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ICU＋α ２学期 
06/11/19 芝崎 厚士 

 
「現代における人間と政治」（１９６１）再訪 
丸山・オーウェル・ドストエフスキー 

 
第一部 権力と人間 丸山眞男と「１９８４」（１９４９） 
第二部 現代の権力 「ザ・コーポレーション」（２００４） 
第三部 君たちはどう生きるか 「カラマーゾフの兄弟」（１８８０）と丸山眞男 
 
（本日のメニュー） 
 
第一部：講義、一部読解、鑑賞 
第二部：映像鑑賞、３分間作文、感想（できればディスカッション） 
第三部：読解と講義 
 
第一部 権力と人間 丸山眞男と「１９８４」（１９５０） 
 
１ 丸山眞男「現代における人間と政治」（１９６１） その１ 
 
Gleichschaltung
グライヒシャルトゥング

（強制的画一化、セメント化） 
 
（１）「逆さの時代」 チャップリン、黒澤明 
 
・「人間と社会の関係そのもの

!!!!
が根本的に倒錯している時代、その意味で倒錯が社会的関

係の中にいわば構造化されているような時代」 
・「自由な選択」の剥奪→「いまや商品の購買から指導者の選出まで、『自由な選択』そ
れ自体が宣伝と広告によって造出されるのだ」 
・（バートランド・ラッセル）「今日のさかだちした世界

!!!!!!!!
では、人類全体に対して生殺与

奪の権を握っている人たちは、名目上は出版や宣伝の自由を享受している国々のほとん
どすべての住民に、誰であれ人類の生活をまもることを価値ある事柄と考える人は狂人
でなければならぬということを、説得するだけの力を持っているのである。私は私の晩
年を精神病院で過ごすことになっても驚かないだろう-そこでは私は人間としての感情
をもつことのできるあらゆる人たちとの交際を楽しむことになるだろう。」 
 cf. 黒澤明「生きものの記録」（１９５５） 原水爆の恐怖と一老人の「狂気」 
 
（２）「彼等は自由だと思っていた」（メイヤー） 資料１参照 
 
・ナチス・ドイツの支配の浸透：「誰も彼もが変わっていく場合には誰も変わっていない

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
」 

・「ほんのちょっと悪くなった」の連続、不安を感じると「おどかし屋」視 
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（３）「内面的自由の世界」と「全体主義の世界」：相互不可侵的共存 
 
・グライヒシャルトゥングの急速性と浸透性：にもかかわらず内面の精神的自由は維持
された（カール・シュミット）、二重生活 
・「ドイツ知識層の日々の精神生活が表面の狂瀾怒涛の下で、静ひつな自由を保持したと
いうことは、逆にいえば、現代においてはそうした「私的内面性」が、われわれの住ん
でいる世界を評価する機構としてはいかに頼りないか、を物語っているわけである・・・
つまり全体主義の『限界』といわれるものが、裏返せばそのまま、『内面的自由の世界』
の『限界』なのであり、両者がいわば相互不可侵の事実上

!!!
の承認の上に立って同じ社会

で共存
!!
しうるという証明に過ぎない」 

・内側から外側に立たされた人（ニーメラー）の２原則：①「端所に抵抗せよ」Principlis 
obsta②「結末を考えよ」Finem respice：自分の畑に火がつくまでは「内側の住人」であ
った状況→でははじめから「外側」であった人は？ 
 
（４）正統の集中と異端の強制的集中、両者のコミュニケーション回路の遮断 
  
・「人々の類型」 
  ①「内側」で熱狂する人  々
  ②「内側」で「おのれの安全性」を守る（庶民）and/or「内面的自由」を守る人々
（知識層） 
  ③「内側」から「外側」に置かれた人  々
  ④「外側」に置かれ続けてきた人  々
 
・「シュミットが全体主義の日常生活への浸透の『限界』を見たところに、地下運動者は
鉄扉の蔭からのアピールの無力を感じた。内側の住人の多数は『上』のプロパガンダに
行動的に適応したが、それは必ずしもイデオロギー的にナチやファシストになったので
はなくて、『おのれの安全性』のためにそうしたのであり、知識層が『私的内面性』にた
てこもったと同様に、大衆は大衆なりの日々の生活と生活感覚を保持した。それが保持
されているという実感があればこそ、異端者あるいは外部からの『イデオロギー』的批
判が彼等の耳に届いたとしても、それは平地（！）に波瀾を起し、徒に事を好むかのよ
うな異和感を生んだのである。」 
・「自由だと思っている」「同調の自覚さえない同調者」たち 
 
音楽鑑賞 Bob Dylan / Political World (1989) 
 
