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はじめに

　かつて 20世紀を象徴する言葉として「イデオロギーの時代」が語られたが、その一方で、同

じ 20世紀の後半には、「イデオロギーの終焉」という言葉が注目を集めることとなった。イギリ

スの歴史家・ホブズボームが、20世紀を地球的規模における叛乱と革命が繰り返された「極端

な時代」と定義したとおり、まさに人類の歴史にとって、20世紀が、政治的にも思想的にも、

激動の時代であったことは間違いない。

　では、イデオロギー終焉論者が主張するとおり、もし仮に 20世紀の後半がイデオロギーの衰

退、そして終焉へと向かう歴史であったとすれば、21世紀の世界はイデオロギーの終焉がさら

に進んだ、いわば「ポスト・イデオロギーの時代」として定式化することができるのだろうか。

もはや、イデオロギーが支配するラディカルな政治の時代は除夜の鐘を鳴り響かせているのだろ

うか。否、現実の政治的・思想的状況はそう単純に、直線的に進んでいるようには思われない。

　確かに、今世紀に入り、10年と少ししか経過していない今日、21世紀全体の大きな見取図を

描くことは到底、不可能である。だが、少なくとも、現代の思想的状況を省みていえることは、

依然として、われわれがイデオロギー的な問題や思考から解放される兆しは一向にみえてこない

という現実ではないだろうか。とりわけ、政治の世界においては、イデオロギーという不気味で、

不確定な観念が未だそれを動かしている。単なる「思想」や「価値観」「世界観」といった絵筆

では描ききれない、まさにイデオロギーとしか呼びようのない現象、思考形態が、現実に、われ

われの世界や頭のなかに存在し、支配していることもまた事実なのである1）。

　このような状況を踏まえるならば、ここで少なくとも、イデオロギーという言葉について、ア

メリカの政治学者・バラダットの考察をもとに、暫定的な定義をしておかなければならない2）。

イデオロギーという言葉の定義を確定することは極めて困難を伴う作業だが 3）、小論において、

イデオロギーという用語を使う場合、少なくとも、以下の四つの条件を満たすこととしよう。

　第一に、現在の解釈と望ましい未来を示す規範的な理論を含む必要がある。単に、現在の状況

論的解釈に終わるだけでは、それをイデオロギーと呼ぶことはできない。目指すべき未来、社会

のあり方という観点を含むことで、はじめてイデオロギーは成立するのである。

　第二に、目的を成し遂げる特定の段階のリストを提示しなければならない。目的や望ましい未

来像を提示するだけでなく、着実にそれに向かって歩むための現実的な段階的議論を示さなけれ

ばならないのである。なお、その目的に向かう際には、自身と敵対するイデオロギーを明確に見
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定め、容赦なく排撃していく実践的な力をもちあわせていなければならないという点も重要であ

る。

　第三に、大衆を方向づける理論的力をもたなければならない。単に知識人のみを満足させる抽

象的で体系的な理論に終始するだけで、大衆に訴えかける力を仮にもたなければ、イデオロギー

が真の力を発揮することは不可能である。その意味で、ある程度、単純化、もしくは粉飾された

理論体系であることが必要とされるのである。

　第四に、動機づけをもった言葉として語られなければならない。現実の人間や社会を実際の行

動へと駆り立てるモチベーション、力をもったとき、はじめて、それは単なる思想や観念ではな

く、イデオロギーとして確立されるのである。

　以上、四つの条件を少なくとも満たすとき、その思考形態や観念をイデオロギーとよぶことが

できるだろう。

　さて、こうしたイデオロギーの定義に立つとき、われわれは、イデオロギーの終焉という議論

について、今一度、検討しなおさなければならない。というのも、イデオロギーが衰退、もしく

は終焉するということは、上にみた四つの条件を葬り去ろうとする外在的な思想状況が存在する

ということを意味するからである。したがって、われわれは、イデオロギーの終焉、あるいはそ

の消滅という理論そのものが、その時々の風潮や時代状況に大きく左右され、出現してきたとい

う事実にこそ着目しなければならない。すなわち、「イデオロギーの終焉」という理論そのもの

の思想史的な検証が必要となるのである4）。

　小論は、個々のイデオロギー終焉論者の主張を検討するとともに、そういった議論が出てきた

思想史的な文脈、背景にメスを入れていくなかで、イデオロギーの終焉というテーゼそのものに

たいする哲学的な是非を、幅広い視点から考察することを目的とする5）。

1 ．イデオロギー終焉論の起源

　1950年代にはじめて提唱されたイデオロギー終焉論の起源が、現在のネオコンへと連なって

いくニューヨーク知識人たちの思想の内にあるということはあまり知られていない6）。ニュー

ヨーク知識人とは、今回、取り上げるダニエル・ベルをはじめ、シーモア・リプセット、エド

ワード・シルズなど、かつて、社会主義運動に身を置いた経験のあるユダヤ系知識人の一群を指

す7）。当時の彼らに共通した問題意識は、かつて自らが酔いしれた社会主義への絶望、そして反

ソ連の盟主となったアメリカという国そのものとどう距離をおくべきかという現実政治にあった。

したがって、ダニエル・ベルらが提唱し、突如、人口に膾炙することとなった「イデオロギーの

終焉論」は、まさに階級闘争を基礎としたイデオロギーが終焉するという意味で、反マルクス主

義の表明でもあったという点に注意しておかなければならない8）。

　以上のとおり、反共の砦であったアメリカを中心として、この時期に、イデオロギーの終焉論

が、突如、雪崩をうって出てきたその思想的、社会的源泉を、アンドルー・ヴィンセントは次の
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三つの状況にみている9）。

