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第Ⅲ部 国民統合の制度と文化 
 
第10章 自由と巨大国家の間で 政治思想の伝統 
 
自由：アメリカ政治思想の起源 
 17 世紀初頭に始まる北米イギリス植民地は、その発展の過程において先住民の部族共同体的秩序とは

全く異なるヨーロッパ型の政治秩序を築きあげた。今日のアメリカ政治思想は、ヨーロッパ起源の政治

思想を新大陸の環境に適用し、新しい政治秩序を構築するかという現実の模索の中から生まれたもので

ある。初期の秩序形成過程を理解するためのキーワードとして自由と自治が挙げられる。植民地人は、

イギリス人であることから恵まれた伝統的「自由」と、北米植民地がイギリスから離れているという地

理的位置から恵まれた事実上の「自由」とを同時に享受しており、二重の意味で「自由」な政治社会で

あったといえる。 
 
 
自治 

北米植民地における政治秩序には当初より自律的・自治的性格が色濃かった。特に自治的傾向を強く

示したのはニューイングランドの諸植民地であり、その典型例がタウン･ミーティングであった。住民

全員が参加し、公共的事項を討議し、公務に携わるものを選挙で決定するという植民地社会最末端に見

られた統治方式である。当時においてそれはまだデモクラシーとは呼ばれておらず、理念や思想として

一般化していたわけでもないが、その後アメリカ合衆国へと展開されていくデモクラシーの原像である

といえる。 
 
 
奴隷制 
 英国による初期のアメリカ植民においてヴァージニアにおける植民地経営は重商主義的な経済利益

の追求を主目的とする点で特異であった。肥沃な土壌に恵まれ、大規模なプランテーションを展開した

この地域にはイギリス貴族制の断片が移入され、さらに苛酷なプランテーション農作業を担う労働力不

足を補うために黒人奴隷が強制輸入された。その結果、アメリカ独立革命までにはヴァージニアをはじ

めとする南部諸植民地には大プランターと中小プランターからなる支配階級、貧しい白人農民、大量の

黒人奴隷からなる階層社会が形成された。 
 
 
抵抗から独立へ：政治思想の転換 
 植民地時代、本国の植民地統治政策に対する植民地側の抵抗は、伝統的な「イギリス人の自由」を根

拠として展開された。課税反対運動の目的をさらに飛躍させ、イギリスからの独立を目指すために、新

しい政治思想が必要であった。トマス・ペインは『コモン・センス』でイギリスが自由の国であること

を否定し、さらに植民地との距離という地政的要因をあげて「独立」を「常識」と訴えた。トマス･ジ

ェファソンの「独立宣言」は、万人が造物主によって平等につくられていること、「生命、自由、幸福



の追求」といった自然権を平等に与えられていることを謳いあげている。本国に対する植民地人の自由

