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１．　はじめに

　筆者の目的は，アメリカの政治思想史におけるア

イン・ランドの布置（機能）を明らかにすると同時

に，日本人にとってのアイン・ランドの意義を提示

することにある．そのための作業のひとつとして，

アメリカの保守主義とリバータリアニズムとアイ

ン・ランドの思想の関係を整理・確認する必要があ

る． 

　ソ連からの亡命者でありながら，アメリカにおい

て作家・大衆思想家(pop-philosopher)になったアイ

ン・ランド（Ayn Rand:1905-82）の人生の軌跡と，

第二次世界大戦後のアメリカにおいて，彼女が主流

保守言論界に一角をしめていく経緯については，す

でに詳しく論じた（藤森，2012）．

　 次 の 段 階 と し て ， 『 肩 を す く め る ア ト ラ ス 』

(Atlas Shrugged)について整理しなければならない．

この小説は，アイン・ランドをアメリカの国民作家

としたが，同時に，アメリカの主流保守言論界から

彼女が追放される契機となった．かつ文化左翼リベ

ラル系知識人をしてランドを蛇蝎視させることに

なった．そのような毀誉褒貶の激しい『肩をすくめ

るアトラス』と，その物語世界を支える「客観主

義」と名づけられたアイン・ランドの哲学について

確認することが本論の目的である．

　 「 客 観 主 義 」 は ， 形 而 上 学 的 に は 客 観 的

アイン・ランドの思想と『肩をすくめるアトラス』
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　1930年代ニューディール（New Deal）政策の社会主義的，統制経済的政策は，アメリカ精神の劣化をも

たらしたと考えた人々は，アメリカのソ連化を阻止するべく結集し，保守主義陣営を結成した．彼らは，ソ

連からの亡命者アイン・ランドの作品がアメリカ的価値観や自由放任資本主義を祝福するものであったので，

彼女を大いに歓迎した．しかし，それもランドが1957年に『肩をすくめるアトラス』(Atlas Shrugged)を発

表するまでのことだった．

　アイン・ランドをアメリカの主流保守言論界から追放し，かつ文化左翼リベラル系知識人をしてラン

ドを蛇蝎視させることになった『肩をすくめるアトラス』は，アイン・ランドが「客観主義」と名づけ

た哲学を基礎としている.「客観主義」は，形而上学的には客観的現実（Objective Reality），認識論的に

は理性（Reason），倫理的には自己利益（Self-interest），政治的には自由放任資本主義（Laissez-faire 

Capitalism）の立場を採る．

　ランドは，地上のことは，人間の有能さと努力と創意工夫が解決するべきものであり，人間に責任がある

ことを指摘した．その意味での人間の英雄性を肯定し，無神論を支持した．また，利他主義の欺瞞性を指摘

し，個人の長期的視野に基づいた徹底した利己主義の発露こそが，個人の集積である社会に平和と秩序をも

たらすと主張し，その文脈から自由放任資本主義を唯一の道徳的体制として支持した．『肩をすくめるアト

ラス』は，出版以来，アメリカの草の根の国民文学であり続けている．
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現 実 （ Object ive Real i ty ） ， 認 識 論 的 に は 理 性

（Reason），倫理的には自己利益（Self-interest），

政 治 的 に は 自 由 放 任 資 本 主 義 （ L a i s s e z - f a i r e 

Capitalism）の立場を採る．まずは，『肩をすくめ

るアトラス』の物語内容を確認し，次に，「アメリ

カの国民文学」となった，この大長編小説の多層性

を指摘し，そこに貫徹しているランドの思想を明示

する．

２．　『肩をすくめるアトラス』の物語内容

　1991年に，アメリカ議会図書館（ The Library of 

Congress）とブック・オブ・ザ・マンス・クラブ

（the Book-of-the-Month Club）は，共同で「あなた

が人生で最も影響を受けた本」の読者（ビジネス

マン対象）調査をした．第1位が聖書だったのは不

思議ではないが，第2位は，『肩をすくめるアトラ

ス』だった．1998年には，有名出版社ランダムハ

ウス／モダンライブラリーが，「英語で書かれた

20世紀の小説ベスト100」の一般読者投票結果を発

表したが，ランドの小説は，第1位と2位と7位と8

位を占めた．第1位に選ばれたのが，この『肩をす

くめるアトラス』だった．

　近年には，出版発表以来何度も試みられたが成

就しなかった映画化が実現し，2011年4月にAtlas 

Shrugged Part 1が上映された．2012年10月には，

Part 2が発表される予定である．このように，『肩

をすくめるアトラス』とは，大学の英文科（アメリ

カならば国文科）のテキストとして取り上げられる

ことはないが，出版以来，アメリカの「国民文学」

として読まれ続けてきている．

　この小説の表題のアトラスとは，言うまでもな

く，ギリシア神話の天球を支える巨人アトラスであ

る．アイン・ランドの生まれ故郷であるロシアのサ

ンクト・ペテルブルクでは，いたるところに「アト

ラス」の彫像を見ることができる．代表的なもの

が，エルミタージュ博物館の入り口のひとつを支え

る何人もの「アトラスたち」である．外壁の装飾と

して，屋根を支えるアトラス像が使用される様式

は，この古都の建造物の特徴である．なかには女性

のアトラス像もある．ランドにとっては，建物を支

えるアトラス，ひいては世界を支えるアトラスの形

象は，幼いころより親しいものであった．

　この小説は，要するに，この世界の政治や経済や

文化を支えている頭脳と才能と責任感を持った人間

が，彼らや彼女らの能力に依存し，それを搾取する

人々に自分たちを搾取させるがままにしないで，

「ストライキ」を始めたら，この世界はどうなる

か，つまりこの世界を支えるアトラスのような人々

が「もうやめた」とばかりに「肩をすくめる」なら

ば，この世界はどうなるか？ということを描いてい

る．

　『肩をすくめるアトラス』は，ペーパーバック版

でも1063ページある長編小説であり，プロットも

複雑で登場人物も非常に多い．ヒーローと目され

る登場人物でさえ4人もいる．この小説が，「ジョ

ン・ゴールトって誰？」（“Who is John Galt?”）と

いう文で始められているように，この小説を堆進す

る主要プロットは，ヒロインのダグニー・タッガー

ト（Dagny Taggart）が，このジョン・ゴールトが

誰なのか，何を目論んでいるのかを追求する謎解き

である．時代は具体的に設定されていない．便宜

上，ヒロインを中心にプロットを以下のように要約

してみる． 

　ダグニー・タッガートは，無一文から祖父が設

立し発展させたアメリカ屈指の大鉄道会社「タッ

ガート大陸横断鉄道」（Taggart Transcontinental 

Railroad）（以後TTRと記す）の鉄道運行部門担当

副社長である．34歳の若さながら，無能な社長の

39歳 の 兄 ジ ム （James Taggart） を 歯 牙 に も か け

ず，大鉄道会社を運営する．少女時代から，彼女と

TTRは一体だった．この鉄道会社は，彼女にとって

は，人間の可能性と有能さと責任の象徴だった．少

女時代は，毎夏をすごすハドソン河渓谷沿いの別荘

近くにあるTTRの駅において，創業者の孫娘という

立場を秘して，夜勤電話番をアルバイトで勤めた．

彼女は鉄道の全てを熟知したかった．だから，大学

でも工学を学んだ．
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　最近，彼女は，銀行家や音楽家や法律家から鉄道

