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アイン・ランドのアメリカ保守主義批判
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要旨

　『肩をすくめるアトラス』（1957年）に対する保守主義言論界から放たれた悪意に満ちた書評に応え

て，アメリカの保守主義者たちの思想の矛盾と哲学的立脚点の曖昧さに対するアイン・ランドの攻撃が始

まった．アイン・ランドとアメリカ保守主義の対立は決定的になった．

　以下のようにアイン・ランドは主張した．保守主義者たちは，建国の理念を寿ぐ．しかし，建国の理念が

必然的に導き出す政治経済体制であるところの資本主義を明確に支持しないのは，なぜか．彼女の定義によ

る資本主義とは，長期的視野に基づいた合理的自己利益を実現したい個人が，そのような個人と，各自の労

働による生産物を，互恵的に交換することである．資本主義の弊害は，資本主義の過剰から起きるのではな

く，資本主義の欠如から起きる．道徳としての資本主義を理解しない保守主義者たちは，利他主義の道徳を

市民に強制する国家主義（リベラル）に敗北するしかない．さらに彼らは，アメリカが伝統を打破して建国

されたことを忘れている．伝統を守ると言いつつ，現状維持したいだけである．また，アメリカの保守主義

者が，家族を過度に重視するのは，一種の部族主義，集団主義である．個人の独立と自由を守るべく王制を

否定し，共和国を史上初めて立ち上げたアメリカ建国の祖（Founding Fathers）は，人間の知力，理性以外

に頼るものはなかった．しかし，現代の保守主義者は，人間の理性の力を認めず，政教分離したはずのアメ

リカで宗教を奉じ，神の存在に疑問を持つ知性の自由を恐れる．

１　はじめに

　本論の目的は，アイン・ランド（Ayn Rand:1905-

82）の政治意識が，「客観主義」（Objectivism）と

彼女が名づけたところの思想にまで分節化される経

緯を明らかにすることにある．筆者の最終的な目的

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

アイン・ランドの思想の差異，およびリバータリア

ニズムと彼女の思想の差異を整理・確認する必要が

ある．

　まず，アメリカの保守主義がどういうものである

かを確認し，それがアイン・ランドといかに交差す

るものであったかを明示しなければならなかった．

その作業は，拙論「アメリカにおける保守主義の誕

生とアイン・ランドの交点」（藤森，2012）におい

てなされた．この論文はアメリカの保守主義言論界

にアイン・ランドが受容された背景と経緯を記述し

ている．

　ただし，この論文においては，ローズヴェルト政

権のニュー・ディール政策に対するアメリカの「反

動的勢力」が，フリードリッヒ・A・フォン・ハイエ

ク（Friedrich A. von Hayek:1899-1992）の『隷従へ

の道』（The Road to Serfdom,1944）によって，「ア

メリカの保守主義」（American Conservatism）とい

う思想を獲得するまでが述べられたが，ハイエクの

思想そのものについての確認は不十分であった．そ

れを補足するものとして，「衝動から思想へ---アメ
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リカ保守主義の誕生とハイエク『隷属への道』」（藤

森，2013b）が書かれた．

　次に，アイン・ランドが自己の思想「客観主義」

とアメリカの保守主義なるものが似て非なるもので

あることを思い知る契機となった『肩をすくめるア

トラス』（Atlas Shrugged,1957）の内容と思想を明ら

かにする論文「アイン・ランドの思想と『肩をすく

めるアトラス』」（藤森，2013a）が書かれた．こ

れは，『都市経営』第４号に収録されている．

　本論では，いよいよ，アイン・ランドの思想とア

メリカの保守主義の齟齬の様相を明示する．

２　初期アイン・ランドの政治意識

　アイン・ランドは，社会主義や共産主義を憎むこ

とから，自らの政治思想を育むことを始めた．帝政

ロシアのブルジョワ家庭に生まれたユダヤ人として

幼小時代を過ごし，革命後は実家の没落と貧困を経

験し，共産党政権の統制，抑圧，自由剥奪に苦しん

だのであるから，当然であった．主専攻として歴史

を，副専攻として哲学を選んだペテログラード大学

（現サンクトペテルブルク大学）在学中も，共産党

政権の批判をしたということで退学になる学生のリ

ストに入れられていたほどだ（Heller, 2009：47）． 

だからこそ，長女の将来を案じた母親の尽力によ

り，アイン・ランドは，アメリカはシカゴに移住し

た母方の親類を頼り，半年間のビザを得てアメリカ

に渡り，そのままソ連には戻らなかった．

　1930年代や40年代前半のアメリカの知的潮流

は，社会主義や共産主義に傾倒するものだった．

ローズヴェルト政権による設計主義や統制経済や集

産主義に依拠したニュー・ディール政策が高く評価

されていた時代であった．ソ連の実情を知っていた

アイン・ランドには，苛立たしい状況であった．だ

からこそ，シナリオ・ライターとして，作家として

立つための苦労，経済的な苦労のかたわら，経済学

や政治理論についても学んだ．

　ところが，1932年の時点においては，民主党のフラン

クリン・デラノ・ローズヴェルト（Franklin Delano 

Roosevelt:1882-1945）に投票したほど，アイン・ラン

ドは，政治的にはナイーヴであった（ Merrill , 1 9 9 1 ：

127）．ただし，1940年の時点では，ローズヴェル

トのニュー・ディール政策に反対したウェンデル・

ウィルキー（Wendell Willkie:1892-1944）の熱狂

的支援者となり，フルタイムの選挙運動員になった

ほどには，彼女の政治意識は成長していた（Heller, 

2009：132）． 

　ウイルキーは，ローズヴェルト大統領と同じく民

主党員であったが，ローズヴェルト政権が進める大

規模な公共事業に反対した．ウイルキーは，政府が

市場経済に介入すると，政府が肥大し，結果的に民

主主義が侵されることになり，市民の自由が失われ

ると危惧を抱き，共和党員になった．彼は，三選を

ねらうローズヴェルト大統領に戦いを挑み，共和党

の大統領候補の指名を獲得する選挙戦において，つ

いに共和党の指名を勝ち取った．

　 ア イ ン ・ ラ ン ド と 夫 の フ ラ ン ク ・ オ コ ー ナ ー

（Frank O’Connor: 1897-1979）は，ウイルキーこ

そ，資本主義と伝統的アメリカの自由の守護者だと

考えたからこそ，フルタイムのボランティアとして

何カ月もの間，ウイルキーの選挙戦に参加した．最

初はタイピストとして参加していたランドは，その

有能さを，すぐに認められた．プロパガンダ要員に

任命され，ローズヴェルト大統領に反対する議論集

会「知的弾薬局」（intellectual ammunition bureau）

を立ち上げた．いつまでも残る強いロシア語なまり

の英語で，公衆の前でウイルキー支持の演説をする

までになった（Heller, 2009：132-33）．

　ところが，ウイルキーは，共和党から指名を受け

たとたん，どんどん妥協を重ねた．ついには，ロー

ズヴェルト大統領が目論むヨーロッパで起きている

戦争への参戦や，徴兵制を支持するまでになった．

ヨーロッパの戦争にアメリカが参戦するということ

は，アメリカには何の利益もないと，アイン・ラン

ドは考えた．それは憎いソ連に利する行為でもあっ

た．とはいえ，ランドは，最後までウイルキーの選

挙戦から離脱はしなかった．しかし，ウイルキーに

は幻滅した．

　大統領選におけるウイルキーの度重なる妥協は，

支持者の疑惑を招き，ウイルキーは敗北した．結果
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として，ウイルキーは，ローズヴェルト政権の政策

