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き︑見逃すことのできない論点として'懐徳堂儒学の性格づけ

近世思想史研究と﹁公共圏﹂論という議論の軸を設定すると

圏﹂が生まれ得たかもしれぬ契機としてあったものとして'懐

はあってもち日本で﹁読書する大衆﹂﹁批判的に討議を行う公共

間﹂)が︑必ずしも望むべき展開を遂げなかったと述べ︑そうで

近世思想史研究と﹁公共圏﹂諭

の問題がある︒そしてへ これまでなされてきた懐徳堂儒学と

徳堂儒学を例に挙げる︒

ShunsakuNAKAMURA

﹁公共圏﹂論をめぐる諸議論を検討することから'日本思想史研

(懐徳堂では=筆者注)学問所の代表が町奉行を訪れる時

究に﹁公共圏﹂論が果たしてきた役割やへ その議論としての可
能性もまた︑見えてくるように思われる︒ここではそうした関

あった︒学主の息子は後継者になれないという原則があっ

には帯刀が許されていた︒町人だけでな‑︑武士や農民も

た︒商業が蔑視されていた当時の社会の中で市場人として

心から︑論点を整理しっつ︑﹁公共圏﹂論が日本思想史研究にも

網野善彦の ﹁無縁・楽・公界﹂論を継承してなされた︑社会

の商人の活動が道徳的に見て正当なものであることが確認

いたのである︒運営も当時としては異例なほど合理的で

史家へ阿部謹也著﹃﹁教養﹂とは何か﹄という著作がある︒そこ

されたのである︒江戸においても旗本・御家人たちのため

参加してお‑︑基本的に平等な関係の中で学問が営まれて

では'ハーバーマスの議論が丁寧に紹介された後へ﹁公共性﹂概

に昌平費が作られへ町人たちも﹃源氏物語﹄や﹃記紀﹄な

たらした課題を明確化したい︒本稿の主眼は︑﹁公共圏﹂論が何

念が1般化して抽出され'﹁(公共性)をもたない歴史はない﹂

どを読んでいた︒こうした運動は西欧の読書協会とほぼ同

を語る議論であるかを明らかにすることにある︒

として日本のそれが'伝統的概念の﹁世間﹂に当てはめられて

(‑)

説明されている︒阿部は'ハーバーマスのいうドイツ的﹁公共

様なものであ‑︑読書公衆が成立していたといえよう︒

m

性﹂ の転換に対し'日本においては(日本的﹁公共性﹂‑﹁世
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いうまでもなく︑これらの記述はもっぱらテツオ・ナジタ著

立した︑﹁国家﹂から自立した領域としての﹁市民社会﹂を︑市

すことにある︒本書ではまずへ十七〜十八世紀西欧において成

(3)

いて交わされる芸術や文芸をめぐる討論を経由して形成される

ら始まる︒家庭など ﹁親密圏﹂を超えて︑サロンやカフェにお

民たちによる自由で批判的な討論の ﹁場﹂として捉えることか

﹃懐徳堂﹄を下敷きにしてなされたものだ︒阿部は続けて'
こうした運動は公共性としての﹁世間﹂ に少なからぬ影

﹁共同性﹂を'彼は﹁市民的公共性﹂を構成する﹁公衆﹂の特質

響を与えていたと思われるが'そこから市民的公共性は生
まれなかった︒これらの読書大衆の成立に次ぐ政治的集団

として︑以下のように定義する︒

おける﹁市民﹂ ではない︒この ﹁ブルジョア﹂ の層こそは︑

彼らは'新しい学者の身分と同様︑決して伝統的意味に

の形成が見られなかったためである︒これらの読書人を含
む人々は ﹁世間﹂と相変わらず深い関係を結んでいた︒そ
る︒

︼
E
X

の関係のあ‑方は今も残るさまざまな諺に見ることができ

展開されるのであるが'ここでは氏の定義する日本的公共性や'

慮に入れられるにつれて発展してい‑︒

だけでな‑︑臣民自身によってみずからの関心事として考

有圏への公共的関心がもはや単に政府によって保護される

のである︒‑(中略)‑この市民的公共性は'市民社会の私

公衆の真の荷い手であ‑︑これは始めから読書する公衆な

批判的﹁日本文化﹂論の当否は問わない︒関心は'氏にも引用

市民的公共性は︑さし当り︑公衆として集合した私人たち

と実体化して述べ︑議論は氏の近年の日本社会‑﹁世間﹂論へと

されたようなかたちで懐徳堂儒学に﹁公共圏﹂が認定されてい

(5)

ることへ そのこと自体の問題と'そこに込められた﹁未完の近

の生活圏として捉えられる︒これらの私人(民間人) たち

力そのものに対して自己のものとして主張する︒それは︑

は'当局によって規制されてきた公共性を︑まもな‑公権

原則的に私有化されるとともに公共的な重要性をもつよう

そのことを論じる前に︑ここで一度へ ハーバーマス ﹃公共性

代性﹂ への志向を確認することにある︒

l九八九年初版) が提示した問題群についてへ必要最小限触れ

の構造転換﹄(1九六二年初版へ邦訳は1九七三年初版︑英訳は

般的原則について公権力と折衝せんがためであった︒この

になった商品交易と社会的労働の圏内で'社会的交渉の一

ハーバーマスの本書でのテーマは端的に言うと'﹁未完のプロ

政治的折衝の媒体となる公共の論議は'歴史的に先例のな

ておこう︒
ジェクト﹂としての﹁近代﹂の救済に向けて︑﹁市民的公共圏﹂

い独特なものである︒

CD

に元来あったはずの﹁コミュニケーション的合理性﹂を救い出
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こうしたブルジョア的﹁公共圏﹂はまずへサロンやカフェな

