes of public misfortunes and 35 

corruptions of government, have resolved to set forth in a solemn declaration those natural 
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imprescriptible, and unalienable rights.””  

 

「かくして、バークは、そのアメリカ独立に関する弁論において、植民地にたいして英国が税金を課

す権利を否定しないが他方、植民地の住人の同意を得ることなしに、税金を課すことをなそうとす

ることを知恵とすることを厳しく問うているのである。バークがフランス革命に反対し、また、フランス5 

革命と立場を同じくする英国の急進主義者に反対しているというのは、バークが、抽象的な理念と

しての民主主義に反対しているということではなく（もっともバークは、国が大きくなればどんな場合

でも民主主義は不適切であると考えていたけれども）、「人間の権利」という教説に反対していると

いうことなのである。この「人間の権利」とは、フランスの新政府が、革命において、早い時期に、次

のような文言で主張していたことなのである。すなわち、「フランスの人民代表者会議は、国民議会10 

へと形をかえたものであるが、人間の権利について無知であること、人間の権利を蔑ろにすること、

人間の権利を蔑むこと、これらが、国民全体が不幸に陥り、政府が腐敗する原因であってほかには

ない、かく考えて、厳かな宣言において、決して無効になしうることのできない、決して他人に譲り

渡すことのできない、自然本来の、かかる諸権利を提示することに決意したのである」と。」 

 15 

Canavan は、ここで、アメリカ植民地の独立に賛成し、フランス革命に反対することは、同じロック

の抵抗権を基とする運動について、バークが一貫性のない応答をしているという批判に答えている。

具体的には、バークの二つの事件における議論は、どちらも、現実性を欠く抽象的な原理を、絶対

的な真理の如く扱うことに対する反対として、首尾一貫していると見る。 

まず最初の部分で、Canavan は、おそらくアリストテレス流のプロネーシス（実践的な知）を下敷き20 

にし、バークの批判の要点が、合理主義、原理主義の現実性を否定しているところにあるとする。

バークは、政治の原理、倫理の原理に関して、抽象的理念そのものを否定しているのではなく、無

批判的に抽象的原理を固守する態度に反対していると理解するのである。 

こうした理解は、現実的に何がもっとも合理的か、現実的な知恵を徹底的に追求する態度を示

す点で、後に見る討議民主主義のモノローグ批判に接近している。経験に先立つ論理的にアプリ25 

オリな理念の産物を立てた時点で、あとは、経験的世界における適用とその結果を省みていない

態度、正確に言えば、顧みなくとも、必然的な認識として現実化すると把握している態度、この点を

批判していると言える。したがって、Canavan の理解するバークは、共同体成員間の相互の承認の

過程という経験的歴史的過程の手続き論を展開する討議民主主義にある点で近づくことになる。 

 30 

2.5 Oakeshottの反理性主義、保守主義、行為論 

 

 Oakeshott は、18 世紀的理性主義の問題をいかに乗り越えるかという課題に関わっているという

意味で、哲学的保守主義に与している。また、実際に、自身「保守主義者」と称して、「理性主義」

を批判して、理性主義的に「行為論」を展開している。そこで、哲学的保守主義の思想水準を顧み35 

るために、その諸論をスケッチする。 



17 

 

 

2.5.1 Oakeshottの反理性主義 

Oakeshott は、理性主義(rationalism)をひとの性格や行動傾向として扱う。保守主義の特性に含

まれる、authority、prejudice, tradition, customs, habit などの要素とは異なるものから構成される特

性として記述されると考えている(Oakeshott (1947) 6)。これは、保守主義を論ずる時と同様である。5 

保守主義を原理原則ではなく、ひとの傾向として扱う（Oakeshott (1956) 407）。 

ただし、信念( a creed)や教説 (a doctrine)ではないといいいながら、では ideologyとはどう異なる

のかというと、ideology との差異には触れていない。そこには、Oakeshott の中に、ideology というも

のが概念としてそもそも成り立たないという考えがあってのことであり、その下になる、理性主義もま

た、自家撞着を含むという想定があるからと想定できる。Oakeshott が、理性主義を、知識に基づい10 

た確固とした基盤を有する立場とせず、いつもあるふるまいをしたがる性向と捉えるところには、あ

る意味で政治や倫理の問題において、認識論的な理性を持ち出して解決しようとすることの限界を

示唆していると考えられる。 

Oakeshottは、「理性」とは何かという問題を正面から扱う戦略的に避け、政治的理性主義者の行

動性向、選択性向について議論するという戦略をとる。理性主義に関する批判の標的は、(a) 観念15 

的産物としての ideology を現実の諸経緯を顧慮せず適用すること、しかも、(b) その適用において、

「普遍的」に「一様に」行いうると考える「観念性」である(Oakeshott (1947)8-11)。 

理念的産物の現実的適用に疑いを持たないということで理性主義者を批判することにおいては、

すでに、克服された問題として、理性主義者も応答しうると私は考えるけれども、Oakeshott は、理

性主義者、保守主義者を問わず、知識の適用の問題を提示している。定式化でき、書物として書く20 

ことができ、暗記したりすることによって記憶可能な知識として技術知を取り上げる一方、Oakeshott

は、「教えることも学ぶこともできない」知識で、かつ「分け与えたり古典的に獲得することのできる」

知識があり、この知識を「実践知」と名づけ、我々人間のすべての働きにおいて、技術知とともにこ

の実践知が働いているとする(Oakeshott (1947)14-15)。Oakeshott はこの知識の身分、起源、根拠

については十分議論しているわけではないから、私としては Oakeshott の図式をそのまま追認する25 

訳にはいかない。 

Oakeshott が批判するところの理性主義（あるいは合理主義）は、大戦後の執筆期におけるナチ

ズムや共産主義を念頭に置いているだけではない。かれが理性主義として批判しているのは、技

術知だけが唯一の知識だとする考えで、数学、論理学、幾何学において、認識の＜確からしさ＞

の一つの基準として得たものを、不当にもすべての領域に拡張してきたことだとして、ルネッサンス30 

後の理性主義を、「流行」として、「伝統」とは異なるものとして批判している（十分、多くの人が参与

しているけれども、実体がないという示唆がそこにあると私は理解するけれども、根拠ある伝承のみ

が伝承であるとすれば、一部の歴史的保守主義には、単なる伝承だけでは真理を保証できず、多

様な伝承の中からマイナーとなりつつある「保守」という伝承をどのようにして正統な「伝承」とすれ

ばよいのかという問題を抱え込むことになり、もはや、「保守主義」は、さまざまな「伝承」としては等35 

しい諸伝承についてその諸伝承を分類するための基準を伝承以外のどこから借りてくればよいの
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かという答え得ない問題を懐胎している）。デカルトやベーコンにおいても「方法こそすべて」という

プログラムがあったけれども、それをすべての領域にまで、特に、論理・数学・物理的世界を超えて、

倫理的・社会的実践世界に応用することには慎重であったと述べ（デカルト『方法序説』）、技術知

における＜確からしさ＞の不当な拡張に Oakeshottの批判は集中することになる。 

Oakeshott は、自らが批判の対象とする理性とは、彼自身、本来の理性の有する働きの一部であ5 

ることを承認した上で、次のように記述する(Text 6)。  

 

Text 6. Oakeshott (1947) n. 24, 22 

“It [Reason] is a faculty of calculation by which men conclude one thing from another and discover 

fit means of attaining given ends not themselves subject to the criticism of reason, a faculty by which 10 

a world believed to be a machine could be disclosed.”  

 

「それ【理性】とは、ある別のものからあるものを推論として導き出す時に用いている働きであり、また、

目的が与えられればそれにふさわしい手段を発見する時に用いている働きのことであるが、このよ

うな考え方では、目的については、それ自身、理性の批判にかけられていないのである。また、こ15 

の場合の理性とは、世界を一つの機械仕掛けと思い込み、その世界を開示できると想定して、その

際に用いる働きのことである。」 

 

Oakeshott の批判する対象としての理性とは、論理的推理計算能力、並びに、目的のための最適

な手段を発見する能力であり、それに応じた機械論的な世界観に基づく世界を解明する能力であ20 

る。このような理性を唯一の実践における確実さの根拠とする理性主義を Oakeshott は、諸伝統の

中では少数が伝承する伝統に参与する者であるとの自覚の上で、西欧社会の 400 年間の「流行」

として批判しているのである。 

 では、具体的にその批判の対象となる理性が生み出すところの ideology とは何であるのか。

Oakeshottの以上の「理性」の規定からすれば、このような理性には、実践における目的を生み出す25 

ことはできないことになるはずである（そう私は理解する）。 

このあたりの Oakeshott の考えは、ハロルド・ラスキを襲ってロンドン大学経済学院の教授に就任

した折の就任演説である「政治学的教育」（Oakeshott (1951)）に記されている(Text 7)。この論文の

主題は、確かに、政治学をどのように教えるかということであり、同時代の共産圏におけるイデオロ

ギー教育が念頭にある。しかし、ここでの ideologyの記述からすると、「理性主義」のフランス革命も30 

含む政治分野への登場による問題点は、経験に先立って、思惟によってあらかじめ策定された目

的を、具体的な手続きとは独立に課することと了解できる。 

 

Text 7. Oakeshott (1951) 48-49: 

“As I understand it, a political ideology purports to be an abstract principle, or set of related abstract 35 

principles, which has been independently premeditated. It supplies in advance of the activity of 
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attending to the arrangements of a society a formulated end to be pursued, and in so doing it 

provides a means of distinguishing between those desires which ought to be encouraged and those 

which ought to be suppressed or redirected.  

The simplest sort of political ideology is a single abstract idea such as Freedom, Equality, 

Maximum Productivity, Racial Purity, or Happiness. And in that case political activity is understood 5 

as the enterprise of seeing that the arrangement of a society conform to or reflect the chosen abstract 

ideas. It is usual, however, to recognize the need for a complex scheme of related ideas, rather than a 

single idea, and the examples pointed to will be such systems of ideas as: the principles of 1789’, 

‘Liberalism’, ‘Democracy’, ‘Marxism’, or the Atlantic Charter. These principles need not be 

considered absolute or immune from change (though they are frequently so considered), but their 10 

value lies in their having been premeditated. They compose an understanding of what is to be 

pursued independent of how it is to be pursued. A political ideology purports to supply in advance 

knowledge of what ‘Freedom’ or ‘Democracy’ or ‘Justice’ is, and in this manner sets empiricism to 

work. Such a set of principles is, of course, capable of being argued about and reflected upon; it is 

something that men compose for themselves, and they may later remember it or write it down. But 15 

the condition upon which it can perform the service assigned to it is that it owes nothing to the 

activity it controls. ‘To know the true good of the community is what constitutes the science of 

legislation,’ said Bentham; ‘the art consists in finding the means to relaize that good.’ The contention 

we have before us, then, is that empiricism can be set to work (and a concrete, self-moved manner of 

activity appear) when there is added to it a guide of this sort: desire and something not generated by 20 

desire. 

Now there is no doubt about the sort of knowledge which political activity, understood in this 

manner, calls upon. What is required, in the first place, is knowledge of the chosen political ideology 

---- a knowledge of the ends to be pursued, a knowledge of what we want to do. … But the common 

characteristic of all the kinds of knowledge required is that they may be, and should be, gathered in 25 

advance of the activity of attending to the arrangements of a society. ”  

 

Oakeshott の批判が「実践に先立って熟慮された」premeditated という ideology を生み出してくる

先行条件の問題であれば、これはどのように解決すべきことになるのか。「経験に先立って」という

問題を解消する手続きは、経験に解消することであろうか。 30 

 Oakeshott は、ideology が「経験に先立っている」ことを批判する。ideology として熟するまでの歴

史的な経緯があることを指摘する。 

 

Text 8. Oakeshott (1951), 51: 

 “So far from a political ideology being the quasi-divine parent of political activity, it turns out to be 35 

its earthly stepchild. Instead of an independently premeditated scheme of ends to be pursued, it is a 
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system of ideas abstracted from the manner in which people have been accustomed to go about the 

business of attending to the arrangements of their societies. The pedigree of every political ideology 

shows it to be a creature, not of premeditation in advance of political activity, but of meditation upon 

a manner of politics. In short, political activity comes first and a political ideology follows after; and 

the understanding of politics we are investigating has the disadvantage of being, in the strict sense, 5 

preposterous.”  

 

Oakeshott は時間的先行性を経験の中に解消したけれども、経験のどれもが正しいと言えるわけ

ではないとすれば、なぜあることを行うことが正しいのかという正しさの基準について「無意識で行

っている場合」とは答えられない。Oakeshott は記述不可能、教えることも学ぶこともできないという10 

性格付けを与えながらなお「知識」と認定する以上、そこに、経験的な行為者における基準がある

ことを否定することはできない。これを、実践的な場面で言えば、行為の規範について、経験に先

立って与えることはできないが、経験とともに現実的行為に、実践の論理として先立って働いてい

ることを無視できるであろうか。日常的な場面に立ち返って考えてみよう。日常あたりまえで何も考

えずに行っていることをだれかが不意に止めたとすれば、われわれは全く行為の正当化を行い得15 

ないだろうか。実際に、当の相手に言語として正当化できるかどうかを措いて、全く正当化を行おう

とする意図さえわれわれは反省的に自覚できないであろうか。「前からそうしてきたから」、「昔から

みんながそうしているから」という応答で、常に、社会において自他に対して、満足できることだとし

ても、必ずそういうことになることは経験からは出てこないのではないであろうか。そうだとすれば、

「社会が伝承してきたふるまいかたを縮約したもの(abridgement)」といって、すべてを＜経験＞と同20 

列のものと示して、Oakeshott が「習慣」に解消とするとき、二重の問題に対して応答しなければなら

ない。 

一つは、「義務の問題を起源として事実としての習慣に解消することができるか」という問

題である。 

一つは、「習慣の形成において、社会的な、他者からの発語によるものであれ、発語によ25 

らない自他のものであれ。牽制や促しとして確認できる相互の評価、承認にまで遡って考え

ずに、単なる条件付としてそこに議論の終着点をおいてよいのか」という問題である。 

 

Text 9. Oakeshott (1951) 52-53: 

“Now, just as a cookery book presupposes somebody who knows how to cook, and its use 30 

presupposes somebody who already knows how to use it, and just as a scientific hypothesis springs 

from a knowledge of how to conduct a scientific investigation and separated from that knowledge is 

powerless to set empiricism profitably to work, so a political ideology must be understood, not as an 

independently premeditated beginning for political activity, but as knowledge (abstract and 

generalised) of a concrete manner of attending to the arrangements of a society. The catechism 35 

which sets out the purposes to be pursued merely abridges a concrete manner of behaviour in which 
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these purposes are already hidden. It does not exist in advance of political activity, and by itself it is 

always an insufficient guide. Political enterprises, the ends to be pursued, the arrangements to be 

established (all the normal ingredients of a political ideology), cannot be premediated in advance of 

manner of attending to the arrangements of a society; what we do, and moreover what we want to do, 

is the creature of how we are accustomed to conduct our affairs. Indeed, it often reflects no more 5 

than a discovered ability to do something which is then translated into an authority to do it.”  