と権利の根拠を、イギリス人の自由にではなく、普遍的な「自然権」の原則に求めているのである。 
 
 
邦憲法の思想的背景 
 アメリカの「立憲」過程は、「独立」後、13 邦それぞれが独自の成文憲法を制定したことに始まる。

それら諸邦憲法は、基本原理の一部を 17 世紀イギリス市民革命から生まれた伝統的な政治思想によっ

ているが、人民主権を身分的特権にではなく、自然権に基づく自由かつ平等な個人の人権に基礎付けら

れていた。それらはまさしく、ヨーロッパの立憲主義的伝統とアメリカの新しい社会状況との交錯から

生まれた、最初の「民主主義的憲法」であった。 
 
 
『ザ・フェデラリスト』：アメリカ政治思想の誕生 
 独立後 10 年間、アメリカには中央政府は存在しておらず、「規約」の修正による中央政府の強化は独

立アメリカ諸邦にとって最も緊急な共通課題となる。この国家的危機の中から、斬新かつ創造的な政治

思想に基づくアメリカ合衆国憲法が生まれる。1787 年「連合規約」の改正を名目としてフィラデルフ

ィア会議が行われる。その後、憲法支持派
フ ェ デ ラ リ ス ツ

と憲法反対派
アンテイ・フェデラリスツ

の政治的論争によって大きな発展を展開する。

今日に至るまでのアメリカ政治思想の展開はこの１年間に生み出された憲法思想と、それに基づいて成

立した憲法体制への補遺、補注にすぎない。 
 
 
Column⑨ トクヴィルの見たアメリカ思想 
 19 世紀前半の合衆国を訪れ、その政治社会を観察したフランス人アレクシス・ド・トクヴィルが行き

着いた一つの結論に「アメリカ人は彼らに固有の哲学を持っていない」がある。これは当時のヨーロッ

パ知識人から見たアメリカ人の思考法の特質を指摘するにとどまらず、現在までのアメリカ政治思想に

一貫して認められる根本的特色を言い当てている。アメリカの政治思想は各時代の個々のアメリカ人が

自らの生活の改善やよりよい政治秩序の形成を目指して、現前の自然的条件や社会的状況と格闘する中

から生み出されてきた。ヨーロッパ政治思想と比べた場合の非哲学性、非思弁性、非体系性や実際性、

具体性、現実性といった特徴はアメリカの国民的経験から派生してきているのである。 
 
 
三権分立と連邦制 
 独立革命後、問題はいかに民衆の自由に一定の歯止めをかけ、動揺する政治秩序を立て直し安定させ

るかということだった。そのための強力な中央政府の設立という目的を人民の自由の確保という目的と

両立させるかが新たな憲法への課題であった。この課題に連邦憲法は２つの権力分立システムの導入で

応えた。第一に政府権限は、連邦政府と州政府との間で分割され、第二に連邦の中央政府機能も立法、

行政、司法の三権に分かたれ、その間で抑制均衡を図る三権分立のシステムをとっている。この三権分

立論は主権が民衆にある「人民主権」論を採るがゆえに可能になったシステムであった。 
 
 