を強化してしまった．アメリカの参戦により，第二

次世界大戦は連合国側の勝利に終わったのではある

が，その結果，ヒトラーよりも悪質な，「核武装し

たソ連」という脅威にアメリカはさらされることに

なった（Merrill,1991：129）．
　この時点で，すでにアイン・ランドには，｢アメリ

カの保守主義｣と｢アメリカの保守主義者たち｣への疑

惑が生じていた．｢アメリカの保守主義｣と｢アメリ

カの保守主義者たち｣の思想的脆弱さや曖昧さを，こ

のとき彼女は知った．その疑惑が，思想的に明確に

言語化されるのは，1957年の『肩をすくめるアトラ

ス』発表後のことだった．これについては，後で詳

しく述べるので，ここでは示唆するだけにとどめて

おく．

　ウイルキーの選挙戦に参加したことはアイン・ラ

ンドを幻滅させはしたが，収穫もあった．選挙戦を

通して，信条を同じくする（と，その時点において

彼女が思った）知識人たちに出会うことができたか

らだった．その知識人たちの中には，アルバート・

Ｊ・ノック（Albert J.Nock:1870?-1944 ）がいた．

イザベル・パタソン（Isabel Paterson: 1886-1961）

がいた．ローズ・ワイルダー・レイン（Rose Wilder 

Lane:1886-1968）もいた．

　アルバート・Ｊ・ノックとは，20世紀初めに，

リバータリアニズム（Libertarianism）を提唱した

人物である．後にリバータリアン（Libertarian）

と 呼 ば れ る 人 々 か ら ， 先 駆 者 と し て 讃 え ら れ た

（Sunwall,  2007：17-35）．イザベル・パタソン

は カ ナ ダ 系 ア メ リ カ 人 女 性 作 家 ＆ 思 想 家 で あ っ

た．アイン・ランドの思想のかなりの部分は，イ

ザベル・パタソンから学んだと言われるほど，パ

タソンはアイン・ランドに影響を与えた（Heller, 

2009：134-37）． 正規に受けた教育は小学校だ

けであった独学の人物ながら，パタソンはリバー

タリアニズムの基本図書として今でもアメリカで

は読まれ続けている自由主義に関する政治思想書

『機械の神』（The God of the Machine,1943）の著

者である．ローズ・ワイルダー・レインは，ジャー

ナリストとして活躍し，彼女もまた，パタソンと

同じく，アメリカのリバータリアニズムの先駆者

の ひ と り で あ っ た ． 日 本 で も 愛 読 者 の 多 い 児 童

文学『大草原の小さな家』（A Little House on the 

Prairie, 1932-1943）シリーズは，独立自営農民で

あった両親の生き方を描き，独立自尊の自由主義を

提唱，賛美するリバータリアン文学の古典である．

 

3 『肩をすくめるアトラス』発表前のアイン・ラン

ドの政治的状況

　前述したように，ウェンデル・ウィルキーの選挙

運動にフルタイムで参加することによって，アイ

ン・ランドは，当時の保守系知識人やアメリカのリ

バータリアン運動の先駆者たちの多くと友人になる

契機を得た．もちろん，それは，1940年時点におい

て，彼女個人が，駆け出しの作家として，ささやか

ではあるが，ある程度の認知度を獲得していたから

でもあった．

　当時は，アイン・ランドは，『一月十六日の夜』

（The Night of January 16th, 1936）という戯曲をハリ

ウッドで成功させ，ブロードウェイでの上演も成功

させ，アメリカのあちこちでの上演権料を獲得した

後だった．その貯えがあったので，何カ月も賃労働

に従事せずにフルタイムでウィルキーの選挙戦に参

加できた．

　『一月十六日の夜』は，法廷劇であり，観客から

12名の陪審員が選ばれ，彼らや彼女たちが実際に

評決をくだす．つまり劇の最後は決まっていない．

検察側と被告側が，それぞれに提出する証拠の質

と量は均衡しているので，評決を決定するのは，

もっぱら陪審員を務める観客の価値観，道徳観であ

る．この趣向が関心を呼び，『一月十六日の夜』は

人気を得た．また法廷劇であるので舞台製作費が

低くすませられることもあり，この劇は全米中の劇

団から上演された．この劇の上演料は，亡くなるま

で，アイン・ランドにとっていい収入源となった

（Heller, 2009：95）．

　さらに，アイン・ランドは，この時期は，革命

期のソ連の抑圧的体制下の中で破滅していく人々

の苦難を描いた小説『われら生きるもの』（We, the 
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Living,1936）を出版した後でもあった．これは，