 

Text 10. Oakeshott (1951) 56: 

“The understanding of politics as the activity of attending to the arrangement of a society under the 

guidance of an independently premeditated ideology is, then, no less a misunderstanding than the 10 

understanding of it as a purely empirical activity. Wherever else politics may begin, they cannot 

begin in ideological activity. And in an attempt to improve upon this understanding of politics, we 

have already observed in principle what needs to be recognized in order to have an intelligible 

concept. Just as scientific hypothesis cannot appear, and is impossible to operate, except within an 

already existing tradition of scientific investigation, so a scheme of ends for political activity appears 15 

within, and can be evaluated only when it is related to, an already existing tradition of how to attend 

to our arrangements. In politics, the only concrete manner of activity detectable is one in which 

empiricism and the ends to be pursued are recognized as dependent, alike for their existence and 

their operation, upon a traditional manner of behaviour.”    

 20 

2.5.2 Oakeshottの保守主義 

保守主義にとって重要なのでは過去ではなく現在でありその根拠は現在が親しみやすいからだ

とする（Oakeshott (1956) 408）。ここも心情的な言葉を用いること、また、以下のように、「保守的であ

る」ことを、認識上の立場と考えることなく、習慣的に繰り返される行為の選好の水準で語ろうとして

いることは、明らかに戦略的である。したがって、Oakeshott の含意の明示的な構造はその行為理25 

論の全体を知るまでは、正確にはその立場を評価することは困難である。 

 

Text 11. Oakeshott (1956) 408:  

“The general characteristics of this disposition are not difficult to discern, although they have often 

been mistaken. They centre upon a propensity to use and to enjoy what is available rather than to 30 

wish for or to look for something else; to delight in what is present rather than what was or what may 

be.” 

 

「保守主義的であるという性向の一般的な性格は、しばしば誤解されているけれども、見分けること

は困難ではない。その一般的性格の中心にあるのは、現在利用できるものを用いたりそこから恩恵35 

を享受することを、ほかのものを願ったり求めたりすることよりも選ぶ傾向であり、以前そうあったこと
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や、可能的なことよりも、現にあることを楽しむ傾向である。」 

 

Text 12. Oakeshott (1956) 408: 

“To be conservative, then, is to prefer the familiar to the unknown, to prefer the tried to the untried, 

fact to mystery, the actual to the possible, the limited to the unbounded, the near to the distant, the 5 

sufficient to the superabundant, the convenient to the perfect, present laughter to utopian bliss.”  

 

Oakeshott は「保守主義」に結び付けられたさまざまな心情とは特に関係があるわけではないとし

て、統治における保守主義とは、indifference「無差別」、「偏向のなさ」を資質とする者による統治で

ある。被支配者のあいだの不満を最小限にするような統治で、道徳、宗教にコミットすることなく、た10 

だ法によってそのような状況を維持することに専念するという。 

しかしこのことは、現状維持として、現状が正統なものと考えられている場合にのみ有効である。

事実、Oakeshott の記述には、誰が誰をどのように支配し得るのか、またその支配はいつどのように

して誰から委ねられたのかということについては何も語っていない。 

保守主義の性向を持った統治者による統治が可能として、そこで、現状からの変化は出来る限り15 

食い止めるのだとしても、現状の状況が静態的な状況ではなく諸力が構造的に現実的に相互に働

き合っている状態だとすれば、いかにして価値基準から自由な現状維持の基準を法として定立で

きるのであろうか。またその定立は何故保守主義的行為性向の者に信託しなければならないのか。

これらの問は未決のままである。 

 20 

Text 13. Oakeshott (1956) 428: 

“Government, then, as the conservative in this matter understands it, does not begin with a vision of 

another, different and better world, but with the observation of the self-governmnet practised even by 

men of passion in the conduct of their enterprises; it begins in the informal adjustments of interests 

to one another which are designed to release those who are apt to collide from the mutual frustration 25 

of a collision. Sometimes these adjustments are no more than agreements between two parties to 

keep out of each other’s way; sometimes they are of wider application and more durable character, 

such as the International Rules for the prevention of collisions at sea. In short, the intimations of 

government are to be found in ritual, not in religion or philosophy; in the enjoyment of orderly and 

peaceable behaviour, not in the search for truth or perfection.”  30 

 

Text 14. Oakeshott (1956) 429-430: 

“To govern, then, as the conservative understands it, is to provide a vinculum juris for those manners 

of conduct which, in the circumstances, are least likely to result in a frustrating collision of interests; 

to provide redress and means of compensations for those who suffer from others behaving in a 35 

contrary manner; sometimes to provide punishment for those who pursue their own interests 
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regardless of the rules; and, of course, to provide a sufficient force to maintain the authority of an 

arbiter of this kind. Thus, governing is recognized as a specific and limited activity; not the 

management of an enterprise, but the rule of those engaged in a great diversity of self-chosen 

enterprises. It is not concerned with concrete persons, but with activities; and with activities only in 

respect of their propensity to collide with one another. It is not concerned with moral right and 5 

wrong. It is not designed to make men good or even better; it is not indispensable on account of ‘the 

natural depravity of mankind’ but merely because of their current disposition to be extravagant; its 

business is to keep its subjects at peace with one another in the activities in which they have chosen 

to seek their happiness.”    

 10 

Text 15. Oakeshott (1956) 432-433: 

“Now, the disposition to be conservative in respect of politics reflects a quite different view of the 

activity of governing. The man of this disposition understands it to be the business of a government 

not to inflame passion and give it new objects to feed upon, but to inject into the activities of already 

too passionate men an ingredient of moderation; to restrain, to deflate, to pacify and to reconcile; not 15 

to stoke the fires of the desire, but to damp them down. And all this, not because passion is vice and 

moderation virtue, but because moderation is indispensable if passionate men are to escape being 

locked in an encounter of mutual frustration. A government of this sort does not need to be regarded 

as the agent of a benign providence, as the custodian of a moral law, or as the emblem of divine 

order. What it provides is something that its subjects (if they are such people as they are) can easily 20 

recognize to be valuable; indeed, it is something that, to some extent, they do for themselves in the 

ordinary course of business or pleasure.’ 

 

2.5.3 Oakeshottの行為理論 

 【Oakeshottの On Historyを分析するまでは最終的判断は保留する。】 25 

 

Text 16. Oakeshott (1975) 1: 

“The theme of this essay is human conduct and the engagement to understand it. And I shall begin 

with a brief account of what I take understanding to be.”  

 30 

「この論考の主題は人間の行為であり、また、人間の行為を理解することに従事することである。

そして、理解するとは何であると私が理解しているかについて、短く説明することから始めることとす

る」 

 

以上、冒頭にあるように、Oakeshott が認識をどのように考えているか、実践というものをどのよう35 

に考えているか、『人間の行為理論』第一論文に、その全体像を期待できる（Oakeshott (1975), 
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“On the Theoretical Understanding of Human Conduct” in: id. (1975), On Human Conduct, Oxford, 

1-107）。 

Oakeshottの understanding論は、これは、Locke以来の用語からすれば、悟性の働き、理性の働

きと対応すると予想される。具体的には、論理性や本質を把握する能力、intellectus によってとらえ

ることのできるものごとが階層的に成り立っているという予想のもとに、understanding、＜理解＞は、5 

この＜理性＞、＜本質把握能力＞intellectus によって明らかになる物事（intelligible）に関わること

であり、理性把握の段階の上昇は、内奥のものに近づくことによって秘匿性が減る段階として、進

捗していく。日常の習慣化されている局面では、求めもしないのに世界に出会わされているとも見

えるが、そうではなく、われわれは何にも条件づけられることない関与というものを、理性的把握に

関わる理解の中に知ることができ、これは観想と呼ばれる。ここにプラトン的な世界構造が表出され10 

ている。 

 

Text 17. Oakeshott (1975) 1: 

“Understanding is not such that we either enjoy it or lack it altogether. To be human and to be aware 

is to encounter only what is in some manner understood. Thus, it may be said that understanding is 15 

an unsought condition; we inexorably inhabit a world of intelligibles. But understanding as an 

engagement is an exertion; it is the resolve to inhabit an ever more intelligible, or an ever less 

mysterious world. This unconditional engagement of understanding I shall call ‘theorizing’. It is an 

engagement to abate mystery rather than to achieve definitive understanding.”  

 20 

Text 18. Oakeshott (1975) 1: 

“The features of this engagement are: a ‘going-on’ attended to; a reflective consciousness attending 

to it and concerned to understand it, a theorist; an inquiry designed and undertaken by a theorist in 

which he seeks to understand a ‘going-on’, theorizing; and what emerges from this eneterprise, a 

theorem.’  25 

 

Text 19. Oakeshott (1975) 1: 

“A first inspection of these features discloses the following considerations. The ‘going-on’ in which 

this engagement notionally begins is specific, although its specification may be sketchy. It is not 

merely looked at; it is noticed, distinguished (often with some difficulty) in all that may be going on, 30 

attended to, recognized, taken hold of, and in some degree identified. Thus, although this ‘going-on’ 

is recognized as a ‘given’, it is not a mere gratuity; it is itself an achievement in understanding and 

not therefore (in its distinctness) independent of reflexive consciousness.”  

 

Oakeshott の議論の進め方は、行為論に先立って、認識論を、正確にいうと、現象的「与件（移り35 

行きとして、過去と将来を含んだ未完了態）」の複合構造とそれに対応する主体的な「実践」として
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の悟性の能作の関係についての考察を、進める。伝統的には、ホッブズの De Corpore, De 

Homine, De Civeの体系的哲学の叙述、ならびに、プラトン『国家』篇、第 6巻、第７巻（「洞窟の比

喩」）が下敷きになっている。 

 

Text 20. Oakeshott (1975) 27: 5 

“This account of the engagement of understanding owes so much to the account in Plato (Republic, 

vi, ad init., and elsewhere), that it may be instructive to notice its divergences.” (27) 

 

Text 21. Oakeshott (1975) 27: 

“The cave-dwellers, who inhabit a ‘hollow’ in the earth’ (Phaedo 109), occupy a platform of 10 

conditional understanding. They recognize their world in terms of identified and named occurrences 

understood as compositions of characteristics. It is, thus far, a world of intelligibles and they move 

within it confidently. They can remember and recollect, they have expectations about the occurrence 

of these ‘goings-on’, and they can pay more or less attention to them when they appear.”  

 15 

Text 22. Oakeshott (1975) 27: 

“This platform of understanding is, however, a ‘prison’. Its inhabitants are ‘prisoners’, not merely 

because they are wholly ignorant of its condition but because the level of their understanding 

excludes even the recognition that it is conditional.” 

 20 

元に戻って、Oakeshott の言及する「条件性」と「無条件性」の問題を検討する。さしあたり、これ

は、プラトンの hypothesis の考えを受け継いでおり、understanding は、当の主体が分裂し、低次の

understandingの段階にある主体を高次のunderstandingの段階にある主体が回顧し、さらに高次の

understandingへと上向することを観望すること、このことがその記述の細部に含意されている。低次

の段階の understanding が、「すでになんらかの先行する措定に基づいて「確かさ」をもって現れて25 

くる」という対象の条件性を有しているのにたいして、究極的 understanding においては、そうした対

象を、「もはやそれ以上何一つ先行する措定のない出発点」arche anhypotheton として、無条件な

状態にたどり着いていると考えている。 

そうだとすると、主体が、先行的措定に基づいて現れる対象に関わる悟性の働き engagement そ

のものも、すでに何らかの意味で「先行的予見」をもって把握されていることになるのではないか。 30 

 この問題について、通常の「主体が求めるまでもなく「確かさ」をもって何かを何かとして把握して

いる」場合は条件的な把握と考えているけれども、Oakeshott は主体がこの「確かさ」を問うていくプ

ラクティス、実践、関与は、「絶対的」、「無条件」と形容する。どのような意味か。 

悟性の各段階で把握されるものは、直接的には「確からしさ」を伴いながら、その「確からしさ」は

無条件ではなく、条件的な確からしさであるとOakeshottは論ずる。一方で、そうした＜確からしさ＞35 

を＜問う＞（＜超え出ていく＞、＜質的に飛躍する＞、＜非連続に変化する＞）ことは、条件的で
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はなく、無条件的であると Oakeshottは論ずる。 

少なくとも「悟性」の条件性と無条件性のところで、悟性の主体が二つに分裂していることは言葉

の上からも明らかである。「理解されることを待機している理解(2)」！そうだとすれば、分裂しながら

低次の段階から高次の段階に進む、understanding の段階的変化において、変化の当体の同一性

は、無条件に確保されていなければならないという含意ではないかと、私は考える。 5 

悟性が理解 understanding に関与するというこの変化の過程もまた理解の対象であれば、「条件

的」といわねばならないはずである。ところが、この関与は絶対的であるとされる。そうだとするとこう

解釈できるのではないか。すなわち、過去の分裂した己の低次の諸主体を、高次の己は、同一の

当体の理解の過程として、体系的、構造的に、同一の体系、構造の内部にあるという、この同一性

を保証する意味で、「無条件」と主張しているということではないか。この同一性は理解の問題では10 

なく、分裂する主体のもとに段階的に進む構造を一つの理解として完結させるためのもうこれ以上

条件付けられない条件ということではないか。 

次にこの understanding の関与を「問い」ととらえていることを考えておきたい。 すべて現象世界

は、止まることなく「行き過ぎる」ものだと、ある高次の悟性に成り代わって、いわば観望者Oakeshott

は名づけている。その上で、その当事者の立場に立つと、すべての現象世界の「行き過ぎるもの」15 

は「既に理解され終わっている」ものである。それにもかかわらず、悟性の主体は単一で、自己の状

況を反省することもなくただそのままに素朴に受け入れているわけではない。悟性の主体の悟性は

二つに分かれ、条件として十分と映っている対象を、素朴な悟性のまま「受け容れる・甘受する」の

ではなく、「問う」ことへと招かれているという。すなわち、批判的精神ばかりでなく、理性の裁判の場

から、言語的に「問う」という意味において、単なる内面に内属した場ではなく、言語的発話の場と20 

しての「公共」の萌芽をも Oakeshottは、interrogate という言葉の選択において予示している。さしあ

たりは、それぞれ、おのれを当体とする低次の understandingの主体と高次の understandingの主体

において、後者が前者に、疑問を呈するという限りにおいて。 

つまり、「すでに、いつも」という了解内容の時間的先行性と了解の出現の時間的普遍性におい

て「始まる」 ‘begins’ことを含意している。さらにいえば、主体がどこにいてもということで、すでに確25 

かと言語において措定されていること verdict（真だと言語行為を遂行してしまっている結果として

の言表）ならびに understood は、この言語レベルの体系性の、言語に依存する内属性をも認めれ

ば、常にわれわれの出発点は歴史的に、地理的にすでに決定されている文脈において始められ、

それを「ぬぐい消す」ことはできないというPocockのバーク保守主義理解に近接していると理解でき

る。 30 

しかしながら、Oakeshott の understanding 論では、あらかじめ決められた存在に出会う場面がそ

のまま「受け入れられる」、「ぬぐい消されないまま」にその直接性、絶対性を保つという議論にはな

っていない。Oakeshott にとっては、現象の確からしさという第一次性は無条件の絶対的な真理で

はない。Oakeshottは、悟性は「批判性」において、悟性の各段階の確からしさに拘束されることなく

対象世界に関与し続けていくと把握する。これは、もはや意識されるまでもなく世界は継続し続け35 

ていくといった世界理解とは全く異なるものであることは明らかである。 
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Text 23. Oakeshott (1975) 2 

