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危機の時代と哲学の希望 

―R. バーンスタイン Pragmatic Encounters における radical democracyの思想― 

長島 慧治 

 

要旨 

 

本論文は、普遍主義と相対主義の二分法を形成する「デカルト的不安」から逃れるための哲学的理論
及び民主主義的実践を、哲学者リチャード・バーンスタインの著書 Pragmatic Encounters に基づいて構
想することを目的とする。そのために、同著に出てくる radical democracy という概念に着目し、それを
バーンスタインの哲学的立場の中に位置づけなおすことを通じて、その理論的及び実践的可能性を吟
味し、それが現代においてどのような意味で民主主義の「希望」を差し出し得るものであるのかにつ
いて考察する。 

  

１．はじめに 

 現代という時代において、「普遍主義」と「相対主義」をめぐる問題は、ますます深刻なものとなっている。
一方では、多様性の尊重が叫ばれ、諸々の価値観やアイデンティティの社会構築主義的言説が流通することに
よって、旧来の普遍的な価値観の欺瞞や抑圧といった側面が暴き出されることとなった。しかし他方では、異
なる社会的・文化的立場の間での有効な議論や、異なる立場の理解のための普遍的な基盤となるものがなけれ
ば、異なる立場同士の間には相互理解は成り立たず、それどころか―個人同士の間であれ国家間であれ―異な
る立場の間の対立と衝突を防ぐことは困難である。ここには、絶対的・普遍的・合理的な基礎によって、諸々
の立場や意見を評価したり改善したりすることができるのか、それとも諸々の立場や意見とは単に相対的なも
のに過ぎず、それらを評価したり改善したりするための基準は全く存在しないのか、という二分法が存在して
いる。このような二分法を作り出すものを、リチャード・バーンスタイン(Richard Bernstein)は「デカルト的不安
(Cartesian Anxiety)」と名付けた。「デカルト的不安」とは、道徳的・政治的・認識論的・形而上学的信念を確保
するための普遍的な基礎が存在するか、さもなければ根源的な懐疑主義やニヒリズム、「悪しき相対主義」など
に陥るかのどちらかである、という確信のことを意味する。国内外において、異なる立場同士の間での対立と
衝突が激化し、どちらもが自らの立場の普遍的正当性を主張する一方で、政治的・社会的なものの改善に対し
てシニカルであったり無関心であったりする人々が増加している現代という時代は、まさにこの「デカルト的
不安」が支配している「危機の時代」であるということができるだろう。 

 このような時代にあって、我々は異なる立場や意見の間での健全で有効な対話と議論に基づく民主主義をい
かにして構想することができるだろうか。そして哲学は、それにどのようにして資することができるだろうか。
言い換えれば、哲学は民主主義に対していかなる「希望」を提示し得るだろうか。本論文は、この問題に対し
て回答を与えるべく、Pragmatic Encounters(2016)におけるバーンスタインの「関与する可謬主義的多元主義
(engaged fallibilistic pluralism)」という哲学的立場と、それに基づいて構想される「徹底的な民主主義(radical 

democracy)」の思想の理論的・実践的意義を取り出し、検討するものである。同書は論文・講演集という形で構
成されているため、各章はある程度独立的になっている。しかし、バーンスタイン自身によれば、それらの論
考は彼の知的な肖像を正確に写し出すものであり、彼の関心は「終始一貫して現代哲学、民主主義、多元主義
の特性（と欠点）」にあった(Bernstein 2016:9)。こうして同書においてバーンスタインは様々な文脈において自
らが実践してきた「関与する可謬主義的多元主義」という哲学的立場を提示するのであり、それに基づいて
「徹底的な民主主義」の思想を展開しているのである。したがって本論文では、彼の「関与する可謬主義的多
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註 
1) 日本において出版されている臨床教育学の主たる研究には、以下のようなものがある。皇紀夫『臨床教育学三十年

――その歩みといま』 (ミネルバ書房 2018 年）; 矢野智司、西平直ほか著『臨床教育学（教職教養講座）』 (協同出版
2017 年）; 和田修二、皇紀夫（編） 『臨床教育学』 (アカデミア出版 1996 年）; 広岡義之『臨床教育学への招待』 (あ
いり出版 2020 年）; 河合隼雄『臨床教育学入門』 (岩波書店 1995 年）; 臨床教育人間学会『臨床教育人間学＜2＞リフ
レクション』（東信堂 2007 年）; 田中智司『教育臨床学：生きるを学ぶ』(高稜社書店 2012 年）; 遠藤野ゆり、大塚類
『さらにあたりまえを疑え！臨床教育学 2』 (新曜社 2020 年）; 田中孝彦ほか『教師の子ども理解と臨床教育学』 (群
青社 2006 年）; 田中毎実『教育人間学：臨床と超越』 (東京大学出版会 2012 年）。また、学会としては、｢臨床教育人
間学会｣がある。 
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元主義」という立場が、普遍的な基礎を前提とする「普遍主義」や「基礎付け主義」とも、あらゆる普遍性を
完全に否定する「悪しき相対主義」とも異なる第三の立場を提示するものであり、その哲学的立場に基づいた
「徹底的な民主主義」の思想こそが、「デカルト的不安」が支配する現代において、真正な民主主義的実践を導
くものであるということを示すことを目指す。 

 以上の目的に即して、我々はまずバーンスタインの「関与する可謬主義的多元主義」という哲学的立場の全
体像を描き出す。そのために、我々は第一に「宗教的なもの」と「政治的なもの」に関する議論を検討する。
バーンスタインは政治とは宗教によってのみ正当化され「実行可能」になるものだ、という政治神学の議論を
批判しており、政治を宗教のような超越的・絶対的権威によって基礎づける立場に反対する、「反基礎付け主義」
の立場を明確にしている。しかし、バーンスタインは同時に、「政治的なもの」が単なる相対主義に陥らないた
めに、「宗教的なもの」の必要性をも主張している。したがって、バーンスタインの「宗教的なもの」と「政治
的なもの」に関する議論を吟味することで、「反基礎付け主義」としての方向を有しながらも「悪しき相対主義」
に陥らないような、バーンスタインの独自の「関与する可謬主義的多元主義」という哲学的立場のより実践的
な側面を明らかにすることができる。第二に、我々はバーンスタインがポール・リクール(Paul Ricœur)の議論を
参照しながら述べている「解釈学」の二つの類型について検討する。リクールを参照することによってバーン
スタインは、「関与する可謬主義的多元主義」の理論的な位置づけについて考察を行っている。したがって、以
上二つの議論によって、我々はバーンスタインの同書における哲学的立場の全体像を描き出すことができるだ
ろう。以上の議論に基づいて、我々は「関与する可謬主義的多元主義」に基づいたバーンスタインの「徹底的
な民主主義」という構想がどのようなものであるのかということを明らかにする。バーンスタインは「徹底的
な民主主義」を構想するにあたってジョン・デューイ(John Dewey)の思想から大きな影響を受けており、特に
「徹底的な民主主義」の構想を政治的実践として考えるために重要な役割を持つ「民主主義的希望(democratic 

hope)」という考えはデューイにおける手段－目的関係についての考察に由来するものである。したがって、本
論文ではデューイの論考についても参照しつつ、「徹底的な民主主義」の思想をバーンスタインの「関与する可
謬主義的多元主義」の哲学的立場の中に位置づけることで、その理論的・実践的意義を提示する。 

 

 

２．「宗教的なもの」と「政治的なもの」̶̶バーンスタインの政治神学批判 

 普遍主義にも悪しき相対主義にも陥らないような「関与する可謬主義的多元主義」の政治的実践は、いかな
るものとして構想されるのだろうか。あるいは、なぜそもそも政治的実践は可能なのか、そしてそれはなぜ、
どのようにして正当化されるのだろうか。こうした問いに答えるために、バーンスタインの政治神学批判と、
そこにおける「宗教的なもの」ないし「神学的なもの」と「政治的なもの」の関係について検討する。 

 

（１）政治神学における「前提の傾向」 

 Pragmatic Encounters において、バーンスタインはカール・シュミット(Carl Schmitt)とサイモン・クリッチリー
(Simon Critchley)の政治神学を批判している。ただし、シュミットが国家権威主義的な右派の思想家であるのに
対して、クリッチリーは非暴力的無政府主義を標榜する左派の思想家であり、このように一見相反しているシ
ュミットとクリッチリーを並置して語る、ということは奇妙なことに思われるだろう。しかし、バーンスタイ
ンによればこのようなことが可能であり、またなされるべきであるのは、「シュミットとクリッチリーが共有す
る深い構造̶̶顕示され、挑まれる必要のある共通の枠組み̶̶がある」(Bernstein 2016:184)と彼が考えている
ためである。では、そのような共通の枠組みとはどのようなものであり、そしてそれはなぜ「挑まれる
(challenged)」必要があるのだろうか。これについて考えるために、まずはバーンスタインがこの両者の思想を
どのように捉えているかについて確認する。 

 シュミットは、無政府主義や立憲制を含め、あらゆる国家についての、そしてあらゆる政治についての理論
は政治神学であり、そこから逃れることはできないと主張する。なぜならばあらゆる政治理論の根底には、人
間の本質について「善」か「悪」かの神学的な二者択一が存在し、そのことによって独裁制の擁護も無政府主

16 ©2022 The Author
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義の主張も、本質的に神学的でなければならないからである。そしてこの両者はこのような前提のもと、どち
らも「政府」を絶対的なものとみなすという点で共通の基盤を持つが、前者が独裁制における政府の絶対的で
純粋な「決定」に基づく独裁制によって人間を「根源悪」から守るとするのに対して、後者はそのような決定
が人間の本来的な正しさを乱すものだとする。シュミットはこの二分法において人間が本質的に「悪」である
という立場を取り、これをキリスト教の「原罪」に結びつける。そのためシュミットにとって、あらゆる真正
な政治理論は、人間が本質的に「悪」であるということを前提とするものでなければならず、したがって政治
とは、「原罪」に規定された人間から、人間自身を守ることであるということになる。 

また、シュミットにおける「政治的なもの」という概念は、とりわけ「友／敵」という二分法のもとで捉えら
れるものであり、誰が「敵」であるのかを決定することであるとされる。ただしこのとき「敵」は必ずしも自
らを脅かすものである必要はなく、敵であったとしても友好的な関係を築くこともできるとされる。「敵とは、
他者・異質者にほかならず、その本質は、とくに強い意味で、存在的に、他者・異質者ということだけで足り
る」（シュミット 1970:16）。したがって、「友」は同質的な者の集団であることになり、それゆえシュミットは、
国家権威主義的ないし独裁的な政治が神学的な前提に基づいて正当化され、実行可能になるのだと主張する。 

クリッチリーもまたこのようなシュミットの前提を受け入れている。つまり、「クリッチリーは、原罪という
概念の最新版はなおもきわめて活発で、しばしば人間性についての深い悲観主義を維持する「政治的現実主義」
の形態をとり、受動的なニヒリズムの形に行き着くと考える」(Bernstein 2016:188)。したがって、クリッチリー
もシュミット同様、人間は原罪によって規定されていること、そしてそれは政治によって贖われなければなら
ないことを認めているのだ。しかし、ここでクリッチリーはシュミットとは正反対の政治的主張をしており、
それによれば、このような原罪は「神秘的な無政府主義」と呼ばれるもののなかで克服されるものである。こ
こにおいて、バーンスタインはシュミットとクリッチリーが本質的に共有する枠組みがあることを指摘する。 