２ オーウェル「１９８４」（１９４９） 
 
（１）基本的な状況  
 ①三大国の世界戦争 オセアニア・ユータスシア・ユーラシア 
 ②ビッグ・ブラザーによる支配 
 ・ヒエラルキー：ビッグ・ブラザー／党員（２）／党外員／Prole（８５） 
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 ・四大省庁 
  （１）真理省(Ministry of Truth)：報道、娯楽、教育、美術 
  「過去を支配する者は現在を支配する。現在を支配する者は未来を支配する」 
   cf. Rage against the Machine / Testify (1999)、マイケル・ムーア「華氏９１１」 
  （２）平和省(Ministry of Peace)：戦争 
  （３）愛情省(Ministry of Love)：法と秩序、恋愛禁止、人工授精 
  （４）豊富省(Ministry of Plenty)：経済問題 
 ③公私の生活の監視、管理、密告、身体的抹殺、歴史的からの抹殺 
 ・思想警察、各部屋にテレスクリーン、肉親・子供同士の密告 
 ④「敵」としてのゴールドスタイン 憎悪週間、二分間憎悪⇔facecrime 
 ⑤ウィンストン・スミス（主人公）、ジュリア、オブライエン 
 ・密かに疑問を抱くスミス、恋に落ちるジュリア、二人を囮捜査で逮捕し思想改造す
るオブライエン 
（２）ビッグ・ブラザーの支配の方法：３つのスローガン 
 ①WAR IS PEACE（戦争は平和である） 
 ②FREEDOM IS SLAVERY（自由は屈従である） 
 ③IGNORANCE IS STRENGTH（無知は力である） 
※恒久戦争＝恒久平和、生活水準を上げず物品を消耗する、貧しさによる無知の継続 
※ニュースピーク 言語の単純化 複雑な思考を抑圧する。 
※二重思考(doublethink) 支配層に合わせ、白を黒と言い、黒を白という。２＋２＝５。 
 Cf. Radiohead / 2+2=5 (lukewarm) (2004) 
※クライムストップ 敢えて愚かであるように自己教育・訓練すること。 
※リアリティ・コントロール 
 現在（たとえば戦争の相手の変更）に合わせて歴史の証拠をすべて書き換える。 
（３）ゴールドスタインのThe Book：「少数独裁制集産主義の理論と実際」 
 支配の方法を説明：ウィンストンの問い：方法はわかった、では理由は？ 
※人類の歴史：上層・中層・下層、下層を引き込んだ中層の革命→三層の再均衡 
※革命を抑止する支配構造：誰が支配者か、ではなく、支配の構造の維持が重要 
（４）理由：拷問にかけられたスミスに語るオブライエン 資料２参照 
※殉教させず改造する権力（殺さず、生かす。生き方を統制する） 
※自己目的化する権力 
  
◎オーウェル：丸山が経験し・危惧した全体主義の発展・到達版としてのディストピア
◎ではその後は、そして現在は？ 
 
第二部 現代の権力 「ザ・コーポレーション」（２００４） 
 
パート１：多国籍企業の現状 
パート２：取り込まれかき立てられる人  々
パート３：全体主義と資本主義 
 
映像鑑賞、それぞれについて３分間作文  
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第三部 我々はどう生きるか 「カラマーゾフの兄弟」（１８８０）と丸山眞男 
 
１ カラマーゾフの兄弟：ドストエフスキーの遺作、「人類史上最高の小説」の一つ 
・フョードル・カラマーゾフ殺人事件、三兄弟の恋愛・二重の三角関係など 
・長男：ドミートリイ（軍人）、次男：イワン（インテリ）、三男：アリョーシャ（修道
僧、ゾシマ長老を敬愛） 
 
２ 無神論者イワンがアリョーシャに語る、神が作ったこの世界を「認めない」理由  
資料３参照 
・罪なき子供たち 
 
３ 「大審問官」：イワンがアリョーシャに語って聞かせる、この世界がこうである「理
由」 資料４参照 
・１５世紀スペインに登場し、奇蹟を行うイエス：捕縛し、尋問する９０歳の大審問官 
・奇蹟・神秘・権威：人々の自由に委ねたキリストと、自由に耐えきれなくなった人  々
 
◎結末：最後まで沈黙し、大審問官にキスをし去っていくキリスト 
 
４ 丸山眞男ふたたび 「現代における人間と政治」の結論部 
 
（１）ステレオタイプ、疑似環境の中に生きる我々（リップマン） 
 
・「現代の政治権力が巨大なマス・メディアを駆使して『民意』を画一化する傾向はすで
にしばしば指摘されているが、権力のイデオロギー的宣伝はひとびとのイメージの積極
的な形成力としては『限界』があるのであって、その意図も効果もむしろ対抗宣伝の封
殺、あるいは好ましからざる方向からの通信、つまり『雑音』の遮断という点にある」 
 
・「『世の中』イメージは、マス・コミも含めた意味での『上から』のいわば目的意識的
な方向づけと、ひとびとの『自我』がいわば自主的につくりだす『疑似環境』（リップマ
ン）との複雑な相互作用による化合物にほかならない」 
 
・「政治的イデオロギーの『虚構性』を衝いて、自我の実感や利害の明証性を疑わない者
も、逆に、イデオロギーの『客観的』正当性によりかかって、内側の住人のイメージの
『虚偽意識』を摘発する者も、右のようなステレオタイプ形成過程における自我の側か
らの関与を単純化している点において、奇妙な両極の一致を示している」 
 cf. 狭い個人主義（トクヴィル）、他者指向型人間（リースマン） 
 