“Thus, there can be no absolute distinction between ‘fact’ and ‘theorem’. A fact has no finality and 

no authority over further adventures in understanding: it is a first and conditionally acceptable 

understanding of a ‘going-on.” 5 

（※ ここには、西欧の土台にある res = ratum (reor, ratio)、thing = think, Ding = Denken という発

想があると推定できる。）  

 

Text 24. Oakeshott (1975) 2 

“The engagement of understanding, then, begins in an already understood: a verdict, or what we 10 

ordinarily call a ‘fact’. But this verdict is the contingent starting-place of a critical inquiry; it is an 

understanding waiting to be understood. This first account which a theorist gives to himself of a 

‘going-on’ has, like all understanding, a conditional sufficiency; but for him it is an invitation not to 

accept but to interrogate it. What he has given to himself as an answer to the question, ‘what is going 

on here?’, he now recognises as a question to be answered. Nevertheless, the undertaking to theorize 15 

(that is, to go on learning to understand) does not begin only when this enterprise of interrogation 

supervenes upon the activity in which an intelligible ‘going-on’ is elicited from the unrecognizable 

confusion of all that may be going on, noticed and recognized. These are conditionally 

distinguishable gradations in a continuous and unconditional engagement of learning to understand 

which is well on its way in even the most exiguous acts of attention. Thus, there can be no absolute 20 

distinction between ‘fact’ and ‘theorem’. A fact has no finality and no authority over further 

adventures in understanding: it is a first and conditionally acceptable understanding of a ‘going-on’.’  

 

Text 25. Oakeshott (1975) 2: 

“And a theorem is not an unconditional terminus; it, also, is an understanding waiting to be 25 

understood. What distinguishes a theorist is his undistracted concern with the unconditional, critical 

engagement of understanding in which every understanding (be it ‘fact’ or ‘theorem’) is recognized 

as a not-yet-understood and therefore as an invitation to understand.”   

 

悟性の無限の漸進性を Oakeshottは比喩的に次のようにのべる。 30 

 

Text 26. Oakeshott (1975) 2:  

‘The engagement of understanding is, then, a continuous, self-moved, critical enterprise of 

theorizing. Its principle is: Never ask the end. Of the paths it may follow, some (we may suppose) 

will soon exhaust their promise. It is an engagement of arrivals and departures. Temporary platforms 35 

of conditional understanding are always being reached, and the theorist may turn aside to explore 
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them. But each is an arrival, an enlightenment, and a point of departure. The notion of an 

unconditional or definitive understanding may hover in the background, but it has no part in the 

adventure.” 

 

プラトン著作を下敷きに論考を進めているとはいえ、Oakeshott は、何一つプラトン解釈、ソクラテ5 

ス解釈の問題について語っていると思っていないであろうが、それにもかかわらず、その言葉がす

ぐれたプラトン解釈の言葉になっていることがわかる。 

 

Text 27. Oakeshott (1975) 2-3: 

 “But each is an arrival, an enlightenment, and a point of departure. The notion of an unconditional 10 

or definitive understanding may hover in the background, but it has no part in the adventure.” 

 

Oakeshott のプラトン的、プロクロス的、ヘーゲル的探求論に関する注(p. 3)も興味深い。特に、

Strawsonの考えとの関連も含めて、「同定」論とも絡んでいる。 

 15 

Text 27. Oakeshott (1975) note at p. 3: 

“My sketch owes much to a brief vocabulary in which the ancient Greek language delineated the 

engagement of understanding. Thea: a pectacle, the observation of a ‘going-on’. Theorein: to 

distinguish, attend to, and perhaps to identify a ‘going-on’. Theoros: a spectator concerned to follow 

and to understand a ‘going-on’; a theorist. Theoria: the activity of contemplating, of inquiry and of 20 

seeking to understand; theorizing. And theorem: what emerges from this activity, an understanding 

of a ‘going-on’; a theorem. 

This vocabulary has the virtue of distinguishing ‘theorizing’ from ‘theorem’, a distinction obscured 

in its English counterpart where the word ‘theory’ is used indifferently for the enterprise and its 

outcome. And it centres our attention upon the engagement, thus suggesting that we may more 25 

profitably ask ourselves, what is theorizing? than, what is theorem?  What is the relation between 

theorizing and doing? than, what is the relation between theory and practice?  

    Further, my use of ‘theorizing’ as a transitive verb is not an inadvertence; it is the recognition of 

the eneterprise as one of learning to understand; that is, as a transitive engagement. The 

understanding in which a ‘theory of genetic inheritance’ emerges is a further learning to understand 30 

what has already the intelligibility of distinctness (e.g. the facial resemblances of parents and 

children). The ‘theory’ is not ‘another thing’; it is this intelligibility raised to a level which I shall 

later try to specify.”  

 

Oakeshottは、悟性が intellectusによって把握可能な構造的世界を上向していく探求論を前提に35 

行為論を展開する。 
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Text 28. Oakeshott (1975) 31: 

“My concern now is with the identity ‘human conduct’, with the engagement of theorizing it, and 

with its employment as an instrument for understanding contingent substantive actions and 

utterances.” (31) 5 

 

Oakeshott の探求の対象は理念型としての人間に帰属する、すぐれて、人間的な、行為である。

具体的な個々の行為や発話行為とは異なるものである。 

 

Text 29. Oakeshott (1975) 31: 10 

“The expression ‘human conduct’, here, denotes an ideal character. A man may perform actions, he 

may undertake a course of action, and he may make utterances which are themselves actions or are 

auxiliaries to actions.” 

 

この論点を具体例を通して次のように展開する。 15 

 

Text 30. Oakeshott (1975) 31: 

“He may recognize Jones and cross the street in order to avoid him, he may go without breakfast, he 

may remain calm under provocation, point his finger at Z while denouncing his conduct as vile, 

respond to an invitation to ‘explain’ or to ‘justify’ what he has done, make a promise, or he may go 20 

for a walk in the rain. But ‘conduct’ itself cannot be performed. And it is ingredient of human actions 

which might be extracted (like alcohol from wines), nor is it a characteristic or set of characteristics 

in terms of which a family of ‘goings-on’ may be reliably recognized. It is the ideal character which 

the postulates of human performances compose and in terms of which they may be understood.”  

 25 

個々の行為、並びに、個々の発話は、現象における第一次的な「所与」であるが、これらと理念

的範型としての「行為」は、存立している次元が異なっている。理念的範型としての「行為」は、現象

的所与としての「行為」の構成要素でも記述的特性でもない。範型的行為を構成しているのは「公

準」群であり、悟性によって個々の記述的対象としての行為や発話を「理解」するのは、範型的「行

為」を媒介としてであることを述べる。(Text 30) 30 

 

範型的行為は、行為主体の行為として個別的な行為の実行の対象とは異なるけれども、行為主

体の関与の対象である。 

その行為主体の関与に相関することは、行為主体が理解したところの偶有的な状況に対する応

答であり、その応答の手段は、具体的なあれかこれかの行為の選択、そしてその選択は充足として35 

現れる想像されたり願望されたりしている結果と相関している。すなわち、範型的な準位での「行為」
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とは行為者の未来志向的な自己開示である。 

範型的な行為を行為者の関与、そして未来志向的な自己開示と記述することは、範型的な「行

為」を構成する諸公準、＜反省的意識＞、＜行為を述語とする主語項としての状況＞、＜行為主

体の主体性＞、＜物事の想像される将来的条件＞、＜未来志向的熟慮＞、＜選択＞、＜決断＞、

＜実行＞という観点から考えて不完全である。 5 

 

Text 31. Oakeshott (1975) 51: 

“Thus far, I have considered conduct as the engagement of agents responding to their own 

understood contingent situations by choosing to do or to say this rather than that in relation to 

imagined and wished-for outcomes recognized as satisfactions; that is, conduct as the prudential 10 

self-disclosure of agents. This characterization of it, however, in terms of the postulates reflective 

consciousness, situations recognized to predicate actions, agency, imagined future conditions of 

things, prudential deliberation, choice, decision, performance, etc, is clearly incomplete. There are 

other conditions to be considered, and taking them into the account will extend our understanding 

not only of conduct but also of the postulates of conduct already investigated.”  15 

 

範型的準位での行為を未来志向の行為主体の関与と認識することは、人間間での範型的行為

を、要請される構成要素たる公準との関係で理解するということである。その公準となるものは、行

為主体の主体性、選択、実行、応答である。このことの意味は、行為の総体を理解するには、行為

主体の主体性、選択、実行、応答ということを理解しなければならないということである。 20 

 

同様の問題は p. 59にも繰り返される。 

 

Text 32. Oakeshott (1975) 59: 

“Conduct inter homines is, then, agents disclosing themselves in responding to their contingent 25 

situations by choosing what they shall say or what they shall do in relation to imagined and 

wished-for outcomes, answering one another as seekers and therefore as providers of chosen 

satisfactions, and related to one another in terms of a multiplicity of practices, each composed of 

considerations to be subscribed to in choosing and doing, and each constituting a specific formal 

relationship between the participants.”  30 

 

p. 91 の総括によれば、Oakeshott は、範型的レベルでの人間的な行為というわれわれの理解

(identity)を主題とし、それを理解することに探求者として関与していると述べる。そして、それは、範

型的レベルでの行為を、それを構成するところの諸公準との関係において理解することだと述べ

る。 35 
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Text 32. Oakeshott (1975) 91: 

“Hitherto, I have been concerned, in the main, with the identity ‘human conduct’ and with the 

engagement of theorizing it; that is, with understanding an ideal character in terms of its postulates.” 

 

以上の範型的行為論は、第２章、On the Civil Condition, 108-184でも総括されている(112)。 5 

 

Text 33. Oakeshott (1975) 112: 

“Understood in terms of its postulates ‘human conduct’ is ‘free’ (that is, intelligent) agents disclosing 

and enacting themselves by responding to their contingent situations in chosen actions and 

utterances related to imagined and wished-for satisfactions sought in the responses of other such 10 

agents, while subscribing to the conditions and compunctions of a multitude of practices and in 

particular to those of a language of moral understanding and intercourse.” 

 

範型的な意味での「行為」は、それを構成する基本術語に基づいて理解すると、行為主体が自

由であり、その自由な行為主体が、自己を開示し、自己を実現することであり、その目的のために、15 

自分と同じようなほかの行為主体の応答において求める、想像したり願ったりした自分の満足と関

係して、行為や発話を選択することにおいて、偶然置かれた状況に応答することであるが、同時に、

無数の慣習やとりわけ道徳的な言語や道徳的な人間関係の諸拘束や諸要請に寄与することによ

ってである。 

 20 

しかし Oakeshott の範型的行為論は実体的な具体的な行為についての理解に関係しないわけ

ではない（p. 91）。直接的なこれやあれやの実行を理解することは範型的なレベルの行為を理解す

ることに比べて、部分的な理解でも乏しい理解でもないという。そうではなく個々の行為という特殊

個別相を、それを構成する公準から理解することだと述べる。 

 25 

Text 34. Oakeshott (1975) 91: 

“It remains now to consider the engagement to a substantive performance. … I mean the engagement 

to theorize an already identified action or utterance in terms of its postulates.” (91) 

 

人文諸科学の行為論あるいは行為理解に対して Oakeshott は異なるレベルの理解の必要性を30 

説く（99）。 

 

Text 35. Oakeshott (1975) 99: 

“In all such engagements, what is sought, in the first place, is an identifiable practice: a morality, a 

religion, an art, a skill, a genre, a style, a coutume, a ‘productive’ practice, an institution, a cult, a 35 

ceremony, a ritual, a ‘class’, a regime, a profession, an ‘economy’, a ménage, or even a ‘society’ or a 
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‘civilization’ recognized as a procedure (not a process) and understood as an organization of 

recognitions, considerations, dispositions, compunctions, rules, etc. This identity (often spoken as a 

‘structure’) is a practice abstracted from all that may be going on,” (99) 

 

Text 36. Oakeshott (1975) 101:  5 

“Understood in terms of the ideal character ‘human conduct’, a substantive performance is identified 

as an intelligent ‘going-on’ composed of related circumstantial occurrences: an assignable agent 

engaged in self-disclosure and self-enactment, the understood emergent situation in which he 

recognizes himself to be, the beliefs, sentiments, understandings, and imaginings in terms of which 

he deliberates and chooses his response to it, the conditions he acknowledges in making this choice, 10 

the action he performs, and the reply it receives. To theorize it is to accept it in its character as a 

manifold of related occurrences, to discern the identity it constitutes and thus to understand it 

without explaining it away.”  

 

最も重要な結論は、範型的な行為理論のもとで進む具体的な個々の人間の歴史的な実践的遂15 

行をいかに理解するかという問題である。ここで、Oakeshott は、個々の行為を理解するということは、

必然的な物体感の因果的連鎖ではなく、偶有的な諸事象を結びつけている物語を編むことである

とする。偶有性が織り成すものは因果関係ではなく「互いに編みこまれている」ということであって、

「物語」的な関係なのである。したがって、社会学的な分析や心理学的な分析による行為のprocess

の分析ではなく、歴史として、物語として、procedure 間主観的な実践的主体同士の社会関係の構20 

造として、把握することが到達点として示されている(105)。 

 

Text 37. Oakeshott (1975) 105: 

“To understand a substantive performance in which an agent discloses and enacts himself is to put it 

into a story in which it is recognized to be an occurrence contingently related to other occurrences. 25 

Such a story does not open with the unconditional “In the beginning …” but with a conditional, 

“Once upon a time …’. And it has no unconditional conclusion; its end is the beginning of another 

story. This story has no over-all meaning; it is ocurrences understood in terms of the meanings they 

acquire from their evidential contingent relationships.” 