アイン・ランドの小説の処女作である．出版当時

は，｢赤の時代｣（The Red Decade）であったので，

アメリカの主流知識人たちや文壇が，大不況期の

資本主義の行き詰まりからソ連の体制に希望を託

していたので，『われら生きるもの』が好評を受

け た と い う こ と は な か っ た ． そ れ で も ， 著 名 な

ジャーナリストのH・Ｌ・メンケン（Henry Louis 

Mencken,1880-1956）は，この作品を高く評価し

た．メンケンも，アメリカのリバータリアニズム運

動の先駆者のひとりであった．大きく認められるこ

とはなかった『われら生きるもの』であったが，読

者はこの作品を読み続けた．とはいえ，この作品

が，ほんとうに陽の目を見たのは，第二次大戦後に

やってきた冷戦時代であった．1959年に，改訂版

『われら生きるもの』が出版されてからであった．

　ウィルキー選挙戦を終え，アイン・ランドは，

『一月十六日の夜』の上演権料を生活費にあて，長

編小説『水源』（The Fountainhead, 1943）の執筆に

集中した．『水源』の困難な執筆作業の息抜きとし

て，中編『讃歌』（Anthem, 1946）も書いた．

　『水源』は，独立自尊の魂を持つ天才的建築家ハ

ワード・ロークを主人公として，アメリカの自由主

義を祝福した寓話的な政治思想小説である．集団主

義，社会主義，利他主義を「悪」として，個人主

義，資本主義，利己主義を「善」として描いたもの

だった．「自由市場競争の資本主義国アメリカと計

画統制経済の社会主義国ソ連の対立を，人間の魂と

いう領域に変換」（藤森,2001：114）し，「いか

にソ連の世界進出が目をみはるようなものであろう

と，アメリカのシステムが正しいのだと，ローク

のような英雄を排除することになるシステムには

大義もないし勝利もないと読者に語りかけた」（藤

森,2001：115）．

　『水源』は，後に出版された『肩をすくめるアト

ラス』が有するスケールの大きさやプロットやテー

マの複雑で多層的な組織化には欠ける．しかし，文学

作品としては，アイン・ランドの著作の中では，最

高のものである（Merrill, 1991：44-47）．言うまで

もなく，この小説を書いたアイン・ランドを，アメ

リカの保守主義言論界は，あらためて歓迎した．

　この小説は，出版社に割り当てられた紙の供出量

に制限のあった第二次世界大戦中に出版されたの

で，宣伝（publicity）もろくにされず，出版部数も

少ないものであった．にもかかわらず，口コミに

よって（by word of mouth）， 読まれ続け，今でも読

まれ続け，売れ続けているロングセラーである．

　早々と，1955年に，アメリカの保守主義の台頭

の諸相を，肯定的に論じたクリントン・ロシター

（Clinton Rossiter:1917-70）は，ローズヴェルト政

権やアイゼンハワー政権の時代における集団主義的

空気のなかで，「右勢力」（Right）に属する若者たち

に人気を博した『水源』に描かれた個人主義の輝きに

ついて言及している（Rossiter,1955：169）．

　『讃歌』は，『水源』と同時期に執筆されたもの

であり，そのテーマも共通している．舞台は，近未

来の暗黒社会というサイエンス・フィクションであ

る．主人公は，大戦争か大崩壊を経過した近未来の

全体主義体制の社会に生まれる．生まれてからずっ

と集団保育で育ち，学習内容も，仕事も，生殖再生

産用の婚姻相手も，すべて「評議会」が決定する社

会である．個人は社会のため全体のために存在する

のであるから，「私」という一人称は，この世界には

存在しない．「私は」と言うかわりに，「私たちは」

と言うのが，主人公が生きる社会である．この主人

公は，崩壊した過去の文明の残滓を発見したことか

ら，過去の文明の方がはるかに進歩していたことを

知り，自分が属する社会の暗黒性に気がつく．そこ

から彼の暗黒社会からの脱出と新世界構築への試み

が始まる．物語は，最後に主人公と，彼とともに逃

亡した少女が，「私」という一人称を獲得することで

終わる．

　1940年代から50年代の保守主義運動の旗手の

ひ と り で も あ っ た フ ラ ン ク ・ チ ョ ド ロ フ （ Frank 

Chodorov:1887-1966）は，毎月彼個人が出版し

ていた4ページの小冊子『分析』（analysis）におい

て，推薦図書として，アイン・ランドの中編小説

『讃歌』（Anthem）を読者に勧めた（Nash [1976], 

2006：22）． 

　チョドロフは，共和党内の派閥である『オール
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ド・ライト』（Old Right）のメンバーであった．こ

の派閥は，ニュー・ディール政策と，（実は，ロー

ズヴェルト大統領が強く望んでいたところの）ヨー

ロッパの大戦へのアメリカ参入には断固反対して

いた．アイン・ランドも，一時期ではあるが，こ

の『オールド・ライト』の一員であった．チョド

ロ フ は ， 1 9 5 2 年 に ， 『 所 得 税 - - - す べ て の 悪 の 根

源』（The Income Tax: Root of All Evil）や『ひとり

は群衆---ある個人主義者の省察』（One is Crowd: 

Reflections of an Individualist）を発表したが，これら

の著作の表題が示すように，彼も，またリバータリ

アンであった．1953年には，のちの1955年に保

守主義言論誌『ナショナル・レヴュー』を創刊する

ウイリアム・Ｆ・バックレイ・ジュニア（William 

F.Buckley, Jr） とともに，「個人主義者大学連合協

会」（Intercollegiate Society of Individualists: ISI）を

結成し，個人主義者の大学生たちのネットワークを

創設した（Edwards, 2004：19）． 

　 そ れ が 縁 で ， ア イ ン ・ ラ ン ド は ， こ れ も ま た

リ バ ー タ リ ア ン で あ る ヘ ン リ ー ・ ハ ズ リ ッ ト

（Henry Hazlitt：1894-1993）夫妻と知り合い，

新古典自由主義経済オーストリア経済学派の研究

者ルードヴィヒ・フォン・ミーゼス（Ludwig von 

Mises:1881-1993）を紹介された（Burns,  2009：

114）．

　ハリウッドで働いていた頃には，ランドは，当時

のハリウッド映画のソ連賛美の潮流に抵抗し，反

共組織である「アメリカの理想を保持する映画連

盟」（Motion Picture Alliance for the Preservation of 

American Ideals）に参加した．だから，後の47年

に，ランドは非米活動委員会（House Un-American 

Activities Committee）において，1944年に発表され

たMGM映画『ロシアの歌』（Song of Russia）の製作

にまつわる虚偽を証言した（Mayhew, 2005：188-

89）．この映画は，現実のソ連社会の過酷さを見ず

に美化して描いたものだったからである．他にも，

ランドは，反共作家連合である「アメリカ作家協

会」（American Writers Association）にも加入した

（Burns,2009：100-01,123）．

　以上のような経緯で，アイン・ランドはアメリカ

の保守言論界に一角を占めることになった． 

　

4  リバータリアニズムについて

　ここで，本論の論点から逸脱するかもしれない

が，今までに何度も言及されたところの「リバータ

リアニズム」や「リバータリアン」という言葉の意

味について，確認しておきたい．本論の続編となる

論文において，この思想については詳説する予定で

あるので，本論では，基本的な説明のみにとどめて

おく．アメリカの保守主義陣営は，後にリバータリ

アンと呼ばれる人々を多く含んでいたということを

認識しておくためにも，この作業は必要である．

　リバータリアニズムは，日本においても，副島隆

彦や森村進や蔵研也や菅野淳などの著作が示すよう

に，政治学や法哲学の分野では，すでによく知ら

れている．『オックスフォード英語辞典』（Oxford 

Dictionary of English:2005）の定義によると，「市

民生活に国家が最低限の介入しかしないことを提唱

する極端な自由放任政治哲学．個人の道徳は国家が

関わることではないと考える．だから，他人を傷つ

けない麻薬使用や売春のような活動を非合法的にす

るべきではないと考える．特にアメリカ合衆国で

はそうなのだが，一般的には右翼と関係があり，

伝統的リベラリズムが持つ社会的正義の問題への

関心は欠如している」（”an extreme laissez-faire 

pol i t ical  phi losophy advocat ing only minimal 

s tate  intervent ion in  the l ives  of  c i t izens :  I t

adherents believe that private morality is not the 

state’s affair, and that therefore activities such 

as drug use and prostitution that arguably harm 

no one but the participants should not be illegal. 