 

つまるところ、クリッチリーは基本的にシュミット（とドノソ・コルテス）による二者択一̶̶政治的な独
裁制か無政府状態か̶̶を受けいれる。さらに言えば、彼は一貫した無政府主義はそれ自体、反神学的政治
神学であるにもかかわらず、政治神学に基づいているというシュミットの主張を受け入れる。(Bernstein 

2016:184) 

 

このような枠組みこそが、政治神学における「前提の傾向(presupposition strain)」に他ならない。 

 

政治神学とは、究極的には、政治の「合法性」「権威」「明瞭さ」そして「実行可能性」が神学的かつ／ある
いは宗教的な前提に依拠しているということを意味するのだと理解されてきた。[…]私は政治神学における
この傾向を「前提の傾向」と名付け、そしてこれを、政治は宗教を必要とし、政治は宗教を前提とし、我々
は、結局は神学的概念に訴えることなしには政治の意味を理解することはできないのだという主張に注意を
集中するために、広い意味で使っている。(Bernstein 2016:184) 

 

つまり、シュミットとクリッチリーは政治的な主張の部分では相反しているにもかかわらず、どのような形態
のものであれ政治が実行に移されるということと、政治的権威や政治的行動の正しさは、「政治的なもの」の次
元を超越した「宗教」ないし「宗教的なもの」によって保証される必要があるとする点で、共通の枠組みを持
っているのだ。そしてこのようなことこそが、バーンスタインがシュミット及びクリッチリーの政治神学に見
出す「前提の傾向」なのである。 

しかし、政治的実践のためにこのような宗教的前提を導入することで、シュミットのような保守主義的思想
に近づくことになり、それはクリッチリー自身の左派的な、無政府主義的な思想とは相容れないものなのでは
ないだろうか。このような問題に対して、バーンスタインはある重要な点を指摘する。それは、クリッチリー
の立場は深い矛盾を内包したものであるということだ。つまり、シュミットとは異なり、「クリッチリーは宗教
的な(religious)範疇に絶えず訴えかけているにもかかわらず、宗教(religion)の可能性そのものには深い疑念を抱
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元主義」という立場が、普遍的な基礎を前提とする「普遍主義」や「基礎付け主義」とも、あらゆる普遍性を
完全に否定する「悪しき相対主義」とも異なる第三の立場を提示するものであり、その哲学的立場に基づいた
「徹底的な民主主義」の思想こそが、「デカルト的不安」が支配する現代において、真正な民主主義的実践を導
くものであるということを示すことを目指す。 

 以上の目的に即して、我々はまずバーンスタインの「関与する可謬主義的多元主義」という哲学的立場の全
体像を描き出す。そのために、我々は第一に「宗教的なもの」と「政治的なもの」に関する議論を検討する。
バーンスタインは政治とは宗教によってのみ正当化され「実行可能」になるものだ、という政治神学の議論を
批判しており、政治を宗教のような超越的・絶対的権威によって基礎づける立場に反対する、「反基礎付け主義」
の立場を明確にしている。しかし、バーンスタインは同時に、「政治的なもの」が単なる相対主義に陥らないた
めに、「宗教的なもの」の必要性をも主張している。したがって、バーンスタインの「宗教的なもの」と「政治
的なもの」に関する議論を吟味することで、「反基礎付け主義」としての方向を有しながらも「悪しき相対主義」
に陥らないような、バーンスタインの独自の「関与する可謬主義的多元主義」という哲学的立場のより実践的
な側面を明らかにすることができる。第二に、我々はバーンスタインがポール・リクール(Paul Ricœur)の議論を
参照しながら述べている「解釈学」の二つの類型について検討する。リクールを参照することによってバーン
スタインは、「関与する可謬主義的多元主義」の理論的な位置づけについて考察を行っている。したがって、以
上二つの議論によって、我々はバーンスタインの同書における哲学的立場の全体像を描き出すことができるだ
ろう。以上の議論に基づいて、我々は「関与する可謬主義的多元主義」に基づいたバーンスタインの「徹底的
な民主主義」という構想がどのようなものであるのかということを明らかにする。バーンスタインは「徹底的
な民主主義」を構想するにあたってジョン・デューイ(John Dewey)の思想から大きな影響を受けており、特に
「徹底的な民主主義」の構想を政治的実践として考えるために重要な役割を持つ「民主主義的希望(democratic 

hope)」という考えはデューイにおける手段－目的関係についての考察に由来するものである。したがって、本
論文ではデューイの論考についても参照しつつ、「徹底的な民主主義」の思想をバーンスタインの「関与する可
謬主義的多元主義」の哲学的立場の中に位置づけることで、その理論的・実践的意義を提示する。 

 

 

２．「宗教的なもの」と「政治的なもの」̶̶バーンスタインの政治神学批判 

 普遍主義にも悪しき相対主義にも陥らないような「関与する可謬主義的多元主義」の政治的実践は、いかな
るものとして構想されるのだろうか。あるいは、なぜそもそも政治的実践は可能なのか、そしてそれはなぜ、
どのようにして正当化されるのだろうか。こうした問いに答えるために、バーンスタインの政治神学批判と、
そこにおける「宗教的なもの」ないし「神学的なもの」と「政治的なもの」の関係について検討する。 

 

（１）政治神学における「前提の傾向」 

 Pragmatic Encounters において、バーンスタインはカール・シュミット(Carl Schmitt)とサイモン・クリッチリー
(Simon Critchley)の政治神学を批判している。ただし、シュミットが国家権威主義的な右派の思想家であるのに
対して、クリッチリーは非暴力的無政府主義を標榜する左派の思想家であり、このように一見相反しているシ
ュミットとクリッチリーを並置して語る、ということは奇妙なことに思われるだろう。しかし、バーンスタイ
ンによればこのようなことが可能であり、またなされるべきであるのは、「シュミットとクリッチリーが共有す
る深い構造̶̶顕示され、挑まれる必要のある共通の枠組み̶̶がある」(Bernstein 2016:184)と彼が考えている
ためである。では、そのような共通の枠組みとはどのようなものであり、そしてそれはなぜ「挑まれる
(challenged)」必要があるのだろうか。これについて考えるために、まずはバーンスタインがこの両者の思想を
どのように捉えているかについて確認する。 

 シュミットは、無政府主義や立憲制を含め、あらゆる国家についての、そしてあらゆる政治についての理論
は政治神学であり、そこから逃れることはできないと主張する。なぜならばあらゆる政治理論の根底には、人
間の本質について「善」か「悪」かの神学的な二者択一が存在し、そのことによって独裁制の擁護も無政府主
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いている」(Bernstein 2016:186)のである。ここには、「宗教的なもの(religious)」と「宗教(religion)」との間に重要
な区別がある。この区別によって、クリッチリーは政治的なものに対する「宗教」（主にキリスト教）そのもの
の価値を引き下げ、世俗主義か有神論かという二者択一を退け、「フィクション(fiction)」としての政治神学を構
想することができるのである。 

 

（２）「フィクション」としての「宗教的なもの」  

さて、このような「前提の傾向」に基づいたクリッチリーの「信仰なき者の信仰」としての政治神学とはどの
ようなものであるのか。そしてバーンスタインはそれを批判することによって、「宗教的なもの」と「政治的な
もの」の関係をどのようなものとして考えているのだろうか。これらを考察するために、まずはクリッチリー
における「宗教」と「宗教的なもの」について、バーンスタインがどのように捉えているのかを明らかにする
必要がある。 

バーンスタインによればクリッチリーの政治神学は「フィクションの理論」(Bernstein 2016:186)である。そし
てフィクションは「宗教」と「宗教的なもの」との区別することによって導入されたものであった。つまりこ
の区別によってクリッチリーは、シュミットのようにキリスト教的な概念をそのまま実際の政治に対する根拠
とするのではなく、具体的な宗教的信仰の対象とは区別されたある種の政治的虚構に対する信仰を、実際の政
治の前提条件として捉えようとしているのである。クリッチリーのフィクションとは、何かしらの事実との対
比によって捉えられるものでも、現実の政治の腐敗を覆い隠すような虚構でもなく、ある種の神聖さを持った
想像的な創造物なのである。クリッチリーはこのフィクションというカテゴリーによって現実の政治を分析す
ることで、その歴史的変遷を捉えている。例えば、「王の神聖な権利」というフィクションが「人民の主権」と
いうフィクションにとってかわられるということは、現実の政治体制の変化として記述される、逆に言えば、
現実の政治の変遷はこのようなフィクションの変化の継起として捉えられるのである。したがってこのような
フィクションの理論を導入することは、政治的権威に対する「脱神話化」としての機能を果たすものだ。これ
はクリッチリーにとって、シュミット的な権威主義から距離を取るための方針でもあっただろう。 

さらにクリッチリーは「至高のフィクション」というものについて述べる。それは、それがフィクションであ
ると分かっていてもなお信じ続けるようなフィクションのことであり、「この至高のフィクションによって我々
は詩的範疇を通じた政治的正当性の問題に接近することができる」(Bernstein 2016:189-190)とされている。つま
り、フィクションの中には政治的に「よりよい」フィクションがあり、そのようなものを作り出すことを通じ
て我々は政治的正当性に接近していくことができるのだとクリッチリーは考えているのだ。さらに言えば、こ
のような至高のフィクションを創造することは、翻って政治的主体としての自己の実存を制定することでもあ
るとクリッチリーは考える。そしてこれはクリッチリーによれば、決定的な政治的介入が求められるような場
面で起こるある種の「呼びかけ」に対して、自己の実存のありかたや振る舞いを決定することで、自己の実存
を規定することであり、それは「信仰」とも言い換えられる。したがってクリッチリーにとって政治的な実存
による「決定」としての「信仰」は、シュミットのように既存の政治的権威に対しての献身ではなく、至高の
フィクションを創造することでそれに向かって自己の実存を投企することであるといえるだろう。この意味で、
フィクション及び「信仰」は、ニヒリズムを避けるために必要な「動機」を提供するものなのである。 

しかし、バーンスタインにとって、ここにはいくつかの大きな問題がある。まず、バーンスタインから見れば、
クリッチリーの以上のような議論は専ら「個人の実存」に関わる問題である。したがって、ここではいかにし
て他者との連帯を確保し、多元的な他者とのかかわりの中で政治的な実践を行っていくのかということを考え
ることができないのである。またこのような他者とのかかわりという視点の欠如によって、個人の信仰が独断
的で偏狭なものとなり、そのような偏った思想に情熱を注ぐことという危険を冒すことにもなってしまうので
ある。この点において、クリッチリーの個人の実存による「決定」はシュミット的決定主義と類似のものとな
っているのである。 

これと同様の批判はフィクションという概念についても行われることとなる。つまり「我々はいかにして「よ
き」至高のフィクションを評価し判断し、それらを極悪非道なフィクションから区別すべきであるか」
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(Bernstein 2016:190)という問題が浮上することになるのである。クリッチリーが行った政治的権威の「脱神話化」
は、それらのものが神学的・超越的な根拠によって支えられているわけではないということを暴き出すもので
あった。そうであるなら、我々はこれらのフィクションの中から「よりよい」ものを選び出すときに、どのよ
うな基準を参照すべきなのだろうか。クリッチリーの議論はそれに代わる基準の可能性については何も述べて
いないのである。したがって、バーンスタインは最善である至高のフィクションを決定するというとき、クリ
ッチリーはまたしてもシュミット的な「無から生み出された絶対的な決定」を前提としてしまっているとして
批判するのである。総じて、クリッチリーの思想は、クリッチリー自身がそう思っているほどには、シュミッ
トの権威主義的な思想の枠組みから逃れられていないということを、バーンスタインは問題視しているのだ。 