 30 

Text 38. Oakeshott (1975) 105-106: 

“A substantive action or utterance identified in terms of the ideal character ‘human action’ is, then, 

an individual occurrence; and the inquiry in which it may be theorized is concerned to understand it 

in terms of its conditions. These conditions are other such occurrences to which it is connected in a 

contingent relationship. What has to be investigated is the evidential detail of a continuity of 35 

contingently related occurrences in which this performance is the current focus of the theorist’s 
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attention. And the performance is understood neither as a fortuitous happening, nor as a necessary 

consequence, but as an intelligible event.”  

 

Text 39. Oakeshott (1975) 106-107: 

“The theoretical understanding of a substantive action or utterance is, then, in principle, a ‘historical’ 5 

understanding. Theorizing a performance is attending to an occurrence and understanding it as an 

agent (himself a contingent continuity of beliefs) embarked upon an adventure of self-disclosure and 

self-enactment in relation to and in terms of his understood contingent circumstances.” (106-107) 

 

2.5.4 Oakeshottの哲学的保守主義に関する小括 10 

Oakeshott は、世界を重層的な理解の対象ととらえているばかりでなく、その行為論から、市民的

相互関係を社会の成員が理解する関係ととらえている。したがって、理解の主体は行為の主体とし

て、自己の理解の展開を、市民間の実践的主体間の理解の過程として展開することを予想できる。

またそのような含みを、市民間のさまざまな相互関係を含意した記述をちりばめている。それにもか

かわらず、私には、Oakeshott が市民間相互の対論や対話というものを実践的主体の相互関係とし15 

て意識的に展開する意図があるのか否か、今のところ判断できない。理解の過程を描くときには、

己の内部における理解の主体の分裂に基づく問答に言及しているにもかかわらず、実践的主体と

して、人間間にあるとき、その個々人の理解が、相互の理解として、その主体の帰属する他の成員

との問答にまで、展開する用意があるか否かは、今のところ判断できない。 

 また、Oakeshott は、確かに、その行為論は、範型的な行為論から、個々の具体的な経験的な行20 

為において、他の共同体成員との諸関係のもとに理解され、社会過程や心理過程に還元されるこ

となく、「物語」、「歴史」、相互関係の諸手続きとして理解されることを示した。さらに、また、そうした

個々の行為は範型的な行為を通して、法、公共（res publica）へと展開する議論を示した。 

しかし、そのような Oakeshott の実践的世界の構造に関する理解が、先立つ Pocock(1968)の批

判するところをどこまで受け入れていたか、現時点で、私の理解はこの点に答えられない。25 

Oakeshott は、伝承の諸契機、とりわけ、諸実践主体間で展開される多様な変容を受け容れる構造

にまで目を向けていたかは、すなわち共同体内の諸個人で行われる直接間接の承認に目を向け

ていたかは、今のところ私の理解は達していない。 

 

Text 40. Pocock (1968) 187: 30 

“Societies exist in time, and conserve images of themselves as continuously so existing. It follows 

that the consciousness of time acquired by the individual as a social animal is in large measure 

consciousness of his society’s continuity and of the image of its continuity which that society 

possesses; and the understanding of time, and of human life as experienced in time, disseminated in 

a society, is an important part of that society’s understanding of itself ---- of its structure and what 35 

legitimates it, of the modes of action which are possible to it and in it. There is a point at which 
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historical and political theory meet, and it can be said without distortion that every society possess a 

philosophy of history ---- a set of ideas about what happens, what can be known and what done, in 

time considered as a dimension of society ---- which is intimately a part of its consciousness and its 

functioning.”   

「社会というものは時間のうちに存在している。また、社会というものは、自分自身について、時間の5 

うちに存在することが連続的に成り立っているというさまざまな観念を持っていて保存しているもの

である。以上の前提から以下のことが帰結する。すなわち、社会的動物としての個人によって古典

的に獲得されるところの時間の意識とは、だいたいにおいて、自分自身が帰属する社会が連続し

ているという意識であり、その社会が所有している、その持続性についての観念についての意識で

あるということが帰結する。また以下のことも帰結する。時間について理解することや、時間の中に10 

おいて経験される人間の生活について理解することは、これらの理解は、社会の中で伝播していく

ことであるが、それは、その社会が自分自身を理解することの重要な部分である。この場合の自己

自身とは、社会の有する構造であり、その社会を合法的なものとする条件のことであり、社会にとっ

て、また社会の中で可能な行動様式のことである。歴史の理論と政治学の理論が出遭う場が存在

し、いずれの社会も歴史の哲学を所有していると、すなわち、社会の有する次元の一つとみなされ15 

る時間において、何が生起しているか、何を知ることができるか、何をなすことができるかに関する

観念の集合を所有していると、そして、このことは、社会の意識、並びに、社会の機能の一部と緊密

になっていると、歪曲することなしに、言うことができる。」 

 

Text 41. Pocock (1968) 187-188: 20 

 “An essential feature of society is tradition ---- the handing on of formed ways of acting, a formed 

way of living, to those beginning or developing their social membership ---- and the transmitter of a 

message cannot do without some image of a message which he has received and of the way in which 

he received it. Both images will be, in some way or other, conceptualizations of the mode of activity 

to be handed on, and it will be thought of as having been received by the transmitter from 25 

transmitters before him: his predecessors in a craft, his ancestors in a society, or both. Societies 

therefore look backward in time to those from whom ‘we’ received what we now tell ‘you’; even the 

so-called ‘timeless’ societies described by anthropoligists are not really exceptions to this rule. But 

the variety of the ways in which societies have conceived the transmission of their traditions is very 

great indeed. This is not surprising when we consider, first, that the image of an activity’s 30 

continuance must vary both with the character of the activity and with the ways in which practice of 

it may be thought to be transmitted; second, that any society or social complex envisaging its own 

continuity must do so in terms of those elements of its structure of which it is sufficiently aware to 

consider them continuous. Social activities and structres vary widely, and it cannot be predicted with 

certainty what elements of them will become institutionalized to the point of having stable and 35 

continuous images. Even in very simple societies, extrapolation of the image of the social structure 
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in time can produce accounts varying widely, from one society to another, of the ‘past’, that is of the 

way in which transmission has been and is being conducted. In complex societies, the past itself is 

complex; society consists of a number of patterns of behaviour, each of which generates its own 

‘past’ and need not be thought of as continuous in the same way as its neighbour; there may be 

contradiction between these ‘pasts’, and even conflict.” (Pocock, J. G. A. (1968) 187-188) 5 

 

「社会の本質的特性は伝承である。すなわち、形式としての行為様式、形式としての生活様式を、

社会の一員となることを始めたり深化させたり者たちに受け渡すことである。そして、伝達内容を伝

達する者は、自分が今まで受け取ってきた伝達内容について、また伝達内容を受け取った受け取

り方について、何らかの観念なしにすますことはできない。これら二つの観念は、何らかの仕方で、10 

受け渡す活動様式を概念化することになる。そしてこの受け渡される活動様式は、自分により以前

の伝達者たちから、例えば、手工芸における先達や社会における先祖たちから、自分が受け取っ

たものと考えられることになる。それゆえに、社会というものは、時間において、「われわれが」「今あ

なたがたに」伝えていることを受け取った際の送り手に、時間の上で遡る方向に向かって目を向け

ることになる。人類学者によって記述される、いわゆる「時間のない」社会でさえ、現実にはこの法15 

則の例外ではない。しかし、社会というものが、みずからの諸伝承を伝達することをどのように概念

的にとらえているかというと、そのとらえかたは、実際極めていたようなものなのである。このことは驚

くに当たらない。第一に、ある活動が絶えることがないということについての観念が、その活動の性

格が異なれば、また、そのことの習慣がそのようにして伝達されると考えることができるかに応じて、

さまざまであらざるを得ないということを考えればわかることである。また、第二に、いかなる社会も、20 

あるいは、社会的複合体も、自分自身が昔から続いているということを考えてみる時には、自分た

ちの社会構造を構成しているさまざまな構成要素の中で、昔から続いているとみなせるほど十分認

知できている構成要素の点で考えてみなければならないことを考えればわかることである。社会的

な諸活動や諸構造というものは様々異なっているものであり、そうしたもののどの構成要素が、制度

化して、安定して継続的な観念を有することになるかは、確実には予想できる事柄ではない。極め25 

て単純な社会においてさえ、時間のうちにある社会構造の観念を極端にまで突き詰めれば、「過去」

というものをどのように説明するか、すなわち、伝達がどのように行われてきたかまた現にどのように

行われているか、このことについて、その説明は、社会によってさまざまにことなるものが生み出さ

れることになる可能性があるのである。複雑な社会では、過去そのものが複雑である。社会は、習

慣的振る舞いの数多くの様式からなっている。そのそれぞれの様式はそれ自身の「過去」を産み出30 

し、それに隣接するものと同じ仕方で昔からあると考える必要はないのである。こうしたそれぞれの

様式の有する「過去」の間には、矛盾があるかもしれないし、相互の相克さえあるかもしれないので

ある。」 

 

Text 42. Pocock (1968) 188: 35 

“Oakeshott has emphasized the extent to which a ‘tradition of behaviour’ is not conceptualized, 
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whether because its transmission takes place unnoticed or because it would not be appropriate to 

conceptualize it overmuch, consisting as it does in ‘imitations’ and ‘nuances’. Nonetheless 

conceptualization of tradition is constantly going on, as it must if tradition is to function among 

self-conscious and communicative creatures, and we are beginning to see that it may take place in a 

variety of ways and give rise to a variety of mental phenomena. The concepts which we form from, 5 

and feed back into, tradition have the capacity to modify the content and character of the tradition 

conceptualized and even the extent to which it is conceived and rendered as a tradition. There 

consequently arise a wide variety of attitudes and strategies which men may adopt towards society’s 

consciousness of, and in, its political life. In addition, however, since so large a part of men’s 

consciousness of environment and time is gained through consciousness of the frame of social 10 

relationships which they inhabit, the conceptualization of a tradition is an important source of their 

images of society, time and history. The importance of these visibly transcends the political; we are 

looking at one of the origins of a distinctively human awareness.” 

   

「Oakeshott は、ある「習慣的行いの伝承」がどれほど概念化されることのないものであるのか、この15 

ことを強調してきた。その理由が、その行いの伝達が気づかないうちに生じているからなのか、ある

いは、その伝承が実際「ほのめかし」や「意味の陰影」において行われるものであるから、それをあ

まりに明確に概念化することはふさわしくないであろうからなのか、理由は定めないまま Oakeshott

はそのことを強調してきた。それにもかかわらず、伝承を概念化することは不断に進捗しているので

ある。またこのことは、伝承という事柄が自己意識的な、相互に意思を伝達し合う生き物のあいだで20 

機能すべき事柄であるならば、必然的な事柄なのである。またわれわれは、伝承という事柄が多様

な仕方で正規する可能性が有り、また、多様な心的現象を生み出す可能性があるということを理解

することの緒にちょうど立っているのである。伝承から我々が形成するものであり、また、伝承へと

我々が再び返すものであるところの諸概念は、概念化される伝承の内容と性格を変容する能力を

有し、また、どれほどその内容と性格がどれほど伝承として受け取られ、そうみなされるかということ25 

さえ変容する能力を有するのである。その結果として、人びとが、社会における政治的生活に対し

て、また、その政治生活の中で、採用する可能性のある態度や戦略には実に多様なものが生じて

くることになるのである。しかしながら、このことに加えて、人びとの環境や時間に関する意識の極め

て多くの部分は、自分たちが暮らしている場である社会的諸関係の枠組みを意識することを通じて

獲得されるのであるから、伝承の概念化という事柄は、人々の抱く社会や時間や歴史に関する観30 

念の重要な源なのである。こうした人々の観念の重要性は、政治的なるものを目に見えて凌駕して

いる。われわれは、気づきのなかでも優れて人間的なるものの起源の一つを見ていることになるの

である。」 

 

2.6哲学的保守主義の系譜における佐藤一進(2014) 『保守のアポリアを越えて』の有する位置 35 
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  「共和国」とは、res publicaの訳語であり、古典ギリシャ語ではτὰ κοινάである。すなわち社会集

団が集団的な合意によって処理すべき案件、または集団で共有すべき財を原義とする。これらが、

集団的な相互主観的な協働をいかなる形であれ要求すると考えられる。このような条件において、

保守主義者は、現代においては、「自律」をテロスとするというとき、自らが自らを律するとは、それ

は単なる個人道徳の問題であるのか。それとも、集団的合意形成に関わる問題であるのか。 5 

そしてそれは、自己が自己をしはすること、自治を含意することなのか。その場合、一命令者が

多数を被命令者とすることを輪番で行うことなのか、それとも少数部分がのこり大多数を支配するこ

とを輪番で行うことなのか、それとも、全員が全員を相互に命令し合う集合知を想定しているのか

（leadership と followershipが混在し網の目のように張り巡らされる関係なのか）。 

また保守主義者にしか「自律」を達成できないと想定されるとき、それは、保守主義者同士のど10 

のような連帯と集団的合意形成を予想していることなのか。 

 

Text 43. 佐藤一進 (2014) 「むすびにかえて」 265: 

「繰り返すが、本書の狙いは、あくまでも成立期の保守主義の輪郭
プロフィール

に重ねて、共和主義という思

想史上の一つの補助線を引くことで、思想としての保守主義への根源へと強い光を当てることに限15 

定されている。」 

 

Text 44. 佐藤一進 (2014) 「保守のレゾン・デートル」251-252 

「とはいえ、保守という実践が、思索ないし観想という哲学的な営みに先導されて開始されるわけで

はない。人間の運命について述べるオルテガ・イ・ガゼットの言い回しになぞらえれば、保守主義20 

者の「運命」とは、まずもって実践である。保守主義者は思索するために実践するのではなく、実践

するためにこそ思索する。したがって、時宜に適った保守の実践は、それに先立つところの反省に

よって律せられていないかぎり不可能であり、思索、観想、そして内省は根本的に、さらなる保守の

実践に備える営為以外の何物でもない。しかし、それらのすべてをもたらす最初の一手は、あくま

でも、慣習的な実践への参画として創始
アルケイン

される。そうした実践の裡から、内省を経て、意識の上に25 

明瞭な姿で立ち現われ、さらなる実践へと人びとを編み込む導きの糸こそが伝統にほかならない。

こうした思索と活動の間のたえざる跳躍的な往還、バークが遂行した理論と実践の不断なる架橋に

よってこそ、技術知と実践知の間には、失われた均衡が回復され、自律という理念と保守という実

践は、現在という個別的な時間を超えゆく伝統の脈動のなかにおいて結びつく。／【改行】ただし、

ふたたびオルテガの言い方を借りれば、保守主義者は、決して安全な様態で保守主義者であるの30 

ではなく、むしろ保守主義者であることは、いまにも保守主義者ではなくなるということ、絶対にして

危険な冒険であるということを意味している。比喩をもって言いかえれば、こうもりは、こうもりである

ことをやめること、すなわち非こうもり化することができないのに対して、保守主義者は、たえず非保

守主義者化される危険のただなかにおかれている。【以下その理由として恒常性の失われた現代

の生の状況が描かれる（括弧内引用者）】」 35 
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Text 45. 佐藤一進 (2014) 「保守のレゾン・デートル」 251-252: 

