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序論 
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（１）本論文の問いとテイラー 

 

市民は、政治に対して、どのような関係を結ぶべきなのであろうか。この問いは政治学

において重要な問題の１つをなしている。現代の欧米と日本の政治に少なからず影響を与

えている新自由主義では、市民は市場制度のなかで活動し、国家はなるべく個人に干渉し

ないことを推奨する。このような国家と市民の関係を熱心に提唱したロバート・ノージッ

ク Robert Nozick は論じている。 

 

暴力、窃盗、詐欺からの保護、契約の強制などの、せまい諸機能に限定されている最

小国家（a minimal state）は正当である。それ以上の、いかなる拡張国家 （any more 

extensive state）も、すべて、特定のことを行うよう強制されないという人々の諸権利

（persons’ rights）を侵害するので、不当である1。 

 

ノージックは、社会の公共性とか共通善などの概念を使うことなく、人々の諸権利とい

う概念を基礎にして議論をする。この権利は、市民が国家から干渉されないための消極的

な権利であり、その内容としては所有権を中心とした安全におかれている。 

消極的な権利を中心にするノージックは、現代社会から国家を削除するという一種の控

除法をとっているので、国家なき場合も市場社会は残る。そこで、ノージックの場合、国

                                                   
1 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Blackwell Publishing, 1977, p.ix；島津格訳『アナーキー・

国家・ユートピア』木鐸社、2012 年、i 頁。ただし訳文は一部修正した。以下同様。 
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家以前の状態においても諸個人が自主的に共同して形成する相互保険のための「相互保護

協会」（mutual-protection associations）2を想定する。 

ノージックは相互保護協会が複数ある状態を出発点とし、やがて独占的な相互保護協会

にいたる過程を考え、これが最後に、最小国家にいたる。しかし最小国家は諸個人の安全

保障（契約保障を含む）以外の分野への機能の拡張を禁じられる。拡張された国家は、所

得の再配分のためと称して租税を拡大し、市民の所有権を侵害する。これは、とうてい認

められるものではない。国家は個人の安全保障の権利保護のために形成されたのだから、

国家は個人に対して、それ以上の機能のための金銭を請求してはならない。およびそのよ

うな金銭を支払う市民的義務についての関心を、個人に対して請求するべきではない。だ

から個人の、市民としての公的な関心や国家運営への責任感の担保などについては論じら

れることはない。 

ここで、冒頭の問いに帰るが、市民は政治とどのような関係を結ぶべきなのかという視

点から見ると、ノージックの最小国家においては、市民は国家と最小の関係を結ぶことに

なる。個人は自己の責任で経済・社会活動を行い、自己の安全保障のためにのみ国家に対

する一定の租税を負担する。それ以上の課税に応じる必要もないし、それ以上の政治的関

心をもつ必要もない。このとき、市民の自由は最大化する。 

たしかに各人の権利は誰しも平等であり、この権利を侵害しないことは市民社会の重要

な基盤である。しかし、たとえば現在の時点での各市民の所有や生活状態の実体を固定し

て、これを基礎に市民の抽象的な権利を考えると、この権利は、実体としては不平等な内

容をもつ。ならば抽象的な権利の平等を言うことは、実体としての不平等を擁護すること

になり、これは不正義ではないかとも思われる。そうであれば、政治は、この問題を視野

の外に放逐して良いのだろうか。各人は、政治とはそのようなものだと、冷めきった思い

を持つべきなのだろうか3。 

ノージックと違って、ジョン・ロールズ John Rawls の場合には、市民の関心は、やや拡

                                                   
2 Ibid., p.12；島津訳、19 頁。 
3新自由主義が推奨するのは、一種の政治的無関心であり、これは、小野耕二によっても問題にされている

「先進諸国における共通の現象としての『政治不信の高まり』や『各種選挙における投票率低下』といっ

た状況」の一つの要因をなすのではないかと思われる。小野は、この政治不信を「政治学的に検討しよう

とする作業が他の国々でも進められている」ことを指摘している。（小野耕二「政治の再定位――『政治不

信』からの転換をめざして――」名古屋大学『法制論集』250 号、2013 年、461 頁。）また、ジェリー・ス

トーカーも「民主主義体制の下で暮らす多くの人々は政治から疎外され、政治はうまく機能していないと

感じて」おり「長い伝統を持つ民主主義国でも、最近民主主義の仲間入りをした国でも、民主政治の運用

に対して大きな不満や幻滅が表れている」としている。市民は、いまや「原子化」されており、市民の「参

加の質」が問題をはらんできたとされる。市民は、「大半の場合、薄っぺらな、個人的な問題にのみ焦点を

当てた参加にとどまる」ことが問題とされている（Gerry Stoker, Why Politics Matters : Making 

Democracy Work, Palgrave Macmillan, 2006, pp.1,99；山口二郎訳『政治をあきらめない理由』岩波書店

2013 年、1、143-144 頁。） 
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張されたものになる。ロールズは、市民たちは「平等な市民として社会に貢献するのに必

要な道徳的能力を必要最小限（to the essential minimum degree）持っているとみなされ

る」4。このときの「道徳的な能力」（the moral powers）は、特定の「教会、大学、家族」

5などが固有にもっている道徳ではない。これらの固有の道徳は「ローカルな正義」6であり、

それぞれ異なったものになるし、競合する場合もある。しかし市民は「みずからの宗教的、

哲学的、道徳的信念あるいは永続的な愛着や忠誠から自分を切り離して」、一般市民として

の社会契約的な熟慮をすることができると考えられている7。 

だから、異なる教会や家族などでは違ってくる正義も、その根底においては「重なり合

う」面があり、市民たちは「重なり合うコンセンサス」8を持つことができる。ここに、各

市民の教会や階級や収入などの固有の状況を忘れて、市民一般として社会の「基本構造」9を

構成する能力がある。これが「必要最小限」の能力であり、「原初状態」（the original position）

10 における「正義の２原理」11の創出を可能にする。この２原理は 1972 年の『正義論』（A 

Theory of Justice）で 11 節から 14 節12までで述べられていた。2001 年の『公正としての

正義・再説』（Justice as Fairness: A Restatement）では、一部の手直しを経て、特に「格

差原理」(the difference principle) が明確に導入されて、次のように言われている。 

 

(a)各人は、平等な基本的諸自由からなる十分適切な枠組みへの同一の侵すことのでき

ない請求権をもっていること。・・・ 

(b)社会的・経済的不平等は、次の 2 つの条件を充たさなければならない。第 1 に、社

会的・経済的不平等が、機会の公正な平等という条件のもとで全員に開かれた職務

と地位に伴うものであること。・・・第 2 に、社会的・経済的不平等が、社会の中

において最も不利な状況にある構成員にとって、最大の利益になるということ（格

差原理）13。 

                                                   
4 John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, edited by Erin Kelly, Harvard University Press, 

2001, p.20；田中成明他訳『公正としての正義・再説』岩波書店、2004 年、33-34 頁。 
5 Ibid., p.10；田中他訳、18 頁。 
6 Ibid., p.26；田中他訳、45 頁。 
7 John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 1993, p.31. 
8 John Rawls, Justice as Fairness,p.32；田中他訳 55 頁。 
9 Ibid., p.10；田中他訳、17 頁。 
10 Ibid., p.14；田中他訳、24 頁。 
11 Ibid., p.42；田中他訳、75 頁。 
12 John Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press,1972,pp.60-90；川本隆史・福間聡・神島裕

子訳『正義論』紀伊國屋書店、2010 年、83-122 頁。 
13 John Rawls, Justice as Fairness, pp.42-43；田中他訳、75 頁。1972 年の A Theory of Justice,では、

特に第 2 原理は次のようになっている。Second; social and economic inequalities are to be arranged so 

that they are both (a) reasonably expected to be to everyone’s advantage, and (b) attached to positions 
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第 1 原理である(a)は、個人の自由と平等を確認しており、第 2 原理である(b)は、まず平

等原理を言うが、これは実質的平等ではなく機会の平等であること、次に「格差原理」と

よばれるところの、最も不利な人たちの最大の利益を企図することである。最大の利益に

ついては 5 項目が考えられている。第 1 が基本的な権利と自由、第 2 が移動の自由と職業

選択の自由、第 3 が各職務などにおける特権、第 4 が所得と富、第 5 が、自尊の社会的基

盤である14。したがって、社会における最も不利な状況にある構成員にとっての最大の利益

は、単に経済的な再配分だけではなく、個人として生活していくうえでの総合的な諸価値

を意味している。 

前に述べたようにノージックの原理においては原則として再配分を認めておらず、これ

に関しての市民の関与も望ましくない。しかし、ロールズは、不利な条件にある人たちへ

の諸価値の再配分の可能性を認めており、この点ではノージックとは違う。だがロールズ

のいう格差原理は、あくまでも社会の「基本原理」に関することであり、社会の経済制度

や政治制度などの基本に関する問題である。これに関して「原初状態」において行う、一

種の社会契約も、この「基本構造」にかかわる。 

市民の道徳的能力も、この「基本構造」を生み出すための「必要最小限」の道徳的能力

である。もちろん、市民は、これ以上の能力を持っている場合があると想定されているが、

そのときの道徳は各市民の教会、家族、文化、階級、歴史、地域などに深く関係した個別

のものである。ロールズは、前に述べたように、これを「ローカルな正義」として、彼の

考察する「正義」からは除外した。 

ここで冒頭の問題に帰ると、ロールズにおいては、市民は、自己の生において持ってい

る固有の価値観や道徳観を、一般的な市民の義務としての正義まで抽象したうえで正義を

考える。別の言い方をすると、自分の道徳を、他の人の道徳と共通する部分だけになるま

で脱色したうえで、正義を考える。従って、政治や社会秩序に関する市民の関与は、ノー

ジックの場合よりも多く認められているとはいえ、きわめて限られたものである。さらに

言いかえると、ロールズの言う「ローカルな正義」の間のコミュニケーションや対話につ

いては、断念されている。この点については、市民は相互に協力して政治を構築するわけ

                                                                                                                                                     
and offices open to all.(p.60). しかし、2001 年の Justice as Fairness では次のように改正されている。

Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first, they are to be attached to officers 

and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity; and second, they are to be to 

the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle).(pp.42-43).こ

こで明らかなように、ロールズは、2001 年の Justice as Fairness において、特に第 2 原理の第 2 項を変

更して、いわゆる格差原理を導入し、最も不利益を被っているメンバーにとって最大の利益をもたらさな

ければならないと明言している。 
14 John Rawls, Justice as Fairness, p.58；田中他訳、101 頁。 
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ではない。「ローカルな正義」は市民の自由の聖域に残される。 

この点がマイケル・サンデル Michael J. Sandel によって批判される。サンデルは述べ

る。「われわれの追求する目的の道徳的価値も、われわれがおくる生活の意味や意義も、わ

れわれが共有する共通の生の質や特性も、すべては」ロールズの言う「正義の領域を超え

たところにある」15。サンデルは「これは間違っている」と述べる。 

 

正義にかなう社会は、・・・選択の自由を保証したりするだけでは達成できない。正義

にかなう社会を達成するためには、善き生の意味をわれわれがともに考え、避けられ

ない不一致を受け入れられる公共の文化をつくりださなくてはいけない16。 

 

だから、サンデルからするならば、冒頭の問い、すなわち市民と政治の関係は、諸個人

が共同して、善き生を探求するものでなければならない。所得、権力、機会などの分配の

仕方について、さらに名誉や美徳、誇りや承認などについて、市民が共同して探求しなけ

ればならない17。 

サンデルは、ジョン・F・ケネディ元大統領の実弟ロバート・F・ケネディが、1968 年に

民主党の大統領候補指名をめざしていたとき、つまり彼が暗殺される 3 か月前、その演説

の中で「アメリカ人は単なる物質の蓄積に夢中になっている」と批判したことをとりあげ

ている。ケネディは「貧困、ヴェトナム戦争、人種差別」などの不正と関連した「当時の

自己満足と物質への執着」に対して「道徳的批判」18を行ったという。これを受けてサンデ

ルは「正義にかなう社会」を作り出したいと述べる。 

 

全体への配慮、共通善への献身を市民のうちに育てる方法を見つけなければならない。

公共の生における市民の姿勢と献身を市民のうちに育てる方法を見つけなければなら

ない。公共の生における市民の姿勢と性向、いわゆる「心の習慣」（habits of heart）

に無頓着ではいけない。良き生という純粋に私的な概念を支えとしながらも、市民道

徳を育てる方法を見つけなければならない19。 

 

このようにサンデルは、市民の政治への参加とは、自己の生のありかたについての私的

                                                   
15 Michael J. Sandel, Justice: What’s the Right Thing to Do?, Penguin Books, 2010, p.261；鬼澤忍訳『こ

れからの正義の話をしよう』早川書房、2011 年、407 頁。 
16 Ibid.  
17 Ibid. 
18 Ibid., p.263；鬼澤訳、410 頁。 
19 Ibid., pp.263-264；鬼澤訳、411 頁。 
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な探求とともに、それと深く関連する公的な政治を探求しなければならないと述べている。

しかしサンデルは哲学者としての立場を厳格に維持しており、これ以上に具体的な政治論

を展開するわけではない。どのような理由で、21 世紀の今になって、あらためて、このよ

うな共通善を探す必要が発生したのか。その社会的な要因は何なのか。あるいは歴史的要

因は何なのか。これについても述べることがない。 

これらの諸問題の解明に苦闘した政治哲学者がチャールズ・テイラーである。本論文で

テイラーを取り上げる理由はここにある。公共的な政治は、個人の生の意味の探求と、接

合しなければならない。テイラーはこう考えており、その点で、サンデルと共通する20。し

かも、テイラーは、サンデルを超えて、実際の政治や資本主義経済について具体的に論じ

るとともに、ニューレフトの指導者として、またカナダ「新民主党」（the New Democratic 

Party）の副党首として、政治活動も行っている。だから彼は、政治学において、あるべき

政治と市民の関係を考えるうえで、不可欠の思想家となっている。テイラー研究は、単に

彼の思想を解明するだけでなく、政治学に１つの貢献をするはずである。 

 

（２）テイラーにおける市民と政治の接合 

 

前に述べたように、サンデルは、市民が「心の習慣」（habits of heart）において、つま

り、その生活における価値観において、政治との関係を強く形成するべきであると思って

いた。テイラーもこの点では同じであるが、実はこのような考え方は、サンデルやテイラ

ーが考え出したものではなく、トクヴィルの時代から重視されてきたものである。 

この点について、ロバート・ベラーRobert N. Bellah も強い関心を持って研究した。1980

年代前半にアメリカ民主主義の調査研究を行ったベラーは、他の研究者との共同研究の成

果として 1985 年に『心の習慣』（Habits of the Heart）21を出版し、民主主義的な個人主義

に内在する問題点を指摘した。 

                                                   
20 テイラーはサンデルと同じコミュニタリアンと理解されることもある。例えばスティーヴン・ムルホー

ル Stephen Mulhall とアダム・スウィフト Adam Swift は、『リベラル・コミュニタリアン論争』Liberals 

& Communitarians の本を書き、その中で、ロールズをリベラルとし、サンデルやテイラーをコミュニタ

リアンとして整理している（Stephen Mulhall & Adam Swift, Liberals & Communitarians, 2nd edition, 

Blackwell Publishing, 1996, pp.40-69, 102-126；谷澤正嗣/飯島昇蔵約『リベラル・コミュニタリアン論争』

勁草書房、2007 年、49-85、125-156 頁）。サンデルをコミュニタリアンと呼べるかどうかは別としても、

筆者はテイラーについては、コミュニタリアンとは呼ばない。それは彼が、もっぱらコミュニティを問題

にするわけでもなく、彼にとって最も重要な価値がコミュニティであるわけでもないからである。コミュ

ニティは、市民のラージャー・ライフの一環として登場するときに限って、価値をもってくるにすぎない。

しかも、これは、その市民のおかれた環境や歴史などの偶然性に依存する。だから、テイラーにとって、

コミュニティは二義的で、付属的な価値にすぎない。 
21 Robert N. Bellah,et. al., Habits of the Heart, University of California Press, 2008〈初版 1985〉；島薗

進/中村圭志訳『心の習慣』みすず書房、2010 年〈初刷 1991〉。 
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ベラーらは、人々のモーレス（習律）mores22 における、市民と政治共同体との関係の

ありかたについて調査している。その結果、４類型の個人主義のパターンを抽出した。第

１は実業家であり、彼は、仕事でも家庭生活でも成功し満足している23。第２は、地方の共

同体で生まれ育った人であり、仕事での成功と共同体への貢献を両立させている24。第３は

セラピストであり、人はそれぞれ価値観が異なっており、その人の孤独は、その人本人で

耐えるしかないと考えている25。第４は政治的活動家であり、ヴェトナム戦争などに触発さ

れて、平和と自由のための運動をしている26。 

いずれのパターンも個人主義者であるが、共通して持っている問題点は、政治に対する

責任ある関与の欠如である。第１の実業家は、人生の目的を個人としての成功においてい

るが、この成功は「個人的満足」27によって測定される。しかも「個人的満足」の基準は「隣

人の収入・消費水準」28に比べて相対的に多いか少ないかというものにすぎないのだから、

個人主義は、「消費者主義の蔓延」と「重なり合」ってしまっている。その結果、「自分の

仕事が広い政治的・社会的世界に対してどういう意味をもっているかについては無頓着な

まま」29であり、公共の世界とのリンクを失っている。 

第２の例は、父母の代からの地方共同体への奉仕を重視してはいるが、これは彼が務め

る大企業の「広報部長」30の仕事と両立するかぎりでの奉仕である。しかも彼の自由の基礎

になっている共同体は「神話的過去への郷愁と回帰の願い」を含んでおり、近隣から「黒

人やキューバ人」が入ってくることに反対する「人種分離策」31を目的の一つとしており、

その公共性においてきわめて問題のあるものであった。 

第３のセラピストは「自分が目指す自己実現と他者の自己実現」の間の関係を切断して

おり「彼女が属している広い社会的・政治的共同体」32と自分を結びつける方策を持ち合わ

せていない。第４の活動家も、現状の批判を行うことはあっても、その後どのような社会

にするべきか、その内容については明らかではなかった。 

ベラーらは、結局「私たちは、奥深い袋小路に入り込んでしまった」と言う。そこで「近

代個人主義が生み出している生活形態は、個人的にも、社会的にも存続可能なものとは思

                                                   
22 Ibid., p.xlviii；島薗他訳、ix 頁 
23 Ibid., pp.3-8；島薗他訳、3-9 頁。 
24 Ibid., pp.8-13；島薗他訳、9-15 頁。 
25 Ibid., pp.13-17；島薗他訳、15-19 頁。 
26 Ibid., pp.17-20；島薗他訳、20-23 頁。 
27 Ibid., p.8；島薗他訳、9 頁。 
28 Ibid., p.149；島薗他訳、182 頁。 
29 Ibid., p.23；島薗他訳、27 頁。 
30 Ibid., p.10；島薗他訳、12 頁。 
31 Ibid., p.13；島薗他訳、15 頁。 
32 Ibid., pp.16-17；島薗他訳、19 頁。 
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われない」33という悲観的な診断をしている。現代社会の民主主義において市民と政治が切

断されているという、ベラーらの認識は、サンデルやテイラーとも共通している。 

ベラーは『心の習慣』を書いたときの目的について、2010 年の彼の論文「近代と対峙し

て」34の中で論じている。この論文によれば、『心の習慣』の出版の「実践的意図は、アメ

リカにおけるデモクラシーについてのトクヴィル的な理解を再び活性化する試み」35であっ

たという。 

このように述べるベラーは、テイラーの長年の友人である。ベラーによれば、テイラー

は「学者であるだけでなく、活動家でもあり、デモクラシーという偉大なる近代の理想 the 

great modern ideal of democracy に貢献してきた」36。しかも「テイラーは、・・・真の自

律的市民 a genuinely autonomous citizenry の問題に関心を持ち続け、その点に関してト

クヴィルの多くの警告を肝に銘じてきた has taken to heart Tocqueville’s many 

warnings」37と論じている。 

では、ベラーの理解するところの、トクヴィルの警告とは、どのようなものなのか。ベ

ラーらは「1830 年代にフランスの社会学者アレクシス・ド・トクヴィルは、アメリカ人の

国民性とアメリカ社会との関係についての本を著したが、これは今日までに書かれたもの

のなかでもっとも包括的で徹底的な分析となっている」と述べる。 

 

彼〔トクヴィル〕は、アメリカ人の家族生活と宗教的伝統と地域の政治への参加を取

り出して、それらが大きな政治共同体への関わりを保つことのできる人間、究極的に

は自由な諸制度の維持に貢献することのできる人間の創造に資していると論じた。彼

はまた、私たちの国民性のいくつかの側面――彼はそれを個人主義の名で呼んだ最初の

一人である――が、ゆくゆくアメリカ人をお互いに孤立させることになり、それによっ

て自由の条件を掘り崩すことになるかもしれないと警告した38。 

 

                                                   
33 Ibid., p.144；島薗他訳、176 頁。 
34 Robert N. Bellah, “Confronting Modernity: Maruyama Masao, Jürgen Habermas, and Charles 

Taylor” in Michael Warner, Jonathan VanAntwerpen, and Craig Calhoun (eds.), Varieties of 
Secularism in a Secular Age, Harvard University Press, 2010, pp.32-53. 
35 Ibid., p.34. 

36 Ibid., p.32.  

37 Ibid., pp.42-43. テイラー自身も、自己を「トクヴィリアン」（Tocquevillean）であると言い、彼の「考

えでは、市民的自己統治の健全さ（the health of citizen self-rule）」の再建が重要であると論じている

（Charles Taylor, “Marxism and Socialist Humanism” in Robin Archer, Diemut Bubeck, Hanjo Glock, 

Lesley Jacobs, Seth Moglen, Adam Steinhouse, Daniel Weinstock (eds), Out of Apathy : Voices of the 
New Left thirty Years On, Verso, 1989, p.67）。 
38 Robert N. Bellah,et. al., Habits of the Heart, p.xlviii；島薗他訳、ix 頁。 
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ベラーらによれば、アメリカの市民が、トクヴィルの時代には、家族や宗教や地域共同

体などの媒介を経て、大きな政治共同体と結合していたが、その後この関係が崩壊し、市

民が政治共同体から脱落して孤立する危険性があったという39。換言すれば、個人主義が、

ある限度を超えて個人の孤立をもたらすと、その個人は政治共同体との関係を失うのでは

ないかという懸念を、トクヴィルは持っていたとされている。 

たしかにトクヴィルは次のように述べて、個人が原子化してしまい、政治についての関

心や責任感を喪失していく傾向に警告を発していた。 

 

個人主義は、思慮ある、静かな感情であるが、市民を同胞全体から孤立させ、家族と

友人と共に片隅に閉じこもる気にさせる。その結果、自分だけの小さな社会をつくっ

て、ともすれば大きな社会のことをわすれてしまう(après s’ être ainsi créé une petite 

société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même)40。 

 

さらに、ベラーらは指摘していないのだが、トクヴィルは「産業の危機」についても指

摘しており、これは「現代民主国家における１つの疫病（une maladie endémique）だ」41

とまで言い、これによる労働者の疎外については次のように警告している。 

 

職人が休みなくただひたすら１つのものの製造にうちこむと、最後には異様なほど巧

みにこの作業をこなすようになる。だが、同時に、彼は頭を使って作業の段取りをつ

ける一般的能力を失ってしまう（perd…la faculté générale）。日ごとに彼の腕は上が

るが、創意工夫にかけてくる。彼の中で労働者が完成するにつれて人間は堕落すると

いえよう42。 

 

このような疎外の問題を指摘して「産業の知識は不断に労働者階級（ la classe des 

ouvriers）の地位を低下させると同時に、雇い主の階級を上昇させ」て、やがて雇い主であ

る「前者は成功のために知識とほとんど天才を必要とし」て、「ますます巨大帝国の管理者

に」なり、労働者である「他方は獣に似てくる」43と述べ、新しい「貴族制」を伴う階級社

                                                   
39 Ibid., p.xlviii；島薗他訳、ix 頁。 
40 Alexis de Tocqueville, De La Démocratie en Amérique, Librairie Gallimard (TomeⅠ), introduction 

par Harold J. Laski, Librairie Gallimard, 1951, p.105；松本礼二訳『アメリカのデモクラシー・第 2 巻(上)』

岩波書店、2008 年、175 頁。 
41 Ibid., p.163；松本訳、269-270 頁。 
42 Ibid., p.164；松本訳、270 頁。 
43 Ibid., p.165；松本訳、271 頁。 
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会形成の危険性を指摘している。ベラーの指摘するところの、トクヴィルの警告では、こ

の労働疎外は明示的には述べられていないのだが、トクヴィルのテイラーに対する影響を

考えるときには、この点の追加が必要である、と筆者は考える。 

もちろんトクヴィルは、この『アメリカのデモクラシー』の本だけにしぼっても、他に

膨大なことを述べている。だから、ここで筆者が、トクヴィルの警告として取り上げる内

容も、トクヴィルの思想の断片であるだろうし、この断片が、トクヴィルの思想の本質で

あるとか、トクヴィルの総合的な性向であるなどと言おうとする意図を、筆者が持ってい

るわけではない。 

トクヴィルの研究をしてきた宇野重規によれば『アメリカのデモクラシー』の本は「現

代アメリカにおいて、政治家がもっとも好んで引用する著作の一冊」である。「第二次大戦

以後のアメリカ歴代大統領は例外なく演説に『デモクラシー』からの一節をおりこんで」

いるという。「クリントン前大統領はとくにトクヴィルが好きだった」とされているが、政

治的には民主党と対立していた「ネオコン（新保守主義者）」もまたトクヴィルを引用した

という。この宇野自身は、トクヴィルの平等観に関心を寄せている44。 

このように、トクヴィルに関する理解は、きわめて多様である。だから本論文で言う「ト

クヴィルの警告」も、トクヴィルの思想の断片にすぎないだろう。しかしその断片がテイ

ラーにとっては重要な意味を持った。その意味について述べるために、前に引用したトク

ヴィルの文章に帰る。トクヴィルは「自分だけの小さな社会をつくって、ともすれば大き

な社会のことをわすれてしまう」と述べた。これのフランス語の原文は前に記載しておい

たが、この同じ部分は、英語では、after having thus created for himself a small society for 

his own use, he willingly abandons the larger society to itself45となる。 

実は、この文章の中に出てくるところの「ラージャー」（larger）という単語こそ、テイ

ラーが頻繁に使うところの、キーとなる用語である。その含意は、自分の利己主義を超え

て、外の政治共同体や文化や宗教などの公的な事柄に関心を持ち、責任を持つ個人となる

ことを意味する。この単語 larger と、きわめて類似する用語として higher、fuller、

meaningful といった単語が、しばしば使われる。これらの単語を日本語にすると「大きな」

とか「崇高な」とか「十全の」とか「意味のある」などの訳語になる。本論文では、この

ような崇高な意味を持つ生活については、おおむねラージャー・ライフという用語を使う。 

さらにトクヴィルは、「雇用者は日ごとに、より大きく全体に眼を配り、その精神は」「拡

                                                   
44 宇野重規『トクヴィル――平等と不平等の理論家』講談社、2007 年、7 頁。 
45 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Abridged with Introduction by Sanford Kessler, 

Translated and Annoted by Stephen D. Grant, Hackett Publishing Company, 2000, p.205；松本訳、175

頁。 
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大する」46一方であるが、労働者は「一般的能力を失」う、としていた。これは、労働者が

自分の労働を含む生活を自己統治する能力を失うことであり、自分の生活と社会の公共性

を結合する能力も失うことを意味する。 

このようなトクヴィルの警告を「肝に銘じてきた」テイラーは、第１に、雇用者であれ

労働者であれ、各市民が自己の「崇高な」価値観と、政治の共同性を関連づけて、市民が

政治共同体を支えるようなしくみを作り出したいと考えた。そのために、テイラーは、本

論文の本文で述べるように、市民のあいだの「対話」が不可欠であり、これを可能にする

「対話社会」の創出が必要であると考えた。 

第２に、テイラーは疎外の克服が必要であると思った。トクヴィルも労働者の疎外につ

いて指摘していたが、テイラーはこれをさらに広げる。労働者の疎外については初期マル

クスの影響も受けて、彼の言うソーシャリズムの思想を形成する。さらに宗教的疎外や社

会的疎外および政治的疎外などを問題にする。 

テイラーの「対話社会」では、現代の疎外問題を克服する「対話」も含まれる。しかも

その疎外は、単に労働者の自己疎外の問題だけではなく、大企業によって、市民全体が、

企業の利益のための資金を、あたかも課税のように負担させられているという疎外や、一

部のハンディを負う人たちの疎外なども含まれる。このような問題の解決のための「対話」

は、おだやかなものであるはずもなく、結局、テイラーは、彼の 1950 年代末のニューレフ

トの理論運動を経て、1960 年代以降のカナダでの新民主党の政治活動を行う。新民主党は、

当時のカナダでは、最も過激な左翼政党であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
46 Alexis de Tocqueville, De La Démocratie en Amérique, Librairie Gallimard, p.165；松本訳、271 頁。 
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（３）本論文の主張 

 

市民は、政治に対して、どのような関係を結ぶべきなのであろうか。これが、冒頭の問

いであった。この問いに関して、本論文が主張しようとするのは、テイラーの政治哲学が

次の２点を通じて、市民と政治の関係を構築しようとしたことである。これは同時に、政

治学に対する問題提起でもある。 

 

第１に、個人論。 

(a)個人は自律した主体であると理解すること（第３・４・５章）。 

(b)個人はより崇高な価値のあるラージャー・ライフを求めること。 

このラージャー・ライフは、宗教や文化などのみならず、善き政治共同 

体の実現と深く接合することによって実現すること（第２・４・５章）。 

第２に、疎外論。 

(a) 現代資本主義における疎外。現代社会では、経済や政治や教会などの諸要

因によって疎外されており、これを克服し、個人のラージャー・ライフの

遂行を可能にすること。（第２・４・５章）。 

(b) スターリニズムによる疎外。スターリニズムの下ではラージャー・ライフ

の遂行どころか、その基礎的な条件である個人の自由すら疎外されており、

これに対しては、たたかう必要があること（第１・2 章）。 

 

第１(a)の個人論（第３・４・５章）であるが、これは、欧米のテイラー研究でもあまり

触れられていないところの、彼の最初の出版物である 1964 年の『行動の説明』（The 

Explanation of Behaviour）を扱う。この本の大部分は、当時の行動論心理学に対する執拗

な批判である。当時の行動論は、人間の行動を機械論的に、あるいは刺激・反応の過程と

して説明していた。しかし、これらの理論では、人間が行動するにあたって行う、主体と

しての判断や目的や責任などを、とらえることができない。テイラーはこう考えて、人間

の行動における「表現された主体性」（embodied subjectivity）を取り戻すために、当時の

行動論を批判している。 

テイラーの考える行動は目的的なものであり「主体」（agent）的なる性質を強く持つも

のであったことが、くりかえし述べられている。この議論できわめて特徴的なことは、主

体としての個人の引き出し方である。 

当時の行動論は、その頃の科学的といわれた方法を使っていたのだが、テイラーは、こ
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の方法を批判して、人間は主体的に行動するものだと主張した。人間の行動は機械のよう

に刺激に反応する結果ではなく「主体的」な判断の結果だという。ここで彼が言う人間は

単一の個体としての人間であり、しかもその個体の行動は、自らの主体的なものである。

そこで、この主張をしたとき、結果的に、彼は、判断する個人を生み出している。だから

『行動の説明』は、一種の自然状態における個人を、当時の行動論を批判する中で引き出

すという独特の議論になっている。第４章では、個人の主体性がラージャー・ライフを求

めるものであるという定義に発展する。第５章ではそのための諸政策が提案されている。 

第１(b)（第２・４・５章）は、個人の生活におけるラージャー・ライフから引き出され

る社会論である。諸個人は、より崇高な価値に到達しようとして、文化や宗教などだけで

なく、政治共同体についても、自ら構想する。しかしその構想は各人によって違ってくる。

そこで、政治共同体や文化や宗教などの一員として、他の諸個人と「対話的な関係」dialog 

をむすび、公共社会を形成する。これはしばしば鋭い緊張をはらむと思われる。これは、

市場的な活動に専念するところのノージック的な個人と政治の関係ではない。社会の「基

本構造」を超える具体的な政治問題については、個人にまかせるところのロールズ的な政

治観でもない。テイラーは、より善い政治や社会を形成したいとする諸個人の協力した努

力こそが政治であり、その結果として自己統治が生まれると考えている。 

第２（a）（b）は、疎外論である。ノージックはもちろん、ロールズやサンデルにおいて

も、諸個人の人間としての価値の実現が、現代社会によって、むしろ妨害される傾向もあ

るという点を指摘する面は、希薄である。ロールズの格差原理は、彼自身が述べるように、

不平等を合理化するための説明でもある。サンデルにおいても、問題になるのは、哲学的

な正義か不正義かという点である。 

第２（a）であるが、テイラーは、現代資本主義社会における疎外を問題にした（第２・

４・５章）。疎外とは、テイラーにおいては、前にのべた崇高なラージャー・ライフからの

疎外であり、個人がラージャー・ライフから脱落することである。この疎外は、宗教的疎

外、社会的疎外、資本主義による疎外の３点をめぐって問題にされる。宗教的疎外は、市

民の個人としてのラージャー・ライフであるはずの信仰が、聖職者などの一部の教会エリ

ートによって独占されることから起きてくる疎外である。 

社会的疎外は、個人が、文化や政治共同体などを要素とするラージャー・ライフから脱

落するため、ラージャー・ライフとの対話によって到達するはずの公的な社会的意味から

脱落することである。 

このような社会的疎外は、市民が政治的な共同社会に到達するための通路もふさいでし

まう。これが政治的疎外である。これによって人々は深い不満におちいり、結果として市
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民は、政治的カルトに吸引されることがある。政治的カルトは、限度を超えたナショナリ

ズムや、単なるショーと化したポピュリズムなどである。これで市民は政治と連絡できた

と思うのだが、これが結局政治的疎外をもたらすという。 

最後に、資本主義による疎外である。テイラーは、ニューレフトとしての理論と実践活

動（第２章）や、カナダでの新民主党での活動（第４・５章）の時期に、この資本主義に

よる疎外を問題にした。テイラーは、資本主義には批判的な意識を持ち続けており、大企

業中心の社会や、消費中心の社会などを批判（第２・４・５章）する。 

第２（b）であるが、この点では、スターリニズムによる疎外を問題にする。テイラーの

最も早い政治活動の一つは、ハンガリー難民支援という人道的な活動であった（第１章）。

このとき、個人に自由すら許さなかったスターリニズムについては激烈な批判論文を書い

ている。これは社会主義による究極の疎外状況であり、これに青年テイラーは、難民学生

の生活と勉学を支援する活動を通じて批判している。このスターリニズムによる究極の疎

外は、ニューレフト時代においても、トムスンとの論争の中で問題になる（第２章）。 

以上のような疎外を克服するために、諸個人のラージャー・ライフの実現と、その相互

の交流による公共性の創出が必要であると、テイラーは主張している。トクヴィルの用語

を使えば、個人の「プティ・ソシエテ」（petite société）と、政治社会の「グラン・ソシエ

テ」（grande société)との間の、深い結合をもたらすことがテイラーの課題であり、そのた

めには各種の疎外の克服も必要であった。 

以上の第１(a)(b)および第２(a)(b)がテイラーの政治哲学の構造をなしている点を主張す

ることが、本論文の目的である。 

 

（４）本論文の構成 

 

これまで述べてきた本論文の主張の論理的順序は、本論文の構成の順序とは異なってい

る。本論文は、テイラーの青年時代からの知的な発展を追うように構成されている。その

理由は、テイラーの政治哲学と実践活動が、当時の時代背景と切り離すことができないか

らである。例えば、テイラーのハンガリー難民支援活動（第１章）やニューレフトの創設

および理論活動（第２章）は、当時のスターリニズムによる抑圧状況と、それを批判する

ニューレフトのグループの形成を背景としている。こうした時代に直面したテイラーの政

治哲学の内容を明らかにするために、本稿では、叙述の順序が、主張の論理的順序とは異

なっている。 

第１章では、1956 年から 1957 年にかけての最初の政治活動であるハンガリー難民支援
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について明らかにする。この章で、テイラーが、もともと非常なる人道主義的をもってい

たこと、さらに政治権力の独裁に強烈な嫌悪感をもっていたことがわかる。このような彼

の性向が、その後のソーシャリズム論や、疎外論の基礎になると思われる。 

第２章では、1957 年から 1960 年までの、彼のニューレフト時代の理論活動と実践活動

を追う。彼は、初期マルクスに強い関心を持ちながらも、当時のイギリス労働党左派とし

て活動する中で思想形成する。資本主義に非常に批判的でありながらも、共産党による革

命は否定している。民主主義を拡充する中で資本主義の問題を、漸進的に解決していこう

とした。 

第３章では、1964 年の『行動の説明』の分析である。この内容の概要については、前に

述べたので繰り返さないが、この最初の出版物で、テイラーは自己の個人主義的な理論的

基礎を形成した。 

第４章では、第３章の個人主義と、第２章のニューレフトの延長上にあるところの、1960

年代におけるカナダでの理論活動について取り上げる。特に、テイラーが 1970 年に出版し

た『政治の形態』（The Pattern of Politics）を中心としながら、他の諸論文もあわせて検討

する。特にテイラーの個人像、社会像、疎外論、対話社会論について述べる。ニューレフ

トのころには、このような個人像や社会像は、まだ明確ではなかった。しかし、この 1970

年になって、ある程度具体的に述べられており、ラージャー・ライフの問題や、ここから

脱落する個人の疎外の問題や、それを克服するための対話社会論が展開される。 

第５章では、彼の新民主党での政党活動を扱う。テイラーは当時の二大政党のいずれも

否定している。当時は「進歩保守党」（Progressive Conservative Party）と「自由党」（Liberal 

Party）が支配的な力を持っていたが、彼は、さらに左翼的な新民主党の副党首として活動

し、1960 年代に４回の国政選挙に立候補している。 

このような政党活動の中で、テイラーは、カナダの労働者や農民にとって不利益を与え

ていた当時の資本主義の改良を提案する。他方で、市民が自覚的に政治を支え、参加して、

公共のささえる政治共同体の形成を訴えている。 

これまで述べてきたように、筆者の本論文は、青年テイラーを扱っており、彼のその後

の著作を直接には扱っていない。これは本論文の根本的な限界である。しかし、本論文で

明らかにされるのは、彼の政治哲学の基礎となる構造である。これまでの先行研究におい

ては、本論文が扱うところの、青年テイラーの研究が希薄であり、それが彼の議論に関す

る、一部の誤解も生んでいると思われる。その意味で、本論文は、円熟期のテイラーの哲

学を理解するうえで、基盤の１つとなるものと考える。 
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（５）先行研究と本論文の課題 

 

冒頭の問いは、市民は政治とどのような関係を結ぶべきであるかというものであった。

この点を中心として、テイラーに関する先行研究を理解する47。詳しく述べる前に、まず要

点だけを示すと下記のようになる。 

 

第１に、市民は政治とどのような関係を結ぶべきであるかという冒頭の問いについて、

テイラーに関する先行研究は、下記の(a)、(b)、(c)に分けられる。 

(a) 先行研究の第１のアプローチは、テイラーが、市民と政治の間の強い媒介

項として、コミュニティを置いている、と理解する。だからテイラーの個

人主義をほとんど評価せず、もっぱらコミュニタリアンとして、テイラー

を批判する。これをまず紹介するが、これはテイラーに対する、やや一面

的な理解であり、この一面性を批判することが本論文の課題となる。 

(b) 第２のアプローチは、テイラーが、市民と政治を結ぶものとして、個人主

義とコミュニタリアンの両方の通路を持つとするものである。このアプロ

ーチでは、両方の通路の関係問題が残り、この問題の処理が本論文の課題

となる。 

(c) 第３のアプローチは、先行研究(b)のアプローチに立脚しつつ、市民と政治

を結ぶ通路に関しては、個人主義とコミュニティの両方があるとしつつも、

個人主義の通路が主でありコミュニティは従であると理解する。筆者の結

論は、結果的に、この立場と一致するが、この点を本論で述べることが、

本論文の課題となる。 

第２に、特に上記先行研究のうち、第１の(a)のコミュニタリアンとしての誤解は、主

に 1980 年代以降のテイラー円熟期の著作を扱っていることに原因の一つがあ

る。テイラーは、思想家として確立していくにしたがって、彼は、自己のあま

りにもあたりまえの基本的な思想基盤については、改めて説明しない傾向がで

てくる。しかし、本文で述べるように、テイラーの青年期の思想形成の基盤は

晩年まで生きている。そこで、円熟期以降の作品の解読に際して、その暗黙の

                                                   
47日本でも、今日ではテイラーの著作の一部が邦訳され、研究の基盤が形成されてきている。例えば『マル

チカルチュラリズム』Multiculturalism（1996 年邦訳）、『ヘーゲルと近代社会』Hegel and Modern Society

（2000 年邦訳）、『〈ほんもの〉という倫理』The Ethics of Authenticity（2004 年邦訳）、『今日の宗教の諸

相』Varieties of Religion Today（2009 年邦訳）、『自我の源泉』Sources of the Self（2010 年邦訳）、『近

代――想像された社会の系譜』Modern Social Imaginaries（2011 年邦訳）、がある。 
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前提としている基本原理を基礎として解読するべきである。この点を軽視して

いるのがテイラー誤解の一つの要因である。この誤解は、テイラーの思想の形

成期（1956‐1970 年）に据えられた思想基盤を見ることによって乗り越えら

れる。そこで、本研究ではこれまでほとんど研究されてこなかった、青年期の

テイラーを研究する。 

第３に、コミュニタリアンに偏したテイラー理解は、テイラーの政治活動の実態を見

ないことにも、原因がある。彼の政治活動は、社会的なハンディを負った人た

ちを支援することが常に中心にあり、ここを見ると、彼がマイノリティの権利

を軽視するなどとは簡単には言えなくなるはずである。だから近年は「政治哲

学者であると同時に政治の実践者」としてのテイラー研究をしなければならな

いという傾向が出てきている。本論文は、テイラーの哲学だけでなく、その政

治活動についても研究することで、彼がどのような時代に直面して何と格闘し

ようとしたのかを明らかにし、彼の政治哲学に新しい光を当てる。 

 

第１(a)の先行研究 

 

第１(a)のアプローチは、ウィル・キムリッカWill Kymlickaや、ヘンリー・タムHenry Tam

をはじめとして多くの理論家に採用された48。 

キムリッカは、テイラーが「共通の生活様式の強調」、「共通の国民性の強調」、「政治参

加の強調」という「３つのアプローチすべての要素を織り交ぜて自分の議論を構築してい

                                                   
48 1980 年代から 90 年代にかけて、テイラーを「コミュニタリアン」の政治理論家とする研究の中には次

のようなものがある。Will Kymlicka, Liberalism, Community, and Culture, Oxford University Press, 

1989；Shlomo Avineri and Avner de-Shalit (eds), Communitarianism and Individualism, Oxford 

University Press, 1992；Daniel Bell, Communitarianism and its Critics, Oxford University Press, 

1993；Stephen Mulhall & Adam Swift, Liberals & Communitarians, 2nd edition, Blackwell Publishing, 

1996；谷澤正嗣/飯島昇蔵訳『リベラル・コミュニタリアン論争』勁草書房、2007 年；Henry Tam, 

Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship, Macmillan Press LTD, 1998. これらの

著作は、基本的に、ロールズをリベラルとし、サンデルやテイラー、アラスデア・マッキンタイア Alasdair 

MacIntyre やマイケル・ウォルツァーMichael Walzer をコミュニタリアンとして整理している。これらの

著作においては、サンデルやテイラーらのコミュニタリアニズムと、アミタイ・エッツィオーニらの「政

治運動」としてのコミュニタリアニズムは区別して論じられている。たとえばエイドリアン・リトルは、

エッツィオーニの思想を「政治的コミュニタリアニズム」と呼び、それが一種の「政治運動」であり、「現

代の社会改革に対して後ろ向きな見方をしており、…伝統的なコミュニティの郷愁と結びついている」と

している（Adrian Little, The Politics of Community: Theory & Practice, Edinburgh University Press, 

2002, pp.55, 59；福士正博訳『コミュニティの政治学』日本経済評論社、2010 年、81、87 頁）。日本では、

中野剛充『テイラーのコミュニタリアニズム』勁草書房、2007 年；菊池理夫「テイラー ――全体論的個

人主義者」『現代のコミュニタリアニズムと「第三の道」』風行社、2004 年；井上達夫『他者への自由――

公共性の哲学としてのリベラリズム』創文社、1999 年；斎藤純一「自由主義」白鳥令/佐藤正志編『現代

の政治思想』東海大学出版会、1993 年、174‐196 頁；杉田敦『権力の系譜学』岩波書店、2005 年；藤原

保信『自由主義の再検討』第 9 巻、新評論、2005 年。 
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る」と考える。とりわけ「共通の生活様式の強調」を、コミュニタリアン的アプローチと

呼ぶ49。要するに、諸個人の異なる生活様式ではなく、コミュニティの「共通の生活様式」

を強調することで、個人の自由が侵害される傾向を指摘したいのである。キムリッカは次

のように述べている。 

 

サンデルとテイラーによれば、共通善（the common good）の政治の基礎として働き、

あらゆる社会集団にとって正統であるような共通の目的（shared ends）が存在する。

だが、サンデルとテイラーは共通の目的の事例を挙げてはいない。おそらくその理由

の１つは共通の目的など存在しないことであろう。サンデルとテイラーによれば、共

通の目的は歴史的習慣のなかに見いだすことができる。しかし、サンデルとテイラー

は歴史的習慣が一部の社会集団――有産白人男性――によって有産白人男性の利益のた

めに定義されてきたことに言及していない。法律上、女性や黒人、労働者の参加が許

可されているときでさえ、歴史的習慣はジェンダーや人種、階級によってコード化さ

れている。この種の目的を促進しようとするならば、正統性を減少させ、さらには周

辺化された集団を排除することになる50。 

 

キムリッカによれば、テイラーは「あらゆる社会集団にとって正統であるような共通の

目的」が存在すると理解している。しかしキムリッカは、そのような「共通の目的」など、

そもそも存在しないと考える。仮にそれが「歴史的慣習の中」に見出すことができるとし

ても、それは「一部の社会集団」によって定義されてきたにすぎない。したがって、テイ

ラーが共通の目的を促進しようとするならば、「周辺化された集団を排除することになる」

と批判するのである。 

このような批判は、ヘンリー・タムによっても行われている。タムによれば、テイラー

の議論は、政治における「共通善」の役割を重視するがゆえに、コミュニティ内部の個人

的自由を抑圧し、さらにコミュニティに同化されない個人を排除する。テイラーを含めた

「コミュニタリアン」は、効率的なコミュニティの生活のための前提条件として、諸個人

の「同質性」（homogeneity）を要求している。コミュニタリアンは、「文化的多元性を犠牲

                                                   
49 Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press, Second edition, 2002,  

p.257；千葉眞他訳『新版・現代政治理論』日本経済評論社、2010 年、375 頁。テイラーは、コミュニタ

リアンを自称しているわけではなく、彼自身、「コミュニタリアン」という呼び方では何も解決しないと述

べている（チャールズ・テイラー、岩崎稔 / 辻内鏡人訳「多元主義・承認・ヘーゲル」『思想』第 865 号、

1996 年）。 
50 Will Kymlicka, Liberalism, Community, and Culture , Oxford University Press, 1989, p.86.この点に

ついては、キムリッカの以下の著書においても再び述べられており、千葉眞らの邦訳を参照している。Will 

Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, p.259；千葉眞他訳、377 頁。 
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にして、社会的団結（social cohesion）を守ろうとしている」と言う51。 

デレック・L・フィリップス Derek L. Phillips も次のように書いている。 

 

マッキンタイア、サンデル、そしてテイラーは、皆、次のように主張する。我々は、

我々のアイデンティティを、コミュニティから引き出しており、コミュニティそれ自

体が、正当な義務を生じさせる……ここにおいて、コミュニタリアンの思想の危険性

は、明白である。それは、個人的自律性を完全に破壊し、社会における自己の立場に

よって課された役割へと、自己を溶解させてしまう52。 

 

このようにフィリップスは、テイラーの「コミュニティ」の同質性が個人的自律性」を

破壊する危険性をもつと言う。この点は、中野剛充も同意する。中野によれば、テイラー

の「コミュニタリアニズムが強く依拠する思想家たち」は「近代保守主義の祖」でもあり、

その「最も危険な『民族＝国家』的な保守主義の祖」を含んでいる。したがって中野は、

保守主義とコミュニアリアニズムという「二つの思想を理論的に『分節化』すること」が、

テイラーにとって「緊急の課題」であると言う53。ここで中野が問題にしようとしたことは、

「民族＝国家」によって、その内部の個人の自由を抑圧する可能性をテイラーが十分に認

識していないということである。 

盛山和夫も、テイラーが、個人の自由や権利を軽視していると批判する。盛山によれば、

「テイラーは、たとえ個人の権利がある程度制限されることになっても、それよりも優先

されるべき集団としての文化というものが存在すると主張」54している。 

筆者の研究の結論は本論で詳しく述べることになるが、ここで一言だけ述べておけば、

テイラーの社会は「対話社会」であり、「共通善」は対話の課題である。対話の過程が政治

であり「共通善」が決定されてしまえば「対話社会」は崩壊する。第 1（a）の先行研究は、

この点に関しての理解に問題がある。 

 

                                                   
51 Henry Tam, Communitarianism: A New Agenda for Politics and Citizenship, Macmillan Press LTD, 

1998, p.223. 
52 Derek L. Phillips, Looking Backward: A Critical Appraisal of Communitarian Thought, Princeton 

University Press, 1993, pp.182, 183, 184. 
53 中野剛充、前掲書、141‐143 頁。中野は、テイラーの社会哲学の「思想的全体像」を「全体論的個人

主義」（holistic individualism）として特徴づけ、とりわけ「自己論において個人主義的」であると考えて

いる（2、6-7、143 頁）。しかし中野が、最終的にテイラーを「保守主義」者と考えていることから、中野

は、テイラーの「個人主義」よりも「全体論」を優位に位置づけて理解していることがわかる。 
54 盛山和夫『リベラリズムとは何か』勁草書房、2006 年、273 頁。盛山によれば、テイラーは、「ケベッ

ク州において『各人のどの言語教育を受けるかの自由』を制限してフランス語教育を義務づけることは許

されると考える」とされる。 



26 

 

第１(b)の先行研究 

 

このアプローチでは、テイラーにおける個人主義的な要素を発見し、彼は、コミュニテ

ィと個人の両方を重視する両義的思想家となる55。 

ルース・アビィ Ruth Abbey によれば、テイラーは、単なるリベラルでもコミュニタリ

アンでもなく、「統一性と多様性（unity and diversity）の媒介を試みること」を彼の「思

想の中心的要素」としている。つまり、彼は「分断を和解する」（reconcile solitudes）試み

を行っている56。 

アビィは、テイラーの思想における「コミュニタリアンの要素」を認める一方で、テイ

ラーが個人の人権を擁護していることを強調する。ただしテイラーは、伝統的なリベラリ

ズムによる国家の中立性という考え方を批判し、国家は社会改革を後押ししなければなら

ないとして、伝統的リベラリズムの修正を示唆するという57。こうした検討を通じて、アビ

ィは、次のようにテイラーの思想を特徴づける。 

 

彼〔テイラー〕は、リベラルとコミュニタリアニズムの間の想定される対立を拒否し、

社会的生活と政治に対する両方のアプローチの最善の特徴を保持しようとする58。 

 

このように、テイラーが、リベラリズムとコミュニタリアニズムの両方のアプローチを

保持しているとすれば、テイラーの思想において、両者はいかなる関係にあるのかという

問題が浮上する。 

この点についてマーク・レッドヘッド Mark Redhead は、テイラーが、「深い多様性」（deep 

diversity）の視点から説明を試みていると述べる。レッドヘッドによれば、テイラーは、

個人が、コミュニティから、抑圧的で単一的なアイデンティティを押しつけられるべきで

はないと考える。個人は、コミュニティへの帰属において、諸個人の「深い多様性」を認

められなければならず、この点において個人の自由は担保されるという59。 

                                                   
55 田中智彦もまた、テイラーの思想の「両義性」について指摘している（田中智彦「両義性の政治学――

チャールズ・テイラーの政治思想(1)」『早稲田政治公法研究』第 53 号、1996 年、293-323 頁；田中智彦「両

義性の政治学――チャールズ・テイラーの政治思想(2)」『早稲田政治公法研究』第 55 号、1997 年、213-244

頁）。 
56 Ruth Abbey, Charles Taylor, Acumen, 2000, p.4. 例えば、テイラーはしばしば、「大陸哲学からのテー

マとアプローチを、アングロサクソンの思想の分析的伝統と統合しようとした思想家」として記述される。 
57 Ibid., pp.3, 101-150. 
58 Ibid., p.4. 
59 Mark Redhead, Charles Taylor: Thinking and Living Deep Diversity, Rowman & Littlefield 

Publishers INC., 2002, p.2. 
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この点は、石川涼子や中野剛充によっても認められている60。彼らによれば、テイラーは、

政治共同体における多様性の受容のあり方には、２つのレベルがあるとする。第１のレベ

ルは「浅い」多様性と呼びうるものである。これは、様々な善き生の構想を抱く人びとを

統合するために、誰もが共有しうる手続き的な統合理論を用いるものである。文化や背景

には様々な違いがあるが、どのような人も政治共同体への帰属に関しては共通の理念を共

有することが可能だと考えるものである。ここでは、どれほど異なった背景や文化を持つ

人びとも、自由平等主義に基づく公平性の下に、同じように政治共同体に帰属する意義を

見出すものとされている。このような手続き主義を用いることで、国家はその人のエスニ

シティ、ジェンダー、学歴などを考慮せず、人々を平等に処遇することができる。 

これに対して第２のレベルの多様性は「深い」多様性と呼ばれ、政治的共同体への帰属

のあり方そのものに、多様性が存在しうるということが容認されている。この「深い多様

性」においては、「ケベコワ」（Québécois）、「クリー」（Cree）、「デネ」（Dene）といった

人びとは、それぞれ別様にカナダに帰属していると考えられている。これらの人々は、彼

らの帰属する特殊な共同体を通じて、すなわち彼らの民族・文化的共同体の成員であるこ

とを通じて国家に帰属する。つまり「深い多様性」においては、それぞれの文化のアイデ

ンティティは保障され、それは国家への帰属の基礎として承認されている61。こうしてテイ

ラーは、諸個人や諸文化集団の「深い多様性」という概念を通じて、コミュニティに対す

る個人の自由を擁護する。 

しかしこの「深い多様性」の説明においても、個人の自由が尊重されるという点までは

わかるとしても、テイラーの思想において、個人の自由が、コミュニティとの関係で優位

にあると言えるのかどうか、という点は、従来のテイラー研究において残された研究課題

である。 

 

第１(c)の先行研究 

 

テイラーにおける個人とコミュニティの両方の要素を認めながらも、個人が優位にある

とするテイラー評価もある。苅部直は、テイラー研究者ではないが、テイラーの日本語訳

書に関する書評において、彼は「個人主義の意義」を「擁護」しようとしたと理解する。

テイラーの論敵は、「近代における共通の意味の喪失を攻撃する保守主義と、反対にその状

                                                   
60 石川涼子「ブライアン・バリーの市民的ナショナリティ概念――バリーによる多文化主義批判についての

一考察」『政治思想研究』2007 年 5 月第 7 号、158‐159 頁；中野剛充、前掲書、102‐106 頁。 
61石川涼子、同上論文、158‐159 頁；中野剛充、前掲書、102‐106 頁。 



28 

 

況に居直り、近代の『限界』を超えてさらに突き進もうとするポスト・モダンの潮流であ

る」とされる62。 

井上達夫も、テイラー研究者ではないが、次のように述べる。共同体論はリベラリズム

における個人主義の貧困を批判するが、その狙いは、共同体それ自体の価値化よりも、現

代社会における「個の主体性回復」であり、「テイラーの表現を借りれば、『自由に場をあ

たえること』（situating freedom）」である」。「共同体は、そのための条件として捉えられ

ている」63。 

さらに加藤哲理は、ハンス＝ゲオルグ・ガーダマーの政治哲学とテイラーの政治哲学を

比較しながら、テイラーの哲学的人間学においては、様々な価値の間に選好上の区別を設

けながら解釈をする「行為主体（agency）」――彼の言葉でいう「強い評価者」（strong 

evaluater）――が大きな役割を担っていると述べる64。加藤によれば、テイラーは「解釈

する主体の自由や多元的価値を積極的に認めることによって、一般的な彼に対する評価と

は異なって、はっきりとリベラリズムの伝統へと帰属する」65。 

筆者の研究は、結果的には、この苅部や加藤らの評価と一致する。ではなぜ一致すると

言えるのか。すなわち、テイラーにおいて個人はコミュニティに優位すると言えるのは、

なぜか、これが、本論文の課題である。 

ここで簡単に結論を述べておけば、前に述べたようにテイラーにおいては、諸個人は、

そのラージャー・ライフ等を媒介としながら、自己のアイデンティティを作るのだが、そ

の際には他の諸個人との「対話」を通じて社会を形成しながら自己を形成していく。 

この点は、ニコラス・H・スミス Nicholas H. Smith によるわずかの言及を除いては、こ

れまで研究されたことがない。スミスのテイラー理解によれば「多くの個人にとって、意

                                                   
62 苅部直「書評フォーラム――熊野純彦著『戦後思想の一断面――哲学者廣松渉の軌跡』チャールズ・テ

イラー著/田中智彦訳『〈ほんもの〉という倫理――近代とその不安』宇野重規著『政治哲学へ――現代フ

ランスとの対話』――政治実践と哲学との関係をときあかす鍵」『外交フォーラム』2004 年 9 月、194 号、

97 頁。 
63 井上達夫、前掲書、140 頁。 
64 加藤哲理『ハンス＝ゲオルグ・ガーダマーの政治哲学』創文社、2012 年、297、299 頁。加藤によれば、

ガーダマーとテイラーは、「社会的なコンテクストから遊離した原子論的な個人など存在しない」と考える

点で軌を一にしている。さらに、両者に共通している理論上の前提は、「理解や解釈」が人間の行為や実践

において本質的要素を占めているということである。ガーダマーとテイラーの間を分け隔てるのは、理解

や解釈における「自己／自我（self）」の主体性の働きであるとされる。ガーダマーは、ロマン主義によっ

て始まった「美の主観化」を批判しており、ガーダマーの解釈学的哲学からは、原子論的個人であれロマ

ン主義的自我であれ、「人間の主体性という契機はほとんど消滅してしまう」。それに対して、テイラーに

とって、近代の受け継ぐべき遺産は、ロマン主義によって発見された「真正の」自己という理念である（228、

297－299 頁）。行為主体が理解や「解釈」を行う際の「背景的図柄」（background picture）や「地平」（horizon）

あるいは「枠組み」（framework）については、小野紀明も述べている（小野紀明『政治理論の現在――思

想史と理論のあいだ』世界思想社、2005 年、171 頁）。 
65 加藤哲理、同上書、306 頁。 
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味のある生が享受する意味（meaning）は、個人自らのものよりもより大きい重要なもの

（some life larger than the individual’s own）への帰属意識や参加意識を含む」66。この概

念は、1991 年に出版されたテイラーの著作『〈ほんもの〉という倫理』（The Ethics of 

Authenticity）においても、キーワードとなっている。  

 

以下では……現代の〔道徳的〕理想を表すのにこの「ほんもの」（authenticity）とい

うことばを使うことにします。道徳的理想……は、より善い生き方とかより気高い生

き方（better or higher mode of life）とはかくのごときものであろうという生のイメー

ジのことです67。 

 

本のタイトルともなっている「ほんもの」とは、より良い崇高な生としてのラージャー・

ライフを指している。テイラーにとって、個人がラージャー・ライフと相互的関係をもつ

ことが「ほんもの」の自己になることである。ラージャー・ライフの喪失に対する懸念に

ついて、テイラーは、トクヴィルを引用しながら述べている。 

 

個人は〔自分〕より大きな社会、大きな宇宙という行為の地平（larger social and cosmic 

horizons of action）を失った。……人々はもはや、より高い目的の意識（higher 

purpose）も、死を賭すに値する何ものかの意識ももたない。……19 世紀にはアレク

シス・ド・トクヴィルが、折にふれて同じようなことを語っている。トクヴィルはそ

ういう時、デモクラシーの時代にあって人々は「矮小・卑俗な快楽」を追い求めがち

になると指摘した。……このような目的の喪失は、視野の狭窄と結びつけられた。個

人の生活にばかり関心を寄せるようになったため、ひとびとはもっと広い視野

（broader vision）を失うことになった、と。トクヴィルによれば、民主的な平等には

個人の関心を自分に向けさせ、「ついには、ひとをまったくその心の殻のなかに閉じ込

めてしまう危険」がある。いいかえれば、個人主義には何ごとも自己を中心にすると

いう暗黒面があって、それがわれわれの生を平板で偏狭にし、意味の乏しいものにし、

他者や社会に対する関心を低くさせている68。 

 

                                                   
66 Nicholas H. Smith, Charles Taylor: Meaning, Morals and Modernity, Polity Press, 2002, pp.3-4.  
67 Charles Taylor, The Ethics of Authenticity, Harvard University Press, 2003, p.16〈以下、EA と略記

する。〉；Charles Taylor, The Malaise of Modernity, House of Anansi Press, 1991, p.16〈以下、MM と

略記する。〉；田中智彦訳、21 頁。この著作に関しては、以下の文献においてもふれられている。千葉眞『思

考のフロンティア：デモクラシー』岩波書店、2007 年。 
68 MM, pp.3-4；田中智彦訳、5 頁。 
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このようにテイラーは、「より大きな社会の地平」や「より高い目的の意識」としてのラ

ージャー・ライフを失うことが、「視野の狭窄」に結びつくと考える。人々は自己の「心の

殻のなかに閉じ込」もり、政治や「社会に対する関心を低く」してしまう。すなわち、個

人が利己主義をこえて、より政治共同体や社会に対して関心をもち、責任ある個人になら

なければならないと、テイラーは考える。 

テイラーの近年の著作についての本格的な研究は、筆者の今後の課題とするが、青年期

テイラーにおけるラージャー・ライフの概念を検討することは、円熟期のテイラーの著作

を解釈する際の基礎作業となると思われる。本論文では、ラージャー・ライフという概念

の源泉をさぐりながら、個人とコミュニティの関係を検討する。 

前に「本論文の主張」において述べたように、コミュニティは、市民のラージャー・ラ

イフの一環として登場するときに限って、価値をもってくるにすぎない。しかも、これは、

その市民のおかれた環境や歴史などの偶然性に依存する。だから、テイラーにとって、コ

ミュニティは二義的で、付属的な価値にすぎない。これが本論文の主張である。 

さらに、本論文は、彼の「コミュニティ」概念を明確にする。テイラーにおける「コミ

ュニティ」は、実態的コミュニティも含むが、基本的には、信念や信仰、正義といった価

値観それ自体を意味している。人々が価値観を相互に形成していく過程こそが、コミュニ

ティの形成である。テイラーの「コミュニティ」は、個人が強い価値観を持たなければ成

立しないものであり、そのうえで、価値観の対話としてのコミュニティが出てくる。この

意味で、コミュニティは個人の一面である。 

テイラーにとって、コミュニティは階層的な構造をなしている。コミュニティには、家

族やネイションなども含まれるが、より普遍的で公共性をもつ「究極的価値観」や政治共

同体が優位に立つものと想定され、推奨されている。 

この点については、前に述べたキムリッカやタムやフィリップスらの誤解がある。彼ら

は、テイラーにおける「同質的」コミュニティが「個人的自律性」を破壊する危険性を指

摘し、中野剛充らは、テイラーの政治哲学が「保守主義」へと流れ込む可能性を指摘した。 

しかし本論文で明らかにするように、テイラーは公共善を所与のものとして考えている

わけではないし、「同質的」なものを実態として想定しているわけでもない。彼は、公共善

に関する「合意」を目的にすらしていない69。 

テイラーは、諸個人が、それぞれのラージャー・ライフと自律的に関与しつつ、それに

                                                   
69 Charles Taylor, “From Marxism to the Dialogue Society” in Terrey Eagleton and Brian Wicker (eds.), 

From Culture to Revolution : The Slant Symposium 1967, Sheed and Ward, 1968, p.176.〈以下、MD と

略記する。〉 
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ついて「対話」することによって「対話社会」を形成しようとした。重要なことは「対話」

であって「合意」ではない。「合意」が決定された瞬間に「対話社会」は崩壊する。この点

は本論（第４章）で述べる。 

もちろんテイラーが「対話社会」の必要性を訴えるとき、「周辺化された集団を排除する」

わけではない。このようなフィリップスらの誤解は、テイラーの疎外論を研究していない

ところから起きている。「周辺化された集団」がいかに共通の意味や目的の形成に参加し、

意味のある充実した生活を送ることができるか。これをテイラーは青年のころからの重要

なテーマとした。彼は、1970 年に出版された『政治の形態』においては、疎外された人び

とが、ラージャー・ライフとその対話によって自律的主体となることのできる「対話社会」

を提示した（本論文・第４章）。 

 

第２の先行研究 

 

本論文は、テイラーの政治哲学の形成期を主な検討対象とする。彼の青年期の著作にお

いて、テイラーの政治哲学における「個人の自律」や「主体性」の重要性が顕著にあらわ

れているからである（本論文・第３章）。しかし、現実の世界では、個人のラージャー・ラ

イフの遂行が、経済や政治などの諸要因によって疎外されており、テイラーは、これを克

服しなければならないと考えた（本論文・第２章および第４章）。さらに、ラージャー・ラ

イフの遂行どころか、その基礎的な条件である個人の自由すら疎外されているスターリニ

ズム下の諸国の場合があり、これに対してもたたかう必要がある（本論文・第１章）。 

彼は、経済や政治などの要因による疎外論を、ニューレフト運動の指導者の一人として

積極的に展開する。疎外に関する問題意識は、彼が 2008 年（77 歳）に稲盛財団から第 24

回京都賞思想・芸術部門を受賞した後のインタヴュー「哲学者が社会にできること」にお

いても、見出すことができる。 

 

科学技術と科学が非常に進歩している……資本主義の世界で、また社会主義者の世界

においても同じだが、我々は、一般的にこのこと〔技術と科学の進歩〕が意味するこ

とについて大変無意識である。しかし、生産に重点が置かれており、このことの副作

用は破滅的（catastrophic）であろう。したがって、一般的に我々の社会においては、

我々が行っていることについての「思慮深さ」（mindfulness）が欠如している。ある

いは私たちは、消費と製品の売却の持続的成長に基づいた経済的生活を送っている

……。……「思慮深さ」、これは、あなたが今行っていることについて真に自覚するこ



32 

 

とである。人類は、今、「思慮深さ」を向上させる必要がある70。 

 

このように、テイラーは、晩年においてもなお、科学技術社会や資本主義の世界がもた

らす「副作用」に対して懸念を示しており、「思慮深さ」を向上させる必要があると考えて

いる。さらに彼は、前に述べた『〈ほんもの〉という倫理』（1991 年）においても、資本主

義社会のもたらす負の要素に関して、警鐘を鳴らしている。彼は、個人の「自由」が、「乱

暴な資本主義（wild capitalism）がつくりだす競争のジャングル」の中を、しかも「不平

等と搾取が野放しになっている」中を、「どれだけ生きながらえられるか疑わしい」と述べ

ている71。 

しかしながら、資本主義社会における疎外に対するテイラーの洞察は、これまでのテイ

ラー研究において、重視されてこなかった。むしろ、近年の彼の著作に対しては、経済的

平等に関する視点が薄いという批判がなされている。 

例えば、Ｉ・Ｍ・ヤング Iris Marion Young は、テイラーにおけるアイデンティティの「承

認」の議論が、「不平等や抑圧」といった問題を軽視していると批判する。彼女によれば、

テイラーは、「歪められた承認」（misrecognition）が、資源の支配などによる「不平等や抑

圧」から「独立した政治的問題」であると考えているとされる72。同様に、ブライアン・バ

リーBrian Barry も、テイラーは「自らが左派 left であると考えている」にもかかわらず、

彼の「アイデンティティの政治」は「社会の悲惨さ（misery）の深い根源については沈黙

している」と指摘している73。 

テイラーの政治哲学が経済的不平等の視点を欠いているという見解は、中野剛充も共有

している。中野はテイラーに「階級」（class）の視点がないという。中野によれば「テイラ

ーは、経済的な問題をあまり重視していない」が「『階級』への視点抜きにしては、現代社

会における諸問題の要因を十分に考察することはできない」。「現代社会の病理に対する批

判とそのオルタナティブを提示する試みは、『階級』の実態に対する批判とともに、『経済

的な平等性』を回復する規範理論的な試みとして、遂行されなければならない」74。 

                                                   

