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ベルリンの壁が崩壊した 1989 年は、日本政治でも、冷戦後の政治が始まった画期的な

年であった。自民党一党優位、派閥連合体制が解体した。さらに 93 年には 55 年体制が

崩壊するが、冷戦後の日本の政治に変化をもたらしたさまざまな要因のうちで最も重要

なのは経済的要因だろう。アメリカの冷戦戦略の基本は、資本主義諸国の活力を再生さ

せてソ連の膨張を抑えることだった。そのために日本を経済的中心とするアジア地域主

義構想を考えた。日米安保の改定で経済同盟的側面が強化されたのもそのためである。 

しかし、冷戦の終焉で日米経済関係は協調関係から競合関係に変化、グローバル化の

進展で南北の経済的な壁が取り払われ、中国・ロシア・インド・中南米を含む広大な地

域の人口が市場経済に参入し、自民党を支えてきた政官業複合体が弱体化した。これに

伴って現出してきたのが、冷戦後の日本政治の不安定化要因となっている無党派層の増

大である。そして冷戦のもとで開発されたインターネットが無党派層に表現の媒体を与

えた。 

無党派層の増大は単に政治だけの現象ではない。あらゆる分野での組織の弱体化の表

れなのではないのか。「非組織化の時代」が訪れているのである。明治 20年（1887）、徳

富蘇峰は、19 世紀のヨーロッパの社会的変化を促進しているのは「信約（信用）」の拡大

であると書いた。いまや逆に 21世紀のヨーロッパを含めた世界では、その「信約（信用）

の体系」があらゆる領域で揺らいでいるのである。 

 

司会 日本記者クラブ理事長 吉田慎一（朝日新聞上席役員待遇 編集担当） 
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司会（吉田慎一日本記者クラブ理事長 朝日新

聞上席役員待遇 編集担当） これから総会記念

講演を始めさせていただきます。私は理事長の吉

田慎一でございます。 

本日は、昨年、文化勲章を受章されました政治

学の泰斗、三谷太一郎東大名誉教授をお招きいた

しました。 

皆様ご存じのように、先生は近代日本政治史が

ご専門でございます。特に大正デモクラシーを軸

に、日本で政党政治がどう育ったかということを

体系的に解明された三谷政治学を樹立されまし

た。その業績は、いまでも若い政治学徒が基本的

に学ばなければならない「グランドプリンシプ

ル」といいますか、そのようになっているとお聞

きしております。 

同時に先生は、日々の現実政治、民主主義の現

状について鋭い問題意識をお持ちで、時折、新聞

などに物していらっしゃるのを、みた方もたくさ

んいらっしゃると存じております。 

いうまでもなく、我が国の政党政治は大変な状

況に陥っておりまして、国会の会期切れを前に、

政治不信がいや増しに増しているという状況で

ございます。きょう、ここに三谷先生をお招きす

るということは、非常に時宜を得たことではない

かと、当クラブとしては自負をしているところで

ございます。 

お話をお伺いする前に、簡単に、先生のプロフ

ィールをご紹介させていただきます。 

先生は 1936 年(昭和 11)のお生まれです。岡山

県のご出身で、1960 年に東京大学法学部をご卒

業後、そのまま助手になられ、36 歳の若さで東

京大学法学部教授に就任されました。法学部長な

どを歴任の後、97 年に退官され、その後、成蹊

大学に移られて、2005 年まで法学部教授をお務

めになっていらっしゃいます。 

昨年秋には、新渡戸稲造・南原繁両氏の精神を

引き継ぎ、人材育成に当たった功績者に授与され

ます「新渡戸・南原賞」も受賞されていらっしゃ

います。 

さて、本日のテーマは、ご案内しましたように

「冷戦後の日本の政治」でございます。先生から

は事前に力のこもった資料をいただきました。本

日、皆様の手元に配っております。現実政治への

洞察を含めまして、体系的なお話をお聞きできる

のではないかと思っております。 

三谷先生、よろしくお願いいたします。 

漱石の「文芸の哲学的基礎」 

三谷教授 ただいまご紹介いただきました三

谷太一郎でございます。 

私は 10 年ぐらい前まで長年大学において講義

というものを行ってきたのでありますが、講演と

いうものは、全くというわけではありませんけれ

ども、ほとんどやったことがありません。 

ちょっと念頭に浮かびますのは、夏目漱石が大

学を退職して、当時の東京朝日新聞社に入って最

初に行った講演に、「文芸の哲学的基礎」と題す

るものがあります。その講演の初めに漱石は、「自

分は講義は長年やってきて得意であるけれども、

講演はすべて断ってきたので得意とはいえない」

ということをいっております。そして、自分は講

義の際には内容はすべて文章にして、それを読み

上げたといっております。 

その点では私も漱石と全く同じでありまして、

講義の内容はすべて文章にして、それを読み上げ

る。晩年はさらにそれについて、きょう、お手元

にお配りしているような概要をつくりまして、そ

れをパソコンに打ち出してプリントアウトした

ものを学生に配付するということをやっており

ました。 

本日もその方式を踏襲いたしました。要するに、

講演という形で、はなはだ失礼ながら、皆さまに

講義をやらせていただくということになるかと

存じます。 

世間では、講演はおもしろいのだけれども講義

はおもしろくないという、そういう一般的な評価

があるようであります。漱石は、本来は講演の名

手なのでありましたけれども、漱石の先ほど申し

ました「文芸の哲学的基礎」という講演は、お読

みになった方はおわかりかと思いますけれども、

決して耳に通りのよい、おもしろいというような

ものではないのではないかと思います。大学で行

った有名な「文学論」の講義のエッセンスのよう

なものでありまして、そういう講演であります。

もちろん、内容は文学の根本問題を論じた、現代

に通ずる非常に重要な意義を有するものだと私

は思いますけれども、これは当時の東京美術学校

の生徒に対して行ったものでありまして、明治

40年のものであります。明治 40年当時の聴衆に

対して、瞬間的にアピールするというようなもの

ではなかったのではないかと思います。 

私のきょうのお話も、内容はわかりにくいとい

うことは多分ないのではないかと思うのですが、

おもしろいというようなものではありませんの

で、その点はご容赦をいただきたいと思います。 
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本日のテーマは「冷戦後の日本の政治」であり