「はたして、われわれは、次々と継起するみずからの知覚を、一定の一貫性を有する歴史叙述

(histriography 【historiography】) へと編み上げ、その物語（sotry 【story】）のなかで、みずからの

経験と存在を、不断の危機のただなかでの均衡として了解しえているであろうか。なおも自律として

の善き生を志向し、不完全な時間の次元の彼方から届くその輝きに導かれ、そこに向かわんとする5 

果てなき旅の果てなき旅のパートナーシップを構成しえているであろうか。むしろ、未来に関する空

想によって造られるものとして以外に、われわれは、現在を生きることさえしなくなっていないであろ

うか。ふと気づけば、無数のイリュージョンに依存する政治と経済のハイパー・リアルな世界に、は

たまた、個人的な空想と情念、野望と虚栄心から築き上げられたバベルの塔に住まうことを余儀な

くされてはいないであろうか。つまり、われわれは、極致的な主観性の世界、形而上学的に完成さ10 

れた 超
エクストラ

＝領域的
シ ヴ ィ ッ ク

な世界へと、ついに移住しつつあるのではないか。【この想定が正しければフラ

ンス革命後の世界にあっては、一層、言説と行為の文脈が一致を見る可能性がなくなるとする】」 

 

Text 46. 佐藤一進 (2014) 「保守のレゾン・デートル」254-255: 

「バークが批判した近代世界のモーメントは、このように【ポスト産業課のグローバル社会の状況に15 

おいて、情報爆発にともない、刹那的で虚構的な情報に晒されることなど】、いまだに決して止むこ

とを知らない。それは、時間を切り刻み、極小の単位にまで断片化することで、その本質が歴史の

消滅を促進するものであることを、今日いよいよ顕現させている。／【改行】近代世界がこうした時

間と空間の領域に臨界していることを身をもって洞察したがゆえに、バークは、作法の政治経済学

に展開と深化をもたらし、保守主義を生誕させた。したがって、かような世界的なモーメントへの対20 

峙と、たえざる自己喪失の危機への対処は、そもそも、近代においてこそ固有の存在意義をおびる

保守主義者の生の条件であり、保守主義者に固有の運命であると認識しなければならないのでは

なかろうか。否、いっそう正確に問えば、自律というテロスの追求を、近代という条件の下でなお可

能とする方法、それはほぼ唯一の方法が、バークによって言説化された実践としての保守主義で

あり、かつ思想としての保守主義であるのではないか。つまり、古来、共和主義者によって追求され25 

てきた理念としての自律は、近代において、保守主義者のみが果たしうるのではないないであろう

か。【以下保守主義者のみに可能となるとされる理念としての自立が現実化するために保守主義

者がなさねばならない二つの実践的条件が示される】」 

 

2.7 レオ・ストロースにおけるバーク解釈の意義－「歴史性の問題」のアクチュアリティ 30 

Oakeshott における人間行為論においては、行為の理解とは行為を物語として、歴史として理解

することであった。人間の行為の歴史性の問題について、ここでは、同時代のほかの歴史的保守

主義の理解とも対照しておきたい。 

ストロース（Strauss, L. (1968), On Natural Law, in: id. (1983), Studies in Platonic Political 

Philosophy, Chicago UP, 137-146.）にとって、バークの登場とは、同時代の理性主義に対する対立35 

として現代の歴史主義につながるものと理解する。 
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ストロースは、現代の思想は実証主義と歴史主義との二つの潮流に分裂していると捉える。近代

科学を認識の基準として、事実判断と価値判断とを切り離し、価値判断を正当化することはできな

いとする実証主義（科学主義）に対して、価値判断と事実判断を分離することはできず、判断の総

体は世界観として歴史的に拘束されたものとする歴史主義が対立すると考える。この思想的見取り

図のもとで、ストロースは、バークの登場を、歴史主義に連なるものと見るのである。具体的には、フ5 

ランス革命を支持して、カントが、理性主義の側にあって、自然法に代えて、科学法則と同じ普遍

性を追求したことに対して、バークは、自然権思想に代えて、アングル人の記憶を超えて伝承され

た権利を提唱して、歴史主義に流れに連なると解釈するのである。 

  ストロースは、バークを、政治的保守主義という英国保守主義思想における位置付ける英国的

文脈ではなく、ハイデッガーの実存主義における歴史性の問題に連なるものとして見る支店を提供10 

しているのである。もちろんバークが、ハイデッガー的枠組みで見ていたわけではない。しかしなが

ら、ストロースのこの解釈からも示唆されることは、ハイデッガーが、現存在の実存論的な分析にお

いて、デカルト的「理性主義」における超越論的な自我の定立に対して、現存在の世界内存在とし

ての、歴史的な文脈に投げ出されているありかたを捉えていることと、バークの立場との相同性を

見ていることである。そして、さらにハイデッガー解釈との相同性を貫くならば、現存在が非本来的15 

な時間性のあり方ばかりでなく、己の限界からの己の取り戻しにおいて、本来的な時間性において、

自己の共同体の共同的な運命にまで委ねていくありかたにまで、すなわち、単なる自己の歴史性

に同化すること以上の、積極的な自覚的な自己の共同体の歴史性のとりもどし、伝承をバークに見

ていたとも解釈できる。 

 20 

Text 47. Strauss (1968) 145-146: 

“Rousseau further differed from Hobbes by realizing that if man is by nature asocial, he is by nature 

arational; questioning the traditional view that man is the rational animal, he found the peculiarity of 

man in his perfectibility or, more generally stated, his malleability. This led to the conclusions that 

the human race is what we wish to make it and that human nature cannot supply us with guidance as 25 

to how man and human society ought to be. ---- Not Rousseau but Kant drew the decisive conclusion 

from Rousseau’s epoch-making innovations: the Ought cannot be derived from the Is, from human 

nature; the moral law is not a natural law or derivative from a natural law; the criterion of the moral 

law is its form alone, the form of rationality, i.e., of universality; just as according to Rousseau the 

particular will becomes the unblameable positive law by being generalized, according to Kant the 30 

maxims of action prove to be moral if they pass the test of being universalised, i.e., of being possible 

principles of universal legislation. ---- At about the same time that Kant, sympathizing with the 

French Revolution, radicalized the most radical form of modern natural right and thus transformed 

natural right and natural law into a law and a right which is rational but no longer natural, Burke, 

opposing the French Revolution and its theoretical basis, which is a certain version of modern 35 

natural right, returned to pre-modern natural law. In doing so, he made thematic the conservatism 
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which was implicit to some extent in pre-modern natural law. Therewith he profoundly modified the 

pre-modern teaching and prepared decisively the transition from the natural “rights of man” to the 

prescriptive “rights of Englishmen,” from natural law to “the historical school.” (145-146) 

 

Text 48. Strauss (1968) 137: 5 

“Natural law, which was for many centuries the basis of the predominant Western political thought, 

is rejected in our time by almost all students of society who are not Roman Catholics. It is rejected 

chiefly on two different grounds. Each of these grounds corresponds to one of the two schools of 

thought which are predominant today in the west, i.e., positivism and historicism. According to 

positivism, genuine knowledge is scientific knowledge and scientific knowledge can never validate 10 

value judgements; but all statements asserting natural law are value judgements. According to 

historicism, science (i.e. modern science) is but one historical, contingent form of man’s 

understanding of the world; all such forms depend on a specific Weltanschauung; in every 

Weltanschauung the “categories” of theoretical understanding and the basic “values” are inseparable 

from one another; hence the separation of factual judgements from value judgements is in principle 15 

untenable; since every notion of good and right belongs to a specific Weltanschauung, there cannot 

be a natural law binding man as man. Given the preponderance of positivism and historicism, natural 

law is today primarily more than a historical subject.” (p. 137) 

 

Text 49. Strauss (1971) 29-30: 20 

“As for the contemporary West, the intellectual powers peculiar to it are neo-positivism and 

existentialism. Positivism surpasses existentialism by far in academic influence and existentialism 

surpasses positivism by far in popular influence. Positivism may be described as the view according 

to which only scientific knowledge is genuine knowledge; since scientific knowledge is unable to 

validate or invalidate any value judgements, and political philosophy most certainly is concerned 25 

with the validation of sound value judgements and the invalidation of unsound ones, positivism must 

reject political philosophy as radically unscientific. Existentialism appears in a great variety of 

guises but one will not be far wide of the mark if one defines it in contradistinction to positivism as 

the view according to which all principles of understanding and of action are historical, i.e. have no 

other ground than groundless human decision or fateful dispensation: science, far from being the 30 

only kind of genuine knowledge, is ultimately not more than one form among many of viewing the 

world, all these forms have the same dignity. Since according to existentialism all human thought is 

historical in the sense indicated, existentialism must reject political philosophy as radically 

unhistorical.” (29-30) 

 35 

Text 50. Strauss (1971) 31: 
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“Among the many things that make Heidegger’s thought so appealing to so many contemporaries is 

his accepting the premise that while human life and thought is radically historical, History is not a 

rational process. As a consequence, he denies that one can understand a thinker better than he 

understood himself and even as he understood himself: a great thinker will understand an earlier 

thinker of rank creatively, i.e. by transforming his thought, and hence by understanding him 5 

differently than he understood himself. One could hardly observe this transformation if one could 

not see the original form. Above all, according to Heidegger all thinkers prior to him have been 

oblivious of the true ground of all grounds, the fundamental abyss. This assertion implies the claim 

that in the decisive respect Heidegger understands his great predecessors better than they understood 

themselves.”     10 

 

Text 51. Strauss (1971) 31-32: 

“Husserl however had realized more profoundly than anybody else that the scientific understanding 

of the world, far from being the perfection of our natural understanding, is derivative from the latter 

in such a way as to make us oblivious of the very foundations of the scientific understanding: all 15 

philosophic understanding must start from our common understanding of the world, from our 

understanding of the world as sensibly perceived prior to all theorizing, Heidegger went much 

further than Husserl in the same direction: the primary theme is not the object of perception but the 

full thing as experienced as part of the individual human context, the individual world to which it 

belongs. The full thing is what it is not only in virtue of the primary and secondary qualities as well 20 

as the value qualities in the ordinary meaning of that term but also of qualities like sacred or profane: 

the full phenomenon of a cow is for a Hindu constituted much more by the sacredness of the cow 

than by any other quality or aspect. This implies that one can no longer speak of our “natural” 

understanding of the world; every understanding of the world is “historical.” Correspondingly, one 

must go back behind the one human reason to the multiplicity of historical, “grown” not “made,” 25 

languages. Accordingly there arises the philosophic task of understanding the universal structure 

common to all historical worlds. Yet if the insight into the historicity of all thought is to be preserved, 

the understanding of the universal or essential structure of all historical worlds must be accompanied 

and in a way guided by that insight. This means that the understanding of the essential structure of 

all historical worlds must be understood as essentially belonging to a specific historical context, to a 30 

specific historical period. The character of the historicist insight must correspond to the character of 

the period to which it belongs.” (31-32)    

 

Text 52. Heidegger (1927) 1.2.5.72 

「現存在の歴史性の分析は、次のことを示そうと試みる。すなわち、この存在者は、「歴史の内に立35 

っている」ゆえに、「時間的」に存在するのではなく、逆に、おのれの存在の根拠において時間的に
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存在するゆえにのみ、この存在者は歴史的に実存するのであり、また実存しうるということ、これで

ある。」（原佑 渡邊二郎訳『ハイデガー 存在と時間 III』中央公論新社 2003、第１部 第２篇 

第５章 「時間性と歴史性」第 72節 「歴史の問題の実存論的・存在論的開陳」174） 

 

Text 53. Heidegger (1927) 1.2.5.72 5 

“Das Dasein hat faktisch je seine <Geschichte> und kann dergleichen haben, weil das Sein dieses 

Seienden durch Geschichtlichkeit konstituiert wird.” (Heidegger, M. (1927), Sein und Zeit, (repr. 

Tübingen, 1986, 1.2.5.72, 382) 

 

「現存在は、そのつどおのれの「歴史」をもっており、またそのようなものをもちうる。というのは、現存10 

在というこの存在者の存在は歴史性によって構成されているからなのである。」（原佑 渡邊二郎訳

『ハイデガー 存在と時間 III』中央公論新社 2003、第１部 第２篇 第５章 第 74節 「歴史性の

根本機構」187） 

 

Text 54. Heidegger (1927) 1.2.5.74 15 

“Nur Seiendes, das wesenhaft in seinem Sein zukünftig ist, so daß es frei für seinen Tod an ihm 

zerschellend auf sein faktisches Da sich zurückwerfen lassen kann, das heißt nur Seiendes, das als 

zukünftiges gleichwar gewesend gleichursprünglich gewesend ist, kann sich selbst die ererbte 

Möglichkeit überliefernd, die eigene Geworfenheit übernehmen und augenblicklich sein für <seine 

Zeit>. Nur eigentliche Zeitlichkeit, die zugleich endlich ist, macht so etwas wie Schicksal, das heißt 20 

eigentliche Geschichtlichkeit möglich.” (ibid. 1.2.5.74, 385) 

 

「本質上おのれの存在において到来的であり、したがって、おのれの死に向かって自由でありつつ、

死に突きあたって打ち砕けておのれの現事実的な現へと投げ返されうる存在者のみが、言いかえ

れば、到来的なものとして等根源的に既在しつつ存在している存在者のみが、相続された可能性25 

をおのれ自身に伝承しつつ、おのれの固有な被投性を引き受けて、「おのれの時代」に向かって

瞬視的に存在することができる。本来的であって、同時に有限的な時間性のみが、運命といったよ

うなものを、すなわち本来的な歴史性を可能にするのである。」（原佑 渡邊二郎訳『ハイデガー 

存在と時間 III』中央公論新社 2003、第１部 第２篇 第５章 第 74 節 「歴史性の根本機構」

192） 30 

 

Text 55. Heidegger (1927) 1.2.5.74 

“In der uneigentlichen Geschichtlichkeit dagegen ist die ursprüngliche Erstrecktheit des Schicksal 

verborgen. Unständig als man-selbst gegenwärtigt das Dasein sein <Heute>. Gewärtig des nächsten 

Neuen hat es auch schon das Alte vergessen. Das Man weicht der Wahl aus. Blind für Möglichkeiten 35 

vermag es nicht, Gewesenes zu wiederholen, sondern es behält nur und erhält das übrig gebliebene 



43 

 

<Wirkliche> des gewesene Welt-Geschichtlichen, die Überbleibsel und die vorhandene Kunde 

darüber. In die Gegenwärtigung des Heute verloren, versteht es die <Vergangenheit> aus der 

<Gegenwart>. Die Zeitlichkeit der eigentliche Geschichtlichkeit dagegen ist als 

vorlaufend-wiederholender Augenblick eine Entgegenwärtigung des Heute und eine Entwöhnung 

von der Üblichkeiten des Man. Die uneigentlich geschichtliche Existenz dagegen sucht, beladen mit 5 

der ihr selbst unkenntlich gewordenen Hinterlassenschaft der <Vergangenheit>, das Moderne. Die 

eigentliche Geschichtlichkeit versteht die Geschichte als die <Wiederkehr> des Möglichen und weiß 

darum, daß die Möglichkeit nur wiederkehrt, wenn die Existenz schicksalhaft-augenblicklich für sie 

in der entschlossenen Wiederholung offen ist.” (Die Geschichtlichkeit und die Welt-Geschichte, ibid. 