技師まで，どの分野においても，優秀な責任感ある

人材に限って，唐突に仕事を辞めて失踪することが

多くなっていることに気がついている．そのため

に，物資の納期が守られなくなっている．工事が進

展しなくなっている．鉄道の安全な管理など，文明

社会を円滑に動かすもろもろのシステムが正常に機

能しなくなっている．　

　それに加えて，ダグニーが危惧しているのが，政

府の政策だった．ダグニーは，人間の創意工夫と努

力を促す自由競争による社会の発展を信じている．

政府は，自由競争を排し，発明家や産業家や労働者

が努力と頭脳で獲得した利益を国家が収集し，管理

し，それらを「必要に応じて」国民に分配し，国民

みなが繁栄できる「協同的共生社会」を実現すると

いう大義名分を掲げている．しかし，この大義名分

は「口実」でしかなかった．

　なぜならば，新しい起業家たちや，進取の気性に

富む企業家たちとの自由競争を脅威と感じるある種

の資本家たちが，政府を動かして，自分たちの地位

が安泰であるようなシステムを作り，競争相手を排

除するために，「協同的共生社会」を作ろうとして

いたからだった．そのために，彼らが政府に採らせ

た政策は，次のようなものである．

　まずは，弱肉強食の企業間競争を排するという大

義名分のもとに，新製品を発明して売り出すこと

や，新事業を開拓することを制限する「反競争法」

（Anti-Dog-Eat-Dog Rule）を施行させた．優れた製

品やサービスを提供できる企業は，市場を独占す

ることになり，結果的に公共の福祉に反すること

になるので制しなければならないと言い募り，す

べての会社にとって規模に応じて必要な利益が得

られるようにする「機会均等法」（Equalization of 

Opportunity Bill）を実施させた．企業間競争を排し

て企業風土を安定させるには，労働者や従業員の他

企業への移動や労働市場の活性化も抑止することが

必要であるので，離職や転職や解雇を禁じる「10

－289号指令」（Directive 10-289）も発令させた．

「職業の選択の自由」を無視する暴挙が議会を通過

してしまった．

　ダグニーの兄ジェームズは，自分の無能さを思い

知らせる有能な産業家，企業家たちへの嫉妬から，

これら資本家集団と政府の陰謀に加担する．彼は自

分が享楽的に怠惰に生きて，社長の地位と富が保証

されればいいと考えるだけの卑劣な人間である．し

かし，口では「最大多数の人々の幸福の実現が正

義」だと唱える．

　これらの政策のために，アメリカの産業は健全な

競争力を失う．優秀な人材が市場に還流せず，次第

に衰退していく．職業の選択の自由をなくした労働

者は労働意欲を喪失する．そうこうするうちに，前

からの現象であった「人材の失踪」に拍車がかか

り，TTRを含めたどの産業も，どの商業分野にも，

無責任と責任転嫁と無能と投げやりな人々のみが残

される．

　社会の停滞と不安と増していく混乱の中で，人々

の間には，答えようもない問題には“Who is John 

Galt?”と言う奇妙な習慣が，できあがる．ダグニー

は，そのジョン・ゴールトこそ，社会から有能な人

材をどこかへ流出させる「破壊者」だと考える．ダ

グニーは，その破壊者から自分の鉄道会社を守らな

ければならないと思う．最後までその破壊者と闘う

ことを決意する．

　休暇の旅行中にダグニーは，廃業された大自動車

工場の廃墟に，たまたま立ち寄る．そこで，打ち捨

てられたモーターの残骸を見て驚愕する．工学を専

攻したダグニーには，その残骸は，現行の輸送機関

の問題をすべて解決できるような前代未聞の画期的

モーターの完成品が故意に破壊されたものとわか

る．その未来を開くモーターの設計者をつきとめる

ために，タグニーは調査を重ねるが，その設計者は

わからない．

　実は，そのモーターの設計者こそ，ジョン・ゴー

ルトだった．勤めていた大自動車会社が売却された

とき，新しい経営者が「能力に応じて働き，必要に

応じて収入を得る」システムを導入して，理想的な

共同社会としての新しい企業を作りたいと発表した

時に，彼は会社を辞めた．自分が設計して完成させ

たモーターを破壊して失踪した．なぜならば，その

ようなシステムを採る企業の経営が成り立つはずは
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ないし，それは人間性への冒涜だと考えたからだ．