史学研究の流れとも合流して︑﹁公共性﹂や﹁市民的公共圏﹂と

それでは︑冒頭に阿部の評で︑江戸後期儒教の理解に﹁公共

いった﹁未完のプロジエク‑﹂は'移植へ変換可能な要素とな

性﹂概念を持ち込んだとされるテツオ・ナジタの議論とは一体

どで芸術を語‑合う﹁文芸的公共圏﹂として成立し'そこでの
治的公共圏﹂が成立したとする︒それは'読書や討論を介して

どういうものだったのか︒ナジタはその著書(﹃懐徳堂﹄)中︑

‑拡散したと言える︒

為される﹁国家﹂ の外部の批判的空間として把接される︒すな

理念の発展展開史のなかに懐徳堂儒学を位置づけることを止め︑

意見交換や討論を経て'国家を含む公的な話題を語り合う﹁政

していた領域を問題化することを前提﹂とするものとなったの

わちへ ﹁このような公衆における討論は︑それまで問題な‑通用

であった︒ところがへ こうした﹁市民的公共圏﹂は'マス・メ

人たちへ世に言う﹁五同志﹂によって享保九年(l七二四) に

問うことから叙述しようとする︒三宅石庵と彼を支えた大坂町

懐徳堂的﹁知﹂ の諸相を'それを発現させた知的編制の変容を

(7)

ディアの発達や政治の経済化の進行のなかで︑﹁国家﹂と﹁市民

大坂の町中に創設され'明治初年まで存続した︑町人による町

人のための学問所﹁懐徳堂﹂を解明するに際し︑ナジタは︑中

に﹁私的経歴の暴露圏﹂に堕し︑﹁市民的公共圏﹂そのものが国

井竹山も 履軒兄弟︑富永仲基らの儒学言説に社会学的視角から

社会﹂ (外部)との境界が不透明になるにつれ'﹁公共性﹂は時

スは ﹁受容的公共圏﹂と呼び︑西欧社会が歴史的に経験した

家に統合されて批判的機能を喪失していく︒これをハーバーマ

の照明を当てることで︑彼らに共通する知的特質を叙述しょう

氏は︑町人の学問所であるがゆえに職業上の緊急の用には講

としたのである︒

義を中座することも許容され︑士分も町人も席順に﹁其の差別

﹁構造転換﹂であるとするのである.こうして1面挫折に至った
的公共圏﹂ に内在した自由で批判的なコミュニケーションの可

﹁市民的公共圏﹂であるが︑ハーバーマスの主題は'元来﹁市民
能性を回復することにある︒本書では︑ 具して︑あらゆる課

これ有るまじ‑候﹂とされたことに顕著に示される'懐徳堂の

論﹂など江戸期に特出する独特の儒学説との間の 貝性を'江

題について﹁市民﹂が自由に討議し︑﹁公の意志﹂を構成してい
以上へ 略説したハーバーマスの議論が︑﹁市民﹂とは何か︑

戸期儒教の知的変質という側面から明らかにしようとする︒﹁あ

学問所としての様態と︑富永仲基﹁加上説﹂や山片蜂桃﹁無鬼

﹁公共性﹂とは何かtという﹁近代﹂に共通する問題領域として

らゆる﹁構築された﹂知識の構造と同様に'﹁学問所﹂としての

‑﹁公論﹂ の再生が展望されるのである︒

場面での課題として︑繰‑返し再生・論議されるようになった

意識され︑社会体制や国家像の再構築の場面で'異なる地域︑

がって︑その懐徳堂の思想史は︑地域や階級という境界を横切

懐徳堂は︑単なる排他的で閉ざされた空間ではなかった︒した

のである︒社会史研究における﹁読書論﹂ の深化や'新たな歴
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る'もっと広い一連の思想上の関係をとらえる方法で理解され

識を行動において表明する能力をもっているという'懐徳堂の

存在しないのであるから︑庶民は確実な知識を獲得しへその知

ワーク﹂の結点としての懐徳堂思想世界の意味を'﹁懐徳堂の中

り'地域的にも広範な広が‑をもって成立した ﹁知的ネット

桃﹃夢の代﹄にことよせて評価し︑

という'﹁自序﹂と﹁凡例﹂での発言の意義が存する﹂と山片幡

的にかかわるべきではないとされていた政治的主題を追求する

根本的な教育哲学の全面的な承認である︒そこに︑庶民が伝統

/・J,

ねばならない﹂とする氏は︑多‑の町人学者たちがそこに関わ

井竹山や山片播桃の二人の思想は'後世に直接的影響を与えた

であったものが後に集約されへ新たに分析的で批判的なものの

することをどのように立証するのかへ そしていま指摘した

しているのである︒すなわち人が公然と知っていると主張

これらすべてのテーマにおいて'認識論的な問題が発生

(10)

ということよ‑もう概念化の構造的基礎作‑を行ったことのほ

見方が成立したのである︒竹山や幡桃の著作は孤立した特別な

ような歴史と自然との領域において︑そうした認識を主張

うがはるかに重要である︒その基礎があったからこそ︑断片的

の一環であったことはまざれもない事実である︒この点で'彼

することの究極的な支えは何であるのか︒そして適切に獲

出来事ではな‑︑認識と政治体制の問題へのより広い知的関与
らの著作は後の世代が拠り所とした認識論的源泉の一つだっ

得せられた認識が'今度はどのようにして日常的な生活や

思想の意味を還元して'合目的的に説明を加えるのではな‑︑

て'このナジタのなした観点をよ‑明示するのが'宮川康子著

性の発生をめぐる歴史的検証への問いに重なるであろう︒そし

とする氏の問いは︑まさし‑ハーバーマスの問い︑﹁知﹂の公共

3)