1.2.5.75, 391-2) 10 

 

「決意性は、おのれ固有の自己に対する実存の忠実さを構成する。不安の用意のある決意性とし

てこの忠実さは、同時に、自由に実存することがもちうる唯一の権威に対する、すなわち、実存の

取り返しうる諸可能性に対する可能的な畏敬なのである。・・・運命としての決意性は、場合によっ

ては状況に応じて要求されて、或る特定の決意を放棄するということに向けられた自由なのである。15 

このことによって、実存の恒久性は中断されるのではなく、まさしく瞬視的に確証されるのである。

恒久性は、「諸瞬間」の相互結合によって、またこれにもとづいてはじめて形成されるのではなく、こ

れらの諸瞬間は、到来的に既在しつつある取り返しというすでに伸び拡げられている時間から発言

するのである。／これに反して、非本来的な歴史性においては、宿命の根源的な伸び拡がりは秘

匿されている。世人自己として、現存在は、頼りない変わりやすさで、おのれの「今日」を現成化す20 

る。最も身近な新奇なものを予期することによって、そうした現存在はいちはやく古いものを忘却し

てしまっている。世人は選択を回避するのである。諸可能性に対して盲目であるために世人は、既

在したものを繰り返すことができず、むしろ世人は、既在した世界・歴史的なもののうちの残存して

いる「現実的なもの」、つまり、残り物やそれに関する事物的に存在している報告を、たんに保有し

て維持するだけなのである。今日を現成化することのなかに自己喪失してしまっているので、世人25 

は「過去」を「現在」から了解するのである。これに反して、本来的歴史性の時間性は、先駆しつつ

取り返す瞬視として、今日の現成化の否定であり、世人の習慣を断つことなのである。これに反して、

非本来的に歴史的な実存は、おのれ自身には見分けのつかなくなった「過去」の遺物を背負って、

当世風のものを求める。本来的歴史性は、歴史を可能的なものの「回帰」として理解し、そして実存

が決意した取り返しにおいて可能性に向かって運命的・瞬視的に開かれているときにのみ、その可30 

能性が回帰することを、知っている。」（原佑 渡邊二郎訳『ハイデガー 存在と時間 III』中央公論

新社 2003、第１部 第２篇 第５章 第 75節 「現存在の歴史性と世界・歴史」205-206） 

      

3. プラトンの対話篇におけるソクラテス理解における哲学的保守主義の問題設定の有効性 

 35 

3.1 レオ・ストロースのプラトン対話篇解釈プログラムの射程 
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ここで、哲学的保守主義の文学的解釈、哲学史的解釈にまで影響を及ぼした一例を、私自身の

研究上の自伝的回顧として、関説しておきたい。 

レオ・ストロースが、1964 年当時『都市（ポリス）と人間』を執筆した際に、プラトンの対話篇解釈に

あたって、近代の哲学的保守主義の問題設定を意識していたかは、序文やその方法論的記述に

おいては、今のところ明らかではない。単に、文学的な解釈論の問題としてしか意識されていなか5 

ったかもしれない。しかしながら、後の歴史主義への傾きを予示するものとして、結果的には、ソクラ

テス研究、プラトン対話篇研究において、哲学的保守主義の問題設定として、歴史的文脈の重視

という問題設定を、文学解釈に導入していることになる。 

また、このことは、メッセージ機能、あるいは、そのメッセージ理解の前提となる意味論、したがっ

て、哲学的問題としての存在論に、注意を傾注してきた、プラトン研究に対して、作品の全体を把10 

握するための方向を対置した意義をもっている。 

レオ・ストロースの方法論的な提起を、古代からのプラトン対話篇の研究法の中に位置づけてみ

ると、端的には、世のプラトン研究者の俗見として、ストロースは、プラトンの思想は知ることができな

いという「懐疑主義者」というレッテルが貼られることになる。 

他方、レオ・ストロースの方法論的な提起は、対話篇からはプラトンの思想を知ることはできない15 

という立場に立つミラノ＝テユービンゲン学派とも共通するところがある。 

さらに、「対話篇のソクラテスは、作者プラトンの代弁者ではなく歴史的ソクラテスである」（プラト

ンは、ソクラテスの伝記的記述を行った、したがって、『イデア論』はソクラテスの説でプラトンの説で

はない）というバーネット＝テイラー説とも、伝記的記述とみなすか否かは別にして、対話のおかれ

ている文脈重視という点では同調するところがある。実際、ソクラテスがイデア論者であるという考え20 

は、バーネット＝テイラー説として知られており、バーネット自身もその著作群で先行学説に触れて

いない。が、しかし、これはすでにプロクロスが唱えていたことである。もちろんアリストテレスの『形

而上学』A巻の記述とは一致しないけれども、プロクロスは、『『パルメニデス』篇注釈』でアリストテレ

スのこの立場を批判している。 

ではストロースの提案が奇異な説かと改めて問えば、その後の Straussian の成果に対する評価25 

は別にして、細部に対するプラトンの意図を分析するということでは、新プラトン派の解釈課題とも

重なるものである。また、古代懐疑派における、ソクラテスは断定を発言の場でも知覚の場面でも、

中止しているというソクラテス理解とも一致する。 

他方、明らかに、アリストテレスの対話篇解釈（例えば、『政治学』における、プラトン『国家』、『法

律』篇の解釈）とは異なるし、また、対話者を捨象して、議論だけを対話から抽象する『ニコマコス倫30 

理学』における『ヒッピアス（小）』解釈の実例とも異なる。 

ストロースの提案に従って、Straussian と英米で言われるプラトン研究者たちが、一般には「懐疑

主義者」のレッテルで貶められていることが多分にあるけれども、再度、プラトン研究のプログラムと

しては、どのような意義をもつであろうか。 

アリストテレスの証言を、対話篇という文学形式をプラトンとソクラテスの思想に転換するための解35 

釈上の変換コードとする立場が長い伝統を経てきている。その結果、それがあたかも正統な解釈と
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して、「対話篇『○○』でプラトンは、云々と主張している」という言辞について方法論的にその正当性

も問うことなく、無前提性を誇る哲学の専門論文で横行している。その解釈命題の正当性について

は問うことなく党派として慣習化されている。 

こうした状況を考えると、ストロースの提案は、バーネット＝テイラー説、ミラノ＝テユービンゲン学

派、新プラトン派の諸注釈等とも部分的に対応しながら、改めて、一つ一つの対話篇を独立の対5 

話篇として、その構造的な細部を分析することを通して、プラトンの言語行為に近づく方法を提示し

ている。プラトンの責任に残されていたことがらとして、細部の構成をしている作為の意図が明示さ

れていたとおり、例えば、発言者のイロニーの構造や、対話劇内の先行・後続の言語行為への言

及を通して、（先ずは、作品内に意図された聴者を通じて）現実の読者に、先行、後続する細部へ

の注意を促していることのうちに、問題への応答を迫る作者の意図にわれわれは近づくことができ10 

る。ここに、ストロースのプログラムはなお実践されていくべきアクチュアリティを持っていると考えら

れる。 

 

Text 56. Strauss (1964) 50: 

“Generally speaking, we can know the thought of a man only through his speeches oral or written. 15 

We can know Aristotle’s political philosophy through his Politics. Plato’s Republic on the other hand, 

in contradistinction to the Politics, is not a treatise but a dialogue among people other than Plato. 

Whereas in reading the Politics we hear Aristotle all the time, in reading the Republic we hear Plato 

never. In none of his dialogues does Plato ever say anything. Hence we cannot know from them what 

Plato thought.”  20 

 

「一般的に言って、ある人間の思想を知ることができるのは、その人間の語られたものあるいは書か

れたものとしての発言を通してのみである。アリストテレスの政治哲学は、アリストテレスの書いた

『政治学』によって知ることができる。他方、プラトンの書いた『国家』篇は、アリストテレスの『政治学』

の場合とは対照的に、論文ではなくプラトン以外の人々のあいだで交わされる対話である。『政治25 

学』を読んでいる時には、始終アリストテレスの声が聞こえるが、『国家』篇を読んでいる時には、一

時もプラトンの声は聞こえないのである。プラトンは、自らの対話篇のどの作品においても、何一つ

語っていないのである。それゆえに、プラトンが何を考えたかを、その対話篇から知ることはできな

いのである。」 (Strauss, Leo (1964), ‘On Plato’s Republic’, The City and Man, The University of 

Virginia Press, 50-138: 50) 30 

 

Text 57. Strauss (1964) 52: 

“One cannot understand Plato’s teaching as he meant it if one does not know what the Platonic 

dialogue is. One cannot separate the understanding of Plato’s teaching from the understanding of the 

form in which it is presented. One must pay as much attention to the How as to the What. At any rate 35 

to begin with one must even pay greater attention to the “form” than to the “substance,” since the 
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meaning of the “substance” depends on the “form.” One must postpone one’s concern with the most 

serious question (the philosophical questions) in order to become engrossed in the study of a merely 

literary question.” (ibid. 52) 

 

「プラトンが意図したとおりの教説というものは、プラトンの対話篇がなんであるかを知らなければ理5 

解することはできない。プラトンの教説を理解することを、それが提示されている形式を理解するこ

とから、切り離すことはできない。＜何＞と同じ程に＜いかに＞に注意しなければならない。ともかく

まず第一に、「内容」の意味は「形式」に依存しているのであるから、「内容」よりも「形式」により一層

注意することまでしなければならない。一番大事な問題（哲学的諸問題）に対する関心を後回しに

して、先ず、単に文学的に過ぎない問題の研究に熱中しなければならない。」(ibid. 52) 10 

 

さらに、ストロースは、プラトンの対話篇はドラマとして読まれなければならないことを挙げ、具体的

には、ドラマ内の登場人物の発言を、「行ない」という観点から理解しなければならないというプログ

ラムである。具体的には、次のような解釈のプログラムとなる対話のおかれた社会的な場と対話に

おける対話者の逐一の実際の具体的なふるまい、どんな人間同士のあいだでどんなはたらきかけ15 

が相互に行われているのか。人物の年齢、人格、能力、社会的地位、風貌こうしたことがまず分析

されなければならない。しかも、これらは作者プラトンの意図された文学的作為として分析されなけ

ればならない。(Text 58) 

 

Text 58. Strauss (1964) 59-60: 20 

“According to Plato’s Socrates [Socrates in the frame conversation over the editorial work of 

conversation in the beginning of the Theaetetus (bracket mine)], we would then have to say that 

Plato conceals himself completely in his dialogues. This does not mean that Plato conceals his name; 

it was always known that Plato was the author of the Platonic dialogues. It means that Plato conceals 

his opinions. We may draw the further conclusion that the Platonic dialogues are dramas, if dramas 25 

in prose. They must then be read like dramas. We cannot ascribe to Plato any utterance of any of his 

characters without having taken great precautions. …. … we must understand the “speeches” of all 

Platonic characters in the light of the “deeds.” The “deeds” are in the first place the setting and the 

action of the individual dialogue: on what kind of men does Socrates act with his speeches? what is 

the age, the character, the abilities, the position in society, and the appearance of each? when and 30 

where does the action take place? does Socrates achieve what he intends? is his action voluntary or 

imposed on him? Perhaps Socrates does not primarily intend to teach a doctrine but rather to educate 

human beings ---- to make them better, more just or gentle, more aware of their limitations. For 

before men can genuinely listen to a teaching, they must be willing to do so; they must have become 

aware of their need to listen; they must be liberated from the charms which make them obtuse; this 35 

liberation is achieved less by speech than by silence and deed ---- by the silent action of Socrates 
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which is not identical with his speech. But the “deeds” also include the relevant “facts” which are 

not mentioned in the “speeches” and yet were known to Socrates or to Plato; a given Socratic speech 

which persuades his audience entirely may not be in accordance with the “facts” known to Socrates. 