・「イデオロギーの終末」と虚構のなかの選択 
「けれどもたとえ私達が「外から」来るものとして意識するイデオロギーの洪水にうん
ざりし、不感症になったところで、それだけ私達が『虚構』への呪縛から脱して、自分
自身をとりもどすわけではない。対立する諸々のイデオロギーが販売抵抗の増大に面し
て、宣伝効果を相殺されたとしても、その空間を埋めるものは私達の『疑似環境』とし
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てすでに定着し、自我のわかち難い一部分となっているようなイメージである。目新し
い商品の誇大広告に反撥した購買者は購買一般をやめるのではなくて、慣れ親しんだ商
品に、ほとんど選択の意識さえなしに手をのばす。現代における選択は「虚構の」環境
と「真実の」環境との間にあるのではない。さまざまの「虚構」さまざまの「意匠」の
なかにしか住めないのが、私達の宿命である。この宿命の自覚がなければ、私達は「虚
構」のなかの

!!!!
選択力をみがきあげる途を失い、その結果はかえって『すべてが変化する

世の中では誰も変化していない』というイメージの『法則』に流されて、自己の立地を
知らぬ間に移動させてしまうか、さもなければ、自己の内部に住みついた制度・慣習・
人間関係の奴隷になるか、どちらかの方向しか残されていないのである。」 
 
（２）丸山の主張 「境界」に住むこと 
 
・世界のトータルな変革のパトス：自己変革と他者変革の同時進行 
・境界に住むこと 懐疑と信条 
「境界に住むことの意味は、内側の住人と『実感』を頒かち合いながら、しかも不断に
『外』との交通を保ち、内側のイメージの自己累積による固定化をたえず積極的につき
くずすことにある。・・・もし懐疑というなら、それは現代における政治的判断を、当面
する事柄にたいする私達の日々の新たな

!!!
選択と決断の問題とするかわりに、イデオロギ

ーの『大義名分』や自我の『常識』にあらかじめ一括して
!!!!

ゆだねるような懶惰な思考に
たいする懐疑である。もし信条というならば、それはあらゆる体制、あらゆる組織は辺
境から中心部への、反対

!!
通信によるフィードバックがなければ腐敗する、という信条で

ある。」 
・知性の機能とは 
「他者をあくまでも他者としながらしかも他者をその他在において

!!!!!!!!
理解することをおい

てはありえない」 
 
５ 我々はどう生きるか 
 
◎Dylanの迷いと決断 Everything is BrokenからOh, Mercyへ 
 cf. PrinceにおけるBlack Album→Lovesexy 
◎一人の人間の中の①～④（２ページ、第１部１-（４）） 
◎世界の人々の間の①～④ 
◎他者を他在として理解・察知・共感する能力とその予めの限界を前提として知ること。 
◎行動する能力 社会の構造自体の解明、説明 
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参考文献・参考メディア 
 
丸山眞男「現代における政治と人間」丸山眞男『増補版 現代政治の思想と行動』未来
社、１９６７年収録（『丸山眞男集』にも収録）。初出は１９６１年。 
George Orwell (Introduction by Thomas Pynchon), Nineteen Eighty-Four, Penguin Books, 
2003（新庄哲夫訳『１９８４年』ハヤカワ文庫、１９７２年）. 
フョードル・カラマーゾフ、原卓也訳『カラマーゾフの兄弟』上・中・下、新潮文庫、
１９７８年。（亀山郁夫訳、全４巻（１，２巻まで刊行済）、光文社文庫もおすすめ） 
 
映画 チャールズ・チャップリン監督『独裁者』（１９４０）『モダン・タイムズ』（１９
３８） 
映画 黒澤明監督『生きものの記録』（１９５５） 
映画 マイケル・ラドフォード監督『１９８４』（１９８４） 
映画 マーク・アクバー、ジェニファー・アボット監督『ザ・コーポレーション』（２０
０４）←同名の映画本もあり。 
ザ・コーポレーションについて http://www.uplink.co.jp/corporation/ 
 
音楽 Rage against the Machine / Battle of Los Angels (1999)：Testify収録 
音楽 Bob Dylan / Oh, Mercy (1989)：Political World収録 
音楽 Radiohead / Hail to the Thief (2003)：2+2=5(lukewarm)収録 
 
ミルトン・マイヤー、田中浩、金井和子訳『彼らは自由だと思っていた 元ナチ党員十
人の思想と行動』未来社、１９８３年。 
アルドゥス・ハックスリー、松村達雄訳『すばらしい新世界』講談社文庫、１９７４年
（原題Brave New World (1932)） 
トクヴィル、井伊玄太郎訳『アメリカの民主政治』講談社学術文庫（松本礼二訳『アメ
リカのデモクラシー』岩波文庫も刊行中）。 
W・リップマン、掛川トミ子訳『世論』岩波文庫。 
 


