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第四部 丸山真男「超国家主義の論理と心理」を読み直す 
 
 Ｉ．丸山真男関連特記事項 

1．人柄・特色 
＊古今東西を通ずる膨大な文献の渉猟、哲学・文学・歴史学・政治学・社会学・ 

人類学、その他万般の分野における該博な知識（プリンストン＝オクスフォード

名誉教授号） 
＊複雑な事象を抽象化する高い能力、巧みな文章表現力、魅力的な造語能力 

 ＊熱烈な映画演劇ファン、クラシックの知識は専門家以上、膨大なレコード収集 
＊座談・対談の名手―「日本三大お喋り」の一人（あと二人は桑原武夫・森有正）  
＊現・元ゼミ生や専門外の知己友人と濃密・頻繁に交流 
＊没後、関係者の追慕の念は年々深化・拡大 

「丸山世代」「丸山教」という表現さえある。2016 年は没後 20 年にあたり 
記念行事多数 

＊蔵書・原稿・レコード・楽譜その他とともに東京女子大に寄贈 
（特別展示室公開） 

 
２．略歴等 
＊誕生（1914―大正 3） 

父丸山幹治(大阪朝日新聞記者) の二男  住居は芦屋から四谷へ 
大正デモクラシー・教養主義的環境下で生育 
親族に長谷川如是閑（自由主義）・井上亀六（国粋主義） 

＊中高生時代（一中＜1926～＞・一高＜1931～＞） 
リベラリズムとマルクス主義の全盛時代に精神形成 
寮生活での「異質なもの」との接触の影響 
社会の雰囲気の変化（反動化）に遭遇 

  逮捕拘留経験―特高にリストアップ（1933） 
    長谷川如是閑の講演会に参加し、治安維持法違反の疑いで検挙・拘留 

国家権力との対峙・天皇制の精神構造についての自覚的問題意識の芽生え 
   ＊東大法学部政治学科時代(1934～) 

美濃部天皇機関説事件・主著発禁（1935） 
津田左右吉「古事記・日本書紀の研究」等主著発禁（1940） 
右翼原理主義・国体明徴運動―蓑田胸喜とその一派による自由・民主主義

糾弾（著名大学教授追放） 
すべての人間活動を国家が動員し支配する時代 
（政治権力と世論の一体化を体験     
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  ＊東大法学部助手(1937～)・助教授(1940～) 
希望した西洋政治思想史ではなく、東洋政治思想史を専攻（南原の配慮） 

      西欧の学問の概念と文法（とりわけヘーゲルやマックス・ウエーバー）によって 
日本の思想を読み解くというアプローチに特色 

      徳川時代の思想研究（とりわけ荻生徂徠）に注力 
        助手論文「近世儒教の発展における徂徠学の特質並びにその国学との関連」 
      福沢諭吉の思想を再評価 

個人一人一人が自主的人格を確立し、その上で国家構成員としての主体的 
能動的地位を自覚して政治にかかわってゆくという思想を評価 

        国家はそれ自体権威を持つものではなく、人間生活をより豊かにする手段で

あるという考え方に共感          
＊従軍経験（1944～）   

大学教員でありながら二等兵として朝鮮へ 
上級兵からの強い私的制裁に遭遇 
日本兵による残虐行為と戦争の傷跡を見聞 
（日本の植民地支配の実情を経験） 

     ＊ 帰国後広島宇品で被爆、終戦 
＊東大復帰（1945～） 

       占領軍による「人権指令」（1945）を経験（予想をはるかに上回る自由な 
空間） 

天皇・皇室に関する自由な討議を含む思想への制限撤廃 
       共産党による天皇制打倒・人民共和政府の樹立宣言 

＊庶民大学三島教室で連続講演の経験（1945） 
 庶民を相手とする自由な意見交換（交歓） 

後日、当時を「明治維新の追体験」と回想          
その一方で、「与えられた民主主義」を反省 

国民大衆の自由な自発性、自主的な精神を前提としてのみ 
国家の運命を自らの責任において担う能動的主体責精神すなわち 
「ナショナリズム」が確立する、という認識 

          議会政治には限界あり、より直接的民主制的なテクニックの採用が必要

という認識（自発的結社―たとえば労働組合―を念頭におく） 
     ＊占領政策の転換（1947～）・・・「逆コース」 

朝鮮戦争、警察予備隊、レッドパージ、日の丸・君が代復活、単独講和 
 

 ＊安保反対運動に積極的に参加（1960） 
  政権の暴挙に抗議―議会主義を擁護 
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  同時にデモ隊の暴力を批判―いわゆる「市民主義」に対して違和感 
（ファッシズムと紙一重、という認識） 