　第一は、1930年代から 1940年代を生きた世代の人びと ― 戦争、矯正施設、世論操作、ナチ

ズム、ユダヤ人の虐殺、スターリン主義を目の当たりにした世代の人びと ― が、1950年代に

入ると、イデオロギー政治が危険な妄想であることをはっきりと確信するようになったという事

実である。彼らは、ナチズムやスターリニズムにみられる、過激なイデオロギーと政治が結びつ

く現実を恐れるあまり、政治の世界から一切のイデオロギー的なものを抹消すべきだという方向

へ向かったのである。

　第二に、工業化された民主的な社会においては、イデオロギーはもはやある種の装飾としての

役割しかはたさないと考えられるようになったという当時の社会状況が関係している。この産業

化社会による豊かな社会の実現は、政治におけるイデオロギー的な役割を激減させるとともに、

政治の行政化を押しすすめることとなったのである。

　第三に、当時の「イデオロギーの終焉」という議論は、社会学の興隆と深い関係がある。とり

わけ、アメリカの社会学は、イデオロギーから自由な見通しを提示しようと努力してきた。社会

の迷信にかわって、社会の「科学」を提供しようとしたからである。

　さて、一見すれば、いずれの議論も、ある程度の説得力とリアリティーをもち合わせてはいる

ものの、実のところ、非常に一面的で、表層的な社会状況の分析であるといわざるをえない。な

かでも、二番目の産業化による生活水準の向上が、すべての政治的なものを単なる行政的、技術

的な問題へと還元する、という考えは、人間という存在をあまりにも単純化し、貶める発想では

ないだろうか。人間の本性は、合理性の機能やコンセンサスの価値、プラグマティックな市民社

会を追い求めるだけの無機質さにのみ収斂されるわけではない。ときに、理屈では説明のできな

い偉大で崇高なものに惹かれ、また、どう考えてみても非合理的としか思えない行動をとるのが

人間の生の営みであり、政治とは、そのような人間が織り成すある種のドラマでもある。もはや

政治が、国民総生産、物価、賃金、公共部門の借入など、どちらかといえば周辺的で実務的な調

整にすぎなくなったという見方10） は、政治をあまりに単純化、矮小化したものといわざるをえ

ない。その意味で、1950年代のアメリカに突如、出現した「イデオロギーの終焉」をめぐる議

論は、当時のアメリカ社会を覆っていた価値観、しかも一面的な社会認識を基礎にして産まれた

「時代の寵児」だったのである。では、以上の論点を踏まえつつ、終焉論の嚆矢たるダニエル・

ベルの議論を具体的にみていこう。

2 ．1950、60年代のイデオロギー終焉論 ― ダニエル・ベルの議論を中心に

ダニエル・ベルのイデオロギー観

　ダニエル・ベルは、『イデオロギーの終焉』の日本語版への序文において、大きな枠組みのも

とに、イデオロギーと政治の関係を語っている。フランス革命以来、西欧の政治社会は、ポナパ

ルティズム、イデオロギー政治、全体主義、市民政治という四つの政治体制に支えられてきたが、
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なかでも、もっとも流動的かつ不安定な社会がイデオロギー政治であった。というのも、イデオ

ロギー政治の最大の特徴は、対立する勢力が、妥協のみられない死にいたる闘いへと邁進する点

にあるからである11）。結果として、イデオロギー政治はふたつの方向、すなわち、一方のイデオ

ロギーが勝利することで全体主義へと移行するか、当事者たちがそれぞれのイデオロギー的分裂

を緩和することで市民政治を受け入れるという方向に向かっていくしかない。いいかえれば、イ

デオロギー政治の貫徹された体制こそが全体主義であり、片や、イデオロギー政治が何らかの形

で崩壊へと向かうとき、市民政治がはじまるのである。その意味で、イデオロギー政治は、常に

自己崩壊的な要素を内在させているといっても過言ではないだろう。

　以上の考察から、ベルが、イデオロギーそれ自体を、何らかの青写真によって世界を変革する

目論見12） として定義したことは決して間違ってはいない。いわば、自身の青写真からはみ出す

存在をすべて敵対視するという政治体制こそが、ベルのいうイデオロギー政治の本質を規定して

いるのである。

　だとすれば、ベルのいうイデオロギーの終焉とは、バーリンやポパーが批判したある特定の形

而上的な理想による政治が終わった、そんな時代の到来を意味するのだろうか。一義的にはそう

解釈することも可能だが、問題は、ベルがより具体的な政治社会 ― ソ連体制と西欧社会 ― を

分析していくなかで、その機能的側面
4 4 4 4 4

を強調する文脈において、イデオロギーという語を使って

いるという点である。この意味で、ベル自身が、イデオロギーという語を使うとき、そこにはや

や厳密さに欠ける部分があったといわざるをえないだろう13）。以下では、これらの点に注意を払

いつつ、彼のソ連体制と西欧社会の政治にたいするスタンスをみていこう。

ソ連におけるイデオロギーの終焉

　ソ連という国家そのものが、マルクス・レーニン主義という 20世紀においてもっとも猛威を

ふるった象徴的なイデオロギーを基礎に確立された、文字通りのイデオロギー国家であったとい

う事実は、今や、常識となっている。ソ連は、レーニンという希代の悪鬼的才覚をもった人物の

政治的指導力とその特殊なイデオロギー的信念によって創設され、そのイデオロギーによって運

営されることを目的とした国家であった。

　では、そのソ連全体を支配することとなったマルクス・レーニン主義というイデオロギーの内

実はどのようなものだったのか。ベルによれば、マルクス・レーニン主義は、①階級闘争の教義、

②五つの歴史的段階を経過してきた人間社会の概念、③現代における資本主義と社会主義との両

陣営の存在、④計画化と共有財産が社会組織のよりすぐれた形態を構成するという主張、⑤共産

主義の必然的な世界的勝利、という五つの教義によって構成されていたもの14） だが、この教義

に沿ったソ連共産党による一連の指令によってすべての行動を規定していた点こそが、ソ連政治

の最大の特徴であった。要するに、ソ連イデオロギーの決定的な特徴は、いかなる形式的教義で

もなく、党派性そのものの思想、すなわち党の指令があらゆる分野の活動にまで浸透していたと

いう事実にあるのである15）。
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　たとえば、マルクス主義の労働価値説にしたがい、利子を搾取の一形態としてのみとらえたソ