収入は労働量や功績ではなく，家族数などの必要に

応じて分配され，それも労働者の投票で決定される

という方式を採用したこの会社では，以下のような

現象が生じた．怠惰な者は収入が保証されているの

で一層に怠惰になり，無能な者は無能であることに

開き直り，故意の怠慢が広がった．だから，能力の

ある者は労働過剰になるばかりだった．労働者の士

気は壊滅した．有能な者の辞職が相次いだ．また，

同僚の結婚や出産は，自分の収入の減少につながる

から，労働者間の嫉妬反目は増大した．従業員は息

の詰まるような相互監視状態に陥り，労働環境は悪

化し，工場の生産性を激減させた．この自動車会社

は，ゴールトが早々と予測したように倒産した．

　そのうち，自分の勤務先に見切りをつけること

ができる見識と勇気を持ったゴールとについての

噂が，“Who is John Galt?”という流行り言葉を生ん

だ．「ジョン・ゴールトって誰？」→「知らない」

→「答えのわからないことを言うなよ．わかるはず

ない」と，意味が変化して，人々は，自分に理解

できない状況に対して，「ジョン・ゴールトって

誰？」と言うようになったのだ．

　ともかくジョン・ゴールトは，有能な人間の能力

を搾取して生きようとする寄生虫的人々に汚染され

ていく現行の社会への期待や希望をいっさい捨て

た．そして大学時代からの親友や賛同者を募り，コ

ロラド山中に新しい社会を建設した．この新世界は

「ゴールト峡谷」（Galt's Gulch）と呼ばれた．この

別天地，新世界が必要とする電力すべてが，ジョ

ン・ゴールトが発明した永久運動モーターによって

生み出されていた．

　ゴールトたちは，この新世界にふさわしい人物を

救出するために，「旧世界」では人目につかない労

働に従事しながら，秘密裏に活動していた．ゴール

トは，10年以上もダグニーの鉄道会社の下級労働

者をしながら，いずれダグニーをも「新世界」に誘

うつもりで彼女の行動を監視していた．真相を知っ

て驚くダグニーだが，祖父から伝わる鉄道会社を見

捨てるわけにはいかない．

　社会はさらに停滞し，混乱する．物資の輸送や交

通がマヒする．農産物や工業製品も生産量が減少

し，かつ生産地から消費地である都会までの物流も

機能しなくなった．電力などエネルギー資源の管

理，利用システムも壊滅しつつあった．

　ゴールトはラジオ放送を通じて，新世界樹立の必

要性と旧世界の搾取的構造を全米に伝えた．彼と彼

の仲間の大義を国民に伝えた．政府はあわてるが，

混乱した社会に秩序をもたらすことができる人材

は，すでにゴールトたちが設立した世界に去ってし

まい，政府機関はどこも機能しない．政府は，ゴー

ルトと妥協を図ろうとする．しかし，ゴールトはそ

の取引に応じない．政府機関は彼を逮捕し，拷問に

かける．ダグニーや「新世界」の仲間たちは，ゴー

ルトを救出する．ダグニーも，ついに旧世界に絶望

し，彼らと行動をともにすることになる．

　社会が文明社会であるための必要条件である基本

的インフラやシステムが機能不全になり，社会混乱

は一層に拡大した．その収拾をつけることができる

ような人材は，みな「ゴールト峡谷」に行ってし

まった．繁栄を極めたニューヨークにすら大停電が

起き，アメリカ合衆国は破滅の道をたどる．しか

し，ゴールトたちにとって，このアメリカの破滅こ

そが，「彼らのアメリカ」建国の真の始まりだっ

た．

　以上が，『肩をすくめるアトラス』の物語内容で

ある．

３．『肩をすくめるアトラス』の多層性

　アイン・ランド文学研究において，先駆的研究者

であるミミ・レイセル・グラッドスターン（Mimi 

Reisel Gladstein） は ， こ の 小 説 に は ， 「 ミ ス テ

リー」「サイエンス・フィクション」（以下SFと

記す）「女性ファンタジー／フェミニズム寓話」

「アーサー王風ロマンス」の四つのレベルがあると

指摘した（Gladstein，1999, 33－61）．

　ミステリーであることは明らかだが，SFでもある

理由のひとつは，この小説内で，ゴールトが開発し

たとされる「静的エネルギーを動力に転換し，鉄道

の一車両の半分の大きさで一国の電力をすべて供給
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できる夢のモーター」が登場したり，タグニーの恋

人になる大鉄鋼会社を経営するハンク・リアーデン

（Hank Rearden）が，鋼鉄よりも軽くて強い奇跡の

合金リアーデン・メタルを発明したり，タグニーや

リアーデンの良きビジネス・パートナーであるエリ

ス・ワイアット（Ellis Wyatt）が枯渇した油田再生

技術を開発したりするような，現在でも不可能な技

術が登場するからである．

　ただし，ランドは理工学系の専門的知識はなかっ

たので，いかにも「空想科学小説」らしいリアルで

説得力のある，かつ21世紀の読者をして，作家に

「先見の明があった」と感心させるような類の事物

や技術は想像できなかった．また，20世紀後半は

飛行機などの空輸の時代であって鉄道は衰退すると

いうことも予知できなかった．多忙なビジネス・

ウーマンのヒロインに「携帯電話」を持たせること

もなかった（Gladstein，1999, 42-43）．

　その意味で『肩をすくめるアトラス』に描かれる

世界は，20世紀的前半的な鉄道や鋼鉄や石油に依

存したセピア色の「懐かしい未来」である．それで

もなおかつ，この小説が優れたSFであるのは，「国

家と世界が，ある特定の実践と方向を採り続ける

のならば，どうなるかをランドが仮定して書いた

未来」（Gladstein，1999,40）が描かれているから

だ．

　作品に輝かしい未来＝ユートピアが描かれよう

が，暗黒の未来＝ディストピアが描かれようが，

SFは，多かれ少なかれ「現在」への批判，風刺を

前提としている．現在の文脈では書けないことを，

未来という架空の文脈で書くのがSFでもある．描か

れる未来は作家が危惧する現在の反映か，もしくは

陰画である．

　『肩をすくめるアトラス』に描かれるのは，アル

ゼンチンも，チリも，英国も，フランスも，ドイツ

も，グアテマラも，インドも，メキシコも，ノル

ウェイも，ポルトガルも，トルコも「人民国家」

（People's State of...）と冠された共同的国家，社会

主義国家となった世界である．その世界の潮流の中

でアメリカ合衆国も経済システムを資本主義から社

会主義へと変えていく世界である．全体の利益，世

界の利益のためという大義名分で，アメリカの生産

する富が各国の人民国家に援助として流出する世界

でもある．

　 『 肩 を す く め る ア ト ラ ス 』 の 構 想 ・ 執 筆 期 間

（40年代半ばから57年）は，冷戦が始まり，強化

された時期である．ランドは，ソ連の国際社会にお

ける目覚しい台頭と，東欧やアジア，中近東，南ア

メリカへの勢力拡大に対して，大きな恐怖を抱いて

いた．その恐怖が，革命後のロシアの混乱と困窮を

経験した人間だけが持つ恐怖が，この小説には横溢

している．

　ただし，社会主義とか共産主義とか全体主義とか

いう用語は，『肩をすくめるアトラス』には，いっ

さい使われていない．ロシアとかソ連とかソ連陣営

の国の名前もいっさい言及されない．しかし，この

小説が，アメリカ的個人主義／資本主義／自由競争

と，ソ連的集団主義／社会主義／計画管理経済の対

立を描いていることは明白である．この小説世界に

おける善と正義は，前者にあることも明々白々であ

る．

　この意味において，『肩をすくめるアトラス』

は，アメリカ的なるものの正義と勝利を歌い上げる

勧善懲悪「冷戦ミステリーメロドラマSF」である．

ならば，『肩をすくめるアトラス』は，アメリカの

国民文学であり，ランドはアメリカの国民作家であ

る．国民作家の機能とは，その国民国家の正当性を

保証し，その国家の維持と強化に貢献する作品を生

産することである．国家を支える共同幻想を物語の

形式で国民（特に10代から20代の若い人々）に植

えつけるのが国民文学である．

　と同時に，この小説は，第二波フェミニズムが台

頭する1960年代より早く，当時としては破天荒な

英雄的ヒロインであるダグニーを造型した点におい

て，フェミニズム小説の先駆でもある（Gladstein, 

1999, 46-56）．ただし，ランド自身はフェミニズ

ムに関心はなかったし，自分をフェミニストとして

認識した形跡もいっさいない．ヒロインのダグニー

造型について，ランドは可能ならばこうありたいと

願う理想の女性像を，「自分自身からいっさいの欠

点をとった理想の自分自身をヒロインにした」と述
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べた（B. Branden，1986, 225）．