 ＊東大紛争（1969） 
 全共闘学生による暴力的糾弾(蓑田時代の記憶)  

      東大定年前退職（1971）、以後日本思想史研究に専念 
     ＊逝去（1996) 
      たまたま 8 月 15 日であったことの因縁    

  
３．その評価 
 ＊言論界には、丸山の思想に対する極度の「崇敬・賛美」と、「批判・否定」が 

併存。そのそれぞれに「強い熱気」ともいうべきものが潜んでいるのが特徴 
＊その一因は、丸山の言葉の持つ強い緊張感と、受け手に常に態度決定を迫る気魄 
＊その副作用として、丸山を巡るイメージの肥大化・固定化現象（「丸山教」「丸山天皇」） 

 
 （参考１）丸山政治学の特質（三谷太一郎による指摘） 

       政治学の主要部分である哲学・歴史及び経験科学的部分のいずれをも備え、 
そのそれぞれを高度に自律的に発展させながら、しかもそれらが密接不可分

の関係において全体をなしている点（丸山が抱いている政治学者のモデル― 
あらゆることについて何事かを知り、何事かについてあらゆることを知る 
人間―を自ら体現）。 
 
 丸山は単なる学者ではなく、思想家でもあった。彼は、一方で学問と思想

を峻別しながら、他方で思想なき学問や学問なき思想に対して懐疑的であり、

両者の結びつきを重視した（マルクス主義や南原政治哲学あるいは福沢諭吉

を高く評価）。 
 
丸山は、学界を超える普遍的な知的共同体の成員としての強い自覚と使命

感を持ち、その学問を、広い知的共同体（普遍的・理念的・ユートビア的）

を成り立たせる知的コミュニケーションの媒体として形成してきた。したが

って、その学問は学界だけではなく、そうした知的共同体において通ずる言

語によって表現された。彼の文章が学界外の多くの読者をひきつける文学的

価値をもった所以である。 
 
 

  知的共同体を成り立たせるのは「独立した個人の内面性」である。そして、 
そのような知的共同体が政治社会の内面的基礎になり、デモクラシーを機能 
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させる条件となる。しかしながら、「相互作用」「社会」を持たない自足的な

個人主義は否定される 
（広義の「社会主義」―「社会が個人の精神の中に実在している文化―イギ

リスを指す―はファッシズムに対する免疫性が最も強い」）。 
 

（参考２）丸山における「独立した個人」の重要性 
       「他者感覚を持って境界に立ち続ける」、すなわち、他者をあくまで他者 

としながら、しかも他者を「その他在において理解」する、と表現。 
「個性の尊重に基づく人間関係とは、それぞれの個人個人の基礎に立って、

その日の気分などで動かない永続的なものを言う･･･自分の希望することは

当然相手もやってしかるべきだという相手に対する過大な期待は･･･すべて

の人間関係にもある。そうした、自分を他人に全部投影したり、自分の作り

上げたイメージで他人を理解したりするのは、自分と他人との区別がはっき

りしないことから起きる･･･だから、そのイメージや夢が壊れた時、お互いに

可愛さ余って憎さ百倍ということになる」 
 

   4．提起された諸問題 
  ＊メデイアによる価値意識の画一化が熱狂的な政治動員につながる危険性を指摘 

（大衆民主主義への懐疑） 
  ＊日本の歴史意識の「古層」（執拗低音）論（1972） 

   日本思想の主旋律は大陸伝来の儒教・仏教・老荘、その後は西欧思想である。 
しかしそれは、低音部で執拗に繰り返される一定の音型によってモデファイ 
され、それと混ざり合って響く（その都度の現在を絶対化することを歴史像       
の中核とする傾向）      