ヴィエトの経済学の理論家は、利用可能な資本をいかにして最大限の効果を生むように分配すべ

きかという問題について決定するための合理的方法を発見しなければならなかった16）。こうした

制約は、驚くべきことに、哲学や自然科学の理論にも課されており、ソ連の哲学者は、弁証法的

な唯物論を基礎とした物質・空間・時間のマルクス主義的範疇を、どのようにして物理学・論理

学・数学における発見に調和せしめるかという問題に悩まされてきたのである17）。

　だが、当然のことながら、現実は往々にして理論を裏切り、無慈悲につき進んでいく。そのと

き、スターリン統治下のソ連においてはどのような対応策がとられたのだろうか。それはいかな

る手段を使ってでも、その理論と現実の逸脱をイデオロギー領域のなかで調停し、定式化すると

いう方法である。けれども、当然のことながら、現実の政治、国家運営が、このような教条的、

硬直的方法によってスムーズに進んでいくことはありえなかった。結果、統一教義としてのマル

クス・レーニン主義は、フルシチョフ時代に入り、大きな変容を遂げることとなる。そこには、

教義そのものの内在的な矛盾が露呈したという背景のみならず、教義構造と共産主義の複雑な分

化との相反性や、文学・思想レベルにおける西洋的価値観の流入、そしてフルシチョフ自身によ

る政策の方針転換が関係していたのだった。

　このように、ベルは、60年代のソ連共産党を支えるイデオロギーそのものが枯渇していく過

程を詳細に分析した上で、次のような見解を示している。すなわち、ソ連共産党の意思決定の中

枢は、すでに意思執行の中枢としての役割を果たしていないという事実である。イデオロギーを

動員する存在としての党の役割は、次第に影響力を低下させつつあったのである。

　とはいえ、こうした現実の変化は、ベルも指摘するとおり、定式化された教義、あるいは、明

瞭なる信念体型という意味におけるイデオロギーの消滅を意味するわけではない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。だとすれば、

彼は、どのような意味、文脈において、イデオロギーの終焉という理論を位置づけたのだろうか。

それこそが、実際に、イデオロギーが、ソ連という体制においてどこまで「現実的な役割」を果

たしているかという観点なのである。

　ベルによれば、イデオロギーの機能とは、「諸価値の具体化、つまり社会の成員が道徳的なる

ものないし望ましいものについて、良い社会とはどんなものかについて潜在的あるいは顕在的に

くだす規範的判断を具体的に表示すること。…イデオロギーのひとつの機能はとくに強制的社会

では『社会的接合剤』となること」18） を意味する。イデオロギーをこのようにとらえたとき、ソ

連という国家において、もはや確実な機能を果たすイデオロギーは果たして存在するのかという

問いが起こってくる。以上の視点から、ベルは次のような結論を導いたのだった。

　「教義におけるダイナミズムの減退と、外敵・内敵に対する『武器』としてのイデオロギーの

役割の減少という、これまで仮定してきた概念の意味からすれば、それは『イデオロギーの終

焉』を意味しよう。」19）

　この見方は、もはやソ連国内において、イデオロギーが実際の機能を果たさなくなってきた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

と

いう事実を強調したものである。これはまさに、マルクス・レーニン主義というイデオロギーそ

イデオロギー終焉論の思想史的考察 47



のものが、現実政治を動かす神話としての効力を失ったということを意味するだろう。

　ただし、ここで着目すべきは、マルクス・レーニン主義という特定のイデオロギーの機能的な

死のみならず、イデオロギーという観念そのものが、現実の政治や社会において実際の機能を果

たさなくなったのではないかという、より普遍的な視点をベルが暗示していたという点である。

つまり、この「機能としてのイデオロギーの枯渇」という見方は、ソ連のみならず、西欧、アメ

リカ社会においても当てはまる可能性を秘めていたのである。

西欧、アメリカ社会におけるイデオロギーの終焉

　そもそも、アメリカやイギリスを中心とする近代の西欧、アメリカ社会は、どういったイデオ

ロギー的理念をもとに構築、発展してきた歴史をもつのだろうか。いうまでもなく、経済的には

資本主義であり、政治的にはリベラリズムや個人主義を基調とする歴史である。これらは、突き

つめれば、すべて「自由」という価値への渇望だったといえるだろう20）。

　こうした自由主義、資本主義を基礎としたアメリカ日本をふくむ西欧社会は、1950年代に、

レイモン・アロンがいうところの高度な産業社会を実現させた。すでに指摘したとおり、こうし

たいわゆる「豊かな社会」の到来は、完全な雇用と好況の繁栄を持続させる道を切り開くことに

成功したため、窮乏と経済的格差を、漸進的にとはいえ、解消することに成功したといわれてい

る。ここに、イデオロギー的な階級理論に基づく政治は終焉を告げ、利益集団の取引や妥協を中

心とする政治が実現したのである。

　このことは、まさに、自由主義の正当性を主張する機会や基本的原則が、その必要性を失った

ということを意味する。結局のところ、ソ連社会においてさえ共産主義イデオロギーが本来の機

能を果たさず崩壊していった 60年代において、ごく一部の急進的左派を除けば、こうした高度

な産業が発達した西欧社会にあっては、自由主義的で多元的な社会を目指すというその一点にお

いて、人々の間に決定的な相違は存在しないという認識にベルは立ったのだった。こうした状況

は、西欧社会全体を、福祉国家の容認、権力の分権化の望ましさ、混合経済体制ならびに多元的

政治体制という合意21） へと導いていく。要するに、自由主義という特定のイデオロギーが死ん

だわけではないが、そのイデオロギーとしての機能が失われたという意味においてはソ連と同様

であり、こうした社会の変化こそが、西欧社会におけるイデオロギーの終焉を意味するという立

場がベルの下した最終的な結論だったのである。

イデオロギーとしての自由主義の役割

　さて、以上のようなベルの主張にたいしては、当時から多くの反論が提起されたが、それは大

きくみて、三つの立場からまとめることができる。

　第一の批判は、マルクス主義者側からの反論である。すなわち、ソ連におけるマルクス・レー

ニン主義の枯渇という一例をもって、マルクス主義全体の終焉をとなえるベルの議論は、本当の

意味でマルクス主義を理解していないという指摘であり、こうしたマルクス主義の正当性を前提
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にした批判は、ソ連崩壊後の今日においても、ごく少数ではあるが、未だ完全な衰退をみせない