　ダグニーは，頭脳明晰なエンジニアでかつ大鉄道

会社を実質的に経営し，疲れを知らない不屈の闘

士であり，飛行機の操縦もできるが，容姿はあく

までも繊細優美であり，小説のヒーロー4人のうち

3人から愛される．その3人の男たちとは，ゴール

トとリアーデンと，ダグニーの幼友たちであり初恋

の相手でもあった南アメリカの銅山を一手に所有

する大財閥の若き当主フランシスコ・ダンコニア

（Francisco d' Anconia）である．フランシスコは，

ゴールトの大学時代の親友であり，ゴールトの新世

界樹立計画に賛同し，政府に没収され国営化される

前に，先祖代々の財産を故意に蕩尽し，鉱山を廃鉱

にする．フランシスコは，ダグニーを愛している

が，新世界樹立計画を秘すために，彼女から遠ざか

る．

　このフランシスコやゴールトから愛されるばかり

でなく，ダグニーは，妻のある鉄鋼王リアーデン

（アンドリュー・カーネギーがモデルと言われる）

と不倫関係にもなる．とはいえ，その状態にいっさ

い屈託も罪悪感もない．社会的に窮地に陥ったリ

アーデンを救うために，ラジオ番組で正々堂々と臆

することなく，リアーデンとの関係を公表し，ス

キャンダルを蹴飛ばす．また，ダグニーは祖父の代

から彼女の家に仕えてきた一族の出身であし，かつ

彼女の忠実な部下であるエディ・ウイラー（Eddie 

Willer）からも愛されている．まさに，ダグニーと

いうヒロインには，女性の欲望や夢が臆面もなく全

開したまま投影されている．

　たとえ，このタグニー像が，「女装した男」や

「前時代的ブルジョワ・リベラル・フェミニスト」

にしか見えなくても，フェミニズム意識のある若い

読者に，十全に生きる有能な積極的女性像や有効で

力強いモデルを与えてきたこの小説の機能は認める

べきだ．大衆の欲望と夢の生成と維持に関与する大

衆文学というメディアに，現実逃避装置として以外

に，なにほどか社会に貢献する機能があるとすれ

ば，そのひとつは，読者に対して生きる力を喚起す

るような魅力ある人間モデルを提供することだろ

う．

　もちろん，こうした大衆文学の機能は諸刃の剣で

ある．英雄的ヒロインが提示されても，女一般の現

実が是正されるわけでもなく，現実逃避の夢想がま

たひとつ増えるだけのことかもしれない．しかし，

フェミニズムの浸透には，ダグニーのような，女の

力への確信を内面化させる強力なイメージが，文

化的イコンが，まだまだ必要だったのだ（Taylor，

247/ 藤森，2001，118－23）．

　この小説に関して，指摘すべきもうひとつの重

要な点は，この小説が文学の古典的枠組みを借用

し て い る と い う こ と で あ る （Gladstein，1999，

56-61） ． あ る 傑 出 し た 英 雄 の 傘 下 に 志 を 同 じ く

する英雄たちが集まり世の中を動かして行くとい

う構図は，『三国志』や『水滸伝』や『南総里見

八犬伝』など，中国人にも日本人にもなじみが深

いが，西洋人にとってのそれは古代英国を平定し

たとされるアーサー王と彼を取り巻く円卓の騎士

の伝説である．グラッドスターンは，ゴールトを

アーサー王（King Arthur）として，リアーデンを

ランスロット（Lancelot），ダグニーをアーサー王

の妃でありランスロットの愛人でもあるグイネビ

ア（Guinevere）にたとえている（Gladstein，1999, 

58-59）．

　また，この小説の，志ある人々が，共同謀議のす

えに，人跡未踏の地に新世界を樹立するというプ

ロットは，アメリカ人の想像力に特徴的な「陰謀論

的世界観」を刺激する（Martha F, 2011,　）．陰謀

論的世界観とは，「世界は少数の権力者たちの共同

謀議で動かされているのであって，議会などは隠れ

蓑でしかない．民主主義が実現されたことなどな

い」という考え方である．

　ただし，この小悦においては，悪しき陰謀が，良

き志による陰謀によって転覆されている．つまり，

通常の陰謀論は，ダグニーの兄が加担しているよう

な権力者共同謀議によって，一般市民や庶民の知ら

ないところで物事が決定されているのであって，一

般市民や庶民は，わけもわからず翻弄されるだけと

いう発想をする．しかし，『肩をすくめるアトラ

ス』においては，権力者の共同謀議に従属すること

を断固拒否して，有意の人々が，権力者共同謀議に
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よって腐敗し弱体化していく国を棄て，密かに別世