Libertarianism shares elements with anarchism, 

although it  is  generally associated more with 

the political right （chiefly in the US）; it lacks 

the concern of traditional liberalism with social

 justice.”）とある．

　この定義は，リバータリアニズムに対して悪意的

であり無知である．こういう現象は珍しくない．ア

メリカにおいても日本においても，リバータリアニ
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ズムと新自由主義（Neo Liberalism）を混同させて

リバータリアニズムを，2008年の世界的金融危機

（リーマン・ショック）の元凶であるとして糾弾す

る言論が存在するが，これらはリバータリアニズム

に対する無知と認識不足から生じている（仲正，

2008：139-140）． 

　リバータリアニズムが前提とするのは，あくまで

も，かけがえのない誰の人生とも代替のきかない独

自の個別の人生を持つ存在として人間を見ることで

ある（Barry, 1987：4）． アイン・ランドは，本人の

意図とは別に，アメリカにおけるリバータリアニズ

ムの提唱者のひとりとして目されてきた．彼女は，

「ひとつのまとまった集団の頭脳とか，ひとつのま

とまった人種の頭脳というものなど存在しない．同

じく，ひとつのまとまった集団の業績とか，ひとつ

のまとまった人種の業績なども存在しない．あるの

は，個人の頭脳と個人の業績だけだ．文化というも

のは，区別のつかない集団の誰が作ったかわからな

いような生産物ではない．個々の個人の知的業績の

総計が，文化である」（Rand,1964：148/藤森訳

236）と述べている．つまり，リバータリアンは，

国家や性別や人種や民族性などによって分類される

集団に個人を還元することをあくまでも拒否する．

人間は，どの集団に帰属しようが，いくつの集団に

帰属しようが，個別の個人としての人生を生きるし

かない存在である．リアルにあるのは，個別の人間

の個別の人生だけだ．だからこそ，リバータリアン

は，個人の生存をおびやかし幸福の追求を妨害する

政治経済体制を廃し，小さな政府を支持する．共通

善の名のもとに個人の諸権利を抑圧する集団主義や

全体主義や専制政治や独裁制を憎む．

　前述のＯＥＤの定義が述べるように，確かに，こ

の思想の信奉者はアメリカ合衆国に多いが，その影

響はより広範囲に及んでいる．英国やカナダやオー

ストラリアやニュージーランドやアイスランドなど

の英語圏はもちろんのこと，フランスやドイツやノ

ルウェイ，イタリア，ロシア，ギリシアにも，リ

バータリアニズム系の政党やシンク・タンクがあ

る．リバータリアニズムは一枚岩ではなく，様々な

立場があるのだが，どの種類の，またどの国のリ

バータリアニズムも，共通する要素は，法の支配の

もとにおける個人の自由の最大化と，国家の介入の

最小化と，自由市場資本主義の支持である．リバー

タリアニズムの基本概念は，個人主義と，個人の権

利と，自生的（自発的）秩序と，法の支配と，制限

された政府と，自由市場と，生産する美徳と，利益

の自然調和と，平和である（Boaz,1997：16-19）． 

リバータリアニズムとは，アメリカ独立革命やフラ

ンス革命などの市民革命の土台である啓蒙思想，古

典的自由主義（Classical Liberalism）の原点にもど

り，その精神をより徹底して実践することをめざす

ものである．

　 ところで，18世紀に基本的形を成した啓蒙思想

（もしくは古典的自由主義）は，形成以来，近代社会

の基本原理であり続けているはずである．そのような

基本原理を信奉する人々は「リベラル」（liberal）と

呼ばれてきた．では，なぜ，リバータリアンは，自

らをリベラルと称しないのだろうか？ 

　なんとなれば，「リベラル」とは，制限された小

さな政府を支持する古典的自由主義の信奉者ではな

く，副島隆彦の言葉を借りれば，「社会主義的な福

祉優先派の人々」「弱者救済を至上の価値と考える

人々」だからだ（副島：1999：159）． つまり，「ゆ

りかごから墓場まで」国家が個人の人間を保護する

かわりに，個人を管理統制する大きな政府を支持す

る人々が，｢リベラル｣である．そのような大きな政

府を運営する官僚による支配と官僚組織の肥大化を

支持する人々が，｢リベラル」である．

　この「リベラル」の意味の変質が生じた歴史的経

緯は，以下のとおりである．古典的自由主義の起源

は，宗教改革が引き起こした宗教戦争である．信仰

をめぐる血で血を洗う長年の凄惨な戦いは，脱神学

化した規範を西欧人に要求し，自然法の世俗化をも

たらした．正統性をめぐる価値の対立の凄まじさに

懲りた人々は，神の摂理ならぬ「自然の法」＝世界

を支配する掟の存在を自明の前提にして，その法に

従うのならば，あとのことは互いに不問にすること

＝寛容（tolerance）を学んだ．

　しかし，19世紀の終わりにはすでにして，教会支

配や絶対王政の圧制や宗教的不寛容の記憶が人々の
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記憶から薄れていた．人々は，苦闘のすえに獲得し

た政治的自由や個人の諸権利を守るには，普段の警

戒が必要であることを忘れた．自分たちの社会の問

題の解決を政府にゆだね，政府の選択によって経済

が動き管理されることを望むようになった．てっと

り早く，多くの人々の幸福を実現させるには，有効

な政策を政府が強権を発動して実践するべきである

という考えが生まれていった．

　そこに第一次世界大戦が起きた．アメリカにおい

てもヨーロッパにおいても，政府は戦争に対処する

ために，高い課税，民間企業の国有化，検閲や徴兵

などの国民管理統制を強行した．自由主義は戦争と

は絶対にあいいれない．自由な社会は戦争で吹き飛

ばされる．個人の諸権利のうち，基本的な生存権そ

のものが蹂躙された．歴史上初めての大規模な近代

戦は，古典的自由主義の人間像を否定した．近代戦

の大量殺戮は，個人の主体性と尊厳を無効にした．

個人の個別性と自立性と自律性という言葉が，戦場

の死体の山の前では無意味なお題目となった．

　その幻滅の上に，集団の利益を個人の諸権利の擁

護に優先させる思想への期待が生まれた．社会は人

為的に操作して計画的により良く作りかえることが

できるとする社会工学（social engineering）的発想

が生まれた．1930年代の大不況時代には，資本主義

に対する幻滅から，社会主義国家ソ連を美化し，マ

ルクス理論による国家経済統制に希望を託する人々

が増えた．ニュー・ディール政策は，産業，労働，

統治の連邦化を促進した．政府に巨大な権力が託さ

れた．

　そこに第二次世界大戦が起きた．またも国民の諸

権利は戦争という非常事態の要請の前に侵害され

た．かくして，第一次世界大戦と，大不況時代対策

のニュー・ディール，第二次世界大戦と続くにつれ

て，アメリカの知識人たちの間に，大きな政府を求

める熱狂が起きた．この知識人たちは，自分たちの

ことを「リベラル」と称したが，その政治的経済的

立場は，古典的自由主義のリベラリズムのそれとは

反対のものだった．「リベラル」の意味の変質と

逆転は，このような経緯のもとに生まれた（Boaz, 

1997：46-52）．

　