では、これらのようなクリッチリーの問題点は、どこからくるものであり、それに対してバーンスタインはど
のような道筋を示そうとしているのだろうか。そもそも、クリッチリーがフィクションの理論としての政治神
学の必要性を訴えるのは、政治は宗教的・神学的な前提なくしては「実行不可能」であるためであった。なぜ
ならば、ルソーに従って法律は諸個人の意志の総体である一般意志の表現であるとすると、論理的な順序とし
て諸個人の主体は法律に先行して存在することになる。しかし、この純粋に内在的な見方では何故法律が諸個
人を拘束することができるのかを理解しえない。したがって、法的権威を考えるためにはその超越的根拠をど
こかに見出さなければならないのであり、それが、宗教的なものである「フィクション」の役割であるからで
ある。 

これに対して、バーンスタインは次のように述べる。 

 

フィクションはそれ自身を書いたり創案したりすることはなく、「我々」がそれらを生み出すのである。ク
リッチリーが宗教や政治神学に対して訴えることは、おそらく、政治的合法化や権威の動機づけとなる根源
を発見することである。しかし彼が実際に示しているのは、この合法化や権威が人間によって生み出される
ということなのだ。これは政治神学ではなく、むしろそのアンチテーゼである。(Bernstein 2016:191) 

 

つまり、バーンスタインから見れば、たとえフィクションが超越的なものであるとしても、それは単に政治を
根拠づけるものなのではなく、それがまさに「フィクション」である以上は、それは人間によって作られたも
のである。そしてクリッチリーは、「宗教」と「宗教的なもの」を区別することで、「宗教的なもの」が「フィ
クション」であるということを正しく指摘しているにもかかわらず、このフィクションの形成される過程につ
いての考察を全く行っていないのである。逆に言えば、「フィクション」が人間たちの議論や対話、つまり「政
治的なもの」の次元において形成されていることを正しく認識するなら、クリッチリーの議論はもはや超越
的・神学的な前提に依拠することを必要としない、政治神学の「アンチテーゼ」となるものへと展開される必
要があるものなのである。 

これらのような批判から、バーンスタインはクリッチリーの議論を補完することで「政治的なもの」と「宗教
的なもの」の関係について考察をする。それはひとことで言えば、「人間学的」な、また「内在の哲学」1)とし
てのクリッチリーを描き出そうとすることであるといえるだろう。つまり、クリッチリーのフィクションの理
論を徹底することによって得られたものは、もはや政治の前提となる外在的で超越的な根拠として捉えること
のできるものはなにもなく、政治的な価値の源泉は我々人間の活動それ自体に内在的なものである、というこ
とである。したがってバーンスタインは「信仰なき者の信仰とは、この世の実存が全てであるとする̶̶つま
り倫理的価値の唯一の実際の源であるとする̶̶信仰である」(Bernstein 2016:197)と述べている。 

バーンスタインはこのような主張によって、ある根本的な二分法の存在を告発しているのであり、そしてその
どちらにも与さない自らの立場を提示しているのである。つまり、一方にはシュミットやクリッチリーが否定
したような、政治の「合理的な基盤」があり、それに基づいて政治的な実践や議論は行われるべきであるとい
う主張があり、他方には、シュミットとクリッチリーが採用したような、それゆえ政治的なものはある種の超
越性を持った「非合理的な信仰」を前提としているという主張がある。言い換えれば、ここには普遍的・合理
的基盤が存在するという考えと、そのようなものは全く存在しないという考えの間の二分法が存在するのであ
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いている」(Bernstein 2016:186)のである。ここには、「宗教的なもの(religious)」と「宗教(religion)」との間に重要
な区別がある。この区別によって、クリッチリーは政治的なものに対する「宗教」（主にキリスト教）そのもの
の価値を引き下げ、世俗主義か有神論かという二者択一を退け、「フィクション(fiction)」としての政治神学を構
想することができるのである。 

 

（２）「フィクション」としての「宗教的なもの」  

さて、このような「前提の傾向」に基づいたクリッチリーの「信仰なき者の信仰」としての政治神学とはどの
ようなものであるのか。そしてバーンスタインはそれを批判することによって、「宗教的なもの」と「政治的な
もの」の関係をどのようなものとして考えているのだろうか。これらを考察するために、まずはクリッチリー
における「宗教」と「宗教的なもの」について、バーンスタインがどのように捉えているのかを明らかにする
必要がある。 

バーンスタインによればクリッチリーの政治神学は「フィクションの理論」(Bernstein 2016:186)である。そし
てフィクションは「宗教」と「宗教的なもの」との区別することによって導入されたものであった。つまりこ
の区別によってクリッチリーは、シュミットのようにキリスト教的な概念をそのまま実際の政治に対する根拠
とするのではなく、具体的な宗教的信仰の対象とは区別されたある種の政治的虚構に対する信仰を、実際の政
治の前提条件として捉えようとしているのである。クリッチリーのフィクションとは、何かしらの事実との対
比によって捉えられるものでも、現実の政治の腐敗を覆い隠すような虚構でもなく、ある種の神聖さを持った
想像的な創造物なのである。クリッチリーはこのフィクションというカテゴリーによって現実の政治を分析す
ることで、その歴史的変遷を捉えている。例えば、「王の神聖な権利」というフィクションが「人民の主権」と
いうフィクションにとってかわられるということは、現実の政治体制の変化として記述される、逆に言えば、
現実の政治の変遷はこのようなフィクションの変化の継起として捉えられるのである。したがってこのような
フィクションの理論を導入することは、政治的権威に対する「脱神話化」としての機能を果たすものだ。これ
はクリッチリーにとって、シュミット的な権威主義から距離を取るための方針でもあっただろう。 

さらにクリッチリーは「至高のフィクション」というものについて述べる。それは、それがフィクションであ
ると分かっていてもなお信じ続けるようなフィクションのことであり、「この至高のフィクションによって我々
は詩的範疇を通じた政治的正当性の問題に接近することができる」(Bernstein 2016:189-190)とされている。つま
り、フィクションの中には政治的に「よりよい」フィクションがあり、そのようなものを作り出すことを通じ
て我々は政治的正当性に接近していくことができるのだとクリッチリーは考えているのだ。さらに言えば、こ
のような至高のフィクションを創造することは、翻って政治的主体としての自己の実存を制定することでもあ
るとクリッチリーは考える。そしてこれはクリッチリーによれば、決定的な政治的介入が求められるような場
面で起こるある種の「呼びかけ」に対して、自己の実存のありかたや振る舞いを決定することで、自己の実存
を規定することであり、それは「信仰」とも言い換えられる。したがってクリッチリーにとって政治的な実存
による「決定」としての「信仰」は、シュミットのように既存の政治的権威に対しての献身ではなく、至高の
フィクションを創造することでそれに向かって自己の実存を投企することであるといえるだろう。この意味で、
フィクション及び「信仰」は、ニヒリズムを避けるために必要な「動機」を提供するものなのである。 

しかし、バーンスタインにとって、ここにはいくつかの大きな問題がある。まず、バーンスタインから見れば、
クリッチリーの以上のような議論は専ら「個人の実存」に関わる問題である。したがって、ここではいかにし
て他者との連帯を確保し、多元的な他者とのかかわりの中で政治的な実践を行っていくのかということを考え
ることができないのである。またこのような他者とのかかわりという視点の欠如によって、個人の信仰が独断
的で偏狭なものとなり、そのような偏った思想に情熱を注ぐことという危険を冒すことにもなってしまうので
ある。この点において、クリッチリーの個人の実存による「決定」はシュミット的決定主義と類似のものとな
っているのである。 

これと同様の批判はフィクションという概念についても行われることとなる。つまり「我々はいかにして「よ
き」至高のフィクションを評価し判断し、それらを極悪非道なフィクションから区別すべきであるか」
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り、これこそが、「デカルト的不安」という語によって示されていたものであった。バーンスタインはこれらに
対して、そのような超越性は政治の実行可能性のためには不可欠であるが、しかし、超越性そのものが内在的
なプロセスによって形成される必要があるのだという、第三の立場を主張するのである。つまり、政治の前提
にある「宗教的なもの」とは、この世界の中にある我々の実存に対して外在的な「垂直的な超越」ではなく、
我々自身が形成するという意味で「水平的な超越」でなければならないのである。  

したがって、ここでのバーンスタインの立場をまとめると次のようになるだろう。「政治的なもの」が「実行
可能」であるためには、ある種の超越性の契機、つまり「宗教的なもの」が必要である。例えば、あらゆる法
律を超越した「憲法」が存在することによって、逆にあらゆる法律の根拠が与えられるのと同様である。しか
し、このような超越性は単にどこかから与えられるものではなく、憲法はそれが合理的な議論を通して「制定
されること」が必要である。つまりそのような「宗教的なもの」はそれ自体、この世界の中の実存の合理的な
議論を通じて形成されることが必要なのであり、このような合理性は絶対的な基礎に基づくものではないので
ある。クリッチリーの「政治神学」の議論は、バーンスタインにとって、このように拡張されなければならな
いものであったのである。 

 

（３）「宗教的なもの」と合理性 

 以上の議論によって、バーンスタインが「宗教的なもの」をどのように位置づけていたのか、ということが
明らかになった。しかし、宗教的・神学的な前提のない合理的な議論、つまり「世俗的」な議論という契機を
強調することは、あらゆる宗教や信仰の可能性を否定することにならないだろうか。例えばチャールズ・テイ
ラー(Charles Taylor)は、宗教的信仰が一つの選択肢に過ぎないものとなった「世俗の時代」において、世俗的な
「人間の繁栄」を目的とする型の人間主義が、科学的合理性によって宗教的な信仰を否定し排斥しようという
動きが広まっていることを指摘している(Taylor 2007)。このテイラーの議論を背景として、バーンスタインはい
かにして理性による（科学的）合理性の主張と、信仰による宗教的主張とが互いに排他的なものとならず、そ
れらの間の議論が成立しうるのか、ということを問題とする。そしてこの問題について考えるために、バーン
スタインはカントの「不可知論」を積極的に再評価しており、最終的にはそこに、議論や討議の「標準的規範
(normative standard)」を見出している。 

まず、カントの不可知論について、それがもたらすカントの宗教的立場に対する両義的な曖昧さを確認する。
バーンスタインによれば、カントは合理的理性について論じることで、「神」の存在の合理的根拠は存在しない
ということを示す。しかし、カントは同時に「理性信仰」という概念を提示し、神は理性信仰の対象であるこ
と、そして「神への信仰を拒むことは道徳原理そのものを転覆させるひっくり返すだろう、とさえ断言する」
(Bernstein 2016:205)。つまり、ここでカントは、合理的な根拠としては示すことのできない「神」を、それでも
道徳原理の成立のために「要請」しているのだ。 