We are guided to those “facts” partly by the unthematic details and partly by seemingly causal 

remarks. It is relatively easy to understand the speeches of the characters: everyone who listens or 5 

reads perceives them. But to perceive what in a sense is not said, to perceive how what is said is said, 

is more difficult. The speeches deal with something general or universal (e.g. with justice), but they 

are made in a particular or individual setting: these and those human beings converse there and then 

about the universal subject; to understand the speeches in the light of the deeds means to see how the 

philosophic treatment of the philosophic theme is modified by the particular or individual or 10 

transformed into a rhetorical or poetic treatment or to recover the implicit philosophic treatment 

from the explicit rhetorical or poetical treatment. Differently stated, by understanding the speeches in 

the light of the deeds, one transforms the two-dimensional into something three-dimensional or 

rather one restores the original three-dimentionality. In a word, one cannot take seriously enough the 

law of logographic necessity [the intended close organization in a writing mentioned in the Phaedrus 15 

(bracket mine)]. Nothing is accidental in a Platonic dialogue; everything is necessary at the place 

where it occurs. Everything which would be accidental outside of the dialogue becomes meaningful 

within the dialogue. In all actual conversations chance plays a considerable role: all Platonic 

dialogues are radically fictitious. The Platonic dialogue is based on a fundamental falsehood, a 

beautiful or beautifying falsehood, viz. on the dial of chance.” (Strauss (1964: 59-60))  20 

 

3.2 ヤーコブソンの言語機能モデルを借りた解釈図式 

哲学的な関心で、対話を捨象してプラトンの主張に変換することを求めるモデルと、ストロースが

提示した解釈モデルを、ヤーコブソンの言語機能モデルを借りて試みに図式化すれば以下のよう

になる。 25 

 

Interpretative Model 1 （Statement or Simple Indirect Interrogative Statement and Agreement）  

Plato makes: <Anonymous A → Anonymous B> 

 

Interpretative Model 2 (Jakobson’s Linguistic functional model) 30 

 

Plato makes: 

 

                      Context （コンテクスト） 

                      (referential) （対象世界への指示） 35 

                              Message （発信内容） 
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                              (poetical 詩的機能) 

Historical Addresser （歴史上の発信者） →  Historical Address （歴史上の受信者） 

 (emotive 情動的はたらきかけ)          (conative 誘導的はたらきかけ) 

                       Contact （発信者、受信者の相互同定要請） 

                              (phatic 発語的) 5 

                       Code （統辞） 

                       (metalingual メタ言語的) 

 

 第２のモデルが、プラトンの構成している架構としての歴史的文脈を分析し記述することを課題と

しているモデルであることは明らかである。もちろん、第２のモデルを見れば、解釈者は、直ちに、10 

歴史的ソクラテスの思想（主張）にもたどり着けないし、また、登場人物ソクラテスをプラトンの代弁

者であるという仮定を導入しても、作者プラトンの思想（主張）にもたどり着けない。 

 

3.3 ストロースのプログラムによるプラトン対話篇の統一的な解釈の可能性： ソクラテスの anagoge 

 15 

・各対話篇の登場人物を同一のソクラテスとして、その人物に帰属する言明、行為を集めてソクラテ

スの思想を構成しない。 

・上記、「ソクラテス」に帰属する言明から、作者プラトンの言明の集合を作り出し、プラトンの思想を

構成しない。 

・各対話篇を独立した作品とし、その作品構造の細部における作者プラトンの作為を、同時代の文20 

学的手法、同時代の文学表現、言語表現の可能性から、作品構造を再構成する。 

・アリストテレスの証言に基づくソクラテス像、プラトン像を、プラトン対話篇に読み込むことを避け

る。 

・ソクラテスのふるまいをアリストテレスの証言に基づいて、epagoge とする解釈傾向に対しては、プ

ロクロスの対話相手の性格の開示を中心とする対話相手中心の解釈方法を対照的な解釈法として25 

参考にする。 

 

 私自身のプラトン対話篇の解釈を中心とするソクラテス研究は、ストロースの解釈方法に導かれた

ものではなく、ダラム大学における修士論文(Reading Plato's Hippias Minor: Introduction of a 

methodology for reading Plato's dialogues and Analysis of the Hippias Minor (an M.Litt. thesis, 30 

Durham, 1995)の supervisorであるMichael C. Stokes (1986)
8の方法論的議論に導かれ、後にア

メリカの Straussian等との交流を通じて展開されてきたものである。 

 

  自らのソクラテス研究を、「歴主主義」的プログラムのもとに再解釈すれば、以下のようになる。 

                                                   
8 Michael C. Stokes (1986), Plato’s Socratic Conversation: Drama and Dialectic in Three 
Dialogues, London. 
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(i) 上記修士論文で試みたことは、『ヒッピアス（小）』の対話について、ソクラテスの哲学説や、

プラトンの発展史的な哲学的位置を解明することではなく、劇的な対話として、その細部を、

特に、対話の置かれている歴史性と対話のうちの命題的機能の哲学的意義とに重点をお

いて、分析した。 

(ii) 対話の歴史性に関する分析という方法論を、新約聖書『使徒行伝』におけるパウロの5 

dialegesthai「対話」を中心に分析した。 

A.Taki (2001) “Breaking the Alibi of Dialectic: Luke’s Placement of Paul’s Dialectic in his Acts” 

明治学院大学キリスト教研究所『紀要』33 号（2001）, 261-304 

(iii) プラトンの最晩年の作品においても、プラトンの教説や、発展史的位置付けではなく、冒

頭三巻の対話の細部を分析した。 10 

A.Taki (2004) “The Origin of the Lengthy Digression in Plato’s Laws, Books I and II” Plato’s 

Laws: From Theory into Practice: Proceedings of the VI Symposium Platonicum: 

Selected papers,  edited by Samuel Scolnicov and Luc Brisson, Akademia Verlag, 

48-53 

Cf. 瀧章次 (2012) 「プラトン『法律』篇の混合政体における「民衆支配政（デーモクラティ15 

アー）」の真意」, 『ギリシャ哲学セミナー論集』, 9, 1-15  

(iv) プラトンの対話篇において、ソクラテスやプラトンの「哲学的主張」を導く根拠の一端が、対

話篇において描かれる＜主張／問い⇔応答＞において、体系的に同一の意見の一致が

生起しているという暗黙の了解にあると考え、次のような迂遠な試みを行ってきた。 

 20 

(a) 対話篇のうち物語的（回顧談的）作劇法による対話篇において、過去を物語る語り手

は、過去の対話において生起している応答において、体系的に同一の意見の一致が

生じていないことを示唆していることを明らかにする。 

瀧章次 (2006) 研究ノート「ソクラテス」にとって「同意」とは何であったか

―プラトンの物語的対話篇における間接話法による応答様式に関する一考察」25 

『東京大学西洋古典学研究室紀要』２, 27-44 

(b) プラトン対話篇に頻出する 主張ならぬ問いに対する 応答様式 “What you say is 

true”/ “You say truly” （ἀληθῆ λέγεις）は、古典期を通して、現存する文学作品にお

いては、文学的にはプラトンが固有に開発した文学表現形式である。体系的に同一の

意見の一致が生じていないことの示唆。 30 

A. Taki (2008), ‘A Chasm underneath the Smoothed Consensus: A Note on Plato’s 

Idiosyncratic Use of ἀληθῆ λέγεις’, 『東京大学西洋古典学研究室紀要』,  4, 83-93 

(c) プラトン対話篇では、一人称単数現在形の事実確認的な遂行動詞を、プラトンは、主

張文にではなく疑問文に用いているケースがある。体系的に同一の意見の一致が生

じていないことの示唆。 35 

A. Taki (2008), ‘A Thorn in the Flesh of Doctrinal Readers of Plato: a note on signum 

interrogandi at the end of an οἶμαι sentence, Rp. 335d’, 古典文献学研究会 『フィロロ

ギカ』,  5, 79-87 
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瀧章次 (2009) 「プラトン『メノン』篇 78ｃのせりふの振り分け、句読法について」, 古典

文献学研究会 『フィロロギカ』, ４, 47-53 

(d) プラトンの対話篇では、「あなたの言うとおり」という文修飾の副詞表現が頻出するけれ

ども、話者の同意を含意する、外枠的用法とも内枠的用法ともとれる用法が散見され

る。体系的に同一の意見の一致が生じていないことの示唆。 5 

A.Taki (2009), ‘Unsimple Talk Manners: a note on Plato’s Socratic use of the 

correlative adverb ὡς with opinion verbs’, 『東京大学西洋古典学研究室紀要』, 5 

(2009） 

(e) 以上のようなプラトン対話篇における、応答者中心的な対話分析の手法は、プラトンの

教説を体系化したと考えられる新プラトン派において行われていた。 10 

A. Taki (2011), ‘Proclus’ Reading of Plato’s Sokratikoi logoi: Proclus’ observations on 

dialectic at Alcibiades 112d-114e and elsewhere’ in M. Johnson and H. Tarrant (eds.),  

Alcibiades and the Socratic Educator-Lover, London, Bristol Classical Press, 180-189. 

(f) プラトン対話篇の中世写本では、写字生が、初めて、Yes-No Question に対する疑問

符を開発したが、その疑問符の付せられた場所は、近代の諸版本と異なり、ビザンツ15 

帝国における歴史的な後継者として、新プラトン派の応答者中心の対話分析法と一

致する面が有り、また、対話劇において、対話者間の応答において、体系的に同一の

意見の一致が生じていることを疑問とする解釈者の符丁とも解釈できる。 

A. Taki (2009), ‘A Survey of the “interrogation marks” in Plato’s Socratic Dialogues 

(the Gorgias, Meno, Hippias Major, Hippias Minor, Ion, Republic I) in Vindobonensis 20 

suppl. gr. 39 (Codex F) in Comparison with Those in His Other Major Manuscripts.’, 

城西国際大学 『物質文化研究』, 6, 1-21 

A. Taki (2013), ‘The Origin of Interrogation Marks in the Medieval Manuscripts of 

Plato’s Republic and Its Significance in the Tradition of Plato’s Dialogues’ in: Brisson, 

L. and Notomi, N. (eds.), Proceedings of the IX Symposium Platonicum: Selected 25 

papers, Sankt Augustin, Academia Verlag, 188-193 

 

4. 18世紀的「理性主義」を乗り越えるために－討議・熟議倫理学の試み 

 

 ふたたび、バーク解釈を通して明らかになってきた哲学的保守主義のさまざまな成果に対して、30 

バークと同時代の「理性主義者」と目されてきたカントの解釈を通して発展してきた、理性主義者の

側からの応答を参照軸として顧みておく。 

 

4.1 ハーバーマスの討議理論 

ハーバーマスが『道徳意識とコミュニケーション的行為』の序論の総括として述べているように35 

（Habermas, Jürgen (1983), Moralbewußtsein und kummunikatives Handeln, Frankfurt am Main.）、
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ハーバーマスは、倫理学における「善」に関する認識の不可能論に基づくメタ倫理学に与すること

をせず、「善」に関する認識の可能性を探る道に立つものである。道徳的命令や、道徳的規範とい

うものは所与としてあり、これを無根拠と認識論的に立たないとすれば、いかにして、またいかなる

意味で、それに根拠というものをあたえることができるかという問に真向かおうとする。 

 5 

Text 59. Habermas (1983) 67: 

“Die propädeutischen Überlegungen, die ich bisher angestellt habe, dienten dem Zweck, den 

kognivistischen Ansatz der Ethik gegenüber den metaetischen Ausweichmanövern der Wertskeptiker 

zu verteidigen und die Weichen für die Beantwortung der Frage zu stellen, in welchem Sinne und auf 

welche Weise moralische Gebote und Normen begründet warden können.”  10 

 

この探求の行程で、ハーバーマスは道徳理論を考える上で、Argumentation 道徳をめぐって

人々が互いに議論をし合う場面が有効な入口だと考えている。またこのプログラムを述べる段階で、

カント倫理学における「普遍化可能性」による道徳原理の判定基準を内面の熟考から、社会的な

人間間における議論の場に置く試みであることが予示されている。 15 

 

Text 60. Habermas (1983) 67: 

“Sodann führe ich den Universalisierungsgrundsatz (U) als das Brückenprinzip ein, welches 

Einverständnis in moralischen Argumentationen möglich macht, und zwar in einer Fassung, die die 

monologische Anwendung dieser Argumentationsregel ausschließt.”  20 

 

言語による人間同士の交わりというもの、kommunikativ なものをハーバーマスは、その相互関係

において、ひとはそれぞれさまざまな意図をもっているけれども、それらが相互に調整されながら協

働しているとする。そこでは相互に理解することが求められているけれども、その理解は、それぞれ

が、これが正しいと考えているものが、相互に共通のこととしてお互いに承認されることによって判25 

断できるとされる。また、この相互の了解が目指される行為は、報償や制裁を背後に持つ行為とは

異なるものとして設定される。 

 

Text 61. Habermas (1983) 68: 

“Ich will die Analyse der verständigungsorientierten Handelns, die ich an anderem Ort durchgeführt 30 

habe, nicht wiederholen, möchte aber an einem Grundgedanken erinnern. Kommunikativ nenne ich 

die Interaktionen, in denen die Beteiligten ihre Handlungspläne einvernehmlich koordinieren; dabei 

bemißt sich das jeweils erzielte Einverständnis an der intersubjektiven Anerkennung von 

Geltungsansprüchen.”  

 35 

ハーバーマスにとって「普遍化原則」は、カントが『道徳形而上学原論』第２章で念頭に置いてい
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る自然法則における「普遍性」とは異なるものとして理解している。 

 

Text 62. カント 『道徳形而上学原論』 

第一の実践的原理：唯一の定言的命法（『道徳形而上学原論』第 2 章；cf. 『実践理性批判』第一

部第七節） 5 

「君は[君が行為に際して従うべき]君の格率が普遍的法則となることを、当の格率によって（その格

率と）同時に欲しうるような格率に従ってのみ行為せよ」 
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kanst, daß sie ein allgemeines 

Gesetz werde. 

 10 

Text 63.  カント 『道徳形而上学原論』 

「君の行為の格率が君の意志によって、あたかも普遍的自然法則となるかのように行為せよ」 
Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze 

werden sollte. 

 15 

ハーバーマスにとっては、「すべての当事者にとって承認に値する」事柄として捉えられている。こ

こで「すべてに」という理想的な状態を設定している点では、理性主義的である。ひとによって、利

害関心や、パースペクティヴは異なるものであるけれども、この全ての人々が受け入れ、全員のあ

いだで相互の承認を得ることとして構想されている。 

 しかもこの相互の承認の過程は、一人自問自答する内心の熟慮において決せられるものではな20 

く、公共の場における相互のコミュニケーションで行われるものとして構想されている。ここに、カント

であれば、内心の決着で計られたことが、たゆまず絶えず他者とのあいだで合意を目指して論議を

深めていく人間の知恵に委ねられたことがわかる。ここでも、カントが求めていた理性の働きとは異

なる理性の働きが求められていることは明らかである。 

 しかしながら、道徳原理をめぐって、そもそも、すべての人に相互に承認されるというこのような過25 

程が現実に可能なのかは、当然、疑われ得ることである。ハーバーマスは、このような一見経験的

に不可能と思われる「普遍化」原則に、われわれは経験の場で論議に参加することにおいて、いつ

も、すでに関与せざるを得ない先行前提だと、すなわち論議という経験に先立つ経験を越えた原

則であると、考えているのである。ハーバーマスにとっては、「論議」に参加するとは、すでに、「論

議」を始める以前に、誰にでも開かれた、誰もが自由に発言しうることを前提としなければ始められ30 

ないということを意味している。9
 

 しかしながらこれは道徳的原理の形成過程の基準であって、形成過程が必然的に前提としなけ

ればならないことを示しているのであって、何が道徳原理かを示すものではない。「論議する」こと

が、従わなければならないという義務の正当性は、道徳原理の形成に先立っている。そこで「論議

の原則」は基礎づけられるのかという「理性主義」にとっての難問に直面する。つまり、これらの言論35 

のルールに従っていない言論をも背景とする現実に対応する考えをも持たなければならない。つ

                                                   
9
 すなわち、『他者の受容』Einbeziehung des Anderen, 1996: 62では、先行前提として、(1) 関連す

る発言をなしうるであろう者を、だれ一人締め出してはならないこと、(2) 全員に平等の発言機会が

与えられること、(3) 参加者は本気で思っていることをいわなければならないこと、(4) コミュニケー

ションは、外的強制からも内的強制からも解放されていなければならないこと、以上 4点を挙げてい

る。（日暮雅夫『討議と承認の社会理論』勁草書房、2008: 20-21） 
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まり、日々の多様な歴史的背景、歴史的利害をも背負う人間のさまざまなコミュニケーションの原基