合衆国憲法の意義と限界 
 この憲法案構想は 19 世紀の西部発展に伴う合衆国版図の拡大を、ヨーロッパ型の「植民帝国」に帰

結させることなく、民主的共和政の発展に思想的礎を与える結果となったのである。しかし、その反面

でこの憲法は独立以後の合衆国に渦巻く、多様な地域や産業の利益間の妥協の産物でもあった。特にア

メリカ独立の理念たる近代的平等思想と根本的に矛盾する奴隷制に関する不自然な妥協は南部奴隷州

とそれ以外の諸州との対立の解消を先送りし、19 世紀政治史に大きな不安定要因を残すことになった。 
 
 
民主化とセクショナリズムの政治思想 
 19 世紀アメリカ政治におけるデモクラシーの急激な発展が起こる。この変容を促した最も重要な要因

は西部における自由土地の存在であった。アメリカ西部農民社会において土地所有は広範な社会層に行

き渡り、民主制の根拠となった。このデモクラシーの西への展開は中央集権と地方分権という問題に再

度着目させ、アメリカの産業的基盤の広がりと多様化をもたらした。国内の各地域（セクション）の産

業利益の調整や全国的に調和のとれた相互依存システムの構築が連邦政治にとっての実践的かつ思想

的課題となった。 
 
 
奴隷制をめぐる政治思想 
奴隷制は独立宣言によって自然権思想の普遍的平等観に立脚する民主主義を指向したはずの 19 世紀

アメリカにとって最大の内部矛盾であった。この問題を確立された連邦憲法体制の枠内でいかに解決す

るかがアメリカ民主主義思想の展開に際しての最大の難関となった。連邦上院の指導者となり、のちに

副大統領にまでなったジョン・カルフーンは独創的な政治思想家であり、興味深い政治論、憲法論を展

開した。彼は奴隷制のように南北のセクション間で真っ向から意見が分かれる問題は連邦の管轄から外

すべきであり、連邦は地域ごとに多数決をとり両地域の多数派間で意見の一致をみた問題についてだけ

立法権限を持つべきであるとする主張した。しかし彼の独創的な憲法論は奴隷制を不可欠の伝統的制度

とする南部が、妥協の余地のない州権論、連邦解体論へと踏み込んでいきつつあることを示していた。 
 
 
南北戦争と民主主義思想の再生 
 19 世紀前半のアメリカでは全国的に民主化が進展し、全体として民主主義以外の政治体制を採りえな

いことが明らかであった。各セクションの利益の正当化のための多様な憲法理解、政治体制理解の対

立・競合という実態のうちにこそ、南北戦争の根本的原因が潜んでいたのであり、リンカーンが「連邦

の統一」の再確立を目的とした理由がある。４年間に及ぶ戦争の結果、奴隷制の廃止と連邦の再統一が

ともに実現されたとき、合衆国は独立宣言の精神を全面的に体現した自由で民主的な国民社会の建設に

改めて着手していくことになる。 
 
 
社会進化論：産業社会の政治思想（１） 
 南北戦争はアメリカを憲法が当初前提とした分散的な農本主義的社会から都市的な産業資本主義社

会へと飛躍させる転換点ともなった。政治思想史的に見てみると、この転換期には２つの対照的な潮流



が生まれている。一つは産業主義の勃興や工業化の進展を一種の自然的で不可避なものとみなし、社会

問題を進歩に伴う当然のコストと見る思想である。その代表が社会進化論であり、それはダーウィンに

よって唱えられた進化論を競争的産業社会の実態に適用し、自由競争による淘汰や適者生存こそが長期

的な社会発展を促すとする主張であった。この社会進化論の登場はそれまでの伝統的な独立自営農民の

個人主義が、個人間の自由競争という原理に立つ産業社会の個人主義へと変容したことを示している。 
 
 
革新主義：産業社会の政治思想（２） 
 もう一つの思想的潮流は、社会的な対立や問題の解決は個人の私的責任や能力に委ねるのではなく、

公的な問題として処理されるべきであると主張するものであった。アメリカの場合、資本主義経済体制

そのものを否定するような社会主義が大きな思想潮流となることはなく、資本主義的工業化それ自体は

容認しながら、その過程で生まれる社会的歪みを様々なレベルの公権力の介入によって是正していくこ

とを主張する革新主義思想が登場した。革新主義とは、急激な社会経済的変化に対応しようとする現実

政治上の施策であり、そうした諸施策を正当化するためにアメリカの憲法体制を再解釈する政治思想の