このような「神」の位置づけは『ポスト・オプトゥムム』においてさらに複雑になる。バーンスタインによれ
ば、「道徳より「高位な」ものは何もない̶̶我々は道徳を正当化し道徳的に行為するために神を必要としない、
と彼は言う。そして、それでもなお、道徳性が意味をなし、道徳性と幸福にとって価値のあるものを両立させ
るために、実践理性は、神の存在の要請を必要とする、と彼は言いたいのだ」(Bernstein 2016:206)。つまり要請
される「神」は、道徳を超越しそれに根拠を与えるようなものではない。にもかかわらず、道徳が有効である
ためには「神」の存在が要請されなければならない。なぜなら、もし「神」のようなものが想定されないので
あれば、道徳の相対主義を避けることができないからである。カントのこのような主張の背後には「不可知論」
があることをバーンスタインは読み取る。つまり、我々は理性による合理的な推論によって「神」の存在を論
証することはできないが、逆に「神が存在しない」ということを合理的に述べる根拠もまた存在しないのであ
る。したがって、バーンスタインから見ればカントは「理性と宗教的な信仰との主張の折り合いをつけようと
している」(Bernstein 2016:207)のである。 

このような見地からすれば、世俗的な非信者の立場からは、合理的理性の使用によって宗教的信仰を否定する
ことはできず、逆に宗教的信仰を持つ信者の立場からは、このような合理性を受け入れることを怖れる理由は
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何もなくなるだろう。したがって、このような意味で、カントの不可知論は世俗的なものと宗教的なものの二
つの立場の間に、「絶対的なもの同士の衝突」が生じることを防ぐような理性の使用を明らかにするものである
といえる。ゆえに、このような仕方での理性の十全な使用によってこそ、「哲学は̶̶カントが我々に示しすよ
うに̶̶信者と非信者の間の洗練された議論と論争に、規範的標準を与えることができる」(Bernstein 2016:209)

のである。 

このようなバーンスタインの議論は、先述の「政治神学」に対するバーンスタインの議論と同様の構造を持っ
ているということができるだろう。つまり「政治的なもの」ないし「道徳的なもの」が実践的に意味あるもの
となるためには、それらが悪しき相対主義に陥らないための「神」あるいは「宗教的なもの」が必要であるの
だが、それらは単に外在的で絶対的な根拠なのではなく、合理的理性の使用による対話や議論によって「要請」
され「形成」される必要のあるものなのである。だからこそ、「神」や「宗教的なもの」は、この世界の中の実
存に内在的なプロセスによって、「水平的な超越」として生み出されるのである。 

 

 

３．二つの解釈学 

以上に述べてきたようなバーンスタインの「政治的なもの」と「宗教的なもの」との関係は、バーンスタイン
の哲学的立場にとってどのように位置づけられ、どのような重要性を持つものなのだろうか。この点について、
バーンスタインのポール・リクール読解を取りあげて考察したい。バーンスタインはポール・リクールのフロ
イト読解を参照しながら、解釈学の二つの形態とそれらの「弁証法的統合」について論じている。 

バーンスタインがリクールの記述から取り出すのは、「還元的解釈学（懐疑の解釈学）」と「回復的解釈学」と
いう二つの方向性である。前者はマルクス・ニーチェ・フロイトに代表される立場であり、彼らは「明らかな
ものの隠された、あるいは潜在的な意味を曝け出そうとしている。そしてそれぞれは、象徴が隠しているもの
を認め損ねる解釈に異議申し立てをする」(Bernstein 2016:213)。リクールはこのようなフロイトの還元的解釈学
によって、ある種の宗教批判あるいは文化批判を行なう。それは「偶像」に関わるものであり、フロイトの還
元的解釈学は「全き他者(The Wholly Other)」のしるしを偶像化（ある種の物象化）することを否定するものであ
るとリクールは考える。これまでの議論に照らせば、還元的（懐疑の）解釈学とは、「偶像」、つまり超越的・
絶対的な信仰の対象を疑い、それが実は人間による「フィクション」に過ぎず、それ自体として絶対的な真理
や根拠を維持しているわけではないということを暴き出すことである。 

これに対して、後者の回復的解釈学は、信仰の対象としての「全き他者」のしるしを回復するものである。こ
こからリクールは、単に聖なるものや全き他者の偶像化を批判することにとどまらず、そのような還元的解釈
学と回復的解釈学を弁証法的に統合することによって、偶像崇拝ではないような真正な信仰を示すことを目指
す。つまりリクールは、回復的解釈学は還元的解釈学を潜り抜けることで、偶像化なき信仰にたどり着くこと
ができるということを示そうとしている。先ほどまでの議論と関連させれば、「宗教的なもの」を単に絶対的な
ものとみなすのではなく、しかし「政治的なもの」が悪しき相対主義に陥るのでもなく、それらを塞ぐような
仕方で新たに形成された普遍的なものへの「信仰」が回復されるのである。これは「真正な還元的解釈学」と
呼ばれ、このような二つの解釈学は「弁証法的統合」という関係にあるとされる。 

これに対してバーンスタインは、この目論見自体には共感するが、リクールが還元的解釈学の範囲を不当に制
限していること、またリクールはこのような弁証法的統合がどのようにして実際に成し遂げられるのかについ
て有効な議論をしていない、ということを問題にする。前者については、リクールは自身の目論見のためにフ
ロイトの還元的解釈学の及ぶ範囲を「偶像」にのみ限定しているが、バーンスタインはそれが「信仰」それ自
体にまで及びうるものであるとする。後者はここから導かれるものだが、還元的解釈学が「信仰」自体にも及
びうるなら、そのようなものを回復する回復的解釈学は、ここではどのように位置づけられるのか、という議
論がリクールには存在しないのである。したがって、もしこれらの二つの解釈学が「弁証法的」な関係にある
と言いたいのであれば、それは実際どのようにして可能かについての説明が不可欠であるはずだが、リクール
はこの弁証法的関係の存在を述べるだけであって説明は提供していない、というのがバーンスタインの主張で
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り、これこそが、「デカルト的不安」という語によって示されていたものであった。バーンスタインはこれらに
対して、そのような超越性は政治の実行可能性のためには不可欠であるが、しかし、超越性そのものが内在的
なプロセスによって形成される必要があるのだという、第三の立場を主張するのである。つまり、政治の前提
にある「宗教的なもの」とは、この世界の中にある我々の実存に対して外在的な「垂直的な超越」ではなく、
我々自身が形成するという意味で「水平的な超越」でなければならないのである。  

したがって、ここでのバーンスタインの立場をまとめると次のようになるだろう。「政治的なもの」が「実行
可能」であるためには、ある種の超越性の契機、つまり「宗教的なもの」が必要である。例えば、あらゆる法
律を超越した「憲法」が存在することによって、逆にあらゆる法律の根拠が与えられるのと同様である。しか
し、このような超越性は単にどこかから与えられるものではなく、憲法はそれが合理的な議論を通して「制定
されること」が必要である。つまりそのような「宗教的なもの」はそれ自体、この世界の中の実存の合理的な
議論を通じて形成されることが必要なのであり、このような合理性は絶対的な基礎に基づくものではないので
ある。クリッチリーの「政治神学」の議論は、バーンスタインにとって、このように拡張されなければならな
いものであったのである。 

 

（３）「宗教的なもの」と合理性 

 以上の議論によって、バーンスタインが「宗教的なもの」をどのように位置づけていたのか、ということが
明らかになった。しかし、宗教的・神学的な前提のない合理的な議論、つまり「世俗的」な議論という契機を
強調することは、あらゆる宗教や信仰の可能性を否定することにならないだろうか。例えばチャールズ・テイ
ラー(Charles Taylor)は、宗教的信仰が一つの選択肢に過ぎないものとなった「世俗の時代」において、世俗的な
「人間の繁栄」を目的とする型の人間主義が、科学的合理性によって宗教的な信仰を否定し排斥しようという
動きが広まっていることを指摘している(Taylor 2007)。このテイラーの議論を背景として、バーンスタインはい
かにして理性による（科学的）合理性の主張と、信仰による宗教的主張とが互いに排他的なものとならず、そ
れらの間の議論が成立しうるのか、ということを問題とする。そしてこの問題について考えるために、バーン
スタインはカントの「不可知論」を積極的に再評価しており、最終的にはそこに、議論や討議の「標準的規範
(normative standard)」を見出している。 

まず、カントの不可知論について、それがもたらすカントの宗教的立場に対する両義的な曖昧さを確認する。
バーンスタインによれば、カントは合理的理性について論じることで、「神」の存在の合理的根拠は存在しない
ということを示す。しかし、カントは同時に「理性信仰」という概念を提示し、神は理性信仰の対象であるこ
と、そして「神への信仰を拒むことは道徳原理そのものを転覆させるひっくり返すだろう、とさえ断言する」
(Bernstein 2016:205)。つまり、ここでカントは、合理的な根拠としては示すことのできない「神」を、それでも
道徳原理の成立のために「要請」しているのだ。 

このような「神」の位置づけは『ポスト・オプトゥムム』においてさらに複雑になる。バーンスタインによれ
ば、「道徳より「高位な」ものは何もない̶̶我々は道徳を正当化し道徳的に行為するために神を必要としない、
と彼は言う。そして、それでもなお、道徳性が意味をなし、道徳性と幸福にとって価値のあるものを両立させ
るために、実践理性は、神の存在の要請を必要とする、と彼は言いたいのだ」(Bernstein 2016:206)。つまり要請
される「神」は、道徳を超越しそれに根拠を与えるようなものではない。にもかかわらず、道徳が有効である
ためには「神」の存在が要請されなければならない。なぜなら、もし「神」のようなものが想定されないので
あれば、道徳の相対主義を避けることができないからである。カントのこのような主張の背後には「不可知論」
があることをバーンスタインは読み取る。つまり、我々は理性による合理的な推論によって「神」の存在を論
証することはできないが、逆に「神が存在しない」ということを合理的に述べる根拠もまた存在しないのであ
る。したがって、バーンスタインから見ればカントは「理性と宗教的な信仰との主張の折り合いをつけようと
している」(Bernstein 2016:207)のである。 

このような見地からすれば、世俗的な非信者の立場からは、合理的理性の使用によって宗教的信仰を否定する
ことはできず、逆に宗教的信仰を持つ信者の立場からは、このような合理性を受け入れることを怖れる理由は
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ある。 

それでは、バーンスタインにとってリクールは単に不徹底であるにすぎないのだろうか。そうではないだろう。
というのも、リクールの目論見とその不徹底さは、まさに「哲学」が考える必要のある課題を明らかにするも
のであるからだ。したがってバーンスタインがリクールの不徹底さを指摘するとき、それが意味するのは、二
つの危険、つまり①ある絶対的な基礎に依拠して普遍的なものを構想することと、②普遍的な道徳的規範や信
念は全く不可能なものであり、あらゆる政治的・宗教的信念や信仰は単に相対的なものにすぎないとすること、
という危険を避け、「関与する可謬主義的多元主義」という方向性によって新たに普遍的なものとなりうる規範
を形成して行くことが必要になる、ということに他ならない。Pragmatic Encounters の最後の一文は次のような
ものとなっている。「これは依然として、我々の前に立ちはだかる課題であるのだ」(Bernstein 2016:221)。 