ます。これについて思い出しますのは、私自身が

学生でありました当時、といいますと 1956 年か

ら60年、要するに1950年代の後半でありますが、

当時、気鋭の政治学者であった石田雄先生──い

まも盛んに執筆活動を続けておられまして、ごく

最近も『安保と原発』という著書をお出しになり

ましたけれども、私も頂戴いたしました──が

1950 年代の後半にある雑誌に、「戦後は終わっ

たということの意味について」という論文をお書

きになりました。この論文は、当時、非常に注目

された論文でありましたけれども、私自身も、当

時これを一読いたしまして非常に強い印象を受

けまして、その強い印象をいまだに残しているわ

けであります。 

これは、いまから振り返ってみますと、端的に

いえば、1950 年代後半、内閣でいいますと岸信

介内閣の時期でありますが、その岸信介内閣期に

おける自民党の一党優位──当時は一党優位と

いう表現はあまりポピュラーではなかったので

はないかと思いますが――自民党の一党優位を

支える組織的基盤の形成過程を、さまざまな利益

集団の生成という観点から分析したものであり

まして、私は今日の冷戦後の日本の政治を理解す

るうえで、必須の前提になる論文だと、実は思っ

ているわけであります。 

これは後で申しあげますが、私どもの生きてい

るこの時代というのは、石田先生は当時、自民党

の一党優位の組織的基盤がつくられていく時代

を「組織化の時代」といわれたのでありますが、

私はこれとは逆に、冷戦後の日本の政治が置かれ

た時代というのは、「非組織化の時代」というふ

うに理解しているわけであります。その理由は後

に申しあげます。 

そこで本題に入ります。冷戦後の政治が始まり

ましたのは、これはもちろん 1989 年の冷戦の終

焉とともにでありまして、ご承知のように、この

年はベルリンの壁の崩壊、それから、当時は注目

されることもなかったアルカイダの結成に象徴

される年でありました。 

戦後政治体制の終焉 

日本においても、冷戦後の政治が始まった画期

的な年であったということができると思います。

その表れが、前年来（1988 年）表面化していた

リクルート事件の波及による竹下内閣の瓦解、そ

の後の 7 月の参院選における自民党の大敗であ

りました。 

これは冷戦下の日本の政治を支えてきた自民

党の一党優位、自民党の党内的にみますと一派優

位のもとでの派閥連合体制というものが解体し

たことを意味します。要するに、自民党の各派閥

がそれ自体として有力な政治単位であった体制

が解体し、そして常に不安定要因をはらむ今日の

連合政治の端緒であったということができると

思います。 

さらに、1990 年代に入りますと、冷戦下で、

憲法第 9条と日米安保条約との、いわば縫合によ

って機能してきた自社両党並立の 55 年体制、要

するに占領が終わった後の戦後政治体制であり

ますが、この 55年体制の崩壊が、93年の宮沢内

閣のもとでの衆院総選挙における自民党の過半

数割れ、そして社会党の大敗によって決定的とな

りました。 

これ以降、安保の変質が始まりまして、国際状

況の変化とともに、いわば安保の軍事同盟化が促

進され、憲法第 9条と安保との乖離が顕著となっ

たと理解できるのではないかと思います。 

このように冷戦後の日本の政治に変化をもた

らしたさまざまな要因のうちで、おそらく最も重

要なのは、やはり経済的要因であろうと思われる

のであります。そもそも日本の冷戦体制において

は、その安定化要因として最も重視されたのが経

済的要因でありました。 

そのことを示しているのが、冷戦戦略の一環と

して打ち出された、1948 年以降の対日占領政策

の転換であると思われるのであります。つまり、

この占領政策の転換が日本の冷戦体制における

経済的要因の重要性を決定的にしたということ

ができると思うわけであります。 

これはよく知られている事実でありますが、当

時のアメリカ国務省の政策企画室長（Chief of 

Policy Planning Staff）であったジョージ・Ｆ・

ケナンが、この冷戦戦略を対ソ「封じ込め政策

（containment policy）」の概念によって根拠づ

け、それに基づいて対日占領政策の転換に決定的

役割を果たしました。 

なぜケナンは冷戦戦略を基礎づける基本的な

概念として「封じ込め政策」というものを案出し

たのか。私の理解では、これはケナンの有名な『ア

メリカ外交 50 年』という一連のレクチャーの中

にも書かれているわけですが、おそらく 1930 年

代から 40 年代にかけてのアメリカの対日政策に

対する反省というものが、「封じ込め政策」を案

出するうえで非常に大きなきっかけになったの

ではないかと、私は考えております。 
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つまり、ケナンは当面の対ソ政策を考える場合