まま存続している。

　第二の批判は、西側知識人による論理的観点を基にした反論である。これは、要するに、自由

主義を中心とした西欧社会の合意とは、イデオロギーの終焉を暗示するのではなく、多くのイデ

オロギー的立場が、自由主義へと収斂していく過程だったのではないかという主張を意味してい

る。こうした批判は、後にもみるとおり、フランシス・フクヤマの議論とも重なる側面をもつ。

　第三の批判は、実証的観点からの反論である。つまり、西側においても未だ完全に豊かな社会

は実現されていないという現実をどうみるのかというものだ。この批判は、福祉国家と一口に

いっても、様々なレベルでの形態が存在する以上、細かい意味でのイデオロギーは死んでいない

という論点も含んでいる。

　いずれにせよ、ベルやリプセットら、60年代に出てきた一連のイデオロギー終焉論に共通す

る要素は、共産主義イデオロギーが死滅しつつある、もしくは死滅し、自由主義へと統合されつ

つあるという世界観、そして、その自由主義イデオロギーも完全な勝利者となってしまったがゆ

えに、イデオロギーの一側面である、「現実政治を動かす機能」を失ってしまったのではないか

という認識であったといえるだろう。

　しかしながら、われわれは、イデオロギーとしての機能的役割が仮に減退したからといって、

イデオロギーの時代が終わったと結論づけることが、果たして、論理的にみても、また思想的に

みても、本当に正しかったのかという問いを、今一度、発してみなければならない。ベルは、信

念体系としてのイデオロギーの本質と、イデオロギーが社会において実際に果たす機能を区別し

た22） 上で、先述のとおり、前者の存在を認め、後者のイデオロギーの衰退を主張したわけだが、

少なくとも、信念体系としてのイデオロギーが存在している以上、イデオロギーの終焉という結

論に即座に飛び着くことはできないだろう。なぜなら、観念体系としてのイデオロギーが生きつ

づけ、さらにはその自由主義というイデオロギーにより、現実の社会が動かされ
4 4 4 4

、安定している
4 4 4 4 4 4

という事実は、イデオロギーとしての自由主義が生きつづけていることを意味するからである。

目指すべき豊かで、福祉が充実した社会という「ひとつの青写真」を提示し、その実現に向けて

漸進していく段階的改革、さらには、欧米社会における大多数の一般国民の思考を一色に染めあ

げ、その羅針盤たる使命を果たしているという点で、自由主義は、そのイデオロギーとしての役

割や意味を完全に失ったわけではないのである。

3 ．1980年代のイデオロギー終焉論 ― 大きな物語の終焉とイデオロギーの解体

ポスト工業化社会と主体の喪失

　50年代に確立しつつあった工業化社会と豊かな社会を背景にして、ベルたちの主張する自由

主義社会への統合というイデオロギー終焉論が出てきたとすれば、70年代以後、時代の進展と

ともに、新たな知のあり方を背景としたイデオロギー解体論が出現することとなった。
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　この時代は、一般に、ベルがポスト工業社会と定式化したものだが、その発端が 1968年の学

生運動の沈静化と高度経済成長の限界がみえはじめていた時期とほぼ重なるという事実は重要で

ある。資本主義、社会主義という体制に関係なく、それまでの時代に前提とされていた価値は、

生産に役立つ勤勉で合理的な人間像と、自らの意思で生の目的や政治の方向性を決めていく主体

性という理想であり、いうなれば近代的な思想を基礎とした人間観であった。

　しかしながら、こうした主体性を前提とした人間観は、資本主義社会が発展・複雑化するにつ

れ、少しずつ崩れていく。この背景には、勤勉で生産に寄与する主体という規範意識そのものの

衰退、社会の複雑化に伴う生活スタイルの多様化、情報の氾濫による価値の多元化といった社会

的要因に加え、ボードリヤールが指摘した「消費社会の成立」という構造的要因が大きく影響し

ている。要するに、伝統的なマルクス主義が史的唯物論を基礎とする生産関係に着目してきたの

にたいし、ボードリヤールをはじめとするポストモダン派は、人間の消費行動に着目することで、

社会を分析したのである。

　だが、なぜこの消費行動への着目が、主体意識そのものの変容、そして終焉といった議論にま

でつながることとなったのだろうか。人々が自ら消費という行動に走るその一側面だけみれば、

生産と同様、各人がそれぞれ主体的に行動しているという事実に変わりはないのではないかとい

う批判が、当然のことながら、この消費と主体性の変容を結びつける議論には投げかけられるも

のと思われる。

　たしかに、表面的にみれば、消費という行動が、われわれの主体性に支えられた活動の一環で

あることは間違いない。ただし、ここで重要なのは、ボードリヤールが、記号論的な世界観から

この消費社会の動向をみていたという点である。『消費社会の神話と構造』においてボードリ

ヤールが指摘したのは、物を大量に消費していくわれわれの行動の本質が、単に記号の体系に
4 4 4 4 4 4

よって意味が付与されている周りの物を操作している
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

にすぎないという観点であった。要するに、

ボードリヤールは、われわれの主体的な意志とは独立して存在する記号の連関が、客体（外の世

界）への主体の関わり方を左右しているという方向から世界をみたのである。

　実は、このボードリヤールが提示した世界像の転回は、単なる消費行動の分析という次元を超

え、近代哲学の基礎を掘り崩す可能性を秘めていた。なぜなら、この世界観を突きつめていく限

り、デカルト以来の主観／客観という二項対立の構造そのものが崩れることとなるからだ。事実、

ボードリヤールは、この分析視角を徹底させることで、実体や主体性の独立を前提とするイデオ

ロギーなるものはもはや消え去り、シミュラークル（複製としてのみ存在し、実体をもたない記

号）のみがこの世界には存在していると結論づけたのである23）。

　以上のようなシミュラークルのみを強調する見解から、即座にイデオロギー的なものの否定へ

と筆を進めるボードリヤールの議論の是非は一旦、横においておくこととして、ここで思想的に

重要な点は、「差異」や「消費」を強調する彼の理論が、さらに過激な形で、イデオロギーの存

立そのものの基盤を揺るがすこととなるポストモダン思想の萌芽となったというその波及力であ

ろう。この流れには、当然のことながら、サルトルとレヴィ・ストロースの西欧近代の歴史観を
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めぐる論争や、フーコーが提示した近代的人間観の終焉という議論も関係するが、紙幅の関係上、

小論では、リオタールの議論のみを中心に取り上げることとしたい。

歴史の再物語化とイデオロギーの解体

　ボードリヤールが提起した問題を、これまでの近代的な思想史の流れ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