界を構築することに成功する． 

　アメリカには，ある種の非常に特権的な金融資本

家や財閥が，自由市場の資本主義の原則を破り，政

治家に献金するかわりに，自分の傘下にある企業に

都合よい法律を制定させたりしているという（陰謀

論的）仮説が，流通している．たとえば，石油メ

ジャーであるスタンダード・オイル社を立ち上げた

ロックフェラー家が，石油から製造する医薬品を流

通させるために，医学界を支配し，自然療法や伝統

的な民間療法を非合法化したという説がある．石油

由来の医薬品は副作用が多く，さらなる病気の原因

でもあるし，そのような医学研究もあるが，そのよ

うな研究は，医学界，メディアを支配することに

よって，絶対に認められないようにして，研究者を

社会的に抹殺するという説がある．病人が増えれば

増えるほど，医薬業界には利益があるのだから，医

学にも薬学にも「学問の自由はない」という説があ

る （Brown,1979,2010）．

　そのようなアメリカの一般国民の心の底にある

「権力者共同謀議」への疑惑に対して，『肩をすく

めるアトラス』は，「政府や特権的人々を信じる

な．彼らは，大義名分のもとに自由な社会，アメリ

カの建国の父たちが目指したような社会ではなく，

一部の共産党員のみが特権を持ち，民主主義はない

ソ連のような社会を作ろうとしている．私たちは，

黙って，こっそり彼らに抵抗するべきだ，私たちの

社会を，この社会の裏側に構築しようではないか」

と，訴えかけているのだ．

　作品の底に，このようなメッセージがあると仮定

することは，アメリカの精神風土においては，決し

て荒唐無稽ではない．2012年現在ならば，フリー

メイソンリー（Freemasonry）だの，イルミナティ

（Illuminati）だの，またエール大学の特権的フラタ

ナティであるスカル＆ボーンズ（Skull & Bones）だ

の，秘密結社が世界を動かしているという陰謀論史

観は，日本でも珍しくはない．しかし，こうした世

界観は，アメリカでは，かなり早くから浸透してい

いた．それは，アメリカの文化が，多くの結社の相

克，強調，離反によって政治的経済的様相が決定さ

れる「結社文化」であることから，導き出される世

界観である．

　「結社文化」はアメリカという国の大きな特徴

のひとつである．フランスの政治思想家アレクシ

ス・ド・トクヴィル（Alexis-Charles-Henri Clérel de 

Tocqueville:1805- 1859）は，すでに1835年に出版

された『アメリカにおけるデモクラシー』第2部に

おいて，「合衆国の政治的結社について」という章

（第4章）を設けて，「アメリカは世界中で結社を

もっとも多く利用する国であり，この有力な行動

手段をこのうえなく多様な目的のために使う国で

ある」と指摘した（トクヴィル，松本訳，2005,38-

5 0 ） ． ア メ リ カ 独 立 革 命 そ の も の が ， ジ ョ ー

ジ ・ ワ シ ン ト ン （George Washington:1732-99）

に せ よ ， ト マ ス ・ ジ ェ フ ァ ソ ン （ T o m a s 

Jefferson:1743-1826）にせよ，ベンジャミン・フラ

ンクリン（Benjamin Franklin:1706-1790）にせよ，

ジョージ・メイソン(George Mason:1725-1792）に

せよ，フリーメイソンリー（Freemasonry）のメン

バーであるフリーメイソン（freemason）が中心と

なって，成就させたことは，よく知られている．ま

た，ジョージ・ワシントンの肖像画が絵柄である

アメリカの1ドル紙幣の裏側には，フリーメイソン

リーのシンボルマークである「すべてを見通す目」

(Eye of Providence)が印刷されていることも，よく

知られた事実である．

　明らかに，アイン・ランドには「結社」への志向

がある．血縁でもなく地縁でもなく，ある目的，大

義の実現のために結集することへの憧憬がある．ゲ

マインシャフトではなく，ゲゼルシャフトにこそ，

人間の気概（美徳）と有能さが発揮されると考えて

いる．『肩をすくめるアトラス』に描かれる新世界

こそ，究極のゲゼルシャフトではないか．

　アイン・ランドは，『水源』においても，建築家

ハワード・ロークとその仲間たちのありように，フ

リーメイソン（自由な石工）の連帯を重ねている．

「建築家」とは，現代の石工である．ロシアのユダ

ヤ系ブルジョワ家庭に生まれた彼女は，父か母の父

親か，その他近い親族にフリーメイソンがいたはず

である．しかし，このことについては信頼できる資
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料がないので，ここでは示唆する程度にとどめてお

きたい．

　ともあれ，こうしてみると，『肩をすくめるアト

ラス』が，「ゴミ古典」（trash classic）とか「思

想小説のハーレクイン・ロマンス」と揶揄されなが

らも， 1957年の出版以来，アメリカの国民文学と

して読まれ続けてきたことが納得できる．よくでき

たミステリーであり，かつ冷戦期のアメリカ人を支

える国家幻想に強く関与した「冷戦メロドラマSF」

であり，女性読者にとっては，英雄的ヒロインが大

活躍する「女性用ファンタジー」であり，かつ伝統

的文学の枠組みを活かした叙事詩的英雄物語でもあ

り，アメリカの「結社文化」から生まれた「陰謀史

観」，もしくは「権力者共同謀議強迫観念」に訴え

る「権力者共同謀議を転覆させる陰謀小説」である

のだから．

　とはいえ，上記の事柄のみが，『肩をすくめるア

トラス』をして，アメリカの国民文学にさせたわけ

ではない．この小説の真骨頂は，実は，草の根の読

者に与えた自己啓発的影響力の大きさにある．ラン

ドは，『肩をすくめるアトラス』の後書きに，「私

の哲学は，本質的に，人間を英雄的存在として考え

る槻念である．自らの生命の道徳的目的を自分自身

の幸福とし，自らの最も高貴な行為を生産的達成

とし，自らの唯一の絶対物を理性とする存在が私

の人間という概念である」と記している（Rand，

1957，1992, 1075）．つまり，アイン・ランドの

哲学は，生きることを肯定し，人間を肯定し，人間

の英雄性を寿ぐ「生の哲学」なのだ．だからこそ，

読者の実人生に応用活用できる自己啓発的要素にも

満ちていた．

　次には，アイン・ランドが，『肩をすくめるアト

ラス』において展開した「私の哲学」であるところ

の「客観主義」（Objectivism）が，どのように「生

の哲学」であるのかを確認する．その自己啓発的要

素も確認する．

４．「客観主義」について

　 「 客 観 主 義 」 は ， 形 而 上 学 的 に は 客 観 的

現 実 （ Object ive Real i ty ） ， 認 識 論 的 に は 理 性

（Reason），倫理的には自己利益（Self-interest），

政 治 的 に は 自 由 放 任 資 本 主 義 （ L a i s s e z - f a i r e 

Capitalism）の立場を採るというものである．以下

は，『肩をすくめるアトラス』の根本にあるアイ

ン・ランドの哲学「客観主義」（Objectivism）の内

容を，筆者がまとめたものである．

（１）人間は生き物である．生き物である以上は，

生き延びるということが目標である．だから，人

間が生き延びることに益になるものは「善」で

あり，人間が生き延びるのに障害になるものは

「悪」である．生き延びることに利益になること

を求めなければならないという意味において，人

間は利己的であらねばならない．一般的に言われ

る利己主義の意味は，「欲望のおもむくままに生

きること」であるが，利己主義の本来の意味は

「自己に利益があるようにすること」である．

「欲望のおもむくままに行動すること」は自己利

益に反するので，真の利己主義ではなく，単なる

気まぐれである．

（２）人間が生き延びるということは，どういうこ

とか．現実は人間の思惑とは関係なく存在する客

観的実体である．人間は，現実を認知し把握する

ことができるが，それを創造することも変えるこ

ともできない．たとえば，人間が水を望んでも水

は出現しない．水のある場所まで移動しなければ

ならない．人間は植物ではないから，移動せずと

も日光や土の中の栄養素を吸収して生き延びるこ

とはできない．獣のように本能の中に生き延びる

ための行動がプログラミングされているわけでも

ない．獣のように身体能力が高いわけでもない．

人間の場合は，すべて学習しないと，生き延びる

ことができない．脳の力，思考力だけが，人間の

持つすべてだ．人間は，思考力によって，自分の

欲望や願いだけでは変わらない現実に働きかけ
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て，自らにとって価値あるものを獲得し生産する