に、対ソ戦争というものは、これは回避しなけれ

ばならない。しかし、同時に、アメリカの対ソ安

全を保障するための何らかの有効な政策が必要

である。それは、資本主義諸国の活力を再生させ

て、ヨーロッパおよびアジアにおけるソ連に対す

る力の均衡を回復することによって、ソ連の膨張

を封じ込めることだというふうに考えた。それは、

かつてアメリカが、対日戦争を回避しながら日本

の膨張を封じ込めることができなかった。そのよ

うな1930年代から40年代にかけての米国の対日

政策への反省に発していたのではないかと、私は

理解しているわけであります。 

その観点からケナンは、ご承知のようにヨーロ

ッパにおけるドイツ、アジアにおける日本の経済

復興が最重要であると考えました。つまり、ケナ

ンは日本の経済復興が実現し、これと、沖縄をは

じめ太平洋諸島に沿った米軍の基地によって日

本の安全が保障されている限り、ソ連の対日侵攻

の可能性は低い。したがって日本本土に大規模な

軍事力を維持・展開することは必要でないという

見解を持っていたと思われます。これが憲法第 9

条と安保とを両立させるという米国の対日政策

の基本方針であったと私は思います。 

アジア地域主義構想による日本復興 

以上のような経済復興・経済再建を最優先する

対日政策とともに浮上してきたのが、日本を経済

的中心とするアジア地域主義構想であったと思

います。これはケナンとともに占領政策の転換を

主導した米国当局者、特に財界出身の陸軍次官で

あったウイリアム・ドレーパーやその側近たちが

考えた構想であります。 

その際、日本の経済復興の原動力として考えた

のは輸出産業であった。日本の輸出産業を再建す

るには、どうしても低廉な原料供給地および輸出

市場というものが必要だ。それを求めるとすれば、

非ドル地域であるアジア地域、特に東南アジアと

いうものを日本のために確保することが必要で

あると判断した。そしてそのことが、非共産アジ

ア地域を共産化から保全する冷戦戦略の目的に

貢献すると考えたと思われる。つまり、日本の経

済復興というのは、日本一国だけでなくて、非共

産アジア地域全体にとっての安全保障を意味す

るという認識があった。それが、アメリカ側が打

ち出してきたアジア地域主義構想の基本的な動

機であったと思われるのであります。 

あえていいますと、現在の中国への一つの対抗

力として打ち出されているＴＰＰ構想ともつな

がる要素が認められる。ＴＰＰ構想だけでなくて、

ＡＳＥＡＮとの自由貿易協定というものもあわ

せて考えているようでありますが、こういった新

しく浮上してきた地域主義構想というのは、日本

の経済復興を図るためにアメリカ側が考え出し

たアジア地域主義構想を原点とすると、私は考え

ているわけであります。 

つまり、東南アジアというのは、かつてのヨー

ロッパ諸国の植民地であった。そして、これはヨ

ーロッパの経済復興計画と、アジア地域の復興計

画とを、いわば結びつける媒体と目される。しか

も、これは戦時下において日本が追求した大東亜

共栄圏を事実上再建するというのと同じ意味を

持つともみることができるわけであります。事実、

当時、アメリカの国務省の内部では、これはどう

もかつての日本の追求した大東亜共栄圏の再現

になるのではないかというようなことがささや

かれたということが、アメリカ側の記録の中にあ

るわけであります。 

要するに、日本の経済復興といっても、それは

日本一国だけで考えられたのではない。日本を、

とにかくアジア地域と何らかの形で結びつける、

それが非常に重要だということをアメリカ側が

考えたということであります。 

さらに、日本の冷戦体制における経済的要因の

重要度を増大させたものとして挙げられますの

が、ほかならぬ 1960 年の安保改定であった。私

は、この 1960 年の安保改定において一番重要で

あるのは、日米安保のいわば経済同盟的側面が強

化されたということであると思います。 

安保改定による経済連携の強化 

いうまでもなく、安保というのは、例えばかつ

ての日英同盟とはちがう。日英同盟というのは純

粋の軍事同盟でありますが、安保というのは必ず

しも純粋の軍事同盟とはいえない側面――もち

ろん軍事提携的な側面があるわけでありますが

――同時に経済提携的な側面というものがあり、

かつ日本側、アメリカ側ともに、この経済提携的

側面を重視した、1960 年の改定において強化さ

れたのは、実はこの経済提携的側面であったと私

は考えています。 

この改定によって新たに挿入されましたのは、

1951年に結ばれた安保条約と比較いたしますと、

条約前文および条約第 2 条の経済提携的な条項

であります。 

資料としてお配りしているもの、これはごく普
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通にみることができる、1951 年の日米安全保障