において把握し、それを

克服しようとするならば、労働する主体から消費する主体への変容という視点をもとに、理性中

心主義からの離脱といった議論に結びつけつつ、それまでの思想に代わる「包括的な思想」を提

示することが真に求められる代替策であったはずである。しかしながら、こうした包括的な思想

にたいし、同様の次元で弁証法的に対処するという、いわばイデオロギー的な二項対立を前提と

した思考や方法論そのものが極めて近代的な価値観を前提としているのではないか。全くの異

なったパラダイムからこの問題をみることで、包括的な思想を提示しようとする発想や枠組みそ

のものに懐疑の目を向けることが必要なのではないか。このような視点を提起したのが、まさに

リオタールであった。

　果たして、このリオタールの議論は何を意味しているのだろうか。たとえば、今日、ほぼ埋葬

されたかのようにみえるマルクス主義は、あらゆる世界の事象 ― 歴史、哲学、政治、科

学 ― に手を広げ、すべてを解明しようと試みた。その結果、逆に、自己崩壊していったわけで

あるが、この包括的な思想、理論の壮大さこそがマルクス主義の大きな魅力であったことは確か

であろう。だが、リオタールは、こうした近代的な知の内在的な部分ではなく、世界や政治を

「全体」として説明しようとする「知のあり方」そのものを批判する。つまり、マルクス主義に

せよ、自由主義にせよ、ひとつの体系化された観念形態として、現実社会のすみずみにまで全体

的な影響を及ぼすことのできる思想こそが、もっとも高度で完成された知であるという思い込み

それ自体が、実は、近代以後に形成されたものにすぎないという事実を指摘したのである。

　では、近代以後、なぜ知のあり方が、世界全体に普遍的な役割をもつものとして自明視されて

しまったのだろうか。リオタールによれば、近代以後の知にたいする最大の特徴は、普遍的特性

をもった「科学的知」への傾倒であったという。

　科学的知とは、検証と反証によってその真理が普遍的に成立する知である24）。たとえば、コペ

ルニクスの主張した「惑星の軌道は円を描いている」という言語行為25） は、その言説の送り手

が、この言説を真であるということを前提として語っており、その受け手もまたその言表にたい

し有効な賛意をおくることが、はじめから想定されている。そして、コペルニクスが語る惑星軌

道という指示の対象そのものは、この「惑星の軌道は円を描いている」という言表により、それ

そのものに適切な形で表現されていると想定されるのである26）。

　非常に回りくどい説明をしているが、ここで、リオタールがいおうとしているのは、「普遍

的」と思われている科学的真理であっても、それを何らかの「言説」として表わす主体と、それ

を受け取る受け手が存在し、はじめてわれわれの前に成立するという、ある種、人間原理的とも

思える単純な事実に他ならない。
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　このような視点にたてば、ローカルな部族社会においてのみ通用していた物語的知と科学的知

の間に存在する本質的な差異は消滅する。いや、より正確にいえば、科学的知は、もうひとつの

知、すなわち科学的知にとっては非知である物語的知に依拠しない限り、みずから真なる知であ

るということさえ知らせることはできないとさえリオタールは主張するのである27）。

　こうして、普遍的と思われていた近代的な知は、その正当性を失うと同時に、結果として、科

学的知によって成立させられていた近代もまた、その正当性を失うこととなる。というのも、近

代とは、科学と哲学による正当化という「物語」によって成長してきた社会だからである。リオ

タールはこうした思想的状況を、つぎのとおりまとめている。

　「今日の文化・社会 ― すなわちポスト・インダストリーの社会、ポスト・モダンの文

化 ― においては、知の正当化についての問いは全く別の言葉によって表わされなければならな

い。大きな物語は、そこに与えられた統一の様態がどのようなものであれ、つまり思弁的物語で

あれ、解放の物語であれ、その信憑性をすっかり喪失してしまっているのである。」28）

　これはまさに、進歩的主体、自由、解放といった近代の基礎を形づくっていた統一的モデルの
4 4 4 4 4 4 4

解体
4 4

に他ならない。こうした知の統一的モデルを解体し、あらゆる正当化の言説を破壊していく

ポストモダン的世界観は、旧来のイデオロギー的な図式そのものを解体していくことに直結する。

それはまさに、仲正が指摘するとおり、「資本主義＝彼ら／左翼陣営＋批判的知識人＝我々」と

いう大きな二項対立そのものが成立しえなくなる状況を意味するのである29）。

　では、こうした統一的モデルの解体は、イデオロギーにどのような影響を与えることになるの

だろうか。それは、端的にいえば、イデオロギーの終焉というより、イデオロギーそのものの解
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

体
4

である。

　当然のことながら、イデオロギー的思考を成立させる基礎には、統一的な観念、知のあり方が

前提とされていなければならない。さらにいえば、二項対立的な図式そのものの解体は、イデオ

ロギーを支える一貫した信念体系やそれを基にした闘争的な次元を完全に崩壊させることにつな

がっていくだろう。ポストモダン状況の到来は、まさにイデオロギーの存立や基盤そのものを、

その根底部分から脅かし、解体へと追い込んでいくことと同義なのである。

ポストモダンを支える知

　以上のようなリオタールのポストモダン的な世界理解が、80年代当時、一世を風靡したこと

は事実である。しかしながら、近年、ポストモダン思想そのものの正当性を批判する議論が数多

く提起されている。ゆえに、われわれもまた、リオタールのいうポストモダン状況の到来といっ

た現代世界のとらえ方そのものが、果たして「真理」であったのかという核心部分を問わなけれ

ばならない。なぜなら、もし仮に、このポストモダン思想そのものが、リオタールの固執する、

ある特定のイデオロギー的立場によって形成されたものだったとすれば、これまでの議論の前提

はすべて崩壊することとなるからである。ここでは、リオタールの思想に潜む政治性を指摘する

ことで、ポストモダンの手により、イデオロギーの存立が完全に解体されることはないという結
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論を、簡潔に示しておこう。