た﹂と集約Lへ懐徳堂という歴史的に希有な﹁開かれた場﹂に

公的領域での人間の行為を直接に導きうるのか︒

(9)

おける町人儒者の認識論的展開という側面から思想史的意義を

懐徳堂儒学の認識論的展開の意味を'テクスト論として外側か

﹃富永仲基と懐徳堂﹄である︒宮川は﹁公徴﹂という言葉をてが

読み解こうとしたのである︒それも︑安易に職分や社会環境に

ら言説分析を加えることによって︑明らかにしようとした点に

所懐徳堂において︑朱子学の新たな読みが成立したことを'﹁知

違いないだろう︒﹁水平的に﹂開かれた町人たちの自発的な学問

ー・ハーバーマス ﹃公共性の構造転換﹄であったことは多分間

そしてへその際に方法論的下敷きとして意識されていたのが︑

の﹁公﹂概念へ﹁万人=公衆﹂もまた︑当然富永仲基が囲擁され

万人の心のなかの﹁あた‑まえの理﹂へすなわち人間理性の復権
∴い,
をもってするのが'反狙裸の言説﹂ であるとする︒そして'そ

﹁公﹂﹂であること︑﹁ある絶対者と結びついた﹁公﹂に対して'

か‑に﹁仲基らの ﹁公﹂ の概念が公衆の内部から発想される

a

同書の特徴はある︒

りかつ行動する人間の能力にはいかなる理論的・道徳的限界も
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差しに重ね合わされているであろう︒宮川の議論で注目すべき

に向けた眼差しがここでは︑明らかに著者の懐徳堂儒者への眼

とするに至る︒ハーバーマスがドイツ近代の ﹁読書する公衆﹂

して︑自律的で平等な個人という自己認識を形成していった﹂

あった︒そしてきわめて抽象的な空間のなかで︑学問を媒介と

つ︑﹁彼らはやは‑︑はじめから読書する教養人としての公衆で

た現実の身分制社会の限定を受けるものであることを留保しっ

問われることになるであろう︒

な意味を与えるかという論者の側の視点そのものが︑そこでは

とすれば︑以上述べたような懐徳堂儒学の特質にどういう新た

てへ懐徳堂儒学において﹁公共性﹂ということが議論され得る

らかに異なる︑﹁性﹂をめぐる議論などはその典型である︒そし

られたことである︒朱子学風であ‑つつ朱子のする解釈とは明

日々の営みに直結するものとして︑儒教教典の解釈が平易に語

得るだろう︒第三には'新興ブルジョアジーを基盤として︑

共同性とは'まさに文字通‑︑﹁均質な知﹂ の拡散において言い

その形態においてのみならずへ 狙棟学批判を経て構築された懐

狙株学以降の ﹁公﹂概念変容の問題として検討された点にある︒

あるいは断絶するのかtといった問題がここに発生するのであ

とは何なのか'また後の明治期﹁公論﹂的世界とはどう連続︑

共圏﹂論が導入されるとして︑そこにおける﹁知﹂の﹁公共性﹂

十八世紀後半〜十九世紀日本の儒教言説にハーバーマス ﹁公

3)

る形で明確化されたと同時にへ ﹁知﹂ の﹁公﹂的性格の中身が'

点は︑懐徳堂の﹁知﹂ の﹁公共性﹂が︑ナジタの議論を補強す

徳堂儒学の儒学説そのものの内部にへ その存在様態に応じるよ

る︒後に引用する平田由美の議論と同様︑そこを介して﹁国民﹂

(
S
)