条約と、1960 年の改定された安保条約両方のコ

ピーであります。それをごらんになるとわかりま

すように、1951 年の日米安保というのは、条項

はほとんど軍事的側面にかかわるものでありま

す。ところが、1960 年に改定された安保には、

前文のところをごらんになるとわかりますよう

に、第一次安保にはなかった表現が入っている。

「両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並

びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉

の条件を助長することを希望し」、これは第一次

安保には全く入っていなかった。 

それから第 2条。ここには「締約国日米両国は、

その国際経済政策におけるくい違いを除くこと

に努め、また、両国の間の経済的協力を促進する」

という条項が入っている。私の考えでは、これが

改定された安保の一番重要な点である。 

すなわち、日米安保の持つ軍事提携的な側面に

比べて、経済提携的な側面がより強化されたとい

うことがいえるのではないかと思います。それが、

冷戦体制における経済的要因の重要度を一層増

大させたということがいえるのではないかと思

うわけであります。 

いうまでもなく、このような日米経済協力の重

要性を特にうたったのは、やはり日米双方にそれ

を必要とする理由があったからであります。日本

側には、安保改定は安保の軍事同盟化、したがっ

て憲法第 9 条の否定に通ずるという反対世論が

非常に強かった。これに対抗して、安保改定を推

進する政府与党にとりましては、先ほど読み上げ

ました安保第 2条の経済条項というのは、やはり

反対世論が強調する安保の軍事的側面というも

のの重要性を薄めるために、安保の非軍事的側面

を示すものとして、やはり必要であった。 

同様の認識は、アメリカ側にも共有されている

わけでありまして、ご承知のように、安保改定後

のエドウィン・ライシャワー駐日大使人事ととも

に、日米関係の経済的・文化的側面をより重視し

ていこうとする米国政府の意向を反映していた

とみることができる。 

ライシャワー駐日大使起用の意味 

伝統的にアメリカの駐日大使というのは、まず

日本専門家が就任するということはなかったわ

けであります。日米の正式の国際関係が始まって

以来、日本の専門家が駐日大使に任命されるとい

うのは、安保改定後のエドウィン・ライシャワー

人事以外にはない。今日もそうであります。 

これが中国との非常に大きな違いです。中国に

おいては、何らかの意味で中国スペシャリストが

任命される場合が今日でも多いわけであります

が、日本の場合にはそういうことはほとんどない

といってよいと思うのであります。 

ところが、安保改定後のエドウィン・ライシャ

ワー駐日大使人事の場合には例外であった。つま

り、米国側としてはそういう人事を行うことが、

日米関係の経済的・文化的側面をより重視してい

くという意思を表示するために必要だったとい

うことであります。 

そして、こうして経済条項を挿入した安保改定

後に、事実として日米経済関係の発展を加速する

池田内閣のもとで、いわゆる高度経済成長という

ものが始まる。池田首相はかつて吉田内閣のもと

で、対米協調の見地から当時アメリカ側が日本側

に強く要求したドッジ・ラインに沿う緊縮財政、

いわゆる超均衡財政政策を推進した主役であり

ました。米国側の強い支持と高い信用を、これに

よって池田はかち得た。池田の対米信用というの

は、もっぱら緊縮財政、超均衡財政によってかち

得たものであった。 

ところが、第二次安保後の新しい状況の中で、

同じ対米協調の見地から、今度は池田は一転して、

逆に財政規模拡大による高度経済成長を演出す

る。これはおそらく第二次安保の経済条項という

ものの後ろ盾なしにはあり得なかったと私は考

えているわけであります。 

以上にみましたように、冷戦下の日本の経済成

長は、米国の冷戦戦略によって助長、促進された

という面が非常に強い。それが日本における冷戦

体制の主力である自民党の一党優位を支えたと

思います。 

ところが、冷戦の終焉に伴いまして、当然に米

国の冷戦戦略が目的としていた友好国の経済成

長を重視する時代が終わりました。日米経済関係

は、いうまでもなく協調関係から競合関係に変わ

りました。米国は日本の輸出力を抑えて輸入の拡

大を求める。それとともに、いわゆるグローバ

ル・スタンダード（アメリカン・スタンダード）

による市場経済の確立と経済自由化を求めた。米

国の日本に対する要求は国内産業保護政策に向

けられたことはもちろんですけれども、それだけ

でなくて、国内産業保護政策を生み出す政治経済

構造、特にその中枢部分である自民党の一党優位

を支えた組織的基盤としての政官業複合体の変

革にまで及び始める、ということになったと思い

ます。 
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冷戦の終焉とグローバル化 

今日いわれる経済のグローバル化がどうして

生じたか。もちろん、ベルリンの壁の崩壊の意味

というのは、東西のイデオロギー的な壁が壊され

たということが大きいわけでありますけれども、

それと同時に、あのベルリンの壁が崩壊した当時、

私どもが十分には認識していなかったのは、いわ

ゆる南北の経済的な壁が取り払われた。そして、

それによって中国・ロシア・インド・中南米を含

む広大な地域の膨大な人口が市場経済に参入す

ることによって引き起こされた世界的規模に及

ぶ産業構造の巨大な変化というものを意味する

のだろうと思います。 

そのことを当時、日本の政府当局者も経済界も

正しく見通していたとはいえないのではないか

と思います。それが現在の世界的な金融危機と、

それに伴う世界的経済危機をもたらした原因で

もあります。 

冷戦後の日本経済の苦境というのは、やはり何

といっても、冷戦下において政治的に保障されて

いた東南アジアや南アジアの輸出市場というも

のが、それ自体として経済的自立化を遂げた。逆

に、豊富で低廉な労働力と、先進国からの直接投

資による最新工業設備との結合が生み出した強

い競争力をもって、日本を逆に輸出市場化しよう

としている状況から生じている。これがかつての

南北の壁が撤去されたということの意味であり

ます。そして、これが 1989 年に起きたベルリン

の壁の崩壊の結果でもあったと思います。 

こうして冷戦下においてグローバルな市場経

済の圧力を極力遮断することによって培養され、

維持されてきた官僚機構および自民党族議員の

業界に対する影響力というものが相対的に低下

し始めた。また、自民党を支えてきた政官業複合

体、自民党の組織的基盤としての政官業複合体、

これが先ほど申しましたように主として 1950 年

代後半、岸内閣期に形成されたとみるべきだと思

いますが、この政官業複合体への依存度の高い業

界、建設業界であるとか、農林水産業界、さらに

は金融業界等が弱体化したわけであります。今日

において、政官業複合体が全体として縮小傾向に

あるということは否定できないと思います。 

これに対応して冷戦後の日本において行われ

たのは、市場経済に適合した新しい政治経済構造

を模索するさまざまな制度改革の試みでありま

した。選挙制度改革、行政改革、金融改革、地方

分権改革、さらには司法改革等がそれであります。 

また、韓国や中国とのいわゆる歴史認識の共有

を志向する国際共同研究──私自身も日韓歴史

共同研究にかかわりましたけれども――そうい

う日韓の間で行われた歴史認識を共有しようと

する国際共同研究というものも、広くいえば、そ

ういった冷戦後の日本の制度改革を追求する動

きとつながるものであったといえるのではない

かと思うわけであります。 

冷戦終焉で「歴史認識」問題が解凍 

つまり、歴史認識の共有の問題というのは、要

するに冷戦下においては歴史認識のギャップは

もちろんあったわけでありますけれども、それは

冷戦戦略への考慮から、冷戦下では、いわば凍結

されていた。それが、冷戦の終焉とともに解凍さ

れた。そして、国際的な問題となってきたという

ことではなかったかと思うわけであります。 

こうした一連の制度改革の結果が果たして有

効・適切なものであったかどうかはもちろん疑問

もあるわけでありますが、ともかく、そういった

試みが冷戦後の日本の状況の変化を反映してい

たということは間違いない。 

このほかに教育改革といわれるものもあるわ

けでありまして、例えば国旗・国歌法の制定とか、

教育基本法の改正とかといったものがあるわけ

でありますが、これはどちらかといえば、経済的

グローバリズムへの反動というふうにみられる

面があると思います。 

無党派層の増大とインターネット 

冷戦後の日本の政治の不安定化要因として重

要なのは、よくいわれる無党派層の繁茂でありま

す。つまり、政官業複合体の縮小に伴って、政官

業複合体という組織的基盤から離脱した選挙民、

あるいは本来それに属していない選挙民、すなわ

ちいわゆる無党派層というものが増大いたしま

した。場合によっては与党支持層を上回るに至っ

たという事実はもちろん無視できない。これがや

はり、冷戦後の日本の政治を動かす重要な要因と

なったわけであります。 

しかも、冷戦下で開発された軍事技術の重要な

ものが民間用に転用される。テクノロジカル・ト

ランスファーという現象が冷戦後に起きた。その

最たるものがインターネットであろう。本来、冷

戦のもとで開発された軍事技術の一環であるイ

ンターネットというものが、冷戦後、民間用に転

用された。アジア・太平洋戦争後の日本において

も、こういう軍事技術の民間への転用というのは、

新幹線の場合でもそういうことがあったわけで
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ありますが、こういうことがアジア・太平洋戦争