70 http://www.youtube.com/watch?v=m_MWTHDJl2w（2009 年 11 月２日閲覧） 

71 EA, p.101；田中智彦訳、150 頁。テイラーによれば、「わたしたちにとっての難題は、市場をつうじて

の配分、国家による計画立案、困窮時のための共同の受皿、個人の権利保護、実効性のある民主的なイニ

シアティヴに民主的コントロールといった、自由で豊かな社会にはどれひとつ欠けてはならないのに、し

かし互いにゆくてを阻み合うことになりがちな複数の〔社会〕運営の方法を、自家撞着に陥らないしかた

で現実にどうやって結合するかということ」である（151 頁）。 
72 Iris Marion Young, Inclusion and Democracy, Oxford University Press, 2000, p.105. 
73 Brian Barry, Culture & Equality, Polity Press, 2007, p.63. 
74 中野剛充、前掲書、139-140 頁。中野が「階級」の用語で厳密に何を含意するのか、これはあまり明ら

かではない。また中野が自己の課題としている「『経済的な平等性』を回復する規範理論的な試み」が意味
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ヤングやバリーらが指摘するように、たしかに、テイラーは、1990 年代以降の著作にお

いて、疎外や不平等といった問題を前面に押し出しているわけではない。しかし前に述べ

たように、こうした問題への関心は、円熟期の彼の著作やインタヴューにおいても、うか

がい知ることができる。さらに、本論文で明らかにするように、テイラーの青年期の著作

においては、疎外や不平等や階級といった問題が、彼の中心的テーマの１つであった。し

たがって、青年期における、テイラーの疎外概念や資本主義批判について検討することは、

彼の晩年の著作について、新たな解釈をする際の一つの土台となると思われる。 

たしかに青木孝平は、テイラーの近年の著作における「言語的公共圏の構想」が、「ラデ

ィカルな資本主義批判としての意義をもつ」75可能性について、簡潔に示唆しているが、青

年期のテイラーの著作については検討しているわけではない。本論文は、青木のような、

テイラーを読み直す試みに対しても重要な根拠を提示することになる。 

青年期テイラーの思想における、疎外や不平等といった観点の存在については、これま

でのテイラー研究においても簡単には言及されてきた。テイラーの疎外論は、その源泉の

１つを、マルクスの思想に持っていたが、テイラーの哲学におけるマルクス主義の存在を

指摘した最も顕著な思想家の１人は、アイザイア・バーリン Isaiah Berlin である76。バー

リンは 1994 年に、テイラーの研究を包括的に評価した１冊の本に序文を書いた。そこでバ

ーリンは、テイラーが「魅力的なあり方において」（in a fascinating fashion）「マルクス主

義者の考え方（Marxist ideas）に影響を受けてきた」点を強調した。バーリンによれば、

テイラーは、現代資本主義に由来する「抑圧と搾取と支配」から社会が「解放」されて初

めて、人間の繁栄が可能であると考えていた77。 

                                                                                                                                                     
することも抽象的な域をでていない。しかし「階級」や「平等性」が中野独特の定義を持つものであるな

らば、テイラーが、それを持たないのは当然のことである。「階級」概念は、それを使う人によって大いに

異なる内容を持つ。しかし中野は、テイラーには、いかなる「階級」概念もなかったと言いたいようであ

るが、これには疑問がのこる。 
75 青木孝平『コミュニタリアン・マルクス：資本主義の方向転換』社会評論社、2008 年、5 頁。青木によ

れば、テイラーの近年の著作における「言語的公共圏の構想」は、サンデルによるリベラリズムの「負荷

なき自己」の批判、マッキンタイアによる地域的コミュニティの擁護、ウォルツァーによる複合的配分の

理論と共に、「現代のグローバリゼーションが生み出した市場的個人主義に対する批判であり、ラディカル

な資本主義批判としての意義をもつ」（6 頁）。 
76 バーリンとテイラーの比較については、以下の文献でふれられている。堤林剣「ナショナリズムの問題

――I・バーリンと C・テイラーの視点から」鷲見誠一/蔭山宏編『近代国家の再検討』慶応義塾大学出版、

1998 年。 
77 Isaiah Berlin, “Introduction”, James Tully (ed.), Philosophy in an Age of Pluralism: The Philosophy 
of Charles Taylor in Question, Cambridge University Press, 1994, p.2. バーリンによれば、テイラーに

とって、そのような「解放」は、「合理的な社会の形成」によってのみ達成されうる。その「合理的社会」

とは、人々が、個人的かつ社会的に、彼らの「目的」を自由に追求する社会である。そのヴィジョンは、

「調和的で相互作用的で集合的あり方において作動する人間社会のヴィジョン」である。しかしバーリン

は、異なる諸社会や諸文化によって追求される諸価値は複数であり、それらはしばしば互いに衝突しある

いは両立しないから、このマルクス主義者の願望は不可能であると言う。テイラーが是認しているとバー

リンが想定する、共通の「ヒューマニティ」（humanity）に関するいかなる概念も非現実的である。 
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イアン・フレイザーIan Fraser も、テイラーの政治哲学に対するマルクス主義の影響に

ついてふれている。 

 

バーリンの観察にも関わらず、マルクス、マルクス主義、そして自己の概念へのテイ

ラーの関係についてはほとんど書かれてこなかった。そのような省略（omission）は

奇妙である。なぜならテイラーは、マルクスとマルクス主義者の著作に対して、批判

的ではあるが、共感（sympathy）を抱いていた長い歴史を持っているからである。我々

が忘れるべきでないのは、テイラーがイギリスにおけるニューレフトの創設者の一人

であり、より人間らしい社会（humane society）に関する現代の議論に対するマルク

ス主義の継続的な有効性を再検討し再評価するという旅を始めたということである78。 

 

フレイザーの著作が出版される以前にも、マルクスへのテイラーの関心について、まっ

たく書かれていないわけではない。前に述べたルース・アビィの『チャールズ・テイラー』

とマーク・レッドヘッドの『チャールズ・テイラー』においては、マルクスへの青年テイ

ラーの関心や、ニューレフト時代における思想形成については、ごくわずかではあるが、

言及されている。 

ポール・サウレット Paul Saurette は「諸問題の重要性についてのマルクスの認識をテイ

ラーが共有している」と述べているが、その内容について言及しているわけではない79。 

ニコラス・H・スミス Nicholas H. Smith は、『チャールズ・テイラー（ミーニング、モ

ラル、モダニティー）』Charles Taylor: Meaning, Morals and Modernity において、テイ

ラーの議論における「社会批判」（social criticism）に注意を払い、テイラーの包括的な政

治活動の文脈において、テイラーの左派的な要素を位置づけている。スミスは、テイラー

のキャリアを３つの段階に分けている。 

 

第１は、1950 年代におけるイギリスのニューレフトへの彼の関与である。第２は、1960

年代のカナダの新民主党（New Democratic Party）の内部における彼の政治活動であ

る。第３に、1980 年代から 1990 年代にわたるカナダの憲法危機に関する議論への彼

の貢献である。テイラーの初期の政治的著作の主な仕事は、ソーシャリズムの意味を

明らかにすることであり、ソーシャリストの社会の性質、その社会を実現する際の知

                                                   
78 Ian Fraser, Dialectics of the Self : Transcending Charles Taylor, Imprint Academic, 2007, p.2. 
79 Paul Saurette, “Questioning Political Theory: Charles Taylor’s Contrarianism”, Political Theory, 

32(5), 2004, p.723. 
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識人の役割を明らかにすることである80。 

 

スミスの提示した段階論は、テイラーの政治活動および政治哲学の発展を反映したもの

であり、これは本論文の段階論と一致する。ただしスミスは、各段階の詳細については調

べていない。この点は本論文で、具体的な検討を行う（本論文、第２章・第４章・第５章）。

さらに、スミスは、第１の段階以前について、すなわちニューレフトにテイラーが関与す

る以前の、テイラーの思想と実践については論じていない。テイラーは、ニューレフト運

動を開始する直前の 1956 年冬に、ハンガリー難民支援活動を行っている。この活動とその

時期の彼の思想は、ニューレフト以降におけるテイラーの思想形成の端緒であると思われ

る。そこで、本稿は、テイラーの難民支援活動について扱い、その時期におけるテイラー

の主張を検討する（本論文、第１章）。 

また、スミスは、上に述べた３段階のテイラーのキャリアに、彼の哲学的探求を組み入

れているわけではない。特に、テイラーの最初の出版物である『行動の説明』についての

考察を行っていない。しかし、テイラーは、この本で人間の主体性の救済のための議論を

している。この本でテイラーが描く主体的人間像は、ニューレフト時代やカナダ時代の『政

治の形態』においてテイラーが言う疎外された人間像と、裏表の関係にある。ニューレフ

ト運動以降にテイラーが問題とする「疎外」概念を理解するためには、疎外から解放され

た理想的な人間像をテイラーがどのように設定していたのかを検討しなければならない。

そこで本稿は、『行動の説明』を第４章で取り上げる。 

本論文は、時期的には 1956 年から 1970 年までに限定して論じている。それは、この時

期にテイラーの思想が形成されていると思われるからである。また、これまでの研究は主

にはテイラーの円熟期以降の著作を扱っているが、前にキムリッカやフィリップスや中野

らの研究について述べるなかで触れたように、テイラーの思想の基本的な内容に関する誤

解も含まれていると思われるからである。この問題はテイラーの思想の形成期を見ること

によって、ある程度は、乗り越えられると思われる。 

 

第３の先行研究 

 

本論文は、第１章のハンガリー難民支援や、第２章の第１節の核兵器廃絶運動、さらに

は第５章の新民主党での政治活動など、テイラーの思想のみならず政治的な活動について

も触れる。それには、マーク・レッドヘッドが次のように述べる理由もある。 

                                                   
80 Nicholas H. Smith, op.cit., p.173. 
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レッドヘッドは、2002 年に『チャールズ・テイラー（深い多様性について思索し、その

中を生きる）』Charles Taylor: Thinking and Living Deep Diversity を出版したが、この

中で、テイラーは「政治哲学者であると同時に政治の実践者」であったと述べている。だ

から、テイラーについての研究傾向は、彼の政治哲学そのものの研究と、政治的な実践と

政治哲学の関係を基礎とした研究に分けられるという81。 

ここでは議論の便宜のために、レッドヘッドの言うところの、政治哲学と政治実践の関

係を問題にしながら政治哲学を研究する視点を視点 A とし、主には政治哲学だけを取り上

げて考察する視点を視点 B とする。 

テイラーの生涯においては、いつの段階でも政治活動と著作活動の両方が行われている

ので、テイラーのどの段階についての研究でも視点の A と B は有効であることはたしかで

ある。しかしテイラーの一生を、前期と後期とに分けるならば、前期の青年のころ、すな

わち思想形成のころは政治活動が多く、後期の円熟期には、むしろ著作活動が多くなる。

したがって、前期から後期にかけて、視点のバランスは、次第に、A から B に移行するの

が有効であると思われる。 

テイラーの活動が、政治活動から著作活動に比重を移すのは、カナダでの「新民主党」

副党首としての国政選挙への立候補に挫折するころではないかと思われる。これはおおよ

そ 1960 年代末である。そこで、テイラー研究において、視点の A と B は常に必要である

とはいえ、その比重は、カナダでの「新民主党」の活動のころを境にして、変化せざるを

得ないのではないかと思われる。 

レッドヘッドによれば、これまで、視点 B からのテイラー政治哲学の研究は、西欧にお

いて「数えきれないほど」行われてきたという。例えばテイラーの「アトミズム批判」に

ついて、あるいは「近代のアイデンティティ」について、さらに「承認の政治」について、

多くの論文が書かれてきたとされている82。 

視点 B からの研究成果は日本でも蓄積されてきた。まずテイラーの主要な著作が邦訳さ

れ、これらの著作をはじめとする彼の政治哲学についての優れた先行研究が行われている

ことは、すでに述べた。しかし、これまでの翻訳や研究は、むしろテイラーの後期に書か

れた作品を主な対象として行われてきたので、このような視点 B からの研究が行われる傾

向は、自然なものだろう。 

本研究でも、テイラーの最初の著書である『行動の説明』The Explanation of Behaviour

                                                   
81 Mark Redhead, op.cit., p.2. 
82 Ibid., p.3. 
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（1964 年）83に関する本論文第３章と、その後、政治的にまとまった像を提示した２番目

の著書『政治の形態』（1970 年）84に関する第４章の一部は、むしろ視点 B を採用している。 

しかし、テイラーの政治哲学が次第に形成されてくる青年期を研究するとき、まだまと

まった著作がないわけだから、視点 A が必要になる。そこで本論文第１章は、テイラーの

最初の政治活動であるハンガリー難民支援について、むしろ視点 A から論じている。レッ

ドヘッドによれば、この研究は西欧においてもガイ・ラフォレスト Guy Laforest のみが行

っているにすぎないという85。 

ところがラフォレストは、カナダ政治に関するテイラーの諸論文を編集して『割拠を和

解させる（カナダの連邦主義とナショナリズムについての諸論文）』Reconciling the 

Solitudes: Essays in Canadian Federalism and Nationalism（1993）を出版し、この本に

テイラーの政治家としての経歴を中心に紹介した序文を付け加えるにとどまっており86、テ

イラーの政治実践と政治哲学の関係のあり方を探求するうえではあまり大きな成果をもた

らしたものではない。 

そこでレッドヘッドは、自らこの研究傾向を開拓しなければならないとして、2002 年に

前掲書を出版した。この著作は、テイラーが、カナダに帰国したのちの新民主党副党首と

して、あるいは連邦議員の候補者として政治活動をするなかで、深い多様性を総合してい

くための彼の政治哲学をどのように構築したのかを、論じている。 

このカナダ時代のテイラーについては、筆者も本論文の第５章で取り上げており、その

際レッドヘッドの研究は重要な基礎の１つになる。しかし、レッドヘッドも、テイラーが

カナダに帰国して以降の時代、すなわち 1961 年以降の政治思想と政治的実践の関係を研究

しているのであって、テイラーの青年時代を扱っているわけではない。そこで本章は、前

に述べたテイラーの思想に対する誤解を解くためにも、テイラーが思想形成をする青年時

代について、むしろ視点 A から見ながら研究する。 

視点 A からの研究は、彼が前掲書を出版した同じ年の 2002 年に、ニコラス・スミス

Nicholas H. Smith が上梓した『チャールズ・テイラー』でも、ある程度の成果を生み出

している。スミスは、テイラーが青年時代にニューレフトの運動をするなかで「社会批判」

(Social Criticism)の政治哲学を形成したことを簡単に示唆している87。しかしこれも本格的

                                                   
83 Charles Taylor, The Explanation of Behaviour , Routledge and Kegan Paul, 1964. 〈以下、EB と略

記する。〉 
84 Charles Taylor, The Pattern of Politics, The Canadian Publishers: McClelland and Stewart Limited, 

1970.〈以下、PP と略記する。〉 
85 Mark Redhead, op.cit., p.3. 
86 Charles Taylor, Reconciling the Solitudes: Essays in Canadian Federalism and Nationalism, Guy 

Laforest (ed), McGill-Queen's University Press, 1993. 
87 Nicholas H. Smith, op.cit., p.172. 
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な議論ではないし、ニューレフト以前のテイラーの活動については言及していない。 

以上のべてきたように、本研究が 1956 年から 1970 年までのテイラーを、その政治理論

だけでなく、政治活動も含めて取り上げることは、テイラー理解に貢献し、現代の政治思

想研究と政治学にも貢献するものと思われる。 
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第１章 ハンガリー難民支援活動 

 

                             

 

目次 

はじめに 

第１節 テイラーのハンガリー難民支援活動 

（１）最後の銃撃 

（２）難民の発生 

（３）テイラーの難民支援活動 

（４）難民に対するテイラーの懐疑と受容 

第２節 スターリニズム批判 

（１）スターリニズムの不条理 

（２）ライク裁判に対する批判 

（３）モスクワ裁判に対する批判 

第３節 市民の自由と民主主義 

（１）市民による自由のための活動 

（２）経済と政治の民主主義 

（３）「自由なハンガリー」像 

（４）冷戦構造からの脱却 

第４節 テイラーの人道主義と政治哲学 

（１）人道主義 

（２）政治哲学と道徳 

おわりに 

                             

 

はじめに 

 

本章の位置と目的 

 

序論で述べた、テイラーの政治哲学に関する本論文の主張は下記の 2 点であった。 

第 1「個人論」 
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(a) 個人を自律した主体として理解すること。（第３・４・５章） 

(b) 個人がラージャー・ライフを通じて政治共同体と接続すること。（第２・４・

５章） 

第 2「疎外論」 

(a) 現代資本主義での疎外克服。（第２・４・５章） 

(b) スターリニズム下での疎外克服。（第１・２章） 

 

本章で扱うのは第２(b)「スターリニズム下での疎外」である。「スターリニズム下での疎

外」といっても当時のソ連共産党の内部の問題を扱うわけではないので、標題に無理があ

ることは了解している。しかし、ハンガリー難民は、スターリニズムの下で生きていけな

くなった人たちなので、究極の疎外の一種としてテイラーは考えている。そこで、テイラ

ーの他の理論活動との関係をつけるために、ここでは無理を承知で、このような標題をつ

けている。 

本論文の主張の論理的順序であれば、この論点は、第１章にはこないのだが、序論でこ

とわったように、本論文の全体的な構成は、テイラーの若いころからの活動の時間的順序

にそって行っている。テイラーの人生が第２(b)から始まったというのは、多分、偶然であ

ると思われる。たしかにテイラーも回想しているように、彼に強い人道的動機が、もとも

とあったことは確かだろうが、ハンガリー難民支援が、最初の活動の１つになったのは偶

然であろう。しかし、本論文は、青年テイラーの成長にそって構成しているので、ハンガ

リー難民支援を最初に扱う。 

 

本章の構成と主張 

 

第１節では、テイラーのハンガリー難民支援活動そのものを、筆者の方で、4 点に整理して

述べる。第 1 に最後の銃撃についてであるが、ここで最後の銃撃というのは、ソ連

とハンガリー共産党による市民の武力弾圧を意味する。テイラーは 1957 年（26 歳）

の論文「移民の政治」で 20 万人にのぼる難民問題を扱って人道支援の必要性を強調

している。 

第 2 に難民の発生について触れる。テイラーは、当時書いた論文で、アメリカ合

衆国をはじめとする西側政府の支援不足を批判している。西側は、冷戦における東

側との現状を凍結したまま維持したかったからである。 

第 3 にテイラーの難民支援活動についてまとまるが、西側の政府関係者の支援が
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遅れる中で、テイラーは、個人として支援活動に乗り出す。多くの難民学生をカナ

ダやアメリカ合衆国に移住させることに成功する。 

第 4 に難民に対するテイラーの懐疑と受容について述べる。難民の中には、真実

の政治難民もいたが、西側で良い消費生活をしたいという難民もいた。テイラーは、

この人たちのために支援することに、一時的に躊躇する。しかしスターリニズムの

下では、このような個人の生活のあり方の願望すら弾圧され、平穏に生活する希望

すら奪われたことを考えて、まさに「非政治的である」自由すら奪われた人たちで

あり、その意味で政治難民だという結論に至る。 

第２節は、スターリニズムに対するテイラーの激しい批判を、筆者の方で 3 点にまとめて

提示する。第 1がスターリニズムの不条理についてであるが、テイラーは 1957年に、

論文「社会主義と知識人」という論文を書いている。ここで不条理と言われている

のは、スターリニストが、対立する共産党幹部に対して、単に粛清という罪を犯し

ただけではなく、被害者の名誉まで剥奪して罪人にしたてあげたことを指している。 

第 2 がライク裁判に対する批判である。この裁判は、ハンガリー事件のシンボル

となる共産党幹部であったライク氏の粛清裁判であり、上記の不条理の典型である。

テイラーは、この裁判を、激しく批判している。 

第 3 がモスクワ裁判に対する批判である。この裁判こそスターリンが行った粛清

の一環であり、ライク裁判のモデルであった。これをテイラーは国家テロとして、

厳しく批判する。この国家テロは、人間の「創造的で知的」な能力を、まず共産党

が、次にその幹部が、最後にスターリンが独占した「歴史的独我論」と「客観主義」

によって起きたという。このときのテイラーの判断は、その後のニューレフト時代

以降の彼の判断に、強い影響を残している。 

第３節では、市民の自由と民主主義についてのテイラーの議論を 4 点に整理して述べる。

第 1 に、市民による自由のための活動である。ハンガリーでも共産党の弾圧の下で、

市民たちの「ペテーフィ・サークル」などの団体や、反共産党の活動が行われてい

た。テイラーは、これを市民的自由の希望であり「新たな社会的力」と論じている。 

第 2 が経済と政治の民主主義についての見解である。テイラーはその後の新しい

ハンガリーのあり方についても論じている。その際、それは共産主義の国ではあり

えないこと、西側からも援助をもらって中立の国になることが良いとした。テイラ

ーは 1962 年の論文「国家と政党政治」でも、共産党の独裁を破壊して多党制の国を

作るべきであると論じている。 
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第 3 に、テイラーはハンガリーの将来について「自由なハンガリー」という像を

描いており、共産主義への回帰を否定した。経済活動が自由で、多党制で、東西の

間で中立のハンガリーを推奨している。 

第 4 に、テイラーは、ハンガリーの解放のために西側の政府は信頼できないと考

えた。それはハンガリー事件で市民が弾圧された際、西側諸国の政府は、これを黙

認したからである。彼は、1962 年の論文「爆弾と中立主義」でも、東西のいずれに

も従属しないハンガリーを期待したのである。 

第４節ではテイラーの人道主義と政治哲学の関係を、２点に整理して示す。第 1 にテイラ

ーの人道主義である。テイラーが難民支援をした理由は、まず、彼の人間的性向に

あり、隣人を支援する道義心を、もともと非常に強く持っていたことにあると思わ

れる。さらなる理由は、テイラーが 1957 年の論文「政治哲学は中立でいることがで

きるか」において「政治哲学はモラルと不可分」であると断言していることからも

分かるように、その研究精神にあった。 

第 2 にテイラーにおける政治哲学と道徳の関係である。テイラーは、当時の価値

中立の哲学を批判して、「世界には、価値的な評価なしで、すなわち道徳的な決断な

しでは記述できない出来事もある」と述べている。政治学は常にこのような決断と

関係した出来事に直面しており、政治学と道徳的決断との分離を批判している。ス

ターリニズムに関する政治学的な諸論文は、彼の最初の実践であった。 

なお「おわりに」でニューレフトへの発展について触れる。スターリニズム批判は、マル 

クスとマルクス主義の問題に発展する。これは次のニューレフトの章で扱う。 

 

第１節 テイラーのハンガリー難民支援活動 

 

テイラーは 1957 年（26 歳）の論文「移民の政治」（The Politics of Emigration）にお

いて次のように述べている。 

 

最後の銃撃（the last shot）後の２か月の間で〔1956 年 11 月と 12 月に〕、20 万人の

難民が来た。彼らのほとんどは、多くの若い学生、エンジニア、技術者、高校の教師

であり、彼らは国境をこえてやってきた。彼らはハンガリーの人口の 2 パーセントに

相当した。彼らの中には、多くの〔共産党〕幹部（cadres）もいた。その幹部は、経済

発展の速度を押し上げるために体制によって精力的に動員されてきた人々であった。

殺害され、国外に追放された人々は言うまでもなく、その損失は、純粋に経済的な用
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語では、計り知れない1。 

 

ここでテイラーが述べていることは、第１に「1956年の11月から12月」にかけて「最後

の銃撃」があったこと、第２に「20万人の難民」が発生し、その難民の中にハンガリーの

指導者が含まれており、この人たちの国外流出はハンガリーにとって大きな「損失」であ

ったことである。テイラーが直面した第１の「最後の銃撃」は、ハンガリーとソ連の共産

党による市民弾圧のことである。その結果、第２の「20万人の難民」が発生する。そこで

本節では、テイラーの思想と難民支援活動の意義を考察するために、彼が直面した当時の

時代状況をふまえながら、この２点について順に述べる。 

 

                                                   

1 Charles Taylor, “The Politics of Emigration”, Universities & Left Review, Summer 1957, Vol.1 No 2, 

p.75.〈以下 PE と略記する。〉なお本文中の〔 〕は筆者の挿入である。このテイラーの論文は、彼の活

字論文としては、管見の限りでは、彼の生涯で２本目のものである。このことは、難民や移民に関する彼

の関心が、彼の研究の開始においてきわめて重要なものであったことを示している。テイラーがこの論文

に記した「20 万人」という難民の数は、今日の研究に照らしてもほぼ正確である。たとえば、ブライアン・

カートリッジ Bryan Cartledge によれば、11 月 4 日、ハンガリー難民の波が、運べるだけの個人的な所有

物を持って、あるいは手押し車を押して、オーストリアとユーゴスラヴィアの国境への道を埋め尽くし、

12 月中旬までに、20 万人をこえるハンガリー人、すなわち人口の 2％が、国外へ避難したという。（Bryan 

Cartledge, The Will to Survive : A History of Hungary , Hurst & Company, 2011, p.458.）。さらにセバス

チャンによれば、ロシアの戦車が市民の運動を粉砕するためにブタペストに侵攻した朝に、その人口移動

は少しずつ始まり、数か月以内に 18 万人の人々が去って行ったという。彼らは、若くて、エネルギーがあ

り、よく教育された、大志を抱いた人々であり、彼らの欠如はハンガリーにとって重大な問題をもたらし

たとされている。このようにみてくると難民の人口は 18 万人から 20 万人であっただろうと推察される。

（Victor Sebestyen, Twelve Days : Revolution 1956 : How the Hungarians Tried to topple their Soviet 

Masters, Phoenix, 2006, p.280.）。さらにテイラーはハンガリーの優秀な者たちが流出したと述べているが、

これは、ラースロー・リッターLászló Ritter の言葉を借りれば、ハンガリーからの難民の流出は、「頭脳

流出」にほかならなかったということであった（Erwin A Schmidl & László Ritter, The Hungarian 

Revolution 1956, Osprey Publishing, 2006, pp. 29-30.）。実際に、ピーター・I・ヒダスによれば、1956

年と 1957 年初頭に、ハンガリーにおける「中等教育を終えた人々の人口」の約 20％が「西側諸国」に脱

出している（Peter I. Hidas, “The Hungarian Refugee Student Movement of 1956-57 and Canada”, 

Canadian Ethnic Studies, 1998, Vol.30 Issue 1, p.19.）。 
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（１）最後の銃撃 

 

話は、第２次世界大戦直後までさかのぼるが、この大戦後、権力を確立したハンガリー

共産党は、ソ連共産党に従属して一党独裁体制をしいていた。ヴィクトール・セヴァスチ

ャン Victor Sebestyen の研究によれば、1945年から1956年7月まで11年間にわたってハン

ガリー共産党の第１書記であったマーチャーシュ・ラーコシ Mátyás Rákosi は「スターリ

ンの最良の弟子」（Stalin's best pupil）と呼ばれた。ラーコシはスターリンがソ連で行った

全てのことを「模倣」（copy）したという2。 

ハンガリー共産党は、一党独裁体制を絶対的なものにするために、政治組織を強権的に

支配していた。ハンガリー共産党がロシアのレプリカとして持っていた組織のうち最も恐

れられたものがハンガリー「秘密警察」（Államvédelmi Osztály（AVO）：State Security 

Department）である3。  

秘密警察の市民弾圧は、次第に凶暴になるのだが、とくに1940年代の後半から、秘密警

察の標的に変化があったという。すなわちこの頃、その標的が、コミュニスト外部の敵か 

 

                                                   

2 Victor Sebestyen, op.cit., pp. xx, 27. たとえば、教育システムはソ連モデルに変更され、ロシア語は唯一

の外国語として子供たちに教えられ、国旗も変更された。国旗は、従来の赤、白、緑の３色は維持された

が、19世紀の革命後デザインされた紋章が、ソ連の金槌と鎌に変えられた。国民の祝日もロシアの祝日に

従うように変更された。さらにラースロー・リッターLászló Ritterらの研究によれば、教会、とりわけカ

トリック教会は、抑圧の絶好のターゲットとなった。ヨージェフ・ミンツェンティ József Mindszenty枢

機卿は逮捕され、1949年に、「反逆罪」のため終身刑の判決を受けた。ブタペストでは、ヒーローズ・スク

エア（Heroes'Square） の南東にある「レグン・マリアン教会」（the Regnum Marianum church）が取

り壊され、その場所に巨大なスターリン像が建てられた。（Erwin A Schmidl & László Ritter, op.cit., p.6.） 

3 この秘密警察は1948年に「国家治安機構」（Államvédelmi Hatóság（AVH）：State Security Authority）

になり、これは秘密公安警察や治安部隊も包含していた。しかしハンガリーの市民たちは、1948年以降も、

これを秘密警察と呼び続けたので、本章でも秘密警察と呼ぶことにする。この秘密警察は、東ヨーロッパ

における最も残酷な効率性を誇っていたといわれる。共産党が秘密警察を「支配」しており、秘密警察の

任務は「共産党への反対を除去すること」であった（Erwin A Schmidl & László Ritter, op.cit., pp.6-7；

Victor Sebestyen, op.cit., pp.28-29；Miklós Molnár translated by Anna Magyar, A Concise History of 

Hungary, Cambridge University Press, 2010, p.300；Bryan Cartledge, op.cit., p.417.）。 
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ら、コミュニスト内部の敵へと変わる4。 

セバスチャンの研究では、ハンガリー共産党の一連の粛清は、国家による「恐るべきテ

ロ」（the Great Terror）であるとされている。この国家テロは、その後３年以上続いたと

いう。その人口がわずかに1000万人にも満たない小さな国のハンガリーで、1950年から

1953年の間に130万人以上の人々が起訴され、裁判を受け、その半数が投獄された。さらに

投獄されることもなく即座に処刑された人も2300人以上になったという5。 

さらに1950年には85万人いたハンガリーの共産党員のうち、ほぼ半数が、拘置所、強制

労働収容所に入れられ、3年後に追放されるか、あるいは死亡した。共産党内では、誰もが

疑われ、その役割が、死刑執行人から犠牲者へとめまぐるしく変化したという6。 

                                                   

4 弾圧の標的が、コミュニスト外部の敵から、コミュニスト内部の敵へと変わった原因は、1948年の冬か

ら1949年にかけて、冷戦が、社会主義陣営の内部で勃発したと理解されるようになったからである。たと

えばユーゴスラヴィアの指導者であったヨシップ・ブロズ・チトーJosip Broz Titoは、ソ連共産党と一線

を画して、社会主義に至る様々な道があると言い、彼自身を「ナショナル・コミュニスト」と呼び、「非同

盟」としてのユーゴスラヴィアの未来を夢見ていた。これが、スターリンの神経を逆なでする。（Victor 

Sebestyen, op.cit., p.38.）そこでスターリンは、コミュニストの団結に裂け目がないことを示すために、

ソ連の衛星諸国に「チトー主義者のトロツキー派のスパイ」の「巣窟」に対する粛清を命令した。これが、

数年の間に、全ての東ヨーロッパで粛清の嵐を生みだす。ハンガリーのラーコシは、チトーに対する戦争

のためのハンガリーの大隊を提供することを進んで申し出たが、スターリンはその考えを拒否したという。

だからラーコシは、ハンガリーにおいて最も劇的な見せ物裁判を行うことで自己宣伝を行おうとした。そ

の見せ物裁判の典型こそ、のちに述べる「ライク裁判」である。これが何千人もの犠牲者を生んだ本格的

な粛清の始まりであった。（Ibid., p.39.） 

5 しかもこの他に、いつわりの罪で逮捕され、裁判を受けることなく投獄された人たちは推定５万人にな

る。当時は3つの収容施設があり、そこには、4万人以上の収容者がいたとされている。さらに適切な法的

手続きなしに1万3000人以上の人たちが「階級の敵」という烙印をおされ、ブタペストや他の町を離れる

よう強制され、過酷な監督の下で、農場でひどい労働をするよう強制された。彼らの中には、それまでの

貴族、紳士階級、以前の役人、工場所有者、上級の市民奉仕者なども含まれていた。共産党は、これは「帝

国主義者の興隆と階級闘争の激化という事態において」不可避であると説明した。しかし、共産党幹部の

本当の目的は、豊かな者をその土地や家屋から追い出し、その財産を共産党幹部のものにすることだった。

（Ibid., p.41; Erwin A Schmidl & László Ritter, op.cit., p.7.） 

6 Victor Sebestyen, op.cit., pp.41-42. しかも共産党の幹部はこれほどの暴虐をしてもなお満足することは

なかった。共産党第 1 書記ラーコシの兄弟であり共産党の宣伝・扇動部門の上級役人であったゾルターン・

ビロア Zoltán Biróha は、この「国にはまだ約 50 万人の敵の分子」がいると考えていたという。 
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しかしソ連では1953年にスターリンが死亡し、フルシチョフがスターリン批判を行うソ

連共産党第20回党大会が1956年の2月に行われている。その後もハンガリーに対するソ連の

支配と弾圧は続くのだが、スターリンに隷属していたラーコシは1956年にソ連の力で引退

させられ、共産党の第1書記はエルネー・ゲレー Ernő Gerő にかわる。 

このころから独裁に対する市民の不満は次第に表面化してくる。のちに述べるように、

ラーコシによる弾圧の犠牲者であるライクの国葬が、彼の処刑後7年目にあたる1956年10

月6日に行われ、粛清の事実があきらかになるにつれて、共産党を批判する市民の怒りが大

きくなる。市民は、同年10月23日の午後にブタペストで20万人の平和的デモを行い、民主

主義を要求した。しかし同日の夜には武装蜂起があり、ハンガリー共産党は統治能力を失

う。共産党指導部はソ連共産党に救済を求め、ソ連軍は即座に介入する。ソ連軍の弾圧は

続き、11月初旬には市民との対立は深刻になり多くの犠牲者が出る。市民たちの中にはハ

ンガリーを脱出する選択をする者もおり、これが膨大な難民となる7。 

しかもハンガリー共産党は難民を認めていた面もある。セバスチャンによれば、1956 年

の 11 月から 12 月の第１週まで、ソ連政府とハンガリーのカーダール体制は、出国に関す

る規律を「ゆるめていた」という。ロシアの軍隊は、あたかも潜在的な「トラブル・メー

カー」が去ることを望んでいたかのように、この一定期間、オーストリアとの国境の大部

分を警備員のいない状態にした。そこで何千人もの人が、国を単純に歩いて出て、あるい

は国境近くまで電車に乗ったという8。 

 

（２）難民の発生 

 

前に引用したテイラーの論文「移民の政治」における第２の論点である難民の発生であ

るが、たとえ難民が発生したとしても、西側諸国が、これに適切に対応していれば、テイ

ラーのような、直接に何の関係もない民間人が支援活動をする必要はなかったかもしれな

い。あるいは活動が必要であったとしても国家による支援に対する補助的役割を担うにす

ぎなかっただろう。 

当時は冷戦の時代であり、アメリカ合衆国をはじめとする西側諸国は、東側と強い緊張

関係にあった。もし、西側諸国が、ソ連とハンガリーの共産党を強く批判してソ連の侵攻

を停止させ、ハンガリー難民の救済を適切に行っていれば、事態の展開は違っていただろ

                                                   
7 Miklós Molnár, op.cit., p.310；Bryan Cartledge, op.cit., p.443；リトヴァーン・ジェルジュ『一九五六

年のハンガリー革命』現代思潮新社、2006 年、471―123 頁。 

8 Victor Sebestyen, op.cit., p.280. 
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う。この点についてテイラーは次のように述べている。 

 

政治的西洋の全ての指導者たちが、難民の移住を助けることを切望したわけではなか

った。アメリカ政府は、難民キャンプの整備を寛大に支援したが、移住は別の問題で

あった。・・・ワシントンからは、副大統領が現地を訪問した。・・・しかし、議会の

孤立主義者たちは、〔難民に〕関心を持たなかった。・・・３か月間の苦渋を経て〔移

民の臨時的受け入れ政策は〕４月１日に突然に、警告なしで、停止され、そして国境

はぴったりと閉ざされた。・・・〔政治家の多くは、ハンガリー問題を〕世界戦略の観

点において考えてきたのであり、この観点からすれば、相対的に少数の難民の運命な

ど、ほとんど重要ではなかった9。 

 

ここでテイラーは、第１に西側諸国がハンガリー難民支援、特に難民受け入れには熱心

ではなかったこと、第２に特にアメリカ合衆国の議会議員が消極的であったこと、第３に、

難民支援がないがしろにされたのは国家利益が優先されたからだと論じている。第１の点

であるが、テイラーは、西側諸国が自国の利益を優先してハンガリー事件に介入しなかっ

たばかりか、事件後の難民の受け入れに積極的ではなかったことを批判して、「政治的な西

側諸国の全ての指導者たちが、難民の移住を助けることを切望したわけではなかった」と

述べている10。 

第２に、テイラーによれば、アメリカ合衆国政府は「難民受入」に消極的であった。特

に難民に対する支援の姿勢は、ドワイト・D・アイゼンハワーDwight D. Eisenhower 大統

領よりも議会の方がさらに消極的であったと指摘している。「議会の孤立主義者」（the 

Congress isolationists）たちが難民の受入に消極的であり、彼らは「なぜ既存の失業者数

を増加させるのか、なぜ自由の土地への移住への割り当て人数についての神聖な原則を破

るのか、難民たちが共産主義者でないと誰が言うことができるのか」、このような点を問

題にしたとされている。大統領と議会の間での「一時しのぎ」の移民「受け入れ政策」も、

３か月の攻防によって終了して、4 月１日には受け入れが終了する11。 

第 3 に、テイラーは、「西欧からだけでなく、アフリカ、日本、インド、香港から」も支

援資金が寄せられたとしながらも、国家が支援する場合には「世界戦略」の観点で支援す

                                                   

9 PE, p.76. 

10 PE, p.76.  

11 PE, p.76.  
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る面があり、この観点からすれば、相対的に「少数の難民の運命は、さほど重要ではなか

った」と西欧諸国を批判している12。 

テイラーの議論は、現代のブライアン・カートリッジ Bryan Cartledge の研究でも裏付

けることができる。カートリッジによれば、西側諸国は、冷戦のバランスを崩すことには

慎重であり、結局、英米の政府は、ソ連との対決を避ける道を選んだ。モスクワにいたア

メリカ大使は、ソ連軍の弾圧が行われていた 10 月 30 日にソ連政府に書簡を送り、ソ連の

安全を脅かすために、東ヨーロッパで起こっている出来事を利用する意図はないと伝えて

いる。アメリカ合衆国とこれに追随したイギリスは、ソ連軍のハンガリー侵攻を非難する

どころか、ソ連軍の暴虐に保証書を与えていた13。 

しかもアメリカの宣伝機関が「自由ヨーロッパ・ラジオ放送」（Radio Free Europe）を

通じて、ハンガリーの青年たちに、「自由の力」による「囚われの民」の「最終的な解放」

を信じるよう奨励している。アメリカ合衆国のメッセージは、国家テロに対して今すぐに

たたかえというものではなく、重要な事は将来の最終的な解放であり、今は権力に服従せ

よと示唆するニュアンスを持っていた14。 

さらに、ミクローシュ・モルナール Miklós Molnár が述べるように、ハンガリーにおけ

る 1956 年の「最初の反全体主義革命」は、ソ連軍の弾圧で破壊されたが、西側諸国は、ソ

連の弾圧を止めようとしなかった。西側からすれば、ソ連に対する戦争はいかなる場合に

おいても考えられなかったのである。しかし、モルナールは、西側諸国が、軍事的圧力以

外に、モスクワに妥協を迫る他の手段、つまり外交手段、多数国参加の手段、経済的手段

などを使う方法もあったはずだと述べている。だが西側諸国はこれを行わなかった15。 

たしかに西側諸国にも弁明の材料がないわけではない。ハンガリー事件と同年同月であ

る 1956 年 10 月末にスエズ危機が発生している。しかし、テイラーは、このスエズ危機こ

そ、西欧諸国がハンガリー難民支援を回避するための口実になったことを次のように指摘

している。 

 

「スエズ危機は、重要な瞬間において、ハンガリーへの支援を、確かに弱めた」16。 

                                                   

12 PE, p.76.  

13 Bryan Cartledge, op.cit., p.455；Erwin A Schmidl & László Ritter, op.cit., p.27. 

14 Bryan Cartledge, op.cit., p.455；Erwin A Schmidl & László Ritter, op.cit., p.27. 

15 Miklós Molnár op.cit., p.321. 

16 PE, p.76. 
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イギリスとフランスは、スエズ運河を国有化したエジプトの指導者ナセル Colonel 

Nasser を打倒しようとして、10 月 29 日に、イスラエルとともにエジプトに侵攻する。ア

メリカはこの動きに反発し、大西洋をはさんだ両国間に緊張が起きている。ソ連軍がハン

ガリーに２度目に軍隊を派遣した 10 月 30 日、国連の安全保障理事会は、ハンガリー問題

ではなく、スエズ問題を議論するために緊急会議を招集した。しかし、たとえこのような

西側の内的な緊張があったとしても、英米諸国がソ連のハンガリー侵攻を止めなかったこ

とによって、ハンガリーの市民が東西のいかなる国家によっても保護されないところに置

かれたことは否定できない17。 

 

（３）テイラーの難民支援活動 

 

結局、テイラーのような民間人による自主的な支援のみが、ハンガリー難民にとっての

援助となる。まさに「20 万人の難民」を救済するために、1956 年の 11 月初旬、テイラー

はハンガリーに入国しようとする。しかしこれができなかったので、彼はオーストリアの

ウィーンに行く。ここで、難民支援のために「世界大学支援機構のカナダ支部のための現

地事務所」（a field office for World University Service of Canada）を創設する。 

テイラーは、何百人ものハンガリー難民がカナダやアメリカに再移住するのを手伝った。

前述のウィーン「現地事務所」は、難民となったハンガリーの学生に、住まい、輸送手段、

奨学金を提供することを目的としていた18。さらにテイラーは 1956 年 11 月から 1957 年春

まで、「オーストリアへのハンガリー学生の難民を支援する団体の代表」（World University 

Service representative with Hungarian student refugees in Austria） を務めて活動して

いる19。そのときテイラーは難民学生に対して「真の連帯意識」（a real sense of solidarity）

を感じたと述べている20。 

のちにテイラーは、スターリニズムをはじめとするあらゆる権威主義的統治を理論的に

                                                   

17Erwin A Schmidl & László Ritter, op.cit., pp.26-27；Bryan Cartledge, op.cit., p.454. 

18 Daniel Cattau, “The Engaged Philosopher ; an Interview with Charles Taylor”, Northwestern 
Magazine, Fall 2008. （http://www.northwestern.edu/magazine/fall2008/feature/taylor.html, 2012 年

11 月 6 日閲覧〈以下 Interview Fall 2008 と略記する〉）; Charles Taylor, “What Drove Me to Philosophy”, 

The 2008 Kyoto Prize Commemorative Lectures: Arts and Philosophy, Inamori Foundation〈以下、WD

と略記する。〉；チャールズ・テイラー「私に哲学の道を歩ませたもの」第 24 回(2008 年)京都賞 記念講演

会 思想・芸術部門。 

19 PE, p.75. 

20 Daniel Cattau, Interview Fall 2008. 



50 

 

も批判することになるが、テイラーが直面したハンガリー事件こそ、テイラーにおける独

裁の原体験となった。 

では、テイラーは、具体的にはどのような活動をしたのか。ピーター・I・ヒダス Peter I. 

Hidas によればオーストリアにおいてテイラーは、カナダ大使館の職員であったゴードン・

コックス Gordon Cox と、カナダのシティズンシップ・移民大臣であった J・W.・ピッカ

ースギル J.W. Pickersgill と協力して支援活動を行った。当時、カナダ政府は、ハンガリ

ー難民の動きに関心をほとんど示さなかった。だがピッカースギルは、約 1000 人の学生の

入国を許可しようとして大きなエネルギーを注いだとされている21。 

ウィーンでは、ゴードン・コックスが「ハンガリー難民支援運動プログラム」を熱心に

支持して懸命に働き、ピッカースギルと連絡をとった。彼は、学生のために、1957 年 1 月

の飛行機の予約を始めた。約 100 人のエンジニアと鉱山学の学生が、カナダに向けて出発

するためにウィーンの施設に集められた。コックスは 850 人の林業学部の学生を、トロン

ト行きの船「アローサ・スター号」（Arosa Star）に乗せようと計画した。ウィーンで、カ

ナダに行くことを希望する学生は、「世界大学支援機構」（W.U.S.）のカナダ支部のテイラ

ーに申し出て、テイラーは彼らがコックスに接触できるようにした。テイラーは、1956 年

に約 500 人のハンガリー人をカナダ入国のために「登録」し、コックスは、急いで輸送の

準備をした22。 

テイラーやコックスおよびピッカースギルの努力は非常に大きな成果をもたらす。ヒダ

スも述べているように「彼らの運動は非常にユニークな成果を生み出し」た23。彼らの運動

を端緒として、ハンガリーの学生たちの多くが、カナダやアメリカなどの諸国に受け入れ

られることになる。その数字は、約 1 年後の 1957 年 10 月までに、カナダの 958 名、アメ

リカの 1726 名、オーストリアの 1224 名をはじめとして、合計 7948 名になっている24。 

 

（４）難民に対するテイラーの懐疑と受容 

 

強い正義感に突き動かされてウィーンにまでやってきたテイラーは、彼自身と同じよう 

 

                                                   

21 Peter I. Hidas, op.cit., pp.19,29. 

22 Ibid., p.29. 

23 Ibid., p.19. 

24 Ibid., p.29. 
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に、高い理想や志を持つハンガリー難民を支援しようとしていた。たしかに相対的に少数

であるとはいえ、政治的迫害から逃げてきた難民を発見しており、テイラーは次のように

述べている。 

 

相対的に少数の人々が、実際に政治的迫害から逃げ、国外追放の恐れから逃げてい

た。その少数の人々は、ほとんど何も持たずに、凍りついた、平らな森で覆われた国

境地方をわたり、ロシアとハンガリーの巡回を避けていた。彼らはほとんど、1956 年

11 月から 12 月初めに、やってきた。・・・・・ 

・・・学生の中には、厳密な意味での政治難民も多くいた。多くの人は、革命にお

ける指導者や組織者であった。彼らの仲間は、最初に逮捕される人々の中にいたので

あり、かろうじて、復讐心に燃えた政治警察（AVO）から逃れてきた。労働者の息子

たち、専門職の人々、共産党のメンバーである人やメンバーでない人たち、彼らは皆、

共に闘い、組織してきたのであり、追放の身で、彼らと共に自発的な統合性（unity）

を形成した25。 

 

ここで述べられている政治難民とは、ハンガリー共産党の絶対的支配に対抗しようとし

ていた人々であり、それゆえに当時恐れられていた政治警察に追われていた人々である。

彼らはかろうじて迫害を逃れ、独裁に対抗することのできる新たな組織をつくろうとして

いた人々である。ところがテイラーは、このような政治難民の背後に、政治的に迫害され

たわけではない難民を発見して、次のように述べている。 

 

彼らの背後には、もううんざりしたので去る人々の波、アメリカに行って車のある生

活をする機会を得たいから去る人々の波、あるいは単に誰もが出ていくように思えた

から出発する人々の波があった26。 

 

テイラーは、政治的迫害から逃れるわけではなく、単に「アメリカに行って車のある生

活を」したいから去る人々や、自らの意思で行動しているというよりも人の流れに任せて

出国した人々に対して、果たして「これは政治難民（a political emigration）なのであろう

                                                   

25 PE, p.75. 

26 PE, p.75.   
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か」と自問している27。 

この疑問は、テイラーが、自らの行動に戸惑いを覚えていたことを示している。ハンガ

リーを出ていく人々の中には、前に述べたように単にアメリカで物的に豊かな暮らしをし

たいから去る人々や、あるいは「冷戦のプロパガンダ闘争」に惑わされた人々もおり28、テ

イラーはこの人たちを支援する活動の意味について、いったん戸惑いを見せたのであるが、

この人たちのハンガリー脱出については、別の意味を発見している。 

テイラーは、彼らは通常受け入れられている意味において「政治難民」ではないとしな

がらも、「中央ヨーロッパでは、あらゆることが政治的になってきた」と述べている29。 

テイラーのこの理解は、共産党の支配が個人の思想や信条や私的な生活のありかたにま

で及んだことを意味している。テイラーは、これから脱却したいと思うことによる逃亡も

また、政治的ではないかと思うようになり、ハンガリーの学生の実例を挙げて以下のよう

に述べている。 

 

海外へ向かっていた学生の J.J.さんは、次のように尋ねられた。『もし１日で物事が

変わったら、ハンガリーに戻りたいと思ったことはありますか』。答えは明白だった。

『・・・私は平和に生きたいだけなのです』。彼女は、・・・何らかの政治的信条をも

っているから去るのではなく、自らが望めば、いかなる信条も持たないでいることがで

きるようになりたかったのである。移住は、非政治的である権利（the rights of the 

apolitical）への衝動であった30。 

 

ここでテイラーが強調していることであるが、彼らは「何らかの政治的信条をもってい

たから去るのではなく、彼らが望めば、いかなる信条も持たないでいることができるよう

になりたかった」から去るのである31。だから「非政治的である権利への衝動」はまさに自

由への衝動である。彼らは、個人の内面や生活まで共産党の政治権力によって支配される

政治体制を拒否しているのであり、自由な政治体制を求めて移住しようとしている。これ

は、まさに政治的移住であり、テイラーは、かれらもまた「政治難民」であると述べてい

る。 

                                                   

27 PE, p.75.  

28 PE, p.75.  

29 PE, p.75.   

30 PE, p.75. 

31 PE, p.75.  
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第２節 スターリニズム批判 

 

テイラーが支援したハンガリー難民は、共産党による圧制の被害者であった。だから彼

の難民支援の活動は当時の共産党の政治と思想を否定する活動であり、テイラーは、しば

しば共産党に対する怒りに満ちた議論をしている。 

そこで本節では、テイラーがスターリニストの共産党に対して、いかに強い批判意識を

持っていたかを見る。特にスターリニストによる粛清の重要事件であるハンガリーのライ

ク裁判とソ連のモスクワ裁判についてのテイラーの批判を取り上げる。 

 

（１）スターリニズムの不条理 

 

まずテイラーのスターリニズム批判であるが、テイラーは 1957 年に、論文「社会主義と

知識人」（Socialism and the Intellectuals）の中で次のように書いている。 

 

両陣営・・・は以下のように結論づけた。自由主義経済の傾向を破壊したとして批判

する者たちは、ソヴィエト連邦内で追放された数百万人に対する責任がある32。 

 

この文の中にある「両陣営」というのは、共産党指導部内のスターリニスト主流派と、

党内の批判的反主流派の「両陣営」である。この「両陣営」は経済政策をはじめとして対

立があったのだが、最終的にはスターリニストの勝利に終わる。そのとき、スターリニズ

ムに適応した者は生き残る。したがってソ連共産党の指導部内には、スターリニストの陣

営とこれに適応した陣営の「両陣営」があるといわれている。 

スターリニズムに適応できなかった「自由主義経済の傾向」を持った者たちがいたとさ

れているが、これを仮に「自由派」とすると、この「自由派」の人たちは、自分たちの「自

由主義経済の傾向」を党指導部が「破壊した」と考える。この「自由派」の人たちこそ「批

判する者たち」である。 

「ソヴィエト連邦内で追放された数百万人」とあるが、これはスターリニストによって

シベリアなどに追放され抑留された人たちである。テイラーは、もちろん、この「数百万」

の人たちに対する責任はスターリニズムにあると考えている。ところが当時のソ連共産党

                                                   
32 Charles Taylor, “Socialism and the Intellectuals”, Universities & Left Review, Summer 1957, Vol.1 

No 2, p.19. 〈以下 SI と略記する。〉 



54 

 

の指導部の「両陣営」によれば、「自由主義経済の傾向」を持った人たちこそ共産党への

裏切り者であり、この裏切りこそ、自分たちが追放された原因であり、その責任は自分自

身にあるとされている。このようにテイラーは述べている。スターリニズムが行った粛清

や追放の責任を、その被害者のせいにする。のちにテイラーが言う「不条理」absurdity で

ある33。 

共産党の絶対的な権力者による、このような「不条理」な支配を象徴する事件の中に、

ハンガリーのライク裁判とソ連のモスクワ裁判があり、テイラーは、これらについて厳し

く批判している。 

 

（２）ライク裁判に対する批判 

 

スターリニズム批判は、テイラー自身が救済した被害者を生み出したハンガリーの共産

党批判でもある。テイラーは、次のように述べている。 

 

〔共産党によれば〕ライク裁判（the Rajk trial）の正しさを疑う人々は、新たな戦争

をたくらんでいるという罪を犯している。その不条理（absurdity）は集合的でほぼ一

般的であるが、コミュニズムはそれに加担したのだ34。 

 

テイラーは、ここで何を言おうとしたのであろうか。「ライク裁判」とはどのようなも

のであり、そのどのような点をテイラーは問題にしたのだろうか。これを考えるために「ラ

イク裁判」について、のちに、筆者の方で補足するが、これはソ連共産党とハンガリー共

産党による粛清事件である。これの「正しさを疑う人々」というのは、この粛清に疑問を

持つ人々のことであり、両共産党からすれば党の権力の説明に納得しない人々である。 

この人々が党の内部の者であれば、彼らは党の指導部に反抗する者とみなされ、党の外

の一般市民であれば、彼らは共産党の一党独裁に反対する者としての烙印を押される。こ

の人たちは共産党指導部の絶対的な権力と一党独裁に反対し、その支配を掘り崩す可能性

をもっているから、共産党に「新たな戦争をたくらむ」者になる。ところが共産党は、自

らは正義の保持者であるという独善的な価値観をもっているので、党に反抗することは「罪

                                                   

33 SI, p.19. 

34 SI, p.19. 
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を犯」すことになるわけである35。 

テイラーによれば、当時の共産党は、このような「不条理」な理解をもっていた。しか

もこの理解は共産党の内部では「集合的でほぼ一般的」に共有されていた。もちろんこの

ような理解は個人の自由と人権を蹂躙するものである。このような不当な通念を確立して

広めることに「コミュニズムは加担した」とテイラーは批判している36。 

そこでライク裁判について、筆者の方で簡単に説明して、テイラーが批判しようとした

実態をさぐる。ライク裁判の被告人はラースロー・ライク László Rajk である。彼は、Ｍ・

フランソワ・フェイト M・François Fejtö も述べるように、戦後の共産党政権において外

相も務めたことのある大物幹部であった。このライクが「チトーの反ソ連の陰謀」に加担

したという罪状で 1949 年に処刑される。このときの裁判がライク裁判と呼ばれているが、

これはもちろん近代的な司法手続きに基づく裁判ではない37。 

ヴィクトール・セヴァスチャン Victor Sebestyen の研究によれば、ラースロー・ライク

は、もともとハンガリーの警察国家の主な設計者の一人であった。彼は、内務大臣として、

ミンツェンティ Mindszenty 枢機卿の裁判と、教会の抑圧を巧みに立案した。ライクは、も

ともと強硬路線のスターリン主義者であり、すべての反対を許さなかった38。 

ミクローシュ・モルナールの研究によれば、ライクは、もともと「生粋のコミュニスト」

（native communist）であり、一般党員だけでなく市民からも強く支持されたポピュリス

トでもあった。そこで当時の共産党第１書記のマーチャーシュ・ラーコシMátyás Rákosi は、

ライクを権力闘争のライバルと考え、ライクを攻撃しなければならなかった。これが裁判

                                                   

35 SI, p.19. 

36 SI, p.19. 

37 François Fejtö, translated by Daniel Weissbort, A History of the People’s Democracies: Eastern 

Europe since Stalin, Praeger Publishers, 1971, p.6；リトヴァーン・ジェルジュ、前掲書、38 頁。 

38 ライクは、「誰しも羅針盤を必要としており、私の羅針盤はソ連である」と述べたとされている。（Victor 

Sebestyen, op.cit., p.39.）ライクは、ユーリア・フォルディ Júlia Földi と結婚し、ライク夫婦は、当時の

コミュニストがあこがれていた魅惑的なカップルであった。しかしライクの素晴らしい風貌と名声は、共

産党第一書記のラーコシを苦しめた。ラーコシは、ライクを、「潜在的なライバル」と見ていた。だから

ラーコシはライクを、「粛清」の標的として選び、これについてスターリンに相談し、スターリンもそれ

を承認していたという。（註２）ライクは、背が高く、スリムで、ハンサムであり、ユーリアは、ブタペ

ストの最も美しい人の一人といわれた。(Victor Sebestyen, op.cit., p.39.) 
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の隠された目的であった39。当時の起訴状の記録によれば、ライクは、1949 年 5 月にブタ

ペストで秘密警察によって逮捕された40。ライクと彼の仲間は、ハンガリーの民主的国家秩

序を暴力によって転覆させる目的をもつ組織を立ち上げ、ハンガリーを帝国主義者の衛星

国にしようとしており、当時ソ連と対立していたユーゴスラヴィアの軍事支援によって、

この目的を実現しようとしているとされていた。 

スターリンは、ソ連「秘密警察」の重要幹部であったフォイオドール・ビールキン Fyodor 

Bielkin を頂点とする 30 人の尋問チームをハンガリーに送り込んだ。ライク裁判はスター

リンの直接指揮下にあるソ連の秘密警察が、ハンガリー共産党の幹部も使いながら行われ

たものであり、スターリニズムそのものであった41。 

ブライアン・カートリッジの研究によれば、ライクは、何日にもわたって昼も夜も尋問

と拷問を受けているにもかかわらず、彼の無実を主張し続けたという。そこでラーコシは、

当時のハンガリー内務大臣でありライクの親しい友人であったヤーノシュ・カーダール

János Kádár を利用する。カーダールは、ラーコシの指令の下で、ライクに対して、無罪

判決とソ連での安全な国外生活を与えると述べ、そのかわり「党のために」彼の罪を自白

するよう迫る。ライクは、最終的には親友カーダールの説得に屈服し、党に協力すること

に合意した。しかし、その理由の一部は、彼と一緒に逮捕された彼の妻を守るためだった

ともいわれている42。 

ハンナ・アーレント Hannah Arendt もまた、ライクが「無実」でありながら、コミュ

ニスト運動への「歴史上重要な奉公」を迫られたという記録に触れ、イデオロギーそれ自

体の「空虚さ」を批判している43。たしかにアーレントが言うように、ライク裁判では、社

会主義社会のあるべき姿とか、資本主義にかわる経済システムはどうあるべきかなどとい

うような、イデオロギーの内容に関する争いは、その片鱗すら見えない。その意味でイデ

オロギーは空虚なものに成り下がっている。ここに発見できるのはイデオロギーを口実と

したところの、殺伐とした権力闘争だけである44。ライクは全ての点において有罪とされ、

                                                   

39 Miklós Molnár op.cit., p.303. 

40 State Prosecutor’s Office, László Rajk and His Accomplices before the Peoples Court, Budapest 

Printing Press, 1949, pp.5-27. 

41 Victor Sebestyen, op.cit., p.40. 

42 Bryan Cartledge, op.cit., p.425. 

43 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Meridian Books, Second Enlarged Edition 1958, 

p.495, note12. 

44 結局、ライクと全ての被告は、繰り返された拷問の後で、彼らに期待されたように告白し、裁判におい
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１か月後に処刑される。ライクと一緒に逮捕された彼の妻であったユーリア・ライク Júlia 

Rajk も 6 年間の投獄の刑に処されている45。 

以上のように、1949 年のライク裁判においては、裁判の公正さや近代的司法手続きはな

い。スターリニストが司法権を独占して不公平な擬似裁判を行うことは、当時ハンガリー

のみに限定された問題ではなかった。テイラーがライク裁判にとりわけ言及したのは、カ

ートリッジも述べるように、ライク裁判がハンガリーとその他の中東ヨーロッパにおける

一連の「見せ物裁判」（show trials）の最初の典型だったからである。ライクは、当時の

共産党の幹部であったため、その裁判は当時としては最も慎重に行われたと思われるが、

その後に続く裁判はライク裁判よりもさらに乱暴な手続きによって行われ、あるいは裁判

すら行われずに、多くの人が処刑されることになる46。 

ハンガリー共産党の権力は強靭であり「ライク裁判」が虚偽の罪状による政治的な粛清

であることを明らかにすることは容易ではなかった。しかし裁判の後も、ライクの妻であ

るユーリア・ライクは、夫が無実の罪で処刑された、と訴え続けた。ところが彼女も六年

間投獄されたので、彼女が夫の名誉回復のために本格的な運動を開始するのが出獄後の

1956 年である。それまでは一般市民の間でも、すくなくとも公式には、ライク裁判は正し

いものであったと思われていた。 

しかしユーリアの運動によって、共産党と市民の間で、それまでに処刑された多くの人

                                                                                                                                                     

て彼らに割り当てられた役割を演じた。まるで演劇の練習のように、何回ものリハーサルが行われたとい

う。被告人たちは、どの「パフォーマンス」が本当の裁判なのかを、最後の裁判まで、確信していなかっ

たとされる。1949 年 9 月に開始された裁判は、裁判所ではなく、多くの聴衆を収容できる大きな労働組合

の「講堂」で行われた。その裁判は、当時の記録によれば「人民裁判による特別な裁判」（The Special Court 

of the People's Court）であった。罪は、あまりにもばかばかしいものであった。ライクは、最も忠実なコ

ミュニストであったにもかかわらず、裁判ではスパイとして扱われ「ほとんどすべての外国、主にユーゴ

スラヴィアやアメリカ、およびフランコのスペインのために働いた」と断言された。判決文が下されたと

き裁判所の役人と聴衆全体は集合的なリズムをとった拍手によって判決に賛意を表したといわれている。

(State Prosecutor’s Office, László Rajk and His Accomplices before the Peoples Court, pp.303-306；

Victor Sebestyen, op.cit., pp.40-41.) 