ことによって生き延びる．人間の英雄性は，この

ような生産性にある．

（３）思考とは何か．人間の諸感覚が捉えた事物を

それと確認し（identify），他の事物と関連付け

統合する（integrate）過程が思考である．この思

考を稼動させる機能が理性（reason）である．理

性だけが，人間が客観物である世界に対処して生

き抜く知識を獲得する手段であり，行動への適切

な指針である．頭脳と身体を適切に使って現実に

対処し，自分が生き延びるために利益になるもの

を入手できれば，その思考と行動は合理的である

ということであり，それに失敗するのは思考と行

動が合理的でなかったということである．思考と

行動において合理性がないと，しかも長期的視野

に基づいた合理性がないと，人間は生き延びるこ

とができない．

（４）したがって，信仰や感情を知識獲得の手段と

する神秘主義や，確実な知識は人間には獲得不可

能なものという懐疑主義は否定される．また，人

間存在が，運命とか育ちとか遺伝子とか経済状況

の犠牲者であるとする決定論も否定される．人間

の生は，客観的実体である現実に対処して，生き

延びることに利益になることを選択し実践すると

いう合理的な思考と行動の蓄積であって，それ以

外のものではない．

（５）そういう存在としての人間が，そういう存在

としての人間と関わるということは，互いの合理

的な思考と行動によって獲得した価値あるもの

を，合意の上で交換するという関係でなければな

らない．互恵的関係でなければならない．した

がって，正しい人間関係は，すべて交易者，商

人（trader）の関係である．愛情関係や友情関係

も，互いが生み出した価値の交換関係である．こ

の意味において，「無償の愛」はありえない．

「利他主義」はありえない．ありえない利他主義

を推奨する人々は，他人が生み出した価値と交換

されるにふさわしい価値を生産し提供することな

しに，他人が生み出した価値を手にしたいたかり

屋か，搾取者か，寄生虫である．

（６）右記のような人間の条件と人間関係のあり方

を守ることが道徳であるが，この道徳の実践を擁

護する経済体制は資本主義である．個人間の合意

のうえでの交換関係，合理的な自己利益に基づく

交換行為に干渉し規制する体制は邪悪である．し

たがって，自由放任資本主義が道徳的経済体制で

ある．ただし，資本主義はいまだ完全には実現さ

れたことがない「未来のシステム」である．なぜ

ならば，道徳の実践の不足により，互恵的交換関

係ではない，利他的な搾取関係は，いろいろな形

で残っているからである．世界史上初めて，資本

主義社会として建国されたアメリカ合衆国も，混

合経済や経済統制をまぬがれていないからであ

る．

（７）この道徳の実践を擁護し，個人の生き延びる

権利と，それに伴う所有権を保護する政治体制

は，夜警国家である．合理的な思考と行動によっ

て獲得した価値あるものに対する個人の所有権が

守られないということは，人間の生そのものが冒

涜されることである．それらの個人の諸権利の侵

害は，具体的には物理的強制力（暴力）の行使に

よるので，政府は，物理的強制力（暴力）の行使

を抑止する物理的強制力（暴力）を持たなければ

ならない．その力の行使は，恣意的であってはい

けない．個人の諸権利を侵害する暴力に報復し反

撃するときのみ，力の行使がゆるされる．

（８）物理的強制力からの脅威がなければ，生き延

びるために合理的で長期的視野に基づいた自己利

益のための活動に人々は専心できる．そのような

人間で成立する自由な社会は発展し繁栄する．そ

れ以外のことに政府が介入し規制することは，国

民の合理的な思考と行動の自由な実践を抑圧す

る．ひいては，それらの自由な実践によって形成

される自由で豊かな社会の発展を阻害する．統治
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機関による規制は，その規制行為に従事する官僚