5　保守主義陣営からの

  『肩をすくめるアトラス』批判

　アメリカ保守主義言論界に一角を占めたアイン・

ランドだったが，1957年の『肩をすくめるアトラ

ス』発表後に，保守主義言論界と決別した．『肩をす

くめるアトラス』書評の中でも，もっとも悪意に満

ちた批評が，同志であるはずの保守言論人から放た

れたからである．

　実際には好意的な書評も数多かった．保守主義

言論界と敵対するリベラル知識人のひとりであった

クリフトン・ファディマン（Clifton Fadiman: 1904-

99）でさえ．『ブック・オブ・ザ・マンス・クラブ』

（The Book-of-the-Month Club）の書評において，ア

イン・ランドの物語を語る力（narrative power）

やストーリー・テリングの巧さを指摘した．ラン

ドの筆力は，アレクサンドル・デュマ（Alexandra 

Dumas: 1 8 0 2 - 7 0 ） や マ ー ガ レ ッ ト ・ ミ ッ チ ェ ル

（Margaret Mitchell: 1900-49）のそれに匹敵すると

賞賛した．このファディマンというのは，アイン・

ランドが前作『水源』（The Fountainhead,1943）に

おいて，エルスワース・トゥーイーのモデルのひと

りにした人物であった（Berliner, 2009：133-37）．

エルスワース・トゥーイーという登場人物は，温厚

なオピニオン・リーダーの仮面をかぶった全体主義

者であり，主人公のハワード・ロークを，陰謀をめ

ぐらして迫害するのだったが，トゥーイーのモデル

とした人物から好意的な書評をされたのは皮肉なこ

とであった．

　しかし，アイン・ランドが読むに値する書評を掲

載すると判断していた主要新聞や雑誌は，『ニュー

ヨーク・タイムズ』（The New York Times）をはじめ

として，ことごとく『肩をすくめるアトラス』を評

価しなかった．中でも，1955年にウイリアム・F.・

バックレイ・ジュニア（William F. Buckley, Jr.）が

創刊した保守主義言論誌『ナショナル・レヴュー』

（National Review）の書評は，異常に辛辣であった． 

　書評者は，ホイティカ・チェンバーズ（Whittaker   

Chambers:1901-61）であった．チェンバーズは，
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元共産党員で，ソ連のスパイであったのだが，後

に 転 向 し，『ナ シ ョ ナ ル ・ レ ヴ ュ ー 』 の 上 級 編 集

者（senior editor）を努めた敬虔なクエーカー教徒

（Quaker）であった． 

　1957年12月28日号の『ナショナル・レヴュー』

に 掲 載 され た『 肩 を すくめ るアトラ ス 』書 評 の 題

目は「ビッグ・シスターがあなたを見張っている」

（”Big Sister Is Watching You”）であった．この言

葉 は ，言 う ま で も な く ，ジ ョ ー ジ ・ オ ー ウ ェ ル

（George Orwell:）の『一九八四年』（Nineteen Eighty-Four, 

1949）の“Big Brother Is Watching You”のもじりであ

る．

　以下に，チェンバーズの『肩をすくめるアトラス』書評

内容の要点をポイント・フォームで紹介する．

（1）非常に馬鹿げた本（a remarkably silly book）で

ある．

（2）黒と白しか存在しない．「光の子どもたち」と

「闇の子どもたち」の闘争という世界観の極端

さと単純さ．過度な戯画化．

（3）登場人物の名前が滑稽である．主人公の英雄た

ちのひとりの名前はFrancisco Domingo Carlos 

Andres Sebastian d’Anconiaであり，もうひと

りはRagnar Danesjöldである．卓越した銀行

家の名前は，ギリシア神話に登場する，手に触

れるものがすべて金に変わったというミダス王

にちなんで，Midas Mulliganである．

（4）ヒロインが，多くのヒーローと恋愛関係になる

ような，「すべての騎士が王女様と結婚しまし

たとさ」的おとぎ話なのに，騎士たちと王女様

の間に子どもは生まれない．子どもは，ほとん

ど登場しないおとぎ話．いわば鉄筋コンクリー

ト製おとぎ話．

（5）「光の子どもたち」は，民間の企業家やビジネ

スマンで，「闇の子どもたち」は，リベラル左

派，ニュー・ディーラー，社会福祉を推進する

国家主義者（welfare statists），国境を超えて世

界をひとつにしたい人々（One Worlders）とい

う途方もない構図．

（6）「光の子どもたち」は，優秀で有能なニーチェ

の超人で（super men）であり，「闇の子ども

たち」は，無能な寄生虫で，ニーチェの言う

「末人」（last men）であるという構図．有能

な生産性高い超人と無能な寄生虫である末人し

か存在しない人間社会を想定している単純さ．

（7）義賊の「ロビン・フッド」は作家にとっては絶

対的に邪悪な人物である．なんとなれば，ロビ

ン・フッドは，金持ちから，ただ彼らが金持ち

であるからという理由で，財産を奪い，貧しい

人々に与えたのだが，それは貧しい人々に，努

力することなく他人の財産を手にすることを許

すことであり，寄生虫的生き方を正当化するこ

とだ．弱者だから，強者のものを奪っていいわ

けではないという作者の説には，実に小さくは

あるが真理の種ぐらいはあるにしても，これは

奇妙な見解である．

（8）優秀なテクノクラートのエリートたちが，頭脳

のストライキを図り，こっそりとロッキー山脈

の中に新世界を建設し，旧世界を打ち捨て破滅

するがままに放置する．しばらくしてから，彼

らは破滅した旧世界を立て直すために旧世界に

帰って行く．なんという荒唐無稽さ．

（9）神も宗教も原罪も拒否する無神論に立脚してい

て，作家が敵対しているはずの社会主義のマル

クスと同じである．

（10）作家が作る神なき世界においては，人間関係

は，むきだしの自己利益によって結びついてい

る．自分の価値と，相手の価値を交換すること

が人間関係になり，作者は利他主義を徹底的に

邪悪なものと主張する．

（11）このような神なき唯物論的世界においては，

人間に可能な生き方は，以下のふたつしかな

い．神がいない世界において，人間はもっと悲

劇的に，もっと孤独になる．もうひとつの生き

方は，反対に，もっぱら，生きている間の幸福

を求めるだけになる．作家は，自分のために生

きることこそ，人生の道徳的目的であると言う

が，神なき世界においては，人間が定めた道徳

は，人間を律するものではなく，知性や霊性に

裏付けられたものではなく，ただの享楽追求に

なるだろう．
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（12）生産性豊かなエリートたちが新世界に行って

しまったので，旧世界が破滅してしまうのだか

ら，そのエリートたちが帰還した旧世界は，そ

のエリートたちが支配する世界になるだろう．

Big Brotherが監視，統制，支配する専制的社

会になるだろう．それこそ，作家が忌み嫌うス

ターリンによる社会主義体制であり，ヒトラー

の全体主義体制ではないか．

（13）作家は，そのような極端な戯画を，いかにも

政治的事実（political reality）であるかのよう

に見せつける．

（14）ともかく，この作品は傲慢であり，独善的で

あり，教条主義である．

（15）小説全体に，作家の思想に与しない人間は

「ガス室へ行け！」という声が響き渡っている．

（16）このような言葉の巨大な山（this mountain of 

words）を生産した作家のすさまじい労力と鍛

錬と忍耐強い職人芸には同情的痛みを感じざる

をえない．

　このチェンバーズの『肩をすくめるアトラス』書

評の姿勢は誠実なものではない．書評者の価値観は

さておいて，書評対象の作品のメッセージをできる

限り正確に把握するのが，書評者の役割のひとつで

ある．しかし，チェンバーズは，作品の主人公たち

が，なぜ新世界を構築するのか，その彼や彼女たち

なりの「大義」を理解していない．その「大義」

は，何度も何度も作品の中で言及されているのにも

関わらず．ジョン・ゴールトがアメリカ国民に向け

てラジオを通じて行った長い長い演説を，このチェ

ンバーズは，書評者でありながらきちんと読んでい

ないことは確実である．

　ここで，『肩をすくめるアトラス』で展開された

アイン・ランドの思想「客観主義」（Objectivism）

の内容を確認しておこう．以下は，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，自分の欲望や願望では変

わらない現実に働きかけて，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
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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，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