＊上記から起こる疑問 
自分でも明瞭に意識化できない心の奥底で、メデイアの情報洪水による 

画一化の作用を受け、あるいは日本人に特殊な思考様式に染められるという

のであれば、そうした個人が理性を発揮して政治に働きかける主体になるこ

とは可能か？ 
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  II.丸山真男の天皇観 
 
   1.「昭和天皇をめぐるきれぎれの回想」 
    昔のゼミ生の要望にこたえて執筆されたこの「回想」のきっかけとなったのは、

昭和天皇の発病と、それに伴う自粛ムードの全国的瀰漫。丸山はこの現象を「自粛

の全体主義」「日本の祭りの堕落（ショウ化）」「偽善と外面的画一化の拡大」と表現

している 
 

・幼時の記憶（1914 年生） 
摂政就任（1921）とその直後の「虎の門事件」（摂政襲撃）の影響の広範な 
拡がり方（罪は親戚縁者に及ぶ）を、「天皇制に対する無限責任＜その 
裏側は無責任＞体系」と表現 

大正天皇大喪拝観のための参列の記憶・・・結果は無駄骨であった 
皇室関連祝祭日（紀元節・天長節・地久節・神武天皇祭・皇霊祭・明治節・ 
神嘗祭・新嘗祭等）の「有難味」は、休校とお土産の菓子であった 

 
     ・10～20 代の記憶 

田中内閣総辞職（1929）―「天子さんは偉い」という父の言葉を記憶。 
検挙と拘留（1933）―「国体」に対する懐疑の姿勢について詰問 
（怒号・ビンター自分自身は当時国体を否認するといった考えはなかった） 
宮沢教授の憲法講義―第３条『天皇は神聖にして犯すべからず』とは、 
刑事訴追の対象にならないことという解釈は新鮮。同教授が、 
天皇機関説問題の後、国体に関する憲法第 1 条から第 4 条までの説明を 
省略したことをもって一種の抵抗の姿勢と評価 

尾崎咢堂の講演会―「明治憲法は自由権を含む立憲主義的規定を含んで 
いる」旨の発言（明治憲法悪玉扱いは必ずしも当たっていない） 

天皇機関説に関する昭和天皇の感想（側近に対して、「機関説でよいでは 
ないか」と述べたと伝えられる）についての反応－「もしそうなら、 
どうして天皇は、私的感想からもう一歩踏み込んでそうした見解を公に 
しなかったのか納得できない」「それは、特定学説の積極的肯定の問題で

はなくて、機関説を反国体と見なすことに対する消極的発言で十分なの

である」「もしこうした発言が公になされていれば、その後の時代の動向

は実際とはかなり異なった方向を辿ったに違いない」 
     ・30 代の記憶 
        紀元二千六百年祝典―大元帥の軍服姿の天皇行幸 
              「従容として迫らざる威厳を感じたのは事実」 
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        敗戦直後―兵卒としての身分で、某参謀へ政治史の個人授業を行う 
        占領軍の民主化指令に対する反応 

―少なくとも、当初におけるその radical さは予想外であった 
       「超国家主義の・・・」の執筆について 

―これによって、昭和天皇及び近代天皇制への「思い入れ」に 
終止符を打った 
「天皇制は日本人の自由な人格形成にとって致命的な障害を 

なしている」（自由な人格形成とは、自らの良心に従って判断し、 
構想し、その結果に対して自ら責任を負う人間、つまり、甘えに 
依存するのと反対の行動様式をもった人間類型の形成を指す） 

          ―同論文執筆中、天皇に対して敬語を使用しないよう意識したこと

について、 
「天皇制の呪力からの解放はそれほど容易ならざる課題で 
あった」 

 
 2. 「超国家主義の論理と心理」 

－超国家主義の思想構造ないしは心理的基盤の分析―（1946） 
（概要） 
・近代国家は国民国家であり、ナショナリズム（と、その発現形態たる対内抑圧・

対外膨張）は、その本質的属性であって、何も日本に限ったことではない。それ

にもかかわらず、日本の国家主義の頭に「超」とか「極端」とかいう形容詞が 
つく理由は、西欧近代国家と比較して、その精神的起動力に「質的な」相違が 
見出されることによる。 

 
・欧米の近代国家は、心理とか道徳とかの内容的価値に対しては中立的立場をとり 
（他の社会的集団―例えば教会―ないしは個人の良心に委ね）、国家主権の基礎は、 
そうした内容的価値から捨象された純粋に形式的な法機構の上におかれている 
（「中性国家」と称される）。しかし日本では、こうした国家主権の技術的・中立