うな﹁公共﹂的な﹁知﹂が発生していたとするのである︒

としての主体化がなされていったものとしての'﹁公共﹂的世界

﹁国民国家﹂を構成した知識人成立に関わる問題として︑いま一

こうした諸議論を受けつつ︑あらためて懐徳堂儒学の思想史

度方法論的に吟味される必要があるのだ︒そしてへ 近代批判の

上の意味について整理するならば︑以下のような点が想定され

初めてへ論争する﹁知識人﹂(の社会)が発生し得たのではない

視点から投入される﹁公﹂﹁公共性﹂の議論が︑儒教内部からの

ハーバーマス﹁公共圏﹂論の江戸思想史への適用可能性如何が︑

かということである︒議論上の対立軸になるテクストとして

概念としての﹁公﹂や'﹁公共ノ天理﹂(横井小楠)︑また明治期

に対する批判的視点を︑筆者もまた共有しているからである︒

(﹁書物﹂として全国に流通する)﹁狙株学﹂が浮上したことの意

る︒第1に'彼らの議論において江戸期思想史上初めて︑共有

味は︑徳川思想史に占める朱子学の位置よ‑'場合によっては

でもあらためて方法的な整理がなされる必要があるのである︒

以降の ﹁公論﹂等々の分析とどう関わるべきなのかtという点

する問題軸が発生したということ︑共有する真の話題が存して

大きかったのではないだろうか︒第二には︑懐徳堂儒学が大坂

それでは︑そもそも近年の ﹁公共圏﹂をめぐる議論は'一体

7

という 走の ﹁場﹂に局限された儒学としてではな‑︑広‑紘
散し︑そこに共同的な﹁語‑﹂が発生したことである︒﹁知﹂の

1

何を明らかにしてきたのか︑そしてそれはどのような新たな課

題が生んだのか︒

(S

たな公共性構築に向けて﹂といった表題とともに︑多文化化︑

﹁共同性﹂とは何かの再確認が行われつつあることによる︒﹁新

るような︑帰属関係・結社形態の新たな模索の中で'あるべき

バリゼーションのなかでのNGO︑NPO等の展開に代表され

造的イデオロギー消滅後の新たな共同体構築の運動や'グロー

投入の可能性はあるとする︒

クシデンタリズム論に与することも否定した上で'さらに議論

むことも'東アジア世界にも﹁市民社会﹂が存在したとするオ

への適応に関Lへ安易に西洋の歴史的社会の分析概念を持ち込

括が必要とされるはずである︒小島毅は﹁市民社会論﹂ の中国

の物差しで測ることはできない︒そこには何らかの方法論的総

西洋近代における歴史的経験と中国末代の問題を'単純に同1

﹁公共性﹂概念とともに語ることもあり得たのである︒もちろん︑

ボーダーレス化の下での共同性構築への志向が'あらためて語

﹁公共圏﹂論が近年また脚光を浴びてきたのには'東西冷戦構

られ始めたのである︒その際に構想の踏み台として再検討の対

性﹂から﹁政治的公共性﹂ へ)というテーマは'歴史や思想史

を与え続けてきたものであった︒ハーバーマスの(﹁文芸的公共

すでに七〇年代から︑広‑歴史研究︑思想史研究に大きな影響

しかしながら振‑返ってみれば'ハーバーマス ﹁公共圏﹂論は︑

なおも議論構築の契機として絶えず検証されるものとしてある︒

﹁公共﹂論であった︒なかでもハーバーマス﹁公共圏﹂論は今も

るのが筋であろう︒結論を先取‑して一手えば'本稿の題に

考察の対象を﹁中国社会と市民社会﹂と呼ぶことも︑避け

したかどうかは︑最初から度外視している︒したがって︑

という問いを立ててみる︒(市民社会)が中国にかつて存在

場である︒いわば﹁イルカとゾウの四肢機能の異同や如何﹂

ためにへ 中国を題材としてみようというのが'ここでの立

そうではな‑︑(市民社会)なる概念そのものを問い直す

象となったのが︑l・ハーバーマスやH・アーレントの為した

を考える者にとって︑あま‑に魅力的な枠組みであ‑︑そこか

用いた(公議)という語に'近代以前の中国での思想とし
考えられていなかった一つの原因がある︒

(17)

ての市民社会論が生まれなかったt というよ‑必要とすら

ら多‑の議論がなされてきたのである︒
それは'西洋社会を対象とした研究においてのみならず'歴
史的経緯の異なる東アジア思想史研究においてもそうであった︒
そしてそこから'たとえば中国宋代の﹁知識人﹂ のあ‑ようを

=
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いはハーバーマス ﹁公共圏﹂論を援用してなされる議論はます

大き‑影響してきた︒こうして︑﹁公共圏﹂をめぐる議論︑ある

論から︑前に引いた懐徳堂論まで'ハーバーマス﹁公共圏﹂は

l方へ 日本思想史研究においても古‑は網野善彦のアジール

発に交差させながら︑いかに内から﹁国民﹂化をなしていった

え︑そこにおいて中下層の人々が'批判や賛同のやりとりを活

空間を﹁議論と交渉を通じた公共性をつ‑‑出す場﹂として捉

規ルート﹂のひとつ︑﹁小新開﹂と呼ばれた大衆メディアの言説

ょる︒そこには︑論者による相当のズレや異なる志向が見出せ

そのものの意味がきわめて暖味も あるいは多義的であることに

が投影されていることは明らかであるもののへ肝心の﹁公共圏﹂

体を形成する︒事態に対して何を主張するかではな‑︑何

まさにその行為を通じて﹁吾人﹂﹁日本﹂﹁臣民﹂という主

遂行的(パフォーマティブ) なものであることにおいて︑

さまざまな議論は︑言語空間としての紙面への参加が行為

﹁我帝国﹂の内外で起きる諸事件によって引き起こされる

かを明らかにしている︒

るのだ︒そもそも︑輝かしい ﹁近代﹂ の象徴として﹁公共性﹂

に一貫して︑何らかの近代批判あるいは﹁未完の近代﹂ の希求

ます盛況なのだが︑時として我々が混乱させられるのは︑そこ

が語られることもあれば'1方に﹁ファシスト的公共性﹂(佐藤

かを主張することそれじたいが主体を作‑上げる行為なの

(2)

卓己)なる表現もあ‑得るのはなぜなのか︒そこには論者によ

であって'そのとき︑新聞というメディアは人びとが議論

意味を込めて'近代特有の ﹁国民としての主体﹂を構成して

のことを指してそれが語られることもあれば'他方︑批判的な

通によ‑孤独な︑しかし共有される課題と課題の発生として)

ち﹂(親密な共同関係を構築する知的結合の具として︑また︑流

権力外部に構成する人たち︑﹁印刷物を二重に利用する読者た

同体﹂なのか'それとも同一の性質の﹁読者共同体﹂の変質な

展開しているのである︒この両者は本当に仝‑異なる ﹁読者共

異なるであろう︒﹁公共圏﹂論は︑このように異なるレベルへも

する共同体﹂とは︑明らかに懐徳堂に関して言われる場合とは

として批判的検討の対象となっている︒ここで言われる﹁読書

は︑開かれた可能性としてではな‑︑﹁国民﹂という閉域の成立

ここでは︑明らかに﹁読者共同体﹂という﹁市民的公共圏﹂

となったのである︒

(20)

することによって﹁国民﹂という主体が創出される公共圏

る大きな視点の差が存在するようである︒
たとえば︑﹁公共圏﹂成立の場面に語られる﹁読書する公衆﹂
という主体についても︑同様の問題が指摘できる︒読書論の文

いったものとして﹁読書する大衆﹂'﹁読者共同体﹂が語られる

脈でシャルチエが指摘したような︑﹁開かれた知的空間﹂を公的

ことも起こ‑得るのだ︒平田由美は明治期﹁小(こ)新聞﹂を

のか'あるいはへ 本質はなんら変わっておらずへ論者の視点の

(2)