動向でもあった。 
 
 
福祉国家リベラリズムの成立 
 革新主義政治思想がより大規模に徹底的にアメリカ国家全体の命運と関わって連邦政府の施策の中

に浮上してくるきっかけとなったのは大恐慌の危機と対応策としてのニューディールにあった。ニュー

ディール以前のアメリカにおいて、リベラリズムとは第一義的に個人の自由を公約・私的権力の圧迫か

ら守ることを意味していた。また 19 世紀をとおして自由とは、個人の移動、契約、財産に対する不当

な抑制が課されていない状態を意味していた。自由放任とは市場における個人の経済活動に対する政府

の介入を排除する主張であった。ところがニューディールが生み出した新しいリベラリズムは権力と自

由との関係を規定するにあたり、これらの古典的なリベラリズムとは根本的に指向が異なっていた。そ

れは個人の自由を保障するために国家・政府の介入を要請するリベラリズムである。福祉国家リベラリ

ズムは私企業のために市場経済の自由を守ることを重視した自由放任主義的リベラリズムとは真っ向

から対立するものであった。 
 
 
公民権運動の政治思想 
 第二次世界大戦後のアメリカでは、冷戦の国際緊張下においてこの新たなリベラリズムは国内統治の

方向性を根本的に規定する、体制イデオロギーとして定着した。しかし、戦後しだいに拡大強化されて

いったアメリカ型福祉国家には自由と平等の基本的な恩恵を奪われた人々も存在していた。南北戦争後、

奴隷制が廃止されたにも関わらず、苛酷な人種差別的隔離制度の抑圧下に暮らすことを余儀なくされた

アフリカ系アメリカ人である。1950 年代以降、南部黒人層の中から自らの権利と自由と機会の回復を

めざす社会運動、公民権運動が起こる。マーティン・ルーサー・キングが最大の指導者となったこの運

動によって、アメリカ国家は奴隷制の負の遺産を払拭し、初めて実質的に黒人を国民社会の内に平等な

構成員として迎え入れることを宣言した。 
 



 
保守主義の政治思想 
 公民権法の制定による黒人の権利主張の高まりや福祉国家の拡大による税負担の増大に対する白人

中産階級の反発に対する新しい保守主義思想が生まれてくる。1980 年代レーガン政権下に頂点に達し

たこの保守主義思想には福祉国家リベラリズムの進展下に押さえつけられた様々な思想的潮流が流れ

込んでいる。1990 年代以降この保守主義思想は福祉国家リベラリズムと主導的政治思想の座をめぐっ

て対立を続けている。現在もアメリカ国民の生活は巨大な政府の庇護に依存しており、福祉国家リベラ

リズムの時代は依然として続いているのである。 
 
 
補論 「小さな共和国」「大きな共和国」 
 1787 年の合衆国憲法は各邦を全て包括する共和政体を打ち出すにあたって、それまでの西欧政治思

想の伝統から大きく逸脱する新たな共和政論の創造を迫られることになった。アメリカ独立後の各邦憲

法も伝統的な共和政論に従い、「小さな共和国」を樹立した。 
「憲法の父」マディソンは、全ての国民が「有徳」であることを前提とする共和政を否定する。政治

システムの安定を実際は期待できない「徳」に依拠して確保する代わりに、彼は人々の現実の「利害関

心」に注目して政治秩序の構築を図った。また彼は、合衆国のような「大きな共同社会」においてこそ、

共和政はふさわしい政体であることを強調している。版図の大きな共和国ほど、そこに含まれる社会的

利害は拡散し、それぞれが相対的に小さな派閥として互いに抑制しあうため、結果として社会の動的均

衡は達成しやすいからであった。さらにマディソンは大きな共和国においては直接民主制よりも間接民

主制が採られるべきだと主張した。共和国の大きさをめぐる建国期の論争はその後のアメリカ共和国論

に長い影を落としており、現代アメリカ政治を考える際にも重要であるといえる。 
 
 
第 11 章 民主主義の民主化 アメリカ政治の歴史的変容 
 
憲法体制の成立 
 アメリカ政治史を比較政治的に見る際に特に重要なのは封建制的過去の欠如である。封建主義が存在

しなかったがゆえに絶対主義が登場する必要も無かった。独立後のアメリカは 13 の独立国家（共和国）

となり、各共和国において憲法が制定され、立法部優位の政治体制が構築された。その後連邦制を採用