こうして、「政治的なもの」と「宗教的なもの」に関する議論によって、バーンスタインという哲学者の「関
与する可謬主義的多元主義」という哲学的立場を示すことができる。つまり、「反基礎付け主義」としての方向
性を徹底し、何ものもそれ自体として絶対的・超越的な基礎ではないということを示すこと（還元的解釈学）。
そしてそれによって悪しき相対主義や単なる共約不可能性に陥るのではなく、公的な領域での対話によって普
遍性を構築すること（回復的解釈学）。これは同時に、「宗教的なもの」を単に外在的な超越性によってこの世
界の価値を基礎づけるものであるとしないこと、そしてそれによって「政治的なもの」が単に相対主義的であ
り、異なる立場同士の間には衝突しか起こらないということを結論するのではなく、公共的で合理的な理性の
使用による対話を通じて、新たに「政治的なもの」を有効なものとすることができるような「宗教的なもの」
を形成して行くことを、実践的には意味しているのである。したがって、バーンスタインの「関与する可謬主
義的多元主義」とは、普遍的・絶対的な基礎や正しさが不可能̶̶つまり「可謬的」̶̶であることを示すと
同時に、それでも相対主義に陥らないために、より多くの人々に共有できるような規範や基準を、公的な対話
や議論への「関与」によって形成し、さらにそれを公的な批判によって修正し続ける、というプロセスの遂行
の全体を表すものである。 

 

 

４．バーンスタインにおける「民主主義」の思想 

 以上の議論によって、バーンスタインは「政治的なもの」と「宗教的なもの」との関係について考察するこ
とで、普遍主義にも悪しき相対主義にも陥らない「関与する可謬主義的多元主義」という彼自身の哲学的立場
を、公的な実践において示そうとしているのだということが明らかになった。それでは、バーンスタインにと
って公的実践とは、具体的にはどのようなものとして考えられているのだろうか。この問いについて考察する
ために、我々はバーンスタインの「民主主義」、とりわけデューイから影響を受けた「徹底的な民主主義(radical 

democracy)」についての議論を参照する。なぜならば、そこにはこれまで述べてきたバーンスタインの哲学的立
場がどのようにして民主主義的な実践の中に反映されているのか、ということが非常によく現れているからで
ある。したがって、我々はまずバーンスタインに影響を与えたデューイの論考について確認する。続いてバー
ンスタイン自身の「民主主義」とはどのようなものとして構想されているのかについて検討したのち、最後に、
それが以上のバーンスタインの哲学的立場においてどのような役割を果たしているのかということを考察する。 

 

（１）デューイの共産主義批判 

 「民主主義」に関する議論を行うにあたって、バーンスタインはデューイの共産主義批判と、手段と目的の
相互依存の関係を参照している。これらは互にある程度の結びつきのあるテーマであり、そしてどちらもバー
ンスタインの議論にとって非常に重要な点でもある。したがって、バーンスタイン自身の議論に入る前に、ま
ずはデューイによるこれらについての議論を整理する。 

デューイの共産主義への批判が最もよく表れてる論文として 1934 年に書かれた Why I Am Not a Communist?２） 

を挙げることができるだろう。この論文においてデューイはソ連の共産主義、またその共産主義を称賛するよ
うなアメリカの「自由主義者」たちに対していくつかの点から批判を加えているが、本論文の関心から見たと
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きに重要な点は、次の三つであるだろう。 

 一つ目の点は、共産主義の公式のイデオロギーが、歴史についての哲学を、一元論的で、一つの道を示すも
のとしてしまっていることだ。そのため、デューイによれば、アメリカの共産主義の標榜者たちは、それぞれ
の国には特有の歴史的背景がありそれが思考や行動を生み出しているのだということを、ほとんど完全に無視
してしまっているのである。またここから、共産主義の体制というものは、それぞれの国に固有の文化や歴史
をまったく考慮に入れることのない、単一の形態(uniform)として構想されることになる。しかし、実際にはそれ
ぞれの国にはそれぞれの歴史的・文化的背景や伝統があるのであり、そこでの政治的な実践や政策は、それら
を考慮に入れ、またそれらからの影響をうけたものでしかありえない。したがって、本来、異なる国での共産
主義は、根本的に異なる形態のものとして考えられなければならないとデューイは述べる。この第一の点は、
ロシアで起こった革命について非難するものであるというよりも、むしろそのような革命をアメリカにも単に
適用できると考えていたアメリカの共産主義者に向けた批判であるとみなすべきだろう。というのも、デュー
イは革命当時のロシアで小作農たちが悲惨な状況に置かれており、そこから抜け出すために革命が勃発した、
ということについての歴史的必要性を認めているからである３） 。 

しかしそうだとしても、ロシアで起こった共産主義体制には、極めて深刻な問題点があるということをデュー
イは指摘している。これが、二つ目の点である。つまり、そのような一元論に基づいた単一の形態としての共
産主義は、ファシズムの体制となってしまうものであるということだ。実際デューイはこの点について、「ドイ
ツとイタリアのファシズムは、これらの国がソ連から学んだ教訓を参照することなしには理解されえない」
(Dewey 1984:93)として、ソ連の共産主義とファシズムの体制が非常に近い位置にいることを指摘している。そ
してこれは、一つ目の点で述べたように、共産主義は単一の形態としてしか構想されていないものであり、そ
の唯一の形態の実現のみを目的として、それにそぐわないものたちを排除することになるからであるといえる
だろう。こうして、デューイは「ファシズムについての変更不可能な反対者として、私は共産主義者ではあり
えない」(Dewey 1984:93)と述べることになるのである。 

 さらにこれはそれぞれの社会の持つ歴史的・文化的背景をまったく考慮に入れないものであるため、この単
一の形態としての共産主義を目指すための手段もまた、単一のものしか考えられないということになる。ここ
に、デューイの共産主義批判の三つ目の点がある。つまり、共産主義はそれを実現するために「階級闘争」と
いう唯一の手段しか認めない、ということである。これは再びファシズムに陥る原因となっているということ
がデューイによって述べられているのだが、ここでのデューイの共産主義における手段と目的についての議論
は非常に複雑であり、これを整理するために、細かく彼の記述を追うことにする。 

 デューイは一方において、今日存在する階級間の矛盾あるいは対立について、「このような対立を取り除き、
社会の真正の発展を形成するための、定冠詞付きの

、、、、、、
諸手段(the means)としての階級闘争に、私は非常に懐疑的で

ある」(Dewey 1984:93)と述べている。ここで、「諸
、

手段(means)」と複数形になっていることに注意しなければな
らない。つまり、階級闘争が唯一の手段であると言われるとき、それは具体的に一つの階級闘争しかない、と
いうことを意味しているのではない。そうではなく、具体的な諸々の手段が、階級闘争という唯一の絶対的な
名前において言われる、ということを意味しているのだ。あるいは、具体的な諸々の諸手段は、それが階級闘
争である、と言われることによって絶対化され唯一の手段であるとみなされる、と言ってもいいだろう。この
ことを見落としていると、「階級闘争が唯一の手段である」ということと、「目的つまり単一の共産主義の形態
が、それに向けられたあらゆる手段の使用を正当化する」４）ということの、この二つのデューイの批判の関係
を理解することができなくなってしまうだろう。 

 これらのことから、デューイの述べる共産主義の問題点を次のようにまとめることができるだろう。一つ目
は、共産主義は現実の社会が様々に異なることを理解していないため、単一の形態としてしか自らの実践や体
制を構想できないということであり、二つ目は、それゆえ共産主義は単一の形態を絶対化するファシズムの体
制と見分けがつかなくなることである。そして三つ目の点は、このような絶対化をさせるものとしての、唯一
の手段としての「階級闘争」の理論が共産主義の中枢にあることであり、そこでは階級闘争は様々な諸手段
(means)をまとめ上げ、絶対化する、定冠詞付きの手段(the mean)であると考えられている。したがって、ファシ
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ある。 

それでは、バーンスタインにとってリクールは単に不徹底であるにすぎないのだろうか。そうではないだろう。
というのも、リクールの目論見とその不徹底さは、まさに「哲学」が考える必要のある課題を明らかにするも
のであるからだ。したがってバーンスタインがリクールの不徹底さを指摘するとき、それが意味するのは、二
つの危険、つまり①ある絶対的な基礎に依拠して普遍的なものを構想することと、②普遍的な道徳的規範や信
念は全く不可能なものであり、あらゆる政治的・宗教的信念や信仰は単に相対的なものにすぎないとすること、
という危険を避け、「関与する可謬主義的多元主義」という方向性によって新たに普遍的なものとなりうる規範
を形成して行くことが必要になる、ということに他ならない。Pragmatic Encounters の最後の一文は次のような
ものとなっている。「これは依然として、我々の前に立ちはだかる課題であるのだ」(Bernstein 2016:221)。 

こうして、「政治的なもの」と「宗教的なもの」に関する議論によって、バーンスタインという哲学者の「関
与する可謬主義的多元主義」という哲学的立場を示すことができる。つまり、「反基礎付け主義」としての方向
性を徹底し、何ものもそれ自体として絶対的・超越的な基礎ではないということを示すこと（還元的解釈学）。
そしてそれによって悪しき相対主義や単なる共約不可能性に陥るのではなく、公的な領域での対話によって普
遍性を構築すること（回復的解釈学）。これは同時に、「宗教的なもの」を単に外在的な超越性によってこの世
界の価値を基礎づけるものであるとしないこと、そしてそれによって「政治的なもの」が単に相対主義的であ
り、異なる立場同士の間には衝突しか起こらないということを結論するのではなく、公共的で合理的な理性の
使用による対話を通じて、新たに「政治的なもの」を有効なものとすることができるような「宗教的なもの」
を形成して行くことを、実践的には意味しているのである。したがって、バーンスタインの「関与する可謬主
義的多元主義」とは、普遍的・絶対的な基礎や正しさが不可能̶̶つまり「可謬的」̶̶であることを示すと
同時に、それでも相対主義に陥らないために、より多くの人々に共有できるような規範や基準を、公的な対話
や議論への「関与」によって形成し、さらにそれを公的な批判によって修正し続ける、というプロセスの遂行
の全体を表すものである。 

 

 

４．バーンスタインにおける「民主主義」の思想 

 以上の議論によって、バーンスタインは「政治的なもの」と「宗教的なもの」との関係について考察するこ
とで、普遍主義にも悪しき相対主義にも陥らない「関与する可謬主義的多元主義」という彼自身の哲学的立場
を、公的な実践において示そうとしているのだということが明らかになった。それでは、バーンスタインにと
って公的実践とは、具体的にはどのようなものとして考えられているのだろうか。この問いについて考察する
ために、我々はバーンスタインの「民主主義」、とりわけデューイから影響を受けた「徹底的な民主主義(radical 

democracy)」についての議論を参照する。なぜならば、そこにはこれまで述べてきたバーンスタインの哲学的立
場がどのようにして民主主義的な実践の中に反映されているのか、ということが非常によく現れているからで
ある。したがって、我々はまずバーンスタインに影響を与えたデューイの論考について確認する。続いてバー
ンスタイン自身の「民主主義」とはどのようなものとして構想されているのかについて検討したのち、最後に、
それが以上のバーンスタインの哲学的立場においてどのような役割を果たしているのかということを考察する。 

 

（１）デューイの共産主義批判 

 「民主主義」に関する議論を行うにあたって、バーンスタインはデューイの共産主義批判と、手段と目的の
相互依存の関係を参照している。これらは互にある程度の結びつきのあるテーマであり、そしてどちらもバー
ンスタインの議論にとって非常に重要な点でもある。したがって、バーンスタイン自身の議論に入る前に、ま
ずはデューイによるこれらについての議論を整理する。 

デューイの共産主義への批判が最もよく表れてる論文として 1934 年に書かれた Why I Am Not a Communist?２） 

を挙げることができるだろう。この論文においてデューイはソ連の共産主義、またその共産主義を称賛するよ
うなアメリカの「自由主義者」たちに対していくつかの点から批判を加えているが、本論文の関心から見たと
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ズムを避け民主主義を構想することは、必然的にこのような手段と目的の関係についての考察を含んだものと
なるのである。そしてそれは目的の単一性を放棄すると同時に、手段の唯一性をも棄却するものでなければな
らないだろう。 