題材に︑知的エリ1‑の場としての大新聞の外側にある﹁非正
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差に由来するのか︒まずはこうした︑今日︑﹁公共圏﹂﹁公共性﹂

入された﹁公共圏﹂論もまた同様に︑論者個々の﹁近代﹂観に

再生され続けてきたとも言えるのである︒東アジア思想史に投

ければならない︒

そもそもハーバーマス ﹁公共圏﹂論は'西欧の特定の歴史的

基盤しっつ︑﹁公共性﹂の相括抗する三通‑の意味が投影されて

をめぐってなされる諸議論の錯綜を解きほぐすことから始めな

経験をどう把撞するかという側面と'それを超えて近代の発生

Ⅲ

を説明する一般的概念としての側面とを共有するものとして

きたことが言えるだろう︒

としても語られていたのである︒こうした両面を持つテーマで

る﹁市民社会﹂成立論と絡めつつ︑明快に分析したのは岸本美

近年活発化してきたのだがへその点を︑中国研究に戦前からあ

先ほども触れたように'中国研究においても﹁公共圏﹂論は

あった︒ハーバーマス﹁公共圏﹂は最初から︑西欧近代に特徴

あったことが'他世界の歴史的理解に多‑援用される理由でも

の問題﹂が'1九九〇年代以降へ アメリカや日本の研究者の間

緒である︒岸本は戦前の内藤湖南や橘僕らの﹁中間団体の自治

付けられた歴史性を強‑有すると同時に︑すぐれて一般的理念

あったのだが'逆にそのせいでまた融通無碍に使用される傾向

という意味へ

の三者が元来合意されてお‑︑それらは互いに

(Common)という意味へ③誰に対しても開かれている(open)

の誰かにではな‑︑すべての人びとに関係する共通のもの

概念には'①国家に関係する公的な(Official)なものも②特定

とにも因っている︒斎藤純一の整理によれば'1股に﹁公共性﹂

概念に'相括抗する意味がそれぞれ込められ使用されてきたこ

ある︒議論の錯綜はまた︑個々の論者によ‑︑同一の﹁公共性﹂

当に異なる議論も発生してきち そこから混乱も生じてきたので

るものが'﹁戦前の内藤などがつとに注目してきたような民間の

雑になったとするのである︒﹁公共圏﹂成立論者たちの論拠とす

らにそこに﹁公共圏﹂ の論点が入ることによって解釈は更に複

問題と見るかも マイナスの問題と見るかが議論を決定づけ'さ

見るか'弱いものと見るか'さらにその強さ︑弱さをプラスの

ことを明らかにする︒中国に土着の﹁中間団体﹂を強いものと

うな性格のものと捉えるか︑議論の方向を規定したものである

とを言い︑それらは結局︑伝統的中国社会の民間自治をどのよ

で﹁市民的公共圏﹂成立の問題とも重なり合って展開されたこ

3聯E

があったことも否めない︒同じ用語﹁公共性﹂を用いつつ︑相

﹁抗争﹂する関係にあるとされる︒それゆえ︑﹁公共性﹂ の議論

公共的活動へすなわちへ救貧・育嬰・学校・警察などの自治的

(21)

は'論者がどの位置から論じるかによってへ仝‑異なる議論が

2
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クトルで分析整理した後︑岸本は︑﹁公共圏﹂など西洋の論点の

活動﹂ であったからである︒そうした議論の錯綜を四方向のベ

いも挙げられるだろう︒そして問題をさらに複雑にするのは︑

構成した﹁閉じる﹂性格のものとして見るかtという視点の違

能性に開かれたものとして見るか︑近代﹁国民国家﹂ の内部を

と秩序という︑緊張をはらんだ課題のどちらに重心を置‑

ものは'評価の基準となる視点自体の複雑さである︒自由

私見によれば'中国社会に対する評価を錯綜させている

重なるように発生へ 変容したこと︑すなわち︑歴史的用語とし

の(おおやけ・公)へあるいは近代の﹁公議﹂・﹁公論﹂などが相

模索する過程で︑従来の儒教に伝統的な﹁公﹂概念︑和文脈で

十九世紀日本において'近代西欧思想を受容し新たな社会像を

介入自体は'決して無意味ではないとして'次のように言う︒

かで︑中国社会に対する見方も大き‑変わる︒この課題は

l方で不即不離であるという側面であるo 論者の側も'それら

ての﹁公共﹂ の発生・変容の問題と︑﹁公共圏﹂成立の議論とが

で'﹁公共圏﹂ の視点を分析枠組みとして投入することと︑﹁公

歴史的諸概念の成立過程を実証的に明らかにしようとするなか

まさに︑西洋における﹁市民社会﹂論のと‑‑んできた問
のように︑西洋近代社会思想の根幹を形成してきた︒そし

題であ‑'自由と秩序との緊張は'巨木のねじれあった幹

も方法論的な投企であって'日本における﹁公﹂や﹁公共﹂概

ここではまずへ ﹁公共圏﹂論は思想史研究において︑あ‑まで

共圏﹂ のいわば先祖探しとが並行してしまう点があったことで

題が︑中国にとって﹁外来﹂ のものであったとは思わない︒

念の成立の問題とは︑l度切‑離して考えるべきだ︑という立

ある︒

‑(中略)‑近代中国の社会編成をめぐる議論の錯綜は︑西

揚を取‑たい︒問われるのは︑日本思想史に﹁公共怪﹂を語る

てへ﹁﹃自由﹄な社会において︑いかにして﹃秩序﹄は可能

洋市民社会論の錯綜と'中国の伝統的社会論の錯綜との複

か﹂という根源的問題についてみるならば︑私は︑この問

雑な共鳴現象の結果ではなかろうか︒

あ‑'次いでは近代前日本社会をどう見るかの立場の違いの故

時として混乱するのは︑先ずはハーバーマス理解の問題の故で

ても言い得るだろう︒日本思想史研究における﹁公共性﹂論が

この岸本の指摘と仝‑同様の問題が︑日本思想史研究におい

定して考えたほうが有意味なのではないか︒

少な‑とも十九世紀前後の諸言説の交差する場面での検証に限

的過去を適時的に定義するところから開始する議論ではな‑'