後にも起きたわけであります。そして、冷戦後に

もやはり似たような現象が起きた。 

しかも、これが先ほど申しました無党派層に表

現の媒体を与えた。つまり、政治的な発言力を与

えた。冷戦下に開発された軍事技術が、冷戦後に

無党派層の政治的発言力を与えた、ということは、

非常に重要なことであると私は思うわけであり

ます。 

こうしていうまでもなく、いかなる政権も無党

派層の支持なしには成立し得ない。そこで、無党

派層の動向を示す浮動的な世論調査の結果とい

うものが政権の存立を左右することになりかね

ない。冷戦下の強固な組織的基盤に支えられた一

党優位の現実は、もはや完全に過去のものになっ

たという感があるわけです。 

さらに、そうした一党優位の解体がもたらした

のが、今日大きな問題になっている 1989 年以来

の日本における二院制の実質化、いわゆる、ねじ

れ現象であります。すなわち、冷戦後は衆議院総

選挙の結果は必ずしも3年に1度行われる参院選

の結果に反映しない。 

これは旧憲法、明治憲法のもとでしばしばみら

れた現象でありました。ご承知のように旧憲法の

もとにおいては、実質的二院制というものが機能

していた。つまり、当時の衆議院多数派と貴族院

多数派との不一致というものが恒常的にみられ

た。これが旧憲法下における首相や内閣の弱体性

をもたらしている。これは今日とほとんど変わら

ない。これが旧憲法のもとにおける日本の政治の

不安定要因になっていたわけであります。 

現行憲法が制定される過程で、この二院制とい

うものをどうするかがもちろん問題になったわ

けでありますが、この二院制を残すという主張は、

日本側によって行われた。日本側は現行憲法の制

定に必ずしも大きな役割を果たしたといえない

わけでありますが、この二院制を残すという点だ

けは、強くこれに固執いたしました。したがって、

今日のねじれ現象というのは、いわゆる占領軍に

よる押しつけでは全くない。日本側の意見によっ

て二院制は残されたものである。それが今日のさ

まざまな問題を起こしているということであり

ます。 

そして、こういった実質的二院制というものが

同じ議院内閣制を持つイギリスとの間の大きな

違いであります。イギリスの場合には、どちらか

といえば形式的二院制である。もっともイギリス

でも最近、この二院制に実質的な意味を持たせよ

うとする上院改革の動きというものがないわけ

ではない。例えば、公選制の拡大の試みというも

のもあるようですけれども、しかし、これは日本

と比べれば、やはり二院制というのは形式的な性

格しか持っていない。 

こうした実質的二院制をもたらした無党派層

の増大は、単なる政治現象ではなくて、あらゆる

分野での組織一般の分断化、弱体化のあらわれで

はないかと思います。 

「非組織化の時代」に突入 

かつて経済成長が始まろうとしていた 1950 年

代末、最初に申しました問題に帰りますと、この

1950 年代末が、自民党の一党優位のいわば原始

的蓄積期であったと解釈してもよいと思います

が、これが先ほど申しましたように、政治学者石

田雄氏によって「組織化の時代」というふうに当

時呼ばれた。つまり、業界団体が群生し、次第に

政界や官界との接触を始めた時期であります。

「圧力団体（プレッシャー・グループ）」という、

もっぱら政治学者の間で使われてきた用語が急

速に一般化した時期、これが「組織化の時代」で

もあったわけであります。 

私の記憶にありますのは、政治学者篠原一氏の

表現でありまして、当時、篠原先生は「政治の丘

は圧力団体の花盛りである」ということをいわれ

ました。それが非常に記憶に鮮明に残っておりま

す。そういう時代、それが「組織化の時代」であ

りました。この時期がまさに自民党の一党優位を

支える政官業複合体が形成されていた時期であ

りました。 

ところが、いまや政官業複合体の縮小とともに、

いわば「非組織化の時代」が訪れつつあるのでは

ないかと感じます。特に企業の社会的機能の縮小

に伴いまして、いわば「集団主義」的傾向の弱体

化というものが起こる。これが「非組織化の時代」

というものを強く感じさせるのであります。 

つまり、ひところ「集団主義」が日本の文化的

特徴であるといわれた時代がありましたけれど

も、そういう時代はおそらく去った。冷戦後の日

本における政治を含む文化全体の変容がそこに

みられるというふうに思うのであります。 

最後に、現在の日本において、将来の日本をど

のように展望すべきなのかという問題がありま

す。これを考えるために、明治 20 年前後に当時

の日本人が将来の日本というものをどのように

展望していたのか、ということを見ながら考えた

いと思います。 
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当時の日本はもちろんヨーロッパ列強をモデ