的性格が表明されることはなかった。 
 

・幕末の日本を特徴づけたのは、精神的君主たるミカドと政治的実権者たる大君（将軍） 
との二重統治構造であったが。維新後の新たな主権国家は、後者（及びその他の封建

的権力の多元的支配）を前者に向かって一元化・集中化することによって成立した。

そして、これに対して内面的世界の支配を主張する教会的勢力は存在しなかった。 
 

・第一回帝国議会の招集を目前に控えて教育勅語が発布されたことは、国が（倫理
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を含む）諸価値の内容の独占的決定者であることの宣言であった。国家が、 
「国体」を理由に真善美の内容的価値を独占的に決定するところでは、信仰は 
勿論、学問も芸術も、そうした価値に依存する以外に成立しえない。何が国家

のためかという内容的な決定は、天皇および天皇の政府に対し忠勤義務を負う

官吏が下すことになっていた。 
 

（原文） 
「国法は、絶対価値たる『国体』より流出する限り、自らの妥当根拠を内容的

正統性に基礎づけることによって、いかなる精神領域にも自在に浸透し得る」 
 

・こうした土壌では、国家秩序によって捕捉されない私的領域というものは本来 
一切存在しない・・・「日常われらが私生活と呼ぶものも、畢竟これ臣民の道の

実践である」「われらは私生活の間にも天皇に帰一し、国家に奉仕するの念を 
忘れてはならぬ」 

 
（原文） 

「私事の倫理性が自らの内部に存せずして、国家的なるものとの合一化に存すると

いうこの論理は、裏返しにすれば、国家的なるものの内部へ私的利害が無制限に 
侵入する結果となるのである」。 

 
・国家主権が、精神的権威と政治的権力を一元的に占有する結果、国家活動はその

内容的正統性の規準を自らのうちに持っており、したがって、国家を超えた 
一つの道義的規準に服しない。それは、主権者が、自らのうちに絶対的価値を

体現している（常に真善美の極致である）からである。 
 

（原文） 
「国家主権が倫理性と実力性の究極的源泉であり、両者の即自的統一である 
ところでは、倫理の内面化がおこなわれぬために、それは絶えず権力化への

衝動を持っている」（その典型が国民精神総動員―「権力と倫理の相互移入」） 
 

・ひとたび国体が論議されるや、それは直ちに政治問題となり、政治的対立に 
移行した。「国体明徴」は、ほとんど常に他を圧倒するための政治的手段の 
一つであった。 

 
・軍隊の内務生活における上官による権力的支配は、究極的価値である天皇への

相対的な近接度（優越的地位）にその根拠を持つ。この究極的価値への近接
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度こそが、個々の権力的支配のみならず、全国家機構を動かしている精神的

起動力に他ならない。法は、天皇を長とする権威のヒエラルヒーにおける具

体的支配の手段に過ぎない。 
 

・ここでの国家的社会的地位の価値基準は、その社会的職能よりも天皇への距離

にある。支配層の日常的モラルを規定しているものが、抽象的な法意識や、

内面的な罪の意識でも民衆の公僕観念でもなく、このような具体的感覚的な

天皇への親近感である結果、そこに自己の利益を天皇のそれと同一化し、自

己の反対者を直ちに天皇に対する侵害者と見なす傾向が生まれるのは当然で

ある。 
 
    ・こうした世界では独裁観念はかえって生まれ難い。本来の独裁観念は、自由 

なる主体意識を前提としているのに、ここではおよそそうした個人という 
ものは存在しえないからである。一切の人間ないし社会的集団は、絶えず 
一方から規定されつつ他方を規定するという関係に立っている。 

 
・ナチスの指導者達は、今次の戦争について、その起因はともあれ、開戦への 

決断に関する明白な意識を持っていた。しかし我が国の場合は、これだけの

大戦争を起こしながら、我こそ戦争を起こしたという意識がどこにも見当た

らない。何となく何者かに押されつつ、ずるずると国を挙げて戦争の渦中に

突入したというこの驚くべき事態は何を意味するか・・・。 
 

（原文） 
「わが国の不幸は、寡頭勢力によって国政が左右されていただけでなく、寡頭勢力が、 
そのことの意識なり自覚なりを持たなかったということに倍加される。各々の寡頭