　リオタール自身の政治性がもっとも潜んでいるのは、『ポストモダンの条件』の終章部分、す

なわち、ポストモダン状況への対処法として提起したパラロジーの問題を論じるなかにおいてで

ある。パラロジーとは、言語行為における差異性を保持しつつ、新たなゲームをたえず生産して

いく方法を意味する。そして、この方法論は、常に、新しい言表を生み出すことで正当化される

という30）。これは、いってみれば、徹底してシステムへの統一を拒否しようとする思想である。

　さて、ここで重要なのは、なぜリオタールは、差異性という観点を無条件に採用し、ある種の

ドグマと化してしまっているのかという問題である。たえず、差異や対立項を再生産させていく

ことで、新たな言説を築いていくべきだ
4 4 4

という、リオタールのこの方法論そのものを正当化する

メタ的な理論はどういう形で正当化されるのであろうか。

　結局のところ、リオタールの思考の根底に存在するのは、科学的知を形成してきた資本の力へ

の批判という極めて政治的なイデオロギーなのではないかと思われる。大きな物語の終焉を根拠

とするイデオロギー批判は、「差異や対立項の再生産の正当化」というイデオロギーを前提にし

ているという点で、たえず、自家撞着的な側面を抱えているといわざるをえないのである。

4 ．1990年代におけるイデオロギー終焉論 ― 冷戦後の「歴史」の終焉

自由民主主義に対抗するイデオロギーの消滅

　1970～80年代に、大きな物語の終焉という言葉で、近代的知を支えたあらゆるイデオロギー

的なものの死を語ったのがリオタールだったとすれば、より現実的な政治の動向に引きつけつつ、

異なった観点からイデオロギー的な対立の終焉を語り、新たなイデオロギー終焉論を復活させた

のがフランシス・フクヤマであったといえる。フクヤマの広範かつ壮大な歴史哲学の大海原にた

いしては、数多くの批判や研究が存在している以上、小論では、あくまでイデオロギーの終焉と

いう論点に絞りつつ、簡潔な検討をしておこう。

　周知のとおり、『歴史の終わり』において、冷戦以後の世界政治をもとに、当時の時代状況を

思想的かつ歴史哲学的に分析したフクヤマは、リベラルな民主主義こそが人類のイデオロギー上

の進歩の終点であると主張した31）。神権政治や軍事独裁など、現実の体制として、非民主的な国

家は未だ数多く存在するものの、ソ連共産主義が崩壊した今日、リベラルな民主主義という理念

そのものは、これ以上に改善の余地がないほど申し分のないものである32） という立場が、フク

ヤマの思想の基礎にある。要するに、フクヤマがいう「歴史の終わり」とは、自由民主主義に対

抗しうるだけの力をもったイデオロギーが消滅したということに他ならない。いいかえれば、唯

一の有効性と正当性をもったイデオロギーとして機能する形態こそが自由民主主義なのであり、

世界が自由民主主義に収斂していくという点においては、基本的に、ベルたちの主張を大きく塗

り替えるものではないともいえよう。

　では、フクヤマの提示した議論から導き出せる最大の論点は一体何にあるのか。それは、佐伯
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も指摘するとおり、冷戦期のイデオロギー対立そのもの、いいかえれば自由民主主義と共産主義
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の対立という構図
4 4 4 4 4 4 4 4

、世界の見方そのもの
4 4 4 4 4 4 4 4 4

が、アメリカやヨーロッパ側からみたひとつのイデオロ

ギーだったのではないかという問題である33）。要するに、米ソの対立という冷戦構造そのものは、

単なる旧来の覇権主義的対立という観点からみることも可能であるにもかかわらず、それを 20

世紀特有のイデオロギー対立として強調するそのパースペクティヴそのものがイデオロギー的だ

ということだ。だとすれば、なぜ冷戦期に、そういったイデオロギー対立を強調する見方がとら

れたのだろうか。佐伯は、その背後に、アメリカ的な価値観、戦略が関係していたのではないか

とみている34）。

　そもそも、自由民主主義、共産主義という思想そのものが、ヨーロッパ原産の思想であること

は論をまたない。これらは、今日、政治の文脈において、「主義」という形でイデオロギー的に

単純化されてはいるが、ヨーロッパにおいては、それぞれの「主義」の根源を形づくる哲学や思

想的論争、長い思索の積み上げが存在した。こうした西洋の知的伝統をもとに、自由主義陣営と

それに対抗する共産主義という図式において、すべてを政治の文脈に応用し、世界という舞台に

拡大させていったその思考方法そのものが、いうなれば、アメリカの戦略であり、アメリカとい

う国がもつ宿命だったといえるのである。

普遍化された自由民主主義というイデオロギー

　では果たして、この冷戦イデオロギーはどういった役割を果たすこととなったのか。ここで重

要なのは、西洋的な価値を世界的な文脈に置き換えることで
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、それ自身を普遍化した
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

という点で

ある。ヨーロッパに起源をもつ、自由主義、民主主義、資本主義、個人主義といった一連の理念

が、アメリカという強大な変換機をへて、全体主義という仮想敵を前にして、わかりやすい形に

再編成されたという佐伯の指摘はするどい35）。

　こうして、冷戦イデオロギーは、自由民主主義という思想を、あたかも普遍的理念のようにみ

せかけることによって、もっとも有効なイデオロギーとして理論化させた。そして、冷戦をアメ

リカが制したその事実を以って、その正当性をさらに高めたのである。結局のところ、フクヤマ

の議論は、冷戦イデオロギーを基礎に、ヘーゲル的な歴史哲学を援用しつつ、人類の終着地点で

ある自由民主主義の普遍性を強調することで、その起源が西洋的価値観を基礎にしたひとつのイ

デオロギーだという視点を包み隠したもの
4 4 4 4 4 4 4

といえるだろう。その意味で、歴史の終わりとは、決

してイデオロギーの終焉などではなく、ひとつの西洋的イデオロギーがアメリカの政治的力を背

景にして、世界的な力をもったというだけにすぎないといえるのではないか。逆にいえば、最初

に定義したとおり、自身の価値観をいかに普遍的、通時的なものとして粉飾し、大衆を動員して

いくかという点もまた、イデオロギーの重要な特徴である以上、今日、自由民主主義はもっとも

大きな力をもったイデオロギーとしてわれわれの頭上に君臨しているのである。
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5 ．21世紀の新しいイデオロギー対立