ルといたしまして、ヨーロッパの実情に最大の関

心を払っていました。ヨーロッパにおいて今後何

が起こるかということが非常に大きな関心事で

ありました。 

１２５年前の徳富蘇峰の洞察 

明治 20 年前後にベストセラーとして非常に広

く読まれた本の中に、若いジャーナリストであっ

た徳富蘇峰の『将来之日本』というものがありま

す。その『将来之日本』がどういうふうに当時の

ヨーロッパ、19 世紀末のヨーロッパをとらえて

いたかということを例示するために、引用文を掲

げました（資料参照）。徳富蘇峰は当時のヨーロ

ッパの社会経済的変化というものに注目をいた

しまして、次のように書いております。 

「商業の進歩は・・・・一の咄々（意外な）驚

くべきの現像を発出したり。何ぞや曰く、信約機

関の発達、是也」 

信約というのは信用という意味であります。当

時は信用のことを信約といったわけであります。 

「彼の信約なるものは実に近世文明の一大事

業にして若し之を前世期の人に告げば渠輩（彼

ら）は此の如き機関は『アランビャン、ナイト』

の小説にこそあらんと冷笑す可し。実に此の機関

の奇巧快活なる決して今世紀（19 世紀）の人に

あらざるよりは・・・・了解する能はざる所のも

のなり」 

資料中の下線を引っ張ってある部分をご注目

いただきたいのですが。 

「而して此の信約の機関の商業世界に於ける

尚蒸気機関の運動の世界に於けるが如く尤も絶

大の働きをなすもの也」 

つまり、ここで注目されているのは、ヨーロッ

パにおける信用の増大発展、これが同時代の 19

世紀のヨーロッパの最も刮目すべき現象である、

ということを徳富蘇峰はこの『将来之日本』の中

で書いている。 

さらに、その後のところの下線の部分にご注目

いただきたいわけです。 

「もし其実を知らんと欲せば彼の万国信約（国

際信用）の問屋とも云ふ可き英京（ロンドン）ロ

ムバルド街に行て之を見よ、実に欧州の生活社会

の進歩は吾人の喋々するを俟たず」 

そこで明治 15～16 年にフランスを訪れた板垣

退助のことが挙げられております。 

「彼の明治十五、六年の頃佛京に滞在したる吾

在野の政治家板垣退助氏曰く「余の佛国にあるや、

同国の学士アコラス氏を訪ひしに・・・」 

このアコラスというのは、明治初年にフランス

に留学していた西園寺公望や同じ土佐藩出身の

後輩である中江兆民が師事した学者であり、おそ

らく彼らの誰かが板垣退助のために紹介状を書

いて、その紹介状を持って板垣退助がアコラスと

いう人物を訪ねたと思われるのですが－。 

「氏は余に向て子は欧州に来りて事物を観察

し如何なる感覚を発したるや問はれしに

付、・・・・今回余が最も驚愕したる所のものに

二あり。其一は生活社会の大に進歩したること是

なり。其二は生活社会に比すれば政治社会の大に

進歩せざること是れなり」「アコラス氏は大に余

が此言に感じて曰く・・・・欧州は生活社会は進

歩したるも政治社会は大に進歩せず。故に十九世

紀に於て最も宜く改良すべきは政治社会なりと

云ふに在り。左れば子が観察は寔に能く我欧州の

現状を看破したりと意外の賞讃を受けたり」 

こういうことが書かれているわけです。 

そして蘇峰は「眞に然り・・・・則ち彼の欧州

なるものは其昔時に於ては政治社会を以て生活

社会の進歩を促し、経済世界の交際を以て政治社

会の割拠を打破り生産機関を以て武備機関を顛

覆するは早晩避く可らざの命運と云はざる可ら

ず」 

つまり、明治 20 年当時、徳富蘇峰はヨーロッ

パの経済発展を促進しているのは信用の拡大、信

用の発展であると認識している。そして、それに

伴って世界は、いわば軍事型社会（ミリタリータ

イプ・オブ・ソサエティー）から産業型社会（イ

ンダストリアルタイプ・オブ・ソサエティー）に

進化しつつある、これがヨーロッパの趨勢だとみ

ている。その趨勢に沿って将来の日本というもの

も展望すべきだ、と徳富蘇峰は主張したわけであ

ります。 

この軍事型社会から産業型社会へという図式

を提出したのは、イギリスの社会学者であったハ

ーバート・スペンサーであったわけでありまして、

このハーバート・スペンサーは、その社会学をも

って明治日本に非常に大きな影響を与えた。つま

り、社会の趨勢というのは軍事型社会から産業型

社会に進化するという、こういう観念が明治日本

に非常に強く浸透したわけであります。 

この蘇峰の将来の日本についての見通しとい

うのも、このスペンサーの社会進化論によるとこ

ろが非常に大きかったと思われるわけでありま

す。 
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世界を覆う「信約の体系」の揺らぎ 

今日のヨーロッパについて我々の目に触れま

すのは、ここに書かれている 19 世紀末の『将来

之日本』に書かれているヨーロッパとは全く逆の

ものである。つまり、ギリシャ・スペイン・イタ

リアの事例にみられますように、ヨーロッパ社会

における金融不安・金融危機というものが、政治

不安・政治危機に連動しつつあるのが現状であり

ます。こういう現状が、現在からみた将来の日本

ともつながっているように思うわけであります。

それは、明治日本からみた「将来の日本」へのオ

プティミズムとは全く対照的であると思われる

わけであります。 

なお、ついでに申しますと、日本で 2009 年に

起きた政権交代というのも、実は、金融不安・金

融危機にみられる信用の体系の崩壊というもの

と必ずしも無関係とはいえないように私には思

われます。つまり、それは政治社会における信用

の崩壊の結果ではないか。その本質においては、

2009 年の政権交代に先行した金融危機、さらに

全般に及ぶ経済危機と、本質において変わらない

もののように思われるのであります。 

これはむしろ経済や政治という領域を超えた

一般的な現象である。つまり、現代世界における

あらゆる信用、明治 20 年当時の言葉でいえば信

約の体系が揺らぎつつあるということの一つの

あらわれではないかというのが私の実感であり

ます。 

なお、申しあげたいことがあるのでありますが、

時間も参りましたので、本日の私の話はこれで終

わりとさせていただきます。（拍手） 

 

司会 三谷先生、どうもありがとうございまし

た。信用の崩壊・信用の危機というところで、非

常に我々の仕事にとっても暗示的なテーマ、方向

を教えていただいたような気がします。 

先生に講演前、控室で書いていただきましたの

は、こういう文章であります。 

「文章經國之大業」 

「文章は経国の大業なり」。こう読むそうでご

ざいます。いま、先生のお話にも出てきました中

江兆民が幸徳秋水に、亡くなる１月ほど前に与え

た色紙の言葉だということです。 

先生、もう少し詳しくご説明いただけますか。

我々にとって、非常に大事な言葉でございます。 

 

三谷 これは、『三国志』で有名な曹操の長男、

曹丕の言葉です。中国最初の文学評論書といわれ

る「典論」の中に出てくる有名な言葉です。曹丕

は魏の初代皇帝の文帝になりますが、文章は経国

――経国というのは国を治める、ということです。

文章は経国の大業にして、不朽の盛事、朽ちるこ

とのない、盛んなる事業であるという言葉です。

「文章は経国の大業にして不朽の盛事である」と

いう言葉であります。 

これは、中江兆民は 1901 年に食道ガンで亡く

なるのですけれども、その亡くなる 1カ月前に兆

民に傾倒していた幸徳秋水に書いて与えたもの

でありまして、これを幸徳秋水はもちろん珍重し

ていたのであります。それが幸徳秋水の死後、堺

利彦その他いろいろな人のところに渡りました。 

これが実は私のところにも、真贋のほどははっ

きりしないのでありますが、それらしい色紙があ

りまして、これは字句だけでも自戒の字句とすべ

きものであると考え、私の家のリビングルームの

壁にかけてあります。以上です。 

（文責・編集部）
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冷戦後の日本の政治 
三谷太一郎 

  
１）冷戦後の政治の始まり 

 
ベルリンの壁の崩壊と当時は注目されることもなかったアルカイダの結成に

象徴される 1989 年の冷戦の終焉と共に、日本においても冷戦後の政治が始まっ

た。その現れが前年来表面化していたリクルート事件の波及による竹下内閣の

瓦解とその後の 7 月の参院選における自民党の大敗であった。それは冷戦下の

日本の政治を支えてきた自民党の一党優位制（党内的には一派優位の下での派

閥連合体制）の解体と常に不安定要因を孕む今日の連合政治の端緒であった。 
  
2）90 年代における 55 年体制の崩壊―憲法第 9 条と日米安保との乖離 

 
さらに 90 年代に入ると、冷戦下で憲法第 9 条と日米安保条約との両立によっ

て機能してきた自社両党並立の 55 年体制の崩壊が、93 年の宮沢内閣下の衆院

総選挙における自民党の過半数割れと社会党の大敗によって決定的となった。

これ以後安保の変質が始まり、国際状況の変化と共に、安保の軍事同盟化が促

進され、憲法第 9 条と安保との乖離は顕著となった。 
  
３）冷戦体制を成り立たせた最重要要因としての経済的要因 
 

このように冷戦後の日本の政治に変化をもたらしたさまざまの要因のうち

で、おそらく最も重要なのは経済的要因であろう。日本の冷戦体制においては、

その安定化要因として最も重視されたのは経済的要因であった。そのことを示

しているのが、冷戦戦略の一環として打ち出された 1948 年以降の対日占領政策

の転換である。当時の米国国務省政策企画室長(Chief of Policy Planning Staff) 
ジョージ・F・  ケナン (George F. Kennan)は、それを対ソ封じ込め政策

