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公共性における政治的なもの 

―H. アーレントのパースペクティヴから― 

 

齋藤 純一（早稲田大学） 

 

 

A. 「政治的なもの」と「社会的なもの」の対比 

 

 <the political>                   <the social> 

plurality (distinction)              sameness 

natality (beginning, interruption)     automatism 

contingency (unpredictability)       necessity (biological or historical) 

cf. OR, 61-62 頁 

 

 * 政治の条件たる複数性が含意する事柄 

世界を共有する他者の存在、他者との同権性（政治的平等＝イソノミア）、他者と

の非共約性（uniqueness）。 

  * 政治的であること 

自らが所有しえない他者のパースペクティヴ（意見／判断）を廃棄せず、それを考

慮すること。 

 * 反政治的なもの 

多の一への還元（cf. HC, p.214）、非共約的なものの共約的なものへの還元（行動主

義、功利主義等への批判）、単純反復（「行為」と区別される「行動」）と正常なも

のの「専制」。 

 * 「始まり」（beginning）については、絶対的な開始としてではなく、諸々の実践がそ

れに先行する連続性において解釈することが可能（cf. B. Honig）。  

 

 

B. 公共的なものと私的なものの対比 

 

<the public>                         <the private> 

他者の現前（再‐現前化）            他者の不在 

言葉や行為における現われ         現われの不可能性（応答可能性の喪失） 

公開性                              閉鎖性 

→ 他者との「出会い」（meeting）、他者との予期せぬ関係の形成。 

 

* 他者の不在という点で拡張された「私」もありうる（nation であれ association であれ）。 
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C. Ch. ムフの「政治的なもの」との対比 

 

* agonism へのコミットメントという点では共通性もある。 

 

<Mouffe>                     <Arendt> 

敵対性（対立軸の形成）              infinite plurality （cf. HC, p.180） 

集合的アイデンティティの形成        “act in concert” 

（集団間の多元性）                    （複数性にもとづくアゴニズムの維持） 

「分離」の政治                      「出会い」の政治 

行為者のみ                          行為者＋観察者 

 

 * 「意見はけっして集団に属しておらず、もっぱら個人のものである」（OR, 367 頁）。 

 

 

D. 自己の脱中心化 

 

（1） 自己の中心化と複数性の廃棄 

自己疎外ではなく「世界疎外」（自己への疎外）こそ近代の特性として理解される（cf.    

HC, §35）。 

自己の中心化は哲学的（「主観」）、政治的（「主権性」）、社会的（「生命」）諸形

態をとる。他者が存在せず、偶然性が廃棄される仮想の「世界」の構築への欲望（cf. HC, 

p.243）が近代哲学の伝統を支配してきた。 

 

 *「実存哲学とは何か」（1946 年）におけるハイデガー批判は自己の中心化への批判と    

いうラインに沿っている。 

 * カントは「多元主義」を「利己主義」（自己の中心化）に対する批判として提起して

おり、アーレントはそれを継承している。世界市民の一員としての他者との同権性（『人

間学』）。 

  * アーレントが批判するのは、自己への配慮一般ではなく、他者の存在と世界を度外視

する自己への配慮。思考はすぐれて自己への配慮であるといいうる。 

 

（2） 共同体化としての脱中心化への批判 

行為は他者との間に共同体を超える新しい関係を樹立してしまう（“boundlessness of   

action”, cf. HC, p.191）。 

「我‐汝」モデルによる公共性の理解への批判（“the true plural of action”, cf. LM2, p.200）。 

「種的同一性」（自他を排他的かつ、相互に等質なものとして構成し合うアイデンティ
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ティ）への批判。 

 政治以前／以外の紐帯（「血と地」のみならず、本質／実体的なものとして解された文

化を含む）を媒体とする共同性への批判。 

 集合的同一性（われわれ）は「つくられるもの」から「つくられたもの」へとずれ落ち

ざるをえないという認識（cf. 酒井）。 

 

（3） 他者との出会いに向けた脱中心化 

① 運動の自由（エレウテリア） 

自由であること＝他者との出会いに向けて動くことが可能な状態。 

運動の自由を阻むものへの批判（e.g. 専制、全体主義、Verlassenheit）。 

② 視点の移動 

他者が実際にはいないところで他者を再‐現前化する。 

「再現前化する思考」（representative thinking） ／「視野の広い思考様式」（enlarged 

thought）。 

他者の可能な視点の再現前化（他者の観点を「訪問する」）。  e.g. スラム 

過去の出来事や思想の再現前化。 

 

* 自らがその判断の偏りを正していく運動を続けていくうえで、他者の応答は不可欠

である。 

 

 

E. 観察者の公共性（or spectatorship） 

 

* 行為者に定位する公共性理解がこれまでのところ主流であった。 

 

（1） 観察者（spectators）の存在 

“The public realm is constituted by the critics and the spectators, not by actors or the          

makers.” （LKP, 63） 

「劇場」型の公共性を構成する観察者。 

共通世界は「娯楽」ではなく「文化」の領域であり、したがって、観察者はスペクタ

クルを享受する観客というよりもむしろ世界のあり方に配慮する批評家（歴史家、詩人

を含む）としての位置を占める。 

 