それは'﹁領域としての公﹂対﹁原理としての公﹂といった歴史

あるはずだ︒さらにその上で︑歴史的実証がなされるとすれば︑

ことで'何を明らかにしようとするのかという立場そのもので

であ‑'さらには︑﹁公共性﹂をどの立場から見るかの違いの故
である︒近年浮上した課題として'近代﹁公共圏﹂を自由な可

H
H
H
H
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思想へ﹄ の問題設定は'上に述べてきたような問題にlつのヒ

する観点から著された︑東島誠﹃公共圏の歴史的創造‑江湖の

﹁(公)というカテゴリーをめぐる言説の競争こそが主題﹂と

者をしてもっとも混乱せしめたものであった︑と言ってよ

領域)と八万人に共通な領域)の区別こそは︑日本史研究

人に開かれた領域)である︒そしてこの八万人に開かれた

るのは'西欧世界の達成(もし‑は不在郷)としての八万

Ⅳ

ントを与えて‑れるものである︒著者の主題は'ハーバーマス

い︒日本史家の陥霧はまさに︑commonなものをただちに

l:.;(

﹁公共圏﹂とはそもそも﹁不在の概念﹂であったことに再考を催

イコールpublicだと短絡してきたところにあるのである.

(8)

しへ ﹁西欧においてすでにそうであったように︑︽公共圏︾とい
うものは歴史上コンスタントに実在するものではない︒それは
創造しようと努めなければ存立しえない︑(可能なるもの)でし

日本の﹁公共﹂をめぐる言説t股に由来するものであることも

とする氏は︑問題は今日の研究者の側にばか‑ではな‑︑近代

圏﹂投入の問題点も明快に摘出する︒氏によれば︑日本におけ

した観点からなされた同書は︑近世思想史研究における﹁公共

﹁公共﹂が絢い交ぜになった特殊日本的な﹁公共性﹂概念の

テクストのOffentlichやpublicと︑漢籍テクスト起源の

たように︑それ自体またとない研究材料なのである︒欧文

しかしl方へこの﹁混乱﹂こそは︑﹁はじめに﹂でも述べ

指摘している︒

かなかった︒この創造のポテンシャルを摘出すること︑そして
3)

そのことを通じて現代における社会関係の(可能なる変化の兆

る﹁公共性﹂の議論が混乱する(﹁ズレ﹂が生じる)わけは'共

し)を模索し︑その理論構築に寄与すること﹂にあるが︑こう

に﹁公共性﹂に合意される'八万人に開かれた領域)と八万人に

編棒関係を読み解‑ことは︑西欧とアジアの間に暖味な位

世紀に浮上しながら早‑も変質していったとされるように︑

れたとされ︑ハーバーマスにあって︽公共領域︾は'十八

には現実の用語としての﹁公共﹂発生の歴史的検証の問題とし

には今日的課題と向き合う論者のスタンスの問題として︑他方

それが﹁特殊日本的﹂かどうかはともかくへともあれへ一方

相を取る'日本社会の特質を問う試みに他ならない︒

(26)

共通な領域)の両者が短絡されて議論されてきたことによる︒

その(近代)理解に関してはっきりと祝を分かっているに

て︑﹁公共﹂概念の議論は重な‑合うものと'氏には捉えられて

ア‑レントにあって︽公共領域︾は︑近代とともに失わ

も拘わらず︑両者の public＼Offentlichになお通底してい

2
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並行して﹁現代の(日常概念)としての﹁公共性﹂が︑いかに