　以上、それぞれの時代背景を確認しつつ、イデオロギー終焉論の系譜を思想史的にみてきたが、

結果として、われわれがたどり着いた立場は、いずれの終焉論も、思想的なレベル、または論理

的なレベルにおいて、イデオロギーの死を確定的に示せてはいないのではないかという結論で

あった。だとすれば、今日、21世紀に突入した時代のなかで、イデオロギーはどういった形で

存続し、どのような力をもってわれわれの生や思考に影響をあたえつづけているのだろうか。最

後に、小論の締めくくりとして、この問題にたいする筆者自身の見解をまとめておこう。

21世紀の新たなイデオロギー

　はじめに提起したいのは、今日の社会的・思想的状況のなかで、イデオロギーの終焉とは逆に、

新たな 21世紀型のイデオロギーの勃興と、新たなイデオロギー的対立軸が形成されつつあるの

ではないかという視点である。たとえば、アメリカの政治学者・パルマーは、力を失ったのは、

19世紀のイデオロギー（マルクス主義、19世紀型の自由主義、保守主義）にすぎないという点

から、イデオロギー終焉論そのものを否定しつつ、旧来の保革構造にはとらわれない新たなイデ

オロギーの形態として、環境主義を提起している36）。

　確かに、環境主義が、旧来の左翼・右翼という構図にとらわれないイデオロギーとして、一定

程度の意義をもっていることは事実である。しかしながら、政治的にみれば、かなりの傍流に位

置するイデオロギーであることもまた事実であろう。そうである以上、環境主義は、われわれの

時代を支配するイデオロギーとしては未だ発展途上の段階にあるといわざるをえないのである。

　では、今日、われわれの時代を覆いつつあるイデオロギーの正体とは一体何か。筆者の考えで

は、そもそも、19世紀のイデオロギーが完全に終わったというパルマーの主張そのものが正確

なものではない。近代以降つづいてきた大きな保革対立の図式そのものは、今なお崩れてはおら

ず、むしろ、19世紀・20世紀を支配したイデオロギーを基礎とする
4 4 4 4 4

新たな発展型として、以下

にみる二つのイデオロギーが、今世紀、大きな力をもちつつ、新たな対立の構造を産みだしつつ

あるのではないかというのが筆者の見解である。

　第一は、ベルからフクヤマ、ウィリアム・クリストルの系譜へとつながるグローバルな自由民

主主義という新たなイデオロギーである。このイデオロギーは、基本的に、世界全体を、市場主

義、民主化、自由主義へと統合していく思想を源泉とし、それらをより積極的に進めようとする

力をもっている。

　第二は、上にみたグローバルな自由民主主義イデオロギーに対抗する、いわゆるポストモダン

左派である。大きな物語の終焉以後のミクロな権力批判、小さな物語の乱立状況のなかにあって、

今日、グローバルな自由民主主義に対抗するための再統合が行われつつある。これは、大きな物

語へと回帰する流れには抵抗しつつも、ポスト・マルクス主義的な革命主義、フーコー的な反権

力を基礎にしたイデオロギーとして定式化することができるだろう。
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　では、果たして、本当に、この両者が今日の新たなイデオロギーとしてわれわれの時代を支配

する力をもちつつあるのか。両者の対立関係はどのように定式化され、今後、どのような発展を

遂げていくのか。以下では、この問題について検討していこう。

グローバリゼーションと自由民主主義

　先に定式化したグローバルな自由民主主義とは、当然のことながら、一般にいわれるグローバ

リゼーションと新自由主義を背景にして形成されてきた思想であり、イデオロギーである。そし

て、このグローバリゼーションと新自由主義は相互に関連性をもって結びつけられる。ミッテル

マンが指摘するとおり、グローバリゼーションは個人主義、効率性、競争、経済活動に対する国

家の最小限の干渉を称揚するネオリベラリズムと結びついた支配的なイデオロギーとして一般的

には使われてきたのである37）。

　とはいえ、グローバリゼーションそのものは特定のイデオロギーではない。グローバリゼー

ションという言葉、現象については、90年代以後、膨大な研究の蓄積があるが、その言葉の定

義としてもっとも混乱や誤解を招くのが、グローバリゼーションを「状態」や「思想」としてと

らえる見方であろう。そのため、小論においては、この言葉を、現在の社会的状況をグローバリ

ティの一つへと変容させると考えられる動態性をもった一連の社会的過程、もしくは歴史的変容

過程としてとらえておきたい38）。

　このように理解した場合、その変容は、経済、政治、文化という大きな三つの視点からとらえ

ることができるが、ここでもっとも重要なのは、政治の変容である。というのも、経済や資本と

いった要素は、もともとグローバルな要素をもっているとともに、今日の文化も、国境を超えて

受容される性質を内在的にもっているからだ。こうみたとき、政治のみが、本来であれば、国民

国家を基礎としたローカルな単位のなかで、長年、理解されてきた次元のものなのである。ゆえ

に、グローバリゼーションは、政治を変容させたという点でもっとも大きな意味をもっている。

　この政治の変容としてのグローバリゼーションという世界的な流れを利用し、自由民主主義を

地球規模で実践しようとする思想こそが、新たなイデオロギーとしてのグローバルな自由民主主

義を基礎づけるものであった。まさに、世界を解釈し、その行動戦略を考える方法としてのイデ

オロギーとして表現される39） とき、グローバリゼーションは大きな役割を果たすのである。

　では、このグローバルな自由民主主義というイデオロギーが、19世紀の自由主義や冷戦時代

の自由主義陣営のイデオロギーと異なる点は何か。その最大の特徴は、既に述べたとおり、近代

以後の政治的単位の基本であった国民国家を超えて自由民主主義を普及させていくという支配的

な思考であり、地球規模レベルの普遍的思想として行き渡らせるという明確な目的意識をもって

いる点にある。その意味で、グローバルな自由民主主義を、各国、地域における人々の伝統的ラ

イフスタイルを解体した上で、労働と消費に加え、文化、教育、人間関係なども再組織化し、資

本の自己再生産に都合のよい仕方で管理するグローバルな資本に大きな影響を受けたものとして

みる仲正の定義40） は、少しばかり、資本や経済の観点に偏りすぎた解釈であるといわざるをえ
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ない。ウィリアム・クリストルやロバート・ケーガンなど、ネオコンに代表されるとおり、資本