手にしたい搾取者か，たかり屋か，寄生虫であ

る．

（6）上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．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

アメリカ合衆国でさえ，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

組織に属す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，最悪最強の公設暴力

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（藤森,2013a：

120-22）．

　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．彼女は，利他主
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義を，親切さや善意や他人の諸権利への尊敬と同義

にはしていない．利他主義は，前提として個人とし

ての人間の否定があるとランドは考える．個人とし

ての人間の理性に基づいた自由意志による選択よ

り，集団の意向を優先させると考える．

　だからこそ，『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．したがって，当然のことながら，

利他主義が基本となるシステムである全体主義，共

産主義，社会主義を，ランドは否定する．

  以上のような思想の文脈において，『肩をすくめ

るアトラス』は構築されているのに，書評者のチェ

ンバーズは，その文脈を無視して，上記の（10）や

（11）のような批判をしている．アイン・ランド

の文脈における「自己利益」「利己主義」「利他主

義」を理解せずに，世間一般に流通する言葉の定義

からのみ，作品を批判している．これは，単なる誤

読ではない．故意の誤読である．チェンバーズは，

ランドの思想を理解しようとしなかったからではな

く，理解に失敗したからではなく，理解できた．だ

からこそ，その理解が自分の価値観を非常に脅かす

ものであったので，故意に世間一般に流通する言葉

の定義のなかに閉じこもり，作品への攻撃をしたの

だ．

　何よりも，有能な人々と有能な人々に寄生しなけ

れば生きていけない人々で成立している社会という

世界観を，戯画的なおとぎ話的世界観であると批判

するチェンバーズの指摘は無意味である．自らの思

想をもっとも効果的に表現する手段として，戯画的

な二元化された世界を設定することには何の問題も

ない．小説家でもあったチェンバーズが，そのよう

なことに無知であったはずがない．にも関わらず，

チェンバーズは，一種の寓話文学である『肩をすく

めるアトラス』を寓話だからいけないと批判するよ

うな愚かしいことをしている．つまり，このわざと

らしい愚かしさこそが，チェンバーズが，『肩をす

くめるアトラス』を理解していた，ということの証

左である．

　だからこそ，批判のための批判としか言えないよ

うな無駄口が，この書評に氾濫している．（３）の登

場人物の名前の珍奇さなど，仰々しく指摘するほど

の問題ではない．（15）の指摘も，これまた非常に質

の悪い悪意の産物である．ホロコーストの比喩を持

ち出すことは，ユダヤ系のアイン・ランドに対する

強烈な皮肉であり悪意である．（16）の指摘など，

言わずもがなの捨て台詞である．そうなると，この

書評の，書評には似合わぬ，自己顕示的な華麗なる

（？）レトリックや語彙の豊かさなども，語彙が乏

しいとよく指摘されるソ連からの移民であったアイ

ン・ランドへの強烈なあてこすりに感じられるほど

だ．

　このようにチェンバーズの『肩をすくめるアトラ

ス』書評は，批判のための批判でしかないのである

が，しかし，有益な示唆もある．（11）の指摘が示

すような危険は，アイン・ランドの思想には，確か

にある．長期的視野にもとづいて合理的に自己利益

をはかることこそ，より良く生きることというアイ

ン・ランドの見解は，神の定めた（とされる）掟を

設定しない世界においては，自己利益をはかり生き

ることが，ただの強欲さの発揮になりやすいであ

ろう．総じて保守主義者たちは，自然権（natural 

rights）派であり，実定法（positive law）的発想はし

ない．人間存在を誤謬に満ちたものとして考えてい

るので，人間の理性や合理主義に対しては懐疑的で

ある．

　また，（12）の指摘は，非常に適切である．社

会主義や全体主義を憎んでやまないアイン・ランド

が，社会主義や全体主義と同じ「設計主義」，「社会

工学的発想」を採用しているというチェンバーズの

指摘は正しい．保守主義者は，人間が考え設計した

人工的社会のありようは機能しないと考え，「自生

的秩序」を重んじる．

　拙論「衝動から思想へ-- -アメリカ保守主義の誕

生とハイエク『隷属への道』」（藤森，2013b）
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において記述されたことの反復になるが，アメリ

カの保守主義の代表的言論人のひとりであるラッ

セル・カーク（Russell Kirk:1918－94）は, 『保守

主義者の心』（The Conservative Mind）において保

守主義者の共通点として，以下の6点を掲げている

（Kirk,1953：7-8）．

（1）超越的秩序，超越的存在，自然法を信じる

（2）人間存在の生産性豊かな多様性と神秘性を尊重

する．

（3）文明社会の保持には秩序と階層が必要と考え

る．

（4）所有権なくして自由はないと考える．

（5）抽象的構想により人間社会をより良いものにで

きるという，社会工学的試みは成功しないと考

える．

（6）急激な改革や性急な変革は，究極的には失敗す

ると考える．

　アイン・ランドは，社会主義的ニュー・ディー

ル政策や集産主義（collectivism）が跋扈するロー

ズヴェルト政権時代を舞台に，個人の自由な生き

方 を 貫 く 天 才 的 建 築 家 の 闘 い を 描 い た 『 水 源 』

（The Fountainhead,1943）によって，アメリカの保

守主義言論界に迎えられた．しかし，『水源』の次

に発表した『肩をすくめるアトラス』は，上記の

ラッセル・カークによる保守主義者の６条件のう

ち，（1）も（5）も（6）も否定するものだった．人

間集団を有能で生産性の高い人間と寄生虫に分けた

ことによって，（2）も否定していたとも見えたか

もしれない．ともあれ，アイン・ランドは，このホ

イティカ・チェンバーズによる『肩をすくめるアト

ラス』書評以後，保守主義知識人集団から排除され

た．

６　アイン・ランドによるアメリカの保守主義への

反撃

　アイン・ランドは，1960年の12月に，「保守主

義---ある死亡記事」（”Conservatism: An Obituary”）

という題目の講演をした．その文章は，『資本主

義-- -知られざる理想』（Capitalism: The Unknown 

Ideal,1966）に収録されている．「保守主義---ある死

亡記事」（Rand, 1966：214-25）の内容を，これも

ポイント・フォームで紹介する．

（1）いわゆる「保守主義者」も「リベラル」も世

界が致命的な対立に直面しているので，文明を

救わなければならないと言うが，どちらも，そ

の対立が何と何の対立か把握していない．それ

は，資本主義と国家主義（statism）の対立で

ある（214）．

（2）「保守主義者」も「リベラル」も，それぞれが

自由を守ると言っているが，何から自由を守る

のか，どちらもわかっていない（215）．

（3）自由とは，国家からの自由，政府の強制力から

の自由である（215）．

（4）自由を守るとは，個人の諸権利，つまり生命，

自由，幸福の追求の権利を守ることであり，

それらを守る政治経済体制は資本主義である

（215）．

（5）｢リベラル｣がやろうとしていることは，｢盗む

こと｣によって国家主義を立ち上げるというこ

とだ．｢リベラル｣は，自分たちがやろうとし

ていることを明示されることを怖がっている．

「福祉国家」だろうが，「ニュー・ディール」

だろうが，「ニュー・フロンティア」だろう

が，どう呼ぼうと，それは｢国家主義｣の婉曲

な呼び名だ（216）．

（6）｢保守主義者｣は，いったい何を保守（conserve）

するつもりなのだろうか．彼らは，自分たちは

｢アメリカ的生き方｣（American way of life）を

守ると言っているが，｢アメリカ的生き方｣と

は，資本主義のことだ．彼らは，自分たちが守

るべきものは資本主義であることから目を逸ら

している．それは，我らの文化に根深く巣くっ

ている利他主義（altruism）と資本主義のあい

だに存在する葛藤に麻痺状態になっているから

だ（217）．

（7）アメリカ合衆国は，人間は自分自身のために存

在する権利があり，誰の犠牲にもならず，誰

をも犠牲にせず，人間関係とは互恵関係であ
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り，自主的な選択に基づく交易（trade）関係