( containment policy)の概念によって根拠付けた。ケナンは対ソ戦争を回避しな

がら、米国の対ソ安全を保障するためには、資本主義諸国の活力を再生させ、

ヨーロッパおよびアジアにおける力の均衡を回復することによって、ソ連の膨

張を封じ込めなければならないと考えた。それはかつて対日戦争を回避しなが

ら、日本の膨張を封じ込めることができなかった 1930 年代から 40 年代にかけ

ての米国の対日政策への反省に発していたといえよう。その観点から、ケナン

はヨーロッパにおける西ドイツ、アジアにおける日本の経済復興が最重要であ

ると考えた。ケナンは日本の経済復興が実現し、沖縄をはじめ太平洋諸島に沿
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った米軍の基地網によって日本の安全が保障されている限り、ソ連の対日侵攻

の可能性は低く、日本本土に大規模な軍事力を維持することは必要ないという

見解を持っていた。これが憲法第 9 条と安保とを両立させる米国の対日政策の

基本方針であった。 
 以上のような経済復興を最優先する対日政策と共に浮上してきたのが、日本

を経済的中心とするアジア地域主義構想である。ケナンと共に占領政策の転換

を主導した米国当局者（とくに財界出身の陸軍次官ウイリアム・ドレーパー

William H. Draper やその側近）らが、日本の経済復興の原動力として考えたの

は輸出産業であり、それを再建するには、低廉な原料供給地および輸出市場と

して非ドル地域であるアジア地域を日本のために確保することが必要であると

判断した。そしてそのことが非共産アジア地域を共産化から保全する冷戦戦略

の目的に貢献すると考えた。つまり日本の経済復興は日本だけでなく、非共産

アジア地域全体にとっての安全保障を意味するという認識がアジア地域主義構

想の基本的な動機であった。（現在の中国への対抗力としての TPP 構想とも繋

がる要素が認められる。） 
  
４）第二次日米安保の経済同盟的側面 

 
さらに日本の冷戦体制における経済的要因の重要度を増大させたものとして

挙げられるのが、1960 年の改定による日米安保の経済同盟的側面の強化である。

すなわちこの改定によって新たに挿入された条約前文および条約第二条は、日

米経済協力の重要性を特にうたっていたが、それを60年安保に取り入れたのは、

日米双方にこれを必要とする理由があったからである。日本側には、安保改定

は安保の軍事同盟化（したがって憲法第 9 条の否定）に通ずるという反対世論

が強く、これに対抗して安保改定を推進する政府・与党にとって、安保第二条

の経済条項は、安保の非軍事的側面を示すものとして必要であった。同様の認

識は米国側にも共有されており、安保改定後のエドウィン・ライシャワー駐日

大使人事と共に、日米関係の経済的文化的側面をより重視して行こうとする米

国政府の意向を反映したものと見ることができる。こうして経済条項を挿入し

た安保改定後、事実として日米経済関係の発展を加速する池田内閣の下で高度

経済成長が始まるのである。かつて吉田内閣の下で対米協調の見地からドッ

ジ・ラインに沿う緊縮財政（いわゆる超均衡財政）を推進し、米国側の強い支

持と高い信用をかちえた池田は、第二次安保後の新しい状況の中で、同じ対米

協調の見地から一転して逆に財政規模拡大による高度経済成長を演出するので

ある。 
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５）冷戦の終焉による日米経済関係の変化 
 
以上に見たように、冷戦下の日本の経済成長は、米国の冷戦戦略によって助

長・促進されたものであり、それが日本における冷戦体制の主力である自民党

の一党優位を支えた。その組織的基盤が経済成長への強い目的意識をもった政

官業複合体であった。ところが冷戦の終焉に伴って、当然に米国の冷戦戦略が

目的としていた友好国の経済成長を重視する時代は終った。日米経済関係は、

協調関係から競合関係に変った。米国は日本の輸出力を抑え、輸入の拡大を求

めると共に、グローバル・スタンダード（アメリカン・スタンダード）による

市場経済の確立と経済自由化を求めた。米国の日本に対する要求は国内産業保

護政策に向けられただけでなく、それを生み出す政治経済構造（特にその中枢

部分である政官業複合体）の変革にまで及び始める。 
 そもそも経済のグローバル化とは、冷戦後東西のイデオロギー的な壁のみな

らず、南北の経済的な壁が取り払われ、中国・ロシア・インド・中南米を含む

広大な地域の膨大な人口が市場経済に参入することによって引き起こされた世

界的規模に及ぶ産業構造の巨大な変化を意味する。それが現在の世界的金融危

機とそれに伴う世界的経済危機をもたらしている原因でもある。冷戦後の日本

経済の苦境は、冷戦下において政治的に保障されていた東南アジアや南アジア

の輸出市場が経済的自立化を遂げ、逆に豊富で低廉な労働力と先進国からの直

接投資による最新工業設備との結合が生み出した強い競争力をもって日本を輸

出市場化しようとしている状況から生じているのである。これがかつての南北

の壁が撤去されたことの意味である。そしてこれが 1989 年に起きたベルリンの

壁の崩壊の結果でもあった。 
  
 
６）自民党の組織的基盤の崩壊とその後の状況への対応 
 
こうして冷戦下において、グローバルな市場経済の圧力を極力遮断すること

によって培養され、維持されてきた官僚機構および自民党族議員の業界に対す

る影響力は相対的に低下し始めた。また自民党を支えてきた政官業複合体への

依存度の高い業界（建設業界、農林水産業界、金融業界等）が弱体化した。政

官業複合体が全体として縮小傾向にあることは否定できない。 
 これに対応して、冷戦後の日本において行われたのは、市場経済に適合した

新しい政治経済構造を模索するさまざまの制度改革の試みであった。選挙制度

改革、行政改革、金融改革、地方分権改革、司法改革等がそれである。また韓
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国や中国との「歴史認識」の共有を志向する国際共同研究も、広くいえばその