の力やアメリカ一国の国益という観点を超えて、自由民主主義という理念を普及し、拡大させて

いく、この点にこそ、イデオロギーとしてのグローバルな自由民主主義がもつ最大の特質がある

のである。

ポストモダン左派の統合

　以上のようなグローバル自由民主主義というイデオロギーの対抗軸として成長しつつあるのが、

旧来のマルクス主義を中心とした左派勢力とは装いを変えた新たなイデオロギーである。彼らは、

近年、グローバル資本の力やその象徴であるアメリカニズム、あるいは近年、台頭の兆しをみせ

ると彼らが主張するナショナリズムに対抗する形で、ポストモダン系左翼を中心に、旧来の左翼

を巻き込みつつ、大きな統合、連帯を試みようとしているようにみえる41）。では、なぜそもそも

現実の政治とは距離を置くはずのポストモダンが急激な政治化、さらには自身が否定したはずの

旧来のイデオロギー的な二項対立を持ち出し、再び、イデオロギー化しはじめたのだろうか。

　リオタールが定式化した大きな物語の終焉としてのポストモダン思想は、3章でみたとおり、

小さな物語の乱立状況を産むこととなった。そしてフーコーに代表されるように、具体的戦略と

しては、差異を強調したミクロな権力批判へと向かっていくこととなる。だが、こうしたジェン

ダー、エスニシティ、学校教育、マスメディア、文学、美術、都市といったミクロな次元に権力

や暴力性を見出していくという手法は、リチャード・ローティも指摘するとおり42）、逆に、現実

にせまりくる資本の荒波や格差、富の再配分といった「本来の左翼」が扱うべき大きな国家的、

世界的規模の問題に対抗する術を失うこととなった。

　こうした状況のなかで、今一度、グローバルな自由民主主義という大きなイデオロギーに対抗

する姿勢を打ち出した代表がデリダであろう。『マルクスの亡霊たち』において、新しいイン

ターナショナルを定式化させたデリダ43）は、これ以後、現実の政治活動へと奔走していくことと

なる。

　こうした傾向は、90年代後半以降、仲正が綿密に検証しているとおり、日本のポストモダン

の主流派にも顕著になっていく。デリダ研究者の高橋哲哉が、他者論や日本の「戦争責任問題」

を過剰に取り上げ、批判しつづけている姿はその象徴であろう。結局のところ、彼らに共通する

のは、徹底したナショナルなものの否定とアメリカを中心とするグローバル資本、「帝国主義的

行動」への批判である。こうした動向をみている限りでは、旧来の左翼との違いがほとんど分か

らない状況になっているが、唯一の違いといえば、国民国家そのものを幻想として解体していく

方向性を鮮明にしている点であろう。

　以上のとおり、今日顕在化してきたのは、自由主義の発展系であるグローバルなレベルでの自

由民主主義陣営を支えるイデオロギーと、旧来の左翼やポストモダン系左派が統合したイデオロ

ギーという二項対立である。おそらく、21世紀のイデオロギー対立は、基本的に、この路線で

将来的に激化していくことになるだろう44）。現実の政治という次元においてはもちろん、思想レ
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ベルにおいても、イデオロギーが終焉を迎える時代は一向にみえてこないのである。

おわりに　政治とイデオロギーの終焉

　パルマーは、前出の「イデオロギーの終焉の終焉」という論文で次のように語っている。

　「イデオロギーは知識人から初期の熱狂を引き出すのに役立っているし、また単純なスローガ

ンによって、主要な関心事を一般受けするように粉飾し、多くの人々の心をとらえて実際の政治

的行為に駆り立てている。」45）

　パルマーのいうとおり、ネオリベ、愛国、反グローバリズム、反アメリカニズム、脱原発、護

憲など、明確なイデオロギーに支えられた政治的なスローガンが、われわれを現実の政治行動へ

と暴走機関車のように走らせている。イデオロギーは、時に、理性、熟考、慎慮とは対極の行動

へとわれわれを誘うが、その究極的な形態が、イデオロギー政治であった。結局のところ、近代

以後、あらゆる層に広がった政治が、イデオロギー的な思考に引きずられ、またそれらを利用す

るとき、今日の混乱した政治状況が到来しているのである。

　マーチン・セリガーが指摘したとおり、あらゆる政治が、究極的にいえば、社会秩序の保全、

改革、破壊、再建という現実を規定づける方向にかかわる46） 以上、イデオロギー的な信念と政

治を完全に寸断することはできない。われわれの世界に「政治」が存在しつづける限り、逆にい

えば、「政治」が完全に消滅しない限り、イデオロギーの時代は決して終わらないのである。
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注

 1）   政治家や社会科学の研究者のなかには、自らの立場をイデオロギーの外側にあると信じて止まない
論者がいるが、皮肉にもそういった立場を自認する人々こそむしろ、無意識のうちにイデオロギー的
なものにまみれているという事実が散見される。こうした傾向は、とりわけ、投票行動などを分析す
る政治科学の分野の研究者に見受けられるが、その著述の節々にイデオロギー的な要素・偏見が見受
けられるのは、いかに人間の思考と政治がイデオロギーを基礎にして結びつくものなのかという事実
を示していよう。

 2）   本文に列挙した四つの要素は、Leon P. Baradat, Political Ideologies: Their Origins and Impact, 

Prentice Hall College Div; 7th版 , 1999, p. 1.を参考にしつつ、筆者独自の解釈をまとめたものである。
 3）   たとえば、テリー・イーグルトンは『イデオロギーとは何か』という著書において、相矛盾する

16の定義を提示した上で、イデオロギーについて明確な定義を下すことは不可能であると結論づけ
ている。（テリー・イーグルトン『イデオロギーとは何か』平凡社、1996年、20頁。）また、様々な
論者によるイデオロギーという語の使い方の類型をまとめたヴィアトルは、以下の 6つの類型を提示
する。（ヴィアトル『イデオロギー時代の黄昏』60～63頁。）A：中立的、静態的→諸理念の規範、
B：中立的、動態的→行動指針を含む、C：中立的、価値への方向付け→規範的な社会理論、D：中
立的、原因をなす諸条件→経済的諸条件を土台とする諸思想、E：否定的、誤謬の強調→歪められた、
神話化された諸思想、F：否定的、純粋性の欠如→自分の権力構造を覆い隠す諸思想。小論の立場は、
あくまでイデオロギーという語を中立的に定義した上で、動態的かつ価値の方向づけという視点も含
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むため、Bと Cをあわせた類型に該当する。
 4）   この理由から、小論は、現実政治における投票行動などの動向をもとにした研究、すなわち、政治
心理学的にイデオロギーの形態や存在を証明するという手法はとらない。こうした観点からイデオロ
ギーの終焉論を研究した文献としては、John T. Jost, The End of the End of Ideology in American 

Psycologist, 2006.や、蒲島郁夫・竹中佳彦『現代日本人のイデオロギー』東京大学出版会、1996が挙
げられる。共に、現代のアメリカや日本の保革対立状況を整理しつつ、国民の政治意識を実証的に追
いつつ、イデオロギーの構造を研究した画期的論考である。ただし、実証性に偏るあまり、全体的な
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