45 Bryan Cartledge, op.cit., p.425. ライクをだましたカーダールは、責任ある大臣として処刑に出席する

よう義務付けられた。同時代人による一つの報告によれば、ライクは死刑台の上から、カーダールを見つ

けて「裏切者」とさけんだという。 

46 Ibid. 
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たちの裁判に対する疑問が、次第に広がる。前に述べたように、すでに 1956 年にはフルシ

チョフがスターリン批判を行い、ラーコシが失脚し、ハンガリー共産党の第１書記はエル

ネー・ゲレーErnő Gerő にかわり、共産党の支配力は弱っていた。そこでゲレーは、ユー

リアの要請にこたえてラースロー・ライクの国葬を 1956 年 10 月 6 日に行うことを容認す

るが、これには出席していない。 

ところが、ブタペストの共同墓地における、ライクの遺骨の公式の再埋葬には、何万人

もの人々が参加し、体制に対する人々の「沈黙の抗議」となった。さらに、ライクと同じ

裁判によって長期の獄中生活をしいられたベーラ・サース Béla Szász が、この葬儀に参加

していた。彼は、意を決してスピーチを行い、当時の裁判は虚偽の罪状で多くの人を裁い

たと、公然と告発するのだが、このような「ライク裁判」について、テイラーは激しく批

判しているのである47。 

 

（３）モスクワ裁判に対する批判 

 

テイラーにとって、ハンガリーにおけるライク裁判を徹底的に批判するためには、ライ

ク裁判の原型であるところの、ソ連におけるスターリニズムの恣意的裁判も問題にしなけ

ればならなかった。これがモスクワ裁判である。テイラーは次のように述べている。 

 

1930 年代のモスクワ裁判は、徹底的に不誠実であったが、これは〔スターリニズムの〕

興味深い例を提供している48。  

 

ここで述べられているモスクワ裁判はスターリニズムによる粛清のための見せ物裁判で

あるが、石井規衛は、モスクワ裁判が行われた 1930 年代後半のソ連は、おぞましい国家に

よる「テロルの時代」であったという49。 

グレイム・ギル Graeme Gill の研究によれば「国家テロ」は 1936 年から 38 年の間に最

高潮に達し、無数の人が犠牲になった。犠牲者のうち、ごく一部の最も著名な人物が 1936

                                                   

47 Bryan Cartledge, op.cit., p.443；Miklós Molnár, op.cit., p.310；リトヴァーン・ジェルジュ、前掲書、

48‐49 頁。 

48 Charles Taylor, “Marxism and Humanism”, The New Reasoner, 2, Autumn 1957, p.92.〈以下 MH と

略記する。〉 

49 石井規衛「スターリンと社会主義体制の発展」和田春樹編『ロシア史』山川出版社、2008 年、334 頁。 
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年、37 年、38 年の３つのモスクワ裁判の被告である。これらの裁判では、かつてスターリ

ンに対抗した多くの指導者、ジノヴィエフ、カーメネフ、ピャタコフ、ラデック、ブハー

リン、ルィコフたちが被告となっている。彼らは、考えもつかないような罪で裁かれ、処

刑された。社会のあらゆるレベルで指導的地位にあった非常に多くの者が更迭され、その

結果、あらゆる社会的組織が自立した性格を失ったという50。 

石井規衛によれば、たしかに見せ物裁判自体は1922年からあり、目新しいものではない。

しかし 1930 年代のモスクワ裁判の違いは、なによりもソ連社会主義を建設してきた古参党

員が、被告人席に座らされたことである。ほとんどの被告人が、日本やナチズムのスパイ

などと、自らの「罪」を「自白」したとされる51。このようなスターリニズムに対するテイ

ラーの最も根本的な評価は次のようなものである。 

 

スターリンの下のコミュニストの理論家たちは人間の主体性に関する弁証法的な分裂

を基礎としていた。その弁証法的分裂によって、社会的条件に対する人間の創造的で知

的な応答は、党の官僚に集中された。残りのヒューマニティは、非常に狭いと考えられ

た条件の客観的限界の内部で闘争した52。 

 

ここで言われているように「社会的条件に対する人間の創造的で知的な応答」すなわち、

歴史を解釈したり、経済を理解したり、将来の計画を立てたりする人間の「応答」のため

の能力は「党の官僚に集中された」。だからテイラーは、結局スターリニストだけが、歴史

解釈などの能力を持ったという。「残りのヒューマニティ」すなわち党幹部以外の者たちは

「非常に狭いと考えられた条件の客観的限界の内部」に監禁され、その能力は限られたも

のとみなされた。そこでテイラーは次のように述べる。 

 

〔こうしたスターリニストの態度は〕歴史を判断する際の人間的限界の拒否、つま

り一種の歴史的独我論（historical solipsism）である。『アイディアは、人間が世界を

理解するための手段にすぎないとは見なされない』という性格づけは、スターリンと

                                                   

50 Graeme Gill, Stalinism, Palgrave Macmillan, second edition, 1998, p.31；内田健二訳『スターリニズ

ム』岩波書店、2010 年、45－46 頁。 

51 石井規衛、前掲論文、336 頁。 

52 MH, p.93. 
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いう「天才」（genius）の仕事には適用されない53。 

 

ここでテイラーは、スターリニズムは「歴史的独我論」であると述べているが、これは、

歴史を権力者が自己中心的に解釈することを意味している。結局、歴史の客観的な姿も、

権力者の身勝手な恣意的理解に過ぎないのである。 

さらに、一般の歴史学者であれば、あるいは市民であれば、その人の「アイディアは、

人間が世界を理解するための手段にすぎない」わけであるから、歴史の「客観的傾向」が

発見されたとしても、これはその人が「世界を理解するための手段にすぎない」ので、そ

れで政治権力が人を裁く根拠にはならない。 

ところが、テイラーは、「すぎないとは見なされない」と述べている。すなわち、スター

リニスト官僚にとって、歴史の「客観的傾向」としてのアイディアは、党の正統派の基準

となる。しかしテイラーは、この「性格づけ」すら「スターリンには適用されない」と論

じる。スターリンは「天才」であり、「客観的傾向」をふくめて、あらゆる拘束から自由で

ある。ここから絶対的な独裁がうまれたことを、テイラーは示唆している。 

テイラーは、このようなスターリニズム理解を基礎として、モスクワ裁判における論理

的トリックを問題にして次のように述べている。 

 

革命政党は、歴史的責任について意識的でなければならない。しかしモスクワ裁判で

は、この意識は完全に滑稽なものに変化した。というのは、起訴の主な目的は、被告

人の見解の客観的傾向についての誤った考え方を作り出すことだけでなく、客観的な

反革命を犯罪的意図と等しいものと見なすことであった。裁判において歴史的責任を

判断するこという考え方は、歴史的判断における過ちを、邪悪な意図、つまり悪の信

仰と同化させることを反映している54。 

 

ここでテイラーは、きわめて凝縮した文章を書いているが、この文章は、スターリニズ

ムにおける、まず２つの「誤った考え方」を指摘している。 

第１に、「被告人の見解の客観的傾向」とあるが、ここにおける「客観的傾向」はスター

リニストによって恣意的に決定される歴史的傾向であり「誤った考え方」である。これは

もちろん共産党を掌握しているスターリニストが権力を維持するための必要に応じて、前

                                                   

53 MH, p.93.  

54 MH, p.93. 
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にテイラーが述べたように「独我論的」に決定される。 

第２に「被告人の見解の客観的傾向」における「被告人の見解」であるが、これもスタ

ーリニストの政治的な必要から「独我論的」に決定されるだろう。そのうえで「被告人の

見解」と「客観的な傾向」は相反すると結論づけられる。これが第２の「誤った考え方」

である。 

ところが、仮に「被告人の見解」とスターリニストが考える「客観的な傾向」の違いが

あったとしても、これは単なる歴史観の違いにすぎないだろうから、処刑の理由にはなら

ないだろう。そこでテイラーは、スターリニストは、歴史の「客観的傾向」からの逸脱を

「反革命」とみなし、この「反革命を犯罪的意図と等しいものと見な」したと述べている。

ここでは、単なる見解の相違にすぎないものを「犯罪」とするために、これは「歴史的判

断における過ち」であるという理解を持ち出すという。この「過ち」を「邪悪な意図、つ

まり悪の信仰と同化させ」る。こうしてテイラーが言うように「ソヴィエト社会は、その

社会を統治した官僚の立場からのみ理解され」55て、スターリニズムの魔女裁判であるモス

クワ裁判やライク裁判が可能になったのである。 

ここでライク裁判にもどって、筆者の方で付言する。フランソワ・フェイトが研究して

いるように、ライク裁判においては、証拠もなかったし、犯罪行為もなく、「非合理きわま

る自白」があっただけである。それにもかかわらず、ライクを有罪とするために用いられ

たレトリックは「客観的」という言葉の用法であった。すなわち、ライク裁判の予審にお

いては、党規律、党の路線、イデオロギーに対して若干の過ちを犯したことによって、被

告が、「客観的に見れば」それと知らずに、犯罪者、敵の協力者になっており、自ら意志し

ないで敵の道具となっていたとされた。まさにテイラーが述べたように、スターリニスト

が「客観的」という用語を使った「独我論的」な判断であった56。 

 

第３節 市民の自由と民主主義 

 

スターリニズムに対するテイラーによる厳しい批判については第２節において述べた。

                                                   

55 MH, p.93. 

56 フェイトは、このようなライク裁判の予審において使用された主要な手段、おもな拷問方法、真の秘密

武器は、他の共産党員に対する場合と同じように、イデオロギーをめぐる心理的なものであったと述べる。

最終的に、被告たちは、党に最後のご奉公をするために屈服していった。（Ｆ・フェイト著/村松剛・橋本

一明・清水徹訳『民族社会主義革命――ハンガリア十年の悲劇』近代生活社、1957 年、51－53 頁。） 
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この第３節では、共産党の独裁に代わる自由な政治についてのテイラーの見解を扱う。こ

の自由な政治をささえるのは市民の力であるが、ハンガリーでは、そのスターリニズムの

圧制下においても市民の運動が維持された。まずこの市民に対して共感しているテイラー

について触れ、ハンガリーに自由市場を導入して多党制民主主義を打ち立てようとするテ

イラーの思想について述べる。さらに、自由な民主主義をハンガリーで育てるためには、

この国が冷戦構造から脱却しなければならないと、テイラーが考えていたことを論じる。 

 

（１）市民による自由のための活動 

 
テイラーは、Ｍ・フランソワ・フェイト M・François Fejtö の『人民民主主義の歴史―

―ハンガリーの悲劇』（Les Democraties Populaires： La Tragedie Hongroise）に共感し、

ハンガリー共産党の抑圧の下においても市民が自由のためにたたかったことを重視してい

る。テイラーは次のように述べている。 

 

知識人たちは最初混乱し、コミュニズムのもっている人道主義的な魅力に惹かれたが、

彼らの考えるように彼らの使命を達成することは、体制によって禁止された。知識人

たちは、政党組織に孤独に直面し、疎外された。真実を語るという共同の使命に関す

る感覚は、何人かの諸個人の勇気ある立場を通じて生じた。その諸個人は、沈黙させ

られることを拒否した。 

しかし、いったんペテーフィ・サークル（the Petofi circle）が形成されたのち、そ

のサークルは多くの労働者の支持を獲得し、もはや共産党の官僚政治による絶対的な

支配に戻ることはできなくなった。共産党の官僚政治は敵対的な人々を前にして孤立

した57。 

 

テイラーは、ハンガリーにおいて個人の自由を獲得していく運動は「何人かの諸個人の

勇気ある立場を通じて生じた」のであり、「その諸個人は、沈黙させられることを拒否した」

と述べている。その諸個人とは具体的には「ペテーフィ・サークル」を中心とする市民た

ちである。このテイラーの評価を理解するために、「ペテーフィ・サークル」について簡単

に述べておく。 

                                                   

57 Charles Taylor, “Review of Les Democraties Populaires: La Tragedie Hongroise by Francois Fejto”, 

Universities & Left Review, Summer 1957, Vol.1, No 2, p.70.〈以下 RDP と略記する。〉 
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リトヴァーン・ジェルジュによれば、ペテーフィ・サークルとは、ハンガリーにおける

改革運動の最も重要な公開フォーラムであった。最初は 1954 年に、若い文学者やその他の

知識人の、おとなしい党外の論談クラブとして設立された。しかし 1955 年春の「秩序正常

化」のなかで、党はこの非政治家の小さなクラブさえも、党の指導下にある青年組織「勤

労者青年同盟」の監督下におくのがよいと考えた。 

しかし共産党からの監視にもかかわらず、ペテーフィ・サークルは、人々の社会的なニ

ーズを吸収して成長し、1956 年 5 月には、専門的討論会を開始し、体制に対する強い批判

を繰り広げるようになる。その後ペテーフィ・サークルは「政治的な反対者のためのフォ

ーラム」になり、フォーラムの議論は、多くの聴衆を魅了したという58。たとえば哲学に関

する議論においては、マルクス主義者ジェルジ・ルカーチ György Lukács が、スターリニ

ストの文化的政策を攻撃し「独立した思考」（independent thinking）を擁護した59。 

ハンガリーの共産党指導部は、サークルの活動を高まる懸念と怒りをもって監視し、つ

いに 1956 年 6 月 30 日、決議としてペテーフィ・サークルの危険な活動を非難し、新しい

場所で 9 月に続けることになっていた活動を中止させた。ところがペテーフィ・サークル

は、これに屈することなく、夏の強制中止後、再び秋に、専門的討論シリーズを続けてい

る60。 

このような共産党の抑圧に対する市民のたたかいを背景としながら、テイラーは、「共産

党の官僚政治による絶対的な支配」をもってしても、市民の自由な活動を完全に破壊する

ことはできないと述べ、ルカーチをはじめとする市民の抵抗を高く評価している。 

テイラーは、このような「人民の努力と闘争」（the efforts and struggles of the peoples）

こそが、ハンガリーを含む中東ヨーロッパの運命を切り開くと述べており、東欧諸国の運

命は大国による決定や調整によって決定されるわけではないと言う61。テイラーは、東ヨー

                                                   

58 このサークルは、一八世紀末の啓蒙主義的な劇作家で国民文学の先駆者の名前をとって「ベシェニェイ・

サークル」の名で設立された。（リトヴァーン・ジェルジュ、前掲書、40‐42 頁；François Fejtö, op.cit., p61；

Bryan Cartledge, op.cit., p.440.） 

59 さらに 1956 年 6 月 18 日の議論では、ラースロー・ライクの未亡人ユーリアが、緊張の中で次のように

言った。「国を崩壊させた人々が、党を腐敗させた人々が、何千人もの人を殺した人々が、何百万人もの人

を絶望に陥れた人々が、正当な罰を受けるまで、私は休むことはないだろう。仲間たちよ、この闘争にお

ける私を助けてほしい。」（François Fejtö, op.cit., pp.53, 61；Bryan Cartledge, op.cit., p.441.） 

60 François Fejtö, op.cit., pp.74-77；リトヴァーン・ジェルジュ、前掲書、45－46 頁。 

61 RDP, p.70. 
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ロッパに関して、次のように期待をよせている。 

 

東ヨーロッパは、大国の両陣営の戦略的な地図における輪郭であるだけでなく、単な

る防衛線でも躍進の拠点でもなく、新たな社会的な力（new social forces）をもった土

地である。その社会的な力は、人間社会の構造に対して、思想と実践における独創的

な貢献をもたらすことができるかもしれない62。 

 

このようにテイラーは、東ヨーロッパを、「新たな社会的な力」を持った土地と述べて

おり、その力が社会を独自に創造していく可能性を期待した。では、テイラーのいう「新

たな社会的な力」とは、何を意味しているのか。それは、まず一般の人々の声にあった。

ハンガリー事件は、直接的には、1956 年 10 月 23 日に、学生や労働者を中心としたハンガ

リー国民がブタペストでデモを起こしたことから始まる。彼らは平和的なデモで自由・民

主主義・独立への希求の声をあげた63。 

テイラーの述べる「新たな社会的な力」とは、フェイトの言葉を借りれば、「民主主義」

を生み出す力である。フェイトは、ハンガリーの動乱期において、スターリニストによる

抑圧をはねかえす「民主主義が現存していた」と述べている。その民主主義の担い手は、

フェイトによれば、反共産主義者のリーダーであったナジ・イムレの周辺に集まったチト

ー主義者たち、ペテーフィ・サークルや作家同盟のすばらしいインテリ青年たち、学生革

命委員会の新聞記者や芸術家たちであった。さらに古い組合組織からスターリン的要素を

一掃し、労働者評議会を結成し、社会民主主義党を結党することによって組合組織の再建

に着手した労働者たちでもあった。彼らの中に熱烈な「民主主義が現存した」とされる。

テイラーは、こうしたインテリ青年や労働者の力を「新たな社会的な力」と呼び、この民

主主義を生み出す力に期待をかけていた64。 

民主主義に対する市民の切望と抑圧への抵抗は、ハンガリー事件の結末からすれば、共

産党の絶対的な権力の前で、十分な力を発揮したわけではなかった。しかしテイラーは、

ハンガリー事件がもたらした悲劇を知りながらも、市民たちの抵抗が無益であったとは考

えてはおらず、次のように述べる。 

 

                                                   

62 RDP, p.70. 

63 リトヴァーン・ジェルジュ、前掲書、50 頁。 

64 Ｆ・フェイト著、前掲書、304 頁。 
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悲劇〔ハンガリー事件〕の結果については知られている。しかし、新たな社会的な力

は、スターリニストの統治への対抗（the opposition to Stalinist rule）から生まれて

きたのであり、その新たな社会的な力は、抑圧によって破壊されてきたわけではない65。 

 

テイラーの見解は、ブライアン・カートリッジやミクローシュ・モルナールらのハンガ

リー事件に対する見方と共鳴している。カートリッジによれば、ハンガリー革命は「失敗」

したわけではなかった。ソ連指導者に、踏みつぶさなければならないと思わせた程度にお

いて、その革命は成功したという。ハンガリー人はソーシャリズムに抵抗したわけではな

く国家テロ、すなわちスターリニズムによる「政治的独裁」に抵抗したのであり、外国に

よって自らの国が占領されることに対して、たたかったのであった66。この点について、ミ

クローシュ・モルナールは「敗北の勝利」（the victory of defeat）と述べている。「敗北の

勝利」はテイラーの言葉を使えば「新たな社会的な力」の台頭である67。 

 

（２）経済と政治の民主主義 

 

「新たな社会的な力」がその力を発揮するためには、どのような条件が必要か。テイラ

ーは、前にも述べたように、論文「移民の政治」において、1956 年 11 月から 12 月初めに

かけて、ソ連によるハンガリー弾圧から逃れて隣国のオーストリアにきた人々の求めたも

のについて次のように述べている。 

 

彼らにとっての未来は「新たなハンガリー」（a new Hungary）を意味していた。

それはソーシャリストのハンガリーだろうか。問題は、このようには表現することがで

きない。第１の目的は「自由なハンガリー」（a free Hungary）だ68。 

 

                                                   

65 RDP, p.71. 

66 Bryan Cartledge, op.cit., p.458；Miklós Molnár op.cit., p.321. 

67 モルナールによれば、たしかに「最初の反全体主義革命」は血の海に終わったが、蜂起は「自分らしさ

の肯定」（an affirmation of selfhood）であり、ハンガリー人たちに「道徳的資本」（moral capital）を与

えた。実際に、国境を越えて、この抵抗行動は、全体主義が、何千年も続く運命にある帝国ではないのだ、

ということを最初に示した。(Miklós Molnár, op.cit., p.321.) 

68 PE, p.75. 



66 

 

ここで述べられている「自由なハンガリー」は経済的自由と政治的自由の両面があるが、

まず経済的自由については次のように述べている。 

 

実践的な綱領として、共通の合意は次のようになるように思われる；公的セクターにお

ける大規模な産業は維持するが、しかし職人や店の経営者から成る私的セクター（a 

private sector）を許可しなければならない。・・・・しかも、東と西からの経済援助を

求め、オーストリアやフィンランドの立場のように中立の立場をとることが必要である

69。 

 

ここでは、これまでの社会主義経済の方向を自由主義の方向に転換して、私的セクター

の創設を述べている。これは私企業による市場経済の導入の提案である。しかしその際に

も、一部の公的なセクターを残すことは容認しており、緩やかな市場経済の導入を考えて

いた。そのうえでソ連からの独立を行い、東西のいずれからも支配されない独立国家を目

指せと述べ、その例としてオーストリアやフィンランドをあげている。さらに経済政策と

しては、東西の両方から「経済援助」を得ることによって、ハンガリーが発展することを

期待していた70。 

さらに政治的制度としては「多党制デモクラシー」（a multi-party democracy）が必要

であると述べている71。さらに、テイラーは 1962 年に発表した論文「国家と政党政治」

（L'État et les Partis Politiques）においても多党制の必要を説いている。 

 

国家は、政党なしでは機能しえない。国家について話すとき、人は明らかに民主的国

家（l'Etat démocratique）について話す。専制国家（l'Etat despotique）は、政党なし

で済ますことができる。また、人が政党について話すとき、複数形で話す。なぜなら

単一政党の政体（les régime à parti unique）は、私たちの普通の概念によれば、民主

的政体（des régime démocratique）ではないのであり、それゆえそのレジームは国家

たりえない72。 

                                                   

69 PE, p.75. 

70 PE, p.75. 

71 PE, p.75.  

72 Charles Taylor, “L’État et les Partis Politiques”, in André Raynauld (ed), Le rôle de l’ État, Les 

Édetions du Jour, 1962, p.111.〈以下、ÉP と略記する。〉 
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このようにテイラーによれば、通常、人々が日常的に用いる「政党」という概念は、民

主主義国家における複数政党しかありえない。だから共産党が独裁する「専制国家」には

「政党はない」し、政党のない国家は「民主政体」ではない。テイラーは論文「社会主義

と知識人」においても、以下のように共産党独裁を厳しく批判する。 

 

〔確かに〕リベラルな価値とヒューマニストの価値の間の衝突が社会民主主義的ある

いはマルクス主義的な諸理論によって生み出されたわけではない――階級闘争がその

ような諸理論によって生み出されたわけではないのと同様に――ということは明らか

である。・・・しかし同時に、コミュニズムがその衝突を激化させ解決策を見えなく

させてきたことは否定できない。なぜならコミュニズムは、それ自身の陣営の中にも

衝突が存在したことを決して認めないであろうからである。そしてコミュニズムは、

冷戦の脅しという鋭い毒によって、そのテーマに関するすべての対話を閉ざそうとし

た73。 

 

テイラーは、政党は多党制以外にはありえないと考え、共産党の「陣営の中にも衝突が

存在すること」は当然であるが、コミュニストはこれを「決して認めない」という。ここ

でいう「衝突」は、コミュニスト同士の「衝突」である。同じコミュニストといえども、

その政治理念や政策に関する考え方の違いはでてくるわけであるから、それを公平に処理

する方法をもたなければならないとテイラーは考えていた。その方法は自由な多党制以外

には考えられないのである74。 

 

（３）「自由なハンガリー」像 

 

では「非政治的である権利への衝動」をもつ人たちが、ハンガリーから脱却するだけで

なく、ハンガリーをも変革するべきだとするなら、どのような国にすればよいのか。テイ

ラーは、ハンガリーの人々の未来について次のように述べている。 

 

彼らにとっての未来は、新たなハンガリー（a new Hungary）を意味していた。それ

はソーシャリストのハンガリーだろうか。問題は、このようには表現することができな

                                                   
73 SI, p.19. 

74 SI, p.19.  
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い。第１の目的は、自由なハンガリー（a free Hungary）だ75。 

 

このようにテイラーは、ハンガリー難民の未来が、「新たなハンガリー」に託されてい

ると考えた。彼は、新たなハンガリーにとっての第１の目的を、「自由なハンガリー」と

表現した。しかし彼は、この「新たなハンガリー」は、ソーシャリストのハンガリーであ

るとは限らないという76。この点についてテイラーは以下のように述べている 

 

問題は鮮明ではない。〔ハンガリーが〕「ソーシャリズムの陣営」の中におり、かつ、

マルクス主義者のレーニン主義の強制的な方針（compulsory courses）に参加していた

数年の後で、ソーシャリズムの意味は、前よりも明白ではない。マルクス主義者に関し

ては、彼らはそれを支持するわけでもなく、あるいはそれに反対するわけでもない。〔マ

ルクス主義は〕一連の公式であり、彼ら〔移民たち〕が学びたがらなかったものであり、

教義の本体（body of doctrine）として、彼らにとっては死んでいる77。 

 

ここでテイラーは、ハンガリーが、「ソーシャリズムの陣営」すなわちスターリニズム

の陣営内部に位置していたことにふれ、ソーシャリズムが新たなハンガリーの指針として

はもはや有効ではないと述べている。テイラーは、ハンガリーの最重要課題が、ソーシャ

リズムへの回帰にあるのではなく、「自由なハンガリー」を建設することにあると認識し

ている。テイラーは、さらに実践的な綱領に関する共通の合意について、次のように述べ

ている。 

 

実践的な綱領として、共通の合意は次のようになるように思われる。公的セクターに

おける大規模な産業は維持するが、職人や店主から成る私的セクターを許可すること

である。そして、地方における集産化に対して明白な限度を設けることである。さら

に、多党制デモクラシーであり、これは東と西からの経済援助をアピールし、オース

トリアやフィンランドの立場のように中立の立場をとることである78。 

 

                                                   

75 PE, p.75. 

76 PE, p.75. 

77 PE, p.75.  

78 PE, p.75. 
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ここで述べられているように、テイラーは、ハンガリーの実践的綱領として、第１に経

済活動の自由、第２に多党制、第３に東西に対して中立の立場をとることを挙げた。しか

し彼は、これらの実践的綱領はすべて「ナショナルな独立（national independence）への

主な要求の背後においては、二次的重要性しかもたない」と述べている79。 

ハンガリーは「ロシアから学ぶものは何もない」のであって、ハンガリー難民は、ソ連

の支配から独立するために準備しなければならないという。テイラーは、独立のために準

備するという目的のためには「西側諸国について勉強する期間が、彼らにとって理想的で

ある」と考えた。テイラーは、学ぶべきは民主主義であり、これは「西側から学ばなけれ

ばならない」と述べている80。 

テイラーによれば、ハンガリー難民のグループは、「自由ハンガリー学生連合」（a Union 

of Free Hungarian Students）を形成した。このグループは、この連合が、学生が移住し

ていったすべての国における、追放された全ての学生をまとめることを望んでいた。非常

に多くの学生がこの「学生連合」を支持したとされている81。 

テイラーによれば、その連合の原則的目的は「ハンガリーの学生が彼らの勉強をやり終

えることを助けること」であった。すなわち「奨学金の額を高くしようとすること、およ

び情報とアドバイスを与えること」であった。これを実現するために、指導者たちは、そ

の連合が「厳密に非政治連合」（a strictly non-political Union）のままでなければならない

のであり、とりわけ、他の移民グループから「完全に独立していなければならない」とし

ていた82。 

しかしテイラーは「その連合が誰の政治的道具にもならないようにすることは容易では

なかった」と述べる。この「学生連合」は、多くの国の学生を統合しようとしており、基

金を必要とするが「熱狂の波が去れば、寛容な寄付は少なくなるだろう」とテイラーは危

惧していた83。 

これまで述べてきたように、テイラーは、西側諸国に移住した学生たちを中心にして、

そこで政治や経済や技術などを学ぶことによって、自由で独立したハンガリーを創りあげ

ることに貢献することを期待していた。 

                                                   

79 PE, p.75.  

80 PE, p.75.  

81 PE, p.75.  

82 PE, p.76. 

83 PE, p.76. 
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（４）冷戦構造からの脱却 

 

テイラーは、ハンガリーが新たな自由な国として再出発するために、どのような国際関

係が必要だと考えていたのか。冷戦の対立を前提とすれば、西側の陣営にできることは、

西側がソ連との戦いにおいて勝利することによってハンガリーを解放することだったろう。

しかし、前に述べたように、アメリカ合衆国は、冷戦構造のバランスを維持するために、

1956 年当時、ハンガリー問題に関してはソ連との対決を避ける傾向にあり、ソ連軍のハン

ガリー侵攻に強い抗議はしなかった。結局、テイラーの考えでは、ハンガリーの自由と民

主主義のためには、東西冷戦の構造にとらわれない方向しかなかった。テイラーは、次の

ように述べている。 

 

ヨーロッパが２つの陣営へと分割されていることに終焉がもたらされなければ、東

ヨーロッパの人々は、彼ら自身の社会的構造を自主的に発展させることはできない。

Ｍ・フェイトは、その発展が、再統合された中立ドイツと共にのみ可能であると考え、

ソ連軍とアメリカ軍がヨーロッパの他諸国から撤退してのみ可能であると考えた84。  

 

テイラーは、ハンガリーの人々が自由に自らの社会を創造していくためには、ハンガリ

ーがソ連から独立し、他方でアメリカ合衆国にも依存しない方向性が必要であるとした85。

テイラーは、アメリカ合衆国のような西側諸国は、ハンガリー事件の「悲惨さ」や、それ

に「続くたたかい」への弾圧に関する責任を完全に免れるわけではなく、ハンガリー支援

に関しても、必ずしも顕著な役割を果たしたわけではない、と批判している86。 

テイラーは、1962 年の論文「爆弾と中立主義」（La bombe et le neutralism ）において、

「大国の外側の政治」（la politique étrangère d'une puissance）が必要だと述べている87。

これは東西の大国の支配圏の「外側の政治」すなわち東にも西にも属さない第３の諸国が、

世界の平和と民主主義に貢献する力を持っていると考える立場である。 

そのために必要なことの第１は、２つの陣営の外における「中立の領域」（la zone 

                                                   
84 RDP, p.71. 
85 PE, p.76. 

86 PE, p.76. 

87 Charles Taylor, “La Bombe et le Neutralisme”, Cité Libre, 13, Mai 1962, p.13.〈以下 LB と略記する。〉 
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neutraliste）をさらに強化し、この「中立」諸国が、東西の諸大国に対して行使する圧力

を高めなければならない。第２に、「中立」諸国は、東西両陣営の諸大国の軍備拡張競争に

ブレーキをかけ、「交渉と緊張緩和」（la négociation et de la détente）の方向に世界の政治

の方向を変えなければならないのである88。テイラーはこの２つの原則を前提としながら、

「中央ヨーロッパの非核化」（la dénucléarisation de l’Europe centrale）を実現し、中央ヨ

ーロッパを冷戦構造から脱却させたいとしていた。これによって、ハンガリーの自由と民

主主義の実現が可能であると考えたのである89。 

 

第４節 テイラーの人道主義と政治哲学 

 

テイラーは、ハンガリー人であったわけでもないのだが、第１節で述べたように、熱心

な難民支援を行った。その動機には、第１に、のちに述べるような強い人道的な関心があ

った。動機の第２は、テイラーの政治哲学についての独特の理解である。管見の限りでは、

テイラーの生涯で最初の活字論文が、彼自身が 1957 年の春に創設した『大学・左翼評論』

（Universities & Left Review）の創刊号に掲載した「政治哲学は中立でいることができる

か」（Can political philosophy be neutral?）である。この論文はハンガリー難民支援の直

後に書かれているが、この中でテイラーは、のちに述べるように、政治哲学はモラルと不

可分であることを強調している。 

 

（１） 人道主義 

 

まず人道的な動機をとりあげる。ジャーナリストであるダニエル・カトーが、2007 年に、

76 歳になるテイラーにインタビューしている。カトーは、テイラーがハンガリーの難民支

援に行ったときの動機をたずねたのち、青年テイラーの気持ちは、「炎を上げる家に立ち

向かう消防士のようだった」と述べている90。 

テイラーは、2008年に、77歳で京都賞を受賞したとき、記念講演「私に哲学の道を歩ま

せたもの」（What drove me to philosophy） を行っている。この中で、彼がオックスフォ

ード大学のフェローを休職して難民支援に出発したとき、彼は、研究者として生きるか、

                                                   

88 LB., p.14. 

89 LB., pp.14-15. 

90 Daniel Cattau, Interview Fall 2008. 
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活動家として生きるか、この２つの選択肢の間で揺れ動いていた」91と述べている。 

このように、すでに老境に達したテイラーが、自己の人生を振り返りながら、ことさら

自己のハンガリー難民支援活動を持ち出して、これについて感慨深く述べていることは、

この活動が、彼にとっていかに重要なものであったかを示している。 

テイラーは、研究者としての人生を放棄することすら選択肢にいれるという深刻な決意

をして難民支援に行った。その理由について、テイラーは、カトーによるインタビューへ

の答えの中で、当時のハンガリー難民の状態について「私には全てのことが、まさに自分

のことのように思えた」と述べている92。 

しかしハンガリー難民は、テイラーと同じ民族に属していたわけでもなく、同じ国民に

属していたわけでもない。その難民の窮状を「まさに自分のことのように」感じるテイラ

ーの人道的・倫理的性格は、彼が2007年に出版した『世俗の時代』A Secular Age におい

ても引き継がれている。テイラーは「善きサマリア人」の寓話を引いて、次のように述べ

ている。 

 

偶然性は・・・・わたしの隣人とは誰のことかという問いにたいする答えとして語

られる善きサマリア人の物語の本質的なモメントである。それは、たまたまあなたが

遭遇した、たまたま傷を負って路傍に横たわり、たまたまその上に躓いたその人かも

しれない。純然たる偶然性が手を貸して、しっかりと均衡のとれた反応をつくりだす

のである。それは、われわれのこの上なく根深い疑問に答える何かを語っている。こ

れこそがお前の隣人なのだと93。 

 

聖書によれば、善きサマリア人は、傷ついた人を見て、それを自分のことのように感じ

る。このときサマリア人が救済する相手は、サマリア人と同じ民族や国家に属していたわ

けではない。その相手をまさに「自分のことのように」思う94。テイラーもまた、彼と違う

民族や国家に属していたハンガリー難民を「まさに自分のことのように思えた」わけであ

る。 

                                                   

91 WD. 

92 Daniel Cattau, Interview Fall 2008. 

93 Charles Taylor, A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, 2007, p.742. 訳に

ついては、以下を参照。高田宏史『世俗と宗教のあいだ――チャールズ・テイラーの政治理論』風行社、

2011 年、275 頁。 

94 ルカ 10：30‐36（Japanese-English Bible, Japan Bible Society, 1992, p.168）。 
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彼がそのように感じた理由には彼のパーソナル・ヒストリーも関係している。レッドヘ

ッドによれば、テイラーは、イギリス人でプロテスタントの父と、フランス人でカソリッ

クの母のもとに生まれ、文化的、言語的、宗教的な亀裂の中で育った。彼は、カナダの英

語圏の社会と、フランス語圏のケベック社会の亀裂の中で少年時代をすごした。テイラー

は、フランス語圏のケベックで英語を話す知識人として、ケベック社会の周辺に生き、自

らが「マイノリティの中のマイノリティ」であることを強く実感していたという。カナダ

の主な２つのアイデンティティ集団の周辺に生きることを通じて、テイラーは、多様な帰

属形態によって定義される人生を生きてきた。テイラーの政治哲学にとって重要な概念で

ある「深い多様性」（deep diversity）は、彼にとって単なる理想ではなく、「彼の生き方」

（very much a way of life for him）そのものであるとされている95。 

レッドヘッドによれば、文化的衝突を自らの内部にかかえたテイラーは、移民問題や人

種問題に深い関心を持つことになる。テイラーは、レッドヘッドによるインタビューに答

える中で、次のように述べている。 

 

「オックスフォードで私は、ニューレフト・レヴューの創設、核廃絶運動のような

様々な事柄に関与すると同時に、労働党に入りました。当時、カナダはコモンウェル

スのメンバーであり、カナダ人はイギリスの政治に参加することができたからです。

私は労働党のロンドン地方支部に参加したのですが、当時私が住んでいたロンドンに

は多くの移民がおりました。労働党地方支部は、当時、人種統合（racial integration）

の問題に非常に深く取り組んでおり、私はこの支部で熱心に活動しました。」96 

 

このように述べるテイラーにとって、自らのアイデンティティを剥奪されたハンガリー

難民の存在は、彼の実存的琴線にふれるものであり、これを基礎に人道支援の活動をした

と思われる。 

 

（２） 政治哲学と道徳 

 

次に、政治哲学と道徳との関係であるが、テイラーは両者は不可分であると考えており、

ハンガリー難民支援の人道的活動と、政治哲学の間には、緊密な関係があった。彼がハン

                                                   

95 Mark Redhead, op.cit., p.11. 

96 Ibid., p.46. 
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ガリー難民支援を行った直後に発表した、彼の最初の活字論文である「政治哲学は中立で

いることができるか」（Can Political Philosophy be Neutral?）において、政治哲学と道徳

の関係について熱心に論じている。彼は「言語分析の道徳・政治哲学」を批判するために、

まずその内容を整理する際に、次のように述べる97。 

 

〔言語〕分析は、中立（neutral）であるとされている。この分析は、異なる道徳的信

条、または異なる政治的信条の間における論争に介入するわけではない。むしろ逆に、

この論争のいかなる立場をとるものではないと信じられている98。 

 

テイラーによれば、言語分析的な政治哲学の「中立」では、「事実についての言説と、価

値についての言説を分ける」ことによって可能になる99。したがって「事実に関するいかな

る言説も、価値的な言説を伴うことはない」とされている。だから、何かに対して「これ

は良い」とか「それは不正義」だというような価値を付与するために使われるいかなる言

説も、または「自由」とか「平和」とか「搾取」というような価値的な含意を持つ用語を

含むいかなる言説も、あるいは、「あなたはこれを行うべきだ」とか「それをするのは私た

ちの義務だ」というように私たちに何らかの行為を指令するいかなる言説も、伴わない。「価

値的な言説は、少なくとも１つの価値的言説を含む前提から演繹」される。「価値的言説は、

事実に関する言説の世界とは異なる論理的世界に属している」のである。 

テイラーはさらに述べる。この哲学では「私たちの、道徳・政治の信条は、いかなる事

実も基礎としていない」。「正しいか間違っているかの選択は、なんらかの出来事で判断さ

れることはない」100のである。道徳的・政治的理論についての言語分析は、一方では、事

実に関するものであり、これは「価値と無関係」の言説になる。他方で価値的な内容は「事

                                                   

97 Charles Taylor, “Can Political Philosophy be Neutral?’, Universities & Left Review, Spring 1957, 

Vol.1, No 1, p.68.〈以下 CPPN と略記する。〉政治（哲）学と道徳や価値判断の関係は、後のテイラーにお

いても重要なテーマとなっている。例えば、彼は 1967 年の論文「政治学における中立性」において、自然

科学の手法を用いる価値中立的な政治学を批判的に検討している。テイラーは、「政治学（political science）

と政治哲学の間の関係」を熟考し、一見価値中立的にみえる政治学にも、規範や価値観が埋めこまれてい

ると述べている。（Charles Taylor, “Neutrality in Political Science” in Peter Laslett and W.G.Runciman 

(eds.), Philosophy, Politics and Society, Basil Blackwell, 1978〈first edition 1967〉.） 

98 CPPN,p.68. 
99 CPPN,p.68. 
100 CPPN, p.69. 
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実的内容をもたない選好の表現」であり、「この分析こそ、中立である」と思われている。

テイラーは言語分析的な方法を社会学者がとった場合を想定して、次のように言う。 

 

社会学者が、その観点から、価値的な評価をしないで、ある道徳的決定が、ある社会

的な慣習や行為の基準によって、他の決定より違うものになったと記述したとする。社

会学者は、この基準について、彼自身の判断は介入していないと言う。 

しかし、道徳的と思う決断をしなければならない人は、彼の選択を、他の選択から違

うものにするものには、道徳的に、無関心ではいられない。人によっては、決断するべ

き事柄は、決定的な要素である101。 

 

ここで世界を記述する研究者として社会学者を登場させているが、これに対して「道徳

的と思う決断をしなければならない人」を登場させる。この決断をしなければならない人

は、記述される人である。しかも、道徳的な関心をもって決断する人である。したがって

テイラーによれば、もしこの人の決断を道徳的な価値と事実とに分けて分析して記述すれ

ばその「記述は完全なもの」102ではないという。記述は失敗するのである。だからテイラ

ーは、次のように述べる。 

 

世界には、価値的な評価なしで、すなわち道徳的な決断なしでは記述できない出来事

もある103。 

 

まさに政治哲学者は、世界を記述するにあたって、自己の「価値的な評価」を持ち「道

徳的な決断」をしなければならない。その良き例としてマルクス主義とキリスト教につい

て次のように述べる。 

 

マルクス主義の主張では、政治的な行為は、一般的に言って、『社会の中における人』

の研究によって、特に資本主義社会における経済的・社会的な諸関係の中にある資本や

人間の研究によって打ち立てられている。・・・同じように「これは神の意志だ」と考

えるキリスト教徒の言説は、事実に関する言説である。しかしこれが道徳的な含意を欠

いているとは言えないだろう104。 

                                                   
101 CPPN, p.70. 
102 CPPN, p.70. 
103 CPPN, p.70. 
104 CPPN, p.69. 
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テイラーが、聖書に関連づけながら自己の人道主義を語ったことはすでに述べた。ここ

ではテイラーはキリスト教と並べてマルクス主義を挙げている。もちろん彼は共産党を厳

しく批判していたし、共産党員であったわけでもない。しかし、マルクス自体については

評価するところがあり、この姿勢は、のちにニューレフトの活動をするときも同じである。 

まさにテイラーは「経済的・社会的な諸関係の中にある資本や人間」について、「価値的

な評価」や「道徳的な決断」をともなわなければ、記述することはできないと考えていた。

テイラーは、その内面においては、自己の道徳的な価値基準を確固としたものとし、これ

によって政治哲学の研究を可能にしようと企図していたと思われる。テイラーの難民支援

と理論的な研究は、その根底において結合していたと考えられる。 

 

おわりに 

 

これまでに明らかになったように、青年テイラーには強い人道主義を持つとともに、研

究活動においては理論と道徳を深く結合しなければならないと考えていた。テイラーはハ

ンガリー難民支援ののちイギリスに帰国して、理論雑誌である『ユニヴァーシティーズ・

アンド・レフト・レヴュー』Universities & Left Review を創刊する。この中で、テイラー

は、その人道主義をスターリニズム批判から、ソーシャリスト・ヒューマニズムに発展さ

せる。第２章で述べるように、この雑誌は、現代社会における人間疎外の克服という明確

な価値観を基礎としたものであり、E・P・トムスンをはじめとする脱共産党の知識人らも

参加させて、日本を含む多くの国で読まれるものになる。そこで、次の第２章では、この

ニューレフト時代のテイラーについて述べる。 
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第 2 章 ニューレフト時代のテイラーの理論と政治活動 

 

                             

 

目次 

はじめに 

第１節 テイラーによる理論誌の創設と核兵器廃絶運動 

（１）テイラーによる『ユニヴァーシティーズ・アンド・レフト・レヴュー』 

の創設 

（２）ニューレフト 

（３）テイラーの核廃絶運動 

第２節 テイラーと初期マルクス 

（１）疎外 

（２）初期マルクス 

（３）ソーシャリズム 

第３節 テイラーのソーシャリズム 

（１）定義 

（２）疎外克服としてのソーシャリズム 

（３）社会連帯としてのソーシャリズム 

私企業の力と人民の力 

連帯としてのソーシャリズム 

第４節 コミュニズム批判 

（１）テイラーとトムスンの関係 

（２）テイラーのコミュニズム批判 

（３）トムスンの反発 

おわりに 

                             

 

はじめに 

 

本章の位置と目的 
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序論で述べた、テイラーの政治哲学に関する本論文の主張は下記の 2 点であった。 

第 1「個人論」 

(a)個人を自律した主体として理解すること。（第３・４・５章） 

(b)個人がラージャー・ライフを通じて政治共同体と接続すること。（第２・４・

５章） 

第 2「疎外論」 

(a)現代資本主義での疎外克服。（第２・４・５章） 

(b)スターリニズム下での疎外克服。（第１・2 章） 

本論文における本章の位置は、上記目的のうち、第１「個人論」の(b)と第 2「疎外論」

の(a)(b)の一部にあたる。第１(b)「個人がラージャー・ライフを通じて政治共同体と接続す

ること」については、このラージャー・ライフという用語では語られていないが、その萌

芽としての「連帯」として語られている。これがテイラーのソーシャリズムの重要な要素

である。 

第２(a)の「現代資本主義での疎外克服」については、1960 年代から 1970 年代までにつ

いては第４章と第５章で課題とするが、この第 2 章では、1957 年から 1960 年までのニュ

ーレフト時代の理論活動を見る。テイラーの疎外論とそれを克服しようとする彼独特のソ

ーシャリズムの１つの要素である。また(b)の「スターリニズム下での疎外克服」の関心は、

第１章のハンガリー事件から強烈にあるが、このことがテイラーのソーシャリズムを、従

来の共産党の革命による社会主義社会の方向とは、全く違うものにする。初期マルクスの

影響を受けながら、民主主義の拡充によるソーシャリズムの方向を模索する。これらにつ

いて述べるのが、本章の目的である。 

 

本章の構成と主張 

 

第１節では、テイラーによる理論誌の創設と核兵器廃絶運動について、筆者の方で整理す

る。第 1 に、テイラーによる『ユニヴァーシティーズ・アンド・レフト・レヴュー』

の創設であるが、テイラーはハンガリー難民支援からイギリスに帰国後、すぐに 1957

年にスチュアート・ホールや、ラファエル・サミュエルらと理論雑誌を創設する。

この雑誌をはじめとしたいくつかの理論誌を基盤に、初期マルクスにおける疎外の

研究やスターリニズム批判などを行う。 

第 2 に、当時のニューレフト運動を概観する。テイラーをとりまく当時の知的関

心では、東側のスターリニズムと西側の帝国主義の両方を敵とする考え方が強かっ
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た。ニューレフトの中には、元共産党員であったグループと、共産党とまったく関

係のなかったテイラーらのグループがあった。両グループは、1959 年に『ニューレ

フト・レヴュー』を創刊する。 

第 3 に、テイラーの核廃絶運動について述べるが、テイラーは、オックスフォー

ドの学生のころから核廃絶運動の最も熱心な指導者であった。これはテイラーの知

的源泉の１つを示すものとして重要である。 

第２節では、テイラーが初期マルクスから受けた影響について述べる。第 1 にその影響の

内容は疎外論であった。もともとテイラーは、人間が社会的な絆や共通の意味など

から脱落することを疎外と考えていたが、この点はマルクスを学ぶことで強められ

ている。 

第 2 に、マルクスからの影響は初期マルクスからであったことについて述べる。

テイラーはマルクスの『経哲草稿』をニューレフトに持ち込み、この意義を論じて

いる。産業社会の発展にともなって諸個人が疎外され、意味のある活動を失い、消

費ではなく創造における真のニーズを満たされなくなると考えるようになる。この

ニーズを満たす民主化の思想をマルクスから継承しようとする。 

第 3 にテイラーのソーシャリズム構想であるが、彼はすでにハンガリー事件を間

接的に体験しており、共産党による革命は拒否している。しかし疎外克服のための

民主化をして社会的絆を再生するという意味のソーシャリズムを構想する。 

第３節では、テイラーのソーシャリズムの内容について、筆者の理解を示す。第 1 に定義

であるが、テイラーのソーシャリズムの定義は、疎外克服と社会連帯の２つの要素

で構成されている。 

第 2 に、ソーシャリズム定義の最初の要素である疎外克服について述べる。資本

主義では、企業の生産と利潤の拡大の基準が、人々の社会的で創造的なニーズの基

準よりも優先されているが、この優先順位を逆転させる改革が必要である。これを

達成するためには、「私企業の力」による支配を「人民の力」による支配に変える必

要があり、それがソーシャリズムであるとされる。 

第３に、ソーシャリズム定義の次の要素である社会連帯についてまとめる。ソー

シャリズムの最初の要素である疎外克服のためには、人民の「連帯」が必要であり、

ソーシャリズムを形成しようとする人々の努力こそが重要である。そこで労働者を

含めた人々の発言権を拡大しなければならないと考えている。 

第４節は、スターリニズムとコミュニズムとの関係である。ニューレフトの運動の中でも、

スターリニズムの萌芽をコミュニズムに求めるテイラーと、むしろコミュニズムを
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擁護しようとするトムスンらのグループがあった。 

そこで第１にニューレフトの中でのテイラーとトムスンの関係について述べる。

両者は、ニューレフトの２つのグループの指導者同士の関係であった。トムスンが

元共産党員のグループの指導者の１人で、テイラーが共産党とは関係のない人たち

のグループの指導者の１人であった。したがって、理論的にも、政治的な感受性に

おいても異なっていた。 

第２に、テイラーのコミュニズム批判についてまとめるが、これは、非常に厳し

いものであった。ハンガリー事件を間接的に体験したテイラーにとって、スターリ

ニズムはコミュニズムの中から出てきたものであり、その意味で、コミュニズムの

責任は免れないものだった。経済的自動主義のみならず、労働者階級という概念す

らも、スターリニズムの１つの原因であるとして批判した。 

第３に、テイラーに対するトムスンの反発を見る。トムスンはテイラーとは異な

っており、コミュニズムには擁護的であった。トムスンは、1930年代におけるコミ

ュニストのたたかいや、スターリニズムに抵抗してきたコミュニストの運動の視点

から考えるなら、コミュニズムの再生が可能であると考えた。しかし、テイラーと

トムスンの政治的な方向は非常に異なっており、その後、テイラーは、カナダに帰

国して新民主党の活動をすることになる。 

以上について、第１節から順に述べる。 

 

第１節 テイラーによる理論誌の創設と核兵器廃絶運動 

 

（１） テイラーによる『ユニヴァーシティーズ・アンド・レフト・レヴュー』 

の創設 

 

チャールズ・テイラーは、スチュアート・ホール Stuart Hall らとともに、1956 年の夏

に、理論雑誌『ユニヴァーシティーズ・アンド・レフト・レヴュー』Universities & Left Review

（以下、ULR 誌と略記）を創刊するための準備を終了していた。同時に、この夏に、テイ

ラーは、フランスのニューレフトであったメルロ・ポンティと研究するためにパリを訪問

している1。 

しかしテイラーらが ULR 誌創刊を決めた 2 か月後に、ハンガリー動乱が起きる。そこで

テイラーは、本論文の第１章で述べたように、1956 年 11 月から 1957 年 4 月まで、オース

                                                   
1 Fred Inglis, Raymond Williams, Routledge, 1995, p.154. 
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トリアに行き、ハンガリー学生難民支援を行い、世界大学支援機構の代表を務める。した

がって ULR 誌の創刊号の出版は、テイラーがフランスとオーストリアから帰国するまで遅

れこむ。創刊号は 1957 年の春号として出版されている2。創刊号の編者は、テイラー（27

歳）、ホール（25 歳）、ゲイブリエル・ピアスン Gabriel Pearson（24 歳）、ラファエル・

サミュール Raphael Samuel（22 歳）の４人である3。 

テイラーとホールは、共産党とは関係を持たない「独立派」を代表しており、テイラー

は、「カソリック・マルクス主義者」（Catholic Marxist）という評判であった。サミュール

とピアスンは、ハンガリー事件までは共産党員であったが、この事件後に離党している4。 

ULR 誌という名称は『左翼評論』Left Review という 1930 年代における最も成功したラ

ディカルな知的雑誌からとられており、そのラディカリズムを復活させようとしていた5。 

テイラーは ULR 誌の創設において「最も影響力をもっていた」が、この点について、ホ

ールは次のように述べている。 

 

重要な編者の１人として、テイラーは、ULR 誌の創設において最も影響力をもち、そ

の雑誌の初期の政治、およびある程度におけるその雑誌の理論的および哲学的立場に

おいて、最も重要であった。テイラーは、その他の者たちよりも、哲学的にずっと洗

練されており、彼の政治〔ULR 誌を含む政治活動〕とはほとんど関係のないオックス

フォードの哲学的議論における地位もあわせ持っていた6。 

 

テイラーは ULR 誌の関係者に対して、個人的にも大きな影響を与えた。1951 年に「ロ

                                                   
2 Marc Caldwell, “Charles Taylor and the Pre-history of British Cultural Studies”, Critical Arts: A 
South-North Journal of Cultural & Media Studies, 23 (3) 2009, p.350; Universities & Left Review 

Spring 1957 Vol.1 No 1. テイラーは、ULR 誌の創刊のための資金についても重要な役割を果たし、自己

の資金を投入した。彼の資金は、カナダ議会の上院議員であった彼の祖父から相続したものであったとい

う（Fred Inglis, op.cit., p.184.）。 
3 Charles Taylor et.al., “Editorial”,Universities & Left Review, Spring 1957, Vol.1 No 1,p.1. 

4 Stuart Hall, “The 'First' New Left : Life and Times” in Robin Archer, Diemut Bubeck, Hanjo Glock, 

Lesley Jacobs, Seth Moglen, Adam Steinhouse, Daniel Weinstock (eds), Out of Apathy : Voices of the 

New Left thirty Years On : Papers Based on a Conference Organized by the Oxford University Socialist 

Discussion Group, Verso, 1989,pp.19-20；Stuart Hall, “Life and Times of The First New Left”, New Left 

Review 61, Jan Feb 2010, pp.177-196. 

5 Dennis Dworkin, Cultural Marxism in Postwar Britain: History, the New Left, and the Origins of 

Cultural Studies, Duke University Press, 1997, p.56. 

6 Stuart Hall, “Charles Taylor in the Archives”, Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies, 

Volume 23, Issue 3, 2009, p.375. 

http://www.tandfonline.com/loi/rcrc20?open=23#vol_23
http://www.tandfonline.com/toc/rcrc20/23/3
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ーズ奨学生」としてジャマイカの学校からオックスフォードに来ていたホール7に対して、

テイラーが持っていた影響力について、フレッド・イングリス Fred Inglis は以下のように

述べている。 

 

ホールは、・・・非常に背が高くて彫りが深く、友好的でおどけたチャールズ・テイラ

ーと呼ばれるカナダのキリスト教マルクス主義者Canadian Christian-Marxistと友人

になった。・・・テイラーはいつも、硬直化したマルクス主義者を強く批判し、スチュ

アート・ホールに、マルクスのヒューマニストの側面を教え、またヘーゲルについて

も教えた8。 

 

スチュアート・ホール自身、テイラーが、ホールにとって「個人的にも、非常に重要で

あった」と述べている。ホールは、「マルクスの 1844 年の経哲草稿についての最初の議論

を覚えて」9おり、以下のように述べている。 

 

私たちは皆、マルクス主義を、固定され完成された狭義や神聖なテキストとして見な

すことを拒否した。たとえば、私たちにとってかなりの重要性をもっていたのが、チ

ャック・テイラー〔チャールズ・テイラー〕を通じた、マルクスの初期の経済学・哲

学草稿の再発見であった。その草稿のテーマは、疎外、類的存在と新たなニーズであ

った。その草稿は、テイラーがフランスから持ってきて、その少し後に英訳版を用い

ることができるようになった10。 

                                                   
7 ホールは、当時を振りかえって、彼自身が「ジャマイカの独立と反帝国主義への熱心な関心」をもつ、「反

植民地主義の学生」であったと述べている（COLIN MacCABE, “An Interview with Stuart Hall,” Critical 

Quarterly, December 2007, pp.13-14.）。ホールは左翼に共感的であったが、「オーソドックスなマルクス

主義」が「人種や民族性といった第三世界の問題」や、学部生のときに彼が知的に関心を抱いた「人種差

別主義や文学や文化の問題」を「十分には扱うことができていない」ということに問題を感じていた（Stuart 

Hall, “The 'First' New Left : Life and Times”, p.15.）。 
8 Fred Inglis, op.cit., p.154. テイラーによれば、「修正主義者と呼ばれた人たち――主に西欧のマルクス主

義者たち、さらにたとえばユーゴスラヴィアのような別のところでの別のマルクス主義者たち」もまた「人

間主義的マルクス主義（humanist Marxism）の基礎を再発見する試み」を続けていた（Charles Taylor, 

“Marxist Philosophy”, Men of Ideas: Some Creators of Contemporary Philosophy, British 

Broadcasting Corporation, 1978, p.57；磯野友彦監訳「マルクス主義哲学」『哲学の現在――世界の思想

家十五人との対話』河出書房新社、1983 年、67 頁）。 
9 Kuan-Hsing Chen, “The Formation of a Diasporic Intellectual: an Interview with Stuart Hall” in 

David Morley and Kuan-Hsing Chen (eds), Critical Dialogues in Cultural Studies, Routledge, 1997, 

p.497. 
10 Stuart Hall, “The 'First' New Left : Life and Times”, p.27.テイラーは、パリからフランス語版の『経哲

草稿』をイギリスに持ち帰った。テイラーは、後の 1966 年の論文「マルクス主義と経験主義」において、

なぜマルクス主義とマルクス主義者の伝統が、イギリスとイギリス哲学に対してほとんどインパクトを与

えてこなかったのか、という点を検討している。彼は、イギリスにおける経験主義的な発想と、マルクス

主義の思考法の違いについて述べ、マルクス主義がイギリスの学問に「帰化すること」（naturalization）
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ラファエル・サミュールも、テイラーが持ち込んだ初期マルクスの影響について次のよ

うに語っている。 

 

疎外理論と若きマルクスは、私たちに、後期の「決定主義者」マルクスと対照的な、「ヒ

ューマニスト」のマルクス――1844 年の『経哲草稿』のマルクス――を発見させた。こ

の初期マルクスは、『経哲草稿』が 1960 年にはじめて英訳されるまでは、ある意味で、

イギリスに関する限り、私たちだけのものであった11。 

 

テイラーによるマルクスの『経哲草稿』の持ち込みを１つの契機として、ニューレフト

は、若きマルクスの取り組んだ主題に惹かれた。その１つのテーマが「疎外」であった。

サミュールによれば、疎外は、彼らの議論に新たな尊厳と進歩を与え、資本主義に対する

彼らの批判を強める統合的概念を与えた。さらにサミュールは、彼らが「疎外」の中に、「イ

ギリス社会で自分達が『アウトサイダー』であると感じていた人々に語りかける言葉を発

見した」と述べている12。 

つまり ULR 誌の論客たちは、「疎外」というキー概念を「賃金奴隷」の成立条件という

初期の限定から解き放って拡大してみると、それがイギリス社会の「アウトサイダー」（階

級であれ、民族・人種であれ、文化であれ、どのカテゴリーに分かれるにしても）にも当

てはまる概念であることに気づいたのである13。 

さらにサミュールは、当時、「疎外」概念が急速に浮上し、初期の社会主義の思想家たち

が「搾取」概念によって、また、ずっと最近では「ヘゲモニー」概念によって喚起された

のと同様の想像力を「疎外」概念が喚起したことを回想している14。ホールもまた、ULR

誌に対するテイラーの影響の内容について次のように述べている。 

 

ULR 誌の「伝統」に対するテイラーの影響は、・・・一種のソーシャリスト・ヒューマ

                                                                                                                                                     
が困難であったと指摘している（Charles Taylor, “Marxism and Empiricism” in Bernard Williams and 

Alan Montefiore (eds), British Analytical Philosophy: International Library of Philosophy and 
Scientific Method , Routledge & Kegan Pau, 1966.） 
11 Raphael Samuel, “Born-again Socialism” in Robin Archer, Diemut Bubeck, Hanjo Glock, Lesley 

Jacobs, Seth Moglen, Adam Steinhouse, Daniel Weinstock (eds), Out of Apathy : Voices of the New 
Left thirty Years On : Papers Based on a Conference Organized by the Oxford University Socialist 
Discussion Group, Verso, 1989, p.43. 

12 Raphael Samuel, op.cit., p.43. 
13 Lin Chun, The British New Left, Edinburgh University,1993, p.34；渡辺雅男訳『イギリスのニューレ

フト――カルチュラル・スタディーズの源流』彩流社、1999 年、80 頁。 
14 Ibid；Raphael Samuel, op.cit., p.43.  
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ニズムの採用、スターリニズム批判、マルクスにおけるヘーゲル主義者の伝統の復活、

とりわけ、当時再発見された『経哲草稿』における「疎外」、経済主義に対する批判、

イギリスの哲学的経験主義に対する批判、および大陸の「形而上学」（メルロ・ポンテ

ィ、そしてヘーゲル！）に対するイギリスの哲学的経験主義の疑いに対する批判、社

会科学における実証主義に対する批判などである15。 

 

ホールは、上のようなテイラーの立場は ULR 誌の「立場」だったと述べている。テイラ

ーは、「ULR 誌を立ち上げることによって、そしてニューレフトの政治を定義することによ

って必要とされる、より実践的で政治的な仕事を共有した」。したがってテイラーは「この

種の一般的な環境と知的な力を形成する際に、強力な力であった」とされている。ホール

は、彼が「おそらく彼に個人的に最も近かった」と述べながらも、ホールのみならず「私

たちは皆、彼から学び、彼を非常に尊敬していた」と述べている16。 

 

（２）ニューレフト 

 

これまで、テイラーが ULR 誌の創刊に関与したことについて述べてきた。次に、テイラ

ー周辺の環境について説明しておく。この時期のテイラーの思想は、当時の時代状況を背

景としながら、ニューレフト運動に関わった多くの人々との関係において形成されたもの

であるからである。テイラーの政治哲学に対する理解を深めるために、その背景と彼の活

動について明らかにしたい。 

そこで、第１に、当時のテイラーの問題関心について、第２に、ニューレフトを形成し

た２つの異なるグループについて、第３に、２つのグループの差異と共通点について、第

４に、テイラーのカナダへの帰国について、述べることにする。 

第１に、テイラーが ULR 誌を創刊するころの、彼らの問題関心であるが、それは、直接

的にはスターリニズムによるハンガリー弾圧とイギリス軍とフランス軍によるスエズ侵攻

であった。スチュアート・ホールは、この２つの出来事は、当時政治的生活を支配してい

た２つのシステム――スターリニズムと西洋帝国主義――に隠れていた暴力性と攻撃性を暴

き、政治的世界にショックの波を送ったと論じている17。ホールは、ULR 誌を創刊した当

                                                   
15 Stuart Hall, “Charles Taylor in the Archives”, p.375. テイラーは後に、マルクスとホイエルバッハの

関係についても述べている（Charles Taylor, “Feuerbach and Roots of Materialism”, Political Studies, 

Vol.26, No.3, 1978）。 

16 Stuart Hall, op. cit., p.375. 

17 Stuart Hall, “The 'First' New Left : Life and Times”, p.177. 
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時の状況について、次のように振り返る。 

 

スエズ危機とハンガリー事件は・・・ニューレフトの形成にとって非常に重要な瞬間

であった。１つは、誰もが言っていたこととは異なって、帝国主義が死んでいなかっ

たということであった。・・・もう１つは、ハンガリー事件が、ソ連のシステムの完

全な堕落を示したということである。・・・ニューレフトは資本主義に批判的である

が、コミュニズムを代替案として考えない。したがって、ニューレフトは、〔資本主

義でもなくコミュニズムでもなく〕その中間的な場所にいる18。 

 

ここでホールが述べているように、1956 年に、まさに、ハンガリー事件とスエズ危機と

いう２つの事件への反動として活動をおこしたのが、ニューレフトであった。 

第２に、ニューレフトは異なる２つの伝統を統合したものである。それは、２つの政治

的経験、つまり２つの「世代」を統合したものを代表していた。最初は、元共産党員を中

心とした「コミュニスト・ヒューマニズム」の伝統である。この伝統は、雑誌『ニュー・

リーズナー』The New Reasoner（以下 NR 誌と略記）とその創設者たちである。すなわち

エドワード・トムスン Edward Thompson（リーズ大学講師）、ジョン・サヴィル John Saville

（ハル大学講師）らに象徴されるところの NR 誌グループである。 

次は「独立派社会主義者」（independent socialist）の伝統を引く者たちである。このグ

ループの多くの人はマルクス主義に影響を受け、他の何人かは、一時期はコミュニストで

あった。それにもかかわらず、大多数は、「政党」への加入からの距離を維持する 1950 年

代の左派学生の世代であり、テイラーもその１人である。このグループは、1957 年春、前

に述べたように、ULR 誌を発行するところの ULR 誌グループである19。 

NR 誌グループは、マルクス主義の理論を本格的に消化した少壮知識人から成り、年齢も

ULR 誌グループよりやや高い。彼らはスターリン批判以後の問題を討論する機関として前

年の 1956 年夏、党内で『リーズナー』Reasoner 誌を創刊したが、共産党中央が３号で停

刊を命じたので、彼らは離党して 57 年秋に NR 誌を創設した20。 

テイラーは、NR誌グループに属していたわけではないが、NR誌に何度か寄稿しており、

本誌の中で NR 誌の中心人物であるトムスンと対話している。テイラーより５歳年上のト

                                                   

18 COLIN MacCABE, op.cit., p.19. 

19 Stuart Hall, “The 'First' New Left : Life and Times”, p.15；Stuart Hall, “Life and Times of The First 

New Left”, pp.178-179. 
20 福田歓一「解説――あとがきに代えて」E.P.トムスン編 / 福田歓一・河合秀和・前田康博訳『新しい左

翼――政治的無関心からの脱出』岩波書店、1963 年、361 頁。 
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ムスンはニューレフトの指導者の１人であった。 

NR 誌の創刊号において、トムスンは、本誌が「いかなる政治的組織にも責任を負わない

こと、そして宣伝の推進を助けるつもりはないこと」を宣言する。しかし彼は「イギリス

におけるマルクス主義者とコミュニストの伝統を性急に破壊したいわけではない」という。

トムスンは、この伝統を「再発見および再肯定」する必要があると考え、この伝統を、ウ

ィリアム・モリス William Morris やトム・マン Tom Mann のような人びとに基礎づけて

いる。さらに、この伝統を支えてきた「労働運動のエネルギー」が、「ソーシャリストの知

識人と、実践的な運動をする人びとの間の関係が断ち切られることによって、弱められて

きた」と考え、NR 誌がこれらの関係を再び確立して、これらのエネルギーを再び生み出す

ことに寄与したいとしている21。 

第３に、２つのグループの差異と共通点についてであるが、デニス・ドゥオーキン Dennis 

Dworkin によれば、どちらのグループも、ソーシャリスト・ヒューマニズムの立場を提唱

していた。両グループは、お互いが共通の闘争に関与していると考えたが、彼らは、年齢

における違い、政治的経験における違い、そして理論的志向における違いの結果として意

見を異にした。NR 誌の活動家たちは ULR 誌グループが労働運動との現実的な紐帯を欠い

ていることを軽蔑し、前衛的芸術家たちに彼らが熱心であることを軽蔑し、流行している

ものに彼らが惹かれることを軽蔑した。例えばトムスンは、ULR 誌グループが、気取った

自己孤立的な態度に屈するであろうと考え、そうした態度は、日和見主義者で俗物的な態

度と同じように、ソーシャリストの運動において腐食していくであろうと考えた。 

他方で、ULR 誌グループは、NR 誌グループが、政治的に狭く知的には時代遅れである

と考える傾向があった。実際に、レイモンド・ウィリアムズは、世代的には NR 誌グルー

プに属していても、知的には ULR 誌グループに近かったが、彼は NR 誌が、共産党系マル

                                                   

21 E. P. Thompson, “Editorial”, The New Reasoner, Summer 1957, number 1.この雑誌はオックスフォ

ードに始まって急速に広い知識人読者層を獲得していった。この雑誌は、「伝統的労働運動の内外において

非常に広く普及しているムードに政治的表現を与え」、「古い官僚制的組織に警告を与える仕方で若者たち

の不満やニーズに対して表現を与え」、「批判的な戦後世代の真の声」を代表していた（E. P. Thompson, 

“The New Left”, The New Reasoner, Summer 1959, number 9, p.11.）。創刊号の論説は「守備範囲を広

くとったうえで社会主義の理念を提供し政治活動を行う」ことを告げている。この雑誌は「いかなる政治

的な方針 line」も持ちえないことを強調する。というのは、この雑誌は「社会主義のさまざまに異なる豊

かな伝統が、開かれた議論の中で自由に出あうことを求める」からであるとされている（Charles Taylor 

et.al., “Editorial”, Universities & Left Review, Spring 1957, Vol.1 No 1, p.ⅱ）。 



87 

 

クス主義者（the Party Marxist）と不毛な戦いに関わりすぎていると考えていた22。 

これまで述べてきたようなニューレフトの２つのグループは、政治的、理論的傾向を異

にするが、1959 年 12 月に合同し、新に『ニューレフト・レヴュー』New Left Review（NLR

誌と略記）を隔月刊で出発させるとともに、クラブ組織を精力的に全国にひろげ、また 1958

年 1 月に発足した「非核武装運動」（CND）をはじめ現代イギリスの実践的課題と取りくむ

ことになる23。 

２つのグループは次のような共通点をもっていた。彼らは、自らを、コミュニストと労

働党右派の経済主義に対する代替案と考えていた。また彼らは、文化と芸術に特別な地位

を与えた。文化的な組織と制度は、人々の生活においてますます重要な役割を果たしてい

ると考えたからである。ニューレフトは、多様でインフォーマルな政治運動であり、ＣＮ

Ｄの参加者、労働組合と労働党左派の経験豊富な人、ラディカルな専門家、反文化的学生、

芸術家、異議のある共産主義者（dissident Communists）、を含んでいる24。 

第４に、テイラーのカナダへの帰国について述べる。テイラーは、前に述べたように、

ULR 誌が終刊して、NLR 誌になった後の 1961 年に、カナダに帰国する。彼の帰国につい

ては、NLR 誌において、以下のように記されている。 

 

残念なことに、チャック・テイラーは・・カナダに帰るのであるが、知的かつ政治的

に良質なものを持ち帰り、私たちはその代わりを見つけることは難しいだろう。…モ

カシン〔革靴の一種〕を履いて６フィート７インチ〔200.66 ㎝〕の身長だったチャッ

クは、私たちの意見の違いを解決し、50 分の講義を一気に話して 5 分に詰め込んだよ

うに非常に素早く、疎外とアノミーについての話をして、編集委員会を驚かせたもの

だった。彼はカナダ政府によって、電子頭脳の代わりに雇われたと噂されている。委

員会だけでなく、読者も、チャックとアルバ Alba〔テイラーの最初の妻であり、若く

して亡くなっている〕の幸運を祈っているし、新たなカナダの政党とうまくいくよう

祈っている25。 

 

テイラーがカナダに帰国した時期は、ニューレフトが大きく世代交代をする時期と重な

っていた。トムスンによれば、1960 年代には、ペリー・アンダースンをはじめとする「第

                                                   
22 Dennis Dworkin, op.cit., p.62. 
23 福田歓一、前掲論文、361 頁。 

24 Dennis Dworkin, op.cit., p.61. 

25 Charles Taylor et.al., “Editorials- Notes for Readers”, New Left Review I/12, November-December 

1961. 
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２期のニューレフト」の時代に移行する。第２期ニューレフトにおいては、表現活動が、

合理的でオープンな政治活動よりも重んじられるようになり、同時に「ソフィスティケー

トされたマルクス主義理論」が発展した。トムスンは、第２期ニューレフトの理論は「ま

すますソフィスティケートされた神学」26のようになり、それゆえ、トムスンは、自らの関

与していたマルクス主義の伝統と訣別するもののように思い、この雑誌からも遠ざかるの

である。 

 

（３）テイラーの核廃絶運動 

 

テイラーの運動は、核兵器に対する懸念を含んでいた。1950 年代当時、世界的に、核兵

器に対する懸念が広まっていたが、核兵器は、人類全体を滅亡させる究極の疎外を引き起

こす危険があると理解された。そのため、テイラーは、核兵器廃絶運動にも積極的に関与

している。 

テイラーは、ハンガリー難民支援やニューレフトの運動を行うよりも前から、核兵器反

対の運動をしていた。彼は、すでにオックスフォード大学の学部学生であった 1954 年に、

水素爆弾禁止を求める最初の活動を開始している。アメリカによる最初の水素爆弾実験が

1954 年 1 月にマーシャル諸島にある、ビキニ環礁で行われた。これは国際的な懸念を引き

起こすと同時に、日本の第五福竜丸事件を引き起こした27。 

テイラーは、これに強く反発して、オックスフォード大学で反核の運動を開始した。こ

の内容が 1954 年 5 月 3 日のロンドンのタイムズ The Times で、次のような記事として報

道されている。 

 

水素爆弾の禁止を支持するという大学の意見をまとめるという目的をもった運動が、

                                                   

26 E. P. Thompson, “E. P. Thompson”, in Henry Abelove, Betsy Blackmar, Peter Dimock, and Jonathan 

Schneer (eds.), Visions of History, Manchester University Press, 1983, p.10；近藤和彦/野村達朗編訳『歴

史家たち』名古屋大学出版会、1990 年、65 頁。 

27 Lawrene S. Wittner, The Struggle Against the Bomb Volume Two: Resisting The Bomb――A History 

of the World Nuclear Disarmanent Movement 1954-1970, Stanford University Press, 1997, pp.1-2.  