ような試みの一環といえなくはない。それらの制度改革の結果が果たして有

効・適切なものであったかどうかはともかくとして、それらの試みが冷戦後の

日本の状況の変化を反映していることは間違いない。またこの他に教育改革と

いわれるもの（国旗・国歌法の制定とか、教育基本法改正とか）があるが、こ

れはどちらかといえば、グローバリズムへの反動と見られるのである。 
  
７）冷戦後の日本の政治の不安定化要因―「無党派層」の繁茂 

 
政官業複合体の縮小に伴って、それから離脱した選挙民、あるいは本来そ

れに属していない選挙民、すなわちいわゆる無党派層が増大し、場合によって

は与党支持層を上回るにいたったという事実は、冷戦後の日本の政治を動かす

重要な要因となった。いかなる政権も無党派層の支持なしには成立しえない。

そこで無党派層の動向を示す浮動的な世論調査の結果が政権の存立を左右する

ことになりかねない。冷戦下の強固な組織的基盤に支えられた一党優位の現実

は、既に完全に過去のものとなった感がある。 
  
８）両院縦断組織の解体と「非組織化の時代」  
 
一党優位制の解体は、1989 年以来二院制の実質化（いわゆる「ねじれ」現象）

をもたらした。すなわち冷戦後は衆院総選挙の結果は、必ずしも三年に一度行

われる参院選の結果に反映しない。旧憲法下の実質的二院制（衆院多数派と貴

院多数派との不一致）が現憲法下において再現しているのである。これは、同

じ議院内閣制をとる形式的二院制下の英国との大きな違いである。（もっとも英

国でも最近二院制に実質的意味を持たせようとする上院改革の動き、たとえば

公選制の拡大の試みもあるようである。） 
 こうした実質的二院制をもたらした無党派層の増大は、単なる政治現象では

なく、あらゆる分野での組織一般の分断化・弱体化の現れではないかと思われ

る。かつて経済成長が始まろうとしていた 1950 年代末（いわば一党優位制の「原

蓄」期）に、ある政治学者は同時代を形容して「組織化の時代」と呼んだ。そ

れは業界団体が群生し、次第に政界や官界との接触を始めた時期であり、「圧力

団体」というもっぱら政治学者の間で使われてきた用語が一般化した時期でも

あった。その時期がまさに自民党の一党優位を支える政官業複合体が形成され

ていた時期（岸信介内閣期）であった。ところが今や政官業複合体の縮小と共

に、「非組織化の時代」が訪れつつあるのではないかと感じられる。特に企業の

社会的機能の縮小に伴う「集団主義」的傾向の弱体化が「非組織化の時代」を
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強く感じさせる。「集団主義」が日本の文化的特徴であるといわれた時代は去っ

た。それは冷戦後の日本における政治を含む文化全体の変容の兆表であろう。 
 
９）明治 20 年前後の日本における「将来之日本」（徳富蘇峰）と現在の日本に

おける「将来の日本」 
 
 
明治19年に当時の最先進知識人であった蘇峰徳富猪一郎はベストセラーとな

った『将来之日本』を刊行した。それは、当時のヨーロッパの社会経済的変化

について次のように書いている。 
「商業の進歩は・・・・一の咄々驚くべきの現像を発出したり。何ぞや曰く、

信約機関の発達、是也。彼の信約なるものは実に近世文明の一大事業にして若

し之を前世期の人に告げば渠輩は此の如き機関は『アランビャン、ナイト』の

小説にこそあらんと冷笑す可し。実に此の機関の奇巧快活なる決して今世紀の

人にあらざるよりは・・・・了解する能はざる所のものなり。所謂負債なるも

のは一種の富にして社会には負債の売買を以て一種の商業を営む銀行者なるも

のあり。而して此の信約の機関の商業世界に於ける尚蒸汽機関の運動の世界に

於けるが如く尤も絶大の働きをなすもの也。即ち彼のダニエル、ウエブストル

は云はずや、「信約なる者は近世商業の大活気と云はざる可らず。之が為に各国

を富ますや、全世界の礦山より採取する所の金銀に比するも幾千倍なるを知ら

ざるなり。之が為に勤労を励まし、製造を熾にして海外の通商を突飛せしめ、

各人民各王国、若くは各小種族をば互に相接近せしめ、互に相交際せしめ、以

て知音とならしめたり。之が為に精鋭なる陸海軍を整理し唯兵数に依頼するの

暴力に勝たしめ、之が為に国家の勢力なるものは一国の才智と富栄と及び其道

を得たるの製造等の基礎によりて巍立せざる可らざらしめたり。」「もし其実を

知らんと欲せば彼の万国信約の問屋とも云ふ可き英京ロムバルト街に行て之を

見よ、実に欧州の生活社会の進歩は吾人の喋々するを俟たず。」「彼の明治十五、

六年の頃佛京に滞在したる吾在野の政治家板垣退助氏曰く「余の佛国にあるや、

同国の学士アコラス氏を訪ひしに氏は余に向て子は欧州に来りて事物を観察し

如何なる感覚を発したるや問はれしに付、・・・・今回余が最も驚愕したる所の

ものに二あり。其一は生活社会の大に進歩したること是なり。其二は生活社会

に比すれば政治社会の大に進歩せざること是れなり。」「アコラス氏は大に余が

此言に感じて曰く・・・・欧州は生活社会は進歩したるも政治社会は大に進歩

せず。故に十九世紀に於て最も宜く改良すべきは政治社会なりと云ふに在り。

左れば子が観察は寔に能く我欧州の現状を看破したりと意外の賞讃を受けた

り。」 
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「眞に然り・・・・則ち彼の欧州なるものは其昔時に於ては政治社会を以て

生活社会の進歩を促し、経済世界の交際を以て政治社会の割拠を打破り生産機

関を以て武備機関を顛覆するは早晩避く可らざの命運と云はざる可らず。」 
 ギリシャ・スペイン・イタリア、さらにはフランスにも及ぶ事例に見られる

ようなヨーロッパ諸国において金融不安・金融危機（あるいは財政不安・財政

危機）が政治不安・政治危機に連動しつつある現状は、現在から見た「将来之

日本」ともつながっていると思われる。それは、ヨーロッパ列強をモデルとし

ていた明治前半期の日本から見た「将来之日本」へのオプティミズム（あるい

はアメリカをモデルとしていた 60 数年前の戦後日本から見た「将来之日本」へ

のオプティミズム）とは対照的である。           