実際︑氏もまたへ ﹁不在の概念﹂としての﹁公共性﹂の探求と

論を語ることもまた'これらの﹁幅接する関係︑それ自体﹂を

て確認されるべきだろう︒そして思想史研究において﹁公共性﹂

者が競合する場面に﹁公共性﹂論が位置すべきことはあらため

自体が'きわめて妥当なものに筆者には思われる︒こうした三

営みそのものを問う﹂ ことの三段構えに設定するが︑この設定

して形成されてきたものであるのか︑その析出過程を問う﹂ こ

いる︒

とを'本書において課題とするのである︒たとえば本書第Ⅴ章

特定の場面で語ること以外にはないように︑私には思われるの

的に検証しっつ︑私にとっての﹁公共性﹂論の所在を見通して

以上のように前提した上で︑最後に︑氏の議論の一部を批判

,.,.,

﹁公共性問題の輯捧関係﹂章において氏は︑議論すべき課題を︑
﹁明治における日本的﹁公共﹂概念の析出過程を探る﹂こと︑③

①﹁﹁公共性﹂の編棒関係を研究史に即して吟味﹂することへ②
﹁日本中世史における﹁公共的領域﹂の形成可能性をめぐる議論

公共なるところ︑‑﹂ の﹁道﹂を言う箇所(﹃大学啓発集﹄)を

おきたい︒

引き︑近世日本儒学の ﹁公共﹂概念の特徴を語ろうとする︒そ

について再考Lへ ひいては形成可能性を(構成)する近代知の

氏は本書で︑特に中世と明治期﹁江湖﹂ の問題を詳述してお

はいるが︑これは読み手によっては﹁公共する﹂のようにサ変

‑︑江戸期の思想には1部分でしか触れないのだが'書中︑明

動詞にも転化し得るわけで︑実はここにこそ︑次項で取‑上げ

こでは﹁公共﹂という語が︑原漢文において︑上文に﹁所﹂を

﹁公共﹂言説を例に'﹁天地の間︑天子と天下︑聖賢と天下とい

る明治初期の阪谷素の用語法の源流が兄いだせる﹂ のだとヘ ヤ

伴っているところから︑﹁版本では確かに﹁公共なる﹂と送って

う'上‑下の軸を前提としつつ︑これらを水平の次元へと向き

や強引に近世日本儒学の﹁公共﹂を動詞的に機能する﹁公共﹂

て引かれるのは︑横井小楠の場合である︒著者は横井小楠の

合わしめる力学を表現する﹂ことの発生を言う︒すなわち︑氏

六社同人の﹁公共性﹂概念との関連・対照する重要な部分とし

が江戸期儒学用語﹁公共﹂ の特質と見る(動詞的に機能する

と位置づけるのである︒そうすることによってへ 横井小楠の

(29)

﹁公共﹂概念)が'明治に入ってどのように(転形)していくの

﹁天地公共﹂概念の﹁水平性﹂を江戸期儒学の展開のなかにはめ

(2)

込もうとするのだ︒﹁天下の治平は天下の民と共に楽み'天下の

3

かを︑﹁日本的公共性﹂形成の問題として論じるのである︒

氏は山崎闇斎の ﹁此の理︑人物の共に由るところ︑天地の間

2

遂には一本之大道に帰し可レ申候︒是則舜之開二四門一連二

四聡立道にして'天下之人才と天下之政事を共に致し'公

至善は天下の人と同‑為の気象を養ひ﹂とするような政治思想
が﹁上‑下の関係を前提としつつ︑これらを水平の次元へと向

平盛大︑此道を天下に明にするは此外の道は無レ之候︒

があるのではないだろうか︒そもそもへ 氏も依拠する苅部直

釈が'もっぱら語用論的問題から導かれる点に'ここでは問題

釈自体への疑問もそこにはあるが︑この横井小楠﹁公共﹂ の解

ては﹁公共する﹂ のようにサ変動詞にも転化し得る﹂という解

﹁公衆﹂概念と小楠の﹁朋友﹂は共通のものを持っている﹂ (苅

して妥当なものと見なすという構図に関してへ 十八世紀西欧の

しあい︑その中から発見された結論(﹁公論﹂)を全体的判断と

治者・被統治者の別にかかわらず)人々が問題を設定し︑討論

りもそこから︑﹁一政治社会全体にかかわる事柄についてへ (統

といった発言に小楠の﹁公論﹂ の理論的根拠は所在するのであ

(32)

き合わしめる力学﹂ に由来してお‑︑それは山崎闇斎や山鹿素

﹁﹁利欲世界﹂と﹁公共之政﹂﹂論文に強調されていたのは'﹁公

行の﹁動詞的用法﹂に起因するとするのである︒﹁読み手によっ

共﹂の視点形成に関わる条件としての︑横井小楠におけるへ(辛

那)とも指摘され得るのであった︒ここに︑江戸後期の知的社

という論点が発生し'それは'最初に触れた︑懐徳堂的な﹁公

会に﹁読書する共同体﹂内部の討論を通じての﹁公共﹂ の発生

続きとしての ﹁討論﹂ の重視)であった︒
‑‑為政者が人民一般や他国をも顧みない ﹁私心﹂を乗‑

共性﹂ の問題とも通底して‑るのである︒

養や主観的な心情の発揮にとどまらない︑他者との相互的

でなぜ﹁国家﹂に一体化していったのか︒なぜ﹁国民﹂として

それではそれが︑明治期の ﹁公論﹂世界に接続してい‑過程

(33)

こえ'﹁公共之政﹂を実現するには︑単に自己一人の精神修
関係のなかでの﹁公共﹂ の視点の獲得が必要となる︒その

主体化される方向へと進んだのか︒この問題もまたへ 言説の交

えられるべきであろう︒江戸末期からの ﹁公共﹂的言説空間の

せられたかという︑いわば言説を意味づけた外的様態と共に考

(30)

苅部によれば︑横井小楠は﹁理想的発話状況﹂を前提とした

発生が︑どのような急迫した話題へ課題と共にあったかという

差がどのような﹁場﹂で︑どのような内的要請に基づきつつ発

手続きとして小楠が考えたのが﹁討論﹂である︒

上で︑﹁討論講習﹂ による﹁公論﹂ の形成が'﹁公共之政﹂ に結

問題である︒それはと‑もなおさず'横井小楠らの儒教教説に

s

ある︒氏の引‑小楠の言を引用すれば︑

﹁国体﹂像模索の運動ではなかっただろうか︒幕末期の諸言説の

内的動機として︑共同的に発動したも ﹁国家﹂像模索の運動︑

実してい‑べき過程を︑構想していたと見ることができるので

其人々相互之講習討論は尤盛に行れ︑面々所見殊候共︑

2

4

れるのではないかtということである︒ハーバーマス的﹁公共

討論的世界﹁公論﹂的世界を規定していったものとして考えら

像が形象化されて‑る過程が︑江戸後期に発生・構想された'