 

（２）デューイにおける手段と目的の関係 

 それでは、デューイにおける手段と目的はどのように描かれているものだろうか。バーンスタインはデュー
イの 1938 年の論文 Means and Ends 5)をもとに、これらの関係について考察している。この論文の Their 

interdependence, and Leon Trotsky’s Essay on “Their Morals and Ours”.という副題からもわかるように、共産主義者
であるレオン・トロツキーの思想への批判によって、デューイは自らの手段と目的についての議論を行ってお
り、それらの関係は相互依存性(interdependence)として記述されるものであるとしている。 

 ここで、デューイはトロツキーがスターリン主義などの絶対主義的なものを批判し、手段と目的の相互依存
性に基づいて自らの共産主義の理論を展開しようとしていることに注目している。しかし、デューイが批判す
るのは、結局トロツキーは歴史の「法則」としての階級闘争に依拠して目的を設定し 6) 、そこから演繹(deduce)

する形でそこに至る手段を構想してしまったという点である。それはデューイから見れば、諸手段を絶対化さ
せる定冠詞付きの手段としての階級闘争を生き延びさせるものであり、絶対主義的なものから距離を置くこと
に失敗しているといえるだろう。したがって、デューイが目指すのは、手段と目的を相互依存の関係に置くこ
とで、それらを根本的に複数的なものとして描き出すことであるといえるだろう。 

 デューイはここで、「目的」という語に二つの意味を与えている。つまり「最終的な正当化する目的(the final 

justifying end)」と「最終的な目的に対してそれ自体が手段となる目的(ends that are themselves means to this final 

end)」である(Dewey 1988:350)。つまり、どのような手段が許容されるのかということは、この最終的な目的に
照らして考えられなければならないのであり、逆に、この最終的な目的の達成を目指すような諸目的は、それ
自体が最終的な目的のための諸手段となるのである。言い換えれば、具体的な諸手段と諸目的はもはや二元論
的に対立したものと捉えることはできず、諸手段の使用は最終的な目的によって判断され、諸目的は手段の使
用に依拠してこそ、具体的なものとして姿を現わすことになるのである。これこそがデューイが手段と目的の
相互依存性と名付けるものである。 

 ここから、デューイは手段と目的の関係についてさらに重要な点を指摘する。つまり、このような観点から
は、ある手段の使用が現実的にどのような効果をもたらすのか、ということを考慮しなければならないのであ
る。なぜならば、手段の使用はその手段にとっての目的を現実化するものであり、そしてそのような目的は最
終的な目的に即して判断されなければならないからである。したがって、ある手段の採用の可否を判断しよう
とするならば、それはその手段が現実的にもたらすことになるだろうと予測される客観的な帰結(consequence)と
しての目的を見極めたうえで、その客観的帰結としての目的を最終的な目的に即して判断しなければならない
のだ。 

 このようにして手段と目的の関係を捉えた場合、問題となるのは、具体的な手段としての行為は、何に導か
れているのか、どのように動機づけられているのか、ということである。そして手段は目的の実現と切り離す
ことができない以上、手段を導くものもまた目的であることになる。デューイは、このような具体的な行為を
導くようなもののことを「展望的目的(end-in view)」と呼ぶ。デューイによれば、 

 

展望的目的(end-in-view)とは、あるいはそれが表しているものとは、最終的な帰結という観念(idea)であり、
最も目的を生み出すものだろうと判断された手段という土台の上でその観念が形成された場合のものである。
(Dewey 1988:351) 

 

つまり展望的目的とは、客観的な帰結として生じることについて考えることによって、帰結としての目的を生
み出す手段の連鎖の全体を見通すものである。 

 ここから、我々は展望的目的と帰結としての目的との関係も明らかにすることができる。つまり、具体的な
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行為を導く展望的目的は、予期される客観的な帰結を吟味することによって設定されるものであるが、実際に
生じた帰結が予期されたものとは異なっていた場合、展望的目的は、それ自体が再び改変され設定され直さな
ければならないことになるのである。そして、このようなプロセスによってこそ、デューイによる手段と目的
の相互依存についての議論は、ある手段や目的を絶対的で唯一のものとはしない、動的な連関として現れるこ
とになるのだ。ここにおいて、デューイの思想は手段と目的の相互依存性という主題を取り出すことによって、
手段と目的の連関を具体的な複数性へと開くものとなっているのである。マルクス主義者としてのトロツキー
は自らの歴史の法則に基づいた思想を「科学的」なものであると主張している。しかし、具体的な客観的帰結
の予期と実際に生じた帰結の吟味によって新たな手段と目的を生み出そうとするデューイの立場こそが、まさ
しく「実験科学的」なものであるといえるだろう。 

 

（３）バーンスタインによるデューイ読解 

 バーンスタインは以上のようなデューイの議論を引き継いだうえで、それを用いて「民主主義」というテー
マについて語っている。そしてこのときのバーンスタインの強調点は、デューイの実験科学的な手法が含み込
んでいる可謬主義的性格を指摘することであるとともに、そこに公共の批判や対話へと開かれていく可能性を
見出すことであるといえるだろう。例えば、バーンスタインはデューイの議論に基づいて、次のように言って
いる。 

 

自然や社会の学問分野におけるあらゆる仮説や理論は可謬的(fallible)であり、公共の批判や修正に開かれて
いるべきである。もし我々が目的を達成するために異なる手段を注意深くかつ公共的に評価することを拒絶
すれば、我々は探究の最も基本的な諸原理を冒涜していることになる。さらにもし我々がすべての科学的主
張は、さらなる証拠や議論に照らした修正や批判に開かれていることを認めないならば、科学的探究を放棄
していることになる。(Bernstein 2016:56)  

 

 つまり、ある手段の連鎖の全体を見通す展望的目的とは、それ自体が（自然科学的であれ社会科学的であれ）
一つの「理論」なのであるが、しかしそのような理論とは決して絶対的な「法則」としては存在してない。そ
のような理論は、それがとる手段の客観的な帰結の予測によって、あるいは実際に起こった客観的な帰結の吟
味によって、絶えず修正されていかなければならないものである。そして、そのような理論の修正を可能にす
るのは、客観的な帰結についての予測や吟味が公共的な批判に開かれているということであり、そうすること
で、理論は、あるいは展望的目的は、実際に修正されていくことになるのだ。したがって、トロツキーらの共
産主義者が具体的な歴史の変化を「法則」という唯一の絶対的なものによって基礎づけるのに対して、デュー
イとバーンスタインはそれを公共的な批判というものに託すことで、その可謬主義的な性格と本質的な多元性
を導入することができるようになるのである。言い換えれば、このような操作は普遍的で絶対的なものとして
考えられている「法則」に対して、普遍的な基盤をもたない「反基礎付け主義」としての「関与する可謬主義
的多元主義」という特性を、「展望的目的」に対して与えているのである。 

 

（４）「希望」と「民主主義」 

  “radical democracy”についての考察に入る前に、バーンスタインにおいて「民主主義」がどのようなものであ
り、以上のような議論に関連してバーンスタインは「民主主義」というものをどのように構想していたのか、
という点を明らかにしておく必要があるだろう。本論文の関心から言って、ここで特に重要なのは「民主主義
的希望(democratic hope)」についての議論である。したがって、ここではこの「民主主義的希望」について、手
段と目的の関係に照らして考察する。 

 バーンスタインは民主主義的な「希望(hope)」を持つことの重要性について論じている。ここには、やはり議
論の内容上、理想主義的色彩が強く表れており、バーンスタイン自身が言うように「ユートピア的」な衝動を
含み込んでいる。しかし、我々の見解によれば、たとえそれらが事実だとしても、民主主義的な希望について
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ズムを避け民主主義を構想することは、必然的にこのような手段と目的の関係についての考察を含んだものと
なるのである。そしてそれは目的の単一性を放棄すると同時に、手段の唯一性をも棄却するものでなければな
らないだろう。 

 

（２）デューイにおける手段と目的の関係 

 それでは、デューイにおける手段と目的はどのように描かれているものだろうか。バーンスタインはデュー
イの 1938 年の論文 Means and Ends 5)をもとに、これらの関係について考察している。この論文の Their 

interdependence, and Leon Trotsky’s Essay on “Their Morals and Ours”.という副題からもわかるように、共産主義者
であるレオン・トロツキーの思想への批判によって、デューイは自らの手段と目的についての議論を行ってお
り、それらの関係は相互依存性(interdependence)として記述されるものであるとしている。 

 ここで、デューイはトロツキーがスターリン主義などの絶対主義的なものを批判し、手段と目的の相互依存
性に基づいて自らの共産主義の理論を展開しようとしていることに注目している。しかし、デューイが批判す
るのは、結局トロツキーは歴史の「法則」としての階級闘争に依拠して目的を設定し 6) 、そこから演繹(deduce)

する形でそこに至る手段を構想してしまったという点である。それはデューイから見れば、諸手段を絶対化さ
せる定冠詞付きの手段としての階級闘争を生き延びさせるものであり、絶対主義的なものから距離を置くこと
に失敗しているといえるだろう。したがって、デューイが目指すのは、手段と目的を相互依存の関係に置くこ
とで、それらを根本的に複数的なものとして描き出すことであるといえるだろう。 

 デューイはここで、「目的」という語に二つの意味を与えている。つまり「最終的な正当化する目的(the final 

justifying end)」と「最終的な目的に対してそれ自体が手段となる目的(ends that are themselves means to this final 

end)」である(Dewey 1988:350)。つまり、どのような手段が許容されるのかということは、この最終的な目的に
照らして考えられなければならないのであり、逆に、この最終的な目的の達成を目指すような諸目的は、それ
自体が最終的な目的のための諸手段となるのである。言い換えれば、具体的な諸手段と諸目的はもはや二元論
的に対立したものと捉えることはできず、諸手段の使用は最終的な目的によって判断され、諸目的は手段の使
用に依拠してこそ、具体的なものとして姿を現わすことになるのである。これこそがデューイが手段と目的の
相互依存性と名付けるものである。 

 ここから、デューイは手段と目的の関係についてさらに重要な点を指摘する。つまり、このような観点から
は、ある手段の使用が現実的にどのような効果をもたらすのか、ということを考慮しなければならないのであ
る。なぜならば、手段の使用はその手段にとっての目的を現実化するものであり、そしてそのような目的は最
終的な目的に即して判断されなければならないからである。したがって、ある手段の採用の可否を判断しよう
とするならば、それはその手段が現実的にもたらすことになるだろうと予測される客観的な帰結(consequence)と
しての目的を見極めたうえで、その客観的帰結としての目的を最終的な目的に即して判断しなければならない
のだ。 

 このようにして手段と目的の関係を捉えた場合、問題となるのは、具体的な手段としての行為は、何に導か
れているのか、どのように動機づけられているのか、ということである。そして手段は目的の実現と切り離す
ことができない以上、手段を導くものもまた目的であることになる。デューイは、このような具体的な行為を
導くようなもののことを「展望的目的(end-in view)」と呼ぶ。デューイによれば、 

 

展望的目的(end-in-view)とは、あるいはそれが表しているものとは、最終的な帰結という観念(idea)であり、
最も目的を生み出すものだろうと判断された手段という土台の上でその観念が形成された場合のものである。
(Dewey 1988:351) 