であるという原則のうえに構築された国である

（218）．

（8）ところが，この原則は，アメリカの政治制度に

おいて単に示唆されているだけにすぎず，十分

に分節化されていないので，今や，このアメリ

カの基礎たる資本主義の道徳的基盤というもの

が侵されつつある．資本主義の哲学的防衛が欠

如している（218）．

（9）利他主義の道徳，つまり自己犠牲という規則に

基づいた社会制度は社会主義であり，その変形

であるファシズム，ナチズム，共産主義であ

る．これらの制度は，みな人間を集団の利益

のために犠牲にする．ソ連はその典型である

（218）．

（10）アメリカは，アメリカの土台が資本主義であ

ることが道徳的に罪であるかのように感じてい

る．自らの富や力や成功など，アメリカの制

度が持つ最高に偉大な美徳に謝罪的な態度を

とっている．その偽善的な姿勢が，アメリカを

して世界のリーダーになることの障害となって

いる．そのような自信のない姿勢では，世界の

人々はアメリカに続くことができない（219）．

（11）｢保守主義者｣たちは，アメリカと資本主義を

神への信仰から正当化するが，これはとんでも

ない誤謬である．政教分離こそがアメリカの国

是であり根本的原則である．神という存在や，

証明できないものへの信仰を土台に考えること

は，合理的議論を否定することである．それで

は自由や正義，所有権，個人の諸権利を合理的

に正当化できなくなる．理性より信仰を上位に

置くなどとんでもない（220）．

（12）資本主義は，アメリカの「伝統」だから守る

べきだと主張する「保守主義者」たちは間違っ

ている．伝統主義とは，現状維持を尊重するこ

とであり，事物が正しいか善かではなく，古い

からこそ良いと主張することである．資本主義

は，アメリカの伝統だから守るべきなのではな

い．守るべき道徳，政治哲学だから，守るべき

なのだ（220－21）．

（13）アメリカは，従来の政治的伝統を壊し，人間

の歴史においてまだ実現されていない制度を作

り上げようとした人々の手によって建国され

た．アメリカの建国者たちは，自分たちの知力

以外には助けは何もなかった（221）．

（14）アメリカの建国者たちが原則としたのは，自

分の力で立つこと，自分自身の判断で生きるこ

と，生産的で創造的な改革者（innovator）と

して絶えず前進し進歩することであった．この

アメリカにおいて，伝統なるものを資本主義の

弁明の基礎に置くことなどは，言語道断である

（221）．

（15）｢保守主義者｣たちの中には，資本主義を人間

が生来堕落した存在であるという観点から支持

する人々もいる．彼らは，自由競争による資本

主義のほうが，多くの人々が関与するから，独

裁者とか王とか貴族の決定より，ましであろう

という観点から，資本主義を支持する．人間存

在は堕落しているので，王や貴族や独裁者の決

定では危険すぎる．多くの人々が参画する自由

な社会は，人間という不完全な生き物に妥当な

ありようだと言う．こんな愚劣な考えはない．

それでは，人間社会は，ほんとうは独裁制や専

制が望ましいのだが，人間存在は，それを許す

ほど聡明ではないと言っているのと同じである

（222）．

（16）個人の諸権利を認める政治経済体制は資本主

義だけである．資本主義と利他主義は相容れな

い．アメリカの「保守主義者」たちは，それを

直視し，実践するだけの道徳的哲学的一貫性が

ない．アメリカの「保守主義者」たちは，単な

る現状維持を支持しているだけである．その曖

昧な，現実逃避的な姿勢は，集産主義に利する

だけである（224-25）．

　以上が「保守主義-- -ある死亡記事」の内容であ

る．「アメリカの保守主義者」たちは，｢資本主義｣を

明確に支持しないという点において，知的不誠実さ

を，アイン・ランドによって批判されている．しか

し，この文においては，「資本主義」の定義は提示

されていない．なんとなれば，この文が対象として
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いる読者は，アイン・ランドの思想，彼女が呼ぶと

ころの｢客観主義｣（Objectivism）の文脈における資

本主義がいかなるものであるか知っていることを前

提としているからである．

　さきに，「客観主義」の説明で述べたことの反復に

なるが，アイン・ランドが定義するところの資本主

義とは，合意に基づいた自由で自主的な，相互に利

益のある交換関係のことである．「資本主義」と言う

が，「資本」そのものには焦点が置かれていない．

「人間の関係のありよう」に焦点が置かれている．

つまり，長期的視野に基づいて自己利益を図って生

きている人間が，同じく長期的視野に基づいて自己

利益を図って生きている人間の生産物と，自分の生

産物を，合意と納得の上に交換するのが，アイン・

ランドの言う資本主義である．

　アイン・ランドの資本主義観の前提となる世界

は，「自分の力で生産する者と，他人の生産物にた

かって生きる者が相克する場所」である．アイン・

ランドにとって人類の歴史は，「他人の生産物にた

かって生きる者から，自分の力で生産する者を解放

するプロセス」である．この意味において，アイ

ン・ランドの定義する資本主義は，「道徳」であり

「美徳」である．だからこそ，アイン・ランドは，

「純粋な資本主義制度というものは，いまだかつて

存在したことがない．アメリカでさえ，そうであ

る．政府による規制がさまざまな程度にあり，それ

は最初から資本主義を切り崩し歪めてきた．資本主

義は過去の制度ではない．未来の制度である．ただ

し，人類に未来というものがあればの話だが」（”A 

pure system of capitalism has never yet existed, not 

even in America; various degrees of government control 

had been undercutting and distorting it from the start. 