交錯のただなかからへまさし‑共有する範噂のごと‑﹁国体﹂

の内在的変遷のストーリーにおいてでな‑︑諸言説の交差から

としての﹁公共性﹂ にどこで接近するものであったかを︑概念

立させる言説空間の歴史性や'それが近代﹁国民国家﹂ の閉域

論者本来の意図とは異なるであろう)︑懐徳堂的﹁公共性﹂を成

発生する範噂が逆に言説自体の中身を規定して過程として捉え

同書︑四六頁︒
同書へ 五六頁︒
ナジタ︑前掲書︑九頁︒
同書︑一二〜一三頁︒
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﹁ブルジョア公共圏﹂は中世的﹁ア

の破壊の上に成り立ったとするのは︑横井進である
二〇〇〇年︑四七〜四九頁)0

(﹃江戸のノイズ‑監獄都市の光と闇﹄NHKブックス (八七九)︑

ジ‑ル﹂

するものであ‑︑憤徳堂の

ジールの正統な遺産相続人たち‑の徹底的な排除の思想﹂を構築

もの‑漂泊する芸能民や宗教者︑無宿渡世の輩といった中世のア

懐徳堂﹁無鬼論﹂が代表するような知性が同時にへ ﹁非定住民的な

こうした懐徳堂儒学の ﹁公共囲﹂ への近代主義的観点に対し︑

同書ー七八頁︒

同書も 七七頁︒

る︒

のテーマがより明快に'全般的視野から'説得的に指示されてい

的理怪の誕生‑﹄講談社選書メチエへ二〇〇二年へでは︑これら

九九八年︒また︑宮川の近著﹃自由学問都市大坂1懐徳堂と日本

宮川康子﹃富永仲基と懐徳堂‑思想史の前哨﹄ぺ‑かん社︑1
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同書'・四1四頁o

圏﹂をすでに江戸後期に成立していたと実体化することで︑結

j

田滋訳︑未来社︑1九九九年t が特に参考になった.

クレイグ・キヤルホーン編﹃ハーバーマスと公共圏﹄山本啓・新

﹃公共圏とコミュニケーション﹄ ミネルヴァ書房へ一九九八年も

じられへ 何が評価・批判されたかということについて︑阿部潔

多‑あるが︑ハーバーマス﹁公共圏﹂論が'西欧世界でいかに論

未来社へ一九七三年︑三五頁.なお︑同書に関する先行研究は数

ユルゲン・ハーバーマス ﹃︻第2版]公共性の構造転換‑市民
社会の一カテゴリーについての探求‑﹄細谷貞雄・山田正行訳︑

阿部︑前掲書︑三九頁︒

宣邦訳へ 岩波書店︑一九九二年︒

テツオ・ナジタ﹃懐徳堂‑18世紀ED本の﹁徳﹂の諸相I﹄子安

同書へ 三八‑三九頁︒

阿部謹也﹃﹁教養﹂とは何か﹄講談社現代新書︑﹁九九七年︒

られるべきなのではないだろうか︒

f

果として︑従来の ﹁近代化論﹂ に寄‑添うのではな‑(それは

注

6

蝣

7

1

9

7

5

0
3
1
4
1
5
1

2
3

I

一九九九年︑伊原弘・小島毅編﹃知識人の諸相1中国宋代を基点
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(﹂)同書︑ 二二四頁︒
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(S)苅部直﹁﹁利欲世界﹂と﹁公共之政﹂1横井小楠・元田永字‑﹂
﹃囲家学会雑誌﹄第百四巻へ第1二一号︑一九九1年.
(S3)源了囲﹁横井小柄における学問・教育・政治‑﹁講学﹂と公

議・公論思想の形成の問題をめぐって﹂﹃季刊日本思想史﹄37号I
l九九一年へも参照︒
(一望﹃日本思想大系55渡辺華山・高野長英・佐久間象山・横井小

楠・橋本左内﹄岩波書店ー一九七1年︑四七六頁︒
明治初期の﹁公論﹂的牡界については︑尾藤正英﹁明治維新と
武士‑﹁公論﹂の理念による維新像再構成の試み1﹂﹃江戸時代と
はなにか﹄岩波書店へ一九九二年へ所収︑および'宮地正人・安
丸良夫・山室信一[鼎談]﹁﹁公論﹂世界と国民国家‑日本におけ
る近代‑﹂﹃思想﹄八三言百︑1九九三年九月'等を参照されたい.

6

(S) 岡元司﹁末代地域社会における人的結合﹂﹃アジア遊学﹄7号︑
として﹄勉誠出版︑一一〇〇一年tなど参照︒
(﹂) 小島毅﹁中国近世の公議﹂﹃思想﹄八八九号︑一九九八年七月︒
(2) 佐藤卓己﹁ファシスト的公共性‑公共性の非自由主義モデル
波書店︑一九九六年︑所収︒

‑﹂ ﹃岩波講座・現代社会学24 民族・国家・エスニシティ﹄岩
(2) ロジエ・シャルチエ﹃読書の文化史1テクスト・書物・読解﹄
平田由美﹁︽議論する公衆︾の登場‑大衆的公共階としての小新

福井憲彦訳ー新曜社へ一九九二年︑六五頁︒
聞メディアー﹂﹃岩波講座・近代日本の文化史3 近代知の成立﹄
岩波書店も 二〇〇二年へ 所収︒
(3) 斎藤純一﹃公共性﹄岩波書店︑二〇〇〇年も﹁はじめに﹂︒
九El年三月︒同論文中で岸本は'一九八九年以降の︑米国の中国

(2) 岸本美緒﹁﹁市民社会﹂論と中国﹂﹃歴史評論﹄五二七号︑一九
研究者による﹁公共圏﹂言及の歴史的背景についても触れている︒
二〇〇〇年︒

(8) 東島誠﹃公共圏の歴史的創造‑江湖の思想へ﹄東京大学出版会︑
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