 

つまり展望的目的とは、客観的な帰結として生じることについて考えることによって、帰結としての目的を生
み出す手段の連鎖の全体を見通すものである。 

 ここから、我々は展望的目的と帰結としての目的との関係も明らかにすることができる。つまり、具体的な
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論じることは、実践的な重要性もまた持っているものである。確かに、バーンスタインは、ユートピア的なも
のがもつ危険性に対して注意を払っている。ユートピア的なものは、特に 20 世紀から 21 世紀にかけて、全体主
義的なものとして歴史の中に現れているのである。しかし、バーンスタインはこうも述べる。「もし我々が近代
史における社会的進歩のかの華々しい瞬間に焦点を当てるならば、そのような瞬間はユートピア的衝動(utopian 

impulses)によって触発され、動機づけられてきたということがわかる」(Bernstein 2016:102)。つまり、このよう
なユートピア的なものは社会を変革するための現実的な動機となってもいるのである。 

 したがって、ユートピア的理想には二つの側面があるといえる。バーンスタインはこれを次のように言う。 

 

一方において希望と実践の実際の帰結の間の相違は、あまりに容易く幻滅と失望の感覚へと至りうる。だが
ユートピア的衝動なしには、具体的な不正の改良は決して達成されないかもしれない。我々はユートピア主
義と健全な懐疑主義の双方が必要なのである。(Bernstein 2016:103) 

 

バーンスタインのこの言明は、我々の議論にとって非常に重要である。これはつまり、ユートピア的な理想を
絶対化してしまうことでもなければ、そのような理想的なものに対してシニカルな態度を取り、社会を改良す
ることを完全に諦めてしまうことでもなく、理想を抱きつつもそれに対しての批判も同時に行うことが必要で
あると述べている。 

さらに、これを手段と目的についての議論と関連させて考えるなら、どのようなことが言えるだろうか。ユー
トピア的なものとは、具体的な行動を導くものでもあるのだった。このような行動は、言い換えればその理想
を達成するための「手段」である。したがって、手段と目的の相互依存性についての議論から、我々はこの手
段が引き起こす客観的帰結について予測し、吟味しなければならない。そしてこれは、バーンスタインによれ
ば、公共的な批判へと開かれることを意味するのであった。したがって、ある理想あるいは希望と、それが引
き起こした帰結としての現実との間に相違があるとき、それは直ちに希望を持つことそのものが誤りであるこ
とを意味してはいない。そうではなく、そこに相違を認めることができるからこそ、その希望は公共的な批判
によって修正され、また別の新たな行動を創造することになるのである。そうしてみると、この希望の働きと
は展望的目的の働きそのものであるということができる。 

 バーンスタインはこのユートピア的理想を「民主主義的希望」として語っている。ここでバーンスタインは
アーレントの議論を踏まえつつ、民主主義を特徴づけるものは次のような「公的自由(public freedom)」であると
述べている。 

 

公的自由は、ある人の自由についての内的感覚や哲学者が言うところの自由意志と混同されるべきではない。
それは、人間がともに討論し議論し意見形成をするような公共空間で出現する有形で現世的な自由である。
(Bernstein 2016:104) 

 

 これまでの議論を踏まえると、このような公的自由が保障されている場合に、我々はある展望的目的として
の希望が実際に導く手段の帰結としての目的について公共的な批判を行い、展望的目的そのものを修正するこ
とができるようになるのであるといえる。そしてこうした意味において、バーンスタインは「公共圏の規範的
中核(normative core of public sphere)」という考えの持つ重要性を主張している。 

 バーンスタインは公共圏(public sphere)について、アーレントとハーバーマス、さらにはデューイの思想を踏
まえながら議論している。そこで問題になることの一つとして、バーンスタインの「合理性」についての考え
方が挙げられるだろう。バーンスタインは、ハーバーマスが公共圏の特色を「合理性」に求めているのに対し
て、アーレントはむしろ「合理性」あるいは「真実」のようなものに対して批判的であると説明したうえで、
次のように述べる。 

 

私が提案するものは、ハーバーマスとアーレントの間のこれらの基本的相違は、相互補完的なものとして
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（相互否定的なものとしてではなく）読むべきだということである。ハーバーマスは、公共圏の特色である
、、、、、、、、、

「合理性
、、、

」を他の形態の合理性から注意深く区別するべきである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、と常に認識しているわけではない。そし
て、アーレントは、ときに知識と意見の違いを強調するがあまり、競い合う公共的意見の評価規準が何であ

、、、、、、、、、、、、、、、、、、

るか
、、

（あるべきか
、、、、、

）を解明し損なう。(Bernstein 2016:121, 強調は引用者) 
 

 この引用部分において重要なことは、バーンスタインにとって「公共圏における合理性」というものが、「そ
の他の形態の合理性」から区別される形で存在するということである。そしてその「公共圏における合理性」
が、異なる意見の評価の基準となるのだとバーンスタインは考えている。つまり、ハーバーマスは合理性を強
調するがゆえに、それが唯一の真理としての合理性になってしまう、という危険に対して十分に注意を払って
はいないのである。これは、ともすればまさにトロツキーなどが陥った種類の絶対主義を導きうるものである。
それに対して、アーレントはそのような絶対主義を避けようとしているが、それによって逆に様々な意見を単
に相対的なものとしてしかみなすことができないという危険性を看過しているのではないだろうか。これは、
ある意見を個人的な信念としてしか扱えなくなる可能性を含んでいる。したがって、ここにおいてもまたバー
ンスタインが常に問題としてきた二分法の告発があるとみるべきだろう。つまり、「デカルト的不安」がもたら
す、合理性の普遍的な基盤が存在するか、あるいはそのようなものは全く存在しないかのどちらかである、と
いう二分法であり、普遍主義と相対主義という二分法である。 

 それでは、これらの危険を避けることができるような「公共圏における合理性」とはどのようなもので、異
なる意見を評価するための基準とはどのように考えられるものだろうか。それこそがまさに、「その意見は客観
的な帰結として何を引き起こすのか」というものではなかったか。つまり、諸々の意見は、それが具体的に生
じさせる客観的帰結を吟味することで批判され、評価されるのである。このような点にこそ、バーンスタイン
は「公共圏における合理性」を求めているのであり、それは公的自由によって達成されるものなのである。 

 そして「民主主義的希望」もまたこうして批判され、修正されていくものなのであった。この意味で、我々
は次のように言うことができるだろう。つまり「民主主義的希望」とは、「民主主義という

、、、
希望」であると同時

に、「民主主義的に形成された
、、、、、、

希望」でもあるということだ。このような意味でとらえられるときにこそ、「民
主主義的希望」は単なる理想主義的・ユートピア的な願望あるいは空想であることをやめ、現実を変革する衝
動になるのであり、この希望はまた普遍主義にも相対主義にも陥ることのないものなのである。 

 

（５）Radical democracyとは何か 

これらの議論を踏まえて“radical democracy”とはどのようなものであるということができるだろうか。それは
何よりもまず手段と目的の相互依存の関係によって打ち立てられるものであった。そしてそのような手段と目
的の連鎖は、公共的な批判へと開かれることによってその展望的目的を、言い換えれば民主主義的希望を修正
していくものであると同時に、新たな希望によって具体的な実践として社会を変革し改良する新たな手段を導
くものでもある。これらは多元的な公的意見の吟味とそれらによる修正によって、絶えず更新され続ける相互
作用的なプロセスであり、そのプロセスの全体が、絶対主義的なものによって固定されることのない動的なも
のである。このような特徴を踏まえて考えると、我々には“radical democracy”をもっともよく表す訳語として、
「徹底的な民主主義」というものが妥当するのではないかと思われる。なぜならば“radical democracy”が表して
いるのは、そのプロセスのあらゆる部分、つまり展望的目的の設定から、手段の選択、帰結としての目的の批
判といったものまで、そのすべてが動的であり、民主主義的であるという事態なのであり、その意味で、その

、、

プロセス
、、、、

の
、

全体
、、

を徹底的に民主主義的に遂行すること
、、、、、、、、、、、、、、、、、

だからである。 

このような「徹底的な民主主義」の構想は、Pragmatic Encounters におけるバーンスタインの哲学的立場にお
いて、どのように位置づけられるだろうか。ここまでで論じてきたことを踏まえると、まず、「展望的目的」と
は、具体的な政治的実践を「実行可能」にするものであり、そしてある政治的実践をその目的に即して「正当
化」する、「希望」なのであった。言い換えればそれは「政治的なもの」を実行可能にする「宗教的なもの」で
ある。しかし、このような希望は、単に信仰や信念の対象として存在するもの、つまり超越的・神学的で普遍

臨床教育人間学 第 16号 2022年 
 

 26 

論じることは、実践的な重要性もまた持っているものである。確かに、バーンスタインは、ユートピア的なも
のがもつ危険性に対して注意を払っている。ユートピア的なものは、特に 20 世紀から 21 世紀にかけて、全体主
義的なものとして歴史の中に現れているのである。しかし、バーンスタインはこうも述べる。「もし我々が近代
史における社会的進歩のかの華々しい瞬間に焦点を当てるならば、そのような瞬間はユートピア的衝動(utopian 

impulses)によって触発され、動機づけられてきたということがわかる」(Bernstein 2016:102)。つまり、このよう
なユートピア的なものは社会を変革するための現実的な動機となってもいるのである。 

 したがって、ユートピア的理想には二つの側面があるといえる。バーンスタインはこれを次のように言う。 

 

一方において希望と実践の実際の帰結の間の相違は、あまりに容易く幻滅と失望の感覚へと至りうる。だが
ユートピア的衝動なしには、具体的な不正の改良は決して達成されないかもしれない。我々はユートピア主
義と健全な懐疑主義の双方が必要なのである。(Bernstein 2016:103) 

 

バーンスタインのこの言明は、我々の議論にとって非常に重要である。これはつまり、ユートピア的な理想を
絶対化してしまうことでもなければ、そのような理想的なものに対してシニカルな態度を取り、社会を改良す
ることを完全に諦めてしまうことでもなく、理想を抱きつつもそれに対しての批判も同時に行うことが必要で
あると述べている。 

さらに、これを手段と目的についての議論と関連させて考えるなら、どのようなことが言えるだろうか。ユー
トピア的なものとは、具体的な行動を導くものでもあるのだった。このような行動は、言い換えればその理想
を達成するための「手段」である。したがって、手段と目的の相互依存性についての議論から、我々はこの手
段が引き起こす客観的帰結について予測し、吟味しなければならない。そしてこれは、バーンスタインによれ
ば、公共的な批判へと開かれることを意味するのであった。したがって、ある理想あるいは希望と、それが引
き起こした帰結としての現実との間に相違があるとき、それは直ちに希望を持つことそのものが誤りであるこ
とを意味してはいない。そうではなく、そこに相違を認めることができるからこそ、その希望は公共的な批判
によって修正され、また別の新たな行動を創造することになるのである。そうしてみると、この希望の働きと
は展望的目的の働きそのものであるということができる。 

 バーンスタインはこのユートピア的理想を「民主主義的希望」として語っている。ここでバーンスタインは
アーレントの議論を踏まえつつ、民主主義を特徴づけるものは次のような「公的自由(public freedom)」であると
述べている。 

 

公的自由は、ある人の自由についての内的感覚や哲学者が言うところの自由意志と混同されるべきではない。
それは、人間がともに討論し議論し意見形成をするような公共空間で出現する有形で現世的な自由である。
(Bernstein 2016:104) 