的な場面をも浸透しているコミットメントを導き出してこなければ、自己の利益や利害に先導されて

結果を先取りしたさざまなパワー・ゲームをも超えていく術は見いだせないことになる。ハーバーマ

スの理性主義が、理想的なモデルを超えて、現実的な経験の場面に切り込めるのか、なお議論の

余地は残されている。 5 

 

4.2 ドライゼクの熟議民主主義 

ドライゼクは、熟議／熟慮の働きに民主主義の正当性の根拠をおきながら、依然、産業主義と裏

合わせの自由民主主義の枠内から抜け出すことのできない民主主義を批判して、立憲主義的な

場面で働く理性の働きが予定調和的に全員の合意に至るというジョン・ロールズの立場や、コミュニ10 

ケーション的理性の働きを論証という言論方式に狭めるというユルゲン・ハーバーマスの立場、さら

には、言説理論における言説を閉じた言語空間ととらえるというミシェル・フーコーの立場と ― こ

こではこれらのドライゼクの理解の妥当性を論ずることは措いて ― 批判的に対質した結果、す

べての言説(discourse)が対論に開かれてあるべきととらえることによって、さまざまな証言や物語り

やレトリックという言論様式までを、相互に強制することなく、平等な発言の場を与える公共空間に15 

導きいれ、相互の対論を促進する、そのような諸言説の対論に、民主主義の正当性の根拠をおく、

独自の討議・熟議民主主義の立場に立つ。 

 

Text 64. Dryzek (2000) v: 

“Around 1990 the theory of democracy took a definite deliberative turn. Prior to that turn, the 20 

democratic ideal was seen mainly in terms of aggregation of preferences or interests into collective 

decisions through devices such as voting and representation. Under deliberative democracy, the 

essence of democratic legitimacy should be sought instead in the ability of all individuals subject to 

a collective decision to engage in authentic deliberation about that decision. These individuals 

should accept the decision only it could be justified to them in convincing terms.” 25 

  

「1990 年あたりに、民主主義の理論は、熟議に着目して、明確な理論的展開を遂げた。こ

の展開に先立っては、民主主義の理想は、主として、投票や代表のような装置によって、

選好や利益を合算して集団的決定を生み出すことから理解されていた。熟議の働きに基づ

く民主主義のもとでは、民主主義の正当性の本質は、そうした合算のうちにではなく、集30 

団的決定に従属するすべての個人が、その決定に関する本当の意味での熟議に関わること

ができることのうちに求めるべきである。こうした個人が、決定を受け入れるのは、その

決定が、自分たちに対して承服できる言葉で、正当化することができる場合に限るべきで

ある。」 

 35 

4.3 フィシュキンの Deliberative Poll（熟議に基づく世論調査） 
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  フィシュキンは、ハーバーマスの理想的な対論の過程に期待することなく、経験的、歴史的な対

論の過程から、平均的な日常の人間が集まって、集団的な意思決定を、誠実な相互の意見交換

を通して、集団的に新たな共同の認識の段階に進めることを実験的に遂行している。 

 

Text 65. Fishkin (1995) 40-41: 5 

“Instant reactions in a studio audience or in a viewer call-in also raise questions that speak to our 

second democratic condition ---- deliberation. To what degree do citizens have an opportunity to 

hear the full range of competing arguments that are regarded as crucial by participants in an ongoing 

public debate? To what degree are those citizens motivated to ponder and debate the issues? As a 

point of comparison, consider the purely imaginary ideal that the philosopher Jürgen Habermas calls 10 

the ideal speech situation. In this situation, all arguments are answered in a context of free and equal 

discussion. All arguments deemed relevant by anyone in the discussion are given as extensive a 

hearing as anyone wants and people are willing to consider all the arguments offered on their merits. 

We can imagine questions receiving a virtually unlimited amount of time so that, in the end, the only 

force leading to a resolution of any question is “the force of the better argument.” 15 

The ideal speech situation defines a purely hypothetical ---- indeed, an impossible ---- benchmark, in 

which people make their decisions on the merits without any regard for what economists call 

decision costs: the time and effort required to reach an argument. In the real world, people cannot 

ignore decision costs. Indeed, calculations about the decision costs for voters, given the paltry 

benefits and voters’ lack of influence on the process, provide the basis for the conclusions about 20 

“rational ignorance” discussed earlier. 

We can put the ideal speech situation at one extreme of an imaginary continuum and then imagine 

various forms of incompleteness ---- compared to this ideal ---- as we think about more realistic 

forms of deliberation. …”  

 25 

Text 66. Fishkin (1995) 43: 

“Instead of just being asked questions on the telephon, under Deliberative Polling randomly chosen 

respondents in a national sample will gather in a single place where, for several days, they can 

interact under conditions facilitating sustained deliberation. Such efforts produce very different 

results from conventional polls, for they create a microcosm of an engaged and informed public.”  30 

 

Text 67. Fishkin (1995) 169: 

“Democracy, even in the elitist sense of the Founders, was only revived by the notion of elected 

representation. But another form of representation lay hidden in the dust of history. It was employed 

by the legislative commissions, citizens’ juries and the Council in ancient Athens (the crucial body 35 

that set the agenda for meetings of the citizen Assembly). This other method was selection by lot or 
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random sampling. In one sense the use of random sampling in politics was revived by opinion 

polling. After all, what is a random sample, at bottom, but a lottery? But in the ancient Greek form, 

and in the form employed in the deliberative poll, opinions are taken not from isolated citizens but 

from citizens meeting together, deliberating on common problems. These polls represent the 

considered judgements of the polity, not the top-of-the-head reactions of isolated citizens. 5 

Institutions that speak for the people need to be both representative and deliberative. The ancient 

Greek innovation was a random sample of citizens who deliberated together and in the way realized 

both values. And this is the form I propose to adapt to the television age.” 

 

4.4  井上達夫 (1994) 「合意を疑う」－ 探究にとって合意は不可欠か 10 

  理性主義の理性主義の基盤に立った批判としては、井上(1994)の批判は今なお有効である。

井上は、理性主義の「合意」の追求を、「合意」の内実を深く反省せず、二人の人間の間で体系的

に同質の意見の一致が可能であるという誤った前提に立っていると考えている。しかし、理念的に

同質の体系的一致としての合意が不可能であるからと言って、経験的な探求の性格付けをもって、

不一致という経験的状態における探求の豊穣性に訴えるならば、議論は完全に健全とは言えず、15 

経験的な意義としての、理念的には体系的には同質的ではありえない意見の一致を通して、なぜ

諸個人のあいだで、さらには、地理的、歴史的、言語的に特殊な、集団どうしが、集団間で、集団

相互間の合意形成が求められる現代の歴史性については十分に答えていない。 

 

Text 68. 井上達夫 (1994) 201-203: 20 

「知的探求の場合をまず考えてみよう。「真理は一つ」だから、理性的議論を積み重ねれば、見解

を対立させる人々も、おのずと合意に到達するはずだとする「収斂説（convergence theory）」は、真

理に合意を保証させることにより、合意を真理の、いわば「認識根拠」にしている。しかし、この立場

が前提する素朴実在論と理性能力楽観論は、様々な方面から批判されてきた。 

 収斂説の両前提をいずれも否定し、反合理主義を徹底させる立場として、バンドワゴン現象的に25 

受容された支配的パラダイムの社会心理的専制（「通常科学 (normal science)」を知の実像として

描いた、トーマス・クーンのパラダイム論がある。他方、素朴実在論は否定しながらも、クーン的半

合理主義にも反感を覚え、人間理性への期待を維持するような人々を引き付ける立場として、一定

の理想的論議状況における理念化された仮設的合意に真理を還元する、ハーバーマスその他の

「合意説 (consensus theory)」がある。ロールズの正義論の社会契約説モデルは、この立場と同型30 

性をもつ。合意説は、いわば「存在を喪失した収斂説」である。 

収斂説によれば、「一つの真理」の存在が合意を必然化するのに対し、パラダイム論と合意説は、

共に「一つの真理」の先行的存在を否定し、合意の成立がむしろ真理を創造すると見る。後二者の

相違は、この創造主的合意を、不条理な「動機」が究極的に支配する社会心理的現実の平面にお

くか、「理由」を交換し比較吟味する理性的論議の究極的成果という、理念的平面に置くかにある。35 

真理や合理性の概念を、現実の解釈共同体の解釈実践によって形成された共通了解に内在させ



56 

 

るネオ・プラグマティズムの諸潮流は、これら二種の反収斂説の、折衷的ないし中間的諸形態と言

えるかもしれない。いずれにせよ、収斂説が合意を真理の認識根拠にするのに対し、現在有力な

反収斂説の諸形態は、合意を真理の存在根拠にすると言ってよい。 

合意が真理の認識根拠であるならば、対立の存在は、我々が真理から疎外されていることを意

味する。他方、合意が真理の存在根拠であるならば、対立の存続は、不在の真理を求める不毛な5 

闘争を意味する。いずれにせよ、対立の存続は探求の挫折を意味することになる。従って、探求の

成功にとって、合意を不可欠とみなす点では、収斂説と上記のような反収斂説とは同根である。こ

の同根性は何ら不思議ではない。「真理あり。故に、合意あり」とする収斂説は、「真理あれば合意

あり」という仮言命題を前提しているが、「合意なくして真理なし」とする反収斂説の諸形態は、同じ

前提の「対偶」をとったに過ぎないからである。 10 

しかし、探求の成功にとって、本当に合意は不可欠なのだろうか。むしろ、対立の存続こそが、

探求の生産性の条件であるとは言えないだろうか。例えば、光の本質についての波動説と粒子説

との執拗な対立は、光についての人間の理解を破綻させるどころか、むしろ、それを深め、豊かに

してきたのではないのか。対立の存続が人間の存在理解を豊かにするという事態を、我々はどのよ

うに哲学的に解釈すればよいのか。」 15 

 

5. おわりに－理性主義並びに保守主義の問題設定から得られる現代的課題 

 

・「理性主義者」が、「人間」という概念の使用における類的開放性に頼り、道徳的意識の歴史的普

遍性、地理的普遍性、言語的普遍性を訴えるとしても、道徳的原則の合意を探求することの有効20 

性を保証することは、二つの理由で、留保しなければならない。第一に、「人間」という概念の排他

性を見落としている（生態系的 community を排除する「人間」中心主義の可能性）。第二に、「人間」

という概念は、常に、構造的に地理的、歴史的、言語的（文化的）被拘束的概念であることを反証

することは困難である（「普遍主義」の仮象の可能性）。 

 25 

・歴史的保守主義が好んで用いてきた地理的、歴史的、言語的に特殊な集合ならびに、それに基

づく集合観念は、例えば、「アングル人」（イギリス人）はじめ、いずれも、歴史的に作られた概念で

あり、かつ、歴史的に一義的に決定することは不可能である。それと同時に、いかなる集合的な秩

序（相互拘束関係）を意識的に形成するのであれ、これらの概念なしに、集合的意思を決定するこ

とは困難である（あらゆる強制、権力から自由で、原子的独立的な集住の困難性）。その意味で、30 

集合的意思決定過程は、完全に経験に還元することは不可能で、論理的架構としての集合概念

について、理念的な歴史をめぐる論争過程として現れることは必然と思われる。 

 

・現代の国民国家、行政国家、破綻国家において、「民族自決主義」、「報復の連鎖」を超えて、国

家間の集団的合意のための、多元的な体系を前提とした合意と合意に基づくコミットメントについて、35 

人類的な集合知の可能性が問われている。 



57 

 

 

参照文献 

Burke, Edmund (1790), Reflections on the Revolution in France. 

Canavan, F. (1990), Editor’s Foreword, in: Payne, E.J. (1874-1878), Works of Edmund Burke, 4 vols, 

Oxford (reprod. Indianapolis, 1990) 5 

Dryzek, J. S. (2000), Deliberative Democracy and Beyond, Oxford UP.  

Fishkin, J.S. (1995), The Voice of the People: Public Opinion and Democracy, Yale UP.  

Habermas, Jürgen (1983), Moralbewußtsein und kummunikatives Handeln, Frankfurt am Main. 

---- (1996), Einbeziehung des Anderen, Frankfurt am Main.  

原佑 渡邊二郎訳『ハイデガー 存在と時間 III』中央公論新社 2003 10 

Heidegger, M. (1927), Sein und Zeit, (repr. Tübingen, 1986) 

日暮雅夫『討議と承認の社会理論』勁草書房、2008 

井上達夫 (1994) 「合意を疑う」『現代の貧困―リベラリズムの日本社会論』岩波書店、2011: 

199-228 

Kant, I. (1785), Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 15 

---- (1788), Kritik der praktischen Vernunft.  

Oakeshott, M. (1947), “Rationalism in Politics” in: id. (1962) 5-42. 

---- (1951), ‘Political Education’ in: id. (1962) 43-69. 

---- (1956), ‘On being conservative’ in: id. (1962) 407-437. 

---- (1962), Rationalism in Politics and Other Essays, (new and expanded edition, Indianapolis: 20 

Liberty Fund, 1991) 

---- (1975), On Human Conduct, Oxford. 

---- (1975), “On the Theoretical Understanding of Human Conduct” in: id. (1975) 1-107. 

---- (1975), “On the Civil Condition” in: id. (1975) 108-184 

Payne, E.J. (1874), Introduction, Works of Edmund Burke, vol. 1, Oxford.  25 

Pocock, J. G. A. (1968) “Time, institutions and action: an essay on traditions and their understanding” 

in: id. (2009), Political Thought and History: Essays on Theory and Method, Cambridge, 187-216 

(originally published in Preston King and B.C. Parekh (eds.) (1968), Politics and Experience: essays 

presented to Michael Oakeshott, Cambridge, 209-237). 

---- (1987), Introduction, in: id. (ed.) (1987), Edmund Burke (1790), Reflections on the Revolution in 30 

France, Hackett, vii-lvi. 

Ryan, P., S.J. (2009), ‘A Jesuit for life, Funeral homily for Francis Canavan’ 

（http://dawneden.blogspot.jp/2009/06/jesuit-for-life-funeral-homily-for.html） 

佐藤一進 (2014) 『保守のアポリアを超えて―共和主義の精神とその変奏』 NTT出版 

Strauss, Leo (1964), ‘On Plato’s Republic’, The City and Man, The University of Virginia Press, 35 

50-138. 

http://dawneden.blogspot.jp/2009/06/jesuit-for-life-funeral-homily-for.html


58 

 

---- (1968), ‘On Natural Law’, in: id. (1983) 137-146. 

---- (1971), “Philosophy as Rigorous Science and Political Philosophy” in id. (1983) 29-37. 

---- (1983), Studies in Platonic Political Philosophy, Chicago UP. 

 

（城西国際大学） 5 

 

 

 

 

 10 