したが、二つの特徴が挙げられる。一つは成立したアメリカ合衆国の連邦政府が極めて権限が限定され

た政府であったこと、もう一つは共和制に対する反対勢力がほとんど存在しなかったことである。連邦

政府のあり方は、強力な統一国家を望む人々、現状維持を望む人々など様々であったが、当時の望まし

いアメリカ政府の将来像に関する相互に矛盾する思想間の妥協の産物であった。1930 年代に入るまで

アメリカの統治の主体は立法部であり、また州政府であった。アメリカで見られたのは国家による上か

らの統治ではなく、市民社会の自己統治型の政治であった。  
 
 
共和制の安定と連邦体制の安定 
 13 の植民地は全て共和制を採用し、その後つくられたアメリカ合衆国も共和政体を採用している。



19 世紀を通じて、統治の実質部分は州政府によって担われていた。建国初期のアメリカの連邦政府は極

めて小規模であり、連邦行政部は憲法によって与えられた権限の点でも実際の規模の点でも決して統治

の中心ではなかった。アメリカの憲法体制の定着、民主的な政治の定着という点においては、1800 年

の大統領選挙ではトマス･ジェファソンが当選し、政権交代も平穏に行われ共和派政権が成立した。こ

の後政党政治が定着していくこととなる。 
 
 
ジャクソニアン・デモクラシーの衝撃 
 1829年から 8年間大統領を務めたアンドリュー･ジャクソンの時代に初期のアメリカ合衆国の重要な

転換点を迎えることになる。それ以前から民主的な政治が行われていたが、この時代に一挙に民主化が

進行することとなった。選挙権について、当初は財産制限が課されていたが、その後 1800 年代には普

通選挙が実現していた。大統領候補の選出方法もこの時期に変化し、それまでの議員総会方式から全国

各地の党員が多数参加する全国党大会による選出に変わった。実質的に大統領選挙は有識者・有力者に

よる間接選挙から、普通かつ直接選挙に変化したのである。 
 
 
移民、マシーン、ボス 
 1830 年代、白人成年男子の普通選挙の実現、大量の移民がアメリカに到来したこと、帰化の手続き

が簡略であったこと、これらが合わさってアメリカでは独特の民主政治が発達することとなった。膨大

な数の移民有権者が必要としていたこと（帰化の手続き、入居の斡旋、就職の世話など）の面倒を見る

ために職業的政治家は熱心に取り組んだ。選挙の際の投票という見返りつきであった。このような大量

の移民票を中心とした大都市部の政党下部組織をマシーンといい、マシーンを支配する職業的政治家を

ボスという。アメリカでは南北戦争頃から民主党と共和党の二大政党制の形が現れたが、特に民主党が

移民票の取り込みに熱心であった。大都市ではマシーンに反発する WASP の指導者の中から都市政治

を改革し政治の主導権を取り戻そうとする運動が起こり始めた。 
 
 
19 世紀の統治体制 
 19 世紀アメリカの統治体制の特徴として、連邦政府の権限が極めて厳格に制限されていたことが挙げ

られる。アメリカは小さな政府であり、その国内的な権限も制約された「弱い国家」であった。また、

二大政党制はセクション内部では一党支配的傾向も示していたが、国内の多くの地域を網羅する形で組

織をつくり、立候補者を擁立、当選させる体制をつくりあげた。19 世紀のアメリカ国家は「政党と裁判

所の国家」と呼ばれた。政党が官僚制を上から下まで支配し、また政党と裁判所が相互に敵対し、補完

しあいながらも極めて分権的で断片化した政治制度に最低限度の統一性、秩序、予測可能性、継続性を

賦与したのであった。 
 
 
Column⑩ 猟官制：官僚制と政党の逆転した関係 
 1828 年に大統領選挙に当選したジャクソンは猟官制を本格的に導入してアメリカの連邦官僚制の性

格に決定的な影響を与えた。猟官制とは、選挙で勝利した政党がそれまで在職していた公務員をかなり



の程度解雇し、支持者をその代わりに任命する制度をいう。これによってそれまでのエリート層による

世襲的な官職独占を崩壊させ、選挙での勝利に貢献した一般党員に官職を論功行賞として分配した。こ

の結果、19 世紀前半のアメリカでは選挙で勝利した政党が官僚制の人事を支配する制度が誕生した。猟