Lawrene S. Wittner によれば、広島を破壊した爆弾の何千倍もの力をもった武器である「水素爆弾」

（hydrogen bomb）が、1954 年から急速に発展し、とりわけ同年１月に行われた水素爆弾実験を契機とし

て、ヒューマニティーが大災害の危機に瀕しているという考えが活発になり始めた。 
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昨夜、オックスフォードで始まった。約 40 人の大学のメンバーが、ベイリョル（Balliol） 

カレッジに集まり、ベイリョルの学部生であるチャールズ・テイラー氏の議長の下で、

請願書が「形作られ」執行委員会が形成された。・・請願書は、爆弾の禁止を要求して

いる。なぜなら「爆弾は道徳的に間違っているから」であり、爆弾の禁止について合

意することが「東西の緊張を緩和するだろうし、総合的な軍縮に向けた実践的な最初

の一歩になりうるであろう」からである。「国際政治におけるイギリスの重要な地位」

という視点において、請願書は、イギリス政府に対して、コントロールと査察のため

の効果的な仕組みとともに、国際的な合意による爆弾の禁止を提案するよう、要求し

ている28。 

 

テイラーは、イギリス政府に対して、爆弾を即時かつ単独で一方的に禁止するよう要求

する請願書を作った。爆弾を禁止することで、東西の緊張緩和もたらし、軍縮に進むべき

であるという彼の思いが書かれており、これの請願書は、大学中に配られたという29。 

１週間後であるが、この請願書は、オックスフォード大学の学生の諸組織の代表者 65 人

の間で、白熱した議論のテーマとなった。そこで右派の学生組織である「ブルー・リボン・

クラブ」の代表者によって修正提案が行われ、これが可決された。ブルー・リボン・クラ

ブの代表は、テイラーのもともとの請願書が「共産党員のにおいがする」ものとして取り

扱われるだろうという理由に基づいて、テイラーの請願書を一部修正したという。ブルー・

リボン・クラブの代表は、マイケル・ヘーゼルタイン Michael Heseltine である。なおヘー

ゼルタインは、1980 年代の保守党政府の大臣になる人物である30。 

こうしてテイラーとヘーゼルタインの手を経た請願書は 1954 年 6 月 21 日に議会に提出

されており、1954 年 6 月 22 日のタイムズには次のような記事が掲載されている。 

 

6月21日水曜日、議長は、２時半に着席。オックスフォード選出のロレンス・ターナー

Lawrence Turner議員が、オックスフォード大学の学生1140人によって署名された請

願書を提出した。その請願書は、政府が、効果的な国際的監視と査察を通じて、水素

爆弾とその他の大量破壊兵器の廃止を含めた、軍縮を確実に行うようさらに精力的に

努力するよう求めている31。 

                                                   

28 The Times, May 3, 1954, “Oxford Petition against Hydrogen Bomb”.  

29 Nicholas H. Smith, op.cit., p.12. 
30 Ibid., p.13；The Times, May 8, 1954, “Oxford Petition for Disarmament”.  
31 The Times, June 22, 1954. 
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この記事からもわかるように、テイラーの指導で開始された核兵器反対運動は、オック

スフォードの保守的な学生もまきこんで、国会に請願を提出するまでになったのである。

前に述べたビキニ環礁での核実験の後、労働党は、保守党政府が、核実験を中止させるよ

うな首脳会談を開くことを国際社会に強く要求することを求める国会の決議案を持ち込ん

でおり、労働党の動きと、テイラーらの開始した反核運動は方向性を同じくしていたと言

える32。 

マーク・レッドヘッド Mark Redhead によれば、テイラーは、オックスフォードの大学

院に進学してのち、労働党に入り CND をはじめとする様々な単一イシューの運動に参加し

ている。レッドヘッドのインタビューに対して、テイラーは次のように述べている。 

 

オックスフォードで私は、ニューレフト・レヴューの創設、核廃絶運動のような様々

な事柄に関与しました。私は労働党に入りました。なぜなら当時、カナダ人はイギリ

スの政治に参加することができたからです33。 

 

テイラーは、こうして核廃絶運動も熱心に行い、1957 年には「オックスフォード大学の

非核武装運動の最初の代表」（the first president of the Oxford University Campaign for 

Nuclear Disarmanent）になっている34。 

勝部元によれば、「著名な哲学者ラッセル卿、英国国教会のキャノン・ジョン・コリンズ、

小説家 T・B・プリーストリー、K・マーチンら社会的名士が中心となり、1958 年 1 月に

CND が結成」されている35。CND の最初で最も成功した年月において、テイラーを代表と

するオックスフォード大学の非核武装運動は、組織のとりわけ効果的な支部であったとい

う。また、G.E.M. アンスコム G.E.M. Anscombe によれば、「チャック・テイラーは、労働

党のヒュー・ゲイツケル Hugh Gaistkell に対抗する CND 運動のリーダーの１人であった」

と述べている36。 

当時イギリスに滞在していた勝部元は、1958 年、すなわちテイラーがニューレフトで活

躍しているとき、CND に積極的に関与しているテイラーを目撃している。勝部によれば、

                                                   
32 Lawrene S. Wittner, op.cit., p.16.  

33 Mark Redhead, op.cit., p.46. 

34 Christopher Driver, The Disarmers : A Study in Protest, Hodder and Stoughton, 1964, p.74. 
35 勝部元「英国における新左翼と平和運動（上）：目撃者の記録とその歴史」『エコノミスト』第 40 年・

第 35 号、1962 年、50 頁。 
36 G.E.M. Anscombe, “Mechanism and Ideology”, New Statesman, 5 February 1965, p.206. 
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「58 年 2 月 17 日、CND は 5000 人の聴衆を集め、ラッセル、コリンズ、プリーストリー、

ホール、テイラー、それに労働党代議士で希代の雄弁家マイケル・フットらが大衆に呼び

かけ、58 年イースターには 5000 人を動員したオールダーマストン大行進が組織された」

という37。 

このようにテイラーは、核兵器廃絶運動に積極的に参加しながら、ULR 誌の創設におい

て主導的役割を果たした。こうした実践的運動に関わる中で、テイラーはどのような理論

的立場を形成していったのだろうか。とりわけ、ULR 誌において、「疎外」や「初期マルク

ス」、「ソーシャリズム」についてどのように考えたのか。この点について、次節で述べる。 

 

第２節 テイラーと初期マルクス 

 

ニューレフトの時期のテイラーは、疎外に強い関心をもち、マルクスの『経哲草稿』の

影響もうけて、疎外の概念を作り上げていく。そこで、第１に、彼の疎外についての最初

の理解について、第２に、マルクスからの影響について、述べることにする。 

 

（１）疎外 

 

序論でも触れたように、トクヴィルは「雇用者は日ごとに、より大きく全体に眼を配り、

その精神は」「拡大する」一方であるが、労働者は「一般的能力を失」うと言い、雇用者は

「巨大帝国の管理者に」なり、労働者は「獣に似てくる」とまで述べている38。ここで使わ

れている「より大きく全体に眼を配」ることは、単に生産工程の問題にとどまらず、その

企業をとりまく社会や政治に「より大きく」関心を持つことを含んでいる。 

テイラーは、1958 年の論文「疎外とコミュニティ」（Alienation and Community）で、

トクヴィルを引用しているわけではないが、このトクヴィルの「より大きく」関心を持つ、

という意味と類似した用語として「大きな全体」（a larger whole）という言葉を使ってい

る。この「大きな全体」における「共通の意味」（common meanings）や「社会的絆」（social 

bonds）の理解こそが、人間にとって必要なものだと言う39。 

テイラーの「社会的絆」は、経済や政治のみならず、宗教、文化、規範、人間的絆、な

                                                   
37 勝部元、前掲論文、50 頁。 
38 Alexis de Tocqueville, De La Démocratie en Amérique, Librairie Gallimard (TomeⅠ), p.165；松本礼

二訳、271 頁。 
39 Charles Taylor, “Alienation and Community”, Universities & Left Review, 5, Autumn 1958, p.15. 

〈以下 AC と略記する。〉 
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ども含んでいる。しかも、このような絆は、人間活動を支える価値的な基盤である。テイ

ラーによれば、この基盤がなければ、人間の健全な活動は行われない。そこで彼はこの基

盤に支えられた人間の活動を、以下に述べるように、「人間活動のより高次の形態」として

いる40。 

 

それ〔社会的絆 social bonds が弱くなるということ〕は、人間活動のより高次の形態（the 

superior forms of human activity）の意味を破壊する。・・・人がそれ〔社会規範〕に従

った理由は、・・人が高度な大きな全体（a larger whole）に属し、その一部であると

思うことができたからである41。 

 

この「大きな全体」こそが、人間活動にその「意味」（meaning）を与えるという。し

かも「大きな全体」は、多くの人びとに共有されるものであり、人々は、その共有を通じ

て、「共通の意味」を分け合う42。しかしながら、人々の「共通の意味」が解体し、「社会

的絆」が崩壊し、人々がアノミーの中に置かれるなら、人々は生活の意味を失う。このよ

うな意味喪失をテイラーは「疎外」と呼んでいる。 

 

（２）初期マルクス 

 

テイラーは、人々を覆っている疎外状況の克服が必要であると言う。そのためには、初

期マルクスの疎外概念が役にたつものであり、これは疎外克服の方法をも示すと考えた。 

テイラーによれば、マルクスは、19 世紀の産業の発展が、前近代の狭い共同体としての

閉じられた社会を終焉させ、人々を混沌とした状態に追い込むと考えたが、この混沌は、

人間が、産業社会の段階で、自然を支配しようとする闘いの副産物であった43。その闘いの

中で、すなわち産業社会を発展させるなかで、人間社会は巨大な「創造的力」（creative 

power）を発展させたが44、その力を構成する諸個人は、もはやその産業社会の力をコント

ロールすることができなくなる。そこで産業社会の力は、人間にとって「外的な力」（alien 

power）になってしまう45。 

たとえば産業社会段階以前では、職人は自己の生産物について、その設計から完成まで、

                                                   
40 AC, p.15. 
41 AC, p.15. 
42 AC, p.15. 
43 AC, p.17. 
44 AC, p.17. 
45 AC, p.17. 
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自ら理解して自己管理することができた。しかし巨大な産業社会の登場によって、人は、

命令された労働をするだけになり、全体について考えることも理解することもコントロー

ルすることもできなくなる。まさに産業社会は、人に対して外的な力として現れてくるの

である。その疎外についてテイラーは、マルクスを引用しながら述べている。 

 

マルクスにとって、人間の創造的力のモデルは産業（industry）、つまり生産であった。

しかし少なくとも彼の疎外に関する理論では、彼は彼自身の関心を狭い意味での生産

（production）には限定しなかった。彼は疎外の根源を労働の疎外（alienation of work）

に求めた。人間の歴史の悲劇は、自然的環境によって課された諸条件から人間の労働

が自由になったまさにその瞬間に、それ〔人間の労働〕が、彼にとって疎外的（alien）

になり、彼自身のコントロールの外部にある力になることにある。しかしマルクスは、

労働が、創造に関する人の巨大な諸力の表出であると考えたから、彼は労働の疎外が

人間の全体的な創造的活動（creative activity）の疎外をもたらすと考えた46。 

 

テイラーも、「本来『労働』とは、生活の重要な一部であり、その生活は彼が受け入れる

ことのできる『意味』を持っていなければならない」47と述べる。しかし労働疎外は、意味

のある人間活動としての労働を破壊する。産業社会において、もはや生産は人間にとって

意味のある活動として認識されなくなり、そのかわり、人間のニーズは、以下のように歪

められるとテイラーは言う。 

 

産業社会においては、人間のニーズ（needs）は、所有のニーズ、つまり受動的に消費

できるものを持つニーズへと変換される傾向にある。しかしこれは人間のニーズの歪

みである48。 

 

このようにテイラーは、産業社会において、人間のニーズは、受動的に消費できるもの

を持つニーズへと変換される傾向にあり、人間の喜びも「消費」の一形態へと抑え込まれ、

歪められるという。ここで使われている「ニーズ」という用語は、マルクスから来たもの

であり、『経哲草稿』を引用しながら次のように述べる。 

 

                                                   
46 AC, p.17. 
47 AC, p.17. 
48 AC, p.17. 
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人間は新たなニーズを獲得することによって、そして自己の自然的ニーズを超えたと

ころに行って芸術、音楽、文学における他のニーズ発見することによって、自己を豊

かにする49。 

 

このテイラーの引用するマルクスの「新なニーズ」は、次の『経哲草稿』の引用が示す

ように、社会主義によって実現されることになるニーズのことであり、資本主義では満た

されないニーズである。 

 

もし社会主義であるなら、人間の豊かなニーズ （human needs）がいかに重要なもの

になるか、を見てきた。だから、新しい生産様式と新しい生産の目的が、いかに重要

になるか、を見てきた。人間の本来の力と、それを豊かにすることが、新たに宣言さ

れる50。 

 

もし社会主義であるなら実現するであろう「ニーズ」の中に、テイラーは、人間の家庭

での生活や芸術活動や隣人との活動や宗教活動などの全般を含む。ここで、人間は創造的

な喜びを見出すはずだとしている。 

しかし、現代の産業社会では、疎外された労働に従事させられる人間においては「創造

的」な喜びは、原則的に、満たすことが不可能になる。喜びは、人を「地位（status）や業

績（achievement）といった一連の空虚な諸シンボルへと鎖でつなげる」51ことしかできな

くなるという。 

このように、テイラーは人間が創造的な活動から疎外されていると考えたが、同時に、

その疎外を、消費によって克服することは困難であるとも考える。人間は、自らが生産し

た商品を、貨幣によって購入し、自己の創造性を買い戻すことができるかのように思って

いる。商品の購入や所有や消費は、労働者の創造性の奪回であるかのように感じられる。

社会的地位や業績も、貨幣によって購入できるかのように思われている。しかしテイラー

は、再びマルクスの『経哲草稿』を引用しながら、人が貨幣によって買い戻すことができ

るのは、「見せかけの創造性」（sham creativity）でしかないと言う52。 

                                                   
49 AC, p.17. 
50 Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Translated by Martin Milligan, 

Prometheus Books, 1988, p.115；城塚登/田中吉六訳『経済学・哲学草稿』岩波書店、2009、149 頁。た

だし訳文は一部変更している。特に、城塚他訳では「ニーズ」ではなく「欲求」と訳されているが、本論

文では、文脈の必要上「ニーズ」と訳する。 
51 AC, p.17. 
52 AC, p.17. 
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なぜなら「積極的な応答や参加を必要とする」独創性、例えば労働や、その高度な業績

である芸術や、共通善のような意味のある諸関係は「消費」されえないし、ましてや「所

有され得ない」ことを強調している。 

以上が疎外の現状である。これを克服するために、人は、食生活などの最低限の自然的

ニーズを超えて、さらに高度なニーズを満たさなければならない、とテイラーは言う。そ

の高度なニーズを満たすために、マルクスは生産手段の「集合的専有」（the collective 

appropriation）を考えたという53。しかしテイラーは、スターリニズムをはじめとする当

時の共産主義には否定的であったので、これをもたらした生産手段の「集合的占有」につ

いては否定的である。当時の世界の諸共産党が行っていた資本や土地などの国有化や公有

化などは拒否している。 

ところが、初期マルクスから、以下のような民主化についての導きの糸を受け継がなけ

ればならないと考える。 

 

私たちがマルクスから受け継がなければならないものは、民主化についての導きの糸

（the guiding thread of democratization）である。ソーシャリストの政策の基本原理、

すなわち、ワーカーズ・コントロール（workers’ control）、教育における真の平等、マ

スメディアに対する社会的コントロール、これらはすべて自己の生活を形成する集合

的諸力に対する個人の力の拡大を含むのであり、共通の目的（common purpose）につ

いての感覚を形成することを含む54。 

 

テイラーは、上のような基本原理を継承したいと言う。ソーシャリストの基本原理とし

て、ワーカーズ・コントロール、教育の平等、マスメディアに対する社会的コントロール

が挙げられている。とりわけ最初のワーカーズ・コントロールは、「産業デモクラシー」

（industrial democracy）の達成を期待したものである55。 

 

（３）ソーシャリズム 

 

テイラーの言うソーシャリズムは、生産手段の国有化などによるソーシャリズムではな

い。当時のソビエトを初めとする社会主義国の方式でのソーシャリズムは、テイラーの念

                                                   
53 AC, p.17. 
54 AC, p.17. 
55 AC, p.15. 
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頭にはない56。しかし、産業デモクラシーをはじめ教育やメディアなどに対する「社会的コ

ントロール」による「民主化」が必要だとしている。 

従って、テイラーのソーシャリズムは、私有財産制を残したうえで、政治のみならず、

経済や、企業の内部や、地域社会や、教育などの全ての領域に「民主化」（democratization）

をもたらすことであると考えられている。 

以上述べたことから、テイラーのソーシャリズムは下記のように整理することができる

と思われる。 

 

〔1〕現代資本主義社会（産業社会と呼ばれることもあるが）における疎外を克服し

なければならないこと。その疎外克服の方法として、社会や経済の全般にお

ける民主化を行うこと。 

〔2〕疎外克服によって、市民が共有できる意味と社会的絆を構築すること。 

 

これは当時のソビエト社会主義などとは非常に違うイメージではあるが、彼はこれをソ

ーシャリズムと呼んでいる。 

 

第３節 テイラーのソーシャリズム 

 

本節では、まずテイラーのソーシャリズムの定義を抽出して、次に、その定

義の要素を順に説明する。 

 

（１） 定義 

 

前の第２節で、テイラーが、主にマルクスに依拠しながら述べた疎外論を検討した。そ

れを基礎にして、筆者は、テイラーのソーシャリズムを、下記のように述べた。これを 

                                                   
56 テイラーは、レーニンの方程式を引用すれば、「ソーシャリズム＝ソヴィエト権力＋産業化」（Socialism 

= Soviet power + electrification）であったと述べる。このソヴィエト的な「ソーシャリズム」は近代化の

イデオロギーと密接に結びついていた。しかし、西洋においては、ソーシャリズムは、一枚岩的な運動で

はなかったのであり、両義的であった。テイラーによれば、実際、近代のソーシャリズムは、２つのもの

を組み合わせようとする試みとして始まっている。１つは、近代化への原動力である。もう１つは、「資本

主義社会に対する表現主義的な批判」（the expressivist critique of capitalist society）である。このよう

にソーシャリズムには、「スペクトラム」が存在している。テイラーは、ウィリアム・モリス William Morris

を、「表現主義的」な極に位置づけており、彼自身もこの極に近いと思われる（Charles Taylor, “Socialism 

and Weltanschauung” in Leszek Kolakowski and Stuart Hampshire (eds), The Socialist Idea: A 
Reappraisal, Weidenfeld and Nicolson, 1974, pp.45-58.）。 
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〈仮定義１〉として、再度、述べておく。 

 

〔1〕現代資本主義社会（産業社会と呼ばれることもあるが）における疎外を克服し

なければならないこと。その疎外克服の方法として、社会や経済の全般にお

ける民主化を行うこと。 

〔2〕疎外克服によって、市民が共有できる意味と社会的絆を構築すること。 

 

なお、テイラーは、ソーシャリズムを、1958 年の論文“Alienation and Community”,で

は次のように定義していた。これを〈仮定義２〉とする。 

 

ソーシャリズム（socialism）は、人々が解決策を発見することができ、〔１〕疎外なき

産業社会を建設することができ、専制や閉鎖的社会への逆戻りなくして〔２〕意味の

ある社会的絆を再創造できる（recreate meaningful social bonds）という主張として定

義される57。（なお〔 〕は筆者による）。 

 

さらに論文 1960 年の論文 “Changes of Quality” では、次のように定義している。これ

を〈仮定義３〉とする 

 

ソーシャリストの方向にむかう、社会における重要な質的変革とはどのようなもので

あろうか。それらは、・・・現代社会と質的に異なる社会であり、例えば、〔１〕利潤

（profit）の基準よりも、人々のニーズの基準のほうが、より重要な社会であろう。さ

らに〔２〕社会的連帯（social solidarity）の価値が、救貧法の価値にとって代わる社

会であり、生活の諸条件に対するコントロールが、〔市場の〕力によってではなく、人

民によってなされる社会である58。（なお〔 〕は筆者による）。 

 

以上の仮定義〈１〉、〈２〉、〈３〉を総合すると、下記のような本定義をつくることが可

能ではないかと思われる。 

 

 

                                                   
57 AC, p.11.  
58 Charles Taylor, “Changes of Quality”, New Left Review Ⅰ/4, July-August 1960, p.3〈以下 CQ と略記

する。〉；チャールズ・テイラー「質的変革」田村進編『現代革命へのアプローチ』合同出版社、1962 年、

51 頁。 
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〈テイラーのソーシャリズムの定義〉 

〔1〕〈疎外克服論〉 疎外なき社会の建設。そのためには、利潤の基準よりも、人々

のニーズの基準を使用し、社会や経済の全般における民主的改革を行うこと。 

〔2〕〈社会連帯論〉 意味のある社会的絆、換言すれば社会的連帯の価値を優先させ、 

市民生活のコントロールを、市場の力によってではなく、人民自身が行うよ 

うにすること。 

 

ニューレフトは、「スターリン主義のコミュニズム」（Stalinist communism）と、労働党

の「社会民主主義」（social democracy）という1950年代に支配的であった２つの左派の教

義を、すでに衰退したものとして退け、ソーシャリズムの基礎的な道徳的かつ知的な理論

を再考するという努力をつづけてきた59。これはその１人であるテイラーが1960年ごろに到

達した立場である。そこで、テイラーのソーシャリズムの定義の第1から順に述べる。 

 

（２） 疎外克服としてのソーシャリズム 

 

テイラーのソーシャリズム定義のうち、第 1 については、彼は、人々の社会的「ニーズ

の基準」を、資本主義における「利潤の基準」よりも優先するために、「優先順位」（priorities）

60の変更を提案して次のように述べている。 

 

                                                   
59 Charles Taylor, “Marxism and Socialist Humanism” in Robin Archer, Diemut Bubeck, Hanjo Glock, 

Lesley Jacobs, Seth Moglen, Adam Steinhouse, Daniel Weinstock (eds), Out of Apathy : Voices of the 
New Left thirty Years On : Papers Based on a Conference Organized by the Oxford University Socialist 
Discussion Group, Verso, 1989, p.59.〈以下、MS と略記する。〉ケイト・ソパーによれば、当時トムスン

によって擁護された「ソーシャリスト・ヒューマニズム」の核となるテーマは、労働党・社会民主主義の

「実利主義」とスターリニストのコミュニズムの拒否であったとされる。ソーシャリストの解放への唯一

の道は、両者の間、すなわち道徳的自律性と、歴史的エージェントすなわち歴史における個人の主体性の

肯定にあるという主張である（Kate Soper, “Socialist Humanism” in Harvey J. Kaye and Keith 

McClelland (eds.), E.P.Thompson : Critical Perspectives, Polity Press, 1990, p.204.）。トムスン自身は「ソ

ーシャリスト・ヒューマニズム」の意味を次のように記している。ヒューマニズムは、「ソーシャリストの

理論と大志 aspiration の中心に、知れ渡った抽象概念――共産党、マルクス主義‐レーニン主義‐スター

リン主義、2 つの陣営、労働者階級の前衛――を置くのではなく、再び現実の男性と女性を位置付ける」こ

とである。ソーシャリズムは、「現実の男性や女性による革命的可能性への信仰を再び主張する」ことであ

る（E. P. Thompson, “Socialist Humanism: An Epistle to the Philistines”, The New Reasoner, Summer 

1957, No1, p.109.）。トムスンは、前にも述べたように、イギリスにおける「マルクス主義者とコミュニ

ストの伝統」を「再発見」し「再肯定」しようとする（E. P. Thompson, “Editorial”.）。しかし、トムス

ンの「ソーシャリスト・ヒューマニズム」を、ニューレフトの誰もが支持していたわけではなかった。例

えば当時のニューレフトの１人であるハリー・ハンソン Harry Hanson はトムスンの思想を「ロマンティ

ズム」であり、「ユートピアのソーシャリスト」（Utopian socialist）59であると批判している（Harry Hanson, 

“An Open Letter to Edward Thompson”, The New Reasoner, Autumn 1957, number 2, p.87.）。 
60 CQ, p.3；邦訳、51 頁。 
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私たちは、これらの〔福祉〕サービスをまともな水準にまで引き上げることがいつま

でも困難な闘争であるような社会に住むべきではない。福祉の増加については注意深

く、しぶしぶ吟味されるが、〔実は〕資金は見つけることができるのであり、その多く

が、爆弾やロケット、広告、包装、投機的建築物、機会仕掛けの道具類のような・・・

もののために使われている。このような社会にわれわれは住むべきではない。われわ

れは、完全に読み書きができるということが、今日「防衛」（defence）が考えられてい

るのと同じ程度に緊急に必要であるような社会に、なぜ住めないのだろうか61。 

 

ここでは、政府の軍事費や企業の広告費や投機資金にまわされる資金を、福祉サービス

や教育という、人々が真にニーズとしている分野にまわすべきだと述べている。これがで

きないのは、資本主義社会においては、利潤の基準が、ニーズの基準よりも優先されてお

り、それをわれわれが当然と思わされているからである。 

 

「自由企業」経済・・・は、私たちの想像力を拘束し、私たちの希望を閉じ込めてし

まうほどである。なぜ私たちは、私たちの関心を、福祉の伝統的形態に制限しなけれ

ばならないのか。なぜ私たちは、概ね利益のために運営されている文化機関に我慢し

なければならないのか。なぜわれわれは、骨の折れる仕事や、単調な仕事を、自動化

してはならないのか。しかしこんなことは、考えに浮かんでくることさえもない62。 

 

このようにテイラーは、「自由企業」経済が、人々の想像力と希望を抑圧してしまうと考

え、それに対してニーズの基準に基づく社会改革が必要であると考えた。 

このような見解にもとづいて、彼は、労働党右派を批判する。当時右派は労働党の主導

権を掌握しており、保守党と交代で福祉国家を経営していた。テイラーはこの労働党右派

の漸進的改革を批判し、これは、市場における利潤の獲得と協調するものであって、改革

になっていないと考えたのである。 

テイラーからすれば、真の改革は、人々のニーズを満たすための「人民の活力と創意」（the 

energy and ingenuity of people）を通じて行われるべきものであった。そのニーズが何で

あるか、ニーズを満たす政策は何か、これらの点について、労働党の幹部が勝手に決める

のではなく「市民の活力」を生かすべきであると考えた。 

                                                   

61 CQ, p.3；邦訳、51‐52 頁。 

62 CQ, p.3；邦訳、52 頁。 
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テイラーは、労働党右派の掲げる漸進的改革の問題は、「それが小規模であるということ

だけではなく、この範囲の問題にさえ正面から取り組むことが決してないということ」で

あると述べている。ここでいう「範囲の問題」とは、改革が対象とすべき問題の範囲のこ

とである。 

労働党右派は、改革の「範囲」を、企業の利潤獲得と調和する範囲に限っている。その

原因は、労働党の幹部の既成観念がそうなっているからである。これを打ち破るためには

市民の生活のニーズに基づいた創意が必要であり、その意味で「人民の活力と創意」を活

かすべきだと言われている。たとえば労働党の幹部がいくら「ギャラップ世論調査」を使

ってみても、市民の労働がより創造的であるべきだと人々が思っている意識は引き出すこ

とは困難だし、この点の発見は市民自身にしかできないと考えている63。 

 

（３） 社会連帯としてのソーシャリズム 

 

私企業の力と人民の力 

 

テイラーのソーシャリズムの定義の第２は、社会的連帯であった。この価値が「救貧法

にとってかわる社会」を形成したいとして、次のように述べる。 

 

第２の要点は、次のように表現できるかもしれない。私が救貧法の価値に基づく社会

と呼んだものは、その底辺の人々が一定の最小限の水準以下に落ちないことだけに関

心をよせる社会である。しかし、労働党の伝統の中心的目的の一つは、この社会を攻

撃して、この社会を連帯（solidarity）の価値――われわれはすべての人にひとしく最善

のものを与えねばならないということ――に基づいた社会へと置き換えることであっ

たはずである64。 

 

現代社会には「救貧法」という法律はないので、これは比ゆ的な表現である。救貧法の

価値に基づく社会とは、底辺の人々が最小限の水準以下に落ちないことに関心を寄せる社

会であり、社会のセーフティーネットだけを設置して、それ以上の連帯意識をもたせない

社会であり、次のように批判される。 

 

                                                   

63 CQ, p.4；邦訳、54 頁。 

64 CQ, p.3；邦訳、52-53 頁。 
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救貧法の社会は、底辺にセーフティーネットをはる。なぜなら救貧法の前提は、私た

ちが〔社会の〕上部に到達するために互いに助け合うこともできないし、してはなら

ないというものであるからだ。実際に私たちの社会の上部は、人々を押し分けて進ん

でこそ、初めて辿りつけるところである。したがって、このような社会は、２重基準

を生み出す社会である。あなたが梯子の段で手に入れるものと、セーフティーネット

の中であなたに与えられるもの間に差がなければならない65。 

 

ここでいわれているように、資本主義社会は、厳しい競争社会である。現代社会は、こ

れを是認している。「私たちの社会の上部」すなわち成功者のグループに入るためには、

「人々を押し分けて進」む競争に、勝たなければならない。しかも成功と失敗の格差がな

ければ成功を識別できないのだから、成功者が「手に入れるもの」と「セーフティーネッ

トの中であなたに与えられるものの間」には、かならず格差がなければならない。「セーフ

ティーネット」で与えられる生活は、最低のものでなければならないのである。 

だから、テイラーは、救貧法の価値に基づく社会が、人々の相互の助け合いを妨げ、人々

を分断すると言う。テイラーによれば、このような救貧法に基づく社会こそ「戦後の労働

党政府が深刻に攻撃しようとしてきたものの１つ」であったはずであった。たとえば労働

党は「健康保険制度」（the Health Service）を開設したにもかかわらず、「２重基準」の傾

向は、福祉の分野で機能するだけでなく、「教育」、「鉄道」、「鉱業」の分野においても、機

能していると述べる。 

 

われわれは急速に次のような社会に向かって進んでいる。それは、一方で、先進的で

繁栄している産業における労働者は、譲歩を力ずくで手に入れるための交渉力を使う

ことができるが、他方で、衰退している産業や衰退している地域における人々は、セ

ーフティーネットという慰めとなる網の目に達するまでは、自ら責任をとらされるよ

うな社会である66。 

 

テイラーは、このように論じて、救貧法の価値に基づく社会は、労働者の中にも「２重

基準」による不平等を生み出していると指摘する。つまり競争基準と、最低のセーフティ

ーネットの２重基準である。しかしテイラーは、この２重基準の社会を、連帯に基づく社

                                                   
65 CQ, pp.3-4；邦訳、53 頁。 

66 CQ, pp.3-4；邦訳、53 頁。 
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会へと変革する必要があると考える。そのためには、生活条件に対するコントロールが、

市場の競争力ではなく、人民によってなされる社会にすることである。 

 

われわれは、〔市場の〕諸力（Forces）ではなく、人民（people）が管理する社会を欲

している。私が「諸力」と言う理由は、私たちが「無責任な社会」に住んでいるから

である。無責任な社会においては、人々の生活に影響を与える主要な諸決定が、人民

（people）自身によってなされるのではなく、責任を負わされうる専制的な権威によっ

てさえなされるわけでもない。都心にそびえ立つオフィス街や地方へとさらに不規則

に広がるベッドタウンをもつ「急速に広がる大都市」を私たちが作る予定であるとい

うことを誰も決定していない67。 

 

このようにテイラーは、既存の社会では、資本主義的な私企業の市場における「諸力」

が社会を管理していると言う。たとえば「都心にそびえ立つオフィス」は、私企業の自己

利益にそった判断でつくられる。「地方へとさらに不規則に広がるベッドタウン」も、不動

産業者をはじめとする多くの私企業の個別でランダムな営利目的の諸決定が入り混じるこ

とによって、結果的にできている。 

つまり、社会における決定が、「人民」でもなく、「専制的権威」でもなく、特定できる

何者かによってなされているのでもない、テイラーはこのことを問題にする。この社会的

な結果は、誰も責任をとることができない状態で生み出されているのである。 

 

最終的な結果は、投機的な利潤（speculative profit）の諸要求との調和にある。もし

あながた非難する相手を探しているのならば、非人格的な「市場の諸力」（Forces of the 

Market）について考えるよう導かれるだろう。私たちは、社会としての私たち（us as 

a society）によって決定されうる問題があるということを認識するときが来た。そして

民主主義社会において、問題は人民（the people）によって決定されなければならない

問題があるということを認識するときが来た68。 

 

こうしてテイラーは、社会における決定は、投機と利潤追求によって、すなわち「市場

の力」によってなされていると考える。このような現状に対して、彼は、民主主義社会に

                                                   

67 CQ, p.4；邦訳、53-54 頁。 

68 CQ, p.4；邦訳、54 頁。 
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おいては、「市場の諸力」ではなく、「社会としての私たち」によって決定されなければな

らないという。社会のあり方が「人民」によって決定されるとき、われわれははじめて「民

主主義」社会をつくることができる。この民主主義社会は、以下にテイラーが述べるよう

に、人民の活力と創意を基礎としている。 

 

今や社会における質的で（革命的な）変化は、私たちが漸進的な改革の観点において

のみ語っている限り議論することすらできないものである。それは学校にもっと支出

することや、年金受給者により多くの金額を与えるような問題ではない。それは、販

売や市場拡大や、製品の買い替えを促すための意図的旧式化のために物――爆弾を含む

――をデザインすることではなく、人間のニーズを満たすために、人民の活力と創意

（the energy and ingenuity of people）が、当然のこととして、使われる社会をもつと

いう問題である69。 

 

テイラーは、まさに資本主義的な市場価値が支配する社会ではなく、「人間のニーズ」の

支配する社会をつくるために「人民の活力と創意」が発揮される社会でなければならない、

と考えた。 

 

連帯としてのソーシャリズム 

 

ソーシャリズムのイメージについて、イギリス労働党内では、意見が対立していた。テ

イラーによれば「左派は、右派の漸進的改革に反対する傾向」にある。しかしテイラーは、

右派の漸進的改革の問題は、「規模」の問題に限られないと主張する。そこには、目的と手

段をどのように考えるかという問題もあるという。 

右派は、「国有化が手段であって目的ではないと言う」が、テイラーはこの点を批判する。

「通常、人々は『手段』と『目的』」を想定し、「それらは互いに別々に存在」していると

思っている70。しかし、このように目的と手段を分離する考え方は、彼の考えるソーシャリ

ズムへの道を考える際には、不適切である。 

前にテイラーのソーシャリズムの定義の第 1 は疎外克服であることを見た。もしソーシ

ャリズムが、疎外克服だけであれば、疎外克服を「目的」とした資本主義の抜本改革のた

めに、つまり「手段」としての国有化を行うのであり、そのために政治権力の掌握が必要

                                                   
69 CQ, p.4；邦訳、54 頁。 
70 CQ, p.4；邦訳、56 頁。 
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だ、と考えることもできるかもしれない。 

しかし、テイラーのソーシャリズムの定義には、第 2 の社会連帯があった。しかもこの

連帯には、前の節で述べたように、産業デモクラシーをはじめ、人民による教育やメディ

アなどに対する「社会的コントロール」が含まれていた。これは、資本主義の時代である

現代において、今すぐに、行わなければならない課題と考えられている。したがって、テ

イラーにとって、社会連帯としての人間関係の形成は、それ自体がソーシャリズムであり

目的であった。したがってソーシャリズムが目的であり、国有化（共同所有の一種）が手

段であると言うことはできなかった。だから、次のように述べる。 

 

共同所有（common ownership）とソーシャリズムの関係は、このような種類の関係〔手

段と目的の関係〕ではない。それは一連の諸制度と一連の諸制度が具現化する人間的

な関係の関連である。しかしこれらの関連の質は、人間的な関係を具現化する一連の

諸制度なしでは、空中にバラバラに存在し得るものではない71。 

 

この引用文節の第 2 の文章では、「共同所有」とソーシャリズムの関連は、「共同所有」

を含む「一連の諸制度」と、「人間関係」の関連であると言われている。しかも第 3 の文章

で、両者の「関連の質」は、「人間的な関係を具現化する一連の諸制度」があってはじめて、

担保されると述べられる。換言すれば、「一連の諸制度」が、どの程度「人間的な関係」を

具現化しているかによって、「共同所有」が、どの程度ソーシャリズムとして評価されるか

が決まる。だから、いかに共同所有を行っても、これが「人間的な関係」を反映していな

ければソーシャリズムとしては意味がない。その意味をもたせるためには、ソーシャリズ

ムとしての「人間的な関係」が構築されなければならないのである。 

 

〔ソーシャリズムへの〕移行は、ある制度の根本的変化やある制度の廃止、制度の創

設、だけであるべきではなく、ソーシャリズムの制度にソーシャリズムの内容を与え

るような生活の準備、かつ諸関係の形成でなければならない72。 

 

ここで言われる「生活の準備」と「諸関係」は、前の「人間的な関係」であり、この点

の構築がないかぎり、共同所有などの「制度の根本的変化」を行っても、意味がない。テ

イラーによれば、ソーシャリズムへの移行において重要なことは、「ソーシャリズムの制度

                                                   
71 CQ, p.4；邦訳、56 頁。 
72 CQ, p.4；邦訳、56-57 頁。 
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を形成する人々の積極的努力（the positive effort of people）が、２次的な重要性をもつ活

動以上のもの、つまり階級闘争の補助役（an adjunct）以上のものであるという信念」であ

る73。その「人々の積極的努力」の重要性について、テイラーは次のように述べる。 

 

ソーシャリズムの社会のようなものとして認識できる社会は、次のような条件の下での

み生じうる。それは、政治的変化が生じる時やそのずっと前に、例えばまずは地方のレ

ベルで、最終的には全産業のレベルで、労働者の生活に影響を与える諸決定における発

言権（a say）を要求する労働者の運動があるという条件、そして地方政府におけるソ

ーシャリズムの政策を要求する人々の運動があるという条件である74。 

 

このようにテイラーは、ソーシャリズムが、制度的変化を必要とするだけでなく、「人々

の運動」があるという条件下においてのみ生じうると考える。人々の運動は、「地方のレベ

ル」から始まり、しだいに「全産業のレベル」に拡大するものであり、「発言権を要求する

労働運動」や、「地方政府の政策に影響を与えようとする人々の運動」である。この運動の

伝統は、「コミュニティの全てのメンバーに重要な人間のニーズを供給するためのコミュニ

ティ全体による責任を確立する」という伝統である75。 

このように、ソーシャリズムは、前の定義でも述べたように、連帯のための運動である。

だから「新しく再建されるために全てが破壊される」という「大変動」（a cataclysm）とし

ての革命の考え方は拒否される。テイラーは、「1917 年に対するノスタルジアは永遠に去っ

た」と述べる。彼は、「1917 年の繰り返しが、現在の文脈において不可能であり不条理であ

る」という理由だけではなく、「私たちが欲している種類のソーシャリストの革命ではない」

からであると論じている76。 

したがってテイラーは、資本主義社会における間違った優先順位を正しいものにするた

めには、前衛による大変動としての革命ではなく、「人民の運動」を通じて「利益を重視す

                                                   
73 CQ, p.5；邦訳、56-57 頁。 
74 CQ, p.5；邦訳、58 頁。 
75 Charles Taylor, “What's Wrong with Capitalism”, New Left Review Ⅰ/2, March-April 1960, p.9.〈以

下、WC と略記する。〉 
76 CQ, p.5；邦訳、58 頁。「大変動」としての革命は、ニューレフトの指導者の 1 人であったトムスンも否

定している。丸山真男は、当時の日本における左翼の考え方を批判しながら、トムスンの考え方に対して

強い共感を示している（丸山真男/佐藤昇「現代における革命の論理」『現代のイデオロギー』第 1 巻、三

一書房、1961 年、189‐235 頁）。ニューレフトについては、日本では以下の文献においても紹介されてい

る。河合秀和/前田康博「イギリス新左翼の発言――「政治的無関心からの脱出について」」『歴史學研究會

編集 歴史學研究 11』第 259 号、青木書店、1961 年；大嶽秀夫「イギリス新左翼の思想と運動――前期

ニュー・レフト（1956‐1963）を中心として」『法学論叢』第 156 巻、第 3・4 号、京都大學法學會、2005

年。 
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るシステムの支配的な影響を排除し」ていく必要があると考える。 

テイラーは、このような「資本主義をコミュニティのニーズに適応させる試み」は、「資

本主義システムの固有の性質と原動力と鋭く対立する」と認識する。たとえば、「子供にど

のような教育を受けさせたいかとか、どのような家に住みたいか、病院の場所、道路整備

の時期、50 年後にどのような街に住んでいたいか、投資と福祉の割合」などの重要な事柄

について、資本主義では企業による市場的な決定が行われるが、これらの重要な事柄は、

以下のように、人々の民主的決定に委ねられるべきであると言う。 

 

これらの重要な事柄は、今日の社会において、まさに重要な民主的決定に委ねられる

べきである。われわれは、資本主義を、家父長的な官僚制に置き換えたいのではない。

非人間的な資本主義の優先順位を前にしたとき、唯一の政治的問題は、自由と責任の

拡大を実現するために、そして社会を人 （々people）がさらにコントロールできるため

に、その優先順位をどのように理解することができ、変化できるのか、である77。 

 

このようにテイラーは、資本主義における優先順位を変化させるために、人々の「自由

と責任」を拡大し、人々が自己の社会を統治できるようにすることが重要であると考えた

のである。 

 

第４節 コミュニズム批判 

 

前の第３節で述べたテイラーのソーシャリズムの定義は、当時のソビエト社会主義など

とは全く違っている。ソーシャリズムとは、疎外の克服と連帯であり、これはスターリニ

ズムに流れ込むところの、いかなる権威主義も否定するものであった。テイラーは、当時

のコミュニズムにはスターリニズムの萌芽があると理解して、これを厳しく否定している。

ニューレフトには、テイラーたちの第１グループの他に、共産党をやめて出てきた人たち

の第２グループがあったことは前に述べた。この第２グループの指導的理論家であったト

ムスンは、まだコミュニズムに対する親近感を維持していた。だから、テイラーがコミュ

ニズムを全面否定した点には反発する。 

この論争は、スターリニズムの萌芽がコミュニズムにあるのか、それともないのか、こ

の点をめぐって行われる。この論争を見ることは、テイラーのソーシャリズムの性質を知

                                                   

77 WC, p.11. 
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るために有効である。そこで、第１に、テイラーとトムスンの関係について説明し、第２

にテイラーのコミュニズム批判についてまとめて、第３にトムスンの反発について述べる。 

 

（１）テイラーとトムスンの関係 

 

本章の第１節で、ニューレフトの説明を行った。その際ニューレフトには２つの源流が

あったことを述べた。第 1 が、元共産党員であって、ハンガリー事件をきっかけとして共

産党から出てきたグループである。この第 1 グループは、すでに共産党の内部で、自分た

ちの雑誌を持っていたが、それが雑誌が『ニュー・リーズナー』であったので、彼らを NR

グループと呼んだ。これに対して、第 2 グループが、共産党とは関係なく『ユニヴァーシ

ティーズ・アンド・レフト・レヴュー』誌を創刊した ULR グループである。 

ULR グループの指導的人物の１人がテイラーであったが、それに対して NR グループの

理論的指導者の１人がエドワード・トムスン E. P. Thompson であった。デニス・ドゥオー

キンは、これらのニューレフトの２つのグループの違いを次のように述べている。 

 

２つのグループの間の緊張は、マルクス主義に対する彼らの態度において最も明白で

あった。NR 誌のソーシャリストたちは、スターリン主義者の歪みを取り除いてマルク

ス主義を新たな創造的方法において発展させることによって、マルクス主義者の理論

を活性化しようとした。彼らは、マルクス主義に何が起こったのかだけを考え、マル

クス主義それ自体がもつ問題を考えなかった。他方で、ULR 誌に関与する若い世代は、

マルクス主義を、彼らの遺産の重要な一部として認めたが、彼らは、現代社会の複雑

さを理解するためにマルクス主義が有効であるかどうかを疑っていた78。 

 

すなわちテイラーは「マルクスの本を読むのに最も関心をもった」し、マルクスの「『疎

外』を強調した初期のヒューマニスティックな著作に不可避的に惹きつけられた」79が、そ

の後のコミュニズムの思想が権威主義に向かう傾向をもっていると考えた。このようなテ

イラーに対して、コミュニズムを再生させようとするトムスンとの間に、論争が起きるの

は、当然であった。 

ケイト・ソパーKate Soper が言うように、テイラーは、トムスンによるスターリニズム

                                                   

78 Dennis Dworkin, op.cit., p.62. 

79 Ibid. 
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批判に「最も理解を示し」80た。しかしテイラーは、スターリニズムに関する彼自身の見解

とトムスンの見解との共通点と差異について、以下のように述べる。 

 

私は、スターリニズムを、1 つのイデオロギーとして、つまり現実についての不十分で、

特定の主義に偏った、歪められた見解として考える点で、トムスンに同意する。しか

し理論的なレベルでは、私は、このイデオロギーが、「経済的自動主義」（economic 

automatism）の 1 種として十分に特徴づけられるとは考えない81。 

 

このように、同じニューレフトであるにもかわらず、テイラーとトムスンはスターリニ

ズムに関する考えが異なっており、コミュニズムに対する見解も違っていた。そこで次に、

その相違点について述べる。 

 

（２）テイラーのコミュニズム批判 

 

テイラーは、まずスターリニズムに関しての総合的な評価として以下のように「最悪の

種類の疎外」であると述べる。 

 

スターリン主義の官僚たちは、人々の自発的行為（spontaneous action of the masses）

を欠いた、あるいは人々の自発的行為があるにもかかわらず、新たな人間の性質を作り

だそうとした。その結果は、・・・最悪の種類の疎外（alienation）である82。 

 

では、この疎外はどのような理論的な原因からもたらされたのか。筆者の理解では、テ

イラーは、下記の３点の問題を考えていたようである。これらはコミュニズムがもともと

内包していた問題であり、スターリニズムの萌芽であった。 

第 1 が、経済的自動主義の問題。 

第 2 が、拘束のない主意主義の問題。 

第 3 が、労働者階級概念の問題。 

テイラーが、第 1 に問題にするのは当時のコミュニズムが持っていた「経済的自動主義」

である。これは経済が変化すれば政治や思想なども変化するという考え方である。これは

                                                   
80 Kate Soper, op.cit., p.228. 
81 MH, p.92. 
82 MH, p.94. 
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トムスンはじめ多くの論者に言われていることでありテイラーの独創的な指摘ではない。

しかし、本当に経済が決定するのなら、共産党幹部の思想や行動も制約されるはずである。

ところが、スターリン主義者は、粛清の殺人まで行って、それを正当化できたのだから、

究極的自由を持っていた。だから彼らの行動が経済によって制約されていたとは言えない

だろう。 

そこでテイラーは、スターリン主義の幹部が自由に行動できた理由は、コミュニズムが

持っていた第 2 の問題点である「拘束のない主意主義」（unbridled voluntarism）83にあっ

た。つまり、コミュニズムにおいては、共産党の幹部に関しては例外扱いしており、経済

からの拘束とか、土台としての経済関係からの拘束などは、なかったのであり、自分の思

うままに行動した。その意味で共産党幹部にだけは「拘束のない主意主義」があったと言

われている。 

テイラーからするなら、すべての個人の行動の創造性が共産党幹部に独占され、それ以

外の人からは剥奪される。テイラーの言い方では「人間の創造的で知的な対応は、党の官

僚制に集中され」ているのである。党の官僚以外の「残りのヒューマニティ」すなわち、

全ての人たちの自由は、党員であれ党員でない人であれ、幹部が決定する「客観的限界の

内部で」生活しなければならない84。テイラーは、以下のようにも述べている。 

 

極端な経済決定論と拘束のない主意主義は、スターリン主義者の弁証法の２つの構成

要素である・・・。理論的なレベルでは、スターリン主義者のイデオロギーは、それ

ゆえ単純な「経済的自動主義」（economic automatism）ではなく、それと関係して歴

史を判断する側〔共産党幹部〕の人間的限界の拒否、つまり一種の歴史的独我論

（historical solipsism）である85。 

 

ここで「歴史的独我論」という言葉が使われているが、この点について述べておく。前

に述べた「拘束のない主意主義」では、幹部は究極的な自由をもっている。しかも幹部も

人間であり利己的な判断もする。しかし、そのときでも、もっともらしい歴史的法則など

が引用されるだろうから、「拘束のない主意主義」を言いかえると「歴史的独我論」とな

る。これが、いかに凶暴なものになるかは、本論文の第１章で、ライク裁判やモスクワ裁

判に対するテイラーの批判において、すでに確認した。 

                                                   
83 MH, p.93. 
84 MH, p.93. 

85 MH, p.93. 
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第 3 の問題点が、コミュニズムにおける労働者階級概念であるという。スターリニズム

を可能にしたレトリックの１つが、階級としての「プロレタリート」という概念であった、

とテイラーは考える。彼は以下のように指摘する。 

 

このこと〔スターリニストの態度〕はもちろん、伝統的なマルクス主義者の言語の中

に隠されてきたのだが、創造的な力は「労働者階級」（working class）全体の中にあ

ると想定されていた。しかしこの「労働者階級」という定義は、奇妙な定義である。

「労働者階級」はきわめて抽象的な実体であり、現実の生身で血気さかんな労働者た

ちも、政党の装置も、どちらも含んでいない。実際には、それは後者〔政党の装置〕

を覆い隠すものであった86。 

 

このようにテイラーは、「労働者階級」という概念が、きわめて抽象的であったため、

この「階級」は、実際の労働者個人たちを「含んでいない」と言う。なぜなら、抽象的な

概念を扱うのは共産党の幹部であり、「階級」の内容は共産党によって決定され、実際の

個人としての労働者が関与できることではなかったからである。 

しかし「労働者階級全体の中に」「創造的な力」があるとされたのだから、共産党の決

定は、スターリニズムによっていかにひどい内容となっていようとも、「労働者階級」の

「創造的な力」をによるものとなり、合理化される。だから、テイラーのいうように「労

働者階級」概念が、政党の実態を「覆い隠す」ことができたのである。 

テイラーからすれば、スターリニズムが人間の創造的な力を独占したことは容認できな

いことであり、以下のように批判している。 

 

主体的なるもの（the subjective）、つまり人間の創造的な側面（creative side of man）

は、共産党の中に、・・・中央委員会の中に、そして最終的にはスターリン自身の中

に、段階的に位置づけられていたので、社会主義を作る（building）仕事は、工学

（engineering）の観点から考えられていた。新たな真に人間らしい社会の創設は、重

工業を建設する必要性と同種のものとして考えられていた87。 

 

こうしてテイラーは、創造的な力が、最終的にはスターリン自身に独占されていたと指

摘する。したがってスターリンは、社会を人工的な「工学」の観点から建設しようとした。

                                                   
86 MH, p.94. 
87 MH, p.94. 
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結局、一般の人々の「真に人間らしい社会の創設」は否定されたと、テイラーは批判する。

続けてテイラーは、「工学」の観点から社会を建設することがもたらす帰結について、次

のように述べている。 

 

スターリンを「産業という機関車の運転手」として比喩的に特徴づけることは、非常

に意味深いことである。なぜならスターリンは物書きを「魂の工学者」（engineer）

と定義づけているからである。・・・スターリン主義の官僚たちは、人々の自発的行

為（spontaneous action of the masses）を欠いた、あるいは人々の自発的行為があるに

もかかわらず、新たな人間の性質を作りだそうとした。その結果は、・・・最悪の種

類の疎外（alienation）である88。 

 

このようにテイラーは、スターリニズムが、自発的行動を欠いた人々を作り出そうとし

ており、その結果、究極の「疎外」が生じたと述べている。テイラーによれば、スターリ

ンの下の理論家たちにおいては、労働者階級はコミュニズム社会を打ち立てる歴史的役割

を担うと考えられていた。しかしながらテイラーは、以下に述べるように、現実には、そ

の役割は党が担ったという。 

 

労働者階級がその歴史的役割を担うだろうということを最終的に確かめるものは何も

なかった。労働者階級の意識を覚醒させる先頭としての党が指導力を握らなければな

らなかった。しかしもし労働者階級だけが真に人間らしい世界を確立するという使命

を持っていたとしたら、意識的な党派（conscious wing）としての党だけが、その使命

が何であるかを正しく知っていたのだろう。労働者階級が弱くなる、あるいは自発的

に決起できなくなるにつれて、党の役割はより重要になった。したがって帝政ロシア

において、レーニンの下でのボルシェヴィキは既にプロレタリアートに対する党の優

位を準備していた。次のステップは、スターリンのステップであった。それは、労働

者階級とその歴史的使命を党それ自体と同一視することであった89。 

 

このようにテイラーは、労働者階級とその歴史的使命が、共産党の使命と同一視された

と指摘する。こうして労働者階級という抽象的概念から現実の人々は投げ出され、追放さ

                                                   
88 MH, p.94. 
89 MH, p.95. 
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れ、政党という虚構の統一だけが残ったのである90。 

これまで述べてきたように、テイラーのスターリニズム批判においては、スターリニズ

ム以外の共産党員も、スターリニズムに連続する者として理解されている。たとえば「労

働者階級」概念を問題にするとき、この問題性は、スターリニズムのみならず「伝統的な

コミュニストの言語」にも隠れていたと述べている。 

あるいは「人間の創造的な側面」は「共産党の中に、・・・中央委員会の中に、そして

最終的にはスターリン自身の中に、段階的に位置づけられていた」と述べて、スターリニ

ズムと共産党を連続して理解している。 

さらに「もし労働者階級だけが真に人間らしい世界を確立するという使命を持っていた

としたら、意識的な党派としての党だけが、その使命が何であるかを正しく知っていた」

と述べて、スターリニズムの源流を共産党それ自体に認めている。このように、スターリ

ニズムの原因を広く共産党や「伝統的なコミュニスト」に求める姿勢は、トムスンとは異

なっていた。 

 

（３）トムスンの反発 

 

トムスンにおける、スターリニズム批判は、テイラーより限定的である。トムスンは、

過去のすべてについて、歴史発展の全局面、多様な民衆のイニシアティヴ、真正の自己活

動・ヒロイズムを安易に一括して「スターリン主義だ」として片づけるのは「教条主義的

トロツキズム」だとして、これを否定する91。 

                                                   

90テイラーは、ニューレフトの時代から約 30 年後に、前衛党批判を、「代理主義」（substitutionism）批判

として展開している。「代理主義」について、テイラーは以下のように定義している。「代理主義によって

私が意味するのは、推定上の真の全員一致（putative real unanimous）の意思の代理であり、その意思は

多数の民衆（mass of people）によってまだ合意されていないが、前衛のマイノリティ（a vanguard 

minority）の意思によって合意されている」。「レーニンは、もちろん、代理主義者の政治への道を私たち

の前に用意した主な人物であり、代理主義者の政治においては、前衛（a vanguard）がプロレタリアート

の名の下で支配権を得る。プロレタリアート（この概念はマルクス主義のレトリックにおいても用いられ

ていたが）――つまり、一つの意思や歴史の方向性を負わせることのできるある種の超主体（super-subject）

――のような概念なしでは、レーニン主義者の代理主義者の政治の全体的な知的な基礎は崩壊するだろう。」

（MS,  p.66.） 

91 E. P. Thompson, “E. P. Thompson”, 1983, p.11；近藤和彦他訳、66 頁。 
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トムスンによるスターリニズム批判の意図は、ケイト・ソパーKate Soper も言うように、

「ソーシャリスト・ヒューマニズムを、コミュニズムの真実として擁護し、それをスター

リン主義者の『イデオロギー』が体系的に歪めて裏切った」と考え、「スターリン主義者の

歪み（deformation）に対する非難からコミュニズムを免罪」することであった92。 

トムスンは、スターリニズムを、１つの革命エリートの「イデオロギー」、つまり「現実

についての特定の党派的な見方によって導かれる、誤った意識の一形態」として批判する93。

そのイデオロギーの特徴は、「人々に対して、反民主主義で、本来的に官僚的で、パターナ

リストで、あるいは独裁的」であり、「経済的自動主義」であった。つまり思想や制度のよ

うな多様な支部（branches）の「上部構造」は、社会的諸関係としての「土台」を機械的

に単純に反映したものにすぎないとされた94。 

元共産党員であったトムスンは、共産党を離脱したのちも、コミュニズムそれ自体を否

定したわけではなかった。むしろ彼は「コミュニズムの根本的なヒューマニストの内容を

信仰」していた95。トムスンは、イギリスにおける「マルクス主義者とコミュニズムの伝統」

を「再発見」し「再肯定」しようとする。この伝統は、ウィリアム・モリスやトム・マン

Tom Mannのような人びとから生じるとされる96。 

しかしテイラーは、トムスンが「コミュニズムの諸価値を再び確信することに急ぎすぎ

ている」と批判する。その理由を、テイラーは以下のように示している。 

 

スターリニズムは、単に自己をコミュニズムに加えただけではなかったし、単に、主

流のコミュニズムの発展を歪めるような外在的要素であるだけではなかった。すべて

の現実的意味において、スターリニズムはコミュニズムの中から成長してきたのだ97。 

 

このようにテイラーは、スターリニズムはコミュニズムの外在的要素ではなく、コミュ

ニズムの内的な１つの要素であると考える。 

スコット・ハミルトンScott Hamiltonによれば、トムスンは、「コミュニズムが致命的

                                                   
92 Kate Soper, op.cit., p.208. 
93 E. P. Thompson, “Socialist Humanism: An Epistle to the Philistines”, pp.107-108. 
94 E. P. Thompson, “Socialist Humanism (part 2)”, The New Reasoner, Summer 1957, No1, pp.131. 
95 E. P. Thompson, “Socialism and the Intellectuals”, Universities & Left Review, Summer 1957, Vol.1 

No 2, p.36. 
96 E. P. Thompson, “Editorial”. 
97 Charles Taylor, “Socialism and the Intellectuals”, Universities & Left Review, Summer 1957, Vol.1 

No 2, p.19. 〈以下 SI と略記。〉テイラーは、初期マルクスから「疎外」などの概念を引き継いだが、他方

で、マルクス主義者の哲学が、権威主義へと向かう「不完全なヒューマニズム」の傾向を持っているとも

考えていた。テイラーは、論文“The Ambiguities of Marxist Doctrine”, The Student World, 51/2, 1958.

においても、マルクス主義者の哲学の両義性を指摘している。 
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に欠陥のある考え方であるというテイラーの主張に対して、そしてコミュニズムを支持し

た1930年代の知識人についてのテイラーの非難の発言に対して、怒って答えている」。トム

スンは、「テイラーが、戦後のスターリニズムの政治を、1930年代に遡って読み込んだ」と

批判している98。トムスンは次のように反論する。 

 

歴史的伝統として考えられる、コミュニズムの「根本的なヒューマニストの伝統」に

ついての私の考えを、テイラーは理解するだろうと思う。もしテイラーが哲学的な定

義を少しの間、脇に置くならば、そして中国やユーゴスラヴィア、チェコスロバキア、

ギリシャにおける1930年代と50年代の出来事に目を向けるならば99。 

 

このようにトムスンは、ユーゴスラヴィアやチェコスロバキアにおける1930年代と50年

代の出来事に目を向けるならば、テイラーもまたコミュニズムがもつ「ヒューマニスト」

の伝統を理解するだろうと述べる。トムスンによれば、たとえば、ナチスによって完全に

滅ぼされたチェコの共産党は、1945年以降において、ロシアの軍司令官や政治家や警察か

ら継続的な圧力と命令を受ける中で、亡命者や強制収容所の老練な兵士たちによって形成

された。トムスンは、そのような歴史的文脈において、チェコのスターリニズムが「コミ

ュニズムから生じた」と言うことは正しくないし、あるいはこのような社会的かつ政治的

圧力の下でコミュニズムの哲学が堕落したと言うのはもっと正しくないだろうと主張する

100。トムスンは、このように述べた上で、次のようにテイラーに同意する。 

 

そのような歴史的考察によって、私たちはより明確な哲学的定義へと立ち戻ることがで

きる。私は次の点でテイラーに完全に同意する。「実践の哲学として考えられる」コミ

ュニズムを検討する際には、「レーニズム」と呼ばれうる多くのものを捨てて、マルク

スが書いたものの多く（その非常に多くはその有効性を維持してきたが）を疑って、す

べてを検討しなければならないという点である101。 

 

                                                   
98 Scott Hamilton, The Crisis of Theory: EP Thompson, the New Left and Postwar British Politics , 
Manchester University Press, 2011, p.59. ハミルトンによれば、トムスンは、このようなテイラーのス

ターリニズム理解は誤りであると考えた。なぜならヨーロッパの共産党におけるスターリニズムの興隆は、

「ファシズムとスターリンのエージェント（Stalin’s agents）の手によって、政治が破壊され、多くの場

合はこれらの政党の全党員が滅亡させられることによって、はじめて可能になった」からである。ファシ

ズムと第２次世界大戦の長い悪夢から現われたこれらの政党は、「古いリーダーの多くを失」ったのであり、

したがってスターリンにとって、共産党を「彼の意志に従わせることは容易であった」。 
99 E. P. Thompson, “Socialism and the Intellectuals”, p.22. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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このようにトムスンは、コミュニズムを検討する際には、「レーニズム」と呼ばれるも

のやマルクスの著作を疑って、検討しなければならないとして、テイラーに同意している。

しかし、トムスンは、「もし私たちがコミュニストの伝統内部の権威主義的で退廃した諸

傾向を切り離し非難するつもりであれば、私たちは何らかの記述的用語を使わなければな

らない」という。そしてトムスンにとって、スターリニズムは、次の点で、「適切な用語」

であるばかりでなく、また「歴史的に正確」である。つまり、一方で「スターリニストの

諸傾向はスターリン以前のコミュニストの伝統の内部にも存在していた」が、まさにスタ

ーリンによる支配の時代の間にこそ、「スターリニストの諸傾向が組織化され、その諸傾

向がコミュニストの理論の大部分を腐敗させた」という点である102。 

 

私たちは、スターリニズムに対する反乱が、同時に、コミュニストの伝統の内部にそ

の創設以来存在している諸価値と諸傾向を再び宣言しているということを示している

ということを理解しない限り、ポーランドとハンガリーの今日の世界も分からないだ

ろうし、ロシアの明日も理解しないであろう103。 

 

このように、トムスンは、スターリニズムはコミュニズムの中心的要素ではなく、むし

ろ周辺的逸脱であると考える。だからスターリニズムへの抵抗もまた、「コミュニズムの

伝統の内部」から生まれると考えるのである104。 

以上のトムスンとテイラーの見解の違いについて、スコット・ハミルトンは、以下のよ

うにまとめている。 

 

トムスンは、レーニンの書いたものの多くと、マルクスの著作のいくつかを、疑問視

する必要があり、おそらく捨て去る必要があるというテイラーの主張に同意する。し

かしトムスンは、1930 年代の知識人によってコミュニズムのためになされた主張を、

東ヨーロッパにおける最近の出来事が、反証しているのではなく、証明している、と

主張する。トムスンによれば、ポーランドとハンガリーにおけるスターリニズムの反

対者たちは、1930 年代の人民戦線とつながっているのであり、イギリスのソーシャリ

ストの伝統――「モリス Morris、マン Mann、フォックス Fox、コードウェル Caudwell

の伝統」と容易に関連する105。 

                                                   
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Ibid.  
105 Scott Hamilton, op.cit., p.59. 
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以上の点を、簡単にまとめる。トムスンとテイラーは、スターリニズムを批判し、さら

にイギリス労働党で主流であった社会民主主義の考え方も批判する点で共通している。し

かし両者は、スターリニズムと社会民主主義を否定した上で、将来的に何を模索していく

べきか、という点で異なっている。 

元共産党員であり、人民戦線などを重視するトムスンは、コミュニズムを全否定するの

ではなく、スターリニズムとは区別されたコミュニズムの伝統がもつ可能性に期待をかけ

る。しかし、ハンガリーにおけるスターリニズムの間接的な体験から出発したテイラーは、

コミュニズムに対して、より警戒的であり、コミュニズム自体に問題があると考える。 

さらに、トムスンは、イギリスにおけるコミュニズムを再発見し、新たなソーシャリズ

ムの可能性をひらくためには、実践的には、知識人と労働者の間の交流を回復して豊かな

労働運動を展開していくことが必要であると考える。学問的には、トムスンは、経験的な

研究にすすみ、イギリスの労働者の中に伝統的に蓄積されてきたコミュニティ意識を歴史

的手法でさぐろうとし、『労働者階級の誕生』The Making of the English Working Class106

などを執筆する。 

それに対し、留学生としてイギリスに滞在したテイラーは、トムスンやウィリアムズか

ら影響を受けはするが、カナダに帰国して、彼の言うソーシャリズムの政党である新民主

党の指導者としての活動に乗り出すのである。 

 

おわりに 

 

本章では、テイラーがニューレフトの活動を行った 1950 年代後半における、彼のソーシ

ャリズムの思想内容、およびコミュニズムに対する厳しい批判を見た。特に彼のソーシャ

リズムは独特なものであり、疎外克服と連帯の２つの要素で構成されていた。しかもテイ

ラーは、一方で当時のコミュニズムを否定しながら、他方で、彼のソーシャリズムは、初

期マルクスから民主主義的な社会変革の方向性を引き継いだものだと考えていた。 

そのソーシャリズムの第１の要素である疎外の克服には、社会における価値の優先順位

を、企業本位から、人民本位に転換することが含まれていた。たとえば社会の経済的な投

資の配分を、企業本位の市場的配分から、人々のニーズによる配分に転換する必要がある

と考えていた。第２に、人々のニーズは、労働者をはじめとする人々の連帯をつくりだす

ことで、発見されると思われていた。その意味で、ソーシャリズムとは連帯そのものであ

                                                   
106 E. P. Thompson, The Making of the English Working Class, Penguin, 1968. 
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った。 

この疎外克服論は、その後、主として『政治の形態』（1970 年）出版の時期において、宗

教的疎外、社会的疎外、資本主義的疎外として具体的に論じられるようになる（第４章）。

さらに、その克服の方向としてのソーシャリズムも具体性を帯びてくる（第５章）。例えば

疎外克服のための社会的資源配分の優先順位の転換についても、そのための政府による「投

資基金」をつくる案を出しているし、連帯の問題も、対話社会の形成という方向で発展さ

せられる。 

テイラーは、一方で、ニューレフトとして、こうした疎外論やソーシャリズムに関する

議論を、非常に目立つ理論雑誌などで激しく行いながら、他方で、ソーシャリズムからは

一見遠いテーマである人間の行動に関する独自の哲学を模索していた。この模索は、オッ

クスフォードの指導教授すら彼の研究活動に気づかないほど、孤独に行われている。その

成果は『行動の説明』The Explanation of Behaviour（1964）として発表される。この『行

動の説明』において、テイラーは、人間の行動が目的的なものであり「主体」的なる性質

を強く持つものであると主張している。 

「主体」的人間像は、スターリニズムにおける「経済的自動主義」や人工的な「工学」

を前提とした人間像を批判するための、根本的な基礎を形成するものである。そこで、次

の第３章では、人間の行動についての彼の哲学について検討する。 
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第３章 『行動の説明』 

 

                             

 

目次 

はじめに 

第１節 行動論心理学に対するテイラーの批判 

（１）アリストテレス的な目的論 

ガリレオ以前の科学：アリストテレス的な目的論的説明 

ガリレオ以前の伝統における「非対称」の原理 

（２）行動論心理学 

ガリレオ以前の科学に対するガリレオ以降の近代科学からの批判 

行動論心理学 

Ｃ・Ｌ・ハルの刺激・反応理論（S-R 理論）と目的論批判 

（３）テイラーによる行動論心理学批判 

刺激・反応理論（S-R 理論）の批判 

心身二元論に対する批判 

第２節 テイラーの行動論 

（１）行動と行為 

（２）主体の概念 

行為と目的 

行為と目指すこと 

行為の説明 

（３）日常的説明と主体論 

おわりに 

                             

 

はじめに 

 

本章の位置と目的 

 

序論で述べた、テイラーの政治哲学に関する本論文の主張は下記の 2 点であった。 
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第 1「個人論」 

(a)個人を自律した主体として理解すること。（第３・４・５章） 

(b)個人がラージャー・ライフを通じて政治共同体と接続すること。（第２・４・

５章） 

第 2「疎外論」 

(a)現代資本主義での疎外克服。（第２・４・５章） 

(b)スターリニズム下での疎外克服。（第１・2 章） 

 

本論文における本章の位置は、第１の(a)にあたる。本章の目的は、テイラーが個人を自

律した主体としてとらえたことを示すことである。 

 

本章の構成と主張 

 

本章の目的は、テイラーの個人主義的な理論の基礎を示すことである。本章では、テイ

ラーのオックスフォード時代の研究成果である彼の博士論文を基礎にした最初の単著『行

動の説明』1 The Explanation of Behaviour（1964）を主な素材としている。 

テイラーの本書は、青年テイラーの出発の書であるにもかかわらず、欧米の研究でもあ

まり触れられることがない。しかし筆者には、きわめて重要であると思われる。筆者が本

論文で、これまで述べてきたように、スターリニズム批判から出発し、初期マルクスを経

由しているテイラーにとって、スターリニズムに回収されない個人とは何か、資本主義的

疎外を乗り越える個人とは何か、ソーシャリズムの主体として連帯のできる個人とは何か、

このようなことを考える際の基盤として、彼独自の主体論をつくることは不可欠の作業で

あった。この作業は、実は、円熟期を経て、生涯つづくものであるが、本論文は青年期に

考察を限定しているので、とりあえず、『行動の説明』をとりあげる。 

特にコミュニティと個人の関係についていえば、テイラーにおいては個人が優位する。

これが筆者の主張である。その個人の論理的基盤をつくるのがこの『行動の説明』である。

                                                   
1 最初の単著『行動の説明』についての言及は、欧米の研究でもきわめて少ない。スミスによるわずかな

言及（Nicholas H. Smith, op.cit., p.50）および、以下のような簡単な紹介がある。フィリップ・ペスニッ

ク Phillip Pesnick によれば、テイラーは、近代哲学の２つの潮流、すなわち英語圏の分析哲学とヨーロッ

パの大陸の哲学を架橋する人物であり、前者に対しては、『行動の説明』や『哲学論集』（1985）を通じて

貢献してきた（Phillip Pesnick, Twenty-First Century Democracy, McGill-Queen’s University Press, 