Capitalism is not the system of the past; it is the system 

of the future----if mankind is to have a future.”）と言っ

た（Rand, 1967：37）．

　アイン・ランドの言うところの「資本主義」は，

「資本主義」というより，「ヒューマニズム」と

呼ぶほうが妥当なほどに，かくも原理的であり，

根源的である．皮肉にも，アイン・ランドの資本

主義観は，カール・マルクス（Karl Marx:1818-

8 3 ） や フ リ ー ド リ ッ ヒ ・ エ ン ゲ ル ス （ Friedrich 

Engels:1820-95）などの社会主義者たち，共産主義

者たちと，同じ問題意識から始まっている．

　マルクスにせよ，ランドにせよ，起源にあるの

は，公平さ（fairness）が実現されない世界への怒り

である．人間が自分の知力や体力の発揮（＝労働）

によって獲得し生産したものが略奪され，搾取され

ることへの怒りである．マルクスは，その怒りから

始まって，資本，労働，商品の構造を考察して，資

本主義を否定したが，一方，アイン・ランドは，同

じ怒りから，個人の人間どうしの信義，道徳，美徳

を考察し，自由な個人間の搾取や略奪のない等価交

換としての資本主義を祝福した．

　アイン・ランドは，アメリカの保守主義者たち

は，この道徳としての資本主義観を理解していない

からこそ，自分たちの思想的正当性を明確に主張で

きないと批判した．その結果，アメリカの保守主義

者たちは，国家主義に侵食され，市民の自由や財産

権や幸福を追求する権利（＝長期的視野に基づいた

合理的な自己利益を追求する権利）を守る使命を果

たしていないと，批判した．「伝統」を守ると言いな

がら，アメリカ合衆国の建国の祖たちが立ち上げた

アメリカの原則という伝統は守らずに，ただただ古

いものには価値があるといった現状維持に堕してい

ると批判した．国家や王や貴族に支配されない自由

こそ，建国の祖が闘い獲得したものであるのに，そ

の自由でさえ，アメリカの保守主義者たちは冒涜し

ていると批判した．なんとなれば，彼らは，人間存

在は生来堕落したものであるから，王や貴族は必然

的に政治に失敗するのであるから，まだ自由な民主

主義体制のほうがましであると考えるからである．

これほどアイン・ランドにとって許しがたい考え方

はなかった．なぜならば，「アメリカの保守主義者

たち」の最大の絆は，アメリカ合衆国という国家の

建国の理念であるところの市民政府，社会契約論と

いう西洋近代が到達した啓蒙思想への信奉であった

はずであったからだ．

　もし，人間が生来堕落した存在であり，失敗確実

であるのならば，人間は理性を駆使しての合理的選

択などできないし，長期的視野に基づいた合理的自
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己利益を実現することもできないではないか．西洋

近代が獲得した啓蒙思想に立脚した互恵的な社会を

形成する力が人間には生来欠如しているのならば，

互いの労働の生産物を合意の上に基づいて等価交換

するという資本主義は，永遠に未完のプロジェクト

である．それならば，人間の文明そのものが不可能

になる．社会の進歩というものが不可能になる．そ

もそも，そのような人間存在ならば，生きる意味な

どない．

　アイン・ランドから見れば，アメリカの保守主義

者たちは，自分たちの信条が依拠するはずの道徳的

原則を主張する知的誠実さがなく，自分たちに知的

誠実さが欠如していることそのものすら認識でき

ず，したがって自らの道徳的原則に立脚した政策提

言ができるはずもない．したがって，アメリカの保

守主義者たちには，リベラルという国家主義者に道

を譲る未来しか残されていない．だから，アイン・

ランドは，アメリカの保守主義に対して「死亡記

事」を書いた．

    

7　部族主義としての「家族崇拝」

　 ア メ リ カ の 保 守 主 義 へ の 批 判 は，「死 亡 記 事 」

だけで展開されたわけではない．「凡庸さの時代」

（

” 

The Age of Mediocrity”）という講演において，

アイン・ランドは，アメリカの保守主義者たちの

「家族」や「家庭」の重視というものも，一種の

「強迫観念」（obsession）だと指摘している．「＜家

族＞を崇拝するということは，小型の人種差別であ

る．部族崇拝というものを連続劇にたとえれば，家

族崇拝というものは，それの粗野なる第1回のような

ものである．家族崇拝は，人間の価値より，たまた

まの偶然でしかない出自や出生を優先させる．選ぶ

ことができない血族という肉体的結びつきを人間の

選択より優先させる．部族への義務を，人間の自分

の人生に対して有する権利より優先させる」（” The 

worship of the ‘Family’ is mini-racism, like a crudely 

primitive first installment on the worship of the tribe. 

It places the accident of birth above a man’s value, 

the unchosen physical ties of kinship above a man’s 

choices, and duty to the tribe above a man’s right to his 

own life.”）と述べている．

　「家族」というものを過度に尊重し神聖視するこ

とは，アイン・ランドが指摘するように，生まれつ

きの遺伝要素に拘泥することにつながり，それは人

種差別と紙一重であることは確かである．また，家

族の神聖視は，家族の一員である個人にとって抑圧

的に作用することがありうる．個人の自由な選択や

幸福よりも，まず家族という集団の利益が重視され

るのであるならば，家族こそが，個人の独立と自主

性を侵食する「文化的制度」であり，それは国家主

義を生む集団主義の温床になる．また，家族の中で

は，より強い成員に，弱く責任を負う力のない成員

が依存することになるのだが，それは支配者と奴隷

の関係と同じである．家族の中では，より強い成員

も犠牲者になりうる．より強い成員はより弱い成員

に従属されると同時に，弱い成員から搾取されるこ

とになるからだ．家族を神聖視することは，このよ

うな抑圧的搾取的人間関係を助長し，個人の諸権利

を侵害することに加担することになる（Sciabarra, 

1995：349-50）．　

　以上が，アイン・ランドが，「アメリカ保守主

義」の知的脆弱さと因習性と現状維持的怯懦を批判

することによって，「アメリカ保守主義者」たちと

決別した経緯であった．では，アイン・ランドは，

「保守主義者」ではなく，「リバータリアン」である

自分を認識したのか？　彼女は，自分の思想を「客

観主義」と呼んだが，「リバータリアニズム」と呼ん

だことは一度もない．この問題については，次の機

会に論じる．
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Ayn Rand against American Conservatism

Kayoko FUJIMORI

Ayn Rand’s break with conservatism was caused by the publication of Atlas Shrugged in 1957. She was ostracized from 

American conservatives’circle.

Ayn Rand’s most specific attack on conservatism was developed in her essay, “Conservatism,an Obituary.”  Rand said 

as follows:The most crucial problem is that the conservatives do not stand for capitalism, because conservatives 

evade the conflict between capitalism and the morality of altruism; USA was founded on capitalism whose principle 

is that man has the inalienable rights to exist for his/her own sake, neither sacrificing himself/herself to others nor 

sacrificing others to himself/herself, and that men must deal with one another as traders by voluntary choice to mutual 

benefits; altruism holds that man has no right to exist for his/her own sake; self-sacrifice is his/her highest moral duty, 

virtue and value; the social systems based on altruism are socialism, fascism, Nazism,communism and statism, which 

immolate men for the benefit of the group, the tribe, the society and the state.

Ayn Rand believed that conservatives and she shared the political philosophy, Enlightenment thought, emphasizing 

reason and individualism, on which USA was based. But some conservatives defend capitalism on the ground of 

man’s depravity. Because men are lack of rationality, no man may be entrusted with the responsibility. They say that a 

free society is the proper way of life for human beings as imperfect creatures. They deny the power of man’s mind as 

his/her basic means of survival. They also desecrate Western civilization which was founded as the product of reason 

and rationality.

Ayn Rand also criticizes the worship of “tradition” of conservatives: some conservatives uphold the status quo, the 

given, regardless of whether it is good or bad, right or wrong, though USA was created by men who broke with all 

political traditions. Rand maintains that conservative obsession with the “Family” was a sort of tribalism; the Family is 

an institution that undercuts the individual’s independence and autonomy.

Keywords :   American conservatism , objectivism , capitalism , constructivism , statism