官制は官僚制度の中に民主主義の論理をその極限まで持ち込んだものであり、このような官僚制に対す

る政党優位の体制はアメリカ独特のものであり、19 世紀のみならず 20 世紀を含めても他の国では例を

見ない。 
 
 
裁判所の役割 
 連邦裁判所の影響力の源泉は違憲立法審査権にある。アメリカ憲法には違憲立法審査権を認める明文

の規定は存在しないものの、憲法制定会議では当然視されていた。19 世紀においては連邦最高裁の違憲

立法審査権は主として州議会が通過させた立法に対して発動された。多くの違憲判決は連邦憲法体制の

州に対する優位を確定させる機能を果たしたともいえる。 
 
 
改革運動 
 19 世紀後半、南部と西部の小農民を中心とした人民党（ポピュリスト）の運動が登場した。20 世紀

に入ると都市の中産階級の人々が中心となった革新主義といわれる改革運動が生まれた。アメリカでは

自由･平等･個人主義などの基本的価値について極めて頑固なコンセンサスが存在する。それらの存在は

対立の不在を意味するわけではなく、むしろそれゆえに激しい対立が起こる場合もある。革新主義の時

代には政治の民主化の点では直接民主制が実現された。また連邦規制の強化も重要な点である。19 世紀

の終わりから経済に対する連邦政府の規制権限が徐々に強まる傾向があったが、革新主義時代にはトラ

スト規制が強化され、より鮮明に連邦の規制権限が強化されることになった。 
 
 
ニューディール 
 1929 年に始まった大恐慌に対応できなかった共和党政権は 32 年の大統領選挙で敗れ、それまで少数

党であった民主党が政権を奪還した。フランクリン・D・ローズヴェルト政権は大胆な失業者救済、公

共事業、社会保障制度の導入などを実施した。これによって規模も権限も一挙に大きくなった連邦政府

が登場し、アメリカでも福祉国家が成立した。民主党が優位に立った政党制の開幕であった。 
 
 
1960 年代、または運動の時代 
 1960 年代は、ニューディール以来の大きな変革の時代となった。最高裁判所がリードし、教育にお

ける黒人と白人の分離の不平等さの断定、政教分離の原則、また被告人の黙秘権と弁護人を与えられる

権利を拡大した。60 年代から 70 年代にかけては連邦政府の機能が最も拡大した時期であったといえる。

60 年代には公民権運動、女性運動、学生運動、ベトナム反戦運動、環境保護運動、インディアンの運動

まで続き、まさに運動の時代となった。また既成の価値観に対して懐疑的な態度が若者を中心に広がり

始め「対抗文化」と呼ばれる新しい価値観も生まれた。60 年代は文化的変容の時代でもあった。 
 



 
1968 年以後の政党政治とアメリカ政治の保守化 
 この時期「帝王的大統領制」という言葉が生まれ、冷戦遂行の中で批判にさらされることのなかった

強大化した大統領制が警戒されるようになった。アメリカ政治の保守化は最高裁判所の構成にも反映さ

れるようになり 1980 年代から 90 年代にかけてアファーマティブ・アクションなどには否定的な判決が

出されるようになった。1970 年代までには共和党には穏健派、民主党には保守派が数多く存在してい

て、超党派的な議会運営が維持されていたが、今日共和党内では保守派が圧倒的な力を持ち、逆に民主

党においては保守派が力を失った。その結果ますます党派対立は激化することとなった。 
 
 
補論 政党制の概念 
 アメリカの政党政治はそのほとんどの期間において二大政党制であった。しかし、アメリカの政党政

治ならびにアメリカの政治全般は必ずしも徐々に緩慢に変化したのではなく、特定の選挙をきっかけに

大きな揺れを示してきた。政党制の大きな、永続的な変化のきっかけとなる選挙を決定選挙といい、決

定的選挙に挟まれた時期をそれぞれ固有の政党制とみなす学説が一般的である。また政党制の変化には

同時に大きな政治体制的な変化が伴っていたことも注意すべき点である。（第二次政党制（1828～60）
ではアメリカ政治の民主化が一挙に進行。第三次政党制（1860～96）では奴隷制問題に決着。第四次政

党制（1896～1932）では高関税の体制維持。第五次政党制（1932 以後）ではニューディール体制と福

祉国家の定着など） 