1997, p.131.）。また、マーク・ヴィーバーMark Bevir によれば、「テイラーの博士論文は、行動論者の形

式論的で実証主義的なアプローチに対抗して、人間の行動についての生き生きとした分析を擁護する観念

論者の関心を修正した」（Mark Bevir and R.A.W.Rhodes, The State as Cultural Practice, Oxford 

University Press, 2012, p.17.）。日本では、この『行動の説明』を使った研究は、管見の限り存在しない。 
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ここでは、個人は、決してコミュニティから引き出されるのではない。生命体も人間も個

体として行動をすること。しかもその行動は、行動する主体、人間の場合には個人によっ

て統括されること。これが個人の自律の基礎的な理論である。 

この理論を基礎として、後の『政治の形態』でラージャー・ライフや対話社会が論じら

れる。しかし、テイラーがラージャー・ライフを論じる際にも、その基礎には、一個の身

体を持つ個体としての個人の主体性があることを、明確にするために、本章は、きわめて

重要なものである。 

本章は２つの節によって構成される。第１節は、1950 年代の行動論心理学に対するテイ

ラーの批判について整理する。第２節は、テイラーが提案する主体的行動論について述べ

る。テイラー自身が、このように分けて書いているわけではない。彼の議論は、きわめて

錯綜しているが、筆者の理解で、整理して提起する。 

 

第１節では、当時の行動論心理学に対するテイラーの批判を取り上げ、筆者の方で、3 点に

まとめる。第１に、テイラーは、人間を含む生命体の行動についての学問をガリレ

オ以前と以降に分けて、ガリレオ以前の哲学には、アリストテレス的な目的論的説

明があったので、これは現代でも継承するべきだという。しかし、この説明は、目

的論にあう行動については自然的であり、あわない行動は自然的ではないという「非

対称」な内容を持っていた。 

第 2 に 1950 年代の行動論心理学は、上の「非対称」を批判して目的論を使わなく

なる。本章では、行動論心理学の当時の代表としてとくにＣ・Ｌ・ハルの刺激・反

応理論をとりあげて説明する。これをテイラーは批判して、刺激・反応理論では行

動の「意味」や「目的」について説明することができないという。 

第 3 にテイラーによる行動論心理学の批判を取り上げる。とくに刺激・反応理論

が、人を含む生命体の説明に失敗しており、その行動理解の際に「精神」などとい

う検証不能の概念を設定して、心身二元論になっていることを批判する。 

第２節では、テイラーの提案する行動論を検討する。筆者の理解では、彼の行動論には 3

点の内容がある。第 1 に、テイラーは行動と行為の概念的違いを導入する。人間を

含む生命体の行動は、その主体によって統括される行動であると理解される。この

とき「意図」などの用語が使われる。これは行動を構成する性質であって、行動か

ら独立した精神などではない。意図の強い行動が行為として抽出される。 

第 2 に、行為は行動よりも狭い概念であるが、行為の場合の方が行動の主体性は

強くなる。この主体は、世論調査を行って出てくるような集団的特徴ではなく、個
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体としての主体性をもつものである。テイラーは、この主体概念によって、結果的

に、個人の自律性を表現している。第 3 に、行為に対する主体性、あるいは主体の

行為が示す目的的性格は、どのようにして確認できるのか。この点において、テイ

ラーが日常的説明を持ち出していることを説明する。 

以上の点について、第１節より順に述べる。 

 

 

第１節 行動論心理学に対するテイラーの批判 

 

本節では、第１に、当時の行動論的な心理学が否定したところの、ガリレオ以前のアリ

ストテレス的な目的論をテイラーがどう考えていたのか、この点について取り上げる。テ

イラーは、アリストテレスには継承するべきものがあると思っていた。 

第２に、行動論的心理学がどのようなものであったか、この点を説明する。特に、主な

批判の対象になっている C・L・ハルの研究を、筆者の理解を基礎にして解析する。第３に、

このハルに対するテイラーの批判を検討する。 

 

（１）アリストテレス的な目的論 

 

テイラーは『行動の説明』2において、個人に関する哲学を初めて本格的に議論する。本

書は、当時、ニューレフト運動の指導者の１人として活躍していたテイラーのイメージと

は、かけ離れたものであった。例えば、本書出版の直前までテイラーが属していたオック

スフォード大学で、テイラーの指導教授であった G.E.S.アンスコム G.E.S.Anscombe によ

れば、「テイラー教授は、CND の指導者の一人であり、労働党のゲイツケル Hugh Gaitskell 

に対する批判者であるが、情熱的で興味深い本を出版した」。これは「原子爆弾や政治につ

いての本ではなく、実験的心理学のいくつかの理論に関するものである」3とされている。 

本書の大部分は当時の行動論心理学に対する批判である。当時の行動論は、前にも述べ

                                                   
2 EB. 
3 G.E.S.Anscombe, op.cit., p.206. テイラーは、近年のインタヴューで、彼に対するアンスコムの影響につ

いて以下のように述べている。「私は、当時オックスフォードにいたエリザベス・アンスコムの教え子であ

ったことは非常に幸運であった。オックスフォードの良い面は、これらの偉大な人たちのゼミでの議論が

自由で活発であったことである。当時、アンスコムは、「意図」（intentionality）についての研究書、『意

図』（Intention）を発展させており、また、アリストテレスとウィトゲンシュタインに刺激を受けた、実

践合理性の哲学を発展させており、私に多くのことを教えた。（Charles Taylor, “From Philosophical 

Anthropology to the Politics of Recognition: An Interview with Philippe de Lara”, Thesis Eleven, 

Number52, February 1998, p.105.） 
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たように、人間の行動を機械論的に、あるいは刺激・反応の過程として説明していた。し

かし、N・H・スミス N.H.Smith も述べるように、テイラーは、人間の行動における「表

現された主体性」（embodied subjectivity）を取り戻そうとして、行動論を批判し、テイラ

ーは、ひたすら、行動とは「主体」の行動であると述べ続けている4。このような彼の議論

の特徴について、アンスコムは次のように言う。 

 

〔テイラーの〕本の哲学的部分は、現代の哲学的な状況と、その歴史的なルーツにつ

いて、驚くべき理解を示している。しかも、テイラーは何らかの哲学の学派に拘束さ

れるということもない。これは満足のいくことである5。 

 

アンスコムの述べるように、当時の行動論に対するテイラーの批判と、「主体」（subject）

の行為についての彼の哲学は、何らかの哲学の学派や権威に依存することなく、独自に生

み出されたものであった。 

テイラーは、「主体」を否定する行動論の世界は、「ガリレオ」以降の近代科学に立脚し

ていると考える。「ガリレオ」以降の伝統は、「ガリレオ以前」（pre-Galilean）6のアリスト

テレス的な目的論を基礎とする伝統を破壊したという。テイラーは、「ガリレオ以前」の伝

統の限界を認識しながらも、目的論の可能性を探り、自らの哲学の基礎を形成ようとして

いる。 

 

ガリレオ以前の科学：アリストテレス的な目的論的説明 

 

テイラーによれば、ガリレオ以前の伝統においては、人の、あるいは動物の行為は「目

的的」（purposive） である。 

 

生命体（animate）の行動において観察可能な秩序またはパターンは、自然の他のとこ

ろ〔生命をもたない自然〕において見えるものとは、非常に違う。秩序は、何らかの

方法で自ら作り出したもの（its own production）である。これこそ「盲目の偶然」を

拒否する力であり、〔生命体による〕秩序は「偶然に」できたものではない7。 

 

                                                   
4 Nicholas H. Smith, op.cit., p.50.  
5 G.E.S.Anscombe, op.cit., p.206.なお、引用における〔 〕は、筆者の補填である。 
6 EB, pp.17-18, 21, 23. 
7 EB, p.5. 
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つまり、生命体における行動の秩序は、無関係の偶然の先行条件によって説明されるの

ではなく、生命体が「作り出す」（produce） 秩序として説明される。しかもこの「作り出

す」行動は、それ自体のために行われる。これが「目的」という用語によって意味される

ものである8。 

したがって「目的性」は、生命を持たない自然にはないところの「意味」（meaning）を

持つ。あるいは、人間と動物は、かれらの行為について「意識」（conscious）しており、行

為を「統括」（direct）する。この意識と統括は、生命をもたない自然においては存在しな

いとされている9。 

さらにテイラーは、アリストテレスが生命体一般のなかでも、とりわけ人間を取り出し

て説明するとき、人間においては「重要性」（significance）とか「価値」（value）という概

念が重要な役割をはたしており、人間以外の自然においては、このようなことはないと言

う。アリストテレスは、人間の「性質」（nature）とその「基本的な目的」（fundamental goals）

を研究することによって「人間が何をするべきか、どう行為するべきか」を探求した。こ

の試みこそ、「ヒューマニズム」（humanism）と呼ばれる探求分野を開拓してきた。この探

求の基礎にある前提は、哲学の分野を超えるのだが、ある種の「生の形」（a form of life）

があるということである。この「生の形」は、人間に固有のものであり、より「ハイヤー」

（higher）なものである。一般の人の、このような、漠然とした直観は、「人間性」（human 

nature）についての、より深い理解によって、証明され修正される10。 

以上のように、テイラーは、説明されるべき対象に対して、「目的」という用語をつかっ

て説明する方法を「目的論的説明」（teleological explanation）と呼ぶ11。目的論的説明は、

人間以外の動物なども含めた「生命体」（animate beings）の行動を説明する際に使われる。

この説明では、生命体には、ある結果や目標に向かう「自然的な」（natural）傾向が「本来

内的に備わっている」（inherent）12。しかも生命体は「全体としてのシステム」（the system 

as a whole）であり、行動は、その活動である。しかも、これは経験的に確かめることがで

きる13。ここでの「システム」とは、「生命ある有機体」（the living organism）のことであ

る14。このような目的論的説明は、「システムの全体」（the whole system）が、ある目的に

向かう傾向をもつという「特性」（property）があるとする点で、全体論という特徴をもつ15。 

                                                   
8 EB, p.5. 
9 EB, p.3. 
10 EB, p.4. 
11 EB, p.6. 
12 EB, pp.17-18. 
13 EB, pp.10, 18. 
14 EB, p.13. 
15 EB, p.10. 
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ガリレオ以前の伝統における「非対称」の原理 

 

しかしテイラーによれば、ガリレオ以前の科学の伝統は、もう一つの特徴、すなわち説

明の「非対称」（asymmetry）の仮説をもっている16。 

 

これは、ガリレオ以前 （pre-Galilean） の物理学の説明の特徴である。この説明では、

「自然な」（natural） 動きと「不自然な」（violent） 動きという言い方をする17。 

 

すなわち、「非対称」の原理においては、動きを「自然」なものと「不自然」なものに二

分して、「自然」なものは当然なものとして受け入れ、「不自然」なものだけについて、な

ぜなのかという説明を要求する18。これは自然を「非対称」なものとして扱い、「自然」な

ものの「特権」を認める19。他方で「不自然」なもの、すなわち「システムの傾向と調和し

ない結果」については、「特別の介入的要素」を使って説明する。たとえば、人間の行動に

関していえば、システムの傾向と一致しない結果については「疲労だとか、病気だとか、

アルコールだとか、神経衰弱だとか、このような特別な条件が原因だといって逃れる」20。 

しかしテイラーは、アリストテレス的な、「自然な」動きと「不自然な」動きの間の区別

について、われわれは理解できる、と言う。さらに、ここで区別された事柄が「異なるカ

テゴリーに属することも認める」。しかし、だからといって「その区別が実際にできるとい

うことを受容するわけではない」という21。 

それはなぜか。テイラーによれば、「もし A－B の相関関係の崩壊を説明するとき、これ

に新しい要素である I を導入すると、結局 A+I－not B ということになる」。筆者の方で説

明を加える。A が生命体であり B が健康という状態であるとする。この生命体が健康を害

している場合、すなわち not B のとき、その原因を A の外的要因であるアルコールなどに

求める。アルコールなどを I とすると A+I ということになる。そこでシステムの傾向に一

致しない事象については A―B の枠内で説明するのではなく、別要因を持ち込んで、A+I－

not B と言うことによって、もともとの説明は破綻する。別の変数を勝手に持ち込むのだか

                                                   
16 EB, p.21. 

17 EB, p.23. 

18 EB, p.24. 
19 EB, p.23. 
20 EB, p.22. 
21 EB, p.46. 
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ら、結局テイラーの言うように「同じセットの法則では説明できていない」。したがって、

これは新たに勝手なアプリオリな要素を持ち込む方法であって、十分理由のある（a  

fortiori）説明ではないと批判する22。 

結局テイラーは、「非対称」の原理は事実に対して公平ではないと判断する。非対称の原

理においては、観察者が「出来事の自然なコースを逆転しうる」のである。つまり、研究

者がアプリオリに自然だと思う内容とは違う結果が出てくれば、これは、「力」とか「自然

な傾向」という「概念」（the notion）からは排除して、自然の秩序を守る。こうして自然

の傾向は保存されるのだが、これは、結局、自然に「本質的な自然」（their essential nature）

が内在すると言おうとするところの、一種の本質主義であるとして批判される23。 

このようなガリレオ以前の科学における非対称的な説明は、ガリレオ以降の科学におけ

る説明とは異なる。ガリレオ以降の科学の例として、ニュートン物理学の「慣性」（inertia）

の原理について説明される。ニュートンの「慣性の原理」（the Principle of Intertia）は「中

立」（neutral）であるという。「慣性の原理」は、「停止している」（at rest）かまたは「直

線に進んでいる」（rectilinear）状態の物体はその状態を継続するという原理であり、ここ

では「速度」（velocity）の変化のみが説明される。したがって、この原理は、あるシステ

ムが「自然」に動く傾向の「方向」性を持つものではない。あるシステムのもたらす結果

が「自然」なものか「不自然」なものか、という問題に対しては、「慣性の原理」は無関心

である。だからこの原理は、いかなるシステムの異なる「状態」（states）に対しても「中

立」であるとされる24。 

このように、ガリレオ以前のアリストテレス的科学が、生命体の行動を説明する際に目

的概念を用いるとともに「非対称」の原理を採用するのに対して、ガリレオ以降の近代科

学は、説明すべき対象に対して中立であるという点で、異なっているという。 

 

（２）行動論心理学 

 

ガリレオ以前の科学に対するガリレオ以降の近代科学からの批判 

 

ガリレオ以降の近代科学は、ガリレオ以前の伝統を否定するとテイラーは言う。理由は

２点ある。第１の点は、前に述べた非対称の原理に関わる。 

                                                   
22 EB, p.22. 
23 EB, p.24. 
24 EB, p.23. 
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われわれは、このような見解〔非対称の原理〕がなぜ拒否されなければならないかが

わかる。というのは、ガリレオ革命は、「自然的」と「非自然的」というアリストテレ

ス的な科学の「非対称性」をすべて排除してしまったからである25。 

 

テイラーは、ガリレオ革命が、科学の進歩をもたらしたという側面を認める。Ｎ・Ｈ・

スミスも述べるように、テイラーは「ガリレオ以降の科学によって採用された手続きを否

定することはできない」と考えている。それは少なくとも「自然の諸法則の理解には適切」

だからである26。 

しかしテイラーは、ガリレオ以降の科学によってアリストテレス的な目的論が崩壊した

わけではないと考える。アリストテレス的な科学に対するガリレオ革命の「抵抗」は「か

ならずしも正当化されない」という。というのは、目的論的な説明が有効かどうかという

ことは、純粋に「経験的な問題」（an empirical matter）だからであるとされる。さらに「ア

リストテレス的物理学の不適切は、その内的にばかげたところにあるのではなく、自然の

出来事の説明の仕方の不適切性にある」27。 

つまり、テイラーは、アリストテレス的科学における非対称の原理とその説明の限界を

知りながらも、非対称の原理を否定することによって、目的論的説明までも否定してはな

らないと考えた。自然の出来事を説明する際にアリストテレス的説明が「不自然な動き」

を導入した点については否定するとしても、目的論的説明は、現代においても有効である

という。テイラーは、自らの説明とアリストテレス的な説明には「類似性」があると述べ

ている28。 

そこで、ガリレオ以降の近代科学が、アリストテレス的非対称の原理だけでなく、目的

論もまた否定してしまったことを批判する。ガリレオ以降の「人間の行為に関する科学」

（the sciences of human behaviour）の研究者たちは、ガリレオ以前の目的論的説明を強

く批判し、生命のある有機体と他の自然過程のあいだには原理的相違はないと述べた。生

命のある自然も、ない自然も、同じ方法、すなわち物理的出来事に関する法則で説明でき

るとした29。だらか、人間の行動もまた「目標または目的」（goals or purposes）などとい

うような用語では説明できないものになり、「機械的な原理」（mechanistic principles）で

                                                   
25 EB, p.25. 
26 Nicholas H. Smith, op.cit., p.39. 
27 EB, p.25. 
28 EB, p.46. 
29 EB, p.3. 
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説明できるものにされてしまった30。 

ガリレオ以降の科学からすれば「生命体の行動を目的論的に説明することは意味のない

こと」であり、「目的」（purpose）とか「精神」（mind）というような概念を導入すること

は「説明に混乱をもたらしてあいまいにする」だけである31。それは「経験的に根拠がない

し形而上学的」であり、その問題は「疑似問題」にすぎない32。テイラーによれば、このよ

うな考え方は当時の「行動主義者」（behaviourist）として知られている心理学の学派にひ

ろがっている見解であり、とくに実験心理学に強いとされている33。 

テイラーは、このような「行動主義者」の立場は、「実証主義者」の立場と共通する面が

あると言う。実証主義者は自然科学に近い方法を採用しており、目的の概念は「言語的」

なものであり、「内容のない空虚なもの」であるとして拒否する。実証主義者によれば、こ

の議論は「目的」とか「力」などという、あいまいな「呪文」（invocation）を含んでいる。

このような「呪文」は「事前に」（ex ante）確認することはできない34。この批判は、「認

識論的」な視点から行われており、目的論的な議論は「経験的」に検証することができな

い、つまり実証できないので、無内容なものだとされているのである35。 

 

行動論心理学 

 

こうした行動論心理学や実証主義をテイラーは批判するわけであるが、この行動論心理

学者は、G.E.S.アンスコムによれば、「1930 年代から 50 年代までのものであり、動物の行

動を説明するための刺激・反応理論を提起している」36。 

テイラーによれば、当時の行動論において重要であった理論グループは、「新行動論者」

（neo-behaviourists）、すなわち「刺激・反応論者」（stimulus-response theorists）であ

る37。テイラーは、刺激・反応理論を、「周辺主義者」（peripheralist）の理論と呼んでいる。

これは「中心主義者」（centralist）とは対立しているとされる38。テイラーは、「周辺主義

者」の理論について、以下のように説明している。 

 

                                                   
30 EB, p.4. 
31 EB, p.3. 
32 EB, p.6. 
33 EB, pp.3, 6. 
34 EB, p.98. 
35 EB, p.100. 
36 G.E.S.Anscombe, op.cit., p.206. 
37 EB, p.106. 
38 EB, p.107. 
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〔周辺主義者〕という用語は、ハル Hull 〔周辺主義者〕のいうところの「モル」の意

味で用いている。この用語は、環境の観察される諸要素と、行動の間を、おおまかに

関連づける理論に適用される。……「周辺主義者」の理論は、行動の説明を、環境の

条件と、ある種の内的な状態または必要の関数（function）として説明する。このとき、

意図性の概念は使われない39。 

 

前述の、周辺主義者を説明する「モル」という用語について筆者の方で説明しておく。

モルとは、6.0×1023個の粒子数であり、気体では標準で 22.4 リットルの中にある分子量の

ことである。スミスも述べるように、行動を機械論的に説明しようとした行動論の試みは、

「モル」レベル、すなわち生物や人間の集団の性質を問題にする。たとえば、多くのマウ

スを使って実験をしたり、人間についても多くの人を調査して、マウスや人間の一般的な

特徴を引き出そうとする。また、相関関係もモル・レベルであり、人間の個人レベルを問

題にしない40。 

このようなモル・レベルでの説明を基礎とする「周辺主義者」の理論は、行動を、環境

からの刺激と、それに対する機械的な反応として説明する。ここには、個人の「意図性」

や「目的」および「自由」といった概念は介在しない。 

ところがテイラーは、「中心主義者」の理論は、「周辺主義者」よりもさらに問題が多い

ので、批判の対象にする必要すらないと述べている41。そこでテイラーは、もっぱら「周辺

主義者」の批判に徹することになる。 

そこでテイラーは、目的による説明をさけることが可能だとしている周辺主義者の行動

科学が可能かどうかをみることは、意味のあることであると言う。もし可能であれば、目

的論的説明は、根拠のないものになる。しかし周辺主義者の説明が不可能であれば、目的

論的説明の有効性についての余地が残ると述べる。このようにテイラーは考えて、周辺主

義者の批判に向かう42。 

                                                   

39 EB, p.107. 

40 Nicholas H. Smith, op.cit., p.42. 
41 テイラーによれば、「中心主義者」の説明は、テイラーのいうところの「目的」による説明ではない。し

かも完全に心理学的な説明でもない。しかし、それは、意図性を含む概念に類似した概念を用いており、

「目的による説明に類似している」（EB, p.107.）。つまり、環境が行動に及ぼす効果を説明するとき、環

境はシステムのある種の状態を「引き起こす」（invoke）と仮定する。このシステムは、通常は、望みとか

知識とか意図などの状態である心理学的な用語によって有機体に帰される特質に類似した特質を持ってい

る。テイラーは、「新行動論者」の理論について議論するなかで、このような「中心主義者」の理論は「あ

まりにも思弁的過ぎて、有効な成果をもたらすかどうかわからない」ので、「周辺主義者」の説明に集中し

なければならないと考える（EB, p.108.）。 
42 EB, p.108. 
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Ｃ・Ｌ・ハルの刺激・反応理論（S-R理論）と目的論批判 

 

テイラーによれば、新行動論主義者における刺激・反応理論は、多くの点で「古典的な

経験主義の末裔」である。それは、前に述べた形而上学的な面だけではない。理論それ自

体にも現れているし、それが行動を「学習のなかでつくられた連関（association）」で説明

しようとするところにも現れているとされる43。この新行動主義者、または刺激・反応理論

を特徴づけるものについて、テイラーは以下のように述べる。 

 

近代の理論を特徴づけるものは次の点である。つまり、もはや「諸アイディア」の間、

または「諸印象」の間の連関ではなく、これにかわる「刺激」（stimuli）と「反応」

（responses）の間の連関である。この企ては、行動の出来事のある種のタイプと、有

機体と環境における出来事のある種の出来事の間に相関関係を見つけることによって

行動を説明しようとしている44。 

 

ここで批判されている「刺激・反応理論」（S-R 理論）とはどのようなものであろうか。

特にしばしば批判の対象になっているクラーク・Ｌ・ハル Clark L. Hull の『行動の原理』

Principles of Behavior: An Introduction to Behavior Theory から、その内容を抽出してみ

る。ハルは、1940 年代よりハーバード大学の心理学教授であり、生物の行動の研究をして

いる。この行動研究は、アメリカのみならず、テイラーが在籍していたオックスフォード

大学にも強い影響を及ぼしていた45。 

筆者は、ハルの特徴として、以下の 5 点を引き出す。第 1 に、行動は受動的であり刺激

と反応で成り立つ、第 2 に機械的である。第 3 に刺激と反応の一連の関係の中に、不可知

なブラックボックスを想定する。第 4 に、ハルは、「目標」などの検証不可能な実体の実在

を認めていたが、これは「疑似演繹」にすぎず科学的な用語ではなかった。第 5 に目的論

的な説明は、循環論に陥るとして否定する。 

第 1 に、ハルは、行動が受動的であり刺激と反応で成り立つと考える。ハルの著書には

多くの実験結果のデータが掲載されている。これからわかることであるが、彼が観察した

                                                   
43 EB, p.111. 
44 EB, p.111. 
45 テイラーは、2008 年に来日した際、彼が留学した 1950 年代のオックスフォード大学においても、哲学

の講義は「その内容が無味乾燥な実証主義的なもので、人生に関する最も深遠かつ重要な問いを軽視する

だけでなく､取り合おうとさえしないアプローチに愕然とした」と述べている（WD.）。 
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生物は、たとえばマウスは、草原を自由に走り回るマウスではなく、実験室で実験装置に

監禁されたマウスである。マウスは、実験をする科学者によって刺激を与えられ、これを

受けとめる受動的なマウスである。マウスは生命体の典型として理解されているので、生

命のある「有機体」は、まず外界から刺激をうける受動的な存在として描かれる。ハルは

この刺激について「環境の刻々の状態」として、次のように述べる。 

 

有機体に関連のある環境の刻々の状態の多くは、各種のエネルギー、たとえば光波（視

角）、音波（聴覚）、気体（嗅覚）、化学的溶解液（味覚）、機械的衝撃（触覚）などに

反応する多数の特殊化された受容器（recepter）により仲介されて有機体に達する。有

機体自身の状態（内部環境）は他の高度に特殊化された一連の受容器によって仲介さ

れる46。 

 

このようにハルは、視角や聴覚や嗅覚および味覚や触覚などを通じて外界の刺激が有機

体に伝わることをもって論理を開始している。実は、ハルの議論の裏側に、能動的な科学

者が隠れており、マウスなどの生命体は、受動的な存在として、まず刺激を受容器（recepter）

で受け取るのである。 

ハルの議論の第２の特徴は、この刺激は、受容器から脳まで、まるで電気信号のように、

つまり機械的に伝わる。次に脳は、再び機械的に身体を動かそうとして、「効果器官」と呼

ばれる筋肉の「筋」や「腺」に信号を送る。 

 

このような受容器の作用によって生じた神経インパルスは、おのおのの神経線維を伝

わり神経系の中心の神経節、特に脳に達する。脳は中枢神経系の他の部分と共に、一

種の自動配電盤のように働き、精密に規定された量と順序に従ってインパルスを個々

の筋と腺に発送し配達する。神経インパルスが効果器官（effector organ）（筋または腺）

に到達すると、器官は通常、活動的になり、その活動量は、普通インパルスの大きさ

につれて変化する47。 

 

                                                   

46 Clark L. Hull, Principles of Behavior: An Introduction to Behavior Theory, Appleton-Century-Crofts 

Inc., 1943, p.18；能見義博/岡本栄一訳『行動の原理』誠信書房、1960 年、18 頁。本文中の訳は筆者によ

って一部修正されている。 

47 Ibid., pp.18-19; 能見他訳、18 頁。 
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筆者の考えるところの、ハルの研究の第３の特徴は、彼の議論にはブラックボックスが

あるということである。ハル自身はブラックボックスという用語を使っているわけではな

いが、刺激の伝達や脳での処理、さらに運動の引き起こしの仕組みは、まだよくわからな

いという。生理学などの発展は、行動について科学的な説明をするための根拠を提示する

水準まで達しておらず、現在の水準と、あるべき水準のあいだには「ギャップ」があると

している。この「ギャップ」を筆者はブラックボックスと呼ぶことにするが、これを認め

るところに、ハルの科学者としての良心も現れており、次のように述べる。 

 

これまでの考察によると、行動の科学はその根底に生理学的研究がなければならない

ように思われるかもしれない。・・・ほとんどすべての慎重な行動の研究者たちは、い

つの日か、主要な神経学的法則が、行動の科学の基本原理を構成するのに適した形で

明らかにされるだろうと信じたいのである。・・〔しかし〕現在知られている神経系の

細かい解剖学的・生理学的な説明と、総体的行動の十分適当な理論の構成に必要とさ

れるものとの間のギャップを乗り越えることはできない。・・社会科学の研究者は、神

経生理学の物理化学的問題が十分に解けるまで行動理論の研究の開始を待つか、それ

とも刺激により運動の生起する、神経系のおおまかな、巨視的な、総体的な作用に関

するある程度安定した原理、特に個々の有機体の経歴に関連した原理を、暫定的な仕

方で進めてゆくかのディレンマに陥っている48。 

 

ハルは、このように述べて科学的な行動の研究の、当時における限界を指摘し、それで

もなお、その限界を知りつつ、科学的な研究をつみかさねなければならないとしている。

そのことによって「さまざまの刺激（stimulation）の組み合わせが各種の有機体の行動特

性をもたらす際の基本法則や規則性をたしかめる」ことが目的であるという49。 

ハルの研究の第４の特徴は、前述のブラックボックスに対して、科学的に検証できない

ものをあてはめることを、次のように容認することである。 

 

本研究では、・・・知能、洞察、目標、意図、努力、価値などの「実在性」（reality）

を否定するわけではなく、逆にこれらの形式の行動の純粋性を主張する50。 

 

                                                   
48 Ibid., p.19；能見他訳、19 頁。 
49 Ibid.；能見他訳、19 頁。 
50 Ibid., p.25；能見他訳、25 頁。 
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ハルは、一方で厳密な科学的方法論を主張しながら、他方で、科学の検証作業が及ぶこ

とのない「知能」などという科学外的なものの「実在」を、認めている。そのうえでハル

は「知能」や「目標」を研究対象から排除している。これがテイラーによって批判される。

のちに述べるように、テイラーにとって「目標」などという目的的なるものは、検証不可

能な実体ではなく、主体の行動それ自体のもっている性質であり、行動の要素である。 

しかしハルは、一方で科学的方法、すなわちマウスの行動を観察した際の行動を記述す

る場合などのデータ言語を大切にしつつも、他方で、「知能、洞察、目標、意図、努力、価

値」などの科学外的なものを「実在」すると考える。しかもこれは研究の対象とはなりえ

ないと論じる。 

そこでハルの研究の第５の特徴として、目的論の否定が行われる。ハルが「実在」を認

めた「目標」などは科学的な研究対象とはなりえないのだが、まず「目的」などという用

語それ自体は、次のように、便利なこともあるという。 

 

環境と有機体の相互作用より結果する総合的状態のある位相を習慣的に目標（goals）

と呼んでいる。われわれが通常何気なく考える場合には、行動の周期を単にその結果、

効果または成果によって述べようとし、その終末状態をもたらした種々の運動を無視

している。・・・たとえば、どの釣り・・・もその際になされた実際的運動は二度と同

じことはない。全く、釣り師、またほかの誰もが、いかなる運動がなされたかをあま

り詳細には知っていないし、知ることはできない。それゆえ、伝達の目的で、われわ

れは、行動系列をその目標によって名づけざるをえない。現在ある種の大まかな実用

的目的のためには、目標により動作系列を名づけるならわしは、便利なのでより完全

に正当づけられている。この命名法は非常に大まかな総体的行動に対しても、理論家

が当然付随する危険を警戒しさえすれば、その理論構成に役立つであろう51。 

 

ここで述べられているように、「目標」などという用語は、日常生活の「実用的目的」の

ためには便利であるが、これは科学的な用語ではなく、この点について、理論家は、その

「危険を警戒」しなければならない。なぜなら、ハルが次に述べるように、このような用

語を使うことは、研究者が勝手に、「疑似演繹」を行っているのであり、科学的な方法を逸

脱しているからである。 

 

                                                   
51 Ibid.；能見他訳、24 頁。 
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〔目標などというような用語を使うのは、研究者が、自己の〕叙述に彼の直観を用い

ようとする瞬間に現れる。身近な知識から生じた直観による「疑似演繹」

（pseudo-deductions）は、容易で自然なものであり、それを行う傾向は多くの人々に

とってほとんど抵抗しがたいものである。〔しかし〕理論家は、この主観的直観と客観

的理論からの演繹を取り違え〔てはいけない〕52。 

 

ハルによれば、「目標」などという目的論的な諸用語をつかうことによる科学的分析はで

きないのだが、それをあえて行った場合を想定して論じている。まず、「目的論」（teleology） 

では、「環境と有機体の相互作用の循環の『ターミナル段階』（terminal stage）は、同時に

またその行動の循環をもたらす『先行規定条件』（antecedent determining conditions）で

もあるという考えの名称」である53。 

ここで「ターミナル段階」と言われているが、これは、ハルが行動を「環境と有機体の

相互作用」と理解しているからである。行動は、まず環境からの刺激であり、これに対す

る反応である。このサイクルが一循環するのが「ターミナル段階」である。しかしこれは

サイクルの前提であり行動の「先行規程条件」である。これは理論的には循環論のディレ

ンマに陥っているという。 

 

このような研究法はある種の「循環論」（logical circularity）を含んでいる。すなわち、

ここで考えている演繹的予測の意味で、なんらかの行動事態の結果の演繹をするため

には、関係する全ての先行条件を知る必要があるが、それらの全ては、行動的結果が

演繹されるまで決定できない。つまり、演繹の作業は演繹が終結するまではじめられ

ないのである！したがって、理論家は全くの絶望に陥る。目的論の議論が理論的絶望

と「生気論」（vitalism）や「偶発論」（emergentism）のごときみせかけの救済への導

くことは驚くにあたらない54。 

 

ここで再び確認すれば、筆者は、ハルの特徴として 5 点を挙げた。第 1 に、行動は受動

的であり刺激と反応で成り立つ、第 2 に機械的である。第 3 に刺激と反応の一連の関係の

中には、不可知なブラックボックスがあった。第 4 に、ハルは、「目標」などの検証不可能

な実体の実在を認めていたが、これは「疑似演繹」にすぎず科学的な用語ではなかった。

                                                   
52 Ibid.；能見他訳、25 頁。 
53 Ibid., p.26；能見他訳、25 頁。 
54 Ibid.；能見他訳、25 頁。 



135 

 

第 5 に目的論的な説明は、循環論に陥るとして否定している。 

 

（３）テイラーによる行動論心理学批判 

 

ハルの研究は、前述のように、5 点の特徴があった。まず第１に受動的刺激と反応であり、

第２に機械的であり、第３に、その機械的な刺激と、これに対する反応を結ぶところには

ブラックボックスがあった。ここでは、まず、この３点についてのテイラーの側からの批

判を扱う。テイラーは、ハル等の科学的心理学を科学的に批判するわけではなく、その方

法それ自体を問題にする。 

ここで、まずテイラーの批判の仕方のアウトラインを説明したいのだが、説明の便宜上、

ハルの特徴の順序を入れ替える。まず第３のブラックボックスから述べるが、ハルは、前

にも述べたように、このブラックボックスが今後の生理学などの科学的な発展によって克

服されるのを期待していた。しかし、テイラーは、まず、ここに「主体」（subject）を入れ

る。しかもその主体は、のちに述べるように、自己の行動を自らつくりだすものであり、

創造的な力をもつものとして想定されている。そこでハルの特徴の第２であった機械的な

反応は消滅し、同時に第１の刺激と反応の自動的な関係も消滅する。 

だから、当時の行動論心理学とテイラーの議論の相互の関係は、前者が自動的な刺激・

反応理論（S-R 理論）を理論的基礎におくのに対して、テイラーは、生命体は主体的に行動

するという前提を基礎にする。テイラーは、この主体論の観点から、S-R 理論を批判するこ

とになる。 

 

刺激・反応理論（S-R理論）の批判 

 

だから、テイラーによれば、行動が行われる状況（環境）を性格づける際に、S-R 理論家

は状況について、われわれが日常言語で、無意識に語るように、有機体に「知られている」

（is known）とは語らない55。つまり、S-R 理論家にとって、状況（環境）は、個人の関心

や背景やこれまでの鍛錬などに基づいて無意識的に「包摂」される総合的なものとして把

握されているわけではない。 

 

〔だから〕S-R 理論家は、状況が有機体に対して持っている「意味」（meaning）につ

いて語ることがない。すなわち、状況が満たしている条件が、有機体に許容している

                                                   
55 EB, p.112. 
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目的（purpose）について語らない。このような記述は、まず「意図的」であるという

理由で除外される。さらに、このように性格づけられた状況は、目的論的な先行条件

であるという理由で除外される56。 

 

このようにテイラーは、状況の存在を否定するわけではないし、状況と有機体が関係し

ていることを否定するわけでもない。しかし状況は、有機体が持っている「目的」を「許

容している」と述べている。このような「目的」や「意味」を S-R 理論家は認めずに、行

動を「刺激」と「反応」から機械的に説明する点を批判している。 

S-R 理論からすれば、行動の内的な諸条件は、「ある方向に行動する傾向」というような

概念を含まない方法で性格づけられなければならない。ここから、「ニード」（need）とか

「動因-状態」（drive-state）という諸概念が発展してきた。これらは直接測定できるものと

され、「介入変数」とされる。たとえばハルのシステムでは、この「介入変数」は、「空腹

時間」というような先行条件と関連する57。 

テイラーからすれば、ハルは、行動の諸形態における「真実性」が必要だと考えている。

彼は、「目標とか目的的行動が、刺激と運動についての仮定からひきだすことはできない」

として目的論的説明には反対である58。このように、「受容体がうける刺激」（receptor 

impulses）と「無色の運動」（colourless movement）の関係の主張が、S-R 理論の本質で

ある59。 

 

〔S-R 理論における刺激の側から〕反応する側に視点を移すと、行為（action）の諸概

念が、S-R 理論の論者に拒否されていることがわかる。・・・〔彼らが拒否する〕行為の

諸概念は、行為の過程を、結果のみによって説明するわけではない。動作がめざして

いた目標（goals）によっても説明する。すなわち行為の過程が主体（agent）に対して

行われた記述によって説明する。しかし、これらの諸概念は、拒否されている60。 

 

このようにテイラーは、S-R 理論の論者が、テイラーの言う目標などを持つ「行為」

（action）の概念を否定すると言う。テイラーが考える「行為」とは、後に詳しく述べるが、

「主体」（agent）による目的を伴った「行動」（behaviour）のことである。刺激と反応と

                                                   
56 EB, p.112. 
57 EB, p.113. 
58 EB, p.114. 
59 EB, p.115. 
60 EB, p.113. 
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いう視点から観察した場合、人間の行動は機械的に説明されることになり、そこでは主体

の自由な判断や責任、自らの行いを方向づける「目的」といった概念が排除される。ここ

に、テイラーが S-R 理論を批判する理由がある。 

このようにテイラーは、S-R 理論が「主体」の概念を否定したという点を指摘する。この

指摘は、目的論的説明を重視する立場からの、外在的な指摘である。しかし S-R 理論に対

するテイラーの批判は、それにとどまらず、内在的批判にも及んでいる。それは、アンス

コムも述べるように、「この理論〔S-R 理論〕が事実にあわず、説明に失敗しており、ひそ

かに目的論的諸概念を持ち込んでいる」ということである61。 

このテイラーの指摘は、S-R 理論による「学習」（learning）についての説明に向けられ

ている。生命のある有機体の行動の、重要な特徴の１つは、「学習」である。これは、「有

機体がその行動を新しい環境に適応させる能力」である62。S-R 理論は、目的論的概念をつ

かわないで、適応について説明しようとするが、それに失敗しているとテイラーは批判す

るのである。 

動物も人間も、快楽や苦痛を生み出すものを経験で発見する。ある行動と快楽の間の継

続的な結合の経験が、この行動の反復的な発生につながる63。S-R 理論は経験主義の立場を

とるが、この議論によれば、快楽などのフィーリングは、「行動に、偶然結合している」64。

ただし「外からの行動の観察では、有機体が快楽や苦痛をもっていることはわからない」。

しかし、「ある種の行動が頻繁に繰り返されることを説明するとき、有機体が快楽の状態に

あるといわざるをえない」と行動論者は言う。しかし、証拠としてあるのは、その行為が

よりしばしば起きることだけである65。だから S-R 理論は、結局目的論をひそかに使ってい

る、とテイラーは批判する。 

 

快楽につながることは発生する傾向があるというなら、これは目的論的な説明を採用

してしまっていることになる。つまり、その行為を引き起こすものによって行為を説

明している。こうして、目的論を回避しようとする試みも、結局別のタイプの目的論

を導入してしまっている。快楽という目標の用語を使うことによって。換言すれば、

ある行為と快楽を結合した場合でも、この結合がいかにして行動に影響するかという

ことを説明する問題が残る。これが、反応に「いたる」問題である。この問題は、目

                                                   
61 G.E.S.Anscombe, op.cit., p.206. 
62 EB, p.115. 
63 EB, p.116. 
64 EB, pp.116-117. 
65 EB, p.117. 
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的論でしか解決できない66。 

 

こうしたテイラーの指摘に対して、アンスコムは疑問を出している。アンスコムによれ

ば、テイラーは次のように述べている。「われわれは想定しなければならない。動物は、正

しい目標をえらぶ識別訓練の中で、その目標は、形や位置という１つの部類から、色など

の別の部類に行くように訓練されるのだが、その部類の目標に飛び込む。異なる部類に関

する特定の訓練の期間のなかで、どれが特徴であるかを迅速に発見するようになる。」67 

しかしアンスコムは、「目標に飛び込む」ことは、「起きたことをそのまま繰り返して述

べているようにも見えるし、あるいは、目的が組み込まれているというような、検証不可

能な内的な説明上の特徴を根拠にしているようにも見える」。つまり、アンスコムからすれ

ば、S-R 理論は、繰り返される動物の行動を説明する際に、テイラーの主張するように、ひ

そかに目的論的概念を持ち込んでいるとも言えるし、単に機械的行動が繰り返されたとい

う説明を、単純に行っているとも言えるのではないかとする。 

アンスコムによれば、科学においては機械論的な方法が一般的であり、テイラーのよう

に目的論を基礎にすることは稀であるとしても、別の方向への、つまり目的論的な方向へ

の探求が非合理的であるわけではないという68。アンスコムはこのように、テイラーを弁護

する。テイラー自身、次のように述べている。 

 

実際のところ、われわれが議論している問題は、行動についての科学が可能かどうか

という問題ではなく、むしろ、その科学を発展させるためには、われわれはどのよう

な方向に進むべきか、ということである。例えば、われわれは、目的（purpose）とい

う概念を使わないで説明できるかどうかとか、それが本質的なことかどうかとかいう

問題である69。 

 

つまり、テイラーは、「目的」という概念を用いたところの、行動についての科学を発展

させようとしているのである。 

 

 

 

                                                   
66 EB, p.117. 
67 G.E.S.Anscombe, op.cit., p.206. 
68 Ibid. 
69 EB, p.271. 
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心身二元論に対する批判 

 

筆者は前に、ハルの研究の特徴を５点にまとめた。そのうちの第１から第３についての

テイラーの批判は、すでに論じた。ここでは、ハルの特徴の第 4 点と第５点、すなわち目

的論を扱う。ハルは、「目標」などのような概念は「疑似演繹」であり、科学的な用語では

ないとして否定していた。テイラーはこれに対してどのように理解していたのか、まずこ

の点を取り上げる。 

テイラーもまた、S-R の理論家は、「意図性を含んだ概念の使用を拒否している」と述べ

ている。彼らは、「意図性を含んだ概念は、真の経験的な概念ではない」と信じている。テ

イラーは、ハルにとっての「データ言語」（data language）は「物的な事柄の言語に属す

る用語」のみを含むべきであるとされたと言う70。 

テイラーによれば、「データ言語」とは、何らかの理論や法則を例示するための証拠を記

述するために使われる言語である。データ言語は、「論理的経験主義者」によって「自然科

学的言語」（physical thing language）とよばれるものの一部である。テイラーも、たしか

に、いかなる科学であれ、それの「データ言語は、目的論のような種類の諸概念を含むこ

とはできない」と述べる。つまり、「意識」とか、「意図」とか、「知識」とか、「信念」と

か、「期待」とか、「欲する」とか、「行動」とか、このようなものを含む諸概念は、データ

言語にはなりえない71。 

テイラーも、心理学者のハルは、有機体に対して、主観的な実体、たとえば、期待や理

解といった用語をつかうことは「擬人化に堕落する方法」であるとしていると理解してい

る。観察者が、自分を、ネズミなどに見立てて「もし私がその状況にあれば、私はどう感

じるか」などという。しかしハルにとって、動物に心理学的な用語を使うことは「完全に

恣意的なこと」である。その結果、観察者が、彼がどう思うかとか、感じるかをイメージ

しているだけである。しかしながら科学の本質からして「行動についての科学は、心理学

的な諸概念を使うことができない」。つまり「意識とか意図を含む概念を使うことはできな

い」のである72。 

したがって、行動論心理学にとって必要なことは、理論的に「中立」（neutral） なデー

タ言語を使うことであるとされる。これは科学者のコミュニケーションにとって不可欠の

ことである。仮に、理論的な諸概念であれば、これは理論家の１つのグループの財産であ

                                                   
70 EB, p.112. 
71 EB, pp. 72-73. 
72 EB, p. 74. 
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るから「中立」である必要はない。しかし、理論的な言語ではないデータ言語については、

全ての理論家に対して「中立」でなければならない。 

テイラーは、行動論心理学にとってデータ言語は「理論的なオリエンテーションに関係

なく、研究者に有益なものでなければならないという合意があり、このような諸用語に限

定」されていると言う。動物の行動を記述するにあたって「動物かまたはその一部の「動

き」について、（たとえば、歩く、走る、前肢、屈曲などについて）諸用語の使い方の合意

は可能である」。しかし「隠れた理論的な含意をともなう諸用語（例えば、企てる、信じる、

探求する、など）については合意はできない」という73。 

このように「目的」や「意図」といった概念を排除する「中立」なデータ言語は、客観

的に観察できるものだけを記述する。例えば、テイラーによれば、S-R 理論家は、「状況や

環境」は、「有機体の感覚器官を通じて有機体に影響を与える」と述べる。だから S-R 理論

家は、「刺激」について語る。この刺激は、環境の「物的対象（object）が引き起こす刺激」

か、または「眼の網膜に与えられる図柄」、もしくは「末梢神経から中枢神経にいたるチャ

ンネルに対する刺激」として理解される74。 

しかし、テイラーからすれば、S-R 理論家は「きわめて恣意的に解釈した目的論を基礎と

して」、目的論を誤解している75。彼らは、行動を目的論で説明しなければならないという

主張を、しばしば、以下のような１つの「方程式」で説明することであると誤解している

という76。 

 

その方程式は x=f(P)である。x は行動である。P は目的である。この目的 P は、行動 x

とは分離された「実体」（entity）として考えられており、しかも行為 x よりも先にあ

り、行動の原因とされる77。 

 

この方程式は、テイラー自身が自らの理論において採用するわけではない。行動主義者

の「恣意的」解釈を説明するために、テイラーが比喩的に提示するものである。前述の方

程式は、行動 x が目的 P の関数であることを意味している。ここでは、目的 P は、行動 x

からは独立した「実体」として考えられている。ただし、テイラーは、目的論が特別の「実

体」を仮定する、とみなすのは、目的論に敵対的な人ばかりではないと言う。たとえば生

                                                   
73 EB, p. 75. 
74 EB, p.112. 
75 EB, p.6. 
76 EB, pp.6-7. 
77 EB, p.7. 
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物学において目的論を信じる人の多くも、この種の「仮説的実体」（a hypothetical entity） 

を使うとされる78。たしかに、筆者も、前にハルについて述べたときに、ハルが「知能、洞

察、目標、意図、努力、価値などの実在性（reality）を否定するわけではなく、逆にこれ

らの形式の行動の純粋性を主張する」79と述べていたことを確認した。テイラーはこの点を

批判している。 

さらに、ハルのところで述べた「循環論」80の問題について、テイラーも指摘している。

テイラーによれば「実際に目的が働いているということに対する経験的な証拠は、行動の

みである」。しかも「その行動を説明するために目的が働いている」と述べることになる。

このように方程式 x=f(P)は、一方では目的から行動を説明して、他方では行動から目的を

説明するというトートロジーに陥っている。しかも実体と想定された目的は実際には実在

しないのだから、実体の内容をとりあげて「反証する証拠も見つからない」ことになる81。 

行為があるときはいつでも、これに関する目的が「仮説に従って」（ex hypothesi）働い

ていると思われている。他方で、そのような仮説を伴う行動をあらかじめ想定することも

できない。なぜなら「x が x1 という価値をもつかどうかは、P が P1 という価値をもつか

どうかに依存する」からである。ところが「P1 が存在するという唯一の証拠は x1 が起き

たということ」である。ならば「x の価値とは何かを、あらかじめ知ることはできない」だ

ろう82。この点について、ハルは、「演繹の作業は演繹が終結するまではじめられないので

ある！したがって、理論家は全くの絶望に陥る」83と述べていたことは、筆者も、前に示し

た。 

                                                   
78 EB, p.7. 目的を「実体」として考える考え方は、テイラーにとって、単に心理学に固有の問題ではな

く、言語一般に浸透した発想である。テイラーは、1959 年に雑誌 Philosophy に掲載された「存在論」

（Ontology）において、人間をどのような言語によって説明するか、という問題について論じている。こ

の点をテイラーは、言語がもつ２つの階層の間の関係から考えている。１つの階層の言語は、われわれが

物的客体について語るときに用いる階層の言語である。テイラーは、これを「Ｍ言語」（M-language）と

呼ぶ。もう１つは、人とその行動について語るときに用いる階層の言語、つまり「Ｐ言語」（P-language）

である。この２つの階層の言語の関係をどのように考えればよいのか。この問題を解決する粗野な方法は、

Ｍ言語が「外在的な出来事」（one kind of event, an external one） のみを記述するために用いられるもの

であり、Ｐ言語は外的かつ内的な２つの出来事を同時に記述するために用いられる、と言うことである。

Ｐ叙述は、しばしば、外的な出来事と内的な出来事の結節点である、とも言われる。この考え方によれば、

人間の行動は、物質的で自然的な過程に、「それ以上のもの」more を付け加えたものである。ここでは、

この「more」とは、外的な過程に伴う内的過程として考えられており、ここに心身二元論の考え方が発見

できる（Charles Taylor, “Ontology”, Philosophy, Vol. 34, No. 129, April 1959.）。こうした言語の問題に

ついては、以下の論文でもふれられている。“Phenomenology and Linguistic Analysis”, Proceedings of the 

Aristotelian Society, 33, no. Supplementary, 1959；[With Michael Kullman]. “The Pre-Objective World”,  

The Review of Metaphysics, 12, no. 1, Sep., 1958. 
79 Clark L. Hull, op.cit.,p.25；能見他訳、25 頁。 
80 Ibid., p.26；能見他訳、25 頁。 
81 EB, p.7.  
82 EB, p.7.  
83 Clark L. Hull, op.cit., p.26；能見他訳、25 頁。 
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しかしテイラーは、行動論心理学がこのようなディレンマに陥るのは、その方法自体に

問題があるからだと言う。行動主義者が、目的 P を行動 x から分離された「実体」として

解釈するところに間違いがある。そのような目的 P は「観察不可能」であり、ゆえに「立

証不可能」である。観察不可能な実体として「目的」を立ち上げることは、「観察不可能で

内的な精神的なる過程」を設定することでもある。結局、行動論心理学の解釈には、テイ

ラーがのちに批判することになる心身二元論の発想がある84。 

というのは、目的Ｐが実体であるなら、これは精神的な実体として想定されざるをえな

いからである。テイラーは、このように精神を身体から独立した実体として理解すること

も、のちに述べるように批判している。さらに、目的や精神を実体として解釈することは、

一種の「神秘主義」への接近でもあり、テイラーは、これは「経験的なものとは対照的で

あり、非科学的でいかがわしいもの」であると批判している85。 

テイラーはさらに批判する。前のような行動論心理学は、行動 x と目的 P とを分離して

考える。テイラーからすれば、本来なら総合して考えるべき、つまり「身体化されており、

表現されている」（embodied）両者によって構成される主体を、分離して考えている。この

原因の一端は、「アトミズム（原子論）」（atomism）にあるという。 

 

アトミズムは経験主義（empiricism）の伝統の一部であり、認識論的（epistemological） 

な基礎に立脚している。その考えによれば、われわれが世界について持つところの諸

法則の究極の証拠は、情報の「分離された（不連続の）諸単一体」（discrete units）と

してある86。  

 

つまり、情報の諸単一体の１つ１つは、他との「諸関係」（connexions）から分離して確

認されるという前提をおいている。テイラーによれば、アトミズムの世界観においては「世

                                                   
84 テイラーは、『行動の説明』の出版とほぼ同時期に、メルロ・ポンティの本についての書評を書いており、

その中で心身一元論としての身体論を展開している（Charles Taylor, “Genesis”[Review of The Structure 

of Behaviour by Maurice Merleau-Ponty], New Statesman, 70, Sept. 3 1965；Charles Taylor, “Review of 

Signs and The Primacy of Prception by Maurice Merleau-ponty”, The Philosophical Review, January 

1967.） テイラーは、近年のインタヴューで、『行動の説明』が、メルロ・ポンティの影響を受けて書か

れたものであると述べている。「私の同僚は、メルロ・ポンティが、この本〔『行動の説明』〕の重要な参照

点であることに実際に非常に驚いた。私は、メルロ・ポンティのアイディアを、……厳格なスタイルで再

定式化するという課題に取り組んだ」（Charles Taylor, “From Philosophical Anthropology to the Politics 

of Recognition: An Interview with Philippe de Lara”, Thesis eleven, Number52, February 1998, p.105.）。

さらに、心身二元論を批判する論文としては、以下のものがある。Charles Taylor, “Mind-Body Identity, a 

Side Issue?”, Philosophical Review, 76, 1967；Charles Taylor, “Two Issues About Materialism”[Review 

of A Materialist Theory of Mind by D. M. Armstrong], Philosophical Quarterly, 19, 1969. 
85 EB, p.8. 
86 EB, p.11. 
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界についてのわれわれの知識は、これらの諸単一体の間の経験として発見される経験的な

諸関係から構成される」。例えば、ｘ・ｙ・ｚの構成物をもつ化学物質 C を想定する。ある

条件において、化学物質 C が R に変化するとする。これは、一般的に「Ｃ-Ｒ法則」と呼ば

れる。このとき、この C は、その構成要素であるｘ・ｙ・ｚに還元して理解され、R への

化学変化はｘ・ｙ・ｚの働きとして理解される87。筆者の方で説明を補填すると、たとえば、

水が過酸化水素水に変化するときは、下記のような原子の移動によって説明される。 

2H2O + O2 → 2H2O2 

科学主義的な行動論では、このようなアトミズムから類推して、行動と目的を分離した

という。これに対してテイラーの擁護する目的論は、対照的な内容をもっている。 

 

目的論的な諸法則は、アトミズムに要請されるところの、証拠の基本的なタイプに還

元するという要請にこたえることができない。こうして、目的論的説明は、しばしば

いわれるように、一種の「ホーリズム・全体論」（holism）に結合している。この全体

論は、反アトミズムである88。 

 

ここでいわれる目的論的な「諸法則」とは、自然科学におけるような普遍的法則とは異

なり、生命体の行動は常に目的をもっているということを指している。この目的論は、動

きを、分離された個別の情報に還元するというアトミズムの方法をとらない。「目的論的な

相関関係は、アトミズムの厳密な要請にあわない」からである89。ではテイラーの行動論は

どのような内容を持つのか。この点について、次に述べる。 

 

第２節 テイラーの行動論 

 

本節では、テイラーの提案する行動論を検討する。彼の行動論は錯綜していてわかりに

くしが、これを 3 点に整理してみる。第 1 は、行動と行為の概念的違いと、行動の内容で

あり、第２は、行為のさらなる分類について説明する。第３は、行動と行為の目的性の根

拠としての日常的説明とは何か、この点について述べる。 

 

 

                                                   
87 EB, p.12. 
88 EB, p.12.  
89 EB, p.12.  
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（１）行動と行為 

 

テイラーの「行動」（behavior）論は次の５点によって構成されると思われる。第１に、

生命体と非生命体的自然は異なり、第２に、生命には主体性があること。第３に、主体の

行動は環境によって条件づけられており、第４に、行動には連続性があり、第５に、行動

には全体性があることである。この順に述べる。 

第１に、テイラーの言う生命体の特殊性についてである。テイラーによれば、人間また

は動物の行動は、あるいは生きている有機体一般の行動は、「根本的に、自然科学で究明さ

れている自然の過程とは違う」。その違いは、人間と動物の行動が「目的性（purposiveness）

を示している」90ことにある。 

 

この目的性は、自然の他のところには発見できない。あるいは、自然的過程が持って

いないところの固有の「意味」（meaning）を持っているといわれる。あるいは、生き

ている有機体の行動は、秩序（order）をもっており、これは、自然の過程における「盲

目の偶然」によっては説明できないといわれる91。 

 

このように考えるテイラーは、当時の行動論心理学の理論を批判せざるをえない。前に

ハルの議論でも確かめたように、テイラーも、行動論心理学では「生命のある有機体と他

の自然過程のあいだには、原理的相違はない」92と言う。「両者は、同じ方法で、すなわち

物理的出来事に関する法則で説明される」93として批判している。 

第２に、生命の主体性についてである。テイラーは「人の、あるいは動物の行動が『目

的的』（purposive）である」94というのだが、これの意味するところについて、次のように

述べている。 

 

この見解における中心的なところは、・・・〔行動の〕秩序は、何らかの方法で、『自ら

作り出したもの』（its own production）の一要素である。これこそ『盲目の偶然』を

拒否する力だ。〔行動の〕秩序は偶然にできたものではない95。 

 

                                                   
90 EB, p.3. 
91 EB, p.3. 
92 EB, p.3. 
93 EB, p.3. 
94 EB, p.5. 
95 EB, p.5. 
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前にハルの議論を見たとき、行動は、何らかの先行条件に依存するとしていた。しかし、

テイラーは、「生命体において〔行動の〕秩序を生み出している出来事は、無関係の偶然の

諸先行条件によって説明されるのではなく、生命体が『作り出す』（produce）ところの、

まさに、その秩序として説明される」96とも述べている。ハルなどの行動論心理学が、行動

は、環境からの刺激に反応することであるとしていたことと比較すると、テイラーは生命

体の主体的で創造的な「作り出す」力を前提にしている。 

第３に、主体的な行動が環境に制約されている点である。テイラーによれば、システム

の行動が「目的」（purpose）の用語で説明されなければならないということは、一部では、

この形態をもった法則を主張することである。あるいは、そのシステムの持っている法則

を主張することである。しかし「これらの法則は、目的論であるからといって、行動を、

何か観察不可能な実体の働きにしてしまうわけではない」97。 

 

行動は、システムの状態（生命をもった有機体の場合）とその環境の「相関関係」（a 

function）である。しかし行動が依存するところの、このシステムと環境の特徴は、目

標が実現されるために、両者の条件が必要とするものであろう。こうして、たとえば、

われわれが言うことのできることは、与えられた行為の諸条件、たとえば一匹の捕食

動物が獲物に忍び寄るための諸条件は、第１に、その動物が空腹であることであり、

第２に、これが必要とされた行為であること、すなわち、その行為が、その動物の次

の食物を獲得するという、結果を達成するだろう行為であることだ98。 

 

テイラーにとって、行動は主体的なものであるが、それでも、行動は「システム S の状

態と環境 E が」「目標 G のために出来事 B が必要とされている」99という条件によって制約

されていると考えられている。たとえば、「システム S」が捕食動物のライオンであるとす

ると、このライオンの行動はライオン自身が決めるとしても、その行動はライオンの「状

態」によっても制約されるだろう。空腹であるかどうか、運動能力があるかどうかなどに

よって制約されるだろう。さらに獲物が実際に存在するというような「環境 E」が必要とな

る。このとき「システム S」としてのライオンが獲物に向かって走るという「出来事 B」が

行われるかもしれない。このような諸関係の全体を「目標 G」のための行動と言うのであ

                                                   
96 EB, p.5. 
97 EB, p.9. 
98 EB, p.9. 
99 EB, p.9. 
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り、こうして「システムの目的」（the system’s purpose）100 が定義される。 

第４に、行動の連続性についてである。テイラーは、前述のような出来事が起きるとき

は「その出来事の諸結果を理由として」目的が明らかにされると言う。あるいは「もっと

伝統的な言い方をするなら、それらは、それらに続く状態のためにおきる」101。ハルなど

の行動論が刺激と反応の循環としていたのに対して、テイラーの行動論は、総合性を重視

している。主体の自主性とともに、環境の条件を含み、さらにここでは、行動の連続的な

総合性もまた存在することを指摘している。 

テイラーは、「システムと環境の状態が、もしある結果が必要なときある出来事を必要と

するものであるという事実は、完全に観察可能である」102とする。だから「反証可能性」

もあると述べている。たしかに前のライオンの例は観察可能であろうし、反証も可能だろ

う。「ある与えられたシステムにおける『目的性』の要素、〔換言すれば〕、ある目標への内

的な傾向は、目標のために起きる出来事によって」103知ることができるとされる。この点

を筆者の方で敷衍すれば、まさに目標は出来事に「身体化されており、表現されている」

（embodied）のである。 

第５に、行動の全体性についてである。テイラーは、システムが「その特性によって、

自然に、ある結果や目標に向かう傾向がある」。 

 

〔目標に向かう傾向〕は、独立した特徴ではなく、「システムの全体」（the whole system） 

が持っている特性（property）である104。 

 

このように、目的論的な性質は、システム、前の例でいえばライオンという生命体の全

体が持っている特徴である。もちろん前に述べた諸条件などに制約されながらの主体性の

発揮である。だからテイラーは、目的論は、「アトミズムに要請される証拠のタイプに還元

するという要請にこたえることができない」と述べる。「目的論的説明は、しばしばいわれ

るように、一種の「ホーリズム（全体論）」（holism） に結合しており、この全体論は、反

アトミズムである」105。 

これまで、「行動」（behavior）が、「出来事」と「目標」をも含む総合的概念であるとい

うことを確認してきた。さらにテイラーは、行動の中でも目的的な性格をより強くもって

                                                   
100 EB, p.9. 
101 EB, p.5. 
102 EB, p.10. 
103 EB, p.10. 
104 EB, p.10. 
105 EB, p.12. 
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いるものを「行為」（action）と呼んでいる。ここでは、この行為について述べる。テイラ

ーの言う行為は、主体の「意図」や「目的」を伴うだけでなく、「結果」をも含むものであ

るとされる。この点について以下のように述べられている。 

 

意図による、または目的による説明は、結果と非偶然的に結合している「前提」によ

る説明である。なぜなら、行為が、意図からその他の同じレベルのものまでを、フォ

ローするという事実は、偶然の事実ではない。私たちは、この事実を、より基本的な

法則で説明することはできない106。 

 

行為が「意図からその他の同じレベルのものまでを、フォローする」というのは、言い

換えれば、意図から結果までの全体が行為であるということである。ただし、「結果」は、

「目的」が達成された場合だけでなく、目的の達成に成功しない場合も含む。さらにテイ

ラーは、行為が結果をも含むものであるという事実を「より基本的な法則で説明すること

はできない」とする。つまり、行動論心理学におけるように、行為を、意図や選好条件や

結果といったバラバラの要素へと還元して、これを変数とする「基本的な法則」で説明す

ることはできない。アトミズムとは異なり、目的論は、システムが、その特性によって、

自然に、ある結果や目標に向かう傾向があるということは、前にも述べたように、「システ

ムの全体」が持っている「特性」107である。 

ニコラス・スミスによれば、ハルなどによる当時の行動論心理学は、今では「衰退」し、

現代においては、もはや「死んでいる」108。とはいえ、今日においても一部では「人の行

動を支配する法則は機械論的でなければならないという信念は生きている」ので、「テイラ

ーの主張を繰り返す価値はある」と言われている109。 

 

（２）主体の概念 

 

行為と目的 

 

では、テイラーは、われわれの行動が目的的であるということを、どのようにして説明

するのか。彼によれば、「目的的である」ということは、「彼の行為が目的という諸用語で

                                                   
106 EB, p. 43. 
107 EB, p.10. 
108 Nicholas H. Smith, op.cit., pp.43, 50. 
109 Ibid. 
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説明できる」ということである。彼は、「行為」（action）と「望み」（desire）という用語

が、われわれの行動は目的的であるという仮説を含んでいる、と考える110。そこで、ここ

では、「行為」と「望み」について、およびそれに関係する諸概念を考察する。テイラーは

以下のように述べている。 

 

われわれの日常概念（everyday notion）では、行為は、目標（goal）と目的（end）を

「目指すもの」（direction）と思われている。つまりわれわれの日常行為（ordinary 

action） の概念は、その形態のみならず、「主体」（agent）の目標と結果（goal-result）

でもって行動（behaviour）を記述する111。 

 

このように、行為は、「目標」と「目的」を目指したものであるとされている。ただし、

これは、テイラーが自らの主張として述べていることではなく、一般の人々がもっている

「日常概念」についてテイラーが記述したものとしている。この「日常概念」や「日常行

為」は、目的論の論拠とされるものであり、この点についてはのちに述べる。ここでは、

とくに目標について論じる。 

日常概念においては、行為は目標と目的をめざしたものと思われており、ここには「目

標」という概念のもっている「力」、すなわち一般の人々の間で行動とは「目標」を伴うも

のであるという考え方が浸透しているとされている。さらに、ここでは「主体」という言

葉が登場している112。日常概念においては、「主体」の行為は目標をもつものであると考え

られている。この「行為」は、その結果だけでなく目標によって分類される113。 

ある行為によって、ある種の「目的―条件」（end–condition）関係または変化が目指され

ているとき、われわれは、通常、目標について論じる、とテイラーは述べる。たとえば、「塀

を飛び越える」というような行為から「権力をつかむ」という行為まで、その目標によっ

て分類される。 

しかし「目的―条件」関係がない場合でも、「目指された」（directed） と呼びうる、多く

の他の行為がある。たとえば「塀の反対側にいる」とか「権力を持っている」という場合

である。さらに、たとえば、ダンスをしているとか、歩いているとか、走っているという

                                                   
110 EB, p.100. 
111 EB, p.27. 
112 「主体」に関しては、テイラーは継続的に議論を続けており、agency や person の概念について論じて

いる。例えば、『哲学論集』Philosophical Papers 1: Human Agency and Language（1999 年）において

は、「人間主体とは何か」（What is human agency?）と題した論文や、「人という概念」（The concept of a 

person）というタイトルの論文が収められている。 
113 EB, p.27. 
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場合である。このように、われわれは、しばしば、行動について、目指された内容にそっ

て分類したがる、とテイラーは述べる。しかし、この場合に目的とされているものは、何

らかの「目的―条件」ではないが、請求されたタイプの行為を「行う」（emitting）ことで

ある114。 

このように考えると、「目的」は、行為から分離された結果ではなく、「行為がもってい

るある種の形態」であるということになる。たとえば「ダンスをする」という目的は、「ダ

ンスをしている」という行為から切り離されたものではなく、「ダンスをする」という行為

自体に包含されている。このような「目指された」行為も含めて、目標を持つということ

になる。こうしてわれわれの「日常行為」（ordinary action）の概念は、行動を、広い意味

で「目的―条件」的であると理解する、とテイラーは述べる115。 

では、テイラーは、「目指された」行動と、「目指された」とは言えない他の有機体的な

動きとの間の区別については、どのように考えているのか。テイラーは、その区別は、は

っきりするものではないと述べる。しかしはっきりする場合もある。たとえば、「まばたき」

は明らかに「目指されていない」行動であるとされる。しかし「大統領に立候補すること」

は目指された行動である。両極の間には、多くの「中間領域」がある。一方の極には「ま

ばたき、ふるえ、くしゃみ」などがあり、中間には「あくび、わらい、そわそわする、い

たずら書きをする」などがあり、他方の極に近くなると「歩く、書く、話す」などがある。

このような行動の多くが「行為」と呼ばれる116。そこでテイラーは「行為」を次のように

２つに分類している。 

 

「強い意味」（in the strong sense）での「行為」（action）とは、〔第１に〕その行為

が、ある結果を引き起こしたり基準にあったりするものだが、〔それだけでなく第２に〕

「主体」（agent）の意図や目的がこの結果や基準を達成しようとするものであること

である117。 

 

このように「強い意味」での「行為」とは、第１に、結果を引き起こすことに成功し、

第２に、そのための意図を持っている場合である。テイラー自身は「強い意味」の対とな

る「弱い意味」について言及しているわけではないが、「強い意味」での行為とは区別され

る「弱い意味」での行為があるとすれば、それは、第２条件である意図があっても、第１

                                                   
114 EB, p.27. 
115 EB, p.28. 
116 EB, pp.28-29, 43. 
117 EB, p.29. 
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条件である結果を出すことに失敗したときだろう。 