勢力が、被規定的意識しか持たぬ個人より成り立っていると同時に、その勢力自体

が権力となり得ずして、究極的実体への依存の下に、しかも、各々それへの近接を

主張しつつ併存するという事態が、そうした主体的責任意識の成立を困難ならしめ

たことは否定できない」。 
 

・ここではまた、「抑圧の移譲」による精神的均衡の保持とでもいうべき現象が 
発生する。上からの圧迫感を、下への恣意の発揮によって順次に移譲して 
いくことによって、全体のバランスが維持される体系である。これこそ近代

日本が封建社会から受け継いだ最も大きな遺産の一つということが出来よう。 
 

・この圧迫の移譲原理は、さらに国際的にも延長された。維新直後に燃え上が 
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った征韓論やその後の台湾派兵などは、幕末以来列強の重圧を絶えず身近に

感じていた日本が、統一国家形成を機にいち早く西欧帝国主義のささやかな

模倣を試みようとしたものである。中国やフィリピンにおける残虐行為も、

その責任の所在はともかく、直接の下手人は一般兵隊であった。 
 

（原文） 
「市民生活あるいは軍隊生活において圧迫を移譲すべき場所を持たない大衆が、

ひとたび優越的地位に立つとき、己にのしかかっていた全重圧から一挙に解放

されんとする爆発的な衝動に駆り立てられたのは怪しむに足りない。彼らの 
蛮行は、そうした乱舞の悲しい記念碑ではなかったか」。 

 
   ・それでは、権威の中心的実体であり、道徳の泉源体とされた天皇は、この体系に

おいて唯一の主体的自由の所有者なのであろうか・・・。明治維新において 
精神的権威が政治的権力と合一した際、それはただ、「神武創業の古」への復帰

とされた。すなわち、究極的価値の実体であるとされた天皇もまた、唯一の 
主体的自由の所有者ではなく、無限の古に遡る伝統の権威を背後に負っている。

すなわち、天皇は万世一系の皇統を承け、皇祖皇宗の遺訓によって統治する。

天皇の存在はこうした祖宗の伝統と不可分であり、皇祖皇宗もろとも一体と 
なって初めて内容的価値の絶対的体現となる（「天壌無窮」―無限に続く一本の

縦軸）。 
 

・上記のような、中心的実態からの距離が価値の基準になるという国内的論理を

世界に向かって拡大する時、「万国の宋国」たる日本によって各々の国が身分

的秩序のうちに位置づけられるようになる。そのことが世界平和であり、世

界史の意義であるとされる（「縦軸＜時間＞の延長―すなわち円＜空間＞の拡

大」という論理）。 
 

（原文） 
・「『天壌無窮』が価値の妥当範囲の絶えざる拡大を保証し、逆に『皇国武徳』の

拡大が中心価値の絶対性を強めて行く―この循環過程は、日清・日露戦争 
より、満州事変・支那事変を経て太平洋戦争に至るまで螺旋的に高まって 
行った。日本軍国主義に終止符が打たれた 8.15 の日はまた同時に、超国家主義 
の全体系の基盤たる国体がその絶対性を喪失し、今や初めて自由なる主体と 
なった日本国民にその運命を委ねた日でもあったのである」。 
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    3. 丸山真男・南原繁・津田左右吉の天皇観比較 
       （極度に簡略化・図式化すれば以下のとおり） 
       
       南原―戦前の「国体」（万世一系の天皇が国民のすべてを統治する）と 

戦後の天皇制（国民共同体の理想の表現）との間には断絶がある 
（昭和天皇退位論＜道徳的責任＞につながる） 

       津田―歴史上の天皇制の特色は、国政の実権とは区別された精神的権威にある。 
その意味で、戦後の天皇制との間には断絶はない（退位不要論）。 

    丸山―天皇制は日本人の自由な人格形成にとって致命的な障害となってきた。 
   現行憲法の下（象徴天皇）でも、疑似宗教の主宰者という天皇の 

機能は変わっておらず、その意味で、「国体」は現行憲法の下でも 
変わっていない（昭和天皇については、道徳的責任に止まらず 
政治的責任が明確にあり、やはり退位すべきだという意見）。 

大事なことは、国家の機構に世襲君主を置くか否かではなく、本当の 
自主独立の精神を育て、立派に自分の国を作っていくような逞しい 
国民に人々が成長することである。 

                   
 
 

 
 