 

 これまでの議論を踏まえると、このような公的自由が保障されている場合に、我々はある展望的目的として
の希望が実際に導く手段の帰結としての目的について公共的な批判を行い、展望的目的そのものを修正するこ
とができるようになるのであるといえる。そしてこうした意味において、バーンスタインは「公共圏の規範的
中核(normative core of public sphere)」という考えの持つ重要性を主張している。 

 バーンスタインは公共圏(public sphere)について、アーレントとハーバーマス、さらにはデューイの思想を踏
まえながら議論している。そこで問題になることの一つとして、バーンスタインの「合理性」についての考え
方が挙げられるだろう。バーンスタインは、ハーバーマスが公共圏の特色を「合理性」に求めているのに対し
て、アーレントはむしろ「合理性」あるいは「真実」のようなものに対して批判的であると説明したうえで、
次のように述べる。 

 

私が提案するものは、ハーバーマスとアーレントの間のこれらの基本的相違は、相互補完的なものとして
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的なものなのではなく、また個人的な信念に過ぎないもの、つまり相対的なものでもない。そうではなく、「フ
ィクション」としての「宗教的なもの」、つまり人間同士の公的な対話と議論によって形成され、批判され、修
正されるというプロセスの中に置かれるものである。したがって、「宗教的なもの」「展望的目的」「民主主義的
希望」という３つのものは、以上の議論から、バーンスタインの哲学的立場において、「宗教的なもの＝展望的
目的＝民主主義的希望」という一つの等式によって表現することができる。 

そしてこのときこのプロセスは、「宗教的なもの＝展望的目的＝希望」が、それ自体で絶対的・普遍的なもの
となってしまうことを防ぐ「還元的解釈学」の方向と、だからと言ってあらゆるものが単に相対的であるにす
ぎないと考えるのではなく、新たな「宗教的なもの＝展望的目的＝希望」を形成する「回復的解釈学」の方向
との、「弁証法的統合」として表現されるのである。そしてバーンスタインにとって、それこそが「実践的課題」
なのであった。つまり、「還元的解釈学」と「回復的解釈学」の「弁証法的統合」という「関与する可謬主義的

、、、、、、、、、

多元主義
、、、、

」のプロセスは
、、、、、、

、それがより具体的な政治的実践として語られるとき
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、「徹底的な民主主義
、、、、、、、、

」という形
、、、、

をとることになるものである
、、、、、、、、、、、、、

と言うことができる。そしてそのような真正な民主主義のプロセスこそが、まさ
に実現され続けなければならないものなのである。 

したがって「徹底的な民主主義」とは、それは「デカルト的不安」が作り出す普遍主義と相対主義という二分
法が支配する現在の「危機の時代」において、そのような二分法に陥らないための民主主義の理論であると同
時に、真正な民主主義的実践の方向性を提示し、そのような民主主義的実践を招聘するものであるということ
ができる。そしてこのことは次のように言い換えられるべきであろう。「徹底的な民主主義」という考えそれ自
体が、政治的実践の方向性を指し示し、またそのような政治的実践を実行可能にするもの、つまり「希望」な
のである、と。 

 

 

５．結論 

 バーンスタインの Pragmatic Encounters において、「徹底的な民主主義」という思想はそれ自体が民主主義の
「希望」として捉えられなければならないものであった。しかし、バーンスタイン自身の立場から明らかなよ
うに、この「希望」はそれ自体で普遍的・絶対的なものでは全くなく、また単に「バーンスタインにとっての
希望」という意味で相対的なものでもない。つまり、「徹底的な民主主義」という希望がデカルト的不安に 

陥ることなく正しく機能するためには、バーンスタインの立場から考えれば、それが合理性を伴う公的な議論
と対話によって、理論的にも実践的にも吟味され、批判され、修正され、また新たな形をとって形成されると
いうプロセスの中に置かれることが必要なのである。したがって、この危機の時代においてバーンスタインの
「徹底的な民主主義」の構想が真に「希望」としての機能を果たすためには、バーンスタインの哲学それ自体
がこのプロセスの徹底的な遂行によって吟味され、評価され、再形成されなくてはならない。そのような意味
で、バーンスタインの議論はまさに「危機の時代」にあって真正な民主主義を実現するための「実践的課題」
を提出するものなのである。そして、バーンスタインの哲学的立場を取りだすことで、彼の「徹底的な民主主
義」という概念について、その理論的・実践的意義を明らかにすることに努めた本論文もまた、そのようなプ
ロセスの一部分を担うものであるだろう 7)。 
 
 
註 
1) この「内在の哲学」こそが、バーンスタインが政治神学批判によって定位しようとする哲学的立場であり、バーンス
タインによれば、それはスピノザに由来する伝統である。上野(1999)によれば、スピノザの政治哲学は、社会的秩序
の成立を神的あるいは自然的秩序によって説明する（例えば「王権神授説」などがこれに当たる）のではなく、人間
同士の「相互性」によって説明する「社会契約説」というモメントが存在する。それによって、スピノザにおいて政
治的権威がいかにして構成され、正当化されるのかという問いは、「「最高権力

、、、、
」はいかなる相互性によって構成され
、、、、、、、、、、、、、、、、

うるのか
、、、、

」（上野 1999:18）という形で問われることになる。つまり、ここにおいて問題となっているのは、神的・超
越的な前提ではなく、人間同士のレベルでの相互性の形態であり、そのようなところからいかにして人間たちを従わ
せる（つまり人間同士のレベルを超越したものである）権力が発生するのか、ということである。こうした理由から、
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バーンスタインは「政治神学」に対立する自身の立場として「内在の哲学」という語を用いているものだと考えられ
る。 

2)  Dewey, J. (1984) pp.91-95. 
3)「歴史的に言えば、戦争で疲弊した兵士たちに平和をもたらすために、また飢えた小作農たちに土地をもたらすため

に、最初は階級闘争として、最終的にはいわゆるプロレタリアートの独裁である市民の闘争へと到ることは、ロシア
においては必要なことであったかもしれない。」(Dewey 1984:93) 

4) 共産主義の代弁者や自由主義者たちは、「それらが成功を約束するものでありさえすれば、あらゆる
、、、、

(any)手段の使用
は正当化される」と考えている(Dewey 1984:94)。 

5) Dewey, J. (1988) pp.349-354. 
6) 正確に言えば、トロツキーは歴史の法則としての階級闘争に基づいて直接的に「目的」を設定しているのではなく、

「目的を正当化するもの」を設定している。これは、人間の自然に対する力を増大させ、人間の人間に対する力を廃
止する、ということを目指すものである限り、その目的は正当化される、というものである。しかし、デューイはこ
れに対して、まさにその目的を正当化する当のものこそが、絶対的目的(the end)であると指摘している(Dewey 
1988:350)。 

7) 本稿は、2021 年度に開講された｢教育人間学講読演習 I・II｣の授業で講読した、バーンスタインの著書 Pragmatic 
Encounters(2016)の原典および、出版予定の邦訳『プラグマティズム的邂逅』（齋藤直子監訳、法政大学出版局）（出版
予定）の原稿に依拠している。本稿の構想は、同授業で提出したレポートを元に発展させたものである。本文中の同
著の訳文については、邦訳を参照しつつ、筆者が適宜改訂を加えた。それいがいの外国語文献からの引用は、原則と
して執筆者の訳による。 
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的なものなのではなく、また個人的な信念に過ぎないもの、つまり相対的なものでもない。そうではなく、「フ
ィクション」としての「宗教的なもの」、つまり人間同士の公的な対話と議論によって形成され、批判され、修
正されるというプロセスの中に置かれるものである。したがって、「宗教的なもの」「展望的目的」「民主主義的
希望」という３つのものは、以上の議論から、バーンスタインの哲学的立場において、「宗教的なもの＝展望的
目的＝民主主義的希望」という一つの等式によって表現することができる。 

そしてこのときこのプロセスは、「宗教的なもの＝展望的目的＝希望」が、それ自体で絶対的・普遍的なもの
となってしまうことを防ぐ「還元的解釈学」の方向と、だからと言ってあらゆるものが単に相対的であるにす
ぎないと考えるのではなく、新たな「宗教的なもの＝展望的目的＝希望」を形成する「回復的解釈学」の方向
との、「弁証法的統合」として表現されるのである。そしてバーンスタインにとって、それこそが「実践的課題」
なのであった。つまり、「還元的解釈学」と「回復的解釈学」の「弁証法的統合」という「関与する可謬主義的

、、、、、、、、、

多元主義
、、、、

」のプロセスは
、、、、、、

、それがより具体的な政治的実践として語られるとき
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、「徹底的な民主主義
、、、、、、、、

」という形
、、、、

をとることになるものである
、、、、、、、、、、、、、

と言うことができる。そしてそのような真正な民主主義のプロセスこそが、まさ
に実現され続けなければならないものなのである。 

したがって「徹底的な民主主義」とは、それは「デカルト的不安」が作り出す普遍主義と相対主義という二分
法が支配する現在の「危機の時代」において、そのような二分法に陥らないための民主主義の理論であると同
時に、真正な民主主義的実践の方向性を提示し、そのような民主主義的実践を招聘するものであるということ
ができる。そしてこのことは次のように言い換えられるべきであろう。「徹底的な民主主義」という考えそれ自
体が、政治的実践の方向性を指し示し、またそのような政治的実践を実行可能にするもの、つまり「希望」な
のである、と。 

 

 

５．結論 

 バーンスタインの Pragmatic Encounters において、「徹底的な民主主義」という思想はそれ自体が民主主義の
「希望」として捉えられなければならないものであった。しかし、バーンスタイン自身の立場から明らかなよ
うに、この「希望」はそれ自体で普遍的・絶対的なものでは全くなく、また単に「バーンスタインにとっての
希望」という意味で相対的なものでもない。つまり、「徹底的な民主主義」という希望がデカルト的不安に 

陥ることなく正しく機能するためには、バーンスタインの立場から考えれば、それが合理性を伴う公的な議論
と対話によって、理論的にも実践的にも吟味され、批判され、修正され、また新たな形をとって形成されると
いうプロセスの中に置かれることが必要なのである。したがって、この危機の時代においてバーンスタインの
「徹底的な民主主義」の構想が真に「希望」としての機能を果たすためには、バーンスタインの哲学それ自体
がこのプロセスの徹底的な遂行によって吟味され、評価され、再形成されなくてはならない。そのような意味
で、バーンスタインの議論はまさに「危機の時代」にあって真正な民主主義を実現するための「実践的課題」
を提出するものなのである。そして、バーンスタインの哲学的立場を取りだすことで、彼の「徹底的な民主主
義」という概念について、その理論的・実践的意義を明らかにすることに努めた本論文もまた、そのようなプ
ロセスの一部分を担うものであるだろう 7)。 
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同士の「相互性」によって説明する「社会契約説」というモメントが存在する。それによって、スピノザにおいて政
治的権威がいかにして構成され、正当化されるのかという問いは、「「最高権力

、、、、
」はいかなる相互性によって構成され
、、、、、、、、、、、、、、、、

うるのか
、、、、

」（上野 1999:18）という形で問われることになる。つまり、ここにおいて問題となっているのは、神的・超
越的な前提ではなく、人間同士のレベルでの相互性の形態であり、そのようなところからいかにして人間たちを従わ
せる（つまり人間同士のレベルを超越したものである）権力が発生するのか、ということである。こうした理由から、

29©2022 The Author