上に述べられている行為の第２の基準は、「主体の意図や目的がこの結果や基準を達成し

ようとするものであること」、つまり目的の達成に成功せず失敗したとしても、その意味で

行為は完結しなかったとしても、目的を持っていれば「行為」となりうると考えられてい

る。 

以上のことを換言すれば、「主体」は、第１に適切な行動をするばかりでなく、第２にそ

れを行う「意図」（intention）や目的を持っていなければならない。このとき「企図」（attempt）

とか「達成」（achievement）という用語の意味が確定される。これは「強い意味」での「行

為」についていわれる。もし行為 X が第１の基準を満たさないとき、つまり結果が伴わな

かったとしても、なお「X の「企図」があった」とき、これは第２基準をみたしているから、

行為である。こうして、「目標」・「企図」・「達成」は相互に「関連」している118。われわれ

が通常「行為」（action）とよぶものは、ほとんど、これらの基準を満たしているとされて

いる119。 

 

行為と目指すこと 

 

しかしなぜ、われわれは、第２の基準を問題にするのか、とテイラーは問う。つまり「意

図」（intention）とか「目的」（purpose）が、行動が「目指されている」（directed）とい

うために必要なのはなぜか。行動の「目指し」（direction）を問題にするのはなぜか。その

理由は、第２基準を適用するかどうかは、われわれが行動を説明する方法に関係している

からである。この行動という概念を使って、われわれが言えることは、「行動」を「非行為」

ではなく「行為」として分類する際に、われわれは、それが第１基準を満たすと言い、さ

らにそれが第２基準を満たすと言うからである120。 

説明のために図（１）を筆者の方で描いてみたが、この図にあるように、ある行動が「行

為」（action）であるためには、人の行動がそれに関する意図や目的を示しているだけでな

く、彼が「実際にそれを意図していなければならない」。 

次に、行動が意図を伴うだけでなく結果をもたらすとき、これが「強い意味での行為」

とされる。さらに結果を伴わなくとも、意図を持っている行動は、「弱い意味での行為」と

される。このように意図が問題にされるのは、行為が意図に関係なく、「他の理由で起きて

                                                   
118 EB, p.29. 
119 EB, p.29. 
120 EB, pp.32-33. 
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いることも考えうる」からである。このとき、われわれは、この行動を行為とは言わない121。

つまりテイラーの見解によれば、行為から意図を推測できるということだけではなく、真

に本人に意図があるとき、行為となる。 

                                                   
121 EB, p.33. 
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このように「行為」（action）としての行動と、「非行為」（non-action）としての行動の

違いは、それに対応する意図や目的があるかどうかによるだけではない。その意図や目的

が「行為をもたらしたかどうか」にある122。つまり、行動主義の方法のように、行為とし

ての行動が起こった後で先行条件を特定する場合に見られるような、見かけ上の意図が問

題であるのではなく、実際に行為をもたらした目的を探るべきだとテイラーは考えている

と思われる。 

ある行動を「行為」と呼ぶことは、その「行動」をある法則に「包摂」することではな

いが、対立する説明を「排除」（rule out）することを含むという。つまり、その意図が行

為をもたらしたと主張するとき、その主張と対立する説明を排除することを含む123。すな

わち、テイラーによれば、日常言語での行為と非行為の違いは、機械論的な法則による説

明とは両立しない。 

こうして、テイラーは、「行為」を「行動」よりも狭い概念として使用している124。この

「行為」の概念は、「責任」（responsibility）の概念と結合する。われわれが「行為」とい

うとき、われわれは、その人の望みや、意図や、目的で、行為を説明する。だから、彼に

「責任」を帰する。もちろんグラデーションはある125。この点についてテイラーは以下の

ように述べる。 

 

こうして、われわれが行為を説明する諸法則は、以下のようであるべきだ。その先行

条件は、その「主体」（agent）が、ある意図や目的を持っているという条件である。

このとき、彼の行動の規則性は、彼の意図や目的の規則性によるものである126。 

 

つまりテイラーは、主体が「行為」を行うとき、これは、何らかの物理的先行条件の結

果ではなく、行為主体の行為であり、その主体に責任が帰属するものであると言う。たと

え、もし行為に何らかの規則性が発見できるなら、それは主体の意図がそのような目的を

もっているからである127。 

 

 

 

                                                   
122 EB, p.33. 
123 EB, p.34. 
124 EB, p.35. 
125 EB, p.35. 
126 EB, p.36. 
127 EB, p.36. 
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行為の説明 

 

テイラーによれば、われわれが「日常的説明」（ordinary account）で行為を説明すると

き、通常、その行為は意図や目標を含んでいると考える。だから目的論的な説明である。

われわれの「日常的説明」（common speech）は、強い意味で、目的論的であるとされる128。 

目的論的説明は「行為」概念のみによって行われるわけではない129。「望み」（desire）と

か「欲する」（wanting）とかいうような「日常言説」（common speech）の概念によって

も行われる。「望み」の意味することは、望まれたことをもたらす「傾向」（disposition）

である。つまり、誰かが何かを「欲している」（wants）と言うとき、これは、「それをする

傾向がある」（is disposed to do it）と言うことである。さらに「望み」は、「恐れ、ねたみ、

欲望、誇り、怒り、恥、罪」と深く結合している。このような「望み」は、「動機」にもな

る130。 

つまり、テイラーが述べようとしていることは、行為が、あらかじめ目的を明確に内在

させていなくても、漠然と、なんらかの結果の期待を含んでいることもあるということで

ある。あるいは結果を恐れたがゆえに行う行為もある。これも含めてテイラーは目的論的

としており、広義の目的論について述べている。 

 

（３）日常的説明と主体論 

 

テイラーは、われわれの行為についての「日常的説明」（ordinary account）は、「目的論

的な形態」（teleological in form）をとっていると、述べてきた。では「日常的概念」や「日

常言語」という言葉によって、テイラーは何を意味したのか。われわれの「日常的説明」

（ordinary explanation）は、われわれの行為の特殊な説明を提供するわけではない131。で

は、「日常的説明」とは何か。テイラーは以下のように説明している。 

 

人々が、行為の何らかの科学的な理論について、これが常識に反すると論じるとき、

彼らは、「社会で通常ひろく持たれている見解」（a view commonly held in their 

society） について語っている。しかし、これは、「他の社会」（other societies）で広

く持たれている見解とは違ってくる。だから、もしわれわれが「常識的見解」につい

                                                   
128 EB, p.37. 
129 EB, pp. 37-38. 
130 EB, p.38. 
131 EB, p.39. 
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て語ろうと思うなら、いくつかの諸見解について語る必要がある132。 

 

このようにテイラーは、「日常的説明」とは、「社会で通常ひろく持たれている見解」で

あると考えている。しかもこれは「他の社会」で広く持たれている見解とは違ってくるこ

ともあるとされる。本書では「多文化主義」という言葉は一度も用いられているわけでは

ない。しかし、この日常的説明が「社会」によって異なると考え、さらに「いくかの諸見

解について語る必要がある」とする点、つまり様々な日常的説明の間に優劣をつけない点

も、テイラーの多文化的意識の根源が示されている。ただしテイラーは、社会によって異

なる「諸見解」の間に共通の基盤があるとしている。この「諸見解」は、理論的でなくと

も、「一般に、ある種の特徴を持っており、それは、目的論的な種類の諸理論に類似してい

る」のである133。 

では、テイラーの目的論的説明にとって、「日常的説明」、すなわち「社会で通常ひろく

持たれている見解」は、彼の理論の中で、どのような位置をもっているのだろうか。たと

えば誰かが「日常的説明」に対する疑問や批判を提起したとき、どのような判断を下すの

か。この点について以下のように述べる。 

 

「常識的諸見解」（commonsense views）は、「立ち止まるべきポイント」（stopping 

points）を、しばしば、含んでいることがある。このポイントを超えた疑問は不適切で

あるか知的ではない、そういうポイントである134。 

 

ここからテイラーが、社会の「常識」に強い意味を与えていたことがわかる。常識や日

常的説明などは、立証も反証もできないものである。しかし、だから乱暴な議論である、

とは筆者は思わない。本論文の序文で引用したロールズも、この常識を「立ち止まるべき

ポイント」としているように思われる。ロールズの無知のベールをかぶった市民による２

原則の約束も、常識を基礎としており、それ以上の立証を必要としていない。テイラーは

社会契約論者ではないが、英米の政治哲学が基礎としている１つの伝統をふまえているの

ではないだろうか。 

「立ち止まるべきポイント」について、テイラーはさらに説明を加えている。これらの

「常識」は、しばしば、「自然的」（natural）と思われる望みや目標を引き起こすので、諸

                                                   
132 EB, p.39.  
133 EB, p.39. 
134 EB, p.39.  
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見解は、目的論的な説明の「生来の傾向」（inherent tendencies）という用語に類似した役

割を果たす。つまり、社会の常識によって、人々が抱く自然な望みや目標がある程度方向

づけられるとされる。だから例えば、誰かが「なぜそれをしているのか」と問われたとき

は、「私の生がそれに立脚している」からと答えるとき、ここが「立ち止まるべきポイント」

である。しかし、これが「立ち止まるべきポイント」であるのはなぜか。ある特殊な諸要

素（たとえば災害であなたが被害にあった後では、生はあなたにとって無であるとか、名

誉無くして生とは何かとか）が示されない限り、「あなたはなぜ生き続けようとするのか」

という問いに対して、われわれは答えることはできないからである。自己保存の目的は、

あたかも人が「自然的に」のぞむものであるかのように、「生来的な望み」であると思われ

ている。だから「さらなる説明は、不可能である」135。以上のような「常識的見解」につ

いてテイラーは述べる。 

 

「常識的諸見解」（common-sense view）の特徴は、最も多くの人が彼らについて何と

信じているか、それはわれわれの「日常生活での説明」（our everyday account）の中

に埋め込まれているのだが、これが「説明の枠組み」（the form of explanation）つい

ての証拠をわれわれに提供する136。  

 

ここにきて、テイラーのこの本のタイトル『行動の説明』の意味が明白になる。「説明」

とは、人々の日常生活の中にあるところの、人々の説明枠組み、つまり常識である。しか

も常識では「主体性」（agency）が真実であり、「常識的な諸見解」こそが「説明の枠組み」

になるのだとされる。したがって彼によれば、「われわれの行動に関する、われわれの常識

による理解（common-sense understanding）と日常言語（everyday language）の全体的

な重さ」は、物理的な出来事を関連づける諸法則で行動を説明しようとする実証主義者の

アプローチとは、違っている137。 

だからテイラーによれば、前述の「説明の枠組み」は、非目的論的な「基本的な法則」（basic 

law）の諸用語とは両立しない138。たとえば「サイバネティックス」の場合は、行為を支配

する法則は、「非目的論的な法則」、すなわち「より基本的なレベル」（a more basic level）

の「何らかの一般理論」（some general law） によって説明されなければならない。しか

しながらテイラーからすれば、この非目的論的な「基本的な法則」（basic laws）は、「動き」

                                                   
135 EB, pp.39-40. 
136 EB, p.40. 
137 EB, p.99. 
138 EB, pp.40, 100-101. 
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（movement）を支配する法則であり、「行為」（action）を支配する法則ではない。つまり、

「目指し」（direction）の概念を使うことはできない。「行為」は、「行為」を支配する法則

でしか説明できない139。 

 

なぜなら、「行為」を支配する法則の基準は次のものである。すなわち「行為」が「行

動」の中に描く規則性は、「主体」（agent）の「意図」（intentions）や「目的」（purposes） 

における規則性に依存する。非目的論の基本的諸法則は、この条件に合わない140。 

 

ここには、非目的論的な一般理論とは異なり、人間の「主体性」が確保されている。つ

まり目的論的説明には、主体の自由な意図が導入されており、これによって行為が変化す

るのである141。 

 

おわりに 

 

本章では、本論文の主張である、第１(a)個人は自律した主体であるという点について論

じてきた。彼は、人間の行動が、「主体的」であり「目的的」であると考えている。しかも

この主体的目的は行動の中に組み込まれているので、まさに「身体化されており、表現さ

れている主体性」（embodied subjectivity）であった。 

この主体性は心身二元論に基づく主体性ではない。だから、この主体性は、何か、世間

離れした孤高の精神を持つような人の自律性を意味しているわけではない。日常の一般の

人々の行動の主体性のことである。これが日常言語に組み込まれており、ここがストッピ

ング・ポイントであるという。人々の日常的な行為の諸目的は、その根源までさぐってい

くと、生きる目的は何かという問題につきあたる。日常の行動の目的は、つきつめていけ

ば、この生の目的と、どこかで関係を持ってくる。したがって人は、日常の行動の意味の

総合的体系をもつことで、自律した主体性をもつと考えられている。 

しかもテイラーにおいて独特なところは、行動論から個人論を引き出すことである。キ

リスト教論やヨーロッパ文化論などを根拠にして個人を引き出すのではなく、生命体も人

間も行動する存在であることを基礎にして、その行動を個体である生命体や個人が統括す

る、ここから個人の自律性を引き出している。人は考える存在だから人であるわけではな

                                                   
139 EB, p.40. 
140 EB, p.41. 
141 EB, p.44. 
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く、人は行動するから人である。ここには、テイラーがヨーロッパ至上主義を克服する出

発点もある。もちろん、このとき、個人は環境と深く関係して行動する。ここから個人の

自律も、宙に浮いたような自律ではなく、社会に深く結合した自律性が予定されている。 

しかし 1964 年の『行動の説明』の時点では、人間の行動が「目的的」であり「主体的」

であるというところまでは主張したものの、その「目的」とは何なのか、という点につい

ては、具体的に述べるに至っていない。この点をさらに発展させるのが、彼の『政治の形

態』（1970 年）であり、ここでラージャー・ライフの議論が本格的に登場する。 

個人と社会の関係も、この『行動の説明』ではきわめて抽象的な段階にとどまっている

が、『政治の形態』になると、諸個人の対話関係で社会が構成されると言われるようになる。

社会の基礎は個人であり、諸個人の関係が社会であることが、さらに明確に主張される。

決して、まずコミュニティがあって、そこから個人が引き出されるわけではない。 

また、『政治の形態』においては、ラージャー・ライフの障害になる「疎外」についても

論じられている。本論文の第１章や第２章では、時論的あるいは抽象的であった疎外論が、

第４章では、宗教的疎外、社会的疎外、政治的疎外として具体的に論じられる。 

したがって、『政治の形態』（第４章）において、本論文の主張の第１「個人論」（第３章）

と第２「疎外論」（第１章、第２章）が合流することになる。そこで次の第４章では、この

２つが結合したテイラーの政治哲学について考察する。 
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第４章 個人と社会 

 

                             

 

目次 

はじめに 

第１節 個人像 

第２節 社会像 

第３節 疎外 

（１）宗教的疎外 

（２）社会的疎外 

（３）政治的疎外 

第４節 対話社会 

（１）ラージャー・ライフへの飢餓感とカルト 

（２）対話社会の３要素 

 集合的表現 

多元主義 

民主主義 

おわりに 

                             

 

はじめに 

 

本章の位置と目的 

 

序論で述べた、テイラーの政治哲学に関する本論文の主張は下記の 2 点であった。 

第 1「個人論」 

(a)個人を自律した主体として理解すること。（第３・４・５章） 

(b)個人がラージャー・ライフを通じて政治共同体と接続すること。（第２・４・

５章） 

第 2「疎外論」 

(a)現代資本主義での疎外克服。（第２・４・５章） 
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(b)スターリニズム下での疎外克服。（第１・2 章） 

 

本論文におけるこの第４章の位置は、第１の(a) (b)、および第２(a)にあたる。本章の目的

は、個人がラージャー・ライフを通じて政治共同体と接続するとしたテイラーの考え、お

よび、そのために現代の疎外を克服する対話社会を提案したことを示すことである。 

 

本章の構成と主張 

 

第１節では個人像を扱う。テイラーでは個人がアイデンティティを形成するためにはラー

ジャー・ライフを通じて崇高なる価値と接続することが必要であり、そのことによっ

て政治とも連絡すると考える。崇高なる価値は、原子化された孤立した個人の価値で

はなく、社会と深く関係するものである。その価値は階層的である。実態としてのコ

ミュニティも排除されていないが下位的である。上位にあるのは、神聖なるものや正

義などの価値的なものである。 

第２節では社会像を扱う。テイラーにおいては、社会の原型は、崇高な価値に「与え」て、

そこから「受け取る」関係（レシピエント・ドナー関係）である。子供の時は家族の

中で、その後は、社会の中でこの関係が形成され、社会を形成する。これが「公的生

活」になり、市民を形成する。 

第３節は、疎外についてである。これを筆者の方で３点に整理する。第１に、宗教的疎外

である。崇高なる価値の１つに宗教的価値があるが、テイラーは、これが教会にお

いて「聖職者」によって独占されていると言う。一般信徒は、その価値の受け取り

手としての資格しかない。しかし、一般信徒は、自ら宗教的価値をつくりだし、与

える主体になるべきであり、そのために教会制度は改革されなければならない。テ

イラーは、このように主張するのだが、一般信徒は「人民」と呼ばれており、これ

は宗教的な人民主権を想起させる。 

第２が社会的疎外であるが、社会的疎外としてテイラーが問題にするのは、現代

社会では、価値としての自然と交流することが困難になっていること、社会的運動

も、地域共同体も、資本主義の影響によって、消費における「私的な」豊かさを要

求する運動になっており、その意味で「私化」してしまって、「みんなでつくりあげ

る公的意味」を失い、崇高な価値との連絡を失ったことである。その結果、人々は

「標準化」され「企業」のような「偽りのコミュニティ」にとらえられているとい

う。これが社会的疎外である。 



161 

 

第３が政治的疎外である。市民が崇高な価値から脱落し、その価値への飢餓感を

もつと同時に、偽りの満足を与えようとする「公的なカルト」が登場する。これに

よって市民は政治的に疎外される。「公的なカルト」の例がまずナショナリズムであ

り、現代のポピュリズムである。市民は英雄を崇拝し、自分が「再神聖化」される

と思う。これは「虚構の参加」であり政治的疎外である。 

第４節ではテイラーの対話社会について論じる。一方での政治的カルトの誘惑と、他方で

の市民のリベラルな孤立の状態では「公的意味」の形成は、きわめて困難である。

しかし、この２つの極の間で、われわれは「対話社会」を目指さなければならない

という。「対話社会」の内容は未開拓であるとはいえ、「意味」をめぐる諸個人のコ

ミュニケーションを重視している。テイラーは「意味」の内容の確定を目的にして

いないが、それについての「対話」が社会を公的に作り変えるという。 

以上の点について、第１節から順に述べる。 

 

第１節 個人像 

 

前の第３章において述べたように、テイラーは、1964 年の『行動の説明』において、人

間を行動する主体として定義し、その主体は目的を持って行動するものであると、熱心に

主張した。その主体の目的は、1970 年の『政治の形態』The Pattern of Politics になると、

「崇高な生活」（larger / heigher life）であると、より具体的に主張される。 

「崇高な生活」は英語ではラージャー・ライフとかハイヤー・ライフ、あるいはミーニ

ングフル・ライフなどと言われる。これらの用語の意味はほぼ同じものである。そこで本

章では、おおむねラージャー・ライフという用語を使うことにする。個人とはラージャー・

ライフ、すなわち「なんらかのより崇高な、十全な、より意味のある生活と接触したいと

いう普遍的な人間の切望（human aspiration to be in contact with some larger, fuller, 

more significant life）」1をもつ者であると定義されている。 

                                                   

1 PP, p.103. この個人像は、たとえばノージックの市場的個人像とは対極的位置にある。ノージックは個

人について、所有権を中心とする人権の持ち主として定義する。この個人は、自己の所有と繁栄をもっぱ

らの関心としており、公的な秩序形成の公共心の持ち主としては定義されない。公的な秩序は、軍隊・国

家・裁判所を持つ最小国家が担保する責任をもつものとされている。ロールズにおいても、無知のベール

をかぶったうえでの利己心の集合の結果としての公共社会であり、市民が自覚的に、公共を形成する面は

希薄であろう。このロールズに対しても、テイラーの個人の定義は独特のものとなっている。 
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人間の歴史のほとんどを通じて、このラージャー・ライフ（larger life）は、大部分が

神聖なるもの（the sacred）によって定義された。そして人々は自らを神聖なるものと

定期的に接触し（ in living contact with it）、ある意味で神聖なるものに参加

（participate）したいと考えた。しかしこの局面は、他の方法によっても定義されう

る。たとえば、十全な生活（the fuller life）と接触したいという切望は、生の流れ（stream 

of life）の一部に――一瞬ではなく一定期間の間――なりたいという共通の人間の望みの

背後にあり、つまり、ある祖先と同一視されたいとか、大勢の子孫によって受け継が

れたいという望みの背後にある。伝統的には、人間は子孫が生き残るために闘ってき

た。このことは、人間が、犠牲を払ってでも、大義（a cause）に献身する点において

明らかであり、コミュニティやネイションと自己を同一視することにおいて明らかで

ある2。  

 

このようにラージャー・ライフは、人間の歴史の大部分において「神聖なるもの」によ

って定義されてきた。ところが、その定義は「神聖なるもの」以外のものによっても可能

である。たとえば、祖先や子孫をつなぐ「生の流れ」や、「大義」、「コミュニティやネイシ

ョン」でも可能である。 

ラージャー・ライフの定義は、一部では、多様なアソシエーションでも可能であるとさ

れるが、しかし、このときの意識は、単なる「帰属意識」では不十分である。換言すれば、

信仰の団体や祖先を同じくする団体のメンバーシップを持つだけでは不十分であり、自ら、

すすんで参加する必要があるという。崇高さへの切望は、「人が、自らを、尊敬と忠誠を命

令しうる何らかの本当に重要なラージャー・ライフ」（some really significant larger life, 

something that can command their respect）の一部として感じない限り、満たされないも

のである。なぜなら「より崇高なものに参加したい」（participation in something bigger）

という切望は「より根本的」だからである3。 

 

〔より崇高な生活に〕応答する（answering）中で、われわれはアイデンティティを獲

得し、個人（individuals）になるのである。私がここで主張しているのは、我々は、

崇高な生活との我々の関係（our relations to larger significant life）を発見したり決

定したりすることによって、アイデンティティを獲得し、我々が誰であるのかを知る

                                                   
2 PP, p.103. 

3 PP, p.103. 
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のである。それらは、家族、社会（society）、神（あるいは人類 mankind、究極的価

値 ultimate value をもつものについての他の概念）であるかもしれない。実際、「アイ

デンティティ」について語ることは、強く、個人に焦点を置くことである。というの

は、我々が誰であるのかについての我々の概念は、何らかの重要なリアリティ

（significant reality）への参照なしでは、表現されえない4。  

 

われわれは、ラージャー・ライフに加わることによってはじめて「アイデンティティ」

を獲得することができ、そこではじめて「個人」となる。ここでテイラーは、再びラージ

ャー・ライフの例を示し、家族、社会、神、人類、究極的価値をもつ概念、をあげている。

ここで重要なのは、神とともに、家族や社会や究極的価値が、並列してあげられている点

である。ラージャー・ライフの価値は、ある人にとっては神であるかもしれないし、他の

人にとっては社会や究極的価値、すなわち正義などであるかもしれない5。 

さらにここで重要なことは、彼が、家族、社会、神、などの概念を、個人を超越するも

のとして想定しているわけではないという点である。「アイデンティティ」について語るこ

とは「個人に焦点を置く」ことであるという。彼の議論の出発点はあくまでも「個人」で

あり、個人のアイデンティティの一要素として、家族や社会が挙げられている。これらの

要素は、「私は誰なのか？」という問いに答えるための参照点となる。たとえば、テイラー

によれば、「私はカナダ人であり、キリスト教徒であり、ある究極的価値（ultimate value）

を信仰するものであり、ある人にとっては特定の芸術的創造（artistic creation）がより大

きな意味をもつだろう」6。このような価値は個人のアイデンティティを構成する部分であ

る。 

「自己のアイデンティティの発見」は、人の「成熟」（maturity）の重要な一部分であり、

自己がどのような種類の人間であるのかを決定することである。これは、人の「意欲」（drive）

の表現形態を、自己にとって真に「本物」（authentic）にすることを含む7。テイラーにお

                                                   

4 PP, pp.103-104. 

5 こうした叙述から、カソリックの信徒として知られるテイラーは、高田宏史が述べるように、彼の政治

哲学を、「カソリックのみに向け」て書いているわけではないということが分かる（高田宏史、前掲書、７

頁）。テイラーは、あくまでも社会科学者として現代の人々の価値観を分析していると言えよう。 
6 PP, p.104. 
7 MD, p.160. この本は、1967 年に開催された「スラント・シンポジウム」の議事録を、テリー・イーグ

ルトンとブライアン・ウィッカーが編集し、まとめたものである。このシンポジウムには、テイラーをは

じめ、スチュアート・ホール、レイモンド・ウィリアムズ Raymond Williams を含む、かつての『ユニヴ

ァーシティーズ・アンド・レフト・レビュー』の中心的寄稿者たちが出席した。彼らは「文化的な革命」

に中心的関心を持ち、共通文化、キリスト教社会主義、そして、文化と政治の統一という理念を発展させ

ようとして、スラント・シンポジウム（雑誌『スラント』はカトリック左派によって発刊された）に集ま

った。なお、このシンポジウムの議事録を編集したイーグルトンは、ウィリアムズの弟子であり、後にマ
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いては、個人の内的な意欲そのものがアイデンティティであるわけではなく、他者との関

係の成立のなかで意欲の表現形態を獲得してはじめて「本物」の表現形態としてのアイデ

ンティティが形成されていく。 

テイラーによれば、社会から切断され原子化された個人は、アイデンティティを所有す

ることはできない。人間が「外部の何か」（anything outside）との関係なしに自己を定義

することはできない。人間は、自己と「外部のリアリティ」（outside reality）の関係にお

いて自己が誰であるのかを決定する8。 

「外部のリアリティ」の例として、テイラーはコミュニティをあげる。テイラーにとっ

て、人間のコミュニティは、「新たな意味（new meanings）と新たな諸形態（new forms）

が作られてきた場所」である。このコミュニティは、人間が「成熟すること」（maturity）

にとって重要である。人が成長するということは、「コミュニティと自己との関係を発見」

することである9。 

テイラーによれば、コミュニティは、我々が誰であるかを決定する基本的「手段」（our 

basic means）である。ここで重要なのは、テイラーが、コミュニティを目的として考える

のではなく、個人が自己のアイデンティティを形成するための「手段」として捉えている

点である10。だから個人がコミュニティに回収されることはない。では、テイラーにとって、

コミュニティの概念はどのようなものか。 

 

コミュニティの概念……は明らかに、単純なリアリティではない。コミュニティの概

念は、多くのレベルで存在しており、家族だけでなく、より大きなコミュニティ（the 

larger community）が存在し、今度はより大きなコミュニティが多くのレベルで存在

し、政治社会（the political society）はその中の１つでしかない11。 

 

このように、テイラーにとってのコミュニティとは、多くのレベルで存在しており、家

族だけでなく「より大きなコミュニティ」にも及ぶ。「政治社会」もまた、その中の１つで

ある。したがって、政治参加とは、コミュニティへの参加であり、政治的な価値と関係を

                                                                                                                                                     
ルクス主義の立場からウィリアムズを批判した卓越した批評家であるが、彼はこうした理念の一般的見通

しを「社会主義文化革命」と表現した。（Lin Chun, op.cit., pp.92-93；渡辺雅男訳、171 頁）。 
8 MD, p.160. 
9 MD, p.159. 

10 MD, p.160. 

11 MD, p.161. 
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結ぶことである12。 

テイラーは、コミュニティを「より広いリアリティ」（wider reality）とも表現している

が、それは「究極的リアリティ」（ultimate reality）であるとも言われる。たとえば、「ヒ

ューマニスト」にとっては、コミュニティとは、人類が平和で調和的な生活をする人道的

で「理想的」な社会である13。もちろんこれは理想であるから、１つの価値観を意味する。 

また、信仰者の場合は、「神とのコミュニティ」であり、これは信仰を意味する。このよ

うにテイラーがコミュニティとか究極的リアリティと言うときには、社会規範や、宗教的

価値観や、理想などを指している。このようなことが、人のアイデンティティの形成に深

い関係をもつ14。 

したがって、人間の成熟とは「自己を何らかのより広いリアリティの本物の一部 

（authentically part）として考える」ことであり、「我々が自己の内部の問題を越えて我々

自身をこのより大きな意味をもつ生活様式（larger current of life）へと結びつけること」

である15。 

だから、人のアイデンティティ形成にとって重要なコミュニティは、経験的に与えられ

たグループの境界を越えることもある。なぜなら、経験的で実態的なコミュニティ（社会

的コミュニティ）の能力には大きな「限界」があるからである。たとえば現実のローカル

なコミュニティやナショナルなコミュニティは、これらが個人のアイデンティティ形成に

与える影響は大きいことがあるとはいえ、究極的リアリティのような、価値観の力に優越

することはできない。たとえばヒューマニズムや信仰のもつ力こそが、最も強いものであ

るといわれる16。 

このようにテイラーによれば、人は、ラージャー・ライフとの関係において、自己のア

イデンティティを形成していく。これは、トクヴィルが描いた、「大きな政治共同体への関

わりを保つことのできる人間」像を想起させる。また、個人主義が、ある限度を超えて孤

立を強めると、政治共同体との関係を失うのではないかというトクヴィルの懸念17をテイラ

ーが受け止めていたというベラーの評価を想起させる。なお以上のことを図示すると図

（２）のようになる。 

                                                   
12 MD, p.161. 
13 MD, p.161. 

14 MD, p.162. 

15 MD, p.161. 

16 MD, p.161. 

17 Robert N. Bellah,et. al., Habits of the Heart, p.xlviii；島薗他訳、ix 頁。 
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第２節 社会像 

 

前の第１節で、個人がラージャー・ライフの価値を使いながら自己のアイデンティティ

を作り上げていくこと、さらにその過程で政治共同体のメンバーにもなっていくことにつ

いて述べた。この第２節では、テイラーが、個人のラージャー・ライフと社会の関係をど

のように考えていたのか、この点について、さらに見ていくことにする。 

テイラーは、ラージャー・ライフを形成する価値と、われわれの間には、以下のような

２つの関係があると考える。 

 

我々のアイデンティティは、これらのラージャーなリアリティ（larger realities）との

重要な出会いによって形成されるのであり、それゆえ崇高なものへの我々の関係は２

つある。一方では我々は非常に重要なものを受け取る（receiving）；他方では、我々が

あるアイデンティティにおいて成長するにつれて、我々は与える（give）ことができる

ようになる18。 

 

個人は、アイデンティティ形成過程において、「ラージャーなリアリティ」から重要なも

のを「受け取る」だけでなく、そのリアリティの形成に自ら関わり「与え」なければなら

ない。テイラーは家族を例にして述べる。典型的には「我々は家族の中で育つ」。われわれ

は、自分が誰であるのかを、最初に「家族単位との関係において」、特に「両親との関係に

おいて」発見する19。 

コミュニティの最も小さい単位としての核家族においては、成長している子供は、本能

に基づく精神的「意欲」の対象を手に入れ所有したいという純粋な願望をもつ。しかし親

との接触の中で、その「意欲」の表現形態を彫琢されながら獲得する。その表現形態の中 

から本人のアイデンティティが成長するのである20。そのアイデンティティ形成の過程にお

いて「相互に与え合う」（reciprocating）ことができるようになり、人は親になることがで

きるという21。 

さらに人は、家族を含む他者から、自分自身の良い面を承認してもらい、受け入れられ

ないものを禁止される。しかし本人はそれに対して、さらに肯定的あるいは否定的な行為

                                                   

18 PP, p.104. 

19 PP, p.104. 

20 MD, p.159. 
21 PP, p.104. 
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を行う。その繰り返しの中からアイデンティティを形成する。人は、他者から非常に多く

のことを「受け取り」、時が経つにつれて他者に「影響を与える」（return）ようになる22。 

 

この基本的関係〔受け取り、与える関係〕は、家族の外側で、より大きなコミュニテ

ィの中で、考えられている。成熟さは、このコミュニティと調和するのであり、その

結果、人は支配的意味を単に受動的に無意識的に反射するだけではないのであり、……

未来を形成するのを助けることを通じて、人が受け取るものについて、そして今度は

与えようとするものについて、自覚している独立した存在（an independent being）

となる23。 

 

人は、与えて与えられる関係を、家族の内部だけでなく、その外側におけるより大きな

コミュニティの中で築いていく際に、人は一方では、より大きなコミュニティや崇高なリ

アリティから、価値のあるものについての感覚を「受け取る」（receives）24。しかし、人は

社会に一般的に共有されている通念を単に「無意識的」に受容し「反射」するわけではな

い。 

この議論は、前述の第３章の『行動の説明』における、刺激‐反応理論の否定を想起さ

せる。テイラーは、生命体が環境からの「刺激」を無意識的に受容し、それに対して機械

的に「反応」するという心理学の考え方を否定した。これを基礎にすると、個人は、社会

の通念を受動的に受け入れ「反射」するわけではない。 

人は、コミュニティや「究極的リアリティ」に対して「受動的」な存在ではない。人と

「より広いリアリティ」の関係は、個人の「独立した存在」としての営みである25。こうし

た「独立した存在」としての個人のアイデンティティ形成の営みは、子供だけでなく大人

にも認められる。人は成熟するにつれて、自らのアイデンティティを形成する際に、家族

よりも大きな政治社会や公共的なるものと関係を結んでいく。 

 

〔通常〕それほど容易に認識されていないことだが、重要なリアリティとのレシピエ

ント・ドナー関係（being related as both recipient and donor to significant reality）

は生涯続く。この意味において我々のアイデンティティは決して完了することがなく、

                                                   
22 MD, p.159. 

23 MD, p.159. 

24 PP, p.104. 

25 MD,p.159. 
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常に形成され続ける。なにか重要なもの（something significant）に貢献したいという

欲望は、多くの人の中で、彼らが年を取るにつれて大きくなる。実際、この欲望は、

名声や公的賞賛や権力への衝動（drive）と同じくらい強く、人々を公的生活（public life）

へと駆り立てる。実際には、この〔公的生活への〕欲望を、権力への欲望と区別する

ことは難しい。この〔公的生活との〕関係においては、与えることは、受け取ること

と同じくらい重要である。これは、崇高なものと接触すること（being contact with 

something larger）の本質であり、より重要なことに――人は受け取るだけでなく与え

なければならない――受け取るものが重要になるほど、与えることがより重要にならな

ければならない26。 

 

個人と、重要なリアリティとの関係は生涯続くと述べられており、アイデンティティの

形成作業は完了することはない。ここでは、重要なリアリティとの「レシピエント・ドナ

ー関係」という表現が用いられている。テイラーは、重要なリアリティから「受け取る」

関係を、レシピエント関係と呼び、重要なリアリティに「与える」関係を、「ドナー」関係

と言い換えている。 

重要なリアリティに対して、「与え」たいという欲望、つまり価値や秩序の形成に貢献し

たいという気持ちは、年を取るにつれて大きくなるという。この欲望が人を「公的生活」

へと関与させる。ここでは、ラージャー・ライフの１つとして、公的生活が挙げられてお

り、崇高な価値への接触の切望が、政治的な公共的生活への関与を生み出すとされている。

公的生活との関係においては「与えることは、受け取ることと同じくらい重要である」。つ

まり、公的生活に主体的に参加し、秩序形成に貢献しなければならない。これが、「崇高な

ものと接触すること」の本質であり、人は「受け取るものが重要になるほど、与えること

がより重要にならなければならない」27。しかし、ドナーとしての役割は、具体的にはどの

ようにして果たすことができるのか。 

 

人は、より崇高で十全で重要である（larger or fuller or more significant）と考える何

らかの生活形態とのレシピエント・ドナー関係（a relationship of recipient and donor 

with some form of life）を切望する。私が「生活形態」（form of life）と言う理由は、

                                                   
26 PP, p.104. 

27 PP, p.104. テイラーによれば、歴史的にはそのような関係のもっとも重要なものは「宗教」であり、崇

拝や犠牲を通じた人間の「応答」が常に重要であった。多くの古代あるいは原始的宗教において、人間は

神に「仕える」ものと考えられてきた。(PP, p.105.) 
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こうした関係の他の用語〔の後に生活形態という言葉〕が続かなければならないから

である。それらは、私が崇拝によって貢献することのできる〔生活形態〕、なんらかの

理想にしたがって生きることによって貢献できる〔生活形態〕、なんらかの集合的な作

業（collective work）に参加することによって貢献できる〔生活形態〕、美しいものや

意味のあるものを創造することによって貢献できる〔生活形態〕である28。  

 

人は、たとえば、理想に従って生きることによって、崇高な生活形態に貢献することが

できる。さらに、崇高な「集合的作業」、その１つが政治的共同体の作業であるが、それに

参加することによってラージャー・ライフを遂行することができるのである。これらの点

については、のちに詳しく述べる。 

 

第３節 疎外 

 

市民は、崇高な価値に到達するための生活を望んでいる。テイラーがこのように考えて

いることはすでに述べたが、現代社会の実際の生活では、その崇高さへの通路は、多くの

障害によって遮断されている。筆者のテイラー理解によれば、第１に、宗教については教

会の制度によって、第２に、経済的な社会については資本主義の制度によって、第３に、

政治については偽りの崇高さによる市民操作によって、市民のラージャー・ライフへの通

路は遮断されていると考えられている。以下では、この順に述べる。 

 

（１）宗教的疎外 

 

テイラーは、宗教的な価値については、一般信徒が、教会の聖職者を通じてではなく、

自らの信仰や価値観を通じて、自分なりに、自由に、到達するべきであると考えていた。

彼は、1960 年に雑誌 Downside Review に掲載した論文「聖職者主義」（Clericalism）29に

おいて、教会の中で聖職者が権威を独占することを「聖職者主義」と呼び、これを批判す

る。聖職者の権威を中心とした教会のハイラーキーではなく、一般信徒の平等な信仰集団

が必要だとした。 

「聖職者主義」は、教会の生活の全体、とりわけ教会と世界の関係についての全ての局

                                                   

28 PP, p.105. 

29 Charles Taylor, “Clericalism”, Downside Review, 78-252, 1960. 〈以下 CL と略記する。〉 
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面に、直接的あるいは間接的に、影響を与えていた。 

 

イギリスのような国において、聖職者主義を経験する、最初で最も際立つ場所は、教

会の礼拝においてである。多くの教会において、信者は、礼拝への積極的あるいは意

識的な参加から、体系的に排除されている。一般信徒（laity）を、受動的な傍観者へ

と還元することにおいて、我々は、聖職者主義の典型的な表出と呼ばれるかもしれな

い考え方を持つ。……こうして、一般信徒は、人民（people）ではなく、大衆（mass）

として、つまり無定形の受動的で匿名の人たちとして、みなされるようになる。聖職

者主義の主な帰結は、人民
・ ・

と
・

して
・ ・

の
・

（as a people）一般信徒の消滅である30。 

 

「聖職者主義」によって「一般信徒」が「礼拝への積極的あるいは意識的な参加」から

「体系的に排除されている」結果、一般信徒は、受動的な「大衆」や「傍観者」とみなさ

れ、主権者であるべき「人民としての一般信徒」が消滅している。 

 

これ〔主権者としての一般信徒の消滅〕は、日曜日の礼拝において、著しく明白であ

る。一般信徒は、共通に達成すべき役割を持たず、システムに管理された人々であり、

それぞれが自己の私的な問題、罪あるいは神のお召に関して、「教会」つまり聖職者と

関わるのであり、一般信徒は分裂する（fragment）傾向がある。日曜日の礼拝は、し

ばしば、逆説的ではあるが、人々が、私的な信仰のために集まる場所になる31。 

 

礼拝において、一般信徒は階層構造としての「教会」のシステムに管理される中で、そ

れぞれが自己の私的な問題や罪に関して、「『教会』つまり聖職者と関わる」ことになる32。

テイラーは、聖職者による支配を批判し、一般信徒が自ら責任をもって信仰や信じるべき

価値観について考え、信仰における主体的な個人となり、相互に関係を結ぶことを期待し

ていた。 

 

一般信徒が人民になるのではなく、教会の個々の顧客（clients）の集まりになるとき、

…一般信徒は、彼らの役割を達成することが完全にできなくなる。〔しかし〕一般信徒

                                                   
30 CL, p.167.傍点は原文イタリック。 

31 CL, p.168. 

32 CL, p.168. 
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には特別な役割があり、それは教会と世界の間のリンクを提供することである。ある

いはより正確にはそのリンクになることである33。 

 

このようにテイラーは、「一般信徒」が、「顧客」として教会のサービスを受動的に受け

る集まりになることを問題にした。聖職者は、職業としての聖職者であるから、彼らの生

活の大部分を信仰が占めているのだが、彼らは、教会において圧倒的な権威をもち、一般

信徒との対等な精神的交流を失っている。だから一般信徒が普段、生活している世俗的な

一般社会からしだいに遊離し、世俗における人間の進歩や発展が重要ではないと考えるよ

うになる。こうして「教会と世俗的な一般社会との間のリンク」が失われるという。 

教会と一般社会の間の結合が、聖職者ではなく、一般信徒にこそあるという。信仰と世

俗生活の両面を持っている一般信徒においてはじめて、教会における信仰と一般社会にお

ける価値観が結合するのである。 

これまでのテイラーの議論に対する、筆者の理解を示す。一般的な宗教論において、キ

リスト教徒の精神は、神への信仰という１つの中心からのみ定義される。この１つの点を a

点とし、これを中心とする円を円 A とする。しかし、テイラーの議論を基礎とすると、キ

リスト教徒の価値観の定義に、最初から２つの図を想定していたように思われる。１つは

聖職者の円 A である。しかしもう１つの場合がある。つまり一般信徒における、信仰と、

世俗的な価値観の、両方を含む場合である。世俗的な価値観とは、世俗社会での正義観や

人道意識や権利意識などである。この世俗的な価値観の中心を b 点（焦点 b）とする。一般

信徒も、a 点（焦点 a）を中心とする信仰の面もある。しかし世俗的な価値観としての b 点

を中心として生きる面もある。そこで一般信徒は、a 点と b 点の２つの焦点をもつ楕円 C

を持つと理解できる。一般信徒の個人個人において、a 点と b 点との距離は違うだろう。信

仰のあつい者の場合は両方の点は接近しており、信仰のうすい者の場合は離れているだろ

う。信仰を無くした者の場合は、a 点は消滅して b 点を中心とする円 B になる。b 点には社

会的正義や社会的責任があるが、これを忘却した市民の場合には、円 B すらなくなってし

まう。 

結局、テイラーによれば、聖職者は、b 点を理解できないので、一般信徒から遊離してし

まい、社会からも遊離する。しかし真の信仰は「教会と世界の間のリンク」を基礎とする

べきだと言われており、楕円 C こそ信仰の姿だとされている。 

楕円 C を理解できない聖職者が教会を支配し、一般信徒を導こうとすることは、一般信

                                                   

33 CL, p.168. 
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徒の本来の信仰を疎外することであり、テイラーが受容できることではなかった。一般信

徒は「人民」という象徴的な用語で呼ばれており、ここには人民主権が示唆されており、

彼の民主主義の原点を見ることもできる。 

さらに楕円 C は、テイラーの「崇高な生活」の原型でもあるように思われる。前に述べ

たが、焦点として a 点と b 点がある楕円の価値観の場合、この a 点が教会と結合している

場合であれ、結合していない場合であれ、つまり１人で信仰する場合であれ、この楕円は、

神とかかわりあう崇高な価値観であろう。しかし、a 点と b 点が離れていくにしたがって、

神との関係は希薄になる。仮に最終的に a 点が消滅して b 点だけになり、価値観が円 B に

なった場合でも、これは世俗的な価値観を持つ崇高な価値観として受容される。 

しかしこれは、キリスト教信仰ではないため、その価値観を宗教的に定義することはで

きない。だからテイラーは、このような価値観を、崇高な価値観（larger / higher life）と

呼び、高く評価する。これは、序論でも述べたようにトクヴィルの言葉であると同時に、

政治共同体も含む。人は崇高な価値観をいだくことによって、政治共同体の一員とならな

ければならないのである。 

 

（２）社会的疎外 

 

テイラーによれば、人は崇高な生活を切望するが、現代社会においては「この種の重要

なリアリティと接触することができない」ため、人々は「不満を抱」くことになる。 

 

政治理論（political theory）の本において人間についてのこの考え方がもつ重要性は、

〔崇高な生活に〕帰属したいという切望をもつ人間が、現代社会ではますます不満を

感じているということである。このことは悲惨な政治的帰結を生む34。 

 

人々の不満が増大している理由は、「近代の資本主義／科学技術の社会」（modern 

capitalist／technological society）が、第１に「自然」（nature）のレベル、第２にコミュ

ニティのレベル、第３に個人のレベルで、崇高な生活や神聖なるものとの連絡を切断して

きたからだという35。そこで、この順に述べる。 

第１に、かつて人は「自然」（nature）を通じて神聖なるものと接触してきた。つまり、

社会や宇宙が神のデザインによって創られており、人々は社会や宇宙を通じて神聖なるも

                                                   
34 PP, p.105. 
35 MD, p.164. 
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のと接触することができると考えられた。ところが、テイラーによれば、近代の科学技術

社会においては、「自然」は変化されるべきものとして想定されるようになる。自然を神の

被造物として捉えるよりもむしろ、人間が手を加えるべき対象としてみる考え方が広まる。

かつて宇宙が担っていた聖なるものとの接触・媒介の役割も失われ、宇宙もまた「脱神聖

化」されたと言う36。 

第２に、近代においては、伝統的な教会が神聖なるものとの媒介のエージェントとして

の機能を果たさなくなる。そのかわりに、その役割は、新しい教会・教派、運動、その他

の諸集団などによって担われる。このことは、キリスト教信仰の歴史においては顕著であ

った。 

しかし、資本主義的な科学技術社会の発展は、新しい教会・教派、運動、その他の諸集

団なども脱神聖化した。すなわち人間のコミュニティは、いずれも「生産的な目的」に役

立つように加工された。結果として、コミュニティは、古典的なリベラルな見解における

個人的幸福の促進のためにデザインされた「道具」（instrument）に変化し、生産目的に役

立つ手段となった。こうして伝統的社会は引き裂かれ、社会は「脱神聖化」される37。この

ようにして人間は、「神聖なるもの」との接触を失ってきた38。 

 

このことは、「公的意味」（public meaning）（つまり、集団としての人々にとって重要

であり、集合的な理解にもとづく意味 meanings which are significant to people as a 

group, and which are celebrated collectively）の衰退に帰結した。カレンダーには、

この 20 世紀の間に、ある場合にはこの数十年の間に、大部分は意味を失った祭りが散

りばめられている…。帰結は、「私化」（privatization）と呼ばれる過程であり、それに

よって、諸個人が自己の人生（lives）にとっての意味を見つけようとするときに、彼

らはますます自己の諸資源（their own resources）に頼らざるを得ない39。 

 

このように資本主義や科学技術が「公的意味」を破壊した。結局、産業社会における人

間が「集合的な理解をほとんど見つけていない（found collectively little to celebrate）」時

代となった40。仮に、科学技術社会に公的意味が存在しているとすれば、それは「私的企業

                                                   
36 MD,pp.163-164；PP, p.106. 

37 MD, pp.163-164；PP, p.106. 

38 PP, p.106. 
39 PP, p.106. 
40 PP, p.106. 
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や増大する国民総生産を信じる人々の諸価値」のみを反映しているにすぎない41。 

西洋の資本主義社会では、集合的な意味はほとんどない。なぜならもっとも重要な目的

は、「私的」（private）なものであり、「私的」な企業（private enterprise）を背景として

いるからである。社会の基本的な理想は、「私的目的が最重要である」（the primacy of the 

private purpose）ことである42。 

こうして「公的意味」の衰退が、人々の生活を「私化」することによって「みんなでつ

くりあげる公的な意味」（the collectively celebrated public meanings）の外側に、つまり

私化された世界に、生活の意味をみいだす傾向をもたらした。現代人は、「購買力を持つこ

とを目的にさせられ」、そのことによって「私的な領域」を確立し、「生活水準が高いこと」

が重要なことだと思うようになった43。 

科学技術の文明は、「私的な意味」（private meanings）によって「存在の基本的諸問題」

を解決しようとしてきた。しかし、存在の基本的諸問題とは、自己のアイデンティティの

発見や、基本的諸価値の支持などに関わる問題である。こうした問題を、ラージャー・ラ

イフとの関係ではなく、「私的な意味」の内部で解決しようとする試みは、「生活水準など

の物質的諸問題への私的な解決策」となってしまう44。 

私的な意味を重視する傾向は、テイラーが当時の「アメリカ合衆国で目にしていること」

であった。彼は、「私的目的」は、「心から十分に理解することを求めるには非常に浅はか

な考え」（too thin an idea to call for full-hearted celebration）であるとみなした。しかし、

この考え方こそが「アメリカの偉大さを賞賛」すると思われている45。 

人間の歴史においてはじめて、われわれは「共通の意味（common meanings）の欠如」

の時代に住んでいる46。われわれの世界は「共通の意味」を何も反映していない。資本主義

社会では、一方では「非常に多くのすばらしい達成を生み出した」が、他方では「集合的

理解（collective celebrations）をほとんど生み出さない」ことになった。われわれは、こ

の「パラドックス」に直面しているのである47。 

 

しかし、資本主義社会において公的部門が欠乏する場合だけに、公的意味が欠乏する

わけではない。ソ連では、ある非常に明白な公的意味が強固に確立されているが、そ

                                                   
41 PP, p.108. 
42 PP, p.106. 
43 PP, p.57. 
44 MD,p.166 
45 PP, p.106. 
46 PP, pp.106-107. 
47 PP, p.107. 
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れらの公的意味が内部から、しばしば死んでいるということはますます明白になって

いる48。 

 

このようにテイラーは、既に 1970 年の時点で、資本主義社会のみならず、共産主義圏の

ソ連においても、「公的意味」が内側から崩壊してきていると指摘している。ソ連において

は、本来、「真の意味をもった革命的祝福（the revolutionary celebrations）」は「ナショナ

リズムと結びつい」ており、革命の記念日である 11 月 7 日は特別の意味を持っていた。し

かし、そのように一般的に課せられた一連の「共通の意味」は、現代社会がもともと持っ

ている「多元主義」（pluralism）ゆえに、死に絶えるであろうとテイラーは考えていた。初

期の文明の「公的宗教」にみられるような、普遍的な「共通の意味」は、「過去の事物」で

ある。なぜなら、人々の教育水準の上昇とともに、人々の生活の仕方は継続的に変化して

おり、その結果、多様な考え方と多元主義が育成されてきたからである49。 

したがってテイラーは、「公的意味」の衰退が、共産主義社会を含めた「産業社会それ自

体の興隆から生じる」と考えた。 

 

公的意味の衰退と、その帰結としての私化は、多くの人々が重要で崇高な生活（some 

significant larger life）との接触への切望を達成することを困難にしている。深く感じ

られた公的意味を中心としたコミュニティの衰退とともに、人々は、ますます自己の

資源（own resources）の上に放り出される50。 

 

第３に、公的意味が衰退した結果、人々は自らを崇高な生活の一部として感じることが

困難になり、アイデンティティ形成において「自己の資源」に頼らざるをえなくなる。し

かし、現代の科学技術社会においては、個人さえも、聖なるものとの媒介機能をはたさな

くなっているという。 

科学技術社会において「私的な意味と私的な豊かさ」を探すためには「消費」によって、

個人を表現するしかなくなっている。私的な意味の探究は、その意味を再び「公的な意味」

に接続することができなくなった。「私的な意味」を表現する言語は「商品の選択と配置」

に関するものでしかない。これは、社会的正義などの究極的リアリティについての個人感

覚すらも掘り崩してしまう51。 

                                                   
48 PP, p.107. 
49 PP, p.107. 
50 PP, pp.107-108. 
51 MD, p.167. 
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テイラーによれば、今日のアメリカ社会においては、私化の帰結として、豊かな中産階

級がアイデンティティの危機に陥っている。私化された家族の中で育っている若い人々は、

彼らのアイデンティティを発見するために必要とする「参照点」（the reference points）か

ら切り離されている。多くの若者は、「不確かさ」（uncertainty）の中で浮遊している52。  

 

〔その結果〕解決されないアイデンティティ問題の最も広範で憂鬱な帰結の一形態は

従属（conformity）である。これは、・・・自己についての恐れと不安の産物であり、・・・

私化された従属は、現代の企業の中におけるコミュニティのような、偽のコミュニテ

ィ（the bogus community）の形成を伴うのであり、従属の根底にある恐怖が、完全に

本物ではない集団への忠誠に力を与える53。 

 

テイラーは、アイデンティティの欠如は、自己への恐れと不安を生み出し、現代の企業

のような「偽りのコミュニティ」への依存と従属につながるという54。さらに、私化された

世界は、それ自身の「虚偽の理想」を生み出す。虚偽の理想とは、消費社会における「満

たされた人」（fulfilled person）、つまり、彼や彼女自身を満たす何らかの「偽りの表現」を

発見した人である。崇高なリアリティから切り離された人々は「私化された満足」を求め、

「私化された満足」を発見しなければ彼らの生活が無駄であると感じるようになる。人々

は、「私化された満足」を見つけられないことに対して「不安と失敗」を感じる。あるいは、

彼らは、十分には満足を生み出すことのできない何かを求める。たとえば、彼らは、「結婚」

に多くを求めすぎるのであり、そして彼らは満足を得られなくて「騙された」あるいは「苦々

しい」と感じる。彼らは、意味の継ぎ目で裂けつつある世界の中で、「無意味さ」

（meaninglessness）を感じている55 

結局、人々が感じている私化された「満足」は「偽り」にすぎないから、人々は不安や

「無意味さ」から逃れることはできない。その結果、前に述べたように、偽りのコミュニ

                                                   
52 MD, p.169. 
53 MD, p.170. 

54 テイラーは、私化が、家庭に閉じ込められた女性に対しても悪い影響を与えると考える。女性が閉じ込

められている理由は、家庭がより広い価値観や意味については何も与えないからであり、それゆえ子供を

育てることは、公的意味をもたない孤独な仕事である。子育てに、純粋に私的意味以上のものを与えるこ

との重要さは、夫婦間の関係に重荷を与え、他方で夫は、生産への圧力によってしばしば引っ張られ、生

産への圧力は彼を家庭から切り離す。 (MD, p.170.) 

55 MD, p.171. 
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ティに従属せざるをえなくなる。しかしだからといって、コミュニティの外では、「崇高な

（ラージャーな）リアリティに参加する」（participate in some larger reality）のは非常に

困難である。 

自分自身の考えに基づいて行動することができ、自分自身だけでアイデンティティと目

的を維持することのできる人はほとんどいない。「献身的な革命家」が１人で、あるいは「小

さな集団」で運動をする場合もある。しかしほとんどの人はそういう種類の人ではない。

だから、本当は、人々は、機能している「コミュニティ」を必要としている。そのコミュ

ニティは「人々に役割を与えることができるコミュニティ」である。その役割によって人々

は「自己の生活条件をすべて破壊することなく、意味のある参加をすることができ」なけ

ればならない56。 

テイラーによれば、現代社会では「アソシエーション」が、私化された諸個人の生活に

おけるギャップを埋める役割を果たすことがある。崇高なものへの切望は、人々が政党や

「市民的アソシエーション」（civic association）に参加する際の動機となっている。しかし

これは少数者であり、非常に多くの人々は、このような諸集団の外部にいる。 

したがって、崇高なアイデンティティを形成するアイディアの周りに組織された集団は、

少数者としての「緊張」と、社会からの「疎外」感を味わう。彼らは、国際的連帯のよう

な「道徳的価値」に献身する人々である場合もあり、アメリカの黒人のようにアイデンテ

ィティを探している「人種グループ」である場合もある。われわれの文明の競争性や非人

格性に対する「反抗者」たちである場合もある57。 

しかし、このようなアイディアのまわりに組織されている集団は、「ストレス」（strain）

を感じている。彼らは、彼ら自身に本当に真実であるためには、現代の生活の仕方から抜

け出すべきであると感じている。その生活の仕方とは、すべての人を標準化してしまうも

のであり、彼らにとっての生活の理想像を反映していないものである。しかし同時に、現

代社会とは「そこから抜け出すのが簡単ではない」。ヒッピーのように、現代社会の生活様

式から抜け出した人もおり、彼らは大きなコストを払って自分のリズムで生活している。

しかし妥協する人もいる。黒人のムスリムのように、彼らは彼らが望む「反社会」

（counter-society）を形成するかもしれないが、メンバーが、白人に支配された経済で雇用

されている状態は維持したままである。他の人々は、ただ屈服し、社会からの「疎外」を

感じている58。 

                                                   
56 PP, p.108. 
57 PP, p.108. 
58 PP, p.109. 



179 

 

このように「アイデンティティの問題を解決していない非常に多くの人々がいる」と彼

は考える。彼らにとっては、生活の共通の仕方、すなわち「科学技術社会と帰結としての

私化」された生活への統合が、自己と同一視できるようなコミュニティとの接触を妨げて

きた。それゆえ、彼らはしばしば「不満」を感じ、「重要なリアリティへの参加への切望」

（the longing to participate in some significant reality）を感じている。テイラーは、こ

の「苦境」（predicament）が、現代社会においてより共通になってきているという59。 

 

（３）政治的疎外 

 

市民の崇高な生活への切望が、現代の産業社会において満たされなくなってきた結果、

この切望が、政治に向けられることがある。テイラーは、崇高な生活に参加したいという

切望が「政治過程に焦点を置く」60ようになるとして、以下のように述べている。 

 

〔崇高な生活への希求があるが〕その帰結は政治の再神聖化（resacralization）である。

これは多くの形態をとり、その中で最も重要で現在まで激増する可能性があるものが

ナショナリズムである61。 

 

テイラーは、崇高な生活に参加したいという要求が政治に向くとき、政治の「再神聖化」

をもたらすという。ここで言われている「再神聖化」とは、個人が自主的にラージャー・

ライフを通じて神聖なるものと接続することではない。このようなラージャー・ライフの

獲得が不可能であることが原因となって、人々の中に蓄積される飢餓感をターゲットにし

て、政治的な権威主義者などが人々を服従させることである。このとき、指導者が、神聖

なカルトを使うと、支持者もまた神聖な指導者によって神聖化されたかのような気持ちに

なる。これは幻覚であり、危険なことであり、その最たる例がナショナリズムであるとさ

れている。古代の原始的社会においては、人は、単に「社会のメンバー」になることによ

って、そして「公的なカルト」に参加することによって、重要なリアリティと関係してい

ると感じることができた。 

現代でも、ネイションがそれなりの重要性をもつ限り、われわれは皆、ネイションの一

員となることによって、その「カルトの奉仕者」（priests of its cult）になる可能性がある。

                                                   
59 PP, p.109. 
60 PP, p.110. 
61 PP, p.110. 
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その考え方は非常に単純であり、その潜在能力は非常に大きい。だから「ナショナリズム

というカルト」（the cult of nationalism）は、市民の中に蓄積された、満たされないエネル

ギーを放出するルートを与える62。このようにテイラーは、ナショナリズムを一種の「カル

ト」として表現し、その危険性を指摘する。 

また、政治の再神聖化は、力強く変化しているイデオロギーを通じて生じるのであり、

イデオロギーの中では「コミュニズム」も重要であるとテイラーは指摘する。しかし彼は、

現代政治において「ナショナリズムのもつ刺激的力」に値するものはないと考える。コミ

ュニストの政治でさえ、コミュニズムのイデオロギーに継続的な力を与えるために、最後

にはそのイデオロギーに「強いショーヴィニズム」を注入することになったとされている。 

もっともテイラーはナショナリズムを全面否定するわけではない。その根底にある「大

義」（cause）は「人間の切望」の１つであり、それ自体が悪であるわけではない。「ナショ

ナリズムそれ自体を非難することは、例えば、人間の性的要素一般を非難することと同じ

くらい意味がない」という。ただしこの大義がその「焦点を失い」、「破壊的な形」をとり、

危険をもたらすことがあるという63。だからナショナリズムの根底にあるものを理解して、

効果的に、その逸脱、すなわちナショナリズムの「カルト」化とたたかう必要があるとい

う64。 

テイラーは、崇高な生活に参加したいという人々の切望から目をそらすことなく、以下

のように当時の政治状況を分析している。 

 

政治が、重要なるものと接触（contact with something significant）したいという人々

の切望にとっての焦点になるとき、打算的な交渉と調停についての単調なイメージは、

不十分であると思われる。…ここで、the NYL というカルトが重要になってくる65。… 

 

人々は崇高なリアリティと接触する際に、「政治」を１つの通路として重要視し始めてい

るため、世俗的な利益の交渉のみを行っている現実政治に対して、不満を抱く。つまり政

                                                   
62 PP, p.110. 
63 PP, p.110. テイラーは、ネイションに帰属することそれ自体を目的とした、普遍的な価値を否定するタ

イプのナショナリズムを批判している（Charles Taylor, “Alternative to Continentalism”, Canadian 

Dimension, July-Aug.1966.）。ただし、テイラーは、ナショナリズムそれ自体を否定するわけではない。

人は「アイデンティティの諸条件を尊重される権利」を持つからである。仮に、そのアイデンティティの

諸条件が主に言語的に定義されたネイションに所属することであるならば、われわれは、「政治的表現とし

てのネイションの権利」を持っているのであり、このことは「自己統治」（self-rule）へと結びつく（Charles 

Taylor, “Why Do Nations Have to Become State?”, Reconciling the Solitudes, 1979, p.48.）。 
64 PP, p.111. 
65 PP, p.112. 
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治は人々が崇高なものと接触するための回路を提供できない。こうした状況で「the NYL

というカルト」が、崇高なるものと接触したいという人々の切望を利用して、政治の再「神

聖化」を試みた、とテイラーは判断する。 

ここで筆者の方で NYL について説明しておくが、これは The New Young Leader の略語

であり、1965 年の選挙で立候補したポピュリストであるピエール・トルドーを指しており、

彼が選挙民の人気を独占したときのことを述べている。 

テイラーによれば、ポピュリストのトルドーが、「現代的生活の課題に若々しく精力的に

熱心に取り組む」ことを約束していた。トルドーは、政治社会において「人々が自分自身

を同一視したがるような実体」を表現したという。このようなリーダーに会うことによっ

て、多くの人は「元気を回復した」かのように感じた。社会は、それによって多くの人が

自身を定義するコミュニティになったのである。しかしこれは政治的な「現代のカルト」

にすぎず、ナショナリズムのように「初期の形態の神聖化への回帰」であると、テイラー

は厳しく批判している66。 

 

人々は、〔トルドーから〕刷新された社会に帰属する際に自己の重要さが増したような

感覚を受け取る（receive）ことができた。しかし、そのように受け取るのは、同時に

〔人々が〕与えること（giving）によって刷新された社会の一部になることができる限

りにおいてである67。 

 

実際には、人々は、トルドーから新たな社会のイメージを受動的に「受け取る」だけで

あった。市民が社会の形成に参加し「与える」側面は欠如していた。トルドーは、市民が、

新たに政治に何を「与える」か、市民の強い「参加」をどのように構築するか、この点に

ついてはまったく計画していなかった。市民は受動的なままだったのである68。 

これはトルドーの「純粋なマジック」であるという。これは、「何か重要なもの」（something 

significant）への参加を、「表面的に模倣」したものにすぎない。「真の参加」（genuine 

participation）は、「受け取ることと与えることの両方において定義される重要なもの

（something）と人々が接触すること」を要求するからである。人々がそれによって自己を

定義するものは、それ自身が明確なかたちを持つ。それは、「他方で」（in return）「真の行

為」（real action）を要求するのである69。 

                                                   
66 PP, p.112. 
67 PP, p.112. 
68 PP, p.113. 
69 PP, p.113. 
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筆者は、すでに第３章で、テイラーのいう「行為」の概念について述べた。これは個人

が、自己の意図などの明確な目的をもって行う主体的なものであった。市民の、このよう

な「真の行為」を抑制する政治は、それを行う政治家に人々の人気があればあるほど、政

治的カルトになってしまうのである。 

現代の政治で使われるカルトは、「夢のような」イメージを与えるという。重要なことは

すべて、その夢を与えられた「参加者の頭の中」で起こっているにすぎない。というのは、

指導者の「若くて刷新されたイメージ」は、内容に関しては「全く不確定なまま」で、そ

のイメージ自体がもともと形をもたないからある。人々は、そのイメージに「自己の望み

と夢を投影する」ように誘われる。その自分の夢を、誰も否定しない。だから、人が受け

取るものは、「自分自身の夢」であり、それゆえ人の参加は真の実質を持たない70。まさに

演出されたカルトである。 

現代の政治的カルトの成功は、前に述べた苦境、すなわち公的意味の衰退と生活の私化

に、多くの原因がある。その苦境によって、多くの人々が「彼ら自身の私化された生活と

重要なリアリティとの間に大きな距離」を感じており、「真の参加」を達成するためにギャ

ップを架橋する方法が分かっていない。 

こうした状況においては、市民の「真の参加」の感覚は育たない。市民は受動的に与え

られたアイディアの中で、自分が参加したかのようなイメージをいだき、これにしだいに

慣れていき、その結果、虚構の参加と、崇高なものへの真の参加との間の区別がつかなく

なる71。  

現代社会では、市民の中にあるところの、重要なリアリティとの接触への切望が、「半マ

ジック的作用」（a semi-magical operation）によって、政治家に利用されている。しかし、

これでは「何も変わらない」。われわれは、この市民の待望に気づく必要がある。しかし公

的な諸理論がそのことについて何も説明できていないのである72。 

 

第４節 対話社会 

 

諸個人は、一方で私化して孤立する危険に直面し、他方で、ポピュリストの政治家によ

って偽りの意味を与えられて偽りの充足に陥る危険に直面している。この両者の危険に打

ち勝ち、各個人が、自己のラージャー・ライフを獲得しながら、公的な政治をつくりつつ、

                                                   
70 PP, p.113. 
71 PP, p.113. 
72 PP, p.114. 
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政治に参加していく必要がある。このとき各個人のラージャー・ライフはそれぞれ違った

意味をもっており、違った価値観に立脚している。そこで、各個人の間において、相互を

尊重しながら公的秩序を形成していく必要がある。この過程が、対話社会と呼ばれている。 

 

（１）ラージャー・ライフへの飢餓感とカルト 

 

テイラーによれば、市民が崇高な生活に参加したいと思う切望は、現代社会において満

たされておらず、市民は強い不満を感じている。 

 

〔その〕帰結としての飢餓感（hunger）は、政治的重要性をもたらす。というのは、

現代社会には、互いに異なるがしばしば関連した２つの要求が存在しているからであ

る。それらは双方とも「参加」（participation）という言葉によって表現されうる。第

１は、…決定におけるさらなる発言権（a greater say）への要求である。第２は、レ

シピエントとドナーとして、何らかのラージャー・ライフに参加したという切望（the 

aspiration to participate as recipient and donor in some larger life）である。後者は

より一般的に重要に思われる。しかし、伝統的な瞑想における神聖なるものとの接触

がますます希薄になっているという 理由から、そして部分的諸社会の分裂ゆえに、こ

の第２の要求もまたより政治過程に焦点を置くようになっている73。 

 

われわれは、この２つの参加の要求に、どのように答えるのか。どのようにして、人々

に、物事に関する発言権を与え、かつ、ラージャー・ライフへの参加を与えることができ

るのか。テイラーは、現代社会では、両方が相互に対立してしまっているという。政治家

が、前に述べたような「夢のカルト」を使って、市民に参加の感覚を与えることは、「民主

化」にとって恐ろしい障害をもたらす。しかし、真実で具体的な「共通の意味」あるいは

「公的な意味」を市民たちが作り出して、この要求に答えようと試みることは、非常なる

困難に直面しているという74。 

なぜなら、「公的な意味の衰退」は、「産業社会」（industrial society）の特徴でもあるか

らである。テイラーは、多元主義の時代において、普遍的な「公的意味」を望むことは、

きわめて困難であると考える。真の参加を含み、同時に誰にとっても重要な「真の集合的

な理解」（genuine collective celebration）を見つけることはむつかしい。だから、われわ

                                                   
73 PP, pp.109-110. 
74 PP, p.123. 
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れは、おそらく「夢のような祝福」（dream-celebration）にすがり、カルトを求めるのだろ