（2） 観察者のアドヴァンテッジ 

①「劇」の全体を見ることができる（行為者は部分的たらざるをえない）。 

② 没利害性（カントの「関心なき適意」）。世界への配慮という点でより有利な立場

にある。ただし、いかなる判断も観察者のパースペクティヴに依存する（複数性は

消去されない）。 
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* cf. 『イェルサレムのアイヒマン』においてアーレントが示した判断。 

 

（3）観察者の役割 

観察者相互の判断（批評）の吟味（批評空間の形成）。 

“Spectators exist only in the plural. The spectators is not involved in the act, but he always   

involved with fellow spectators.”（LKP, 63） 

観察者相互の判断の交換・吟味=意見交換の領域としての公共性。 

 

① 世界を構成する諸物、世界に現われる事柄（行為・意見・出来事）に対する評価お

よび相互の判断（評価）に対する評価。 

正‐不正、美‐醜（greatness, disgust〔道徳的趣味〕）。 

*「善き生の構想」という意味での「善」に対する判断ではない。 

② “example”, “company” の選択／想起 

「真珠採り」の比喩（救済する批評）。 

過去の出来事の想起による未来の行為への希望の喚起（cf. 森, 233 頁）。 

観察者は自らの判断を通じて「今後（も）共にあるべき事柄」に対する選択を示す。 

③ 何が見るに値し、聞くに値するかを判断するのみならず、何が見られてこなかった  

か、聞かれてこなかったかを自らの判断を示すことを通じて明らかにする（批判的

思考の媒介によって、これまでの公共性に伏在する「規範的閉鎖（normative closure）」

を露わにする）。特殊な事柄を普遍的とされる規則に包摂することなく判断する反

省的判断力。 

 

（4）観察者の判断が適切であるための条件 

①「思考」（批判的思考）による媒介。 

現に通用している価値規準（既存の判断習慣）に対する徹底した批判。 

他の判断者に対する距離の設定（複数性を欠く「世論」への批判）。 

② パースペクティヴの拡張 

普遍性（universality）と区別される意味での一般性（generality）の獲得（カントとの決

定的相違、cf. 金）。 

他者の可能的
．．．

判断（現実的判断ではなく）の参照。 

③「共通感覚」への訴え。 

ただし「伝統の糸」は切れている（共通感覚の喪失を埋めるものとしてのイデオロギ

ーと演繹的思考）。 

「共通感覚」は、アーレントにおいては、すでに形成されているもの、あるいは各人

に内在するものとしてではなく、複数の観察者の相互の判断の吟味を通じて再‐形成す

べきものとしてとらえられている。 

* アリストテレスの「プロネーシス」との距離。 
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（5）行為者と観察者の関係 
観察者（予期せぬ名宛人）に向けての自己提示（“self-presentation”, LM1, p.37）。行為者

は観察者の判断に曝されることを予期しなければならない。 

観察者は言葉や行為における行為者の現われに応答する責任を負っている（より正確に

言えば、応答が不在の場合現われは生起しない）。 

アーレントにおいて、意見の交換と意見の形成（判断の相互吟味）は、政治的意思形成

‐意思決定へと直接接続してはいない（ハーバーマスとの比較）。 

行為者と観察者の区別は分析的なものであり、各人のうちで、思考‐判断することと他

者と協調して行為することとの間での緊張関係が維持される。 

 

（6）出来事（ドラマ）と日々の討議（政治） 

例外的な出来事（e.g. 革命）に対して観察者が示す判断（共感）の重視（cf. Kant『学部

の争い』）。 

日々の討議的政治（憲法原理をめぐる解釈の政治）の重視（cf. Habermas）。 

観察者＝観客はドラマに惹き付けられる（上記の二分法をとることはできない）。日々

の出来事に対して観察者が示す判断が政治文化の形成（再‐形成）にどのように関与して

いるかを明らかにする。 

 

 

F. 同一性に準拠しない政治的共同性（＝公共性） 

 

（1）複数性を廃棄する共同体への批判 

複数性は相互性の条件のもとで現実化される。 

政治的平等（イソノミア）が相互の
．．．

政治的自由（イセゴリア）を可能にする（cf. WP, 30-31

頁）。 

“a community of equals where everybody has the same capacity to act.”（HC, 244） 

 

（2）非対称的な相互性 

非共約的なものの間の相互性。 

パースペクティヴ／経験の根源的な非対称性。 

「世界は同一の側面を二人のひとに示さない」。 

代理／表象の機制の拡張に対する批判（cf. 齋藤 2008, 第 3 章）。 

 

（3）政治的共同体を存立させる関係の媒体 

“boundlessness” および “unpredictability” という内在的な脅威に抗して政治的共同体を

いかに維持するという問い。「大海のなかの島」、「砂漠のなかのオアシス」というメタ

ファー。 
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「相互の約束」（契約・条約）と法としての制度化。 

 

* アーレントの描く法は「社会統合」にとって十分な内実をそなえているか？ 
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