組織の肥大を招き，税金公金浪費が増大する．そ

もそも，政府運営資金は，政府が提供するサー

ヴィスに対する国民からの「自主的支払い」であ

る（べきだ）．略奪者による物理的強制力を抑止

する公的機関である裁判所と警察と軍の運営に対

する「自主的支払い」である（べきだ）．国民の

収入は政府や官僚の所有物ではない．「公」と

は，政府や官僚組織の中のある個人の私物に転化

する危険が常にある．政府や公的機関が，国民に

とって最大の略奪者にならないように，最悪最強

の暴力団にならないように，私人である個人の国

民は常に警戒しなければならない．

　この「客観主義」において，もっとも理解しにく

いのは，「利他主義」の否定であろう．ランドの

「利他主義」の理解は独特である．『肩をすくめ

るアトラス』に描かれる新世界，ゴールト峡谷の

メンバーは，以下のことばを誓う．「私の人生と

愛によって，私は誓う．私は決して他人のために

生きることはなく，他人に私のために生きること

を求めない」( “I SWEAR BY MY LIFE AND MY LOVE 

OF IT THAT I WILL NEVER LIVE FOR THE SAKE OF 

ANOTHER MAN, NOR ASK ANOTHER MAN TO LIVE 

FOR MINE.”)（Rand, 1957, 1992, 675）と．「利他主

義」という伝統的に美徳とされてきた行為を，伝統

的に美徳とされてきたという理由だけで，その本質

を疑わず，機械的に自動的に他人の利益のために生

きるのは，自分の利益のために生きることより尊い

とする姿勢を，ランドは批判する．人間の最高の道

徳的目的は自己のより良き生存なのだから，人間が

まず自己の利益について考えるのは当然であり，そ

れも，長期的視野に基づいた合理的な自己利益を図

るのは人間の義務だと主張する．非合理的に短期的

視野から自己利益を図ることは，結局は自己の不利

益になる．つまりは，徹底した利己主義は，利他主

義に通じる．そういう意味で，アイン・ランドは利

他主義を否定し，利己主義を肯定した．しかし，こ

のアイン・ランド流利己主義のすすめは，誤解や曲

解にさらされやすいし，またさらされてきた．

　「アイン・ランド流利己主義のすすめ」をさらに

理解するために，また同時に，政府の介入や計画経

済を許す修正資本主義ではなくて，古典的自由放任

資本主義を，ランドが支持する理由を理解するため

に，主人公のひとりであるフランシスコが小説内で

展開する「マネー論」を確認してみよう．彼は，

「金（money）が諸悪の根源」という通俗的見解に

対してこう反論する．長いが引用してみる．

　　「あなたは，金の起源が何かとおたずねになり

ましたね．金とは交換の手段です．もし生産され

る物がなければ，人間が物を生産できなければ，

存在しないのが交換です．他の人間と取り引きし

たい人間が，交易によって取り引きするという行

為，つまり価値ある物を得るために別の価値ある

物を与えるという行為の原則の物質的形が金で

す．金は，たかり屋の道具ではありません．たか

り屋は哀れっぽく泣いてあなたの生産物を所有す

ることを主張します．金は，また略奪者の毒でも

ありません．略奪者，不正利得者は，あなたから

あなたの生産物を力づくで取ります．金とは，生

産する人間によってのみ可能にされるものです．

これを，あなたは悪とおっしゃる？あなたが，あ

なたの努力への支払いとして金を受け取る時，他

人の努力の生産物とその金を交換するという信念

でのみ，そうするはずです．金に価値を置く人間

ならば，たかり屋や略奪者ではありません．どれ

ほどの大量の涙も，世界中からかき集めた銃すら

も，あなたの財布にしまわれている紙を，あなた

が明日生きるのに必要とするパンヘと変換できま

せん．その紙は，本来は金，ゴールドであるべき

だったのですが，それは名誉の印です．あなたの

その紙の所有権は，生産する人間のエネルギーに

基づいたものだからです．あなたの財布は，あな

たの回りの世界のどこかで金の起源である道徳的

原則を踏みにじらない人々がいるという希望の表

現です．これを，あなたは悪とおっしゃる？（中

略）金は，あなたの生産物やあなたの努力ゆえに

金を得ることを，あなたに許します．あなたの生

産物やあなたの努力がそれを買う人間にとって価
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値があるという条件でならば．それ以外は駄目で

す．交換しあう者同士の強制されない自主的な判

断による相互利益を持つ人々以外には，金は取り

引きを認めません．人間は，自分自身の利益のた

めに働かねばならないという認識を金はあなたに

要求します．自分自身を傷つけるためではないの

ですよ．人間は自分が獲得するために働くので

す．自分が損をするためではないのですよ．自分

は重荷を背負う獣ではないし，惨めさを背負うた

めに生まれたのではないという認識，人間には価

値ある物を与えなければならないという認識，人

間の共通の絆は苦しみの交換ではなくて，物の交

換だという認識を金は要求します．他人の愚かさ

へあなたの弱さを売るのではなくて，他人の理性

にあなたの才能を売ることを，金は要求します．

あなたが他人が提供するまやかしものではなく

て，あなたの金が見つけられる最上の物を買うこ

とを，金は要求します．人々が交易で生きるとき

―最終的な働きかけとしては，理性によって，決

して強制ではなく―勝利をおさめるのは最高の生

産物です．最高の行為です．最高の判断と最高の

能力をもった人間です．ひとりの人間の生産性の

程度とはその人間が獲得する報酬の程度です．こ

れが，人間の存在の掟であって，その道具と象徴

が金なのです．これがあなたが悪とお考えになる

ものでしょうか？」（Rand，1957，1992，382-

83） 

　都市や国が交換，交易のための市（いち）を中心

に発展したものであることは歴史的事実であり，金

（かね）は，本来の起源の「市」での物々交換か

ら，商品と商品の交換の媒介物として発明された．

それは画期的な発明であった．人間が自らの努力と

知恵の結晶であるものを，他人の努力と知恵の結晶

と相互に納得して交換する行為を，より便利なもの

にするために発明された金は，したがって当然，人

間の知恵と努力の象徽でもある．

　このフランシスコの「マネー論」によれば，金が

汚いのではない．金が諸悪の根源なのではない．そ

の「人間の知恵と努力の象徴」である金を，「自分

の努力と知恵」と均衡した交換によってではなく，

たかりや搾取や略奪によって獲得しようとする意志

や行為が汚いのである．たかりや搾取や略奪という

行為が悪なのである．他人の努力や知恵を，自分の

それと均衡した（等価）交換で得るのではない行為

が悪なのである．利他主義は，こうした搾取の別名

なのである．

　利他主義は，一見きわめて美しい行為に見える

が，自らの努力と知恵の産物を，他者の努力と知恵

の産物と交換させるという公平な交易ではない，と

いう意味において，他人からの自分への搾取を許す

という意味において，自己を冒涜することになる．

同時に，それは，自己の努力と知恵を冒涜すること

であり，自己否定であり，自己の生命の否定なの

だ．またそれは，他者の否定にも通じる．他者の努

力や知恵の産物を正当で均衡した報酬を提供するこ

となく利用することを，自らに許してしまう行為で

あるからだ．

　この意味で，社会福祉や慈善は，ランドの小説に

おいては，搾取と略奪の偽装であり，結局は寄生的

人間を許す悪なのである．この観点から社会主義国

家の「能力に応じて，必要に応じて」（カール・マ

ルクスの『共産党宣言』の有名な文句）というシス

テムは，悪であり，人間の尊厳への冒涜なのであ

る．だから，ランドは自由放任資本主義を支持す

る．

　 ア イ ン ・ ラ ン ド は ， 自 分 は ア リ ス ト テ レ ス

（Aristotle: BC384-322） の 哲 学 か ら 大 き く 影 響

を 受 け て い る と 述 べ た(Rand,1999,6-)． 確 か に ，

ア イ ン ・ ラ ン ド の 思 想 の 根 本 に は ， ア リ ス ト テ

レ ス が 『 ニ コ マ コ ス 倫 理 学 』 で 論 じ た 「 均 衡 」

（equilibrium）の概念がある．Aが生産した価値あ

るものは，Bが生産した価値あるものと同等の価値

があると，Aが判断すれば，AとBの間には，それぞ

れが生産したものを交換するという交易が成り立

つ．フェアなビジネスとは，そのような交易の発展

的相似形でなければならない，人間関係も，そのよ

うな公平な交易であらねばならない，というアイ

ン・ランドの発想の根本には，「均衡している状態
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が正義である」という前提がある．しかし，この見