う75。 

しかし、カルトを拒否したとしても、「意味」（meaning）に対する人々の希求を抑圧で

きるものではない。そこで、リベラルの処方箋は、「意味のある参加（meaningful 

participation）への人々の切望から政治過程を切り離」すことである。それによって人々は

「私化の過程」に監禁され、重要なものへの探究は「私的な事柄」に追いやられる。リベ

ラルからすれば、「政治は、完全に、便益をめぐる交渉についての事柄（a matter of 

bargaining over advantage）」76に限定するべきである。しかしこれで、崇高なものと接続

したいという人々の切望が満たされるわけではない。 

一方でカルトを拒否し、他方でリベラルな私的孤立を拒否するところのディレンマは、

近代以降の多元化の帰結でもあるという。だから「明確なイデオロギーや信仰」は、「過去

の事柄」であるとされる。しかし、それにもかかわらず、人は、重要なリアリティとの接

触を再び獲得したいという望み、つまり「真に意味のあるコミュニティ」（a really 

meaningful community）において生活したいという望みを、今もなお維持している。 

その結果、「現代社会が与えることができるものよりも、もっと多くのものを要求するよ

う人々を導いてしまう」77。これが現代社会における危険の１つとなっているという。たと

えば「多くの学生の反抗」は、大学コミュニティが与えることができるものよりももっと

多くのものを要求した。その際の危険は、「人々がある定義された諸価値（certain defined 

values）のまわりに厳しく組織された社会を再び創ろう」とする危険である。この危険は、

この極端な形態における「現代ナショナリズム」の力の１つの源にもなるとされている78。 

一方でイデオロギーを拒否し、他方で私化された社会をも拒否するテイラーは、あるべ

き社会について以下のように言う。 

 

事実は、単に２つの選択肢――確立されたイデオロギーの周りにおける全体主義的従属

あるいは完全に私化された社会――だけが存在しているわけではないということだ。第

３の選択肢が存在する。…それが「対話社会」（dialogical society）である79。 

 

 

                                                   
75 PP, p.123. 
76 PP, p.124. 
77 PP, p.124. 
78 PP, p.124. 
79 PP, p.124. 
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（２）対話社会の３要素 

 

テイラーの「対話社会」は、筆者の理解では、次の３つの要素から成る。 

第１に、集合的表現である。「私化」の進んだ現代の状況で、対話社会は、意味に関する

集合的で公的な表現を生み出さなければならない。集合的な意味を探ることは、崇高な生

活への人々の切望にこたえ、共通の意味の探求への「参加」をもたらす。 

第２に、多元主義である。共通の意味の探求は、全体主義的傾向を帯びる危険性もある

が、テイラーは対話社会の要素が、多元主義を守ると考える。 

第３に、民主化である。多元主義を重視する対話社会は、共通の意味の探求とともに、

民主化をも推し進めるとされている。 

この順に説明することにする。 

 

集合的表現 

 

第１に、集合的表現であるが、テイラーは「対話社会の可能性は、ほぼ完全に、未開拓

である」と述べている。このことは、「集合的表現」（collective expression）へのわれわれ

の能力、つまりわれわれ自身を、われわれ自身に説明する能力、そして「社会としてのわ

れわれがどのような存在であるかを感じる能力」を拡大するために、「コミュニケーション

の技術と知識」を用いることを示唆する。対話社会を実現するためにコミュニケーション

の技術と知識を用いることは、われわれの最も対処し難い諸問題の１つへの答えの一部で

あるとされる。 

その問題の例として、テイラーは都市問題を取り上げる。例えば「新たな、そして人間

らしく受け入れることのできる形態の都市生活のデザイン」（design of a new and humanly 

acceptable form of urban life）を考えることもできる。というのは、対話的社会が、我々

の「町」（cities）に、前の時代がいつも持っていたもの――「生活の中心」（a living core）

――を復活させるだろうし、その結果、われわれの生活空間の地理的中心が、「意味の中心」

（the centre of meaning）と再び一致するだろうからである。主要都市の中心に近づくこ

とが、「重要なことの中心」（the heart of the matter）、すなわち「われわれの集合的望み

と関心の典型的な表現」に近づくことであろう80。 

同時に、対話的社会は、新たな、そしてより意識的あり方において、半分忘れ去られた

「芸術的形態」（art-form）、つまり「コミュニケーションとしての環境全体」の芸術的形態

                                                   
80 PP, p.125. 
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を復活させるだろうとされる81。  

このように対話社会が「意味の中心」を形成し、芸術的形態と結びつくことは、社会の

中心的位置に「対話」を置くことを意味する。社会の中心的位置は、「初期の社会」（earlier 

society）においては「確立された宗教」よって独占され、全体主義社会においては「公的

イデオロギー」によって占領されていた。 

では、社会の中心に対話を置くということは、何を意味するのか。仮に、われわれの大

都市の中心を、汚染された空気が漂う住むことのできない場所ではなく、初期の時代の都

市のように、「われわれの文明にとっての真に生き生きとした中心」（genuine living centres 

of our civilization）へと再構築して作り直すことを想像してみる。「寺院」や「大聖堂」の

代わりに、我々は、真の「博覧会の精神」（spirit of Expo）を取り入れる。その環境の中で、

「建築物や芸術や音楽や映画」といった媒体を通じて、われわれの文明の考え方や「優先

事項」（preoccupation）や「実現」（realizations）が示されうるであろう。これらの「建築

物、映画、展示物」のようなものは、われわれによって生み出され、われわれの社会にお

ける異なる諸集団によって継続的に「刷新され変化させられ」、それゆえわれわれの「多様

性」を反映するだろう。これらの諸集団は、社会について彼らが信じるもの、欲するもの、

価値を置くものについて、今日とは異なった仕方で「コミュニケーションする可能性」を

持っている。その対話は、今日では主に「私的事柄」であるが、その対話が「公的表現」（public 

expression）となれば、それは知的なものとなり、その対話が公的環境に織り込まれること

によって中心的位置を与えられるであろう82。 

このような「公的表現」を中心に置く対話社会は、近代の科学技術社会のあり方を問い

直すことになるという。前に述べたように、科学技術の発展した文明は、新たな公的意味

を作り上げてこなかった。この近代の１つの病に、テイラーのいうところの対話社会は対

処しようとする。ただしテイラーは、ニューレフト運動において、資本主義それ自体を廃

止する革命論を否定したように、『政治の形態』においても、科学技術社会それ自体を否定

するわけではない。テイラーの考える対話社会は、「科学技術社会」（a technological society）

を大前提とした上で、それについての「基本的考え方」を変化させる83。その考え方は、以

下の文章に示されている。 

 

対話社会は、単に国民総生産を増やすためにための原動力ではなく、あるいはさらな

                                                   
81 PP, p.125. 
82 PP, p.125. 
83 PP, p.126. 
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る効率性によって潜在的敵を破壊するための原動力であるわけではない。それは、我々

にとって最も重要な諸問題を探究する新たなあり方として見なされうるのであり、

我々の生活に意味（meaning）を与えるものについて理解するようになるための新た

な方法として見なされうる。我々はついに、我々の文明の永久の病の一つ――機械への

盲目的信仰――に取り組みうるであろう84。 

 

このようにテイラーは、対話社会が、科学技術の発展を基礎とした国民総生産の増加の

ためにあるわけではないと考える。彼にとって対話社会とは、我々の生活に「意味」を与

えるものについて理解するための新たな社会である85。 

共通の「意味」を形成する対話的社会の構築は、「意味のある参加」（meaningful 

participation）に対する広く抑圧された切望への積極的応答となる86。「意味のある参加」

について、テイラーは以下のように述べる。 

 

対話的社会は、共通の意味の探究における真の参加（real participation in search for 

common meaning）を含むであろう。なぜなら対話的社会は、すべての多様な諸集団

の貢献に基づいているからである。その〔集団の〕考えと理想は公的表現（public 

expression）を与えられる87。 

 

ここで再び確認すべきことは、テイラーにとって「参加」とは、単に権力に対して発言

権を行使するという意味での参加ではなく、「共通の意味の探求」への「参加」であるとい

う点である。この共通の意味の探求が、多様な諸個人や集団による「公的表現」を通じて

行われるのである。 

 

多元主義 

 

第 2 の多元主義について述べる。テイラーは、「共通の意味」が、抑圧的なイデオロギー

へと転化することを恐れている。だから彼の言うところの「対話社会」の第２の特徴は、「多

元主義」（pluralism）という事実から出発する。つまり、「我々が多くの異なる信念（faiths）、

考え（beliefs）、道徳観（moralities）を持っている」という事実から出発する。 

                                                   
84 PP, p.126. 
85 PP, p.126. 
86 PP, p.126. 
87 PP, p.126. 
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しかしこの社会はまた、われわれが皆、「真実（truth）の所有において満足しておらず独

断主義的（dogmatic）であるという事実」からも出発しなければならない。したがって我々

は皆、「探究者」（searchers）でなければならない。多元主義においては、多様な「信念」

（beliefs）の対話が行われるが、これは、他者の考えとの対話であるとともに、我々自身の

「信念」との「対話」も必要である88。  

このように対話社会は、意味の多様性を許容しなければならない。したがって、テイラ

ーは、「個人が自分の方向性において発展するところの個人の自律性」（the autonomy of the 

individual to develop in his own way）を再建しなければならないと主張する89。自己の「信

念」との対話とは「個人の自律性」において、その個人の価値観を変換して成長させるこ

とを含んでいる。 

そのためには、われわれが責任感を成長させる成熟過程、つまり「崇高なリアリティへ

の自律的関与」（an autonomous relating to a greater reality）としての成熟過程が重要だ

という。なぜなら「意味を課すという試み」（the attempt to impose meanings）は、真の

成熟の基礎である「自律性」（autonomy）を害する可能性があるからである。抑圧的理想

の場合と同じように、崇高なリアリティを強制的に課すことは、その真の達成への道を妨

げてしまうとされる90。このように、ある価値観が支配的になることについて、それはコミ

ュニティの価値の暴走も含むが、テイラーは非常なる警鐘を鳴らしている。 

対話は、あくまでも「個人の自律」を前提として行われなければならない。「崇高なリア

リティへの自律的関与」とは、テイラーの言葉で言い換えれば、以下のようなものである。 

 

真にソーシャリストの社会（socialist society）、つまり科学技術文明が本物の公的意味

（authentic public meanings）を表現できる社会を創造する必要性は……次のような

コミュニティの創造を意味している。そのコミュニティとは、人がアイデンティファ

イできるコミュニティであり、そのコミュニティとともに自らのアイデンティティを

構成するようなレシピエント・ドナー関係（a recipient/donor relation）を維持するこ

とのできるコミュニティである91。 

 

このようにテイラーは、個人が、コミュニティから価値観を受動的に受け取るだけでな

く、自ら与えるような「レシピエント・ドナー関係」を維持することが必要だという。こ

                                                   
88 PP, p.124. 
89 MD, p.175. 
90 MD, p.176. 
91 MD, p.174.  
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の種のコミュニティは、人を、「彼らが究極的リアリティとして考えているものへとリンク

することを助けなければならない」。そうでなければ、コミュニティは、彼らにとって、２

次的重要性しかもたないものに思われるであろうし、つまり主として媒介的価値しかもた

ないものと思われるであろうし、それはレシピエント・ドナーの応答を要求しうるような

コミュニティではない92。このように崇高なリアリティに対する個人の「自律」的関係を担

保しようとするとき、テイラーにとって、公的意味は、以下のようなものになる。 

 

我々は真に公的な意味を表現しようとしなければならない。しかしそこには究極的リ

アリティに関する合意された本物の意味（agreed authentic meanings concerning 

ultimate realities）についての見込みはない。さらに我々は、個人的発展の自律性

（autonomy）を守るために意味の多様性（diversity）を尊重しなければならない。……

根本的な事柄について我々が合意しないという事実は、我々が公的意味を表現するこ

とを妨げるわけではない。というのは、我々が共有するもの（現代世界で広く共有さ

れているもの）は、真理の穏やかな獲得に関するすべての局面におけるさらなる謙虚

さと不確定性（humility and uncertainty）と結びつくような究極的リアリティを発見

するという関心である。我々は、究極的リアリティについての、いくつもの進化して

いる諸概念（それに対して人はレシピエント・ドナーとして最も根本的に関連する）

が対話されている文明の中にいる93。 

 

ここでテイラーは、究極的リアリティに関する「合意」は存在しないと断言している。

彼は、特定の結論が登場して対話を制約することを嫌悪している。彼は、あくまでも「個

人の自律」にこだわり、意味の「多様性」を重視する。「究極的リアリティについての、い

くつもの進化している諸概念」があるのである。 

個人の自律性と多様性を基礎とした公的意味を、各個人の「謙虚さと不確定性」を自覚

しながら、「究極的リアリティ」と「レシピエント・ドナー」関係を維持することに求めて

いる。個々人が、それぞれのラージャー・ライフと自律的に関与しつつ、それについて、

市民相互に「対話」する社会でなければならない。ここでは、イデオロギーが否定されて

いることはもちろんだが、それにかわる公的結論もまた危険視されている。自由な対話こ

そが重要なのである。 

 

                                                   
92 MD, p.174. 
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民主主義 

 

第３に民主主義の問題である。対話社会は真の民主主義を形成するとテイラーは言う。

対話社会は「多様性」（diversity）を受け入れ、祝福すると考える。夢のようなカルトと違

って、対話社会は、「民主化へのニード」を背後に隠すようなことはしない。対話社会は、

それどころか、真の苦境（predicament）についての人々の理解を深めるであろう。「意味

の探究への参加」（the participation in the search for meaning）は、「人々の生活に影響を

与えるような諸決定におけるさらなる参加」を強める94。 

したがって、対話社会は、前に述べたディレンマを超えなければならない。そのディレ

ンマとは、民主主義の拡大が「意味のある参加」（meaningful participation）への要求と

両立しないというディレンマである。たとえば、参加への要求が政治的カルトに吸収され、

虚偽の参加になってしまい、「意味のある参加」が失われることである。 

対話社会は、一方で政治的カルトを拒否し、他方で、私化による政治的無関心を拒否し

なければならない。各個人のラージャー・ライフへの接続を促進し、その過程で、対話を

行う環境を整備しなければならない。 

たとえば、都市環境を、市民のコミュニケーションの場へと変革することは、まさに対

話社会が求めていることである。そのような変化によって「透明な社会」（a transparent 

society）を創造する必要がある95。 

対話社会は、「我々が多様であり、我々が何であり、それはなぜかを表現する継続的な努

力」（a continual effort to express what we are in our diversity and why）である。このよ

うな対話社会の実現のためには、「知識と情報の循環」が重要である。知識と情報の循環な

しでは、「権力」は、われわれの社会において拡散されえない96。 

対話社会は、したがって、われわれに、社会的生活における「質的変化」を要求する。

この「質的変化」とは「長い革命」97である。しかし、現実には、「崇高で重要な生活（some 

                                                   
94 PP, p.126. 
95 PP, p.126. 
96 PP, p.127. 
97 「長い革命」（The Long Revoltion）は、ニューレフト運動の指導者の１人であったレイモンド・ウィ

リアムズ Raymond Williams が、1960 年代に提唱したものである。これは、前衛による大変動としての

革命論ではない。長期的な教育水準の向上と文化の進歩を通じた、一般の人々による経済的・政治的自己

統治と社会変革を訴えるものであった（Raymond Williams, The Long Revolution, Penguin Book,1961；

若松繁信/妹尾剛光/長谷川光昭訳『長い革命』ミネルヴァ書房、1983 年）。テイラー自身は、ニューレフト

運動を行っているときでさえ、直接にウィリアムズを引用したことはない。しかし、彼がカナダに帰国し

た後に出版した『政治の形態』において「長い革命」という言葉を用いていることから、ウィリアムズの

影響を強く受けていたことがうかがわれる。「長い革命」とは、テイラーの言葉でいえば、「我々の文明が

民主化へと向かう長期の傾向」である。民主化とは、政府の制度形態が「より多くの人々の集団との協議

を含む」ようになることであり、拘束力のある決定をするのに彼らの「合意」を必要とすることである。
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larger significant life）と接触したいという切望が政治の領域に入ると、それが参加の魔法

的幻覚や閉鎖的社会の全体の意味統合を回復しようとする試み」になることがあり、結果

的に、その切望は挫折することが多い。 

テイラーは、崇高な生活と接触したいという切望がイデオロギーによって利用されたり、

全体主義的政治に吸収される危険性を指摘している。イデオロギーや、閉鎖的社会のコミ

ュニティは「全員の合意」（unanimity）という、一見、民主主義的で、崇高に見えるとこ

ろの、偽りのリアリティを与える。したがって、崇高な生活への切望は、民主主義の拡大

によって、むしろ裏ぎられることがある98。 

このような危険をさけるためには、民主主義が、市民の間の「真の差異」（the real 

difference）を表現するものになる必要がある。まさに「継続的な闘争と交渉」（the ensuing 

struggles and negotiations）の中で民主主義は可能になる。「より意味のあるデモクラシー」

（a more meaningful democracy）の要求は、「対極政治」（politics of polarization）を必

要とする。「対極政治」は、権力を論争へとひきずりだし、対話の中に入れなければならな

い99。 

 

対話社会は、社会の崇高で重要な生活との接触の通路（channels）を提供する。とい

うのは、意味の探究への参加（participation in search for meaning）は、社会におけ

る多様性（diversity）を、そして分裂（division）さえも、一掃するのではなく、受け

入れるからである。100。 

 

このように、異なる価値観や異なる見解をもつ者たちが、換言すれば、異なるラージャ

ー・ライフを持つ者たち同士が、相互に対話を行い、自己の価値観を探求して深めると同

時に、「公的な意味」に接近しようと努力する過程としての社会を、テイラーは想定してい

た。「公的な意味」の合意に到達することが目的ではなく、対話それ自体に意味を見出そう

としたのである。 

 

 

                                                                                                                                                     
しかしながら、我々は、民主化の多くの形態が、現実よりも「見かけだけ」であると感じている。多くの

場合、協議は「人為的に操作され」（例えば、選挙を争う諸政党が真の選択肢を提示しない）、人々は、彼

ら自身の利害と反することに「同意」するようしばしば操作される。しかしテイラーは、「過去 200 年にわ

たって民主化が拡大してきたという現実は否定することができない」と考えていた（PP, p.98）。 
98 PP, p.127. 
99 PP, p.127. 
100 PP, p.127. 
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おわりに 

 

前の第３章の『行動の説明』では、人間の行動は目的的であると述べられていたが、そ

の目的の内容については、明らかにされていなかった。 

この第４章で扱った『政治の形態』と、その頃の諸論文においては、個人の自律的なア

イデンティティの確立は、ラージャー・ライフの追求であると明言されている。主体的な

個人は、崇高で公共的な価値観をアイデンティティとすると同時に、これを通じて、政治

共同体に接続しなければならない。これは、本論文の主張で言えば、第１(a)「自律した主

体としての個人」から１（b) 「個人はより崇高な価値のあるラージャー・ライフを求める

こと」へのテイラーの理論的発展である。そのラージャー・ライフと政治共同体を接続す

るものは対話社会であることが、この第４章で明らかにされた。 

この対話社会の条件は、厳しいものであった。政治の側からはポピュリズム的なカルト

を行わないこと、市民はこれに幻惑されないことが要求されている。市民が自己のラージ

ャー・ライフを追求するとともに、その中で、政治共同体との関係をつける努力をしなけ

ればならない。しかも各市民の価値観などは異なっており、これを一致させることは断念

されている。公共的な観念の一致ではなく、それに関する討論が、異なるラージャー・ラ

イフを生きる諸市民の間で行われなければならない。何らかの公共的観念による市民の掌

握については、厳しく拒否されている。 

市民は、自己のアイデンティティを、自律して模索しなければならず、そのためにラー

ジャー・ライフは不可欠のものであった。しかし、現実には、このような市民の自律的模

索は可能なのか。テイラーは、このような問題に取り組むためには、ニューレフト以来の

テイラーの課題でもある「長い革命」が必要だと考えている。そのためには、政治制度や

政治家の変革のみならず、対話社会を担う市民の形成が不可欠であるとされている101。 

さらに、本章では、本論文の主張の第２「疎外論」(a)「現代資本主義での疎外克服」に

ついても考察してきた。この疎外論は、テイラーがニューレフトのとき、本論文でいえば

                                                   
101 テイラーは、マルクス主義が衰退した理由について、以下のように述べている。「もしマルクス主義の

理論家たちが、もっぱらなぜ革命が起こらなかったのかとか、革命は明日起こるであろうとか、国家をど

う論じるか、などに注目するのではなく……代わりに彼らがマルクス主義の芸術論や人間の美的および道

徳的経験の解明に労力を費やすことができるような文化生活上の方向転換があったならば、それは興味を

そそりまた興奮をよぶものになるでしょう。実際には前兆だけで終わりましたけれど、興味深いものとな

りそうな一定の端緒はあったのです。」（Charles Taylor, “Marxist Philosophy”, Men of Ideas: Some 

Creators of Contemporary Philosophy, British Broadcasting Corporation, 1978, p.53；磯野友彦監訳「マ

ルクス主義哲学」『哲学の現在――世界の思想家十五人との対話』河出書房新社、1983 年、62 頁。）前衛

による革命論を否定したテイラーは、規範的価値観や芸術を含む総合的な「文化生活」の向上を試みてい

たと思われる。 
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第２章で、探求したソーシャリズムにおける疎外概念の発展形態である。この第４章では、

疎外論が、宗教的疎外、社会的疎外、政治的疎外などの各方面の議論に発展している。 

宗教的疎外については、牧師の権力独占が批判され、社会的疎外については、資本主義

社会における消費材至上主義が批判される。市民は、財産の量を目的にしているが、これ

ではラージャー・ライフを獲得したいという市民の真のニーズは充足されない。結果的に

市民は、深い絶望に満たされ、政治的にはシニシズムが蔓延する。このような状態の市民

に対してポピュリストの政治家が、偽りのラージャー・ライフを提供し、市民はあたかも

自己の欲求が満足させられたかのような幻覚に陥る。こうして政治的疎外がもたらされる。 

このような疎外状況を打破するためには、上に述べた対話社会の形成が必要であると考

えられている。では、1960 年代に、カナダで実際に新民主党として政治にあたったテイラ

ーは、具体的な政策は、どのように考えていたのか、この点について、次の第５章で述べ

る。 
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第５章 カナダ政治とソーシャリスト・モデル 

 

                             

 

目次 

はじめに 

第１節 カナダにおけるテイラーの政治活動 

第２節 対極政治 

（１）コンセンサス政治 

（２）対極政治 

第３節 現代資本主義 

（１）大企業の時代 

（２）代表無き課税 

（３）パブリックな観点の犠牲 

（４）企業文化 

第４節 ソーシャリスト・モデル 

（１）政府の役割 

（２）アメリカからの独立 

（３）脱中央集権化とさらなる参加社会 

（４）左翼の連合 

おわりに 

                             

 

はじめに 

 

本章の位置と目的 

 

序論で述べた、テイラーの政治哲学に関する本論文の主張は下記の 2 点であった。 

第 1「個人論」 

(a)個人を自律した主体として理解すること。（第３・４・５章） 

(b)個人がラージャー・ライフを通じて政治共同体と接続すること。（第２・４・

５章） 
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第 2「疎外論」 

(a)現代資本主義での疎外。（第２・４・５章） 

(b)スターリニズム下での疎外。（第１・2 章） 

本論文における本章の位置は、第１の(a) (b)と第２(a)にあたる。この点は、第４章と同じ

であるが、この第５章では、テイラーのカナダでの具体的な政治活動を取り上げる。個人

とラージャー・ライフとの関係を重視していたテイラーが、具体的にはどのような政治を

しようとしたのか、本章は、それを示すことが目的である。 

 

本章の構成と主張 

 

第１節では、カナダにおけるテイラーの政治活動について、筆者の方で、簡単にまとめる。

テイラーの政治像の背景説明をする。テイラーは 1960 年代に新民主党の副党首をつ

とめ、連邦議会の総選挙に４回立候補したが、すべて落選して著述活動に専念する。 

第２節では、テイラーの政党論について、筆者の方で、2 点に整理する。 

第 1 が二大政党のコンセンサス政治である。これは、当時のカナダの現状であっ

た。当時は進歩保守党と自由党の２大政党制の時代で、両党ともに資本主義的な体

制を維持する政党であるとテイラーは思った。そこで２大政党によるコンセンサス

政治というのは、むしろ打破するべき対象とされている。 

第 2 が対極政治である。この用語が、テイラーのとったスタンスを示している。

これは２大政党のいずれにも妥協しないという意味で使われた用語である。テイラ

ーは、２大政党はいずれも、国民の集票だけを目標として政策を変更し、結果的に、

政策の一貫性もないという。これを「政治的道楽主義」あるいは適当に決着をつけ

る「政治的仲買人」と呼んでいる。これによって市民の間には政治的シニシズムが

広がっている。しかしテイラーからすれば、市民の政治参加とは、ラージャー・ラ

イフへの関与であり、そのための政策を提案し、人民の自己統治を行うための第３

極の立ち上げが必要であり、これがソーシャリストの政治だと言われている。 

第３節では、現代資本主義についてのテイラーの見解を、筆者の理解で、４点に整理する。 

第 1 は、大企業の時代という時代認識である。テイラーは当時の資本主義社会は、

市場社会というよりも巨大企業の支配する社会であり、伝統的な自由市場モデルは

通用しないと考えている。 

第 2 は、代表無き課税論である。現代社会では商品の価格も巨大企業の支配する

ものとなり、その内部留保金は巨大になっている。新しい商品開発費用などについ
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ては、本来なら、競争原理が働くはずであるが、大企業の判断で商品価格に上乗せ

できるようになった。大企業は、あたかも政府のように、自己の費用を市民に転嫁

する。テイラーはこれを代表無き課税と呼んで批判している。 

第 3 は、パブリックな観点の犠牲である。大企業の利益を追求する効率性優先の

社会では、その生産によって引き起こされる大気汚染や都市問題をはじめとする、

その解決のために公的費用を必要とするような問題を引き起こしている。さらに、

社会の富の多くを大企業が独占しているために、その投資の「優先順位」が間違っ

ている。乗用車の生産などが優先されて、ここに投資されるが、公的教育や公的医

療制度、および安い住宅や公園整備などのように、真に、市民の「公的ニーズ」の

ある分野には投資されていない。企業システムはパブリックな観点を犠牲にしてい

るのである。 

第４が企業文化論である。投資のアンバランス改善のためには、企業に課税しな

ければならない。しかし２大政党はこれをしない。彼らは企業と親密な関係を結ん

で企業文化に影響されているからである。こうして政治が企業文化に染まってしま

っていると、テイラーは批判する。 

第４節では、テイラーの言うソーシャリスト・モデルを、筆者の方で、4 点にまとめる。 

第 1 に、政府の役割である。前に述べた企業への社会的富の偏在は、企業が「代

表無き課税」を行い、それで得た資金を投資する際、その優先順位を自己本位に行

うことにより起こっている。これを改善するためには、政府は「社会的ニーズ」を

満たすために企業とたたかうべきである。そのために、政府は「投資基金」を必要

とする。この基金設置のためには保険会社や信託会社などの企業への介入が必要だ

とされる。この基金によって公的ニーズを満たすだけでなく、経済の鍵となる部門

への選択的支援も可能になる。このように企業を拘束する経済介入政策がソーシャ

リスト・モデルと呼ばれている。 

第 2 に、アメリカからの独立である。カナダの大企業の多くがアメリカ企業であ

り、この企業を通じてカナダ経済はアメリカ資本主義に支配されていた。この支配

から脱却して、自分たちで経済を「デザイン」することが必要だと言われている。

ソーシャリズムは、自分自身の文明を形成し、自分たちのラージャー・ライフを形

成する手段でもあった。 

第３が、脱中央集権化とさらなる参加社会の形成である。政府による経済介入は

中央集権的な介入ではない。地方政府と、さらに小規模の「隣人政府」を活発に機

能させ、市民の発言権を拡大するべきだという。さらに代替政策を形成するための
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市民のうちの「専門知識を持つ人」の参加も必要だという。 

第 4 に、左翼の連合であるが、これは参加社会における連帯の形成である。テイ

ラーは「教育を受けていない人々と豊かではない人々」は、彼ら自身のリーダーシ

ップを発揮させるためのメカニズムを持っていないという。そこで不利益な立場に

置かれている人々のニーズを真剣に検討する必要がある。そのためには専門家を含

む豊かな労働者と、社会で不利な立場にいる人たちの連帯運動を作らなければなら

ず、これが社会変革の新しい力になるはずだと考えた。 

以上の点について、第１節から順に述べる。 

 

第１節 カナダにおけるテイラーの政治活動 

 

本節の目的は、1960 年代におけるテイラーの政治活動について、筆者の方で簡単にまと

めることである。テイラーの政治理論は、1970 年に出版された『政治の形態』に詳しいが、

これは 1960 年代における彼のカナダでの政治活動を背景として書かれている。そこで彼の

出版の背景になった、彼の政治活動について説明する。 

テイラーは 1961 年にカナダに帰国する。彼は、新民主党（New Democratic Party：NDP)

の副党首を務め、連邦議会の選挙で 4 回立候補するが、すべて落選している。表（1）にあ

るように、1962 年、1963 年、1965 年の３回は、ケベックのマウント・ロイヤル Mount Royal

選挙区で立候補する。この選挙区は、もともと新民主党が勢力を持っている選挙区ではな

いため、彼は不利な場所での立候補を選んだといえる。テイラーが初めて立候補した 1962

年の選挙では、自由党のアラン・マクノートン Alan Macnaughton 候補者が得票率 63.01％

で当選し、進歩保守党のスタンリー・シェンクマン Stanly Shenkman 候補者が２位、テイ

ラーは得票率 12.72％で３位であった。テイラーが２度目に立候補した 1963 年は、同じく

自由党のマクノートン候補者が 70.35％の得票率で当選した。テイラーは、前回よりもやや

得票率を伸ばし、マクノートンに続いて、16.55％の得票率を獲得している1。 

                                                   

1 1963 年 7 月 1 日大会 the Orientation Conference of July 1st weekend,1963 で、新民主党（NDP）から

「ケベック社会党」（the Parti Socialiste du Quebec：PSQ)が分裂した。ケベック社会党を結成した人々

は、ケベックのナショナリストたちであり、カナダからのケベックの独立を要求していた。彼らは、「協力

的連邦主義」（co-operation dissatisfaction）という NDP の方針に対して不満を示しており、最終的には、

ＮＤＰから分離した。（Charles Taylor, “Left Splits in Quebec”, Canadian Dimension, July-Aug. 1964, 

pp.7-8.）。 
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テイラーは、1965 年に３度目の立候補を試みた。このとき、同選挙区から、自由党のピ

エール・トルドーPierre-Elliott Trudeau 候補者が立候補した。トルドーは、後のカナダの

首相になる人物であり、テイラーにとって強力なライバルとなった。テイラーは、これま

でで最も高い 29.6％の得票率を得たが、惜しくもトルドーに敗れた。なお、テイラーの論

文「女王大会、再訪」Regina Revisited（1963 年）によれば、当時の新民主党のスローガ

ンは、「利益ではなく、使用のための生産」（production for use, not for profit）であった。

「使用のための生産」は新民主党の綱領によって「完全雇用、福祉、社会資本」といった、

社会的優先事項のためのものとされていた。これらの優先事項は、とりわけ、カナダにお

ける「貧しい地域の発展」を念頭に置いたものである2。 

最後の立候補となった 1968 年には、テイラーは、選挙区をドランド Dolland に移してた

たかう。ここでは、テイラーは 22.16％の得票率を獲得したが、自由党のジャン・ピエール・

ゴワイエ Jean-Pierre Goyer 候補者に敗れた。このようにテイラーは、連邦議会選挙で４度

落選したが、新民主党の候補者の当選は、表（2）でもわかるように、1962 年に 19 名、1963

年に 17 名、1965 年に 21 名、1968 年に 22 名というふうに増加傾向にある。テイラーは副

党首であったので、彼自身は当選しなくとも、彼の副党首としての運動は着実に前進した

といえるだろう。 

本論文で検討してきた彼の経歴からすれば、テイラーはニューレフト運動を行う中で、

資本主義による疎外の克服のための理論的な研究を行った。その後、彼が、カナダで自ら

政治家になったことは、その関心を実践するための、一つの手段であったと思われる。し

かし、選挙に落選したのちは、1974 年にカナダのマギル大学教授も辞職し、理論活動に専

念することになる。 

 

第２節 「対極政治」 

 

本節の目的は、テイラーの政党論についての、筆者の理解を示すことである。第 1 に、

彼は、当時の進歩保守党と自由党の二大政党の「コンセンサス政治」を否定する。なぜな

ら両政党は、権力掌握に関心を集中し、最も重要な国民的課題について自己の政策を示す

ことよりも、選挙で有利な似通った政策を安易に選び、結果的に国民の選択を不可能にし

ているからである。だから第 2 に、テイラーの新民主党が、第 3 極として立ち上がり、２ 

                                                   
2 Charles Taylor, “Regina Revisited: Reply to Walter Young”, Canadian Forum, No 43, October, 1963, 

p.150.この論文は、NDP の女王大会に対する、ウォルター・ヤング Walter Young の批判に対して、テイ

ラーが応答したものである。 
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大政党に対抗する対極政治をしなければならないという。これらの点を、順に述べる。 

 

（１）コンセンサス政治 

 

テイラーは、当時のカナダでは、どのような政治のあり方が望ましいと思ったのか。こ

の点を考えるにあたって、彼は、政治について２つの考え方があると述べている。 

 

国の統治に関しては２つの考え方がある。この２つのイメージが「コンセンサス政治」

（the politics of consensus）と「対極政治」（the politics of polarization）である。・・・

カナダでは 1968 年 4 月に P・E・トルドー首相が勝利して以来、コンセンサスの政治

になっている3。 

 

このようにテイラーは、国の統治には、「コンセンサス政治」と「対極政治」の２つのイ

メージがあると言う。当時のカナダでは「コンセンサス政治」が行われていたというが、

これは２大政党、すなわち進歩保守党と自由党によるコンセンサスの政治である。このコ

ンセンサス政治をもたらしたとされる自由党の党首であるトルドーは、1965 年のカナダ連

邦議会下院選挙でテイラーと同じ選挙区から立候補し、テイラーに勝利した人物である。 

トルドーが勝利して以来のコンセンサス政治の考え方によれば、民主主義的な制度の目

的は「多くの異なる主張を持つ人たちからコンセンサスを作り出すこと」である4。この政

治過程に関するコンセンサス理論のルーツは「社会の代表諸制度によって構成されるシス

テムは、中立であり誰に対しても平等である」というイメージである5。このビジョンでは、

社会は「イデオロギーの終焉」によって成熟するのであり、原理原則を主張して行う政治

は「円滑に機能するシステムの効率を害する」とされた6。 

テイラーによれば、このコンセンサス政治の考え方は、18 世紀の自由主義の中心的なア

イディア、すなわち「神の見えざる手」の理論から来るという。アダム・スミス Adam Smith

は、このイメージを市場経済の隠れた力と考えた。これは「各人が豊かになりたいとする

利己的な追及を共通善に変える」ものである。同じように、コンセンサスのシステムは「各

人のエゴイズムを全員にとっての善のために機能するように変える」と思われている。昔

                                                   
3 PP, p.1. 
4 PP, p.1. 
5 PP, p.2. 
6 PP, p.3. 
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の自由主義市場にあたるものが、今では「コンセンサスを生み出す民主主義システム」7で

あると理解されている。 

テイラーは、カナダでは、２大政党（進歩保守党と自由党）が「中道」の政策を採用し

ており、企業文化を基礎とするコンセンサス政治を行っていると考えた。彼によれば、「こ

の何十年かの間に、中道の方向に、どの政党も集まってきて、まさに中道が混雑する状態

になっている」8。そこでこのような状況に対して、左翼の第３極を立ち上げる必要がある

と思った。 

テイラーの考える左翼の立ち上げについて述べる前に、「中道」が混雑する中で、左派だ

けでなく、右派の「保守主義」もまた衰退したという点について述べておく。本来、保守

主義者は、中道の政策を支持していたわけではなかった。テイラーによれば、最近まで「保

守主義の政治家はエリート主義的な社会イメージを持っていた」。この考えは、「19 世紀に

投票権拡大に反対したときも働いた」。さらに保守主義者の中には、「道義主義的」な右派

の見解もあった。それによれば、システムは、誰にとっても「正義」として機能している。

しかし「怠惰な者、浪費する者、自立しようとしない者たち」が、貧困になっているので

ある9。 

テイラーは、保守主義者はもともと「福祉」に反対していたと言う。たとえば保守主義

者は、1945 年には「乳児に対する補助」に対して、「手当を出しても父親が酒代にしてしま

う」と言って反対した。しかし今日では、このような反対は「選挙で敗北する」と思われ

るようになった。だから保守主義者の右派的な考え方は衰退し、「コンセンサス」が支配す

るようになったのである10。 

たとえば、今日では、「福祉や経済計画について、反対する者はおらず、せいぜい、その

程度が問題になる」ようになった。争点は、「福祉を行うタイミングや内容」にあるにすぎ

ない。そこで「現在は政治においては重要な違いはない」といわれるようになり、「コンセ

ンサス」が最も有効であると言われるようになった11。 

 

（２）対極政治 

 

こうした２大政党による政治に対して、テイラーは、1965 年の論文「カナダ政治の何が

                                                   
7 PP, p.3. 
8 PP, p.14. 
9 PP, p.12. 
10 PP, p.13. 
11 PP, p.14. 
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間違っているのか」（Charles Taylor, “What’s Wrong with Canadian Politics?”, Canadian 

Dimension, May-June. 1965.）において、カナダの「議会」がカナダの人々の間で「威厳

を失い」つつあると述べている。この「政治の病」（the malady of our politics）の一因を、

テイラーは、カナダの「政党システム」（the party system）に見出した12。 

 

われわれのシステムの欠陥は、政治的道楽主義（political dilettantism）であり、これ

は２大政党自体に見出される。政治的道楽主義は以下のことを意味している。政治は、

提唱者による明白で一貫した目的なしで実行されており、そこでは政治は権力の獲得

のための一連の関与（engagements）として展開される。ある関与における勝利が次

の関与における勝利を促進するということを除いては、それらの関与の一つ一つには

何ら関連はない。・・・これは、その日暮らしの政治（the politics of hand-to-mouth）

であり、肝心な時には、その政治は一種の夢遊病（somnambulism）に陥る。夢遊病

において、人は、自らの運命を真にコントロールすることができずに、危機から危機

へとよろめいているという印象を受ける13。 

 

テイラーは、２大政党に見出される問題を「政治的道楽主義」と呼んで批判する。これ

は、政治において、権力の獲得が最大の目的となるため、その時々のイシューに対して、

政党は、権力の獲得にとって都合のいいように、個別に対応をすることになる。これは、

長期的かつ包括的な視野で自らの運命をコントロールしようとする自己統治としての政治

観とは対照的である。 

政治的道楽主義においては、生じてくるそれぞれの問題は、権力獲得のための「利点の

観点から」（on its merits）判断される。こうした「その日暮らしの政治」または「夢遊病」

に陥っている政治は、半年後にどのようになっているかを予測するのが、誰にとっても困

難であり、政治家自身にとっても困難である14。 

テイラーは、「権力への道が、政策を通過するような世界」が必要だと言い、「政策」が

副次的なものであるのではなく「政治の中心的要素」になるべきだとする。しかし、与党

の「自由党」は、政策を中心的に訴えるのではなく、彼らの統治への要求を「行政官とし

                                                   

12 Charles Taylor, “What’s Wrong with Canadian Politics?”, Canadian Dimension, May-June. 1965, 

p.10.〈以下、WW と略記する。〉 

13 WW, p.10. イギリスにおける政党について論じたものとしては、以下の記事がある。Charles Taylor, A 

Voice for All in a Wider Labour Debate, Guardian, Nov. 17 1980. 
14 WW, p.10. 
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ての彼らの、より優れた才能」に基礎づけている。有権者に対する自由党のアピールの本

質は、彼らにとって「政策の問題がいかに二義的であるか」を示しているという15。 

政策を軽視する与党「自由党」に対する真の違いを示すことができるのは、本来、野党

である。しかし、テイラーは、「有能な与党」と、「どなりちらす野党」の双方とも、急速

な変化における彼らの深みを等しく欠いていると考える。テイラーは、このような政党シ

ステムを、これ以上、続けていくことはできないと言う。「政策についての建設的で持続的

な考察を重んじるような政党システム」を緊急に必要としているのである。つまり、その

政党の存在理由が、政党の「政策」であるような政党が必要であり、その政党にとって「綱

領」（the programme）が中心的な集結地点であるような政党が必要であった。この種の政

党が支配的な要素であるようなシステムにおいて、政治過程の本質は変わるはずだという。

選挙は議員を決定するだけでなく、政策を決定するし、その日暮らしの道楽主義は通用し

なくなる16。 

このようにテイラーは、「政治的道楽主義」を批判し、「政策」を中心とした政党の必要

性を訴える。この２つの対照的な政党観は、彼の論文「国家と政党政治」L’État et les Partis 

Politiques（1962 年）における２つの政党観と対応している。この論文では「その日暮ら

し」の「政治的道楽主義」に基づく政党は「政治市場における仲買人としての政党」（le parti, 

un courtier sur le marché politique）であるとして否定される。これに対してテイラーが

推奨するのは、「政策」を中心とした政党であり、「有権者に、真の選択肢を提示する」（d’offrir 

à l’électorat des choix authentiques）17政党である。 

「仲買人」としての政党観では、「仲買人」がセリを行う市場の概念にならって政治シス

テムが理解されている。この政治システムでは、政党の目的は、せいぜい「多様な諸利益

が合意する領域」（un terrain d’accord pour des interest divergents）を発見することだと

される。 

しかしテイラーは、「諸利益の合意」よりも「社会が内包する問題を解決する」ことが必

要な場合があるという。今日の政治問題のすべてを、「対立する諸利益」の共通性や相違の

視点で、解決することは不可能である。たとえば、「カナダが核兵器を保有すべきかどうか」

という問題は、その問題に関わる「諸利益」の観点だけで決定することはできない。さら

に、出来事の経過によってわれわれに決断を迫られている問題や、政治家が避けることの

できない問題がある。それゆえ、テイラーにとって、政治システムの有効性は、「その
・ ・

政治
・ ・

                                                   
15 WW, p.11. 
16 WW, p.11 
17 ÉP, pp.112-117. 
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システム
・ ・ ・ ・

が
・

実現
・ ・

する
・ ・

諸目的
・ ・ ・

の
・

調和
・ ・

」（l’harmonie des esprits qu’il réalse）だけから評価す

ることはできないのである18。 

テイラーは、「仲買人」としての政党観が、「人々から決定を奪う効果を生む」と考える。

政党が「無益な分裂を避ける」ことを何よりも重要視する政体は、そして対峙する諸政党

が「それぞれ推奨する政策においてほとんど意見が異ならない」政体は、人々に「２つか

３つの指導者集団の間での選択」しか残さない19。 

このとき、人々は「重要な問題を解決する可能性」を奪われるだけでなく「重要な問題

を解決する能力」までも奪われる。実際に、諸政党間の競争は、いつも「二義的重要性を

もつテーマ」をめぐって行われるにすぎない。重要な問題に関しては、諸政党は、「同じ政

策を採用する」傾向がある。あるいは、論争のある問題に関しては、「両義的な形態の政策

を採用する」場合が多い。しかし人々は、二義的重要性しかもたない問題には、あまり「関

心を持たない」のであり、この関心の欠如が、「意見を口にすることができない状況」を生

み出す。諸決定は、実際に「権力をもつエリートによって奪われ」る。人々は「気力を失

って」しまい、諸決定は「人々を経由しない」で行われることになる20。 

 

その結果、社会の運命への人々の介入としてのデモクラシーの質（la qualité même de 

la démocratie en tant qu’intervention par le peuple dans le destin de la société）は

低下する。それによって、民主主義の理想それ自体が、人々の精神の中で衰弱する。

選択は、似通った政策をもつ２つの集団〔政党〕の間でしか行われず、その選択は、

明確化の試みを拒む・・・。だから、多くの市民が、選択は幻想であると結論し、・・・

人々は声（voix）をもたないと思い、最終的には失うものは何もないと結論する。こう

して政治生活が、市場の理想モデルに近づくほど、政治的シニシズムが広がる21。 

 

このようにテイラーは、「仲買人」としての政党観が、結果的に、「社会の運命への人々

の介入としてのデモクラシーの質」を低下させると考える。「社会の運命」は、ラージャー・

ライフの一環であり、それに関与することこそが、デモクラシーの質を高めるとテイラー

は考えている。そのようなラージャー・ライフへの関与が、既存の政党システムによって

妨害されるとき、政治的シニシズムが広がるのである。 

テイラーは、「仲買人」としての政党観を基礎とする経済理論のモデルに接近する社会は、

                                                   
18 ÉP, p.118. 
19 ÉP, p.118. 
20 ÉP, p.119. 
21 ÉP, p.119. 
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「社会的発展」をすることはできないと考える。なぜなら、社会的発展は、一般的に「社

会の中の緊張」によってしか達成されないからである。また、「多様な社会集団の間の激し

い衝突」の中でしか達成されないからである。このことは明らかに、「仲買人」として理解

される諸政党にはできないことである22。 

他方で「世論の自覚の欠如」の結果として、世論は「政府に対して弱い圧力しか及ぼさ

なくなる」。このことは結果的に「現状を肯定」する。したがって、「政党‐仲買人の政体」

（un régime de partis-courtiers）は、民主主義にとって、同時に民主的生活それ自体の質

にとって、「有害な帰結をもたらす」23。「仲買人」としての政党観に対して、テイラーは、

以下のような政党観を提出する。 

 

民主政治における政党の第一の役割は、将来を解釈することであり、〔有権者に対して〕

媒介者であることである。媒介者を通じて、有権者は政府の活動に介入することがで

きる…。民主主義の観点から、政党の第一の任務は、有権者に選択肢を提示すること

である。政党が提示する選択肢が、社会が解決しなければならない根本問題に関係す

ればするほど、世論は活発になり、社会の政治的生活はますます民主的になる24。 

 

このようにテイラーは、政党の役割が、社会の将来の解釈にあり、このような政党を通

じて、人々は自らの将来に関与することができると言う。人々が社会の運命を決めるため

には、政党は、有権者に、社会の根本問題に関わる選択肢を提示しなければならない。 

ところが、現実の２大政党は、その主要な目的を「権力の奪取とその保持」においてい

る。こうした政党レジームは、「民主主義」を維持しはするが、「民主的生活の質」を「低

下」させると、テイラーは考える。なぜなら、政党は、もはや、「市民が選択することを可

能にするうえで」役に立たないからである。テイラーにとって、本来、民主主義レジーム

における政党の役割は、まず第１に「選択を可能にすること」（de permettre le choix）で

ある25。 

社会の将来を解釈し、有権者に真の選択肢を提示する政治を、テイラーは「対極政治」

と呼んでいる。対極政治の観点から、テイラーは、２大政党の「コンセンサス政治」を批

判する。 

 

                                                   
22 ÉP, p.119. 
23 ÉP, p.120. 
24 ÉP, p.120. 
25 ÉP, p.120. 
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対極政治にとって、コンセンサス政治は見かけ倒しである。コンセンサス政治は現状

維持のものになり、多数の幸せのために変化を引き起こすものにはならない。この点

で対極政治と異なってくる26。 

 

このようにテイラーは、コンセンサス政治が、「現状維持」にとどまり、多くの人の幸せ

のために「変化」を引き起こすものにはならないと批判する。つまりテイラーは、実はコ

ンセンサス政治が、多数の人の意見の集約ではなく、エリートの支配の結果であると考え

る。彼は、政治スペクトルにおける「中道」が混雑する状態を打破するために、今こそ、「基

本的で原則的な違いを言う必要がある」と主張する27。 

 

もし福祉や経済計画に反対するのが右派であるなら、カナダには右派はいなくなった。

さらに原則的な改革を言う者が左派であるなら、新民主党こそが左派である28。 

 

このようにテイラーは、左翼の第３極を立ち上げる必要があると考えた。彼は、カナダ

では、新民主党こそが左派であると主張し、この第３極による社会改革こそが、テイラー

のいう「対極政治」であり、次のような特徴をもつ。 

 

もしコンセンサス政治を自由主義（liberal）的政治と呼ぶなら、対極政治はソーシャ

リスト（socialist）の政治と呼ばれるべきである。ここで言う「ソーシャリスト」とは、

多くの異なる形の社会主義運動の基礎にある考え方である。この多くの異なる形の中

にはマルクス主義もあるが、他のものもある。この考え方は、コンセンサス政治のア 

                                                   
26 PP, p.4. 
27 PP, p.14. 
28 PP, p.14. 
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イディアが時と共に変化するのと同じように、社会の進化とともに変化している29。 

 

つまり、第３極による社会改革こそが、テイラーの用語では「ソーシャリスト」の政治

である。彼によれば、ソーシャリストにとっての政治過程は「コンセンサス・システム」

をもたない。ソーシャリストの考えによれば「われわれの社会には構造的な欠陥がある」。

そのために、通常の政策が「大多数の人々、あるいは人民全体の幸せのために貢献するこ

とが出来なくなって」いる。この否定的な特徴が、「経済における所有、管理、組織のあり

方、さらにこれらの構造が政治権力に対してもっている関係」に影響を与えているとされ

る30。このように、テイラーは、ソーシャリストの立場から、社会や経済の構造的欠陥を指

摘することになる。筆者の理解するところでは、その構造的欠陥は、資本主義経済それ自

体の変化が生み出したものである。 

 

第３節 現代資本主義 

 

本節の目的は、はテイラーの現代資本主義論について述べることである。筆者の理解で

は、彼の資本主義論は 4 点の特徴を持っている。第 1 に、現代資本主義は、大企業によっ

て支配されている大企業資本主義である。第 2 に、この大企業があまりに大きな力を持っ

ているので、企業の活動を支える費用を、価格に転嫁して間接的に市民に負担させており、

これは一種の代表無き課税である。第 3 に、社会の経済的資源が大企業に吸収され、これ

が企業利益の観点で投資され、投資の優先順位が、パブリックな観点からは不適切になっ

ている。その結果、教育や医療や都市整備などの公的ニーズの充足が不可能になっている。

                                                   

29 PP, p.4.ここでは、ニューレフトの第２章と同様に、「socialist」を、「社会主義者的」と訳すのではなく、

「ソーシャリスト」とする。「socialist」を「社会主義」と訳すると、この語は、日本では、ソ連の共産党

等を連想させるからである。テイラーの 1970 年の著作『政治の形態』（PP）になると、マルクスへの言及

は減り、むしろソーシャリストという言葉が多く用いられるようになる。テイラーは、1972 年には、マル

クス主義の衰退について以下のように述べている。「先進的な西洋において、マルクス主義はおそらく一時

的に衰退している。……第三世界には、マルクス主義へのある種の忠誠を誇張して用いている諸理論があ

るが、それらは、いかなる意味においても、〔もはや〕マルクス主義者の理論ではない」（Charles Taylor, “Is 

Marxism Alive and Well?――Stuart Hampshire, Leszek Kolakowski and Charles Taylor discuss the 

matter”, The Listener, 4, May 1972, p.585；Charles Taylor, “Marxism: The Science of the Millennium”, 

Listener, Feb. 2 1978, pp.138-40）。 

30 PP, p.4. 
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第 4 に、大企業を規制するべき二大政党は、大企業の文化に染まってしまい、もはや公的

ニーズを充足する能力を失っている。このようなテイラーの現代資本主義論について、第 1

から順に述べる。 

 

（１）大企業の時代 

 

テイラーによれば、現代の、発展した資本主義経済における重要な事実は、「大企業」（the 

large corporation） がきわめて大きな重要性をもつようになったことである。大企業は、

経済について「伝統的に受け入れられてきたアイディア」を「時代遅れ」のものにしてし

まった31。 

経済についての伝統的な考えでは、自由企業による経済には、「リスクと競争」があった。

資本が生産を行うとき、この生産が「市場に適合するかどうか」という点について「リス

ク」があった32。そこで生産者間に「競争」が発生し、そのことが「価格を低下」させ、生

産物の水準を上げていた33。しかし、テイラーは、以下に述べられるように、今日において

は、このような「リスクと競争」についての伝統的な考え方は当てはまらないと考える。 

 

今や、「巨大な企業」(the giant corporation)が支配的になった。これは伝統的な要素〔リ

スクと競争〕を最小化してしまった34。 

 

「巨大な企業」が、第１にリスクを削減し、第２に競争を最小化することによって、資

本主義経済のあり方そのものを変えてしまったという。第 1 から順に述べると、第１に、

リスクが最小化されるのは、「資本の巨大な集中」によってである。「集中化された巨大な

資本」は、市場をくまなく調査し、それに基づいて新商品を開発する。新商品が開発され

ているときに、消費者は「その販売を期待して待つ」ようになる。大企業は「需要を創出

するための投資」もする。これらのことは大企業の「規模」の特権である。これによって

イノベーションに伴う「リスク」を小さくすることができる35。 

第２に、巨大な企業は「競争」を減少させた。テイラーによれば、本来は、「競争」こそ

が、資本主義の不安定の主要な要因の１つであった。自由企業の古典的な理論によれば、

                                                   
31 PP, p.16. 
32 PP, p.16. 
33 PP, p.17. 
34 PP, p.17. 
35 PP, p.17. 
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企業が生き残るためには、「競争」に勝ち抜かなければならない。しかし、たとえば鉄道や

化学産業などが示すように、大企業の間では、その「数が非常に少なく規模が大きい」の

で、たとえば「価格」などの真実の競争が必要な面で、競争は行われていない。せいぜい

マーケッティングの面での競争があるだけである。 

これは「伝統的な自由企業モデル」の崩壊であるという。もはや価格は「市場の力」で

決まるわけではない。価格は、大企業である「価格リーダー」（a price leader）によって管

理されてしまっている。したがって現代の資本主義は、もともと「資本主義を弁明するた

めにあった神話」、すなわちリスクと競争と見えざる手に、反しているのである36。 

このようにリスクと競争の最小化を通じて、巨大企業が支配している現代資本主義は、

テイラーからすれば、構造的欠陥を持っている。彼による資本主義の構造的欠陥は、次の

３点である。第１に、企業が代表無き課税を課しており、第２に、パブリックの観点を犠

牲にしており、第３に、このような企業文化が、政権与党によるコンセンサス政治と結託

しているという点である。 

 

（２）代表無き課税 

 

テイラーの考えるところの現代資本主義の欠陥は、大企業が代表無き課税を課すことで

ある。彼によれば、以前の資本主義では、各雇用者は、リスクと競争の中を生き抜くため

に、労働者に「不安定な雇用と低賃金」を課してきた。しかし現代の大企業資本主義は、

これとは大いに異なっている37。 

古い企業家は、多くの企業との競争に直面していたが、企業の「所有者であるとともに

管理者」（an owner-manager）であったし、市場を操作する力は持っていなかったので、

労働者の賃金額と直接の利害関係をもっていた。賃金が高ければ利益が減ったし、賃金が

低ければ利益が多くなった。企業家は所有者であり、企業の利益の水準と直接の利害関係

を持っていた。簡単に言えば、昔の個人企業家の時代の資本主義では、「労働者を搾り取ろ

うとする強い動機」があった38。 

しかしテイラーは、「伝統的な雇用者と労働者の利害対立は、現代の大企業資本主義では、

変化した」と考える。大企業は所有者と管理者に分裂した。管理者は、もはや利益の水準

と自分の収入との間に、昔の企業家と同じような直接の関係を持っていない。しかも彼ら

                                                   
36 PP, p.18. 
37 PP, p.20. 
38 PP, p.20. 
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が市場に直面したとき、「価格の水準は、大企業自身によって管理されている」面があり、

「利益と賃金が直接的な関係をもっている」とは言いにくくなっている39。 

ここでテイラーの言おうとしていることを筆者の方で敷衍すれば、現代の資本主義では、

賃金を高くしても、価格を高く維持して利益をあげることができるので、利益と賃金は直

接的に相反する関係ではなくなったということである。昔ならば価格の維持は出来なかっ

たので、利益が減少するとき、その減少分は賃金カットで補填するしかなかった。しかし

現代では消費者一般から搾取できるようになった、とテイラーは主張しようとしている。

したがって彼は「生産コストを消費者に転嫁することができるようになった」と述べる40。 

こうして大企業はリスクを回避して、自分の企業の労働者には前よりも大きな「安全」

を提供できるようになった。また初期の産業資本主義では、その生産物は輸出されたので

あって、労働者が購入したわけではない。ところが現代の労働者は、生産した商品を購買

する「消費者」でもある。企業は消費者の購買力を担保するためには「労働者を貧困にす

るわけにはいかなくなった」とされる41。したがって、テイラーによれば、現代の資本主義

は、以下のように評価される面がある。 

 

現代の自由主義的な技術者の言い方を使えば、資本主義は人間的になったのであり、

全ての人の利益になる（for the benefit of all）ものに変化した。この考え方がコンセ

ンサス政治の中心にある。技術革新によって、より大きな福祉を提供するようになる

と言われている。労働者に人間的な待遇を提供することによって富の広範な分配を行

っているとされている42。 

 

このように一面では、現代の資本主義は、「全ての人の利益になる」ものへと変化したと

一般には理解されている。しかしこのような見解こそが、テイラーの批判するコンセンサ

ス政治の考え方である。テイラーは、「このようなリベラルな考え方は間違っている」と言

う。その間違いは「権力」（power）の問題を直視しないところにある43。 

古典的な資本主義モデルでは、企業家は、「市場を形成するのではなく、むしろ市場に苦

しめられた」。経済成長は、無数の小さな企業家の決定が作り出す「偶然」の結果であった。

誰一人として経済成長に影響力を行使することはできなかった44。しかしながら、テイラー

                                                   
39 PP, p.20. 
40 PP, p.20. 
41 PP, p.21. 
42 PP, p.21. 
43 PP, p.21. 
44 PP, p.21. 
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は、このような古典的な資本主義モデルは、現代では通用しないと考える。 

 

大企業の登場によって、これ〔競争〕はますます過去のものになった。価格はますま

す少数の大企業に管理されるようになった。経済あるいは国の将来にかかわるような

重要な影響をもたらす投資についての決定を、民間の企業が行うようになった45。 

 

このようにテイラーは、少数の大企業による価格管理を通じて、経済や国の将来にかか

わるような投資についての決定を、「民間の企業」が行うようになったと考える。古典的な

資本主義であれば、「価格を引き上げると消費者の利益を犠牲にする」として批判された。

ところが現代では状況が変化している。たとえば製薬企業の場合、コストに比して価格が

高いと批判されたとき、企業側は、これによって得られた資金を研究開発に回し、新しい

薬の開発につながり、将来の社会の福祉になると言う。現代では大企業は「国民全体の利

益のために資金を蓄積するという、経済的な機能を持っている」と宣伝している46。 

このように社会的機能を果たす企業のモデルを採用すると、重要な問題が発生するとテ

イラーは考える。企業が開発と蓄積の機能を果たすとき、これはもちろん資源を必要とす

るが、この資源は、じつは「社会への課税」である。現代の大企業は「非公式な課税を行

う制度」であり、これを基礎として大企業は「研究し、開発し、生産力を拡大し、経済を

発展させる」47。この「社会への課税」について、テイラーは以下のように述べている。 

 

たとえば自動車の販売価格は３つに分割されるだろう。第１の部分はコストに充てら

れる。第２の部分は株式配当に充てられる。第３の部分は企業の留保金になって、こ

れが新しいモデルのデザインや生産のような、開発の目的に充てられる。私がここで

問題にしているのは第３の部分であり、これはいわば開発税（a development tax）で

ある48。 

 

このように商品の販売価格が、第１にコスト、第２に株式配当、第３に企業の留保金と

いう３つに分割され、とりわけ第３の企業の内部留保金が、テイラーの用語では「開発税」

にあたるという。たとえば地方政府が、その地域に学校を造ったりして開発するために、

消費税を課税するように、大企業は一種の「開発税」を価格に上乗せしている、とテイラ

                                                   
45 PP, pp.21-22. 
46 PP, p.22. 
47 PP, p.23. 
48 PP, p.23. 
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ーは考える49。 

産業革命のころは、企業が成長するための資金は「利益」から抽出された。しかし現代

での技術開発のための投資は、「企業の留保金」があてられる。しかもこの「留保金」は、

企業の規模が大きくなるにつれて大きくなる。この留保金の投資可能な金額が、カナダの

国民の貯蓄総額の中における投資可能な金額の中でどのくらいの比率を持っているのか、

この点を調べると、年によって変化するが「少ない時でも 30％、多いときは 70％にも達す

る」と言われている50。 

将来は、「企業の自己資金の比率」はさらに増加するだろうとテイラーは考える。もし企

業が資金を借り入れて投資している場合、これは「課税」とみなすことはできないだろう。

商品価格が企業家のコントロールできない市場の力で決まっていたときも、「課税」が行わ

れているとは言えないだろう。しかしテイラーは、企業家がその力を拡大して価格を管理

できるようになったとき、彼らの力は「課税する力に接近している」という51。 

 

こうして、企業は一種の開発税を課してこれを使っているということができる。こう

してわれわれは、われわれの代表ではない者に課税されていることについて政治的な

問題を提起しなければならない。これは主要な大企業が持っている一種の国王大権で

ある52。 

 

このようにテイラーは企業の内部留保金のための価格部分を「課税」とみる。つまり経

営者と労働者の対立というよりも、大企業と消費者の対立が主な対立になっていると考え

る。だから消費者全体の、つまり公共圏53の立ち上げが必要で、公共からの企業の制約が必

要だと言おうとする。これが従来の労働者の運動にかわる現代の運動だと考えている。ニ

ューレフト運動の頃であればワーカーズ・コントロルやコモン・オーナーシップであった

ものが、現代では公共圏である。もちろん一般消費者の利益は政府を通じて表現され、こ

                                                   
49 PP, p.23. 
50 PP, p.23. 
51 PP, p.24. 
52 PP, p.24. 
53 『政治の形態』においては、「公共圏」という概念はまだ登場していないが、その源泉となる「パブリッ

ク」という用語を発見することができる。テイラーの「公共圏」論については、以下の文献で詳しく展開

されている。Charles Taylor, Modern Social Imaginaries, Duke University Press, 2004；上野成利訳『近

代――想像された社会の系譜』岩波書店、2011 年）。〈以下、MSI と略記する。〉；Charles Taylor, 

Philosophical Arguments, Harvard University Press, 1997；Charles Taylor, “Modernity and the Rise of 

the Public Sphere” in Grethe B. Peterson (ed.), The Tanner Lectures on Human Values, 14, University 

of Utah Press, 1993；Charles Taylor, “Religion and Modern Identity Struggles” in Nilüfer Göle and 

Ludwig Ammann(eds.), Islam in Public: Turkey, Iran and Europe, Istanbul Bilgi University Press, 

2006. 
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れが大企業の制約になることも考えられるが、テイラーは、そのためには公共圏からの政

府に対する制約がなければならないと考えている。 

 

（３）パブリックな観点の犠牲 

 

テイラーは、大企業が「パブリック」という観点を犠牲にしていることも、現代資本主

義社会の構造的欠陥であるという。本来なら「パブリック」な、あるいは「集合的」な目

的で行われるべき投資が、企業の「効率」（efficiency）を目的として行われているという。

たとえば、技術的に優れた商品、あるいはよりよいコンピューター、またはよりすぐれた

ミサイルなどを生産すると、大企業の活動は「効率」を向上させたと考えられる。 

ところがテイラーは、人がこのように考えるとき、現代企業の活動によってもたらされ

た「大気汚染」などを忘れていると指摘する。だから彼は、以下に述べるように、現代の

企業について考える際に、公共性を視野に入れるべきだと述べている54。 

 

現代の企業システムについて考えるとき、われわれは、われわれが重要と思う全ての

目的の観点で（in light of all the goals）判断しなければならない。換言すれば、全体

的な幸せの観点で（in terms of total well-being）判断しなければならない。・・・企業

活動の主な目的は、個人としての消費者（individual consumer）の需要を満たすため

の商品とサービスの生産であって、集合的な需要（collective demand）を満たそうと

するものではない55。 

 

今日の企業システムは「全体的な幸せの観点」を犠牲にしており、「集合的な需要」を満

たすものではない。このような「全体的な幸せ」や「集合的な需要」といった用語は、第

４章で用いた言葉で述べれば、ラージャー・ライフの一要素となりうるものである。これ

を、企業システムが侵食しているとテイラーは批判しようとする。 

大企業システムの一般的な傾向は、個人消費者のために商品とサービスを生産すること

であり、「集合的に提供されるべきサービス」などには消極的である。テイラーは「教育」

を例にあげる。これは非常にコストがかかるし、分割して個人に販売することもできない。

「大気汚染問題」もそうである。これらは分割せずに社会全体に提供しなければならない。

このようなサービスに、「保健や医療、大学、職業訓練、道路建築、通信設備建築、公園、

                                                   
54 PP, p.25. 
55 PP, p.25. 
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レクリエーション施設、低価格の住宅提供、都市再開発、社会保障、年金、貧困対策」、そ

の他何百ものサービスがあるとされる56。 

こうした「集合的ニーズ」は満たされていないのである57。大気汚染の問題、都市再開発

の問題、教育の問題に立ち返るなら、企業システムは、「われわれのニーズに対してみんな

で解決していくための方策」（the collective provision for our needs）を委縮させている。

その結果、「水は飲めなくなり、空気は汚染され、都市は住めなくなっている」58。テイラ

ーは、市場的な企業の活動を、公的に規制して、公的な利益を守るべきだと主張しようと

する。 

公共的な利益を守ろうとするテイラーは、「われわれの社会では、バランスが間違ってい

る」と考える。彼は、政府が行っているサービスを簡単に見ただけでもわかると言う。た

とえば、テイラーは、教育を受ける人の比率を上げなければならないと考える。たしかに

個人消費が不十分だと言う人もいるだろう。より多くの乗用車や冷蔵庫などが必要だとい

う人もいるだろう。しかし、テイラーからすれば「優先順位が間違っている」。たとえば、

「低価格の家屋」の提供が不足しているし、「ガスの供給設備」が不足しているし、「学校」

が不足しているし、「大気汚染」の解決がなされていない59。 

テイラーの言う間違った優先順位は、社会の富裕層にとっては、適切なものであろう。「企

業社会システムで重要な地位についている人」は、間違った優先順位に満足しているだろ

う。この人たちにとって企業システムは防衛に値するものである。しかしこの人たちは、

このシステムを維持するために必要なコストの支払いには消極的である60。 

テイラーによれば、ビジネス・金融・産業のリーダーたちのみならず多くの人がこの企

業システムに自己同一化している。ビジネスの周囲の官僚的組織の人たちも同じである。

政府の省庁・大学も同じである。ときには労働組合も同じことがある61。 

その理由には２つあるとされる。第１に、企業システムは「社会において高い地位を持

っている」。そこで他の分野のリーダーシップも企業システムを見習うようになる。たとえ

ば政府も大学も、企業のあり方を見本として「効率第一」の組織をつくることになる。第

                                                   
56 PP, p.28. 
57 PP, p.29. 
58 PP, p.51. 
59 PP, p.29. テイラーは、社会が全体的に豊かになってきたとはいえ、豊かな社会にまだ参入していない

実質的少数派が存在すると考えていた。消費水準の急速な成長は、貧困者を助けることにはあまり効果的

ではなく、富は十分には「トリクルダウン」（trickle down）しないからである。毎年の成長のほとんどは、

既に豊かな人々によって先取りされ、既に豊かな人々the already affluent は自らの生活水準の上昇を期待

する。貧しい人々the poor に再分配するのは非常に困難である（Charles Taylor, “Legitimation Crisis?” in 

Philosophy and the Human Science, Cambridge University Press, 1999）。 
60 PP, p.52. 
61 PP, p.52. 
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２に、これらの組織が企業の影で大きくなり、企業と協力するようになる。これはカナダ

の公務員制度でも同じである。連邦の公務員制度は自由党政権下で作られたが、企業的な

効率モデルを基本として作られたのである62。 

こうした理由から、多くの人々が企業社会システムに自己同一化し、そのシステムで重

要な地位についている人は、社会の間違った優先順位に満足している。しかしテイラーは

「優先順位の間違い」を指摘する際に、富裕層以外の人々をも念頭に置く。テイラーは、「中

間的な収入のある人々」（middle-income people）の多くが、様々な公共サービスに対して、

富裕層よりも、大きな利害関係をもっていると述べる。中間層は子供の教育も、公共的に

提供される公教育に依存する。「公共的行動または非行動」（public action or inaction）は、

かれらの居住水準も左右する63。 

さらに、カナダの人口の４分の１は、「生活の最低基準を満たすことのできない貧困な

人々」であるとされる。この人たちは、「ニーズに対する公的提供」（public provision for 

need）をさらに必要としている。スラムの再開発、低価格の住宅提供、公的保健制度、衛

生設備、公園の整備、遊び場の設置など、これらのすべてのことが必要である。公的な投

資と、私的な投資の間のアンバランスの問題は、「低所得者層」に大きな問題を引き起こし

ている。もし「公的な、コレクティブな提供」がなければ、最も貧しい人たちが最も苦し

むことになる。貧困者は、公的サービスの水準に対して最も大きな利害関係がある64。 

テイラーはこうした優先順位のアンバランスのために苦しむ人々を考慮して、「民間企業

による投資が人々の幸せを増進するとは言えない」と考える。われわれは、「芝刈り機の新

製品」や「冷蔵庫の新製品」については少し待ってもいいだろう。しかし、「教育」の分野

と「大気汚染解決」の分野については、待つことは困難だとされる65。こうした間違った優

先順位が引き起こす結果について、テイラーは以下のように述べる。 

 

生産の社会的コスト、つまりコミュニティ全体にとって必要なコストは、企業が使う

私的なコストよりもはるかに大きくなることがある。企業家が負担するコストは、商

品を生産するための賃金と物資のコストである。このとき、企業は、たとえば大気汚

染を解決するためのコストを負担していない。土壌も水も汚染されてきており、われ

われは都市の再構築も必要になるだろうし、このコストは膨大なものになる。このコ

                                                   
62 PP, p.53. 
63 PP, p.51. 
64 PP, p.51. また、テイラーは、現在の「優先順位のアンバランス」のために苦しんでいるのは誰か、と

問いかける。彼は貧困層のみならず、多くのグループを検証しなければならないと考える。たとえば著作

家、画家、作曲家、舞踊家、芸能人、この人たちにとって公的な支援も必要だろう（PP, p.52.） 
65 PP, p.30. 
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ストはいずれ必要になり、企業に課税されなければ、社会全体に課税されることにな

る66。 

 

このようにテイラーは、環境の保全などの集合的ニーズを軽視していけば、やがてその

ために必要なコストが社会全体に課されることになると指摘する。社会における資源使用

の優先順位を考えなおさなければならない。筆者の理解では、これがテイラーの言う社会

改革であり、政府介入の課題である。適切に課税して支出するという政府の活動によって、

社会の資源配分の構造を再編したいと、彼は考えていた。 

テイラーが、社会における資源使用の優先順位を問題にするのは、当時、「公的部門のニ

ーズ」が拡大しており、その優先順位を変更していくことが喫緊の課題であったからであ

る67。たとえば、「地域での教育」のための予算は拡大してきているとされる。「教育」は市

民にとって「不可欠に重要」である。公的支出が GDP に対して拡大してきているが、これ

は「これまでのニーズが解決されずに蓄積されてきたから」であるとされる。68。 

テイラーが社会発展というとき、これは、まず第１に「生活水準の向上」を意味する。

裕福ではない人たちでも必要とする生活水準の向上が必要である。さらに社会保障の向上、

公的サービスの向上なども必要になっている。第２に、われわれの社会が、ますます「複

雑化」し、技術に裏付けられた「人口集密の社会」69になってきたので、この社会では、さ

らに「高度なサービス」が必要になっているという。「一般的な教育と特殊な教育の水準」

の向上も、現代の経済を維持するために必要である。「技術開発」も、たとえば大気汚染と

たたかうために必要である。高度な情報のための社会基盤をつくるためにも「技術開発」

が必要であり、より集密な社会になったことで、「都市の再開発」も必要だという70。 

テイラーによれば、このような問題を解決するために民間部門と公的部門の両方の投資

がバランス良く行われなければならないが、実際には「民間部門での投資と公的部門での

投資のアンバランス」がますますひどくなっている。公的な支出を削減させようとする企

業システムの圧力傾向は「現代資本主義にとっての主要な問題」（a major problem to 

modern capitalist society ）である。 

企業システムにおいては、「企業の権力」は挑戦されることなく維持されており、市民の

公共的「優先順位」はいつも無視されてしまっている。テイラーは、「大気、土壌、水の汚

                                                   
66 PP, p.30. 
67 PP, p.39. 
68 PP, p.40. 
69 PP, p.40. 
70 PP, p.41. 
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染」が、われわれの生命を危険にさらしていると言い、企業システムの優先順位を「逆転」

しなければならないと批判する71。大気、土壌、水、といった問題を捉える観点を、以下の

文章で、テイラーは「公的」観点と呼んでいる。 

 

このような問題がおきるのは、生産が企業の問題になっているからである。だから公

的な観点（the lookout of the public）が抜けるのだ。これとたたかうためには、公的

責任（public’s responsibility）の思想が必要である72。 

 

このようにテイラーは、現代の企業が、「公的な観点」や「公的責任の思想」を欠いてい

ると考える。さらに、現代資本主義における公的責任の思想の欠落は、環境問題を引き起

こすだけではなく、地域間の格差をも生み出す。テイラーは、主要企業が生産計画を立て

るとき、「どの地域に工場を作るかなどについての責任はない」と述べる。だから、様々な

地域の中でどこに投資するか、この点を「公的なニーズ」から考えることはない。「地域の

福祉」への関心はない。したがってテイラーは、企業システムの問題点について、以下の

ように述べている。 

 

重要な点は、企業システムは、たとえ効率的であっても、社会にとって重要な問題を

解決することはできないということだ73。 

 

このようにテイラーは、企業システムが、社会にとって重要な公的なニーズに応えるこ

とができないと主張する。つまり、どこに、何のために投資するかという投資の優先順位

という観点から見ると、企業システムは、「われわれの集合的なニーズと目的に調和してい

ない」74。 

しかし、社会における集合的ニーズに基づく重要な問題は、本来、企業システムが中心

となって解決する問題ではない。集合的に提供されるべきサービスは、社会のために活動

する「政府」の適切な活動によって提供される、とテイラーは述べている。これらのサー

ビスは、そのための資源を他の２つ、すなわち「個人消費」と「企業の投資」に対して争

                                                   
71 PP, p.41. 
72 PP, p.41. 企業が公的な観点を欠く理由として、テイラーは以下のように述べている。たとえばある企

業は、仮に生産に 600 ドルが必要なとき、大気汚染解決に 400 ドルの支出を政府から請求されたとすると、

400 ドルは政府に奪われたと感じるからである。企業からすれば、本来なら 1000 ドルを生産に使うことが

可能でなければならない。 
73 PP, p.42. 
74 PP, p.43. 
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っているという。 

政府は課税政策と支出政策で、この２つの領域と政府活動の領域の間で資源の配分をし

なければならない。個人消費については別としても、政府は「公的な集合的支出」と、「個

人消費のための生産」の間での資源配分のバランスを課税と政府支出によって作り出さな

ければならない75。ところが、このような政府の適切な役割は、政府が大企業と結びつくこ

とで、機能していないとされる。 

 

（４）企業文化 

 

テイラーによれば、上に述べたような「公的投資と民間投資の間のアンバランス」につ

いては、これまでも言われてきたことだが、自由党も進歩保守党も、お互いに、この点の

批判はしない76。その理由について、テイラーは以下のように分析している。 

 

〔公的投資と民間投資の間の〕バランスの改善のためには企業に課税しなければなら

ないのだが、自由党政府も進歩保守党政府もこれを行わない。両党とも、ビジネスに

近すぎるからである。企業から政治活動資金の提供を受けており、政治指導者も企業

の世界からリクルートしている。結局、企業文化の狭いイマジネーションしか持たな

くなっている77。 

 

このように、自由党も進歩保守党も、「企業文化の狭いイマジネーション」しか持たない

ので、資源の再配分の機能を政府に果たさせることができないという。テイラーによれば、

政府が企業サイドに立つ原因は、「ビジネスへの信任」（business confidence）にある。政

府は、企業を中心に考えるという「基本ルール」を逸脱することには大きな恐怖心を持っ

ている。もしそうすれば「企業の投資」が不足するようになるのではないか、あるいは「政

府の国債」を引き受けてもらえなくなるのではないかというような恐れである。特に大企

業の多くが「アメリカ企業」であることから、この恐怖は大きくなっている78。 

政府は企業を中心に考えるから、政府の介入と計画に対して企業システムが反発する場

合、これは「公的支出に対する抑制機能」を持つことになる。公的支出に対する企業シス

                                                   
75 PP, p.28. 
76 PP, p.31. 
77 PP, p.31. 
78 PP, p.32. 
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テムの反発は「インフレの始まり」のころに最も強いとされる79。経済が過熱してインフレ

の危険があるとき、制御されるのは「政府の支出」であり、「民間企業」の投資ではない80。

カナダでは、インフレの発生によって公的支出が批判されたが、政府が何のために支出し

ているのか、この点については問題にならなかったという81。 

 

第４節 ソーシャリスト・モデル(socialist model) 

 

本節の目的は、テイラーのソーシャリスト・モデルを、筆者の方で、4 点にまとめて述べ

ることである。 

第 1 は政府の役割論である。社会的ニーズを基準として経済的投資が行われるための政

府の役割である。大企業によってゆがめられた投資の優先順位を、政府が自己の「投資基

金」を使って修正しなければならないという。しかし政府が、自主的に行動するために、

第 2 に、アメリカからの経済的独立が必要だとされる。当時、カナダ経済はアメリカ企業

に支配されていた。この支配から脱却して、自分たちで経済を「デザイン」することが必

要であるという。自分たちで自分たちの経済をデザインするためには、第３に、脱中央集

権化とさらなる参加社会を形成いなければならない。政府による経済介入を行うときは、

地方政府と、さらに小規模の「隣人政府」を活発に機能させ、市民の発言権を拡大するべ

きだという。このように中央から地方までの政治を動かすために、第 4 に、その主体とし

て、左翼の連合を形成しようとする。専門家を含む豊かな労働者と、社会で不利な立場に

いる人たちの連帯運動を作らなければならず、これが社会変革の新しい力になるはずだと

された。以上の 4 点を順に述べる。 

 

（１）政府の役割 

 

前節で述べたように、テイラーは、現代資本主義システムにおいて、大企業が「代表無

き課税」を課しており、公的ニーズを無視しており、こうした企業文化が政治権力と結び

ついていると批判する。これらの資本主義の問題を解決するために、テイラーは、まず、

政治権力を、大企業から引き離すことが必要であるという。つまり、政府が、企業からは

独立した、独自の基金を持つことによって、集合的ニーズに応える政策を実施し、さらに

                                                   
79 PP, p.39. 
80 PP, p.32. 
81 PP, p.33. 
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大企業による社会への「課税」を規制しようとする。そこでまず、政府の役割について、

テイラーは以下のように述べる。 

 

企業システムは、社会の集合的で重要な目的達成の障害になっている。大多数の人々

のニーズにこたえていない。このようなルールは変更されるべきである。政府がその

優先順位を基準として政策の展開ができるようにするべきである。対極政治を作り出

してソーシャリスト・モデル(socialist model)を実行することが必要である82。 

 

こうしてテイラーは、資源使用の優先順位を変えて、政府が「社会のニーズ」（the needs 

of the society）を満たすようにするために「企業の自治」と戦おうとする83。当時のカナダ

の政府は「企業への信任」のせいで「企業自治の制約の中」で機能していた。経済に介入

する政府に対しては、労働者のストよりも強力な「資本家の強い反発」があり、経済ルー

ルを変更すれば、「企業システムからの復讐」をうける84。そこで、テイラーは、政府が資

本家や企業システムに従属しないようにするために、以下のような改革を提案する。 

 

改革はひとつのパッケージになる。企業の価格設定に関するコントロール、大きな投

資の時期についての権力、借款または課税を通じての企業留保金に対しての関与など

である。しかし企業システムからの復讐があるだろう。それに対抗するために政府は

投資のツールを持たなければならない。そのために、政府の投資基金（a government 

investment fund）が必要になる85。 

 

テイラーは、もし政府が企業に挑戦しようと思うなら「政府の投資基金」が必要である

という86。この基金を設置するために「貯蓄や、保険会社や、信託会社や、相互基金などへ

の介入」を行う。「基金」の活動は、企業からは「政府による侵略」と理解されるだろうが、

「企業自治」の境界線を踏み越えなければならない87。この「基金」による政策について、

テイラーは以下のように述べる。 

 

この改革の中心的な性格は、経済的な計画である。私が言いたいのは、単に経済成長

                                                   
82 PP, p.45. 
83 PP, pp.43-45. 
84 PP, p.45. 
85 PP, pp.45-46. 
86 PP, p.46. 
87 PP, p.43. 
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を順調に行わせるだけでなく、鍵となる部門を選択的に支援する計画を行う。これに

よって国際的な地位を向上させ、各地域の開発を行う88。 

 

このようにテイラーは、政府の投資基金によって、鍵となる部門を選択的に支援する経

済的な計画を行おうとする。このような社会改革は、以下のような立場として特徴づけら

れる。 

 

重要な点は、この改革パッケージは、ルールの変更を意味することである。これによ

ってソーシャリスト・モデル（socialist model）を実行する89。 

 

このソーシャリスト・モデルを行うためには「対極政治（politics of polarization）が必

要である」という90。既存の２大政党ではない第３極の政治による対極政治が必要であり、

「進歩は対極政治からもたらされる」のであった91。 

これまでの議論を整理すれば、テイラーにとって、ソーシャリズムは、大企業資本主義

についての分析を意味する。大企業資本主義は、基本的に「非応答的な権力」を示してお

り、また、われわれの社会の「優先順位」を逆転させている。そこで、「企業の自律性につ

いての根本的ルール」と訣別するために、「投資に対する政府の実質的なコントロールと主

導権を含む」計画が必要となる。しかし、このコントロールを実行するためには、アメリ

カ企業の影響を軽減し、独自の産業文明を形成しなければならなかった92。 

 

（２）アメリカからの独立 

 

テイラーのソーシャリズムは、アメリカ資本主義からの脱却も必要だとした。これまで

述べてきたように、テイラーは、カナダにおいて、ソーシャリスト・モデルとしての対極

政治を行う必要があると考えた。しかし、これはカナダ一国内のみで解決する問題ではな

い。カナダ経済は、「アメリカの支配」下にあるため、カナダにおいて対極政治を試みるた

めには、アメリカ経済からの独立を模索する必要があった。 

                                                   
88 PP, p.46. 
89 PP, p.46. 
90 PP, p.47. 
91 PP, p.45. 
92 Charles Taylor, “A Socialist Perspective on the 70’s”, Canadian Dimension, 1969, p.41.〈以下 SP と略

記する。〉 
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当時、カナダは、「カナダ経済に対するアメリカによる支配の増加」に直面していた93。

その支配拡大の原因はいくつもあった。まず、アメリカ合衆国からの「直接投資」が行わ

れ、カナダに「アメリカ合衆国の国際企業の子会社」がつくられ、カナダの企業が「買収」

されることもあった94。さらに技術的な支配もあった。自然資源へのアメリカの投資もあっ

た。しかも、カナダの一部の世論では、これは必要なことだと思われていた95。 

しかしテイラーは、アメリカ企業の、経済的貢献は不可欠のものなのかどうかを検討す

る必要があると言う96。しかも「経済をデザインする大企業」が、「圧倒的にますますアメ

リカの企業になる」ことが問題であるとした。テイラーは、カナダ経済の進むべき道につ

いて、以下のように述べている。 

 

われわれが欲している経済を手に入れる唯一の道は、経済をわれわれの手で作る

（build）ことである。・・・真の問題は、われわれ自身がわれわれの経済の形をデザイ

ンし、その経済を通じてわれわれの将来の社会と優先順位の形をデザインしていくつ

もりなのか、あるいはわれわれは、われわれの運命が、われわれがその市民ではない

共和国によって決定されるような、影の領域（shadow zone）にさらに沈んでいくのか、

この点である97。 

 

このようにテイラーは、「われわれ自身」が「経済をデザインする」方向性を打ち出す。

従って、アメリカ経済からの経済的独立も必要となる。大企業資本主義の問題は、「われわ

れ自身が」近代化のプロジェクトや文明の方向性を左右する問題である98。このようなアメ

リカの企業資本主義文明の影響から脱し、カナダの人々が自らの手で経済をデザインし、

さらには彼ら自身の文明のかたちを創造することは、彼らの疎外を克服するために重要で

あった。テイラーにとってソーシャリズムとは、彼ら自身の文明を形成し、彼ら自身のラ

ージャー・ライフを形成する手段でもあった。 

                                                   
93 PP, p.70. 
94 PP, pp.70-71. 
95 PP, p.74. 
96 PP, p.74. 
97 Charles Taylor, “Either We Plan Our Economy - or We Become a Branch-Plant Satellite”, Maclean's 
Magazine, 82, Dec.1969, p.77. 
98 Charles Taylor, “Behind the Kidnappings: Alienation too Profound for the System”, Canadian 
Dimension, 7/5, Dec. 1970, p.26. テイラーは、「私たちの文明の衰退と破壊は、カナダよりもアメリカに

おいてより進んでいる」と述べている。それは「左派の潜在的な同盟が破壊されている」ことにも示され

ている。したがって、マルクーゼのいう「絶望的なマイノリティの政治」（a politics of desperate minorities）

は、カナダにおいてと同じようにアメリカにおいても不毛であるが、アメリカでは唯一の可能な政治とし

て、そこでは説得的に思われ得るとされる（Charles Taylor, “Marcuse’s Authoritarian Utopia”, Canadian 

Dimension, 7/3, Aug./Sept. 1970, pp.49-53.）。 
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（３）脱中央集権化とさらなる参加社会 

 

カナダにおける、アメリカの資本主義文明からの脱却と、独自の産業文明の模索は、中

央政府の計画のみによって実現できるものではなかった。テイラーのソーシャリズムは、

計画の脱中央集権化を不可欠とする。テイラーにとって、政府による経済介入と計画の導

入は、「真の民主化の必要条件にすぎず、十分条件ではない」。彼は、「高度に中央集権化さ

れた計画」という方向性と訣別し、「さらなる参加社会」（a more participatory society）を

考案する必要があると考える。 

テイラーによれば、カナダにおける「脱中央集権化された計画」を実現するためには、

地方政府（the provinces or regional governments）が計画の中心にならなければならない。

さらに、もっと低いレベルでは、地方の小さな共同体における「隣人政府」（neighbourhood 

governments）が必要となる。近代社会のジレンマは、経済と政治のさらに多くの諸局面に

おいて、中央と地方の両方が「発言権」を欲しているということである。基本的な諸決定

は、連邦のレベルでなされなければならないが、他方で、地方政府や「隣人レベル」の統

治が重要であるとされる99。 

このようにテイラーが、地方政府や「隣人政府」を強調するのは、彼が「参加の最も効

率的なレベルは地方である」と思うからである。地方レベルの参加を奪うことは、「実質的

参加を奪う」ことであるという100。地方レベルでの参加は、政治的決定の効率性を脅かし

てしまう危険性もある。しかし、だからといって、参加を制限すればよいというわけでは

ない。疎外された青年たちの「反乱」が激化していた 1960 年代末、テイラーは、政治シス

テムの非応答性が、大きな社会的反乱をまねくことを実感すると述べている101。 

いったん権力への参加要求が一般市民の間で成長すれば、彼らは、その参加要求の表現

手段を見つけようとする。しかし、もし政府のシステムが、その要求を吸い上げることが

できなければ、その要求はシステムの境界を破壊し、「ストライキ、座り込み、暴力的デモ、

消極的不服従」などとして噴出してくる102。そうした人々の要求に対して、政治がどのよ

うに向き合うべきか、この点についてテイラーは次のように述べている。 

 

                                                   

99 SP, p.40. 

100 PP, p.117. 
101 PP, p.117.テイラーは、学生たちが起こした反乱が生じた原因とその意味、さらにその問題点について

詳しく指摘している（PP, pp.59-64.） 
102 PP, p.117. 
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現代政治の仕事は、真の参加に本来備わっている闘争の通路を作ること（to canalize 

the struggle）である。そしてこのことは、両極〔中央と地方〕における参加を強める

ように制度を変化させることを意味する。このことは、中央においては、主要な決定

を政府による計画を通じて形成することを意味するのみならず、議会それ自体の改革

をも意味する103。 

 

このようにテイラーは、現代政治の仕事が、「闘争の通路を作ること」であると考える。

このことは、地方政府において、参加を強化し、制度化していくことを意味する。さらに、

議会をより効率的な立法機関にするための「手続き的改革」を意味する以上のことでなけ

ればならない。このことは、「情報への新たな態度」をも要求する。つまり、政策形成者が

選択する代替案を明確にする際に、「専門的知識をもつ人間とコンピューター」をさらに用

いることである。政府は、したがって、「情報の獲得」にさらに投資する準備をしなければ

ならないという104。 

 

（４）左翼の連合 

 

テイラーのソーシャリズムは、上に述べたような参加社会における、新たな主体の育成

を含んでいる。前に述べたように、テイラーは、カナダの２大政党を基礎とした「コンセ

ンサス政治」に対抗して、対極政治を作り出す必要があるとした。つまり、テイラーを悩

ませるのは、労働者階級の人々と、より低い諸階級の人々を基礎とした左派政党と、右派

政党（つまり中産階級や上流階級を基礎とした進歩保守党）との間に、闘争がないことで

ある。 

このようなテイラーの考えについて、彼は、1966 年の雑誌 Canadian Dimension に掲載

されたインタヴュー「イデオロギーの終焉と新たな（階級）政策？」で、次のような質問

を受けている。もしカナダで、左派政党と右派政党の間に闘争が生じたら、そのことが「国

を分裂させてしまう」のではないか105。 

この質問に対して、それは「特異にカナダ人的な考え」方である、と答えている。カナ

ダ人の考えとは、「階級の違いに基づいた政党政治は、分裂的であり危険であり、同様に、

宗教的違いやラディカルな違いに基づいた政党政治は国にとって破壊的であろう」という

                                                   
103 PP, p.117. 
104 PP, p.118. 
105 Charles Taylor, “The End of Ideology or a New (Class) Policy?”, Canadian Dimension, Nov.-Dec. 

1966, p.12.〈以下、EI と略記する。〉 
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考えである。つまり、政治は、「完全に階級のない基礎」（a completely classless basis）に

基づいて運営されるべきである。だから政治政党においては、カナダにおける「諸階級の

区別がない」はずだと言われ、政治的立場の違いは「人々の側の自由な個人的選択から生

じる」と言われる。政治政党は、左派にも右派にもなれる「完全に中立的な道具」として

考えられている106。 

しかしテイラーは、このような考え方が「ユートピア的な考え」であるだけでなく、「非

常に危険な考え」であると述べる。階級の基礎をもたない中立的な政治によって、実際に

は、自らの利益を明らかにするのが上手くて、他の人々よりも政治過程に影響を与えるの

がうまい「諸利益とある諸階級」が生じることになるからである。結局「より教育された

より豊かな階級」が、２大政党の両方において指導的役割を果たすことになってしまうと

いう107。 

他方で、「あまり教育を受けていない人々と豊かではない人々」は、彼ら自身のリーダー

シップを発揮させるためのメカニズムを欠くことによって、彼らの利益が「棚上げされて

いる」ことに気付くこともできない。カナダには、「エリートが率いる政党」は存在してき

たが「労働者、農民そして知識人によって構成される、左派の同盟を基礎とした、カナダ

の全ての諸地域を連結させる政党」が一度も形成されたことがないとされる108。 

したがってテイラーは、カナダにおいて、社会全体を覆っている２大政党がある限り、

カナダは多くの点で「あまり進歩しない国」であり続けてきたのであり、「社会改革への圧

力も少なく」、不利益な立場に置かれている人々のニーズを深刻に検討することへの圧力も

少ないという109。 

このような「社会改革への圧力」が少ない原因は、われわれの社会が、「誤った分割線」

で分割されているからであるという110。その分割線は「豊かな多数」と「貧困な少数」の

間にひかれている111。この境界線によって「貧困者は危険な苦境におちいる」。テイラーに

                                                   
106 EI, pp.12-13. 
107 EI, p.12. 

108 EI, pp.12-13. テイラーによれば、労働者と農業者に対して、彼らは全体的に分裂しているので単一の

政党において協力することはできない、と説得しようとする「プロパガンダ」がここ何年か普及してきた。

さらにカナダにおけるフランス人とイギリス人は、彼らの関係が政治的エリートによって媒介されない限

り、一緒に協力することはできないという精神的な感覚が、カナダの政治指導者たちの間に存在してきた

とされる。 

109 EI, p.12. 
110 PP, p.67. 
111 PP, p.68. 
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よれば、「コンセンサス政治」においては、貧困者は「ゲットー」に追いやられる。豊かさ

について物神崇拝を行う社会では、「貧困者を受け入れることができない」からである。連

帯は、「豊かさと貧困の境界」を超えることができない。貧困者は、その運命に黙って従い、

希望をもつこともないだろう。あるいは、政治的に疎外されている人たちの運動に、時々、

背後で動員されるか、反乱を起こすことになる。こうして、豊かな多数と貧困な少数の間

に分割線を引く「コンセンサス政治」は、「深い不満と厳しい挑戦をうける」かもしれない

とされる。 

そこでテイラーは、貧困者の声を政治に反映させるためには、分割線を新たに引き直さ

なくてはならないと言う。それは、「エリートと非エリートの間」の分割線である。もし境

界線が「エリートと非エリートの間」にひかれるなら、貧困者は「潜在的な多数の一部」

となり、「自分の声をきいてもらうための戦いのチャンスをもつ」ことになるとテイラーは

主張する112。では、貧困者は、いかにして「戦いのチャンス」をつかむのか。 

 

政治的変化の媒体は、豊かな労働者（ホワイトカラーと、専門家 professionals を含む）

と、われわれの社会にとって最も不利な立場に置かれている諸集団の間の連合

（alliance）でなければならない。われわれは、われわれの政党〔NDP〕を、彼らの自

身の媒体と考えるような運動を創造し涵養しなければならない113。 

 

このようにテイラーは、社会の中で最も不利な立場に置かれている貧困者が、「豊かな労

働者」との間で「連合」を形成することによって、社会的変化の媒体となりうると考える。

したがって、対極政治（第３極の立ち上げ）のためには、「左翼の連合」 が必要であり、

これを可能にするためには「豊かな労働者」こそが「結合者」（hinge）にならなければな

らないと考えた114。  

 

おわりに 

 

本論文の第１章では、テイラーの人道的な難民支援活動を見て、第２章で、ニューレフ

ト時代のテイラーの政治活動と政治理念を見た。いずれの章でも、実践の人としてのテイ

ラーの姿が目立っていた。実践を重視したテイラーの姿勢は、その後もっと強くなり、1961

                                                   
112 PP, p.68. 
113 SP, p.41. 
114 PP, p.67. 
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年にカナダに帰国して以来、本格的な政治活動を行う。この第５章の第１節で述べたよう

に、彼は、新民主党の副党首として活動して国政選挙にも立候補している。 

テイラーは、ニューレフト時代には、初期マルクスの影響を受けたとはいえ、ハンガリ

ーで間接的にスターリニズムとたたかったおり、コミュニズムは強く拒否した。しかし彼

自身は、自己をソーシャリストと呼んでいる。彼のソーシャリズムは、資本主義をはじめ

とする社会的な疎外の克服と、労働者をはじめとする被抑圧者の連帯の形成の２つを課題

としていた。 

そこで、カナダ帰国後も、資本主義に対する批判意識がきわめて希薄であった当時のカ

ナダの２大政党を否定する。テイラーは、２大政党によるコンセンサス政治を拒否して、

これと対抗する左翼政党の第３極として新民主党の副党首として活動する。 

ニューレフト時代のテイラーは、ソーシャリズムの課題として、資本主義的疎外の克服

をあげていたが、カナダ帰国後の新民主党の活動でも、資本主義に対抗している。この点

はこの第５章の第３節でまとめたが、1960 年代のカナダの資本主義を大企業資本主義と定

義して、大企業による市民に対する事実上の課税とでもいうべき利益のあげかたや、資本

投資における公共的な観点の欠如を批判した。 

テイラーは、ニューレフトの頃の初期マルクスからの影響で人民のニーズにそった経済

体制の構築を考えるようになっていた。この観点からすると、1960 年代のカナダの経済的

資源の配分は、人民のニーズを無視して、大企業本位のものになっていた。だから、テイ

ラーは、資本主義のゆがみを是正しようとしており、カナダの具体的な政策としてソーシ

ャリスト・モデルを打ち出している。これは本章の第４節でまとめたが、政府の経済介入

による資本主義の構造改革を目的とするものである。まず政府に「投資基金」をつくって、

これが資本から資金を吸収し、教育や環境などの人民のニーズにそった投資にまわすとい

う。さらにこの投資をアメリカ資本から妨害されないために、カナダ経済の自律を目指し

ている。 

1950 年代のニューレフト時代のテイラーは、ソーシャリズムとして、労働者をはじめと

する連帯運動の構築が必要だと考えていた。この考えは、1960 年代に、カナダにおいて発

展する。専門家を含む豊かな労働者と、社会で不利な立場にいる人たちの連帯運動を作り、

この運動と新民主党が協力して資本主義改革をしようとした。 

しかし、社会的に不利な立場にいる人たちも含めた連帯運動を意味のあるものにするた

めには、政府機構も変革しなければならない。政府中央は「投資基金」を使って資本主義

の規制をすると同時に、地方政府や、隣人の共同体を活性化しようとした。 

連帯の運動を実際に機能させるためには、政府機構の改革だけでは不足である。一般市



230 

 

民がこの運動に参加して、真の人民のニーズを解明していく必要があった。そのためには、

第４章でまとめた、テイラーの対話社会の実現が必要であったろう。 

この第５章は、テイラーの思想からすれば、非常に特殊な、一種のケーススタディにあ

たる。時期的には 1960 年代に拘束され、地理的にはカナダに拘束され、経済的には当時の

カナダの資本主義経済の特徴に拘束され、文化的には当時のカナダの文化に拘束され、社

会的には当時のカナダの社会状況に拘束され、主体的には当時のカナダの労働運動のあり

かたなどに拘束されている。 

だから、第４章の一般論が、近現代を見た視野の広いものになっているのに対して、こ

の第５章は、具体的ではあるが、視野の狭いものになっている。具体的な政治的な計画と

しては理解できるが、その現実性や効果については、ほとんど未知数である。テイラーは、

全ての立候補に挫折しているので、この政策の実現可能性については実証されてはいない

が、時代的にも地理的にも、非常に制約された議論であることには違いない。 

しかし、テイラーの思想の性質を理解するとき、彼が、現にこのようなことを考えて、

特に、自己をソーシャリストと自覚して、政治に取り組んでいたことは、テイラーの哲学

一般を考察する際にも、きわめて重要なことであろう。 
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結論 

 

                             

 

目次 

（１）本論文によって明らかになった点 

（２）テイラーの知的成長 

テイラーの政治活動における成長 

テイラーの個人論における成長 

テイラーの疎外論からソーシャリズムへの成長 

（３）政治思想研究に対する本論文の貢献 

（４）本論文の限界と今後の研究課題 

青年期テイラーと円熟期テイラーの関係の問題 

テイラー政治哲学の問題点 

（５）現代政治学に対する本論文の貢献 

                             

 

（１）本論文によって明らかになった点 

 

個人は政治に対して、どのような関係を結ぶべきか。これが、本論文の問いであった。

本稿は、この問いに対する１つの解答を、テイラーの政治哲学の中から探る試みであった。

ここで再確認するが、本論文の主張は、テイラーの政治哲学が、市民と政治の関係を構築

する際に、次の２点の性格をもつということであった。 

 

第１に、個人論。 

(a)個人は自律した主体であると理解すること（第３・４・５章）。 

(b)個人はより崇高な価値のあるラージャー・ライフを求めること。 

このラージャー・ライフは、宗教や文化などのみならず、善き政治共同 

体の実現と深く接合することによって実現すること（第２・４・５章）。 

第２に、疎外論。 

(a)現代資本主義における疎外。現代社会では、経済や政治や教会などの諸要

因によって疎外されており、これを克服し、個人のラージャー・ライフ
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の遂行を可能にすること。（第２・４・５章）。 

(b)スターリニズムによる疎外。スターリニズムの下ではラージャー・ライフ

の遂行どころか、その基礎的な条件である個人の自由すら疎外されてお

り、これに対しては、たたかう必要があること（第１・２章）。 

 

しかし本論文の構成の順序は、上の主張の論理的順序とは違い、テイラーの青年期から

の時系列的順序を主な基礎として、第 1 章から第５章までを置いた。 

図（３）「本論文の構成と主張」に示したように、本論文は、1956 年のハンガリー難民支

援活動の時期のテイラーの議論を第１章で扱った。この章で、テイラーが非常に強い人道

主義を持っていたことがわかり、同時に激しいスターリニズム批判の意識をもっていたこ

とが明らかになった。 

第２章は 1957 年から 1960 年までのニューレフトの時期である。この時期は、図（３）

にもあるように、テイラーは、第１に、依然として激しいスターリニズム批判を行うと同

時に、ソーシャリズムの議論を始めている。テイラーは、スターリニズムの原因の１つは

コミュニズムにあると考えていたので、ロシア革命的な社会変革を拒否したし、共産党的

な政党も拒否している。そのかわりに、第２に、彼の言うソーシャリズムの概念を立ち上

げた。その内容は、本文で詳しく述べたように、疎外克服論と連帯論で構成されていた。

従って、図（３）にあるように、第２章は、スターリニズム批判、疎外論、連帯論の３点

の内容をもっていた。 

第３章は、ソーシャリズムとは、一見、無関係にも見える哲学書『行動の説明』の分析

である。テイラーの最初の出版物であるこの本は、当時の心理学的行動論から個人の主体

性を引き出すという、きわめて独特の研究になっている。この本は、テイラーの基本的立

場は、頑強な個人主義であることを示している。この本は欧米でもほとんど研究されてお

らず、日本では全く読まれていない。しかし、この本が、テイラーの出版の出発点であっ

たことは、テイラーの個人主義的な性格を示している。 

第４章は、テイラーがカナダに帰国して以来の理論活動を扱う。図（３）にあるように、

この第４章は３点の内容を持つ。第１は、第３章からひきつぐ個人論である。第３章の『行

動の説明』では、単に主体的であることが強調されたのだが、この第４章の『政治の形態』

では、その主体性とは、「人がより崇高な価値のあるラージャー・ライフを求めること」に

よって達成され、それがアイデンティティを形成するという点について述べられている。

第２は、対話社会論である。これは個人がラージャー・ライフを獲得しながら、相互に尊 
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重して対話社会と比ゆ的に表現される社会を形成することが述べられる。個人はこの関係

を通じて政治共同体と接合するのである。第３は疎外論である。ニューレフトのころは萌

芽的で抽象的であった疎外論が、この『政治の形態』の段階になると、宗教的疎外、社会

的疎外、政治的疎外と、筆者がまとめることができるほど、具体的な議論になる。これに

よって、テイラーがニューレフトのころに発見した現代社会の疎外の論点が、彼にとって

いかに重大なものであったかを知ることができる。 

第５章は、第４章と同じ『政治の形態』を主な素材として、テイラーの現実の政治活動

を扱う。従って第１に、個人論は希薄にはなるが、第２の対話社会をさらにソーシャリス

ト・モデルとして具体化している。このモデルでは、政府が資本と対抗して経済に介入し、

人民のための資本の再配分を行おうとする。さらに地方政府や隣人政府および、左翼の連

合などを強調して下からの対話社会の形成を目指している。さらに第３に、疎外論につい

ては、資本主義による疎外状況が人民一般に及んでいるとする。大企業は、自己の技術開

発などのために、人民に、代表無き課税とも言うべき価格負担をさせており、これは政府

の力で改善しなければならないという。しかし当時の２大政党は、企業の側に立っており、

企業文化にそまり、人民のための変革をする能力をもたない。そこで、テイラーが副党首

をつとめる新民主党が、新しい左翼として批判的な力を発揮しなければならないと考えら

れていた。 

本論文の主張の概念図は、図（３）の最下段に書かれている。すなわち、本論文が対象

とした 1956 年から 1970 年までのテイラーの政治哲学の構造は、個人論と、ラージャー・

ライフを通じた個人と社会の接合論、さらに資本主義の疎外を克服するソーシャリズムの

議論、およびスターリニズム批判の４つの構成要素で成り立っていた。 

理論的には、個人の自律を基礎として、個人がアイデンティティを形成しながらラージ

ャー・ライフを形成し、個人相互に対話社会を構成する。これが、テイラーの望んだ社会

である。しかし、現実には、これの障害となる疎外状況があった。そこでソーシャリスト・

テイラーは、資本主義的な疎外を取り除く方策を考えた。しかし、スターリニズムに対す

る激しい批判があり、コミュニズムは拒否した。彼のソーシャリズムとは、実際には、民

主主義を、質的に深めていくことであったと思われる。 

しかし、このソーシャリズムの概念も、その現実性には疑問が残る。しかし、テイラー

の課題は、その後の政治学が追求する課題として、長く残るものであり、この 21 世紀にお

いても、なお考察の必要があると思われる。 
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（２）テイラーの知的成長 

 

本論文では、第 1 章から第５章までの順序において、テイラーの知的な関連はどうなっ

ているのか、すなわちテイラーの知的成長はどうか、この点について、まとまった形では

述べていない。そこで、この結論において、彼の政治哲学の形成過程について論じること

にする。 

 

テイラーの政治活動における成長 

 

第１章では、1956 年（25 歳）のハンガリー難民支援活動を扱った。この難民支援からわ

かることは、難民のように個人の根本的な自由が疎外されている現場に立ち会ったとき、

それを放置せず支援したことである。これは彼が最初から人道主義をもっていたことを示

す。しかし、ハンガリー難民支援においては、カナダ政府などの西側の政府に支援を要請

する活動をしたにとどまる。このときの彼の活動は、市民的人道支援活動の域を出ていな

い。 

しかし 1957 年（26 歳）から 1960 年（29 歳）までのニューレフト時代を経て、その後

の 1960 年代になると、カナダにおいて、人々のラージャー・ライフの構築を支援できるよ

うな政治社会の形成のために、自ら権力の担い手となることを目標とする政党の指導者と

して、つまり新民主党の副党首として、責任ある立場で政治活動を行う。この点で、彼の

政治への関与は、大きな成長をした。 

このような成長の背景には、彼の個人論（本論文の主張・第１）における成長と、疎外

論（本論文の主張・第２）における成長があった。 

 

テイラーの個人論における成長 

 

個人論の哲学的にまとまった仕事は、彼が博士論文をもとにして出版した『行動の説明』

（1964 年・33 歳）（本論文・第３章）である。ここでは、本論文の主張である、第１(a)個

人は自律した主体であることが強調される。彼は、人間の行動が、「主体的」であり「目的

的」であると主張した。 

しかし 1964 年の『行動の説明』の時点では、人間の行動が「目的的」であり「主体的」

であるというところまでは主張したものの、その「目的」とは何なのか、という点につい

ては、具体的に述べるに至っていない。この点をさらに発展させるのが、彼の『政治の形
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態』（1970 年・39 歳）である（本論文、第４章）。 

この『政治の形態』においては、個人の自律的なアイデンティティの確立は、ラージャ

ー・ライフの追求であると明言する。主体的な個人は、崇高で公共的な価値観をアイデン

ティティとすると同時に、これを通じて、政治共同体に接続しなければならないと考える

ようになる。これは、本論文の主張で言えば、第１(a)から１（b)への発展である。 

このラージャー・ライフは、政治共同体へと連なる価値観でもあり、個人が責任ある主

体となることを含んでいる。諸個人は、一人一人、異なった崇高な価値観をもつ。テイラ

ーは、公的意味に関する完全な合意は求めようとはしない。諸個人相互が異なる価値観を

対話させる対話社会の過程こそが重要であるという。 

 

テイラーの疎外論からソーシャリズムへの成長 

 

第１章の難民支援の時代には、とにかくスターリニズムに対する激しい批判の論文を書

いている。その内容は、哲学的内容というより、まだ時論的な傾向が強いものだった。 

しかし、第２章でみるように、難民支援活動を終えて英国に戻った後のニューレフト時

代になると、彼は、メルロ・ポンティから示唆された初期マルクスを勉強し、「疎外」の問

題を資本主義、あるいは社会主義を含んだ産業主義の問題として、理論的に考えるように

なる。 

その中で、難民支援の時代には、もっぱら人道活動であったものが、彼独特の「ソーシ

ャリズム」として形成されてくる。彼のソーシャリズムは、疎外克服と社会連帯の２つの

要素で構成されていた。ソ連型の社会主義とはまったく異なったものであるが、彼はこれ

をソーシャリズムと考えた。 

ニューレフト時代（本論文・第 2 章）にはまだ抽象的であった疎外論は、その後、主に

は『政治の形態』（1970 年・39 歳）において、宗教的疎外、社会的疎外、資本主義的疎外

として具体的に論じられるようになり（第４章）、その克服の方向としてのソーシャリズム

も、1970 年になると具体性を帯びてくる（第５章）。特に、消費中心の「私化」による疎外

が人間的ニーズを抑圧していること、社会大企業が支配する資本主義社会では、企業が人

民に対して代表無き課税を課しており、社会の真のニーズを無視していることを強調する。

彼のソーシャリズムは、各人がラージャー・ライフに接近できるような、対話社会の実現

によって、人間のニーズを満たす社会を形成しようとし、これをソーシャリズムと考えて

いた。 
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（３）政治思想研究に対する本論文の貢献 

 

本論文は、従来のテイラー思想研究に対して、次の４点の貢献ができると思われる。 

第１に、テイラーの思想をもっぱら「コミュニタリアン」と特徴づける研究の誤解を指

摘することである。本論文の序文で述べたように、キムリッカらは、テイラーの「共通善」

の概念が、個人の自由を抑圧すると理解していた。しかし、本研究を通じて、彼の「共通

善」は、個人の自律性を尊重した対話社会において課題となるものであり、その内容を確

定しないものであることが明らかになった。彼は善とは何かを論じるのではなく、善につ

いての対話を論じている。 

第２に、ルース・アビィのように、テイラーの思想が「コミュニタリアン」と「個人主

義」の双方の要素をもつ両義的なものだという研究に対しては、個人主義が優位であるこ

とを示した。本研究で明らかになったように、個人はそのアイデンティティを持ち、ラー

ジャー・ライフに関係する中で「対話社会」に参加する。この対話こそがコミュニティで

ある。テイラーの思想が両義的であるとはいえ、個人が基軸となるものであることが明ら

かになった。 

第３に、本論文は、これまであまり研究されてこなかったテイラーの青年期の著作を検

討した。これによって、テイラーの個人主義やソーシャリズムが明らかになった。これは

その後の円熟期のテイラーの著作では、ことさら述べられるものではないが、その基盤に

なっている可能性がある。この点は今後の研究課題であるが、その後のテイラー研究に対

して、全く新しい視点を導入することになる。 

第４に、本論文は、テイラーの理論活動のみならず、彼の実践的活動にも焦点をあてた。

近年、ニコラス・スミスの研究をはじめとして、テイラーを政治哲学者としてだけでなく、

実践家として理解する研究もはじまりつつあり、こうした動向に対して、本論文は参加し

ようとするものである。とりわけ本論文の第１章で扱った、テイラーのハンガリー難民支

援については、海外の研究においてもほとんど述べられていない。さらに第２章のニュー

レフト運動についても、その時代状況やニューレフトにおけるテイラーの位置づけなどに

ついては、十分に研究されていない。しかし、このようなテイラー像に焦点をあてること

で、当時の彼の哲学における自律的「主体」や、「疎外」の克服、あるいはソーシャリズム

について明らかにできたと思われる。 
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（４）本論文の限界と今後の研究課題 

 

青年期テイラーと円熟期テイラーの関係の問題 

 

本論文の最大の限界は、テイラーの青年期の著作のみを扱っているという点である。本

論文は、テイラーの青年期の著作においては、個人主義を中心とした、個人と社会の接合

の課題があることを明らかしたが、それが、その後の円熟期の著作においても一貫してい

るのかどうかという点は、今後、本格的な研究をしなければならない。特に、下記の３点

の研究が必要であると考えている。 

第 1 に、現時点でも、筆者は、近年のテイラーの著作をみる限りにおいて、同様の関心

は維持されていくのではないか、という見通しを持っている。例えば、1991 年に出版され

た『〈ほんもの〉という倫理』（The Ethics of Authenticity）において述べている。 

 

しかし自由の喪失には、もうひとつ別の形があります。……なかでも真っ先に思い起

こされるのはアレクシス・ド・トクヴィルの議論です――しまいには誰もが「自分の世

界にひきこもった」個人になってしまう社会とは、積極的に自治に参加しようと思う

者などほとんどいない社会である。ときの政府が、私生活を満足させる手段をつくり

だし、ひろく分配しているかぎり、そうした社会に生きるひとびとはむしろ、家にい

て満ち足りた私生活を享受する道を選ぶことだろう……。ここから、トクヴィルが「穏

やかな」専制（soft despotism）と呼んだ新しい専制の危機、近代ならではの新しい形

をした専制の危機が訪れます1。 

 

このように個人と社会の接合についての関心は、近年においても継続している。本論文

の「序論」で述べたように、2008 年の京都賞を受賞した際のインタヴューなどにおいても、

本論文主張の第２の要素である「疎外」についての関心が維持されている。この関心の持

続の有無が、今後の検討課題の第 1 である2。 

第２に、本論文の主張・第１(a)「個人が自律した主体であること」に関しても、テイラ

                                                   
1 EA, p.9；田中智彦訳、13 頁。 
2 テイラーは、近年になると、「疎外」という言葉に類似した用語として、「排除」（exclusion）という概念

も用いるようになる（Charles Taylor, “Democratic Exclusion (and its Remedies?)”http:// www. 

eurozine.com/articles/2002-02-21-taylor-en.html(2008 年 8 月 6 日閲覧)；Charles Taylor, “Democratic 

Exclusion (and its Remedies?) ” in Peter Askonas and Angus Stewart (eds.), Social Inclusion: 
Possibilities and Tensions, Palgrave , 2000；Charles Taylor, “Democracy, Inclusive and Exclusive” in 

Richard Madsen et al (eds.), Meaning and Modernity: Religion, Polity, and Self , University of 

California Press, 2002）。 
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ーは継続的に議論を続けている。例えば、彼の哲学的論文を集めた『哲学論集 1――人間の

主体と言語』Philosophical Papers 1: Human Agency and Language（1999 年）3には、「人

間主体とは何か」（What is Human Agency?）と題した論文や、「人という概念」（The 

Concept of a Person）というタイトルの論文が収められており、人間の「主体」性と、そ

れを研究するための社会科学の方法論について、検討が続けられており、この点の調査も

必要である。 

第３に、テイラーの政治的な実践活動についてもさらなる検討が必要である。カナダに

おける。その後の、彼の政治活動について、さらに検討する必要がある。テイラーが、カ

ナダにおけるどのような政治社会状況において、どのような政治家として活動したのか、

という点については、後に本格的な研究を行う必要がある。 

 

テイラー政治哲学の問題点 

 

筆者は、本論文で明らかにしてきたテイラーの政治哲学について、下記の２点の疑問が

残っており、これらの研究が今後の課題となっている。 

第１に、テイラーが、個人は主体性を持っていると判断した根拠であるが、これは『行

動の説明』においては「日常概念」がそれを示していると言うのみであった。この時点で

は、これ以上の言及はなく、なぜ「日常概念」がその主体性を示すのか、この点の説得性

は、必ずしも強くはない。 

そこでテイラーは、その後、この「日常概念」の内容を、近代初期までさかのぼって思

想史的に明らかにしようとする作業に取り組んでいる。例えば『自我の源泉』Sources of the 

Self（1989 年）4がそうである。これは、ロックの著作をはじめとする、多数の古典をテイ

ラーが読み解いたものである。また、人間の主体性の概念を、一般の人々の「イマジナリ

ー」の中に発見しようとしたものが、『近代――想像された社会の系譜』Modern Social 

Imaginaries（2004 年）5であると思われる。このようなテイラーの著作において、「主体性」

の証明が成功しているのかどうか、今後確かめる必要がある。 

第２に、本論文では、テイラーの政治哲学の第１(b)の要素として、個人は「ラージャー・

ライフ」を求める、とした。しかし、1970 年の『政治の形態』の時点においても、「ラージ

                                                   
3 Charles Taylor, Philosophical Papers 1: Human Agency and Language, Cambridge University Press, 

1999, pp.15-44, 97-114. 
4 Charles Taylor, Sources of the Self, Cambridge University Press, 1989；田中智彦他訳『自我の源泉』

名古屋大学出版会、2010 年。 

5 MSI；上野成利訳『近代――想像された社会の系譜』。 
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ャー・ライフ」とは具体的に何なのか、という点が必ずしも明確ではない。そこで、この

内容を追究するために、下記の３点が、重要な課題として残っている。 

（A）テイラーは、「ラージャー・ライフ」の内容を、宗教に限定しないことによって、

世俗社会における新たな公共善の創出の必要性を提起している。この問題関心は、例えば

ハーバーマスも共有しており6、現代の政治思想が取り組まなければならない重要な問いで

ある。ハーバーマスは、キリスト教の普遍的な世界観が崩壊した現代において、哲学はい

かにして今日における普遍的道徳規範を探り出すことができるのかという問題提起を行っ

ている。テイラーは、「ラージャー・ライフ」という概念を通じて、現代政治思想に対して

重要な問題を提示しているが、「ラージャー・ライフ」を宗教だけでなく、文化やコミュニ

ティ、政治共同体へと拡大することによって、その内容は拡散しているとも言える。した

がって「ラージャー・ライフ」の構成要素については、重要な研究課題である。 

（B）「ラージャー・ライフ」は、基本的に善なるもののみが想定されているが、テイラ

ーは、個人の利己心を、理論的にどのように処理しようとするのか、という問題もある。

彼は、個人の利己心を、むしろ疎外の結果として位置づけており、個人の外からくるもの

と考えている。しかし利己心は、個人がもともと持っている性格の一つとして理論に組み

込む必要はないのか、という深刻な疑問もある。 

（C）さらに、テイラーにとって、「ラージャー・ライフ」とは、思想なのか、運動なの

か、制度なのかという点も、きわめて曖昧である。おそらく、「ラージャー・ライフ」とは、

思想であり、運動でもあるのだろう。「ラージャー・ライフ」の実現のために、それをサポ

ートできる政治を構築しなければならないというのが、テイラーの考えであると思われる。

その政治は、政党などの指導者も含み、一般の人々の生活の仕方としての社会をも含む。

テイラーは、彼の「対話社会」と「ソーシャリズム」によってそれを示そうとするのだが、

その内容の詳細に関しては、まだまだ具体性を欠くと言わざるをえない。 

 

（５）現代政治学に対する本論文の貢献 

 

テイラーの「ラージャー・ライフ」の概念には、上記のような問題があるとしても、こ

れを媒介とする個人と政治の関係論は、現代政治思想における、個人と政治の関係性の研

究にとって示唆をする面もある。ノージックのような、政治と最小の関係をむすぶ個人で

                                                   

6 Jürgen Habermas, The Inclusion of the Other, Polity Press, 2005；高野昌行訳『他者の受容』法政大

学出版、2007 年。 
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もなく、ロールズのように、社会の「基本構造」に関する最低限の合意を受け入れる個人

でもない7。 

テイラーの場合、個人が自己の善の構想を、社会の正義の構想と連絡させることのでき

る個人を想定する。諸個人が自分たちの善の構想について、お互いに「対話」し、既存の

正義の構想を再構成していくことを期待している。このような示唆は、現代政治学にどの

ような意義を持っているのか。この点について述べておく。 

これまで述べたテイラーの議論を総合して言えば、現代社会の個人は、トクヴィルの言

った「大きな」意味の世界から脱落してしまった。教会による意味の授与も衰退し、自然

にいだかれる幸せもなくなり、身分社会の一部として暮らす、ささやかな誇りもなくなっ

た。このような過去の時代に関する是非の判断は別として、現代人は、個人として自己の

意味をさぐり「大きな」意味に接続しなければならないという、新しくて重い義務を課さ

れている。 

しかし現代の個人は、この義務に疲れはて、偽りの意味にすがりつくことが多い。誰も

が、他者との財産量の比較で自己の人生の成功度を測定するという物神崇拝のカルトにお

おわれてしまい、私有財産を拡大することに専念し、利己心を横溢させる。 

しかし、テイラーが初期マルクスから学んだように、労働者が自己の創造的な表現を奪

われた以上、これを消費財として買い戻すことはできない。自らの生と深く総合された自

由な日々の生活の持つ意味を、消費財で買い戻すことはできない。消費財の蓄積は、意味

の渇きをいやすことはできないのである。 

だから個人は、「大きな」価値に接続したいという宿願をもっており、これは宗教や文化

や社会などにおける、市民の創造的な共同作業の中でしか充足されない。しかし人々が、

これを忘却し、消費財で全てを測定する習慣にそまってしまっている以上、これは、民主

主義に過重な負担を課すことになる。 

民主主義は、一方では統治の様式であるが、他方では、市民たちが創造的で、質素な協

力によって組み上げるものである。しかし、物神崇拝の現代社会での民主主義の拡大は、

市民の側からの、さらなる消費財を請求する権利の拡大になってしまった。 

統治者が、民主主義において成功しようとするなら、経済の拡大を宣伝しなければなら

ない。こうして、テイラー的に言えば、政治的なカルトが行われれば行われるほど、市民

の外形的政治参加が保障されればされるほど、市民の虚偽意識は拡大し、市民は、その真

                                                   
7 ノージックやロールズにおける分配的正義の概念については、テイラーは以下の論文において述べてい

る。Charles Taylor, “The Nature and Scope of Distributive Justice”, Philosophical Papers 2: Philosophy 

and the Human Sciences, Cambridge University Press, 1999. 
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のニーズから隔離され、シニシズムと不安と飢餓感におそわれるというパラドックスに、

民主主義は陥っている。 

小野耕二は、テイラーと別の視点からではあるが、同様の現象を直視しており、「先進諸

国における共通の現象としての『政治不信の高まり』や『各種選挙における投票率低下』

といった状況を政治学的に検討しようとする作業が他の国々でも進められている」8と指摘

している。 

コリン・ヘイ Colin Hay も、今では「政治」は、すっかり忌み嫌われる言葉に成り下が

り、ネガティヴな意味でしか用いられなくなったと指摘する9。ヘイもまた、「民主主義の理

念がグローバルな形で支配的になり拡散するようになったと同時に、政治不信と公式的な

政治からの離脱が見られる」というパラドックスを発見している10。 

ジェリー・ストーカーGerry Stoker も、「民主主義体制の下で暮らす多くの人々は政治か

ら疎外され、政治はうまく機能していないと感じている」11として、次のように述べる。 

 

政治を実践する一つの特殊な方法としての民主主義は、過去数十年の間におおきく版

図を拡大していった。世界のおよそ三分の二の国では、成人市民が政府指導者を選ん

だり解任したりできる競争的選挙の上に、民主主義の基本的制度が存在している。し

かし逆説的な話だが、民主主義が勝利を収めたその瞬間に、長い伝統を持つ民主主義

国でも、最近民主主義の仲間入りをした国でも、民主政治の運用に対して大きな不満

や幻滅が表れている12。 

 

テイラーの考えでは、政治家が民衆の消費財に関する要求にこたえることに成功し、経

済的繁栄をもたらしたとしても、これは、実は市民の、生の意味に関するニーズの充足で

はない。だから、市民は、自己のラージャー・ライフへの渇望を思い出した瞬間に、政治

に幻滅し、政治を嫌悪する。このような二重人格的な市民は、虚偽意識の連鎖による負の

スパイラルにはまりこんでおり、この消費経済のカルトから脱却することは容易ではない。 

                                                   
8 小野耕二「政治の再定位――『政治不信』からの転換をめざして」名古屋大学『法政論集』250 号、2013

年、461 頁。 

9Colin Hay, Why We Hate Politics, Polity Press, 2007, p.153；吉田徹訳『政治はなぜ嫌われるのか――民

主主義の取り戻し方』岩波書店、2012 年、205‐206 頁。 

10 Ibid., pp.153-154；吉田徹訳、206 頁。 
11 Gerry Stoker, op.cit., p.1；山口二郎訳、1 頁。Stoker, Gerry, “The Rise of Political Disenchantment”, 

in Colin Hay (ed), New Directions in Political Science, Palgrave Macmillan, 2010, pp.43-63. 
12 Ibid., pp.7-8；山口訳、12 頁。しかも政治に対する不満は「特に若い世代における投票率の低下に反映

されている」とされる。「世界各国の競争的選挙において、投票率は 1945 年から 1990 年まで着実に上昇

した」が「1990 年代には減少に転じ」たと述べられている（Ibid., p.32；山口訳、46 頁）。 
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だから市民は、公共的活動である政治の意味を見出すことにも困難を感じる。エリノア・

オストロム Elinor Ostrom も言うように、市民は「公共財に関するジレンマ」にもおちい

ることになる。市民は「大気汚染のコントロールや、ラジオ放送や、天気予報のような公

共財の提供を受けて利益をえていながら」そのコストは「他の人が支払う」ことを期待す

る。さらに「社会に関するジレンマ」にもおちいる。たとえば「戦争や平和」に関しても、

その受益者でありながら、危険の負担はしようとしない13。 

このような虚偽意識のスパイラルから脱却する道は、市民のラージャー・ライフへの渇

望の充足ルートをつくる以外にない。テイラーはそう考える。そのためには、社会の価値

基準の優先順位を転換しなければならない。消費財生産中心の社会構造から、つまり大企

業が、実際上、社会経済のデザインをしている実態を脱却しなければならない。そのかわ

りに、人民が社会をデザインしなければならない。人民が自己のニーズにもとづいて、社

会の価値体系すなわち社会的善と正義に、関与し、これを日々変更していくような社会に

転換しなければならない。 

政治とはそのための過程である。市民は、自己のアイデンティティへの熱望をわすれる

ことなく、より「大きな」世界との「与える・受け取る」関係を構築し、自分のアイデン

ティティの内容をより豊かにする努力を日々行わなければならない。政治共同体は、市民

のアイデンティティ形成にとって不可欠のものであるが、他方で、市民のさまざまの異な

るアイデンティティが、政治共同体の公共善を探求する広場をつくる。テイラーはこれを

対話社会として推奨した。 

コリン・ヘイも、「政治」は「ポジティヴな意味合いを含んだ、肯定的なイメージ」をも

っていたはずだとしてつぎのように論じる14。 

 

政治はその定義からして、公共善とは何かということについての意識の創造

（realization of a sense of the collective good）、そして可能な範囲でそれを現実のも

のとしていくことと、深く結びついている。そう考えると、政治そのものを・・・物

質的な利益追求と結びつけるような現代の風潮は、政治に求められる本来の理由

と・・・著しいコントラストをなしている15。 

 

小野も下のように述べている。 

                                                   
13 Elinor Ostrom, “A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: 

Presidential Address”, The American Political Science Review, Vol. 92, No. 1, Mar. 1998, p.1. 
14 Colin Hay, op.cit., p.1；吉田徹訳、1 頁。 
15 Ibid., p.2；吉田徹訳、3 頁。 
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社会における人々の意識状況と、現代における政治的混迷状況とはどのように関連し

ているのか。この問題に対する現時点での私の仮説は、「社会に生きる人々が、その周

りで起きるさまざまな問題や紛争を処理する能力を低下させると、政治に対する短期

的期待の増大を結果としてもたらし、それに応えることができない政治への不満をも

また増大させる」というものである16。 

 

上に述べられている「周りで起きるさまざまな問題や紛争を処理する能力」とは、テイ

ラーの対話社会で「公共」的なるものを創り上げる力である。小野によれば、公共性とは、

「自己の個別的利益を一方的に主張するのではなく、『自己の利益』を、他者にも共有可

能な『公的利益』へと転化させる『普遍化の可能性』を追求する」可能性を示す用語であ

る17。本論文の第４章でとりあげたテイラーの『政治の形態』は 1970 年に書かれたもので

あるが、このとき彼が直面した対話社会形成の課題について、21 世紀の現代においても、

政治学的な探求が行われているのである。 

民主主義は統治の方法でもあり、テイラーは統治の必要性も認め、政治家として活動し

た。統治の側から、経済的な投資の優先順位を、権力的に変更することも考えた。さらに

資源配分も、人民のニーズに合わせるように変更しようとした。人民のニーズは、教育で

あり、環境であり、福祉であり、医療であり、市民相互の出合いの場であり、市民が創造

性を育てる機会の支援であった。ここで言われる教育は、一般的な教育を含んでいるが、

責任ある市民となる教育もまた含んでいる。 

小野によれば、オストロムは「自覚的に制度を形成する主体」の発見に焦点を当ててい

るという18。「自発的集団の形成」をして「集合行為問題」を解決するための「制度形成」

を重視しているという。これは、自己組織的で自己統治的な主体の形成過程でもあるとさ

れている19。 

                                                   
16 小野耕二「政治学の現代的意義」名古屋大学『法を学ぶ』2013 年、6 頁。小野は以下のように述べてい

る。社会的主体が、現在の「政治的混迷状況」の原因の１つなのであれば、社会状況に対しても批判的な

検討を行うことが必要となろう。現代の政治学ではこのような視角から、その検討対象が、狭い意味での

政治の世界――すなわち政治制度の作動様式や政党などの行動形態――から、広く社会一般における人々

の意識状況や活動状況にまで拡大されてきている。政治学の分野でこの間提示されている「ガバメントか

らガバナンスへ」というスローガンは、政治学の検討対象を「統治」から「社会的自己統治」の領域へと

拡大させていく動きを表現したものなのである（6 頁）。 
17 小野耕二「紛争処理過程の政治学的分析①法律学と政治学との交錯領域にむけて」名古屋大学『法政論

集』216 号 2007 年、10-11 頁。小野によれば、「公共性」は「獲得されるべきシンボル」であり、アプリ

オリに「公共性」を主張しうる実体的価値は存在しない（小野耕二「特集１政治参加と市民教育 政治学

の実践化への試み：政治参加の拡大に向けて」『学術の動向』2009 年 10 月号、47 頁。） 
18 小野耕二「コモンズの政治学的分析」『法社会学』、第 73 号、2010 年、13 頁。 
19 小野耕二、同上論文、14 頁。 
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オストロムは、「民主主義社会では、問題解決をめざす個人は、絶えず自分自身で制度を

考案する」と考え、「制度の再発見」を試みている20。つまり彼女は、「共有資源を管理する

主体とルールの形成という規範理論を形成」21し、「共有資源への『自己組織的で自己管理

的』な制度形成に向かう主体という新たなモデル提示」22を行った。オストロムのこの作業

は、さらに一般化されていき「市民的政治主体の陶冶過程」へと連繋していき23、1997 年

に「集合行為に関する私たちの研究上の知見を、高校生や大学生向けの教材へと鋳直す必

要がある」と述べている24。これを受けて小野は、社会的ジレンマや「集合行為問題」を克

服するためには「付加的な技術や知識」が必要であること、アメリカにおけるこれまでの

政治学教育では、それらが十分に教えられてこなかったこと、などを指摘している25。 

こうしたオストロムや小野らの問題関心は、ストーカーによっても共有されている。ス

トーカーは、民主主義を機能させるためには「政治制度をいじるだけではだめだというこ

と、そして政治の市民的土台を強化すること」26、すなわち参加する市民が豊かな能力をも

つことも必要であるとする。小野も「政治への信頼を回復するためには『政治的主体形成』

の理論と『紛争処理へ向けた制度形成』の理論の双方が必要不可欠と考える」と述べ、民

主主義における制度のありかたのみならず、政治に参加する市民の「主体形成」の課題を

提起している27。 

                                                   
20 Elinor Ostrom and James Walker, “Neither Markets nor States; Linking Transformation Processes 

in Collective Action Arenas” in Dennis C. Muller (ed), Perspectives on Public Choice: A Handbook, 

Cambridge University Press, 1997, p.42；関谷登/大岩雄次郎訳「市場でも国家でもなく：集合的行動領域

での変換過程を結びつけること」デニス・C・ミューラー編『ハンドブック：公共選択の展望 第Ⅰ巻』多

賀出版、2000 年、53 頁；小野耕二『比較政治』東京大学出版会、2001 年、92 頁。小野によれば、ここ

でいう「制度」とは、一定の分野において誰が決定をなし得るのか、どんな行為が許され、そして制限さ

れるのか、どんな集計的方法が用いられるのか、どんな手続きに従わなければならないのか、どんな情報

が供給されなければならないのか、または供給されてはならないか、そして諸個人の行為に対応するかた

ちでどんな利得が諸個人に割り当てられるのか、といった点について決定するために用いられる一連の有

効な規則、として定義されている（Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institution 

for Collective Action, Cambridge University Press, 1998, p.51；小野耕二『比較政治』、92 頁）。 
21 小野耕二『比較政治』、89 頁。 
22 小野耕二、同上書、97 頁。 
23 小野耕二「コモンズの政治学的分析」『法社会学』第 73 号、2010 年、14 頁。 
24 Elinor Ostrom, “A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective Action: 

Presidential Address”, p. 18. 邦訳については、以下を参照。小野耕二「法整備支援の比較政治学的考察を

めざして」名古屋大学『法政論集』206 号、2005 年、103 頁。 
25 小野耕二「法整備支援の比較政治学的考察をめざして」、104 頁。アメリカ政治学会におけるこの問題提

起は、「公共的な問題解決」を志向する「実践的政治学」の追求へとつながっている。小野は、この視点を

踏まえ、公共的問題の解決プロセスをモデル化するために、「紛争処理過程の政治学的分析」を行っている

（小野耕二「『新しい政治学』への展望――『政治変容』と『政治学の変容』との架橋」名古屋大学『法政

論集』242 号、2011 年、79 頁）。 
26 Gerry Stoker, op.cit., p.182；山口二郎訳、271 頁。 
27 小野耕二「『投票率』をめぐる問題状況と対応策への政治学的視角」名古屋大学『法政論集』248 号、2013

年、373 頁。小野は、政治を「紛争処理過程」として把握し、そこに司法との同型性を見出している。わ

れわれは社会のレベルでさまざまな「紛争処理」の過程を体験しており、その中には他者の共感や合意を

調達する過程も存在する。小野は、社会に生きる諸個人が、その過程において自ら「公共性」を紡ぎ出す
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筆者は、本論文において、テイラーが、「民主主義を維持する」ためにこそ、「主体」形

成の必要性を感じていたことを明らかにしてきた。主体形成は、「政治制度」の刷新のみな

らず、文化や宗教といった総合的なラージャー・ライフと個人が接合することによって可

能となる。個人がラージャー・ライフを獲得するためには、長期的な教育水準の向上と文

化の進歩を通じた、一般の人々による経済的・政治的自己統治と、疎外克服のための社会

変革としての「長い革命」を必要としている。 

オストロムや小野らは、現代政治学の研究課題を提示すると同時に、それぞれ彼らの処

方箋を示している。本論文は、テイラー研究という、きわめて迂遠な経路を経るのではあ

るが、小野やストーカーの提起する問題に、私なりに解答するための礎石の１つをつくろ

うと願って行っているものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
主体として行動する可能性を模索している（小野耕二「紛争処理過程の政治学的分析③ 紛争処理と『公

共性』」名古屋大学『法政論集』232 号、2009 年、31 頁。）。 
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凡例 

① 本文における引用文中の〔 〕は筆者の挿入 

② 章の別にかかわらず、同一著者（テイラーを除く）の同一文献が二回目以降に登場する

場合には、Ibid. と op.cit. の記号を用いる。なお本の場合には斜体を、論文の場合に

は立体を用いる。 

③ 同一著者（テイラーを除く）の複数の文献が二回目以降に登場するときは、op.cit. の記

号を用いずに、文献名の一部を使う。 

④ テイラーの同一著作が二回目以降に登場するときは、Ibid. や op.cit. の記号を使用せ

ず、略記号を使い、その後に頁数を示す。 
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EI：Charles Taylor, “The End of Ideology or a New (Class) Policy?”, CanadianDimension, 
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LB：Charles Taylor, “La Bombe et le Neutralisme”, Cité Libre, 13, Mai 1962. 

MD：Charles Taylor, “From Marxism to the Dialogue Society” in Terrey Eagleton and 

Brian Wicker (eds.), From Culture to Revolution : The Slant Symposium 1967, 

Sheed and Ward, 1968. 

MH：Charles Taylor, “Marxism and Humanism”, The New Reasoner 2, Autumn, 1957. 

MM：Charles Taylor, The Malaise of Modernity, House of Anansi Press, 1991. 

MS：Charles Taylor, “Marxism and Socialist Humanism” in Robin Archer, Diemut  
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