解の形而上学的意味を探求するのは，今の段階で

は，筆者の力を超えているので，本論では，アリス

トテレスとランドの関連についてのみ言及するにと

どめておく．

　アイン・ランドの哲学的起源の問題はさておき，

アイン・ランドの哲学は，自己啓発的認識を読者に

与える．その認識は，以下のようにまとめることが

できる．

（１）「哲学する」ことと「現実の中で生きる」こ

とは両立する．

（２）利己主義は正しい．自分の利益を考えること

は正当なことである．

（３）理性とは利性であり，合理性とは合利性であ

る．長期的視野に基づいた合理的な損得を考える

ことが，合理的ということである．

（４）「無償の愛」は神話である．互恵関係が人間

関係の基本である．

（５）利他主義の賞揚は，略奪者や搾取者の常套で

あるから，用心せよ．

（６）個人が，長期的視野に基づいた合理（利）的

エゴイズムに基づいて活動すれば，社会は個人の

集まりであるのだから，自由で豊かな社会が形成

される．

（７）「あなたが国のために何ができるかと問え」

などと政府が国民に要求することなど僭越であ

り，権利の侵害であり，あくまでも私人の個人の

国民に主体がある．

（８）何よりも，人間が生き延びること，そのもの

が善であり，目標であり，価値である．

　『肩をすくめるアトラス』は，多層的な読み方が

できるエンターテインメントであると同時に，生き

るのに糧となる「自己啓発本」でもあるのだから，

この小説が，アメリカにおいて，草の根の読者の国

民文学となったのも，不思議ではない．

　とはいえ，『肩をすくめるアトラス』のアメリカ

における国民文学化は，必ずしも,この小説そのも

のが生んだ「100パーセント自然現象」ではないと

いうことも指摘しておかなければならない．

　アイン・ランドの死後，ランドの遺稿管理人と

なったランドの弟子であったレオナルド・ピーコフ

（Leonard Peikoff:1933-）は，1985年に「アイン・

ランド研究所」（The Ayn Rand Institute）を立ち上

げ，師の作品が読まれ続けるように対策をたてた．

たとえば，高校の国語（English）のクラスで，全

員が課題図書として読めるように，『水源』（The 

Fountainhead,1943）と並び,『肩をすくめるアトラ

ス』を教育予算が乏しい州の高校に寄贈し続けてき

ている．クラス全員の生徒が読めるような冊数を寄

贈することによって，高校生が，授業の一環とし

て，アイン・ランドの小説を読むような機会を創出

し続けてきている．さらに，それらのランドの小説

に関するエッセイ・コンテストを実施し，優秀な

エッセイを書いた高校生や大学生に奨学金を提供し

ている．こうして，「アイン・ランド研究所」は，

アイン・ランド読者数を確保してきた．

　ある文学作品が長く読まれ続けていく理由は，ふ

たつある．ひとつは，その作品が「ブランド」とな

ることである．既成の権威からの「お墨付き」を得

ることである．たとえば，英語で書かれた作品なら

ば，大学の英文科で読まれ論じられることである．

もうひとつの理由は，その作品の面白さが多くの

人々によって伝えられること，および，その状態が

継続することである．　

　しかし，　アイン・ランドの小説は，大学の英文

科の教室で読まれたり，論じられたりすることはな

かった．ランドの提唱する人間観と20世紀のアカ

デミズムが獲得した人間観とは，相いれないもの

だった．「事実はない，あるのは解釈だけ」と言っ

た近代相対主義の父と言われるニーチェや，フロイ

トの精神分析やアインシュタインの相対性理論やマ

ルクス経済学の影響は言うにおよばず，特に60年

代以降，フランスからアメリカに輸入された記号論

や構造主義や脱構築理論などのポスト・モダニズム

思想は，人間存在の自立性を解体した．人間の欲望

は他者の欲望であり，人間の自我は社会的に歴史的

に構築されたものであり，主体も自由意志も幻想と

いう認識が，アカデミズムを支配した．アカデミズ
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ムからすれば，ランドの思想は素朴すぎる実在論で

あり，時代錯誤の英雄主義であり，危険な超人思想

であり，その意味で知的な考察に価しない粗雑で幼

稚な大衆思想なのだ．

　また，アカデミズムの中でも埋もれた女性作家の

再評価作業を精力的にしてきたフェミニズム批評か

らも，ランドは無視された．それは，アメリカの

アカデミック・フェミニズムの政治的立場が民主

党系ラディカル左派に属し，マイノリティ擁護，

弱者救済の高福祉社会をめざす「大きな政府」支

持者であることから来ている（Gladstein，2000,51/

Taylor，1999, 241-45/N．Branden，1989, 226-27/

McElroy，1999,155-56）．

　こうした「既成フェミニズム」（establishment 

feminism）の政治的立場は，ランド説くところの集

団主義や利他主義批判とあいいれるはずがなかっ

た．ランドの造型した英雄的ヒロインも，時代遅れ

の「西洋／白人中心主義ブルジョワ・フェミニズ

ム」の産物であり，階級や人種やエスニシティを視

野に入れて久しいアカデミック・フェミニズムの枠

組みには，ランドが入る余地がなかった．

　したがって，アイン・ランドが読まれ続けるに

は，アカデミズムや知識人の支持によるブランド化

ではなく，「その作品の面白さが多くの人々によっ

て伝えられること，および，その状態が継続するこ

と」が必要だった．それを実現させる手段が，高校

での課題図書となることだった．そうすれば，世代

から世代へ読者を生産できる．世代から世代へと，

作品の面白さが口伝えに知らされてゆく．「アイ

ン・ランド研究所」の戦略は，今までのところ成功

している．

　以上のように，アイン・ランドの思想と，『肩を

すくめるアトラス』のアメリカの国民文学としての

相と，「アイン・ランド研究所」の戦略が確認され

た．いよいよ，これで，アメリカの保守主義とリ

バータリアニズムと，アイン・ランドの思想の相克

について論じる準備ができたことになる．　　
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Ayn Rand’s Objectivism and Atlas Shrugged 

Kayoko FUJIMORI

Atlas Shrugged (1957)was based on Rand’s philosophy "Objectivism.”  In metaphysics, Rand supported philosophical 

realism, and opposed any kind of mysticism or supernaturalism, including all forms of religion. In epistemology, 

she considered all knowledge to be based on sense perception. She rejected all claims of non-perceptual or a priori 

knowledge, including instinct, intuition and revelation. In ethics, Rand advocated rational egoism, rational self-interest 

on a long-term vision. 

Rand said that the individual should exist for his/her own sake, neither sacrificing himself/herself to others nor 

sacrificing others to himself/herself. She condemned altruism as incompatible with the requirements of human life and 

happiness. Rand's political philosophy emphasized individual rights including property rights. She considered laissez-

faire capitalism the only moral social system. She opposed statism, absolute monarchy, Nazism, fascism, communism, 

democratic socialism, and dictatorship. She believed that rights should be enforced by a constitutionally limited 

government. 

Rand acknowledged that Aristotle greatly influenced on her philosophy. Even though Rand's philosophy seems 

radically iconoclastic and out-of-dated, against modern and postmodern thoughts, American people after the middle 

of the 20th century have been greatly influenced by Rand's novels and Objectivism which have offered them self-

developing guidelines and insights, as well as a certain political vision.

Keywords :  Objectivism, reason, egoism, altruism, capitalism


